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午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 岩 下 斌 彦 （自 民 党 つ く し の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

8番 内 村 仁 子 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （日 日 新）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

17番 太 田 清 海 （ 同 ）

18番 田 口 雄 二 （新みやざき）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 押 川 修一郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 横 田 照 夫 （ 同 ）

34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣
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財 政 課 長 日 隈 俊 郎
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警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男
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人事委員会事務局長 四 本 孝
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事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 成 合 修

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 武 田 宗 仁
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議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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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、全

員でございます。定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。

本日の日程は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、鳥飼謙二議

員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。先月、髙橋議員とようやく、東北の

宮城県山元町、石巻市、そしてあの大川小学校

の悲惨な事故があった現場、さらには気仙沼

市、陸前高田市に行ってまいりまして、その被

害のすごさといいますか、本当に圧倒される感

じでございました。また質問の中でも申し上げ

ますけれども、この一連のことから多くのもの

を私たちは学ばなければならないなというふう

に思っているところでございます。

まず最初に、知事の政治姿勢についてでござ

います。

３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震

は、日本における観測史上最大のマグニチュー

ド9.0を記録しました。巨大地震と大津波は東北

地方に壊滅的な被害をもたらしました。さら

に、東京電力福島原子力発電所では、国や電力

会社が想定することさえ不要とした全交流電源

喪失や冷却材喪失事故によりまして、原発は暴

走し、放射能を国内はもちろん、全世界にまき

散らしました。半年が経過した今日でも事故は

収束せず、原発は今でも放射能を環境中に放出

させているのであります。住民は、地震、津

波、原発事故により、ふるさとを追われるな

ど、復旧の見込みさえ立っていないのでありま

す。巨大地震・大津波という大震災を乗り越

え、必死で復興を図ろうとする住民を絶望のふ

ちに追いやろうとしているのが、原発事故であ

ります。これまで悲惨な事故が起きることが指

摘されてきたにもかかわらず、それを防ぐこと

ができなかったことに、地方政治家の一人とし

て責任も感じるわけでございます。東電福島原

発の過酷事故は、なれ合いとも言える政治的、

経済的、社会的な政策決定が招いたものであり

ます。これからは、このようななれ合いとも言

える政策決定は決して許されない時代に入っ

た。そういうことを私たちに示しています。国

がこう言うから大丈夫だ、大多数の学者が、マ

スコミが安全だと言うから、国に従っておけば

よいという選択は許されないのであります。知

事は、県民の暮らしと命にかかわることはすべ

て関与し、最善と思うことを県民に発信し、先

頭に立って行動すべきと思いますので、お尋ね

をいたします。

後は質問者席からお尋ねいたします。（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。

政策決定のあり方につきまして、本県では、

口蹄疫からの再生・復興を初め、社会資本の整

備、中山間地域対策、地域医療の再生など、さ

まざまな行政課題を抱えております。極めて重

要な課題を抱えている現在、知事といたしまし

ては、宮崎の現実というものをしっかりと踏ま

えた上で、将来を見据えて、宮崎の立場で明確

な方針、政策を示し、先頭に立って断固実行し

ていくことが求められているというふうに認識

をしております。行政内部におきましては、

国、県、市町村の連携を図る中でさまざまな仕

事をしていくわけでございまして、そういう意

味での連携、調整というものは必要でございま

すが、国と議論していく際に、やはり一番強み
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となるのは、地方の現場の実態を踏まえた議論

ができるというところにあるものと考えており

ます。これからも、県の実態を踏まえた県の立

場というものをしっかりと国に伝える中で、政

策決定に取り組んでまいりたい、そのように考

えております。以上であります。〔降壇〕

○鳥飼謙二議員 今から順次質問してまいりま

すが、私は、本会議前に答弁書はいただかない

ことにいたしておりまして、再質問をしなくて

済むように明確なお答えをいただきますよう

に、よろしくお願いを申し上げます。

次にまいります。口蹄疫、鳥インフルエン

ザ、新燃岳の噴火と続き、本県の経済は危機的

状況にあります。このような状況を打開するた

めに、宮崎県総合計画アクションプランにある

地域経済循環システムは、本県経済に欠かせな

いと思うのであります。私の思いでもある地域

経済循環システムは、今般発表された経済活性

化対策「みやざき元気プロジェクト」にもうた

われていますが、要は今後具体的にどう展開を

するかであります。どのように考えておられる

のか、お尋ねをいたします。

○知事（河野俊嗣君） この地域経済循環シス

テムでありますが、県内各地域の消費需要とい

うものを喚起・拡大させ、資金でありますとか

価値を県内で円滑に循環させることによりまし

て、県内経済の活性化を図ろうというものであ

ります。具体的な展開としましては、農林水産

物の消費拡大や県産材の利用、県産品の購入、

さらには企業活動における原材料などの県内調

達など、こうした広い意味での地産地消の取り

組みでありますとか、100万泊県民運動などにつ

きまして、行政、民間、県民などが連携・協働

して取り組んでまいりたいというふうに考えて

おります。これらの取り組みは、市町村や経済

界、県民の皆様を初め、県全体で取り組んでい

くことが必要であると考えております。市町

村、経済界に協力をお願いしますとともに、さ

まざまな機会を通じて県民の皆様にもその協力

をお願いしたい、ＰＲをしてまいりたいと考え

ております。

○鳥飼謙二議員 私の思いと通じるところがあ

りまして、よくできているなと、よく書いてい

ただいたなと思っておりまして、ぜひ頑張って

いただきたいというふうに思います。

そこで、民間の皆様にというお話もございま

したが、駅前にＫＩＴＥＮ（きてん）という大

きなビルが建っておりますけれども、１次請け

の会社は、全国的に通用しているゼネコンとい

うふうに聞いておりますので、県内で事業はで

きなかったのかなと思ったりもいたします。ぜ

ひ、県だけでなくて、民間の皆さん方にもお願

い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、副知事２人制に関連しまして２月

の代表質問でお尋ねをいたしました。お二人と

も県外の出身者ということでございます。それ

はそれで、そういう選択をされたわけですか

ら、私は知事の選択を尊重するということで、

副知事選任にも同意をしてまいりました。その

際に知事は、副知事に県民政策部長、総務部長

を加えた四役体制で政策を進めたいというふう

なお話でございましたけれども、四役体制がど

のように機能しているのか、実施状況について

お尋ねをしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 四役体制ということで

御説明をいたしましたが、これは従来の出納長

も含めた三役という体制から二役になったとい

うこと、そして、２人とも県外出身者であると

いうようなことを現実問題としてどのように
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補っていくかというところから、県民政策部

長、総務部長を含めた体制でということでござ

いますが、これは両部長を特別な位置づけにし

たというよりは、これまでも御説明しておりま

すが、予算、さらには議会対応など重要な政策

案件を決定する際に、担当部長に加えて両部長

が必ず同席して協議をしている、そのような実

態を踏まえて御説明を申し上げたところでござ

います。これまでも、東日本大震災の支援を行

う「みやざき感謝プロジェクト」でありますと

か、今御質問のありましたような経済活性化対

策「みやざき元気プロジェクト」、そのような

重要案件を議論する際には、担当部長とあわせ

て、この四役ということで議論をしてまいった

ところであります。

○鳥飼謙二議員 関係部長のところに両部長が

同席をするというようなお話で、機能を果たし

たいということですけれども、やはり部長は部

長なんですよね。同格ですから、それを指示す

るなり判断するなりということはなかなか困難

だというふうに思っております。その弱点をど

う補っていくかということですから、そこはや

はり私が指摘をしました、地元出身の暫定的な

副知事２人制ということについて考えていかな

いと、同列のところでは話ができないというこ

とが現実ですから、そこは押さえていただきた

いというふうに思っています。

次に、２番と３番の順番を変えさせていただ

きますが、原子力発電とエネルギー問題につい

てお尋ねをしてまいります。

関東を中心に本県に避難してきておられる方

々、150人から200人おられるということなんで

すけれども、実は、きのう、15世帯の家族の皆

さん方とお話し合いをする機会がございまし

た。非常につらい胸の内を語っておられまし

た。ちょっと御紹介をしたいと思います。これ

は「ウミガメのたまご」というグループをつく

られておるんですけれども、余りに敏感過ぎる

んじゃないかということで、避難することに批

判をされるとか、いろんな悩み、苦しみがおあ

りのようです。ちょっと最初のところだけ読ま

せていただきます。

「３・11以降の政府の対応、東電の発表の二

転三転。人命よりも経済を重視する政府に対

して既に信頼を失っています。子供の命を守

れるのは母親だけだという思いから避難をし

ています。原発が爆発してから各先生方が、

メルトダウンが起こったらまずいが、命は今

は大丈夫だとおっしゃっていました。後にこ

れは既に起こっていたことが明らかになりま

した。このことが将来、子供たちの健康にど

のように影響するのでしょうか。だれが責任

をとれますか。母親たちが政府を信じ、福島

近くで生活をしていたら、将来後悔すること

は絶対ないですか。私の子供は今２歳です。

この子が社会人になり、今の先生方と同じ年

になったとき、この先生方は既に責任をとれ

る立場にいらっしゃらないでしょう。将来健

康被害が出たとき、ただ子供だけが、その家

族が苦しまなくてはいけないのです。私はこ

の子をお腹に宿したときから、この子の人生

に責任を持ちたいと。それが親になることだ

と信じてきました」

後は省略をいたしますが、そういうような非

常につらい胸の内を語っておられました。

いろんな見方が原発についてはあるわけです

けれども、やはり小さい子供さん、発達がどん

どん進んでいる、細胞分裂といいますか、どん

どん進んでいる子供たちには影響がかなり大き

いということで、チェルノブイリの事故も教え
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ております。彼ら、彼女らが避難をする権利と

いうものも私どもは保障していかなくてはなら

ないんじゃないかなというふうに思っておりま

すので、ぜひ県においてもさまざまな支援をお

願い申し上げたいというふうに思います。きの

うは集会とデモ行進もありまして、かなり疲れ

ましたけれども、やはりこういう意思表示を今

後していく必要があるんだなというふうな思い

を深くしたところでございます。

まず最初に、汚染がれきの処理についてでご

ざいます。東日本大震災で発生した畳や家具、

家電製品等の廃棄物は、岩手県で449万トン、宮

城県で1,581万トン、福島県228万トン、３県

で2,258万トンと環境省は推定しているようでご

ざいます。これまでに1,100万トンが仮置き場に

搬入され、今後焼却処分が本格化するわけです

けれども、がれきの処理は復興に向けた大きな

課題の一つでございます。京都名物の大文字焼

きではいろんな騒動がございました。非常に悲

しい出来事でもあったわけですけれども、放射

能に汚染されたがれきが大量に含まれていると

いうのが問題であるわけです。そこで、環境省

は、全国で広域処理するとして、近藤昭一副大

臣名で地方自治体に協力要請を行っています

が、まず経過についてお尋ねをしたいと思いま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） ことし４月か

ら５月にかけて環境省から県に対し、災害廃棄

物の広域処理受け入れに関する調査依頼があり

まして、県内市町村や一部事務組合等に照会を

行いました。その結果、５つの市から、処理余

力として焼却処理が１万1,360トン、破砕処理

が3,610トン、埋め立て処分が6,162トン、合計

２万1,132トンあるとの回答がありました。国へ

の回答に際しては、市町村からの回答は各施設

の処理余力であり、受け入れの意思を表明した

ものではない旨付記したところです。調査結果

につきましては、既に国から被災市町村に対し

て情報提供が行われておりますが、これまでの

ところ、本県に対し受け入れ要請はなされてお

りません。

○鳥飼謙二議員 このがれきの問題、何とかし

て私どもも引き受けなくてはならないという思

いがある一方、やはり放射能に汚染されたがれ

きというもの、これを拡散してはならないとい

うのが大事ではないかなというふうに思います

ので、そういうチェックといいますか、搬出を

する際にしっかりしていただかないといけない

んじゃないかというふうに思っております。私

が聞いているところでは、既に宮崎市とえびの

市は、汚染がれきは受け付けないということが

公表されているようでございますので、しっか

りとした対応をお願いしたいというふうに思っ

ております。

いろんな動きが被災地でも出ておりまして、

日本製紙の石巻工場はボイラーの燃料にすると

か、いろんな対応もされているようでございま

すけれども、いろんな知恵を今後出していかな

くてはならないのではないかというふうに思っ

ております。

それから、次に行きますけれども、これまで

の答弁で、水力を主とした本県の電力の自給状

況は、平成22年度で自給率は34.7％、不足分

約65％を県外からの送受電に頼っているという

答弁がございました。エネルギーの地産地消の

観点からも、不足分を可能な限り県内で発電す

ることが求められています。太陽光や風力発電

等を推進する新エネルギービジョンは定められ

ておりますけれども、新エネルギーのほかに、

水力や火力、さらには省エネ、節電、これらを
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含めた本県独自のエネルギー計画を定めて、さ

らにエネルギーの地産地消を図るべきではない

かというふうに思っております。そして、県長

期計画の改定に合わせて新エネルギービジョン

を改定すべきだったのではないかなというふう

な思いがございますけれども、これらの問題に

ついて知事はどのように考えておられるのか、

お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） まず、エネルギーに関

する政策についてでありますが、エネルギー政

策基本法におきまして、国がエネルギー需給に

関する責務を有して、地方公共団体は、国に準

じてその地域の実情に応じた施策を行うべきも

のというふうにされておるところでございま

す。これを受けて、本県では、御指摘のありま

したような新エネルギービジョンやソーラーフ

ロンティア構想などを策定して、本県の特性を

生かしたエネルギーに関する施策を推進してい

るというところであります。東日本大震災以

降、電力の確保が大きな課題となっております

ので、本県としましては、新エネルギーの見通

し、また、省エネルギーのあり方など、県とし

ての基本的な考え方を整理して、今後明らかに

していくというふうに考えておるところでござ

います。

この新エネルギービジョンは、平成25年度を

目標年度としまして、平成16年の３月に策定を

しております。国におきましては、エネルギー

基本計画の見直しについても議論をされておる

ところでございます。また、再生可能エネルギ

ーの固定価格買取制度を導入する法律が成立し

ましたが、来年７月からの制度開始に向けて、

今後、買い取り価格や買い取り期間が決定をさ

れるということになっております。新エネルギ

ービジョンの改定につきましては、このような

状況を十分に踏まえながら今後検討してまいり

たいと考えております。

○鳥飼謙二議員 エネルギー計画については国

に準じてというようなことでございますけれど

も、本県として、先ほど申し上げた65％を頼っ

ているという、これを少しでも変えていくとい

う努力を、県の目標を定めていくべきではない

か。国がこう決めたからこうでよろしいですよ

ということは、冒頭申し上げたように、それは

もう許されない時代に入っているというふうに

思っておりますので、ぜひそれらも含めて十分

検討をしていっていただきたいというふうに

思っております。

次にまいります。３月の福島原発の深刻な事

故を受けまして、６月に行われました九州電力

の株主総会で、原発の順次廃止等を求める株主

提案が行われました。宮崎県は九電の株式を380

万株保有する大株主ですが、この株主提案に対

して宮崎県はどのような理由でどのように対応

してきたのか、お尋ねをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御質問のありました株

主提案は、九州電力が保有する原子力発電所

を、古いものから順次、停止・廃炉することな

どを内容とする、定款の一部変更を求めるもの

でありました。これに対し、九州電力のほうで

は、一つには、今回の福島第一原子力発電所の

事故を踏まえた国の指示に基づき、緊急安全対

策を既に講じたこと。さらには、今後、国のエ

ネルギー政策の見直しが行われる場合には、そ

の方向性に沿って対応を検討する考え方である

ことなどを理由として、この提案にありました

定款の一部変更は必要ないという意見でありま

した。これを受けて県としてはということでご

ざいますが、今後の原子力政策につきまして

は、国民の安全を守るという視点から、幅広い
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議論を経て、国の責任において決定されるべき

ものというふうに考えておりまして、九州電力

においても、国の方針に沿って対応するという

考え方が明確にされましたことから、県といた

しましては、この定款の一部変更については必

要ないものと判断して、株主提案には反対をし

たところであります。

○鳥飼謙二議員 国の原子力政策に基づいてと

いいますか、そんな御発言でございましたけれ

ども、それは今もう許されない時代に入ったと

いうふうに思うんです。東電の福島原発、30年

以上経過をした、40年近いマークⅠ型の原発が

動いていて、津波のせいだと言われております

けれども、何百とある配管が、あのマグニチュ

ード９という地震の中で破断をしないというこ

とは考えられないことですね。破断をしている

と考えるのが妥当ではないかというふうに思っ

ていけば、当初は30年としておった原発を、40

年、今、60年にしようというふうにして、原子

力村といいますか、国とか電力会社は言ってき

たわけですが、やはりこの判断が間違っていた

ということが突きつけられたわけですから、そ

こは知事として判断をすべきではないかなと私

は思っております。だからといって、こうしな

さい、こうできますということではないわけで

すよね。

そこで、原子力発電についてですけれども、

日本は地震列島と言われております。太平洋沿

岸といいますか、南半球も含めて地震が多発を

していると。日本は世界の中で0.3％の国土しか

ない。しかし、10％、１割の地震が発生をして

いるという地震大国。その活断層の上に、浜岡

原発にしても玄海原発にしても、伊方原発にし

ても建っているという現実を見たときに、今度

起きたら、私はもう日本の破滅だというふうに

思っております。知事はこの原子力発電につい

て、確かに国の事項ではありますけれども、知

事として判断をして、知事としての考え方を県

民に発信していく、そのことが求められている

と思いますので、お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今回の福島第一原子力

発電所の事故によりまして、これまでの基準や

考え方では安全性が確保されないということが

示されたわけでありまして、原子力発電に対す

る国民の不安は非常に強くなっているものと考

えております。一方で、これまでの原子力政策

というものが、安全性の確保というものを前提

にその割合を高めてきた結果、東日本大震災が

発生する前は電力の３割を原子力が占めるに

至っておりまして、短期間でかわりの電源を確

保するのは非常に難しい状況にあるものと考え

ております。原子力政策につきましては、国が

決定する事項でありますが、最も大切なのは国

民の安全を守ることであるというふうに考えて

おるところでございます。コストや技術面など

解決すべき課題もあるものの、中長期的には再

生可能エネルギーの割合を高めていく必要があ

るものと私は考えております。

○鳥飼謙二議員 知事の答弁を聞いていると、

にじみ出る感じはするんですけれども、はっき

りそれは言うべきだというふうに思っておりま

す。髙橋議員の答弁に、地域防災計画上、何ら

かの記載をすべきだというようなこともありま

すし、右松議員の答弁でも、危機管理では最悪

の事態を想定して対処することが重要だという

ふうに言っておりますし、６月議会では横田議

員が原発について、川内原発で事故の起きた時

の影響を言っておりますけれども、判断を言っ

ていくということが、そのことが知事の姿勢

を、県庁職員ももちろんそうです、県民も見る
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わけですよ。それを受けて、この知事は信頼で

きる知事だなというふうに思っていくわけです

から、ぜひそこのところは決断をすべきではな

いか。だからといって知事ができるというわけ

じゃないですよ。ないけれども、老朽化した原

発は廃炉にすべきだとか、それらのことは発言

をしていくべきではないかなというふうに思っ

ております。

次に、ＴＰＰについてお尋ねをいたします。

菅前総理が2010年、去年の11月、突如として

第三の開国だと持ち出してきましたＴＰＰにつ

いては、３・11の大震災等で議論がストップし

ておりましたけれども、新しい政権もスタート

しまして再度推進されていくだろう。９月の日

米首脳会談、11月のＡＰＥＣが山場になるので

はないかなというふうに言われております。本

県議会でも、主として農業問題が議論をされて

まいりました。意見書も採択をいたしました

が、そこで、例外なき即時関税化を図るという

ＴＰＰが突如として出されてきた背景とＴＰＰ

に対する認識について、知事にお尋ねいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰでありますが、

ＷＴＯにおきます多国間の貿易自由化交渉が行

き詰まっているということを背景としまして、

特定の地域や二国間におきまして、貿易の自由

化や経済連携を進める流れ、この中の一つとし

て始まったものでございます。国際的な経済連

携というものは拡大する傾向にあるところであ

りますが、関税の撤廃でありますとか、各分野

における規制緩和が実施されますと、市場が拡

大すると同時に、国際的な地域間競争の激化が

予想されますために、参加することのメリッ

ト、デメリットにつきまして、しっかりとした

分析・検証が必要なのではないかというふうに

考えておるところであります。ＴＰＰにつきま

しては、御指摘のあった農業分野も含めてでご

ざいますが、参加した場合の影響や対策につい

て、十分な検証や議論がなされていないという

ふうに考えておりますので、現段階での参加を

認めることはできないものと考えております。

○鳥飼謙二議員 参加して、議論したら、それ

から決めるといっても遅いんです。参加して撤

退をすることは考えられません。今の日米関係

の力関係上、それはほとんどできない。100％近

くできないと思っておりますので、やはりここ

はＴＰＰには参加をしないということが大事で

はないかなと。国際経済学者の宇沢弘文さん

が、ＴＰＰは社会的共通資本を破壊すると。山

や川などの自然環境とか、道路・橋などの社会

的インフラとか、教育、医療、金融などの制度

資本とか、こういうものを言われているようで

ございます。このＴＰＰ─1990年代、20年前

にＭＡＩ（多国間投資協定）というのがあった

そうですけれども、これが世界のＮＧＯの力で

中断をすることになりました─これに通底を

するというふうに宇沢先生はおっしゃっておら

れます。

ＴＰＰ域内のＧＤＰ95％がアメリカと日本な

んですね。ですから、日本が入らないＴＰＰは

アメリカにとっては意味がないというふうに思

うわけです。そこで、いろんな分野に影響が出

ると思いますけれども、ここでは、医療分野、

労働分野、入札制度への影響について知事にお

尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰは、関税だけで

なく、非関税障壁なども撤廃をしまして、サー

ビス貿易、政府調達、知的財産、人の移動など

のさらなる自由化を進めるものということであ

ります。このため、ＴＰＰへ参加し、各分野へ
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の規制改革が実施された場合に、例えば、医療

事業への企業参入や外国人労働者の拡大、そし

て公共事業の国際入札の拡大など、農林水産業

以外でもさまざまな分野で市場化が急速に進

み、国際競争にさらされるということになるわ

けであります。その結果、十分な対策・検証と

いうものがなされないままでありますと、医療

の質や労働・雇用環境の面においてさまざまな

影響が生じるのではないかということを懸念し

ておるところでございます。

○鳥飼謙二議員 認知症の母親を突然介護する

こととなったサラリーマンの息子の家族と外国

人のホームヘルパーとのかかわりを描いた、く

さか里樹さんの「ヘルプマン！」、突然知事に

渡しましたが、お読みいただけたでしょうか。

感想があればあわせてお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） まずは、この「ヘルプ

マン！」という漫画を紹介いただきましたが、

本当にありがとうございます。大変感銘を受

け、心を打たれたところであります。介護とい

う重いテーマを扱って漫画として成立している

というのが、漫画文化自体、捨てたものじゃな

いというか、すばらしいというふうに思いまし

たし、この第８巻で取り上げられておりました

のが、今御指摘ありましたように、まさに介護

とは何か、家族とは何かという重いテーマであ

ります。それをフィリピンからの介護士という

ものを通して、今申し上げました介護のあり

方、家族のあり方というものをあぶり出したす

ばらしい作品ではないかというふうに思ってお

ります。現場の大変厳しい実態というものがご

ざいますので、これに対して我が国全体として

どのように向かい合うか、非常に重要な課題で

あり、今後検討を深めるべきものだということ

を痛感したところであります。

○鳥飼謙二議員 お忙しい中、お読みいただき

ましてありがとうございました。実は私の尊敬

する長野県の佐久総合病院のドクターの紹介を

受けて私も読んだんですけれども、よくＴＰＰ

の意味がわかるよと、それから、介護、高齢化

の問題もわかるよということでございました。

どうもありがとうございました。

そこで、以下、関係部長にお尋ねをしてまい

りますけれども、財政赤字、それから国保の滞

納・未納、無保険者の増加、医療ツーリズム等

のグローバル化等、非常に危機的状況にあると

思いまして、ＴＰＰ加入により自由診療が拡大

し、国民皆保険制度が崩壊するのではないかと

懸念しておりますので、福祉保健部長にお尋ね

をしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 我が国の国民

民皆保険制度でございますけれども、これはす

べての国民が、平等に安心して医療を受けられ

る、世界に誇れる制度であり、国民皆保険制度

を堅持していくことは極めて重要であるという

ふうに考えております。このため、ＴＰＰへの

参加に関しましては、国における検討の状況を

しっかり注視していく必要があるというふうに

考えております。

○鳥飼謙二議員 注視するだけじゃだめなんで

す。注視するだけじゃだめですからね。よろし

いですか。

それから、関連して、国民健康保険の状況に

ついてお尋ねをしたいと思います。21年度、本

県は、加入世帯が20万2,601世帯、被保険者数

が36万2,281人、そのうち３万6,580世帯、約18

％が滞納になっておりまして、特に宮崎市の場

合はその数が多くなっております。滞納の現状

と原因、財政運営への影響と対策についてお尋

ねします。
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○福祉保健部長（土持正弘君） ただいま議員

のほうからお話がございましたけれども、直近

のデータであります。これは昨年６月１日現在

の数字でございますが、市町村国民健康保険税

の滞納世帯が３万6,580世帯、滞納世帯の割合

が18.1％となっているところでございます。滞

納の原因でございますけれども、これにつきま

しては、それぞれの世帯によりさまざまな状況

があるものというふうに考えられますが、厳し

い雇用・経済情勢の影響もその一因というふう

に考えております。なお、国民健康保険税は、

その運営に要する費用のうち、保険料として賦

課すべき総額を定め、被保険者に案分する総額

案分方式で算定することとされております。し

たがいまして、滞納の増加は、その運営を不安

定にし、国民健康保険税の引き上げや一般会計

からの繰り入れが必要になることなど、財政上

の影響が考えられるところでございます。この

ため、滞納対策として、市町村においては、コ

ンビニ収納や口座振替により納税者の利便性を

図りますとともに、テレビ、ポスター、広報紙

等による納税意識の向上や納税相談等が実施さ

れているところでございます。また、県におい

ては、市町村に対し、助言等を行いますととも

に、担当職員を対象に、収納率向上に向けた研

修会を開催しているところでございます。

○鳥飼謙二議員 今でも、滞納者がこれだけい

ても黒字財政というふうになっておりまして、

保険料を上げなくて済むわけですから、その対

策をしっかりお願いしたいと思います。

それから、労働の影響についてですけれど

も、国内の例えばホームヘルパーさんなどの福

祉労働者、それから工場労働者が、人件費の安

い外国人労働者に置きかわることが予想される

わけですけれども、商工観光労働部長の認識に

ついてお尋ねします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ＴＰＰ参

加によりまして、海外からの労働者の移動制限

が緩和された場合の影響につきましては、国に

おいても特に試算等は示されていないところで

ありますが、お話にありましたように、労働・

雇用環境面においてさまざまな影響が生じるこ

とが懸念されます。したがいまして、どのよう

な影響が生じることになるかを含め、今後とも

情報収集に努めますとともに、国の動向を注意

深く見守ってまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 今から備えておくということ

をぜひお願い申し上げたい。

国際調達の関係なんですけれども、入札制度

は、今、総合評価落札制度を全面適用しており

ますけれども、これは非公正要件とされるおそ

れもありまして、県が努力をしてきたことがそ

ういうふうになるおそれがございます。県土整

備部長の認識についてお尋ねいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 建設工事の総

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まして、落札者を決定

する方法でございます。この価格以外の要素と

しましては、企業の技術力や企業の地域社会貢

献度及び配置予定技術者の能力を評価項目とし

ているところであります。ＴＰＰに参加した場

合、対象金額がＷＴＯの基準から引き下げられ

ることが想定され、その適用対象となる工事に

つきましては、県内における本店の有無や災害

時の協力体制などを評価する企業の地域社会貢

献度が設定できなくなる可能性が高く、県発注

工事におきます県内企業の受注機会を確保する

観点からは、影響が懸念されるところでありま

す。
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○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。今

