
３月４日（火）
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平 成 2 6 年 ３ 月 ４ 日 （ 火 曜 日 ）

午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）37
（ ）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

（ ）20番 原 正 三 自由民主党

（ ）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

欠 席 議 員（１名）

（ ）19番 星 原 透 自由民主党

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 土 持 正 弘

総 務 部 長 四 本 孝

危 機 管 理 統 括 監 橋 本 憲次郎

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 堀 野 誠

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 梅 原 誠 史

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 福 田 直

教 育 委 員 長 齊 藤 和 子

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 白 川 靖 浩

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 内枦保 博 秋

事務局職員出席者

事 務 局 長 田 原 新 一

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 福 嶋 幸 徳

政 策 調 査 課 長 佐 野 詔 藏

議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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一般質問◎

ただいまの出席議員37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、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、横

田照夫議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○横田照夫議員

ざいます。横田でございます。ちょっと早口に

なるかもしれませんけれども、お許しをいただ

きたいと思います。私は、ちょうど１カ月前

に60歳の還暦を迎えました。ありがたいこと

に、多くの皆さんから祝福をいただきました。

きょうは赤いネクタイを締めてきておりますけ

れども、これも知人の女性からいただいたもの

です。県庁職員の中にも、還暦を迎えられて、

今月をもってめでたく定年退職の人がたくさん

おられると思います。この議場の中にも５人お

られるようですけれども、その中でも、土持総

合政策部長と四本総務部長は私の高校の同級生

でして、若いころに机を並べた同級生が定年退

職をするというと、何か感慨深いものがありま

す。でも、60歳はまだまだ若いですので、隠居

するような年ではありません。これからも次の

ステージで本県発展のためにお力添えをいただ

ければと思います。

それでは、質問に入らせていただきます。先

日、看護大学で聞いた話では、新卒者の大半は

県外に就職するそうですが、数年内に帰ってく

る者も多いそうです。ほかの高校や大学でも同

じだと思いますが、将来的に帰ってきてくれる

方向づけができればいいなと考えます。「中央

公論」という本の中での増田寛也さんと藻谷浩

介さんの対談で、「若者たちの大都市への流入

が加速しているが、都市に若者たちを受け入れ

る能力はもうなく、使い捨てられる若者たちに

はもう子供を産み育てられる余裕すらない。か

くして、本来、田舎で子育てすべき人たちを吸

い寄せて地方を消滅させるだけでなく、集まっ

た人たちに子供を産ませず、結果的には国全体

の人口をひたすら減少させていく」と言われて

おり、そのことを増田さんは「人口のブラック

ホール現象」と名づけられたそうです。藻谷さ

んは、「自分には２人の息子がいるが、大学を

出て大企業に入って残業続き、という人生を歩

んでほしくない。子孫も残せず、消費されるだ

けの一生よりも、田舎に行って年収200万円ぐら

いで農業をやっているほうが、よほど幸せだと

思う」と言っておられますし、「都会であくせ

くサラリーマンをやっている人間よりも、里山

暮らしの人間のほうが、お金はないけれど、は

るかに豊かな生活を送っているということを、

私は各地で実感している」とも言っておられま

す。私も、本当にそうだと思います。県民所得

の比較が毎年出されます。宮崎県の県民所得は

一番高い東京都の半分ぐらいしかありません

が、例えば家賃で見ると、宮崎県は東京都の半

分以下です。所得だけでは暮らしやすさの判断

はできないと考えます。このように、幸せの基

準は金銭面だけでなく、本県は所得は低くと

も、都会に比べ心豊かな暮らしや人づくりが可

能であり、それらを生かすことが本県の発展に

つながるものと考えますが、知事の考えをお聞

かせください。

心豊かな暮らしとか暮らしやすさとはどうい

うことかなどを小・中・高校でしっかりと教え

ることが、本県の人口減少を食いとめるために

も非常に大切と考えます。そういうことをしっ

平成26年３月４日(火)
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かりと教えられていれば、都会に出て先ほどの

対談の内容のような状況に陥ったときに、宮崎

に帰ろうという気持ちになるのではないでしょ

うか。心豊かに暮らせる宮崎のよさを児童生徒

に教えることが大切だと思いますが、教育長の

考えをお聞かせください。

以下の質問は、質問者席からさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

高度成長時代を経て成熟社会に移行し、ま

た、東日本大震災を経験した我が国におきまし

ては、御紹介がありましたように、経済的な豊

かさのみにとらわれず、恵まれた自然の中で、

環境に優しく、金銭に換算できない人や地域の

きずなといったものを大切にしながら暮らすこ

となど、多様な価値観を尊重した生き方が求め

られているものと考えております。御紹介のあ

りました藻谷さんが書かれました「里山資本主

義」、私も拝読いたしましたが、中国地方が取

り上げられておったわけでありますが、宮崎に

も当てはまる非常にすばらしい論調であるとい

うふうに大変心強く思ったところでございま

す。

まさに本県の総合計画におきましても、物の

豊かさのみならず、自然や健康、環境、安全・

安心、歴史・文化、地域の支え合いなど、さま

ざまな要素が調和した「新しいゆたかさ」を基

本理念に掲げているところでございます。本県

は、まさにこうした要素に恵まれた地域である

と考えております。大切なのは、その豊かさを

創造する「人財」を育て、未来の宮崎へしっか

りとつないでいくこと、そういう思いのもと

に、来年度の重点施策の柱に「将来の発展と地

域を支える人財づくり」を掲げまして、みやざ

き百年の計に立った「人財育成」に本格的に取

り組むことといたしました。今後とも、宮崎に

ずっと住み続けたい、宮崎を訪れたい、あるい

は宮崎に移り住みたいと思う方々が一人でもふ

え、本県の発展につながるよう、「新しいゆた

かさ」の創造に全力を傾けてまいります。以上

であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○教育長（飛田 洋君）

す。

心豊かに暮らせる宮崎のよさについてであり

ます。議員の御質問を伺い、私はふるさとの地

元の言葉、「かてり」という言葉を思い出しま

した。子供のころのことなんですが、父が病気

がちで仕事ができなかったとき、近所の方々

が、窮地に陥った母の農作業を手伝ってくださ

いました。実は、そのときの言葉が「かてり」

という言葉で、「かてり」というのは、相互扶

助だとか、あるいは相互に仕事を助け合うとい

う意味なんですが、こんなことを言われまし

た。「気にせんでいっちゃが。かてりじゃか

い、暇がでけたとき、うちの仕事を手伝っても

らえばいいが」と言われました。この「かて

り」の精神こそ宮崎の精神風土であり、この年

になっても金銭を超えた人の情・きずなに助け

ていただいたそのときの恩は忘れられません。

私は、そのようなよき宮崎の精神風土は、今も

決して色あせることなく宮崎に残っていると

思っております。さまざまな機会を捉え、この

ような心豊かな暮らしが営まれる宮崎のよさを

児童生徒に伝え、ふるさと宮崎で暮らしていき

たい、ふるさと宮崎を発展させていきたい、そ

う子供たちが思う教育をこれからも力強く推進

してまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕
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それぞれありがとうございま○横田照夫議員

した。今、教育長のほうから「かてり」という

言葉を紹介していただきました。「かてり」

は、私たちもずっと昔から使っていた言葉で

す。例えば、ハウス農家がビニールを張るとき

に、ある程度の人手が要りますので、仲間の農

家と一緒に、きょうは誰さんち、あしたは誰さ

んちといったぐあいに、共同作業をするような

ときによく使っていました。まさにお互いさま

の精神だというふうに思っています。昔からこ

ういうふうに息づいてきた精神文化をぜひこれ

からもつないでいきたいものだというふうに思

います。ありがとうございました。

以前、シルバータウン構想というものがあり

ました。定年退職をした人たちに宮崎県に住ん

でもらおうという構想でした。気候は温暖で、

雪かきとか雪おろしなんかもしなくていい。物

価も安く、ゴルフ場などもたくさんある。スポ

ーツや文化的な暮らしも十分できる。年金など

安定した収入があれば、誰が考えても宮崎のほ

うが暮らしやすいと思います。何万人規模の移

住というのはできないものなんでしょうか。社

会保障費がふえるなどの負の側面も当然ありま

すけれども、移住者の経験を町の活力づくりに

生かしてもらうこともできますし、その人たち

の消費活動で、若者の職場づくりもできるので

はないでしょうか。人口が減少して活力がそが

れると、どうにもなりません。地域の活力づく

りのために、もう一度、定年退職した高齢者の

移住を考えてもいいのではないかと思います

が、総合政策部長、いかがでしょうか。

高齢化や人口○総合政策部長（土持正弘君）

減少による活力の低下が懸念されております中

で、地域活力の維持・増進を図りますために、

幅広い世代に呼びかけを行うなど、移住の促進

に取り組んでいるところであります。働き盛り

世代の移住は、産業の担い手として大きな効果

をもたらすものでありますが、一方で、経験豊

かで高い技能を有する元気な高齢者の移住促進

につきましても、地域の活力を高める上で、大

変重要であると考えております。今後とも、移

住希望者の世代やニーズに応じた的確な情報発

信や相談対応を行うことによりまして、多様な

世代の移住を促進し、各世代が持つ力を十分に

発揮していただくことで、本県の元気な地域づ

くりにつなげてまいりたいというふうに考えて

おります。

全国のまちおこしで成功して○横田照夫議員

いる事例を見ると、よそから越してきた人が中

心でやっているところがたくさんあります。よ

そから越してきたからこそ見える魅力という

か、宝があるのかもしれないなと思います。そ

ういう力になっていただければいいなというふ

うに思います。

昨年11月議会において、「「建設産業再生の

ための技能労働者の確保・育成支援」を求める

請願」が採択されましたが、関連部局におかれ

ましては、早速対応をしていただいたようで、

感謝を申し上げます。請願審査途中の昨年11月

に行われた技能五輪大会で、左官の部に出場し

た宮崎市の黒木賢太郎さんが、本県としては初

めての金賞を獲得しました。こういう優秀な若

い人材が育っていることを本当にうれしく思い

ます。今後は、こういう優秀な若者が誇りと希

望を持って働ける環境をつくっていくことが大

事だと思います。建設技能者が不足する中、人

材の確保の取り組みが重要だと考えますが、県

としてどのように取り組むのかを商工観光労働

部長にお伺いします。

建設技能○商工観光労働部長（茂 雄二君）
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者の不足が深刻化する中、若者が進んで技能者

を目指すような環境の整備が大変重要であると

考えております。このため、県では、卓越した

技能者や技能者育成に貢献する企業の表彰、さ

らには、技能まつりの開催、小中学生との交流

事業等を通じまして、技能士の社会的評価の向

上や技能尊重の機運醸成に努めております。ま

た、県職業能力開発協会が行います「若年技能

者人材育成支援等事業」におきましては、高度

な技能を持った「ものづくりマイスター」が若

い技能者を育成するとともに、今回の技能五輪

全国大会での優勝者をメディアを活用して紹介

するなど、ものづくりに不可欠な技能の魅力を

広く県民へアピールする活動にも力を入れてい

るところであります。特に、技能五輪全国大会

において、本県で初めて、しかも同時に２名が

優勝しましたことは、まさに画期的であり、若

者の励みになるものと考えております。今後と

も、技能者を目指す人材が一人でも多く確保で

きますよう、積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

黒木さんのような優秀な人材○横田照夫議員

を、若い人たちが憧れを持つような、いわゆる

カリスマ的な存在として、技能職の格好よさを

テレビ放映するとか学校授業に取り入れるなど

して、人材の掘り起こしができないものかと思

います。県内の優秀な技能士を取り上げた学習

を行い、後に続く「人財」を育てていくことが

大切と考えますが、教育長、いかがでしょう

か。

昨年11月に行われま○教育長（飛田 洋君）

した技能五輪全国大会において、左官部門とレ

ストランサービス部門で、本県から初めて優勝

者が出たということは、宮崎県民の誇りであ

り、職人や技能士を目指す生徒にとっても、憧

れ、目標になったと考えております。このよう

な地域産業を支える人材の育成は、専門高校の

大きな役割であり、現在、関係団体と連携した

取り組みを行っていますが、今後は、若手の技

能士に講話や実習指導をお願いするなど、一層

充実をしていきたいと考えております。また、

小中学校段階におきましても、キャリア教育の

推進の一環として、次年度作成予定のキャリア

教育のガイドブックに、技能五輪で金メダルを

獲得された若手技能士についての話題などを積

極的に取り上げ、職人や技能士のすばらしさを

伝えるとともに、さまざまな職業への理解を深

めさせたいと考えております。

ありがとうございます。来年○横田照夫議員

度の重点施策の中で、「将来の発展と地域を支

える人財づくり」という項目が真っ先に掲げら

れ、マスコミなどからも期待するような報道が

なされました。私も大いに期待したいと思いま

すが、でも、なかなかどういう将来と「人財」

なのかというのがイメージできません。できる

だけ多くの若者にＵターンしてきてほしいし、

できるだけ多くの定年退職者にＩターンしてき

てほしいと思います。人口減少を防ぐ中で、将

来的に活力のある地域をつくっていきたいし、

それを支える「人財」の確保も図っていかなけ

ればと思います。宮崎に残ってくれてこその

「人財」です。くれぐれも都会のための「人財

づくり」にならないように頑張っていただきた

いと思います。

次に、国の農政転換について伺います。

減反政策が大きく変わります。減反政策でま

ず思い出すのが、秋田県の八郎潟です。八郎潟

を干拓し、広大な農地で大規模機械化農業を進

めるモデル農村をつくるとして、全国から入植

した農家が理想の農業を目指しましたが、ちょ
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うどそのころから減反政策が始まりました。希

望を持って入植した農家の複雑な気持ちが今で

もわかるような気がします。あれから半世紀近

くが経過しましたが、今回の農政転換に不安や

疑問を感じている農家も多いので、農家が感じ

ている疑問点などを幾つか農政水産部長に質問

します。

まず、農地中間管理機構についてですが、機

構が出し手から農地を賃借し、集約化、整備等

をした上で、受け手を公募するのか。または、

その逆で、受け手を公募してから出し手を探す

のか。農地を借り受けてから受け手を探す場合

は、受け手がいなくて塩漬けになる可能性が大

きくなるような気がします。また、基盤整備ま

でしたのに受け手がいなかった場合、その費用

はどこが払うことになるのでしょうか。基盤整

備をしたのに受け手がいなかった場合、もとの

農家にどのような形で戻すのでしょうか。わか

らないことばかりです。農地中間管理機構の基

盤整備を絡めた貸借の手続及び費用負担等につ

いてお聞かせください。

農地中間管理○農政水産部長（緒方文彦君）

機構は、借り受けた農地について、貸付先の希

望等を踏まえ、農地を使いやすい形に整備した

上で、貸し付けることとなっております。この

際、機構は、農地の大区画化等を行う土地改良

事業や、畦畔の除去、排水対策を行う簡易な基

盤整備事業を活用することとなります。土地改

良事業を活用した場合、その整備費に関しまし

ては、標準的には12.5％とされております地元

負担割合が、事業地区内における担い手への集

積割合に応じて軽減される制度となっておりま

す。一方、簡易な基盤整備事業では、国の定額

補助で不足する工事代金を機構が全国団体から

無利子で借り入れ、出し手の負担なく整備し、

貸し付け後に、受け手の賃借料で回収する仕組

みとなっております。

一旦機構に貸した農地が、受○横田照夫議員

け手が見つからずに何年か後に返ってきた場

合、その農家の耕作意欲というのは戻るんで

しょうか。かえって農業衰退になる危険性とい

うものは考えられないんでしょうか。また、受

け手が見つからない場合には、農協や企業の参

入も視野にあるんでしょうか。受け手が少ない

地域での機構の担い手確保に対する考えをお聞

かせください。

農地中間管理○農政水産部長（緒方文彦君）

機構は、農地の受け手がいることを基本とし

て、地権者から借り受けることとされておりま

す。したがいまして、仮に受け手が見つからな

い場合や受け手が営農を中断してしまった場合

は、再度、地権者に農地を返還することとなり

ますので、しっかりと営農を継続する担い手の

育成・確保は、大変重要でございます。このた

め、県といたしましては、地域の話し合いの基

礎となる「人・農地プラン」の作成過程におき

まして、受け手となる担い手を明確化するとと

もに、集落営農組織の育成・強化等を積極的に

推進することとしております。また、地域によ

りましては、公募等を活用した新規参入者の受

け入れ支援、あるいは地域外の農業生産法人や

ＪＡ出資型法人等との連携による新たな産地づ

くりなどにも取り組み、地域の実情に応じた機

構の活用を進めてまいりたいと考えておりま

す。

本県農業は、ハウス園芸とか○横田照夫議員

畜産と米を組み合わせた複合型の経営が多いわ

けですけれども、機構が入ってからの本県農業

は、どのような形態に変わっていくとイメージ

されておられるんでしょうか。どのような展望
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を持って農地中間管理機構を活用しようとして

おられるのかをお伺いします。

高齢化等によ○農政水産部長（緒方文彦君）

りまして担い手が減少する中、リタイアする農

業者の施設や農地の遊休化が懸念され、本県の

基幹品目であります畜産、園芸のいずれにおき

ましても、これまでの産地の経営構造に大きな

見直しが求められるものと認識しております。

このため、産地を構成するＪＡの部会や集落営

農組織、農業法人グループといった、産地を牽

引していく経営体に焦点を当てまして、産地単

位での契約生産や生産・流通コストの削減な

ど、産地全体をマネジメントしていく意識の醸

成が大変重要であると考えております。このよ

うな考え方に基づきまして、農地中間管理機構

につきましては、本県農業を牽引していく農業

者等の経営の効率化や農地資源の有効活用、産

地の育成に向けた強力な支援機関として機能す

るように、関係機関と一体となって、その活用

を図ってまいりたいと考えております。

次に、米政策についてですけ○横田照夫議員

れども、５年後に減反政策が廃止になります

が、米価暴落を防ぐために、新規需要米等に政

策的誘導をして生産調整を行うということで

す。先日、宮崎県とＪＡ宮崎経済連、霧島酒造

が、県産加工用米の安定した生産や利用に向け

て協定を結ばれました。県内の焼酎醸造の際に

使う米は、その多くが県外産に頼っており、県

内自給を望む声が大きくありました。今回の新

制度でそれが解消に向かうということで、大変

よかったなというふうには思います。将来的に

は、加工用米の完全自給を目指すということに

なるんでしょうか。

県内の酒造メ○農政水産部長（緒方文彦君）

ーカーで使用される加工用米は、全体で年間２

万3,000トン程度と見込まれておりまして、県内

産に対する要望は高いと聞いております。この

ため、県やＪＡグループなど、関係機関・団体

で構成する宮崎県農業再生協議会において、

「加工用米生産流通方針」を策定いたしまし

て、県内の需要への対応を目指して取り組みを

進めることとしております。なお、当面の目標

といたしましては、３年後の平成28年度には、

県内需要の約半分に当たる１万トン程度を供給

することを目指して、関係団体等と一体となっ

て、生産拡大と生産性向上に取り組むこととし

ております。

農家を信じていないというわ○横田照夫議員

けじゃないんですけれども、農家の自主判断に

任せていたら、生産調整は難しいのではないか

なというふうにも思います。軌道に乗るまで

は、これまでのように、何らかの形で行政がか

かわるべきではないかと思いますけれども、い

かがでしょうか。

今回の国の米○農政水産部長（緒方文彦君）

政策の見直しにおきまして、米の生産調整は５

年後の平成30年度を目途に、これまでの行政主

体による米の生産数量目標の配分から、生産者

や団体等が中心となって、需要に応じた米の生

産が行えるよう取り組むこととされたところで

あります。これまで本県におきましては、国の

政策の方向を踏まえつつ、関係機関・団体と一

体となって、生産性の高い水田農業経営の確立

に取り組んできたところでありまして、引き続

き、ＪＡグループや集荷業者などの農業団体や

市町村と一体となり、生産者が安心して水田農

業に取り組めるよう、しっかりと対応してまい

りたいと考えております。

飼料用米ですけれども、飼料○横田照夫議員

用米の使用については、畜産農家に慎重な声が
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多いようなんですけれども、家畜にどの程度な

