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◎ 代表質問

○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、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、新

みやざき、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。新みやざきの田口雄二でございま

す。新みやざきを代表して質問をとり行いま

す。

河野俊嗣知事が就任して最初の、そして私た

ち県議会議員にとりまして今任期最後の議会と

なります意義深い議会におきまして、私自身の

選挙直前にもかかわらず、質問の機会をいただ

きましたことを心から感謝申し上げます。

まず冒頭に、昨年の家畜の伝染病口蹄疫によ

り未曾有の被害が発生し、新しい知事のもと、

再生・復興に向けてスタートしようとするその

やさき、河野知事の就任時に発生した高病原性

鳥インフルエンザがこれまで県内12カ所の養鶏

場で発生し、約96万羽もの鶏が殺処分されまし

た。そして、１月26日から霧島連山の新燃岳が

突然大噴火をし、県民を大きな不安と恐怖に陥

れ、間もなく１カ月を迎えようとしているにも

かかわらず、いまだ予断を許さない状況です。

この間、養鶏業者や、関連して被害を受けた皆

さん、広範囲に降灰し、農業を初め小売業、観

光等のさまざまな分野で大きな被害を受けた皆

さんに心からお見舞いを申し上げます。また、

お隣の鹿児島県を初め、全国よりボランティア

や義援金をいただきまして、心からお礼を申し

上げます。一刻も早く鳥インフルエンザも新燃

岳の大噴火も終息して、安心・安全の日が来る

ことを願ってやみません。また、被害を受けら

れた皆さんへの復興対策をしっかりと構築し、

私たちも国に対して財政的な手だてをしっかり

と要望してまいります。

さて、河野知事、改めまして、このたびの知

事選に圧勝し、第53代宮崎県知事に御就任され

ましたことを心よりお祝い申し上げます。おめ

でとうございます。しかし、就任したことの感

慨に浸る暇もなく、就任当日に鳥インフルエン

ザが発症し、追い打ちをかけるように新燃岳の

大噴火と、まさに息つく暇もないほどの約１カ

月間でした。本当に御苦労さまでした。昨年の

口蹄疫に続き、なぜこんなに本県に試練が次々

と与えられるのか、やりきれない思いもいたし

ますが、まだ気が抜ける状況ではありません。

引き続き、対策は万全を期していただきますよ

うよろしくお願いいたします。

さて、議員側の席から見れば、昨年まで座っ

ていた副知事席から１つ隣の席に変わっただけ

のようにも見えますが、その持つ意味は全く違

います。総務省から本県に出向し、３年で霞が

関に帰る予定が、前々知事の途中辞任、逮捕と

いう大ハプニングに見舞われ、想定外の副知事

就任、この間、政権交代もあり、霞が関に早く

帰らないと浦島太郎になってしまうと心配した

のではないでしょうか。しかし、宮崎にいたこ

とによって、これまで接したことのない異質の

タレント出身の東国原知事と仕事をともにする

ことによって、また新たな運命が待ち構え、こ

のたび、東国原前知事の後継者として知事に就

任いたしました。東国原前知事のようなインパ

クトのある発信力は、彼特有のものですから、

ちょっと難しいとはいいましても、若さと行動

力、柔軟な発想でさまざまな困難を乗り切って
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いただきたいと存じます。私たち県議会も、口

蹄疫、鳥インフルエンザ、新燃岳等々の被害か

らの再生・復興に向けて、県民総力戦でともに

全力で取り組んでまいる所存です。

さて、昨年末の選挙戦では、副知事時代と

違って、知事候補として県内一円をくまなく

回ってこられました。改めて本県のよさや改善

すべきところ等々、また地域経済が疲弊してい

る上に口蹄疫が与えた影響など、課題も多く見

てこられたと思います。改めて本県のトップリ

ーダーとなる知事候補として県内をつぶさに見

て回り、またたくさんの御意見を県民より伺っ

たと思いますが、本県を違った立場で見ての知

事の御感想をお伺いいたします。

次に、今回の知事選挙についてお伺いいたし

ます。高支持率で本県の知名度を格段に飛躍さ

せた前知事の後任選出、そして未曾有の被害に

より本県を疲弊させた口蹄疫からの再生・復興

の責任者である本県のトップリーダーを選出す

る大変重要な知事選挙であったにもかかわら

ず、選挙そのものが盛り上がらず、県民の関心

も上がらず、非常に低調なままでした。選挙が

相次ぎ、県民に選挙疲れがあったのか、選挙結

果が大方予想できたこともあるのもしれませ

ん。そんな中、本県出身者がいないとの声をよ

く聞きました。そして、その声にこたえるよう

に、選挙直前になって、本県出身の元県幹部が

突然選挙戦に加わってまいりました。「やっぱ

り地元が頑張らなくちゃ」とポスターに大きく

書き込んだ元県幹部以外は、すべて県外の出身

であり、本県出身ということが一番のセールス

ポイントになっていたようにも思えます。地元

出身であるか否かについて、それが一つの判断

材料とされるところもありますが、どこの出身

であれ、本県のために全身全霊をなげうってく

れる方が最良の選択と言えます。広島県出身の

河野知事は、今回の選挙結果についてどのよう

に総括されているのか、また本県出身であるか

否かという首長選の判断基準についてどうお考

えか、お伺いいたします。

以上で壇上からの質問は終了し、残りの質問

は質問者席においてとり行います。知事を初め

関係部長の簡潔な御答弁をよろしくお願い申し

上げます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、知事選挙中の所感についてでありま

す。選挙期間中に一人の候補者として県内各地

を回る中で、県民の皆様の生の声を伺いまし

て、地域の実情を目の当たりにしたことで、口

蹄疫の及ぼした影響の大きさ、景気・雇用情勢

の深刻さ、社会資本整備のおくれなども実感を

いたしました。また、各地の商店街がシャッタ

ー通り化している実態というのもありますし、

かつてない不漁にあえぐ漁業の実態、こういっ

たものもつぶさに見たところでございます。地

域や県民生活の大変厳しい現実を改めて実感さ

せられたところであります。また、県庁を離れ

てみますと、県の施策や県の考え方というもの

が県民の皆様には十分に伝わっていないんでは

ないか、十分に理解されていないんではない

か、そういう面があることも実感したところで

あります。

しかしながら一方で、穏やかで優しい、人情

味豊かな県民性、またその県民性に秘められた

強さというもの、さらには豊かな自然、活力の

ある中山間地域の存在などに触れまして、本県

の大きな可能性を感じることができたように思

います。特に、中山間地域における地域の結び

つき、きずな、人と人との助け合い、こういっ
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たものは、これまで高度成長期におきましては

都市部がある意味地域づくりをリードしてきた

のかもしれませんが、これからの時代を読み解

くヒントというものはむしろこういう中山間地

域にこそあるのではないか、こういう地域こそ

が今の時代の最先端を行っているのではない

か、そういうような思いもしたところでありま

す。こうした肌で感じた経験を、これからの県

政運営や施策立案に反映させていきたいという

ふうに考えておりますし、今後とも、現場の実

態、実感を大切にする現場主義を徹底してまい

る所存であります。

次に、今回の選挙結果についてであります。

さきの知事選挙におきまして、これまでの県政

を継承し、さらに発展させていきたいという私

の主張を、多くの県民の皆様に支持していただ

き、当選をさせていただいたところでありま

す。心から感謝申し上げますとともに、与えら

れた職責の重さに、改めて身の引き締まる思い

がいたしておるところでございます。私は、本

県出身ではありませんが、５年半にわたり総務

部長、副知事として県政運営に携わってまいり

ましたので、本県の事情でありますとか、県庁

における仕事の進め方というものは十分に承知

しておるところであります。また、公私とも

に、多くの方々と出会い、人情味豊かな県民性

に触れる中で、今や本県は私にとって第二のふ

るさととなったというところであります。本県

におきましては、多くの県外出身の方が、また

県外にルーツを有する方々が、それぞれの分野

で活躍しておられるところであります。その多

様性を受け入れる寛容な地域性こそが本県の活

力となり、魅力となっているのではないかとい

うふうに認識しているところであります。選挙

戦の中で強く感じたことは、どこで生まれどこ

で育ったかということではなく、宮崎に対する

どういう情熱を持ち、どういう愛情を持って宮

崎をどういうふうに率いていきたいのか、宮崎

の未来をどのように築いていきたいのかとい

う、あくまで具体的な政策なりが大事であっ

て、政策論議こそ必要ではないかという思いを

強くしたところであります。今後とも、私の政

策提案でお示しをしました政治理念、また基本

政策を踏まえまして、「明日のみやざきの礎づ

くり」に全力で取り組んでまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○田口雄二議員 ありがとうございます。実

は、私はこの４年間の本会議で知事に質問した

ことは一度もありませんで、今回が初めての質

問になりました。御答弁ありがとうございまし

た。

私は、恐らく河野知事は、宮崎県の知事では

最年少で就任したのかと思っておりましたが、

調べてみましたら、戦後最初の知事は42歳で

なった方がいらっしゃるようで、残念ながら最

年少ではありませんでしたけれども、２番目に

若い知事のようでございます。まさに若さと情

熱で宮崎県を引っ張っていただきたいと思って

おります。

前知事は宮崎県に骨を埋める覚悟でと、その

決意をあらわしていましたが、河野知事も当然

その覚悟でしっかりと取り組んでいただきたい

と思っております。宮崎県に骨を埋める覚悟と

言っていた東国原前知事は、わずか１期であっ

という間に宮崎を去ってしまいましたので、河

野知事におかれましては、しっかりと足を地に

つけた県政運営をよろしくお願い申し上げま

す。

次に、東国原前知事が本県のトップリーダー

から離れて約１カ月経過いたしました。終日県
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庁に訪れていました観光客は、新燃岳等の影響

もあるとは存じますが、めっきり減少してしま

いました。みやざき物産館の売り上げも大きく

減少していることと予想され、まるでうたげの

後のような様相も呈しております。県民の支持

率をバックにした県政運営、本県の知名度の大

幅なアップ、トップセールスによる物産販売、

県発注工事の入札制度改革、国とのバトル等々

いつも話題の中心でした。

しかし、マニフェストの目玉の一つでありま

した新規立地企業の100社を任期終了間際に達成

しましたが、この間、入札制度の大幅変更等の

要因で、それをはるかに上回る353社の倒産企業

となり、新規雇用をはるかに上回る失業者を生

み出しました。有効求人倍率は平成19年時

で0.67倍であったものが平成22年には0.45倍、

完全失業率が平成19年時で3.3％から平成21年度

は4.4％と悪化しています。また、医師の偏在は

より顕著になり、県内各地で深刻な医師不足と

なりました。行財政改革は進まず、県の財政も

税収の大幅な減少と多額の借金でさらに深刻な

状況に陥っています。

今、振り返ってみると、リーマンショックや

口蹄疫などの要因はありますが、この４年間は

一体何だったんだろうと思えるほど変わってい

ません。逆に疲弊だけがさらに加速し、くたび

れ果てた宮崎が残ったようにも見えます。そこ

で、知事にお伺いいたします。この４年間とも

に携わってこられた東国原県政の１期４年をど

う総括されますか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 東国原前知事の就任当

初というのは、官製談合事件があり、また鳥イ

ンフルエンザが発生し、大変暗い空気に包まれ

ていたところでありますが、官製談合事件等で

失墜した県民の皆様の県政に対する信頼の回復

というものもありました。また、今御指摘のあ

りましたように、独自の発信力を駆使しまして

本県や特産品のＰＲをし、その知名度を飛躍的

に上げたというのが非常に大きな功績として

あったと考えております。

また一方で、こうしたＰＲ面での功績の面で

の印象が余りにも強いので、私としては、ほか

の分野の冷静かつ客観的な分析評価というもの

が十分にできていない、難しいのではないかと

いうふうに思っておりますが、リーマンショッ

ク以降切れ目なく実施した経済・雇用対策とい

うのもあります。補正予算、当初予算合わせ

て11回の予算措置もしたところであります。ま

た、高速道路や港湾などのインフラ整備であり

ますとか、乳幼児医療費助成の拡大、災害時安

心基金の設置、さまざまな行財政改革、県民生

活に密接に関連する施策などでも一定の取り組

みを行い、成果を上げたものというふうに整理

をしておるところでございます。

しかしながら、県政運営や施策の実施に当た

りまして、県議会の皆様を初め、市町村や関係

団体等との対話が十分になされていなかったの

ではないかという厳しい御指摘をいただいてお

るところでございます。これは、補佐すべき副

知事の立場にあった私としても十分反省をすべ

きところというふうに受けとめておるところで

ございますので、こういった点も勘案しなが

ら、十分受けとめながら、私としては、対話と

協働の県政に今後とも取り組んでまいりたい、

そのように考えておるところでございます。

○田口雄二議員 ありがとうございます。

次に、東国原前知事は口蹄疫に関連して、

「知事として限界を感じた。国のシステムを変

えなければならない」と表明し、１期４年で知

事を辞任いたしました。しかし、全国的には、
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今、去就が注目されています東京都の石原知

事、松沢神奈川県知事、上田埼玉県知事、森田

健作千葉県知事、先ほど誕生いたしました大村

愛知県知事等々、全国には限界を感じたと言わ

れた知事職に国会議員から就任した知事が多数

います。前知事が師匠のようにしていました三

重県の北沢元知事も、やはり国会議員からの転

出でした。政令指定都市の河村名古屋市長や北

橋北九州市長等々、県庁所在地等に国会議員か

ら転職した市長も多数います。逆に、大阪や名

古屋、新潟など、地方から中央のつくったシス

テムを崩そうとする動きが最近は活発になって

きています。今回、東国原前知事が限界を感じ

たと評する宮崎県知事に御就任された河野知事

は、変えなければいけないと言われた国側の総

務省の出身ですが、この限界とは何と考えてい

るのか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 物の見方はいろいろあ

るかと思います。前知事は、行政に携わられた

のが初めて地方の現場、知事という立場であっ

たということで、知事のさまざまな権限を使っ

て分権なり地域経営、いろいろ取り組むことが

できるのではないかという従前のイメージが

あったんだと思いますが、就任して、国と地方

の税財源配分と歳出の不均衡、アンバランスの

問題に直面したり、義務づけ・枠づけ・ひもつ

き補助金でありますとか、国のさまざまなそう

いう縛り、関与、画一的な基準によりまして、

地方の自主性や創意工夫が十分に発揮できな

い、これを極めて厚い壁ととらえて、限界とい

う発言になったのではないかと考えておりま

す。またさらには、自分の発信力なり自分の強

みというのを、知事の立場でなく別のステージ

で生かすことができるのではないか、そういう

思いもその発言の奥にはあるんじゃないかとい

うふうに私は受けとめておるところでございま

す。

ただ、私は国の立場から、地方自治、地方分

権なりに取り組んでまいりまして、見ている場

合に、地方から声を上げていくこと、地方から

分権なり地方自治の充実を求めていくことは大

変重要であるというふうに考えておりますの

で、引き続き、地方が一致団結して国や国民に

その必要性を粘り強く訴えていくということで

一歩ずつ道は開けると信じておりますし、権

限、財源を求める一方では、それに伴う義務と

か、責任を果たしていく、その覚悟というもの

が地方に必要になってまいりますので、それを

しっかり地方の立場で整えていく、そういう仕

事にも取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 権限と財源を手放さず、地方

を支配し続けようとし、地方からは評判のよく

ない中央省庁の官僚から、知事は逆の地方側の

代表になりました。地方の声をしっかり中央に

も届け、地方の限界を少しでもなくしていって

ほしいものです。よろしくお願いいたします。

次に、平成23年度予算案についてお伺いいた

します。今回は就任して間がないため、義務的

経費の人件費や公債費等を中心に編成された骨

格予算とはいえ、前年比9.3％減の総額5,236

億6,300万円の、県民の生活に支障が生じないよ

うな骨太の予算案となりました。知事が選挙で

訴えた政策提案の「明日のみやざきの礎づく

り」のキャッチフレーズのもと、経済や雇用、

口蹄疫復興対策など、早急な対策が求められる

必要な経費は計上されています。なお、政策的

な経費の多くは６月議会で提案する補正予算案

で追加される予定ですが、前年度並みの当初予

算規模であるならば、約500億円近い肉付けにな
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るものと思います。口蹄疫に関連して県財政が

大幅に悪化した中、まだまだ終息する気配の見

えない鳥インフルエンザや新燃岳対策等々を想

定しながらの肉付け補正となるわけですが、そ

の財源はどうするのか、また限られた財源の中

で知事の思いをどの程度肉付け予算に盛り込む

のか、知事にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） ６月定例県議会に提案

を予定しております肉付け補正予算であります

が、その財源につきましては、国庫補助金や起

債などの特定財源を有効に活用する一方で、県

単独事業などにつきましては、財政調整のため

の基金を取り崩して対応することになるものと

考えております。

補正の具体的な内容につきましては、公共事

業については、当初予算で計上していない残り

２割相当の事業経費でありますとか、国の予算

の状況などを踏まえた適切な経費を計上するこ

とになると考えております。非公共事業につき

ましては、御指摘のありましたような高病原性

鳥インフルエンザや新燃岳対策に係る必要な経

費等につきまして措置するとともに、新たに策

定をしますアクションプランに基づき、口蹄疫

復興対策事業を初めとする私の政策提案を実行

に移すための新規事業につきまして、できる限

り盛り込んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。大変

厳しい財政運営が予想されますが、まさに「明

日のみやざきの礎づくり」のため、英知を結集

してのやりくりをよろしくお願い申し上げま

す。

次に、来年度からいよいよ始まる一括交付金

についてお伺いをいたします。平成23年度よ

り、政府が地域主権大綱に段階的に導入すると

決めた地域自主戦略交付金、いわゆる一括交付

金がスタートいたします。これまでの国と地方

の上下関係をつくってきたひもつき補助金か

ら、各自治体が地域の事業選択の自由度を高め

るための交付金に変えていくものです。まず、

来年度から都道府県に全国で5,120億円が交付さ

れ、平成24年度は市町村も新たな対象となり、

合計１兆円以上が予定されております。地方の

要望がようやく認められたことになります。継

続事業も多く、すぐに交付された全額が自由に

なるわけではありませんが、年を重ねるごとに

その自由度が増してくることにより、地方の能

力が問われ、地方の自己責任のもとで政策が遂

行されていくことになります。行政のレベル

アップが求められるのは当然ですが、議会の

チェック機能もさらに求められることになりま

す。河野知事はこの一括交付金をどのように評

価し、地域間競争に負けないように、また県民

サービスの向上にどのような活用を考えている

のか、お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 一括交付金につきまし

てですが、各省庁の抵抗がある中で、一部とは

いえ、来年度から導入されることが決まったと

いうことは、地域主権戦略大綱で示された方針

に沿うものでありまして、地方分権の趣旨を踏

まえた政策が一歩踏み出したものというふうに

評価をしておるところであります。しかしなが

ら、依然として各省庁の関与が残る懸念であり

ますとか、配分方法が明確でないことなど、不

十分な部分も多いため、今後、早急な対応が望

まれるところであります。

交付金の使い道についてでありますが、初年

度の交付金の９割が対象事業のうち継続事業の

事業見込み額を基礎に配分されるということで

ありまして、事業箇所を抱える地元等への影響

を考慮しますと、大幅な変更は難しいものとい
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うふうに考えておるところでございます。した

がいまして、一括交付金本来の趣旨を踏まえた

使い道につきましては、種々の課題解決の進捗

に合わせながら、自治体みずからの判断によ

り、重要度、緊急度の高い事業への活用が順次

図られていくものと考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。先ほ

ど申しましたように、交付された額はまだまだ

継続事業に使われるものも多く、すべて地方の

裁量で使えるものではありませんが、徐々に自

由に使える幅が増してまいります。地域間競争

に負けないまちづくりをするためにも、職員の

スキルアップもしっかりとお願いしたいと思っ

ております。

それでは次に、宮崎市を中心とする県央一極

集中に関してお伺いいたします。この件は、県

議会議員になって１年目に都市計画審議会委員

に就任して最初の審議会の際にも、当時の東国

原知事に県央一極集中の是正について投げかけ

させていただきました。本県の人口は徐々に減

少しているにもかかわらず、現在の宮崎市は、

合併が進んだこともありますが、40万人にな

り、県内の３分の１以上になってしまいまし

た。このまま本県の人口が減少していけば、半

分以上が宮崎市民になるのもそう遠くないかも

しれません。昭和35年の人口が、旧宮崎市で16

万6,000人、旧都城市で12万1,500人、旧延岡市

で12万2,500人、その後、都城市も延岡市も人口

はほとんど横ばいです。旧宮崎市はその後、昭

和44年に人口が20万人を超え、平成７年には30

万人を超えています。県庁所在地にふさわしい

まちづくりに精を出し始めたからなのか、宮崎

市に県施設や道路、港湾を初めとするインフラ

整備、スポーツ施設の整備等々が次々に進めら

れました。そのことにより、イベント等々の集

中開催等、いびつな予算づけで県内に大きな不

均衡が生まれています。財政規模の大きくなっ

た宮崎市と県によってつくられた県内一の施設

が２つずつそろっております。宮崎市以外では

県立と称するものは県立高校ぐらいで、その数

少ない県立高校も統廃合が進み、減少の一途で

す。今問題の医師不足も、医師は増加している

にもかかわらず、宮崎市に半分以上の医師が集

中する偏在が問題であります。これは一極集中

の弊害そのものと言っても過言ではありませ

ん。生活レベルや教育レベルの格差等々、弊害

は随所にあらわれていると私は思います。同額

の県民税を払ってきた宮崎市以外の県民にとっ

ては許しがたいことです。県財政の現状では、

箱物の建設は厳しい状況ではありますが、県内

の均衡ある発展のための配慮をお願いいたしま

す。この県央一極集中の現状を知事はどう認識

しているのか、また是正に向けてはどう取り組

むお考えか、お伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の点につきまし

ては、選挙で回っておりまして、各地で強く御

意見を賜ったところでございます。視点として

は２つありますが、人口面での集中というの

は、本県のみならず、市レベルでも県レベルで

も、地域ブロックごと、また全国レベルでも都

市部への集中という大きな流れがあるのかなと

いうふうに思っております。また、もう一点の

視点としましては、施設の面、御指摘のありま

した施設については、集中させるメリットもあ

る一方で、分散のメリットもあるものでありま

す。いずれにせよ、現状というものが、これま

での県政の積み重ねにより、施設の配分につい

ては御指摘のような状況があるというところか

と思います。

これを踏まえて、今後の本格的な少子高齢
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化、人口減少を迎える中で、地域の活力をどう

維持していくか、どう安心な暮らしを確保して

いくかという観点からいたしますと、県内の各

地域がしっかりと自立していくための仕組みや

環境を整えることが必要ではないかということ

を思っております。今回提案しております長期

ビジョンの「持続可能な地域づくり戦略」にあ

りますように、日常生活に必要なサービスにつ

きましては、市町村の連携による効率的、効果

的な提供のあり方を検討するとともに、高度医

療など高次の都市機能などにつきましては、宮

崎市や延岡・日向市、都城市などの拠点を中心

に、より広域的な圏域の中で確保する、そのよ

うな考え方で取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

産業面につきましては、県北地域を中心とし

たメディカルバレー構想でありますとか、本県

の強みを生かした総合的フードビジネスの展開

など、それぞれの地域の資源や特徴を生かした

産業づくりに取り組むことによりまして、県民

の皆様が住みなれた地域で安全・安心に暮らし

ていける環境を整えてまいりたいと考えており

ます。

○田口雄二議員 宮崎駅の東口には、ゆったり

としたスペースに体育館や中央公民館、ホテ

ル、科学技術館、文化の森など、いろんな施設

や公園があります。この施設は何の跡地につく

られたか、知事は御存じないと思いますが、こ

こは実は、私が高校生のころの35年ほど前まで

は刑務所だったんです。県庁所在地の駅の隣が

刑務所です。そんな町が現在では県内一快適で

モダンな町へ全く変わってしまいました。港湾

整備一つとってみても、天然の良港の細島港や

油津港があったにもかかわらず、平たんな海岸

線に宮崎港を1,500億円近くもつぎ込んで建設し

ています。このことにより、もともと少ない物

流が分散し、港湾行政もおかしくなってしまっ

ています。

これは一つの例ですけれども、以前、市議会

議員時代に私は秋田県能代市に視察で行き、バ

スケットボールによるまちづくりの調査研究を

してまいりました。知事も御存じだと思います

が、能代市には能代工業高校という、全国大会

だけでも50回以上優勝したバスケットボールの

強豪校があります。子供たちに大人気のバス

ケットボール漫画の「スラムダンク」というの

は、実はこの高校がモデル校なんです。合併前

のときに行きましたので、当時、人口は５万人

ぐらいでしたが、この町には県と市の立派な体

育館がそろっておりまして、その体育館を使っ

て国内の強豪校を招待し、男子６チームのリー

グ戦で優勝を争うものです。この大会に招待さ

れるだけでも大変名誉な大会で、まさに高校バ

スケ界のサミット大会です。この大会が開催さ

れるのも県の施設があるからで、市民の自慢の

高校と大会になっています。町の中で至るとこ

ろバスケットが楽しめるようになっており、バ

スケットボールで町を活性化させており、大変

うらやましく視察をさせていただきました。一

つの例として紹介をさせていただきます。地域

のポテンシャルや特性を生かしたまちづくり

に、また地域の課題に手を差し伸べていただき

たいと存じます。他県に比べて本県の県央への

集中の度合いは高過ぎます。そろそろ県全体を

見た施策を考えていただきたい。よろしくお願

い申し上げます。

次に、新燃岳の大噴火による降灰被害につい

てお伺いいたします。１月26日に本格的に噴火

を始めた新燃岳は、活動を一向に終える気配が

ありません。東大の地震研究所によると、新燃
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岳の地下深くにあるマグマだまりが膨張傾向に

あると調査結果が報告されています。マグマの

増加量は200万立方メートル、東京ドーム1.6杯

分と推測され、エネルギーが蓄積されておりま

す。約300年前の１年半にわたった享保の噴火に

酷似していると指摘する専門家もいますが、こ

の指摘どおりであれば、経済的なダメージや市

町村の財政的な負担も非常に大きく、近年では

経験したことのない事態に、その対応に苦慮し

ています。幸い、心配している土石流はまだ発

生していませんが、雨が降るたびに警戒しなけ

ればなりません。住民の皆さんも、相次ぐ避難

や、いつ終わるともわからない降灰の除去作業

にくたびれ果て、体力的にも経済的にも負担が

大きくなってきています。今議会の冒頭でも、

新燃岳の噴火災害対策に関する意見書を全会一

致で議決いたしました。そこで、新燃岳の噴火

に伴う降灰被害について、激甚災害に指定され

る可能性はあるのか、指定が難しいのであれ

ば、それにかわるような措置があるのか、知事

にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 近年、激甚災害に指定

された火山災害を見てみますと、降灰被害のみ

では指定に至っておりませんで、火砕流や土石

流等によりまして、道路、農地等に大きな被害

が生じたことにより局地激甚災害に指定され

た、そのような状況であります。いずれにいた

しましても、激甚災害の指定を受けるためには

要件を満たす必要があり、そのためには被害状

況の把握というものが必要になってまいります

ので、今後とも、地元と連携をしながら、情報

収集に努め、指定に備えてまいりたいと考えて

おります。

また、火山災害に対する措置につきまして

は、活動火山対策特別措置法に基づく避難施設

の整備でありますとか、降灰対策事業に対する

国の補助制度がありますので、避難施設緊急整

備地域、また降灰防除地域の指定について、２

月17日付で申請を行い、国におきましても、前

向きに検討を進めていただいていると伺ってお

ります。

○田口雄二議員 わかりました。次に、鳥イン

フルエンザ等々につきましてお伺いいたしま

す。鳥インフルエンザは、11例目以降、発生は

おさまっていたので、このまま終息してほしい

と思っていましたが、そんな甘い期待を裏切る

ように、２月16日、私の地元延岡市北浦町の三

川内で12例目が発生し、約２万羽の殺処分を

し、１例目から合計すると96万羽の殺処分に

至っています。鳥インフルエンザとの戦いも長

期戦になるのか、県の試算では11例目の時点

で102億円の被害と見ています。新燃岳において

も一向におさまる気配がなく、新燃岳、鳥イン

フルエンザ、口蹄疫対策について、国からの財

政的裏づけはどう考えているのか、知事にお伺

いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） お尋ねのありました新

燃岳の噴火対策、高病原性鳥インフルエンザ対

策、口蹄疫対策につきましては、それぞれ、活

動火山対策特別措置法、家畜伝染病予防法、口

蹄疫対策特別措置法等の法令などに基づく国庫

補助制度がありますので、これら補助制度の活

用を図ることとし、当該補助金の確保に努めて

いるところであります。また、これらの国庫補

助に係る県負担分でありますとか、国庫補助の

対象とならない県単独事業に係る財源につきま

しては、特別交付税により一定の補てん措置が

ありますので、できるだけ多くの交付をいただ

けるよう、先日も片山総務大臣に直接要望した

ところでありますが、引き続き、強く国に対し
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て要望してまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。

