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13番 外 山 三 博 （ 同 ）
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27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）
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33番 横 田 照 夫 （ 同 ）

34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 十 屋 幸 平 （ 同 ）
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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。

本日の日程は代表質問であります。

ただいまから代表質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、自由民主党、中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自民党の中野です。

早くも弥生３月になりました。あと10日しま

すと、東日本大震災から、ちょうど１年になり

ます。なかなか復興が進んでいないようであり

ますが、じくじたる思いがいたしております。

そういう中での代表質問でありますが、大変項

目が多うございますので、はしょって要点をま

とめた質問をしていきたいと思いますので、答

弁のほうもよろしくお願いいたします。

まず、１月３日の地元宮日新聞に知事の評価

が載っておりました。いわゆる支持率でありま

す。85.6％という大変高い数字でありました。

一県民として悪い気持ちはいたしませんでし

た。うれしい、その一言を感じたということで

ございます。中身を見ますと、支持する上位３

点は、「しがらみがない」18.5％、「人柄がよ

い」17.5％、「官僚出身で行政経験豊富」16.4

％でありました。知事はこの評価をどんな思い

で見られたのか、そういうことをまずはお聞き

して、後は質問者席から質問させていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

支持率調査についてでございます。この結果

を見まして、まずは高い数字に驚いたところで

ございますが、大変ありがたく受けとめたとこ

ろでございます。いろんな項目がございますけ

れども、全体といたしましては、仕事に取り組

む姿勢なり取り組み方というところについて

は、一定の評価をいただいたのではないかとい

うふうに思っておりますが、いろんな実績を残

していくこと、リーダーとしての思いをしっか

りと伝えること、そのような課題というものを

お示しいただいたのではないかというふうに受

けとめておるところでございます。これからも

さまざまな形で県民の皆様の声に耳を傾け、自

分なりの役割を果たしてまいりたい、そのよう

に考えたところでございます。以上でありま

す。〔降壇〕

○中野一則議員 逆に、不支持9.6％でありまし

た。これは全体からするとわずかでありました

が、その理由の上位を見ますと、「リーダー

シップがない」2 4 . 9％、「行政手腕が低

い」23.2％、「官僚出身だから」18.3％であり

ました。また、支持するうちでワーストのほ

う、支持するうちで一番低いものの１位が「行

政手腕が高い」、２位が「リーダーシップがあ

る」6.9％でありました。リーダーシップあるい

は行政手腕については大変低い数字だというふ

うに理解できるわけであります。どのような立

場であっても、最高の指導者には指導力、リー

ダーシップが必要だと思いますが、そのあたり

をこの評価から見て知事はどのようにお思いに

なるかをお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今も答弁申し上げたと

ころでございますが、いろんな項目を拝見する

に当たりまして、自分として、これから知事と

平成24年３月１日(木)
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してしっかりと実績を残していかなくてはなら

ない、そのことが求められているということを

受けとめるとともに、知事として、リーダーと

して求められるもの、しっかりと県の思い、自

分の思いというものを県民の皆様にお伝えし、

これからの宮崎、将来のことを考えて方向を

しっかりと示して、先頭に立って引っ張ってい

く、そのような姿勢で取り組んでいくことが大

事だというふうなことを受けとめたところでご

ざいます。

○中野一則議員 県最高の指導者、リーダーで

すから、要所要所で決断とリーダーシップを発

揮されるよう要望しておきたいと思います。

続きまして、県内の総生産と所得向上につい

て質問したいと思います。

まず、現状でありますけれども、平成20年度

の実績、県内総生産が３兆9,173億円、これは全

国で38位、１人当たりの県民所得は213万円で、

全国で45位であります。今まで最下位が沖縄県

でありました。きのう、実は発表もありまし

て、21年度は沖縄が１位上がって高知が最下位

になったようでありますが、宮崎県、高知県、

そして沖縄県はずっと最下位が続いておるわけ

ですけれども、どうも宮崎県も１人当たりの所

得でいきますと、高知県ないし沖縄県から追い

つかれるのではなかろうかという気がしてなり

ません。平成11年に宮崎県を100にした場合に、

沖縄県が90.8でありました。それから、20年の

データで95.7、そして昨日発表されたデータで

は98.9％ということであります。１世帯当たり

の県民所得という統計のあり方、仕方ありませ

んけれども、私が仮にそういうものをつくって

みました。平成21年度の宮崎県を100にした場合

に沖縄県の数値は幾らかということであります

が、実は107.2でした。7.2ポイント、沖縄県の

ほうが世帯当たりの県民所得は高いということ

であります。１人当たりの県民所得もどんどん

どんどん追いついてきている。そして、世帯当

たりでは、家族数が多いということもあります

が、沖縄県のほうが既にかなり高いということ

でありますから、やはりこういうことを見たと

きに、宮崎県もうかうかできないと。総合長期

計画を見ますと、目標としての数字がないんで

す。将来の推計とか予測のみであります。ま

た、施策の目標には、文言では「宮崎らしい豊

かさを実感できるくらしの実現を目指す」とあ

りますが、私は、ここでやはり１人当たりの所

得が全国の最下位にならないように数値目標を

改めて置くべきだ、このように思いますが、知

事はどのようにお考えでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の点、一つの御

提言として今、受けとめたところでございま

す。県民所得、いかにも県民一人一人の懐ぐあ

いというイメージがあるわけでございますが、

雇用者としての賃金等の報酬に加えて企業所得

等もあるわけでございまして、全国順位を見ま

すと、やはり製造業の占める割合が大きい県が

上位に来ているという状況がございます。そん

なところを踏まえて、この順位というものが県

民生活の状況を把握する上で一つの重要な指標

―１人当たりの県民所得は大変重要な指標で

あるというふうに考えておりますが、リーマン

ショック以降のさまざまな世界的な景気変動等

の影響を受けます。そういうような外的要因に

よる上下動等もございますので、この指標を

もって目標数値とするということは今考えてい

ないところでございます。ただ一方で、安定し

た県民生活を確保していくためには、しっかり

とした産業基盤を構築し、雇用の確保を図りな

がら県民所得の向上につなげていくことが非常

平成24年３月１日(木)
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に重要なものでございますから、指標として

は、例えば企業立地でありますとか、製造品出

荷額、農業産出額だとか、そういう形での視点

で今取り組んでおるところでございます。これ

からも、経済の活性化、経済対策に、しっかり

と力を入れてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 私は、県民１人当たりの所得

という指標は大変重要な指標、こう思いますか

ら、ぜひ最下位にならないように経済施策を講

じていただきたいと思います。

先ほどもちょっと知事が言われましたが、知

事の政策提案の中の企業立地100件、5,000人の

雇用、製造品出荷額等の１兆4,500億円を目指す

ということでありますけれども、初年度の実績

がいかがなものであったのか、また達成される

見通しがあるのかということを、知事にお尋ね

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 企業立地の促進であり

ますが、地域経済の振興、雇用の確保に直結を

するということでございまして、産業政策の中

の一つの柱ということで取り組んでございま

す。企業立地100件を目標の一つに掲げてござい

ます。平成23年１月の就任以降、立地企業とし

て認定した件数が今、30件というふうになって

おるところでございます。景気低迷が長引いて

おります。また、円高、さまざまな外的要因、

厳しい状況もございます。大震災の影響なども

ございますが、しっかりとこの目標の達成を目

指して、私みずからも企業訪問を幾つかしてお

ります。積極的な立地活動を展開してまいりた

いと考えております。

○中野一則議員 県外新規30件という企業立地

もありますから、そのことを含めて達成される

ように、よろしくお願いしておきたいと思いま

す。

それから、知事の公約の中に県中小企業振興

条例―これは仮称でありますが―を制定す

るとありましたが、これはいつごろの見通しな

のかを知事にお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 中小企業振興条例でご

ざいます。本県の産業構造は中小企業が９割以

上占めておるという中で、大変重要な課題であ

るというふうに受けとめておりまして、今現

在、他県の条例の内容等も十分参考にしなが

ら、商工団体との意見交換などを行いまして、

制定に向けて鋭意検討を進めておるところでご

ざいます。具体的にいつまでというところでめ

どが立っているわけではございませんが、大変

重要な取り組みという認識のもとに、なるべく

早く制定に向けての取り組みを進めてまいりた

いと考えております。

○中野一則議員 中小企業振興のためですか

ら、早目に制定をよろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、平成24年度の政策と予算についてお尋

ねしたいと思います。

我々自民党県議団も毎年、知事に提言をいた

しておりますが、昨年も16項目にわたりまして

いたしました。おおむね政策なり予算もつきま

したが、その中で２点ほどについてお尋ねして

いきたいと思います。

まず、難病対策についてでありますが、「国

に対して、総合的な難病対策について、制度の

根本的な見直しを行った上で、事業の法制化な

どを求めるとともに、本来国が責任を持って行

うべき難病治療について、県が行っている補助

金の超過負担分を早急に解消するよう、強く要

望する」という内容でありましたが、福祉保健

部長、県の対応はいかがだったでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 難病対策事業
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についてでございますが、本県などが提案いた

しまして、難病の医療費助成等を行う特定疾患

治療研究事業の法制化、超過負担の解消につき

まして、昨年、全国衛生部長会として厚生労働

省に要望を行ったところでございます。また、

超過負担の解消につきましては、国が補助すべ

き額の５割程度しか交付されていないというこ

とがございますので、別途、本年１月、厚生労

働省を訪問いたしまして、要望を行ったところ

でございます。

○中野一則議員 難病で先日、えびのの小学生

が亡くなりました。この対策は、県を挙げて国

に、大いにこれからも力強く要望していただき

たいと思います。

次に、水産業の振興についてであります。漁

業経営が大変厳しいということは、久しく続い

ているわけであります。その後もいろんな要因

が重なっておりますが、昨年は漁業所得補償制

度ができました。しかし、漁業者の加入率が大

変低いということもあります。そういう中で、

県においても当該制度の活用推進を図るよう努

めていただきたいということと、直接的な所得

向上についても施策を実施するようにという提

案をしたところでありますが、農政水産部長、

その政策をお聞かせください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 水産業の振興

につきましては、燃油価格の高どまりや魚価の

低迷、資源の悪化などの厳しい経営環境に対応

するための取り組みを進めているところでござ

います。平成24年度におきましては、御提言も

踏まえ、新たに、燃油価格等の高騰に備えた国

の漁業経営セーフティーネット構築事業への加

入促進を目的とする漁業者負担の軽減措置の実

施や、水産試験場の長年の研究の成果である

チョウザメ種苗量産化技術を生かしました日本

一のキャビア産地づくりに取り組むこととして

おります。今後とも、関係団体と一丸となって

水産業の振興に努めてまいります。以上であり

ます。

○中野一則議員 次は、県の組織と人事につい

てお尋ねしていきたいと思います。

組織改正案の基本的な考えの中に、県総合計

画の推進、危機管理体制の充実強化を含めた各

部局と総合的に全体的にかかわる部署として、

県民政策部を総合政策部に改めるという案が出

てきております。これは的確なことだというふ

うに、私も高く評価するところでございます。

しかし、まだまだ重複した行政があると思いま

すから、それらの解消なり、組織の簡素化・効

率化、少数精鋭の実現、時代を先取りした組

織、そういうことを図っていかなければならな

いというふうに考えます。例えば、農林水産部

門の一本化、公共事業部門の一本化、環境厚生

労働部門の一本化、産業経済の一本化、こうい

うことを大々的に抜本的に組織改正すべきじゃ

なかったのかという気がいたします。知事、い

かがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘いただきまし

たように、今回の組織改正というのは、県の総

合計画の推進でありますとか危機管理体制の充

実強化、このポイントに沿った見直しを行った

ところでございます。今御指摘のありましたよ

うな農林水産部門の統合化なり、産業部門、ま

たいろんなところの統合というところも、いろ

んなアイデアとして、また案として議論も進め

ておるところでございます。一つの御意見とし

て承りながら、今後、いかに簡素効率で効果的

な執行体制が組めるかという観点から、組織の

あり方については常に見直しの議論を進めてま

いりたいと考えております。
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○中野一則議員 今申し上げたことを任期中に

抜本的に改革されるつもりはないかを、確認さ

せていただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 県庁組織体制の執行状

況等を踏まえながら、今の御意見等も踏まえて

─また各県の状況もございます。産業政策と

いうことでさまざまな部門を統合しながらも、

なかなかうまくいかず、またもとに戻したとい

うような例もございます。他県のそういった状

況もよく踏まえながら、しっかりと検討を進め

てまいりたいと考えております。

○中野一則議員 次に、総務部長にお尋ねしま

すが、人事についてであります。本年度中に特

別職の任期満了はどこの部署なのか、それから

課長以上の幹部職員の退職者数は何人なのかを

お尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） まず、特別職の任

期満了ですが、２名の方が任期満了を迎えま

す。１名は病院局長、もう１名は教育委員でご
※

ざいます。それから、本年度末に知事部局にお

いて退職いたします課長級以上の職員につきま

しては、部長級が10名、次長級が17名、課長級

が38名の合計65名であります。

○中野一則議員 これは私は何回か質問してい

るわけですけれども、部長級以上の人事異動、

ぜひ専門職、技術職を優先して登用していただ

けるように、こういうことでございます。現場

職の皆さん方に夢を持たせたりする上からも登

用を図っていただきたいと思いますが、知事の

お考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 技術職、事務職に限ら

ず、現場での頑張りというものは大変重要でご

ざいまして、士気の高揚は重要な課題だという

ふうに考えております。今御指摘のところ、す

ぐに専門職、技術職の登用ということでござい

ますが、これも一つの御提言として承りなが

ら、専門的な知識、経験、それに加え、判断

力、統率力、リーダーシップ、そういったよう

なものを求められるところでございますので、

適材適所の人事異動にこれからも努めてまいり

たいと考えております。

○中野一則議員 次は、議会の同意を要する人

事案件についてであります。我々自民党県議団

は、３年前は口頭でしたが、昨年は文書をもっ

て知事に申し入れをさせていただきました。そ

の中身は、３期を超え70歳以上の者、あるいは

兼職が多岐にわたる者を選任予定者にしない、

地域性に配慮した人選をする、こういうことの

申し入れでございました。知事はこのことを念

頭に置いて人選されるお考えがあるのかないか

を確認させていただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 行政委員会等の委員に

つきましては、それぞれの専門的な知識、経験

など、法令に定められた要件、また行政委員会

の運営の継続性確保の観点から、これまで人選

を行ってきているところでございます。今御指

摘のありました申し入れについては十分承知を

しておるところでございまして、今後とも、任

期数、年齢、地域バランスというようなことも

しっかりと勘案をしながら、検討してまいりた

いと考えております。

○総務部長（稲用博美君） 済みません、私、

特別職の任期満了で教育委員と申しましたが、

特別職としましては教育長でございます。申し

わけございません。

○中野一則議員 次に、東日本大震災からの復

興について２～３お尋ねしたいと思います。

まず、「みやざき感謝プロジェクト」という

統一ネーミングで、発生以来、宮崎県も一生懸

命取り組んでいただきました。平成23年度の支
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援状況を見ますと、県職員、教職員、警察職

員、合わせて延べ派遣職員数が969人、延べ派遣

日数が１万3,495人日ということでございます。

民間からの支援もかなりあったと思うんです

が、民間を合わせたときの人的支援はどうなる

のかを総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 東日本大震災に係

る県や警察、教職員の派遣者数につきまして

は、今、議員の御質問のとおりでございます。

そのほかに、市町村職員が延べ310人で3,752人

日、２月10日現在でございますが、そういう数

字でございます。なお、民間の方につきまして

は、震災発生直後の企業、団体等からの派遣者

数が延べ80名程度、県が募集いたしました「み

やざき県民復興協力隊」の派遣ボランティア数

が100名という分については把握しているもので

ございますが、全体については確認ができてい

ない状況でございます。多くの民間の方々が独

自に、かつさまざまな形で現地に赴かれ、活動

されているものというふうに考えております。

○中野一則議員 次に、支援経費、総額今まで

どのくらい使ったかを総務部長にお尋ねしま

す。

○総務部長（稲用博美君） 支援に係る経費に

つきましては、県民の皆様からの寄附を財源の

一部とする基金を設置しまして、各種の事業に

活用させていただいております。今年度は６つ

の事業を実施しておりまして、予定されている

事業費の合計が約３億600万円でございます。こ

のうち１月末までの執行分が約２億2,700万円と

なっております。

○中野一則議員 次に、平成24年度の支援事業

の内容、主なもので結構です。それと、予算は

幾らだったかをお尋ねいたします。部長、お願

いします。

○総務部長（稲用博美君） 平成24年度の当初

予算におきましては、被災地・被災者の地域コ

ミュニティーづくりや心のケアなどの復興活動

を県内の民間団体を通じて支援する「東日本大

震災復興活動支援事業」や、本県の高校生が被

災地の高校生と協力して、被災地での県産品の

配布やボランティア活動、また本県内でのチャ

リティーバザーなどを行う「若人の絆！復興支

援事業」など、主なものとして５つの事業を予

定しておりまして、事業費は合計で約１億4,000

万円となっております。

○中野一則議員 次に、震災瓦れきの受け入れ

処理問題についてお尋ねしていきたいと思いま

す。私は、震災瓦れきを受け入れるべきだとい

う考えを持っているわけであります。発生した

瓦れきが、岩手、宮城、福島、３県で2,253万ト

ン、この数量は県内の一般廃棄物ごみ総排出量

の53年分に当たるということであります。この

前、２月22日でしたが、政府の発表がありまし

た。瓦れき処理、まだ５％どまりだと。平成26

年３月までに終了する予定だけれども、なかな

かこれは困難だということでございました。瓦

れきの処理なくして震災からの復旧・復興はな

い、このように思っております。我々自民党県

議団も、さきに東京都の瓦れきの受け入れ処理

の状況を視察しました。何ら支障、問題はない

という報告を受けたところでもあります。ま

た、受け入れについては、東京都、山形県、青

森県が既に決めておりますし、大分県の知事あ

るいは沖縄県の知事も前向きに検討するという

ことが報道されております。そういう中で、政

府から県あるいは知事に対して瓦れきの受け入

れについての要請がどういうものであったの

か、解説も含めて環境森林部長にお尋ねいたし

ます。
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○環境森林部長（加藤裕彦君） 災害廃棄物広

域処理についての国からの協力依頼の主なもの

といたしましては、まず、昨年４月に環境副大

臣から、「東日本大震災により生じた廃棄物の

受け入れ処理への御協力について」という文書

による協力依頼がありました。その後、昨年11

月、そして本年１月に環境省廃棄物対策課か

ら、同じく文書により災害廃棄物の広域処理に

関する協力依頼があったところです。また、昨

年11月の全国知事会において、総理大臣及び環

境大臣から、広域処理に協力をいただくよう直

接呼びかけがございました。以上です。

○中野一則議員 文書、口頭等で合わせて４回

ほど要請があったようでありますが、この受け

入れ要請について検討されたものかどうか、そ

してまたその結論を、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） 県ではこれま

で、国からの広域処理受け入れに関する調査等

を通じまして、一般廃棄物処理施設を有する市

町村等の意向の確認を行ってまいりました。ま

た、国が示している基準に対して、市町村や県

民の間にも不安が広がっている状況があること

から、本県は全国知事会に対して、「国民が納

得できる基準を設定するよう国に対して求める

べき」という意見を提出し、全国知事会は、本

県や他県の意見を踏まえて国に申し入れを行っ

たところであります。この申し入れに対し国か

らは、国の基準の妥当性について、専門家の見

解等を含めた回答がなされております。一方、

昨年４月の環境省による調査で、県内５市から

受け入れ余力があると回答があったことから、

県はことし２月上旬に、この５つの市との意見

交換を行いました。この中で、全国知事会に対

する国の回答などの情報提供を行いましたが、

現時点で、住民の安全・安心の確保等の観点か

ら、受け入れるとの判断を行っているところは

ございませんでした。

○中野一則議員 先日の新聞報道によります

と、瓦れき処理に関しての知事の新聞コメント

が載っておりました。悩ましい問題という内容

でありましたが、私は決して悩ましい問題では

ない、こう思います。口蹄疫が発生、あるいは

新燃岳が噴火いたしました。全国民に大変お世

話になったし、やはり日本人、我々はらからと

して、これらを受け入れするべきは当然だと思

うんです。知事もよく、きずなという言葉を使

われております。先ほどは市町村の安全・安心

からとか言われました。国も安全基準を示して

おるわけですから、安全・安心にわたるところ

は県が責任を持っていろいろ取り組んで、市町

村を説得し、納得させる。その上で受け入れを

市町村にしてもらう、そういう指導力、リーダ

ーシップを発揮すべきじゃないかと思うんで

す。知事、いかがですか。

○知事（河野俊嗣君） まず、問題を整理いた

しますと、災害廃棄物の受け入れの問題でござ

いますが、これは一般廃棄物でありますので、

まずは処分施設を有する市町村の判断というこ

とがございます。その上で、今御指摘がありま

したのは、市町村が非常に慎重な姿勢にあると

いうところに対して、県知事として、特に指導

権限があるわけではございませんが、一歩前に

出て説得も含めて取り組みを進めるべきではな

いか、そのような御指摘というふうに受けとめ

てございます。被災地を思う心、それから被災

地の復旧・復興に向けて全力で支援してまいり

たい、そのような気持ちは私も同じでございま

すし、できる限りのことはしたいというふうに

思っておりますが、この問題に関しましては、
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県民の安全・安心というものにも目を向ける必

