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（ ）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 丸 山 裕次郎 同
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（ ）39番 押 川 修一郎 同
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財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 齊 藤 和 子

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也
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◎ 代表質問

○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名であ

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、十屋幸平議員。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。県議会自由民主党の十屋幸平でござ

います。きょうは、日向市から私の後援会の皆

さんが議会の傍聴においでいただいておりま

す。ありがとうございます。

まず初めに、広島県など各地の豪雨災害で不

幸にもお亡くなりになりました方々とその御家

族に対し、衷心よりお悔やみを申し上げますと

ともに、被害に遭われました皆様に心よりお見

舞いを申し上げます。

それでは、自由民主党会派を代表いたしまし

て質問をさせていただきます。

まず、新聞報道にありました、知事の政治団

体に対し、産廃会社役員からの資金提供につい

て質問をいたします。

本件については、開会日の冒頭に知事から詳

細な説明がありました。今回の問題は２点、１

つは、知事の政治団体に対し300万円の資金提供

が行われていたこと、また、知事の政務秘書に

対し、当該会社から160万円の資金提供が行われ

ていたということであります。私を初め、県民

の皆様は、新聞報道を見る中で、クリーンイメ

ージの河野知事にこのようなさまざまな臆測を

呼ぶ報道がなされたことは、驚きとともに非常

に残念であります。今議会の報告でもありまし

たように、東九州自動車道路の開通や、新たに

宮崎と香港の国際定期航空路線の開設、フード

ビジネスを初めとする成長産業の育成等、明る

い話題もあります。そのような中で、知事は昨

年11月に２期目への出馬を表明され、「東九州

の新時代」を標榜し、頑張っておられると認識

をいたしておりましたが、今回の報道で県政が

停滞するのではないかと心配しているところで

あります。知事は、議場におきまして、「議会

を初め、県民の皆様に御心配をおかけすること

となりましたことに対し、心よりおわび申し上

げます」と述べられておりますが、県民の皆様

の不安や御心配を払拭するためには、再度、明

確な答弁を求めたいと思います。つまり、今回

の一連の問題について、その経緯と現時点での

対応を御説明ください。

次に、知事の政治姿勢の２点目についてお伺

いいたします。河野知事は、平成17年、総務部

長として宮崎に着任されて、平成23年１月に、

「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」を掲げて知事に就任

されました。そして、就任直後の高病原性鳥イ

ンフルエンザ、新燃岳の噴火災害、さらに東日

本大震災への対応など、さまざまな困難に直面

し、その対策に誠実に取り組んでこられたと推

察をいたします。そこで、知事の基本政策の口

蹄疫からの再生・復興、産業・雇用づくり、人

財・くらしづくり、また、政策推進の基本姿勢

について総括をお伺いするとともに、あわせ

て、今回の資金提供の反省を踏まえて、２期目

で取り組む施策と決意について知事にお伺いい

たします。

次に、警察本部長にお伺いいたします。

平成26年9月10日(水)



- 17 -

平成26年9月10日(水)

本県の、犯罪が起きにくいまちづくり、交通

事故のないまちづくり、いわゆる安全・安心な

まちづくりを考えるに、本県の刑法犯の認知件

数は、平成14年度の約１万8,000件をピークに、

昨年は約8,000件に減少している一方、報道で

は、本県でも残虐な殺人事件やバスジャックと

いった凶悪事件が発生しております。また、高

齢者が汗水を流して老後のためにこつこつと一

生懸命に蓄えたお金をだまし取る卑劣な特殊詐

欺も連日発生しております。警察本部として

も、自動通話録音・警告機を無料で貸し出しす

るなど、対策をとられております。しかしなが

ら、現在のこのような状況は、県民が本当に治

安がよくなったと実感できる状況には至ってい

ないと考えます。

警察本部長は、「県民の期待と信頼にこたえ

る力強い警察」という運営方針を基本に、積極

的に警察活動を推進すると述べております。ま

た、警察本部長の趣味はベンチプレスで、自己

ベストが120キロと伺っており、県民の安心・安

全のまちづくりには頼もしい、警察本部長の意

気込みと決意をお聞かせいただきたいというふ

うに思います。

以下の質問につきましては、質問者席から質

問を行いたいと思います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

まず、私の政治団体等への資金提供について

であります。

まず、この件につきまして、県議会の皆様を

初め、県民の皆様に大変御心配をおかけしまし

たことを心よりおわびを申し上げます。

初めに、私の政治団体に対する資金提供に係

る経緯について御説明をいたします。

まず、産廃会社元役員から、私を支援する政

治団体の活動に対し支援したいとの申し出があ

り、平成23年７月に300万円の提供を受け、当時

の会計担当者でありました政務秘書の元職員が

これを受領し、２カ年にわたって会費及び寄附

として会計処理をしたところであります。しか

しながら、当時の会計処理の妥当性などについ

て検討を行いました結果、300万円を受領した23

年の単年で会計処理をしたほうが適切であると

判断し、政治資金収支報告書について修正報告

するよう事務局に指示をしたところでありま

す。

また、当該会社が廃棄物処理法違反に問われ

るとともに、この元役員が、新燃岳の降灰収集

運搬業務に係る詐欺容疑で逮捕・起訴されまし

たことから、道義的な面から判断をし、ことし

７月に元役員に返還を申し出たところでありま

す。なお、今回、詳細な調査を行う中で、元役

員から、平成24年１月に別途１万4,000円の寄附

が行われているのを確認しましたので、これに

つきましても、あわせて返還をしたいと考えて

おります。

次に、元政務秘書に対する産廃会社からの資

金提供についてであります。平成24年12月から

平成26年３月まで、元政務秘書個人に対し、合

計で160万円の資金提供がありました。これは、

元政務秘書が個人として事務局を頼まれ、産廃

会社の元役員が主なメンバーになっておりまし

た異業種交流会への参加に必要な経費でありま

したが、この異業種交流会が解散となったこと

から、元職員は、平成26年３月下旬時点の残金

約120万円を当該産廃会社に返還しておりまし

た。後援会の職員として、特に政務秘書として

重要な職務を担当している立場からいたします

と、特定の異業種交流会の事務局を任され、そ

れに関する資金の提供を受けることは適当では
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なかったと考えており、現在の事務局の職員に

対し、十分注意をするよう厳しく指導したとこ

ろでございます。

私としましては、今回の２つの件を十分に反

省し、議員の皆様を初め、県民の皆様との信頼

関係を大切にしながら、しっかりとした県政運

営ができるよう、これまで以上に公平公正に留

意し、気を引き締めて努めてまいりたいと考え

ております。

次に、１期目の総括と２期目の決意について

であります。私は、４年前、県民の皆様に、口

蹄疫からの再生・復興に全力で当たること、そ

して、明日のみやざきの礎を築くことをお約束

して、第53代宮崎県知事に就任させていただき

ました。この間、県議会の皆様を初め、市町

村、関係機関等の御協力をいただきながら、目

標の達成に向けて、宮崎発展のため一所懸命の

精神で邁進をしてまいりました。

まず、口蹄疫からの再生・復興につきまして

は、まだまだ課題はありますものの、宮崎牛の

日本一２連覇を経て、本県畜産の新生に向けた

一定の道筋をつけることができ、現在も、「忘

れない そして前へ」を合い言葉としまして、

力強く前に進んでいるところであります。

また、産業・雇用づくりにつきましては、復

興から新たな成長へと県政の軸足を移しまし

て、本格的な景気回復と揺るぎない産業基盤の

構築に向けて、着実に進む東九州自動車道等の

社会基盤の整備と連動させながら、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。

人財づくりにおきましては、本県の将来にわ

たる発展を担い、地域を支える人財を育成する

ことを目的としました20億円の基金の設置を初

め、県民全体で子供と子育て家庭を支援します

未来みやざき子育て県民運動を展開していると

ころであります。

くらしづくりにつきましては、ドクターヘ

リ、ドクターカーの導入によります県民の皆様

の安心・安全なくらしづくりや、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、また、大規模災害

時に県民の生命・財産を守る災害対策本部機能

を有する防災拠点庁舎の整備にも取り組んでい

るところであります。

さらに、政策推進の基本姿勢に掲げました

「対話と協働」に基づきまして、宮崎県・市町

村連携推進会議でありますとか、ふれあいフォ

ーラムなどを開催し、市町村や県民の皆様との

丁寧な対話にも心がけてきたところでありま

す。

以上、この４年間の取り組みによりまして、

私の政策提案に掲げたそれぞれの政策につきま

しては、まだまだ課題は多いものの、一定の成

果が上がったものと考えているところでありま

す。

県政には、経済・雇用対策はもちろんのこ

と、本格的な人口減少社会の到来や、巨大地震

等を想定した防災・減災対策、地域医療の確保

や子育て支援対策など、重要課題がまだまだ山

積しております。このため、私は、県民の皆様

とともに、活力にあふれ、国内外に開かれた宮

崎の新時代を築くこと、そして、その先に豊か

さを実感できる宮崎を実現できることを目指し

まして、全力で取り組んでまいりたいと考えて

おります。

こうした課題に取り組み、また、県政を前進

するに当たりましては、明確なビジョンを示す

構想力とそれを力強く推進する実行力が求めら
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れるものと考えておりますが、口蹄疫からの再

生・復興に取り組み、また、フードビジネス等

の振興につきまして理念や工程を示し、先頭に

立って推進し、県政を前に進めてまいりました

私にしかできないものと自負をしておるところ

でございます。

今回の私の政治団体等をめぐる案件で、政治

家として多々反省すべき点があり、皆様に御心

配をおかけしたところでございますが、この教

訓を胸に刻み、今後、二度とこのような事態を

引き起こさないということを肝に銘じ、これま

で以上に公平公正に留意し、宮崎の発展のため

に取り組んでまいりたいという決意でございま

すので、今後とも、県民の皆様の御理解と御支

援をよろしくお願い申し上げます。以上であり

ます。〔降壇〕

○警察本部長（坂口拓也君）〔登壇〕 お答え

いたします。

議員のお話にありましたとおり、本県警察で

は、「県民の期待と信頼にこたえる力強い警

察」を運営方針としまして、犯罪や交通事故の

抑止対策、災害等重大事案への対処、重要犯罪

の徹底検挙といった各種の取り組みを推進し、

安全で安心な宮崎を目指しているところであり

ます。県民の皆様に安全・安心を実感していた

だくためには、こうした取り組みを今後もしっ

かりと継続していくことが第一であると考えて

おります。

私は、先日着任した際に、職員に対して、

「県民の役に立つという熱い気持ちを持つこ

と」「県民の役に立つための確かな技術を身に

つけること」を指示したところでありますが、

私自身も熱い気持ちを持って、このすばらしい

宮崎県の治安を守るためにしっかりと取り組ん

でまいる覚悟であります。以上であります。

〔降壇〕

○十屋幸平議員 次に、資金提供について再度

質問いたします。今回の後援会の問題で最も重

要で、県民が懸念しておりますことについて伺

います。つまり、知事の後援会が、廃棄物処理

法違反や詐欺事件で公判中の人物から資金提供

を受け、さらに、知事の政務秘書が同社から資

金提供を受けていた中で、廃棄物処理法違反事

案への対応を初め、不適切な判断や対応がなさ

れていないということを、知事は自信を持って

「ない」と断言できるのか、知事にお伺いいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 今回、この当該企業の

廃棄物処理法違反の事案に対しましては、国の

処分基準にのっとり、厳正に対処したところで

ございます。具体的には、30日間の施設及び事

業の全部停止処分を行ったところであります。

当該企業は、この処分を不服として行政事件訴

訟を提起し、あわせて、この30日間の業務停止

処分は重過ぎるとして当該処分の執行停止の申

し立てを行ったところでございますが、この訴

訟におきまして、最終的に裁判所は、県が行っ

た行政処分が妥当であったとの判決を出してい

ただいているところであります。具体的には、

本件改ざん行為の重大性に鑑みれば、基準に

のっとり30日間業務停止処分は相当と認められ

るというような判断がなされたところでござい

ます。このように、当該企業に対し、しっかり

とした基準のもとに、法にのっとって厳正な処

分を行ったところでございます。

○十屋幸平議員 次に、資金提供及びその会計

処理について幾つかお伺いをいたします。

まず、先日の説明の中でもありましたが、平

成23年に受け取った300万円について、ことし７

月に返還を申し出たということであります。返
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還を決意した理由と、また、なぜこの時期に意

思決定をしたのか。つまり、廃棄物処理法違反

の事案の発生時点で返還すべきではなかったか

という点について、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） まず、返還を決意した

理由についてであります。平成23年当時にその

ような資金提供を受けたことについて、法律上

の問題があるとは考えておりません。しかしな

がら、その後に今、御説明しましたような廃棄

物処理法違反の事案があったということ、さら

に続けて詐欺事件で逮捕・起訴されるという事

態に至ったということになり、道義的な観点か

ら、このような方からそういう資金提供を受け

るのは問題であろうという判断のもとに、返還

するという判断を下したところでございます。

判断のタイミングについて今、御指摘がござ

いました。これについてはいろんな御意見、御

指摘がある。しっかり私としても受けとめたい

というふうに考えております。廃棄物処理法違

反が明らかになった時点で一定の検討は砕いた

ところでございますが、行政処分との兼ね合い

で、これも臆測を生むようなことがあってはい

けないということで、また、訴訟が起こされた

ということで事態が動いておったということも

ございまして、その推移を見守るということを

考えたところでございます。続けて、別途の事

案でございますが、詐欺事件で逮捕・起訴され

るというようなこと、そして、廃棄物処理法違

反に関する行政事件訴訟につきましても一定の

結論が得られたということを踏まえて、６月中

に判断をし、相手方に申し出たのは７月になっ

てからという状況でございます。

○十屋幸平議員 訴訟中でということだと思い

ますが、やはり判断というのは即座にすべき

だったというふうに思います。

次に、収支報告書についてでありますけど、

知事の説明の中で、資金を２カ年にまたがって

処理した点について報告書の訂正を行うと述べ

られました。過去の処理について妥当でない点

がある場合、それを改めるのは当然だと思いま

す。そこで、訂正を行わなければならない理

由、さらに、今回の１人144万円、２人で288万

円という多額の金額を会費として処理しており

ますが、これを寄附として訂正する考えはない

のか。つまり、いろいろなお話がありますよう

に、名前を出してほしくないという報道もあり

ましたけれども、これは、やはり額からすると

寄附ではないのかなと思いますが、その考えを

あわせて知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 政治資金収支報告書の

修正の理由、考え方についてであります。300万

円の資金につきましては、平成23年７月に受領

したものでありますが、会計担当者がこれを全

体を預かり金としてまず管理し、23年の９月

に50万円を、24年１月に残りの250万円を受け入

れの処理をしたところでございます。しかしな

がら、政治資金規正法の趣旨、その年の全ての

収支等を報告し公開するというこの趣旨に基づ

きまして、資金提供をいただいた平成23年の収

支報告に全てを計上するのがより適正ではない

かという判断のもとに、今回、修正を行うもの

でございます。

次に、会費の扱いについてでございます。本

件は、相手方から、会費としてということで協

力したいとの申し出を受け、受け入れたもので

ございます。政治資金規正法上、会費というも

のの定義でございますが、政治団体の規約等に

基づく金銭上の債務の履行として、政治団体の

構成員が負担するものを意味するということで

ございまして、金額等の多寡によって会費と寄
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附を区別するというような基準はないところで

ございます。今回の申し出というものが、あく

まで資金提供者の会員として政治団体の活動を

支援したいという意思に基づくものでありまし

て、規約に基づき会費として扱うこととしてお

りまして、今回のケースにつきましては、さか

のぼって寄附に修正することは考えていないと

ころでございます。

なお、今後、この政治資金につきましては、

今回のような疑念を抱かせることがないよう、

その取り扱いについては十分慎重に検討してま

いりたいと考えております。

○十屋幸平議員 いろいろな報道がありまし

て、今回の会計処理及び政治資金収支報告書を

「虚偽報告か」というようなものもありまし

た。この点について知事の認識をお伺いしたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の資金提供の処理

の仕方についてでございますが、相手方から基

本的に会費としてという申し出を受けて、当時

の処理としては、何年かにわたっての会費と取

り扱うということで会計処理を行ったものでご

ざいます。政治資金の取り扱いになれておら

ず、必ずしも適切な処理となっていない点につ

いては、十分反省をしてまいりたいというふう

に考えておりますが、全ての収入を記載してお

り、それを隠すだとか、ごまかすといったよう

な意図を持って故意に行われたものでございま

せんので、いわゆる政治資金規正法にいう虚偽

記載には当たらないものと考えております。

○十屋幸平議員 今回問題となっております産

廃業者の元役員との関係について伺いますが、

知事は、元役員の方といつ、どこで、どのよう

な形で知り合ったのか。また、資金提供の問題

ですが、これ以外にその関係を疑われるような

おつき合いはなかったのか、事実関係をお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 元役員と知り合った時

期等についてであります。正確な日時を覚えて

いるわけではございませんが、平成22年10月に

私が退職をし、12月に知事選を迎えたわけでご

ざいますが、私が地縁血縁もない中で、当時は

東国原前知事のスタッフに連れられまして、前

知事のいろんな支援者の関係の方とかを挨拶回

りをさせていただいたところでございまして、

その中で、挨拶回りをする中で元役員と面識を

得たということでございます。

また、この元役員とのつき合いについてであ

ります。知事就任後、政治団体の支援者の中の

一人として４～５回程度お会いをしたところで

ございますが、これはあくまでもほかの支援者

と同等の形での接点の持ち方ということでござ

いまして、御指摘がありますような不適切なと

いうようなところは一切ないところでございま

す。

○十屋幸平議員 今、その役員の方と４～５回

お会いしたということでありますけれども、知

事としては県のリーダーでありまして、このよ

うな関係を４～５回持ったことについての知事

の認識を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） これは大変、今後身を

慎み、注意すべき点であろうかというふうに考

えております。知事という立場で多くの方と出

会い、例えば名刺交換をし、多くの方と会合で

席をともにする、食事をすることもある、ま

た、写真を撮るようなこともあるわけでありま

す。そのような中で、このような事案がありま

すと、さまざまな臆測を呼びかねないというこ

とは、大変貴重な教訓として肝に銘じなければ

ならないというふうに考えておるところでござ
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います。県民の皆様に御心配をおかけしたこと

