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◎ 一般質問

○十屋幸平副議長 ただいまの出席議員37名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、坂

口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。質問に入ります前に、さきの台風で

犠牲となられました方々の御冥福を心からお祈

りいたしまして、そして被災されました皆様に

心よりお見舞いを申し上げ、一日も早い復興を

お祈りしたいと思います。

それでは、通告に従いまして、知事の政治姿

勢に関する問題から順次伺ってまいります。

知事は、施政に際しての基本理念として、

「対話と協働に基づく県民総力戦」を標語とさ

れました。つまり、県民の声に十分耳を傾け、

官と民とが互いに理解し合い、その上でそれぞ

れがその役割を果たし合いながら、一体となっ

て県政を発展させていこうということであろう

と存じます。河野知事は、直接宮崎県にかかわ

られたのは、総務部長及び副知事として本県に

在籍された６年間のみであり、あえて対話の姿

勢をモットーとされたのは、県民の信頼感や親

近感につなげたいとの強い思いもあってのこと

かと拝察をいたすところであります。そこで、

知事にお尋ねをいたしますが、知事のみなら

ず、副知事までもが中央省庁の御出身であるが

ゆえ、県民には、今、県政に対し、大きな期待

と同時に幾ばくかの懸念もあるようでありま

す。具体的に申し上げますと、国とのパイプの

大きさ、これに対する期待も大きいものがある

わけでありますが、すなわち中央への影響力の

大なる期待であります。そしてまた一方では、

地元の人じゃないから、本気で宮崎のために力

してくれるのだろうかとの払拭し切れぬ不安で

あります。知事は、これら県民の思いをどう受

けとめ、どう対応していかれるのか、施政に際

しての基本的な考え方をお願いいたします。

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〕 おはようござ

います。お答えいたします。

県民の皆様の思いについてであります。県民

の皆様からの期待と不安という御指摘でござい

ました。期待につきましては、ありがたく受け

とめて、それを胸に頑張ってまいりたいという

ふうに考えております。不安という面でござい

ますが、副知事も含めてともに中央省庁出身で

はないか、どれだけ本気でこの宮崎のためにと

いう御指摘でございますが、私は宮崎県民とな

りまして７年目を迎えるわけでございますが、

今、御紹介いただきましたように、県民の皆様

との対話、そして現場主義を基本といたしまし

て、可能な限り県内各地に赴きまして、県民の

皆様を初め市町村、関係団体の皆様と、きめ細

かく丁寧な対話を心がけることによりまして、

宮崎県に軸足を置いた県民本意の県政運営に努

めているところであります。副知事の選任に関

しましては、これまでも御説明しましたとお

り、口蹄疫を初めとするさまざまな農政を中心

とした課題に対して、しっかりとした知識、経

験、また国とのパイプというものを生かしてま

いりたいということで、牧元副知事に就任して

いただいたわけでございますが、結果的に、知

事、副知事が省庁出身になったということでご

ざいます。国との関係、さまざまな課題がござ
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いますので、予算、また制度改正の要望など、

あらゆる機会を通じまして、私や副知事が持つ

パイプというものを十分に生かしつつ、大変厳

しい宮崎の実情・実態が反映されるよう、強く

国に対して要望してまいりたいというふうに考

えております。これからも宮崎に軸足を置い

て、この宮崎の発展のために全身全霊で取り組

んでまいりたいと考えておるところでございま

す。以上であります。〔降壇〕

○坂口博美議員 どうもありがとうございまし

た。やはり地元のことを一生懸命やっていただ

けるということで、安心できたんじゃないかな

と思っております。また、県民が寄せておる大

きな期待というと、具体的に言ったら、やっぱ

り国からお見えになったお二人だから、本県の

ためにたくさん予算を獲得してくれるんじゃな

いかという具体的な露骨な期待が大きいようで

あります。なかなか難しいんですけれども、例

えば昨年、本県は口蹄疫に遭いました。知事が

副知事を辞任されたのが、たしか10月13日だっ

たと記憶しています。当然、それまで一生懸命

やっていただいたんです。そのとき、口蹄疫に

関する県費を相当出しておりました。100億余

り。第１回目の特交が交付される直前でありま

した。隣の中村さんが議長のときだったんです

けれども、東国原前知事と国とがちょっとぎく

しゃくした関係で、あんまり激しくやってくれ

るなと、次の予算が心配だというような状況の

中で、しかも知事が副知事をおやめになった後

だったものですから、これは100億以上出費して

いて、60～70億もらえればいいほうかなという

のが率直な感想だったんですけれども、結果的

には年末に、口蹄疫関連が109億円、それから一

般、特交が19億円、合計128億円交付されまし

た。その後、１月21日に知事就任式、その後は

３月の２回目の特交だったんですけれども、こ

のときにも14億ぐらいだったですか、通常分30

数億がしっかり確保できたということで安堵し

たわけですが、あのとき、もし河野知事が既に

ここにいられたらどうだっただろうかと、「も

し」はないわけですけれども、そういうことを

考えながらのきょうの質問でありました。今お

答えいただきましたように、この交付税等いろ

んな財政に絡む制度の改革も含めてということ

なんですけれども、これまでも幾度か議論して

まいりましたが、やはり地方交付税に係る基準

財政需要額算定ですね。きょうは副知事もお見

えですけれども、我が県は農業県であります。

農業なら、農業経費の基準財政のあり方という

のが、戸数、人口、面積となっているものです

から、本当に家庭菜園というようなところでも

たくさん農家があれば、宮崎とほぼ同じぐらい

の財政需要額になるんですね。ところが、これ

を出荷額で見てみますと、本県は全国平均の２

倍、カロリーベースでいっても、60％ぐらい生

産している県なんです。それが10％、３％の県

と一緒というのはおかしい。ここらは変えてい

ただかないといけない。ぜひこういった制度に

ついても、今度は知事として頑張っていただき

たいし、特交については、もちろんでありま

す。これは要望をいたしておきたいと思いま

す。

そこで、財政問題について、知事に具体的に

お伺いしたいと思います。

長引く景気低迷の中で、申し上げましたよう

に、口蹄疫がありまして、せんだっての一般質

問でも出ましたけれども、28億円ほどの県単公

共事業などを中心に、地域の経済対策を一生懸

命やっていただきました。しかしながら、依然

として、まだ景気・経済を取り巻く環境という
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のは、全国的になかなか厳しいわけでありま

す。さらに、東日本大震災ということで、相当

大きなダメージを受けました。円高や株安も激

しく進んでおります。こういった依然として厳

しい状況ですが、そんな中で野田総理大臣が誕

生いたしまして、もともと財務大臣でありまし

た。そのときから、財政再建というものを前面

に出して、厳しい姿勢で臨まれていたんです。

その野田総理ですけれども、財務大臣当時に、

予算のあり方として、長期的に見ていこうとい

うことで、中期財政フレームというのをまず設

定して、その中で翌年度の財政を組んでいこう

ということで、去年が初めてでありました。で

すから、ことしが初めての改訂になります。中

間で見直すんだという、それをもとに来年度の

予算を組んでいくということで、その改訂とい

うのが８月にずれ込んで、ついこの前、終わっ

たばかりです。だから、特例で今度、概算要求

の締め切りを９月末にしてしまったんですね。

一日も早く来年の予算がどうなるのかというこ

とを知りたい本県にとりましては、このおくれ

というのが今後どう響いていくのか。ややもす

ると、来年度の予算編成に間に合わないぐらい

響くんじゃないかという心配も持っているんで

すけれども、そこらの見通しというのを教えて

いただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘にありましたよ

うに、24年度の国の予算につきましては、例年

と異なりまして、財務省が８月23日に各省庁へ

「概算要求に向けての作業手順」を示しまし

て、９月末の要求締め切りに向けて、実務上の

作業が１カ月おくれて進められているというふ

うに伺っております。また、国において検討が

進められております社会保障と税の一体改革の

問題、さらには東日本大震災の復興財源の取り

扱いなど、大きな制度改革等が検討されておる

ところでございまして、来年度以降の地方の税

財政制度に影響が生じることも考えられるとこ

ろでございます。私どもとしましては、そうい

うところに大変不安を持っておるところでござ

いますが、県庁内部の作業というものは粛々と

進めながら、一方で、今後、国の動きに対しま

しては、しっかり情報収集を行うなど、国の動

きというものを十分注視しながら、適切な対応

に努めてまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 どうぞよろしくお願いしま

す。

続きまして、知事に、この数年間、経済対策

ということで造成されてきた基金についてお尋

ねしたいんですが、麻生政権、自民党政権のと

きでありました。さまざまな基金を造成して、

それで事業をやっていこうということで、福

祉、雇用、子育て、さまざまな事業をその基金

をもとにやってきたんですけれども、平成20

年、21年にかけてつくられた基金のほとんど

は、今年度が最終年度になっておるわけです。

しかしながら、どの事業も大変ありがたい事業

で、また、これが今打ち切られると、即座に、

具体的に暮らしにかかわるようなものばかりで

あります。今後とも、ぜひこれは継続していく

べきなんですけれども、この見通しについて、

知事にお伺いをしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘にありました国

の経済対策などによりまして、造成した基金に

つきましては、これまで雇用対策を初め、福

祉、医療、環境対策、さらには公共事業など、

さまざまな分野の事業において活用がなされ、

財政的にも一息ついたというところがあるとこ

ろでございますが、これらの基金の多くは、23

年度までが活用の期限となっております。社会
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福祉施設等の改修ですとか公共投資のための基

金など、これまでの期間によりまして一定の目

的を果たしたものもありますが、一方では、民

間の自主的な取り組みなどを支援するための事

業ですとか、県民の医療、雇用の維持などを図

る事業など、期限到来後も一定の取り組みが求

められるものもございます。緊急雇用創出事業

臨時特例基金につきまして、設置期限が延長さ

れる動きなどもあるわけでありますが、いずれ

にしても財政状況が非常に厳しい中、こうした

基金にかわる新たな財源が確保できない場合

は、事業の継続は困難となる見込みであります

ので、基金の設置期限の延長ですとか新たな財

源の確保などにつきまして、引き続き、国に対

して強く要望してまいりたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 どうぞよろしくお願いしま

す。我々も意見書なんかも考えなければいけな

いかなとも思っております。

続けて、知事にお伺いをします。地方交付税

についてなんですけれども、先ほど申し上げま

した中期財政フレーム、これを通過しまして、

今度は基礎的財政収支対象経費を71兆円、です

から、国債費と調整繰入金を引いた分が71兆円

で来年度も予算が組まれるということです。社

会保障費の自然増というのが当然あるわけです

から、これらが地方交付税に響いてくるんじゃ

ないかな、削減されるんじゃないかなという懸

念を大きく持っているんですけれども、その見

通しについて、知事にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国が示しました「概算

要求に向けた作業手順」によりますと、来年度

の地方交付税につきましては、「中期財政フレ

ームとの整合性に留意しつつ要求する」という

ふうにされておりまして、ほかの裁量的経費な

どのように、一律10％削減の対象とはなってお

りませんが、その総額につきましては、今後、

年末の地方財政対策などを経て決定されるもの

と考えております。今、御指摘がありましたよ

うに、社会保障経費の自然増などが１兆円以上

見込まれているところでございまして、全体を

この71兆円にはめ込む、そのつじつまを合わせ

るには、地方交付税も含めた最大限の節減努力

が必要ではないかということが見込まれている

ところでございます。いずれにいたしまして

も、県税等の自主財源が少なく、地方交付税に

大きく依存する脆弱な財政基盤にある本県とい

たしましては、ふえ続ける社会保障関係費への

対応を含め、必要な地方交付税総額の確保につ

きまして、年末のそういう地方財政に向けた議

論などに、全国知事会等と一体となりながら、

国に対して強く要望してまいりたいと考えてお

ります。

○坂口博美議員 特に力のない、財政基盤の弱

い県にとっては深刻な問題だと思います。今の

説明のようなことなんですけれども、具体的

に10％削減で、義務的経費を除いた政策的経費

が大体１兆2,000億円ぐらい出る。その中の自然

増が１兆1,600億円ですね。ほとんど残らない。

とにかく71兆円という枠の中で泳ぐわけですか

ら、減らした分はどこかに行くのは間違いな

い。それを国費分だけでやってくれるのなら安

心ですけれども、昨年も同じ手法をとりまし

て、ことしで２年目です。昨年は、地方交付税

が入り口で7,000億円減らされました。公共事業

が8,000億円減らされました。たまたま税収が

あったから、後の追加で、結果として出口で

は5,000億円ふえて出たんですけれども、ことし

はそうはいかないわけであります。地方交付税

ですけれども、これについては、政府も何かそ
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れは触らずにそのまんま確保するんだと言われ

ているんですけれども、問題は、その調整され

るという基準財政需要額を幾らに設定するかだ

と思うんです。ここをしっかり持たなければい

けないと思うんですけれども、この本当の実態

を、標準的な行政サービスにこれだけ必要だと

いう、ここをしっかり反映させていかなければ

いけないと思うんですけれども、これら地財計

画を含めた財政需要額の設定についての考え方

を知事にお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 地方交付税の算定基礎

となる基準財政需要額でありますが、地方公共

団体の行政運営に必要な財源を保障するため

に、地方財政計画の歳出見積もりに基づきまし

て、各団体において標準的な行政サービスを提

供するために必要な経費が算入されているとい

うものでございます。地方財政計画の歳出につ

きましては、国と歩調を合わせまして、給与関

係経費や投資的経費など、近年、抑制が図られ

ている部分もありますが、一方で、医療、介護

などの社会保障関係費の増額や、地域活性化・

雇用等対策費の加算などの措置も講じられてき

ておりまして、これらが毎年の基準財政需要額

に反映されているというものであります。御指

摘にありましたように、地方交付税総額の確保

を図るためには、地方において必要な経費とい

うものが適切に基準財政需要額に算入されると

いうことが大変重要でありますので、特に財政

力の弱い本県といたしましては、今後とも、国

に対し、地方交付税の持つ財源保障機能の充実

強化につきまして、強く求めてまいりたいと考

えております。

○坂口博美議員 次に、臨財債についてお尋ね

したいと思うんですけれども、これは最初は３

年くらいと言っていたような気がするんですけ

れども、恒常化した感があります。この臨財

債、せんだってから、この議会でもいろいろ問

題になったわけですが、本県の場合、臨財債の

果たす役割とか臨財債に対する認識といいます

か、そこらのところを、基本的なところでいい

んですけれども、説明をいただきたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 臨時財政対策債につき

ましては、地方財政計画上、見込まれます財源

不足額を補てんするために、本来、地方交付税

として算定される額の一部につきまして、特例

的な地方債に振りかえられた、いわば地方交付

税の代替財源であるものと認識しております。

本来、地方交付税の財源不足額につきまして

は、地方交付税の法定率の見直しなどによりま

して対応がなされるべきものでありますが、国

全体として税収の大幅な増が見込まれず、地方

交付税財源総額の確保が困難と見込まれる現状

におきまして、臨時財政対策債は、地方交付税

制度の一部として必要な役割を担っているもの

と考えております。財政の健全性を確保する観

点から、臨時財政対策債の発行につきましては

さまざまな御意見もございますが、その償還財

源は、後年度に全額が地方交付税により措置さ

れることが地方財政法によりまして明確に規定

されておりますので、例えば交付税措置がない

ものですとか、あるいは少ない一般的な地方債

というものは抑制しながらも、こういった制度

的に償還財源が担保されております臨時財政対

策債につきましては、自主財源に乏しい本県に

おきまして、県民への行政サービス水準を維持

していくために、活用していくべき財政措置で

あるものと考えております。

○坂口博美議員 私もそう思います。目いっぱ

いこれは執行していくべきたぐいの財源である
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なと思っています。せんだって、このことにつ

いて、我が党の右松議員もお触れになりまし

た。厳しいスタンスからだったんですけれど

も、それで僕も愛知県の執行枠残について

ちょっと調べてみたんですけれども、どうして

も見つけることができませんでした。岐阜県、

これは残していたんですね。平成20年度、この

年は24 6億円の臨財債を出しています。12

億3,000万円を使っていないんですね。それか

ら、平成22年度は700億円出して、118億残して

いる。何かなと、これは不交付団体でもないの

になと。一方では、通常の県債、これは1,220億

ぐらい出しているんですよ。元金も何も手持ち

資金が要らないものを発行せずに、なぜそうい

うものを発行したのか、これはどうやってもわ

からないんですけれども、これはよその県の話

でありまして、時間がもったいないですから次

に移ります。

知事、副知事にちょっとお聞きいただきたい

んですけれども、「我が宮崎の地たるや史跡豊

潤にして人民すこぶる少なく、固有の天産に富

むと言えども、これを収拾するの力足らず。捨

てて塵芥となるもの、その幾ばくなるを知ら

ず。日に月に困迫に傾き、まさになすべきの義

に耐えざらんとするものは何ぞや。けだし人民

の知力に乏しく資本の足らざるによる」、128年

前、再置県のときの第１回の県議会の建議書に

あるということがものの本に書かれておりまし

た。県令田辺輝実、議長川越進。早速学校をた

くさん整備し、道路をつくり、そして殖産、サ

トウキビの工場をつくって、砂糖で売るよりサ

トウキビだということで、６次産業化でありま

す。今も同じ課題を、たくさんのニーズが県政

に対して寄せられております。加えて、防災、

安心・安全、福祉、教育、環境、ますます増大

してきております。言いますならば、我々のニ

ーズというのは日々とどまるところを知らな

い。だから発展があるのかもわかりませんけれ

ども、こういったことに対して、行政は的確に

対応しながら生活を守らなければならないと思

うわけであります。ですから、財源はあらゆる

手だてを講じて確保していくことが必要であ

る。もちろん健全化は大前提であります。です

から、そういう意味で、私は臨財債というのは

大いに活用すべきだと思うんです。ただし、県

民の借金ではないけれども、国の借金には変わ

りない、国民の借金には変わりない。ここらの

ところが将来長く見たときのちょっと不安材料

かなという気もしないでもありません。ですか

ら、今後なんですけれども、やはり臨財債とい

うのはあくまでも交付税ですから、代替、代替

と言っていないで、とりわけ我が県のように財

政力の弱いところ─先ほどの愛知県、県税だ

けで１兆円あります。留保金だけで2,500億円へ

そくれるんですね。我が県は800億円で、25％だ

から200億円しかへそくれない。そんなところと

対等に配分されたんじゃ、なかなか難しい。で

すから、自主財源の率でも何でもいいですよ。

そこに応じて、逆に臨財債のパーセントは低く

して、現金でもらえるような交付のあり方とい

うものも、今後、改善していくことを求めてい

くべきじゃないかなと思うんですけれども、所

見をお聞かせいただきたいと存じます。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のありましたよ

うに、財政力の強い・弱いにかかわらず、それ

ぞれの地方はさまざまな行政課題を抱えておる

わけでございまして、それをいかに財政面で調

整するかというのが地方財政制度の大変重要な

課題でありまして、地方交付税というものは、

そうした地方団体間の財政力の格差を調整しま
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して、財源の均衡化を図ることが大きな目的で

ありますので、その算定に当たりましては、本

県のように財政力の弱い団体につきましては、

財政力の強い団体よりも、臨時財政対策債への

振りかえではなく、地方交付税そのものとして

配分される割合を高くする必要があるものと考

えております。このため、国におきましては、

臨時財政対策債発行可能額の算定をするに当た

りまして、これまで人口を基礎に一律に算定し

ておりました方式というものを見直しておりま

す。平成25年度からは、財源不足額に財政力を

加味して算定する方式に改めることとされてお

りまして、現在、移行措置がとられておりま

す。本県の場合、他県に比べて、相対的に臨時

財政対策債が減少いたしまして、地方交付税の

割合が増加する傾向にあるところであります。

県としましては、今後とも、安定的な財政運営

の確保のために、地方交付税の財源調整機能の

強化などにつきまして、国に対して強く要望し

てまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 どうぞよろしくお願いしま

す。期待をいたしております。

次に、農政水産部長にお尋ねをいたします。

６月の議会で議決したばかりなんですけれど

も、第七次農業・農村振興長期計画、県はこれ

に「儲かる農業」を目指すんだということで推

進の目標に立てておるわけですが、資材や機材

あるいはあらゆる関連するものの値上がり、そ

して逆に産物の価格は下がっていくという大変

厳しい中にあるわけですけれども、そんな中

で、またＴＰＰに対する心配すら出てきたわけ

ですが、このような中にあって「儲かる農

業」、つまり生産コストにプラスアルファの出

る農業、これをどのようにして現実のものにさ

れようとしているのか、具体的な考え方をお聞

かせください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 「儲かる農業

の実現」につきましては、所得構成要因である

生産量、また生産コスト、販売価格の３つの視

点からの施策対応が必要であると考えておりま

す。生産量につきましては、新品種や栽培技術

の開発、生産コストでは、省力・機械化技術の

開発、物流の効率化、販売価格では、ブランド

力や価格交渉力の強化など、多様なニーズにこ

たえる攻めの生産・流通・販売対策を講じるこ

とが重要であると考えております。また、本県

農業の特徴である畜産や園芸などの集約型農業

に加えて、加工・業務用に向けた土地利用型農

業の展開を進めるとともに、６次産業化や農商

工連携などの取り組みを通して、素材供給型産

地から高付加価値型産地への構造転換を進めて

いくことが大変重要な課題であると考えており

ます。さらに、地域における担い手を明確化

し、農地など経営資源の円滑な継承を促進する

とともに、他産業が有する人材、技術、資金な

どの経営資源等を農業・農村に結びつける連携

と参入を促進することによりまして、経営資源

の担い手への集中化を進めていく必要があると

考えております。以上のような生産から販売に

わたる総合的な取り組みを進め、消費者の御理

解もいただきながら、農業者を初め市町村、関

係団体等と一体となりまして、「儲かる農業の

実現」に向けて一生懸命取り組んでまいりたい

と考えております。

○坂口博美議員 よく聞いていると、ことごと

くこれまでやってきたことなんですね。私はこ

の際、宮崎ならではの優位性を前面に出した農

業の展開、これをしていくべきだと考えており

ます。何か。宮崎の農産物は健康にいいという

ことを売りにするということであります。どう
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いうことかというと、植物というのは、御案内

のように、光合成によって炭水化物、その他さ

まざまな化学物質を蓄積していくわけですけれ

ども、ビタミン、精油、アミノ酸、ホルモン、

さまざまあります。今、植物にどれぐらいそう

いった成分があるかというと、約10万種ぐらい

こういった化学物質が確認されているんです。

ＮＨＫで、６月中ごろだと思いますが、これは

たくさんの方が記憶にあるんじゃないかと思う

んですけれども、「あなたの寿命は延ばせる」

というタイトルのテレビ番組がありした。どん

なことかというと、私たちの体の中には、御案

内のように、細胞の中にミトコンドリアがあ

る。エネルギー生産工場と言われる。しかし、

これは老化していくと活性酸素を発生してし

まって、周りのものをことごとくやってしま

う。細胞を傷つける。がん細胞になる。それか

ら免疫細胞、これもみんな持っています。これ

は老化していくと、今度はコントロールがきか

なくなって、本来なら病原菌だけをやっておけ

ばいいのに、あたり構わずやって血管を傷めて

しまう。で、老化とか細胞が死んでしまうこと

につながる。ここで、あることが起こると、こ

ういったことが起こらなくなるんだということ

です。あることとは何かといったら、これがカ

ロリー制限だと言っていました。25％カロリー

を制限すると、サーチュインという眠っていた

遺伝子が動き始めて、サーチュイン酵素という

酵素を出す。これがまず活性酸素を中和してフ

リーラジカル、それから、黙っとれ、暴れるん

じゃないよということで、免疫細胞をおとなし

くしてしまう。だから細胞が若々しく保てて、

長寿につながるんですよという番組でした。

そしてもう一つ、おまけがありました。アメ

リカの女性だったんですけれども、なぜそうい

うサーチュインが出るかというと、カロリー

を25％、これは話しましたね。「私はとても

じゃないけどカロリー制限できない。だからサ

プリメントを飲んでいるんですよ」「何という

サプリメントですか」と言ったら、レスベラト

ロールというサプリメント。レスベラトロール

というのは、宮崎にもたくさんあるんですね。

赤ブドウの皮の中にたくさん入っている機能性

成分であります。これはアルコールにしても役

割は変わらない。どういう役割を持っているか

というと、さっきのように、まずレスベラトロ

ールという成分、節食しなくてもサーチュイン

機能を起こしてくれるというのと同時に、イタ

リア人はワインをたくさん飲みますよね。肉も

たくさん食べますよね。ところが、北欧と比べ

ると、心臓病で亡くなる人が極端に少ない。こ

れは、レスベラトロールという成分には、まず

心臓の機能とか、そういったものをよくしてく

れる、そういう働きも持っているということで

あります。そのほかにたくさんあります。例え

ば、イチロー選手は朝夕、毎日カレーを食べ

る。これは何だろうかと思うと、これは想像で

す。カレーは香辛料があります。カルダモンと

いう香辛料があるんですけれども、これはヌー

トカトンという機能性成分を持っています。神

経を物すごく集中させてくれるんですね。だか

ら、ホームランにつながるんじゃないかなと思

います。

それで、時間がないからこれを続けます。

しゃべり過ぎた。昔から、僕らの世代以上だ

と、女性の人がお産をしたら、コイのみそ汁を

食べたら、鯉こくを食べたら、おっぱいがたく

さん出るというんです。コイに何があるんだろ

うかと調べると、コイの脂にはセロトニンとい

う機能性成分があり、ほかのものと比べると圧
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倒的に多く含まれているんですね。これは神経

