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午前 10時０分開議
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1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）
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6番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

7番 内 村 仁 子 （ 同 ）

8番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

15番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

16番 太 田 清 海 （ 同 ）

17番 田 口 雄 二 （新みやざき）

18番 西 村 賢 （ 同 ）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 横 田 照 夫 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

25番 押 川 修一郎 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 外 山 衛 （ 同 ）

34番 中 野 廣 明 （ 同 ）

35番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 中 野 一 則 （ 同 ）
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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、内

村仁子議員。

○内村仁子議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。まず、質問に入ります前に、長年、

本県の教育振興に御尽力いただきました元教育

長の児玉郁夫先生が御逝去されました。私の夫

の恩師でもあります。今までの御功績に対しま

して、心から御冥福をお祈り申し上げたいと思

います。

本日は雨の中、傍聴に、私の友達、そして今

度の一般質問での関係の方がおいでいただいて

おります。いつもありがとうございます。それ

では、質問に入らせていただきます。今議会で

も、私の定番、女性の立場から生活に密着した

小さな声を届けるために、多くの質問をしてま

いります。私たち全国の自民党女性議員は、こ

とし４月に東京での政策研修会後、福島県いわ

き市に行き、震災１年後の姿を目の当たりにし

てきました。東日本大震災から13カ月経過して

も、復興の兆しは見えず、仮設住宅での不自由

な生活をしておられます。瓦れきの山は減ら

ず、地域ぐるみの被災の惨状を再度肌で感じて

まいりました。跡形もなく流された家屋のコン

クリートの基礎部分だけが残り、遺族の方で

しょうか、花を手向けておられました。その痛

ましい家屋の基礎のすき間からは、白いニラバ

ナがひっそりと咲いていました。日本のたくま

しさ、強さを感じ、いつかきっとこの地に人の

声が返ってくることを確信いたしました。案内

してくださった福島県議の方が全国からの支援

に礼を言われ、「もうカンパによる支援は終わ

りました。これからは被災した地域の物産を

買って支援をしてほしい」と雇用につながるこ

とを語られました。谷垣自民党総裁も来られ、

私たちは、福島県の多くの方と交流を重ね、み

んなで東北の物産を買って帰りました。瓦れき

処理の進まない現状、気の毒な状態は１年たっ

ても変わっていません。平穏に暮らせる地域に

住めることを感謝しながら、通告に従い質問し

てまいります。

まず、知事にお尋ねします。１点目に、知事

は、九州広域行政機構について、どのような思

いのもと、九州知事会でどのような発言をされ

たのかお尋ねします。この会議は非公開のため

に、記者発表された記事だけでしかわかりませ

んので、お尋ねいたします。

２点目に、現在検討されています九州広域行

政機構について、私たちが一番心配しているの

が九州整備局の廃止についてであり、知事は、

九州で一番おくれ取り残されている宮崎県の社

会基盤、特に道路事情を踏まえ、どのように考

えておられるのかお尋ねします。

３点目に、先日の定例記者会見で、ＷＢＣ野

球のキャンプ誘致を進めたいとの発言がありま

した。前回のキャンプでは、24万人が訪れるな

ど、大きな経済効果があったとのことです。プ

ロ野球のトップ選手のプレーは、多くの県民に

夢と希望を与えてくれるものです。ぜひ頑張っ

てほしいと思います。そこでまず、「スポーツ

ランドみやざき」について、知事はどのような

見解を持っておられるか質問いたします。

関連しまして、県有のスポーツ施設が宮崎市

に集中していることについて、知事の考えをお
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尋ねします。

先般、私たち都城北諸県選出の県会議員と体

育協会会長、陸上連盟の関係者と、知事へ公認

陸上競技場の設置、体育施設の建設をお願いに

行きました。都城には、県のスポーツ施設が全

然ありません。さらに、県有施設等が宮崎市に

集中しており、もっと県土の均衡ある発展に留

意するべきと思いますが、知事の見解をお尋ね

します。

次に、教育行政について、教育長にお尋ねし

ます。

ことしの４月、教育長に就任された飛田教育

長には、就任早々、県内公立学校教師の不祥事

が次々と起こっており、これまで熱心に本県教

育事業に取り組まれ、多くの学校現場からも期

待と喜びの声が聞かれました。13日の西村議員

の質問でもこの不祥事は出されました。一部の

関係者によって、教職への信頼が揺らいでくる

ことを心配し、教育長には気の毒で仕方があり

ません。以前は、教職は「聖職」とまで言われ

ていました。教育長のこれからの教育に対する

思い、今後のスタンスについてお尋ねします。

以上で壇上からの質問は終わり、後は質問者

席から質問してまいります。（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、九州広域行政機構についてでありま