次は、高速道路無料化実験についてお伺いを

いたします。この３月までが高速道路無料化の

社会実験となった東九州自動車道は、本県の車

の流れを劇的に変えました。国土交通省のデー

タを見てみますと、西都―宮崎西は、平日で１

日当たり2,000台程度の通行車両であったものが

１万2,000台ほどとなり、実験前の５～６倍の伸

びとなっています。休日でも６倍近い伸びで、

全国一の伸び率となっています。また、延岡南

―門川間は20年以上前に建設されましたが、距

離に対して料金の割高感があり、利用が伸び

ず、本来の建設目的の国道10号線の渋滞解消に

は至りませんでした。しかし、平日、休日とも

に現在では１日当たり6,000台ほどの利用が３～

４倍の伸びとなり、２万3,000～２万4,000台の

通行量となっています。並行する10号線の走行

車両は35％も激減し、渋滞も皆無となっていま

す。国土交通省によると、無料化社会実験は、

今後、実験開始から１年となる６月までのデー

タを検証した上で、地方の意見を踏まえて再

度、対応を検討する方針のようです。物流や人

の移動という面では非常に大きな効果が出たの

ではないかと思いますが、知事は高速道路無料

化実験の県内への影響をどのように評価してい

るのか、お伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎県内の高速道路無

料化社会実験につきましては、実験開始後、延

岡南道路の延岡南―日向間で並行する一般国

道10号の渋滞緩和が図られました。また、東九

州自動車道の高鍋―清武ジャンクション間の交

通量が約5.6倍に増加し、高速道路利用の増進が

図られるなど、一定の効果があらわれているも

のと評価しているところであります。

なお、全国の高速道路ネットワークを無料化

することにつきましては、物流や観光などの地

域経済への効果が期待される一方で、高速道路

整備のおくれでありますとか、公共交通機関や

環境への影響、受益者負担の問題などが懸念さ

れることから、社会実験などを通じて十分に検

証を行っていただきたいと考えております。

○田口雄二議員 現在、無料の高速道路を走っ

ていまして感じることは、大型トラックの利用

が非常に多く、物流に大きな変化があらわれて

いるんではないかということです。無料化実験

とはなっていますが、このまま引き続き継続さ

れるものと思います。また、新たにこの６月か

らは、宮崎自動車道のえびのジャンクションか

ら宮崎までの81キロメートルが無料化実験に新

たに追加される予定です。県西地区の皆さん

も、ようやく無料化の恩恵をこうむることがで

きるようになります。県西地区の自民党の県議

会議員の皆さんを初め、県議会にお越しになる

ときはぜひ無料の高速道路を御利用いただき、

実験の成果を上げていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

次に、ＪＲのダイヤ改正についてお伺いをい

たします。

３月12日の九州新幹線の全線開業に伴い、こ

れまで日豊本線の「レッドエクスプレス」の愛

称で親しまれてきた特急「にちりん」と「きり

しま」がようやくリニューアルされます。40年

近くも使われてきた485系車両が３月12日のダイ

ヤ改正で引退し、鹿児島本線で使われていた787

系の「リレーつばめ」が新たな特急車両として

導入されます。県民の不満でもありました、同

じ特急料金を払っているので少しでも快適な車

両をとの要望がようやく実現いたしました。こ

れまでの列車より格段に居住性や車内サービス



- 84 -

平成23年２月24日(木)

が向上し、大変ありがたいことであります。

ただ、300円の別料金を払えば特急並みの所要

時間で利用できました格安のライナーが廃止さ

れ、特急に格上げされます。延岡―宮崎間を朝

夕２本ずつ、宮崎―都城間を同じく１本ずつ運

行され、通勤通学の足として多くの皆さんに利

用されてまいりました。また、深夜、宮崎を出

発し、早朝、博多に到着する九州で唯一の夜間

特急「ドリームにちりん」も出張族に重宝され

てきましたが、今回廃止されるようです。今回

のダイヤ改正では、念願の列車のリニューアル

は実現いたしましたが、ライナーや「ドリーム

にちりん」の廃止など、利便性の低下も見られ

ます。今回のＪＲのダイヤ改正に関しては、県

当局との事前協議はなかったのか、県民の声を

反映することはできなかったのか、県民政策部

長にお伺いをいたします。

○県民政策部長（山下健次君） 今回のダイヤ

改正により、御指摘のように、博多―宮崎間で

夜間に運行しておりました特急「ドリームにち

りん」が廃止されるとともに、延岡―宮崎間、

宮崎―都城間で朝夕の通勤時間に運行しており

ましたライナーが特急列車に変更されることに

なりました。ＪＲ九州に対しましては、ライナ

ーの維持について要望を行ってきたところでご

ざいますが、ＪＲ九州としては、ライナーが特

急列車と同じ車両やダイヤで運行していること

などから、特急に変更することとしたようでご

ざいます。なお、特急化による料金負担増を緩

和するという観点から、ライナーを運行してお

ります区間の定期券利用者が特急列車乗車時に

利用できる割安な回数券が発行されると伺って

いるところでございます。また、もう一本の

「ドリームにちりん」につきましては、延岡―

宮崎間で、同じ時間帯に特急「ひゅうが」とし

て運行されることになっております。

○田口雄二議員 国鉄から民間会社のＪＲ九州

になりましたので、当然、利益優先というのは

わかりますが、公共交通機関としての使命もあ

ると考えています。新幹線開通までには多額の

国費が投入されています。今回、ライナーほど

割安ではありませんが、特急に回数券が新設さ

れるようですが、今回のライナーの廃止は経済

的な負担が増し、不安が多く、片や新幹線が開

通したのに日豊本線はいまだ単線で、これぐら

いのサービスは継続してほしいとの声が多数届

けられました。

今回のダイヤ改正では、県民に愛用されてき

たサービスが廃止されましたが、新たなサービ

スも導入されるものと思います。今回のダイヤ

改正では県民にどのような影響が出るのか、県

民政策部長に再度お伺いいたします。

○県民政策部長（山下健次君） 今回のダイヤ

改正は、御指摘ありましたように、九州新幹線

の全線開業にあわせまして、九州内のダイヤを

全面的に見直すものとなっております。本県の

関係で、国鉄時代の特急車両にかえまして、

「リレーつばめ」として利用されている787系の

車両が日豊本線に数多く配置されますととも

に、宮崎―鹿児島中央間の特急「きりしま」が

８往復から10往復に増便されるほかに、特急列

車に車内販売や案内などを行う客室乗務員が乗

務することになったところでございます。ま

た、これにあわせまして、鹿児島中央駅での特

急列車と新幹線との乗り継ぎ時間の短縮、さら

に高速バスと新幹線を組み合わせた「Ｂ＆Ｓみ

やざき」─これはバスでございますが、新設

をされる予定でございます。県といたしまして

は、今後とも、県内鉄道の利便性の向上につい

て、機会あるごとにＪＲ九州に働きかけてまい
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りたいと存じます。

○田口雄二議員 ありがとうございます。余り

ＪＲの利便性が落ちますと、今後、無料化した

東九州自動車道が全線開通した折には、ＪＲ利

用者が激減する可能性もありまして、さらに不

便を強いることにもなりかねません。県民の利

便性の向上をしっかりと把握しながら、要望を

継続していただきたいと思います。

次に、医療・福祉行政についてお伺いをいた

します。

まず、医学部を卒業し、医師国家試験合格の

後、平成23年度から医師となり、臨床研修をス

タートする医学生の県内での研修が全国最下位

で、募集定員の75名に対し、昨年より８名減少

し、30名となってしまうようです。また、充足

率においても40％と、全国最下位です。内訳

は、宮崎大学医学部附属病院が54名の枠に対し

て23名、県立宮崎病院が10名に対して５名、宮

崎生協病院が４名に対して２名、このほかの古

賀総合病院の３名、県立延岡・日南両病院の２

名の募集に対しては、いずれも１名もいませ

ん。平成16年よりスタートした臨床研修制度

は、それまで医局での研修が主流であったのに

対し、医学生が２年間義務研修先を選択できる

ようにいたしました。よって、地域や研修機関

に大きな偏りが生じています。研修医の希望

は、研修内容や待遇、生活環境がよい都市部や

民間病院に集中する傾向が続いています。大学

病院は全国的に研修医確保に苦労しており、総

募集定員に対しての充足率は47.9％で、過去最

低になりました。本県の主な医師の派遣元でも

ある宮崎大学は42.6％と、全国平均を下回って

おり、本県の大きな課題である医療体制の維持

に心配な状況です。

本県の医師の年齢構成の状況を見てみます

と、40代から50代の割合が全国と比べて高く、

逆に30歳代の医師の比率が低くなっていま

す。20歳代と30歳代の医師数は年々減少してお

り、特に20歳代は、平成10年と比較し、平成20

年次で半減しています。本県の医師の高齢化が

進んでおり、宮崎市以外においてはさらに顕著

になっているのではないでしょうか。若い医師

たちが減るこの傾向が何なのかも懸念材料で

す。そこで、なぜ臨床研修医数が全国で一番少

ない事態に陥ったのか、この要因をどうとらえ

ているのか、福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成23年度の

臨床研修医の受け入れ数が全国最少となった要

因といたしましては、宮崎大学医学部の卒業予

定者のうち本県出身者が10名と少なかったこと

や、県外の医学部に進学した医学生に対し、本

県の臨床研修の内容等の情報が十分伝わってい

なかったこと等が考えられます。臨床研修医の

確保には、すぐれた指導医の存在も重要なこと

から、引き続き、研修指導医養成講座により指

導医の資質の向上を図りますとともに、これま

で県内で開催していた臨床研修病院説明会を新

たに東京、大阪、福岡でも開催するなど、本県

出身の医学生に対する働きかけを強化してまい

りたいと考えております。

○田口雄二議員 宮大医学部の卒業生に本県出

身者が少なかったことが一つの要因であります

が、平成18年度から取り入れた地域枠で入学し

た医学生が来年卒業を迎えます。この医学生た

ちがしっかりと医師国家試験に合格して、県内

で研修することを期待したいと思っておりま

す。

さて、本県の３県立病院の研修医は、募集定

員14名に対して、宮崎病院の５名だけです。県
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立病院における臨床研修医の確保に向けた取り

組みを、病院局長にお伺いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 臨床研修医の確

保につきましては、研修病院としての受け入れ

体制強化のために、勤務医を講習会に参加させ

ることにより研修指導医をふやすとともに、研

修医の報酬単価の引き上げなどの処遇改善や、

県内で行われる医学生向けの病院説明会への参

加、若手医師による出身大学の医学生に対する

個別のアプローチなど、さまざまな取り組みを

進めてきたところであります。また、医学生が

魅力を感じるさまざまな研修プログラムを用意

することも重要でありますことから、来年度

は、各県立病院個々の研修プログラムに加え、

３つの県立病院を１つの病院群として研修を行

う新たな臨床研修プログラムを作成することと

しております。プログラムの魅力や県立病院の

特色などにつきましては、東京など各地で行わ

れる病院説明会等を活用し、積極的にＰＲする

とともに、医学生を対象に県立病院の見学バス

ツアーを実施するなど、研修医確保に一層取り

組んでまいることとしております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。沖縄

や長野には、研修システムが非常に魅力的で研

修医が引きも切らない公立病院もあります。い

きなり同じことはできませんが、研修医が何を

求めているのかを見きわめ、研修プログラムを

構築していただきたいと存じます。よろしくお

願いいたします。

次に、厚生労働省の制度改正により、臨床研

修医を受け入れる基幹型臨床研修病院の指定要

件が見直されました。この制度見直しで本県の

臨床研修医の受け入れにどのような影響が考え

られるか、福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 基幹型臨床研

修病院として指定される要件として、国は、平

成25年度の受け入れから、入院患者数が年

間3,000人以上あることを要件の一つとしたとこ

ろであります。この結果、本県では、既に指定

されている病院が指定から外れる可能性が出て

くるなど、臨床研修医の受け入れ体制に課題が

生じることが懸念されます。このため県では、

国の審議会等において、指定要件の経過措置の

延長や、地方の実情に応じた指定要件の設定等

について強く訴えたところであります。今後と

も、臨床研修制度の見直しに当たっては、地方

における臨床研修医の確保に配慮した見直しを

行うよう、あらゆる機会を通じて要望してまい

りたいと考えております。

○田口雄二議員 入院患者数が年間3,000人以上

の指定要件が追加されたとの御答弁でしたが、

この見直しが実施されると、本県の臨床研修病

院で影響を受ける病院はどこになるのか、また

その病院は研修医を何人受け入れているのか、

福祉保健部長に再度お伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 入院患者数が

年間3,000人以上あることが要件として適用され

た場合、宮崎生協病院が基幹型臨床研修病院の

指定から外れることとなります。また、この病

院では本年度２名の臨床研修医を受け入れてお

ります。

○田口雄二議員 本県の来年度の研修医は30

名、全国最少です。その上、研修医が２名研修

している受け入れ先の宮崎生協病院が基幹型臨

床研修病院の指定から外れると、さらに危機的

な状況に陥ってしまいます。このままでは本県

の募集定員総枠まで見直される可能性も出てき

ます。何としても阻止しなければなりません。

厚生労働省に私たちも強く要請していかなけれ
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ばならないと思っております。

次に、本県独自の医師確保について伺いま

す。本県の医師確保においては、大変厳しい

中、さまざまな施策を打ち出して、全力で取り

組んでいることには感謝を申し上げます。た

だ、委員会や会派で他県の医師確保対策の調査

に行きますと、類似の政策が羅列されることが

多く、同様の政策であればなかなか差別化する

ことができず、医師確保の特効薬にはなりませ

ん。本県独自の医師確保策はどのようなものが

あるのか、福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県独自の医

師確保対策として、県では、公立病院等を有す

る市町村と医師確保対策推進協議会を設置し、

ホームページによる求人情報の発信や、みやざ

き地域医療応援団への登録呼びかけ、病院説明

会の開催等を実施しております。また、宮崎大

学の医学部講座等において、県内高校生に対

し、地域医療の魅力や地域枠・地域特別枠の説

明を行うとともに、医学生を対象として「へき

地医療ガイダンス事業」を実施するなど、本県

の地域医療を支える医師の養成を図っておりま

す。さらに、県医師会の協力のもと、研修医受

け入れ強化事業を実施しているほか、県民の地

域医療への理解を深めるため、オピニオンリー

ダー育成・強化事業により住民団体等の自主的

な活動を支援しております。

○田口雄二議員 本県独自のものとなると、な

かなか難しいのかもしれませんけれども、他県

のいい事例などを調査研究していただきまし

て、それを本県版にアレンジして、医師に魅力

のある制度等を打ち出していただきたいと思っ

ております。よろしくお願いいたします。

次に、先日公表されました県立病院事業中期

計画についてお伺いいたします。県立病院の役

割と機能に関しては、１つ目、多数の診療科の

連携による総合性を生かした医療の提供、２つ

目として、法令等に基づき対応すべき医療の提

供、３つ目が、地域の医療機関との連携強化、

地域医療の確保を基本的な考え方としていま

す。事業運営の基本方針として、１つ目が、県

民、いわゆる患者にとって魅力ある病院づくり

の推進、２つ目が、職員が一丸となった病院改

革の推進、３つ目が、経営改善のさらなる推進

の３つを掲げています。今回の計画では、大幅

な赤字圧縮の計画になっています。第１期と第

２期の県立病院事業計画の大きな相違点はどの

ような点か、病院局長にお伺いをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 第２期県立病院

事業中期経営計画の策定に当たりましては、昨

年度の県立病院経営形態検討委員会の結論や、

病院事業を取り巻く環境が目まぐるしく変化す

ること等を踏まえ、計画期間を第１期の５年か

ら３年に短縮し、収支目標については、全国的

な医師不足の状況等を踏まえ、第１期計画の病

院ごとの単年度黒字化から、病院事業全体での

収支均衡という目標に見直しを行ったところで

あります。また、職員の経営改善に取り組む意

欲をさらに高めていくことが重要でありますこ

とから、第２期計画については、策定の段階か

ら現場重視の姿勢で臨み、各県立病院長を初

め、病院現場で常に患者さんに接している職員

の知恵とアイデアを積極的に反映したところで

あります。

○田口雄二議員 ありがとうございます。今回

の計画は、医師数が現在のままの配置であるこ

とを想定して策定されたものです。医師が減る

かふえるかによって、また計画も大きく変わっ

てくるのではないかと思っております。最低で
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も現状維持は継続していただき、逆に医師確保

で経営の安定につながるように御尽力をよろし

くお願いいたします。

次の質問に移ります。先日、私どもの会派の

視察で、大噴火する新燃岳の噴煙を見ながら小

林に向かうワゴン車の中で、私の携帯に電話が

かかってまいりました。見覚えのない番号で出

るか出ないか迷った末、通話のボタンを押す

と、東京の小金井警察署からでした。東京にい

る息子が何かやらかしたのかと、ちょっと心配

いたしましたし、はたまた振り込め詐欺かとも

心配しながら耳を傾けて電話に出ました。する

と、学生時代のアルバイトで知り合って以来30

年近くお世話になり、私が宮崎に帰ってからも

上京するたびに旧交を温める、そんな知人の孤

独死を伝える電話でした。ふるさとの北海道か

ら上京し、通訳を目指し、長い海外生活を送り

ましたが、夢がかなわず東京に帰ってきたころ

からのつき合いでした。結婚せず、ひとり暮ら

しをしており、昨年の春ごろから体調を崩した

上に、携帯電話もつながらなくなりましたの

で、心配をしておりましたが、大変残念な結果

になりました。クリスマス直前の弁当から手を

つけておらず、１カ月以上たってからの発見

だったようです。財布の中のメモの一番先に私

の携帯電話の番号が書いてあり、親族への手が

かりがないかと連絡してきたようです。その

後、幸いにも、北海道の音信不通であった兄に

うまく連絡がつき、知人の兄より、無事葬儀を

済ませた報告並びにお礼のおはがきをいただき

ました。66歳の生涯の締めくくりは実に寂しい

ものではありましたが、幸い無縁仏にはならず

に済みました。ただ、遠く離れていたとはい

え、死亡して１カ月もだれも気づかなかったこ

とに、何とかならなかったものかと返す返すも

無念でなりません。年間３万2,000人近くの無縁

死があると報道され、この日本の現状に驚愕し

たものですが、私の身近で起こるとは思いもし

ませんでした。

しかし、そんな中、まだこの日本も捨てたも

のではないと思うような心温まるニュースが、

昨年の暮れから連日報道されました。40年前に

人気を博したプロレス漫画「タイガーマスク」

の主人公、伊達直人と称する人物から、群馬県

前橋市にある児童相談所にクリスマスの朝、新

品のランドセル10個が届けられ、このニュース

に共感を覚えた人の輪が広がり、全国に波及し

たタイガーマスク現象です。自分が育った孤児

の施設の子供たちのためにファイトマネーを寄

附し続けたタイガーマスクの物語が、全国に伊

達直人を誕生させたようです。この現象は、こ

れまで社会の関心が薄かった児童養護施設の存

在を世間にクローズアップさせることにもつな

がりました。報道を受け、細川厚生労働大臣

は、「児童施設に対する施策を充実させてい

く。国民も施設の子供たちに温かい手を差し伸

べ、関心を持ってほしい」と述べ、高木文部科

学大臣も、「児童施設の存在にいま一度目を向

け、お互いに支え合う、励まし合う社会づくり

に取り組む」と語っています。全国には約580カ

所の児童養護施設に２歳から18歳までの３万人

の子供が入所しているようです。ここ10年間で

児童数は１割以上増加しています。今回のタイ

ガーマスク現象で施設への関心が高まり、何の

罪もない児童の環境改善に少しでもつながって

ほしいものです。そこで、本県の児童養護施設

数と定員、直近の入所児童数についてお伺いい

たします。また、入所の理由は何が多いのか、

福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 児童養護施設
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につきましては、県内に９施設が設置されてお

り、総定員数は480名で、現在441名の児童が生

活しております。主な入所理由でありますが、

親などからの虐待によるものが約４割と最も多

く、それ以外の理由としましては、家庭の経済

的困窮や離婚、親の病気、死亡、行方不明など

が挙げられます。

○田口雄二議員 宮崎県におきまして、こうい

う施設に441人もの入所児童がいるというのは大

変驚きです。親からの虐待が一番多いのも全国

的な傾向と同様で、施設が安心・安全で楽しい

場であると願いたいものです。そこで、児童養

護施設の運営経費について、福祉保健部長に再

度お伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 児童養護施設

の運営経費につきましては、ほぼ全額を県から

の措置費で賄っており、本年度の予算は約13

億9,000万円となっております。措置費の内訳に

つきましては、児童の生活費に加え、学校にお

ける給食費や教材費、病院にかかったときの医

療費など、通常、親が家庭において負担する額

に相当する費用が含まれるほか、施設職員の人

件費や施設の維持管理費等の費用が含まれてお

ります。なお、入所児童の保護者からは、所得

に応じて負担金を徴収することとなっておりま

す。

○田口雄二議員 予算13億9,000万円を入所児童

の441人で単純に割れば、１人平均で１カ月26

万2,000円、年間で約315万円です。これには職

員の人件費や施設の運営費も入るということで

ございますので、子供たちにとって充実してい

るのかどうかは、私は今わかりませんが、入所

の要因をつくった親に収入があれば経費負担を

すると聞いて、当然ですが、ちょっと安心をい

たしました。

次に、来年度予算に民間児童福祉施設耐震化

機能整備事業が新規に予定され、４億3,048

万5,000円が計上されています。耐久年数が40年

を経過するなど老朽化が進んだ児童養護施設に

ついて、施設の耐震化整備等を行うことによ

り、施設の安全性確保と入所児童の処遇の向上

を図ることを事業の目的としています。今回の

事業は、県内９施設のうち、どの施設が対象と

なるのか、また耐震化以外の居住スペース等の

改善はなされるのか、また他の施設の耐震化状

況はどうであるのか、再度、福祉保健部長にお

伺いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 対象となる児

童養護施設につきましては、宮崎市にある宮崎

民生館と延岡市にあるみどり学園であります。

その内容につきましては、既存施設の改築にあ

わせて、より家庭的な処遇が可能となる小規模

な居室や、家庭復帰のための親子生活訓練室等

を整備することとしております。また、今回対

象となっていない施設につきましては、いずれ

の施設も既に耐震化整備が完了しております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。今回

の事業ですべての施設が耐震化されることとな

り、子供たちの安心・安全が高められることが

確認できました。また、今回の事業で建設され

る施設は、さまざまな境遇を持った子供たちに

とって過ごしやすい施設になるようです。今回

の事業予算案に感謝申し上げます。

今回のランドセルに始まった寄附は、全国の

施設に書籍や現金、野菜など、さまざまなもの

が寄せられているようです。私も延岡の施設に

問い合わせたところ、７件の同様の寄附があっ

たようですが、県内の児童養護施設への寄附の

状況について、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） 全国で年末に

始まりました匿名による善意の寄附は、本県で

も年明けからすべての施設に届けられておりま

して、これまでに合計で37件となっておりま

す。内容としましては、ランドセルや現金のほ

か、食料品や玩具、書籍などとなっておりま

す。

○田口雄二議員 本県においても多数の善意が

寄せられたことが理解できました。今回のこと

は、単なる一時的な現象で終わらせることな

く、ふだんから日常的にいろんな寄附が寄せら

れるよう、県民にその存在をいつも意識させる

ように、ＰＲにも工夫していただきたいと存じ

ます。よろしくお願いいたします。

児童養護施設で育った方で現在ちょっとした

有名人がいますので、御紹介いたします。茨城

県の高萩市で２期目を務める草間吉夫市長、46

歳です。家庭の事情により乳児院と児童養護施

設で育っています。東北福祉大学を卒業し、児

童養護施設に５年間勤務した後、松下政経塾を

終えて市長に就任しています。児童福祉の専門

家でもあります。だれもが草間市長のようにな

れるわけではありませんが、児童養護施設は、

高校卒業後は原則として施設を出て自立しなけ

ればなりません。普通の家庭の子供が大学への

進学や就職等で家を離れるというのも大変な決

断であります。ましてや、施設の子供たちが親

の愛情を十分に注がれることもなく大学や社会

に巣立っていくのは、さらに大変です。児童養

護施設の子供たちが退所するときの対応はどの

ようにしているのか、福祉保健部長にお伺いを

いたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 高校卒業等に

より施設を退所する児童の進路につきまして

は、就職や進学に関する本人の希望に基づき、

施設と学校、児童相談所が協力して相談に当た

りますとともに、家庭などと調整を図りなが

ら、指導や援助を行っているところでありま

す。また、進路の決定した児童には、経済的支

援策としまして、措置費の中から就職支度費や

進学支度費を支給しているところであります。

○田口雄二議員 いろんな境遇を持った子供た

ちの大学や社会への第一歩、ここでつまずくか

成功するかで今後の人生も大きく変わる可能性

があります。個別の対応を緻密にやってほしい

ものです。よろしくお願いいたします。

次に、東九州メディカルバレー構想について

お伺いをいたします。

本県と大分県にまたがる東九州地域には、血

液・血管関連の医療機器を製造する企業が集積

しています。両県合わせての医療機器生産金額

は1,260億円です。ここで生産する企業の血液浄

化製品は世界一、人工腎臓や血液回路、血管用

カテーテルなどは日本一のシェアを誇ってお

り、血液・血管関連の医療機器で世界的な生産

基地であり、また開発拠点ともなっています。

半導体企業が集中し、世界のハイテク産業をリ

ードするアメリカ・カリフォルニアのシリコン

バレーの医療版に合わせて命名したものと思い

ます。医療産業は景気変動の影響が少なく、世

界規模の需要が見込めるので、政府の新成長戦

略でも成長牽引産業として重視されています。

医療産業の発展には臨床現場との連携が不可欠

です。その意味では、宮崎大学、大分大学の医

学部附属病院、そして臨床工学科があり、工学

知識を持つ医療従事者を養成する九州保健福祉

大学は実にありがたい存在です。産業集積と行

政と大学が加わり、産学官でさらに医療産業の

集積と雇用や地場産業の参入など、地域経済へ

の波及を目指していくものです。そこで、お伺
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いいたします。産学官の連携の中で県の役割を

どのように考えているのか、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 東九州メ

ディカルバレー構想でございますけれども、こ

の構想につきましては、東九州地域の医療機器

産業の一層の集積と地域の活性化を図るため、

研究開発、医療技術人材育成などの４つの拠点

づくりを推進するものでございます。来年度早

々には、県内の産学官から成る推進会議を設置

しまして、この中で具体的な取り組みを検討し

ながら、官民を挙げて構想を推進してまいりま

す。県といたしましては、産学官における取り

組みの調整あるいは全体的な進行管理を行いま

すとともに、国内外へのＰＲ、連携コーディネ

ーターの設置による地場企業の医療機器産業へ

の参入支援、これらを行いまして、構想の実現

に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○田口雄二議員 県には、商工観光労働部、福

祉保健部、病院局など関連する部署が幾つかあ

ります。県庁内の連携についてはどのように進

めていくのか、推進会議はどのようなメンバー

を考えているのか、商工観光労働部長にお伺い

いたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 東九州メ

ディカルバレー構想につきましては、企業、大

学、県、市などの産学官から成る構想研究会を

設置して、策定したところでございます。庁内

では、商工観光労働部以外に、県民政策部、福

祉保健部、病院局をメンバーに加えるなど、関

係部局との連携を図ってまいりました。今後設

置する予定の推進会議につきましても、これま

での構想研究会のメンバーを中心に検討してい

きたいと考えております。

○田口雄二議員 地場産業の育成が喫緊の課題

ではないかと思っております。地元には医療産

業が集積し、せっかくの仕事がありながら、先

端技術に対応できず、県外の業者にとられる現

実が既に発生をしています。新規立地企業とし

て誘致しても、２次、３次的な経済効果があら

われない状況になっています。県北地区の地場

企業は、これまで蓄積した技術で対応してまい

りましたが、業種の転換のスピードが速過ぎ、

技術革新が間に合わず、新たな工作機械なども

導入できていません。早急な対策が必要と考え

ます。県におかれましては、地場企業の医療機

器産業参入支援はどう考えているのか、再度、

商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 地場企業

が医療機器産業に参入するためには、薬事法へ

の対応あるいは医療現場のニーズの把握等が必

要でございます。このため、県といたしまして

は、意欲ある地場企業を対象に医療機器産業に

関するセミナー等を開催するとともに、連携コ

ーディネーターを設置しまして、その参入の取

り組みを支援していきたいと考えております。

○田口雄二議員 地場産業の育成は、東九州メ

ディカルバレー構想による旭化成や東郷メディ

キット等の医療産業だけではなく、７月には操

業がフル生産になるということのようですが、

ソーラーフロンティアのソーラーパネルの製造

や自動車関連産業等々、同じく県内の企業にお

いても、中国の台頭で人件費の面ではとても太

刀打ちできないことにより、中国でつくれない

ようなものの付加価値の高い先端技術に移行し

ています。業種の転換に地場企業が技術革新で

きない、対応できない状況が発生しています。

先端企業のニーズに対応できるような地場企業

の育成は急がなければなりません。地場企業の
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育成にどのように取り組んでいくのか、商工観