を物すごくいやしてくれる機能を持っている成

分なんですね。だから、想像ですよ。封建的な

時代に女性が嫁いでいく、お産をする、子供は

育てなきゃならない、家事はしなきゃならな

い、普通だったら、今でいう、うつになります

よ。でも、そういったものを食べることで精神

がうまくコントロールできたんじゃないかな、

結果として、おっぱいがたくさん出たんじゃな

いかなという気がいたします。ほかにもたくさ

んあるんですけれども、時間がないからやめま

すが、そういった機能性成分、申し上げました

ように光合成の副産物なんですね。でん粉をつ

くったついでにできるものです。本県は、残留

農薬の判定と同時に、こういったものも今、手

がけておられるんですよね。これをどのくらい

含んでいるということがわかるわけです。光合

成というと日照時間です。全国で圧倒的に多

い。だから、必ずや宮崎の野菜あるいはそう

いったものをえさにしている動物、水産物もで

すけれども、その含有率は高いと思うんです。

じゃ、堂々と、健康にいいんですよ、理由はこ

うですよ、宮崎のものなんですよということを

前面に出した売り、これを展開すべきと思うん

ですが、部長の見解をお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今、御指摘の

健康に着目した新戦略の取り組みということだ

と思います。これまでピーマンなどの一部の品

目におきまして、ビタミンＣなどの栄養・機能

性成分の含有量が全国平均を上回っているとい

うことを表示した販売を試行的に実施してきた

ところでございます。このような取り組みによ

りまして、健康に対する消費者の関心は極めて

高く、栄養・機能性成分に関する情報が消費者

の購買判断を大きく左右するものであることが

確認されております。栄養・機能性成分が豊富

な農産物の生産は、気候条件に恵まれた「宮崎

県ならでは」の、他産地にはまねのしにくい取

り組みになるということですので、今後も、宮

崎県農産物全体の評価を高める新戦略として、

各種データの蓄積や、より効果的な販売方法等

の検討に、積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

○坂口博美議員 これは県が今持っているマー

カーのリスト。102あるんですけれども、この中

に機能性成分じゃないものが１つあるんです。

ジャスモン酸というのがあります。これは植物

ホルモンなんですよね。これがなぜ１つだけこ

こに列記されているのか。どういう目的でこれ

を研究対象にされたのかお聞かせください。

○農政水産部長（岡村 巖君） ジャスモン酸

は植物ホルモンの一種でございまして、植物

が、外敵による食害や病原菌の感染、また水の

欠乏などのストレスを受けたときにつくられ、

この成分により植物の抵抗力が増すと言われて

おります。したがいまして、ジャスモン酸は、

狭義の栄養・機能性成分には該当いたしません

が、本成分の生成メカニズムなどを明らかにで

きれば、今後、農薬の使用低減につながる可能

性もございます。このように、本成分の研究

は、消費者ニーズをより反映した農産物の生

産、さらには健康に着目した新戦略を進める上

でも重要な切り口と考えられますことから、分

析技術を開発したところでございます。

○坂口博美議員 １つだったから、そういう目

的を持ってのことだとは思ったんですけれど

も、じゃそうなると、アブシジン酸という、全

くジャスモン酸とは反対の作用、芽を眠らせた

り、あるいは葉っぱを落っことしたり、実を

落っことしたりする、冬に入る準備をする植物
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ホルモンもあります。それからエチレンは、果

物を熟れさせて落下させたりとか。そういった

ものがたくさんあるから、現に球根を貯蔵する

ときとか、芽を出さなくするときとか、わき芽

を防ぐとか、有機栽培の入り口で研究されてい

るんですね。ソバのルチンとかセイタカアワダ

チソウのシスデヒドロマトリカリアエステルは

発芽抑制とか、これは徹底して研究していくべ

きじゃないかなと。それから、トリプトファン

というのもここに載っていますけれども、これ

は必須アミノ酸で、体で絶対できない８種類の

中の１つなんです。こういったものを徹底して

今からデータを集められて、新戦略としてこれ

を宮崎に有利に、そしてもうけていくという、

そこらについての戦略的な考えがあればお聞か

せいただきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県では、総

合農業試験場におきまして、平成16年度から栄

養・機能性成分の分析技術の開発に取り組んで

おりまして、現在、ポリフェノール類やビタミ

ン類などに分類される102の成分の分析が可能と

なっております。この分析技術を用いて、平

成17年度以降、ピーマンや日向夏などの商品ブ

ランドを中心とした本県農産物33品目につい

て、各種データの蓄積に取り組んでいるところ

でございます。今後とも、新たな成分の分析技

術の開発等を通じまして、さらなるデータの蓄

積に努め、本県農産物の高付加価値化につなげ

てまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。

それでは、防災問題について、これは総務部

長に、関連で１問だけなんですけれども、この

議会で、対策本部となるべく県庁の耐震補強は

しっかりしているのかとか、大丈夫なのかとい

う質問が出たんですけれども、仮にここをどん

なにしっかりしても、この宮崎市の平野という

のは、加江田川から北側は、大体海岸から５キ

ロの範囲、液状化が強く起こることが想定され

る地域なんですよね。液状化というのは、地震

の揺れの強さだけじゃなくて、時間とか、砂の

かみ合わせですから、連続して蓄積時間も関係

してくる。だから、液状化の心配がたくさんあ

るんですよ。そこで、エコクリーンプラザみた

いな基礎にしっかり打ちつけられているかとい

う民間の建物の問題、どこか道路が落っこちた

り倒れたりしたら、ここに来られないんです

ね。出られないんですね。１日の３分の１しか

ここにいないわけですから。だから、こういう

機能をここ以外のところに僕は整備すべきだ

と。ただ、お金の問題があるから、ここをまず

使いながらも、万が一のときはということで、

知事公舎、あそこにはある程度のものが整備さ

れていますよね。ここらを考えるべきじゃない

かと思うんですけれども、部長の見解をお聞か

せください。

○総務部長（稲用博美君） 今回の東日本大震

災のような大規模災害を踏まえますと、県の本

庁庁舎が大きな被害を受けまして、災害対策本

部が県庁内に設置できない、議員が御指摘のよ

うな最悪の事態に至る可能性は否定することが

できないというふうに考えております。その場

合の代替的な機能をどのように確保するのか、

このことにつきまして、現在、検討を行ってい

るところであります。お話のありました知事公

舎、これにつきましては、震度７に耐え得るよ

うな耐震性を持っております。また、一定

の通信機能も確保されておりますことから、一

時的な代替機能を担うことは可能であるという

ふうに考えられます。知事公舎を含めましたさ
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まざまな可能性につきまして、シミュレーショ

ンも交えながら、今後さらに検討してまいりた

いというふうに考えております。

○坂口博美議員 輸送道路も含めて、液状化と

いうものを想定すべきだと思います。

次に、農政水産部長に家畜改良についてお伺

いするんですけれども、ことしは家畜改良増殖

計画の見直しの年だったと思うんですが、計画

の中に疾病に強い牛とかいうようなものはちゃ

んと明示されているのかどうか教えてくださ

い。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の家畜・

鶏改良増殖計画は、繁殖性や産肉性の高い家畜

集団を形成するために、遺伝的能力の改良並び

に産肉能力等に関する目標等を定めるものでご

ざいまして、本県におきましては、現在、改訂

作業中でございます。一方、御指摘の疾病に強

い和牛の改良につきましては、大学等の専門研

究機関において、抗ウイルス活性の高い遺伝子

の探索が開始されておりますが、現時点では、

実用化レベルに達しているものはないとお聞き

しております。しかしながら、昨年の口蹄疫等

の経験を踏まえますと、疾病に強いという点も

大変重要でございます。このため、本計画にお

いては、和牛の多様な遺伝資源の確保という観

点から、遺伝的に特徴のある系統の掘り起こし

を進め、計画的な利用を図ることによりまし

て、発育性や強健性、また抗病性の改善など、

将来の改良ニーズに対応していくことにしたい

と考えております。

○坂口博美議員 続けて畜産問題なんですけれ

ども、鳥インフルエンザとか口蹄疫の感染状況

というのを見てみますと、同じ目とか科の中に

いる同種の動物でありながらも、野生のものと

いうのは、こういった病気が入る、その最悪の

事態を回避して生き続けてきているんですよ

ね。一方、家畜の場合は、これでことごとく全

滅していく。極めて深刻な事態に追いやられ

る。この違いというのは、どこから来るものな

んですか。

○農政水産部長（岡村 巖君） インフルエン

ザウイルスは、抗原性の違いによりまして、144

種類の亜型がありますが、この抗原性の違いに

よって、感染する動物の種類が決まっておりま

す。また、鳥インフルエンザウイルスについて

は、自然の宿主であるカモ類に対しては、ほと

んど病原性を示さないということが知られてお

ります。御質問の野鳥と家禽等の家畜での違い

でございますが、野鳥はふだんから病原体にさ

らされており、自然淘汰的に病気に対して感受

性の低いものが生き残った可能性が考えられる

一方で、家畜ではそのような状況にないなど、

飼育環境が野鳥と全く異なることが、罹患した

場合に深刻な事態に至る一つの要因であるとの

意見もございます。しかしながら、現在のとこ

ろ、科学的な根拠については解明されておりま

せん。

○坂口博美議員 いずれにしても、病気に打ち

かって生存し続けるということは、生き物とし

て極めて重要な価値ある遺伝資源であると言え

ると思います。病気に対する遺伝的な抵抗力を

知って、野生生物の生活様式に家畜の飼養管理

のあり方というのを学ぶ。家畜改良の中では、

こういったことが自然淘汰でなくて人為的に排

除されていくんですね。目指すところ、逆のほ

うに行っているのかもわからない。ですから、

改良に際しては、そういった遺伝子というのを

たくさんプールしておくべきじゃないかなと僕

は思うんです。これが肝要であると思います

が、部長の見解をお聞かせいただきたいと存じ
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ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 家畜の育種改

良は、発育性や乳量、また肉質などの経済的形

質について選抜を繰り返し、望ましい遺伝子の

割合を高めるものでありますことから、そのも

ととなる家畜集団が多様な遺伝子を有すること

が必要でございます。例えば、和牛において

は、特に牛肉輸入自由化以降、外国産牛肉との

差別化を図るため、肉質に重点を置いた育種改

良が進められました結果、特定の系統の種雄牛

が多数利用され、肉質の向上は図られたもの

の、一方では、和牛の遺伝的多様性が減少して

いると言われております。今後の家畜育種の方

向性として、疾病に対する抵抗性を付与すると

いうことは大変重要でございます。現時点で

は、大学等の専門研究機関において、遺伝子特

定の研究中でありますことから、そのような成

果を踏まえ、特徴ある品種や系統を確保しなが

ら、さまざまな遺伝資源をプールしていくこと

は、大変意義のあることと考えております。

○坂口博美議員 一昨日でしたか、議会の答弁

にもあったんですけれども、宮大内にセンター

ができて、いろいろせんだっての口蹄疫につい

ての解明、シミュレーションを進めていくんだ

ということでありました。宮大のそういった感

染に関しての調査というのは、我々が一番知り

たい、実際どこからどうやってまず日本に入っ

て宮崎に来たのかというところをたどっていっ

てくれるのかなと思って聞いていたんですけれ

ども、ニュースを見ると、どうもそうじゃなく

て、まず入ってきてからどうやって広がって

いったのかということを徹底して解明して、行

き着くところは、宮崎県内における感染の広が

り方とかさまざまな、とにかく地域内における

ことが主になっていくような感じが報道なんか

でなされるんですけれども、ここらのところは

どうなっているんですか。どういうところを目

指そうとした研究所なんですか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫の疫学

調査につきましては、国におきまして、県も協

力しながら、ことし５月に、児湯地域の未発生

農場における防疫措置のあり方など、感染拡大

の要因等について追加調査を行いまして、最終

報告の取りまとめに向けて、現在、分析を進め

ているところでございます。御質問にありまし

た宮崎大学の取り組みにつきましては、県とし

て、これまでも意見交換や情報提供を行ってい

るところでありますし、その成果についても十

分お聞きしたいと考えております。また、本

年10月に宮崎大学に設置予定でございます「産

業動物防疫リサーチセンター」においては、本

県での口蹄疫について、さらに詳細な疫学分析

を実施し、感染拡大の要因分析や発生シミュレ

ーション等の研究を行うと伺っておりますの

で、県といたしましても、その研究に協力いた

しますとともに、連携を図りまして、適切な防

疫対策を構築してまいりたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 リサーチセンターというんで

したね。今の部長の答弁を聞くと、どうもそこ

で今後やっていくというのは、前回、後手に

回った─ワクチンも後手だったとかいう批判

とか反省があったんですけれども─そういっ

たことを踏まえて、今後は早い時点でワクチン

ならワクチンをぱんと打っていこう、それも本

来のワクチンの目的のようにリングをつくって

いこう、それをいつどういったところにどうや

るかというような、そういうことを探っていく

という可能性が高いのかなと思います。しかし

ながら、ワクチンを打ってあれだけ大量な殺生
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というのは避けなければ、二度と入れてはいけ

ない。だから、水際なんかもまだまだ心もとな

い部分はあるんですけれども、国と県、農家任

せじゃなくてしっかりしてほしいと思います。

それから、韓国ですけれども、ここはワクチン

接種清浄国を目指そうとしているという話でも

ありました。しかし、ワクチン接種清浄国とな

りますと、これは現在の国際ルールで、貿易

―輸出入の貿易なんですけれども、ここで一

つにはハンディになってしまう、不利益になっ

てしまう。さらに、現在のワクチンによる感染

の防止、100％期待というのはやっぱり難しい。

前回３種混合だったですか、うまくいったほう

だと思います。それから、抗体がワクチンに由

来する抗体なのか、野外に由来する抗体なのか

の判別がなかなか難しいとも伺っているんです

ね。だから、今後は、こういったものを100％完

璧に対応できるようなワクチンの開発、それか

ら即座に判断できるようなキットの開発、こう

いったものを全力で目指すべきじゃないのか。

これが成功した暁には、今の国際ルールのワク

チンを使ったら清浄国じゃありませんよという

このルール、これを見直すことが僕は可能だと

思うんですね、オーエスキーみたいに。これは

やっぱり求めるべき、選択すべき道だと思うん

です。何百万頭も、どの国も悩んでいると思い

ます。ここらのところをどうしても実現すべき

だと僕は思うんですけれども、そういった観点

から、ワクチンの開発等に関する研究とか実態

はどうなっているのか教えていただきたいと存

じます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫ウイル

スは種類が多く、今回、本県で発生いたしまし

たＯ型を初め、７種類の血清型がございます。

また、多様な抗原性を示し、同一血清型でも抗

原性に差があることから、感染の広がった国で

は、ワクチンによる口蹄疫の清浄化は難しく、

ワクチンによって口蹄疫を制圧し、ワクチン接

種清浄国となっておりますのは、世界でも南米

ウルグアイの１国のみとなっております。ワク

チンの開発につきましては、抗原性が多様なこ

とから、流行しているウイルスを培養する方法

がとられており、我が国では製造を行っておら

ず、東南アジアで頻発しているＯ型を主体に、

海外で製造されたワクチンを備蓄しておりま

す。また、オーエスキー病ワクチンのような、

いわゆるマーカーワクチンは開発されていない

ことから、韓国等のワクチン接種国で現在行わ

れている感染抗体かワクチン抗体かの識別方法

は、完全な手法ではないと伺っております。こ

のようなことから、口蹄疫ワクチンについて

は、今回改正される口蹄疫防疫指針において、

「韓国の事例も踏まえ、さらに研究・検討を進

める」とされたところでございます。以上でご

ざいます。

○坂口博美議員 豚のオーエスキーにはマーカ

ーワクチンがあるんですよね。100％の信頼度な

んですよね。じゃ、これが牛となると、なぜで

きないのか。これはどういう理由、どういった

事情からなんですか。どういう困難さがあるの

か教えていただきたいと存じます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 豚オーエスキ

ー病ワクチンは、ワクチンを製造する過程で、

ウイルスの増殖に関与しない遺伝子の一部を除

去することで、野外ウイルスと識別できるマー

カーワクチンを製造しております。一方、口蹄

疫ウイルスは、オーエスキー病ウイルスと異な

り、遺伝子の一部を除去しますと、ウイルスが

増殖できなくなることから、ワクチンそのもの

を製造することができません。このような理由
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から、現時点では、口蹄疫のマーカーワクチン

は開発できないと聞いております。

○坂口博美議員 真核生物との違い、一部を

カットするというのは、遺伝子の一部なんです

か。テロメアとかそういうものじゃなくて、た

んぱく物質とかじゃなくて、遺伝子の一部を

カットするわけですか。

○農政水産部長（岡村 巖君） ワクチンの製

造過程で除去される物質というのは、今、御指

摘ありましたテロメアではないということでご

ざいます。

○坂口博美議員 わかりました。ただ、それだ

けが理由で開発できないということはないと思

うんですね。東大の名誉教授、山内先生を、副

知事はよく御存じじゃないかなと思うんですよ

ね、消費・安全局におられて、いろんな指針な

んかもやられて。この方は、無駄なことをやっ

たんじゃないのか、マーカーワクチンがあるん

だから―広い意味でのマーカーワクチンと思

うんですね―と言われているから、今後、僕

は全力を挙げていけば不可能ということじゃな

いと思うんですね。ただ、ウイルスですから、

普通の細菌みたいでなくて、単体では確かに生

存できないというところの難しさもあるのかも

わからないですけれども、あの殺生だけは避け

る、避けるためには総力を挙げるべきだと思い

ます。

時間が参りましたので、質問を終わります。

（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 今期初の一

般質問であります。知事を初めとして、関係各

部長、教育長及び警察本部長には、前期同様、

前向きな答弁をお願いいたします。なお、通告

しておりました地域連携保全活動については、

やや時期尚早、次回取り上げたいと思います。

さて、去る９月１日、東日本大震災のつめ跡

が今なお生々しく残る中で迎えた「防災の日」

でありました。報道によれば、県内の自治体や

小学校では、この日、巨大地震や津波を想定し

た防災訓練が実施されたとのこと。大災害に対

する危機意識が高まる中、本番さながらの緊張

感に包まれての訓練が実施されたとありまし

た。昭和35年に制定された「防災の日」、１年

に１回めぐりくる記念日でありますが、全国の

多くの方々が、それぞれの思いの中で、ことし

のこの日を迎えられたことと思います。宮崎県

行政のトップとして、知事はことしの「防災の

日」をどのような思いで迎えられたか、まずは

伺いたいと思います。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

この「防災の日」は、政府、地方公共団体な

ど関係諸機関を初め、広く国民が台風高潮、津

波、地震等の災害についての認識を深め、これ

に対処する心構えを準備するために、関東大震

災にちなんで９月１日とされたものでございま

す。本県独自の「防災の日」は、梅雨や台風シ

ーズンを前にした５月の第４日曜ということに

しておりまして、本県におきましては、年に２

回、防災に関する思いを新たにする日を設けて

いるところでございます。この９月１日、災害

について思いを寄せる一日ではありますが、こ

としの場合は、本県におきましても新燃岳の噴

火災害もありました。また、東日本大震災もご

ざいました。防災に対する意識というものが例

年以上に高まっている中での「防災の日」でご

ざいましたので、例年と比べると特別な思いが
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いたさない、すなわち、それほど防災に対する

意識というものが高まっている状況というもの

を、改めて身をもって感じたところでございま

す。また、その後、台風12号による甚大な被害

も発生したところでございます。「防災の日」

を迎え、改めて自然災害の恐ろしさとともに、

災害は、どこにあっても発生し、だれにでも被

害が及ぶ可能性があるということを強く感じた

ところであります。地震、津波はもちろんであ

りますが、今も相次いで発生しております台風

などの風水害、さらには活動を続けております

新燃岳の火山災害など、さまざまな災害への警

戒というものを怠りなく継続し、一人の犠牲者

も出さないよう県民一丸となった防災対策に取

り組んでまいりたいと、決意を新たにしている

ところでございます。以上であります。〔降

壇〕

○新見昌安議員 ことしの９月１日、まさに

「新たな防災の日」とでも位置づけて、災害へ

の心構えを新たにした日ではなかったかと思い

ます。台風はともかく、大地震や大津波は、何

となくどこか遠くにあるものというような感じ

が今までしておりましたけれども、そうではな

く、今ここにあるものだということを思い知ら

されたと思っております。昔見た映画のタイト

ル風に言えば、「今そこにある危機」でありま

す。防災意識を高めるための第一歩、それは災

害への恐怖心に対して素直であること、正直で

あるところから始まるとも言われております。

地震、津波、台風、集中豪雨、日本は災害多発

列島であるということを改めてしっかりと認識

し、不断の防災対策に取り組んでいかなければ

ならないというふうに思ったところでありまし

た。

それでは、以下、通告に従い、順次わかりや

すい質問をしていきたいと思います。まず、防

災対策について何点か伺っていきたいと思いま

す。我が公明党宮崎県本部では、先月、党員力

強化のために、県内各地で党員研修を行ってき

ました。認知症サポーター養成講座、救命救

急、防災対策等々、研修の一環として、さまざ

まな取り組みもしてきました。私も幾つか参加

をしたところですが、その中で一つ気になった

ことがあったので、今回取り上げてみたいと思

います。ＡＥＤを使用して心肺蘇生を図る講習

であります。倒れている人を発見、肩をたたき

ながら声をかけ反応を見る、大声で人を呼

び、119番通報とＡＥＤ手配を依頼、間髪入れず

気道の確保、呼吸の有無を確認、呼吸がなけれ

ば心肺蘇生法を開始というふうに流れていくわ

けですけれども、119番通報とＡＥＤ手配を依頼

するとき、集まってきた人たちにただお願いし

てもだれも動かない、だから明確に指示をして

くださいということでした。「あなたは119番通

報を」「あなたはＡＥＤを持ってきてくださ

い」というふうにであります。119番通報を依頼

された人はそんなに難しくはないと思います

が、問題はＡＥＤのほうであります。「私に言

われても」「どこにあるんだ」というふうに

なってくるんじゃないかと思います。設置場所

が明確になっていること、それが重要だと思い

ます。そこでまずは、県内のＡＥＤの設置場所

及び設置台数はどのような状況なのか、福祉保

健部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 自動体外式除

細動器、いわゆるＡＥＤにつきましては、薬事

法に規定する高度管理医療機器に指定されてお

りますけれども、設置場所の届け出が義務づけ

られていないことから、正確な設置場所や設置

台数は把握できていないというのが実態でござ
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います。なお、財団法人日本救急医療財団にお

きまして、任意登録による検索システムを設け

ておりますが、県内では、公共施設を初め、学

校・保育施設、医療施設、会社・事業所、介護

・福祉施設などに846台が登録されております。

また、ＡＥＤの製造販売業者等を通じまして今

回調べたところでございますが、県内への販売

台数は、約5,000台となっているところでござい

ます。

○新見昌安議員 ＡＥＤについては、21年２月

定例県議会でも質問しました。当時の宮本福祉

保健部長の答弁では、販売代理店で把握してい

る台数は、約2,000台ということでした。台数と

してはかなりふえている感じがしますが、正確

な設置場所の把握については、依然として難し

いようであります。「ＡＥＤはあそこに行けば

必ずある」、すなわち、だれでも知っている場

所に、まずは設置を進めていくべきではないか

と考えます。地域でだれでも知っている場所、

その一つが地域の安全・安心を守る拠点でもあ

る交番・駐在所ではないかと思います。警察

署、交番・駐在所などにおけるＡＥＤの設置状

況はどうなっているのか、警察本部長に伺いた

いと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察施設におき

ましては、県下13警察署すべてにＡＥＤを設置

しておりますほか、警察本部、宮崎免許センタ

ー、高速隊、機動隊、警察学校に合わせて20台

設置しております。なお、交番・駐在所には設

置しておりません。

○新見昌安議員 県内の交番等施設数、これ

は172施設あるというふうに聞いておりますが、

そこに１台も設置していないのは、いかがなも

のかという思いであります。先ほど述べたよう

に、交番・駐在所、これは地域の安全・安心の

拠点、地域の灯台でもあります。一遍に全施設

設置は予算的に厳しいものがあるかもしれませ

んけれども、できるところから設置を進めてい

くべきではないかと考えます。警察本部長の見

解を伺いたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） ＡＥＤの効果に

つきましては、十分理解をしております。交番

・駐在所へのＡＥＤの設置につきましては、県

の関係部局とも協議してまいりたいというふう

に考えております。

○新見昌安議員 何か高くて強固な障壁がある

ような感じがいたしますが、十分に協議してい

ただいて、まずは駐在所からじゃないかと思い

ます。よろしくお願いしておきたいと思いま

す。

地域でだれでも知っている場所、ほかにもあ

ると思います。先週金曜日の宮崎日日新聞でも

取り上げていましたけれども、コンビニもそう

じゃないかと思います。県内には現時点で、セ

ブンイレブンが142店舗、ローソンが76店舗、

ファミリーマートが85店舗のほか、九州地場の

コンビニがあります。また、金融機関も多くの

支店を展開しております。これらは民間ですけ

れども、今、ＣＳＲ（Corporate Social Respon

sibility）、すなわち企業の社会的責任という

ことが言われております。利用してくれるお客

に対して、安全・安心を提供することで、地域

社会へ貢献していこうという考えは、それぞれ

持っているんじゃないかと思います。民間に対

するＡＥＤ設置への働きかけ、知事がそのリー

ダーシップをとっていけば、必ず対応してくれ

るんじゃないかと確信しておりますが、知事、

いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） ＡＥＤであります。心

肺停止に陥った患者に対しまして、救急隊が到
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着する前の応急措置を行うための医療機器とし

