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◎ 一般質問

○中村幸一議長 ただいまの出席議員42名。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、長

友安弘議員。

○長友安弘議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。質問に入ります前に、知事

に一言申し上げます。知事におかれましては、

１期４年間、全力で宮崎県政に大きな一石を投

じていただきましたことに、心より敬意を表

し、お礼を申し上げます。「宮崎をどげんかせ

んといかん」と全国に宮崎県を発信された知事

の情熱あふれる言動は、県民の心の中に大きな

勇気と希望を残したことと思います。知事の思

いが将来必ず大輪の花を咲かせ、本県の躍進に

つながることを期待したいと思います。知事に

おかれましては、さらなる挑戦を行われ、飛躍

を遂げられることと思いますが、御活躍を御祈

念申し上げ、知事に対する最後の質問をさせて

いただきます。

それでは、本県にとって極めて深刻な問題で

あるＴＰＰ問題についてお伺いをいたします。

世界経済の動向は、リーマンショックからい

ち早く切り抜けた国々が経済成長を再開し、新

たな競争が加速化しております。とりわけ中東

を初め、アジア諸国の台頭が著しくなってきて

おります。また、隣国韓国は既にＥＵとＦＴＡ

を結び、今またアメリカとのＦＴＡ締結に向

け、障害を乗り越えつつあり、自由貿易時代の

到来という新しい世界の潮流に先駆ける体制を

整えようとしております。このような潮流に対

し、我が国は国の形をどうするのか、まさに岐

路に立たされており、ＴＰＰへの参加を模索し

ております。しかしながら、農業を基幹産業と

する本県にとっては、ＴＰＰへの参加は県の存

廃をかけた正念場の問題であり、農業や地域崩

壊の危機を回避する明確な国家ビジョンが示さ

れないまま協議に参加することには反対であり

ます。知事は、国家並びに地方の現状にかんが

み、国・地方のあり方を変えねばならないと、

地方分権、地域主権の確立を主張し続けてこら

れましたが、１期４年、地方行政の指揮をとら

れた経験を踏まえ、また、本県の将来を見据

え、ＴＰＰ参加の問題について、どのような所

感を持っておられるのかお尋ねをいたします。

次に、新宮崎県総合計画の策定について、知

事にお尋ねをいたします。

知事は、県内津々浦々を回り、県政全般につ

いて、地方の実情を改めて認識されたことと思

います。その上に立って、今後の本県の進むべ

き方向、あるべき姿を、20年後を見据えた新た

な宮崎県総合計画「未来みやざき創造プラン」

に託されたことと思います。しかしながら、国

の形を大きく方向づける選択を迫るＴＰＰの問

題が惹起いたしました。新たな宮崎県総合計画

を策定するに当たり、本県の進むべき方向、あ

るべき姿、あるいは克服すべき課題等につい

て、どのような所見をお持ちかお伺いをいたし

ます。

次に、第七次宮崎県農業・農村振興長期計画

について、知事にお尋ねいたします。

知事は、農業分野においても、本県農業のあ

らゆる分野について認識を深められ、農業・農

村の振興に努力を重ねてこられました。農業へ

の思いも感慨深いものがあるのではないかと思

います。しかしながら、今、十分な議論も尽く
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されずに、明確な手だても提示されず、国論が

二分する中で、農業の崩壊を招きかねないＴＰ

Ｐ問題が進められようとしております。恐ら

く、第七次宮崎県農業・農村振興長期計画の中

には、これほどまでに唐突な例外なき農産物自

由化への対応は盛り込まれていないのではない

かと思います。世界の自由化の流れと我が国の

新たな開国については、知事には独自の視点が

あると思います。慎重なコメントが報道で見受

けられますが、ＴＰＰ問題も踏まえ、本県農業

の進むべき方向、あるべき姿、あるいは克服す

べき課題、戦略等、第七次宮崎県農業・農村振

興長期計画策定について、知事の所見をお伺い

いたします。

以上で壇上での質問を終わり、残りは質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

ＴＰＰについてであります。経済のグローバ

ル化が進む中で、自由貿易は国際的な流れであ

り、産業分野によっては、市場が拡大するメ

リットもある一方、農業を基幹産業とする本県

にとっては、関連産業を含め、県内経済への甚

大な影響が懸念されるところであります。ま

た、世界的な人口増加に伴い、将来の食料不足

が懸念される中で、食料輸入が困難になった場

合にも、国民に食料を安定供給するための食料

安全保障や、農業・農村の持つ多面的機能と

いった視点を含め、我が国農業の持続的な発展

が可能となるよう、慎重に検討する必要がある

と考えております。このようなことから、国に

おいては、今後の農業戦略、食料戦略を早急に

構築し、将来の道筋を示した上で、国民的な議

論を行う必要があると考えておりまして、県と

して地方の立場から、国に対しその必要性を訴

えてまいりたいと考えております。

次に、新たな総合計画についてであります。

これからの20年は、少子高齢化に伴う人口構造

の変化やグローバル化など、地方や地域をめぐ

る社会情勢が大きく変化すると予想され、本県

においても、人口減少や少子高齢化、就業人口

の減少に伴う活力の低下、あるいはボーダレス

化による競争の激化など、さまざまな課題が生

じてくるものと考えられております。そのよう

な中で、今後も本県が活力を維持し、みんなが

希望を持って暮らせる社会を築いていくために

は、人口増加や経済拡大を前提とした従来の価

値観を転換し、人や地域のきずな、安全・安心

な暮らしなど、新しい時代に対応する豊かさを

創造していく必要があると考えております。こ

のため、郷土に対する愛着や誇りを持ち、未来

の社会を支える人材の育成、地域のつながりを

大切にする意識の向上とコミュニティー機能の

強化、さらには地域の資源やポテンシャルを生

かした新たな産業展開などが大変重要になると

考えております。このような取り組みを通し、

新しい豊かさを創造していくことが、将来にお

いて、だれもが安心して生き生きと暮らすこと

のできる社会の実現につながっていくものと考

えております。

次に、本県農業のあるべき姿についてであり

ます。本県農業は、担い手の減少や高齢化の進

行といった構造的な課題に加え、海外資源に依

存した燃油・配合飼料等の価格高騰と、農畜産

物価格の長期低迷、そしてことしの口蹄疫発生

など、かつて経験したことのない大変厳しい状

況に直面しております。さらに、国際化に伴う

人・物・情報・資金等のボーダレス化が急速に

進む中で、ＴＰＰを初めとする国際的な貿易自

由化の流れの強まりや海外悪性伝染病の侵入リ
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スクの高まりなどが危惧されるところでありま

す。私は知事就任以来、私たちの暮らしと命を

支える農業こそ、今世紀の成長産業になり得る

と考えており、このような厳しい状況をチャン

スととらえ、新たな発想に基づく攻めの農業が

展開できる構造改革を推し進めていく必要があ

ると考えております。具体的には、先人たちが

知恵と工夫で培ってきた農業資源やポテンシャ

ルをフルに生かしながら、農業を核とした農商

工連携や６次産業化による農業・農村の総合産

業化を進めるとともに、経済成長が著しい東ア

ジアをメーンターゲットにした、安全で健康に

寄与できる本県農畜産物の輸出拡大等の取り組

みが、次世代農業へのステップアップにつなが

るものと確信しております。私は、世界的な視

野と長期的な展望を持ち、農業の枠組みを超え

た多様な分野・産業・地域との連携強化を進め

ながら、この大変革の時代を勝ち抜いていくこ

とが、宮崎の農業のあるべき姿だと考えており

ます。以上です。〔降壇〕

○長友安弘議員 知事には、きのうの議会の答

弁の中でも、また宮崎県の将来に関して、大い

なるお力をいただくというような答弁をいただ

いておりますので、何とぞよろしくお願い申し

上げたいと思います。

それでは、続きまして、ＴＰＰ問題について

質問をしてまいりたいと思います。

ＴＰＰというのは、例外なき貿易の自由化と

いうことで、関税のみならず、すべての非関税

障壁についても規制緩和が求められるというふ

うに思います。それゆえに、物品のみならず、

あらゆる点について、どういう事態が生じてく

るか、特に地方におきまして生じてくるかとい

うことを検証しておかなくてはならないと思い

ます。そこで、何点か関係部長にお尋ねいたし

ます。初めに、ＴＰＰに参加した場合の本県の

１次産業への影響について伺いますが、農業に

ついては、昨日までに多くの議員の方々から質

問があり、答弁がなされました。そこで割愛を

し、林業と水産業への影響はどのようになると

考えておられるのか、環境森林部長並びに農政

水産部長にお尋ねをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 現在、我が国

に輸入される林産物につきましては、丸太の関

税は無税となっております。合板や集成材等の

輸入製品につきましては、最高で10％の関税率

となっております。国では、ＴＰＰに参加し、

関税が完全撤廃された場合、生産減少や価格の

低下によりまして、国内木材産業の生産額は500

億円程度減少すると試算しております。同じよ

うな手法で試算いたしますと、本県への影響は

約２億5,000万円程度の減少となります。木材製

品の輸入拡大は、木材産業だけではなく、丸太

を供給する林業の発展にも支障を来すものであ

り、山村地域の経済や雇用、森林の公益的機能

の発揮等に影響を及ぼすものと考えておりま

す。

○農政水産部長（髙島俊一君） 先般、国が公

表いたしましたＴＰＰ参加による国内水産業へ

の影響の試算方法に準じまして、本県水産業へ

の影響を試算いたしますと、県内生産額の約15

％に相当する68億円程度の減少が見込まれ、現

在、価格や漁獲の低迷など厳しい状況にある漁

業経営が、外国からの水産物の輸入拡大によ

り、さらに厳しくなるものと考えております。

○長友安弘議員 次に、総務部長にお尋ねをい

たします。ＴＰＰでは政府調達も対象となって

おります。もし、参加となった場合、本県行政

における影響、とりわけ県内業者への影響が懸

念されますが、その点についてはどう考えてお
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られるのかお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 政府調達につきま

して、現行のＷＴＯの基準では、物品やサービ

スの調達契約については3,000万円、建設工事契

約につきましては23億円以上のものが対象と

なっておりますが、現在のＴＰＰの基準がその

まま適用されるとした場合、これらがそれぞれ

約750万円と約７億6,500万円以上のものが対象

になるものと想定されます。政府調達に関しま

して、仮にＴＰＰに参加することになりまして

も、恐らく現在の対象の下限が引き下げられる

だけであり、海外からの参入がふえることは想

定しにくく、大きな影響は生じないものと考え

ております。むしろ、ＴＰＰ参加の副次的な影

響としまして、基準額以上の調達において、加

盟国全体に広く門戸を開くことにより、県内に

本店を有する等の事業所要件を設けることがで

きなくなり、結果的に、県外業者の参入が大幅

に拡大する可能性がありますので、県内業者へ

の影響が懸念されるところであります。

○長友安弘議員 次に、福祉保健部長にお尋ね

をいたします。人の移動も自由化されれば、医

療や介護等の福祉サービスにも影響が生じるの

ではないかと思いますが、本県についての影響

をどのように考えておられるのかお尋ねいたし

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 現在、我が国

では、インドネシア及びフィリピンとの間で、

２国間のＥＰＡにより、看護師と介護福祉士に

ついて受け入れが行われておりますが、国家資

格の取得の義務づけや受け入れ枠の設定など、

一定の要件が課されております。２国間におけ

るこのような要件が、多国間の協定となるＴＰ

Ｐにおいて、どのように取り扱われるかによっ

ては、福祉現場における雇用やサービス面等に

影響が生じることも考えられるため、慎重に検

討が行われる必要があると考えております。こ

の問題につきましては、国において「人の移動

に関する検討グループ」が設置され、国民の雇

用への影響や社会の安定の確保等も踏まえなが

ら、基本的な方針を策定することが決定された

ところであり、県といたしましても、今後、そ

の検討状況も含め、動向を注視してまいりたい

と考えております。

○長友安弘議員 次に、商工観光労働部長に伺

います。ＴＰＰの中には、サービス貿易の自由

化も対象となっております。運輸、金融、投

資、雇用、保険、非常に多くが対象となってま

いりますけれども、これらの本県に対する影響

をどのように推しはかっておられるのかお尋ね

いたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） ＴＰＰに

つきましては、域内関税の撤廃だけでなく、金

融、投資等、サービス貿易分野の規制緩和、あ

るいは市場アクセスの改善など、非関税障壁の

問題もあります。政府におきましては、この非

関税障壁の問題につきまして、具体的な方針が

決定されていないところでございまして、本県

経済にどのような影響があるのか、現在の状況

では推しはかることができない状況にありま

す。今後、これらの分野を含めまして、本県経

済にどのような影響が生じることになるのか、

情報収集に努めるとともに、国の動向を注視し

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。

○長友安弘議員 ＴＰＰに関しては、まだ具体

的な方針が決められていない分野もあるという

ことでありますので、もし万が一ということに

なった場合は、ぜひとも地域への影響を最小限

に食いとめられるような準備のほうもよろしく
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お願いしておきたいと思います。

次に、20年後を目指した宮崎県総合計画「未

来みやざき創造プラン」について、何点かお尋

ねをいたします。

初めに、長期戦略の中の「フードビジネス戦

略」について、県民政策部長にお尋ねをいたし

ます。本県産業を牽引するフードビジネスの拡

大は、雇用の場の拡大、それから若者の流出防

止、地域の持続、ひいては県民所得の向上とか

財源の確保につながる重要な戦略の一つになろ

うかと思います。それゆえに大事なことは、将

来の自由化という問題も視野に入れた生産体制

の強化や生産性の高い基盤づくりが求められる

と思います。また、広域連携や産業間の連携、

これも必要になってくると思いますけれども、

隣県や近隣地域との早期のコンセンサスづくり

が求められます。戦略目標の就業者１人当たり

農水産業及び食料品の生産額20％増を達成する

ためには、具体的にどういうふうに取り組んで

いこうと考えておられるのかお尋ねいたしま

す。

○県民政策部長（山下健次君） 今、長友議

員、御質問の中で指摘されたとおりなんです

が、世界的な人口増加に伴いまして、一部では

食料不足の問題が顕在化するなど、食料の確保

は今後大きな課題でございまして、食料供給県

であります本県は、この分野で大きく貢献でき

る可能性を持っておるところであります。その

一方、国際化にも対応できる強い農業を構築す

ること、また、加工や流通等とも連携した農業

の総合産業化が必要であると考えております。

このため、企業の農業参入や生産性の高い基盤

づくりなど、農林水産業の一層の強化を図りま

すとともに、県境を越えた広域連携や産業間の

連携等により、南九州地域として食料供給基地

を目指してまいりたいと考えております。ま

た、飼料、農業資材など第１次産業を支えます

県内産業の充実を図りますとともに、新たな機

能性食品の開発や農商工連携等による高付加価

値化、６次産業化など、農林水産資源を生かし

た成長産業として、総合的な食料供給産業の展

開を図っていきたいと考えております。

○長友安弘議員 次に、「「地域発」産業創出

戦略」について、県民政策部長にお尋ねをしま

す。若者の流出を防ぐためにも、また地域の活

力を保持するためにも、やはり基軸となるの

は、雇用の場の確保と所得の向上を図れる産業

の振興だと思います。１人当たりの県民所得、

全国40位、いかに物価は安いといっても厳しい

現実があります。せめて１人当たり年間10万円

程度のアップは図れないのか。100万県民に換算

すれば、これは1,000億円の所得増ということに

なります。先ほど申し上げたフードビジネスの

振興はもとよりでありますが、諸産業の成長目

標を具体的に掲げ、達成に尽力することが大事

ではないかと思います。ちなみに、宮崎県の県

民所得は215万2,000円でありますけれども、お

隣の鹿児島県が235万円ということで、20万円ほ

ど高いわけです。熊本県が238万円、これも20

万、相当高い。大分県に至っては263万円という

ことで、相当高いわけです。だから、宮崎県が

あと10万円ぐらい目指すというのは、当然のこ

とじゃないかというふうに思うわけでございま

す。「「地域発」産業創出戦略」を成就し、目

標の従業者１人当たり製造品出荷額等の金額20

％増を達成するためには、人材の育成確保、ま

た研究開発のさらなる強化、あるいは事業化に

向けた資金調達の拡充とか流通販路の一層の整

備拡充等、課題は山積しておりますけれども、

具体的にはどのように取り組んでいかれるのか
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お尋ねいたします。