す。少し経緯をお話しさせていただきますと、

私どもは、長年にわたりまして地方分権という

ものを求めてまいりました。地域に身近なこと

は我々地方自治体に任せてほしいと取り組んで

まいりましたが、なかなか進まない難しい状況

があったわけでございます。政権交代が起こり

まして、政権与党におかれましては、地域主権

改革を打ち出されたわけでございます。地域主

権改革という言葉の是非についてはともかく

も、地方分権というものを、御記憶かと思いま

すが、一丁目一番地と打ち出されたわけでござ

います。ただ、それがなかなか具体的に進まな

い、何とか進めてほしいという思いの中で、政

権与党がマニフェストにも掲げておられました

「出先機関の原則廃止」というものを、政府に

おいては、平成22年６月に閣議決定されたわけ

でございます。

出先機関のあり方につきましては、二重行政

の問題、ガバナンスの問題について、我々も強

い問題意識を持って議論しておったところでご

ざいますが、出先機関の原則廃止、それは分権

を大きく進めるものではないかという期待を

し、これを待ったわけでございますが、これも

なかなか形にならない。したがいまして、九州

地方知事会におきましては、これを何とか進め

ていきたいという思いのもとに、平成22年10月

に九州広域行政機構という提案をさせていただ

いた。これは、国の出先機関の事務、権限、人

員、財源等を丸ごと受け入れる組織ということ

で提案させていただいたわけでございます。

その後、総理の命を受けた内閣府というもの

が、我々の提案、それから関西広域連合での提

案というものを踏まえて、国の素案をつくって

まいりました。それと、各省がずっと議論を

行ってきたわけですが、これもなかなか各省の

抵抗に遭って前に進まない。結局、全面丸ごと

すべての機関の移譲というのは難しいのではな

いか、３つに絞るべきではないかというような

議論の中で、今現在、話題となっております３

つの省に絞られることとなった。また、そのほ

か、手挙げ方式になるとか、今の法案が形にな

るまでは、さまざまな議論、紆余曲折がござい

ました。そして決定的だったのが、昨年の東日
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本大震災の発生であったというふうに考えてお