て、大変重要な役割を果たすものだと考えてお

ります。先日も、サッカーの元日本代表の松田

選手が急性心筋梗塞で亡くなられましたが、競

技施設にも、それからチームにもＡＥＤを持っ

ていなかったということで、もしＡＥＤがあれ

ばどうだったんだろうかという思いを強くした

ところであります。県内でも、公共施設だけで

なく、民間の施設へも拡大し、また、一般の方

々に正しく使用していただくための講習会も各

地で開催されるようになってきております。私

も１回受講したことがあるわけでありますが、

ＡＥＤが県内のできるだけ多くの場所に設置さ

れ、救命率の向上につながっていくことが大変

重要な課題だと思っておりますので、今、ＣＳ

Ｒというような御指摘もございましたが、さま

ざまな機会をとらえまして、関係者の方々に設

置のお願いをしてまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきたい

と思います。

だれでも知っている場所への設置が進んで

も、先ほどの答弁であった日本救急医療財団が

開設している検索システムの登録台数は、販売

台数に比べると、少な過ぎるという感じがいた

します。登録をするかしないか、これは購入者

次第ということも一因ですけれども、さきの宮

崎日日新聞では、スマートフォンでも検索でき

る全国ＡＥＤマップのアプリを紹介しておりま

した。有料版と無料版があるということで、私

も200円払って有料版を買って使ってみました

が、地図上にＡＥＤのマークが表示されて、そ

れをタップすると住所も出てくるということ

で、それなりに使えるアプリじゃないかと思い

ます。ただ、地図に表示されないＡＥＤもたく

さんあるのかなと思うと、やはり私は、県独自

で県内のＡＥＤの設置場所を検索するシステム

をつくるべきだと、そして、それに積極的に登

録してくれるように推進していくことも重要

じゃないかと思いますが、福祉保健部長の見解

を伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ＡＥＤ設置場

所の検索システムということでございます。先

ほども申し上げましたところでございますが、

ＡＥＤの設置場所等に関する情報につきまして

は、日本救急医療財団において、任意登録によ

る検索システムを設けておりまして、施設名や

所在地、設置台数がホームページに表示されて

おります。このシステムにつきましては、厚生

労働省がＡＥＤの設置者に対し登録を要請し、

情報の充実が図られているところでございま

す。この登録について本県では、先ほど申し上

げましたが、販売台数約5,000台に対して846台

ということで、約17％にとどまっておりますこ

とから、県といたしましては、まずはこの登録

件数が拡大するよう、ＡＥＤ販売業者等を通じ

て、設置者に働きかけてまいりたいというふう

に考えております。また、今後の情報提供のあ

り方につきましては、関係機関と十分連携を図

りながら、調査研究を進めてまいりたいという

ふうに考えております。

○新見昌安議員 これもネットでいろいろ調べ

たら、埼玉県では、平成19年８月から県独自の

検索システムをスタートさせているようです。

これは検索方法も簡単で、スタートしたとき

は2,649台の登録台数だったそうですけれども、

ことし３月末現在では8,751台となっているよう

であります。埼玉県以外にも、同じような対応

をしているところもあるんじゃないかと思いま

す。それらも研究していただいて、独自の検索
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システムも前向きに取り組んでいただければと

いうふうに要望しておきたいと思います。

次ですが、県では現在、防犯・防災メールサ

ービスを実施されております。私も登録してい

るわけですけれども、まずはこのサービスの利

用状況について伺っていきたいと思います。続

けて２点目ですけれども、ＮＴＴドコモが平

成19年12月からエリアメールというものを開始

しております。これは、気象庁が配信する緊急

地震速報、あるいは国・地方公共団体が配信す

る災害・避難情報、これらを回線の混雑の影響

を受けずに受信することができるということ

で、ドコモ携帯電話向けのサービスでありま

す。対象エリアにいるドコモの携帯所持者は、

使用料・通信料一切なしで、無料で利用できる

というサービスです。ただ、無料で利用できる

のは利用者だけであって、配信する側の国ある

いは地方公共団体は、初期の費用、また月額利

用料等々、有料でした。これがことしの７月１

日以降に無料になったということで、県内の市

や町でも導入する動きがあるようであります。

このエリアメールは、ＮＴＴドコモのＣＳＲの

一環じゃないかとも思いますけれども、何しろ

ただであります。県としても、このエリアメー

ル、ぜひとも導入すべきじゃないかと考えます

が、以上２点について、総務部長に伺います。

○総務部長（稲用博美君） 県の防犯・防災情

報のメールサービスにつきましては、住民に対

し、気象警報や防災・防犯に関する情報を直接

提供するサービスとして、平成18年８月にスタ

ートいたしました。その年度末の登録者数は

約5,500人であったわけですが、ことしの９月２

日時点では、登録者数は約２万3,000人というこ

とで、順調にふえてきているというふうに思っ

ております。エリアメールにつきましては、防

犯・防災メールサービスのような登録制ではな

く、情報を発信した県や市町村の区域内にある

受信可能なすべての携帯電話─今、御指摘あ

りましたように、今の場合はドコモになってい

ますが─そこに情報が配信されるものであり

まして、避難勧告など特定の地域の住民が一斉

に緊急的な対応が必要となる場合の情報提供に

有効に活用できるというふうに考えておりま

す。東日本大震災以降、サービス運用上の費用

も、おっしゃったように無料化されております

ことから、県としましても、エリアメールの導

入を考えております。現在、具体的な運用等の

検討を行っておるところであります。

○新見昌安議員 前向きに取り組まれるという

ことで評価したいと思います。県が配信する情

報、そしてこれから利用がふえてくるであろう

市町村の情報、これらが県民に有効に活用され

るよう期待したいと思います。ただ、エリアメ

ールは、何度も言っておりますけれども、ＮＴ

Ｔドコモの携帯を持っている人しかその恩恵を

こうむることはできません。ＫＤＤＩが来春か

ら同じようなサービスを開始するというふうに

も聞いておりますけれども、県の防犯・防災情

報メールサービスの登録推進もあわせて、しっ

かりと継続していただきたいというふうに思い

ます。

ところで、今回の東日本大震災を契機にし

て、自然災害に関する言い伝えがマスコミで取

り上げられていました。「高き住居は児孫の和

楽 想へ惨禍の大津浪」、これは岩手県宮古市

の重茂半島東端の姉吉地区にある石碑ですが、

昭和８年の昭和三陸大津波の後、海抜60メータ

ーのところに建てられたそうです。そして、

「ここより下には家を建てるな」というふうに

も戒めてあるそうです。この言い伝えを忠実に
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守った結果、すべての家屋がここでは被害を免

れたというふうにありました。また、1854年の

安政南海地震の津波被害を伝える大阪市大正区

にある石碑には、その末尾に「願わくば心あら

ん人、年々文字よみ安きよう墨を入れ給ふべ

し」、つまり、この石碑の意義を理解してくれ

る人がいたら、この石碑の文字をいつまでも人

々が読みやすいように、どうぞ毎年、墨を入れ

てほしいと彫ってあって、そのとおりこの石碑

には、今も黒々と墨が入っているそうでありま

す。この石碑を建立した家の子孫が、今でも毎

年、墨を入れ続けているそうであります。全国

のこのような自然災害に関する多くの言い伝え

と同様、本県にも自然災害の被害にかかわる伝

承がたくさんあるんじゃないかと思います。そ

れらを今後の防災対策に生かすためにも、県民

に普及啓発を図るべきじゃないかと考えます

が、これも総務部長に伺います。

○総務部長（稲用博美君） 地震や風水害、火

山など、本県ではさまざまな災害を経験してお

りまして、これらの言い伝えや記録などの情報

は、平成18年に「宮崎県における災害文化の伝

承」という冊子に取りまとめまして、県のホー

ムページにも掲載しているところでございま

す。さまざまな自然災害などに対しまして、被

害を最小限にするためには、住民それぞれが

「自分たちの地域は自分たちで守る」、つまり

自助・共助という意識が必要でありまして、そ

のためには、このような災害に関する伝承等を

県民にも広く広報し、防災に対する意識を高め

ていくことが重要であるというふうに認識して

おります。県といたしましては、今後とも引き

続き、防災講座や研修など、さまざまな機会を

とらえまして、過去の災害の伝承等も含めた防

災に関する知識の普及と啓発に努めてまいりた

いというふうに考えております。

○新見昌安議員 釜石の奇跡、これは全国に大

きな感動を呼び起こしたわけですけれども、助

かった女子中学生の言葉が大変示唆に富んでい

ますので、紹介したいと思います。「何か起

こったら自分の命は自分で守る、これが地元の

言い伝え。それを学んで育ったから」、また、

ある別の子は「助かったのは奇跡じゃない。言

い伝えを守って訓練を重ねた結果です」と言っ

たそうです。いにしえ人の被災体験が継承され

た、命を守る大事な言い伝えが、宮崎にもたく

さん残っているようであります。しっかり学ん

でいきたいというふうに思っております。

さて、私たち公明党では、先般、女性議員を

中心にして女性防災会議というものを立ち上げ

ました。女性は男性に比べて、地域に人脈もあ

る、地域をよく知っている、そして子育てや介

護といった具体的な経験を通して、子供や高齢

者、また生活者の視点を持っている。こういっ

た女性たちが、災害時の担い手として、その力

を発揮できるような仕組みをつくっていこうと

いうのが、この女性防災会議を立ち上げた背景

であります。今回の東日本大震災での避難所で

も、女性の人権にかかわるいろんな問題が相次

いだというふうに言われております。既存の災

害・防災対策に、相変わらず女性の視点が欠け

ていたんじゃないかというふうに思っておりま

す。この女性の視点を今後の防災対策に取り入

れることが重要になってくるんじゃないかと思

いますが、同じく総務部長に見解をお願いした

いと思います。

○総務部長（稲用博美君） 防災対策に女性の

視点を取り入れる必要性につきましては、平成

７年の阪神淡路大震災、それから平成16年の中

越地震での経験を通じて課題とされてきたもの
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でありまして、災害対策基本法におきまして

は、男女双方の視点に配慮した防災を進める旨

の改正がなされているところであります。ま

た、この改正では、地方公共団体が行う避難所

運営におきまして、プライバシーの確保や男女

双方の視点などに配慮するよう求められており

まして、これらの考え方を受けまして、本県の

地域防災計画におきましても、市町村が行いま

す避難所運営の中で配慮すべき事項として記載

しているところであります。しかしながら、今

回の東日本大震災に伴う避難所運営におきまし

ても、依然として問題が生じております。内閣

府からは、各地方自治体に対しまして、男女共

同参画の視点を踏まえた対応を講ずるように、

改めて要請があったところでございます。県と

いたしましては、今後、地域防災計画の見直し

の中で、関係機関の意見も十分伺いながら、こ

の問題に対応してまいりたいというふうに考え

ております。

○新見昌安議員 党のほうも近いうちにメンバ

ーが聞き取りに来るかもしれませんので、その

ときは対応方よろしくお願いしておきたいと思

います。

次に、省エネルギー対策について伺っていき

たいと思います。

ことしの夏は、全国的にいやが上にも節電意

識が高まった夏になったんじゃないかと思いま

す。先週、気象情報会社のウェザーニュース

が、節電に関する生活スタイルを全国アンケー

ト調査した結果が報道されておりました。これ

によると、県内の家庭におけるエアコン設定温

度は27.5度、全国で４番目に高かったそうであ

ります。稼働時間は4.5時間で、最長だった大阪

府より３時間以上短く、設定温度は全国平均よ

り0.5度高かったということで、回答数そのもの

は少なかったわけですけれども、県内の節電意

識の広がりをうかがわせたというふうに記載し

てありました。こういった中で、県庁では本

年、ピークカット大作戦なるものに取り組んで

おられるようでありますが、その取り組みの背

景と現状及び今後の省エネに対する考え方につ

いて、環境森林部長に伺いたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 「真夏の県庁

ピークカット大作戦2011」は、地球温暖化問題

や大震災に伴う夏場のエネルギー需給の逼迫に

対応するため、県庁みずから節電に取り組むと

ともに、この取り組みを通じて、県民の皆様の

自主的な取り組みを促そうとするものでありま

す。具体的には、ことし７月から９月までの３

カ月間、午前11時から午後３時までの時間帯に

おいて、使用最大電力を昨年度比で15％削減す

ることを目標として、エレベーターの一部運転

停止、執務室内の照明の15％以上消灯などに取

り組んでいるところです。その成果として、県

庁本館と１号館の使用最大電力を前年同月と比

較すると、７月は21.6％、８月は21.4％削減さ

れたところであり、効果があったものと考えて

おります。「県庁ピークカット大作戦」は９月

末で終了しますが、10月以降も引き続き、それ

ぞれの職員ができる範囲内で省エネの率先行動

に取り組んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 省エネや地球温暖化防止を目

的とした全国展開の「昼も夜もライトダウ

ン2011」では、事業者に対してキャンペーン参

加を呼びかけられております。ことしのピーク

カット大作戦は、県庁内の取り組みでしたけれ

ども、来年以降は広く県内事業者へも取り組み

を呼びかけていただければというふうに要望し

ておきます。

次に、県庁舎における照明に関して伺いたい
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と思います。ＣＯ２を大幅に削減でき、環境に優

しい、電気料金も蛍光灯の半分以下、おまけに

長寿命ということで、いいことずくめのＬＥＤ

照明でありますけれども、まだまだ高い。大量

に導入すれば相当の電力を削減できる反面、初

期費用は相当な額に上ります。何とかならない

かという多くの事業所の思いが通じたのか、某

大手家電量販店がこの４月から、事業所向けの

ＬＥＤ照明レンタルサービスをスタートさせた

ようであります。ネットで調べてみると、同様

の取り組み、結構多いようであります。それだ

けの需要があるということじゃないでしょう

か。省エネのために、本県でも庁舎内の照明を

ＬＥＤ照明に変え、なおかつ経費節減の観点か

ら、それをリース方式で導入してはどうかとい

うふうに考えますが、これは総務部長の見解を

伺いたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 県庁舎の照明器具

につきましては、省エネのため、平成22年度か

ら、本庁舎の廊下やエレベーターホール等のい

わゆるダウンライトにつきまして、従来の照明

器具と余り価格差がなく、消費電力の少ないＬ

ＥＤに順次切りかえてきております。また、執

務室内の照明につきましては、昨年度、性能が

向上しました省エネ型の蛍光灯に更新しており

ますが、これは蛍光灯タイプの直管型ＬＥＤ照

明器具の価格が、現段階では、省エネ型蛍光灯

に比べてかなり高額なためであります。しかし

ながら、昨年10月、業界におきまして、直管型

ＬＥＤ照明器具の統一規格ができたことにより

まして、今後、メーカーの増産も見込まれ、低

価格化も進むものというふうに予想されます。

このため、ＬＥＤ照明器具の導入につきまして

は、市場価格の動向も見ながら、費用の平準化

が図られるリース方式を含めて、今後、検討し

てまいりたいというふうに考えております。

○新見昌安議員 しっかり検討していただきた

いと思います。

省エネ対策の最後になりますけれども、電気

自動車に関してであります。ガソリン車やディ

ーゼル車と異なり、二酸化炭素や大気汚染物質

を排出しない電気自動車、地球環境に優しい車

と言われているゆえんですけれども、現段階で

の課題は、航続距離がまだまだ短い、そして価

格が高いということじゃないかと思います。し

かし、今後、電池の改良とともに、航続距離は

延びてくるでしょうし、価格も徐々に下がって

くることが期待されます。まさしく目の前に電

気自動車時代が来ているんじゃないかと思いま

すが、本県における電気自動車に係る取り組み

はどうなっているのか、また、今後の普及を図

る上での支援策について、県民政策部長に伺い

たいと思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県内における

電気自動車の販売台数でございますが、本年８

月末現在で51台となっております。また、充電

器につきましては、同じく本年８月末現在で、

急速充電器が３基、普通充電用コンセントが53

基設置されているところでございます。これま

での県の取り組みとしましては、平成22年度に

企業局で電気自動車を１台導入し、県庁本館前

に急速充電器を１基、それから、企業局と出先

機関に普通充電用コンセントを設置していると

ころでございます。また、本年１月には、連携

協定に基づきまして、日産自動車と合同で、県

民向けの普及啓発のイベントを行ったところで

ございます。電気自動車の普及につきまして

は、本県における低炭素社会の実現を図るため

に非常に重要であると考えておりますので、県

といたしましては、今後、電気自動車や充電器
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に係る国の助成制度をＰＲいたしますととも

に、自動車メーカー等と連携しまして、普及啓

発活動、あるいは充電インフラ整備についての

検討等を進め、普及促進に努めてまいりたいと

考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

次は、文書センターについてであります。

外来者第１駐車場の南側、企業局庁舎西側

に、レンガづくりで重厚なたたずまいの建物が

あります。私にとっては、当時、都市銀行と

言っていた第一勧業銀行の宮崎支店のイメージ

のほうが強いわけでありますけれども、現在は

県庁の５号館、県文書センターであります。申

しわけない限りですけれども、私もほとんどこ

の文書センター、足を踏み入れたことがござい

ません。再確認する意味で、まずは文書センタ

ーの設置目的、人員体制及び業務内容につい

て、総務部長に伺います。

○総務部長（稲用博美君） 文書センターにつ

きましては、明治から現代までの宮崎県の公文

書や宮崎県史編さんの過程で収集しました資料

の保存を行いますとともに、これらを県民の皆

様に利用してもらうことを目的に、平成14年７

月に設置しております。人員体制につきまして

は、現在、センター長１名、非常勤職員11名、

臨時職員２名の計14名であります。業務内容と

しましては、歴史的な価値のある公文書等の選

別収集や保存管理、閲覧サービス、資料の展

示、そのほか歴史文書解読講座の実施などを

行っております。

○新見昌安議員 今の答弁で、公文書の保存と

か選別収集等々の言葉がありました。県には、

おびただしい量の公文書が存在していることは

容易に想像できます。そこで次に、公文書は現

在、どのようなルールにのっとって取り扱われ

ているのか、同じく総務部長に伺います。

○総務部長（稲用博美君） 県の公文書につき

ましては、「文書取扱規程」において、公文書

の作成方法、保存、廃棄等の基準を定め、取り

扱うこととしております。また、保存期間が経

過した文書のうち、歴史資料としての価値を有

するものにつきましては、「歴史資料文書管理

規程」に基づきまして、文書センターで管理し

ております。

○新見昌安議員 「文書取扱規程」「歴史資料

文書管理規程」、この２つがあるということで

した。本題に入りますけれども、ことしの４月

１日に、公文書等の管理に関する法律、通称公

文書管理法が施行されております。この背景に

は、平成19年４月に起こった年金記録問題な

ど、ずさんな公文書の管理が明らかになったこ

となどがあるようですけれども、この内容は、

先進国でも例を見ない厳格なものになっている

ということであります。文書管理が抜本的に変

わっていくことが期待できるわけです。そこで

伺いたいと思いますが、同法第34条において

は、地方公共団体に、法の趣旨にのっとって、

その保有する文書の適切な管理に関して、必要

な施策を策定し、実施する努力を求めていま

す。法律用語で「努めなければならない」とい

うのは、やらなくてもいいということにもなる

かもしれませんけれども、法律は基本的に不都

合があるからつくる、国が不都合を認識したか

ら、この法律も制定されたんじゃないかと思い

ます。同じことは地方でも言えるんじゃないか

と思います。県においても、もしも何か同様の

不都合があったら、条例という形でそれをなく

していくための方策を練っていくべきじゃない

か。隣の熊本県あるいは島根県では、条例の制
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定に向けての取り組みを開始しているようであ

ります。本県においても、公文書管理条例を制

定すべきじゃないかと考えます。あわせて、文

書センターも公文書館という位置づけができな

いか、以上、総務部長に伺います。

○総務部長（稲用博美君） まず、公文書管理

条例の制定でありますが、県の公文書につきま

しては、先ほどもお答えいたしましたように、

「文書取扱規程」などの統一的な基準を定めま

して、適正な管理を行っているところでありま

す。公文書管理条例の制定につきましては、そ

の必要性も含めまして、今後、研究してまいり

たいというふうに考えております。文書センタ

ーの公文書館への移行についてでありますが、

公文書館では、歴史的価値の高い公文書の閲覧

に加えまして、専門職員を配置しての調査研究

を行うこととされており、文書センターが公文

書館に移行するためには、専門職員の配置、調

査研究や公文書の保管・修復等のためのスペー

スの確保等の検討すべき課題がございます。公

文書館の設置につきましては、新たな施設整備

ということも必要になりますので、今後、検討

してまいりたいというふうに考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

続いて、有機農業の推進についてでありま

す。

有機農業を取り巻く状況は、その生産性の低

さ、安定的に供給できる生産体制の不十分さ、

販路確保の難しさなど、極めて厳しいものがあ

るんじゃないかというふうに認識はしておりま

す。その一方で、安全で安心だ、健康によいと

いった消費者の思いとの間には隔たりもありま

す。有機農業を推進するに当たっては、解決す

べき多くの課題もあるのではないかというふう

に思っております。有機農業に関して有名なの

は、民主党参議院議員のツルネン・マルテイ氏

でありますけれども、彼が事務局長を務める有

機農業推進議員連盟が議員立法で国会に提出し

て、平成18年の衆参両院本会議で可決・成立、

同年12月に施行されたのが「有機農業の推進に

関する法律」であります。本日は、この翌年の

平成19年４月に農林水産省が策定した「有機農

業の推進に関する基本的な方針」に示された、

平成23年度までに有機農業の推進計画を策定し

推進を行うこととなっている、この取り組み状

況について、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 環境への負荷

軽減や食の安全・安心への消費者ニーズが高ま

る中で、有機農業を含む環境保全型農業の推進

は大変重要でございます。現在、県におきまし

ては、総合的作物管理技術の開発・普及や農業

生産の工程管理、いわゆるＧＡＰなど環境に配

慮した農産物の生産体制の強化を内容とします

「環境保全型農業推進の基本方針」を策定中で

あり、この中で有機農業への取り組みについて

も位置づけてまいりたいと考えております。な

お、本県では現在91戸の農業者が有機ＪＡＳ認

証を受けておられますが、本県のように病害虫

が発生しやすい気象条件下では、化学肥料や化

学合成農薬を全く使わない有機農業は、品質や

収量の低下が起こりやすいといった課題もあ

り、なかなか取り組みが進まない現状にござい

ます。このため、基本方針の策定に当たって

は、本県の有機農業の実態を踏まえまして、推

進上の課題や解決策などを整理しながら進めて

まいりたいと考えております。

○新見昌安議員 次に、農作業事故防止につい

てであります。

「トラクターを運転中に誤って農道から転落
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し、下敷きになって死亡」、こういった事故の

ニュースが時々新聞の社会面に載ることがあり

ます。新聞に載らない事故はどれほどあるかわ

かりません。批判を恐れずに言えば、亡くなっ

た方は女性や高齢者が多いように思われます。

機械になれていない、あるいは運動能力の低下

などが指摘されるかもしれませんが、いずれに

しろ痛ましく、事故を未然に防ぐ手だてを講じ

なければならないというふうに思います。本県

の農作業事故の現状と事故防止のためにどのよ

うな対策を講じておられるのか、同じく農政水

産部長に伺います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県における

農作業事故につきましては、毎年300数十件発生

し、そのうち、死亡事故で10数名の方がお亡く

なりになるなど、大変痛ましい状況にございま

す。農作業事故の多くが、高齢者や女性による

農業機械作業中の事故であり、機械別で見ます

と、農業用トラック、草刈り機、乗用型トラク

ターの順に多くなっております。このため、県

では、毎年３月から５月、９月から10月の計５

カ月間を「農作業安全運動期間」として設定

し、県内各地で農作業事故防止に向けた研修会

やポスター等での啓発活動を行い、農作業事故

ゼロに向けた取り組みを展開しているところで

ございます。特に今年度は、女性リーダーや技

術指導者を対象とした研修会の開催や、オペレ

ーター等を対象に実技も含めた研修などに、重

点的に取り組んでいるところでございます。今

後とも、関係機関と連携し、農作業事故防止に

向けた取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。

○新見昌安議員 ぜひともよろしくお願いして

おきます。

次に、生活弱者対策についてです。

まず、音声コードの普及促進について伺って

いきたいと思います。本年２月議会も含め、４

度目の質問であります。２月議会では、音声コ

ードが読み取れる携帯電話が製品化目指して開

発が進んでいるということを述べましたけれど

も、これは４月22日にリリースされておりま

す。これを機に、携帯電話対応の音声コードが

一気に普及するでしょうし、また、普及させて

いかなきゃならないというふうに思っておりま

す。多くの文字情報が携帯電話で簡単に聞き取

れるということは、視覚障がい者のみならず、

文字が読みづらいと感じる高齢者にとっても朗

報であります。何度もお願いしている県の刊行

物への音声コード添付、まずは県民にとって身

近な県広報にぜひともつけていただきたいと思

いますが、県民政策部長、よろしくお願いしま

す。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県の広報紙

「広報みやざき」でございますけれども、現

在、約36万部、年６回発行しているわけでござ

いますが、この「広報みやざき」につきまして

は、視覚障がい者の方々向けに、昭和47年から

点字版を発行し、さらに、平成元年から音声版

の配布を行っているところでございます。御提

案のありました県広報紙への音声コードの添付

につきましては、紙面をふやす必要がありまし

て、制作コストが大幅に増加するなどの問題が

あります。しかしながら、県政の動きを広く周

知しまして、対話と協働による県政を推進する

ためには、視覚障がい者の方々を初め、県民の

皆様から親しまれる広報紙づくりに常に努めて

いく必要があると考えております。したがいま

して、御提案の内容につきましては、まずは、

現状の紙面内で一音声コードの添付が可能であ

りますので、例えば「知事コラム」への導入な
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どを検討してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございます。内容

的には不十分ですけれども、一歩前に進んでい

ただいたというふうに思います。なお、全国の

広報紙をいろいろ調べてみたところ、長野県千

曲市の市広報、30数ページあるわけですけれど

も、すべてのページに音声コードがついており

ますので、参考になるんじゃないかと思いま

す。

次は、出張理容についてであります。介護老

人福祉施設などに入居のため、みずから理容所

に出向くことのできない方々がおられます。そ

の方たちのために、理容師がそこに出向いて行

う、いわゆる出張理容という制度があります。

高齢化の進展により、ニーズは高まっているの

ではないかと思いますが、本県の出張理容の状

況はどうなっているか、福祉保健部長に伺いま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 理容業務は、