○県民政策部長（山下健次君） グローバル化

に伴い、企業活動も国際化が進んでおりまし

て、今後、ますます加速化すると予想されま

す。したがいまして、これからの産業づくりを

考える上では、時代のニーズを踏まえながら、

地域の資源や特性を生かし、地域に根差した産

業をいかに育てていくのかが重要でございま

す。戦略の中では、豊富な森林資源や太陽光、

太陽熱など、本県の特性を活用した環境・新エ

ネルギー分野における産業展開や、東九州メ

ディカルバレー構想の推進など、医療分野への

新たな取り組み等の方向性を示しているところ

であります。その実現に向けましては、産学官

が連携して、育成分野やその目標を明確にした

上で、研究開発の推進や商品開発あるいは販路

開拓、さらには地場企業の技術力向上、高度技

術者の育成、こういったものに努めることが必

要でございます。そのような取り組みを通しま

して、将来、地域の中から新しい事業あるいは

産業が生まれる力強い構造へ転換していくこと

を目指してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 次に、「海外展開戦略」につ

いて、県民政策部長に伺います。輸出企業数

の60％増、それから本県出国者割合の20％増を

目標としておりますけれども、アジアの経済圏

の人口比だけでも、世界の６割ぐらいを占める

んじゃないかというふうに思います。真に東ア

ジアをターゲットとした戦略を展開するのであ

れば、各国の市場ニーズの把握、あるいは貿易

に関する法への精通、流通販路の確保等、さま

ざまな障壁のクリアが必要であり、そのために

は人脈の形成が急がれます。アンテナショップ

や駐在員の配置、あるいは留学生の受け入れ等

行われておりますけれども、現在の規模ではお

くれをとってしまうのではないかと思います。

民間も含め、他県の取り組みは先行しておりま

す。海外展開に資する人材の育成確保、あるい

は人脈網の構築等、一層の充実が急務ではない

かと思いますが、「海外展開戦略」の具体的な

取り組みについて伺います。

○県民政策部長（山下健次君） 貿易や資本取

引の自由化、あるいはＩＣＴの進展等を背景に

いたしまして、さまざまな分野でグローバル化

が進んでおり、今般のＴＰＰ問題にも端的にあ

らわれておりますように、グローバル化やボー

ダレス化にどのように向き合っていくのかは大

変重要な課題でございます。我が国の将来的な

人口減少等を考えますと、県内におきまして

も、今後、海外展開を図る企業が増加すること

となりますし、それに伴って人の交流もふえて

いくと考えられますので、国際的な視点からの

戦略的な地域づくり、産業づくりを行うことが

一層求められてくると考えております。このた

め、グローバルに活躍できる人材の育成や貿易

・海外進出等を行う企業への支援、さらには東

アジアを初めとした地域とのさまざまな分野で

の幅広い交流の促進などに努めていくことが必

要であると考えております。

○長友安弘議員 今３点、産業の振興というこ

とについてお尋ねいたしましたけれども、先ほ

ども申し上げました県民所得の全国平均は、305

万9,000円ということでございます。したがっ

て、産業づくりに関しては、本当に今から知恵

を出し、努力をしていかなくてはならないと。

俗に言いますけれども、すべてに先立つものは

金であろう、財源であろうと思いますので、何

とかそのあたりに努力をしていただきたいとい

うふうに思います。

次に、「持続可能な地域づくり戦略」に関し
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て、県民政策部長にお尋ねをいたします。高齢

少子化、人口の流出、そして財源の厳しさ等に

よりまして、限界集落とかあるいは限界自治

体、全国で180ぐらいになるんじゃないかと思い

ますけれども、そういう言葉に象徴されるよう

に、地域の機能が失われ、存続の危機すら懸念

される今日でありますが、今、逆に地域住民

は、主体的な地域経営というものを模索し始め

ております。まさに、行政主導ではなく、地域

住民と一体となった持続可能な地域づくり、地

域経営が必要な時代を迎えております。限られ

た地域資源・機能を補完し合う定住自立圏構

想、こういうものもその一つであろうと思う

し、今、進行中だと思いますけれども、その現

状と本戦略の整合性についても伺いたいと思い

ます。また、住民みずからが地域経営に参加す

る仕組みづくりを進めていくためには、そこに

参加する人材の育成というものが必要になろう

かと思います。本戦略を具体的にはどのように

図っていかれるのかお尋ねをいたします。

○県民政策部長（山下健次君） 今後、一層の

少子高齢化あるいは人口減少が見込まれる一方

で、地方の財政状況はますます厳しくなると予

想されます。こういった中で、県内では、お話

にございましたように、延岡市、日向市及び都

城市を中心市とします３つの定住自立圏構想が

進められておりますけれども、県民の皆様が安

心して生活できる持続可能な地域を築いていく

ために、戦略の中でも、広域的な視点と連携・

協力の視点から、今後の地域づくりの方向性を

示しているところであります。具体的には、本

県には、地理的、歴史的なつながりによりまし

て形成されてきた８つの地域ブロックがありま

すので、日常生活に関するサービスの提供につ

いては、このような地域ブロックを基本に考え

ていくことにしております。一方、高度の医療

や人口流出を抑制する人口のダム機能など高次

の都市機能につきましては、より広い範囲でと

らえていく必要があると考えております。さら

に、日常生活の舞台であるコミュニティーのレ

ベルでは、住民みずからが地域の課題に関心を

持って行動していく力を高めることが必要であ

りますので、人材の育成や交流あるいはネット

ワークの構築など、コミュニティー機能の強化

を目指してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 次に、新宮崎県総合計画の中

の分野別施策について数点伺いますが、初めに

教育長に伺います。人づくり施策についてであ

りますけれども、「自立した社会人・職業人を

育む教育の推進」の中で、「地域の課題解決等

に取り組む意識や態度を育てる教育の推進」が

掲げられております。まさに、先ほど申し上げ

ました限界集落とか限界自治体等懸念される今

日、地域のことを考えて、地域の課題解決に向

けて行動する人材の育成というのは、極めて重

要になってきていると思います。また、この人

材育成が急がれます。そこで、教育課程のどう

いう分野で、またどういう発達段階で、どのよ

うに取り組んでいかれるのかお尋ねをいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） これまでも各学校に

おきまして、総合的な学習の時間などで、地域

の自然や環境、歴史や伝統、産業、生活など、

地域の教育資源を生かした学習等を行いまし

て、「ふるさとを愛し、自分に自信と誇りを持

つ子ども」の育成を目指してまいりました。少

子高齢化等が進展する中で、このような取り組

みを通して、郷土や産業等を支え、その発展に

貢献する「自立した社会人や職業人の育成」に

努めていくことが、ますます重要になっていく
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ものと考えております。そのため、新しい計画

におきましても、郷土への誇りや愛着、地域の

一員としての自覚などの育成を目指しまして、

小・中・高等学校等の児童生徒の発達段階に応

じまして、それぞれの教科学習や総合的な学習

の時間などの中で、地域との連携による取り組

みの充実、あるいは地域活動への積極的な参加

等を通して、「地域の課題解決等に取り組む意

識や態度を育てる教育」を推進することを検討

しているところであります。

○長友安弘議員 次に、教職員の資質の向上に

ついて伺いたいと思います。これは、教職員の

境涯というか、それがどこまで高まるかという

のが重要になってくるかと思います。教職員に

よる不祥事、あるいは幼い児童や生徒の自殺

等、残念な事件が最近続きました。本当にいじ

め等を発見するということの大事さ、これもま

た教師の一つの仕事ではないかと思いますけれ

ども、とにかく再発防止というものが肝要でご

ざいます。したがいまして、対策の一つとし

て、すべての教育者が広い視野と豊かで強靭な

心を持って、教科指導あるいは生徒指導に当た

れば、事件を少しでも未然に防止し、教育の効

果というのも上がるのではないかというふうに

思います。したがって、例えば、研修の教材に

県とか市町村の総合計画を取り上げて、研さん

する機会を設けてはどうかなというふうに思い

ます。本県を取り巻く諸情勢あるいは諸課題の

全体観を把握するだけでも、教師としての立ち

位置とか使命のとうとさ、こういうものを再認

識していただけるのではないかと思います。そ

して、すばらしい教育力を発揮していただける

ものだというふうに思います。教職員の資質の

向上について、どのような内容で取り組んでい

かれるのか、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 教職員の資質向上に

つきましては、平成19年に策定いたしました

「教職員人材育成プラン」におきまして、子供

に対する愛情や教育に対する情熱を教職員とし

ての基盤となる資質として位置づけますととも

に、人材育成の共通テーマとして「幅広い社会

性の育成」を掲げまして、教職員の研修を実施

しているところであります。具体的には、初任

者研修におきまして、教育に対する情熱や使命

についての認識を強く持たせるとともに、社会

人としての幅を広げるために、社会福祉施設で

の体験研修を実施しているところであります。

また、その後の研修におきましても、民間企業

等での体験研修を取り入れますとともに、お話

にありました県の政策課題を学び、教育者とし

ての広い視野を身につけてもらうために、総合

計画に関する講義を実施しているところであり

ます。今後とも、研修内容の見直しを行うな

ど、さまざまな工夫を重ねながら、教職員の資

質向上に努めてまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 総合計画に関する講義を実施

しているということを聞いて安心したわけであ

りますけれども、ぜひとも大きな視野を持って

もらうように、しかも、これは少数の先生方で

は困るわけでありまして、リーダーだけではな

くて、全教職員がそれぐらいの境涯革命をする

ようにお願いしたいと思います。

次に、安全な暮らしが確保される社会につい

て、福祉保健部長にお尋ねをいたします。医師

不足とか医師の偏在、また県立病院につきまし

ては経営改革、あるいは最近では顕在化する心

の病への対策、また救急救命対策等、医療を取

り巻く諸問題が山積しております。しかしなが

ら、限られた医療資源を大切に活用し、かけが

えのない県民の命を守り、健康を確保すること
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は、極めて重要な課題となっております。そこ

で、対策の一つとして、予防の重要性について

理解を深める健康づくりの推進というものが挙

げられておりますけれども、私どもが議会の調

査活動を通しまして大変参考になったことは、

地域住民を把握する保健師の存在、これが極め

て重要であるということであります。本県にお

きましても、保健師の方々の重要性をいま一度

見直していただきまして、一層の充足を図る必

要があるのではないかと思いますが、現状と今

後の取り組みについて伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、現状に

ついてでありますが、県内には現在、500名を超

える保健師がおり、人口10万対保健師数で見ま

すと、全国平均を上回っている状況にありま

す。その主な活動は、市町村におきましては、

乳幼児健診を初めとする各種健診のほか、それ

ぞれの市町村の実情に応じた地域保健活動に取

り組んでいただいております。また、県におき

ましては、感染症等の専門的な分野での相談や

訪問活動のほか、昨年度から児童相談所に配置

した保健師が児童虐待対策にも従事するなど、

県と市町村が役割分担を図りながら、幅広く住

民の健康増進等に取り組んでいるところであり

ます。今後は、高齢化の進行により、社会保障

費の増加が見込まれますことから、生活の質的

向上はもとより、限りある医療資源の効率的な

活用の観点からも、保健師の役割はますます重

要になると考えております。このため、県とい

たしましては、広域的、専門的な保健活動を適

切に実施することなどによりまして、市町村の

保健師が主体的な役割を担っております、健康

づくりを初めとする住民に身近な保健福祉サー

ビスの充実を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○長友安弘議員 この保健師さん、500名という

ことでありまして、全国平均を上回っていると

いう話ですけれども、恐らくこれも偏在がある

と思います。したがって、今から30～40年前と

いうのは、今のような医療が充実したときでは

なかったと思います。本当に乳幼児の死亡率も

高かった。岩手県あたりでは、そのために本当

に保健師さんが頑張ってくれまして、乳幼児の

死亡率を下げたと、また、本当に乏しい医療資

源を大事にして、そういう村民とか県民の生命

を守ったと、こういうお話がございます。長野

県でも、きのうもお話がありましたが、佐久市

あたりは、そういう人と医療とのつながり、そ

の中に保健師さんの活躍もあるわけでございま

すけれども、そういう例がございますので、財

政が厳しい状況、医師不足等の深刻な状況の中

で、再度、保健師さんの活動というものをまた

考慮していただければありがたいというふうに

思います。

次に、産業づくりについて、県民政策部長に

お尋ねをいたします。産業づくりの中に、社会

的な課題への対応について、社会的課題の抽

出、また社会的課題解決に向けた新たな事業創

出の可能性調査のための取り組みというものが

上がっております。その一つに、ソーシャルビ

ジネスの検証等を通して、新たな事業を創出し

ていくことが述べられておりますけれども、こ

のソーシャルビジネスの活用について、どのよ

うな取り組みをしていかれるのかお尋ねいたし

ます。

○県民政策部長（山下健次君） これから迎え

ます本格的な少子高齢化・人口減少時代にあり

ましては、中山間地域はもとよりですが、都市

部におきましても、住民ニーズが多様化・増大

化してくると予想されまして、これらのすべて
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に対して行政のみで対応していくことは困難に

なってまいります。こういった社会的課題に対

してビジネスの手法を使って解決するソーシャ

ルビジネスには、徐々にではありますが、導入

を進めようとする動きが出てきているところで

ございます。ソーシャルビジネスの考え方その

ものが新しい概念でありまして、その導入が進

むためには、地域住民や福祉等の民間団体、企

業あるいは学校など、地域における多様な主体

の参加、そして課題解決に向けて能動的に行動

する風土・文化づくり等を推進することが肝要

でありますので、今後、そのような環境づくり

にしっかりと取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○長友安弘議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、第七次宮崎県農業・農村振興長期計画

について、農政水産部長にお尋ねをしていきた

いと思います。

初めに、農業所得の向上、もうかる農業につ

いてお尋ねをいたします。この戦略プロジェク

トでは、農業資源の継承とフル活用、あるいは

経営感覚にすぐれた多様な担い手の育成確保、

土地利用型農業の展開や産地における加工機能

の強化、また地域間の他産業との連携による新

たな価値創造等によりまして、雇用の創出や農

村の活性化を目指すと、こういうふうになって

おります。しかしながら、農地の集約、また小

規模農家の利活用、そして競争を今までやって

きた地域との連携に向けたコンセンサス形成、

こういうものが本当に必要になってくると思い

ますけれども、農業所得の向上に向けての今後

の取り組みについてお伺いをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 農業所得の向

上を目指す戦略プロジェクトの大きな柱といた

しまして、加工・業務用などの需要に対応した

土地利用型農業を、「攻めの生産・流通・販売

戦略」のもとで進めていく必要があると考えて

おります。このため、他産業からの新規参入を

含め、農業法人や認定農業者等の意欲ある担い

手が、農地等の生産資源をフルに活用できる仕

組みづくりや、加工・業務用需要に対応する一

次加工施設の整備等、産地における加工機能の

強化や物流体制の構築、また、安定した生産活

動を支える畑地かんがいなど、効率的で生産性

の高い基盤の整備等を総合的に展開するととも

に、地域間や産業間を越えた連携を図りなが

ら、新たな成長産業としてのもうかる農業の実

現を目指してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 ちょっと先ほどの「海外展開

戦略」と重なるわけですが、東アジアをメーン

ターゲットとした輸出拡大に対応できる環境づ

くりについて、農政水産部長にお尋ねをしたい

と思います。今、中国とか韓国は不安定な状況

にありますけれども、世界の人口増と食料事

情、それから経済成長、市場の規模、あるいは

本県の置かれている地理的要因、そういうもの

から考えますと、東アジアをメーンターゲット

とした農産物貿易というのは、もうかる農業の

点からしても、有力な手だての一つだと思われ

ます。そこで、東アジアを目指す諸外国とか、

また各県の動きは非常に活発になっております

けれども、本県も東アジアをメーンターゲット

と考えるのであれば、輸出に向けた環境づくり

を本気で急がなければ、後塵を拝することにな

るのではないかと、こういうふうに思います。

そこで、輸出拡大対策をどのように進めていか

れるのかお尋ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 少子高齢化に

より、将来的には国内市場の縮小が見込まれる
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中、目まぐるしい経済発展をなし遂げ、富裕層

が増加している東アジアは、本県農産物輸出の

有望な市場であると考えております。このた

め、県では、香港、台湾、シンガポールなどの

量販店等でのフェアや、輸出相手国の流通関係

者を本県に招聘した商談会の開催、また、全国

の都道府県や関係団体が参画する協議会等を通

じた輸出情報の収集・提供など、本県農産物の

認知度向上や安定的な取引の推進に努めている

ところでございます。今後はさらに、農業団体

や物産・商工関係者等との連携を一層密にしな

がら、これまでの取り組みに加えまして、検疫

や登録農薬など相手国の輸入条件に対応した輸

出支援体制の強化を図るとともに、輸出に適応

する低コスト輸送技術の検討や産地研修会の開

催、輸出向け栽培技術の開発を行うなど、輸出

を目指した産地体制の強化を図ってまいりたい

と考えております。

○長友安弘議員 ぜひともよろしくお願いした

いと思います。かつても話したことがあります

けれども、鹿児島県等におきましても、留学生

あたりに非常に力を入れて育てていると。彼ら

が帰ったら、各国の要人になっていくわけであ

りますから、人脈づくりに最も近いと。こうい

うことで、留学生対策等も非常に大事になりま

す。また、本県出身者でありますけれども、中

国の領事館等と大変大きい人脈を持っている方

もおられまして、本県への接触も図られている

わけですが、なかなか本県の取り組みというの

が消極的だということで、こういう人材も広く

集めながら、東アジアに対する輸出等について

は大いに施策を進めていただきたいと、こうい

うふうに思います。

次に、資源・環境の利活用についてお尋ねを

いたします。未利用バイオマス資源の利活用の

促進とか環境保全型農業の推進、また太陽熱、

太陽光等の再生可能なエネルギーの利活用促進

を進めていく戦略プロジェクトでありますけれ

ども、その中で、省石油化、脱石油化に向けた

生産技術の開発・普及については、コスト面等

の課題を解決する必要があろうかと思います。

今後どのような目標を掲げ、どのような方向で

取り組んでいかれるのかお尋ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 施設園芸にお

ける石油代替エネルギーの開発・普及につきま

しては、燃油価格の高騰などを受け、平成18年

度から、ヒートポンプや木質ペレット加温機等

の実証に取り組んでまいりました。その結果、

ヒートポンプにつきましては、マンゴー、ピー

マン、コチョウラン等に約880台導入され、全国

的に見ても普及が進んでいる状況にございま

す。一方、木質ペレット加温機につきまして

は、現在、ピーマン農家に８台が導入されてお

り、県内の林地残材を活用した木質ペレットの

低コストで安定的な供給体制について、企業、

農業団体等の協力を得ながら、検討を進めてい

るところでございます。県といたしましては、

今後とも、施設園芸における省エネルギー化を

進めるとともに、本県の特徴を生かした豊富な

木材資源や太陽光、太陽熱等の再生可能エネル

ギーの活用や、低コスト化に向けた取り組みを

進めてまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 この問題につきましては、石

油価格の変動というものが非常に左右するかと

思いますけれども、どんなことになってもいい

ように、ひとつ準備方お願いしたいと思いま

す。

次に、農村地域の活性化戦略プロジェクトに

関してお伺いをしたいと思います。地域資源を

生かした農商工連携や６次産業化の取り組み拡

平成22年11月26日(金)