要があるということを強く感じてございます。

その際に、安全というものは、国が安全の基

準、処理の基準を示しておるわけでございます

が、残念ながら、震災以降のいろんな情報提供

のトラブル等もありまして、それが安心に結び

ついていない。安全の基準というのは安心が乖

離してしまっている。県民の間に─本県のみ

ならず国民の間に不安が広まっているところで

あるというふうに考えてございます。いかにそ

のギャップを埋めることができるのか、国に対

しまして全国知事会等を通じて説明を求めてき

たところでございまして、その結果を市町村に

提供し、また意見を聞いたところでございます

が、まだ今の時点では前向きな回答が得られて

いないところでございます。大変悩ましい問

題、苦渋の問題でございますが、私としまして

は、市町村の意向も慎重に受けとめながら、し

かし、これは国全体として処理をする必要もご

ざいます。現在、さまざまなところで焼却試験

なども行われておりまして、その安全性等の数

値等も出てまいります。そういったところも示

しながら、今後、しっかりと議論を進めてまい

りたい、そのように考えておるところでござい

ます。

○中野一則議員 議論を進めるばかりでは前に

進みません。やはり宮崎県の長としての責任

―一般廃棄物ですから、これは市町村が処理

するわけですね。その市町村の長を、やはり責

任持って知事が説得する、そこで安心というも

のが生まれてくるんじゃないかと思うんです。

そういうところで前向きに検討する知事もちら

ほら出てきているわけですから、そういうとこ

ろにおくれがないように知事も取り組んでいた

だきたい。ぜひ前向きに、せめてこれを検討す

るというぐらいの発言はしていただきたい、こ

う思います。いかがですか。

○知事（河野俊嗣君） 現在受け入れている東

京都におきましては、都の所有する処分場に受

け入れているところでございます。今、県は自

前のものを持っていないところでございまし

て、あくまで市町村で受けていただくかどうか

というところが問題でございます。それに対し

て知事としてリーダーシップを発揮して、より

強く説得すべきではないかという御指摘でござ

います。その思いなり御指摘というのはしっか

り受けとめながらも、しかし今、不安があると

いう状況の中で、特に本県は口蹄疫、鳥インフ

ルエンザ、新燃岳等で農業被害がありまして、

そこからの回復で一歩一歩、今、農業者も含め

て回復に努めている状況の中で、さらにそうい

う不安を増幅するようなところは、知事として

なかなか踏み出せない思いがいたしておるとこ

ろでございます。ただ、それは現時点での判断

でございまして、先ほど申しましたように、今

後、国の示す基準なり説明、さらには各地での

焼却試験の状況等も踏まえながら、しっかりと

市町村と議論してまいりたいというふうに考え

ております。これまでも機会をとらえまして、

市町村長さんには個別に、または市町村長さん

の会合などで問題の投げかけをしておるところ

でございます。これからも引き続き、一緒に

なって考えてまいりたいというふうに考えてお

ります。

○中野一則議員 私も、うちの市長に聞きまし

た。絶対反対をしておりません、市長は。反対

しておりませんよ。ですから、知事の一歩後押

しが、ちょっと押しがあれば受け入れを賛成し

てくれると思いますから、そのあたりを強く指

導していただくように要請をしておきたいと思
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います。

次に、防災拠点の県庁舎の新設についてであ

りますが、職員の中であり方検討会をつくっ

て、10階以上の防災拠点県庁舎を建設するとい

うことでありました。これをつくる場所が県庁

周辺ということでありましたが、県庁周辺、液

状化が非常に心配される。また、マグニチュー

ド９ということで、かなり高い津波も予想され

るわけでありますから、県庁舎は残ったけれど

も、そこにアクセスするライフラインがないと

いうことになれば、何のためにつくったかとい

うことになりますから、この場所については大

いに検討の余地があると思います。やはり、今

の宮崎市西方の高台あたりがいいんじゃないか

なと、こういう気がしますから、総務部長、い

かがお考えかをお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 防災拠点施設の建

設場所についてでありますが、今お話のありま

したように、庁内の関係課長等から成る検討委

員会では、早急に防災拠点施設を整備する必要

があることや、本庁各部局が緊密な連携を図れ

るということ等から、本庁域の敷地が望ましい

としたところであります。この本庁域の敷地に

つきましては、災害発生時の液状化、あるいは

津波による浸水の可能性についての御指摘もい

ただいております。今後、防災や建築の専門家

を含む検討委員会におきまして、地盤調査や地

域防災計画の見直し等の結果を踏まえながら、

専門的な見地から委員の御意見をいただいて、

場所、規模等の基本方針を取りまとめたいとい

うふうに考えております。

○中野一則議員 将来に禍根を残さないように

慎重に検討を、また専門委員からの意見も聞い

ていただきたいと思います。

次に、農業政策についてお尋ねしますが、農

業産出額と農家あるいは農業所得についてであ

ります。まず、現状でありますけれども、農業

産出額、過去10年、3,100億円から3,200億円が

ずっとキープされてきましたが、平成20年をピ

ークに減少しております。22年度は、口蹄疫も

ありましたけれども、とうとう3,000億円を下

回って2,960億円になりました。これは一過性の

ものかどうかというふうにも思いますが……。

また、１戸当たりの農家所得でありますけれど

も、これも平成15年までは400万円以上で推移し

てきました。平成19年をピークに減少して、21

年は217万円であります。これは実にひところの

２分の１になっております。また、農業所得で

ありますが、平成17年で228万円、これがピーク

で、今は減少して平成21年が162万円、あるいは

農外所得でありますが、平成15年が250万円以

上、平成20年に激減いたしまして、平成20年

が56万円、平成21年が54万円ということであり

ます。公共事業が大きく減少した、これが大き

な影響だというふうに思っておりますが、大変

大きな課題であります。

こういう状況である中で、平成23年度にスタ

ートした第七次農業・農村振興計画の中の数

字、中間年次で農業産出額が3,194億円、計画年

次、平成32年でありますが、3,225億円、また、

そのときの一経営体当たりの農業所得は279万

円、これが本当に達成できるのかということで

ございます。農政水産部長、いかがですか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 第七次農業・

農村振興長期計画におきましては、農家数の減

少及び高齢化の一層の進行や耕作放棄地の増加

等が懸念される中、意欲ある担い手に農地など

の経営資源を集中し、さらにフル活用すること

により、競争力を高めながら、人、技術など多

様な経営資源を有する他産業との連携と参入を
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促進し、新たな付加価値の創出を進めるなど、

中間年次、計画年次における農業産出額等の目

標達成に向け、さまざまな取り組みを推進する

こととしております。しかしながら、一向に好

転の兆しが見えない燃油・飼料価格高騰や農畜

産物の価格低下など、厳しい経営環境や、口蹄

疫で被害を受けた畜産農家の経営再開状況など

の現状を踏まえますと、目標達成に向けてさら

なる努力が必要であると認識しております。こ

のため、食の安全・安心や健康に対する関心の

高まり、さらには加工業務用野菜の需要拡大な

ど、時代のニーズをしっかりととらえるととも

に、国の新たな担い手対策や農地集積対策など

も十分活用して、儲かる農業への着実な推進に

努め、市町村、関係団体等の協力も得ながら、

関係者一丸となって目標達成に当たってまいり

たいと考えております。

○中野一則議員 今、言ったこの数字は、知事

の政策提案の中の農業産出額3,300億円からする

と、なぜか低いわけですね。今、何か自信のな

さそうな説明をされましたが、知事は3,300億円

を目指すということです。そして、「食の王国

みやざき」の確立、実現したいというのが知事

の提案であります。このことの可能性はいかが

ですか。部長、お願いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 知事の４つの

政策提案の中の「産業・雇用づくり」では、

「食の王国みやざき」づくりの推進指標として

農業産出額3,300億円が掲げられております。こ

の政策提案の実現に向けまして、県の総合計画

のアクションプランにおきまして、農業産出額

の目標値を3,300億円として施策推進に取り組む

こととしたところでございます。なお、このア

クションプランの指標には、６次産業化を推進

する観点から、農業生産活動の成果である農業

法人の加工販売による付加価値額を加算したも

のを目標値としております。県といたしまして

は、アクションプランと一体的に策定した第七

次農業・農村振興長期計画の推進を図り、目標

の達成に向けて鋭意取り組んでまいりたいと考

えております。

○中野一則議員 知事の目標はあと３年後です

から、厳しいと思いますけれども、頑張ってほ

しいと思います。

次に、口蹄疫からの復興・再生でありますけ

れども、口蹄疫からの経営再開目標値、当初80

％でありましたが、それを65～70％に下方修正

されました。その理由と、再生の可能性はある

かということを、農政水産部長にお尋ねいたし

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫で被害

を受けた畜産農家の経営再開につきましては、

昨年12月末段階で、戸数ベースで59％、頭数ベ

ースで56％となっており、また畜産経営の中止

を考えている農家が30％となるなど、厳しい状

況でございます。このような中で、本県農業の

基幹であります畜産業を再生するためには、

しっかりと農家に寄り添いながら経営再開を進

めますとともに、県全体として一定の飼養規模

を確保し、農家の方々が安心して経営ができる

環境を整える必要がございます。そのために

は、国際競争の激化や飼料価格の高騰等の課題

を踏まえた今後の畜産の方向性を明らかにする

必要がありまして、２月20日に、知事と市町村

や関係団体の代表者が、畜産新生をテーマに、

生産性の向上や販売力の強化などの観点から意

見交換を行ったところであります。今後は、今

議会にお願いしております「新生畜産のあり方

調査・検討事業」や「宮崎の畜産新生モデル畜

舎整備事業」なども活用しながら、関係機関と
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連携し、本県畜産の生産基盤の維持拡大と、付

加価値の高い持続可能な畜産の推進を図ってま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 口蹄疫の影響ばかりじゃなく

て、宮崎県の畜産がどうも低下しているんじゃ

ないかなという気がしてなりません。畜産の生

産額ですけれども、平成21年が1,726億円、22年

が1,595億円ということで、８％も下回っている

わけです。宮崎県の農業生産額を引き上げるた

めには、畜産が非常に重要な位置を占めます。

ですから、県下全体の畜産が低下しないよう

に、回復するように、そのことをお願いしたい

わけでありますが、そのあたりのことを農政水

産部長に再度お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 先ほど申し上

げました、今後の畜産新生に向けたさまざまな

取り組みということを、生産性の向上とか販売

力の強化等を含めて検討しているところでござ

いまして、県全体として一定の飼養規模は確保

していくということを肝に銘じて、今後とも一

生懸命取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○中野一則議員 ことしは全国和牛能力共進会

が長崎県の佐世保市で開催されます。知事の政

策提案の中で、２大会連続日本一を目指すと

なっておりますが、その取り組み状況と、２年

連続の日本一実現性について、知事にお尋ねい

たします。

○知事（河野俊嗣君） ５年前の鳥取大会での

日本一というものが、本県宮崎牛の国内外への

ＰＲに多大な貢献をしたということで、本県の

肉用牛振興に大きく貢献したところでございま

して、何としてでも連覇を目指して取り組んで

いく必要があるということで政策提案も掲げ、

また今、関係団体と一緒になりながら、推進協

議会を設置いたしまして、私が会長となって、

一丸となって取り組んでおるところでございま

す。口蹄疫により多くの優秀な牛が失われるな

どの厳しい状況はございますが、本県の長年培

われた技術、飼養技術等も含めて、そこは変わ

らない部分がございます。何としてでも、力を

合わせてこの連覇へ向けて、これからも一歩一

歩取り組んでまいりたいと考えております。

○中野一則議員 ぜひ、ことしも日本一になる

ように、最後の努力をお願いしておきたいと思

います。

次に、環太平洋経済連携協定、いわゆるＴＰ

Ｐについてお尋ねいたします。

我々は断固反対の立場をずっと貫いておりま

す。それはなぜかということを過去いろんな議

員が質問してきました。私も、一般質問、代表

質問で、繰り返し質問してきたところでありま

す。一口で言えば、農業生産額がうんとダウン

する、自給率も13％になる、こういうことであ

ります。この数字は政府ないし宮崎県が出した

数字であります。そういう中で、大変なことに

なるということから反対しているわけでありま

す。

そういう中で知事が、２月８日の農業新聞で

は、「国からの情報がない中では今も反対だ」

と、こう言われました。反対に変わりはないわ

けですけれども、どうも反対の発言がいまいち

鮮明でない。力が足りない。我々は、農業県、

農業を基幹産業とする宮崎県ですから、ここは

絶対反対、断固反対、そういうことを明言して

ほしいと思うんです。知事、いかがですか。

○知事（河野俊嗣君） これまでも答弁申し上

げましたし、3,000人の集会でもはっきり反対と

いうことは申し上げてきたところですが、なぜ

反対なのかという説明を加えた、それが新聞で
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はそういうふうな書きぶりになっているという

ことだと思っております。やはり宮崎の暮らし

を守ること、農業を守っていくこと、それが大

変重要だというふうに考えておりますので、そ

れをどう考えるのかというところの国の情報提

供を今後ともしっかり求めていきたいというこ

とでございます。

○中野一則議員 「国からの情報がない中では

今も反対だ」ということを繰り返し言われてお

りますが、私はこの前、同僚議員とオーストラ

リアを視察調査しました。オーストラリアは農

業国で、こことの競争はとてもじゃないという

認識でありましたが、視察してそれを新たにい

たしたところであります。オーストラリアは大

規模農業で、しかも政府が一円も保護していな

い中であります。オーストラリアというところ

は、農業だけでなくて、すべての産業は自由競

争と価格で成り立っている、そういうところで

す。こういうところと日本が今の数倍農業予算

をふやしてやっても、日本の農業を20～30ヘク

タール、中山間地で10～20ヘクタールにすると

いっても、これを今の10倍にしても、とても

じゃないがかなわない、こう思います。事前交

渉を今ずっとされておりますが、まさかオース

トラリアがこういう中での日本をよしとするわ

けにはいかないだろうなと思いますけれども、

そういう中だからこそ、どういう状況になって

も、情報がない云々じゃなくて、もう宮崎県が

破滅するという意味合いから断固反対している

わけですから、ひとつそういう文言での反対を

知事、もう一度聞かせていただきたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 反対は反対なわけでご

ざいます。なぜかというところは、宮崎の農業

を初め、宮崎の暮らしを守っていくということ

でございます。それをどのようにして守ってい

くのかというところをしっかりと説明する必要

がありますし、国というものはしっかりと地域

に目を向けてほしい、そういうところを、声を

届けていく必要があるという思いでございま

す。しっかりとした説明がない、その状況の中

で、私としてはこれまで同様の断固反対という

姿勢に変わりはないところでございます。

○中野一則議員 断固反対に変わりはないと明

言されました。ありがとうございます。お互い

にそういう気持ちで頑張っていきましょう。

次に、林業公社について質問していきたいと

思います。

今までの改革検討の経過をざっと申し上げま

すと、平成16年に、収支が最終年度は平成80年

度ですけれども、プラスマイナスゼロになると

いうことで公社継続、平成19年のときも、抜本

的改革をしたということで平成80年度の債務残

高は解消できる、こういうことで公社の継続と

なりました。そして、それから４年たった今

日、継続問題について論議されてきました。今

後の公社のあり方ということでされました。累

計収支の最終が、経営改善してもマイナス127億

円ということであります。こういうマイナス127

億円になっても県民負担が最小ということで、

公社存続を知事が決定されました。そういう中

でありますが、平成19年に抜本改革をされまし

た。それからわずか４年しかたっていないの

に、マイナス127億円になった、こういうことで

ありますが、平成19年の公社存続の判断が本当

に正しかったのかなという気がいたします。環

境森林部長にお尋ねしたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 平成19年度に

行いました林業公社のあり方に関する検討の中

では、平成80年度までの長期収支を試算し、そ
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の結果、収支がプラスになるとの試算がなされ

ております。このことが当時の多方面からの検

討の一つの材料ではありましたけれども、公社

存廃の判断のポイントは、県民の負担を最小限

にするための最良の方策は何かということであ

りました。このため、県営林への移行、他団体

との統合、公社としての存続という３つの選択

肢ごとのメリット・デメリットを個別具体的に

検討した結果、公社存続の判断がなされたとこ

ろであります。経営形態の選択に誤りはなかっ

たと考えております。

○中野一則議員 選択に誤りはなかったという

ことでありましたが、我々議員の中には、累積

赤字127億円が見通される中で、平成80年度まで

の公社存続に、やはり疑問の声もあります。ま

た、今回提案されている貸付金12億5,000万円、

この償還期間が40年であるわけですね。これは

短縮すべきじゃないかという意見もあるわけで

あります。このような疑問、意見があるわけで

すが、そのことを環境森林部長はどのようにお

考えでしょうか。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 林業公社のあ

り方につきましては、公社の廃止を含め検討を

行ってまいりましたが、公社の持つ公益性の面

での高い役割に加え、廃止するよりも存続した

ほうが県の財政負担が小さいことなどを総合的

に判断し、公社として存続させるとの県方針を

決定したところでございます。今後、県は公社

に対し、公社自身の経営努力による収入増や、

金融機関に対する積極的な金利節減対策を強く

求めるとともに、厳しい目を持って、しっかり

と指導監督をしてまいりたいと考えておりま

す。また、償還期間につきましては、これまで

行ってきた県の貸付金が、伐採収入が得られる

までの期間等を勘案して40年償還と設定されて

おりますので、今回も同様の期間としたいと考

えております。御理解いただきたいと存じま

す。

○中野一則議員 償還期間を40年とする12

億5,000万円の貸し付け、この実行には少々無理

があるんじゃないかなという気がいたします。

そのことを知事、どのように判断されているの

か、見解をお聞かせ願いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） これは平成80年度とい

うことでございます。これまでも答弁しており

ますとおり、それを生きて見届け、また責任を

とることができないという状況の中で、我々と

してできることというのは、そのときそのとき

でベストの判断というものを行うことであると

いうふうに考えてございます。国の支援制度が

ある状況、また公益的な役割というものを考え

た上で、県民負担を最小にするにはということ

で、現在このような存続という案を示しなが

ら、しかし、その後の木材価格の状況、さらに

は国の制度の変更というものがあり得べしでご

ざいますので、一定期間後にまたしっかりとし

た見直しを行うということを申し上げておると

ころでございます。そういう考え方のもとに、

我々としては今できる限りのベストの選択をし

ておるというふうに考えておるところでござい

ます。

○中野一則議員 林業公社については、今議会

の常任委員会でもっと深く議論されるであろう

と思いますから、次に行きたいと思います。

次は、教育行政についてであります。

まず、宮崎県立高等学校教育整備計画であり

ますが、１学年３学級の統廃合の文言、これが

かなり柔軟になりました。これは関係者や地域

の声に御理解を示してもらったということで、

私も喜んでいるところであります。しかし、２
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学級を認めるということの明文化がなされてお

りません。私は繰り返し言っておりますが、２

学級を認めている県が全国で35都道府県ある。

九州では福岡と宮崎が２学級を認めていないと

いうことと、学校基本調査速報、これは昨年５

月１日現在でありますが、現在の中学３年の生

徒数が１万1,748名、小学１年の児童数が１

万237人、この９年間で1,511人減少いたしま

す。38クラス分になるわけであります。そうい

う中で、今回の整備計画の中に１学年２学級の

ことをぜひ明記してほしい、こう思うわけです

が、教育長の御判断をお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 現在、本県では、１

学年４学級または３学級規模の高等学校がござ

いますが、現在策定中の教育整備計画案では、

それらの学校が大幅に定員を満たさない状況が

続くなど、さらに１学級の削減をせざるを得な

いことが予測される場合には、統廃合を検討す

ることにいたしております。その趣旨でありま

すが、直ちに統廃合ありきということではなく

て、例えば学級減をして３学級または２学級で

存続させていくこと、また連携型の中高一貫教

育校へ移行するなどの新たな方策を講じること

など、幾つかの選択肢も含めて検討するという

ことになるということでございます。いずれに

いたしましても、生徒にとってよりよい教育環

境を提供するという視点に立ちながら、高等学

校の所在地や設置学科、生徒、保護者、地域の

ニーズ等に適切に配慮しながら、そのあり方を

検討していくことになると考えております。

１学年２学級でも存続させることを教育整備

計画に明記すべきではとの御質問でございます

けれども、３学級規模の学校につきましては、

まずはこれまで以上に県と地元が連携・協力し

ながら可能な限り３学級で維持をして、今後と

も、魅力と活力ある教育活動が展開できるよう

引き続き工夫していくことが必要であると考え

ております。以上です。

○中野一則議員 今の状態が維持できるよう

に、教育委員会の御指導も引き続きお願いして

おきたいと思います。

宮崎県立高等学校教育整備計画の中に、小中

高一貫教育についても触れてあります。先ほど

も教育長がちょっと言われました。この一貫教

育、平成20年に、えびの市、串間市、西都市が

特区申請して、なったものでありますが、今、

非常に効果が出ているという市町村からの声を

聞いております。ただし、中高連携がいま一つ

だということであります。高校１校に対して中

学校が複数あるということが大きな課題である

ようであります。この課題を解決する方法は、

思い切って高校の教師の数をふやしてもらっ

て、中学校へのいろんな指導を深めていただけ

ればなというふうに思っております。そのこと

が連携型中高一貫教育校に一歩でも近づけるこ

とになるのではなかろうか、またそのことが小

規模校の存続可能につながり、また併設型の中

高一貫教育に近いような成果も出るんじゃなか

ろうかな、こう思っております。ぜひ、今の小

中高一貫教育を申請したえびの、串間、西都の

高校の先生の数をふやしていただきたいと思い

ますが、教育長、いかがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 宮崎県立高等学校教

育整備計画（案）では、「本県では設置してい

ない連携型中高一貫教育校については、地域の

ニーズや実態等も勘案するとともに、高等学校

の特色や魅力づくりの視点も踏まえ、検討して

いきます」、このような表現といたしておりま

す。小規模の学校が連携型中高一貫教育校へ移

行していきますことは、学習指導における中高
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の円滑な接続や、学校行事、部活動などを合同

で実施することで教育活動の活性化が図られる

など、魅力と活力ある学校づくりの有効な方策

の一つであると認識をいたしております。連携

型の中高一貫教育校につきましては、市町村立

学校と県立学校という設置者の異なる学校を接

続しますことから、関係する市町村と県が十分

に協議を深めながら、御意見にありました人的

措置なども含めて検討していく必要があると考

えております。以上です。

○中野一則議員 次は、教科書採択手続ルール

についてお尋ねしたいと思います。沖縄県八重

山での教科書採択の混乱、そのまま続いている

ようでありますが、これを防止するためにとい

うことで、昨年９月の一般質問で提案する形で

質問させていただきました。文科省の指導、通

知に従ったルールづくりをということでありま

したが、その成果がどのようになったのかを教

育長にお尋ねしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 市町村立小中学校の

教科用図書の採択につきましては、各採択地区

ごとに設けられた協議会におきまして決定され

ることになっており、その手続に関するルール

として協議会規約を定めております。しかし、

これまでの規約の中には、採択地区内の市町村

教育委員会の間でどの教科書を採択するか判断

が分かれた場合の決定の手続が明確に示されて

おりませんでしたので、必要な事項を盛り込ん

だ規約例を県教育委員会で作成しまして、指導

助言を行ったところであります。各市町村教育

委員会におきましては、採択地区内で協議しな

がら、現在、協議会規約の見直しの検討を進め

ていると聞いております。以上です。

○中野一則議員 規約例を示されたということ

ですが、それが事前にきちんと制定されて混乱

のないように御指導もしていただきたいと思い

ます。

次に、県立中学校の中に校内教科書選定委員

会というものがあります。この委員会の議事録

をぜひ公開してほしい、このように思うわけで

あります。その理由でありますけれども、同じ

ような立場の各地区採択協議会、ここは会議録

を既に公開いたしておりますし、また非公開と

なれば校内選定委員会の独断専行を許すことに

もなりかねない。また、教科書を１社に絞る過

程が、その経緯が不明確のまま、不明のままに

なるということになりますので、ぜひ会議録の

公開をお願いしたいと思いますが、教育長の考

えをお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 各学校が設置しまし

た校内教科書選定委員会は、県教育委員会が行

います教科書採択に参考となる資料を提供する

ために設置されているものでございます。校内

教科書選定委員会では、県教育委員会が示しま

した採択基準や研究資料等を参考に、各教科の

部会において、学校の特色や生徒の実態も考慮

しながら、すべての教科書の調査研究を行って

おります。その結果が選定委員会会議に報告さ

れ、各教科書の特徴や採択希望教科書の選定理

由等について慎重に協議しながら、各学校の採

択希望教科書を選定したという報告を受けてお

ります。県教育委員会といたしましては、開か

れた教科書採択という観点から、採択結果等の

公表に努めているところでありますので、御指

摘のことも含め、採択にかかわる審議経過の記

録の公表につきましても、今後検討してまいり

たいと考えております。以上です。

○中野一則議員 次に、教科用図書採択地区協

議会、県内に７カ所ありますが、この会議録の

件について要望しておきたいと思います。７地
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区すべて読ませていただきましたが、教科書の