ら給与できると考えておられるかをお伺いしま

す。

飼料用米の家○農政水産部長（緒方文彦君）

畜への給与につきましては、畜産試験場におい

て、平成19年度から21年度にかけて、給与時期

等、一定条件のもとで試験を実施いたしており

ます。その結果、飼料用米の配合割合を、肉用

牛肥育は33％、搾乳牛は22％、肥育豚は10％で

給与した場合、増体や肉質等に特に問題がない

ことを確認しております。今後とも、飼料の自

給率向上や畜産物の高付加価値化に向けて、畜

産試験場において給与試験を行うとともに、畜

産農家が安心して飼料用米が利用できるよう、

指導、啓発に努めてまいります。

加工用米にしても飼料用米に○横田照夫議員

しても、それに向けた品質や数量を確保するた

めの稲の育成とか導入が必要だと考えますが、

準備状況をお聞かせください。

加工用米や飼○農政水産部長（緒方文彦君）

料用米を安定的に生産利用するためには、収量

が高く、実需者の求める品質を備えた品種の導

入が重要であります。加工用米につきまして

は、県総合農業試験場で育成した多収性品種を

速やかに普及に移すため、現在、沖縄県と協力

して増殖を進めているところでありまして、来

年度は、県内各地域で大規模な栽培試験を行う

こととしております。また、飼料用米は、国が

選定した多収性品種につきまして、日本草地畜

産種子協会に必要量を申し込んでおり、県畜産

試験場の試験や各地域での栽培実証と並行し

て、来年度から、関係団体を通じて農家への種

子の供給も行ってまいります。

今のままで何もしなかった○横田照夫議員

ら、近い将来、間違いなく日本の農業は衰退し

てしまうと思います。今回の農政転換でうまく

いくかどうかはわかりませんが、私も期待はし

ています。しばらくは手探りの状態が続くかも

しれませんけれども、問題点を一つずつクリア

していって、何とか本県農業の維持発展につな

げていきたいものだというふうに思います。

次に、防災対策について伺います。

まず、宮崎県地震減災計画についてです。平

成19年に策定された宮崎県地震減災計画に、先

般公表された最大クラスの地震の想定につい

て、その被害を最小化するための対策を追加

し、今後取り組むべきソフト・ハードの総合的

な減災対策を取りまとめ、昨年12月に「新・計

画」として公表されました。この「新・計画」

は、県地域防災計画の具体的な対策計画として

位置づけられるものということですが、新たに

追加された項目について、幾つか危機管理統括

監に質問します。まず、宮崎県防災士ネットワ

ークの活動支援ですけれども、今年度も防災士

の養成とか県防災士ネットワークの法人化準備

などを手がけてこられました。現状はどうなっ

ているのでしょうか。また、今後、防災士ネッ

トワークや防災士をどういう状況に持っていこ

うと考えておられるのかをお聞かせください。

防災士に○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

つきましては、県といたしましても養成に取り

組んでまいりまして、これまで県内で約1,200名

が誕生しておりますが、今年度は、さらに約800

名の方が受験されておりまして、総合計画に掲

げた目標、2,000人を掲げておりましたが、１年

前倒しでほぼ達成できるという見通しになって

おります。また、今御紹介いただきましたよう

に、本県独自の取り組みといたしまして、防災

士の皆さんが自主的に宮崎県防災士ネットワー

クという組織を立ち上げておられますけれど
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も、４月１日を目途に、ＮＰＯとして法人化で

きるよう準備を進めているところでございま

す。県といたしましては、来年度、「わがまち

の防災力強化支援事業」といたしまして、防災

士が地域防災力の向上に協力する事業も計画し

ておりまして、市町村とも連携しながら、地域

防災のリーダーとして指導的な役割を果たして

いただけるよう期待しているところでございま

す。

津波対策の推進として、津波○横田照夫議員

避難場所・避難経路の確保が追加されました。

その具体的取り組みとして、民間ビルの避難ビ

ル指定や、公共施設、高台などの活用促進を進

めるとともに、避難場所の整備を促進するとあ

ります。夜間とか休日なども含めて、いつでも

避難できる体制をとっておかなければいけない

と思いますが、その際のビルや施設のセキュリ

ティーはどうなっているのでしょうか。

避難ビル○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

につきましては、国のガイドラインがございま

して、これに沿って市町村が指定を行っており

まして、緊急時のセキュリティー対策といたし

ましては、ビルの管理者と市町村、地域住民と

の間で協議を行い、緊急時の対処方法について

調整することとされております。県内の状況の

例といたしましては、例えば、近隣の自治会で

入り口の鍵を預かっておく、また、オートロッ

ク式のマンションでは、入居者に入り口を開け

てもらうよう取り決めておく、また、緊急時に

は、入り口のガラス等を壊して入ることを許可

するといった方法が講じられているというとこ

ろでございます。しかしながら、避難ビルにつ

きましては、ビル管理者や入居者等の理解が得

られず、指定が困難な事案もあるというような

状況でございますので、県といたしましても、

県民の皆様の御理解が得られるよう啓発に努め

てまいりたいと考えております。

市町村が整備する避難場所と○横田照夫議員

しての機能を付加した複合施設や避難タワーな

ど、地域の実情に応じた対策を促進するとあり

ます。今回、宮崎市が避難タワーを３カ所設置

することを決めましたが、県としては、どうい

う形でかかわっていくことになるのでしょう

か。

宮崎市で○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

は、沿岸住民の避難対策を早急に推進するとい

う観点から、先般成立いたしました南海トラフ

地震対策特別措置法の施行に先立って、避難タ

ワーなどの設置を決定したというふうに伺って

いるところでございます。この中で、県に対し

ましては、かさ上げ措置の対象ではないんです

けれども、国の交付金の対象事業とすること

や、市の負担分に起債を充当することができる

ようにするための協議が行われておりまして、

関係部局でそれぞれ対応させていただいている

ところでございます。

震災関連死等の防止対策が追○横田照夫議員

加されました。復興庁の発表によると、平成25

年９月末現在で、１都９県で実に2,916人が亡く

なっています。福島県では、震災関連死が直接

死を上回ったそうです。震災関連死の防止対策

が非常に大事だと考えますが、どのような防止

策を考えておられるのでしょうか。

震災関連○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

死につきましては、国の調査によりますと、高

齢者がその多くを占めておられまして、原因と

いたしましては、避難所等への移動や避難所生

活における肉体的・精神的疲労、また、病院の

機能停止による初期治療のおくれなどが挙げら

れているところでございます。県といたしまし
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ては、12月に公表しました「新・宮崎県地震減

災計画」の中で、新たに対策を盛り込ませてい

ただきましたけれども、その中で、高齢者等の

要配慮者への生活支援や健康管理、また、ライ

フラインの迅速な復旧や、物資の調達・配送の

充実などによる被災者の精神的・肉体的な負担

軽減を図るとともに、医療機能の早期の復旧な

どにより、震災関連死を可能な限り減らすとい

う取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

市町村や企業、民間団体のＢ○横田照夫議員

ＣＰ策定を促進するとありますが、現状はどう

なっているのでしょうか。また、ＢＣＰを策定

したら、それに基づく訓練とか定期的な見直し

も必要になってくると思いますが、企業や民間

団体等にそこまでの理解が得られるとお考えで

しょうか。

本県で○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

は、市町村や企業等に対しましても、ＢＣＰの

策定の促進を行っているところでございます

が、市町村で策定しているのは、残念ながら、

現状、宮崎市と都城市の２つの市にとどまって

いるところでございます。また、県内企業に対

しましては、昨年度から、専門家を派遣して、

モデルとなるＢＣＰの策定支援を行っておりま

すが、製造業や情報サービス業など、幅広い業

種の合計10社で策定が行われたところでござい

ます。本県のＢＣＰの計画にも記載しておりま

すけれども、ＢＣＰが真に実効性を発揮するた

めには、日ごろからの研修や訓練、検証や見直

し等が必要でございますので、これらの点につ

いても、まずは県で率先して実施するという姿

勢を示すことで、市町村や企業等への普及啓発

を図ってまいりたいと考えております。

「新・計画」の減災目標は、○横田照夫議員

「人的被害が約３万5,000人から8,600人に軽減

できるほか、避難場所の確保や避難訓練の実

施、広域連携の推進など各種対策にも取り組む

ことにより、さらに被害を軽減していくことを

目標とする」というふうに書いてあります。ぜ

ひ、この目標の達成に向けて頑張っていただき

たいと思います。

次に、地域防災計画ですが、宮崎県地域防災

計画は平成19年度に策定されましたが、その中

に原子力災害対策編は入っていません。昨日の

鳥飼議員の質問にもありましたが、原子力災害

対策編の策定状況について、もう一度、危機管

理統括監にお伺いします。

地域防災○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

計画の中の原子力災害対策編につきましては、

今月開催予定しております防災会議において御

審議いただく予定にしております。現在、他県

の状況も踏まえながら、どのような内容にすべ

きか検討しているところでありますが、例え

ば、緊急時の情報収集や伝達体制、住民避難等

の防護活動、放射線モニタリングの実施や健康

相談などについて、基本的な考え方などを盛り

込みたいと考えているところでございます。

国の示す「地域防災計画原子○横田照夫議員

力災害対策編を策定すべき地域」は、「「原子

力災害対策を重点的に実施すべき区域」を目安

として、その自然的、社会的周辺状況を勘案し

て決めるものとする」となっています。重点的

に実施すべき区域とは、原子力施設からおおむ

ね30キロメートル以内の区域だと考えますが、

宮崎県はその区域に入っておりません。今回の

策定は、自然的、社会的周辺状況を勘案した結

果だと思いますが、自然的、社会的周辺状況と

は、どういう状況を言うのでしょうか。

国の原子○危機管理統括監（橋本憲次郎君）
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力規制委員会の資料によりますと、自然的周辺

状況とは、山や河川等の地形や気象などを、社

会的周辺状況とは、行政区画や人口分布、社会

資本の整備状況などを指しているものでござい

ます。

お隣の大分県も対象区域外に○横田照夫議員

あり、策定の義務はありませんが、国の原子力

規制委員会の検討結果を待たずに、もう既に昨

年の６月に地域防災計画を修正し、原子力災害

対策編をつけ加えられました。近隣の原子力発

電所で大規模の事故が発生し、放出された放射

性物質の影響により、県内で屋内避難等の防護

対策が必要となったとき、または、そのおそれ

があるときを想定して、情報収集・伝達体制、

モニタリング、屋内退避、健康相談・医療救護

体制、飲食物・飲料水の摂取制限などの対策を

講じることが明記してあります。それの対象と

なる原子力発電所は、約45キロメートル離れて

いる愛媛県の伊方原発、約100キロメートル離れ

ている佐賀県の玄海原発、約155キロメートル離

れている鹿児島県の川内原発の３カ所です。大

分県が原発事故対策を盛り込んだことに伴い、

大分市、津久見市、別府市も、それぞれの地域

防災計画に原発事故対策を導入されました。さ

らに、国東市、豊後高田市、姫島村も、本年度

中に導入する方向で見直しの作業を進めている

そうです。県が積極的に導入することで、市町

村もすぐに追随してくれると思いますので、本

県もできるだけ早い修正見直しをしていただき

たいと考えます。

ところで、一番基本的なところを質問します

が、宮崎県としては、川内原発に過酷事故が起

こり得るという認識に基づいて、原子力災害対

策編を策定するという理解でよろしいでしょう

か。

原子力発○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

電所につきましては、過酷事故が起こらないよ

う、まずは万全の対策を講じるというのが極め

て重要であると考えております。一方で、万全

の対策があるからという安全神話にとらわれる

ことなく、万一の事故を想定して、対応等を検

討しておくことが必要であるという考え方に

立って、本県の地域防災計画においても、原子

力災害対策編を策定することとしたところでご

ざいます。

その場合に、川内原発から放○横田照夫議員

出された放射性物質が宮崎県内に飛んでくると

いう想定と考えていいでしょうか。これは知事

の考えをお聞かせください。

国の原子力規制委員会○知事（河野俊嗣君）

が発表しております放射性物質の拡散予測によ

りますれば、川内原子力発電所でメルトダウン

などの過酷事故が発生した場合でも、本県は避

難基準に達する被曝線量が予想される範囲には

入っていないところであります。しかしなが

ら、福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏ま

えますと、その日の気象条件によっては、影響

が及ぶことも想定されますほか、隣県からの避

難者の受け入れなども考慮する必要があります

ので、本県でも地域防災計画の中に原子力災害

対策編を設け、万一の際の危機管理を徹底して

まいりたいと考えております。

今、知事は「影響が及ぶこと○横田照夫議員

も想定される」と言われましたけれども、これ

は放射性物質が飛んでくる可能性があるという

意味ですよね。当然放射性物質が飛んでくる可

能性があるからこそ、それに備えて原子力災害

対策編を策定するわけですからね。でも、飛ん

でくると認識するのか、飛んでこないと認識す

るのかは、これは非常に大事なことだと思うん
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です。どちらで認識しているかで、今後の行動

に大きく影響してくると思いますからね。本当

は、知事、こういう案件にしても、知事として

の認識をしっかりと県民に示してほしいと思い

ますし、その認識と国が示したシミュレーショ

ンとが違っていたら、その旨の意見を国にしっ

かりと伝えていただきたいというふうにも思い

ます。今後、２期目、３期目と知事職を続けら

れると思いますが、原発問題に関しても積極的

に動いていただけるよう期待させていただきた

いと思います。

次は、宿泊施設対策について伺います。

ここ最近で、プラザ、レマン、両ホテルが閉

館し、青島観光ホテルの後を継ぐ予定だった業

者も再開を断念されました。さらに、サンホテ

ルフェニックスの国際会議場とその下の宴会

場、割烹「住吉」がことしの６月いっぱいで営

業を取りやめるそうです。いずれも耐震工事の

費用負担に耐えられないことがその理由の一つ

だったということです。

これまで旅館・ホテル業界は、ここ５年間で

も、リーマンショックに始まり、新型インフル

エンザ、口蹄疫、鳥インフルエンザ、新燃岳噴

火、東日本大震災、九州全域の集中豪雨など、

次々に宿泊客の減少につながるような出来事に

見舞われてきました。このほかにも、旅館・ホ

テルを取り巻く環境は、デフレによる宿泊単価

の下落、下水道料金や重油、ガス、電気料金、

食材費の大幅値上げ、社会保険の会社負担増、

埋設タンク補修の義務化等で、大変厳しい状況

下にありました。それに追い打ちをかけるの

が、今回の耐震診断と耐震工事の負担です。平

成27年末までに耐震診断とその結果報告が義務

づけられ、その診断結果は公表されるというこ

とです。

県は、来年度新規事業で、「大規模民間建築

物の耐震診断事業」として１億500万円余を盛り

込まれました。ありがたいことだと考えていま

す。5,000平米以上かつ３階建て以上のホテル、

百貨店などの不特定多数の者が利用する大規模

民間建築物の耐震診断費用について、市町村が

補助する場合に対して補助するということで

す。自己負担が６分の１ということですが、大

規模民間建築物の耐震診断に要する費用と、補

助した場合の自己負担額はどの程度か、県土整

備部長にお伺いします。

耐震診断に○県土整備部長（大田原宣治君）

要する費用につきましては、建築物の規模・構

造等によって異なりますが、国が定める標準的

な算定方法で試算しますと、県庁本館とほぼ同

じ規模の延べ床面積が１万平方メートル程度で

は、約1,200万円となります。この場合、国と

県、市町村で６分の５の補助を予定しておりま

すので、所有者の自己負担額につきましては、

６分の１の約200万円になります。

耐震診断の結果、改修が必要○横田照夫議員

となった場合に、その工事費に多分数億円かか

るだろうと言われています。診断結果にもより

ますが、短い期間で膨大な費用を捻出しなけれ

ばならず、現実的にとても対応できるものでは

ないとして、旅館・ホテル業界が崩壊するので

はないかという大きな不安を抱えておられま

す。県は観光誘致やコンベンション誘致などを

大きな政策の一つに掲げておりますが、幾ら誘

致しても、その受け皿である旅館・ホテルがな

かったら、絵に描いた餅になります。新たなビ

ジネスホテルができても、合宿ノウハウや滞在

ノウハウがないから、スポーツキャンプなども

沖縄にとられてしまうのではないでしょうか。

昨年12月に策定された「新・宮崎県地震減災計



- 223 -

平成26年３月４日(火)

画」にも、建築物の地震対策の促進が盛り込ま

れましたが、大規模民間建築物の耐震改修の支

援について、県の考えを県土整備部長にお聞き

します。

建築物の耐○県土整備部長（大田原宣治君）

震化は、大地震の際に、建物被害及び人的被害

の軽減に大きな効果があり、特に、ホテル・百

貨店などの大規模民間建築物につきましては、

多数の人命に影響を及ぼすおそれがあるため、

耐震改修を進めることが大変重要であると考え

ております。耐震改修につきましては、議員御

指摘のとおり、費用が多額となりますことか

ら、県としましては、建築物所有者などと意見

交換を行い、改修に当たっての問題点について

実情を把握しますとともに、公平性や財政面な

どの課題も勘案しながら、国や市町村と十分協

議を行い、早急に支援のあり方について検討し

てまいりたいと考えております。

業界の皆さんも、お客の安全○横田照夫議員

を守るために、耐震改修の必要性は十分理解は

されているというふうに思います。例えば、平

成27年度の予算に耐震改修補助を盛り込むこと

がはっきりすれば、安心して耐震に向けた動き

がとれるのではないかとも考えます。観光誘致

等の政策との整合性をとるためにも、速やかに

耐震改修が進むような対策の検討をお願いした

いと思います。

次に、個人情報について伺います。

ある民生委員から聞いた話ですが、民生委員

の活動を円滑にするためには、行政からの情報

は非常に大事だと考えるが、個人情報保護法の

ために、情報があるのにそれを得る手だてがな

いということです。近所だからこそ遠慮があっ

て、自分で得る情報は限られていると言われま

す。民生委員は、業務の性質上、個人や世帯の

情報が必要となりますが、個人情報保護法が民

生委員の活動に大きな影響を与えているという

ことは、以前から指摘されてきました。民生委

員は、都道府県知事から推薦を受け、厚生労働

大臣が委嘱をする、いわゆる準公務員です。守

秘義務が課せられている民生委員になぜ行政が

持っている情報を提供できないのかを、福祉保

健部長にお尋ねします。

民生委員は、○福祉保健部長（佐藤健司君）

地域福祉の担い手として、幅広い活動を担って

いただいております。こうした民生委員の皆様

が、市町村等の業務に協力して円滑に活動する

ためには、市町村から個人情報の適切な提供を

受ける必要があります。もとより民生委員には

守秘義務が課せられております。しかしなが

ら、市町村によりましては、個人情報の取り扱

いに過剰に反応されているところがございまし

て、ひとり暮らし高齢者については８市町村、

障がい児・者のいる世帯については14市町村

が、民生委員に情報を提供していない状況にご

ざいます。県といたしましては、従来から、民

生委員に必要な個人情報が適切に提供されます

よう、市町村に助言してきたところであります

が、今後さらに徹底することにより、民生委員

の皆さんが活動しやすい環境づくりに取り組ん

でまいりたいと考えております。

民生委員の任期は３年で、任○横田照夫議員

期が終わるとその立場ではなくなりますけれど

も、任期中に得た情報の守秘義務は一生ついて

回るものだと思います。公務員が定年して立場

がなくなっても、守秘義務はついて回るのと同

じだと思います。民生委員を信用することが大

事で、知事もそれができる人として推薦をされ

るんじゃないでしょうか。今、民生委員のなり

手が少なく、民生委員不足が常態化していま
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す。幼児虐待から高齢者の安否確認まで、その

職務範囲は広がってきており、そのための情報

は必要不可欠です。その人を信用して、行政が

持っている情報をしっかりと提供し、活動しや

すい環境をつくってやることが、民生委員不足

の解消につながるのではないかと思います。

次に、６秒ルールについてお尋ねします。

先日の新聞に「体罰防止 ６秒待って」「怒

りのコントロール 試み」という記事が載って

いました。反抗的な生徒にかっとなったとき、

反射的にたたいたり、暴言を吐いたりしない

で、６秒待つ。すると冷静になって、本当に伝

えたい言葉が出てくる。６秒ルールと呼ばれて

いるそうで、「アンガーマネジメント（怒りの

コントロール）」と呼ばれる米国生まれの手法

だそうです。

実は、私は「アム、アム、アム」という手法

をずっと以前から取り入れておりまして、それ

を今でも実践しております。また、その大事さ

を結婚式での祝辞などでも言わせていただいて

おります。夫婦としての長い生活の中には、当

然腹が立つようなこともたくさんあります。で

も、腹が立つようなことを言われたときに、す

ぐに言い返したらけんかになります。そうなら

ないための「アム、アム、アム」なんです。腹

が立ったときに、口の中で「アム、アム、ア

ム」と３回かむんですね。時間的にはほんの数

秒ですが、その間合いが気持ちを少し冷静にさ

せて、買い言葉を発せずに済みます。いつまで

も仲のよい夫婦であってほしいとの思いで、こ

の言葉を送らせていただいています。この「ア

ム、アム、アム」が、先ほどの６秒ルールと全

く同じ意味なので、びっくりしました。

社団法人日本アンガーマネジメント協会とい

う組織があるそうですが、その代表理事による

と、６秒は怒りの衝動がおさまる時間の目安

で、その間に本当に必要な怒りとそうでない怒

りとの線引きをして、取り返しのつかない体罰

を防ぐんだそうです。茨城県土浦市の中学校

で、このアンガーマネジメントを取り入れるこ

とにしたそうです。また、岩手県教育委員会や

石川県教育委員会も注目をしているそうです。

うっかりでした。まさか「アム、アム、アム」

が体罰防止に役立つとは思いもしませんでし

た。宮崎県教育委員会でも、「アム、アム、ア

ム」とまでは言いませんけれども、このアンガ

ーマネジメント、６秒ルールを取り入れてみま

せんか。教育長、いかがでしょうか。

昨年度、本県で実施○教育長（飛田 洋君）

いたしました体罰の調査では、今御指摘にあり

ましたように、「感情的になってたたいた」と

いう割合が発生件数の約６割を占めておりまし

て、怒りなどの感情をコントロールできていれ

ば、防止できる体罰もあったのではないかと考

えております。すばらしい御提言をいただいた

と考えておりますが、６秒ルール かっと―

なってから６秒間は何もしないで待つ につ―

きましては、怒りの衝動を抑えるための一つの

手法として効果的であると思います。また、教

師だけじゃなくて、例えばキレる生徒というの

がおりますが、感情的になるような子供たちに

とっても、生徒間のトラブル防止などに役に立

つ手法であると思います。県教育委員会といた

しましては、校長会や生徒指導主事会、部活動

関係者の研修会などにおきまして、６秒ルール

に関することを初め、アンガーマネジメントそ

のものについても紹介いたしますとともに、体

罰の根絶に向けた指導の徹底をより一層図って

まいりたいと考えております。

ありがとうございます。ぜひ○横田照夫議員
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御検討いただきたいと思います。