- 139 -

大による農村地域の活性化策が進めていかれる

と思いますけれども、このことに関しまして

は、資金の調達やあるいは６次産業化へのノウ

ハウ、また他産業分野との連携等、本当に進め

ていかなくてはならない課題もあろうかと思い

ます。それらの課題を今後どう克服し、戦略を

進めていかれるのかお尋ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 農商工連携や

６次産業化を進めていく上では、地域農産物を

活用した事業化のアイデアを有する農業者と商

工業者の出会いの場の確保や、総合的な支援を

行う体制の整備、また、新たな事業展開に伴う

資金の調達等が課題であると考えております。

県といたしましては、関係機関・団体との一層

の連携のもと、地域段階における推進体制の整

備を図りながら、農業者と多様な経営資源を有

する商工業者とのマッチング機会の確保や、農

業振興公社や産業支援財団等の連携によるワン

ストップ窓口の整備、また、制度資金の周知等

を積極的に推進することによりまして、本県農

業・農村の持続的な発展につながる農商工連携

や６次産業化に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○長友安弘議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

最後の質問になりますけれども、食料供給基

地の責務の遂行についてお尋ねいたします。本

県は、食の安全と消費者の安全・安心を確保す

る日本有数の―日本一のといいましょうか

―食料供給基地となってまいりましたけれど

も、残念ながら、今回の口蹄疫で畜産の基盤が

大きなダメージを受けてしまいました。一日も

早い口蹄疫からの復興・再生が求められますけ

れども、そこで肝心なことは、二度と口蹄疫を

出してはならないということであります。その

ためにも、徹底した検疫を初めとする防疫体制

の確立、それから家畜伝染病予防法の改正とか

防疫マニュアルの完備とか、いろいろとそうい

うものが急がれるというふうに思います。国の

検証委員会も一昨日、最終報告も出しましたけ

れども、さまざまな課題が指摘されました。そ

こで、防疫体制の確立はどのように進んでいる

のか、昨日と重なりますけれども、お尋ねをし

たいと思います。なお、復興・再生に当たりま

しては、何といっても資金が必要でございま

す。補償金等の精算払い、こういうものはでき

るだけ速やかにお願いしたいと思いますが、昨

日の報道では、12月にずれ込むような報道もご

ざいました。このことに関しては、大変苦労さ

れていると思います。だけど、できるだけ早く

お願いしたいということで、取り組み状況につ

いてお尋ねをしたいと思います。

○農政水産部長（髙島俊一君） ２点お尋ねで

ございますが、まず、防疫体制の確立について

であります。御質問のとおり、一昨日、国の検

証委員会の最終報告書が公表され、今回の防疫

措置について、さまざまな課題が提起されたと

ころでございます。県といたしましては、二度

と口蹄疫を発生させないこととし、空港や港に

おける水際対策の強化により、本県への侵入防

止を図るとともに、農場への侵入防止対策とし

ましては、消毒の徹底と今回配布いたしました

衛生管理マニュアルに基づき、防疫の強化に取

り組んでまいります。さらに、国や県の検証委

員会における議論を踏まえまして、早急に防疫

マニュアルの見直しを行い、発生時の蔓延防止

対策の強化に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

次に、精算払いの取り組み状況についてでご

ざいます。殺処分された疑似患畜に対する手当
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金及びワクチン接種家畜に対する補てん金の支

払いにつきましては、およそ29万頭の家畜１頭

ごとに、年齢、血統、能力、さらには導入価格

などの多くの項目について評価をする必要がご

ざいまして、多くの時間を要しているところで

ございます。県では、これらの確認作業のため

に、担当課だけでなく、他の所属の職員も動員

し、40名を超える体制で作業に取り組んでいる

ところでございます。昨日までの支払い状況に

つきましては、疑似患畜の手当金につきまして

は、全体の70％の評価が終了し、支払いは５％

が完了しております。一方、ワクチン畜の補て

ん金につきましては、全体の96％の評価が終了

し、87％の支払いが完了しているところでござ

います。なお、手当金及び補てん金につきまし

ては、国は予備費で対応しておりますが、全額

支払うには不足することから、今国会での補正

予算で不足分を対応することといたしておりま

す。本日、この補正予算が成立するとの報道も

ございますが、成立後は、速やかに支払いがで

きるよう、最大限の努力をしてまいりたいと、

そのように考えております。

○長友安弘議員 本当に大変な御苦労を、防疫

にしても、あるいは再生・復興にしても、当局

も行っておられると思います。そのことに感謝

を申し上げながら、一日も早い復興が成るよう

にお願いしたいと思います。

以上で終わりますけれども、ちょっと意見に

なるかもしれませんが、申し上げたいと思いま

す。これから人口減少社会に突入していくとき

に、財源も細っていくと思いますけれども、そ

うなった場合には、本当に知恵を出す以外にな

いだろうというふうに思います。今、産油国と

いうのが非常な勢いでオイルマネーを中心に発

展を遂げておりまして、なおかつ、また最近で

は、中東産油国が太陽光発電に関しても物すご

い導入を行って発展を遂げようとしているとい

う報道でありました。かつては砂漠の民、オア

シスだけにしか生きられないというところが、

石油というものが出ました。しかし、最初は掘

る技術もなかったから、先進国にそのうまみと

いうのはほとんど持っていかれたでしょうけれ

ども、今日に至っては、オイルの価格をきちん

とコントロールして、自国の利益を得るという

ようなところまできました。なお、近年に至っ

ては、その枯渇する資源を大事にしながら、太

陽光エネルギー等で新たな展開を図ろうとい

う、本当にすごい知恵を出しているわけです。

何もなかったところが知恵を出しながら、そう

いうふうな経済発展を目指しているということ

で、本県といたしましても知恵を出す以外にな

い。そのためには人材だ、そのためには教育だ

ということで、さまざまな分野で一層の頑張り

をやっていかなくてはならないのではないかと

思います。それぞれ御苦労があると思いますけ

れども、ぜひともよろしくお願いしたいと思い

ます。

６次産業につきましても、同じようなことで

ありますけれども、新潟の米生産だけでは年

間400万ぐらいにしかならなかったという農家

が、米粉製造等、そういうことやらを始めまし

て、年商２億になって何人かの人を雇うことが

できるようになったという例、あるいは京都の

九条ネギ、生産して売るだけだったら、わずか

なことであったわけですけれども、これをブラ

ンド化して、そしてラーメン店に売り込みにみ

ずから行って、これがまた50名ぐらいの人を使

うような産業に成長したという例等も出されて

おります。したがって、今から先は、知恵を使

いながら、どういう方向に限られた地域資源と
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かそういうものを生かしていくかということが

求められる時代になろうかと思います。

なお、きのう、中山間地の集落の切実な問題

のお話がありましたけれども、ここもその地域

の方々自身の地域に対する課題、こういうもの

を挙げていただいて、限られた財源、これを行

政からどういうふうに支援していただくかとい

うことを工夫しながら、少しでも暮らしやすい

ところにしていくというのも一つの方法ではな

いかと。高齢化しておりますから、なかなかそ

ういう気力も出ないかもしれませんけれども、

そこらあたりを行政もカバーしながら、何とか

少しでも改善が図られるように、また力を注い

でいただきたいというふうに思います。

以上で質問を終わらせていただきます。（拍

手）

○中村幸一議長 次は、岩下斌彦議員。

○岩下斌彦議員〔登壇〕（拍手） つくしの会

の岩下斌彦でございます。私は、この７月の選

挙に際しまして、７つのビジョンを掲げまし

た。第１の項目に、次世代を担う子供たちのた

めに、幼稚園・保育園の無償化、学力向上、ス

ポーツの推進、私学振興を掲げ、以下、働く場

の創設、道路網の整備・促進、観光開発と地場

産業の育成、安全・安心な宮崎県の創造、口蹄

疫への緊急な対応、国・県の制度活用でありま

す。そして、地元が串間でございます。串間の

ために、宮崎県民のために、「やります、でき

ます、頑張ります」と訴え、当選をさせていた

だきました。ありがとうございました。応援に

も来ていただきました。大変感謝しておりま

す。

さて、私にとりましては、この11月定例議

会、一般質問は初めてでございます。東国原知

事におかれましては、今議会が最後の県議会の

答弁になるものと思っております。東国原知事

に対する県民の期待は非常に大きなものがあっ

ただけに、私の地元串間でも、知事が今回おや

めになることを嘆く多くの声が聞かれます。80

のお母さん、若者たち、そして畜産業者の皆様

方にお会いしますと、「私たちのために何かし

ていただけると思っていたから」というぐあい

に、東国原知事であれば、いろんなことに対し

て真剣に取り組んでいただけると、そういう思

いがあるようでございます。県民それぞれに知

事に対する思いがあろうかと思います。今後、

知事は、真の地方分権の実現を目指して、新た

な立場で御活躍されることになると存じます

が、今後も宮崎県民のために力をかしていただ

きますようお願い申し上げます。

それでは、一般質問に入ります。

まず、本県の潜在力についてであります。

私は、知事の言われる地方分権、地域主権の

実現に当たっては、地域のポテンシャルをいか

に生かし切るかが重要と考えております。そこ

で、交通インフラの整備が他県におくれをとる

本県でありますが、知事はこの４年間、県内を

回られ、中でも県南地域のポテンシャルをどの

ようにとらえ、また、それを今後の発展にどの

ように生かしていくべきと思われるか、知事の

お考えをお伺いいたします。

以下の質問につきましては、質問者席からさ

せていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

県南地域の今後の方向性についてでありま

す。人口減少や少子高齢化、グローバル化など

の時代の変化に対応し、活力ある地域づくりを

進めるためには、地域の強みやポテンシャルを

最大限に生かしていくことが重要であります。
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県南地域には、温暖な気候を生かしたカンショ

やキンカン、スイートピーのほか、漁獲量日本

一を誇る近海・沿岸漁業のカツオやマグロ、飫

肥杉など、海や大地にはぐくまれた農林水産資

源が豊富にあります。また、日南海岸国定公園

や都井岬、プロスポーツのキャンプ地やマリン

スポーツ環境、さらには森林セラピー基地な

ど、多彩な資源を有しておりまして、加えて、

来年３月には九州新幹線鹿児島ルートが開通い

たします。今後は、鹿児島県との県境を越えた

連携も視野に入れながら、農商工連携や６次産

業化による、豊富な農林水産資源を生かした食

料供給産業や環境・エネルギー産業の展開、ま

た、観光について、食やスポーツ・健康など新

たな切り口による魅力の磨き上げや情報発信の

強化に取り組むこと等により、県南地域の発展

を図ることは十分に可能であると考えておりま

す。〔降壇〕

○岩下斌彦議員 知事の御答弁を地元県民への

エールとして受けとめ、私も地元とともに県勢

発展のため邁進していきたいと考えておりま

す。ありがとうございました。

次に、行政改革について、串間における県の

出先機関廃止後の対策についてお伺いをいたし

ます。

串間市では、平成８年から９年にかけ、農業

改良普及センター、保健所、県税事務所串間駐

在所と、県の出先機関が行政改革の名のもと次

々と廃止・統合され、現在では串間土木事務所

が残るのみとなっております。当然ながら、廃

止された分野では、市民ははるばる日南、宮崎

まで出かけるか、日南から職員の出張を待たな

ければ、県の行政サービスが十分受けられない

ということになります。かつては、県の出先機

関があることで、緊急時の対応など安心感があ

りましたし、また、県職員とのさまざまな人的

あるいは文化的な交流もあって、地域に活気を

もたらしていただいておりました。行政改革の

必要性を否定はいたしませんが、組織の統合に

よって我が地域が失ったものは、予想した以上

に大きかったと感じております。そこで提案が

あります。串間土木事務所等に職員を数名配置

し、廃止された出先機関の各分野の業務につい

て、市民が気軽に相談できる県政総合サービス

の窓口を開設していただきたいと願っておりま

す。そうすることで、わざわざ日南、宮崎まで

出向かなくても、地域の多くの問題が解決でき

るようになるのではないかと思うのですが、総

務部長のお考えをお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 本県では、行財政

改革の一環としまして、出先機関の統廃合など

にも取り組んでいるところでありますが、統廃

合に当たりましては、地域住民への行政サービ

スの確保に努める必要があるというふうに認識

しております。このような考えのもと、串間な

ど県内10カ所に県政相談室を設置し、県民の皆

様からの相談等に対応しているところでありま

す。串間の場合ですと、この相談室におきまし

ては、昨年度、148件の県政に関する相談を受け

付けるとともに、日南県税・総務事務所の窓口

としまして、自動車税の納税証明書交付や納付

書発行など、合計2,132件の対応を行っておりま

す。今後も県政相談室を積極的に活用していた

だけるよう、広く周知を図ってまいりたいと考

えております。

○岩下斌彦議員 県内10カ所に県政相談室を設

置して、県民からの相談に対応しているという

お答えでございました。果たして、十分活用さ

れているのか疑問の残るところでありますが、

私はせめて、県民総合サービスセンターなど
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もっと親しみやすい名称にするとか、設置場所

をわかりやすくするとか、工夫が必要だと思っ

ております。ぜひ御検討いただきますように要

望いたしておきます。

次に、教育行政について教育長にお伺いいた

します。

まず、同じく行政改革に関連して、教育事務

所の統廃合についてお伺いいたします。日南・

串間地区におきましては、南那珂教育事務所が

宮崎教育事務所に統合されましたが、改めて、

その経緯についてお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 教育事務所の再編に

つきましては、平成19年６月に策定いたしまし

た「宮崎県行財政改革大綱2007」の中で、「教

育委員会の出先機関のあり方について検討」と

明記し、位置づけたところであります。これに

基づきまして、その後、教育事務所のあり方に

つきまして、市町村教育長並びに小中学校の校

長及び教諭に対してアンケート調査を行います

とともに、教育事務所の専門性の向上、市町村

合併への対応、行財政改革の推進の３つの観点

から検討を行うことといたしました。このう

ち、最も考慮すべき教育事務所の専門性の向上

につきましては、教育事務所の再編により、一

つ一つの教育事務所の規模を拡大することで、

教科等の各専門分野に対応した指導主事を配置

できるようになることから、市町村教育委員会

及び小中学校に対して、より専門性の高い指導

・助言・援助を行うことが可能になると判断し

たものであります。これらの検討の結果、昨年

９月に県内７カ所の教育事務所を３カ所とする

再編案を取りまとめ、その枠組みや体制につき

まして、県議会や市町村教育委員会等に説明さ

せていただいたところであります。これに対し

まして、日南市及び串間市当局から、「再編す

るのであれば、旧南那珂教育事務所について

は、中部教育事務所に再編してほしい」という

要望がございましたので、さらに検討を重ねま

した結果、南那珂地区については、中部教育事

務所の管轄としたところであります。経緯につ

いては以上であります。

○岩下斌彦議員 私、串間のほうで教育長を８

年間経験させていただきました。その中で、今

でも当時の方々との交流もさせていただきまし

て、南那珂教育事務所も大変すばらしい方々が

いらっしゃいました。そして、教育の充実を一

緒にさせていただきながら、所長を初め指導主

事の方々、気軽に教職員からの相談を受けられ

まして、そして適時御指導をいただきました。

そういった中で、先生方も含めて、大変すばら

しい指導をしていただきまして、身近にある教

育事務所を大変ありがたいというふうに思っ

て、教育行政について、いろいろ取り組みをさ

せていただきました。私は行政改革、大事だと

思います。しかしながら、ややもすると、教育

分野の中で、削るべき問題が多々出てくるよう

な気がいたします。もうちょっと教育の中を、

宮崎県は教育に力を入れていると、そういう中

で皆様に声をかけていただければありがたいと

いうぐあいに思っています。

次に、就学前教育についてお伺いをいたしま

す。人格形成の最も大切な時期は幼児期でござ

います。つまり、就学前であります。幼稚園の

教育は人生の礎になると考えております。木に

例えますと、根っこの部分でございます。子供

たちがよりよい人生を送るためには、根っこを

しっかりと育てなくてはなりません。大木が風

雪に耐えられるのも、根がしっかりと張ってい

るからでございます。幼児期はまさに根っこの

部分に当たります。木の根は地中にありまし
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て、直接見ることはできませんが、非常に大き

