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平 成 2 6 年 ２ 月 2 7 日 （ 木 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 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）15番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）16番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）17番 田 口 雄 二 同

（ ）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 徳 重 忠 夫 無 所 属 ク ラ ブ

（ ）28番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 太 田 清 海 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 井 上 紀代子 同

（ ）31番 鳥 飼 謙 二 同

（ ）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

公 安 委 員 長 藤 田 紀 子

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

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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代表質問◎

ただいまの出席議員38名であ○福田作弥議長

ります。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。

本日の日程は代表質問であります。

ただいまから代表質問に入ります。質問につ

いての取り扱いは、お手元に配付の代表質問時

間割のとおり取り運びます。〔巻末参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、自由民主党、押川修一郎議員。

〔登壇〕（拍手） おはよう○押川修一郎議員

ございます。自由民主党の押川修一郎でござい

ます。本日は、傍聴にも友人、知人の方がおい

でいただいております。本当にありがとうござ

います。

本県の山地、中山間地の山の声を議会に届け

ることのできる唯一の会派であります我が自由

民主党を代表して質問をさせていただきます。

県民の長年の悲願でありました東九州自動車

道の北浦―須美江間、そして日向―都農間の開

通が間近に迫り、本県の新しい時代の幕あけを

感じさせる春となりそうであります。かつて

「北は夕暮れ」と言われておりましたが、ここ

に来てまさに「北は日の出」の勢いでありま

す。

さて、年頭には安倍首相より、「アベノミク

スの効果を津々浦々に届ける」との発言があ

り、大型の補正予算も組まれたところでありま

す。このような中、今定例会の開会に当たり、

河野知事から、「東九州の新時代へ～みやざき

飛躍予算」と銘打った、３年ぶりの積極型予算

が平成26年度当初予算として示されたところで

あります。国も県も積極的に景気回復に向けて

動き出した今、人口減少、高齢化が進行する

中、口蹄疫を初めとするさまざまな災害に見舞

われ疲弊し切った、既に限界を迎えている本県

の農山漁村の集落の津々浦々にまでこの効果を

速やかに行き渡らせるために、執行部の迅速な

施策の実行をお願いするところであります。

それでは、通告に従いまして順次質問をさせ

ていただきます。

知事は、昨年11月の定例県議会で、我が党の

坂口議員の質問に対し、次期知事選挙への出馬

を表明され、２期目の知事選に向けた覚悟や県

政運営に対する思いが日増しに強くなっている

のではないでしょうか。河野知事は、平成22

年12月に行われた知事選挙において、「みやざ

き新生～口蹄疫からの再生・復興 明日のみやざ

きの礎づくり～」を掲げられ、約29万票を集め

て初当選し、第53代知事として本県のかじ取り

を担われることになりました。そして知事は、

就任後初めての議会である２月定例県議会の冒

頭、「直面する課題にひるむことなく向き合う

とともに、未来を見据え、新しい仕組みや新し

い価値の創造に挑戦していくことで、真に豊か

な宮崎県を築いていくための基礎づくりを進め

ていかなければならない」、また、「これから

４年間、この愛する宮崎のために、全力で県政

運営に取り組むとともに、県民の皆様と一丸と

なって、宮崎のさらなる飛躍に向け、誠心誠意

努力する覚悟である」との所信表明をされたと

ころであります。知事の任期は、先月の21日に

就任４年目を迎え、いよいよ残りの任期が１年

を切りました。知事は１期目の総仕上げをすべ

き段階に入ったものと考えます。そこで、これ

まで３年間の県政をどのように総括しておられ

るのか、知事にお伺いをいたします。

次に、本県の大きな課題であります中山間地

域対策についてお伺いいたします。

平成26年２月27日(木)
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平成26年２月27日(木)

冒頭にも述べましたとおり、本県の中山間地

域は、人口減少、高齢化が進み、雇用も落ち込

んでおりますことから、後継者不足が深刻な問

題であり、集落の存続が危ぶまれているところ

であります。中山間地域の集落は森林施業の基

地という側面も担っており、一度失われれば再

生には膨大な時間と労力がかかります。基幹産

業の林業も、材価は上昇傾向にあるものの先行

きは不透明。農業と同じく、担い手不足の問題

は決定的な解決策がない状況が続いておるとこ

ろであります。高齢化の問題は既に待ったなし

の状況であります。このような状況を踏まえ

て、中山間地域の振興・支援対策について今後

どのように取り組んでいくのか、総合政策部長

にお伺いをいたします。

次に、市町村への権限移譲についてお伺いし

ます。

知事の権限に属する事務のうち、市町村で処

理することが望ましい権限などを市町村へ移譲

する事務処理特例制度は、平成11年７月に制定

された、いわゆる地方分権一括法により創設さ

れた制度であります。私は、住民に身近な事務

を、県よりも身近なところにある市町村が行う

ことは大変よいことだと思いますが、一方で、

移譲先となる市町村の状況をしっかりと把握し

た上で移譲を推進する必要があると考えます。

このような状況を踏まえ、事務処理特例条例に

よる権限移譲は市町村の実情を十分に勘案しな

がら行うべきだと考えますが、今後どのように

推進されていくのか、総務部長にお伺いをいた

します。

次に、新エネルギー問題についてお伺いいた

します。

本県では、豊富な森林資源を生かした木質バ

イオマス発電施設の計画が着々と進み、具体的

に動いているところが４件あるほか、串間市で

も新たな計画があると伺っておるところであり

ます。またこのほかにも、既に稼働している発

電施設や木質ペレット製造施設などもありま

す。低炭素社会の実現、地域雇用の創出、山村

所得の向上の観点から、木質バイオマス発電に

は多くの県民が期待を寄せておられるところで

あります。これらの施設が安定的に稼働し山元

への利益還元を図るためには、円滑な木質原料

の供給がなされなければなりません。そこで、

木質バイオマス発電所が本格稼働を始めるに当

たり、これら発電施設やペレット製造施設の稼

働に必要な林地残材の量は幾らあるのか。ま

た、安定供給は大丈夫なのか、県はどのように

取り組んでいくのか、環境森林部長にお伺いを

いたします。

次に、電力の問題について伺います。

東日本大震災が発生してから３年がたとうと

しております現在、電力需要の逼迫が継続して

いるなど、企業局を取り巻く環境も大きく変化

しているものと考えます。このような中、国に

おいては、再生可能エネルギーの普及のための

固定価格買い取り制度を創設したほか、電力の

安定供給を図るため電力システム改革を進めて

おり、企業局に適用されている、電力会社に長

期にわたり安定した価格で電力を供給する卸規

制も廃止される見込みであることから、企業局

の事業にも少なからず影響があるのではないか

と考えておるところであります。そこで、国が

電力システム改革を進める中、これまで企業局

が公営企業として電気事業を展開してきた意

義、今後の展望について、企業局長にお伺いを

いたします。

次に、公金の管理・運用についてお伺いしま

す。
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平成26年度当初予算は積極的な増額予算とな

りました。県の財政改革の取り組みについては

評価させていただきますが、依然として県財政

は逼迫している状況であります。そのような

中、公金の管理と運用は非常に重要な問題であ

ると考えますが、本県の状況はどのようになっ

ているのか、会計管理者に伺います。

以上、壇上からの質問はここまでとさせてい

ただきまして、以下の質問は質問者席から伺わ

せていただきます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

この３年間を振り返りますと、口蹄疫を初め

相次ぐ災害に見舞われた本県の早期の復興・再

生や、東日本大震災を教訓とした防災・減災力

の強化などに全力で取り組んでまいりました。

その中で、宮崎牛の全共２連覇や、県民の悲願

であった東九州自動車道の一部区間の前倒し開

通を初め、徐々に明るい兆しが見えてきたとこ

ろであります。これを天の岩戸開きに例えて、

将来に向けた希望の光が差してきた、そのよう

な手応えを感じておるところでございます。

このチャンスを生かすべく、任期の後半とな

る今年度から、「復興から新たな成長」へと県

政の軸足を移し、本格的な景気回復と揺るぎな

い産業基盤の構築に向けまして、フードビジネ

スや医療機器産業、東アジア市場開拓などの

「成長産業の育成加速化」に重点的に取り組ん

でいるところであります。また、南海トラフ巨

大地震に関する本県独自の被害想定などを踏ま

えた防災・減災対策の強化でありますとか、ド

クターヘリの運用開始による地域医療の充実な

ど、県が抱えるさまざまな課題の克服に向けて

しっかりと歩を進めてきているところでありま

して、おかげさまで、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、県政は着

実に、かつ力強く前に進んでいるものと考えて

いるところであります。以上であります。〔降

壇〕

〔登壇〕 お答○総合政策部長（土持正弘君）

えいたします。

中山間地域の振興・支援対策についてであり

ます。中山間地域は、人口減少や高齢化の進行

など、議員から御指摘がありましたように大変

厳しい状況にあります。このため県では、中山

間地域振興計画に基づきまして、「産業の振

興」「集落の活性化」「日常生活の維持・充

実」を重点施策に掲げまして、全部局が一体と

なってさまざまな振興策に取り組んでいるとこ

ろであります。しかしながら、中山間地域の状

況は、基幹産業である農林業の振興や担い手確

保を初めとして、依然として解決すべき多くの

課題がありますことから、引き続き、標高差な

ど地域特性を生かした農林水産業の振興や、交

流人口の拡大などによる集落の活性化等に取り

組むとともに、平成26年度におきましては、現

在の中山間地域振興計画の見直しにも着手する

ことといたしております。中山間地域は、国土

の保全や水源の涵養といった公益的機能を有す

る極めて重要な地域であり、その財産を次の世

代に引き継いでいけるよう、今後ともしっかり

と取り組んで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〕

〔登壇〕 お答えい○総務部長（四本 孝君）

たします。

市町村への権限移譲についてであります。市

町村への権限移譲につきましては、平成18年に

策定いたしました権限移譲推進方針に基づきま

して、住民サービスの向上及び地方分権の観点

から、住民に身近な行政はできる限り身近な市
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町村に担っていただくことを基本として、促進

を図っているところであります。具体的には、

住民の利便性の向上や事務処理の効率化が図ら

れるなど、市町村で処理することが望ましい知

事の権限に属する事務について、毎年度メニ

ュー方式でお示しし、それぞれの市町村が、地

域の実情や住民ニーズを踏まえ、さらに業務の

受け入れ態勢も勘案しながら、主体的に移譲事

務を選択していただくこととしております。県

としましても、権限移譲に対応した財政支援を

初め、移譲された事務が円滑に執行できるよ

う、説明会や研修会の実施、事務マニュアルの

提供や助言など、市町村にとって移譲を受けや

すい環境を整えることとしております。今後と

も、市町村の自主性を尊重しながら、住民サー

ビスの向上に向け、権限移譲の推進を図ってま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答○環境森林部長（堀野 誠君）

えします。

木質バイオマスについてであります。現在、

県内においては、複数の発電施設の建設が進め

られるなど、木質バイオマスの利用に向けた動

きが始まっておりますが、林地残材などの利用

は、林業の振興や新たな雇用創出による地域経

済の活性化につながるものと期待しておりま

す。既設を含めた発電施設やペレット製造施設

において必要となります林地残材の量は、水分

を含んだ状態で年間約41万トンであります。一

方、県内の林地残材の発生量は約77万トンで、

計算上は必要量に対応可能であり、さらに、発

電施設については、発電事業者と素材生産業者

等との間で、安定供給のための協定が締結され

ております。県といたしましては、市町村や林

業関係者等と密接に連携しながら、山元から発

電施設などへ効率的に収集運搬する仕組みづく

りや、そのために必要な高性能林業機械の整備

の支援などを行い、木質バイオマス利用施設が

安定的に運営されるとともに、山元への利益還

元が図られるよう取り組んでまいりたいと考え

ております。以上でございます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答え○会計管理者（梅原誠史君）

します。

公金の管理・運用についてでございます。歳

計現金や基金等のいわゆる公金につきまして

は、地方自治法等に従い、元本を確実に保全し

た上で、いつでも現金化が可能な流動性の確保

や、より高い金利を得るための効率性の追求な

どを念頭に置いて、定期預金や国債等による資

金運用を行っているところであります。平成25

年度の利息収入は、本年１月末現在で約２億800

万円であります。今後とも、適切な公金の管理

を基本としながら、安全かつ効率的な運用に努

めてまいりたいと考えております。以上でござ

います。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えい○企業局長（濵砂公一君）

たします。

電気事業を展開してきた意義と今後の展望に

ついてのお尋ねでございました。本県の電気事

業は、昭和13年に県営の電気事業として発足い

たしまして以来、これまでに６つの河川総合開

発事業を完成し、全国の公営電気事業者、全部

で26ございますが、この中で３番目という規模

で、安定的に電力を供給してきたところでござ

います。また、東日本大震災を契機に再生可能

エネルギーとしての水力発電の役割も高まって

おりますことから、小水力発電の開発や市町村

への技術支援に積極的に取り組んでいるところ

でございます。さらにまた、事業で得られまし

た収益をもとに、一般会計への貸し付け、ある
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いは口蹄疫復興中小企業応援ファンドへの原資

の貸し付けなどを通じまして、県財政や地域の

振興に寄与するなど、公営企業としての役割を

果たしてきたものと認識しております。

今後につきましては、電力システム改革の進

展に伴い、企業局の経営環境はますます厳しく

なることが予想されます。しかしながら、水力

発電の優位性は今後も変わることはないと考え

ておりますので、小水力発電の開発・導入や既

存の発電設備の出力増など、計画的、効率的な

投資を行うことによりまして、一層の経営基盤

の強化を図るとともに、改革の推移を見きわめ

ながら、引き続き、公営企業としての使命を果

たしてまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。〔降壇〕

それぞれ御答弁いただきま○押川修一郎議員

して、ありがとうございました。

特に総合政策部長にお願いをしておきたいと

思いますが、26年度には中山間地域振興計画の

見直しをされるということであります。先ほど

も言いましたとおり、中山間地域においては、

本当に生きるか死ぬかの喫緊の課題だというふ

うに考えておりますから、中身のある計画にな

るようにお願いをしておきたいと思います。

それから、環境森林部長でありますが、特に

今回、木質バイオマス、その中で、先ほど御答

弁いただきましたけれども、山手からどういう

形で材を搬入してくるかということが一番の課

題だろうと思っております。そのことにつきま

しても、答弁がありましたから、くどくは言い

ませんけれども、量が確保できるシステムを

しっかりやっていただきたいというふうにお願

いをしておきたいと思います。

口蹄疫に見舞われ、本県の畜産を初めとした

経済の回復は、まだまだ道半ばであると思いま

す。知事のお言葉にもありましたが、本県はま

さに「復興から新たな成長」に向けた過程にあ

り、これからますます前に向かって進んでいか

ねばならないというふうに思います。そこで、

知事の任期中最後の年であり、２期目に向けた

布石ともなります平成26年度の県政運営につい

て、どのような政策を推進していくつもりなの

か、知事にお伺いいたします。

来年度、任期４年間の○知事（河野俊嗣君）

総仕上げの年になるわけであります。幸い、ア

ベノミクスでありますとか2020年のオリンピッ

ク・パラリンピック東京大会の開催の決定、さ

らには東九州自動車道の宮崎―北九州間が開通

するなど、本県の浮揚につながるさまざまな追

い風が吹いているものと考えております。こう

した追い風を逃さず、これまで力を注いでまい

りました取り組みの成果を生かしながら、さら

に大きな飛躍を目指してまいりたいと考えてお

ります。こうした考えのもとに、来年度予算案

につきましては、「東九州の新時代へ～みやざ

き飛躍予算」と銘打って編成をしたところであ

りまして、北部九州や中・四国、東アジアから

の観光誘客やＭＩＣＥ誘致、また北部九州の自

動車産業との取引の拡大、細島港への広域荷寄

せ対策など、高速道路の開通効果を最大限に発

揮させてまいりたいと考えておるところであり

ます。

また、２年目を迎えました「地域経済・雇用

をけん引する成長産業の育成加速化」に加えま

して、今回は、20億円の基金を活用した「将来

の発展と地域を支える人財づくり」にも、今後

５年間にわたって継続的に取り組むこととした

ところであります。あわせて、本格的な人口減

少社会の到来や、地域間、また国際競争の激化

など社会経済情勢の変化も踏まえつつ、アク
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ションプランを含む現行の県総合計画の見直し

にも着手をしてまいりたいと考えております。

今後とも県民との対話と協働に努めまして、目

に見える形でしっかりと、こうしたそれぞれの

課題について成果を上げていきまして、本県が

将来にわたって持続的に発展できる基盤づくり

に努めてまいりたいと考えております。

最終年度の県政運営につい○押川修一郎議員

て、知事のお考えを伺ったところであります。

特に、20億円の基金を活用した「人財づくり」

事業につきましては、期待させていただきたい

というふうに思います。

さて、既に２期目への出馬を決意され、本県

の山積する課題への対応や将来への展望に向

け、日々思いをめぐらされているものと推察を

いたします。そこで、いささか気が早いかとは

思いますが、２期目の県政運営でどのようなこ

とに重点的に取り組み、またどのような姿勢で

臨もうとしておられるのか、知事にお伺いをい

たします。

本県が半世紀にわたっ○知事（河野俊嗣君）

て要望してまいりました、東九州が１本の高速

道路でつながる新時代が間もなく到来しようと

しているわけであります。観光、産業、交通・

物流、防災、医療、あらゆる分野で本県が大き

く飛躍するチャンス、まさに歴史におけるター

ニングポイントを迎えておるという認識でござ

います。次期県政におきましては、官民一体と

なって、さらに、東九州道の県南区間でありま

すとか九州中央自動車道の早期整備に全力を注

いでまいりたい、そういう意味では九州全体の

ネットワークづくりを急いでいきたい、そうい

う思いもございます。東九州の新時代を牽引す

る宮崎県づくりを目指しまして、地域の競争

力、隣県との広域連携、県内連携というものを

それぞれ強化する観点に立ちまして 動詞で―

申しますと、地域の競争力を磨いていくという

こと、さらには隣県との連携、つないでいくと

いうこと、さらには県内の連携、県内の経済を

回していく、そのような視点に立って、人・物

・金の流れを国内外から本県に取り込む施策と

いうものを重点的に進めてまいりたいと考えて

おります。あわせて、本県経済の本格的な成長

につながる産業競争力の強化や、巨大地震や津

波に備えた県土の強靱化などにも積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

また、「みやざき東京オリンピック・パラリ

ンピックおもてなしプロジェクト」を進めるこ

とによりまして、直前の大会や合宿の誘致、ま

た世界に通用しますおもてなしの環境づくりに

も努めてまいりたいと考えております。さらに

今、20億の人財基金、評価をいただいたところ

でありますが、「県づくりは人づくりである」

という信念のもとに、次世代を担う若者や産業

人材の育成、また女性や高齢者のさらなる活躍

の支援など、あすの産業や地域を支える「人財

づくり」にも腰を据えて取り組んでまいりたい

と考えておるところでございます。

以上のような取り組みを通じまして、県づく

りの目標であります、物と心の豊かさが調和を

した「新しいゆたかさ」の実現に向けて全力で

取り組んでまいりたい、そのように考えており

ます。

次に、新年度の当初予算に○押川修一郎議員

ついてお伺いをいたします。依然として本県の

財政は厳しい状況にある中、今定例会に提出さ

れました平成26年度当初予算は久々の積極型予

算となっております。そこで、重点施策も含

め、平成26年度の予算編成に当たりどのような

点に最も力点を置かれたのか、知事にお伺いい
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たします。

26年度の当初予算の編○知事（河野俊嗣君）

成に当たりましては、財政改革の着実な実行は

一方で重要な課題であるわけでありますが、そ

れを行う中で、「人財づくり」「産業づくり」

「地域づくり」という３つの重点施策を推進す

ることを基本方針としまして、本県の発展を支

える人材の育成や県内経済の活性化、県民生活

の安全・安心の確保を積極的に進めるためのさ

まざまな措置を講じたところであります。具体

的には、公共事業の追加措置というものを行い

ましたし、また「みやざき人財づくり基金」の

創設、さらには学校老朽化対策などを盛り込ん

だ「地域経済活性化・防災対策特別枠」を100億

円措置いたしますとともに、東九州の新時代を

見据えた地域振興などにも積極的に取り組むこ

ととしておりまして、全体の予算規模は対前年

度比で1.3％の増となっております。また、特に

投資的経費は3.7％の増、これは17年ぶりのプラ

スに転じたということでございますが、積極型

の予算としたところであります。

一方、財政改革の取り組みも引き続き着実に

進めることとしておりまして、国の交付金など

の財源確保などにも積極的に努めました結果、

収支不足額の圧縮や県債発行の抑制なども実現

をしたところであります。26年度当初予算は、

重点施策の積極的な推進と財政健全化を両立さ

せた内容として仕上げたところであります。

しっかりした中で26年度を○押川修一郎議員

動かしていただければありがたいと、そのよう

に要望しておきたいと思います。

次に、副知事２人制についてお伺いいたしま

す。知事は、昨年２月の定例県議会において副

知事２人制を提案されるに当たり、大きく２つ

の理由を挙げられました。１つは、本県が復興

から新たな成長を目指す中、フードビジネスの

展開や東アジア経済交流戦略など部局横断的な

取り組みの推進のため、副知事に、知事の補佐

や職員の指導のほか重要なプロジェクト等の総

括を担うことが求められていることでした。そ

して２つ目として、副知事には、国や市町村、

関係団体との密接な連携を図るという大切な役

割もあり、地元出身も含め２人制とすること

で、これらの連携がさらに強力となり、県政運

営に大きな効果が期待されるということであり

ました。そこで、昨年の４月に副知事２人制が

導入されて約11カ月がたちますが、副知事２人

制の導入でどのような効果が県にもたらされた

のか、お伺いをいたします。

副知事を２人制にする○知事（河野俊嗣君）

ことによりまして、これまで以上に私自身が対

外的分野、例えば中国、台湾、韓国などにおけ

るトップセールスでありますとか、国内におけ

る各種のＰＲ活動などに力を注ぐことができる

ような体制になってきたものと考えておりま

す。また、それぞれの副知事には具体的な政策

課題についての取りまとめを指示しておりまし

て、稲用副知事には人材育成・活用に向けた方

向性について、内田副知事には東京オリンピッ

ク・パラリンピック大会に向けた宮崎ならでは

のおもてなしのあり方をテーマとしまして、庁

内でのワーキングチームをつくって政策論議を

進めておるところであります。

あわせて、従来から副知事が担っておりまし

た業務につきましても、２人で分担をすること

で、それぞれの担当分野でより手厚くきめ細か

な対応が可能になってきております。２人の予

定表を私も見ておりますが、例えばこれまでの

１人副知事の仕事を100としますと、それを２人

で分割することによって50、50になったわけで
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はなしに、それが60にも70にも100にもなってい

る、トータルでもっといろんな対応ができるよ

うになっているというのが実感でございます。

こうしたことによりまして、県内市町村や団体

などと、これまで以上に細かな意見交換などを

行うことができ、連携の強化が図られつつある

ものと考えております。また、国とのパイプを

十分に生かしながら、要望活動も精力的に展開

しておるところでありまして、予算の獲得はも

とより、東九州自動車道の前倒しの開通やス

マートインターチェンジの整備、あるいは先日

発表されました、農林水産省の今回の補正予算

の目玉事業であります「次世代施設園芸導入加

速化支援事業」の採択などの成果に結びついて

いるものと考えております。おかげさまで、副

知事２人制は、当初考えておった目的どおりに

機能しておるのではないかと受けとめておると

ころでございます。

ただいま副知事２人制の効○押川修一郎議員

果を伺いましたが、副知事２人制のメリットを

生かし、両副知事を政策推進の強力な補佐役と

して活用することで、知事自身は、大局的な観

点から、今後の県政運営にさらに腰を据えて取

り組むことができるというふうに考えます。そ

こで、副知事２人制の効果を踏まえ、知事の持

つ中央官庁との太いパイプを生かして、予算獲

得や情報獲得のため、知事みずからがもっと積

極的に国への要望活動に出向いていくべきでは

ないかと考えますが、今後の取り組み等につい

て知事にお伺いいたします。

自主財源に乏しい本県○知事（河野俊嗣君）

としましては、さまざまな行政課題に対応する

上で、国との良好な関係、パイプというものを

構築・維持し、予算や情報を獲得していく活動

は、大変重要な仕事であろうというふうに考え

ております。このため、私みずから関係省庁を

足しげく訪問しております。最近などでは、国

交省に行ったときに、「また参りました」と言

うのが最初の御挨拶になっておるところでござ

いますが、政務三役、また幹部職員に直接お会

いすること、また本県にいらっしゃったとき

に、さまざまな機会を捉えて意見交換、情報の

収集などを行う。脆弱な財政基盤やおくれた社

会資本整備といった本県の実情を訴えて、要望

や提案などを行ってきておるところでありま

す。

また、政府の中央防災会議のもとに置かれて

いる防災対策実行会議の委員として これは―

知事としては私だけが入っておるわけでありま

すが 本県が繰り返し訴えてまいりました南―

海トラフ地震対策特別措置法の早期制定にこぎ

つけるということもできたところであります

し、近く決定が見込まれます地域指定について

も、強く働きかけを行っているところでありま

す。今後とも、副知事２人制のメリットをさら

に生かすことができるよう、両副知事と機動的

に役割を分担しつつ、これまで以上に私が先頭

に立って、国との太い人脈やネットワークづく

りに努めてまいりたいと考えております。

さらに、知事は東アジア市○押川修一郎議員

場の開拓を重点施策に掲げておられます。今後

は、県産品の宣伝や販路拡大といった活動に、

より積極的に取り組まれるものと考えます。副

知事が２人になったわけですから、県政は優秀

な両副知事にお任せになり、知事みずからが広

告塔となって、積極的に海外に出て活動されて

はどうかと考えますが、これまでの取り組みと

今後の取り組みについて、知事にお伺いいたし

ます。

適切な役割分担を踏ま○知事（河野俊嗣君）
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えた、めり張りのある仕事をという御指摘だと