理容師法におきまして、原則として理容所で行

うものとされております。ただし、出張理容

は、その特例といたしまして、疾病や事故など

により寝たきりの方や、社会福祉施設その他の

入所施設の入所者など、やむを得ない理由によ

りまして理容所に来ることができない方に対し

て、理容師が出張して、民家や入所施設で業務

を行うことが認められているものでございま

す。出張理容を行おうとする理容師は、業務地

を所管する保健所へ届け出る必要があります

が、近年の届け出件数でございますけれども、

平成20年度が166件、21年度が162件、22年度

が149件となっているところでございます。

○新見昌安議員 結構需要は多いようでありま

す。ところで、出張理容を行う場合の保健所へ

の届け出は、本県では３カ月ごとに行う必要が

あります。これは結構面倒という声もありま

す。調べてみたところ、１年ごとの届け出でオ

ーケーとしている県もたくさんございます。何

の支障もないようでありますので、本県でも届

け出有効期間の延長をすべきであると考えます

けれども、同じく福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 出張理容の届

け出につきましては、県において出張業務取扱

要領を定めておりまして、届け出の際に、衛生

面を確保する観点から、携行する器具の確認な

どを行っており、届け出の有効期間は３カ月と

しているところでございます。御指摘のありま

した有効期間の延長につきましては、保健所に

おける実務の状況や、お話のございました他県

の状況等も踏まえまして、今後、検討してまい

りたいというふうに思っております。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。早目の対応をお願いしておきます。

次に、教育行政についてであります。

まず、ＩＣＴ教育の推進に関して伺っていき

たいと思います。教育のＩＣＴ化は、文部科学

省はもちろんのこと、総務省、経済産業省でも

推進を図っております。宮崎の未来を担う子供

たちに対して、きちんとした情報教育を施して

いく、非常に重要じゃないかと思います。とこ

ろで、文部科学省は、「学校における教育の情

報化の実態等に関する調査」を毎年実施してお

りますけれども、先月、平成22年度の調査結果

が公表されております。まずは、本県の教育現

場におけるＩＣＴ環境の整備状況について、教

育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） 平成23年３月現在の

調査によりますと、まず、教育用コンピュータ

ー１台当たりの児童生徒数でありますが、小学

校が7.6人、中学校が5.5人、高校が6.1人であり



- 297 -

平成23年９月13日(火)

ます。次に、普通教室のＬＡＮ整備率につきま

しては、小学校が74.8％、中学校が66.4％、高

校が22.1％であります。また、１学校当たりの

電子黒板の整備台数につきましては、小学校

が1.5台、中学校が1.0台、高校が0.3台となって

おります。

○新見昌安議員 調査項目は大きく２つありま

した。１つが、今答弁にあった「学校における

ＩＣＴ環境の整備状況」、もう１つが「教員の

ＩＣＴ活用指導力」であり、県別に多項目にわ

たって調査してあります。ところで、本県の教

員のＩＣＴを活用した指導力状況、高校の状況

がよくないようであります。「教材研究・指導

の準備・評価などにＩＣＴを活用する能力」が

全国で47位、「授業中にＩＣＴを活用して指導

する能力」が46位、「児童・生徒のＩＣＴ活用

を指導する能力」が47位、「情報モラルなどを

指導する能力」が、ちょっとよくて43位、「校

務にＩＣＴを活用する能力」が47位というふう

になっております。大変厳しい数字ではないか

と思います。この状況をどのようにとらえ、ま

た、改善に向け今後どのような取り組みをして

いくのか、同じく教育長に伺いたいと思いま

す。

○教育長（渡辺義人君） 先ほどと同じ調査に

よりますと、本県高校教員の授業中にＩＣＴを

活用して指導する能力につきまして、「わりに

できる」もしくは「ややできる」と答えている

教員は50.4％でありまして、全国平均の64.2％

を下回っております。このような結果が生じて

いるのは、高校の普通教室へのＬＡＮ整備率が

低いため、通常の授業でＩＣＴを活用し指導す

る環境が十分でないこと、それから、教員のＩ

ＣＴ活用に関する研修も必ずしも十分でないこ

とが影響しているのではないかと考えておりま

す。ＩＣＴを活用した教育は、例えば、授業に

おきまして、黒板の板書だけでは理解しにくい

内容を画像を使って解説するなど、わかりやす

く深まりのある授業を実現できるとともに、生

徒の情報活用能力も育成するなど、大変重要な

ものと認識いたしております。したがいまし

て、今後は、厳しい財政状況の中ではあります

が、いろいろと工夫しながら、普通教室へのＬ

ＡＮ整備や教員の研修のさらなる充実に向けて

検討してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 先ほどの能力別順位、平成21

年度はそれぞれ、46位、47位、47位、42位、40

位でありました。手をこまねいているとは決し

て思いませんけれども、このままでは大きく九

州他県の後塵を拝することになるんじゃないか

と心配しております。これが杞憂と終わるよ

う、何とぞよろしくお願いしておきたいと思い

ます。

さて、本年６月17日、スポーツ基本法が成立

しております。昭和39年の東京オリンピックを

目前に控えた昭和36年、施設整備や学校体育を

主眼に置いて制定されたのがスポーツ振興法で

ありますけれども、今回成立したスポーツ基本

法は、この振興法を全面改正したものですか

ら、実に半世紀ぶりであります。今後は、国が

スポーツ基本計画を策定し、地方はこの基本計

画の動向を参酌し、障がい者スポーツの推進も

含めた地方スポーツ推進計画の策定というふう

に流れてくるようでありますけれども、新たに

成立したスポーツ基本法を、アスリートでもあ

る知事はどのように評価されているか伺いたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） このスポーツ基本法

は、御指摘がありましたように、スポーツ振興

法を50年ぶりに全部改正する形で制定されたわ
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けでありますが、スポーツ振興というものを国

家戦略として位置づけまして、すべての国民に

スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営む権利

があるというふうにうたわれるなど、新しい時

代におけるスポーツの基本理念が示されたとこ

ろであります。私もスポーツが大好きでありま

すし、ほぼ毎日のようにウオーキングやスイミ

ングをやっておりますし、サッカー、トライア

スロンに取り組んでいるところでございます。

スポーツには、基本法の前文にも書かれており

ますように、「心身の健康の保持増進」を初め

としまして、「次代を担う青少年の体力の向上

や人格の形成」、さらには「地域の一体感と活

力の醸成」など、さまざまな価値や重要な社会

的役割というものがあるということを実感して

おるところでございます。しかも、東日本大震

災からの復旧・復興に向けて、国民が一体と

なって元気を出していかなくてはならないとい

うときに、大変時宜を得た法律の制定ではない

かというふうに考えております。県としまして

も、「スポーツランドみやざき」を掲げておる

ところでございます。この基本法の趣旨を踏ま

え、だれもがスポーツに親しみ、参加できます

ような県民総参加型の生涯スポーツの推進や、

県民に勇気や元気、感動を与える競技スポーツ

の強化など、スポーツの振興に積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 頑張ってください。また、よ

ろしくお願いしておきます。

教育行政に関して最後の質問となりますけれ

ども、中学校では、少子化によって、運動部活

動の休部・廃部、部員不足により十分な活動が

できていない部がふえている状況にあるという

ふうに聞いております。県としてはどのように

対応しているのか、教育長に伺いたいと思いま

す。

○教育長（渡辺義人君） 本県の中学校の運動

部活動加入者数は、本年度約２万3,900人であり

まして、10年前の平成13年度約３万1,500人と比

較しますと、人数にして7,600人、率にして24％

の減となっております。そのため、学校により

ましては、従来どおりの部活動運営ができなく

なっておりまして、生徒のニーズを初め、保護

者や地域の方々の願い、指導者や施設設備の状

況、さらには今後の生徒数の推移等を勘案しま

して、やむなく部活動の取捨選択を進めており

ます。中にはそれでも、少子化の影響を受け

て、部員不足により十分な活動ができない状況

も見られております。このような状況を踏まえ

まして、県中学校体育連盟では、単独校でのチ

ーム編成ができない学校に対しまして、県中学

校総合体育大会など主催する大会に、合同チー

ムによる出場を可能とする措置を講じておりま

す。また、部活動がない場合でも、学校長の承

認があれば、道場やスイミングクラブなど、学

校外で活動している生徒の参加も認めていると

ころであります。県教育委員会といたしまして

は、部活動の意義や生徒の活動する機会が保た

れるように、各学校に対しまして、長期的な児

童生徒数の推移も見きわめながら、今後とも、

運営上の工夫を行うよう、さまざまな機会を通

して指導・助言してまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 スポーツ基本法には、青少年

スポーツの一層の拡充に向け、学校、スポーツ

団体、家庭、地域が相互に連携する重要性も盛

り込んであります。あらゆる手だてを講じなが

ら、しっかり取り組んでいっていただきたいと

いうふうに思います。

最後に、警察に係る課題等についてでありま
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す。

チャイルドシートについてであります。７

月22日の宮崎日日新聞に、チャイルドシートの

県内使用率低迷、39％、全国44位との報道がな

されていました。ワースト４位であります。ち

なみに、昨年９月８日の同じ宮崎日日新聞の報

道では、使用率はことしと同じ39％でワースト

３位とありました。ことしは一つ上がったとは

いえ、依然として低位であります。その本質的

な原因は何なのか。子供の命が大事じゃないか

と、本当にわからなくなってきます。自発的に

取り組んでくれないのであれば、警察として極

めて厳格に取り組んでいくべきではないか。

チャイルドシート使用率向上に向けての取り組

みはどのようになされているのか、警察本部長

に伺いたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） チャイルドシー

トの本県の使用率は、ただいま議員がおっしゃ

いましたように、大変低い状態でございます。

最近の調査におきましても、全国ワースト４位

ということであります。チャイルドシートを使

用しない理由といたしまして、子供が嫌がると

か取りつけるのが面倒だと、そういった声がご

ざいますけれども、被害軽減のために有効であ

るということがございまして、幼稚園とか保育

所、こういったところを訪問いたしまして、保

護者の方々に対しまして、事故事例を挙げなが

ら、その必要性について講習を行いましたり、

また、昨年度から「チャイルドシート使用及び

シートベルト着用啓発事業」として民間に業務

委託いたしまして、乳幼児健診や母親教室にお

きまして、正しい取りつけ方法について指導を

行うなど、普及啓発に努めております。また、

いわゆるチャイルドシート着用義務違反の指

導、取り締まりも強化しておりまして、昨年は

１年間で2,915件を検挙しました。これは前年と

比べまして、プラス1,398件、92.2％の増加であ

ります。また、本年も７月末現在で1,929件を検

挙しておりまして、これも前年同期比で、プラ

ス393件、25.6％の増加となっております。子供

たちの大切な命を守るために、今後とも、指

導、取り締まりを強化いたしますとともに、関

係機関等と連携した継続的な啓発活動を行って

まいりたいと考えております。

○新見昌安議員 あらゆる手段を駆使して、地

道にやっていくしかないということじゃないか

と思います。大変でしょうけれども、よろしく

お願いしておきます。私も先月、３人目の孫が

誕生いたしました。じいじの責任をしっかり果

たしていきたいと思います。

時間が来ました。以上で質問のすべてを終わ

ります。ありがとうございました。（拍手）

○十屋幸平副議長 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54分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） お疲れさま

でございます。最終日で、しかも午後、残り３

名となりました。代表質問、一般質問合わせ

て17名の方が既に質問をされました。私の質問

とかなりの部分で重複いたしておりますので、

私は単刀直入に端的に質問してまいりたいと思

います。

まずは知事の政治姿勢についてであります。

宮崎県における最大の公の場は、この本会議
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場だというふうに認識をしているところでござ

います。その認識、皆さんと同じだというふう

に思っておるところであります。それで、議会

の会期や時間について確認の質問をしていきた

いと思うんですが、地方自治法で、県議会招集

権は確かに知事にあります。しかし、会期は、

議会初日に我々で議決して決めます。会議時間

は、規則によりまして午前10時から午後５時ま

で、もちろん会期の延長、時間の変更はできま

す。このことは、この本会議場にいる我々議員

はもちろんのこと、執行部の皆さん方も含めて

全員が認識されていることと思いますが、この

ことについて知事に確認の質問をさせていただ

き、後は質問者席から質問していきたいと思い

ます。〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

議会の会期日程、議会の開会時間等御指摘の

あった件については、そのように認識をしてお

るところでございます。以上であります。〔降

壇〕

○中野一則議員 次に、職員の不祥事につきま

して質問したいと思いますが、知事は開会日の

冒頭に、不祥事につきまして謝罪のあいさつを

され、また再発防止についても触れられており

ました。こういう不祥事はあってはならないこ

とでありますが、この５年間にどのくらいの件

数発生したか、その実態を御報告願いたいと思

います。総務部長よろしくお願いします。

○総務部長（稲用博美君） 平成18年度以降で

は、公金、準公金等の横領が５件、談合事件や

不適正な事務処理など職務上の違法行為等が５

件、このほか交通法令違反が28件、その他公務

外非行６件を含めまして、合計44件の不祥事が

発生しております。

○中野一則議員 今のは知事部局の話だと思う

んですが、教育委員会、警察等と合わせるとか

なりの事案が多発しているなと、そう思ってい

るところであります。しかし、こういうのは厳

正に処分をしなければならないことはもちろん

でありますけれども、処分に不公平さがあって

はならないと、こう思っております。どうも懲

戒処分に統一性がないのではないか、こういう

気がしてなりません。知事部局と教育委員会、

あるいは警察等と比べてももちろんであります

が、知事部局内においても公平さがないんじゃ

ないかという気がいたします。それで、懲戒処

分の基準を総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 懲戒処分につきま

しては、各任命権者がそれぞれ定めました基準

に従いまして、非違行為の態様や過去の処分例

も参考にしながら行うことになっております。

知事部局の懲戒処分の基準は、国の指針や他県

の状況、本県での過去の処分例を参考に、外部

委員会の意見もお伺いした上で、平成17年12月

に教育委員会と共同で策定したものでございま

す。具体的には、戒告から最も重い免職までの

４段階の処分の中で、例えば、わいせつ行為の

場合ですと免職、停職または減給とするなど、

非違行為の類型ごとに標準的な処分の量定を定

めております。実際の処分に当たりましては、

この基準をもとに、本人の故意や過失の程度な

ど個別具体的に勘案して処分内容を決定するこ

ととしております。

○中野一則議員 それから、懲戒免職処分等に

おいては公表をされるわけですけれども、その

氏名の公表についても統一性がないんじゃない

かという気がいたします。それで、昨年から発

生している横領事件で、すべて懲戒免職処分に

なった件でありますが、昨年の２月に発生した
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準公金横領、これは処分と同時に氏名を公表さ

れた。刑事告発も検討している。それから昨年

５月に発生した準公金の横領事件、これは氏名

の公表がありませんでした。また刑事告発もし

ない、こういうことであります。そして今回発

生した、９月１日に公表がありましたが、これ

につきましては処分以前に、まだ処分がされて

いないのに氏名が公表された。刑事告発も検討

中と。この３件については、同じ懲戒処分で、

しかも横領事件にかわりはないわけですけれど

も、処分、氏名の公表を含めて差があるんじゃ

ないか、こう思っているところですが、氏名公

表の基準について、総務部長にお尋ねいたしま

す。

○総務部長（稲用博美君） 懲戒処分を行いま

した場合は、原則としまして、所属部局名、職

位、年齢、処分内容を公表することとしており

ますが、重大な法令違反や非行の場合で社会的

な影響が著しい事案で、しかも免職としたとき

には、所属、職、氏名を公表することにしてお

ります。例示がありました準公金の横領の中で

も、いわゆる原資がもともと公金であるもの、

あるいは親和会という職員の積み立ての場合等

で、その公表に氏名等若干違いを設けた例がご

ざいます。なお、今回の場合ですが、発生いた

しましたものが公用郵便切手横領事案というこ

とでありまして、懲戒処分前ではありました

が、事情聴取におきまして本人が横領を行った

ということを認めております。また、公物の横

領という社会的影響の著しい事案であることか

ら、この公表基準に準じまして、所属、氏名、

職名を公表したものでございます。

○中野一則議員 とにかく公平な扱いをしてい

ただくように、よろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、人事異動についてお尋ねしますが、人

事異動は適材適所、これは決まり文句でありま

すが、そのようにされております。県民に最高

のサービスを、あるいは職員のやる気、士気高

揚のために、あるいはそのほかの理由で異動は

されていると思いますが、人事の昇級とか昇進

にどうも偏りがあるんじゃないか、そういう気

がしてなりません。端的に言いまして、一般行

政職の皆さん方は優遇され、現場職、技術職、

研究職そういう専門職、この方たちは冷遇をさ

れているんじゃないか、不安の声を聞かんでも

ないということでございます。それで、典型的

な例を申し上げたいと思います。本人を前にし

て申しわけないわけですけれども、実は４年前

にも同じことを指摘したところであります。こ

こにおられる部長さんが７名、それから部長級

といういろんな事務局長をされている方が５

名、合わせて12名いらっしゃいますが、この12

名のうち１人だけが今から言うのに当てはまら

ずに、11人は、次長の時代あるいは課長の時

代、そのいずれか、あるいは双方に、県民政策

部ないし総務部に所属された経験のある方ばか

りなんです。いわゆる課長か次長時代に県民政

策部か総務部を経験しない人は部長にはなれな

いと。例外的に１人だけ、県土整備部長がなら

れていると、こういうことでございます。これ

からの人事異動は、教育委員会、企業局、病院

局等も含めてでありますが、生え抜きの人、現

場、専門技術こういうことを冷遇せずに、どん

どん登用する人事をぜひしてほしい、そのこと

を知事にお尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 人事異動につきまし

て、基本的なスタンスとしましては、効率的、

効果的な県政運営を図るために、能力主義、適

材適所というものを基本といたしまして、職員
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の希望や人材育成にも配慮しながら行っている

ところであります。特に幹部人事につきまして

は、県政の直面します課題解決に向けて中心的

な役割を担うこととなりますので、従来から、

それぞれのポストに求められる経験、能力、判

断力などを備えているかを総合的に判断して、

それにふさわしい人材の登用に努めてきたとこ

ろでございます。御指摘の点につきましては、

事務方で課長職以上のポストというものが県民

政策部、総務部の２部で全体の約４割を占めて

いるという状況もございますが、今申し上げま

したような基本的な考え方に基づきまして適材

を配置した結果であるというふうに考えており

ます。

○中野一則議員 出先を含めて優秀な職員の方

がたくさんいらっしゃいますから、全体に目を

配って人事異動をしていただくようにお願いい

たしたいと思います。

次に、入札制度の見直しについてであります

が、今月２日に我が党から知事に提言をいたし

ました。「県内の多くの建設産業が厳しい経営

環境にあるため、予定価格が3,000万円未満の公

共事業については、指名競争入札を復活させる

とともに、地元建設産業が受注しやすいよう入

札参加範囲の見直しを行うなど、入札・契約制

度の改善を図ること」というのも入っておりま

した。これが入札制度をぜひ見直してほしいと

いうことの提言であります。知事は自分の政策

提案の中で、「入札制度については、地域にお

ける建設業の役割も考慮した上対応します」と

いうことでしたが、就任時の記者会見では、

「指名競争入札の復活は、今の段階では考えて

いない」ということでありました。就任されて

もう８カ月になられました。すぐ１年が経過し

て、また新年度がすぐスタートすることになり

ますけれども、見直しをするのかしないのか含

めてはっきりとしたことをぜひ早く御披瀝願っ

て、するならする、いつからする。しないなら

しないということをぜひやってほしい。我々と

しては本年度中に指名競争入札の復活をしてほ

しいということを含めての提言でありますか

ら、そのことを含めてどう思われるかを知事に

お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 入札問題であります

が、本県におきましては、談合事件により失わ

れました県民の県政に対する信頼を回復するた

めに、一般競争入札の拡大など、より公正、透

明で競争性の高い入札・契約制度の確立に取り

組むとともに、幅広く意見を伺いながら必要な

見直しというものを随時行ってまいりました。

中でも総合評価落札方式につきましては、工事

の品質確保を図り、地域の建設業者の育成や技

術力向上にもつながる制度であると考えており

まして、地元の建設業者が受注しやすい地域企

業育成型の活用を含めて、その適用を拡大して

きたところであります。入札・契約制度につき

ましては、これまでの改革を踏まえつつ、基本

的には一般競争入札の枠組みの中で引き続き総

合評価落札方式を活用してまいりますととも

に、地域要件の見直しも含めまして、今後とも

幅広く意見を伺いながら、制度の検証、必要な

見直し、改善を図ってまいりたいと考えており

ます。

○中野一則議員 次に、郷土の代表者という視

点から２～３質問していきたいと思うんです

が、まず、高校野球甲子園初優勝へということ

で、知事も政策提案の中で述べられておりま

す。きのうは 原議員の質問に対して、県民に

夢や感動を与えるということで、ぜひ宮崎県か

らも甲子園初優勝へということで取り組む旨の
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話をされました。知事も、開会式、それともう

一回でしたか、２回行かれたように思いますけ

れども、非常に優勝というのが遠い存在であり

ますが……。

甲子園大会についてちょっと調べてみまし

た。全国高校野球選手権大会、いわゆる甲子園

の夏の大会ですが、これは大正４年に第１回が

始まってことしで93回、それから選抜大会、春

の大会ですが、大正13年にスタートしてことし

で83回。ことしの優勝は、春が神奈川県代表の

東海大相模高校、夏が西東京代表の日大三高で

ありました。それで優勝はどういうところがし

ているんだろうかと思って―私の数え方にミ

スがあるかもしれませんが、これは春夏合わせ

ての数であります。過去優勝した回数の一番多

いのは、愛知県と大阪府が18回同士で１位、第

３位が兵庫県で13回、そして次に来るのが12

回、ここは３都県ありまして、東京都と神奈川

県、そしてもう１つの県は知事の御出身の広島

県でありました。それから逆に優勝していない

ところが、全国に15県あります。九州・沖縄で

優勝していないのは宮崎県、しかも準優勝もし

ていない。それから固まって優勝していない地

域があるんですが、震災で苦しんでいる東北６

県、ここはひとつも優勝しておりません。それ

から北陸３県も優勝の経験がありません。

知事は、甲子園初優勝へということで政策提

案をされているわけですけれども、これは不可

能じゃないと思うんです。そのためにはやはり

優勝のための計画、スケジュールをきちっと立

てて、目標年度もある程度決めて強化する政策

を出さないと優勝は遠いと思うんです。ですか

ら、知事の抱負を含めて御答弁をお願いしたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 競技スポーツは、県民

のきずなを深めて、口蹄疫からの再生・復興を

初め、「みやざきの新生」に向けての原動力に

なるという思いから、中でも県民の皆さんの関

心の高い、高校野球の甲子園での優勝という目

標を掲げて、今取り組んでおるところでござい

ます。その最初の取り組みとしまして、ことし

の夏の予選におきましては、23年ぶりとなる、

知事として開会式で始球式を務めますととも

に、閉会式にも出まして、優勝した日南学園を

激励したところであります。残念ながら、聖光

学院という大変な強豪に当たりまして、延長さ

よならということで、大変残念、惜敗であった

わけでございますが、あと一歩、そのあと一歩

の遠さというものを改めてまた実感したところ

でございます。なかなか一朝一夕になし遂げら

れるものではない、大変難しい課題だと思って

おりますが、県民の思い、夢というものを一つ

にして、そんな中で、関係者、高野連、それか

ら高校野球に携わるさまざまな方々の思いを一

つにして、その大きな目標に向かって進む。そ

のような一つの流れをつくりたいという思いで

この目標を掲げておるところでございます。具

体的には、昨日も御答弁申し上げましたよう

に、現在でも指導者の育成なり選手たちの技術

レベルアップの取り組みというのを進めており

ますが、今後どのようなさらなる強化策という

のが可能なのか、関係者とともに検討して取り

組んでまいりたいと考えております。

○中野一則議員 日本を代表するような実績と

か人物、こういうのは高校野球だけじゃないん

です。宮崎県の後進性というか、いろいろと私

なりに調べてきましたが、スポーツでも、甲子

園は優勝も準優勝もしていないわけですが、国

技である大相撲、行司の横綱の木村庄之助は宮

崎県延岡出身でありますけれども、宮崎県から
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まだ横綱、大関が全く誕生いたしておりませ

ん。江戸時代からさかのぼって調べましたが、

おらない。それから政治の面ですが、総理大

臣、九州では宮崎だけがまだ総理大臣が誕生い

たしておりません。全国に18県あります。それ

から衆議院、参議院、昔の貴族院を含めての議

長は、衆議院が今まで58人、参議院が19人い

らっしゃいますが、宮崎県出身者はまだだれも

おりません。ぜひこの中からも頑張ってほしい

と思うんですが。それから芸術、学術、文化の

面で言いますと、芥川賞は昭和10年からあるん

ですが、第１回は石川達三の「蒼氓」だったと

思うんです。今まで150人受賞されている。宮崎

県にかかわる人はだれもいません。直木賞、こ

れも芥川賞と同時にスタートしたんです。170人

受賞しているが、宮崎県出身者はおられませ

ん。ノーベル賞はもちろんいないわけですけれ

ども、文化勲章これも宮崎県出身者がいないん

です。ただ、文化功労者はおられるそうであり

ますが、文化勲章はいないと、こういうことで

す。国民栄誉賞、19回というから19人いるわけ

ですけれども、これも全くいない。以上の分野

で日本を代表するトップ、実績、そういうのが

ない宮崎県でありますけれども、こういう状態

というか、こういう宮崎県を知事はどのように

思われるか、御感想をお聞きしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 今、いろんな調査の結

果というのを伺いまして、大変興味深く伺った

ところでございます。宮崎県民はえてして控え

目で、我こそはというところが余りないという

ような言われ方をすることがあるわけでござい

ます。ただ、今言われたような、大相撲であり

ますとか政治ですとか、そういう分野で頂点を

きわめた方がいらっしゃらないという話ではご

ざいますが、そのほかにはたくさん、小村寿太

郎さんですとか高木兼寛さん、安井息軒さん、

ぞれぞれの分野で日本を代表するような仕事を

された方はたくさんいらっしゃるわけでござい

ます。日本を代表する、１番を目指していく、

オンリーワンを目指していく気概というものは

大変重要だろうと考えておりますので、これか

らの本県を担う、また我が国を担う若者たち

が、ぜひ日本のトップを目指して、そういう高

い志を持って頑張っていただきたい、そのよう

に考えております。

○中野一則議員 それから、ＮＨＫに大河ドラ

マがあります。日曜日の８時からスタートする

んですが、これは昭和38年に始まりました。第

１回目が井伊直弼が主人公の「花の生涯」であ

りまして、ことしが「江～姫たちの戦国」とい

うことでありますが、ちょうど50作目なんで

す。節目の回数なんです。ところが、宮崎県を

舞台にした大河ドラマはないわけです。朝ドラ

は過去、「たまゆら」と「わかば」が２回あり

ました。しかし、お隣の鹿児島県は、平成２年

の「翔ぶが如く」、そして20年の「篤姫」、昨

年の「龍馬伝」も一部鹿児島でロケやらいろい

ろありましてフィーバーしたわけですが、この

舞台になると非常に出身地がクローズアップさ

れて、観光としても非常に寄与するところが多

いわけです。宮崎県にＮＨＫの大河ドラマを誘

致したらどうだろうか、こういう気がいたしま

す。10年ぐらい前に神話を題材にしてそういう

話もあって一部運動がありましたが、不発に終

わりました。

今回は、先ほどくしくも知事が、いろいろな

中で小村寿太郎を言われましたが、私は明治の

外交官の小村寿太郎が最適任じゃないのかな

と、宮崎県の郷土の先覚者の偉人もたくさんお
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るわけですが、小村寿太郎が第一人者ではなか