光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 地場企業

の育成につきましては、現在、県の産業支援財

団などとも連携しながら、人材育成、技術力向

上、あるいは新分野への進出等の各種の支援を

行っております。特に、先端産業として今後発

展が期待される太陽電池関連産業あるいは自動

車関連産業につきましては、参入に意欲のある

地場企業を組織化し、取引拡大に向けた取り組

みを重点的に支援しているところでございま

す。今後、東九州メディカルバレー構想で推進

する医療機器産業につきましても、地場企業が

新規参入できるよう、研究会の立ち上げ等を積

極的に支援してまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 せっかく企業立地をいたしま

しても、まさに地元に雇用以外の２次、３次の

経済効果が上がらなければ、もったいない限り

です。地元で対応できるような地場産業の育成

には、しっかりと取り組んでいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。

次に、観光振興についてお伺いいたします。

３月12日に九州新幹線が全線開通し、九州へ

の観光客の流れが今までと大きく変わってくる

ものと思われます。残念ながら、本県には新幹

線は走りませんが、熊本や鹿児島に入り込んだ

観光客をうまく取り込まなければなりません。

もともと公共交通機関が乏しい本県において

は、一部のＪＲ客を除いて、バスやレンタカー

での誘客が中心になってくるものと思います。

阿蘇に来た観光客をいかに高千穂や県北に呼び

込むか、また八代や鹿児島の観光客を県央地区

や県南にいかに呼び込むかです。このような

中、宮崎自動車道のえびのジャンクション―宮

崎間が６月から無料化実験が始まるのは、新た

な本県観光の起爆剤になります。実際には本県

の高速道路はほとんど無料化されるわけですか

ら、宮崎自動車道を利用し、東九州自動車道の

西都、高鍋まで来られるのですから、新たな観

光開発ができます。九州新幹線の全線開通に加

え、県内のほとんどの高速道路の無料化も本県

観光の追い風となると思いますが、誘客にどの

ように取り組んでいくのか、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（渡邊亮一君） 本県の県

外観光客の７割は乗用車での入り込みでござい

ます。また、九州新幹線や航空機などを使って

南九州に来られまして、車で観光される方も数

多くおられると思います。加えて、今後、東九

州自動車道の整備も進みます。したがいまし

て、この無料化を踏まえた誘客対策は大変重要

であると、我々は考えております。現在、新幹

線の２次アクセス対策として、レンタカー対策

にも取り組んでおるわけでございますが、今

後、県内の高速道路区間がほぼ無料になること

を積極的にＰＲしなければいけない、そういう

取り組みもやりたいと思っています。また、県

内各地、特に中山間地域には神話・伝説のゆか

りの地が数多くあります。そういうところや、

例えば延岡の愛宕山など宮崎恋旅のスポットを

乗用車でめぐる旅企画、さらにはパーキングの

整備など、その受け入れ体制の充実に、これま

で以上に力を入れていかなきゃいけない、そう

いうふうに考えております。

○田口雄二議員 観光開発をしっかりとよろし

くお願いいたします。

次に、農業行政について農政水産部長にお伺

いいたします。

本県は昨年、国内において３度目、本県にお

いては２度目の口蹄疫に見舞われ、未曾有の被
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害が発生いたしました。牛約２万頭、豚が約27

万頭の計29万頭、本県の４分の１の家畜が消滅

し、今、その復興・再生に向けてスタートした

ところです。そんなやさきの１月21日、宮崎市

佐土原町で第１例目の鳥インフルエンザが発生

いたしました。１例でとまってほしい、口蹄疫

のようにならないでほしいとの願いもかなわ

ず、相次いで発生し、私の地元延岡での２例を

含め、本日まで12例、鶏96万羽が殺処分されま

した。その間、鹿児島や大分、愛知、和歌山等

々で発生いたしましたが、ほとんど１例か２例

でとまってしまいました。県民は、ほとんど口

蹄疫でしっかり防疫体制ができたと思っていた

のに、この宮崎の現状は一体どうなっているん

だと思っていることでしょう。高病原性鳥イン

フルエンザは、他県では１～２例で発生がおさ

まったのに、なぜ本県はとまらないのか、畜産

の素人の私でもわかるように、農政水産部長に

答弁を求めます。

○農政水産部長（髙島俊一君） 現在までのと

ころ、本県では12例の鳥インフルエンザの発生

が確認されておりますが、今回発生した農場す

べてに国の疫学調査チームが直ちに入りまし

て、調査を実施いたしているところでございま

す。これまでのところ、その中間報告では、一

部の発生農場におきまして、専用の長靴に履き

かえずに鶏舎内に入ったり、未消毒のわき水を

飲用として使ったり、ネズミが通れるほどの穴

やすき間、ネットの破れ等が確認されるなど、

飼養衛生管理基準が遵守されていない点が指摘

をされております。また、一部の専門家から

は、例年より野鳥の飛来数が多いこと等の指摘

があることから、県といたしましては、野鳥の

会に依頼をいたしまして、発生農場周辺の野鳥

の生息状況等に関する調査を実施していただい

ているところでございます。このように、本県

における鳥インフルエンザの多発につきまして

は、幾つかの点が指摘をされておりますが、決

定的な原因は特定されていない状況にございま

す。

○田口雄二議員 確かに野鳥がことしは多かっ

たというのは、大分県との県境の北川町で発生

した、その目の前には下赤ダムというのがある

んですけれども、そのダムには、地元の人に言

わせますと、例年の10倍ぐらい来たんではない

かと、こんなに鳥がいるのは見たことがないと

いう声も聞きました。ただ、国の疫学調査チー

ムが、今回発生した農場すべてにすぐに入って

調査したら、中間報告で、一部の農場で専用の

長靴に履きかえず鶏舎内に入ったり、未消毒の

わき水を飲用として使用したり、ネズミが通れ

るほどの穴やすき間、ネットの破れがあったと

指摘されたと、今御答弁されましたけれども、

この指摘事項を受けて、発生していない農場に

対して県はどのような指導をしたのか、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） 県といたしま

しては、国の疫学調査チームの指摘を受け、直

ちに、養鶏農家を初め関係者に対して、防疫の

徹底について周知をいたしますとともに、具体

的な注意点をわかりやすくまとめ、自己点検も

できる啓発チラシをすべての養鶏農家に配布い

たしまして、注意喚起を行ったところでござい

ます。また、養鶏農家に対する防疫の徹底はも

とより、公共施設やすべての県民に対しまし

て、消毒への協力を求める知事メッセージを発

出するとともに、関係団体を集めた防疫対策会

議を繰り返し開催いたしまして、防疫の徹底を

依頼したところでございます。さらに、市町村

の協力も得て、県内すべての養鶏農場に対しま
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して、今年度３回目となる立入調査を実施し、

飼養衛生管理の徹底を指導しているところでご

ざいます。

○田口雄二議員 次の質問をいたします。昨年

の口蹄疫では、県としてはあってはならない

─県の宝と称する種豚の管理をしていた畜産

試験場川南支場、多数の種牛がいる家畜改良事

業団で早々に発生し、全国有数の畜産県の宮崎

の面目が丸つぶれになりました。2,350億円の経

済的損失にも拡大してしまいました。この大き

な代償を払った昨年の口蹄疫の教訓を、今回の

鳥インフルエンザに関してはどのように生かし

ているのか、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） 今回本県で発

生した鳥インフルエンザの一連の防疫対応につ

きましては、昨年の口蹄疫の対応を教訓とし

て、まず発生防止対策といたしまして、渡り鳥

が飛来するシーズンの到来を踏まえ、農場巡回

指導を２回、また電話での聞き取り調査を１回

実施するとともに、海外や国内での発生状況に

関する農家への情報提供をその都度行ったとこ

ろでございます。また、蔓延防止対策として、

本県での１例目の簡易検査の確認後、正式な遺

伝子検査の結果を待たず、直ちに知事を本部長

とする対策本部を立ち上げるとともに、今回、

関係省庁や自衛隊、さらにはＪＡ等の関係団体

と同一フロアに集まり、情報の共有化を図りな

がら、迅速な動員者の確保や資材調達に努めた

ところでございます。さらに、農政水産部次長

が常駐する現地対策本部を設置しまして、本庁

本部と現地対策本部、また家畜保健衛生所をテ

レビ会議システムで結ぶなど、円滑な防疫活動

が実施できる体制を整え、連携強化に努めたと

ころでございます。その結果、発生事例のほと

んどにおきまして、疑似患畜と確定いたしまし

てから３日以内には防疫措置が終了するなど、

迅速な対応がとれたと考えております。

○田口雄二議員 防疫体制はさておき、いろん

なところの疑似患畜と判定されてからの迅速な

対応、連係プレーは大きく変わったとの声を確

かによく聞きました。疑似患畜と判断される前

に体制を整え、判定と同時に迅速に処分する延

岡の例なども大変見事なものであったと思って

おります。ただ、感染経路はまだまだ不明の点

も多く、気を抜かずに万全の防疫体制を継続し

ていただきますように、よろしくお願いいたし

ます。

ただ、今、非常に不安なのが、東京よりはる

かに近い韓国で発生している口蹄疫や鳥インフ

ルエンザの日本への波及です。既に、口蹄疫で

は300万頭を超える殺処分、鳥インフルエンザで

も500万羽を超える殺処分が行われております。

週３回のアシアナ航空の定期便やゴルフ等の

チャーター便が随時、宮崎空港に来ておりま

す。また、釜山港からも細島港に船舶が絶えず

入港しています。また、新幹線の全線開通で、

家畜の伝染病が蔓延している中国や東南アジア

からも観光客がたくさん入ってくることが予想

されます。海外からの本県への家畜伝染病の侵

入をどのように防いでいくのか、その対策を農

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） 御承知のとお

り、昨年の本県における口蹄疫の終息後も、東

南アジア諸国では依然として家畜伝染病の発生

が拡大し、特に韓国では口蹄疫や鳥インフルエ

ンザが全土に拡大するなど危機的な状況にあり

ますことから、本県における水際対策は大変重

要であると認識をいたしております。このた

め、県といたしましては、空港での靴底の消毒
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はもとより、海外貨物船が着く主要港湾での靴

底の消毒、さらには海外旅行客が多いホテルや

ゴルフ場等に対しましても、消毒薬の配布を行

い、防疫の徹底をお願いするとともに、国に対

しましては、水際対策の強化を要望してきたと

ころでございます。また、国は入国者に対しま

して、注意喚起のためのアナウンスの実施や、

靴底消毒の徹底、到着時のゴルフシューズなど

の消毒等にも取り組んでおり、家畜伝染病予防

法の改正案におきましても、水際対策の強化が

検討されているところでございます。

○田口雄二議員 ありがとうございます。

それでは、続きまして、道路行政について県

土整備部長に何点かお伺いいたします。

まず、東九州自動車道の日向―都農間の進捗

状況についてです。この区間に関しましては、

先日、西日本高速道路株式会社が、未買収区間

について土地収用法に基づく事業認定の告示が

なされたと発表いたしました。これにより、今

後、任意交渉による用地買収がまとまらなかっ

た場合、行政代執行が行われることになりまし

た。順調に建設が進んでいると思っていました

ので、悪質な補償金目的の過密植栽等はもうな

いとは思いますが、新聞の記事にはちょっと驚

きました。公表されている平成25年度の開通に

向けての手続だとお聞きいたしましたが、改め

て、東九州自動車道日向―都農間の進捗状況に

ついて、県土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 東九州自動車

道の日向―都農間につきましては、平成25年度

中の開通に向けて、県としましても、西日本高

速道路株式会社と連携を十分に図りながら、用

地取得などに全力で取り組んできたところであ

りまして、１月末現在で用地取得率が92％、工

事着手率が80％となっております。しかしなが

ら、今お話がありましたように、未取得の用地

があるところでございます。この未取得用地の

多くは任意交渉などによる取得が困難となって

いることから、平成25年度中の開通を考慮しま

すと、西日本高速道路株式会社としては、土地

収用を念頭に置いた手続を進めざるを得ない状

況となっておりまして、去る１月21日に国土交

通大臣から、当区間についての事業認定の告示

を受けたところであります。用地事務を受託し

ている県といたしましては、西日本高速道路株

式会社と一体となって、未取得用地について引

き続き任意交渉による解決に向けて努力すると

ともに、その一方で、土地収用法に基づく手続

を着実に進めまして、県民の悲願である平成25

年度の開通に向けて取り組んでまいりたいと存

じます。

○田口雄二議員 高速道路の建設は県民の悲願

でもありますので、地権者の皆様には何とか理

解をいただきまして、用地買収に早く応じてい

ただけたらと思っております。いろいろ大変で

しょうけれども、よろしくお願い申し上げま

す。

次に、国土交通省が２月９日に来年度の直轄

事業計画を公表し、主要区間の開通予定年度を

公表いたしました。東九州自動車道の大分県蒲

江―北浦間、北川―延岡間が平成24年度、須美

江―北川間が平成25年度、北方延岡道路北方―

蔵田間が平成27年度の開通予定が示されまし

た。完成予定が明示されまして、喜ばしいこと

ではありました。しかし、北浦―須美江間、佐

伯―蒲江間が平成28年度以降と、完成予定が示

されず、供用の見通しが立っていません。早期

完成に向けてどう取り組むか、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）東九州自動車道
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の県内事業中区間につきましては、これまで全

線の遅くとも平成26年度までの供用を求めてき

たところであります。先般、国土交通省より発

表された内容では、新たに清武ジャンクション

―清武南間の平成24年度供用予定と、須美江―

北川間の平成25年度供用予定が示されました。

しかしながら、お話にもありましたとおり、大

分県内の佐伯―蒲江間、及び宮崎県内の北浦―

須美江間、それからまた清武南―日南間が平

成28年度以降と、めどが示されず、残念に思っ

ているところでございます。これらの区間につ

きましては、供用の見通しが立っていないと国

からは聞いておりますが、県といたしまして

は、早期のミッシングリンクの解消が図られま

すよう、大分県とも連携しながら、議会、経済

界などと一致団結して、国や関係機関に対して

強く訴えてまいりたいと存じます。

○田口雄二議員 同じく、今回の国土交通省の

直轄事業計画の公表では進展のなかった県南地

区の東九州自動車道日南以南の早期事業化につ

いてはどう取り組むのか、再度、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） 東九州自動車

道の日南―志布志間でございますが、いまだ基

本計画区間のままでございます。整備着手のめ

どが立っていない状況でありますが、現在、国

土交通省が、日南から南に続く一部の区間にお

きまして、環境アセスメントの手続に向けた環

境調査を行っているところであります。高速道

路の整備計画格上げや新規事業着手に関しまし

ては、今後どのようになっていくのか、大変不

透明な状況でありますが、県としましては、国

の動向を注視するとともに、整備の道筋すら見

えていない区間につきまして、早期に整備着手

していただけるよう、県議会を初め、地元や経

済界等とも連携しながら、県民一丸となって、

引き続き国や関係機関に対して強く訴えてまい

りたいと存じます。

〔「政権与党の問題だ」と呼ぶ者あり〕

○田口雄二議員 この話になれば、今出ていま

すように、民主党に対する批判が当然出てくる

と思っておりました。ただ、自民党時代に何で

これをつくってくれなかったのかという思いも

ありまして、全国一おくれている高速道路には

非常に私たちも不満が残っております。山のよ

うに借金を背負って引き継いだ政権でございま

すので、今いろいろ苦慮しているところだと思

います。ただ、２年前の衆議院選挙では、民主

党政権になったら県内の高速道路の建設はすべ

てストップすると、うそも方便のごとくさんざ

ん流布されました。しかし、実際はどうです

か。自民党時代よりも、東九州道の県北部にお

いては当初の予定よりも大幅に完成が早くなっ

ております。今後もそうなることを期待しなが

ら、次の質問に移らせていただきます。

次に、警察行政についてお伺いをいたしま

す。

昨年の暮れにマスコミ報道で、ＩＣレコーダ

ーに録音された取り調べの一部が流されまし

た。大阪府警の警察官が暴言きわまりない罵声

を浴びせながら、容疑者を威嚇し、自白を迫る

ものでした。事前の説明がなければ、まるで暴

力団かと思うほどです。そんな暴言を浴びた男

性が、大阪府警の警官を大阪地検特捜部に告訴

しました。検察は公判を開かず、罰金刑とする

略式命令を求めて略式起訴にしましたが、大阪

簡易裁判所は、略式起訴は相当ではないと判断

し、裁判を開くことを決めました。身内をかば

うような検察の姿勢に、裁判所も納得しなかっ

たようです。この男性は、面識のない女性が落
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とした財布を着服した容疑で任意同行を求めら

れ、その取り調べをＩＣレコーダーで録音した

ことで、警官の暴言が発覚いたしました。客観

的証拠が乏しい中で強引な取り調べで自白を強

いるのは、冤罪を生む構図となりますが、今回

は、状況を録音したことにより男性の言い分を

証明することができました。虚偽の自白を防ぐ

には、取り調べの様子を録音あるいは録画する

完全可視化が必要だと思われます。これまでも

何度も我が会派の井上議員が質問しています

が、このような事実が公開されましたので、改

めて警察本部長に取り調べの可視化について所

見をお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 取り調べの可視

化につきましては、国家公安委員会委員長主催

による「捜査手法、取り調べの高度化を図るた

めの研究会」等において調査研究がなされてい

るものと承知をしております。今後、その検討

結果等を踏まえつつ、適切に対処してまいる所

存であります。

○田口雄二議員 本県においては、大阪府警の

ような警官はいないと思いますが、あのような

取り調べをされたら、私たちもやっていなくて

もやったと言ってしまいそうになるような、そ

んな恐喝的な取り調べでもありました。それで

は、県警においては適正な取り調べを行うため

にどのように努めているのか、お伺いをいたし

ます。

○警察本部長（鶴見雅男君） 適正な取り調べ

を行うために実施している施策といたしまして

は、まず、警務部門内に取調監督指導室を設置

して被疑者の取り調べ状況を確認するなど、取

り調べに対する監督を強力に実施しているとこ

ろであります。そのため、取調室に透視鏡を備

えつけるなど、取り調べ状況把握のための設備

を設置するなど整備しているところでありま

す。さらに、適正捜査に関する実践的な教養を

充実させる等、捜査に携わる者の適正な取り調

べに対する意識向上を図るとともに、深夜また

は長時間にわたる取り調べなど、取り調べ時間

の厳格な管理をしております。また、相手方の

特性に応じた取り調べなど、任意性の確保に配

意した取り調べの実施を初め、客観的証拠を重

視した捜査をするというようなことで捜査管理

にも努めているところであります。なお、適正

捜査推進体制の強化を図るために、今回の定期

異動におきまして、刑事企画課を新設し、一層

の指導、教養の充実強化を図ることとしており

ます。

○田口雄二議員 ありがとうございます。

それでは、教育行政について教育長に何点か

お伺いいたします。

延岡西高跡地に特別支援学校３校を統合して

平成24年４月開校予定の（仮称）延岡総合特別

支援学校に関して、計画変更との声も一部出て

まいりました。これまでの経過も含め、基本構

想はどのようなものであったのか、改めて伺い

ます。

複数の障がいに対応できるように特別支援学

校の設置などを目的にした改正学校教育法が施

行されたことに伴い、県は特別支援学校総合整

備計画を策定いたしました。３校の保護者も、

生徒数の減少や校舎の老朽化等から統合を県に

陳情し、私もその場に同席させていただきまし

た。県は基本構想策定に向け、市内の福祉、医

療、障がい者団体、３校の校長や保護者などか

ら成る、構想を具現化する委員会を設置しまし

た。これまで細かい部分まで委員会で協議し、

納得の上で計画は進んでいるものと思っていま

したが、ここに来て異論が出るのはなぜなの
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か。延岡総合特別支援学校の基本構想はどのよ

うなものであったのか、また基本構想策定後、

保護者や関係機関等からさまざまな要望があっ

たと思いますが、これらに対してはどのように

対応したのか、教育長にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 仮称でありますが、

延岡総合特別支援学校の基本構想におきまして

は、「地域とともに子どもたちの自立する心と

力を育み、可能性を高め、未来を拓く総合的な

専門教育の実現」を設置理念としており、この

理念の実現のために、従来の教育内容の充実に

加えて、近年課題となっております乳幼児期か

らの子育て支援や、卒業後も含めた自立支援等

の新たな機能を付加することにしております。

これらを学校だけで実施することは困難であり

ますことから、基本構想では、地域の医療、福

祉、保健、労働等関係機関との幅広い連携によ

る相談支援体制により、その実現を目指してい

るものであります。

保護者や関係機関等からの要望への対応であ

りますが、平成21年３月の基本構想の策定を受

けて、本年の２月までに、関係する３つの学校

の教職員で構成します設置準備委員会を16回開

催し、保護者の皆様等の御意見を伺いながら、

教育課程や施設整備等について検討してまいり

ました。また、子育て支援部会など３つの作業

部会を延べ34回開催しますとともに、関係機関

・団体との検討会を設け、広く関係者の御意見

を伺いながら、詳細な検討を行ってきたところ

であります。さらに、平成21年度に基本設計案

を各学校において公開いたしまして、保護者等

から187件の御意見や御要望をいただき、音楽室

の増設、作業棟の拡充、教室配置の変更など、

基本設計の見直しをしたところであります。現

在、管理棟や聴覚障がい教育棟の工事を行って

いるところでありますが、特に今年度は、保護

者や関係者の皆様に対し、工事の状況や教育課

程等さまざまな検討内容につきまして、計16回

の説明会を実施するなど情報の提供に努め、あ

わせて御意見を伺ってきたところであります。

今後とも、保護者や地元関係者の皆様への情報

提供に努めますとともに、開校に向けた準備を

着実に進めてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 この学校は全国的にもかなり

注目を浴びている学校だと思います。そういう

意味ではまさに、何度も言いますけれども、当

時の高山教育長が全国から視察が殺到するよう

な学校をつくりたいというお話もございました

が、そのような学校になるように全力で取り組

んでいただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。

次に、五ヶ瀬町で取り組んでおります授業改

革についてお伺いをいたします。2008年より始

められました、小規模校を統廃合せず、子供た

ちをバスで１カ所に集めて多人数授業を組み合

わせる「Ｇ授業」、本県の五ヶ瀬町の授業改革

が全国の注目を浴びています。Ｇ授業のＧは、

五ヶ瀬町の頭文字からつけられています。どの

学校も１学年１クラスしかない町内の小学校４

校、中学校２校の全児童374人を中学校に集め、

さまざまな考えや意見を出し合える多人数授業

と、きめ細やかに指導してもらえる少人数授業

を組み合わせています。発端は、「小規模校だ

から社会性が育ちにくい。切磋琢磨がない」の

声を着任早々の教育長が各校長から聞き、小規

模校と大規模校の両方のいい特徴を引き出して

の取り組みとして考え出されたものです。この

取り組みを評価し、他県でも同様の授業を始め

たところもあるようです。そこで、県内の小中

学校と高校の統廃合が進む中、五ヶ瀬町教育委
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員会の取り組むＧ授業を県教育委員会はどのよ

うに評価しているのか、教育長にお伺いをいた

します。

○教育長（渡辺義人君） 五ヶ瀬町では、町内

すべての小中学校が小規模の学校でありまし

て、児童生徒数が少ないために、多様な考え方

に触れたり、話し合いによって考えを深めたり

することに課題があることから、お話にありま

したように、一人一人の児童をきめ細かく指導

する少人数の授業と、児童生徒からさまざまな

考えを引き出す多人数の授業とを組み合わせま

した五ヶ瀬方式の授業、いわゆるＧ授業に取り

組んでいるととらえております。この取り組み

は、五ヶ瀬町の実態を踏まえました一つの方策

であると考えており、市町村教育委員会が地域

の実態に応じた取り組みを行うことにつきまし

ては、児童生徒の学力向上を図り、社会性を養

う上からも大切なことであると考えておりま

す。

○田口雄二議員 この時期になりますと、最後

の卒業式等々の記事をよく目にいたしますが、

Ｇ授業のような取り組みにより、地域のよりど

ころになっている学校を統廃合するばかりでは

なく、逆に地域の活性化にもつながることにな

るのではないかと考えております。Ｇ授業のよ

うな取り組みは県内のほかの市町村でも行われ

ているのか、またこのような取り組みを広げて

いくお考えはないのか、教育長にお伺いいたし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 小規模校が多いとい

う地域の実態を踏まえた取り組みにつきまして

は、例えば椎葉村では、村内のすべての学校が

一緒に集まって学習ができるように「夢織りの

館」という教育施設を設置しまして、平成７年

から学年単位で集合学習を実施しております。

具体的には、年に数回、一緒に教科などの授業

に取り組んだり、３年生以上は宿泊学習を行っ

たりしながら、学習意欲の向上や切磋琢磨する

心の育成を図っていると聞いております。これ

らの取り組みは、村内の小学校の児童の一体感

をはぐくみ、中学校へのスムーズな移行を図る

上でも役立っているようであります。特に椎葉

村の場合は中学校に寮がありますので、それと

の兼ね合いでも大変大きな意味合いがあるとい

うふうにとらえております。

また、県内の他の市町村におきましても、複

数の学校が合同修学旅行や運動会などの行事に

取り組んだり、一緒に教科の学習に取り組んだ

りしながら、児童生徒の主体性や社会性の向上

に努めております。小規模校の多い地域で実態

に応じた教育活動に取り組まれることは、子供

たちによりよい教育環境を提供できることであ

りますので、県教育委員会といたしましては、

今後とも、必要な情報提供や支援に努めてまい

りたいと考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。実

は、私もこの教育長にお会いいたしましたが、

県教育委員会の御出身の方であります。ただ、

教育者ではありませんで、事務屋さんの出身で

ありました。そういう意味では教育長と同じで

ありますけれども、逆に、事務屋さんであった

ことによって、いろんな柔軟な発想等ができた

のではないかと思っております。そういう意味

では、先ほど申しましたように、学校がどんど

ん減っていく中、ましてや地域のよりどころ

が、地域の皆さんにとっては非常に寂しい思い

をしながら、地域の活性化も失っていっており

ます。そういう意味では、新たな発想のもとで

このような取り組みをしながら、学校が残って

いくようなこともぜひとも考えていただきたい
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と思っておりますので、よろしくお願い申し上

げます。

次に、小学校の外国語活動についてお伺いい

たします。新年度から小学校５・６年生で外国

語活動、つまり英語の授業が必修化となりま

す。英語教育が必修化されると、５・６年生で

は週１こま程度の授業回数になるのではないで

しょうか。文部科学省の調査では、全国の公立

小学校の97％がこれまで先行して導入している

ようです。ほとんど月に１回程度のようであり

ますけれども、これまでは外国語指導助手、い

わゆるＡＬＴが授業に参加する例が多かったの

ですが、必修化後は、ＡＬＴの人が足りないと

いうこともありまして、担任だけで対応する場

面が多くなりそうです。多くの教師が単独授業

に不安を抱いている上に、英語授業は教科とは

位置づけられていないため、教科書がないこと

です。文科省は、ゲームや会話例などを解説し

た英語指導冊子「英語ノート」を各校に配付し

ていますが、現場の教員にとってこの冊子以外

は自分で教材等を用意することになるようで

す。子供たちが英語に親しみを持ち、学ぶ楽し

さやおもしろさを実感できるような授業になっ

てくれればいいのですが、本県の取り組み状況

についてお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 外国語活動の必修化

に伴う対応といたしまして、県教育委員会で

は、平成21年度から今年度までの２年間で、外

国語活動に対する指導力の向上と不安感の解消

を目的といたしまして、外国語活動指導者養成

事業を実施しております。この事業では、まず

各市町村で外国語活動の推進に当たる中核とな

る教師を養成しまして、これらの中核となる教

師が、それぞれの地域においてすべての小学校

の教師等を対象に研修を実施するなど、県教育

委員会として、すべての小学校における外国語

活動の充実に努めてきたところであります。ま

た、市町村の教育委員会におきましても、講師

を招いて研修会を実施したり、研究授業や研究

協議を行ったりするところがあるなど、外国語

活動の円滑な導入に向けて、市町村の状況に応

じた取り組みがなされているところでありま

す。県教育委員会といたしましては、今後と

も、県の教育研修センターで実施する外国語活

動に関する研修会などをさらに充実させますと

ともに、市町村教育委員会とも連携しながら、

県内の小学校における外国語活動の充実に向

け、支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 今度始まります外国語活動の

実際の授業では、授業内容はどのようなものに

なるのか、教育長にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 外国語活動の授業に

つきましては、文部科学省がすべての小学校５

年生、６年生に配付しました「英語ノート」を

活用したり、各市町村で作成した教材を用いた

りして行われております。「英語ノート」に

は、世界各国のあいさつや食べ物、数の数え方

などが紹介されておりまして、子供たちが興味

を持って外国語に親しむための工夫がなされて

おります。授業におきましては、学級担任がＣ

Ｄなどを用いながら、ゲームや歌、会話の練習

などを中心に授業を行っております。また、時

には外国語指導助手等も活用しながら、外国の

言葉や文化に楽しく触れさせるなど、コミュニ

ケーションの素地を養う活動が行われておりま

す。

○田口雄二議員 今回、５年生と６年生の「英

語ノート」を見せていただきました。これがそ

のノートになりますが、中身を見てみますと、
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活字は極めて少なくて、絵とか、まるで絵本の