につきましては、不徳のいたすところであり、

大いに反省をしておるところでございます。今

後、二度とこういった臆測を呼ぶような事態を

引き起こさないよう、しっかりと身を引き締

め、公平公正な県政運営に取り組んでまいりた

い、そのように考えております。

○十屋幸平議員 次に、選挙管理委員長にお伺

いいたします。

これまでの一連の報道について答弁をいただ

きましたが、政治資金収支報告書を訂正する手

続については問題ないのか、選挙管理委員長に

見解をお伺いいたします。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 政治資金の

収支を国民の前に正しく報告するという制度の

趣旨から、収支報告書の訂正手続を行うこと自

体は問題ございません。以上です。

○十屋幸平議員 こればっかりで時間をとられ

ても、ほかの県政の課題もありますので、私か

ら一言、意見を言わせていただきたいと思いま

す。資金提供に関する質問はこれで終わります

けれども、河野知事には、宮崎県のリーダーと

しての自覚をしっかり持っていただいて、脇を

締めて責任ある行動をとっていただきますよう

に強く要望いたして、この質問を終わります。

次に、政策のお話をさせていただきたいと思

います。平成27年度の予算編成について伺いま

す。国においては、来年度予算案が101兆円台の

概算要求額が示されました。人口減対策や地方

創生などの予算も盛り込まれておりますが、消

費税率10％の引き上げ、法人税率引き下げや高

齢化での年金や医療費などの社会保障費の自然

増などが、今後の国の予算編成にどのような影

響があるのか、注視していかなければならない

と考えます。

また、本県のような地方においては、いわゆ

るローカルアベノミクス効果が実感できていな

い現状であり、農林水産業など地域経済の衰退

に目を向け、県民が生活の将来像を描けるきめ

細やかな取り組みの推進が必要であります。県

においては、来年度予算編成に当たり、国に対

して、地域経済の活性化、人口減対策、防災・

減災対策の推進などの課題に責任を持って取り

組むため、地方税財源を持続的・安定的に確保

する必要があります。そこで、県の平成27年度

当初予算編成についての基本的な考え方と予算

確保の取り組みについて、知事にお伺いをいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 本県の財政であります

が、医療・介護といった社会保障関係費、これ

が毎年何十億というオーダーでふえ続けておる

ところでございます。今後、公共施設の老朽化

対策などにも多額の負担が見込まれますことか

ら、まずは、基金の取り崩しに頼らない、将来

にわたって健全性が確保される財政構造への転

換に向けた取り組みというものを、引き続き着

実に実行する必要があると考えております。

一方で、御指摘がありました、本県の本格的

な景気回復、また県民の皆様の安全・安心確保

のために、地域経済の活性化や人口減少対策、

防災・減災対策など、重点的に取り組むべき課

題があるところでございます。

このため、来年度の予算編成に当たりまして

は、国の予算編成、また地方財政対策などの動

向を踏まえつつ、選択と集中という考え方のも

とに、本県が抱える課題に的確に対応した優先

度の高い事業というものを積極的に取り組む必

要があろうと考えております。

また、特に、地方交付税を初めとします地方

税財源の充実につきましては、国に対して強く
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要望しているところでございます。自主財源に

乏しい本県にとっては貴重な財源でございま

す。今後とも、機会を捉え、重ねて要望してま

いりたいと考えております。

○十屋幸平議員 今、予算編成の中で選択と集

中というのがよく言われるんです。選択という

のはあくまでも、今までの既存の事業があっ

て、その中から選んでこれを重点的にやるとい

う発想だと思うんです。それともう一つは、や

はりこれだけ人口減とか地方財政のことが言わ

れる中で、新しく柔軟な発想をして事業を組み

立てなければ、これまでの事業を名前を変えて

取り組むというだけではなくて、先ほど私も質

問させていただきましたように、県民の皆さん

がそれで潤えるような、そういう考えのもとに

予算編成をやっていただきたいというふうに思

います。

次に、国体についてお伺いをいたします。８

月11日、県立武道館会議室におきまして、宮崎

県体育協会に所属の各競技団体の会長が会議を

開きまして、本県の次期国体・全国障がい者ス

ポーツ大会の開催に向けて協議をいたしまし

た。今後取り組むべき課題として、施設の老朽

化による施設整備、指導者の確保、選手の強

化、それから競技力の向上などが出されまし

た。結果は、全競技の会長は、２巡目国体を誘

致する方向で全会一致で承認をいたしました。

その中で、国体開催を迎える県では、10年か

ら11年をかけて準備を進めております。それで

本県の場合の予定ですけれども、本県の平成38

年の開催予定を考慮すると、リハーサル大会が

２年前倒しになりますので、平成36年には施設

整備等の準備が完了していないと開催できませ

ん。２巡目国体を開催するに当たって、早く招

致表明をすべきだと考えますが、知事の見解を

お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県における国体開催

でありますが、宮崎の魅力を全国に向けて発信

する貴重な機会だというふうに思いますし、ス

ポーツランドみやざきのさらなる推進に、大き

く弾みをつけるものと考えております。先日、

各競技団体の会長などが集まります県体育協会

の会議におきまして、２巡目国体の招致を目指

していくという方向性が、今御指摘がありまし

たように、確認をされたということでございま

す。国体開催に当たりましては、選手の育成・

強化や競技役員などの確保・養成、さらには競

技施設の選定・整備など、開催招致に向けた準

備の進め方について整理すべき課題があります

ので、それらについては既に担当部局に命じ検

討させているところでございます。

招致表明という御指摘でありました。この招

致表明というような段階に当たりましては、全

県的な盛り上がりであり、いろんな手順を踏む

必要があるというふうに考えておるところでご

ざいまして、早期にその判断ができますよう、

県体育協会や競技団体等とこれまで以上に連携

を図りながら、機運の醸成、また、さまざまな

準備に一層努めてまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 第１回目、昭和54年ですけれ

ども、そのときは、資料を見ますと、昭和38年

に決意表明して、それから置県80周年の事業と

して、そろっていなかった各体育施設等を整備

したんです。市町村の小学校とか中学校の改造

とか改築、新築、さまざまやりました。ですか

ら、やはり早目にやらないと、財政厳しい中で

すから大変厳しいと思いますので、ぜひ早目の

表明をお願いしたいと思います。

それから次に、総合交通体系について伺いま
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す。

今議会冒頭に、東アジア経済交流戦略に基づ

きまして、新規国際航空路線の香港航空が宮崎

―香港線の国際定期路線を開設されたと報告が

ありました。県では、アジア市場の開拓、フー

ドビジネスの推進などの人的・物的交流拡大を

目的に、昨年６月に香港事務所も開設をして、

東アジアの活力を積極的に取り込むべく事業を

推進されております。そこで、現在の台北線、

ソウル線と合わせて３路線となり、観光誘客や

経済交流が一層活発になると考えますが、香港

線の開設に伴って、今後の見通しと、県として

期待することはどのようなことがあるのか、総

合政策部長にお伺いをいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 香港線につ

きましては、東アジア経済交流戦略を推進する

中、航空会社等に対し、定期路線の開設に向け

た働きかけを行ってきたところでございまし

て、その結果、今回の就航につながったもので

あります。香港線は、ことし３月に就航した鹿

児島県の路線が、搭乗率約80％、また外国人利

用者が９割を占めておりますことから、本県に

おいても、外国人観光客を中心に高い搭乗率を

見込むことができるものと考えております。

昨年の香港から県内への宿泊者数は約8,500人

となっておりますが、香港線の就航により観光

客の大幅な増加が見込まれる上、香港からの観

光客のお客様は、旅行先における支出単価が高

いというデータもございますので、高い経済効

果を生むものと期待しているところでございま

す。

また、御指摘がありましたように、昨年６月

に香港事務所が開設され、物的・人的交流やフ

ードビジネスなどにおいて、香港における県内

企業等のビジネスチャンスが広がっておりまし

て、香港線の就航は、輸出の促進も含め、その

後押しをするものであると考えております。

さらに、アジアの拠点である香港と直行便で

結ばれることで、中国本土、また東南アジアな

どとのネットワークが一層充実することになり

ますので、ビジネスの拡大、及び2020年東京オ

リンピック・パラリンピックに向けた観光誘客

等の一層の拡大を図ることができるのではない

かと、大いに期待しているところでございま

す。

○十屋幸平議員 次に、長距離フェリーのリプ

レースについてお伺いいたします。本県の物流

対策は、海上交通での国際コンテナ貨物の取り

組みと国内大消費地へ第１次産業等の物流があ

ります。国際コンテナ貨物は、細島港を中心に

着実に実績を上げております。片や国内物流対

策は、大消費地から遠い本県にとって重要な課

題であります。物流の最大の担い手であります

トラック業界では、運転手の過重労働、担い手

不足や燃油高騰など、本県の物流に大きな影響

が出ております。また、トラック業界と連携し

て、宮崎の農畜産物や工業製品等を輸送する海

上輸送においても、燃油高騰が経営に大きく影

響しております。今回は、特に、大阪航路から

神戸航路へ航路変更する宮崎カーフェリーの船

舶のリプレースについて質問いたします。

この質問は、平成25年２月議会でも質問いた

しました。当時は、稲用副知事が総合政策部長

で、次のように答弁されております。「リプレ

ースに当たりましては、独立行政法人鉄道建設

・運輸施設整備支援機構の中に船舶共有建造制

度があり、この活用も考えられます。その活用

等に向けて支援してまいりたい」と答弁をされ

ました。しかしながら、現状は依然として厳し

い状況にあります。もし万が一、宮崎カーフェ
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リーのリプレースができなければ、本県物流に

とって大きな打撃であります。そこで、長距離

フェリーの船舶の更新について、県としてどの

ように対策を行っていくのか、総合政策部長に

お伺いをいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 本県発着の

長距離フェリーは、本県と関西圏を直接結び、

農業や工業、観光など、本県の産業を支える重

要な航路であると認識しております。また、そ

の使用船舶は就航から約17年を経過しておりま

して、御指摘のような燃油価格の高騰の問題も

あり、その抜本的な解決のためには、燃費のよ

い船舶への更新は避けられない課題と認識して

おります。

しかしながら一方で、船舶の更新には、毎日

の運航のために必要とするのは２隻ということ

になりますが、合わせて120億円以上という多額

の費用が見込まれるところでございます。した

がいまして、船舶の更新を行うためには、まず

は運航会社の経営の安定化が重要であると考え

ております。このため現在、県といたしまして

は、長距離フェリー航路活性化緊急対策支援事

業、また物流効率化支援事業などにより、航路

の利用を促進し、経営力の強化が図られるよう

支援しているところでございます。

今後、船舶の更新に向けましては、モーダル

シフトの観点も含め、航路を守る意義やあり方

について、関係団体の意見を幅広く伺いなが

ら、よりよい方法を探り、国などに働きかけを

行ってまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 去年質問させていただいて、

経営改善ということで、かなり企業の方も努力

をされて、これだけ燃油が上がらなければ、赤

字から黒字転換という話も伺っておりますけれ

ども、この燃油高騰に関しましては、県独自で

はどうにもならない。国でもなかなか厳しい。

そういうときに、物流という観点からすると、

宮崎はどうしてもこれをなくすわけにいかな

い。それで、何らか県が主導していろいろやる

べきだと思います。我々も考えますに、荷主さ

んとか船主さん、トラック業界さんとかいろん

な関係団体があると思うんです。ですから、そ

ういう協議会を立ち上げて、どうするのかとい

うことを真剣に考えていただきたいというふう

に思っております。答えは求めませんけれど

も、これはぜひそういう方向でやっていただき

たいというふうに思います。

次に、次期総合計画についてお伺いいたしま

す。次期総合計画の策定が審議されております

が、野村総合研究所顧問の増田寛也氏ほかが、

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推

計人口」に基づき、市区町村別将来推計人口を

発表されました。「2040年、地方消滅。「極点

社会」が到来する」という大変ショッキングな

推計が出されました。2040年、全国896の市区町

村が消滅可能都市に該当して、523市区町村は人

口が１万人未満となり、消滅の可能性がさらに

高まると述べられております。また、人口減少

の要因は、20歳から39歳までの若年女性の減少

と、地方から大都市圏、特に東京への若者の流

出の社会減、そして、合計特殊出生率の低下に

よる自然減などが地方にとって大きな課題でも

あります。

そこで、国は「まち・ひと・しごと創生本

部」を立ち上げ、地方創生に向けて総合戦略の

検討を始め、都道府県には、政府の戦略を参考

に、都道府県版の総合戦略をつくる努力義務を

課しました。そこで、人口減少問題を、県では

次期総合計画にどのように反映させていくの

か、知事にお伺いをいたします。
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○知事（河野俊嗣君） 人口減少の問題は、社

会経済の持続可能性を揺るがす大きな要因であ

ります。特に地方にあっては、その維持・存続

にもかかわる大変深刻な問題というふうに受け

とめております。現在、県内各地を回りまして

地域の皆さんと意見交換をしますと、定住人口

の減少に伴うさまざまな課題、買い物の問題を

初め、祭り、イベントの実施、さらにはさまざ

まな産業分野における後継者不足、課題という

ものを伺うところでございます。県におきまし

ては、平成23年に策定をしました総合計画にお

きまして、人口減少というものを、県政を考え

る上での基本的な視点として位置づけまして、

さまざまな施策を展開しているところでありま

す。国におきましても、今回、人口減少に光を

当て、地方創生の施策を打ち出そうとしている

という、大変歓迎すべきものという受けとめを

しておるところであります。

次期総合計画におきましても、人口減少問題

を県政における最重要課題として捉えまして、

一つには、少子化対策や若年層の流出抑制、移

住の促進など、人口減少に歯どめをかける取り

組みでありますとか、さらに、人財の育成とと

もに、雇用を拡充する成長産業づくりでありま

すとか、地域の経済循環を促進する取り組みを

進めること、さらには、人のきずなや暮らしや

すさなど、宮崎のよさを生かした共生社会づく

りや文化の発信など、長期的・戦略的視点に立

ちました施策を構築して、人口減少問題の克服

に挑戦、取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

人口減少問題は、地域の特性に応じて、その

実情に応じて対策を進めていくということが重

要であると考えておりますので、市町村とも連

携・協力しながら、実態を十分に把握した上で

対応していく必要があろうと考えております。

以上のような考えに基づきまして、人口減少

問題につきましても、引き続き、県政の最重要

課題として次期計画にしっかりと位置づけて取

り組んでまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 先ほど言いました３点につき

ましては、アクションプランでもしっかり政策

に反映していただきたいというふうに思いま

す。

次に、みやざき行財政改革プランについて伺

います。

宮崎の行革の大きな目的は、未来みやざき創

造プランの「未来を築く新しい「ゆたかさ」へ

の挑戦」の基本目標を下支えする計画と認識し

ております。改革の３つの視点、「効果的・効

率的な行政基盤の確立」「県民目線による行政

サービスの提供」「持続可能な財政基盤の確

立」で、推進期間は今年度で終わります。そこ

で、行財政改革の進捗状況について知事にお伺

いをいたしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 「みやざき行財政改革

プラン」に基づく行財政改革につきましては、

宮崎県総合計画の基本目標であります「未来を

築く新しい「ゆたかさ」への挑戦」を支える持

続可能な行財政基盤の確立ということを基本理

念としまして取り組んできたところでありま

す。これまで、簡素で効率的な組織体制の見直

しでありますとか、適正な定員管理、財政健全

化などに積極的に取り組んでまいりました。具

体的には、危機管理統括監やフードビジネス推

進課の設置など、危機管理体制の充実強化や成

長産業の育成などを図るための組織体制の見直

しを行いますとともに、知事部局等におきます

職員数は、平成17年度と比べますと441人の削減

を行い、既に当時の目標を達成しておるところ
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であります。また、財政面では、投資的経費の

縮減・重点化や事務事業の徹底した見直し、歳

入確保対策、ネーミングライツなどに取り組ん

でおりますが、歳入歳出両面からの取り組みに

よりまして、収支不足額、さらには実質的な県

債残高を圧縮するなど、着実な成果を上げてい

るものと考えております。

○十屋幸平議員 行革プランも今年度で終わる

ということですけれども、次期の行革プランの

基本的な考え方について、知事にお伺いをいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 依然として財政状況は

厳しいわけであります。そういう中で、県民の

皆様の行政に対する期待に応えていく、ニーズ

に応えていくためには、今後とも、行財政改

革、不断の取り組みということで推進していく

必要があろうと考えております。人材や財源な

どの限られた行政資源の持つ力というものを最

大限に引き出すということ、そして、持続可能

な行財政基盤の確立を目指してまいりたいと考

えております。

このため、現在、庁内にワーキンググループ

を設置いたしまして、次期プランの策定に向け

た検討を進めているところであります。検討に

当たりましては、現行プランの基本理念などの

大きな方向性については継承しつつ、県の総合

計画の改定内容でありますとか現行プランの達

成状況などを踏まえながら、実効性の高いもの

にしてまいりたいと考えております。また、行

財政改革の懇談会や県民アンケート、パブリッ

クコメントなどを実施しまして、広く県民の皆

様の御意見というものを反映させてまいりたい

と考えております。

○十屋幸平議員 次に、人事の適正配置につい

てお伺いします。これまで、行財政改革の計画

では、職員の適正な配置によりまして、先ほど

答弁ありました、定員を441名削減してきている

と認識しております。反面、農業とか林業、そ

れからまた、福祉行政や技術職員の専門職が減

少して、現場での技術指導等の専門性の低下が

懸念されております。そこで、県民サービスの

観点と人材育成の観点での職員の適正配置につ

いてどのように考えているのか、総務部長にお

伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 職員の人事配置に

つきましては、業務の必要性はもとより、職員

の希望や適性、さらには、多くの職務経験を積

むことによる人材の育成にも配慮しながら行っ

ているところであります。特に、議員の御指摘

にありました普及指導員や研究部門など、より

専門性が必要な職務につきましては、在課期間

を通常よりも長くするなど、業務の継続性にも

留意しながら人事異動を行っているところであ

ります。また、職種によっては、人材育成の計

画や指針を作成するとともに、庁内での研修や

専門的な機関への派遣研修を積極的に行うな

ど、職員の能力や技術の向上に取り組んでいる

ところであります。県民ニーズが多様化する

中、効率的な体制のもとで専門職の能力や技術

の向上を図ることは大変重要であると考えてお

りますので、今後とも、人材の育成に取り組み

ながら、適切な人事配置に努めてまいりたいと

考えております。

○十屋幸平議員 先ほどちょっと質問の中で言

わせていただきましたが、県民の各方面が、専

門性が失われているというのを心配しているん

です。ですから言われたように、研修とか、い

ろいろ勉強していただいてやっていくのは当然

なんですが、人事ローテーションの話も出され

ましたけれども、県民の中からそういう声がな
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くなるように、しっかり研修するなり勉強する