いうふうに受けとめております。アジア市場に

関しましては、今年度、私をトップとする官民

一体となった訪問団を結成いたしまして、７月

に台湾、８月に香港、シンガポール、11月に台

湾、韓国をそれぞれ訪問したところでありま

す。これらの訪問におきましては、多くの現地

メディアを集めての本県物産・観光のＰＲのほ

か、交通網の維持充実の要望や現地経済界の要

人との意見交換などを行い、本県の取り組みに

対する貴重なアドバイスをいただいたところで

あります。やはり知事が来るということになっ

て、会える要人の幅も、またメディアの注目度

も高まるということがございますので、そう

いったところを最大限活用してまいりたいと考

えております。

こうしたさまざまなトップセールスの成果

で、宮崎牛や乳製品など県産品の新規の取引や

台湾との航空路線の増便など、具体的な成果も

少しずつ上がっておるところでございます。あ

すも、香港からフードビジネス関係での要人と

お会いする機会も設けておりまして、こういう

パイプというものもしっかり今後活用してまい

りたいと考えております。海外でのトップセー

ルスにつきましては、政府機関や要人などとの

人的ネットワークの構築や現地マスメディアに

対するＰＲなど、大変大きな効果があるものと

考えておりまして、知事の立場を十分に活用し

ながら、機会あるごとに訪問し、アジア市場の

開拓に向けて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。○押川修一郎議員

せっかくの副知事２人制の導入で、その効果と

いうものもあらわれているようでありますか

ら、しっかりすみ分けをしていただいて、知事

としての責任ある行動なり、そういった立場で

の御活躍を期待しておきたいと思います。

次に、今定例会に提出されました補正予算に

ついてお伺いいたします。国の経済対策を受け

て編成した本県の補正予算については、どのよ

うな考え方で編成されたのか、知事にお考えを

伺います。

まずは足元の経済の認○知事（河野俊嗣君）

識として、いわゆるアベノミクスによりまし

て、我が国の景気、全体としては回復傾向にあ

るということでありますが、本県経済はまだま

だ回復途上にあるということ、さらに今後、消

費税率の引き上げに伴います景気の下振れリス

クに対応していかなくてはならないというこ

と、持続的な経済成長に結びつけていくことが

必要であろうと考えておるところであります。

このような基本的な考え方のもとに、今議会に

提案しております補正予算案については、国の

経済対策に伴う措置としまして、防災・減災対

策の観点からの公共事業、雇用や林業などに関

する基金の積み立て、大規模園芸施設の整備の

支援、また少子化対策ということで、総額で185

億円計上しておりまして、平成26年度当初予算

と一体的に執行していくことで、より積極的に

地域経済の活性化などに取り組んでまいりたい

と考えております。

次に、公共事業の入札不調○押川修一郎議員

・不落問題について伺います。昨年度末の大型

補正に伴い、公共事業が多数発注されました

が、建設現場では人手不足等の問題もあり、全

国で公共工事の入札不調・不落が発生し問題と

なっております。そこで、本県における入札不

調・不落の発生状況につきまして、県土整備部

長にお伺いいたします。

公共三部に○県土整備部長（大田原宣治君）
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おきましては、本年１月末で、入札不調が、入

札件数の6.4％に当たる111件、不落が、同じ

く5.1％に当たる88件発生しておりまして、昨年

度の同時期と比較しますと、入札不調が3.9ポイ

ント、不落が1.3ポイント、それぞれ増加してお

ります。

なお、入札不調・不落となりました工事につ

きましては、地域の実情に応じて発注時期など

を調整し、改めて入札を行うことによりまして

対応しているところでございます。

続けてお伺いします。昨年○押川修一郎議員

度に引き続き、今回も国の経済対策が発表され

ました。これによりますと、今後発注が予定さ

れる公共工事におきまして、昨年の状況を踏ま

え、公共事業の効果を生かす上でも何らかの対

策を講じるものと考えます。そこで、今後の公

共工事の入札不調・不落対策について、知事の

お考えをお聞きいたします。

せっかく国の理解もい○知事（河野俊嗣君）

ただきながら財源を確保し、何とか公共事業の

量を確保したところでありまして、それを適切

に執行していただく体制、これが大変重要であ

ろうかというふうに考えております。公共工事

の増加等に伴う入札不調・不落に対しまして

は、技術者や資機材の状況など地域の実情の把

握に努めまして、発注時期の調整や現場条件を

十分に考慮した積算の徹底などに取り組んでき

たところであります。今年度の国の補正予算に

伴う工事の実施に当たりましては、これまでの

取り組みに加えて、円滑な施工の確保を図るた

め、技術者などの賃金水準の上昇を踏まえ、本

年２月に労務単価の改定等を行ったところであ

ります。さらに、工事の実施時期につきまし

て、国や市町村との連携を図り、早期発注に努

めることによりまして、地域の雇用や経済の活

性化に効果が十分に発揮されるよう取り組んで

まいりたいと考えております。

しっかりお願いをしておき○押川修一郎議員

たいと思います。

次に、宮崎県中小企業等支援ファンドについ

てお伺いいたします。知事の提案理由説明にも

ありましたとおり、このファンドについては、

昨年11月に清算が完了いたしております。この

ファンドは、経営に支障を生じた県内の企業に

対し、ファンドから投資を行うことにより、企

業の事業再生を図る目的で設立されたものであ

ります。当時、民間の金融機関から融資が受け

られないほどに経営が落ち込んでいる企業を、

このファンドによって事業継続させ、約2,000人

の雇用を継続してきたという点におきまして

は、評価に値すると思います。しかし、結果的

には８億9,000万にも上る損失を出しているとい

うことでありますので、この結果について知事

はどのような責任を感じておられるのか、お伺

いいたします。

多額の損失が発生した○知事（河野俊嗣君）

経緯ということでございますが、このファンド

が投資を行うに当たりましては、企業経営に詳

しい専門家の意見を聞いた上で、それぞれの企

業の再生計画の妥当性を十分審査して決定され

たところであります。また、投資先の企業にお

きましては、再生計画に基づきまして、経費削

減はもちろんのこと、不採算部門からの撤退、

資産の売却など懸命な経営努力が行われまし

て、ファンドにおいても投資の効果が発揮され

るよう経営支援を続けてまいったところであり

ます。県におきましても、投資先の企業を直接

訪問しヒアリングを行ったほか、ファンドを通

じて状況を随時把握し必要な助言などを行って

きたところであります。
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しかしながら、リーマンショックを初めとす

る世界的な規模の景気後退と、これに伴う国内

不況の長期化、さらに相次ぐ自然災害の発生な

ど、支援当初には予期できなかった外的要因も

加わりまして、再生が当初の予定どおりには進

まなかったという事情もございます。このよう

な経緯のもと、ファンドは終了したところでご

ざいますが、結果として多額の損失補償が必要

となったことにつきましては、重く受けとめて

いるところでございます。今後の地域経済と雇

用を考える上で、中小企業等の重要性はますま

す高まるものと考えておりますので、その振興

につきましては、ニーズを的確に把握しながら

しっかりと取り組んでいくことが責務であると

考えております。

中小企業は、本県において○押川修一郎議員

も大事な企業でありますので、今言われました

とおり、しっかりこのことを受けて、今後そう

いったことがないような形の中での御努力をお

願い申し上げておきたいと思います。

次に、指名競争入札の試行について伺いま

す。現在試行中の建設工事における指名競争入

札でありますが、年度半ばからの実施であるこ

とや、国の経済対策による公共工事の急増、そ

して、先ほどの質問にもありました、入札不調

・不落の問題など諸条件が重なり、状況分析が

難しいと思われますが、一般競争入札との比較

を踏まえた上で、現時点における建設工事に係

る指名競争入札の試行結果の総括と今後の取り

組みについて、同じく知事にお伺いいたしま

す。

建設工事における指名○知事（河野俊嗣君）

競争入札につきましては、昨年７月より試行し

ておるところであり、１月末までに160件の指名

通知を行いまして、133件契約したところであり

ます。現時点で試行結果を総括しますと、試行

件数の確保といった課題はありますが、平均落

札率が一般競争入札と同水準であるなど、透明

性・競争性も確保されており、さらに、工事現

場に近い企業や建設機械を保有する企業の受注

割合が高いことなど、災害対応力の強化という

観点から一定の効果があると認識をしておりま

す。このため来年度につきましては、県議会や

入札・契約監視委員会の御意見を踏まえた上

で、災害対応力のさらなる強化を図るために、

指名する企業の多様化などの改善も行いまし

て、試行の継続に向けて検討してまいりたいと

考えております。

わかりました。○押川修一郎議員

次に、東九州自動車道の整備促進について伺

います。

東九州自動車道については、本県と鹿児島県

の県南区間が未整備であり、九州中央自動車道

の整備もまだまだ道半ばであります。ミッシン

グリンクの解消の点からも、早期完成が望まれ

るところであります。そこで、東九州自動車道

の県南区間及び九州中央自動車道の整備促進に

ついての今後の取り組みにつきまして、内田副

知事にお伺いいたします。

東九州自動車道ある○副知事（内田欽也君）

いは九州中央自動車道は、人や物の交流を促進

し、経済活動、物流、企業誘致、観光、医療、

防災などあらゆる分野で可能性が大きく広がる

大変重要な路線であります。また、災害時への

備えとなる「命の道」としての役割も期待され

ますことから、安全で安心し、心豊かに暮らせ

る社会を目指す上でも、本県に残されたミッシ

ングリンクの早期の解消というのは、県政の最

重要課題の一つであると考えております。高速

道路は全部つながってこそ、初めてその真価が
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最大限に発揮できるものでございますので、今

後とも知事を先頭に、東九州自動車道の県南区

間及び九州中央自動車道の早期完成を、議会の

皆様方を初め県民の皆様と一体となって、国に

対し、これまで以上に強く要望してまいりたい

と考えております。

県南、特に日南から志布志○押川修一郎議員

に向けては、まだ基本計画ということでありま

して、事業化にもなっておりません。国交省か

らおいでの副知事でありますから、ぜひ何と

か、いらっしゃる間に目鼻をつけていただい

て、事業化になるようにお願いをしておきたい

と思います。

次に、記紀編さん1300年記念事業につきまし

て、何点かお伺いをいたします。

記紀編さん1300年記念事業推進協議会が昨年

２月に取りまとめられました事業の基本構想の

中には、重点的取り組み事項として、国民文化

祭の開催と並んで、神楽と西都原古墳群の世界

遺産登録へ向けての取り組みが掲げられており

ます。地元西都市では２月８日に、世界文化遺

産の登録を目指し、専門家を集めたシンポジウ

ムが開かれ、私も参加し、地元の熱い機運を感

じたところであります。記紀編さん1300年記念

事業の最終年度になる平成32年には東京オリン

ピックの開催が決定し、日本が世界から注目を

浴びることは言うまでもありません。そこで、

西都原古墳群の世界文化遺産登録を、記紀編さ

ん1300年記念事業の集大成となるよう、推進室

等の設置を含め積極的に取り組んでいただいて

はどうかというふうに考えますが、教育長のお

考えをお伺いいたします。

西都原古墳群が世界○教育長（飛田 洋君）

文化遺産登録を目指す取り組みとしましては、

まず、文化庁がユネスコへ推薦候補案件として

提出する国内の暫定一覧表に記載されることが

必要であります。このため、地元西都市を初め

関係機関と連携を図りながら、古墳群や古代日

向の成り立ちが語られている神話や神楽なども

含めて調査研究を行い、広く継続的に情報発信

し、国内での評価を高めていく取り組みを行っ

ているところであります。今後とも、調査研究

の進捗状況を踏まえながら、県庁全体で対応し

ていくことが大切であると考えております。

次に、世界文化遺産登録に○押川修一郎議員

向けての取り組みということでお伺いいたしま

す。昨年６月に、「富士山―信仰の対象と芸術

の源泉」が世界文化遺産に登録されたことは御

記憶に新しいと思いますが、その候補として、

九州内でも「長崎の教会群とキリスト教関連遺

産」や「九州・山口の近代化産業遺産群」など

があり、各県の知事を初め精力的に登録に向け

て動いていらっしゃいます。先日開催されたシ

ンポジウムにおいても、西都原古墳群を南九州

や東アジアと関連づけての取り組みが紹介され

ておりました。知事にも、九州地方知事会で西

都原古墳群の世界文化遺産登録に向けた連携を

提案していただくなど、積極的に登録に向けて

の取り組みを行っていただきたく考えておりま

す。そこで、本県が中心となって他県と連携を

とり、世界文化遺産に向けて取り組んではどう

かと考えますが、知事のお考えをお伺いいたし

ます。

世界文化遺産に登録さ○知事（河野俊嗣君）

れるためには、議員御指摘のように、西都原を

初めとする県内の多くの古墳群、生目、持田古

墳群さまざまあるわけでございますが、そう

いった古墳群はもとより、県外の古墳群なども

視野に入れた構成にして、特に韓国などアジア

との連携というものもあるわけでございまし
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て、こうした構成にして暫定一覧表に記載され

る候補とする必要があるものと考えておりま

す。今回、南九州を視野に入れたシンポジウム

が、初めて西都市において開催されたところで

あります。九州地方知事会での提案ということ

も御指摘のあったところでありますが、今後と

も他県の研究機関との意見交換、さらには教育

委員会の調査研究の進捗状況を考慮した上で、

どのような連携が効果的なのか、十分検討して

まいりたいと考えております。

同じく西都原古墳群につい○押川修一郎議員

てお伺いいたします。皆様も御存じのとおり、

西都原古墳群の目玉は男狭穂塚、女狭穂塚であ

ります。このことにつきましては、議場でも何

人かの方からも質問が出ておりますけれども、

古墳の全容が見えるよう木の伐採を求める質問

が、過去にも何回となくなされてきたところで

あります。古墳の上にある木々は大木であり、

その根が深く入り込んでおりますので、古墳の

学術上の保護のためにも、その伐採が必要であ

るというふうに考えております。この間のシン

ポジウム、教育長もおいででありましたけれど

も、韓国の朴さんも「日本の古墳はお山だ」と

いうような話をされておりました。そこで、非

常にデリケートな問題ではありますけれども、

男狭穂塚、女狭穂塚の木の伐採について、引き

続き宮内庁に要望する必要があると考えます

が、教育長のお考えをお聞きいたします。

このことにつきまし○教育長（飛田 洋君）

ては、これまで知事を初め私も、宮内庁に出向

いて要望させていただいたところであります。

男狭穂塚、女狭穂塚は、宮内庁において静安と

尊厳の保持を基本とした管理が行われており、

木々を伐採することにつきましては困難であり

ますが、そんな中、墳丘全体の下草刈りや口径

の小さい樹木の伐採など一定の対応をしていた

だいたところであります。引き続き、男狭穂

塚、女狭穂塚の形状や大きさ等が実感できるよ

うな環境整備について、宮内庁への働きかけを

行ってまいりたいと考えております。

よろしくお願いをしておき○押川修一郎議員

たいと思います。

同じく、次に西都原考古博物館についてお伺

いいたします。来年度は西都原考古博物館開

館10周年に当たります。西都原古墳群の紹介や

研究のために欠かせない博物館だというふうに

思います。10周年という節目の年でありますの

で、大きなイベントを開催し、改めて県内外の

方々に西都原の魅力を発信していただきたいと

考えます。そこで、開館10周年に合わせてどの

ような取り組みをされるのか、教育長にお伺い

をいたします。

御指摘のように、西○教育長（飛田 洋君）

都原考古博物館は平成26年度に開館10周年を迎

えますことから、西都原古墳群から出土した資

料を中心に複数のテーマを設定し、年間を通し

て特別展示会を開催したいと考えております。

その主な内容といたしましては、宮内庁や東京

大学などが所蔵する埴輪や土器などのほか、東

京の五島美術館が所有している国宝であります

金銅馬具類や、東京国立博物館所蔵の国の重要

文化財、埴輪船、埴輪子持家などの里帰り展示

を計画いたしているところであります。この特

別展示会を通して多くの方々に、西都原古墳群

が我が国を代表する貴重な文化遺産であること

を再認識いただけたらと考えております。

次も事業展開について伺い○押川修一郎議員

ます。昨年度から平成32年までの９年間を事業

期間として取り組まれております記紀編さ

ん1300年記念事業ですが、率直に申し上げまし
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て、何となく中だるみしてしまって、事業の内

容がいま一つぼけてしまっている感が否めませ

ん。ホテルや旅館業を営む方々からも、「県は

次にどのようなイベントを打つのか」という質

問も多く受けます。そこで、改めてその事業の

中身を確認する上でも、記紀編さん1300年記念

事業の平成26年度の取り組み並びに今後の取り

組みについて、知事にお伺いいたします。

記紀編さん記念事業、○知事（河野俊嗣君）

さまざまな目的を持って９年間の事業区間を３

年ごとに区切りまして、平成24年から26年まで

の３年間をフェーズ１、第１段階ということで

位置づけまして、県民の総語り部を目指した県

民の理解促進と、「神話のふるさと」としての

宮崎のブランドイメージの浸透を図ることに重

点を置いておるところでございます。外に発信

するに当たっても、県民自身がまずその価値を

理解し、しっかり語れるようになる必要があろ

うかと、まさにその基盤づくりも大変重要な取

り組みであろうかと考えております。平成26年

度は、今年度の実績を踏まえ、「神話のふるさ

と県民大学」と称しまして県民向けの各種講座

を開催するほか、神話を活用したイベントなど

県内各地の取り組み支援を行ってまいりたいと

考えております。神話のふるさと県民大学をこ

としも行っておりますが、６回行いまして、毎

回毎回満席状態で、８人の方が皆勤賞で、複数

回出席をしますと 私は普通のバッジをつけ―

ておりますが 内田副知事のように金のバッ―

ジがもらえるとか、いろんなことをやりながら

盛り上げをしておるところでございます。そう

いう意味での興味、関心の高まり、手応えも感

じられるところでございます。

また、東京、大阪などにおきまして、大学で

の公開講座や記紀ゆかりの県と連携したシンポ

ジウムのほか、現在、大阪の大型商業施設であ

りますグランフロント大阪で開催しております

ような神楽の公演を含むイベント、さらには河

瀨直美監督によるプロモーション映像の制作な

ど、特色のあるＰＲに取り組むこととしており

ます。

本県の神話、また神楽、伝統芸能、こういっ

たものに触れれば触れるほど、これが非常に貴

重なものであり宝であるという認識を新たにし

ておりますし、６年後、これは日本書紀の編さ

ん1300年という一つの記紀編さん1300年の目標

となる年次であるとともに、オリンピックが開

催される年でもある。国外から日本に対する関

心が高まるという状況の中で、神話というこ

と、まさに日本のふるさとであるということ

が、本県にとって非常にアピールできるポイン

トになろうかというふうに考えております。今

後とも、県のみならず市町村や民間団体、さら

には記紀ゆかりの県とも連携をしながら、足元

にある地域の宝を磨き上げ、「神話のふるさと

みやざき」というものを広くアピールしてま

いりたいと考えております。

記紀編さん1300年記念事業○押川修一郎議員

の関連、最後の質問となりますけれども、記念

事業関連で実施された神話巡りバスツアーは、

本県に初めて来られた観光客、神話に興味のあ

る観光客の方々が、気軽に神話ゆかりの地を低

価格で周遊できる大変よい取り組みであったと

考えております。各観光地からも大変好評であ

ると伺っておりますが、残念ながら今年度で終

了するとも聞いております。そこで、大変好評

でありましたこのバスツアーについて、来年度

の運行あたりはどうなるのか、商工観光労働部

長にお伺いいたします。

神話巡り○商工観光労働部長（茂 雄二君）
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バスツアーは、神話ゆかりの地を気軽に周遊す