時間の関係で、防災対策における建設産業の

存在についてを省かせていただきました。建設

業者は、地域を守るための建設業という認識を

持っておられますし、地域から認められるよう

な業界になるために努力もしておられます。防

災会議とか対策会議には、真っ先に参加要請を

していただきますようお願い申し上げまして、

私の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）

次は、渡辺創議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） 県民連合宮○渡辺 創議員

崎の渡辺創です。２月９日夕刻、出張のために

訪れていた福島県から東京に戻る東北新幹線に

乗っていた私は、ノートパソコンを開き、思わ

ず「おっ」と声を上げました。フェイスブック

のタイムラインに「みやざき大使にメロポ

ン！」という県職員の方の投稿が流れていたか

らです。その投稿は、まさに県の「とんがっ

た」取り組み、私なりに言いかえれば、「万人

に通じるわけではないが、狙いを定め、思い

切った」取り組みを評価する内容でした。私

も、まさに同じ思いで、その投稿をシェアし、

この本会議の場でも紹介させていただきます。

さて、「メロポン」と申しても、この議場で

はぴんとこない方が多いというのは、今話して

いても実感するところです。メロポンというの

は、講談社が発行する日本の代表的な青年漫画

誌、週刊「モーニング」の人気連載「メロポン

だし！」という漫画の主人公のことです。メロ

ポンは、日本で芸能人になることを夢見て地球

に舞いおりたグリーゼ581イプシロン星人の子

供、つまり宇宙人の子供が騒動を巻き起こすと

いう愉快な物語です。私も実は毎号楽しみに愛

読しております。掲載されている「モーニン

グ」は、今や会長にまで出世した「課長・島耕

作」シリーズや「バガボンド」「神の雫」な

ど、人気漫画が掲載されていたものとしても知

られており、公称30万部、中高生からサラリー

マン層まで幅広い読者を抱えており、大きな影

響力を持っています。この漫画の作者の東村ア

キコさんは、私とほぼ同年代で、宮崎市の出身

です。これまでにも、自身の経験を含んだ、宮

崎を舞台にした連載「ひまわりっ」などで人気

を博してきました。この東村さんの活躍への着

眼が、東村さんと合わせて、人気漫画の主人公

へのみやざき大使委嘱につながったのだという

ふうに思っています。

今回の委嘱は、既に宮崎県の積極的な情報発

信にもつながっています。県の観光情報誌「Ｊ

ａｊａ」は、「モーニング」とコラボレーショ

ンした別冊号を発刊。Ａ４判カラー８ページ

で、半年間無料配布され、先ほど紹介しました

東村さんの宮崎を舞台にした作品「ひまわ

りっ」のキャラクターとともに、みやざき大使

となったメロポンが、チキン南蛮ややわらかい

うどん、冷や汁、宮崎牛などを宮崎人にとって

のソウルフードと紹介し、県民の愛する焼酎や

観光地も掲載しています。また、その「Ｊａｊ

ａ」の中では、東村さんにみやざき大使の依頼

があった経緯も漫画として描かれており、宮崎

県職員は「熱意があふれ、乗りのいい県民」と

して描かれており、その姿は、見た県外の方に

とって、宮崎県のイメージアップにもつながっ

たのではないかと思うところです。一方、「モ

ーニング」でも、３月６日発行の12号で、巻頭

カラーページで「メロポン、みやざき大使にな

るんだし！」と大きな見出しが出て、宮崎県と

のコラボレーションが大々的に紹介されており

ます。今後の展開にも期待ができそうな状況で
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す。

私は、今回の取り組みは、職員の方々が工夫

を凝らし、狙いを定めて、意欲的にチャレンジ

した成果だと高く評価しています。さて、質問

ですが、みやざき大使も一定の定着を見せ、今

後は、一般的知名度と同時に、特定の層を意識

して、その層に対して影響力を持っている方々

に狙いを定めた大使の委嘱も効果的ではないか

と考えていますが、今後のみやざき大使の委嘱

方針、活用法などについて、知事のお考えをお

伺いします。

続いて、広報宣伝戦略について伺います。

新年度予算案で、改善事業として「オールみ

やざき」発信事業に6,400万円が措置されていま

す。予算説明書には、「戦略的かつ統一的なブ

ランド化戦略」との文言が盛り込まれ、ブラン

ド化戦略企画推進経費が計上されています。こ

れまでの議会での質問のたびに、広報宣伝戦略

の重要性について、質問と提言をしてまいりま

した。今回の予算化は、その問題意識を酌み

取っていただいた結果だと理解しております。

今回は、具体的提案を控え、これからの執行部

の取り組みを楽しみにしたいと思いますので、

当該事業の概要と今後の方針について、商工観

光労働部長にお伺いいたします。

前東国原知事の時代、宮崎県は降って湧いた

かのように全国的注目を浴びました。その注目

が結果として何につながったかはさておき、高

い発信力を持つことは、当時の知事の県政運営

における強い武器となり、県民の満足度を高め

る、満たす要因の一つであったことは否定でき

ません。知事が交代し、３年がたった今でも、

一般論として、宮崎県が発信力を備え、さらに

高めることは重要です。その発信力が、観光で

も、物産振興でも、企業やイベントの誘致で

も、また県外で活躍する宮崎県人の取り組みに

対しても、下支えをし、後押しをすることがで

きれば、必ずそれは県民の県政満足度を高める

ことにも結びつくはずです。私は、今取り上げ

ましたメロポンのみやざき大使委嘱も、統一的

なイメージ戦略策定の事業化にしても、宮崎の

発信力を今度は降って湧いたようなラッキーな

宝くじに頼るのではなくて、一つ一つみずから

の知恵と発想と工夫で切り開いていこうとする

姿勢に心から賛同いたします。そのことを表明

し、残りの質問については自席から行います。

御答弁のほどよろしくお願いいたします。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

みやざき大使の委嘱に当たりましては、特定

の分野において著名であり、本県のＰＲを積極

的に行っていただける方などを対象としまし

て、御本人の持つ高い情報発信力に期待してお

願いしておりまして、現在169名の方に委嘱して

いるところであります。議員御指摘のありまし

た東村アキコさんとメロポンにも、本県のさま

ざまな魅力を県外と言わず全宇宙にＰＲしてい

ただきたい、そういう思いで、先般、東京で委

嘱式を行ったところでございます。メロポンに

ついて熱く語っていただき、高く評価をいただ

き、大変ありがたく思っております。私自身

は、メロポン、知りませんでした。事務方が

持ってきたとき、はっと最初は驚いたわけであ

りますが、今御指摘がありましたように、大変

意欲的なチャレンジであり、まさにとんがった

取り組みであり、よくぞ持ってきたなと、大変

心強く思っているところでございます。

みやざき大使に関しましては、先日、フジテ

レビの「笑っていいとも！」におきまして、今



- 227 -

平成26年３月４日(火)

年度から大使をお願いしております石ちゃんこ

と石塚英彦さんが、宮崎牛を大きくＰＲしてく

ださいました。「和牛については何が一番おい

しいと思われますか」というタモリさんの質問

に対し、「宮崎牛だ」ということで即座に答え

ていただいたわけでありまして、御本人の持つ

情報発信力、これは、毎年、口蹄疫の復興支援

ということで都農町でライブを行っていただい

ている、そういう経緯もあったかとは思います

が、大変発信していただき、ありがたく思った

ところでございます。

みやざき大使の方々には、このように自主的

に本県をＰＲしていただきますとともに、県外

でのプロモーションイベントにお願いして参加

していただくなど、さまざまな方法で本県の多

彩な魅力を県内外にアピールしていただきたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（茂 雄二君）

お答えいたします。

「オールみやざき」発信事業の概要について

であります。「オールみやざき」発信事業は、

戦略的かつ統一的なブランド化戦略により、本

県のさまざまな魅力を官民一体となって情報発

信を行い、本県のイメージアップを図ることを

目的としております。本県は、温暖な気候や緑

豊かな大地、日向灘を北上する黒潮の恵みに育

まれた健康的ですばらしい食材や、多くのチー

ムがキャンプに訪れるスポーツランドの取り組

み、そして、県内各地に息づいている数々の神

話や伝承といった多彩な魅力があります。こう

した多彩な魅力を備えている「宮崎」というも

のを、県外の方々に、他県と差別化を図りなが

ら、どのように訴えるかといったブランド化の

戦略について、専門家の意見も聞きつつ、26年

度の前半に企画検討を進めてまいります。そし

て、これに基づきまして、年度後半から、情報

誌やポスターなどのツール、県シンボルキャラ

クターの「みやざき犬」も活用しながら、具体

的なプロモーションを展開していきたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

御答弁ありがとうございまし○渡辺 創議員

た。今後のさらなる取り組みに期待させていた

だきたいというふうに思います。

テーマを変えますが、防災拠点庁舎について

お伺いします。

昨年来、検討の続いてきたこの庁舎整備の問

題ですが、昨年末に基本方針が示されて、新年

度予算案でも、整備の実質的なスタートとなる

内容が計上されています。この庁舎整備は、総

工費112億円が見込まれ、県庁南側の駐車場に地

上10階を超える大型のビルをつくろうとするも

のです。県民の皆様の目には、大きな箱物事業

が動き出したというふうに映るかもしれませ

ん。また、直接関係のある話ではありません

が、病院局では、県立宮崎病院の再整備も計画

されているところです。こちらも総工費100億円

を超える事業になるという可能性がある状況か

と思います。

つまり、宮崎市の中心部において、どちらも

総工費100億円を超える県の大型公共事業が、ほ

ぼ時期を同じくして動き出すというイメージに

も捉えることはできないわけではありません。

だからこそ、県民の皆さんに対して、早い段階

からきちんと必要性を説いて、具体的なイメー

ジをできるだけ早く示して理解を得ていく、そ

の努力が必要ではないかと、これまでも何度か

質問をさせていただいてまいりました。私なり

に熟慮と調査を重ねて、今回は防災拠点庁舎の

整備を積極的に進めるべきだという立場を明確

にして、いかにして意義のある庁舎にするかと
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いう視点で質問をしてまいりたいというふうに

思います。

まず、新年度中とされています基本構想の策

定時期などについて、予定されているスケジュ

ールを総務部長にお伺いしたいと思います。

防災拠点庁舎の整○総務部長（四本 孝君）

備につきましては、大規模災害時に県民の生命

や財産を守る災害対策本部機能を十分に果たせ

る庁舎として整備するため、昨年12月に基本方

針を策定し、進めているところでありますが、

今後は、この基本方針を踏まえまして、年内に

は基本構想を策定し、その後、基本・実施設計

を行い、平成29年度の着工、30年度の完成を目

指しているところであります。

大規模災害というのは、当然○渡辺 創議員

新庁舎の完成を待たず、場合によっては、きょ

う、もしくはあした起こるかもしれないという

ものかと思います。その際に、現在の県庁舎の

状況の中で、どの程度の人員を配置し、どの程

度の活動スペースを確保するという予定なので

しょうか。また、その現状を踏まえた上で、施

設、設備上の課題を危機管理統括監にお伺いし

たいと思います。

大規模災○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

害に対応するための災害対策本部の体制につき

ましては、本庁で約150名の職員が必要となり、

これに、自衛隊、消防やライフライン関係企業

等を加えると、200名以上の規模になるものと考

えているところでございます。さらに、実際の

発災時には、政府の現地対策本部や自衛隊の司

令塔など、多数の組織・機能の設置も求めら

れ、より広い面積が必要になると考えておりま

す。今年度の総合防災訓練でも活用いたしまし

たが、現在、災害対策本部、その総合対策部の

設置場所といたしましては、本館の講堂を予定

しているところでございます。今年度の訓練で

は、十分なスペースを確保できず、また、電源

や通信機器等の設備が十分でないことや、常設

の施設でないために、設営に相当の時間を要す

るという問題があるというのが実情でございま

す。災害時には、当初の72時間が生死を分ける

重要なポイントとなりますので、迅速・的確に

災害対策業務が推進できるよう、抜本的に施設

の改善を図る必要があると考えているところで

ございます。

２月の初めに、隣にいます同○渡辺 創議員

じ会派の田口議員とともに、既に防災拠点庁舎

を有している静岡県と山梨県を訪問してまいり

ました。さまざま貴重なお話を伺ったところ

だったんですが、一番強く感じたのは、庁舎を

新設するのであれば、やはり必要なスペースで

あったり設備をしっかりと建設計画の中に盛り

込んで、いざ有事という際に、その不足がな

い、きちんと機能を発揮できる庁舎をつくるこ

とだというふうに感じました。そうでなけれ

ば、多額の費用を使って中途半端な施設をつ

くってみても意味がないというところかと思い

ます。当然ながら、計画されている新庁舎の中

では、先ほど危機管理統括監が申されたような

課題を踏まえた上で、災害対策本部のほか、関

係する諸機関の執務スペースを含めて、十分な

面積の確保と機能的な配置が行われるというふ

うに思っておりますけれども、その点につきま

して、総務部長のお考えをお伺いしたいと思い

ます。

非常時に、災害対○総務部長（四本 孝君）

策本部や関係機関が使用する災害対策関係諸室

のスペースにつきましては、基本方針におい

て、約3,700平方メートルを見込んでいるところ

であります。各室ごとの詳細な面積であります
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とか配置等につきましては、今後、検討を行う

ことになりますが、特に災害対策本部等の中枢

部分につきましては、同一または隣接するフロ

アへの配置となるよう検討していきたいと考え

ております。

先ほどの危機管理統括監の答○渡辺 創議員

弁の中でも、初動の72時間の重要性というお話

がありました。東日本大震災等の例を考えれ

ば、息をつけない時間というのは、それよりも

長くなっていくということも容易に想像ができ

るところかというふうに思います。そんな中

で、参集された関係職員の皆さんは、過度のス

トレスの中で重要な判断を繰り返し繰り返し迫

られていくということになるかと思います。当

然人間ですから、全く休むこともなく、その職

務に当たっていくということも、難しいという

ふうに思います。しっかりとした休息等もとら

ない限り、コントロールタワーとしての機能は

果たせないのではないかというのが正直な実感

です。ですので、今回、建設に取り組まれる新

庁舎においては、一定数以上の方がきちんと仮

眠等をとれるスペースの確保であったり、また

はシャワースペース等の確保、そして、その防

災拠点庁舎の中で仕事をされる方々の食料等の

備蓄のスペースも同じ庁舎の中に確保すべきだ

というふうに考えますけれども、県としての方

針を総務部長にお伺いしたいと思います。

御指摘のとおり、○総務部長（四本 孝君）

大規模災害が発生しますと、災害応急対策業務

に携わる職員は、長期間にわたり、継続して業

務に従事するということになります。このた

め、防災拠点庁舎には、職員の仮眠室やシャワ

ー室、備蓄倉庫等のスペースを確保する必要が

あると考えております。

「確保する」という御答弁を○渡辺 創議員

いただきましたけれども、ちょっと遠慮しがち

に確保しますという印象を受けたところです。

静岡県庁を訪問した際に、危機管理担当の課長

さんがお話しをされていましたけれども、静岡

では、平成９年に防災拠点庁舎の整備が行われ

たということです。さまざまな工夫がなされ

て、当時としては、本当にいろんな知恵を絞っ

てつくられたというところだと思うんですが、

本音として漏らされていたのが、その庁舎の中

で仕事をする皆さんの水であったりとか食料を

備蓄するスペースを防災拠点庁舎の中につくっ

ていなかった。じゃ、いざ有事が起きたときに

はどうなるかというと、ほかの県職員全般の皆

さんの備蓄と同じように、県庁から少し離れた

施設の中にあるところに、わざわざトラックを

出して、職員さんたちが人海戦術でいって、そ

の物資をトラックに詰め込んで、持ってきてま

た運ぶという作業をしなければならない。これ

は、有事で本当に手が足りないという状況の中

では、恐らく最後に回さざるを得なくなるで

しょうし、無駄な作業であると。もう少しその

時点で一工夫ができればということをおっ

しゃっていたのが非常に印象的でした。こうい

う面の課題もありますので、ぜひ関係する各課

におかれましては、想像力をたくましく働かせ

ていただいて、さまざまな想定をして、不足の

ない機能をきちんと庁舎の中に盛り込んでいた

だきたいというふうに思います。

さて、新庁舎を建設する上で、私は大切なポ

イントがもう一つあるというふうに思います。

それは、新しい庁舎をいかにして県民の皆さん

にとって親しみのあるビルにして、そして本館

に並ぶ宮崎県庁のいわゆる象徴的な庁舎にして

いくかということではないかというふうに思い

ます。そのことは、新庁舎建設の必要性、また
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効果を、県民の皆さんに実感していただくこと

にもつながるのではないかというふうに思って

いるところです。そのためには、2,000平米ある

１階のスペースの活用というのが鍵になるだろ

うというふうに思っています。せっかく新しい

庁舎をつくっても、一度も訪れたことのない庁

舎であったり、また、訪れる用も全くないとい

う庁舎に、県民の皆さんはなかなか親しみを持

たないでしょうし、肌で防災上の防災拠点庁舎

の必要性というのを感じることもできないので

はないかというふうに思います。発災時はとも

かくとして、通常は、できるだけ県民や観光客

が集って、そして、さまざまな交流が生まれる

ような県民の交差点のようなスペースにすべき

ではないかというふうに私は思います。

頭の体操としていろんなことを考えれば、防

災のための啓発施設をつくるとか、観光情報の

発信の場にするとか、実利も兼ねてコンビニや

飲食店を設置するというのもいいかもしれませ

ん。訪問しました山梨県では、１階のフロア

に、県立の専門学校、宝石加工の専門学校とい

うのがあるそうなんですが、その専門学校に委

託した宝石加工のミュージアムがあったり、夜

の９時までアルコールの提供も行うカフェを併

設していました。そのカフェは、山梨県産の軽

食メニューだったり県産ワイン、県産ウイスキ

ーなども提供していますので、宮崎で考えれ

ば、地ビールを飲みながら地鶏の料理をつつい

たり、日向夏やキンカンのカクテルをゆっくり

と飲んだり、マンゴーのパフェを食べたりと

か、そういうことができるようなスペースが防

災拠点庁舎の１階に設置されておりました。焼

酎も出るかと思います。田口議員と私は甲府市

内に宿泊しましたので、夜もお訪ねしてまいり

ました。仕事帰りの県職員の皆さんであったり

とか会社員の方々が、夜９時までですから、そ

んな遅くまでではありませんけれども、楽しそ

うな時間を過ごされているのが非常に印象的で

した。今、るる私の考えを一方的に申してきま

したけれども、新庁舎の１階スペースの活用の

方法について、総務部長にお伺いしたいという

ふうに思います。

○総務部長（四本 孝君） 防災拠点庁舎の１

階のスペースにつきましては、非常時には、周

辺住民等の一時避難場所としての使用を想定し

ておりますが、平常時には、エントランス等と

して使用するほか、来館者等のためのいわゆる

利便施設の設置につきましても、今後検討して

いく必要があるものと考えております。

○渡辺 創議員 ぜひ、どこにでもあるような

施設にするのではなくて、独自色のあるという

か、これは宮崎県庁だなというふうに思えるよ

うな積極的な提案を執行部の中から考えていた

だきたいというふうに思います。

考えていただきたいと思いますと言いながら

提案をしますが、私は、思い切って、今の予定

地からすれば対角線上にあります県の物産館Ｋ

ＯＮＮＥを、新庁舎の１階に移転をしてはどう

かというふうに思います。物産館につきまして

は、一時期に比べて確かに集客は落ちたという

データも出ていますが、昨年度も来場者が８

万6,929人、売上額が２億9,000万円弱と、一定

の集客効果は読める施設かというふうに思いま

す。そして、今行っている物産販売の場所とし

てのＫＯＮＮＥの機能に合わせて、先ほど提案

したような県産品のカフェなどを組み合わせる

ことによって、宮崎情報の積極的な発信基地と

いうふうにしてはいかがかというふうに思いま

す。目の前は楠並木通りでありますし、北向き

に窓をつくれば、その向こうには歴史的な建造
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物である県庁本館が見えるわけですから、ぜひ