な役割を持っており、その働きによって、幹や

枝や葉や花が表にあらわれます。ですから、人

間も立派に成長していくためには、まず、根を

しっかりと養わなければならないと思います。

繰り返しになりますが、その根の部分に当たる

のが就学前の教育であろうと思います。そこ

で、県教育委員会といたしまして、就学前教育

をどのように認識されているのかを教育長にお

伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 幼児期の子供たち

は、家族を初め友達や先生、あるいは身近な自

然などとかかわりながら、夢中になって遊ぶこ

とを通して、自分の存在感、他を思いやること

の大切さ、自然の不思議さや美しさに気づくな

ど、豊かな心情や感性をはぐくんでいくものと

考えております。このように、幼児期は、さま

ざまな体験を通しまして、生涯にわたる人間形

成の基礎が培われる時期でありますことから、

この幼児期に行われる就学前教育は、子供の心

身の健やかな成長を促す上で、極めて重要な意

義があると認識いたしております。県教育委員

会といたしましては、就学前教育を主管いたし

ております福祉保健部とも連携しながら、お話

にありましたように、根っこがしっかりした、

そして伸びるさまは若竹のようにすくすくと伸

びていく、そういう元気な子供たちを育成して

まいりたいと考えております。以上です。

○岩下斌彦議員 私の母は、ちょうど明治生ま

れでございました。88歳で他界いたしておりま

すが、よく教育勅語の一部を言っておりまし

た。亡くなる２～３日前だったと思うんです

が、痴呆は入っていないだろうかということも

ちょっと気になりまして、よく即教育勅語を

言っておりましたので、母親に「教育勅語を

言ってごらん」というぐあいに言いましたら、

すらすらすらと「朕惟うに我が皇祖皇宗」とい

うことでやりました。「父母に孝に兄弟に友に

夫婦相和し朋友相信じ」という、そういった文

言を言っておりました。教育勅語、いろいろ御

非難もあるということは承知しております。思

想とかそういったものは別にいたしまして発言

をさせていただいておりますが、まさに人間関

係あるいは学業の大切さ、あるいは家庭のあり

方を教えていたのではないかなというぐあいに

思っております。また、日本には各地域ごと

に、価値観を共有するため、日本古来の精神や

文化伝統を濃縮したような教育システムがあり

ました。お隣の鹿児島県には、郷中教育という

薩摩藩の伝統的な教育法があり、年少者は年長

者を尊敬すること、負けるな、うそをつくな、

弱い者をいじめるなということなど、人として

生きるために最も必要なことを教えておりまし

た。松下村塾では、自分の長所に気づかせ、そ

れを生かして世の中のために役に立っていくこ

とを考えさせたそうでございます。よく理解で

きない門下生には、至誠というんでしょうか、

それを貫きなさいというふうに教えたそうでご

ざいます。至誠とは、「ふだんやらなければい

けないことを真剣に本気で誠意を持ってやるこ

と」ということだそうであります。本県の教育

方針は、「たくましいからだ 豊かな心 すぐ

れた知性」でありますが、大変すばらしい教育

方針であると思います。県民や子供たちにどの

程度浸透しているのか、少し気になるところで

ございますが、いま一度、考えることも必要で

はないかと思います。本県教育の目指す姿をわ

かりやすく示し、子供たちや県民に浸透させる

べきだと考えていますが、教育長の御見解をお

伺いいたします。
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○教育長（渡辺義人君） お話にありましたよ

うに、鹿児島県の郷中教育などには、現在の教

育でも重視すべき内容が含まれているというふ

うに考えております。本県の教育基本方針、

今、御紹介ありましたけれども、これは教育行

政の積極的な推進を図るために、教育関係者に

本県教育行政の方向を示しますとともに、広く

県民の理解と協力を得るために定めているもの

であります。御質問にありましたとおり、本県

教育の目指す姿や取り組みを県民にわかりやす

く提示することは、県民総ぐるみによる教育を

進める上からも、大変重要なことであると考え

ております。現在、「第二次宮崎県教育振興基

本計画」を策定中でありますが、計画の推進に

当たりましては、本県教育で目指す姿などを県

民にわかりやすい表現で示してまいりたいと考

えております。あわせて、例えば、子供の自立

心や家族・食への感謝の心をはぐくむ子供だけ

でつくる「弁当の日」の取り組みのように、県

民にとって身近でわかりやすい取り組みを本県

教育の特色として推進してまいりたいと考えて

おります。以上です。

○岩下斌彦議員 次に、口蹄疫対策等につい

て、関係部長にお伺いいたします。

我が南那珂地域では、関係者の必死の努力も

あって、口蹄疫の感染を食いとめることができ

ました。しかしながら、家畜市場の閉鎖や人工

授精の自粛等によって農家がこうむった被害

は、やはり相当なものがあります。このうち、

市場閉鎖に伴う出荷遅延によって生じた損害に

ついては、県でも一定の支援措置を講じていた

だいているところでございますが、そこで、南

那珂地域でも人工授精業務の自粛により影響を

受けた畜産農家がありますが、これらの農家に

対する支援措置はないのか、農政水産部長にお

願いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 口蹄疫の発生

に伴いまして、県内への蔓延を防止する目的

で、４月23日から７月下旬までの約３カ月間、

県内全域での家畜人工授精業務の自粛をお願い

したところでございます。県といたしまして

は、この期間に人工授精ができなかった繁殖雌

牛、搾乳牛及び育成牛におきまして、飼養管理

経費等が余分にかかるなどの問題があることか

ら、国に対しまして、支援策の要望を行ってき

たところでございます。その結果、先般、独立

行政法人「農畜産業振興機構」に設置すること

が決定されました口蹄疫畜産再生基金により、

人工授精業務が停止したことによる影響の緩和

対策が実施されることとなったところでござい

ます。

○岩下斌彦議員 次に、県民政策部長にお伺い

をいたします。今回新たに設置する口蹄疫復興

のための運用型基金は、南那珂や高千穂地域な

ど、口蹄疫発生地域以外の農家や商工業者等も

支援対象になると期待してよいのかどうかお伺

いをいたします。

○県民政策部長（山下健次君） 口蹄疫復興の

ための運用型基金につきましては、市町村が実

施する復興事業への支援や観光振興、あるいは

商工業者への支援などを目的とするものでござ

います。現在、事業を実施する財団の設置等に

つきまして、詰めの作業を進めているところで

ございまして、事業の対象業種あるいは地域な

ど、具体的な支援の内容につきましては、今

後、検討することとなります。検討に当たりま

しては、口蹄疫によって大きな影響を受けまし

た県内全体の経済回復を図るという観点から、

これまでの対策の効果あるいは情勢の変化を踏

まえるとともに、運用型基金のみではなく、県
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の取り崩し型基金あるいは中小企業応援ファン

ド、さらには国の補助事業等の復興のための財

源を有効に活用することによりまして、効果的

な対策を講じてまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 次に、農政水産部長にお伺い

をいたします。私の地元、串間の笠祇地区で

は、焼肉フェスティバルをかなり以前から実施

いたしておりました。この地域は「和牛の里」

と呼ばれまして、地区民総出で活動いたしてお

ります。そこには自治会が所有する小高い丘が

あります。住民の数人で和牛の放牧ができない

かと検討いたしております。ところで、今回の

口蹄疫による甚大な被害の発生によって、これ

までの畜産経営のあり方が大きな見直しを迫ら

れておりますが、経営の低コスト化も今後の重

要な課題の一つではないかと考えます。このよ

うな中、我が地元で検討されている放牧の取り

組みは、一つのモデルケースになるのではと期

待いたしておりますが、放牧のメリットとこう

した取り組みに対する支援制度について、農政

水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 放牧につきま

しては、飼養管理の省力化や繁殖性の向上等の

メリットのほか、飼料自給率の向上、耕作放棄

地の解消、農村の景観保全や獣害対策などの多

くのメリットがあることから、県内各地域で取

り組まれております。県といたしましては、今

後とも、国庫補助事業等の活用により、電気牧

さく等の資材の購入に対する支援などを行って

まいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 御答弁ありがとうございま

す。こういった口蹄疫の状況でいろいろ苦労さ

れている畜産の方々でございますけれども、意

欲的に取り組もうという姿勢も見えております

ので、どうぞ御支援、御指導をよろしくお願い

申し上げたいと思います。

それでは次に、土木行政について、県土整備

部長にお伺いをいたします。

先日、串間市長ほか10数名が、地すべりで７

月から不通になっております国道448号の市木都

井線の道路整備の要望書を県に提出いたしまし

た。地元からの要望が上がっておりますが、国

道448号線の名谷から石波間の整備の見通しにつ

いてお伺いをいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 国道448号は日

南海岸国定公園内を通過しておりまして、観光

面から重要な路線でありますとともに、沿線住

民の生活を支える道路でもあります。しかしな

がら、異常気象時や災害などによる路肩決壊等

の発生によりまして、たびたび通行規制を行っ

ております。現在でも、本年７月の豪雨による

災害で、通行どめを余儀なくされております。

このようなことから、名谷地区から石波地区間

につきましては、整備の必要性は十分に認識し

ておるところでありますが、県内には、災害時

の孤立化を解消するために整備を行っている区

間が多数ありますことから、これらの事業の進

捗状況を見ながら、この間の整備につきまして

は、今後、検討してまいりたいと考えておりま

す。

○岩下斌彦議員 県土整備部長にはこの場でお

礼を申し上げたいと思いますが、串間市本城地

区で―ちょうどゴルフ場の近くです―よく

事故が起きていまして、カーブでガードレール

にぶつかって、大事故には至りませんけれど

も、その下はかなり下に落ちるような状況でご

ざいます。しかし、県の部長の御指導のもとだ

と思いますが、今回改修をしていただいて、

今、工事中でございます。事故の解消という点

で、安全・安心という面でも、大変いい取り組
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みをしていただいているということで、この場

をおかりしましてお礼を申し上げます。

次に、大雨のたびに土砂崩れなどで不通にな

る国道220号の改良工事について、串間でも署名

運動が展開されております。国道220号の防災対

策は国の直轄事業になりますが、県としては、

地元の要望を踏まえ、今後どのように対応して

いかれるのかお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 国道220号の青

島から日南間の防災対策につきましては、平

成21年３月末の事業凍結以降、県議会を初め沿

線自治体及び住民の皆様方と一体となって、幾

度となく国に要望してまいりましたが、現時点

では事業化に至っておりません。極めて残念で

ございます。国道220号は、住民の生活や救急医

療を支える、まさに命の道でありますことか

ら、早期事業化について、本年７月にも、知事

が国土交通大臣に直接お会いして要望を行った

ところであります。また、沿線住民の方々が中

心となりまして、「国道220号命の道をまもる

会」というのを設立していただきました。現

在、早期整備を求める署名活動が行われている

ところであります。県としましては、今後と

も、あらゆる機会をとらえ、防災対策の必要性

と早期整備について、沿線自治体及び住民の皆

様方と一丸となって、国に対し強く訴えてまい

りたいと考えております。

○岩下斌彦議員 次に、建設業の現状と対応に

ついてお伺いをいたします。本県の建設業を取

り巻く状況は、公共事業を初めとする建設投資

の減少傾向により、大変厳しい状況にありま

す。加えて、東国原知事の就任後、実施されま

した入札制度改革により、建設業者はさらなる

競争激化を強いられております。この結果、建

設業は疲弊し、私の周りでも「廃業せざるを得

ない」などの声を聞くことがあります。まず

は、入札制度改革後の建設業の倒産件数、そし

て倒産した建設業者の従業員の数についてお伺

いをいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 民間機関の調

査によりますと、負債総額1,000万円以上の建設

業の倒産件数は、平成19年度は52件、20年度

は57件、21年度は32件となっております。22年

度につきましては、上半期で13件となっており

ます。また、倒産した企業の従業員数でござい

ますが、平成19年度は620名、20年度は883

名、21年度は303名となっておりまして、22年度

につきましては、上半期で54名となっておりま

す。

○岩下斌彦議員 今、御答弁いただいたの

は、1,000万円以上の中での倒産ということであ

ろうかと思いますが、それ以下とか、入札もな

かなか取れない、努力も足りないとは思います

けれども、これ以上、事業はできないという関

係で廃業した方というのは相当いるというふう

に思います。今、建設業に従事した40代、50

代、60代の方々が路頭に迷われております。仕

事がないから首になった、やめさせられた、さ

てハローワークに行くけれども、今まで建設業

に自分は従事して、それしか知らない、そう

いった中で、なかなか次の仕事が見つからな

い、しかし、月々払うそれは、請求は来るんだ

と、大学生あるいは家族を養っているけれど

も、何とかならないかという悲壮なお話も聞い

ておるところでございますが、何とか対処して

いただければありがたいというぐあいに思いま

す。数多くの建設業者が倒産し、従業員も影響

を受けたわけであります。しかしながら、厳し

い経営状況の中でも、建設業者は、さきの口蹄

疫発生時には、埋却処分を初め、さまざまな防
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疫対策に献身的に従事していただきました。公

共事業予算の減少傾向は、我が国全体の流れで

あり、予算の増額は大変厳しいと思いますが、

県民の安全な暮らしを守り、雇用を支え、地域

に貢献する建設業者を、県も支援していく必要

があると考えます。このような建設業者への支

援について、県としてどのような手だてを講じ

ていくのかお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県におきまし

ては、大変厳しい状況にある建設産業の対策を

重点施策に位置づけまして、経営相談窓口の設

置を初め、建設業に軸足を置きながら、新分野

進出を図る建設業者に対する助成や新分野進出

セミナーの開催、金融支援など、各種の支援を

行っているところであります。また、公共事業

につきましては、これまでも国の経済対策に呼

応しまして、随時追加補正を行ってきたところ

でありまして、今議会におきましても、公共事

業の追加補正予算をお願いしているところであ

ります。さらに、入札制度につきましても、最

低制限価格の引き上げや、地元の業者が受注し

やすい本県独自の地域企業育成型を初めとする

総合評価落札方式の拡充などの対策を講じてき

たところであります。建設産業は、災害時の緊

急対応はもとより、中山間地域を初め地域の経

済と雇用を支える重要な産業と認識しておりま

すので、引き続き、建設産業の実情に応じたき

め細やかな支援に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○岩下斌彦議員 次に、港の振興・整備につい

て、関係部長にお伺いをいたします。

まず、新福島港の今後について、県土整備部

長にお伺いをいたします。新福島港は、水深7.5

メートル岸壁等を備えた埠頭の整備が８年前に

完了いたしております。しかしながら、現状で

は、貨物船の入港は少なく、閑散としており、

利用が進んでおりません。隣の志布志港では、

東九州自動車道や都城志布志道路の開通ととも

に、アジアへの窓口港湾としての重要性がます

ます高まるものと思われます。そこで、新福島

港について、志布志港の補助的な役割も担う港

として生かす手だてはないものかお伺いをいた

します。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 新福島港の御

質問でございますが、福島港につきましては、

串間市の地域振興の拠点として整備を進め、平

成14年度に完成しております。平成21年の貨物

取扱量につきましては、砂・砂利や木材チップ

など、約10万トンとなっております。地元の企

業のほか、志布志港に砂利やチップの置き場を

確保できない県外の企業が利用するなど、志布

志港を補完する役割も担っております。しかし

ながら、地理的に背後圏の人口や企業が限られ

ることから、議員御指摘のとおり、貨物取扱量

が低迷している状況にあることも認識しており

ますので、今後はまず、県内外での港湾セミナ

ーの場を活用しまして、重要港湾に加えて福島

港の情報提供を行うなど、福島港のＰＲに努め

ますとともに、福島港利用促進協議会など串間

市や地元の方々とさらに密に連携しながら、ポ

ートセールス活動を進めてまいりたいと考えて

おります。以上でございます。

○岩下斌彦議員 御答弁ありがとうございま

す。志布志港が近くで見え、どんどんどんどん

大きく、重要港湾でしょうから、いろいろやっ

ております。何とか補完的な港ということで、

福島港もぜひ注目していただきたい、また、御

支援もお願いしたいと思います。

次に、漁港の整備について、農政水産部長に

お伺いいたします。都井漁港の立宇津地区につ
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きましては、県が防波堤を整備していただいた

