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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員39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。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、清

山知憲議員。

○清山知憲議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の清山知憲でございま

す。きょうは足元の悪い中、大変多くの方々に

お越しいただきまして、本当にありがとうござ

います。私は、医師として臨床医学の道を突き

進んでおりましたが、一転して政治の世界へ足

を踏み入れてしまいました。御承知のとおり、

医療という公共の社会基盤におきましては、政

策サイドも現場サイドも、いずれも車の両輪の

ように重要でございます。現場の人間が幾ら汗

をかいて努力を重ねても、極端な話をすれば公

立病院がつぶれてしまったり、診察室が多数の

患者さんであふれ返ってしまっては、理想の医

療を実践することはできません。私は医師とし

て、直接的に患者さんの命、生活にかかわって

きましたが、今までの宮崎県政は余りに現場の

声が反映されていないのではないか、自分たち

の覚悟でもって宮崎県の医療、患者さんたちを

守っていく、そうした覚悟に欠けているのでは

ないか、そうした思いでここに立たせていただ

いております。

きょうここに入院中の病院から外出許可をも

らって傍聴に来ていただいております私の92歳

の祖母が、私の医師を志した原点でございます

けれども、私は、その初心に照らしてみても、

今こうして政治家として宮崎県の政策にかか

わっていくことは、少しも恥じることはござい

ません。思えば、私もすぐ近くの宮崎小学校へ

６年間通学しておりまして、この県議会棟と本

館の間の中庭を通って、毎日のように祖母と通

学しており、非常にこの県庁には親しみを覚え

ております。きょうここの壇上に立たせていた

だいていることにも、大変感慨深いものがござ

います。

ことしから、知事、副知事ともに県外の御出

身でございますけれども、私は出身地など全く

関係ないと考えております。私は、同じ大学の

後輩として、まずはその胸をかりるつもりで、

是々非々で対応してまいりたいと考えておりま

すので、何とぞよろしくお願い申し上げます。

また、見てのとおり、私の体格は非常に小柄で

議会でも最軽量級、同期の若手議員の二見議員

や渡辺議員と比べても半分ぐらいの容積しかご

ざいませんけれども、言論、中身についてはだ

れにも負けないつもりでございますので、何と

ぞ執行部の皆様方も明瞭な御答弁をよろしくお

願い申し上げます。

それでは、質問に移らせていただきます。１

点目は、知事の政治姿勢についてでございま

す。

現在、民主党政権は、社会保障と税の一体改

革の集中検討会議を行っておりまして、本日20

日にもその成案をまとめる見込みでございま

す。私もこの集中検討会議の経緯を拝見してお

りましたが、民主党政権は、社会保障と税の一

体改革の成案について、平成23年半ば、まさに

この６月に成案をまとめるという閣議決定を昨

年の12月に行っております。しかし、それから

３月、戦後最大の災害、東日本大震災が起き、

３月11日以降は、国を挙げて震災対応に追われ

ておるところでございますが、民主党政権は６

月20日の成案の取りまとめにこだわり、私に

平成23年６月20日(月)
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とっては大変拙速な議論に映ります。まずは、

この政府案に対する河野知事の見解についてお

伺いしたいと思います。

それとあわせて、宮崎県も社会保障関係経費

約500億円、毎年20億程度増加していると聞いて

おりますけれども、今後、持続可能な社会保障

体制のために、知事はどういった財源をお考え

でしょうか。その点についてもお考えをお伺い

できれば幸いでございます。何とぞよろしくお

願いします。

以下、質問者席より質問させていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

社会保障改革案についてであります。社会保

障・税一体改革案につきましては、今月２日の

原案発表までに、地方の参画なしに議論が進め

られ、また、地方単独事業が社会保障経費の対

象外となるなど、地方の意見が反映されていな

かったことから、大変遺憾に思っていたところ

であります。しかしながら、13日に法制化後初

めて開催されました「国と地方の協議の場」を

踏まえ、17日に発表された修正案におきまして

は、地方の意見が一部取り入れられている状況

でございます。しかしながら、地方単独事業分

の取り扱いが明確になっていないことなど、今

後の検討状況を注意深く見守っていく必要があ

ると考えております。県としましては、これま

でも全国知事会を通じて、地方の意見を反映す

るよう国に要請してきたところでありまして、

今後とも「国と地方の協議の場」などを通し、

国に働きかけてまいりたいと考えておるところ

であります。

次に、社会保障改革の財源についてでありま

す。県や市町村は、高齢者医療、介護などの国

の制度化事業のほか、地方単独事業といたしま

して、地域の実情に応じて、乳幼児医療費の助

成、予防接種などのさまざまな社会保障サービ

スを提供しております。国と地方が一体となっ

て、我が国の社会保障を支えているものと認識

しております。したがいまして、社会保障改革

の中で、国だけでなく、地方単独事業をも含む

地方の社会保障の財源についても、安定的な確

保が図られるよう配慮されるべきと考えており

ます。今回の改革案では、2015年度までに消費

税率を段階的に10％まで引き上げ、社会保障の

安定財源とすることが盛り込まれておるところ

でありますが、17日に発表された修正案では、

地方単独事業が社会保障経費の試算の対象に含

まれ、消費税収についても、地方への配分を基

本として検討されることになっておるところで

あります。今後とも、この具体化に向けて、地

方に対して十分配慮していただくよう、国に要

望してまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○清山知憲議員 知事のおっしゃるとおり、こ

の成案についても明確になっていない部分が非

常に多過ぎると考えております。実際、政府案

では、「引上げ分の消費税収（国・地方）につ

いては（１）の分野に則った範囲の社会保障給

付における国と地方の役割分担に応じた配分を

実現することとし」とあり、引き上げ部分のど

の程度が地方の財源となるのか、全く予断を許

さない状況であると考えております。しかも、

当初、非常に批判を受け、急遽、地方の代表を

交えた議論を行い、また20日に成案決定を行う

など、非常に拙速に見えます。まだまだグレー

な部分が残っておりますので、知事としては常

によい緊張感を与えていただきますよう、よろ

しくお願い申し上げたいと思います。

平成23年６月20日(月)



- 164 -

平成23年６月20日(月)

そして、再質問でございますけれども、財源

に関して言えば、例えば税以外の部分、保険料

の改革や、今回の政府案の中でも、「現行の地

方税制度を「自主的な判断」と「執行の責任」

を拡大する方向で改革する」と記載されており

ます。これはつまり、地方独自の税ということ

もあり得ると考えられます。大震災直後で、日

本経済が傾いているこのタイミングで消費税増

税というのは、さらに経済を冷え込ませ、税収

の低下が懸念されるところでございますし、実

際にそうした異論を聞くこともございます。河

野知事としては、集中検討会議の成案にあるよ

うに、まず消費税を段階的にアップ、そして地

方の割合を確保していただくという方向で賛成

ということでよろしいでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のありましたよ

うに、大震災後の経済の動向に対する影響とい

うのは、十分慎重に検討する必要があろうかと

考えております。大震災の復興財源をどう確保

するかという、また別途の要請もあるわけであ

ります。その中で、この社会保障改革につきま

しては、今後の中長期的なことをにらみなが

ら、しっかりとした安定的な財源を確保してい

く必要がある。そういう中で、消費税収という

のは、一つの有力な財源であるというふうに認

識しております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。宮城

県の復興計画も10年スパンで今回上げられてお

りますけれども、この消費税増税がまた東北４

県等にどういう影響をもたらすか、そうした点

も慎重にならなければならないと私自身、推移

を見守っております。

次に、道州制についてでございます。ことし

の１月の知事選の新聞社アンケートを拝見いた

しましたが、河野知事は、市町村への権限移譲

に関しては強い意欲を示されておりましたけれ

ども、道州制に関しては言及を避けられている

ようでありました。私は、国から地方への権限

や財源の移譲、地域独自の成長戦略や行政経費

の削減といった観点から、やはり道州制へ移行

することは、本格的に検討していかなければな

らない課題だと考えております。道州制につい

ての見解と、もし道州制への移行があるのであ

れば、各地域の独自性が失われないような、九

州全体が均衡して発展するための宮崎県の立ち

位置と、九州府もしくは九州道かもわかりませ

んけれども、そうした広域自治体の仕組みにつ

いて、知事自身の構想、お考えがあればお伺い

したいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 道州制につきまして

は、地方分権を確立するための選択肢の一つと

して、これまでも国、地方、経済団体など、さ

まざまなところで議論がなされておるところで

ありますが、九州におきましても、九州知事会

や経済界が合同で研究会を設置し、道州制の九

州モデルを策定する―これは総務部長時代、

私も委員として参画しておったところでありま

す―とともに、シンポジウムの開催などによ

る情報発信などをしておるところであります。

私は、道州制につきましては、広域自治制度と

いう議論にとどまらず、国のあり方にかかわる

問題であるかと考えております。これも国民的

な議論が必要であろうと考えておるところであ

りますが、議論に当たっては、特に、ブロック

内で既に一極集中が進んでおるというような問

題や産業集積、インフラ整備等の格差を是正す

るという観点が重要だと考えておりますし、九

州の均衡ある発展のために、各地域が持つ特性

を生かした政策ビジョンの策定や、地域の実情

を把握して施策に反映させていく仕組みの構築
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などを主張してまいりたいというふうに考えて

おります。また、道州制に移行した場合におき

ましても、本県が活力ある地域であり続けるよ

うに、他県よりも優位な分野を少しでもふやす

ことによって、投資価値のある地域づくりを進

めたいというふうに考えておるところでござい

ます。またあわせて、地域経営の主体となるの

は市町村でありまして、その市町村の基盤の強

化にも取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 今、十分な議論が必要だと

おっしゃっていただきましたけれども、既にこ

のテーマは数年前から議論されており、知事の

おっしゃるとおり、九州知事会や市長会、経済

同友会等も、明確な姿勢を表明されていると思

います。また一方では、町村会のように反対の

部分もございます。知事においては、福岡、佐

賀、大分、熊本等、明確な推進を表明されてい

るところもございますが、私は、インフラ整備

などにおくれをとる宮崎県だからこそ、先んじ

て明確なビジョン、道のりを示して、最低限の

インフラ整備が担保されるような仕組み等の構

想を打ち出していただきたいと思いますし、そ

れを打ち出した後に十分な説明責任を果たすこ

とでも、リーダーとしての役割を果たすことが

できるのではないかと考えております。知事と

しては、基本的には九州知事会の流れで、道州

制は推進したいという方向でよろしいのでしょ

うか。

○知事（河野俊嗣君） 足並みをそろえて取り

組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。九州知事会の研究会の中でも、参画して、

いろんな議論をしてまいりました。経済界とも

議論をしてまいりました。そのときに、経済界

はどちらかというと、道州制バラ色論、道州制

になればすべてが解決するというような議論を

しておりまして、それについては、いささか疑

問なり違和感も感じておったところであります

が、先ほど、冒頭申し上げましたように、地方

分権を推進するという観点から、道州制につき

ましては、この国のあり方を考えるという視点

も踏まえて、積極的に議論を進めるべきと考え

ております。

○清山知憲議員 ぜひ、議論と同時に、知事と

しても迅速な意思決定をよろしくお願いしたい

と思います。

３つ目に、九州広域行政機構についてでござ

います。九州広域行政機構について九州知事会

は、国の出先機関の事務、権限の受け皿として

立ち上げる構想で、そのうち３つの国の出先機

関について、国と協議を進めていると聞いてお

ります。政府も平成26年度中に事務、権限の移

譲を目指す方針を閣議決定しております。先ほ

どと議論は重なりますけれども、道州制とは全

く別の仕組みとして現在立ち上がっていると思

います。この行政機構について、宮崎県の意思

がきちんと反映されるような仕組みについても

考えるべきだと思いますが、知事のお考えはい

かがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 九州広域行政機構であ

りますが、国の出先機関の事務、権限、人員、

財源などを丸ごと受け入れることによりまし

て、国の出先機関が抱える問題を解消し、地方

のニーズを反映した迅速・的確な対応を図るた

めに、九州知事会として提案をし、その実現を

目指しているところであります。機構の主な機

能としましては、社会基盤整備や産業振興など

各県に共通する政策については、九州全体の均

衡ある発展の視点に立ちまして、予算の選択と

集中を図りながら進めていく、これも各県の共
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通認識としておるところであります。今、御指

摘のありましたように、この機構については、

現在、意思決定機関として想定しております各

県の知事で構成する執行機関や、各県議会から

選出した議員で構成する議決機関の組織、運営

方法、これは具体的な検討はこれからとなって

おりますが、このような仕組みを通じて、十分

な意見調整が図られる組織となりますよう、県

議会の皆様の御意見も伺いながら、本県として

の意見を強く主張してまいりたいと考えており

ます。

○清山知憲議員 ありがとうございます。具体

的な検討はこれからということでございますけ

れども、ぜひ議長とも歩調を合わせて、具体的

な運営方法について、速やかに我が県としての

考えや主張を定めていただきたいと思います

し、我々議員としても考えていかなければなら

ない問題だと思います。

続いて、県民政策部長に、県の総合計画、ア

クションプランについてお伺いいたします。

私が県議に就任してからすぐ、このアクショ

ンプランが自宅に送られてきました。一つ一つ

の各論的な話は避けますけれども、私が興味を

持ったのは、それぞれの項目の政策目標につい

てでございます。例えば、日ごろから文化に親

しむ県民の割合、目標50％、災害に対する備え

をしている人の割合、目標40％というぐあいに

数値目標が掲げられておりますが、確かに政策

目標の設定というのはなかなか困難でございま

して、一つ一つ外部の意見を反映していくプロ

セスというのも本当に大変だと思います。それ

は総合政策課が各部署と話し合って策定してい

ただいても結構なんですけれども、こう散見し

てみますと、いかにも甘過ぎる政策目標が幾つ

かうかがえます。これらの目標について、どの

ような策定基準とプロセスで決めてこられたの

か、お伺いしたいと思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） アクションプ

ランでございますけれども、アクションプラン

につきましては、御案内のとおり、重点施策

を10のプログラムとしてまとめており、プログ

ラムごとにそれぞれ重点項目を掲げておりま

す。そして、全体で31に重点項目を整理したと

ころでございます。その上で、重点項目ごと

に、最もその成果を評価することができる指標

を基本的には１つ、そして施策内容が多岐にわ

たる項目については複数設けておりまして、全

体で48の重点指標を設定したところでございま

す。この中で、例えば企業立地件数や東九州自

動車道の整備率などのように、成果がそのまま

数値化できるものもあれば、持続可能な地域づ

くりでは、「今の地域に住み続けたいと思う

か」など、県民意識の変化を見たほうが適切な

ものもあるわけでございます。このように、成

果指標につきましては、政策の目的や性質に

よってさまざまな形がありますので、公表され

た統計データや県民意識調査の結果の中で、よ

り最適なものを選んだというふうにお考えいた

だいたらいいんじゃないかと思います。なお、

目標値につきましては、４年間の実行計画でご

ざいます。実現不可能な高い目標とするのでは

なく、努力と工夫を重ねることで達成可能とな

るレベルに設定しておりますので、過去の推移

等を勘案しながら担当部局と調整し、総合計画

審議会の審議を踏まえた上で原案を決定したと

ころでございます。また、各プログラムにおけ

る具体的な取り組みにつきましては、毎年度、

工程表を作成することとしておりまして、その

中で、それぞれの取り組みの進捗を見ていくた

めの数値目標を設定することとしているところ
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でございます。

○清山知憲議員 数値目標の設定、後半の部

分、非常に文学的な文章かなと思いますけれど

も、「実現不可能な高い目標ではなく」とおっ

しゃいましたが、実現可能か不可能かは、努力

してやってみなければわからない部分もあるの

ではないかなと思います。努力するというのは

全くもって当然のことで、県内各企業の方々、

小売の方々、農家の方々は、非常に血のにじむ

ような努力をしておられると思います。実現可

能か不可能かではなくて、真に達成しなければ

ならない政策目標を掲げて、それに向けて各課

が知恵と工夫を凝らすという形が本当ではない

かと考えております。災害に対する備えをして

いる人の割合40％という目標にしても、例え

ば50％は本当に実現不可能な数字なのか、それ

は私の常識からしてみればちょっと甘いのでは

ないかと、そうした判断も個々の項目で出てき

ております。これはこの場で意見として申し述

べておきます。

次に、知事の基本姿勢は「対話と協働」とい

うことでございますけれども、県民参加型の県

政という視点で県民政策部長へ質問申し上げま

す。今回、アクションプラン、４年間の総合計

画策定時に、宮崎県は県民意見、パブリックコ

メントを募集いたしましたが、当初は、ゴール

デンウイークを挟んで、たった９日間の募集期

間でございました。私は５月６日に気づいて、

慌ててこの募集期間の延長を総合政策課にお願

いして、９日間から21日間に伸ばしていただい

たんですけれども、４年に一度しか策定しない

総合計画に関する意見募集なのに、ゴールデン

ウイークを挟んだ９日間、平日はたった３日間

しかないというのは、河野知事の「対話と協

働」という基本姿勢に真っ向から反するもので

はないかと、私自身、県議に就任した直後に感

じてしまいました。さらに、５月19日に開かれ

たアクションプランの最後の審議会でございま

すけれども、私、ぜひ一般傍聴で参加したいと

思っていたんですが、これは一般傍聴可能なん

ですけれども、審議会の日程が公表されたの

が、たった３日前の５月16日でした。５月19日

開催の審議会が16日に予定が公になったという

ことで、私も傍聴したいと思っていたのに、気

づいたら終わっておりました。この１年間、鳥

インフルエンザとか口蹄疫とかいろんな仕事

で、とても平常業務ができなかったという事情

はわかりますけれども、何しろ４年に一度の総

合計画でしたので、少しばかり、県民の方々に

県政へ参加していただこうという姿勢が欠けて

いたように思われますが、この点に関してはい

かがでしょうか。また、こうした審議会のよう

な県民の一般傍聴可能なものに関しては、ホー

ムページ上で、もうちょっとわかりやすく広報

していただけないか、より工夫していただけな

いか。私も秘書広報課に教えていただくまでは

探し切れませんでした。その点、いかがでしょ

うか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 議員の御指

摘、我々もそのとおりだというふうに思ってお

ります。県の計画策定に関するパブリックコメ

ントの手続については、県のパブリックコメン

ト手続実施要綱というのがあります。また、審

議会等の開催に関する広報につきましては、附

属機関等の会議の公開に関する指針により、事

務手続の標準的な取り扱いが定められているわ

けでございます。今回のアクションプランにつ

いては、策定作業に着手後、取りまとめるまで

の期間が非常に短かった─御指摘のとおりで

ございまして、我々としましても、事務手続が
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おくれた面があると強く認識しております。な

お、今回のパブリックコメントについては、先

ほど議員からもありましたけれども、議員の御

指摘等も踏まえ、当初の受付期間を途中で10日

間延長したわけでございます。そのこともあり

まして、120件の多くの貴重な御意見をいただき

ました。そういう意味で、この期間延長という

のは、我々としても非常によかったと思ってお

ります。今後、県の計画策定に当たりまして

は、少しでも多くの県民の皆様にパブリックコ

メントや審議会の情報を知っていただける、こ

れが大切でございます。情報提供の時期やホー

ムページ等でのわかりやすい広報の工夫など、

改善に努めてまいりたいと考えております。以

上でございます。

○清山知憲議員 誠意ある答弁、本当にありが

とうございました。ちょっと意地悪かもしれま

せんが、審議会の広報についてですけれども、

「事務手続の標準的な取り扱いが定められてお

ります」では、ちょっと答弁になっていないよ

うに思われます。今回、３日間しか告知期間が

なかったことも、その標準的な取り扱いの範囲

内だったということでしょうか。いかがでしょ

うか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） この審議会の

告知につきましては、当該開催日の１週間前ま

でに記者発表を行う、あるいは県庁のホームペ

ージに掲載する、これが標準的な内容になって

おりますが、我々としても、そういう標準はあ

りますけれども、それに沿って、あるいはそれ

以上の事前の準備をちゃんとやって告知すべき

だというふうに考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。ぜひ

そうした取り扱いをできる限り守っていただき

たいと思います。今後とも、アナウンス期間や

広報手段を工夫していただければと思います。

ちなみに、県の広報に関してですが、私、最近

気づいたんですけれども、宮崎県秘書広報課の

ツイッターアカウントは余りに周知が図られて

おりません。フォロワーがたった300人ちょっと

で、河野知事の10分の１程度しかございませ

ん。河野知事もみずから、ツイッターやブロ

グ、フェイスブック等を用いて宮崎県の広報に

努められておりますので、ぜひ、秘書広報課の

担当の方に関しましては、画期的な活用やフォ

ロワー拡大に努めていただくようにお願い申し

上げます。今回の大震災におきましても、ライ

フラインが途絶した中で、スマートフォン上の

情報拡散が見られました。これだけに頼るのは

いけないと思いますが、さまざまな広報手段を

あわせ持つことはリスクの分散になると思いま

すので、御検討をよろしくお願い申し上げま

す。

引き続きまして、知事に質問を申し上げま

す。医療行政についてでございます。

周知のとおり、宮崎県の抱える恒久的な最重

要課題の一つに医師不足問題がございます。若

手医師、研修医の数というのは、全国でも宮崎

県は最下位の状況が続いておりまして、これは

本当に異常事態だと思います。私は、決して毎

年のこの状況になれてはいけないし、これはボ

ディーブローのように５年後、10年後─もう

既に来ておりますけれども─医療体制を弱く

していくのではないかと考えております。率直

に申し上げれば、宮崎県の場合、これらの対策

に非常に出おくれてきたのではないかと考えて

おります。毎年行われている行事でございます

けれども、ことしの夏にも2,000人程度の医学生

が集まって、各都道府県の研修病院のＰＲが繰

り広げられる全国最大規模の研修病院説明会
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が、東京国際フォーラムで開催されます。一度