の点に絞りましても、ＴＰＰの与える影響とい

うのは本県にもかなり大きいものがございます

ので、国が決めるということではなくて、ぜひ

県において十分な備えといいますか、検討をす

る、そして声を出していくということをお願い

しておきたいと思います。

次に、児童の社会的養護、社会的な子育てに

ついてでございます。

小泉構造改革によりまして、日本社会は連帯

ときずなが分断され、所得や社会的格差、中央

と地方の格差などにより、日本社会は閉塞感に

覆われています。さらに、価値観の多様化や少

子高齢化、離婚の増大と相まって、児童の置か

れている状況は、ネグレクトや暴行などによる

虐待の増加など、極めて厳しいものがございま

す。今般、厚生労働省において、「児童養護施

設等の社会的養護の課題に関する検討委員会」

が設置され、その中で、社会的養護の将来像と

いうものが示されましたことは御存じのことと

思います。そこでお尋ねをいたします。児童相

談所の業務概要によりますと、21年度の児童虐

待件数は365件、２年前の３倍増、22年度で

も451件と急増していますが、その背景をどのよ

うに認識しておられるのか、お尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 児童虐待の背

景ということでございます。その背景につきま

しては、経済的な事情、虐待者の心身の状況、

子育て世帯の孤立感など、さまざまな要因があ

るものと考えておりますけれども、相談件数が

増加しておりますのは、平成16年度の児童福祉

法の改正によりまして、虐待の疑いがある場合

も通告範囲に含まれたことや、テレビや新聞な

どの報道で児童虐待事件が取り上げられるよう

になったことで、社会的な関心が高まったこと

も影響しているものというふうに考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 実際、ネグレクトなど今まで

虐待とされてこなかったことについても、虐待

と規定をしていったこともあるかと思いますけ

れども、やはり社会の動きの反映ということで

すから、しっかりと対応することが求められて

いると思います。

そこで、子供たちを保護するために、児童相

談所や市町村などの関係機関の連携強化を図る

ということで、要保護児童対策地域協議会が設

置されています。その運営状況についてお尋ね

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 市町村の要保

護児童対策地域協議会でございますが、これに

つきましては、県内すべての市町村に設置され

まして、保護を要する児童等に関する情報交

換、支援内容についての協議を行うなど、当該

児童等の支援や保護を図るネットワークとして

重要な役割を担っているところでございます。

その運営状況につきましては、これは各市町村

ごとに協議会の開催回数や内容において、おっ

しゃったとおり差があるという状況にございま

す。このことから、県といたしましては、協議

会に児童相談所の職員が参加し、助言を行った

り、協議会の構成機関職員を対象とした研修の

実施などを行っておりまして、今後とも、協議

会が適切に機能を発揮できるよう支援を行って

まいりたいというふうに考えております。

○鳥飼謙二議員 市町村間でかなり格差がある

ということですよね。ですから、市町村におい

ても問題意識をもっと持ってもらって、先ほど

出たように、児童の問題は児童相談所に任せて

おけばいいわというような感覚がまだ残ってい

るということではないかというふうに思ってお
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ります。ぜひ丁寧な指導をお願い申し上げた

い。

次に、発達障がい児の対応についてお尋ねを

いたします。例えば21年度、3,524件受け付け相

談がございましたけれども、152名施設入所の措

置がとられております。おおむね10％程度とい

うふうに想定をいたしますと、14～15人という

ことになるわけですけれども、養護施設の対応

が非常に困難をきわめて、運営そのものにも影

響を来しているというふうに聞いております。

発達障がい児に対する対応、これは児童相談所

も含めて、市町村も含めてですけれども、しっ

かりとした対応が必要であるというふうに思っ

ておりますけれども、どのように認識しておら

れるのか、お尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 発達障がいを

有する児童の相談につきましては、学校や保育

所などと連携を図りながら、家族や本人に対す

る助言・指導を行いますとともに、必要に応じ

て、発達障害者支援センターや医療機関などの

専門機関の紹介を行っているところでございま

す。また、虐待などのさまざまな理由で在宅で

の養育が困難な児童につきましては、児童養護

施設等への入所措置を行っておりますけれど

も、特別な支援が必要な発達障がいを有する児

童等の増加によりまして、一人一人の児童に対

するきめ細やかな支援ができにくくなっている

というふうに認識をしております。このため、

児童相談所の職員を対象とした発達障がいに関

する研修を実施いたしますとともに、今年度か

ら、発達障がい児等の処遇困難な児童への行動

療法等や、施設職員に対する専門的な研修を実

施することによりまして、児童の問題行動の軽

減と施設職員の処遇技術の向上に努めていると

ころでございます。

○鳥飼謙二議員 なかなか不十分でありますよ

ね、非常勤の人が対応しているとか。それでも

少しはよくなったんですけれども、それは否定

いたしません。ただ、大きな問題であるという

ことはしっかり受けとめていただきたいと思い

ます。

そこで、発達障がい児等を受け入れて指導す

る情緒障害児短期治療施設、これは本県にない

わけなんですけれども、今回示された国のプラ

ンによりますと、各都道府県に１つということ

で、それぞれ設置をされてきている状況もあり

ますけれども、本県の状況についてお尋ねいた

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 情緒障害児短

期治療施設でございますけれども、これは、児

童養護施設等では対応が困難な発達障がい児な

どを受け入れることが可能となりますことか

ら、今後検討しなければならない施設の一つで

あるというふうに考えております。このため、

現在、他県の状況調査、それから、関係いたし

ます児童福祉施設協議会との意見交換などを

行っている状況でございます。

○鳥飼謙二議員 児童家庭支援センターについ

ては割愛をいたします。

次に、全国で虐待例が絶えないわけですけれ

ども、虐待死亡例、先ほども申し上げましたけ

れども、頻繁に起こっています。本県でも平

成21年に発生した延岡市での虐待死亡例、里親

の里子への虐待事例が起きています。原因と虐

待防止策についてお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成21年度に

発生いたしました児童虐待による死亡事例につ

きましては、社会福祉審議会に設置いたします

措置・検証部会の報告において、専門機関とし

ての児童相談所の機能が十分に発揮できず、当
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該家庭におけるハイリスク要因を適切に把握で

きなかったことや、市町村など関係機関との連

携が円滑でなかったことなどが指摘されており

まして、再発防止策についての提言もなされて

おります。このため、県といたしましては、同

部会の提言を受けまして、児童相談所の機能強

化や関係機関との連携、啓発活動などに取り組

んできたところでございます。具体的には、児

童相談所の機能強化につきましては、職員配置

と体制の見直しを行い、研修体制の充実を図る

など、体制強化と専門性の向上に取り組んでい

るところでございます。また、関係機関との連

携強化につきましては、全市町村に設置されて

いる要保護児童対策地域協議会に児童相談所職

員も参加して、情報交換や問題解決のための支

援を行っているところでございます。今後と

も、児童虐待への対応につきましては、児童相

談所、市町村や関係機関との連携を図りますと

ともに、児童虐待防止の啓発活動についてもさ

らに努力してまいりたいというふうに考えてお

ります。

○鳥飼謙二議員 社会福祉審議会の中でも検証

されて検証報告書が出ております。保健師の配

置とかいうことで配置もされておりますけれど

も、児童相談所の技能をしっかり高めていくこ

とが大事だと思っているんです。今、教育委員

会から学校の先生が派遣をされている状況がご

ざいますけれども、３年で出ていくと。そうす

ると技能が蓄積されないんですね。これではや

はり不十分だというふうに思っておりまして、

児童福祉司の処遇も含めてですけれども、しっ

かりとした養成を図っていくべきではないかな

というふうに思っております。宮崎県は児童相

談所の機能が弱いんです。とりわけ一時保護所

の機能が弱いというのを指摘されております。

２月の議会で、保育士の非常勤化を見直してく

ださいということで知事に申し上げましたけれ

ども、それも踏まえて、そういうことがあるん

ですね。ですから、児童相談所の機能強化、職

員の育成というものをしっかりと果たしていく

べきだというふうに思っております。今申され

ましたので、もうお聞きしませんけれども、

しっかりと児童相談所の機能強化を図っていっ

ていただきたいというふうに思っております。

総務部長にも後ほどお聞きしますけれども、行

財政改革プランでこういう方針があって人を減

らしますからということで、どうも福祉保健部

はねじ伏せられていると。もうちょっと頑張っ

てもらわにゃ困ると私は思っているんです。

しっかりした方針がない。どうやって児童相談

所を強化していくか、福祉事務所をどうするの

かということをやっぱりやらなくちゃいかんと

いうふうに思っております。ここはもうお聞き

をいたしませんけれども、ぜひよろしくお願い

を申し上げたいというふうに思います。

次に、行財政改革と職員処遇について。

代表質問、一般質問で出ました職員の不祥事

の問題について、知事が陳謝をされました。原

因をどのように受けとめるのかということで、

答弁もきのう、インターネットを起こしてみた

んですけれども、「指導を徹底しているにもか

かわらず、このような不祥事が発生したことは

痛恨のきわみだ。コンプライアンス推進委員会

を開催し、委員長の副知事からメールを出し

た。全力で取り組む」というようなことがあっ

たんです。これは原因を分析していないと思っ

ているんです。再度お尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 職員によるこうした不

祥事の原因につきましては、まずは、公務員と

しての倫理意識、コンプライアンス意識がいま
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だ職員一人一人まで徹底されていないというこ

とにあるものと考えております。また、このよ

うな不祥事が発生する背景の一つには、職員が

公務内外でさまざまなストレスや悩みを抱えて

いることや、個々の事務処理を行う中に非違行

為を行うことのできる機会が残されている。そ

れを防ぐことの仕組みづくりができていないと

いうことにあるものと考えております。このた

め、今後とも、職員の公務員倫理の確立に粘り

強く取り組みますとともに、職員同士が活発に

議論し、互いに気遣う、ケアし合うことのでき

る風通しのよい職場環境づくりにも努めてまい

りたいと考えております。また、事務処理の内

容を再点検し、さまざまな面から不正の起こる

可能性を検証した上で、必要な見直しを行って

まいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 コンプライアンス意識の欠

如、それを指摘しておっても解決をしないんで

す。勤務場所とか労働条件、私は、職員処遇の

面からも変えていくべきではないかなというふ

うに思っております。本年４月の定期人事異動

についての基本的な考え方と特徴についてお尋

ねします。

○総務部長（稲用博美君） 本年４月の定期人

事異動に当たりましては、口蹄疫や鳥インフル

エンザ、新燃岳噴火による影響からの再生・復

興を初め、安全・安心な暮らしづくりの確保、

医療・福祉の充実、産業づくりなど、県政のさ

まざまな課題に対応するため、適材適所、公正

・公平を基本に、職員一人一人が、高い意欲と

気概を持って能力を最大限に発揮できるという

ような考えのもとに人事配置を行ったところで

あります。また、引き続き、若手管理職あるい

は女性職員の登用を積極的に行いましたほか、

人材育成ということにも心掛けまして、国や市

町村との連携の観点からも、国や民間企業への

職員派遣、そして、他県や県内市町村との人事

交流を積極的に行ったところでございます。

○鳥飼謙二議員 適材適所、そうだろうと思い

ますが、しかし、それだけでは解決しないんで

すね。やはり私は、人事異動、人事そのものに

問題があるんじゃないかと。例えば本庁と出先

機関の交流人事、これが少ないんじゃないかな

というふうに思っております。今回の事件で

も、20年とは言いませんけれども、それに近い

出先機関の勤務になっている。本庁に合ってい

る人、出先が合っている人、それぞれあるとは

思うんですけれども、出先機関の職員も県庁の

職員ですから、その意欲をどうやって引き出し

ていくのかというのが大事だと思います。私

は、大卒の職員が不満を持っているのを何人か

らも聞いてきました。しかし、これまで申し上

げませんでした。こういう中で、知事にこうい

う質問をするのも申しわけないなと思っている

んです。補佐する人がしっかりやってもらいた

いというふうに思っているんですけれども、家

庭の事情等やむを得ない場合を除いて、本庁と

出先機関の交流を積極的に行うべきではないか

というふうに思いますので、お尋ねします。

○総務部長（稲用博美君） 人事異動につきま

しては、質の高い県民サービスの提供、重要施

策の推進という観点から、先ほども申し上げま

したが、適材適所、公平・公正ということを基

本に実施しております。また、人材育成という

観点もありますので、採用後早い段階で本庁と

出先機関の双方を経験させまして、能力の伸長

はもとより、自己の職務適正に応じたキャリア

デザインの形成を促すということを行っており

ます。また、その後も個々の職員の職務や勤務

地に関します希望、能力、適性等に十分配慮し
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た上で、本庁・出先機関への人事配置に努めて

いるところでございます。今後とも、御指摘の

ような本庁と出先機関との交流という点に十分

配慮しながら、県庁総力戦となるような形の体

制づくりに努めてまいりたいというふうに思っ

ております。

○鳥飼謙二議員 なかなか難しい問題であると

いうことは私も承知をしておりますけれども、

先ほど申し上げましたように、山元町に行った

ときに─担当の宮崎県職員ですね、一たん本

庁におりましたけれども、それからずっとこ

の10数年、出先なんですよ。物すごく情熱的に

仕事をしておられるというのもよくわかるんで

す。やっぱり、そういう人たちも含めて交流を

しないといけないと。彼はそんな不満を全然

言っておられませんでしたけれども、出先機関

を歩いてみるとそういうのがありますので、ぜ

ひよろしくお願いしたい。

それから、仕事が忙し過ぎるというのも大き

な問題ではないかなと。新行財政改革プラン、

人員を減らすわけですけれども、削減の根拠、

よくわからないので、お尋ねをいたします。

○総務部長（稲用博美君） 職員数につきまし

ては、大変厳しい財政状況の中で、今後とも、

組織のスリム化を図りまして人員の削減に取り

組んでいく必要があるということで、さきの６

月定例県議会におきまして議決いただきました

みやざき行財政改革プランにおきましても、今

後の新たな数値目標を設定したところでありま

す。これまで、「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」、いわ

ゆる行革推進法、あるいは本県の財政状況等を

総合的に勘案して策定いたしました行財政改革

大綱2007におきまして、総定員数の削減を行っ

てまいりました。1,133人というような削減数で

あります。今後さらに、職員の公社等への派遣

の削減でありますとか事務事業の見直し、ある

いは市町村への権限の移譲、あるいは業務の民

間へのアウトソーシングということに取り組む

必要があると思っておりますので、そういうよ

うなことの中で、法の起点であります17年度と

の対比で、27年度当初までに知事部局の職員数

についての１割程度の削減ということを目標と

して掲げたものでございます。

○鳥飼謙二議員 やはり根拠についてよくわか

りませんでした。本庁で疲れてメンタルダウン

して、そして出先に行くという。出先機関には

そういう人たちがたくさんいることを知ってお

ります。非常に人を減らしてきている。例えば

中央福祉こどもセンター、職員数と非常勤の関

係の数をお尋ねします。

○総務部長（稲用博美君） 中央福祉こどもセ

ンターには、現在、81名の職員がおりますが、

このうちの44名が非常勤職員となっておりま

す。具体的には、児童指導や保育、心理判定な

どの資格や経験を要します業務のほかに、電話

相談あるいは給食調理、寮母といった、断続的

あるいは一定の時間帯で対応が必要となります

業務に従事いただいております。

○鳥飼謙二議員 いろいろとお尋ねしました。

もう時間がありませんので、もう一つ、経済団

体へ新規高校卒業者などの採用拡大を要請して

います。宮崎県はこれだけ人を減らしておっ

て、民間は正規でお願いしますというのは

ちょっとおかしいと思うんですけれども、知事

の考え方、お尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 大変厳しい経済状況の

中で、県民の真に求める行政サービスというも

のを提供していくためには、組織の簡素・効率

化や少数精鋭による組織運営に努めるととも
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に、県民との連携協働による民間活力の積極的

な活用に取り組んでいく必要があるものと、こ

れが基本的な考え方であります。県のさまざま

な業務を推進する中で、一定の資格や能力を

持った外部の人材活用というものも有効な手法

でありまして、所属によっては、比較的多くの

非常勤の方に働いていただく場合もあるという

ふうに考えておるところであります。

○鳥飼謙二議員 以上で終わりますけれども、

民間にお願いをするときに、非正規でいいです

よということでお願いしていないと思うんで

す。じゃ、自分のところはどうなんだというこ

とになるわけですから、ぜひそこら辺はしっか

り押さえていただきたいのと、やはり３・11以

後は、国の模様を見るとかそういうことは許さ

れない時代に入ったというふうに、知事自身も

思っておられるだろうと思いますけど、それを

発信していくということが大事です。まだ半年

ちょっと過ぎたぐらいですから、余り多くを要

求するのも申しわけないなと思いますけれど

も、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思

います。どうもありがとうございました。終わ

ります。（拍手）

○外山三博議長 次は、井本英雄議員。

○井本英雄議員〔登壇〕（拍手） ２年ぶりに

戻ってまいりまして、久しぶりに一般質問させ

ていただきます。私としては、いまだ初心者の

つもりでありますけれども、ベテラン議員とか

言われると何か面映ゆい気持ちであります。頭

のほうだけはベテラン議員になってしまいまし

たけれども、精神的にはまだまだ未熟な者であ

ります。どうぞ、これから４年間、議員各位に

おかれましても、また知事部局におかれまして

も、ひとつよろしくお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

それでは、ワークシェアリングについてお聞

きいたしたいと思います。

日本は今、後進国から追い上げられて、後進

国から仕事を取り上げられておりますが、こう

いう状況は、私たちの先を行くヨーロッパ、ア

メリカでは、20～30年前に既に経験したことで

あったわけであります。そのとき、ヨーロッパ

はどうしたか、アメリカはどうしたかというこ

とでありますが、アメリカはそのとき、相変わ

らず自由化、規制緩和によって経済規模を拡大

して、そして成長させて、それで労働力の需要

を生み出していくというやり方でいったわけで

ありますが、ヨーロッパは違う方法をとった。

これがワークシェアリングであります。ともか

く仕事を分かち合おうと、共有しようというこ

とでありまして、これは20世紀に生まれた生存

権、福祉主義を基礎とした分かち合いの思想か

ら出てきたものであります。

ヨーロッパはみんなワークシェアリングを取

り入れておりますけれども、その中で最も成功

した例としましてはオランダがあります。オラ

ンダの奇跡とさえも言われております。皆さん

御存じかもしれません。オランダは、かつて

は12％ほどの失業率であったわけですが、今は

１％台の失業率で推移しております。オランダ

のワークシェアリングの特徴は、フルタイム労

働者とパートタイム労働者が同一労働、同一賃

金ということであります。全く同じようにどち

らも正規雇用者であって、全く同一の労働条件

であります。そういうことでありますので、そ

こでは、お巡りさんの中でも３分の２がパート

労働者、あるいは先生もパート労働者、いろん

な職業の中にパート労働者が入っているわけで

あります。そして、２人で1.5人分で我慢しよう

と。共働きで働いて1.5人分で我慢しようという
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のが大きな流れであるようであります。そし

て、残った時間を趣味のためにあるいは家族の

ために使おうというのが流れであるようであり

ます。今、「世界一幸せなオランダの子供た

ち」ということさえも言われているそうであり

ます。どうしてそういうことができたかといい

ますと、政府と企業と労働者が「三方一両損」

という発想で、みんながお互い譲り合う形で実

現できたものだそうであります。

日本もそうありたいものだと思いますが、日

本はなぜかアメリカの後追いをしております。

アメリカと日本ほど本当に違う国はないと言わ

れるほど、日本とアメリカは真逆の国民性をし

ているんですね。日本は大体単一民族だと言わ

れていますが、アメリカの場合は多種多様の人

種が入り込んでおります。また、アメリカは大

陸でありますが、日本は島国であります。ま

た、日本は伝統と文化が長い歴史を持っていま

すが、アメリカは生まれて250年にもならない国

であります。そして考え方も、日本の場合、集

団主義というか、これが特徴でありますが、向

こうは非常に個人主義が発達しております。そ

んなことでことごとく日本とアメリカは違う国

でありますが、それなのに何でか知らないです

けど、日本はアメリカの後追いをしているとこ

ろであります。私は、アメリカという国は、経

済的には豊かかもしれんけど、あの国は実際の

ことを言って後進国じゃないのかといつも思っ

ているわけです。というのも、例えばあそこは

ピストルを持っていい国であります。ああいう

のは日本で言えば廃刀令がまだ終わっていない

国であります。あんな国のまねを何でせにゃい

かんのか、私はいつもいつも思っているわけで

あります。

戦後60年、日本は、ともかく自由競争を基本

とした経済至上主義で走ってまいりました。そ

して、その結果、３万人以上の自殺者。去年は

ＮＨＫでは無縁死というのを取り上げておりま

した。無縁死というのは、身元がわからんわけ

じゃないんですね。身元はわかるんです。持っ

ていくと、「いや、私とは何十年も交流があり

ません。引き取れません」、こうやる。それが

３万人以上おるというんですね。毎年ですよ。

日本は本当に寂しい国になりつつあると私は

思っております。

また、少子化、少子化と言うけど、実は、安

い給料で結婚できない若者がたくさんいるんで

す。私は、本当にこの日本をどうにかせにゃい

かんなという気持ちであります。日本人は今、

心が不安定であります。あすの生活がどうなる

かわからない、そういう状況であります。今、

日本は少子高齢化。右肩上がりの経済成長を望

める状況ではありません。この状況はヨーロッ

パによく似ております。私は、日本は、アメリ

カのような自由競争主義社会ではなくて、ヨー

ロッパ型の福祉主義の社会を目指すべきである

と思っております。今、日本は中福祉・中負担

と言われておりますが、これは中途半端である

と。私は、ヨーロッパのように高福祉・高負担

を目指してもいいんじゃないかと思っておりま

す。アメリカのような小さな政府じゃなくて、

大きな政府で結構であると思っております。政

治は、国民の生活を安定させる義務があると私

は思います。そのためにはお互いが助け合う制

度をつくるべきであると思います。相田みつを

さんが言っております。「うばい合えば足り

ぬ。分け合えばあまる」。日本にも何度かワー

クシェアリングを導入する試みがなされまし

た。しかし、なかなか中途半端でうまくいって

おりません。今、東日本大震災の後で共助の機
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運が高まっているときであります。今こそ本気

でワークシェアリングを導入すべきときじゃな

いかと思います。ただ、これは国家的なことで

ありますので、私が一人わあわあ言ってもしよ

うがない。しかし、また、知事がわあわあ言っ

てもしようがないというところもありますけれ

ども、ひとつ知事あたりに本当に意識を変えて

いただいて、国に対しても、ワークシェアリン

グをやるべきじゃないのか、そういうときじゃ

ないのかということを要請していただけないも

のかと思うのであります。まずはこの県庁から

始めてはどうかと思うのでありますが、知事の

御見解をお聞かせください。

次に、ＴＰＰについてであります。

ＴＰＰについて、今、鳥飼議員が言われまし

たから、まあ、あれでいいかなという気はしま

すけれども、私は私でちょっと違った切り口で

やりたいと思います。

私がこのＴＰＰに反対する理由は、大きく分

けて２つであります。１つは、これは新手の構

造改革であるということが１つです。もう１つ

は、今、日本で進んでいるデフレを逆に助長し

てしまう、推進してしまうということから、こ

のＴＰＰはやるべきじゃないというのが私の考

えであります。

構造改革であるということはどういうことで

あるかというと、このＴＰＰは農業部門だけの

話じゃないと。まさに今、鳥飼議員も言ってお

られました。そのとおりであります。24部門に

わたって検討に入るということでありますが、

今さっき言われましたように、ともかく建設か

ら医療からあらゆる部門にわたっておりまし

て、日本ががらがらになる可能性がある。私は

そう思います。前原前外相、蔵相だったです

か、わずかＧＤＰ1.5％の農業のために98.5％の

かなりの部門が犠牲になっているということを

言われました。ここに、ＴＰＰは農業だけの問

題だというふうに特化してしまっておりますけ

ど、私はこれは悪意があるという気がします

ね。これはアメリカの策略じゃないのかと。実

際ＴＰＰでもうけるというか、利益があるのは

アメリカしかない。ＴＰＰに入っていって日本

は本当に痛い目に遭うだけだと思いますので、

マスコミまでも何でＴＰＰ賛成というのか。マ

スコミの方たちがおるが、日本の将来に責任を

皆さんたちは本当に持てるのかどうか、これは

真剣に考えていただきたい。

今さっき、わずか1.5％と言いましたけど、フ

ランスは1.8％、イギリスが0.9％、ドイツは0.8

％、特別日本が低いわけではないわけでありま

す。アメリから日本に対する年次改革要望書に

従って、日本は幾つもの部門が自由化、規制緩

和を強いられてまいりました。郵政民営化もそ

の一つでありました。その自由化、規制緩和に

よって、弱い者は塗炭の苦しみを今味わってお

ります。小泉改革によって、日本は世界で２番

目に格差のある、貧困率の高い国になってしま

いました。ＴＰＰはこれにもっと拍車をかける

ことになってしまいます。

それから、もう一つ、デフレを推進するとい

う話であります。デフレというのは、供給過剰

で需要不足ということでありますが、1930年の

世界大恐慌も実はデフレであったわけでありま

す。あのときも、バブルがはじけて、そしてそ

の後の処置を間違った。世界各国が緊縮財政に

走ったためにデフレになったわけであります。

経済というのは、基本的に、少しずつ成長して

いくときには、ほんの少しインフレというのが

正常な姿であるそうでありますが、このデフレ

というのは逆に縮小していくということであり
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まして、経済の病気だと言われております。そ