ります。

あのような大震災があったときに、国全体の

ガバナンスというものが、出先機関が廃止され

ていいんだろうかと、大丈夫だろうかというよ

うな心配が出てきたところでございます。た

だ、今そういう状況の中での議論に至っている

わけでございますが、一番心配するのは、いろ

んな問題がある今の原案、それについて、しっ

かりとした丁寧な議論を進めていく必要はござ

いますが、今ここで地方が、その改革はだめな

んじゃないかということを言うと、地方のせい

にされるわけですね、地方分権が進まなかった

理由が。地方が反対したから分権改革も進まな

かったじゃないかと。そういうふうになるのが

大変心配で、今後の問題にも影響するのではな

いかという思いのもとに、今、参画しておると

ころでございます。

したがいまして、地方分権を進める、出先機

関を原則全部廃止するんだという大義のもと

に、そこに賛同する思いで議論に参画しておる

ところでございます。ただ、先ほど申しました

ように、大震災の後、特に全体のガバナンス、

そして本県におきましては、社会資本整備がお

くれている状況の中で、御指摘がございました

が、地方整備局の廃止ということについて、心

配の声が上がっている。また、県議会との意見

交換、市町村との意見交換も十分じゃないので

はないかという御指摘も踏まえて、拙速に進め

るべきではないということを、九州地方知事会

でも申し上げておるところでございますし、制

度設計におきましては、住民サービスの維持・

向上が図られるべきこと、そして財源というも

のがしっかり確保されるべきこと、また、本県

のように社会資本整備等のおくれている地域の

実情を踏まえた政策決定というものが担保され

なければならないこと、そのような形をつくっ

ていかなくてはならないこと、そのような意見

を申し上げているところでございます。

次に、地方整備局の廃止についてでございま

す。御指摘のとおり、本県では、社会資本整備

のさらなるおくれへの懸念などから、地方整備

局の廃止・地方移管に、慎重、反対の声が強い

状況にございます。知事として、そういう声を

しっかり受けとめておるところでございます

し、口蹄疫、さらに新燃岳の噴火の災害に際

し、大変お世話になっているという思いがござ

います。ただ、地方整備局の廃止だけを求める

分権改革を行っているわけではございません

で、今申し上げましたような経緯の中から、３

つの省、経済産業局、地方整備局、地方環境事

務所ということで議論が進んできたわけでござ

います。大事なことは、しっかり丁寧な議論を

進めていく中で、既に生じている地域間格差の

是正、九州の均衡ある発展に資する政策決定を

行うということ、そういった制度設計の具体化

に向けて確実に担保されるよう、引き続き、強

く主張してまいりたいというふうに考えておる

ところでございます。

次に、「スポーツランドみやざき」について

であります。「スポーツランドみやざき」は、

本県の恵まれた気候や充実した競技施設等を生

かして、行政と民間が連携・協力しまして、ス

ポーツイベントやキャンプ・合宿の本県への誘

致や受け入れ等に取り組んでいるものでござい

ます。これまでの取り組みにより、年々受け入

れ数が増加いたしまして、昨年度は、県外から

プロ、アマチュアを含め1,115団体を受け入れ、

延べ参加人数は過去最高の16万6,000人となった

ところであります。中でも、ことしの春のキャ
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ンプは、プロ野球が５球団、またＪリーグは過

去最高の23チームにキャンプを実施していただ

いたわけでございます。多くの観客の皆様、ま

たマスコミ関係者が来県したことによりまし

て、約80億円の経済効果と約66億円のＰＲ効果

を上げるなど、本県経済の活性化や情報発信等

に大きな成果をもたらしており、「スポーツラ

ンドみやざき」は、本県観光の大きな柱の一つ

となっているものと考えております。また、一

流選手のプレーを間近に見ることができる、ま

た、キャンプの間に直接指導を受ける機会があ

ることなどに加え、さまざまな形で県民がスポ

ーツを楽しめる環境があることは、競技力の向

上や健康増進にも大きく寄与しているものと考

えております。県としましては、引き続き、市

町村や関係団体と連携を図りながら、「スポー

ツランドみやざき」のさらなる展開に向けて取

り組んでまいりたいと考えております。

次に、県有のスポーツ施設についてでありま

す。県有のスポーツ施設は、昭和54年の宮崎国

体の前に、宮崎市の県総合運動公園に整備した

ものがほとんどでありますが、県レベルの各種

大会や全国レベル・国際レベルの競技場とし

て、利用者の利便性や施設が集中していること

のメリット等を考慮しまして、その後も県総合

運動公園を中心に整備をしてまいりました。な

お、多くの施設が30年以上を経過し、老朽化し

ているところでございます。厳しい財政状況の

中、新たな施設の整備というのは大変難しい状

況にございますので、既存のスポーツ施設につ

きまして、計画的に定期的な改修や維持補修を

行っているところでございます。

最後に、県土の均衡ある発展についての考え

方でございます。今後、少子高齢化が一層進展

し、本格的な人口減少社会を迎えようとする中

で、本県の均衡ある維持発展を図っていくため

には、県内の各地域が、その特性を生かした、

地域に根差した産業づくりや地域間連携を進め

ていき、ひいては、持続可能な地域づくりにつ

なげていくことが大変重要であると考えており

ます。このようなことから、県におきまして

は、本県産業の基盤となります高速道路や港湾

等について整備を進め、県内全体への波及効果

を図るとともに、県内各地域におきまして、フ

ードビジネスなどの本県の強みを生かした産業

の育成、あるいは広い意味での地産地消や「ス

ポーツランドみやざき」の推進、さらには、市

町村間連携支援交付金等を活用した活力ある地

域づくりへの支援を行うなど、さまざまな分野

を通じて地域の活性化を図っているところであ

ります。厳しい財政状況下において、新たな県

有施設等の整備は大変難しい状況でございます

が、今後とも、市町村と一層連携を強めまし

て、各地域における拠点となる都市の機能確保

でありますとか地域間の連携による機能の分担

などを進め、将来にわたって県全体として自立

し、活力のある地域というものを構築してまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

本県におけるこれからの教育行政についてで

ございます。私が教育行政の推進に当たって大

切にしたいと考えている基本的な姿勢を２点申

し述べさせていただきます。まず１点は、「継

承すべきことは大切にしながらも、創造的な宮

崎の教育」を推進したいということでありま

す。これまでの本県教育のよさや教育における

不易の部分を大切にしながら、社会の急激な変

化に柔軟に対応し、工夫を重ね、先人が額に汗
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し築かれた宮崎の教育のよさを発展させ、一層