でいいので河野知事にこの現場にお越しいただ

いて、全国の都道府県の活発な取り組み、非常

に苛烈な若手医師の獲得競争の現場について、

その目でごらんいただきたいと思います。ま

た、対話と協働を重んじる河野知事には、ぜひ

医学生や看護学生、また研修医の前に姿をあら

わして、地域医療の現場を説明し、宮崎県の発

展のための協力をお願いしていただきたいと思

います。知事も政治家になられて、言葉が武器

でございます。県の象徴たる知事が彼らの前に

姿を見せて熱弁を振るうことで、彼らの意識も

非常に変わるところもございます。私が知る限

りでも、香川県や和歌山県、青森県、新潟県

等、他県の知事はそうした取り組みをされてお

りますので、よろしくお願いしたいと思います

が、いかがお考えでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 対話と協働の県政を進

めてまいりたい、その基本姿勢で取り組んでお

りまして、この医療体制の充実など、本県に

とって大変重要な課題につきましても、今、御

指摘にありましたように、実際に医療に従事し

ている医師の方、また医学生の方、看護学生の

方など、多くの皆様との対話をしながら、現場

の実態を踏まえてさまざまな対策を講じていく

ことは、大変重要な課題であり、重要な御指摘

であると考えております。今、御指摘のありま

したように、今年度から、県外で実施します臨

床研修病院説明会など、いろいろな機会を通じ

て、医療現場の現状把握や関係者との意見交換

に努めてまいりたいと考えております。また、

これまでも、例えば医師会が実施します研修医

を激励する懇談会などに、前知事も参りまし

て、私も代理で副知事の立場で参加したことが

ございます。機会をとらえて、さまざまな場面

で訴えを続けてまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 非常に前向きな答弁をありが

とうございます。

引き続いて、知事に質問いたします。県内の

医療者の話を聞きましても、とにかく医療関係

の県の担当者はくるくるかわるし、医療につい

てようやく理解が深まったと思ったら、今度は

新しい人と交代してしまうと。私も本当に同感

なのでございますが、さらに、医師確保の問題

となりますと、医局との関係も出てきます。県

職員の方々にとっては、本当にわけのわからな

い医局を相手とするのは、非常に慎重な姿勢を

とらざるを得ず、自然と消極的な医療行政を

行っているのが現状ではないかというのが私の

率直な印象でございます。どうして我が県で

は、健康増進課以外に行政医師の方が技術職と

して広く活躍されていないのか、不思議でなら

なかったんですが、今回、議会事務局の協力も

得て、全国の都道府県の体制を調べてみました

ところ、東京、大阪、東北４県を除いたところ

では、行政医師が病院局や地域医療政策担当部

署に、例えば福祉保健部長でも病院局長でもそ

の下の課長でも、そうしたところにいない県

は、宮崎県を含んでたった４県しかございませ

ん。残りの41県は、すべてそうした技術職の方

がついておられます。やはりかつて臨床現場に

身を置いたことがあり、また医師としてもキャ

リアを積んできた方、また保健行政でもいいで

すけれども、そうした方々は、地域医療政策や

県立病院の医師確保、経営・運営の面でも、そ

の力を発揮してくださるものと私は期待してお

ります。宮崎県として、現場に即した医療政策

を強力に推進していくために、併任ではなくて

専任の行政医師に、病院局や医療薬務課、でき

れば双方で活躍していただくお考えはないで
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しょうか。よろしくお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 医師確保を初めとする

地域医療対策の立案・実施に当たりましては、

御指摘のように、現場なり実態を熟知した医師

等の意見を踏まえることが大変重要だと考えて

おります。専任でという話がございましたが、

まず県では、今年度から、県立宮崎病院及び健

康増進課に所属する医師を医療薬務課に併任し

まして、医師招聘事業等に取り組む体制を整え

たところであります。今回、補正でお願いして

おります「宮崎県地域医療支援機構（仮称）設

置事業」におきましては、この併任医師と宮崎

大学医学部の専任医師が連携して、医師不足病

院への医師配置やキャリア形成支援などを行う

仕組みをつくることとしておるわけでありま

す。その併任をかけたということで一歩前進し

たわけでございますが、専任でということにつ

きましては、今年度の成果等を十分勘案し、ま

た他県の実績等も十分参考にしながら研究して

まいりたいと考えております。

○清山知憲議員 前向きな御答弁ですが、最

後、「研究」というふうに聞こえましたけれど

も、これは「検討」の間違いではないでしょう

か。やはり県は大学のような研究機関では決し

てないので、研究の後には、その研究結果を踏

まえて検討の段階に入ると思いますけれども、

そのあたりについてはいかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 早速、鋭い議会用語の

チェックをいただきまして、ありがとうござい

ます。いずれにせよ、研究も含めて、前向きに

どういう体制がいいのかというのは、今年度の

併任という実績を踏まえて、しっかりと検討し

てまいりたい考えております。

○清山知憲議員 ぜひ、ことしの取り組みの成

果を踏まえてと言わず、スピード感を持って、

本当に並行して検討していただきたい。既にこ

の問題については、先ほど他県の状況も紹介し

たとおり、宮崎県は大変出おくれていると感じ

ております。何とぞよろしくお願い申し上げま

す。

続きまして、病院局長にお尋ね申し上げま

す。若手医師数が全国最低レベルにあるという

宮崎県の地域医療基盤については、繰り返し申

し上げておりますけれども……。甲斐局長は医

療関係者の中でも大変人柄のよいことで評判

で、また大変困難な職務につかれているので、

大変御苦労されているだろうなと思いますけれ

ども、県民の皆様、現場の思いを受けとめる私

の立場としては、研修医確保に関して、その結

果に対する御認識をお伺いしたいと思います。

甲斐局長も、ことしで既にこの職務につかれて

４年目ということでございますが、どういう御

認識であられるでしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院局におきま

しては、医師不足の中で、県民への良質な医療

の提供という使命を果たすために、医師の中で

もとりわけ正規医師の確保を最重要課題とし

て、病院長ともども医師招聘への取り組みを行

うとともに、その条件整備としての医師の待遇

や勤務環境の改善を進めてきたところでありま

す。一方で、臨床研修医の確保を図るため、研

修指導医をふやすとともに、研修医の処遇改善

などに取り組み、また、宮崎県臨床研修運営協

議会において、宮崎大学や県医師会などと連携

しながら、県全体での臨床研修医確保に取り組

んできたところでありますが、医学生に対する

ＰＲが十分でなかったことなどから、残念なが

ら、定員に満たない状況が続いてきたものと考

えております。このような状況を踏まえまし

て、県内外の医学生が魅力を感じるプログラム
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を提供するため、このたび、従来の各県立病院

個々の研修プログラムに加え、３県立病院を一

つの病院群として研修を行う新たな研修プログ

ラムをスタートさせるとともに、このプログラ

ムの魅力や県立病院の特色などを広く紹介して

いくため、東京など各地で行われる病院説明会

等に積極的に参加するなど、これまで以上に臨

床研修医確保に取り組んでいくこととしている

ところでございます。

○清山知憲議員 局長、今までの現状分析や取

り組みの内容についてではなくて、今までの結

果について、どのように受けとめておられるか

を質問申し上げました。お願いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 御指摘のとおり

です。本県の場合は、正規の職員そのものが非

常に不足しているということもありまして、日

常の勤務そのものに疲弊を感じている医師も多

くございます。このようなことから、順番とし

て、まずは正規の職員の勤務環境の改善を行い

まして、その上で、その受け皿を十分整えなが

ら、臨床研修医の確保に取り組んでいきたいと

いうことがありました。それともう一つは、こ

れまで全県的な立場から、宮崎大学さん、それ

から医師会、こういったところと全体的な取り

組みをしてきたということで、このような今日

の状況に至っているのではないかと。そういう

ことで、十分な説明会といいますか、そういう

ＰＲが足りなかったんじゃないかというふうに

反省をしているところでございます。

○清山知憲議員 今の答弁をまとめますと、つ

まりは、私は研修医確保の結果についてお伺い

したんですけれども、正規医師の確保が最重要

課題とおっしゃいましたので、そっちのほうが

最優先ということで、研修医確保が二の次に置

かれているように思われます。

続いて、過去３年間の県立病院の研修医定員

と実際の就業者数の推移、それから２年間の研

修を終えられた医師が３年目にどれほど県内に

定着しておられるのか、データをお示しいただ

きたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 過去３年の臨床

研修医の定員と採用数でございますが、平成21

年度が定員13名に対し採用者数７名、22年度は

定員14名に対し採用者５名、23年度が定員14名

に対し採用者４名であります。また、研修修了

者の県内就業率でございますが、これまでに40

名が研修を修了しており、そのうち、修了翌年

度に県内で就業された方は24名でありまして、

率にして60％となっております。

○清山知憲議員 研修医の確保という点で

は、14分の４とか14分の５とか、大変厳しい数

字が続いております。しかし、３年目、それら

の研修を終えられた先生方がなおも６割県内に

残っているという事実を見ましても、研修医確

保がその後の県内の医師数、局長のおっしゃる

正規の医師の数を規定するのは事実でございま

す。先日の南日本新聞でも、鹿児島県内では、

研修を終えられた方々は８割が県内に残ってい

るというデータがございます。

そこで、先ほども行政医師の登用という点を

申し上げましたけれども、今の体制のまま、病

院のＰＲに出かけますとか粘り強くとおっ

しゃっても、私としてはなかなか納得できませ

ん。例えば、この本は「研修医をひきつける病

院づくり」という、市立堺病院の先生が書かれ

たものですけれども、この本でも列挙されてお

りますが、研修事業を強化して、多くの若手医

師を引きつける上でやるべきこと、やらなけれ

ばならないこと、可能なことは本当に山ほどご

ざいます。先ほど、局長も県外での病院のＰＲ
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とおっしゃいましたけれども、これは本当に初

歩中の初歩で、県議会の答弁で出てくるような

レベルのものではないと考えております。

私は昨年の１月、大学病院に勤めていたとき

に、医療薬務課の職員に「この病院、県外、東

京や大阪でのＰＲをやってくださいよ」とお願

いしましたが、そのときは「まず大学がやって

くださいよ」と非常に冷たいつれない対応をさ

れ、見送られてしまいました。結局、我々の医

局がＯＢの方々のお金、篤志を募って大阪に

行ってまいりまして、それから県知事、医療薬

務課、双方に報告書を出して、新聞記事にも取

り上げていただき、ようやく今回の動きにつな

がることになりました。

逆に聞きたいのは、どうして今まで、そうし

た初歩的な取り組みにだれも取り組もうとされ

なかったのか、そこに私は非常に強い疑問を抱

いております。もちろん研修事業を強化してい

く上では、業務量は一方的に増加してまいりま

すし、それぞれの病院の担当の先生方の業務も

ふえていくばかりでございます。非常に構造と

してはジレンマの状況にあるのかなと思います

が、病院局として、本当に見える形で組織的に

効果のある研修事業を強化していくためには、

例えば、最も多くの研修医枠を抱える県立宮崎

病院等に、研修事業を専任で責任を持って担当

していただける職員を置く─これは臨時でも

嘱託でもいいですけれども─そうした研修セ

ンターという組織を置かれてはいかがかと思い

ますが、いかがお考えでしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立病院におけ

る臨床研修医の確保についてでございますけれ

ども、現在、３病院とも研修担当副院長が研修

全般を統括しておりますし、研修医や医学生か

らの相談・問い合わせの窓口を担っておりま

す。また、研修に関するさまざまな事務につい

ては、事務部の職員が担当業務の一部として

行っております。現在、来年度の臨床研修医確

保に向けＰＲ等に取り組んでいるところであり

ますが、病院現場の負担軽減と医学生から見た

魅力的な研修病院づくりを進めるという観点か

ら、御質問にありました専任スタッフの配置を

含め、今後、必要となる研修実施体制につきま

して、病院現場の意見を踏まえながら検討して

まいりたいと考えております。

○清山知憲議員 非常に前向きな答弁をありが

とうございます。やはりきょうの局長の答弁で

も感じましたが、病院局として研修医確保に余

り重点が置かれていないのではないか。正規医

師の確保とおっしゃいますけれども、ことしの

２月にも、病院局長は松田県議に対して、県立

病院は専門医の確保、医療薬務課は総合医の確

保というふうに、業務分担のことを言及されて

おりますけれども、決して専門医が必要だから

専門医を連れてくる、総合医が必要だから総合

医を連れてくるのではなくて、とにかく１年目

の新人医師をより多く確保して、その方々を育

てていく、その方々が専門医なり総合医なりに

育っていく、その土壌を用意するのが必要じゃ

ないかなと考えております。沖縄県はことし４

月から、125人の新人医師が就任しておりますけ

れども、宮崎県は29人でございます。来年から

県立病院の研修医定数は18人にふえると聞いて

おりますけれども、ぜひこの18人の枠をすべて

埋めることを政策目標として、県立病院には努

めていただきたいと考えております。これは意

見を申し述べておきます。

続いて、福祉保健部長にお伺いいたします。

宮崎県は県立看護大学を擁しておりまして、大

変充実した教育環境のもとで、看護分野におけ
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る人材育成を担っていただいております。しか

し一方で、課題としては、卒業後の県内への就

業率が大変低い状況と伺っております。県内の

県立看護大学、そして宮大の看護学科、医師会

立の看護師養成所、それぞれの県内就職率はど

うなっているのかをお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本年、平成23

年３月、卒業いたしました学生の県内就職率で

ございますけれども、お尋ねの県立看護大学

が45.8％、宮崎大学医学部看護学科が45.2％、

医師会立の看護師等養成所─これは准看護師

等を含みますけれども─全体で86.7％という

ことになっております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。非常

に今、医師会立の看護師養成所も県内就業率85

％ですか、高い状況でございますが、小林や延

岡など、この養成所は県内全域に存在してお

り、国や県の補助を受けながら運営しておりま

すが、業務の過酷さからやめていく学生もいた

り、経営も医師会からの繰り入れ、補助金等を

県内で総額5,000万程度投じておられると聞いて

おります。こうした県内就業率等の地域への実

績に基づいて、特に経営が厳しいところには、

県としても支援を強化できないかお伺いしたい

と思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県内における

看護師等の養成・確保でございますけれども、

これは医師と同様、本県医療の充実において大

変重要な課題であるというふうに認識しており

ます。このため県では、県内14校の看護師等養

成所に対しまして助成を行っているところでご

ざいますけれども、そのうち、御質問の医師会

立の看護師等養成所９校に対し、運営や教員研

修に要する経費といたしまして、毎年度、１億

円強の助成を行っております。県の財政状況が

大変厳しい中ではありますけれども、卒業生の

就職状況や各養成所の経営状況等も踏まえなが

ら、引き続き、適切な支援を行ってまいりたい

というふうに考えております。

○清山知憲議員 ぜひ、就職状況と経営状況を

適切に踏まえた上で、今後、御検討いただけれ

ば幸いでございます。

続きまして、福祉保健部長にお伺いします。

東日本大震災を受け、私も被災地を視察してま

いりました。多くの議員が既に質問に盛り込ま

れている宮崎県の防災対策でございますけれど

も、私なりの視点で申し上げれば、宮崎県とし

ては、平成18年３月に策定している災害医療対

策マニュアルがございます。私が視察した宮城

県は、さすがに定期的に地震や津波に襲われて

いるだけあって、災害発生時の災害医療につい

ては、非常に現実的な構想とシステムを備えて

いたように思われます。今回の東北における教

訓などを踏まえますと、我が宮崎県の災害医療

対策マニュアルも、前回策定時から５年以上経

過しておりますが、全面的な改定が必要だろう

と思われます。この点に関して伺いたいと思い

ますが、例えば、電気などのライフラインが途

絶したときには、唯一、無線や衛星電話などが

通信手段でございます。県としては、防災無線

を配置しているところは幾つかございますけれ

ども、例えば、県内の防災拠点病院に関して言

うと、この防災無線が配備されていないところ

もございます。今後、このマニュアルをそうし

た視点から改定する予定はございますでしょう

か。あるとすれば、具体的にどういった予定を

検討されておりますでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 「宮崎県災害

医療活動マニュアル」につきましては、お話が

ございましたとおり、平成17年度の策定から５
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年を経過しておりまして、現状に合っていない

部分がありますことや、今回の東日本大震災の

教訓を踏まえた体制のあり方の検討を行う必要

がありますことから、できるだけ早期の見直し

を行いたいと考えているところでございます。

その中で、特に、ただいまお話がございました

ように、被災情報の収集・伝達の方法、災害時

における医療チームの派遣体制及び指揮系統の

あり方等につきまして、今後、上位計画であり

ます県地域防災計画の改定スケジュールも踏ま

えながら、具体的な検討作業を進めてまいりた

いというふうに考えております。

○清山知憲議員 上位計画である地域防災計画

の策定を待たずに、並行して改定作業を進める

べきではないかと考えております。防災無線の

拡充や衛星電話による補完、そして厚生労働省

の持つ広域災害救急医療情報システムであるＥ

ＭＩＳ─全国都道府県では７つの広域自治

体、宮崎県も含みますけれども、参加しており

ませんが─こうしたところへの参加について

はどのようにお考えでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） マニュアルの

見直しにつきましては、議員がおっしゃったよ

うに、地域防災計画の策定が終わってからとい

うことではなくて、あくまで並行して速やかに

検討作業に入りたいと思っております。その

際、医師会、それから消防機関、災害拠点病院

等、災害医療関係者の意見も十分伺いながら、

検討作業に着手してまいりたいというふうに考

えております。また、災害時における情報・通

信手段の確保は極めて重要でございますので、

今後、お話がありましたようなさまざまな手段

について、幅広く検討してまいりたいというふ

うに考えております。

○清山知憲議員 私も、現地の診療支援を行っ

た上でこのマニュアルを拝見いたしました。５

年前、大変多くの方々が策定に関与しており、

大変よくできているとは思いますが、今や全く

使われていないというか、廃止されました「ひ

むか救急ネット」とか、もしくは災害発生時の

連絡手段は基本はファクシミリとするとか、こ

うしたものは、電気などのライフラインが途絶

したときに、全く非現実的なところだと思いま

すので、ぜひその点も踏まえて改定していただ

ければと考えております。

最後になりましたけれども、東日本大震災に

おいて命を落とされた方々、被災された方々に

対しましては、心より、お見舞いの心、哀悼の

意を表したいと思います。瓦れきさえも片づか

ないのに、被災地それぞれの医療・福祉体制の

復旧は全く先が見えません。私も現地に行きま

したが、国のリーダーシップは被災地では何一

つ感じることがございませんでした。それどこ

ろか、福島県では、私の友人が現在、放射線医

療の説明会等いろいろ入っておりますけれど

も、ＳＰＥＥＤＩの情報を隠されたまま避難を

指示され、余計な放射線被曝をしてしまった方

々もいらっしゃいます。このような国難のとき

に、国政が混迷をきわめていることは第二の災

害でございますし、私は今回の不信任案提出に

おいても、被災地の民意にかなうものでは決し

てないと考えております。

ここで申し上げたいのは、知事に対して、や

はり国がどうであれ、我々は地方として自立し

てやっていける地域、地方を目指さなければい

けないと痛感したということでございます。私

としては、宮崎県、我々宮崎県民は、昨年の口

蹄疫のときに受けた民主党政権の対応─当時

の山田農水大臣が前宮崎県知事を前にして、

座ったまま「そこに置いといて」と言って県の
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要望書を手に取ろうともしなかったあの国の態