ろうかなというふうに思います。それがあるか

ら知事も小村寿太郎ということが先に浮かんだ

のだと思います。

私から簡潔に理由を申し上げますと、寿太郎

は、少年・青年期、非常に勉学に頑張られて、

その生き方が青少年に非常にいいんじゃない

か、ためになるんじゃないかと思うし、それか

ら日英同盟の締結、ポーツマス条約の調印、不

平等条約の改正など非常に数多くの功績があり

ます。今は国際情勢が非常に厳しい中でありま

すが、恐らく彼の明治時代が放映されたら今日

に大きな参考になるんじゃないか。彼の生き方

なり姿勢なり、手腕、業績は大いに参考にな

る。また、国民そのものにも感銘を与えるので

はないかというふうに思います。また、中学校

の歴史教科書を見ましたが、１社だけが載って

いないんですが、ほかは全部、小村寿太郎とい

う名前は出ておりました。小学校の指導要領の

中に人物42名が挙げてあるんですが、その中に

もちゃんと小村寿太郎が書いてありました。今

までそういう人物の小村寿太郎がならなかった

のが不思議であるわけですけれども。

ところが、ＮＨＫのこのドラマは２年先まで

決まっているんです。それで小村寿太郎が没し

てちょうどことしが100年でしたから、本当はこ

とし放映すれば一番よかったんですけれども、

これが一つの節目として運動するのもいいん

じゃなかろうか。４年後は寿太郎の一つの節目

である生誕160年になります。ですから、明治の

外交官小村寿太郎でＮＨＫ大河ドラマ誘致とい

うことを提案するとともに、県民運動に仕立て

て、知事を先頭に大運動をやったらどうだろう

か。そのことが、知事のカラーが云々というこ

ともいろいろありましたけれども、きょうはま

たすばらしいワイシャツで来られております

が、こういう運動で知事の指導力発揮というこ

とをされたらどうだろうか、ぜひこのことを提

案方々お願いしたいと思いますが、知事の取り

組みの姿勢をお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のあった小村寿

太郎侯でございますが、ＮＨＫでは、昭和56年

の「ポーツマスの旗」で主人公として、最近で

は、平成21年から足かけ３年にわたって放送さ

れております「坂の上の雲」でも大変存在感の

ある登場人物の一人として取り上げられている

ところでございますが、郷土ゆかりの偉人が主

人公となるこういう大河ドラマの中では、宮崎

を全国にＰＲという意味では最適の人物の一人

ではないかと思っております。私個人としまし

ても、以前、外交官を志しておりましたし、東

京大学でもハーバードでも先輩に当たる。ま

た、実際に取り組まれた仕事の立派さという意

味でも、大変尊敬をして見ておる小村さんでご

ざいます。

これまで本県では、大河ドラマや連続テレビ

小説などの誘致につきまして、県民挙げた運

動、要望を行っておりまして、平成16年の「わ

かば」に結びついたような実績もあるところで

ございます。先日、県職員の提案制度「かえる

のたまご」の中でも、別の人物、島津義弘公で

ございましたが、ぜひ大河ドラマを誘致したら

どうかというふうな提案もありまして、大変興

味深く受けとめたところでございます。今のよ

うな御指摘を踏まえて、本県では官民共同で設

立しております宮崎フィルム・コミッションが

中心となりまして、制作会社などに対しまして

ドラマや映画などのロケ誘致活動を行っている

ところでございますが、ＮＨＫにも今後、大河

ドラマなどを含めて誘致について働きかけてま
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いりたいと考えております。

○中野一則議員 何か運動体として組織をつ

くってぜひやってほしいと思うんです。今、知

事も言われたとおり、知事の学校の先輩ですか

ら─東大前身の学校を出ているし、それから

アメリカのハーバードも出ている先輩ですから

─知事になった機会に、ぜひ先輩を大運動に

取り上げてほしいと思います。よろしくお願い

いたします。

それから郷土の先覚者の中で─いろいろと

おられるんですが─上原勇作元帥の肖像画に

ついてちょっと触れてみたいと思います。上原

勇作元帥といっても知らん人が多いと思います

が、ちょっと紹介いたしますと、安政３年

（1856年）都城の生まれ。経歴は、陸軍大将元

帥、陸軍大臣、教育総監、参謀総長、議定官、

都城に上原文庫設立、郷土を非常に愛し、青少

年の教育に尽くしたと紹介されております。

そして昭和58年10月に、宮崎県置県100年記念

に「郷土の先覚者展」というのがあって、この

ときにも上原元帥は大きく紹介されました。そ

れから58年から59年に、置県100年事業でいろい

ろ取り組まれて、肖像画を県の総合博物館が画

家に依頼して購入された。その総額が405万円。

そして10人というのは、今言った小村寿太郎、

安井息軒、石井十次、伊東マンショ、若山牧

水、川越進、高木兼寛、僧古月、三好退蔵、そ

して上原勇作であります。総合博物館で購入し

たわけですけれども、平成元年７月にはむかば

き青少年自然の家にこの肖像画は全部所管がえ

がされました。そして自然の家で展示をした。

今も展示されております。そして平成３年３月

にはその複製画、写真でありますが、本館の１

階の県民室で展示をされている。ところが、自

然の家の上原勇作のみがいつごろからか展示さ

れなくなったんです。そしてまた県民室での複

製画も上原勇作が展示されておりません。非常

に不可解な現象でありますが、その経過なり理

由を、教育長、それから県民政策部長にお尋ね

いたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、私のほうから

お答えさせていただきますが、むかばき青少年

自然の家にあります郷土先覚者の肖像画は、昭

和58年の置県100年記念として制作され、平成元

年から展示されているものであります。今回、

上原勇作氏の肖像画の件につきまして調査いた

しましたところ、平成７年ごろに外部の方から

青少年自然の家に対し、「青少年教育施設に軍

服姿の肖像画や「日清戦争・日露戦争で功績が

あった」と記載された解説文を展示することは

好ましくない」という御意見があり、関係者が

協議した結果、取り外すという判断をしたよう

であります。当時は、軍服姿、さらには戦争で

の功績が記述されたということで判断をされた

のではないかと推測いたしております。

なお、先ほど議員の御質問の中でも触れられ

ましたけれども、上原勇作氏は、郷土の青少年

育成のため、都城市で自身の蔵書を中心とした

図書館であります上原文庫の設立に尽力された

ほか、現在の都城泉ヶ丘高校の前身であります

旧制都城中学校の充実にも貢献されておりまし

て、都城市の小学校社会科副読本「都城の歴史

と人物」において「郷土を築いた人々」の一人

として取り上げられているところであります。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県民室にある

肖像画、これは写真でございますけれども、む

かばき少年自然の家にある原画を写したもので

ございまして、平成３年から展示されておりま

して、上原勇作元帥の肖像画につきましては、

教育長の答弁と同様の理由により取り外された
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模様でございます。

○中野一則議員 旧軍人であっても、その生き

方なり、あるいは功績というのは、青少年教育

とか、郷土を愛するとか、あるいは、さっき

言ったように都城には文庫もあるんです。非常

に貴重な文庫を保存もされております。非常に

影響のあるというか、郷土のために尽くされた

方でありますから、何も青少年自然の家に飾っ

てふさわしくないということはないというふう

に思いますし、そうであれば別なところに展示

すればいいんです。なぜあの10名がむかばき青

少年自然の家だけにずっと置かれているのかと

いうことも不思議なんです。展示する場所を変

えるべきだ、このことも御提案しておきたいと

思いますし、それが理由であれば県民室でなぜ

張らないのかというのも、これがまた不思議な

話でありますから、ぜひ検討してください。そ

の後出版された書物とかパンフレット、県のそ

ういうものからは全部、上原勇作は、いろいろ

と調べましたが外されております。ぜひほかの

９人の先覚者と同じ扱いをするように、これは

県民政策部長にお願いいたしますが、御答弁を

よろしく。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 上原勇作元帥

につきましては、今、議員から御紹介がありま

したように、宮崎県の唯一の元帥、当時の陸軍

元帥、陸軍大臣、あるいは教育総監、あるいは

参謀総長、そういう経歴の大変立派な─当

時、陸軍にとっては宮崎県から初めて元帥が出

たということで─そういう歴史的な人物であ

るということはよく承知しております。ただ今

回、先ほど答弁しましたような経緯で取り外さ

れているということを確認できましたので、そ

のあたりの経緯も含めまして、今後の対応につ

いて検討していきたいと思っています。

○中野一則議員 ぜひ前向きに検討してくださ

い。

次に、教育行政についてお尋ねいたしたいと

思います。来年度から使用される中学校の社会

科の教科書選択についてでありますが、日本教

育再生機構のメンバーが執筆した歴史と公民の

教科書が、来年度からは全国の公立中学校400校

以上で使用されることになった。これは前回と

比べて歴史が６倍、公民が11倍の伸びで、特に

神奈川県では全体の43％で使用されるとの新聞

報道がある中で、我が宮崎県はすべての市町村

教育委員会が前回までと同じ出版社の社会科の

教科書を採択しましたが、このような結果を教

育長はどのように評価されておられるかを、ま

ずはお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 御質問にありまし

た、中学校社会科の歴史的分野・公民的分野の

教科書の採択が、議員の御質問にありましたよ

うにふえている都道府県もございます。このこ

とにつきましては、各採択地区協議会や各市町

村教育委員会、また各都道府県教育委員会にお

きましてそれぞれの地域や生徒の実態を考慮し

て教科書の選定・採択がなされ、その結果とし

て議員が御指摘されたような状況になったと考

えております。一方で、県内の市町村立中学校

の教科書採択につきましては、県内の７つの採

択地区におきましてすべての教科書について研

究が行われ、それぞれの地域や生徒の実態を考

慮し、適正に教科書採択が行われたものと考え

ております。その結果、今回採択されました社

会科の教科書につきましては、どの採択地区に

おきましても前回採択された出版社の教科書と

なり、また結果として、すべての地区が同じ出

版社によるものとなったと受けとめておりま

す。
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○中野一則議員 次に、県教育委員会の教科書

研究資料の出版社ごとの概評は全く区別がつか

ないほどほぼ同じでありますが、地区専門委員

からの順位づけや絞り込みは絶対ないとする中

で、県下７つあるすべての教科用図書採択地区

協議会は、社会科３科目すべてを前回までと同

じ、また小学校の社会科も同じ出版社の教科書

を今回も採択していますが、これは、採択地区

協議会の協議時間から考えても必然性を欠く結

果とも判断されますが、教育長はこの実態をど

う思われるかお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会は、市

町村の教育委員会が行う採択に関する指導・助

言、援助の一つとして、法令に基づきまして研

究資料の作成及び提供を行っております。この

研究資料は、教科書を十分に研究しますととも

に、出版社の趣意書等を参考にしてそれぞれの

教科書の特徴を示したものであります。それぞ

れの採択地区協議会では、教科書の専門的事項

を調査研究する専門員が任命され、県教育委員

会より提供されました研究資料等を参考にしな

がら、それぞれの教科書の特徴をさらに研究し

まして、教科書採択に必要な資料を作成いたし

ます。その後、各教科の専門員の代表が、採択

地区協議会においてそれぞれの教科書の特徴に

ついて調査研究した結果を説明いたします。採

択地区協議会では、その説明や質疑応答をもと

にしましてすべての教科書を吟味した上で、そ

れぞれの地域や生徒の実態を考慮し、どの教科

書が最も適しているかが慎重に審議され決定さ

れたものと考えております。

○中野一則議員 「教科書採択の在り方の改善

について」という文書が、平成２年３月20日付

で文部省から県教育長あてに通知されていま

す。この中の調査研究協力者会議の報告は、

「採択は採択権者が自らの権限と責任におい

て、適正かつ公平に行う必要がある」、また、

教職員の投票によって採択教科書が決定される

等採択権者の責任が不明確にならないよう採択

手続の適正化を図ることも重要との内容であり

ます。これは具体的な改善方策を求めた通知で

ありますが、県教育委員会はこのことを県下の

市町村教育委員会に周知徹底し指導されておら

れるか。また、各教育委員会はこのことを遵守

されているかを、教育長に御確認いたします。

○教育長（渡辺義人君） 平成２年３月20日付

で文部省より、「教科書採択の在り方の改善に

ついて」に関する通知が出されております。こ

の通知には、１つには、採択地区において調査

研究の体制の充実を図ること。２つには、採択

は採択権者がみずからの権限と責任において適

正かつ公正に行う必要があること。３つ目に、

採択に保護者等の意見を取り入れていくことな

どが、採択手続の適正化を図る上での留意事項

として示されております。さらに平成14年に

は、平成２年の文部省通知と同様の趣旨の新た

な通知が出されたことから、この通知の趣旨徹

底を、その後も毎年、市町村教育委員会に対し

て文書で周知しますとともに、市町村教育委員

会や教育事務所の教科書担当者を集めた会議を

実施するなどして、適切な教科書採択事務がな

されるよう指導・助言を行っております。市町

村教育委員会におきましては、このことを受け

まして、通知を遵守し、適正な採択事務が行わ

れているものと認識をいたしております。

○中野一則議員 沖縄県八重山地区での今回の

教科書採択事案は、教科書無償措置法の形骸化

と、現在の教科書採択制度が崩壊しかねない

と、私は危惧するものであります。それで、先

ほども言われましたが、平成14年８月30日付の
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文部科学省から県教育長あての教科書制度の改

善についての文書は、教科書採択の判断が分か

れたときのために、事前に採択手続のルールを

定めておくべきとの内容であると思いますが、

この文書を市町村教育長に通知、指導し、既に

ルールが定められているかをお尋ねしますとと

もに、まだ策定されていなければ、八重山地区

のような混乱が発生しないようルールを急いで

定めるよう、県の教育委員会は市町村教育委員

会を指導すべきと思いますが、教育長のお考え

をあわせてお聞きいたします。

○教育長（渡辺義人君） 先ほどお答えいたし

ました平成14年の文部科学省通知に、市町村教

育委員会と採択地区との関係につきまして、１

つには、協議が１度で調わないことも想定し、

再協議が可能なスケジュールで採択事務を進め

ること。２つ目に、再協議の場合の手続を定め

ておくことなどが、採択手続を明確にするため

の取り組みの例として示されております。この

通知を受けまして県教育委員会といたしまして

は、毎年、市町村教育委員会に対し文書で周知

しますとともに、市町村教育委員会や教育事務

所の教科書担当者を集めた会議を実施するなど

して、適切な教科書採択事務がなされるように

指導・助言を行ってきております。これまで本

県におきましては採択地区内において協議が調

わない事例はございませんでしたが、ただいま

御紹介がありましたように、一部の地区で混乱

が見られるという実態もございますので、今

後、文部科学省の指導や他県での事例を参考に

しながら、明文化されたルールづくりについて

検討を進め、市町村教育委員会に対して指導・

助言に努めてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 混乱があってからでは遅いの

で、ぜひそういう御指導をしてください。

次に、スポーツ施設の整備についてお尋ねい

たしたいと思いますが、県総合運動公園にある

スポーツ施設、調べてみましたが、運動場、そ

れから軟式野球場─これは昭和46年に建設さ

れて既に40年が経過いたしました。それから陸

上競技場も40年近くになっております。公式競

技はもちろんのことでありますが、使用上にい

ろんな支障があってはならんと思うんです。用

具等も含めて総点検をする時期に来ていると思

いますが、競技力向上とあわせて施設用具の整

備をすべきだと思いますので、教育長のお考え

をお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県総合運動公園のス

ポーツ施設は、置県80年を記念し「緑の中のス

ポーツ公園」として建設された総合体育施設で

ありまして、各種全国レベルの大会や国際大会

など競技スポーツの拠点であるとともに、県民

の皆様の生涯スポーツの拠点として、また、プ

ロスポーツキャンプなどスポーツランドみやざ

きの中核施設として多くの皆様に親しんでいた

だいている施設でございます。御指摘のありま

したように、その多くの施設が昭和54年の宮崎

国体前に建設をされたものでありまして、30年

以上経過しておりますことから老朽化が見られ

る状況にございます。そのため、県総合運動公

園を所管しております県土整備部等と連携しな

がら定期的な改修や維持補修を行っているとこ

ろでありますが、大規模な施設整備につきまし

ては、大変厳しい財政状況の中にありまして難

しい状況にございます。したがいまして、県教

育委員会といたしましては、今後とも県土整備

部など関係部局と連携いたしまして計画的な改

修や維持補修に努め、利用環境の向上を図って

まいりたいと考えております。

○中野一則議員 次に、人工授精自粛対策の件
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についてお尋ねいたしたいと思いますが、この

件につきましては、今議会に対策案が提出され

なかったことから、８月26日に我々自民党とし

て知事に申し入れいたしました。また、代表質

問では押川議員が、一般質問では宮原議員が既

に質問いたしました。しかし、その答弁は、た

だ、国と協議中、あるいは調整ということで、

私とすればつれない答弁でありました。対策案

を11月に提出では、対策の実効性が全く上がら

ないわけですから、国あるいは政府との調整中

ということであれば、県はその対策内容を承知

して、あるいはまた県でつくって取り組んだは

ずでありますから、子牛価格対策、あるいは購

買者対策、この内容、制度をもっと踏み込んだ

形で御答弁をすべきだ、そのことが生産者、関

係者の安心になるんだと、こう思いますから、

ぜひ踏み込んだ御答弁を農政水産部長にお願い

いたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 人工授精自粛

の市場上場頭数への影響を踏まえまして、子牛

出荷頭数の平準化を促し、肉用繁殖経営の安定

を図ることを目的といたしまして、農畜産業振

興機構の口蹄疫畜産再生基金を活用した事業の

実施について国と調整をしているところでござ

います。その内容といたしましては、人工授精

自粛の影響により出荷頭数が大きく増減する期

間につきまして、本県の平均子牛価格が一定価

格を下回った場合の価格安定対策、及び多くの

方に市場へ来ていただけるようにするための子

牛の購買者に対する輸送費の支援でございま

す。現在、事業の詳細について大詰めの協議を

行っているところでございまして、引き続き事

業の早期実施に向けまして全力で取り組んでま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 以前の２人の答弁からすると

かなり踏み込んだ御答弁であったと思います。

子牛価格がある一定額から下回った場合にそれ

をどう支えるか、あるいはまた購買者に対して

も具体的に輸送費を助成するんだと、こういう

御答弁でありました。恐らく国との調整も進捗

しているなという判断をしたところでありま

す。それで、これが正式に公表なったとき、本

来ならばこの議会に早くかけてほしいんですけ

れども、生産者、購買者、関係者にその内容を

一日も早く公表すべきだと思いますから、その

ことを部長にお願いしたいと思います。そのよ

うにされますか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 円滑に対策が

講じられ子牛出荷頭数の平準化が図られますよ

う、事業の詳細について、国からの了解が得ら

れた段階で、その内容について速やかに生産者

及び関係団体に対し説明をさせていただきたい

と思います。

○中野一則議員 今、えびの周辺では、肥薩線

の世界遺産登録、あるいは霧島のジオパークの

世界への登録、一生懸命世界レベルの話が進ん

でおります。夢のあるロマンのある話ですか

ら、県もこのことにぜひ一緒になって取り組ん

でほしいということを要望して、終わりたいと

思います。（拍手）

○外山三博議長 次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 先般通告し

ておりました項目につきまして、順次質問させ

ていただきます。

まず初めに、我が県の高齢者保健福祉施策の

実態についてお伺いいたします。日本は既に世

界に類を見ない高齢化社会に突入しておりま

す。それは周知のとおりです。本県におきまし

ても既に高齢化率は25％を突破し、2030年に

は36.2％となり、今までよりも10％多くなり、



- 311 -

平成23年９月13日(火)

実に県民の３分の１以上が65歳以上になること

になります。この実態を踏まえ、世界でも範を

示すべく、この宮崎県は高齢者福祉施策に取り

組んでいかなくてはいけないと思いますが、果

たして実態はどうなっているのか、その内容を

伺ってまいります。

まず初めに、お配りの資料をごらんくださ

い。これは我が県の高齢者保健福祉計画であり

ます。３年に１度改定されるわけですが、この

内容によって本県また市町村は高齢者施策を展

開しているわけです。見ていただきたいのは、

平成21年から23年の施設・居住系サービス入所

定員総数の中身です。注目していただきたいの

は各圏域ごとの合計数です。宮崎東諸県圏域以

外はほぼ横ばいで、日向入郷圏域では３年間

で14床の増、西諸圏域でも11床の増、延岡、西

臼杵圏域ではそれぞれ１けたの延びにとどまっ

ております。日南串間圏域においては３年間そ

のままの数字が横並びです。これは整備が停滞

していることを意味します。この数字から判断

すると、高齢化率の上昇と施設整備状況が連動

しておらず、とても地域の実態に即していると

は言えません。高齢者保健福祉計画は市町村の

計画が積算根拠となっていることは理解してい

ます。つまり、県が主導して計画を策定し、市

町村が実施主体となるといった性格のものでは

ありません。しかし、県内には、施設への入居

を希望されながら利用できない方々が約3,500人

いらっしゃいます。この実態は県当局も把握さ

れているはずです。その実態を知りながら、県

は市町村からの数字を足し算して資料にまとめ

るだけで、施設整備の展開は市町村任せでは、

余りにも県の福祉行政の存在感がなさ過ぎま

す。

資料の中では、介護保険適用事業所である認

知症の対応型共同生活介護、いわゆるグループ

ホームです。このグループホームが各圏域で微

量ながら増床していることは確認できます。し

かし、この高齢者保健福祉計画の中でカウント

されていない有料老人ホームや宅老所が、最近

は各地域で建設ラッシュとなっています。特別

養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施

設、いわゆる介護保険３施設と呼ばれているこ

の施設以外の有料老人ホーム等の整備がどの圏

域でどの程度進んでいるのか、県当局は把握さ

れているのでしょうか、福祉保健部長にお伺い

いたします。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

本県の有料老人ホームの整備状況についてで

ございます。本県の有料老人ホーム数は年々増

加しておりまして、平成20年度55施設、1,893床

であったものが、平成23年９月１日現在でござ

いますが、155施設の4,834床となっておりま

す。圏域ごとに申し上げますと、宮崎東諸県圏

域が82施設、2,232床、日南串間圏域が６施

設、222床、都城北諸県圏域が13施設、652床、

西諸圏域７施設、129床、西都児湯圏域11施

設、314床、日向入郷圏域12施設、362床、延岡

圏域23施設、887床、西臼杵圏域１施設、36床と

なっております。以上でございます。〔降壇〕

○図師博規議員 細かな数字の御答弁がありま

した。何と155施設、4,834床の有料老人ホーム

が建設されているということです。これらの数

字はこの保健福祉計画に落とし込まれていない

んです。では、それらの有料老人ホームの施設

職員の配置状況や衛生管理の実態は把握されて

いるのでしょうか。再度、福祉保健部長にお伺
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いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、届け

出に基づきまして職員配置状況等を把握いたし

ますとともに、届け出後においては、県の設置

運営指導指針に基づきまして、サービスの内容

に応じた設備や必要な職員の配置、施設におけ

る衛生管理や感染症の予防など、施設の管理、

運営等について指導・助言を行っております。

さらに、昨年度から、県内すべての有料老人ホ

ーム等を対象に合同研修会を開催いたしまし

て、施設におけるコンプライアンスや感染症対

策等についての理解の促進を図ったところでご

ざいます。

○図師博規議員 では続けます。施設のスプリ

ンクラーの設置や防災体制または防災計画がそ

れぞれの施設のほうで整備されているか、県は

把握されていますでしょうか。福祉保健部長に

お伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 防災体制につ

きましては、届け出があった際に、図面や消防

用設備等検査済証などによりまして必要な

チェックを行っております。また、平成19年６

月の消防法施行令の一部改正によりまして、延

べ面積が275平米以上の有料老人ホームにつきま

してはスプリンクラーの設置が義務づけられた

ことから、スプリンクラーの設置補助など県と

して必要な支援を行ってきたところでございま

して、今年度末までには未設置施設は解消され

るものと考えております。さらに、先ほど申し

上げましたように、昨年度から有料老人ホーム

等を対象として合同研修会を開催しまして防災

対策等についての理解の促進を図ったところで

ございます。県といたしましては今後とも、適

切な防火体制等について指導してまいりたいと

考えております。

○図師博規議員 一定の指導がされているとい

うことは理解できました。ただ、この有料老人

ホームは介護保険の適用外のところが多いた

め、介護保険３施設のような人員配置の基準や

防災体制に関する明確な定めがありません。が

ゆえに、ここで働いている方々がたとえ無資格

であっても、そこでどのような食事が提供され

ていようとも、県は指導はできてもペナルティ

ーは科せられない。県の強制力がそこに及ばな

いがゆえに、施設間でのサービスの格差が大き

くなっているというのは、県のほうでも実態把

握されているはずです。ただ、私は、この有料

老人ホームの運営が介護保険３施設よりも劣っ

ていると言っているわけではありません。事

実、宮崎市内には、共同生活介護では困難なホ

スピスケアまで実践されている施設があり、住

みなれた地域でのみとりを実践されている宅老

所もあります。

介護保険は、保険者は市町村です。市町村

は、できる限り保険料を上げずに保険運用をし

たいと、介護保険の適用事業所の建設申請が

あったとしても、保険料が上がることにつなが

るために、その認可を容易におろせない実態が

あり、住民の居宅施設へ入りたい、そういうよ

うなニーズがあってもこたえ切れていないとい

うのが現状です。その介護保険の運用と利用者

のニーズが乖離しているところを埋めるがごと

く有料老人ホームが建設され、利用料が高い、

割高のところがほとんどです。それにもかかわ

らず入所を希望されている方々がまだまだい

らっしゃいます。何より、155施設、5,000床近

くの有料老人ホームの整備が進んでいるのに、

そのサービスを利用する方は、介護保険の適用

事業所でも有料老人ホームでも同じ高齢者なの

に、この県が示す保健福祉計画にはそれが反映
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されない。宮崎の福祉の将来像に反映されてい