の世界大恐慌のときにとられた政策が、かの有

名な経済学者ケインズのニューディール政策で

あります。実際は第２次世界大戦のために需要

が喚起されてうまくいったんだという話もあり

ます。一昨年起きましたリーマンショックであ

りますが、これもバブルがはじけた事件であり

ました。これも処置を誤れば実はデフレになる

可能性があるわけであります。それでヨーロッ

パ、アメリカは、とにかく金融緩和、それから

税金を安くするということで需要喚起、供給を

とめるというか、そういう政策で一生懸命やっ

ているというのが状況でありまして、はっきり

言ってデフレになる可能性も今からでもまだあ

るわけであります。

日本はどういうことかといいますと、日本の

場合は、バブルがはじけた後、処置に失敗して

しまったわけであります。橋本内閣が緊縮財政

をとってしまう。その後、小泉さんが今度は逆

に自由化政策をとってしまった。そのために需

要不足、供給過剰となってデフレを推進してし

まったということであります。

そこにもってきてまた今度ＴＰＰをやれば、

結局、自由化、規制緩和ですから、供給を刺激

するということになります。それでデフレを

もっともっと悪化させてしまうのではないかと

私は思うのであります。今は需要を喚起する政

策が必要であります。それを民間に望むことは

本当は難しい。それがゆえにアメリカなんかは

ああいうニューディール政策をとったわけであ

りますが、日本も今は、はっきり言って公共投

資が必要なときであります。確かに財政赤字で

大変なときではあるけど、しかし、このまま

待っていても決して財政がうまくなるというこ

とはないわけでありますから、今はむしろ公共

投資、これをやらにゃいかんときであります。

知事としては、県も思い切って、国も思い切っ

て公共投資を考えなきゃいかんと思いますが、

お考えをお聞かせください。

財界はともかく、マスコミまでもＴＰＰ賛成

論をとっておりますが、その中に、ともかく開

国だ、開国だと言う、今さっき言われるよう

に、本当にそういう人たちが多いのであります

が、しかし、日本の平均関税率は、アメリカや

韓国よりも低いのであります。何をもって鎖国

状態と言うのかわかりません。アメリカと比較

してみますと、農産品だけは日本が高くて、ア

メリカが4.7％、日本が21％です。あと、非農品

がアメリカ3.3％、日本が2.5％、電気機器がア

メリカ1.7％、日本が0.2％、輸送機器と自動車

がアメリカ3.0％、日本が０％、乗用車がアメリ

カ2.5％、日本０％、化学品がアメリカ2.8％、

日本2.2％、繊維がアメリカ8.0％、日本5.5％、

非電気製品がアメリカ1.2％、日本０％でありま

す。日本は十分開国しているのであります。ほ

かにもまだ言いたいことはありますけれども、

ともかく私は、今度のＴＰＰは新手の構造改革

である。そしてデフレをますます悪化させる

と。その２点で私はＴＰＰに反対するものであ

ります。知事のＴＰＰに対するお考えをもう一

度お聞かせ願いたいと思います。

壇上よりの質問をこれで終わります。ありが

とうございました。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、ワークシェアリングについてでありま

す。御指摘のあったワークシェアリング、ヨー

ロッパ、とりわけオランダにおきまして

は、1980年代前半の高い失業率を背景としまし

て、雇用創出のための労働時間の短縮と賃金抑
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制についての労使双方の理解と合意があり、そ

の後、国の手厚い社会保障制度のもとで、多様

な就業に対応したタイプのワークシェアリング

が進んだものというふうに考えております。我

が国におきましては、リーマンショック以降の

雇用情勢の悪化に伴いまして、平成21年３月に

政労使が合意をしました残業の削減、休業、教

育訓練、出向などにより従業員の雇用維持を図

るという、いわゆる日本型のワークシェアリン

グの取り組みを促進するために、国において、

従業員を解雇しない場合の雇用調整助成金の支

給率の上乗せがなされたところであります。本

県におきましても、この助成金を活用し、多く

の企業で従業員の雇用維持が図られているとこ

ろであります。こういったワークシェアリング

は、雇用の維持・創出とともに、仕事と家庭の

両立を図りながら、多様な価値観を持ってゆと

りある生活をはぐくむ観点からも、有効な手法

の一つと考えておるところでありますが、いろ

いろなタイプのワークシェアリングがある中

で、導入に当たりましては、賃金体系や社会保

障制度などさまざまな仕組みの見直しが必要と

なること、また、労使双方の理解と合意が不可

欠であるということから、さらには労使双方さ

まざまな意見もあるといった課題があるところ

でございます。県庁における導入につきまして

も、こういったさまざまな仕組みの見直しが必

要になるなどの課題がありますので、国や民間

における検討や取り組みなども参考にしなが

ら、今後県としてどのような取り組みが考えら

れるのか、研究をしてまいりたいと考えており

ます。

デフレの進行に伴う経済対策についてであり

ます。本県におきましては、デフレの進行など

に伴う景気の低迷に加えまして、口蹄疫の発生

や新燃岳の噴火などによりまして、経済活動に

深刻な影響が生じているものと認識をしており

ます。このため、経済活性化対策「みやざき元

気プロジェクト」といたしまして、当初の骨格

予算や６月の肉付け予算、さらには口蹄疫復興

対策ファンド事業や９月補正予算なども含め

て、現時点で総額1,122億円になる事業というも

のを準備し、展開をしてまいりたいと考えてお

るところであります。

この中で、公共事業の取り組みとしまして

は、６月の肉付け予算におきまして、県単公共

事業を中心に28億円を追加的に措置いたしまし

て、肉づけ後の公共事業予算全体では対前年度

比の7.5％を確保するなど、積極的な対策を講じ

たところであります。こうした道路の改良や港

湾の整備を初めとする公共投資につきまして

は、地域経済に一定の波及効果をもたらすこと

が期待できるものと認識しておりますので、極

めて厳しい財政状況の中ではありますが、今後

とも県債残高の抑制など財政改革の取り組みを

推進しながら、選択と集中の考え方に基づいて

適切に対処をしてまいりたいと考えておりま

す。

最後に、ＴＰＰについてであります。ＴＰＰ

は、関税だけでなく、非関税障壁も撤廃し、サ

ービス貿易、政府調達、知的財産、人の移動な

どのさらなる自由化を進めるものでありまし

て、御質問のとおり、我が国の社会や経済への

影響が予想されるところであります。例えば、

規制の撤廃が行われますと、政府調達や医療分

野におきまして、企業間競争やサービスの質の

面への影響というものが、そして、外国人労働

者の拡大により雇用環境等への影響が生じるこ

とも考えられます。また、関税の撤廃により、

安い輸入製品が大量に入ってくると、デフレが
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加速し、国内経済への影響が懸念されるという

見方もあるところであります。このようなとこ

ろから、まずは、これらの問題等につきまして

きちんとした検証や議論がなされるべきであり

まして、現段階ではＴＰＰへの参加を認めるこ

とはできないものと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○井本英雄議員 ありがとうございました。

次に、高校教育について教育長にお聞きいた

します。

教育委員会の今年度の「活用する力」を高め

る授業力強化事業というのは、小中学校生がＯ

ＥＣＤのＰＩＳＡの試験に対応するものであり

ますが、一方、高等学校確かな学力強化推進事

業というのは、高校生が大学受験に対応するも

のであります。これは、つまり、小中学校にお

いては、ＰＩＳＡ型リテラシー（応用力）を重

視した教育でありながら、高校では、大学受験

のための知識重視の詰め込み教育が行われてい

るということであります。今、世界の教育の主

流は、私は、ＰＩＳＡ型リテラシーを重視する

教育であると思います。21世紀は、自分で考え

て自分で困難を切り開いていく、そういうたく

ましい人間をつくらなければならないからであ

ります。しかし、ほとんどの大学受験は知識を

試す受験が主流であります。したがって、高校

の教育は、暗記中心の知識重視の詰め込み教育

がなされることになります。教育委員会として

は、リテラシー重視の教育か、はたまた知識重

視の詰め込み教育か、股裂き状態にあるであろ

うと私は思うところであります。教育委員会と

しては、今後どのように対応していかれるつも

りなのか、お聞かせください。

また、大学受験が知識重視型の試験である限

り、高校教育は詰め込み教育にならざるを得ま

せん。私は、大学等に対して、リテラシーを重

視するような受験を行うよう働きかけるべきで

あると思いますが、教育長の御見解をお聞かせ

願いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 国際化、情報化、少

子高齢化など変化の激しい社会の中で、生徒が

みずから課題を見つけて主体的に判断し、より

よく問題を解決する能力を身につけることは、

ますます重要になってきていると思っておりま

す。このような状況の中で、高校教育におきま

しても、基礎的・基本的な知識・技能を確実に

習得させることを基盤としながら、情報活用能

力や表現力、コミュニケーション能力を総合的

に育成することを目的とする課題解決型の学習

活動を重視する方向へと大きく変容してきてお

ります。県教育委員会といたしましては、基礎

・基本の定着とそれらを活用した課題解決型の

学習活動を車の両輪として大切にしながら、今

後も高校教育の充実に努めてまいりたいと考え

ております。

御提言のありました大学入試の関係でありま

すけれども、大学入試におきましても、ＰＩＳ

Ａ型リテラシーを問うような問題が重視される

ように、徐々にではありますが、変わってきて

いるととらえております。御提言のありました

大学への働きかけにつきましては、全国高等学

校長会と国立大学協会等との意見交換の場など

で、大学入試のあり方についても要望できない

か検討してまいりたいと考えております。以上

です。

○井本英雄議員 ありがとうございました。

次に、東日本大震災ボランティア修学旅行に

ついてお聞きします。この大震災は1000年に一

度のことであります。私も被災地に行ってまい

りましたけれども、本当にこの世とも思えんよ
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うな悲惨な状況でありました。私は、若い人た

ち、心がまだやわらかい感受性の豊かなとき

に、ああいうものを現場で一回見る。もちろん

テレビなんかで見られるんだけれども、やっぱ

り現場で見るということは、昔から「百聞は一

見にしかず」という言葉がありますけれども、

現場で見せるということが、将来その若者たち

の成長にとって大きな影響を与えるものではな

いかなと思うわけであります。そういうこと

で、修学旅行を、ついでにあそこでボランティ

アをして帰ってくる、そういう企画を立ててみ

たらどうかなという提案でありますが、教育長

の御見解をお聞かせ願いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 高校生がボランティ

ア活動などに取り組みますことは、社会におけ

る自己の役割を自覚し、互いが支え合う社会の

仕組みを実感する上で大きな教育的意義がある

と考えております。本県では、過去の台風や新

燃岳噴火による災害の際に、各高校におきまし

てボランティア活動を生徒に呼びかけ、実際に

多くの高校生が活動に参加して、県民から感謝

をされますとともに、生徒自身の成長にもつな

がっているところであります。

被災地を訪れ、ボランティア活動を行っては

どうかとの御提言でありますが、修学旅行につ

きましては、１年前からそれぞれの学校で目的

を定め、生徒、保護者にも説明を行いながら、

目的地や見学先、研修内容を決定し、宿泊施設

や交通機関等の予約をしておりますので、今年

度の修学旅行の計画を変更することについては

困難ではないかと考えております。一方で、こ

としは、東北地方で全国高校総体、そして全国

高等学校総合文化祭が開催をされました。本県

からも数多くの高校生が参加をいたしまして、

現地の高校生との交流を通して多くの大切なも

のを学び、感じ取ることができたのではないか

なというふうに思います。このたびの震災や被

災地の状況等から学ぶべきものは多くありまし

て、これらを学ぶ方法につきましても、ボラン

ティアを含めさまざまな形があるのではないか

なと思います。来年度以降の修学旅行につきま

しては、保護者等の御理解もいただきながら、

各学校が適切に判断をしていくということにな

りますけれども、私といたしましては、高校生

が復興・復旧に努める被災地を訪問し、その状

況を実際に自分の五感を通じて体感すること

や、現地のさまざまな方々と交流することには

大きな意義があるというふうに考えておりま

す。

先ほど、全国高校総体あるいは全国高総文祭

で本県の高校生がたくさん参加したというふう

に申し上げましたが、ある生徒の感想では、現

地に訪れることによって、現地の人から、よく

来てくれたと、普通にこうやって来てくれるこ

とがありがたいんだと。そういう勉強もさせて

いただきましたというような発言がございまし

たので、御紹介をさせていただきたいと思いま

す。以上です。

○井本英雄議員 ありがとうございました。

教育長にもう一問、延岡高校、私の母校であ

りますけれども、新しく設置されたメディカル

・サイエンスコース、これはどのような特色が

あるのか、そのための予算はどのくらいついて

いるのか、お聞かせ願いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 延岡高校のメディカ

ル・サイエンス科につきましては、医師確保と

いう地域の課題や、東九州屈指の工業集積地に

位置しているという状況等を踏まえまして、地

域の医療や先端技術産業の将来を担う人材育成

を図るために、これまでの理数科をメディカル
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・サイエンス科に学科改編したものでありま

す。

特色といたしましては、学科の中にメディカ

ルコースとサイエンスコースを設定いたしまし

て、理科、数学、英語での少人数指導を行った

り、課題を設定した探求的な学習をし、その発

表を行わせるなど、質の高い学びを提供するこ

ととしております。また、病院、地域最先端企

業への職場見学やインターンシップ、大学や企

業関係者による出前授業、地域医療担当医師や

最先端企業技術者を招いての講演会などの取り

組みを行い、高い志を持って社会に貢献する人

材の育成を目指しているところであります。

なお、すべての高等学校に対して、キャリア

教育推進のための予算措置を行っているところ

でありますが、特に延岡高校を含む３つのモデ

ルとなる学校につきましては、研究費として年

間60万円を重点配分しているところでありま

す。以上です。

○井本英雄議員 ありがとうございます。60万

円が高いか少ないか私もちょっとわかりません

が、ひとつ効果的に使っていただけたらと思い

ます。

次に、新エネルギーについてお聞きします。

まず、宮崎県内で新エネルギーについて、先

ほども鳥飼議員が聞かれましたけれども、どの

ように進んでいるのか、具体的に環境森林部長

にお聞きしたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県では、新エ

ネルギーを積極的に導入するため、その指針と

なる「宮崎県新エネルギービジョン」を平成16

年３月に策定し、その推進を図っているところ

です。太陽光やバイオマスを活用した新エネル

ギーの具体的な導入状況といたしましては、平

成21年度末において、太陽光発電の発電能力は

約５万4,000キロワットで、この５年間でおよそ

２倍の伸び、それからバイオマス発電について

は約13万9,000キロワットで、この５年間でおよ

そ５倍の伸びとなっております。例えば太陽光

発電の５万4,000キロワットは、平均家庭約１万

世帯分の電気を賄えるものであります。太陽光

やバイオマス発電などの導入が拡大している

中、東日本大震災もあり、新エネルギーへの関

心はますます高まっているものと考えていま

す。

○井本英雄議員 新エネルギーに関する関心は

高まっておりますが、その中で、オーランチオ

キトリウムという藻ですけど、この名前をお聞

きになったことがありますでしょうか。これ

は、筑波大の渡辺教授が昨年12月に沖縄で発見

した藻であります。２～３年前に、石油をつく

ることで一躍注目を浴びたボトリオコッカスと

いうのがありましたけれども、それの10倍以上

の生産力があるということで、今、俄然注目を

浴びております。どのくらいすごいかと申しま

すと、１メートルの深さの池で２万ヘクタール

あれば、今の日本の石油すべて賄えるというも

のであります。２万ヘクタールとはどのくらい

かということでありますが、琵琶湖の大体３分

の１ぐらいの広さがあれば、日本の今の石油す

べてを賄えるということであります。

今、日本の耕作放棄地が38万ヘクタールであ

りますから、その一部を使えば可能だというこ

とになります。これは本当にびっくりするよう

な話であります。今、アメリカでは、バイオ燃

料の原料としてトウモロコシを使っております

が、面積だけの比較ですけれども、トウモロコ

シの５万倍の効率があるということでありま

す。日本が一躍産油国になるという夢のような

話でありますが、しかもまた、生活雑排水を食
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べてくれるということで、一石二鳥の藻であり

ます。

ただ、このオーランチオキトリウムというの

も、実は沖縄で発見されただけにちょっとした

ネックがあります。それは暖かいところを好む

と。30度ぐらいで一番繁殖するそうでありまし

て、沖縄でやるのが一番効率がいいのかもしれ

ませんが、沖縄は土地が狭いですので、そうい

う場所がなかなかないですので、私は、沖縄の

次に暖かいこの宮崎県でやったらどうかなと。

宮崎こそ手を挙げるべきではないかなと思った

次第であります。

渡辺教授によりますと、1,000億円ほど投資す

れば大体５年から10年で実現可能だと、実用化

可能だという話であります。一つの産業にもこ

れはなり得るわけでありますので、我が宮崎県

としてはひとつ注目してもらえんかなという提

言でありますが、環境森林部長の御見解をお聞

かせ願いたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 今、議員御紹

介のオーランチオキトリウム利用によるオイル

生産の研究は、大変興味深い話だと思います。

このオーランチオキトリウムに関しましては、

筑波大学の研究チームによって、議員おっしゃ

いましたように、昨年12月の学会で発表されて

以来、石油代替燃料への利用が大いに期待され

る藻類として、新聞やテレビ等で紹介されてお

ります。実用化に当たっては、最適な量産方法

や、この藻類によってつくられた油を効率よく

抽出する方法などの技術開発が必要であるとも

聞いておりますが、東日本大震災以降、新エネ

ルギーへの関心も高まっておりますので、今

後、バイオ燃料生産技術の一つとしてさらに注

視してまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございます。この

オーランチオキトリウムは、渡辺教授のところ

に外国からいろんなオファーが今来ているんで

すけれども、私は日本のためにこれを使いたい

んだということで、みんな断っているそうであ

りまして、日本がもしかするとという気がしま

す。そして、石油は、昔は我々、動物の死骸か

ら出てきたんだということを習いましたけれど

も、渡辺教授によると、実は藻から石油がつく

られたんだという説を言っています。そっちの

ほうが正しいんじゃないかということでありま

して、この藻を今後注目していただきたいと思

います。

それから、次の質問であります。障がい者用

トイレについてであります。

私は、延岡の障がい者の方たちから、ともか

く国道沿いにトイレをつくってほしいという要

請を受けまして、国道沿いといえばまずは国土

交通省だろうということで、早速、国土交通省

に行きましたが、だめと。えっということで県

土木にも行きましたけど、まただめ。小回りの

きく市だったらどうだろうかということで行き

ましたら、市もだめということでありました。

何でだめなのかというと、要するに障がい者用

トイレというのは単独の事業がないというんで

すね。何かの事業の一環としてあると。一環と

してしかつくれないというわけです。例えば公

園をつくる場合、公園事業の一つとしてトイレ

をつくる。あるいは道の駅をつくる。その道の

駅の事業の一つとしてトイレをつくることは

あっても、トイレだけをつくるという事業はあ

りませんということでありました。私は、へえ

と驚いたのでありますけれども、私たち健常者

は、便意を催せば、たくさんあるコンビニエン

スストアでも駆け込むことができますが、障が

い者の方たちは、一々出かける前にどこにトイ
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レがあるかということを調べて、それから出か

けるそうであります。我々も、健常者であるけ

れども、いつまた、それこそ障がい者になるか

もしれんわけでありますから、せめてトイレぐ

らいは不自由をしないようにしていただきたい

ものだなと思います。障がい者用トイレを道路

わきにつくれるような事業を立ち上げてもらえ

ないかと思うのでありますが、福祉保健部長の

お考えをお聞かせください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 障がい者用の

公衆トイレの整備についてでございます。県で

は、人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づ

きまして、福祉保健施設や文化施設を初めとす

る公共施設について、障がい者用トイレの設置

促進に努めるなど、バリアフリーの施設づくり

に取り組んできたところでございます。また、

これら公共施設のバリアフリー化の情報につき

ましては、ホームページで提供しておりまし

て、地図からの検索で障がい者用トイレの有無

などの情報が入手できるようにいたしまして、

障がいのある方々の外出を支援しているところ

でございます。御質問にありました公衆トイレ

につきましては、その設置及び維持管理は、法

令上、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃

掃法）というものがございますが、これにおい

て市町村の役割とされておりますことから、障

がい者用の公衆トイレの設置を計画する市町村

があった場合には、その相談に応じてまいりた

いというふうに考えております。

○井本英雄議員 市町村のほうがそういうのを

やろうとするなら相談に乗ろうという話であり

ますけど、県として独自にそういう予算をまず

はつくってもらえないかという気がしておりま

す。

次に、鹿児島―宮崎間に「ゆふいんの森号」

と同じような上品な列車を走らせたらどうかと

いう提案であります。我々は、日豊本線の高速

化のために、決起大会をやったり、あるいはＪ

Ｒ九州に陳情に行ったり、国土交通省に行った

り、毎年のようにやっておりますけれども、し

かし、私が県議会議員になる前からやっておる

んでしょうけど、もうらちがあかないと。これ

は私が思うに、死んだ卵をかえすようなもの

じゃないのかという気がしております。私は、

これはもうここで覚悟を決めて、のろい列車な

らのろい列車で、そのかわり魅力ある列車を走

らせたらどうかという提案であります。

大分―久留米間に「ゆふいんの森号」という

列車が走っております。私も一度乗ってみまし

た。上品なしょうしゃな列車でありました。私

と一緒に乗った友人が、おりるときには、「も

うこれで終わりか。もっと乗っておきたかった

ね」と言うぐらい気持ちがよかったんだろうと

思います。今、時あたかも鹿児島まで新幹線が

来まして、去年に比べると大体1.6倍ぐらいの乗

客が鹿児島中央駅におり立っているわけであり

ますが、これを何とか宮崎に引っ張ってくる方

法を考えなきゃいけません。そのために、私

は、宮崎―鹿児島間に、あの「ゆふいんの森

号」のような上品な列車を走らせてもらって、

列車の旅そのものを楽しんでもらう、そういう

企画を立ててみたらどうかなと思うのでありま

すが、知事の御見解をお聞かせ願いたいと思い

ます。

○知事（河野俊嗣君） 現在、ＪＲ九州の中に

は、日南線を走る「海幸山幸」を初めとしまし

て、今御指摘のありました「ゆふいんの森

号」、また、「あそぼーい！」「ＳＬ人吉」

「いさぶろう・しんぺい」「はやとの風」「指

宿のたまて箱」など、全国のＪＲグループの中
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でも最も多くの観光列車が運行しているという

ことのようであります。また、2013年の春に

は、スイートルームとかレストラン、ラウンジ

などを備えて、２泊３日で九州をめぐる「九州

一周豪華寝台列車」の運行というのも予定をさ

れているというところでございます。基本的

に、新幹線で九州を訪れた観光客に、そこから

先はゆっくりとゆとりを持って九州各地の在来

線の旅を味わっていただくということで、九州

各地の観光地へ送客することを目的としている

というふうに伺っております。今御指摘のあり

ましたように、九州新幹線を利用して来られた

観光客をいかに本県に呼び込むかというものが

大変重要な課題となっておるところでありま

す。宮崎―鹿児島中央間におきましては、こと

し３月のダイヤ改正で、「リレーつばめ」車両

が数多く導入されまして、利便性、快適性の向

上が図られたところでありますが、御提案のよ

うな乗ること自体が楽しみな豪華列車での旅行

というのも、大変趣のあるいいものであります

ので、本県のＰＲにもつながるというふうに考

えられます。御提案の趣旨をＪＲ九州にもお伝

えして要望してまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございました。と

もかく急ぐ急ぐ、そういう時代じゃなくて、ス

ローライフとかスローフードという言葉があり

ますけど、ゆっくりと時を楽しむ、そういう列

車があってもいいのではないかと思っておりま

す。

最後に、ＳＯＨＯについてお聞きいたしま

す。

ＳＯＨＯは、７～８年前に非常に話題になり

ました。１人、２人で立ち上げられ、ベンチャ

ービジネスを育てるインキュベーターシステム

として話題を呼んだわけでありましたが、この

ＳＯＨＯを底辺として、そこからいろんな産業

が育っていくわけでありますので、底辺が大き

ければ大きいほど、広ければ広いほど立派な産

業が育っていくということが言えると思いま

す。その後、宮崎のＳＯＨＯの取り組みはどう

なったのか、現状はどうなのか、大きく育った

企業はあるのか、商工観光労働部長にお聞きし

たいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ＩＴを活

用して自宅や小規模事業所等で仕事を行う、い

わゆるＳＯＨＯにつきましては、宮崎県産業支

援財団におきまして、仕事のマッチングのため

に現在105事業者が登録され、21年度の73事業者

と比べますと32事業者ふえております。成功事

例といたしましては、３社ほど御紹介申し上げ

ますと、スマートフォン向けに開発したアプリ

ケーションが大手の携帯電話企業に公式に認定

された企業や、創業・新事業挑戦支援ファンド

から投資を受けて、ネットショッピングサイト

の構築サービスによって、従業員が２人から50

人を超えるところまで成長した企業、さらに

は、高度なレーザー特殊加工による偽造困難な

セキュリティラベルを製造販売し、本年６月に

は、九州ニュービジネス奨励賞を受賞した企業

などがございます。今後とも、このようなベン

チャー企業の支援は、新たな産業を創出する上

で重要であると考えておりますので、情報提

供、創業に関する相談対応、ファンドによる投

資、インキュベーション機能を有する貸しオ

フィスを提供すること等により、支援をしてま

いりたいと考えております。以上でございま

す。

○井本英雄議員 どうぞひとつよろしくお願い

しまして、私の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）
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○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