度を、私は決して忘れることができません。国

と地方との関係というのも、まだまだ旧態依然

としたものがございまして、宮崎県が少しでも

自立していくためには、知事にはしっかりとし

たリーダーシップを発揮していただき、また国

に対しても言うべきことは言う、そうした頼も

しいリーダーシップを期待したいと考えており

ます。

本当に何もない平時、平和な日常であれば、

調整型の指導者を求めますし、一方、危機的な

局面では、みずから先頭に立って、県民が進む

べき道を指し示してくれるような強力な指導者

を我々は必要とします。今まさに地方、国とも

に危機的な局面で、宮崎県も口蹄疫、鳥インフ

ルエンザ、新燃岳、そして今回の東日本大震

災、ＴＰＰ等、本当にさまざまな問題を抱えて

おり、正念場を迎えております。河野知事や執

行部職員の方々には、強い覚悟と責任感を持っ

て、その職責を果たしていただきたいと思いま

すし、私自身も全力で取り組んでまいりたいと

考えております。以上で私の一般質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。

（拍手）

○外山三博議長 次は、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 日向市選出

の新みやざき、西村賢でございます。この議場

も39名になりまして、少し寂しい感じもします

が、私もここに戻ってくることができました。

その喜びとまた責任感を持って、新たな４年

間、一生懸命に頑張ってまいります。まだまだ

若輩者でありますので、先輩また同僚議員各位

には、御指導賜りますようによろしくお願いい

たします。

私も２度、被災地に伺いました。１度目は、

支援ボランティアの方々と一緒に、被災地を物

資を持って回りました。２度目は、新みやざき

会派、そして日日新会派の図師議員とともに、

被災地を訪問いたしました。先日、河野知事も

話をされました「津波てんでんこ」という三陸

地方に独特に伝わる言葉を、私も行ってすぐに

聞きました。この地域には「津波てんでんこ」

という言葉があって、津波が来たら自分だけで

も逃げろ、もしくは助けられなかったとして

も、それはおまえが悪いんじゃない、そのよう

な意味を持っているそうです。やはり現地に

行って被災の状況を見ますと、本当に絶望の中

で一生懸命に頑張っている方、前に前に突き進

もうとしていらっしゃる東北の方々には、逆に

勇気をもらいました。私もこの宮崎県から少し

でも行動して、何かできないか、力になれない

かと思って、今もこの場に立っております。こ

の宮崎県も日本です。そして、宮崎県もこれか

ら東北の方々にいただいた御恩を返していかな

ければなりません。私も日本人の一人として、

これからの日本の復興に頑張ってまいりたいと

思います。これから質問を始めさせていただき

ますが、まず、今回被災された多くの被災者の

方に哀悼の意を表したいと思います。

それでは、質問に移ります。一生懸命に調査

をしてまいりましたので、執行部の皆様方の明

快な答弁をよろしくお願いいたします。まず、

宮崎県総合計画アクションプランについて質問

いたします。

河野知事のもと、宮崎県総合計画が作成され

ました。何といっても、本県にとっては口蹄疫

からの復興、そして今回の被災から多くの県民

が不安に思っている防災の問題、この問題をど

うしていくのか、ある意味、この設計図とも言

えるアクションプランは大きな意味を持ち、ま
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た、その具現化こそが、この宮崎県を将来発展

させていく上でも重要だと思います。この中

で、画期的な取り組みでありますが、「県民の

主な役割」というものが今回明確に記されてお

ります。国民には義務と権利があります。しか

し、最近は、義務を怠り、権利ばかりを主張す

る国民も少なくありません。一部の権利だけを

誇張して報道するマスコミにも問題があるかも

しれませんが、最近では、クレーマー、またモ

ンスターといった呼び名で呼ばれております。

まじめに生活している県民にとっては、非常に

迷惑な話でもあります。まさしく今回の「県民

の主な役割」の中身は、至極当然なことが書か

れているわけですが、県民への義務として果た

していくためには、どのように県民に周知さ

せ、また協力していただくのか、知事にお尋ね

をいたします。

以下、質問者席より質問を続けさせていただ

きます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

「県民の主な役割」の普及についてでありま

す。今後ますます複雑・多様化する行政需要に

対応しながら、地域活力を維持し、持続可能な

地域社会を実現していくためには、県だけでは

なく、県民の皆様を初め、民間との連携・協働

を深めていくことが大変重要であると考えてお

ります。このため、今回提案いたしております

アクションプランにおきましては、基本姿勢の

最初に「対話と協働による県民総力戦の推進」

を掲げるとともに、重点施策の各プログラムの

中には、県がこれから実施する取り組み内容だ

けではなく、県民の皆様に期待する取り組みの

例を、今、御質問のありましたように、「県民

の主な役割」として具体的に盛り込んだところ

であります。これまでも県民総力戦に取り組ん

でまいりました。県民の皆様から寄せられる声

としては、「県民総力戦に参加したいんだけ

ど、何をしたらいいのかよくわからない」とい

う声もあったわけでございます。今、議員は、

権利と義務というような話で、義務という表現

を使われたわけでございますが、義務というよ

りは、県民総力戦で、皆さんそれぞれ県民一人

一人ができることをやってみましょうよと、そ

ういう呼びかけの思いで「県民の主な役割」を

整理したところであります。このことを県民の

皆様が理解し、実践していただくことが何より

も重要でありますので、ホームページや広報紙

での周知に加え、県内各地での県民座談会であ

りますとか出前講座の実施など、さまざまな機

会をとらえた普及啓発に努めるとともに、各企

業や団体などの協力も得ながら、積極的な推進

に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〕

○西村 賢議員 今、知事のお言葉をいただき

ました。これは義務という押しつけではなく

て、自発的に県民総力戦として頑張っていくた

めの指針というか、目標のようなものだという

説明でありました。そこまで自発的に考えてい

ただく県民の方にとっては非常にありがたいも

のだと思いますが、私はもう一つ、やはり無関

心層といいますか、その方々にもメッセージ

を、どんどん知事のカラーを伝えていただきた

いと思います。今、答弁にありました広報紙と

か座談会でありますとか、そういうものに参加

される方は、その時点で重々わかっているんで

すよ。わかっているんですけれども、それに来

ない方、広報紙も見ない方、そういう方々にど

のようにメッセージを伝えていくのか、もし知

事にお考えがあればお聞きしたいと思います。
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○知事（河野俊嗣君） それは大変重要な指摘

であります。さまざまな施策を行うに当たっ

て、今言われましたように、多少なりとも、ホ

ームページにアクセスするなり、いろんな座談

会に来ていただく方は、いろんな関心を持って

いただいている方だと思います。それ以外の方

に、どういうふうに思いを届けるかということ

であります。これからも、さまざまな情報媒体

─先ほどツイッターとかブログというような

御指摘もありましたが─いろんな新しいそう

いう手法も取り組んでまいりたいというふうに

考えておりますし、ぜひ県議会の皆様にも、そ

れぞれの地域における話題喚起なり情報提供に

御協力をいただければと思っております。これ

からも、さまざまな市町村、それから関係団体

と連携して、県民総力戦に向けた取り組みとい

うのを進めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。一つ

これは提案といいますか、せっかくこういうも

のをつくったのでありますから、一番興味がな

い人でも無理やり目に耳にするものとして、震

災直後にＡＣのコマーシャルを嫌でも見まし

た。すべてが金子みすゞさんの詩でありますと

か、非常に多くの方が同じものを見たわけです

が、あのように、期間を限定してでも目に入れ

る、耳に入れるということを、県のほうも頑

張ってみてはいかがかと思います。これも予算

がかかることですので、即答は難しいと思いま

すが、もし御意見があれば、知事。

○知事（河野俊嗣君） いろんな機会を通じ

て、目に触れる、耳に届くといいますか、工夫

を凝らしてまいりたいと、一つの御意見として

承ります。

○西村 賢議員 これは非常に斬新なアイデア

だと思います。先日も中村議員の質問の中に、

知事はもうちょっとアピールしたらどうかとい

う別の話題で議論がありましたけれども、ぜひ

アピールに努めていただきたいと思います。

次に、東日本大震災の本県への影響について

伺いたいと思います。

私も被災地を目の当たりにしました。実際に

見る、感じることは、重要であると思いまし

た。ほかの訪問された議員の方々もそのように

思ったことだと思いますが、今度の東日本の被

災地に河野知事はみずから行かれたのかお伺い

します。

○知事（河野俊嗣君） 参りたい気持ちは重々

でございますが、まだ行っておりません。県議

会が終わりましたら、機会をとらえて現地に運

んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 せっかく宮崎県も「みやざき

感謝プロジェクト」、また復興基金をまずはつ

くって、それを今度、実現に移していくわけで

すから、ぜひとも、実現に移す前に、知事もみ

ずから行っていただきたいと思います。実際、

荒廃した町の中でいろんな方の意見を聞くと、

本当にメディアを通して見たものとは違った目

線で見えますので、ぜひよろしくお願いしたい

と思います。

次に、被災地の企業移転について、商工観光

労働部長にお伺いをいたしますが、今回の東日

本の震災を受けまして、企業によっては、西日

本に企業の移転や工場の移転を行う動きがある

ように報道されております。広島県は既に、東

日本大震災で生産拠点が被災した企業、またリ

スク分散を目的に広島に移転する企業には、賃

貸オフィスを１年間、無償で提供する、このよ

うな記事を見ました。本県にはそのような準備

はないのかお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） お話にあ
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りましたように、今回の大震災の被災、あるい

は電力不足への懸念から、企業の中には、工場

移転等を検討する動きが出てきております。こ

のため県では、東日本復興を支援することなど

を目的に、４月に被災企業等に対するワンス

トップ相談窓口を設置するとともに、企業立地

促進貸付の要件を緩和したところであります。

また、お話がございましたが、貸しオフィスに

つきましても、みやざき新ビジネス応援プラザ

などの施設があり、被災企業等から具体的な御

要望があれば、受け入れ等について検討するこ

ととしております。今後とも、移転等の企業の

動向に対しましては、県外事務所等を通じてい

ち早く情報収集するとともに、本県の工業団地

や空き工場の情報をＰＲするなど、迅速かつ的

確に対応してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 済みません、通告していない

んですが、その相談というのは、今、件数とか

どのぐらい来ているとかいうのはわかります

か。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ワンス

トップ相談窓口は、県内で震災の影響を受けた

企業も対象にしておりまして、そちらのほうで

の御相談というのは２件あったというふうに聞

いております。それから、企業立地を担当する

課のほうに、この窓口とは別に、県外事務所等

を通じまして４件ほど、例えば東北地方で被災

し、設備を県内に移せないかとか、あるいは被

災地ではないんですが、やはり節電等の懸念か

ら、宮崎県内へ、同じように設備ですけれど

も、移設が検討できないかということで、これ

は情報サービス業関係ですが、こういったもの

が数件来ているという報告は受けております。

○西村 賢議員 ぜひとも迅速かつ的確に行動

していただくようにお願いいたします。

次に、総務部長にお伺いをいたします。他県

との災害対策協議についてお伺いしますが、今

回被災した地域は、非常に広範囲に及んでお

り、広域的に麻痺することがわかりました。宮

崎県の場合は、九州・山口災害時応援協定とい

うものがあるそうですが、現在、その協定はど

のようになっておりますでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 今おっしゃいまし

た「九州・山口９県災害時相互応援協定」であ

りますけれども、九州・山口地域において災害

が発生した場合に、被災県からの要請に応じま

して、隣接県等から食料、飲料等の物資の提

供、避難施設の提供、それから緊急輸送手段の

確保、医療支援などについて、相互に協力する

体制を構築しているところであります。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

次に、節電対策について伺おうと思いました

が、既に横田議員の質問がありましたので、割

愛いたします。ただ、この宮崎県は、非常に夏

場が暑くて期間も長いものですから、熱中症対

策もあわせてお願いしたいと思います。

また、これも横田議員の質問に一部ありまし

たが、きょうお配りしておる資料があります。

これは海抜表示の質問に関してなんですけれど

も、絵がありますね。３点、図がありますが、

これは国際機関の認証によって、どの国の人が

どの地域でこのマークを見てもわかる、いざと

いうとき、津波のときはここに逃げろという統

一的な標識となっております。宮崎県も地域に

よっては、今、日向市、門川町を初め、いろん

な地域で市が予算を計上して、何メートルの高

さに設置しようか、もしくは九電さんの電柱を

借りようかというような協議がなされておるよ

うですが、これは早くやらないと、地域によっ

てばらばらのものができてしまう可能性もあり
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ます。この辺に対しましても、既に横田議員の

質問にありましたので質問は控えますが、被害

の大きさというのが、私が調べましたら、リア

ス式のような幅が狭まってくる、それだけじゃ

なくて、遠浅の海岸のほうが、より大きな被災

であることが今回改めてわかりました。同じ海

面からの高さであっても、非常に波の大きさ、

強さというものが異なることがわかりました。

特に、地上の地形はだれでもわかります。た

だ、海面下の地形となるとわかりませんので、

そのあたりも踏まえた津波対策をよろしくお願

いしたいと思います。これは質問は割愛させて

いただきます。

次に、県土整備部長にお伺いをいたします。

防災の観点からの土地利用について幾つか伺い

ますが、三陸地方には、この石碑の下には家を

建てるな、もしくはここまで津波がやってきた

というような記念碑が200カ所以上あるというの

を新聞で見ました。先人たちが津波の脅威を教

訓として残してきたものでしょうが、その子孫

にとっては、避難や家を建てる目安になったも

のであります。しかし、時の流れで次第に脅威

が薄れていくことも、人間の悲しいところであ

ります。６月12日、宮日新聞に、釜石市の

唐 丹 町というところの記事がありました。昭
とうにちよう

和三陸地震で被災して高台に移転していた住居

が、78年後には低地に戻り、被災したというも

のでありました。防潮堤などの建設による安心

感によって、住民も低地に移った方も多いと聞

きます。実は、日向市の細島にも、この石の上

まで津波が来たというのがありまして、住民の

方から聞いて、実際、見に行ってまいりまし

た。特にそこは石碑はなかったんですけれど

も、その地域の高齢者は、ここが目安だという

ことを口々に言っておられました。腰ぐらいの

高さでしょうか、海面からは３メートルぐらい

はあると思います。しかし、80歳の方が案内し

てくれたんですが、その80歳の方も「実際に自

分は見たことはない」と言っているんです。恐

らくこれは90年前とか100年前のことだとは思い

ますが、こういうことを教訓に、やはり被害を

出さない災害に強いまちづくりをどのように

─沿岸部とか河川域、また中山間地において

は急傾斜地などに、今後被害に遭うとわかって

いるのに家屋等を建ててしまう。そういうこと

を避けるためにも、例えば、家屋等が建てられ

ないように規制することや、また建物の構造に

制限を設けたりするべきだと私は思いますが、

県土整備部長、いかがでしょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 確かに傾聴に

値する御意見だと思います。建築基準法により

まして、地方公共団体は、条例で、津波、高

潮、出水等による危険の著しい区域を、災害危

険区域として指定できることとなっておりまし

て、例えば県内で河川事業で宅地のかさ上げ等

を行った箇所などで災害危険区域を指定した事

例がございます。また、指定した場合には、区

域内での建築を禁止したり、建築物の構造、地

盤のかさ上げ等、災害防止上、有効な措置を求

めることとなっております。なお、災害危険区

域の指定に当たっては、地域防災計画やハザー

ドマップ等との整合を図る必要があることか

ら、地域事情に精通した市町村が指定すること

が望ましいと考えております。

○西村 賢議員 指定ができるということです

が、当然これは市町村であるいわゆる身近な自

治体が指定していくのが望ましいということで

ありました。しかし、宮崎県民がこの津波の脅

威を心に刻むというのは、数年のことだと思い

ます。だからこそ、今のうちに大胆な土地利用
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計画の変更等々を行わなければならないと思い

ます。今、ハザードマップ等の見直し、もしく

は災害が起こりやすい地域について再考してい

るところであると思いますけれども、突き詰め

れば、この計画が行政ができる最大の防災対策

だと私は思います。今回の震災を踏まえて、防

災の観点から土地利用の見直しを行うべきでは

ないかと思いますが、県民政策部長、いかがで

しょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 土地の利用の

あり方につきましては、国土利用計画法に基づ

く、国、県、市町村の国土利用計画がありま

す。県の計画におきましても、防災、減災の考

え方を踏まえた土地の利用を図ることとしてい

るところでございます。今回の震災を機に、今

後、土地の利用区分を大きく変更するような場

合には、さまざまな私権間の調整が必要であ

り、住民の合意形成が前提となるわけでござい

ます。このため、住民に最も身近な市町村の国

土利用計画の変更等の手続を行う中で、そのよ

うな合意形成を図ることが妥当ではないかと考

えております。県といたしましても、国の法律

制定の動きや、あるいは今後予定している県の

地域防災計画の見直し等を踏まえながら、必要

に応じて市町村の国土利用計画の変更等に対し

適切に助言を行い、安全・安心な県土利用につ

ながるように努めてまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 これも市町村がメーンでやら

なくてはならないことだと思います。例えば急

傾斜地の災害対策をしてくれと言っても、５軒

以上が被災に遭う状況にないと対策が打てない

という、法マニュアルというものを優先してい

るところがあります。それはどうしても仕方が

ないことであるかもしれませんけれども、今後

はぜひとも、しゃくし定規にならずに対応して

いただきたいと要望申し上げます。

次に、細島工業団地にある旧旭化成のウラン

濃縮研究所に保管されている廃棄物についてお

伺いをいたします。この研究所は、既に平成11

年には研究を終了しておりますが、その研究機

関で使われていたウランの低レベル廃棄物がい

まだに保管されております。私も現地に行って

見てまいりました。企業もしっかりとした保管

・管理体制をとっておりますし、実際に放射能

測定装置もつけて回りましたけれども、その場

所には自然界と同じ程度、もしくはその保管庫

内に至ってもやや高いレベルで、人体に影響が

ある程度まではいかないというような説明を受

けました。この保管されているウラン廃棄物自

体も、核分裂などの危険性はないとの説明を受

けました。しかし、今、福島原発の問題もあ

り、地域住民の不安も非常に大きなものがあり

ます。なぜに研究機関終了から10年以上がた

ち、保管されていなければならないのか。国と

しても、ごく低レベルの汚染廃棄物について

は、平成20年の法律改正で、埋却処分計画が10

年から15年後に始まるというものを打ち出して

おりますが、低レベルのものに対しては、まだ

処分方法もわかっておりません。移動できない

以上、保管場所がとりあえず被災しないように

しなければなりませんが、特段の配慮を行う必

要があるのか。また、低レベル廃棄物に対して

も、廃棄方法の確立を急がねばなりませんが、

今後の処分がどのように行われるのかを伺いま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 旧ウラン

濃縮研究所は、今お話がございましたように、

平成11年に研究を終了しており、現在は研究に

より生じた低レベルの放射性廃棄物を保管・管
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理しております。その防災対策につきまして

は、旭化成におきまして、国の安全対策に関す

る指針等を踏まえ、震度６弱程度の地震及び高

さ４メートルを超える津波を想定した施設の整

備や、廃棄物を入れたドラム缶の転倒防止対策

を講じるとともに、定期的に周辺環境調査を行

い、放射線量等を測定・確認するなど、県、地

元自治体及び旭化成による協定書に基づいた管

理体制をとっております。今回の東日本大震災

を受け、県では、３月に開催いたしました宮崎

県ウラン対策専門委員連絡会及び４月の現地調

査において、旭化成に対し、必要な対策と情報

の公開を要請したところであります。旭化成に

おかれましても、地域住民等に対する現地での

説明会を４月から、私どもが訪問した調査を除

き３回開催するとともに、今回の大震災を受け

た国の指針等の見直しの動きに先行して、大規

模な地震や津波を想定したシミュレーションの

検討を開始し、特に津波を想定したドラム缶の

散逸防止の一層の補強工事を実施する予定と

伺っております。また、全国各地の研究施設等

から発生する低レベルの放射性廃棄物の処分に

ついては、お話にありましたように、法律が平

成20年に改正され、独立行政法人日本原子力研

究開発機構が一元的に埋設処分を行うこととさ

れておりまして、現在、機構において、浅い地

中に埋設可能なものを対象に、埋設処分地の選

定や施設設計等の検討が進められていると伺っ

ているところでございます。

○西村 賢議員 今、細島港は、重点港湾に指

定されまして、宮崎県の海の玄関口として、ま

た新たに生まれ変わろうとしております。今後

の発展が期待できるこの工業地帯を、将来有効

活用していくためにも、このことが足かせにな

らないか、本当に心配をしておるわけです。い

ち早く処分を終わっていただきたいと思います

が、河野知事、この件に関しまして御意見があ

ればお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘にありましたよ

うに、細島港の整備を進めており、この細島工

業地域の有効活用は、本県の経済活性化にとっ

て、非常に重要な課題であります。そのために

も、現在、先ほど部長が答弁しましたように、

独立行政法人が一元的に処分を行うこととされ

ておるわけでございますが、県民の安全・安心

を守る、その不安にこたえるためにも、できる

だけ早く安全に処分がなされることが必要であ

るというふうに考えておりますので、原子力行

政に責任を持つ国などに対し、早期かつ安全な

処分について要望してまいりたいと考えており

ます。当面の対応といたしましては、今、答弁

もありましたように、補強工事などを行ってい

ると、また、保管されている廃棄物から出る放

射線の影響というものは、自然界から出される

ものと大差ないものというふうに伺っておると

ころでございますが、さらなる大規模地震や津

波対策を検討していただきますとともに、その

ような国に対する働きかけをあわせて行ってま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 今、あたかも、あと10年、15