ることができる日帰りのバスツアーとして、県

南コースと県西コースを県事業、高千穂コース

と西都・西米良コースをみやざき観光コンベン

ション協会の事業で運行しておりますが、いず

れも今年度末で終了することになっておりま

す。このバスツアーでは、ボランティアガイド

による神話の説明や御当地グルメの昼食をつけ

るなど工夫を凝らし、これまでに延べ１万3,000

人ほどの利用実績を上げており、「神話のふる

さと みやざき」のＰＲに貢献してきたものと

考えております。来年度の運行につきまして

は、何らかの形で継続することができないか、

みやざき観光コンベンション協会とも連携しな

がら検討しているところであります。

それぞれ記紀編さん1300○押川修一郎議員

年、あるいは西都原の世界遺産登録に向けての

取り組みということでお伺いしたところであり

ます。それぞれの立場の中でこの事業が本当に

発展しますように、お願いを申し上げておきた

いと思います。

次に、提言も含めて、婚活イベントについて

お伺いをいたします。本県では、少子化対策の

一環として、県内でさまざまな婚活イベントが

実施されておりますが、少し目先を変えまし

て、県外在住の本県出身者など、本県ゆかりの

若者に的を絞った婚活イベントを実施してはど

うかというふうに提案をさせていただきます。

本県の若者は、高校卒業と同時に県外の大学

や専門学校に進学し、そのままその地で就職さ

れる方が多数いらっしゃると思います。そのよ

うな県外在住の若者に、県外事務所や県人会を

通して声をかけ、婚活イベントを開催すれば、

同じ宮崎出身者同士、共通の話題にも事欠きま

せんし、結婚を機会に、そしていずれは本県に

帰ってくる確率もぐんと高まるのではないかと

考えます。そこでまずは、移住促進策の一つと

して、県外在住の本県ゆかりの若者を対象とし

た婚活等のイベントの開催は検討できないだろ

うかということで、総合政策部長にお伺いをい

たします。

本県では、高○総合政策部長（土持正弘君）

齢化や人口減少による地域の活力の低下が懸念

されておりまして、コミュニティーや産業の担

い手となる人材等を確保し、地域活力の維持増

進を図るため、移住の促進に取り組んでいると

ころであります。全国的にも移住に取り組む自

治体がふえてきておりまして、都市部での情報

発信がより重要となっておりますことから、東

京、大阪など都市部でのＰＲや移住相談会等を

実施しているところであります。移住相談に来

られる方の中には、本県出身のＵターン希望の

御家族や、本県にゆかりがある方なども多いこ

とから、Ｕターンも含めた移住の一層の促進を

図っていくに当たりましては、御指摘がありま

したように、県人会組織など県外在住の本県関

係者のネットワークを活用し、移住等の呼びか

けを行っていくことは、大変重要であると考え

ております。このようなことから、今後とも県

外事務所や県人会などと連携を図りながら、本

県ゆかりの皆さんが集まる機会を積極的に活用

いたしまして、御提言のありました若者の出会

いの場などの若い方々の関心を高めるような企

画を含め、生活環境や子育て環境のＰＲなど、

より効果的な取り組みを進めてまいりたいと考

えております。

どうか婚活イベント開催に○押川修一郎議員

向けて御検討いただきますように、お願いをし

ておきたいと思います。

次に、医療福祉行政についてお伺いをいたし
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ます。

保育士の確保が課題となっております。保育

所においては、限られた人員の中で、自助努力

により多様な保育ニーズに対応する取り組みを

続けていらっしゃいますが、現有保育士の負担

が大きく、経営努力も限界に来ていると伺って

おります。保育士不足の解消については、特に

保育士が長く働きやすい環境づくりのために、

保育士の処遇改善の支援策を講じることが肝要

だと考えております。保育士不足の解消は、安

倍政権の進める女性の社会進出の観点からも重

要な課題だというふうに思います。そこで、保

育士確保のネックとなっている保育士の処遇改

善に対する取り組みについて、福祉保健部長に

お伺いいたします。

保育士の処遇○福祉保健部長（佐藤健司君）

改善については、今年度、保育士等処遇改善臨

時特例事業を実施いたしまして、県内全ての私

立保育所において給与改善に取り組んでおり、

来年度も引き続き実施してまいりたいと考えて

おります。また、今年度から新たに、保育団体

と保育士養成機関との意見交換会を開催し、そ

の成果として、来年度は保育団体において処遇

改善策を検討するための部会を設置し、取り組

みを進めていただくこととなりました。県とい

たしましては、今後とも関係機関と十分連携を

図りながら処遇改善等に取り組み、保育士の安

定的な確保に努めてまいりたいと考えます。

保育士の処遇改善は、雇用○押川修一郎議員

の創出の面からも、女性が安心して社会進出を

行える環境整備の面からも非常に重要な問題で

ありますから、問題解決に向けて早急に取り組

んでいただきますように要望しておきたいと思

います。

次に、医師の確保について伺います。本県の

医師不足は常態化しておりまして、特に中山間

地、僻地地域において深刻な状況に置かれてお

ります。県内の医療圏で地域住民の安心・安全

の確保の格差も生じている現状であります。こ

のような中、県では、医師確保のための方策と

して、医師を目指す学生への奨学金貸与など各

種施策を行っておりますが、根本的な医師不足

解消には至っていない状況だと思います。その

ため、医師の地域偏在を改善し、救急医療を初

めとする地域医療の充実に努めるとともに、医

師の確保にさらなる努力をお願い申し上げたい

と思います。このような状況を踏まえて、県内

の医師偏在、医師不足の問題について、これま

での施策の効果と今後の取り組みについて、同

じく福祉保健部長にお願いいたします。

県ではこれま○福祉保健部長（佐藤健司君）

で、医師の確保と地域偏在の解消を図るため、

医師修学資金の貸与や宮崎大学医学部地域医療

学講座への支援などを行うとともに、県内外で

の病院説明会等を通じた臨床研修医の確保、自

治医大卒医師の適切な配置や県外からの医師の

招聘などに取り組んでまいりました。このよう

な中、国が先般発表いたしました平成24年末現

在の調査結果によると、本県の医師数は増加傾

向にあるとともに、減少を続けてきた20代の医

師数が下げどまり、増加に転ずるなどの明るい

兆しも少しずつ見えてきておりますが、医師の

地域偏在や30代、40代の医師の減少は続くな

ど、まだまだ厳しい状況にあります。医師の確

保や地域偏在の解消は、医学生への教育や卒後

研修の充実、医師のキャリアアップを含めた働

きがいのある環境づくり、救急医療等の地域医

療体制の整備などが必要でありますので、今後

とも医師会、宮崎大学、市町村など関係者と緊

密な連携を図り、全力で取り組んでまいりま
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す。

しっかりこの確保に向けて○押川修一郎議員

取り組んでいただきますように、お願いをいた

したいと思います。

次に、看護師の確保について伺います。医師

の確保と同様に看護師の確保も医療サービスを

維持する上で欠かせない問題であり、その養成

及び確保が重要な課題となっております。ま

た、看護師資格を持っていても現在は離職して

いる潜在看護師の発掘や、その再雇用のための

マッチングの充実が必要と考えております。そ

こで、看護師不足に対する本県の取り組みの成

果と今後の看護師確保対策について、福祉保健

部長にお伺いいたします。

県ではこれま○福祉保健部長（佐藤健司君）

で、看護学生への修学資金の貸与や、看護師等

養成所に対する運営支援のほか、潜在看護師等

への無料職業紹介事業や看護師スキルアップ支

援事業などに取り組んでおります。このような

中、本県に就業している看護師及び准看護師数

は、毎年500人程度増加している状況にあります

が、医療機関におきましては、新卒看護師や育

児休業等の代替看護師の確保が困難な例も多い

と聞いております。このため平成26年度は、こ

れまでの取り組みに加えまして、ハローワーク

で行っている出前就業相談窓口の増設や、病院

内保育所の運営支援の拡充に取り組むととも

に、新たな看護師養成所の開校に向けた支援を

行うこととしております。また、県立看護大学

に県内初となる認定看護師教育課程を設置し、

看護師にとって魅力ある研修環境づくりにも取

り組む予定であります。高齢化が進む中、看護

職員への需要はますます増加していくと存じま

すので、今後とも、看護師の確保・定着のため

の取り組みをさらに推進してまいりたいと考え

ております。

要望になりますけれども、○押川修一郎議員

非常に重要な課題でありますので、県におかれ

ましては、今後も引き続き、医学生や看護師の

修学支援など新規医療従事者の確保に努めてい

ただきますように、お願いをしておきたいと思

います。

次に、県立宮崎病院の再整備についてお伺い

いたします。医師や看護師の確保とあわせ、そ

の方々が働く場としての病院施設の整備は重要

な問題であり、医療の高度化・専門化に伴って

必要不可欠なものであります。本県医療の中核

病院である県立宮崎病院は、築後30年を経過し

老朽化が進み、医療の提供に支障を来し始めて

おります。この問題につきましては、去る１月

の厚生常任委員会で、全面改築を視野に入れた

大規模な改築整備の方向性が示されたところで

あります。また、できることであれば、医師確

保の観点からも、研修医にとって魅力的な研修

が行えるような医療施設としての整備を期待し

たいと思います。そこで今回、県立宮崎病院の

全面改築も視野に入れた大規模整備の方向性を

示すに至った経緯や考え方、また今後の整備の

見通しについて、病院局長にお伺いいたしま

す。

県立宮崎病院の再○病院局長（渡邊亮一君）

整備につきましては、施設の老朽化や狭隘化へ

の対策、さらには防災機能向上の観点から、既

存の建物改修や全面改築など、複数の案につき

まして検討を行ってまいりました。その結果、

急性期部門や外来診療部門など病院の根幹をな

す部門につきましては、改築が必要であるとの

判断に至りまして、病院施設を全面改築する案

と、一部既存の病棟も活用する大規模改築案の

２つの案をベースに、引き続き検討を行い、26
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年度中に基本構想を策定することとしたところ

でございます。今後は、採算性も十分考慮しな

がら、高度・急性期医療や政策医療などの充

実、防災機能の向上、患者の利便性の向上、さ

らには医師等の教育研修機能の充実など、全県

レベルの中核病院にふさわしい機能が発揮でき

るよう、整備を進めてまいりたいと考えており

ます。

質問の途中ではありますが、○福田作弥議長

ここで申し上げます。残り質問項目を考えます

と、少々時間が押しているようでございます。

執行部におかれましては、簡潔な答弁をお願い

したいと思います。

財政が逼迫していることは○押川修一郎議員

承知しておりますが、東日本大震災の教訓も踏

まえ、基幹病院として、大災害に見舞われた際

も医療拠点として支障なく稼働する災害に強い

病院施設として、何よりも県民の命を守る施設

として、憂いのないよう、中途半端なものでな

く、万全の整備を行っていただくように強く要

望しておきたいと思います。

次に、林業問題についてお伺いをいたしま

す。

西米良村では大きな杉が山で立ち枯れしてお

り、話を聞くと、スギ葉枯れ症といって、杉が

ある程度の大きさになると枯れるのは特に珍し

い話ではないというふうに聞いております。そ

の後、山を見るたびにそのような杉の葉枯れを

よく見かけるようになりました。もしこれが県

内各地で起こっていることであれば、林業県で

ある本県にとって大きな問題であると考えま

す。そこで、スギ葉枯れ症について、県では現

状と原因の把握についてどのようになっている

か、環境森林部長にお伺いをいたします。

スギ葉枯れ症○環境森林部長（堀野 誠君）

は、幹の先端部分から１～２メートル程度まで

葉が枯れる現象であり、県内では平成10年に初

めて被害が確認されております。林業技術セン

ターの調査によりますと、県内におきまして

は、40年生前後を中心に20年生から80年生ぐら

いまでの杉で発生しており、23年度末現在で、

数本程度から数ヘクタールと被害の規模に差は

ありますが、県北西部を中心に約300カ所が確認

されております。原因につきましては、これま

での研究では特定されておりませんが、土質や

カリウム等の養分欠乏などの可能性を指摘する

ものもあります。今後とも、国の研究機関など

と協力しながら、発生原因の究明に努めていき

たいと考えております。

続けますけれども、このス○押川修一郎議員

ギ葉枯れ症は大径材に多く見られるようです。

このことは、県が進める長伐期施業において問

題となるのではないかと考えますが、スギ葉枯

れ症は長伐期施業に影響しないのか、同じく環

境森林部長にお伺いいたします。

スギ葉枯れ症○環境森林部長（堀野 誠君）

につきましては、原因は特定されておりません

が、20年生から80年生までの広い範囲で被害が

発生しており、また、美郷町西郷区の被害林に

ついて平成25年度に調査したところでは、15年

度と比較して被害区域の拡大はほとんど見られ

ず、落ちついている状況にありますので、スギ

葉枯れ症が長伐期施業に直ちに影響することは

ないのではないかと考えております。しかしな

がら、スギ葉枯れ症については不明な点もあり

ますので、引き続き、長伐期施業への影響を含

め研究してまいりたいと考えております。

ただいま答弁をいただいた○押川修一郎議員

んですが、長伐期施業に影響はないとのことで

したが、影響が出てからでは既に手おくれであ
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ります。既にそういった症状が出ているという

ことが問題であって、特に分収林では、その材

の価値が下がれば林家の収益に直接影響が出る

ことになります。早急に原因究明をお願いいた

します。

また、成長の早い杉を今よりも早いサイクル

で循環させる施業の方法も、本県は温暖で雨の

多い気候で、杉の太りもいいわけでありますか

ら、今後、循環型で森林を管理するような方向

での検討もお願いをしておきたいと思います。

次に、林業大学校の設立についてでありま

す。このことにつきましては、当会派から、昨

年の２月に十屋議員が、11月に黒木議員が同様

の質問を行っております。林業の担い手育成

は、林業を基幹産業とする本県の重要な課題で

もありまして、中山間地域を支える若者への雇

用の場の提供につながり、ひいては、森林保全

のみならず集落活性化の一助となるものと考え

ております。林業技術者も、建設関係の技術者

同様に高齢化が進み、技術の継承が危ぶまれて

おります。早急に担い手の育成に取りかからね

ば、山の集落は放置され、鳥獣被害はとどまる

ことを知らず、先人が築いた本県の宝でもある

山は荒れてしまいます。我々が繰り返し議場で

問うのには、そのような深刻な背景があること

は既に御承知のことだろうと思います。林業の

担い手を継続的に育成する専門機関として、林

業大学校を中山間地域に創設する考えはないの

か、環境森林部長にお伺いいたします。

林業担い手の○環境森林部長（堀野 誠君）

確保・育成は大変重要であると考えておりま

す。このため県では、国の「緑の雇用」事業を

活用して新規就業者を確保するとともに、林業

就業に必要な免許取得等の実践的な研修を行い

まして、林業技術者等を育成しているところで

あります。また、将来的に林業経営を担い得る

有望な人材を育成するため、新たに平成26年度

から２カ年で、国の「緑の青年就業準備給付金

事業」を活用して、林業技術センター等におけ

る座学や林業事業体等における実地研修など、

年間1,200時間以上の研修を行う予定としており

ます。林業大学校につきましては、これまで他

府県の状況を調査するとともに、森林組合など

関係者からニーズ等について御意見を伺ってき

たところでありますが、新たな研修事業の効果

や研修生のニーズなどについて検証しながら、

引き続き、林業大学校の創設について研究して

まいりたいと考えております。

前向きな答弁じゃないとい○押川修一郎議員

うふうに聞いておったところであります。

次に、林業の担い手育成対策について伺いま

す。林業大学校の創設には時間を要するものと

考えるならば、実現までの橋渡しとしての意味

から、林業の担い手対策として 同じく林業―

県である秋田県に行ってまいりましたけれど

も、秋田県の取り組もうとしている新たな林業

研修制度のように、県独自での資格を取得でき

るよう、林業関係者・団体と協力して取り組む

のも一つの手段ではないかと思います。秋田県

では、この研修により資格を取得した人が林業

関係団体に就職するため、新規雇用の場として

も期待されているということでありました。本

県でも、秋田県の事例に倣って、担い手育成の

ための継続的な取り組みを行ってみてはどうか

と考えますが、環境森林部長のお考えをお聞き

いたします。

御質問にあり○環境森林部長（堀野 誠君）

ました秋田県の研修事業は、国の給付金事業を

活用し、林業事業体の協力を得ながら実施する

などの点におきまして、本県の新たな研修事業
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と基本的には同様なものでありますが、研修修

了者に資格を付与することや継続的に行うこと

において、異なっている点もあるようでござい

ます。県といたしましては、森林資源が充実す

る中、継続的な研修を実施することは重要と考

えておりますので、秋田県など他県の事例を参

考にしながら、研修の充実について検討してま

いりたいと考えております。

さらに続けますけれども、○押川修一郎議員

美郷町の林業技術センターを母体に林業大学校

を設立し、中山間地域の農林業を担う、鳥獣被

害対策を担う場として、継続的に担い手を育成

する仕組をつくり、将来的には、そこで育った

林業のスペシャリストが管理していることを

「みやざきスギ」ブランドの新しい付加価値と

することもできると考えます。このことも含

め、「人財づくり」の観点から、林業大学校設

立について、今度は知事にお伺いいたします。

御質問の趣旨である林○知事（河野俊嗣君）

業の担い手育成、これは過疎化・高齢化が進む

中山間地域におきまして、主要産業であります

林業の振興や集落の維持・活性化を図る上で重

要な課題であると認識をしております。まさに

そういう産業人材の育成、林業のみならず農業

も漁業も重要だということで、今回、人材育成

の基金も設置をし、力を入れていこう、そうい

う考え方であります。

御指摘の「林業大学校」という名称でありま

すが、どうしても農業大学校のような常設の施

設、スタッフ、またフルタイムのカリキュラム

というようなイメージ。数十人の学生というの

はあるわけでありますが、現在、全国で６府県

が設置して、定員も各学年10人から20人程度

で、定員割れをしておるような状況もあるとい

うことでございまして、そういった形での大学

校を設置するかどうかということは、施設や人

員などの問題や学生のニーズなど、検討すべき

課題もあろうかというふうに思います。ただ、

議員の御指摘の根幹にある「林業の担い手を育

成する」、そのような観点から、林業大学校の

あり方をどのように考えるかも含めて、継続的

な担い手育成の仕組みづくりは、今後ともしっ

かり検討してまいりたいと考えております。

これは、この議場にいらっ○押川修一郎議員

しゃるほとんどの方に、そういう熱い思いがあ

ると思います。しっかり中山間地域のそういう

仕組みづくり、そして「人財づくり」の観点か

ら、ぜひ前向きに検討をお願いしておきたいと

思います。

続きまして、林業問題の最後になりますけれ

ども、昨年11月に、県産材の輸出に向けて韓国

への働きかけを知事みずから行い、私ども県議

会議員で構成する森林・林業活性化促進議員連

盟も同行し、県産材を使ったモデルハウスの展

示場等を視察するなど、韓国における住宅事情

や木造住宅の需要について調査を行ったところ

であります。そこで、東アジアの市場開拓は知

事が重点施策に掲げているところであります

が、海外や県外における県産材の販路拡大につ

いての県の取り組みについて、環境森林部長に

お伺いいたします。

本県では杉を○環境森林部長（堀野 誠君）

中心とする人工林が充実してきていることなど

から、県産材の海外や県外における販路を拡大

することは大変重要であります。まず、海外に

つきましては、さらなる需要が期待できる韓国

や台湾を中心に、住宅展示会への出展や輸出促

進駐在員の設置、県産材のトライアル輸出など

に取り組み、順調に輸出量が伸びております。

また、昨年11月には、知事が韓国を訪問し、現
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地企業に対して県産材のＰＲを行ったところで

あります。次に、県外につきましては、知事の

トップセールスや大口需要者の県内視察のほ

か、大手住宅メーカーへのサンプル材の提供支

援などに取り組んでおり、複数の大手住宅メー

カーで県産材が採用されるなどの成果もあらわ

れております。県といたしましては、今後と

も、官民一体となって設立した「チームみやざ

きスギ」を中心に、県産材の販路拡大に積極的

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。○押川修一郎議員

よろしくお願いをしておきます。

次に、農政改革についてお伺いをいたしま

す。国の農政改革の内容が決まり、ことしが実

行元年となりますが、その中でも、1970年か

ら40年以上続いてきた米の生産調整（減反）を

５年後の2018年度にはなくす方針を固めたこと

は、今後の水田利用に大きな影響を与えるもの

と考えております。そこで、このような国の大

きな政策転換を受け、今後の水田利用のあり方

について県はどのように進めていこうと考えて

おるのか、農政水産部長にお伺いいたします。

今後の水田利○農政水産部長（緒方文彦君）

用に当たりましては、需要に応じた売れる米の

生産を基本にしつつ、全国有数の畜産県として

の取り組みや、フードビジネス振興の加速化な

どの観点が重要であると考えております。具体

的には、ＷＣＳ用稲などの飼料作物について、

畜産サイドの需要を基本に作付を推進するとと

もに、飼料用米についても、利用拡大を図りつ

つ、多収性品種を活用した生産体制の構築に努

めてまいりたいと考えております。また、加工

用米につきましては、焼酎原料用の需要に応え

るため、多収性品種の導入や生産コスト低減技

術の開発に取り組むなど、将来にわたって安定

的に生産・利用が図られるよう努めてまいりた

いと考えております。県といたしましては、こ

れらの新たな取り組みも含めまして、水田利用

のあり方を明確にした上で、関係機関・団体と

一体となって、米と米以外の作物を組み合わせ

た生産性の高い水田農業経営の確立に取り組ん

でまいりたいと考えております。

地域の中において、主食○押川修一郎議員

米、それから加工米、飼料米、ところによって

は種子米もあるわけでありまして、こういった

ものがしっかりすみ分けができるように、団体

等と一体となった取り組みを今後お願いしてお

きたいと思います。

次に、稲ソフトグレインサイレージ（ＳＧ

Ｓ）についてお伺いをしたいと思います。実

は、国の米政策が大きな転換期を迎える中、水

稲農家の興味深い事例がございましたので、青

森県で行っている飼料用米を活用した稲ＳＧＳ

の取り組みを視察してまいりました。私が視察

させていただいた青森県十和田市の農家では、

平成23年からこの事業に取り組まれ、最初は飼

料用米約１トンを、自作した破砕機で試験的に

ＳＧＳに調製され、昨年からは本格的に飼料用

米破砕機を導入して、水稲農家４軒で稲ＳＧＳ

加工請負をされて、ＳＧＳフロンティア十和田

を立ち上げ、自家利用と委託加工を合わせ

て、20ヘクタール分の稲のＳＧＳ加工を行った

というふうにお聞きをいたしました。これは家

畜の飼料としての実績はまだ新しい取り組みで

すが、肥育牛は青森県の畜産研究所において試

験中でした。結果は良好でありました。既に試

験を終えた繁殖雌牛や育成牛、子牛において

は、嗜好性も良好で、配合飼料特有の子牛の下

痢も少ないという結果が出ておるというふうに

聞きました。今、本県の畜産農家は、配合飼料
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価格の高騰に頭を悩ませておられますが、稲Ｓ

ＧＳは、それを解決できる具体的な取り組みだ

と思います。そこで、耕畜連携の観点からも、

ぜひ本県でも前向きに稲ＳＧＳの導入を検討し

ていただきたいと考えますが、この青森県の飼

料用米のサイレージ化の取り組みについて、農

政水産部長にお伺いをいたします。

飼料用米をサ○農政水産部長（緒方文彦君）

イレージ化いたしました、いわゆる稲ソフトグ

レインサイレージにつきましては、東北地方を

中心に取り組まれている飼料用米の利用方法の

一つでございます。稲ソフトグレインサイレー

ジは、貯蔵の方法等の課題もございますが、御

紹介の中にもありましたように、配合飼料購入

費の削減、あるいは子牛の下痢等に効果がある

とのことですので、今後は、給与の有効性につ

きまして調査を行ってまいりたいと考えており

ます。

現場に行ってみて思ったん○押川修一郎議員

ですけれども、稲を刈った後のもみをそのまま

破砕機に入れて傷をつけて、500のフレコンの中

で２カ月ぐらい発酵させて飼料として食べさせ

るということで、30頭の繁殖農家で配合飼料250

万円ぐらいかかっておったのが50万円もかから

ないということで、大変喜んでおられました。

気候は違いますけれども、宮崎に合ったそう

いった飼料用米の活用というのはあるというふ

うに思いますので、ぜひ職員の方を行かせて、

検討していただきますようにお願いをしておき

たいと思います。

次に、農地中間管理機構について伺います。

農地中間管理機構は、平成26年度から各都道府

県に１つ設置され、耕作放棄地や分散した小規

模農地を借り受けて集約し、農業法人などの借

り手に貸し出し、貸し出す農地の管理や、土地

改良など利用条件の改善業務に当たるとされて

おります。国の大きな政策転換に伴い、農業関

係者の関心が非常に高い問題でもあると考えま

すが、機構の受け皿はどこになるのか、農政水

産部長にお伺いをいたします。

農地中間管理○農政水産部長（緒方文彦君）

機構につきましては、「農地中間管理事業の推

進に関する法律」に基づき、都道府県に１つ、

知事が指定することとされておりまして、本県

では、これまで農地保有合理化法人として農地

流動化に取り組んでまいりました、公益社団法

人宮崎県農業振興公社を指定する予定でござい

ます。

次に、農地中間管理機構の○押川修一郎議員

行う事業の概要と市町村との連携について、同

じく農政水産部長にお伺いいたします。

農地中間管理○農政水産部長（緒方文彦君）

機構は、地域ごとに人と農地の問題を話し合い

作成する「人・農地プラン」の推進過程におき

まして、「農地の集約化を進めるためには、安

心して農地を預けられる中間的受け皿組織が必

要」と、そういう指摘を踏まえて設置されるも

のでございます。

事業概要についてでありますが、機構は、

リース方式により利用効率化や高度化が図られ

る農地を借り受け、必要に応じて使いやすく整

備いたしまして、地域の担い手を中心に公募に

より選定して貸し付けます。また、機構事業を

後押しするため、地域でまとまって農地を出す

場合には、10アール当たり２万円から３万6,000

円、経営転換や農業をやめて農地を出す個人に

は、１戸当たり30万円から70万円の協力金など

の支援制度が設けられております。市町村等と

の連携につきましては、当事業は地域や集落内

での徹底した話し合いが基礎となりますことか
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ら、農地の出し手の掘り起こしや具体的な契約