午後１時０分開議

○十屋幸平副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問をいたします。通告していました

が、宮崎市加江田地区の諸問題につきまして

は、月日と時間をかけて調べてまいりました

が、まだ十分とは言えず、残念ですが、今回取

り下げをいたします。

さて、グローバル化の新成長戦略のかぎは、

地域に、地方にあると私は考えます。ま

た、2011年は、その幕あけの年と言う学者もい

ます。そうであれば、これまでの中央集権的な

高度成長モデルではなく、低成長時代ならでは

の分権型・ボトムアップ型の成長モデルを考え

ていく必要があります。地方からの改革の重要

なポイントは、現場感覚で政策イノベーション

を起こし、魅力的な政策モデルをつくり、それ

を全国に波及させていくことであり、さらに地

域間での政策競争を促す仕組みをつくることだ

と思います。例えば、Ｂ級グルメグランプリ等

地域活性化に、地域から生まれたアイデアが起

爆剤として全国に広がっていることは御存じの

とおりです。成長戦略の観点からも、地域の創

意工夫は非常に重要であり、地方からの改革に

おいて問題があるとすれば、みずからの地域の

ことだけを考え、日本全体への責任が希薄に

なってしまうことではないでしょうか。

今、東日本大震災において、各県・各地でで

きることを精いっぱい支援していこうと動き出

したことは、地域間競争だけでなく、各地域の

努力、工夫や取り組みがつながり、きずなとな

ることの大切さが認識されているからだと思い

ます。宮崎県は、口蹄疫、鳥インフルエンザ、

新燃岳の噴火と災害に見舞われましたが、宮崎

県の再生・復興の取り組みは、現場の視点を重

視した地域間政策競争の政策論を巻き起こして

いくものとなり得ると私は期待をしています。

そのことを具体的に言えば、政策の地域間競争

は、政策選択における検証は欠かせず、首長と

議会は大きな責任を課せられることになりま

す。特に首長は、一定の評価が出るまでは、実

施した行政官として責任を放棄するべきではな

いと考えています。

期待を込めて、知事に質問をいたします。今

議会における知事から報告のありました経済活

性化対策「みやざき元気プロジェクト」の展開

についてですが、説明によりますと、「これま

での事業展開に加え、今後、必要に応じた補正

予算や来年度当初予算をも視野に入れつつ、行

政や民間団体、県民が連携し、広義の地産地消

など県内需要の拡大等を通じ、経済活性化に取

り組もうとするものであり、同時に、県民の皆

さんへの御理解と御協力の呼びかけでもありま

す」となっており、インパクトのある内容で

す。まず、広義の地産地消は、どのように解釈

すべきことで、また、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。

次からの質問は、質問者席にて行います。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

「広い意味での地産地消」についてでありま

す。一般的に「地産地消」といいますと、「そ
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の地域で生産されました農林水産物などの食材

をその地域で消費すること」という意味で使わ

れるわけでありますが、ここで「広い意味での

地産地消」といたしましたのは、県内産の農林

水産物の直接的な消費にとどまらず、食料品や

工業製品における原材料の県内調達であります

とか、県産木材などの県産品の利用・購入促

進、また太陽光やバイオマスなどの再生可能な

地域資源を利用した新エネルギーの利用拡大な

ど、さまざまなものを考えているところであり

ます。このように、原材料や製品をできるだけ

県内で調達するといったような幅広い取り組み

を進めることによりまして、本県経済の需要拡

大と県内消費が促され、県内経済の活性化が図

られるものと考えております。また、この「広

い意味での地産地消」を推進するに当たりまし

ては、市町村や経済界、県民の皆様を含め、県

全体で取り組んでいくことが大変重要と考えて

おりますので、市町村や経済界に協力をお願い

いたしますとともに、さまざまな機会を通じま

して、その重要性、またその取り組みへの参加

というものを県民の皆様にＰＲして訴えてまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○井上紀代子議員 県内の観光地からのにぎわ

いが消えていると言われています。それで、観

光庁が７月半ばに発表した統計―対象は国内

主要旅行社59社―によりますと、日本人によ

る５月の国内旅行の取扱額は、前年同月比16.9

％減り、外国人の訪日旅行取扱額は、同60.4％

と大幅に減ったとなっています。国内旅行取扱

額は、ことし２月までの５カ月連続、外国人の

訪日旅行取扱額は、同14カ月連続で前年同月を

上回っていたんですけれども、ともに震災の

あったことし３月に大幅な減少に転じて、その

後も下落傾向が続いているとされています。も

ちろんいろいろな理由はあったと思いますが、

日本経済新聞社で６月に調査を実施して、観光

客に直接向き合う旅行会社、対象は83社なんで

すけれども、行政に求める観光振興策を複数回

答で上げてもらったところ、その結果は、最も

多くの回答を集めたのは、震災や原発問題など

に対する情報発信、安全性のアピールだと言わ

れています。全体の56.6％に当たる47社が上げ

た、「原発事故の終息が長引く中、風評被害が

拡大している。行政に求めるのは安全性のアピ

ールに尽きる」と、その声が大きいことを強調

しています。安全性のアピールに工夫を重ねて

成果を上げている自治体も現にあります。その

例として、栃木県の日光市が挙げられているわ

けですけれども、やはり日本が今どんなふうな

状況にあるかということをつぶさに連絡して、

そして現地に赴いて、そのことをしっかりとお

伝えして、そこの自治体の長が改めてその地域

の皆さんに声をかけていただく、そういうこと

によって現実に旅行がふえてきたという状況に

なっています。私は、ここでも言われておりま

すが、首長の海外訪問は、ただ行くだけでは本

当に不十分だと思っています。現地のメディア

に取り上げてもらって、インターネットや口コ

ミ情報などにうまく乗せることが重要で、その

ためには、各自治体が持つ海外人脈をフルに活

用すべきことというのを、この日光市の市長さ

んのされたこと、日光市の取り組みというのが

そういうふうに評価されています。

今、私どもは、常に情報がいっぱいの中で暮

らしています。私は今回、食の安心・安全とい

うのがどのように担保されているのかというこ

とを再三にわたってやりとりをしようと思って

おりましたが、なかなかこれは非常に難しい。
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地域間のいろいろな温度差もあり、そして今現

在、苦しんでおられる東北地方の皆さんのこと

を考えると、なかなかそこについて言いづらい

面もあるというふうに思っています。ただ、私

どもが東北地方をただ見守っているだけではだ

めで、各地域の中でしっかりした経済活動をし

ない限りは日本全体の復興がありませんので、

それによってでしか、各地域が元気になること

でしか、本当の意味での東北の支援にならない

のではないかというふうに思っています。その

ためには、やはり消費者と言われる方、そして

行動する多くの方々に対して、どうきちんとし

た情報を伝えるかということが大事なんです

ね。そこをしっかりと伝えていただきたい。そ

のツールが本当にあるのかどうかというのを非

常に疑問視しています。先日、本当にお気の毒

でしたけれども、ながの屋さんの瀬頭店が、本

来はそうではない情報が入って、そのことに

よって非常に迷惑をこうむられたという事情が

ありました。だから、今出される情報というの

は、本当に正確であるかどうかというのをどう

─事実の読み方ですね。だから、マスコミで

書かれていることも、それから私どもが発信す

ることも、すべてですけれども、どうやって事

実を読み込んでいけるのか、読み取ることがで

きるのかということが、今、非常に問われてい

るというふうに思っています。ですから、私は

中部地区の出先の皆さんとの意見交換会をした

ときに、衛生環境研究センターが63年のチェル

ノブイリ事故以来、ずっとセシウムについても

測定をしてきたという事実をそのとき教えてい

ただいて、大変うれしく思いましたし、そのこ

とがもっと一般の皆さんにもしっかりと伝わる

ことが必要だというふうに思っておりますが、

そのことについて、まずちょっとお聞きしてお

きたいと思います。現在の状況を教えてくださ

い。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県では、昭

和63年度から文部科学省の委託を受け、毎年、

空気中の放射線量や雨などの降下物、土壌、

茶、牛乳等について、放射能の調査を行ってお

ります。福島原発事故以降、これまで降下物、

土壌及び茶で、ごく微量の放射性物質が検出さ

れましたが、いずれも健康への影響のない極め

て低い値でありました。また、空気中の放射線

の量は、事故前と同じレベルでありました。調

査結果につきましては、結果がわかり次第、速

やかに記者発表を行っておりますし、報道機関

には積極的に報道していただいているところで

す。また、同時に県のホームページに掲載する

とともに、市町村にもお知らせしております。

今後は、市町村広報誌にも掲載していただくな

ど、より多くの方にお知らせしてまいりたいと

考えております。

○井上紀代子議員 私は今回、知事の県政報告

のありようというか中身については大変評価を

しておりまして、これをぜひ、政策イノベー

ションの高さというのをアピールしていただき

たいというふうに思っています。ですから、政

策の地域間競争に耐え得る内容だというふうに

思っています。だから、100万泊県民運動とかお

もしろいと思うんですよね。ああいうものも含

めてそうですけれども、宮崎県がする今からの

政策イノベーションというのは、本当に丁寧に

丁寧に発信する必要があると思うんですね。先

ほど、セシウムのあれも非常に低い値であると

いうことは、私どももそうやって聞くと、うれ

しいと思っています。それで、それがどうみん

なが納得する形で、そこがどう伝わってくるか

が問題なんですね。一応新聞社にも言ってい
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る、市町村にもこうしている、でも届かないと

いうことに対する焦りみたいなものが私自身の

中にはちょっと残っていることを言っておきた

いと思うんですけれども、農政水産部長に

ちょっとお尋ねしますが、例えば、牛肉の消費

拡大を図ると、この中にも書かれているんです

ね、知事の報告、「元気プロジェクト」の中に

もあるわけですけれども、具体的にどういうこ

とをしようと思っておられるのか、そこを聞か

せてください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 具体的には、

ＪＡグループ等とも連携を図りながら、消費の

ためのパック販売が一つと、あとプレミアム商

品券がありますけれども、再生・復興のための

牛肉のプレミアム商品券を発行したいと考えて

おります。

○井上紀代子議員 今インターネット上では、

もう日本の牛肉はだめだから外国のものを食べ

たほうがいいよとかいうのを、まことしやかに

流している情報とかもあります。だから、だれ

がどのような情報をとっていくのかというの

は、これはわからないことではあるんですね。

ただ、少なくとも、九州で栽培しているものも

含めて、非常に安心・安全な食べ物であるとい

うことは、現実に私どもが感覚的にもわかる内

容なんですね。ですから、そこは外国の皆さん

も含めてそうですし、県内の皆さんも確信を

持ってそこはちゃんと認識する必要というのが

あるのではないかというふうに思います。原子

力発電所の問題とはまた別問題として、やはり

自分の地域の問題と、それから事実的なものは

事実的なものとしてきちんと受けとめて、そこ

から打って出るという必要はあるのではないか

というふうに私は思っています。広報の伝え方

といいますか届かせ方というのは、もう少し工

夫をしていただけるといいのかなというふうに

思っております。これは答弁は要りませんの

で、それでは、次の質問に移りたいと思ってい

ます。

まず、本県の障がい者雇用率の現状につい

て、福祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の障がい

者の雇用率でございます。宮崎労働局の調査に

よりますと、平成22年６月１日現在でございま

すが、法定雇用率1.8％が適用されます県内企

業549社のうち、法定雇用率を達成した企業の割

合が69.4％でございまして、都道府県別で１

位、また、障がい者実雇用率は2.03％で、都道

府県別で８位という状況となっております。

○井上紀代子議員 やっぱり数字だけにとらわ

れるだけではだめだと思うんですよね。だか

ら、これをまだもっともっと宮崎はいいほうで

すよという話で取り入れるのか、それとももっ

と努力をするというほうに取り上げるのかで

ちょっと違うと思うんですけれども、障がい者

雇用制度には、トライアル雇用とか精神障害者

等ステップアップ雇用というのがありますが、

その活用状況について、また部長にお尋ねしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） お話のありま

したトライアル雇用及び精神障害者等ステップ

アップ雇用につきましては、いずれも宮崎労働

局で実施している事業でございます。まず、ト

ライアル雇用でございますが、企業が一定期

間、障がい者を試行的に雇用いたしまして、本

格的な雇用につなげる制度であり、平成22年度

の実績は、終了者数が131人、そのうち常用雇用

に移行できた方が113人となっております。次

に、精神障害者等ステップアップ雇用につきま

しては、精神障がい者及び発達障がい者を対象
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に、一定程度の時間をかけまして、障がい者の

職場への適応状況に合わせて、就業時間を徐々

に延長していくことができる制度でございまし

て、平成22年度の実績は、終了者数８人となっ

ているところでございます。なお、県におきま

しても、地域の企業、民間教育機関等に職業訓

練を依頼いたしまして、地域の障がい者雇用ニ

ーズに対応しながら、就職に必要な知識や技能

を習得する委託訓練事業を実施いたしておりま

して、実績といたしましては、平成22年度で受

講者が60人、そのうち常用雇用に移行できた方

が34人となっているところでございます。

○井上紀代子議員 今、現状とそれから対策に

ついて、しっかり受けとめさせていただいたん

ですが、障がい者雇用の制度というのは、企業

にもっと丁寧に周知されるべきではないかなと

思うんですけれども、そのことについて、県は

どのような取り組みを行っているのかを最後に

お聞かせいただきたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 企業等への障

がい者雇用制度の周知でございますけれども、

県を初めといたします関係機関では、毎年この

９月の障がい者雇用支援月間を中心にいたしま

して、障がい者雇用について、県民を対象に広

く新聞やテレビ等で啓発を図りますとともに、

多くの企業を対象に障がい者雇用促進のための

セミナー等を開催いたしまして、企業が利用で

きる諸制度や雇用事例の紹介等に努めていると

ころでございます。また、宮崎労働局を初め、

ハローワークや障害者就業・生活支援センター

等の関係機関が連携いたしまして、企業等を直

接訪問しながら、その職種に応じたきめ細やか

な障がい者雇用についての改善・提案を行いま

すとともに、利活用できる制度の説明等も行っ

ております。さらに、県庁が率先いたしまし

て、知的障がい者並びに精神障がい者を対象

に、臨時職員としての任用や職場実習を行うこ

とによりまして、県民・企業に対する障がい者

雇用への理解促進にも努めているところでござ

います。県といたしましては、今後とも、関係

機関と一層の連携を図りながら、障がい者雇用

制度や活用事例等の周知を積極的に推進いたし

まして、さらなる障がい者雇用の拡大に努めて

まいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ積極的な推進に取り組

んでいただきたいと思います。それで、他県で

は、それを番組化して、企業も含めてそうです

けれども、全体的に流しているという例もあり

ます。できるだけ多くの皆さんに知っていただ

くということが、まずここも必要なのではない

かというふうに思っておりますので、ぜひよろ

しくお願いしておきたいと思います。

次に、クリティカルパスについて、ちょっと

お尋ねをしておきたいと思います。今、私は医

療問題のところの特別委員会に所属しておりま

して、今回この委員会では、がん条例をつくる

ための努力をさせていただいています。たまた

ま私の身内に、若いんですけれども、がんの患

者となった者がおりまして、そのこともあっ

て、ちょっと強く受けとめたせいもあるんです

けれども、このクリティカルパスについて、各

県をちょっと調べてみました。やはりこれにつ

いては本当に必要性もあるし、ぜひ早期に取り

組んでいただきたいというふうに思っていま

す。つまりクリティカルパスというのは、医療

の内容を評価・改善して、質の高い医療を患者

さんに提供することを目的として、入院から退

院までの計画を立てたもので、患者さんには、

検査の予定や治療の内容、リハビリテーション

の計画、いつごろ、どのような状態になれば退
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院できるかなどを一覧表にして説明することに

なります。ただ、すべての病気がクリティカル

パスを用いて医療を行うことがいいというわけ

ではないのですけれども、がんには特にいいと

言われています。そして、もう一つメリットと

して、広域の患者を効率的に適切に診療ができ

ますし、細かな診療情報を共有でき、医療機関

に変更があっても継続的な治療が可能で、患者

さんに大きな安心感が生まれると言われていま

す。また、がん診療の地域格差を埋める効果が

期待できるというふうに言われています。一応

宮崎県もクリティカルパスの導入に努めるとい

うふうにはしておりますが、現在の進捗状況を

お伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 地域連携クリ

ティカルパスでございますが、これは今議員の

ほうからお話がございましたように、手術など

の専門的治療を行う病院とかかりつけ医が、共

通の診療計画を用いまして、患者に診療内容や

医療機関の役割分担を提示・説明することによ

り、患者が安心して継続した医療を受けること

ができるようにする仕組みでございます。がん

に関する県内共通の地域連携クリティカルパス

につきましては、都道府県がん診療連携拠点病

院であります宮崎大学医学部附属病院に設置さ

れました宮崎県がん診療連携協議会において、

５大がんであります肺がん、胃がん、肝がん、

大腸がん、乳がんについて、運用の準備が進め

られておりまして、本年10月から開始されるこ

ととなっております。以上でございます。

○井上紀代子議員 素早い取り組みをよろしく

お願いしておきます。

それでは、次に、児童虐待の問題についてお

尋ねをいたします。厚生労働省の調査で、2010

年度、児童虐待の児童相談所が対応した件数が

５万5,152件になって、前年度比28.1％増加した

ことが報道されました。震災の影響で、宮城、

福島、仙台市の分が含まれていませんが、前年

よりも１万2,090件多くなっています。まず、本

県の児童虐待の現状と、県内３カ所あります児

童相談所ごとの相談処理件数についてお伺いを

いたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 昨年度、本県

の児童相談所で対応いたしました児童虐待の相

談処理件数は451件でございまして、10年前の平

成12年度の193件と比べて2.3倍に増加し、全国

同様、過去最多となっております。虐待の種別

といたしましては、ネグレクトが172件と最も多

く、次いで身体的虐待が160件、心理的虐待が97

件、性的虐待が22件となっております。また、

県内３カ所の児童相談所ごとの相談処理件数に

つきましては、中央児童相談所が253件、都城児

童相談所が126件、延岡児童相談所が72件となっ

ております。

○井上紀代子議員 虐待対応件数は、10年度ま

での11年間で4.7倍になる一方で、児童福祉司の

増加は2.1倍にとどまっています。国と地方の財

政難が背景にあって、児童福祉司の配置基準見

直しは厳しいと言われています。昨年夏の総務

省調査で、受け持つ件数が多くて、児童福祉司

の６割が虐待対応の負担が非常に大きいと感じ

ていることが明らかになっています。また、残

念なことに、関係機関の連携のなさから、最悪

の事態に至ったケースもあることが発表されて

います。増加する児童虐待に対応した児童相談

所の体制強化と、市町村との連携はいかがなの

でしょうかお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） お話がござい

ましたとおり、増加する児童虐待に適切かつ迅

速に対応するためには、専門機関であります児
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童相談所の機能強化はもとよりでございます

が、住民に身近な市町村を中心に、地域の関係

機関が広く連携することが重要であるというふ

うに考えております。このため、児童相談所に

おきましては、児童福祉司の配置についてでご

ざいますが、平成12年度には10名であったもの

を、順次増員いたしまして、現在23名といたし

ますとともに、今年度は、相談支援活動を円滑

に遂行するため、組織の見直しを行い、相談支

援担当を２担当制にするなど、体制の強化を

図ってきたところでございます。また、市町村

との連携についてでございますが、現在、全市

町村に設置されております要保護児童対策地域

協議会の活動を通じまして、市町村、保育所、

警察、学校、民生児童委員等の関係機関との情

報交換や役割分担を図りますことで、地域全体

で児童虐待の早期発見と適切な対応がなされる

よう、連携の強化に努めているところでござい

ます。

○井上紀代子議員 次に、重ねて、児童虐待に

つきましては、先ほどもちょっと部長からもあ

りましたが、地域の力が本当に大切ですが、そ

の取り組みについてお尋ねをしておきます。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいまも申

し上げましたが、地域における児童虐待の防止

につきましては、市町村や要保護児童対策地域

協議会を中心に対応しておりますけれども、さ

らに保健事業等を活用した取り組みも行ってい

るところでございます。具体的には、保健師や

母子保健推進員、それから民生児童委員等を活

用いたしました乳児家庭全戸訪問事業や育児支

援訪問事業を実施しておりますほか、病気や仕

事などにより一時的に育児困難となったときに

児童を預かる子育て短期支援事業や、子育て支

援センターを利用した育児相談などを行ってい

るところでございます。児童虐待の防止につき

ましては、地域における子育て支援も重要な役

割を担っておりますので、さまざまな社会資源

や人材の活用を図りながら、「未来みやざき子

育て県民運動」の一環として取り組んでまいり

たいというふうに考えております。

○井上紀代子議員 震災以降、今まで、小さな

子供さんをお持ちのお母さんに、子供と自分と

の関係というものについてアンケートをされて

いるんです。それが震災後は非常に大きな変化

があって、子供のそばにいて、子供が不安もあ

るかと思うし、お母さんも落ち着いていないせ

いもあると思うんですけれども、この関係につ

いていらいらするという方が、お母さん方のパ

ーセントで70％を超しているという例がデータ

として発表されています。ということは、自分

のいらいらがどこかに向かっていくということ

が起こり得るということだと思っています。そ

れで、民生児童委員の皆さん方は、大分負担が

重たいことではあるかと思いますが、いろんな

意味で─自宅に子供と２人でいるとか、子供

とお母さんだけでいる家庭というのは結構ある

と思うんですよね。だから、どこかに出てきて

くださって、どこかでそんなことも含めて発散

していただければいいけれども、そうじゃなく

て家庭内にいらっしゃる方たちのところには、

やはり訪問していって声をかけて、少なからず

だれか聞いてあげられる人がいるんですよとい

うことはお伝えする必要というのがあると思う

んですね。他県でも、児童委員の方が自宅に訪

問していって、「何か困ったことはないです

か」と言って声をかけてくださっているという

例はありますので、このあたりの強化について

もぜひやっていただきたいと思います。地域の

中にある力というのが、ただ決められた行政だ
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けのネットワークだけではなくて、民間の方

も、それから地域にいらっしゃる高齢者の皆さ

んのところにも広がっていくようにしなけれ

ば、なかなか本当によその人の家庭の中のこと

を言いづらいというのは、皆さんお持ちだと思

うんですね。だから、お一人でも助かるために

は、そのことをしっかりとやっていただければ

と思っておりますので、そのことを要望してお

きたいというふうに思います。

次に、教育問題について、教育長にお尋ねを

いたします。

何度も何度も申し上げて恐縮ではあるんです

けれども、延岡しろやま支援学校の開校に向け

た準備の中で、新聞等によりますと、保護者や

教職員が、なかなか情報が伝わってこないと

か、本当に間に合うのかという不安を持ってい

るというような報道等もありましたけれども、

現実に今、教育委員会のほうとしては、保護者

や教職員の方たちにどのような説明と情報提供

を行っているのかお伺いしておきます。

○教育長（渡辺義人君） 今議会に議案として

上程されております延岡しろやま支援学校の開

校に向けましては、保護者など関係の方々への

説明を十分に行いながら、ともに新しい学校づ

くりを目指していくことが重要であると考えて

おります。このため、昨年度は、計14回の保護

者説明会を実施したり、新設校の理念や方針、

運営方法に関する説明小冊子を配付するなど、

情報提供や説明に努めますとともに、いただい

た御意見につきましては、例えば保護者送迎用

の屋根つき駐車場の拡張など、可能な限り整備

計画に反映したところであります。今年度にお

きましても、学校の運営方法等について、保護

者の代表や３つの学校の教職員が参加する検討

会をこれまでに延べ200回以上実施し、協議を

行っているところであります。また、検討会の

協議内容や準備の進捗状況につきましては、保

護者向けの定期的な会報でお知らせしますとと

もに、保護者説明会や完成した施設の見学会を

開催し、御意見を伺うなど、新しい学校づくり

のための説明や意見交換に努めているところで

あります。

○井上紀代子議員 この延岡しろやま支援学校

というのは、いろいろこれに似たような学校が

ほかに全国的にあるのかどうかちょっと調べて

みましたら、本当にないんですね。これはまさ

に全国的にもまれな学校であるというふうに言

わないといけないと思います。ですから、私は

この基本構想の概要というのをいただいており

ますが、設置理念のところに、「地域とともに

子供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」、そ

して基本方針としては、多様な教育的ニーズに

対応した専門性の高い教育、ライフステージに

応じた支援、医療・福祉・保健・労働と連携し

た地域支援を行うと。この構想そのものは、本

当に評価すべき内容だというふうに思っていま

すが、理念や基本方針どおりに開校準備という

のが進められているのかどうか、そこについて

教育長にお尋ねしておきます。

○教育長（渡辺義人君） 延岡しろやま支援学

校の基本構想につきましては、今、議員から御

紹介ございましたように、「地域とともに子供

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

念としているところであります。また、基本方

針につきましても、３点、今、議員から御紹介

のあったとおりであります。また、これまでの

学校にはない新たな機能といたしまして、４つ

の付加機能を基本構想に掲げているところであ
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ります。１つ目には子育て支援機能、２つ目に

自立支援機能、３つ目に研修・啓発機能、４つ

目に地域交流機能であります。この基本構想に

従いまして、例えば、仮称ではありますが、子

育て支援機能のための地域教育支援センターや

自立支援機能のための自立支援センターを設置

することにいたしております。これらはそれぞ

れ、障がいのある子供のワンストップ相談窓口

や、卒業後も含めて自立に向けた就労や生活に

関する相談を行うセンターとなるものでありま

すが、その運営内容について、延岡市を初めと

する地域の医療、福祉、労働等の関係機関や保

護者の代表が参加する場におきまして、調整を

進めているところであります。今後とも、保護

者を初め関係者の皆様との連携を深めながら、

設置理念にふさわしい、全国に誇れる専門性の

高い総合的な特別支援学校を目指してまいりた

いと考えております。

○井上紀代子議員 期待をしておりますので、

その理念どおりに進んでいかれることをお願い

しておきたいと思います。

そこで、先日、私も教育振興大会の中で教育

長のところにお伺いをさせていただいたんです

が、そのときにちょっと保護者の皆さんから心

配が出たのは、人員配置を含めて、開校準備と

いうのは本当に大丈夫なのかということを言わ

れておりました。というのは、例えば３校が１

つになってくれば、そこで人員が減っていくわ

けですが、その減り方が、何が減っていくのか

ということが非常に問題だと思うんですね。で

すから、障がいが違う３つの学校が統合される

わけですから、やはり養護教諭の先生の数が減

るというのは非常に問題もありますし、そうい

う人的配置とか開校準備というのはどのように

進められているのか、教育長にお尋ねしておき

ます。

○教育長（渡辺義人君） 来年４月の開校に向

けた準備状況ということでお答えをさせていた

だきますが、まず、施設設備の工事進捗状況に

つきましては、運動場と駐車場の一部は、開校

年度の平成24年度に整備する予定であります。

今年度に整備を予定しているものにつきまして

は、当初の計画どおり、順調に工事が進んでい

るところであります。なお、管理棟、聴覚障が

い教育棟、相談棟につきましては、既に完成い

たしております。また、学校運営につきまして

は、今年度、専任の教職員を配置した新設県立

特別支援学校開設準備委員会を設置し、統合す

る３つの特別支援学校のすべての職員が、組織

運営ですとか地域支援など、そういったテーマ

別に設定いたしました12の小委員会のいずれか

に所属いたしまして、学校運営上のさまざまな

事柄について細部にわたり検討し、万全の準備

を進めているところであります。なお、お尋ね

の教職員の人員配置につきましては、学校の規

模や児童生徒の実態に配慮した指導体制、さら

には子育て支援機能や自立支援機能の充実な

ど、現在、検討を行っております学校運営内容

の全体像を踏まえながら、適切な人員配置を検

討してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 延岡しろやま支援学校は、

西高跡地に建てられているということもありま

すので、やはりこれからも特別支援学校が地域

の学校となるための努力というのが大変必要だ

と思っています。そのために、延岡市、そして

また地域の関係機関との連携、住民の協力、こ

れはどのように考えておられるのかお伺いをい

たします。

○教育長（渡辺義人君） 延岡しろやま支援学

校の設置理念には、地域とともに自立する心と
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力をはぐくむことを掲げておりまして、地元の