ような「英語ノート」になっております。これ

は学ぶというよりも英語に親しむという、まさ

にそのような感じでございまして、しっかりと

これで英語に子供たちが親しんで、英語を好き

になっていただけたらと思っております。例え

ば、私どもも、中学校と高校、そして大学も入

れますと約10年近く英語を習ったわけですが、

ほとんどしゃべれないというのが事実でありま

す。今、例えばユニクロあたりでは会議を全部

英語でやろうとかいう話になっておりまして、

私はユニクロに入らんでよかったなと今、思っ

ておりますけれども、一体どうなるのかと思う

ほどでございますが、この英語学習で英語に親

近感を持っていただきまして、世界を相手にす

るような次世代の育成にも努めていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。

次に、埼玉県の市立小学校の女性教師が前代

未聞の保護者を提訴いたしました。この件につ

いてお伺いをいたします。常識では考えられな

いような自己中心的で理不尽な要求をする親、

いわゆるモンスターペアレントが、教育現場で

は大きな問題になっています。このような親が

一人でも出てくると、教職員はその対応に膨大

な時間を奪われ、学級運営に支障を来し、児童

生徒に多大なしわ寄せが出てまいります。その

対応に追われた教師が精神的に病んでしまい、

休職や退職など教育現場から離れたりする例も

増加しておるようでございますし、最悪の場合

はみずからの命を絶つという悲しい報道なども

目にいたします。文部科学省の調査によります

と、2000年度で全国の公立小・中・高校などの

心の病が原因で休職した教師が2,262人、それ

が2009年度になりますと5,458人まで急増し、う

ち２割が保護者とのトラブルではないかと文科

省は見ています。

今回の埼玉県の例が本当に悪質であったかど

うかは、今後の裁判の判断を待つしかありませ

んが、教師によると、ささいな子供同士のいさ

かいが発端で、両親から、教師本人はもとよ

り、市の教育委員会や文部科学省に対し、口頭

や文書で批判され、暴行容疑で警察にまで被害

を訴えられたようです。こうした一連の行為に

より、教師は精神的にバランスがおかしくな

り、不眠症に陥り、教師生活の継続に重大な支

障を生じさせられたと主張しています。また、

小学校側は市教育委員会に対して、モンスター

ペアレントに学校や教師が負けないようにし、

この教師が教師を代表して訴訟を行っていると

の校長名の文書も提出しております。そこでお

伺いいたしますが、まず本県のモンスターペア

レントの状況を教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 理不尽な要求や苦情

についての判断につきましては、学校や教師、

職員によって受けとめ方が異なることなどがあ

ることから、全体的な傾向の把握は困難な面も

ございますが、私どもで把握している範囲内で

は、例えば、子供同士のトラブルに関して立腹

した保護者が学級担任に罵声を浴びせる、ある

いは教師の指導のあり方に関して学校に長時間

居座って苦情を言い続ける、あるいは深夜に何

回も学級担任に電話をする、学級担任や管理職

を自宅に呼びつけるといった事例がございまし

た。

○田口雄二議員 目に余るような悪質な事例が

発生すれば、その対応はどうしているのか、一

定の歯どめとして、毅然とした対応がそろそろ

必要ではないかと思いますが、教育長にお伺い

をいたします。

○教育長（渡辺義人君） 保護者からの相談や
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苦情の多くは、我が子への深い思いですとか、

子育ての悩みなどが背景にあることが多いため

に、各学校におきましては、そのような保護者

の気持ちを十分に受けとめながら、共感的に対

応するとともに、日ごろから、保護者とのコ

ミュニケーションを大切にし、互いに理解し合

う関係を築いておくことが大切であると考えて

おります。しかしながら、要求が度を超した

り、長期間継続したりするなど、教職員本来の

職務であります子供の教育に影響を及ぼすよう

な状況が見られる場合は、学校として管理職を

中心に組織的に対応しますとともに、必要に応

じて、弁護士や警察などの関係機関とも連携す

るなど、毅然とした対応をとることが必要であ

ると考えます。

○田口雄二議員 モンスターペアレントもそう

なんですけれども、支払える収入があるのに給

食費や保育園料も払わない身勝手な保護者な

ど、逆に、子供たちにはとても見せられないよ

うな保護者の振る舞いが多く見られます。毅然

とした対応が必要な時期に来ているのではない

かと私も思います。近年、モンスターペアレン

ト対策で、保護者や地域住民からの苦情対応マ

ニュアルをつくる自治体が全国的に相次いでい

るようですが、本県の状況はどうであるのか、

教育長に再度お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会といた

しましては、教職員が保護者などからの理不尽

な要求や苦情に適切に対応するためには、法律

に基づく考え方や知識を身につけておくことが

必要であると考えておりまして、これまで県内

すべての公立学校の校長を対象として、弁護士

を講師に招いた研修会を実施してきたところで

あります。この研修会において各学校から出さ

れた相談事例につきましては、弁護士から回答

いただいた対応策を事例集としてまとめ、その

都度、各学校に配付したところであります。ま

た、今年度からは、学校だけでは解決が困難な

問題が発生した場合について、その対応といた

しまして、県内３地区で相談担当弁護士を依頼

し、学校からの相談に応じる法律相談事業に取

り組んでいるところであります。この事業にお

きましても、実際の相談事例をまとめたものを

事例集として作成し、各学校に配付する予定と

しております。県教育委員会といたしまして

は、今後とも、このような取り組みの充実を図

りながら、学校に対する理不尽な要求や苦情に

適切に対応できるように支援してまいりたいと

考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。

それでは、最後の質問を知事にさせていただ

きます。私たちを取り巻く社会情勢は、大き

く、そして急速な変化を遂げています。国も地

方も巨額の財政赤字を抱える中、少子高齢化に

より人口減少社会もさらに進んでまいります。

情報通信の高度化とネットワークの拡大、経済

のグローバル化による国内産業の空洞化等々、

また環境・エネルギー・食料の資源制約等、そ

して中央と地方の関係も大きく変わってまいり

ます。そんな大変厳しい中、地方のトップリー

ダーとしても大変かじ取りの難しい時期を迎え

ましたが、そのような中、河野知事は宮崎県の

知事に就任をいたしました。河野知事にとりま

して、理想の知事とは、あるいは目指したい知

事とはどういう知事なのかを伺います。

○知事（河野俊嗣君） 知事というより一人の

政治家として、またリーダーとして尊敬してお

りますのは、上杉鷹山公であります。本県出身

でありながら、米沢藩主として活躍された立派

な方であります。「なせば成る」という名言で
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ありますとか、「伝国の辞」に示された政治哲

学、これも大変学ぶべきところが多いように思

います。また、ただひたすらに藩の人々のため

に、みずから先頭に立って、強い信念と確かな

ビジョンを掲げまして、幾多の困難にも粘り強

く立ち向かって、これを乗り越えて、藩政改革

をなし遂げられた名君であるということでござ

います。鷹山公の生き方に少しでも近づけるよ

う、また県民の皆様の期待にこたえるよう、日

々精進してまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。今、

上杉鷹山の名前が出ましたので─上杉鷹山の

ことを書いた「漆の実のみのる国」という本が

ございます。種をまいて何年か後にそれが藩の

財政にしっかりとつながるような─そういう

意味では今回、知事が就任したことによりまし

て、前知事も言っていましたけれども、種をま

いて、それが５年先、10年先に開くのを―

しっかりとその種をまいていくのが知事の仕事

だと思っております。知事も、御自身の目指す

知事に少しでも近づくように全身全霊で取り組

んでいただきたいと思いますし、私どもは近

々、大きな洗礼を受けるものが待っております

けれども、それにしっかりと勝ち抜き、知事と

ともに新しい宮崎の再生・復興に向けて頑張り

たいと思います。どうかよろしくお願いいたし

ます。

いろいろ答弁をありがとうございました。こ

れで終わります。（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20分再開、休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後１時20分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、社会民主党宮崎県議団、鳥飼謙二議

員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 暫時休憩します。

午後１時21分休憩

午後１時23分開議

○中村幸一議長 それでは、会議を開きます。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕 大変失礼いたしまし

た。

それでは、社民党県議団を代表して質問をい

たします。重複するところは、既に出ておりま

すので、可能な限り割愛をしながら、主張すべ

きところは主張してまいりたいというふうに

思っております。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

知事は、総務省キャリアとしての職を辞し、

さきの知事選挙において東国原知事の事実上の

後継者として出馬され、見事第53代の宮崎県知

事に当選されました。まことにおめでとうござ

います。

また、就任と同時に発生した鳥インフルエン

ザや新燃岳噴火対策に先頭に立って奮闘してお

られますことに、敬意を表したいと思います。

被災された皆さん方に、社民党県議団を代表

しまして心からお見舞いを申し上げたいと思い

ます。

関係当局におかれては、県民の安心・安全に

万全な体制で取り組んでいただきますように、

お願いを申し上げたいと思います。

さて、今、日本国には政治不信の渦が怒濤の

ごとく広がっております。名古屋市長選挙や愛

知県知事選挙に見られるごとく、過激と思える
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政策をワンフレーズで主張する地域政党に支持

が集まり、政権党や自民党候補が大差で敗退し

たことなどは、まさに既成政党への不信感のあ

らわれであると指摘されています。知事は、現

在の政治状況をどのように認識しているのかお

尋ねをいたします。

次に、農業の課題についてであります。

本県農業は今、転換期に来ているのではない

でしょうか。農家数、耕地面積はともに全国中

位でありますけれども、農業産出額は3,073億円

と全国５位で、作物別では、畜産が57％、野菜

が22％、米が７％の土地集約型農業でありま

す。全国的に見ても健闘していると言えるので

はないかと思います。しかし、基幹的農業従事

者は65歳以上が５割を超えており、さらに、最

近の燃油・飼料・肥料価格の高騰など農業を取

り巻く情勢は厳しくなっております。2007年の

異常気象の影響と思われるたび重なる台風襲来

や、生育後半の長雨、日照不足などにより、米

の大幅な収量低下は被害額が50数億円に上るな

ど、戦後導入された防災営農を見直すべきでは

ないかとの議論が一部に起きたのは、記憶に新

しいところでございます。

また、昨年は口蹄疫、ことしは鳥インフルエ

ンザ発生により、本県農業は大変な苦境に立ち

至っています。このような中で、県口蹄疫対策

検証委員会は、家畜の飼養密度の適正化や防疫

体制の強化を指摘しました。農業の持つ洪水防

止や水源の涵養など、多面的機能を正しく評価

するとともに、食の安心・安全を確保するため

に、産業としての農業に求められている課題は

大きいものがあります。農業県宮崎としての農

業を今後どのように展開しようとしておられる

のか、知事にお尋ねいたします。

次に、県立高校再編についてであります。

県教育委員会は、少子化による生徒数減少に

より学校が小規模化し、生徒、保護者のニーズ

の多様化に十分対応できないとして、県立学校

の再編を進めてきています。平成13年の宮崎県

立高等学校教育改革最終報告を受け、活力ある

高校を創造するとして、「１、全日制高校の適

正規模は４～８学級であり、２、１学年が９学

級以上の高校は漸次適正規模へ改善、３、１学

年が４学級以下で、さらに１学級の削減が予測

される場合に統廃合を検討する。ただし、地域

のニーズ等に配慮する」との宮崎県立高校再編

整備の10カ年計画を定めて取り組んでこられま

した。今回、計画期間が終了し、新たな再編整

備計画を策定すべく、宮崎県学校教育推進協議

会において検討を進めてこられ、先日その結論

が出たところであります。教育長は、福島高校

と飯野高校については３学級のため統廃合の対

象とされているわけでありますけれども、この

両校の廃止は地域社会に極めて大きな影響を与

えると思われます。今日までの議論を踏まえ、

ただし書きの規定を適用して存続すべきである

というふうに思っておりますので、教育長にお

尋ねをいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、現在の政治状況についてであります。

我が国の現状は、経済・雇用対策、財政再建、

外交・防衛問題、社会保障制度の確立など国家

の重要課題が山積をしているとともに、少子高

齢・人口減少の本格化や厳しい財政事情などに

よりまして、地方の疲弊はもはや待ったなしの

状況にあると考えております。さらに本県で

は、口蹄疫からの再生・復興に加えて、新燃岳
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の火山対策や鳥インフルエンザ対策という大変

厳しい状況、難局に直面しているところであり

ます。このような状況の中で、我が国の政治を

取り巻く閉塞的な状況というものは―特定の

政党ですとか、特定の政治家の言動、特定の政

局のことを指しているわけではありませんが、

閉塞的な政治状況全体をとらえてみますと、

「ガラパゴス化したゆでガエル」になっている

のではないかという大変な危機感を抱いている

ところであります。政府には、リーダーシップ

を遺憾なく発揮され、広い視野に立って確かな

見識のもとにさまざまな政策に着実に取り組ん

でいただきたいと考えているところでありま

す。

次に、本県農業についてでありますが、口蹄

疫を初め、たび重なる甚大な災禍を受け、かつ

て経験したことのない大変厳しい経営環境に直

面しておりまして、新たな変革のときを迎えて

いるのではないかと考えております。そのため

にも、これまで培ってまいりました農業資源

と、あらゆる分野の人、技術等をつなぐ連携と

参入によりまして、本県農業の持つ潜在力をフ

ルに発揮しながら、口蹄疫等からの早期再生・

復興はもとより、収益性の高い生産構造への転

換が急務と考えております。具体的には、多様

な担い手の参入を促し、育て、支える環境づく

りと、規模拡大と経営の多角化による農業生産

基盤の強化でありますとか、「宮崎産なら安全

・安心」といった消費者に信頼される産地づく

りや、農産物加工による付加価値向上と物流の

効率化、さらには、自然エネルギーやバイオマ

ス資源を活用した、環境に優しく畜産と耕種の

バランスのとれた地域農業の構造転換、また、

農を核とした農商工連携や６次産業化による新

たな産業創出と農村地域の活性化などに取り組

みまして、日々生産現場で額に汗している農業

者一人一人が誇りとやりがいの持てる「元気な

みやざき農業」を展開してまりいたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

福島高校や飯野高校などの小規模な学校の今

後のあり方についてでありますが、学校教育改

革推進協議会からいただきました報告の中で、

「地域の小規模の学校がさらに学級減となる場

合は、生徒の通学時間や保護者の経済的負担、

地域の実態等に十分に配慮しながら、「生徒に

とって、よりよい教育環境を創造する」という

視点に立って、それぞれの学校のあり方を検討

する必要がある」などの提言をいただいており

ます。県教育委員会といたしましては、この提

言を踏まえますとともに、さらに、県民の皆様

の御意見をいただきながら、いかにして生徒に

とって魅力と活力のある教育環境を提供するか

という視点で、平成25年度以降の高等学校のあ

り方を検討してまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○鳥飼謙二議員 農業の問題なんですけれど

も、現下の状況は、いろんな事象が発生をし

て、それに追いまくられているのが現状だろう

と思うんです。しっかりと議論していく場を

持っていくということが今、非常に大事だと

思っておりますので、ぜひよろしくお願い申し

上げたいと思います。

それから、高校再編につきましては、これま

でもいろんな議員からも意見がございましたの

で、そこはしっかりと受けとめていただいて、

地域社会に対する影響が極めて大きいというこ

とも考慮しながら対応していっていただきたい

ということを、強く申し上げておきたいと思い
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ます。

それでは、順次、質問者席から質問をしてま

いります。

まず、県内経済の状況についてでございます

が、宮崎財務事務所が先月ですか、「厳しい状

況が続いているものの、緩やかな持ち直しが見

られる」ということで、第３・四半期の経済情

勢を公表しました。確かに有効求人倍率とか大

型小売店の販売額は、主要経済指標では好転を

しておりますけれども、知事が就任されて以

降、鳥インフルエンザ、それから新燃岳爆発、

宮崎空港乗降客、いろんなことで県内の経済は

急速に冷え込んできていると思っております。

まさにこれは国難ではございますが、県難とも

言える状況ではないかというふうに思っており

ますけれども、知事の県内経済の現状認識につ

いてお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） まさに御指摘のとおり

でありまして、平成20年の世界同時不況以来、

我が国、そして本県の経済は大変厳しい状況が

続いておりまして、これまで国の対策に連動し

つつ、切れ目のない経済・雇用対策を講じてき

たところであります。その結果、個人消費や生

産活動などに徐々に回復の兆しがあらわれてい

たところに、昨年口蹄疫が発生しまして、県内

の経済活動は再び大きく後退し、また、ことし

になり高病原性鳥インフルエンザや新燃岳の噴

火などが相次いで発生し、今後もその影響が懸

念されているという状況であります。全国的に

も円高・デフレ傾向が続くなど、本格的な景気

回復には至っていない中で、本県はこのような

危機事象への対応を余儀なくされているところ

でありまして、一日も早い県民生活や県内経済

の回復に向けて、全力で取り組んでまいらなけ

ればならないと考えております。

経済が回復し雇用を創出するためには、危機

事象へのしっかりとした対応に加えまして、農

林水産業や食品加工産業、あるいは観光や医療

機器産業など、今後大きく成長する可能性を

持っている分野につきまして、本県経済を牽引

する産業となるよう、その育成に努めてまいり

たいと考えております。

○鳥飼謙二議員 大体同じような認識ではない

かなというふうに思っております。それほど宮

崎県は追い詰められているといいますか、私ど

も地域を回りますと、本当にひどい状況がござ

います。ぜひ認識を同じくしながら、対決、対

立ということではなくて、私どもも新しい知事

のもとに、お互い切磋琢磨し、協力するところ

は協力するということで頑張ってまいりたいと

いうふうに思っております。

それから、副知事の選任についてでございま

す。選任に当たっての基本的考えについてお尋

ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 副知事についてであり

ますが、これまでさまざまな御意見を伺いなが

ら、幅広い視点から適任者の検討を行ってまい

りましたが、このたび、農林水産省の牧元幸司

氏を候補者として提案させていただいたところ

であります。今回、候補者について農林水産省

に人材を求めることといたしましたのは、まず

一つには、口蹄疫からの再生・復興を一日も早

く達成をするために。さらには、鳥インフルエ

ンザ対策や新燃岳噴火に伴う農業被害対策な

ど、本県が直面する喫緊の課題に取り組むため

に、畜産を初めとする農業政策に精通し農水省

とのパイプを有する人材が必要だと考えたこ

と。さらには、これらの課題には庁内横断的に

取り組む必要があるという認識のもとに、部長

という立場ではなく、副知事の立場から総括的
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に指揮監督していただく必要があろうという考

え方に基づくものであります。

候補者であります牧元氏は、畜産を初めとす

る農業政策にも精通しておりまして、兵庫県庁

などの経験を通じて地方行政の実情にも明る

く、また、省内でも長く予算編成に携わるとと

もに、大臣補佐官なども経験されているという

ことで、視野の広さ、企画力、調整力が高く評

価されている方であり、副知事にふさわしい幅

広い見識を有する方であると認識しておるとこ

ろであります。

○鳥飼謙二議員 口蹄疫からの復興、企画力、

調整力にすぐれているということですけれど

も、これはこれで知事の提案として重く受けと

めたいというふうには思っておりますが、地元

の実情をどう把握していくのかということが最

も大事だと思っています。そこが欠けるとどう

しても空回りしていくことになります。知事は

四役体制ということを言われたんですけれど

も、今の県難の時期、県の本当に非常事態のと

きに、私はやや不十分ではないかと思っている

んです。今後の検討課題ではありますけれど

も、暫定的に２人副知事、そういうことも今後

検討していくべきではないかと思いますので、

お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 副知事という職務、県

議会を初め県民や職員とのパイプ役、調整役で

ありまして、私が国家公務員出身、他県出身と

いうこととのバランス上、地元からの登用が望

ましいのではないかというような御意見が寄せ

られたところであります。私としても、こう

いったものをしっかり受けとめたところでござ

いますが、先ほど御説明申し上げましたよう

に、政策的な課題に対する、喫緊の課題に対す

る対応ということでの今回提案でございます。

それを補うものとして、今御指摘のありました

ように、これまでは知事、副知事、出納長とい

う三役で対応してきたものですが、出納長制度

が廃止されたことによりまして、知事、副知事

という二役になっております。この二役のみで

すべてを受けとめるということではなく、筆頭

部長である県民政策部、その次の総務部をあわ

せて四役体制で、各部局長との連携のもとに県

政運営の重要方針を決定してまいりたい、地元

との調整を行ってまいりたい、そういう考え方

であります。

今御指摘の副知事の定数２人制ということで

ありますが、これまでこの議会におきまして

も、行財政改革等の兼ね合いの中から、２人制

についてはさまざまな御意見があったところで

ございます。行財政改革、さらには諸課題への

対応等も踏まえながら、どのような形が望まし

いのか、御指摘の点も踏まえて、今後の留意す

べき課題の一つであるというふうに受けとめて

おります。

○鳥飼謙二議員 私はバランスということで

言っているわけではございません。バランスと

いうよりか、どれだけ情報収集─県民の暮ら

しがどうなっているのかというのをあらゆる

チャンネルを使って把握をしていく、そういう

体制をつくっていただきたいということで申し

上げたところでございます。

それから、東国原県政の評価についてなんで

すけど、私は、職員との対話不足、議論不足、

職員は知事のブログを見て仕事をするという、

本当にあってはならないことが行われてきたの

が宮崎県庁だったというふうに思っておりま

す。談合事件とか官製談合の問題がありました

けれども、必要な民間団体との対話も極めて不

十分、そして職員には倫理規定をつくって関係
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者との接触を禁じる。これでは必要な情報は上

がってこない、とらえることはできないと思っ

ております。県民のための県政を推進していく

ということでは、県庁内外で必要な対話と議論

を展開していくべきだというふうに思っており

ます。東国原県政と決別することなしには、知

事の評価すべき点といいますか、知事のよさは

出てこないと思っておりますので、お尋ねをし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の点、非常に重

く受けとめておるところでございます。決別と

いうような御指摘もありましたが、これは政治

家としての東国原前知事の一つの政治スタイル

であったと。午前中の答弁でも申し上げました

ように、それをサポートする副知事の立場に

あった私としても、多々反省すべき点はあるわ

けでございますが、いずれにいたしましても、

県議会を初め市町村、関係団体あるいは県職員

との間に密にコミュニケーションを図っていく

ことは大変重要なことだと考えておりますの

で、私としましては、新たな県民総力戦、新た

な県庁総力戦を図っていく上では、十分な対話

を心がけて県政運営に取り組んでまいりたいと

考えております。

○鳥飼謙二議員 よろしくお願いをいたしま

す。

暫定予算、それから骨格予算については出ま

したので、ここは割愛をしまして、予算編成の

透明化という点でお尋ねをいたします。

県民本位の県政を進めていくには、県民が予

算に関心を持っていただくということが大事で

ございます。県民に具体的にどのように公開を

してきたのか、総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 県民目線に立った

県政の推進、あるいは県民の皆様に県政に関心

を持っていただくという観点から、予算編成過

程の公表につきましては大変重要であると考え

ておりまして、平成21年度当初予算からその編

成過程の公表に取り組んでいるところでありま

す。平成23年度当初予算につきましては、款

別、性質別、部局別の予算要求状況及び予算計

上状況、並びに主な事業の要求及び計上状況に

ついての公表に加え、事務事業見直しの結果に

つきまして公表時期の前倒しを図り、各部の予

算要求と同時期の11月中旬に公表を行い、県民

の皆様へのよりタイムリーな情報の提供に努め

たところでございます。今後とも、他県の事例

等も参考にしながら、予算編成過程の公表のあ

り方について検討してまいりたいと思います。

○鳥飼謙二議員 私は2009年11月議会で、この

ことについて鳥取県庁の事例を引いてお話をい

たしましたけれども、やはり、部が財政課長に

どの程度要求をしてどうなったというのはリア

ルタイムでないと、終わった後で公表されて

も、「ああそうですか」、それで終わってしま

う。そういう意味では私は不十分だと思いま

す。財政課長が後ろにおりますけれども、大変

御苦労があるかもしれませんが、私の考えとい

うのは十分わかっていると思いますので、ぜひ

努力をしていただきたいというふうに思ってお

ります。

それから、各種基金が積み立てられているわ

けですけれども、県財政というものが非常にわ

かりにくくなってきていますよね。各種基金の

現状と有効活用について、総務部長にお尋ねし

ます。

○総務部長（稲用博美君） 平成23年度当初予

算ベースですが、一般会計、特別会計合わせま

して43の基金があります。これらの平成22年度

末残高は約1,099億円となっております。平成23
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年度中に、このうち約295億円を取り崩すととも

に、新たに約29億円の積み立てを行うことによ

りまして、平成23年度末の残高見込みは約834億

円となる見込みであります。これらのうちで国

の生活対策、経済危機対策により設置しまし

た16の基金につきましては、例えば安心こども

基金のように、国が定めた対象事業メニューが

細かく規定されている上に、そのメニュー間の

流用が認められていないなどの制約があるため

に活用しづらいということがございまして、全

体的に執行がおくれているところであります。

今後とも、基金に係る設置期間の延長あるいは

制度の改善について国に強く要望しますととも

に、基金残額を国に返還することのないよう、

活用期間内の全額執行を念頭に置きまして、基

金の有効な活用を図ってまいりたいと考えてお

ります。

○鳥飼謙二議員 年度末見込みが1,099億円とい

うことで、かなりの額があるわけですけれど

も、なかなか使い勝手が悪いということなんで

す。これもしっかりと公表していくなり、県民

に関心を持っていただくということが大事だと

思いますので、そこを十分留意しながらお進め

いただきたいというふうに思います。

〔「議長、関連質問」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 通告がありますので、関連質

問を許します。

なお、発言時間は主質問者の質問時間の範囲

内となります。満行潤一議員。

○満行潤一議員 霧島連山新燃岳噴火対策につ

いて、関連質問をいたします。午前中、田口議

員も触れていただきました。

１月26日に突然、噴火活動を始めた新燃岳

は、大量の火山灰を降らせ、今なお活発に活動

しています。学者によると4,000万～8,000万ト

ンの火山灰が降っていると言われています。当

初の２日間が一番ひどい降灰量だったわけです

が、そのほとんどが都城、日南に降っていま

す。都城市の降灰量は800万トン、４トントラッ

クで200万台分という想像もできない相当な量で

す。特に夏尾、山田、志和池地区など降灰量は

相当なもので、道路等の被害はもとより農業被

害も甚大です。ひどいところは田畑が10センチ

ほど火山灰で埋まっています。

開会日に、「新燃岳の噴火災害対策に関する

意見書」を全会一致で可決をいただきました。

感謝をしております。また、政府の大臣や政務

官、各政党の調査団など相次いで都城や高原町

においでいただきました。社民党県連合は、１

月27日に鳥インフルエンザ・新燃岳災害対策本

部を立ち上げ、２月２日には社民党・福島みず

ほ党首を団長に国会議員団、県会議員団など地

方議員等による現地調査を行い、被害の深刻さ

を実感したところであります。また、国による

財政支援が急がれるとして、２月15日、福島党

首が、鹿野農林水産大臣、松本防災大臣、大畠

国土交通大臣に対して、激甚災害の指定や降灰

の除去、農作物被害補償や営農支援を申し入れ

たところであります。

さて、本県の新燃岳降灰対策として、追加補

正予算が８億3,000万円余、うち国庫支出金

は9,600万円余、県単公共事業は４億6,000万円

余の補正です。今後とも県負担額は相当なもの

に上ると思います。また、都城市の１月に行わ

れた専決予算が11億円余、そのすべてが市道や

公共施設の降灰除去費用であります。３月補正

に４億円、23年度当初予算に５億円を計上予定

とお聞きしています。現在降っている火山灰対

策費で20億円、一方、国からの歳入は特別交付

税７億円を見込んでいるだけであります。県、
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市町村の財政が心配であります。営農継続緊急

支援として、動力噴霧器など資材導入の費用、

耕種農家向けに国の３分の２の補助があるとい

うことであります。しかし、農地や農業用施設

の原状復帰が急がれます。農地は50％、農業用

施設65％の国庫補助ということであります。補

助率のかさ上げに激甚災害の指定がぜひ必要と

思いますが、知事の見解をお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 今回の新燃岳の噴火に

よる被害につきましては、これまでのところ、

降灰被害が中心となっているところでありま

す。近年の激甚災害に指定されました火山災害

の場合は、降灰被害のみでは指定に至っており

ませんで、火砕流や土石流等によって道路、農

地等に大きな被害が生じたことにより指定がな

されたところであります。いずれにいたしまし

ても、激甚災害の指定につきましては被害状況

を把握することが必要でありますので、今後と

も地元と連携しながら情報収集に努め、指定に

備えて迅速かつ適切に対応してまいりたいと考

えております。

○満行潤一議員 県と市町村では道路等の火山

灰除去費用の国庫負担割合が違うとも聞いてい

ます。災害復旧事業費の中に県道が入っていな

いということのようですけれども、これはぜひ

県も同じような国の補助が必要だと思います

し、災害復旧事業の適用を受ければ道路の降灰

除去は国が３分の２、また活動火山対策特別措

置法の採択基準に合致すれば道路２分の１か３

分の２、都市排水路、住宅の降灰除去処分費用

の２分の１が国の財政支援というふうにお聞き

をしています。これらの適用採択の見通しにつ

いて、知事にお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 整理して答弁申し上げ

ますと、活動火山対策特別措置法による道路や

宅地などの降灰除去事業につきましては、多量

の降灰があるなど一定の条件を満たす場合に、

市町村を対象として適用される補助事業であり

まして、現在、関係市町が申請に向けて降灰量

の観測を行うとともに、関係機関と協議を進め

ているところであります。一方、県が管理する

国県道につきましてはこの事業の対象とならな

いことから、災害復旧事業の策定に向け、国と

協議を進めてきたところでありまして、今月

の28日から災害査定を受けることとなっており

ます。県としましては、こうした降灰除去事業

の適用や災害復旧事業の採択に向けて、今後と

も国に働きかけてまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 ありがとうございます。いず

れにしても、今の国の基準でいきますと２分の

１か３分の２の補助しかないわけですよね。

県、市町村に相当な財政負担が来ます。これは

大変大きな費用に上ります。ぜひ国の特別交付

税措置などで―これは８割までしか見てくれ

ないという基準みたいですけれども、ぜひ100％

に近い国の財政支援が必要だと思いますが、知

事の取り組みと見通しについてお尋ねいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 国庫補助に係る県負担