そのロケーションを生かして、宮崎県が発信し

たい「よそとは違う時間の流れ」であったり、

そういう価値を堪能できる場にしてはいかがか

というふうに思います。一方的な提案を申し上

げましたが、知事の御答弁をお伺いしたいと思

います。

御提案ありがとうござ○知事（河野俊嗣君）

います。この楠並木を中心としたエリアという

ものが、いろんな物産展が行われたり、イベン

トが行われたり、観光客もいらっしゃる、まさ

に今、物産館ＫＯＮＮＥもあるということで、

さまざまな人の動きがあり、にぎわいの一つの

核となるわけであります。その中で、防災拠点

庁舎を整備するというのは、防災拠点としての

機能というのはしっかり保ちながらも、そうい

う町のにぎわいを創出する一助とどのようにあ

り得るかというところを、しっかり今後とも知

恵を絞ってまいりたいと考えております。

繰り返しになりますが、ぜ○渡辺 創議員

ひ、ほかの県庁には例がないような、宮崎県は

新しい庁舎をつくるに当たって本当に知恵を

絞ったと、観光政策が県の大事なテーマでもあ

る宮崎県であるからこそ、こんな工夫をしたん

だなというのが皆さんにわかるような庁舎にし

ていただきたいというふうに思います。

それでは、テーマを変えます。災害時の備蓄

についてお伺いいたします。

間もなく東日本大震災から３年を迎えます。

県内での災害時における必要品の備蓄状況を危

機管理統括監にお伺いしたいと思います。

県が行う○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

県民向けの食料や物資等の備蓄は、災害救助法

に基づき、住民や市町村の保有する備蓄が不足

する場合等に備えて実施しているものでござい

ます。現在、県では、宮崎市にある日本赤十字

社の倉庫や都城・延岡の総合庁舎など県内６カ

所において、おおむね1,000人、３日分の食料と

して、アルファ米や粉ミルク、飲料水などのほ

か、簡易トイレや紙おむつなどの衛生関連用

品、毛布や衣類等を備蓄しております。一方、

市町村におきましても、それぞれに品目、数量

は異なりますが、例えば、アルファ米やパンの

缶詰などの食料が、県全体で約13万食余り備蓄

されているほか、衛生関連用品、毛布等が備蓄

されているところでございます。

最近、宮崎市の若い歯医者さ○渡辺 創議員

んたち、歯科医師の皆さんと交流する機会を

持ったんですが、その中で、阪神大震災におい

ても、東日本大震災においても、震災関連死、

つまり地震そのものの死亡ということではなく

て、直接的な地震被害からは何とか命が助かっ

たけれども、その後、地震に起因するような健

康状態の悪化等で死亡に至ったケースは、その

ときには４分の１と伺ったんです。数字は確か

なことはわかりませんが、かなりの部分が肺炎

によるものだという話を伺いました。特に高齢

者の方々にとっては、誤嚥性肺炎のリスクが高

くて、その誤嚥性肺炎のリスクを下げるために

は、口の中、口腔のケアをすることが重要だと

いうお話でした。そこで、ふと思ったのです

が、県の備蓄物資の中には、口腔ケアを目的と

した歯ブラシなどは含まれているのでしょう

か。危機管理統括監にお伺いします。

県が備蓄○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

している住民向けの物資の中には、日用品セッ

トとしまして、石けんやタオル、洗剤等とパッ

ケージした形で歯ブラシも用意されておりまし

て、現在、都城、小林、延岡の総合庁舎３カ所

に、800セットの備蓄をしているところでござい
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ます。

今のお話だと、健常者向けと○渡辺 創議員

いいますか、普通の歯ブラシの備蓄があるとい

うことのようでした。実際に東日本大震災の後

に高齢者施設のサポートに行かれた方のお話も

聞いたんですけれども、なかなか混乱の中でそ

ういうところまで まずは命を守って何とか―

生きていくというところの状況の中で、高齢者

の方の口腔のケアまで意識が回らないというの

が実態のようですし、それはいたし方がない面

があるかというふうに思います。しかし、やっ

と震災自体から命を守ったその命が、不十分な

口腔ケアから誤嚥性肺炎につながって震災関連

死になっていくというのは、非常にもったいな

い命を失うことになるかなというふうに感じた

ところです。それほど多額な費用がかかること

ではないのではないかと思います。しかも、い

きなり十分な数をということではないかと思う

んですけれども、例えば、義歯（入れ歯）用の

歯ブラシであったり、口の中の汚れを拭き取る

特殊なウエットティッシュみたいなものがある

ようですけれども、そういう高齢者の方々を意

識した口腔ケアの備蓄というのを県の備蓄の中

に加えてはいかがかと思いますが、危機管理統

括監にお伺いします。

現在、入○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

れ歯用、義歯用の歯ブラシなどは備蓄しており

ませんが、今御指摘ありましたように、長期化

する避難生活の中で、少しでも二次的な被害を

減らすというのは、大変重要な観点だと思って

おりまして、今後、備蓄する歯ブラシの種類等

につきましては、専門家の御意見も伺いながら

検討してまいりたいと考えております。

ぜひ御検討をお願いしたいと○渡辺 創議員

思います。

話題を変えたいと思います。東九州新幹線構

想についてお伺いいたします。

昨年９月の定例県議会で、自民党の十屋議員

が「夢のような話になりますが」と前置きをさ

れて質問されましたが、この半年間でにわかに

注目を集めるようになってまいりました。

地元紙宮崎日日新聞のデータベースを東九州

新幹線というふうに検索しますと、ネット検索

が可能な2001年以降、ひっかかるのは26件で

す。そのうち昨年９月以降が12件と、実に半分

を占めています。また、１月に行われた宮崎市

長選では、再選を果たした現職の市長が、「孫

に乗せたい新幹線」と政策提言の中に東九州新

幹線構想をほうふつとさせるような内容を盛り

込まれました。県でも、知事が会長を務めなが

ら、みずから事実上休眠状態にあったとおっ

しゃっているので構わないかと思いますが、東

九州新幹線鉄道建設促進期成会の活動も、突如

としてというか、まさに印象の受け方ですが、

復活をし、１月27日には特別講演会が開かれて

おります。翌28日の宮日新聞の朝刊には、１面

の冒頭で「東九州、次は新幹線」との大見出し

が立ちました。この状況を見れば、新幹線の賛

否はともかくとして、「宮崎において新幹線建

設の可能性が高まっているのだろうか」という

ふうに感じる県民の方がいても不思議はありま

せんし、私のもとにも、そういう問い合わせが

幾つか来ているような状況です。

知事は、先日の自民党、松村議員の代表質問

に対して、「夢の実現」「熱い熱い思い」とい

う表現を繰り返しておられましたけれども、非

常に積極的に見える現在の姿勢に至ったきっか

けを御説明いただきたいというふうに思いま

す。

この東九州新幹線は、○知事（河野俊嗣君）
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昭和48年に基本計画路線になったわけでありま

すが、計画は凍結されたままということで、毎

年の国やＪＲに対する要望項目としては入って

おったわけでありますが、活動自体はいわば冬

眠状態にあったものでございます。

そのような中で、全国的にも整備新幹線が

いっとき凍結されたような状況もございました

が、今、再び整備が進みつつあると。また、国

土強靭化というかけ声のもとに、全国的にも新

幹線整備に向けた新たな動きが生じていると。

そのような動きを背景に、一昨年の九州地方知

事会におきまして、九州新幹線の効果を踏ま

え、新幹線ネットワークの形成によりまして九

州の一体的浮揚を図るべきであるという認識の

もとに、東九州新幹線の整備計画路線への格上

げなどを国に求める特別決議が行われたところ

であります。東日本大震災においても、東北新

幹線の果たす役割というものは、非常にいろん

な意味で大きかったというところもございま

す。

また、昨年、私、香港に参りましたとき、経

済界の要人と意見交換をしまして、宮崎へのア

クセス、直行便がない、では、どのようにして

行くのかという議論をしたときに、やはり知

事、それは新幹線を整備しなきゃいかんと、香

港から鹿児島、熊本、それを考えたときに、宮

崎の利便性というものをしっかり高めていく必

要があるのではないか、そのような意見交換も

したところでございます。

このような状況の中、私も、新幹線の持つ大

きな効果を踏まえまして、本県の未来、将来に

向けた発展を考える上では、全国とつながる高

速鉄道ネットワークというものが必要ではない

かというふうに考えまして、昨年３月には、東

九州新幹線鉄道建設促進期成会の会長という立

場で、国土交通省を訪れて要望を行いまして、

また、ことしは、１月に特別講演会を開催する

とともに、２月には国土交通大臣政務官を訪ね

て要望書を手渡すなど、東九州新幹線の整備実

現に向けた取り組みを改めて始めたところでご

ざいます。

先日、建設促進期成会の特別○渡辺 創議員

講演会がありました。国土強靭化を主張され、

内閣官房の参与でもあられる京都大学大学院の

藤井教授の講演も行われました。私も出席させ

ていただいて話を伺いました。全体の整備の必

要性については、非常に力強く語られたわけで

すが、事東九州新幹線の必要性とか優位性とい

うところについては、特段の言及がなく、頑

張ってくださいという話で終わったような印象

を持っております。その講演について、知事は

どういう印象をお持ちかということを、ちょっ

と通告しておりませんがお伺いしたいのと、あ

と、知事のブログによると、「藤井教授の熱い

お話にドンと背中を押され、冬眠から目が覚め

るような思いがした」というふうにされており

ますが、そのようにお感じになったのかどうか

含めて御答弁いただければと思います。

さきの講演会、講師の○知事（河野俊嗣君）

藤井教授からは、新幹線の経済効果は極めて大

きいということで、新幹線がある地域とない地

域に経済的に大きな格差が生じているというよ

うなこととか、特に、国家戦略としての新幹線

整備、高速鉄道体系の整備と必要性、その重要

性について、大変熱のこもったお話があり、私

も意を強くしたところでございます。私も海外

に出張しましたときに、上海ではリニアに乗っ

て、台湾では新幹線にも乗りましたが、そうい

うそれぞれの国における整備というものは、国

家が方針を持って進めておるという状況であり
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まして、我が国における地方の財政力の負担と

か、そういったものいかんにかかわらず、国と

してやっていくべきではないかなという思いが

あるわけでございます。一方、藤井教授は、新

幹線整備のポイントを「合理的な計算と熱意」

というふうに表現されたわけであります。整備

実現のためには、数多くの困難な課題、克服す

べき課題はあるものの、それらを克服するため

には、冷静な戦略立てが必要でありますし、県

民との間の十分な説明と議論というものが必要

であろうかと考えておるところであります。

特に後段の部分、まさに私も○渡辺 創議員

そのとおりだなというふうに思うところです。

続けて、総合政策部長にお伺いしますが、こ

の東九州新幹線構想に関する予算は、新年度予

算案の中に盛り込まれておるでしょうか。

東九州新幹線○総合政策部長（土持正弘君）

に関する新年度予算といたしましては、新幹線

そのものの予算としてではございませんけれど

も、「鉄道活性化対策推進事業」268万8,000円

の中で、東九州新幹線鉄道建設促進期成会への

負担金など、例年並みの額をお願いしていると

ころでございます。

先ほどの知事答弁の中にもあ○渡辺 創議員

りましたけれども、今、新幹線建設に乗り出す

姿勢を明らかにしたという要因は、九州知事会

の特別決議であるとか、全国的な国土強靭化の

議論、それと答弁にはありませんでしたが、こ

れまでの記者会見等の発言を見ていると、東九

州道の県北、大分側のほうは、一定のめどがつ

いたということも無縁ではないかというふうに

思います。しかし、こういう要素は、いずれも

外的な環境変化という要素が強いかという印象

があります。原点に立ち返って、そもそも宮崎

県として、いかなる目的で、どのような効果が

生み出されるのか、何を想定して東九州新幹線

の話をしているのか、その部分を知事にお伺い

したいと思います。

新幹線整備の目的は、○知事（河野俊嗣君）

大きく分けて３点、本県経済の発展、それから

国内外との交流拡大、そして大規模災害への備

えがあろうかというふうに考えております。

ある民間調査によりますと、九州新幹線の全

線開業によりまして、九州全体の観光消費額が

開業前に比べまして、約2,500億円、約11％増加

したという調査結果が出ておるところでありま

す。新幹線のとりわけ広域的に路線がつながっ

た場合の沿線地域への経済効果がいかに大きい

かが、この数字にもあらわれているものと考え

ております。また、ルートが明確でない段階で

の試算ではありますが、東九州新幹線が完成し

た後の主要都市への移動時間は、宮崎―博多間

の距離を現在の鹿児島中央―博多間と同じ程度

であると仮定しますと、博多までが約１時間

半、新大阪までが約４時間弱と、大幅に短縮さ

れるところであります。新幹線は、飛行機まで

ではないにしろ、速達性にすぐれ、何といって

も、その大量輸送性、定時性において効果を発

揮する威力があるものでございます。その整備

によりまして、観光面では、国内はもとより、

国がビジットジャパンとして誘致する多くの外

国人観光客を県内に呼び込む機会、チャンスが

広がるとともに、ビジネス面におきましても、

首都圏など大消費地からの距離と移動時間が縮

まりますことから、取引拡大や企業誘致など、

産業振興にも大きく寄与するものと考えており

ます。

2011年に開業した九州新幹線○渡辺 創議員

の鹿児島ルートも、構想の段階から、走行ルー

ト、停車駅、整備方式など、さまざまな変遷を
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経て今に至りました。例えば、佐賀県は当初、

到着する駅はないという計画でしたけれども、

新鳥栖駅が建設されて、久留米駅との間はわず

か、ほんのちょっとという距離になっていま

す。結局257キロという沿線の中で12の駅が建設

されて、ほかの整備新幹線に比べれば、極めて

駅間が近いという新幹線になっているわけで

す。宮崎においても、少しずつ東九州新幹線と

いう言葉がひとり歩きを始めているような状況

ですから、まだ計画が具体化しているわけでは

ありませんけれども、詳細について明確でない

のは当然ですが、整備に期待を持ち、先ほどか

らその効果をお話しいただいている以上、県が

持つ宮崎県における新幹線のイメージというも

のを知事にお伺いしたいというふうに思いま

す。

東九州新幹線、なかな○知事（河野俊嗣君）

か具体的なイメージを固めるところにはない段

階でございますが、基本計画路線のルートは、

起点を福岡市、終点を鹿児島市としまして、主

な経由地を大分市付近及び宮崎市付近とするこ

とになっておりまして、その他の経由地をどこ

にするかなど、詳細については定まったもので

はありません。県内の停車駅をどこに幾つつく

るかにつきましては、新幹線の速達性が損なわ

れない範囲で、利用者の利便性や地域経済への

影響など、総合的な見地から調査・検討を行

い、調整を図りながら決定していく段取りにな

ろうかというふうに考えております。

広域的な高速鉄道ネットワークのイメージで

ありますが、私は、東九州新幹線は、大阪市か

ら四国の瀬戸内側を通り大分市に至る四国新幹

線、そういう構想があるわけでありますが、こ

ういったものとつながることで、本県と関西圏

や関東圏との距離や移動時間が大幅に短縮さ

れ、本州・四国・九州間の人の流れがこれまで

と大きく変化し、本県の産業や地域間交流のさ

らなる活性化につながるものと考えておりま

す。

この四国新幹線も、基本計画のまま整備が凍

結されている路線の一つでありますが、昨年、

和歌山県や徳島県を中心に、四国新幹線を初め

とする高速インフラの整備を推進するための協

議会が発足しまして、活発に活動されておると

ころであります。本県もオブザーバーとして参

加しておりますので、今後は、そういう協議会

とも連携しながら、取り組み、また検討を進め

てまいりたいと考えております。

先日、ＪＲ九州の本社を訪問○渡辺 創議員

してまいりました。東九州新幹線の可能性、ま

た、既に通っている鹿児島ルートの整備等から

予測される課題について意見交換をしてまいり

ましたけれども、正直な感想は、非常に厳しい

ものでした。運営事業者となるであろうＪＲに

正直期待感はありませんし、今後、県が抱えな

ければならない課題も余りにも大きいというの

が正直なところでした。もちろん新幹線構想が

すぐに進む話ではないというのは十分に理解を

しています。県の立場として、もしかすると全

国的に環境整備が進むかもしれないという、そ

ういうわずかな光が見え隠れする状況で、積極

的な姿勢を示しておかなければ埋没するかもし

れないという感覚も十分に理解はできます。し

かし、県民に向けて推進の旗を振るのであれ

ば、建設費負担の問題、並行在来線の経営分離

の問題など、既に予想のつく問題については、

きちんと説明しておく必要があるのではないか

と私は考えますが、知事はいかがでしょうか。

これは大変重要な御指○知事（河野俊嗣君）

摘をいただいたと思っております。現在の国の
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整備方式によりますと、建設費につきまして

は、まず営業主体であるＪＲが、建設主体であ

る鉄道・運輸機構に支払う貸付料を充て、残り

の部分につきまして、国が３分の２、地方自治

体が３分の１を負担することとなっておりま

す。また、並行在来線の問題では、営業主体で

あるＪＲにとりまして、新幹線に加えて並行在

来線を経営することが過重な負担となる場合

に、全ての沿線自治体から同意を得た上で、新

幹線の開業時に経営分離されることとなってい

るわけであります。これらの克服すべき非常に

大きな課題があることについては、十分認識し

ておるところでありますが、今後、構想が具体

化していく中で、県民の皆さんにも十分説明す

るとともに、その声にも耳を傾けながら、最善

の解決策を見出す努力が必要であろうかと考え

ております。

なお、今後、新たに整備する新幹線につきま

しては、国土の均衡ある発展や災害時の輸送の

代替性等を考慮した場合に、地方に大きな負担

を強いる今の方式のままでいいのか、整備方針

や手法の見直しを含め、未整備路線を持つ全国

の自治体とも幅広く議論、連携を深めてまいり

たいと考えております。

今の知事の答弁の最後の段落○渡辺 創議員

のところを考えてみますと、地方負担の軽減に

向けて、整備スキームの変更を求めて国に働き

かけていくこともあるという答弁かと思うんで

すけれども、私の認識に間違いがなければ、建

設費用の３分の１地方負担という国の方針は、

なかなかかたいものだというふうに思っており

ますし、高速道路等を見ても、どちらかという

と地方の負担は重くなっていくという傾向にあ

るのかなというふうに感じます。ですので、今

お話にあったような新幹線の整備方式を変更し

ていくことの現実性について、国土交通省から

お越しになっている内田副知事にお伺いしたい

と思います。

現在の新幹線整備の○副知事（内田欽也君）

スキームというのは、平成21年に確立されたば

かりでありまして、また、ＪＲからの貸付料収

入を活用するなど、それなりに財政規律にも配

慮したものとなっていることから、現時点で整

備方式を変更するのは難しいんじゃないかと考

えているところでございます。しかしながら、

その後、平成23年に発生しました東日本大震災

の経験を踏まえまして、新幹線が多重的な幹線

交通体系を確保する上で不可欠な存在であると

いうことが再認識されたところでもございます

ので、こうした点を踏まえて、整備のあり方に

つきましても、先ほど知事が答弁申し上げまし

たとおり、全国の自治体等と幅広く議論してい

く必要があると考えております。

ありがとうございました。る○渡辺 創議員

る議論をしてまいりましたけれども、この話

は、知事もおっしゃっていましたように、将来

を見据えての議論です。漠然とした状況の中

で、知事に明確な答弁を求めても、お困りにな

る場面もあったかと私も思っております。

ただ、先ほどの財政負担の問題を見ても、鹿

児島ルートを例にとっても、建設費用は１キ

ロ70億円。国土交通省に問い合わせてみると、

鹿児島ルートで総工費は１兆6,000億円程度か

かっています。３分の１が各県の地方負担とな

ります。仮に東九州新幹線が実現すれば、その

路線延長は恐らく鹿児島ルートよりも長くなる

でしょうから、どう少なく見積もっても、宮崎

県の財政負担は、恐らく今のままで言え

ば、1,000億円を超えるようなオーダーでの財政

負担が求められるかと思います。並行在来線の
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問題でも、県民の通勤通学の足に不安が生まれ

るかもしれません。

鹿児島県では、新幹線の恩恵は受けられず

に、並行在来線の分離による第三セクター化で

負担のみが生まれてしまったという自治体の強

い反対運動もありました。また、熊本県では、

建設工事に伴って、山間農地の渇水問題も起き

ています。本当に建設となれば、宮崎市を初

め、都市計画の大幅な見直しが必要となるとこ

ろも出てくると思います。もちろん実現できれ

ば大きな効果を生むと期待していますし、個人

的には新幹線が非常に好きです。しかし、同時

に、やはり抱えている問題は隠さずに、夢とい

う言葉で覆ってしまわずに、県民の皆さんにき

ちんと提起していくべきではないかと私は思っ

ています。

さらに、もう１点だけ指摘をさせていただけ

れば、今必要なのは、新幹線の必要性につい

て、宮崎の未来を考えながら、ニュートラルに

判断していく環境づくりではないかというふう

に思います。

新幹線の期成会ができたのは昭和46年、基本

計画に組み込まれたのは昭和48年ということで

す。40年以上前で、ちなみに私は生まれており

ません。知事も認めていらっしゃるように、こ

の活動も一旦、事実上停止していた。高度経済

成長期の末期の当時と今では、大型公共事業に

対する国民の考え方も変化しています。正直な

ところ、私たちの世代では、余りリアリティー

を感じられないという部分もあるのも現実で

す。むしろ、将来にわたっての多額の費用負担

のほうが重荷になるという印象もあります。

まずは、今、整備の機運醸成ということで

突っ走るのではなくて、宮崎の未来と新幹線の

あり方を考える県民運動でも起こして、対話に

重きを置く河野県政ですから、県民の意思を確

認していくことも大事ではないかというふうに

思っております。私見の披露としてとどめさせ

ていただきたいというふうに思います。

最後のテーマに移ります。小戸之橋のかけか

え工事が始まって４カ月がたちます。９月、11

月の議会でもたくさんの質問が出ていますの

で、状況確認のために質問します。

まず、県警本部長に伺います。小戸之橋周辺

の交通事故発生状況と今後の取り組みについて

御答弁ください。また、かけかえによる交通状

況の変化が影響した特異事案がありましたら御

説明をいただきたいと思います。

小戸之橋は、昨○警察本部長（白川靖浩君）

年11月に通行どめとなりましたが、この周辺地

域における本年１月までの３カ月間の交通事故

件数は307件でございまして、前年同期と比較し

ますと、19件の減少となっております。また、

下流にある赤江大橋の北詰・南詰付近におきま

しては、追突や出会い頭の事故がやや増加して

いるものの、これまでのところ、重大事故の発

生はございません。

警察では、これまで小戸之橋周辺地域におい

て、信号機の新設や改良を行い、さらに通学路

・生活道路対策として、２つの地区について速

度を30キロに規制するゾーン30を導入したほ

か、交通量の変化に応じて、信号機のサイクル

調整等に取り組んでまいりました。今後も、交

通状況の変化に注意を払い、交通事故の発生状

況や地域住民の御要望等を踏まえ、道路管理者

や関係機関と連携し、必要な対策を講じてまい

ります。

ありがとうございました。趣○渡辺 創議員

旨確認も含めて、県警が丁寧に対応いただいて

いることは十分に理解できましたので、引き続
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きお願いしたいと思います。