年後ぐらいから処分が始まるという話のように

聞こえましたけれども、実際はごく低レベルの

ものに関して、10年から15年後には、埋却地を

今から見つけて、そこに埋却しましょうとい

う、本当にまだ先がどうなるかわからない。ま

して低レベルのほうに関しては、全く今のとこ

ろ道筋も立てられていないわけですよ。これが

全国に、いろんなところにあるとは思いますけ

れども、これは知事、非常に力強く国に訴えて

いただきたい問題の一つだと思います。特に、
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細島の問題だけではなくて、実際に原発の問題

しかりですけれども、国の安全神話というもの

が今非常に、国民から見たら信用が持たれるも

のではありません。特に、核燃料でも何でも、

使い終わった後の処分方法が何も決められてい

ない。こういう研究所施設の使ったものでさ

え、どうしていいか決められていない。これは

宮崎県も安全協定に企業誘致のときからかか

わっているわけですから、実際に、これを使い

終わったらどうしようもないということではな

くて、最後まで責任をとっていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。

次に移ります。沿岸部の高波・高潮対策につ

いて伺います。今回、専門家の意見を伺おう

と、宮崎大学の村上准教授を訪ねまして、意見

交換の中で防災対策のアドバイスをいただくと

ともに、高潮対策、高波対策に対して有効な防

波護岸工事、フレア工法というものを紹介いた

だきました。現在、大分県や広島県で導入され

ているようであります。これは波の力を押し返

すようなつくりになっておりまして─また議

員の皆様方には資料をお配りしたいと思います

が─この高潮対策について、例えば台風時に

よく通行どめとなります国道10号の門川尾末湾

付近、もしくは国道220号沿いなどで有効である

と思いますが、本県に導入検討はできないの

か、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） 海岸に隣接す

る道路におきましては、波が通行車両や歩行者

にかかることを防止するために、波返しのつい

た護岸工法が採用されておりまして、県ではこ

れまでに、沿岸部の国道や県道の６路線の一部

で波返し護岸を整備しております。議員から

今、御提案のありましたフレア護岸工法につき

ましては、波を防ぐ性能が高く、護岸の高さを

低く抑えられる構造であると聞いておりますの

で、今後、県において波返し護岸を整備する場

合には、その効果や経済性等を総合的に判断し

た上で、比較工法の一つとして検討してまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 よろしくお願いいたします。

次に、県北・日向地域の課題について質問を

いたします。

まず、雇用情勢について伺います。議会登壇

のたびに伺っておりますが、先日、日向市のハ

ローワークを訪ねました。雨の日でしたけれど

も、20名以上がお仕事を探しておられました。

今回、４月に宮崎市から来られた森山所長さん

に話を伺いました。なぜに県北、なぜに日向市

の雇用情勢が好転しないのか。非常に長い期

間、悪い状態が続いておりますが、このことを

県はどのように分析しておりますか。これは商

工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 日向地区

の有効求人倍率が、他の地区と比較して確かに

低い状況がございまして、その低い理由につい

ては、ハローワークでも明確な理由はわからな

いということでしたので、県といたしまして

も、地区の求人求職の状況、事業所数、従業者

数、倒産件数の推移など、さまざまな面から分

析をしてみました。その結果、近年、日向地区

においては、県全体と比較して、サービス業や

建設業の新規求人数の減少幅がやや大きいとい

うことと、最近、新規求人数が大きく伸びてい

る医療・福祉の占める割合が比較的低いなどの

傾向はあるものの、これといった決め手となる

理由はございませんでした。なお、県といたし

ましては、ハローワークと連携して、県で設置

しております雇用推進員等による求人開拓に努

めるとともに、市町村と協力して雇用創出事業
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を実施するなど、今後とも、雇用対策にしっか

りと取り組んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 私も同じ所長さんに伺ってい

ますから、同じ返事をいただきました。この回

答は同じだと思いますけれども、今回お尋ねし

た一つの理由に、私は以前、平成21年９月の代

表質問で、東国原知事にハローワークの地方移

譲に行動を起こすべきだと訴えました。就職の

かなめとなっているハローワークは、地域の実

情を把握している行政がやるべきではないか、

国から権限や財源を移譲するべきではないか

と、当時の東国原知事に訴えました。河野知事

も御存じだと思いますけれども、今回やはり県

の方がみずから地域の実情を調べていただきま

した。本当に広域的に、要因を見つけて対策を

講じることが県の役割だと思いますので、今後

ともどうぞよろしくお願いしたいと思います。

次に、小倉ヶ浜有料道路について伺います。

本日から、無料化実験が終わり、通常に戻りま

した。昨年12月に開通した日向―門川間も、無

料化実験効果も手伝い、交通量が非常に増加し

たと思います。その逆に、小倉ヶ浜有料道路の

交通量の変化はどのようであったのかをお伺い

いたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 小倉ヶ浜有料

道路の１日当たりの交通量についてでありま

す。昨年４月から11月までの８カ月間の平均

が、前年比で10％減の1,395台でありましたが、

無料化社会実験の対象路線となっておりました

東九州自動車道の門川―日向間が開通した昨

年12月から本年５月までの６カ月間の平均で

は、1,188台となっております。

○西村 賢議員 おととしから昨年が10％減、

そして無料化実験の影響で、さらにそこから15

％程度落ちたということでした。この小倉ヶ浜

有料道路の料金徴収期間が平成25年５月までと

なっております。これまで何度も質問をしてま

いりましたが、現在のペースで借金返済をして

いけば、たしか40年以上はかかるという試算で

あったと思います。平成25年となると、あと２

年を切りました。今後の国道10号の拡幅、もし

くは東九州自動車道の進捗を考えると、残念で

すが、有料道路としては重要な路線ではなく

なってきております。今後の活用のためには、

いち早く無料開放の方向性を示していただきた

いと思いますが、県土整備部長、御意見をお願

いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 小倉ヶ浜有料

道路については、議員のお話にありましたよう

に、平成25年５月９日までに借入金の返済を完

了して、無料化する計画となっております。し

かしながら、期日までには返済が完了せず、多

額の未償還金が残る見込みであることから、そ

の処理について、管理運営しております道路公

社とともに検討しているところであります。県

といたしましては、今後とも、関係機関との協

議を進め、未償還金の取り扱いを含めた料金徴

収期間満了後の方針につきまして、できるだけ

早い時期に方向性を出したいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 ぜひ早目にお願いしたいと思

います。ここは財光寺もしくは日知屋、細島方

面にとって、これからのまちづくりを考える上

では重要な道路になると思いますので、ぜひと

も早い時期に方向性を出していただくようにお

願い申し上げます。このような有料道路は、つ

くるときはみんな万々歳でいいんですけれど

も、借金を後の世代に残していくというやり方

は、本当に悪い見本でもあります。そのイメー

ジからの脱却のためにも、有効活用できるよう
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によろしくお願いしたいと思います。

次に、日向市平岩、籾木・鵜毛地区の農道整

備の見通しについて伺います。この地区だけで

はなくて、農道整備というものは、県内さまざ

まなところで要望があるわけでありますが、こ

の地域だけを取り上げるのには理由がございま

す。１つは防災の観点から。国道10号の最も渋

滞区間となっております平岩区間は、海岸線と

並行であり、また傾斜地も並行して走ることか

ら、台風の際などはたびたび通行どめとなりま

す。その迂回路、避難路として、広域農道に抜

ける道でもありますが、台風の際、一時、通行

どめとなって、迂回した車でごった返す地域で

もあります。また、２つ目は、この地域は農業

後継者のために、住民が一致団結して、今、基

盤整備事業に取り組もうとしております。せっ

かくのこの機会に、基盤整備と並行して道路整

備もやっていただきたい。そして最後に、この

地域は旧日向市にあるために過疎認定など受け

られず、最も半端な地域となりました。この籾

木・鵜毛地区から小学校まで、12人の子供が通

学バスで通学しております。中学生になると自

転車で通学するんですが、非常に道幅が狭くて

危ない状況が続いております。この地域の道路

問題は、将来この子供たちが住んでいくために

も必要だと思いますが、農政水産部長の御見解

をお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農道整備事業

は、農畜産物の効率的な輸送体系の確立や農作

業の効率化はもとより、農村地域の生活改善な

ど、農業・農村の持続的な発展を支援する重要

な事業であると認識しております。しかしなが

ら、国の公共事業予算の大幅な削減など厳しい

財政状況から、現在は、継続路線のみに重点化

して取り組んでいるところであり、新たな路線

の整備は行っていない状況にあります。したが

いまして、鵜毛・籾木地区を初めとする新たな

路線の整備については、継続路線の実施状況や

国の予算の動向、事業効果などを見据えなが

ら、関係市町村とも協議の上、検討してまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 今後も検討を進めていただい

て、採択になるにはどうしたらいいのか、そう

いうこともアドバイスをいただきたいと思いま

す。

次に、日向警察署についてお伺いいたしま

す。現日向警察署が日本で最も古い警察署であ

ると、４年前に私の初登壇の際に東国原知事に

訴えました。警察署は、まさに防犯・防災の拠

点でもあります。地震になったら真っ先に倒壊

してしまうとの私の訴えに、当時の東国原知事

がテレビ等でそれをネタに笑いをとりました。

日向警察署を訪問したら、署長や職員が壁を押

さえながら仕事をしておったと、そういうこと

をネタにしてきたわけですが、その後の知事の

英断で建てかえが決まりました。河野知事も御

存じのことだと思いますが、いよいよ着工に向

けて動きが始まりました。今、警察署がある日

向市本町地域は、区画整理事業にも入ってお

り、住民の中では跡地利用がどうなるのか関心

も高いこともありますので、そのことも含め、

警察署の移転の進捗状況、また跡地利用につい

て、警察本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 日向警察署の庁

舎建設については、おかげをもちまして、昨年

度までに基本設計や実施設計を終了しておりま

す。本定例県議会提出の補正予算におきまし

て、庁舎建設に係る工事費等をお願いしている

ところであります。御承認をいただければ、入

札等の手続の後、９月末ごろに着工し、平成25
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年２月ごろの完成を目指して工事を進めてまい

りたいと考えております。なお、現庁舎につき

ましては、経年による老朽化が著しいというこ

ともあり、平成25年度中の取り壊しを予定して

おりますが、その跡地については、財政状況を

勘案しつつ、今後、警察内部での有効活用のみ

ならず、他部局や民間での利活用の意向も踏ま

え、しっかりとした検討をしてまいりたいと考

えております。

○西村 賢議員 次に、口蹄疫復興対策につい

て質問いたします。

まず、昨年７月の臨時議会で、口蹄疫復興宝

くじの導入を提案させていただきました。当時

の―今もですけれども―稲用総務部長の答

弁は、難しいという御見解でありましたけれど

も、執行部の皆様方のお力で実現できたこと、

とてもうれしく思います。宝くじの発売を楽し

みにしております。また、新みやざき会派とし

て、今月１日に、農林水産省の篠原副大臣、ま

た財務省の櫻井副大臣のもとを訪問し、口蹄疫

からの復興協力の要望、そして意見交換を行っ

てまいりました。復興への力強い助言もいただ

いてまいりました。そのことも踏まえまして質

問させていただきます。

まず、家伝法改正について伺います。これま

で本県は、畜産県として増頭拡大路線の繁栄の

陰に、防疫対策が不十分であったことは反省し

ていかなければなりません。国の家伝法の不備

もありましたが、それも11年前の口蹄疫発生時

にしっかりと改正をしていればよかったのにと

残念でなりません。今回はしっかりとその反省

が生かされたのか、農水省出身である副知事に

お伺いいたします。

○副知事（牧元幸司君） 昨年、本県は、口蹄

疫の発生というものを経験したわけでございま

す。そして、その後、県の検証委員会というの

もできまして、報告も受けたわけでございま

す。これらを踏まえまして、やはり家伝法につ

いては、いろいろ改正すべき点が多いのではな

いかということで、本県といたしましては、そ

の改正の提案・要望を行ってきたところでござ

います。国におきましても、本県も含めたいろ

いろな意見等も踏まえ検討が行われまして、

今、御指摘ございましたように、本年４月に家

伝法が改正され、公布されたところでございま

す。この改正家伝法には、幾つか重要なポイン

トがあるというふうに思っております。まず一

つには、予防的殺処分の規定が置かれまして、

その補償が行われるということが明記されたと

ころでございます。また、海外からの水際防疫

の強化も図られたという点もございます。さら

には、防疫指針につきまして、３年ごとに再検

討を行うということで、その際、都道府県の意

見を求めるということも明記されたわけでござ

います。また、口蹄疫などにつきましては、特

別手当金というものが交付され、通常の手当金

と合わせまして、評価額の全額─これは今ま

で全額でなかったことが問題になったわけでご

ざいますけれども─が支給されることになっ

たわけでございます。以上のような改正点を踏

まえますと、おおむね本県の要望に沿ったもの

であるというふうに考えておるところでござい

ます。

〔「当たり前の話じゃが」と呼ぶ者あり〕

○西村 賢議員 今、当たり前の話という声も

聞きましたが、家伝法改正が行われたことで、

今後、本当に安心して再開できることを望んで

いきたいと思います。

次に、復興工程表について質問いたします。

大きな目標である本県畜産の再興であります
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が、もとの状態にただ戻してはいけません。今

後は適正な家畜の管理が求められますが、西都

・児湯地域の経営再開に当たって、これまでの

密集地帯の解消にどう取り組むのか。また、工

程表では、経営再開の見通しを９割程度の導入

としていますが、密集地帯緩和とこの９割導入

の整合性をどう図っていくのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫からの

再生・復興に当たりましては、昨年の経験を踏

まえ、防疫や環境に配慮した適正飼養密度等の

課題につきまして、関係団体や生産者の代表、

また大学関係者等と意見交換を行い、その効果

や具体的な取り組み方法等を検討することとし

ており、この検討結果に基づいて、適正な飼養

密度に係る取り組みを進めてまいりたいと考え

ております。このことにより、西都・児湯地域

においては、経営の基盤となる母牛、母豚が減

少することも想定されますが、一方で、生産性

の向上を図り、子牛、子豚を含めた総飼養頭数

としては９割程度を確保したいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 母牛、母豚、１頭当たりから

たくさんの子供が生まれる、それが早目に出荷

されれば、総頭数は９割ぐらいになるんじゃな

いかと。これは非常に、できるのかなという疑

問もありますが、またこのことは経過を踏まえ

ながら判断していただきたいと思います。

最後の質問になりますが、観光復興に対して

お伺いをいたします。今回、明るい話題の一つ

に九州新幹線の開通があり、また、本県にとっ

ても少なからず恩恵があると伺いました。九州

新幹線の開通効果により回復が期待される観光

客の現状と今後の展望についてお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県の観

光は、昨年来の口蹄疫等の影響を受けまして、

十分に回復していない中で、３月に発生した大

震災の影響により、全国的に自粛ムード、観光

需要の低迷が広がり、さらに厳しい状況が続い

ております。一方、お話がありましたように、

ＪＲ九州では、全線開通いたしました九州新幹

線の利用が当初、大震災の影響で伸び悩んだも

のの、その後は実績を伸ばし、県内の宮崎駅、

都城駅等でも、前年を上回る利用実績を見せて

いると伺っております。県といたしましては、

主要な新幹線停車駅からの誘客対策として、南

九州３県が一体となったプロモーションの展開

や、「ぐるりんひむか号」の運行、レンタカー

プランの造成要請などの二次アクセス対策に取

り組みますとともに、旅行会社への旅行商品造

成支援などを行ってきたところであります。６

月からはＪＲ西日本等とタイアップしたキャン

ペーンを展開しておりまして、一昨日は、大阪

駅での「開業100日イベント」に本県も参加して

まいりました。さらに、10月から12月にかけま

しては、ＪＲグループを挙げてのＰＲと全国か

らの集中的な送客を行う「熊本・宮崎・鹿児島

デスティネーションキャンペーン」を実施いた

します。今後とも、このような各種の誘客対策

に切れ目なく取り組み、新幹線効果が県内全域

に波及するよう努めてまいりたいと考えており

ます。

○西村 賢議員 以上で終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時44分休憩
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午後１時０分開議

○十屋幸平副委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 質問をいた

します。

18世紀フランスの思想家ヴォルテールがある

言葉を残しています。「君の言うことには一切

同意できないが、君がそれを言う権利は死んで

も守ってみせる」、この言葉は、少数意見に対

してどう我々が対峙すべきかということを見事

にあらわしていると思います。これまでの人間

の歴史を振り返ってみると、真実は少数意見の

中にあることもあり、もっと言いかえるなら

ば、弾圧された少数意見が真実で、結果として

多数派になったりした事実を考えると、ヴォル

テールのこの言葉は、民主主義の多数決の誤謬

を補完するものとして示唆に富む意味を持って

いると思うのです。

さて、我が会派社民党もこれまで、少数意見

ながら、原子力発電所は地震列島であるこの日

本にはなじまない、そう脱原発を訴え続けてき

ました。核エネルギーは核廃棄物の最終処分も

確立されていない中、人間が制御できない火で

あり、核エネルギーに手をつけてはならないと

訴えてまいりました。一度原発をつくってしま

えば、半減期の長いもので何千年も人間は放射

能とつき合わなければなりません。半減期6,500

年の猛毒物質プルトニウム240、そのプルトニウ

ムの語源は、地獄の王様という意味の「プルー

ト」から名づけられています。今回の東日本大

震災での原発事故を見たときに、我々がこれま

で訴え続けてきたことが、そしてその危惧が不

幸にも的中、証明されたように思います。

そこで、まず、知事に質問をいたします。ド

イツやイタリアは、今回の原子力発電所の事故

を受け、政策を転換しましたが、知事は、原子

力発電についてどのような認識を持っておられ

るのか、伺います。

以上で壇上からの質問を終わり、後の質問は

質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

原子力発電についてであります。東日本大震

災により福島第一原子力発電所ではさまざまな

問題が起こっております。国民の不安にこたえ

るためにも、まずは実際に起こっている事態を

正確に把握し、国民が十分理解できるような説

明が行われる必要があると考えております。原

子力発電につきましては、経済性や電力供給の

安定性の問題等指摘をされてきたところでござ

いますが、やはり一たびこのような事故が起こ

ると、なかなか制御が困難なエネルギーである

ということ、また、将来世代にわたって地球環

境への負荷を与えるおそれがあるということが

あるわけでございます。その一方で、発電量全

体の３割を占めるなど基幹的な役割を担ってい

ることも事実でありますし、新エネルギーを拡

大させる場合に、現時点では、安定性や効率

性、設置コストなどさまざまな課題があること

も事実であります。原子力政策につきまして

は、我が国のエネルギー政策全体の問題とし

て、国の責任において決定されるべき事項であ

りますが、何よりも国民の生命、財産を守ると

いう視点を基本に置いた上で、国民の理解が得

られるような形での国民的な議論が行われる必

要があるものと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○太田清海議員 国民的な議論をということで

ありますが、本当に真摯な議論をお願いしてお

平成23年６月20日(月)
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きたいと思います。念のための質問であります

けれども、県内では串間市で原発の動きがあっ

たわけですが、青森県の六ヶ所村の再処理工

場、これも調べてみますと、建設した当時の費

用は7,600億円でスタートしたようであります。

そして、その後のトラブル続きで延期に延期を

重ね、今日まだ正式に稼働していない状況。そ

の建設費用7,600億円が、現在では２兆1,930億

円もかかっておるという事実があります。念の

ための質問でありますが、こういった再処理が

できない状況の中で、宮崎県にそういった再処

理をというような動きはないのかどうか。念の

ためであります。質問いたします。

○知事（河野俊嗣君） 現時点において、県内

で具体的な話はありません。

○太田清海議員 わかりました。それと、横田

議員から質問がありました。私もそういう質問

をしたいなと思っておったんですが……。事故

が起こった場合の隣県との連携が必要ではない

か、事前にやっておくべきじゃないかというこ

とを考えておりましたが、横田議員の質問の中

にも出てきまして、私はそれを聞いたとき、常

在危機という言葉を使われた割にはと言っちゃ

失礼だが、少しその辺の危機感がないような気

がしたものですから、もう一回ちょっと確認を

させていただきたいと思っております。特に鹿

児島の川内原発、佐賀の玄海原発もあります

し、四国には伊方原発もあります。囲まれてい

る状況なんです。ということで、その辺の隣県

との連携というのをどのようにお考えになって

いるか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 福島第一原子力発電所

の事故の教訓を踏まえますと、本県といたしま

しても、重大な関心を持ってさまざまな情報収

集に取り組むべきと考えております。横田議員

の御質問では、川内原発周辺の自治体がつくっ

ております協議に参加するかというようなお話

がございました。そのような形での参加という

のは考えておりませんが、今後は、鹿児島との

さまざまな情報交換というのも必要だと考えて

おりますし、科学的知見というものもしっかり

と集めながら、本県として必要な情報収集に取

り組んでまいりたいと考えております。

○太田清海議員 ＥＰＺということで、10キロ

とか８キロというのが決められているようです

が、今、政府の中で、ＥＰＺを拡大しよう、30

キロにしようとかいうことも動きとしてはある

ようであります。今、知事の見解もお伺いしま

したが、ひとつ問題のないような対応を事前に

研究なり検討なりしていただきたいと思ってお

ります。

それから、知事の今回の議案提案の説明の中

でも言葉として使われておりますが、「原発問

題の先行きが見えない中、その対策には膨大な

労力や経費、そして相当の日時を要するもの」

という表現もあります。私も、個人的な見解で

すが、これは10年、20年とかかったり、30年と

かかったりするような状況があるのではないか

なという思いから、以下の質問をしていきたい

と思います。

今回、震災が３月11日に起こりましたけれど

も、実はその後、宮崎での同窓会みたいなもの

が中止という連絡が来ました。それを受けたと

きに、口蹄疫のときの自粛とかいうのは、ウイ

ルスが蔓延するかもしれないということで、人

間の移動をとめてほしいということから、ある

程度はやむを得なかったにしても、今回の災

害、地震の事故は、日本人の心として哀悼の意

をあらわすことは本当に大事なことだと思うん

ですが、余り自粛してしまうと、宮崎県の経済
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に、こういう中でマイナスの効果を与えるん

