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◎ 一般質問

○中野一則副議長 ただいまの出席議員37名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、髙

橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。３月にこの議場でスイートピーの花

言葉「旅立ち」を申し上げましたが、時の移ろ

いは早く、６月、アジサイの花真っ盛りでござ

います。アジサイの花言葉は「移り気、浮気、

変節」でありますが、ほかにもたくさんありま

す。「辛抱強い愛情、元気な女性、あなたは美

しいが冷淡だ」などであります。ただいま申し

上げたアジサイの花言葉は今の世相をあらわし

ているような気がいたしますが、私は辛抱強い

愛情を持って、日南を元気に、宮崎を元気に頑

張ってまいります。

早速始めてまいりますが、ドクターヘリの運

用が４月18日より開始されました。中山間地域

を多く抱える本県にとって、命の格差を埋める

ものと期待されます。本年度中には県立延岡病

院において、ヘリポートを完備した救命救急セ

ンターが完成いたします。今後、このような救

命救急センターが、県南地域を初め７つの２次

医療圏に整備されていくことが強く望まれると

ころであります。しかし、ドクターヘリが運航

開始されても不安は残ります。日没以降の夜間

帯や悪天候時にドクターヘリは運航できませ

ん。だからこそ２次医療圏ごとの救急医療体制

の充実・機能強化が急がれるところでございま

す。そこで知事にお尋ねします。過日、県医療

審議会が開催され、本県の医療計画の見直しの

作業がスタートしました。この医療計画の主な

見直しの特徴、ポイントとなるのは何か。ま

た、国の策定指針に沿って医療計画が策定され

る場合、本県の２次医療圏はどう再編されるの

か伺います。

後は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

まず、医療計画見直しのポイントについてで

あります。各県の医療計画は、医療法に基づき

まして国が定める基本方針に即して定めること

とされておりまして、その基本方針がことし３

月に国から通知されたところであります。その

主な内容は、２次医療圏の設定に関して見直し

の検討を行う基準が明示されたこと、在宅医療

や精神疾患に係る医療体制を充実・強化するも

のとされたこと、また、東日本大震災を踏まえ

災害時における医療体制を見直すものとされた

ことなどであります。県といたしましては、こ

れらの方針に即しつつ、地域の実情を十分に踏

まえ、検討を進めることとしております。

次に、２次医療圏についてであります。２次

医療圏は、入院に係る医療を提供する一体の区

域としまして設定するもので、現行の計画では

７つの医療圏を設定しております。今回の国の

基本方針によりますと、「既設の二次医療圏

が、入院に係る医療を提供する一体の圏域とし

て成り立っていない場合は、その見直しについ

て検討すること」とされておりまして、「特

に、人口規模が20万人未満であり、且つ、二次

医療圏内の病院の療養病床及び一般病床の推計

流入入院患者割合が20％未満、推計流出入院患

者割合が20％以上となっている医療圏について

平成24年６月14日(木)
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は、設定見直しの検討が必要」とされたところ

であります。本県の場合、この基準に照らしま

すと、西都児湯医療圏がその基準に該当いたし

ますが、国の指針では、２次医療圏の見直し検

討に際しましては、地域の実情を考慮すること

が必要とされておりますので、関係市町村及び

関係団体の意見も十分踏まえながら、慎重に検

討してまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○髙橋 透議員 ありがとうございました。

実は私の地元で会合がありまして、そのとき

にドクターヘリの話をしまして、「夜間と悪天

候時は飛ばないんですわ」と言いましたら、

がっくりされましてですね。だからこそ、２次

医療圏がしっかり県南地域で保たれることと、

県立日南病院の充実・機能強化を申し上げて、

理解を求めたところでありました。そこでお尋

ねしますが、医療計画の策定スケジュールがあ

ると思うんです。最後に２月の議会で議決する

んでしょうけど、実質的に協議をまとめる時期

はいつごろなのか、担当部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 医療計画につ

きましては、ただいま知事が申し上げましたと

おり、３月末に示された国の基本方針、作成指

針に従いまして、現在、現状分析等の作業を

行っているところでございます。医療計画の改

定に当たりましては、関係団体や市町村など多

くの方の意見を伺い、地域の実情を踏まえて策

定することとしておりまして、ことし11月の医

療審議会において、県としての策定方針を盛り

込んだ計画素案についての御意見を伺う予定と

しているところでございます。

○髙橋 透議員 知事の答弁の中で、国の策定

方針に沿えば西都児湯が患者の流出率が20％を

超えているということで、ひょっとしたら再編

されるのかなということでありました。その要

因といいますか原因─西都児湯の患者が、恐

らく宮崎市郡だと思うんですが、そこに流れて

いる原因についてお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 西都児湯医療

圏の患者流出の原因についてでございますが、

比較的医療機関が充実しております宮崎東諸県

医療圏に隣接をしているということ、それか

ら、西都児湯医療圏には地域医療支援病院など

の「かかりつけ医」を支援する基幹病院が少な

いことなどが推察されるところでございますけ

れども、詳細につきましては今後、分析・検討

を行ってまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 本県は中山間地を多く抱えて

おります。高速道は、いよいよ開通のめどが

立ったと言われていますが、まだ南のほうでは

開通のめどは立っていませんし、道路網が比較

的不十分だと私は思っております。したがいま

して、知事が総合計画で掲げています「未来み

やざき創造プラン」ですが、ここに次のように

あります、「いつでも、どこでも必要な医療

サービスが受けられる社会」、こういったこと

が今回の医療計画でも位置づけられるというふ

うに思います。知事、どうでしょうか、厚生労

働省が示す指針どおりにはならないと思います

が、見解をお願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 総合計画の中で今のよ

うな方針を掲げて、その具体的な推進方策とし

て医療計画を定める、そのように考えておりま

す。したがいまして、今御指摘のとおり、中山

間地が多く、過疎化や高齢化、交通アクセスの

課題などを抱えている本県としましては、医療

計画の見直しにおきましては、そうした地域の

実情というのも十分考慮する必要があるものと

考えております。このため、市町村や関係団体

平成24年６月14日(木)



- 66 -

平成24年６月14日(木)

の皆様の御意見もしっかりお聞きするなど、地

域の実情を十分踏まえながら検討を進めてまい

りたいと考えております。

○髙橋 透議員 知事のお気持ちはよくわかり

ましたが、何せ医療資源が限られているもので

すから、宮崎県全体を見る立場にある方々から

すると、この前の第１回の審議会の意見が新聞

でも出ていましたが、この際４つにまとめたら

どうかという意見もあったようなんです。どう

か、市町村あるいは各医師会、いろんな方面の

意見を聞いていただいて、今、知事がおっ

しゃった、地域の実情をしっかり考慮する、こ

ういうことで、繰り返しますが、「いつでも、

どこでも必要な医療サービスが受けられる社

会」に即した医療計画になるよう要望しておき

たいと思います。

次に、自殺対策行動計画の見直しについての

考え方をお尋ねしてまいります。

自殺者数、自殺率ともに最悪であった平成19

年以降、総ぐるみで対策をしていただいたこと

もあって、年々その数、率ともに減少してきま

した。着実にその目標に近づいていると、さき

の議会でも答弁があったわけですが、平成23年

は、残念ながら前年の22年と比較してやや増加

をしております。このことについてはどのよう

に分析をされているのか、担当部長、答弁をお

願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の自殺者

の状況でございますけれども、厚生労働省の統

計では、平成19年の自殺者数394人、人口10万人

当たりの自殺死亡率34.6をピークに３年連続で

減少いたしまして、平成22年には自殺者数307

人、自殺死亡率27.1まで減少しておりました。

今お話がございましたとおり、平成23年は、自

殺者数が312人、自殺死亡率27.7と、４年ぶりに

上昇に転じたところでございます。自殺者数

は15年連続で300人を超えており、また、平成23

年の自殺死亡率は全国で３番目に高くなるな

ど、極めて厳しい状況であると認識をいたして

おります。

なお、増加の要因でありますけれども、現時

点で詳しいデータが示されていないということ

もございますが、自殺は健康問題や経済問題な

どさまざまな要因が複雑に関係して起こると言

われておりまして、その要因を絞り込むことは

難しい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。

○髙橋 透議員 ここで私は、資料を見て気が

ついたんです。自殺率ワースト県というのは東

北に集中しているわけですが、どこも一生懸命

対策をしているんです。ワースト５を見ます

と、どこも率は減らしているんです。宮崎だけ

が前年度27.1から27.7に、自殺率が高くなって

いるんですね。そのことを真剣に受けとめて、

今後の対策に取り組まなければならないという

ふうに思っております。

そこで、計画数値の立て方なんですけれど

も、平成21年２月に策定された自殺対策行動計

画に、平成24年における自殺者数を300人以下に

するということで計画目標があります。私は、

以前も申し上げましたが、自殺者数に具体的な

人の数を数値目標として掲げるのはいかがなも

のかということで。今回も質問いたしますが、

知事のお考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 自殺対策行動計画、こ

れは民間団体等から成ります自殺対策推進協議

会と共同で策定をしたものでありますが、今御

指摘の趣旨というのは本当によくわかるという

思いがいたしております。この数値目標という

のは、国の自殺総合対策大綱を参考に、県民一
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人一人に、自殺者を１人でも多く減らしたいと

いう思いを共有してもらうために、指標として

掲げたものでありますが、そういった数字を掲

げることの問題点、そこも十分わかるものでご

ざいます。行動計画の改定に当たりましては、

今後、市町村や関係団体等の意見をお伺いし、

よりきめ細かく地域の実情に合った計画とする

ことを基本にしまして、数値目標につきまして

も、そのあり方等も含めて検討してまいりたい

と考えております。何よりも大事なのは、１人

でも多くのとうとい命を救っていくということ

で、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○髙橋 透議員 そうなんです。１人でも多く

の命を救っていく、今の知事の言葉に私は要約

されると思うんですが、具体的な数字は一方で

持っておいていいと思うんです。結果として数

字が出た、そのことを前年度の数字と比較をす

る、悪ければその対策を検証して講じる、その

ことは必要だと思っています。行動計画を県民

に示すわけですから、今の行動計画にある300人

以下にするという明示は、スタートラインから

敗北宣言に私には聞こえるんです。ぜひ、今、

知事がおっしゃいました、１人でも多くの命を

救う、自殺ゼロを目指すという決意を明示して

いただいた、新たな自殺対策行動計画になるよ

うお願いしておきます。

私、漏らしておりました。土持部長、このス

ケジュールはどうなるのか、まだ明らかになっ

ていないと思うんですが、教えてください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 新しい自殺対

策行動計画でございますけれども、現計画が今

年度まででございますので、新たに策定する必

要がございます。ただ、その前提といたしまし

て、国が改定する予定の自殺総合対策大綱を踏

まえる必要がございます。これが少しおくれて

いるようでございます。その国の大綱を踏まえ

まして、市町村、関係団体と意見交換を行いな

がら、民間団体等で構成いたします宮崎県自殺

対策推進協議会等において御審議をいただき、

年内には計画の骨子・原案を作成いたしまし

て、今年度中に行動計画の改定を行いたいと考

えているところでございます。

○髙橋 透議員 わかりました。

次に、森林法改正に伴う森林経営計画につい

てお尋ねをしてまいります。

先日、森林組合から私あてに文書が届きまし

て、所有する山林について、団地ごとに森林経

営計画の作成をして、認定を受けた計画団地内

でなければ森林施業に係るさまざまな補助金を

受けられませんよという内容でありましたが、

その説明会の案内でした。この計画をつくる側

からすると、非常に煩雑であると思います。特

に私の所属する南那珂森林組合は、１人当たり

の森林面積が小さいらしいんです。だから筆数

が物すごく多くて、その作業に非常な手間暇が

かかるというふうに聞いております。森林経営

計画の内容とその導入に伴う課題について、環

境森林部長にお尋ねします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 森林経営計画

制度は、10年後の木材自給率50％以上を目指す

森林・林業再生プランに基づきまして、平成24

年度から導入される制度でございまして、森林

所有者やその委託を受けた森林組合等が５年間

の伐採等の経営計画を作成するものでありま

す。この制度の目的は、施業のコスト低減や間

伐材の有効利用を図ることであり、策定に当

たっては、森林施業の集約化ができる区域とす

ること、作業路網の整備や一定面積以上の間伐

を盛り込むことなどが必要となっております。
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制度が開始されて間もないことや、計画の区域

内には多くの森林所有者が関係するケースが多

いことから、その周知や合意形成が大きな課題

であると認識しております。このため県といた

しましては、今後とも、説明会の開催などによ

り制度の周知を図りますとともに、森林組合等

が行う計画作成に必要な調査や合意形成活動に

対しまして支援をしてまいりたいと考えており

ます。

○髙橋 透議員 今聞いただけではよく理解で

きないんですが、私はじかにレクチャーいただ

きましたので、少しは理解しました。要は、点

在していた森林の整備を、大きく団地化して効

率化を図るということなんでしょうけど。私が

ここで御意見申し上げたいのは、10年後に木材

自給率50％というのがあるじゃないですか、森

林・林業再生プラン。この対策としての大幅な

コスト削減だと思うんですが、ここにはすごく

力を入れてやっていらっしゃる一方で、きのう

も質問があって、びっくりしました。５月には

１立米当たりが7,600円ですか、史上最悪らしい

じゃないですか。そういう意味では、山元に利

益が還元されるという施策をいま一度検討して

いかれるべきではないかなということを、ここ

では申し上げておきたいと思います。

次に移ります。水産業の現状についてお尋ね

をしていきます。

現在は少し落ち着いたといっても、まだ高い

というふうに私たちは考えているわけですが、

燃油が非常に高騰しております。ことしは近海

カツオも不漁だったというふうに聞きます。と

れても小さいんですよ。だから値段も安い。一

連のそういう影響もあって、漁業を取り巻く環

境は非常に厳しいと思うんですが、最近の経営

状況について、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） 本県の水産業

は、漁獲量の減少や魚価の低迷により収入が減

少する一方、燃油価格の高騰などによりまして

支出が増大し、収益性が低下しております。特

に、年間1,000キロリットル程度の燃油を必要と

するカツオ一本釣り漁業におきましては、平

成16年の燃油価格高騰前と比べて１経営体当た

りで約4,500万円の燃油経費増となり、赤字の経

営体が増加してきております。

○髙橋 透議員 びっくりいたしました。そこ

で、いろんな対策を打って県も頑張ってもらっ

ているわけですが、24年度の新規事業で漁業経

営対策の施策を打ち出されまして、まだ期間は

短いんですが、その事業効果がもうあらわれて

きているというふうに聞いたものですから、そ

の状況について、農政水産部長にお尋ねしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 国では平成22

年度に燃油高騰対策として、国と漁業者が一定

額を積み立てる漁業経営セーフティーネット構

築事業を創設いたしました。しかしながら、本

事業は漁業者に一定の負担を求めるものであ

り、厳しい経営状況の中、本県の加入が低調で

あったため、県では今年度、漁業者負担分につ

いて県信用漁業協同組合連合会が行う無利子貸

し付けの原資となる漁業経営安定対策資金を予

算化したところであります。その結果、今年度

の本県漁業者の加入状況は、経営体数ベースで

の加入率では平成23年度の８％から36％に増加

し、また、これを消費燃油量のベースで見ます

と、平成23年度の65％から96％まで増加いたし

ました。このように、当資金の活用により、本

県漁業者の漁業経営セーフティーネット構築事

業への加入率が大幅に向上しておりまして、燃
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油高騰時の影響緩和が図られるものと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。着実

に事業効果があらわれているようですから、今

後ともいろんな対策を講じていただきたいと思

います。

長期計画に「儲かる水産業」ということを打

ち出していらっしゃいます。操業コストの削減

とか魚価の向上など収益性を高める取り組みを

進めるということなんでしょうが、先ほどの林

業もしかりです。コスト削減をかなり強く訴え

ておられる割にはもうからないというのが現実

であって、水産業も具体的に、新規事業をふや

すとか─つまり予算をつけるということなん

です。そういったことの手厚い支援を今後考え

られるのか、知事に答弁を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 「儲かる水産業」は、

大変重要な課題でありまして、昨年６月に水産

業・漁村振興長期計画を定め、さらにそれを具

体化しました「儲かる水産業実現アクションプ

ラン」を掲げておりまして、コスト削減、魚価

向上の両面から取り組みを進めておるところで

ございます。具体的には、例えばコスト削減対

策につきましては、カツオ一本釣り漁業におい

て、燃油大量消費型の大型漁船から省エネ型の

中型漁船への転換などを推進しまして、収支バ

ランスを考慮した合理的な生産体制づくりを目

指しておるところであります。また、魚価向上

対策としましては、水産物流通のかなめとなる

卸売市場の統合などによります市場機能の強化

でありますとか、漁業者による直接販売や産地

加工体制づくり、水産物輸出などの６次産業化

を支援しているところであります。今後とも、

漁業者、関係団体とも連携をして、「儲かる水

産業」に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 よろしくお願いいたします。

次に移ります。東九州自動車道の早期開通に

ついてお尋ねしていきます。

東九州自動車道は見通しがついたという御発

言もあるようですが、残念ながら、先ほども言

いましたように、清武以南は開通年度がまだ示

されておりません。南は夕暮れであります。２

月議会でお尋ねしたばかりですけれども、清武

―日南間の開通見通しについて伺います。24年

度それなりの予算をつけていただいて、大変感

謝をしているわけですが、濱田県土整備部長は

本会議初答弁ですので、よろしくお願い申し上

げます。

○県土整備部長（濱田良和君） 東九州自動車

道の清武南―日南間につきましては、先月国か

ら通知されました事業計画の中で、「着手後お

おむね10年程度を目指すものの、完成に向けた

円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定」

となっておりまして、いまだ供用予定時期が示

されておりません。また、この区間におきまし

ては、トンネルの補助工法や大規模な地すべり

対策による大幅な事業費の増額が見込まれてお

ります。このため県といたしましては、早期整

備に向けた十分な予算確保につきまして、国に

対し、地元自治体や経済団体等と連携しながら

強く訴えてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 なかなか具体的な年数という

のが―私、見ていなかったものですから、

今、10年ということを初めて聞きまして、10年

が確定ではないんでしょうけれども、それでも

非常に長いなと感じました。

それともう一点、東九州自動車道で唯一残さ

れておりました未事業区間、日南―志布志間で

ありますが、今回、計画段階評価を進めるため
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の調査を行う箇所づけがなされました。今後の

事業化に向けての第一歩だということで喜んで

いるところでありますけれども、今後どのよう

に進められていくのか、県土整備部長にお尋ね

いたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 日南―志布志

間につきましては、今年度の国の予算内示にあ

わせ、新たに概略ルートや構造の検討を行う調

査箇所として内示されたところでありまして、

今年度中に計画段階評価に着手すると聞いてお

ります。計画段階評価実施後につきましては、

都市計画決定の手続や環境影響評価を実施し、

さらに費用対効果の検証等の新規事業採択時評

価を経まして新規事業化される、そういった流

れになっております。

○髙橋 透議員 高速道路をつくるということ

で国がしっかり方針を出したわけだから、しっ

かり国は約束を守れと言う方も中にはいらっ

しゃいますが、私は地元として、命の道、必要

な道をしっかりとつくるんだという根拠を示し

た上で、私たち地元でも汗をかいてまいりたい

と思うんです。ここで、知事の御決意を改めて

お伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 日南―志布志間が計画

段階評価に着手ということで、事業化に向けて

大きな一歩を踏み出すことができたのではない

かと期待をしておるところであります。先日、

総合防災訓練のときに、第１会場である都城市

から第２会場である油津港まで、自衛隊のヘリ

で外山議長と一緒に移動させていただいたんで

すが、一度志布志まで南下しまして、それから

ずっと沿岸沿いに上がってまいりました。その

ときに、沿岸が随分侵食をされている、場合に

よっては崩落をしている現状を見るにつけ、高

速道路を初めとするインフラ整備の必要性とい

うのを改めて強く感じたところであります。私

としましては、今後とも、供用予定年度の示さ

れていない清武南―日南間の一日でも早い完成

と、未事業化区間であります日南―志布志間の

早期事業化に向け、あらゆる機会をとらえまし

て、これまでにも増して国に対して強く訴えて

まいりたいと考えております。

先日は、私が行けなかったものですから、副

知事のほうに、国交省にいろんな要望活動をし

てもらったところであります。また、この８月

３日には、関係の４県１市が集います東九州自

動車道建設促進地方大会が本県において開催さ

れるということでございますので、この中で早

期整備の必要性というのを強くアピールしてま

いりたいと考えております。県議会におきまし

ても、引き続き御支援のほどよろしくお願い申

し上げます。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。これ

までにも増して力強い働きかけをしていくとい

う御決意をいただきました。知事もおっしゃっ

たように、防災としても非常に重要な役割があ

るわけですから、宮崎以北は、延岡まで２年、

北九州まで４年以内には開通ということですか

ら、清武以南、何回も言いますけど、とにかく

一日でも早い開通をお願いしたいと思います。

次に、日南農林高校の跡地利用についてお伺

いをしてまいります。

日南農林高校が廃校となって２年目を迎えて

いるわけですが、あそこにＪＲ南郷駅がありま

す。乗降客がめっきり減りました。当然ですよ

ね、今まで農林高校の生徒が乗りおりしていた

駅ですから。しかも合併をした関係で、旧南郷

町役場の職員は３分の１以下になったと聞いて

おります。だから、南郷町役場、駅周辺のお店

がどんどん閉まりつつあるんです。そういうこ
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とで、申しわけないですが、農林高校があそこ

からなくなったということと役場の職員の数と

いうのは、町の衰退に拍車をかけたんじゃない

かと私は思っております。そこで、地元の人

は、「農林高校跡地の産業振興につながる活用

はできないのか」ということをよくおっしゃっ

ていますが、跡地利用について現状はどうなっ

ているのか。また、地元からどのような要望が

上がっているのか、教育長にお尋ねいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 平成23年３月に閉校