採択の経緯なり理由がいま一つ不明確なところ

が散見されましたので、きちんとなるように指

導を要望しておきたいと思います。

次に、学力調査について知事にお尋ねしてい

きたいと思います。知事の政策提案の中に、全

国学力・学習状況調査、これは小・中・高とも

全国の上位を目指すとありますが、その上位と

は47都道府県の何番目に位置するということに

なるのかをお尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎の将来を担う子供

たちの学力強化は大変重要な課題だということ

で、このような政策提案を掲げたところでござ

いますが、特に何位というところを考えておる

わけではございません。実質的な意味合いを考

えますと、すべての科目におきまして、本県の

児童生徒の平均正答率が全国平均を上回るこ

と、これが一つの目安になるのではないかとい

うふうに考えておるところでございます。そう

いったところを目指しながら、しっかりと学力

をつけていく取り組みを進めてまいりたいと考

えております。

○中野一則議員 不明確な答弁のような気がい

たしましたが、調査の結果を申し上げますと、

小学校、これは６年生でしたが、全国平均以

下、中学校３年生、これは全国平均以上という

過去の調査のデータが出ております。また、県

内地域間の差―７地区で公表されているわけ

ですけれども、小・中・高とも５地域は平均以

下なんです。最高と最低について、小学校も中

学校もかなり差が大きいということでありま

す。ここから判断しますと、学校間にはかなり

の差があるんじゃないかなと、このように思い

ます。それで、この改善策として、調査結果を

学校単位で公表すべきではなかろうか、そのこ

とで学校、家庭、地域が学力向上に一生懸命取

り組めるんじゃないか、こう思いますが、教育

長の御見解をお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査の結果の公表につきましては、序列化や過

度な競争につながらないように十分に配慮し、

都道府県が個々の市町村名、学校名を明らかに

した公表は行わないように、実施主体である国

から強く求められております。また、調査対象

となる児童生徒の数が極端に少ない小規模の学

校におきましては、個人の結果が推定される懸

念もございます。調査結果の公表につきまして

は、本調査の参加主体である市町村にゆだねら

れておりますので、学校ごとの公表につきまし

ても適正に御判断いただくものと考えておりま

す。なお、結果の概要ですとか、課題、今後の

取り組みにつきましては、多くの学校で、保護

者や地域住民に対して公表がなされ、指導改善

に活用されているところでございます。以上で

す。

○中野一則議員 それぞれの学校等はそれぞれ

工夫すればいいわけですから、ぜひこれが学校

ごとの公表になるように再度努めていただきた

い、このように思います。

次に、教育目標の設定についてであります

が、甲新聞社がこの前、アンケート調査の結果

を発表いたしました。「大阪維新の会」の教育

基本条例案に関して、首長が教育目標を決める

ことに賛成かというアンケートでありました

が、賛成したのは６知事、「どちらとも言えな

い」が22知事、その中で河野知事は５県の中の

１人として反対をされました。乙新聞社により

ますと、「大阪維新の会」が今の件で「知事は

教育委員会と協議して作成する」に修正したと

いう報道がありました。「それに対して文科省
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は、現行法に明確に抵触することはなくなった

という見解を示した」という報道でありまし

た。また、乙新聞社によりますと、3,856人にア

ンケートを─回答が3,856人でしたが、そのア

ンケートでは、首長が教育目標を定めること

に74％が賛成、こういう結果であったようであ

ります。こういう中でありますが、それでも知

事は反対かということをお尋ねしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 教育というものの重要

性にかんがみまして、大阪において教育のあり

方、また教育委員会のあり方につきまして議論

がなされているということは、大変傾聴に値す

るものだというふうに考えておるところでござ

います。私も、教育委員会制度、今の制度がす

べてよいということを考えておるわけではござ

いませんが、根本にある政治的な中立性という

問題ですとか、教育行政の安定性、継続性とい

うものは、子供に対する教育ということを考え

ると大変重要なのではないかというふうな思い

がございます。その考えに基づきまして、当初

のアンケートでは反対の立場を表明したところ

でございます。

今御指摘がありました修正案、協議をして設

定するというところは、当初とは一歩歩み寄り

がなされているもの─相互に連携しながら教

育行政を推進していくということで、そこは歩

み寄りがなされたものだというふうに考えてお

ります。大阪の教育事情に合わせてそのような

方向性がとられるというふうに考えておるとこ

ろでございますが、やはり知事が決めるという

ところが残っておるところもございますので、

私としましては、賛成という立場ではない、政

治的な中立性というものがそれで保たれるだろ

うか、それが子供たちの教育にとっていいんだ

ろうかという疑念が消えないところでございま

す。

○中野一則議員 行政的中立性は確保しなけれ

ばなりません。知事は強い指導力で、教育の振

興、向上に努めていただきたいと思います。

次に、古事記編さん1300年記念事業について

お尋ねしていきたいと思います。

日向神話の古事記編さん1300年記念事業の取

り組みを私も高く評価したい、こう思います。

詳しいことは、専門家である横田政審会長が午

後、質問いたしますが、私は２～３、確認や提

案をさせていただきたいと思います。

ひむか神話街道ということで、かなり前か

ら、平成12年ごろから取り組んできましたが、

この神話街道は北の高千穂から南の高千穂まで

ということでありました。特に、高千穂から西

都市までが山間地であります。この辺の進捗状

況を環境森林部長、県土整備部長にお尋ねした

いと思います。もともと、ひむか神話街道は、

九州一番の観光地である阿蘇に来た―この前

も確認したら1,300万人、阿蘇に来られるそうで

すが―その幾らかが宮崎に大型バスで来てほ

しい、そして神話・伝説の宮崎県を奥地から

ずっと見ていただきたい、そういうことで道路

整備がされたものであります。これは大変重要

なことだと思いますが、今言った担当部長にそ

の進捗状況をお尋ねしたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） ひむか神話街

道の総延長300キロメートルのうち、林道の総延

長は42キロメートルとなっております。その中

で、幅員が狭く観光ルートとしての機能を十分

に発揮されていない区間、約14キロメートルに

つきまして、平成16年度から、マイカーやマイ

クロバスが安全で快適に通行できることを基本

に事業に着手いたしました。その結果、これま
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でに幅員拡幅やのり面改良、待避所・安全施設

等の設置など、約13.5キロメートルを整備した

ところであります。今後、残る0.5キロメートル

区間においても、引き続き、のり面改良等の整

備に取り組むことといたしております。以上で

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） ひむか神話街

道でございますが、これを形成する国県道は

約260キロメートルとなっておりまして、これま

でに約250キロメートルについて２車線での整備

を終えたところであります。残る未改良区間、

約10キロメートルにつきましては、現在、国

道219号の西都市十五番地区など３工区、約3.7

キロメートルでありますが、こういった区間に

おいて整備を進めているところでございます。

それからまた、平成24年度には国道265号の椎葉

村十根川地区、2.8キロメートルにおきまして、

新たに整備に着手する予定としております。今

後とも、ひむか神話街道を初め、本県の地域発

展に資する道路整備に努めてまいりたいと考え

ております。

○中野一則議員 ハード事業でありますけれど

も、このことも古事記編さん1300年記念事業の

一つだと思いますので、重要なことだと思いま

すし、今後も整備されるということでもありま

した。大型バスがどんどん行き交うような道路

になって、北から南まで、名実ともに日向神話

のひむか神話街道が観光地となるように、お願

いしておきたいと思います。

次に、今回の事業でありますが、やはり恒常

的に観光客が来る策をとっていかなければなら

ないと思うんです。県内の神社の参拝者数を調

べてみました。鵜戸神宮が98万9,000人、青島神

社が70万6,000人、宮崎神宮が50万3,000人であ

りました。高千穂神社、天岩戸神社は統計がな

いということでありましたが、高千穂について

は観光客が152万人来るということですから、そ

れに近い数字であったろうと、こう思います。

他県の古事記、神話に由来する神社の参拝客

─これが観光客だと思いますが─年間であ

りますが、神武天皇ゆかりの橿原神宮231万人、

オオクニヌシノミコトにゆかりのある出雲大社

が246万8,000人、アマテラスオオミカミにゆか

りのある伊勢神宮が882万9,000人です。ここに

は及ばなくても、参拝者がふえるような観光策

をぜひとっていただきたいと思いますが、何か

いい案があれば商工観光労働部長、お聞かせく

ださい。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県に

は、古事記や日本書紀に描かれました日本発祥

にまつわる日向神話の舞台として、記紀ゆかり

の神話や伝承、史跡、神楽、祭りなどが数多く

残されており、高千穂や西都原、鵜戸神宮、青

島神社などは、先ほどもおっしゃったように、

本県を代表する観光地となっているところでご

ざいます。県では、このような本県ならではの

観光資源を有効に活用し、「日本のふるさと宮

崎」誘客促進事業や、宮崎恋旅プロジェクトな

ど、さまざまな事業を展開し、県内外からの誘

客を推進しているところであります。ことしは

古事記編さん1300年という節目の年であります

ので、既に１月からは、神話ゆかりの神社など

をめぐるワンコインツアーを実施しているとこ

ろでありますが、今後は、さらに「神話のふる

さと みやざき温故知新ものがたり」スタート

アップ事業や、「日向神話旅」推進事業を初め

とする関連事業に取り組み、私たちの身近にあ

る宝である神話等の観光資源の魅力を磨き上

げ、効果的に情報発信していくことで、さらに

一層の観光誘客に取り組んでまいりたいと考え
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ております。

○中野一則議員 今言った神社以外も、宮崎県

の神社すべてが日向神話にゆかりのある神社だ

そうですから、総合的に参拝者がふえるよう

に、観光客がふえるように対策を練っていただ

きたいと思います。

次に、この編さん記念事業に追加を提案した

いと思います。天孫降臨高千穂、これは北説、

南説ありますが、これをいっそのこと大きな論

争にしてもらってはどうだろうかと。おれは北

の高千穂、おれは南の高千穂と相譲らずの論

争、そのことを提供することが話題性を生むん

じゃなかろうかなと、こう思っております。邪

馬台国論争は、北九州説、畿内説ありますが、

そのことで我々も古代史に非常に興味がある。

また、そのことがロマンにつながっているわけ

ですから、そういうたぐいのものにぜひしてい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 議員は論争を

起こしたらということでございますが、論争と

いっても、いろんなやり方があると思います。

いずれにしましても、論争を起こすことで神話

の舞台として本県を注目させる、あるいは議員

が言われましたように話題を提供する、そうい

う意味で一つの提案として受けとめたいと考え

ています。ただ、その前に、まずはいずれの説

をとりましても、本県がその舞台となっている

ということを県民の皆様にぜひ知っていただき

たい。そして、神話を学ぶことで、そのような

説があることに理解を深めていただきまして、

それぞれの地域に思いをはせていただきたい、

そういうことも大切であるというふうに考えて

おります。以上でございます。

○中野一則議員 本居宣長も２説を唱えており

ます。仲よくけんかしてほしい、こういうこと

ですので、よろしくお願いしたいと思います。

次に、埋蔵文化財のことについてであります

が、残念ながら宮崎県に国宝はございません。

しかし、国宝はなかったわけじゃなくて出土品

としてはあるわけであります。西都市百塚原古

墳から出土した国宝金銅馬具類、これは東京の

五島美術館が所蔵されております。先日行って

みました。道路は草刈りがしてありましたが、

非常に荒廃いたしておりました。西都原公園と

一体となった整備が必要だろうと思いますか

ら、よろしくお願いしておきたいと思います。

西都原古墳から出た国の重要文化財の子持ち家

形埴輪あるいは船形埴輪、これは東京国立博物

館に所蔵されております。高鍋の持田古墳から

出土した銅鏡２面、これは知事出身の広島県尾

道市耕三寺博物館が所有しているわけでありま

す。ぜひ、古事記編さん1300年記念事業の一つ

として─もともと宮崎県のものであったわけ

ですから、返却を求めることも必要だと思いま

すので、返却を求めていただきたい、こう思い

ます。そしてまた、どうしても銭が必要であれ

ば買い戻す、こういうことも含めて、いい機会

ですから─レプリカというのは複製品という

訳し方もありますが、にせものということです

から、にせものを西都原考古博物館に飾る必要

はありませんので、本物を飾って、当然のこと

ですから、ぜひこの運動をされるように知事に

求めますが、いかがですか。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘がありました

国宝とか重要文化財というものは、宮崎県の歴

史を考える上で、知る上で大変重要な資料でご

ざいます。今、レプリカという御指摘がござい

ましたが、学術的な検討をしっかり踏まえた上

で、しっかりとした復元品を今、西都原考古博

物館に展示しているところでございます。こう
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いった出土品を本県に戻すことにつきまして

は、それぞれのものがいろんな経緯をたどって

今の所有者のもとで展示なり保管をされておる

ところでございまして、関係機関の重要な所蔵

品になっておるところでございます。これを戻

してもらうというのは大変困難ではないかとい

うふうに考えておりますが、一つ考えられるの

は、今回の記紀編さん1300年記念事業に取り組

むに当たりまして、里帰り展示会などを計画す

る、また協力をお願いするような中で、どのよ

うな道が開けるかというのを考えてまいりたい

と思います。

○中野一則議員 レプリカはしょせんレプリカ

ですから、レプリカを向こうと交換するぐらい

の交渉をしてくださいよ。ぜひ、お願いしてお

きます。そして、里帰り―重要文化財につい

ては以前、西都原で里帰りがありました。今度

は国宝も含めて、そのことはぜひ実現してくだ

さい。お願いしておきます。

それから、もう一点提案していきたいと思い

ますが、せっかくですから、古代をイメージし

た服、これをぜひ考案していただいて、神話の

国らしい宮崎県を出すために、官公庁あるいは

観光地でその服装をしていただいて宣伝したら

いかがなものか。沖縄県では「かりゆし」とい

うことで、いつもされております。今は、夏に

なればアロハシャツを着られますが、これは

しょせんハワイですから、宮崎県としてのアイ

デンティティーを発揮するためには、やはりこ

ういう古代をイメージした服装だと思いますの

で、ぜひこのことに取り組んでいただきたいと

思います。商工観光労働部長、いかがなもので

しょうか。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） イメージ

づくりあるいは雰囲気づくりというのは、大変

重要なポイントであろうというふうに考えてお

ります。古代をイメージした衣装につきまして

は、県内ではこれまでも、高千穂建国まつり、

西都古墳まつり、あるいは宮崎神宮大祭などの

イベント等において着用されるとともに、宮崎

市の観光協会におきましては、衣装を作成して

観光客等に貸し出しするなどのさまざまな取り

組みがなされております。また、県におきまし

ても、メディアに露出の多いシンボルキャラク

ター「みやざき犬」に古代衣装を着せようか

と、現在検討しているところであります。今後

とも、神話のイメージづくりにつきましては、

観光関係者の御意見をお伺いしながら、観光客

へのアピールやおもてなしを図るという観点か

ら、古代衣装も含めて幅広く手法を考えてまい

りたいと存じます。

○中野一則議員 ぜひ、考案してください。

次は、教育長と県民政策部長に要望しておき

たいと思いますが、県立図書館の髙島館長と野

添主査などが中心になって、県内の神話、伝

承、民話をまとめた「みやざきの言の葉」とい

う本とＣＤを今月中に発行されます。監修は甲

斐亮典先生と矢口裕康先生がされております。

ぜひ、私立、公立を問わず、すべての小・中・

高校に配置していただくように、よろしくお願

いしておきたいと思います。

次に、観光行政についてであります。

観光消費額について質問していきたいと思う

んですが、知事の政策提案に、観光消費額950億

円を目指すとありました。平成21年が924億円で

ありました。宮崎県の23年度の実績は幾らで

あったのかということを、商工観光労働部長に

お尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） アクショ

ンプラン等の平成26年の目標値が950億円になっ
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ておりますが、直近の平成22年の観光消費額

は、速報値で約860億円となる見込みでございま

す。

なお、本県の観光消費額については、昭和41

年来、本県が使用しております手法により推計

してきているものでありますが、観光に関する

統計手法につきましては、各都道府県により異

なっておりますことから、今後は、各都道府県

との比較を可能とするため、国が示した共通基

準に従い、推計を行っていくということにして

おります。

○中野一則議員 平成22年度は21年度よりもか

なり下がっているようでありますが、知事の目

標は950億円でありました。ぜひ、これを達成し

ていただきたいと思いますが、本当に達成でき

るかをもう一度お尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 先ほど来

の御質問にありましたように、ここ２年ほど、

口蹄疫等あるいは新燃岳、鳥インフルエンザ、

そして東日本大震災ということで、本県の観光

は非常に大きな影響を受けておりましたが、古

事記編さん1300年記念ということで、例えば青

島神社の宮司さんあたりからお話を伺います

と、ことしはかなり観光客もふえているという

ような感触を持っておられるようでございます

ので、ことしについては、かなり観光客につい

ても期待ができるのではないかというふうに考

えているところでございます。

○中野一則議員 シンクタンク九州経済調査協

会の発表によりますと、熊本・鹿児島県は昨年

大いに伸びたようであります。これは新幹線効

果だったと思いますが、これに負けないように

宮崎県もこの消費額が大いに伸びるように、い

ろいろと取り組んでいただきたいと思います。

次に、ジオパークと世界遺産についてお尋ね

しますが、まずは霧島ジオパークであります。

この内容等については、前回の一般質問で山下

議員、内村議員等が質問いたしました。10月31

日に霧島ジオパーク推進連絡協議会からの要望

がありましたが、この実現がいかになったかを

お尋ねしていきたいと思います。この要望で

は、地球科学・自然科学の学芸員などの専門員

を出向させてください、財政的支援をしてくだ

さい、鹿児島県と一体となって情報発信をして

くださいという要望でございましたが、いかな

る取り組みをされるつもりか、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） 霧島ジオパー

クにつきましては、宮崎・鹿児島両県の地域住

民と地元市町が一体となって、熱心に取り組ん

でおられるところでございまして、市町や県と

いう枠組みを超えて、自主的に連携し、霧島地

域の活性化に向けた取り組みをされることは、

大変すばらしく、また重要なことであると認識

しております。今回、地元協議会から、専門員

等の出向、財政的支援及び情報発信について要

望があったところでございます。専門員等の人

材の問題など、難しい面、また課題もたくさん

あります。県としましては、財政支援や情報発

信について今年度やっておりますけれども、24

年度も引き続き取り組んでまいりたいと考えて

おります。いずれにしましても、世界ジオパー

クの認定に向けては、数多くの評価項目がござ

います。今後とも、地元市町のほか、鹿児島県

と十分連携しまして、積極的に協力してまいり

たいと考えております。以上でございます。

○中野一則議員 既に世界ジオパークに認定さ

れている島原を先日見てきましたが、霧島が何

ら劣ることはない、このように確信しました。

さっきお願いしました要望等が調っていけば、
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必ず世界のジオパークに認定されると思います

から、引き続き、御努力をよろしくお願いして

おきたいと思います。

次に、肥薩線の世界遺産への登録についてで

ありますが、私は、この世界遺産、どうかなと

思っておったんです。ところが、先日オースト

ラリアに行ったときに、シドニーにあるオペラ

ハウス、これはできて38年、そして10年ぐらい

前に築30年ぐらいで世界遺産に登録されている

んです。びっくりいたしました。それからする

と肥薩線は優に100年以上経過して、現に鉄道と

して使っているわけです。現役の鉄道なんで

す。宮崎県でも最初の鉄道でもありますことか

ら、宮崎県も世界遺産への登録について、熊本

県、鹿児島県と一緒になって本腰で取り組んで

いただくようによろしくお願いしたいと思いま

すが、その決意等を含めて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） ＪＲ肥薩線

は、八代市から人吉盆地、矢岳高原を経て隼人

に達する全長約124キロの鉄道でございまして、

真幸駅など一部の施設については、「国の近代

化産業遺産群33」の中で、物資輸送関連遺産と

しても認定されているところでございます。肥

薩線の世界遺産登録につきましては、昨年８

月、えびの市及び熊本・鹿児島両県の沿線市町

村で構成される「肥薩線を未来へつなぐ協議

会」が発足しまして、取り組みが始まったとこ

ろでございます。今後、登録までには長い年月

と多くの課題の解決が必要になると思われます

が、世界遺産に登録されますと、肥薩線の価値

が注目され、観光客の増加などにより沿線地域

の活性化に貢献するものと思われます。県とい

たしましては、熊本県、鹿児島県、沿線市町村

とも連携しながら、協力を行っていきたいと考

えております。

○中野一則議員 ぜひ、よろしくお願いしてお

きたいと思います。

次に、公共事業についてお尋ねいたしたいと

思います。

公共事業の予算についてでありますが、まず

現状を申し上げたいと思います。公共事業の予

算、これは毎年どんどん減ってきております。

公共事業が県内総生産に占める割合、これも平

成12年に10.8％であったものが21年には6.9％

に、かなり落ちております。そういうことか

ら、今度の予算で県単事業、これをプラスにし

ていただきました。このことは高く評価して、

ありがたいことだというふうに思っておりま

す。しかし、公共事業全体の予算からすると、

前年に比べてマイナス6.9％で69億円の減額であ

ります。また、10年前と比較しまして、マイナ

ス42.3％、688億円も減額しておるというのが実

情であります。先ほども言いましたが、農外所

得がそういうことで大幅に少なくなった。平

成15年までに250万円台であったものが、平成20

年、21年は56万円、55万円ということで、４分

の１以下になっているわけです。これは中山間

地域あるいは農林業の振興からも大変問題にな

る、疲弊していく原因もここにあるんだなとい

うふうに思っております。生活もその分だけ苦

しいというふうに思いますが、この現状の御認

識、いかがなものかということを、まずは知事

にお尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） まず、国の公共事業関

係の予算であります。昨今の削減方針により、

来年度について見ましても、東日本大震災の復

興分を除く一般会計ベースで8.1％の減となって

いるところでございまして、本県としても、

しっかり国の財源も確保してまいりたいという
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ことでございますが、本県だけが国の事業を