じゃないか。だから、知事のほうからも、最初

の哀悼の意をあらわす期間がある程度終わった

時期には、自粛しないで頑張ろうじゃないか、

応援しようじゃないか、何かそんなメッセージ

が必要ではないかなと思いました。口蹄疫と

違ってですね。その辺の知事の見解を伺いたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、被災

地なり被災者に思いを寄せる─大変重要なこ

とであるわけでありますが、一方で、東日本の

このような大震災から復旧・復興を図っていく

ためには、西日本が、九州が、宮崎が元気を出

していくことが大変重要だと考えております。

特に本県は、昨年の口蹄疫以来、鳥インフルエ

ンザ、新燃岳とさまざまな災害が続きまして、

飲食業、観光業、商工業、全般にわたり、非常

に深刻な影響を受けておるところでございま

す。したがいまして、発生直後から大変心配を

しておるところでございまして、私自身も自分

のブログで、３月14日には、過度な自粛という

ものが全国に行き渡ることによっての経済への

影響に非常に不安があるということを申し上げ

たところであります。例えば４月１日、新年度

の開始に当たりまして、職員には、そのような

自粛は決してしないようにという話も申し上げ

ましたし、発生から１カ月がたった４月11日に

は、県民の皆様向けのメッセージといたしまし

て、しっかりと経済を回していこう、自粛をし

ないようにしようという呼びかけを行わせてい

ただいたところであります。その中で、しっか

りと消費を拡大する、飲食を行う、その中の売

り上げを、場合によっては義援金として送ると

か、そういった震災支援消費ということ、チャ

リティー消費というようなことを呼びかけなが

ら、県民の皆様にはお伝えしたところでありま

すが、これからも機会をとらえて、我々がしっ

かりと経済を回していく、元気を出していくこ

とによる復旧・復興への支援の取り組みの必要

性、これを訴えてまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 いろんなイベントの中で逆に

カンパを募ったり、復興のためにということも

いい取り組みだなと思っているんです。私たち

も、いろんな集会の中でカンパに取り組んで

送ったりもしております。

次に、ちょっと関連がありますので、飛ばし

て、４番の防災対策とウラン廃棄物貯蔵施設に

ついてという項に移らせていただきます。

先ほどの西村議員の質問と重なっている部分

もありますが、私は現地視察には呼ばれていな

かったものですから、事情がわからずに……。

質問でありますけれども、日向市の旧ウラン濃

縮研究所には、ドラム缶入りの放射性物質が保

管されておりますが、あの施設というのは海抜

が４メートルというふうに聞いております。先

ほどの質問のやりとりの中で、４.何メートルの

津波が来るということを想定されておるようで

すが、海抜４メートルで問題がないかどうか、

商工観光労働部長、お願いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 旧ウラン

濃縮研究所の防災対策につきましては、午前中

もお答えいたしましたが、旭化成において、国

の安全対策に関する指針等を踏まえ、震度６弱

程度の地震及び高さ４メーターを超える津波を

想定した施設の整備や、廃棄物を入れたドラム

缶の転倒防止対策が講じられております。今回

の大震災を受け、県では、３月に開催いたしま

した宮崎県ウラン対策専門委員連絡会、及び４

月の現地調査において、旭化成に対し、必要な
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対策等を要請したところでありますが、旭化成

におかれましても、今回の大震災を受けた国の

指針等の見直しの動きに先行して、大規模な地

震や津波を想定したシミュレーションの検討を

開始し、特に津波を想定したドラム缶散逸防止

のさらなる補強工事を実施する予定と伺ってお

ります。

○太田清海議員 先行してということですが、

今度また見直しもありますので、その辺の問題

をクリアしていただきたいと思います。この施

設は昭和56年に建設着工されていますが、ちょ

うど私が二十代のころでありました。20何歳の

ころですか、反対運動に身を投じたこともあり

まして、当時の関係者には旭化成を含め迷惑を

かけたかもしれませんが、そういう反対運動を

取り組んだことによって、宮崎県の海岸線沿い

に一切、原発も含め施設ができなかったという

のはよかったのではないかと思っております。

また、関連をしますが、濃縮研究所に保管さ

れている放射線廃棄物、これはずっと永遠に保

管していかなきゃならんものなのか、ある程度

処分が決まっているのがあるのか、先ほどの西

村議員の質問と関連するんですが、その辺はど

うでしょうか。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 旧ウラン

濃縮研究所のような研究施設等から発生する低

レベルの放射性廃棄物の処分につきましては、

法律により、独立行政法人日本原子力開発研究

機構が一元的に埋設処分を行うこととされてお

ります。現在、機構におきまして、埋設処分地

の選定や施設設計等の検討が進められていると

ころでありますが、機構にお尋ねしますと、今

回の原子力発電所の事故等の影響もあり、現時

点では、具体的な処分開始の見込みを説明でき

る状況にはないということでございます。しか

しながら、できるだけ早くかつ安全に処分なさ

れることが必要でありますので、県といたしま

しても、国や原子力機構等に対し、早期かつ安

全な処分について要望してまいりたいと考えて

おります。

○太田清海議員 残念なことに見込みがまだな

いということでありますが、これはひとつ厳粛

な事実として受けとめながら今後の対策を考え

ていかにゃいかんだろうと思います。

あと、日向灘の地震とか東南海・南海地震の

発生確率なんですが、私、ちょうど選挙期間中

でしたので、ＮＨＫの報道を見ることができな

かったんですけれども、それを見た人が、日向

灘は大変じゃないかということで質問されたり

もいたしましたが、総務部長、この日向灘等の

発生確率というのは今どのように見ておられる

のか。

○総務部長（稲用博美君） 文部科学省の地震

調査委員会におきまして、主要な活断層による

地震あるいは主な海溝型地震についての長期評

価を行っております。今月の９日に最新の情報

が公表をされております。それによりますと、

日向灘地震の場合、マグニチュード7.6前後の地

震が30年以内に発生する確率は10％程度、マグ

ニチュード7.1前後では70～80％の発生確率とさ

れております。東南海・南海地震について申し

上げますと、東南海地震については、マグニチ

ュード8.1前後で70％程度の発生確率、南海地震

につきましては、マグニチュード8.4前後で60％

程度の発生確率とされております。

○太田清海議員 三陸沖も当初、発生確率は低

かったと思うんです。ああいう結果になりまし

たので、地震というのは本当にわからないとこ

ろもありますが、科学的にある程度証明できる

ところは、常在危機ということで今後、地域防
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災計画も改められるということですので、早急

に対応していただきたいと思っております。

私たちも脱原発ということでずっと訴えてき

たわけですが、原発がなけりゃどうするんだと

いう質問も受けます。知事もよく言われます

が、自然エネルギーというのを考えていかにゃ

いかんというメッセージも送られております。

自然エネルギーに行く前にもっとやらなきゃい

かんことがあるということを訴えている人もい

ます。私もこの前、宮崎市の市民文化会館で田

中優さんという方の講演会がありましたので、

聞きに行きました。この方は未来バンク事業組

合の理事長をされている方で、全国をこういっ

た問題で講演をされておる人のようです。その

人の指摘によると、当面やればそれだけで原発

に頼らなくていいんだという手法もあるんだよ

ということで、３つぐらい挙げておられまし

た。それは、電力需要のピーク時の問題を平準

化すれば原発に頼らなくていいんだというこ

と。基本的に電力というのは、蓄電というのが

できることはできるんですが、ピーク時のため

に原発をというのはもったいない。なぜかとい

うと、ピーク時というのは、７月から９月ぐら

いの間の平日の、しかも31度以上に上がったと

きにピークを越すかなというようなことなんで

す。しかも時間帯でいえば２時から３時あたり

なんですよ。となると、そんなに毎日あるわけ

じゃない。そのための原発となると何かもった

いないなという気がします。その辺の問題。

それから、家庭用と事業用の電力料金の違

い。家庭用の電力料金というのは、使えば使う

ほど電気料金が上がる制度になっています。税

でいうと累進的な電気料金になっておる。とこ

ろが、事業用は、電力の自由化でいろいろ変

わってきておりますが、使えば使うほどスケー

ルメリットが効いて安いということで、家庭用

は自己規制が働く方向の電力料金だけれども、

事業用は使えば使うほど安いということで、そ

の辺の問題をきちっとせんといかんとじゃない

かなと。

最後に、総括原価方式というやり方です。県

の企業局でも総括原価方式で電気料金を決めま

すけれども、これは私たち県議会というチェッ

ク機能がありますので、そう問題ないと思いま

すが、例えば原発に何百億かけても、その中の

３％は電気料金に上乗せされるということで、

言葉は悪いかもしれんけれども、どんな高価な

ものをつくっても痛くもかゆくもないことにな

るかもしれない。この総括原価方式というのも

改めたほうがいいのではないかというふうに指

摘もありました。

それで、具体的にそういう視点を持ちながら

総務部長にお伺いしたいんですが、宮崎県庁の

電気料金、これは入札で契約をやっておるとい

うことでありますが、私、九電だけかなと思っ

たら、いろんな業者がいらっしゃるようですけ

ど、本館についてはどのような業者が入札に参

加して、その結果、どの業者と契約されたの

か、また、料金体系についてはどのようになっ

ているのか。事業用ですからお聞きしたいと思

います。

○総務部長（稲用博美君） 県庁舎の使用する

電気につきまして、規制緩和に伴う電力の自由

化ということで、平成16年度から一般競争入札

を導入しております。平成22年度の本庁本館の

入札については、一般電気事業者であります九

州電力株式会社と特定規模電気事業者でありま

す株式会社エネット及びイーレックス株式会社

の合計３者が参加しており、イーレックス株式

会社が落札しております。料金体系につきまし
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ては、基本料金と使用電力料金の合計となって

おり、基本料金につきましては、前年度の最大

需要電力に契約単価を掛けたものとなるため

に、ピーク時の電力の抑制が次年度以降の基本

料金の低減につながるということになります。

○太田清海議員 難しい説明でありますが、実

績によっては翌年度が多少安くなるという意味

では、節約方向に行く制度が今度の契約の中で

は結ばれているということですね。わかりまし

た。ただ、基本的に私が指摘したことがあると

思います。

今度は、電力需要のピーク時の問題でありま

すけれども、先ほど私が言いました、31度を超

えたわずかな日時のためにということで、そこ

を平準化すればいいんだということでありま

す。これは愛知県とか静岡でしたか、自動車産

業のほうも、日曜日に働いていただいて平日を

休みにして、働く人たちの勤務体系のシフトを

しているところもあるようです。福島原子力発

電所の事故で国が電力需要削減を要請している

と思いますけど、このため、企業の中には、先

ほど言った休みの振りかえをやっているところ

があります。問題になってくるのは、日曜日に

働かにゃいかんということであれば、従業員の

方が、介護者を抱えておったり、保育に欠ける

子供さんを持っておれば、受け入れてやらにゃ

いかんという問題が出てくるわけですが、県は

こういったことに対してどのように対応してお

るのか、伺いたいと思います。これは福祉保健

部長ですね。

○福祉保健部長（土持正弘君） 電力の需給対

策に伴います企業の就業時間の変更に対応した

休日の保育事業等についてでございますが、５

月に厚生労働省より、事務連絡という形で協力

要請がありましたことから、県内市町村及び保

育所への周知を図ったところでございます。ま

た、その際、市町村に対しましては、個人から

の個別の問い合わせの対応についても依頼を

行ったところでございます。

○太田清海議員 十分対応されておるというこ

とですが、実は、きのう、おとといでしたか、

私たちの会派に宮崎市の自動車関連業界のほう

から、そういうことをやりたいんだがというこ

とで要請に来られたんです。具体的にそういう

事例が出てくると思いますので、働く側の問題

もありますが、円滑なやり方を、ピーク時を平

準化するという視点からよろしくお願いしたい

と思います。

原発問題については以上で質問を終わりたい

と思いますけれども、私たちも、ただ原発に反

対というか、脱原発ということで考えていきま

すが、できるだけ頼らなくていい方法というも

のも一生懸命模索をしていきたいと思います。

知事も、自然エネルギーとかにどんどん移って

いこうというメッセージを発せられましたの

で、ぜひそういう方向でと思っております。

それから、私たち人間の生活のあり方も変え

る努力を県民がせにゃいかんとじゃないかなと

思っております。実は、こういう場ではあれで

すが、以前、私の先輩議員であります井本議員

が、この議場でブータンの国の話をされまし

た。人間の幸せって何だろうかという問いかけ

をされたわけですが、非常に感銘を受けた演説

の一つであったと思います。ぜひ今後ともそう

いった視点から、私どもみんなで考えていか

にゃいかんかなと思っております。

次に、知事の政治姿勢ということに戻りまし

て、知事に質問したいと思いますけれども―

これは総務部長にお伺いいたします。みやざき

行財政改革プランによりますと、平成17年度比
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で1,133人の職員を減らしておられます。純減と

いうことでありますが、どの部門をどのように

減らしてきたのかについてお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 行財政改革大

綱2007に基づきまして、業務の見直し、組織の

統廃合、指定管理者制度の導入等の業務のアウ

トソーシングなどによりまして、総職員数の純

減に取り組んできたところであります。部門別

には、知事部局等で375人、企業局及び病院局の

公営企業部門で148人、教育委員会では、児童生

徒数の減少等により625人を純減しております。

なお、警察本部におきましては、政令で定める

定数の増によりまして15人の増員というふうに

なっております。

○太田清海議員 この減らす根拠というもの

─生身の人間が働いて家族を養いながら、そ

して、自分が働くことが地域経済にいろんな影

響をもたらすということでは、単に数値上の目

標でというのは余りなじまないんじゃないかと

いう思いがあります。そして、先ほど知事にも

質問しましたが、自粛ムードの問題─こうい

う宮崎県の中で自粛していいのだろうかという

視点から考えると、みんなが職を持ち、豊かに

生きていくというこの視点も、私は大事ではな

いかと思うんです。数値目標を達成したからオ

ーケーだということで喜ぶばかりでは、宮崎県

という県はますます疲弊するのではないかとい

う思いがあります。職員数の削減というのが、

県の業務への支障を来し、地域経済にいろんな

影響を与えるんじゃないかと思いますので、必

要な部署には必要な人員を配置すべきである

と。今度の新たなプランではどのように取り組

んでいくのか、知事の見解を伺いたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 職員数につきまして

は、非常に厳しい財政状況の中で、今後とも方

向性としましては、組織のスリム化を図る、人

員の削減にも取り組んでいくという必要はあろ

うかと考えております。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であり

ますとか、さまざまな危機事象への対応等も

図っていく必要がある、これも大変重要なこと

であると考えております。したがいまして、今

回提案をいたしております行財政改革プランに

おいては、知事部局につきまして、４年後の平

成27年度当初には、17年度当初対比で１割減と

いう数値目標を設定するとともに、スクラップ

・アンド・ビルドを基本としまして、新たな行

政需要にも対応できるよう、適正な人員配置や

定員管理に努めるとしたところであります。ま

た、職員が能力を最大限発揮できるようにする

ために、人材育成、風通しのよい職場づくり、

さらには心身の健康管理等にも十分配慮してま

いりたいと考えております。なお、地域経済へ

の影響につきましては、職員数や人件費の削減

という一方で、民間へのアウトソーシングや、

ほかの事業予算への充当ということも考えられ

ますので、プラスマイナス両面の要素があるの

ではないかと考えておるところであります。

○太田清海議員 アウトソーシングという言葉

も出されましたが、県では今度、獣医師もふや

すという方向も出されましたね。私はプラスの

意味でいいと思うんです。私も前回、２月議会

のときにそういった指摘もしました。アウトソ

ーシングという話が出ましたけど、私も２～３

週間前に、延岡の話でありますが、自殺しかけ

たような人を２人、生活保護につないだりいた

しました。考えてみると、今、アウトソーシン

グで行った先が例えば派遣労働とか、地域では

若者に仕事がないとか、この人たちがいずれ無
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年金者になる可能性というのは、以前と比べる

と物すごく高くなっているんですね。アウトソ

ーシングでもいいんですが、受け入れるところ

が、働く人たちの、そして、将来、家族を養っ

ていくためのその視点が本当にあるのかどう

か。公的な職場におる者がその辺も考えた上で

対応していかないと、単に国から示された基準

のままに動いていってしまっては、せっかくの

地方自治という─地域主権ではないですが、

そういう視点のものに問いかけているんじゃな

いかなと思っております。政治家の知事であり

ますので、行政のトップとしてだけではなく、

ぜひそういった配慮も私は求めておきたいなと

いう気がいたします。

次に移らせていただきます。海岸漂着物の処

理についてであります。

平成19年の台風だったと思いますが、延岡の

海岸に杉とかいろんなものが流れてきて、それ

をどう処理するかという問題がありました。私

は水辺林という提案も以前したことがありま

す。渓谷といいますか、川沿いぎりぎりまで杉

を植えている。大水のときに杉が流されて、そ

れが橋げたにかかってダムのようになって水害

をもたらす。水辺には雑木林だと、自然林でい

いんだという話もしたことがありますけど、そ

ういうのはちょっと置いておきまして、海岸の

漂着物の処理、これは県と市町村の役割はどう

なっているのか、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県では、平

成21年７月に施行された「海岸漂着物処理推進

法」に基づきまして、沿岸市・町の意見も十分

に踏まえながら、平成23年３月に「宮崎県海岸

漂着物対策推進地域計画」を策定しました。こ

の計画において、海岸管理者である県や市町村

などの基本的な役割分担等を整理したところで

す。それぞれの主な役割としましては、県が漂

着物の収集・運搬・処分を、市町村は、廃棄物

処理施設での受け入れやボランティアへの協力

要請などを担うこととしております。

○太田清海議員 これは県と市町村の良好な関

係というのを期待しながら質問するわけです

が、円滑な処理のために市町村との協力が不可

欠だと思うんです。どのような協力体制を構築

されるのか、お伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 海岸漂着物の

円滑な処理のためには、県と市町村が適時適切

に連携・協力をしながら、それぞれの役割を

しっかりと果たしていくことが重要であります

が、これまでは県と市町村の役割が必ずしも明

確ではなかったところです。そこで、先ほど申

しましたように、ことし３月に地域計画を策定

し、具体的な役割分担を整理いたしましたの

で、今後は、それを踏まえながら定期的に意見

交換を行うとともに、適宜、情報提供や相談へ

の対応に努め、市町村とのよりよい協力体制を

構築してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 私たち議員も、市町村と県と

の間が円滑にいくようにということで立ち回り

せにゃいかん任務もありますので、これは丸投

げということではないと思いますが、そういう

気分にとらせてもいけないし、ひとつ配慮して

よろしくお願いしたいと思います。

次に、地域医療とドクターヘリについてとい

うことでお伺いいたします。

ドクターヘリを来年度導入するということに

なっておりますが、現在行っている消防機関職

員の研修内容とその進捗状況、並びに研修の効

果についてお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ
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に関する消防機関職員の研修につきましては、