続いて、教育長に、周辺の小中学校、また県

立高校等の登下校への影響についてお伺いしま

す。

児童生徒への影響に○教育長（飛田 洋君）

つきましては、小中学校では、通学路におい

て、これまで小戸之橋を利用していた車が、周

辺の道路を迂回路として利用しているため、登

下校時の交通量が増加するなどの影響が生じて

おります。また、周辺の県立高等学校では、自

転車やバイクの通学生が、通学路の変更を余儀

なくされておりますので、関係する６校に対し

て通知を行い、通学時の安全の徹底を図るよう

指導いたしているところであります。なお、現

時点においては、交通量の増加に起因すると考

えられる周辺の児童生徒の登下校時の事故につ

いては、報告は受けておりません。

最後に、県土整備部長にお伺○渡辺 創議員

いしたいと思います。渋滞緩和策として、昨年

来、一ツ葉有料道路の無料開放等を求める質問

が出ていますが、なかなか厳しい答弁をいただ

いているというところです。本日はあえてその

件についてはお伺いしませんが、多くの宮崎市

民、関係者の願いだと思いますので、そこはお

酌み取りいただきたいと思います。これまでの

答弁の中で、渋滞状況について継続的に把握さ

れていくという答弁をされていますが、その状

況はいかがでしょうか。

宮崎市が２○県土整備部長（大田原宣治君）

月20日に実施しました、そして昨日公表しまし

た交通量調査では、小戸之橋上流の大淀大橋と

下流の赤江大橋におきまして、通行どめ直後に

比べ、１日当たりの交通量が合わせて約2,300台

減少しており、特に、朝・夕の通勤時間帯にお

いても減少傾向が見られるなど、交通の分散化

が図られているものと思われます。しかしなが

ら、宮崎市、警察本部、県の３者で現地調査を

実施しましたところ、赤江大橋南詰の交差点な

どにおきましては、朝・夕の通勤時に依然とし

て渋滞が見られましたことから、今後も引き続

き、関係機関で対応策を検討することとしてお

ります。

ありがとうございました。渋○渡辺 創議員

滞は当初より多少緩和されてきているようであ

りますけれども、ぜひ多くの関係者の方々で真

剣な協議をいただいて、状況の改善に御尽力い

ただけるようにお願いをいたしまして質問を終

わります。どうもありがとうございました。

（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○福田作弥議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時50分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を○丸山裕次郎副議長

開きます。

次は、重松幸次郎議員。

〔登壇〕（拍手） 公明党宮○重松幸次郎議員

崎県議団の重松幸次郎でございます。通告に従

い順次質問させていただきますので、知事を初

め関係部長の皆様の明快な御答弁をお願い申し

上げます。

先日、県内のある企業の社訓を新聞で目にい

たしました。「１年先のことを考えるなら種を

播け。10年先のことを考えるなら木を植え

よ。100年先のことを考えるなら人を育てよ。」

というものでした。調べてみましたら、これは

中国の漢時代、今から2200年前の「管子」とい

う書物の中にある「三樹の教え」という現代語
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訳ですが、古来より、持続可能な社会をつくる

上で人を育てることの重要性が示唆されており

ます。松下幸之助は「企業は人なり」という名

言を残し、また、トヨタの企業方針にも「もの

づくりは人づくり」とあるように、多くの企

業、団体がよい後継者を養成することを提唱し

ております。また、企業のみならず、自然環境

を守る立場で考えるならば、省エネやリサイク

ル運動とともに、長期的な目標を立てて環境保

全のために行動する人や、地域・社会づくりを

進めることが肝要だと思います。

さて、知事にお伺いいたしますが、本県が将

来にわたって持続的に発展するための基盤づく

りにおいて、平成26年度当初予算に３つの重点

施策を掲げておられますが、１点目の「将来の

発展と地域を支える人財づくり」を、どのよう

な構想で、また具体的にどのように取り組まれ

ようとしているのかお伺いいたします。

以上を壇上からの質問とし、以下は質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

天然資源に乏しい我が国が世界に冠たる地位

を占める源泉となったのが「人」という資源に

ほかならず、また、本県の置県130年の歩みにお

きまして今日の発展の礎を築き上げてきたの

も、志が高く郷土愛に満ちた先人たちのさまざ

まな困難への挑戦と先進的な取り組みでありま

した。2030年には本県の人口が100万人を割り込

み、とりわけ生産年齢人口が減少するという厳

しい見通しもある中で、将来にわたり産業や地

域の活力維持・向上を図り、本格的な少子高齢

・人口減少社会を克服していくその鍵を握るの

が、まさに「人財づくり」であり、今後の県政

の極めて重要な課題との思いを強く持っており

ます。あの長岡藩の米百俵の教えというもの

は、今の時代であっても大変重要な教えであろ

うかというふうに考えております。

このため、来年度予算案の重点施策の最初の

柱として、「みやざき百年の計」に立った「将

来の発展と地域を支える人財づくり」を掲

げ、20億円のみやざき人財づくり基金を創設す

ることといたしました。この基金を今後５年間

にわたりまして、次世代の育成や産業・雇用の

核となる人材の育成、女性や高齢者の活躍など

の支援に充てるほか、今後の人材育成の拠点づ

くりにも活用することとしております。このこ

とによりまして、子供たちが将来にわたって夢

や目標を描くことができる社会や、県民一人一

人が持てる力を発揮して生き生きと活躍できる

社会をこの宮崎で実現できますよう、私が先頭

に立って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〕

ありがとうございました。○重松幸次郎議員

東九州の新時代がいよいよ開幕しようとしてお

ります。好機到来と捉えて力強く推し進めてい

ただきたいです。

将来の発展と地域の産業を支える職業人を育

成することが何よりも重要だと答弁されており

ます。そこで商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。初めに、県内を取り巻く雇用情勢はどの

ような状況であるか、現状認識をお伺いいたし

ます。

本県の雇○商工観光労働部長（茂 雄二君）

用情勢につきましては、求職者１人当たりの有

効求人数を示す有効求人倍率は平成26年１月時

点で0.85となっており、平成４年以来の高い数

値を示し、引き続き回復傾向が続いているとこ

ろであります。しかしながら、全国の有効求人

倍率1.04と比べますと0.19ポイント下回ってい
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るほか、求職者の希望する職種と求人の出てい

る職種が一致しないなど雇用のミスマッチも生

じており、依然として厳しい雇用情勢が続いて

いると認識しているところであります。

○重松幸次郎議員 求人においては回復基調に

あるものの、全国平均を下回っているというこ

とであります。また、景気全体としてもまだま

だ低迷が続いているというふうに言われており

ます。何とか景気を押し上げていくため活力を

投じていかなくてはなりません。本県の経済、

雇用を支える地域人づくり事業の取り組み内容

について、同じく商工観光労働部長にお尋ねい

たします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 地域人づ

くり事業は、国の経済対策の一環として創設さ

れ、緊急雇用基金に積み増しされるもので、多

様な人づくりを推進することにより、雇用の拡

大や処遇改善に向けた取り組みを支援するもの

であります。具体的には、企業等が失業者に対

して研修や実習等を行い、地域の企業で就業す

るために必要な知識・技術を習得させることで

継続的な雇用を目指す取り組みや、新分野進出

や販路拡大等を行い、賃金上昇や正社員化と

いった在職者の処遇改善につなげる取り組みに

対して支援することとしております。県としま

してはこれらの取り組みを車の両輪として早期

かつ全県的に展開することによりまして、本県

の雇用情勢の改善に努めてまいりたいと考えて

おります。

○重松幸次郎議員 就職機会をふやし、職業人

として自立を支援する、あらゆる機関とタイ

アップして取り組んでいただきたいと思いま

す。

そして、産業振興を図る上では専門性と高い

技術を備え、資格を取得した技師や技能士の育

成が重要です。即戦力として通用するプロ意識

の醸成を、社会人や高校生はもとより、小中学

生から体験することも将来につながっていきま

す。そこで、地域振興の担い手である若者の技

能士の人材育成について、今後どのように取り

組んでいかれるか、商工観光労働部長にお尋ね

いたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 熟練技能

者の高齢化などにより、すぐれた技能の継承が

課題となる中、技能士を育成・確保していくこ

とは、ものづくりを初めとする産業振興を図る

上で大変重要であると認識しております。この

ため県におきましては、職業能力開発協会や技

能士会連合会と連携しまして、中堅技能者に対

する訓練や工業高校等の生徒を対象とした熟練

技能者による指導に取り組むほか、若年者もの

づくり競技大会や技能五輪全国大会等への選手

派遣など技能士の育成に取り組んでいるところ

であります。また、小中学生を対象とする技能

体験教室や、広く県民を啓発する技能まつり等

を開催し、技能尊重機運の醸成を図っておりま

す。このような中で、昨年の第51回技能五輪全

国大会におきまして、本県で初めて若い技能者

２名が優勝しましたことは、まさに快挙であ

り、これを弾みとして今後とも技能士の育成に

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 よろしくお願いいたしま

す。

今御紹介いただいた、また午前中にも横田議

員から紹介がありましたように、第51回技能五

輪全国大会、また第34回全国障害者技能競技大

会（アビリンピック）が昨年11月に千葉県で行

われ、技能五輪全国大会では本県で初となる金

賞受賞者が誕生いたしました。レストランサー

平成26年３月４日(火)
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ビス部門の小林慎吾さん、そして左官部門の黒

木賢太郎さんのお二人です。そのほかにも銀賞

１名、敢闘賞１名、そして障害者技能競技大会

でも努力賞が１名出るなどすばらしい成績をお

さめられました。宮崎県選手団に心からお祝い

を申し上げます。おめでとうございます。

私も実は、小林さんが働くレストランでサー

ビスを受ける機会があったんです。五輪金賞を

受けたということは知らずに接していたんです

けれども、本当に小林さんの笑顔、それから姿

勢、また所作、これはちょっと違うなと思って

いたら、本当にすばらしいそういう五輪で金賞

をとられた 後で感じたところでございまし―

た。このような受賞は、技術の向上に日々努力

している方々の励みになると思います。有能な

技術者を多く輩出することが本県の宝となりま

すので、後に続いていただけるように御支援を

お願いいたします。

また一方で、職場環境のさらなる充実、処遇

改善等にも尽力をいただきたいものです。県の

「労働条件等実態調査結果の概要」では、就業

規則の制定を初め、休日・休暇や有給休暇の取

得、退職金制度などや育児・介護休暇を利用で

きる体制、また心の健康やパワハラ・セクハラ

防止対策への調査結果も見せていただきました

が、徐々に取り組み状況が上向いているという

ふうに思いました。今後も働く人の声をキャッ

チする窓口をふやして離職者、失業者を出さな

い取り組みをいかに支援するか。また、ワーク

・ライフ・バランスの意識啓発で、日本一働き

やすい、住みやすい宮崎県を政労使一体となっ

て目指していただきたいと思います。誰よりも

頑張ろう、もっと技術を習得しようという意

欲、気概を持てるような職場づくりを支援する

取り組みをお願いいたします。

続いて、鳥獣被害対策であります。２点目の

重点施策である「競争力と成長性のある産業づ

くり」では、本県の農林水産資源を活用してフ

ードビジネスを重層的に推進し、安心・安全で

おいしい宮崎産の食材を全国へ、そしてアジア

から世界へ大いに販路拡大に挑んでもらいたい

です。

ところで、近年、イノシシ、鹿、猿などの野

生鳥獣による農林作物への被害が拡大し、本県

における平成24年度の農林作物の被害額は約11

億円に達していると伺いました。中山間地域を

中心に深刻な問題となっております。また、被

害金額にとどまらず、農林生産者の生産意欲の

減退や作付の断念など、数字でははかれない影

響を地域に及ぼして、早急な対策が求められて

おるようです。せっかく育てた作物の新芽や、

また果実を食い荒らされる心境はいかばかり

か。林業においても同様です。そこでまず、県

内の野生鳥獣による農林作物の被害はどのよう

な状況か、総合政策部長にお伺いいたします。

平成24年度の○総合政策部長（土持正弘君）

農林作物の被害額につきましては、より正確な

実態を把握しますために、県内全集落に対する

アンケート調査や調査員による聞き取り調査な

ど、市町村と連携して詳細な調査を実施したと

ころであります。その被害額は、御指摘のとお

り合計で約11億200万円となっております。鳥獣

別の被害額では、イノシシが約５億円、鹿が約

３億7,000万円、猿が約8,700万円等となってお

ります。また、部門別の被害額では、農作物が

約10億円、人工林が約5,300万円、特用林産物が

約4,500万円となっております。

昨年９月の定例会における○重松幸次郎議員

環境森林部長の答弁では、有害鳥獣の生息数

は、イノシシは調査方法が確立されていないた
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め把握していないが、鹿は平成20年度の約７

万7,000頭をピークに23年度末で約４万5,000頭

まで減少、猿は24年度末で前年度に比べ500頭減

の約4,500頭となっているとのことでした。しか

し、被害額からするとまだ増加傾向にあると言

わざるを得ません。全国的な農水省のデータに

よると、平成20年は全体で199億円、平成24年

で230億円となっており、増加傾向にあります。

被害額の大きい都道府県では、北海道、福岡

県、宮崎県、長野県、山形県となっておりまし

た。そこで改めて、野生鳥獣被害防止対策にど

のように取り組んでおられるのか、同じく総合

政策部長にお伺いいたします。

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

ターを設置しまして、被害防止対策、捕獲対

策、生息環境対策を３つの柱といたしまして全

庁挙げて取り組んでおります。具体的には、被

害防止対策としまして、効果的な防護柵の設置

やモデル集落での成功事例の創出、地域リーダ

ー等の育成に取り組みますとともに、捕獲対策

としまして、捕獲の規制緩和や国の交付金を活

用した緊急捕獲対策など、有害鳥獣捕獲に対す

る支援措置に取り組み、生息環境対策としまし

て、多様な森づくり等に取り組んでいるところ

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ますことから、今後と

も、市町村、関係機関とも一体となった総合的

な対策を展開してまいりたいと考えておりま

す。

さまざまな対策を講じてお○重松幸次郎議員

られますが、捕獲体制の整備が気になること

は、県内の狩猟免許所持者の減少と高齢化が進

んでいて、平成24年度は5,752名とピーク時の３

分の１となっていることです。新たに若い狩猟

者を確保して捕獲目標を達成することが急務で

す。

また、鹿、イノシシの捕獲後の活用につきま

しては、昨年も横田議員からジビエ、狩猟肉料

理の普及について、また、平成24年には新見議

員からも食肉と皮革の活用について質問がござ

いました。欧米ではジビエ料理はヘルシーで人

気があり、鹿肉も多く使われておりますが、日

本では認知度が低く、有効利用されず埋却処分

されているのが現状のようです。24年度の本県

の捕獲数は、鹿が１万8,916頭、猿が1,556頭、

イノシシが１万3,749頭の計３万4,221頭と昨年

の議会答弁でございましたが、害獣にも命があ

ります。地域資源として有効利用することでそ

の命を全うさせたいものと考えます。県内にお

ける捕獲鳥獣の獣肉利用はどのような状況なの

か。また、今後県としてどのように取り組んで

いくのか、総合政策部長にお伺いします。

県内における○総合政策部長（土持正弘君）

獣肉の利活用につきましては、地域の直売所な

どでの肉の販売や飲食店での料理提供、さらに

は鹿肉を活用したレトルトカレーなどの加工食

品の開発など、県内の各地域でさまざまな取り

組みが進められているところであります。獣肉

のさらなる利活用につきましては、処理に係る

衛生管理体制やその後の安定供給、販売先の確

保など多くの課題もありますが、他県における

取り組みなどを調査いたしまして、関係部局と

も情報を共有しながら、有効な利活用について

引き続き検討してまいりたいと考えておりま

す。

県内の獣肉処理施設が諸塚○重松幸次郎議員

村、延岡市北川町など数カ所あり、また、今月
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も西米良村に解体加工施設が開設されたと新聞

報道でございました。昨年10月に私と新見議員

とで鳥取県若桜町の獣肉処理施設「わかさ29工

房」を訪問し、実際に鹿の解体処理を行ってい

るところを見学してまいりました。担当者から

お話を伺いましたが、狩猟後にこの工房に運び

込まれますが、鳥取県の解体処理衛生管理ガイ

ドラインに則して審査し、適当と認められた獲

物に限り受け入れて解体加工しているというこ

とです。そして加工された食肉も期日、種別、

部位に分け真空パックで冷凍保管されており、

本当に衛生的に管理された施設と感じました。

持ち込まれる際のチェックシート―捕獲方

法、外観観察11項目―も見せていただきまし

たが、それによって野生獣の状態が監視でき、

また、食肉に適した捕獲の仕方などが確立され

ていくものと感じました。先ほどの部長答弁で

衛生管理体制をと申されましたが、本県もまず

は獣肉処理衛生ガイドラインやマニュアルをつ

くることが重要だと考えます。

調査のもう一つの目的はジビエ料理を食べる

ことです。鳥取県と各市町村と商工会が一緒に

なり、いなばのジビエ推進協議会が主催の「森

の贅沢ジビエフェア」が、９月４日から翌年の

１月26日まで開催されておりました。県内でと

れた鹿、イノシシの肉を10数軒のレストランや

食事どころ、また居酒屋で各店自慢の料理が食

べられて、スタンプラリーや抽せん会つきの合

同企画でありました。私たちも２店舗を回り、

鹿肉のローストなどをとてもおいしくいただい

てきましたが、このようなジビエ料理を食べる

機会をつくることも大切と思います。

そしてまた、ことしも２月に議会事務局から

案内があり、今度は長野県と信州ジビエ研究会

主催の全国ジビエサミットにも行ってまいりま

した。エッセイストでジビエ研究会会長の玉村

豊男さんや作家のＣ.Ｗ.ニコルさん、安部長野

県知事らが登壇したパネルディスカッション

に、また各県関係者による意見交換会など、鳥

獣害に対する取り組みや課題、そして貴重な地

域資源としての食肉や皮革の利活用など、被害

対策の入り口と出口を検討し、課題解決に向け

て地域を超えた連携・協議を進めようという内

容のサミットであり、大変意義深い催しであり

ました。

ジビエ料理については次回に新見議員からあ

ると思いますので、私は、鹿皮、皮革の活用を

申し述べたいと思います。日本の歴史において

一番古くから使われてきたのが、動物のなめし

革と言えば鹿革であります。古墳時代の出土か

ら副葬品として見つかっているようです。鹿革

（ディアスキン）は、繊維が細かく通気性にも

すぐれ、しなやかで耐久性もあることから、昔

から武道具の素材としても多く使われてきまし

た。湿気を吸収するため、かぶとやよろいの内

張りとして使われたことが知られ、今でも剣道

の竹刀の柄、小手、垂、また弓道で使うゆがけ

なども防具の革の部分はほとんど鹿革が使われ

ております。また、ハンドバッグや財布、小物

は手になじみ使いやすく、特に山梨県の甲州印

伝は鹿革に漆を引いて文様をのせた伝統工芸革

製品であり、全国的に大変有名であります。ま

た、ウエアや帽子などはやわらかく品格のある

風合いで人気があります。手袋は丈夫で水にも

強くフィット感があり、ドライビンググローブ

やアウトドア関係にも多く使われております。

また、セーム革は、眼鏡や貴金属のほこり取

り、また脂汚れをきれいに拭き取るクリーナー

として活用されております。このように私たち

の生活の中で大変重宝されていますが、そのほ

平成26年３月４日(火)



- 244 -

平成26年３月４日(火)

