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◎ 代表質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、新

みやざき、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。新みやざきを代表しまして、日向市

選出、西村賢が代表質問を行います。本日は、

日向市からもたくさんの方に応援に来ていただ

いております。４年ぶりのことであります。本

当にありがとうございます。東日本の大震災か

ら間もなく半年となります。その災害の恐ろし

さを忘れる前に、今回の台風12号、奈良県、和

歌山県初め多くの地域で、死者、行方不明者

が100人を超す大きな災害となりました。被災さ

れた方々には、お見舞いを申し上げますととも

に、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げま

す。改選後、初めての代表質問となりますの

で、多少総花的になると思いますが、執行部の

皆様方の明快な答弁をよろしくお願いいたしま

す。特に河野知事、本日は誕生日であります。

おめでとうございます。昨日も押川議員のほう

から知事らしくと、知事らしさを求める声もあ

りました。ぜひ新たな１年、また健康に過ごさ

れて、県勢発展のリーダーとして活躍していた

だきますようにお願い申し上げます。

それでは質問に移ります。まず、知事の政治

姿勢についてお尋ねをいたします。

９月２日に、野田新内閣が誕生いたしまし

た。野田総理の誕生のきっかけになった民主党

代表選挙の演説は、みずからをドジョウに見立

てるなど、自虐的な言い回しは逆に好感を得ま

した。前財務大臣として、東日本大震災からの

復興には一時的な増税も必要だと復興増税の必

要性を訴え、その増税路線に対しては、今なお

与党内からも大きな反発があります。しかし、

国民にとって都合の悪いことをしっかりと訴え

るということは、逆に信頼感も高まったのでは

ないかとも思います。その新総理、また新内閣

に対しまして、河野知事の所感、また、復興に

おいて増税が必要であるという復興増税路線に

ついて、知事のお考えを伺います。

また、私が６月議会一般質問の際に、知事に

対して、東日本の被災地にぜひとも行ってもら

いたいという質問を行いました。その６月議会

終了後にすぐさま東北の地へ向かわれ、実際に

被災地を目の当たりにしてこられ、どのように

感じられたか。また、水産業初め本県にとって

もゆかりのある東北地域で、今後どのような復

旧支援、復興支援に本県が取り組んでいくの

か、知事のお考えをお聞かせください。

以下、質問者席より質問を続けさせていただ

きます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えをいたします。

まず、このような場で誕生日をお祝いいただ

き、大変感激し、恐縮しておるところでござい

ます。きょうは少し河野カラーを出してみたと

ころでございますが、本当の意味でのカラーを

出せるよう、御指摘を踏まえて政治家としての

思いをしっかり伝えてまいりたいと考えており

ます。（「よろしくお願いします」と呼ぶ者あ

り）はい。

新内閣への期待についてであります。我が国

は今、東日本大震災からの復旧・復興や原発事

故の収束を初め、円高・デフレ対策、財政改
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革、外交・防衛問題など、内憂外患、国内外に

重要課題が山積しております。先行きが極めて

不透明で、社会全体に閉塞感が漂っていると感

じております。新内閣には、この国難と言える

状況を乗り越えるための具体的な方針・政策と

いうものを明らかに示していただき、そして何

よりも政権内部での意思決定のシステムを明確

にしていただく中で、日本の再生に全力を尽く

していただきたいと考えております。また、復

興増税路線につきましては、総理が将来世代に

負担を先送りすることなく、逃げずに向き合お

うとしているその姿勢については共感するとこ

ろでございますが、一口に増税路線といいまし

ても、規模をどうするのか、どういう税目をど

れほど上げてどれだけの期間行うのか、さらに

は大切なのは、どのタイミングで行うのか、さ

まざまな検討課題もございます。大震災の後、

厳しい経済・雇用状況や円高に苦しむ中小企

業、さらに本県においては、口蹄疫からの再生

・復興等で大変厳しい状況もございますので、

こういったものを踏まえますと、慎重に判断が

なされるべきものと考えております。

次に、東日本大震災についてであります。今

回の大震災に際しましては、公務などの事情が

許す限り、早い段階でみずから被災地を訪問

し、その状況を自分自身しっかり確認したいと

考えておりましたが、７月に２回、宮城県、岩

手県を訪問する機会を得ることができました。

それまでも、現地に派遣した職員やメディアで

の情報で、被害の状況は承知していたわけであ

りますが、津波で町が壊滅し、瓦れきと化して

いる状況などのすさまじさを、改めてみずから

の五感をもって認識したところであります。ま

た、私みずから勤務したことのあります宮城

県、その変わり果てた姿に胸ふさがる思いもし

たところでございます。また同時に、その現実

に向き合っておられます被災者の皆様、そして

この復旧・復興に向けて尽力されております現

場の行政、またさまざまな団体の皆様の背負っ

ておられるものの重さというものを痛感したと

ころであります。被災地や被災者の支援につき

ましては、これまで「みやざき感謝プロジェク

ト」として、職員やボランティアの派遣などの

人的支援や救援物資による支援などに、県内市

町村や県民の皆様と連携し、また御協力をいた

だきつつ取り組んできたところであります。被

災地におきましては、震災発生から半年が経過

し、避難所から仮設住宅への入居が進むなど、

状況が時々刻々変化しております。また、ニー

ズも変化しております。支援内容につきまして

も、例えば、職員の派遣が、避難所の運営支援

などの短期的・事務的なものから、公共施設の

復旧業務などの長期的・技術的・専門的なもの

へと変化しております。現地はまだまだ復旧途

上でありまして、本格的な復興には相当長い期

間を要するものと考えております。被災３県か

ら他の都道府県へ避難しておられる方が全国で

６万数千人、県内にも100数十人いらっしゃると

いう状況もございます。このような状況、また

復興までの長い道のりを念頭に置きつつ、その

時々の被災地・被災者のニーズに応じた支援を

息長く継続して行ってまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○西村 賢議員 今、話にも出たように、本県

に避難している方々への支援、また東北地域へ

の支援を継続していただきますようにお願いを

申し上げます。また、知事自身も現場をみずか

ら見てみる、またいろんなところに足を運ぶと

いう大切さを改めて感じられたと思います。ま

た、その思いを持って、宮崎県内にも多くの
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困っている地域がありますので、みずからの足

で出向くということを、その姿勢をまた本県に

もつなげていただきたいと思います。

この震災に関しまして、少し関連して質問を

させていただきますが、環境森林部長にお伺い

をいたします。この津波被害に際しまして、我

々会派としても東北の視察に行きました。その

際、松林を見ますと、本当に多くの防潮林がな

ぎ倒されておりまして、非常に津波の恐ろしさ

というものを感じたところでありましたが、こ

の防潮林、正式には潮害防備保安林と言うよう

です。この松林、本県にも長い海岸線には防潮

林が広がっております。この管理というもの

が、ふだんであれば、砂をせきとめたり、塩害

を食いとめるという重要な役割を担っておるん

ですけれども、本県の管理というものがどう

なっているのか。一時は松くい虫等々の被害が

大変深刻だということもありましたけれども、

現在はどうなのかを伺います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 潮害防備保安

林は、海岸沿いの集落や農地、公共施設などを

高波や潮風から守るため、森林法に基づいて指

定されております。県内では、延岡市から串間

市にかけ、松林を中心に1,307ヘクタールの潮害

防備保安林が指定されておりまして、その内訳

は、国有保安林が669ヘクタール、民有保安林

が638ヘクタールであります。これらの保安林の

管理につきましては、県や国が関係機関と一体

となって、現地の状況に応じ、植栽や除間伐に

加え、松くい虫の薬剤防除などを行い、保安林

機能の強化・保全を図っているところでありま

す。

○西村 賢議員 改めて、継続してその保安林

の保護・育成に努めていただきたいと思いま

す。

次に、昨年の口蹄疫、また新燃岳の噴火、鳥

インフルエンザの三重苦の被害を経て、またさ

らに東日本大震災の影響で、本県も経済が厳し

い状況が続いておりますが、知事もこの９月議

会の提案理由説明の場において、県民総力戦で

県民の元気を取り戻すための取り組みとして、

経済活性化策「みやざき元気プロジェクト」の

展開を図るとの方向性を打ち出しました。この

プロジェクトを広く県民に周知し、また理解、

協力を得ることが大事なことであると思いま

す。その「みやざき元気プロジェクト」の内容

を質問する前に、もうすぐ東日本大震災から半

年となりますが、震災前と比べて、今、本県の

経済、また雇用情勢がどうなったのか、商工観

光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 東日本大

震災が本県商工業者に与えた影響につきまして

は、商工会議所及び商工会を通じて、５月と８

月の２回、調査を実施し、いずれも約3,000の事

業所から回答をいただいたところでございま

す。それによりますと、売り上げが減少した事

業所は、５月調査では全体の41.7％で、影響も

卸小売業、宿泊業初め幅広い業種にわたってお

り、売り上げの減少要因としましては、消費マ

インドの低下、次いで仕入れ先の業務停止や縮

小、物流の混乱、原材料不足などとなっており

ました。一方、８月の調査では、売り上げの減

少した事業所は33.3％と、8.4ポイント減少する

など、５月時点と比べますと、影響の度合いが

減っていることがうかがわれ、その要因としま

しても、消費マインドの低下とするものが最も

多いという点は変わらないものの、次いで仕入

れ価格の高騰、納品先の業務縮小などとなって

おり、５月時点と比べますと、物流の混乱、原

材料不足を要因とするものは減ってきておりま
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す。しかしながら、業界団体等から伺っている

ところでは、まだまだ厳しいという声も多く、

また最近の急激な円高などもあり、経済情勢の

先行きは依然不透明な状況にあると考えており

ます。また、県内の雇用情勢につきましては、

有効求人倍率で見ますと、震災前の２月で0.54

倍、震災後の４月で0.56倍、直近の７月で0.58

倍と改善傾向が続いており、雇用面の指標で見

る限り、現時点では大きな影響は見られない状

況にあります。

○西村 賢議員 ありがとうございます。雇用

面では余り大きな影響がないということで、

今、改善傾向にあるということ、非常にいいこ

とであると思います。

今回の「みやざき元気プロジェクト」は、

「停滞している県内経済活動の回復」「将来を

見据えた産業づくりのスタートアップ」「地域

経済循環システムの仕組みづくり」の三本柱で

構成されております。順に内容について質問を

行いたいと思いますが、そもそも口蹄疫発生以

前から本県経済は厳しい状況でありました。平

成21年度から、緊急雇用基金事業、またふるさ

と雇用基金事業などを活用し、さまざまな雇用

対策の施策を講じてきたと思います。その雇用

者数が何人であるのか。また現在、それらの事

業により、どのくらいの方が正規雇用に結びつ

いたのか。これまでの成果を商工観光労働部長

に伺います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ２つの基

金事業を合わせまして、延べ人数で申し上げま

すと、21年度は1,791人、22年度は3,815人が新

たに雇用されたところであり、今年度は3,580人

が雇用される見込みとなっております。また、

ふるさと雇用基金事業におきましては、正規雇

用化した事業主に一時金を支給することとして

おりますが、これによりますと、これまでに202

人が正規雇用されております。

○西村 賢議員 過去の事業がどのように雇用

に結びついているかという視点が重要であると

思いましたので、質問させていただきました。

今のお答えですと、202名の方が正規雇用につな

がっている。非常に実績が上がってきているの

で、本当によかったと思います。これがさらに

つながっていきますように、県当局、またさら

に努力を重ねていただきたいと思います。

次に、本県の物産販売の状況について伺いま

す。先月31日に、東京日本橋高島屋で開幕しま

した宮崎県物産展「第24回 日向自慢みやざき

展」に参加してまいりました。本県からも内村

議員、また渡辺議員も一緒になって伺いまし

た。さらに本県出身の花田景子さんも参加され

て、会場も非常ににぎわっておりました。この

みやざき展にこれまでも何度か足を運んでおり

ますが、今回特に人気が高かったように感じま

した。東国原前知事のおかげもあって、本県の

物産が全国区の知名度になったこともあります

が、そのよいところは今後も伸ばしていかなけ

ればなりません。最近では、県庁への観光客も

減ってきているように感じますが、みやざき物

産館初め新宿みやざき館ＫＯＮＮＥなど、本県

アンテナショップの現状はどうかをお伺いしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） みやざき

物産館、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥなどの本県

アンテナショップ全体の売り上げ状況は、県庁

が観光地化するなどの宮崎ブームによりまし

て、平成19年度から21年度の３カ年は、20年度

の12億9,900万をピークに、毎年12億円台の売り

上げを記録したところであります。しかしなが

ら、昨年度は、口蹄疫や鳥インフルエンザ、新
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燃岳の影響などもあり、ピーク時と比較します

と、24.2％減の９億8,500万円となっておりま

す。また、今年度に入りましても、４月から８

月までの売り上げは、東日本大震災等による消

費の低迷などもあり、前年同期比では34.7％の

減少となっているところでございます。

○西村 賢議員 かなり大きな減少が見られて

いると思います。きょうは日向からも多数来て

おりますので、ぜひ帰りの際には物産館にも

寄っていただくようにお願いをいたします。

その中でも、天神のみやざき館ＫＯＮＮＥが

今閉館中でありまして、今後どのような形でリ

ニューアルされていくのか伺います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 県におき

ましては、北部九州における県産品の販路拡大

・ＰＲを行うため、昨年４月に福岡市中心部の

天神地区に天神みやざき館ＫＯＮＮＥを開設

し、運営を行ってまいりましたが、入居施設側

の都合によりまして、１年間の賃貸借契約が切

れる本年４月23日をもって閉店せざるを得な

かったところであります。しかしながら、アン

テナショップは、県産品の販路開拓や市場調査

を図る上で有効な方策の一つであり、多くの人

・物・情報が集まる福岡市に開設する意義は大

きく、県としましては、継続的な設置が望まし

いものと考えております。アンテナショップの

開設には、立地条件や運営方法、財源確保等の

課題もありますが、県物産貿易振興センターな

どの関係団体とも連携を図りながら、引き続

き、新たな開設に向けての調査検討を行ってま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 次に、６次産業化について伺

います。先日、特別委員会の県内調査で、西都

市に新設されました、冷凍野菜、カット野菜工

場のジェイエイフーズみやざきを訪問いたしま

した。ニーズが増しているお弁当や惣菜に利用

される野菜を加工する工場とのことですが、こ

の工場の規模、また最新設備には、今後も大き

な可能性を感じさせられました。夏場などの本

県の野菜生産の落ち込む時期への対応など、ま

だまだ課題はあるかと思いますが、農家の安定

収入や農業の活性化にも非常に大きな期待が持

てる施設であります。この工場の取り組みを踏

まえまして、今後、６次産業化を推進するに当

たり、県のかかわり方について、農政水産部長

にお伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） ６次産業化

は、農林漁業者が加工や販売の分野にも事業展

開いたしまして、そこから生じます付加価値を

経営に取り込むものですが、今回のジェイエイ

フーズみやざきの取り組みは、産地において生

産から加工・販売に至る一連の取り組みを強化

し、まさに地域全体の６次産業化につながる大

変重要なものであると認識しております。この

ため県では、冷凍加工に関する豊富なノウハウ

や販売チャネルを有する千葉県の食品企業との

連携をコーディネートいたしますとともに、新

たな産地育成のため、大規模実証試験の実施や

省力化機械の導入などの積極的な支援を行って

きたところであります。本県農畜水産物の付加

価値を高める６次産業化は、地域経済の活性化

を図る上で大変有効な取り組みの一つでありま

すので、県といたしましても、今後とも、関係

部局、また地元市町村等との緊密な連携のも

と、生産・供給体制の確立や加工技術の高度

化、また新商品開発や販路開拓、さらには必要

な資金の確保やパートナー企業とのマッチング

などについて、幅広く支援してまいりたいと考

えております。

○西村 賢議員 この６次産業化について、昨
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日もよくわからんというような部分の質問もあ

りましたけれども、やはり農家の所得安定、も

しくは所得の向上につながる手段の一つである

と思います。また、この工場を含めまして、農

家にとって今後、農家の所得向上にどのように

つながっていくのか。また、具体的に農家のメ

リットを教えていただきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） ６次産業化の

一つといたしまして、例えば、県内に加工・業

務用野菜に対応した加工施設が整備されるとい

うことは、地元に出荷先が確保されますととも

に、契約取引が基本となりますため、市場価格

に左右されない安定した農家所得が確保される

ものと考えております。また、契約取引では、

農業者が収益を予測した生産計画を立てること

が可能になることから、低コスト化に向けた規

模拡大や機械導入等を計画的に実施すること

で、さらなる所得向上につながるものと考えて

おります。県といたしましても、６次産業化の

推進とともに、農家所得向上に直結する低コス

ト化や生産性の向上に向けた支援を行い、「儲

かる農業の実現」に努めてまいりたいと考えて

おります。

○西村 賢議員 ありがとうございました。

次に、公共事業費について伺います。今年度

の県単公共事業は124億円、前年度比24.1％の増

とのことでありますが、県内の厳しい経済情勢

を勘案して措置されたものであると考えられま

す。公共事業の迅速な発注は、直接的に建設関

連業の雇用にも結びつきますし、地域の経済活

性化にもつながると思います。しかし、これま

での入札制度改革によって、発注額が高くても

落札額が低い場合、結局、企業も赤字覚悟で落

札し、そのしわ寄せは下請や資材業者に広く及

んできたわけです。それが当然、景気対策には

つながらない、そのようなケースも多々ありま

した。実際に多くの建設関連業が倒産や廃業を

し、地域社会にはより厳しい状況を招きまし

た。その後、県も最低制限価格の見直しなどを

行ってきて、一定の落ち着きを見せてきたとこ

ろでありますが、総合評価方式に対する不満な

ど今も抱えております。公共事業には、適正か

つ公正な入札は必要であります。企業側にも競

争力や企業努力というものが求められる時代で

あるのは当然のことです。今回の県単公共事業

の増加を見るに、県も公共事業の発注が直接的

に景気・雇用につながるとの見方をしていると

思いますが、総務部長に今回の県単公共事業費

増のねらいについてお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 平成23年度予算に

おける県単公共事業につきましては、６月の肉

付け予算までを含めまして、対前年度比で24.1

％増としたところであります。県単公共事業に

つきましては、比較的きめ細かな事業の発注が

多く、県内全体への経済波及効果も期待できる

ものと考えております。したがいまして、厳し

い財政状況の中でありますが、県債残高の抑制

など財政改革の取り組みとの均衡を図りなが

ら、６月の肉付け予算におきまして、口蹄疫の

発生などにより停滞している県内経済の活性化

や新燃岳噴火に伴う降灰対策として、約22億円

を追加的に措置したところでございます。

○西村 賢議員 答弁ありがとうございます。

公共事業が地域経済に即効性のある経済対策で

あることは、この数年間は理解されなかったと

ころがあります。

次に、入札制度の見直しについて、昨日、押

川議員の質問にもありましたが、例えば地域ご

との発注機会の拡大、もしくは最低制限価格の

さらなる見直し、また役所の関与が大きい総合
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評価落札方式の見直しなど、今後どのような見

直しがあるのか、いまだ建設業界にとっても入

札制度改革に対する要望が非常に多いのもあり

ますし、この数年間、試行というものをずっと

繰り返してきた結果でもあると思います。今後

の入札制度の見直しについて、どのような視点

で行っていくのか、県土整備部長にお伺いをい

たします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 入札・契約制

度につきましては、改革と並行して制度の検証

を行いまして、最低制限価格の引き上げや地元

の建設業者が受注しやすい「地域企業育成型」

総合評価落札方式の創設、あるいはまた予定価

格の事後公表など、必要な見直しを随時行って

まいりました。また、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、その適用を拡大してき

たところであります。県としましては、引き続

き、価格のみの一般競争入札との併用を基本

に、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、今後とも、

幅広く意見を伺いながら、入札・契約制度の検

証と必要な見直しや改善を図ってまいりたいと

考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

次に、県内のインフラ整備についてお伺いを

いたします。東日本大震災が発生し、東北地方

の復興を全国民が考えていく中ではあります

が、県民の中からは、東北地方の復興財源確保

のために、本県の公共事業がストップしたり減

らされたりするのではないかという懸念をよく

耳にしました。我々新みやざき会派としても、

６月に当時の櫻井財務副大臣のもとを訪ね、意

見交換をしたところでありますが、その際にも

我々は、震災復興は本当に大事であるけれど

も、本県のおくれたインフラ整備への配慮も要

望したところでありました。国としては、ほか

の地域の整備をとめてまで復興財源に回すよう

な措置は考えていないと、そのときの考え方を

はっきりと話をしていただきました。ただ、そ

の際にも政府から、復興対策のために国は公共

事業費５％保留という措置をとり、各都道府県

には差し引いた分を交付金等として渡してきま

した。その５％保留の影響が、本県の補助事業

などに影響が出ていないか、県土整備部長にお

伺いをいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 本年度の国の

公共事業費の減額や今回の５％留保によりまし

て、補助公共事業等の執行につきましては大変

厳しい状況でありますが、重要度の高い箇所を

優先的に施工するなど、留保による影響を最小

限に抑えるための工夫を行っているところであ

ります。その結果、県土整備部におきまして

は、工事の中止や中断などは発生していないと

ころであります。また、留保の解除に当たりま

しては、被災地の対応のほか、今、議員も言わ

れましたけれども、本県のように社会資本整備

のおくれた地方へも十分配慮していただきます

よう、国に対して要望してまいりたいと考えて

おります。

○西村 賢議員 我々議会も一緒になって、こ

のおくれたインフラ整備というものは、国に訴

えていかなければならない問題と思います。そ

れとともに、やはり東日本の復興も考えながら

いかなければならないという苦しみもあります

けれども、それはバランスよくやっていただく

ようにお願いいたします。

次に、今後の県北の経済発展、また県内の産

業集積に期待のかかる細島港の活用について伺
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います。細島港が重点港湾に選定され、１年が

たちました。その間に新規着工の港にも選ば

れ、44億円もの予算をかけて新規整備が見込ま

れております。今後の高速道路の整備も含め、

県北地域にとってはもちろんのことですが、県

全体としても、東九州の海の玄関として、今後

の産業活性化にも期待されております。その重

点港湾選定から１年が過ぎました。企業立地や

細島港の活用を希望する状況はどうなのか、ま

ず、知事が各地でトップセールスを行っている

と思いますが、その感触、手ごたえをお伺いし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 企業立地のためのトッ

プセールス、いろいろな機会をとらえて、積極

的に行っているところであります。これまで、

今、御指摘のありましたようなインフラ整備の

おくれというものが、本県の企業立地活動にお

きまして、いわばハンディ、おもしとなってい

たわけでございますが、おかげさまで細島港が

重点港湾に指定され、国、県が連携しながら着

実に整備を進めていくということになった。さ

らには、東九州自動車道の整備というものも相

まって、交通基盤の整備が進んでいるというこ

とを企業に対してもしっかりと説明して、関心

を持っていただいているところでございます。

今後とも、インフラ整備の充実を図り、これか

ら伸び行く地域だということをしっかりとＰＲ

してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 港と高速道路の整備というの

は、県北のみではなく、県全体の悲願でありま

すので、これを通じた上で、これまで以上に

トップセールスを知事に頑張っていただくよう

にお願いしたいと思います。

同じく、商工観光労働部長に、重点港湾選定

後の細島地区企業立地の現状をお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 細島港が

重点港湾に選定された平成22年８月以降、当地

区への立地企業として２社を認定しているとこ

ろでございます。

○西村 賢議員 今、２社ということですが、

これは港を活用する企業とは直接関係がないと

いうことで、ぜひ今後は港もしくは物流に関す

る企業に対してもアプローチを続けていただき

たいと思います。

次に、今後の細島港の活用のためにも、現

在、ソーラーフロンティア社がつくっている太

陽電池の輸出港を細島港にという動きがありま

す。その地元の期待にはなかなかこたえてもら

えずに、現状は厳しいという話もありますが、

やはり先方も民間企業でありますから、これか

らの利便性、そしてコストなど、総合的に判断

されると思います。その中で日向市からも、国

富町の工場付近に高速道路のスマートインター

をつくって、それで物流対策をよくすることが

いいのではないかという提案が出ております

が、現在の取り組み状況、また県の考えを県土

整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） スマートイン

ターチェンジの整備に当たりましては、地元自

治体がその必要性と整備効果等の検討を行い、

国、県、市町村、高速道路株式会社等から成る

地区協議会を設立し、採算性等の検証を行った

上で実施計画を作成しまして、連結許可申請を

行うなどの手続を踏む必要があります。このた

め現在、国富町におきまして、地区協議会の設

立に向けた検討が進められているところであり

ます。県といたしましては、スマートインター

チェンジは、地域振興や利用者の利便性向上に

寄与すると考えておりますことから、国富町の

検討やその意向を踏まえながら、関係機関との
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連絡調整など必要な対応を行ってまいりたいと

考えております。

○西村 賢議員 国富のスマートインターも含

めて、平成25年度には細島もしくは延岡方面ま

で高速道路がつながりますので、ぜひそれまで

に間に合うような検討、そして取り組みをお願

いしたいと思います。

次に、地域循環システムの仕組みづくりにつ

いてお伺いします。今回、地域の地産地消とし

て、農産品だけではなく、さまざまな分野にも

関連していこうという動きがあります。現在、

新燃岳の降灰対策として、その灰を利用しよう

という動きもありますが、それも一つの地産地

消ではないかと思います。今回は、本県の骨材

利用についてお伺いをいたします。骨材とは、

コンクリートやアスファルト混合物をつくる際

に用いられる材料である砂利、また砂を指しま

すが、天然素材である砂や石以外にも、高炉ス

ラグなどの人工骨材、またコンクリートを破砕

した再生骨材があります。平成21年度の県内の

使用砕石の使用割合の数字を見ますと、本県は

九州で最も県外からの輸入が多い県となってお

り、３割が県外からの流入となっております。

道路整備等に欠かせない砕石などの骨材を地元

で調達することが望ましいと思いますが、県内

比率を高めていくためにどのような取り組みが

できるのか、県土整備部長にお伺いをいたしま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 公共事業にお