昨年度から、県外の先進病院や消防機関の協力

もいただきながら実施をしているところでござ

います。研修の具体的な内容は、ヘリ要請の判

断方法や運航における安全管理等につきまし

て、現場体験も交えて行われており、昨年度

は49名が受講し、本年度も同様の内容で実施す

る予定でございます。研修の成果を受講者のア

ンケートで見ますと、ドクターヘリが必要であ

るとの意識が高くなったとか、救命率の向上に

効果がある、今後県民へのＰＲが重要である、

幅広い職員が研修を受けてほしいといった意見

がございまして、ドクターヘリの有効性等に対

する理解が深まったものと考えております。ド

クターヘリの運航に当たりまして、消防機関と

の連携は極めて重要でございますので、今後と

も、市町村と十分連携を図りながら研修を進め

てまいりたいと考えております。

○太田清海議員 来年度実施ということであり

ますが、震災の事故もありまして、いろいろ対

応が大変だっただろうと思いますが、おくれの

ないように研修はお願いしたいと思います。

それから、ドクターヘリを導入するに当たっ

ては、防災ヘリと違って、ランデブーポイント

というものを設けなければならないというふう

に聞いております。防災ヘリの場合は、いかに

被災者を救出するか、ドクターヘリは、いかに

早く被災者とドクターを引き合わせるかという

任務の違いがありますので、最適な条件のもと

に、さっとできるだけ１秒でも早く会わせてい

くというようなランデブーポイントが必要であ

ります。聞いてみますと、そのランデブーポイ

ントが、出動したときにここにおりるんだよと

いうことがわかれば、消防署職員はそこにさっ

と行って事前に水をまいたり、ビニール袋がな

いかどうか、あれば全部取っ払ったり、救急車

も配置しておかにゃいかんということでありま

す。そういったドクターヘリのランデブーポイ

ントの条件とか選定状況についてお伺いしたい

と思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

は、お話にございましたように、防災救急ヘリ

に比べて機体が小さいことから、機動性が高

く、おおむね20メーター四方のスペースが確保

できれば、基本的に着陸可能となっておりま

す。しかしながら、救急現場によっては、その

ようなスペースを緊急に確保することが困難な

場合もありますことから、救急車とドクターヘ

リが合流する緊急離着陸場、いわゆるランデブ

ーポイントをあらかじめ選定しておくことが有

効でございます。現在、ランデブーポイントと

いたしましては、県防災救急ヘリコプター「あ

おぞら」の離着陸可能地を想定しているほか、

今後、宮崎大学において、運航会社とともに現

地調査等を実施した上で場所の選定を行うこと

といたしております。

○太田清海議員 もう一つ質問します。県北で

は山間部が多いわけです。ランデブーポイント

というのがなかなか難しいところもあるのでは

ないかと思うんです。都市部、平野部と山間部

の条件の違いというのがあると思うんですが、

選定する際の違いについてお伺いしておきま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） ランデブーポ

イントの選定に当たりましては、都市部と山間

部で面積等の基本的な条件に差はございません

けれども、一般的には、山間部では学校や広場

といった平地が少ないことから、ランデブーポ

イントが必ずしも多くないということも考えら

れます。このため、山間部においては、緊急時
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には道路や畑等の活用も想定しておく必要があ

りますことから、道路管理者、警察、地域住民

等の理解を得ていくことも今後重要になってく

るものと考えております。

○太田清海議員 ランデブーポイントについて

は、私、聞き漏らしたかもしれませんが、ある

程度設定してあるということでいいんですか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 先ほど申し上

げましたように、「あおぞら」のそういったと

ころを活用すると。たしか現在220カ所ほど選定

されていると思いますけれども。それに、今後

実施いたします宮崎大学と運航会社のほうとで

改めて調査をするということになろうかと思い

ます。

○太田清海議員 ひとつランデブーポイントに

ついては、いろんな違いを考慮して選定をお願

いしたいと思います。要望として伝えておきま

すが、実は延岡市役所が今度、新庁舎建設とい

うことで動いております。平成23年度から５年

間で建設していくわけですが、建設検討市民懇

談会の報告がありまして、その中で、市役所の

庁舎に防災拠点としての機能を備えることが重

要であると述べられています。そういうこと

で、この新庁舎に、ランデブーポイントなり、

防災ヘリの発着場なり、どうかなという意見も

お聞きしたこともありました。県病院にもでき

ますので、これは無駄じゃないかという意見も

あろうかと思いますが、いろんなことを多角的

に考えて、県のほうからも、せっかくつくるの

であったらこういうのはどうだろうかというこ

とで、助言なりしていただくといいかなという

ふうに思っております。

次に、病院局のほうにお伺いしたいと思いま

す。私は、最近、ある民間の大病院の事務長と

話をする機会がありました。その方が言うに

は、民間病院から見た場合は、県立病院という

のは県立で残ってもらわんと困るんだというこ

とでありました。いろんなところで努力はされ

ていると思いますが、平成22年度の決算見込み

によると、ある一定の改善が図られていると思

うんです。さまざまな経営改善に取り組んでこ

られて一定の成果があらわれつつあると思いま

すが、地元住民の協力とか働く職員の頑張り、

こういったのをどう評価されているのか、病院

局長にお伺いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院局におきま

しては、御指摘のとおり、平成18年度に策定し

た第１期の中期経営計画に基づきまして、これ

までさまざまな経営改善や良質な医療の提供に

取り組み、赤字体質の改善が相当程度進んでき

たのではないかと認識しているところでありま

す。これもひとえに職員一丸となった地道な取

り組みはもとより、県民の皆様の御理解と御協

力のたまものと考えておりまして、非常に心強

く、またありがたく思っているところでありま

す。特に、医師への過重な負担が地域医療の確

保に深刻な影響を及ぼした県北地域において、

県議会の皆様の御支援もいただきながら、地元

市町村や医師会、住民の皆様と一体となって、

いわゆるコンビニ受診の自粛に取り組んだ県立

延岡病院支援キャンペーンは、医師の負担軽減

に相当な効果があったと考えておりまして、大

変感謝をしているところであります。非常に厳

しい経営環境の中ではありますが、今後とも、

県立病院が全県レベルあるいは地域の中核病院

としての役割を果たせるよう、これまでの成果

を踏まえ、職員一丸となって、また、県民の皆

様の御理解、御協力を得ながら取り組んでまい

りたいと考えております。

○太田清海議員 延岡病院支援キャンペーンで
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ありますが、議員の中にも、いろんな会合の中

で、例えば、コンビニ受診を控えよう、かかり

つけ医を持とう、医師に対して感謝の念を持と

うといって、一生懸命いろんな集会の中で訴え

られた議員さんたちがいます。市会議員の中で

もそういった訴えをされている方が多かったの

ですが、延岡病院支援キャンペーンの成果につ

いて、病院局長にお伺いしたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 延岡病院におけ

る、救急で来られた患者さんのうち、入院治療

を必要としない外来診療のみの患者さんの数

は、平成22年度で3,098人となっておりまして、

延岡病院支援キャンペーンを実施する前の19年

度に比べまして、約５割減少しているところで

あります。なお、このうち、医師を初めとする

医療スタッフにとって最も負担を感じておりま

す深夜帯の外来患者数も、地元市町村の初期救

急医療体制の整備に向けた取り組みや、地元医

師会や医療機関を初め住民の皆さんの御協力に

より、平成22年度は19年度に比べ約３割減少す

るなど、確実に成果が上がるとともに、医師の

派遣元である大学医局からも一定の評価をいた

だいているところであります。

○太田清海議員 一つの成果としては上がって

おるのではないかなと。今後もまた難しい問題

があろうかと思います。病院局が開設されて５

年、医師確保についてさまざまな取り組みをさ

れてきたと思うわけですが、これまでどのよう

な方針で臨んで、その成果がどうだったのかに

ついてお伺いしたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 医師確保につき

ましては、これまで各病院長ともども、各大学

医局に対しまして医師派遣を粘り強く要請する

とともに、本県ゆかりの医師への働きかけを行

うなど、さまざまな手だてを講じながら全力で

取り組んだところであります。また、医師の確

保のためには、待遇改善や負担軽減も重要であ

りますことから、初任給調整手当の増額や医療

秘書の導入、臨床工学技士の増員、さらにはコ

ンビニ受診の自粛要請などに取り組んでまいり

ました。このような取り組みにより、全国的な

医師不足という大変厳しい中、平成17年度まで

は150人台で推移してまいりました医師総数が、

今年度は過去最高の175名となったところであり

ます。しかしながら、特に延岡病院や日南病院

においては、休診を余儀なくされている診療科

がありますことから、その解消に向け、また、

派遣いただいている診療科も継続してもらえる

よう、現在、全力で取り組んでいるところであ

ります。

○太田清海議員 わかりました。私の個人的な

意見でありますが、医療というのは、各県が競

争して医師を奪い合う状況というのはどうもな

じまないんじゃないか。県民の命を守る、国民

の命を守るという業務でありますから、国の制

度として、きちんと医師を配置できるようなも

のがあるべきではないかなという思いを持って

おります。これは後ほどにすることにしまし

て、次に、アニマルウェルフェアについてお伺

いしたいと思います。

私もこれまで議会で、家畜の免疫力を向上さ

させるためにそういった必要があるんじゃない

かということ─豚は、密飼いするとしっぽを

かみ合うので、最初からしっぽを切って密飼い

するということであります、こういうことを

言ったことがあります。今回、口蹄疫からの再

生・復興方針工程表で、アニマルウェルフェア

という言葉が使われていますが、その意味につ

いてお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 社団法人畜産
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技術協会が取りまとめた「アニマルウェルフェ

アの考え方に対応した飼養管理指針」におきま

しては、「アニマルウェルフェア」とは、「快

適性に配慮した家畜の飼養管理」と定義されて

おります。その対応においては、適切な飼養ス

ペース、日々の観察や記録、丁寧な取り扱い、

良質な飼料や水の供給などの家畜のストレス等

に配慮した適正な飼養環境や管理により、家畜

が健康であることが重要であるとされておりま

す。

○太田清海議員 私が免疫力の問題で言ったと

ころのテーマだったのかなと思ったりもします

が、復興指針の中で、「これまで県として考え

方を十分に示しておらず、関係者の共通の理解

が得られていない」という表現がありまして、

これは適正飼養密度（ゾーニング）のところの

テーマでありました。アニマルウェルフェアと

いうのも、みんなで今後議論せにゃいかんこと

なのかなというふうにも感じたわけですが、今

後、このアニマルウェルフェアというのをどう

位置づけるのか、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫からの

再生・復興に当たりましては、昨年の経験を踏

まえ、防疫や環境に配慮した適正飼養密度など

の課題につきまして検討を行うということにし

ております。検討に当たりましては、ウイルス

の侵入を防ぐことのできる農場や、埋却地の確

保、生産性の向上などに加えまして、アニマル

ウェルフェアへの対応をその視点とすることと

しております。

○太田清海議員 次に移らせていただきます。

電磁波と健康被害についてであります。

ＷＨＯの専門組織から、今回、携帯電話の電

磁波と脳腫瘍との関連性についての調査結果が

発表されましたけれども、これに対する県の認

識をお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） お話のとお

り、ＷＨＯの専門組織であります国際がん研究

機関から、携帯電話の電磁波に、「脳腫瘍の危

険性が、限定的ながら認められる」との調査結

果が発表されたことにつきましては、私どもも

報道等により承知をいたしております。現段階

では国からの見解は示されておりませんが、県

民の健康にかかわることでもありますので、今

後とも情報収集には努めてまいりたいと考えて

おります。

○太田清海議員 情報収集に努めるということ

でありますが、延岡市で、携帯電話基地局の電

磁波の健康被害を訴える裁判が起こされており

ますけれども、これは福祉保健部長、御存じで

すね。

○福祉保健部長（土持正弘君） はい、承知し

ております。

○太田清海議員 県としての担当課というのが

きちっとしていないし、法制度上ないというこ

ともありますので、これ以上の質問はいたしま

せんが、健康相談─いわゆる電磁波のそばに

住んでいる人たちが、耳鳴りとか睡眠障害、め

まい、肩凝り、鼻血、中には自殺する人もおっ

たわけですね、全国で見ると。そういうことで

平成19年の11月ごろに健康相談というのが行わ

れております。被害を受けている人たちの健康

相談を延岡市のほうで行われたわけですが、県

のスタンスはどうなんでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、健康

相談などの業務につきまして、市町村のほうか

ら協力要請があった場合には、できる限りの協

力を行っているところでございます。御質問の

件につきましても、保健所のほうに確認をいた
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しておりますけれども、延岡市からの要請を受

けまして、延岡保健所の保健師が対応したとい

うことでございます。

○太田清海議員 この人たちの裁判に至る経過

というのは本当にかわいそうなんです。県民で

ある人たちが健康で悩んでいる。これに県の行

政としても手がつけられない。それぞれ大変で

はあろうと思いますけれども。ある有名な携帯

電話会社のホームページにはこういうことが書

かれています。「今後想定される企業リスク」

という項に、「電磁波の健康への影響」という

項目が入っているわけです。入っているという

ことは、その企業は、この電磁波がいずれ問題

になるということを察知しながらも、訴えられ

るまでは動かない、国の法律が変わるまでは動

かないというスタンスのように思います。この

人たちは訴えるところがなくて裁判に訴えた。

この前の公判の最後のメッセージではこういう

ふうに言っておられます。「大事なのは国の基

準ではない。実際の影響を裁判所がいかに早く

キャッチするかだ」と。裁判所が最後のよりど

ころとしてぜひ救済をしてほしいという願いで

あります。土呂久の公害でも、学校の先生が家

庭訪問なり運動会なりで子供たちの実害を認め

て探していったというのもありますけれども、

だれかがやらなきゃいかんのにだれも手が出せ

ないという意味では、今後、県民の健康被害の

問題については、福祉保健部長が言われるとお

り、県も多大な関心を持っていただきたいと

思っております。

あと２つ残しましたが、これで質問を終わり

たいと思います。ありがとうございました。

（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 本日最後の

質問となりました。新みやざきの田口雄二で

す。

まず初めに、３月11日の東日本大震災で被災

され、お亡くなりになった方々や、被災されま

した方々に、心から御冥福をお祈りし、お見舞

いを申し上げます。いまだ行方不明の皆様もた

くさんいらっしゃいますが、一刻も早く見つけ

出されますことを願ってやみません。

私どもの会派は宮城県と千葉県の被災地を視

察してまいりました。自然の破壊力のすさまじ

さと、悲しいまでの人間の無力さをまざまざと

見せつけられました。本県がこのような惨状に

ならないよう、しっかりと防災対策を講じるこ

とと、一日も早い再生・復興に国民総力戦で取

り組まなければならないと痛感いたしました。

今回の東日本大震災は、阪神・淡路大震災と

よく比較され、政府の対応がとかく批判され、

この議場でも批判されました。しかし、その被

害や範囲においては、阪神・淡路大震災と余り

にも規模、けたが違い過ぎます。また、原子力

発電所の問題は、どの政権時代につくられ、防

災基準が設けられたのか、巨額の献金をもらい

ながら建設推進したことを忘れたかのように批

判します。未曾有の被災対策と原子力発電所の

事故処理等々、どの時代の政権も経験したこと

のない対応が求められました。よって、一時的

とはいえ、今は党派を超え、国難の対応をとも

にしようと各党に呼びかけをいたしました。し

かし、被災者の救済や被災地の再生・復興を事

あるごとに口にはしますが、一緒にやると解散

総選挙が遠のくとでも思ったのか、一丸となっ

ての震災の対応は実現しませんでした。再生・

復興の当事者になることなく、政府批判だけす

るのは簡単ですが、本当に被災者や被災地のこ

とを考えているのか疑問です。再生・復興は長
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丁場になります。清濁あわせのんで、被災者、

被災地のため、度量の大きな決断を再度求めま

す。

さて、改選後初の議会で質問する機会をいた

だきました。４年前の初当選直後の６月議会で

も、就任直後の話題沸騰の東国原知事へ質問を

させていただきました。議場内は、地元マスコ

ミは当然のことですが、全国ネットのテレビ局

も中央から多数駆けつけ、カメラの放列、そし

て傍聴者も殺到し、すごい熱気を感じたもので

した。しかも、初めての試みでもある一問一答

方式の導入、そしてこの知事だったら逆に質問

してくるのではないか等々、大変緊張しながら

登壇したことが思い出されます。それを思いま

すと、現在の議場はもとの状況に戻り、少し寂

しい思いもいたします。延岡の市民から私は２

期目の４年間を託されましたが、今回の定数削

減により、課題山積する県北の議員が２名減と

なりました。しかし、今まで以上の声を県政に

つなげるために、初心を忘れることなく、志は

高く、目線は低く、緊張感を持って課題解決に

全力を注いでまいりますので、どうかよろしく

お願い申し上げます。

それでは、通告に従い質問をとり行います。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いいたし

ます。

２月議会に提示された23年度当初予算は、知

事が就任直後ということもあり、主に義務的経

費を盛り込んだ骨格予算として編成されまし

た。今回の補正予算案は、当初予算の肉付け予

算として568億8,700万円が提示され、補正後の

総額は5,805億5,000万円、前年度当初予算比

で0.6％増となり、３年連続の増加です。「明日

のみやざきの礎づくり予算」と称し、口蹄疫で

疲弊した本県の復興対策や東日本大震災対策等

の事業も盛り込まれた前向きの予算と理解いた

します。この予算案が功を奏し、本県が元気を

取り戻すことと、東北地方の復興の一助となり

ますことを望んでやみません。ただ、気にかか

ることは収支不足の状況で、財政関係２基金か

ら121億円、当初予算と合わせると195億円を取

り崩し、基金残高は373億円となる見込みです。

県債発行額も当初予算と合わせると795億円と、

県債残高は１兆580億円となります。このままの

予算規模を今後続けることは無理があり、基金

もすぐに枯渇します。昨年のような口蹄疫の悲

劇は二度と起こしてはなりませんが、近隣諸国

においては蔓延しており、完全な防疫体制は難

しい上、大きな災害も心配です。いつまた大き

な財政負担が発生するかわからない中、「みや

ざき行財政改革プラン」の確実な実施と一層の

改革が求められます。また、県民に理解を求め

ながら、事業の選択と集中が必要かと思います

が、知事の見解をお伺いいたします。

次に、今回の補正予算案は、知事が選挙で示

したマニフェストの具現化のための予算であり

ます。ただ、思いもしなかった東日本大震災に

関する事業も発生いたしましたが、今回の補正

予算案の中で河野カラーが一番濃いもの、知事

自身の思い入れの強いものはどのあたりか、お

伺いいたします。

次に、国と地方の関係について質問いたしま

す。このたび、「地方のことは地方で決める」

という地方分権改革の関連３法が、長い継続審

議を経てようやく成立いたしました。この３法

の最大の目玉の、全国知事会が５年前から法制

化を求めてきた「国と地方の協議の場」が設置

されました。国側の官房長官や主要閣僚と全国

知事会など地方六団体の代表が、政策を企画段

階から協議します。条文には、「協議の結果を
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尊重しなければならない」と明記されており、

地方の声が今までより国の施策に反映されるこ

ととなります。また、国が法令で自治体の施策

を縛ってきた義務づけ・枠づけの見直しも、大

きな地方の成果と言えます。国の基準から地方

の実情に応じた独自の基準に条例で規定できる

ようになり、効率性や利便性が向上します。ま

だまだ本格的な地方分権はこれからですが、国

と地方の関係にとって新たな一歩となります。

知事は今回の地方分権３法の成立に関してどの

ような御感想を持ち、どのような期待をしてい

るか、お伺いいたします。

次に、今年度から施行された通称「一括交付

金」についてお伺いいたします。この一括交付

金も、地方からの要望がようやく受け入れら

れ、本年度から創設されたものであります。そ

して、本県に内閣府から示された交付限度額

は68億1,600万円です。しかし、全国の交付限度

額を見ると、基準は一体何だったんだろうと首

をかしげたくなるような額が提示されておりま

す。九州では宮崎が最も少なく、トップの沖縄

は振興自主戦略交付金も含まれるそうですが、

福岡の倍以上の約332億円で、本県の約５倍、佐

賀県でも本県より約10億円も多い約78億円で

す。人口78万人の島根県に至っては本県の２倍

に近い約115億円、またインフラも整い財政的に

も豊かな東京都にも約256億円と、素直にうなず

けない、納得のいかない交付金となりました。

今回の一括交付金の交付限度額の本県の配分額

の評価、そして各都道府県の納得いかない格差

について、知事の見解をお伺いいたします。

以上４点を知事にお伺いして、壇上からの質

問は終わります。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、財政改革についてであります。財政改

革につきましては、平成19年度から第２期財政

改革推進計画に取り組んできたところでありま

すが、長引く景気低迷により税収が伸び悩む

中、今後とも、毎年度数十億円単位で社会保障

関係費等の増加が見込まれるなど、引き続き、

本県財政は厳しい状況にあります。数年のうち

には財政調整のための２基金が枯渇し、予算編

成が困難になるおそれもあります。このため、

今回、第３期財政改革推進計画を策定したとこ

ろでありまして、今後、第２期改革の成果など

を踏まえまして、特別職の給料減額を初め、一

般職を含めた総人件費の抑制、投資的経費の縮

減・重点化、ゼロベースからの事務事業の見直

しによる一般行政経費の抑制、さらには広告収

入の拡大等の積極的な歳入確保対策など、歳入

・歳出の両面からさらに徹底した見直しを行

い、基金の取り崩しに頼らない持続可能な財政

運営を目指して、積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

次に、今回の補正予算案についてでありま

す。今議会に提案させていただいております補

正予算案は、私の政策提案を具現化するための

政策的事業や新規事業を盛り込んだ「肉付け予

算」として編成したところでありまして、特に

口蹄疫の発生などにより大きな影響を受けた県

内経済の復興でありますとか、東日本大震災対

策など、緊急的な課題に対応するための事業に

ついては、別枠で追加措置を行うなど積極型の

予算案といたしました。

思い入れの強いものということでございます

が、主な事業について幾つか申し上げますと、

口蹄疫などにより深刻な影響を受けている本県

観光の振興策としての誘客強化事業であります

とか、県民生活に身近で経済波及効果の大きい
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公共事業がございます。また、新たに「オール