交渉、相談窓口の設置等、業務の一部を市町村

や農業委員会、ＪＡ等に委託することとしてお

りまして、これまで以上に密接に連携していく

必要があると考えております。

同じく、機構が行う事業は○押川修一郎議員

全て国庫で賄うということであったと思います

けれども、県費の持ち出しが発生するとすれば

どの程度になるのか。また、条件の悪い農地を

機構が引き受けた後、その農地に対して受け手

が見つからず、機構が引き受けた農地が「塩漬

け」となるようなリスクはないのか、農政水産

部長にお伺いいたします。

農地中間管理○農政水産部長（緒方文彦君）

機構支援事業の県予算につきましては、県費約

２億6,000万円の審議をお願いしております。こ

れは主に、機構が借り入れた農地にかかる賃料

と管理・保全に要する経費でありまして、基本

は国が70％、県が30％の負担とされておりま

す。なお、この負担割合についてでございます

が、機構の実績に応じて国が最大95％まで負担

する制度となっていることから、県費の持ち出

しをできるだけ抑えるよう、機構を支援してま

いりたいと考えております。

また、農地の滞留、いわゆる「塩漬け」とな

るようなリスクに対しては、未然に防止するた

め、県といたしましては、受け手の積極的な掘

り起こしや、地域の話し合いによって担い手を

明確化する「人・農地プラン」の策定を強力に

推進しますとともに、関係機関・団体と連携し

ながら、地域農業の実情に応じた機構活用によ

る農地の集約化に努めてまいりたいと考えてお

ります。

このことについて３点お伺○押川修一郎議員

いをしたんですが、今回の機構事業の推進に当

たっては、本県は特に田あるいは畑の割合が半

分半分ぐらいということであります。また、飼

料作あるいは野菜、果樹などの生産品目、ある

いは作型が多岐でありますし、園芸ハウスや茶

畑というのも点在をしておりまして、農地の

ゾーニングが難しいというふうにも考えており

ます。また、話し合い活動の場である集落機能

の低下や、農地集約化のメリットを受けにくい

中山間地域をいかに取り込んでいくかというこ

とが課題ではないのかなと、そのように思いま

す。農地中間管理機構の初動体制をしっかりと

整えていただき、本県農業の構造改革に向けた

第一歩となりますように、ただいまありました

とおり、市町村あるいはＪＡ、関係機関・団体

と一体になった執行部の皆さん方の取り組みを

期待したいと思います。

次に、多面的機能支払い制度であります。農

業・農村は、国土保全や水源涵養、景観形成等

の多面的機能を有しているが、近年の農村地域

の高齢化、人口減少等により、地域の共同活動

によって支えられている多面的機能の発揮に支

障が生じております。また、水路、農道等の地

域資源の維持管理に対しても、担い手の負担が

増大し、担い手の規模拡大が阻害されることも

懸念されています。このような状況において、

多面的機能支払い制度と現行の農地・水保全管

理支払い制度との相違点はどこなのか、同じく

農政水産部長にお伺いいたします。

多面的機能支○農政水産部長（緒方文彦君）

払い制度は、農業を足腰の強い産業としていく

ための産業政策と車の両輪となる地域政策とし

て位置づけられておりまして、国が進める農政

の４つの改革の１つとされております。本制度

は、これまでの農地・水保全管理支払い制度を

組みかえた資源向上支払いに加えまして、新た
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に、多面的機能を支える共同活動を行う集落等

を支援するための農地維持支払いが設けられた

ものであります。現行制度では、農業者以外に

地域住民を含めた活動組織が必要であり、ま

た、農業生産活動に伴う農地のり面の草刈りや

水路の泥上げなどの基礎的な保全活動に加え

て、農村環境保全活動を行う必要がありまし

た。一方、今回の農地維持支払いにおきまして

は、新たに農業者のみの活動組織でも取り組み

が可能となり、基礎的な保全活動だけでもよい

となるなど、より取り組みやすい制度となって

おります。

現行制度の実施率が、県内○押川修一郎議員

においては低調であるというふうに聞いており

ます。２割前後だということでありますが、今

後、多面的機能支払い制度の浸透をどのように

図っていかれるのか、同じく農政水産部長に伺

います。

多面的機能支○農政水産部長（緒方文彦君）

払い制度は、私ども大変重要な政策と認識いた

しております。その推進を図るためには、農業

者を初め地域の方に、制度の内容を十分に周知

していく必要があると考えております。このた

め県といたしましては、市町村、関係団体など

と一体となった推進体制を整備し、これまで現

行制度に取り組んできた既存の活動組織はもと

よりでございますが、新たに集落営農組織や土

地改良区などを取り込み、地域単位での説明会

の実施や集落座談会の場などのあらゆる機会を

通じまして、制度の浸透に積極的に取り組んで

まいります。

今、私の集落でも６年目に○押川修一郎議員

なるんですが、一番問題なのは事務の煩雑化で

す。これを簡素化しないと、なかなか引き受け

手がいないということであります。それから、

この事業を取り入れて、景観とか軽微な水路あ

たりの整備は確かにいいわけでありまして、事

業はいいんですけれども、今後、高齢化社会の

中で果たしてこれが持続的なものになるのかな

という懸念はしております。できることなら土

地集積あたりの中で、まだまだ素掘り等が県内

至るところにあるわけでありますから、ハード

事業あたりも入れながら、そちらのほうに金を

使ったほうがいいのかなということを申し添え

ておきたいと思います。

次に、燃油高騰対策について伺います。国や

県の調査などによりますと、Ａ重油の価格

は、2004年（平成16年）ごろ上昇を始め、その

ころは１リットル当たり30円から40円だったも

のが、平成18年には120円台へ急騰いたしまし

た。その後は、一時60円台に落ちついたもの

の、円安の影響などを受け90円台で推移し、現

在は100円を超えている状況です。このような

中、ピーマンやマンゴーなど施設園芸農家は大

変な状況であります。このような中、燃油高騰

対策として、これまでの取り組み（セーフティ

ネットを含む）について、農政水産部長の考え

方をお伺いいたします。

施設園芸県で○農政水産部長（緒方文彦君）

ある本県におきまして、燃油価格の動向は大変

重要な課題でございます。このため県では、こ

れまで県単独でヒートポンプや多層被覆等の省

エネ設備の導入を支援するとともに、国の燃油

価格高騰緊急対策を活用いたしまして、省エネ

設備のさらなる導入の促進や、価格高騰時の補

塡を行う制度への取り組み支援を行っていると

ころであります。その結果、本年度約3,000名の

方が補塡制度に加入されるとともに、延べ126ヘ

クタールでヒートポンプや循環扇などが導入さ

れるなど、燃油の使用量節減や燃油価格高騰の
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影響の緩和に取り組まれたところでございま

す。また、化石燃料に過度に依存した生産構造

から脱却を図るために、施設園芸用燃料の木質

バイオマス転換に向け、農業団体と連携して、

木質バイオマス暖房機の導入支援に取り組んで

いるところでございます。

先ほども述べましたが、Ａ○押川修一郎議員

重油価格が１リットル100円の時代に突入したと

いうことであります。「アラブの春」による産

油国の政情不安と新興国の旺盛な需要増で、原

油価格は高どまりし、そこにアベノミクスによ

る円安が追い打ちをかけたため、本県施設園芸

の生き残りのためにも省エネ対策が必要だとい

うふうに思います。そこで、ただいま部長の答

弁にもありましたけれども、県が推進している

木質バイオマス暖房機の導入状況とペレットの

供給体制について、農政水産部長にお伺いいた

します。

まず、木質バ○農政水産部長（緒方文彦君）

イオマス暖房機の導入状況でありますが、県で

は平成29年度を目標に500台の導入を進めている

ところでありまして、今年度末現在で116台の導

入・設置が見込まれております。

次に、ペレットの供給体制でありますが、県

内では現在、２社で農業向けに製造されており

まして、さらに１社が工場の設置に向け準備を

進めていると聞いております。県といたしまし

ては、産地基盤を強化する観点からも、木質バ

イオマス暖房機の導入を加速化させるととも

に、利用に当たっては、「宮崎県施設園芸木質

バイオマス利用促進協議会」を中心に、より低

コストで安定的なペレット燃料の確保を第一

に、取り組みを進めてまいりたいと考えており

ます。

ここのすみ分けをしっかり○押川修一郎議員

やっておかないと バイオマスのほうに行く―

分、あるいはペレットに流れる分、これをしっ

かり環境森林部あたりとも協議をしていただい

て、県もその中に入って調整をしていただけれ

ばありがたいというふうに思います。

次に、施設園芸の今後の取り組みについてと

いうことで、最後にいたしますが、施設園芸

は、先進的な技術を活用することで、季節にか

かわらず年間を通して生産品を安定的に供給で

きるほか、生産コストの削減も見込まれるすぐ

れた農法です。本県は、他県の施設園芸地帯と

比べて温暖、あるいは条件がよいと思いますの

で、今後の施設園芸をさらに振興するための新

しい取り組みについて、農政水産部長にお伺い

いたします。

本県の施設園○農政水産部長（緒方文彦君）

芸を今後とも持続的に発展させていくために

は、施設の大規模化と集約化を進めるととも

に、ＩＣＴを活用して高度にハウス内の環境制

御をするなど、生産性を向上させることが重要

であります。また、化石燃料に過度に依存した

生産構造から再生可能なエネルギーへの転換を

進めるなど、生産構造の転換・強化が必要であ

ります。このため県では、園芸ハウスの団地化

や、炭酸ガス発生装置など施設園芸の収益力を

強化するための取り組みを進めますとともに、

木質バイオマス暖房機の導入など新たな取り組

みを進めているところであります。また、今議

会にお願いしております「次世代施設園芸導入

加速化支援事業」を活用して、複合環境制御技

術を駆使した、大規模で木質バイオマス暖房機

を導入したハウス団地を整備し、収量・品質の

向上と生産コストの低減対策を実証するととも

に、県内他産地への波及と産地構造の転換を進

めて、産地力の強化を図ってまいりたいと考え
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ております。

一昨日、国が進める、野菜○押川修一郎議員

や花卉の生産から出荷までを一貫して行う次世

代型施設園芸の拠点として、全国の候補地から

本県の国富町が選定されました。ここから得ら

れる成果を活用し、施設園芸のさらなる振興に

努めていただきたいというふうに思います。

次に、子牛の増頭について伺います。本県を

代表するブランドである「宮崎牛」の生産基盤

を支える肉用繁殖雌牛の減少が続き、昨年は

ピークの８割以下となる約７万8,000頭にまで落

ち込んでおります。過去最低だと聞いておりま

す。そこで、ブランドを維持していくために

も、子牛の増頭は積極的に進めるべきであると

考えますが、肉用子牛の増頭対策についてどの

ように考えているのか、農政水産部長にお伺い

いたします。

本県の肉用牛○農政水産部長（緒方文彦君）

の繁殖雌牛飼養頭数は、平成25年２月の調査で

は７万8,800頭となっており、年々減少しており

ます。このため、県内の子牛市場に出荷される

肉用子牛の頭数も、平成20年度の７万8,391頭を

ピークに減少傾向にありまして、昨年度は６

万5,855頭となっております。このようなことか

ら、県といたしましては、畜舎建設に関する支

援や、畜舎の増改築に伴う資材供給への支援、

さらには増頭のための繁殖雌牛の導入支援な

ど、国の事業も活用しながら、さまざまな方策

を講じているところであります。今後は、今議

会でお願いしております「地域肉用牛繁殖基盤

強化対策事業」によりまして、これまでの対策

に加え、ＪＡ等が運営する繁殖センターへの支

援や、離農による空き牛舎の利活用の取り組み

を進めることで、地域としての繁殖基盤の維持

強化を図り、出荷される肉用子牛の増頭に取り

組んでまいりたいと考えております。

次に、豚流行性下痢（ＰＥ○押川修一郎議員

Ｄ）について伺います。目下、全力で防疫作業

に取り組んでいらっしゃると思いますが、口蹄

疫で疲弊した本県の畜産界はいまだ回復の途中

であり、今度、口蹄疫のような災害に見舞われ

れば、再び立ち上がる体力は残っておりませ

ん。本県がこれまで進めてきた努力が風評被害

等で損なわれることのないように、万全の対策

をお願いしたいと思います。そこで、豚流行性

下痢（ＰＥＤ）の発生状況と対策について、同

じく農政水産部長に伺います。

豚流行性下○農政水産部長（緒方文彦君）

痢、いわゆるＰＥＤにつきましては、昨年12月

以降、県内の41農場で発生が確認されておりま

す。このうち串間市、えびの市、宮崎市での発

生は、いずれも１～２農場での散発的な発生で

あるのに対しまして、都城市においては37農場

と、特定の地域で集中的な発生が見られており

ます。このため県といたしましては、農場及び

畜産関係施設の消毒の徹底を指導いたしますと

ともに、発生地域周辺の農場に、県の保有する

消毒用動力噴霧機の設置を行ったところであり

ます。さらに、関係市町を初め、地域自衛防疫

推進協議会と連携し、発生地域内での蔓延防止

及び地域外への拡大防止のため、自主消毒ポイ

ントの運営支援や県営消毒ポイントの設置な

ど、防疫体制の強化を図っております。引き続

き、市町村及び関係機関と連携いたしまして、

地域一体となった蔓延防止対策に努めてまいり

たいと考えております。

しっかりお願いをしておき○押川修一郎議員

たいと思います。

次に、本県の豚肉の出荷状況について伺いま

す。牛に続いて豚の生産も盛んな本県ですが、
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そもそも１年間にどのくらいの頭数の豚が肉豚

として出荷され、県内の食肉処理場へ出荷され

ているのか。肉豚の出荷状況について、農政水

産部長にお伺いいたします。

県内で飼養さ○農政水産部長（緒方文彦君）

れている母豚の頭数約８万1,000頭から推計いた

しますと、平成24年の本県の肉豚出荷頭数は

約140万頭となります。また、食肉衛生検査所業

務概要によりますと、平成24年に県内の食肉処

理場で屠畜された本県産の肉豚は約77万頭と

なっておりますので、本県で生産された肉豚の

およそ55％が県内の食肉処理場へ出荷されたも

のと考えております。

ここで、この問題につい○押川修一郎議員

て、当会派の中野 明議員が関連質問を行いま

す。

通告がありますので、関連質○福田作弥議長

問を許します。

なお、発言時間は、主質問者の質問時間の範

囲となります。中野 明議員。

肉豚について、関連質問をい○中野 明議員

たします。

本県の肉豚出荷頭数は約150万頭であります。

県外に85万頭、県外から22万頭来ていまして、

最終県内の屠畜数は106万頭になっておりま

す。150万から106万に減ったということが一つ

のポイントであります。一方、鹿児島に64万頭

流れていますから、鹿児島県の数値を見てみま

すと、鹿児島県の肉豚出荷頭数が200万頭、そし

て県内出荷がほぼ96％の195万頭いっておりま

す。それから県外から移入が来ています。宮崎

県から64万頭鹿児島に行って、鹿児島の屠畜総

数は283万頭ということであります。これは頭数

であります。

これを産出額、販売額に直してみます。これ

は統計上、牛、豚一緒になりますけれども、宮

崎県の肉用牛・豚の産出額、豚が470億円、これ

は全国２位であります。それから牛が512億円の

３位、計982億円の牛、豚の産出額。この中で付

加価値なるものは190億円、約20％が付加価値と

いうことで、本当に畜産は飼料代、機械代そん

なのにほとんど食われて付加価値が低いのかな

と思っています。また、鹿児島県の豚を見ます

と655億円、これは全国１位です。牛が790億円

のこれも１位。合計1,449億円。差し引き、数値

では宮崎が467億円少ないということになるわけ

です。今度は、売って屠殺に入った後の製造品

出荷額を見ますと、宮崎県は牛、豚の製造品出

荷額556億円、そして産出額が今言いましたよう

に982億円。要は牛、豚、県内の生産額と２次加

工された分を合わせると1,538億円になる。一

方、鹿児島県の製造品出荷額1,906億円という数

字になっております。残念ながら製造品出荷

額、牛、豚が分けてないものですからこういう

形になりましたけれども。それにしても、牛、

豚産出額、製造品出荷額を足しますと、宮崎県

は1,817億円ぐらい少ないということです。

それで、豚は50万頭の差と言いましたけれど

も、牛を見ましても、本県の肉用牛の産出額を

見ますと、大体豚と一緒で、同じ割合ぐらいで

県外と県内という数字が出ております。そんな

ことを見ますと、全国産出額では１、２位です

けれども、最終的には、県民経済に与える影響

というものを考えると、いかに付加価値をつけ

るかということが私は大事だと思っているんで

す。

もう時間がなくなりました。農政水産部長と

総合政策部長にも答弁をお願いしておりました

けど、最終的にはこれをどうするかという決断

は知事の考え方次第でありますから、このよう
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な状況を知事としてどのように認識している

か、お尋ねいたします。

御指摘がありましたよ○知事（河野俊嗣君）

うに、全国トップクラスの畜産県である本県で

ございますが、県内で生産された畜産物を県内

で処理・加工する体制を構築し、食肉加工の分

野での付加価値をもっともっと高めていく、そ

の伸び代がある、余地があると、数字の上で御

指摘をいただいたところでございまして、雇用

の創出、県内の活性化を図る上で非常に重要な

課題であるというふうに認識しております。そ

のため、畜産新生プランの中にもそのような課

題として位置づけるとともに、先日開催しまし

たフードビジネス推進会議におきましても、県

内屠畜率の向上が、産学官金が連携して取り組

む来年度の重点項目の一つとして位置づけられ

たところであります。

一方で、屠畜率を向上していく上で、肉豚の

流通は、食肉メーカーによる生産から販売まで

系列化が進んでおりまして、本県にはその核と

なる大手食肉メーカーが少ないといった事情が

ございます。屠畜場という施設を整備すれば全

てそれで解決という問題ではないというような

ところにメスを入れる必要があろうかと考えて

おりまして、系列化した流通への対応などさま

ざまな課題はございますが、フードビジネスを

推進し、農業の成長産業化を図るためにも、今

後、畜産関連産業の集積に努めながら、食肉の

高付加価値化を目指した取り組みというもの

を、関係者一丸となって取り組んでまいりたい

と考えております。

答弁はよくわかりましたけ○中野 明議員

ど、私は、本当に知事がどこまでやる気がある

のかなというのがわからんのです。推進会議、

これでも知事の考え方が反映する。そこに出せ

ば、大体、推進会議は知事の考えたとおりにな

るんです。それから、「一丸となって」という

話の中でも、やっぱり知事が本当に前向きで、

本気度、どこまでやるかというのが大事だと思

うんです。再度、知事の意気込み、あれば聞か

せてください。それで終わります。

本県の畜産は、農業生○知事（河野俊嗣君）

産額の55％、６割近くを占めておる大変重要な

産業でありまして、その付加価値をさらに高め

ていって経済の活性化を図るということが、大

変重要な課題であろうかというふうに思いま

す。いろんな課題はございますが、課題の解決

に向けて一歩一歩進んでまいる、そのような強

い決意で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、道徳の教科化につい○押川修一郎議員

てお伺いいたします。昨年末、文部科学省の有

識者会議「道徳教育の充実に関する懇談会」

が、道徳を正式に教科に格上げすることと検定

教科書の導入を求める内容の報告書をまとめた

ことを受けて、下村文部科学大臣も教科化に前

向きな姿勢を見せていらっしゃいます。また、

安倍首相も、教育基本法に教育目標として、

「伝統と文化の尊重」や「国と郷土を愛する態

度を養う」と明記されていることを踏まえ、

「改正教育基本法の精神にのっとって教育が行

われなければならない」と発言されています。

このことに関し慎重論があることも存じており

ますが、道徳教育の重要性について疑う余地は

ないものと考えております。そこで、現在、道

徳の教科化について政府内で議論が進んでおり

ますが、本県における道徳教育について、教育

委員長の見解をお伺いいたします。

現在、国におい○教育委員長（齊藤和子君）

て、道徳の教科化に関する議論がなされている
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ことにつきましては、私も伺っているところで

ございます。道徳教育につきましては、思いや

りの心や善悪を判断する力を育成したり、規範

意識を身につけさせたりするなど、これからの

時代を生き抜いていく子供たちに、人として、

よりよく生きるための心や態度を育んでいく、

大変重要な学びであると認識しております。私

はこれまで、ＰＴＡ活動等を通して、学校や先

生方と一緒になって子供たちの健全育成に努め

てまいりました。その中で、学校のみならず家

庭や地域の教育力が大きく影響するのが道徳教

育だと感じてまいりました。県民の皆様に御協

力いただき、学校、家庭、地域が一体となって

子供たちの豊かな心を育む教育の推進に、今後

ともしっかり取り組んでまいりたいと思ってお

ります。

ここで申し上げます。時間○福田作弥議長

が12時を過ぎておりますが、このまま代表質問

を続行いたします。

質問者、答弁者とも簡潔にお願いします。

次に、全国学力・学習状況○押川修一郎議員

調査であります。全国学力テストは、全国中学

校一斉調査として1960年代に行われていたよう

ですが、学校や地域間の競争が過熱したことに

より、1964年をもって中止されたという経緯が

あるようであります。しかし、近年、義務教育

における学力低下が問題視され、文部科学省

は2007年（平成19年）に、小中学校で43年ぶり

に全員調査を復活させて、現在に至っておると

いうふうに聞いております。また、全国の都道

府県では、独自に学力調査を行っているところ

もあるようであります。何かと順位や結果の公

表のみが話題になりますけれども、重要なの

は、その結果をどう生かすかにあると考えま

す。そこで、学力テストの結果を踏まえた、本

県の小中学校における取り組みについて、教育

長にお伺いいたします。

全国調査や本県の調○教育長（飛田 洋君）

査の結果から、基礎学力のさらなる定着や活用

・応用する力の育成などの課題が明らかになっ

ております。特に活用する力の育成につきまし

ては、平成23年度から、授業改善を推進する教

員を延べ60名委嘱し、文部科学省の学力調査官

等を招聘して講習会を実施したり、授業力向上

のための研究会や県外の先進校を視察したりし

ながら、中核となる教員の指導力を高めている

ところであります。さらに、県内全ての学校に

普及を図るため、地域ごとに中核教員による授

業公開や成果の報告会を開催し、課題解決のた

めの取り組みを進めているところであり、今後

とも充実したいと考えております。

１月に、全国学力テストの○押川修一郎議員

調査のために、我が会派の二見議員と一緒に秋

田県に行ってまいりました。秋田県では、小学

校に入学すると、新入生にまずノートを１冊用

意されるそうです。そして、毎日１ページずつ

勉強し、その次の日に学校に行くと、先生が必

ず見てコメントをされる。この取り組みは、小

学生の保護者の世代も経験されているというこ

とでありました。このような取り組みによって

勉強を習慣化することで、しっかり学力が身に

ついているんだなと感じたところであります。

そこで、学力テストで首位をキープしている秋

田県の取り組みを参考にするため、教員等を派

遣し、本県の教育機関に導入することはできな

いか、お伺いをしたいと思います。教育長よろ

しくお願いいたします。

本県では平成23年度○教育長（飛田 洋君）

より、中核となる教員を毎年20名ずつ、秋田県

はもとより、学力向上に成果を上げている県に
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３日間の日程で派遣しております。この研修の

中で、学力向上に関する取り組みの説明を受け

たり、授業の参観後に意見交換をしておりま

す。秋田県などで学んだことにつきましては、

県内20会場において先進県の取り組みを紹介す

る報告会を開催し、すぐれた指導を全ての学校

に広げていく取り組みを進めているところであ

ります。教員の長期派遣は、現在、県立学校で

他県との人事交流を行っておりますが、新たな

派遣につきましては、受け入れ先の状況、既に

派遣を行っている他県の情報を収集するなど、

今後研究してまいりたいと考えます。

それでは、最後になります○押川修一郎議員

けれども、不登校の問題について３点お伺いい

たします。家庭以外では最も長い時間過ごすこ

とになる学校に行けない、行かない子供が後を

絶ちません。不登校は何がきっかけで始まり、

終わるのだろうか。登校しない子供たちは何を

思い、どんな日々を過ごしているのだろうか。

また、学校に行っている同級生はどのように

思っているのだろうかと思うような心境であり

ます。不登校の子供たちそれぞれに、それぞれ

の理由があるのだと思います。そこで、全国と

本県の不登校の児童生徒数、その主な理由につ

いて、教育長にお伺いいたします。

文部科学省の24年度○教育長（飛田 洋君）

の調査結果によりますと、公立小・中・高等学

校の不登校の児童生徒数は、全国は15万4,386

人、本県は1,303人となっております。これを児

童生徒数1,000人当たりで見ますと、本県は11.0

人であり、全国の12.6人に比べ、やや低い割合

になっております。不登校の主な理由は、小・

中・高等学校ともに、「何となく登校できない

など無気力」や「不安など情緒面にかかわる問

題」が約半数を占めており、そのほかに親子関

係や学業不振などの問題も報告されておりま

す。

全国平均より本県のほうが○押川修一郎議員

低いとは言われましても、本県だけで、この５

年間平均しても1,300人の子供たちが不登校であ

ります。全国でふえ続けている児童生徒の不登

校の問題を重視した文部科学省は、平成15年５

月に「不登校への対応の在り方について」とい

う通知を出し、問題解決に動き出しておりま

す。もちろん本県でも、この通知を受けて取り

組みを始めたと思いますが、不登校の児童生徒

が学校に復帰するために、県教育委員会として

どのような取り組みを進めておられるのか、教

育長にお伺いいたします。

不登校など、困り感○教育長（飛田 洋君）

のある児童生徒や保護者の気持ちを真摯に受け

とめ、その解決を目指し、スクールカウンセ

ラーの配置やスクールソーシャルワーカーの派

遣など教育相談体制の充実を初め、教職員向け

の研修会を実施したり、学校現場用に生徒指導

資料を作成・配付したりしております。これら

をもとに、学校では、不登校児童生徒の学校復

帰に向け、不登校対策委員会を定期的に開催

し、継続的な家庭訪問の実施、保健室や相談室

への登校の促し、適応指導教室の活用、スクー

ルカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

との連携など、組織的な対応を行っておりま

す。今後とも積極的に取り組んでまいります。

最後にいたします。先ほど○押川修一郎議員

触れました文部科学省の通知には、学校外での

児童生徒の学びの場として、教育支援センター

を各市町村単位で設置するようにとされており

ます。今の答弁にもありました適応指導教室が

そのことかと思いますが、不登校の子供たちの

復学に向けた取り組みにおいて重要な役割を果
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たされていると思います。そこで、本県の適応