ないということが、私は問題であると思いま

す。県として有料老人ホームや宅老所の整備内

容、サービス内容をより把握していただき―

来年度がこの計画の見直しの年になります。こ

こにはその内容も織り込んでもらい、県民への

適切な情報提供に努めていただきたいと考えて

おります。

それでは、ここからは施設のほうから在宅の

ほうに目を転じて質問をさせていただきます。

介護保険サービスの利用者のうち約７割から８

割の方々は、本当は住みなれた地域で、自宅で

介護を受けたいという希望を持たれています。

アンケートをとられてもその結果は出ていま

す。それでも在宅福祉サービスの手薄な地域で

は施設系サービスを利用せざるを得ないとなっ

ています。このように地域で暮らし続けたいと

いう県民の思いと、実際提供されている高齢者

の福祉サービスとはどんどんかけ離れていって

いるという実態もあります。何とか在宅介護が

かなったとしても、昼間はまだしも、夜間の介

護を担うのはほとんどが家族です。

その実態を如実にあらわすのが、お配りした

資料の裏面をごらんください。これは地域密着

型サービスの必要量を年度ごとに示しているも

のですが、見ていただきたいのは、圏域ごとの

一番上の項目になっている夜間対応型訪問介護

の数字です。この計画書では夜間訪問の介護は

宮崎東諸県圏域以外には数字がありません。３

年間ゼロが並んでいるんです。また、西諸圏域

では認知症の通所介護サービスも３年間ゼロ、

西諸圏域につきましてはグループホームの提

供、設置数すらもゼロ、ゼロ、ゼロです。つま

り、地域での暮らしを希望されても使えるサー

ビスがないんです。私が古賀総合病院に勤務し

ていたときにはつくづくそれを感じていまし

た。宮崎は、住む地域や市町村によって受けら

れるサービス、選択できるサービスがこんなに

も違うのかと。医療の格差や医師の偏在も今の

宮崎にとっては大変な問題ですが、実はこの福

祉サービスの地域間格差というのも早急に対応

すべき状況なんです。ここで伺います。福祉保

健部長、何で夜間訪問介護が展開されていない

のか、現場の実態はどうなっているのでしょう

か。

○福祉保健部長（土持正弘君） まず、地域密

着型サービスについて御説明いたしますと、こ

の議場のほうには配付されておりませんけれど

も、高齢者保健福祉計画のほうでは記載してお

るわけでございます。介護支援事業計画は、施

設居住に係る計画と市町村が所管いたします今

の地域密着型のサービス、それから県のほうで

指定いたします居住サービスの実施がございま

す。ですから、居住サービスの必要量で賄える

分につきましては、市町村は独自に地域密着型

ではサービス量を計上しないということがござ

いますので、市町村によって地域密着型につい

てはばらつきがあるという状況でございます。

お尋ねの夜間対応型の訪問介護でございます

が、これは夜の22時から明け方の６時までを中

心とした専門の夜間型の介護サービスの事業所

でございます。平成23年の９月１日現在で指定

訪問介護事業所が363カ所ございますが、このう

ちの45％に当たります約160カ所が─これは昼

間もやるんですが─夜間も対応がオーケーで

すよという事業所でございまして、この夜間対

応サービスで県下全域をカバーしているものと

いうふうに我々は考えております。

なお、夜間対応の訪問介護の体制は整えてあ

りますものの、地域の実情とか家族の事情等も
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ありまして、議員がおっしゃったように、夜間

における利用の申し出が少ない状況にあるとい

うことについては理解をしているところでござ

います。

○図師博規議員 部長の詳細な答弁は理解でき

るところです。つまり、施設が先にあるから、

そこにお願いしているから在宅のサービスが伸

びていない。在宅の、特に夜間のサービスの提

供できる事業所はあるけれども、ニーズがない

から伸びていない。私は逆もあると思うんで

す。サービスがないからニーズがない。じゃ、

夜間の介護がゼロでいいのか、そんなことはあ

り得ないですよね。鶏が先か卵が先かのような

議論にもなりますが、私は常々、この夜間介護

体制が整っていない、現場がゼロである、実態

が機能していないということは、まずはサービ

スありきの体制が整っていないからであると。

ただ、現場の事業所は体制は整っているという

届け出はしているんです。それが機能していな

いというのは、理由は２つあります。やはり昼

間のヘルパーさんたちに重きを置いていますか

ら、夜間ヘルパーまでの人材確保ができないこ

と、そして夜間介護ヘルパーを派遣したとして

も事業所の採算が合わない。これは明らかに介

護保険の不備であり欠陥です。ただ、国の改正

を待っていたのでは、いつまでたっても地域に

日が当たることはありません。ですから、県の

政策を待っている県民は多いんです。

私ごとでありますが、ことしに入り、半年の

間に祖父と祖母の葬式を出しました。祖父は10

年間寝たきりで、そのうち８年は施設にお願い

しました。「博規よ、家に連れて帰ってくれん

か」ということは、認知症が入るまでしきりに

言われていましたが、連れて帰れませんでし

た。それは家で祖母を介護していたからです。

祖母の介護も大変でした。私と両親が交代で寝

泊まりをし、食事介助をし、おむつをかえ、朝

食事を食べさせて、そして仕事に行くという生

活の中で、やはり家族ではどんどんストレスが

たまるんです。祖母はそういう家族を気遣って

か、半年寝たきりになってから永眠をしまし

た。ただ、あれ以上介護期間が長かったとき

に、果たして家族は健全な心身が保てたかどう

か、それは自信がないところもあります。

そこでお伺いしたいことがあります。その介

護の期間、一度もケアマネージャーから、「図

師さん、夜間の介護を利用されたらどうです

か」というアドバイスはありませんでした。つ

まり、体制があっても、そこに実態が伴ってい

ないからです。では、県内にも似たような介護

でストレスを、介護でつらい思いをされている

方々はたくさんいらっしゃると思います。平

成18年度に高齢者虐待防止法という法律ができ

ました。この法律ができてからようやく、在宅

介護、施設介護の虐待数がカウントされ始めた

んですが、その県内の推移について把握されて

いるかどうか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成22年度に

おいて県内の市町村によって確認された高齢者

虐待の件数が153件、虐待を受けた高齢者数

は158人となっております。このうち家族など養

護者によるものが149件、施設従事者等によるも

のが４件となっております。また、高齢者虐待

防止法が施行された平成18年度以降の虐待件数

の推移を見ますと、家族など養護者によるもの

が、18年度が112件、19年度が104件、20年度

が114件、21年度が163件となっておりまして、

施設従事者等によるものは、18年度から20年度

まではゼロ件、21年度が２件となっているとこ

ろでございます。
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○図師博規議員 今の数字からしても、地域に

おける介護実態からは多くの悲鳴が上がってい

ることが見てとれます。いじめも自殺も虐待

も、顕在化しているのはほんの氷山の一角で

す。高齢者虐待については、潜在化している虐

待者がたくさんいらっしゃると思います。た

だ、これは高齢者だけが被害者ではなく、家族

も被害者だと思います。その被害者を減らすた

めに、やはりサービスを充実させていくことが

必要だと思います。では、介護虐待、高齢者の

虐待がどんどんまだ伸びていっている、その数

字に対して県はどのような政策を打たれている

のでしょうか。再び福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県といたしま

しては、高齢者の虐待防止に大きな役割を担っ

ております市町村の体制整備に向けて、関係機

関から成る宮崎県高齢者虐待防止連絡会議や、

関係者を対象とした研修会を開催しているとこ

ろでございます。また、高齢者総合支援センタ

ーにおいて、市町村や地域包括支援センター、

家族などからの相談に応じて助言等を行います

とともに、対処が困難な事例につきましては、

市町村の求めに応じて、県弁護士会及び県社会

福祉士会の会員から構成される高齢者虐待対応

専門職チームを派遣するなど、必要な支援を

行っているところでございます。今後とも、市

町村等と十分に連携を図りながら、家族等によ

る高齢者虐待の防止に努めてまいりたいと考え

ております。

○図師博規議員 ぜひそれらの対策のさらなる

充実と、そしてその効果があらわれることを大

いに期待するところです。

今までの内容を踏まえまして、夜間介護の内

容、通所介護がゼロが並ぶような今の保健福祉

計画ではなく、繰り返しになりますが、県主導

で、県独自で地域密着型のサービスを拡充する

必要があり、グループホームや小規模多機能型

居住介護などが地域に偏在しているのではなく

て、均衡ある介護サービスが受けられますよ

う、県としての事業展開をしていくことが急務

だと考えます。ここでは、施設整備の内容、有

料老人ホームの内容、また地域福祉の実態の内

容を踏まえた上で、今後の県の高齢者保健福祉

施策の展望をどのようにお持ちか、知事にお伺

いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県におきましては、

いわゆる団塊の世代が75歳を迎えようとす

る2025年には、県民の３人に１人が高齢者とな

ると見込まれておるわけであります。したがい

まして、県民の皆様の幸せな暮らしを実現して

いく上で、こうした高齢者保健福祉に関する取

り組みを着実に進めていくことは、大変重要な

課題だというふうに認識しております。今の高

齢者の方々にはお元気でパワーに満ちあふれた

方々も多いんですが、そういう方には地域や人

の豊かなきずなの中で生涯現役で御活躍いただ

けるような地域社会を築いてまいりたいと考え

ております。一方で、介護を必要とされる方々

もふえてこられます。今、さまざまな実態につ

きまして御指摘をいただいたところでございま

すが、大事なのはやはり、現場の実態を踏まえ

て、県、市町村、民間がそれぞれの役割分担を

図りながらさまざまなサービスを組み合わせて

提供していくことかというふうに考えておりま

す。県としましては今後とも、各種介護基盤の

整備、さらには福祉に携わる人材の育成・確保

にも引き続き取り組んで、各界各層、県民一人

一人との連携を図りながら充実した福祉社会の

実現に努めてまいりたいと考えております。
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○図師博規議員 先日は、訪問看護ステーショ

ンのほうの視察を特別委員会でさせていただき

ました。そこも、ステーションは１カ所で東児

湯５町全域をフォローされているようなところ

で、少ない職員で24時間態勢を組まれていて、

かなりの激務であることは、話を聞くだけで十

二分にわかりました。ステーションも不足して

いるんです。そのときの職員さんが言われてい

たことは、「私たちは病院勤務のときよりも安

い給料ですが、地域が好きで、誇りに思って今

仕事をしています。私たちには情熱がありま

す」、生き生きと話されていました。ただ、私

はその姿が痛々しくも映ったんです。現場の声

があきらめのため息に変わる前に、家族や職員

の方が燃え尽きてしまう前に、ぜひ、福祉の先

進県となるような県の取り組みを大いに期待す

るものであります。

それでは、次の質問に移ります。ブランド農

産品の取り扱いについて、農政水産部長にお伺

いするものであります。

まず、口蹄疫の復興を期する宮崎牛について

であります。現在、県内種雄牛５頭からの精液

ストロー供給が滞らないよう、生産者からの要

望に応じ、北海道からは国牽白清が、岩手県か

らは菊福秀を一定量購入し、一般の繁殖農家に

販売が始められました。今まで家畜改良事業団

を中心にして取り組んできた宮崎牛ブランドの

構築の流れとは変わってきてはいます。現在、

種牛の待機牛19頭が、平成25年度中には11頭ほ

どが正規の種牛となり、ストロー販売が始まる

見通しが立ったとはお聞きしました。ただ、そ

の授精でできる牛が市場に出て、その市場で評

価されるまでにはまだ３年から４年の時間を要

します。今後、県として県外ストローをどのよ

うに取り扱っていくのか、農政水産部長お答え

ください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県では、基

本的には挙県一致の体制で種雄牛造成を行い、

その精液を広く県内で利用しながら肉用牛の改

良と増殖を進めておりますが、県外精液につい

ては、本県肉用牛の改良に必要な遺伝因子を確

保するため、種雄牛造成用に限って導入するこ

とを原則としております。しかしながら、現存

種雄牛が５頭になったことで、生産現場から、

「繁殖雌牛との血縁関係を考慮すると、県外精

液の導入が必要である」との声が高まってきた

ことから、県、関係機関・団体等から成る組織

の中で十分検討いたしました結果、今回、繁殖

農家の生産用として、一定の期限つきで３頭の

県外種雄牛の精液を導入することとしたところ

でございます。平成25年度以降は次世代の種雄

牛が順次誕生いたしますので、これらと現存の

５頭を活用して県内繁殖農家に精液を供給して

まいりますが、種雄牛造成用としては、従来ど

おり県外精液の導入も実施してまいりますし、

県外からの導入が必要になる場合には今回と同

様な検討を行うことになります。

○図師博規議員 県外精液ストローの取り扱い

については、密に生産者との連携をとって対応

していただきたいと思います。

それでは、口蹄疫復興対策基金運用について

でありますが、これは先輩の質問と重複いたし

ますので割愛させていただきます。

次に、水産物ブランド品についてお伺いいた

します。ブランド確立水産協議会が認証を行う

ことによって、県水産ブランド魚の消費拡大と

消費者の信頼を高めることを目的とし、カンパ

チ、北浦灘アジ、門川金鱧など７魚種と２つの

加工品が認証されています。これらの品目が実

際、ブランド認証を受けてどのような販売効果
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があったのか、消費拡大の効果があったのかを

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） 本県の水産物

のブランドにつきましては、関係機関・団体で

構成いたします「いきいき宮崎のさかなブラン

ド確立推進協議会」におきまして、北浦灘ア

ジ、みやざき金ふぐなどこれまでに９品目が認

証されております。これらブランド認証により

まして、例えば北浦灘アジでは、品質が評価さ

れ販路拡大や魚価の向上、またひむか本サバで

は、各種イベント等でのＰＲ効果による取引注

文の増加など、魚価の向上や需要の安定などの

効果が得られてきております。

○図師博規議員 効果が徐々にあらわれている

ということ、さらなる効果拡大に取り組んでい

ただきたいと思います。

それでは次に、ブランド魚種である金ふぐに

ついてお伺いいたします。現在、県では、ふぐ

取扱条例の見直しを検討されているようで、そ

の内容は、今までふぐ処理師免許を取得すれば

フグ処理ができていた内容が、鮮魚店や飲食店

ごとにフグ処理施設の認定が義務づけられるこ

とになるようです。つまり、人だけではなくて

建物までの認定が必要となる内容のようです。

このことは、消費者にとっては安心・安全な流

通を確保し、フグによる健康被害の未然防止と

なり得ることは理解できますが、果たして漁業

関係者にどのような影響があるのか。そもそも

県は、このブランド認証に際し、金ふぐ、いわ

ゆるシロサバフグの毒性の有無について、毒が

どの程度あるのかないのかについて、検査デー

タ、検証データを持たれていたのか。これは福

祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） フグの衛生確

保につきましては、従来から国においてフグの

種類別に食べられる部位を示しておりまして、

それ以外の部位については、食品衛生法第６条

第２号に基づきまして販売等が禁止されてお

り、シロサバフグについては筋肉、皮、精巣が

認められているところでございます。現在検討

していますふぐ取扱条例の一部改正でございま

すが、ふぐ取り扱いに関する事件・事故が発生

していること等を踏まえまして、より一層宮崎

県産フグの安全・安心な流通を確保する観点か

ら行うものでございまして、シロサバフグの毒

性に関して改めて県独自の調査は行っていない

ところでございます。

○図師博規議員 県独自の検査データは持ち得

ていない、その上で認証されたという答弁でし

た。長崎県では、地元で日常的に肝まで食され

ているこの同じシロサバフグ。このシロサバフ

グを肝まで提供できる特区を目指して、県独自

で検査データを取得され、厚生労働省と交渉さ

れた経緯があります。結果、特区までは至らな

かったものの、その可能性をこじあけようとす

る行政の取り組みは、漁業関係者からは理解を

得られたとのことです。金ふぐは宮崎県が認証

したブランド魚種です。私は県独自の検査デー

タを持つべきであったと考えます。先日、川南

漁協のほうで開催されたこの条例説明会では、

この条例改正が金ふぐの販売促進に本当につな

がるのか疑問の声が多く聞かれ、また、「店舗

を持たない漁師はだれも資格が取れなくなる

じゃないか」というような意見が出されまし

た。これらの意見を考慮した上での条例改正と

なるのか、内容がどのように検討されているの

か。再度、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在検討して

おりますふぐ取扱条例の一部改正の主な内容と

いたしましては、現行のふぐ処理師制度を設け
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ていることに加えまして、フグを処理し食品と

して販売する営業者に対しても、施設ごとに知

事の認証を受けることを義務づけるものでござ

います。この認証制度の導入によりまして、フ

グによる健康被害の未然防止を図り、ひいては

宮崎県産フグの安全・安心な流通を確保いたし

ますことで、みやざき金ふぐのブランド力の向

上にもつながるものと考えております。また、

制度の普及・定着を図りますため、ふぐ処理師

試験について、試験の回数をふやすことや、受

験資格を魚介類を取り扱う製造業に従事する者

にも広げることにより、漁業関係者を含めより

多くの方が受験できるようにしたいと考えてお

ります。

○図師博規議員 あくまでも安全面を全面に出

すことで消費拡大を図るということが示されま

した。その説明会では、漁業関係者からは、

「規制を強化するなら、加工や販売を強化する

具体的な支援策も同時に持ってきてくれ」とい

うような切実な訴えも続きました。これらの声

を受け、県として、あのトラフグで有名な大分

県の臼杵のようなフグの加工施設や直売所、ま

たは販路拡大、消費拡大のためのフグのイベン

ト、フグを食するイベントなどを打つような計

画があるのかどうか。これについては農政水産

部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 水産物の加工

による付加価値向上、また直売による販売ルー

トの多様化は、漁業経営の安定を図る上で大変

重要な取り組みでありますことから、県といた

しましても漁業者等に対しこれらの取り組みを

促進させていただいているところでございま

す。したがいまして、地元の漁業者等の皆様か

らこれらの施設の整備等に関する御要望があっ

た場合は、国庫補助事業の活用など必要な支援

を行ってまいりたいと考えております。

○図師博規議員 県のブランド認証、認定が、

単なる看板を上げるだけではなく、生産者の所

得増につながる販売戦略、その展開を積極的に

していただくことを期待いたします。

それでは次に移ります。高等学校、中学校の

進学時における生徒の動向についてお伺いいた

します。

宮崎県立高等学校再編整備計画には、１学年

で４学級以下の高等学校について、さらに１学

級削減を行うことが余儀なくされる場合に統廃

合を検討する旨が記されています。地域から学

校がなくなることは、地域住民にとって大きな

喪失感を伴います。たとえ小規模校となっても

存続を訴える声は、この統廃合が語られるとき

には必ず上がってきます。一方、宮崎市の普通

科は、宮崎北高校を除くすべての普通科が10ク

ラスを超えるという大変大きな学年となり、生

徒の偏在が顕著になってしまいました。これ

は、３年前に県立高校普通科の校区撤廃が行わ

れたことが起因となっていることは明らかで、

郡部の普通科は推薦枠ですら定員割れをする高

校が出てきています。実際どれほどの数の生徒

が流動しているのか、またこの状況をどう認識

されているのか、教育長にお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 本県におきまして

は、平成20年度の高校入試から普通科の通学区

域を撤廃いたしましたが、この制度変更による

旧通学区域以外からの合格者数は100名から160

名程度でありまして、これは普通科合格者全体

の３％から５％程度となっております。また、

入試志願倍率におきましても特定の高校に集中

するなどの状況にはなく、各高校の受験者数の

大きな動きは認められておりません。通学区域

撤廃の大きなねらいは、中学生が行きたい学校
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を主体的に選択できるようにすることでありま

す。現在、中学生は、各高校の特色を十分理解

した上で、通学距離等の条件も考慮しながら、

個性や能力、適性に応じた学校を適切に選択し

ているものと考えております。

○図師博規議員 私の母校、高鍋高校では、Ｏ

Ｂ会が中心となって独自の奨学金制度をつくる

ということが、さきのＯＢ会総会で承認されま

した。その内容は、高鍋高校を卒業し進学した

生徒の中から、１年間に１人ずつ、月２万円の

返還義務のない奨学金をその生徒に支給すると

いうものです。また西都市では、妻高校、西都

商業高校の魅力を高め進学率アップを目指す県

立高校活性化研究協議会が立ち上がり、えびの

市では「飯野高校を守り育てる市民の会」が高

校存続の署名を集められ、また福島高校につき

ましては、先日、岩下議員が取り上げられた内

容のとおりです。このように県立高校を抱える

市郡は生徒確保のために一生懸命汗をかいてい

ます。県教委としても、わざわざ長時間かけて

宮崎市内の高校に通わなくとも、郡部の高校に

進学してもらえる、学力向上、スポーツ力向上

のさらなる取り組みをしていただきたいと考え

ますが、教育長、お考えをお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 先ほど申しました通

学区域撤廃のねらいのもう一つの大きなねらい

は、高校の特色づくりであります。各学校にお

きましては、通学区域撤廃以降、多様な進路に

対応できる教育課程の編成ですとか、部活動の

活性化、魅力ある学校行事の実施など、特色あ

る学校づくりに関する取り組みがそれまで以上

に積極的に進められております。また、中学生

やその保護者への学校説明会等の充実ですと

か、高校の教員による中学校への訪問回数がふ

えるなど、高校と中学校との連携がより一層図

られており、高校の特徴やよさを積極的にＰＲ

しているところであります。それぞれの高校で

は、入学してきた生徒一人一人に対して個に応

じた指導を行いまして、その個性や能力をいか

に伸ばすことができたかによって、その高校の

よさというものが判断されるものであると考え

ておりまして、そのことを含めまして、特色の

あるオンリーワンの学校づくりに努めていると

ころであります。

県教育委員会といたしましては、県立高校に

対しまして、例えば、県立高等学校キャリア教

育総合推進事業によるインターンシップ等の取

り組みへの支援を初めといたしまして、少人数

学級編制などの各学校独自の教育課程を弾力的

に編成できます研究実践推進校の指定、それか

ら学校経営や授業改善のための学校訪問、さら

には少人数指導等を行うための教員の加配措置

など、各高校が特色を出しやすくするための支

援や指導・助言を行っているところでありまし

て、今後とも必要に応じて支援を行ってまいり

たいと考えております。

○図師博規議員 この状況、状態は少子化も相

まってのことですので、一概に言えない内容も

あるんですが、私は、県立高等学校の生徒の流

動もさることながら、今回、さらに驚かされる

事象を目の当たりにしました。それは、小学校

から中学校に進学する際に、住所地以外の中学

校に進学する生徒がふえているということで

す。私の地元木城町には木城小学校と石河内小

学校の２校しかないんですが、この２校合わせ

ても１学年が43人しかいません。もちろん中学

校は１つしかないのですが、その43人の生徒の

うち、今年度木城中学校に進学した生徒は34人

でした。実に９人、割合にして20％以上の生徒

が町外中学校に転校をしていってしまいまし
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た。理由は幾つかあります。１つは、中学校か

ら学力レベルの高い附属中学校に進学したり、

中学校の部活動で、特に団体競技─野球や

サッカーといった団体競技─のレベルの高い

近隣自治体の中学校に転校するといったような

状況です。自宅から長時間かけて通学している

生徒もいますし、学校近くに母親と引っ越すと

いうような生徒もいます。県内の中学校進学状

況で類似する状況がどれほどあるのか調べてみ

ました。すると、小規模校の多い町村立の小学

校から地元以外の、例えば私立中学校などの特

進クラスや選抜クラスに進学した生徒だけで

も70人ほどいました。この数字には、市から市

へ、例えば西都市から宮崎市への進学数は含ま

れていませんし、残念ながら宮崎大学の附属中

学校の数も調べがつきませんでした。それで、

１学年で70人として３学年にすると200人で

す。200人以上もの生徒が地元以外の中学校に進

学しているということが推測できます。さら

に、先ほど言いました、高校に行けば、高校の

普通科校区撤廃の数字が加わってくるわけで

す。この状況をどうとらえればいいのか。生徒

減少を危惧する地域がふえる一方、生徒の可能

性を最大限引き出すための選択肢は確保する必

要があるというような、非常にジレンマが襲っ

てきます。

県としても宮崎西高校と都城泉ヶ丘高校に附

属中学を開設されました。ここにも宮崎市や都

城市以外の市町村から今年度だけでも21人の生

徒が進学してきています。この県立高校の附属

中学校設置に当たり、郡部や周辺の中学校には

どのような配慮がされていたのか、教育長にお

伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 宮崎西高等学校附属

中学校の定員につきましては、進学する高等学

校理数科の定員を踏まえますとともに、周辺の

公立中学校への影響にも配慮いたしまして、１

学年80名としたところであります。また、都城

泉ヶ丘高等学校附属中学校の定員につきまして

は、都城地区の小学校６年生の児童数は宮崎地

区の同児童数の半分以下であることや、宮崎西

高等学校附属中学校と同様に周辺の公立中学校

にも配慮いたしまして、１学年定員40名とした

ところであります。

○図師博規議員 言うまでもありません。通学

に時間がかかれば、家庭や地域で過ごす時間が

少なくなり、家族の負担も大きくなると考えま

す。それでも転校する生徒が多いということ

は、地域の子供は地域で学び育つといったこと

が、これからはもう風化していってしまうの

か。とは言っても、やはり県として、市町村と

連携して中学校の学力向上策や団体スポーツの

競技力向上に取り組む必要は間違いなくありま

す。団体スポーツの競技力向上には、県として

も総合型地域スポーツクラブの育成に取り組ん

でおられ、中・高、小学校も加え、一貫したレ

ベルの高い指導が効果を出しつつあるとも聞き

ます。ここでは、その内容も踏まえ、今後、県

としてどのような対策を講じていくお考えか、

教育長にお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 本県では現在、13市

町で22の総合型地域スポーツクラブが設立をさ

れておりまして、２つの町村でクラブ設立に向

けた準備が進んでおります。活動中のクラブで

は、各種のスポーツ教室の開催などスポーツを

通したコミュニティー活動に積極的に取り組ま

れております。その運営につきましては、会員

からの会費を基本といたしまして、スポーツ振

興くじ助成金や地元自治体からの補助金、さら

には体育施設管理の受託や物品販売などによる
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財源確保を図りながら、会員が知恵や力を出し