いたしました日南農林高校の跡地につきまして

は、平成22年７月の公有財産調整委員会におい

て、県としての利活用はせず、処分の方針を決

定したところであります。そこで、地元日南市

に活用の意向を照会しましたところ、「現段階

では買い受けを希望しないが、引き続き、利活

用の方策について協議をさせていただきたい」

旨の回答を、平成22年８月にいただいておりま

す。このため、教育委員会といたしましては、

日南市の検討状況を注視しているところでござ

います。（「地元からの要望はないですか」と

呼ぶ者あり）

先ほど申し上げましたとおり、日南市に活用

の意向を照会いたしましたところ、「現段階で

は買い受けを希望しないが、引き続き、利活用

の方策について協議をさせていただきたい」と

いうようなことを聞いております。以上でござ

います。

○髙橋 透議員 私が聞いている範囲では、県

有施設として活用してほしいというのが地元の

要望だと、これは行政も含めておっしゃってい

ると思うんです。私は地元の要望をどこまで吸

い上げていらっしゃるのか聞きたかったんです

が、答弁いただけませんでした。

今後の活用の検討材料として、農林高校が再

編されるときにもこの議場で申し上げました

が、中途退学者の方々の農業体験とか実践の場

として教育関連施設に活用できたらなと思って

おります。そんな活用を図っていくことが望ま

しいと考えているんですが、教育長の考えをお

聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 日南農林高校の跡地

については、先ほど申し上げましたように活用

しないという方針ではありますが、中途退学者

の受け入れについては、現在、例えば定時制・

通信制高校などに大きな役割を果たしていただ

いております。それに加えまして、先ごろ作成

いたしました宮崎県立高等学校教育整備計画に

おいては、再入学や転入学のできるだけの弾力

化を図りたい、またそういう情報を発信してい

きたいというふうなことをやっておりますの

で、そういう意味で、中途退学者等の対応につ

いても慎重に丁寧に対応していきたいと考えて

おります。

○髙橋 透議員 農林高校の跡地利用、北の延

岡西高校も統廃合で跡地利用をいろいろと議論

されましたが、あそこはとんとん拍子にいった

ような気がするんです。県北の県議会議員から

も、いろいろ質問もございました。南郷にある

跡地利用─私の受けとめ方ですけれども、正

直言って、前向きに考えていらっしゃるかどう

か非常に疑問もあるわけで、やっぱり、県有施

設で何とか、私が言った教育関連施設じゃなく

ても、いろいろな活用方策はないのかというの

が地元の声だというふうに聞いております。教

育委員会レベルでは非常に難しいと思うので、

ぜひ知事部局も、県庁一体となって方向性を見

出していただきたいと思っています。

次に移ります。教育問題について一連のお尋
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ねをしていきます。推薦制入試の関係ですけれ

ども、高等学校教育整備計画ができました。こ

こに推薦入試についての学力検査導入の検討が

盛り込まれております。高等学校の推薦入学試

験についてのこの間の評価について、まずはお

伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 選抜制度は、特色あ

る高等学校づくりを進めること、あらゆる角度

から生徒の適性や能力を見ること、中学校の教

育指導全般を充実させること、中学校・高等学

校相互の一層の連携を図ることなどをねらいと

して昭和61年度から導入し、その後、改善を図

りながら実施してまいりました。毎年実施いた

しております中学校、高等学校へのアンケート

等によりますと、推薦入試制度については、生

徒のよさを多面的に判断できるものとして評価

されております。また、「高い目的意識を持っ

た推薦入試合格者が、入学後、学業や諸活動に

おいて個性を発揮しながら意欲的に活躍してい

る」との報告が寄せられるなど、推薦入試制度

は、おおむねその目的を果たしてきているので

はないかと考えております。

○髙橋 透議員 おおむねの評価をされている

ようであります。新聞でも御意見を見たわけで

すけれども、職業系高校であれば、学力面以外

の要因にも目を向ける必要があると思うんです

が、普通科系においては、学力検査を導入する

ことで推薦制は意味がなくなったんじゃないか

と思うので、今後検討されるのであれば、普通

科高校においての推薦入試はしないということ

にならないのか、教育長にお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 教育基本法の第１条

に、教育の目的として「教育は人格の完成を目

指す」と示されております。普通科高校におい

ても、勉学はもとより文化や芸術、スポーツ活

動等において、さまざまな個性を持った生徒が

身近にいて切磋琢磨し合うことで、みずからを

高めながら豊かな人間性をはぐくむことは、極

めて大切なことであります。推薦入試制度は、

芸術やスポーツ活動にも秀でた意欲的な生徒を

評価できる制度であり、人格の完成を目指す教

育の視点などから、普通科においても意義ある

ものと考えております。一方、この制度につき

ましては、平成22年度末に宮崎県学校教育改革

推進協議会から、現行の推薦入試制度のねらい

は維持しながら、そのあり方について検討する

よう提言がございました。その提言を受け、平

成24年３月に策定しました宮崎県立高等学校教

育整備計画では、普通科も含めまして、推薦入

試への学力検査の導入や募集定員の割合の変更

について検討するとしたところであり、現在、

その検討を進めているところであります。

○髙橋 透議員 普通科においても意義がある

んだという御説明だったと思うんですが、いろ

いろと今後、各方面からの意見も十分聞いてい

ただいて、改めるところは改めるということで

また方針を立てていただけたらというふうに

思っています。

引き続きでありますが、教育格差対策につい

てお尋ねしてまいります。高校では生徒数が減

少していまして、それに伴って定員を見直した

り、再編統合して調整を行ってこられたと思う

んですけれども、それでも定員割れしています

よね。そういう実態をどのように分析されてい

るのか、お尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 県立高校において

は、平成20年度入試から24年度入試までの５年

間に280名の募集定員減を行っております。しか

し、今お話がありましたように、それでも定員

が割れていることにつきましては、まず、学校
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の魅力がどうかということが一番ですが、近

年、公立、私立合わせた県全体の募集定員が進

学予定者数をかなり上回っており、募集定員そ

のものが定員割れとなるような構造になってい

ることが主な要因であると考えております。こ

れまで、県立高校の定員の見直しや統廃合を行

う際には、県全体、各地区ごとの高等学校進学

予定者数のデータをもとに、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

配慮しながら検討してまいりましたが、今後、

さらに魅力ある学校づくりを進めながら、適正

な募集定員の策定に努めてまいりたいと考えて

おります。

○髙橋 透議員 わかりました。進学予定者数

よりも定員が上回っているんですね。ただ、募

集の状況がいつも出ますよね。あれを見ると、

定員割れをする学校というのは決まっているよ

うな気がしまして、定着をしているというか、

特に普通科で定着しつつあるんじゃないかなと

思っています。一方で、特定の進学校に生徒が

偏る傾向が出ていないかどうかということなん

です。その背景にはいろいろとあると思うんで

す。まず、宮崎市内で言うと、合同選抜を廃止

しました。そして、最近では普通科通学区域の

撤廃でしょう。きのうも質問があったようです

が、このことが後押ししたんじゃないかなとい

うふうに思っています。教育長の見解を求めま

す。

○教育長（飛田 洋君） 本県におきまして

は、平成15年度の高校入試から合同選抜制度を

廃止し、平成20年度の高校入試から普通科の通

学区域を撤廃いたしましたが、これらの制度変

更の大きなねらいは、中学生が行きたい学校を

主体的に選択できるようにすることと、特色あ

る学校づくりを推進し、学校を活性化すること

であります。このことによりまして、中学生の

進路意識や学習意欲が高まり、生徒は、各高等

学校の特色も十分理解した上で、通学距離等の

条件も考慮しながら、個性や能力、適性に応じ

た学校を適切に選択しているものと考えており

ます。なお、昨年度の一般入試倍率において、

普通科で最も高かった学校の倍率でも1.22倍で

あり、特定の地域や学校への生徒の集中は見ら

れない状況にありまして、通学区域撤廃のねら

いは、おおむね達成されているものと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 きのうも具体的に数字を、普

通科進学者3,159名中、通学区域外の通学者190

名、６％ということで、自信を持って答弁され

たようですが、私は中身だと思うんです。され

ど190名が通学区域から違う区域に行っている。

そして190名、６％という中身が、すごくレベル

の高い子たちが集中してきているんじゃないか

なと。これはまだ私も分析していません。そこ

ら辺の中身も十分、今後分析してほしいし、過

去の数字からしてどうなのかというところも分

析してほしいと思っています。それと、今おっ

しゃった1.22─だからいいわということで私

には聞こえましたけれども、これもやっぱり、

ふるい落とされるじゃないですか、中学の進路

相談で。「君はここは無理だよ。だから次に行

きなさい」とか、そういう調整があるんです。

結果、だから1.22でとまっていると思うんで

す。

実は、目の前に大宮高校があっても行けない

子がいるらしいじゃないですか。もともと行け

るレベルにあったらしいんだけど、先ほどから

言っています、いろんな条件を撤廃しました、

だから、宮崎市内から当然優秀な子たちが大宮

高校に行っちゃう、あるいは宮崎西高に行っ
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ちゃうかもしれない。そして、県内から集まっ

ているんです。だから、今までだったら行けた

のに、結果あきらめて、先生が、「もう君は

ちょっと無理だから、ちょっと落としなさい

よ」というふうに、多分言っていると思うんで

す。だから、目の前に大宮高校があるのに行け

ないんです。そういう実態がある。それと高鍋

高校とか妻高校、ここも今、定員割れですよ

ね。以前は、児湯、西都内からは妻、高鍋でと

まっていたらしいんだけど、そこを通過し

ちゃって宮崎に来ている。そういうこともどう

分析されているのかなというふうに思っている

んです。これは県南地域でもしかりですから、

その辺の見解を教育長に求めたいと思っていま

す。

○教育長（飛田 洋君） 合同選抜が実施され

ておりました時代に、議員がおっしゃったのと

逆の現象がありまして、ある学校の前に住む生

徒がほかの学校に行かざるを得ないという状況

もありました。いろんな制度について検討を

ずっと継続していくことは大切であると思っ

て、毎年見直しをいろんな視点でやっておると

ころですが、例えば、今御指摘のあった大宮と

宮崎西の倍率は１倍程度であります。もう一つ

は、高校は義務教育と違って学力検査を受験

し、合格し入学するという制度になっておりま

す。生徒がしっかり学習し学力をきちんとつけ

努力する構造を大切にしていくこと、また、基

本となるような受験する機会を平等に与えるこ

とも、一方では大切であると考えておるところ

です。

それから、高校入試の地区外への動向につき

ましては、そういうことを含めながら、また私

立高校や県立高校の専門学科への動きも含めて

考察すべきものであると考えております。以上

であります。

○髙橋 透議員 私は、飛田教育長の言われて

いる―普通科の通学区域を撤廃するときにも

いろいろと議論させていただきましたから、行

きたい学校に行かせる、そういう選択肢をつぶ

しちゃいけないということは再三聞きました。

でも、その一方で、行きたかったのに行けない

学校─目の前に大宮高校があるのに、そうい

うレベルで来たのに行けない。じゃ、努力が足

りなかったんだよということでその子を責めら

れるのかというのも、私はなかなか理解できな

いところがあるんです。今、とにかく自由だ

と、何でも規制を取っ払って自由にしなさいと

いう風潮がありますよね。いろんな経済の中で

も教育の中でも、今こういうふうに来ている。

私はこれでいいのかなということを訴えたいん

です。自由にもほどがあるんじゃないかという

ことを非常に危惧しているわけで、医療と同じ

ように高校教育までは地域完結型、ここで教育

というのはつくり上げてほしいなと思っていま

す。それでいて、郷土愛をはぐくめとか、郷土

を愛する心ということを言うじゃないですか、

書き物にするじゃないですか。実態は、そこで

学ばないんですよね。住んではいても、ただ学

校との往復でしょう。地域でのかかわりという

のは薄まっていくと思うんです。そういうとこ

ろの視点も非常に大事にしてほしいなと思って

います。

次に移りますが、スーパーティーチャーとい

うのがありますね。私は、初めてこの制度を聞

いたときに、何ですかというふうに思ったんで

す。私は、先生というのはみんなスーパーだと

思っていました。小学校のころから。先生は神

様だと思っていました。先生が大便するなんて

思っていませんでした、本当に。それくらい先
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生というのは尊敬していました。このスーパー

ティーチャーの導入目的、その位置づけについ

てお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 議員がおっしゃった

とおり、１万人の教職員すべてがスーパー

ティーチャーであってほしいという願いは、私

も持っております。スーパーティーチャー制度

は、平成18年度から実施しております本県独自

の制度であり、ほかの教師の模範となるような

すぐれた教育実践を行っているスーパーティー

チャーの授業公開や研修会を通して、本県教職

員の全体的な指導力の向上を図るものでありま

す。昨年度のスーパーティーチャーの活動とい

たしましては、県内の教職員を対象として、授

業公開を43回、研修会を45回、授業等の指導に

係る相談等を205回実施したところでございま

す。

○髙橋 透議員 スーパーティーチャーの人数

が限られていますよね。私、資料を求めました

ら、18名が小中高、県立学校ですか、いろいろ

と配置されているようですが、どんな配置基準

があって配置されているのか。あるいは、こう

いったのは異動というのが当然あると思うんで

すが、その辺の説明をお願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県におきまして

は、平成21年度に指導教諭の職を新たに導入し

たことに伴い、指導力の高い教師を指導教諭に

任用し、その中からさらに、授業力や実績のす

ぐれた者をスーパーティーチャーとして委嘱い

たしております。平成24年度は、指導教諭40人

の中から、先ほどお話にありましたように18名

をスーパーティーチャーとして委嘱しており、

学校種や教科、あるいは生徒指導、特別支援学

校等の領域を考慮しまして、県内各地に配置し

ているところであります。今後も、指導力向上

のリーダーとなるすぐれた教師を積極的に育成

するとともに、指導教諭やスーパーティー

チャーについては、県内の地域バランスも踏ま

えた配置に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 ５月だったと思うんですけれ

ども、ＭＲＴをたまたま見ていましたら、「み

らい・みやざき・まなび隊」という番組がある

みたいですね。そこでたまたま、宮崎西中１年

生の英語の授業で、その人はスーパーティー

チャーだったらしく、英語で授業しているんで

す。まだ５月ですよ。酒谷あたりは「This is a

pen」から入るがなと思ってですね。子供たち

を見て授業をされているのかなと思って、非常

に私は、一方で疑問を感じたんです。高度な授

業を行うテクニックというのは否定しません。

私は、まず45分間、生徒を授業に引きつける話

術だとか、あるいは先生にもちろん個性がある

わけですから、その個性を生かした授業テク

ニック、こういうところをしっかりと伸ばす研

修も大事じゃないかなと思っていますが、その

辺の見解をお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） おっしゃるとおりだ

と共感しながら聞かせていただいたんですが、

例えて言うなら、授業をする教師というのは、

ひとり劇団であると思うんです。魅力ある脚本

家であり、引きつける道具を準備するスタッフ

であり、わくわく感をつくり出す演出家であ

り、そして何より目の前にいる子供たちを引き

つける役者でないといけない。そういう教師を

スーパーティーチャーに任用したいと考えてお

ります。以上でございます。

○髙橋 透議員 飛田教育長のお気持ちは十分

わかります。ただ、私が心配しているところと

いうか、下位の水準にある学習がおくれがちな
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子供たち、そういうところの手だては確かに施

策としてあります。でも、上のほうを伸ばす学

力向上に余りにも力を入れ過ぎて、下のほうを

引き上げる教育の対策はどこまでやられている

のかということで非常に疑問があるものですか

ら、きめ細かな対策をとられているのか、教育

長にお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 生徒にとって学力が

人生のハンディキャップにならないようにする

ということは大切だと思っております。学習の

おくれがちな生徒に再度自信を持たせ学びの意

欲を高めさせることは、非常に大切であると考

えているところであります。このようなことか

ら、各学校においては、生徒の実態に応じて、

中学校の内容について高校の１年生でもう一回

学び直しをやる、あるいは生徒の学力差の大き

い数学、英語を少人数に分けて指導する、さら

には放課後を利用して個別指導を行う、そうい

う取り組みをしております。県教委といたしま

しても、23年度より「高等学校「確かな学力」

強化推進事業」に取り組んでおりますが、その

中で基礎学力定着指導研究会というのを実施し

ております。この研究会は、高校１年生の担当

教員に集まってもらって、学習のおくれがちな

生徒の学力向上対策を中心に、基礎学力の定着

のための指導方法について情報交換・研究協議

を行い、自分の学校でそれを利用して基礎学力

をきちっとさせようということで、こういうこ

とにも積極的に取り組んでいきたいと思ってお

ります。以上でございます。

○髙橋 透議員 教育委員会としても、学習が

おくれがちな子供に対してもやっているんだと

いうことの説明だったと思うんです。教育振興

基本計画にもあるんですけれども、宮崎県とい

うところは、小中学校の不登校の子供は率が低

いということで、全国３番目ぐらいということ

ですが、高校の中途退学者を見ると逆なんで

す。私は22年の資料しか持っていませんが、649

人、退学率は大阪に次いでワースト２位なんで

す。全国平均は1.6、宮崎は1.9、大阪は2.3で

す。このギャップが私にはわからんとです。小

中学校で不登校生は、宮崎県は全国で３番目に

少ないんだよということですよね。でも、高校

に行くと退学率は高い。非常に私は、この辺に

疑問を持ちます。大げさかもしれませんけれど

も、できる子とそうでない子、あるいは裕福な

家庭の子とそうでない子、その辺の二極化が教

育の場でもできつつあるんじゃないか。大げさ

かもしれません。私は非常にそこが心配なんで

す。多様な家庭環境にある子供─医者の子供

がいたり、会社の社長の子供がいたり、農林漁

業の子供がいたり、ひょっとしたら生活保護世

帯の子供がいるかもしれません。それが昔の教

室の中でした。そういう中で多様な社会を学ん

だはずなんです、学校で。そういう教育が今崩

れつつあるんじゃないかなと、非常に心配をい

たします。前にも言いました。もともとできる

子供、裕福な子供たちというのは、ほうってお

いてもできるんです。繰り返しますけれども、

下位にある子供をいかに引き上げるか、そうす

れば全体がきっと伸びます。下を上げれば全体

の教育水準が上がります。この下の子たちに

もっともっと手を差し伸べてやっていただきた

いというのが、私の思いであります。医療にお

いてもそうですけれども、もうからないところ

は公がしっかりと担う、教育もハンディのある

子たちに手を差し伸べる、それが必要ではない

かと思っています。

１問だけ漏らしたものですから、最後に質問

いたします。先ほど、大宮高校とか宮崎西高に
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行っていることを申し上げまして、そのときに

聞こうと思ったんですが、日南からも非常に宮

崎市内に流れています。そのために関係者は努

力しているんですが、福島高校、日南高校、日

南学園、３校合同で合宿をするみたいですけれ

ども、その評価と、県として支援をどうされて

いくのかお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 南那珂地区の学力向

上協議会のことだと思いますが、この協議会

は、南那珂地区の高校生の学力向上に寄与する

ことを目的として、日南高校、福島高校、そし

て日南学園高校の３校が合同で、本年１月に設

置されたものであります。３月には１年生を対

象とした合同学習会、８月には２年生を対象と

した合同宿泊学習会を開催する予定と聞いてお

ります。これまで県が主催する行事などでは、

県立、私立両者が参加するものはありました

が、この取り組みは、学校が独自に県立、私立

の垣根を越えて協力し合う、これまでにない意

欲的な取り組みであり、同じ地域に学ぶ高校生

の学力向上に向けた大きな取り組みだと高く評

価をし、期待し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、発足に当たり事前

の相談を受けました。そして、実施方法等につ

いて助言をさせていただいたところでありま

す。今後も、３校の取り組みをしっかり把握し

ながら、指導助言とか情報提供等に努めてまい

りたいと考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。

時間もなくなりました。地元の高校に行くの

が当たり前な社会、そういうのが以前だったわ

けでありまして、これからも本当に地元に行く

のが当たり前になると。だから、今申し上げま

した県南の教育関係者も努力をされて頑張って

いらっしゃると思います。ひとつよろしくお願

いしたいと思います。

最後に、意見だけ申し上げて終わります。き

のうも教員の不祥事の問題が質問されて、けさ

の新聞にも教育委員長の御答弁が出ておりまし

たが、すぐ管理強化とか服務規律のマニュアル

を徹底とかいうふうに打ち出しますよね。それ

は大事だと思います。でも、それでは何年か後

にはまた同じことを繰り返すような気がしてな

りません。もうちょっと別なところの―教育

長がいみじくもきのうおっしゃいました、「風

通しをよくする」と。聞いたことがあります

が、中にはワンマンな校長もいるらしいです

ね。権限が強くて、風通しがよくないんです。

そして仕事も忙しい。新聞にもコメントがあり

ました。職場に余裕がないとか、報告文書に追

われてついついスピードを出してしまうとか、

そういったところもしっかり分析をして……。

じゃないと、対症療法、トカゲのしっぽ切り

じゃいけない、魔女狩りじゃいけない。そのこ

とを教育委員会はこの機会に徹底して検証し

て、不祥事ゼロを目指して頑張っていただくよ

うにお願い申し上げまして、私の質問を終わり

ます。ありがとうございました。（拍手）

○中野一則副議長 次は、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 自民党の横

田照夫です。ありがたく一般質問をさせていた

だきます。

いよいよ少子高齢化、人口減少の時代に入り

ました。当然、人口だけでなく世帯数も減少し

ていきます。本県も、宮崎県総合計画「未来み

やざき創造プラン」におきまして、20年後の本

県人口が、100万人を切って96万人になると推定

しております。そうなることを前提に、20年後

の基本目標と目指す将来像を示し、人口が減少

した中でも安心して心豊かに暮らすことができ
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る社会にするためのさまざまな戦略が打ち出さ

れました。私たちは、その戦略に沿って努力を

していき、創造プランで示した将来像に近づけ

ていかなければいけないと考えます。

しかし、少子高齢化や人口減少が進む中で、

人々の心の持ち方や考え方も大きく変化してい

くような気がしてなりません。今、樹木葬とい

う埋葬の仕方がふえているそうです。樹林墓地

と呼ばれる新しい形態の墓所に遺骨を共同で埋

葬するんだそうです。東京都も多摩地区にある

小平霊園に初めて整備しました。芝生が敷き詰

められた広さ800平方メートル余りの敷地には、

コブシやツバキなどが植えられ、地下には、遺

骨を埋葬するための直径１メートル50センチ、

深さ２メートル余りの筒状の施設が27カ所に設

けられているそうです。また、最近は、墓をつ

くらずにお寺での永代供養を希望する人もふえ

ているそうです。これらは、近くに子供がいな

いために墓を守ってもらえないことや、子供た

ちに迷惑をかけてはいけないという気持ちのあ

らわれでもあります。でも、先祖をそう簡単に

切っていいものでしょうか。無縁社会という言

葉がよく使われるように、年間３万2,000人もの

人が無縁死する時代です。そういう寂しい時代

にならないように、創造プランを進めるに当

たっては、人々の心の持ち方や考え方にも気を

配っていくべきだと考えます。

そこで、少子高齢化、人口減少で考えられる

いろいろな現象とその対策について、例を挙げ

て質問してみようと思います。

まずは、農業の担い手が少なくなることで考

えられる現象です。国土交通省がこのほど発表

した農地・森林の不在村所有者に対する調査結

果によると、不在村所有者が持つ農地のうち44

％が放置され、所在の把握が難しい所有者は12

万人いると推計されるそうです。農作業の機械

化により子供の手をかりずに済むので、子供が

自分の家の田畑に行く機会が少なくなり、田畑

がある場所を知りません。そのまま県外に行っ

てしまうので、その場所だけでなく、だれが使

用管理しているのかもわからなくなってしまい

ます。農地法や都市計画法の市街化調整区域な

どの網がかかっていたら、売ろうにも売れませ

ん。国の土地を税金や水利費を払いながら管理

させられているようなものですから、財産とし

ての魅力も感じません。本来は、どの土地にも

登記された所有者が存在するはずですが、転居

後に連絡がとれない場合や、相続時に変更登記

をせず相続者不明となっている場合もあると聞

きます。また、相続放棄をされた場合など、そ

れらの土地はどうなるのでしょうか。このよう

な問題について県としてどのように考えている

のかを、農政水産部長にお伺いします。

とりあえず壇上からここまで質問し、後は質

問者席に移らせていただきます。（拍手）〔降

壇〕

○農政水産部長（岡村 巖君）〔登壇〕 お答

えいたします。

相続人がいない農地など、不在村地主が所有

する農地の問題についてでございます。不在村

地主が所有する農地のうち、条件の悪いものに

ついては一部耕作放棄化しているケースがある

ことを承知しておりますが、所有者が不明な場

合であっても、農地法の規定に基づき、供託に

より新たな利用権設定ができることとされてお

ります。なお、不在村地主の所有する農地の円

滑な利用・継承という観点からも、ＪＡ等が農

地の所有者から委任を受けて農地の貸し付け等

を行う農地所有者代理事業の活用が可能であり

まして、平成23年度は、県内でおよそ500件、
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約170ヘクタールの農地が貸し付けされておりま