なりやっていただいて、専門性が失われている

よというような声がないように、ぜひやってい

ただきたいというふうに思います。

次に、子供の貧困対策についてお伺いいたし

ます。貧困には、相対的貧困と絶対的貧困があ

ります。前者の、国・地域の中で平均的な生活

レベルよりも著しく低い層や個人の貧困と、後

者の、国・地域の生活レベルとは無関係に、人

間が生きるのに必要な最低限の衣食住を満たす

ことができない生活水準以下の層や個人の貧困

とがあります。このような貧困へと、生まれ

育った環境で子供の将来が左右されないよう

に、また、貧困が世代を超えて連鎖しないよう

にと、「子どもの貧困対策の推進に関する法

律」が施行されました。また、さきの閣議にお

きましては大綱が決定をいたしました。

しかしながら、大綱の基本方針では、「子供

の貧困の実態が明らかになっているとはいい難

い点が認められる。このため、実態把握のため

の調査研究に取り組み、その成果を対策に生か

していくよう努める。」とあります。子供の貧

困対策に取り組む仕組みはできましたけれど

も、具体的な数値目標や予算措置が少なく、施

策の不十分さを感じております。そこで、「子

供の貧困対策に関する大綱」が策定されました

が、県は、子供の貧困対策にどのように取り組

んでいくのか、福祉保健部長にお伺いをいたし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県では、子供

を含めた生活困窮者対策として、従来から家庭

環境や経済状況に応じて、生活保護制度の適用

や生活福祉資金貸付など、さまざまな支援に取

り組んでまいりました。こうした中、先般、国

が策定した「子供の貧困対策に関する大綱」に

おいては、当面の重点施策として、教育の支

援、生活の支援、保護者に対する就労の支援、

経済的支援の４つが示されております。議員御

指摘のように、国の予算措置等の不十分さは感

じますが、県としましては、この大綱の理念を

踏まえまして、庁内関係部局を初め、市町村や

関係機関等との連携をさらに強化しながら、子

供の貧困の現状と課題を分析し、これまでの取

り組みを評価した上で、総合的な子供の貧困対

策の推進に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 国に要望していただきたいの

は、予算措置、それから大綱をずっと見ていき

ますと、いろんな数値が出されております。先

ほど挙げられました４項目もあります。先ほど

言った基本方針の中で、現状を今から把握し

て、それから対策を練りますという反面、子供

の貧困率16.3％とあるんですよ、ここに。国が

出しているんです。これは何を根拠にそうやっ

てやってきたのかというのが全くわかりませ

ん。ですから、県においても、じゃ、生活保護

世帯が貧困なのかというと、決してそうではな

いという定義ですよね。ですから、そういうあ

たりをやっぱりちゃんと把握して、今、部長が

言われましたように、対策を講じていかなけれ

ば、なかなか改善されない。見えないところが

たくさんあります。ですから、大綱が策定され

たからといって安心しているんじゃなくて、今

までやられたことも含めて、これからしっかり

県として取り組んでいただきたいと。これも要

望に終わらせておきますが、国に対して強く

言っていただきたいなというふうに思います。

それから次に、合併処理浄化槽についてお伺

いをいたします。この議論は、たびたび議場で

もなされております。本県の浄化槽の設置状況
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は、合併処理浄化槽が６万6,195基、46.4％、単

独浄化槽が７万6,516基、53.6％、また生活排水

処理率は全国が82.9％、本県が73.1％と、全国

平均を下回っております。こういう本がありま

す。2014年版の都道府県幸福度ランキング、そ

の中で汚水処理人口普及率では、本県は全国

で30位と低い位置にあります。そこで、生活排

水処理率の向上のためには、単独浄化槽から合

併浄化槽への転換が必要と考えます。それには

予算確保が重要であり、予算確保について県と

してはどのように取り組まれるのか、環境森林

部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 御指摘のとお

り、本県では、単独処理浄化槽の設置基数が全

浄化槽の半数以上を占めており、本県の豊かな

環境を保全する上で合併浄化槽への転換が重要

であると考えております。このため、県では本

年度から、単独処理浄化槽の撤去費につきまし

ても補助を行うこととしたところであります。

本県の生活排水処理率は、全国平均値より低い

水準にあり、今後とも計画的に処理施設の整備

を進めていく必要があると考えておりますの

で、厳しい財政状況ではありますが、引き続

き、予算の拡充について国へ要望するととも

に、市町村と十分協議を重ねながら、より効果

的な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。

○十屋幸平議員 次に、公共団体の単独浄化槽

について伺います。環境省の調査では、地方公

共団体が所有する単独浄化槽の状況が、学校教

育施設、庁舎等、保健所等、消防署、警察署な

ど、11項目にわたりまして発表されました。本

県での公共団体の単独浄化槽の設置基数が、い

まだに1,330カ所で使用されている状況でありま

す。そこで、県としては、先ほど答弁がありま

したように、合併処理浄化槽への転換を図って

いる中で、率先垂範して公共団体が所有する単

独浄化槽の転換を図るべきだと考えますが、県

はどのように進めていくのか、環境森林部長に

お伺いをいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 単独処理浄化

槽は、合併処理浄化槽に比べまして河川等に与

える影響が極めて大きいことから、御指摘のと

おり、公共施設に設置されております単独処理

浄化槽につきましても、転換を促進していく必

要があると考えております。このため、それぞ

れの公共施設における汚水の処理状況を調査

し、管理者に対しまして、計画的に転換に取り

組んでいただくよう要請をしてまいりたいと考

えております。

○十屋幸平議員 率先垂範という言葉がありま

すように、ぜひ積極的に取り組んでいただきた

いというふうに思います。

次に、浄化槽台帳管理システムについて伺い

ます。この件につきましては、昨年９月議会で

横田議員が質問いたしました。熊本県の浄化槽

台帳管理システムの導入についてお伺いをいた

します。環境森林部長の答弁は、「適正な浄化

槽の維持管理をさらに推進していく上で、市町

村とデータを共有することも一つの方策である

と考えております。しかしながら、個人情報の

問題もありますので、他県のシステムを参考に

しながら、本県の実情に合った効果的な浄化槽

台帳管理システムのあり方について検討してま

いりたい」と答弁されております。そこで、浄

化槽の適正な管理を進めるためには、県だけで

はなく関係業者等が保管する情報を一元化した

浄化槽台帳管理システムを構築すべきであると

考えますが、県の取り組み状況について環境森

林部長にお伺いをいたします。
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○環境森林部長（徳永三夫君） 現在、県が管

理しております台帳は、保守点検や清掃等の実

施状況が十分反映されていないことから、本年

度、これらの情報を速やかに台帳に反映できる

システムの構築を、関係業界等の協力を得なが

ら進めているところでございます。浄化槽の適

正管理を推進していく上では、情報を一元的に

管理することがより効果的でありますので、今

後とも、個人情報の取り扱いや情報セキュリ

ティー対策など、具体的な運営手法などについ

て検討を進めてまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 次に、バイオマス発電につい

てお伺いをいたします。県議会の森林・林業活

性化議員連盟で、８月25日から27日の３日間

で、木質バイオマス発電の取り組みについて県

外調査を実施いたしました。

全国トップクラスの集成材事業を展開する岡

山県真庭市「銘建工業株式会社」のプレナーく

ず活用の木質ペレット製造から、木質バイオマ

ス発電、そして、将来の林業の活性化に貢献す

ると言われておりますクロス・ラミネーテッド

・ティンバーの製造工程や、バイオマスタウン

・真庭市役所では、地域資源の活用ということ

で、玄関の真庭回廊、各課のカウンター、議

場、照明のかさなど、木材がふんだんに使用さ

れておりました。

広島県庄原市の木質バイオマス活用プロジェ

クトでは、山元の利益創出のための「木の駅」

原料収集システムと地域通貨の活用など、まさ

に今話題の里山資本主義を実践されておりまし

た。

次に、呉市の中国木材株式会社、堀川社長よ

り、日向工場の事業拡大の将来展望についても

お話を伺いました。そのほかにも、民間会社な

ど調査をいたしましたが、いずれも、木質バイ

オマス発電に欠かせない木材の量をいかに確保

して、コストを抑制し、効率的な発電をするか

が重要と感じました。

そこで、日本一の杉素材生産量の本県では、

木質バイオマス発電の燃料となる林地残材など

は、資源的に十分な量はあると聞いております

が、安定供給のための仕組みづくりと、量の確

保に心配はないのか、環境森林部長にお伺いを

いたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 木質バイオマ

ス発電の燃料供給につきましては、それぞれの

発電事業者が林業事業体と協定を締結しており

ますので、この協定が円滑に実行されるよう、

県では、地域の供給協議会を通じまして助言や

情報提供を行うとともに、収集運搬に必要な施

設整備への支援を行っているところでありま

す。また、今年度から、森林バイオマス地域再

生事業によりまして、それぞれの林家等が林地

残材を中間土場に集め、それを森林組合等が発

電施設に運搬する新たな仕組みづくりも県内各

地で進めているところであります。木質バイオ

マス発電の成否は燃料の確保にあると認識して

おりますので、今後とも、県内全域から安定的

に供給できる体制づくりに努めてまいりたいと

考えております。

○十屋幸平議員 量的にかなり膨大な量であり

ますので、人的な問題もやはり心配するところ

でありますので、しっかりと取り組んでいただ

きたいと要望しておきたいと思います。

次に、森林整備加速化・林業再生事業につい

てお伺いをいたします。本県では、平成21年度

より、国において創設された森林整備加速化・

林業再生事業を活用して、これまで川上から川

下に至る関係者が一体となって、間伐の実施や

路網の整備、高性能林業機械の導入、加工・流
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通体制やバイオマス関連施設の整備、木造公共

施設等の整備、県産材の利用拡大など、林業再

生への実現に向け取り組みを進めてこられまし

た。本事業が平成26年度で終了すると、本県の

林業の成長産業化の取り組みが減速をして、本

県の経済へも多大な影響が懸念されます。そこ

で、森林整備加速化・林業再生事業の継続要望

の取り組みについてどのように取り組んでおら

れるのか、環境森林部長にお伺いをいたしま

す。

○環境森林部長（徳永三夫君） 御指摘のとお

り、森林整備加速化・林業再生事業が終了いた

しますと、林業の成長産業化に向けた取り組み

が減速し、山村地域はもとより、本県の経済活

動にも大きな影響を及ぼすことが懸念されま

す。このため、知事みずから、農林水産大臣や

本県選出の国会議員、関係省庁へ要望を行った

ほか、私もあらゆる機会を通じて、事業の継続

・拡充について強く働きかけてきたところでご

ざいます。また、県議会の皆様にも意見書の採

択などお力添えをいただいているところであ

り、今後とも、皆様の御協力をいただきなが

ら、事業の継続・拡充について、国に対し引き

続き強く要望してまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 何もかも地方創生に結びつけ

るわけではありませんけれども、やはり地方の

実情ということを含めると、そういう意味で、

この事業自体の名前は変わっても、そういう事

業を国にぜひ強く要望していただきたいという

ふうに思います。

次に、観光振興条例（仮称）についてお伺い

をしたいと思います。地域活性化の有効な手段

の一つとして、観光振興に各自治体が取り組ん

できております。本県では、平成17年、宮崎県

観光リゾート振興計画を柱に、観光振興が推進

されております。観光県を標榜する本県の今回

の条例制定は、我々議会も含めて少し遅きに失

した感が否めません。そして、条例の中で、県

や市町村だけでなく、県民についてもその役割

を規定する予定と聞いておりますが、県民の役

割の条例の案文について次のような文言を追加

すべきと考えます。「魅力ある観光地の形成や

……」の後に、「県民は、地域に誇りと愛着を

醸成して、旅行者を温かく迎えるために努める

こと」とすべきであると考えます。また、宮崎

県の平成15年のイメージ調査では、首都圏生活

者が「宮崎」と聞いて何を連想するかという問

いに対しまして、「特にない」というのが１位

で、印象が薄いことがわかりました。観光審議

会の意見でも、宮崎らしさの基本的方向性を

しっかり盛り込んでほしいという意見があった

と聞いております。そこで、現在検討中の観光

振興条例（仮称）の名称について、宮崎らしさ

を出す必要がありますが、どのように考えてお

られるのか、商工観光労働部長にお伺いをいた

します。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 観光振興

に関する条例につきましては、県を初め、観光

に携わる方々が一体となって観光振興に取り組

む指針となりますよう、本県観光の基本的理念

や方針、関係機関それぞれの役割等を定めるこ

ととしております。条例制定の効果を上げるた

めには、内容の充実は当然のこととして、県民

の皆様にその内容を十分理解していただき、そ

の上で、県全体で魅力ある観光地づくりや、お

もてなし環境の整備などに取り組むことが重要

であります。したがいまして、条例の名称につ

きましても、宮崎らしいものとなりますよう、

今後、観光審議会における議論や関係者との意
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見交換などを踏まえ、しっかりと検討していき

たいと考えております。

○十屋幸平議員 しっかりと議論していただき

たいと思います。

次に、県立青島亜熱帯植物園について伺いま

す。宮崎で「青島」と言えば、大型ホテルが長

年廃墟と化し、南国ムードのイメージを壊して

きました。ようやくホテルが撤去されて、宮崎

市を中心に、観光振興の計画が関係機関などと

連携して協議がなされていると聞いておりま

す。先日、宮日新聞の報道では、ＪＲのフリー

切符「レールパス」を利用して、欧米人の旅行

客は、東京、京都などの主要な観光地を回った

後に青島にやってくるというものでありまし

た。つまり、空港から近く、新鮮な海の幸、温

泉も湧くなど、南国ムード青島の復活の芽が出

ていると結んでおりました。

その一角に、南国的開放感のある空間を提供

して、「亜熱帯の植物」「青島」のイメージが

創出できる公園を目指す県立青島亜熱帯植物園

も、平成28年度に大温室のリニューアルオープ

ンが予定されております。そこで、植物園の大

温室の整備状況について、県土整備部長にお伺

いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県立青島亜

熱帯植物園につきましては、昭和40年の開園以

来、50年近くが経過し、老朽化しております

が、現在、年間約90万人の観光客が訪れる青島

の中核をなす施設として重要な役割を果たして

おり、ゆったりとした休息や散策等を楽しめる

明るく開放的な空間を提供してきているところ

であります。このため、今年度に大温室の改修

を行いますとともに、管理棟や学習棟の整備を

行いまして、観光地としてのさらなる魅力アッ

プを図ることとしております。大温室等の整備

につきましては、現在、今年度中の完成を目指

し入札手続を進めておりますが、大温室内の植

栽につきましては、来年度に工事を行う予定と

しております。

○十屋幸平議員 この植物園の検討委員会のメ

ンバーについて伺いたいと思います。植物園内

では、毎月第４日曜日に「青島サンデーマー

ケット」を、市内有志が実行委員となって昨年

７月から開催されていると報道されておりまし

た。実行委員長の福田さんのコメントでは、自

然や食の大切さを実感してもらい、青島を元気

にしたいと結成されたそうです。そして、植物

園内の芝生広場では、環境に配慮した食べ物や

雑貨などの店が並び、ステージではミュージシ

ャンが出演して、来場者はリラックスした雰囲

気を楽しんでいるということでありました。ま

た、園内にはブーゲンビリアなどの花が美しく

飾られていて、来園者の目を楽しませていると

伺っております。

亜熱帯植物園が大きな役割を担っております

が、今後、リニューアルオープンする大温室が

どのようになるのかが重要なポイントになると

考えます。当然、観光客や来場者は、植物園内

を導線としまして青島まで足を伸ばすことも期

待しております。そこで、新しい大温室内の植

栽レイアウトに関する検討委員会のメンバー

は、有識者や観光関係者など、そしてまた、地

元の関係者なども入られると思うんですけれど

も、もっと柔軟な発想をする方々を選定する必

要があると考えます。検討委員会のメンバーは

どのように考えているのか、県土整備部長にお

伺いをいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県立青島亜

熱帯植物園におきましては、春と冬のフラワー

ショーやブーゲンビリアのコレクション展示な
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ど、花を活用したさまざまなイベントを開催

し、毎年多くの観光客の方が楽しまれ、好評を

いただいているところです。このため、新しい

大温室内の植栽レイアウトにつきましては、花

や亜熱帯植物に造詣の深い専門家を初め、地元

や利用者の代表者などに検討委員会に入ってい

ただくこととしておりまして、幅広い県民の皆

様からの声も参考にしながら、生き生きとした

深い緑の亜熱帯植物と四季折々の華やかな花々

にあふれた魅力ある植物園となるよう努めてま

いりたいと存じます。

○十屋幸平議員 その植物園の計画では、管理

棟、学習棟の整備も計画されるというふうに

伺っておりますので、当然、宮崎ですから、県

産材の活用を考えられていると思いますが、県

土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 今回整備を

行います学習棟などにつきましては、植物園を

訪れる多くの方々が木のぬくもりを感じながら

くつろぐことができる施設となるよう、木造平

屋建てで計画しておりまして、建物の柱やは

り、内壁の仕上げ材に県産材の杉やヒノキの活

用を予定しているところです。さらに、建物周

りの広場につきましても、県産材を活用した

ウッドデッキを計画しており、今後とも、県産

材の活用に積極的に取り組むことによりまし

て、ＰＲに努めてまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 私もこの質問をしていて舌を

かみそうになり、県立亜熱帯植物園とかなかな

か言いづらいところがありまして、短縮して言

うのも何なんですけれども、リニューアルを契

機に、条例上は「県立青島亜熱帯植物園」なん

ですが、愛称を募集する考えはないか、県土整

備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県立青島亜

熱帯植物園を、県民の方々により一層親しみを

感じていただける施設とするため、愛称をつけ

ることは大変大事なことだと考えております。

今後、愛称募集につきましても、市や関係部局

とも十分連携を図りながら検討してまいりたい

と考えております。

○十屋幸平議員 ぜひ、なじみやすい、宮崎ら

しいというのもまたありますが、愛称を決めて

いただきたいと思います。

次に、ロコモティブシンドロームについてお

伺いいたします。スポーツ振興対策特別委員会

で、宮崎大学医学部・帖佐悦男教授から、ロコ

モティブシンドロームについて勉強させていた

だきました。ロコモティブシンドロームとは、

加齢や生活習慣病で、筋肉や骨、関節、軟骨、

椎間板といった運動器のいずれか、あるいは複

数の障がいによる運動能力が低下して介護が必

要になったり、そうなる危険が高い状態を言う

そうです。その予備軍が4,700万人、40歳以上の

５人に４人はロコモだと言われております。

帖佐教授は、「ロコモティブシンドローム」

をキーワードに、「スポーツメディカルランド

宮崎」や「ロコモ・ザ・ワールド宮崎」構想の

実現に向けて、産学官連携を通して宮崎を元気

にする取り組みに頑張っておられます。宮崎市

青島地区は、国土交通省と経済産業省の地域産

業資源活用事業計画の認定を受けて、今年度か

ら、滞在型ロコモ予防・改善プログラムの開発

と販路開拓事業に取り組まれております。

そこで、帖佐教授が提唱する「スポーツメ

ディカルランド宮崎」「ロコモ・ザ・ワールド

宮崎」の構想は、健康づくり、競技力の向上、

観光振興など、県勢発展に大きく寄与するもの

と考えますが、関係部局ではどのようにかか
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わっているのか、福祉保健部長、商工観光労働