とんどは中国やニュージーランドからの原皮が

日本に輸入されて、日本でなめし、染色されて

います。しかし、ニホンジカの皮は価値が高い

ものと、全日本鹿協会でも評価されています。

何とか地域資源として活用してもらいたいもの

です。そこで再度、総合政策部長に、鹿肉とし

てだけではなく、鹿皮の活用を図ってはどうか

と思いますが、県の考えをお伺いいたします。

県内では、平○総合政策部長（土持正弘君）

成22年度に設立されたえびの市鹿協会が、県の

補助事業等を活用しまして、捕獲した鹿の皮を

使った革製品が開発をされておりますが、えび

の市で捕獲された鹿頭数の約１割が利活用され

ているところであります。鹿皮の活用につきま

しては、獣肉の活用とともに、野生鳥獣を地域

資源として活用していく有効な方策ではありま

すが、安定的な材料の確保、コスト面、販路の

確保などさまざまな課題もお聞きしているとこ

ろでありますので、引き続き市町村や関係部局

と連携しながら利活用の方策について検討して

まいりたいと考えております。

先日、今お話がありまし○重松幸次郎議員

た、えびの市鹿協会の下牟田会長さんの加工販

売所に行ってまいりました。店内ではバッグ、

小物など商品が飾られて、また革専用のミシン

や革すき機、かしめ工具なども充実しており、

まさに皮革工房でございました。えびの市の特

産品と観光浮揚に取り組んでおられ、カレンダ

ーには県内外からの視察予定が書き込まれてあ

り、かなり注目されていると感じたところであ

ります。私もそこで名刺や小物入れなどを買わ

せていただきました。聞くところによると、知

事も鹿革の財布、名刺入れをお使いになってい

るということだそうです。会長からは、「今後

もこれらを活用し、後継者の育成や販路拡大、

そのためには上質で安定したなめし革の確保と

商品開発を図っていきたい」とお話を伺って帰

りました。

このように天然資源の鹿皮を特産としてさら

に活用し、地場産業を興すことを提案いたしま

すが、先ほどの答弁でありましたように、捕獲

された鹿の約１割の利用にとどまっておりま

す。できれば県内で捕獲された鹿を集約させ、

また将来的には隣県と連携することで数量を確

保し、なめし工場へのロット単価を安定させ

る。そして地元にてなめし加工された革でまた

製品の開発を支援し、徐々に国内の革製品メー

カーにその革を供給するなど、ビジネスライン

に乗せることにより、狩猟者や食肉加工販売業

者とさらに相乗関係を深め、よって地元関係者

の収入が確保されると考えます。それが中山間

地域の活性化や振興につながり、ひいては鳥獣

被害対策の決定打になると考えます。そこに至

るまでの課題は本当に多いと思いますが、まず

は県内、九州の連絡協議会を設置したり専門家

によるシンポジウムを開催するなど、フィジビ

リティ調査、実行可能性調査の事業のリーダー

に宮崎県がなっていただきたいと要望いたしま

す。

続きまして、シイタケ振興について伺いま

す。中山間地域の活性化に関連して、森林の整

備、持続的な林業経営は、森の資源を循環さ

せ、山の養分を川下や海にまで運ぶことで水産

業に大きく影響してまいります。中山間地域の

活性化と林業の担い手の育成につながる、シイ

タケや特用林産物の生産振興を図ることも重要

です。まずは、厳しい状況にある乾シイタケの

振興対策について、環境森林部長にお伺いいた

します。

乾シイタケに○環境森林部長（堀野 誠君）
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つきましては、消費量の減少や原発事故に伴う

風評被害等による価格低迷が続いており、大変

厳しい状況にあると認識しております。このた

め平成26年度は生産振興策としまして、人工ほ

だ場やシイタケ乾燥機の導入などの施設整備へ

の支援に取り組むとともに、新たにシイタケ生

産の実証に取り組む団体に対しまして、種こま

や原木の購入を支援してまいりたいと考えてお

ります。また、消費拡大対策としまして、県内

ホテルでの料理フェアや料理コンクールを開催

するとともに、ＪＡ等が行う大消費地等でのＰ

Ｒ活動や直販による新たな販売ルートの開拓、

さらには新商品の開発等に対して支援を行って

まいりたいと考えております。今後とも、市町

村、関係団体等と連携を図りながら乾シイタケ

の振興に積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

毎回、「いっちゃが宮崎 楠○重松幸次郎議員

並木朝市」に、原木シイタケから栽培された商

品、生シイタケ、乾シイタケ、また乾シイタケ

のピクルスなどの加工食品も販売しております

日南市北郷町の若社長は、週末は各地のイベン

トに出店され、平日は朝から山に入りクヌギを

集めに回っているとのことです。そして、ほだ

場の管理、重さが10キロ以上もある原木を切り

出し、そして原木に種こまを打ち込んだほだ木

を伏せ返す作業を繰り返して生産・出荷をして

おられます。「はっきり言って重労働です」と

言っておられました。それでも、味と歯応え、

そして栄養価の高い原木シイタケにこだわって

頑張っておられます。

先日２日にも、社長と話していく中で、「今

回の県の振興施策に期待しています。特に消費

拡大に向けての取り組みを推し進めてもらいた

い」と強調されておりました。「家庭の食卓に

いかにのせるか。子供たちが家でシイタケを食

べないと将来もますます厳しくなっていく。飲

食店、給食関係者、料理講習会など、さらには

将来を期待して小中学生へのＰＲなど、あらゆ

る手段を使っていただきたい」と、お互いに共

通して会話をしたところでございます。

そこで提案ですが、小中学校などでこま打ち

を体験し、ほだ場をつくり、そして食育など、

シイタケ栽培を学習することで子供たちが将

来、シイタケの魅力、シイタケのおいしさを大

いに語れる人となると考えますが、本県の特産

品の一つであるシイタケを栽培する体験活動を

学校において広めてはどうか、教育長にお伺い

いたします。

シイタケなど宮崎特○教育長（飛田 洋君）

産の農作物を栽培する体験活動は、子供たちに

豊かな感性やふるさとを愛する心を育む上でも

大きな効果があり、多くの小中学校で取り組ま

れております。例えば中山間地域におきまして

は、地域の方々の協力を得ながらシイタケ栽培

に取り組んでいる学校も多く、きょうの地元新

聞でも紹介がされておりましたが、五ヶ瀬町で

は、こま打ち体験などの栽培活動だけではなく

て、それを収穫して加工したシイタケをレシピ

をつけて修学旅行中に販売する、そういうよう

な活動を行っております。県教育委員会では、

「教育ネットひむか」の中にシイタケの栽培方

法などを掲載したホームページを設けていると

ころであります。今後とも各学校においてシイ

タケなど本県の豊かな資源を活用した体験活動

の充実が図られるよう努めてまいります。

特に町の中の小学校でシイ○重松幸次郎議員

タケの栽培観察を行ってはどうかと思いました

が、まだ指導者や設置場所等の問題があるよう

です。自然環境、地球温暖化対策の学習につな
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がると考えますので、生産者とタイアップを図

り、少しでもその取り組みができることを要望

しておきます。

次に、水産業の振興についてであります。シ

ロチョウザメの養殖から待望の県産キャビアま

で、いよいよ本格的な出荷体制になるようで

す。私たち県議団は昨年末に県水産試験場小林

分場を訪問視察させていただきましたが、シロ

チョウザメ、シベリアチョウザメなどの親魚を

コンクリート水槽で養成し、管理や生産技術開

発の取り組み状況などを伺ってまいりました。

日本一の産地づくりに向けさらに一歩先の研究

がされておりました。同じく内水面では、こと

しはシラスウナギが一転して豊漁の気配という

うれしいニュースが入ってきております。確か

な要因はわからないようですが、今後も乱獲防

止をして、関係各位の御努力でさらに復調に転

じていただきたいと思います。一方、宮崎県水

産白書をいただいて見ましたが、海面による漁

獲量、生産額も、ピーク時に比べてこちらはま

だ低調のようです。そこで、本県の水産業の現

況について、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

本県の水産業○農政水産部長（緒方文彦君）

は、カツオ・マグロ漁業やまき網漁業などを中

心に全国でも有数の生産量を誇っておりまし

て、地域の重要な産業であるとともに国民への

水産物の安定供給を支えております。しかしな

がら、近年、漁獲量の減少や魚価の低迷等に加

え、燃油価格の高騰により著しく経費が増大し

まして、厳しい経営状況となっております。こ

のような状況を背景として、漁業就業者の高齢

化や減少が進む一方で新規就業者の参入が低迷

しており、水産業の健全な発展が懸念される状

況となっておりますので、県におきましては、

魅力ある水産業に再生させるため、収益性向上

を重視した施策を推進しているところでありま

す。

ここでも新規就業者の減○重松幸次郎議員

少、つまり将来性のある漁業を図らなくてはな

りません。

それでは、「競争力と成長性のある産業づく

り」の重点施策である「宮崎のさかなビジネス

強化・拡大推進事業」の取り組みはどのような

ものか、もう一度農政水産部長にお伺いいたし

ます。

これまで県に○農政水産部長（緒方文彦君）

おきましては、水産物の魚価向上と消費拡大を

図るため、県産水産物のブランド化や初かつお

フェア等によるＰＲを推進してまいりました

が、漁業経営が一層厳しさを増す中で、より具

体的な販売戦略とそれを実行できる体制によ

り、漁業者の所得向上につなげていくことが求

められております。このため、来年度予算とし

てお願いしております、御質問の宮崎のさかな

ビジネス強化・拡大推進事業では、漁協及び関

係団体による全県的な販売体制づくりを進めま

すとともに、商工業者とも連携したマーケット

インによる商品づくりの推進などに取り組むこ

ととしております。このような取り組みにより

まして、漁業経営の安定はもとより、フードビ

ジネスとしての水産業の活性化を図ってまいり

たいと考えております。

つまり、消費者ニーズをつ○重松幸次郎議員

かみ、求められる魚の出荷体制を集約して、さ

らには加工業とも連携推進し、販売戦略を強化

するということで理解いたします。この場合の

消費者とは県外マーケットであろうかと思いま

す。昨年11月にさかのぼりますが、楠並木朝市

会場と県庁前広場において、宮崎県と県漁連
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「いきいき宮崎のさかなブランド確立推進協議

会」が共催で、みやざきブランドの魚が大集合

して鮮魚、加工品を販売、また、五ヶ瀬やまめ

のつかみどり、カツオのさばき方実演と振る舞

いなどのイベントも多彩に催され、普及拡大の

ＰＲを大々的に行っておられました。あわせ

て、ゆるキャラダンスイベントも同時開催さ

れ、みやざき犬などの県内キャラを初め、県外

からも、ＮＨＫ朝ドラ「あまちゃん」のイメ

キャラであったアマリンなど25のキャラクター

が集まり、県庁周辺は買い物客、観光客や親子

連れで大盛況でありました。このような農林

業、水産業の情報発信や消費拡大のイベントを

どんどん支援していただきたいと思います。

話がそれましたが、いきいき宮崎のさかなブ

ランド確立推進協議会が選び抜いた宮崎の魚、

７つの鮮魚と２つの加工品、合わせて９つのブ

ランド認証品を皆様は言えますでしょうか。私

もカンパチと金ふぐ以外はまだ食べてもいない

のが現実です。品質、価格やおいしさの魅力、

またその秘密も語れるようにしたいものだと考

えております。大量消費型の価格競争ではな

く、価値があり、厳選されて、さすがと認めら

れたものが求められる時代になったと言われて

おります。厳しい水産業の再生、そのためには

資源の管理や漁業経営の改善が急務です。「儲

かる漁業」の実現に向けてどのように取り組ん

でいくのか、知事にお伺いいたします。

豊かな日向灘の恵みな○知事（河野俊嗣君）

どを受けて、本県、全国有数の水産県なわけで

あります。水産業は大きな付加価値を生む可能

性を秘めておりますし、現在取り組んでおりま

すフードビジネスの展開を図る上でも重要な分

野だと考えておりますが、現在、燃油価格の高

騰など非常に厳しい経営状況にありますことか

ら、その立て直しというものが喫緊の課題と

なっております。このため県におきましては、

第五次水産業・漁村振興長期計画に基づきまし

て、１つには、魚種ごとの資源回復措置の実施

によります漁獲量増加の実現、２つ目には、漁

船の小型化による省エネ操業など、燃油価格の

高騰下にありましても高い収益性が確保できる

生産体制の構築、３つ目には、６次産業化や商

工業者との連携促進などによります漁獲物の付

加価値向上、これらを３つの柱として積極的に

取り組んでいるところでありまして、来年度に

おきましてもこれらの取り組みを一層強化する

ための予算としたところであります。

６次産業化などでいきますと、最近でも、御

指摘がありましたチョウザメやキャビアという

例もございますし、サクラマスだとかへべすぶ

りだとか、そういうような新たな取り組みもご

ざいますし、養殖ブリなどの海外への輸出、そ

んないろんな動きもあるわけでございます。今

後とも市町村や関係団体と連携をし、水産業の

持つこうしたポテンシャルを生かしながら、

「儲かる漁業」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。

本当に手を尽くして取り組○重松幸次郎議員

んでいただきたいと思います。他県では、漁師

を確保するため、新規就業者に中古漁船を無料

貸与したり、家賃を半額補助する取り組みとか

も出ておりました。あらゆる方策を講じて水産

業の人材確保、成長戦略をよろしくお願いいた

します。

次は、ふぐ取扱条例についてであります。昨

年４月に一部改正されたふぐ取扱条例の福祉保

健部の資料では、シロサバフグ 宮崎ではキ―

ンフグ に似たドクサバフグが日向灘で採取―

されるようになり、平成20年には宮崎港で釣っ
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たドクサバフグによる食中毒が発生。また、食

品衛生法に違反するトラフグの肝臓、肝の販売

が行われたり、シロサバフグの肝臓を含む料理

がテレビで放映されるなど、不適切な取り扱い

による健康被害を防ぐため、条例が一部変更に

なった。これにより宮崎県産フグの安心・安全

を裏づける仕組みが示されたということであり

ました。平成24年度に改正された宮崎県ふぐ取

扱条例の内容と施行後の認証状況について、福

祉保健部長にお伺いいたします。

条例改正につ○福祉保健部長（佐藤健司君）

きましては、フグによる健康被害を未然に防ぐ

ために改正いたしましたが、改正の内容としま

しては、一つには、安全・安心なフグを提供す

る施設を知事が認証するという制度の創設でご

ざいまして、この中の要件として、一つには、

専任のふぐ処理師の設置というものがございま

す。こういう認証制度の創設を初め、施設への

認証書の掲示、及び有毒な部位を保管・処分す

るための施錠できる容器の設置を義務づけたも

のでございます。県では、この制度の普及・定

着を図るため、各地区での営業者に対する説明

会の実施や県ホームページでの啓発を実施し、

平成26年１月末までに県内で147施設がフグ処理

施設として認証を受けております。

ふぐ処理師は、調理現場で○重松幸次郎議員

２年以上修行、従事し、難しいと言われる学

科、実技の検定試験を合格された方でありま

す。専門的な知識と卓越したわざを持つ地域の

「人財」であります。こういう方々が県内に多

くいれば料理業界の安心・安全が広がります。

さて、フグを提供している施設には２通りあ

ると聞いております。１つは、認証施設で、ふ

ぐ処理師の設置義務があり、生きた丸のままの

フグを仕入れ、処理、除毒して販売することが

できる施設。宮崎県内の施設は、今お話があっ

たとおり147施設、それ以外の施設も含めて200

名ほどの従事者登録があるようです。店内に認

証書の掲示のほかに、食品衛生協会から店頭表

示用のシールが今回できたそうです。２つ目

は、それ以外の施設で、ふぐ処理師の設置義務

はなく、ふぐ処理師のいる施設で処理、除毒し

たフグ、みがきふぐのみを仕入れて販売する施

設であり、みずからフグの処理、除毒はできな

いこととなっているようです。

フグの取り扱いは命にかかわる問題で、今回

の条例改正でフグを処理する店の認証制度はい

いことだと思います。しかし、今よりももう一

歩進めて検討が必要と思われることが２点あり

ます。１点は、認証施設であるが、フグ処理の

有資格者が退職や移転した場合は即時報告義務

があること。有資格者不在の空白をつくらない

ということです。２点目は、認証書を掲示して

いない店があるが、みがきふぐ、除毒されたフ

グだけを取り扱っているマーク等を表示するこ

とで、消費者は安心して食べられるという徹底

が必要かと思われます。検討をお願いいたしま

す。

さらに、冒頭申し上げたように、他県ではフ

グの肝臓、肝を食べさせるところがあると聞い

ておりますが、フグはどこに毒を持っているの

か、またどのように取り扱うのか、具体的に福

祉保健部長にお伺いいたします。

フグの毒につ○福祉保健部長（佐藤健司君）

きましては、有毒部位がフグの種類ごとに異な

るため、国において、処理等により人の健康を

損なうおそれがないと認められる種類及び部位

を示しております。この中で、例えばトラフグ

やシロサバフグでは、筋肉、皮、精巣が食べる

ことができる部位となっております。しかし、
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肝臓につきましては全ての種類において食べる

ことができる部位とはなっておりません。要す

るに、どういう種類のフグであれ肝臓は食べる

ことはできないということでございます。この

ため、肝臓など食べられない部位につきまして

は、ふぐ処理師が除去した後、施錠できる容器

により厳重に保管・処分を行うよう条例で定め

ているところです。近年、フグによる食中毒の

ほとんどは家庭での調理によるものであります

が、今後とも条例の趣旨にのっとり、処理施設

や飲食店、家庭においてフグによる健康被害が

発生しないよう啓発に努めてまいります。

フグの毒はテトロドトキシ○重松幸次郎議員

ンと呼ばれ、フグの種類によって、今お話があ

りましたように皮や筋肉にも含まれていて、通

常の加熱、煮たり焼いたりでは壊れないという

ことであります。フグ中毒に効くワクチンや血

清、また解毒剤もないということであります。

これは下関市のホームページなどに書いてあり

ました。家庭での調理、つまり素人調理による

中毒事故が大半だと述べられておりましたが、

釣ったフグを自分で調理したり、人にあげたり

してはいけないという内容のものを釣り具店等

に周知することもお願いいたします。

最後に、東九州自動車道の開通を機に観光誘

客に力を入れて取り組んでいただきたいと思い

ます。特に教育旅行についてでありますが、教

育旅行誘致の現状と誘致促進に向けた今後の取

り組みについて、商工観光労働部長にお伺いい

たします。

教育旅行○商工観光労働部長（茂 雄二君）

につきましてはこれまで、九州新幹線の開業に

よりアクセスが向上した関西・中国地方や、教

育委員会と連携した隣県への誘致活動を中心に

取り組んできたところであります。また、今年

度は宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合に教育

旅行専門の職員を配置し、県外の旅行会社、学

校関係者へのセールスや招聘事業等に重点的に

取り組んでいるところであり、平成22年度に

約1,000人にまで落ち込んだ延べ宿泊者数は、今

年度4,000人程度に回復する見込みであります。

県といたしましては、来年度、東九州自動車道

の開通を見据えた北部九州や四国への誘致活動

を初め、有識者によるセミナー等を通じたホテ

ル・旅館等のおもてなしの向上などにも取り組

むこととしており、引き続き、本県への教育旅

行誘致に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

教育旅行関係者向けのガイ○重松幸次郎議員

ドブックも見せていただきましたが、食に学

ぶ、またスポーツ体験、農家民泊などのメニュ

ーやおすすめモデルコースなど、宮崎ならでは

の学習プランが満載でありました。マリンアク

ティビティとかサーフィンの体験とかはすごく

人気があるというふうに言われておりました。

これからもしっかり取り組んでいただきたいと

思います。

平成19年と21年の本議会でも取り上げられて

おりますが、宮崎空港近くにある掩体ごうが８

基残っております。掩体ごうとは戦闘機などを

敵の空襲から守る格納庫でありますが、そのほ

かにも弾薬庫跡も２基あるそうです。そこで、

以前、教育旅行に関する議会答弁として、「宮

崎空港周辺にある掩体ごうの活用について、宮

崎市の意見を聞くなどしてみたい」としており

ましたが、その後の状況はどうなっているの

か、商工観光労働部長にお伺いいたします。

宮崎空港○商工観光労働部長（茂 雄二君）

周辺の掩体ごうにつきましては、その多くが民

有地に残存しておりまして、また、老朽化によ
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る安全性の問題もあるなど、現時点では教育旅