延岡市には、基本構想策定の段階から協議に参

画していただいております。その協議を踏まえ

まして、現在、子育て支援機能の充実を図るた

めに新たに設置します教育相談棟におきまし

て、福祉事業による支援や就学相談を実施する

など、市とのさまざまな連携・支援体制のあり

方について、詰めの作業を行っているところで

あります。また、巡回療育支援を行っている

「こども療育センター」や、福祉相談を行って

いる延岡の「そうだんサポートセンター」、そ

れから地域支援運営に係る助言をいただいてお

ります「九州保健福祉大学」など、医療、福祉

等の関係機関や、ＮＰＯ団体との連携・協力体

制についても、調整を進めているところであり

ます。さらには、地域住民との協力関係を築く

ためには、まず何よりも、子供たちや学校が地

域に愛され、地域の方々から親しみを持たれる

学校となることが重要であります。このため、

気軽に訪れることができる開かれた学校を目指

して、体育館、運動場等の地域への開放、障が

い理解やボランティア活動に関するセミナーな

どの開催、それから災害時の避難場所としての

活用などを計画しているところでありまして、

地域とともに歩む学校となるように開校準備を

進めているところであります。

○井上紀代子議員 この延岡しろやま支援学校

は、ほかの県からも、将来的な状況とかをかん

がみて視察に来られる可能性というのは非常に

高い学校だと思います。そういう意味では、大

変御負担も重いかもわかりませんが、ぜひいい

学校になるような開校をよろしくお願いしてお

きたいというふうに思っています。

次に、防災教育のことについて、教育長にま

たお願いをしたいと思います。文部科学省の有

識者会議が７日に、東日本大震災を受けて、公

立学校の児童生徒が災害時に自分で危険を回避

する能力を育成することや、ボランティア活動

の理解を深めるため、防災教育の充実を必要と

するという提言をまとめています。確かに、災

害が起こった場合、何か危機管理の場合のとき

に、どういうふうに自分たちがしていくのかと

いうのは、これは一番大事な点だと思うんです

けれども、地震・津波による被害が想定される

各学校の―これだけではないんですが―危

機管理マニュアルの見直しと避難訓練の実施状

況について、教育長にお尋ねをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 地震による津波や土

砂崩れなどによる被害が想定される各学校にお

きましては、東日本大震災後に緊急に危機管理

マニュアルの点検・見直しを行っております。

さらに、児童生徒の登下校時や部活動中、ある

いは在宅時などの発生を想定した視点を加える

など、随時、点検と見直しを進めているところ

であります。また、避難訓練につきましては、

被害が想定されるすべての学校におきまして、

危機感を持った実践的な取り組みがなされてお

りまして、中には、避難場所をより高いところ

へ変えて再度訓練を行ったり、あるいは幼稚園

と小学校が合同で訓練を行ったりするなどの独

自の工夫を凝らした取り組みを行っている学校

もございます。なお、災害発生時の児童生徒の

安全確保は、学校だけではなくて、保護者や地

域にもつながる課題でもありますために、例え

ば地域住民と児童生徒が地域における避難場所

を一緒に確認したり、地域が実施する自主防災

訓練に子供たちも参加するなど、学校と地域が

連携した取り組みも重要であると考えておりま

す。

○井上紀代子議員 子供たちが防災訓練のとき
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に避難をするときに、頭を守るために、上のほ

うに教科書だったりランドセルだとか頭に載せ

たりしながら、自分を守ろうとしているという

のがニュースなんかで出てくるんですね。少な

くとも、防災ずきんて昔の話だと思っていまし

たけれども、あれって本当に有効なんだなとい

うのは一つ思いました。でないと、両手が使え

ないということもありますので、できたら、そ

ういうことも今後、私たちも考えていかないと

─地域で何かができるとすれば、そういうボ

ランティア活動、それをつくってさしあげると

かいうボランティアも必要なのかなというふう

に思った次第でした。今後、私がちょっと心配

しておりますのは、会派で宮城に行きましたと

きに、津波てんでんこ─さっきどなたかも紹

介されましたが、私は今回の釜石の奇跡という

のを、私ども宮崎県の子供たちにしっかりと認

識してもらいたい。どう体の中にしみ込ませて

いくかということが大変重要だと思うんですよ

ね。釜石の子供たちは、想定を信じない、自分

の命を守ることは周りの命を救うことになる、

この一点においてずっと訓練を受けてきて、そ

してあの釜石の奇跡と言われる、だれ一人死亡

者を出さなかった、中学生がちっちゃなちっ

ちゃな小学生の子供たちを守りながら全員が救

われたという例がありました。これは私は本当

に学ぶべき内容だというふうに思っています。

ですから、危機管理マニュアルがどんなふうに

つくられようと、マニュアルどおりにいかない

場合に、自分が命を守っていくことができるか

ということを、どう防災教育の中でしっかりと

植えつけるかということが、私どもに求められ

ているのではないかというふうに思っていま

す。そういう子供たちを育てることについて、

教育長の見解をお伺いしておきたいと思いま

す。

○教育長（渡辺義人君） 今、釜石の奇跡につ

いて御紹介がありましたけれども、災害発生時

の適切な判断や行動選択ができる児童生徒の育

成が喫緊の課題であるととらえております。そ

のために、これからの防災教育におきまして

は、今回の震災の教訓や過去のあらゆる災害か

ら、さまざまな危険を予測することの大切さを

伝え、どのように対処すべきかを考えさせるな

ど、児童生徒みずからが状況に応じて臨機応変

に対応できる力を育成することが大切であると

考えております。県教育委員会といたしまして

は、先進県の取り組みも参考にしながら、学校

の教育活動全体を通して、児童生徒一人一人に

「自分の命は自分で守る」という強い意志を持

たせる防災教育の充実に努めてまいりたいと考

えております。

○井上紀代子議員 よろしくお願いいたしま

す。

次に、高等学校「確かな学力」強化推進事業

の中身なんですけれども、サマーセミナーを実

際に、私は田口議員、渡辺議員と一緒に西高に

行き、本当に驚くほど先生と生徒たちが生き生

きとした授業を展開しているというのを目の当

たりにしました。そして、我が県の先生も本当

にこんな方もいらっしゃるのかと思うほど、非

常に情熱的な授業をしておられて、子供たちも

またそれを本当に吸収していく、大きな力で受

けとめているというのを、実際、目の当たりに

しました。そして、私はこの性格ですので、一

々学校の先生、見学に来られた先生、それから

生徒さんたちとかにも質問してみたんですけれ

ども、なかなか本当に評判がよく、本当に次の

ステップに向かっているというふうに思ってお

りますが、この成果といいますか、それをどの
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ように教育長は評価されておるのか聞かせてく

ださい。

○教育長（渡辺義人君） 普通科高校サマーセ

ミナーは、平成17年度から高校３年生の夏の合

同学習会として開始されたものでありまして、

ことしで７年目となります。対象生徒は、県内

の県立・私立高校の３年生のうち、国公私立大

学を志望している生徒でありまして、生徒の志

望に合わせまして、難関大学レベルから基礎・

基本のレベルまで、全部で８コース、計18クラ

スを開設いたしまして、約700名が受講しており

ます。また、授業を担当する教科指導力向上支

援教員は、すぐれた指導力のある教員として各

高等学校長から推薦され、県教育委員会が任命

しているものであります。このセミナーは、全

県下の志を同じくする高校生が一堂に会して、

すぐれた指導力のある教員の授業を受けて、他

校の生徒と机を並べて切磋琢磨し合い、その後

の学習に向けて、意欲を高めることを目的とし

ております。ことしの生徒のアンケートの結果

を見てみますと、「先生の講義は理解できた」

と答えた生徒が95％、「参加してよかった」と

答えた生徒は97％でありまして、例年と同様に

大変高い満足度でありました。また、生徒の感

想にも、「他校の生徒からよい刺激を受けた」

というものや「いつもと違う先生から新しい考

え方や新しい学習法を学んだ」などの声が、例

年、数多く寄せられているところであります。

このようなことから、普通科高校サマーセミナ

ーの所期の目的は達成できているのではないか

なというふうに考えております。

○井上紀代子議員 そこでなんですけれども、

その生徒さんたちというのは、大体宮崎県の高

校生の15％ぐらいだと言われています。それ

で、参加できる生徒が限られているので、そう

いうすぐれた指導や授業、これは県全体にどう

いうふうにして広めていかれるのか、教育長に

改めてお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） サマーセミナーは、

教員への授業公開も兼ねておりまして、普通科

高校に限らず、すべての県立高校や私立高校に

も参観を呼びかけ、例年100名以上の教員が授業

を参観しておりまして、その後、その成果を各

学校に持ち帰って、生徒の指導に生かしており

ます。また、サマーセミナーは、支援教員の数

や会場の事情等によりまして、生徒の参加人数

に一定の制約がありますけれども、各学校で

は、学校の代表として参加するよう呼びかけて

おりまして、大半の生徒はそのような自覚で参

加いたしておりますので、参加した生徒が３日

間の学習の成果や体験を学校に持ち帰り語るこ

とで、各学校の生徒に大きな刺激をもたらして

いるものと考えております。それから、57名の

支援教員につきましては、県内各地域、各学校

のすぐれた指導力を持つ教員を任命しておりま

して、それぞれの学校で教科指導のリーダーと

なっているところであります。また、支援教員

は、セミナー後の９月から12月までの間に、そ

れぞれの学校を会場として授業を公開する研修

会を行っておりまして、毎年150名前後の教員が

この研修会に参加いたしておりますので、その

効果が県全体に広がっているところでありま

す。サマーセミナーは、本県高校生の学力向上

と教員の指導力向上に取り組む事業の柱とし

て、今後とも実施してまいりたいと考えており

ます。以上です。

○井上紀代子議員 今回、中山間地域振興計画

というのが議会にかかっています。これの中で

私が一番気になるのは─教育部門のところが

すっぽりと抜けてしまうのではないかという心
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配をしています。地域に学校がなくなると、こ

れが一番問題なんですね。岩下議員のほうから

は、串間の福島高校のお話が出ました。そし

て、えびのの飯野高校は、市長さんが中心に

なって、また教育委員会のほうにも存続をお願

いされています。そしてもう一つ、宮崎県の海

洋高校、これはまた誇り得る高校だと私は思う

んですね。ところが、そういうところを絞った

りなくしたりしてしまうと、大変損失ではない

かなと思うんです。逆にそれを磨き上げてい

く、そして、例えば飯野は飯野のよさをどう発

揮させるのか、福島は福島のよさをどう発揮さ

せるのかということが大事だと思うんですけれ

ども、高校再編の問題について、今後、教育長

はどのようにお考えなのか、そこの見解をお伺

いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 平成25年度以降の本

県高等学校のあり方につきましては、現在、教

育庁内に高等学校教育整備検討委員会を設置

し、本年度中を目途に「宮崎県立高等学校教育

整備計画」として公表する予定にいたしており

ます。この計画につきましては、学識経験者等

から構成されます学校教育改革推進協議会か

ら、ことしの２月にいただきました報告を踏ま

えまして、高等学校の各学科の特色づくりや高

校入学者選抜制度の改善、さらには小規模の学

校のあり方など、今後の本県高等学校教育の姿

を総合的に示す計画として策定することにいた

しております。この計画の検討を進めていく上

では、今お話にありました点も含めまして、廃

止ありきという議論ではなくて、まずは、いか

にして生徒にとって魅力と活力のある教育環境

を提供できるか、そういう視点に立って取り組

んでいるところであります。以上です。

○井上紀代子議員 それでは、県民政策部長に

お伺いしたいと思いますが、この中山間地域振

興計画の策定に当たって、学校再編について教

育庁とは議論をされたんでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 今回の中山間

地域振興計画（案）につきましては、庁内の関

係部局と十分な協議を重ねた上で、今議会に上

程いたしました。したがいまして、教育委員会

とも中山間地域における教育の課題等につきま

して議論した上で、計画案を取りまとめており

ます。

○井上紀代子議員 ぜひ教育のところはしっか

りと押さえないと、本当に地域から学校がなく

なるということは、逆にもっともっと寂しい地

域になるのではないかというふうに思います。

もう一つ、中山間地域の活性化のためには、

特に人が交流すること、そして子供が交流する

ことが必要だと私は思っているんですけれど

も、そのことについて、県民政策部長はどのよ

うにお考えなんでしょうか。「宮崎を知ろ

う！100万泊県民運動」は、この本会議に提案さ

れている内容ですので、このことを踏まえた上

で、どう教育委員会も含めて動かしていくの

か、県民政策部長にお尋ねします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 今回の計画案

では、「持続可能な中山間地域づくり」を目標

として掲げておりまして、県民一人一人が中山

間地域のよさを認識し、支えていくこととして

おります。中山間地域の持つ魅力について認識

を深め、愛着を持ってもらうためには、子供の

ころから中山間地域を訪れ、さまざまな交流・

体験をすることが大変重要でありまして、その

ことが将来にわたって中山間地域づくりにつな

がっていくものと考えております。このため、

「子ども農山漁村交流プロジェクト」あるいは

グリーンツーリズムの取り組み等について、国
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や市町村あるいは関係部局、さらには教育委員

会、さまざまな部局等と連携しながら促進して

まいりたい考えております。また、計画案にお

いては、「中山間地域をみんなで支える県民運

動」を進めることとしておりまして、その中

で、関係部局と連携しながら「宮崎を知ろ

う！100万泊県民運動」等にも取り組み、子供を

含む県民のさらなる交流を進めてまいりたいと

考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ成功させてください。

最後に、宮崎海岸のことについてお尋ねをい

たします。

私も市民談義所等も含めて参加をさせていた

だきましたが、これまでの取り組みと今後の対

応について、県土整備部長にお尋ねいたしま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 宮崎海岸の侵

食対策につきましては、平成20年度に国の直轄

事業として採択され、これまで、国と県が設置

しました宮崎市民談義所におきまして、多くの

方々からいただいた幅広い意見や、国が行った

試験養浜等の調査結果をもとに、対策案を取り

まとめ、先月開かれた宮崎海岸侵食対策検討委

員会に諮った上で、工法を決定したところであ

ります。その内容は、土砂流出を抑制するため

の突堤の設置、失われた砂浜を回復するための

養浜の実施、そして浜がけの急激な後退を抑制

するための護岸整備の３つから成っておりま

す。県としましては、宮崎海岸の侵食状況は著

しく、早急な対策が必要であると考えておりま

すので、引き続き、国と連携して、詳細な構造

等の検討を進めますとともに、関係者との合意

形成に努めながら、本格的な侵食対策工事の早

期着手を目指してまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 それぞれに御答弁をいただ

き、本当にありがとうございました。世界が変

わったと言われる10年前の９・11、そして日本

は３・ 1 1、日本はどう変わるのでしょう

か。2007年以降の地震によって、石川県の志賀

原子力発電所、新潟県の柏崎刈羽原子力発電所

でトラブルが発生しています。東日本大震災で

は、青森県、福島県、宮城県、茨城県の原子力

発電所でふぐあいが生じています。日本にある

原子力発電所54基の８割は、現在、稼働してい

ません。関西電力、四国電力はストレステスト

を終了していますが、しかしながら、今後の稼

働見込みは定かではありません。産業活動や生

活において電力に依存し、その電力の多くを原

子力発電所に依存していることは否定できませ

んが、福島原子力発電所事故から受けた不安は

なかなか解消されず、原子力発電所がある地域

の皆さんが稼働に賛成できる状況は低いと思い

ます。今、原子力発電所問題についての学習会

が多く持たれています。会場に行きますと、参

加される方が多く、関心の高さを実感します。

センセーショナルな情報は、特に間断なく入っ

てきます。特に引用されるチェルノブイリの大

事故は、衝撃的に伝わってきます。インター

ネット上の情報も、事実の読み方を間違えるこ

とがあることは否定できません。

東日本大震災の福島第一原子力発電所の事故

を受けて、日本は原子力発電所をめぐる状況の

転換点にはなると私は実感しています。メディ

アの論調や住民の意識は変わりました。95年の

阪神・淡路大震災後では、高齢被災者の多さが

注目されただけでなく、神戸の重工業を初め産

業が衰退し、国際競争に敗れました。概して災

害は、それまでの変化で弱っていた部分に打撃

を与えて、衰退を加速し、その結果、社会の変
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化が加速します。つまり、日本社会で進行して

いた地方の衰退と過疎化・高齢化が露呈された

ということです。東日本大震災においても、日

本の地方がグローバル化と構造改革以後の時代

において、どれだけ弱体化していたかが再認識

されることになりました。しかし、ここでとど

まるわけにはいかないのですから、壇上で申し

上げましたとおり、今後の新成長戦略のかぎは

地域・地方にあると重ねて申し上げたいと思い

ます。宮崎県が口蹄疫からの再生・復興に取り

組む政策が、日本全体の政策競争において注目

を集めることを期待申し上げて、私の質問を終

わらせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、 原正三議員。

○蓬原正三議員〔登壇〕（拍手） 代表質問も

ございましたので、取り上げる項目がごく身近

なことになりますが、お許し願いたいと思いま

す。

今回も家内が手書きで書いてくれました。読

みたいと思います。先般、「働かないアリに意

義がある」という本を読みました。著者は進化

生物学者の長谷川英祐氏であります。虫ながら

女王を中心に集団生活を営むアリやミツバチな

ど真社会性生物と呼ばれる彼らの営みは、その

まま我々人間社会の縮図を見るようで大変興味

深いものでありました。ミツバチは、巣箱の温

度を調節するために羽ばたきをしますが、羽ば

たきを開始する温度にはそれぞれ個体差があ

り、温度の上昇に従って羽ばたきをする数はふ

えていくそうであります。この温度などの変化

や刺激に対して行動を起こすのに必要な刺激量

の限界値、いわゆる行動のハードルを反応閾値

と呼び、人に例えるならば、きれい好きとそう

でない人の違いも、汚れに対する反応閾値の違

いだそうであります。余談ながら、危機に対す

る反応閾値も、人によってかなり違うものなの

かもしれません。このミツバチの途中一瞬の行

動を見れば、ミツバチの一部はまるで遊んでい

るかのように見えますが、意外や意外、実はこ

れは、さらに温度が上昇したときの余力として

存在していたというわけであります。

一方、アリについては、「間違える個体によ

る効率的ルートの発見」という実験結果が述べ

られております。要約すれば、えさまでの曲が

りくねったフェロモンの道を正確に追うアリに

対し、間違えるうっかりアリさんは、近道を発

見することがあり、結果、えさが効率的に運搬

されるというのであります。お利口な個体ばか

りいるより、ある程度ばかな個体がいるほうが

組織としてうまくいくということだと述べてあ

り、さらには、人間社会に当てはめて、効率ば

かりを追い求める組織も、実は非効率であった

りするかもしれないとも述べております。似た

ような例え話に車のハンドルがあります。もし

ハンドルに遊びがなければ、とても車の運転は

できるものではありません。また、ギアには、

お互いの歯と歯の間にすき間があります。もし

このすき間がなければ、ギアはぎしぎしとかみ

合い、うまく動力を伝えることはできません。

これも一種の遊びであり、同じ意味で、自転車

のチェーンには下部にたわみが設けてありま

す。ここで言う遊びとは、すなわち余裕、余裕

なくして余力は生まれず、余裕のない社会に発

展は望めないのではないか、そんな気がいたし

ます。便利で豊かにはなったものの、ぎすぎす

として大らかさが失われつつある今の現実を見

るにつけ、ミツバチの遊びに見えて実は余力を

蓄えている姿などに、とても心ひかれた次第で

あります。自殺者の増加や心を病む人の増加
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も、こういう大らかさのなさが背景にあるよう

に思えてなりません。

さて、質問に入りますが、お互い目指すべき

は宮崎県の発展であります。時には厳しいこと

を言うかもしれませんが、知事を初め執行部の

皆さん、心静かに大らかな気持ちでお答えくだ

さい。壇上からは１点だけお尋ねいたします。

知事にとって政治とは何かお答えください。

後は自席から質問をいたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

政治とは何かという大変ストレートな幅広い

テーマでございます。キーワードでお答えする

としますと、情熱、決断、責任、その３点かと

いうふうに思っております。ただひたすらにこ

の愛する宮崎をよくしようというその熱い思い

というものを、制度的、財政的、また経済情勢

なり、さまざまな制約の中で最善の選択を行う

決断、そして大切なことは、その結果に対する

責任をしっかりと負う、重みを背負うというこ

とであるというふうに考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○蓬原正三議員 知事の政治姿勢につきまして

は、いろいろ聞きたいところでありましたが、

これまでにダブったところもございますので、

その分については割愛しながら進めてまいりま

す。元検事総長の但木敬一氏は、政治主導につ

いて、新聞のコラムで次のように述べておりま

す。「我が国の危機を深めたのは、無意味なス

ローガンによって官僚機能を破壊してしまった

ことである。憲法上も法律上も、行政権は内閣

に属しており、各省の権限は大臣に集中してい

る。政治主導は我が国の基本的システムであ

り、これを殊さらに提唱することは、みずから

の統治能力のなさを独白するに等しい」。さ

て、知事は、県政運営に当たり、職員との距離

をどのように考えて県政運営を進めていかれる

のか、お聞かせいただきたいと存じます。

○知事（河野俊嗣君） 県職員というものが、

それぞれの行政の現場、最先端において、まさ

に実務を担っておるわけでありまして、まさに

県庁にとって財産であるというふうに考えてお

ります。ふだんから、組織のトップとしまし

て、県職員と密にさまざまな形でコミュニケー

ションを図り、施策の企画・立案・実行に当た

りましては、私の考えをしっかりと伝える一

方、職員の意見や考えを十分に酌み取るように

努めているところでございます。

○蓬原正三議員 次に、財政再建のことについ

てお尋ねしたいと思います。デフォルトという

言葉が聞かれるようになりました。国家債務不

履行のことでありますが、あのアメリカに対し

てさえ、その懸念が報道されておりました。ま

た、本県については、財政再建団体転落の危機

さえささやかれるようになっております。さ

て、財政再建を推し進めているところではあり

ますが、地方は独自の増税策もままならず、歳

入にはおのずと限界がございます。残るは歳出

面での思い切った対策しか私どもには思い浮か

びませんが、何か秘策があるのか、見通しはあ

るのか、知事の所見を伺いたいと存じます。

○知事（河野俊嗣君） 長引く景気の低迷、税

収の伸び悩み、社会保障関係費の増嵩等が考え

られる中で、本県におきましては、今後とも多

額の収支不足が見込まれていると、大変厳しい

状況にあるものと認識しております。そのた

め、６月に第３期の財政改革推進計画を策定し

たところでありまして、この計画に基づきまし

て、歳入歳出両面にわたりまして、全般的に見

平成23年９月12日(月)
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直しというものを一体的・集中的に進めてまい

りたい、そのように考えております。御指摘の

歳出面につきましては、総人件費の抑制はもと

よりでありますが、投資的経費の見直しであり

ますとか重点化、またゼロベースからの事務事

業の見直しなど、聖域を設けることなく、あら

ゆる分野を対象に徹底した見直しを進めて、選

択と集中のもとに、真に必要な事業への重点化

を図ってまいりたい、そのように考えておりま

す。

○蓬原正三議員 次に、県央への一極集中とい

うことについてであります。県央への県有施設

の集中立地には、県央以外の地域では強い批判

もあるところであります。また、今後の宮崎市

への一極集中も、人口も含めてでありますが、

懸念されております。県土の均衡ある発展を図

るべきと思いますが、知事の所見を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 我が国全体で見まして

も東京都への集中、九州全体でも福岡県への集

中、県内で見ますと、御指摘のありましたよう

な宮崎市への集中といったような構造があるわ

けでございますが、本県の発展のためには、県

全体の底上げというものが不可欠であるという

ふうに考えております。県内各地には、豊富な

農林水産資源でありますとか観光資源、特色あ

る工業集積など、それぞれすばらしい資源、ま

た技術というものがございます。こういった地

域特性を生かしながら、バランスのとれた県土

の維持・発展を図ってまいりたいと考えており

ます。

○蓬原正三議員 地方分権についてお尋ねいた

します。髙橋議員からも似たような質問がござ

いましたが、九州広域行政機構や道州制の論議

がございますが、新幹線の開通などによって九

州はまさしく西高東低、本県はますます陸の孤

島化しつつあります。本県が埋没することへの

懸念、また、県内にあっては市町村との関係に

ついて、どのように考えておられるのかお聞か

せください。

○知事（河野俊嗣君） 地方分権を推進する過

程の中で、新たな広域自治制度としまして、道

州制でありますとか九州広域行政機構構想など

が議論されておるわけでありますが、九州全体

のことを考えますと、先ほどの県内における議

論と同様、ああいうバランスのとれた発展とい

うものが、議論のまずは前提になるものという

ふうに考えておるところでございます。また、

県内におきましても、県と市町村が適切な役割

分担のもとに、権限移譲などによりまして、市

町村の基盤・機能を強化していく、さらに県と

市町村の連携を強化していく、そのような姿が

望ましいものと考えております。

○蓬原正三議員 次に、危機管理について４点

ほど伺います。知事の政策提案に、知事直属の

危機対応チームというものがございました。昔

の戦国時代でいいますと、大将の周りには近衛

兵がいたり、ほろ武者と呼ばれる者がいたり、

馬廻組というものがいたり、あるいは御近習衆

というのがいて、全体の動きとはまた別に、全

体の戦いの動きを見ながら、その直属で動いて

いく、そういうイメージかなというふうにも

とったところでありますが、イメージをお聞か

せください。

○知事（河野俊嗣君） 地震・津波などの自然

災害や口蹄疫を初めとする家畜伝染病といった

危機事象でございますが、あらかじめ私を本部

長とする対策本部を設置することとなっておる

ところでございます。しかしながら、昨年の口

蹄疫のときの経験を思い起こしてみましても、

また、東日本大震災のような大規模な災害等を

平成23年９月12日(月)
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想定いたしますと、既定の組織・職員が現場と