ける地産地消の取り組みは、県内産業振興の観

点から、大変重要なことであると認識しており

ます。県発注工事につきましては、宮崎県工事

請負契約約款に、県独自に資材購入先は県内業

者から選定するよう努めることを明記しますと

ともに、砕石等を使用する主要建設資材の製造

関係団体、例えば生コンクリート工業組合等で

ありますが、このような団体に対しまして、可

能な範囲で県内からより多くの原材料を調達し

ていただくよう、地産地消に関する協力要請を

行っているところであります。今後とも、幅広

く関係団体等の御意見を伺いながら、公共工事

における地産地消の取り組みに努めてまいりた

いと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。その

取り組みが進むように、よろしくお願いいたし

ます。

次に、ＪＲや高速道路など、県内インフラの

有効活用について伺います。我々議員も、西日

本高速道路株式会社、またＪＲ九州などに、高

速道路整備や鉄道の利便性の改善へ陳情・要望

に出向いております。先月も県北の議員で、道

路整備や鉄道の改善を要望に向かいましたが、

逆に意見交換の場では、ぜひとも宮崎県とし

て、整備した後の有効活用をお願いしたいと要

望もされました。まず、鉄道の有効活用・利用

促進の取り組みについて、県民政策部長にお伺

いをいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県では現在、

鉄道の利用促進を図るため、宮崎県鉄道整備促

進期成同盟会と連携しまして、車両やダイヤ改

正など鉄道に関する情報や沿線地域の見どころ

等の発信に努めますとともに、ＪＲ日南線や吉

都線の沿線自治体などが実施します駅の美化活

動あるいはチラシの作成、イベントへの支援な

どを行っているところでございます。また、観

光列車「海幸山幸」の平日運行に対する支援の

ほか、ＪＲ九州に対しましても、利用しやすい

ダイヤの編成や車両、駅舎の改善などの要望活

動を行っているところでございます。鉄道は県

民の生活を支える重要な交通手段でもあります
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ことから、県といたしましても、今後とも、鉄

道の利用促進に努めてまいりたいと考えており

ます。以上でございます。

○西村 賢議員 ありがとうございます。ＪＲ

九州には、これから延岡駅周辺の再開発、また

九州新幹線から本県へ結ぶＢ＆Ｓなど、本県に

とっても恩恵が大きい事業がたくさんありま

す。今、一民間企業ではありますけれども、互

いに協力体制をとっていただきたいと要望申し

上げます。

次に、県土整備部長に高速道路の活用につい

てお伺いをいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 高速道路の利

用促進につきましては、これまでも、県と県内

市町村で構成します宮崎県高速道路利用促進協

議会におきまして、開通区間の周知やＥＴＣ利

用促進キャンペーンを行うなど、県民の皆様に

対し、広く高速道路の利用を促してきたところ

でありまして、本年度におきましても、現在、

「宮崎ハイウェイ 走って！もらって！キャン

ペーン」を実施しているところであります。ま

た、去る８月には、本県と西日本高速道路株式

会社の間で締結しました包括的相互協力協定に

おきまして、高速道路等における利用者の利便

性向上及び利用促進を図ることなどが盛り込ま

れておりまして、今後とも、西日本高速道路株

式会社と連携しながら、さらなる利用促進に努

めてまいります。さらに、県民が高速道路を利

用できる環境を早期に整えるためには、東九州

自動車道、それからまた九州中央自動車道の

ミッシングリンクの早期解消が大変重要である

と考えておりますので、国や関係機関に対しま

して強く求めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 今も御答弁ありましたけれど

も、まだまだつながっていない東九州自動車道

等を利用することは、まだ利便性はよくありま

せん。でも、積極的に利用することで、１回当

たりの時間は10分、15分かもしれませんけれど

も、１年通じれば大きな時間短縮につながると

思います。県職員の旅費制度を拝見しますと、

県職員の県内出張には、基本的には一般道路を

通行するようになっているようですが、県職員

の仕事の効率化を考える上では、鉄道や高速道

路をもっと活用すべきではないかと思います

が、その点につきまして、総務部長、いかがで

しょうか。

○総務部長（稲用博美君） 職員が出張します

場合には、条例に基づきまして、最も経済的な

通常の経路及び方法により旅費が支給されまし

て、基本的に公共交通機関または公用車を利用

することになりますが、職員は、用務の時間や

場所等を考慮し、合理的な経路及び方法を選択

して出張を行っております。こうした中で、Ｊ

Ｒにおける特急列車や高速道路の利用など、別

に利用料金を必要とするものにつきましては、

時間短縮など一定の効果がある場合にはその利

用を認めておりまして、現在、ＪＲについて

は、普通列車も含め相当程度の利用があります

が、高速道路につきましては、限定的な利用に

とどまっている状況にあります。県といたしま

しては、経費節約という予算執行上の原則を踏

まえながら、今後、特に高速道路の整備等の進

捗による時間短縮の効果等を見きわめた上で、

必要に応じた利用促進を図ってまいりたいと考

えております。

○西村 賢議員 経費節約ということも非常に

重要なところでありますけれども、早く、例え

ば県北から帰ってきて、例えば４人乗っておら

れた場合、県職員の方が３人以上は高速道路を

使っていいよとか、そうしたほうが、県職員の
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方の時給換算すると申しわけないんですけれど

も、3,000円とか2,000円とかいう時給が換算さ

れるのであれば、その方が15分、１人が短縮す

ると、そちらのほうが私は経済効果も高まると

いうか、逆に経費削減効果も高まるのではない

かと思います。下の一般道をゆっくり来ると、

どうしても渋滞にかかってしまったり、予想以

上の長い時間、運転することで疲れもあると思

います。できるだけ早く帰ってきて早く仕事を

する、私はこれは別に経費削減の観点からは外

れていないと思いますので、そのことも今後検

討していただきますように、部長にお願い申し

上げます。

続きまして、今回、地域循環システムの仕組

みづくりで、私はこれは最も重要なことではな

いかと思いますが、高校や大学に進学の際、若

者が県外に行ってしまう、いわゆる人材流失を

取り上げております。このことは今に始まった

ことではなく、長い間、都市部への人材供給を

してきた本県にとって大きな課題であると思い

ます。この人材流失を防ぐために、具体的な取

り組みがなされるのか、とどまる、または戻っ

てこられる環境づくりを商工観光労働部長に、

そして、若者が地元に残り、地場の職場で活躍

するためのキャリア教育を含めた人材育成をど

う考えていくのか、教育長にお伺いをいたしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 地域経済

の維持発展を図る上で、若者の県内就職を促進

することは大変重要であると考えております。

このため、県といたしましては、これまでも県

内の働く場づくりに向けて、地場産業の振興と

企業立地の推進を車の両輪として各種施策を展

開してきたところであり、特に地域の特色・資

源を生かした産業の振興という観点からは、食

品産業の活性化や農商工連携の推進、さらには

成長産業として期待される太陽電池関連産業や

東九州メディカルバレー構想に基づく医療関連

産業の集積等を図っているところであります。

また、お話にありました、いわゆるＵ・Ｉター

ンを含めまして、若者の県内事業所への就職を

支援するため、就職説明会の開催や相談窓口で

の情報提供等を実施しているところであります

が、若者に県内事業所に対する認識や理解を深

めてもらうことがまずは大切でありますので、

本年度から新たに、大学や高専等の技術系学生

を対象に、ものづくり企業の視察を実施するな

ど、県内事業所とのマッチングにも力を入れて

おります。さらに今後は、インターンシップの

県内事業所への受け入れ促進等の取り組みにつ

いても検討してまいりたいと考えております。

○教育長（渡辺義人君） 県内に雇用がふえ

て、若者が県内にとどまり、本県の経済・産業

に貢献していくことは、本県が発展する上で極

めて重要なことと考えておりまして、県教育委

員会といたしましても、県内企業に対して求人

要請等を実施し、地元への就職を希望する若者

が活躍できる職場を広げる取り組みを行ってい

るところであります。また、児童生徒が社会的

・職業的に自立するために必要な基盤となりま

す能力や態度を育てることを目的として実施し

ますキャリア教育は、高校や大学等から社会・

職業への円滑な移行を実現する上で大変重要な

ものであると認識いたしております。このた

め、県立高等学校キャリア教育総合推進事業を

通して、すべての県立高校で地元企業でのイン

ターンシップ、地域人材を生かした外部講師に

よる職業講話等により、仕事に対する心構えな

どを身につけさせる取り組みも実施していると

ころであります。さらに、宮崎ものづくり人材
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育成塾におきまして、高校生に地元企業のすぐ

れた技能者の実践的な指導を受けさせるなど、

さまざまな取り組みによりまして、地元企業の

よさを知らせますとともに、地域産業への理解

を深めさせる取り組みも行っているところであ

ります。県教育委員会といたしましては、本年

度、策定いたしました「第二次宮崎県教育振興

基本計画」の５つの大きな柱の一つとして、

「自立した社会人・職業人を育む教育の推進」

を掲げているところでありまして、今後、この

計画に基づきましてキャリア教育を積極的に推

進し、将来の宮崎の産業を担う人材育成に努め

てまいります。

○西村 賢議員 両部長の答弁、ありがとうご

ざいました。ただ、お二方の部長の答弁を聞き

ますと、まだまだ今までの事業の継続といった

色も濃いところがあります。当然、その事業の

内容を濃くしていくということは非常に重要な

ことであると思いますけれども、これだけ大き

な目標を掲げているわけですから、ぜひこれま

での枠を超えて新しいものにも取り組んでいた

だきたいと思います。またその期待もしまし

て、次の質問に移ります。

次に、口蹄疫からの復興について伺います。

口蹄疫の終息から１年がたちました。議会冒

頭でも知事は、畜産業や観光、商業への影響、

また防疫対策などにも触れられました。改めて

河野知事に、振り返ってこの１年の感想と、こ

れからの復興に対する思いを伺いたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 口蹄疫の終息から、８

月27日で１年を迎えたわけであります。約30万

頭もの家族同然の家畜を犠牲とすることになり

まして、畜産業のみならず、地域経済、県民生

活に深い傷跡を残すこととなりましたことを改

めて重く受けとめておるところであります。こ

の間、休む間もなく消毒作業に当たっていただ

きました畜産農家の皆様、そして温かい御支援

をいただきました県民の皆様、また県外の皆

様、全国の皆様に対して、改めて深く感謝を申

し上げる次第であります。畜産、そして本県の

経済を取り巻く状況は、大変厳しいものがござ

いますが、30万頭の犠牲に報いるためにも、ま

た、全国から寄せられた御支援に対する感謝の

思い─この御支援にこたえるためにも、復興

のモデルを全国に示すという気概を持って、何

としても口蹄疫からの再生・復興を実現してい

かなくてはならないという思いを、この１年と

いう節目を迎えるに当たって強くしたところで

あります。今後とも、畜産農家の皆様に寄り添

いながら、市町村、関係団体と連携を図りまし

て、本県畜産の新生に向けた取組みを一歩一歩

着実に進めてまいりますとともに、県内経済・

県民生活の回復、また産業構造・産地構造の転

換に全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○西村 賢議員 本当に二度とあってはならな

いことであると思います。先ほど答弁にありま

した復興のモデルを全国に示すという知事の言

葉─本当にこの宮崎県が全国から受けた恩恵

に対して、やはり二度と出さないための仕組み

づくり、そして復興のあり方というものをぜひ

全国に発信していけるように、まだまだこの被

害、また復興は続いております。また力を出し

ていただいて、ぜひ畜産農家、また商業、観光

業の復興のために力を入れていただきたいと思

います。

続けて、感染ルートの解明について質問いた

しますが、現在、国による感染ルートの解明調

査はどうなっているのか。中間取りまとめを踏
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まえて、今後の動きも副知事に伺いたいと思い

ます。

○副知事（牧元幸司君） 口蹄疫の感染経路の

究明についてでございます。昨年の発生初期か

ら、国の疫学調査チーム、それから県の疫学班

が一体となりまして、発生農場を中心に聞き取

り調査等を行ったところでございます。この結

果、昨年11月に国から「疫学調査に係る中間と

りまとめ」が公表されたところでございます。

この中では、感染経路につきましては、「アジ

ア地域の口蹄疫発生国から人、あるいは物を介

して我が国に侵入したと推定されるものの、人

の出入りに関する正確な記録が取られていない

こと等から、情報収集には限界がみられた」と

の報告にとどまっているところでございます。

一方、県といたしましても、検証委員会におき

まして、これは本当に現場の皆様のさまざまな

御協力をいただきながら、感染ルートの調査を

行ったところでございますが、残念ながら、感

染ルートの特定には至っていないところでござ

います。今後についてでございます。本年４月

に改正されました家畜伝染病予防法におきまし

ても、「国は速やかに発生の原因を究明するよ

う努める」とされたところでございます。これ

らを受けまして、現在、国は感染拡大の要因等

の調査を継続して行っているところでございま

す。県も協力しながら、聞き取り調査等を行っ

ているところでございます。今後、これらの調

査に、今回分離されました口蹄疫ウイルスの毒

性を調べるための感染実験等を加えまして、ま

だいつ報告されるかというスケジュールは明確

になっていないところでございますけれども、

最終報告がなされるものと聞いているところで

ございます。

○西村 賢議員 ぜひ今後も国に対して要望を

続けていただきたいと思います。

次に、粗飼料対策について伺います。昨日も

押川議員のほうから、「本県には汚染された稲

わらは入っていないのか」という質問に対しま

して、「東北、また関東地方からの放射能に汚

染された稲わらは入っていない」との答弁があ

りました。しかし、全国的には、一大産地であ

ります東北地方の稲わらが使用できないことも

あって、今後の国産の稲わら確保が困難になる

のではないかという見方もされております。本

県の稲わら確保の状況、また、本県が粗飼料確

保を行うための安定した生産地づくりを行って

いくにはどうしたらいいのか、農政水産部長に

お伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 粗飼料の確保

を進めることは、防疫面や安全で安心な畜産物

を生産する上で、非常に重要でありますことか

ら、飼料生産受託組織の育成や飼料作物用機械

の導入支援などを行い、生産拡大を図ってま

いったところでございます。その結果、平成22

年度の自給粗飼料の作付面積は、全国第３位の

３万500ヘクタールとなり、自給率は約90％に達

したところであります。県といたしましては、

粗飼料自給率100％を目指して、引き続き、飼料

生産基盤の整備や飼料生産の外部委託化、また

飼料用米等の増産・利用の促進などの対策を進

めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 これもすばらしい取り組みの

成果が少しずつ出ていると思います。

続けて質問を行います。これも昨日質問が出

ましたが、再度質問をさせていただきます。こ

としの年末から来年初めについて起こり得る人

工授精自粛期間による影響についてですが、こ

れは昨年の７月の臨時議会から私も質問を続け

ております。いよいよその時期が間近に迫り、
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農家にとっては収入が途絶えるその時期を戦々

恐々としております。先日、テレビのニュース

を見ておりますと、宮崎市議会では、この９月

議会に個別農家を支援する議案が出されたとの

ことでした。これによって、財源のある地域の

農家は助かり、また、財源のない地域の農家は

支援がもらえないという事態も出てくるわけで

すが、このような事態は避けなければならない

ことであると私は思います。口蹄疫によって厳

しい経営が続く中、福島原発の問題で枝肉の価

格の下落、また子牛価格の低迷は、さらに追い

打ちをかける厳しい状況となっております。県

は、この収入が途絶える期間、畜産農家をどの

ように支援していくのかを伺います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 人工授精の約

３カ月にわたる自粛によりまして、繁殖農家に

おいては、子牛の出荷ができない期間の資金繰

り等の影響が想定されております。県といたし

ましては、運転資金不足に対応するため、経済

変動・伝染病等対策資金や、また農林漁業セー

フティネット資金などの各種制度資金の活用

で、十分な対応を図っていきたいと考えており

ます。また、市場関係者の皆様が検討を進めて

いる早期出荷の取り組みについて、円滑な出荷

調整が行われるよう、子牛価格対策並びに購買

者対策として、農畜産業振興機構の口蹄疫畜産

再生基金の活用に向け、国と調整している段階

でございます。

○西村 賢議員 それは昨日の押川議員に対す

る答弁にもあったことであると思いますが、本

当に12月ということであれば３カ月後の話であ

ります。その時間、その調整がつかなった場合

というのは、やはりお金も出せないとか手段も

ないということです。そうなってから農家に知

らされても、農家は大変なことになります。そ

の時期がどのぐらいになるのか、部長、今答え

ることはできますか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今後、国から

の了解が得られ次第、早急に市場開設者や農業

者等に対して周知徹底させていただき、人工授

精自粛の影響が最小限となるよう取り組んでま

いりたいと考えているわけでございますが、現

在、一日も早く了解を得られるようということ

で、国に対して今強く要望しているところでご

ざいます。

○西村 賢議員 その思いはわかりました。こ

れは、仮に了解が得られないということもある

んでしょうか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 私どもといた

しましては、何とか理解いただきますよう、

今、詰めの段階であると認識しております。

○西村 賢議員 これ以上は質問というか追及

もできませんけれども、ぜひこれは一刻も早く

方向性を示し、また12月にも安心して年を越せ

るということを─やはり県が自粛してくれと

いうふうに、県内各畜産農家に人工授精の自粛

を迫ったわけですから、そのことも責任を感じ

ていただきたいと思います。知事はこの問題は

重々承知であると思いますので、畜産農家に対

しても、できる限り安心して経営していただく

ようなアピールもあわせてお願いしたいと思い

ます。

次に、全国的に大きな問題となっております

安愚楽牧場の破綻の影響について伺います。600

億円を超える負債を抱え、経営破綻した安愚楽

牧場でありますが、その破綻の一因が、口蹄疫

や原発事故の影響であるとも言われておりま

す。昨年の口蹄疫の際には、県内にこれだけ多

くの農場があったのかということが明らかにさ

れましたが、本県にも数多くの預託農家がいた
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ことも明らかとなりました。この破綻によっ

て、本県の預託農家等、いわゆる個人の農家等

に影響がないのかお伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 安愚楽牧場に

係る県内の預託農家は、８月現在、22戸の

約4,000頭となっております。牧場の経営破綻に

伴う預託農家への影響としましては、８月９日

の民事再生法適用申請以前の６月、７月及び８

月８日までの預託料の一部が未払いの状況と

なっております。８月９日以降は、２週間ごと

に預託料が全額支払われていると聞いておりま

すが、民事再生法手続の進展によっては、預託

農家の経営に大きな影響があることも懸念され

ます。県におきましては、預託農家の状況や民

事再生法手続の状況につきまして情報を収集す

るなど、今後とも、引き続き注視してまいりた

いと考えております。

○西村 賢議員 次に、本県畜産業の再生・復

興のために、これまで以上の販路拡大が重要で

あると思います。少子高齢化などで国内の市場

が手狭になる中、富裕層が多く、また市場の拡

大が期待できる東アジアに、一層の輸出拡大を

していくことが重要ではないかと思います。既

に、本県産の良質な牛肉は海外でも高い評価を

受け、特に香港やマカオなどへは、年間50トン

を超える出荷を行ってきました。今回の福島原

発事故、また口蹄疫などの影響で、たびたび輸

出が中断されてきたようですが、現在の状況は

どうであるのか、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県産和牛肉

の海外輸出につきましては、平成２年度のアメ

リカを皮切りに、香港、シンガポール、マカオ

へと順次拡大を図りまして、途中、口蹄疫やＢ

ＳＥの発生による中断がありましたものの、輸

出再開後の平成19年度の年間輸出量は28ト

ン、20年度は約36トン、21年度には約56トン

と、年々増加してきたところでございます。し

かしながら、昨年の口蹄疫の発生により、現在

の輸出相手国は香港とマカオのみとなり、さら

に３月の東日本大震災での原発事故の影響等に

より、震災後の４カ月間の輸出量は、香港で約

３トン、マカオで約２トンとなっており、震災

前の４カ月間と比較しますと、香港で６分の

１、マカオで３分の２まで減少している状況に

ございます。

○西村 賢議員 この震災の影響というものが

非常に大きいということが、今の答弁でわかり

ました。当然、これを震災前の状況、口蹄疫前

の状況に戻さなくてはなりませんし、これまで

以上に伸ばしていく、いわゆる出荷トン数を伸

ばしていかなければならないんですが、牛肉の

国外への輸出に対して、本県がどう支援してい

くのかをお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 現在、国内の

牛肉消費が低迷している状況や、また我が国が

超高齢社会を迎えていることを踏まえますと、

本県産和牛肉の海外への販路拡大は、肉用牛肥

育経営の安定を図る上で大変重要であると考え

ております。このため、県といたしましては、

「より良き宮崎牛づくり対策協議会」を中心

に、関係団体と連携を図りながら、海外におけ

る宮崎牛フェアの開催や商談会等の参加に対す

る支援、また宮崎牛指定店の拡大などを行い、

海外への販路開拓等に努めているところであ

り、その一環としまして、ことしの11月には、

香港での市場調査等を行うとともに、マカオフ

ードフェスティバルに参加することとしており

ます。また、現在、輸出が中断しております国

や中国を初め東アジア地域を中心とした国との
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二国間協議の早期成立について、国に要望して

まいりたいと考えております。

○西村 賢議員 これは非常に期待ができるこ

とでもありますので、今後とも、力を入れて

いっていただきたいと思いますし、場合によっ

ては、海外に戦略的に出て行こうとする県内企

業、もしくは協力企業に対しては、さまざまな

支援を検討していただきたいと思います。

次に、口蹄疫復興宝くじについて伺います。

いよいよ10月15日から販売されます口蹄疫復興

宝くじでありますが、これは震災以外では全国

初の宝くじでもあります。けさ方、水間元議員

からも電話がありまして、「よし、頑張れ」と

いうことと、また皆様方に対して、この宝くじ

の成立に関して非常に御尽力いただいたことへ

のお礼をあわせて申し上げます。この実現に至

るまでには、大変な御苦労があったと聞いてお

りますが、この宝くじの本県への収益金は、14

億円から16億円程度であるとも伺っておりま

す。当然、これは全国的に売り上げてもらわな

くてはなりませんが、時期的に口蹄疫の終息か

ら１年がたち、大丈夫かなという心配もありま

す。ぜひこれは議会の皆様、もしくは県民の皆

様にも、協力して買っていただかなくてはなら

ないんですが。まず、この宝くじが売れた場

合、25日までの販売とのことですが、収益金が

県に入る、県の歳入の時期、そしてこの使途に

ついて、具体的な使途が決まっているのかをお

伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 宝くじの収益につ

きましては、発売終了後、約１カ月後に配分さ

れるために、11月中には─11月末になるかと

思いますが─配分されるものと考えておりま

す。収益金の使途につきましては、一たん宮崎

県口蹄疫復興対策基金に積み立てた上で、農畜

産業はもとより、観光・商工業の振興策など、

口蹄疫からの再生・復興を図るため、複数年に

わたり、必要性の高い継続的な事業の財源に充

てる予定としております。なお、口蹄疫復興宝

くじは、お話がありましたように、発売期間

が10月15日から25日までの11日間というふうに

短いことから、県内はもちろんのこと、全国に

おいてもできる限り多くの方に購入いただきま

すよう、販売促進に取り組んでまいりたいと考

えています。なお、県の職員互助会も臨時売り

さばき所に指定いたしました。職員はもちろん

ですが、議員の皆さんも御購入できますので、

できるだけたくさん御購入いただきますように

よろしくお願いいたします。

○西村 賢議員 ぜひ、これが当たったことに

よって、またいろんな形で寄附とか助成ができ

ればと思います。本当にこの宝くじがどれぐら

い売れるかという心配もあります。ぜひ知事に

おかれましては、県政のテレビに出演されたり

ラジオに出演される、もしくは県外のいろんな

会議に出られるときには、いろんな県の方にも

アピールをよろしくお願いいたします。

次に、中山間地振興について伺います。

中山間地の振興に対しまして、本県も、交流

人口をふやし、中山間地域の魅力を盛り上げて

いくために、イベントやまちおこしなどを助け

るソフト事業を行ってまいりました。本年度の

事業でも専門家を派遣するなど、人が地域をつ

くるという大切さを認識されているのだと思い

ます。その中で、本県にも「中山間盛り上げ

隊」というものがありますが、県内の登録され

た有志が、依頼のあった中山間地へ出向いて、

イベントや奉仕作業等の手伝いを行うという、

まさに人と人とがつながる事業でもあります。

特に、都市部の方が中山間地へ手助けに行くと



- 82 -

平成23年９月８日(木)