す。さらに、本年度からは、農地の出し手に対

して農地集積協力金を交付する制度も創設され

たところであります。県といたしましては、こ

れらの事業・制度を的確に運用して、農業生産

の基盤である農地が意欲ある担い手にしっかり

と継承されるよう取り組んでまいりたいと存じ

ます。以上でございます。〔降壇〕

○横田照夫議員 農地は、土地改良区とか水利

組合などで用排水路などを維持管理していま

す。維持費は受益者である農家の賦課金などで

賄われていますけど、農家が少なくなればその

維持管理も難しくなります。土地改良区や水利

組合などが今後どうなるのか、非常に心配で

す。このことについて、県として今後の対応を

どのように考えておられるのでしょうか、農政

水産部長、お願いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 用排水路など

の農業用施設は農業生産の基盤であり、将来に

わたり適切に維持管理していくことは極めて重

要でございます。これらの施設の維持管理は主

として土地改良区が担っておりますが、農家が

減少していく中で、特に規模の小さな土地改良

区は、その運営等に苦慮しているところでござ

います。このため、県といたしましては、市町

村、ＪＡなど関係機関と連携を図りながら、土

地改良区の合併や合同事務所化を推進し、適正

な維持管理を行うための運営基盤の強化に努め

ているところでございます。また、農業者を初

め自治会など多様な主体が参画した地域ぐるみ

の共同活動として、農地や農業用施設の保全管

理などを行う農地・水・環境保全向上対策など

を積極的に推進し、維持管理体制の確保に努め

てまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 少なくなる農家で土地改良区

などを維持していくためには、ほかの方法で資

金調達を考える必要が出てくると思います。そ

の方法の一つとして考えられる用水路を使った

小水力発電の推進について、農政水産部長にお

伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県は、豊富

な降水量に加え、中山間地域が多いことなどか

ら、豊かな水資源に恵まれておりまして、小水

力発電は、有効な自然エネルギーとしてその推

進が必要であると認識しております。特に農業

用水を利用した小水力発電は、７月からの固定

価格買取制度の実施も踏まえ、売電収入などに

よる土地改良区の維持管理費の軽減が期待され

るところでございます。このため、県といたし

ましては、これまでにも、導入に向けた技術的

な課題の検討や土地改良区などへの情報提供な

ど、その普及啓発に努めてきたところでござい

ますが、さらに本年度は、導入に向けた調査や

施設整備を支援する小水力発電等農村地域導入

支援事業を創設したところであり、国庫補助事

業等も活用しつつ、市町村や土地改良区等と連

携しながら、積極的な導入促進に努めてまいり

たいと考えております。

○横田照夫議員 次に、空き家対策についてお

伺いします。全国で空き家問題がクローズアッ

プされております。これも農地と同じところに

根差す問題だと思います。現在、当然老朽化し

ていると思われる一戸建ての空き家が、全国

で181万戸、県内で２万8,500戸あるそうです。

そういった空き家は、放火やごみの放置、倒壊

の危険などが心配されます。子供が跡を継がな

いことで放置される空き家が、今後さらにふえ

続けるものと思われます。本来は個人の問題の

はずなんですけど、一線を超えることで地域全

体の問題になってしまうんです。こういった場



- 80 -

平成24年６月14日(木)

合の行政の対応はどのようなことが考えられる

のでしょうか。県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 放置された空

き家につきましては、平成20年の国の統計調査

によりますと、空き家総数が増加しており、ま

た、ことし１月に県が実施しました市町村への

アンケートにおいても、12の市町村から、さま

ざまな問題があるとの回答を得ているところで

ございます。

空き家対策を行うに当たりましては、まず

は、地域の実情に精通した市町村においてこれ

らの実態を把握し、さらに、建築物の安全、火

災予防、生活環境など、問題が多岐にわたりま

すことから、それぞれの関係部局で連携を図

り、取り組んでいく必要があります。また、空

き家の管理等の責務は、本来、所有者等にある

ことから、県といたしましても、市町村と一体

となって、防災、防犯、また景観上、さまざま

な問題があることを所有者等に周知し、意識啓

発を図っていくことも重要であると考えており

ます。

○横田照夫議員 1970年ごろまでは住宅が足り

なかったそうです。1980年ごろには住宅は足り

てきましたけど、バブル後も経済を回す目的で

新築住宅が政策としてつくられてきました。し

かし、人口だけでなく世帯数も減少していく中

で、新築住宅を建てても利用されません。それ

ならば、使えるものには手を入れて使えるよう

にし、使えないものは撤去して整理する必要が

あるのではないでしょうか。良質の中古住宅を

購入する人に助成するなど、新築優遇からの政

策転換を図る必要があるのではないかと考えま

す。長く住むためにリフォームすることで、落

ちついた経済拡大も期待できると考えます。新

築優遇からの政策転換についてどう考えられま

すか、県土整備部長、お願いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 本県の現状と

しましても、住宅数が世帯数を上回っており、

空き家が増加しておりますことから、既存住宅

が有効に活用されるような政策転換が必要であ

ると認識をしております。このため、平成23年

度に改定いたしました宮崎県住生活基本計画に

おきましても、既存住宅が住宅市場で円滑に流

通し、有効に活用される住宅市場の環境整備

を、施策目標に掲げているところでございま

す。

○横田照夫議員 木造住宅の密集地に空き家が

多いようですけど、さまざまな理由で解体され

ておりません。その理由は、家を壊して更地に

すると、土地をめぐる免税措置の関係で固定資

産税が６倍になること、建築基準法により、一

定幅の道路に面していない等の道路条件を満た

していないところは、更地にしても家を建てら

れないこと、これらの理由などにより、更地に

しても土地が売れるかどうかわからないこと、

さらに、土地を売って解体費を賄おうと考えて

も、土地が売れなくて費用の捻出ができないこ

となどがあるようです。長崎市では、安心でき

るまちづくりとして、住宅地に点在する空き家

を市が解体するかわりに土地を寄附してもら

い、避難場所や公衆トイレ、駐輪場などをつく

りました。そうすることで魅力あるまちがで

き、人口もふえてきたそうです。これらの取り

組みを県土整備部長はどう思われますか。

○県土整備部長（濱田良和君） 長崎市の取り

組みは、行政と所有者、地元自治会が連携し

て、老朽化して危険となった空き家を撤去し、

跡地を公共空間として利用することにより、密

集市街地の住環境の改善を図るものでございま

して、先駆的な取り組みであると評価をしてい
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るところでございます。また、この事業は、国

の交付金を活用した事業でありまして、県内の

市町村にも積極的に事例紹介してまいりたいと

考えております。

○横田照夫議員 県内にも、所有者に管理の徹

底を求める条例制定を検討している市町村があ

るようですけど、県としても、所有者に管理や

解体を指導したり、それでもだめなものは行政

が代執行できるようにする条例を検討する必要

があるのではないかと考えますが、県土整備部

長、いかがでしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 条例を制定済

みの地方公共団体は、平成24年１月現在、全国

で54団体ございまして、県内では延岡市が、平

成23年度に生活環境保護条例を改正しまして、

空き家に関する規定を追加しております。条例

による規制措置につきましては、今後、それぞ

れの市町村が実情に応じた取り組みを行うに当

たり、県といたしましても、適切な助言を行っ

てまいりたいと考えております。また、行政代

執行につきましては、個人の財産権を侵害する

おそれや撤去費用などの課題がございます。放

置された空き家対策を実施する上では、財政面

や制度面などさまざまな問題がございますの

で、県といたしましては、国に対し、財政支援

などの諸施策の充実を要望してまいりたいと考

えております。

○横田照夫議員 今回、農地と空き家を例にし

てお尋ねしましたけど、可能性としてはほかに

もいろいろあるかもしれません。こういう現象

が起きる原因としては、核家族化が進み、従来

の家族制度が崩れたことや、少子化により子供

が跡を継ぐ確率が低下したことなどが考えられ

るのではないでしょうか。また、都市機能や景

観を守るための土地規制法が時代に合わなく

なってきていることや、制度疲労を起こしてい

ることも考えられるのではないでしょうか。こ

れらは法律が絡むことですので、国に頼るしか

ありませんが、地方にこういう現象が起きてい

るということを国にしっかり伝えて、少子高齢

化や人口減少の時代に合った制度を構築する必

要があると考えます。未来みやざき創造プラン

の推進とあわせて、今後起きるであろう現象を

先取りして、その対策をしっかりと考えていく

べきではないかと思います。

次に、栄養教諭の配置拡大について教育長に

お尋ねします。

児童生徒の食生活の乱れが深刻化する中で、

学校における食に関する指導を充実し、児童生

徒が望ましい食習慣を身につけることができる

ように、新たに栄養教諭制度を設けるとして、

平成16年に学校教育法等の一部を改正する法律

が公布され、平成17年４月１日から施行される

こととなりました。しかし、すべての義務教育

諸学校において給食を実施しているわけではな

いこととか、地方分権の趣旨等から、栄養教諭

の配置は、地方公共団体や設置者の判断による

こととされております。現在の宮崎県における

栄養教諭の配置状況はどうなっておりますか。

○教育長（飛田 洋君） 学校給食の管理を主

な職務とする学校栄養職員、及びその職務に加

えて食に関する指導を児童生徒に行う栄養教諭

につきましては、国の基準に基づき、今年度は

県下に95名の職員を、学校または学校給食の共

同調理場に配置しているところであります。こ

のうち、栄養教諭につきましては26名であり、

その割合は全体の27.4％であります。

○横田照夫議員 栄養教諭が配置された学校現

場では、栄養教諭が食の指導を担い、子供たち

の健康に大きく貢献をしていると聞いていると
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ころですけど、配置が伸びない理由はどういっ

たところにあるのでしょうか。

○教育長（飛田 洋君） 学校教育における食

に関する指導を推進するため、栄養教諭の職が

設けられたことを受けまして、本県におきまし

ても、18年度より、学校栄養職員の中から選考

試験を経て栄養教諭への任用がえを進めている

ところでありますが、実は選考試験を受ける前

に、大学で単位を取って栄養教諭の免許を取る

ということが前提となることなどから、栄養教

諭の配置拡充は思うように進んでいない状況に

ございます。

○横田照夫議員 学校栄養職員が栄養教諭と

なった場合の給与費負担の試算では、年間１人

当たりの増加額が14万3,000円で、そのうちの国

庫負担分が４万8, 0 0 0円、地方負担分が９

万5,000円になり、地方負担分は地方交付税によ

り措置されているそうです。配置により、学校

給食を生きた教材として有効に活用することで

食に関する指導が充実し、子供たちの健康が確

保されるのであれば、決して大きな負担ではな

いと考えます。全部の学校に配置すべきと考え

ますが、どうでしょうか。

○教育長（飛田 洋君） 栄養教諭及び学校栄

養職員の配置につきましては、学校規模に応じ

て、１校に１人または複数校に１人といった国

の基準がありまして、その基準に基づき配置し

ているところであり、すべての学校へ配置する

ことは難しい状況にございます。栄養教諭の配

置につきましては、鋭意進めていきたいと考え

ております。このために、これまで行ってまい

りました学校栄養職員から栄養教諭への任用が

えの推進に加えまして、学校栄養職員の採用を

平成25年度で終了し、今後は、これにかえまし

て、26年度採用から、栄養教諭の採用選考試験

を実施する方向であります。このような取り組

みによりまして、今後一層、栄養教諭の配置割

合を高め、食に関する指導の充実に積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。ぜひ

そういった方向で積極的な拡充をお願いしたい

と思います。

次は、ちょっとローカルな質問を２問させて

いただきます。地元からの強い要望があります

ので、お許しをいただきたいと思います。

まず、県道宮崎田野線の歩道設置についてで

す。

県道宮崎田野線は、以前は、清武町黒北地区

の道幅が狭くて利便性もそれほど高くなく、交

通量は余り多くありませんでした。しかし、平

成11年に大淀川右岸土地改良事業の関連事業

で、椎屋形と鹿村野を結ぶ「河鹿大橋」が竣

工、また平成17年に「夢のかけはし」が竣工、

さらには大淀川の「天満橋」が開通してから

は、その利便性は大きく高まり、交通量は激増

することとなりました。そういう中、田野町法

光坊、鷺瀬両地区の児童たちは、歩道がないと

ころを毎日通学しております。車が怖いので、

道沿いの土手とか畑を通っている子もいるとい

うことです。全国で、集団登校の中に車が突っ

込んできて死亡事故になるケースが多発してお

りますけど、両地区の住民も、そういうことに

なることを非常に心配しておられます。橋の開

通で交通量が増大することは予想できたはず

で、あわせて危険箇所の歩道設置もするべき

だったと考えます。用地交渉は自分たちでして

もいいから、何とか歩道をつくってほしいとい

う強い要望があります。法光坊、鷺瀬両地区の

歩道設置はできないものでしょうか。県土整備

部長、お願いします。
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○県土整備部長（濱田良和君） 本県の通学路

における歩道の整備率は、現時点で約70％で、

約219キロメートルが未整備区間として残されて

おりまして、車や自転車、歩行者の交通量など

を勘案しまして、順次整備を進めております。

お尋ねの宮崎田野線法光坊・鷺瀬地区につきま

しては、交通量が多く、また通学路としても指

定されていることから、歩道整備の必要性は高

いと認識しております。このため、できるだけ

早期に整備に着手できるよう、今後検討してま

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。私も

議員になって10年目を迎えているんですけど、

「できるだけ早期に整備に着手できるように検

討する」ということで、これほど前向きな答弁

をいただいたのは初めてではないかと思いま

す。地元の皆さんも本当に安心をされると思い

ますので、ぜひそういう方向でよろしくお願い

いたします。

鷺瀬地区よりも宮崎側に鹿村野小学校があり

ましたけど、平成20年に廃校になりました。廃

校を受けて、その小学校に通っていた児童を田

野小学校に通学させるためにスクールバスを運

行し始めました。昨年まで座席に余裕があった

ために、スクールバス適用範囲外の鷺瀬・法光

坊地区の児童もそのスクールバスに乗れていま

したけど、児童数が少なくなったということで

バスが小型化され、座席に余裕がなくなったた

めに両地区の児童は乗れなくなり、歩いての通

学となりました。結果、先ほど言いましたよう

に、道沿いの土手とか畑を歩いて通学というこ

とになったわけです。そこで、教育長にお尋ね

しますけど、こういう事例は県内各地にたくさ

んあると思います。通学時の安全確保には、市

町村や関係機関との連携した取り組みが重要だ

と考えますけど、教育長の考えをお聞かせくだ

さい。

○教育長（飛田 洋君） 学校で学ぶ児童生徒

の生命の安全を守ることは、学校教育において

まず何より大切にすべきものだと考えておりま

す。そのため、県教育委員会といたしまして

は、これまで、学校見守り支援事業に取り組

み、学校巡回指導員を県内すべての公立小学校

に配置し、学校周辺や通学路の巡回・警備を行

うとともに、学校安全ボランティアの皆様や警

察とも連携しながら、児童生徒の登下校の安全

確保に努めているところであります。今回、全

国で相次いで発生しました児童の登下校中の交

通事故を受けまして、登下校中の児童生徒の事

故防止の徹底や通学路の安全点検を行うよう、

市町村教育委員会及び県立学校に通知するとと

もに、その趣旨が徹底するよう、小中学校校長

会や県立学校校長会におきまして指導を行った

ところであります。あわせて、現在、県内の全

公立小中学校及び県立学校に対しまして、通学

路の安全確保について調査を依頼しているとこ

ろでありまして、この調査結果の具体的な資料

等を活用して、通学路における子供たちの安全

がこれまで以上に確保できますように、市町村

教育委員会を初め、警察や道路管理者等の関係

機関とも密接に連携して、安全対策を講じてま

いりたいと考えております。

○横田照夫議員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。

次に、清武町正手地区の堤防補強について県

土整備部長にお尋ねします。

清武町に正手という地区がありますが、清武

町の中心地に近い人口密集地で、宮崎市の総合

支所がある西新町地区に隣接しております。正

手地区は、清武川が左にカーブしている場所に
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面しています。平成17年の台風14号は、宮崎市

を初め、県内各地に大きな被害をもたらしまし

た。そのときに清武川も、上流の鰐塚山周辺で

本県最大級の土砂崩壊が発生するなど、大きな

被害が発生し、この正手地区も堤防の上面から

１メートルぐらいのところまで増水し、堤防決

壊の危険がありました。この場所の堤防が決壊

すると、左カーブゆえに物すごい流量の水が市

街地に流れ込み、正手地区にとどまらず、国

道269号も寸断し、中枢の西新町地区まで大変な

状況になることは容易に予想されます。この正

手地区の堤防に対して、県はどのように認識し

ておられますか。県土整備部長、お願いしま

す。

○県土整備部長（濱田良和君） 当地区は清武

町の中心部でございまして、堤防の背後には人

家が密集しておりますことから、河川管理者で

ある県といたしましては、水防上、重要な箇所

であると認識をしております。

○横田照夫議員 この正手地区の堤防をつくり

かえるか、補強することを検討してもらえない

でしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 正手地区の堤

防につきましては、法令で定められた設計基準

に基づき整備が完了しているところでございま

す。また、平成17年の台風14号による大きな洪

水に対しても、堤防からの漏水等の異常は確認

されていないことから、現時点での堤防補強等

の必要性はないと判断しております。ただ、住

民の皆さんの不安を解消する上でも、今後と

も、堤防の定期的な点検を実施するなど、適切

な河川の維持管理に努めてまいりたいと考えて

おります。

○横田照夫議員 漏水等は確認されていないと

いうことですけど、地元の話では、水がわき出

すというふうに言っておられます。また、補強

の必要性はないということですけど、今、部長

が言われたように、地元の人たちにとっては非

常に大きな不安となっておりますので、地元と

の話し合いとか増水したときの現地調査などを

しっかりとやっていただいて、地元の不安の払

拭に努めていただきたいと思います。

この堤防対岸に多くの土砂が堆積していま

す。それを除去すれば水位をかなり下げること

ができると思うんですけど、その土砂を除去す

ることはできないでしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 現在、地元か

らの要望もございまして、土砂の堆積状況につ

きまして調査を実施しているところでございま

す。その結果を踏まえた上で、土砂の除去につ

いては今後判断してまいりたいと考えておりま

す。

○横田照夫議員 わかりました。どうぞよろし

くお願いいたします。

次に、話は変わって、今度は入札制度につい

てお尋ねします。またまた県土整備部長にお願

いいたします。

県建築協会が次のような考えを持っておられ

ます。

23年度、建築一式工事の総合評価落札方式

の簡易型・特別簡易型が15件あったが、２業

者で５件も受注するような事態となってお

り、その落札金額は２業者で５割を超えると

いうような受注偏重となっている。建築工事

は土木工事に比べて件数が少ないため、１年

に１回の受注はまれで、２～３年に１回とい

うのが業界の常識となっている。簡易型・特

別簡易型では、工事実績と技術者の成績の持

ち点が大き過ぎて、金額の大きい工事ほど入

札前から差がついて勝負にならない。建築工
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事は件数が少ないため、県工事の成績を得よ

うにもなかなかできず、受注偏重の結果、実

績を積んだ業者はますます強くなる傾向にあ

る。平等な評価にするためには、市町村や民

間の工事も成績に入れるべきで、県工事のみ

という少ない件数で偏った評価をすることは

公平とは言えないのではないか。このような

受注偏重が生じているということは、制度に

問題があるということではないか。

このような意見ですけど、この意見に対して

県土整備部長はどうお考えでしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 総合評価落札

方式は、工事の品質確保を図る観点から、価格

と、技術力など価格以外の要素を総合的に評価

し、落札者を決定する方式であります。この価

格以外の要素につきましては、工事の実績や成

績、企業の地域社会貢献度などを評価項目とし

ておりまして、本制度は、地域企業の育成にも

有効であると考えております。お尋ねの建築一

式工事につきまして、県といたしましては、今

後とも幅広く御意見を伺いながら、入札制度の

検証と必要な見直しや改善を図ってまいりたい

と考えております。

○横田照夫議員 工事件数が少ない中で、工事

の実績とか成績が評価項目になっているから偏

りができるのではないでしょうか。工事をとれ

た業者は実績や成績が上がり、とれなかった業

者は全然上がらない。ここの持ち点の差が入札

に影響してくるんだと思います。持ち点の差で

入札に参加していない業者も多いし、入札に参

加する場合も、持ち点の差を考えて、ぎりぎり

のところをねらって最低制限価格未満になる業

者が多いということです。持ち点の高い業者

は、余裕のあるところで入札に臨んでいるか

ら、最低制限価格未満になるリスクが少なくな

ります。逆転が起こっているかどうかというこ

とだけではないというふうに考えます。

また、配置予定技術者の能力も評価項目に

なっておりますが、各社、１級建築士をそろえ

ております。それなりの能力を持っているから

こそ資格をもらえているわけで、そこに大きな

差が出ることも偏りにつながるのではないで

しょうか。県としては偏りを認識していないか

もしれませんけど、現場の人たちがそれを感じ

ているということは、何らかの制度の問題があ

るのではないかと思います。いずれにしても、

入札に関してはこれが正解というのはなかなか

ないと考えますので、幅広く意見交換をしてい

ただいて、できるだけ納得のできる見直しをし

ていただきたいと考えますので、よろしくお願

いいたします。

次は、県民協働についてです。これまた県土

整備部長にお尋ねします。

河川パートナーシップ事業についてです。住

民との協働による川づくりとして河川パート

ナーシップ事業が行われていますが、県内の広

がり状況はどうでしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 河川パート

ナーシップ事業は、平成17年度から実施してお

りまして、当初の70団体から年々増加しまし

て、平成23年度は399の団体に参加していただい

ている状況でございます。

○横田照夫議員 現在行われている河川パート

ナーシップ事業分を業者に委託した場合と比べ

て、どれくらいの事業費の節約ができているの

でしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 草刈り面積の

規模にもより、一概には言えませんけれども、

河川パートナーシップ事業１団体当たりの平均

草刈り面積である5,000平方メートルで比較いた
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しますと、約５割の経費削減となります。