部長、教育長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） お話の「スポ

ーツメディカルランド宮崎」や「ロコモ・ザ・

ワールド宮崎」の構想は、高齢化が一層進む中

で懸念されるロコモの予防に大変有効な取り組

みとして、今後の構想の進展に大いに注目して

いるところであります。福祉保健部といたしま

しては、ロコモの予防を図るため、医師、健康

運動指導士、介護職員及び市町村職員など、健

康づくりや介護予防の関係者を対象に、ロコモ

に関する研修会や講演会を実施し、普及啓発を

図っているところであり、例えば、今年度も帖

佐教授を講師として研修会を実施する予定とし

ております。今後とも、宮崎大学など関係者と

の連携を一層深めてまいりたいと考えておりま

す。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 商工観光

労働部の取り組みについてであります。

まず、「スポーツメディカルランド宮崎」構

想につきましては、現在、宮崎大学医学部附属

病院と連携し、本県のスポーツキャンプ地とし

ての優位性を高めることを目的に、本年度から

スポーツメディカル支援事業を実施しておりま

す。具体的には、本県でキャンプ・合宿を実施

する県外のスポーツ団体の選手が、宮崎大学医

学部附属病院のスポーツメディカル機器を使っ

てメディカル検査を実施した場合、利用料の一

部を助成することにより、県外からのスポーツ

キャンプ・合宿の誘致を図るものであります。

次に、「ロコモ・ザ・ワールド宮崎」構想に

つきましては、現在、宮崎大学と県ホテル旅館

生活衛生同業組合等が協力しまして、健康づく

りと食や温泉などの観光素材を組み合わせたヘ

ルスツーリズムの観点からの旅行商品の造成を

行っていただいております。さらに、県が進め

る東九州メディカルバレー構想の一環としまし

て、県の支援制度を活用し、帖佐先生を中心

に、地元企業が連携して、ロコモティブシンド

ローム診断・検診用計測機器の研究開発が進め

られております。県としましては、これらの新

たな取り組みに大いに期待しており、積極的に

連携・協力してまいりたいと考えております。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会といた

しましても、「スポーツメディカルランド宮

崎」構想にございますように、スポーツを医学

的な観点から支える環境を整え、スポーツ選手

をサポートしながら競技力向上につなげること

は大変重要なことだと考えております。そこ

で、県体育協会の協力のもと、スポーツ医科学

委員会を設置し、宮崎大学医学部を初め、関係

機関に協力をいただきながら、競技団体の医学

的サポートを推進しているところであります。

具体的には、国体選手へのメディカルチェック

のほか、スポーツドクターやアスレチックトレ

ーナーを国体選手と一緒に国体に帯同して国体

へ派遣するなど、トップアスリートが安心して

競技に専念できるように支援をいたしておりま

す。

○十屋幸平議員 いろんな意味で「ロコモ」と

いうキーワードでそれぞれ部局が取り組まれて

おりますが、このような取り組みは、本県のメ

ディカルバレー構想での経済活動、それからス

ポーツランドみやざき、または高齢者の介護予

防、生活習慣病の予防など、医療費の抑制にも

役立つと考えております。今回の青島地区の取

り組みが県内各地に波及するためには、県とし

ての政策体系に盛り込む必要があると考えま

す。そこで、スポーツメディカルやロコモ予防

などに関して、さまざまな分野での動きがあり
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ますが、県として一体的に推進し、県勢発展に

つなげていくべきと考えます。知事の考えをお

伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） スポーツランドみやざ

きということを掲げて、温暖な気候や恵まれた

施設、さらには魅力的な食など、さまざまなア

ピールのもとに、キャンプ・合宿の誘致等に努

めてきたところであります。おかげさまで、あ

る程度右肩上がり、実績がふえておるわけであ

りますが、これにさらに今、御議論のあったス

ポーツメディカルということが加わりますと、

魅力というものが増す。他地域との差別化を図

ることができる大変重要なポイントであろうか

というふうに思います。

また、ロコモ予防につきましては、今後、高

齢化が一層進む中で、健康長寿社会の実現、ま

た、ヘルスツーリズムなどの新たな観光にもつ

ながる視点であろうかというふうに、これも大

変重要なものと受けとめております。これらの

取り組みには、スポーツ、医療、観光などのさ

まざまな要素が含まれますことから、御指摘の

ように、庁内各部局、さらには宮崎大学を初め

とします産学官の連携を進めることで、より一

層の充実・発展を図ることができるというふう

に考えております。

県としましては、先日、６年後の東京オリン

ピック・パラリンピックを見据えて、有形無形

の財産を築いていこうという、「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」を立ち上げたところでありまして、

庁内本部会議、また官民連携会議の中で、スポ

ーツランドみやざきの推進に係る取り組みとし

て、スポーツメディカル環境の充実等について

も検討してまいりたいと考えております。ま

た、ロコモ予防につきましては、現在進めてお

ります県の総合計画の見直しの中で、健康長寿

社会を実現するための取り組みの一つとして

しっかりと議論し、受けとめて、また取り組ん

でまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 次に移りたいと思います。

ＩＲ推進法についてお伺いします。この件に

つきましても、これまでの議会で何度も議論さ

れてまいりました。６月議会で知事は、「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」「県及び宮崎市の関係部局による行政

連絡会議を設置させ……認識共有化を図った」

と答弁しておりますが、よく議会の中でも言わ

れますように、答弁に対して、知事の熱意が我

々になかなか伝わってこないと。実感もしてお

ります。また、ＩＲ推進法は、レクリエーショ

ン施設、宿泊・会議施設、カジノ施設などを民

間事業者が一体的に整備を行うものでありま

す。ＩＲ推進法というと、どうしてもカジノと

いうのが特筆をされておりますが、カジノは、

観光及び地域経済の振興策や財政の改善策の一

つの手法でありまして、本県では、先ほど質問

しました医療との組み合わせの「ロコモ・ザ・

ワールド宮崎」も、本県の特徴となるのではな

いかと考えます。ぜひＩＲ構想に入れていただ

きたいと考えます。そこで、ＩＲ推進法が秋の

臨時国会で審議が進むと考えますが―これは

私の個人的な見解であります―県としてどの

ように対応していくのか、改めて知事のお考え

をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 統合型リゾート、いわ

ゆるＩＲにつきましては、投資や雇用、観光誘

客など、地域経済にもたらす効果・影響に大変

興味・関心を持っているところであります。秋

の臨時国会では、ＩＲ推進法案につきまして、

いよいよ具体的な審議が始まるものと期待をし
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ておるところでございます。今後、ＩＲ推進法

案の成立後１年以内に制定される実施法案の検

討過程において、重要かつ具体的な内容が明ら

かになってくるところでありますが、その中で

も、現在想定されております大規模な投資を伴

う都市型のＩＲ以外に、既存施設を生かした地

方でも実現可能なものとなるのか否かというよ

うなポイント、さらには、さまざまな御指摘も

されております健全性、安全性が確保されるよ

うな制度設計等がなされるのかということにつ

いて、注視していく必要があろうかというふう

に考えております。

私としましては、本県におけるＩＲの実現に

ついて、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いうふうに考えておりま

すので、国の動向に対する情報収集、また、関

係者との意見交換を重ねておるところでござい

まして、これまで以上に、こうした情報収集に

力を入れるとともに、民間の統合型リゾート研

究会など関係者との連携を図りながら、議論を

重ねてまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 前向きに検討してまいりたい

というお答えですので、ぜひ積極的に前向きに

検討していただくことを要望しておきたいと思

います。

次に、中小企業振興条例についてお伺いいた

します。この条例も昨年４月に施行されて、６

月議会でもいろいろと議論がございました。そ

の答弁でも、県の中小企業振興に対する思いは

理解ができました。しかしながら、私は、中小

企業振興条例とあわせて、６月議会の議論でも

ありました小規模企業の振興計画を早目に策定

して、本県経済の浮揚につなげていただきたい

と考えております。議会での部長答弁は、中小

企業者や商工団体等の意見交換では、県の施策

を事業者がわかりにくいなどの意見があり、情

報提供に努めたとあります。また、条例の内容

では、財政上の措置で、「必要な財政上の措置

を講じるよう努めるものとする」とあります

が、この条例に関しましては、県民所得に大き

く反映するものと考えておりますので、施策推

進の財源の確保、こういうものをしっかりと担

保していただきたいというふうに思います。

また、県内企業者数の88.6％が小規模企業者

であり、多くの県民は小規模企業で雇用されて

おります。平成21年度―これは６月議会でも

議論がありました―４万5,000社から、平成25

年度には４万1,300社に減少している状況があり

まして、雇用の確保にも影響をしていると考え

ております。小規模企業の振興に対する国の基

本計画も策定されると伺っておりますが、そう

いう中にあって、県内地場企業の振興は、先ほ

どから何度も申し上げますように、大変重要で

ありますので、宮崎県中小企業振興条例を今後

どのように生かしていくのか、商工観光労働部

長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 宮崎県中

小企業振興条例は、県内事業者の大部分を占

め、地域の経済と雇用を支える本県の中小企業

の重要性を再認識し、県民総力戦で中小企業の

振興を図るため、昨年３月に制定したものであ

ります。この条例では、中小企業者による自主

的努力と創意工夫を基本としつつ、それらの中

小企業の取り組みを促進するための県の施策を

含めた環境づくりに努めているところでありま

す。御指摘のとおり、地場企業の振興は、地域

経済の持続性を高めるためにも大変重要であり

ますので、昨年度は、従来の取り組みに加えま

して、県内の中小企業者や商工団体等の皆様か

ら要望のありました人材育成・確保、経営革新
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・新規創業、販路開拓の各分野の事業に取り組

んだところであります。また、本年度も、東九

州自動車道の開通効果を見据えた「自動車産業

北部九州フロンティアオフィス運営事業」など

に取り組んでいるのを初め、よりグローバルな

観点から、東九州メディカルバレー構想の推進

やアジア市場の開拓のための積極的な取り組み

等を行っているところであります。今後とも、

中小企業者や商工団体等との意見交換などを通

じまして、中小企業者の皆様の現場ニーズを把

握しますとともに、関係機関と連携をしなが

ら、実効性のある施策の展開に取り組んでまい

りたいと考えております。

○十屋幸平議員 次に、公共工事の品質確保の

促進についてお伺いします。「公共工事の品質

確保の促進に関する法律」の目的は、「良質な

社会資本の整備を通じて、豊かな国民生活の実

現及びその安全の確保、環境の保全、自立的で

個性豊かな地域社会の形成等に寄与する」とあ

ります。それでは、社会資本の整備の意義とは

何かというところで、国土面積の約10％にすぎ

ない洪水氾濫区域に、人口の約２分の１、資産

の４分の３が集中して、一たび河川が氾濫する

と甚大な被害が発生します。また、中山間地域

の利便性を高める道路整備等は、救急医療への

対応、災害時の救援物資輸送、日常生活の利便

性など、国民の生命と財産を守ることがうたわ

れております。まさに品確法の目的が着実に実

行されることを望んでおります。そこで、公共

工事の品質確保の促進に関する法律、いわゆる

「品確法」の今回の主な改正点は何か、県土整

備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 建設業は、

防災や減災、インフラの老朽化対策や維持管理

などの担い手として、その果たすべき役割はま

すます増大してきておりますが、建設投資の急

激な減少や行き過ぎた価格競争によりまして、

建設企業の疲弊や下請へのしわ寄せ、就労環境

の悪化が生じるなど、公共工事の品質確保が懸

念されているところです。このため、国におき

ましては、本年６月に品確法が改正され、その

主な改正点としましては、市町村を含む発注者

の責務として、最新単価や実態を反映した適正

な予定価格を定め、計画的な発注や適切な工期

設定・設計変更を徹底すること、さらに、地元

に根差した建設企業の安定受注を図るため、多

様な入札制度を導入・活用することなどがあ

り、将来にわたる公共工事の品質確保と担い手

の中長期的な育成・確保を促進するものとされ

ているところです。

○十屋幸平議員 発注者の責務というところを

しっかりと受けとめてやっていただきたいとい

うふうに思います。

次に移ります。人材育成についてお伺いしま

す。現在、建設業界では、これまでの公共工事

の経営環境の悪化から、人材の育成・確保がま

まなりません。東日本大震災や東京オリンピッ

ク・パラリンピックなどの公共工事の発注が増

加に転じた結果、県内の技術者の高齢化や企業

の人材確保が厳しい状況であります。そこで、

これまで、建設業における人材の育成や確保の

ため、どのように取り組みを行ってきたのか。

今回の品確法改正の趣旨を踏まえて、県はどの

ように進めていくのか、県土整備部長にお伺い

をいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県では、産

業開発青年隊や産業技術専門校による若手技術

者などの育成を初め、県内の各土木事務所を中

心に、小学生から高校生までの若い世代に建設

産業の魅力を伝えるため、道路や河川などをテ
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ーマとした出前講座や職場体験などに取り組ん

でいるところであります。また、労務単価の引

き上げや社会保険等の未加入対策を強化するな

ど、雇用環境の整備に努め、若者に魅力のある

職場づくりに取り組むとともに、総合評価落札

方式で加点評価を行うなど、若手技術者の育成

に取り組む建設業者への支援を行っているとこ

ろです。特に、今回の品確法の改正は、公共工

事の品質確保にあわせ、その担い手の中長期的

な育成・確保を目指したものでありますことか

ら、その趣旨を踏まえながら、建設産業が将来

にわたり持続可能な産業となるよう、発注者と

しての取り組みを進めていく必要があると考え

ております。具体的には、地域に精通した建設

業者が、道路や河川の巡視業務などを共同で受

注することが可能な地域維持型契約の導入に向

けて取り組みを進めているところであります。

○十屋幸平議員 これからまた運用指針等も検

討されるようでありますので、さらにしっかり

と取り組んでいただきたいというふうに思って

おります。

次に、都市計画法についてお伺いいたしま

す。昭和30年代から40年代にかけて、日本は高

度経済の情勢を迎えました。急激な都市人口の

増加や、さまざまな機能の集中が進み、都市周

辺では、無秩序に都市が拡大するスプロール化

が大きな課題となりまして、昭和43年に新しく

都市計画法を制定しました。都市計画区域は、

「積極的に市街化を図る区域」と「強力に市街

化を抑制する区域」の市街化調整区域を線引き

しました。そして、人口が流出した地方都市で

は線引きによるさまざまな問題が起こり、昭

和62年に、一定の要件を満たした都道府県は区

域区分の全面変更が可能となりました。また、

平成になって人口減少局面へと転じ、都市が拡

大する時代から安定成熟を迎えることになり、

平成12年に都市計画法が大幅に改正され、三大

都市圏及び指定都市を除き、線引きを実施する

かは都道府県が選択することとなりました。

現在頻発する大規模災害や人口減少、少子高

齢化、過疎化、産業の空洞化等々、さまざまな

問題を抱える地方自治体は、線引きを検討しな

ければならないと考えます。そこで、南海トラ

フ巨大地震に備えて、住宅や、災害時に活躍し

ていただけます建設会社などを、市街化調整区

域への高台移転ができるようにしておくべきだ

と考えております。県土整備部長に考えをお伺

いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 昨年10月に

県が公表しました「南海トラフ巨大地震に伴う

被害想定」では、沿岸部の市町におきまして

は、市街化区域内で浸水想定区域に含まれる地

域も多く、大きな被害が予想されておりますこ

とから、津波災害に強いまちづくりを推進して

いくことは大変重要であると考えております。

市街化調整区域の高台等への移転につきまして

は、都市計画法において、市街化調整区域は市

街化を抑制する区域でありますことから、原則

として、宅地開発などは許可できないことと

なっておりますが、一定の区域における土地利

用等の計画を、市町村が地区計画として都市計

画決定することにより可能となる場合もありま

す。このため、県としましては、関係市町と一

緒になって、地域防災計画や、津波防災地域づ

くりに関する法律に基づく推進計画などとの整

合を図りながら、安全で安心なまちづくりに取

り組んでまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 私が住んでおります日向市も

特にそうなんですけれども、建てられないでは

命が守れないということもありますので、特に
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市町に意向調査をしていただいて、どのように

市町が考えておられるのか、南海トラフ巨大地

震に対して。そういうところで地区計画をつく

れるなら、そういうふうな方向で頑張ってやっ

ていただきたいなというふうに、これも要望し

ておきたいと思います。

次に、人口減のまちづくりについて伺いま

す。先ほども総合計画の中でもお聞きしました

が、今後の人口減少を見据えたまちづくりにつ

いて、県としてどのように取り組んでいくの

か、県土整備部長にお願いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 人口減少・

超高齢社会におきましては、医療、福祉、公共

交通などの都市機能サービスをいかに維持して

いくかが大変重要であると考えております。国

におきましては、本年５月に「都市再生特別措

置法」等が改正され、居住や都市機能の誘導及

び公共交通の充実による「多極ネットワーク型

コンパクトシティー」の推進が示されたところ

でございます。県としましては、法改正の趣旨

も踏まえながら、都市機能を中心市街地に集約

するだけではなく、市街化調整区域の既存集落

におきましても、生活環境の維持を図り、市街

地と田園地帯等が共存した宮崎らしいまちづく

りを目指していく必要があると考えておりま

す。したがいまして、ことし８月から開催して

おります市町村との「まちづくり勉強会」での

意見も踏まえ、高齢者やさまざまな世代の住民

が安心して暮らせるよう、市町村と一緒になっ

て、まちづくりに取り組んでまいりたいと考え

ております。

○十屋幸平議員 先ほど都市計画法の中でも言

いましたように、多極ネットワーク型コンパク

トシティー、いわゆる、少し田舎のほうに住ん

でいただくようなことも必要だと思いますの

で、「まちづくり勉強会」の中で、先ほど意向

調査のお話もしましたので、十分に議論してい

ただきたいなというふうに思います。

次に、土砂災害対策について伺います。我々

自民会派の総務政策部会は、広島市の災害が発

生する直前の８月18日に、昨年、甚大な土砂災

害で死者36名、行方不明者３名と、大規模な被

害を受けた伊豆大島を調査いたしました。町長

が災害時に町内にいなくて非難を浴び、町長は

批判を真摯に受けとめて反省をいたしておりま

した。町長や担当者の話では、昨年の状況で

は、通常の災害対策の砂防堰堤などのハード整

備は万全だと認識していたようでしたが、想定

外の大規模災害への対策についての認識はな

かったようであります。行政として、住民の生

命と財産を最優先に対応することはもちろんで

ありますが、今回の大島町の教訓では、どのよ

うな災害でも自分の命は自分で守る意識が重要

であり、やはり避難勧告や避難指示が出された

らすぐに従う、自助が基本であるということで

ありました。しかしながら、広島の大規模災害

で73名が亡くなり、１名の行方不明者の捜索が

続いております。今回も避難勧告、避難指示の

発令が大きな課題として残りましたが、オオカ

ミ少年を恐れずに、空振りでもいいから警報を

発令して住民の命を守ることが大事であると考

えます。

本県では、土砂災害危険箇所が１万1,826カ所

あり、資産価値の低下などで住民が難色を示し

指定に時間がかかることによりまして、土砂災

害警戒区域は2,824カ所で指定率が23.9％、特別

警戒区域は1,623カ所となっております。そこ

で、県内の土砂災害危険箇所のハード対策につ

いてどのように取り組んでいるのか、県土整備

部長にお伺いをいたします。
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○県土整備部長（大田原宣治君） 現在、県内