いう気持ちも非常にありがたいところでありま

す。「宮崎中山間ネット」というホームページ

がありまして、この中にはブログ等もあり、さ

らにここで隊員の申し込みができるという、見

ごたえがあっておもしろいホームページがある

んですが、ぜひこれも広くＰＲしていただきた

いと思います。この「中山間盛り上げ隊」は、

中山間地の方々にとっても勇気づけられる取り

組みでありますが、この活動実績はどうである

のか、県民政策部長にお伺いをいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 「中山間盛り

上げ隊」派遣事業につきましては、３つの派遣

形態によりまして事業を推進しております。ま

ず、日帰りでボランティア活動を行う短期派遣

につきましては、平成22年度において、272名の

隊員登録がなされておりまして、８市町村から

の依頼を受けまして、合計33回、延べ193名を派

遣しております。また、中山間地域に数カ月在

住しながら活動する中長期派遣につきまして

は、昨年11月からの５カ月間、１名を諸塚村に

派遣したところでございます。さらに、職員を

町村役場に２年間派遣しています県職員派遣に

つきましては、西米良村、諸塚村、日之影町

に、それぞれ１名、計３名を派遣したところで

ございます。これらの取り組みによりまして、

中山間地における各種活動の維持・活性化と、

都市と中山間地域との人的交流の促進が図られ

ておりまして、今後も、「中山間盛り上げ隊」

の活動内容を幅広く周知しまして、隊員の確保

と支援活動地域の拡大に努めたいと考えており

ます。

○西村 賢議員 次に、「いきいき集落」につ

いて伺います。この「いきいき集落推進事業」

がスタートし、みずからの地域を盛り上げよう

とする自発的な動きが中山間地域からも広がっ

ているように感じます。先ほどの「宮崎中山間

ネット」のホームページでも、現在の「いきい

き集落」が検索でき、また、その地域がどのよ

うな活動を行っているか、その地に行かなくて

も見ることができます。これらの活動の成果と

今後の取り組みについて伺います。また、「い

きいき集落」の地域分布を見ますと、県北に固

まっているようにも見えます。中山間地対策を

行っていくに当たり、いまだに「いきいき集

落」に認定されていない地域をどうやっていく

のか、この地域に対しての県の支援もあわせて

お伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 「いきいき集

落」の取り組みにつきましては、住民主体によ

る元気な集落づくりを推進するために行ってお

りまして、現在、95集落を「いきいき集落」と

して認定しております。県といたしましては、

「いきいき集落」に対しまして、認定証やのぼ

り旗の交付のほか、スタートアップの取り組み

や他の集落のモデルとなり得る取り組みへの助

成や、集落相互の情報交換を図るための研修交

流会も実施しているところでございます。この

「いきいき集落」につきましては、集落活性化

の支援の一つとして取り組んでいるわけでござ

いますが、「いきいき集落」に認定されなくて

も、独自で活動されている地域もあるわけでご

ざいます。我々は、そういう地域につきまし

て、できるだけ多く「いきいき集落」に応募し

ていただく、そして「いきいき集落」の事業の

趣旨を御理解いただくよう、ＰＲあるいは啓発

に努めたいと思っていますが、もう一つ考えな

ければいけないのは、平成23年２月に行われま

した市町村からの聞き取りによりますと、本県

の集落の中には、今後、集落機能の維持が困難

となる集落や消滅の可能性があると考えられる
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集落がありまして、そういった集落につきまし

ては、「いきいき集落」としての活動が非常に

厳しいところもありまして、その対策につい

て、大きな課題であると認識しているところで

ございます。このような集落につきましては、

引き続き「中山間盛り上げ隊」といった外部人

材の活用等による集落の活性化に取り組んでい

きますが、加えて、集落点検によりまして、集

落の現状や今後の課題を把握しまして、住民だ

けでなく市町村も交えた話し合いによって、集

落の将来的なあるべき姿を整理する必要がある

と考えております。そのような中で、集落の持

つ国土保全機能にも十分留意しながら、集落の

再編整備等についても検討せざるを得ない、そ

ういう場合もあると考えているところでござい

ます。以上でございます。

○西村 賢議員 本当にソフト事業は重要なこ

とであると思いますし、今、最後に部長が話を

されました、本当に厳しい状況の地域もござい

ます。これからその地域をどう助けていくか、

さらなる支援も必要なところもあると思います

ので、また手を差し伸べていただきますように

お願いを申し上げます。

さらに質問を続けます。またホームページの

紹介になってしまいますが、みやざき「郷ナ

ビ」というホームページがあります。これも非

常によくできているホームページでありまし

て、中山間地の民宿、もしくは旅館などが探せ

るホームページでありますが、実際にこんなと

ころに泊まれるんだろうかというような民家も

載っており、非常に驚きました。中山間地に

とっては、町の活性化、住民の生きがい、また

交流人口をふやしていくこと、そして経済活動

につながっていくことに、地域の宿泊というも

のは非常に大きな力になると思います。五ヶ瀬

町の農家民泊などは海外からも非常に人気もあ

り、また、中国からも多くの誘客があると聞い

ております。しかし、中山間地の宿泊は、アク

セスが悪かったり人数の制限があるなど、さま

ざまな課題もありますが、魅力ある大自然、も

しくは都会にない自然環境を持った中山間地域

の宿泊は、県内の宿泊者数をふやしていくには

大きな資源でもあります。今議会に提案されて

おります県の施策「宮崎を知ろう！100万泊県民

運動」、それとどう結びつけていくのかお伺い

します。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 「宮崎を知ろ

う！100万泊県民運動」につきましては、本議会

で提案しております「宮崎県中山間地域振興計

画（案）」におきましても掲げているところで

ございますが、県民一人一人に本県の中山間地

域の魅力を理解していただくとともに、都市と

中山間地域との交流促進、さらには県内観光に

よる経済効果など、さまざまな効果があるもの

と期待しておりまして、具体的な進め方につき

ましては、現在、関係部局において検討を行っ

ているところでございます。中山間地域対策と

しての運動の展開に当たりましては、中山間地

域が有している自然や食、伝統文化など、すぐ

れた地域資源について見詰め直しまして、それ

らの資源を生かした特産品の開発、レストラン

や民宿といった取り組みを支援しますととも

に、関係部局や市町村と連携しながら、中山間

地域の持つ地域資源や観光に関する情報につき

まして積極的に発信を行いまして、広く県民の

理解促進に努め、中山間地域を訪れようという

意識の醸成を図ってまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○西村 賢議員 ぜひ、その部長の思いが中山

間地に届きますように、よろしくお願いしたい
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と思います。

鳥獣被害対策につきましては、昨日に多くの

質問がなされましたので、割愛させていただき

ます。

次に、公社改革について伺います。

まず、林業公社について伺いますが、平成17

年から19年の３年間をかけて抜本的に改革指針

を策定してまいりました。19年に議会報告を経

て、公社運営がなされてきたと思いますが、そ

の指針が打ち出された際も、平成80年に黒字化

という長期的な展望が疑問視されていなかった

わけではないと思います。これは昨日の中野議

員の質問にもありましたが、どうしても森林と

いう長期的に考えざるを得ない資源は一部仕方

がないことかもしれませんが、平成16年の主伐

開始から数年で見直しをせざるを得ない状況

は、見通しの甘さを指摘しないわけにはまいり

ません。木材価格の低迷により、公社分収金が

激減しているということが大きな理由ではあり

ますが、来年度には資金残高が赤字に転じるこ

とから、早急な対応が必要であると思います。

そこで、今回も見直しには林業公社改革研究会

で有識者の意見を伺うことになっているようで

すが、恐らく現行の経営計画策定の際にも、有

識者の意見というものが盛り込まれてきたと思

います。有識者の助言というものが今後どの程

度盛り込まれていくものなのか、先に環境森林

部長に伺います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） まず、平成17

年に県が設置しました有識者で構成する林業公

社基本問題等研究会におきましては、林業公社

の経営形態について、県営林への意向、他団体

との統合、公社として存続の３つの形態につい

て検討した結果、公社として存続することが適

切であるとして、平成19年３月に、県にその旨

の提言がなされたところであります。この提言

においては、債務の増加の抑制などを柱とする

抜本的改革を今後実行していくことを前提に、

国内外における木材の需給や価格の動向につい

ても盛り込まれていましたので、公社において

は、これらを十分に踏まえ、平成20年度から

の10カ年間の第３期経営計画を作成したところ

であります。次に、今回、４月に県が設置した

有識者による林業公社改革研究会は、平成20年

以降の木材価格の下落等により、公社は第３期

経営計画どおりの収入が確保できておらず、24

年度には資金残高が底をつくことが見込まれる

ことから、改めて存続・廃止を含めた検討を

行っているところであります。今後、県及び林

業公社におきましては、この研究会の御意見を

十分に踏まえた上で、林業公社の今後のあり方

等について検討を行ってまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 ありがとうございます。有識

者の方々の意見というのは、我々のような素人

から見る視点とは、また全然違うところからも

見ていると思います。今後も大丈夫かなという

思いを持ってこの質問をしているわけでありま

すけれども、今後、やはり破綻とか、その最悪

の状況を避けていく必要があると思います。現

実的に破綻となってしまえば、債権放棄などを

含めて、非常に大きな県の財産を失うこととな

りますし、また当然、行政の責任も問われま

す。そのためには、今後どのような対策を講じ

ていくのか、環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 林業公社の経

営状況は、毎年度、資金残高が減少するなど、

非常に厳しい状況にありますが、森林の持つ公

益的機能の維持・増進、これまで行ってきた分

収林契約の確実な履行、あるいは県民の負担を
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最小限にするといった観点からも、経営の破綻

といった事態は避けなければならないと考えて

おります。そのため、林業公社の今後のあり方

といたしましては、公社として存続あるいは公

社を廃止して県営林に移行、この２つの案を中

心に検討することが適切であろうと考えており

ます。県としましては、今後、これらの選択肢

のメリット・デメリットを慎重に検討した上で

結論を出していきたいと考えております。

○西村 賢議員 銀行等からも多くの借金があ

り、非常に大変なこの林業公社の見直しの問題

ですが、やはりこれはみんなで知恵を絞って乗

り切っていかなければならない問題であると思

います。これは全国的に見ましても、林業公社

を抱える他県では、もっと厳しい県もたくさん

ございました。宮崎県は本当にまだましかなと

思えるようなところもありました。そもそも現

在の木材価格が安いことも、国に責任がないわ

けでもありませんし、やはり昭和30年代に特措

法までつくって造林政策を国主導で行ってきた

ことによる影響も非常に大きいわけです。この

場で国に文句を言ってもしようがない話であり

ますが、さらなる問題の先送りとならないよう

に、今回でしっかりと県の対策を講じていただ

きますようにお願いを申し上げます。

次に、道路公社について質問をいたします。

道路公社の管理下にあります小倉ヶ浜有料道

路、一ツ葉有料道路でありますが、できたころ

は県内の道路事情も悪く、非常によかった時代

であったと思いますが、小倉ヶ浜有料道路に際

しては、都市計画道路が真横にできてしまい、

また、一ツ葉北線では並行して県道が整備さ

れ、南道路は並行して赤江大橋が開通し、今後

も整備が進捗していく状況にあります。この生

活道路の進捗というものは、地域住民にとって

は悲願でありますけれども、年々、道路公社の

経営を厳しくしてきた一端ではないかと思いま

す。この整備進捗によって利用者確保が厳しい

状況ではありますが、小倉ヶ浜道路に関しまし

ては平成25年度、一ツ葉道路に関しては32年度

には料金徴収期間が終わり、償還完了して無料

開放するという計画になっておりますが、現在

その見通しはどうなのか、県土整備部長に伺い

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 一ツ葉有料道

路につきましては、平成19年に、料金の値下げ

とともに料金徴収期間を10年間延長したところ

でありまして、現時点での試算では、計画どお

り平成32年には無料化できるものと考えており

ます。また、小倉ヶ浜有料道路につきまして

は、現在、未償還金の取り扱いを含めた料金徴

収期間満了後の方針を検討しているところであ

りまして、できるだけ早い時期にその方向性を

出したいと考えております。

○西村 賢議員 できるだけ早い時期に─こ

れは私、質問のたびに同じ回答をいただいてお

りまして、まだかな、まだかなと心待ちにして

いるところもあります。また、計画どおり順調

ということでほっとしておりますが、料金徴収

が順調ということは、25年の５月には小倉ヶ浜

は無料化されていくということになると思いま

す。その中で、それは日向市民にとってもうれ

しいことでもありますし、私も何度も、25年度

には高速道路が開通する、そのときに合わせて

無料化してくれという思いをずっと訴えてまい

りました。しかし、これは代表質問でもありま

すし、道路公社全体の経営のことを考えて、一

つの提案といたしますが、小倉ヶ浜道路は25年

５月に料金徴収期間が終わります。でも、その

際には、６億5,000万程度の未償還金が残るので
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はないかと言われております。実質、これは一

ツ葉のほうの料金収入で返済していかねばなり

ません。それでは、やはり日向市民としても心

苦しいところもありますので、例えば西都イン

ターチェンジへつながる広瀬バイパスの開通の

時期、それは時期的に平成20年代後半になるで

しょうが、そのときに合わせて一ツ葉の北線も

無料化していく、そのようなことはできないの

か。これは質問しても答えはないでしょうか

ら、あくまで提案にとどめますが、林業公社と

違って、道路公社は長期的な借り入れを民間銀

行からしているわけでもありませんし、県の出

資金も29億円超ありますけれども、これは道路

をつくったものとして考えれば、そんなに高い

お金ではないと思います。無料化して、経済の

活性化、道路の有効利用というものを積極的に

考えていったほうがいいのではないかなと私は

思いますが、これも考慮していただきますよう

に、提案をさせていただきます。

次に、観光客の誘致について伺います。

先月、日向市で行われました全日本サーフィ

ン選手権では、県内外から選手や観客が訪れ、

非常ににぎわっておりました。河野知事も開会

式に出られたということで、本当にありがたい

ことであります。大会期間中は、日向市内にも

多くの方々が滞在し、波及効果もあったように

感じました。今後もサーフィン大会が県内各地

で開催されることによって、本県観光にとって

大きな力になることを期待したいと思います。

そこで、本県もサーフィン誘客を意識した「波

旅プロジェクト」を行っておりますが、実際に

は予算額も少なく、言葉よりも本気度は感じら

れません。この「波旅プロジェクト」につい

て、どのような効果を期待しているのか、商工

観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 「波旅プ

ロジェクト」は、全国トップクラスの良好なサ

ーフィン環境を活用しながら、サーフィン愛好

者はもとより、一般観光客をも対象にして、ダ

イビングなどのほかのマリンスポーツやグル

メ、温泉などの地域の魅力を組み合わせ、観光

の振興を図ることを目的としているところでご

ざいます。このため、昨年度、サーフィン関係

者や観光関係者、関係市町村等で構成する波旅

プロジェクト推進会議において策定した基本指

針に基づき、本年度から「波旅プロジェクト」

の事業をスタートさせたところであります。具

体的には、７月に青島サーフィンセンターにお

きまして実施した「波旅宮崎」テイクオフプロ

モーションを皮切りに、サーフィンを初めとす

るマリンスポーツの情報発信に努めているとこ

ろであります。また、サーフポイントごとの実

情に応じた取り組みが必要であることにかんが

み、地域ごとに設置されました地域推進会議や

関係団体の取り組みを支援していくこととして

おります。県といたしましては、市町村や関係

団体等とそれぞれの役割分担のもと、連携を強

化しながら、「波旅プロジェクト」を本県観光

振興の大きな柱と育てるべく、取り組みを進め

てまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 これは、ねらいとか今部長が

おっしゃったような取り組みというのは非常に

いいものがあると思いますが、内容は、予算措

置も200万円ぐらいしかないというのもあります

し、実際に関係者に聞きましても、そんなに事

業自体も進行していないという話も聞きます。

ぜひこれは、地域のそれぞれの沿岸部になって

しまいますけれども、自治体、もしくはその地

域のさまざまな団体と協力してやっていただく

ように、また県としても、「恋旅」とかいろん
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なプロジェクトがありますけれども、せめて、

そのプロジェクトと同じぐらいの予算規模の獲

得をしていただきたいと思います。

続きまして、九州新幹線からの観光客誘致に

ついて伺います。開通から半年がたちまして、

新幹線効果による本県駅への乗降客、もしくは

レンタカーによる観光客の増加も見られるとの

ことですが、今後も、新八代から宮崎を結ぶＢ

＆Ｓの活用にも期待がかかるところでありま

す。昨年、新幹線の開通を考えて、観光客を本

県に導くためのバスルート開発のために、多額

の予算を計上しておりましたが、そのバスルー

トの事業の実績は今どのような状況であるのか

を、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 「九州新

幹線観光バスルート実証実験事業」につきまし

ては、ふるさと雇用再生特別基金を活用して実

施しておりまして、熊本駅と延岡駅を結ぶ熊本

ルートと鹿児島中央駅と宮崎市内を結ぶ鹿児島

ルートの２ルートで、観光バス「ぐるりんひむ

か号」を運行しております。22年10月から運行

を開始いたしましたが、土日祝日運行であるこ

と、また事前予約制であることといった条件が

あることや、事業の認知度不足のため、これま

でのところ、残念ながら期待したほどの効果は

上がっておりません。このため、ことし10月か

ら12月にかけて、ＪＲグループとともに実施し

ます「熊本・宮崎・鹿児島デスティネーション

キャンペーン」に合わせまして、本事業のＰＲ

強化を行うとともに、当日の乗車受け付けや利

用者特典の導入等により、利用者の増加につな

げていきたいと考えております。

○西村 賢議員 このような事業自体があった

のか、このようなバスがあったのかも私も存じ

上げなかったわけですが、予算をかけてこのバ

スルートの開発というものに力を入れてきたわ

けですから、かけた以上は、うまく軌道に乗っ

ていくように今後とも指導していただきたいと

思いますし、やはり始めてしまうとやめるわけ

にもいきませんから、ぜひ改善を続けていただ

きたいと思います。

次に、海外からの誘客についてお伺いをしま

す。東日本大震災の影響等で、外国人観光客の

訪日は一時50％減となったとの報道もありまし

た。徐々に回復基調にあるとは思いますが、本

県の海外からの観光客の推移はどうなっている

のかお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 海外から

の観光客につきましては、３月に発生しました

東日本大震災及び原子力発電所事故により、日

本への渡航が激減いたしました。このため、県

では、定期便が就航し、本県への観光客が多い

韓国、台湾を中心に、４月から８月にかけまし

て、知事、副知事のトップセールスを含む、切

れ目のない現地でのプロモーション活動を展開

したところであり、「宮崎の観光は安全」との

メッセージを強く発信するとともに、旅行会社

が行う本県への旅行商品造成や、マスメディア

等を活用した広告作成に対する支援を行ってま

いりました。主要ホテル・旅館における外国人

宿泊者数を見てみますと、３月から４月には大

幅に落ち込んだところでございますが、７月に

は、昨年、一昨年を超える水準にまで持ち直

し、回復傾向にあると考えております。

○西村 賢議員 回復基調であるということ

で、非常にいい流れができつつあると思いま

す。この海外からの集客の中で、今、アジアか

らの観光客誘致というものに関しましては、宮

崎のみならず、全国各地で誘致合戦が繰り広げ

られているところでありますが、本県にとって
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も、定期航空路線のある台湾や韓国、また個人

観光客のビザ発給が大幅に緩和された中国は、

非常に期待が持てるところであります。本県の

未来みやざき創造プラン、いわゆるアクション

プラン工程表によりますと、平成22年度、韓国

からの観光客２万9,732人を平成26年には５万人

に、台湾の9,647人を26年には２万人に、香港

の2,696人を26年には１万人に、中国の平成21

年1,763人を26年には１万人にという具体的な目

標を掲げて、さまざまな施策を講じているとこ

ろであります。ぜひこの目標到達に期待したい

ところでありますが、この目標達成ができれば

合計で９万人、本当に倍以上の方に来てもらう

取り組みが必要であると思いますが、いろいろ

心配する点もございます。今の定期便数で足り

るのか、もしくは定期航空路線のない地域はど

うなのか、例えば、この目標を達成するための

具体的な取り組みというものがあるのか、商工

観光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 議員のお

話にありましたように、アクションプランで

は、海外誘客に係る平成26年度の目標値を、韓

国が５万人、台湾が２万人、香港が１万人、中

国が１万人と、意欲的に設定したところでござ

います。これらの目標達成に向けて、定期便の

ある韓国や台湾につきましては、先ほど申し上

げましたように、切れ目のない観光プロモー

ション活動を継続して実施しております。ま

た、中国につきましても、個人観光客へのビザ

発給要件が大幅に緩和され、訪日観光客の増加

が見込まれますことから、８月に副知事を団長

に北京を訪問し、中国国家旅遊局、これは日本

では観光庁に相当する組織になりますが、そこ

の副局長や北京市政府副市長を初め、北京市旅

遊委員会、中国国際航空、現地大手旅行会社で

ある中国旅行社等の代表の方々にお会いしまし

て、本県の１年を通じて快適にゴルフができる

環境、美しい海と豊かな自然、日本の発祥につ

ながる神話・伝説等について御紹介し、観光・

リゾート宮崎をＰＲしてきたところでありま

す。今後とも、中国を初めとする東アジア地域

の市場における本県の知名度向上に努め、現地

の旅行会社や航空会社との連携強化を図ること

で、新たな観光需要を掘り起こし、海外からの

観光客増加につなげていきたいと考えておりま

す。以上でございます。

○西村 賢議員 実際、キャリアとして今、韓

国と宮崎を飛んでいるエアバスというのも、140

から170席ぐらいの座席しかありません。例え

ば、新幹線にしても、700系と言われるもの

で500席、そういったものから１割でも本県の観

光客がふえていったとしても、実際、倍にふや

さなきゃいけないという計画は、今考えるとど

うかとも思いますけれども、やはり段階的にふ

やしていく、目標に向かっていくということは

重要であると思いますので、ぜひ実現に向け

て、これは段階的に頑張っていただきたいと思

います。

次に、少子化対策、子育て対策について伺い

ます。

少子化対策として、本県にも結婚支援事業と

いうものがありますが、少子化の原因である晩

婚化や生涯未婚者の増加というものをなくし、

出会いそのものの機会をふやしていこうという

ねらいがあったかと思います。縁結び応援事業

は、平成20年から始まっている取り組みであり

ますが、これまでの取り組みの成果、今後の取

り組みについて、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいまお話

がございましたとおり、未婚化・晩婚化の進行
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は、少子化の大きな要因の一つでありますこと

から、県ではこれまで、結婚を応援する民間団

体を支援し、社会全体で結婚を応援する機運づ

くりに努めてきたところでございます。具体的

には、平成20年度から、民間団体が実施いたし

ます出会いや交流の機会の情報を独身者へ電子

メールで提供しており、昨年度は約800名の独身

者に情報提供を行いまして、団体が企画するイ

ベント等に延べ約4,000名が参加されておりま

す。今年度につきましては、民間団体の意見交

換会等を実施いたしまして、ネットワーク化を

図りますとともに、独身者を対象にいたしまし

た話し方講座などのセミナー開催や、県ホーム

ページを活用した出会いや交流の機会の情報提

供を行うことといたしております。このような

結婚を応援する取り組みは、未婚化・晩婚化対

策の一つとして大変重要であると考えておりま

すので、今後とも、結婚を応援する事業に積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 少し時間がなくなってきまし

たので、質問を割愛して前に進めていきます

が、次に、障がい者福祉について伺います。

健常者であっても、高齢化とともに障がいを

持つことがありますが、高齢化社会である現

在、障がい者の数自体がふえているのか。身体

障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手

帳といった障害者手帳の配付状況はどうなって

いるのか、それぞれの推移と今後の傾向につい

て福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 障害者手帳所

持者の状況についてでございます。平成17年度

と平成22年度の５年間の推移をずっと見てまい

りますと、身体障害者手帳が平成17年度５

万8,575人、平成22年度６万3,942人で、5,367人

の増加でございます。療育手帳が平成17年

度8,700人、平成22年度9,767人で、1,067人の増

加、精神障害者保健福祉手帳が平成17年度3,301

人、平成22年度4,691人で、1,390人の増となっ

ているところでございます。３つの手帳を単純

に合計しますと、重複等があるわけでございま

すけれども、平成17年度７万576人、平成22年度

７万8,400人で、7,824人の増となっておりまし

て、この傾向は続いていくものというふうに考

えております。

○西村 賢議員 合計で7,824人、これは単純に

は言えないとのことですが、５年間でこれだけ

多くの障がい者の方の増加が見られますし、例

えば割合でいえば、精神障害者保健福祉手帳が

この５年間で1,390人もふえている。非常に多く

の増加が見られております。このような障がい

者の増加に対しまして、社会としても大きく変

わっていかざるを得ない部分もありますが、ハ

ード整備等々以外にも、例えば、障がい者の雇

用・生活をどう助けていくのかということもあ

ります。本県も障害者就業・生活支援センター

を設けまして、就業支援を行っていると思いま

す。しかし、健常者であっても厳しい就職難の

ときでもあります。当然、企業側にも理解を求

めていかなければなりませんし、協力も必要で

あると思いますが、その状況はどうであるの

か、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 障害者就業・

生活支援センターにつきましては、障がいのあ

る方の就業・生活面の一体的な支援や企業から

の障がい者雇用に関する身近な総合相談窓口と

いたしまして、県内７つの障がい保健福祉圏域

に設置されておるところでございます。当該セ

ンターの平成22年度における実績といたしまし

ては、相談に対する指導助言が１万7,612件、関

係機関との連絡調整が6,222件などとなっており
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ます。次に、本県の障がい者雇用の現状につい