分でありますとか、国庫補助の対象とならない

県単独事業に係る財源につきましては、特別交

付税により一定の補てん措置があるということ

であります。この特別交付税、通常、１月以降

に発生した事象に係るものにつきましては、そ

の年の12月に交付されることとなっております

が、今回の新燃岳噴火対策及び高病原性鳥イン

フルエンザ対策のうち、今年度中に執行する対

象経費については、特例で３月分で算定してい

ただくこととなりました。先日も片山総務大臣
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に要望したところでありますが、できるだけ十

分な交付をいただけますよう、引き続き国に対

し強く要望してまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 それでは次に、公契約条例に

ついてであります。

これは、公共事業等に従事する建設労働者、

委託労働者の賃金の最低額を入札や落札の条件

として自治体入札・契約の中で決めるものであ

りまして、賃金・労働条件だけでなくて、環境

の取り組み、男女平等参画、地域貢献、いろん

なものがある、それを公共調達契約に盛り込む

ものでございます。今、本県経済はどん底にあ

ると言っても過言ではない。ですから、なお一

層、この公共事業、業務委託、指定管理者制度

などの公共調達の充実をして、県民の暮らしを

支えていくべきではないかと思っております。

そこで、公共事業についてでありますけれど

も、賃金などの公正労働基準等、それから障が

い者雇用などの社会的価値の実現がどのように

図られているのか。また、総合評価制度の現状

と妥当な導入比率はどの程度なのか、あわせて

お尋ねをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 総合評価落札方式につ

きましては、工事の品質確保を図る観点から、

価格と技術力など価格以外の要素を総合的に評

価して落札者を決定する方式でありまして、地

域の建設業者の役割を適切に評価するととも

に、技術力向上の意欲を高め、地元の建設業者

の育成にもつながるものと考えているところで

あります。本県の総合評価落札方式では、建設

業者の地域社会貢献度に関する評価項目といた

しまして、環境保全対策の取り組みや障がい者

の雇用状況などを対象としているところであり

ます。21年度における総合評価落札方式の適用

実績としましては、公共三部の予定価格250万円

以上の建設工事のうち、発注件数では45％の935

件、契約金額では69％の378億円となっていると

ころであります。総合評価落札方式の適用につ

きましては、工事の規模や内容などを勘案しな

がら個別に判断をいたしておりますので、今後

とも、結果の検証を行いながら検討してまいり

たいと考えております。

○鳥飼謙二議員 どの程度導入していくかとい

うことも十分検討していただきたいと思ってお

ります。

それから、例えば賃金はどの程度が妥当とい

うふうにされているのか、お尋ねします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 私からお答え

いたします。

妥当な賃金水準についてのお尋ねでございま

すが、これは一概にお答えすることは大変難し

いことであると考えております。例えば、県が

発注する公共工事の場合には、工事の予定価格

を積算するために国の設計労務単価を使用して

おります。この労務単価は、建設業者が支払う

労働者への賃金を意味するものではありません

けれども、毎年、労働者への賃金支払い実態を

調査した上で、国が普通作業員などそれぞれの

職種ごとの単価を設定しているところでありま

す。

○鳥飼謙二議員 国には三省協定賃金というの

がございますよね。それを準用しているという

ことだろうと思いますけれども、しっかり担保

していただきたいということを申し上げておき

たいと思います。

それから、行財政改革2007で250万円以上の公

共工事については一般競争入札ということにさ

れました。しかし、これは強い者勝ちの入札制

度だと思っておりまして、中小零細業者は入札

から排除され、落札したとしても赤字覚悟の事
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業で、現在、建設業者は疲弊をしているという

ふうに私は思っております。このため、技術力

はますます劣りまして、腕のよい技術者がだん

だん少なくなっているという悪循環になってき

ているんではないか。重要なことは、談合を根

絶する、そして地域活性化と災害時の対応だと

思っております。そのためにも、一般競争入札

対象金額は3,000～5,000万円程度以上としまし

て、指名入札制度を取り入れて中小零細業者も

公共事業を受注できる条件を整備することが大

事ではないかと思っておりますので、お尋ねい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 建設業者を取り巻く状

況は、建設投資の大幅な減少や一般競争入札の

拡大による競争性の高まりに加え、景気の悪化

もありまして、大変厳しい状況にあると認識し

ております。社会資本整備の担い手である建設

産業は、災害時の緊急対応などにも大変大きな

役割を果たすとともに、地域経済、雇用を支え

る重要な産業の一つでありますので、建設業が

健全に発展することは大変重要であると認識を

しているところでございます。これまで入札制

度につきましては、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さまざまな取り

組み、見直しを進めてまいりまして、公正・透

明で競争性の高い制度が構築されてきたものと

考えておるところでございます。今後とも、こ

れまでの改革というものを踏まえつつ、基本的

には一般競争入札の枠組みの中で、適正な施工

の確保や建設業の果たす重要な役割をしっかり

と踏まえて、幅広く意見を伺いながら対応して

まいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 また後ほど述べますけれども

……。

県外大手ゼネコンとのジョイントベンチャー

方式をとらざるを得ない場合、共同企業体の代

表者を地元企業とするなどして県内業者を保護

すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県におきまし

ては、大規模で技術的難易度が高い工事や特殊

工法の技術移転などを目的とする工事につきま

して、特定建設工事共同企業体、いわゆるジョ

イントベンチャー（ＪＶ）による入札参加を認

めているところであります。このうち県外企業

の参加を認めているものは、県内企業による施

工実績が少ない橋梁の上部工などに限っており

まして、平成21年度では公共三部で２件、今年

度は１件となっております。このように、県発

注の公共工事につきましては、地域における建

設業の役割を考慮し、原則、県内企業に発注し

ているところでありまして、引き続き、特定建

設工事共同企業体の活用による県内企業の施工

能力の向上に努めるなど、県内建設業者の育成

に努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 例は少ないと思うんです。ほ

とんど数えるほどですけれども。しかし、地元

業者優先という立場、地元業者を保護するとい

うことを貫いていっていただきたいということ

を申し上げておきます。

いずれにしましても、今後、公共事業予算の

減少が避けられないと思っております。本県の

産業構造をどうするかという問題は一つありま

すけれども、業種の転換といいますか、新分野

進出については手厚い支援が必要ではないかと

思っておりますので、お尋ねいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県におきまし

ては、建設業に軸足を置きながら、農林業や製

造業、飲食業などの新分野への進出を図る建設

業者に対しまして、必要な経費の一部を助成す

る建設業経営基盤強化事業を平成19年度から実
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施しておりまして、これまで延べ72の建設業者

に支援を行ったところであります。また、新分

野進出に際しての相談窓口の設置やセミナーの

開催などによりノウハウの習得を支援しますと

ともに、進出後に指導・助言を行う専門家の派

遣などの支援にも努めているところでありま

す。さらに、庁内関係部で構成する建設産業活

性化支援連絡会議を設置いたしまして、建設産

業の活性化に関する施策につきまして、総合的

な調整を図っているところであります。今後と

も、県産業支援財団などの支援機関との連携を

図りながら、建設業者の実情を踏まえた支援に

努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 実態は本当に疲弊をしている

と。新分野に進出をした方ともお話をしたんで

すけど、それをやりながらでも「やめてくれん

か」と言わざるを得ない。「やめてくれないも

んだから首を切ったんですわ」という新分野進

出の方もおられます。今、100万円ですか、十分

手厚い支援をお願いしておきたいと思います。

それから入札制度ですけれども、これは意見

として申し上げたいと思いますが、地域の活性

化と災害時の対応、緊急対策に欠かせないと

思っております。豪雪地帯でことし、国道がス

トップした事例がありました。これをいろいろ

聞いてみますと、建設業者が激減している、作

業員が高齢化している、機械も老朽化してい

る、そんな状況の中で手が回らない。結果とし

てストップせざるを得ないというようなことに

陥っております。宮崎県は中山間地が非常に多

いわけで、農繁期と農閑期、農繁期に農業を

やって、農閑期に建設業に従事した経緯もござ

います。そういう状況が今は崩壊をしていると

いうふうに思っています。

宮崎県は、先ほど申し上げましたように、口

蹄疫、鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火の降灰

除去に、どれだけ多くの建設業者の方が参加し

ておられるのかというふうに思っております。

消防団員も減っております。ボランティアだけ

では対応できない現状に来ているんです。です

から、生活道路とか用水路、火山灰の除去に手

が回らない。もう少しすると菜種梅雨が来ま

す。また本格的な梅雨が来ます。そのとき大丈

夫でしょうか、非常に私は心配をいたしており

ます。このままでは地域の崩壊につながってい

くのではないか。災害時には大変な事態が予想

される。そういう状況から、大きなかぎとして

入札制度がかかわっているということをしっか

りと認識していただきたいと思います。もう答

弁は要りませんけれども、十分な検討をお願い

申し上げておきたいと思います。

次に、業務委託についてでございます。公共

調達には、公共事業、それから業務委託、50種

類程度あるようでございますけれども、この中

で今回、清掃と警備について、建物の保守管理

についての２つについてお尋ねをいたします。

清掃・警備の請負については、人件費の占める

比率がかなり高いと思われるんですが、平成22

年度の平均落札率について、総務部長、教育

長、警察本部長にお尋ねします。

○総務部長（稲用博美君） 平成22年度の知事

部局におきます清掃・警備業務委託の平均落札

率は、清掃業務が71.9％、警備業務が78.7％と

なっております。

○教育長（渡辺義人君） 平成22年度の教育委

員会の清掃・警備業務委託の平均落札率は、清

掃業務が73.7％、警備業務が77.8％となってお

ります。

○警察本部長（鶴見雅男君） 平成22年度の警

察本部の清掃業務委託の平均落札率は67.7％と
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なっております。なお、警備業務については委

託をしておりません。

○鳥飼謙二議員 それで、平均は70％台という

ことを言われましたけれども、見てみますと、

知事のおられる本館は64.6％なんです。60％台

がずらずらあります。果たしてこれでいいんだ

ろうかというふうに思うんです。こういう状況

を改善していくべきではないかと思っておりま

す。これでは県民の暮らしを支えていくことに

つながらないと私は思っておりますので、ぜ

ひ、入札制度についても業務委託についても

しっかりした対応をお願い申し上げておきたい

と思っております。

あわせて、賃金はどのようなことをもって妥

当としておられるのかお尋ねします。

○総務部長（稲用博美君） 清掃・警備委託の

人件費につきましては、知事部局、教育委員

会、警察本部ともに、最低賃金を上回る地域や

職種を考慮した労務単価を使用して算定してお

ります。

○鳥飼謙二議員 最低賃金を考慮してというこ

とですが、最低賃金１時間642円です。８時

間5,136円、１カ月分、25日８時間労働で働い

て12万8,400円、これでは暮らしていけないとい

うのが現状ではないかと思っておりますので、

しっかりとした業務委託をやっていただきた

い。現在の県民の暮らしがどういう状況に置か

れているのか、それを支えていくにはどうすれ

ばいいのか。予算を値切るためにあるものでは

ない、予算は効果的に使っていく、そのことが

今、大事ではないかと思っておりますので、ぜ

ひ今後の検討をお願い申し上げたいと思ってお

ります。

続きまして、指定管理者制度についてです

が、2003年の地方自治法改正で指定管理者制度

ができましたけれども、これもやっぱり同じシ

ステムなんですね。この同じシステムを、公共

サービスの質の向上と管理費用の低減というこ

とで両立を図るのは、なかなか難しい課題がご

ざいますが、現在の本県での制度運用状況につ

いてお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 現在、本県では指

定管理者制度を80の施設で導入しております。

順調に運営されているということで、辞退とか

事業者の破産といった事例は発生しておりませ

ん。

○鳥飼謙二議員 もちろん破産とかあっても

らったら困るんですけれども、本県では今そう

いう状況だということでお聞きをしておきたい

と思っております。

発注者というのが県で、施設の概要とか管理

運営の基準とか、いろいろ決めて募集要領を示

して選任しているわけですけれども、ほとんど

の施設で基準価格が低下をしているように私は

受けとめておりますが、現状についてお尋ねい

たします。

○総務部長（稲用博美君） 現在、指定管理者

制度を導入している施設における指定管理料に

つきましては、募集段階で示しました基準価格

に対する割合は、全体平均で95.9％となってお

ります。

○鳥飼謙二議員 今言われたのは落札率みたい

なものですよね。私は、基準価格そのものが低

下をしているのではないかということをお聞き

したんです。まず頭が落ちてきているよという

ことを申し上げたんです。それはどうですかと

いうことなんですけど……。

○総務部長（稲用博美君） 基準価格につきま

しては、指定管理者制度を導入するに際し、必

要な諸経費を積算いたしまして上限となる価格
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ということで設定しているものであります。

○鳥飼謙二議員 私は、なぜ基準価格が低下し

ているのかということを申し上げたんですか

ら、それに対する答えをもらいたいと思ってい

るんですが、結構ということにしましょう。し

かし、大事なことは、指定管理者制度を使っ

て、そこでしっかりと仕事をしてもらう、公共

施設をしっかりやってもらう、それで生活がで

きているということなんです。基準価格そのも

のを落としていくことは問題ではないかという

ことを指摘しておきたいと思います。

次に、「指定管理者制度の運用について」と

いうことで、昨年の12月に総務省自治行政局長

名で、単なる価格競争ではないですよというよ

うなことで、必要な体制に関することとかリス

ク分担、そういうものを盛り込むことを助言し

ております。この指定施設で、公正労働基準の

確保、障がい者雇用、男女平等参画などの社会

的価値の実現がどのように図られていると思っ

ておられるでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 指定管理者の募集

に当たりましては、募集要領に労働法令を含む

関係法令遵守を規定しているほかに、選定に当

たっての審査項目において、「地域への貢献

等」といたしまして、環境保全への対応、地域

経済への配慮、障がい者の就労支援への対応な

ど、施設の目的や形態などに応じて設定するこ

ととしております。

○鳥飼謙二議員 そのチェックをしっかりやれ

ているのかどうかということなんです。先ほど

の清掃・警備の入札率の問題にしてもしかりな

んです。最低賃金をクリアしていれば良だとす

るような姿勢では、発注者としての県の責任が

今問われている状況にあるのではないか。私が

先ほどから口酸っぱく申し上げているのは、県

民の置かれている状況は今、最低の状況に来て

いるという認識があるかどうかということです

から、そこはしっかり受けとめていただきたい

と思っております。

続けて、県立芸術劇場で新年度から嘱託職員

を正職員化するという話をお聞きしました。私

としては、働く人たちの身分をどう確保して安

定していくのかというのが長年の希望でありま

したし、指摘をしてきたところでございますの

で、いい方向に来ているのかなと思っているん

ですが、経緯と概要についてお尋ねします。

○県民政策部長（山下健次君） 財団法人宮崎

県立芸術劇場では、新年度から嘱託職員あるい

は臨時職員の処遇の見直しに取り組むこととし

ておられます。具体的には、現在、基本的に１

年となっております雇用契約を最長３年の契約

─もちろん完全に正職員というわけではござ

いませんけれども。あわせて、日給制から月給

制への変更、あるいは役職手当等の支給、さら

に昇給制度の導入などを検討されているようで

ございます。この取り組みは、財団が県民にさ

まざまな舞台芸術を提供する事業、あるいは県

民の文化活動を支える事業を継続的、安定的に

行っていく上で一定の専門性が求められるとい

うことから、独自に職員体制の充実強化を図ら

れるというふうに伺っております。

○鳥飼謙二議員 ぜひしっかりと進めていただ

いて、指定管理者制度下でもしっかりやれると

いうことを広げていっていただきたいと思って

おります。その元締めが総務部長のところです

から、その辺の目配りもしっかりお願いをして

おきたいと思います。

いろいろと今、公共事業、業務委託、指定管

理者制度について申し上げてまいりました。

今、県難の時代だからこそ、予算をしっかりと
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執行して県民生活を守っていくことが極めて大

事だと思っております。公正性、透明性、公平

性を担保しながら、公共事業とか業務請負、指

定管理者制度など包括した公共調達について、

公契約条例を制定して県民の暮らしを支えてい

くべきではないかと思いますので、知事にお尋

ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 県民の暮らしを守るこ

とは大変重要であると考えております。公契約

であるか否かを問わず、賃金等の労働条件につ

きましては、労働基準法等の関係法令を遵守し

ていくことが重要であると考えております。公

契約条例につきましては、我が国では、国際労

働機関（ＩＬＯ）の「公契約における労働条項

に関する条約」の批准をしておらず、国の公契

約法も未制定の状況でありますので、関係機関

の御意見等もしっかりお聞きしながら、国の動

向を注視してまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 極めて不満な答弁でございま

す。国の動向を見守る、そういうことをやっ

ちょっちゃいかんのです。鳥インフルエンザで

はありませんけれども、国の指示で、「金網の

チェックは任せていいですよ」というので任せ

ておったら、いつの間にか「何で県がやらない

んだ」ということになって、県は批判されたん

ですね。これは国の言うことを聞いておったか

らです。やっぱり県の判断というのは大事なん

です。知事、これは今後の課題ですけれども、

しっかり受けとめていただいて、公契約条例、

しっかり検討していただきたいということを申

し上げておきたいと思います。

次に行きます。議案第19号の「宮崎県職員定

数条例の一部を改正する条例」に関連しまし

て、議案では、知事部局職員を76名削減し

て5,359名、労働委員会では１名減じて10名とい

うことでございます。知事が提案理由説明の中

で、「選択と集中、徹底的な行財政改革を継続

・断行していく」と述べておられます。この４

カ年、行財政改革2007に取り組んでこられたわ

けですけれども、最終年度を迎えた現在、どの

ように評価をしておられるのかお尋ねいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 行財政改革大綱2007に

基づきまして、平成19年度から本年度までの４

年間で、簡素で効率的な行政組織の整備であり

ますとか、適正な定員管理、財政健全化に向け

た取り組み等を積極的に推進してきたところで

あります。具体的には、知事部局の８部体制を

７部体制に見直しまして、平成22年度当初の総

職員数を平成17年度当初比で981人純減したほ

か、財政面では、平成22年度の決算前の段階

で、一般財源ベースで合計1,249億円の見直しを

達成する見込みでありまして、全体としてはお

おむね計画を達成することができたものと考え

ておるところであります。

○鳥飼謙二議員 981人減員をしたということで

すけれども、去年６月に行政経営課が公表しま

した行財政改革2007の取組状況では、教育委員

会とか、増員となった警察本部を含めた全体で

は5.2％の減になっているようです。しかし、知

事部局だけ見てみると7.5％なんです。極端な人

員削減。それと、口蹄疫や鳥インフルエンザの

動員などで職員は疲弊し切っていると、私は

思っております。さらに、予算のない本県でや

りくりとして行ってきた「預け」の問題、これ

はマスコミの皆様方に批判をされましたけれど

も、金のない本県でどうやってやりくりして県

政を運営していくのか。例えば、私がおりまし

た児童相談所の雨漏りがする、それが修繕の予

算化がされない。だから、振興局とか土木に
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言って、その費用を捻出してもらう。これは確

かにおかしいかもしれませんけれども、子供た

ちが雨にぬれなくて済む、そこで食事ができ

る、勉強ができるということを担保してきた、

その制度が預けであったというふうに思ってい

るんです。しかし、それがある日突然、「悪

だ」ということになりまして、処分をされた。

その結果、先ほど申し上げた定数減とあわせま

して、職員の意識が極めて内向き志向になって

いる。職場から徹底した議論が失われてきてい

ると私は思っているんです。大変心配しており

ます。現状を知事はどのようにとらえているの

か、お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、行財

政改革により人員削減が進む中で、さまざまな

危機事象にも対応せねばならず、職員には大変

な苦労をかけていると認識しております。厳し

い状況の中ではありますが、来年度の予算編成

や長期計画の策定などを通しまして全庁的に真

摯な政策議論が行われており、県民の期待にこ

たえ得る県政運営ができているものと考えてお

るところでございます。今後とも、職員が自由

闊達に意見交換ができる風通しのよい職場環境

づくりを進めますとともに、職員の心身の健康

管理に努めることが大変重要であると考えてお

りますので、今後の行財政改革を進める上で

も、この点に十分留意をして、しっかりと取り

組んでまいる所存であります。

○鳥飼謙二議員 ちょっと認識が私とは違うよ

うでございますけれども、そういう状況がある

ということだけはしっかり受けとめていただき

たい。今議会が知事の出発点だと思っていま

す。ですから、なお一層それを留意していただ

きたいというふうに思っております。

去年の４月１日現在で知事部局は3,911人とな

りまして、目標の3,931人から20名以上減員に

なっているわけですけれども、ことし４

月、2011年の４月１日の見込みについて、総務

部長にお尋ねします。

○総務部長（稲用博美君） 現時点で希望退職

者の状況等は固まっていませんので、明確な数

字ではございませんが、今年度当初よりも10

～20人程度の減少になるというふうに見込んで

おります。

○鳥飼謙二議員 職員を削減するというのは、

行財政改革では効果的かもしれませんけれど

も、知事の動いてくれる人間がいなくなってい

くわけです。これはもろ刃の剣なんです。財政

再建成って県民の暮らしがつぶれるということ

では困るわけですから、ここはしっかり議論を

して検討していただきたい。

改正案でいきますと、知事部局は3,855人にな

るようですけれども、「2007」の目標3,931人を

さらに76名削減するということになっているよ

うです。これではメンタルダウンする職員が一

層増加するのではないか。職員の健康や士気の

低下も懸念をいたしております。そこをしっか

り受けとめて、知事、新しい計画をつくってい

ただきたいと思うんです。そこで、傷病休暇の

取得状況、対策について、総務部長にお尋ねし

ます。

○総務部長（稲用博美君） まず、職員の傷病

休暇の取得状況であります。平成21年度の数字

になりますが、傷病休暇を取得した職員は78名

で、そのうち精神疾患を原因とする者は約半分

の38名でございました。

メンタルヘルス対策でありますが、まず１次

予防といたしまして、すべての職員を対象とし

て、うつ病等の精神疾患等についての理解を深

めるための啓発、それから役職や年齢等に応じ
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ました研修を行っております。２次予防といた

しまして、ストレスチェックシートにより自己

評価、自己診断を行うほかに、精神科医や臨床

心理士を配置しまして、精神疾患を早期に発見

し、治療に結びつけるための相談体制を整えて

おります。そして、精神疾患が原因で傷病休暇

を取得した職員に対しましては、保健師等によ

る復職のための療養相談や試し出勤を実施して

おりまして、円滑な職場復帰と再発防止に向け

てさまざまな支援を行っております。今後と

も、相談体制の充実などメンタルヘルス対策を

図ることとしておりますが、職員が心身の健康

を保持・増進し、より質の高い行政サービスを

提供できるためには、何よりも働きやすい職場

環境、職場づくりが大切であると思っていま

す。そういうことにつきましても、しっかりと

取り組んでいきたいと思っております。

○鳥飼謙二議員 これは平成 1 8年ですか

ら、2006年の行革推進法の中で4.6％減じなさい

ということが出ていますよね。ところが、本県

は「2007」で7.5％減なんです、知事部局職員

は。そしてさらに今度、先ほどの総務部長の話

でいけば、もっと上がると思うんです。8.5％ぐ

らい行くんじゃないでしょうか。そこを抑えな

いと、仕事が回るものも回らないということを

指摘しておきたいと思います。

そこで、行財政改革2007後の新計画作成につ

いての基本的考えをお示しいただきたいと思い

ます。

○総務部長（稲用博美君） 財政状況が厳しさ

を増す中で、職員数の削減につきましては引き

続き取り組んでいく必要があると思っておりま

すが、一方では、県民サービスの水準を維持

し、社会経済情勢の変化やさまざまな危機事象

に的確に対応することも重要であると認識して

おります。したがいまして、新たな行政需要等

に対する増員につきましては、削減した分の一

部をもって充てることを基本にするとともに、

地方分権改革等の状況にも留意しながら、効果

的・効率的な行政基盤の確立に努めてまいりた

いと考えております。

○鳥飼謙二議員 さらなる削減をとかそんなこ

とをやっていたら県庁は機能しなくなりますか

ら、そこはしっかり押さえておいてください。

これは本当に大事なことです。職員は機械じゃ

ないからですね。どれだけやる気を起こさせる

かというのがトップに立つ人の責任ですから、

そこも十分考えて新しい計画をつくっていただ

きたいと思います。

次に、医療と福祉問題についてお尋ねいたし

ます。

先日発表されました組織改正についてであり

ます。医師確保対策の推進体制を強化するとい

うことで、医療薬務課に「医師確保担当」を設

置するとされておりますけれども、概要につい

てお尋ねします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 医療薬務課内

に新たに設置する「医師確保担当」についてで

ありますけれども、専任の職員３名を配置する

とともに、県立病院と福祉保健部内の医師２名

を兼務配置することにより、医師確保体制の一

層の強化を図ることを目的としております。今

回の組織改正により、医師確保に係る迅速かつ

きめ細かな活動が可能となるほか、医師からの

専門的な問い合わせや相談にも十分対応できる

ものと考えております。

また、医師確保担当では、県外からの医師確

保に加え、宮崎大学や医師会等関係機関の協力

を得ながら、新たに若手医師のキャリア形成支

援などにも取り組むこととしております。この
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ような取り組みにより、県政の喫緊の課題であ

る医師の養成・確保を強力に推進し、地域医療

体制の充実を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 大きな一歩前進だというふう

に、私も評価をしたいと思います。これまで県

内調査とか医療シンポジウムとか関係団体との

意見交換に取り組んでまいりまして、７回目の

医療シンポジウムを３月５日、えびの市で行う

んですけれども、こういうことをやりながら非

常に大きな問題だということで取り組んでまい

りました。長野県に行きましたら、医師確保対

策室、７名体制で医師がトップということ

で、2008年から取り組んできたということでご

ざいます。そういう状況もございます。今回は

要望にとどめておきたいと思いますけれども、

本格的に医師確保に向けてかじを切っていただ

きたいということを申し上げておきたいと思い

ます。

それから、県立病院の今後のあり方について

でございますけれども、いろいろと出されまし

たので、私のほうは割愛をしまして、２点お尋

ねをしたいと思います。病院の経営形態につい

て、今、５年間の検討で現行を継続することに

なったということですけれども、県立病院の経

営形態はどうあるべきと考えておられるのかお

尋ねします。

○病院局長（甲斐景早文君） 本県の医療資源

の乏しさや、全国的な医師不足の問題等、医療

を取り巻く大変厳しい状況にある中では、県民

医療を安定的に確保することを最優先に考えま

すと、現行の経営形態を継続することが、喫緊

の最重要課題であります医師確保や高度医療、

不採算医療の提供等にメリットが大きいのでは

ないかと、このように認識をいたしておりま

す。しかしながら、将来にわたってこの経営形

態を固定して考えるものではなく、常にその時

々の社会情勢や病院経営を取り巻く状況等を総

合的にしんしゃくしながら判断していくべきで

あると、このように認識をしておりますので、

今後３年間、今般策定いたしました第２期宮崎

県病院事業中期経営計画に基づき、あらゆる角

度から経営改革に積極的に取り組んだ上で、平

成25年度に改めて経営形態の見直しを行うこと

としているところであります。

○鳥飼謙二議員 経営形態は、指定管理者、民

間委託と、いろいろ候補として出されておりま

したけれども、議会の意思、県民の意思が反映

されないということにつながりますので、現行

の経営形態は妥当ではないかと思っております

から、そういう指摘をしておきたいと思いま

す。

病院収入の増加を図ることが何にもかえがた

いわけですけれども、現在の医師の配置状況に

ついてお尋ねします。

○病院局長（甲斐景早文君） この２月１日時

点で充足率86.5％と、このようになっておりま

す。医師総数では近年170名程度を維持できてお

りますが、神経内科など特定の診療科や延岡・

日南両病院の医師確保が喫緊の課題でございま

す。県立病院が高度で良質な医療の提供を行う

上で、また、ただいま御指摘がありましたよう

に、収益向上を図って経営の健全化を進めてい

く観点からも、医師確保は大変重要な課題であ

りますことから、今後とも、病院長ともどもあ

らゆる手だてを講じながら全力で取り組んでま

いりたいと、このように考えております。

○鳥飼謙二議員 きのうの代表質問ですか、

「定員が193名で現員が170名ということになる

と、23名不足をしている。医師１人当たり１億
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から１億5,000万円の収入を確保できる」となっ