○横田照夫議員 年に何回か草を刈る場合、だ

んだん報奨金が安くなるというふうに聞いてい

るんですけど、その支給の設定はどのように

なっているのでしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 報奨金は、草

を刈る面積に応じて額を設定しております。ま

た、複数回実施する団体には３回目まで報奨金

を交付しておりまして、２回目、３回目の報奨

金は１回目の３割としております。

○横田照夫議員 初めての作業は特に大変なん

でしょうけど、その次からは、１回目だろうが

３回目だろうが、その仕事量は余り変わらない

というふうに思います。住民の自発的なやる気

を喚起することが当然であって、やる気をそぐ

ようなやり方はおかしいのではないでしょう

か。それだけの節約効果があるのだから、自分

たちの周りのことは自分たちでやろうよという

協働意識を育てるような報奨金にしていただき

たいと考えますけど、いかがでしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 河川パート

ナーシップ事業では、コスト縮減だけでなく、

自分たちの住む町の川を守っていく協働意識を

育てることも目的としております。報奨金につ

きましては、河川パートナーシップ事業を開始

した当初は、１回の草刈りのみの交付としてお

りましたが、複数回草刈りを実施している団体

からの御要望もございまして、平成20年度から

は、限られた予算の中、年３回まで交付するよ

うに見直しを行ったところであります。見直し

以降も多くの団体に御参加をいただいておりま

すことから、現在の報奨金設定を継続していく

ことで御理解を賜りたいと考えております。

○横田照夫議員 河川パートナーシップ事業で

河床の草を刈ったら、河床の草は刈ってはいけ

ないというふうに担当者から注意されたそうで

す。草を刈る範囲というものは定められている

のでしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 当事業では、

一般の方でも比較的安全に草刈り作業が可能な

場所である堤防を基本としておりまして、実際

に草を刈る範囲につきましては、参加団体と土

木事務所との協議の上で定めております。

○横田照夫議員 住民にとっては、河床のヨシ

などは本当に目ざわりになりますし、また、水

の流れを悪くしているようにも感じられますの

で、刈りたくなるんだというふうに思います。

そこまで刈ってもらってもいいのではないかと

思うんですけど、いかがでしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 河床の草刈り

は、足場が悪く、また、水の中でもあり危険で

あることから、原則として当事業の対象とはし

ておりません。また、河床のヨシなどは、多様

な生物が生息できる貴重な空間となっているた

め、景観上という観点だけでは除草を行ってお

りませんが、治水上支障がある場合には、県で

除去をしているところであります。

○横田照夫議員 国県道の沿線の雑草も非常に

目立ちます。そこにもパートナーシップ事業を

拡大できればいいなと考えるんですけど、今の

状況をお聞かせください。

○県土整備部長（濱田良和君） 道路につきま

しても、ボランティアで草刈りを行う自治会や

団体、企業などに対しまして、一定の額の奨励

金を支給する支援事業を平成22年度から実施し

ているところであります。この結果、これまで

に39の団体に協定を締結していただき、県内各

地で県管理道路の沿道の草刈りを行っていただ

いております。県といたしましては、今後さら

に、この事業の周知を図り、県民協働による道
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路の環境保全に努めてまいりたいと考えており

ます。

○横田照夫議員 県民協働とか県民総力戦とい

う言葉が使われ出して、もう随分久しくなりま

した。この河川パートナーシップ事業は、まさ

に県民協働の典型的な事業だというふうに考え

ます。私も、佐土原の追手川のパートナーシッ

プ事業のメンバーとして参加をしております。

先ほどの説明では、かなり広がりが出ているよ

うで、本当にうれしいことだと思います。自分

たちの周りのことは自分たちでやろうよという

意識を、県民みんなに持ってもらうことが大事

だと思います。経費節減だけに目をやるのでは

なく、県民のやる気を喚起する事業に発展させ

ていただくとともに、県民協働の目標となるよ

うな事業にしていただくようにお願いをいたし

ます。

最後に、知事への質問をとっておりました。

知事の考えをお聞きいたします。

私は、昨年６月議会の一般質問で、川内原発

の近くから2,500個の風船を飛ばしたら、４時間

たたないうちに県境を越え、４時間で80キロ

メートル離れた都城市に届き、100キロメートル

離れた日南市にも届いたという話をしました。

そういうことを考えたときに、宮崎県は果たし

て原発に対して静観でいいのかということで、

特に直近の川内原発に対しては、周りの自治体

との連携協議に参加するべきではないかという

ことを、知事にお伺いしました。それに対して

知事は、「今たちまち、この連携協議への参加

ということを考えているわけではないが、さま

ざまな形での情報収集、また問題意識としてと

らまえて、本県における安全性というものを

しっかりと考えていきたい」と、答弁をされま

した。その後、福岡県がことしの４月に、立地

自治体以外で初めて九電との安全協定を締結

し、長崎県も今月９日に九電と締結をしまし

た。また、大飯原発に対しては、関西広域連合

が限定的な再稼働を認めたものの、京都府や滋

賀県は大いに自己主張をし、大阪府・市も８つ

の条件を出して原子力規制体制や安全基準の全

面的な見直しを求め、原発100キロ圏の自治体と

の安全協定締結を求めました。他府県のこうい

う動きを見て、知事の川内原発に対しての考え

方に変化があったのかどうかをお聞かせくださ

い。

○知事（河野俊嗣君） 原子力発電所に関しま

して、立地自治体以外の県や市町と電力会社と

の間での協定の締結等の動きにつきましては、

私も強い関心を持って注視をしているところで

ございます。今、御指摘がありました九州各県

の状況─福岡、長崎というのは玄海から30キ

ロ圏内にあるわけでございますが─は、それ

ぞれの自治体と原子力発電所の位置関係に応じ

まして、その内容もさまざまとなっているとこ

ろであります。一方、現在、国におきまして

は、原子力災害が発生した際の「緊急防護措置

を準備する区域（ＵＰＺ）」の範囲等につきま

して検討が行われているところでございます。

本県では、川内原子力発電所から50キロメート

ル以上離れているという地理的状況にあるわけ

でございますが、国におけるこうした検討も踏

まえながら、地域防災計画の見直しも含めまし

て、しっかりとした対応をしてまいりたいと考

えております。

○横田照夫議員 今、鹿児島県知事選が行われ

ていますけど、原発の是非が争点になっている

そうです。もしかしたら今後、川内原発で再稼

働があるかもしれません。新燃岳の噴煙の流れ

を見てもわかるように、川内原発でもし事故が
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起これば、あっという間に本県まで放射能汚染

が広がってしまいます。県民の安全を考えるの

であれば、九電に本県の立場をしっかりと主張

すべきだと考えますけど、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

まして、県民生活の安全確保というものが、知

事としての最も重要な責務の一つであるという

ふうに考えております。私としましては、原子

力災害が発生した際の「緊急防護措置を準備す

る区域（ＵＰＺ）」の範囲等についての国の考

え方や、原発立地場所の周辺自治体の対応状況

なども踏まえながら、本県としましても、情報

連絡体制の確保などについて、直接、九州電力

にも申し入れをしてまいりたいと考えておりま

す。

○横田照夫議員 次に、震災瓦れきの受け入れ

についてですけど、北九州市の焼却試験では、

放射性物質はほとんど検出されませんでした。

安全なものしか受け入れないのだから、当然だ

と考えます。東北の現地調査も行われ、秋田県

大仙市の焼却処理でもしっかりとした対応がと

られていて、安全性に全く問題がないことも確

認されました。これまで知事は、市町村長との

協議を重ねてこられましたけど、いまだに受け

入れるところは出てきておりません。本当に残

念なことだと思います。北九州市の焼却試験と

か大仙市の焼却処理の状況を見て、今後の協議

内容に変化が出てくることを期待したいと思い

ますけど、知事御本人は、北九州市や大仙市の

結果を見てどう判断しておられるのでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 少し細かい数字も含め

て御説明をいたします。

北九州市におきましては、５月23日から25日

に市内の２施設において、宮城県石巻市の災害

廃棄物約80トンの試験焼却が行われたところで

ありまして、受け入れたものの放射性セシウム

濃度は１キログラム当たり８ベクレル、そし

て、焼却後の焼却灰等は34ベクレルとなってお

るところであります。また、視察をしました秋

田県大仙市の大仙美郷環境事業組合において

は、４月23日から岩手県宮古市の災害廃棄物を

１日10トン受け入れているところであります

が、これに先立って、３月26日から28日にかけ

て行われました試験焼却時の受け入れ物の放射

線セシウム濃度は、１キログラム当たり６ベク

レル、焼却後の焼却灰は37ベクレルとの測定結

果でありました。これらの数値は、両市が試験

焼却や受け入れに当たって設定しました基準を

下回っているものでございます。また、両市に

おかれましては、受け入れや焼却に際して、災

害廃棄物の放射能濃度や空間放射線量率の測定

等が丁寧に行われておるということが確認でき

たわけでございます。したがいまして、安全の

基準については満たしているということを受け

とめたところでございます。両市におけるこれ

らの結果や取り組みは、県と市町村が広域処理

を検討する上で参考になるものと考えておりま

して、他自治体で実施された広域処理や試験焼

却のデータ等を提供しながら、引き続き県内市

町村との議論を深めてまいりたい、そのように

考えております。

○横田照夫議員 もしかすると、協議をしてい

るうちに瓦れきがなくなることを期待しておら

れるのではないかと、うがった考えにもなって

しまいますが、まさかそんなことはないですよ

ね。確かに受け入れの判断主体は市町村長です

けど、知事が「受け入れましょうよ」という思

いで協議に臨まれれば、市町村長の考え方もま
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た違ったものになるんじゃないかと思うんで

す。２月議会での決議は、まさにそのことを知

事に求めたものです。宮城県とか岩手県では、

今でも多くの住民が山のような瓦れきのそばで

生活をし、復興のために頑張っておられます。

瓦れきの安全性が確認されたのであれば、その

処理のお手伝いをするのは当然だと考えるんで

すけど、知事、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、県内

市町村長とも意見交換をしましたときに、何と

か協力できないかという思いを共有いたしまし

て、これまで検討を進めてきたところでござい

ます。市町村におきましては、現時点におい

て、放射性物質や風評被害に対する不安という

ものは解消されていない。先ほど説明申し上げ

ましたように、いろんな手順を踏んで、安全の

基準は満たしているというところは確認したわ

けでございますが、まだまだ安心の部分、安全

と安心の乖離している部分というものが結びつ

いていない状況は変わっていない。安全の基準

が住民の安心に結びついていないことから、災

害廃棄物を受け入れるという判断を市町村で今

しているところはないわけでございます。そこ

で、情報提供や検討の場の提供が必要というこ

とで、これまで、今説明しましたような現地調

査、さらには専門家を招いての説明会などの開

催に取り組んできたところでございます。こう

した取り組みを踏まえまして、現在、市町村長

がどのような検討状況にあるかということを調

査をかけており、現在、広域処理の受け入れや

試験焼却を実施した自治体の多くでは、独自の

基準に基づき安全と判断されました災害廃棄物

の受け入れ処理が行われておりますので、本県

におきましても、例えば、県と市町村で国の基

準よりも厳しい独自の基準を策定した上で、受

け入れに向けた検討を行っていくことについて

どのように考えるかということで、市町村の対

応状況等を確認しているところでございます。

今後とも、積極的に広域処理に関する情報の収

集や提供に努めまして、市町村との議論を深め

るための努力をしてまいりたい、そのように考

えております。

○横田照夫議員 これまでの知事の答弁を聞い

ておりますと、全然主体性が感じられません。

国の考え方や立地場所の周辺自治体の対応状況

を踏まえながらというように、よその動きを見

てから判断するとしか聞こえません。そういう

ことでは、無難で批判は起こらないかもしれま

せんけど、知事がどのような考えを持っておら

れるのかが全くわかりません。比べるつもりで

はないんですけど、例えば滋賀県知事や京都府

知事、大阪市長は、大飯原発の再稼働にはっき

り反対をされておりましたよね。その後の事情

でやむなく時限的に再稼働を認めましたけど、

それはそれでいいんじゃないかと思うんです。

河野知事も、原発の再稼働や震災瓦れきの受け

入れに対して賛成なのか反対なのか、御自分の

考えをはっきりさせてからいろんな協議に臨ま

れてはどうでしょうか。その結果、知事の考え

とは違う方向に決まるかもしれませんけど、そ

のほうがずっと納得が行くと思いますし、県民

の評価も上がるのではないでしょうか。きのう

の消費税増税問題の質問に対して、安定した財

源の確保のために消費税増税は必要と、はっき

り答弁されましたよね。増税がいいか悪いかは

別にして、非常にわかりやすくてよかったとい

うふうに思います。同じように、原発の再稼働

や震災瓦れきの受け入れに対しても、御自分の

考えをはっきり出されてはどうでしょうか。で

きれば、ここで、原発の再稼働や震災瓦れきの
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受け入れに対して賛成なのか反対なのかを表明

されてはどうでしょうか。知事、いかがです

か。

○知事（河野俊嗣君） 県政を預かる私としま

しては、最優先とすべきは、住民の安全・安心

の確保だというところが基本としてまずあるわ

けでございます。今、議員の御指摘がございま

した、明確に意見を表明するべきではないか

と。明確な意見を表明するというのは、例えば

原発の再稼働であれば、賛成か反対かという二

者択一では決してない。それだけではないとい

うふうに考えております。

ちょっと順序を追って説明申し上げますと、

まず、原発の再稼働に関して、これまでも申し

上げましたように、県民の安全・安心が大変重

要であると。さまざまな原発に関しまして今、

安全性の基準のチェックがなされておるところ

でございまして、それは十分勘案していく必要

があるというふうに考えております。原子力発

電がこれまで我が国の電力供給において果たし

てきた役割というものを十分考える上で、すぐ

にゼロというのは大変難しいのではないかとい

うふうに考えているところでございます。で

は、今後どういうふうにしていくか。その道筋

は、やはり国民的な議論が必要ではないかとい

うのが私の考えでございます。

なぜかと申しますと、単に電力が足りないか

ら原発を動かすということだけではなしに、原

発の安全性の問題があります。放射性廃棄物の

処理の問題もなかなか道筋ができない、大変厄

介な問題であるというところは押さえた上で、

電力供給の安定性というものはいかに確保でき

るのか。今、ＬＮＧとか火力、石油に頼ってお

りますが、そういった燃油等の価格が電力価格

に反映されるわけです。そうすると、国民生活

にどのようにその電力負担というものがはね返

るのか。それから、製造業の再生・復興、国際

競争力にどのような影響が及ぶのか、そういっ

たところもしっかり考える必要がございます

し、石油とかＬＮＧというものが将来にわたっ

て安定的に確保できるのかという資源外交の観

点も必要になってまいります。またさらには、

アジア・アフリカにおいては、今後、原発とい

うのがどんどんつくられていこうとしているわ

けでございますが、国内の原発だけを見るので

はなしに、特に、近隣の東アジアにおける原発

の事故が万が一起こったときに、日本はどう対

応するのか。これまで原発に関していろいろ積

み重ねてきた技術というものを─もし原発を

ゼロにするということになると、そういう技術

も失ってしまうことになりかねないのではない

かというところもございます。そういったさま

ざまなところを考慮しながら、やはり国民的な

議論としてどういうふうに選択をしていくのか

ということが大事であると。電力が足りないか

ら動かすとか、そういうだけの議論に終始すべ

きではないというのが私の考えでございます。

これは大変難しい課題でありますが、国民とし

て避けるべきではない、直視すべきである、そ

ういうふうに考えておるところでございます。

瓦れきの問題でございます。瓦れきの問題

は、基本的な考えとしましては、市町村とも共

有したわけでございますが、何とかできないか

という思いのもとで、受け入れないということ

ではなしに、何とか受け入れるというような方

法がないだろうかということで、これまでさま

ざまな議論、それから視察も積み重ねてきたと

ころでございます。ただ、残念ながら、安全な

基準を満たした処理というものがされていると

いうことですが、安心のところに結びついてい
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ない。特に低線量の被曝に対する心配、懸念と

いうものが、まだまだ国民の間に残っていると

いうところでございます。そのリスクをどう許

容するかというのは、これもやはり社会全体と

して議論をすべき問題でございまして、それに

対して、特に私が重視しているのは、施設周辺

の住民の皆さんの思いということでございま

す。これまで廃棄物処理というのは、施設の周

辺の皆さんのさまざまな負担の中で処理を行っ

てきたわけでございまして、放射性物質に対す

る不安というものが残る中で、施設周辺の住民

の皆さんにプレッシャーを与えるようなことが

あってはならないということで、私が受け入れ

を表明すべきではないかというようなこともご

ざいましたが、他県の事例を見ますと、地域の

住民の十分な理解を得ないままに県知事が表明

をした。表明したはいいかもしれませんが、か

えって話が全く進まなくなってしまったという

事例もあるわけでありますし、その後の焼却施

設なり処分場の運営にも大きく禍根を残すこと

になりはしないかという問題がございます。し

たがいまして、県民に分断の種をまくような議

論になってはならない。だからこそ、丁寧に丁

寧に、何とか協力できないかという方向を見な

がら、市町村と今議論を重ねているということ

でございます。

今後とも、現地の状況─この前も宮城の知

事ともいろんな意見交換をさせていただいたと

ころでございます。また、細野環境大臣ともお

会いする機会がございましたので、「宮崎県と

しても、いろんなそういう思いのもとに議論を

しております」ということを申し上げたところ

でございますが、しっかりと現地の状況、また

市町村の意向というものを踏まえながら、前を

向く方向で何とかできないかということで議論

を進めてまいりたい、そのように考えておりま

す。

○横田照夫議員 熱心な答弁ありがとうござい

ました。けさの新聞に知事の原発に対する思い

が載っておりまして、正直、おおという思いが

しました。少しずつ知事の考えが出てきている

のかなというふうに思ったところです。これか

らも一緒に協議をしていければと思います。

震災瓦れきにつきましては、そんな長い時間

はないと思うんです。全部処理が終わる前に、

何らかの宮崎県としての行動がとれるように、

引き続きの御協議をお願いしたいと思います。

これで私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○中野一則副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時58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、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） 通告に従い

一般質問を行います。

「あのとき、ワシントンに大きな変化が訪れ

た。日本の事故対処能力に対する信頼が失われ

たのだ。事態が制御不能になっていくように映

り、東京電力も現場を放棄し出した。仰天させ

られた」、これは、オバマ政権内で原子力政策

に携わり、事故対応にも深く関与した米政府高

官の発言を、共同通信編集委員の太田昌克氏が

ある雑誌に公表したものであります。あのとき

とは、福島原発事故独立検証委員会（民間事故

調）が「今から振り返ると、３月15日が運命の
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日だった。この日、放射性物質の飛散量が飛躍

的にふえた。放射能を閉じ込める堤防はここで

決壊した」と最終章で示した、昨年の３月15日

であります。福島県民を初めとする多くの国民

がふるさとを追われ、１年３カ月過ぎた現在で

も悲惨で苦しい生活を強いられています。原発

震災のそら恐ろしさを身をもって体験した日本

は、脱原発依存に大きく動いてきました。しか

し、野田政権は大飯原発の再稼働を図ることを

決定しました。重要免震棟の建設や堤防のかさ

上げ、住民の避難対策などが先送りされるな

ど、原発災害時の対策が極めて不十分であるこ

とに、国民は極めて大きな懸念を抱いていま

す。そこで、大飯原発再稼働についての知事の

所見を伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。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〕 お答えしま

す。

大飯原発の再稼働についてであります。大飯

原子力発電所３・４号機につきましては、野田

首相が早期の再稼働の必要性等についての表明

を行いましたが、夏場の電力需要のピークが近

づき、国民生活を守るということや、これまで

講じてきた安全対策などを総合的に考慮の上、

判断に至ったものと考えているところでござい

ます。現在、国において、エネルギーに関する

基本政策の検討が進められておりますが、私と

しましては、国民の安全確保を最優先に、国民

生活や産業、環境への影響などを踏まえたさま

ざまな視点からの国民的な議論が必要であると

考えております。また、首相は、安全基準の見

直しにも言及されましたので、今後は、エネル

ギーに関する基本政策の検討結果や原子力規制

関連法案の審議状況等を十分に注視してまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○鳥飼謙二議員 きのうも原発の質問がありま

して、地元の宮崎日日新聞ですけれども、「全

停止、現実的ではない。河野知事が一定理解」

というふうに書かれてございます。知事の真意

も今言われたところにあるんだろうと思うんで

すけれども、私はこの原発震災から学ぶべきこ

とというのを決して忘れてはいけないと思って

いるんです。そこで、一番大事なのは、例えば

使用済み燃料─今も４号機はいろんな課題を

抱えておりますが─を多くの原発が建屋内の

プールに貯蔵していると。六ヶ所の再処理工場

のおくれもございます。核燃料サイクルの課題

もたくさんあるということは、知事も御承知だ

ろうと思います。ですから、今大事なことは、

原発を再稼働するんだよということではなく

て、原発再稼働に伴う危険性はここにあるんだ

よということを県民に知らせていくということ

が大事ではないかと思っております。このこと

を議論するのはこの場ではありませんので、そ

のことを知事には要請しておきたいというふう

に思っています。

次に、瓦れきの広域処理についてお伺いをし

たいと思います。きのう、きょうと先ほどもご

ざいました。丁寧に議論し対応していくことが

大事だというふうに知事は答弁しておられます

が、私もそのとおりだと思っています。地方分

権一括法が制定されて、知事も市町村長も国の

機関委任事務がなくなった。ですから、対等の

機関であるということなんですね。原稿を書い

てきたんですけれども、ちょっと読ませていた

だきます。放射性物質に汚染された瓦れきの処

理については、現在、県は市町村との協議中と
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のことですが、放射性物質への懸念や処理能力

等、廃棄物を処理する市町村の考えや意向を十

分尊重しながら進めるべきだと思っています。

災害廃棄物の受け入れについての県のスタンス

と市町村との協議の現状を、再確認の意味でも

う一度お願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 災害廃棄物は一般廃棄

物でありまして、その受け入れにつきまして

は、一義的には、処理施設を有する市町村の判

断であるということ、それから、その施設に関

するそれまでの経緯、また住民の皆さんとのい

ろんな議論、住民の皆さんの思いというものを

十分踏まえた、そういう市町村の判断を尊重し

てまいりたいというのが基本的なスタンスであ

ります。一方で、東日本大震災によって被災さ

れた地域の復旧・復興に何とか協力できないの

かという思いから、市町村長との意見交換や国

による説明会の開催、さらには被災地や受け入

れ自治体の現地調査を行うとともに、放射能の

専門家等による説明会を開催するなど、さまざ

まな機会を設けまして、情報の共有、意見交換

に努めているところでございますが、現在のと

ころ、県内で受け入れを表明している市町村は

ない状況でございます。現在、市町村に対しま

して、これまで実施してきました取り組みを踏

まえ、現時点での検討状況というものを再確認

しておるところでございます。また、私も、さ

まざまな首長さんと会うたびに意見交換をさせ

ていただいているところでございます。

○鳥飼謙二議員 知事は提案理由説明の中で、

広域処理量の見直しが行われて、154万トン減の

合計247万トンとされたというふうにおっしゃっ

ております。被災県における現地での災害廃棄

物の処理状況をつかんでおられれば、お答えい

ただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 岩手県、宮城県の沿岸

市町村の災害廃棄物の発生量につきましては、

見直しが行われました結果、岩手県が525万ト

ン、宮城県が1,154万トン、合計で1,679万トン

となっております。最初が約2,000万トンという

ところからでしたが、1,679万トンでございま

す。現地処理と広域処理とを合わせた処理の進

捗状況につきまして、環境省が公表しておりま

すが、それによりますと、５月31日時点で処理

処分が完了している量は、岩手県が64万トン、

宮城県が237万トン、合計で301万トンというこ

とでございまして、全体の量に対する率としま

しては、17.9％となっているところでありま

す。岩手県につきましては、県内の市町村処理

施設や民間施設、セメント工場などを活用する

とともに、仮設焼却炉２基の稼働が始まってお

ります。宮城県におきましても、仮設焼却炉

を29基設置する計画に対して、現時点では７基

稼働しており、また、試験運転中の焼却炉も７

基あるということでございまして、現地でも処

理が進んでいくものということでございます。

○鳥飼謙二議員 私は、この問題は、現地での

処理が進まない、おくれているというところに

あると思うんですね。じゃ、なぜおくれている

のかということを考えますと、やはり震災復興

財源確保法案というのが半年以上もおくれた。

これは、財源をどうにかせんといかんという当

時の野田財務大臣が強硬に反対をしたというこ

とで11月になったということは、当時の片山総

務大臣が雑誌等でおっしゃっております。です

から、そのおくれというものが、全国に広域処

理がおくれている理由は何なんだということ

で、知事が抗議を受けるとか、知事の態度が責

められている状況でございますけれども、本来

は現地でもっともっと進めるべきだというふう
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に思っているんですよね。答弁は結構ですけれ