てでございますが、宮崎労働局の調査では、平

成22年６月１日現在でございますけれども、法

定雇用率1.8％が適用される県内企業549社のう

ち、法定雇用率を達成した企業の割合は69.4％

で、都道府県別で１位となっております。ま

た、障がい者実雇用率でございますが、これ

は2.03％でございまして、都道府県別では８位

となっている状況でございます。県としまして

は、厳しい経済・雇用状況の中ではございます

けれども、今後とも、当センターを中心に、宮

崎労働局等の関係機関と一層の連携をいたしま

して、企業への理解を図るなど、障がい者雇用

の促進に積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○西村 賢議員 今の答弁の中で、障がい者雇

用を積極的に推進している本県企業、いわゆる

協力している企業の割合が、都道府県別で１位

ということであります。非常に障がい者に対し

ても目を向けている企業が県内に多いというこ

とは、本当にありがたいことであると思いま

す。

次に、障がい者スポーツについて伺いたいと

思います。韓国テグで行われました世界陸上、

陸上競技400メートルにおきまして、義足のラン

ナー、南アフリカのオスカー・ピストリウス選

手が注目を集めました。準決勝まで進み、障が

い者のみならず、多くの方々に勇気を与えてく

れました。パラリンピックなど障がい者スポー

ツの最高峰もありますが、ここでは、本県の障

がい者スポーツの実情、また普及のための県の

取り組みについてお伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 障がい者スポ

ーツは、リハビリテーションの手段としてだけ

でなく、障がいのある方々の健康増進、それか

ら社会参加の推進、さらには障がいや障がい者

に対する理解の促進にも大きな役割を果たして

おります。このため、県では、宮崎県障害者ス

ポーツ協会と連携いたしまして、市町村単位で

のスポーツ教室の開催やスポーツクラブへの助

成、宮崎県障がい者スポーツ大会の開催や、全

国障害者スポーツ大会への宮崎県選手団の派遣

など、障がい者スポーツの普及促進に取り組ん

でいるところでございます。特に、毎年５月に

開催しております宮崎県障がい者スポーツ大会

への参加者は年々増加いたしておりまして、大

会記録が更新されるなど、競技力も向上いたし

ております。県といたしましては、今後とも、

障がい者スポーツの一層の推進に取り組んでま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

少し時間がなくなりましたので、質問を割愛

しますが、最後に、ネット犯罪の県内の状況に

ついて伺いたいと思います。昨年の全国のサイ

バー犯罪の検挙件数は6,933件、過去最高となり

ました。ハッカーやフィッシング詐欺に加え、

これまでも有名人の殺人予告など悪質なものは

全国的にニュースになりましたが、匿名性の高

いインターネットでは、さまざまな犯罪やトラ

ブルも発生しております。本県でも先月、ホー

ムページの問い合わせフォームに殺人予告の書

き込みをした男性が威力業務妨害で逮捕されま

した。また、先日、インターネット掲示板に誹

謗中傷を書かれた被害者が裁判所に訴え、開示

命令を出し、プロバイダーは、悪質な書き込み

をした数人の住所、氏名を開示したという報道

もありました。このようなネット中傷者と被害

者は、精神的に追い込まれるケースもあります

が、ここでは警察本部長に、本県のサイバー犯

罪の現状と対策について伺います。
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○警察本部長（鶴見雅男君） サイバー犯罪に

関しましては、相談として警察に寄せられたも

のが、本年８月末現在で732件であります。昨年

同期と比較して130件の増加ということでありま

す。相談件数が最も多いものは、いわゆるワン

クリック詐欺などの詐欺・悪徳商法に関する相

談、次いでインターネット掲示板への誹謗中傷

の書き込みに関する相談などというふうになっ

ております。また、検挙でありますけれども、

８月末現在で33件、昨年同期と比較いたしまし

て19件の増加であります。内容といたしまして

は、詐欺が15件、青少年育成条例違反が３件、

児童買春・児童ポルノ法違反が２件というよう

な状況でございます。対策でありますけれど

も、サイバー犯罪の現状を広く県民の皆様方に

知っていただくということで、新聞・テレビ等

にお願いをした広報啓発活動を行っておりま

す。そのほか、被害防止をするために、サイバ

ー犯罪の実態やネット上のトラブルへの対処方

法、こういった情報提供を行いますサイバーセ

キュリティカレッジを開催しておりまして、本

年は、これまでに51回、１万3,000人の方が受講

しておられます。ちなみに、ことし検挙いたし

ました事件の中で、18歳未満の児童が被害者と

なったものが５件ございます。いずれも携帯電

話でコミュニティーサイトを利用しての被害で

あります。したがいまして、特に、児童生徒、

保護者、学校関係者に対する被害防止のための

フィルタリングの普及に向けた啓発活動に力を

入れているところでございます。

○西村 賢議員 以上で終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時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、社会民主党宮崎県議団、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 午前中の質

問の中で、きょうが河野知事の誕生日と紹介さ

れました。47歳ですか、おめでとうございま

す。そしてまた、河野カラーを出すんだという

ことで、きょうは、紫色でしょうか、カッター

シャツのアピールをされました。60歳の還暦は

赤をイメージしまして、紫は古希の70歳だと、

私、伺っておりますが、70歳の70は、恐らく、

さまざまな世代に果敢に挑む、最低でも70点以

上出すんだと、そういう決意ということで受け

とめさせていただきたいと思います。

ちなみに、実はおとといが私の誕生日でござ

いまして、別に気にはしませんから何もいいん

ですが、５歳になられました秋篠宮家の悠仁様

も、私と同じ誕生日でございます。そしてテレ

ビを見ていましたら、なでしこジャパンの澤穂

希選手も一緒でした。ヤワラちゃんこと谷亮

子、今、議員です。この方も同じだというふう

に記憶しております。いささか脱線しました

が、御紹介しておきます。

まずは、東北大震災、そして福島原発事故、

放射能漏れで大変たくさんの方々がまだ避難を

されております。そして、先日の台風12号のす

さまじい記録的な豪雨によって多くの命が奪わ

れました。不幸にも亡くなられた方々、そして

災害に遭われた方々に、心からお見舞い申し上

げる次第であります。

さて先日、５日夕方、たまたまテレビを見て

おりましたら、泉谷しげるさんが、昨年開催さ



- 92 -

平成23年９月８日(木)

れた口蹄疫義援イベントを、ことしも来月の22

日に開催していただくことが決定したと報道が

ありました。記者発表の中で泉谷しげるさんが

おっしゃっていたことが記憶に残っております

が、「非常事態宣言を乗り越えた強さや感謝の

気持ちを生かせないか。宮崎が口蹄疫からの復

興を成功させれば、東北の方々への勇気とな

る」というようなことを話されていました。口

蹄疫の記憶が風化しつつある中で、昨年苦しん

だことを忘れることなく、被災地の思いをこの

宮崎でもしっかりつないで、宮崎が元気になる

ことが東北の方々に元気と勇気をつなぐことに

なると、改めて受けとめたところでございま

す。泉谷さんは、本来であれば東北３県を中心

にイベントをされるはずだと、私自身は思って

おりましたが、あえてこの宮崎で再びイベント

をやっていただくことに心から感謝を申し上げ

ます。

本題に移ります。さきの６月議会では多くの

議員が原発に関する質問をなさったようであり

ますが、今議会の代表質問、あすからの一般質

問、原発に関する質問が少ないようでありま

す。そこで私、まず知事に、脱原発に対する知

事の見解をお伺いしてまいりたいと思います。

６月議会での原発に対する質問に対し知事

は、「国が方針、選択肢を示し、国民的議論を

高めていく」と答弁をされ、今後原発はどうあ

るべきか、原発に対する態度は明確にされな

かったと思います。福島原発事故はいまだに収

束を見ず、世界じゅうに原発事故の恐怖を与

え、さまざまな分野への悪影響を与え続けてい

ます。また、国内には賛否両論ありますが、国

民的議論がさらに高まっています。改めて原発

に対する知事みずからの考えを伺います。

後は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

原子力発電についてであります。今回の福島

第一原子力発電所の事故によりまして、これま

での基準や考え方では安全性が確保されないと

いうことが明らかになり、原子力発電に対する

国民の不安が非常に高くなっております。一方

で、これまでの原子力政策は、安全性の確保を

前提にその割合を高めてきた結果、東日本大震

災が発生する前は電力の３割を原子力が占める

までになっておりまして、短期間でかわりの電

源を確保することは難しい状況にあるのではな

いかと考えております。

このような中で、コスト、技術面など解決す

べき課題はあるものの、中長期的には再生可能

エネルギーの割合を高めていく必要があると考

えておりまして、本県としましては、太陽光発

電、さらにはバイオマス発電などに積極的に取

り組んでまいりたい、本県ならではの役割を果

たしてまいりたいというふうに考えておりま

す。今後の原子力政策につきましては国の責任

において決定される事項でございまして、国民

の安全を守るという視点から、国民の理解が得

られるような、国民的議論を経た上で判断され

る必要があるものと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○髙橋 透議員 期待していた答弁ではなかっ

たと私は思います。知事は広島県出身ですよ

ね、被爆地出身だということで、実は非常に興

味深く、答弁を期待していたんですが、原発は

小さくしていこうという思いは少しは伝わりま

したけれども、将来的に原発とはさよならしよ

うというような思いの、はっきりした答弁をい

ただくとありがたかったかなと思います。
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次に移りますが、本県における電力需要に対

する発電能力と発電量はどのようになっている

のか、県民政策部長にお尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 本県における

発電能力は現時点で、九州電力の水力発電が

約195万キロワット、企業局の水力発電が約16万

キロワット、このほか家庭や企業で導入されて

いる発電設備は約26万キロワットとなっており

まして、合計約237万キロワットとなっておりま

す。また、これらの設備から実際に発電された

電力量につきましては、平成22年度分は、企業

等による自家消費分を除きまして26.5億キロ

ワットアワーとなっております。この発電電力

量が県内の電力消費量をどれだけ賄っているか

といいますと、県内の電力消費量は、企業等に

よる自家消費分を除きまして、平成22年度

で76.3億キロワットアワーとなっておりますの

で、その割合は34.7％となります。以上でござ

います。

○髙橋 透議員 電力需要に対して自前で対応

している、賄っているのが34.7％ということで

理解をしたいと思います。そこで、新エネルギ

ーの導入、知事もお話しされましたが、いわゆ

るアクションプラン、ここに目標値が示されて

おりますけれども、現在、20万キロワットか

ら、平成26年に40万キロワットと設定されてお

ります。太陽光発電、いろんな普及拡大に力を

入れていただいておりますが、本県の発電能力

は拡大していくと思うんです。そういう意味で

は、すごくびっくりしたのはバイオマスなんで

すが、この発電が平成15年3,499キロワットアワ

ー、平成22年には13万8,810キロワットアワーま

で伸びているんです。ざっと40倍です。この数

年で40倍伸びているんですが、このバイオマス

発電について、今後も伸びていく要素があるの

か、環境森林部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 鶏ふんや木質

チップなどを燃料とした県内のバイオマス発電

につきましては、平成21年度末における発電能

力は約13万9,000キロワットであり、この５年間

でおよそ５倍の伸びとなっております。また、

県内の最近の動きといたしまして、畜ふんを燃

料とした新たな発電施設や、燃料の約６割を木

質バイオマスで賄う大型の発電施設が、それぞ

れ来年度の稼働に向けて現在建設中でありま

す。再生可能エネルギーは、コスト面や安定し

た供給などについて解決すべき課題が指摘され

ておりますが、去る８月末には再生可能エネル

ギーの固定価格買取制度を導入する法律が成立

するなど、徐々にバイオマス発電に取り組みや

すい環境が整いつつあるものと考えておりま

す。本県では、林地残材や畜ふんなどまだ利用

されていないバイオマス資源が豊富にあります

ので、今後、バイオマス発電は期待できる分野

であると考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。今

おっしゃいましたように再生可能エネルギー固

定価格買取法が成立した関係で、バイオマスも

まだ伸びるよということでございました。

そこで、次は企業局にお尋ねをするわけです

が、この固定価格買取法が成立した関係で、電

力買い取りの対象が太陽光、風力、小規模水

力、地熱、バイオマスということであります。

そこで、この法律が成立したことを受けて、企

業局も新たな電源開発が可能になると思われま

すが、企業局長の見解を求めたいと思います。

○企業局長（濵砂公一君） お話にありました

法律の成立に伴いまして、再生可能エネルギー

の固定価格買取制度が来年７月から実施される

ことになりました。この制度は、電力会社に、
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太陽光や水力などの再生可能エネルギーで発電

した電気を一定の期間、一定の価格で買い取る

ことを義務づけるものでございまして、再生可

能エネルギーの普及が進むものと期待をされて

いるところでございます。企業局といたしまし

ては、これまでも太陽光発電ですとかマイクロ

水力発電に取り組んできているところでござい

ますけれども、新たな事業化につきましては、

今後、国において決定される買取価格ですとか

買取期間等の動向も見ながら、またそれぞれの

再生可能エネルギーの特性ですとか採算性等を

考慮しながら検討してまいりたいと考えており

ます。

○髙橋 透議員 まだはっきりした答弁はでき

ないだろうと思います。仮にそういう方向で流

れるとしたときの話になるんでしょうけど、県

内には治水ダムなり砂防ダムなど、小規模水力

と言われるダムが数多く存在していると思うん

ですが、既存のダムを活用した発電事業に取り

組む可能性は探れないものか、いま一度企業局

長に答弁をお願いします。

○企業局長（濵砂公一君） 企業局におきまし

ては現在、利用されていないエネルギーの有効

活用という観点から、延岡市の祝子ダムの河川

維持流量を活用いたしましたマイクロ水力発電

の施設を来年１月の完成を目指して建設してい

るところでございます。また今年度は、綾北ダ

ムにおきましても同様の発電の事業化の可能性

を調査することとしております。御質問にあり

ました治水ダムあるいは砂防ダムを利用した発

電でありますけれども、特に砂防ダムなんかは

山間部の急峻な地形の中にあるということもご

ざいまして、建設あるいは工事上の技術的な問

題、あるいは年間を通して発電に必要な水量が

安定して得られるかというような問題もござい

ますので、その辺も十分調査し、関係機関とも

連携を図りながら検討してまいりたいと考えて

おります。

○髙橋 透議員 この流れがうまくいけば可能

性として期待できるかなという答弁のようであ

りましたが、確かにダムの場所なり水の量なり

関係してくるので、いろいろと検討は必要だと

思います。私の地元には日南ダムとか広渡ダム

等があります。これが小規模水力に当たるかど

うか私も疑問でありますけれども、可能性があ

るということで、今後また勉強させていただき

たいと思います。来年７月施行ということで、

再生可能エネルギー固定価格買取法、先ほども

ありましたように、買取価格の額なり期間が非

常にかぎになろうかと思います。ただ、私が申

し上げたいことは、既存のダムの活用は、それ

ぞれ付随する関係法があって、これを乗り越え

ないとできないということも、今、企業局長が

おっしゃったとおりでありますけれども、この

事業を現実的なものとするために、新たなダム

を建設して発電施設をつくるんじゃなくて、ぜ

ひ、こういった初期投資をかなり抑制できる事

業にしていただきたい。水力発電の先駆けであ

る本県がこうした取り組みに積極果敢に挑戦し

ていただくように強く要望しておきたいと思い

ます。

次に移ります。九州広域行政機構に対する本

県のスタンスについてお伺いしていきたいと思

います。

九州広域行政機構の設置によりまして廃止さ

れる国の出先機関についてお尋ねしますが、現

在、国の出先は、福岡県と熊本県にその中心と

なる局事務所が置かれておりますが、廃止後も

現状の組織が継承されていくのか、知事にお尋

ねしたいと思います。
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○知事（河野俊嗣君） 九州広域行政機構の構

想でありますが、地方分権をより一層進めると

いう観点から、地方との二重行政やガバナンス

の欠如など国の出先機関が抱える問題を解消し

て、住民ニーズに迅速かつ的確に対応するため

に、国の出先機関を丸ごと受け入れる組織とし

て、九州知事会において構想を取りまとめて国

に提案をしているものでございます。この構想

では、受け入れる国の出先機関を各県の知事が

分担して管理することとしまして、職員は各県

の担当知事の指揮・監督に服しながら、それぞ

れ現在の勤務地及び所属で今までの職務に当た

るということを、現段階の構想では想定をして

おります。

○髙橋 透議員 広域行政機構の運営ですけれ

ども、どのくらい費用がかかって、また本県の

負担はどのくらいになるのかお尋ねしたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 九州広域行政機構で受

け入れを目指している国の出先機関の職員数や

歳出の規模でございますが、平成20年度に公表

された資料によりますと、職員数約１万2,000

人、歳出規模は約１兆3,000億円となっておりま

して、機構の運営に当たりましては、これらの

人件費や事業費など事務の執行に要する財源に

つきましては、当然、国において全額措置され

ることを前提としているところであります。た

だし、新たに機構という組織を設置することと

なりますと、機構の運営にかかる新たな経費が

必要となってくるわけでありまして、この経費

負担のあり方などにつきましては、今後、機構

の詳細な制度設計を行う中で検討していくこと

になると考えております。

○髙橋 透議員 機構の運営にお金がかかると

いうことはわかりました。中身については詳細

を今後検討されるということでありますが、費

用負担、新たなコストだというふうに思いま

す。本県も負担をするということでしょうか

ら、これもいろいろと議論されるところじゃな

いかと思いますが、廃止される出先機関、各県

が管理分担ということでございましたが、分権

なんだから、局とか事務所の場所を移すぐらい

の―例えば宮崎は農業県です。農政局は宮崎

が担当してもいいじゃないですか。あるいは九

州の中で一番道路網が未整備、鉄道も貧弱―

地方整備局は宮崎が担当してもいい。そんなこ

とを知事は―この人は何を言っているんです

かと思われるかもしれませんが、ぜひ知事会の

中で言っていただきたいと思っています。宮崎

県のトップとしてしっかり意見をぶつけていた

だきたいと思っています。

続けていきますが、奈良県が関西広域連合参

加を見合わせております。ここは九州広域行政

機構と違って、各県が持っている事務を集約す

るということです。ここに奈良県の知事は疑問

を持たれたということです。分権なのに、なぜ

各県が持っている事務を集めるのか。これは分

権じゃなくて集権じゃないですかということな

んです。後ほどまた質問しますけど、道州制

も、分権と言いながらも、結局流れはそういう

ところに行くと非常に心配しているんです。州

都があるところに権力は集まっていく、そうい

うところを私たちは見きわめて、宮崎県は道州

制については慎重になるべきだということを申

し上げているんです。各都道府県があって、今

回の広域行政機構でいくと、新たな組織、行政

ができると思いますから、奈良県の知事も言っ

ているように屋上屋を重ねることにならない

か。分権を目指しているのに、中身をしっかり

見るとそれは集権じゃないかということを、
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しっかりチェックいただきたいと思います。

そこで知事にいま一度お尋ねするのは、これ

まで知事は、市町村への権限移譲とか基盤強化

はよく言われてきました。宮崎県の知事として

道州制の考え方、まだはっきり態度を示されて

いない気がしてならないんですが、道州制につ

いての本県のスタンスについてお聞かせいただ

きたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 道州制につきまして、

これまで国、地方、経済団体、各方面で議論が

なされているところでありますが、単なる広域

行政対応をどうするかというよりも、国や地方

のあり方そのものを抜本的に変えるものにな

る、国民生活に大きな影響を及ぼすものという

ふうに考えておりますが、残念ながら今、国民

的な議論が深まっているという状況にはないと

認識をしております。道州制につきましては、

地方分権を今の状況からより一層推進していく

ための有効な選択肢の一つであると考えておる

ところでありますが、国民の間でまず十分な議

論を行うこと、あわせて、現在の都道府県制に

つきましても改めて整理なり検証を行う議論の

過程が必要であろうと考えております。

○髙橋 透議員 私が申し上げたいことは、道

州制で宮崎が生き残れるのかということを非常

に大事にしたいと思っているんです。「九州が

均衡して発展していける」、そういうことはど

こも言うと思うんです。しかし、自治体の大き

さは別にして、ぜひ市町村合併を振り返ってい

ただきたいと思うんです。かなり不満も出てき

ておりますし、先ほど言いました、「身近に

あった行政が結局遠くなった」「権力がどんど

んと離れていった」、そういった御意見、御不

満を言われる方もたくさんいらっしゃいます。

例えば、今回の東北大震災、合併したことに

よっていろんな地域のつながりが非常に薄く

なってきた結果、うまくいっていないところも

あるらしいんです。福島県の飯館村は合併して

いないんです。非常にあそこは連携してやって

いらっしゃる、つながりが維持できていると聞

いております。そういったところもぜひ参考に

していただきたいし、もし道州制になるとした

ら、今のいびつな国の形が変わるような、いわ

ゆる格差が一番問題なんです。いろんな地方で

も格差がいっぱいあります。九州を見てもわか

るように、格差はいっぱいあるでしょう。そこ

が変えられるような改革の足がかりに、今度の

広域行政機構、ぜひ宮崎で整備局、農政局を

とってください。よろしくお願いしたいと思い

ます。

次に移ります。医療・福祉対策について質問

してまいりたいと思います。

精神疾患の患者数が急増したということが新

聞で報道されました。96年から98年にかけて、

このころから糖尿病と患者数が並んだというこ

とを新聞で見たところでありますが、実は98年

にはもう自殺者は３万人を超えているんです。

このころからしっかり精神疾患に対する分析な

り―今度５大疾病に加えるわけですが、この

ころから５大疾病に加えるような検討をしても

よかったんじゃないかということを素人なりに

考えたところであります。年間３万人を超える

自殺者の９割が精神疾患にかかっていた可能性

があるということが言われておりまして、早急

な対策が求められていると思います。そこでお

尋ねします。精神疾患が５大疾病に追加されま

した。本県の医療計画の見直しもなされていく

と思います。医療計画の見直しのスケジュール

及び概要について、福祉保健部長にお尋ねしま

す。
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○福祉保健部長（土持正弘君） まず、現在の

医療計画でございますけれども、国の方針に基

づきまして、がんや脳卒中など重点的に医療提

供体制の構築を目指す４疾病のほか、精神疾患

等につきましても、「現状と課題」や「施策の

方向」を示しているところでございます。この

ような中、お話にございましたけれども、先

般、国の社会保障審議会医療部会において、精

神疾患についてもがんや脳卒中などと同様に位

置づけ、各医療機関等の機能分担や連携など、

さらなる医療提供体制の構築を図るべき疾患と

することが了承されたところでございます。今

後、国において医療計画策定に関する基本方針

等が示される予定でございまして、また、本県

計画の期間が平成24年度までとなっております

ので、これらを踏まえながら来年度中に見直し

を行いたいというふうに考えております。

○髙橋 透議員 精神科救急体制の現状と課題

についてお尋ねをしていきたいと思います。救

急に行きましてベッドがあいていても、実は性

別の関係で、女性が行ったときに女性が入る

ベッドがなかったとか、精神保健指定医の確保

に、特に夜間帯において苦慮されていると伺っ

ております。時には保健師が夜中じゅう、翌朝

の病院があく時間まで見て連れていくというケ

ースもあるみたいです。精神科救急体制の現状

をどう認識して、その課題にどう取り組んでい

かれるのか、福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県では、平

成９年から精神科救急医療システムを宮崎県精

神科病院協会等に委託して運営しておりまし

て、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始におい

て、県内20病院が当番制で医療体制の確保を

図っているところでございます。課題といたし

ましては、平日夜間の体制がないことや、土曜

日の対応が一部地域に限られていること、診療

所、病院及び後方支援機関であります県立宮崎

病院相互の役割分担の明確化を図ることなどが

挙げられているところであります。このため県

では、精神科医療機関、消防機関、警察の代表

などで構成いたします宮崎県精神科救急医療シ

ステム連絡調整委員会を設置いたしまして、救

急対応時間の拡大や医療機関相互の連携のあり

方につきまして協議を進めているところでござ

います。今後とも、緊急な医療を必要とする精

神障がい者等のための医療体制の充実に努めて

まいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 わかりました。精神疾患の治

療には時間がかかるんです。したがって、救急

とかリハビリなどの役割分担を、ぜひ地域の病

院ごとに決めていただきたい、あるいは退院後

もその人が生活しているところで治療ができる

計画になるように、検討をお願いしたいと思い

ます。

次に、自殺対策についてお尋ねしていきま

す。自殺の原因は広範囲にわたっておるわけ

で、したがって、国は、厚生労働省を窓口にす

るのではなくて、内閣府をその対策の窓口にし

ております。より部局横断的な総ぐるみ対策と

するためには、本県の自殺対策の窓口、現状は

福祉保健部ですね。ぜひ福祉保健部から県民政

策部に移行すべきではないでしょうか、お尋ね

したいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 多くの自殺

は、さまざまな要因が複雑に関係して心理的に

追い込まれた末の死であると言われており、そ

の要因でございますけれども、健康問題や経済

問題、家庭問題など多岐にわたっております。

しかしながら、自殺者は、先ほど議員のほうか

らもお話ございましたが、自殺の直前にうつ病
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等の精神疾患に罹患している場合が多く、うつ