もっともっと確保するというのは非常に難しい

ということでございます。ただ、本県はインフ

ラ整備、社会資本整備がおくれている状況にあ

る。さらに、大震災を踏まえた防災対策に取り

組む必要性、さらには県内経済への公共事業の

波及効果というものを考えまして、県としてで

きること、できる限りのことをということで、

今御指摘がありましたような県単独の公共事業

について、昨年度の予算で24.1％ふやしたもの

をさらに2.3％増ということで、県としてのでき

る限りの努力をしたところでございます。県債

残高の抑制など、財政改革の取り組みとのバラ

ンスをとりながら、大変難しいかじ取りではご

ざいますが、今後とも、公共事業の果たす役割

というものにかんがみて、県としての努力を続

けてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 平成24年度の予算も、恐らく

随時、補正予算も組まれていくと思いますが、

補正額を含めて前年度予算にプラスしていくよ

うにお願いしていきたいし、また来年度以降の

当初予算が前年度マイナスということにならな

いように、できたらプラスにしていただきた

い、このように思います。それと、その予算も

中山間地域に傾斜配分するような措置をぜひお

願いしたいと思いますが、再度、知事にお願い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 傾斜配分という御指摘

がございましたが、県内へ及ぶ経済効果、それ

からインフラ整備の必要性というものは大変重

要であるというふうに考えております。県単事

業を何とか少しでも伸ばしたというお話を申し

上げましたが、県単独事業というものは県内市

町村すべてで実施されるということでございま

すので、まさに身の回りのインフラ整備、さら

には経済の底上げにもつながるものというふう

に考えておるところでございます。

○中野一則議員 次に、入札制度改革について

お尋ねしたいと思います。予定価格3,000万円以

下を指名競争入札へ復活してください、地元建

設業が発注しやすいような入札制度にしてくだ

さいということを、我々自民党は毎年繰り返し

知事に提言させていただいております。昨年も

いたしました。そして、一般競争入札で、隣の

県、熊本県が3,000万円以上、大分県が4,000万

円以上、鹿児島県が5,000万円以上、九州で250

万円以上というのは宮崎県のみであるというこ

とであります。そういうことからして、ぜひ予

定価格3,000万円以下、指名競争入札の復活、こ

の決断を知事にしていただくようにということ

で、お尋ねいたしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 入札・契約制度につい

ての御意見、これまでもいろいろちょうだいし

ておるところでございます。しっかり受けとめ

ながら、どのようなあり方が望ましいのかとい

うものを真剣に考えておるところでございま

す。これまで一般競争入札の拡大など、より公

正透明で競争性の高い制度の確立に取り組むと

ともに、幅広く御意見を伺いながら、最低制限

価格の見直しなど、柔軟な対応、見直しに取り

組んできたところでございます。建設産業、中

でも総合評価落札方式につきましては、工事の

品質確保を図り、地域の建設業者の育成や技術

力向上にもつながる制度であるというふうに考

えておりまして、地域企業育成型の活用を含め

て、その適用を拡大してきたところでございま

す。来年度に向けましては、これまでのさまざ

まな御意見なり御議論というのを踏まえ、土木

一式工事におきまして、今以上に地元の建設業

者が発注しやすい環境となるように、地域要件
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を狭めるなどの見直しを検討しておるところで

ございます。これからも必要な見直しというも

のを─ただ基本的には一般競争入札方式の枠

組みの中でということではございますが、地域

に幅広く仕事をしていただけるような工夫とい

うものをしてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 地元へのいろんな配慮、よく

わかりました。ぜひ、それもしていただきたい

と思いますが、もともと、3,000万円以下の指名

競争入札の復活ということを、知事は改悪とい

うような認識でおられるものかどうか、お尋ね

したいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 改悪といいますより

は、これまでの経緯、残念ながらいろんな不都

合が生じてしまったということを踏まえて、

しっかりとした一般競争入札に基づきまして、

より公正透明で競争性の高いものであるべきだ

というような改革を進めてきたところでござい

ます。その中で、本当に地域にとってためにな

るようにと、地域に十分配慮できるような形へ

見直しを進めてきたところでございまして、そ

の基本線というところをそのまま守ってまいり

たいということを考えておるところでございま

す。

○中野一則議員 そうしますと、知事の任期中

での3,000万円以下の指名競争入札の復活という

ことは、どうも考えられないように聞こえまし

たが、3,000万円以下を復活するということは、

任期中にはされないつもりですか。

○知事（河野俊嗣君） 今申しましたように、

これまでもさまざまな団体との意見交換等も踏

まえ、その声を踏まえて柔軟な見直しを行って

きたところでございまして、全く今御指摘のと

ころも道を閉ざす、ドアを閉ざすということで

はございませんが、今あるべき制度というもの

を、これまでの検討の経緯、また改革の経緯を

踏まえながら、しっかりとこれからも考えてま

いりたい、そして随時、見直しを含めて検討し

てまいりたいということでございます。

○中野一則議員 隣の県がすべて3,000万円以上

ですから、隣の県には合わせるようなことを、

できたら１年でも早く実行していただきたいと

いうことを要望しておきたいと思います。

次に、地域医療対策についてお尋ねいたした

いと思います。

地域医療といってもいろいろ考え方があっ

て、底辺が広いわけでありますけれども、特に

中山間地域の医療ということについてお尋ねし

ていきたいと思うんですが、私は、医療という

問題、県内どこにいても近くに医師がいる社

会、これを構築することだというふうに思って

おります。そういうことからすれば、無医地区

が現にあるということはいかがなものかという

気がいたします。県下無医地区、椎葉村、諸塚

村含めてまだ17地区あるということでありま

す。この解消を含めて現状への取り組みをどの

ようにされているか、福祉保健部長にお尋ねし

たいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 無医地区でご

ざいますけれども、住民の高齢化が進んでお

り、通院のための交通手段の確保が課題となっ

ておりますことから、市町村では最寄りの公立

病院等までの巡回バス、それから乗り合いタク

シーを運行しているのを初めといたしまして、

公立病院からの訪問診療等を実施しているとこ

ろでございます。県におきましては、これらの

公立病院等の医師確保や運営費支援を行ってい

るほか、日本赤十字社宮崎県支部の協力を得な

がら、巡回診療等を行っているところでありま

して、今後とも、市町村や関係機関と十分連携
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を図りながら、僻地における医療の確保を図っ

てまいりたいというふうに考えております。

○中野一則議員 無医地区、まさかこれがふえ

るということはないと思いますが、ふえること

がないように、そしてまた今、無医地区である

ところは絶対解消していただくように、ぜひこ

れからも真剣に取り組んでいただきたい、こう

思います。

それから、中山間地域の医師の確保というこ

とでありますが、市町村立病院の医師不足、先

日聞いたら27名ということでありました。この

現状もなかなか変化がないんです。いつも27

～28名が不足不足ということになっておりま

す。やはり地域医療対策の基本は、無医地区を

解消すること、それから中山間地域の医師を確

保すること、こういうふうに思いますから、そ

のあたりの取り組みを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） 県内の公立病

院等の医師不足の状況でございますけれども、

お話がございましたとおり、昨年４月時点で27

名の医師が不足しているという状況になってお

ります。このため県では、関係市町村と一体と

なりまして、公立病院等の求人情報の発信、病

院説明会を実施しているほか、本県での勤務に

関心を持つ医師につきまして、直接、本県に招

いて病院を見ていただく等の取り組みを行って

いるところでございます。これらの取り組みに

よりまして、本年度、６名の医師が県内の公立

病院等で常勤あるいは非常勤として勤務を開始

していただいております。また、昨年10月に

は、県、宮崎大学、県医師会及び市町村で構成

する「宮崎県地域医療支援機構」を設立したと

ころでありまして、この機構において、臨床研

修医の確保や医師のキャリア形成支援など、若

手医師の養成等にも積極的に取り組むことによ

り、医師不足の改善に努めてまいりたいという

ふうに考えております。

○中野一則議員 ちょっと触れられましたが、

臨床研修医の確保、平成23年度の実績が29名で

ありました。24年度は69名が見込まれておりま

すが、25年度以降はどのような確保対策をされ

て、見込み数が何名かを、わかっている範囲内

でお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県で臨床研

修を行う研修医が、宮崎大学を初め関係者の皆

様の御努力によりまして、昨年に比べて大幅に

増加する見込みとなったことは、大変ありがた

く、将来の本県への定着にもつながるものと期

待をしているところでございます。今回の結果

を一過性のものとしないためには、臨床研修医

の意向等を十分把握しながら、引き続き、積極

的な取り組みを行っていく必要があるというふ

うに考えております。では次に、何名かという

御質問でございますけれども、これにつきまし

ては、制度的に築いていって、機械的に研修医

がふえてくるというものではございません。人

の意思といいますか、そういうことにかかわる

問題でございますので、何名と申し上げること

はなかなか難しい状況ではございますけれど

も、ただいま申し上げましたように、関係機関

と一体となりまして、臨床研修医の確保に向

かって努力してまいりたいというふうに考えて

おります。

○中野一則議員 中山間地の病院の医師確保と

か無医地区の解消、これは宮崎県に医師をいか

にふやすか、そしてまた医師も非常に高齢化社

会になって若い人が少ないということも聞いて

おります。その点、臨床研修医の確保というこ

とはそれを解決する道だと思いますから、24年
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度の69人を目標に、25年度以降も確保していた

だくように、よろしくお願いしておきたいと思

います。

次に、拉致問題についてお尋ねしていきたい

と思います。

拉致事件の対策でありますが、北朝鮮の拉致

事件、まだまだ未解決でありまして、まことに

残念であり、腹立たしい思いであるわけであり

ます。宮崎県での発生、政府が認定したもの

が、拉致・特定失踪者数が２人、それから特定

失踪者問題調査会が1000番台リストということ

で発表しているものが─これは拉致の可能性

が非常に高いという判断のものでありますが

─６名、合わせて拉致にかかわるものが８

名、宮崎県にいらっしゃるわけであります。そ

ういう中で、県内も非常に多発地域じゃないか

なという気がしてなりません。まさか今、拉致

があるとは思いませんけれども、宮崎県の長い

海岸線でありますが、沿岸を中心にした警戒体

制を今もきちんと取り組んでおられるのかどう

かを、警察本部長にお尋ねいたしたいと思いま

す。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察では、沿岸

部を管轄する７警察署を中心といたしまして、

沿岸線におけるパトロール、検問等の警戒活動

を実施しております。また、海上保安庁との連

携のほか、漁業関係者、宿泊施設、交通機関の

関係者等により組織をされております沿岸防犯

協力会などとも連携を密にしながら、海上、港

湾、沿岸線における不審者や不審船の発見、沿

岸部における防犯活動の広報・啓発活動等を実

施しているところでございます。引き続き、関

係機関・団体との連携を密にし、また住民の方

々の御協力をいただきながら、沿岸部における

警戒を強化してまいりたいというふうに考えて

おります。

○中野一則議員 警戒をしておくことが事件を

未然に防止するということになりますから、引

き続き、そういう体制で取り組んでいただきた

いと思います。

宮崎県で発生した一番新しい事件は、16年

前、平成７年11月５日に発生した佐土原町石崎

浜での失踪事案であります。名前を言っていい

と思いますが、岩本美代子さんという方が突然

石崎浜からいなくなった、こういう事件であり

ます。そのことを特定失踪者問題調査会は1000

番台リストに挙げているわけですけれども、当

時の情報で、犬の散歩をさせていた方から、川

に黒いボートがあったとか、茂みに３人ぐらい

の男性がおった、そういう情報があったそうで

あります。もちろん、このことについて県警も

確認されているだろうと思っております。その

ことで拉致の可能性が大きいということで、リ

ストに挙がってきているわけですけれども、捜

査はその後、この件について継続されているの

かどうか、されていなければ再開の用意がある

のかどうかをお尋ねしたいと思います。本部

長、お願いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） ただいま御質問

のありました方も含め、特定失踪者の方々に関

しましては、事件・事故、家出など、あらゆる

可能性を念頭に置きながら、その発見につなが

る関連情報の把握に努めているところでありま

す。御質問のありました情報についても把握を

しておりまして、なお引き続き、御家族や相談

者の方々の心情に十分に配意をしながら、事案

の真相解明に向けて、所要の捜査や調査を進め

ていくこととしております。

○中野一則議員 拉致問題について、「めぐ

み」という映画があるわけですが、私も既に３
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回ほど見ました。平成20年に、文科省だったと

思うんですが、各学校でこの映画「めぐみ」を

見るようにということで通知があったと思うん

ですけれども、その中で、県内では油津中、美

々津中、第一中学高等学校、この３校しか見な

かったということであります。また、映画「め

ぐみ」はＤＶＤにもされておりまして、県下の

すべての学校に見てほしいということで、昨年

は内閣府から、拉致も人権啓発の一環として見

るべきということであったようであります。公

立の小・中・高でＤＶＤの視聴状況の調査をさ

れたように聞いておりますから、その実績はい

かがなものであったかを教育長にお尋ねいたし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 拉致問題啓発ビデオ

「めぐみ」は、児童生徒が拉致問題について理

解を深めるために大切な教材でありますので、

県教育委員会では、12月の「北朝鮮人権侵害問

題啓発週間」に合わせた視聴など、各学校にお

いて積極的に活用するように指導してきたとこ

ろであります。その結果、ことしの１月末であ

りますが、市町村立の小学校で67校、中学校

で34校、並びに県立学校で20校、合計で全体の

学校数の27.8％に当たる121校が視聴している状

況にございます。また、今年度末までに視聴を

予定している学校を合わせますと、全体の58.7

％に当たる256校が視聴することとなっておりま

す。県教育委員会といたしましては、今後と

も、拉致問題啓発ビデオの活用の拡大を図りな

がら、拉致問題に係る人権教育の推進に取り組

んでまいりたいと考えております。以上です。

○中野一則議員 人権という面からも拉致問題

は大変重要なことでありますし、これが解決す

る上からも、子供たち全員、ＤＶＤの視聴がで

きるよう、これからも一段と指導していただく

ように要望しておきたいと思います。

以上ですべての質問を終わりたいと思います

が、今回は、知事の指導力とは何か、リーダー

シップとは何かということを底辺に置いて質問

をしたつもりでございます。一部力強い答弁も

ありましたけれども、なかなかいま一歩という

気がしてなりません。86.5％という高い数字、

前の知事はまだそれよりも高かったわけですか

ら、ぜひ、前の知事に負けないような評価をい

ただくような決断力、リーダーシップを発揮さ

れる知事になってほしい、このように思いま

す。ひょっとすると、これから我々が想定でき

ないような課題がいろいろと発生するかもしれ

ません。そのときには毅然とした判断力と決断

でリーダーシップを発揮して県政を運営される

べきだと、こう思いますから、そのことをよろ

しく御要望も申し上げまして、私の代表質問を

終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。（拍手）

○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、休憩をいたします。

午前11時56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、自由民主党、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の横田照夫です。２人目の代表質問をさせてい

ただきます。ちょっと欲張り過ぎて質問項目が

多くなってしまいましたので、早口になること

をお許しいただきたいと思います。また、答弁

側にも早口でおつき合いいただければ助かりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。
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日向市に大御神社という神社があります。大

きなさざれ石があることでも有名です。御祭神

はアマテラスオオミカミです。神社の由緒に

は、昔々、ニニギノミコトがアマテラスオオミ

カミをお祭りして平安をお祈りされたと伝え、

また、神武天皇御東征の際、この神社に参拝を

され、武運長久と航海安全を祈願されたとあり

ます。大御神社の名前は、アマテラスオオミカ

ミのオオミをいただいてつけられたと言われま

すが、本殿天井から発見された天保・安政時代

の祈願木札には、「天照皇大神宮」と記されて

います。私も見せていただきました。この天照

皇大神宮という呼び名は、神社の総本社である

伊勢神宮にだけしか認められていない呼び名だ

そうです。明治の初めに全国の神社のランクづ

けがなされました。当然、大御神社は天照皇大

神宮という名前を出したはずですが、その名は

伊勢神宮だけにしか認められていないので、や

むなく大御神社としたのではないかということ

です。伊勢神宮にある有名な宇治橋は、五十鈴

川にかかっていますが、日向のお隣の門川町に

も五十鈴川があります。大御神社がある場所は

伊勢ヶ浜です。さらに伊勢神宮の近くには、度

会郡玉城町日向（ひゅうが）という地名とか、

度会町日向（ひなた）という地名があります

し、そのほかにも似たような地名はたくさんあ

ります。

このように、日向地方と伊勢地方には神社の

伝承や地名の相似が見られることなどから、大

御神社は「元々伊勢」とも呼ばれているそうで

す。これは地名や祭祀形態の原型なるものが日

向にあって、民族の移動により人々の昔の記憶

が伊勢において再現され、成熟していったこと

を物語っているのではないか。つまり、神武東

征の裏づけと考えてもいいのではないかという

ことでした。

以上、大御神社宮司の受け売りを話しました

が、このほかにも、大御神社では昨年、さざれ

石が渦状に刻まれたところにあるくぼ地に巨大

な玉が見つかりました。これは「龍の卵」をあ

らわしているんだそうです。さらに、近くにあ

る岩くつには、入り口からの光が昇り龍の形に

はっきり見える場所があります。これらは

約5,000年前の古代遺跡で、龍神信仰を裏づける

ものと究明されました。本当に興味深いところ

です。ぜひ皆さん方も行ってみてください。河

野知事もこの大御神社に行かれたと宮司にお聞

きしましたが、大御神社に対する感想をお聞か

せください。

記紀1300年に関する質問は後ほど第２弾で質

問することとし、壇上からの質問はこれで終わ

ります。よろしくお願いいたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

大御神社についてであります。ことしは、古

事記編さん1300年ということでございますの

で、各地に出ましたときに、その仕事の合間を

縫って、史跡でありますとか、ゆかりの神社、

また祭事やイベントへの参加、裸まいりであり

ますとか、高千穂の建国まつりに参加させてい

ただいておるところでございます。大御神社を

訪れた際には、今御指摘がありましたような伊

勢神宮との相似点でありますとか、日本最大級

のさざれ石、さらには昨年発見されました5,000

年前の龍神信仰を裏づける石の玉でありますと

か、大変興味深い悠久の歴史というものを感じ

たところでございます。これも古事記に絡んで

非常に貴重な資源だというふうに考えたところ

でございますので、１月に東京で行われました
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シンポジウムにおきましても、事務方が用意を

しましたパワーポイントのスライドの中には

入っていなかったんですが、私が指示しまし

て、ぜひ入れよということで入れて、これも皆

さんにＰＲをしてまいったところでございま

す。改めて、本県には、記紀ゆかりの神社や史

跡、伝説、祭りなどが数多く残されておって、

本県ならではの大変貴重な資源であると感じた

ところでございまして、我々県民としましても

その認識を深めて、そのもとに県外に向けて強

くアピールしていきたい、そのように考えたと

ころでございます。以上であります。〔降壇〕

○横田照夫議員 県内の神社のそこそこでいろ

んな物語が隠されているのかもしれませんね。

そういうのをみんなで発見することもまた楽し

いことかなというふうにも思います。

知事にお伺いしますけど、知事がいろんな催

しに最後まで残っておられるのをよく目にしま

す。県民との対話と協働や現場主義をやろうと

する姿勢がよく理解できます。しかし、官僚出

身らしい手がたさはあるものの、知事としての

政治決断に乏しいとか、そういった意見もある

ようです。高病原性鳥インフルエンザとか新燃

岳の噴火など、さまざまな困難を乗り切ってこ

られましたけど、知事としてこの１年間を振り

返ってどう評価しておられるのかをお聞かせく

ださい。

○知事（河野俊嗣君） この１年間でございま

すが、就任日の鳥インフルエンザの発生、また

数日後の新燃岳の噴火など、また、３月の大震

災もございました。さまざまな災害に見舞われ

続けたところでございますが、県民の皆様、ま

た関係団体のお力をいただきながら、何とかこ

れに対応してまいったところでございます。第

一に考えておりました口蹄疫からの再生・復興

に関しましても、工程表をつくりまして、スピ

ード感を持っての対応に努めておるところでご

ざいます。また、昨年は、県議会との議論等を

踏まえながら、総合計画を初め、さまざまな長

期計画、今後の県政のあり方を見据える上での

一つのレールになるさまざまな計画を定めるこ

とができたというふうに考えておるところでご

ざいます。今後は、こうしたレールにのっとっ

て、またそれを踏まえて、対話と協働という姿

勢、また現場主義というような基本的な姿勢と

いうものを忘れることなく、しっかりとした実

績を残す方向で努めてまいりたいというふうに

考えております。

○横田照夫議員 同じように、副知事にお尋ね

しますけど、牧元副知事は、口蹄疫からの復興

が喫緊の課題であった本県に必要な人材として

農水省から抜てきされ、１年がたとうとしてお

ります。この１年を振り返って、口蹄疫からの

復興も含めてどう評価されておられるのかをお

聞かせください。

○副知事（牧元幸司君） 私も副知事に就任し

て１年ということでございます。この間、県政

全般につきまして知事を補佐してきたというこ

とはもとよりでございますが、その中でも特

に、御指摘ございましたように、口蹄疫からの

再生・復興という問題につきまして重点的に取

り組みをさせていただいたところでございま

す。この問題につきましては、防疫マニュアル

の見直しでございますとか、あるいは県内のい

ろいろな団体と協定を結ぶといったような取り

組みを通じまして、防疫対策などについて一定

の前進を見たのではないかというふうに考えて

いるところでございます。しかしながら、一方

で、昨年末の時点で経営を再開した農家が約６

割ということで、引き続き厳しい状況にあるわ
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けでございます。したがいまして、６次産業化

も含め、やはり畜産全体のあり方につきまし

て、今後ともしっかり検討していく必要がある

のではないかというふうに考えているところで

ございます。また、口蹄疫からの影響につきま

しては、農業だけではなくて、商工業・観光業

にも及んでいるわけでございますので、これら

経済全般に対する取り組みというものもしっか

りやっていく必要があるというふうに思ってい

るところでございます。

それから、もう一つ重点的に取り組ませてい

ただいた課題は、中山間地域を初めといたしま

す地域の活性化という問題でございます。この

問題につきましては、現場に極力足を運ばせて

いただくとともに、鳥獣害対策などに取り組ま

せていただいたところでございますが、まだま

だ課題が多いわけでございますので、これにつ

きましても、県の体制もしっかり整備をした上

で、引き続き取り組んでまいりたいというふう

に考えているところでございます。

いずれにいたしましても、これらの課題も含

めもろもろの課題につきまして、オール県庁に

よる取り組みということで的確に対応してまい

りたいというふうに考えておりますが、その中

で非常に重要なのは、知事も常々おっしゃって

おります対話と協働、あるいは現場主義という

ことでございます。私も昨年の後半からは、特

に、実際に農家の現場に足を運びまして意見交

換をしたり、あるいはそれらの農家を呼んで意

見交換をしたりといったような取り組みもして

いるところでございますけれども、まだまだこ

れは十分でないというふうに考えておりますの

で、引き続き現場に足を運びまして、現場の声

をしっかり受けとめて政策に生かしていきたい

というふうに考えております。引き続き御指導

のほどよろしくお願いをしたいと思います。

○横田照夫議員 ありがとうございます。知事

も副知事も任期後半の２年間で大きなジャンプ

ができるように、三段跳びのホップ・ステップ

・ジャンプのジャンプの年とこれからの１年間

を位置づけていただいて、頑張っていただきた

いというふうに思います。

さて、記紀編さん1300年についてですけど、

ことしが古事記編さん1300年に当たるとして、

宮崎県が舞台となる日向神話を大々的にアピー

ルしていこうと、「神話のふるさと みやざき

温故知新ものがたり」という一大キャンペーン

を展開していくことになりました。私は専門家

というわけではありませんが、これまでそのこ

とをずっと訴えてきましたので、大変うれしく

思っております。それで、神話について幾つか

お聞きしたいと思います。

まず、知事にお尋ねします。神話は神社との

関係が非常に強いですけど、行政としての立つ

位置をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘ありましたよう

に、ことしが古事記編さん1300年、８年後の平

成32年が日本書紀編さん1300年、この９年間と

いうのをとらえて、改めて本県の宝というもの

を見詰め直し、それを強く県外にも発信してい

こう、そのような取り組みを記紀編さん1300年

記念事業として、また、そのコンセプトとして

「みやざき温故知新ものがたり」を掲げておる

ところでございます。あくまでも宗教的な側面

ということではなしに、本県の宝である日向神

話・伝説、史跡、そういったものを再認識する

とともに、その磨き上げを行っていく。そして

県外に強く発信していく。それを宮崎の新しい

地域づくりに結びつけていく。そのような姿勢

で取り組んでまいりたいと考えております。
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○横田照夫議員 全国にアピールしていくため