指導教室の現状と取り組みについて、教育長に

お伺いをいたします。

本県では、９市７町○教育長（飛田 洋君）

に21カ所の適応指導教室が開設されており、各

教室では、学校や保護者と連携を図るととも

に、一人一人の状況に配慮しながら、学習指導

や体験活動など、学校へ復帰し、集団生活に適

応するためのさまざまな支援が行われておりま

す。平成24年度の調査では、本県で適応指導教

室を利用した児童生徒数は、小学生14人、中学

生124人であり、ある教室では約７割の児童生徒

が学校に復帰し、県全体で見ますと、ほぼ半数

の児童生徒が、適応指導教室での支援により学

校復帰を果たしている状況にあります。県で

は、指導員を対象にした研修会を毎年実施して

おり、今後とも支援を継続してまいりたいと考

えております。

以上で私の代表質問を終わ○押川修一郎議員

ります。

知事初め執行部の皆様方には丁寧な御答弁を

いただきまして、ありがとうございました。今

後の施策に反映させていただきますようにお願

いを申し上げまして、終わりたいと思います。

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10分再開、休憩いたします。

午後０時11分休憩

午後１時10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、自由民主党、松村悟郎議員。

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○松村悟郎議員

の松村悟郎でございます。午前中に引き続き、

押川会長の後を受け、代表質問を行います。

一雨ごとに寒さも随分和らいでまいりまし

た。けさは、自宅に飾ってあった桃の花に春の

足音を感じたところでございます。あと４日で

ひな祭り。１週間前、地元高鍋町の小学校で、

毎年児童が楽しみにしている「人形まつり」が

ありました。その一体の青い目の人形にまつわ

るお話をさせていただきます。

昭和の初め、今から85年ほど前のことであり

ます。当時の日本は、国産乗用車の製造が始ま

り、上野―浅草間で初の地下鉄が営業されてお

ります。また、衆議院初の普通選挙が開始さ

れ、第１次世界大戦の戦勝国として欧米列強国

と肩を並べようかという勢いのある時代であり

ました。ちなみに、そのころの日本人の平均寿

命は男性42歳、女性は43歳、宮崎市の人口は約

１万人という時代でありました。

世界では、社会主義国家を目指すスターリン

や、ヒトラー、ムッソリーニなどが指導する

ファシズムが台頭し始めた時代でした。世界大

恐慌をきっかけに第２次世界大戦に向かい始め

る社会情勢であった時代です。

一方、アメリカは、自動車産業などを中心に

大きく成長を続けており、リンドバーグが大西

洋を横断するなど、アメリカの時代の幕あけと

いう日の出の勢いで成長を続けていました。台

頭するアジアの国、日本に対する不快感から、

排日移民法が公布され、両国間の対立を高めつ

つあったころでもありました。

さて、このような日本とアメリカの関係が悪

化する中、その緊張を文化的に和らげようと、

親日家のアメリカ人宣教師ギューリックらが中

心となり、日本とのきずなを切るなという親善

活動が始まりました。日本のひな祭りに人形を

平成26年２月27日(木)
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贈ろうとの呼びかけによって、全米からたくさ

んの人形が集められました。子供たちも募金活

動や衣装づくりに参加し、友情の人形として日

本に贈られることになったわけです。

昭和２年１月、秩父宮殿下が同船して、アメ

リカ生まれの青い目の人形300体が第１便として

横浜港に着きます。最終的に１万2,793体が日本

全国の小学校に配られ、歓迎を受けることにな

ります。同年11月には、日本からも、クリスマ

スに間に合うよう、お礼として、渋沢栄一が国

の依頼を受け、皇室からの１体を含めて、全国

から58体の市松人形がアメリカに贈られます。

各州の博物館に大切に保管され、44体が現存し

ています。「青い眼をしたお人形はアメリカ生

まれのセルロイド」で始まる「青い眼の人形」

の歌が当時、全国民に親しまれたように、アメ

リカから贈られた青い目の人形は当時の日本で

大きな話題であったようです。

ただ、その後の社会情勢の中で、これらの青

い目の人形たちは、太平洋戦争中の反米政策に

より、敵性人形として多くが焼却処分されてお

ります。しかし、処分を忍びなく思った人々が

人形を隠し、戦後しばらくたって学校等で発見

されることになります。現在残っている人形は

全国で323体、九州でも４体しか残っていませ

ん。宮崎県に贈られた124体のうち、唯一残る１

体が高鍋東小学校にあります。高さ35センチ、

クリ色の髪、青い目の人形は、今日では「メア

リーちゃん」という愛称で親しまれ、毎年ひな

祭りのころ、学校を挙げて人形まつりが実施さ

れています。子供たちにとっては、メアリー

ちゃんを通して、数奇な運命をたどった人形の

歴史、国際親善の気持ち、そして、この人形を

守り通した小学校の思い、ひいては戦争や世界

平和を考えるきっかけになっています。地方の

小さな町の中にも、アメリカとの友情、きずな

は長い歴史の中でしっかり生き続けているので

す。日米の間に一時不幸な時期もありました

が、現在の日本の平和と成長は、日米の友好関

係の中で築き上げられたものだと思います。

そこで、まず、ケネディ大使就任についてお

伺いいたします。昨年11月にキャロライン・ケ

ネディ氏が女性初の駐日米国大使として就任さ

れました。皆様御存じのように、キャロライン

さんはケネディ元アメリカ大統領の長女であ

り、大統領が暗殺されてから50年という節目の

年での着任で、馬車に乗り込んで皇居に向かう

姿は大きな話題となりました。そしてまた、就

任直後の講演で、「父は上杉鷹山を称賛してい

た」と述べられたことに驚きました。ケネディ

大統領が最も尊敬する政治家は上杉鷹山と述べ

られた真偽に決着がついたわけです。鷹山公を

輩出した宮崎県民、高鍋町民の一人として、私

もこの上ない喜びであります。知事は、自分の

尊敬する人物としてケネディ大統領を挙げてお

られますが、キャロライン氏の駐日米国大使就

任に当たりどのような所感を持たれたのか、お

伺いいたします。

次に、景気対策についてであります。いわゆ

るアベノミクス効果によって全国的に景気が回

復、上向きの傾向にありますが、景気回復の実

感は中小企業や地方に広がりを見せていないと

の声もあります。本県におきましても、宮崎財

務事務所の経済情勢報告を見ると、景気は持ち

直しつつあるとの判断がされていますが、中小

企業が大部分を占める本県の経済は、まだ景気

回復を実感できる状況にはなっていません。

このような中、４月から消費税が８％に増税

されることになります。景気回復が十分とは言

えない中で、消費増税ということで、県内企
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業、特に商工業者への影響が心配されるところ

であります。本議会に平成26年度当初予算、25

年度補正予算が提案されているところであ

り、25年度繰り越し分も含めて切れ目なく事業

を推進していただきたいと思いますが、４月か

らの消費増税を見据え、本県の景気対策にどう

取り組むのか、知事にお伺いいたします。

次に、国家戦略特区についてであります。日

本経済社会の風景を変える大胆な規制、制度改

革を実行していくための突破口として、特例的

な措置を組み合わせて世界で一番ビジネスがし

やすい環境を創出するとして、法案が成立しま

した。本県では、総合特区の指定を受け、東九

州メディカルバレー構想を推進し、大分県とと

もに新たな産業の創出に取り組んでいるところ

ですが、近々、国家戦略特区の第１次地域指定

が行われ、国家戦略特区がいよいよ動き出すこ

とになります。国家戦略特区は、日本経済再生

のため、安倍総理が成長戦略の一丁目一番地で

あると位置づける政策であります。この国家戦

略特区に対する県の評価等について、知事にお

伺いいたします。

次に、交通ネットワーク構築・充実について

であります。

本県が長年、官民を挙げて取り組んできた東

九州自動車道の延岡―宮崎間がいよいよ来月開

通です。さらに来年度中には、宮崎から北九州

まで全線開通いたします。知事は、今回の開通

を「東九州の新時代の到来」と表現されており

ます。私も、このたびの開通を機に、本県と東

九州地域の経済交流が大いに活性化するものと

期待をしております。一方、九州全体を見回し

てみますと、残念ながら九州の西側と東側、格

差があるのも事実であります。とりわけ、本県

の陸・海・空の交通ネットワークはまだまだ脆

弱だと考えますが、本県の総合的なネットワー

クの構築・充実に向けた知事の思いを聞かせて

ください。

次に、カジノ誘致についてであります。

昨年12月に、カジノを含むＩＲ（統合型リ

ゾート）の推進法案が国に提案され、今後、議

論が本格化してくると思います。また、本議会

でも、宮崎県議会国際観光産業振興議員連盟が

立ち上がり、さらには、県内の経済・観光団体

も統合型リゾート研究会を設立するなど、カジ

ノ誘致への期待感が高まっているところであり

ます。この法案の内容が明らかになったこと

で、懸念される課題についても県民の理解は十

分得られるものと考えられます。このＩＲ推進

法案をどのように受けとめられるのか、お伺い

します。

また、誘致に向けて自治体間の競争も激化す

ることが予想されます。さらに、法案の中で

は、地方公共団体が申請することが明記されて

おります。すなわち、知事が手を挙げることが

何より大事だと思います。今後、県として誘致

に向けてどのように取り組むのか、あわせて知

事にお伺いいたします。

次に、教育委員会制度改革等についてであり

ます。

児童生徒のいじめによる自殺などを背景に、

教育委員会制度の見直しが議論されておりま

す。昨年12月に中央教育審議会の答申を受け、

教育行政の責任の所在明確化や迅速な危機管理

対応、そして、教育の中立性などの観点から協

議が進められ、ようやく改革案が見えてきたと

ころです。大津市でのいじめによる自殺や大阪

での体罰による行き過ぎた指導などへの教育委

員会の対応に対する不満から、教育委員会制度

のあり方に疑問を抱く世論も背景にあったので
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はないでしょうか。そこで、教育委員会制度改

革といじめの問題について、教育委員長の所感

をお聞かせください。

次に、警察本部への指導についてでありま

す。

都道府県公安委員会は、運転免許、交通規制

など、県民生活にかかわりのある数多くの行政

事務を処理するとともに、事件・事故、災害な

ど、県民の治安などにかかわる警察本部の運営

について、指導、管理する役割を担っておりま

す。昨年は、刑法犯などの事件は減少傾向に

あったものの、県民が不安を感じる特異、凶悪

な事件があり、交通死亡事故も増加しておりま

す。県警察は、近年の災害対応への出動など、

県民の安全確保への活動も多く、県民の期待も

膨らんでおります。しかし、先般、残念ながら

警察官による不祥事も発生しました。このよう

な状況を踏まえ、公安委員会として県警察をど

う指導し、管理していくのか、公安委員長にそ

の所感をお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

まず、キャロライン・ケネディ駐日米国大使

についてであります。議員御指摘のとおり、

ジョン・Ｆ・ケネディ元米国大統領、私が尊敬

する人物の一人であるわけでございますが、そ

の御令嬢である大使は、米国のロイヤルファミ

リーとも言えるケネディ家の一員として世界的

に人気も高く、また、気さくで親しみやすい性

格に加え、親日家で非常に聡明な方というふう

に伺っておるところでございます。そのような

方が駐日大使として就任されたことは、日米関

係の緊密さと重要性を象徴するものと考えてお

るところでございます。国民も多く歓迎の意を

表しているところであります。大使は、着任

早々から東日本大震災の被災地を訪問され、被

災者を勇気づけていただくなど、日本国民との

交流を深めておられるところであります。今後

のさらなる御活躍を期待しますとともに、機会

をいただければ、ぜひお目にかかって親交を深

めてまいりたいというふうに考えておるところ

でございますし、機会がございましたら、本県

にもお越しいただくことができないだろうか、

そのようにも考えておるところでございます。

次に、本県の景気対策についてであります。

国におきましては、４月からの消費税引き上げ

による駆け込み需要とその反動減を緩和するた

めの措置として「好循環実現のための経済対

策」を策定しまして、5.5兆円規模の25年度補正

予算を成立させております。本県でも同様に、

景気の腰折れを防止するため、内需振興や消

費、雇用の拡大を図る「経済の本格成長と雇用

の回復に向けた対策」を取りまとめたところで

あります。この中で、成長産業や中小企業等の

競争力強化、人財の能力発揮、防災・減災対策

に取り組むこととしておりまして、これらに関

連した国の経済対策の実施に伴う経費185億円余

を含む補正予算案を今議会に上程しているとこ

ろであります。さらに、この執行に当たって

は、消費税率引き上げの影響が大きい来年度前

半に可能な限り前倒しができるよう、議決後の

速やかな実施とともに、民間や市町村、関係団

体等とも十分な連携を図ることとしておりま

す。また、来年度当初予算案におきましても、

地域経済活性化・防災対策特別枠などを設けて

おりますので、これらを十分に活用・連動さ

せ、消費税率引き上げによる景気の腰折れリス

クを最小限に抑えながら、本県の経済・雇用を
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力強く回復させ、成長軌道に乗せていけるよう

努めてまいりたいと考えております。

次に、国家戦略特区についてであります。国

家戦略特区は、いわゆるアベノミクスの「第３

の矢」である成長戦略の柱の一つとして位置づ

けられております。国、自治体、民間が三者一

体となって大胆な規制・制度改革を実行しまし

て、民間投資の喚起により、日本経済を停滞か

ら再生へ導く突破口とすることを目的としてお

りまして、昨年、国が特区に関するアイデア募

集を広く実施した際には、本県からも提案を

行ったところであります。

特区におきましては、医療などの国際的イノ

ベーション拠点の形成や、革新的な農業等の産

業の実践拠点の形成など、産業の国際競争力向

上や世界からの資本、人材の呼び込みを目指し

ておるところでありますが、全国への波及効果

を踏まえて特区が選定されることや、将来的に

規制の特例措置の全国展開も検討されておりま

すことから、地域経済への効果も期待できるも

のと考えております。現在、この国家戦略特区

に関する１次指定に向けた選定作業が進められ

ているところでありまして、本県の提案につい

てはなかなか厳しい状況にあるというふうに

伺っておるところでありますが、１次指定後に

計画されているさらなる規制・制度改革の動き

なども見ながら、本県の強みや魅力を最大限に

発揮できるよう、引き続き、特区の活用方法を

検討してまいりたいと考えております。

次に、交通ネットワークについてでありま

す。

本県の持続的な成長のためには、さまざまな

経済活動や地域間交流を支える交通・物流ネッ

トワークの充実というものが、大都市から離れ

た立地というようなことも考えると大変重要で

あると考えております。こうした中、新たな交

通インフラにつきましては、東九州自動車道の

延岡―宮崎間や重点港湾の細島港など、整備が

着々と進んでおりまして、今後は、残る東九州

自動車道の日南―志布志間や横軸である九州中

央自動車道などに全力を注いでまいりたいと考

えております。また、基本計画のままとなって

おります東九州新幹線につきましても、九州が

一体となって発展する上で欠かせない交通基盤

でありますので、今後、沿線となる地域と連携

をしながら、将来への重要な政策課題として取

り組んでまいりたいと考えております。

一方、このような新たなインフラの整備とと

もに大変重要なのが、既存の交通基盤の維持・

充実であります。本県と関西圏を結び人・物の

大量輸送を担います長距離フェリーや、本県と

国内外の都市を短時間で結ぶ定期航空路線、さ

らには、県民や国内外の旅客を県内各地に運ん

でくれるバス路線や鉄道などは、それぞれの特

性を生かし、また補完し合いながら、県内の産

業活動や県民生活を支える重要な交通基盤であ

りまして、新年度予算案におきましても、その

活性化を図るための事業をお願いしておるとこ

ろであります。「東九州の新時代」の到来をよ

り実感あるものにするためにも、利便性や輸送

力にすぐれ、また、今後想定される南海トラフ

巨大地震等の災害時の代替性も兼ね備えた陸・

海・空の総合的な交通ネットワークの構築に

しっかりと取り組んでまいりたいと考えており

ます。

最後に、カジノを含むＩＲについてでありま

す。

カジノにつきましては、これまで国内で何度

も議論されてまいりましたが、ここ数年、再度

機運が高まりまして、昨年末には、カジノを含
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む統合型リゾートの法案が国会に提出をされた

ところであります。投資や雇用、観光誘客な

ど、統合型リゾートが地域経済にもたらす大き

な効果には、私自身、大変興味・関心を持って

いるところであります。国外の具体的な事例も

視察をしたところでありまして、法案提出によ

り、国内での統合型リゾートの実現に向けた具

体的な検討が進んでいくことを大いに期待して

いるところであります。

私は、国内で統合型リゾートを実現させるた

めには、さまざまな課題がございますが、まず

は、カジノの課題として言われておりますギャ

ンブル依存症や治安、青少年への影響などをど

う克服するのかということを、国においてしっ

かりと制度化することが不可欠であると考えて

おります。このような課題につきまして、今回

の法案に政府が必要な措置を講じるという方向

性が盛り込まれたことを評価いたしますととも

に、地方財政に対しどのような配慮がなれるの

かということも含め、今後の国の審議状況、検

討状況を見きわめてまいりたいと考えておりま

す。その上で、国において、健全性・安全性が

確保される具体的な制度設計がなされることを

前提に、観光面など本県経済への効果などを踏

まえた本県におけるＩＲのあり方につきまし

て、庁内で研究・検討を進めますとともに、県

議会や関係団体を初め、県民の皆様と丁寧に議

論を重ねながら、国の区域認定を視野に入れて

前向きに検討してまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答え○教育委員長（齊藤和子君）

いたします。

まず、教育委員会制度改革についてでありま

す。国においては、教育の政治的中立性、継続

性・安定性を確保しつつ、責任の明確化や対応

の迅速化を図ることなどを目的として議論がな

されているところでありますが、こうしたこと

で多くの方が教育に関心を持っていただくこと

はありがたいと感じております。私といたしま

しては、どのような制度であっても、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

何より大切であると考えておりますので、与え

られた役割をしっかりと果たしてまいりたいと

思っております。

次に、いじめ問題についてです。いじめは、

人として絶対に許されない行為であり、将来に

わたって大きな影響を与える深刻な問題である

と考えております。先般、国のいじめ対策推進

法が施行され、本県におきましても、「宮崎県

いじめ防止基本方針」を策定いたしました。こ

の方針に基づき、今後とも、学校や家庭、地域

が一体となっていじめの防止に全力で取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

〔降壇〕 お答え○公安委員長（藤田紀子君）

します。

昨年の治安情勢につきましては、刑法犯認知

件数がピーク時から半減したものの、特異、凶

悪な殺人事件が発生するなど、県民の治安に対

する不安が払拭されるには至っていないと考え

ております。また、昨年の交通事故の情勢につ

きましても、死者数が59名に上るなど、厳しい

状況にあると認識しております。

このような中、公安委員会では、県警察に対

し、子供、女性、高齢者対象の犯罪や、住宅を

対象とした侵入窃盗などの県民が不安に感じる

犯罪を重点的に抑止するよう、督励しておりま

す。その際には、県民の防犯意識の高揚及び被

害に遭われた方に対する支援を推進するよう申

し渡しております。また、交通死亡事故に関し
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ましては、特に高齢者の当事者が多くなってい

ることから、高齢者対策を一層強化することを

指導しております。

次に、職員の不祥事案が発生したことは、ま

ことに残念であり、公安委員会では、先般、再

発防止を図るために、職員一人一人の職務倫理

意識の向上、職員の身上把握・指導及び業務管

理の徹底、ハラスメント防止の意識づけの徹底

の３点を県警察に指示したところであります。

今後も、私ども公安委員会は、県民の代表と

して、警察活動の実態を十分に把握した上で、

県民の期待する警察活動が行われるよう、県警

察を適切に管理してまいります。以上でござい

ます。〔降壇〕

それぞれ御答弁いただきまし○松村悟郎議員

て、ありがとうございました。教育委員長、公

安委員長につきましては、再質はございません

ので、ありがとうございました。

それでは、知事にお伺いいたします。先ほど

お尋ねしましたケネディ大使についてでござい

ます。ケネディ大使の招聘について。

「父は上杉鷹山を称賛していた」という大使

の発言を受けて、山形県と米沢市は、大使の来

県を実現しようと、吉村知事みずから招聘に乗

り出し、昨年12月に手紙を東京の大使館に届け

ております。同じ時期に、米沢市と姉妹都市関

係にある上杉鷹山公を輩出した高鍋町でも、大

使招聘に向けて、女性の会を中心に活動が活発

になってきております。先日も河野知事を表敬

訪問され、子供たちが青い目の人形まつりを通

して日米の友情、平和を学び続けているという

お話もされながら、ケネディ大使の招聘をお願

いに来られたところです。

このような状況の中で、山形県では、近いう

ちに山形を訪問したいとのケネディ大使直筆の

手紙の返答があったと聞いております。けさの

新聞では、ロケット打ち上げ視察のため、鹿児

島県を訪れられたようでございます。そこで、

ケネディ大使の本県招致に向けて、知事のお考

えをお伺いしたいと思います。

ケネディ大使、ぜひ本○知事（河野俊嗣君）

県にもおいでいただきたいという思いがある。

先ほどお答えをしたとおりでありますが、こと

し１月、ケネディ大使に対しまして、実は、宮

崎国際音楽祭に来ていただけないだろうかと。

本県のこの音楽祭は、アイザック・スターンさ

んにより一つの柱が築かれたというその感謝の

思いとともに、アピールできないかということ

で、音楽祭への招待状をお届けしまして、こと

しもしくは音楽祭の20周年に当たる平成27年の

御来県を要望したところでございます。アイ

ザック・スターンさんも含めて、感謝の思いを

受け取っていただきたい。なかなかことしは難

しいようでありますが、少なくともメッセージ

をお届けし、場合によってはどなたか関係の大

使館の方がいらっしゃるかもしれないというこ

とでありますので、一つのアクションにはなっ

たのかなと思っております。

議員から御指摘がございましたように、この

人形まつりは、国際親善を一つ象徴する、ま

た、本県ならではの、海外からの人や物を温か

く受け入れるおもてなしの心が非常にあらわれ

た事例ではないかというふうに思っております

ので、こういったこと、また上杉鷹山公、本県

の誇る外交官・小村寿太郎候など、本県とケネ

ディ大使やアメリア合衆国とのつながりをア

ピールしていくことは、大変重要ではないかな

というふうに思っておるところでございます。

こういったことも含めて、また、きょう、宮日

新聞の１面にございましたが、今、本県の文化
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賞を受賞されたイラストレーターの生賴さんの