病の予防等のメンタルケアが重要であることか

ら、精神保健の担当部局である福祉保健部が所

管をしているところでございます。

なお、自殺対策を効果的に推進するために

は、関係する部局が横断的に連携を図っていく

必要がありますことから、平成19年に、知事を

本部長、副知事を副本部長、各部長などを本部

員とする宮崎県自殺対策推進本部を設置いたし

まして、関係部局が一体となった取り組みを推

進しているところでございます。

○髙橋 透議員 自殺の原因が広範囲にわたっ

ているということを一つの理由として、私は申

し上げました。そして、自殺対策本部というの

は当然のことで、そこで横断的にやるためにつ

くっているわけですね。ただ私は、指揮命令を

しっかりするところは県民政策部のほうがいい

んじゃないかと。今の体制も活動的なものとし

て理解はします。いつでしたか、四役体制で県

民政策部が候補にも上がりましたが、それだけ

部局を調整する権限と機能を持ち合わせている

部だと思いますので、発展的に移行するという

意味で、今後お考えをお願いしたいと思いま

す。

次に、セーフティネット貸付について質問し

ていきます。社会福祉協議会が窓口となってお

ります生活福祉資金制度で、借り入れ困難な多

重債務者を救済する貸付制度はできないんです

かということを２～３度質問しました。県、市

町村にお願いをしますが、県のほうではなかな

か困難なようでありました。関係団体でその後

ずっと検討、研究を重ねられた中で、実はいよ

いよ中身が固まって─本来であれば自治体に

も入っていただいて、４者、５者でセーフティ

ネット貸付制度をスタートしたかったんです

が、余り先送りもできないということで、労働

者福祉団体中央会、九州労働金庫、日本労働者

信用基金協会、この３者でセーフティネット貸

付制度を発足すると伺っております。ちなみ

に、労働金庫は会員向けに低利の貸付制度は

持っているわけで、会員以外にもサービスを提

供しますよと、そういう意味であります。福

岡、熊本もこういうセーフティネット事業を

やっていらっしゃるんですが、そこでは県がか

かわっているんです。いろんな運営補助金なり

を出しているんです。この３者で今のところス

タートするセーフティネット貸付制度、県とし

て何も関与しなくていいのか、その辺の見解を

県民政策部長にお尋ねしたいと思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 今回、今、議

員がおっしゃいました３者でそういう制度をつ

くられるということでございまして、民間の金

融機関・団体が行います多重債務者向けのセー

フティネット貸付は、深刻化する多重債務問題

の解決に資する一つの手法と考えておりまし

て、大変評価するものでございます。今、議員

もおっしゃいましたが、県としましては、借り

入れや返済に対するモラルハザード発生の危険

性、あるいは当該制度は貸付対象が勤労者に限

定されることなどから、公平性の観点から一般

県民の理解が得られるかなどの問題がありまし

て、貸付原資や貸し倒れ補てんのために支出す

るといった直接的な関与は大変難しいと考えて

いるところでございます。多重債務問題に対す

る行政としての県の役割は、相談への対応に加

え、県民が多重債務に陥らないよう啓発を行う

ことが基本であると考えているところでござい

ます。したがいまして、今回の新たな貸付制度

に対しましては、県多重債務者対策協議会など

を通じた周知・広報、あるいは相談業務におい
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て連携を図りたいと考えておりまして、県とし

てできる限りの支援を行ってまいりたいと考え

ております。以上でございます。

○髙橋 透議員 県民政策部長の思いは十分伝

わりました。あとはお金を出すかどうかの問題

でありまして、周知とかいろんな相談事業で連

携していこうということで、それにもお金は間

接的に入っているんでしょうけれども、思いは

よくわかりましたから、いかに関与して連携し

ていくか、いま一度、このことを今後も十分検

討を重ねていっていただきたいと思います。あ

りがとうございました。

次に、改正障害者基本法、この点について触

れてみたいと思います。私、６月議会でも少し

触れさせていただきましたが、日本は、国連の

障害者権利条約をまだ批准しておりません。批

准要件を満たすために国内法の整備が必要に

なってきます。このたび障害者基本法が一部改

正されまして、今後、障害者自立支援法にかわ

る障害者総合福祉法、そして障害者差別禁止法

の制定が予定をされています。冒頭言いました

障害者基本法、あわせてこの３つがしっかりと

改正されたときに批准ができると考えておりま

す。ただ、この障害者基本法の問題点もあるよ

うですが、まずは障害者基本法の改正の経緯、

概要について、福祉保健部長にお尋ねいたしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 国は、障害者

権利条約の締結に向けまして、ただいまお話ご

ざいましたけれども、平成21年から25年までの

５年間で国内法の整備を初めとする障がい者に

係る制度の集中的な改革を行うこととしており

まして、その一環として、今般、障害者基本法

の改正が行われたものでございます。今回の改

正概要についてでありますが、障がい者の定義

が大幅に見直されたほか、差別の禁止に関し新

たな条項が設けられるとともに、基本的施策に

ついて、「教育」や「労働」等の規定の見直し

や「防災及び防犯」等の追加が行われ、さら

に、施策の実施状況を監視する機関といたしま

して内閣府に障害者政策委員会が設置されるこ

とになりました。国においては引き続き、障害

者総合福祉法や障害者差別禁止法の制定が予定

されておりますので、県といたしましては、今

回の改正法の趣旨を十分踏まえつつ、今後の制

度改革の動向も注視しながら適切に対応してま

いりたいと考えております。

○髙橋 透議員 私、先ほど、改正された障害

者基本法、課題があると言いました。権利条約

の批准の第一歩として改正された基本法ですけ

れども、障がいのあるなしにかかわらずともに

学び合うインクルーシブ教育、この実現に向け

た根拠としては不十分だということが今、運動

団体のほうから指摘をされております。この改

正障害者基本法、理念法なんですが、「可能な

限り」という文言が実は５回出てきます。日本

には「基本法」という名のつく法律が38本ある

そうですけれども、「可能な限り」という文言

があるのは、この改正法と中央省庁等改革基本

法のみだそうでございます。私が言いたいとこ

ろなんですが、第16条全文を読むと時間があり

ませんので省略しますが、この16条、これまで

の分離教育から共生、ともに学ぶ教育に転換を

していきましょうという内容の条文です。ここ

に「可能な限り」という文言が使われておりま

す。「可能な限り」ということになりますと努

力義務という意味に解釈をされます。いわゆる

骨抜きにされるんじゃないかということなんで

す。当事者の方々は非常に心配していまして、

今頑張ってもらっている特別支援教育の充実を
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すればいいというふうに骨抜きにされてしまう

のではないかと、不安と期待が交錯していると

いうふうに聞いております。この障害者基本法

を受けて、今後の本県の特別支援教育のあり方

はどうなっていくのか、教育長にお尋ねいたし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 今回の障害者基本法

の改正では、教育につきまして、「可能な限り

障害者である児童及び生徒が障害者でない児童

及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつ

つ」などの条文が新たに加えられたところであ

ります。この趣旨は、法の目的であります、誰

もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社

会の実現に向けて、教育分野の基本的方向性が

示されたものであると認識をいたしておりま

す。県教育委員会といたしましてはこれまで

も、障がいのある児童生徒が地域で学校生活を

送れるように、特別支援学校への高等部の設置

や、身体に障がいのある生徒が高校の教育課程

の履修ができるように県立高等学校生活支援員

の配置などに取り組んでまいりました。また、

高校生が障がいのある人との交流をみずから企

画して行う「高校生発！共に育つ人づくり推進

事業」や、特別支援学校と小学校、中学校、高

等学校との交流及び共同学習を通じて、将来の

共生社会を担う人材の育成に努めているところ

であります。現在、文部科学省の中央教育審議

会に設置されました「特別支援教育の在り方に

関する特別委員会」におきまして、就学指導の

あり方、合理的配慮など具体的な検討がなされ

ておりますことから、今後は、このような国の

動向を注視しながら特別支援教育の一層の充実

に努めてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 本県の特別支援教育、大変頑

張っていただいていると思います。それは認め

ておりますが、裏を返せば、他の都道府県は頑

張っていないんですよね。宮崎が飛び抜けてい

るんじゃなくて、宮崎は当たり前に頑張ってき

ただけで、そういうこともあるわけですが、イ

ンクルーシブ教育、分離から共生の教育のあり

方について、今後問われていきます。先ほども

言いましたように、特別支援教育の充実ではな

くて、障がいのあるなしにかかわらず地域の普

通学級にその籍が保障される制度、障がい児が

普通学級から排除されない合理的配慮がなされ

る仕組みが問われていくことを申し上げておき

たいと思います。

次に移ります。県立病院会計の決算の所見を

伺いたいと思います。

県立病院会計の赤字についてはこの間ずっと

問われてきた問題でありますが、縮小傾向にあ

ると思います。ことし３月に示された県立病院

の第二期中期経営計画によりますと、22年度決

算見込みは６億2,900万円の赤字が計上されてお

りましたが、先月、８月に出されました決算見

込みによりますと３億7,400万円の赤字決算と

なっております。これについては職員の意識改

革なり徹底した歳出削減などの取り組み、経営

努力が生んだ結果だというふうに、それぞれ皆

様方に敬意を表する次第でありますが、22年度

決算において収支がかなり圧縮されたその主な

要因について、病院局長にお尋ねをいたしま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立病院では、

平成18年度に策定した第一期の中期経営計画の

目標達成のため、議員御指摘のとおり、職員の

経営参画意識の醸成を図りながら、７対１入院

基本料を初めとする新たな施設基準の取得や、

疾病ごとの包括請求方式でありますＤＰＣの導

入による収益の確保、さらには医療器械や薬剤
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等の共同購入や後発医薬品の採用など、徹底し

た経費削減に病院一丸となって取り組んでまい

りました。その結果、平成22年度決算では、こ

れまでの積み重ねてきた取り組みが一定の成果

を見せるとともに、診療報酬のプラス改定の追

い風も受け、計画期間においては最も収支が改

善したところでありまして、職員のコスト意識

の向上など赤字体質の改善が進んできたのでは

ないかと考えております。

○髙橋 透議員 18年度から第一期が始まっ

て、職員一丸となって経営改革に取り組んでこ

られたその結果だと思います。こういう取り組

みがますます強化されて収支改善されていけ

ば、私からの期待も込めてなんですが、第二期

の計画では25年度で黒字ということで示してあ

りますが、１年前倒しでひょっとしたら黒字化

できるのではないでしょうか、病院局長にお尋

ねしたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 御指摘のとおり

収支が改善はしてきております。しかしなが

ら、現在休診中の診療科の医師確保に確実な見

通しが立たないことに加えまして、来年４月に

予定される診療報酬改定の内容も不透明である

など、病院事業を取り巻く環境は決して楽観視

できないと認識をしているところであります。

このような状況ではありますが、平成25年度ま

でに病院事業全体での黒字化という第二期中期

経営計画の目標達成に向けまして、医師の確保

に全力を挙げることはもとより、県立病院の役

割であります高度医療への特化を進めることに

より診療収入の確保を図るなど、さらなる経営

改善に取り組んでいく必要があると考えており

ます。

○髙橋 透議員 職員もみずから血を流して頑

張っていらっしゃるわけで、今後ともさらに職

員一丸となって努力いただきたいと思っていま

す。今答弁いただいた病院局長みずからも頻繁

に３病院に出向いていらっしゃると聞いており

ます。いよいよ正念場でありますから、医師確

保はもちろんですが、県民目線を失われること

なく、さらなる経営改革に取り組んでいかれる

ようお願いしておきたいと思います。

次に、防災対策について質問してまいりま

す。

地域防災計画の見直しが進められているわけ

ですが、実は玄海原発がある佐賀県と隣接する

長崎県は、玄海原発から30キロ圏内を避難区域

とする素案を公表しております。そこで、本県

の地域防災計画の見直しにおいて、鹿児島県の

川内原発、あるいは愛媛県の伊方原発の事故を

想定した内容は盛り込まれていくのか、知事に

お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 現在のところ、本県、

国の原子力安全委員会の原子力防災に関する指

針の中で示されておりますＥＰＺ（防災対策を

重点的に充実すべき範囲）の10キロメートル圏

の範囲外にありますことから、県の地域防災計

画の中には具体的な記載をしていないところで

あります。福島原発の事故につきましては、収

束に向けた作業が現在も進められている段階で

ありまして、今後の原子力防災に関する国の考

え方、ＥＰＺの範囲をどの程度広げるのかとい

うようなところも含めて整理をされていないこ

とから、現状では本県の地域防災計画にどのよ

うな内容を盛り込むか、具体的な内容等を決め

ている段階ではございません。しかしながら、

今回の大震災に伴う福島第一原子力発電所の事

故の影響の広がりというものが、震災前に想定

されていたものを大きく上回っている状況でご

ざいますので、何らかの記述を本県としても検
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討する必要があるのではないかと考えておりま

す。今後とも必要な情報収集を進めてまいりま

すとともに、電力会社に対しましては、今後の

原子力発電所における徹底した安全確保であり

ますとか防災対策に万全を期すよう要請してま

いりたいと考えております。

○髙橋 透議員 まだ今からということであり

ますでしょうが、ＥＰＺですか、片仮名は―

私は調べましたからわかります。原子力の防災

対策の重点地域、そういった範囲を示すんで

しょうけど、今度の原発事故でふと思ったの

は、わからない用語が多いんです。「メルトダ

ウン」「ベント」、何ですかこれと、みんな思

われるんです。「溶け出している」とか「廃

棄」「溶け出して大変な状態なのだよ」という

ことで、ちゃんと政府は発表してほしいんで

す。そういったところから国民は正確な情報を

しっかりと受けられない、そんなことがあると

思うんです。ＥＰＺ―ＡＫＢ48はわかります

よ。私の次男坊が今えらく狂っているみたいで

すけど。私は、そういうところから日本という

国は国民目線で政治をやっていないのではない

かということをつくづく、今回の原発事故で

思ったところであります。今から盛り込まれて

いくいろんな項目、常在危機―６月議会でも

使われた方がいらっしゃると思いますが、緊急

時に迅速かつ的確にいろんなことができる、そ

ういう体制をぜひつくっていただくことをお願

いしておきたいと思います。

次に、原発はちょっと置きますが、津波が非

常に想定をされていると思うんです。海沿いの

地域の人々の人命救助、それと復旧には、当然

道路の整備が必要でありますが、東北大震災で

は「くしの歯作戦」と呼ばれる救援輸送ルート

が効果を発揮したところであります。いわゆる

くしの歯作戦、本県でもしっかりと機能するの

かどうか、県土整備部長にお尋ねします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） くしの歯作戦

でありますが、これを宮崎県に置きかえます

と、くしの歯の根元となる縦軸のラインが東九

州自動車道に当たり、また、くしの歯となる横

軸のラインが東九州自動車道から日向灘沿岸部

につながる国県道等に当たると想定されます。

しかしながら、くしの歯の根元となります東九

州自動車道の県内の供用率は34％と非常に低

く、現状ではくしの歯としての防災機能は十分

に発揮できない状況にございます。県といたし

ましては、このような観点からも東九州自動車

道の早期整備に努めてまいりたいと考えており

ます。

○髙橋 透議員 今、部長がおっしゃったの

は、くしの柄の部分のことをおっしゃったと思

うんですけど、私は歯のところを今から県土整

備部長には答弁いただきたいと思って、議場配

付までさせていただきましたが、くしの歯作戦

が宮崎に通用しないとすればどこを改良しなく

ちゃいけないか。まずはくしの柄のところ、

今、部長がおっしゃったとおり縦軸も改良整備

が必要なんですけど、この地図を見てくださ

い。南のほうの日南海岸に行きますと、実は横

軸になるルートがないんです。赤色で書いてあ

るのは、わかりやすくなるように実は私が書き

ました。この地図には載っていなかったんで

す。これは日南市道でありまして、起点は、日

南海岸のところに富土海水浴場とありますが、

ここから北郷の郷之原に抜ける富土郷之原線で

す。国道220号も非常に課題を持っていて、皆さ

ん方の御努力によって何とかまた線上にのった

ようでありまして、その改良も急がれるわけで

すが、実は、津波があって道路が崩壊したとき
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に、日南海岸線ルートにいらっしゃる、生活し

ていらっしゃる方、あるいはここは産業道路で

もあります。あるいは年間100万人を超える観光

客が行き来をしています。この人たちが閉じ込

められるわけです。緊急輸送道路はどこになる

かといったら、くしの歯がもげているんです。

くしの歯をどこにするかといったら、赤線で引

いた道路が有効になるんじゃなかろうかという

ことで、議場配付して皆さん方に説明したとこ

ろであります。巨大津波を想定したときの避難

道路の確保、災害直後の救援に必要な横軸とな

る輸送道、絶対確保が必要と思われますから、

ぜひこのくしの歯作戦が何とか遠からず早く活

用できるようにしたいわけです。この横軸の見

解について、いま一度県土整備部長に認識をお

尋ねしたいと思います。考え方を答弁してくだ

さい。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 市道の富土郷

之原線につきましては、議員お話がありました

ように、東九州自動車道と海岸沿いの国道220号

を結ぶ道路でございます。現在、全く未整備の

道路でございます。当該地域では現在、東九州

自動車道の清武から日南間の整備が進められて

おります。また国道220号におきましても、本年

度から国において日南防災事業に着手されたと

ころでございます。県といたしましては、これ

ら両路線の進捗状況等を見ながら、富土郷之原

線につきましては、道路管理者であります日南

市と本路線の整備について協議を行ってまいり

たいと考えております。

○髙橋 透議員 時限性を求めて私は言ってい

るわけではなくて、安心・安全、防災です。必

要な道路ですから、高速道、そして220号、そし

て横軸、お金をどこが出すかは別にして、何と

か連携・協力して早期に改良できるようにお願

いしたいと思います。

次に移ります。観光対策についてお尋ねして

いきますが、いわゆる東国原知事後の観光、本

当に河野知事には申しわけないんですが、一番

環境が悪いときにバトンタッチをされたなと、

私も同情するわけです。近年の観光客の推移、

観光動向が出ていましたので見てみますと、東

国原知事が就任された１～２年がピークみたい

なんです。それでも平成12年の1,273万人には及

ばないんです。翌年の21年には1,200万人を割り

込んでいます。その後に22年、御承知のとおり

口蹄疫、鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火、非

常に苦しんだ１年でありましたから、まだ数字

は出ていませんが、さらに観光客数は落ち込ん

でいると思います。河野知事のアクションプラ

ン、具体的な数値目標を示してさまざまな施策

を掲げてありますが、県内外の観光客が減少し

続ける東国原後の宮崎観光をどう盛り返してい

かれるのか。国外・国内・県内対策の３つの視

点からどう立て直していかれるか、知事にお尋

ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県の観光振興につい

て３つの視点からということでございますが、

まず国外対策、どんどん発展拡大しております

アジア、大変重要だと考えておりまして、韓

国、台湾、中国、香港などの東アジア地域を中

心に、本県の知名度の向上対策でありますと

か、旅行会社や航空会社などとタイアップした

旅行商品の企画、造成の支援に取り組んでいる

ところでございます。私も８月に韓国、副知事

も６月に韓国、８月に中国に出向くなど、現地

でのプロモーション活動を展開しております。

実際行ってみることによりまして、原発事故の

放射線の影響が宮崎にはないというようなこと

も、必ずしも正確には伝わっていないというと
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ころもございますので、そういった情報をいか

に正確に伝えるか。また、足しげく通うことに

よって熱意を伝えることも大事であるというこ

とを実感したところであります。

次に、国内対策としましては、本県ならでは

の魅力を生かした観光ＰＲでありますとか、旅

行会社に対する旅行商品化の働きかけなどの取

り組みを行っております。また、全線開通しま

した九州新幹線からの観光客の誘客を図るた

め、南九州３県と連携したプロモーションをこ

の10月から開始することとしております。私

も、７月にはＪＲ西日本を訪問し、８月にはＪ

Ｒ九州と連携したイベントに参加するなどトッ

プセールスに努めているところであります。

最後に、県内対策でありますが、私は、選挙

時の政策提案の中で「100万泊県民運動」をお示

しして取り組んでいるところでございますが、

これは、県内観光の活性化による経済効果とと

もに、中長期的には国内外の観光誘客の促進に

も効果があるものと期待をしておるところでご

ざいます。このため、具体的には、県民の方々

に対する観光情報の発信や、市町村などにおけ

る観光地の魅力向上の取り組みに対する支援な

どさらに充実してまいりたいと考えておりま

す。

本県経済の再生・復興を図る上で観光への取

り組みというのは大変重要だと考えております

ので、今言いましたような３つの視点から取り

組んでまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。私

も、最後の県内対策の100万泊県民運動ですか、

非常に興味のある施策だというふうに思いまし

た。これはやりようによっては何とかクリアで

きる施策だと思うんです。ぜひ議会も率先して

家族を連れて泊まって、100万泊を成功させたい

というふうに思いますので、ぜひ頑張っていた

だきたいと思います。

次に、農林水産業振興対策についてでありま

すが、まず、ＴＴＰ問題に対する宮崎県のスタ

ンスについてお尋ねしていきたいと思いま

す。11月にアジア太平洋経済協力会議、ＡＰＥ

Ｃ首脳会議がありますが、ここでいよいよオバ

マ大統領が大枠合意を目指してまとめられると

報道されております。もう時間もないんです。

したがいまして、政権も野田政権にかわった。

このＴＰＰ、にわかに騒いでおるようでありま

すが、参加検討が具体的に議論されてくると思

います。きのうも質問がありまして答弁なさい

ましたが、このＴＰＰ、農業のみならず医療、

労働など幅広い分野に影響を与えます。本県の

農業をどう守るか、中山間地域をどう守るか、

そのために農業団体を中心に今、交渉参加する

こともだめだよということで意思表示、行動さ

れておりますが、いま一度知事から、本県のＴ

ＰＰに対するスタンスをお聞かせいただきたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 国におきましては、Ｔ

ＰＰ参加による高いレベルの経済連携と食料自

給率の向上や農業・農村の振興を両立させるこ

とを目的としまして「食と農林漁業の再生実現

会議」を設置しまして、８月２日に中間提言が

提示をされております。しかしながら、この中

間提言では、当面検討すべき政策が提示された

ものの、大震災からの再生・復興が緒についた

ばかりで、農業の将来をどうするのか具体的な

手段、工程が示されておらず、また提言の内容

につきましても国民的な議論がなされている状

況にはございません。さらには、関税撤廃を大

前提としたこのＴＰＰは、国の食料政策、農業

政策の根幹にかかわる大変重要な問題でありま
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して、将来にわたる安定的な食料確保は、持続

的な国内生産などにより担保することが大変重

要な国の責務であると考えております。したが

いまして、国内農業への影響や食料自給率向上

等の農林漁業の再生実現が可能なのかどうなの

か、そういったところが不透明な状況におきま

しては、ＴＰＰへの参加を認めることはできな

いと考えておるところであります。

○髙橋 透議員 知事の答弁を聞いていて、

ニュアンスのとり方もあるんでしょうけど、い

ろんな条件が整えばとか、不透明なところで今

はだめだと。ただ私は、ＴＰＰそのものは、い

わゆる完全自由化を前提としているわけだか

ら、これは話にならないと。実は７月に、農民

連盟と農民連盟推薦議員と県議会議員で意見交

換会をしましたが、「参加検討もうちはだめだ

よ」ということで強く意見も言われたところで

あります。基本のところ、スタンスは、知事、

一緒だと思うんです。私ははっきり、ＴＰＰ、

今も反対であるということを強くあらゆる場で

言っていただきたいし、食料自給率を50％とし

ようという中でのＴＰＰ参加は非常に矛盾して

いるわけですから、今後とも粘り強く、いろん

な団体と―宮崎県では経済団体、あるいは建

設業協会もそうでしたが、連携して集会をしま

した。宮崎県は農業ですそ野広く経済が回って

いるという認識をお持ちのようです。経済団体

の方も含めてですね。だから連携はしっかりと

れると思いますから、今後もしっかりと知事が

リーダーシップをとってＴＰＰへの反対行動を

示していただきたいと思います。

次に、風評被害対策についてお尋ねをしてい

きますが、福島原発事故に伴って、東北地方な

どにおいては非常に農水産物の風評被害が発生

しております。その状況は本当にはかり知れま

せん。私は、原因は初動にあったと思っていま

す。つまり、実態被害をそれこそ迅速・的確に

公表しなかった。このことがかえって風評被害

を拡大していった。そのことだというふうに私

は思っています。このことに対する知事の見解

を堂々と述べてください。お願いします。

○知事（河野俊嗣君） まさに御指摘のとおり

でありまして、今回の原子力発電所の事故の状

況、それから放射性物質の拡散などにつきまし

ては、国が責任を持って情報収集し、得られた

情報を速やかに、かつわかりやすく国民あるい

は全世界に対して説明していくことが重要で

あったと考えておるところであります。国にお

きましては現在、食品中の放射性物質のモニタ

リング検査や出荷制限などの措置を講じている

ところですが、いまだ収束への道筋は立ってお

りませんで、本県としましては農畜水産物への

風評被害対策を強化するよう国に対し強く要望

しておるところでございます。本県産の農畜水

産物につきましては安全性を懸念する状況には

ないわけでございますが、県としましては引き

続き、全庁的に情報を共有しますとともに、消

費者の皆様へ正確な情報を提供するなど、農畜

水産物を安心して食べていただけるよう努めて

まいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 余り過敏になるなというよう

なことをおっしゃる方もいらっしゃいますけ

ど、例えば学校給食ですよね、地産地消を求め

てその割合を高めてきていますが、全部じゃあ

りません。いろんなところから食材は入ってく

ると思うんです。そこのところまでチェックが

今度は必要になってくるかもしれないです。こ

れは言い過ぎになるかもしれませんが、知事も

おっしゃいましたように情報収集をして、的確

に指示ができる体制をとっていただきたいと思
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います。私は責任は政府にあると思います。ぜ