の連絡調整など直面する事態の処理に忙殺され

るということになるわけでありまして、全体的

な情報収集や分析、それに基づく対処方針の立

案、国などの関係機関との連絡調整などが、余

り十分に機能しないというような状況に陥りや

すいと考えております。そこで、このような事

態を避けるためにということで、直轄のチーム

というものを考えてはどうかというのが、この

政策提案の中でのアイデアでございます。直轄

とは申しましても、対策本部とは切り離して別

個に設置するというよりも、今、御指摘のあり

ましたように、本部長である私と対策の実務を

担う既定の組織―そういう対策本部ですね

―をつなぐ位置づけ、あるいは既定の組織の

一部機能を拡充する、そういったようなものを

想定しているところであります。

○蓬原正三議員 それから、ダムについてであ

ります。今回、想定外という言葉がかなりはや

りましたが、県が管理しているダムの大規模地

震に対する安全性はどうか。これが想定外で壊

れると、大変な被害を下流部にこうむるという

ことになります。確認をしておきたいと思いま

す。県土整備部長、お願いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県は、企業局

管理の３つのダムを含めまして、16のダムを管

理しておりますが、ダムは大規模かつ重要な構

造物でありますことから、地震に対しましても

十分な安全性が確保できるよう、国が定めた設

計基準により建設をしているところでありま

す。国土交通省によりますと、今回の東日本大

震災発生後、東北地方などのダムにつきまし

て、管理者が行った臨時点検の結果、ダムの安

全性に直ちに影響するような被害は発生してい

ないと報告されております。県管理ダムにつき

ましても、同じ設計基準でつくられております

ので、東日本大震災規模の地震に対しまして、

ダムの安全性は確保されているものと考えてお

ります。

○蓬原正三議員 本県の県が管理するダムにつ

いては安全だと、想定外はないというふうに理

解をします。

それから、河川についてでありますが、過去

の経験を超える異常降雨というのが―今回も

そうでありますが―ございます。各地で大規

模な災害が発生しております。河川整備の計画

規模、専門的には計画規模という言い方をする

んだそうですが、過去の何年確率雨量とかあり

ますけれども、そういうデータが使えない状況

になっているので、そういう計画規模を見直す

べき時期に来ているのではないか、そういう気

持ちを持つわけでありますが、県土整備部長の

御見解をお聞かせください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 河川の整備計

画につきましては、河川の重要度、過去の洪水

による被害の実態、それから経済効果等を総合

的に考慮して定めておりまして、この計画規模

に基づき、段階的に治水安全度を高めるべく、

整備を進めているところであります。計画規模

を上回る大雨により被害が発生した場合には、

必要に応じ計画の見直しを行っておりますが、

すべての河川で一律に計画を見直し、整備を行

うには、多額の予算と相当の期間を要すること

となります。このため、河川整備とあわせまし

て、関係機関と連携しながら、雨量・水位など

の河川情報の提供や洪水ハザードマップの周知

等を行い、住民が迅速に避難できるよう、ソフ

ト対策にも努めているところでございます。

○蓬原正三議員 見直すべきという御意見とい

うふうに受け取りました。
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それから、総合防災訓練についてでありま

す。これが実施されたと聞いておりますが、こ

の防災訓練において、いろんな問題点も見えて

きたのではないかというふうに思っておりま

す。地震・津波訓練の状況、問題点等がござい

ましたらお聞かせいただきたいと思います。知

事、お願いします。

○知事（河野俊嗣君） ことし５月に実施しま

した県の総合防災訓練では、新燃岳の火山災害

を想定した訓練とともに、東日本大震災を受け

まして、沿岸すべての市町、10市町における津

波に対する避難訓練も実施したところでありま

す。津波に係る訓練では、沿岸10市町におい

て、64機関、約１万6,000名の県民の皆さんに参

加していただきました。この訓練を通しまし

て、例えば高齢者等災害時要援護者の具体的な

避難支援体制の整備のおくれでありますとか、

身近で安全な避難場所・避難経路が不足してい

る、さらには防災行政無線が聞こえないなどの

事態に即した問題点というものが出てきたとこ

ろであります。このような課題に対しまして、

各市町において検討を行い、対策を講じている

ところでありますが、県といたしましても、沿

岸市町連絡会議の開催や担当職員によります沿

岸部の各首長さんとの意見交換などを通じまし

て、市町と連携しつつ減災に努めてまいりたい

と考えております。

○蓬原正三議員 次に、知事の政策提案、「ス

ポーツ日本一」についてであります。高校野球

日本一を掲げておられました。大変高いハード

ルだと思いますが、なぜ競技スポーツの振興な

のかという基本的なところと、高校野球日本一

達成に向けて、何か特別な勝利の方程式を胸に

秘めておられるのか、持っておられるのか、お

聞かせいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 競技スポーツでありま

すが、選手のひたむきな姿や活躍というもの

が、県民のスポーツへの関心を高め、県民に夢

や感動を与えるなど、活力ある社会の形成に大

いに貢献するものでありますことから、競技ス

ポーツの強化というものを政策提案に掲げまし

て、これを「未来みやざき創造プラン」のアク

ションプランにも位置づけて積極的に取り組ん

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。その中で、一つのシンボルとしま

して、これは決して容易なことではないわけで

ありますが、甲子園での優勝という目標を、九

州一周駅伝の優勝とあわせて掲げたところであ

ります。駅伝については、幸い去年、優勝した

ところでありますが、甲子園での優勝を目指し

て、最初の取り組みとしましては、ことし夏の

甲子園大会の県の予選で、知事としては23年ぶ

りだということでございますが、始球式の投手

を務め、キャッチャーを教育長に務めていただ

いたところであります。また、開会式、閉会式

や県庁訪問をされた際、選手の皆さんには激励

をするとともに、私の「どうしても優勝したい

んだ」という熱い思いを伝えたところでありま

す。現在、県高等学校野球連盟では、指導者の

資質向上を図るために、各学校の指導者を県外

の有力校や甲子園大会へ派遣し、指導方法であ

りますとか戦術、野球に取り組む姿勢などを学

ばせるとともに、県内６地区におきまして、中

学生に基本的な技術指導を行うなど、競技力向

上のための取り組み、底上げにつながるような

さまざまな取り組みを進めていただいておりま

す。私といたしましても、言霊、言葉に発する

ことにより現実化するという、その力というも

のを信じながら、今後とも、甲子園優勝という

高い目標を掲げ続けて、県民の皆様と願い・夢
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というものを共有して、実現に向けて機運を盛

り上げるとともに、一歩でもその目標に近づけ

ますように、県高野連等と一体となって、さら

なる強化策につきましても検討してまいりたい

と考えております。

○蓬原正三議員 言霊もいいことですが、掲げ

たからには、ぜひ何かの政策を掲げて、達成に

向けて頑張っていただきたいものだと、私ども

も応援をいたしたいと思います。

これまた知事の政策提案でございますが、中

小企業振興条例の制定に向けた取り組みについ

てお聞かせください。このことについては、中

小企業団体中央会からの強い要望が以前からあ

ると聞いております。お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 中小企業振興条例につ

きましては、先般策定しました県の総合計画

「アクションプラン」に、県・事業者の責務等

を定めた条例の制定というものを掲げて盛り込

んだところであります。この条例は、グローバ

ル化の進展や円高・デフレなど、経済情勢の変

動によりまして、本県産業を取り巻く状況が大

変厳しさを増しているという認識のもとに、地

域経済や雇用を支える、本県の大半を占める地

場の中小企業というもののさらなる振興を図

り、本県産業の足腰を強くしていく、これを目

的としているところであります。現在、既に制

定されています他県の同様の条例の内容ですと

か効果などについて、調査・研究を行っている

ところでありまして、今後、経済団体の御意見

なども十分伺いながら、検討を進めてまいりた

いと考えております。

○蓬原正三議員 質問の数を多く設定しており

ますので、次に移りたいと思います。国際化に

ついてであります。

先月、都城高専の大気と水の学術調査団に

―後ろにいらっしゃいます緒嶋議員も一緒で

ありましたが―同行して、モンゴル国を訪問

いたしました。日本大使館の城所全権大使やＪ

ＩＣＡの事務所、あるいはウランバートル市の

教育庁、モンゴル科学技術大学等を訪問し、い

ろんなお話を伺ったところであります。３回

目、個人的には７年ぶりの訪問でありましたけ

れども、経済成長率８％、その発展ぶりはすさ

まじいものがあり、車は急増、人口116万人の首

都ウランバートルはビルの建設ラッシュで、ま

さしくバブルの真っ最中でありました。そのウ

ランバートル市と都城市が姉妹・友好都市を締

結して10年になります。そもそもモンゴルとの

交流は、鹿児島大学に留学した学生が山田町に

ホームステイしたときに、「ゲルに住む人々に

明かりが欲しい」と訴え、それを受けて、都城

高専が自転車のダイナモを改造した風力発電機

を送ったのが始まりであります。以来、風力発

電機がかけ橋となって、モンゴル科学技術大学

との風力・水・大気などの環境を中心とした学

術交流がスタートし、それがさらなるきっかけ

となって姉妹・友好都市の締結に結びついてお

ります。県内に数ある友好・姉妹都市交流の中

でも、一国の首都との交流というのは大変珍し

いのではないかと思われます。しかもモンゴル

は、石炭や金・銀・銅・ウランはもちろん、今

を時めくレアアースなどの産出資源大国であり

まして、かてて加えて、かの大国ロシアと中国

との間にあって、ベルリンの壁崩壊以来、自由

化を強力に推進する親日的な国であります。そ

こで、以下５点ほど質問いたしますが、１点目

は、国際化推進プランが今回できました。県民

アンケートによると、「国際化は進んでいると

は思わない」との評価が77.1％であります。今

後の推進の方策について、県民政策部長の御見
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解をお聞かせください。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 今回のプラン

では、「国際感覚豊かな人づくりの推進」「多

文化共生社会づくりの推進」「多様で身近な国

際交流・国際協力の促進」、そして「アジアと

の経済・観光交流の拡大」の４つの柱を掲げて

おりまして、本県の国際化施策に関する基本的

な方向性を示したところでございます。今後

は、この４つの柱に基づきまして、市町村や関

係団体、さらには県民の皆さんとの連携・協働

を図りながら、具体的な施策の実施に取り組み

まして、本県における一層の国際化の推進に努

めてまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 具体的に国際化を進める上

で、姉妹・友好都市の締結というのは、非常に

意味のあることだというふうに思っておりま

す。県内の活動状況についてお聞かせくださ

い。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県内では、都

城市を初め８市町におきまして、アメリカ、中

国、韓国など６カ国の14都市との間で、姉妹・

友好都市の締結がなされております。活動の状

況につきましては、児童生徒の相互の受け入

れ、官民一体となった相互訪問、あるいは文化

団体の交流などにより、それぞれの地域の特徴

を生かしながら、交流が行われているところで

ございます。

○蓬原正三議員 都城市の姉妹・友好都市の話

に変わりますが、首都との交流という意味で特

筆すべきことであると考えます。モンゴル・ウ

ランバートル市との地道な国際交流が、やがて

将来、本県がアジア経済戦略を展開する上で、

予想外のおもしろい展開がありそうに思えま

す。そこで、姉妹・友好都市交流を進めていく

上で、県としても姉妹・友好都市に何らかのか

かわりを持てないのか、県民政策部長の御見解

をお聞かせください。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県では、都城

市とウランバートルとの友好交流10周年式典あ

るいは民俗芸能の受け入れに際しまして、国等

の助成に関する情報提供を行ったほか、モンゴ

ルからの国際交流員の受け入れについても支援

をさせていただいたところでございます。これ

までの都城市とウランバートルとの多彩な姉妹

・友好都市交流の積み重ねがさらなる交流拡大

につながるよう、これは都城市だけでなく、県

全体との交流拡大につながるよう、今後とも、

できるだけ協力していきたい、そういうふうに

考えております。

○蓬原正三議員 次に、モンゴル科学技術大学

との交流についてであります。学術交流開始以

来、県の海外技術研修員制度で、研修員を同大

学から３年前まで過去10年以上の間、受け入れ

ておりました。海外からの研修生はなぜ必要な

のかと申しますと、それは日本、我々の場合は

宮崎ということになりますが、宮崎をよく知る

リーダーを外国にふやし、宮崎を取り巻く海外

ネットワークのかなめとして―先ほども似た

ような意見ございましたが―活躍してもらう

ところに将来的に意味があるというふうに考え

ます。モンゴルからの研修生受け入れ再開の考

えはないのか、県民政策部長の御見解をお尋ね

いたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） モンゴルから

の海外技術研修員の受け入れにつきましては、

モンゴル科学技術大学の研究者を、平成８年度

から平成20年度にかけまして計11名を受け入れ

ておりまして、都城高専で、電気工学などさま

ざまな分野で研修をしていただいたところでご

ざいます。今後、教育機関等から、モンゴルか
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らの海外技術研修員の受け入れの希望が出てき

た場合には、所定の手続に沿って、受け入れを

積極的に検討してまいりたいと考えておりま

す。

○蓬原正三議員 多分希望があるのではないか

というふうに思っておりますが、最後に留学生

支援についてであります。知事の政策提案「み

やざきの新生」には、「産業・雇用づくり」の

「東アジアの大市場の積極的な開拓」という項

で、海外との経済交流を担うグローバルな人材

を育成するため、海外留学への支援に取り組む

というふうにございます。最近の日本の学生

は、内向きでなかなか留学したがらないとの評

価がありますが、大変時宜を得た発想かという

ふうに考えます。知事はどういうふうに考えて

おられるのかお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 日本人学生の海外への

留学が年々減少してきているということで、グ

ローバルに活躍する我が国の人材の育成が危惧

されている、御指摘のとおりであります。私も

かつてアメリカのハーバード・ロー・スクール

に留学した経験がございますが、ハーバード

も、だんだん中国、インドなどアジアの諸国が

ふえているものの、日本人学生はどんどん減っ

ているという大変残念な状況で、心配をして

おったところでございます。アメリカで勉強し

た経験からしますと、教室で学んだことという

よりも、異なる文化の中で、外国人の若者と一

緒に切磋琢磨しながら学び生活した経験そのも

のが、その後の私の人生にとって大きな糧に

なっているというふうに考えておるところであ

ります。将来を担う若者の皆さんにも、ぜひ海

外に目を向けていただき、留学を含めて、海外

に出向いてさまざまな経験をしていただきたい

と、そのように思っております。県としまして

も、今後とも、国際化に対応した教育を推進す

るなど、グローバルな視野を持った人材の育成

を図りまして、学生等の海外留学にもつながる

よう努めてまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 次に、技術の地産地消、今は

やりの言葉を使ってのタイトルとさせていただ

きました。

今回、10年ぶりに宮崎県産業科学技術振興指

針が策定されました。読む限り、確かに抜かり

なく、よくできた指針ではありますが、絵にか

いたもちにならないよう、技術振興ということ

について７点ほど伺います。まず１番目です

が、上位計画の総合計画で「「地域発」産業創

出・雇用確保プログラム」が位置づけられてお

ります。「地域発」というのは、ここではどの

ような意味に使っておられるのか、県民政策部

長にお願いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） このプログラ

ムで掲げます「地域発」とは、経済のグローバ

ル化が進み、地域の産業も競争力の強化が求め

られている中で、例えば県西地域の食料関連産

業など、地域の強みや特徴を生かした産業づく

りを進め、地域から、技術も含めまして、新し

い事業、産業を生み出していく取り組みを意味

しているところでございます。

○蓬原正三議員 新しく生み出していくという

ことだというふうに理解しますが、前回、平

成13年度につくっておられます指針をもとに、

これまでの宮崎生まれの技術や産業化されたも

のは実績として何があるのか、その状況も含め

てお聞かせください。商工観光労働部長にお願

いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県にお

いて開発された代表的なものとしましては、工

業技術センターのＳＰＧ（シラス多孔質ガラ
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ス）技術や、食品開発センターの焼酎酵母「平

成宮崎酵母」の開発、産学官で取り組みました

ブルーベリーの葉っぱですが、この機能性を生

かした商品開発などが挙げられます。ＳＰＧ技

術につきましては、抗がん剤や化粧品の乳化技

術への活用、世界最小クラスのハンダ粒子の製

造、１ミクロン以下のナノバブルの生成技術に

活用するとともに、新たな応用技術についても

研究を重ねているところであります。また、平

成宮崎酵母につきましては、近年の消費者の嗜

好の多様化にこたえるため、新酵母の開発に取

り組み、平成22年度から県内の焼酎メーカー等

への分譲を開始し、既に新たな商品がつくられ

ております。さらに、ブルーベリーの葉につき

ましては、機能性を生かしましたお茶の商品開

発をしており、本年１月には、宮崎大学発のベ

ンチャー企業が立ち上がったところでありま

す。

○蓬原正三議員 「昔の名前で出ています」と

いう言葉が御承知であるかないか、よく聞きな

れた言葉が出ておりますが、何か新しいものを

生み出す努力をしていただきたいものだなとい

うふうに、我々も協力しますが、そう思いま

す。

宮崎大学にロボット関連学科が新設予定とい

うふうに聞いております。どのような状況なの

か、商工観光労働部長、お聞かせください。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） お話のと

おり、宮崎大学は来年度、工学部に定員49名の

環境ロボティックス学科の新設を予定してお

り、現在、文部科学省に申請を行っていると

伺っております。宮崎大学によりますと、我が

国が直面している環境破壊、エネルギー不足、

高齢化などの大きな社会問題への対応として、

今後は、職場、家庭などで活用できる機器、ロ

ボットの開発などが進んでいく中で、機械・電

気電子・化学及びコンピューターについて、横

断的で実践的な知識・技術などを身につけた人

材が必要となっており、この学科は、その人材

育成を目指すものとのことでございます。

○蓬原正三議員 先般、かつて私が若いころ在

籍した、とある電機メーカーのロボット製造工

場を見学してまいりました。車の溶接ロボット

をつくる工場でありましたが、今さらながら、

改めて技術の進歩にびっくりの連続でございま

した。極端な言い方をすれば、ロボットがロ

ボットをつくっております。ボルト締め作業や

仕上げ塗装などもロボットの仕事であります。

また、別なインバーターをつくっている工場で

は、部品調達あるいは運搬はロボットが行って

おりました。作業者が必要な部品名をロボット

に指令すると、ロボットが倉庫から部品を運搬

してまいります。あるいは、電子部品基板裏の

テープを張る作業等も、見事なロボットの作業

ぶりでありました。また、工場を出てショール

ームに行きますと、100円でロボットがソフトク

リームをつくってくれました。今やそういうふ

うに、ロボット技術はかなり汎用的な技術と

なってきた感がございます。今後、ロボット技

術は、製造工場のみならず、農林漁業や福祉分

野あるいは災害現場などに、無人化・省力化を

目的に大いにその応用が期待される技術であり

ます。例えば、田植えだって理論的には無人化

でできるわけですね。過去、工業技術センター

では、ロボット・メカトロニクス分野を重点分

野として研究してこられた時期がありました

が、近年、力が入っていないというふうに聞き

ました。折よく宮崎大学にロボット関連学科が

創設されることになりました。改めて、宮崎大

学と連携して、積極的にロボット技術の研究、
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技術移転・導入に取り組むべきと思いますが、

商工観光労働部長の御見解をお聞かせくださ

い。汎用的な技術になろうとする技術であれば

こそ、ベーシックな技術として、他県におくれ

をとらないように技術の移転・導入を急ぐべき

と考えます。お願いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 製造業の

生産工程やサービス業の作業工程における一層

の自動化が求められる中、高度な産業機械や福

祉機械などを開発・生産するロボット産業は、

新たな可能性を有するものであると考えており

ます。工業技術センターでは、介護や福祉関係

の機器の研究など、県内企業の機械電子技術向

上のための支援を行っておりますが、議員から

お話がありましたとおり、ロボットに関する研

究は十分でないのが現状でございます。このた

め、環境ロボティックス学科が新設されること

を契機とした宮崎大学との連携のあり方につき

まして、今後、研究してまいりたいと考えてお

ります。

○蓬原正三議員 大いに研究を進めていただき

たいと思います。

あと１件、宮崎発ということで、都城高専の

モンゴル式風力発電機も宮崎発の技術の一つで

はあります。現在、モンゴルに風力発電機製造

工場建設も進行中でありますが、何か宮崎県で

産業に生かせないのか。難しいとは聞いており

ますけれども、商工観光労働部長の御見解をお

聞かせください。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 都城高専

が開発した風力発電機につきましては、モンゴ

ルの風土や電力事情、生活スタイルにマッチし

た、低価格かつ小型で移動させやすいといった

特徴があるようでございますが、我が国におい

て事業化する場合には、安定した風力の確保や

採算性の観点等から、課題が多いと考えており

ます。なお、高専に伺いますと、この風力発電

機に関しまして、宮崎に事業所のある企業とモ

ンゴル企業との合弁会社を設立する準備が進め

られ、お話にありましたように、現地生産に向

けた取り組みが行われているとのことでありま

す。

○蓬原正三議員 次に進みます。今年度、三鷹

光器株式会社の協力を得て、ビームダウン式集

光装置を宮崎大学に設置して、水素製造と太陽

光発電に関する研究開発を進めようとされてお

ります。すぐれた技術を持つ企業と共同研究を

行い、技術の導入を図ることは、とても大切な

ことであり、本県の技術力を高める早道でもご

ざいます。今後さらに拡大・発展して、他の企

業との共同研究も大いに推進すべきと思います

が、商工観光労働部長の御所見をお聞かせくだ

さい。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） すぐれた

技術を有する企業と県内企業、大学、工業技術

センター等が共同研究を行うことは、本県の技

術水準の向上が図られるとともに、新商品、新

製品を開発する上でも大変有効な手段だと考え

ております。本県におきましても、ハンダの製

造に関しトップレベルの技術を持つ民間企業と

工業技術センターとの共同研究により、ＳＰＧ

技術を応用した、より微細なハンダ粒子の新製

品を開発し事業化された例や、お話のありまし

た企業とは別の企業になりますが、集光型の太

陽光発電に関してノウハウを持つ民間企業と宮

崎大学との共同研究により、太陽光発電システ

ムの効率化に取り組んでいる例もあります。今

後とも、すぐれた技術を有する企業との共同研

究を推進し、新産業・新事業の創出に向け、取

り組んでまいりたいと考えております。
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○蓬原正三議員 あと１件、技術の導入・移転

ということですが、私は団塊世代でありますけ

れども、非常に数の多いときであります。団塊

に老後はないなどと冗談を言いながら友達とよ

く飲んでおりますが、その活用ということにつ

いてお話ししたいんですけれども、かつては企

業戦士として働いて、最先端の技術やノウハウ

を持つ人たちの活用という観点からでありま

す。一つの例ですけれども、私の友達の一人

に、ある大企業を退職して、週に１回、韓国に

行く人がおりました。韓国のメーカーに顧問と

して技術の指導に行くのだそうであります。た

だ、技術革新のスピードが速く、歓迎されるの

は２～３年だそうでありますが、まさに日本の

技術の流失であり、もったいない話に聞こえて

仕方ありませんでした。ほかにもこういう例は

いっぱいございます。そこで、本県に必要な技

術を持つ人と、先ほどの企業との共同研究もそ

うですが、例えば工業技術センターも含めて共

同研究を行うなど、何か活用の方策は考えられ

ないのかというふうに考えます。商工観光労働

部長にお願いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 先端技術

を習得された技術者が、退職後に県内企業等で

その技術や経験を生かしていくことは、新技術

開発や技術改善等を行う上で、大きな戦力にな

るものと考えております。本県におきまして

も、退職された技術者が中小企業支援機関のコ

ーディネーター等に就任され、県内中小企業の

指導などに携わっていただいている例がありま

すが、直接企業が受け入れる場合には、受け入

れ企業の存在、技術者と受け入れ企業相互の

マッチング方法など課題もございますので、今

後、他県の状況や受け入れニーズの動向等を調

査し、研究してまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 次に移ります。集落の機能維

持ということについてであります。

昔から、集落で争いがあるとすれば、大きく

は２つ、それは水争いと境界争いでありまし

た。ところが、時代は変わりまして、高齢化に

よって、今やその水を引き込む水路そのものの

保全が危ぶまれる時代になりました。明治から

大正のころ、一大事業によって、５～６キロも

の上流から川のがけ沿いにつくられた水路が各

地に存在しております。境界についても、耕す

面積が狭まっていいなどと、最近はそういう自

虐的な冗談まで、お互いの耕作をめぐってかつ

ては争い、今はかえって狭くなったほうがいい

などという、そういう話が、冗談まで聞かれる

ほどであります。水が引けなくなることによっ

て、耕作放棄地のさらなる増加が懸念されま

す。このような状況に対して、どのような対策

が考えられるのか。大切なことです。源の話で

すから。農政水産部長の御見解をお聞かせくだ

さい。

○農政水産部長（岡村 巖君） 御指摘のとお

り、高齢化や担い手の減少等により、農家のみ

では用水路等の保全管理を行うことが困難な集

落がふえているものと認識しております。この

ため、県といたしましては、平成19年度から、

農地・水・環境保全向上対策により、自治会や

消防団などの非農家も含めた地域住民による水

路の泥上げや農道の草刈りなどの共同活動を支

援しており、地元からも高い評価をいただいて

いるところでございます。なお、本対策では、

住民による共同活動が基本でありますが、危険

が伴う急傾斜地の水路の管理などについては、

地元の建設業者等に外注している事例もあるな

ど、地域の状況に応じて柔軟に対応していると

ころでございます。さらに、高齢化が著しい中
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山間地域においては、中山間地域等直接支払制