ていますから、１億円としましても23億円。そ

れが全部収入になるわけではないですけれど

も、これでもって当初の目的は解決できると

思っております。それほど重要な課題だと思い

ますので、しっかり取り組みをお願い申し上げ

たいと思います。

それから次ですが、県民の医療に対する啓発

を図るために医療シンポジウムなどを取り組む

べきではないかというふうに思いますので、お

尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 救急医療を初

めとする地域医療を守るためには、地域医療に

係るさまざまな問題を住民がみずからの問題と

して考え、行動していただくなど、県民の理解

を得ることが不可欠であると認識をしておりま

す。このため県では、県医師会の協力のもと、

幼稚園や保育所に医師等を派遣し、保護者等を

対象として小児救急に係る基礎知識の普及を

図っているほか、オピニオンリーダー育成・強

化事業を実施し、ＮＰＯ法人等が実施する住民

研修会やシンポジウム開催等への支援を行って

いるところでございます。県といたしまして

は、このような各地域での普及啓発活動の実施

や、地域医療を守ろうという地域住民の主体的

な活動等を支援することにより、県民の医療に

対する啓発を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 医療シンポジウム、いろんな

民間団体が県の協賛を受けてやっていますけれ

ども、やはり県が取り組むということが非常に

大事だと思うんです。知事、もう答弁は結構で

すけれども、県が医療シンポジウムを率先して

県民啓発を図っていくという取り組み、その姿

勢を県民は見ているわけですから、そこはしっ

かり、任せるだけではなくて、県もそういう取

り組みをやっているんだということで、ぜひ計

画をお願いしたいと思います。

それから、医療問題、最後になりますけれど

も、私ども、先ほどから申し上げているよう

に、関係団体といろんな意見交換をしておりま

すが、その際に出されました、地域医療再生基

金についても非常に関心が高いわけで、「宮崎

大学の救急救命科の医師確保、これは30名近く

要るけど大丈夫かな」「ドクターヘリのドクタ

ーの確保は大丈夫かな」という意見も出て、非

常に関心も高い状況でございます。その準備状

況についてお尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 救命救急セン

ターにつきましては、本年度、宮崎大学におい

て医師３名を確保するとともに、必要となる設

備の整備を進めているほか、専用病床20床を確

保するための国との協議を行っているところで

あります。ドクターヘリにつきましても、宮崎

大学において、医療スタッフの研修やヘリポー

トの適地調査、関係機関で構成するドクターヘ

リ運航準備委員会での運航に向けた具体的な協

議を進めていただいているほか、県において、

市町村の消防機関職員を先進病院へ派遣し、研

修を行っております。平成23年度は、救命救急

センターやヘリポート等の施設整備を行うとと

もに、引き続き医療スタッフの確保や研修等を

行い、平成24年４月を目途に、救命救急センタ

ーとドクターヘリの運用を開始したいと考えて

おります。

○鳥飼謙二議員 ぜひ準備のほう、よろしくお

願い申し上げたいと思います。

次に、福祉問題についてお尋ねいたします。

まず、生活保護でありますけれども、昨年10

月１日現在、宮崎県内の生活保護受給者１
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万1,981世帯、16万94人、３年前と比較しまして

も、19％の1,9 2 7世帯の増、受給者数は21

％2,803人の増と、急速に拡大をいたしておりま

す。世帯類型を見てみますと、高齢者世帯、母

子世帯等、いろいろあるわけですけれども、仕

事を失ったためと見られるその他の世帯という

のが、9.8％増の3,477人となっております。生

活保護の現状をどのように見ておられるのか、

お尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 御指摘のとお

り、本県における生活保護世帯につきまして

は、平成20年度から急増している状況にござい

ます。これは、厳しい雇用・経済情勢の影響も

あって、就労収入の減や失業等を理由とした生

活保護の申請が増加したものと考えておりま

す。県としましては、漏給・濫給防止に努め生

活保護の適正実施を図るとともに、就労支援に

努め生活保護世帯の自立を図ってまいります。

○鳥飼謙二議員 かなりな景気の低迷といいま

すか、県内経済状況をあらわしていると思わざ

るを得ないわけでございます。

そこで、数字を見てみますと、ケースワーカ

ーがかなり不足をしているというようなことも

見受けられます。これは今回、指摘にしておき

ますけれども、例えば宮崎市では１人当たり法

定85なんですけど、106ケースというような状況

もございます。それから郡部を見てみますと、

児湯は68。今、福祉事務所で、生活保護の形態

として何とかというのは児湯かなというふうに

思っております。その中に２名の嘱託職員がい

るわけです。この問題、解決をしなくちゃなら

ん。「何ぼ要求しても人事課が認めてくれんと

よな」と、こう言うんですけれども、しっかり

受けとめていただいて─もう答弁は要りませ

んけれども、指摘をしておきたいと思います。

これは、専門職員といいますか職員がやらない

とだめです。片手間の仕事では困るということ

を申し上げておきたいと思います。

そこで、先ほど申し上げた、その他の世帯と

いいますか、仕事を失ったためと見られること

で、就労支援は非常に大事だと思っております

けれども、就労支援の状況についてお尋ねをい

たします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 生活保護受給

者に対する就労支援につきましては、宮崎県緊

急雇用創出事業臨時特例基金を活用しまして福

祉事務所に就労支援員を配置するとともに、ハ

ローワークとの連携により、雇用先の確保に努

めているところであります。この結果、就労開

始に至った者は、平成19年度が61名、20年度

が51名、21年度が80名となっており、22年度は

１月末で97名となっております。今後とも引き

続き、生活保護受給者へのきめ細やかな指導・

助言を行うとともに、ハローワークとの連携を

より一層図りながら、就労支援に努めてまいり

ます。

○鳥飼謙二議員 就労支援、今数字を言われま

した。2007年度から、61世帯、51世帯、80世

帯、今年度は中途で97世帯ということで伸びて

きておりますけれども、配置をされていない福

祉事務所もありますよね。ここに資料がござい

ますけれども、ぜひしっかり配置をしていただ

いて就労支援に努めていただきたいというふう

に思っております。

次に、１つ飛びまして、高齢世帯の生活保護

受給者の各種福祉施設への入所について、差別

的取り扱いと私は思っておるんですけれども、

お尋ねいたします。

高齢者が自宅での生活が困難となった場合

は、養護老人ホームとか特別養護老人ホームに
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入所することになるわけですけれども、両施設

とも希望者が多く、２年程度は待機しなくちゃ

ならないというのが現状でございます。やむを

得ず住宅型有料老人ホームに入所すると、入所

時の高額な一時金、また入所後の洗濯や通院介

助等のサービスが有料であるということで、生

活保護費だけでは生活できないという現状があ

るわけです。また、特別養護老人ホームの個室

には個室用の利用者負担分が支給されないとい

うことがあって、入所できないような状況があ

る。これは不平等過ぎるんじゃないか、憲法を

持ち出すまでもなくですね。相部屋とかが空い

ておれば入所できますけれども、これでは差別

的な取り扱いになるのではないかと思っており

ますので、現状と対応についてお尋ねいたしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 生活保護受給

者が特別養護老人ホーム等に入所する場合、多

床室への入所が認められており、サービス利用

料や食費につきましては、生活保護における介

護扶助で対応する取り扱いとなっております。

なお、国におきましては、生活保護受給者を含

めた低所得者につきましても、個室に入れるよ

う支援のあり方を検討していると聞いておりま

すので、今後の国の動向を注視してまいりたい

と思います。

○鳥飼謙二議員 次に、児童相談所の機能強

化。部長がおられたところですから、部長のほ

うが詳しいだろうと思いますが、昨年７月の大

阪市西区のマンションでの幼い子供２人が母親

の育児放棄により餓死をした事件など、痛まし

い事件が続発をいたしております。相談を受け

て、面接調査とか、関係機関に訪問調査をする

わけですけれども、数回から数カ月、または数

年に及ぶケースもあるとお聞きをいたしており

ます。そういう意味では、児童虐待などは緊急

対応ということで24時間365日緊張を強いられる

と言っても過言ではないと思っております。児

童相談所にお伺いすると、所長さんはいずれ

も、いつああやってテレビカメラの前でフラッ

シュを浴びるのかという危機感を抱いていると

いうようなことをおっしゃっておりました。い

ずれにしても、児童相談所の機能強化というの

が今求められておりますので、福祉保健部長に

お尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 増加する児童

虐待や発達障がいなどの相談に的確に対応して

いくためには、専門機関である児童相談所の機

能強化が重要な課題であると認識しており、現

在までさまざまな対応を進めてきたところであ

ります。特に児童福祉司につきましては、平

成12年度の10名から順次増員し、現在は21名と

しており、職種も、福祉職や心理職に加えて教

職員や保健師を配置してまいりました。また来

年度には、児童相談所の組織を見直し、相談担

当を２つに分けるとともに、指導担当児童福祉

司を１名ずつ増員するほか、虐待通告時の児童

の安全確認を行う職員を配置するなど、体制の

強化を図ることとしております。今後とも、児

童相談所の体制強化と専門性の向上を図り、そ

の機能強化に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 児童福祉司の配置21名という

ことを言われましたけれども、これは指導的な

立場も入れてですから、実質的な担当者は18名

ということになるだろうと思います。今言われ

たように、教師を２人配置するとか、保健師を

配置するとか、そういう努力は認めたい、評価

をしたいと思います。ただ、その人たちは３年

終わったら戻ってこない。だから、児童福祉司
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をどうやって養成していくか。10年たって一人

前だというのが現状ですよね。そこをしっかり

と押さえていただかないと、数が確保できてと

いうのは、途中経過としては評価いたしますけ

れども、今後の進むべき道としてはやはり考え

ていただきたいと思っているところでございま

す。

それから、飛ばして、児童心理司についてお

尋ねをいたします。児童心理司、心理判定員

は、児童の心理検査、知能検査、性格検査、そ

の他の心理カウンセリングなどを行います。児

童福祉司と連携して問題解決に当たるというこ

とで、児童相談所においては欠かせない職種で

ございます。また加えて、知的障がい者の療育

手帳の発行、そういうこともございますし、非

常に大事な職種でございますけれども、その配

置状況。それと、私が心配してお聞きしている

のは、療育手帳の発行がおくれぎみではないか

というようなことですけれども、療育手帳発行

の際の判定は速やかに行われているのか、その

点についてお尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 児童心理司に

つきましては、県内３つの児童相談所に、指導

担当児童心理司１名を含む７名を配置しており

ます。また、療育手帳の判定につきましては、

児童心理司のほか非常勤の心理判定相談員５名

も対応しており、標準事務処理期間の45日間以

内に交付を行っているところであります。

○鳥飼謙二議員 できるだけ早く希望しており

ますので、療育手帳が手元に行くように努力を

していただきたいと思います。

最後に、保育士についてですけれども、これ

は2008年６月議会でも質問いたしました。専門

性が求められていると思っておりますので、福

祉保健部長の認識をお聞きしたいと思います。

総務部長には、今後、関係部局と協議をしてい

くということでございましたので、その協議の

状況についてお尋ねします。

○福祉保健部長（高橋 博君） こども療育セ

ンターや児童相談所、みやざき学園では、近

年、障がいの重度重複化や児童虐待の増加など

により、その対応に当たる職員の専門性の向上

が求められております。このような中、入所児

童の療育や生活指導などにかかわるサービスの

質を確保するためには、保育士やその他の専門

職によるきめ細かな対応が重要であると考えて

おります。このため、非常勤の保育士の採用に

当たりましては、資格や職歴を十分考慮すると

ともに、採用後も常勤職員と同様、研修等を積

極的に行うなど、処遇技術の向上に努めている

ところであります。

○総務部長（稲用博美君） 保育士の採用や配

置につきましては、担当部局である福祉保健部

と検討いたしましたが、今後、保育士の退職者

があった場合は、新たな採用は行わず、保育士

資格を持った非常勤職員の活用等で対応するこ

とを基本としたいと考えております。

本県の児童福祉施設等は、民間への移行等に

伴う組織体制の見直しが進み、保育士の職域が

狭くなっていることから、今後もその採用数は

極めて限られたものになってまいります。この

ため今後、長期間にわたり少数の職員が限られ

た所属で職務に当たることになり、職員のスキ

ルアップやモチベーションの維持が大変難しく

なると予想されるところであります。こういっ

た要素を総合的に勘案いたしまして、今後、保

育士の退職補充については、社会福祉職や心理

職の職員により代替するほか、法令により有資

格者の設置が義務づけられているものについて

は、非常勤職員を活用することとしたものであ
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ります。

○鳥飼謙二議員 非常勤職員では対応できない

と私は思っているんです。児童相談所の機能強

化、どうしますか。非常勤職員で対応します

か。

○総務部長（稲用博美君） 保育士の退職後の

補充に関しては、御質問にありましたように、

前回、平成20年の議会のときに御質問いただい

た後に、関係部局で協議するということで、そ

の結果として、今お答えしましたように、福祉

保健部のほうとも十分協議いたしまして、非常

勤職員対応で可能だというふうに判断したもの

でございます。

○鳥飼謙二議員 非常に納得できないんですけ

れども……。それでは児童相談所の機能は保て

ないんじゃないかと思います。一時保護所を集

中化するというのは一つの考えとしてありま

す、３児相あるわけですから。しかし、集中化

をすると、子供を移送する問題もある。地域と

の連携がなかなか難しいということで、３児相

にそれぞれ一時保護所を持ってきているわけで

す。そこで子供たちの学習指導とか生活指導と

かいろんなことをやっていくわけです。これを

非常勤で事足れりとするのは、私は納得できな

いんですけれども、福祉保健部長の答弁をお願

いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 考え方につい

ては、先ほど総務部長がお答えしたとおりでご

ざいまして、福祉保健部といたしましても、児

童問題が複雑多様化する中、それぞれの施設、

機関でさまざまな専門職が必要とされており、

現在、非常勤職員の方々にもその専門性を十分

に発揮していただいているところでございま

す。今後とも、非常勤の保育士の採用に当たり

ましては、先ほども申し上げましたけれども、

資格や職歴を十分考慮しながら、採用後も研修

等を積極的に行うなどして、サービスの質の確

保に努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 児童相談所、機能強化できま

すか、それで。よろしいですか。それは総務と

の人員の関係があって、部長はそう言わざるを

得ないように追い込まれたのかしれませんけれ

ども、児童相談所だけは、これはいかんです

よ。これはいかん。事故が起きたり―子供を

預かるんですよ。いろんな事情のある子供、虐

待もあれば不登校もあれば知的障がいの子供も

あれば、いろんな子供を預かるわけです。それ

を非常勤の職員に指導させるというのは、これ

は納得できないですね。これは再検討をお願い

したいと思います。納得できません。それで十

分やれますか。

知事にお尋ねをします。知事に通告していな

いけれども。これでは児童相談所の機能そのも

のも低下しますよ。

○知事（河野俊嗣君） これまで答弁しました

ような体制でやってきたわけでございますが、

いずれにしても、現場の実態をよく踏まえた上

で、機能が保てるような方策というものを工夫

してまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 玉虫色の答弁ですけれども…

…。

しかし、知事、児童相談所だけはいかんで

す。こういうことをやっちゃいかん。これから

の子供たちを保護して指導していくところです

から、本当に再検討していただくようにお願い

したいと思います。

どんどん時間がなくなりますので、次に行き

ます。農業に関連しまして、家畜保健衛生所の

機能強化についてお尋ねします。３衛生所で獣

医師、現在47名。牛、豚の１人当たりの管理頭
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数は１万5,342頭で全国平均の3.6倍、管理農家

戸数は246戸で全国平均の4.7倍と、非常に多く

なっています。最近、前倒しで３名採用された

わけですけれども、非常に獣医師が不足をして

いるというような状況もある。防疫体制を強化

しなくてはならないとかいろいろ言われても、

現場の家畜保健衛生所はできないんです。この

増設なり支所なり、獣医師の増員を図らない

と、宮崎県の畜産はつぶれてしまいますよ。家

畜保健衛生所の機能強化についてお尋ねいたし

ます。

○農政水産部長（髙島俊一君） 御指摘の家畜

保健衛生所の増設、それから獣医師の増員につ

きましては、厳しい財政状況の中ではございま

すが、家保の機能の重要性にかんがみ、宮崎家

保の検査棟の整備や延岡家保の新築等によりま

して高度の検査ができる施設を整備するととも

に、平成23年度採用予定の、今お話がございま

したとおり３名を前倒し採用を行うなど、家畜

保健衛生所の機能強化を図ってきたところでご

ざいます。今後はさらに、共済獣医師など民間

獣医師との積極的な連携を図りながら、行政と

関係団体等の民間が一体となった防疫体制を構

築してまいりたいと、そのように考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 知事にお尋ねします。知事の

ほうが漏れておりましたから。家畜保健衛生所

の現状をどう見ておりますか。

○知事（河野俊嗣君） 家畜保健衛生所であり

ますが、家畜伝染病の発生及び蔓延を防止し、

本県の基幹産業である畜産の振興を図る上で非

常に重要な役割を担っていると考えておりま

す。ただ、今答弁申しましたように、施設の面

での問題、それから組織体制での問題、獣医師

の人員の問題、大変厳しい状況の中で、口蹄

疫、鳥インフルエンザと相次ぐ家畜疾病により

まして、大変な現場対応を迫られていると考え

ております。今後とも、施設のハード面、組織

の面、人員の面というものも総合的に勘案をし

ながら、充実を図ってまいりたいと考えており

ます。

○鳥飼謙二議員 知事は火中のクリを拾った知

事ですから、大変な時期に知事になられたと思

うんです。やりがいもあるし─私どもも知事

に協力するところはしっかり協力していきたい

と思っております。ぜひ、畜産県宮崎を立て直

すために真剣に考えていただきたいということ

を申し上げておきたいと思います。

次に、商工業対策ということで、口蹄疫に続

きまして鳥インフルエンザ、新燃岳噴火という

ことで、農業被害等が広がっております。昨

日、ホテル・旅館の宿泊キャンセルが１万1,581

泊、宴会が6,040人ということでお話がございま

した。この被害総額、現状ではどの程度になっ

ているでしょうか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今おっ

しゃいましたけれども、ホテル・旅館等につい

ては、宿泊延べ１万1,581泊のキャンセルがあり

ましたが、被害額はこの分で約１億800万円、そ

れから宴会は延べ6, 0 4 0人のキャンセルで

約3,500万円の被害。これはあくまでも２月22日

現在の旅館組合等の情報から答弁している数字

でございます。

○鳥飼謙二議員 大変な損害といいますか被害

になっていると思うんです。これはどうにかし

ないといけないということでございまして、昨

年、口蹄疫のときは、私どもも対案をつくって

いろいろ関係機関を協議にお伺いをいたしまし

た。県では口蹄疫緊急対策貸付ということで、

信用保証協会応諾が830件、80億円が確保された
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わけですが、今回それ以上の状態になってきて

いると思っているんです。ボディーブローがど

んどんきいている状況だと思うんですけれど

も、金融の支援について現在どのように考えて

おられるのか、お尋ねをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 金融支援

でございますけれども、県としましては現在、

金融相談窓口の設置あるいは相談会の開催を

行っております。その中で、セーフティネット

貸付などの利用可能な融資制度の周知などを

行っております。金融相談の内容を見ますと、

新規の資金需要に関するものは非常に少ない。

元本の返済猶予など既存借入金の条件変更に関

するものが多い状況でございます。したがいま

して、先般、我々としましては、国とともに金

融機関に対し、改めて既存借入金の条件変更等

に柔軟に対応していただくよう要請するととも

に、新規や借りかえの資金需要にこたえるため

の県の融資制度についても、十分な融資枠を確

保しているところでございます。

○鳥飼謙二議員 部長、体力がなくなっている

んですよね。ですから、借りかえというのが非

常に大事でございます。金融対策、なかなか難

しいところがございますけれども、ぜひしっか

りと対応していただきたい。

最後に、串間市の原子力発電所の設置につい

てですけれども、ことしの４月10日の県議選に

合わせて住民投票を実施するということでござ

います。新聞報道で野辺市長は、「中立の立場

で住民投票を行い、市民の判断に基づいて動

く」というふうに話しておられます。原発立地

に批判的な市民団体が求めていた、推進・反対

双方の学識者を招いての公開討論会などは開か

れないということで、わずかに市が配布をする

─これは経産省が作成した「原子力ワール

ド」というものなんですけれども、これは原発

推進オンパレードですから、非常に偏ったもの

ではないかと思っております。なぜ原子力発電

所がトイレのないマンションだと言われるのか

わかりませんが、我が国の原発の状況とあわせ

てお尋ねしたいと思います。

○県民政策部長（山下健次君） 原子力発電

は、国のエネルギー基本計画において重要なエ

ネルギー政策の一つと位置づけられておりまし

て、中長期的な視点から国の責任において取り

組むべき課題であると考えておりますが、一方

でその安全性に対する不安の声などいろいろな

意見があることも、十分認識をしております。

こういった中で串間市では、以前、原子力発

電の立地をめぐり、推進・反対それぞれの立場

からさまざまな議論がありましたことから、市

民一丸となった市政運営を進めていくため、住

民投票という形でこの問題に決着をつける必要

があると判断されたものと考えております。こ

の住民投票に当たりまして、御指摘の、市民が

原子力発電について理解を深めるということを

目的として、資料の配布がなされたものと理解

をしているところでございます。

なお、どのような資料を提供するのかにつき

ましては、串間市の判断で行われることでござ

いますので、県としてのコメントは差し控えた

いと存じます。

○鳥飼謙二議員 原子力発電所推進行動計画と

いうのがありますが、国の計画がそれに載って

おります。

最後に、もう時間がございません、終わりま

すけれども、今、本当に宮崎県の経済状況、ど

ん底だというふうに思っております。はい上が

れない人がどんどん出てくるんじゃないかと

思っております。ですから、先ほど申し上げま
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したような公共調達を含めて予算をしっかり執

行して、その状態を脱するということが大事で

すから、予算を値切ってということじゃなく

て、しっかり執行して県民の暮らしを支えると

いうことが大事ですから、そこをしっかり受け

とめて県政を執行していただきますようにお願

い申し上げて、私の質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

○中村幸一議長 ここで休憩いたします。

午後３時４分休憩

午後３時20分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、公明党県議団、長友安弘議員。

○長友安弘議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎

県議団を代表し質問を行います。行政課題の詳

細については、先ほどまでの代表質問で相当議

論が尽くされましたので、私は精神論だけ申し

上げたいと思います。

知事はさきの選挙において当選され、１月21

日、第53代宮崎県知事として就任されました。

心からお喜びを申し上げます。しかしながら、

宮崎県は今まさに正念場を迎えております。先

人の大変な努力により今日の宮崎が構築され、

県民は少なからずその恩恵を享受してまいりま

したが、社会情勢の変化とともに新たな課題も

山積し、将来に向けて今まで以上の努力を払わ

なければならないときを迎えております。ま

た、昨年の口蹄疫の惨劇、知事就任に符節を合

わせたようなことしの鳥インフルエンザの蔓

延、さらに300年の静寂を破る新燃岳の火山噴火

と、受難の連続であります。火中のクリを拾う

例えのような知事就任となりました。しかしな

がら、このようなときだからこそ知事としての

真価が発揮されるときでもあります。平時の知

事なら無難にこなせる人もあると思います。し

かし、人の真価は有事のときこそ試されます。

決意され宮崎県知事を選択し、県民の負託を受

けられた以上は、宮崎県民以上に宮崎県人にな

ると覚悟を決めて、県政の運営に当たってほし

いと思います。宮崎県は全国に先駆け、本格的

な少子高齢・人口減少時代の到来を迎えており

ます。20年後には人口が100万人を割り、75歳以

上の人口が22万人以上になるという推計もあり

ます。社会保障費の増大、労働力の減少、後世

代への負担は避けられません。また、県民１人

当たりの所得も、2005年全国40位をピークに毎

年減少しております。農水産業生産額は減少、

工業製品出荷額、観光消費額も減少しておりま

す。県税収入の落ち込みは激しく、公債費率は

かつて12％台だったものが17％近くになると思

われます。身を切る行財政改革が断行されてお

りますが、財政は硬直化の度合いを高め、住民

サービスの低下が懸念されます。また、投資的

経費の落ち込みは激しく、建設業は沈滞し、景

気雇用にも深刻な影響が出ております。加えて

時代の潮流は、国、地方を合わせた財政の悪

化、世界経済の大きな変化、資源、環境問題の

深刻化、地方分権の進展、情報通信技術の発達

と格差の拡大等山積し、それに対する備えが急

がれます。これらを踏まえ、県は今議会に20年

後を見越した宮崎県総合計画「未来みやざき創

造プラン（長期ビジョン）」を提案され、知事

マニフェストを盛り込んだ喫緊の４年間の政策

実現を目指したアクションプランを６月の県議

会に提案される予定と聞いております。ぜひと

も未来の宮崎県の躍進を約束する計画にしてほ

しいと思います。以上前置きし、以上の観点に

立って、重複もあろうかと思いますけれども、
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質問を行ってまいります。

初めに、知事の政治姿勢について伺います。

知事の所信表明にもありましたが、まさに宮

崎県は正念場を迎えております。将来どのよう

な事態に遭遇しようとも、しっかりと乗り切れ

る宮崎を重層的に構築していくことが肝要かと

思いますが、宮崎の知事を選んだ思い、また、

今後の宮崎県政のリーダーとしての決意につい

てお尋ねをいたします。

次に、県民との協働について、知事にお尋ね

いたします。県民との協働には２つの視点があ

ると思います。今日の宮崎をつくってきた先人

の並々ならぬ努力、その歴史あるいは地理的特

異性は、県民の命の中に深く宿っていると思い

ます。県民の声はできる限り幅広く聞いていた

だきたいと思います。しかし一方では、県民に

深く根づいた思考や気質を打破できるのは知事

だと思います。市町村との連携、県民本意の対

話と協働、ぜひとも本音で打ち合い、県民と深

いきずなを結んでいただきたいと思います。こ

の県民との協働につきまして、どのように進め

ていかれるのかお尋ねをいたします。

次に、新しい仕組みや新しい価値の創造に挑

戦するとのことでありますが、経済的基盤が脆

弱であっては、できることもできないと思いま

す。１人当たりの県民所得の向上についてお尋

ねをしたいと思いますけれども、皆様方のお手

元に資料が行っていると思います。それを見て

いただければ─これは直近10年間の県民所得

の推移でございますけれども、宮崎も一

時、2006年等は大変県民所得を向上させまし

た。しかし、現在は、またもとのもくあみに

戻っているようでございます。一番右の2011

年、宮崎県の県民所得は215万2,000円でござい

ます。その上に、鹿児島県が宮崎と似たような

経緯をたどってきたんですけれども、ここに至

りまして─鹿児島県は薄い水色でございます

けれども─235万3,000円、ちょうど１人当た

り20万円の県民格差がございます。これを100万

県民に直しますと、2,000億円の違いでございま

す。隣の大分県を見ますと─大分県はさらに

濃い水色でございますけれども─263万3,000

円ということで、40万円近くの差が大分県民と

の間にはついております。これは4,000億円とい

うことになりますから、宮崎県の財政に匹敵す

るくらいの差が出ていると、こういうことでご

ざいます。もう一つ、他県のことで残念であり

ますけれども、グリーンの長崎県は、かつて250

万円以上ありましたけれども、今は宮崎県と同

じような程度になっておりまして、何に原因が

あるのか、こういうことを分析して県政の運営

に当たらないといけないんじゃないかというふ

うに思います。そこで、１人当たりの県民所得

の向上策について、知事はどのように考えてお

られるのかお尋ねをいたします。

次に、知事の政策提案についてお尋ねをいた

しますが、喫緊の「口蹄疫からの再生・復興」

のほか、「産業・雇用づくり」「人財づくり」

あるいは「くらしづくり」の４つの大きな柱か

ら成っております。初めに、口蹄疫からの再生

・復興についてお尋ねをいたします。昨年の４

月20日に初発が確認された口蹄疫は、30万頭に

及ぶ大型家畜のとうとい犠牲と、畜産農家を初

め関連業者、果ては本県経済の隅々に至るまで

甚大な被害をもたらしました。自治体職員の方

を初め、全国から駆けつけていただいた獣医

師、自衛隊、警察官、また多くのボランティア

の献身的な御尽力を賜り、８月に終息すること

ができました。また、全国から真心の義援金を

お寄せいただき、どれほど関係者や県民が励ま
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されたことか、県民の一人として、ただただ感