輝かせる創造的でクリエーティブな取り組みを

推進したいと思っております。２点目は、子供

たちにとって、よりよい教育環境を提供したい

ということであります。私は、子供たちに直接

かかわる教職員こそ、子供たちにとって最大の

教育環境であると思っております。人は皆、

「人格の完成」を目指し、道を求め続ける存在

であると思います。私もすべての教職員も、人

として皆同じく道半ばであり、不完全であるこ

とを忘れることなく、ひたぶる心を持ち、より

高きを求めて、実直に取り組んでいくことが大

変重要であると思います。教育は祈りであり、

このような思いで教職員の資質向上に全力で取

り組んでまいります。このような姿勢を持っ

て、将来を担う子供たちが、宮崎や我が国の未

来を切り開いていく力強い存在となることを

願って、「ときめき」があり、「感動」があ

り、「いのち輝く」宮崎の教育の推進に全力で

取り組んでいきたいと考えております。以上で

ございます。〔降壇〕

○内村仁子議員 教育長には、就任早々登壇い

ただきまして、ありがとうございました。

続きまして、福祉保健部長にお尋ねいたしま

す。まず、本県におけるがん対策事業につい

て、前回の医療対策特別委員会では、「宮崎県

がん対策推進条例」の制定について調査協議を

重ね、この３月24日に条例を策定いたしまし

た。現在、３人に１人ががんに罹患し、死亡の

原因は、２人に１人ががんであると言われてお

ります。私は、５月に東京で開催されました

「がん政策サミット2012春」に研修に行ってま

いりました。年２回開催されているとのこと

で、初日は、全国から国会議員のがん対策議員

連盟の先生方、がん患者の方66名、行政から37

名、議員27名、医師15名、それに家族会の皆さ

んが出席し、２日間、みっちり勉強させてもら

いました。本県のその後のがん対策の取り組み

についてお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） がん対策につ

きましては、「宮崎県がん対策推進条例」及び

「宮崎県がん対策推進計画」に基づきまして、

総合的な対策の推進を図っているところでござ

います。まず、がんの予防及び早期発見につき

ましては、受動喫煙防止対策の推進のほか、市

町村や企業と連携いたしました、がん検診受診

率向上のための啓発事業等に取り組んでいると

ころでございます。また、がん患者が適切なが

ん医療を受けることができるよう、がん診療連

携拠点病院等の機能強化を図りますとともに、

がん医療に携わる専門的な知識・技能を有する

医療従事者の育成や、がん患者・家族に対する

相談支援体制の構築を図っております。さら

に、がん患者の身体的・精神的な苦痛の緩和な

どを目的といたします緩和ケアの推進を図ると

ともに、がん患者が在宅での療養を選択できる

よう、医療機関を初めとする関係者の連携協力

体制の強化に努めているところでございます。

なお、本年度から、がん患者のがんの罹患、生

存その他の状況を把握・分析するための「地域

がん登録」の開始に向け、準備を行っていると

ころでございます。今後とも、今般、制定され

ましたがん対策推進条例及び計画に基づきまし

て、がん対策を積極的に推進してまいりたいと

考えております。

○内村仁子議員 続いてお尋ねしますが、国の

「がん対策推進基本計画」がことし変更されま

す。このことから、「宮崎県がん対策推進計

画」の改定について、どのように進めていかれ

るのかお尋ねします。
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○福祉保健部長（土持正弘君） 「宮崎県がん