合い、自立した運営に向けて努力をされており

ます。

一方で、現在のところは設立の動きのない町

村につきましては、県教育委員会といたしまし

ては、県体育協会のクラブ育成アドバイザーと

連携を図りまして、計画的に訪問してクラブの

意義や期待される効果等について説明を行い、

クラブ設立への働きかけを行っているところで

あります。また、市町村の体育指導委員やスポ

ーツ関係者に対しまして、生涯スポーツコー

ディネーターフォローアップ講習会等の各種の

研修会を通じてクラブ設立の啓発にも努めてい

るところであります。総合型地域スポーツクラ

ブは、地域スポーツ推進の核となる組織であり

ますので、県教育委員会といたしましては、市

町村、県体育協会等とのさらなる連携を図りな

がら、県内すべての市町村でクラブの設立を目

指しますとともに、設立されたクラブの自主的

かつ円滑な運営が図られるように適切な助言を

今後とも行ってまいりたいと考えております。

○図師博規議員 やはり地域の子供が地域で育

つ、そのための手だてというのは積極的に行っ

ていただきたい。この総合型地域スポーツクラ

ブの育成は、子供たちにその機会を与える大き

な施策でもありますので、さらなる支援継続を

していただきたいと思います。そして中学校

も、高等学校においても、さらなる学力の向

上、スポーツ力の向上につながるような政策を

打っていただきたいと思います。要は、地域の

子供がふえることが生徒の流動を防ぐことにも

つながりますので、私みずから少子化問題対策

をしっかり実践することをお約束いたしまし

て、私の一般質問を終わらせていただきます。

（拍手）

○外山三博議長 ここで休憩いたします。

午後２時42分休憩

午後３時10分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、星原透議員。

○星原 透議員〔登壇〕（拍手） 本定例会最

後の質問となりました。代表質問から一般質問

まで、今議会でも多くの県政の課題が議論をさ

れました。20人目となりますと重なる質問も多

く苦労いたしましたが、角度を変えて質問をさ

せていただきます。なお、社会資本整備につい

ては割愛をさせていただきます。

私たちの子供のころの思い出は、山や川、野

原など自然と、身の回りにすんでいる生き物た

ちが相手でありました。夏休みには、ＮＨＫの

ラジオ体操に始まり、「夏休みの友」を勉強し

て、その後はクワガタやカブトムシ、セミやト

ンボ、チョウチョなどの昆虫採集や植物採集、

コイやフナ、ウナギやドジョウなどの魚や、カ

エルやザリガニなどあらゆる生き物をとった

り、澄み切った川で泳いだり、釣りをして遊ん

だものでした。また、友達と山に行ってカズラ

にぶら下がってターザンのまねや、木刀をつ

くってチャンバラ遊びなどをしたことを、久し

ぶりに懐かしく思い出したところであります。

今は、私の周辺の自然環境も子供のころとは大

きくさま変わりしてきております。私たちが子

供のころに自然を相手にした遊びを孫たちにも

体験させてやりたい気もしております。今、振

り返って考えてみますと、子供時代に自然と触

れ合いながら遊び、体験をしたことが、たくま

しさや創造力、いろいろな知恵を身につけるな

ど、自然力から生きる力を教えられた気がしま
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す。今、自然のありがたさ、偉大さと、また恐

ろしさを知る日々でもあります。

ところで、東日本大震災や原発事故で被災さ

れた皆さんは、半年過ぎた今でも精神的に不安

定な状態で、落ちついた生活も送れず、厳しい

環境が続く中で暑い夏を過ごされたことと思い

ます。家族や友達、家や田畑、働く場所や貴重

な財産、そして山や川、海などの美しい自然や

楽しい思い出までも失われたのであります。被

災された皆さんの地域が一日も早く復旧・復興

がなされ、安心・安全な暮らしと明るい笑顔で

生活できる日が早く訪れることを祈るのみであ

ります。

河野知事が誕生してから早くも８カ月目にな

りましたが、知事が就任された１月21日の夜に

鳥インフルエンザが発生し、26日には新燃岳が

大噴火をし、また３月11日には東日本大震災が

発生し、地震と津波により大災害が発生いたし

ました。福島県では原発事故も発生し、いまだ

収束せず、放射能汚染問題は先行き不透明で不

安な毎日であります。また、先日の台風12号に

よる大雨で大災害が発生し、多くの死者や行方

不明者、貴重な財産等が失われてしまいまし

た。衷心よりお悔やみとお見舞いを申し上げま

す。

このような未曾有の大災害が発生したときこ

そ、政治家としての決断力や判断力、行動力や

責任感、信頼性などの資質、能力が問われるこ

とになります。ところで、一般的にリーダー

シップとは、組織において指導的な地位にある

人物の行動や傾向、人格の特性により生じる現

象として理解されております。ある学者は、政

治的リーダーシップを理解する一つの方法とし

て、政治的指導者の特性を３種類に分類してお

ります。１、消極的な立場に立って部下の自発

性を引き出す自由放任型、２、主導的な立場に

立って相互に協調しようとする交流型、３、前

面に出ることなく部下を動機づけようとする変

形型リーダーシップに区分しております。そこ

で知事は、政治的指導者の特性の３種類の中か

ら選ぶとすればどれでしょうか。また、トップ

リーダーとして日ごろから心がけている基本的

な考え方をお伺いいたします。

次に、知事は政治家として、県民が平和で安

心・安全な暮らしや、生命と財産、そして県土

を守るためにいろいろな施策を実行していかれ

るわけですが、厳しい財政状況の中で、元気な

宮崎を創造し、宮崎の未来に向けての基本的な

考え方と、また、宮崎の貴重な宝、財産は何だ

と思われますか、お伺いいたします。

次に、国と地方は対等だと言われだして随分

年月が経過しておりますが、昨年の口蹄疫、こ

としの鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火、東日

本大震災等の災害時の対応などを見ております

と、国と地方が本当に対等な関係なのか疑問に

思っているところであります。私は対等という

ことはあり得ないと考えておりますが、また、

県と市町村との関係は対等なのか、あわせて知

事にお伺いいたします。

次に、前東国原知事は職員との人間関係が少

し希薄だったと聞いておりましたが、県勢発展

のためには有能な県職員との人間関係をうまく

機能させて使うことが大前提だと考えます。河

野知事は職員にどのようなスタンスで対応して

いかれるのかお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席からいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、リーダーシップについてであります。
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政治的指導者の特性につきましてはさまざまな

考え方があると思いますが、議員が示された３

種類、なかなか頭の中でにわかに整理しにくい

この３種類でありますが、この中から選ぶとす

れば、２番目の「主導的な立場に立って相互に

協調しようとする交流型」が、自分の目指すと

ころに近いのではないかと考えております。ま

た、リーダーとしての心がけにつきましては、

県政を預かる者として、常に危機管理のことを

念頭に置きつつ、国、地方ともに課題が山積す

る状況を十分踏まえまして、県民の皆様に将来

を見据えた明確なビジョンを示した上で、みず

から先頭に立ち、職員、そして県民の皆様と一

丸となって施策を着実に実行していくことが大

切であると考えております。そして「対話と協

働」を掲げておりますので、県民の皆様との双

方向のコミュニケーション─しっかりと意見

をお聞きしながら、県の考え、また私の考えと

いうものをわかりやすく伝えていく、この双方

向のコミュニケーションを大切にしてまいりた

いと考えております。

次に、未来に向けての基本的な考え方につい

てであります。私は、この宮崎県を、夢や希望

が持てる社会、そして安心して暮らせる社会に

したいと考えております。その実現のために

は、まずは働く場所と生活の安定が必要であり

ます。また、地域の中での人のつながりや助け

合い、医療や福祉、教育などが確保されること

が大切であります。このため、まず「産業・雇

用づくり」では、農林水産業の振興はもとよ

り、宮崎の特性を生かした新産業の創出や、地

域課題にこたえるソーシャルビジネスの構築な

どに取り組み、雇用の確保・拡大を図ってまい

りたいと考えております。また「人財づくり」

では、将来世代の育成や若者が定住できる環境

づくりに努めますとともに、「くらしづくり」

におきましては、地域医療の再生や中山間地域

の活性化、持続可能な地域づくりに取り組んで

まいります。このような未来の宮崎を築いてい

くためには、宮崎の強みやよさを伸ばすことが

大切であり、そしてそれを実現していくのは人

であると考えております。先ほども、これまで

の宮崎を築かれた先覚者の議論があったわけで

ございますが、私は、宮崎の未来を築いていく

ための貴重な財産は、何よりも人や地域のきず

なであり、豊富な農林水産資源、そして温暖で

緑豊かな自然環境であると考えておるところで

あります。

次に、国や市町村との関係についてでありま

す。例えば、口蹄疫や東日本大震災などの大規

模な災害への対応に当たりましては、法令に基

づき国、県、市町村がそれぞれの業務を担って

いるところでありますが、国と地方が対等では

ないと受け取られるのは、権限や責任の所在が

わかりにくいということがあるのではないかと

考えております。このため、複雑化・多様化す

る諸問題に迅速かつ的確に対応するには、まず

は国と地方の役割をより明確にする必要があり

ます。基本的には、国は、外交、防衛、危機管

理、資源・エネルギー政策など国家の存立や国

家戦略に係るものを中心的に担い、地方は、住

民生活や地域づくりに直接かかわる分野につき

まして幅広く担うべきであると考えておりま

す。このような観点から国、県、市町村の役割

分担を見直し、権限、財源の移譲を行った上

で、対等な関係で相互の連携を強化していく必

要があるものと考えております。

最後に、職員に対するスタンスについてであ

ります。私は、みずからのリーダーシップはも

ちろんでありますが、職員の皆さんとの組織的
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な連携を図りながら県政運営を進めていくこと

が、大変重要であると考えております。行政の

それぞれの現場で実務を担っているのは職員で

あります。県にとっての財産と言えるものであ

りますので、知事である私の考えを職員に十分

に理解していただくとともに、私も職員の意見

や考えを十分に酌み取り、共通認識のもとに施

策を進めていきたいと考えておるところであり

ます。このため、ふだんからさまざまな機会を

とらえて、本庁、出先機関、また役職を問わず

職員とさまざまな形でコミュニケーションを

図っているところであります。私のほうからも

積極的に情報発信など努めているところであり

ます。こういったコミュニケーションという観

点も含めまして、このたび、８年ぶりになると

いうことでございますが、職員と家族と一緒に

なった運動会を、休みの日でありますが、行う

ことといたしました。そういう中で上下左右の

円滑なコミュニケーションを図りながら、県と

して組織力を高める、また元気を出す、そうい

う取り組みをしてまいりたいというふうに考え

ております。以上であります。〔降壇〕

○星原 透議員 それぞれ答弁をいただき、あ

りがとうございます。県民が期待しておるわけ

でありますから、しっかりと県政運営をお願い

いたしたいと思います。

次に、中山間地域振興計画（案）についてお

伺いいたします。

本県の中山間地域の人口は、本県人口の約４

割を占め、面積は約９割を占める重要な地域で

ありますが、過疎化による人口減少や高齢化が

進み、基幹産業である農林水産業の低迷等によ

り、地域力が落ち込み、活力が失われてきてい

る現状にあります。中山間地域の産業である農

業は、過疎化が進み耕作放棄地や鳥獣被害の増

加等で危機的な状況にあり、林業は、木材価格

が安いために採算がとれず、商工業等の地場産

業は、経営規模が零細で資金力や販売力が弱

く、また観光についても、豊かな自然や伝統文

化等の地域資源には恵まれていますが、その魅

力を生かした取り組みは不十分であります。全

体としてどの産業分野も担い手不足等により厳

しい経営状態に追い込まれているのが現状であ

ります。また、中山間地域は人口減少により集

落の維持さえ難しい状況であり、児童生徒の減

少から小中学校の統廃合も行われております。

そして地理的条件から、医療機関がない地域

や、買い物客や利用客の減少による商店の閉店

やバス路線の廃止により、買い物や通学、通院

に不便となるなど多くの問題が発生し、交通弱

者にとっては日常生活が日々困難になってきて

おります。

このような現状をとらえて、今回、「宮崎県

中山間地域振興計画（案）～持続可能な中山間

地域づくりを目指して～」が提案され、ことし

から４年間の計画で取り組まれることになりま

す。この計画の目標や施策の中身を拝見してお

尋ねをいたします。本県の中山間地域が、人口

減少や高齢化に対応した地域として全国的なモ

デルとなることを目指すとありますが、どんな

対応、対策を考えておられるのか、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） 中山間地域で

ございますけど、議員の御質問にありましたよ

うに、まことに厳しい状況にあります。まさに

待ったなしの状況だと考えております。一方で

は、この中山間地域は、国土保全や水源の涵養

など公益的機能を有する非常に大切な地域でご

ざいます。このようなことから、計画案では、

特に中山間地域における特徴的な課題に対応し
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た施策としまして、地域資源を活用した多様な

業種の産業おこしの推進などによります「産業

の振興」、自主的な活力の向上や都市からの支

援と交流による「集落の活性化」、そして医療

や生活交通の確保等による「日常生活の維持・

充実」を重点施策としましてその推進を図るこ

ととしております。さらに、中山間地域の振興

に関する施策の中で、広く県民の皆様の理解と

協力を得ながら県民総力で取り組む必要がある

ものにつきましては、「中山間地域をみんなで

支える県民運動」として展開していくこととし

ております。こうした施策の展開によりまし

て、人口減少や急速な高齢化という厳しい状況

の中にありましても、活力を失わない「持続可

能な中山間地域づくり」を目指してまいりたい

と考えております。

○星原 透議員 次に、中山間地域の問題とし

て、少子高齢化と過疎化の影響で、児童生徒の

減少により小中学校の統廃合が行われていま

す。私の住んでいる高城町でも小中学校の２校

が廃校になりました。中山間地域にとって学校

は地域のシンボル的存在のため、廃校になるこ

とで地域から元気や活力がなくなり、地域力が

失われることになります。そこで、過去10年間

に小中学校が廃校になった数と、小規模校を維

持する方法としてどのような取り組みをしてお

られるのか、教育長にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 本県におきまして

も、少子化の影響を受けまして学校の小規模化

や統廃合等が進んでおりまして、過去10年に小

中学校において51校が廃止となっております。

現在の少子化の状況をかんがみますと、今後も

学校の小規模化や統廃合はあり得るのではない

かと考えております。このため市町村教育委員

会によりましては、当該市町村以外から児童生

徒を受け入れる山村留学制度を設けたり、特定

の学校について、通学区域に関係なく当該市町

村内の小規模校へ就学を認める小規模特認校制

度を設けたりしております。また、近隣の学校

の児童生徒を１カ所に集め、それぞれの学校の

教師の協力によって学習を進めていく集合学習

など、地域の実情に応じた工夫を行っておりま

す。県教育委員会といたしましては、各市町村

教育委員会の意向も踏まえながら、情報提供等

必要な支援に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○星原 透議員 次に、重点施策の展開とし

て、特に中山間地域における重要かつ特徴的な

課題に対応した施策として、「産業の振興」

「集落の活性化」及び「日常生活の維持・充

実」の推進を図っていくとあります。その中の

産業の振興について、中山間地域への定住を図

るためには、産業の振興による安定した雇用・

所得を確保することが最優先課題とし、産業の

振興に当たっては、地域の創意と工夫を基本

に、産業振興のための生産基盤の整備、流通対

策の強化、担い手の育成・確保を図り、多様な

産業をおこすとあります。そこで伺いますが、

現実に人口減少や高齢化が進む中山間地域に定

住を図るためには、担い手の育成・確保や若い

人が結婚しやすい環境、家族を守り食べていけ

るだけの安定した所得を得るための働く場所が

必要であります。これまでも企業誘致に取り組

んでこられたわけですが、今の景気や経済の状

況を考えますと、これまで以上に厳しい条件に

なってくると思います。そこで、具体的にどん

な業種の企業を何社ぐらい誘致するつもりなの

か。また、どれぐらいの雇用を考えておられる

のか、目標を掲げて取り組むべきだと思います

が、商工観光労働部長にお伺いをいたします。
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○商工観光労働部長（米原隆夫君） 中山間地

域における企業立地につきましては、平成18年

度から22年度までの５年間で、県全体の立地件

数の約４割に当たる49件の立地があり、最終雇

用予定者数は2,106名となっておりまして、業種

別で見ますと、食料品・飲料等製造業がこの約

４割と最も多くなっております。県といたしま

しては、用地や人材などについての企業側のニ

ーズや各地域の立地環境等もありますので、具

体的な目標は掲げておりませんが、豊富な農林

水産資源を活用できる食品関連産業などを重点

に、地域の特性や立地環境に応じた立地活動を

展開することにより、１件でも多くの企業立地

につなげてまいりたいと考えております。

○星原 透議員 持続可能な中山間地づくりを

目指すということであれば、企業誘致あるいは

地場企業の育成が大変大事になってくると思い

ます。積極的に誘致、そして育成を図っていた

だきますようお願いをいたします。

次に、耕作放棄地等がふえていく中で、産業

振興のために中山間地域総合整備事業や農村災

害対策整備事業等を活用して農業用用排水路の

整備や農道の整備、維持管理にかかる労力やコ

ストの節減、農業生産活動の維持増進を図って

いくということですが、中山間地域における農

業生産基盤整備への取り組みについて、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） 本県の中山間

地域は、農地面積や農業産出額の約６割を占め

るなど、食料生産の重要な部分を担いますとと

もに、県土・環境の保全や水源の涵養などの多

面的機能を有する重要な地域であると認識して

おります。このため、圃場や水路、農道などの

生産基盤の整備を進め、生産性の向上や維持管

理労力等の軽減により、農業の持続的発展を図

ることが重要であると考えております。しかし

ながら、中山間地域は工事にかかる経費が大き

く、まとまった農地の確保が困難であることな

ど、地理的条件による不利性がありますことか

ら、県では、補助率のかさ上げや面積要件の緩

和など、中山間地域に配慮したきめ細かな基盤

整備を実施してきたところであります。今後と

も、中山間地域における農業振興の重要性を踏

まえ予算の確保に努めますとともに、生産基盤

の整備に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○星原 透議員 今、地域の建設業、土木業者

の人たちは仕事がないわけであります。予算を

確保するということでありましたから、ぜひ予

算の確保をしていただいて、中山間地に元気を

出させていただきたい、そのようにお願いをい

たしておきます。

次に、集落の活性化に当たっては、集落の現

状と課題をしっかりと見つめ直し、市町村や地

域住民等との連携による集落点検を実施すると

ともに、都市部との交流や次世代の育成、地域

文化の保存・継承等を促進するとありますが、

集落の活性化のための対策として具体的にどの

ように取り組まれるのか、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） 計画案では

「集落の活性化」を重点施策の一つとして位置

づけておりまして、各般の施策を推進すること

にしております。具体的には、まず住民みずか

らが集落点検を実施しまして、集落の課題ある

いは将来像の整理を行った上で、地域に応じた

対策を図るように促進したいと考えておりま

す。また、元気な集落づくりに取り組んでいる

いきいき集落の全県的な拡大など、自主的な活

力の向上に努めるとともに、中山間盛り上げ隊
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等の外部人材による集落活動への支援、あるい

は中山間地域の魅力を生かした体験・交流事業

等による交流人口の拡大を図ってまいりたいと

考えております。さらに、地域の特色を生かし

た教育の推進や、子育て支援体制の充実を図り

まして、中山間地域を担う次世代の育成に努め

るとともに、伝統文化を学ぶ機会の充実等を図

ることによりまして、重要な地域文化の保存・

継承等の推進に努めてまいりたいと考えており

ます。

○星原 透議員 中山間地域は子供が少ないわ

けでありますから、子供支援等にはぜひ力を入

れてほしいと思います。

次に、日常生活の維持・充実については、医

療、福祉、交通、災害対策など多様な分野にお

ける施策をきめ細やかに講じ、都市部にはない

豊かさを持った居住の場として魅力を一層高め

る施策を推進するというふうにありますが、具

体的にどんな取り組みを考えておられるのか。

私は、生活を守るための所得、収入の確保が裏

づけされないと若い人が住む条件にはならない

と思います。そこで、若い人が中山間地域に定

住できるためには安定した所得が必要であると

考えますが、農業や林業において今後どのよう

に取り組んでいかれるのか、環境森林部長と農

政水産部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 木材価格が長

期低迷する中で、林業所得を向上させるために

は、これまで以上に徹底した生産コストの削減

が必要です。このため、植栽の省力化が図られ

るコンテナ苗の導入や、林内路網の整備と高性

能林業機械の活用による低コスト素材生産など

に取り組んでおります。また、中山間地域の貴

重な換金作物であるシイタケなど、特用林産物

を取り入れた複合経営による安定的な収入確保

にも努めているところであります。今後とも、

これらの取り組みに加え、木材の加工・流通に

至るコスト削減や県産材の需要拡大を図るとと

もに、林地残材など未利用資源のバイオマス燃

料への新たな活用による山元への所得還元にも

取り組み、若者にも魅力ある安定的な林業経営

を確立し、中山間地域の定住促進につなげてま

いりたいと考えております。

○農政水産部長（岡村 巖君） 若者の中山間

地域への定住を図るためには、まずは産業の振

興による安定した雇用・所得の確保を図ること

が大変重要であると考えております。とりわけ

中山間地域の基幹産業であります農林業の振興

は重要であり、農業については、夏場の冷涼な

気象条件を生かした収益性の高い園芸作物の生

産拡大や、中山間地域の特産物であるユズ、ク

リ等の振興、さらには放牧による肉用牛の低コ

スト生産など、地域の特性を生かした付加価値

の高い農業の推進に取り組んでいるところでご

ざいます。また、中山間地域においては、地域

の持つ美しい景観や伝統文化など、都市部には

ない魅力や豊かさを生かして都市住民にゆとり

や安らぎを提供するグリーン・ツーリズムなど

の取り組みも行われております。県といたしま

しては今後とも、地域の創意と工夫を基本とし

ながら、中山間地域の特色ある地域資源を生か

して付加価値を高める６次産業化や農商工連携

の取り組みなど、ソフト、ハードの両面から支

援し、雇用機会の創出と安定した所得の確保を

図ってまいりたいと考えております。

○星原 透議員 今回、この計画案を見せてい

ただきながらいろいろ考えたのでありますが、

中身的にはこれまでと同じ流れがかなりありま

す。県土の９割が中山間地域でありますから、

我が宮崎県にとっては、中山間地域に光が当た
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るか、中山間地域が本当に生活していける場所

になるかどうかが、これからの県政の方向を占

うんじゃないか、そのように思っております。

私から見ると、予算も組んでいただかないと、

なかなか守れないんじゃないかと思いますの

で、ぜひそのような形で努力をよろしくお願い

いたしておきます。

次に、本県の財産である農林水産物の食品加

工研究施設を設置することを提案させていただ

きます。

私は、食料供給県として日本一の食品加工研

究施設と日本一の研究スタッフをそろえ、農畜

産物、林産物、水産物等の加工と各種素材の分

析、料理の研究と調味料やたれの研究、健康食

品の研究開発等にしっかり取り組むべきである

と考えます。また、生産物は生鮮物であります

から冷凍保存の研究が命題になります。そして

生産から加工、製品にして販売する、最後に販

売方法や販売先の開拓まで取り組む必要がある

と考えております。これまで県は、農林水産物

の生産と生産技術に対しては大きく力を注いで

きました。今後は、加工と加工技術の研究開発

に力を発揮しながら、宮崎で生産されたすべて

の素材を１次加工、２次加工など６次産業化し

て安心・安全な食品にして販売する。このこと

により農家等の所得をふやしてもうかる農林水

産業にすれば、私は、黙っていても担い手や後

継者は育つと思っています。

そこで、儲かる農林水産業の実現を図ること

こそ、持続可能な中山間地域づくりを目指すた

めの方策だと思います。そのためには、他県よ

りすぐれた食品加工研究施設を新しく設置し、

生産県として資源を持っている強みを生かすべ

きだと考えます。私は、県内各地に食品加工場

をふやすことで雇用の場もふえることになり、

５年後、10年後に元気で明るい中山間地域に生

まれ変わるのではないかと考えています。財政

状況が厳しいことは十分承知しておりますが、

「儲かる農業の実現」を図るための食品加工研

究施設を設置することについて、知事に考えを

お伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 県内におきます農畜産

物加工の取り組みにつきましては、従来の素材

供給型の産地から、６次産業化や農商工連携に

よります高付加価値型産地への転換を通しまし

て、「儲かる農業の実現」と地域産業の活性化

を図る上で大変重要な取り組みであると考えて

おります。また、県内でも新たな野菜加工施設

の整備が進んでいる今日、冷凍や乾燥などによ

ります規格外品の活用や、長期保存などにより

ます周年供給体制というものを強化するととも

に、調理食品などの高次加工によりましてさら

に付加価値をつけるということは、県内の食品

加工機能の向上を図る観点からも大変重要な視

点であると考えております。

これまで本県は、食品開発センターにおきま

して、総合農業試験場との連携を図りながら、

焼酎原料カンショの新品種を活用した商品の研

究開発などに取り組みますとともに、地域の食

品加工グループの規格外マンゴーピューレ加工

や、地場食品企業の干したくあんを原料とした

ドレッシング開発など、加工技術向上と商品開

発に関する取り組みを支援してきたところであ

ります。県といたしましては、６次産業化や農

商工連携を支援するために、新商品の開発や販

路開拓、需要に即した生産・供給体制の確立な

どにつきましてスピード感を持って対処する必

要がありますことから、人材、技術、資金、経

験などの経営資源を有する民間企業や大学との

連携・参入を促進しますとともに、御指摘の趣
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旨も踏まえて、さまざまな試験研究機関のさら