展覧会が宮崎市で開催されており、ケネディ元

大統領の似顔絵といいますか、イラストも描い

ておられるところでありまして、そのイラスト

も一緒にお送りすると、また少し本県に対する

注目をしていただけないかと、いろんな思いも

あるわけでございます。また、私ごとではあり

ますけど、オバマ大統領と同じ年にハーバード

・ロー・スクールを卒業していますというよう

なことも含めて、また新たな手紙、メッセージ

をお届けすることができればということで、

今、具体的な準備をしておるところでございま

して、いろんな形で高鍋町など市町村とも連携

をしながら、御来県の実現に向けて取り組んで

まいりたいと考えております。

宮崎県も記紀編さん1300年記○松村悟郎議員

念事業をやっています。日本発祥の地は天孫降

臨の地、宮崎だと思いますので、日本を知って

もらうため、宮崎を知ってもらうために、知事

の努力をよろしくお願い申し上げます。

次に、女性登用についてであります。

昨年９月、国連総会において安倍総理は、

「女性が輝く社会をつくる」として、「日本の

成長を図るためには女性の活用が不可欠であ

り、女性にとって働きやすい環境を整え、女性

の労働機会、活躍の場を充実させることは、今

や日本にとって選択の対象ではなく、焦眉の課

題です」と演説されております。そうした安倍

総理の強いリーダーシップのもと、政府は、ア

ベノミクスの３本目の矢である成長戦略を進め

ております。本県におきましても、女性の活躍

を推進することは、社会の活力を維持し、地域

経済の活性化を図る上からも不可欠であると考

えております。本県における民間も含めた女性

の登用の現状はどうなっているのか、また、女

性の活躍促進のため、今後、県はどう取り組ん

でいくのか、稲用副知事にお伺いいたします。

県では、みやざき男○副知事（稲用博美君）

女共同参画プランに基づきまして、女性の活躍

の場の拡大に向けたさまざまな取り組みを行っ

ているところであります。その結果としまし

て、例えば県の審議会等での女性の登用率は平

成24年度末で45.7％と全国トップレベルにあり

ますが、一方で、県、市町村、企業の管理職や

議員など指導的地位にある女性の割合は１割未

満で、全国平均を下回るなど、女性の力を十分

に生かし切れていない状況にあります。このよ

うな中で、国が、女性の活躍を成長戦略の中核

と位置づけまして、補正予算や来年度予算にお

きましてさまざまな支援策を打ち出しましたこ

とは、女性の活躍の大きな推進力になると考え

ております。県といたしましても、国の事業を

最大限に活用するとともに、来年度に創設する

こととしております「みやざき人財づくり基

金」も活用しまして、今後、女性の一層の活躍

に向けた取り組みを進めてまいりたいというふ

うに考えております。特に、企業における女性

の活躍を促進するためには、企業経営者の理解

と自主的な取り組みが重要でありますので、国

や関係機関とも連携を図りながら、効果的な啓

発あるいは支援に努めてまいりたいというふう

に考えております。

次に、県庁での女性登用につ○松村悟郎議員

いてお伺いします。県庁は、県内最大の事業所

と言っても過言ではございません。県庁での、

女性を積極的に登用し、女性の感性を取り入れ

ていくなどの取り組みが必要だと思います。県

内自治体や企業へ与える影響は大きいと思いま

す。まずは、行政が率先して取り組んでいくこ

とが必要と思われます。そこで、知事部局で構
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いませんが、女性登用の現状と課題について、

稲用副知事にお伺いします。

知事部局における課○副知事（稲用博美君）

長級以上の女性職員の割合は、5.2％となってお

りますが、これは、この世代の女性の採用者数

が少なかったということ、それから、結婚や出

産を機に退職するケースがあったことなどが大

きな要因ではないかと考えております。一方

で、20歳代や30歳代では女性職員の割合が約３

割となっておりまして、今後、この世代の職員

がさまざまな経験を積むことによりまして、女

性職員の登用も増加するものというふうに考え

ておりますが、この年代は結婚や子育ての大事

な時期でもありますので、仕事と家庭のバラン

スをとりつつ、いかに人材を育成していくかが

課題であるというふうに考えております。この

ため、副主幹以上の役付職員における女性の割

合を、平成28年度までに12.5％とする数値目標

を定めますとともに、その実現のために、意欲

と能力のある女性職員の育成や、働きやすい職

場の環境整備などに取り組むこととしておりま

して、今後とも、女性職員の積極的な登用に努

めてまいりたいと考えております。

次に、景気底上げについてお○松村悟郎議員

伺いをしたいと思います。

平成22年に口蹄疫が発生した際には、本県の

経済は大きな打撃を受けました。消費も大きく

減退しました。その際には、県は、口蹄疫復興

中小企業応援ファンド、口蹄疫復興対策運用型

ファンドを立ち上げ、地域活性化、イベントな

どの支援を行ってまいりました。地域の商業

者、特に商店街の方々からは、本当に助かった

との声も伺っております。そこで、まずは、口

蹄疫からの復興のためのファンド事業の商工分

野における効果について、知事にお伺いいたし

ます。

口蹄疫復興のための○知事（河野俊嗣君）

ファンド事業は、ファンドの運用益を活用しま

して、農畜産業の再生はもとより、御指摘があ

りました、重大な影響を受けた県内経済の早期

回復を図ることを目的とするものであります。

このうち商工分野につきましては、口蹄疫から

の復興をスピード感を持って後押しするため

に、市町村等が実施しますプレミアム商品券の

発行や、地域活性化イベントなどの即効性の高

い事業、さらには、中長期的な視点で産業の成

長を目指す商品開発や販路開拓などの取り組み

に対し支援をしてきたところであります。この

結果、各地域で消費行動が拡大したり、地域の

農産物を活用した商品開発が進むなど、県内経

済の活性化に一定の効果を上げてきたものと考

えております。

口蹄疫ファンド事業について○松村悟郎議員

は、県内経済の活性化に一定の効果を上げたと

いう御答弁でございました。中小企業の応援

ファンドにつきましては終了したところでござ

いますけれども、口蹄疫復興対策運用型ファン

ド、これはまだ２年も残しておるところでござ

います。消費税の増税は、県内経済の活性化に

大きな影響があるところでもありますので、か

つての口蹄疫の状況と同じところまでとはまだ

まだ予想されませんが、ある程度の消費の落ち

込みが予想されるところであります。そこで、

即効性のあるイベントなども含めて、地域の商

店街等への支援に、県はどのように取り組んで

いくのか、知事にお伺いをします。

御指摘のように、今の○知事（河野俊嗣君）

ファンド事業による貴重な財源がある、これを

有効に活用していく、大変重要な視点であろう

かというふうに思っております。４月からの消
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費増税に伴いまして、駆け込み需要の反動や家

計の負担増などによりまして消費が冷え込ん

で、特に中小規模の商業者や地域の商店街など

に影響を与えることが懸念されているところで

あります。このため、商店街イベントなどのに

ぎわいを創出し、消費を喚起するといった短期

的な取り組みを実施していくことも必要であり

ますが、同時に、みずからの商店街等の課題を

しっかりと分析し、活性化に向けた戦略を立案

しまして、自主的な再生に取り組むことができ

る人材を育成する、中長期的なそういう視野に

立った取り組みも必要であろうかと考えており

ます。

こうしたことから、市町村や商工団体と連携

をしながら、商店街組織で取り組むにぎわい創

出などの事業を支援するとともに、持続可能な

経営の確立、商店街の再生に向けまして、それ

ぞれの店舗の磨き上げや若手リーダーの育成な

どにつきまして、積極的に支援をしてまいりた

いと考えております。

続いて、賃金引き上げについ○松村悟郎議員

てであります。企業から社員に循環するお金が

ふえなければ、当然、消費の喚起・拡大にはつ

ながりません。県全体を見回してみますと、ま

だまだ厳しい経営環境の中ではありますが、一

方で、一部の企業ではかなり経営が改善し、大

きな収益を上げているという実態もあります。

昨年来、安倍首相や閣僚が、さまざまな場面で

経済界や企業の方々へ賃上げの要請をされてお

りますが、県内における景気の好循環を生み出

すためにも、知事みずから、本県の経済団体に

対して賃金の引き上げ等の要請を行う考えはな

いのか、お伺いいたします。

いわゆるアベノミクス○知事（河野俊嗣君）

効果によりまして、全国的には景気の回復基調

が続いており、日銀宮崎事務所によりますと、

本県においても、個人消費の一部に明るい動き

が見られ、持ち直しの動きに広がりが見られる

状況にあります。しかしながら、県内経済を支

える企業の多く、特に中小企業におきまして

は、景気回復を実感できるまでには至っておら

ず、一様に賃金の引き上げなどを行うことは、

なかなか容易ではないというふうに考えており

ます。私自身、アベノミクスの目的とする経済

の好循環を確実なものとするためには、賃金の

引き上げなどによる個人消費の拡大は大変重要

な要素であると考えておりますので、今後、さ

まざまな機会を捉えて、県内企業の現状や見通

しなどにつきまして、経済団体の方と意見交換

等を行ってまいりたいと考えております。

次に、先ほど、国家戦略特区○松村悟郎議員

について本県の考え方をお伺いいたしました。

この国家戦略特区には、他産業からの農業参入

や６次産業化を支援する視点から、４つの規制

緩和策が提案されております。知事は、本県の

強みや魅力を最大限に発揮できるよう特区を活

用していくと述べられております。本県の強み

は、豊かな自然環境を生かした農林水産業であ

ります。県では、これら産業を基点としたフー

ドビジネスの創出に、全庁挙げて取り組んでお

られます。そこで、フードビジネスの推進をよ

り一層加速させるためにも、農業分野での規制

緩和などの国家戦略特区の活用について、知事

の見解をお伺いいたします。

全国有数の食料供給県○知事（河野俊嗣君）

であります本県は、安全・安心で高品質な本県

産の農水産物をいかに効率よく生産し、そのよ

さをどれだけ消費者に伝えられるかが、フード

ビジネスの推進の大きなポイントでありまし

て、このためには、御指摘の国家戦略特区の活
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用を初め、これまでの枠組みにとらわれない、

大胆で柔軟な戦略が重要になってくると考えて

おります。例えば、革新的な生産技術をより

大々的に普及・推進するためには、ＩＣＴの思

い切った導入について検討する必要もございま

すし、健康といった消費者の関心事に的確に応

える上では、表示のあり方についても、これま

でと異なる視点で検討する必要があろうかと考

えておるところでございます。国家戦略特区に

も、そのような視点での提案はさせていただい

ておるところでありますが、なかなか厳しい見

通しもございます。

このような先ほど挙げました課題の中には、

慎重な議論を要するものもあり、直ちに規制緩

和に結びつくものではないというふうに考えて

おりますが、県としましては、さまざまな特区

制度の活用なども念頭に置きつつ、本県の強み

を最大限に生かせる形でのフードビジネスの推

進に、これからも取り組んでまいりたいと考え

ております。

次に、東九州新幹線の整備に○松村悟郎議員

ついてお伺いいたします。東九州新幹線の整備

実現を目指した本県の活動につきましては、知

事が会長である宮崎県鉄道整備促進期成同盟会

が関係団体と連携して、毎年、国及びＪＲ九州

に対して、日豊本線の高速化・複線化、東九州

新幹線の整備計画路線への格上げなどを要望さ

れております。一方、国内の新幹線整備の動き

に目を転じてみますと、東京―名古屋―大阪の

３大都市圏を時速500キロで結ぶ、いわゆるリニ

ア中央新幹線の工事が、平成26年度中にも着工

されようとしております。

このような状況の中で、先月27日に、「東九

州新幹線の整備実現を目指して」として、東九

州新幹線鉄道建設促進期成会の特別講演が開催

されました。今回、特別講演会開催に至った経

緯と新幹線整備の実現性について、知事にお伺

いいたします。

東九州新幹線は、昭○知事（河野俊嗣君）

和48年に基本計画路線になりましたものの、計

画が凍結されたまま、いわば冬眠状態にあった

ところでございます。毎年の要望としては項目

に挙げて活動に取り組んできたところでありま

すが、こうした中、一昨年の九州地方知事会に

おきまして、東九州新幹線に関する国への要望

が初めて知事会の特別決議に盛り込まれ、ま

た、全国的にも国土強靱化の議論と相まって、

新幹線整備に向けた新たな動きが出てきておる

ところでございます。こうしたことから、東九

州新幹線という夢の実現に向けて再び機運を高

めてまいりたいというふうに考えまして、先

日、国土強靱化や新幹線整備に詳しい京都大学

教授の藤井聡先生をお招きして講演会を開催し

たところであります。議員もお聞きになったと

いうふうに思いますが、先生からは、新幹線が

ある地域と、ない地域に経済的格差が生じてい

るということでありますとか、国家戦略として

の新幹線整備、国家としての方針のもとに、戦

略のもとに整備を進めるべきではないかという

ようなお話もございまして、私も大変意を強く

したところでございます。

建設の実現性ということに関して申します

と、地元の財政負担の問題、さらには並行在来

線への対応など、克服すべき課題も多々ござい

ます。決して容易な道のりではございません

が、将来への具体的なビジョン、夢として掲げ

まして、その実現に向けた取り組みというもの

を一歩ずつ前進させてまいりたいと考えており

ます。

高速道路も40年、すごく長い○松村悟郎議員
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時間を要するわけでございます。まだまだでご

ざいますけれども、新幹線、今からどれだけ時

間がかかるのか、なかなか難しいところだと思

います。実現するに向けて、具体的には今後ど

のように進めていくのか、知事にお伺いしたい

と思います。

東九州新幹線の整備、○知事（河野俊嗣君）

非常に大きないろんな困難な課題があろうかと

思いますが、まず考えられますのは、地元の熱

意、県内における機運醸成というものが大変重

要ではないかと。今の新幹線の駅から最も遠い

位置にある本県が、どこよりも積極的に動い

て、ぜひ必要なんだというような機運を高めて

いき、一般の県民を含めて、裾野の広い運動の

展開を図る必要があるのではないか。そのよう

な熱い熱い思いを持って、先ほど御指摘のあり

ました東九州新幹線鉄道建設促進期成会の活動

の活性化というものを改めて図っていく必要が

あろうかと。関係団体、関係自治体とも連携を

図りながら行っていくということでございま

す。

さらには、九州内、九州全体でのコンセンサ

スというものも必要であろうかと考えておりま

すので、九州の一体的発展とそれに欠かせない

この整備の必要性について、九州地方知事会の

みならず、九州内の政財界など各種団体とも幅

広く連携をし、認識の共有化を図っていく、と

もに行動していく必要があろうかと考えており

ます。

その上で、さらに全国レベルでの機運の醸成

というものも必要かと考えております。全国的

には、東九州新幹線のように、基本計画のまま

凍結された路線が11路線あります。幾つかの地

域でその復活に向けた動きが出てきておるとこ

ろでありまして、今後は、こうした地域や団体

と連携しまして運動の輪を広げながら、大きな

うねりをつくっていくこと、それが新幹線整備

に向けた国の考え方を変えるアクションに結び

つけていくことになるのではないかと考えてお

るところでございます。非常に大きな夢であり

ますので、これからの取り組みを粘り強く続け

ていきたい、高い目標を掲げて、県議会におか

れましてもお力添えをいただきながら、機運醸

成に努めてまいりたいと考えております。

次に、海上輸送の強化策につ○松村悟郎議員

いてお伺いします。大消費地から遠隔地にある

本県にとっては、定時大量に大都市圏への貨物

輸送が可能なカーフェリーは、本県の重要な交

通・物流の担い手であります。現在、カーフェ

リーの航路は唯一大阪航路が存在しておりま

す。その大阪航路は、運航コストの削減、大阪

南港への交通アクセスの問題などによりまし

て、神戸航路に変更する予定と聞き及んでおり

ます。この航路が仮に廃止となれば、本県の産

業活動や県民生活への大きな打撃になります。

そこで、大阪から神戸航路へ変更されることに

ついて、旅客面や物流面の利用促進のために県

の支援策、どのような策がとられるのか、総合

政策部長にお伺いします。

本県発着の長○総合政策部長（土持正弘君）

距離フェリーは、本県と関西圏をダイレクトに

結ぶ、本県の産業を支える極めて重要な航路で

ございます。御指摘のとおり、ことしの秋に現

在の大阪航路が神戸航路へ変更になる予定であ

りますが、航路の変更で航海時間の短縮が図ら

れますとともに、港が神戸の繁華街に近く、公

共交通機関や高速道路等とのアクセスが向上し

ますことから、旅客、物流両面の利用促進につ

ながると期待をいたしております。

県といたしましては、この航路変更の効果を
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確実なものとするために、旅客面の支援として

は、当初予算案の中でお願いしております長距

離フェリー航路活性化緊急対策支援事業によ

り、修学旅行等の団体客の利用促進、インター

ネットやイベントの実施等による航路のＰＲ、

こういったことについて、宮崎市と連携して支

援を図ってまいりたいというふうに考えており

ます。また、物流面の支援としましては、今年

度に引き続き、物流効率化支援事業により荷寄

せを支援いたしまして、新規貨物等の利用を促

進してまいりたいと考えております。このよう

な旅客面と物流面の支援、さらには神戸市との

連携等を通じまして、航路の安定化と活性化を

図ってまいりたいというふうに考えておりま

す。

この長距離カーフェリーは、○松村悟郎議員

更新時期を迎えようとしております。古い船舶

のため燃費が悪く、また、設備は老朽化し客室

も狭いなど、船旅を楽しむ国民のニーズに合っ

ていないのではないかと感じております。国民

の志向にマッチするような新船導入の必要性が

あるとの関係者の声も伺っております。そこ

で、長距離カーフェリーの船舶を更新すべきだ

と思いますが、それに対する所感、あわせて、

更新する場合、県としてどのような支援が可能

なのか、総合政策部長にお伺いいたします。

本県発着の長○総合政策部長（土持正弘君）

距離フェリーの船舶でございますが、就航か

ら16年から17年が経過しております。船舶の更

新をするかどうかは、その時期を含め運航会社

の高度な経営判断になりますが、仮に更新した

場合の効果としましては、燃費向上によるコス

トの削減、旅客ニーズに合った快適な客室の整

備、船舶の大型化による輸送力の向上など、旅

客及び貨物の利用増加につながることが期待を

されるところであります。しかし、長距離フェ

リーの建造には多額の費用がかかり、経営の安

定化が大変重要となってまいります。そこで、

県といたしましては、当初予算案の中でお願い

しております、先ほど申し上げました長距離

フェリー航路活性化緊急対策支援事業や物流効

率化支援事業等により、航路の利用を促進し、

経営力の強化が図られるよう支援してまいりた

いと考えております。また、船舶を更新する場

合には、鉄道・運輸機構の船舶共有建造制度の

活用も考えられますので、必要に応じて、その

活用に向けた情報収集や助言などの支援も行っ

てまいりたいというふうに考えております。

次に、航空路線についてお伺○松村悟郎議員

いいたします。かつて10都市12路線あった宮崎

空港の国内線は、現在、５都市５路線にまで減

少しております。県民の利便性はもとより、地

域経済の今後の発展にも大きな影響を及ぼす非

常に重要な課題であります。このため、九州で

は熊本と本県以外は就航している、安い運賃で

利用できる格安航空会社の新規路線の開設が望

まれております。本県でも昨年、福岡―宮崎線

などの新規就航を目指していた航空会社「リン

ク」、私も期待をしていたのですが、残念なこ

とになりました。県においては、宮崎空港のＬ

ＣＣ誘致についてどのように取り組んでいるの

か、また、今後の就航の見通しについて、あわ

せて総合政策部長にお伺いいたします。

県ではこれま○総合政策部長（土持正弘君）

で、ＬＣＣの動向等につきまして情報収集に努

めるとともに、直接、ＬＣＣ各社を訪問いたし

まして、本県の魅力や就航に係る支援制度につ

いて説明するなど、誘致に向けての取り組みを

行っているところでございます。ＬＣＣ各社に

よりますと、路線開設に当たりましては、需要
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の動向を重視し、また、機材の導入状況等を考

慮しながら慎重に判断する意向であるというふ

うに聞いております。つきましては、早期の就

航が実現しますように、関係機関とも連携を図

りつつ、東九州自動車道を活用した広域観光の

拡大とか、東京オリンピックを見据えたキャン

プ誘致の取り組み強化など、路線の新規需要の

創出につながる本県の新たな魅力をアピールし

ながら、今後とも積極的に誘致に取り組みたい

というふうに考えております。

次に、高速道路料金の見直し○松村悟郎議員

等についてお伺いいたします。来年度は北九州

まで開通ということでございます。これは、県

民生活の向上、観光振興、物流対策などに、大

いに生かしていかなくてはならないと思いま

す。ただ、その中で、料金水準の見直しが必要

ではないかと考えられる部分があります。国で

は昨年12月に、「新たな高速道路料金に関する

基本方針」を策定しております。この中で、大

都市近郊など以外の区間で割高な料金水準と

なっている区間の料金を見直すなどの方針が示

されております。そこで、従来より、延岡南道

路は料金が割高と言われ続けております。ま

た、現行制度のままでは、東九州自動車道は有

料区間と無料区間が混在するため、長距離利用

をすると他の路線に比べて割高になるという課

題があると聞いております。これに対して、現

状と今後の取り組みを内田副知事にお伺いいた

します。

東九州自動車道の料○副知事（内田欽也君）

金につきましては、ただいま御指摘ありました

とおり、延岡南道路に割高感があると。あるい

は、無料と有料が混在しておりますために、無

料区間に入ったところで一旦リセットされてし

まうという意味で、長距離利用時の割引が継続

して適用されない。結果として料金が割高にな

る可能性がある。こういった課題があるわけで

ございます。一方、去る２月14日には、高速道

路会社各社が４月以降の料金案を示したわけで

すが、この中では、今、御指摘のありましたよ

うな課題に対しての改善策というのは、残念な

がら入っていないという状況にございます。県

といたしましては、これらの料金見直しという

のは、本県の高速道路の利用促進を図る上で、

大変重要な課題であるというふうに認識をして

おります。今後も引き続き、地域の実情を訴え

つつ、西日本高速道路株式会社を初めとする関

係機関に対しまして、高速道路の利用促進につ

ながるような料金の改善につきまして、粘り強

く要望してまいりたいと思っているところでご

ざいます。

次に、立地企業の閉鎖等につ○松村悟郎議員

いてお伺いいたします。先月、都城市で長年操

業されていたスポーツウエア製造工場が３月で

閉鎖するとのニュースを目にしました。この工

場は、昭和48年に設立され、地元に親しまれた

企業であったので、大いに驚いたところであり

ます。県では、企業誘致を促進するために手厚

い支援を行っておりますが、立地していただい

た後の支援も立地前同様の支援が必要ではない

かと思います。そこで、立地企業の閉鎖の現状

と、閉鎖に至らないためにどのような取り組み

を行っているのか、商工観光労働部長にお伺い

いたします。

これまで○商工観光労働部長（茂 雄二君）

本県に立地した企業、700余りの事業所のうち、

平成21年度から今年度までの最近５年間に閉鎖

した事業所は、22事業所となっております。そ

の主な理由といたしましては、海外との競争に

よる事業停止や、海外を含めた生産拠点の統
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合、リーマンショック等の経済不況による業績