みやざき営業チーム」として取り組むプロモー

ション活動や、医療機器開発などにつながる研

究拠点づくり、また社会全体で子育てを応援す

る機運づくりを進める県民運動の展開や、医師

確保を初めとする地域医療提供体制の充実、さ

らには新たに５億円規模の基金を設置して、県

民の皆様や団体等とともに東日本大震災の被災

地支援等を行う「みやざき感謝プロジェクト」

の取り組みなどにつきまして、今年度の重点推

進事業として位置づけ、積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

次に、地方分権３法についてであります。い

わゆる義務づけ・枠づけの見直しや、国と地方

の協議の場の法制化などを内容とした地方分権

改革に関する３法律の成立につきましては、地

域住民がみずからの判断と責任において地域の

諸課題に取り組む真の分権型社会の実現に向け

た第一歩として、地方が待ち望んでいたもので

あります。これを契機に、停滞している地方分

権改革が今後加速していくことを期待している

ところであります。特に、国と地方の協議の場

につきましては、先日６月13日に法制化後初め

て開催をされたわけでありますが、今後とも、

社会保障と税の一体改革など、地方自治に影響

を及ぼす重要課題について、地方の意見や実情

を踏まえた政策が確実に実現されるよう随時協

議を行いまして、実効性を高めていく必要があ

ると考えているところであります。

最後に、地域自主戦略交付金、いわゆる一括

交付金についてであります。地域自主戦略交付

金につきましては、ひもつき補助金を廃止し、

地方の自主性を高めるために創設されたもので

あり、地方分権の推進に資する取り組みとして

一定の評価をいたしております。今年度は、全

体の９割が継続事業の見込み額などを基礎に、

残りの部分が客観的指標に基づいて配分された

ところでありますが、本県を初め、要望額を下

回る配分となった県も多く、これは交付金総額

が抑制される中で、継続事業見込み額の算出に

おける各都道府県間の温度差、また姿勢なども

影響したのではないかと考えているところであ

ります。また、客観的指標につきましては、道

路延長など既に整備された社会資本の量を示す

指標が用いられていることや、土地価格の高い

地域に、より多く配分される仕組みが導入され

ていることなど、必ずしも社会資本整備のおく

れた地方の実情を反映しているものとは言いが

たい配分指標となっているところであります。

このようなことを踏まえまして、今後、本県と

いたしましては、社会資本整備のおくれた地方

の立場から国に対し、適切な見直し等を、関係

の県ともスクラムを組みながら求めてまいりた

いと考えているところであります。以上であり

ます。〔降壇〕

○田口雄二議員 今お話がありましたように、

一括交付金には本当に納得いきません。特に、

島根県はこれまでも県民１人当たりの公共工事

の額も突出して多かった県でもあります。政治

力の差があったころからの流れをまだ引きずっ

ているのかと、全く腑に落ちません。知事の

おっしゃるとおり、適正な見直しとしっかりと

した基準を求めていかなければならないと、私

たちも思っております。

それでは、次の質問に移ります。本日から高

速道路の無料化社会実験が凍結されました。昨

年の６月から実験が始まり、本県の車の流れが

劇的に変わりました。特に、延岡南道路の無料

化は建設以来20年にわたる地元の悲願でもあり

ました。その効果は歴然としており、国道10号
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の土々呂地区の渋滞は見事に消え去り、昨年末

に東九州道の門川―日向間が開通し、延岡南道

路と連結すると、その効果はさらに顕著になり

ました。また、宮崎市においても清武―西都間

が無料化と同時に利用者が激増し、口蹄疫で児

湯郡が大変な状況のさなか、西都―高鍋間が昨

年７月に開通してからは、観光や物流に大きく

貢献してくれました。実験の効果は県内の各路

線ともに大幅な増加で、実験終了後も継続され

るものと思っていました。そんな中、東日本大

震災での被災地の支援ということもあり、昨日

で無料化実験が凍結されてしまいました。道路

建設の財源として有料化を訴えてきた政党の皆

さんは、よかったと思っているのかもしれませ

んが、延岡では既に、無料化の再開に向けて新

たな動きも始まっております。しかし、今回の

無料化実験は終了ではなく凍結です。これまで

同様に、渋滞対策として延岡南道路と日向間の

無料化、そして東北が震災の対策として、関連

する車は無料化されるようですが、児湯郡内か

ら始まる高鍋―清武間も、口蹄疫からの再生・

復興対策として無料化の継続を県として働きか

けるべきだと考えますが、知事の見解をお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎県内の高速道路無

料化社会実験につきましては、実験中、例えば

延岡南道路に並行する一般国道10号の土々呂地

区において交通量が約35％減少しまして、渋滞

の緩和が図られるなど、効果があらわれている

ものと評価をしているところであります。今

回、東日本大震災の復旧・復興支援の財源確保

という観点から、高速道路無料化社会実験が凍

結されることになったわけでございますが、今

後、本県では、並行する国道が再び渋滞という

ようなことも懸念されるところであります。そ

もそも本県におきましては、高速道路の整備と

いうものが必要―しっかりとした財源を確保

しながら、まだまだ未整備な区間が多いわけで

すから、高速道路を整備していただきたいとい

うスタンスであったわけでございますが、国の

方針によりまして、無料化の社会実験が行われ

てきたところであります。実験というからに

は、その効果の検証というものを国はしっかり

と行っていただく必要があろうかと考えており

ますし、県民生活や本県経済への影響を見きわ

めながら、継続の働きかけ云々いかんにつきま

しては、検討してまいりたいと考えておるとこ

ろであります。

○田口雄二議員 延岡南道路は、先ほども申し

ましたように、国道10号の渋滞緩和が目的で建

設されました。また有料になれば本来の目的は

果たせません。細島港との産業道路としての機

能も失い、経済的にも大きなロスとなります。

私どもも国に訴えてまいりますが、県もぜひと

も御協力賜りますようによろしくお願い申し上

げます。

次に、防災対策についてお伺いをいたしま

す。

今回の震災を見ていますと、自衛隊の存在の

大きさを改めて実感いたしました。阪神・淡路

大震災の経験をしっかりと生かし、自己完結型

の災害現場での活動には頭が下がります。ふだ

んからの大規模な出動の計画や訓練が役立ち、

立ち上がりの早さと活動の的確性が際立ちまし

た。災害現場での人命救助や気の重たくなる遺

体捜索などの作業も含め、献身的に活動してい

ただいています。本来の任務である国防はもち

ろんですが、災害における自衛隊は本当になく

てはならない存在と、私も認識しております。

本県は既に口蹄疫を初め何度も応援をいただい
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ています。県内の防災訓練は既に自衛隊との連

携のもと、実施されていますが、今回の東日本

大震災の自衛隊の評価と、今後の災害時におけ

る自衛隊との関係についてどう考えているか、

知事にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 自衛隊は、我が国の平

和と独立を守り、国の安全を保つという国家存

立のための最も重要な使命を担いますととも

に、このような大規模災害時の救助・復興活動

などの災害派遣におきまして、国民の生命や財

産の保護にも当たっていただいているところで

ございます。特に、３月に発生をした東日本大

震災におきましても、国民の心を打つような献

身的な働きをされたということは記憶に新しい

ところであり、災害救援活動に極めて重要な役

割を果たしておられるという認識でございま

す。また、昨年の口蹄疫、そしてことしの高病

原性鳥インフルエンザ発生時における出動であ

りますとか、例年の風水害への対応など、本県

としても自衛隊には大変お世話になっておりま

して、ありがたく思っているところでございま

す。

私も、昨年の口蹄疫のときに、川南町の役場

から撤収される折、これは７月16日でありまし

たが、知事代理として行ってまいりました。今

回の鳥インフルエンザは、新富町からの撤収が

２月３日であります。これも知事の立場で現地

で住民の皆さんとともに感謝の思いでお送りを

したところであります。大変お世話になったと

ころであります。本県は現在、危機管理局に自

衛隊出身者が１名勤務しております。日ごろか

ら連携を図っておりますし、県の総合防災訓

練、さまざまな行事などを通じて、日ごろから

意思の疎通を図っておるところでございます

が、今後とも、自衛隊との緊密かつ良好な関係

というものを、さまざまな機会をとらえて構築

してまいりたいと考えておるところでありま

す。

○田口雄二議員 県内には、新田原、都城、え

びのの３カ所に自衛隊が存在しております。知

事には、いざというときのための信頼関係の構

築をしっかりとしていただき、県民の安心・安

全に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、医療福祉行政について質問をいたしま

す。

私は、これまでの１期目の４年間、深刻な県

北の医療状況をかんがみ、安心・安全の医療提

供のため、医師や医療スタッフの確保、医療環

境の改善等々について、質問のたびごとにしつ

こく取り上げさせていただきました。しかし、

全国的な医師不足、医師の偏在により厳しい状

況は容易には変わらず、大きく改善されること

はありませんでした。この間、延岡市を中心に

市民運動が起こり、県北の住民の命を預かる県

立延岡病院の医師確保の署名活動や、コンビニ

受診の回避運動が起こり、市民の意識も大きく

変わりました。また、地域医療を守り、将来に

わたって市民が安心して医療を受けることがで

きる体制を確保するとともに、市民の健康長寿

を推進するため、延岡市は全国で初めて「地域

医療を守る条例」を制定いたしました。さら

に、地域医療対策室も新たに設置し、新規開業

医への市独自の補助金も新設いたしました。延

岡市医師会においては、限られた医療資源の

上、医師の平均年齢が非常に高いにもかかわら

ず、平成21年に県立延岡病院の担当医師の不在

により、消化管出血と脳梗塞の輪番制を受け入

れ、既に２年が経過いたしました。そして、本

年４月からは、延岡市医師会と日向市東臼杵郡
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医師会と広域連携し、小児科の日曜と祝日の在

宅当番医制を実施し始めました。さらに、医師

会が運営を任されている延岡市夜間急病センタ

ーは、365日準夜帯の診療に加え、土曜日の午後

まで拡大をいたしました。その上、金曜日と土

曜日の深夜帯、そしてこの６月からは県医師会

の応援も得ながら、木曜日も実施することとな

り、深夜帯も週３日体制へと拡充させてまいり

ました。この間の県当局の医師確保の取り組み

には感謝を申し上げますが、延岡市医師会、延

岡市、そして市民の最大限の取り組みについ

て、知事はどう評価しているか、お伺いをいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 県北地域におきまして

は、救急医療体制が大変厳しい状況にある中

で、延岡市による「地域医療を守る条例」の制

定でありますとか、住民団体による医療機関の

適正受診等の活動、また延岡市医師会による救

急医療充実のための新たな取り組みが行われて

いるところであります。限られた医療資源の中

で地域の医療を守るためには、こうした地域住

民や関係機関の相互協力が必要不可欠なもので

あるというふうに考えておりまして、県北にお

けるこのような地域を挙げた取り組みというの

は高く評価されるものであり、私としても敬意

を表し、感謝を申し上げたいと考えておりま

す。県といたしましても、引き続き、これらの

取り組みを積極的に支援し、また連携を図りな

がら、県民の皆様が安心できる地域医療体制の

充実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 私がちょっと心配しているの

は、延岡市医師会が頑張り過ぎているんじゃな

いかと。無理し過ぎて、一つ歯車が狂うとすべ

てが崩壊する可能性もありまして、これ以上求

められても、もう無理な状況だと思っておりま

す。お願いばかりになりますけれども、県北地

区の医療の体制の充実にさらに御尽力賜ります

ように、よろしくお願い申し上げます。

次に、本県の若手医師不足の要因の一つとし

ては、宮崎大学医学部に本県出身者が少ないこ

とでした。本県は、平成18年度から定員10名の

地域枠を設け、さらに平成21年度から地域特別

枠を医学部の定員の枠外に新たに定員５名設

け、22年度には10名に増加してまいりました。

これが功を奏し、宮崎大学医学部の平成17年度

の本県出身者の割合は16％でしたが、地域枠を

導入した18年度に31.7％へ、そして今年度は、

地域枠、特別枠ともに12名ずつが合格し、さら

に一般入試で合格した学生が21名となり、合

計45名の合格者になりました。そして、本県出

身者の割合はついに40.2％と、飛躍的に向上し

ております。余りニュースになっていないのは

残念ですが、県内の高校生も、福祉保健部の取

り組みや教育委員会との連携で、生まれ育った

本県の医療危機に対して認識も変化したものと

思います。まず、福祉保健部長に、この結果を

受けてどのような感想をお持ちか、お伺いをい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 宮崎大学医学

部における本県出身者の増加を図るため、県で

は、ただいま議員のほうからお話がございまし

たように、宮崎大学の御協力のもとに、平成18

年度の入学者から地域枠、そして平成21年度か

ら地域特別枠の導入を進めてきたところでござ

います。また、教育委員会と連携をしながら、

宮崎大学医学部に本県出身者が一人でも多く入

学するように、教育関係者等への働きかけを

行ったところでございます。このような中、今

年度の入学者のうち本県出身者が、先ほどお話
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がございましたように、４割を超えたことは、

将来、県内への医師の定着につながるものと期

待をしているところでございます。

○田口雄二議員 続きまして、教育長に、どの

ような取り組みをしてきたのか、またあわせて

今回の結果についてどのような所見をお持ち

か、お伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 医師の確保というの

は、県政の緊急かつ重要な課題であり、県教育

委員会といたしましても、医学部医学科への進

学者増、中でも地元宮崎大学への進学者をふや

すことが大切であると考えております。そのた

めに、医学部医学科を志望する生徒の志を高め

る取り組みや、指導体制の充実及び高校生の学

力向上に取り組んでいるところであります。

具体的には、全県下の高校３年生を対象に実

施している夏の合同学習会におきまして、医歯

薬コースを開設し、医学部を志す生徒が一堂に

会して学び合い、切磋琢磨する機会を設けてお

ります。また、宮崎大学医学部の協力を得て、

同大学におきまして、中学校３年生と高校１・

２年生を対象に、医療に関する実習等を行う

「宮崎サイエンスキャンプ」を実施するととも

に、福祉保健部と連携をいたしまして、全県下

の医学科進学希望者を対象に、宮崎大学医学科

の紹介等をする医学部講座を行い、医師を目指

す生徒の意識を高める取り組みを進めておりま

す。さらに、本年度から、延岡高校の理数科を

メディカル・サイエンス科に改編しましたよう

に、医師確保という地域の課題や、地域の状況

を踏まえて、より質の高い学びを提供する体制

も整えてまいりました。各県立高等学校におき

ましても、病院等での体験実習や医学部教授等

による出前講座、医学科に進学した卒業生の体

験発表等により、地域医療に貢献する志をはぐ

くみますとともに、通常の授業の改善や課外授

業、習熟度別指導を実施するなど、確かな学力

の養成にも取り組んでいるところであります。

今年度につきましては、お話ございましたよう

に、宮崎大学への進学者がかなりふえましたけ

れども、この成果が継続的に安定的に続くよう

に、教育委員会としても今後とも、本県の医療

を担う人材の育成に積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。以上です。

○田口雄二議員 私の知人は御夫婦ともに北九

州市の出身ですが、子供さんたちは延岡で生ま

れ、延岡で育っています。その御長男は「宮崎

の医療を何とかしたい」と、残念ながら宮大で

はありませんが、大分大学医学部に入学いたし

ました。現在３年生で、宮崎の医療に携わるこ

とに熱意を持って一生懸命勉強しています。私

自身が高校生のときに、宮崎のためになどとい

う崇高な思いがあったかは全く自信がありませ

んが、高校生たちの本県の医療に対する思いは

かなり変わってきているのではないかと思って

おります。本県の医療を担う人材の育成にさら

に尽力いただきますよう、よろしくお願いいた

します。

なお、ちなみに、現在大学生の次男に確認し

ましたら、大宮高校で実施されたサマーセミナ

ーに参加しておりました。「宮崎に行くにはバ

スだったので大変疲れた。しかし、ほかの学校

の学生と勉強するのは非常にいい刺激になっ

て、参加してよかった」と申しておりました。

次男は病院の薬剤部で先月から実習に入りまし

た。卒業までにはあと２年弱ありますが、「資

格取得後、早く宮崎の医療現場の一員として貢

献してほしいな」と、親としては思っておりま

す。

次に、平成18年度に地域枠採用した医学部生
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が、いよいよ今年度、卒業年度を迎えます。全

員が今年度卒業とはいかないかもしれません

が、地域枠と一般入試の約30名近くが医師国家

資格に挑戦するものと思います。本県出身者の

本県での臨床研修への取り組みについて、福祉

保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 宮崎大学医学

部の卒業生が県内に残るためには、まずは県内

で臨床研修を行ってもらうことでございまし

て、そのほか、専門医等の資格取得ができる環

境づくりなどが重要であるというふうに考えて

おります。このため、臨床研修病院説明会を年

２回開催し、県内での臨床研修の魅力をＰＲし

ているほか、優秀な指導医を養成するため、研

修指導医養成講座を実施しているところでござ

います。さらに、今回の補正でお願いしており

ます「宮崎県地域医療支援機構（仮称）設置事

業」におきましては、学会等への参加支援な

ど、キャリア形成の支援等にも取り組むことと

いたしております。また、医師修学資金を貸与

することによりまして、本県の地域医療を担う

医師の養成にも努めているところでございま

す。今後とも、このような事業を、宮崎大学、

それから県医師会、市町村と一体となって実施

することによりまして、宮崎大学医学部卒業生

の県内定着を図ってまいりたいというふうに考

えております。

○田口雄二議員 県内の臨床研修医の本年度の

状況を見てみますと、29名ですが、この中の14

名は県外出身者であります。彼らを引き続き本

県で勤務させるような手だても必要だと思って

おりますので、引き続き御尽力賜りますように

お願いいたします。

次に、臨床研修医の本県への取り組みの一環

として、来年度から実施予定の県立３病院連携

の臨床研修プログラムがありますが、学生から

見るとどのようなところに魅力があるのか、病

院局長にお伺いをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） この新しい研修

プログラムは、「フェニックスプログラム」と

名づけておりますが、その魅力を申し上げます

と、１つには、２年間の研修期間中に全県レベ

ルあるいは地域の中核病院である３つの県立病

院すべてを回ることで、豊富な指導医のもとで

高度医療についての多様な症例経験ができるこ

とが挙げられます。２つ目には、がん治療など

多数の診療科の連携による総合性を生かした診

療機能を担う宮崎病院、あるいは県北地域の２

次・３次救急医療の拠点である延岡病院、さら

には県南地域の急性期医療の拠点である日南病

院といった、県内全域の医療事情を踏まえた各

病院の特徴に応じた研修が履修できること、ま

た３つ目には、２年間の研修期間のうち約１年

間は研修医の希望に応じて診療科が選択できる

など、自由度の高いプログラムとなっているこ

とが挙げられます。今後、これらの魅力を県内

外の医学生に積極的にＰＲすることにより、県

立病院における研修医の増加を図ってまいりた

いと考えております。

○田口雄二議員 次に、医師修学資金貸与制度

についてお伺いをいたします。医師不足が深刻

な公立病院や診療所で、医師として将来、県内

で勤務を希望する学生に、月額10万円と入学

金28万2,000円を貸与する制度です。そして、医

師免許取得後２年間の臨床研修終了後、貸与期

間と同じ期間、県が指定する病院等に勤務すれ

ば、返済が免除されます。医学部卒業後も本県

に残る確率を上げるための制度ではあります

が、同様の制度は各県ともに取り組んでいま

す。



- 208 -

平成23年６月20日(月)