度による農地・農業用施設の保全管理等が取り

組まれております。今後とも、これらの制度を

有効に活用し、用水路等の適正な保全管理を進

めるとともに、集落営農組織等の担い手育成や

確保対策に努め、耕作放棄地の発生防止を図っ

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。

○蓬原正三議員 あと１件ございます。中山間

地域のみならず、農村集落というのは、高齢化

によって集落機能の低下が懸念されておりま

す。これは全国的な傾向だろうというふうに

思っています。過去、農地法の制約によって、

農家の子供が家を建てたくても自分の土地に家

を建てられず、やむなく都市部に家を建設した

例は数多く見られます。もう今がタイムリミッ

トだというふうに思っています。将来、それが

兼業だったにせよ、田んぼを耕すその担い手と

なる若者の住宅を建てていかないと、ますます

今申し上げたような集落の機能というのはなく

なってしまいます。集落機能の維持という観点

から、若者の住宅を農地に建設できる、何かそ

ういう緩和はできないのか、農政水産部長の御

見解をお聞かせください。

○農政水産部長（岡村 巖君） お話にござい

ましたように、集落活性化の観点から、集落に

おける担い手確保を図ることは、大変重要な課

題であると認識しております。住宅建設を目的

とする農地利用につきましては、「農業振興地

域の整備に関する法律」に基づく農用地区域内

においては、区域からの除外手続、また農地法

に基づく転用については、許可や届け出が必要

となっております。これらの法律においては、

優良農地の確保と土地の適正利用との調整を図

る観点から、農地の活用が制限されております

が、集落に接続しているなど、地域の農業振興

を図る上で支障がなく、一定の要件を満たせ

ば、農地を転用し、住宅を建設することが可能

となる場合もございます。県といたしまして

は、今後とも、市町村や農業委員会等と十分連

携し、各事案等には適切に丁寧に対応してまい

りたいと考えております。

○蓬原正三議員 一般質問ですから、基本的な

ことしかお尋ねしませんが、また細かいところ

は、農振地域の除外の話とか見直しのこととか

実際いろいろありますが、今、方針だけ伺いま

したので、いろんなところで議論をしていきた

いというふうに思っています。

話は変わりまして、若者が定住できる環境づ

くりについて。

アクションプランの２、脱少子化・若者活躍

プログラムの重点項目に「若者が定住できる環

境づくり」が掲げてあります。今のように、若

者に仕事がなく、夢や希望、志が持てない社会

というのは異常だと思います。将来の発展も望

めません。重点的に取り組むべき施策だという

ふうに考えます。そこで、７点ほどお尋ねする

つもりでしたが、時間も迫っておりますので、

１番と２番と３番をまとめて、はしょってまい

ります。商工観光労働部長にお願いします。ま

とめるのは３つ、平成22年度の新卒者の就職状

況、２番目が新規学卒者及びＵ・Ｊ・Ｉターン

希望者等の若年者に対する就職支援等、３番目

がふるさと人材バンク及び県内外就職説明会の

平成22年度における実績についてであります。

よろしくお願いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） まず、新

卒者の就職状況についてであります。宮崎労働

局によりますと、本年３月の新規学校卒業者の

就職決定率は、大学は91.3％と、前年の87.1％
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を4.2ポイント上回っており、県内就職者の割合

は41.4％と、前年の37.1％を4.3ポイント上回っ

ております。また、高等学校のほうでございま

すが、就職決定率は97.1％と、前年の94.4％

を2.7ポイント上回っており、県内就職者の割合

は58.8％と、前年の59％とほぼ同程度となった

ところであります。

次に、若年者に対する就職支援についてでご

ざいますが、新規学卒者の求人枠の確保・拡大

について、教育委員会及び宮崎労働局と共同

で、経済団体に対する要請を行いますととも

に、事業主へは、新聞広告やポスター、チラシ

等により、求人のお願いをしたところでありま

す。また、ふるさと宮崎人材バンクを活用した

県外からの就職希望者と人材を求める県内企業

とのマッチングや、県内外での就職説明会の開

催を通じた県内企業との出会いの場の提供に取

り組んでいるところであります。

最後に、ふるさと宮崎人材バンク等の実績に

ついてであります。まず、人材バンクにつきま

しては、平成22年度の登録者は1,499人で、就職

決定者は41人となっております。また、就職説

明会につきましては、県内６会場、県外３会場

で開催しており、合わせまして、参加企業277

社、参加者1,775人、就職決定者81人となってお

ります。若年者等の県内就職の促進を図ること

は、本県産業の発展を図る上で大変重要であり

ますので、今後とも、宮崎労働局等と連携しな

がら、就職支援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。

○蓬原正三議員 大学生の６割、高校生の４割

が県外ということです。若いときによそに出て

ということもあるでしょうけれども、しかし実

際、その後のＵターン等がどうかとなります

と、なかなか今の人材バンクの状況を見ると厳

しい、なかなか帰ってこられないということの

ようですから、若者の定住できる環境づくりと

いう意味では、やはり宮崎県の場合は大変厳し

いと。宮崎県の将来を考える上で、若者が元気

を持って活躍できる、そういう社会づくりが必

要だと思いますので、知事、このことについて

は、全面的に力を入れてやっていただきたいと

いうふうに要望しておきたいと思いますが、要

は、その帰りにくいということは、受け皿がな

いということだろうというふうに思います。若

者が定住できる環境づくりを図る上で、景気対

策と産業振興における基本政策としてはどのよ

うなものがあるのか、これは知事に聞いたほう

がよさそうですが、知事、お聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 若者の定住を促進する

ためには、雇用の場の確保というものが大変重

要であります。そのための産業振興につきまし

て、アクションプランの中におきましても、さ

まざまな施策というものを盛り込んでいるとこ

ろでございます。まず、戦略的な企業立地や中

小企業の競争力の強化、産業人材の育成に取り

組みますとともに、農林水産業を核とした総合

的な食料供給産業の展開を図るほか、アジア市

場に目を向けた輸出の促進や、海外・県外から

の観光誘客対策にも取り組んでいくこととして

おります。さらに、先般、停滞しております県

内経済活動の回復などを柱とする「みやざき元

気プロジェクト」を取りまとめたところであり

まして、若年者の就職支援など、雇用の維持・

回復にも努めていくこととしております。

○蓬原正三議員 実は私もＵターンでありま

す。見渡したところ、この中にも何人かＵター

ンの方がいらっしゃるようでありますが、すね

かじり時代にこっちで育って、よその大企業に

行って、帰ってきたときにこっちの現実を知っ
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て、そのときに感じたＵターンショックみたい

なものがありまして、その都会と地方の格差の

大きさみたいなものを痛感したことがございま

す。ですから、そういう受け皿づくりというの

は非常に必要なことだと思いますので、力を入

れていただきたいと思います。

１件だけお尋ねします。ちょっと話が変わり

ますが、景気対策という意味で聞きますけれど

も、県内の預貯金残高はどれぐらいあるもので

しょうか、県民政策部長、お願いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県内にある銀

行や農業協同組合などの金融機関全体の預貯金

残高でございますが、日本銀行及びゆうちょ銀

行のデータによりますと、本年３月末現在で約

４兆8,774億円となっております。

○蓬原正三議員 約５兆円貯金があると。普

通、金融資産というときには、株とか証券とか

保険も入れるそうですが、現金だけで約５兆円

あるということです。１人頭に換算すると大

体431万円、赤ちゃんも含めて、大変みんなお金

持ちでいらっしゃるんだなというふうに感じま

すけれども、県内ＧＤＰは３兆7,000億円ですか

ら、国が550兆、それで1,400兆と言われます。

単純な計算ですが、これでいくと、県内に10兆

円ぐらいの金融資産があるのかなというふうに

思いながら質問をするわけですが、全国で1,400

兆円ある中の1,000兆円は、報道によりますと、

高齢化による人口構造が、上は高齢者が多いと

いうこともあると思いますが、1,000兆円は高齢

者の方々の保有だというふうに聞きました。先

ほど言いましたように、県内の預貯金が約５兆

円ということは、10兆円ぐらいの金融資産があ

るのかなと思いますけれども、将来の年金制度

が不安だから、お金を使わない、使えないとい

う心理が作用しているのも事実でしょうが、今

の高齢者の方々は大変元気です。さらに、もっ

と大いに社会に参加していただいて、消費活動

を活性化できないものかというふうに考えます

が、県民政策部長の御見解をお聞かせくださ

い。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 今、議員から

お話がありましたように、近年、健康で時間的

・経済的なゆとりのある高齢者がふえておりま

す。地域の経済振興に高齢者の需要を取り込ん

でいくことは、大変重要な視点であると考えて

おります。県では、県民の皆さんの県産品の消

費拡大など、できるだけ県内にお金が落ちるよ

うにする地域経済循環システムの構築に取り組

んでいるわけでございますけれども、高齢者に

おいては、例えば地元産の農水産物の消費、あ

るいは近場であります県内の行楽地での観光消

費―これにつきましては100万泊県民運動にも

つながっていきますが―などの面におきまし

て、大いに消費拡大が期待できますので、市町

村とも連携しまして、高齢者を含め県民の皆さ

んに、この取り組みの趣旨をしっかりとＰＲし

まして、具体的な消費行動につながるよう努め

てまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 県民政策部長には、その方面

の誘引策について、ぜひ知恵を絞って、いい政

策をまた新たに出していただくとありがたいと

いうふうに思います。

最後に、少し小さくなりますが、地域の経済

活性化策の一つだというふうに思っております

が、都城焼き肉三昧炭火定食というのが開発さ

れ、売り出されました。この状況についてお聞

かせいただきたいと思います。ほかにもいろい

ろあるようでございますが、そのことについて

は、この後、外山議員が詳しく行うことになっ

ておりますので、私はこの都城焼き肉三昧炭火
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定食についてお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 都城焼き

肉三昧炭火定食は、鶏肉、豚肉、牛肉の産出額

日本一を誇る「肉の都・都城」の新たな御当地

グルメとして、飲食店の方々や商工団体など、

関係者が協議会を立ち上げ、開発されたもので

あり、県としても支援を行っているところであ

ります。現在、市内８つの店舗、飲食店におい

て提供されておりますが、６月30日のデビュー

からきのうまでの２カ月余りで販売実績は

約4,000食と伺っており、今後、都城を代表する

御当地グルメとして定着していくことを期待し

ているところでございます。

○蓬原正三議員 今の焼き肉三昧については、

霧島工業クラブも大いにかかわっておりまし

た。もっとＰＲして、もっと売れ行きがよくな

るように、ひとつ側面から応援していただきた

いものだと思います。

最後になります。学校耐震化について２点ほ

どお尋ねいたします。

学校耐震化については、先日も質問がござい

ましたが、喫緊の重要な課題でございますの

で、改めて教育長にお尋ねいたしたいと思いま

す。公立学校の耐震化の状況と、耐震化100％に

向けてどのように推進していくのかお聞かせく

ださい。

○教育長（渡辺義人君） 学校施設は、教育活

動の場であるとともに、地震等の災害発生時に

は、地域住民の避難場所としての役割も担って

おりますことから、その安全性の確保は極めて

重要でありまして、耐震化を早急に図ることは

喫緊の課題であると考えております。公立学校

施設の耐震化につきましては、平成27年度末の

完了を目標に進めておりますが、平成23年４月

１日現在の耐震化率は、県立学校で91.6％、市

町村立小中学校で82.3％となっております。県

立学校の耐震化につきましては、必要となる事

業費の確保に努め、可能な限り早い時期に完了

するよう努めてまいりたいと考えております。

また、市町村立小中学校につきましても、国の

補助制度の周知や補強方法に関する情報提供に

努めるなど、耐震化が早期に完了するよう働き

かけてまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 最後に１点であります。実は

ここをお尋ねしたかったのであります。非構造

部材の耐震化についてであります。非構造部材

とは、天井材や照明器具、設備機器、窓ガラス

などを指しておりまして、耐震化された建物自

体は被害が小さくても、非構造部材の落下や損

壊によって、人的被害のおそれがあると言われ

ております。実際、東日本大震災でも、体育館

に避難した生徒が、天井材の落下によってけが

を負っております。全国の耐震化実施率は45.4

％と聞いております。本県の状況と今後の取り

組みについてお聞かせください。教育長、お願

いします。

○教育長（渡辺義人君） 今回の震災におきま

しては、多くの学校施設で非構造部材の被害が

発生いたしまして、県教育委員会といたしまし

ても、公立学校の非構造部材の耐震化の重要性

を再認識したところであります。県立学校につ

きましては、専門技術者による定期点検や教職

員による日常の点検によりまして、補強や改修

の必要箇所の把握に努め、そのような箇所が判

明した場合には、速やかに対応しているところ

でありまして、今後とも、安全性の確保に努め

てまいりたいと考えております。それから、市

町村立小中学校につきましても、市町村におい

て点検等が実施されているところでありまし

て、今後とも、なお一層の耐震化が促進される
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よう働きかけてまいりたいと考えております。

なお、点検率といいましょうか、実施率といい

ましょうか、これは県立学校については100％と

とらえておりますが、市町村立につきまして

は、まだ課題があるというふうに受けとめてお

ります。以上です。

○蓬原正三議員 ちょうど３時になりましたの

で、終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○十屋幸平副議長 ここで休憩いたします。

午後３時０分休憩

午後３時10分開議

○十屋幸平副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、外山衛議員。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 何か世の中

に閉塞感が漂い、社会がせつな主義的な様相に

陥っているような感じがいたします。東日本大

震災、政治への不信、経済の低迷といったこと

も要因の一つかもしれませんが、私は、国のあ

りよう、国家観の欠落、国民一人一人の意識の

持ちように起因しているのだと考えます。野田

総理も同じようなニュアンスで語られたように

感じております。野田総理といえば、ドジョウ

が金魚のまねをしてもしようがない、ドジョウ

のように泥臭く国民のために汗をかきたいと力

を込めたドジョウ演説を思い出します。ドジョ

ウはウナギに劣らない滋養豊富さで、しかも安

価であったため、江戸時代には庶民に好まれて

いましたが、今やその数も減少し、高ねの花と

なりつつあります。時の流れとともに、価値観

は変化をいたします。ドジョウとして泥に潜っ

てしまうことなく、しっかりと庶民の食卓を潤

してほしいと願うものであります。今こそ真剣

に取り組み、議論をし、将来を語らなければ、

私どもの子供、そして孫たちが生きていく日本

が、民族的にも経済的にも壊れてしまいかねな

い状況にさらされていると思わざるを得ませ

ん。あすのことはわかり得ないのであります

が、国難とも言える状況を見据えながら、充実

した日々を過ごさねばと思いを強くしていると

ころであります。

それでは、質問に移ります。

壇上から１点、知事はリーダーの条件という

ものをどのように考えておられるかをお伺いい

たしまして、以下の質問は自席から行います。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

リーダーの条件についてであります。私は県

政運営を担う者といたしまして、この宮崎の発

展のためにみずから先頭に立ち、また部下であ

る職員との意思疎通を図りながら、将来を見据

えた明確なビジョンと戦略を持つとともに、緊

急時の危機管理も念頭に置きつつ、県政運営に

取り組んでいるところでありまして、大変厳し

い状況下において、それこそがリーダーに求め

られているものではないかと認識をしていると

ころであります。さらに、そういう認識のもと

に、県民の皆様はもちろんのこと、県議会や市

町村、関係団体の皆様との対話を心がけて、県

民本位の県政運営に努めているところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

○外山 衛議員 リーダーの条件は、信頼をし

て任せる勇気といいますか、また責任がとれる

ことが重要と考えます。また、泥をかぶる覚悟

なども求められると思います。押川議員も言っ

ておられましたけれども、知事の情報発信につ

いて、記者会見等、そつがない受け答えで問題
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はございません。ただ、ややインパクトに欠け

るような気がします。時に味わい深い広島弁な

どを駆使されてはと思いますが、これは聞きお

いてください。

１点伺います。にわかに、たばこを700円にな

どという話がマスコミをにぎわわせておりまし

た。大震災からの復興もままならず、また台風

による災害も発生しているときに、何とものう

てんきな印象を受けましたが、知事はどのよう

に感じられたかをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） その前に、私の言葉に

対するインパクトということがございました

が、やはり政治家たる者、言葉の大切さという

のは大変痛感するところでございます。言葉と

いうものは人を勇気づけ、元気づける一方で、

簡単に傷つけ、また元気をなくす、そういうこ

ともあるわけであります。そういう言葉の大切

さというものを痛感しながら、自分としては政

治家としてインパクトのある発信をしてまいり

たいというふうに考えておりますし、方針を打

ち出す際には、しっかりとしたその理由を国民

に対して説明するべきであるものと考えており

ます。

〔「たばこは」と呼ぶ者あり〕

○外山 衛議員 結構です。

今こそ、人間同士のきずなを大事にする社会

が求められていると考えます。家庭や地域、学

校や職場等においてお互いに助け合いながら生

きていく、そんな風土をつくっていくべきと考

えますが、知事はみずからの政治理念の中で、

きずなを大切にする宮崎をつくりたいと言われ

ていますが、就任から半年以上が経過した今、

改めてその所信を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 私たち県民というもの

は、口蹄疫などの難局に立ち向かいますととも

に、東日本大震災への県民を挙げた支援を通し

まして、人と人との結びつきの大切さ、とうと

さというものを改めて認識して、きずなはより

強まったものと考えております。私は、この強

いきずなこそが本県のある意味、強みでもある

と考えております。また、将来に向けて大きな

可能性を生み出すものと考えておりまして、長

期ビジョンやアクションプランの中にも、強い

きずなを生かした施策を展開すると掲げたとこ

ろであります。県民一人一人が地域や将来のこ

とを考え、助け合い、そして力を結集する。ま

さに「みやざき感謝プロジェクト」や「みやざ

き元気プロジェクト」、また「未来みやざき子

育て県民運動」に込めた思いであるわけでござ

います。そのような思いでこのきずなを生かし

て新しい宮崎づくりに取り組めば、必ず希望に

満ちた宮崎の未来が開けるものと考えておりま

す。

○外山 衛議員 続きまして、風通しのよい職

場環境づくりを進めるとのことですが、役所は

元来おかたいところであって、どちらかといえ

ば風が通りにくい環境にあるものと思っており

ますが、そんな中で知事はどんな風を県庁に吹

かせたいとお考えかを伺います。

○知事（河野俊嗣君） 風通しのよい職場環境

をつくるということは、県庁組織というものを

十分に活性化し、フル回転させていくために

は、重要な課題であると考えております。具体

的には、これまで庁内会議でなるべく意見を出

してもらうような進め方をするとか、そういう

活性化に取り組むとか、職員間の意思疎通の強

化などにも取り組むこととしておりますが、私

も庁内のＬＡＮの中で頻繁に職員に対してメッ

セージを送るとか、部局長とのフリートーキン

グ、また出先に出かけたときには出先機関にお
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ける職員とのランチミーティングのようなもの

など、いろんな機会を通して職員との意見交換

に努めているところでございます。

私も宮崎県に来て６年半になるところであり

ますが、県職員の多くは非常にまじめで優秀だ

というふうに考えているところでございます

が、一方で、失敗を恐れず課題に積極的にチャ

レンジしていこう、えいやというような気迫と

いうものが若干弱いのではないかという思いが

いたしておるところでございます。私も同じ役

所出身ということではございますが、総務省な

り他の都道府県、また市町村、市での勤務経験

というものがございますので、そういう外から

本県を見る視点というものも生かしながら、

違った視点での新しい風を吹かせていきたい、

また職員からのいろんな提案というのを受けと

める幅、度量というものを持ち合わせたいとい

うふうに考えておるところでございます。職員

の政策提案でありますとか事務改善などを取り

組む「かえるのたまご」という制度もございま

すが、そういったようなところで出てくる職員

の意欲なり新しい施策の芽というものをしっか

り育ててまいりたい、そのように考えておりま

す。

○外山 衛議員 もう一点伺います。部長以

下、幹部に対しまして、ある一定の権限といい

ますか、裁量の枠といいますか、その拡大など

の手法も取り入れられてはと思いますが、知事

の所見を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 本県におきましては、

事務委任規則ですとか事務決裁規程によりまし

て、部局長や出先機関の長などに一定の決裁権

というものをおろしている、既に取り組んでい

るところであります。御指摘のように、職員に

権限や裁量の枠を拡大するということは、自主

性の向上でありますとか、能率的な仕事をやる

上で大変重要なポイントであるというふうに考

えておりますので、先ほどの答弁でもありまし

たようなきずな、県職員とのきずなというもの

を生かしながら、任せるべきところは任せなが

ら、円滑な県政運営に努めてまいりたいと考え

ております。

○外山 衛議員 ありがとうございます。

次に、県民政策部長に伺います。宮崎県総合

計画についてでありますが、それぞれの項目の

中で県民の主な役割が記載をされています。し

かし、まだまだ理解している県民は少ないのが

実情ではないでしょうか。今後、どう周知と理

解を図り、実効性を高めていくのかを県民政策

部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 新たな総合計

画「アクションプラン」に掲げました目標を達

成し、目指すべき県の姿を実現するためには、

行政だけでなく、県民の皆様を初め、民間との

連携・協働を進めていくことが不可欠でござい

ます。このため、今回のアクションプランで

は、県がこれから実施する取り組み内容だけで

なく、県民の皆様に期待する取り組みの例示と

いたしまして、県民の主な役割を盛り込んだと

ころでございます。したがいまして、県民の皆

様にこの趣旨を理解していただきまして、実践

していただくことが何よりも重要でございます

ので、これまでも、ホームページあるいはテレ

ビの県政番組等を通じまして啓発に努めており

ますけれども、今後も、広報紙を初め、新聞、

ラジオ、テレビなどを効果的に活用しますとと

もに、県内各地での出前講座、あるいは大学で

の講義等、さまざまな場面で意見交換しなが

ら、周知と理解促進に努めてまいりたいと考え

ております。
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○外山 衛議員 また、今回初めて議会でもっ

て議決をした総合計画でありますから、推進に

当たりましては、議会や議員としての取り組み

も必要と考えます。そこで、議会に求めたいこ

とがあれば聞かせていただきたいと思います。

県民政策部長のお気持ちで結構ですから、お伺

いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 貴重な御意

見、ありがとうございます。御協力をよろしく

お願いしたいと思います。先ほど申し上げまし

たように、アクションプランにつきましては、

県民の皆様への周知と理解促進が当面の課題と

認識しているわけです。議員の皆様におかれま

しても、地元で県政報告会等があろうかと思い

ます。そのあたりを通じまして、地元の皆様と

いろいろ意見交換をされる機会もあろうかと思

いますので、その際に、アクションプランの内

容、あるいはそこに掲げております県民の主な

役割などにつきまして周知していただくなど、

県民の皆様の御理解の一助となるようお手伝い

いただければと考えております。また、企業誘

致あるいはコンベンションの誘致、あるいは医

師等の人材確保の面におきましても、議員の皆

様の幅広い人脈等を生かした情報提供などをぜ

ひお願いしたいと考えております。

なお、今議会では、「いきいき集落」の偏在

の御質問もありました。日南市でこの事業のＰ

Ｒをぜひともお願いしたいと思いますし、さら

にまた100万泊県民運動を進めていかなければな

りませんが、例えば日南市の地元の方が県北の

中山間地域である諸塚村に行っていただく、そ

ういう取り組みをしていただきますと、逆にま

た諸塚村から日南市にカツオ炙り重を食べに来

ていただく、そういう取り組みも出てくるので

はないかと思っています。ぜひとも御協力をよ

ろしくお願いします。

いずれにしましても、本計画は毎年、評価・

検証を行っておりますので、地元の皆様から寄

せられたさまざまな御意見、御提案について御

教示いただきまして、議員の皆様と一緒に、よ

りよい県政の構築に取り組んでまいりたいと考

えております。以上でございます。

○外山 衛議員 努力いたします。

次に、商工観光労働部長に伺います。１点目

ですが、「魅力ある観光地づくり総合支援事

業」、この事業についてどのような取り組みで

あるかをお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） この事業

は、本県への観光客増を図るため、今ございま

す観光資源の磨き上げや新たな観光資源の開発

に取り組み、地域外からの誘客を目指す市町村

等を支援するものであります。具体的には、観

光地づくりのための計画策定や、ソフト・ハー

ド事業の展開、観光ガイドの養成などの観光客

受け入れ体制の強化などといった取り組みに対

し補助を行いますとともに、観光地づくりに取

り組む地域への専門家派遣を行っております。

本年度は、串間市都井岬の小松ヶ丘展望広場の

整備や日之影町の森林セラピーロード整備な

ど、５つの市町の取り組みに対し補助を行いま

すとともに、体験・滞在型観光「ゆっ旅宮崎」

を推進する取り組み等に対しましても、支援を

行っているところであります。

○外山 衛議員 続きまして、観光客の誘客対

策についてであります。知事も東アジア市場に

関心を寄せておられる旨のコメントを新聞紙上

で目にいたしました。そこで、県として、国外

向けの取り組みに対しどのような方向性を示さ

れているのかを、商工観光労働部長に伺いま

す。
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○商工観光労働部長（米原隆夫君） 海外向け

の観光誘客対策につきましては、韓国、台湾、

中国、香港の東アジア市場を中心に、本県の知

名度向上対策や旅行会社や航空会社が行う旅行

商品の企画、造成への支援などに取り組んでお

ります。特に、定期便が就航し、本県への観光

客が多い韓国、台湾については、知事、副知事

のトップセールスを含む、切れ目のない現地で

のプロモーション活動を展開しております。ま

た、中国についても、個人観光客へのビザ発給

要件が大幅に緩和され、訪日観光客の増加が見

込まれますことから、８月には副知事を団長と

する訪問団が北京を訪れ、中国政府や北京市、

旅行関係者等に観光リゾート地としての高いポ

テンシャルを売り込んだところでございます。

今後とも、東アジア市場における本県の知名度

向上に努め、現地の旅行会社や航空会社との連

携強化を図ることで、新たな観光需要を掘り起

こし、海外からの観光客増加につなげていきた

いと考えております。

○外山 衛議員 県職員の皆さんが現地へ行っ

て─海外ですね─肌で感じてくることも大

事であります。見て触れることによって感性が

養われ、何かを見出して、新たな展開、斬新な

アイデアが生まれることもあるのではと思いま

すが、商工観光労働部長の見解をお伺いいたし

ます。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 海外に出

かけ、その国の文化や習慣、国民性等に触れる

経験を持つことは、議員のお話にありましたと

おり、見聞を広め、また見識を深めることにつ

ながり、新たな発想や斬新なアイデアを持つ職

員として大きく成長するものと考えておりま

す。これまでも、韓国、台湾、香港、中国など

東アジア地域を中心に、観光プロモーション活

動や物産展等へ職員を派遣してきたところであ

り、その後、政策立案やＰＲ、販売促進活動等

において大いに力を発揮してもらっているとこ

ろでございます。今後とも、海外、特に成長著

しい東アジア地域の業務出張においては、可能

な限り若手職員に経験を積ませるなど、十分に

意を払ってまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 できるだけ機会あるごとに派

遣をお願いしたいと思います。我々議員もやっ

ぱりたまに行かんといかんですね。

観光に限らない県産品の販路拡大の施策で

もって「みやざき県産品東アジア販路拡大戦

略」なるものが展開されていますが、同じく内

容について商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 平成20年

度に策定をいたしました「みやざき県産品東ア

ジア販路拡大戦略」では、成長著しい東アジア

での販路拡大を図るため、香港、シンガポー

ル、中国など、重点的に取り組むべき輸出相手

国と輸出品目を定めるとともに、県産品の定番

・定着化、県内企業の輸出力強化と輸出環境の

整備、そして輸出拡大の支援という３つの柱を

掲げまして、官民一体の取り組みを行っている

ところであります。具体的には、現地での物産

フェアの開催や海外見本市への参加、海外から

のバイヤー招聘、上海市でのチャレンジショッ

プの開設などに取り組むとともに、輸出コー

ディネーターや輸出促進相談員の配置などによ

り、県内企業に対する支援を行っております。

これらの取り組みによりまして、台湾や香港に

おいて、カンショ、牛肉、漬物、焼酎などの定

番・定着化が図られますとともに、輸出に取り

組む県内企業が、平成20年度の52社から平成22

年度には63社に増加するなど、着実に成果が出

てきているところであります。円高の進行など
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厳しい情勢もございますが、引き続き、東アジ