には１万1,826カ所の土砂災害危険箇所がござい

ます。このうち、被害想定区域内に人家が５戸

以上ある箇所や、公共施設等のある箇所など

の4,366カ所につきまして、優先的に整備に取り

組んでいるところです。しかしながら、施設の

整備には膨大な費用と時間を要しますことか

ら、平成26年３月末時点の整備率は28.7％と低

い水準にあります。このため、県としまして

は、必要な予算の確保を国にさらに強く要望し

ますとともに、災害履歴のある箇所や災害時要

援護者施設、避難場所がある箇所などについ

て、土砂災害警戒区域等の指定の状況なども総

合的に判断して、積極的に整備に取り組んでま

いりたいと考えております。

○十屋幸平議員 命は大事ですので、積極的に

取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。

次に、県民の土砂災害防止に関する意識を初

め、あらゆる災害で、自分の命は自分で守る自

助の意識の醸成を図ることが重要であります。

それで、ソフト対策についてはどのように取り

組んでいくのか、県土整備部長にお願いいたし

ます。

○県土整備部長（大田原宣治君） 土砂災害か

ら県民の生命を守るためには、砂防施設などの

整備のハード対策だけでなく、土砂災害警戒区

域の指定などのソフト対策との組み合わせによ

る多重防御を進めていくことが重要でありま

す。平成26年７月末現在の本県の土砂災害警戒

区域の指定率は、23.9％と低い水準にあります

が、区域の指定を推進するためには、住民の皆

さんの十分な理解が必要であります。現在、国

におきましても、土砂災害警戒区域などの指定

を促進しようとする動きがありますので、県と

しましては、このような動きを注視するととも

に、広く県民に区域指定の重要性を周知するこ

とで、地域住民の理解を得ながら、市町村、国

とも連携を図り、積極的に土砂災害警戒区域等

の指定の推進に取り組んでまいりたいと存じま

す。また、適切な避難行動がとれるよう、従来

から実施しております、小中学生を対象とした

土砂災害防止教室や、地域住民を対象としまし

た土砂災害防止講座などの啓発活動をさらに充

実し、住民の理解を促進してまいりたいと考え

ております。

○十屋幸平議員 次に、警察本部長にお伺いを

したいと思います。警察本部として、今回の大

規模土砂災害等の発生が予想される場合と土砂

災害が発生した場合への対応について、どのよ

うな対応をしているのか、警察本部長にお伺い

いたします。

○警察本部長（坂口拓也君） 気象台から警報

が発せられるなど、土砂災害の発生が予想され

る場合、まず、警察本部と警察署に災害警備本

部を立ち上げるとともに、県や市町村に警察官

を派遣して、関係機関と連携しながら情報収集

を行います。さらに、避難準備情報や避難勧告

等が発令された場合には、住民に対して災害情

報の広報を行いつつ、適切な場所へ避難誘導を

行います。また、不幸にも土砂災害が発生した

場合は、人命救助を最優先に、機動隊等の救助

部隊を派遣し、自衛隊や消防と連携して被災者

の救出・救助に全力を尽くします。そのほか、

被災地における行方不明者の捜索や防犯活動、

交通規制等の警察活動を速やかに実施してまい

ります。

○十屋幸平議員 次に、東九州自動車道及び九

州中央自動車道についてお伺いをいたします。

改めて東九州自動車道を考えると、北九州市を
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起点に鹿児島市までの全長約436キロメートル

で、本年３月８日に北浦―須美江間、16日に日

向―都農間が開通して、延岡市から宮崎市まで

ようやく高速道路がつながりました。しかしな

がら、日南―串間―志布志間は、計画段階評価

が終了したものの、今後一層、事業化に向けて

積極的に取り組まなければならないと考えま

す。一方、九州中央自動車道の整備が進めば、

産業や経済、文化などの活性化に大きく役立つ

循環型高速交通ネットワークが形成され、東九

州地域の発展に役立つと考えます。そこで、九

州中央自動車道蘇陽―五ヶ瀬―高千穂間、及び

東九州自動車道日南―串間―志布志間の進捗状

況を、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） まず、九州

中央自動車道蘇陽―五ヶ瀬―高千穂間につきま

しては、昨年10月に１回目の九州地方小委員会

が行われ、11月には、沿線の３町６会場で多く

の地元住民参加のもと意見聴取を行う、いわゆ

るオープンハウスが実施されたところです。今

後は、地域の課題に応じた複数の概略ルート案

が示され、再度、地域への意見聴取が行われる

予定と伺っております。

次に、東九州自動車道日南―串間―志布志間

につきましては、計画段階評価が終了し、こと

し７月には全線バイパスとして整備する対応方

針が決定され、現在、国土交通省におきまし

て、新規事業化に向けた事業化が進められてい

ると伺っております。

県としましては、高速道路は全部つながって

こそ、初めてその真価が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、

両区間の早期事業化を議会の皆様を初め、県民

の皆様と一体となって、国に対してこれまで以

上に強く要望してまいります。

○十屋幸平議員 次に、東九州自動車道日向―

都農間に「寺迫ちょうちょ大橋」というのがあ

ります。これは非常に眺めがよくて、県民の皆

様からいろんな御意見を伺って、フォトスポッ

ト、またトイレなどの休憩施設の整備ができな

いか、そういう要望をいただいております。私

も毎日通勤するときに、よそ見しないようには

行くんですけれども、どうしても景色がいいと

ついつい見てしまいますので、県土整備部長に

見解をお伺いしたいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 議員のお話

のとおり、寺迫ちょうちょ大橋付近は、日向灘

が一望できる大変眺望のよいところでありまし

て、以前より休憩所の要望があることは伺って

おります。御質問のありましたことにつきまし

て、ＮＥＸＣＯ西日本宮崎高速道路事務所にお

伺いしましたところ、休憩施設の設置は、さま

ざまな周辺状況をもとに総合的に考慮して行っ

ており、日向―都農間に休憩施設を設置するの

は非常に難しいとのことでした。しかしなが

ら、本県の魅力向上にとって大変貴重な御提案

でもありますので、今回、議会でこのような議

論があったことにつきまして、改めてＮＥＸＣ

Ｏ西日本にお伝えしたいと考えております。

○十屋幸平議員 きょう、タイムリーに、川南

から大分松岡パーキングエリアまで150キロトイ

レがないという新聞記事が出ました。北川でお

りれば「はゆま」でトイレができますから、100

キロ前後ないんだなというふうに理解をいたし

ましたが、そういうことも含めると、どうして

も途中途中やらないと、一回一回インターをお

りてまた乗るということも大変ですので、ぜひ

このことはＮＥＸＣＯさんのほうにお伝えいた

だきたいというふうに思います。

次に、消費者教育の推進について伺います。
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９月３日付の産経新聞で、「「目に見えないお

金」に気をつけて」というタイトルで、「今は

現金を引き出すのもカード、子供たちは「魔法

のカード」でさまざまなものが買えて好きなだ

けお金がもらえると思ってしまう。利便性が進

む社会に教育が追いついていないのが現状で

す」と報道されました。一方では、高齢者が特

殊詐欺や悪質商法に遭う事件が頻発している状

況で、幼児期から高齢者までの各ライフステー

ジに応じた体系的な消費者教育が必要だという

ことで、国では、平成24年12月、「消費者教育

の推進に関する法律」を施行しました。それを

受けて県では、宮崎県消費者教育推進計画を策

定中であります。そこで、現在、学校において

消費者教育にどのように取り組んでいるのか、

教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 学校での消費者教育

につきましては、教科では家庭科や社会科など

において取り組んでおり、例えば、小学校で身

近な商品の選び方や金銭の使い方、中学校で消

費者の基本的な権利と責任、高等学校では生涯

を見通した家計の管理など、発達の段階に応じ

て実施いたしております。また、消費者トラブ

ルを、子供たちが自分にも起こる問題だ、そう

考え、実生活において適切な対応ができるよう

に、実際に起こった事例について、専門機関か

ら招いた外部講師から直接話を聞く機会を設け

たり、販売者と消費者のそれぞれの役割を子供

たちに演じさせるロールプレーイングを取り入

れた授業を行うなど、実践的な消費者教育に取

り組んでおります。

○十屋幸平議員 消費者教育推進法を受けて、

小学生は、消費者としての素地の形成が望まれ

る時期、中学生は、権利と責任を理解しトラブ

ル解決方法の理解が望まれる時期など、先ほど

言いましたそれぞれのステージによって、特徴

的な方向が示されております。今後、学校にお

いて消費者教育にどのようにこの法律のもとで

取り組んでいくのか、教育長にお伺いいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 近年、カードだとか

インターネットでの買い物など、子供たちを含

め、今まで考えられなかったようなトラブルに

巻き込まれるリスクが高まっておりますことか

ら、消費生活に関する知識を習得するだけじゃ

なくて、適切に行動する力を育成することが必

要であると考えております。そこで、引き続

き、教職員の指導力を高める研修や効果的な指

導を行うための教材の開発を進めるとともに、

習得した知識が総合的な力として一層生きるよ

うな指導、例えば、社会科でクーリングオフの

知識を得た後に、家庭科で解約手続の模擬体験

をさせるなど、各教科の学びを体系的に結びつ

ける授業づくりに取り組んでいく必要があると

考えております。さらに、産業教育審議会にお

きましても、消費者教育をさらに充実すべきで

あるという意見をいただいているところであり

ますので、今後とも、消費生活センターを初め

とする関係機関との連携を一層強化しながら、

消費者教育のこれまで以上の充実を図っていき

たいと考えております。

○十屋幸平議員 消費者教育というと、お金を

使う考え方の予防的な考えだと思うんですが、

一方では、お父さん、お母さんたちが働いてお

金を家庭に持って帰ってくる、そういう大事さ

がわかることで、お金に対するありがたさだっ

たり大切さだったり、そういうものが出てくる

と思うんです。ですから、先ほどカードの話を

しましたように、目に見えない感覚的な問題

と、それから、実質的にお金という紙幣だった
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り硬貨だったりするものが、お年玉をもらっ

て、幾らもらったとかいうところもあるでしょ

うけれども、働いてその対価としてお金をいた

だく、そういうものをきちんと子供に教育して

いかないと、アルバイトする子もいるかもしれ

ませんが、小学生とか中学生に、お金の大切さ

ということをあわせて教育していただかない

と、出る方ばっかりではいけないと思いますの

で、そのこともあわせてお願いをしておきたい

というふうに思います。

次に、学力向上について伺います。平成26年

度全国学力・学習状況調査と児童生徒へのアン

ケートも同時に結果が発表されました。平日に

携帯電話やスマートフォンで、メールや通話、

インターネットをする児童生徒ほど、学力テス

トの成績が低い傾向であることが浮き彫りとな

りました。また、よく新聞を読む子供は平均正

答率が高いとの結果もあわせて発表されまし

た。

本県の課題としては、知識の活用を見る小学

校のＢ問題で全国平均値を下回る傾向が続いて

いると報道されております。そして、県内の教

育事務所ごとにも平均正答率が報道されまし

た。特に、北部教育事務所は小学校の国語Ａ以

外、また南部教育事務所では、小学校の国語

Ａ、中学校国語Ｂと数学Ａ以外は、全て全国平

均を下回る結果となり、学力の向上が望まれま

す。その中で、沖縄県は今回の学力テストで、

秋田方式を上手にアレンジして成績が大幅に改

善されて、全国でも上位になっております。本

県でもよいものは学び、取り入れるところは積

極的に取り組む姿勢が必要だと考えます。

そして、児童生徒の評価は、知育・徳育・体

育と言われるように、総合的に育まなければな

らないと考えますが、子供たちの夢や希望をか

なえるためには、全国平均の学力も必要だと考

えます。そこで、全国学力・学習状況調査の結

果をどのように分析して、今後どう取り組むの

か、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 今回の結果につきま

しては、小中学校ともに、ほぼ全国の平均的な

水準にあると考えておりますが、活用する力を

見る問題につきましては、全国平均と、ごくわ

ずかですが差があると捉えております。そこ

で、望ましい学習習慣を確実に身につけさせる

ために、「みやざき学びのすすめ」という名前

のパンフレットを小中学校や家庭に配付し、学

校や家庭において、１つ、子供たちが自分の考

えをしっかり言えること、２つ、読書を奨励す

ること、３つ、復習を徹底すること、その３つ

のポイントを示し、学習習慣の定着を目指して

いるところでございます。また、課題である活

用する力の向上につきましては、指定校での研

究を行っており、具体的には、児童生徒が自分

の考えをしっかり説明したり、お互いの考えを

述べ合ったりする場面を充実するなど、より効

果的な指導方法について研究を進めており、研

究によって得られた指導法に関する成果を他の

学校に普及し、活用する力を高める指導を徹底

してまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 次に、長期休業中の補習授業

について伺います。全国には、土曜授業に取り

組む学校も出てきておりますが、今回の全国学

力・学習状況調査の結果を踏まえて、県教育委

員会においては、夏休み等は先生方も学校に出

勤されておりますので習熟度の低い児童生徒に

対して補習授業を行い、底上げを図る必要があ

ると考えております。県では、希望者に対して

夏休み等の長期休業中の補習授業を行っている

ようですが、その成果について教育長にお伺い
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いたします。

○教育長（飛田 洋君） 小中学校におきまし

ては、夏休み等の長期休業期間中に、学力の向

上を目的とした補充学習が多くの学校で実施さ

れております。また、自然体験活動や勤労体験

なども行われております。補充学習につきまし

ては、平成24年度、本県において、希望者に対

して、基礎学力向上や補充・発展的学習等のた

めに学習の機会を提供している公立学校の割合

は、小学校が57.7％、中学校が92.5％でありま

した。夏休みの補充学習では、理解に時間がか

かる児童生徒に対する個別指導を行ったり、意

欲的な児童生徒には発展的な問題に挑戦させた

りしておりますが、例えば、「ゆっくり指導し

てもらって、よくわかった」という声も聞かれ

ており、基礎的事項の定着や学習内容の理解を

深めるなど、児童生徒のさまざまな状況に応じ

て学力の向上が図られていると考えておりま

す。

○十屋幸平議員 先ほど質問の中でお話ししま

した、いわゆる自分で手を挙げた子供たちが来

るということですけれども、教育現場でよく言

うアウトリーチ、手を差し伸べる。子供たちは

自分の成績を悪くは思いたくないし、悪いから

自分から手を挙げて「行きます」と言うのは、

なかなか言いづらいと思います。そういう面

で、やっぱり先生たちが、習熟度が低いという

子は手を差し伸べて引っ張り上げると、そうい

う方向性をぜひ示していただきたいというふう

に思います。教育委員会、いろいろ質問させて

いただきましたが、やはり学力についても大事

でありますので、しっかり取り組んでいただき

たいと思います。

今回、いろいろと質問させていただきました

が、最初に質問しました知事の資金提供につき

ましては、先ほど述べましたように、宮崎県の

リーダーとしてしっかりとした行動をとってい

ただきますことをお願い申し上げまして、私の

代表質問を終わります。（拍手）

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

正午休憩

午後１時０分開議

○福田作弥議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、自由民主党、中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

疲れさまでございます。午前中に引き続きまし

て、自民党の代表質問であります。

それで、前口上は省略して、早速入りたいと

思いますが、知事選挙、12月４日に告示をされ

ます。既に、河野知事、出馬を表明されて、本

人自身の申請で、自民党は推薦をいたしまし

た。聞くところによりますと、他の政党にも推

薦依頼をされていると、こういうことですが、

なぜかほかの政党は、ここで推薦をちゅうちょ

されているようであります。ですから、自民党

の推薦を一旦ここは取り下げてもらって、１党

ですので、改めて公認申請をされたらどうかな

と、こう思っているところであります。これは

質問ではありませんので、何か発言することが

あれば、その発言を拒むものでもありませんの

で、よろしくお願いしたいと思います。

私も、知事選挙前に質問する機会は今回しか

ありませんので、政治課題とか時事問題につい

て、まずは質問していきたいと思っておりま

す。

沖縄基地負担軽減の問題であります。このこ
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とについて質問していきたいと思うんですが、

今月３日、第２次安倍改造内閣がスタートしま

した。この内閣のいろいろな課題があるわけで

すけれども、その一つに沖縄基地負担軽減の問

題もあるわけであります。それで、内閣府の中

に大臣が直接担当することになっております。

それは菅官房長官が兼務して担当する、こうい

うことで進められておるわけであります。それ

で、宮崎県知事としてこのことをどのように受

けとめられているか、その御認識をまずはお伺

いして、後の質問は質問者席から行います。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

沖縄県の基地負担のあり方について、軽減に

ついてであります。私は、沖縄県の基地負担の

軽減の必要性につきましては十分認識している

ところでありまして、本県におきましては平

成19年から、沖縄県嘉手納基地などで実施をし

ておりました訓練の一部を新田原基地で受け入

れているところであります。防衛・安全保障に

係る問題は、国が責任を持って対応すべき事項

でありまして、基地負担の軽減につきまして

は、まず国から対応案が示される必要があるも

のと考えております。現在のところ本県に対し

ては、オスプレイを含め基地問題の解決に向け

た新たな訓練受け入れの要請はないところであ

りますが、私としましては、こうした訓練の受

け入れについては、県民の安全・安心を確保す

ることを最優先に、関係市町村等の意向を十分

踏まえていくことが重要であると考えていると

ころであります。以上であります。〔降壇〕

○中野一則議員 負担軽減、宮崎県で協力する

ことがあれば日米共同訓練である、そういうふ

うな答弁であったろうと、このように思ってお

ります。なぜ負担軽減かということは、国土

の0.6％の面積しかない沖縄県、ここに全国の米

軍の軍事施設、専有施設というのが75％もあ

る。これをいろんな形で軽減しようということ

で、今、辺野古の問題も進められているところ

であります。それで、宮崎県としては今できる

ものは訓練だと、こういうことでありました。

そのほかいろいろ考えられるのかどうかわかり

ませんが、例えば今、あちこちでオスプレイの

基地を―これは日本のオスプレイをというこ

とだろうと思うんですけれども、佐賀空港で、

そしてまた千葉のほうでは米軍のオスプレイの

修理をする基地をつくろうと、こういう動きも

あるようですが、例えば日米共同訓練にオスプ

レイも含めた共同訓練の申し出があった場合に

は、それを受け入れられていかれるかどうか、

これについてもお尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 仮定の話でございます

が、いずれにいたしましても、国からそのよう

な申し出を受けた場合は、地元もしくは関係市

町村の意向というのを十分踏まえた上で、繰り

返しになりますが、県民の安全・安心というも

のが十分図られるか、そういうところを中心に

考えていくということで対応することになろう

かと思います。

○中野一則議員 県民の安心・安全を十分にと

いうことですが、県民の安全・安心を図られな

い訓練は考えられない。その上に立って新田原

基地を利用するとか、あるいは霧島演習場を利

用するとか、そういう申し出であろうと思うん

です。そういう場合に、住民、県民のことはも

ちろん重々注意してかからなければならぬわけ

ですけれども、オスプレイのみでなく、いろん

なケースが今後出てくるだろうと思っておりま

す。私はなぜこういう質問をするかというと、



- 46 -

平成26年9月10日(水)