おかげで、荒天時にも安心して漁船を係留でき

るようになり、大いに感謝をいたしておりま

す。立宇津地区の近くには、同じ都井漁港の毛

久保地区や市木漁港がありますが、立宇津地区

の防波堤の効果を目の当たりにした地元関係者

からも、港内の静穏化対策を講じてほしいとの

強い要望があります。両漁港の今後の整備計画

についてお伺いをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 都井漁港につ

きましては平成13年度に、市木漁港につきまし

ては平成16年度に、それぞれ整備を完了したと

ころでございますが、その後、計画を上回る波

浪の増大により、港内の静穏度が確保されず、

荒天時には漁船が福島港等へ避難している状況

にございます。このため、本年度より、両漁港

の新たな防波堤等の調査・設計に着手したとこ

ろでございまして、今後は、予算の確保を図り

ながら、防波堤整備の推進に努めてまいりたい

と考えております。

○岩下斌彦議員 御答弁ありがとうございま

す。両漁港の漁師の方々、積極的に仕事に誇り

を持って取り組んでおります。どうぞよろしく

お願い申し上げたいと思います。

次に、観光振興に関して、関係部長にお伺い

いたします。

広大な自然と野生馬いななく都井岬は、宮崎

県が誇る観光資源でありますが、都井岬観光ホ

テルは閉鎖されるなど、観光客の減少で混迷を

余儀なくされております。このような中で、県

では、各種の助成制度を通じて、都井岬観光の

活性化に御支援をいただいております。都井岬

観光ホテルはいまだに買い手がつかないなど、

懸念材料も多いわけでございますが、地元で

は、綾町の取り組みを参考に、希少な日本古来

の野生馬の生息地である都井岬の世界遺産認定

に手を挙げようという前向きな声も出てきてお

ります。また、私は、近い将来、東九州自動車

道の県南ルートが完成すれば、鹿児島、桜島、

志布志、都井岬、日南、宮崎と、新幹線効果を

呼び込む魅力的なルートができ、串間が本県の

南の玄関口になると考えております。こうした

状況を踏まえますと、都井岬の観光にも明るい

兆しが見えてきたと考えますが、県としての都

井岬観光に関する今後のビジョンと取り組みに

ついて、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（渡邊亮一君） 県では昨

年度、地元串間市と一緒になりまして、都井地

区を対象としまして観光地総点検を実施しまし

たが、その結果も踏まえまして、地元串間市で

は、本年３月に「都井岬再興プラン」が策定さ

れたところでございます。そのプランでは、基

本コンセプトとして「交流・体験・学習～癒し

と感動体験の都井岬～」が掲げられておりまし

て、再興のためには、「地域資源の再発見」

「もてなしの心」「自ら楽しむ」「視点を変え

る」の４つが必要とされております。今後の取

り組みといたしましては、体験メニューの拡

充、魅力ある食の提供と物産・土産品の開発、

既存イベントの洗い出しと新規イベントの創

出、それから岬内の交通サービスの向上などが

計画されているところでございます。県では現

在、このプランに基づきまして、串間市が取り

組んでおります小松ヶ丘周辺の環境整備や「岬

の駅都井岬」の設置・運営などに支援をしてい

るところでございますが、今後とも、地元串間

市や観光関係機関・団体等と連携しながら、都

井岬観光の再生を図ってまいりたいと考えてお

ります。
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○岩下斌彦議員 次に、日南線についてでござ

います。日南線の観光特急「海幸山幸」号は大

変な盛況ぶりでありますが、残念なことに、現

在は南郷駅までの乗り入れとなっております。

私は、乗り入れを志布志駅まで延ばすことに

よって、東九州自動車道完成に伴う桜島方面か

らの新幹線効果と相まって、本県観光の振興に

大きな相乗効果が期待できると思っておりま

す。そもそも日南線は志布志駅まででございま

す。ＪＲ九州に対し「海幸山幸」の日南線全線

乗り入れを働きかける考えはないか、県民政策

部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（山下健次君） 「海幸山幸」

でございますが、この日南線全線での運行につ

きましては、運行の開始前に、日南線の沿線市

町で構成いたしますＪＲ日南線利用促進連絡協

議会からＪＲ九州に対し、要望を行った経緯が

ございます。ＪＲ九州におかれましては、この

要望内容も踏まえた上で、往復の運行に要する

時間あるいは日豊本線の特急との接続、こう

いったさまざまな要素を勘案いたしまして、宮

崎―南郷間で運行することに決定したというふ

うに伺っております。「海幸山幸」を日南線の

全線、志布志まで運行させるためには、沿線地

域の熱意あるいは魅力的な観光地づくり、こう

いったことが不可欠でございますので、県とい

たしましても、平日の臨時運行を支援いたしま

すとともに、周遊ルート造成などの地元の取り

組みを促してまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 今まで串間には県会議員１人

しかおりませんので、皆様方にとりましては、

地元のことばっかり言ってるじゃないかという

ことになろうかと思いますが、本当に必死な思

いの中で串間の住民は過ごしております。そう

いった意味で、ぜひお許しをいただきまして、

御理解をいただきたいというぐあいに思ってお

ります。

あと時間が２分あります。要望をしておきた

いと思います。きのう、井上議員も福島高校の

存続について触れていただきました。大変あり

がたく思いますし、御理解していただく方々が

一人でも多くおられると、大変ありがたいとい

うぐあいに思います。串間には福島高校１校し

かございません。私もそのＯＢでございます

が、今回、ロッテの西村監督あるいはバレーの

津曲選手とか大学教授とか、さまざまな人材を

輩出している福島高校であります。宮崎県の一

番外れの串間だと、そういった思いで見ていた

だくのではなく、先ほど申し上げましたよう

に、宮崎県の南の入り口という点でぜひ注目し

ていただきたいと思うし、地域の現状、経済状

況、そういったものを踏まえまして、ぜひとも

福島高校の存続を切にお願い申し上げ、要望を

いたしておきます。

次に、福祉保健部長には、幼稚園の県内の状

況をつぶさに見ていただきまして、将来を担う

子供たちのために、教育と保育の充実を目指す

認定こども園の幼保連携型の認可等、ぜひとも

御検討いただきまして、国のほうでは、こども

園という形の中で５つの選択という、まだまだ

はっきり決まったわけではございませんが、そ

ういった中で、幼児教育に情熱を持ってやって

いる117の幼稚園の園長さんたち、知事もきのう

行かれたと思いますが、今、九州地区の園長会

も開催しております。切実な思いで、しかし、

幼児教育は大事だということで、一生懸命頑

張っている幼稚園の団体でございます。ぜひと

も、今後、宮崎の子供たちのために、幼保連携

型ということを御検討いただきますよう要望を

いたしまして、今回の一般質問を終わります。
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ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時48分休憩

午後１時０分開議

○蓬原正三副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い、質問をさせていただきます。

発達障がいの子への支援についてでございま

す。

昨年12月、政府は、障害者権利条約の締結に

必要な国内法の整備を初めとする我が国の障が

い者に係る制度の集中的改革を行うとして、障

がい者制度改革推進本部を発足させました。推

進本部は、今年６月に第１次意見をまとめ、そ

れを政府の基本的方向として閣議決定されまし

た。そこで目標に掲げたのが「インクルーシブ

な社会の構築」であり、そのためのインクルー

シブ教育システムの確立を目指すというもので

す。インクルーシブ教育とは、障がいのある子

もない子も差別を受けることなく、ともに生活

し、ともに学ぶ教育のことを言います。今、小

中学校において、通常の学級に在籍する特別な

支援を要する子供は、約6.3％程度の割合で存在

すると言われています。本県では、05年に施行

された発達障害者支援法において、ＬＤ（学習

障がい）、ＡＤＨＤ（注意欠陥・多動性障が

い）、アスペルガーを含むＰＤＤ（広汎性発達

障がい）等の子供たちに対し、ニーズに応じ、

十分な教育を受けられるような適切な教育的支

援や支援体制の整備など、特別支援教育のある

べき方向性や具体的な施策を明らかにするため

に、「みやざき特別支援教育プラン」が策定さ

れております。そこで、まず、このプランにつ

いて、インクルーシブ教育の観点から見解を教

育長にお伺いし、壇上からの質問を終わりま

す。後は自席で行います。（拍手）〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

「みやざき特別支援教育プラン」について、

インクルーシブ教育の観点からの見解について

であります。御質問にありましたように、国

は、障害者の権利に関する条約の締結に向けま

して、本年６月、「障がい者制度改革の推進の

ための基本的な方向性について」閣議決定し、

教育の分野においては、障がいのある子供が障

がいのない子供とともに教育を受けるという理

念を踏まえたインクルーシブ教育システムのあ

り方について、現在検討を行っているところで

あります。本県が平成18年に策定いたしました

みやざき特別支援教育プランにつきましては、

障がいの有無にかかわらず、だれもが相互の人

格と個性を尊重し、支え合う共生社会を目指す

ことを副題に掲げまして、地域就学への対応や

交流及び共同学習の推進、地域コーディネータ

ーによる地域支援など、多様な教育的ニーズに

柔軟に対応できる教育支援システムの構築を目

指したものでありますことから、国のインクル

ーシブ教育システムと本県の特別支援教育プラ

ンは、ともに共生社会の実現を目指すという点

につきまして、その方向性は同じであるという

ふうに認識をいたしております。以上でありま

す。〔降壇〕

○河野哲也議員 ありがとうございます。この

プラン、23年で見直すということでいいです

ね。見直しの時期ということで幾つかの課題を
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質問させていただきます。

先日、つくばで開催された日本教育技術学会

に参加させていただきました。この大会は、現

場の教師と大学の教授らが集い、最先端の教育

を提案し合う場になっています。そこで、イン

クルーシブ教育について、現場の率直な感想と

して、理念は理解できるし、教育環境も確かに

整えていかなければならないが、いかなるとき

でも一緒にさせることが、その子にとって周り

の子にとって本当に幸せなのかという観点が

すっぽり抜け、議論されているところがある。

大変危惧しているという感想でした。そんな

中、大会の中で提案されたのが、発達障がいの

子の自立を目指すための０歳から25歳までのク

オリティライフの設計であります。発達障がい

をどの段階で発見できるのか、発見した後の対

応をどうするか、設計していくというものであ

りました。ところで、県は、発達障がいの早期

発見・早期対応についてどのような取り組みを

行っているか、福祉保健部長並びに教育長にお

伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 発達障がいに

つきましては、早期発見・早期対応が重要であ

りますが、理解促進や支援体制の強化などさま

ざまな課題があると認識しております。このた

め、県では、県内３カ所の発達障害者支援セン

ターにおいて、発達障がいの理解促進を図ると

ともに、学校や福祉施設等の関係機関と連携

し、それぞれの状況に応じた相談・支援を行っ

ております。特に、早期発見・早期対応に向け

た人材育成、普及啓発については、幼稚園や保

育所等が実施する研修会にセンターの職員を講

師として派遣しているほか、３歳児健診等を担

う市町村の保健師、幼稚園教諭や保育士を対象

としたセミナーを開催するなど、積極的に取り

組んでいるところであります。今後とも、関係

機関と連携し、発達障がい者の支援の充実に努

めてまいりたいと考えております。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会といた

しましても、発達障がい児の支援につきまして

は、早期発見・早期対応が大変重要であると考

えております。このため、特別支援学校のチー

フコーディネーター等を幼稚園及び保育所に派

遣し、教職員、保護者を対象にした教育相談や

職員研修を実施することにより、就学前の子供

たちの障がいの早期発見や早期対応ができるよ

う、支援を行っているところであります。ま

た、保護者や一般県民の皆様を対象に、県内各

地域で発達障がいに関するフォーラムを開催

し、早期発見・早期対応の重要性について、そ

の理解・啓発の推進にも努めているところであ

ります。以上です。

○河野哲也議員 ありがとうございます。早期

発見の一つの節として一般的な健診がございま

す。1.5歳児健診では、歩行や発語、運動機能・

視聴覚障がいの確認ができます。日本の1.5歳児

健診はすぐれているという評価を受けていま

す。重度精神遅滞、自閉症の発見はこの時期で

十分可能だと言われています。３歳児健診で

は、中程度精神遅滞、自閉症の発見ができま

す。この時期は個人差が大きく、個別対応が大

切だと言われています。そして５歳児健診、言

うまでもなく、５歳児健診は、３歳児健診では

わからないＬＤ、ＡＤＨＤ、アスペルガーを含

むＰＤＤ等の発達障がいを発見する上で極めて

重要とされています。本県のプランの策定委員

会の記録を見ると、発達障がいの早期発見とし

て５歳児健診の必要性が議論されているようで

すが、残念ながら、プランには５歳児健診につ

いて位置づけがなされていません。今まで複数
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の議員が５歳児健診の必要性については質問し

ています。にもかかわらず、実施の市町村が07

年、我が会派の新見議員が確認してからいまだ

に西臼杵の３町にとどまっていることについ

て、福祉保健部長に見解をお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） ５歳児健診

は、発達障がい児の早期発見に重要であると認

識しておりますが、法で義務づけられたもので

はないことや、その実施に当たっては、専門性

の高い知識や技術を持った小児科医師や臨床心

理士等の確保が厳しい状況にあることから、議

員御指摘のように、県内では実施の自治体が３

町にとどまっている状況にあります。しかしな

がら、３町以外の市町村におきましても、幼稚

園や保育所等と連携を図りながら、発達障がい

児の早期発見の重要性に着目した相談事業や訪

問活動に積極的に取り組んできているところで

あります。県としましては、今後とも、発達障

がい児の早期発見に向けて、市町村と連携を図

りながら取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 専門医が限られているのは本

県だけでなく、他県もそうであります。全国で

は、保育士、保健師などがチームを組んで、集

団遊び、例えば、じゃんけん遊びとか、けんぱ

ー遊びとか、しりとり遊びをグループでさせて

発見していくという、５歳児健診のそういうシ

ステムをつくっている県もあります。もっと積

極的な対応をお願いしたいと、そのように考え

ます。

学校が直接発達障がいを発見できるのは就学

時健診です。就学時健診の知能テストが義務づ

けられていますが、発達障がいを早期に発見で

きる機会にもかかわらず、市町村ばらばらの形

式であります。５歳児健診を確立している西臼

杵でさえ、調査したところ、３町とも違う形式

のものを使っていました。この対応に教育長、

見解をお願いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 就学時の健康診断

は、学校保健安全法の規定によりまして、就学

予定者の心身の状況を的確に把握し、診断結果

に基づいた治療の勧告や保健上必要な助言等を

行うとともに、適正な就学を図るために各市町

村教育委員会が実施をするものであります。お

尋ねの知能検査につきましては、各市町村の判

断により、それぞれが市販の標準化された知能

検査用紙を活用しておりますが、いずれの検査

も、知的発達の程度を把握するという目的にお

いては、就学時健康診断に適した検査であると

聞いております。なお、発達障がいにつきまし

ては、知的発達のおくれを伴わないことが多い

ため、各市町村においては、知能検査だけでは

なく、健康診断の受診時の状況や、幼稚園、保

育所等での日ごろの生活の様子等から、早期発

見に努めていると伺っております。発達障がい

の早期発見につきましては、その適切なケアや

サポートにつながる重要な一歩でありますの

で、県教育委員会といたしましても、今後とも

市町村教育委員会に対し、適切に支援してまい

りたいと考えております。

○河野哲也議員 発達障害者支援法の中でも就

学時健診は位置づけられています。発達障がい

の発見ということはしっかりと法で位置づけら

れているにもかかわらず、そのシステムが違っ

ているということ。結局、同じ子供が市町村で

違う評価を受ける可能性があるということで

す。同じ視点での調査システム、これは考える

べきだと思います。現在の就学時健診の問題点

として、東大の平岩ドクターは、１つ、平日の

午後、短時間で見なければならないこと、２つ
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目、訓練されていない教員が簡易知能検査で見

ること、３番目、ＡＤＨＤの子の中に特別な場

に強い子がいる。非日常の行動に強い子がいる

んです。日常はいろいろな課題があるんですけ

ど、その本当の姿が見えなくなるということ、

そして、４番目、結果のフォローができていな

いということを挙げておられました。ただ、私

が調査した小学校は、就学時健診後すぐに、校

長、養護教諭、保育士、保健師が集まって、気

になる子を協議するという入学前のフォロー体

制がとられていた学校でした。それが広がるべ

きだなというふうに思います。

発見後の対応で大事なのは連携によるサポー

ト体制であると、07年の議会で質問させていた

だきました。答弁として、すべての教育事務所

ごとに、精神科、小児科医や臨床心理士等の医

療を初め、福祉、保健、教育の関係者５名程度

で構成する専門家チームを設置、各小中学校

は、これらの専門家チームから障がいに関する

専門的な助言・援助を受けるなどの連携を図っ

ているとのことでした。また、校内委員会の設

置や関係機関との連携など、これまでの取り組

みの成果を手引書としてまとめているとの答弁

でありましたが、連携によるサポート体制はど

のような充実を図ってきたのか、教育長にお伺

いします。

○教育長（渡辺義人君） 障がいのある子供の

支援につきましては、関係者間の連携によるサ

ポート体制が重要でありますことから、小中学

校等の支援要請に応じまして、まずは平成20年

度から、県内６校の特別支援学校に配置してお

ります特別支援教育地域コーディネーターが中

心となりまして、教育相談や校内支援体制につ

いての指導・助言等を行っているところであり

ます。また、さらに専門的な意見を必要とする

ような困難事例につきましては、医師や臨床心

理士等を含めた専門家チームをニーズに応じて

編成し、専門家による診断や検査の結果をもと

に、個々の児童生徒の障がい特性に応じた指導

についての助言を行うなど、関係機関との連携

のもと、より専門的な支援に取り組んでいると

ころであります。なお、これまでの取り組みの

成果をもとに、具体的な支援の方法や関係機関

との連携のあり方を示した手引書として、特別

支援教育ガイドブックや特別支援教育コーディ

ネーターハンドブックを作成し、すべての小中

学校等に配布を行い、その活用を図っていると

ころであります。今後とも引き続き、医療、福

祉、労働等の関係機関との連携を深めながら、

障がいのある子供たちの支援体制の充実に努め

てまいりたいと考えております。以上です。

○河野哲也議員 学校での取り組み、例えばハ

ンドブックの活用実態については、次回、調査

させていただきたいと思います。

次に、療育手帳の判断基準についてお伺いい

たします。アスペルガーを含むＰＤＤの人が取

得できる手帳がないという問題があるとお聞き

しています。また、今回、療育手帳の判断基準

の境界線上にいます軽度の発達障がいの子の療

育手帳取得が、県によって対応が違うのではな

いかという問い合わせがありました。療育手帳

は知能指数を判定基準としていることから、発

達障がいの子は、日常は一般の人とコミュニケ

ーションがとりにくく、社会人として生活する

ことは難しい状況にあるのですが、先ほども言

いましたけど、判定時に日常以上のことができ

ることがあって、療育手帳取得が困難な状況が

あるのではないかと考えますが、療育手帳の判

定上、発達障がいはどのように取り扱われてい

るのか、福祉保健部長にお伺いいたします。
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○福祉保健部長（高橋 博君） 療育手帳は、