ども、そういうふうに思っております。そこ

で、被災県での瓦れきの処理がおくれている現

状。これは、避難防波堤の瓦れきの埋め込み利

用─これは南相馬市長のこともちょっと前回

お話をしましたが─それから、仮設焼却炉の

設置のおくれとか、そのように考えられるわけ

ですけれども、被災県でなぜこんなにおくれて

いるのかということについて、知事はどんなふ

うに考えておられるのかお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど言いましたよう

な環境省からの公表は、現地処理と広域処理を

合わせた処理の進捗状況が公表されているわけ

でありまして、現地処理だけに限定した進捗状

況というのは、数字が公表されておりませんの

で状況を把握しておりません。ただ、１年が経

過した時点で瓦れきの処理量が数％、大変おく

れているではないか、そのような議論があった

ところでございますが、その時点でも全体の２

割を広域処理ということでありますので、たと

えその２割がその時点ですぐに処理されたとし

ても20数％であった。いずれにせよ２年なり３

年なりというスパンで、現地での処理を基本に

しながら進めていくというところはあるという

ふうに考えております。今、申しましたよう

に、仮設の焼却炉というのも徐々にできている

ということでございます。環境省によります

と、土地の確保でありますとか仮設焼却炉の建

設などが滞りなく行われた地域については、処

理が比較的進捗していると、そのような状況だ

というふうに伺っております。

○鳥飼謙二議員 現地と広域、合わせてしか発

表しないという環境省の何か意向も作為も感じ

られるところでございますけれども、基本的に

は、このおくれというものは、財源確保のおく

れというのがこんなにもおくれた理由だという

ふうに思っております。

次に移ります。次に、新エネルギービジョン

についてお尋ねいたします。県は、太陽光発電

を４万5,000キロワット、廃棄物発電を３万

4,500キロワットとするなどの数値目標を掲げ

た2013年度を最終年度とする10カ年計画を進め

ています。昨年の原発事故を受けて、計画を１

年前倒しして、現在、新計画策定に取り組んで

おられますが、前倒しの理由と現行計画の進捗

状況、評価についてお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） まず、１年前倒しして

策定する理由でございますが、昨年の大震災以

降、国においてエネルギー政策の大幅な見直し

が行われており、加えて、来月からは再生可能

エネルギーの固定価格買取制度が開始されるな

ど、新エネルギーを取り巻く環境が大きく変化

している中、県民の期待と関心も高まっている

という状況がございます。このような変化に対

応するため、県においては、現ビジョンを１年

前倒しして見直しをする、新エネルギーのさら

なる導入促進を図っ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。

現ビジョンの進捗状況と評価についてであり

ますが、現在の新エネルギービジョンの中で

は、本県の地域特性を生かすことのできる太陽

光発電、太陽熱利用、バイオマス発電及び天然

ガスコージェネレーションを重点的に導入する

新エネルギーとして位置づけて取り組んでおり

ます。平成22年度の導入実績は、計画の最終年

度である平成25年度の目標値と比較しますと、

太陽熱利用と天然ガスコージェネレーションに

ついては、目標値に届いていない状況にござい

ますが、太陽光発電が目標値の約167％、バイオ

マス発電が約728％ということで、既に導入目標



- 95 -

平成24年６月14日(木)

値を大幅に達成している状況でございます。さ

まざまな状況の変化があるわけでございます

が、現ビジョンの計画に沿って、新エネルギー

の導入というものが一定程度順調に進んでおり

まして、成果があったものというふうに考えて

おります。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。知

事初め担当部局の御苦労、本当にありがとうご

ざいました。

それで、新しいビジョンをつくるということ

でございます。新ビジョンに貫かれるべき理念

というのは脱原発依存であり、県民や事業者に

理解されないと計画は具体的に進まないと思う

わけです。新ビジョンは、本県のエネルギー需

給の実態と自給目標を掲げた総合エネルギー計

画であるべきだというふうに思っています。こ

のことの理由については、これまでも議会の中

で発言してまいりましたけれども、このことに

ついてどういうふうに思っておられるか、知事

の答弁をお願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県のエネルギーの需

給バランス、トータルの需給バランスですと

か、低炭素、また循環型社会づくりというもの

を総合的に勘案しますと、地域資源を生かした

新エネルギーの普及・開発というものが非常に

重要だと、そのような認識で取り組んでおりま

す。このため、策定中の新エネルギービジョン

におきましては、本県における水力発電等も含

めたエネルギー需給の実態─全体的な実態で

すね─そういったものを盛り込むとともに、

これを踏まえた今後の新エネルギーの普及及び

導入促進に係る数値目標を掲げることとしてお

りまして、県民や事業者の皆様に対し、新エネ

ルギー導入への理解や協力をお願いしていく必

要があろうかというふうに考えております。

○鳥飼謙二議員 県民、事業者にわかりやすい

計画にということで、私が申し上げたような理

由というのも十分御承知だと思いますので、そ

ういう計画をつくっていただきたいというふう

に思います。それで、６月末に県民と事業者向

けのアンケートが予定されていますけれども、

環境問題への関心度とか省エネ行動の取り組み

状況等を調査するということになっております

が、せっかく調査をするわけですから、原子力

発電の考え方、大きくはやはり今、県民の意識

が変わってきていますから、それを的確に反映

していくということも一つ考慮に入れるべきで

はないかというふうに思っております。答弁は

要りませんけれども、参考にしていただければ

というふうに思います。

それから、消費税ですけれども、消費税につ

きましてもきのう出まして、消費増税は不可避

みたいに書いてあります。私は書いてまいりま

した原稿を読む必要はないかというふうに思い

ますけれども、現状ではデフレ経済が進んでい

る、新たな増税というものが日本経済をどん底

に押しやるというふうに考えられて、現時点で

は行うべきではないというふうに思っていま

す。そのことについて、知事の見解を求めたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 消費税の増税というこ

とでございますが、昨日も答弁申し上げました

とおり、将来にわたって安定的に社会保障サー

ビスを国と地方で提供していくためには、その

財源として非常に重要な課題ではないかという

ことでございます。一方で、景気への影響が懸

念されることから、その実施に当たっては、地

域経済の状況を十分考慮する必要があろうかと

いうふうに考えております。そのような観点か

ら、専門家を招いての公聴会等も踏まえた国会
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での議論が行われているということでございま

すので、その状況というものを注視してまいり

たいと考えております。

○鳥飼謙二議員 知事は、ＪＡアズムホールで

開かれた内閣府主催の「明日の安心」対話集会

で、「社会保障制度の改革は待ったなし」とい

うようなことで述べられて、今も同じようなこ

とを述べられたんですが、やはり大事なこと

は、私どもといいますか、国民も大方の人たち

は、消費増税は避けて通れないだろうと思って

いるんです。ただ、今は、先ほど申し上げたよ

うなこと、基幹税目を何にするのかというこ

と、それから、所得税の中で今度、一部改善さ

れた5,000万超えの課税の問題、もっともっと余

裕のある人は納めるべきだという、公平・公正

な税のあり方というものがあるべきだというふ

うに思っているんです。ですから、私は、先ほ

ど申し上げた原発の問題もそうなんですけれど

も─これは勝手に新聞が書いたことではあり

ますが─知事が発するメッセージというもの

は、県民がそれを受け取って、知事は原発を容

認しているんだなと、燃料プールはどうするん

だろうかというようなところまでは考えないん

ですよ。ですから、そのメッセージ性を考えて

発言していくべきだというふうに思っていま

す。そこで、消費税についての真意を、内閣府

のところで言ったんですけれども、再度お尋ね

したいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 午前中の質問でもあっ

たんですが、今、御指摘がありましたように、

メッセージをわかりやすく伝えるということ

と、丁寧にその内容・趣旨を説明する、そこを

どういうふうにバランスをとるかというのが大

変課題だというふうに考えておるところでござ

います。この消費増税の話でございますが、や

はり社会保障関係費のウエートが年々増大して

いる。これを何とか将来にわたって安定的に供

給していくためには不可避であろうということ

で申し上げておるところでございますが、今、

御指摘がありました消費税のみならず、所得、

消費、資産という税体系全体の中での見直しと

いうのも、これも重要であります。今、消費税

だけに注目されておりますけれども、やはり税

体系全体の議論というのも必要であろうかとい

うふうに考えておるところでございますが、我

が国、それから地方の財政も含めて大変厳しい

状況の中で、そこは待ったなしの課題であろう

というふうに考えておるところでございます。

○鳥飼謙二議員 やはりメッセージ性、あとど

う受け取られるかというのを十分考えていただ

いての発言をお願いしたいと思います。

それから、知事の政治姿勢で最後になります

が、４月29日に関越自動車道で発生しました高

速ツアーバスの事故についてです。この事故

は、交代要員のないまま長距離運転による疲労

で居眠り運転し、バスが道路左側の防護壁に衝

突、乗客７名、運転手を含む39名が負傷すると

いう大事故となったものであります。事故の遠

因は、小泉内閣が進めてきた規制緩和にあると

いうふうに思っていますけれども、知事はどの

ように認識しておられるのかお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） まず、今回のツアーバ

ス事故は大変痛ましい事故でございまして、お

亡くなりになられた方に、また御家族の皆様に

哀悼の意を表します。また、被害に遭われた皆

様に対して、お見舞いを申し上げるところであ

ります。今、御指摘がございました規制緩和と

いうところがございます。それにより、ツアー

バスの事業者が増加し、競争が激化した結果、

今回の事故を引き起こしたような安全性をおろ
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そかにする事業者が生じた可能性というのは否

定できないのではないかというふうに考えてお

ります。一方では、規制緩和によりまして、事

業者間の競争が生まれ、よりよいサービスを提

供できるようになり、県民が低料金でバスを利

用できるようになったということもあるわけで

ございます。今回の事故については、しっかり

とその検証がなされなければならないというふ

うに考えております。それを踏まえて、国にお

いては、安全対策の強化を検討しているという

ふうに伺っておるところでございますが、安全

性、利便性、そういったものを両立した仕組み

の構築が重要だろうというふうに考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 「一方」以下は余分な答弁だ

と思いますけれども。今でもツアーバスとか

は、駐車場がないところで乗客を乗せたりして

おりますし、やはりしっかりとこの事件から学

ばなくてはならないというふうに思っていま

す。

次に、国際音楽祭と古事記1300年についてお

尋ねいたします。

第17回国際音楽祭は、４月29日から５月18日

までの20日間の日程で、ピンカス・ズーカーマ

ンさんやジュリアン・ラクリンさん、諏訪内晶

子さんら世界的バイオリニストらが出演して華

やかに開かれました。知事は毎回通ったという

ような報道があったんですが、それはそれでよ

ろしいんですけれども、第17回国際音楽祭の知

事の感想をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） まず、昨年は、原発事

故の影響等によりまして、海外からの演奏家の

キャンセルが行われた。それで、音楽祭が開催

できるかどうか、大変な厳しい状況でございま

したが、そのときにキャンセルした演奏家も含

めて、またこの宮崎の音楽祭を盛り上げようと

いうことで集結して、滞りなく行うことができ

た。それを大変ありがたく思っているところで

ございます。今回のコンサートも可能な限りと

いうことで、ほとんどのコンサートに足を運ん

だところでございますが、印象に残ったのは、

子供が参加しておるようなものでございまし

て、例えば「県民コンサート」、宮崎と延岡の

ジュニアオーケストラの子供たちが一流の演奏

家と同じステージで、まさにその演奏家が見て

いる中でソロパートを子供たちが弾く、大変い

い刺激、いい経験になった、また自信にもつな

がったのではないかというふうに思っておりま

すし、「子どものための音楽会」というもの、

これは音楽祭の見直しの意見も踏まえて２回に

ふやしたわけでございますが、3,200人の子供た

ちが一流の音楽を鑑賞した、大変これもいい経

験だったというふうに思っております。また、

商店街有志によるストリート音楽祭、芸術劇場

でのコンサートのみならず、町なかの活性化な

り地域振興とも結びついた展開というものが、

市民有志の力により広がっている。そういう意

味でも、大変広がりを持つことができたのでは

ないかというふうに考えております。この宮崎

国際音楽祭というのも、宮崎の誇る貴重な貴重

な文化的な資産だというふうに考えております

ので、今後とも、関係者と力を合わせて、これ

を守り育てていきたい、そのように考えていま

す。

○鳥飼謙二議員 私も２回ほど行きまして、や

はり生の音楽のすばらしさ─私も小学校から

聞いておれば、ひょっとしたらここにいなく

て、世界に飛び立っていたかもしれないなと思

うぐらいの感動を覚えます。そこで、今、知事

も言われたんですが、子供たちの感動というの
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が非常に大きくて、そういう子供たちの中から

音楽家になった人たちもいるというふうに聞い

ておりますが、今後なお一層充実すべきではな

いかと思いますので、お尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） この音楽祭について、

さまざまな意見を伺いながら、また懇談会で見

直しを行ったときに、一流のものは質は高めな

がらも、やはり県民参加、それから子供が接す

る機会をもっともっとふやすというような大き

な方向性が示されたわけでございまして、先ほ

ど申し上げましたような「子どもための音楽

会」の回数をふやしたということですとか、こ

としから新たに子供を入場無料とします「ジュ

ニア夢シート」、そのようなチケットなども新

設して、親子や兄弟などで気軽に鑑賞できるよ

うにしたところであります。また、芸術劇場に

おきましては、音楽アウトリーチ事業というこ

とで、子供たちを中心に、劇場だけでやるので

はなしに、小学校や保育園だとか幼稚園、そう

いう場所に出かけていって生の演奏を提供す

る、そのようなことにも取り組んでおるところ

でございます。今後とも、こういう音楽祭など

の機会を通じて、子供たちに生の本物のすばら

しさに触れていただく、それを取り組んでまい

りたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 音楽祭の話をいろいろお聞き

いたしますと、日中韓のマスターコースという

ものもかつてあったというふうに聞いておりま

すが、そのようなものの復活も今後検討してい

く必要があるのではないかなというふうに思っ

ているところでございます。

そこで、記紀編さん1300年記念事業にことし

から取り組むということで、観光議員連盟―

議長が会長をしておりますけれども―の中で

もいろいろと議論をいたします。せんだって

も、ホテル旅館生活衛生同業組合の皆さん方と

話し合いをしたときに、非常にお客さんが少な

くて苦しい、少しは最近よくなってきたけど苦

しいと、何かを求めておられるということで、

ぜひ記紀編さん1300年記念事業というものを

しっかりとやっていっていただきたいなという

ようなお話がございました。そこで、この記紀

編さん1300年記念事業の中に国際音楽祭を取り

込んでいくといいますか、これは他県にない

―長野県にサイトウ・キネン・フェスティバ

ル、それから北海道にもあるということで、宮

崎は１億ぐらいであれだけのものをやっている

と、他県は10億ぐらいかかっているというよう

なお話も聞きます。これは宮崎県の財産ですか

ら、そこをうまく融合できないかというふうに

思います。もっともっと県として大々的に取り

組んでいくべきではないかというふうに思いま

すので、お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要な御指摘、御

提案をいただいたというふうに思っておりま

す。宮崎国際音楽祭も、記紀編さん1300年、そ

ういう古事記ゆかりのものというのも、どちら

も宮崎にとって貴重な文化的な資産、資源であ

るというふうに考えております。これをうまく

組み合わせることによって、もっともっと相乗

効果を図ることができるのではないかと、その

ような提言として受けとめたところでございま

す。例えば、音楽祭と記紀ゆかりの地の周遊を

組み合わせるなど、音楽祭に関しては、県外か

らもかなり多くのお客様に来ていただいており

ます。実は、あれだけの内容のものがこれだけ

の安いチケットの価格で提供できるところはな

いということで、わざわざ東京なり都市部から

来られたりというところもありますので、そう

いうせっかく来ていただいたお客様に、音楽祭
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のみならず県内をさらに回っていただくような

工夫というものも必要だろうかと考えておりま

すので、どういった連携・交流のあり方が可能

なのかというものを、しっかり知恵出し、アイ

デア出しをしてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 ぜひ充実して取り組んでいっ

ていただきたいというふうに思っています。

次に、子ども・子育て新システムについて、

福祉保健部長にお尋ねをいたします。

民主党政権は、待機児童を解消し幼保一元化

を図るとして、子ども・子育て新システムの今

国会成立を図ろうとしているわけでございま

す。保育園は、すべてを年次的に総合こども園

に移行させ、幼稚園については、希望する園の

みを総合こども園に移行するものとし、市町村

は保育の実施責任を負わないとするものであり

ます。そこで、まず第１番目に、本県の待機児

童の状況、幼稚園の入園状況についてお尋ねい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県内の保育所

待機児童数でございます。平成24年４月１日現

在でございますが、ゼロ人となっております。

また、幼稚園の入園状況につきましては、国立

を除く公私立幼稚園において、これは５月１日

現在でございますけれども、定員が１万6,877名

に対し１万81名が在籍しております。

○鳥飼謙二議員 わかりました。現行制度は、

保育園の場合、市町村と利用者との契約という

ことになっているわけですね。そして、市町村

から保育園へ委託するというような内容でござ

いますが、新システムは、利用者と保育所との

公的保育契約ということになりまして、市町村

の保育の公的責任というものが非常に大幅後退

しているというふうに懸念しております。保護

者にとって、保育所、幼稚園はどのように変化

していくのかというふうに思っていますが、福

祉保健部長の答弁をお願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 保護者の観点

から見ますと、子ども・子育て新システムの導

入に伴いまして、総合こども園の利用者は、幼

児期の学校教育及び保育の一体的な提供を受け

られるということになっております。また、市

町村が策定することとされております「子ども

・子育て支援事業計画」において、地域の保育

ニーズに的確に対応するため、新たに小規模保

育とか家庭的保育などを含めた多様な保育メニ

ューの計画的な整備が求められておりまして、

保護者はこれらのメニューの中から、みずから

のニーズに合ったものを主体的に選択できるこ

ととなっております。

○鳥飼謙二議員 言葉は主体的にということで

すけれども、そうじゃないんですよね。保護者

がうろうろ、右往左往しなくちゃならないとい

うことになったと思うんです。保護者が自分で

探さなくちゃならないことになりましたから、

例えば障がい児であれば、拒否される可能性も

十分今後出てきますから、その辺の問題点を

しっかりと認識しておいていただきたいと思い

ます。

それから、株式会社も参入可能というふうな

ことになるわけですけれども、保育の質が低下

するのではないかというふうに思いますので、

お尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 株式会社を初

め、多様な事業主体による保育サービスの提供

につきましては、子ども・子育て関連法案であ

ります「子ども・子育て支援法」において、質

の確保のための客観的な基準を満たすことを参

入要件としておりまして、その運営につきまし

ては、行政の定期的なチェックにより、継続的
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な保育の質の担保を図っていくものと、国にお

いて示されているところでございます。県にお

きましては、今国会における現在の子ども・子

育て関連法案の取り扱いも含めて、まだいろん

な制度の詳細は示されておりませんので、情報

収集に努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。

○鳥飼謙二議員 やはり問題点というものを広

報するというか、しっかり保護者、県民に知っ

ていただくという工夫もする必要があると思い

ますので、十分その辺の対応をお願いしておき

たいと思います。

次に、社会福祉事業団と福祉の課題について

であります。

社会福祉事業団は、第１種社会福祉事業とし

て、特別養護老人ホーム２カ所、障がい児・者

支援施設３カ所、これらの10施設を運営しま

す。第２種社会福祉事業として、短期入所事

業、居宅介護事業、そして発達障害者支援セン

ター事業、公益事業として、障害者就業・生活

支援センター事業というふうなことで、県内福

祉のリーダー役として頑張ってきていただいて

おります。私は、昭和30年代に宮崎県が事業団

方式を取り入れる、ほかのところは県立県営で

やってきた、そういう中で社会福祉事業団の歴

史を思い起こしてみると、非常に大きな役割を

果たしてきたというふうに思っています。しか

しながら、現状を見てみますと、県の宮崎県公

社等改革指針─丸山特別委員長の時代に条例

もつくりましたけれども─の中で、公社等経

営評価シートというのを提出するように義務づ

けられているわけですが、これを見てみます

と、経営計画では、2008年度は正規職員が65対

非正規35というふうになっているようですけれ

ども、結果として51対49、そして2009年度は結

果が50対50、そして2010年度、2011年度は記載

がございません。職員比率の推移についてどう

なっているのか、この現状についてどう思う

か、お尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 事業団の正規

職員と非正規職員の割合でございます。現在、

正規職員が47％に対しまして、非正規職員が53

％となっております。事業団においては、組織

体制のスリム化、それから給与や退職金等の見

直し等を行いまして、お話がございましたよう

に、みずからが策定いたしました経営計画に基

づき、経営する11施設すべてにおいて単年度で

の黒字化を目指してきたところでございます。

職員の状況につきましては、正規職員はもちろ

ん、嘱託・臨時職員につきましても、資質向上

のための研修を十分に行うなど、施設利用者の

サービス低下にならないよう配慮しているとい

うふうに聞いております。

○鳥飼謙二議員 やはり県が関与しているわけ

ですから、もっとしっかり指導なり支援をして

いくべきではないかというふうに思っていま

す。逆にどんどんどんどん─正規職員が47と

今言われましたね。そんなふうにやっていって

大丈夫かなというふうに思うんです。

例えば、ことし介護保険法が改正されて、訪

問介護と訪問看護が連携する24時間対応の定期

巡回・随時対応型訪問介護事業が創設されまし

たけれども、宮崎県では手が挙がっていません

ね。そういう事業者がいないと。それから、自

立援助ホーム「ウイング・オブ・ハート」です

けれども、部長、また機会があったら早目に

行っていただいて、また感想もお聞きしたいと

思いますけれども、そういう養護施設を出て就

職するが、それがうまくいかなったときに、行

くところがないんですね。高校も出ていますか
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ら、養護施設にも入れない。じゃどうするかと