総論賛成、各論反対というのが世の中の常です

よね。そのあたりは積極的に、総論も賛成だ

が、各論もちゃんと賛成してやっていく。こう

いう基地負担軽減の問題についても、宮崎県も

ぴしゃっとした態度で進めていく、そういう姿

勢が一番だろうと、このように思っているとこ

ろであります。

次に進めていきたいと思いますが、憲法改正

のことについてであります。憲法の改正で、そ

の必要性も含めて賛否あるところでありますけ

れども、９条を含めた改正の必要性に、まず知

事はどのような態度でおられるのかをお聞きし

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 憲法というものが、国

の根幹をなす最高法規であるわけであります。

私のスタンスとしましては、一概に憲法改正に

関する議論を否定するということはなく、その

あり方についてしっかりと国民が議論する、認

識をするということは重要であろうかと考えて

おります。その議論に際しては、その改正なり

をどういう理念や必要性に基づき行うのかとい

うことを、主権者たる国民の間で幅広い観点か

ら十分に議論することが必要であろうと考えて

おります。

○中野一則議員 知事、そういう議論の必要性

はもちろんあると思うんです。人のことはいい

から、知事はその必要性についてどういうスタ

ンスで臨まれるのかということをお聞きしたい

と思うんです。

○知事（河野俊嗣君） 憲法の問題についても

さまざまな論点がございます。それぞれについ

て必要な議論を尽くすということは非常に重要

だというのが、私の基本的なスタンスでござい

ます。

○中野一則議員 論点についていろいろ議論す

ることはもちろんと思うんですが、憲法改正の

必要性があると思うのか、必要性はないとする

のか、そのあるなしをお聞きしたいと思うんで

す。

○知事（河野俊嗣君） 憲法改正、国の最高法

規ということでございますので、非常に重い、

いろんな論点があろうかというふうに考えてお

ります。それについて一つ一つ丁寧な議論とい

うものが必要だというのが、私の認識でありま

す。

○中野一則議員 自由民主党は、昭和30年に保

守合同ということで結党しました。結党した最

大の目標は、自主憲法の制定を党是とする、そ

れが自由民主党であります。憲法の自民党案と

いうものも既に出しておりまして、この草案に

よりますと、９条は、自衛権を明記して、国防

軍の設置をその中でうたっているわけでありま

す。そのことは、さきに行われました参議院選

挙の公約の中にもきちんと入っております。具

体的にはＪ-ファイル2013という中に書かれてい

るわけですけれども。そういうことで、自民党

は結党の精神が自主憲法、そして具体的には憲

法改正の草案をつくって、それを国民に示し

て、しかも昨年の参議院選挙には公約の中に

ちゃんと位置づけてやっていると、こういうこ

とであります。そういう自民党に知事選挙の推

薦依頼をされて、既に自民党は知事を推薦して

いるわけです。ですから、自民党の一番基本に

なるこういうことは、きちんと知事として整

理、理解されてされたものだと思いますので、

憲法改正の必要有無については明確なことをさ

れて、これから先の12月に始まる選挙には臨ん

でほしい、このことを要望しておきたいと思い

ます。

次に、川内原発の再稼働についてお尋ねして
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いきたいと思いますが、本日は原子力規制委員

会が午前中に開催されて、川内原発については

新基準に適合しているという審査書が正式に決

定したというのを、先ほどニュースで知りまし

た。川内原発は１号、２号あるわけですけれど

も、その１号、２号とも適合しているというお

墨つきをもらったようであります。これには委

員の方が５名いらっしゃって、全員がそういう

ことで了解されたというふうにお伺いしておる

ところであります。それで、今とまっている原

子力発電所、川内の原発が最初に再稼働という

ものがいよいよ現実になるな、こう思っている

わけですが、本日こういう動きになったという

ことを知事はどのようなふうに―これは感想

でも結構ですが、御意見を承りたい、こう思っ

ております。

○知事（河野俊嗣君） まず、原子力発電に関

する私の考えとしましては、福島原発事故の現

状を踏まえると、英知を結集して、将来的には

可能な限り原発に頼らない社会を目指していく

ことが大変重要だというのが、一貫した考えで

ございます。一方で、ＣＯ２の排出や安定的な

電力供給を考えると、今すぐ国内の原発をゼロ

にすることは現実的でないと考えております。

原子力発電所の再稼働につきましては、国や、

今御指摘のありました原子力規制委員会の科学

的・技術的な知見に基づく安全性の確保を大前

提とした上で、地元の意向等も踏まえ、最終的

に国が責任を持って判断していくべきものとい

うふうに考えておるところでございます。

今回、原子力規制委員会の会合におきまし

て、新基準を満たしているとした審査書が正式

決定されたということでございます。残る２つ

の工事計画認可申請及び保安規定変更認可申請

について、これはさらに書類の作成中という、

まだ作業段階にある状況だというふうに伺って

おるところでございます。県としては、今後と

も、こうした原子力規制委員会の審査の状況を

注視しますとともに、重要なのは、国や九州電

力に対して、県民の生命や財産を守る観点か

ら、必要な説明と防災対策の充実強化などの対

応というものを求めてまいりたいと考えており

ます。

○中野一則議員 この再稼働については、具体

的には同意をする手続の定めはないというふう

に聞いております。それで、地元の薩摩川内市

の市長も、ここに同意するとか云々は言わない

というふうな報道もありました。ただ、理解、

協力するという意味合いの発言をするというこ

とであります。もっとも、隣の県である宮崎県

知事がこれに同意する必要もないわけです。た

だ、川内原発に一番近い宮崎県で、どちらかと

いうと一年中、風は西から東に吹いているわけ

ですから、何がしかのこともあるだろうと。だ

から、九電と宮崎県がいろいろと覚書も結ばれ

たわけです。そういう緊急事態が発生するとい

うことがあってはならぬわけですけれども、そ

れには備えられていると、こういうことであり

ます。

それで、恐らく来年になってから具体的な稼

働ということにはなると思いますが、さっきの

答弁を聞いていれば、いまいち人ごとみたいに

聞こえたんですが、宮崎県知事としては、再稼

働になった場合には、そのことは理解をし、そ

してまた協力もしていくというスタンスで臨ま

れるのかどうかを、再度お伺いしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 原子力発電につきまし

ては、先ほど申し上げたとおりでございます。

将来的には、可能な限り原発に頼らない社会を
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目指すということを重要視しつつも、現実問題

として、今すぐにたちまちゼロにということは

現実的ではないのではないかという認識でござ

います。したがいまして、今後とも、国におい

て科学的・技術的な知見で、その安全性の確保

を大前提とした上でしっかりとした判断をして

いただきたい、そのように考えておるところで

ございます。

○中野一則議員 原子力発電所、この前の新聞

報道では、九電も玄海の原発１号機の廃炉を検

討している、そういう記事がありました。玄海

には４号機まであります。川内には１・２号あ

ります。40年以上たったものを再稼働する、継

続して稼働するには大変なお金もかかるという

ようなことであります。また、川内の原発はで

きて約30年たっています。そうすると、40年に

なれば、あと10年しかないわけです。それがま

た継続されて稼働していくものかどうかわかり

ませんが、日本全体でも、原子力発電所は、廃

炉を含めてその方向にもあるようであります。

また、もともと川内に150万キロワットの原子力

発電所をつくるということでずっと進められて

きて、地元への説明やらいろいろあってきた中

で、３年半前の事故があって、今日、日本全体

もとまっている、こういう状況であります。

それで、現実は電力の消費がどんどん上回っ

ていくという中で、こういう発電所がなくなる

となれば、あるいは計画したものをつくらない

ということになれば、電力の需要に供給が追い

つかない、こういうことになると思います。最

初言えばよかったんですが、私は、今あるもの

の再稼働はいいよ、オーケーというスタンスで

あるんです。ただ、新規のもの、150万キロワッ

トのようなものをつくるときには、いよいよ慎

重にならざるを得ないということはありますけ

れども、そういうスタンスであります。

それで、需要に供給が追いつかないようにな

れば、どこかでか―今、太陽光発電とか風力

とかバイオマスとか、新エネルギーというか循

環型というか、クリーンエネルギーということ

になっておりますが、大きくはなかなか全体を

賄うということは難しいだろうと。それで私

は、石油、石炭あるいは天然ガス、日向灘にた

くさんあるというメタンハイドレート、こうい

うものを利用した発電所というのも、やがても

う一つつくるということになるだろうと思うん

です。我々が小中学校のころは、宮崎県は最大

の電力供給県だったのが、現在はその需要を賄

うまでの供給はしていないんです。後でも関連

して質問をしたいと思うんですが、宮崎県には

潤沢に電気があることで、これから先の企業誘

致とかそういうことにも取り組める。電気の配

電線がくまなくずっと張りめぐらされること

で、生活環境もよくなると思っております。そ

れで、火力発電所、少なくとも50万キロワット

―今、火力発電所の大きいのは100万キロワッ

トぐらいのもあるようですから、そのぐらいの

ものを宮崎県に誘致できないものかなと。そう

することで、電力供給県宮崎県ということで、

また新たなことが開かれていくんじゃないかな

と思っているんです。ですから、そういうこと

は前向きに進められないものかどうか、知事の

お考えをお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、電力発電所の整備

なり誘致という御指摘でございます。九州電力

によりますと、新たな大規模火力発電所の立地

条件としましては、広大な用地取得や環境アセ

スメント、さらには原料供給のための港湾整備

や冷却水の確保などがありまして、本県への新

たな大規模火力発電所の設置には高いハードル
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があるというふうに聞いておるところでありま

す。産業の育成・振興に電力の安定供給が必要

である、これは大変重要なポイントであろうか

と考えております。本県では、恵まれた自然環

境等を活用しながら、太陽光、バイオマス等の

再生可能エネルギーに取り組んでいるところで

ございますが、九州電力に対しましては、引き

続き安定的な電力供給に努力をいただくよう、

働きかけてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 新たな発電所の設置にはいろ

いろとハードルが高いみたいなことを言われま

したが、串間には、原子力発電所をつくりたい

ということで、かなり以前ありましたよね。そ

れで、つくるとするならば港湾の整備とか、い

ろいろなものを含めて取り組まれる予定だった

と思うんです。だから、そういうところに火力

発電所等も誘致していけば、新たなハードル

じゃなくて、もともと想定できることがあるん

じゃないか。だから、火力発電所のいい立地条

件もあるんじゃないかなと、こう思っておりま

す。ほか港湾の整備とか、いろいろなことを考

えていけば、宮崎県まだまだ用地はあると思い

ますから、できたらこういうことも、ほかがす

る前に、宮崎県が率先して九電とも交渉するよ

うな形を、ぜひお願いしておきたいと思いま

す。

次に、防災拠点庁舎について質問していきた

いと思うんですが、これは庁舎をつくるための

対策室もできて進められております。場所も、

県庁の向かい側にある駐車場につくると、こう

いうことで進められておりますが、今になって

も私は、なぜここにつくるんだろうかというこ

とが、いまだに疑問というか納得がいかんので

す。私は、前々から言っているとおり、高台も

ありますから、宮崎市の西のほうにつくるべき

じゃないかなと。つくることに反対はいたして

おりません。つくるべきじゃないか、こういう

ことを申し上げてきたつもりであります。防災

拠点施設ですから、何も９階建て、10階建ては

必要じゃないし、防災拠点の施設が必要だとい

うことで始めたんだから、そのことは３～４階

もあればできるし、そして万が一そういう状況

になったときには、ヘリポートを初め、自衛隊

とか応援に来る、そういう広い敷地も要ると思

うんです。そういう意味から、そういう施設も

備えた敷地を、どういうことがあっても安全

だ、すぐ対応できる、交通アクセスも、ちゃん

とインターチェンジもあっていい場所だ、こう

いうところにすべきだと思っているんです。

それで今、あそこの周辺にはＪＡが既に大き

な集配センターもつくっているし、またＪＡの

学校である講習所もその近くにつくるという話

も聞いております。さきには宮交さんが、その

近くの広いところに移転されて、事業展開され

ている。そしてまた、医師会病院もその周辺に

移転してくるという話であります。ですから、

官民あわせていろんなものが、そういうところ

に移転をしている。これも全て南海トラフの地

震を想定されて、そっちのほうに移動している

と、こういうことだろうと思います。今後は、

いろんな形でそういうのがふえてくると思うん

です。それで、できたら、県庁の将来の展望も

含めて、防災拠点庁舎なるものは、今言われて

いるここの駐車場じゃなくて、今言ったような

インターチェンジ周辺につくって、防災のため

のいろいろなことを進めていくべきだ、こう

思っているんです。せっかく100億を超えるお金

でつくるわけですから、将来に禍根を残さない

ように、そういう形で進められたい、こう思っ

ております。知事の所見をお伺いします。
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○知事（河野俊嗣君） 防災拠点庁舎の整備の

場所につきまして、これまで県議会を初め県民

の皆様からのさまざまな御議論、御意見をいた

だきながら、幅広い観点から検討を進めてきた

ものであります。最も懸念をされました津波の

浸水につきましては、昨年２月に発表しました

県の新たな津波浸水想定におきまして、南海ト

ラフ巨大地震による最大クラスの津波の発生を

想定した場合でも、今の県庁を中心とするエリ

アは浸水しないという結果が出たところであり

ます。また、県庁のエリアというものが、国、

市など主要な行政機関が近くにありまして、最

も迅速に連携が図りやすいということ、さらに

早期に整備ができるというようなことから、防

災拠点庁舎の整備場所を、外来者第１駐車場が

最適であると判断をしたところでございます。

大規模災害時に県民の生命と財産を守る防災拠

点庁舎は必要不可欠でありますので、今後とも

早期整備に向けて取り組んでまいりたいと考え

ております。

○中野一則議員 防災拠点施設、これが必要で

ないとは申し上げておりません。前向きに賛成

の立場であるということは、先ほど言いまし

た。今はまた、国、市の施設がこの近くにある

からと言われましたが、いつの間にか国の施設

も市の庁舎も、そっちのほうに移転していくか

もしれませんよ。見渡したら、ひとり宮崎県庁

だけがここにあったということにならぬように

していただきたい、こう思っております。

次に、行財政改革についてお尋ねしたいと思

います。

この必要性云々については、既に十屋議員が

質問しました。それで、１期、２期、３期がこ

としで終わりますよね。最初は財政改革でした

が、２回目からは行財政改革ということで取り

組んだ、そして、今回また４期目をスタートす

るということで取り組まれつつあるようであり

ます。この改革というのは、午前中は、こうい

うことは繰り返し繰り返しずっとやることだと

言われましたが、私は逆だろうと思っているん

です。改革と銘打ってやるぐらいであれば、抜

本的なものをやって、これでぱっとするような

ものをせないかん。もちろん、通常の想定され

るような改革は、毎日、毎年ずっと繰り返しし

ていく。どこかで終わるものじゃありませんか

ら。せっかく行財政改革と銘打ってやるのであ

れば、抜本的なものをすべきだな、こう思って

いるんです。

それで、これからの行政需要に耐え得る宮崎

県の財政というものをきちっとせないかんわけ

です。お金があれば何でもできる。宮崎県はお

金がない上に借金があるわけです。他県もある

からということを言っていたら始まらんと思う

んです。特に少子高齢化が進んでいって、あ

と10年すれば―私はこういう言葉は使われた

くないと委員会で言いましたが、団塊の世代

が、団塊の世代がということで、10年すれば後

期高齢者になる、そのときが大変だということ

を今言われております。だから、そういうとこ

ろにも対応する。あるいはまた、少子化を何と

かせないかんということにも対応する。ほか、

いろんな需要があると思うんです。そこで、今

はこれを抜本的に改革する、日本一を目指すぐ

らいの改革案があるべきだ、こう思っているん

です。その改革の基本は、端的に言えば、実

質、県債残高はゼロにする。そして、ゼロにす

るわけだから、基金というものは、民間でいう

貯金になりますが、貯金は大幅にどんどん増額

していって、単独でも、いつでも、どういうこ

とでもやるよという体制に置くべきだと思うん
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です。「宮崎県は、それはどだい無理です