悪化が原因とお聞きしております。県では、立

地企業の円滑な事業運営が図られるよう、地元

市町村とともに、県内の事業所はもとより、県

外の本社や親会社を定期的にフォローアップ訪

問するとともに、宮崎県産業振興機構を通じて

取引機会の拡大や金融相談に努めるなど、さま

ざまな取り組みを行ってきたところでありま

す。今後とも、立地企業が末永く県内で操業し

ていただけますよう、関係機関と連携しながら

きめ細やかな支援に取り組んでまいりたいと考

えております。

次に、企業誘致の取り組み強○松村悟郎議員

化についてお伺いします。知事は、先月の定例

記者会見で、来年度に北九州まで開通する東九

州自動車道を活用した企業立地に力を入れる考

えを表明されております。そこで、東九州自動

車道開通を好機と捉え、新たな企業誘致の取り

組みの強化にどのように取り組まれるのか、商

工観光労働部長にお伺いいたします。

東九州自○商工観光労働部長（茂 雄二君）

動車道北九州―宮崎間の開通を大きなチャンス

と捉えまして、県では現在、市町村とも連携を

しながら、北九州市や大分県などに立地してい

る自動車関連企業を中心に約200社を訪問し、工

業団地や優遇制度などのアピールを行ったとこ

ろであります。さらに、３月には、延岡市、日

向市とも連携をしまして、大分県内の企業への

訪問活動を計画しており、現在、準備を進めて

いるところであります。引き続き、東九州自動

車道の一部前倒しでの開通を追い風に、北部九

州地域に立地している企業への訪問活動等を通

じまして、本県の立地環境をアピールするな

ど、企業立地の推進に一層積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。

次に、観光施策の推進等につ○松村悟郎議員

いて質問をいたします。

まず、来年度の施策展開についてでありま

す。何度もお話が出ておりますが、いよいよ東

九州自動車道宮崎―延岡間、北浦―須美江、日

向―都農、そして来年には北九州―宮崎、その

ような状況にあるわけでございます。観光にお

ける効果が非常に期待されている中でございま

す。また、国においても、昨年閣議決定した

「観光立国実現に向けたアクション・プログラ

ム」では、このようなことが述べられておりま

す。訪日外国人観光客の拡大、あるいは東南ア

ジア諸国のビザ発給の要件緩和など、積極的な

施策が展開されると思います。実際、かなり外

国人観光客が増加していると聞いております。

そこで、東九州自動車道の開通に当たり、訪日

外国人観光客が急増すると考えられますが、ど

のように本県に誘客するのか、観光施策を一層

強化する必要があると思います。来年度、どの

ような観光施策を展開する予定なのか、知事に

お伺いいたします。

東九州道の北九州―宮○知事（河野俊嗣君）

崎間が来年度開通をしまして、東九州に広域の

観光交流が期待される新しい軸が誕生するとい

うこと、また、昨年初めて、訪日外国人旅行者

が1,000万人を超えるなど、観光施策を展開する

上で絶好の機会であるというふうに考えており

ます。そのような思いで、先日も久保観光庁長

官をお招きして講演会を開催したところでござ

いますが、本県としましては、東九州の新時代

を牽引する、リードするという気概でもって、

観光施策に関しましても、「みがく・つなぐ・

まわす」ということをキーワードに取り組んで

まいりたい、施策を展開してまいりたいと考え

ております。
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具体的には、地域の競争力強化のためのさら

なる観光資源や「食」の磨き上げを行いますと

ともに、高速道路を活用しました周遊型観光の

促進、また、国際定期便のある韓国、台湾での

さらなる知名度向上・誘客対策、また、外国人

観光客のニーズが高いホテル・旅館などにおけ

るＷｉ－Ｆｉ環境の整備・充実などを進めたい

と考えております。また、午前中も議論があ

り、また、先ほど議員からも御指摘がありまし

たが、本県が神話のふるさとである、また日本

の発祥の地である、初代天皇のふるさとである

とされていること、これは、特に国外の方、海

外からの方に対しては強いアピールのメッセー

ジになるのではないかという思いでございま

す。また、大きな経済効果が見込まれる大規模

海外ＭＩＣＥの誘致や、大型クルーズ船の係留

施設の整備を行いますとともに、東京オリン

ピック・パラリンピックの開催を見据えたス

ポーツキャンプや競技の強化拠点のさらなる誘

致などにつきましても、国や隣県、県内市町

村、関係団体等とも十分連携を図りながら、積

極的に展開をしてまいりたいと考えておりま

す。

次に、観光施策推進の今後の○松村悟郎議員

あり方についてであります。観光立国実現に向

けて政府が大きく動き出した中、今後、本県が

観光立県として確固たる地位を築いていくため

には、本県の特性を踏まえ、観光推進に係る基

本理念やビジョンを中長期的にしっかり形成し

ていく必要があります。一方でまた、短期的な

施策は、経済情勢の変化に柔軟にあるいは機動

的に対応できる、めり張りのある施策体系をつ

くっていく必要があると思います。他県では、

観光振興のための条例化も進んでいるようであ

ります。観光施策の推進の今後のあり方につい

て、知事の考えをお伺いします。

観光というものは、旅○知事（河野俊嗣君）

行業や宿泊業だけではありませんで、本県の基

幹産業である農林水産業や商工業を初め、幅広

い分野に関連をしまして、その振興というもの

が地域経済の活性化や雇用機会の拡大に貢献す

る、本県にとって極めて重要な分野であろうか

というふうに考えております。また、県民が郷

土の歴史や文化などに対する理解を深め、地域

への誇りと愛着を持つことにもつながりまし

て、観光立県の実現というものは、本県の重要

な施策の一つであると考えております。県では

これまで、宮崎県観光・リゾート振興計画に基

づいて、さまざまな観光施策を展開してきたと

ころでありますが、計画期間が10年と長いため

に、観光を取り巻く環境のさまざまな、また急

速な変化に十分対応できないという面がござい

ました。そこで、当面取り組むべき具体的な観

光施策につきましては、経済情勢の変化に機動

的に対応できるよう、計画期間を含めて、現計

画を見直すことによりまして、実効性のあるめ

り張りの効いた施策体系というものを構築して

まいりたいと考えております。また一方で、本

県観光の基本的な理念や方針などにつきまして

は、県や市町村、県民、観光関係事業者や団体

が連携をし、一体となって、総合的かつ計画的

に取り組んでいくことが大事だと、必要だとい

うふうに考えておりますので、新たに観光振興

に係る条例の制定も検討してまいりたいと考え

ております。

次に、道路案内標識及び観光○松村悟郎議員

地の案内板の外国語表示についてであります。

今後、外国からの観光客、お客様がたくさん来

られることを期待するわけです。また、確実に

お越しいただけると思います。本県を初めて訪
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れる外国の方もいらっしゃると思います。本県

の観光を十分満喫していただくためにも、迷わ

ずに目的地に行けるような道路の案内板、表示

が必要だと思います。例えば宮崎駅前の交差点

の標識を見ますと、ローマ字でそのまま「Ｍｉ

ｙａｚａｋｉ Ｅｋｉ」と表示されておりま

す。これでは外国人の方にはわかりません。宮

崎を訪れた外国の方が迷わずに目的地に行くた

めに、特にわかりやすい道路の案内標識が必要

だと思います。本県道路案内標識の外国語表示

についてどのように取り組むのか、県土整備部

長にお伺いいたします。また、観光地の案内板

の多言語化表記の取り扱いについて、商工観光

労働部長にお伺いいたします。

国において○県土整備部長（大田原宣治君）

は、観光立国の実現に向けて、外国人誘致策の

強化を図っておりまして、この中で道路案内標

識について、外国人旅行者にもわかりやすい英

語表記への改善を図り、表示内容についても一

貫性が保たれるよう、全国的に取り組むことと

されたところです。県としましては、東京オリ

ンピック・パラリンピックを見据え、おもてな

し環境を充実させ、外国人の誘客強化を図るた

めに、わかりやすい道路案内標識の整備は極め

て重要でありますので、国や関係機関などと協

議を行い、統一的な表示基準を定め、よりわか

りやすい外国語の表示に努めてまいりたいと考

えております。

商工観光○商工観光労働部長（茂 雄二君）

労働部におきましては、県内各地の観光地や入

り込みルートなどを紹介する観光案内板を、交

通拠点や観光施設などに設置しておりますが、

その掲載内容につきまして、英語に加え、韓国

語、中国語でも表記するよう、現在、更新作業

を進めているところであります。さらに、来年

度は、観光案内板の増設にも取り組みまして、

観光客の利便性向上と周遊の促進を図ることと

いたしております。また、市町村におかれまし

ても、施設への誘導看板や施設内の説明看板な

どの多言語化に取り組まれておりますが、その

一部につきましては、県も支援を行っていると

ころです。

このような取り組みに加えまして、県の観光

情報サイト「旬ナビ」の多言語化や、ニーズの

高いＷｉ－Ｆｉ環境の整備などを進めることに

よりまして、外国人観光客が情報を入手しやす

い環境づくりにも努めてまいりたいと考えてお

ります。

次は、スポーツランドみやざ○松村悟郎議員

きについてであります。今春も、プロ野球が韓

国球団を含めて６球団、サッカーもＪ１からＪ

３まで20チームが本県でキャンプを実施してい

ます。松井選手が10年ぶりに打撃コーチとして

巨人軍キャンプに来ております。また、南アフ

リカのワールドカップのＭＶＰ、フォルラン選

手もセレッソ大阪のキャンプに来ております。

ソチオリンピックで話題はあちらのほうに行っ

ておりましたけれども、宮崎県でも話題豊富な

時期であります。スポーツランドみやざきは、

まさに本県の大きな売りの一つであります。地

域経済にさまざまな効果をもたらします。プロ

を初めとするスポーツキャンプの効果を全県的

に広げていく必要があると思いますが、商工観

光労働部長の考えをお伺いします。

プロス○商工観光労働部長（茂 雄二君）

ポーツのキャンプにつきましては、多くの観客

やマスコミ関係者も来県するなど、本県の地域

経済の活性化や情報の発信に大きな効果をもた

らしております。県では、これを活用しまし

て、学生、社会人を含めたスポーツランドみや
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ざきの全県的な展開に取り組んでおりまして、

平成24年度は、県内20市町村において受け入れ

ているところであります。例えば五ヶ瀬町の夏

場を中心とした合宿や、椎葉村の相撲の合宿、

高千穂町の剣道強化合宿、さらにはえびの市の

バレーボール合同合宿など、地域の実情や特性

に合わせた取り組みを行っております。今後、

さらに全県的な展開に取り組んでいくために

は、各市町村の情報の共有化や広域的な取り組

みによる受け入れ体制づくりが重要であると認

識しております。県としましても、市町村と連

携をしまして、プロスポーツキャンプ、学生・

社会人の合宿、さらには、東京オリンピック・

パラリンピックを見据えた日本代表クラス等の

合宿誘致などに積極的に取り組んでまいりま

す。

質問の途中でありますが、午○福田作弥議長

前中同様、時間が押しているようであります。

執行部におかれましては簡潔な答弁をお願いい

たします。

今、答弁にありましたよう○松村悟郎議員

に、キャンプ地が県内広く分散することは、観

光の面からも、それぞれの地域が活性化するこ

とになります。そこで、県有スポーツ施設の県

内均衡配置は、地域の活性化を図る上でも大事

だと考えます。所管の教育長の御見解をお伺い

いたします。

県有スポーツ施設の○教育長（飛田 洋君）

ほとんどは、昭和54年の宮崎国体前に、県総合

運動公園を中心に整備いたしております。多く

の施設が30年以上経過しておりますが、厳しい

財政事情の中、新たな施設を整備するのではな

く、定期的に改修等を行い、維持管理に努めて

おります。このような中、２巡目の国体も視野

に入ってきておりますが、前回の国体では、県

の施設に加え、市町村の施設も数多く使用され

ておりまして、県内スポーツ施設について総合

的に考えていくべきだと捉えております。その

ため、既存施設の状況や今後の整備計画につい

て、市町村とも十分な情報交換を行っていくこ

とが大切だと考えております。

プロスポーツキャンプと並ん○松村悟郎議員

で、各種スポーツ大会、市民スポーツ大会もご

ざいます。スポーツランド推進の重要な取り組

みであると思います。先日も、３万人を超える

参加者のある東京マラソンが開催されておりま

した。全国的に、マラソンを初め自転車など、

市民参加型のスポーツ大会が年々盛んになって

いると思います。本県の開催状況につきまして

商工観光労働部長にお伺いいたします。

本県にお○商工観光労働部長（茂 雄二君）

きましても、健康志向の高まりやライフスタイ

ルの変化を受けた地域振興の一環としまして、

近年、さまざまな市民参加型のスポーツ大会が

ふえてきております。例えばマラソン大会につ

きましては、27回を重ね、約１万2,000人が参加

する青島太平洋マラソンを初め、フルマラソン

やハーフ、リレーといった、年間約30もの大会

が行われております。また、自転車の大会につ

きましても、木城町や西都市などで開催される

耐久レースなど、10を超える大会が県内各地で

行われております。最近では、えびの高原の起

伏に富んだ地形や自然環境を生かしまして、登

山道や林道の中を走り、歩くトレイル大会や、

自転車で坂道を登るヒルクライム大会なども開

催されてきております。

市民参加型のスポーツ大会○松村悟郎議員

は、県外からわざわざ宿泊をしてまで、参加費

を払ってまで参加していただく方がたくさんい

らっしゃいます。観光振興には本当に大きな効
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果があるものと思います。今後、市民参加型の

スポーツ大会をより一層、本県各地で開催して

いく必要があると思います。そこで、県として

どのような支援をしていくのか、その取り組み

について商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

県ではこ○商工観光労働部長（茂 雄二君）

れまで、市民参加型スポーツ大会に対しまして

ＰＲや後援などを行っており、特に、県外から

多くの参加者が見込まれる大会に対しまして

は、運営費の一部助成等を行っているところで

あります。中でも、愛好家の多いマラソン大会

につきましては、県内で開催される主な大会の

情報を盛り込んだマラソンカレンダーを、県観

光情報サイト「旬ナビ」に掲載するなど、広く

県内外への情報発信に努めているところであり

ます。市民参加型を初めとするスポーツ大会の

開催は、スポーツランドみやざき推進の大きな

柱の一つでありますので、県としましても、引

き続き、各地域の取り組みについて、その振興

と支援に努めてまいりたいと考えております。

それでは、次に、教育関連の○松村悟郎議員

質問を行います。

まず、県立高校の定員割れ等に関しての質問

であります。

中学３年生も県立高校の出願を終え、いよい

よ入試に向けてラストスパートというところで

ございます。平成20年度でしたか、通学区域が

撤廃されて、中学生は自由に高校を選べるよう

になりました。通学区域の撤廃で、住んでいる

地域に縛られずに、生徒が自由に高校を選べる

ようになったことは、よいことだと思います。

一方、定員割れを起こしている学校があること

を心配しているところでもあります。そこで、

通学区域撤廃後の旧通学区域からの流出の状況

について、教育長にお伺いいたします。

通学区域撤廃の大き○教育長（飛田 洋君）

な狙いは、それまで、私立高校や県立高校の農

業、工業などの専門学科については、中学生が

県内どの地域、どの学校でも自由に選択するこ

とができましたが、県立高校普通科だけが制限

されておりましたので、そこも含めて、中学生

が行きたい学校を選択できるようにすることで

ありました。この制度変更による旧通学区域以

外からの合格者数は、平成25年度については、

普通科合格者全体の６％、200名程度であり、最

も多い宮崎地区について見ると、普通科全定

員1,240名に対して、旧通学区域以外からの合格

者が90名程度であります。90名のうち、西都・

児湯地区からの合格が70名程度ですが、逆に西

都・児湯地区の普通科に宮崎地区から30名程度

が合格している状況です。このほか、延岡・日

向地区間で相互に移動はある程度見られます

が、その他の地区では若干の移動しかないとい

う状況であります。

状況はよくわかりました。通○松村悟郎議員

学区域撤廃の狙い、これは、中学生が行きたい

学校を自主的に選択できる、そういう狙いだっ

たわけでございます。高校のある地域の皆さん

にしてみると、地元の高校が定員を割れては困

る、定員を満たしてくれ、そういう思いは強い

と思います。各学校での、そのような地域の期

待に応えようという、魅力ある学校づくり、こ

れもまた必要ではないかと思います。そのよう

な特色づくりを行っている学校の状況、また

は、生徒の流出を緩和するため、地域とも一緒

になって取り組んでいると思いますけれども、

その状況について教育長にお伺いいたします。

通学区域撤廃後、各○教育長（飛田 洋君）

高校は、より一層特色づくりに取り組み、積極
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的なＰＲに努めております。具体的には、多様

な進路の実現を目指したカリキュラムの編成や

部活動の活性化、魅力ある学校行事の実施など

に各校とも取り組んでおりますし、活性化のた

めに設置したフロンティア科や探究科学コース

など、新しい学科・コースの開設を機に、学校

で独自の教科・科目を開講したり、大学や専門

機関と連携した校外研修などの取り組みもなさ

れております。また、中学生が実際に高校の授

業を体験したり、高校生によるプレゼンテー

ションを組み込んだオープンスクールや、高校

教員による中学校での出前授業など、学校の特

徴やよさをＰＲする取り組みに努めておりま

す。さらに、関係市町村におきましても、部活

動や資格取得の経費に対する補助、高校と連携

した地元中学生向けの学習会の開催など、さま

ざまな御支援をいただいております。

次に、中高一貫教育校につい○松村悟郎議員

てであります。

五ヶ瀬中等教育学校は、全国初の公立の中高

一貫高校として設立されました。私立にも中学

校を併設する高校がふえ、県立高校２校にも附

属中学校が設立されております。五ヶ瀬中等教

育学校は、現在も、入試においておよそ３倍の

倍率を維持していると聞いております。このこ

とは、五ヶ瀬中等教育学校が、６年間の全寮制

や、自然を生かした特長のある教育を行ってい

るという高い評価を受けているからだとは思い

ますが、県内の子供たちは減少傾向にありま

す。将来的には五ヶ瀬を希望する生徒が減少し

てくるのではないかと心配しているところであ

ります。そこで、五ヶ瀬中等教育学校の成果、

そして存在意義、これからどうやっていくの

か、今後の役割について教育長にお伺いいたし

ます。

五ヶ瀬中等教育学校○教育長（飛田 洋君）

は、全国初の公立中高一貫教育校として、全寮

制の教育や、山里の自然や人材を生かした、さ

まざまな体験を通した感動と感性の教育の中

で、豊かな人間性と社会性を育み、21世紀を担

う個性豊かで創造的な発想を身につけた人材を

数多く輩出してまいりました。設立から今日ま

で、本県のみならず全国の教育をリードし、日

本の教育のモデルとなってきたと考えておりま

す。近年、急速にグローバル化が進む中、国際

社会でリーダーとして活躍する人材が求められ

ていますが、これまでの本校の取り組みを生か

すとともに、海外の高校や大学、企業と連携す

る取り組みを進め、五ヶ瀬ならではのグローバ

ルリーダーの育成を目指し、常に日本の教育の

先駆けとなるという気概を持った教育の推進に

努めてまいります。

同じく、併設型の中高一貫教○松村悟郎議員

育についてであります。本県では、併設型の中

高一貫校として、宮崎西高等学校に、そして都

城泉ヶ丘高校に、それぞれ附属中学校が併設さ

れました。そこで、これら２校の併設型中高一

貫校の役割について、なぜ今、中高一貫校なの

か、今後またふえていくのか、その内容につい

て教育長にお伺いします。

中高一貫教育制度○教育長（飛田 洋君）

は、これまでの中学校、高校に加えて、生徒や

保護者が中高一貫教育校も選択できるようにす

ることで、中等教育の一層の多様化や、６年間

を通した計画的・継続的な教育活動による学力

向上や、豊かな人間性の育成を図るものであり

ます。本県に２校設置した併設型中高一貫教育

校は、博物館や大学などの都市部の教育資源を

活用したり、豊かな自然に包まれた都市の環境

を活用した教育を行うことで、郷土宮崎の産業
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や医療の中核になる人材はもとより、次代の日

本や世界を切り開く人材を育成する重要な役割

を担っていると考えております。

学校に関しては最後になりま○松村悟郎議員

すけれども、職業高校の学科についてお聞きし

ます。

農業高校や工業高校などの産業系専門学科に

ついてであります。本県の高等学校の特徴とし

て、産業系専門学科で学ぶ生徒の割合は、高校

生全体の約５割を占めており、全国的に見ても

非常に高い割合であると聞いております。しか

しながら、科学技術の高度化あるいはグローバ

ル化の一層の進展、産業構造や就業構造が変化

する中で、どのようにして産業社会や地域ニー

ズに適切に対応した教育を行っていくのか、今

後の大きな課題であるのではないかと考えてお

ります。

このような中、今、試験の準備もされており

ますけれども、来年度は、高鍋農業高校にフー

ドビジネス科という新しい学科が設置されま

す。ここでは、農業だけではなくて、商業や家

庭に関する学びも含めて幅広い教育を行うと聞

いております。本県の施策に沿った学科という

ことで非常に期待しているところであります。

そこで、産業社会が変化し、多様化する中

で、社会のニーズを踏まえた、いわゆる産業系

専門学科のあり方について、教育長のお考えを

お伺いします。

議員御指摘のよう○教育長（飛田 洋君）

に、変化に対応して学科改編を行うことは大変

重要だと考えております。このため、本県にお

きましては、これまでも、産業教育審議会や学

校教育改革推進協議会などでさまざまな御意見

を伺い、例えば、急速に進む高齢化に対応した

福祉科や、機械制御技術の高度化に対応した情

報制御システム科、先ほど御指摘がありました

フードビジネス科など、これまでの学科を改編

し、社会のニーズに応える学科を設置してきた

ところであります。今後とも、国や本県の動

向、産業界のニーズ、学識経験者などの御意見

も参考にしながら、本県の特色を生かした専門

学科のあり方について十分に検討してまいりた

いと考えております。

次に、宮崎県育英資金につい○松村悟郎議員

てであります。

何度か質問もしておりますけれども、近年、

滞納者が増加していると聞いております。育英

資金は、貸与者からの返還金が原資となってい

ることから、滞納額が増加すると、次世代の子

供たちへの貸し付けができなくなるのではない

かと心配しております。私も高校、大学と奨学

金を借りて大変助かりました。奨学金は借りて

いるものであって、当然、返すべきものであり

ます。現在、若い人の多くが、公共料金などの

支払いをコンビニで行っているとも聞いており

ます。奨学金の返還について、銀行窓口での納

付が行われているようですが、返還者の利便性

向上のために、コンビニ納付など、より返還し

やすい方法、環境を考えていく必要があるので

はないでしょうか。そこで、育英資金の返還率

を向上させるための現在の取り組みと今後の取

り組みについて、教育長にお伺いいたします。

育英資金の返還率向○教育長（飛田 洋君）

上につきましては、申請段階から各学校におい

て、生徒や保護者等への返還意識の徹底を図る

とともに、返還業務を行う専任職員を増員し、

滞納者や連帯保証人に対して、文書や訪問等に

よる催告の強化に取り組んできております。さ

らに、今年度からは、返還がしやすいように、

貸与額の選択制や返還金の口座振替制度を導入
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したほか、新規返還者に対する電話催告を外部

委託し、強化するとともに、長期滞納者等には

法的措置を実施し、滞納額の縮減に努めている

ところであります。また、利便性向上のための

コンビニエンスストアでの納付など、新たな返

還方法につきましても、収納手数料やシステム

構築などについて検討しているところでありま

す。

次に、交通安全対策関連の質○松村悟郎議員

問をいたします。

まず、自転車レーンについてであります。

最近、自転車は、健康志向やエコの観点から

関心が高まっており、今後さらに利用者がふえ

てくるものと思います。しかしながら、自転車

の通行方法を見てみますと、歩行者専用の歩道

を走ったり、車道の右側を走ったり、いろいろ

な走行状況にあります。自転車が関係する加害

者となる事故や被害者となる事故の発生が懸念

されております。先般、ニュースで、他県にお

いて自転車が歩行者と衝突して重大な事故に

なったケースも報道されております。自転車が

安全に走れる環境を整備するために、自転車を

自動車や歩行者と分離する自転車レーン等の確

保が大事だと思いますが、このことについて警

察本部長の考えをお伺いいたします。

自転車レーン等○警察本部長（白川靖浩君）

そのものにつきましては、道路管理者によって

整備されるものではございますが、警察といた

しましては、自転車を自動車や歩行者と分離さ

せるという意味において、自転車レーンを確保

していくことは、交通事故を防止する上でも極

めて有効であると認識しております。

それでは、道路管理者の立場○松村悟郎議員

から、本県の自転車レーンの整備をどのように

進めていくのか、県土整備部長にお伺いいたし

ます。

県ではこれ○県土整備部長（大田原宣治君）

まで、歩行者と自転車の安全確保を第一に、自

動車と分離する自転車歩行車道を整備してきた

ところでありますが、近年、歩行者と自転車と

の重大な事故が発生しております。このため、

国において、安全を確保するため、歩行者、自

転車、自動車を分離し、駅や学校などの拠点を

つなぐ自転車ネットワーク形成を図る指針が示

されたところです。自転車レーン等の整備に当

たっては、自転車の安全確保も十分考慮する必

要がありますが、現況の道路幅員の中で新たな

自転車レーン等を確保する場合、車道などの幅

員が狭くなるなど、自動車交通の安全面の影響

を十分検証する必要があります。県としまして

は、今後、警察や市町村等と連携を十分図りな

がら、道路現況や交通実態などを踏まえ、自転

車レーン等の整備も含め、よりよい自転車の通

行環境の整備に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

次は、東九州自動車道の交通○松村悟郎議員

安全対策についてであります。

東九州自動車道、期待が高まっており、いよ

いよということでございますが、東九州自動車

道は、中央分離帯のない対面交通の区間が大変

多いため、正面衝突事故などの高速道路ですれ

違う車両同士の危険性が指摘されております。

現に昨年は、宮崎市富吉の東九州自動車道で、

正面衝突による死亡事故も発生しております。

対面交通の多い東九州自動車道の交通事故実態

を踏まえた交通安全対策について、警察本部長

にお伺いいたします。

東九州自動車道○警察本部長（白川靖浩君）

におきましては、昨年１年間、物損事故を含

め88件の交通事故が発生し、うち18件が対向車
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線はみ出しによる事故でありました。特に昨