いったら、アパートで自堕落な生活をしなくて

はならない。大変な状況ですね。そういう子供

たちの最後のとりでとして自立援助ホームが、

非常に零細な経営を続けておられますけれど

も、そういう事業も積極的にやっていく必要が

あるというふうに思っています。そういう意味

でも、社会福祉事業団というのは、県内福祉の

リーダー的存在であるべきだというふうに思い

ますけれども、事業団の今後のあり方について

お尋ねをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 宮崎県社会福

祉事業団は、半世紀にわたりまして、県立施設

の受託運営を通して県民福祉の向上に大きく貢

献していただいておりまして、本県の社会福祉

の先導役としての役割を担ってきたところでご

ざいます。平成18年の施設譲渡以降も、県内最

大の社会福祉法人として、お話にございました

ように、障がい、高齢、児童といった幅広い福

祉サービスを提供していただいております。事

業団には、これまで培ってきた経験とノウハウ

を生かし、安定した施設経営のもと、県内社会

福祉法人のリーダー的な存在としての役割を私

どもも期待しているところでございます。さら

に県では、発達障害者支援センターや地域生活

定着支援センターなどを事業団のほうに委託し

ておりまして、今後とも、先駆的な福祉サービ

スに取り組んでいただきたいというふうに考え

ております。

○鳥飼謙二議員 そういう期待があるとするな

らば、もう少し心を込めて、状況を見守りなが

ら支援していっていただきたいというふうに思

います。

それから、昨年９月に部長にお尋ねしました

情緒障害児短期治療施設、きょうもえびので事

件があったようですけれども、その設置を求め

る質問をいたしました。その後の検討状況につ

いてお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 情緒障害児短

期治療施設の設置につきましては、他県の状況

調査や児童福祉施設協議会との意見交換などを

行いまして、検討を進めているところでござい

ます。私も先般、県外の施設を視察いたしまし

て、児童の生活面や医療及び教育など、設置に

際しまして整理すべき課題というものも多々ご

ざいますけれども、児童養護施設では対応が困

難な発達障がい児などを受け入れることが可能

となりますことから、検討すべき施設の一つで

あると再認識したところでございます。

○鳥飼謙二議員 あんまり答弁になっていない

と思うけれども、いいことにします。

次に、県政の課題と人材の育成についてとい

うことでお尋ねをいたします。

本年４月、県は、能力主義・適材適所による

業務執行体制を確立するとして、1,203名の人事

異動を行いました。今年度の特徴なり、人材育

成にかける姿勢なり、そういうものを知事にお

尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 県政を取り巻く課題は

大変多様化・高度化もしておりまして、しっか

りと行政サービスを提供していくためには、人

材育成は重要な課題でございまして、公務員と

しての基礎的な知識や能力はもちろんでありま

すが、県民の皆さんとの対話と協働を進めてい

く、そういう積極性とか柔軟性も必要でありま

すし、さまざまな危機事象にも柔軟に対応でき

るすぐれた感性、アンテナを持った職員の育成

に取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。ことし４月の人事異動に当たりまして

は、県民の安全・安心、防災の強化、さらには
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経済・産業の再生・復興など、そういった大き

な本県の直面する課題に対応した配置を行うと

ともに、適材適所、公平・公正を基本に取り組

んだところでございます。また、女性や若手管

理職の登用でありますとか技術職員の研修機会

の増大、そのようなことにも努めたところでご

ざいます。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。

私、出先機関を回りますと、メールをもらった

りするんですけれども、「出先の職員も県庁職

員なんですよ」と言われるんですね。やはり本

庁と出先機関との交流というのをもっとやられ

るべきではないか。さまざまな事情があるから

一律にいかないということはわかりますけれど

も、そこで、総務部長に、本庁と出先機関との

交流の状況についてお尋ねします。

○総務部長（四本 孝君） 本年４月の定期人

事異動における本庁と出先機関の交流の状況に

つきましては、副主幹以上の役付職員で見ます

と、出先機関から本庁への異動が123名、本庁か

ら出先機関への異動が149名となっておるところ

でございます。

○鳥飼謙二議員 わかりました。

それから次に、知事、15年ぐらい前に女性部

長が誕生しました。それ以降、女性部長は誕生

していません。ずっと白い服ばかりで、きょう

は知事はカラーシャツで、私はこんなの（かり

ゆしウエア）を着ていますけれども。じゃ、な

ぜ女性や高等学校卒業程度のいわゆる初級職、

そういう人たちから部長職なり次長職とかが誕

生しないのかというふうに思うんです。職員の

キャリアパスについてどのように考えているの

か、なぜそういう女性部長が誕生しないのかに

ついてお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 職員の登用につきまし

ては、基本的な考え方としましては、職種だと

か性別を問わない、個々の職員の能力や特性に

応じて、公平・公正かつ適材適所に努めている

ということでございます。女性の部長職という

話がございましたが、職員構成上の問題という

のもこれまであったのだというふうに考えてお

るところでございます。ただ、意欲と能力を持

つすぐれた職員の育成、また登用は、職種や性

別にかかわらず、大変重要であるというふうに

考えておりまして、昨年度から、職員の異動希

望調書の見直しを行っております。人事異動の

前に個々人の異動の希望をとるわけでございま

すが、その調書におきまして、職員みずからの

経験や能力を通して将来的な仕事像を描くキャ

リアデザインに関する項目を加えたということ

で、その内容を踏まえた今回の定期人事異動に

なったということでございます。今後とも、よ

り高い専門性や能力開発など、また職員の職務

等に係る中期的な要望にも配慮しながら、人材

育成、さらには登用を図ってまいりたいと考え

ております。

○鳥飼謙二議員 女性部長が誕生しないのは

「職員構成上の」とか言われましたけれども、

やはり育てようという意識がなかったんじゃな

いかなと思うんですね。知事も副知事時代を入

れると８年おられるわけですから、一端の責任

は感じてもらわなくちゃいけないと思うんです

けれども、優秀な女性職員はたくさんおるわけ

ですから、意識的にトップはそういうふうにし

てつくり上げていくことが大事だというふうに

思っておりますので、対応をしっかりとお願い

したいと思います。

それから、学校事務職員について教育長にお

尋ねいたします。学校事務の活性化を図るとし

て、10数年前から教育委員会は学校事務職員の
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採用を中止して、知事部局に職員の派遣を要請

しています。既に３分の１以上が知事部局から

の出向になっていると聞きますが、現状をお尋

ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 公立学校における学

校事務職員につきましては、本年４月現在で総

数537人の配置となっております。そのうち、知

事部局からの出向者は213人となっており、全体

の39.7％であります。

○鳥飼謙二議員 やはり自立した子供たちを育

成していく─きょう午前中にも教育長は、い

ろいろ熱心にといいますか、心を込めて答弁し

ておられましたけれども、そういう地域住民の

声を反映した学校経営を行うためには、学校が

地域の実情に応じて自己判断・自己決定できる

システムをつくる、人、物、予算、情報の企画

調整を行う学校事務職の機能強化は重要だとい

うふうに思っております。プロパー職員として

任用すべきと思いますが、今後の方針も含めて

お尋ねしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 学校事務職員につき

ましては、教育活動を支える貴重な人材とし

て、事務の効率化や学校運営に積極的に参画す

ることが求められております。このため、県教

育委員会といたしましては、教育研修センター

での研修や事務の共同実施の取り組み等を通し

て、学校事務職員の資質向上を図っているとこ

ろであります。さらに、任用の一本化及び知事

部局との人事交流によりまして、さまざまな職

務経験を通じ、幅広い視野を持つ柔軟性のある

人材の育成を行っております。また、学校にお

いては、教育に深い理解を持つとともに、学校

事務に精通した人材の確保が必要でありますの

で、学校での継続勤務や学校事務の経験を有す

る職員の再出向について、関係部局に要請して

いるところであります。今後とも、学校事務に

精通し、学校運営をしっかりと支えていける人

材の育成及び確保を図ってまいりたいと考えて

おります。

○鳥飼謙二議員 今の御答弁では、任用を始め

る考えはないというふうに聞こえたんですけれ

ども、いろんな問題が出てきている背景等を十

分考慮いただければ、内部牽制とかいろんなも

のが不足しているから、初日の教育委員長答弁

等が出てきたのではないかなというふうに思っ

ているんですけれども。そのプロパー化といい

ますか、教育委員会としての採用というのは行

わない、今後ゼロになるまで待つということな

んですか、基本的な考え方を聞いたつもりなん

ですが、お答えください。

○教育長（飛田 洋君） 私は、学校事務職員

につきましては、子供への愛情とか教育に対す

る深い理解を持つ人材、さらには多様なキャリ

アに培われた幅広い視点から学校経営に参画で

きる人材などが必要であると考えておりますの

で、今後とも、学校事務職員に係る任用制度に

つきましては、関係部局と連携しながら検討を

続けてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 理解はしにくいんですけれど

も……。ということは、結局ゼロになってもよ

ろしいということですか。そういうことも含め

て検討するということですか。その辺がはっき

りしないんですけれども、お答えください。

○教育長（飛田 洋君） 繰り返しになります

が、やっぱり教育に対する愛情も必要だと思い

ますし、専門性も必要だと思います。それか

ら、先ほど申し上げましたが、多様な経験をし

ているということもいろんな視点では大事だと

思いますので、関係部局と連携しながら検討を

続けていきたいと考えております。
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○鳥飼謙二議員 何か答弁になっていないんで

すよ。私が聞いているのは、プロパー化したら

どうですかということを聞いているわけですか

ら、しっかり答えていただきたいと思います

が、これ以上はよろしいです。だけど、そうい

う姿勢というものが、いろんな問題が出てきて

いるということをしっかりと踏まえていただき

たいというふうに思っております。

それから、総務部長にお聞きしますが、今

春、新規採用で18歳の知事部局職員が学校に配

置されたというふうに聞いておりますけれど

も、３名でしたか、何名でしたかね、その数と

かわかっておればお答えいただくとして、やは

り行政職員としてスタートを図っていくべきで

はないかというふうに思いますので、考え方に

ついてお伺いしたいと思います。

○総務部長（四本 孝君） ことしの４月、高

校を卒業して新規採用で学校に配置された事務

職員というのは２名でございます。高校を卒業

後の新規採用職員の配置先につきましては、ま

ずは社会人の生活になれるということが一番大

事でございますので、可能な限り勤務地が本人

の出身地近くになるように配慮しているところ

でございまして、その結果として、中には学校

に配置されるという場合もあるわけでございま

す。この場合、新規採用職員へのＯＪＴですと

か職場内研修が十分に行われますように、複数

の事務職員がいる学校への配置ということにし

ているところでございます。また、学校に配置

された職員につきましても、新規採用職員研修

への参加はもちろん、今年度から新たに導入い

たしました新採職員グループアドバイザーによ

る相談等も行っているところでありまして、知

事部局へ配置された職員と同様に人材育成等が

図られているものと考えております。

○鳥飼謙二議員 地元優先をというような考え

ですけれども、やはり行政職員として経験を積

ませていくべきだというふうに思っております

ので、ここは十分踏まえていただきたいという

ふうに思います。

次に、公衆衛生行政についてお尋ねをいたし

ます。最近の職員録を見てみますと、前に

「兼」、後ろに「兼」と書いてあるんですね。

どこが主たる勤務場所で、どこが従たる勤務場

所かわからない。兼務が物すごく多くなってい

るんですね。そういう状況で、保健所の所長も

兼務がかなり続いているというふうに思ってい

ます。その現状認識、キャリアパスを含めた行

政医師を育成する方針について、これは福祉保

健部長でいいんですか、担当部長にお尋ねいた

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 保健所長を担

います公衆衛生医師につきましては、全国的に

医師不足が続く中、臨床業務に従事する医師と

同様に、その確保が困難な状況にございます。

このため、議員の御指摘のとおり、現在、高千

穂保健所長につきましては延岡保健所長が、小

林保健所長につきましては都城保健所長が兼務

をしている状況にありまして、業務負担が過重

になっているものと認識しております。なお、

この所長兼務となっている保健所におきまして

は、経験豊富な次長級の所長を配置しておりま

すけれども、さらに若手の公衆衛生医師を配置

することにより、所長業務の負担軽減を図って

いるところでございます。また、公衆衛生医師

の確保につきましては、医療系雑誌への募集広

告とか県ホームページへの募集案内の掲載、さ

らには、県外で活躍する本県出身医師を中心

に、直接面会いたしまして公衆衛生医師への勧

誘を行うなど、これまでも積極的に努めてきた
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ところでございます。今後は、さらに本県医師

の養成確保の核となります宮崎県地域医療支援

機構のほうとも連携を図るなどいたしまして、

その取り組みを強化してまいりたいというふう

に考えております。

○鳥飼謙二議員 全国保健所長会のホームペー

ジに、「下医は病を治し、中医は人を治し、上

医は国を治す」ということで、公衆衛生の重要

性をうたっております。最近、50代の保健所長

が２名、続けて退職されました。やはりキャリ

アパスに問題があるのではないかというふうに

思っておりますので、しっかりとした対応をお

願いいたしたいというふうに思います。

次に、県職員の獣医師確保についてお尋ねを

いたします。食肉検査所とか家畜保健衛生所と

いうことになるんですが、その検討状況につい

て福祉保健部長が代表してお答えください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県職員獣医師

につきましては、今後５年間で33名の退職者が

見込まれ、獣医師の確保は喫緊の課題であると

認識しております。これまでも、獣医系大学の

就職説明会への参加やインターンシップによる

職場への学生の受け入れなど、直接、公務員獣

医師の魅力を伝える取り組みを行いますととも

に、国の制度を活用した修学資金の給付やイン

ターンシップ学生に対する研修費の一部助成等

を行っておるところでございます。また、今年

度から確保対策の強化を目的といたしました宮

崎県獣医師確保対策チームを庁内に設置いたし

まして、全庁的に公務員獣医師の確保に向けた

取り組みを推進することとしているところでご

ざいます。

○鳥飼謙二議員 「募集をします」「年齢を上

げます」では、なかなか応募がないんですよ

ね、競争ですから。私は、例えば次長級─福

祉の場合、今は本庁の課長が一番上位というこ

とになっておりますけれども、対米輸出検査所

の場合は次長級にしていくんだとか、例えば動

物管理センター、これは宮崎市で検討チームを

つくっているということで、市長が議会の中で

答弁をしているわけですが、そういうものも含

めて、自分の将来がキャリアを積んでいける、

獣医師としての誇りが持てる、そういう職場環

境にしていかないとだめだと思うんですね。で

すから、宮崎市の保健所では、若い獣医師がだ

だっと、この間といいますか、３年ぐらい前に

やめましたよね。もう将来が見えるわけです。

ですから、そういう処遇面も含めた対応が必要

と思いますので、担当部長の答弁をお願いしま

す。

○総務部長（四本 孝君） 職務の格付につき

ましては、その困難性あるいは責任の度合いは

もちろんのこと、組織の規模あるいは他の所属

とのバランス等も考慮しながら検討されるもの

と考えております。なお、本県においては、従

来から農林振興局長を初めとする次長級に獣医

師を起用しておりまして、課長級以上への登用

状況から見ましても、処遇面において他の職種

との大きな違いはないのではないかというふう

に考えております。食の安全の確保あるいは畜

産業の再生・復興に向けまして、獣医師の果た

す役割はますます重要になっておりますので、

人材確保のためのさまざまな取り組みを進めて

いるところでありますが、今後とも、全庁を挙

げて獣医師確保対策に取り組んでまいりたいと

考えております。

○鳥飼謙二議員 いずれにしても、総合的な対

策はやらないとだめです。医師よりか獣医師の

ほうが試験は難しい、通らないんだそうです。

そういうことをしっかり踏まえていただきたい
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と思います。

最後になりますけれども、公益法人化の現状

と課題についてお尋ねいたします。

広く民間非営利部門の活動の健全な発展を促

進するとして、2008年12月に公益法人制度改革

関連三法が施行されました。一つは、公益性の

有無にかかわらず登記により法人格を取得する

ことができる制度と、これらの法人のうち、公

益目的事業を主たる目的とする法人について

は、宮崎県公益認定等審議会で審査の上、公益

社団（財団）法人認定を受けることとされてい

ます。従来の公益法人については、特例民法法

人として存続するわけでございます。そこで、

公益法人制度改革の目的と必要性について、総

務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（四本 孝君） これまでの公益法

人制度につきましては、国の有識者会議等で議

論がなされまして、その中で主務官庁の許可主

義のもと、法人格の取得と公益性の判断や税制

上の優遇措置が一体となっているため、法人設

立が簡便でなく、また、公益性の判断基準が不

明確であるなど、さまざまな問題点が指摘され

てきたところであります。また一方で、「官か

ら民へ」という大きな流れの中で、民間団体が

自発的に行う公益を目的とする事業の実施を促

進し、活力ある社会を実現することが重要であ

るとされたところであります。このような背景

を受けまして、民間における非営利活動の健全

な発展を促進し、民による公益の増進に寄与す

るとともに、公益法人の設立に係る主務官庁の

裁量権に基づく許可の不明瞭性等の問題を解決

することを目的といたしまして、公益法人制度

の見直しが行われたところでございます。

○鳥飼謙二議員 今、現場といいますか、法人

移行するところは、てんやわんやの大騒ぎだそ

うでございます。制度への移行をスムーズに行

うためのこれまでの取り組み、それから、特例

民法法人数と職員数についてお尋ねをいたしま

す。

○総務部長（四本 孝君） まず、これまでの

取り組みでございますが、新制度がスタートい

たしました平成20年12月以降、県では、新制度

の趣旨や具体的な移行手続に関する説明会を10

回開催しております。また、移行申請等に関す

る個別の法人を対象とした相談会を36回開催し

たところであります。さらに、早期の申請をお

願いする文書の送付や移行申請に関するアン

ケート調査の実施などを通じまして、各法人へ

の啓発にも努めてまいったところであります。

次に、県の所管する特例民法法人であります

が、現在165法人であります。また、これらの法

人の職員数は、国の平成23年の概況調査により

ますと、合計で3,731人となっているところでご

ざいます。

○鳥飼謙二議員 2013年11月30日までに申請し

て移行しなければ解散ということになると思い

ますので、ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。

それから、これまでの新制度への移行状況と

今後の予定、県として新制度移行をどのように

支援していこうとされるのか、お尋ねいたしま

す。

○総務部長（四本 孝君） まず、新制度への

移行状況でございますが、公益社団・財団に移

行した法人が44法人、一般社団・財団に移行し

た法人が20法人の、合計64法人でございます。

次に、今後の予定でございますが、昨年度実施

いたしました各法人へのアンケート調査により

ますと、平成24年度に移行申請する予定の法人

が99法人、25年度の予定が８法人、申請時期が
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未定の法人が29法人となっております。また、

解散を予定していると回答した法人が７法人と

なっております。次に、移行に関する県の支援

についてでございますが、移行申請に係る残り

の期間から見ましても、今後、申請が本格化し

てくると考えておりますので、関係部局とも連

携を図りながら、法人からの相談に適切に対応

するなど、引き続き、円滑な移行に向けた支援

に努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。以

上で終わります。（拍手）

○外山三博議長 次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問をいたします。

東日本大震災から１年３カ月が経過しまし

た。会派調査で初めて震災直後の現場に立ちま

したときは、決して人間の力では起こすことの

できない自然の脅威に言葉を失いました。震災

の日からこれまで、決して災害に遭われた皆様

との心の距離が離れることがないよう、また、

我が県の防災への決意を込めて、繰り返し被災

地を訪ねてまいりました。被災県内では、全力

で災害廃棄物の処理を進めています。発災後、

被災地では、まず住民が生活している場所近く

の災害廃棄物を仮置き場へ移動させることを第

一の目標として取り組み、平成23年８月末まで

に完了しました。その後、農地等に散乱した災

害廃棄物の仮置き場への移動もほぼ終了し、現

在、津波被害により損壊した家屋の解体が進ん

でいます。こうした解体により発生する災害廃

棄物までを含めても、全体の８割について仮置

き場への搬入が完了しています。同時に、被災

地における既存の廃棄物処理施設において、全

力で処理を進めてきており、再生可能なものに

ついて資材として活用も進んでいます。加え

て、岩手・宮城両県で仮設焼却炉が稼働してお

り、今後、合計29基が稼働する予定で、処理は

加速していくものと思われます。しかし、それ

でもなお処理は追いつかず、廃棄物を埋め立て

る最終処分場についても残余容量が不足し、新

たに整備するとしても長い期間を要します。被

災地が一日も早い復興を果たすためには、全国

の廃棄物処理施設での受け入れ、処理協力が必

要です。

３月16日、野田佳彦総理は、既に瓦れきを受

け入れている東京都などを除き、全国35道府県

の知事へ広域処理への協力を求める要請書を送

りました。また、細野豪志環境大臣も同日、全

国の都道府県や政令市にあてて要請書を送り、

広域処理が必要な401万トンの災害廃棄物につい

て、可燃・不燃など種類別の広域処理希望量や

その放射能濃度を明記するとともに、広域処理

に必要な費用も含めて、国が全面的に支援する

と表明しました。瓦れきを被災地だけで処理す

るとなると、さきに述べましたように、20年近

くかかり復興の妨げとなり、においや粉じんの

問題に加え、被災地の皆さんが精神的に受ける

ダメージははかり知れません。先日の宮崎日日

新聞の記事によりますと、宮城県の村井知事

は、夏場には瓦れき仮置き場で自然発火の危険

性が増すなどの実情を訴えられています。宮崎

県議会は３月22日、全会派一致で受け入れにつ

いて決議し、知事へ申し入れをいたしました。

これまで知事はこの問題に対してどのような姿

勢で臨まれているのか、議会にいましても、マ

スコミ報道からも見えていません。災害廃棄物

広域処理における県の役割についてお尋ねいた

します。

これから後の質問につきましては、質問者席

で行います。（拍手）〔降壇〕
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○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