なる連携強化を初めとした機能強化などにつき

まして、今後とも取り組んでまいりたいと考え

ております。

○星原 透議員 施設を設置することがなかな

か厳しい状況であれば、これまで生産、つくる

という面では、県の中でも、あるいは出先の振

興局や改良普及センター、市町村の役場、ＪＡ

にもいろんな技術者はいっぱいいるわけです。

しかし、それに比べれば加工する技術において

の専門職の人たちが少ない。ですから、施設が

無理であれば、専門的な研究員あたりのスタッ

フだけはせめて充実していただきたい、そのよ

うにお願いをいたしておきます。

次に、観光問題、国際交流。国際定期便が就

航している韓国と台湾についてお伺いいたしま

す。

2001年に宮崎とソウルを結ぶアシアナ航空の

国際定期便が就航してから、ことしの４月で10

周年を迎えました。これまで海外から宮崎を訪

れる観光客で最も多いのが韓国人で、冬場でも

楽しめるゴルフを中心に、日南市北郷町の森林

セラピーや霧島山系の韓国岳登山も、トレッキ

ングブームに沸く韓国人には人気があるようで

あります。しかしながら、ことしに入って、新

燃岳の噴火や東日本大震災による福島第一原発

の放射能漏れ事故の影響で、韓国から宮崎を訪

れる観光客が激減していると聞いております。

一方、台湾とは、宮崎と台北間に平成20年６月

からエバー航空が就航しておりましたが、平

成21年10月に休止になり、昨年１月からチャイ

ナエアラインが週２便運航しております。そこ

で、韓国と台湾の利用者と搭乗率など国際定期

便の状況について、県民政策部長にお伺いいた

します。

○県民政策部長（渡邊亮一君） まず、ソウル

線でございますが、ことしの４月に就航10周年

を迎えることができまして、これまでの利用者

数は約33万5,000人、平均搭乗率は61.6％となっ

ております。最近の状況につきましては、今、

議員からもお話がありましたように、新燃岳噴

火や東日本大震災の影響もありまして、一時利

用者が激減しました。しかし、７月から８月の

搭乗率は70％を超えておりまして、回復してい

る状況にあるのではないかと思っています。

次に、台北線でございますけど、御承知のと

おり、平成20年６月にエバー航空が就航し、現

在はチャイナエアラインが運航しております。

就航後の搭乗率でございますが、70～80％程度

と好調に推移してきたところでございます。し

かしながら、本年に入り、ソウル線同様一時利

用者が落ち込みまして厳しい時期もありまし

た。しかし、現在は持ち直している状況でござ

います。

本県の国際定期便、利用者のほとんどが観光

目的でありますことから、経済の動向や感染症

あるいは自然災害などの外的要因の影響を非常

に受けやすく、好・不調の波はございますが、

全体としておおむね順調に運航されているもの

と考えているところでございます。

○星原 透議員 次に、これまでの成果と交流

の取り組みをどのように評価し、そして今後の

取り組み状況について、県民政策部長と商工観

光労働部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 国際定期便の

就航によりまして、県民の利便性の向上や海外

からの観光客誘致による経済効果のほか、文化

・芸術、スポーツなど幅広い分野において交流

が図られておりまして、本県の国際化の進展に

寄与しているものと考えております。今後とも
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関係部局と連携しながら、海外からの観光客誘

致の強化や県民利用の促進はもちろんでござい

ますが、特に修学旅行や学校・民間団体間での

文化・芸術、スポーツ交流など幅広い分野での

交流を促進しまして、長期的で安定的な路線の

維持・充実に努めてまいりたい、そういうふう

に考えております。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 私のほう

からは、本県の海外観光客の誘致対策というこ

とでお答えさせていただきたいと思います。定

期便が就航し、観光客が多い韓国、台湾を中心

に、これまで、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。韓国からの

観光客につきましてはゴルフ客が、また台湾か

らは南九州を周遊する観光客が中心となってお

りまして、平成21年は新型インフルエンザの影

響で減少するなど、年によって変動はあります

が、一定の需要を確保してきていると考えてお

ります。こういう中で、ことしに入り、新燃岳

の噴火や東日本大震災等の影響によりまして海

外観光客は大幅に落ち込みましたが、知事、副

知事のトップセールスを含みます現地での切れ

目のないプロモーション活動に取り組んだとこ

ろであり、現在は持ち直し、回復傾向にありま

す。今後の取り組みにつきましては、韓国、台

湾とも、冬のゴルフの定番化に続きまして、

春、秋はトレッキング、夏はマリンスポーツと

いう季節に合った本県の観光の新たな魅力を提

案することなどによりまして、引き続き観光客

の誘客に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○星原 透議員 次に、利用者について、男性

と女性の割合、年代別や職業、観光やビジネ

ス、団体や家族、スポーツ・文化など、どのよ

うに分析しておられるのか、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） 国際定期便の

利用者につきましては、航空会社や旅行会社な

どへの聞き取り、さらには国が毎年実施してお

ります調査によりますと、まず、日本人につき

ましてはほとんどの方が本県居住者でありまし

て、中高年の会社員や主婦の割合が高い、団体

による観光旅行が多い状況となっております。

次に、外国人でございますけど、韓国からはゴ

ルフや家族旅行で本県を訪れる方が多い状況で

ございますが、最近では個人旅行もふえており

ます。また、台湾からは家族旅行が主流となっ

ておりまして、本県だけでなく、鹿児島県を含

めて旅行される方が多いと聞いております。

○星原 透議員 次に、両路線の安定化を図っ

ていくためには、観光客の誘致だけではなく、

本県からの送客を進めていくことが重要ではな

いかと考えております。そこで、県民等の送客

をふやすための対策、取り組みについて、県民

政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 路線の安定化

を図るためには、今、議員から御指摘がありま

したように、双方向の交流を促進する必要があ

りますので、海外からの観光客の誘致だけでな

く、本県からの送客をふやすことも非常に重要

であると考えております。県におきましては、

市町村や関係団体と連携し、６名以上の団体に

対して補助を行う団体利用促進補助や、修学旅

行等の交流事業に対する助成、あるいは居住地

と宮崎空港間のバス等のチャーター経費に対す

る助成を行っているところでございます。これ

らの助成制度を含め、国際定期便の利用につき

ましては宮崎空港振興協議会のホームページや

県の広報等を通じまして広く周知を図りますと
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ともに、航空会社や旅行会社に旅行商品の造成

を働きかけるなど県民の利用促進に努めている

ところでございます。

○星原 透議員 次に、県内の中学校、高校の

修学旅行の現状と、教育委員会としての対応に

ついて、教育長にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、公立中学校で

ありますが、公立中学校につきましては、多く

の学校が関西方面を修学旅行先としておりまし

て、海外への修学旅行につきましては今年度は

ございませんが、過去５年間で見てみますと、

平成19年度、20年度にそれぞれ１校が韓国を旅

行先としております。また、県立高等学校につ

きましては、今年度、11校が海外への修学旅行

を計画しているところであります。修学旅行の

旅行先につきましては、生徒や保護者に説明を

十分に行いながら、それぞれの学校が主体的に

判断し決定しているところでありますけれど

も、県教育委員会といたしましては今後とも、

修学旅行のねらいや教育的な意義を踏まえた上

で、安全性や保護者の経済的負担等にも配慮し

ながら、海外も含めた修学旅行が適切に実施さ

れるよう学校を指導しますとともに、県の補助

金制度等につきましても情報提供に努めてまい

りたいと考えております。

○星原 透議員 次に、本県における韓国、台

湾との姉妹都市交流、民間交流、留学生の受け

入れの現状と、交流促進のためのこれまでの取

り組み状況、そして今後の取り組みについて、

県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） まず、韓国と

の間では、宮崎市と美郷町が姉妹・友好都市を

締結しているほか、民間団体では県内のロータ

リークラブなど12組が友好提携を結んでおりま

して、青少年の相互派遣を初めとする交流が行

われております。また韓国からの留学生は、こ

とし５月現在、九州保健福祉大学などで計31名

を受け入れております。次に、台湾との間でご

ざいますが、高千穂町が花蓮市と観光友好交流

宣言書を交わしているほか、県内の４組の民間

団体が友好提携を結んでおりまして、台湾から

の留学生は、宮崎大学で６名を受け入れるなど

の交流が行われております。県では、韓国との

間で、児童生徒が相互にホームステイを行う

「アンニョンハセヨ！少年少女国際交流事業」

を行いますとともに、台湾とは東アジア民間交

流促進事業に取り組んでいるところでございま

す。今後は、これらの交流活動を生かしながら

県内の市町村や民間団体とも連携を図り、韓

国、台湾と文化・芸術、スポーツなど幅広い分

野での交流を促進してまいりたいと考えており

ます。

○星原 透議員 今、韓国、台湾との定期航空

路線が就航して、それぞれ誘客対策、誘致対策

にはいろいろ御努力いただいているというふう

に思うんですが、実は今回、この質問するに当

たって、姉妹都市の状況がどうかなということ

で調査しましたので、読み上げさせていただき

たいと思います。日本と海外との最初の姉妹都

市連携は、1955年12月に長崎県長崎市とアメリ

カ合衆国ミネソタ州セントポール市との間で提

携されたようであります。姉妹都市の2008年度

末現在の提携状況でありますが、全体で1,574件

で、都道府県が127件、市区が1,161件、町村

が286件、国別では、アメリカ合衆国435件、中

国331件、韓国122件、オーストラリア108件など

となっております。また、日本と国交のない台

湾との間でも、2010年７月末現在で17件が結ば

れております。そこで、定期便が開設されてい

るのに、韓国、台湾との本県の姉妹都市交流や
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民間交流は他県におくれているのではないか、

そのように思ったところであります。特に台湾

とはゼロ件であります。

実は、地元のことですが、都城市スポーツ少

年団では先月、台湾の新竹県中山小学校の子供

たちとの親善交流野球大会を行いました。歓迎

会や送別会で子供同士が、言葉はしゃべれない

はずなんですが、30分もすると打ち解け合っ

て、子供同士が本当にふだんの自分たちの仲間

と同じような感じで接するのを見て、子供の感

性というのはすごいなと、改めてそのようにも

思ったところであります。12月には都城市から

台湾を訪問する予定であります。子供たちを通

じて親同士の交流まで拡大し、大人になっても

継続できるような関係になればいいな、そのよ

うに考えております。小さい交流であります

が、知恵を出したり、やる気を出せば何かが生

まれてくると思います。そこで、県の各部局が

もっと連携をとり、市町村や団体などにも積極

的に情報提供などをして、さらなる交流拡大に

取り組むべきではないか、そのように考えます

が、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） 議員の御指摘

のとおり、本県との間で定期便が開設されてい

るという交通利便性を生かしながら、韓国や台

湾との間で幅広い分野においてさらに交流を促

進していくことは大変重要であると認識してお

ります。本県では現在、韓国との間で─先ほ

ど答弁いたしましたが─県主催の少年少女国

際交流事業、あるいは宮崎市における青少年の

派遣事業、台湾との間では、宮崎市合唱協会に

よるジョイントコンサート、さらには、今、議

員からも御紹介がありましたように、都城市ス

ポーツ少年団による親善野球大会が行われてお

ります。今後、これらの交流の実績を参考にし

ながら、さらなる交流の掘り起こしが必要だと

考えております。このあたりを市町村、関係団

体とも連携しながら取り組んでいきたいと思っ

ていますし、加えましてビジネス交流、産業部

門における販路拡大などを図りながら、本県産

品の海外に対する販路拡大、こういうものも含

めまして今後とも定期便の利活用を図っていき

たいと考えております。

○星原 透議員 友好交流を盛んにしてほしい

と、今お願いはいたしました。しかし、地元で

は、畜産農家の皆さん方は、昨年の４月の口蹄

疫の関係で、「本当に行ったり来たりして大丈

夫なのか」という話がよく出ます。ですから、

これから３度目の口蹄疫の発生がないように、

ぜひ防疫体制にもしっかり取り組んでいただき

ながら、国際交流もさらに進めていただきたい

というふうに思います。

次に、災害対策について伺います。

昨年７月、地元の都城市では、ゲリラ豪雨に

より山崩れや河川の堤防決壊などで大災害とな

りました。また、新燃岳の噴火災害、東日本大

震災に見られる地震と津波、先日の台風12号が

もたらした大雨による大災害等が連続して発生

しております。今後は、常にこのような災害が

起こる可能性が予測される状況にありますか

ら、いろいろな準備と対応を考えて災害対策に

取り組むべきだと考えております。

ところで、さきの東日本大震災で、福島県で

はかんがい用ダムが決壊して下流集落で７人の

死者が出る災害が発生をしております。そこ

で、本県の農業用ダムやため池の数、その中で

危険なため池の数、そして整備状況や管理、点

検は、いつ、どのように実施されているのか。

また、点検の方法や基準はどのようになってい

るのか。そして地元の市町村との連携はどうな
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のか、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） まず、農業用

ダムにつきましては、国営事業で整備されまし

た農業用ダムが４カ所あります。それについて

は、地元関係市町が国との管理委託契約に基づ

き関係土地改良区と連携の上管理を行っており

ます。

次に、農業用ため池につきましては699カ所あ

り、土地改良区や水利組合が管理しております

が、そのうち359カ所を危険ため池に指定し、緊

急性の高いため池から改修を進め、現在まで

に162カ所の改修を完了したところであり、今後

とも計画的な改修を鋭意進めることとしており

ます。

なお、農業用ダムやため池につきましては、

それぞれの管理者が、国の基準に基づき、梅雨

や台風などの時期に備え、日ごろからの堤防な

どの点検や洪水時の水位調整、また、震度４以

上の地震発生直後における漏水や堤防などの目

視点検、異常発生時の落水など、日常的な管理

や災害発生時の適切な対応を行いますととも

に、その結果を県を通じ国に報告することとし

ております。県といたしましては、農業用ダム

やため池の下流の住民等の安全確保を図るた

め、市町村など関係機関と連携を図りながら適

切に対応してまいりたいと考えております。

○星原 透議員 今、危険なため池が359カ所あ

るということであります。そして改修をしたの

が162カ所ということで、残り197カ所でありま

す。ですから、いつ、どのような災害が起こる

かわかりません。特に今、地球温暖化のせいで

ゲリラ豪雨が─１時間に100ミリを超えるぐら

いの雨も降るときもあります。そういうことか

ら考えますと、財政的には厳しいんでしょう

が、少しでも多くの改修をお願いいたしたいと

思います。

最後になりますが、ゲリラ豪雨や台風による

大雨などの影響で土砂災害が発生した場合につ

いてでありますが、土石流による県内の危険な

渓流、また急傾斜地崩壊による危険な箇所、そ

して地すべりが発生するおそれのある危険区域

の箇所数と、どのような対応、対策を講じてお

られるのか、取り組みと予算の状況等につい

て、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 本県の土砂災

害危険箇所でありますが、土石流危険渓流

が3,239カ所、地すべり危険箇所が273カ所、急

傾斜地崩壊危険箇所が8,314カ所の合計で１

万1,826カ所であります。このうち被害想定区域

内に人家が５戸以上または公共施設があるなど

整備対象となる箇所は4,366カ所で、平成23年３

月末までに1,218カ所の整備が完了したところで

ありまして、整備率は27.9％となっておりま

す。

土砂災害防止対策につきましては、災害時要

援護者施設や避難場所がある箇所など、緊急度

の高いところから砂防設備等の整備を順次進め

ますとともに、住民の警戒避難態勢の整備を図

るため、土砂災害警戒区域の指定や防災情報の

提供を行うなど、総合的な対策を進めていると

ころでありまして、土砂災害防止に関する本年

度の６月補正後の予算は約43億8,000万円で、昨

年度の当初予算とほぼ同額となっております。

今後とも国や市町村との連携を図りながら、砂

防設備等のハード対策はもとより、住民の防災

意識を高めるための啓発活動や警戒避難体制の

整備など、ソフト対策の推進に一層努めてまい

りたいと存じます。

○星原 透議員 ぜひ、ハード、ソフト両面で

防災についてはしっかり取り組んでいただきた
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いというふうに思います。

それぞれ答弁いただきました。まだ消極的な

答弁もあったなというふうにも思っております

が、ぜひ、これから県民が安心できるすばらし

い宮崎県になるように、知事のトップリーダー

の判断でありますから、知事が先頭に立って我

が宮崎県を引っ張っていただきますようにお願

いをいたしまして、私のすべての質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。

（拍手）

○外山三博議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案に対する質疑

○外山三博議長 ここで、今回提案されており

ます議案に対する質疑の通告がありますので、

これを許します。

質疑についての発言時間は、１人10分以内と

いたします。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。一般質問に続いてであり

ますけれども、本日最後の質疑をさせていただ

きたいと思います。今回の提出議案に対する質

疑であります。

まず、議案第１号「平成23年度宮崎県一般会

計補正予算（第２号）」について、今回の補正

は一般会計で38億643万5,000円が計上されまし

た。今回の補正予算が東日本大震災対策や口蹄

疫・経済復興対策として有効活用され、また直

接、県民の暮らしや福祉の向上につながるよう

期待をするものです。

そこでまず、第１に、新規事業であります介

護職員等によるたんの吸引等の研修事業1,031

万7,000円について伺います。介護保険法が改定

をされて、たんの吸引等について介護職員に研

修が義務づけられたことによる研修経費という

ことですが、本来、たんの吸引などは医療行為

にかかわることであり、これまで、看護師不足

を補うやむを得ない措置として特養ホームやＡ

ＬＳ患者の方に限定されていたものを、在宅サ

ービスのヘルパーやほかの施設にも拡大をする

ことになるというものです。仮に事故が起きた

ときなどの対応措置への不安なども耳にいたし

ます。そこで、今回、介護職員等によるたんの

吸引等の研修事業を行うに至った背景について

伺いたいと思います。

次に、障害者自立支援対策臨時特例基金事業

３億5,303万2,000円について伺います。この事

業は障害者自立支援対策臨時特例基金で行われ

ますが、障害者自立支援法施行のもとで、新体

系への移行に伴う必要な施設の改修、増築、備

品の購入などへの助成の経費となっております

が、新体系に移行するとはどういう内容なの

か、事業を予定している施設数は幾つになるの

か。また、障がい者にとってどのような利益に

つながるのか伺いたいと思います。

次に、新規事業の認定こども園整備事業8,841

万9,000円について伺います。安心こども基金事

業費による認定こども園整備事業ですが、新設

予定及び改修予定の園はどれほどか、その整備

内容についてお伺いをいたします。

次に、公共関与支援事業１億6,900万円につい

て伺います。エコクリーンプラザみやざきの浸

出水調整池補強工事に関する経費について、財

団法人宮崎県環境整備公社に対して無利子貸し

付けを行う経費となっておりますが、貸付金で

あれば将来において返還されるものと認識をい

たしますが、どのような性格の支出であるのか

伺います。

また、今後の県のかかわり方や責任はどうな
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るのか、あわせてお伺いをしたいと思います。

次に、議案第７号「教育関係の公の施設に関

する条例の一部を改正する条例」について、同

条例改正の中で、県立延岡ととろ聴覚支援学

校、県立延岡わかあゆ支援学校及び県立延岡た

いよう支援学校の閉校と、県立延岡しろやま支

援学校の新設を行うことでの条例改正について

伺います。延岡にある特別支援学校３校を統合

して来年４月から新体制でスタートする計画で

すが、３校を統合するに至った背景や理由、経

緯、そして子供たちにとってどのような利点が

あるのかについてお聞かせください。

新しくスタートする校舎は、もとの県立延岡

西高校、私の母校でもありますが、この校舎を

活用するという点で、子供たちの障がいに対応

できるようにかなりの施設整備が必要になって

いるわけですが、新学期スタートまでに十分な

施設整備、また体制が整えられるのか、その工

程計画をお聞かせください。

以上で壇上からの質疑を終わります。〔降

壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

初めに、介護職員等によるたんの吸引等の研

修事業についてでございます。たんの吸引等に

関しましては、本年６月に「社会福祉士及び介

護福祉士法」の一部改正が行われたことにより

まして、平成27年４月以降に介護福祉士の資格

を取得する者については、たんの吸引等の業務

が可能とされたものであります。一方、現在、

特別養護老人ホーム等において厚生労働省の通

知に基づいてたんの吸引等を行っている介護職

員等につきましては、平成24年４月１日以降、

県の研修を受講することにより、引き続き、た

んの吸引等の業務を行うことが認められたとこ

ろでございます。そのため、介護職員等に対す

る研修を実施いたしまして必要な知識・技能を

身につけさせることによって、たんの吸引等に

かかる入所者の安全確保を図ろうというもので

ございます。

次に、障害者自立支援対策臨時特例基金事業

でございます。まず、新体系への移行でござい

ますが、平成18年度の障害者自立支援法の施行

に伴いまして、従来の身体、知的、精神といっ

た障がい種別ごとの制度を一元化し、生活介護

や就労支援などサービス機能別に分類した新し

い制度への再編を図るもので、現在、施設ごと

に順次移行が進められているものであります。

次に、今回の補正予算で整備等の対象となり

ます障害福祉サービス事業所等の数でございま

すけれども、45カ所を予定しているところでご

ざいます。また、本事業により障がい者に対す

る処遇の改善や訓練環境の整備等が図られるな

ど、より質の高い支援サービスの提供が進みま

して、障がい者の自立や社会参加の促進につな

がるものと考えております。

最後に、認定こども園事業についてでござい

ます。この事業は、５カ所の認定こども園の整

備費用の助成を行うものであります。このうち

既に認定を受けている２カ所につきましては、

保育室の新設または改修を行うものでございま

す。残り３カ所については、新たに認定を受け

る予定の園でありまして、調理室の新設や保育

室の改修を行うものでございます。以上でござ

います。〔降壇〕

○環境森林部長（加藤裕彦君）〔登壇〕 お答

えいたします。

宮崎県環境整備公社に対する貸付金について

であります。この貸付金は、補強工事に要する

経費として県と関係市町村とが折半して貸し付
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けるものですが、将来、最終的な負担割合が決

まった時点で環境整備公社から返還されること

になります。最終的な負担割合につきまして

は、今後、施工業者等に対する損害賠償請求訴

訟などの法的な手続を経て、県及び関係市町村

間で協議の上決定することにしておりまして、

それに基づいて改めて公社への支出が必要と

なってまいります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、延岡地区の３つの特別支援学校につき

ましては、各校それぞれに台風等災害への脆弱

さ、施設の老朽化や狭隘化など喫緊の課題を抱

えております。また、平成19年度に３校のＰＴ

Ａや関係障がい者団体から、これらの課題解決

や医療、福祉、保健、労働等の関係機関と連携

した新しいタイプの特別支援学校の設置を期待

する旨の陳情をいただきました。このようなこ

とから、延岡西高等学校跡地に３校の移転・統

合を行うことといたしまして、平成20年度に、

基本構想策定委員会におきまして、保護者や関

係者の皆様の御要望や御意見を改めてお伺いし

ながら基本構想を策定したところであります。

この構想に基づきまして３校の課題解決を図る

とともに、子育て支援等の付加機能を備えるこ

とによりまして、地域とともに子供たちの自立

する心と力をはぐくむ延岡しろやま支援学校の

整備を行っているところであります。

次に、来年４月の開校に向けた施設設備の整

備状況でありますが、既に管理棟、聴覚障がい

教育棟、相談棟が完成するなど順調に工事が進

んでおります。なお、運動場と駐車場の一部に

つきましては、現在行っております工事の資材

置き場や搬入経路として使用する必要がありま

すことから、開校年度の平成24年度の整備を予

定いたしております。また、運動場等の工事中

の対応につきましては、児童生徒の教育に支障

を来さないように、授業計画等について、現

在、開設準備委員会で詳細に検討を行っている

ところであります。以上であります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれお答えをいただき

ました。ありがとうございました。

１つ、特別支援学校のことで再質疑させてい

ただきたいと思います。新設のしろやま支援学

校は、障がいを持つ子供たちの新たな学びの

場、そして生活の場になるわけですから、新し

い環境へスムーズに移行できるようにすること

が最重要、そして安全を最大限保障することが

大事だというふうに思います。今、教育長のお

答えでは、そういった点でスムーズに進められ

ていると、計画に沿って支障なく進められてい

るということでしたけれども、子供たちの安

全、そして体制、こういったものについて十分

保障されている、問題ないというふうに理解を

してもいいのでしょうか。もう一度お答えいた

だきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 子供たちの安全・安

心につきましては、現在、新設の特別支援学校

の開設準備委員会を設けて詳細に検討を進めて

おりまして、保護者の皆さん方、あるいは関係

者の教職員も含めまして御意見を伺いながら定

めてきているところであります。今後とも十分

意見を承りながら、子供たちの安心・安全、そ

して設置理念であります子供たちの心と力をは

ぐくむ特別支援学校になるように今後とも努力

をしていきたい、このように考えております。

○前屋敷恵美議員 以上で質疑を終わらせてい

ただきます。後は委員会その他で深めさせてい

ただきます。ありがとうございました。

○外山三博議長 ほかに質疑の通告はありませ
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ん。

以上で質疑は終了いたしました。

◎ 議案第22号及び第23号採決

○外山三博議長 次に、さきに提案のありまし

た、教育委員会委員及び人事委員会委員の任命

または選任の同意についての議案第22号及び

第23号を一括議題といたします。

お諮りいたします。

両案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第22号及び第23号について、一括してお

諮りいたします。

両案については、同意することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、両案は同意することに決定いたしました。

◎ 議案第１号から第21号まで及び請願

委員会付託

○外山三博議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第21号までの各号議案及び新規請

願は、お手元に配付の付託表のとおり、それぞ

れ関係の委員会に付託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす14日から21日までは、常任委員会及び特

別委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、22日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時25分散会