よ」、そういうことではだめだと思うんです。

やればできると私は思います。それで、行財政

改革の例を２～３挙げていきたいと思います。

我々は７月に、同士と長野県の下條村を調査

いたしました。ここは少子化対策を大変前向き

にユニークにして、その成果も出ている。合計

特殊出生率もずっと２％前後を維持していると

いうことでありましたので、小さな村がどうい

うことをしているのか、どんなふうかなと見に

行きました。調査する中身はそのとおりでした

から、そのことはよく勉強になりましたが、私

が一番驚いたのは、ここの財政状況なんです。

このことに驚きました。紹介しておきたいと思

うんですが、下條村の経常収支比率、これは数

値が高ければ硬直化という意味合いの指数で

す。宮崎県は92.9であります。それでも全国で

は11位ということで、いいんです。しかし、硬

直の状態には変わりはないと思っております。

下條村は65.3でありました。それから実質公債

費比率、これは、18％以上であれば市町村の場

合は知事の認可が要るとかそういう数字であり

ますが、宮崎県は17.1であります。この下條村

はマイナス4.5でありました。こういう状況は、

東京とか大都市の市とか区しかないんです。長

野県の山合いの、田舎と言っては失礼ですが、

そういうところが、全国でずっと４位をやって

いるということでありましたが、そういう数字

なんです。マイナス4.5、いわゆる実質の借金は

なくて、逆に貯金がある、こういうところなん

です。

具体的に言うと、25年の下條村の実質起債残

高は１億1,600万円、そして基金残高、預金にな

る部分は60億3,300万円でした。いわゆる差し引

き59億円という基金があるということです。そ

れで、ここは１年間の予算が例年20億前後だそ

うです。ですから、その３年分は基金がある。

では、ここはずっと昔から裕福な村だったかと

いうと、そうではなくて、大変厳しい環境の中

で人口もどんどん減っている、そういうところ

で財政状況も厳しかったと、こういうことであ

ります。そこで、今の村長さん、伊藤喜平さん

という方、もともと自動車の修理工場を経営し

たり、ガソリンスタンドを経営された方が、村

会議員を２期ばかりした後に、村長となって今

日に至っている。そういう人が大改革を図っ

て、職員も１人が何役もせないかん、３役も４

役もせないかんということで、人件費を削減し

たいということから、51人おった職員を37人に

した。14人減、27.5％削減した。人口1,000人当

たりの職員数が、ここは7.9人、類似の市町村

は17.3人という数字なんです。その２分の１の

陣容、人件費でやっている、そういうことであ

ります。「宮崎県はいろいろ削減した」、午前

中にもこう言われておりましたが、確かに平

成17年からの取り組みで、4,231人知事部局にお

られた方が、26年度は3,790人になった。441人

削減されたわけです。それでも10.4％、全て

で7.7％なんです。下條村は27.5％ですから、ま

だまだ努力すべきところだな、こう思っており

ます。それもこれも、こういうことは、やはり

リーダー次第だと。この村長になってから、下

條村はこうなって、少子化対策ばかりじゃなく

て、高齢者の対策も、地域のいろんな対策も含

めて、非常に前向きに取り組まれております。

宮崎県も、行政需要に耐え得る状況をつくるた

めには参考にすべきことだろうな、こう思って

おります。これは小さな村じゃないかと言えば

そこまでですから、いい参考にしていただきた

い。
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２例目が、この議会でもよく出てくる上杉鷹

山公です。これは高鍋藩の人が米沢藩に養子に

行かれた。そこで、こういう過去もありまし

た。米沢藩、見るに見かねる状況だった。その

窮地を立て直すということで、藩政の大改革を

されたわけです。これは一口に言えば、倹約を

すると同時に殖産ということにも取り組むとい

うことで、この大改革が成った。いわゆる宮崎

県にゆかりのある人がそういう改革をしたとい

うことで、ケネディ大統領ほかいろんな人たち

が、その業績をたたえ、また参考にしていると

いうのが現実であります。それで、ここはそう

いう改革をしたばかりでなく、現代にも通用す

る、厚生福祉とか教育、農政、そういうことに

も取り組んでいるのが、上杉鷹山公の改革なん

です。

それから、もう一例紹介しておきますが、あ

と４年すれば、明治維新から150年なんです。あ

と４年で150年になります。この明治維新、薩長

同盟とか薩長土肥とかいろいろ言われておりま

すが、やはり中心になったのは薩摩藩だと私は

思っております。薩摩藩がその中核になって

やったんだ。なぜそういう力があったかという

と、莫大なお金を持っておったから改革ができ

たんです。77万石の薩摩藩が昔から裕福であっ

たかというと、そうではありません。幕末に近

いころは大変な借金王国でありました。膨大な

借金、500万両の借金を抱えて既に破綻状態で

あったんです。そこを立て直したのが、大改革

したのが調所笑左衛門広郷なんです。この人は

今で言う経済官僚のエキスパートです。その人

がやった。どういうことをやったかというと、

大きくは４つの改革があるんです。まず、島津

のあたりは黒砂糖がありますので、この黒砂糖

を藩の専売品にしたんです。それが一つ。それ

から抜け荷がありました。抜け荷というのは、

沖縄県を属国みたいにしておりましたから、こ

こを中心にして中国やらと貿易をした。抜け荷

ですから、警察本部長もおられますが、これは

密貿易なんです。今してはなりませんが、そう

いうことをやった。もう一つは移住政策、いわ

ゆる薩摩の南端は人口過剰な地域があったんで

す。それを大隅とか北薩とか―北薩というの

は我々が住んでいる日向の国―そこは全部、

島津藩の領地でしたから、そこに送って開墾を

させたりする。もう一つは何をしたかという

と、借金が500万両あるわけですから、これを無

利子で250年年賦に切りかえたんです。そのと

き、あと80年かそこらまだ残っておりますか

ら、これは明治維新で債務の履行は全部取り消

しになりました。だから戻さんでよかったんで

すが、明治維新のころまでは真面目に、40年近

く島津藩は戻しております。しかし、250年年賦

で無利子ですから、これなんか、いろいろとや

ればできそうな政策だと思っております。

それで、500万両の借金があったんですが、そ

うしたおかげで結果的に、幕末に250万両の貯金

ができたんです。それをもとにして、それを原

動力にして明治維新をなし遂げた。だから、薩

長とか薩長土肥とか言いましたが、その中核は

島津藩、薩摩藩だな、こう思っておるわけで

す。その500万両はどういうお金か。今の物価上

昇で計算すれば何でもない数字であるんです

が、お金というものは当時の状態で換算せない

けませんからね。島津、薩摩藩は77万石です

が、これをお金に換算すると62万両だそうで

す。77万石が62万両。ですから、500万両という

のは、８倍強というものの借金があった。ここ

は、当初予算の約２倍の借金、自主財源からす

れば、それこそ借金が７～８倍あるんじゃない
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ですか。ここも８倍の借金があった。それを戻

した。だから500万両というのは、徳川幕府

は800万石とか、実際は400万石だとか言われま

すから、時の政府の予算に匹敵する借金を一薩

摩藩が抱えておった。それを調所が大改革をし

て明治維新をなし遂げた。ですから、宮崎県も

こういうことを参考にして、ほかの県はどうで

もいいから、宮崎県は宮崎県として、このぐら

いの大改革をせないかん。１期、２期、３期

あって、４期はそういうことでぜひしていただ

きたい、こう思っております。ですから、県の

行財政改革、知事の考え方もお聞きしたいと思

いますし、そういう大胆なプランがどのような

ものか、ぜひ日本一を目指していただきたいと

思いますので、その辺のことを感想を含めてお

尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 行財政改革につきまし

て、現在の長野県下條村、また上杉鷹山、また

島津藩、さまざまな具体的な事例を挙げて御指

摘をいただいたところであります。お話を伺い

まして、いつの時代であっても、またどういう

行政体であっても、限られた財源の中で必要な

施策を打つためのさまざまな工夫がなされてき

たということを受けとめたところでございま

す。村の財政と都道府県を一律に比較するとい

うのはなかなか難しゅうございますが、ただ、

今リーダーシップという御指摘もございまし

た。いろいろな大胆な取り組みというものがあ

ろうかと思いますので、しっかりと参考にはさ

せていただきながら、また、上杉鷹山公、さら

には調所笑左衛門さんを初めとする島津藩の取

り組みというものも、殖産興業の観点から、本

県で今取り組んでおります新たな成長を目指し

たフードビジネスであり、あるいは市場であ

り、そういった取り組みというものをさらに強

力に進めていくことの重要性、さらには、それ

ぞれの時代を担う人材育成という面でも、大変

力を入れられた取り組みであったのではないか

という受けとめをしておるところでございま

す。

行財政改革プランというものが、単に節約だ

けにとどめるということのみならず、これから

の県政を推進していくための、人口減少対策で

あったり、防災・減災対策であったり、必要な

インフラ整備であったり、必要な財源の確保の

ための取り組みであるわけでございまして、そ

ういう新たな成長に向けた取り組みを推進する

総合計画の策定というものとしっかり整理を図

りながら、御指摘を踏まえて、しっかりと大胆

な、また効率的・効果的な行財政改革というも

のを、これも不断に取り組むべき取り組みとし

て、これからも検討し、また取り組んでまいり

たいと考えております。

○中野一則議員 ぜひそういうことで、本当に

やればできるんだから、そういう改革をしてく

ださい。さっきの島津藩のこれも、産業をいか

にして育て興すかということと、さっきも

ちょっと言いましたが、250年年賦、これが難し

くても100年年賦ぐらいに関係の銀行さんにお願

いして―やっぱりそのぐらいはせんと難しい

ですよ―ぜひやっていただきたい。人材の話

を言われました。そういうことをしたから、明

治維新の中心人物の人たちが島津藩に出てきた

んですからね。また、米沢藩も後に続く立派な

藩主、藩というものが育ってきているし、下條

村も若者がふえて、これからを担う人たちがた

くさん育っております。そういう意味で、言わ

れたとおり人材も育つんです。ぜひそういうこ

とでお願いします。

次に、農業政策について農政水産部長にお尋
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ねしたいと思います。

余り時間もなくなってしまいましたが、ま

ず、水田農業から行きたいと思うんですが、最

近のニュース等を見ていけば、４年後から減反

政策が廃止されますよね。それを見据えていろ

いろと取り組まれております。ところが、過剰

ぎみで、価格が主食用米もかなり下がってきて

おります。コシヒカリも昨年に比べて2,100円安

くなっているし、宮崎県のスタートの段階か

ら、これは12.7％です。かなり安くなっており

ます。新潟産のコシヒカリも12～14％安くなっ

ていると、こういうことであります。それか

ら、加工用米にいろいろ力を入れられて、前

年200ヘクタールあったのが、ことしは900ヘク

タールになったということです。これもまた全

国的にはかなりの過剰ということで、価格の低

迷が予想されております。あと飼料用米とかＷ

ＣＳ用の稲とか、いろいろ取り組まれて、宮崎

県の作付面積は、例年にない面積のようであり

ます。しかし、こういう中で、果たして宮崎県

の水田農家はいかほど育つんだろうか、残れる

んだろうか、こう思っております。米どころえ

びのという立場からも、ぜひこういう農家を育

成する政策をしてほしいと思っておりますか

ら、農政水産部長のお考えをお尋ねいたしま

す。

○農政水産部長（緒方文彦君） 温暖な気象条

件に恵まれました本県におきまして、地域の特

色を生かして、米と野菜や畜産などを組み合わ

せた生産性の高い水田農業を確立し、農業所得

を向上させることは、大変重要だと考えており

ます。中でも、本県の稲作農家の経営を持続的

に発展させていくためには、需要に応じた売れ

る米づくりの徹底や、米をつくらない水田にお

ける地域振興作物の定着・拡大を図るなど、水

田をフルに活用することが大切であると考えて

おります。このため県といたしましては、国の

対策を最大限に活用しながら、主食用米として

の商品価値の高い売れる米づくりに加え、加工

用米、飼料用米などの推進、さらにはカン

ショ、里芋、キュウリなどの地域の特色を生か

した作物の振興によりまして、効率的かつ安定

的な水田農業の担い手を育成・確保いたしまし

て、水田農業の維持発展に努めてまいりたいと

考えております。

○中野一則議員 わかりました。

次に、和牛対策でありますが、子牛価格が

ずっと高値が来ているのに、実際は、生産頭数

も生産農家も減ってきているわけです。これが

一番大きな課題。これから取り組む若い人も

育ってはおりますが、このことも本当に減少の

歯どめをする抜本的な対策をせな、せっかくの

高値も何にもならぬと、こういうことになりま

すから、和牛対策についてもお伺いしたいと思

います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 肉用牛につき

ましては、高齢化等により農家戸数が年々減少

している中で、喫緊の課題となっている生産基

盤の維持拡大を図っていくためには、担い手を

育成し、経営の安定を図ることが非常に重要で

あると認識いたしております。このため県とし

ましては、後継者や新規参入者、中核的な担い

手に対しまして、県及び国の事業により、繁殖

雌牛の導入や施設整備等の支援を行っているほ

か、畜産新生プランに基づきまして、分娩間隔

の短縮による生産性の向上や生産コストの低減

等の取り組みを推進し、肉用牛農家の所得向上

につながる取り組みを進めております。

また、県内各地におきまして、行政・畜産関

係団体が一体となって、地域における肉用牛生
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産基盤の維持拡大に向けた「人・牛プラン」の

策定が進められておりまして、担い手の明確化

や、地域の実情に応じた取り組みを推進するこ

とにいたしております。今後とも、関係機関と

しっかり連携しながら、肉用牛農家が将来にわ

たって安心して経営が継続できるよう、取り組

んでまいりたいと考えております。

○中野一則議員 養豚農家の立場についてもお

伺いしたいと思いますが、養豚につきまして

は、企業農業というか企業中心の経営になって

きて、純然たる農家というのがかなり減ってき

ました。減ってきた中でも、今、一生懸命頑

張っている養豚農家もおられます。先日は都城

で競りが再開し、きょうはまた、昼のニュース

では西諸の畜連でも再開されたという、うれし

いニュースがありました。純粋な養豚農家も、

激減している中でありますが、育成してほしい

と思うんです。その対策をお伺いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 養豚につきま

しては、農家数の減少や農家間で飼養管理技術

に格差が見られるなどの課題がありまして、担

い手の確保や経営の安定に向けた取り組み強化

が非常に重要であると認識いたしております。

このため県としましては、畜産新生プランに基

づきまして、生産性の向上と生産コストの低減

を図るために、モデル農家が行う疾病対策やエ

コフィードの利用による飼料費低減対策への支

援を初め、研修会等を通じて、優良事例の普及

についても積極的に取り組んでいるところであ

ります。

また、今年度、宮崎大学が整備いたします養

豚教育施設への支援を行いますとともに、関係

機関と連携しながら、効果的な教育・研修プロ

グラムの策定を進めているところでありまし

て、当施設を核とした担い手の育成・確保にも

取り組んでいくこととしております。今後と

も、将来を担う養豚農家の育成に努めまして、

安定した経営が継続できるよう、関係機関と一

体となって取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○中野一則議員 次に、小水力発電所のことに

ついてお尋ねしたいと思うんですが、現在、小

水力発電等農村地域導入支援事業というのが平

成24年から28年まで展開されております。どう

も29年以降はこれを中止するというお考えのよ

うでありますが、ぜひこれは継続していただき

たい。しかも今、55％の補助ですが、隣の熊本

あたりは、モデル事業とはいえ100％の事業を

やっているんです。この100％の事業で、29年か

らは新しい事業開始をしていただきたい、こう

思っております。お考えを。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農業用水を活

用した小水力発電につきましては、土地改良区

等の維持管理費の軽減や地域活性化に寄与する

ものであると考えております。このため県で

は、平成24年度に「県単小水力発電等農村地域

導入支援事業」を創設いたしまして、土地改良

区等の小水力発電の導入を支援しているところ

でございます。平成29年度以降の本事業の継続

につきましては、現時点においてなかなか申し

上げられませんが、農業用水を活用した小水力

発電は大事な取り組みであると考えております

ので、今後どのような対応ができるのか検討し

てまいりたいと考えております。

○中野一則議員 次に、学校事務職員の採用の

あり方ということでお尋ねしたいと思うんです

が、これは前回もお尋ねしました。この事務職

員の方の採用のあり方というもので、大きくは

３案が出ております。その３案とも、今までの

ものではどうかなという考え方での３案であり
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ますが、今の宮崎県の採用の仕方は、全国47都

道府県の中で７都県しかやっておりません。こ

のことについては、６月議会で知事が、教育委

員会と関係部局で連携して十分検討するという

ことでありましたから、担当部長に、そのあた

りがどのように検討されたのかをお尋ねしたい

と思います。

○総務部長（成合 修君） 学校事務職員につ

きましては、教育委員会における「学校事務の

あり方に関する庁内検討委員会」での検討結果

に基づき、現在、学校事務職員の任用制度のあ

り方、あるいは人材育成の方策について、さま

ざまな検討や取り組みを行っていると伺ってお

ります。またこのうち、議員の御指摘にありま

した任用制度のあり方につきましては、３つの

案につきまして、教育委員会を中心に、関係部

局と連携を図りながら具体的に検討を進めてい

るところであると伺っております。総務部とい

たしましても、教育委員会と緊密な連携を図り

ながら協力していきたいと考えているところで

ございます。学校事務職員につきましては、学

校教育に対する深い理解を有するとともに、行

政職員としての専門性を発揮し、学校運営を

しっかりと支えていくことのできる資質と能力

が必要でありますので、職員の育成や人材の確

保を図ることが大変重要であると考えておりま

す。現在検討されている３つの案のうち、課題

が整理できたものについて取り組んでいけるも

のと考えております。

○中野一則議員 ぜひ前向きに取り組んでほし

いと思います。

次に、全国学力テストのことでありますが、

午前中、十屋議員からも質問がありました。重

複は避けます。公表のあり方で、いろいろと全

国ではトラブルというか、あるようでありま

す。宮崎県では、今の教育事務所単位で公表と

いうことで進められておりますが、これをもっ

と小まめに公表できないものかどうか。前の教

育事務所単位、あるいは市町村単位とか、もっ

といけば学校単位、そのあたりの考え方を教育

長にお尋ねしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 保護者の方々、それ

から地域住民の方々に説明責任を果たして、協

力いただきながら取り組みを進めていくなどと

いうことから考えたら、公表というのは必要で

あると考えております。公表するときに、その

あり方によっては、序列化とか過度な競争が生

じるおそれもありますので、国から、公表に当

たっては、教育上の効果や影響等に十分に配慮

するように求められております。県教育委員会

では、これまでの調査におきまして、まず県全

体、そして教育事務所ごとの課題を把握して、

県全体としての取り組み、教育事務所ごとの取

り組みということ、そういう教育指導の充実や

学習状況の改善を図る取り組みを行ってまいり

ました。そのようなことから、県全体と教育事

務所ごとの状況の公表を行ってきたところであ

ります。調査は、その結果を生かすということ

が非常に大切でありますので、どのように結果

を公表すれば、より本県教育の充実につながる

かという視点で、今後とも丁寧に研究してまい

りたいと考えております。

○中野一則議員 研究の成果を期待しておきた

いと思います。

次に、教科書採択と情報開示ということでお

尋ねしたいと思います。

義務教育、特に中学校の教科書の採択、これ

がいよいよ来年度から始まって、28年には新し

い教科書でと、こういうことになっていきま

す。それで、既に教科用図書採択地区協議会は
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中身が情報開示されているのに、同じ内容でし

ている県立の中学校が３校あるわけですが、こ

こは情報開示をしておりません。前にも情報開

示をしてほしいということでお願いしましたと

ころ、それは前向きに取り組むということでの

答弁を、24年でしたが、当時の教育長からも

らっております。これを情報開示するように

なったのかどうかということを、教育長にお尋

ねします。

○教育長（飛田 洋君） 教科書の採択に関す

る資料の開示につきましてですが、まず、資料

のことで言いますと、県立中学校の教科書採択

について、昨年度の宮崎県教科用図書選定審議

会において、選定した教科書の希望理由を明確

にすることや、記録等を整備することなどの答

申をいただきましたので、次回の採択に向けて

十分な準備を進めるよう、既に各学校に対して

指導しているところであります。また、今回の

国の「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置

に関する法律」の改正においても、採択結果や

その理由の公表に努めることとされておりま

す。県教育委員会といたしましては、より一層

開かれた教科書採択となるよう、より適切な対

応に努めてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 これは不公平ですから、市町

村は公開するけれども、県立は公開しないとい

うことでは、情報開示しないということはおか

しな現象ですから、ぜひそういうことで進めて

いただきたいと思います。

拉致問題について質問します。

いよいよ今月中に北朝鮮が、拉致を含めてい

ろいろ公開というか、日本政府に報告するとい

うことになっております。この拉致、さきに警

察庁が発表しましたが、拉致の疑いを排除でき

ない人が883名いると。宮崎県には17人いらっ

しゃいます。それで、宮崎県に該当する人が、

今回公表される中に入って、それを受け入れせ

ないかんということになろうと思うんです。そ

のあたりの受け入れの体制は万全を期していた

だかなければならないと思うんですが、これに

ついて、福祉保健部長にお聞きしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 拉致被害者が

帰国される場合には、いわゆる拉致被害者支援

法に基づきまして、県は、国や市町村等の関係

機関と連携し、日常の生活支援や住宅の供給、

雇用の確保など、幅広い支援を行うこととされ

ております。このため県としましては、本県関

係者の帰国に備える観点から、新潟県や福井県

の取り組み事例等を参考にしながら、情報収集

や帰国決定後の対応業務、役割分担等の確認を

行うなど、事前の準備を進めているところであ

ります。

○中野一則議員 本当に戸惑うことがないよう

にやっていただきたい。17名のうちの４名は名

前はわかっておりますが、表向きには13名は名

前すらわかっていないんですからね。ですか

ら、戸惑うことがないように、受け入れには万

全を期していただきたい、こう思っておりま

す。お願いしておきます。

それから、少子化対策でありますが、いわゆ

る宮崎県の少子化対策で、合計特殊出生率の目

標は何人ですか。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県における

合計特殊出生率の目標値は、出生数や女性人口

といった人口動態等を勘案しながら、県総合計

画審議会の審議等を踏まえた上で設定しており

まして、具体的には、平成42年に1.85を目指す

こととしております。

○中野一則議員 1.85人、これで宮崎県の人口



- 58 -

平成26年9月10日(水)