災害廃棄物の広域処理についてであります。

今、御指摘がありましたように、国からの要請

を受けているということ、それから、本年３

月22日に県議会におきまして全会一致で決議が

なされたことは、大変重く受けとめているとこ

ろでございます。災害廃棄物は一般廃棄物であ

りまして、その受け入れにつきましては、一義

的には、処理施設を有する市町村の判断になる

ので、その施設のこれまでの経緯、実態、状

況、それから施設周辺の住民の皆様の意向とい

うものを十分踏まえた市町村の判断を尊重した

いと考えておるところでございます。このよう

な考えに立って、本年３月と４月の２回にわた

りまして、市町村長と直接、意見交換を行うと

ともに、その際、できる限りの協力をしたいと

いう意味での意思の統一を図ったところであり

まして、その合意の上に、環境省による説明会

の開催や被災地、受け入れ自治体の現地調査、

さらには放射能の専門家等による説明会を行う

など、市町村に対して、情報提供、検討の場の

提供等を行ってきたところであり、現時点で受

け入れを表明している市町村はないわけでござ

いますが、今後とも、市町村と丁寧な議論に努

めてまいりたいと考えております。なお、現

在、市町村に対しまして、これまで実施してき

た取り組みを踏まえ、現時点での検討状況を再

確認しているところでございます。私も、市町

村長さんと顔を合わせるたびに、この問題につ

いて議論をし、今後の対応というものを今後と

も考え続けてまいりたい、そのように考えてお

ります。〔降壇〕

○井上紀代子議員 それでは、ちょっと形を変

えまして、職員の、今、被災地に派遣されてい

る皆さんのフォローについて、総務部長並びに

警察本部長にお尋ねしておきたいと思います。

○総務部長（四本 孝君） 東日本大震災被災

県の支援のために、現在、知事部局及び企業局

からは、12名の職員を長期派遣しております

が、健康管理につきましては、派遣先の県にお

いて適切なケアが行われているほかに、定期的

に連絡を行いまして状況を確認するとともに、

福島県の警戒区域等の周辺に派遣する場合は、

被曝線量のチェックや派遣終了後の健康相談な

ども実施しております。また、県内の市町村に

おいても、７団体から12名の職員が被災地へ長

期派遣されておりまして、おおむね県と同様の

対応がなされているところであります。なお、

派遣職員による知事への報告会あるいは職員ブ

ログへのレポート掲載など、派遣職員の現地で

の貴重な体験を県内にフィードバックさせる取

り組みを行いますとともに、被災地の状況把握

や派遣職員の激励のために、私を含め、現在ま

でに19名の部長及び次長級職員が現地を訪れて

いるところであります。今後とも、被災地の要

請に応じた人的支援を行いますとともに、派遣

職員へのフォローにも十分配慮してまいりたい

と考えております。

○警察本部長（加藤達也君） 警察につきまし

ては、現在、岩手県に４名の職員を長期派遣し

ておりますが、派遣先において、健康診断やス

トレスチェック等の適切なケアが行われており

ます。また、本県からも、定期的に健康状態の

確認等を行っております。短期派遣職員に対し

ては、産業医の診察や保健師の面接を受けさせ

るとともに、特に福島県への派遣職員に対して

は、放射線健康診断を受診させているところで

あり、現在、健康状態に問題のある職員はおり

ません。また、帰県時に活動状況の報告会を設
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けたり、代表者の体験座談会を警察機関誌に掲

載したりするとともに、被災地での活動状況の

写真等を展示するなどして、貴重な体験の共有

化を図っているところであります。さらに、被

災地の状況把握や派遣職員の激励のために、幹

部が現地を訪れております。今後とも、派遣職

員に対するフォローを行うとともに、被災地へ

の必要な支援を行ってまいりたいと考えており

ます。

○井上紀代子議員 被災地で頑張っておられる

職員の皆さんに敬意を表したいと思います。そ

してまた、その報告は、しっかりと各部長も、

それから知事もお受けになっていると思いま

す。３月22日にしました宮崎県議会の受け入れ

決議については、知事はどのように受けとめて

おられるのか、そこをお聞かせいただきたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど申しましたよう

に、全会一致での決議がなされたということで

ございまして、大変重く受けとめ、決議にござ

いましたように、市町村に受け入れに向けた働

きかけを行うということで、さまざまな説明

会、また現地調査などに取り組んでいるところ

でございます。

○井上紀代子議員 午前中の答弁を聞かせてい

ただきました。私どもは、県議会は、政治家の

集団なんです。ここにいるみんなはですね。で

すから、住民にとって耳ざわりの悪いことで

も、言うべきときにはしっかり言うというの

が、これが政治家集団の固まりだからこそ、県

議会はそういう決議をしたんです。知事は、そ

のことについて、どのように本当に真剣に受け

とめておられるのか、そこを再度、確認してお

きたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 議会の総意ということ

で、真摯に受けとめておるところでございま

す。今、耳ざわりの悪いこともという御指摘が

ございましたが、私がこれまで申し上げており

ますように、大変重視すべきは、受け入れ施設

の周辺の住民の皆さんの理解と協力を得て進め

ていくということが大変重要であろうというこ

とでございまして、そこに、これまで築かれて

きた信頼関係にひびが入るようなことがあって

はならない、そういう意味で丁寧に進めてきた

と。市町村とも協議しながら議論を進めてきた

ところでございます。なかなか結果が出ないと

いうことについては、その事態を真摯に重く受

けとめ、何とか前に進めてまいりたいというこ

とを思っておるところでございまして、今後と

も、真摯に議論を進めていきたいと考えており

ます。

○井上紀代子議員 私は、課題として、「災害

廃棄物の処理について県の役割は」ということ

を一つテーマとして、今回通告いたしました。

ほかの皆さんは、知事の政治姿勢というところ

で、この瓦れきの処理について求めておられる

んですね。ですから、知事が、宮崎県が、広域

処理についてのどういう役割を果たしていくの

か、そこをなぜ明確にできないのかということ

をみんな疑問に思っているわけです。ですか

ら、「ここにいる県議会議員は一般廃棄物のそ

ういうことも知らんでから、あんげなことを決

議したとか」とか「自分のところの焼却炉がな

いのに何で決議するんだ」とか、そういうレベ

ルでの議論とはちょっと違うんですね。私は女

川町に行ったんですが、そこは東京都が受け入

れをしているところです。ですから、東京都も

来ましたし、宮城県、それから環境省ももちろ

ん来ました。そして、女川町ももちろん来られ

て、全部を私と渡辺創議員と２人で行って実際
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に調べてきたんですが、問題は、その受け入れ

していくときのスキームのつくり方なんです

よ。そのスキームをつくっていくときに、例え

ば、国はどういう役割を果たして、県はどのよ

うな役割を果たして、市町村はどのような役割

を果たすか。県はその役割をどのような形で果

たしていこうとしているかというのが明確でな

いから、市町村もなかなかそれに一歩踏み込む

ということができないわけなんですよ。ですか

ら、おっしゃるとおり、市町村の、その自治体

の長さんの考え方というのを大事にしたい─

おっしゃることはわかります。私たちは大学の

講義を受けているわけではないですから、そこ

はよくわかるんですけれども、本来、今、何を

しなければならなくて、県としてはどこの役割

を果たすのかということを知事のほうから明確

にしない限りは、いつまでたっても話は進まな

いのではないかと思うんです。2014年３月なん

て、どんどんどんどん過ぎていってしまうとい

うふうに思うんですよね。一番最後になって、

もう終わってしまったころに、じゃ宮崎もとい

うふうに言われても、同じ心に寄り添うという

ことは一切できないのではないかというふうに

思っています。そして、災害廃棄物の受け入れ

の仕方についても、いろいろあると思うんです

よ。宮崎県としては、こういう受け入れじゃな

いとだめなんだということも含めて、きちんと

したスキームをつくれるかどうかという、そこ

が自治体の力だと思うんです。県の力だと思う

んです。それがないから、知事は何度マスコミ

の人から問われても、「じゃ、うちのエコク

リーンプラザはどうなっているんですか」とか

いろんな話をされても、何ら明確なお答えをさ

れたことがない。それが私どもがつらいと思う

一つの─今回、大きな声で質問させていただ

く恥ずかしさに今耐えているところなんですけ

れども……。

○知事（河野俊嗣君） 役割という話がござい

ました。国が全体の処理スキームを地元の自治

体と相談しながら、今回の広域処理のスキーム

をつくって、そして安全の基準を、その処理の

手順を示しているということかと思います。そ

して、各県知事、それから各自治体に呼びかけ

をしたということでございます。それを私ども

県知事としては受けとめて、一般廃棄物の処理

の責任を担う市町村に対して、受け入れについ

て相談を行っているということでございます。

広域自治体の県としては、そこの一般廃棄物だ

から、それは市町村だから全然知らないという

ことではなしに、大変重要なことは、どこかの

自治体が受け入れるというふうに決めまして

も、例えばそれが陸路なのか海路なのか、必ず

複数の自治体が関与することになりますので、

その自治体との調整は必要になってくるという

ふうに思っておりますし、市町村長と意見交換

をする中で、個々の市町村が判断するのは、住

民に対する説得を行う、また意見交換を行う中

でもなかなか難しい、県全体として方針を固め

るべきではないかというお話があったわけでご

ざいます。そういう意味において、県全体とし

てのコンセンサス、何とか協力できないかとい

うことを具体化するという意味でのコンセンサ

スを形成すべく、これまでもさまざまな取り組

みを行ってきた、それがまさに県の役割である

というふうに考えておりますし、これからも、

まだ国の要請は続いておりますし、それを引き

続きいろんな形で投げかけをする、それが県と

しての果たすべき役割であるというふうに考え

ておるところでございます。また、国ともいろ

んな連絡をとりながら、また、午前中も答弁を
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申し上げましたが、被災地の宮城県の知事とも

いろんな意見交換をし、情報入手をしながら、

それをまた市町村に伝えていく、それが大事だ

というふうに考えておるところでございます。

エコクリーンの話がございました。先日も宮

崎市の戸敷市長とも意見交換をさせていただき

ましたが、残念ながら、構成市町村では、今の

段階では受け入れに賛成のところはないという

ような状況でございますが、何とかその可能性

を探ることができないか、これからもしっかり

と働きかけを進めてまいりたいというふうに考

えております。もちろん瓦れきについては、そ

ういう真摯な議論を行っていくわけであります

が、それ以外の被災地・被災者支援というのも

全力で取り組んでまいりたい、そのように考え

ております。

○井上紀代子議員 今、知事がお答えになった

内容というのは、知事提案説明要旨の中で、

「県としましては、引き続き市町村との議論を

深めながら」というところの「県全体のコンセ

ンサスの形成に向けて取り組んでまいりたいと

考えております」というのが、まさに今の答弁

ということですか。

○知事（河野俊嗣君） それにもう少し説明を

加えたということで、基本的な姿勢について

は、その考え方のとおりでございます。

○井上紀代子議員 ちょっと端的な言い方をす

れば、受け入れについて賛成なんですか、反対

なんですか。知事としては、どうしたいと思っ

ておられるんですか。

○知事（河野俊嗣君） 反対とか受け入れをし

ないということは考えていないわけでありま

す。何とか協力できないかという思いでのこれ

までの議論なり検討ということでございます。

○井上紀代子議員 何か回りくどい答弁で、よ

くわからないんですが……。だから、市町村も

自分のところで決めて─私はちょっと口蹄疫

のときのことがほうふつとして、そこでつらさ

が出てくるわけですけれども。国が国が国がと

言っている間に、本来は、自分たちのところで

本当に受け入れるとするなら、安全基準も含め

てどういうものでなければならない、宮崎県と

してはこういう姿勢なんだということが何も一

切出てこないで、市町村が市町村が市町村が

と、市町村の方たちの判断だけで─だから、

市町村の方たちが判断するに足り得る県の立場

というのをはっきりとさせていただきたい、そ

う思うんです。そこをお答えいただきたいんで

す。

○知事（河野俊嗣君） 全く県としての考え方

を示していないということではありません。何

とか協力できないかという方向で検討しましょ

うということでございます。具体的にはという

ことを今、少しおっしゃいましたが、国が示し

た基準より、より厳しい県としての基準を設定

して、受け入れに向けた検討を行うことができ

るのか、そのような投げかけもしておるところ

でございますし、市町村が市町村がということ

で、判断を丸投げということではなしに、その

考え方を尊重したいということであります。し

かも、県全体としてのコンセンサスを得て進め

ていくことが、それぞれの市町村にとっても、

その物事なりの考え方、検討を進めやすいので

はないか、そのような考え方に基づいての丁寧

な議論を進めていきたいということでございま

す。

○井上紀代子議員 これで最後にさせていただ

きたいと思いますが、東京都のスキームを見て

みると、東京都の方たちは、受け入れのための

選別施設で働いている東京都の職員のために
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も、東京が雇用している方の健康のためにも、

そこには最大の放射線の被曝がないように、そ

れをやるわけですよね。そして、もし受け入れ

るとしても、受け入れるときは幾らじゃない

と、自分たちのところではこのレベルじゃない

と、絶対にだめですよということを明確にして

いるわけですよ。それでなければ、後は県と国

との話でしょうし、そういうことは一切ないと

思うんですよ、今の状況の中では。知事は一回

でもそういうところは見に行かれたんですか。

それでちょっと疑問もわくところなんですけれ

ども。現場で現実に動いているところ、現場を

見て、そして判断もされたのか、そこがちょっ

と私は疑問のわくところなんですよ。職員の方

は行かれて、現実にそこにおられて、その報告

も受けられて、部長クラスも行って、その報告

も受けられて、なおかつ知事はどういう─

今、被災地の皆さんに寄り添うとしたら、宮崎

県は何ができるというふうにお考えなんです

か。

○知事（河野俊嗣君） 私自身がそういう処理

の現場を見たところではございませんが、昨

年、現地に参りましたときに、瓦れきの状況と

いうのは見たところでございます。処理の状況

につきましては、これまでも答弁しましたとお

り、国が示した基準なり、それぞれの自治体が

示した基準を満たすような形で、安全の基準を

満たすような丁寧な作業が進められているとい

うところは改めて確認ができたところでござい

ます。ただ、問題は、その安全の基準というも

のが、住民の皆さんを初めとした安心になかな

か結びついていない。それから、今、市町村長

に呼びかけておりますのは、次の段階として必

要なのは、やはり当該施設周辺の住民の皆さん

との意見交換なり、そこの働きかけということ

でございますが、残念ながら、そこに至るまで

の安全性というものを確認できないというよう

なことが、今、市町村のスタンスであります。

これにつきましても、答弁を申し上げておりま

すが、低線量の被曝、放射線に対する安心とい

うものが、なかなか科学的に解明されていない

状況の中で、そういったリスクというものを

我々社会としてどう受けとめるかという議論が

大変重要になってくるというふうに思っており

ますので、引き続き、そういう意味での市町村

との意見交換も進めてまいりたいというふうに

思っておりますし、そういう次のプロセスに進

む努力というのを何とかこれからも取り組んで

まいりたい、そのように考えております。

○井上紀代子議員 やはり首長というのは、そ

れだけの力を、権限をお持ちなわけですから、

リーダーシップというのを今後も期待していき

たいと思う。決して県議会と知事との関係が、

そういう意味では瓦れきのようにならないよう

に期待をしたいと思っています。

それでは、次に移りたいと思います。５月に

大変貴重な時間をいただきました。プラチナ構

想ネットワーク会長、そして三菱総研理事長、

東京大学総長顧問であります小宮山宏さんの講

演を聞くことができました。「日本再創造～

「プラチナ社会」の実現を目指して」というも

のでした。内容は２つに分かれておりまして、

１つは、基本的な考え方として21世紀の代表的

な４つの視点、人工物の飽和、エネルギー転

換、化石資源から省エネ・新エネへ、それから

長寿化と少子化、再び人口に比例するＧＤＰへ

ということ、それから２つ目は、日本の戦略と

して日本再発見、ビジョンとしてのプラチナ社

会、エネルギー資源戦略、東北にプラチナ社会

をつくる、この非常に貴重な講演をいただいた
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ところです。それで、プラチナ構想ネットワー

クに宮崎県も入っていればいいのになというふ

うに思いましたが、残念ながら入っておりませ

んでした。それで、新エネルギーについてお尋

ねをいたしたいと思います。

日本のエネルギー自給率はわずか４％で、そ

こで注目されているのが、太陽光、風力、バイ

オマスなどの再生可能エネルギーです。震災に

伴う原発事故を機に、大規模で集中的な発電の

弱さが課題になりました。また、輸入に頼る化

石燃料の価格上昇が各産業の負担になっている

問題もあります。分散型・地産地消で無限にあ

るエネルギーの利用は、災害の備えとなり、国

の富の流出を防ぐ意味でも重要です。御存じの

とおり、昨年８月に成立した「電気事業者によ

る再生可能エネルギー電気の調達に関する特別

措置法」は、再生可能エネルギー源（太陽光、

風力、水力、地熱、バイオマス）によって発電

した電気を、一定の期間・価格で買い取ること

を電気事業者に義務づけるもので、７月１日か

らいよいよ制度がスタートします。再生可能エ

ネルギーは、エネルギー政策上、重要な位置づ

けを有する一方で、ほかのエネルギーに比べて

コストや安定性の面で課題が存在することも事

実です。再生可能エネルギーで発電された電気

を一定期間、固定価格で買い取ることを電気事

業者に義務づけることによって、コスト回収の

見通しを立てやすくし、より多くの人が設置し

やすくなる環境をつくるための制度が、固定価

格買取制度だというふうに私は思っています。

買い取り価格も期待できるとするなら、このま

ま進めば、民間参入も見通しが立ちそうです

し、再生可能エネルギーは、宮崎県の地域環境

によっては大変有利だというふうに思います。

それで、今回策定予定の新エネルギービジョン

と現ビジョンとの方向性の違いについて、まず

伺っておきたいと思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 現ビジョンに

おきましては、地球温暖化問題への対応や資源

循環型社会への対応等を基本的な方向性とし

て、新エネルギーの導入促進を図ってきたとこ

ろであります。そのような中、昨年発生した東

日本大震災を受けて、大規模災害時において地

域へ安定的に供給でき、また、環境に優しく安

心なエネルギー源として、新エネルギーへの関

心や期待が高まっております。現在、骨子を検

討している段階でございますけれども、このよ

うな状況の変化から、今回策定する新エネル

ギービジョンには、現ビジョンの基本的方向性

に加えまして、新エネルギーのさらなる導入促

進により、災害に強いエネルギーシステムの構

築を図っていくことを大きな柱として盛り込

み、策定を進めてまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 それでは、新エネルギービ

ジョンを策定するに当たって、県民、それから

事業者の意見を聞くことは大変重要だと思って

おりますが、どのような体制で策定するのか、

お伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 新エネルギー

ビジョンの策定に当たりましては、各分野の団

体や学識経験者等で構成する策定検討委員会に

おいて、専門的な立場から御意見をいただくと

ともに、市町村と意見交換を行いながら、県民

・事業者へのアンケートやパブリックコメント

を実施し、幅広く御意見をお伺いすることとし

ております。また、県議会に対しましても御報

告させていただきながら、今年度中の策定に向

けて作業を進めてまいりたいと考えておりま

す。
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○井上紀代子議員 それでは次に、住宅用の太

陽光発電の導入のことについてお伺いします。

導入を促進するということは大変重要なことだ

と思いますが、県は今後どのような取り組みを

されるのか、お伺いいたします。

そしてまた、同時にこれは県産材を利用する

と補助金がちょっと違うと、そういう大変おい

しいところもあるわけですが、これまでの実績

と、今年度の申し込み件数及び今後の目標につ

いて、重ねてお尋ねしておきたいと思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 住宅用太陽光

発電につきましては、国の補助制度に合わせま

して、平成21年度から補助や融資の制度を創設

し、その導入を促進してきたところでございま

す。その世帯普及率は、平成20年度の2.36％か

ら、平成23年度は4.34％に増加してきておりま

す。太陽光発電については、日照条件など、本

県の高いポテンシャルを活用した新エネルギー

の大きな柱であると考えておりますので、これ

までの事業の成果等を検証しながら、今後の取

り組みについて検討してまいりたいと考えてお

ります。

また、県産材の利用でございますけれども、

県産材の利用を促進するため、平成23年度から

県産材を構造材の80％以上使用した新築木造住

宅に太陽光発電システムを設置した場合、補助

の上限額を２万円増額しているところでござい

ます。その実績は、平成23年度の補助件数2,287

件のうち、6.4％に当たる147件となっておりま

す。また、本年６月７日現在の受け付け件数

は1,042件であり、そのうち補助対象が54件

で5.4％程度でございます。今年度は前年以上の

件数となるよう、一層のＰＲに努めてまいりた

いと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ県産材の利用を進める

ためにも、もっと宣伝をしていただけたらとい

うふうに思っています。

次に、固定価格買取制度の７月の施行によっ

て、本県でもメガソーラーの立地が進むと思わ

れますが、問題は、これは、ただ、どこでも

やっていただけばいいということではないの

で、九州電力さんの送配電網の接続とか、そう

いう点で、いろいろな意味での協議が必要に

なってくると思うんですけれども、懸念される

課題とその対応策について、県の考えをお聞か

せいただきたいと思います。

○総合政策部長（稲用博美君） メガソーラー

の立地に当たりましては、今お話にありました

ように、九州電力の送配電網への接続、このた

めの協議がまず必要であります。また、実際の

接続に当たりましては、高圧線の強化あるいは

電圧調整機器の導入等にかかります費用負担の

発生など、そういうさまざまな課題があるとこ

ろであります。このために、県では、九州経済

産業局や九州電力の御協力をいただきまして、

発電事業に関心のあります県内企業や市町村の

担当者等を対象にしまして、６月６日に説明会

を開催いたしました。７月から施行されます

「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の内

容あるいはメガソーラーの現状と課題、そして

九州電力との協議の進め方など、発電事業に取

り組む際に必要となる情報の提供を行ったとこ

ろであります。県といたしましては、今後も、

国の動き、取り組みを注視しながら、企業等へ

の周知を図っていきたいというふうに考えてお

ります。

○井上紀代子議員 そしてまた、ことしの夏を

迎えるには、今まで東京電力の福島の事故等を

踏まえて、私どもは電力に頼りながら生活して

きたというのは事実でして─とは言いつつ、
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例えば脱原発を言う方もいらっしゃいますし、

なぜ稼働させるのかと言う方もいらっしゃるわ

けですが、いろんな意味で、今まで電力に頼り

切っていた生活を改めていく、見直していく、

そして自分たちでできる、節電も含めてそうで

すけれども、電力に頼り切りの生活から、ある

程度自分たちの中でエコを考えつつ生活できる

ということをしていかなければいけないのでは

ないかというふうに思います。つまり、節電に

関して、家庭や職場、これまでの生活のあり方

を見直していくことが大事だというふうに思っ

ておりますが、それについて、どのように考

え、また啓蒙していかれるのか、お聞かせいた

だきたいと思います。

○総合政策部長（稲用博美君） 県民・事業者

の皆様には、これまでも省エネ、節電に取り組

んでいただいておりますが、特にこの夏、電力

不足が懸念されております。より一層の節電、

電力利用の見直しに御協力をいただく必要があ

るというふうに思っております。県といたしま

しては、県自体、一事業体として率先して節電

に取り組むとともに、県民や事業者の皆様に対

しまして、家庭や職場での具体的な節電事例を

明示した「節電メニュー」などを、県の広報媒

体やさまざまな機会を通じて発信してまいりた

いというふうに考えております。今、議員のほ

うからのお話にありました生活のあり方の見直

しということも、大切なことであるというふう

に思います。夏ですので、健康ということにつ

いては十分留意しながらも、便利さとか快適さ

ばかりを求めるというような生活スタイルを考

え直し、忘れがちな電気の大切さということを

実感するきっかけにもなるというふうに考えて

おります。

○井上紀代子議員 それから、もう一つ、小水

力発電事業の取り組み状況をお聞かせいただき

たいと思っていますが、農政のほうは午前中に

答弁を聞かせていただきましたので、企業局に

おける小水力発電の取り組み状況についてお尋

ねしておきたいと思います。

○企業局長（濵砂公一君） 企業局におきまし

ては、昨年の原発事故を受けたエネルギー情勢

の変化など、最近の再生可能エネルギー開発促

進の流れを追い風といたしまして、これまで

培ってきた企業局の技術やノウハウを生かせる

小水力発電に積極的に取り組んでいるところで

ございます。今後の新規開発の有望地点といた

しましては、治水ダムを新たに発電に利用する

観点から日南ダムを、また、河川維持放流水を

活用する観点からは、本年４月に既に運転開始

した祝子第二発電所がございますけれども、こ

れに引き続き、綾北ダムを次の候補地として考

えておりまして、現在、必要な調査や関係機関

との協議を進めているところでございます。ま

た、市町村等の計画する農業用水等を利用した

小水力発電につきましても、農政水産部と連携

して、流量観測あるいは可能性調査など、技術

面からの支援を行っているところでございま

す。私どもといたしましては、このような取り

組みを通じまして、県内の小水力発電の開発を

積極的に推進してまいりたいというふうに考え

ております。

○井上紀代子議員 大変おもしろい取り組みで

すし、これからも知恵を出しながらというか、

工夫しながらやっていただくことを期待したい

というふうに思います。

次に、記紀編さん1300年記念事業のことにつ

きましてお尋ねしたいと思います。まず、これ

は、私ども新みやざきは島根県にも行ってまい

りましたし、いろんな意味で記紀編さん1300年
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記念事業を、どうやったら県民の皆さんも参加