年10月には、普通車同士の正面衝突による大変

痛ましい死亡事故も発生いたしました。警察で

は、全線開通後は、高速道路交通警察隊の本隊

を宮崎西インターに、そして分駐隊を新たに門

川に設置するなど、体制を強化することとして

おります。今後とも、東九州自動車道において

重大事故を防止するため、取り締まりやパト

ロールを強化してまいります。また、関係機関

・団体と協力して、シートベルトの全席着用等

を呼びかけるなどの指導を行ってまいります。

ただいま警察本部長から安全○松村悟郎議員

対策についてはお伺いしましたが、一方、この

東九州自動車道は、大分県境から清武付近ま

で127.8キロメートルという距離の中で開通する

わけでございますが、追い越し車線は９カ所と

いうことでございまして、ほとんどの区間が片

側１車線の暫定２車線ということでございま

す。この暫定２車線の区間で早く４車線化工事

がなされれば、より安全性が確保されると思い

ます。聞くところによると、この区間、北川イ

ンターチェンジから清武ジャンクションの110.1

キロメートルで、既に４車線化に必要な用地買

収はほぼ完了しているということでございま

す。ついては、一刻も早く東九州自動車道の４

車線化について取り組むことが望まれると思い

ます。どのように取り組むのか、県土整備部長

にお伺いいたします。

東九州自動○県土整備部長（大田原宣治君）

車道につきましては、整備計画におきまして、

車線数は全区間４車線とするが、工事は差し当

たり２車線の完成をもって供用開始し、交通量

の増加に応じ、残りの２車線を完成するものと

されておりまして、今後４車線化を図るには交

通量の増加が重要であります。このような中、

今後１年ほどすれば宮崎市から北九州市までつ

ながる見込みでありまして、交通量の増加に期

待を寄せているところでございます。県としま

しては、東九州自動車道の県南区間及び九州中

央自動車道の早期整備促進を図り、ＥＴＣの普

及啓発による高速道路の利用促進に努めますと

ともに、さらに、他部局とも連携しながら、企

業誘致や観光誘客等の取り組みにより、交通量

の増加に努めてまいりたいと考えております。

次は、変わりまして、防災関○松村悟郎議員

係についてお伺いいたします。

宮崎商工会議所主催で開催されたことしの新

年賀詞交歓会の主催者の年頭の挨拶の中で、防

災の話がありました。宮崎空港は津波浸水地域

にあり、そのことでヘリコプターによる救助等

の災害対策に大きな支障を来すおそれがあるの

であれば、思い切ってヘリコプターの常設基地

を県中央部の高台にある民間施設に移設しては

どうかというものでありました。学生が都城に

移った高鍋町の南九州大学のことであります。

ここは津波による被害の想定地域に隣接してお

りますが、日豊線、国道10号、高速道路イン

ターチェンジにアクセスがよく、さらには航空

自衛隊新田原基地ともわずかな距離にありま

す。ここにヘリコプターの常設基地を整備した

ならば、関係機関がより連携しやすい環境が生

まれ、防災力強化につながるのではないかと期

待されるところであり、本格的な防災対策には

ダイナミックな取り組みが必要なことと感じら

れた、そういう年頭の御挨拶でありました。

そこで、ことしの新年賀詞交歓会に知事も出

席をされておりましたが、防災拠点施設となる

ヘリポートとして民間施設を活用することにつ

いてどのようにお感じなのか、知事にお伺いい

たします。
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大規模な地震・津波等○知事（河野俊嗣君）

による災害発生時、迅速かつ的確な初動対応は

大変重要なものであります。その中心となりま

す発災直後の被災情報の収集や人命救助、人員

・物資の輸送などにおきまして、ヘリコプター

の活用というものは大変有効であり、その拠点

の確保というものが防災対策上の重要な課題

で、不可欠なものと考えております。このた

め、県では、県内各地に後方支援拠点を12カ所

確保しますとともに、現在、官民の施設を活用

しました臨時のヘリポート調査なども行ってい

るところであります。南海トラフの巨大地震に

おきましては、宮崎空港が機能を喪失した場合

の対応も想定する必要がありますので、航空自

衛隊新田原基地との連携強化を図るとともに、

調査結果に基づきまして、民間施設も含めたヘ

リポートの確保や円滑な運用に取り組んでまい

りたい、これが基本的な考え方であります。お

尋ねの大規模なヘリポート整備となりますと、

さまざまな条件や制度面の課題のほか、周辺環

境への影響や地元の意向など、慎重な検討が必

要になろうかというふうに考えております。

昨年12月に、南海トラフ巨大○松村悟郎議員

地震を想定した国、自衛隊、警察、消防、県内

自治体、それぞれが参加した県の総合防災訓練

が開催されました。私も県庁講堂で対策本部の

活動を視察させていただきましたが、対策本部

のメンバーの中には女性がほとんど見られな

かったことに驚きました。避難所の計画や避難

所での活動には女性の視点が必要だと、これま

でいろいろな場で指摘をされておりましたが、

本県の防災・減災対策に女性の視点が取り入れ

られているのか、危機管理統括監にお伺いいた

します。

本県で○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

は、生活者や女性の視点を生かす観点から、昨

年度、宮崎県防災会議条例の改正をお願いしま

して、今年度は、男女共同参画センターの所長

など、新たに４名の女性委員に就任していただ

いたところでございます。先般、この女性委員

を含む新たな委員との意見交換を行わせていた

だきましたが、この中でも、避難所運営への女

性の参画、トイレや着がえスペースなどの避難

所の生活環境の改善、女性が必要とする物資の

調達やその配布方法、介護や炊き出しなど偏っ

た役割分担の改善、女性の悩みなどに対する相

談体制の確保など、今できていないさまざまな

御意見を頂戴したところでございます。今後、

これらの意見を、３月に実施予定の地域防災計

画の改定に反映させ、今後、女性の視点を生か

した防災対策の推進に、積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

次に、県の防災拠点庁舎につ○松村悟郎議員

いてであります。防災拠点庁舎を約112億円で整

備することとして、設計等予算が盛り込まれて

おります。昨年から、人件費や資材費の高騰に

より、全国的に入札の不落・不調が発生してお

ります。東京都が整備する中央卸売市場築地市

場の移転計画では、当初よりも６割引き上げて

再入札することになった例もあります。今後、

東日本大震災の復興需要、あるいは2020年の東

京オリンピックの開催に向けて、インフラ整備

などにさらなる人件費や資材費の高騰が予想さ

れます。防災拠点庁舎の整備計画にも影響を与

えることが懸念されます。そこで、どのように

考えられるのか、総務部長にお伺いします。

防災拠点庁舎の整○総務部長（四本 孝君）

備につきましては、厳しい財政状況の中、御指

摘のような資材価格や労務費の上昇による影響

が懸念をされるところでありますが、適正な予
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定価格の設定等、入札不調・不落への対策を適

切に講じるなど、しっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

次は、津波避難施設について○松村悟郎議員

であります。昨年、高知県に災害対策の視察に

行ってまいりました。高知県では、平成15年度

施行の「東南海・南海地震に係る地震防災対策

の推進に関する特別措置法」の推進地域に既に

指定をされており、災害対策の先進性を見てき

たところであります。昨年11月に南海トラフ地

震対策特別措置法が成立し、県内の沿岸10市町

が、防災対策のための財政支援を受けられる

「津波避難対策特別強化地域」に指定される見

通しが立ったところです。避難タワー等の建設

を求める住民の声は多く、関係市町の取り組み

の強化が期待されるところです。今後の津波避

難施設整備の推進について、危機管理統括監に

お伺いいたします。

津波避難○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

施設につきましては、本年度設置した大規模災

害対策基金において、避難場所や避難路の整備

についての助成を行うとともに、沿岸部の全市

町と組織しております宮崎県津波対策推進協議

会において、全国の先進事例の調査や整備に係

る意見交換等を実施しているところでございま

す。

この中で、高知県の例を示していただきまし

たが、いわゆる避難タワーにつきましては、初

期投資や維持管理に多額の経費がかかる反面、

ふだんの利用ができないことや、避難時に風雨

にさらされるなど、非常に課題が多いという面

もあるということが判明いたしました。このた

め、同協議会の幹事会のほうでは、まずは既存

の建物を避難施設として有効活用することや、

民間の力も結集しながら、日ごろから活用でき

る複合的な施設を整備することが必要といった

意見が多く出されているところでございます。

今後、避難施設整備につきましては、市町村

が進めていくことになりますけれども、県とい

たしましても、国に対して、複合的な施設も支

援対象とすること、また、有利な起債も活用で

きるようにすることなどを強く要望するなど、

より効果的・効率的な避難施設整備の進捗が図

られるように努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、災害弱者の避難対策に○松村悟郎議員

ついてであります。国では、災害対策基本法を

昨年６月に改正し、ことし４月から、災害時の

避難に特に配慮を要する高齢者や障がい者など

の災害弱者の名簿作成を市町村長に義務づけて

おります。東日本大震災では、高齢者などの多

くの災害弱者が逃げおくれたことから、今回の

取り組みは、地域の公民館や民生委員などで情

報を共有することで、災害時の自主防災に大い

に役立たせることができるものと期待をしてお

ります。そこで、既に市町村では一部取りか

かっているとも伺っておりますが、市町村長に

義務づけられた災害弱者名簿作成の進捗状況、

それと課題もあると聞いております。危機管理

統括監にお伺いいたします。

今、議員○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

から御紹介いただきましたように、昨年の災対

法の改正によりまして、いわゆる災害弱者の

方々につきましては、「避難行動要支援者」と

してその取り扱いを法定化され、また、市町村

による名簿の作成も、ことしの４月から義務化

されるということになっております。従来、各

市町村では名簿の整備を進めてきたところでご

ざいますが、改めて法に基づく新たな名簿の作

成が求められます。その際、消防機関や自主防
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災組織など避難支援等を行う関係者に、平常時

から名簿の情報提供を行うための本人の意思確

認の作業が必要となってまいります。また、避

難行動要支援者ごとの支援の個別計画の策定が

必要になるなど、多くの事務が発生するという

状況でございます。県といたしましては、市町

村に対する情報提供や助言を行うとともに、来

年度計画しております、専門のアドバイザーや

防災士を活用した地域診断事業等を通じまし

て、避難行動要支援者対策の促進を図ってまい

りたいと考えております。

次に、消防団についてであり○松村悟郎議員

ます。全国的にピーク時の半数以下に落ち込ん

だ消防団員数の減少に歯どめをかけるために、

昨年12月、「消防団を中核とした地域防災力の

充実強化に関する法律」が成立し、大災害の発

生時に救助活動で活躍する消防団の組織力強化

が求められています。本県においても、消防団

員の確保は、それぞれの自治体で苦労して取り

組まれているところです。消防団員確保の観点

から、消防団員の処遇を改善する必要があると

考えますが、現状と今後の取り組みについてお

伺いします。また、東日本大震災の教訓を踏ま

え、消防団の装備を充実することも必要だと考

えますが、今後の取り組みについて、あわせて

危機管理統括監にお伺いいたします。

消防団員○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

の確保は極めて重要な課題でございまして、国

において、先般、総務大臣みずから、一層の取

り組みを依頼する旨の書簡を各都道府県知事宛

てに送られました。また、御案内いただきまし

たように、国のほうで法律が成立しまして、消

防団員の処遇、装備の改善などについて規定さ

れたところでございます。

これを踏まえまして、国では、来年度から退

職報償金を５万円引き上げるとともに、装備に

つきましても、その充実を図るため、装備の基

準等を改正し、市町村への地方交付税措置を大

幅に増額しているところでございます。処遇に

つきましては、県内では一部交付税措置額を下

回る市町村もあることでございますので、報酬

・手当単価の見直しなど、県としても働きかけ

てまいりたいと考えております。また、消防団

等の資機材整備につきましては、従来から補助

事業による支援を行ってきたところでございま

すけれども、来年度から、新たに女性団員の訓

練用資機材などのメニューを追加しまして、引

き続き支援していきたいと考えております。

次に、消防組織の強化につい○松村悟郎議員

てであります。県では、消防組織の強化のため

に、県内９消防本部を１本部か３本部にまとめ

る消防の広域化について検討がなされてきまし

た。今、消防に期待されることは、消防用設備

等の設置促進などにより火災を未然に防止した

り、救急業務体制の確立をいかにやるかという

ことだと思います。そのために消防組織の強化

が必要だと思います。消防本部がない非常備町

村の消防常備化と、今お話をさせていただきま

した消防広域化について、危機管理統括監にお

伺いいたします。

県内消防○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

非常備の７町村のうち、西臼杵３町におきまし

ては、現在、平成27年４月からの運用開始に向

けて準備が進められているところでございまし

て、県といたしましても、常備化に伴う施設整

備等の初期的経費に対して、１団体当たり1,000

万円を上限に補助することとしております。

一方、消防の広域化につきましては、県域１

本部または３本部体制による組み合わせで協議

・検討が行われてきたところでございますが、
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進捗が見られなかったところでございます。全

国的にも、この広域化の進捗につきましては十

分ではない面がございまして、消防庁におい

て、昨年４月に広域化に関する基本指針が改正

され、地域の実情を踏まえるというふうに改正

されたところでございます。また、国及び県の

支援を集中的に実施する消防広域化重点地域の

枠組みが、新たに設けられたところでございま

す。このため、現在、県におきましても、基本

指針の改正を踏まえまして、本年度中の新たな

消防広域化推進計画の策定に向けて、関係機関

と協議を行っているところでございます。

耐震化についてお尋ねしま○松村悟郎議員

す。南海トラフ巨大地震、本県の被害想定によ

ると、死者３万5,000人、建物被害８万9,000棟

と試算されております。減災計画によると、迅

速な避難、建物の耐震対策、河川のかさ上げな

どの一定のハード整備を行うことで、死者の数

を４分の１以下に減災できるとする目標を立て

ています。そこで、耐震化対策についてお伺い

しますが、耐震診断の対象となる昭和56年度以

前の木造住宅の戸数と本県における耐震診断及

び改修の実績、耐震改修が進まないと聞いてお

りますが、その要因、並びに今後どのように耐

震改修を進めていくのか、その取り組みについ

て県土整備部長にお伺いいたします。

耐震診断の○県土整備部長（大田原宣治君）

対象となります木造住宅の戸数は、約13万7,000

戸と推計されておりまして、本年２月末までの

補助実績は、耐震診断が728戸、耐震改修は43戸

となっております。住宅の耐震化は重要な課題

でありますが、耐震改修に多額の費用が必要と

なることや、耐震化の重要性がまだ十分に認識

されていないことなどから、改修が進んでいな

い状況にあります。このため、県では、平成25

年度から、耐震改修の補助率を３分の１から２

分の１に引き上げ、県や市町村の広報紙やマス

メディアも活用して意識啓発に努めてきたとこ

ろでございますが、今後も引き続きこのような

取り組みを推進し、さらに、関係団体や自治会

などとも連携を密にしまして、耐震改修の促進

に努めてまいりたいと考えております。

20年近く前になりますが、阪○松村悟郎議員

神・淡路大震災の被害は、商店街や住宅密集地

での古い建物の倒壊による火災、このことで大

きな人的被害が発生しました。まさに住宅の耐

震化は、阪神・淡路大震災の大きな教訓でもあ

ります。今日の南海トラフ巨大地震の減災対策

の大きな柱の一つは、耐震化を進めることにあ

ります。私は、本県の耐震化が思うように進ん

でいるとはとても考えられないと思っていま

す。減災対策としての耐震化が進まない現状に

対して、危機管理統括監のお考えをお伺いしま

す。

昨年12月○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

に公表いたしました「新・宮崎県地震減災計

画」におきましては、県内各地で震度６から７

の激しい揺れに備えるため、建物の耐震化対策

を重要な柱と位置づけたところでございます。

しかしながら、東日本大震災の被災の状況を踏

まえますと、津波対策ばかりに注目が集まり、

地震対策には余り目が向いていないという傾向

があるのではないかと危惧しているところでご

ざいます。このため、来年度は、５月の宮崎県

防災の日を皮切りに、年間を通した防災キャン

ペーンを実施し、図面や動画等を使った啓発事

業や県民総参加型の避難訓練など、さまざまな

取り組みを行いながら、県民の皆様に、津波か

らの早期避難とあわせて、耐震対策の重要性に

ついても十分な理解が得られるように努めてま
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いりたいと考えております。

次に、鳥獣被害対策について○松村悟郎議員

であります。

10年後には鹿やイノシシの個体数を半分に削

減する目標を定めた鳥獣保護法の改正が、今国

会に提案されようとしています。本県において

も、専門の鳥獣被害対策支援センターの設置

や、市町村を越えた取り組みなど、積極的な対

策はとられてきたと思いますが、本県が取り組

んできたこれまでの鳥獣被害対策の成果につい

て、総合政策部長にお伺いします。

鳥獣被害対策○総合政策部長（土持正弘君）

につきましては、その推進体制といたしまし

て、本庁及び各地域に鳥獣被害対策特命チーム

を、さらに昨年度からは鳥獣被害対策支援セン

ターを設置いたしまして、さまざまな事業に取

り組んできたところであります。これらの取り

組みによりまして、地域リーダーとして1,021

名、マイスターとして224名を認定いたしますと

ともに、モデル集落を中心に、鳥獣を寄せつけ

ない集落環境の改善や住民意識の向上が図ら

れ、住民一体となった追い払い活動などにより

まして、農作物の被害がなくなったという集落

の事例も報告をされております。また、捕獲対

策につきましては、捕獲の規制緩和や有害鳥獣

捕獲に対する支援措置等に取り組みまして、平

成24年度におきましては、前年度を上回る３

万4,221頭の鹿、猿、イノシシを捕獲したところ

であります。

しかしながら、鳥獣被害は依然として深刻な

状況にあり、なお一層の対策の強化が求められ

ておりますことから、国の交付金を活用した緊

急捕獲等対策や、市町村や関係機関とも一体と

なった総合的な鳥獣被害対策に、全庁を挙げて

取り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。

この鳥獣保護法の見直しの中○松村悟郎議員

で、捕獲従事者の育成確保に向けて、専門性を

有する事業者による捕獲活動への積極的な参加

を促進することが盛り込まれております。既に

群馬県では、鳥獣被害防止事業への民間企業の

参入が行われていると聞いておりますが、この

ことについて県としてどう受けとめているの

か、また、地域にどのような効果をもたらすと

考えているのか、環境森林部長にお伺いしま

す。

御質問にあり○環境森林部長（堀野 誠君）

ました群馬県では、鳥獣捕獲の新たな担い手と

しての効果を検証するため、昨年10月に、警備

会社や猟友会などに捕獲業務等を委託したと聞

いております。また、国においても、抜本的な

鳥獣捕獲対策を行うため、鳥獣保護法を改正

し、捕獲を専門に行う事業者の認定制度の創設

などを検討していると伺っております。本県に

おきましては、狩猟者の減少・高齢化が進行し

ていることから、新たな捕獲の担い手として民

間企業等の参入も一つの選択肢であると考えて

おります。また、地域への効果につきまして

は、地元企業が捕獲に参入することにより、中

山間地域での雇用機会の創出などが期待される

と考えております。

次に、福祉保健関連の質問を○松村悟郎議員

行います。

まず、インフルエンザ対策についてでありま

す。

毎年のことですけれども、冬のインフルエン

ザシーズンでございます。本県でも、定点医療

機関当たりの患者数が全国２番目と、インフル

エンザ流行拡大が心配された時期もありまし

た。小中学校での学級閉鎖も相次ぎましたが、
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ことしのインフルエンザの発生状況及び県の対

策について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。また、学校での取り組みについて、教育長

にお伺いします。

県内のインフ○福祉保健部長（佐藤健司君）

ルエンザ発生状況は、昨年末から流行が始ま

り、１月下旬には流行警報レベルを超え、現在

はピークを過ぎておりますが、一定の患者が発

生している状況でございます。インフルエンザ

対策は、流行開始前の啓発が重要でありますの

で、県におきましては、昨年11月から、流行前

のワクチン接種の勧奨や、外出後など日ごろか

らの手洗い・うがいを広く県民に呼びかけてい

るところでございます。

学校の取り組みです○教育長（飛田 洋君）

が、養護教諭などが中心となって、全ての職員

で共通認識を持ちながら、児童生徒へ手洗い・

うがいの徹底や教室の換気、さらには人混みへ

の外出を控える指導を行うなど、インフルエン

ザの予防に取り組んでいるところであります。

また、毎朝、児童生徒の健康状態について把握

し、症状があれば医療機関の受診を勧めるとと

もに、状況に応じて臨時休業や学級閉鎖の措置

を行うなど、蔓延防止に努めているところであ

ります。

中国では、鳥インフルエンザ○松村悟郎議員

ウイルスの感染者が急増しております。ことし

の１月だけで129人が感染し、うち26人の死亡が

確認されております。昨年の感染者数を１カ月

で上回ったと報じられています。今後、人から

人へ感染する新型インフルエンザの発生も心配

されています。本県ではどのような対応がとら

れているのか、福祉保健部長にお伺いします。

中国で発生し○福祉保健部長（佐藤健司君）

ております鳥インフルエンザＨ７Ｎ９につきま

しては、今のところ、人から人への持続的な感

染は確認されておりませんが、今後、人から人

へ感染し、新型インフルエンザの発生となった

場合に備え、県では、宮崎県新型インフルエン

ザ等対策行動計画の策定や、抗インフルエンザ

ウイルス薬の備蓄など、対策の推進に努めてお

ります。なお、中国等からの帰国者や入国者で

鳥インフルエンザに感染していることが疑われ

る方が発生した場合に備えまして、福岡検疫所

宮崎空港出張所と連携を図るとともに、県衛生

環境研究所における検査体制を整備していると

ころでございます。

質問は、大分急ぎましたの○松村悟郎議員

で、あと２問ということでございますから、も

うしばらくよろしくお願いしたいと思います。

次に、障がい者の就労支援についてでありま

す。

昨年４月から、企業に義務づけられている法

定雇用率も、従前の1.8％から２％に引き上げら

れるなど、障がい者の経済的自立に向け、一般

就労への取り組みを積極的に推進する必要があ

ります。そこで、本県の障がい者雇用の現状と

その対策について伺います。また、障がい福祉

サービス事業所等を利用する障がい者が、作業

の対価として受け取る工賃水準を引き上げる必

要もあります。宮崎県障がい者工賃向上計画の

目標達成のため、どのように取り組むのか、福

祉保健部長にお伺いします。

本県の障がい○福祉保健部長（佐藤健司君）

者の一般就労の状況ですが、昨年６月現在で法

定雇用率達成企業の割合は59.3％で、全国２位

となっております。しかし、ハローワークにお

ける障がい者の有効求職者数は、福祉事業所で

訓練中の障がい者も含まれますけれども、昨年

３月末現在で2,811人となっております。このた
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め、県としましては、県内７カ所に設置してお

ります障害者就業・生活支援センターによる支

援、あるいは企業向けセミナーの開催などに取

り組んでまいりたいと考えます。

次に、工賃向上計画についてですが、平成23

年度の平均工賃１万4,346円を、平成26年度まで

に１万7,800円以上にするという目標の達成に向

けまして、経営の専門家で構成します工賃向上

支援チームによる個別指導を初め、イベント等

での共同販売、官公需の発注拡大などに引き続

き取り組んでまいりたいと考えます。

最後の質問でございます。知○松村悟郎議員

的・精神障がい者の高齢化対策についてであり

ます。

時代とともに家族構成も大きく変わり、核家

族化が進み、家族や地域で見守り続けることに

も限界が出てきています。一人残された高齢者

の課題が大きく取り沙汰されています。特に知

的・精神障がい者を抱える御家族にとっては、

深刻な問題になっています。そこで、知的・精

神障がい者の高齢化の現状と課題についてお伺

いいたします。また、県としてそれらの課題に

どのように対応していくのか、福祉保健部長に

お伺いいたします。

時間が押していますので、簡○福田作弥議長

潔にお願いします。

障害者手帳を○福祉保健部長（佐藤健司君）

所持している知的・精神障がい者のうち、65歳

以上の占める割合は、昨年３月末現在で、知的

障がい者が980名、精神障がい者が772名となっ

ております。在宅で介護している場合、親が先

に亡くなった後に、生活拠点をどこに確保して

いくのか、また、財産管理を誰が行うのかと

いった「親亡き後問題」と言われる課題がござ

います。このため、県では、このような状況も

踏まえ、グループホーム、ケアホームの整備や

成年後見制度の利用促進等に努めておりまし

て、今後、取り組みを充実させてまいりたいと

考えております。

質問時間は残っておりますけ○松村悟郎議員

れども、このあたりで終了させていただきま

す。

本日は、午前、午後にわたり、自由民主党か

ら、県政全般にわたって直面する課題について

代表質問をさせていただきました。代表質問の

趣旨を十分御理解いただいて、今後の県政運営

に積極的に反映していただきたいと思います。

以上で私の代表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）

以上で本日の質問は終わりま○福田作弥議長

す。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時17分散会