対策推進計画」の改定につきましては、国の

「がん対策推進基本計画」を基本といたしまし

て、「宮崎県がん対策推進条例」の趣旨を踏ま

えて策定していきたいというふうに考えており

ます。また、その際に、医療関係団体やがん拠

点病院、検診機関、がん患者など、各方面から

の幅広い意見を集約するために、これら関係団

体等から構成される「宮崎県がん対策推進協議

会」を開催いたしまして、計画の見直しについ

て協議していただく予定にしておるところでご

ざいます。さらに、計画案につきましては、パ

ブリックコメントも実施いたしまして、県民の

皆様方からの御意見を反映していきたいという

ふうに考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。私は

今回、がんサミットに参加しました。これに

は、特別委員会で条例をつくるときに、がん患

者の方からこのサミットがあるということを

伺って、一緒に参加させていただきました。今

まで県の方にも参加してほしいという呼びかけ

はあったみたいですが、それがなかなか実行せ

ず、今回のがんサミットには、県職員の方が１

人参加していただきました。他県では、秋田県

がん対策室長、東京都医療政策課がん対策係

長、神奈川県がん対策課長と副主幹、滋賀県健

康長寿課がん対策担当、京都府がん対策担当、

佐賀県がん対策推進担当係長などが参加されて

おります。一緒に参加された宮崎県のがん患者

の方は、自己紹介の中で、「今回のサミットに

は、宮崎県から初めて職員の方が参加してくだ

さり、県会議員にも参加してもらいました。私

が一番喜んでいます」とあいさつされました。

職員の方の参加がこんなにも喜ばれるのであれ

ば、これから、こういう病気に対しまして寄り

添う県政として、本県でもがん対策に特化した

課、係の設置が必要ではないかと思いますが、

部長の見解を求めます。

○福祉保健部長（土持正弘君） がん対策を所

管しております健康増進課の組織につきまして

は、平成23年度の組織改正で、それまで「生涯

健康担当」がございましたが、これをがん対策

などの健康増進分野を担う「健康づくり担当」

と「母子・歯科保健担当」の２つに再編いたし

まして、体制の強化を図ったところでございま

す。議員御指摘のとおり、がんは県民の生命と

健康にとりまして大変重要な問題でありますの

で、今後とも、がん対策の一層の充実強化に努

めてまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 これから前向きにがんに対処

していっていただきたいと思っております。

次に、児童虐待について入らせていただきま

す。先日、えびの市内で、４カ月の乳児が死亡

する痛ましい事件が発生しましたが、児童虐待

につきましては、とうとい命を奪うほか、児童

の心身の成長や人格形成に重大な影響を与える

ものであることから、その取り組みは大変重要

であると考えております。そこで、児童の命の

大切さや児童虐待について質問してまいりま

す。先日、西村議員からも質問がなされまし

た。重ならない部分を質問してまいります。児

童虐待の要因が何なのかお尋ねしたいと思いま

す。よろしくお願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいまお話

がございましたとおり、児童相談所における児

童虐待に関する相談対応件数等が増大しており

まして、昨年度も400件を超える状況となってい

るところでございます。これは、これまでの虐

待防止の取り組みなどによりまして、ある程

度、県民の皆さんの認識が深まりまして、市町
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村や児童相談所等への通告につながるように