ひ今後ともしっかりお願いしたいと思います。

次に、公共建築物への県産材活用策ですが、

公共建築物における木造率の目標は、本県の現

状は14.9％ですか、これを10年後に２倍にする

ということで30％の目標を立てておりますが、

我が県は杉生産量日本一でありますから、さら

なる上を目指さにゃいかんと思うんです。10年

後に30％じゃなくて、むしろ宮崎県はもっと上

を目指す。40、50をどこかでやるんだよという

ようなことをぜひアナウンスしていただきた

い。そのような考えを環境森林部長にお尋ねい

たします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 昨年10月の

「公共建築物等における木材の利用の促進に関

する法律」の施行に伴い、県では同年11月に

「県産材利用推進に関する基本方針」を改正し

まして、民間が整備する病院や老人ホーム等を

含めた公共建築物の木造率を、平成20年度の

約15％から、平成32年度には倍増の30％とする

数値目標を掲げたところでございます。議員の

おっしゃったとおりでございます。この目標達

成に向けて、副知事をトップとする県産材利用

推進委員会において、全庁的に県有施設の木造

化・木質化に取り組んでいるところでございま

す。また、市町村に対しまして同法律で規定す

る市町村方針の策定を働きかけているところで

すが、多くの市町村で策定または策定準備が進

められています。木造化を促進していくために

は、建築基準法等関係法令の制約などにより木

造化が難しい建築物もあることや、市町村、民

間の理解、協力を得ることなどクリアすべき課

題もありますことから、まずは昨年度設定した

目標を確実に達成するため最大限の努力をして

いきたいと考えております。

○髙橋 透議員 今の答弁の中で「木造化が難

しい建築物」ということがありました。私も先

日、難しい木造建築物の構造計算について話を

聞いたことがあるんです。厚生常任委員会で日

南の保育園に視察に行かれたと思うんですけ

ど、八角形の建物なんです。木造です。ところ

が、安全性なりを計算する設計者が宮崎県には

いないとおっしゃるんです。いらっしゃるんで

しょうけど、少ないんです。そして時間とか手

間暇かかる割には費用が合わないということも

あるんでしょう。だから敬遠される。需要がな

いからそういう設計者も育たないというかふえ

ないと思います。そこはそことして一つの問題

でしょうけど、いろんな木造の建物がふえれば

仕事もふえるわけですから、設計者も育ってい

く、ふえていくということがありますので、ぜ

ひ木造化率をどんどんと高めていって、飫肥杉

が県内に広まっていくように頑張っていただく

ようお願いします。

次に、中山間地域振興計画についてお尋ねを

いたします。

まず、いわゆる限界集落、当初、国土交通省

が「限界集落」を使って不評だったものですか

ら、この呼称を改めましょうということで募集

をして、今、宮崎県、「いきいき集落」を使っ

ているというふうに思っていたら、「限界集落

といきいき集落は違うんですよ」というふうに

説明を受けました。ただ、マスコミとかメディ

アでもあの当時、東国原知事が色紙に「いきい

き集落」と書いて宣伝されたんです。だから恐

らく、私も含めて、「限界集落」は「いきいき

集落」という名前にかわったんだなと思ってい

らっしゃると思います。ここでお尋ねします

が、いわゆる限界集落との違い、県民政策部

長、説明をお願いします。
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○県民政策部長（渡邊亮一君） いわゆる「限

界集落」という言葉につきましては、「高齢化

率が50％を超え、冠婚葬祭等の社会的共同生活

の維持が困難になった集落」という定義で、調

べてみますと、1991年に高知大学の大野晃教授

が論文で書かれた学術用語でございます。それ

に対しまして「いきいき集落」は、高齢化率や

社会的共同生活の状況にかかわらず、住民みず

からが考え、行動するような元気な集落づくり

を行っている中山間地域の集落について、応募

により県が認定しているものでございます。し

たがいまして、高齢化率50％を超える集落かど

うかではなく、元気な集落づくりを行っている

集落について、いきいき集落として支援を行っ

ているところでございます。

○髙橋 透議員 いきいき集落、先ほども西村

議員が質問していましたが、西諸地域は１カ所

もないんです。これはなぜですか。いま一度答

弁をお願いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） いきいき集落

でございますけれども、住民主体で元気な集落

づくりを行っているところであればどこでも認

定するということで、そういった集落には積極

的に応募していただきたいと考えているわけで

ございます。しかしながら、今、議員のほうで

御指摘にありましたように、地域によって認定

されている集落が少ない。県北地域は非常に多

くなっている、そういう状況もあります。要因

をいろいろ考えますと、例えば、県職員の派遣

の有無、あるいは市町村の取り組み姿勢に、い

ろいろ差が生じている。あるいは独自に集落活

性化のための活動をやって、特段県の事業の支

援を求めない集落もあると思います。いずれに

しましてもいろんな原因があるんだろうと思い

ますが、我々としましては、いきいき集落の趣

旨や支援の内容等が住民に十分行き届いていな

くて応募に至っていないケースもあるのではな

いか、そういうことも考えておりまして、今

後、その拡大を図っていくことが課題であると

考えております。以上でございます。

○髙橋 透議員 今、支援を求めないという答

弁がありましたが、私、いろいろと実態を調べ

ていただきたいと思っています。「うちはもう

いいわ」というところは確かにあると思うんで

す。ただ、元気なむらづくり、まちづくり、い

わゆる村おこしには３つのキーワードがあるん

です。まず、「若者」「よそ者」「ばか者」な

んです。限界集落には若者はいません。よそ者

もいません。ばか者がいるかもしれませんが、

いないんでしょうね。ただ、いずれ年をとって

いきますから集落機能低下することは間違いあ

りませんので、ぜひ掘り起こしをお願いしま

す。

時間がありません。あと２つは飛ばします。

教育問題に行きます。実は、延岡に４月開校

予定の延岡しろやま支援学校でありますが、新

聞等に保護者や団体の方でいろいろと不満が

載っていましたが、来年４月開校が危ぶまれる

報道がありました。来年４月開校に向けての進

捗状況を教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） 今議会に議案として

上程をされております、平成24年４月に開校予

定の延岡しろやま支援学校につきましては、こ

とし４月に、県立延岡わかあゆ支援学校内に専

任の教職員を配置した新設県立特別支援学校開

設準備委員会を設置しまして、教育目標や指導

計画の作成、校章や校歌の制定、給食の実施方

法など、学校運営上のさまざまな事柄につきま

して細部にわたり検討するとともに、開校準備

の進行管理を行いながら開校に向けた万全の準
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備を進めているところであります。また、施設

設備の工事進捗状況につきましては、現在、管

理棟、聴覚障がい教育棟及び相談棟が完成をし

ておりまして、その他、今年度に整備を予定し

ている施設設備につきましても当初の計画どお

り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、現在行ってい

る工事の資材置き場や搬入路として使用する必

要がありますことから、その整備につきまして

は開校年度の平成24年度を予定しているところ

であります。

なお、これらの開校に向けた準備の進捗状況

につきましては、保護者など関係者の皆様に逐

次かつ積極的に情報提供を行ってきたところで

あります。

〔「関連」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 通告がありますので、関連質

問を許します。なお、発言時間は主質問者の質

問時間の範囲内となります。太田清海議員。

○太田清海議員 来年４月開校に向けて建設中

ということでありますが、基本設計、実施設

計、そして建設と手順を追って進めていくわけ

ですけど、その折々に、保護者、職員の意見を

反映するために十分聞くというのは非常に大切

なことだと思うんですが、どのような体制をつ

くられたのか、開催回数など教えてください。

○教育長（渡辺義人君） 延岡しろやま支援学

校の整備に当たりましては、平成20年度の基本

構想の段階から、保護者を含む関係者の意見を

聴取しますとともにパブリックコメントを実施

し、基本設計や実施設計におきましても、３つ

の学校の保護者、教職員、医療・福祉等の関係

者を対象として意見聴取を行ってまいりまし

た。また平成22年度は、保護者等に対する説明

会を合計で14回実施いたしましたほか、新設特

別支援学校に関する説明小冊子を配付するな

ど、情報提供や説明に努めてまいりました。そ

のような機会を通して得られました保護者の皆

様方の御意見を受けて、例えば、スクールバス

のバスヤードですとか保護者の送迎用の屋根つ

きの駐車場を拡張したり、寄宿舎に明るい日差

しが差し込むように天窓を設置したりするな

ど、可能な限り整備計画への反映に努めたとこ

ろであります。今年度におきましても、保護者

の代表や３校の教職員が参加する検討会を４月

から８月までに延べ200回以上実施をいたしまし

て、十分に協議を行っているところでありま

す。さらに、こうした協議の内容や進捗状況を

保護者向けの定期的な会報でお知らせしますと

ともに、参観日などの機会をとらえた保護者説

明会や完成した施設の見学会を開催し御意見を

伺うなど、引き続き丁寧な説明や意見交換に努

めているところであります。

○太田清海議員 丁寧な説明をされたというふ

うに理解をいたします。

一つ、昼食をとるランチルームについてであ

りますが、通常は厨房の隣にランチルームが

あったほうがいいわけですよね、衛生面からも

時間的な面からもですね。ただ、３つの障がい

ですから、中には騒音にいら立つ子もいらっ

しゃるということも聞いております。ですから

分けたほうがいいというのもあると思います

が、今回、ランチルームはつくらずに５カ所の

多目的室を使うということになっていますが、

配ぜんをすること、それから下ぜんのときの衛

生上の問題とか、給食指導に養護教諭、看護師

が５カ所見ていかにゃならんというところ辺の

問題もあろうかと思いますが、この辺について

はどう思われますか。

○教育長（渡辺義人君） 給食につきまして
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は、例えば、それぞれの棟からの移動時間を短

くすることですとか、大きな音や集団が苦手な

自閉症の子供たちへの配慮、感染症への対応等

を考慮いたしまして、全員が一堂に会して食事

をとる形ではなくて、障がいの部門別に食事を

とることにいたしております。このため、厨房

棟から給食を入れた食缶を各部門の棟に給食用

ワゴンで運ぶことになりますので、現在、厨房

棟から各棟までの動線ですとか、食缶や給食用

ワゴンの必要数、配ぜんなどに必要な人数等に

つきまして詳細な検討を進めているところであ

ります。

なお、特別支援学校における給食は、児童生

徒の生活力を高める大切な学習の場であります

ことから、児童生徒が職員と一緒に配ぜんや片

づけを行うことも含めて、児童生徒の実態に応

じた給食のあり方についても検討しているとこ

ろであります。また、給食中に誤嚥や発作等を

起こす心配のある児童生徒につきましては、教

員が一緒に給食をとりながら児童生徒の様子を

確認しますとともに、緊急時に養護教諭や看護

師が速やかな対応がとれるように、給食時の見

守り体制等について検討を進めているところで

あります。

○太田清海議員 ３つをまとめて質問したいと

思いますが、聴覚障がい者の場合、ととろ聴覚

支援学校ですが、土々呂駅が近かったから部活

動を十分にやって列車で帰っていたと。今度は

ちょっと遠くなりますよね、その辺の部活動の

場合のスクールバスの活用なんかを工夫しない

といかんかなというのが一つ。

それから、運動場は来年ということですが、

知的障がい者の場合、発散をしていくというこ

とが大事なことで、ストレスがたまる子がいる

んだよということも聞いております。その辺を

どうするか。

最後に、知的障がい児の高等部は３階になっ

ているんです。発作とかいろいろあったりして

事故が起こってもいけませんので、その辺はど

うされるかということをお聞きしたいと思いま

す。

○教育長（渡辺義人君） まず、１点目であり

ますが、現在、延岡ととろ聴覚支援学校の幼

児、児童生徒は、すべてＪＲ利用や保護者送迎

等、スクールバス以外の交通手段で通学いたし

ております。移転後の通学につきましては、そ

れぞれの家庭から学校までの通学経路や距離が

変わりますことから、通学方法に変更が生じる

場合も考えられます。このため、スクールバス

の利用の必要性も含めまして、一人一人の児童

生徒の通学方法について詳細に検討していると

ころであります。

２点目の運動場でありますが、運動場につき

ましては来年度の整備を予定いたしております

ことから、現在、工事期間中の授業計画等の詳

細について、開設準備委員会において検討して

いるところであります。こうした検討の中で、

児童生徒のパニックや疲労時のストレスを和ら

げたり、日常的な情緒の安定を図りますため

に、運動場等の広い空間を利用することがあり

ますことから、その点の配慮が必要になるもの

と考えております。このために、隣接する延岡

高等学校の野球練習場を運動場のかわりとして

利用するほか、これまでより大幅に広くなりま

す体育館、新しく設置いたしますクールダウン

室、中庭の遊具などの施設設備を有効に活用し

ますとともに、必要に応じて近隣の運動施設を

利用したり校外学習を計画したりするなど、児

童生徒の情緒の安定に配慮した対応を検討して

まいりたいと考えております。
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３点目でありますが、事故防止等の安全対策

ということであろうかと思います。知的障がい

教育棟の２階と３階につきましては、それぞれ

の教室の窓に転落防止用の手すりや、校舎間の

渡り廊下の両側部分に1.2メーター程度の壁を取

りつけるなど、事故防止のための対応を図って

いるところであります。また、パニックを起こ

しやすい生徒や危険の認知等が困難な生徒には

特に配慮が必要でありますので、教職員が個別

に対応するなどしっかりとした指導体制を組ん

でまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 次に、暴力団排除条例につい

て質問してまいります。

８月１日から施行となりました条例、社会全

体で暴力団を排除する体制をさらに強化する目

的で制定されたものと伺っておりますが、この

条例の期待される効果について、警察本部長に

お尋ねします。

○警察本部長（鶴見雅男君） この条例の目的

でありますけれども、暴力団排除活動を効果的

に推進して県民の皆様の安全で平穏な生活を確

保し、社会経済活動の健全な発展に寄与するこ

とを目的としております。その目的達成のため

に、条例の中におきまして、県の事務事業から

の暴力団排除、それから各事業者の暴力団に対

する利益供与の禁止、また各種契約時における

暴力団排除措置など、暴力団との関係遮断につ

いて規定をしております。例えば「利益供与の

禁止」に関しましては、これまで暴力団との関

係が断ち切れずに、みかじめ料とかトラブル解

決のための用心棒料の支払いを行っていた事業

者の皆さんが、この条例を盾にして暴力団との

関係を断ち切ることができます。

また、契約時における措置に関しましては、

あらゆる商取引に関しまして、契約書面に暴力

団と判明した場合に契約の解約の規定を盛り込

むということで、相手方が暴力団とわかれば一

方的に解約することができることになります。

例えば、暴力団組織による宴会場等の利用、ゴ

ルフプレー等についても、申し込み時はもちろ

んでありますけれども、事後に判明した場合で

も契約を解除することができることになりま

す。当然のことながら、これに関しましてトラ

ブル等がありましたら、事件があれば検挙活

動、その他必要があれば警察が保護等の必要な

支援を行うということになります。そういった

関係で、先ほど御指摘がございましたように、

社会全体で暴力団を孤立化させる体制が強化さ

れるということになります。

○髙橋 透議員 次に、市町村へこの条例が設

置できれば、さらにその効果が期待できると思

うんです。そこで、市町村の条例制定の状況、

あるいは働きかけ、どうでしょうか。本部長、

答弁ください。

○警察本部長（鶴見雅男君） 県内の市町村に

おける暴力団排除条例の制定に向けまして、警

察のほうでは積極的な働きかけを行っておりま

す。その結果、すべての市町村から制定に向け

ての御理解をいただいております。各市町村で

の暴力団排除条例の制定作業の進捗状況でござ

いますけれども、確認をいたしましたところ、

昨日現在、15の市町村が９月議会に既に条例案

を上程した旨の回答を得ているところでござい

ます。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。

けさニュースで、福岡県でまた発砲事件が

あったということが出ていましたけど、あそこ

は最近、発砲事件とか爆弾事件が多いですよ

ね。福岡は昨年の４月に全国に先駆けて条例を

制定しているみたいです。ただ、罰則規定がな
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いということで―本県のも罰則規定がありま

せんね。だから、今度、９月の改定で罰則規定

を設けるとか、繁華街を指定して改善するよう

なことが新聞に載っていましたが、いろいろと

取り組みをお願いしたいと思います。

最後に、犯罪被害者等給付金制度の概要につ

いて伺いたいと思います。警察本部長、よろし

くお願いします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 犯罪被害給付制

度は、殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死

を遂げた犯罪被害者の御遺族、またはそれによ

り重傷病等の重大な被害を受けた犯罪被害者の

方に対して、国が給付金を支給してその精神的

・経済的被害の緩和を図って支援する制度であ

りまして、昭和56年に施行されております。こ

の犯罪被害者等給付金は３種類ございます。一

つが犯罪被害により亡くなられた御遺族に支給

される遺族給付金、それから犯罪被害により重

傷病を負った方に支給される重傷病給付金、そ

して犯罪被害により身体に障がいが残った方に

支給される障害給付金の３種類でございますけ

れども、本県では昨年１年間で５件、総額

約1,000万円が支給されております。

○髙橋 透議員 身体を害する犯罪以外は対象

外ということをこの前新聞で見ました。詐欺で

何百万も友達にとられて一銭も返ってこないと

いう女性の方の記事を見ました。そこで、みや

ざき被害者支援センターというのがあって心の

ケアとかされていると思うんです。その活動状

況、支援状況について伺いたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 被害者支援につ

きましては、被害に遭った方に対して必要な支

援を途切れることなくきめ細やかに行うことが

大変重要であります。警察では、公益社団法人

みやざき被害者支援センターと連携をいたしま

して犯罪被害者等に対する支援に取り組んでお

ります。このみやざき被害者支援センターでご

ざいますけれども、市町村の負担金、それから

警察からの業務委託費、そして賛助会員の方々

の賛助金等によって運営をされております。主

な活動といたしましては、専門相談員による相

談の受理、臨床心理士によるカウンセリング、

弁護士による法律相談、裁判所や病院への付き

添いといった支援活動を行っております。ま

た、犯罪被害者等は社会全体で支えることが重

要でありますので、その機運を醸成するという

ようなことのために、県内の小・中・高校生を

中心に命の大切さを学ぶ一行詩コンクールを開

催するなど、広報・啓発活動にも力を入れてい

るところでございます。

○髙橋 透議員 このみやざき被害者支援セン

ターで十分な心のケアをするためには十分な体

制が必要であります。そのためには運営費なん

です。賛助会員を募っているということをおっ

しゃいましたが、実は県議会議員でこの賛助会

員に入っているのは、私を含めて４名なんで

す。年間3,000円でございますので、どうかほか

の議員の方々も賛助会員になっていただいて、

被害に遭われた方々の支援をしていこうではあ

りませんか。

以上で、社会民主党県議団を代表しての質問

を終わります。ありがとうございました。（拍

手）

○外山三博議長 ここで休憩いたします。

午後２時30分休憩

午後２時40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、公明党宮崎県議団、河野哲也議員。
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○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 代表質問の

最後となりました。日本列島に豪雨をもたらし

た台風12号は、全国で死者54名、行方不明者55

名という甚大な被害のつめ跡を残すこととなり

ました。心より、亡くなられた方々の御冥福を

お祈り申し上げますとともに、被災されました

皆様へお見舞いを申し上げます。

野田新内閣が船出いたしました。今度こそ山

積みする課題を遅滞なく解決していただきた

い。「政治家が一歩誤れば、国をつぶすか、国

民をひじょうな疲弊に陥れる」、野田首相が学

んだ松下政経塾の創設者、故松下幸之助氏の言

葉であります。まさに政権交代後の２年間で実

感した言葉であります。また、松下氏は、政治

家の第一の使命は、「国民の声をつかまえるこ

と」との箴言を残されています。私たちは、県

民の痛みを感じ、声をつかまえることのできる

政治家でありたいと決意し、公明党宮崎県議団

を代表し、質問させていただきます。

まずは、県政運営について知事にお伺いいた

します。

東国原県政の新みやざき創造戦略についての

外部評価の結果内容が発表されました。評価委

員会は、進捗として重点56項目のうち31項目を

Ａとし、25項目をＢ、成果として20項目が

Ａ、35項目をＢといたしました。昨日、この政

策評価Ａ、Ｂ、Ｃの段階的評価に意味があるの

かという厳しい発言がありましたが、私は率直

に検証すべきだと考えます。そこで、今後のア

クションプランを推進するに当たってこの結果

をどのように生かしていくのか、お伺いいたし

ます。

みやざき感謝プロジェクトについてお伺いい

たします。７月16日～26日に派遣されていた

第16班の東日本大震災被災地派遣報告書を読ま

せていただきました。４月１日から継続して

行っている山元町役場への職員派遣、県職員11

名、都城市職員２名、串間市職員２名、諸塚村

職員２名、計17名の職員で参加。支援内容は、

総合案内、罹災証明発行、罹災証明データ入

力、がれき撤去申請、応急修理、仮設住宅申

請、拾得写真の洗浄・引き渡し、避難所運営

と、多岐にわたっていました。今後復旧活動が

本格化していく中で、現地の役場職員だけでの

対応は難しく、被災地支援の派遣職員の必要

性、山元町が復興に向けて進み出していること

への実感等が報告されていました。また、滞在

中に、宮崎県産の杉を使ってつくられた学童机

・いすの贈呈式が行われたこともホットな話題

として紹介されていました。一本の報告を読ん

だだけでも、このプロジェクトが被災地の皆様

にとってどれだけの力になってきたかをひしひ

しと感じているところであります。そこで、

第20班の職員派遣で一区切りをつけると聞いて

おりますが、東日本大震災の支援について、こ

れまでの取り組みを総括していただきたいと思

います。

先日、県北の建設関係団体との意見交換を行

いました。地域性が考慮された公共事業の積極

的な実施、入札制度の見直し、高速道を初めと

するさらなるインフラ整備等、緊急的な課題を

いただきました。ぜひ知事の経済活性化対策の

第一ステップ、みやざき元気プロジェクトを早

急に展開していかなければならない、そのよう

に感じているところでございます。プロジェク

トとは、何かの大きな目標を集団で達成するた

めの計画を指します。プロジェクトであるなら

ば、例えば今回、何人かの議員からも出ていま

す100万泊県民運動のように、より具体的な達成

目標の提示が今後なされるべきだと考えます。
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このプロジェクトはどのような目標の達成を目

指しているのかお伺いいたします。

口蹄疫復興対策についても知事にお伺いいた

します。

口蹄疫終息から１年、再生・復興への取り組

みがやっと動き出したという感がありますが、

昨年８月に策定した再生・復興方針に沿って今

ある課題についてお伺いいたします。再開農家

の数、57％で704戸、導入頭数47％で３万3,346

頭とお聞きしました。まず、再生・復興の進捗

状況についてお伺いいたします。

防災対策について総務部長にお伺いいたしま

す。

情報誌「ダイヤモンド」によると、安心・安

全なまちの指標として、防災拠点や水道管など

の耐震化率をはかる「ハード力」、防災に予算

を組む財政余裕度があるかをはかる「財政

力」、住民による防災組織などの充実度をはか

る「人的ソフト力」、災害の被害想定やエリア

別危険度リストを作成し、住民と情報共有をは

かる「情報ソフト力」の４つが挙げられていま

した。特別委員会の調査において、自主防災組

織について協議した中で、課題として挙がった

のが要援護者の支援についてでありました。７

月に発表された総務省の災害時要援護者の避難

支援対策の調査結果によると、宮崎県では、要

援護者の名簿が整備されている市町村は53.8％

にとどまっています。さまざまな課題がある中

で、県としてこれまでの取り組みと今後どのよ

うに対策を進めるのか、お伺いいたします。

ＮＰＯ法人の支援について県民政策部長にお

伺いいたします。

６月議会でも取り上げましたが、東日本大震

災の復興ボランティア活動に欠かせない存在と

なった特定非営利活動法人、いわゆるＮＰＯ法

人、災害時のみならず、日ごろから地域発展に

貢献するＮＰＯ法人を支援する改正ＮＰＯ法が

７月15日に成立し、認定ＮＰＯ法人に寄附した

場合の優遇税制の拡充なども７月22日に実現い

たしました。我が公明党が推進する協働型福祉

社会の共助のかなめであるＮＰＯ法人の支援強

化がようやく図られたところであります。県に

おきましても、ＮＰＯ法人との協働を推進され

ていますが、まず、ＮＰＯ法人への事業委託状

況について、過去５年間の件数及び事業費の推

移と委託内容の状況をお示しください。

難病対策について福祉保健部長にお伺いいた

します。

先日、県難病団体連絡協議会の会長より、

「進行性骨化性線維異形成症など５つの疾患を

医療費助成の対象となる特定疾患に認定するこ

とや、専門医不足の解消などを県に求め、知事

に要望書と署名簿を提出させていただいた」と

報告をいただきました。要望書の内容は、６月

の県議会で請願として採択されております。私

自身、昨年の９月議会で、「成人スティル病な

どは若年に多い。就労支援は考えられるか」と

執行部にただして以来、難病対策にかかわらせ

ていただいているところであります。このとき

相談を受けた成人スティル病の青年も、国の難

病就労システムの中で今技術を身につけている

ところでございます。そのとき奔走してくだ

さったのが県難病団体連絡協議会の会長なので

す。もしこの支援組織がなければと思うと、今

後私も全力で支援していきたい、そのように考

えております。そこで、県の財政逼迫の状況は

理解しているところでございますが、本年６月

議会において、５疾患を県独自事業の特定疾患

に認定を求める請願が採択されましたが、請願

に対する県の対応をお伺いいたします。
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以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、政策評価のアクションプランへの反映