には、まずは県民に知ってもらうことが大事だ

というふうに思います。県民に対してどのよう

に周知をしていくのかなど、本事業で展開され

るキャンペーンの内容を具体的にお聞かせくだ

さい。県民政策部長、お願いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） ことしは、古

事記編さん1300年をテーマに４つの柱で事業を

展開することとしておりまして、議員御指摘の

とおり、神話や伝説、史跡等につきまして、ま

ず県民の理解を深めることが重要でありますの

で、それを１つ目の柱としております。具体的

には、県内各地域で講演会や展示会を開催する

ことや、学校や地域におきまして、神話や伝説

など地域の魅力を学ぶ機会を提供することとし

ております。２つ目は、県内各地域でのイベン

トや祭り等の実施、あるいは古事記編さん1300

年のシンボル的なイベントの開催を予定してい

るところでございます。そして３つ目は、例え

ばテレビ番組の制作や雑誌等を活用した県内外

へのＰＲや、観光資源の磨き上げ等を通じた誘

客活動の強化を考えております。そして４つ目

は、受け入れ環境の整備といたしまして、道路

整備や観光案内板の設置等を進めることとして

いるところでございます。

○横田照夫議員 テレビの効果というのは非常

に大きいと思うんです。地元テレビ局等は、地

元を盛り上げるための企業責任もあると思いま

すので、できれば無料で神話に関する番組をつ

くっていただけるといいなと思います。ぜひお

願いをしてみてください。

それと、神話にちなんだお菓子とかグッズ、

そういったお土産品の開発もしていただけると

いいんじゃないかなというふうに思います。

次に、教育長にお尋ねしますが、子供たちへ

の周知で神話の副読本を活用する考えはないの

でしょうか。島根県は、地域の成り立ちや文化

を学ぶ教材として積極的に神話を活用している

ようです。郷土に対する自信や誇り、愛着な

ど、地域のプライド創出にも神話はすばらしい

材料だと考えます。高校の入試の設問に入れて

もいいくらいだと私自身は思っております。神

話に関する学習をどのように取り組んでおられ

るのか、お聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 本県には神話や伝説

が数多く残っておりまして、これらは貴重な教

育的資源でありますので、これを活用した取り

組みが行われております。例えば小中学校の総

合的な学習の時間などにおきまして、ふるさと

学習として、伝承されている神話や神楽につい

て調べたり、運動会や学習発表会で踊りや劇を

披露したりするなど、地域への理解と愛情を深

める学習を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、来年度から使用さ

れます小学校の社会科副読本に、本県の各市町

村に伝わる神話や伝承の紹介マップや、神話を

取り上げたページを新たに設けますとともに、

郷土宮崎について学ぶ「ひむか学」のホームペ

ージの内容もさらに充実させまして、子供たち

が「神話と伝説のふるさとみやざき」について

学習を深めることができるように努めてまいり

たいと考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。神話

は物語でありますけど、それに基づく史実が

あったのではないかなというふうに思います。

県内には多くの古墳群があることを見ても、い

にしえの時代にかなり大規模な国があったこと

が考えられ、邪馬台国は宮崎にあったという説

もあるぐらいです。大御神社のところでも紹介

しましたように、古代史をめぐるさまざまな学
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説とか想像、それらを飛び交わせることで、県

民が自分たちの地域に蓄積された歴史の壮大さ

を見直し、自信を持つきっかけにするべきでは

ないかとも考えますが、知事、いかがでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、神話

等をめぐっては、さまざま学術的な研究また議

論がなされているところでございます。そう

いったことも含めて、本県で語られている神話

・伝説というものを改めて認識する。昔の物語

としてあるだけじゃなく、今の我々と結びつけ

て考えて、それをさらに磨き上げていって、将

来への地域づくり、また観光客の誘致も含めて

活用していく。そういう意味で温故知新という

言葉を使っておるところでございます。古事記

の上巻にも「稽古照今（けいこしょうこん）」

という言葉があるようであります。古きを稽

（かんが）え、今を照らすということでありま

す。まさにそういう神話伝説というものに理解

を深めることが、今の我々の住むこのふるさと

宮崎に対する深い理解と郷土愛に結びついてい

くものというふうに考えておりますので、その

視点での取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。

○横田照夫議員 できれば、焼酎でも飲み交わ

しながら、あちこちで神話とか古代日向の話が

飛び交うようになるといいなというふうに思い

ます。

以前にも提案したんですけど、「全国で神話

ツアーを募集して、ホテルなどで、わかりやす

くおもしろおかしく神代から古墳時代までの講

演を聞いてもらって、焼酎でも飲みながら神楽

を見てもらう。そして、次の日、講話に出てき

た江田神社とか西都原古墳群などを観光しても

らって、スピリチュアルスポットで何かを感

じ、古代日向のロマンに浸ってもらう。その

後、歩行者天国になった県庁前クス並木通りで

全国最高の県産品などのお土産を買ってもらっ

て空港まで送り届ける」。全国のほかの地域と

の完全区別化です。つまり、神話などの想像の

世界の観光、古墳や西都原考古博物館などの実

証可能な観光、そして県産品などの手で触れら

れ、味わわれる観光。イメージ的には「1500年

の時空を超えた観光資源３点セット」。古代と

現代が1500年以上の時空を超えてロマンと現実

が合体する。ほかの県には決してまねのできな

い区別化です。こんな観光提言もあっていいの

ではないかと思いますが、商工観光労働部長、

いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 議員から

御提言のありましたような神話ツアーにつきま

しては、神話を身近に感じられる効果の高い取

り組みであると考えております。県としまして

は、ことし１月から、神話ゆかりの神社などを

めぐるワンコインツアーを実施するとともに、

旅行エージェント等にも商品化について働きか

けを行ってきたところ、４月以降になります

が、現時点でＪＴＢや近畿日本ツーリストなど

エージェント６社、それから全日空など交通事

業者３社等から、旅行商品として売り出してい

ただけることになっております。また、昨年、

明治大学と連携した日向神話をテーマとする公

開講座を実施したところでありますが、受講し

た方々を対象に、県内の旅行エージェントが企

画した神話ツアーも２月下旬に実施されており

ます。このような実績を踏まえ、新年度におき

ましては、本県の神話ゆかりの地をめぐるテー

マ性のある新たな観光ルートを「日向神話旅」

として開拓し、県外に積極的に売り込むことに

より、さらなる観光誘客を図ってまいりたいと
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考えております。

○横田照夫議員 ひむか神話街道に指定されて

いる佐野原聖地というのが佐土原にありますけ

ど、これは小さなほこらで、地元佐土原町民で

すら知らない人が多いというふうに思います。

身の回りの神話にゆかりのある場所を知ること

も大事だと思います。各市町村の役割はどうな

るのか、県民政策部長にお伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 御質問にあり

ました佐野原聖地に、私も先日行ってまいりま

した。本当に埋もれたところにありまして、こ

ういう宝といいますか、そういうものを発掘し

てその魅力を伝え、そして地域への愛着につな

げていくことは大変重要だと考えております。

そのためには、市町村の役割は非常に大きいと

思っております。先般設立しました推進協議会

の設立総会においても、市町村に参加をいただ

いたところでございます。記紀編さん1300年記

念事業では、県民の神話や伝説、史跡等の理解

の促進などに取り組むということにしておりま

すが、市町村におかれましては、こうした取り

組みと歩調を合わせ、地域の史跡や祭りの掘り

起こし、磨き上げ、さらには住民の理解促進や

情報発信などに積極的に取り組んでいただきた

いと考えているところでございます。

○横田照夫議員 実はこの佐野原聖地は、神武

天皇がお生まれになったところと言われている

んです。神武天皇の生誕地は、高原町の狭野神

社の近くの皇子原とも言われておりますけど、

それはそれでいいと思うんです。神様ですか

ら、あちこちでお生まれになっているんじゃな

いかと思います。午前中、中野議員が、天孫降

臨の地として高千穂町と高千穂峰の話をされま

したけど、要はそれぞれが自分たちのところと

信じて盛り上がっていくことが大事じゃないか

なというふうに思います。知事は、ＮＨＫ会長

に、本県を舞台にした大河ドラマとか連続テレ

ビ小説などで、古事記に関するテレビ番組の制

作を要望されたそうですけど、その手ごたえは

どうだったんでしょうか。それがだめなのであ

れば、民放テレビの連続物でもいいんじゃない

でしょうか。また、漫画家・里中満智子さんが

「天上の虹」という古事記編さんを進めた持統

天皇のころの人気漫画をかいております。アニ

メ番組でもいいと思うんです。古事記編さ

ん1300年記念番組で売り出して全国の人に見て

もらえれば、神話ブームは一気に盛り上がると

思います。島根県とか奈良県との共同企画でも

いいんじゃないかと考えますが、商工観光労働

部長、いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ことしは

古事記編さん1300年の節目でありますことか

ら、県内各地に残されております神話伝承の魅

力について、メディア等も含めまして、さまざ

まな形で効果的な情報発信を行うことは大変重

要だと考えております。アニメ化といった点に

つきましては、３月下旬に実施いたします「花

旅みやざき」のスターティングイベントにおい

て、古事記にまつわるストーリー─これは７

分程度になりますけれども─を幅90メートル

の県立美術館壁面に映写するといった取り組み

を行うこととしております。今後とも、御指摘

のような点も含め、各種のメディアやイベント

等を活用して、幅広い情報発信に努めてまいり

たいと考えております。

○横田照夫議員 アニメ映画で有名な宮崎駿監

督に頼んでみるだけでも非常に話題性があっ

て、効果のある記事とかが書いていただけるん

じゃないかなと思います。大河ドラマとかアニ

メ化もあきらめずに、ぜひトップセールスで頑
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張っていただきたいというふうに思います。

昭和30年代後半から50年代初めにかけて、宮

崎は空前の新婚旅行ブームに沸きました。戦前

の神話をしっかり知っている世代と新婚旅行ブ

ームが重なったということです。戦後、神話教

育は行われずに、神話を知らない世代が多くな

りました。ですけど、今回の古事記編さん1300

年を機に、再び神話を多くの国民に知ってもら

い、興味を持ってもらえれば、新婚旅行ブーム

の再来になるんじゃないかなと期待をしており

ます。日本書紀編さん1300年までの９年間を

キャンペーンの期間とするようですが、９年間

をかけてこのような取り組みをしていき、その

集大成として国民文化祭の誘致につなげればい

いのではないかと考えますが、知事、いかがで

しょうか。

○知事（河野俊嗣君） 古事記にちなむさまざ

まな素材をどのように生かしていくかという意

味での御質問、御指摘でございます。大河ドラ

マ、朝の連続テレビ小説につきましても要望し

てまいったところですが、各県の要望もたくさ

んありますし、どういう素材があって１年間も

たせるようなエピソードがあるか、台本がある

か、もととなる本があるか、さまざまな課題が

あるところでございますが、古事記に関しまし

ては、今おっしゃいましたように、島根とか奈

良との連携を図りながら何らかの番組というも

のは考えられるのではないか。また、それを引

き続きお願いしてまいりたいというふうに考え

ておるところでございます。今、新婚旅行ブー

ムという話がございましたが、そのもととなっ

た「たまゆら」は、川端康成先生がまさに古事

記を手にして宮崎に来られた、そこからスター

トしたというふうな話もございます。そういっ

たところも踏まえて、やはりこの素材というも

のを生かす取り組みを進めてまいりまして、そ

こで御指摘のありましたような８年後の平成32

年、一つの集大成ということで、文化の国体と

言われております、日本最大の文化の祭典であ

る国民文化祭の誘致を考えるというのは、一つ

のアイデアとして検討しておるところでござい

ます。神話のふるさと宮崎の多彩な魅力を情報

発信できる絶好の機会ではないかということで

ございまして、そのようなアイデアというもの

を申しましたところ、県内の文化団体も大変刺

激を受けて、それはおもしろいのではないか、

ぜひというようなお考えもあるようでございま

す。今後、各市町村とか県内の文化団体等の御

理解と御協力を得ながら、その方向で検討して

まいりたいと考えております。

○横田照夫議員 島根県とか奈良県とは連携を

とっていかなければいけないと思うんですけ

ど、この国民文化祭に限ってはライバルであり

ますので、せっかくの機会を両県にとられない

ように、周到な準備を進めていただきたいとい

うふうに思います。河野知事にはぜひ、知事と

してこの国民文化祭を見届けてほしいというふ

うに思います。そのためには少なくとも３期は

頑張らにゃいかんということですので、ぜひ頑

張っていただきたいと思います。

次に、ＴＰＰに関してですが、２月16日にＴ

ＰＰに関する本県関係者向けの政府説明会が行

われました。それぞれの県が主催し、九州では

本県が初の開催となったようです。残念ながら

私は別の行事と重なって行けなかったんです

が、新聞報道によりますと、「国の担当者は、

「交渉中」とか「情報収集した上で国民的議論

を重ねる」などの答弁に終始し、煮え切らない

場面が目立った。参加者からは、アリバイづく

りとか、議論の材料もないといった冷めた声が
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聞かれた」とありました。せっかく開いた説明

会で参加者の質問にしっかりと答えられないよ

うな、何もわかっていないような状況の中でＴ

ＰＰ交渉に入っていいのかなと考えますけど、

主催者側としてのこの説明会の感想を、知事、

お聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のＴＰＰの説明

会につきましては、国の考え方でございますと

か最新の情報などにつきまして、県としても

しっかりと把握する必要があるという認識のも

とに実施をしたものでございます。全国の中で

６番目であったということでございますが、結

果としましては、我々が知りたい情報と国が提

供することのできた情報には大きなギャップが

ある。それゆえに不満が残ったというのが現実

であるかと思っております。ただ、国としまし

ても、可能な限りの情報を今後とも提供してい

きたい、そして、国民的な議論をしていきたい

というような基本的な姿勢は伝わったところで

ございます。今後とも国に対しましては、事前

協議のさまざまな進捗があるわけでございます

ので、国民的議論ができるような、わかりやす

く具体的な説明、情報提供を求めてまいりたい

と考えております。

○横田照夫議員 ＴＰＰ交渉では、例外品目の

事前設定は原則認められていないということ

で、野田首相も、日米首脳会談ですべての物品

・サービスを自由化交渉のテーブルにのせると

語られたそうです。対処方針でまず全品目を交

渉の対象とした上で、米などは個別に例外扱い

を求めていくということですけど、本当にそう

いう例外扱いができるんでしょうか。私は非常

に懐疑的なんですけど、すべての物品・サービ

スを自由化交渉のテーブルにのせることの意味

合いを国民はよく理解していると考えておられ

ますか。知事、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 国の説明によります

と、仮にＴＰＰ交渉に参加する場合には、すべ

ての品目を自由化の対象にすることが条件にな

るということでございまして、その中で関税撤

廃の例外取り扱いがどの程度認められるかとい

うことにつきましては、交渉事なのでその見通

しはわからないというのがこの前の説明であり

ました。国におきましては、守るべきものは守

り、国益を最大限実現できるよう取り組んでい

くという方針でありますが、米を初めとする重

要品目の取り扱いが大きな課題であるというふ

うに考えておりますので、国に対しましては、

積極的な情報提供を今後とも求めてまいりたい

と考えております。

○横田照夫議員 私は以前から、過度の規制緩

和には反対をしてきました。何もかも競争原理

にぶち込むちというのは間違っているというふ

うに思います。例えばゴルフにはハンディとい

う仕組みがあります。スコアが90の人と100の人

が勝負をするときに、90の人が100の人にハン

ディを10やることで対等な勝負ができると、そ

ういった仕組みです。このハンディがいわゆる

規制だというふうに思います。弱い立場の人も

一緒に進んでいくためには、ある程度の規制は

必要じゃないんでしょうか。とにかく市場に任

せればいい方向に進むという短絡的な考え方は

絶対間違いで、ＴＰＰを進めるということはま

さにそういうことだと思いますけど、知事はど

う思われますか。

○知事（河野俊嗣君） 現在の資本主義経済の

もとでは、その根幹に市場原理、競争原理とい

うものが流れているわけでございますが、一方

で、利益を最優先しました過度な競争の激化と

いうものが、社会の至るところでひずみを生じ
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させてしまっているということでございます。

また、リーマンショックによる世界同時不況の

ように、経済全体に重大な損失をもたらすこと

にもつながるというふうに考えております。ま

た、特に今、投機マネーというものが、例えば

バイオエタノールということで、すぐにトウモ

ロコシに流れたり、また、エネルギー問題とい

うことでＬＮＧに行ったり、円に流れたり、そ

れが各国の経済に非常に大きな影響を与えてい

る、そのような認識があるわけでございます。

このため、ＴＰＰのような経済連携の取り組み

に当たりましては、各国それぞれの事情に配慮

した対応が大変重要であると考えておるところ

でございます。

○横田照夫議員 宮崎県の基幹産業は農業であ

ることは、多くの県民が認識をしております。

農業自体の生産額は少ないかもしれませんけ

ど、そこに農業が展開されることによっていろ

んな産業が成り立ち、商店街が成り立ち、自然

が守られ、コミュニティーが成り立っていま

す。それが崩れれば、人々は職を失って都会に

流れ、県そのものが崩壊してしまうことにつな

がるのではないでしょうか。我々の知りたい情

報と国の説明との間に大きなギャップがあっ

て、わからない、わからないという答弁の中

で、納得できる個別具体的な説明もないままに

ＴＰＰ参加に向けた事前協議は進んでおりま

す。農業部門で交渉がまとまらないとなると、

輸出産業等から批判が出て、結局は参加のほう

に動いてしまうんじゃないかと心配をしていま

す。午前中の中野議員の質問にもありましたよ

うに、宮崎県知事として、ＴＰＰには断固反対

という姿勢で通していただけるよう、重ねてお

願いをいたします。

次に、九州広域行政機構と道州制についてで

すけど、国が進めようとしている出先機関の事

務権限の地方移管を九州広域行政機構で受けて

いこうという協議が、九州地方知事会等で進め

られようとしています。でも、情報不足で、私

たち議員もその内容がなかなか理解できていま

せん。そこで、疑問点を一つ一つ質問させてい

ただきます。県民政策部長、よろしくお願いし

ます。

例えば、道路整備など宮崎県で行いたい事業

は、機構に要望・陳情することになるんでしょ

うか。それとも、機構の中で九州全体を見渡し

て、必要と思われる事項を決定していくことに

なるんでしょうか。費用対効果の考え方で、結

局は人口の多いところが優先されてしまうん

じゃないかと思いますが、そういう心配はない

んでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 九州広域行政

機構につきましては、政府が閣議決定した国の

出先機関の原則廃止という方針に対し、九州知

事会がその受け皿として提案しているものでご

ざいまして、機構が出先機関の業務を丸ごと担

うこととしています。また、組織のあり方につ

きましては、執行機関と議事機関の設置を想定

しておりまして、昨年末に政府が示した広域的

実施体制の枠組みでも同じ方向となっておりま

す。このため、出先機関に提出されている要望

等は機構において集約するということになりま

す。その上で、機構が九州の均衡ある発展の視

点に立って政策決定を行っていくことが、出先

機関受け入れの目的となっております。

○横田照夫議員 分権の受け皿として平成の大

合併が進められてきました。その中で、合併し

なかった自治体は、国や県の権限の中で別にペ

ナルティーを科せられることもなく、何ら困る

ことなく行政が行われています。むしろ合併し



- 52 -

平成24年３月１日(木)

たところのほうが難しい状況になっているよう

にも見受けられます。機構に移行することで、

本当に宮崎県は不利な状況になることはないん

でしょうか。もし宮崎県が参加しなかったらど

うなるんでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 政府の出先機

関原則廃止の方針につきましては、その権限・

財源等を移譲し、地方の実情に応じた政策決

定、行政サービスの提供等を可能にすることが

目的となっており、機構の具体的な検討に当た

りましては、本県のように人口が少なく、社会

資本整備のおくれている地域等を考慮し、九州

の均衡ある発展に資する組織とすることが知事

会の共通認識となっております。なお、政府が

示している枠組みでは、現行の出先機関の所管

区域等を参考に、受け皿となる組織が必ず含ま

なければならない都府県の区域を定める方向で

ありまして、九州においては、沖縄県を除く全

県が対象区域になると考えられます。このた

め、九州内で参加しない県がある場合には、出

先機関の受け皿としての要件を満たさず、国の

出先機関の移管が実現しないことも想定されて

おります。

○横田照夫議員 機構の設置手続には、各県議

会の議決が必要とありますけど、県議会の議決

が必要なのであれば、九州地方知事会の動きに

並行して、議会への説明とか議会との協議があ

るべきではないかと考えますが、いかがでしょ

うか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 国の出先機関

の地方移管につきましては、新たな法整備が必

要であるにもかかわらず、政府からは、いまだ

制度設計の全体像も示されていない上に、その

動向も不透明な状況にありますことから、県議

会の皆様に具体的な説明等を行えないのが現状

でございます。制度設計の具体案が示されまし

たら、本県の考えに基づきまして、その内容を

精査の上、機構の設立の可否等を検討していく

ことになりますので、小まめな情報提供や意見

交換に努めてまいりたいと考えております。引

き続き、議会内においても積極的に御議論いた

だければと考えております。

○横田照夫議員 11の出先機関はすべて、各県

の利害が絡む案件をたくさん抱えていると思わ

れますけど、それらは各県知事から成る合議制

の執行機関で調整をしていくとあります。この

合議制の執行機関では、高度な意思決定が必要

な重要案件に絞って審議するとされていますけ

ど、この高度な意思決定が必要な重要案件とは

どういうものを指すんでしょうか。また、迅速

な意思決定が優先されるような案件は、各県知

事が各部門を独任的に管理する「分担執行委員

制度」を活用していくとありますが、私はこの

分担執行委員制度に強い危惧を感じます。例え

ば、地方整備局を独任的に管理執行する一知事

が、自分の県に有利な意思決定をするおそれと

かはないんでしょうか。どういう方法で、どこ

の知事がどの部門を管理するのかを決めること

になるんでしょうか。また、今の出先機関事務

所が機構の事務所になるようですけど、事務所

から遠い県の知事が管理者となった場合、県知

事の職責を果たしながらの管理が本当にできる

んでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 議員御指摘の

懸念を解消するために、政府が示している枠組

みでは、構成団体間の利害調整が適切に行わ

れ、一部の構成団体の考えに偏らない公平・公

正な判断が保障される体制を前提に検討を進め

ることとされております。また、機構構想にお

いても、分担執行委員である知事の権限は、あ
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くまでも担当する機関の事業執行や管理等に限