知的障がいのある方の療育支援を目的としてお

り、知能指数とともに、日常生活能力及び保健

面・行動面の状態を考慮し、総合的に判定を

行っております。一方、発達障がいは、自閉

症、アスペルガー症候群、学習障がいなど脳機

能の障がいと定義され、その特性としては、対

人関係、社会性、コミュニケーションなどに障

がいがあることが挙げられています。このた

め、発達障がいを伴う知的障がいのある方につ

きましては、対象者の障がいの特性を踏まえな

がら、生活面・行動面の状態を十分考慮し、療

育手帳の判定を行っているところであります。

○河野哲也議員 ありがとうございます。発達

障がいの方々の就労を考えたとき、手帳取得と

いうのは、将来を保障してくれる大事な資格だ

と考えます。どうかよろしくお願いします。

プランを見ますと、発達障がい者の就労支援

についての観点が非常に弱い気がします。つま

り、発達障がいの就労に関する一般的困難を

フォローし、適用させる支援というのが必要で

すけど、その部分が弱いというふうに考えま

す。発達障がい者に対しての就労支援について

どのような取り組みをされているか、福祉保健

部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 発達障がい者

を含めた障がい者の就労支援につきましては、

身近なところで就業の相談と支援が受けられる

体制の充実や、企業の障がい者雇用に対する理

解の促進が重要であると認識しております。こ

のため、障がい者の就業・生活に関する総合相

談窓口である障害者就業・生活支援センター

を、７つの障がい福祉保健圏域すべてに設置し

たところであります。また、企業等の理解を深

めるため、企業向けセミナーの開催や、就労に

向けた訓練を行う障害福祉サービス事業所の整

備充実など、さまざまな取り組みを推進してお

ります。県としましては、今後とも、宮崎労働

局等の関係機関と連携しながら、発達障がい者

を含めた障がい者の就労支援に積極的に努めて

まいりたいと考えております。

○河野哲也議員 あらゆる機関との連携で、発

達障がいの子が自立できるような支援体制をど

うかお願いしたいと思います。

次に、口蹄疫復興対策についてであります。

知事の提案説明にありましたように、11月よ

り県内すべての地域で畜産が再開され、再生・

復興に向けて本格的なスタートが切られており

ます。日本に誇れる畜産県に再生するまで全力

を尽くさなければならないと考えます。そこ

で、当初予算では平成22年度末の県債残高見込

み9,410億円程度、今回、口蹄疫復興対策運用型

基金創設で起債残高が１兆円を超すことにな

り、さらに厳しい財政状況になります。県民の

理解を得るためには効果的な口蹄疫復興事業が

望まれますが、県民政策部長に見解をお伺いい

たします。

○県民政策部長（山下健次君） この1,000億円

の運用型基金につきましては、地方債を発行し

て資金を調達いたしますので、御指摘のとお

り、この事業の実施期間中は県債残高が一時的

に増加をすることになります。これは県として

の借金の上積みという意味では、県民の皆様に

さらなる負担感を与えることになりますので、

御指摘のとおり、運用益を活用した具体的な事

業の検討に当たりましては、これまでの対策の

効果や情勢の変化をよく見きわめ、再生・復興

のために必要かつ効果的で、さらに、成果が明

確にわかるような事業を選択し、構築していく

ことが重要であると考えております。また、今
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回の運用型基金のみでなく、県の取り崩し型基

金あるいは中小企業応援ファンド、国の補助事

業などを有効に活用して、効果的な対策を講じ

てまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 効果的なという意味の中に、

現場の方々の声をどれだけ吸い上げて事業を起

こしていくかということで、今、再興に向けて

さまざまな課題が見えてきています。実は、補

償金の対象外となっている畜産関係者の方々が

本当に厳しい状況に今置かれています。私が相

談を受けた預託農家は、自己負担で設備投資を

行い、これからというときの口蹄疫でありまし

た。しかも、感染地帯の中にあったにもかかわ

らず必死に守って、最後はワクチン接種で殺処

分だったそうです。ところが預託元からは納得

いく手当がなく、相当厳しい状況に追い込まれ

ています。昨日も同じ質問がありましたが、答

弁では、適切な対応をとるよう、預託元に指導

・助言を行っているとのことでありましたが、

農家の立場になってもっと強く指導をしていた

だくことを要望いたします。

ところで、口蹄疫被害義援金につきまして

は、補償金の対象外となっている預託農家にも

配分されているのでしょうか。また、第５次義

援金の配分はどのようになるか、福祉保健部長

にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 口蹄疫被害義

援金につきましては、県内外の多くの方々か

ら35億円を超える多額の寄附が寄せられてお

り、これまでに30億6,400万円余りを配分いたし

ております。まことにありがたく、心より感謝

申し上げます。御質問の預託農家につきまして

も義援金の配分対象としており、一般の畜産農

家と同様に、市町村を通じて配分しておりま

す。また、今後の義援金の配分につきまして

は、畜産業を含め、地域経済全体の復興のため

の事業に有効に役立てる方向で、年内に配分委

員会において協議・決定してまいりたいと考え

ております。

○河野哲也議員 再度申し上げますが、支援の

谷間にいる方々の救済をどうか真剣に考えてい

ただきたいと思います。

一昨日、国の検証委員会の最終報告が出され

ました。県に対して厳しい検討課題が示されま

したが、口蹄疫の蔓延防止については、国の水

際対策、国内各地の防疫対策の強化を図ること

が最も重要であり、会派としても党を通じて強

く訴えてまいります。しかし、発生県として、

その責任において具体的な防疫対策を打たなけ

ればなりません。早速、知事の報告にありまし

た「県内一斉消毒の日」として開始されました

が、その実施状況と、それを踏まえた今後の対

応をどう取り組むべきと考えているか、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 県では、口蹄

疫を二度と発生させないため、10月から毎月20

日を「県内一斉消毒の日」とし、畜舎消毒や農

場入り口への消石灰散布、畜舎入り口の踏み込

み消毒槽の点検、畜舎周囲の清掃など行うこと

によりまして、飼養衛生管理基準の遵守を含め

た防疫意識の向上を図っているところでござい

ます。この取り組みの実施状況につきまして

は、県内全域の畜産農家から200戸程度を抽出

し、調査をしました結果、10月で91％、11月

で98.5％の農家が一斉消毒に取り組んだとの報

告を受けております。今後とも、県といたしま

しては、消毒の徹底は防疫衛生対策の基本であ

ることをあらゆる機会を通じて周知し、防疫意

識が低下することのないように啓発してまいり

たいと存じます。
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○河野哲也議員 一日も早く安全・安心な畜産

地帯構築のため、取り組みの強化をぜひお願い

いたしたいと思います。

続いて、中山間地域振興対策について県民政

策部長にお伺いします。昨日も、熱い、そして

本当に切実な質問がありましたが、私も何問か

質問させていただきます。

中山間地域振興対策特別委員会において、

今、基本条例制定のために調査を進めておりま

す。先日、調査いたしました中山間振興の先進

県である島根県の取り組みの中に、「日常生活

を支える諸機能の維持」を重点テーマとし、重

点施策として、特に小規模・高齢化した集落の

対策が位置づけてありました。１、生活交通を

早急に確保する、２、集落を超えた地域運営、

３、マネジメント、ボランティアの人材確保、

４、歴史・文化・伝統の記録保存であります。

島根県は、平成11年に10億の中山間地域活性化

基金を創設し、今日まで諸事業を活性計画に

のっとり進めております。本日は特に、本県の

重要課題である中山間地域の生活交通について

ただしていきたいと思います。

中山間地域においては、日常生活を支える機

関や施設が統廃合されたことにより、それらを

利用するため、主要な交通手段である生活路線

のバスが存続できるように支援していかなけれ

ばなりません。国土交通省が来年度、地域交通

維持事業で補助制度を統合し、県または市町村

にまとめて交付するとの報道がありました。バ

ス事業については対象要件が緩和されると聞い

ています。この動向は、バス事業を主とする県

地域交通機関運行維持対策の今後にどのような

影響があるとお考えでしょうか。

○県民政策部長（山下健次君） これは23年度

からということになっておりますが、新しい国

の地域公共交通確保維持に関する事業につきま

しては、現時点では詳細な事業内容が不明でご

ざいまして、引き続き、情報収集に努めてまい

りたいと考えております。また、県では、現

在、広域行政の立場から、複数市町村間のバス

路線に対して必要な財政支援を行っているとこ

ろでございますが、今後とも、国や市町村、バ

ス事業者等とともに、国の事業展開も踏まえな

がら、適切な役割分担と連携を図って、県民の

大切な交通手段の維持確保に努めてまいりたい

と考えております。

○河野哲也議員 来年度いい方向に動くといい

のですが、前回、横田議員のオンデマンド交通

の可能性についての質問に、答弁の中で、県北

地区ではＩＣＴ利活用広域連携事業を活用して

デマンド方式のバス運行支援システムの構築に

取り組むとありました。その取り組み状況をお

伺いいたします。

○県民政策部長（山下健次君） 御指摘のよう

に、県北地域でございますが、延岡市のケーブ

ルテレビ事業者を中心に、国の事業を活用しま

して、デマンド方式のバス運行支援システムな

どについても検討するということになっており

まして、先般、第１回の協議会が開催をされた

ところでございます。このＩＣＴを活用したデ

マンド交通につきましては、地域住民の移動手

段を確保するための交通システムとして期待さ

れているところでございますので、県といたし

ましては、今後とも関係機関等と連携を図って

まいりたいと考えております。

○河野哲也議員 延岡・日向定住自立圏構想と

いうことで、インフラについては大事な施策に

なると思います。どうかこの構築にしっかりと

取り組んでいただきたいと期待しております。

経済産業省の「地域生活インフラを支える流
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通のあり方研究会」は、高齢者を中心に、食料

品などの日常の買い物が困難な買い物弱者が全

国で約600万人に上るとの推計を発表いたしまし

た。地域別に見ると、過疎化が進んだ農村部、

都市郊外の団地、かつてのニュータウンで問題

が深刻化していると示しています。08年の国土

交通省の調査では、人口が減り、高齢化が進ん

だ地域では、買い物をする場所まで30分かかる

割合が50％を超えており、１時間以上かかる地

域も20％に及ぶと報告しております。買い物弱

者の課題を解決する方法としては、宅配サービ

ス、移動販売、店舗への送迎などがあり、既に

各地で取り組みが始まっておりますが、本県も

含め、採算が合わずに撤退してしまう事業所、

補助金が支給されなくなるとストップしてしま

う活動が多く、いかに継続していくかが課題で

あります。そこで、本県の中山間地域における

買い物弱者対策についてお伺いいたします。

○県民政策部長（山下健次君） 御指摘のよう

に、中山間地域におきましては、人口減少に

伴って店舗の廃止、あるいは移動手段に乏しい

高齢者の増加に伴いまして、日常の買い物が困

難な状況に置かれております。いわゆる買い物

弱者、この増加が全国的に問題となっていると

ころでございます。本県におきましても、既に

困難な状況にある地域、あるいは将来そういっ

た状態が懸念される地域も当然あると思われま

す。県といたしましては、これまで、中山間地

域新産業・雇用創出緊急対策事業あるいはまち

なか商業再生支援事業等によりまして、地域の

商工会等が実施いたします買い物代行、あるい

は日用品の宅配事業の取り組みを支援しており

ますけれども、実施に当たっては、事業の採算

性などが課題となっているところでございま

す。今後、御指摘のような国が創設することに

なっております買い物弱者対策支援事業の内

容、あるいは県北地域で運用が予定されており

ます、先ほどとも関連しますが、ＩＣＴを活用

した北ひむかスマートコミュニティー事業にお

ける買い物支援サービスの運用状況を踏まえな

がら、市町村等関係機関とも連携して、有効な

施策を検討してまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 複数の議員が結論として述べ

られておりましたが、何とか知恵を結集して中

山間のインフラ維持に効果的な対策を打ってい

ただきたいと、そのように要望したいと思いま

す。

続いて、中小企業支援について御質問いたし

ます。

日本教育技術学会の前日、東京で中小企業総

合展がありまして、それに視察に行かせていた

だきました。およそ700を超える出展ブースがあ

り、活気に満ちたプレゼンを行っておりまし

た。宮崎の出展ブースを探しました。700のうち

たったの２社でありました。宮崎市から１つ、

高鍋町から１つでありました。同時開催の産業

交流展がありましたので、東京、大阪の出展が

ずば抜けて多かったわけではありませんでし

た。絶好のビジネスチャンスというか、情報交

換の場を逃している気がして、大変残念であり

ました。宮崎市の企業にお話を聞いたところ、

仙台の大きな企業から話が聞きたいと約束をい

ただいたそうです。例えば、成長を持続する中

小ベンチャー企業の成長戦略等のディスカッ

ション、今後、市場としての拡大が見込める新

興国への進出や販路開拓についてのセミナーな

ど、今、中小企業が抱えている課題をクリアで

きるヒントが数多くあったと思います。最も印

象的だったのがベンチャー企業の勢いでありま

した。100社ほどの出展がありました。宮崎はゼ
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ロです。写真をお見せしたいのですが、人、

人、人でありました。この勢いの理由は、イン

キュベーション事業の充実だと考えます。起業

の支援を組織化しているところが強いと感じま

した。

そこで、商工観光労働部長に何点かお伺いい

たします。本県において、インキュベーション

センター的な役割を担う機関はあるのでしょう

か、お伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 本県で

は、産業支援財団におきまして起業家への相談

対応を行っております。また、ベンチャー企業

への投資などの支援も行っているところでござ

います。また、インキュベーション施設としま

しては、工業技術センターに、技術系ベンチャ

ー企業向けの賃貸工場や開放実験室を設置して

いるほか、宮崎市内にみやざき新ビジネス応援

プラザを開設しているところでございます。ベ

ンチャー企業は、本県の新産業の芽として成長

が期待できますので、今後ともその育成に努め

てまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 本県は、企業が求める研究を

大学とつなげるとか、そういうノウハウが県に

ないのかと、そういう実感をしました。他県で

は、大学との連携にインキュベーションセンタ

ーが存在していました。財団法人宮崎県産業支

援財団を、中小企業新事業活動促進法に基づく

中核的支援機関として本県は認定しておりま

す。財団が、新製品の開発や新分野進出等に対

する支援をワンスポットで実施しているようで

すが、現状をお聞かせください。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県産業支

援財団では、県内企業が抱えるさまざまな課題

に対しまして、ワンストップで支援を行ってお

ります。中でも、県内中小企業が取り組む新商

品開発や販路開拓等の取り組みにつきまして

は、コーディネーターが相談に対応し、助言・

指導を行うほか、各種助成事業を活用して支援

を行っているところでございます。平成22年度

では、新商品・新技術の開発を28件、販路開拓

支援を11件助成しておりまして、相談件数で

は10月末現在で708件となっております。今後と

も、産業支援財団と連携を図りながら、県内中

小企業の取り組みを支援してまいりたいと考え

ております。

○河野哲也議員 今、答弁にありましたこれだ

けの支援がありながら、外への発信が弱い。こ

れは本当にもったいないと思います。ぜひこう

いう機会を有効に支援していただきたいと思い

ます。

総合展では、中小企業支援のさまざまな制度

を使った事例も紹介されていました。本県で

は、雇用情勢が厳しい中、求職者の就労支援を

図るため、県内事業所において、国のトライア

ル雇用制度を利用して労働者を試行雇用した事

業主が、引き続き当該労働者を正規雇用した場

合に、事業主に対して補助金を交付しています

が、その利用状況と今後の対策についてお伺い

いたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 国のトラ

イアル雇用制度につきましては、宮崎労働局に

よりますと、９月末現在、本年度のトライアル

開始人数が344人となっております。また、県で

は、本年度から、トライアル雇用終了後、若年

者等を正規雇用した事業主に助成金を交付する

若年者等正規雇用化促進特別事業を実施してい

るところでありまして、22人の正規雇用化が図

られたところであります。また、国において

は、大学、高校等を卒業後３年以内の既卒者を

対象とする３年以内既卒者トライアル雇用奨励
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金を９月に創設したところでありまして、県と

いたしましては、これらの制度がより有効に活

用されるよう、宮崎労働局と連携し、事業主等

への周知啓発を図っているところでございま

す。

○河野哲也議員 二者にとって本当に効果的な

制度であると考えます。

もう一つ、中小企業向け緊急保証制度です。

制度開始以来の承諾実績、全国しか調査できま

せんでしたけど、129万件に上っています。破綻

を逃れた中小企業は少なくないと、そういうふ

うに分析します。ところで、中小企業の資金繰

りを支えてきた緊急保証制度が、来年３月末が

期限とされていますが、本県の状況を考えると

延長が不可避であると考えますが、ぜひ見解を

お願いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 平成20

年10月より、国の緊急保証制度としまして、業

況の厳しい中小企業向けの100％保証が拡充され

ておりまして、中小企業の金融円滑化に大変効

果があったと考えております。緊急保証制度は

今年度末で期限を迎えますが、国としまして

は、特に業況の厳しい中小企業向けのセーフ

ティネット保証、小規模企業や創業者向けの保

証制度につきましては、来年度も100％保証を継

続する方向であると伺っております。なお、本

県における中小企業の厳しい実態を踏まえまし

て、今後とも、中小企業の資金繰り支援を行う

ことは必要であると考えておりますので、引き

続き、そのような状況につきまして国に伝えて

まいりたいと考えております。

○河野哲也議員 与党時代の公明党の重点政策

でもありましたので、我々も強く訴えていきた

いと思います。

防犯対策についてでございます。21年警察白

書では、「日常生活を脅かす犯罪への取り組

み」として、警察では、総力を挙げて、日常生

活を脅かす犯罪の取り締まり活動及び予防活動

を推進するとともに、関係機関・団体との連携

強化を図っていくとしています。昨年11月、

「全国おやじサミット」が大分市おやじネット

ワーク等の主催で開催され、参加させていただ

きました。おやじ会の成り立ちの紹介の中で注

目したのは、広島県廿日市市野坂中学校区おや

じ会代表で、残念ながら亡くなったんですけ

ど、野村洋一さん、自分の子供が学校で集団暴

行に遭ったのをきっかけに、夜の街で少年たち

に声をかけるようになり、「夜回りおやじ」と

して青パトでパトロールを始めたそうでありま

す。そして、07年、55歳、がんで亡くなる最後

まで、子供たちの居場所づくりに奔走したとい

うものでありました。

そこで、今回、本県の自主防犯について調査

をさせていただきました。本県においても、警

察とともに防犯ボランティアの活動が活発に

なっております。ここで、青色回転灯搭載車、

いわゆる青パト利用の防犯について調査した２

つの事例を紹介いたします。延岡の東海子ども

安全パトロール隊は、地域の子供は地域が守る

として、33名の人員で、私有車両５台を校区ご

とに配置して青色回転灯を搭載し、下校時には

スクールガードとともに、夜間は少年補導員と

ともに巡回し、啓発を行っているそうです。特

徴として、地区青少年健全育成連絡協議会を母

体としているということであります。また、宮

崎ライフセービングクラブは、日本一安全で安

心な海岸を目指して、21名の宮崎ライフセービ

ングメンバーが、青色回転灯搭載車で海水浴場

・ビーチの防犯パトロール、危険箇所の点検を

行っている。そういう事例があります。
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そこで、警察本部長にお伺いいたします。全