についてであります。新みやざき創造戦略の政

策評価につきましては、各部局における内部評

価や検証を踏まえまして、進捗状況や成果につ

きましてＡ、Ｂ、Ｃの３段階評価を行ったとこ

ろであります。これがどういう形で評価がなさ

れたか、そこも大事なんですが、最も重要なの

は、評価・検証のプロセスの中で課題を明確に

し、それをいかにして有効な解決策につなげて

いくかという視点であります。そのような認識

のもとに、各部局による内部検証の過程におき

まして、各項目ごとに課題と今後の方向性を整

理した上で外部評価委員会に報告し、それを評

価いただくとともに、課題の解決に向けた意見

交換を行ってきたところであります。アクショ

ンプランを推進するに当たりましても、今回の

政策評価の結果を次の施策展開につなげてまい

りたいと考えております。

次に、東日本大震災の支援についてでありま

す。今回の大震災に際しましては、まず、発生

直後のＤＭＡＴや緊急消防援助隊などの派遣あ

るいは救援物資の輸送など、応急対策として必

要な支援を行ったところであります。その後、

被災地の避難所運営支援等のための職員派遣な

ど、全国知事会等の調整に基づく支援に加え、

本県とつながりの深い気仙沼の漁業の復興支援

でありますとか、本県の農畜水産品を使った炊

き出しや県産杉材の机・いすの提供など、本県

の特色を生かした独自の支援にも取り組んでき

ているところであります。また、被災地の役に

何としてもたちたいという県民の皆様の温かい

声が数多くありましたので、ボランティアを公

募いたしまして、みやざき県民復興協力隊とし

て、被災家屋内外の片づけ、がれき撤去などの

活動に従事していただいたところであります。

これらの支援は、「みやざき感謝プロジェク

ト」という名前のもとに、県内市町村や県民の

皆様と連携して、さらには県民の皆様からの寄

附を一部財源とする基金を活用して取り組んで

いるところであります。

次に、元気プロジェクトの目指す目標につい

てであります。本県の経済状況、長引く景気低

迷に加えまして、口蹄疫や新燃岳の噴火などの

影響により、経済活動そのものが停滞している

現状にあります。このため、まずは県内経済の

活性化を図ることが何よりも重要であるという

認識から、口蹄疫終息宣言から１年というこの

タイミングをとらえまして、このたび、「みや

ざき元気プロジェクト」ということで取りまと

めたところであります。これは、アクションプ

ランに掲げました重点施策のうち、経済活性化

対策として平成23年度に取り組み施策・事業を

具体的に掲げまして、県民の皆様にお示しした

ものでありまして、９月補正予算案までの取り

組みとして、県の予算、それから口蹄疫の復興

ファンドなどの事業を活用しまして、現時点で

は総額約1,122億円の規模となっているところで

ございます。

ただ、これで終わりということではなしに、

今後も必要な財源措置というものは検討する必

要があろうかというふうに考えておりますし、

大事なことは、県としてはこういういろんな事

業を用意しておりますと、これとあわせて、市

町村も関係団体も県民の皆様も、それぞれでき

ることに取り組んでいただいて、宮崎の元気の

回復、経済の活性化に取り組んでいこうと、そ
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ういうメッセージを出させていただいたところ

でございます。

したがいまして、このプロジェクトの中で

は、新たに広い意味での地産地消でありますと

か、御指摘のありました100万泊県民運動など、

県内需要を喚起し、経済活動を活発化させるこ

とを目的としました地域経済循環システムの構

築を図ることなども盛り込んでいるところであ

りまして、経済界あるいは県民の皆様にもぜひ

とも御理解、御協力をいただきたいというふう

に考えております。私といたしましては、この

プロジェクトの展開によりまして、厳しい経済

・雇用情勢の早急な回復を図りますとともに、

アクションプランで目指す将来を見据えた産業

づくりにも積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

最後に、口蹄疫からの再生・復興に向けた取

り組みの進捗状況についてであります。口蹄疫

からの再生・復興につきましては、５月に策定

しました工程表に基づき、関係機関・団体とも

十分に意見交換を重ねながら、防疫体制の強化

や畜産・農業の再生、経済・雇用対策などに取

り組んでいるところであります。

防疫につきましては、県の防疫マニュアルの

見直しや防疫演習を行うとともに、関係12の団

体と防疫協定を締結してまいりました。また、

家畜防疫員の体制を強化し、飼養衛生管理基準

の遵守や埋却地の確保などにつきまして、県内

全農場の巡回指導を実施するなど、防疫体制の

強化に取り組んでいるところであります。

次に、畜産・農業の再生につきましては、市

町村、関係団体と一体となりまして、畜産農家

個々の実情を踏まえて、経営再開に向けた支援

・指導を行いますとともに、冷凍野菜加工施設

の整備など、産業構造、産地構造の転換に向け

た取り組みも行っているところであります。

経済・雇用対策につきましては、プレミアム

商品券の発行支援やイベントの開催、公共事業

などを行ってまいりました。さらに、今後、口

蹄疫復興対策運用型ファンドを活用した事業に

も取り組んでいくこととしております。今後と

も、再生・復興方針に掲げました早急な県内経

済の回復、県民生活の回復、全国のモデルとな

るような畜産の再構築、産業構造・産地構造の

転換といった目標に向けまして、市町村、関係

団体と連携して全力で取り組んでまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○県民政策部長（渡邊亮一君）〔登壇〕 お答

えします。

ＮＰＯ法人への事業委託についてでございま

す。過去５年間の委託件数及び事業費は、県と

の協働事業に関してでございますが、平成18年

度は25件の１億2,50 0万円、19年度は33件

の8,400万円、20年度は33件の7,800万円、21年

度は40件の１億5,000万円、22年度は35件の２

億1,300万円となっておりまして、年度によって

ばらつきはありますが、平均しますと33件程

度、１億3,000万円程度の委託を行っておりま

す。委託内容としましては、まちづくり、環境

保全、福祉など多岐の分野において、ＮＰＯ法

人の柔軟な発想や専門知識等の特性を生かした

事業を実施しているところでございます。この

ほか、協働事業とは別に、県が作成した仕様書

等に基づき実施している事業委託もございま

す。以上でございます。〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

災害時要援護者支援対策についてでありま

す。災害時要援護者の支援につきましては、住

民の避難に直接的にかかわる分野として、市町
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村が支援計画の策定などを行うこととなってお

り、県としましては、市町村への支援を中心に

対策の推進を図ってまいりました。具体的に

は、市町村における災害時要援護者の避難支援

計画の策定を推進するため、平成20年に災害時

要援護者避難支援モデルプランを策定し、各市

町村への説明会を実施したほか、平成21年度以

降も先進的な取り組み事例の紹介を行うなど、

継続的に取り組んできたところでございます。

支援のためには、要援護者の個人情報を、市町

村、自治会、民生委員等の相互で共有する必要

があり、それに伴う本人の承諾や個人情報保護

などの課題もありますが、今後とも引き続き市

町村等と連携しながら、訓練の実施なども交え

ました災害時要援護者の支援対策を推進してま

いりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

難病対策についてでございます。現在、国の

指定しました56疾患について、特定疾患治療研

究事業の一環として医療費助成等が行われてい

るところでございます。難病に関する治療法の

開発や研究の推進は、国の責任において実施す

べきであると考えておりますが、特定疾患治療

研究事業については、国が本来補助すべき額の

５割程度しか県へ交付されていないという大変

厳しい状況にあります。請願が採択された５疾

患につきましては、特定疾患治療研究事業の対

象疾患とはなっていないことから、県としまし

ては国に対し、その対象疾患として位置づける

よう、さまざまな機会をとらえて要望してまい

りたいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○河野哲也議員 御答弁ありがとうございまし

た。１問ずつ再質をさせていただきます。

東日本大震災の支援、みやざき感謝プロジェ

クトについてお伺いいたします。私が教職につ

いていたときの同僚も参加していました。７

月25日から29日、山元町における夏休み学校サ

ポートの活動報告も読ませていただきました。

「授業等の支援、校務支援を中心に活動した中

で、さまざまな苦難を乗り越えながら、自分や

山元町の未来を明るくしようと真剣に学習して

いる子供たちに心打たれた。どのような状況下

でも、子供たちから遊ぶことや体を動かすこと

を奪ってはならない。支援は相手のニーズに応

じなければならない。支援される側のニーズは

日々変化している。恩返ししたいという強い思

いを持っている宮崎県民だからこそ、慎重にな

る必要がある」と結んでありました。そこで、

知事に、今後の被災地への支援の方向性をお伺

いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この大震災につきまし

ては、震災発生から半年が経過しようとしてお

りまして、避難所から仮設住宅への入居が進む

など、被災地の状況が時々刻々変化をしておる

わけであります。支援につきましても、救援物

資の需要というものが少なくなりまして、ま

た、職員の派遣につきましても、避難所の運営

支援など短期的・事務的なものから、公共施設

の復旧業務など長期的・技術的なものへと変化

をしております。先ほど20班で一区切りという

話がございましたが、これは１週間程度で派遣

をしています短期派遣が一区切りということで

ございまして、１カ月、２カ月単位での長期派

遣での技術者、また医療関係者というものは、

引き続き派遣をしておるところでございます。

同時に、被災３県から他の都道府県へ避難し

ておられる方が全国で６万数千人、本県にも百
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数十人いらっしゃるということで、こうした避

難者への支援というものをあわせて行っており

ます。また、津波被害の大きかった沿岸部を中

心に、ボランティアに対するニーズは依然とし

て継続しているというふうにも伺っておりま

す。このような状況を踏まえつつ、本格的な復

興には相当長期を要するということを念頭に置

きまして、今、報告書にもありましたように、

その時々の被災地、被災者のニーズに応じた支

援というものをこれからも行ってまいりたいと

考えております。

○河野哲也議員 知事が最後に述べたように、

ニーズに合った支援、それと、新たに県内避難

者についての支援が必要になってきたと考えま

す。避難者の不安払拭のため、コミュニティー

の形成というのが今後大事になってくるのでは

ないかと思います。

次、みやざき元気プロジェクトです。知事の

今回の提案説明の中で、みやざき元気プロジェ

クトは、平成24年度当初予算も視野に入れると

発言されましたが、２年間をめどとするのか、

お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） このプロジェクトの中

に掲げました施策の中には、今後の事業の進捗

や成果などを見ながら継続して実施すべきとい

うものもございますし、今後の経済情勢等を見

ながら新たに事業を構築すべきものもあると考

えております。したがいまして、１年で終わ

り、それで期間を２年にするというように、

かっちり期間を決めるということではございま

せんで、来年度の当初予算も視野に入っておる

わけでございますが、施策の組み立てや具体的

な事業のリニューアルは別として、その成果が

上がるまでは、県政の重要な経済活性化プロ

ジェクトとして継続して取り組んでまいりたい

と考えております。

○河野哲也議員 先ほど髙橋議員からも横文字

云々という話がありましたが、プロジェクトと

いう言葉は非常にこだわらなきゃいけないのか

なという気がしました。実を言うと、2009年、

見事に打ち上げに成功した東大阪の中小企業の

夢を乗せた人工衛星「まいど１号」、その中心

となった株式会社アオキというのは、リーマン

ショックで世界的大不況の真っただ中、同じ年

の４月に宮崎にまいど技術センターを開設した

んです。その社長と昨日お会いする機会があり

まして、お話しすることができました。真っ先

にお聞きしたのは、「なぜ、宮崎に」というこ

とでありました。明快な答えでした。人工衛星

プロジェクトを進める中で、これからはメカだ

けじゃなくてエレキが必要だと。電気系が必要

だと。宮崎にエレクトロニクスに強い人材がた

くさんいると。見つけ出したんですね、青木社

長は。その技術が欲しくて立地したそうです。

県の誘致も確かにあったそうですが、一番の理

由がそれだったというふうにおっしゃっていま

した。あとは宮崎県民の人柄だというふうにも

おっしゃっていました。とっても熱い方でし

た。もう次のプロジェクトは決まっているんで

す。私、感じたのは、大きな発言をして自分に

プレッシャーかけてそれを実現する。それじゃ

ないといけないんじゃないかなと。その意味の

プロジェクトということでぜひ、知事、考えて

いただきたいなと。何としても目標実現のプロ

ジェクトにしていきたいと、そのように考えま

す。

続いて、防災対策でございます。災害時要援

護者の支援のポイントは、「情報は確実に、支

援は的確に」と言われます。政府も、自治体に

要援護者の避難支援計画の個別計画を策定する
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よう求めています。早急な整備が必要だと考え

ます。宮崎大学の原田教授から、防災ネットワ

ークとして、行政、ＮＰＯ、そして企業の力を

まぜ合わせて多様な防災力をつくる、そのため

の企業防災の視点が提言されました。そこで、

防災対策の一つである企業防災について、県と

してこれまでの取り組みと今後の方向性につい

て、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 災害時におきまし

て企業が果たす役割につきましては、県民であ

ります従業員の安全確保や復旧・復興に向けた

企業活動による社会的、経済的な貢献など、そ

の重要性について、県といたしましても十分に

認識をしておるところでございます。企業防災

推進のためには、防災訓練や事業所の耐震化に

努めていただきますとともに、各企業におきま

して、災害時に業務を継続するための事業継続

契約、いわゆるＢＣＰと言われるものですが、

その策定にも取り組んでいただく必要があると

いうふうに考えております。県といたしまして

は、こうした企業の取り組みに資するように、

企業向けの防災セミナーを平成21年度に４カ所

で開催いたしました。また、企業の要請を受け

まして出前防災講座を行うなど、さまざまな機

会をとらえまして企業防災に関する知識の普及

や啓発などを行ってきたところでありまして、

今後とも継続して取り組んでまいりたいという

ふうに考えております。

○河野哲也議員 防災力強化のために中小企業

に何としても強くなっていただきたいなと、そ

れが重要だなということを感じます。

防災のハード力として、地震災害発生時の災

害応急対策の実施対策拠点や、避難所となる公

共施設の耐震化率を見ると、神奈川県が89.8

％、愛知県87.8％、東京都87.6％、上位３つ紹

介しましたが、本県の防災拠点となる公共施設

の耐震化進捗状況と推進のための対策につい

て、総務部長、お伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 本県におきます防

災拠点となる公共施設の耐震化の状況につきま

して、平成21年度末時点の数字になりますが、

耐震率が県では87.9％、これは県の施設という

意味ですが、市町村分で70.9％、県と市町村合

わせた全体で見ますと73.6％であります。全国

平均の70.9％は上回っている状況であります

が、施設の種別ごとに見ますと、社会福祉施設

など一部耐震率が全国平均を下回っているもの

もございます。県といたしましては、県有施設

の耐震率の向上に引き続き計画的に取り組んで

まいりますとともに、各市町村に対しましても

耐震化の推進を要請してまいりたいと考えてお

ります。

○河野哲也議員 県の強制力というか、啓発程

度の指導しかできないと計画書に書いてあった

んですけど、できるだけ100％に近づく対策を県

がリードしてお願いしたいと、そのように考え

ます。

続きまして、ＮＰＯ法人の支援についてお伺

いいたします。ＮＰＯ法人の活動を推進するた

め、県はどのような支援を行っておられます

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） ＮＰＯ法人の

活動を促進するため、県では、ＮＰＯ法人制度

に関する相談を直接受け付けているほか、ＮＰ

Ｏと行政の間に立って相談事業等を行いますＮ

ＰＯ活動支援センターに対する補助金の交付、

あるいはＮＰＯの運営等についての専門知識を

有する税理士等をアドバイザーとして派遣する

事業等を行っております。また、各種助成金等

の情報提供や企画力を向上させるための研修会
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を開催するなどの支援もあわせて行っていると

ころでございます。さらに、今年度からは、国

の交付金により設置しました新しい公共支援基

金を活用しまして、ＮＰＯ等財政運営基盤強化

事業や寄附募集支援事業等に取り組んでいると

ころでございます。公共サービスの担い手とし

てのＮＰＯ法人の果たす役割は、ますます重要

になってくることから、県といたしましても、

今後とも支援を行ってまいりたいと考えており

ます。以上でございます。

○河野哲也議員 県の積極的な支援を確認する

ことができました。現在、全国の法人数は４

万2,000を超えています。ただ、寄附優遇税制の

対象となる認定ＮＰＯ法人は要件が非常に厳し

く、223にとどまっているというふうにお聞きし

ています。また、認定ＮＰＯ法人については、

東京都に半数近く集中する一方、一つも存在し

ない空白県も15県あると。非常に隔たりがあり

ます。全法人の約７割が財政難と人材不足など

の問題を抱えているというふうに聞いておりま

す。ところで、県内の認定ＮＰＯ法人数、設置

状況等を県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 平成23年７

月31日現在、県内のＮＰＯ法人343法人のうち、

認定ＮＰＯ法人は１法人となっております。以

上でございます。

○河野哲也議員 今回の改正の特徴、これは認

定権限を国から都道府県等に移したことによっ

て、認定手続の迅速化、現場でのきめ細やかな

対応が可能になると言われております。それと

寄附税制の改正によって税控除が導入され、認

定ＮＰＯ法人、仮認定ＮＰＯ法人への寄附はそ

の対象となって、寄附が集まりやすくなるとい

う効果が期待されております。そこで、ＮＰＯ

法人法の改正により、新たな認定ＮＰＯ法人制

度が設けられたことを受けて、県の対応をお伺

いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 改正特定非営

利活動促進法の来年４月の施行に向けまして、

現在、国では、施行令等の制定準備が進められ

ているところでございます。ＮＰＯ法人への寄

附を促す仕組みである認定制度につきまして

は、今回、都道府県等が行う制度として位置づ

けられましたが、あわせて、認定要件の緩和や

仮認定制度の導入がなされているところでござ

います。このことは、ＮＰＯ法人にとって認定

への道を大きく開くものでございまして、寄附

に支えられたＮＰＯ法人の活動を活発化する契

機ととらえまして、県といたしましては、制度

の周知や働きかけを行ってまいりたいと考えて

おります。以上でございます。

○河野哲也議員 また、改正ＮＰＯ法によって

認定ＮＰＯ法人の活動内容が大変拡充されまし

て、観光の振興や中山間地域の活性化の活動も

可能になったというふうに聞いています。どう

か県の積極的な推進をお願いしたいと思いま

す。

次に、交通サービスと地域活性化についてで

あります。

昨年11月の議会において、私も、県北地域に

おけるＩＣＴ利活用広域連携事業を活用したデ

マンド方式のバス運行支援システムの取り組み

等を質問させていただきました。これまでも昨

年の総務政策常任委員会を初め、本議会でもコ

ミュニティバスの運営やデマンド交通システム

等の公共交通ネットワークの質疑があり、その

重要性を確認されております。そして、本年の

新規事業として、未来をつなぐ地域公共交通

ネットワーク創造事業が予算計上されておりま

す。そこで、県民政策部長に、この未来をつな
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ぐ地域公共交通ネットワーク創造事業の内容に

ついてお尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 本県では、バ

ス利用者の減少によりまして、バス路線の維持

が困難になってきておりまして、高齢者や学生

などの地域の交通手段の確保が重要な課題と

なっております。この事業は、こうした地域が

抱える公共交通の課題やその解決策につきまし

て、県と市町村で研究会を設置しまして、先進

事例も参考にしながら調査研究を行いますとと

もに、デマンド方式の導入やスクールバスの混

乗化、この混乗化というのは、通学時に生徒以

外の住民も利用するということでございます

が、この混乗化など新たな実証実験等を行う市

町村を支援することによりまして、地域の実情

に応じた持続可能な公共交通ネットワークの確

立を図ろうとするものでございます。

〔「関連質問をお願いします」と呼ぶ者

あり〕

○外山三博議長 関連質問を許します。重松幸

次郎議員。

○重松幸次郎議員 公明党の重松でございま

す。ただいまの御答弁につきまして関連質問を

させていただきます。

答弁にありましたとおり、デマンド方式によ

るコミュニティバスの運行についてであります

が、デマンドバスは、私も議員になる前からテ

レビ、雑誌等で見聞しておりまして、市街地活

性化の立場で大変興味深く思っていたわけであ

ります。これまでの県議会での各委員会での会

議録、また、定例議会会議録などを読ませてい

ただき、大変参考になりました。ただいま御説

明のとおり、デマンド交通は、ドア・ツー・ド

アのサービスであるタクシーの便利さをバス並

みの料金で実現するシステムであり、予約に合

わせて自宅や外出先まで車が迎えに来て、地域

内の行きたいところまで運んでくれる大変便利

なサービスであります。それらはまた、単なる

公共交通サービスの提供にとどまらず、多種多

様な財政削減効果や、高齢者への生きがい創

出、また交通弱者対策、そして、地域商店街の

活性化をもたらし、新たな事業の展開と雇用が

促進されるなど、サービスインフラの整備がこ

れからの地域価値を高める上でも、この交通

ネットワーク創造事業は非常に重要な施策であ

ると思っております。

そこで、またお尋ねいたしますが、県内にお

きまして、コミュニティバスが運行されている

市町村は幾つあるのか、また、デマンド方式が

採用されている市町村は幾つあるのかを、県民

政策部長にお伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） コミュニティ

バスが運行されている市町村数は20でございま

す。また、そのうちデマンド方式が採用されて

いる市町村数は６つであります。以上でござい

ます。

○重松幸次郎議員 ありがとうございました。

これから各市町村と連携して、ますます事業運

営を拡大していただきたいと思います。そし

て、できましたら、コンピューターシステムな

どのＩＴ活用を含めて、デマンド交通の実証実

験または本格導入をお願いしたいと思います。

全国各地の公共交通空白地域でも、コンピュ

ーターによるデマンド交通システムを活用し

て、より高度化することで、利用者のサービス

向上と乗車率をアップすることが期待されてお

ります。先日、私は、デマンド交通のシステム

を開発している名古屋の会社を訪問し、システ

ムの概要を尋ね、あわせて岐阜県可児市―岐

阜市及び名古屋市から30キロ圏内で、人口10万
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の都市でありますけれども、そこに視察に行っ

てまいりました。そこでもコンピューター受け

付けを採用されており、さまざまな予約内容を

運行時間に合わせて車両ごとに整理されて、運

転者に送信ができ、運転手は車両に登載されて

いる端末からジャーナル用紙に印字をされて

―システム会社では液晶パネルになっており

ましたけれども、効率的に送迎ができ、安全運

転に専念できるということでありました。同市

のアンケート調査によりますと、デマンドバス

を利用された方の評価は、９割以上が満足され

ており、「すごく早く目的地に行けるので満

足」「とてもありがたいので、将来にわたって

存続させてほしい」などの声でございます。

そしてさらに、デマンド交通に関する住民サ

ービスの向上や、各地域の運営主体等がより効

率的なサービスを実現するために設立された全

国デマンド交通システム導入機関連絡協議会と

いう協議会がございます。そのホームページか

ら、取り組まれた自治体の声を紹介いたします

と、１つ目は、「デマンド交通は、高齢者の足

の確保というだけでなく、病院や商店の集客に

も貢献しているほか、外出を容易にしている点

で高齢者の健康増進にもつながっている。地域

の足として機能していると実感しております」

（石川県宝達志水町）。２つ目は、「財政支援

を削減しながら、住民の生活交通の確保、利便

向上を図ることができました。町内のすべての

地域の方からも大変喜んでいただいており、町

としてもデマンド交通システムを導入してよ

かったと感じております」（長野県富士見町）

などと、高い評価をされております。さらに、

同協議会のシステム導入の意義づけとして、シ

ステム構築での一番のポイントは、地域住民か

ら賞賛されるベストなサービスとなるように、

地域みずからが改良・改善を繰り返していける

ところに、このデマンド交通システムの最大の

社会的意義があると述べられております。つま

り、実証実験や運用された過去のデータを活用

し、行政、住民、事業者の各セクターの受ける

利益、負担コストを、地域に応じて適正にコン

トロールする運営体制が日々更新され、確立さ

れていくことが大事だということでありまし

た。

そして、このシステムが構築されると、その

先には、デマンド交通にとどまらず、ツールを

活用して、今後の高齢者対策であるシルバーサ

ポートシステム、行政サービス、買い物、介護

相談受け付けなどにつながっていくことも申し

添えておきたいと思います。

このデマンド交通はとても有効な施策であり

ますので、多くの地域で導入を検討していただ

きたいと思いますが、県民政策部長の見解をお

尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） デマンド方式

は、利用者の少ない地域で、利用者の予約に応

じて運行することから、運行コストの縮減や利

便性の向上等に有効な方式であると考えている

ところでございます。現在、本県でも日向市の

コミュニティバスで、ケーブルテレビの画面を

使った予約システムが稼働しております。県と

いたしましても、デマンド方式について市町村

とともに調査研究を進めまして、市町村に対

し、必要な支援を実施してまいりたいと考えて

おります。以上でございます。

○重松幸次郎議員 各市町村の我が党の議員も

連携して、デマンドバス及び公共交通サービス

地域活性化の推進に取り組んでまいります。

以上で私の関連質問を終わります。ありがと

うございました。
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○河野哲也議員 難病対策について福祉保健部