定しまして、各県の利害調整を要する案件や予

算案の決定等につきましては、九州の均衡ある

発展の観点から、各県知事による合議、議事機

関による議決を想定しております。なお、分担

管理の決定方法等につきましては、今後検討す

ることとされております。

また、事務所から遠い県の知事が、知事とし

ての職責を果たしながら、担当する出先機関の

管理執行を担うことへの懸念につきましては、

政府において、分担管理する知事のもとに、日

常業務の管理執行を担う専任の執行役の配置が

検討されているところでございます。

○横田照夫議員 機構は二元代表制の仕組みに

なり、九州７県議会から選出された議員で構成

する議会代表者会議ができるようですけど、こ

の議員の数は各県同数なのでしょうか。それと

も人口比で決めるんでしょうか。または現在の

議員定数比なんでしょうか。議員数の決め方を

教えてください。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 政府が示して

います枠組みでは、受け皿となる組織の議会の

充実に向けて、議事機関と執行機関の関係も踏

まえまして、議会の自主的な取り組みを促すこ

ととしております。九州知事会においても、議

員定数など議事機関のあり方につきましては、

九州各県議会の皆様に主体的に御検討いただく

必要があるものと考えております。

○横田照夫議員 国の出先機関の丸ごと移管の

対象には財源も入っています。九州での税収を

財源とするのであればいいんですけど、結局は

国からの財政措置に頼るわけで、本当に必要額

をもらえるのかは甚だ疑問だと思います。財源

の考え方をお聞かせください。

○県民政策部長（渡邊良一君） 財源確保につ

きましては、本県としても最も重視していると

ころでございまして、三位一体改革の二の舞に

ならないように、移管される事務・権限・人員

に応じた財源が国において確実に担保されるこ

とが、出先機関受け入れに当たっての大前提で

あると考えております。しかしながら、政府が

示している枠組みでは、財源の全額確保は明確

にされておりませんことから、知事会として

も、移管に当たっては、人件費と事業費を区分

し、それぞれの必要総額は、国において全額確

保されることを法律に明記するよう強く求めて

いるところでございます。

○横田照夫議員 ここからは知事にお尋ねしま

す。宮崎県市長会と宮崎県町村会が、国の出先

機関改革を拙速に推し進めるのではなく、慎重

を期して対応するようにという要望書を知事と

議長に提出されました。このことをどのように

とらえておられますか。

○知事（河野俊嗣君） 広域行政機構について

のさまざまなポイントの御質問をいただき、内

容を明らかにしていただいて大変ありがたく

思っております。議論を整理いたしますと、冒

頭部長が答弁をいたしましたように、政府にお

いて閣議決定をされた国の出先機関の原則廃止

という提案に対して、一つの受け皿としての提

案を九州知事会として出したのがこの広域行政

機構であって、関西は関西で別の案を出されて

いる。九州の案がそのまま国の案として実現す

るわけではなく、それぞれの地域が出した案と

いうのを踏まえて、今、政府において、どうい

う素案が考えられるのかというのを議論されて

おるところでございます。それに対して、今、

九州であれば大分の知事が九州地方を代表して

議論に参画していただいておるところでござい

ます。
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今の御質問の市長会、町村会の御懸念、御心

配の問題、さらには経済団体からも要望いただ

いておるということでございますが、その内容

は、国の出先機関、特に地方整備局の移管とい

うものが、特に大震災の後でもあり、全国的な

災害対応のネットワークが十分活用できるか、

さらには、インフラ整備のおくれた本県に心配

はないのか、おくれをとるのではないか、その

ような御懸念であるということでございます。

これは私としてもしっかり受けとめて、今後の

議論に参画していきたいというふうに考えてお

るところでございますが、こういった市町村等

からの問題提起、私どもの懸念というものは、

今申しました大分県知事が参画する国の会議に

おきましても、九州における課題ということで

問題提起をしていきまして、その意見を踏まえ

た検討がなされているところでございます。今

後とも、政府からもし素案が示されたら、それ

に対して宮崎としての考え方を伝えてまいりた

いというふうに考えております。

○横田照夫議員 河野知事としては、この九州

広域行政機構の会議にどういうスタンスで参加

されているのかをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 今申しましたように、

国としての出先機関の廃止、それはもとをただ

すと、地方分権を推進していこうと、その一つ

の大きな推進力ということで考えられたものと

いうふうに考えております。地方分権を推進し

ていく必要というものは強く感じており、何ら

かの形でさらにいろんな議論を進めていく必要

があろうというふうに考えておるところでござ

いますが、この九州広域行政機構、もしくは出

先機関の廃止に当たりましては、本県におきま

して、そのような心配―インフラ整備の問

題、また、先ほど議員も質問されましたような

利害調整というのが、九州の中において十分う

まくいくんだろうか、そのようなところがござ

います。そういうところを踏まえた制度設計が

可能なのかどうなのかというところはしっかり

見きわめて、必ずしも機構設立ありきもしくは

出先機関廃止ありきということではなしに、本

県の実情を踏まえた上で、あくまでも軸足は本

県の立場というものを踏まえた議論をしてまい

りたいというふうに考えております。

○横田照夫議員 機構は、政府が進める国の出

先機関の原則廃止に呼応する形で提案したもの

であって、道州制は一たん横に置いているとあ

ります。そうはいっても、九州地方知事会も

入っている九州地域戦略会議の中では常に道州

制の話題が上っているようで、機構の目線の先

には間違いなく道州制があるんじゃないかとい

うふうに思ってしまいます。そこでお尋ねしま

すけど、仮に道州制ができたとして、知事、宮

崎県は本当にいい方向に進むというふうに考え

ておられるでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど市町村合併につ

いての議論もございましたが、これも合併がす

べて問題があったかとか、すべて成功だったか

ということではなしに、例えば今回の東日本大

震災におきましても、合併したことによってう

まく対応できた例もあれば、合併によりうまく

スムーズな連携がとれなかったという事例もあ

るようであります。ポイントは、大切なこと

は、その制度をいかに仕組んでいくか、制度設

計をどうしていくか、そして、その制度をどう

いうふうにうまく運用していくかということで

あるかと思っております。道州制であるからい

いだとか、道州制だから問題だということでは

なしに、道州制を考える上でも、どのような制

度の道州制を考えるかというのがポイントだと
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いうふうに考えております。今の分権を進める

という観点からは、道州制に向けて議論を進め

ていくことが大事であるというのが基本的な私

のスタンスであるわけでございますが、この広

域行政機構もしくは出先機関の廃止の議論との

関係では、九州各県の知事さんの中ではいろん

な個人個人の思いがあるのは確かであります。

ただ、昨年、本県で行いました九州地方知事会

におきましても、そこは切り離すべきだと。事

務的な話になりますが、文章の中にそういった

ところが、ペーパーの中に落ちるような議論も

なされておったんですが、それは本県における

いろんな議論を踏まえると問題であるというこ

とで、そこは切り離してくださいということを

伝えたところであります。いずれにしても、先

ほど言いましたように、本県の実情を踏まえ、

本県に軸足を置いたような議論ということを、

今後とも進めてまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 九州広域行政機構の内容とか

知事の考え、スタンスは大体理解ができまし

た。議会としてもこれから、これらの内容をも

とに協議が進められるというふうに思います。

今のところ、多くの議員は、広域行政機構には

慎重な立場であるように感じます。これから議

会としての考えがまとまるうちに、知事とか執

行部の皆さん方と協議をする機会もふえてくる

と思いますので、宮崎県の発展のために一緒に

考えていきましょう。

次に、エネルギー供給についてですけど、東

京電力福島第一原子力発電所の事故以来、原発

に関する国の動きやエネルギーに対する議論が

活発になってきました。そこで、これまでの動

きに関して質問をさせていただきます。

野田首相により、福島原発事故の収束宣言が

出されました。発電コストの見直しがあって、

原発の発電コストが５割も高くなってしまいま

した。また、原発の寿命が40年とされ、安全性

が認められれば20年の延長を認めるとされまし

た。また、大飯原発のストレステストでは安全

性が認められ、国もその評価は妥当と結論を出

しました。これらの原発をめぐる国の判断をど

う評価されますか。知事、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 福島第一原子力発電所

の事故以降、国は、事故の収束はもとより、今

後、原子力発電所をどう考えていくのか、さま

ざまな議論がなされておるところでございま

す。このストレステストにつきましては、さら

なる安全性の向上と国民の安心・信頼を確保す

るという目的で、従来の定期検査に加えて実施

をされているところでございまして、最終的に

は地元の意向を踏まえた上で、総理なり関係閣

僚が判断をすることとなっておるところでござ

います。今国会に提出されております原子炉等

規制法改正法案におきましては、これまで規定

されていなかった原子炉の運転期間、今御指摘

のあったことが明記をされているということ

で、安全性に向けたさまざまな検討なり法制化

というものが進んでおるところでございます

が、現段階では、いまだ原子力発電所の安全性

に対する国民の信頼というものが回復された状

況にはないのではないかと思っております。40

年と言ったり、それをさらに20年と言ったり、

ストレステスト、さらにはそれも足りないので

はないかと、さまざまな議論があるというふう

なところもあって、それが不安を増幅すること

にもなっているのではないかと考えておるとこ

ろでございまして、国に対しても、国民の安全

・安心というものに対するしっかりとした説明

ができるような検査、そして今後の方針決定と

いうものを求めてまいりたいと考えておりま
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す。

○横田照夫議員 九州の原発が昨年暮れにすべ

てとまりましたけど、原発ゼロでも厳冬期を乗

り越えることができました。原発に頼らなくて

もやっていけるのではないかと思いますけど、

県民政策部長はどうお考えでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 九州電力のデ

ータによりますと、例年、ピーク時の電力需要

につきましては、冬よりも夏のほうが高くなっ

ております。また、昨年は、九州の６基の原子

炉のうち、定期点検のため５月までに３基が停

止し、さらに９月にもう１基停止し、その

後、12月までにすべての原子炉が停止しており

まして、このままの状態が続いた場合、ことし

の夏の電力需給はさらに厳しくなると予想され

ます。このようなことから、一層の節電対策が

求められる可能性があると思いますが、同時

に、国や電力会社には、原子力発電が再稼働し

ない場合も想定した電力の供給体制を検討して

いただく必要があると考えているところでござ

います。

○横田照夫議員 先日、新大分火力発電所で配

管が凍結して全機が停止するトラブルがありま

したが、数日で復帰しました。これは、放射能

が出ないことで早期の復旧が可能だったのでは

ないかと思います。新大分火力発電所は、ガス

タービンと蒸気タービンを組み合わせたコンバ

インドサイクル発電所です。コンバインドサイ

クル発電は天然ガスを使用しますけど、効率が

よいために二酸化炭素の発生量も少なく、原発

にも劣らない発電能力があるそうです。火力発

電所は、石油とか天然ガスの供給の面で不安視

されておりますけど、その不安を解決できるも

のとして、非在来型天然ガスの一種であるシェ

ールガスがあります。採掘技術が開発されて商

業生産が可能になったそうです。天然ガスの可

採埋蔵量は約60年と言われておりましたけど、

このシェールガスの開発によって160年を超える

との見方もあります。このことにより天然ガス

の安定供給が期待できますので、当面はコンバ

インドサイクル発電でつなぎ、再生可能エネル

ギーへ徐々に転換を図るべきではないかと考え

ますけど、知事、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘のありました

ような新たなエネルギーを開発してエネルギー

というものを考えていくことは、大変重要な取

り組みだというふうに考えております。熱効率

の高いコンバインドサイクル発電などもあると

いうことでございますが、一定の時間がかかっ

てしまうと。今、御指摘にありましたような

シェールガスなどは、技術開発によってようや

く実用に向けて、特に北米などで活用されてい

るというふうに伺うわけでございますが、一方

ではそういう技術開発、またいろんな検討を進

めながら、当面は九州電力としては、今、運用

している発電設備の稼働率を上げるとか、休止

している火力発電設備の再稼働に向けて取り組

んでいくということでございます。本県として

できることとしましては、中長期的な視点か

ら、電力の新たな供給源としての太陽光、バイ

オマス、さらにはマイクロ水力発電というよう

なこともありますが、できる限り、そういった

新エネルギーの拡大に向けた取り組みを進めて

まいりたいと考えております。

○横田照夫議員 再生可能エネルギーの固定価

格買取制度が７月からスタートすることになっ

ており、新エネルギーの導入に追い風が吹くこ

とが期待される状況になりました。企業局で

は、これまでも、企業局新エネルギー導入事業

により、マイクロ水力発電設備の整備等に取り
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組まれておりますけど、今回の固定価格買取制

度の導入を受けて、企業局は今後、新エネルギ

ーの導入にどのように取り組んでいかれるのか

を企業局長にお伺いします。

○企業局長（濵砂公一君） 企業局におきまし

ては、これまで水力発電事業を中心に取り組ん

できておりますけれども、お話にありました固

定価格買取制度のスタート、あるいは原発事故

を受けましたエネルギー情勢の変化などの昨今

の再生可能エネルギーの導入促進の流れを追い

風といたしまして、今後は、企業局のこれまで

培いました技術やノウハウを生かせる小水力発

電に重点的に取り組んでまいりたいというふう

に考えております。

具体的に申しますと、河川維持放流水による

発電、あるいは農業用水を利用した市町村の発

電計画などへの技術的な支援を引き続き積極的

に進めますとともに、特に来年度からは、新た

に、これまで発電に利用されていなかった治水

ダムにつきまして、県土整備部と連携しながら

発電可能性の調査に取り組むこととしておりま

す。まず、最初の有望地点として日南ダムを想

定しているところでございます。企業局といた

しましては、このような取り組みを通じまし

て、地域特性を生かした環境に優しいエネルギ

ーの導入を推進することによりまして、県政の

重点施策である環境・新エネルギー先進地づく

りの実現に向けて、さらに貢献をしてまいりた

いというふうに考えております。

○横田照夫議員 宮崎県は、多彩なエネルギー

開発で新しい雇用をつくったり、農産物の差別

化などを目指していけるのではないかと思いま

すけど、知事、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおりであり

ます。キャンプシーズンも一段落しましたが、

これを実現している全国にも誇る日照環境を生

かす。さらには、林業や畜産業から生じる豊富

なバイオマス資源という、新エネルギーに対す

る高いポテンシャルがあると思っております。

さらには、地下に埋蔵されている天然ガスもあ

るということでございますが、これは技術的に

なかなか活用に至っていないところであります

けれども、これもいずれ技術開発なり大きな期

待をしたいところでございます。こういった太

陽の恵みを初めとした多様なエネルギーという

ものをさまざまな分野に活用することで、雇用

の確保、また農産物の差別化というものに結び

ついていき、本県の強みを生かすことになると

いうふうに考えております。

○横田照夫議員 本当にそうだと思います。今

後のエネルギーシフトは社会の求めるところだ

と思いますので、積極的な施策の展開をお願い

いたします。

次に、指定管理者制度のあり方について総務

部長にお尋ねします。

まず、指定管理者制度の導入の意義、目的を

教えてください。

○総務部長（稲用博美君） 指定管理者制度に

つきましては、公の施設の管理に民間の能力を

活用することによりまして、住民サービスを向

上させるとともに、経費の縮減等を図ることを

目的としております。

○横田照夫議員 選定委員に県職員が必ず入っ

ていますけど、その必要性はどこにあるんで

しょうか。

○総務部長（稲用博美君） 本県の選定委員会

は、５名以上の委員で組織することとしており

まして、委員の半数以上は、公認会計士や施設

利用者の代表など、外部の委員に入っていただ

くことにしております。県といたしましては、
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施設の設置者としての立場から、設置目的に

沿った管理運営が行われ、真に県民のサービス

につながるよう、県職員の委員を最低１名入れ

るようにしているところでございます。

○横田照夫議員 全員を外部委員としても、最

初に施設の役割とか県の施策との関連等をしっ

かりと説明すれば、それで十分事足りるんじゃ

ないかなというふうに思います。そういった意

味で庁内委員を入れる理由にはなっていないん

じゃないかというふうに思います。

次に、申請者側に県職員やＯＢが入っている

場合が多く見受けられますが、公平・公正・平

等性に疑念が持たれることはないんでしょう

か。また、公表された結果内容に対する申請者

の問い合わせは認められているんでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 本県では、募集段

階におきまして、審査の基準や審査方法、さら

に審査項目ごとの配点などを公表しておりま

す。また、審査段階におきましても、あらかじ

め設定しました審査基準等に基づいて各委員が

審査しますとともに、その結果を公表し、その

内容につきまして申請者からの問い合わせに対

しても応じているところでございますので、公

平性・公正性・透明性の確保は図られていると

いうふうに考えております。

○横田照夫議員 申請者は何カ月もかけて調査

をして、膨大な事業計画をつくって申請すると

思いますけど、その事業計画書は選定委員に何

日前に渡すんでしょうか。また、プレゼンテー

ションやヒアリングの時間は１社当たりどれく

らいあるんでしょうか。選定委員は事前に事業

計画書に目を通しておられるんでしょうか。な

ぜこういうことを聞くかといいますと、ヒアリ

ングの際に、ここを聞いてほしいといったよう

な的を射た質問がほとんどないという意見を聞

くからです。何社からも申請が上がってきたら

膨大な計画書になると思います。審査に十分な

時間が与えられているのかをお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 選定委員会の委員

の皆様には、委員就任に当たりましてその趣旨

を十分説明いたします。しっかり審査していた

だくようにお願いをしているところでございま

す。実際の審査に当たりましても、審査委員会

開催日の遅くとも１週間前をめどに事業計画書

等の資料を委員にお渡しし、事前に内容を確認

していただきますとともに、審査当日は、申請

者ごとにプレゼンテーション、質疑の時間を合

わせて30分から１時間程度とって審査をいただ

いているところであります。

○横田照夫議員 今、30分から１時間と御答弁

いただきましたけど、私が相談を受けた団体の

話では、プレゼンテーションに10分、ヒアリン

グに５分ということでした。もしこれが本当で

あれば改善を要望したいというふうに思いま

す。

適正かつ確実に管理運営を確保するために、

その状況を監視・測定・評価するモニタリング

を実施するとありますが、その評価はどのよう

に生かされているんでしょうか。利用者である

県民のチェック制度はきちんと機能しているん

でしょうか。指定期間が終了する前に、事業計

画が計画どおり実施されてきたかどうかの

チェックはされているんでしょうか。事業計画

はいわゆるマニフェストだと思うんです。それ

に基づいて選定をするんですから、事業計画の

実施状況を次の選定の参考にすべきと考えます

けど、いかがでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 管理運営状況を監

視・測定・評価いたしますモニタリングです

が、具体的には、毎年度事業報告書を提出させ
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ますとともに、少なくとも四半期に１回は所管

課による実地調査を実施しているほか、利用時

間や運営内容などに対する苦情や要望を把握す

るための施設利用者を対象とする満足度調査も

指定管理者に実施させまして、必要なものにつ

いては改善を指導しているところであります。

以上のようなモニタリングの結果を取りまとめ

て、毎年度公表しているところでありますが、

選定委員会の委員にも提供いたしまして、次の

選定の参考にしていただいているところであり

ます。

○横田照夫議員 ある指定管理事業の審査で

は、委託料の基準価格に対する提案額が低いほ

うの点数が低くなっています。数字は主観が入

るものではないと考えますけど、どうしてそう

なるんでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 委託料の提案額に

つきましては、「経費の縮減等」という選定基

準の中の一つの審査項目であります。そのほか

の審査項目であります、例えば業務遂行のため

の適切な経費の積算がなされているのか、ある

いは管理業務の効率化、経費縮減に関する提案

がなされているのか、そういったこと等を総合

的に評価された結果であるというふうに考えて

おります。

○横田照夫議員 利用料金を取る場合に、管理

に要する経費を超えた、いわゆるもうけの部分

の２分の１または一部を県に納付することと

なっていますけど、平成22年度の納付実績はゼ

ロでした。ということは、みんな赤字だったと

いうことなんでしょうか。必要経費も出ない状

況では、経費節減のための場当たり的な運営し

かできず、さらに集客力が減少するという悪循

環に陥るのではないかと思います。申請者は、

県が積算した基準価格よりも低い価格で提案を

します。その提案額をもとに協定を結ぶわけで

すから、もう既にその段階で県のメリットは出

ています。だから、営業努力の結果、赤字が出

たら指定管理者が責任をとるかわりに、黒字が

出た部分はすべて指定管理者の収入とするべき

ではないかと考えます。指定管理者の意欲を高

めるためにも、黒字となった部分は全部指定管

理者の収入としてもよいのではないかと思いま

すが、いかがでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 利用料金制度を導

入している施設におきましては、利用料金収入

が想定額を上回った場合には、上回った額を県

と指定管理者との間で折半をしているもの、あ

るいは施設によりましては、県に納付させるこ

となくすべて指定管理者の収入とするなど、イ

ンセンティブが働くようなことを実情に応じて

取り扱いを定めております。指定管理者制度

は、住民サービスの向上と経費縮減等を図るこ

とを目的とした制度でありますので、利用料金

収入につきましても、それぞれの施設の状況に

応じて、今後その取り扱いについて検討してま

いりたいというふうに考えております。

○横田照夫議員 確かに募集段階で説明がある

ので、理解した上での応募だとは思います。で

も、赤字の部分は全部責任をとらせて、黒字の

部分は折半で納付をさせるというのは、県民目

線で考えてどうかなというふうに考えます。ぜ

ひ前向きな検討をお願いしたいと思います。

次に、前回の管理者がほとんど次も選定をさ

れています。出来レースになっているんじゃな

いかとも思いますけど、このままでは申請する

ほかの団体がいなくなるのではないでしょう

か。

○総務部長（稲用博美君） 23年度は、募集し

ました15グループのうち、指定管理者の変更が
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あったのは１グループのみでありました。その