国的には05年から青パトの防犯パトロールが広

がっておりますが、本県の青パト利用の防犯パ

トロールの登録団体と青パトの台数の推移を教

えていただきたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） まず、県内の防

犯ボランティアの状況でありますけれども、い

わゆる青パトを活用しておられる皆様方を含め

まして、現在315団体、約２万人の方々に活動、

御協力をいただいております。青パトにつきま

しては、平成17年に導入をされまして以来、団

体数、車両台数ともに年々増加をしておる状況

でございます。本年10月末現在で、青パトの当

県におきます登録団体数は85団体、総車両台数

は426台という状況でございます。

○河野哲也議員 県下で広まっている、拡大し

ているなという実感があります。都城・北諸地

域安全パトロール隊は、都城警察署管内の犯罪

多発から、06年１月に結成され、105名のボラン

ティアが防犯パトロールを行っていると聞いて

います。都城警察署管内の07年６月末の刑法犯

認知件数は791件で、前年に比べ240件も減少。

中でも自動販売機ねらいは20件、前年に比べ27

件、57.4％の減少となったと報告されました。

本部長、青パトの効果について再度お伺いいた

します。

○警察本部長（鶴見雅男君） 青パトを活用い

たしました防犯パトロールの効果につきまして

は、パトロールを行う車両に青色回転灯を装備

するということでありまして、視覚的なアピー

ル度が非常に高くなるということで、明らかに

防犯パトロール中であるとわかる自動車が巡回

するというようなことで、地域に犯罪者を寄せ

つけないということや、地域住民の方々に安心

感を覚えていただくというようなことの非常に

大きな効果が期待できるところであります。実

際に各地域で青パトを活用した巡回パトロー

ル、子供見守り活動、これが活発に行われてい

るところでありまして、地域の皆様方からは、

顔見知りの人に青パトを使ったパトロール等を

していただいて非常に安心できる、そういった

声も多く寄せられているところでございまし

て、地域安全の推進に大きな効果を上げている

ものと認識をしております。

○河野哲也議員 本部長の今の答弁は、懸命に

活動している方々を勇気づけるお言葉だと思い

ます。冒頭でも申し上げましたが、日常生活で

の犯罪を抑制するために、さらに、地域で頑張

るボランティアの皆さんと一番身近な交番等の

警察官との間で、現場指導、情報交換を定期的

に行うべきであると思いますが、お伺いいたし

ます。

○警察本部長（鶴見雅男君） 防犯ボランティ

アの方々に対する交番等におきます現場指導や

情報交換、これにつきましては、警察署や各交

番の単位で、交番連絡協議会、各団体との連絡

会等を開催しておりまして、ここにおいて情報

交換を行ったり、合同パトロールをしたり、そ

ういった機会に、パトロール要領等の指導、情

報交換を行っております。また、ミニ広報紙、

地域安全ニュースを発行するなどいたしまし

て、定期的な情報提供、情報交換も行っている

ところであります。緊急の防犯情報につきまし

ては、交番速報、それから、防犯メールを発信

してタイムリーな情報提供に努めているところ

であります。防犯ボランティアの皆様方と緊密

な連携を保つということは、地域の安全・安心

を確保する上で非常に重要なことでありますの

で、今後さらにきめ細やか、かつ定期的な情報

提供ができるようにネットワークの充実に努
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め、防犯ボランティアの皆様方と連携を一層強

化してまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

○河野哲也議員 青パトの防犯活動はボラン

ティアですので、ガソリン代とか点検費とか自

動車税とか任意保険など、年間の活動費がかか

るわけです。負担軽減を関係部局に要望してい

きたいと思います。

今回は、さまざまな施策の中で、県がつな

ぐ、つながる役割を持つことについてたださせ

ていただきました。知事、午前中、我が会派の

長友代表が申したように、４年間でまいていた

だいた種はしっかり開花、結実させていただき

たいと思います。本当にお疲れさまでした。

以上ですべての質問を終わります。（拍手）

○蓬原正三副議長 次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 新たな保育

制度及び障害者自立支援法について質問いたし

ます。

小泉政権時代に総務大臣等を務められ、政権

の中枢にいた竹中平蔵氏の著書の中に、「経

済ってそういうことだったのか会議」という一

風変わった題名の本があります。ちょうど８年

前の2002年９月１日に出版されていますので、

当時の竹中平蔵氏の思想の本音がそのまま書か

れているように思います。その本の中で彼は

はっきりと次のようなことを言っています。

「税による所得再配分はずるい」、こう言って

います。また、そのずるいという意味の説明と

して、次のようにも言っています。「子供たち

が砂場で遊んでいるんです。ある子はおもちゃ

をたくさん持っている。その子はお金持ちの家

の子なんですよ。もう一人の子は、家が貧しい

から、おもちゃを１個しか持っていないんで

す。しかし、だからといって自分の子に向かっ

て、「だれだれちゃん、あの子はおもちゃをた

くさん持っているからとってきなさい」などと

言う親がいるかというわけです」、このように

言っています。竹中平蔵氏に言わせれば、税に

よる所得再配分は、金持ちの子供からおもちゃ

をとってきなさいと我が子に命じるお母さんと

同じだととらえているわけです。だれだれちゃ

ん、あの子はおもちゃをたくさん持っているか

らとってきなさい。国家の中枢にいた方が税に

よる所得再配分に対してこのような考えを持っ

てその後の日本の政治をリードしてきていたの

かと考えると、ぞっといたします。以来、弱肉

強食の新自由主義のもとに、破綻をした木村剛

日本振興銀行会長、ホリエモン、村上ファンド

なるものがばっこし、国家の形が大きく変わり

ました。日本の形を大きく変えたという意味で

は、地方を疲弊させた市町村合併もしかり、低

賃金のワーキングプアを生み出した労働者派遣

法もしかり、その後、何から何までまるでデフ

レ不況に向かってまっしぐらという感じであり

ました。そして、幾人ほどの人がみずからの命

を絶ってきたことでしょう。そこで質問であり

ますが、このような政治の流れの中でつくられ

てきたと思われる新たな保育制度、及び応益負

担か応能負担かを問いかけた障害者自立支援法

の国による現在の検討状況、並びに法改正の動

きについて、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

以下は質問者席にて行います。（拍手）〔降

壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、新たな保育制度の検討状況についてで

あります。新たな保育制度につきましては、国

の子ども・子育て新システム検討会議におい
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て、施設や事業ごとに所管や制度、財源がさま

ざまに分かれている子ども・子育て支援策を再

編するため、幼稚園と保育所を一体化したこど

も園の創設、多様な事業者の参入を促すための

指定制度の導入、すべての子ども・子育て家庭

のニーズに対応した保育サービスや給付のあり

方等について幅広く検討されているところであ

ります。現在、国においては、こども園につい

て、幼稚園と保育所をすべてこども園に統合す

る案や、こども園、幼稚園、保育所の３者を併

存する案など５つの案について、事業者や地方

自治体、学識経験者等の関係者から意見を聞き

ながら、具体的な制度設計等に向けて検討が進

められているところであります。

次に、障害者自立支援法の改正の動きについ

てであります。平成18年度に施行された障害者

自立支援法につきましては、利用者負担の原則

応益負担を初め、さまざまな課題があることか

ら、政府は、平成25年８月までにこれを廃止

し、同法にかわるものとして、仮称であります

が、障害者総合福祉法を施行する方針を打ち出

しております。このため、内閣府に障がい者制

度改革推進会議を設置し、障がい者の法制度改

革等について検討を行っているところでありま

す。一方、新たな制度ができるまでの措置とし

て、現行の応益負担から原則応能負担にかえる

ことなどを内容とする改正法案が、現在の臨時

国会へ提出され、衆議院で可決し、参議院で審

議されております。以上であります。〔降壇〕

○太田清海議員 そこで知事にお伺いしたいと

思うんですが、この新たな保育制度、障害者自

立支援法─保育制度については、前回、鳥飼

議員が給食の外部搬入といった問題点も指摘し

たわけですが─先ほど言いましたように、竹

中平蔵氏的発想、いわゆる竹中イズムとでもい

うか、そのような発想の中でこういった法律等

がつくられ、障害者自立支援法では少しずつ修

正をされていっているのかなと。応益負担から

応能負担へというふうに今説明がありました

が、多少修正されているのかなとも思っており

ます。ただ、新たな保育制度については、竹中

氏的な発想が十分に総括されないままに設計さ

れているようにも感じます。前政権時代の負の

遺産を抱え込んだ現政権でも、そういった問題

に対処しておるだろうと思いますが、多少気の

毒な感じもいたします。

実は、知事がよく、「統治システムを変え

る」という言葉を発信してこられましたが、私

もそのことについては同感であります。この国

はこのままでは本当にだめになってしまうので

はないかと。そして萎縮する方向、先ほどデフ

レと私、言いましたけれども、賃金は下げられ

る、定数は引き下げられる、地方は疲弊してい

くという、これまでにも議論がありましたが、

何か萎縮する方向にこの日本が向かっているの

ではないかなというふうに思います。

統治システムを変えるという意味は、竹中氏

が否定してきた所得再配分機能を十分に働かせ

なければ、統治システムを変えることにはなら

ないんじゃないかと。いわゆる所得再配分機能

を十分に働かせることが、統治システム変更の

前提ではないかというふうに思うわけです。こ

のことについては、以前、私も一般質問で、高

額所得者への超過累進課税を強化することに

よってしか、地方の財政も国の財政も確立しな

いんじゃないかということを訴えてきました

が、知事に対しましては、最後でもありますの

で、この問題についてはくどくなりましたけれ

ども、知事の統治システムの変更という考え方

をお伺いしたいと思います。
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○知事（東国原英夫君） 非常に難解な質問で

ございまして、統治システムというのは、構造

的なシステムと税財源等々にかかわる、リンク

している問題ですので、恐らく、議員御指摘の

所得の再配分につきましては、地方財政という

ことに置きかえますと、地方交付税の財源調整

機能がこれに当たるのではないかと推察してお

答えさせていただきます。

地方交付税制度は、国民がひとしく地方公共

団体が行う行政サービスを享受できるよう、団

体間の財源の不均衡を調整し、一定の水準を維

持し財源を保障するため、本来、地方の税収入

とすべきであるところを、一たん国税としまし

て国がかわって徴収をし、一定の基準で地方団

体へ再配分するというものであります。私は、

今後、国家構造、国の統治システムを大胆に変

革して、十分な権限と財源を地方へ移譲し、補

完措置としての地方交付税制度と地方の自由裁

量権が担保される中で、地方が自主自立と創意

工夫を競い合う「地方間競争と地方間連携によ

る国土の発展」を目指すべきだと、そのような

新しい国の形を創出するべきであると考えてお

るところであります。

○太田清海議員 ここのところは、実は十分お

互いに議論ができなかったかなという感じもし

ますが、実は、知事がことしの４月15日に参議

院の総務委員会に出席されて、参考人としての

意見を述べられております。私もこれを読ませ

ていただきましたが、感想を言うと、知事がこ

れまで議会で答弁されたことより以上に、何か

重厚な意見を述べられているというような感じ

が実はいたしました。正直言って。ずっと最後

まで読ませていただいたときに、私が考えてい

た─なぜ私がこういう問題を言うかという

と、前回も言いましたけれども、国から財源を

よこせというだけではなくて、国が適正に課税

をして、眠っている資産、所得をきちっと吸い

上げてほしい。それを地方交付税としていただ

かないと、交付税をくれ、くれだけでは限界が

あるのではないかという思いから、知事にそう

いう質問をしたわけですが、知事の参考人とし

ての意見の中に、確かに最後のほうで、さまざ

まな地方税体系の改革というのがあるというふ

うにおっしゃっております。このあたりかなと

いうふうにも感じます。私もこれを読ませてい

ただいたときに、参考人として地方を代表する

すばらしい意見だと思いました。戦艦大和の話

も例え話で出ておりますけれども、なかなかの

ものであるなというふうに思いましたが、そう

いう税のところをぜひ今後国に、きちっと取っ

ていく、先ほど言った所得再配分機能をきちっ

とすることで、日本の活性化につなげていくこ

とができるのではないかという思いで質問をさ

せていただいたところです。ぜひそういった発

信を今後していただきたいなという思いであり

ます。

ついでに言うと、いろんな税に関する書物も

出ていますが、税率を、現在40％でありますけ

れども、かつては75％あった時代もあったんで

すが、これを60％に上げさえすれば、源泉徴収

税、申告税も含め、６兆7,000億の財源が生まれ

ると試算する学者の方もいらっしゃるわけで

す。６兆7,000億というと、私は本当にもったい

ないがなという思いもして、多少今後そういう

議論ができていくといいなというふうに思って

おります。

時間の関係もありますので、今後、知事の活

躍に期待しながら、次の質問に進めさせていた

だきます。

非常備消防のドクターヘリの問題、これは前
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回も質問いたしましたが、県内７つの非常備町

村がありますけれども、ドクターヘリを有効に

活用するためには、常備消防でないとその有効

利用が難しいんじゃないかということで、検討

していただきたいというか、そういう投げかけ

もしたわけです。福祉保健部長に、ドクターヘ

リの要請について、特に非常備町村の場合、ど

のように対応するのか、そのあたりをお伺いし

たいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 非常備消防町

村における救急搬送は、役場の消防担当職員や

病院職員等が行っており、重症患者の場合は、

医師が救急車に同乗して現場に赴く町村もあり

ます。ドクターヘリの要請は、医師が同乗する

場合は問題はないものの、役場の消防担当職員

等の場合は、その判断に迷うものと思われま

す。このため、本年度から２カ年かけて、非常

備消防町村を含む市町村の消防関係職員を対象

とした研修を実施するとともに、非常備消防町

村の意見も十分伺いながら、ドクターヘリの要

請基準等を策定してまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 ２年間かけて研修をというこ

とでありますが、担当職員が消防団員という資

格というところにひっかけられてそういう対応

をされておるんだろうと思いますが、やっぱり

常備化を図るということが一番安心だろうと思

うんです。専門家として現地に行くということ

で。聞くところによりますと、県北でも関係町

村の首長さんたちが常備化に向けての意気込み

を語っておられるところもあります。また、実

際、常備化に向けて進んでおるのかなという感

じもいたします。今後、県としても、常備化に

向けたプッシュをぜひしていただきたいという

ふうに思います。

次に、段ボールコンポストについてでありま

す。

今、お手元にカラーで資料として配っており

ます。これは簡単に言うと、もみ殻薫炭とピー

トモスをまぜたものの中に生ごみを投入すれ

ば、自然界のバクテリアによって見事に分解を

して、相当な量の分解ができます。私も実践し

ておるんですが、においもほとんど出ません。

恐らく、もみ殻薫炭というのがにおいを消す

力、それからピートモスというのが空間をつく

るということでバクテリアが発生しやすい、そ

ういったところの特性を使う。そして、段ボー

ル自体の器が水蒸気を吸い取ってどんどん外に

出してしまう。口蹄疫のときの堆肥化処分、バ

クテリアのあれで70度か60度に上げるというこ

とと理論的には全く一緒で、50度ぐらいに上

がったりして熱を帯びてきます。そして、段ボ

ールの外に蒸気として出ていって、生ごみが処

理されていくというものであります。

私、６月にこれを質問したいと思って担当職

員の方にこういった話をしたら、担当職員の人

もこれに取り組んで、「実際、においがしませ

んね」と言っておりました。そういう取り組み

をされた方に本当にありがたいなと思ったんで

すが、この段ボールコンポストに対する県の認

識と普及に向けた取り組み等について、環境森

林部長にお伺いしたいと思います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 段ボールコン

ポストにつきましては、生ごみの堆肥化によ

り、ごみの減量化と循環利用を図る取り組みで

ありまして、水分管理や防虫等の適正な管理を

行えれば、家庭で取り組むことができる身近な

環境活動の一つというふうに考えております。

県内においても、こうした認識に立ちまして、

生ごみなどの一般廃棄物の処理を担う市町村と
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民間団体が連携しながら、生ごみの減量化の取