しつつ、楽しみながら、そこがまたある意味で

観光の大きな売りになり、そして農政にも波及

し、いろんなことに波及していけるか、行った

新みやざきのメンバーと図師議員と一緒になっ

ていろいろな議論をし、大盛り上がりで島根県

でいろんな勉強もさせていただきました。最初

３人ぐらいで出発した島根県の取り組みも、今

や60人体制でやっておられるということで、私

どもとはまだまだ差があるのだなということを

実感した次第です。ただ、私は、この記念事業

を「ふるさと再発見」─改めてこの宮崎とい

うところを宮崎県民の皆さんに知っていただい

て、そして改めて好きになってもらって愛して

もらって、そこから何かが発信できるとした

ら、もっともっと宮崎の強さというか潜在力と

いうのは発揮できるのではないかというふうに

大変期待もしています。だからこそ、動かし

方、つくり方というのを、ぜひ私は期待したい

と思います。初日の私ども新みやざきの代表の

西村議員にお答えになった内容を聞いておりま

して、そんなふうに知事は考えておられたんだ

なということを、改めてしっかりと受けとめさ

せていただきましたので、そこをどのように今

後つくっていかれるのか、お伺いしておきたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、古事

記編さん1300年という機会をとらえて、改めて

宮崎の歴史的・文化的な資源、宝というものを

見詰め直す、まさに「ディスカバー宮崎」とい

う表現もしておったりするわけでありますが、

今、御指摘がありましたように、再発見の機会

とすべき大変重要な時期であろうというふうに

考えております。県民の皆さんと話をしても、

また県出身で県外で活躍しておられる方も、古

事記というものと我々が日ごろ親しんでいるい

ろんなものが、そんなに結びついていたのかと

いうことを知らなかったという声が大変多く聞

かれるところでございます。したがいまして、

数々のイベントなり講演会なり研修会なり、そ

ういうものを通して、まずは県民の理解促進を

図っていきたいという、結構地道かもしれませ

んが、実はこの足元を固めるということが大変

重要であろうかと考えております。そういう中

で、一方では外に向けて発信していく、これも

大変重要でございますので、秋に向けて、さま

ざまな核となるイベントも今検討しておるとこ

ろでございます。そういう推進体制としまし

て、先日─県だけでこれはやる話ではありま

せん。市町村、それから経済団体と一緒になり

ながら、記紀編さん1300年記念事業の推進協議

会の体制も整えたところでございまして、今そ

れぞれの市町村での、例えば日向であればお船

出のことをアピールしていこうというような取

り組みが、それぞれ進みつつあるところでござ

います。そういったところを、どんどんその輪

を広げていって、県全体の盛り上がりにしてい

き、また、長いスパンでとらえて、地に足をつ

けた取り組みというものを進めてまいりたい、

そのように考えています。

○井上紀代子議員 実は島根県に行ってみまし

た。島根県は「神話博しまね」を予定しておら

れるので、取り組みの仕方というのがまた

ちょっと違うんですね。それでありながらも、

先日の宮崎日日新聞によりますと、溝口善兵衛

知事は、まだまだ不十分だと、県民に対するあ

れがまだ自分たちは足りないと、だからこそ、

いろんなホテルの方だとかタクシーの運転手の

皆さんだとかに直接呼びかけて、その方たちの

力をかりているというふうにおっしゃっており
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ました。確かに、私どもは先に取り組んだわけ

じゃなくて、ちょっとのっかかっていくところ

もあるわけですが、古事記と関係の深い他県と

の連携─だから、まず最初に人を動かすとし

たら、そこから動かさざるを得ないところもあ

ると思うんですね。それと、九州圏の地域の皆

さんのお力をかりたいと思いますが、それはど

のような取り組みをされるんでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） まさにそういう関係の

島根なり奈良、縁が深いところでございます

が、そういう県との関係は決して競合する関係

ではありません。高天原から、出雲神話から、

日向神話から、そこをずっとつながっていく話

でありますので、島根にしても奈良にしても、

取り組みをすればするほど、日向神話というも

のも浮かび上がってくるし、それにのっかるよ

うな形で、我々としても努力をしなければいけ

ませんし、お互いがそういう連携の意識を高め

ていくことは、大変重要なことであろうかとい

うふうに考えております。先ほど申しました秋

口の核となるイベントでは、「古事記ゆかりの

ご当地グルメまつり」ということを、島根から

奈良から招いて、ひとつ盛り上げを図りたいと

いうふうに考えておりますし、「神話博しま

ね」では、例えば本県のブースを展示すると

か、共同で首都圏でシンポジウムを開催するな

ど、いろんなことを計画しておるところでござ

いまして、いろんなアイデアも、もっともっと

出せるというふうに考えておるところでござい

ます。また、九州の内部でという話がございま

した。これは九州観光推進機構と協働いたしま

して、東京、大阪、福岡などの大都市部におい

て、旅行会社向けのプロモーション活動を実施

したり、熊本、鹿児島、宮崎という南九州３県

が一体となった関西での誘客活動に取り組んで

いるところでございまして、引き続き、そうい

う連携・協働をキーワードとしながら盛り上げ

てまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 今回取り組まれた中で大変

おもしろいと思ったのが、神話巡りワンコイン

ツアーです。これは、バス業者の皆さんからも

お手伝いをいただかないといけませんし、旅館

・ホテル業の皆さんからもお手伝いをいただか

ないといけませんし、県民の皆さん全体が乗っ

ていただけるような、そういうのをやっていか

ないといけないと思うんですね。これまでの実

施状況というのをどんなふうに把握されている

か、また今後の展開というのをお伺いしたいと

思います。実は、私の毎回行っておりますミス

テリーツアーは、今回は副議長のいらっしゃる

えびのの方向、西の方向に行かせていただい

て、大型バス１台だったんですが、みんなで、

私もワンコインのチラシをまきまして、ぜひ一

回乗ってくださいと、そしてまた、私たちにそ

の意見を聞かせてくださいということをお願い

したばかりなんです。まだまだ実施されており

ませんが、今後の展開をお伺いしておきたいと

思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ワンコイ

ンツアーにつきましては、ことしは1300年とい

う節目の年でありますことから、古事記の舞台

である本県の神話の魅力を最大限に活用した誘

客を図るため、みやざき観光コンベンション協

会において、本年１月から土曜・日曜・祝日を

中心に、まず、宮崎・西都の神話ゆかりの地を

めぐるコースでスタートしております。さら

に、４月からは、新たに日向・高千穂を加えた

２コースで実施しておりますが、大手旅行会社

の旅行商品にも組み込まれ、毎回ほぼ満席の利

用状況にあり、また利用者へのアンケートを実
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施しているんですが、その調査結果からも、こ

の取り組みや神話についての説明をいただいて

いるボランティアガイドについて、高い評価を

受けているところであります。県といたしまし

ては、今後とも、より高い利用者の満足度が得

られるよう、アンケート結果等も踏まえ、新た

なコースの開拓や地元ガイドの養成などについ

て、観光コンベンション協会とも連携しながら

取り組んでまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひこのことについては、

今、一事業者ですけれども、ほかのバス事業者

の皆さんからのアイデアとかも入れていただい

て、いろんなことを、試験的にも含めてそうで

すけれども、やってみていただきたいというふ

うに思います。拡大をしていただけたらと思い

ます。

次は、青島の振興について、県の姿勢を伺い

たいと思います。これは私のテーマでもありま

すが、青島というところを本当にあのままほっ

ておいてはいけないと思うんですよ。記紀編さ

ん1300年の中でも、青島神社というのは大きな

また力も持っておりますので、ここについて県

の姿勢を知事にお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 青島に関しまして、最

近、ブルーアイランドリゾート社の旧橘ホテル

跡地の再開発断念という残念なニュースがあっ

たところでございます。期待をしておったとこ

ろでございますが、ただ、廃墟と化しておりま

した建物自体は撤去された、半歩前進ではない

かという思いのもとに、今後とも、今、御指摘

がありましたように、本県にとって非常に重要

な観光スポットでありますし、まさに古事記編

さん1300年ということしに当たり、一つの大き

な舞台であるというふうに考えております。１

月に裸まいりに参加させていただきましたけれ

ども、あれも寒いときにみそぎをするというだ

けでとらえるのではなしに、山幸彦が海神宮に

行って、それを帰るのを村人が着のみ着のまま

迎えに行ったんだ、それに由来するものだよと

いうふうに、古事記というフィルターを通して

見ると、もっともっとその魅力というものが増

してくる、そのように考えております。したが

いまして、ことしという機会をとらえて、もっ

ともっとその魅力をアピールすることが大事だ

というふうに思っておりますし、今、県が取り

組んでいるものとしましては、マリンスポーツ

を生かした「波旅」、恋や愛にちなんだスポッ

トをめぐる「恋旅」、それから季節の花を楽し

みながら観光地をめぐる「花旅」、こういった

ものがすべて青島には重なる部分があるところ

でありまして、まさに本県における一つの重要

な観光スポットであるというふうに考えておる

ところでございます。宮崎市において、平成20

年に策定された「青島地域活性化基本計画」に

基づいて、さまざまな取り組みが進められてお

るということでございますが、県としても積極

的に協力しながら、県全体としても、そういう

大変重要な位置づけである青島の振興にも取り

組んでまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ一層の取り組みを要望

しておきたいと思います。

次に、県立病院についてお尋ねをしたいと思

います。

県立病院は、災害拠点病院として、宮崎県内

ありとあらゆることが非常に期待をされている

わけですけれども、災害拠点病院としての機能

強化をどのように図っていかれるおつもりなの

か、病院局長にお尋ねしておきたいと思いま

す。

○病院局長（渡邊亮一君） さきの東日本大震
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災では、災害医療の拠点となるべき病院自体が

壊滅的な被害を受けまして、その後の医療・救

護活動に大きな支障を来したところもございま

した。このような状況を踏まえまして、病院局

では、防災力向上の観点から、津波や水害等の

災害時における診療機能の維持のため、各県立

病院において非常用発電設備を高層階に増設す

る工事等を、今年度、約３億4,000万円かけて実

施することとしております。また、昨年度に

は、ＤＭＡＴを、県立宮崎病院、日南病院に次

いで県立延岡病院にも編成するとともに、災害

時の通信手段の確保を図るため、衛星電話の整

備を行ったところでございます。３つの県立病

院はいずれも災害拠点病院でございまして、中

でも、県立宮崎病院は基幹災害拠点病院に指定

されております。それぞれ海抜や海岸からの距

離等の立地条件も異なりますので、そのような

ことを念頭に置きながら、必要な診療機能の確

保、施設設備の充実に努めてまいりたいと考え

ております。

○井上紀代子議員 今、病院局長からの答弁が

ありましたとおり、この３つの病院は、海抜や

海岸からの距離等の立地条件というのが、本当

にこれで安全なのだろうかと思わせる部分が幾

つかあるわけです。特に私が住んでおります宮

崎市の県立宮崎病院は、大淀川の浸水地域に位

置しておりますが、診療機能確保のために、ど

のように今後対策を講じられるおつもりなの

か、ぜひ病院局長にお聞かせいただきたいと思

います。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立宮崎病院でご

ざいますが、標高６メーター、大淀川との距離

が約１キロという立地状況でございまして、平

成17年の台風14号災害を教訓に、平成21年度に

外部出入り口に浸水対策用の防水壁を設置する

など、その対策を講じてきたところでございま

す。また、先ほど答弁しましたように、今年

度、非常用発電設備を高層階に増設することと

しております。しかしながら、県立宮崎病院

は、宮崎大学医学部附属病院と並び、災害時に

は県全体の中核となる基幹災害拠点病院でござ

います。入院患者等の安全という視点はもちろ

んでございますが、先般の東日本大震災のよう

な想定外の災害の中でも、機能不全に陥ること

なく、救急患者の積極的な受け入れや地域の医

療機関への支援など、その力を発揮できるかど

うかは大きな課題でございます。災害の想定を

どこまで考えるかでその対応は異なると思いま

すが、基幹災害拠点病院としての機能の確保と

いう観点から、改めてそのあり方について、現

在検討を行っているところでございます。

○井上紀代子議員 ぜひこのあり方について

は、検討でいいのかどうかわかりませんが、検

討し研究も続けていただきたいと思います。そ

して、しっかりとした対策をとるべき内容だと

いうふうに思いますので、それは病院局長に要

請しておきたいと思いますし、知事にもその受

けとめをしていただきたいというふうに思って

おります。

それでは次に、就労支援について、ぜひ教育

長にお尋ねしたいと思います。

実はほかのもしようと思ったんですけれど

も、時間が余りありませんので、中学校の就職

支援については、また後でお聞かせいただきた

いと思います。

実は今、非常に心配しておりますのは、特別

支援学校において、生徒が地域の施設とかいろ

んな企業等で職場体験とか実習を行う際、学校

が事前に職場環境とか業務内容を把握すること

を、本当はしなければならないし、先生方も実
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際に見に行って、そこで自分は生徒たちに何を

伝え、そして生徒たちにどういうふうに言った

場合に、それが本当にこの子に向いているの

か、だれちゃんに向いているのかということと

かが本当になされているのか、ちょっと心配を

しています。それについては、今、教育委員会

ではどのように取り組まれているのかお聞かせ

いただきたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 今おっしゃったよう

な例が一例でもあるとすれば、早急に改善しな

ければならないと思いますが、特別支援学校に

おきましては、卒業後の具体的な進路を想定さ

せ、働くことの大切さや喜び、厳しさなどを体

験する機会として、職場体験や地域の企業等に

おける実習に取り組ませているところでありま

す。実習に当たりましては、進路指導主事等が

事前に受け入れ企業等を訪問し、障がいのある

生徒の実態を企業に十分理解していただくよう

努めるとともに、安全上の留意点や職場の決ま

り、作業工程や必要な技能など、職場環境や業

務内容についてしっかり把握し、生徒への事前

学習を行うなど、効果的な実習ができるよう配

慮しているところであります。また、学校での

作業学習と校外での実習との連携を深めるた

め、講師として企業の方を招聘し、作業学習の

あり方についても改善を図る取り組みを行って

いるところであります。今のようなお話もしっ

かりと踏まえまして、今後、学校が地域の企業

や関係機関と緊密に連携を図るように十分指導

していきたいと思います。

○井上紀代子議員 ぜひお願いしたいと思いま

す。就労支援をしていくときに、特別支援学校

の方たちというのは、普通の企業に行かれるの

とちょっと違うところがいっぱいあるわけです

ね。例えば喫茶業務につかれる場合は、お客様

がいらっしゃって席に座られるまで、「いらっ

しゃいませ」と言ってしっかりと立っておくと

いう、この立っているという時間を、子供たち

が十分受けとめることができるかどうかという

のは、それが一つ学校の訓練として大変必要な

内容になるわけですね。それからお水をお持ち

し、お客様にというふうにしなければいけない

わけなんですけれども、まず最初は、立ってお

客様が座られるまで待つということができなけ

ればいけないわけなんですよ。学校の先生方は

そういうところが余りよくわかっておられない

のか。だから、本当に何を求められているのか

ということをしっかりと先生方もつかんだ上

で、いろんな学校の中でする訓練等もやってい

ただければというふうに期待しておりますの

で、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

続いて、福祉保健部長にお尋ねしたいと思い

ますが、障害福祉サービス事業所の清掃業務と

かが大変今、例えばいろんな意味でここは注目

されています。それで、いろんな施設の方が一

つのところをめぐって、入札とかも含めてそう

ですけれども、たたき合いになっている部分も

あるわけですね。できましたら、そのこととい

うのは、そこに入っておられる皆さんの日当と

いうか賃金にはね返っていくわけですから、や

はりそこが安くなれば、皆さんが受け取られる

お金というのはどんどん少なくなっていくとい

うことになりますので、受注の拡大をどう図っ

ていくのかというのは、それを施設の皆さんや

そういう就労支援をされている皆さんのところ

にお任せするのではなく、ある意味、力を注ぐ

必要があるのではないかと思いますが、それに

ついては、部長、どのようなお考えをお持ちで

しょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） まず、官公需
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のほうの状況を申し上げたいと思います。県、

市町村等からの障害福祉サービス事業所へ発注

されます官公需の実績でございますけれども、

平成23年度の、清掃業務だけではなくて物品提

供も含めた受注総額が約7,300万円、そのうち清

掃業務など役務提供による受注額が5,300万円と

いうふうになっているところでございます。役

務の提供につきましては、22年度からいたしま

すと、22％伸びているという状況でございま

す。議員がおっしゃいました今後の受注拡大に

ついてでございますが、現在、新たな工賃向上

計画を策定しているところでございまして、新

たな視点といたしまして、ただいま申し上げま

したような市町村における従前の随意契約によ

る優先発注としての官公需の拡大、それから地

元商工団体との連携など、積極的な支援への取

り組みを盛り込むこととしておりまして、計画

策定後は、県、市町村及び関係機関が一体と

なって、事業所の受注拡大に取り組んでまいり

たいというふうに考えております。以上でござ

います。

○井上紀代子議員 それでは最後に、宮崎県の

農業振興について、農政水産部長にお尋ねをい

たします。

国では、我が国の食料・農業・農村政策の指

針となる「食料・農業・農村基本計画」の見直

しが行われて、戸別所得補償制度の導入を初め

とする農政の大転換が進められています。今後

は、戸別所得補償制度の本格的な導入、品質と

安全・安心といったニーズに対応した生産体制

への転換、６次産業化による活力ある農山魚村

の再生の３つの政策を基本に、「食」と「地

域」の早急な再生が図られようとしています。

６月議会直前に会派調査で農林水産省へ伺っ

て、「各地域の人と農地の問題解決に向けた施

策」、人・農地プラン、新規就農、農地集積に

ついて、意見交換をしてきました。今、私ども

は、口蹄疫からの再生と復興、そして高病原性

鳥インフルエンザの多発、新燃岳の火山活動か

ら宮崎県の農業が受けた被害を、どう再生・復

興していくかということが課題だと思うんです

ね。しかし、これはピンチはチャンスととらえ

て、農業政策にこれまで以上に選択と集中が求

められて、地方分権・規制緩和が推進され、地

方の役割が大きく変化したととらえるべきでは

ないかというふうに思っています。そこで、私

は、宮崎県の担い手の高齢化や減少が見込まれ

る中、農業農村を支える担い手として期待され

る新規参入者や女性農業者の将来像、その育成

対策について伺いたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県といたしま

しては、厳しい情勢の中でも本県農業を持続的

に発展させる観点から、平成32年には840の農業

法人と8,000戸の主業農業が農業生産の大宗を担

う姿を展望しております。一方、担い手の高齢

化は一層進行することが見込まれ、意欲ある若

い就農者や女性農業者の存在が、ますます重要

になってくると認識しております。新規就農者

につきましては、年間380人の目標を掲げており

ますが、非農家出身者の就農や農業法人への就

職を目指す方が増加傾向にあり、多様なルート

による就農が円滑に進むよう、本年度からス

タートいたします青年就農給付金事業等も活用

しつつ、研修から定着までのきめ細かで一貫し

た支援を強化してまいります。また、農業経営

のパートナーや６次産業化のキーパーソンとし

ても大きく期待されます女性農業者の育成につ

きましても、経営発展に意欲的な女性のネット

ワークづくりや研修会の開催等により、女性が

活躍しやすい環境づくりを進めてまいります。
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今後とも、農業生産の核となる農業法人や認定

農業者の育成を進める中で、新規就農者や女性

農業者など、バランスのとれた多様な担い手を

確保することで、農業の新たな成長産業化をさ

らに加速してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 山形ガールズ農業とか東京

渋谷のガールズ、こういうのをイメージして、

ぜひ頑張っていただきたいと思います。

次に、儲かる農業を実現するための今後の農

業の方向性と、それをどのように進めようとさ

れているのかお伺いしておきます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業を取り巻

く情勢は、長引く農産物の価格低迷、また燃油

・飼料価格の高騰に加えまして、国際競争の激

しさも増し、大変厳しい状況にございますが、

儲かる農業実現のためには、既成概念にとらわ

れない大胆な変革が必要であると考えておりま

す。昨年度策定いたしました第七次長期計画に

おいては、本県農業を雇用と付加価値を創出し

続ける新たな成長産業とするという観点から、

農地などの経営資源の担い手への継承、またフ

ル活用、他産業との連携や６次産業化による農

産物の高付加価値化、さらには、東アジアを

ターゲットとした農産物の輸出拡大などを重点

的な課題として挙げております。これらの課題

に対応した具体的な施策としては、今年度は、

人・農地プランの策定による担い手の明確化と

農地集積の促進、６次産業化のワンストップ窓

口の設置や経営の多角化に向けた施設整備の促

進、生産者が輸出メリットを実感できるような

宮崎からの新たな輸出ルートづくりなどに取り

組んでおりますが、今後とも、関係機関の協力

も得ながら、さらに取り組みを加速させ、儲か

る農業の実現に向けて全力を尽くしてまいりた

いと考えております。

○井上紀代子議員 24年度の新規予算の説明を

受けたときに、最高に楽しかったのは、この農

政の説明でした。今議会で知事から、岩戸開き

の年にしたいというお話を聞かせていただきま

した。私は今回、災害廃棄物の処理の問題とか

防災、古事記編さん1300年の取り組み、新エネ

ルギー対策、それから農業による雇用の拡大を

展望できる農業の構造改革等々、政策的に創意

工夫、熱意があれば、そしてそれが何よりも県

民総力戦で取り組むことができれば、これは非

常に宮崎にとってみれば、課題としては大きく

もあるけれども、楽しみなものだというふうに

思っています。ことしの年初めに、青島の裸ま

いりで、知事が本当によろいもなく飾りもなく

裸で立っておられたその姿が、県民のリーダー

たるタヂカラオノミコト、岩戸を開いたタヂカ

ラオノミコトのごとくあるべきだというふうに

思いますし、そうあっていただきたい。そのこ

とを希望いたしまして、私の質問を終わらせて

いただきたいと思います。ありがとうございま

した。（拍手）

○外山三博議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時６分散会