はプラスということになるんですか。実際

は2.07人でないと人口はふえないんです。です

から、2.07は最低の数字ということで、それを

目標にして、そのための政策はどうあるべきか

ということを進めるべきだと思うんです。最初

から人口が減る方向での目標はいかがなものか

と思うんです。2.07に改める気はないか、お尋

ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 少子化の問題

は、経済規模の縮小あるいは社会保障負担の増

大、さらには地域活力の低下を招くなど、国、

地方に共通の大きな課題でありまして、ただい

ま議員が御指摘のように、人口を維持するため

に必要とされる合計特殊出生率2.07という数値

につきましては、究極の目標とすべき大変重要

な視点であると認識しております。いずれにし

ましても、現在進めております総合計画の見直

しの中で、合計特殊出生率の目標値について、

県総合計画審議会の御意見等を踏まえながら、

しっかりと議論をしつつ、子育て支援等に関す

る各種施策を全庁的に展開し、合計特殊出生率

の向上に鋭意努めてまいりたいと考えておりま

す。

○中野一則議員 ぜひ人口がふえる方向にやっ

ていただきたい。宮崎県の大改革をしてくれと

いうのも、そういうところにあるわけですか

ら、また、未来のある、発展性のある宮崎をつ

くらないかん、こう思いますから、そういう具

体的なことは、ちゃんと目標が達成できるよう

にやっていただきたいと思っております。

次に、障がい者雇用についてお尋ねしたいと

思いますが、宮崎県の知的障がい者の雇用状況

をお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 宮崎労働局の

調査でありますが、平成25年６月１日現在、法

定雇用率２％が適用される県内企業700社に雇用

されている重度の知的障がい者の人数は121人と

なっております。

○中野一則議員 これは工夫次第ではまだまだ

ふえると思うんです。実は７月には、静岡県の

そういう障がい者のところを見てきました。そ

してまた、先月は、常任委員会の出張で川崎市

の理化学工業というところも調査しました。

行って驚いたのは、知的障がい者の中でも重度

の方もたくさん採用されている。従業員の70数

％は知的障がい者なんです。どういうことをし

ているかというと、その障がい者に合った、機

械器具とか施設を全部改良してやって、そこで

健常者と変わらない仕事をして、そしてまた生

産も全く落ちていないと。一方は農業、一方は

チョークをつくる会社でありましたが、行って

きました。健常者目線でいろいろな施設がある

のが普通です。それを工夫していくことで、重

度の障がい者であっても雇用できる、そういう

のを見てきて、本当に感心しました。また、そ

ういうところで働いている障がい者の方も、働

くことに生きがいを求めて、生きがいがあると

いうんです。そういうことでやっているという

わけですから、まだまだ宮崎県も工夫して、そ

ういうことを取り組むところにはうんと助成で

もする、そういうことで進められるべきだと思

うんですが、福祉保健部長のお考えをお尋ねし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいま議員

が御紹介されました日本理化学工業でございま

すが、本県も企業向けセミナーを毎年やってい

るんですけれども、平成22年度に、ここの会長

さんにおいでいただいて講演いただきました。

その中で、例えば、製造するチョークの色とそ

の材料を計量するおもりの色を同じくする、あ
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るいは、時計が読めない社員が機械を動かす時

間を確認できるように砂時計をつくる、いろん

な工夫をなさっておりまして、多数の障がい者

雇用を実現されております。県内企業にも大変

参考になる取り組みだと考えております。

また、県内７カ所には障害者就業・生活支援

センターがございますが、ハローワークなど関

係機関と連携しながら、企業を直接訪問し、雇

用に向けた職場改善の提案なども行っていると

ころであります。今後とも、障がいのある方の

雇用の場の拡大を図るため、一層の関係機関と

の連携を図りながら、積極的に企業に働きかけ

てまいりたいと考えております。

○中野一則議員 次に、県立病院の経営形態等

についてお尋ねしたいと思います。県立病院、

あれは平成18年からでしたか、それが１期５

年、その後また２期目３年ということで、一生

懸命になって経営の改善をされました。毎年多

額の赤字だったのが、しかも県からの支出金を

８億も抑える中で、25年度は完全に黒字化に

なったと、こういうことであります。当初の考

え方では、これから先の経営形態をどうするか

ということで、全適の継続、地方独立行政法人

化、公設民営化、民間移譲、その他ということ

で、これから先の経営形態をどうするかという

ことを選択するようになっております。それ

で、一生懸命になって今、黒字になった県立病

院ですけれども、今後の経営形態はいかなる方

向で進められるかを、病院局長にお尋ねしま

す。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立病院の経営形

態の見直しに当たりましては、急速な高齢化に

伴う医療ニーズの変化や、国の医療制度改革な

ど、病院事業を取り巻く環境の変化を十分に勘

案した上で、県立病院が果たすべき役割を改め

て明確にしまして、持続的・安定的な医療の提

供と、自立的・効率的な病院経営の両立が可能

な経営形態について検討していく必要があると

考えております。現在、局内に経営計画策定検

討委員会を設置しまして、新しい経営計画の検

討を進めておりますが、その中で、経営形態に

つきましても、現行の地方公営企業法の全部適

用に対する評価を行うとともに、現形態の継続

も含め、地方独立行政法人など他の形態との比

較分析等を行っているところでございます。い

ずれにしましても、今後の県立病院の経営形態

につきましては、県議会はもとより、外部の有

識者等から成る病院事業評価委員会等の御意見

もいただきながら、今年度中に結論を出してま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 今年度中に結論ということで

すが、ふさわしい形態がいかなるものかはよく

わかりませんが、私は、この中に市町村への譲

渡ということも含めて、ぜひ検討していただき

たい、こう思っております。

それから日本赤十字病院、いわゆる日赤病

院、このことで質問していきますが、全国に92

カ所あります。九州・沖縄には11カ所ありま

す。全国でないのが、山形県と奈良県、そして

宮崎県、この３県だけなんです。これについて

は、この前、質問もありましたが、日赤という

のは、万が一はもちろんですが、南海トラフ巨

大地震とかいろんな自然災害、こういうとき

に、国外を含めて真っ先に行くのが日赤ですよ

ね。そういう日赤病院が近くにあるというのが

いいんじゃないか、こう思っております。それ

こそ、いろいろとハードルもあるかもしれませ

んが、九州でないのは宮崎県だけですから、ぜ

ひ日赤病院の誘致に取り組んでいただきたい。

これは知事にお尋ねしたいと思います。
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○知事（河野俊嗣君） 赤十字病院、御指摘の

ように、全国では44の都道府県に92の病院があ

りまして、各地域の中核病院として地域医療に

貢献するとともに、災害時には国内外に医療チ

ームを派遣するなど、大変重要な役割を果たさ

れております。東日本大震災におきましても、

石巻の赤十字病院が各地のＤＭＡＴの集結場所

になったり、大変重要な機能を果たしておると

ころであります。本県は、いろいろな経緯のも

とに、現在、赤十字病院が置かれていない３つ

の県のうちの１つになっているわけでございま

すが、日本赤十字社におかれましては、新たな

病院の設置は原則行わない方針と伺っておると

ころであります。また一方、本県では現在、県

内全域において、医療計画で定める病床の上限

を超えておりますことから、医療法上も、病院

の新設というものが困難な状況でございます。

なお、日本赤十字社が、他の医療施設の移譲

を受けたり、運営を受託するということは考え

られるわけでありますが、いずれにしまして

も、安定的な経営や医師の確保などさまざまな

課題があるものと考えております。

○中野一則議員 前向きに、これも取り組んで

ください。お願いしておきます。

次に、建設工事の入札問題についてですが、

まず指名競争入札、昨年からことし、試行して

いますよね。ですから、これの本格化は実際い

つになるのか、来年度からスタートできるのか

どうか、できないとすれば、どこに障害になる

問題があるのか、そのあたりを知事にお尋ねし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 建設工事におきます指

名競争入札につきましては、災害対応力の強化

という観点から、地域の建設業者の育成を図る

ために、昨年７月から一部の工事で試行してお

ります。本年度は、試行方法に改善を加えつ

つ、年度を通じて実施しているところでありま

す。昨年度の試行におきましては、透明性・競

争性に問題はなく、工事現場に近い企業の受注

割合が高くなるなど、一定の効果が見られる一

方、建設業者に対するアンケートにおきまして

は、一般競争入札の価格競争方式や総合評価落

札方式との併用を望む声も多く聞かれたところ

であります。このため、指名競争入札の取り扱

いにつきましては、建設業者へのアンケートや

関係団体との意見交換も踏まえ、今年度行って

おります通年試行の結果というものも総合的に

検証しながら、県議会や、第三者委員会である

入札・契約監視委員会の意見も伺いながら判断

をしてまいりたい、そのように考えておりま

す。

○中野一則議員 指名競争入札への移行という

のは、業界を初め、そっちのほうが大方の声で

あるということで、この試行も始まった。そし

てどうするかということですから、そういうこ

とを念頭に置いて進めていただきたいと思いま

す。

それから担当部長にお尋ねしますが、現況の

建設あるいは建築業者の経営状況、どういう状

況かということをお答え願いたいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 経営状況等

につきましては、今までの建設投資の減少な

り、いろんな厳しい社会経済情勢等で、今まで

は厳しい状況があったんですが、一昨年以来、

公共事業いろいろ見直されてきまして、例えば

インフラの老朽化とかそういうもので、現在、

以前に比べますと立ち直ってきたといいます

か、少しは明るい状況が見えているのではない

かなというふうに考えております。

○中野一則議員 以前に比べると立ち直ってと
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言われましたが、現況は、売上高や利益の減少

で企業の体力が以前からするとかなり低下して

いるという状況だと思います。田舎に行けば行

くほど建設業で働く若者等も多いわけですか

ら、こういう若手の職場確保という面からも、

あるいはそういう意味からも、ぜひ建設業の育

成には力を入れていただきたい、こう思ってお

ります。

さっきは、入札制度のことで指名競争入札の

取り組みを言いましたが、企業に体力をつける

ためには、最低価格が今おおむね90％ですよ

ね、これを95％に持っていくべきだと。他県が

全部そうなんですから。私は、これが一番重要

だと思うんです。そのことの取り組みを知事に

お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 建設産業の重要性とい

うもの、地域雇用の受け皿、インフラ整備を担

う、また災害対応力、大変重要な産業であると

いう認識のもとに、これまでさまざまな取り組

みをしております。近年の厳しい経営状況や技

術者の労働環境の改善を目的としまして、設計

労務単価をこの１年間で約20％引き上げまし

て、適正な予定価格としたところであります。

さらに、公共工事の最低制限価格につきまして

は、品質確保や健全かつ継続的な企業経営を支

援するために、平成19年度から３回にわたりま

して引き上げをしております。今年度も引き続

き、経済・雇用対策の一環として、予定価格の

おおむね90％としておるところでございます。

この水準につきましては、九州各県と比較して

も遜色ないものとなっているところでございま

して、今後とも、建設産業の経営環境というも

のを十分注視しながら、適切な入札・契約制度

となるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。

○中野一則議員 ぜひ前向きに取り組んでくだ

さい。

次に、観光について２～３お尋ねしたいと思

います。担当部長よろしくお願いします。

観光振興はいろんな取り組みをせないかんと

思いますが、データ的に見ていけば、国内の云

々もありますが、確実にするのは外国人客数を

ふやすことだと思います。これから10年後

は、1,000万人を2,000万人にするという国の政

策ですから、宮崎県も24年度で12万8,587人が外

国人客数という実績があるようでありますが、

これをいかにふやすか。日本全体は倍だけれど

も、倍やそこらじゃない、高い目標をつくるべ

きだと思います。商工観光労働部長、いかがで

すか。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 国におき

ましては、2020年オリンピック・パラリンピッ

ク東京大会の開催という絶好の機会を捉え、さ

らなる観光立国の推進を図るために、2020年に

向けて、訪日外国人旅行者数2,000万人の高みを

目指すこととしております。本県におきまして

も、これを追い風として、官民連携による「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」を立ち上げ、外国人観光

客の誘客促進や、おもてなし環境の充実強化な

どの施策を、強力に推進していきたいと考えて

おります。

また、今回、新たに宮崎―香港線が開設され

ることになりましたことから、さらなる海外か

らの観光誘客にも大いに弾みがつくと考えてお

ります。県といたしましては、国を挙げたこの

ような動きを見据えながら、大幅な増加を目指

したいと考えておりますが、観光振興条例の制

定及び観光振興計画の改定を行っているところ

でありまして、その中でしっかりと検討を行
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い、外国人宿泊者数の目標値について設定した

いと考えております。

○中野一則議員 強力に進める、大幅に進める

云々の言葉じゃだめです。やっぱり数字を示し

て、今の実績に対して最低５倍ぐらい、日本が

倍であれば５倍ぐらいふやす目標を立ててくだ

さい。よろしくお願いしておきます。

次に、ジェトロについてですが、これは６月

議会で二見議員も質問されました。九州でこの

事務所、残るのは宮崎だけであります。県の負

担等もあるようでありますが、これについては

いろいろ検討するという答弁もありましたが、

その検討結果を、そしてまたどう進められるか

を、商工観光労働部長にお尋ねします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 本県にお

きましては現在、ジェトロ事務所は設置されて

おりませんが、毎年ジェトロ本部に負担金を拠

出し、県内企業の貿易投資相談への対応や海外

からのバイヤー招聘など、個別の事業ごとに支

援を受けているところであります。一方、ジェ

トロ事務所を設置している県におきましては、

これらの事業に加えまして、企業への定期的な

訪問活動や、商談会出展後の成約に至るまでの

個別のアフターフォローなど、ジェトロが有す

る貿易に関する専門人材や海外とのネットワー

クを活用しながら、海外展開を行う企業に対す

るきめ細やかな支援が実施されております。東

アジア経済交流戦略のさらなる推進のために

は、ジェトロとの連携をさらに強化し、そのメ

リットを生かしていくことが重要であると認識

しておりますので、本県に事務所を設置できる

よう検討してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 一日も早い事務所の設置をお

願いしておきたいと思います。

次に、世界遺産についてであります。この世

界遺産が、どんどん日本でも登録なされており

ますが、これは一つには観光の資源になるとい

うことで、また多くの人が来るということで取

り組んでおられるんですよね。実際、富岡製糸

場が登録をされました。行ってみたら、平日で

したが、物すごい人でありました。また、富士

山等もそういうことで登録をされました。それ

で、この登録に向かって、宮崎県も今、立ち上

がったようでありますが、そこは事務局をぴ

しゃっとせないかんと思うんです。調べてみま

したら、九州で事務局が、専門の担当課がない

のは宮崎県と大分県だけです。熊本、長崎、鹿

児島、福岡、佐賀、どこにも専門の担当課か専

属の対策室、推進室があります。これについて

も、そういう部署をつくって取り組みをしてい

ただくようにお願いしたいと思いますが、お考

えをお聞きします。

○知事（河野俊嗣君） 世界遺産、御指摘にあ

りますように、世界にとって傑出した文化的意

義を持つなどの顕著な普遍的価値が求められて

いる、そういったものに対して指定がされ、観

光振興、また地域の活性化にも大いに寄与する

ということが期待されるわけでありまして、本

県としても取り組んでまいりたいということ

で、県内唯一の国の特別史跡である西都原古墳

群の世界遺産登録へ向けて、また、本県が誇る

日本を代表する文化である神楽についても、世

界無形文化遺産への登録に向けて取り組んでい

るところでございます。

これまで調査研究、シンポジウム、さまざま

な情報発信にも取り組んでいるところでござい

ますが、今御指摘のありました専門組織の設置

ということにつきまして、今後、登録基準に照

らし、候補先の現状、登録に向けた課題、対策

などを十分精査し、組織の方向性や業務内容を
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しっかり固める必要があるというふうに考えて

おるところでございます。こうした遺産の登録

に向けて、組織の設置につきましては、今後、

作業を進める上での進展により検討させていた

だきたいと考えております。

○中野一則議員 宮崎県内には、自然、文化含

めて、世界遺産に登録されるものがたくさんあ

りますから、その掘り起こしと、登録に向かっ

ての取り組みを強力に進めていただくように、

よろしくお願いしておきます。

企業誘致についてでありますが、知事が就任

されてから117件企業が誘致されております。そ

のうち宮崎市・都城市周辺、延岡・日向周辺

が72％を占めております。全く誘致されていな

いところが西臼杵、入郷地帯、串間市なんで

す。それから西諸、南那珂あたりも極端に少な

い状況です。それで、電力網の容量の改善とか

光ファイバー等の超高速ブロードバンドの整

備、これを進めることで、山間地への企業誘致

も、より以上にふえてくると思いますので、そ

の取り組みを、担当部長お願いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 電力や光

ファイバーにつきましては、企業が円滑な操業

を行う上で重要なインフラでありますので、こ

れまでも、県や市町村、インフラ関係事業者等

で構成します各地区の企業立地促進協議会など

を通じて連携を図りながら、これらの基盤整備

に向けた取り組みを進めてきたところでありま

す。例えば、新たな工業団地造成のためにイン

フラ整備を行う市町村に対しましては、助成制

度を設けますとともに、個別企業からの相談に

対しては、地元市町村と連携して、電力事業者

や通信事業者へ繰り返し要望を行うなど、課題

解決に向けて努力を重ねてきたところでありま

す。今後とも、県内各地域へ企業立地が一層進

展しますよう、県や市町村、関係事業者が一体

となりまして、その受け皿となるインフラ整備

の促進を図ってまいりたいと考えております。

○中野一則議員 電力とか、特に光ファイバー

等を充実すれば、幾ら山の中であっても、それ

らの企業が出てくると思います。この前テレビ

で放送しておりましたが、徳島県の神山町は、

そういうインフラ整備をしたおかげで、今、既

にＩＴ企業が11社来ているんだそうです。200人

ぐらいの人が、ここに移住したいと言うけれど

も、受け入れがまだ整っていないということ

で、順番待ちをしている状況なんです。そうい

うところもありますので、入郷地帯であろうと

椎葉であろうと、えびのであろうと、整備して

もらえば企業は来ますので、ぜひその取り組み

をお願いしたいと思います。

次に、宮崎空港の整備についてお尋ねしたい

と思います。国際線の乗り入れが、今度、香港

が決まりました。鹿児島はプラス上海等もあり

ますから、そういうところをやっていけば、国

際線のターミナル等の整備をすべきだと思って

おります。その整備する計画はないか、お尋ね

します。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 宮崎空港の

発着枠につきましては、滑走路には現時点では

十分な余裕があり、また、宮崎空港ビル株式会

社からは、ターミナルビルの乗客の収容能力に

は余裕があるというふうに伺っているところで

あり、今後の航空需要の拡大にも対応できるも

のであると考えているところでございます。し

かしながら、御指摘がありましたように、外国

人観光客の増加を目指していくためには、国際

線ターミナルの設備等に、必ずしも十分とは言

えないところもございますので、国際線の駐機

スポットやＣＩＱ施設の拡大など、国際線ター
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ミナルの整備等につきまして、今後、宮崎空港

ビルと意見交換を行ってまいりたいと考えてお

ります。

○中野一則議員 ぜひこれは取り組んでくださ

い。ほかの空港に負けてはなりません。よろし

くお願いしておきます。

当初、行財政改革についてかなり時間を費や

して、後ははしょってしまいました。そのぐら

い行財政改革は大事なことだ、必要なことだ、

真剣に取り組むべきだというあらわれでもあり

ますので、そのことをよくよく御理解いただき

たい。

以上で質問を終わります。（拍手）

○福田作弥議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時34分散会