アにおける定番・定着化や輸出環境の整備に戦

略的に取り組み、県産品の一層の輸出促進に努

めてまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 全国的な自粛ムードによりま

して、さらに経済が冷え込むことが懸念をされ

ます。そこで、消費マインドを刺激する施策が

必要と思われます。経済活性化のために、飲食

や旅行など、県民に小さなぜいたくを推奨して

はと考えますが、商工観光労働部長に伺いま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 地域の経

済を活性化する方策の一つとしまして、県内の

観光・消費需要を喚起し、その拡大を図ること

も重要なことであります。このため、県といた

しましては、これまでも、各地域におけるプレ

ミアム商品券の発行やイベントの開催に対する

支援等の対策を実施してきたところであります

が、100万泊県民運動といった新たな視点も取り

入れながら、議員御提案のように、県民の皆様

に財布のひもを少し緩めていただき、小さなぜ

いたくをしていただけるよう取り組んでいきた

いと考えております。

○外山 衛議員 部長、済みません。ちょっと

質問が前後しましたので、１点戻りますね。海

外に目を向けつつ、国内観光の拡大も重要課題

であります。県の施策で「宮崎を知ろう！100万

泊県民運動」というのがありますが、現在どの

ように動いているか、具体的な取り組みと今後

の展開方策を商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 100万泊県

民運動につきましては、県民の方々に、知りた

い、行きたい、泊まりたい、そしてまた行きた

いというようなことを思っていただくことが、

まずは必要だと思っております。このため、市

町村や観光協会等と連携し、観光情報サイトや

各種広報媒体を通じて、観光地やイベント開催

等のしゅんの情報を県民の方々に幅広く発信し

ているところであります。また、受け皿となり

ます観光地の魅力向上も重要でありますことか

ら、観光資源の磨き上げや、新たな観光資源の

開発、体験・滞在型観光の充実などに取り組む

市町村等に対し、先ほどお話し申し上げました

「魅力ある観光地づくり総合支援事業」等によ

り支援を行っているところであります。商工観

光労働部といたしましては、100万泊県民運動

は、県内観光の活性化にとどまらず、中長期的

には国内外からの観光誘客につなげていくべき

ものととらえておりまして、このような観点に

立って、これまでの取り組みをさらに充実しま

すとともに、市町村や観光協会等と連携しなが

ら、新たな取り組みについても検討してまいり

たいと考えております。

○外山 衛議員 商工観光労働部長にもう一点

伺います。食を楽しむ仕掛けは重要でありま

す。日南におきましてはカツオ炙り重、延岡で

はチキン南蛮、都城におきましては、先ほど

原議員が紹介されました焼き肉三昧―肉が３

枚じゃないですね。三昧ですね。それぞれ評価

されつつあるようでありますが、宮崎の庶民的

なグルメとして大いにＰＲをしていただきたい

と思います。ついては、どう対応されるのか、

また新たな展開についての取り組みを商工観光

労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 詳細にお

答え申し上げたいと思います。本県ならではの

食は有効な観光資源であり、県内外からの誘客

につながるものと考えております。そのため、

今お話がありましたような「日南一本釣りカツ

オ炙り重」や「都城焼き肉三昧炭火定食」を初

平成23年９月12日(月)



- 262 -

め、地元ならではの食の情報につきまして、本

県の情報誌「Jaja」や「旬ナビ」、旅行会社向

けの商談会など、さまざまな機会をとらえて情

報提供に努めているところであります。また、

「東児湯鍋合戦」や、先月開催されました「み

やざきグルメとランタンナイト」など、食をテ

ーマにしたイベント開催への支援も行っており

ます。さらに、このようなイベントを旅行商品

に組み込んでいただくよう、セールス活動も展

開しているところであります。今後とも、地域

と連携しながら、メディア活用などによる情報

発信を行うとともに、地域の素材を生かした新

たなメニューの共同開発や食のルートづくりな

ど、食を生かした観光振興の取り組みを支援し

てまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 ありがとうございます。

続きまして、農政水産部長に伺います。中野

明議員の代表質問との重複となりますが、農

林水産業の６次産業化を進めているとのことで

ありますが、具体的な取り組み、現時点での成

果や課題等、お伺いしたいと思います。また、

目指すところは、「儲かる農業の実現」という

理解でよろしいか、あわせて農政水産部長に伺

います。

○農政水産部長（岡村 巖君） ６次産業化

は、農林漁業者みずからが、生産を起点として

加工や販売の分野にも事業展開しまして、新た

な付加価値を経営に取り込むことにより、農林

漁業者の所得向上を図ろうとするものでござい

ます。県におきましては、地域ごとに推進体制

を整備し、６次産業化に取り組む農業者等の掘

り起こしを行いますとともに、県農業振興公社

に加工や販売分野の専門家を配置し、具体的な

支援を行っているところでございます。これら

の取り組みの結果、国の６次産業化計画の第１

回認定におきまして、養豚経営の法人が新たに

自社でハンバーガーやハムなどの加工及び移動

販売を行う取り組みなど、本県から７件が認定

されたところであります。今後は、これらの計

画実現に向けた事業者へのフォローアップを行

いますとともに、意欲的な事業者の育成や企業

等との連携につながるマッチングの機会の確保

に努めることにより、「儲かる農業の実現」に

つながる６次産業化の成功事例をさらに積み上

げてまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 次に、水産業振興について伺

います。近年の漁業経営は、燃油や資材の高騰

による漁業経費の増加や景気後退後の魚価低

迷、水産資源の減少など、厳しい状況が続いて

おります。本県の漁業が将来にわたって継続し

ていくためには、長期計画にも示されているよ

うに、早急な資源の回復とともに、漁業所得の

向上を図ることが必要と考えますが、県はこの

ような課題にどのように取り組まれるかを農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県におきまし

ては、ことし６月に策定しました「宮崎県水産

業・漁村振興長期計画」に基づき、「儲かる水

産業の実現」を目指して、水産資源の回復と漁

業所得の向上を進めていくこととしておりま

す。水産資源の回復につきましては、資源の状

況に応じた漁業管理が重要でありますことか

ら、今年度、漁業・資源管理室を設置し、漁業

と資源の一体的な管理を進めているところでご

ざいます。また、資源評価に基づく適切な資源

管理を継続して行うことを基本とし、種苗の放

流や育成の場づくりなどにも積極的に取り組み

ながら、着実な回復に努めてまいりたいと考え

ております。漁業所得の向上につきましては、

県及び関係団体で構成する「儲かる水産業実現

平成23年９月12日(月)



- 263 -

プロジェクト」を設置し、農商工連携や６次産

業化など、収益性の高い漁業経営体の育成や、

競争力のある生産・流通体制の構築に向けた具

体的な取り組みを今後進めていくこととしてお

ります。以上です。

○外山 衛議員 財政の厳しさと国策に倣う施

策によりまして、公共投資額は減少の一途であ

ります。宮崎における経済基盤に目を向けます

と、建設業界の趨勢は、県勢の発展には必要不

可欠であると考えます。そこで、近年の建設業

界の実情についてどのように分析、認識されて

いるのかを県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 本県では、建

設投資額がピーク時に比べ半減していることに

加え、一般競争入札の拡大に伴う競争性の高ま

りなどによりまして、建設産業を取り巻く経営

環境は大変厳しい状況であると認識をしており

ます。そのような中でも、地域の建設業者の皆

様には、口蹄疫や鳥インフルエンザ発生の際の

埋却処分や消毒作業、それからまた新燃岳噴火

に伴う火山灰処理など、現場の最前線で地域を

守る担い手として使命感を持って対応いただい

ているところであります。このように建設産業

は、社会資本の整備や災害時の緊急対応はもと

より、中山間地域を初めとする地域の経済と雇

用を支える重要な産業であると考えております

ので、県といたしましても、技術と経営にすぐ

れ、地域に貢献していただいておる建設業者の

皆様が伸びていける環境づくりに、一層努めて

まいりたいと考えております。

○外山 衛議員 一昨年でしたか、県の指導と

いいますか、提案という形でもって盛んに説明

会等を開催され、建設業者の他業種、異業種へ

の進出促進に熱心であったように記憶しており

ますが、現状とあわせて成功事例等、示してい

ただきたいと思います。同時に、この取り組み

の今後についても、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） 県では、建設

業に軸足を置きながら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補助

する「建設産業経営基盤強化支援事業」を平

成19年度から実施しておりまして、平成22年度

までに、農業や小売業、サービス業などへの進

出を図る、延べ98の建設業者に支援を行ったと

ころであります。これらの企業の中には、例え

ばパンの製造販売、レストラン事業に進出しま

して、現在３店舗を展開している企業や、ある

いは約5,000羽のみやざき地頭鶏を飼育するとと

もに、鶏ふんの堆肥化の研究も進めている企業

など、積極的に新事業の展開を図っている事例

も見られるところでございます。新分野への進

出に当たりましては、補助金を活用した企業の

方から、販路開拓や、品質の向上、均一化など

が課題との意見を伺っておりますので、新分野

進出後のフォローアップ強化など、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、支援に努めてまいりたいと考えており

ます。

○外山 衛議員 続きまして、教育委員長にお

伺いいたします。今回の東日本大震災を教訓と

して、学校における防災対策や防災教育等の見

直しが行われているようでありますが、子供た

ちの心の健康についても目を向ける必要がある

と思います。学校現場における災害への備えと

して、物的な防災対策だけでなく、児童生徒の

心のケアのあり方について検討するべきと考え

ます。そこで、教育委員長は実際に被災地の様

子を目にされたとも聞いております。また、臨

床心理士としての専門的な経験を踏まえて、災
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害後の教育現場における児童生徒の心のケアに

ついての見解をお伺いいたします。

○教育委員長（近藤好子君） 私は、この８

月、宮城県山元町に参りまして、現地の教育関

係者の方々からお話を伺い、実際に被災地の状

況もつぶさに拝見させていただきました。私自

身が自分の目で見、心で受けとめたことを踏ま

えて、お答えさせていただきます。

人は本来、困難な状況を乗り越えていく力を

持っていますが、強いストレスを受けると、当

然、心や体に大きな変化を生じ、回復がおくれ

ます。そのために、回復を支援する心のケアが

重要になります。心のケアを適切に進めるため

には必要なものがあります。それは「安心」と

「きずな」と「表現」です。安全な環境で、安

心できるつながりを実感し、自分の思いを言葉

や体で安心して表現する場を確保することが重

要となります。

特に、災害後の教育現場における心のケアで

忘れてはならないことがあります。それは、児

童生徒の心のケアに当たる学校関係者もまた被

災しているということです。つまり、学校全体

をケアする視点が必要となります。そのために

は、被災地域外の専門機関や専門家の支援が必

要です。今回の震災後の児童生徒の心のケアに

関しましては、被災県以外の臨床心理士などの

専門家が被災地域と連携し、学校の依頼に沿っ

た支援を続けられています。災害は、将来だれ

もが必ず出会う、避けることができないもので

す。今、必要なことは、心のケアに関しての正

しい知識を持つことです。正しい知識を持って

当たらなければ、さらに回復をおくらせること

にもなりかねません。そして、その知識をもと

に適切に支援依頼ができるよう、専門機関等の

情報を把握しておくことも重要だと考えます。

私が今回、山元町の方々のお話を聞きながら

心に残ったことは、山元町の教育関係者の皆様

が、一つでも少しでも多く宮崎に伝えたいとい

う思いを強く持っておられたことです。山元町

との縁を大切に、これからも多くのことを学

び、本県の防災教育に生かしていきたいと考え

ております。

○外山 衛議員 もう一点伺います。県内の各

学校では、避難訓練等の防災教育に取り組んで

おられますが、東日本大震災におきましては、

まさに学校にとっても先生にとっても、経験を

したことのない対応に迫られていた状況であっ

たと思います。そこで、今後の防災教育ではど

のようなことが求められるか、教育委員長の見

解をお伺いいたします。

○教育委員長（近藤好子君） 防災教育には、

「みずから考え、判断し、行動する力」に加え

て、「あきらめない心」を育てるということが

求められていると考えております。災害には、

学校以外の場でも当然出会います。つまり、子

供たちが一人のときでも自分の命を守ることが

できる防災教育が必要であると考えます。その

ためには、過去の歴史や基本的な知識、より多

くの具体例などを学び、危機の際に想定する力

やイメージする力をはぐくむ防災教育が求めら

れていると考えます。また、それは子供の発達

段階や年齢に合ったものでなければならないと

考えます。

例えば、人が歩けないほどの揺れは震度６強

以上と想定されます。その場合、10分以内に６

メートル以上のところへ避難するようにと言わ

れていますが、果たして子供たちに６メートル

ということが理解できているかということが、

私には大変気になります。６メートルの高さを

学ぶ一例として、道路に設置されています信号
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機が通常5.5メートルほどですから、それよりさ

らに高い建物へ避難するなど、具体的で理解し

やすい知識が必要となります。

新聞の記事ですが、岩手県宮古市の小学校の

校長先生が、「自分や友達の命を守る力は、ふ

だんの遊びや学習の積み上げである」と話され

ております。防災教育に限らず、教育という場

の日々の取り組みが、子供たちのこれからの生

きる力につながっていくと、改めて感じるとこ

ろであり、教育委員会といたしましても、この

ような教育の実践にしっかりと取り組んでいき

たいと考えております。

○外山 衛議員 ありがとうございました。

続いて教育長にお伺いいたします。宮城県山

元町の小中学校に本県の先生方を派遣する事業

が行われました。この支援事業におきまして

は、被災した子供への対応だけでなく、避難場

所としての学校の姿や、復旧の様子を目の当た

りにされ、これらの経験は貴重なものであった

と思います。そこで、夏休み学校サポート活動

の成果と、今後どのように本県教育に生かして

いくのかを教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 山元町における夏休

み学校サポート活動につきましては、宮城県山

元町の小中学校４校へ、県内すべての市町村か

ら推薦されました教員等36名を派遣いたしまし

て、学校教育の面から被災地の復興支援を行っ

たものであります。この活動におきましては、

学習指導、図書室の整備、支援物資の仕分けな

ど、各学校からのさまざまな支援要請に対する

積極的な取り組みにより、子供たちの学習進度

のおくれを初めとする被災地が抱える教育的課

題の解決に尽力し、現地の教育長や校長から感

謝いただいたところであります。また、派遣さ

れた教員等は、被災地の視察や校長から被災体

験を聞く機会を通して、災害発生時における児

童生徒の安全確保や、避難所となった学校にお

ける対応など、学校の防災体制や防災教育のあ

り方について認識を新たにしたところでありま

す。

県教育委員会におきましては、このサポート

活動で得られましたさまざまな成果や教訓を本

県の教育に生かすために、市町村教育長等の参

加のもと、活動報告会をこの９月２日に開催し

たところであります。また、これに加えまし

て、先ほど教育委員長からもお話がありました

けれども、現地の教育関係者は、宮崎で自分た

ちの経験を何らかの形でお使いいただければあ

りがたいというようなことをおっしゃっており

ますので、その御厚意に甘えまして、10月31日

には、山元町の被災した学校の校長を講師に招

いて、教育関係者等を対象といたしました防災

研修会を開催することといたしております。今

後は、派遣された教員が、それぞれの市町村に

おいても、その成果を広く伝えていただくこと

はもとより、防災研修会の開催や防災マニュア

ルの見直しなど、学校における防災教育の中核

的な役割を担っていただけるものと期待いたし

ているところであります。以上です。

○外山 衛議員 体力の向上、精神面の鍛錬な

どの意味合いからの取り組みと理解をします

が、武道の必修化についてであります。24年度

から実施されるようでありますが、現状等を教

育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 武道の授業における

取り扱いでありますが、今回、学習指導要領が

改訂をされまして、すべての生徒が、中学校１

年生から２年生の２年間で、柔道、剣道、相撲

の中から少なくとも１種目を履修することに

なっております。なお、この３つの種目に限ら
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ず、地域や学校の実態に応じまして、なぎなた

など、その他の武道についても、学校長の裁量

で履修させることができることとなっておりま

す。県教育委員会ではこれまで、指導者の資質

向上を図りますために、保健体育科担当教員を

対象に、武道に関する講習会を開催していると

ころでありますが、本年度は、柔道、剣道、相

撲に加えまして、空手道につきましても、実技

講習を実施しますとともに、関係団体の協力を

得ながら、武道の授業に専門家を派遣する取り

組みを行うこととしております。また、一昨年

度から、必修化に備えまして、武道における指

導方法や指導計画作成上の留意点並びに安全指

導の徹底等につきまして、指導を行ってきてい

るところであります。県教育委員会といたしま

しては、市町村教育委員会と連携しながら、今

後とも、各中学校におきまして、武道の必修化

が円滑に進められますとともに、授業の充実が

図られるように支援に努めてまいります。以上

です。

○外山 衛議員 ことしの高校総体において、

男子バスケットやハンドボールが全国優勝を果

たすなど、選手たちの活躍に心から敬意を表し

たいと思います。優秀な成績をおさめたことの

分析を含め、大会の総括を教育長にお願いいた

します。

○教育長（渡辺義人君） 本年度の全国高等学

校総合体育大会は、７月から８月にかけまして

北東北４県で開催され、本県からは28の競技に

出場をいたしました。その結果、34種目の入賞

がありましたが、中でも、男子バスケットボー

ルが３年ぶりの優勝、男子ハンドボール、女子

カヌー総合の初優勝を初め、団体、個人合わせ

まして７種目の優勝を果たすなど、県民に元気

と感動を与えた大会となりました。このこと

は、競技力推進校の指定や、ジュニア期からの

優秀選手の発掘・育成、中学生と高校生による

合同練習の実施など、小・中・高一貫指導体制

による取り組みが着実に実を結んできているの

ではないか、そういうふうな受けとめをいたし

ているところであります。また、昨年度から全

国の強豪校を招聘しまして、本県のトップチー

ムが挑戦する「みやざきチャレンジマッチ事

業」を実施しておりますが、その実施競技であ

りましたバスケットボールとハンドボールで全

国優勝につながったことは、大変感慨深いもの

がございます。

なお、全国高校総体の開会式においてであり

ますが、本県の選手団が、昨年度の口蹄疫等で

の支援に対するお礼の気持ちを込めた、「がん

ばろう東北 がんばろう日本」と書かれた横断

幕を持って元気よく行進し、被災した方々へエ

ールを送る姿にも、私、直接触れまして、深い

感銘を受けたところであります。県教育委員会

といたしましては、今後とも、市町村教育委員

会や関係団体と連携しながら、少年競技力の向

上に積極的に取り組んでまいります。以上で

す。

○外山 衛議員 文化面におきましても、福島

県を中心に開催されました全国高校総合文化祭

で本県の高校生が活躍する姿が報道されていま

した。昨年、口蹄疫終息後に開催した本県か

ら、原発事故で苦悩する福島県へのバトンタッ

チということで、一層意義深いものがあったと

思いますが、ことしの全国高校総合文化祭につ

いても、総括を教育長にお願いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 全国高等学校総合文

化祭福島大会は、震災の影響から、残念ながら

一部開催を見送る部門もございましたが、総合

開会式及び全19部門に全国から約１万2,000人の
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高校生の参加があり、大きな感動とともに終了

いたしました。本県からは、作品出品を含め、

出場権のある部門、総合開会式等に236名が参加

をし、その結果、書道部門で２名が入賞をいた

しました。本県の高校生は、福島大会を支援す

るために、開催前からメッセージボードを届け

るとともに、義援金を送ったり、開催が見送り

となった吹奏楽部門の現地公開収録会に、県の

合同吹奏楽チームとして全国で唯一、参加した

りするなど、昨年、口蹄疫禍にあった宮崎大会

の開催に際し、全国から多くの元気や勇気をい

ただいたことへの感謝の気持ちと、復興を願う

強い気持ちを伝えようと、熱い思いを持って取

り組んでくれました。福島県の高校生からは、

昨年の困難を乗り越えて開催された宮崎大会の

成功、感動が大きな励みになったという声も聞

かれておりました。私も、近藤教育委員長とと

もに総合開会式に参加をいたしましたが、本県

の高校生は、前年度開催県として、しっかりと

バトンを引き継いだだけでなく、笑顔と感動を

届け、復興への力強いエールを送ることができ

たと思います。また、さまざまな困難を乗り越

え、明るい笑顔で大会を成功させた福島県の高

校生の姿から、決してくじけない心や、人と人

とのきずなの大切さを、昨年に引き続き、生徒

たちは改めて実感できたのではないか、そのよ

うな受けとめをいたしております。以上です。

○外山 衛議員 教育長、もう２点お伺いしま

す。学習面でありますが、授業がわからない、

おもしろくないといった声を耳にすることがあ

ります。スーパーティーチャーなど上手な先生

もいらっしゃいますが、教師にやる気や工夫が

足りないために、授業内容が理解できない子供

たちがいるのも事実であります。いわば教育の

不公平とも言えるわけでありまして、学校にこ

のような現実があることをどうとらえ、対処さ

れるのかを教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） わかる授業や生徒の

知的好奇心を高める授業を展開することは、教

師に求められる最も重要な使命の一つでありま

すが、教師の経験年数等によって指導力に差が

生じるという状況もございます。また、教科内

容が専門化、高度化する中で、授業が理解しづ

らいと感じている生徒もいるようであります。

このため、県教育委員会におきましては、教員

の資質・教科指導力向上に向けまして、初任者

研修や10年経過研修、長期研修など、各種研修

の充実を図りますとともに、各教科の指導主事

が授業を見て助言指導を行う学校訪問を実施す

るなど、さまざまな支援を積極的に行っている

ところであります。また、それぞれの教科の中

核を担う教師を養成するための「宮崎授業力リ

ーダー養成塾」事業を推進したり、教科指導力

向上支援教員による授業公開を実施したりして

おります。さらに、高校生活をスタートした生

徒が、初期の段階で苦手教科をつくらないよう

にするための取り組みといたしまして、高校１

学年の教科担任を対象にいたしました基礎学力

定着指導研究会を本年度から開始したところで

あります。また、各学校におきましても、効果

的な指導がなされるよう、校長の指導のもと

で、それぞれの教師がみずからの授業の創意工

夫を重ねたり、さまざまな校内研修等を行い、

授業力向上に努めております。今回策定をいた

しました「第二次宮崎県教育振興基本計画」で

も、教職員の資質向上を重要施策として盛り込

んでおりますので、今後、授業がわかる、おも

しろいという生徒がふえていくように、積極的

な施策の推進に取り組んでまいります。以上で

す。
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○外山 衛議員 続きまして、教師の評価につ

きましては、子供たちの声を尊重すべきと考え

ます。授業がわかる先生、指導者としてふさわ

しい先生など、教師の真の評価は、当事者の子

供たちが一番よくわかっているわけであります

から、それらのことを加味しながら勤務評価的

なことがなされ、給与等の待遇に反映させると

いったことができるとすれば、教師のやる気も

喚起できるのではと考えますが、教育長の見解

をお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会におき

ましては、教職員の資質向上を図ることを目的

といたします教職員評価制度を設けているとこ

ろであります。この評価制度は、教職員の自己

評価をもとに、管理職が教職員と面談の上、評

価を行うものでありまして、面談に当たりまし

ては、授業に対する児童生徒のアンケート結果

も参考にしているところであります。この評価

結果につきましては、授業力向上等の教職員の

能力開発に積極的に活用しますとともに、管理

職や主幹教諭、指導教諭への昇任にも生かすこ

とによりまして、教職員のやる気の向上を図っ

ているところであります。今後とも、教職員評

価制度を活用し、教職員の意欲の喚起を図って

まいりたいと考えております。以上です。

○外山 衛議員 最後に、県警本部長に伺いま

す。犯罪の低年齢化、そして多様化、また専門

的知識を要する事案に対応するためには、頭脳

といいますか、考える力、応用力は必然であり

ますが、体力、気力の充実がその前提となるの

ではと考えます。そこで、警察官の採用に当た

り、そういったことが反映されているものかど

うかを県警本部長に伺います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察官には、凶

悪事件や大規模災害発生時の救助活動を初め、

あらゆる事態に的確に対処する精強な職務執行

力が求められます。そのため、体力にすぐれた

警察官を採用するということが大変重要であり

ます。警察官採用試験におきましては、従来か

ら、敏捷性、持久力、そして柔軟性等、警察官

として必要な体力についての検査を実施してき

たところであります。また、平成21年度からで

ありますけれども、体力検査の点数配分を引き

上げるということで、より体力を重視する観点

での改善を行ってまいりました。その結果、体

力のある受験生がより多く合格するということ

になりまして、知力、体力ともにバランスのと

れた警察官が確保できているというふうに考え

ております。なお、採用後でありますけれど

も、警察学校、それから配置をされました警察

署等におきまして、柔道、剣道、逮捕術等の術

科訓練にも積極的に参加をさせるということ

で、気力、体力の充実に努めさせているところ

であります。

○外山 衛議員 今回、項目が多かったために

少しはしょりました。自分の時間は残ったんで

すが、トータルの時間が参りましたので、質問

を終わります。どうもお疲れさまでした。（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４時５分散会
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