り組みとして、段ボールコンポストの普及に取

り組んでいる事例もございます。県といたしま

しては、このような取り組み事例等につきまし

て、市町村や消費者団体等で構成する宮崎県４

Ｒ推進協議会などを通じまして、情報提供に努

めてまいりたいというふうに考えております。

○太田清海議員 県が発行しております「ごみ

減量化テキスト」というパンフレットの中に、

生ごみの処理について書いてありますが、実は

段ボールコンポストについての記述はないんで

す。後ろのほうに、日南市が取り組んでおる段

ボールコンポスト、１世帯1,000円の補助をしな

がら進めているという表示もありまして、県が

そういった問題もとらえているんだなというの

はわかりますが、この本文の中にも、検証され

て、入れられるならぜひ入れていただきたいと

いうふうに思います。実は、生ごみというのは

一般廃棄物の中で20％ぐらいと言われておるよ

うです。そのまま各家庭が出せば、工場の焼却

施設の耐用年数の問題にもひっかかってきます

ので、何十億円とかける。そういう意味では、

こういったものに力を入れたほうがいいのでは

ないか。これは市町村の役目ではありますけれ

ども、私自身も正月から、こういう段ボールコ

ンポストというのがあるというのを知って、

今、一切生ごみを外に出しておりません。家庭

菜園といいますか、花壇にやったりとか、そう

いう形で使わせてもらっております。生ごみを

焼くということは、ＣＯ２の発生の問題も出てき

ますし、できましたら、こういったものを検証

されてというか、職員の方もされておるもので

すから、教育委員会の学校の給食があるところ

とか、福祉施設で給食を持っている部門のとこ

ろで、そういった取り組みができるといいがな

という気がいたします。ぜひ知っていただきた

いと思っております。各市町村でも、そういっ

た補助制度をという要望もあったりするようで

すが、そのあたりは県としても注視をしていっ

ていただきたい。そういった制度ができればい

いがなというふうに思っております。

次に、福祉保健部長にお伺いします。医療ク

ラークの処遇についてであります。

地域医療再生計画の中で、医療クラークとい

うことで述べられております。救急勤務医の負

担軽減を図るということで、こういうことを計

画されておるわけですが、この医療クラークを

採用する場合の支援はどのように考えておられ

るのか、どのような検討をなされているのかと

いうことを、福祉保健部長にお伺いしたいと思

います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 医療クラーク

の活用は、医師の負担を軽減し、効率的な医療

を提供するための有効な対策の一つと考えられ

ることから、その導入促進を地域医療再生計画

に位置づけているところであります。具体的に

は、県内の２次救急医療機関が医療クラークを

導入する際の人件費の支援を予定しておりまし

て、現在、対象医療機関に対し、導入計画等の

アンケート調査を実施しているところでありま

す。今後、アンケート調査の結果や対象医療機

関の意向等も十分踏まえた上で、具体的な支援

内容を検討してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 この医療クラークについて

は、私たち会派でのいろんな調査の中で、医

師、関係者の団体は、医療クラークというのは

非常にいいんじゃないかという期待を持ってお

られるようです。ただ、私たちから見た場合

に、医療クラークとして、医者を、医療機関を

助けるという意味でこういったものがつくられ
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るんですが、そういった人たちがノウハウをど

んどん高めて、継続して勤められるということ

が必要だろうと思うんです。そのためには賃金

が安くてはいけない。例えば120万でアルバイト

のように雇うということではいけないんじゃな

いかなという感じもいたします。２次救急医療

機関が手を挙げた場合、どういう補助をされる

のかわかりませんが、ぜひそういったところの

配慮ができるような、ずっと勤められるような

賃金であってほしいなというふうに思います。

県立病院の医療クラークという中には、医療

秘書、病棟クラークというようなものがあると

いうことで、言葉の定義づけがあるようであり

ますが、県立病院の病棟クラークの今後の配置

についてどのような計画があるのか、お伺いし

たいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 病棟クラーク

は、各病棟のナースステーションに常駐いたし

まして、患者さんへの入退院の説明、面会者や

電話の応対、カルテ等の書類の整理など、病棟

において事務的な業務を担っているところでご

ざいます。現在、県立延岡病院で各病棟に１名

ずつ配置しておりまして、看護師の業務負担の

軽減に大きな効果を上げているところでござい

ます。こうした状況を踏まえまして、宮崎、日

南両病院においても今年度中に配置できますよ

う、検討・準備を進めているところでございま

す。

○太田清海議員 病棟クラークについて今あり

ましたが、宮崎と日南にも新たな導入をという

ことで計画されているようです。ぜひ機能が発

揮できるそういう制度であってほしいと思いま

すが、老婆心ながら、それを入れることによっ

て看護師の削減というようなことにならないよ

うに─いろんな医療事故とか逆にあってはい

けませんので─その辺は十全なる対応をお願

いしておきたいと思います。

次に、新医師臨床研修制度について福祉保健

部長にお伺いをいたします。

この研修制度の都道府県別の募集定員の決め

方、これは私たちも医療対策特別委員会で視察

に行ったときに、長野県でしたか、ここには大

きな問題があるというふうに聞いております。

この都道府県別の募集定員の決め方はどうなっ

ているのか、福祉保健部長にお伺いしたいと思

います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 研修医の募集

定員は、従来、臨床研修病院ごとに定員が定め

られておりましたが、研修医の適正配置の観点

から、平成21年度に見直しが行われまして、全

国の研修医の総数に対する各都道府県の人口

割、あるいは医学部入学定員割、さらには100平

方キロメートル当たりの医師数の状況を勘案

し、その上限が定められているところでありま

す。しかしながら、激変緩和措置として、病院

ごとの過去の研修医の確保数も勘案するとされ

たことから、都市部での募集定員の削減が十分

ではなく、依然として、地方においては研修医

の確保が厳しい状況となっております。

○太田清海議員 今説明がありましたが、過去

の実績で割り出していくというような言い方を

されましたけれども、そこが問題だと思うんで

す。過去に多かったから、そこは多い配置がで

きる。それは都市部の県のほうが有利になるわ

けですね、過去の実績を問われたら。そういう

ところをぜひ今後改めていってほしいというこ

とを、国に要望していただきたいと思っており

ます。これは要望といいますか、要望じゃなく

て質問しなきゃいけないんですけど、国に強く

要望するという意味では、どういうふうにお考
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えになっておるか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 新医師臨床研

修制度については、医師が不足する地方の医師

確保につながるよう、都市部の研修医の削減等

について国に強く要望してきたところでありま

す。しかしながら、先ほど申し上げましたとお

り、平成21年度に募集定員の見直しが行われた

ものの、地方においては依然として臨床研修医

の確保は厳しい状況が続いていることから、引

き続き国に対して、都市部の研修医のさらなる

削減について強く要望しているところでありま

す。

○太田清海議員 医療関係者の話を聞くと、人

命を扱うという仕事が営利目的になされるとい

うところに一つの矛盾があるのではないかと指

摘された方もいらっしゃいます。そのあたりに

地方に医者を持ってくるということの大変難し

い問題があろうかと思いますが、ある程度国の

枠の中で、そういった法律等によって、多少研

修医等についても地方に持っていこうとするよ

うなことを国に要望していただきたいと思いま

す。これは職業選択の自由なりそういったもの

もあります。憲法問題もありますけれども、学

校の教職員の場合は僻地勤務というのが命ぜら

れて、そういった意気込みを持って行っていた

だくという制度もあります。そういったのが将

来、関係者の中で議論されてくるといいがなと

いうふうに思っております。

次に、河川等の草刈り活用について農政水産

部長にお伺いしたいと思います。

実は、口蹄疫の関係で畜産農家の方といろい

ろ話したときに─牛を３頭しか養っていない

人が、耕作放棄地にトラックに乗って草を求め

ていくわけです。その人は40歳代で、まだ結婚

しておりませんけれども、検針業務とかそう

いった現金収入も、時間帯で働きながら生活し

ている人です。一生懸命畜産のために頑張って

いる人ですが、その人が、一緒に乗っておった

ら、河川に生えている草を見て、「あれがぜひ

欲しい。どうにかならんでしょうかね」と言わ

れてから、こういったところに気がついたんで

すが、本県の肉用牛農家の規模別戸数の状況に

ついて、農政水産部長にお伺いしたいと思いま

す。

○農政水産部長（髙島俊一君） 本県の肉用牛

飼養農家は、農林水産省の畜産統計によります

と、平成22年２月１日現在で9,550戸となってお

ります。飼養規模別の戸数は、10頭未満の小規

模農家が最も多く、全体の50％を占めてお

り、10頭から100頭未満が全体の44％、100頭以

上が全体の６％となっております。

○太田清海議員 そう見てくると、零細のと

言っていいのかどうかわかりませんが、１頭か

ら４頭ほど、そういう少数の牛を養っている戸

数というのは非常に多いと思います。では、河

川堤防の草刈りを委託して業者でカットしても

らっているというか、清掃してもらっていると

思うんですが、その刈り草の処分というのは現

状としてはどうなっているんでしょうか。これ

は県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 平成21年度に

おきまして、県が管理する河川の草刈りの業務

委託により発生した刈り草の処分につきまして

は、約95％を堆肥化し、残りは一般廃棄物とし

て処理したところであります。また、地域の皆

さんと協働で実施しております河川パートナー

シップ推進事業では、約90％を堆肥化してお

り、残りの一部におきましては、参加された農

家の方々などが飼料などとして利用されている

事例もございます。
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○太田清海議員 今、堆肥化というふうに言わ

れましたが、具体的にはこの堆肥化というのは

どういうふうにされるかという説明をお願いし

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） これは、請け

負った業者さん、造園業者さんが多いんです

が、みずからの土地であったり、あるいは農家

の土地を借りまして、そこに刈り取った草を置

いて腐らせて堆肥化すると。そういう形で、後

は造園業者さんあるいは農家の方が堆肥として

利用するというような状況で使っております。

○太田清海議員 堤防に生えている草を畜産農

家が利用したいというふうに考えた場合、県と

してどういう対応ができるのか。刈れるのかど

うかも含めて。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県が管理する

河川において、草刈りの業務委託、あるいは河

川パートナーシップ推進事業等により発生した

刈り草につきましては、周辺の農家から、飼料

や堆肥化を目的に要望があった場合には、不法

投棄等のおそれがないことを確認の上、刈り草

を現場にとりに来ていただける方に無償で提供

することとしておりますので、今後とも、その

周知に努めてまいりたいと考えております。

○太田清海議員 理解いたしました。それで

は、早速そういった方々に、ぜひ県と連絡を

とって、河川の草が欲しいという人は申し述べ

なさいということで知らしめていきたいと思い

ます。

それから、学校事務の監査指摘について教育

長にお尋ねをいたします。

今回、決算の報告の中で、県立学校の監査指

摘事項が多いのではないかと思われました。現

場の担当者の事務の方も一生懸命されていると

思いますから、決して現場が怠けているとかそ

ういう意味ではなくて、多少多いことについて

は何か問題があるのかなという思いで、どのよ

うに認識しておられますか。見てみると、27指

摘事項のうちの15が学校事務の関係であったが

なという思いでありまして、その辺の認識をお

伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 今、御指摘にありま

したように、平成21年度決算に係る教育委員会

の監査の結果によりますと、全指摘事項等が27

件であり、このうち県立学校分が15件となって

おります。県立学校に係る指摘の内容は、生産

物売り払い代金について、指定金融機関への払

い込み手続のおくれなど、事務手続に関するも

のが大半を占めているところであります。この

ため、県教育委員会といたしましては、学校長

や事務長等を対象にした会議におきまして、適

正な事務処理の徹底を指導するとともに、教育

委員会の本庁職員による各学校への実地指導を

実施するなど、県立学校における財務事務処理

の適正化に努めているところであります。

○太田清海議員 もう一つ、これは県の監査の

対象外になると思いますが、小中学校で同じよ

うな指摘らしきものがあるとか、そういったも

のはあるのかないのかお伺いしたいと思いま

す。

○教育長（渡辺義人君） 小中学校に係る県の

監査につきましては、県費で予算措置をされて

いる教職員の給与と旅費について、各教育事務

所の監査の中で実施をされております。過去５

年間における監査指摘事項は、扶養手当の誤支

給による指摘事項が１件であります。なお、教

職員の給与及び旅費以外の市町村費で予算措置

をされている財務事務に係る監査につきまして

は、御指摘のように、小中学校を所管している

各市町村で実施されるということになります。
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○太田清海議員 こういったところを聞いたと

いうのは、私は以前から、学校事務の問題につ

いては、学校事務で今採用されていなくて、知

事部局から学校事務に、例えば３年間行ってま

た帰るという─３年間というのも貴重な経験

だろうと思います。ただ、学校事務というの

は、保護者間とのいろんな問題もあったり、学

校給食費とか、多岐にわたる対応が必要だろう

と思いますので、ある程度専門的な人が育って

いかないと、逆にいろいろ問題が出てくるので

はないかという思いがあったものですから、今

回の指摘事項を見たときに、多いのかなという

感じがいたしまして、学校事務職員については

ある一定のプロパーを存在させなければ、もう

採用をやめたわけですから、どんどん減ってい

くわけです。そうすると、知事部局からの３年

間なりの経験のためだけに─と言ったら失礼

ですが─来られるその体制ではいろいろ問題

が出るんじゃないかと思っております。一定の

プロパーの職員が必要と考えますけれども、今

後のあり方についての見解をお伺いしたいと思

います。

○教育長（渡辺義人君） 学校事務職員につき

ましては、教育活動を支える専門的なスタッフ

として、事務の効率化や学校運営に積極的に参

画することが期待をされております。このた

め、県教育委員会といたしましては、教育研修

センターでの専門的な研修ですとか、県立学校

に対する直接訪問指導、それから市町村立学校

における事務の共同実施を通しまして、事務職

員の資質の向上を図っているところでありま

す。また、任用の一本化及び知事部局等との人

事交流により、さまざまな職務の経験を通しま

して、幅広い視野と柔軟性のある人材が育成さ

れているものと考えております。今後とも、学

校事務の現状を踏まえまして、研修内容の充実

と優秀な事務職員の確保に努め、学校運営を支

える人材の育成に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○太田清海議員 プロパーと言われる人たちと

知事部局から来られる人たちの比率は、現状は

どうなっていますか。

○教育長（渡辺義人君） 数字で申し上げます

と、学校事務に携わっている職員のうち、小中

学校、県立学校合わせて割合で申し上げます

と、66.6％が教育委員会採用者の割合というこ

とになります。

○太田清海議員 今、いろんな対応のためには

共同実施をされているという話も聞きました。

それはみんなが知識を共有するためにされてい

るんだろうと思いますが、今言われた66.6％、

これは年々下がっていくんです。だから、私と

しては、監査指摘事項も考えると、これは減っ

ていくわけですから、そのままほったらかして

おけば。ですから、このプロパーの比率につい

ては、どのくらいが望ましいのかということを

考えていくべき時期に来ているんじゃないかと

いうふうに私は考えるんです。教育委員会のほ

うの判断と、もしかしたら行革の関係とかで総

務部長あたりのところの県の方針とか判断もあ

るのかなと思いますが、特に総務部長のほうに

もお訴えしておきます。プロパーの比率につい

ては、もうそろそろ検証するべき時期に来てい

るのではないかということを強くお訴えしてお

きます。何か事故があってもいけないというこ

とを考えたときに、ぜひそういった検討は今後

していただきたいなというふうに思います。よ

ろしくお願いしたいと思います。

それから最後に、無縁物故者のＤＮＡ鑑定に

ついてお伺いをいたします。
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これは気になるところで、年金をずっと受け

取っていたと、家の中ではミイラ化した人がい

たというような社会問題もありましたけれど

も、それを見たときに、私は延岡市出身でした

ので、20年ぐらい前ですけど、無縁物故者の納

骨堂に多少携わった関係がありまして、お骨が

置いてあるんですね、つぼに入って。この人た

ちは将来どのように戸籍的に抹消されていくの

かなというのがあったものですから、年金との

関係もありまして質問させていただきました。

今、県内の納骨堂とその納骨堂におさめられて

いるお骨、焼骨の数は幾らあるのか。これは、

福祉保健部長のほうにお尋ねしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 納骨堂は、他

人の委託を受けて焼骨を収蔵する施設として、

県及び中核市の長の許可を受けたものをいいま

すが、その数は、平成22年３月31日現在、199施

設であります。なお、納骨堂に収蔵されている

焼骨の数については、施設管理者からの報告義

務がないことから、数字はございません。

○太田清海議員 わかりました。199が納骨堂

で、私の経験でいいますと、延岡市のほうは市

で持っている納骨堂が１つありまして、今おっ

しゃったのは、お寺さんとかそういったところ

が持っている納骨堂も含めてということです

ね。私も延岡市のほうに問い合わせてみたら、

延岡市の納骨堂に424柱おさめられているという

ことでした。これはまだ、きちっとした精査は

されていないようですが、身内が亡くなられて

も、いろんな家庭問題があったりして、そのお

骨を引き取らないということで、やむなく入れ

ざるを得なかった人があって、最近はふえてい

るという状況も聞きました。「実際、本当に行

方不明、身元不明の人たちは幾らぐらいでしょ

うかね」と。これは感じなんですが、「もしか

したら30ぐらいかもしれませんね」という話を

されていました。30という数字であっても、県

内を集計すれば、そういう身元不明の方が多い

のではないかと思うんですが、身元不明の死体

が発見された場合のＤＮＡ鑑定を実施している

のか、警察本部長にお伺いしたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 身元不明の御遺

体が発見された場合でありますけれども、本県

警察におきましては、従来から、身体的特徴、

指紋、歯牙鑑定、こういったものなどによりま

して身元の確認に努めてまいりました。平成15

年からは、これに加えましてＤＮＡ型の鑑定も

実施しておるところでございます。いずれにい

たしましても、身元確認のためには可能な限り

の捜査等を尽くしているところでございます。

○太田清海議員 警察も福祉保健部も、それか

ら、昔は社会保険庁と言っていました、今は日

本年金機構でありますが、年金問題の一つの解

決の糸口として、こういったものがお互いの連

携の中で確認されないものかなという思いで質

問をさせていただきました。失踪宣告等で、戸

籍的に処理されればいいんですが、そのまま

残っている人たちがいらっしゃるというヒント

にはなるのではないかなというふうに思ってお

ります。

以上で質問を終わりますが、一問一答でやっ

ている関係で、質問のバランスが崩れてしまっ

たりもいたしましたけれども、答弁書もいただ

いておりませんので、大変お聞き苦しいところ

をお聞かせいたしました。

これで質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○蓬原正三副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。
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次の本会議は、29日午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時37分散会

平成22年11月26日(金)