要因の一つとしましては、施設運営のノウハウ

の蓄積による評価もあったものというふうに考

えられております。県といたしましては、今後

も競争性の確保の観点から、多くの皆様に応募

をしていただけるように、募集方針の見直し、

あるいは募集情報の周知などに努めてまいりた

いというふうに考えております。

○横田照夫議員 公平・公正なジャッジが求め

られるオリンピックにおいて、例えばスキー

ジャンプの飛型と着地姿勢の採点は、５人の審

判員がいて、一番上と一番下の点数をつけた審

判員を除いた中間３人の得点を合計するらしい

です。議会でも、議員本人や身内に関する審議

の際には当該議員は除斥されます。これも公平

性や公正性を担保するためです。熊本県は、選

定委員会の庁内委員を廃止して外部委員だけに

したようですけど、宮崎県も公平性・平等性を

担保するために同じような見直しをするべきで

はないかと考えますが、いかがでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 指定管理者制度に

つきましては、本県ではこれまでも、選定手続

でありますとか選考基準の見直しを随時行って

きたところであります。御指摘のありました選

定委員会につきましては、施設の設置者として

の責任を果たす観点から、必ず１名は県職員が

委員として入るようにしておりますが、指定管

理者制度を導入いたしましてから６年が経過し

ようとしております。制度の趣旨も浸透してき

ているのではないかというふうに考えておりま

す。今後は、外部委員だけで構成する方向とい

うことについて検討してまいりたいと考えてお

ります。

○横田照夫議員 ありがとうございます。庁内

委員を廃止する方向で選定委員構成の見直しを

すると御答弁いただきました。本当にありがた

いというふうに思います。私が多くの時間をか

けてこの指定管理者制度の質問をしたのは、そ

の選定のあり方に疑問を訴える意見があったか

らです。すばらしいスタッフをそろえて自信を

持って事業計画書を提出したのに、５人のトー

タルで500点満点中基準点の300点にも達してい

なかったそうです。どうせ申請してもあそこが

とることが決まっているというようなことにな

らないように、また次もチャレンジしてみよう

と思ってもらえるような公平性の高い選定方法

になるように、しっかりと見直しをしていただ

きますようにお願いいたします。

次に、サイバー攻撃について伺います。

昨年11月、福岡、鹿児島など10県の約200自治

体で、手続をホームページ上で行う電子申請の

サーバーがサイバー攻撃を受け、サービスが一

時利用できなくなる被害がありました。これま

でに、有力な防衛産業やインフラ系を含めて幅

広い産業が攻撃の脅威にさらされている実態が

わかってきましたし、国会や政府機関の被害も

ふえており、官民一体での対策強化が急務と

なってきているようです。そこでお伺いします

が、これまでに県庁内でのサーバー攻撃による

被害実例はありましたか。県民政策部長、いか

がでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県におきまし

ては、平成13年に県議会などのホームページが

改ざんされる被害が２件発生したところであり

ます。その後、外部の専門機関によるシステム

の脆弱性検査や職員に対する各種研修を実施す

るなど、情報セキュリティー対策の向上に取り

組んだ結果、新たな被害の発生は確認されてお

りません。

○横田照夫議員 警察本部長にもお伺いします
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けど、県内企業等への被害実例はありました

か。

○警察本部長（鶴見雅男君） 本県におきまし

ては、御質問のようなサイバー攻撃といったよ

うな被害の実例は把握しておりません。

○横田照夫議員 新聞等の情報によりますと、

県庁の業務停滞や個人情報・機密情報の漏え

い、民間の銀行や電力、ガス、空港、医療など

での被害が予想されると思いますが、県警の想

定するサイバー攻撃とはどういうものがあるの

か、また、その対策はどう考えておられるのか

をお尋ねします。警察本部長、お願いします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 近年は、インタ

ーネットを悪用して他人のＩＤやパスワードを

盗用したり、また、わいせつ図画を頒布すると

いったようなさまざまなサイバー犯罪が発生を

しておりますけれども、その中でも、御質問の

ように重要インフラに対して攻撃を加えること

によって社会の混乱を引き起こすような事態

を、警察ではサイバーテロととらえまして各種

の対策を講じているところであります。想定さ

れる具体的な事例といたしましては、金融機関

の取引停止による経済の混乱や、電力の供給停

止による大規模な停電、また、航空・鉄道等の

運行システム誤作動による交通機関の麻痺など

が考えられます。こうしたサイバーテロの未然

防止と被害の最小化を図ることを目的といたし

まして、警察では、昨年２月に宮崎県サイバー

テロ対策協議会を設立し、県内の主要な重要イ

ンフラ事業所とともに、研修会や模擬訓練を実

施しているところであります。今後とも、サイ

バー空間の安全確保に向けた各種対策を積極的

に進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○横田照夫議員 ありがとうございました。

次に、社会保障関連について質問させていた

だきます。

我が国は、現在、１人の高齢者を３人で支え

る社会構造になっており、少子高齢化が一層進

行する2055年には、１人の高齢者を1.2人で支え

ることになると想定されています。さらに進む

少子高齢化の中で社会保障費は急激にふえてい

くことが予想されるために、政府から、「社会

保障と税の一体改革」の素案が提出され、現

在、国会でさまざまな議論が繰り広げられてい

ます。「社会保障と税の一体改革」について

は、平成21年の麻生内閣において税制抜本改革

の基本方針が定められるなど、我々自民党も責

任ある対応が求められていると思います。今最

も大事なことは、改革の背景や内容を国民に正

しく理解してもらうことではないかと考えます

が、この「社会保障と税の一体改革」について

知事はどのように受けとめておられますか、知

事の所見をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要な御指摘であ

りまして、先送りのできない課題であるという

認識でございます。数字の上で拾ってまいりま

すと、社会保障給付費が2011年度の予算ベース

で107兆8,000億円に上っておるということでご

ざいまして、その財源には、保険料のほか、国

と地方を合わせまして約40兆円の公費が使われ

ているという状況であります。さらに、毎年の

自然増として国費で約１兆円、地方費で約7,000

億円と、大幅な増額が見込まれております。本

県の今回24年度の当初予算案におきましても、

社会保障関係費が前年度に比べて約58億円も伸

びているというような状況でございます。こう

した中、今を生きる我々の世代が享受する給付

につきまして、給付に見合った負担を確保しな

いまま、その負担というものを将来世代に先送
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りし続けるということは、社会保障の持続可能

性の確保、また、財政健全化という観点からも

困難ではないかというふうに考えております。

したがいまして、社会保障と税のあり方をしっ

かりと今後考えていくという議論は、しっかり

進めるべきであろうというふうに受けとめてお

ります。

○横田照夫議員 我が国の社会保障費は、毎年

度の自然増だけでも国費が約１兆円、地方費が

約7,000億円との答弁がありました。昨年９月議

会の中野 明議員の代表質問では、本年度の県

の関係予算は、県単医療助成を含め、総額617億

円、前年比４％、約24億円の増との答弁があり

ました。この自然増が一体改革の背景にありま

すけど、あわせて、社会保障を充実強化し、負

担増をお願いしようという話ですので、今後、

県民の理解を得るためにも、給付費や医療費の

伸びを抑えるための努力、持続可能な制度とし

ていくための重点化・効率化の検討も大変重要

ではないかと考えます。そこで、社会保障の抑

制に向け、介護予防や健康づくりなど、本県で

はどのような取り組みが行われているのか、ま

た、医療費助成など県単独事業の今後のあり方

について福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ２点ございま

した。

まず、健康づくりについてでございます。社

会保障費の抑制を図るためには、御指摘のとお

り、健康づくりや介護予防に取り組むことが重

要であり、県では、「健康長寿社会づくり」を

長期戦略の一つの柱として推進しているところ

でございます。このため、本県の基本方針であ

る「健康みやざき行動計画21」に基づきまし

て、健康づくり指導者等の育成や、健康と栄養

・食生活に関する意識の醸成等を図るととも

に、生涯を通じた歯の健康づくりなどに取り組

んでいるところでございます。また、高齢者み

ずからが手軽に取り組めるよう工夫した「いき

いきはつらつ介護予防プログラム」の普及定着

を図りますなど、寝たきり予防の推進にも努め

ているところでございます。

次に、県が市町村に対し単独で補助している

医療助成につきましては、乳幼児や重度障がい

者等を支援する大変重要な事業でございまし

て、今回の社会保障と税の一体改革におきまし

ても、消費税収の国・地方の配分に係る整理の

中で一定の役割が認められたところでございま

す。しかしながら、その事業費は来年度予算

で23億円余と、多額の財政負担が必要な状況で

ございまして、将来にわたり持続可能な制度と

して成り立つよう、今後、国や他県の動向を踏

まえながら、市町村との役割分担などそのあり

方も含め、検討してまいりたいというふうに考

えております。以上でございます。

○横田照夫議員 厚生労働省は、来年度診療報

酬改定案をまとめて、病気になっても住みなれ

た地域でなるべく暮らし続けられるよう、在宅

医療に重点を置くことを打ち出しました。県も

来年度の新規事業で在宅医療推進事業を挙げて

います。住みなれた地域で暮らすとか、自宅で

みとるという理念はすばらしいと思いますが、

病院でないと診れない病気も多いのではないで

しょうか。在宅で診る病気とは具体的にどうい

うものなのか、また、各地区に在宅療養支援診

療所みたいな施設をつくることになるのか、さ

らに、在宅患者を往診するためには多くの医師

が必要になるのではないかなど、わからない部

分も多くあります。この在宅医療推進に対して

県としてどのように取り組んでいくのかを福祉

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） 国の調査でご

ざいますが、終末期医療で６割以上、それから

介護療養で４割以上の国民が自宅での療養を希

望しております。こうした方々が安心して在宅

で療養できるためには、症状が急変したときの

医療対応や、日常生活を支える看護や介護等の

支援体制の充実が不可欠ということになりま

す。一方、本県の現状でございますが、在宅医

療に取り組む医療機関等の地域偏在、関係機関

相互の連携が十分でないなどの課題も多いとい

うふうに認識をしております。このため、県と

いたしましては、訪問看護師等の人材の養成に

努めるとともに、医師会等の協力を得ながら、

各圏域ごとに講演会や研修会を開催いたしまし

て、在宅医療や介護に携わる関係機関の増加や

連携を促進し、在宅での医療から介護まで切れ

目のないサービスが提供できる体制を構築して

いきたいというふうに考えているところでござ

います。

○横田照夫議員 就学前までの医療費無料化と

か高齢者の低負担で、必要と思われないような

症状の受診や時間を無視した受診が多くなり、

いわゆるコンビニ受診が顕著になっているよう

です。医師の負担軽減のために、県民に対して

適正受診の啓発が必要ではないかと考えます

が、福祉保健部長、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 不要不急の受

診を控えるなど、住民みずからが適正受診に努

めていただきますことが、医師の負担を軽減す

るだけでなく、地域医療を守る上で極めて重要

であり、延岡市、美郷町においては条例が制定

をされたところでございます。県といたしまし

ても、幼稚園等において保護者等を対象に、子

供の急な発熱への対処の仕方など、小児救急に

係る基礎知識の普及を図っておりますほか、Ｎ

ＰＯ法人等が実施いたします地域医療に係る研

修会やシンポジウムの開催支援等を行っている

ところでございます。今後とも、このような地

域住民の主体的な活動等を支援することにより

まして、いわゆるコンビニ受診の抑制や医療機

関の適正受診の啓発に努めてまいりたいと考え

ております。

○横田照夫議員 生活保護世帯が急増していま

す。生活保護は、生活困窮対策としては必要な

制度です。しかし、現在、生活保護制度に対す

る不平不満が蔓延しています。年金保険未払い

者が無年金となり、その結果、生活保護をもら

う。国民年金よりもはるかに多い給付額です。

さらに医療費も無料。いっぱいもらった薬を

売っている事例もあるように聞いています。さ

らに、一般の人は医療費を抑えるためにジェネ

リック医薬品に変えておりますけど、生活保護

者には、医師がそれを勧めると差別になるとい

うことで新薬を処方しているということです。

働けるはずの若者が働かずに生活保護を受給し

ている事例も多く見受けられます。これでは年

金保険を払わない者がさらにふえるんじゃない

でしょうか。このままでは年金制度が破綻し、

さらに社会保障全体が破綻するのではないかと

考えますが、福祉保健部長は生活保護の現状を

どのように考えておられますか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の生活保

護世帯につきましては、御承知のとおり、リー

マンショック以降、厳しい雇用・経済情勢の影

響もありまして、増加している状況にございま

す。このような中、県としましては、生活保護

の適正実施に努めるとともに、生活保護世帯の

自立支援への取り組みが重要であることから、

就労可能な方に対しまして、各福祉事務所に就

労支援員を配置し、ハローワークと連携しなが
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ら就労支援に努めているところでございます。

なお、生活保護の基準につきましては、国の審

議会において評価・検証が行われているところ

でありますが、「生活保護制度に関する国と地

方の協議」において、地方の代表委員から、生

活保護基準と年金との関係についても検証する

よう要望しておりますので、県といたしまして

は、今後の国の動きを注視してまいりたいとい

うふうに考えております。

○横田照夫議員 生活保護が高いのか、年金が

安いのか、その判断は難しいと思いますけど、

正直者がばかを見るようなことがないように、

しっかりと国に意見を言っていただきたいとい

うふうに思います。

私はいつも思うんですけど、家族の死に直面

した場合、１分１秒でも長く生きてほしいとい

う気持ちはよく理解できます。しかし、延命治

療は患者本人や家族の負担も大きく、医療費負

担も大きくなります。医師が家族に延命治療の

是非を問うときの説明方法の見直しも必要なの

ではないでしょうか。また、途中で延命治療を

中止するための法的整備も必要ではないでしょ

うか。これらに対する答弁は求めませんけど、

これ以上の医療費の伸びを抑えるために、国民

みんなが真剣に考えなければいけない時期に来

たんじゃないかなというふうに思います。

次は、少子高齢化社会戦略についてですけ

ど、人口の高齢化、現役世代の減少など、少子

高齢化社会の進行はどうしてもネガティブ（後

ろ向き）な話となってしまいます。しかしなが

ら、少子高齢化社会をいかに心豊かに元気に明

るく生きていける社会にしていくか。私は、一

方で、次代を見据えた発想の転換、ポジティブ

（前向き）な施策の展開が必要ではないかと考

えます。今回の「社会保障と税の一体改革」で

は、社会保障の対象を、従来の高齢者だけでな

く少子化にも光を当てている点は、注目に値す

ると受けとめております。県が昨年３月に策定

した「未来みやざき創造プラン」には、「高齢

者観の転換を図りつつ、誰もがいつまでも元気

に、地域社会で活躍し、充実した暮らしを送る

ことができる社会づくりを目指します」。ま

た、「県民総ぐるみで、安心して子どもを生む

ことができ、子育てを楽しいと感じられる脱少

子化社会を目指します」と、まさに少子高齢化

社会を見据えた戦略が示されています。大変心

強い限りです。そこで、これらの戦略に沿っ

て、シニアパワーの活用や子育て支援など、ど

のような施策を展開しようとしておられるの

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） まず、シニア

パワーの活用につきましては、高齢者の大多数

を占める元気な方々が、地域を支える一員とし

てその知恵や経験を十分に発揮し、活躍できる

社会をつくっていくことが重要な課題の一つと

考えております。このため、団塊の世代を初め

とする高齢者によるコミュニティビジネスの手

法も取り入れた事業への取り組みや、ＮＰＯ等

の立ち上げ・参加の促進などによりまして、高

齢者の活躍の場づくりの構築を図ってまいりた

いと考えております。

次に、子育て支援でございますが、今年度か

ら取り組んでおります「未来みやざき子育て県

民運動」をさらに踏み込んで展開し、市町村を

初め、事業所、関係団体等との連携を強化しな

がら、地域における子育て支援体制の充実や、

子育てしやすい職場環境づくりなどを図ってま

いりたいと考えております。

県といたしましては、御指摘のとおり、今後

とも、「未来みやざき創造プラン」に掲げた
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「健康長寿社会づくり戦略」や「脱少子化・若

者活躍戦略」に基づき、少子高齢化社会を見据

えた施策を展開してまいりたいと考えておりま

す。

○横田照夫議員 次は自殺対策についてです。

平成19年の394人をピークに減少傾向だった本

県の自殺者が、ことしは微増の見通しとの記事

が新聞に載っておりました。自殺防止について

は、県でも知事を本部長とした自殺対策推進本

部を設置して積極的に取り組んでいただいてお

りますが、改めて本県の自殺対策の現状と自殺

防止に対する取り組みについて、福祉保健部長

にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の自殺者

数でございます。住所地に基づき集計されます

厚生労働省の統計によりますと、平成19年の394

人をピークに、その後３年連続で減少し、平

成22年には307人となったところであります。一

方、住所地ではなく発生地に基づき集計される

警察庁の統計でございますが、平成22年に320人

だったものが、平成23年は338人とやや増加して

おりまして、依然として厳しい状況が続いてお

ります。このため、県では、自殺対策行動計画

に基づきまして、「自殺ゼロ」プロジェクト推

進事業として、自殺対策のネットワークの構築

強化を図る基礎づくりや、普及啓発の推進、相

談窓口の設置など、５つの柱を基本に取り組み

ますとともに、今年度は、ハイリスク地対策と

して、西臼杵地域の橋梁に転落防止さくを設置

するなど、総合的な自殺対策を行ってきたとこ

ろでございます。なお、平成24年度からは、新

たに声かけや見守りなどの地域のきずなづくり

に取り組む市町村やＮＰＯ等の民間団体を支援

することによりまして、自殺対策のさらなる推

進を図りたいというふうに考えております。

○横田照夫議員 さまざまな自殺防止対策の取

り組みをしていただいているようですが、全

国42都道府県には、すぐに電話で相談できる

「いのちの電話」という組織があって、ほぼ365

日24時間の電話相談に対応しているようです。

しかし、残念ながら宮崎県はその中に入ってお

りません。本県でも「こころの電話」など電話

相談の窓口はありますが、複数で、時間帯や相

談日の限りがあります。自殺者数の多い本県で

ありますので、24時間対応の「いのちの電話」

のような相談窓口が必要ではないかと思います

が、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘がござ

いましたとおり、自殺予防のための相談電話

は、直接的に自殺を防ぐ観点から大変重要な役

割を果たしているものと認識をいたしておりま

す。本県の相談窓口につきましては、ＮＰＯ法

人が運営する宮崎自殺防止センターに加え、昨

年３月から、ＮＰＯ法人の相談窓口がない曜日

に、県が運営する自殺防止電話「ライフネット

宮崎」を開設いたしまして、24時間対応ではご

ざいませんが、年間を通じて相談できる体制を

整備したところでございます。相談窓口の一層

の充実を図るためには、相談員の確保が不可欠

でございますので、県ではこれまで、相談員の

募集や養成に対する支援を行ってきたところで

あります。今後とも、相談窓口の充実や新たな

相談窓口の開設等に当たりましては、関係団体

と十分に連携を図りながら、積極的に支援を

図ってまいりたいと考えております。

なお、３月１日、きょうから始まります「自

殺対策強化月間」では、テレビＣＭや街頭キャ

ンペーン等において、相談窓口を広く県民の皆

さんに知っていただきたいというふうに考えて

おるところでございます。
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○横田照夫議員 どうもありがとうございまし

た。

次に移ります。口蹄疫の発生から間もなく２

年がたとうとしています。口蹄疫は、畜産業だ

けでなく、多くの産業に大きな被害をもたらし

ました。この間、被災農家の経営再建はもちろ

ん、大きな影響を受けた地域経済や県民生活の

復興に、県を初め、市町村や関係団体が一体と

なって取り組まれてきたと考えております。知

事は、口蹄疫からの再生・復興を大きな柱に県

政運営を進めてこられ、その具体的な取り組み

については、昨年５月に「口蹄疫からの再生・

復興方針」工程表を策定し、これに基づき各種

対策を進めてこられました。畜産農家の再建に

ついては、昨年末の時点での再開状況が、戸数

ベースで59％、頭数ベースで56％となっていま

す。経営の再開率については、農家の高齢化も

ありますし、ＴＰＰなどの先行きへの不安等も

影響しているようです。工程表の中では、畜産

農家や産業界が安心して事業を展開できる環境

を整備するため、二度と同じ事態を引き起こす

ことのない防疫体制の構築はもちろんですが、

産地構造・産業構造の転換や経済雇用対策につ

いても取り上げられています。そこで、まず、

この再生・復興方針工程表の進捗状況について

知事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 工程表につきまして

は、防疫体制の強化などの９つの項目につい

て、具体的な取り組みとスケジュールを示した

ものでありまして、これに沿って、スピード感

を持って取り組みを進めておるところでござい

ます。

まず、防疫体制の強化としましては、防疫マ

ニュアルの見直し、また防疫演習の実施、さら

には29の団体と防疫協定の締結もしておりま

す。また、県内全農場の巡回指導など、着実に

取り組みを進めておるところであります。畜産

経営再開への支援、また、産地構造・産業構造

の転換につきましては、今、具体的な数字で、

再開状況について御指摘のあったところでござ

いますが、畜産農家個々の実情を踏まえた経営

再開、農家に寄り添ってこの支援をしてまいり

たいというふうに考えておりますし、露地野菜

を中心とした耕種への転換等に取り組んだとこ

ろでございます。今後ともさらに推進を図って

まいりたいと考えております。

また、適正な飼養管理のあり方などにつきま

しては検討すべき課題が残っておりまして、先

日も関係団体と意見交換をしたところでござい

ます。これも着実に進めてまいりたいと考えて

おります。

経済雇用対策でございますが、口蹄疫復興対

策運用型ファンドなどを活用しまして、商工・

観光団体などが行う経済復興の取り組みへの支

援などを実施しておるところであります。県内

経済は、口蹄疫のみならずさまざまな要因が重

なり、大変厳しい状況が続いているという認識

でございまして、今後とも関係団体と連携し

て、経済の活性化に取り組んでまいりたいとい

うことでございます。全体的には、おおむね計

画に沿って進められているのではないかという

ふうに考えておるわけでございますが、再生・

復興というものを実感を持って感じることがで

きるように、さらに取り組みを強化してまいり

たいと考えております。

○横田照夫議員 工程表の進捗は総じて順調と

いうことですけど、策定から１年近くが経過

し、状況も変化してきていると思いますが、こ

の工程表について今後見直すつもりはないか、

知事にお伺いします。
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○知事（河野俊嗣君） これは一つの取り組み