なってきたものと考えているところでございま

す。その児童虐待につきましては、経済的な事

情や虐待者の心身の状況、養育に関する悩みな

ど、家庭が抱えますさまざまな問題が、その発

生の要因になっているものと考えているところ

でございます。

○内村仁子議員 今、いろいろな要因が重なっ

ているということでの答弁をいただきました。

確かに今、核家族により、いろんな要因がある

と考えられますが、子育ては、地域ぐるみ、そ

してみんなで子育てをしていくものと私どもは

思っております。児童虐待については、その中

の要因の一つとして、まず、親が育っていない

のではないか。私たちの親、自分たちの年代で

はとても考えられないような事件が起こってい

ます。我が子を死に至らせるまでの暴力など、

今までは考えられないような事態が起こってお

りますが、保育所、幼稚園における親への教育

の取り組みが必要ではないかと思っておりま

す。「親が育てば子も育つ」という本さえも出

ております。このことについて、部長の見解を

お尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 議員御指摘の

とおり、生きることの喜びや命を大切にする心

の育成、これは子供たちだけでなく、親にとり

ましても大変重要なことでございます。このた

め、広く県民に向けた児童虐待防止の啓発活動

のほか、保育所・幼稚園等におきまして、ふだ

んから子供の親と接する機会が多い保育士等を

対象といたしましたペアレントトレーナー研修

や児童虐待防止に関する研修などに取り組んで

いるところであります。今後とも、児童虐待防

止に向けた各種取り組みの充実に努めてまいり

たいというふうに考えております。

○内村仁子議員 大阪市では、保護者の子育て

学習を支援する目的で、保育園、幼稚園で保護

者を対象にした一日保育士体験などを義務化す

るという家庭教育支援条例案を市議会に提出す

る方針が決められ、まだ提出時期は未定だとい

うことですが、子育てする保護者自身への教育

が必要だと検討されています。ぜひこの親教育

についての検討をお願いしたいと思いますが、

部長の見解をお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 全く私のほう

の不見識で、その大阪市の条例の情報というも

のを、ただいま初めてお聞きしたところでござ

います。早速その条例策定までの経緯とか、そ

の条例の中身等も取り寄せまして、私どものほ

うでも十分検討させていただきたいというふう

に思っております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。ぜひ

このことは、これからもいろんなところで取り

組みを研究しながら、児童虐待につながらない

多くのものがあると思いますので、検討をよろ

しくお願いしたいと思います。

次に、児童虐待について、もう一問させてい

ただきますが、児童虐待を阻止するために、児

童虐待早期発見のためにも、歯科医師との連携

について伺います。これは、既に愛知県で実施

されており、多量な歯垢や虫歯など、治療が必

要な口腔状態にもかかわらず、親が放置してい

たり、無理な食事を与えるためにできた口内の

傷がわかるということで、歯科医との連携を強

めておられます。これから宮崎県でも、ぜひ歯

科医との連携、歯科医師会との連携も必要と思

います。虐待の兆候を見逃さず発見できる、こ

れはネグレクトに関する虐待が多いと思います

が、こういう歯科医との連携はできないか、答

弁をお願いいたします。
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○福祉保健部長（土持正弘君） 児童虐待の早