行の素材として活用できる状態にはないと伺っ

ております。教育旅行を誘致する上で平和学習

は重要な要素ではありますが、現在、宮崎市を

初め市町村におきましては、マリンスポーツ体

験など地域の特性を生かした体験型の素材開発

に重点を置いて取り組んでいるところでありま

す。また県では、命のとうとさや食の大切さに

ついて学べる口蹄疫メモリアルセンターや宮崎

大学での太陽光学習など、本県ならではの素材

のＰＲにも取り組んでおり、今後とも市町村や

関係団体等とともに、新たな素材の掘り起こ

し、ＰＲに努めてまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 掩体ごうは、今のところ活

用は難しいということでございますが、これも

ホームページで大分県とか高知県の例を見せて

いただいたんですけれども、しっかり碑をつ

くったりして活用されている県もありました。

また、毎年４月の第１日曜日に宮崎空港の西側

にある特攻基地慰霊祭が行われて、私たちも毎

年行かせていただいております。これは、太平

洋戦争時に宮崎海軍航空隊基地として―碑に

書いてありましたが、「宮崎基地より出撃した

銀河特攻機47機、搭乗員140名ならびに陸海攻

撃、雷撃作戦に出撃した搭乗員605名が散華しま

した。」、このように慰霊碑奉賛会の案内板に

説明が書いてありました。掩体ごうとあわせて

特攻基地の資料を紹介することで、平和学習の

場として活用できないかと思い質問させていた

だきました。もちろん航空大学校もあり空にま

つわるものもたくさんあり、川南の落下傘部隊

とか、そういうことも史実としてあります。ト

ータルしてそういうものを今後も一つの資料と

して活用できたらなというふうに思いました。

以上で質問の全てを終了いたします。ありが

とうございました。（拍手）

○丸山裕次郎副議長 次は、 原正三議員。

○ 原正三議員〔登壇〕（拍手） 本日最後に

なりました。もうしばらくおつき合いくださ

い。基本的な方針について聞いてまいりたいと

思います。予算全般についてはアトランダムに

なりますが、お尋ねいたしたいと思います。

まず、試験研究開発費について。平成26年度

の予算書に一通り目を通してみました。一言で

言うならば、めり張りのよくきいた主張のよく

わかる予算配分構成になっているなとは感じま

した。代表質問や昨日来の一般質問とできるだ

けダブらないように質問してまいりたいとは思

いますが、まず、未来への投資・試験研究の取

り組みについてであります。

農政の大改革が行われようとしている中、

「農業を成長産業に」の合い言葉のもと、農業

にイノベーションを起こすべきは、今や必然の

状況となりました。また、東九州自動車道の開

通をにらみ、北九州への展開も考えておられる

ようでありますが、工業地帯、その先進地北九

州の多様なニーズが、これまで以上の高い技術

力や品質を要求してくることも、これまた間違

いのないことだと思われます。産業全ての分野

において試験研究体制の整備強化が重要になる

と思われます。まずは試験研究開発に対する知

事の御認識をお聞かせください。

後は自席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

人口減少や少子高齢化の急速な進行、地球環

境問題など、社会経済情勢が大きく変化する中

で、生産性の向上によります経済の活性化や医

療の充実、健康の維持など、将来を見据えた科

平成26年３月４日(火)
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学技術への投資は極めて重要であると認識をし

ております。本県におきましても、30年の歳月

を経て販売に至ったキャビアを初め、ＳＰＧを

活用した次世代はんだ粒子の製造技術や残留農

薬の高度分析技術の開発など、これまでの長年

にわたる研究の成果が花開き、本県の発展に大

きく貢献することが期待されているところであ

ります。農産物の新種の開発、木材の利用技

術、まだいろいろ、技術開発さまざまな分野で

なされているところであります。県では、平

成23年３月に改定をしました宮崎県産業科学技

術振興指針に基づきまして、「農業・食品」

「医療、健康・福祉」「環境・新エネルギー」

の重点３分野を中心としまして、大学、企業等

との産学官連携を推進しているところでありま

す。今後とも長期的視点に立ち、成長産業の育

成や県民生活の向上に寄与する技術など、本県

の将来を支える研究開発の推進に努めてまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

それでは、試験研究部門を○ 原正三議員

持っておられる環境森林部長、商工観光労働部

長、農政水産部長に一括してお尋ねいたします

が、平成26年度の試験研究の取り組みの考え方

や基本方針、あるいは試験研究重点項目などに

ついてお聞かせください。

なお、予算の状況、対前年度比はどうなって

いるか、そこのところもあわせてお願いをいた

します。

環境森林部に○環境森林部長（堀野 誠君）

おきましては、資源循環型林業の推進や県産材

の需要拡大を図るため、低コスト林業技術の開

発や、杉の加工技術の高度化と新たな用途開発

などの試験研究に取り組んでおります。来年度

の主な取り組みとしては、まず林業技術センタ

ーでは、本県が独自に開発したＭスターコンテ

ナ苗を用いて植林の効率性を大きく向上させ、

再造林の低コスト化につながる研究など９つの

研究テーマを予定しております。また、木材利

用技術センターでは、公共建築物の木造化等に

対する技術支援のほか、新たな杉集成材の開発

など12の研究テーマを予定しております。

なお、両センター合計の予算は、国の経済対

策による「地域の元気臨時交付金」を活用した

設備機器の更新などに伴いまして、本年度

比13.9％増の約４億9,000万円となっておりま

す。

所管の工○商工観光労働部長（茂 雄二君）

業技術センター及び食品開発センターにおきま

しては、県内製造業の技術の高度化や高付加価

値化を図るために、企業ニーズや産業界の技術

動向等を踏まえた試験研究を進めていくことと

しております。来年度の主な取り組みといたし

ましては、新商品開発等の拠点となるフード・

オープンラボを整備しまして、新たなヒット商

品などにより宮崎の食を全国に向けて発信でき

るよう、食品製造業等への支援を強化してまい

ります。また、３Ｄプリンター等を活用したも

のづくりに関する研究や、湿度コントロール技

術による食品の鮮度維持に関する研究など、22

の研究テーマを予定しているところでありま

す。

なお、両センター合計の予算としましては、

地域の元気臨時交付金を活用した設備機器の導

入等に伴いまして、本年度比6.5％増の約６

億7,000万円となっております。今後とも両セン

ターの機能が十分に発揮されますよう、関係機

関とも連携しながら円滑な業務の推進に努めて

まいります。

平成26年度農○農政水産部長（緒方文彦君）
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政水産部予算では、「産地力の維持・拡大」と

「フードビジネスの推進」を重点項目といたし

まして、試験研究分野におきましても、生産現

場での喫緊の技術課題やイノベーションにつな

がる研究等に重点的に取り組むこととしており

ます。具体的な取り組みといたしましては、世

界一の残留農薬分析力を持つ新分析装置や、次

世代施設園芸を可能とするハウス環境制御シス

テムの開発、畜産新生プランの実現を図る肉用

牛の繁殖技術の改善、近海カツオ一本釣り漁業

日本一を支える気象衛星を活用した漁場探索シ

ステムの開発など、所管の農業、畜産、水産の

３試験場合わせまして135の課題を予定しており

ます。

３試験場の予算につきましては、地域の元気

臨時交付金を活用した備品の更新等も含めまし

て、本年度比で17％増の約30億3,000万円となっ

ております。

各部ともそれぞれかなり予算○ 原正三議員

が増額になっているようでありまして、これが

もし減になっておれば、このことに限って知事

とずっとやるつもりでしたけど、大方針を聞く

という基本に立ち返って、以上で聞きません

が。

一つの例です。これは植物工場を ロボッ―

トをつくっている自動制御を専門とする会社な

んですが、種まきから収穫までを自動化するシ

ステムの開発を今進めていると。16年度には販

売を開始するんだというような情報もありまし

てですね。実は私が若いときおった会社なんで

すけど、必ずそことということではないんです

が、民間も、そういう設備投資の会社が農業に

かなり力を向けていろんな開発をやってきてい

るようですから、これからは産学官の産の部分

とできるだけ 官がやるところ、学がやると―

ころ、民がやるところしっかり役割分担して、

きょうはそこまでは入りませんけれども、頑

張っていただきたい。いろんな研究項目をお持

ちのようですから、後は細かいところは委員会

等で議論してまいりたいと思います。

次に移ります。女性・高齢者の活用について

であります。少子化による社会の活力の減少が

懸念されております。政府は女性と高齢者の活

用を政策の柱の一つに掲げました。知事もま

た、みやざき新生の「人財づくり」の中で女性

と高齢者の活躍の場づくりを提唱されておりま

す。不肖私も、これまで同様の考えで質問した

ことがございました。

さて、平成26年度の知事提案理由説明にも、

「女性・高齢者の活躍などを支援する」との記

述があり、予算書の事業説明には、ことし特に

「女性・高齢者」の文字が多く使ってございま

す。重点施策に掲げられた「女性・高齢者の活

躍」ということについて、平成26年度の予算書

に込められた知事の思い、お考えをお聞かせく

ださい。

あらゆる人が年齢や性○知事（河野俊嗣君）

別にかかわらず挑戦する意欲を持ち続け、個性

や可能性を発揮しながら社会で活躍できる場が

与えられること、これこそが人としての成長、

そして地域社会の活力を支える源である、私は

常々そのように考えておるところであります。

少子化や生産年齢人口の減少が進む中で、とり

わけ女性や高齢者の皆様には、あすの産業や地

域社会の重要な担い手として、これまで培って

こられた知識、感性、経験などを存分に発揮い

ただくことが期待されている、そのように確信

しております。極めて重要な潜在労働力という

ようなことであろうかと思います。このような

観点から、来年度の重点施策の一つである「将
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来の発展と地域を支える人財づくり」におきま

して、「女性の一層の活躍と高齢者の生涯現役

に向けた支援」を掲げたところであります。み

やざき人財づくり基金も活用しながら、女性や

高齢者が生き生きと活躍する社会の実現に向け

てさまざまな施策を積極的に展開してまいりた

いと考えております。

「潜在労働力」、いい表現○ 原正三議員

だったと思います。女性と高齢者の活躍、よろ

しくお願いしたいと思います。

これまでの質問と多少ダブりますが、各部長

にお尋ねしたいと思います。一括してお尋ねい

たします。「女性・高齢者の活躍」に関する平

成26年度の主な取り組みについて、関係部長の

御見解をお聞かせください。総合政策部長、福

祉保健部長、商工観光労働部長お願いいたしま

す。

平成26年度、○総合政策部長（土持正弘君）

総合政策部では、第２次みやざき男女共同参画

プランに基づき、女性の活躍促進に向けた取り

組みとしまして、新たに企業経営者等を対象と

した講演会やセミナーの開催など、企業向けの

啓発にも取り組むことといたしております。ま

た、再就職や創業、キャリアアップなど女性の

チャレンジを応援するため、相談・情報提供窓

口の設置や支援講座の開催、ロールモデルとし

てさまざまな分野で活躍する女性の表彰を引き

続き実施しますとともに、県の関係機関や労働

局、商工団体等で構成する女性の活躍サポート

連絡協議会を活用いたしまして、国や県のさま

ざまな支援等や情報について、ホームページ等

で効果的な発信に取り組むこととしておりま

す。さらに、地域における女性の参画を促進す

るため、その推進役となる地域リーダーのレベ

ルアップや新たな人材の掘り起こしにも引き続

き取り組むことといたしております。

福祉保健部に○福祉保健部長（佐藤健司君）

おきましては、団塊の世代を初めとする多様な

能力、意欲を持つ高齢者の方々と、世代間交流

や学習支援などさまざまな活動を行っているＮ

ＰＯ等をマッチングすることを狙いとしたシニ

ア・団塊世代応援フェアを開催するのを初め、

宮崎ねんりんピックの実施等を通じまして社会

参加や健康・生きがいづくりの機会を提供する

こととしております。また、社会奉仕や子供の

見守り活動などにより地域に貢献されている老

人クラブへの支援等にも取り組むこととしてお

ります。これらの取り組みとともに、リーフ

レットの作成などによりまして、多くの高齢者

の方々が、社会から支えられる側ではなく、み

ずから社会を支える側に回って活躍していただ

けるような機運の醸成を図りまして、社会参加

の一層の促進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、女性や社会経験を積ん

だシニアの活躍を促進し本県経済の活性化を図

るため、まず、県の中小企業融資制度におきま

して、起業意欲のある女性や55歳以上の方を対

象に、保証料率を優遇した特別枠を設けたいと

考えており、多様な分野、業種で女性やシニア

の活躍の場が広がることを期待しております。

また、新たな創業を支援するビジネスプランコ

ンテストにおきまして女性やシニアの分野を新

たに設け、すぐれた提案については専門家によ

る磨き上げやマーケット開拓のサポートまでさ

まざまなメニューを準備して一貫して支援して

まいりたいと考えております。このような取り

組みによりまして女性や高齢者の個性や経験、

能力を生かした新規創業や新分野への進出を支



- 254 -

平成26年３月４日(火)

援し、県内産業の振興を図ってまいりたいと考

えております。

ありがとうございました。○ 原正三議員

次に移ります。自動車産業北部九州フロン

ティアオフィス運営事業についてお尋ねしま

す。東九州自動車道の開通により受注拡大の可

能性が広がってまいります。本県の企業には期

待が大きく膨らむところであります。本県自動

車関連産業の現状、北部九州フロンティアオ

フィスを設置する狙い等について、商工観光労

働部長の御見解をお聞かせください。

本県の自○商工観光労働部長（茂 雄二君）

動車産業につきましては、平成23年の製造品等

出荷額が413億円と、リーマンショック前と比較

しまして３割以上減少するなど厳しい状況にあ

ります。一方、北部九州にはトヨタ自動車、日

産自動車、ダイハツ工業が立地しまして、平

成24年度には生産台数が過去最高の142万台とな

り、国内シェアも17.3％にまで上昇しておりま

す。このような中、東九州自動車道北九州―宮

崎間が開通する予定であり、これまで距離の問

題等によりまして取引がほとんど成立しなかっ

た本県企業にとって大きなビジネスチャンスに

なるものと期待をしております。このため、県

内企業の営業拠点を自動車産業の集積が進む北

部九州に設置し、販路開拓を図っていくもので

あります。

その中に取引アドバイザーの○ 原正三議員

方を置くということのようですが、これは自動

車メーカーの職員さんと聞いております。初め

ての試みではないかというふうに思っておりま

す。効果が期待されるところではありますが、

ものづくりの最先端でありますし、あのシビア

な自動車メーカー相手の話であります。果たし

て実現するのかなと、期待しながらもまた一抹

の不安も感じるわけでありますが、実現の可能

性と実現後の展望について、商工観光労働部長

のお考えをお聞かせください。

自動車メ○商工観光労働部長（茂 雄二君）

ーカーにおきましては、コスト削減の観点等か

ら地場調達率の向上に努めているところであり

ます。調達に影響のある取引推進アドバイザー

の設置につきましては、現在、メーカーの感触

を探っているところでありまして、本格的な交

渉はこれからでありますが、実現に向けて努力

してまいりたいと考えております。北部九州に

拠点を持つことは、取引情報の収集・分析、緊

急時の対応などの効果に加えまして、アドバイ

ザーが取引先の紹介や同行などの営業指導等を

行うことによりまして販路開拓がスムーズにな

るものと考えております。この事業の推進によ

り、リーマンショックからいまだ回復していな

い本県自動車産業の再生を図ってまいりたいと

考えております。

ぜひ実現していただいて一歩○ 原正三議員

一歩積み上げていっていただきたいものだと思

います。ノーチャレンジ、ノーサクセスと言い

ますから、失敗を恐れずにやっていただきたい

と思っています。私どももまた応援したいと

思っておりますし、これが成功すれば、ほかの

産業、北九州には車以外のものづくりのいろん

な会社がありますから、そういうところの発展

にもつながるものだというふうに思っておりま

すので、頑張っていただきたいと思います。

次に、消防団について３点お尋ねいたしま

す。消防団については、我が会派の松村政審会

長から質問がありましたが、少し違う観点から

お尋ねしたいと思います。

近年、全国的に消防団員が減少していると聞

いておりますが、東日本大震災を初め、地震や
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局地的な豪雨による災害が頻発するなど、地域

防災力の重要性が増してきておることは御案内

のとおりであります。消防団は地域防災力のか

なめであり、私も実は、かつて地元消防団に５

年間ほど入っておりましたが、団員数が今減少

している状況を見るにつけじくじたる思いがし

ておりました。こうした状況を受け、国会にお

いては議員発議により、「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、消防団員の確保や消防団の装備の充実など

に取り組むことが定められたところでありま

す。以下３点ほど、危機管理統括監にお伺いい

たします。

まず、本県消防団員数がどのぐらい減少して

いるのか、加入状況についてお聞かせくださ

い。また、県職員で地元の消防団に加入してい

る人は何人いるのかお聞かせいただきたいと思

います。

消防団員○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

数は、平成25年４月１日現在１万5,079人でござ

いまして、５年前に比べますと142人の減少と

なっているところでございます。人口1,000人当

たりの消防団員数は13.4人となっておりまし

て、全国平均の6.8人を大きく上回る数値とは

なっているところでございます。

また、消防団に加入している県職員の数は、

平成26年１月１日現在で24人となっているとこ

ろでございます。

意外と県庁の中にも地元の消○ 原正三議員

防団に入っている人がいるということにびっく

りして、ああよかったなというふうに思ってい

るところでした。減ってはいるが、全国に比べ

るとかなり多いようですね。定数に足りないと

ころもあるようですから、ぜひ市町村とよく連

携の上頑張っていただきたいと思います。

次に、佐賀県では新年度、県庁内に消防団を

つくることを決めたそうであります。都道府県

庁内の消防団発足は全国で初めて、団員は25

人。平日の昼間に県庁周辺で火事が起きた際に

出動するのだそうであります。消防団員が減少

する中、消防団への理解を広げ団員確保につな

げるにはみずから行動することが必要だと判断

したのが始まりだと聞いております。評価に値

することであります。

さて、本県は南海トラフ大地震への備えが焦

眉の急となっているときでもあります。県民の

危機管理意識醸成のためにも、ここは一番、県

庁みずからが消防団を結成して率先垂範、その

心意気を県民の皆様に御披瀝されてはいかがか

と思いますが、危機管理統括監の御見解をお聞

かせください。

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佐賀県の取り組みに

関しましては、消防団員確保に率先して取り組

むという観点から先進的な取り組みだと受けと

めているところです。本県では、町村部の役場

職員を中心に、平成25年４月１日現在で1,479人

もの県及び市町村職員が消防団に加入している

という現状もございます。また先般、総務大臣

から各都道府県知事宛てに書簡が送られたとこ

ろでございますが、その中で職員の消防団加入

への取り組みが求められ、特に出先機関等の職

員の消防団への加入が、地域住民との密着性の

観点から非常に望ましいとされていたところで

ございます。県庁本庁の職員で消防団を結成す

るということになりますと、南海トラフの巨大

地震等々の大規模災害のときはＢＣＰの要員と

しての重要性もありまして、たちまちは難しい

面があるのではないかと考えているところでご

ざいますが、今の地域の密着性の観点というこ
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とから、県といたしましても出先機関等の若手

職員が勤務地の消防団に加入するよう、かつて

も働きかけを行ったことがあるんですけれど

も、改めて働きかけてまいりたいと考えており

ます。

確かに県庁内の設置はいろん○ 原正三議員

な難しさがあるのかなとは思います。できるだ

け出先で参加していただくようにお願いをした

いと思います。

最後に、東日本大震災で多くの消防団員が犠

牲になられたことなどを踏まえ、消防団員の活

動服や装備が充実されると聞いております。こ

の前も質問にございましたが、もう少し詳しく

その取り組みについてお聞かせください。

先般、○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

「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」が成立したのを受け、国では、消

防団員の活動服について、機能性及びデザイン

性の向上と消防団員の士気高揚を図るため、ポ

ケットをふやしたり明るい色調にするなど、基

準を改正したところでございます。また、消防

団員の安全確保の観点から、その装備を充実す

るため基準を改正し、防じんマスクや救命胴衣

などを全消防団員に配備するよう求めるととも

に、市町村への財政措置として地方交付税を大

幅に増額することとしております。県といたし

ましては、市町村において基準に定められた内

容を踏まえた活動服及び装備の充実が図られる

よう積極的に働きかけてまいりたいと考えてお

ります。

できたら県内一緒に、やはり○ 原正三議員

規律の世界ですから同じ服装がばっとそろった

ほうがいいと思いますので、市町村との連携を

よろしくお願いしたいと思います。

次に、農業問題に移ります。

次世代施設園芸についてであります。去る２

月初旬、オランダの次世代施設園芸を視察して

まいりました。調査団は16名、構成メンバー

は、中央会、県経済連、ＪＡ関係、生産者及び

生産団体、行政所管課、そして我々自民党食糧

問題調査会５名であります。林農林水産大臣、

甘利経済再生担当大臣も視察訪問されたところ

でありまして、本県を含め全国数カ所から次世

代ハウスの設置要望があるということが視察の

動機であります。目的は、最先端技術によるト

マトの高収益体制、施設園芸の団地化、産学官

連携強化及び農業振興体制等、一般的にオラン

ダ式と呼ばれる農業を本県農業の参考にするた

めであります。主な調査先は世界的に有名なフ

ードバレー。フードバレーとは、オランダの食

品関連企業と研究機関が集積した地域の総称

で、そこには政府と地方自治体、企業が連携し

て設立したコーディネーター的な機能を持つフ

ードバレー財団や、ワーヘニンゲン大学と複数

の農業関係研究機関が統合して設立された国内

唯一の農業関係研究機関であるワーヘニンゲン

大学リサーチセンター、そしてグリーンポート

と呼ばれる施設園芸産業集積地やトマトの情報

交換、技術や品種の展示、研修交流等を目的に

設立されたトマトワールドなどがあります。ち

なみに、オランダは九州とほぼ同じ面積で、農

林水産物の輸出額は2000年対比７割の伸び、米

国に次ぐ世界第２位であります。全体では経営

体数が日本と同じように減少しているものの、

大規模経営体数は増加しているとのことであり

ます。以下、２点ほどお尋ねをいたしたいと思

います。

知事は平成25年度補正予算の中で、「ＪＡが

行う先端技術や地域エネルギーを活用した施設

園芸の整備に対する助成を行う」と説明されま
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したが、対象施設の概要と今後の展開について