の指針として、スケジュール感を持って取り組

む指針として定めたものでございまして、これ

を金科玉条に変えない、状況変化もさまざまご

ざいますので、それを踏まえて柔軟な見直しと

いうものも必要かというふうに考えておりま

す。先ほども申しましたように、先般、「本県

畜産の新生」ということをテーマに掲げ、目指

すべき姿と実現のための方策につきまして、関

係団体のトップと率直に意見交換を行い、認識

の共有を図ったところでございますが、そうい

う点も踏まえて、さらに具体的な取り組み方針

の見直しというものを含めて進めていく必要が

あろうかというふうに考えております。このよ

うな状況を踏まえて、畜産経営再開の支援や経

済雇用対策について、具体的取り組みやスケ

ジュールの見直しを行うとともに、本県畜産の

新生に向けた項目なども新たに加えまして、工

程表の改訂を行うよう事務方には指示をしたと

ころでございます。

○横田照夫議員 新燃岳とか東日本の震災など

も大きな影響を及ぼしているんじゃないかなと

いうふうに思います。どこまでが口蹄疫の影響

と分けることは非常に難しいと思いますが、あ

わせて経済浮揚を目指していただきたいという

ふうに思います。

口蹄疫からの復興に当たっては、宮崎市を含

め、西都・児湯地区はもちろんですけど、やは

り県内の飼養頭数の回復が重要であるというふ

うに思います。特に肉用牛繁殖経営は、再開状

況を見ても繁殖雌牛の導入割合が低くなってい

るようです。このような中で県の施策を見てみ

ますと、繁殖雌牛の頭数を確保するための事業

がないように見えます。繁殖雌牛の県内保留や

導入のための対策は、本県の肉用牛対策として

重要な施策と考えますが、県としてどのような

対応をしようとしているのか、農政水産部長に

お伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 繁殖雌牛の県

内保留や導入を促進いたしますことは、本県の

肉用牛振興にとりまして大変重要であると認識

しております。このため、平成22年度に畜産協

会に造成いたしました宮崎県種畜再生対策基金

を活用して農協が繁殖雌牛を購入し、県内の農

家に一定期間貸し付けを行う繁殖雌牛導入対策

事業を、今後も引き続き実施することにしてお

ります。また、優秀な雌子牛の県内保留を目的

とした優秀繁殖雌牛地域内確保対策事業を、同

様に畜産協会において、平成23年度の単年度事

業として実施してまいりましたが、優秀な種雄

牛を継続して造成するには、優秀な雌牛牛群を

整備することが不可欠であることから、引き続

き平成24年度も実施することといたしました。

これらの事業を活用して、優秀な繁殖雌牛基盤

を強化し、本県肉用牛の振興に一層努めてまい

りたいと考えております。

○横田照夫議員 次に、口蹄疫の発生に伴う人

工授精業務の自粛により、昨年12月から子牛競

り市への出荷頭数に偏りが出ることについてで

すけど、この問題に対して、自民党としても地

域の声を受け、県に対して支援を要請し、11月

に予算措置がなされました。本当にありがた

かったです。これまで出荷頭数が減少すること

が懸念された１月から２月にかけて10回の競り

市が開催され、１月には約1,000頭、２月には

約6,000頭が上場され、価格は１月が47万2,000

円、２月が45万1,000円でありましたけど、この

結果について県としてどのように認識しておら

れるのか、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県では、人工
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授精の自粛に伴い出荷頭数が減少し、１月、２

月の競り市開催や価格の下落を懸念しておりま

したが、これまで約7,000頭の子牛が出荷される

とともに、平均価格も40万円を超え、また、早

期出荷された子牛も高く評価されておりまし

て、一安心しているところでございます。これ

は、11月補正予算で措置し、子牛価格安定対策

と購買者支援対策に加え、各地域の実情に応じ

た早期出荷や価格安定に向けた独自の支援策の

実施などにより、市町村、ＪＡ、市場関係者、

さらには生産者の方々が一体となって出荷調整

に取り組んでいただいた結果と購買者の御協力

のたまものであると認識しておるところでござ

います。県といたしましては、今月、さらに平

成24年度においても、人工授精自粛の影響が懸

念される時期がありますことから、引き続き、

関係機関・団体とも十分連携し、競り市場の活

性化、ひいては農家経営の安定に取り組んでま

いりたいと考えております。

○横田照夫議員 次ですけど、今、農業用ハウ

スに使う燃料が高騰しています。ひところの倍

ぐらいの価格で農家の経営の足を引っ張ってい

るような状況です。こういう状況の中で、農家

によってはいろいろな工夫を凝らして省エネ対

策を講じているところもあります。１つの例を

挙げますと、ビニールハウスは天井が二重構造

になっているんですけど、その内膜を袋状にし

て空気を送り込むと、暖房効果が格段に向上す

るらしいです。内張空気膜フィルムというらし

いんですが、新富町の農家が実証していて、燃

料費を２割ぐらい節約できるそうです。そうい

う方法も含めて燃油高騰対策をどう取り組むの

か、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 近年、燃油価

格の高騰により、施設園芸農家の経営が大変厳

しくなっておりますことから、県では、ヒート

ポンプや循環扇などの省エネ設備の導入や、化

石燃料にかわるエネルギー転換に向けた取り組

みを進めてきたところでございます。また、平

成24年度新規事業として本議会にお願いしてお

ります「ネクスト！みやざきエコ施設園芸産地

拡大事業」において、引き続き、内張空気膜

フィルムなど省エネ効果の高い設備や、脱石油

型暖房機の導入を支援いたしますとともに、木

質バイオマスを活用した新たな暖房体系の普及

拡大に向け、低価格で導入できる小型木質ペ

レット暖房機の実証試験や、ペレットの安定供

給体制の構築等に取り組むこととしておりま

す。これらの取り組みにより、燃油コストを削

減し、農家経営の安定を図るとともに、環境に

優しく、力強い園芸産地への転換を進めてまい

りたいと考えております。

○横田照夫議員 中近東の情勢悪化で、燃油価

格はさらに上昇することが懸念されます。次年

度作付への切りかえ時期に内張空気膜フィルム

等の設備が進むように、積極的な取り組みをし

ていただきたいと思います。

次に、農業法人を中心に６次産業化が進めら

れていますけど、個人農家もそのような方向に

進めないでしょうか。個人農家に後継者がいる

場合、まだ若い両親にはこれまでどおり営農を

続けてもらって、後継者に６次化を目指しても

らう取り組みもあっていいのではないかと考え

ます。農業法人だけでなく、個人農家もこれま

での営農から一歩踏み出した経営を目指すべき

ではないかと考えますが、農政水産部長、いか

がでしょうか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県農業の新

たな成長産業化を図り、儲かる農業を実現する

ためには、６次産業化の取り組みを、法人のみ
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ならず、個人農家においても幅広く促進するこ

とが重要であると認識しております。このため

県では、６次産業化に取り組もうとする農業者

に対して、加工や販売などの専門知識を有する

プランナーを派遣し、事業計画の策定支援や経

営安定のためのフォローアップなどを行ってお

ります。さらに、来年度から、「目指せ６次

化！みやざき未来農業創出事業」におきまし

て、農業経営の多角化に取り組むための知識や

技術を習得するチャレンジ塾を創設するなど、

個人農家を含めた６次産業化の取り組みを幅広

く支援していくこととしております。今後と

も、本県の豊かな農産物の価値をさらに高める

農業者の６次産業化の取り組みに対しまして、

積極的に支援してまいりたいと考えておりま

す。

○横田照夫議員 教育委員会は、今、キャリア

教育に力を入れようとしておられますけど、６

次産業化を目指す若者を育てるのも、まさに

キャリア教育ではないかと考えます。農業の担

い手となる若者に６次産業化を学ばせることは

大切なことだと思いますが、６次産業化に対応

するための高等学校における農業教育の現状と

今後の取り組みの方向性について、教育長にお

尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） これからの本県農業

教育のあり方につきまして、宮崎県産業教育審

議会より平成20年に答申をいただいておりまし

て、その中で、「農業を、生産のみならず、加

工や流通を含めた総合的な産業ととらえ、確か

な生産技術に加え、流通・販売の方法や幅広い

経営感覚を身に付けさせる」、６次産業化につ

ながる教育を実践するよう提言をいただいてお

ります。この提言を受け、現在、高等学校で

は、総合実習や課題研究等の科目の中で、例え

ば、学校で生産した野菜や日向夏等を加工した

ドレッシングやパン等の商品開発を行い、地域

で販売実習をするなど、生産から加工・販売ま

で実践的に学ばせる取り組みを進めておりま

す。今後とも、６次産業化に関する視点を持ち

ながら、食品関連企業や農業生産法人等とより

一層連携し、魅力ある農業教育を推進してまい

りたいと考えております。

○横田照夫議員 同じように、農業の６次産業

化を目指す若者の育成に向けて、県立農業大学

校における教育の現状はどうなっているのかを

農政水産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県において

６次産業化を進めていくためには、将来を担う

若い世代を対象に、意識啓発や実践的な教育を

行うことが大変重要でございます。このため、

県立農業大学校では、平成22年４月に、農畜産

物の加工やグリーンツーリズムなどの６次産業

化を担う人材の育成を目的として、新たにグリ

ーンライフコースを設置したところでありま

す。このコースでは、農畜産物を活用した加工

実習や商品化及びマーケティングなどの学習の

ほか、農家レストラン・民宿などの事例研究を

取り入れた実践的な教育を行っているところで

あります。今後とも、６次産業化への積極的な

取り組みを通して、儲かる農業に果敢に挑戦す

る若者の育成に努めてまいりたいと存じます。

○横田照夫議員 個人農家が新たな一歩を踏み

出せるように、あらゆる方向からの御支援をお

願いいたします。

次に、土地収用についてお尋ねします。

私たちの周りには、例えば国県道の歩道など

が途切れているところが何カ所もあります。こ

ういう用地取得が困難な場所はどういう対応を

されているんでしょうか。県土整備部長にお尋
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ねいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 議員が指摘さ

れましたとおり、国県道においては、用地取得

が困難で部分的に歩道が整備されていない箇所

もありまして、道路利用者に御不便をおかけし

ているところでございます。用地取得が困難と

なっている理由につきましては、権利者が多数

存在する共有地であったり、あるいは相続が発

生していることなどから権利の整理が非常に困

難なもの、それからまた、事業に対する地権者

の理解が得られないものなど、さまざまでござ

います。現在、そのような歩道の一部未整備箇

所につきましては、市町村や地域の関係者との

問題解決に向けた協議を継続するとともに、応

急的な措置としまして、通過車両に注意喚起を

促すため、路肩にポールを設置したり、あるい

は歩行者通行帯として緑色で表示するなど、可

能な限り歩行者の安全対策に取り組んでいると

ころでございます。

○横田照夫議員 このような場所は、歩道が途

切れているために、子供たちや学生などが非常

に危険な状況になっています。幸い今のところ

事故等は起こっておりませんけど、地元の人た

ちは常に心配をしておられます。こういう状況

を解消することは、まさに公共の利益だという

ふうに考えます。長い間交渉ができていないも

のについては、土地収用をかけてもいいのでは

ないかと思いますが、強制収用できないもの

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） 法に基づく土

地収用につきましては、事業に必要な土地等を

強制的に取得できる制度であります。この制度

の適用に当たりましては、個人の財産権を制約

することにもなりますので、事業の整備効果や

ほかに適正なルートや手段がないかなど、さま

ざまな角度から慎重な検討を行う必要がござい

ます。このため、例えば東九州自動車道のよう

な、公益性が高く、その用地が取得できなけれ

ば事業の効果が十分に発揮されない場合など

に、この制度を適用しているところでありま

す。用地の取得は任意で御協力いただくことが

原則でありますので、事業の実施に当たりまし

ては、計画段階から地権者の御意見をお聞き

し、丁寧な説明を繰り返すなど、円滑な用地取

得が図られますよう、今後とも努めてまいりた

いと考えております。

○横田照夫議員 こういう場所は、多分、交渉

の段階でいわゆる感情のもつれが生じて、しこ

りが残ってしまったところも多いんじゃないか

なと思います。答弁にありましたように、丁寧

な説明で用地取得が円滑にできるように努力を

してほしいと思います。

次に、海岸侵食です。

私が議員になって初めての質問で海岸侵食問

題を取り上げましたが、それから既に９年が過

ぎ去ろうとしています。その間、自然保護団体

などとの協議が重ねられてきましたが、その中

でヘッドランド工法の計画も消えてしまいまし

た。でも、そのような協議を重ねる間にも、海

岸侵食はさらに進んでいます。佐土原の大炊田

海岸にある自転車道は、現在侵食によって壊れ

ていますけど、そこらあたりの自転車道は、補

修しては壊れの繰り返しのようです。現在、大

炊田海岸では応急対策工事が進められておりま

すけど、どのような工法でどれぐらいの期間が

かかるんでしょうか。県土整備部長にお伺いし

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 大炊田海岸で

現在国が行っている応急対策工事につきまして

は、昨年、台風の影響により侵食を受けた延長
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約1.3キロメートルの区間におきまして、浜がけ

の急激な後退を抑制するため、本年１月から養

浜を主体とする工事が進められております。こ

のうち、海岸背後地に下水道の終末処理場など

の施設がある区間につきましては、さらに侵食

抑制効果を高めるため、短期間で施工可能な、

袋状のネットに石を詰めたものを設置いたしま

して、その上に重ねて養浜を行っております。

対策工事は順調に進んでおりまして、３月末ま

でに完了する予定と伺っております。

○横田照夫議員 大炊田海岸は砂丘も低くて、

今ありましたように、下水道の終末処理施設な

ども海岸近くにあります。台風等により浜がけ

がさらに後退すれば、住民生活に大きな影響や

危険が及ぶことが考えられます。確かにアカウ

ミガメの保護の訴えもよく理解はできますが、

もう既に産卵ができる場所は侵食されてしまっ

てなくなっていると思われます。また、ここら

の海岸侵食は、一ツ瀬川上流のダムとか宮崎港

をつくったことが原因とも言われていますけ

ど、今さらそれを壊すという議論にはならない

と思います。それらを残しながら侵食を抑えて

いくことが大事なのではないでしょうか。

千葉県九十九里浜には多くのヘッドランドが

つくられていますが、そこを所管する土木事務

所の話では、効果は出ているとお聞きしまし

た。私たちも視察をしましたけど、コンクリー

ト堤防とその前に置かれたテトラポットは既に

砂に埋まって、汀線は何十メーターも先にあり

ました。その効果を実感したところでありま

す。宮崎海岸も、もうそろそろ、侵食を防ぐた

めの抜本的な工事を始めなければいけないと考

えますが、県土整備部長に、現状はどうなって

いるのかをお尋ねします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 宮崎海岸の侵

食対策につきましては、国が平成20年度に事業

に着手して以来、砂浜の回復と沿岸での砂の流

れを把握するために試験養浜などを行いまし

て、その調査結果をもとに、宮崎海岸侵食対策

検討委員会の場で、各分野の専門的な立場から

意見をいただきながら、対策工法の検討を行っ

てまいりました。それからまた、地域住民との

合意形成が図られるよう、宮崎海岸市民談義所

などで数多くの議論を重ねてきたところでござ

います。その結果、昨年、抜本的な対策とし

て、土砂流出を抑制するための突堤の設置、砂

浜を回復するための養浜の実施、浜がけの後退

を抑制するための護岸の整備を行うことが決定

したところでございます。今年度末には、国に

おきまして突堤建設工事の発注が行われ、突堤

に用いるブロックの製作などを進めながら、ア

カウミガメの産卵期や台風期を避けた本年10月

以降に現場に着手する予定と伺っております。

県としましては、宮崎海岸の侵食状況は著し

く、早急な対策が必要であると考えております

ので、引き続き国と連携して、関係者の皆様方

の御理解と御協力もいただきながら、侵食対策

工事の早期完成を目指してまいりたいと考えて

おります。

○横田照夫議員 ありがとうございます。抜本

的な対策が決定して、ことしの10月以降に現場

での着工予定と聞いて、正直ほっとしていま

す。今後とも速やかな着工を目指して頑張って

いただきたいと思います。

次に、キャリア教育についてお尋ねします。

先ほど６次産業化のところでも質問しました

けど、キャリア教育が重視されるようになった

背景について、教育長にお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） キャリア教育が重視

されるようになった背景といたしましては、平
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成23年の中央教育審議会の答申によりますと、

現在の若者たちは大きな困難に直面しており、

それは、例えば、完全失業率や非正規雇用率の

高さ、無業者や早期離職者の存在など、いわゆ

る学校から社会・職業への移行が円滑に行われ

ていないという点に顕著にあらわれているとさ

れております。また、若者たちのコミュニケー

ション能力など職業人としての基本的な能力の

低下や、職業意識・職業観の未熟さ、進路意識

や目的意識が希薄なまま進学する者の増加な

ど、さまざまな課題も示されております。これ

らの課題解決のために、社会的・職業的自立を

目指すキャリア教育のさらなる充実が必要と

なってきたものと認識しております。

○横田照夫議員 早期離職とか未就職の理由に

ミスマッチという言葉がよく使われますけど、

本当に希望する職業につける人はわずかだと思

います。ほとんどの人は、必ずしもマッチして

いない職業にも我慢をしながら続けることで、

自分の役割とか立つ位置が見つかり、おもしろ

くなってその仕事が続けられることになるん

じゃないでしょうか。そういう面で、子供たち

が生活している学校や家庭の中で自分の役割を

見つけ、自分が周りから期待されている、役

立っているということなどを感じさせることが

大事ではないかと考えます。例えば、農業は機

械化によって子供の手をかりる必要がなくなっ

たかもしれませんけど、それでも何か見つけて

仕事を与え、自分が家の中で役立っていること

を感じさせることが大事だと、私の反省も踏ま

えて考えています。また、きつい・汚い・危険

という、いわゆる「３Ｋ」という言葉がよく使

われた時期がありましたけど、職業に貴賤はな

く、どんな職業も必ずいろんな形で社会貢献し

ているということを教えることも大事ではない

かと思います。さらに、日本には昔から「恥の

文化」というものがありましたが、パラサイト

シングルとかニートと言われる若者が出ないよ

うに、自立することの大事さをしっかりと教え

ることも必要ではないかと考えます。キャリア

教育とはそういうことと理解してよろしいで

しょうか。キャリア教育の目的について教育長

にお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 働くことには、生計

を維持するためでなく、自己の能力や個性を発

揮し、自己実現を図ることや、社会の一員とし

て社会貢献することなど、多くの意義があるも

のと認識しております。そのような働くことの

大切さを子供たちに教えることは、キャリア教

育の大きな目的の一つであると思います。それ

とともに、キャリア教育は、コミュニケーショ

ン能力、忍耐力、課題解決能力など、社会的・

職業的自立に必要な基盤となる能力や態度を育

成することを目的としております。子供たちが

将来直面するであろうさまざまな課題に柔軟か

つたくましく対応する力を高めるために、発達

の段階に応じてキャリア教育にしっかりと取り

組んでいく必要があると考えております。

○横田照夫議員 産業界にとって人材の育成は

非常に大事なことだと考えます。職場体験など

を積極的に受け入れてもらうような産業界との

連携をとるために、行政や教育委員会からの働

きかけも大切ではないでしょうか。キャリア教

育の今後の取り組みについて教育長に伺いま

す。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会といた

しましては、産業界の代表の方、学識経験者、

保護者等から成る学校教育改革推進協議会にお

きまして、宮崎にふさわしいキャリア教育の推

進のあり方について協議をお願いし、先月その



- 73 -

平成24年３月１日(木)

報告をいただいたところであります。この報告

の中では、小・中・高等学校等、12年間を見通

した校種間の縦の連携を図ること、学校と家庭

・地域社会・企業等との幅広い横の連携におい

て、特に産業界との協働を図り、学校を支援す

る仕組みづくりを構築すること、３つ目とし

て、本県独自の課題やニーズに対応した取り組

みを進めることなどの貴重な提言がなされてお

ります。今後、この報告を十分に参考にさせて

いただきまして、来年度、本県としてのキャリ

ア教育プランを策定し、御指摘のありました産

業界との連携を深めながら、キャリア教育にこ

れまで以上に積極的に取り組んでまいります。

○横田照夫議員 申しわけありません、３時に

なりましたので、学校の避難体制は飛ばさせて

いただきまして、最後の質問に移りたいと思い

ます。

渡辺教育長は、平成20年４月に就任されて、

４年間の任期を迎えられるところですけど、少

子化による学校再編の問題など、多くのつらい

判断もあったんじゃないかと思います。でも、

今年度は国体で20位台になるなどの快挙もあっ

て、教育長の４年間への御褒美になったのかと

も思います。これまでの４年間の振り返りと今

後の宮崎の教育のあり方、人づくりなどについ

て、教育長の思いをお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） ことしは古事記編さ

ん1300年でありますので、古事記の世界を

ちょっとおかりして申し上げますと、天上界の

高天原と地上界の葦原中国（あしはらのながつ

くに）の間に天の浮き橋がありますけれども、

この守人としての４年間ではなかったかなとい

うふうに自分では例えております。

私は常々、教育に携わる者の使命というの

は、子供たちの夢や希望の実現に尽力すること

であると考えております。そのためには、子供

と向き合う人の力、いわゆるマンパワーを基盤

とした、学校や家庭、地域におけるひたむきな

教育の積み重ねが大切であるという認識のもと

に、今の教育に何が必要とされているのか、そ

のために何をなすべきか、そういう視点で、微

力ではありますが、本県の教育の推進に取り組

んでまいりました。

その取り組みの一端といたしまして、本県の

教育環境や教育行政の枠組みの整備という視点

から、特別な支援を必要とする子供たちに、発

達の段階等に応じたきめ細かな教育を提供する

ための特別支援学校高等部の設置ですとか、市

町村教育委員会に対する支援体制を高めるため

の広域教育事務所体制の整備などに取り組んで

まいりました。

また、今後10年間に目指す本県教育の姿と取

り組むべき施策を示しました「第二次宮崎県教

育振興基本計画」に続いて、現在、魅力と活力

のある高校づくりのための「高等学校教育整備

計画」の策定に取り組んでいるところでござい

ます。

また、別の視点として、家庭や地域の教育力

を一層高め、生かす、そういう視点のもとに、

子供たちが自分で弁当をつくることで、食育と

ともに自立心や社会性などをはぐくむ「みやざ

き弁当の日」ですとか、企業の専門性や人材を

活用して教育の現場に生かす「みやざきの教育

アシスト事業」、さらには、工業や農業を学ぶ

子供たちが、地域や農家に出向いてその夢や志

をはぐくむ「ものづくり人材育成塾」や「ハイ

スクール農援隊」など、そういった宮崎にある

豊かな資源に着目した取り組みも行ってきたと

ころでございます。

現在、我が国、そして宮崎県もそうでありま
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すが、近年、多くの災害に見舞われておりま

す。このような状況において思いますことは、

これからを生きる子供たちに必要な教育という

ものは、いかなる困難や試練に直面しようと

も、人と人とのきずなを大切にしながら、未来

を見詰め、たくましく生きていく力をはぐくむ

ことであると考えております。そのためには、

学校と家庭、地域が固いきずなで結ばれ、まさ

しく高天原の世界から、そういう夢や希望に向

かって突き進む子供たち一人一人に、厳しくも

温かいまなざしを注いでいくことが大切ではな

いかと、このように考えております。引き続

き、県議会を初め、県民の皆様方の本県の教育

に対する深い御理解と御支援をお願いしたいと

存じます。以上であります。

○横田照夫議員 ありがとうございました。

最後にお礼を言わせていただきます。私も、

くどいぐらい住宅リフォーム事業について質問

させていただきました。大変財政上厳しい中、

来年度の新規事業として木造住宅耐震化リフォ

ーム事業を立ち上げていただきました。必ず大

きな成果が出ると確信をしております。感謝申

し上げまして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 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会します。

午後３時５分散会