謝の思いでいっぱいです。お礼を申し上げたい

と思います。宮崎県民は、口蹄疫ウイルスの脅

威が文字どおり一国の存亡さえ左右しかねない

危機をはらんでいる怖さを、嫌というほど思い

知らされたのではないでしょうか。だからこ

そ、再生・復興に当たっては、二度と同じよう

なことがあってはならないのであります。再生

を始められる農家もありますが、不安は大変な

ものがあると思います。隣国韓国では300万を超

える口蹄疫が発生しておりまして、その余波は

北朝鮮にまで拡大しているようであります。断

じて油断することはできません。再生・復興に

当たって万全を期さねばなりません。そのため

にも原因の徹底究明がなされなければ、防疫の

しようがないと思います。そこで、お尋ねをい

たします。口蹄疫の原因究明について、国並び

に県の検証委員会の報告がなされましたが、明

確な結論には至っておりません。しかし、県と

して確証を得たことがあれば、毅然として後世

への教訓にしなければならないと思います。宮

崎で再び発生した原因について、どのように総

括しておられるのかお尋ねをいたします。

次に、外国の口蹄疫発症状況は即座に農家に

伝わらなくてはなりません。畜産農家への迅速

な情報伝達システムは完備されたのかお尋ねを

いたします。

次に、ちょっと重複いたしますけれども、最

も大事なのは水際作戦ということで、国との協

議の状況、国の動向、水際作戦の現状について

お尋ねしたいと思います。

次に、現在、他県では発生しておりませんけ

れども、防疫体制というものに何か他県との間

に違いがあるのか、不思議でならないわけであ

りますが、本県の防疫体制、再発防止策はまこ

とに完備されたのか、安心して畜産を再開して

いいのかお尋ねをいたします。

次に、今回の惨劇を招いた課題は、通報への

対応、初動体制、埋却地の問題、対策本部体制

等多々あり、その間にウイルスが蔓延したこと

が大きな原因となりました。また、経営を担保

するための大規模化が感染拡大のリスクとなり

ました。大規模農場におけるリスクを乗り越え

るため、今後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。

次に、「産業・雇用づくり」について、知事

にお伺いをいたします。新規立地企業100件、雇

用創出5,000人についてでありますが、雇用の創

出は喫緊の課題であります。そのためにも新規

企業立地100件は重要であります。近年、企業の

海外進出等により、県外からの企業立地が困難

となっております。理由の一つとして、経済的

な問題、それから地理的不便性、インフラのお

くれ等が指摘されております。しかしながら、

県外から立地した事業主からは、行政の支援の

厚さ、面倒見のよさ、あるいは空港、港、イン

ターチェンジへのアクセスのよさ、それから宮

崎の人は勤勉、素直、誠実で伸びるとの人材評

価、あるいは住環境のよさなど、高い評価もな

されております。県外からの立地30社も夢では

ないと思いますが、どのように取り組んでいか

れるのかお尋ねいたします。

次に、アジアの大市場の積極的な開拓につい

て、知事に伺います。現在、我が国の輸出入額

の大半はアジアが占めております。今後の世界

人口の動態を見ても、アジアは現在42億人おり

ますけれども、将来的には49億人に達すると推

測されております。世界人口のおよそ６割強で

あります。アジアとのきずなを可能な限り強く

築いておく必要があると思います。アジアに対
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しては、本県の地理的特異性も生かすことがで

きると言われておりますけれども、海外戦略に

ついてお尋ねをしていきたいと思います。寺島

実郎氏の著書に興味深い話が紹介されておりま

す。今、我が国の外交は、竹島、尖閣諸島、北

方領土問題等、大変懸念されておりますが、ロ

シアの極東戦略は実にロマノフ王朝にさかのぼ

り、日本の漂着民をサンクトペテルブルクに連

れて行き、既に300年前に日本語学校を開校して

極東支配に備えたとあります。極東の拠点、ウ

ラジオストクという地名は、ロシア語で「東を

征服せよ、支配せよ」という意味であり、幕末

から明治にかけて、我が国がウラジオストク建

設と競うように北海道開拓を行ったのは、れっ

きとした事実であります。メドベージェフ大統

領の北方領土視察の淵源は既にここにあるので

はないかと思います。ともかく、海外戦略につ

いては、さきの議会でも質問しましたが、県と

して先見の明を持って、打てる手は全力で打っ

てほしいと思います。そこで、今後の本県の躍

進をかけたアジア戦略について、知事はどのよ

うな深謀を持って臨まれるのかお尋ねをいたし

ます。

次に、本県の将来を担う重要な「人財づく

り」について伺います。本計画の20年後は１歳

の子供も成人しております。いかにすぐれた教

育が人材をはぐくみ、社会で雄飛し、社会を支

えていくことになるか、歴史は証明しておりま

す。教育行政ほど希望に満ちた、また重要な行

政はないと思います。米百俵の長岡藩の小林虎

三郎の藩復興の話や、米沢藩の財政破綻を立て

直した本県ゆかりの上杉鷹山の逸話が議会でも

紹介されましたが、その含意は教育でありまし

た。傑出した上杉鷹山を教育したのは師匠の細

井平洲であり、米沢藩を立て直すために鷹山が

米沢の地に開いた学校に招いたのも細井平洲で

ありました。米沢の再生・復興は人から始まっ

ております。まさに今の宮崎にとって大切なの

は、いかなる教育がいかに施されるかでありま

す。知事は人財づくりについてどのように考え

ておられるのか、お尋ねいたします。

次に、「くらしづくり」についてお尋ねをい

たします。高齢・人口減少社会を迎えて、一層

安全・安心な暮らしづくり、暮らしやすい地域

づくりが求められています。それを支えるの

は、地域経営の手法であり、地域における多様

な主体の参画と活動の促進を図ることではない

かと思います。知事がマニフェストに掲げられ

た、くらしづくりの構想とはどのようなもの

か、また、どのように進めていかれるのかお尋

ねをいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。12件のお尋ねをいただきました。順次お答

えをしてまいります。

まず、知事としての県政運営についてであり

ます。私は、県民の皆様の県政に対する信頼を

回復させるとともに、クリーンな県政運営を実

行された東国原県政を継承し、さらに発展させ

ること、さらには口蹄疫からの再生・復興、ま

たさまざまな行財政改革をしっかりと引き継い

で進めていくことが、副知事を務めてきた私に

課せられた使命であると考え、知事選挙に臨ん

だわけであります。本県出身ではありません

が、５年半にわたり県政運営に携わってまいり

まして、本県の事情は十分承知しております

し、今や本県は私にとって第二のふるさとであ

ります。今回、多くの県民の皆様に御支持をい

ただき、当選させていただきましたことは、ま
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ことに光栄に存じているところであります。現

在、本県は、昨年来の口蹄疫、それから鳥イン

フルエンザ、新燃岳の噴火活動など、大変厳し

い状況に置かれておりますが、そういった活動

の中で、県民の助け合いの精神でありますとか

ボランティアのさまざまな活動など、今後の宮

崎の発展につながるさまざまな芽生えというの

もあるのではないかと思っております。何とか

この難局を乗り越えて、与えられた任期の４年

間、県民の皆様が一致団結した県政運営を進め

てまいりたいと、そのような県政運営、その先

頭に立ってまいる覚悟でございます。

次に、対話と協働による県政運営についてで

あります。県政運営の基本姿勢といたしまし

て、県民の皆様はもちろんのこと、県議会の皆

様や国、市町村、関係団体の皆様ときめ細かく

丁寧な対話を重ねるとともに、県民の皆様の強

いきずなを生かした、より緊密な協働の仕組み

をつくり上げ、新たな県民総力戦を展開するこ

とを核とした県政運営を行ってまいりたいと考

えております。既に、県と市町村の協議の場を

設置したところでありますが、今後、私みずか

らが県内各地に出向いてまいりまして、県民の

皆様と直接意見交換を行う機会をふやしたり、

経済関係団体との協議の場の設置を検討するな

ど、これまで以上にさまざまな方々との対話を

重ねてまいりたいと考えております。また、こ

れらの対話をもとに、民間と行政が一体となっ

て、例えば観光や物産等の総合的な販売促進活

動に取り組む「オールみやざき営業チーム」の

結成など、多様な主体の活動促進によります県

民参加の地域経営の推進を図るなど、今後いろ

いろな協働の仕組みをつくり上げてまいりたい

と考えております。

次に、県民所得の向上についてであります。

本格的な少子高齢化や人口減少、グローバル化

などによりまして社会構造が大きく変化する中

で、希望のある確かな未来を築いていくために

は、経済最優先の価値観を転換いたしまして、

人や地域のきずな、安全・安心な暮らし、健康

など、新たな視点から価値や豊かさを創造して

いくこと、さらに、そのためには、分権型社会

の構築、協働の推進など、新しい仕組みをつ

くっていくことが必要であると考えておりま

す。このような観点から、新しい総合計画の長

期ビジョンにおきましては、基本目標を「未来

を築く新しい「ゆたかさ」への挑戦」としまし

て、「人」「くらし」「産業」という３つの側

面から、本県が目指すべき将来像を描いたとこ

ろであります。今後、将来像の実現に向けて政

策を実行に移していくことになりますが、御質

問にもありましたように、県民の安心で豊かな

暮らしを実現する上で、県民所得の向上、県内

経済の活性化は大変重要な要素であると考えて

おります。現在、本県は、口蹄疫や鳥インフル

エンザ、新燃岳の噴火などにより、大変厳しい

経済状況が続いておりますので、まずは口蹄疫

を初めとする危機事象からの復興や、低迷する

経済・雇用の回復に努めることが必要でありま

す。中長期的には、食産業など本県の強みや特

徴を生かした本県経済のエンジンとなる産業を

育成し、県民所得を支える経済基盤の構築に努

めてまいりたいと考えております。

次に、口蹄疫に関する一連のお尋ねでありま

す。

まず、疫学調査の関係でありますが、昨年11

月に公表された国の疫学調査チームの中間取り

まとめにおきましては、「アジア地域の口蹄疫

発生国から人あるいは物を介して我が国に侵入

したと推定される」との指摘にとどまっている
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ところであります。県といたしましても、独自

にさまざまな面から感染ルートの調査を行いま

したが、国の疫学調査以上の結論を得るには至

りませんでした。引き続き、国・県、連携をし

ながら、しっかりと分析に努めていく必要があ

ると考えておりますが、まずは今後、口蹄疫の

侵入を防止するために、畜産農家に対しまして

は、農場への家畜伝染病の侵入を防止するため

の基本であります飼養衛生管理基準の遵守を図

るとともに、空港等における水際対策の強化な

どに取り組んでいるところであります。国に対

しましては、水際対策のさらなる強化や、疫学

調査の実効性を確保するための強制力ある措置

の必要性について、引き続き訴えてまいりたい

と考えております。

続いて、外国の発生状況等の伝達システムに

ついてであります。海外や国内における家畜伝

染病の発生情報につきましては、農林水産省か

ら情報提供がある都度、これまでも市町村、関

係団体等を通じて農家へ情報提供しているとこ

ろでありますが、これらの情報がどのように伝

達されたかについても、情報内容等に応じまし

て、市町村等を通じて確認もしているところで

あります。さらに、県庁のホームページにおい

て広く情報提供するとともに、必要に応じて防

疫会議を開催して、注意喚起を行っているとこ

ろであります。なお、現在の農家への情報提供

につきましては、関係団体や市町村にお願いす

る部分が大きいため、農家へ迅速かつ効果的に

伝達される手法につきまして、さらに検討を深

めてまいりたいと考えております。

次に、水際対策であります。韓国における口

蹄疫や鳥インフルエンザの発生が続く中、水際

対策は家畜伝染病の侵入防止対策として大変重

要であると考えており、国に対しまして、再

三、水際対策の強化を要望してきたところであ

ります。これを受け、国としましては、入国者

に対し、注意喚起のためのアナウンスの実施で

ありますとか、靴底消毒の徹底、さらには到着

時のゴルフシューズの消毒などに取り組んでい

るところであります。さらに、家畜伝染病予防

法の改正におきましても、水際対策の強化が検

討されているところであります。

本県の防疫体制についてでありますが、今回

の口蹄疫の防疫対応を踏まえ、県といたしまし

ては、毎月20日を「県内一斉消毒の日」とし

て、地域ぐるみでの消毒を推進するとともに、

飼養衛生管理基準をわかりやすくまとめた農場

衛生管理マニュアルや、本県で発生した口蹄疫

の症状を写真で示した症例集を作成しまして、

全農家へ配布するなど、再発防止に向けて積極

的に取り組んでいるところであります。さら

に、全農家を巡回することによります飼養衛生

管理基準の遵守や防疫意識の啓発に取り組むと

ともに、本議会にお願いしております農地地図

情報システムを活用した家畜防疫モデルシステ

ムを整備しまして、防疫体制の強化に努めてま

いりたいと考えております。

次に、大規模農場におけるリスクの問題であ

りますが、大規模農場における飼養衛生管理基

準の遵守等の防疫措置の徹底を図ることは、家

畜伝染病の感染拡大による蔓延を防止する上

で、非常に大きな課題であると認識していると

ころであります。このため、県といたしまして

は、去る２月15日に農林水産大臣に対して行っ

た家畜伝染病予防法等の改正に係る要望におき

ましても、一定規模以上の農場について、飼養

衛生管理基準の遵守状況をチェックするための

定期的な報告書の作成・提出でありますとか、

１農場当たりの飼養頭数制限や管理獣医師の配
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置の義務づけの必要性について訴えたところで

あります。今後、県といたしましては、大規模

農場に対して、地域の一員として、連携して防

疫の徹底に取り組むよう指導助言をしていくと

ともに、定期的な立入指導を行うこととしてお

ります。

次に、企業立地の問題であります。現在、企

業立地を取り巻く環境は、御質問にありました

ように、厳しい状況が続いておるところでござ

いますが、目標達成に向けて、全庁を挙げて全

力で取り組んでいるところでございます。具体

的には、新エネルギーや食品、医療、ＩＴ関連

など、今後の成長が見込まれる分野の企業を中

心に、市町村や関係機関等と連携を図りなが

ら、私自身によるトップセールスを初め、これ

までに培ったノウハウや人脈等を活用した戦略

的な誘致活動を展開し、高いハードルではござ

いますが、これを掲げて、それを目標に頑張っ

てまいりたいと考えております。

次に、アジア戦略全般についてであります。

成長著しいアジアは、今後の世界経済のエンジ

ンとしても期待されているところでありまし

て、そこにどのようにかかわっていくのかは、

本県にとっても非常に重要な課題であると考え

ております。このため、長期ビジョンにおきま

しても、今後、優先的に取り組むべき８つの戦

略の１つとして、主にアジアをターゲットとし

た海外展開戦略を位置づけまして、県内企業の

輸出や海外進出などの支援、グローバルな経営

人材の育成、海外からの観光客の誘致、さらに

は、さまざまな分野での幅広い交流や留学生な

どの人材交流を掲げているところであります。

具体的な取り組みは、今後、アクションプラン

で検討していくこととなりますが、関係団体や

民間企業等とも連携し、アジア地域とのさまざ

まな分野での交流促進やネットワークの構築な

どに努めますとともに、私の政策提案にも掲げ

ました「みやざき東アジア経済交流戦略」の策

定などにも取り組んでまいりたいと考えており

ます。

次に、「人財づくり」についてであります。

これからの県づくりの原動力を担うのは人の力

であり、あすの宮崎を担う人財づくりは、県政

の最重要課題の一つと考えているところであり

ます。私自身、子供のころから、学業の傍ら卓

球やサッカーなどのスポーツにも取り組んでま

いりましたし、小学校のころは少年合唱団にも

入りまして、文化活動などにも励んできたとこ

ろであります。そういったさまざまな活動を通

じて、熱い思い、悔しい思い、そういった一つ

のつながり、さまざまな経験をいたしまして、

物事に打ち込むことの意義というものを実感し

ているところでございます。昨年８月、本県を

会場としまして、全国高等学校総合文化祭が開

催されたところであります。口蹄疫の影響で文

化祭の実施そのものが危ぶまれる中、開催を信

じて練習に励んできた本県の高校生たちが、大

会当日には、はち切れんばかりのエネルギーや

宮崎に生きているという喜びを体いっぱいに表

現している姿に触れまして、大きな感動を味わ

うことができました。宮崎の子供たちは確かに

育っている、そう感じた瞬間でした。本当にす

ばらしい大会、すばらしい高校生たちだったと

考えております。こういった高校生のように、

困難や試練に直面しても、それを乗り越え、物

事に打ち込んでいくことを通じて、心の豊かさ

やたくましさを身につけ、地域の産業や社会を

支え、未来を切り開いていく、そのような「宮

崎の人づくり」を進めてまいりたいと考えてお

ります。
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最後に、「くらしづくり」についてでありま

す。私が政策提案でお示ししました基本政策の

うち、くらしづくりにつきましては、住みなれ

たふるさとで「豊かさを実感できるくらし」を

実現していくための政策として掲げたものであ

りまして、安心・安全、医療・福祉の充実、健

康長寿、地域づくりという４つの観点からまと

めております。安心・安全につきましては、自

殺や犯罪のないまちづくりや防災・危機管理体

制の充実・強化を、医療・福祉につきまして

は、市町村と連携しまして、保健・福祉・介護

・医療の連携による切れ目のない支援体制の整

備や医師確保等に取り組んでまいりたいと考え

ております。また、健康長寿では、生活習慣病

予防や介護予防に、さらに地域づくりでは、中

山間地における「いきいき集落」の取り組み、

定住自立圏等による広域連携などを進めてまい

りたいと考えております。これらの施策につき

ましては、現在策定を進めておりますアクショ

ンプランの中で具体化を図ることとなります

が、施策の推進に当たりましては、地域経営や

地域活動への多様な主体の参画や、市町村、関

係団体との役割分担と密接な連携が必要になっ

てくるものと考えているところであります。以

上であります。〔降壇〕

○長友安弘議員 ありがとうございました。喫

緊の課題、また長期的な課題があろうかと思い

ますけれども、いよいよスタートいたしまし

た。一つ一つの課題解決に向かって、全力でお

願いしたいというふうに思います。

次に、県民政策部長にお尋ねいたします。宮

崎県総合計画の長期戦略の中に、これからも住

み続けたいと思う人の割合100％を目指す「持続

可能な地域づくり戦略」というものを掲げてお

られます。この戦略についてお尋ねいたしま

す。一般的には２つの側面のアプローチがある

とされまして、地域みずからが主体となって継

続的な活動を進める地域づくりと、もう一つ

は、それに環境という要素を入れまして、環境

への負荷が少なく、自然と人間の共生が確保さ

れた地域づくりというものがあるようでござい

ます。アクションプランというのは双方の考え

に基づいたものであると思いますけれども、人

口のダム機能を有する３都市拠点と８つの地域

ブロックを設定し、それぞれ持続可能な地域づ

くりを目指されると思います。そのとき肝心な

のは、地域住民みずからが参加する自立・持続

の社会づくりであります。これらの参加の仕組

みづくり、人材づくり等について、今後どのよ

うに進め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） 本格的な少子

高齢化・人口減少時代におきましても、地域が

活力を維持し自立していくことを目標に、長期

ビジョンの中で「持続可能な地域づくり戦略」

を位置づけたところであり、その中で、広域的

な市町村の連携による生活機能の確保、あるい

は住民が積極的に地域経営に参加する仕組みづ

くりを進めることとしたところでございます。

具体的な方策につきましては、今後、アクショ

ンプランをつくる中で検討してまいりますが、

例えば、住民と行政が地域の将来像や課題への

認識を共有することができるよう、一体となっ

て取り組む地域づくりへの支援を一層強化する

こと、さらに地域の新たな担い手が活躍できる

仕組みとして、ＮＰＯなど多様な主体が積極的

に活動できる環境を整備するほか、ソーシャル

ビジネスなどの新しい手法についても検討して

いく必要があると考えております。また、住民

参加による地域経営のためには、地域住民の意

識の高まりと地域に密着したリーダーが必要で
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ございます。そのため、民間団体とも連携しな

がら、県内全域で地域間の交流を促進し、成功

事例などを学ぶ機会をつくってまいりたいと考

えております。

○長友安弘議員 それでは、お尋ねしていきま

す。知事に再びお願いしたいと思いますが、地

方分権の推進について、ここ数年で県の分掌事

務が幾分か市町村に移譲されました。このこと

によりまして、住民へのサービスがより身近に

なったことは喜ばしいことだと思います。二重

行政とか縦割り行政の弊害をなくして、行財政

の効率化を図り、成果を上げていくということ

は、さらなる地方への分権、これを進めていか

なくてはならないと思います。市町村からは、

権限・財源を含めた充実した分権を求める声が

寄せられております。国からの分権もまさにそ

のとおりでありますが、今後、一層の地方分権

をどのように進めていかれるのかお尋ねいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 社会情勢が大きく変化

する中で、多様な住民ニーズに的確に対応する

ためには、地方が自己決定・自己責任のもと

で、主体的に地域経営を行う分権型社会の構築

が必要であると考えておるところであります。

このため、国と地方の関係はもちろん、県と市

町村におきましても、真に対等・協力の関係の

もとに互いに連携していく必要があるという考

え方のもと、今月16日に、地方分権を初めとす

る本県の重要課題につきまして県と市町村が協

議・検討を行う場として、新たに「宮崎県・市

町村連携推進会議」を設立したところでありま

す。今後は、この会議におきまして、市町村と

十分な協議を行い、連携を図りながら、国の地

方分権改革や県から市町村へのさらなる権限移

譲等につきまして、的確に対応してまいりたい

と考えております。

○長友安弘議員 地域のニーズを十分に踏まえ

て、権限の移譲をお願いしたいというふうに思

います。

次に、行財政改革の継続・断行につきまし

て、知事にお尋ねいたします。これまでも身を

切るような行財政改革が行われてまいりまし

た。改革により、県民サイドにあっては、事業

の廃止とか縮小により改革の痛みを伴い、倒

産、廃業、失業のやむなきに至った方々も多数

おられます。先ほどの鳥飼議員の質問も、そう

いう観点から深くなされたというふうに思って

おります。入札制度改革も問題を残しておりま

す。極端な改革というものは避けるべきであり

ます。しかし、行財政の状況を考えますと、本

当に財政改革もやむを得ないと思います。県は

第３期財政改革を断行されるとのことでありま

すけれども、県民にこれ以上、過度の負担を強

いることがあってはならないと思います。第３

期財政改革の主な内容についてお尋ねいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 第３期の財政改革推進

計画、現在、策定作業を進めているところでご

ざいますが、第２期改革の成果を踏まえ、具体

的な内容といたしましては、例えば、私の給料

の20％減額を初めとした特別職の給料の減額や

管理職手当10％減額などの総人件費の抑制、さ

らには公共事業を中心とした投資的経費の抑

制、ゼロベースからの徹底した事務事業の見直

しによる一般行政経費の抑制など、さらに効率

的・効果的な歳出の実現を図るとともに、歳入

面では、県税における課税・徴収の両面からの

税収確保の一層の推進でありますとか、未利用

財産の売却、貸し付け等の促進、ネーミングラ

イツ収入の積極的な確保など、さまざまな財源
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確保の強化を図ることとしておるところでござ

います。計画の期間としましては、私の任期に

合わせ、平成23年度から26年度までの４年間と

する予定でありますが、その間の累計で1,000億

円程度の見直し等の目標額を設定することとし

ております。

○長友安弘議員 1,000億円程度をめどにという

ことでございますけれども、本当に最前線の県

民の暮らしというものを考えに入れて行ってい

ただきたいというふうに思います。

次に、会計処理方式の改革について、総務部

長にお尋ねをいたします。財政破綻寸前に陥っ

た東京都は、見える会計というものを目指し

て、多数の先進国で行われている複式簿記・発

生主義会計方式というものを導入したようでご

ざいます。そして、短期間に財政改革をなし遂

げたというふうになっております。その成果を

逼迫する国家財政、また地方の財政に生かして

もらいたいということで、複式簿記・発生主義

会計方式の導入を発信しております。隠れ借金

の明瞭化とか財政の効率化等、さらによく見え

るという会計方式のようでございますけれど

も、財政基盤の脆弱な本県にとりましては、一

考の価値があるのではないかと思います。導入

されるつもりはないのか、お尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 公会計の整備につ

きましては、平成17年に制定された「簡素で効

率的な政府を実現するための行政改革の推進に

関する法律」の規定によりまして、「資産及び

債務の実態を把握し、これらの管理に係る体制

の状況を確認すること」とされたことから、そ

れまで作成しておりました財務諸表を総務省方

式の改定モデルに改め、平成20年度分から財務

書類としまして、貸借対照表、行政コスト計算

書、純資産変動計算書及び資金収支計算書を作

成し、公表しているところであります。議員御

指摘の複式簿記方式、そして発生主義会計方式

につきましては、全国では東京都など３都県に

おいて先進的な取り組みとして実施しておられ

ますが、これには電算システムの整備など多大

なコストの負担の課題もございます。まずは、

県民の皆様にさらにわかりやすい財務情報の提

供を図るという観点から取り組んでまいりたい

というふうに考えております。

○長友安弘議員 コストあるいは人材の育成が

かかるということで、直ちにはということでご

ざいますけれども、よりよい財政の会計方式に

近づくようにお願いしたいというふうに思いま

す。

次に、県債についてちょっとお尋ねをしたい

と思います。県債発行額の抑制、これは知事に

またお尋ねいたしますけれども、平成元年当時

の県債発行額というのは454億円でございまし

た。そのとき、県債残高は3,422億円、また、県

債償還額というものは479億円というレベルであ

りました。それが平成12年には、県債発行額

が916億円、残高が7,796億円、償還額は798億円

となっております。また、平成21年には、県債

発行額が891億円、残高が9,226億円、そして償

還額は923億円となっております。県債の出入

り、また県債残高とも20年後と比較をしてみま

すと、およそ２倍という規模になっておりま

す。また、財政の健全度を示す公債費、これ

は12.2％から17％ぐらいになっていると思いま

すけれども、本当に財政の硬直化が一段と進

み、後世代への負担が一段と高まっている、住

民への行政サービスも低下しているのではない

かというふうに思います。これを県民１人当た

りに換算しますと、10年前当時になりますけれ

ども、県債額というのは１人当たり69万円、現
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在は93万円になっているという計算になりま

す。なお、県債残高というのは、御案内のとお

り、現在もふえ続けております。20年後、本県

人口は10数万人も減少して、100万人を切ると予

測されておりますが、超高齢化社会を迎えるに

当たって、県民の負担というのはますます増加

するのではないかと懸念されます。したがっ

て、今後の県債発行というのは極力抑えねばな

りませんが、県債発行額の抑制について、今後

どのように取り組んでいかれるのかお尋ねいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 平成19年度に策定いた

しました第２期の財政改革推進計画に基づきま

して、この４年間というもの、将来世代への負

担軽減のために、県債残高を減少に転じさせる

とともに、持続的に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を推進してきたと

ころであります。現在、県債残高総額は、額面

で言えばトータルで１兆円を超えたところであ

りますが、その中を見てみますと、交付税の代

替財源である臨時財政対策債、これが急増して

いるという状況もございますし、口蹄疫対策の

ための転貸債の発行、こういう臨時的なものが

含まれているわけであります。この臨財債や口

蹄疫の転貸債などを除きますと、当初予算編成

後の平成23年度末残高見込みは約6,228億円とな

り、ピークであった平成14年度末の8,106億円か

ら1,878億円の圧縮が図られているところでござ

います。臨時的な要素により、表面的には１兆

円を超えた状況ではありますが、これまでの財

革の取り組みによりまして、抑制に努めてきた

ところでございます。今後とも、県債発行にお

きましては、交付税措置が手厚いものに特化す

るなど、その抑制に努めてまいりたいと考えて

おります。

○長友安弘議員 臨財債措置のある、そういう

県債の発行になっているということで、実質的

な県債というものは、努力して減少しているん

だよというお話がございました。ただ、国の財

政も非常におぼつかないと、こういう状況もあ

りますので、万が一のことがあったら大変なこ

とになりますので、極力、県債発行額の抑制に

は努めていただきたいと、こういうふうに思い

ます。

次に、新燃岳噴火問題について、総務部長に

お尋ねいたします。降灰の量、降灰の範囲とい

うのは尋常ではない。鹿児島から職員が派遣さ

れてきたそうでありますけれども、その鹿児島

の職員でさえも、いまだかつて見たことがない

という灰の量であったようであります。先ほど

もお話がありましたが、4,000万トンから8,000

万トンと、しかも都城だけでも800万トンです

か、10トントラックに直したら大変な数だと、

こういうお話がございました。本当に現地に

行ってみますと、山林から農地、道路、河川、

湖沼、しかも最近のニュースで、海底に至るま

で降灰しております。そして、家屋や宅地はも

ちろんのことでございますけれども、農産物、

園芸施設、園芸作目、それから家畜や飼料、人

の生活・健康、そのほか諸産業に影響が及ぶと

いう状況でございます。できる限りの対策が急

がれます。そこでお尋ねいたしますけれども、

財政的な措置につきましては、いろいろと努力

をされているというのが、先ほどまでの議論で

わかりました。ただ、降灰除去対策というの

は、どうしても急がれると思います。国土交通

省を初めとして、各自治体、民間に至るまで、

全力で取り組んでおられますけれども、除去対

策というのは、細部には至っていないのが現実

でございます。可能な限り早期に、できれば県
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民総ぐるみで除去対策を進める必要があるので