そんな中、昨年度の医療対策特別委員会の報

告書を見て驚きました。静岡県では毎年100名に

本県の倍額の月額20万、年額240万円の貸与を目

標に掲げ、平成21年度に127名、22年度に95名に

貸与するとともに、県内の公的医療機関等で臨

床研修を行った場合、義務勤務年限を１年間短

縮するといった大胆な取り扱いを行っているこ

とです。また、山梨県では平成19年度に修学資

金制度を開始し、わずか４年でこれまで365人に

貸与を行い、既に卒業し医師免許を取得した貸

与者の74名のうち、84％の62名が山梨県内の医

療機関に勤務しているようです。本県は特別枠

の定員10名を含む16名程度が対象となります。

静岡県や山梨県ほどとは言いませんが、本県の

今後の取り組みとして、対象者の増員や増額は

できないのか、福祉保健部長にお伺いをいたし

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 医師修学資金

貸与者の状況でございますけれども、平成18年

度の制度創設以来、66名となっておるところで

ございます。そのうち９名が医師免許を取得し

て、現在、臨床研修等を行っております。ま

た、募集定員につきましては、お話がございま

したとおり、制度開始当初の４名を平成22年度

から16名に増員したところでございます。お話

のありました、人口規模で３倍、財政規模で２

倍、また公表された医師不足ということでは、

公的病院だけで600名の医師不足ということでご

ざいますけれども、そういった静岡県の取り組

みと比較をされますと、さすがに見劣りはいた

しますけれども、当面は、この貸与者の動向等

を見きわめてまいりたいというふうに考えてお

るところでございます。

○田口雄二議員 確かに、静岡県は財政規模が

全然違いますが、後で言った山梨県は宮崎より

も財政規模は小さいんじゃないかと思います。

そういう意味では、非常に大胆な取り組みだと

思います。ただ、医師不足の問題は修学資金だ

けで何とかなるというものではありません。総

合的な取り組みが当然必要になってくると思い

ますので、引き続き、総合的な取り組みをよろ

しくお願い申し上げます。

それでは、医療関係の質問は終わりまして、

次に商工観光行政について質問をいたします。

本県の大きな課題である企業立地、雇用に関

する件で何点かお伺いいたします。本県はイン

フラ整備が非常におくれており、物流という点

で企業立地に大きなハンディを持っています。

しかし、おくればせながらとはいえ、東九州自

動車道の宮崎―延岡間が平成25年度内に完成供

用のめどが立ち、また細島港が重点港湾に指定

され、平成26年度までの集中整備が決まりまし

た。今後４年間の企業立地の目標について、知

事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 企業立地の促進であり

ますが、地域経済の振興、雇用の確保に即効性

がある効果的な施策でありますので、政策提案

の一つに盛り込んだところであります。これか

らの今後４年間の目標は、大変厳しい状況の中

ではありますが、新規企業立地件数を100件、企

業立地に伴う雇用創出数を5,000人ということで

ございます。長引く景気低迷、大震災、企業の

投資意欲の低迷など、大変厳しい状況の中では

ありますが、こういった目標を掲げて積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 午前中に私どもの西村代表も

申し上げましたが、今回、東日本大震災では、

製造拠点が１カ所であったために、被災によ

り、日本だけではなく世界じゅうの工場が一時

停止の大混乱になり、完全復帰には相当な時間
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を要するような状況です。私も、この５月にリ

ース契約満了のため、新しい車への契約を震災

前に行っておりました。ところが、震災後、半

導体等の部品調達がままならなくなりまして、

１カ月以上、つなぎの代車に乗っています。ま

だ手元に届くめどが立っておりません。３万点

以上の部品の集合体である車が売れないという

だけでも、日本経済に与える影響ははかり知れ

ません。リスク分散や部品調達先の見直し等が

当然、必要になりました。本県に災害リスクが

ないわけではありませんが、海外に行かれては

元も子もありません。本県立地への積極的な働

きかけも必要だと思います。これらのことも考

えながら、新規企業立地100社・新規雇用5,000

人の本県の特徴を生かしながらの主な取り組み

について、知事にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど答弁申し上げま

した目標に向けて、私が本部長を務める企業立

地推進本部会議におきまして、全庁一丸となっ

て企業立地を進めていくよう確認をし、また指

示をしたところであります。この取り組みの中

におきましては、今後の成長が期待される新エ

ネルギー関連産業でありますとか、メディカル

バレー構想に基づく医療機器関連産業のほか、

本県の特性を生かした食品関連産業、また多く

の雇用が期待できるコールセンターなどの情報

サービス産業を重点産業として位置づけて、戦

略的な立地活動を展開してまいりたいと考えて

おります。

先週も、一般質問が行われている最中であり

ましたが、昼休みに、本県を候補地の一つとし

て考えておられるような関係者とお会いして、

いろんなお話をしたところであります。やはり

大震災後のリスク分散ということも随分意識を

しておられるようでございます。今後も、そう

いった問題意識等にしっかりおこたえをしなが

ら、また私みずからが企業を訪問するなど、さ

まざまな機会をとらえたトップセールスも積極

的に行いまして、目標達成に向けて取り組んで

まいりたいと考えております。

○田口雄二議員 今回の大震災では多くの住宅

が被災し、東北の方々には申しわけないんです

が、今後、住宅建設等の需要が見込めること

は、当然予想されます。そんな中、以前から細

島港への進出をみずから申し入れしてきて、そ

の後、足踏み状態の中国木材の動きはどうなっ

ているのか。中国木材が新たな進出の条件のよ

うに言い出した港湾整備のめども、重点港湾指

定によりクリアすることになります。知事の目

標を達成するに当たり、中国木材の新規立地は

外せません。進出に関する動きはどうなってい

るのか、知事にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 中国木材株式会社でご

ざいますが、これまでも、さまざまな訪問活動

を通じて接触を図り、要望を伝えてきたところ

でございます。現段階で進出する意思に変わり

はないということでありますが、景気低迷に伴

う市場の動向や東日本大震災の影響等をにらみ

ながら、進出時期を見きわめているというふう

に伺っておるところでございます。私自身も、

実は３月下旬に本社のほうに参りまして、社長

さんに直接ということで予定はしておったんで

すが、大震災の影響によりまして、実現できな

かったところでございます。今後とも、機会を

見つけまして、私みずから訪問するなど、早期

の進出を働きかけてまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 知事は広島県呉市の御出身で

あります。と言えば、何を私が言いたいかとい

うのはわかっているかと思いますが、中国木材
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は同じ呉市が本社になります。早急にトップセ

ールスで本社に乗り込んでいただきまして、知

事就任の御祝儀ということも兼ねて、早く進出

していただくように申し入れをしていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

先ほど、企業立地の取り組みについて、重点

産業の一つとして東九州メディカルバレー構想

に基づく医療関連産業の戦略的な企業立地活動

を取り上げていただきました。求人倍率の数値

でもわかりますように、県北の最重要課題の一

つが雇用の場の確保です。この東九州メディカ

ルバレー構想に基づく医療機器産業の一層の集

積により、地域の活性化に大きな期待を寄せて

います。延岡市は厳しい財政状況の中、約10ヘ

クタールの工業団地を東九州自動車道の延岡

ジャンクションの隣に自前で新たに完成させた

ばかりです。この構想の実現に大きな期待を寄

せるものとして、総合特区の指定があります。

地域の可能性を最大限に引き出すため、地域を

限定して規制緩和や税の優遇を集中させるもの

で、薬事法関連の規制での特例や、財政支援を

国に求めてまいります。この総合特区の指定の

見込みについて、商工観光労働部長にお伺いを

いたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 総合特区

制度は、昨年６月に閣議決定されました国の新

成長戦略を実現するための施策として打ち出さ

れ、今国会におきまして、関連法案の審議が行

われているところであります。東九州メディカ

ルバレー構想の取り組みを促進するためには、

お話のありましたように、総合特区の指定を受

け、規制や制度の特例措置と、税制、財政、金

融上の支援措置を活用することが重要であると

考えております。総合特区の指定を受けるため

には、我が国の成長に資する先駆的な取り組み

であること、地域での必然性があること、国の

規制・制度改革の提案があることなどの要件を

クリアする必要があると、国からも伺っている

ところでございます。このため、現在、国との

事前協議を進めるとともに、大分県や医療機器

メーカー、大学などと連携して、提案内容のブ

ラッシュアップを行っているところでありま

す。

○田口雄二議員 今お話もありましたが、東九

州メディカルバレー構想は、本県だけではな

く、隣の大分県と進めているものです。大分

県、各自治体や企業、そして大学や医療機関等

々の関係するところとの連携に基づいて、総合

的に進めなければなりません。現在の取り組み

状況について再度お伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） メディカ

ルバレー構想の策定に当たりましては、構想研

究会を設置し、宮崎・大分両県の産学官が連携

して取り組んできたところでありまして、こと

しの３月には構想推進会議に移行したところで

あります。本県におきましても、５月に宮崎県

構想推進会議を設置し、医療機器メーカーを初

め、地元自治体、大学、関係機関に御参加いた

だいているところでありまして、地元自治体に

は、医療機器関連企業の誘致や地場企業の参入

支援など、大学には、研究開発や医療技術人材

の育成などの役割が期待されるところでありま

す。今後とも、両県の産学官が密接に連携しな

がら、構想の実現に向けて取り組んでまいりた

いと考えております。

○田口雄二議員 次に、東九州メディカルバレ

ー構想における地場企業の育成と参入支援につ

いて伺います。医療機器関連産業や新エネルギ

ー関連産業は、余りに速い事業転換に地元の企
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業の技術革新がついていけず、せっかく目の前

に仕事がありながら対応できず、県内に２次、

３次の経済効果が上がっていません。大手企業

が成長していくだけではなく、地元の企業がと

もに育つことが医療機器産業の集積に向けて大

きな強みとなります。地場産業の育成と参入支

援について、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（米原隆夫君） メディカ

ルバレー構想では、取り組みの一つとして「医

療機器産業の拠点づくり」を掲げておりまし

て、お話がありましたように、地場企業の参入

が重要であると考えております。そのため、今

年度から、「東九州メディカルバレー構想推進

事業」によりまして、地場企業の参入支援に重

点的に取り組むこととしており、４月には医療

機器に関する豊富な経験を有する連携コーディ

ネーターを九州保健福祉大学に配置し、支援を

始めたところであります。また、県の工業会や

延岡鐵工団地などと連携して、医療機器産業に

参入する意欲のある地場企業を組織化いたしま

して、セミナーの開催など体系的な支援を行う

ことにより、参入の促進を図っていくこととし

ております。

○田口雄二議員 今回の補正予算案には、「東

九州地域医療産業研究開発拠点づくり事業」850

万円が出されています。構想に関連して、延岡

市を中心とする県北地域で地域医療の向上や医

療機器開発につながる研究拠点づくりを推進す

ることを目的としています。研究開発の拠点づ

くりの目玉として、寄附講座の開設を目指して

いると聞いています。この寄附講座の内容と開

設に向けて、今後の予定等につきまして、県民

政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 東九州メディ

カルバレー構想では、研究開発や血液・血管に

関する医療など、４つの拠点づくりに取り組む

こととしております。その中で、研究開発の拠

点におきましては、医療分野において大学と産

業界が意見交換しながら、血液・血管に関する

新たな研究開発のプロジェクトを企画し、実行

していくこととしておりまして、これを動かし

ていく仕組みとして寄附講座を開設するもので

ございます。具体的には、宮崎大学医学部に寄

附講座を開設しまして、研究者を派遣していた

だくことにより、県北地域に研究開発の拠点を

設置し、九州保健福祉大学や企業などと連携し

ながら、研究開発に取り組んでいただくことと

しております。なお、講座開設の時期につきま

しては、今後、宮崎大学における人選等の手続

を経まして、今年度内の開設を目指してまいり

たいと考えております。

○田口雄二議員 メディカルバレー構想に関し

て何点か聞いてまいりましたが、今、延岡市民

は、地域医療への意識向上や県北の医療環境が

変わることによって、医師不足の解消にもつな

がるんじゃないかと、大変この構想に期待をし

ております。しっかりと期待にこたえられるよ

うに、よろしくお願い申し上げます。

次に、テーマががらりと変わりまして、食を

生かしたまちづくりと観光開発について質問い

たします。近年は全国的に、地元では当たり前

の食べ物でも、実はかなり局地的なもので、

ちょっと離れると全く知られていないレアな食

を売りにして、全国的なブームになっている地

域がたくさんあります。話題づくりやマスコミ

をうまく利用したところに、わずか200～300円

から700～800円のものを食べるために何時間も

かけて行く人が珍しくありません。その火つけ

役になったのは、香川県の製めん所が提供する
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「讃岐うどん」だろうと思います。御当地ラー

メンや焼きそば、佐世保バーガー等のＢ級グル

メが今、大ブームです。そのＢ級グルメの頂点

を決めるＢ級グルメの祭典「Ｂ-１グランプリ」

に延岡生まれの「チキン南蛮」がついに出場権

を得ました。何としてもいい結果が出ることを

期待したいと思っていますし、県もしっかりと

後押しをしてほしいものです。昨年のグランプ

リは山梨県甲府市の「鳥もつ煮」です。受賞と

同時に、市内の店に行列ができるほど、人の流

れが変わり、経済効果も大きく、また地域が自

信を持ってまちづくりに精を出すようになりま

した。グランプリでなくても、上位入選した地

区も同様の効果が出ています。県内には、児湯

地区でも鍋合戦など、おもしろい企画でまちお

こしに取り組む地域も出てきています。中山間

地域の活性化にもつながるものと思っておりま

す。このような地域の取り組みに対して県とし

ての支援は、また食を生かした観光客誘致につ

いてどうお考えか、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（米原隆夫君） チキン南

蛮につきましては、県といたしましても、「宮

崎観光遺産」の一つに選定し、イベントでのＰ

Ｒやホームページの作成などにより、積極的な

情報発信を行っているところであります。しか

し、チキン南蛮につきましては、何といいまし

ても、地元の関係者の方々における自主的でユ

ニークなまちおこしの取り組みが全国区の食べ

物に押し上げ、「Ｂ-１グランプリ」の参加資格

を得たものと考えております。このように食は

地域の魅力の一つでございまして、有力な観光

資源でもありますことから、県においては、

「都城焼き肉三昧炭火定食」や「日南一本釣り

カツオ炙り重」などといった新たなメニューの

開発や、先ほどお話がありましたけれども、東

児湯鍋合戦の開催―この鍋合戦では都農町の

「トマト鍋」が優勝いたしましたが、このよう

な地元の素材を生かした取り組みに対し支援を

行っているところであります。今後とも、地域

と連携しながら、食を生かした観光客誘致に取

り組んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 実は、昨年新しくなった国会

の議員会館で昼食をとりに行きましたら、レジ

の前に置いてあった本日のお勧めが、何とチキ

ン南蛮でした。早速、注文していただきました

が、味はいまいちだったんですけれども、東京

のど真ん中でチキン南蛮とは、うれしくなった

ものであります。30年ほど前の学生時代に、東

京の自動販売機で南日本酪農の「スコール」を

見つけて飲んだときのような思いがいたしまし

た。現代人は結構お金と時間を持っている人が

多く、Ｂ級グルメに不便なところでも何時間で

もかけて出かけて行く人がたくさんいます。イ

ンフラのおくれている宮崎には逆にいいのかも

しれません。しっかりと取り組んでまいりま

しょう。

次に、警察行政についてお伺いいたします。

最近の事件の解決の発端が防犯カメラの映像

がきっかけになることが非常に多くなってきた

ようです。本年２月の東京の目黒区の高級住宅

街の老夫婦が殺傷された事件は、まさに各ポイ

ントの防犯カメラがとらえた膨大な記録を詳細

に検証した結果、犯人に結びついたものです。

つい先日の西諸地区の県庁職員の不祥事も、コ

ンビニの防犯カメラの映像がきっかけです。今

から質問します警察本部長には申しわけありま

せんが、先週の大阪府警の巡査長の交通事故に

関する事件も、カメラがとらえた映像からでし

た。市内には至るところに、知らぬ間にカメラ
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が設置されているというのは、不気味な反面、

逆の意味では、動かぬ証拠として捜査や防犯に

は大きく貢献しています。防犯カメラの活用事

例と設置に向けた警察の取り組みについて、警

察本部長にお伺いをいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 防犯カメラは、

繁華街や街頭犯罪が多発する地域におきまし

て、公共空間等の安全を見守って、犯罪の抑止

に効果が認められるという、大変効果の大きな

ものでございます。また、犯罪が発生した場合

に、犯人や犯行状況が記録されているというこ

ともございまして、管理者からその提供を受け

て、捜査にも活用しているところであります。

当県におきましても、コンビニ強盗などの幾つ

かの事件の検挙に大きく役立ったという事例が

ございます。これら防犯カメラの設置に向けた

取り組みにつきましては、犯罪抑止の観点か

ら、現在、各自治体、事業者、商店街関係者等

の方々に対して設置の働きかけを行っていると

ころであります。現在、開発が進められており

ます宮崎駅西口拠点整備事業におきましても、

同所に防犯カメラの設置をするということで、

具体的な助言、指導を行っているところであり

ます。今後とも、防犯カメラの設置促進を図る

など、犯罪の起きにくい社会づくりに努めてま

いる所存であります。

○田口雄二議員 知らないうちに映像として

残っているのがカメラであります。そういう意

味では、悪用されてはたまりません。プライバ

シー保護の観点から、設置者に対する助言・指

導はどのようにされているのか、お伺いいたし

ます。

○警察本部長（鶴見雅男君） 防犯カメラは、

ただいま申しましたように、大変大きな効果が

ある反面、やはりプライバシー保護の観点とい

うのも大変大切なことでございますので、設置

責任者の方々に対して、撮影の範囲、画像の保

存管理、及び画像の第三者に対する提供等、そ

ういったものに関するガイドラインを作成する

ように、助言・指導を行っているところであり

ます。

○田口雄二議員 次の質問に入ります。昨年９

月に、日向市平岩から美々津中学校間の国道10

号の渋滞対策について、本部長に伺いました。

県北の地元紙が１面に取り上げたことにもより

ますが、日向、延岡の市民からの反響は非常に

大きいものがありました。南北を貫く幹線道路

が国道10号しかない上に、住宅も少なくなった

郊外に入った途端の渋滞に、みんな相当不満を

持っていたようであります。この間は信号機が

９基もあり、流れを阻害している可能性があ

り、信号機の調整等をしてみるとの回答をいた

だきましたが、その後の検討状況について警察

本部長に伺います。

○警察本部長（鶴見雅男君） この区間の交通

量は、調査をいたしましたけれども、１日平

均、上下線ともに約１万1,000台程度で、多くの

交通量があるわけであります。警察ではこれま

でに、この区間の渋滞解消に向けて検討をいろ

いろしてまいりました。その一つとして、ま

ず、信号機の表示時間の調整でありますが、こ

れは、朝夕の渋滞時間帯に、交差道路への影響

を考慮しつつ、国道10号の青色信号をおおむ

ね10秒程度長く調整したところでありますけれ

ども、これでは渋滞解消には至らなかったとこ

ろであります。また次に、信号機の連動化とい

うことでございまして、信号機の表示時間の調

整と並行して、隣接する信号機を連動させて、

順次青色にしていくことによって国道10号の車

両をスムーズに走行させる、そういった対応を
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講じましたけれども、カーブや急な坂道等も連

続しているということもございまして、一定の

速度で走行することは困難なことなどから、そ

の効果は余り認められなかったところでありま

す。この区間は、主要幹線道路であり、大型車

両の通行が多いことなどもありまして、信号機

の調整等だけでは渋滞解消は困難であるという

のが実情であります。

○田口雄二議員 その後、渋滞の変化がなかっ

たものですから、何もしていないのかと思って

おりましたが、早速動いていただいておりまし

たことに感謝申し上げます。ただ、信号の改良

だけでは渋滞の解消は難しいことがわかりまし

た。この間はアップダウンもきつく、バイパス

的な道路がほかになく、ここからほかの道路に

逃げられないという、これまでの道路行政の問

題と構造上の問題があります。

それから、午前中に西村議員も申しました

が、この間は海のすぐ横を通っており、津波警

報だけでも通れなくなってしまいます。実際に

は、津波が来たら完全に南北の物流はストップ

します。辛うじて、乗用車であれば何とかなり

そうな広域農道が山間部を通っていますが、国

道10号とこの広域農道が連結する道路は離合も

難しい道路ばかりです。防災対策を兼ね合わせ

まして、この平岩―美々津間の渋滞対策はどう

お考えか、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） 国道10号は国

土交通省において管理をされておりまして、お

尋ねの日向市平岩から美々津中学校までの間

は、２車線で整備されております。現在、この

区間に並行する東九州自動車道の整備が進めら

れており、平成25年度には延岡から宮崎までの

供用が予定されております。東九州自動車道が

開通しますと、災害時には国道10号の代替道路

ともなりますことから、防災上の機能が向上す

るものと考えており、また渋滞対策の観点から

も、通行車両が分散しまして、混雑状況の改善

も期待されるところであります。県としまして

は、今後の交通動向を注視しながら、災害時の

対応等も含めまして、国土交通省と協議をして

まいりたいと存じます。

○田口雄二議員 質問項目が多くて、ちょっと

早口になりましたが、用意した質問は無事に全

部終わりました。ありがとうございました。

（拍手）

○十屋幸平副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時53分散会