長にお伺いします。先ほどの答弁をちょっと確

認したいと思うんですが、「対象疾患として位

置づけるよう、さまざまな機会をとらえて要望

してまいりたいと考えております」というの

は、今までも要望していましたということで確

認してよろしいでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） おっしゃると

おりでございます。平成21年６月議会で、特定

疾患治療研究事業の対象疾患とするよう、４疾

患について請願があったわけでございますけれ

ども、これにつきましては、21・22年度、国の

ほうに要望を行っております。今回、その４疾

患に成人スティル病を加えた５疾患についての

請願がございましたので、これの対応について

先ほど御答弁したということでございます。

○河野哲也議員 ありがとうございます。難病

の治療に携わることのできるお医者さんは偏在

しています。移動に時間をかけ、難病患者の方

々は治療してもらっているわけです。非常に難

しい問題でございますが、難病に係る専門医の

確保について、県の考えをお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 難病患者の方

々が、症例数が少ないことなどから、専門の医

師が身近にいない場合があるという実情につき

ましては、先般来、団体の方等からも伺ってい

るという状況でございます。難病患者の皆さん

が地域において適切な診療を受けることができ

る環境を整備することは、重要な課題であると

認識をしております。県におきましては、重症

難病患者の受け入れを円滑に行うため、重症難

病患者入院施設確保事業を実施しておりまし

て、地域の医療機関等の協力関係の充実を順次

図っていっているという状況でございます。

○河野哲也議員 公明党の国会議員から、仙台

市の進行性筋ジストロフィーという難病の青年

の体験報告がありました。３月11日、東日本大

震災が発生したとき、その青年は、揺れだけで

はなく、さらに停電という恐怖に襲われたと。

停電すると、人工呼吸器の電源は内蔵バッテリ

ーに切りかわるわけですけど、使用限度は約６

時間が目安。それまでに電源が確保できなけれ

ば生命の危機に直面する。その青年は、たまた

ま居合わせたヘルパーの機転で自家発電機のあ

る病院に一時避難し、間一髪で命をつなぐこと

ができたというふうに報告をいただきました。

災害時の難病患者、障がい者市民への支援計画

等、今後策定されていくと思いますが、やはり

当事者の参加、当事者の考え、思いが酌まれた

計画でなくてはいけないというふうに考えてお

ります。避難訓練など、難病患者の災害対応に

ついて県としてどのように考えておりますか。

よろしくお願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 難病患者の災

害時における対応につきましては、難病患者の

皆さんが生活している地域において、避難や医

療等のケアが速やかに対応できる体制を整えて

おくことが重要と考えております。県といたし

ましては、各保健所において特定疾患治療研究

事業対象者の名簿を作成し、同意を得られた患

者さんについて、災害時に備え、消防署や市町

村への情報提供を行っております。今後とも、

市町村における災害時要援護者支援計画策定や

地域における避難訓練実施の際に、各地域の保

健所を通じて適切な情報提供等を行ってまいり

たいと考えます。

○河野哲也議員 どうかよろしくお願いいたし

ます。

口蹄疫復興対策について農政水産部長にお伺

いいたします。複数の議員から、農民の声、不
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安な声を代表して質問がありますが、重なる部

分はあるかもしれませんけど、大事な点として

質問をさせていただきます。

確かに工程どおりに努力していただいており

ます。しかし、昨日も質問がありましたが、埋

却地は10月１日までに確保率100％を目指せるの

でしょうか。その他の課題としてお伺いいたし

ますが、畜産経営再開の支援として、今後の畜

産のあり方で、販売戦略を念頭に置いた県産

牛、豚肉の新たな肉質の検討が始まっていると

聞いています。安くておいしい赤身の和牛が注

目されている中で、霜降りにこだわり続けるの

か、また、豚肉について、県は後継ブランドの

開発を検討しているとお聞きしています。た

だ、今、全国的な要因で枝肉価格が低迷してい

るわけであります。まずは短期的な牛肉の消費

拡大への対策を伺いたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 牛の枝肉価格

回復のためには、牛肉の消費拡大を図ることが

大変重要であると認識しております。このた

め、今回、ＪＡグループ等と連携いたしまし

て、宮崎県産和牛肉消費拡大パックの販売や、

みやざき再生・復興プレミアム牛肉商品券の発

行を予定しておりまして、県民の皆様の協力を

いただきながら消費拡大を図ることとしており

ます。また、引き続き関係団体と連携して、現

在、県内外に431店舗展開しております指定店の

拡大や、トップセールス、また、各種フェアの

開催等に取り組みますとともに、香港、マカオ

を初めとする海外への輸出対策につきましても

強化を行いまして、本県産牛肉の販売拡大に取

り組んでまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 ぜひ販売拡大戦略を具体的に

進めていただきたいということを要望しておき

ます。

６月議会における副知事の答弁で、再生・復

興のために産地構造、産業構造の転換を進める

必要があるとし、例えば、国・県合わせて10億

円の補助を受けて設置されているＪＡ経済連の

冷凍野菜加工施設を核としまして、付加価値の

高い土地利用型農業の推進などに取り組んでい

るとありました。そこで、畜産から耕種への転

換の一つの位置づけの施設として、西都市に冷

凍野菜加工施設が稼働しておりますが、畜産か

らの転換による農家及び農地の受け入れをどの

ように見込んでいるか、お伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 冷凍加工施設

の本格稼働に向けては、西都・児湯地域を中心

に関係機関が一体となって、加工原料の生産・

供給を行う農家や農地の確保に取り組んできた

ところであります。この結果、主力品目のホウ

レンソウを栽培する農家は、法人を含め全体

で86戸、面積で151ヘクタールとなり、このうち

畜産との複合経営の中で新たに栽培を開始する

農家は11戸で、面積は10ヘクタールとなってお

ります。さらに、法人等が畜産農家から飼料畑

を借り受けて栽培する面積は45ヘクタールと

なっております。県としましては、本議会にお

願いしております不作時の減収に伴う所得の減

少等を補てんする制度とともに、引き続き、機

械化一貫体系の確立に向けた支援等を行いなが

ら、今後、さらに畜産農家の参画や飼料畑の有

効活用を図り、加工原料用野菜の産地確立に努

めてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 この転換が持続可能なものな

のか、これは今後も注視していかなければなら

ないと思っております。

国や県の検証委員会の報告書は、密集地域に

おける防疫上のリスクの高さを問題視しており

ます。国や県に適正な飼育規模の検討を提言さ
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れました。適正な飼育規模を議論するのは前例

のない試みだけに、相当難航しているのではな

いでしょうか。過密飼養解消のためのふさわし

い飼養体制というのを農家に示していくのか、

お伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫からの

再生・復興に当たりましては、昨年の経験を踏

まえ、防疫や環境に配慮した飼養密度等の課題

について検討を行うこととしておりまして、生

産者の代表や関係団体、大学関係者等で構成す

る意見交換会を開催したところであります。意

見交換会におきましては、「防疫や生産性の向

上等の観点から、飼養密度を含めた適正な飼養

管理について検討することは必要である」。あ

るいは、「飼養規模等を制限するのではなく、

関係者の共通理解を醸成することが必要であ

る」といったさまざまな観点からの御意見をい

ただきました。県といたしましては、これらの

意見を踏まえ、家畜防疫が徹底され、かつ生産

性が高く、持続可能な畜産経営を推進する観点

から、適正な飼養規模・密度あるいは適正な飼

養管理について関係者が共通理解をし、普及啓

発、実践を行っていくために、その基本となる

ガイドラインを、市町村や関係団体と協議を行

い、10月をめどに策定するということとしてお

ります。

○河野哲也議員 済みません、ちょっと確認で

すけど、今、10月策定のガイドラインのお話が

ありましたが、これは強制力を持たせるという

ふうに考えるんでしょうか。

○農政水産部長（岡村 巖君） ガイドライン

につきましては、現在その内容等について鋭意

検討しているわけでございますが、基本的に

は、基準を定めて強制するという性格のもので

はなくて、関係者が共通理解をして、普及啓

発、実践を行っていくための基本となるものと

考えております。

○河野哲也議員 進むかどうかというちょっと

はてながつきそうなあれですけれども、どうか

飼育規模の適正化と経営安定化が両立可能な方

策を今後とも考えていっていただきたいと、そ

のように思います。

教育の再生についてとの観点で、３点教育長

にお伺いいたします。

指導力不足教員についてであります。教育情

報誌の中で、ここまで学校のシステムがゆがん

でいるのかと、愕然とする記事を見つけまし

た。抜粋して紹介いたします。これは他県の記

事です。「教師失格のレッテルを張られた若い

教師の訴えである。新聞のホームページに指導

力不足教員の数が載っていた。全国上位の多さ

だという。本県で認定・研修制度が整った結

果、認定者がふえたのではないかとの見方を示

した。しかし、私は、校長から指導力不足の指

導は受けていない」。間をとります。「一緒に

特別研修を受けていた先生は、学校の校内研修

の授業のときに市教委が来て参観した。それま

で何の指導もなく、３月になっていきなり校長

に指導力不足教員と言われたそうである。一

方、３年連続で学級崩壊させている先生が指導

力不足教員ではない。さらに、他の学年より10

時間程度授業がおくれている50代の先生が指導

力不足教員ではない。こんないいかげんな手続

で指導力不足教員にさせられている人がいっぱ

いいるのだ」と、このような記事でございまし

た。

本県の「指導が不適切な教員」の現状、認定

までの手続、研修の内容についてお伺いいたし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 指導が不適切な教員
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につきましては、平成19年の教育公務員特例法

の一部改正によりまして、指導改善のための研

修が法定化されました。その後の本県の状況と

いたしましては、平成22年度に指導が不適切な

教員として２名を認定いたしましたが、指導改

善のための特別研修を実施した結果、改善が認

められ、両名とも学校に復帰いたしておりま

す。

認定手続でありますが、指導に課題のある教

員に対しましては、まずは各学校において、校

長が中心となって当該教員と十分コミュニケー

ションをとりながら研修を行い、改善を図って

おります。それでもなお改善が見られない場合

には、県教育委員会におきまして、医師や弁護

士、ＰＴＡ関係者等で構成します審査委員会の

意見を参考にいたしまして判定会議を行い、指

導が不適切な教員として認定をいたしておりま

す。認定の後は、主に県の教育研修センターに

おきまして、原則１年間の特別研修を実施する

ことになります。研修の内容でありますが、そ

れぞれ個々の教員の課題に応じて作成をした研

修計画に基づきまして、自己の課題を認識させ

るための個別面談やカウンセリング、指導力を

向上させるための講義・演習や授業研究、さら

には社会性を高めるための福祉施設等での体験

研修などを実施しているところであります。以

上です。

○河野哲也議員 本県ではゆがんだシステムは

ないというふうに信じております。今回質問は

いたしませんが、精神疾患等による休職者の復

職システムについてもしっかりと対応していか

れることを強く望みます。

次に、エネルギー教育についてであります。

３月の東日本大震災によって福島県で原子力発

電所の事故が起きて以来、放射性物質の影響を

心配する声が東北を初め関東圏でも広がってお

ります。エネルギー教育の指導においても学校

の対応が課題となってきました。来年度、本格

的に中学校理科において40年ぶりに放射線に関

する指導内容が復活いたします。新指導要領に

よると、理科第一分野「科学技術と人間」のエ

ネルギー資源にかかわる項目において、「放射

線の性質と利用にも触れること」と表記されて

おります。約40年前の理科第一分野の教科書を

見ると、当時の指導内容は、物質を構成する原

子について指導する際、その構造として原子

核、電子、中性子の解説に加えて、原子核が核

分裂によって別の物質に変化するときにアル

ファ線、ベータ線、ガンマ線といった放射線が

発生するなどと解説されています。実際のとこ

ろ、総合学習などでエネルギーに関する教育実

践に取り組んだ中学校以外の理科教員のほとん

どが、この指導項目について実際の指導経験が

ないところから、どの程度の指導を行うのか戸

惑っているという声をお聞きします。

一方、小学校においても、原子力発電所の扱

いにおいて慎重になっております。先日、愛知

県豊橋市教育委員会は、市内の小学３・４年生

に配布している社会科副読本の「原発は必要」

との記述を、東京電力福島第一原発の事故を受

けて修正する検討を始めたとの報道がありまし

た。また、市内の全52小学校に指導する際、教

育の中立性を保たれるよう配慮することを求め

る通知を出したともありました。原発の是非に

ついて、国の議論をまって修正するかどうかの

結論を出すとのことでございます。

そこで、本県の学校における原子力、放射線

に関する教育の現状と今後の対策についてお伺

いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 原子力や放射線に関
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しましては、小学校３・４年生の社会科及び中

学校、高等学校の社会科や理科等で、児童生徒

の発達の段階を踏まえまして、学習指導要領に

基づいて指導しているところであります。具体

例といたしましては、中学校３年生の理科にお

きましては、人間は、水力、火力、原子力など

からエネルギーを得ていること、また、エネル

ギーの有効な利用の大切さや放射線の性質と利

用についても指導いたしております。今後の対

応といたしましては、福島第一原発の事故を受

けまして、文部科学省では、児童生徒が放射線

等についての正しい基礎知識を学ぶための副読

本を作成し、全国の小・中・高等学校・特別支

援学校に配布する予定と聞いております。県教

育委員会といたしましては、この副読本も活用

しながら、原子力等のエネルギーに関する学習

が適切に行われるよう指導してまいりたいと考

えております。以上です。

○河野哲也議員 教える側が不安にならないよ

うに、子供のためにしっかり注視していきたい

と思いますので、よろしくお願い申し上げま

す。

いじめ対策についてでございます。いじめに

よる自殺をとめることができません。昨年、小

・中・高校の自殺した児童生徒数は、全国で147

人となっています。先日、県立図書館で行われ

ている自殺予防週間のパネル展に行かせていた

だきました。本県の若年層の自殺数がゼロでな

いことを確認しました。いじめが原因になって

いるのではと非常に心配になったところでござ

いました。８月４日に文科省が、「平成22年度

児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関

する調査」を発表いたしました。その中で、小

・中・高・特別支援学校のいじめの認知件数は

約７万5,000件、前年度約７万3,000件、児童生

徒1,000人当たりの認知件数は5.6件、前年度5.1

件とありました。諸問題に関しての調査結果を

見ると、全体的には横ばいあるいは低下傾向に

ある中で、平成18年度以降、毎年大幅な減少を

続けてきたいじめの認知件数が増加に転じまし

た。しかも今回の調査には、東日本大震災で被

災した岩手、宮城、福島の３県は含まれており

ません。いじめ認知件数の実数は、小学校が前

年度比1,222件増の３万5,988件、中学校が237件

増の３万2,348件、高校が975件増の6,617件、特

別支援学校が83件増の342件、すべての校種で増

加しております。また、いじめの態様では、

「冷やかしやからかい、悪口、おどし文句、嫌

なことを言われる」が前年度比3,118件増の５

万235件、「仲間外れ、集団により無視をされ

る」が113件増の１万5,614件となっています。

本県も同様な状況なのでございましょうか。本

県の学校におけるいじめの現状について、まず

はお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 文部科学省が実施を

いたしました平成22年度の調査によりますと、

本県の公立学校におけるいじめの認知件数は、

小学校が23件、中学校が40件、高等学校が37

件、特別支援学校が５件で、合計で105件となっ

ております。児童生徒1,000人当たりの認知件数

で申し上げますと、本県は0.85件であり、全国

平均の5.74件に比べて低い状況にあります。

○河野哲也議員 本県は、07年度から４年連続

で減少しております。全国が注目する結果に

なっておりますが、しかし、ゼロではありませ

ん。また、105件中いじめが解消したのは86件と

報告を受けております。解決率81.9％です。人

数に直すと19人の子供たちはいまだに苦しんで

いるということで私は考えております。

私も複数の相談をまだ受けています。いじめ
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は複雑化していると言われています。要因は家

庭の不安定さが挙げられています。いじめが顕

在化しています。例えば携帯電話の普及による

ネットいじめです。特定の子の嫌がる写真を投

稿したり、書き込みで集中攻撃をしたりしなが

ら、学校生活ではそのそぶりも見せないので

す。いじめ問題に対して学校や県教育委員会は

どのような取り組みを行っているか、お伺いい

たします。

○教育長（渡辺義人君） 各学校におきまして

は、いじめは、人として絶対に許されない行為

であるということを、道徳の時間や学級活動等

におきましてすべての子供たちに指導の徹底を

図ることにより、いじめの未然防止に努めてお

ります。また、校長のリーダーシップのもとに

定期的にいじめ対策委員会を開催し、教職員間

で情報の共有と対応の確認を行いますととも

に、学級担任だけではなくて、養護教諭や生徒

指導主事等との連携も図りながら、すべての教

職員による組織的な対応に努めているところで

あります。さらに、アンケート調査を年間に複

数回実施しながら、いじめの状況を詳細に把握

したり、継続的に教育相談を実施したりするな

どして、早期発見・早期対応に努めているとこ

ろであります。県教育委員会におきましては、

いじめ問題への取り組みチェックシートを作成

・配布いたしまして、すべての学校がいじめの

問題への取り組み状況を定期的に点検・見直し

しながら、小さないじめも見逃さず、きめ細か

な対応を行うよう指導しているところでありま

す。また、スクールカウンセラーやスクールア

シスタントを配置したり、実情に応じてスクー

ルソーシャルワーカーを派遣したりして、各学

校におけるいじめ問題の取り組みを支援してい

るところであります。先ほど御質問の中でも紹

介がございましたけれども、今後とも、いじめ

は、どの学校でもどの子供にも起こり得るとい

う危機感を持って、いじめのない学校づくりに

努めるよう指導してまいりたいと思います。以

上です。

○河野哲也議員 私もいじめをなくせるのは教

師だけだと考えます。もっと先生方に、いじめ

は、子供の命にかかわる最大の事件であるとい

う認識を持っていただきたいと思います。いじ

めの発見をどのように行っているんでしょう

か。いじめを発見したとき、学校ではどのよう

に対応するか、方法を示すことができるでしょ

うか。いじめが解決されたか最終的にだれが判

断するのでしょうか。校長が、「わかりません

でした」。絶対にあってはならないことです。

もう一度、どうか早期発見・早期解決の不断の

取り組みをお願いいたします。

警察行政についてでございます。

飲酒運転根絶対策について、警察本部長にお

伺いいたします。平成18年８月25日、福岡市海

の中道道路で、今でも記憶がよみがえります

が、飲酒運転により３児死亡した事故がありま

した。あれから早くも５年たちます。福岡県

は、事件の後、飲酒運転による事故が激減しま

した。ところが、昨年22年、また増加し、全国

最悪となったそうです。本県の平成22年の飲酒

運転検挙状況についてお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 本県におきます

飲酒運転の検挙状況でありますが、今御指摘の

ように、平成18年の福岡の事故以来、減少傾向

にはございます。昨年の本県における飲酒運転

検挙件数は579件であります。これは、５年前の

平成18年の検挙件数996件と比較いたします

と、41.9％減少しているという状況にありま

す。
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○河野哲也議員 21年、酒酔い・酒気帯びへの

罰則の強化は、平成19年に続いて行われており

ます。救護義務違反、つまりひき逃げの罰則が

厳しくなった背景は、飲酒運転者が事故を起こ

したときに、重い刑罰、危険運転致死傷罪を適

用されないよう、現場から逃走するひき逃げが

多発したからでございます。また、飲酒検査拒

否については、厳罰化によって飲酒の検査を拒

否する者の増加が懸念され、引き上げとなりま

した。悪質運転者の増加を考え、免許欠格期間

も最長５年から10年になりました。そこで、罰

則強化による効果についてお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） ただいまおっ

しゃられたように、平成19年９月の道路交通法

の一部改正、罰則の大幅強化、そして21年６月

の行政処分の強化、これによりまして、先ほど

申し上げましたように、県内における飲酒運転

の検挙件数は減少いたしました。飲酒事故につ

きましても、５年前、平成18年の90件から昨年

は62件へということで、31.1％減少をしており

ます。それから、飲酒運転により運転免許を取

り消された者、これは平成21年が前年比プラ

ス99人の199人、平成22年が前年比プラス186人

の385人ということになっておりまして、２年間

で約４倍に増加するなど、悪質運転者の排除が

できているものというふうに考えております。

○河野哲也議員 実は、福岡も厳罰による効果

が３～４年は続いたんですね。だけど、やっぱ

り福岡で見られるように、厳罰による抑制効果

も数年というふうに有識者がおっしゃっていま

す。さまざまな抑止効果に取り組んでいるにも

かかわらず事故が絶えないのは、一つにはアル

コール依存から飲酒運転を繰り返すドライバー

が存在するからだと言われています。今、仮釈

放後、飲酒運転防止プログラムを受講させ、再

発防止に取り組んでいると聞いていますが、本

県における飲酒運転根絶対策についてお伺いい

たします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 本県におきます

飲酒運転根絶対策でございますけれども、ま

ず、新聞、テレビ、ラジオ等を通じての広報啓

発活動、それから、各種講習会におきまして事

故の実例等を交えた身に迫る講話、こういった

ことを行っておりますほか、年間を通しまし

て、昼夜を問わない取り締まりを行いますとと

もに、飲酒運転取締月間を定めるなどしており

ますけれども、運転者のみならず、同乗者、そ

れから車両等の提供者に対する責任の追及にも

努めております。昨年１年間で飲酒運転を助長

した者といたしまして、同乗者10人を含む18人

を検挙しております。検挙ばかりではというこ

とでございますけれども、平成25年をめどに、

飲酒運転で免許を取り消された再取得希望者に

対する新たな講習というものが全国で導入をさ

れる予定であります。本県におきましても、現

在その具体的な準備を進めていかなければなら

ないということで考えているところでございま

す。飲酒運転の根絶は、警察に負託された最重

点課題の一つであるというふうにとらえており

まして、関係機関と連携の上、取り組みを一層

強化してまいる所存でございます。

○河野哲也議員 ぜひ、新たな講習というのが

一日でも前倒しして始まるよう努力をしていた

だきたいと思います。

全国で交通事故全体の発生件数は、警察本部

等の努力で減少傾向にあるものの、全事故に占

める自転車関連の事故の割合は増加傾向にあ

り、07年からは全体の２割を超えているという

調査結果が出ております。特に、自転車が加害

者となる自転車対歩行者の事故が急増していま



- 129 -

平成23年９月８日(木)

す。警察庁の調べによれば、97年に発生した自

転車と歩行者の事故は633件だったのが、2000年

から増加。06年以降は2,700から3,000件の間を

推移しております。自転車は、道路交通法上で

は軽車両に位置づけられ、車道を走ることが原

則ですが、現実はそうなっておらず、歩行者と

の事故が相次いでいるとのことです。そこで、

県内では、７月下旬から自転車取り締まりが強

化されたとお聞きしました。県内の自転車事故

の発生状況と取り締まり強化について、警察本

部長にお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 自転車が関与い

たします交通事故は、昨年１年間で1,575件発生

をいたしまして、死者が６人、負傷者は1,558人

という厳しい状況にございます。また、自転車

交通の交通事故防止、それから自転車利用者の

交通ルールの確立を図るということで、平成18

年から、イエローカードを使用しました現場警

告によります自転車利用者への警告を行ってお

りますが、その警告件数も年々増加をしており

まして、昨年は過去最多の9,370件となっており

まして、県民の皆様からも、自転車利用者の交

通マナーの悪さを指摘する意見も数多く寄せら

れているところでございます。このように事故

が減らず、また批判が増加しているということ

がございまして、重大な交通事故につながった

り、取り締まり要望の多い違反であります酒酔

い、信号無視、携帯電話使用等の違反を重点違

反といたしまして、こういった違反を犯したこ

とによって交通の危険・迷惑が生じた場合、そ

れから、警察官の指示に従わずに違反行為を継

続するような悪質な者への取り締まりを強化す

ることとしたものであります。今後とも、関係

機関・団体との連携を深めまして、交通事故防

止と規範意識の向上に努めてまいりたいという

ふうに考えております。

○河野哲也議員 実は、私は、朝、街頭のあい

さつ運動をさせていただいているんですけど、

延岡工業生とウルスラ生は非常にあいさつが元

気よくて、こちらからあいさつすると向こうも

あいさつしなきゃいけないので、自転車をぴ

しっと運転しているといいますか、そういうの

も効果的なのかなということで、こちらからあ

いさつを今もさせていただいていますが、自転

車事故の防止に向け、国交省と警察庁は08年１

月、全国98地区を自転車通行環境整備モデル地

区に指定して、歩道や車道と分離した自転車専

用道路の整備を進めてきました。その結果、さ

くなどによって歩道、車道と分離された自転車

道や、カラー塗装されるなどして区別した自転

車レーンでは、整備前に比べ交通事故が大きく

減少したと、そういう報告があります。７月21

日に発表した国交省の調査結果によれば、自転

車道が整備された区間で１年間に発生した交通

事故の件数が26％も減少、自転車レーンでは１

年間で36％も減少したと報告を受けておりま

す。本県での自転車レーンの整備について、県

土整備部長、お伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 今、議員おっ

しゃいましたとおり、全国98カ所のモデル地区

を指定しまして、整備課題の把握あるいは対応

策の検討を行ったところでありますが、本県に

おきましては、宮崎市と日向市の２地区が指定

を受けまして、一部の路線で自転車通行部分の

カラー化あるいは自転車レーンの設置に取り組

んだところでございます。議員のお話にありま

したように、本年７月にこのモデル地区の整備

について国のほうで調査結果を公表されまし

た。今後は、その調査結果の評価・検証を行っ

た上で、自転車通行環境整備のガイドラインを
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取りまとめ、各自治体へ周知する予定と聞いて

おるところでございます。県としましては、引

き続きこのガイドラインを参考に、道路の現況

あるいは交通実態も踏まえながら、自転車レー

ン設置も含めまして、よりよい走行環境の整備

に取り組んでまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 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）

○外山三博議長 以上で代表質問は終わりまし

た。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問で

あります。

本日はこれで散会いたします

午後４時２分散会