はないかと思います。そうしないと、灰による

粉じんが健康的にも障害を及ぼしてくるんじゃ

ないかという気がいたします。そこで、県、市

町村、住民一体となり、一斉に降灰除去を行う

日を決めてやるような取り組みをすべきではな

いかと思いますが、県の対応についてお尋ねい

たします。

○総務部長（稲用博美君） 新燃岳の噴火に伴

う降灰につきましては、現在、県内22市町村で

確認されておりまして、これまで、それぞれの

土地の管理者、所有者等において、灰の除去作

業が行われております。また、ひとり暮らしの

高齢者など、みずから灰の除去作業をすること

が困難な方の住宅等につきましては、地域住民

やボランティアの協力により除去作業が行われ

ているというふうに伺っております。このよう

に、降灰の除去につきましては、自助・共助・

公助が連携して、適切に役割分担しながら進め

ていく県民一体となった取り組みが基本である

と認識しておりますので、御提案のありました

ような集中的な降灰除去につきましては、今後

の降灰の状況、そして市町村の意向を踏まえな

がら検討してまいりたいと思っております。

○長友安弘議員 なかなかこういう日を設ける

というのも難しいようなお話でございましたけ

れども、県が調整役となって、本当に一日も早

い降灰の除去に努めていただきたいということ

を要望しておきたいと思います。

次に、最も肝心なのは、やはり泥流とか土石

流、また噴石、熱風、火砕流、それらから命を

守るということが最優先の課題でございます。

このことについても、いろいろと代表質問で出

ました。今後の大噴火も予想されるというよう

なことでございますので、今できることは、一

層の観測体制の強化と情報提供に基づく迅速か

つ安全な避難体制のあり方ではないかと思いま

す。一部、避難勧告等が出ても、その対象範囲

の何十％しか避難されないという現実もあるわ

けでございますけれども、安全を確保すること

は大事でございます。どのように進めていかれ

るのか、取り組みについて総務部長にお尋ねを

いたします。

○総務部長（稲用博美君） 新燃岳につきまし

ては、気象庁が新たにマグマ供給量の変化を把

握するための地震計や傾斜計、爆発的噴火の状

況を把握するための空振計、火砕流を把握する

ための高感度カメラ、そして泥流や土石流の発

生に備えた臨時雨量観測所を設置しまして、３

月上旬から観測体制が強化されるというふうに

伺っております。県といたしましては、これら

の観測情報を活用しながら、火砕流や土石流発

生に備えた避難体制の強化について、関係市町

の支援に努め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お

尋ねをいたします。観光を初め諸産業に被害が

及んでいるわけでございますけれども、特化す

るのは難しいかもしれませんが、観光産業に対

する支援策、鹿児島県あたりでは、空振による

被害というのはガラスが割れたと、こういうこ

とでありますけれども、実は連休に至るまで

キャンセルが入ったということで、本当に経営

に大きな打撃を受けているわけであります。現

時点での観光産業に対する支援策はどのように

なされているのか、お尋ねいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 現在の県

の対応としましては、金融相談窓口の設置や相

談会の開催を行うとともに、セーフティネット

貸付など利用可能な融資制度、さらには国への

要望の結果、先般、要件が緩和されました雇用
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調整助成金の周知等を、ホテル、旅館あるいは

飲食業者等に行っているところでございます。

また、風評被害等を避けるために、旅行会社等

に対しまして、噴火に関する正確な情報を提供

しまして、本県への送客等をお願いしていると

ころでございます。なお、噴火の状況を見きわ

めながら、まだ影響の残っている口蹄疫の復興

対策も含めまして、イベント開催支援あるいは

観光客誘致の取り組みなど、観光需要を喚起す

るための取り組みを今後実施する、そういうこ

とも検討していく必要があると考えておりま

す。

○長友安弘議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。以下、要望しておきますけれども、いろ

いろと方策は講じられておるようですが、農作

物への被害あるいは農業施設への被害、また農

地自体も改良しないとだめだというようなとこ

ろもあると思うんですけれども、そういう被害

については、補償を含め、しっかりした支援策

をお願いしたいと思います。遺漏のないように

お願いしたいと思います。それから、風評被害

を初めとしまして、直接・間接に影響を受ける

諸産業への支援策、これについても万全な対応

をお願いしたいと思います。また、健康被害に

対する予防対策等についても、十分よろしくお

願いをしておきたいというふうに思います。

次に、福祉保健部長にお尋ねをいたします。

宮崎県地域福祉支援計画についてでございます

けれども、20年後の75歳以上の人口は、先ほど

申し上げましたが、22万7,000人ぐらいと想定さ

れるということであります。実に４人に１人の

超高齢社会でございます。現在でも特別養護老

人ホームの待機者は3,425人で、介護施設の増設

等も叫ばれております。在宅介護あるいはそれ

を支える地域の様子も一変してくるんじゃない

かと思います。したがいまして、地域福祉のあ

り方、こういうものをしっかり見直して、だれ

もが安心して暮らせる地域社会づくりを一層進

めていただきたいというふうに思います。県は

このたび、前回の計画の成果を踏まえて、新た

に宮崎県地域福祉支援計画というものを策定さ

れました。未来を見据えた本計画の改正のねら

いというか、ポイントについてお尋ねをしたい

と思います。なお、あわせて、民生委員と児童

委員は地域福祉を支えていく重要な役割を持っ

ておりますけれども、さまざまな理由から欠員

が生じているようでございます。民生委員、児

童委員の充足率100％が求められるわけですけれ

ども、どのように取り組んでいかれるのかお尋

ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 宮崎県地域福

祉支援計画は、市町村が策定する地域福祉計画

の推進を県として支援することを目的として策

定いたしておりますが、現計画期間が今年度で

終了することに伴い、平成23年度からの新たな

５カ年計画の策定に取り組んだところでありま

す。今回の見直しに当たっては、ひとり暮らし

の高齢者や災害時の要援護者への支援など、新

たな福祉課題への対応を図りつつ、地域のきず

なにより、「ともに支え合い、助け合う、安心

な福祉社会づくり」を目指すことを基本理念と

いたしております。具体的には、市町村におけ

る地域福祉計画策定の促進や地域における見守

りのネットワークの強化等に取り組んでまいり

ますが、特に、地域においてリーダーシップを

発揮する地域福祉コーディネーターの育成な

ど、地域のきずなを支える多様な人材づくりに

は力を入れていきたいと考えております。次

に、民生委員、児童委員についてであります

が、平成22年12月１日現在で充足率97.7％と
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なっております。今後は、市町村との連携によ

り、ＮＰＯやボランティア団体など、多方面か

ら幅広く適任者が得られるような推薦方法の見

直しや、民生委員、児童委員の活動をサポート

する福祉協力員の配置の促進に努め、充足率100

％を目指してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 生活の一番根本である地域、

ここが乏しい財源の中でどういうふうに生き

残っていくかというか、残されていくかという

ことが大事でございますので、ひとつ本計画の

目的が十分に達成されるように、運行管理をよ

ろしくお願いしたいというふうに思います。

次に、環境森林部長に４点ほどちょっとお尋

ねをしたいと思います。林業の生産コストを切

り下げる林内路網の整備が進められております

けれども、搬出機械の活用等が可能になり、生

産コストを軽減するということで、原木の評価

額等も上がるんじゃないか、そして生産者の収

入アップにつながると、こういうふうに言われ

ております。中山間地で一番肝心なのは、林業

生産者の生計が成り立つかどうかということ

で、非常に今難しいと言われております。そこ

でお尋ねいたしますけれども、それを少しでも

助ける本県の整備済みの林内路網密度はいかほ

どになっているのか。また、今後の路網整備を

どのように進めていかれるのかお尋ねいたしま

す。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 林内路網につ

きましては、木材生産や森林整備の効率化を

図っていく上で欠くことのできない重要な生産

基盤であるというふうに考えております。県で

は、これまで積極的に路網整備を推進してきた

ところでありまして、その結果、平成21年度末

の本県の林内路網密度は、全国１位の１ヘクタ

ール当たり36メーターとなっております。しか

しながら、木材価格が低迷する中で、森林所有

者の所得向上を図っていくためには、さらなる

路網整備による生産コストの縮減が必要と考え

ております。このため、今後は、幹線でありま

す林道の整備に加え、木材搬出のコスト縮減に

直結する森林作業道などの整備を重点的に進め

ることによりまして、路網ネットワークの構築

を図るとともに、林業事業体において路網整備

を担う人材の育成についても、引き続き取り組

んでまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 膨大な森林にそれだけの整備

をするというのは並大抵のことではないと思う

んですけれども、そういう効率的な路網の整備

をお願いしたいというふうに思います。

次に、県産材の品質向上、これが宮崎県の木

を売っていくときの一番のネックになるわけで

あります。木材利用技術センター等で懸命にそ

の研究等がなされておりますけれども、現在取

り組んでおられる県産材品質向上に向けた取り

組みについてお尋ねいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 木材製品に対

する需要といいますか、それは近年、乾燥材と

か集成材といった品質の確かなものに対するニ

ーズの高まりが出てきております。このため県

では、平成13年度から全国に先駆けまして、製

材工場における人工乾燥機の導入促進や集成材

工場の整備支援を行うとともに、ＪＡＳ認定取

得にも取り組みまして、高品質な木材製品の生

産体制の整備を進めてきたところでございま

す。また、木材利用技術センターにおきまして

は、民間事業体と協力連携しながら技術開発を

行いまして、杉とヒノキのハイブリッド集成材

など、付加価値の高い製品づくりにも取り組ん

できたところでございます。このような取り組

みによりまして、本県は全国第３位の製材品出



- 141 -

平成23年２月24日(木)

荷量を誇る木材供給県としての地位を確立して

おりますけれども、さらに林業の振興に今後と

も努めてまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 次に、エコクリーンプラザの

浸出水調整池の補強工事問題についてお尋ねい

たします。専門家のアドバイスを採用した工法

により行われた補強工事で再びひびが見つか

り、修復工事が追加となりました。財政負担も

非常に大きいものがあります。また、地域住民

の信頼というものは失われてしまいました。こ

れ以上の失敗は許されません。安全・安心な浸

出水調整池を本当に完成させることができるの

か、状況についてお尋ねいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 浸出水調整池

の補強工事につきましては、昨年11月末までに

は完成する予定でございましたけれども、調整

池の底版等に生じたひび割れなどの影響により

まして、再度、工期が延長されたところでござ

います。このひび割れへの対策に当たりまして

は、環境整備公社におきまして、防食防水塗装

を変更するなど、地元の皆様に約束した品質の

確保にさらに万全を期すこととしたところでご

ざいます。浸出水調整池の４つの水槽のうち、

１―１及び１―２水槽につきまして、先ごろ実

施いたしました水張り試験で、水位の低下や水

漏れなどのふぐあいが認められなかったことか

ら、変更後の計画どおり、３月末には使用を開

始することとしております。公社といたしまし

ては、何よりも地元の皆様の安全・安心の確保

を最優先に補強工事等に取り組みまして、こと

し12月末までには当初の目的どおりの施設を完

成させることができるよう全力を尽くすとして

おりますので、県といたしましても、施設が一

日も早く完成し、地元や県民の皆様の信頼を回

復できるよう、関係市町村とも協力しながら、

公社を支援してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 遺漏のないように、よろしく

お願いしたいと思います。

次に、外国資本による森林買収問題、これは

ちょっとお尋ねがありましたので割愛します

が、21世紀の世界的な問題というのは、食料問

題、環境問題、ウイルスとの戦い、そして水不

足の問題と、こういうふうに言われておりま

す。話は違いますけれども、先ほど勃発しまし

たレアメタルの輸出停止の問題、これだけでも

大騒ぎになったわけでございます。したがいま

して、我が国の森林が万が一、諸外国に買い取

られまして、水源を断たれるというようなこと

が起こったら、これは悲惨きわまりないことに

なるわけでございますので、本当に徹底した調

査をお願いしたい。そしてまた、そういうこと

が起こらないような法的整備に向けても、特段

の御尽力をお願いいたしておきます。

次もちょっと省略いたします。知事に通告し

ておりましたが、商工関係の諸産業の振興につ

きましては、いずれにしろ、経済が活性化し

て、そして豊かになっていかないと、本当に県

民の求めている安心・安全な暮らしとか、生き

がいのある豊かな暮らしというのは実現できな

いと思うんですね。ない中で辛抱しろと言われ

れば、それはできますけれども、どうしてもお

金が要るという部分が出てくると思います。そ

のネックは、諸産業をいかに振興させるかとい

うことだと思いますので、産業の振興につきま

しては、特段の御尽力をお願いしたいというふ

うに思います。

そこでお聞きしますのは、観光行政につい

て、観光消費額の減少というのが懸念されてい

るところでございますけれども、知事は950億円

を目指したいと、こういういうことでございま
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す。その目的達成のための積算根拠といいます

か、それについてお考えがあればお願いしたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 観光関係の目標値を設

定するに当たりましては、前知事は県外観光客

数の伸びという設定をしたわけでありますが、

私の場合は、観光に来ていただいて、どれだけ

のお金を落としていただいているか、消費して

いただいているか、その観点から観光消費額に

着目したところでございます。近年は900億円前

後で推移しているところでありますが、平成20

年が924億円、最近のこういう数字をにらみなが

ら、一定の落ち込みというものを何とか回復し

ていきたい、そういう意味合いで950億円という

目標を設定させていただいたということでござ

います。今後、県外観光客を中心とした入り込

みの増加などを図りながら、目標の達成に努め

てまいりたいと考えておるんです。ただし、今

年度より観光統計調査の手法が全国共通の基準

に変更されたということでございまして、この

観光消費額についても推計手法が変更されるこ

ととなりますので、この目標値についても、必

要に応じて新たな推計結果を踏まえた見直しを

行って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、農政水産部長に何点かお尋ねをいたし

ます。本県農業を取り巻く情勢というものは、

農水産物の価格の低迷、あるいは流通経費、設

備投資、燃油高騰等の過剰な負担、それからま

た、高齢化、過疎化、ＴＰＰ問題、気候変動、

極めてさまざまな厳しい状況がございます。そ

の結果、農業に至っては、後継者不足あるいは

農村からの人口の流出、耕作放棄地の増大等さ

まざま起こっておりまして、農漁村の衰退とい

うものは、日を追うごとに進行しているように

思えてならないのでございます。また、最近

は、気象変動等による凶作に乗じて、投機マネ

ーによる食料品価格の高騰等が起こっておりま

すけれども、自給率アップの目標、こういうも

のもしっかり見直しておかないといけないので

はないかと思います。殊に経済基盤の脆弱な本

県にとりましては、農業というのはエンジン産

業、また全国の食料基地ということをうたって

いるわけでございますから、農業生産額が口蹄

疫等で本当に５割ぐらい失われてしまうという

ような状況の中でございます。また、新燃岳の

降灰によりましてどれほどの被害が出るかわか

りませんが、本当に原点に立ち返って、農水産

業の財産を守り育て磨いていかなくてはいけな

いと、こういうふうに思います。そこで、農業

の６次産業展開というものが掲げられておりま

すけれども、具体的にはどのように展開される

のか、取り組みの対象を含めましてお尋ねをし

たいと思います。また、その６次産業化によっ

て期待される効果をどのようにとらえておられ

るのか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 農業の６次産

業化についての県の考え方といたしましては、

農業法人や個々の経営体において、加工や販売

にまで経営の多角化を図るケースや、農産物の

加工施設等を核とし、農業と３次産業との連携

による地域ビジネスの新たな展開を図るケース

など、現在策定中の長期計画におきましても、

戦略プロジェクトの中に明確に位置づけるとと

もに、国の６次産業化法による関連制度等も活

用しながら、実践的かつ具体的な支援を行って

まいりたいと考えております。次に、期待され

る効果でございます。現在、１農業法人当たり

の平均的な売上額が１億5,000万円と推計されま



- 143 -

平成23年２月24日(木)

すが、加工・直接販売にも取り組む法人の売上

額は２億2,000万円になるなど、６次産業化によ

る付加価値の効果が見られております。県とい

たしましては、今後とも、こうした取り組みを

一層進めることで、農業を６次産業化に結びつ

け、力強い産業としてさらに成長させること

で、本県農業の所得向上と農村地域の活性化に

つなげてまいりたいと存じます。

○長友安弘議員 今の答弁にもありましたけれ

ども、付加価値をつけることによって倍ぐらい

の農業産出額が出ると、こういう状況でござい

ます。さきの議会でも２例ほど私も申し上げま

したけれども、ぜひともこの６次産業展開が成

功するように尽力をお願いしたいと思います。

次に、農業産出額3,300億円を目指すというよ

うなことが、知事の政策提言の中にございまし

たけれども、御案内のとおり、口蹄疫により畜

産業は極端に落ち込みました。４分の１の畜産

が失われたわけでございますから、ざっと計算

をしても、310億から320億ぐらいの損失になる

んじゃないかと思います。したがいまして、こ

の目標もさることながら、まず、従前の状況に

回復するということが先決ではないかと思いま

す。そこで、口蹄疫で減少した本県農業産出額

をいつまでに回復させる計画なのか。また、こ

れは別な問題ですけれども、企業等の農業参入

ということが叫ばれております。それで農業は

残りますけれども、農村のほうが滅ぶようなこ

とがあってはならない。国土保全の面からも、

小規模農家とかの存続による地域活性化を図っ

ておくべきでありますけれども、本県農業農村

のあり方をどのように描いておられるのか、あ

わせてお願いします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 昨年の口蹄疫

では、約30万頭の牛・豚のとうとい命を犠牲に

した結果、平成21年の畜産産出額に比べ、約180

億円の減少を見込んでおりますが、一刻も早い

畜産の再生・復興を実現したいと考えておりま

す。具体的には、国や市町村、関係団体等との

緊密な連携により農家の経営再建へのサポート

等を行いながら、甚大な被害を受けた児湯地域

単独では５年後の平成27年をめどに、また県全

体では、生産性の向上等により児湯地域の減少

分を他地域でカバーし、平成25年をめどに口蹄

疫発生前の水準に回復させたいと考えておりま

す。一方、本県農業は、水稲や肉用牛繁殖経営

を中心に、中山間地域など条件不利地域におい

て、高齢及び小規模の農家の方々に支えられて

いる部分も大きいことから、これらの方々の経

験に基づく知識と技術を生かした営農活動等に

取り組んでいただくことが、地域や農地を守り

育て、地域活性化につながるものと考えており

ます。県といたしましては、集落営農組織等の

育成はもとより、農作業の分業・協業化や、家

畜の飼養管理や粗飼料生産の労力を軽減するヘ

ルパー組織等の地域営農システムを確立し、多

様な担い手に支えられた「元気なみやざき農

業」を展開してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 本県農業農村の振興策につい

て、グランドデザインが描かれているようであ

りますけれども、一つ一つ成果評価をしっかり

見ながら、振興をお願いしておきたいと思いま

す。

次に、食料の自給率問題についてお尋ねをい

たしますけれども、発展途上国の人口増加や洪

水や干ばつなど気象変動による不作等で、世界

的な食料需給の逼迫というものが懸念されま

す。世界の飢餓人口というのは、現在の数値で

いいますと、９億2,500万人と言われているよう

でございます。したがいまして、我が国が有事
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の際ということになると、これは本当に今の自

給率では大変なことになるわけでありまして、

我が国の食料自給率の向上に向けて、本県農業

はどのように貢献していくことになるのかお尋

ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 本県は、米、

畜産、野菜等を中心に、暖地特性を生かした農

業生産を展開いたしておりますが、世界的な食

料危機への懸念や配合飼料価格の高騰等の現状

を踏まえますと、安全・安心な農畜産物の安定

生産・供給体制の確立や家畜飼料の自給体制の

強化等は、食料供給県として果たすべき重要な

責務であると認識いたしております。このた

め、県といたしましては、飼料用米や米粉の生

産拡大と二毛作による水田のフル活用ととも

に、農地の面的利用集積による加工・業務用野

菜等の産地育成、さらには食品残渣等のエコ

フィード活用による資源循環型農業の推進など

に積極的に取り組むことにより、本県の食料供

給力をさらに高め、ひいては国全体の食料自給

率向上に貢献してまいりたいと考えておりま

す。

○長友安弘議員 次に、水産業の振興策につい

て、農政水産部長にお尋ねをしたいと思いま

す。本県の水産業の生産高、これは減少傾向に

ございます。平成11年には505億円あったもの

が、いろいろと変動はあるんですけれども、平

成20年は380億円となっております。120～130億

の落ち込みというのは非常に大きなものがござ

います。現在、資源を守り育て管理する漁業の

推進等に取り組んでおられますけれども、今後

の本県の水産業振興策についてどのように取り

組んでいかれるのか、具体的な対策についてお

尋ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 本県の水産業

は、県内外に良質な水産物を安定して供給する

産業として、将来にわたり健全な発展を図る必

要があると考えておりますが、水産資源の減

少、魚価の低迷等に加え、近年の燃油高によ

り、その経営は極めて厳しいものとなっており

ます。このため、資源管理や漁場の整備による

資源の維持・回復の推進とともに、省エネ型漁

船の導入や操業方法の改善等による操業コスト

の削減、さらに、みやざきブランドの確立や多

様な販路の構築等による魚価の向上等の取り組

みなどを支援しているところであります。この

ような中、来年度から国により、漁業所得補償

対策が実施されるなど、大きな転換期にありま

すが、県といたしましては、今後とも、関係市

町や関係団体とより一層連携し、水産資源の回

復と経営力の強化等、水産業及び漁村の振興に

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○長友安弘議員 次に、口蹄疫からの再生・復

興とか鳥インフルエンザ問題について用意して

おりましたけれども、枝葉末節のことになりま

すので、１点だけお伺いをしたいと思います。

鳥インフルエンザに関してですけれども、本県

だけ12例発生しまして、なぜ本県だけというの

がございました。そこで、本県と他県の防疫シ

ステムというか、そこに何か特段の違いがある

のかどうか、その点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） 本県と他県の

防疫システムの違いでございます。国の疫学調

査チームが全国の19の発生農場の立入調査を

行っておりますが、他県の発生農場におきまし

ても、本県で指摘されたのと同様に、野生動物

の侵入防止対策が不十分であったり、未消毒の

飲用水の使用などが確認されたとの報告がござ
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いまして、本県と他県とで防疫状況に大きな違

いがあるとは認識していないところでございま

す。しかしながら、疫学調査チームの指摘もあ

りましたことから、この不備な点を改善すべ

く、関係者に対する指導等を強力に行っている

ところでございます。

○長友安弘議員 何か特別な要因があって連続

して発生するという状況になっているのかわか

りませんけれども、いずれにしろ、結果として

こういう事態になっているわけでありますか

ら、本当に最善の防疫対策というものを考えて

いただきたいと、こういうふうに思います。

時間がなくなってまいりましたので、急いで

まいりますが、次に交通ネットワークの整備・

充実について、知事にお尋ねをいたします。宮

崎県の道路交通の現状というものは、データで

見ますと、国道の整備率が80.0％で、これは全

国44位、九州最下位、県道整備率が56.5％で全

国37位、九州最下位、それから市町村道整備率

は50.8％で全国35位、九州７位と、こうなって

おります。それに対しまして、自動車の保有

率、運転免許保有率は九州１位で、全国、九州

の平均をはるかに上回っております。概括的に

見ますと、おくれをとっている宮崎県の道路で

ございますけれども、県民生活、県民経済を支

える最も重要なインフラであり、競争力のある

産業を支援する道路、また自立を図る地域を支

援する道、そして安心な暮らしを支援する道と

して、何としても早急に整備をお願いしたいわ

けでございます。しかも、交通インフラという

ものは、陸・海・空にわたるわけでございまし

て、投資的経費が大幅に削減される中では、整

備というのもなかなか進まないと思います。し

たがいまして、より一層の効果的なインフラ整

備というものを行っていただかなければならな

いわけでございます。20年後を目指した総合計

画の中で、交通ネットワークの整備・充実が掲

げてありますが、今後どのように取り組んでい

かれるのかお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 20年後の本県のあるべ

き姿を見据え、活力ある経済活動の展開等を図

る上では、地域間の連携・交流を強化する交通

ネットワークの整備・充実が極めて重要である

と認識しておりまして、総合計画の施策の柱と

して位置づけたところであります。具体的に

は、第１点目といたしましては、高速道路ネッ

トワーク等の早期形成であります。九州全体が

一体となって発展するために、不可欠となる高

速道路の早期整備を促進するとともに、広域的

な交流・連携をサポートする国県道の整備を進

めてまいります。第２点目は、県内拠点と高速

道路を連絡するアクセス道路の整備推進であり

ます。県内の生産や物流拠点、主要観光地等と

高速道路のインターチェンジとを連絡するアク

セス道路の整備を推進しまして、県内外との物

流効率化及び観光交流の一層の強化を図ってま

いります。第３点目は、港湾の利便性向上と利

用促進であります。大型岸壁整備など港湾施設

の機能強化に努めまして、企業誘致やポートセ

ールス活動等によりまして、港湾の利用促進と

アジアや関東、関西への航路拡充の取り組みを

進めてまいります。これらの取り組みによりま

して、本県と国内外との経済や観光交流の基盤

となります陸上・海上・航空ネットワークの維

持・充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○長友安弘議員 教育長にお尋ねをいたしま

す。教育の目的というものは、人格の陶冶と言

われてまいりましたけれども、非常に複雑、困

難、熾烈をきわめる厳しい現代社会にあって最
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も大事なことは、強靭に生きる力をはぐくむこ

とに尽きると思います。いじめや虐待あるいは

ニートあるいは自殺、さまざまな報道に接する

たびに本当に胸が痛みますし、残念でなりませ

ん。社会がどう変わろうと、あるいはまた、ど

のような天変地異が起ころうとも、柔軟にたく

ましく生きていく、そういう子供たちというの

を育てていかなくてはならないと思います。知

事の政策提言の中に、全国学力テスト全国上

位、全国体力テスト70％の項目で全国平均以上

ということが掲げられておりますけれども、目

標達成に向けてどのように取り組んでいかれる

のかお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） ただいまお話にあり

ました知事の政策提案に示されている学力と体

力に関する目標につきましては、単に数値とし

てとらえるだけではなくて、それを目標として

達成していく過程において、子供たちに「生き

る力」をしっかりとはぐくんでいくという意図

が込められているものととらえております。そ

の上で、まず学力の向上につきましては、基礎

・基本の確実な定着や、本県児童生徒の課題で

ある「活用する力」を高めるために、授業改善

のポイントを明らかにした授業研究を行った

り、授業後に学習内容の定着状況を確認し、指

導に生かす「Ｗｅｂ学習単元評価システム」の

活用促進に取り組んだりするなど、着実な取り

組みを強化してまいりたいと考えております。

また、体力の向上につきましては、それぞれの

学校が体力・運動能力調査の結果に基づいて作

成した体力向上プランの計画的・継続的な実践

など、学校の教育活動全体を通じた取り組みの

充実を図ってまいりたいと考えております。県

教育委員会といたしましては、市町村教育委員

会や地域社会とも十分に連携しながら、社会が

いかに変化しようとも、的確に判断し、主体的

に行動しながら、心身ともにたくましく生き抜

く力を、宮崎の宝である子供たちにしっかりと

はぐくむことができるように努めてまいりたい

と思います。

○長友安弘議員 最後の質問になりましたが、

安全・安心なまちづくりについて、警察本部長

にお尋ねいたします。平成14年の刑法犯認知件

数、これはピークでございましたけれども、１

万7,703件、そして直近のデータでは、それ

が9,000件近く減っております。警察の方々に対

しまして本当に感謝を申し上げたいと思います

が、気になるのは、減少傾向にあった重要犯罪

の件数が、少ないのでありますけれども、件

数、人員ともに微増していることでございま

す。引き続き、犯罪の抑止に尽力をお願いした

いと思います。今後、懸念されるのは、高齢化

の進展に伴って、高齢者を対象とした詐欺、押

し売り、住宅侵入等の犯罪、また、女性や子供

等、弱い者を対象とした犯罪の増加でございま

す。犯罪の抑止に社会全体で取り組む必要があ

りますが、安心・安全なまちづくりについて、

警察として今後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。

○警察本部長（鶴見雅男君） ただいま数字を

挙げていただきましたように、刑法犯認知件数

は減少してきておりますが、依然として、高齢

者を対象とした振り込め詐欺、リフォーム詐

欺、また、女性・子供を対象とした福祉犯罪、

性的犯罪が発生しているところであります。そ

こで、本年、県警の運営重点の中の一つに、街

頭犯罪等の抑止・検挙と犯罪の起きにくい社会

づくりの推進を掲げまして、諸対策を積極的に

推進しているところであります。安全・安心な

まちづくりを実現するためには、警察による抑
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止・検挙活動とともに、関係機関・団体と連携

した防犯ボランティアの活性化や、広く県民の

皆さんに参加していただく防犯ネットワークの

さらなる整備、そしてタイムリーかつきめ細や

かな情報の提供が不可欠と考えております。特

に高齢者の方々に対しましては、行政機関やボ

ランティア等と連携した高齢者宅の訪問などを

引き続き推進していくこととしておりますし、

女性・子供の安全対策につきましては、警察本

部の「子ども・女性安全対策班」を中心に、女

性・子供に対する声かけなどの前兆事案に対

し、迅速かつ効果的な先制・予防的活動を強力

に推進しているところであります。今後、これ

らの対策を軸に、安全・安心なまちづくりのた

めの諸対策を展開してまいる所存であります。

○長友安弘議員 以上で質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で代表質問は終わりまし

た。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時46分散会