お聞かせください。農政水産部長お願いをいた

します。

本県では、Ｊ○農政水産部長（緒方文彦君）

Ａ宮崎中央ほか農業団体、民間企業、国富町、

県などで構成するコンソーシアムが事業主体と

なって、国富町にピーマン、キュウリを栽培す

る約４ヘクタールの大規模ハウス団地や育苗施

設などを平成26年度中に整備するとともに、木

質バイオマス暖房機やＩＣＴを活用した環境制

御装置を導入し、生産性向上に向けた技術の実

証を行うこととしております。なお、本事業で

整備されるハウスにつきましては担い手農家等

にリースすることになっておりまして、営農指

導を初め重点的な技術支援を行うこととなって

おります。県といたしましても、この取り組み

を県内他産地にモデルとして波及させ、施設園

芸の構造改革に生かしてまいりたいと考えてお

ります。

このコンソーシアムに企業が○ 原正三議員

入ってやると。またそこもおもしろいところで

はないかというふうに思っています。

さて、実証し、県内他産地にモデルとして波

及させ、施設園芸への構造改革に生かすとの御

回答をいただきましたが、要はその先、今回の

事業取り組みを本県施設園芸の発展に、事実上

どのようにつなげていくのかということが肝要

であります。どのように波及させていかれるの

か、農政水産部長の御見解を再度お聞かせくだ

さい。

今回の取り組○農政水産部長（緒方文彦君）

みは、高度な環境制御装置を用いて高収益生産

を可能にする宮崎型の栽培管理システムを構築

するとともに、大規模経営を行う担い手をモデ

ル的に育成するものであります。このため、ハ

ウスの団地化や集約化、さらには機能向上を進

めようとしている県内の産地に対しまして、本

事業の成果を広く周知し産地の意識改革を図る

ことにより、将来にわたって施設園芸農家が安

心して経営を継続・発展させ、ひいては本県施

設園芸の構造転換・強化につなげてまいりたい

と考えております。

―また、本事業のモデルとなったオランダ

私も視察をしてしっかりと見てまいりましたけ

れども の先端技術への取り組みや農業に対―

する考え方等につきまして、関係機関・団体と

情報を共有することによりまして、本県施設園

芸の持続的な発展に取り組んでまいりたいと考

えております。

答弁の中で、「構造改革」○ 原正三議員

「構造転換・強化」「意識改革」「考え方」の

言葉が語られました。農業は経済であるという

徹底した競争経済主義のオランダと同じには、

日本の場合はまいりませんが、少なからず本県

農業も構造改革とともに意識改革、考え方の変

更が、ＴＰＰの参加いかんにかかわらず、将来

への備えとして必要なときに来ていることは間

違いないと考えます。モデルがモデルのままで

終わらないように、徹底した技術支援と検証を

していただくと同時に、この際、オランダの先

端技術も抜かりなく導入・習得していただい

て、悪い言葉で言えば盗んでいただいて、次世

代施設園芸が本県農業発展の一翼を担える日が

早く到来しますことを御期待申し上げて、次に

移ります。

再生可能エネルギー、里山資本主義と呼んで

おりますが、「里山資本主義」という本がござ

います。先日、河野議員の発言にもございまし

たし、知事からもこの本の名前が出ました。横

田議員からもあったように思っております。
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「デフレの正体」を執筆した藻谷浩介氏とＮＨ

Ｋの広島取材班によるもので、多くの方々に読

まれているようであります。私流に要約します

と、地域の資源をエネルギーとして活用して、

外部に支払っていたエネルギー購入費を地域内

で循環させれば、地域はもっと潤うのではない

かという考え方のようであります。これは決し

てマネー資本主義を否定するものではなく、そ

の経済システムの横にこっそりと存在するサブ

システムのようなものとも説明されており、一

例としてオーストリアのギュッシング市を紹

介。木質バイオマスの熱利用で脱化石燃料を達

成、太陽光発電なども進め、年に600万ユーロも

の金額を地域外に流出させていたギュッシング

市では、2005年の時点でお金の流れは完全に逆

転し、地域全体で1,800万ユーロもの売り上げを

得られるようになったとあり、今は安価な安定

した熱や電気を求めて企業が立地、「最も貧し

い町が豊かになった」と書いてあります。この

経済の形はギュッシングモデルと呼ばれ、ヨー

ロッパ各地で導入が進んでおり、視察団も多く

訪れているとのことであります。ちなみにオー

ストリアはユーロ経済危機の影響は回避してい

る国であり、そこに訪れていたユーロ危機真っ

最中のイタリア視察団はここで一体何を学ぼう

としているのか、との意味深な問いかけの行も

ございました。

さて、我が宮崎は木材資源に恵まれ、日照時

間も長く、水力発電の先進地であることなど、

再生エネルギー資源には大変恵まれておりま

す。しかも県民所得が低く、県際収支5,800億円

の赤字県宮崎であります。先般の厚生労働省の

賃金基本統計調査2013によりますと、本県はい

よいよ最低だったという報道もあります。その

宮崎にとっては、県外への支出を減らし、域内

循環マネーをふやしていくことは、県政の大き

な課題であると考えます。知事が今回打ち出さ

れた物品購入や調達等の地産地消も基本は同じ

と考えます。島の経済に例えればよくわかりま

す。この里山資本主義の思想には何か学ぶべき

ものがあるのではないか、本県浮揚のヒントが

そこに潜んでいるのではないか、そんな気がし

てなりません。再生エネルギーを推進すること

が県民所得の向上につながるとの考え方に立っ

て、今年度のそれぞれ各部の取り組みについて

お伺いするものであります。

まず、総合政策部長にお願いします。本県の

電力部門の県際収支はどうなっているのか、お

聞かせください。

県が把握して○総合政策部長（土持正弘君）

おります平成24年の本県の発生電力量は約49億

キロワットアワーでありました。一方、県内の

消費電力量は約94億キロワットアワーでありま

して、差し引き約45億キロワットアワーの受電

超過となっております。これを標準的な電気料

金の単価を用いて試算してみますと、電力部門

の県際収支は約600億円程度の赤字になるものと

考えられます。

まず、この統計数字を出す上○ 原正三議員

で 聞いてしまえば「ああ、600億円か」とい―

う話なんですが、職員の皆さん方は相当なデー

タを集めてこの数字を引き出されたようであり

まして、御苦労に対して感謝を申し上げなが

ら、600億円の電気料を外に払っているんだなと

いうことを認識して、次に移ります。

環境森林部長にお尋ねいたします。太陽光発

電及び木質バイオマス発電の現状と平成26年度

の取り組み内容についてお聞かせください。

初めに、太陽○環境森林部長（堀野 誠君）

光発電ですが、住宅用につきましては、世帯普
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及率が平成17年度以降全国第２位を維持するな

ど順調に設置が進んでおります。またメガソー

ラーにつきましても、県が把握している範囲で

すが、一昨年７月の固定価格買い取り制度開始

前は３件でしたが、昨年12月末現在では23件と

なるなど、急速に設置が進んでおります。来年

度は、特に普及の進んでいない保育園や病院な

どの民間の公共的施設等への設置支援をモデル

的に行うとともに、新エネルギーの一層の導入

促進を図るため、県民への普及啓発等に取り組

むこととしております。

次に、木質バイオマス発電につきましては、

既存施設に加えまして、大量の林地残材等を燃

料とする発電施設が現在３カ所建設中であり、

さらに２カ所の建設計画が進んでおります。来

年度は引き続き、発電施設や木質バイオマスの

安定的な供給に必要な機械等の整備への支援を

行うとともに、新たに、山元への利益還元を図

るため、個々の林家が直接参加できるような仕

組みづくりなどにも取り組むこととしておりま

す。

農政水産部長にお尋ねいたし○ 原正三議員

ます。農業用水を利用した小水力発電の取り組

み状況についてお聞かせください。

農業用水を活○農政水産部長（緒方文彦君）

用した小水力発電につきましては、県の小水力

発電等農村地域導入支援事業を活用いたしまし

て、市町村や土地改良区、企業局などで構成す

る連絡会議において、研修会や先進地視察を通

じて諸制度や最新技術などの情報共有を図って

いるところであります。また、マスタープラン

の策定や発電適地の掘り起こし、導入に向けた

具体的な調査を行うとともに、昨年度は綾町、

本年度は日之影町で施設整備を行ったところで

あります。小水力発電は土地改良区の維持管理

費の軽減や地域活性化にも寄与することから、

今後、発電適地につきまして、費用対効果も勘

案した上で、地元土地改良区や市町村等と連携

して導入促進に努めてまいりたいと存じます。

最後に、企業局の小水力発電○ 原正三議員

について。これには、横田議員もそうでした

が、かなり何回も質問してまいりました。この

小水力発電をやるべきだ、県民の皆さんからも

かなりの要望があります。現状と今後の取り組

みについてお聞かせください。

企業局におきまし○企業局長（濵砂公一君）

ては、祝子第二発電所に引き続きまして、綾北

ダムの維持放流水を活用したマイクロ水力発電

設備の建設を現在進めているところでございま

す。また今年度は、日之影町と共同で同町下小

原地区におきまして、売電を目的とした最大出

力５キロワットの発電所をモデル的に建設し、

同様に西米良村におきましても、自家消費を目

的とした１キロワットの発電設備を現在整備中

でございます。さらに来年度は、県内の治水ダ

ムでは初めてとなりますけれども、日南ダムで

の発電所の建設工事に着手する予定でございま

して、ほかの治水ダムにつきましても可能性の

見出せるところがあれば検討を進めてまいりた

いというふうに考えております。

水力発電の優位性は今後も変わることはない

ものと考えておりますし、本県は豊かな水資源

に恵まれております。特にその中でも小水力発

電は、大規模開発の適地がほとんど残っていな

いという状況の中で、身近に存在する利用され

ていないエネルギーを有効活用する、いわば地

産地消と申しますかそういうものでございまし

て、その規模に応じて売電あるいは電気柵や街

灯など、工夫次第でいろいろな活用が考えら

れ、中山間地域等の活力維持のための方策の一
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つとして有益ではないかと考えておるところで

ございます。

企業局におきましては、山間部を中心に発電

所等を設置して事業を営んでいるところでござ

いまして、地域還元の大きな柱の一つとして小

水力発電に力を注ぐべきと考えておりますの

で、今後とも企業局みずからの取り組みと市町

村等への技術支援の両面から、県内への小水力

発電の普及に貢献してまいりたいというふうに

考えております。

詳しく御説明いただきまし○ 原正三議員

て、ありがとうございました。

今回は県際収支の改善ということが目的では

ありませんので、電気代だけに限っての新エネ

ルギーの推進という立場で質問したところです

が、地方の県際収支を見ますと、石油、電気、

ガスなどが赤字額の最大の要因になっているよ

うであります。要するに熱量、例えば暖房、ハ

ウスにしても家庭にしてもそうですが、この熱

量をバイオマス等でやることによってガスある

いは石油が減らせる。いろんなことがあるわけ

ですが、今、「エネルギーの地産地消」という

言葉が局長から出ましたけれども、まさしくエ

ネルギーの地産地消を進めることが県際収支の

改善にもつながるといったことで間違いはない

と思います。この県際収支については、また次

回なり今後の議論の課題にして……。

人財づくりについてはいろいろ出ましたの

で、割愛させていただきます。

最後になります。自転車の活用、サイクルト

レインであります。私は名ばかりの挨拶要員と

はいえ、一応宮崎県自転車競技連盟の会長であ

りますから、自転車関連の記事にはいつも目を

奪われます。昨年末、「日南線でサイクルトレ

インモニターツアーの社会実験実施」の記事を

目にしました。主催者は自治学院の自主研究グ

ループであります。いわゆる県庁の職員さんた

ちです。大震災以降、自転車利用者が増加傾向

にある今、時宜を得た大変よい試みを実施して

いただいたものだと感謝しながら、強い関心を

持って記事を読んだ次第であります。サイクル

トレインというのは、自転車を解体せずに持ち

込みができる列車のことで、ドイツなど欧米諸

国や、本県となじみの深い台湾、韓国では専用

の車両が連結され運行しております。一方、日

本においては旅客営業規則で持ち込みはできま

せん。解体して専用の袋に収容すればオーケー

であります。ただし、路線によっては中小私鉄

で常時実施しているところが３路線あります。

養老鉄道ほか２路線。また、イベントとしての

実施や試験的に実施している例もございます。

ＪＲ四国予土線など５路線であります。

自転車は、健康増進や地球環境保全、交通渋

滞緩和に寄与できること、東日本大震災時に避

難の足や交通困難時の情報連絡、移動・輸送手

段としてその有用性が認識されたこと、超高齢

社会のコンパクトシティ化の交通手段、あるい

は過度の自動車依存傾向の是正など、その機能

に対する評価が近年かなり高くなってきている

ことは御案内のとおりであります。東京都の舛

添新知事は、東京オリンピックに向けた都市交

通の新たな手段としての自転車活用にとても前

向きだと聞いております。シェアサイクルと呼

ばれる共用システムなどであります。国会には

谷垣法務大臣を会長とする自転車活用推進議員

連盟というのがあり、昨年末、政府に対してサ

イクルトレインの活用を、基本法の制定や国家

戦略を構築することとして、都市、地方の活性

化策として提言しております。ちなみに本県で

は一昨年、県警本部のスピード感ある対応によ
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り、タンデム自転車の公道走行が可能となって

おりますから、期せずして本県は、パラリン

ピックの正式種目でもあります自転車競技の

キャンプ地としての条件を他県に先駆けて既に

整えているわけであります。ただ、そのとき

ネックとなるのが宮崎までの自転車の運搬とい

うことになります。ちょっと長くなりますが、

レジャー白書2013によれば、レジャー市場にお

いては登山・キャンプ用品やスキー・スケート

・スノボ用品、海水中用品、釣り具は減少、自

転車は大震災以降増加の一途をたどっておりま

す。特にスポーツ車が急増しており、2003年か

ら2010年の７年で４倍に伸びております。

日南線の社会実験の結果、「より遠くまでサ

イクリングできた」などその満足度はかなり高

かったようでありまして、サイクルトレインへ

の期待も大きかったと聞いております。長々と

説明いたしましたが、執行部並びに議会の皆様

方には、自転車の有用性を御認識いただき、さ

らにサイクルトレインに対する御理解を深めて

いただきますと、サイクルトレインもようやく

認知度の向上とともに市民権を得ることにな

り、道のりはかなり遠いものではありますが、

やがては先進国並みのサイクルトレイン実現へ

と、小さくとも確かな一歩を踏み出せることに

なるのではないかと思います。

ようやく質問に入りますが、サイクリストの

河野知事に伺いたいと思います。愛媛県の中村

知事も名うてのサイクリストで、平成23年には

自転車先進国台湾を自転車で訪問、100キロを走

破したと聞きました。知事がサイクリストであ

るからかどうかはわかりませんが、愛媛県は自

転車先進県として認知されておりまして、今治

市から尾道市までの高速道路を封鎖しての大き

なサイクリング大会等も毎年実施されておりま

す。なお、本年は１万人規模の国際大会も準備

中だそうであります。知事の自転車活用に対す

る御認識や思いをお聞かせください。

私にとっても非常に自○知事（河野俊嗣君）

転車は身近な存在でありまして、日常の買い物

だとかスポーツジムに行くときはマウンテンバ

イクに乗っておりますし、トライアスロンをや

るときはロードレーサータイプのものに乗って

おります。また、家族で旅行に行くときは折り

畳み自転車を車に積んでということで、３種類

の自転車に乗っておるところでございます。

県内での活用、「自転車」をキーワードにし

て考えてみますと、まずは交通手段として、環

境に優しい、町なかでの渋滞緩和にも役立つエ

コな交通手段ということでございます。これを

積極的に推進してまいりたいというふうに考え

ております。次にスポーツという面では、恵ま

れた海、山こういった自然環境を生かしてトラ

イアスロン、ヒルクライムなど自転車関連競技

いろいろ出てきております。マウンテンバイク

のレース、西都原での４時間耐久とかツール・

ド・にちなんくしま、いろんなものが徐々に広

がっておりますし、今御指摘がありましたタン

デム走行が可能な県内道路でのパラリンピック

自転車競技の合宿なども行われておるところで

ございます。今大変なマラソンブームでありま

すが、サイクリングブームというのももっと

もっと可能性があるのではないかと考えており

ます。また、健康増進という面では、膝などへ

の負荷が小さく、心肺機能の強化につながる効

果的な有酸素運動であるというメリットもござ

います。観光面では、宮崎の豊かな自然、美し

い景観、また食そういったものをめぐるサイク

リングというものも、いろんなコースの展開が

考えられようかというふうに考えております
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し、サイクリングが大変盛んな台湾、韓国から

のお客様を招いての取り組みも進んでおるとこ

ろでありますし、もっともっと拡大する余地が

あろうかと考えております。

全国トップクラスの快晴日数、豊かな自然環

境を有するなど、本県は自転車を使う上で全国

でも有数の適地と考えておりまして、自転車を

活用した活性化策、今後ともしっかりと考えて

まいりたいと考えております。

自転車が広まることによって○ 原正三議員

新たな経済効果もあるだろうし、またそのため

の自転車レーンをつくるという公共工事も必要

になってくるわけで、いろんなことが経済的に

もいいんじゃないかと思っております。

後ろのほうで商工観光労働部長が、私がしゃ

べることがなくなったなみたいな顔をされて、

にんまり笑っておられましたが、全部知事が

しゃべられたかもしれませんけれども、自転車

は、鉄道、いわゆるサイクルトレインとカー

フェリー、あるいは九州広域、福岡だとか広島

だとか、または国際定期航空便との連携、特に

台湾、韓国、国内外からの観光客を誘致するこ

とができるわけであります。パラリンピック

キャンプ、自転車競技の誘致も、さっきから出

ておりますように可能でありますし、スポーツ

ランドみやざきとしても可能性は広がることに

なります。商工観光労働部長の御所見を、知事

と違ってもいいですから、お聞かせください。

サイクル○商工観光労働部長（茂 雄二君）

トレインにつきましては、ヨーロッパ諸国や台

湾、韓国などでは多く運行されておりまして、

鉄道の利用促進のほか、駅から目的地などへの

アクセスを補う手段としても大変有用なもので

あるとともに、近年、自転車を活用した観光・

レジャーの一形態としても注目されつつあるも

のと認識をしております。本県には一ツ葉・西

都原自転車道などの自然豊かで景観に恵まれた

サイクリングロードがありますほか、宮崎市、

日南市を走破する宮崎アースライドや、えびの

市や高千穂町でのヒルクライムといったような

自転車関係のイベント、大会も開催されるよう

になっております。本県の観光資源の新たな魅

力としてサイクルトレインの可能性を強く感じ

たところです。

ありがとうございます。強く○ 原正三議員

感じていただいて、本当に感謝申し上げますか

ら、よろしくお願いしたいと思います。

最後になります。サイクルトレインの導入に

向け、国やＪＲへの働きかけが必要でありま

す。私どももまた民間ベースでやっていかなけ

ればいけないということで、実は今、県内のい

ろんなサイクリストを集めながら、組織化とい

うほどのことではありませんが、そういうこと

も今やっているところです。県として国、ＪＲ

に働きかけを行ってほしいと思いますが、知事

の御見解をお聞かせください。ちなみに、今、

宮崎市が交通混雑の話が出ておりますが、パブ

コメ中の宮崎市の自転車安全利用促進計画案と

いうのがあって、ここでもサイクルトレインの

社会実験を取り上げて取り組み推進を表明され

ていると聞いております。知事、どうぞよろし

くお願いします。

私もサイクルトレイン○知事（河野俊嗣君）

の実証実験に取り組まれたグループと同じフェ

イスブックのグループに入れていただいており

まして、その様子を写真で随時拝見をしたとこ

ろであります。こういった自転車を活用したサ

イクルトレインなどの取り組みが、本県の豊か

な自然環境やスポーツランドのイメージに非常

にマッチをしている、本県の魅力を高める要素
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にもなるのではないか。さらには鉄道の利用促

進という面にもつながるのではないかと考えて

おります。

しかしながらでありますが、現在のところ

は、ＪＲ九州の旅客営業規則によりまして、自

転車は解体をして専用の袋、輪行バッグに収納

することとされていることや、駅舎やホームな

どでの一般乗客の安全確保の問題など、本格導

入に当たっては解決すべきさまざまな課題があ

ろうかと考えております。私も、埼玉に住んで

おりましたとき、輪行バッグにロードレーサー

を畳んで入れて広島まで行ってしまなみ海道の

しまなみロードレースに出たこともあるんです

が、手間がかかるわけです。そういうレースの

はいいんですけれども、日常の通勤通学で使え

るようなサイクルトレインがあれば、もっと利

便性が増すというところは理解できるところで

あります。

今年度、県職員の自主研究グループが実証実

験を行っているところでありますが、県としま

しては、まずはサイクルトレインの魅力を広く

県民に紹介をするなどして認知度を高めること

が重要ではないかと考えておりますので、こう

いうイベント的な専用臨時列車の運行などにつ

きましてＪＲ九州や国に働きかけてまいりたい

と考えております。

ありがとうございました。○ 原正三議員

以上で終わります。（拍手）

以上で本日の質問は終わ○丸山裕次郎副議長

りました。

あすの本会議は午前10時開会、本日に引き続

き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時45分散会