期発見は、虐待の深刻化を防止する観点から大

変重要でございます。医師、歯科医師を初めと

する医療関係者につきましては、検診等を通じ

て虐待の兆候を発見する機会があり、早期発見

に有効で、連携を図ってまいりますことは大切

なことであると考えております。このため、お

話にありました歯科医師との連携につきまして

は、県の要保護児童対策地域協議会において、

社団法人宮崎県歯科医師会に構成員として参加

していただきまして、情報提供、意見交換等を

行っているところでございます。今後とも、児

童虐待の早期発見、早期対応のため、そういっ

た関係機関との連携に努めてまいりたいという

ふうに考えております。

○内村仁子議員 児童虐待はあってはならない

こと、少子高齢化でありながら、せっかく生み

育てる子供の命を損なう、そして、これから一

生を抱えているこの虐待について、これからの

取り組みをぜひお願いしたいと思います。ま

た、がんにつきましても、家族会、そして今の

国の基本計画の改定については、多くのがん登

録についてなど、これから国会議員の方も取り

組んでいきたいということを言われましたの

で、この改定案を見て、これから取り組んでい

ただきたいと思います。

次に、ドクターヘリについてお尋ねします。

４月よりスタートのドクターヘリが、いろいろ

とニュースでもテレビでも放映されておりま

す。現在までの出動状況、そしてその内容につ

いてお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

の出動状況でございます。４月18日の運航開始

から６月13日まででございますが、その57日間

で56件の出動となっております。その内訳につ

きましては、交通事故等の現場出動が28件、病

院間の転院搬送が28件となっております。これ

を要請消防機関別で見ますと、多い順から日向

市が10件、延岡市が８件、都城市と西諸が各６

件、日南市と西都市、東児湯が各５件、宮崎市

が４件であります。また、非常備消防地区で

は、高千穂町に３件、諸塚村と椎葉村に各１件

出動しております。このほか、宮崎大学の患者

を福岡市内の病院に搬送したケースが２件ござ

います。なお、夜間・早朝の時間外や天候不良

等によりまして出動できなかったケースが13件

でございます。以上でございます。

○内村仁子議員 ありがとうございます。私た

ち厚生常任委員会では、せんだって、宮崎大学

病院のドクターヘリについての調査研修に行っ

てきました。ちょうど日向からの患者輸送でヘ

リが帰ってくるところでした。医療スタッフと

ヘリのドクターとの無線による治療連携など、

リアルな緊迫した状態に立ち会わせていただき

ました。そのときの先生の言葉、「助かる命を

助けたい」、これがドクターヘリに携わられる

スタッフの方の意気込みだと感じました。話を

伺いますと、医療スタッフの確保、そして無線

の届かない地域があって苦慮しているというこ

とも言われました。今、県北の山間地での命が

助かっていると私は信じております。そして、

このヘリがおりてくるときには、もう次のス

タッフの方が待機して待っていらっしゃいまし

た。そして、すごくスムーズに大学病院の中へ

の輸送がなされました。この重症の日向の患者

さんは、安心して治療が受けられ、助かると私

たちは確信しました。大体入院期間が２週間

で、ほかの病院へ転院されるということも伺い

まして、今の医学の進歩に大変驚いたところで

すが、この無線の届かない地域がどれぐらいあ
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るのか、お尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 議員お話しの

とおり、私どもも、ドクヘリの運航に際しまし

て、無線の問題があるということはお聞きして

いるところでございます。ただいま、どれくら

いの地域がというお話でございましたけれど

も、ヘリの消防無線につきましては、特に山間

部の地形の影響によって交信に支障が出る場合

がございまして、その対応といいますか、新た

な中継基地の設置等は容易でないことから、例

えば、現場の救急隊が携帯電話あるいは消防無

線で宮崎大学の運航管理室に患者の状況を伝

え、大学から医療用無線でドクターヘリに伝達

するといった対応を行うことになります。割り

当てられた無線の能力を一挙に変えるというの

は、何かいろいろ難しい制限があるようでござ

いますので、今の枠組みの中でいろいろと検討

させていただきたいというふうに考えておりま

す。

○内村仁子議員 医療スタッフの確保について

は、どのように検討していらっしゃるかをお尋

ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 宮崎大学救命

救急センターの医療スタッフでございますが、

現在、医師14名、看護師42名などであり、その

うちドクターヘリに搭乗する医師は４名、看護

師は５名となっております。これらのスタッフ

の確保につきましては、宮崎大学としても、相

当の努力をされておりますが、救命救急センタ

ーやドクターヘリに強い関心を持っている医学

生や若手医師も出てきておりますので、今後の

スタッフの充実のみならず、救急医療や地域医

療を担う医師の養成の場になることを、私ども

としても期待しているところでございます。

○内村仁子議員 スタッフの先生方からは、消

防無線でといいますか、「無線の届かない地域

が一番困るんですよね」ということもありまし

たので、このことについては、また対応をお願

いしたいと思います。

次に、ドクターヘリに関しまして、危機管理

統括監にお尋ねします。県内に消防非常備の町

村は幾つあるのか、また、非常備町村の常備化

に向けた対策はこれからどうなっていくのか、

お尋ねしたいと思います。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 消防本部

や消防署を置かない、いわゆる消防非常備の町

村は、現在、西臼杵郡、東臼杵郡など、７町村

となっております。これらの町村では、常備化

の必要性については十分に認識しているところ

でありますが、非常に厳しい財政状況の中、大

きな財政負担が見込まれることなどから、常備

化が進展しなかったところです。このような

中、西臼杵３町におきましては、先月、消防常

備化に向けての覚書が締結されるなど、具体的

な動きが出てきているところでございます。県

といたしましては、今後とも、情報提供や助言

を行うなど、常備化の実現に向けて支援してま

いりたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。ぜ

ひ、命を救うということで大変重要な事項であ

りますので、これからも頑張っていただきたい

と思います。

次に、通告から少し順番が変わりましたけれ

ども、県土整備部長にお尋ねします。今、高速

道路について、東九州自動車道のめどはある程

度ついてまいりました。しかし、これから先の

都城志布志道路のことについてお尋ねします。

この事業は、始まりまして、最初地元への説明

がありましてから、既に14年経過しておりま

す。今、ところどころ開通はされましたもの
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の、まだこの直轄事業につきましては全然手つ

かずになっております。私の住んでいる地域の

近くを、都城インターから志布志に向けてとい

うことで予定されておりますが、近くの方はみ

んな「どげんなっちょっとやろかい」「いつ

通っとやろかい」「わたしどんが生きちょるう

ち通っとやろかい」、そういう言葉がしょっ

ちゅう出ております。都城志布志道路の進捗状

況についてお尋ねします。

○県土整備部長（濱田良和君） 都城志布志道

路につきましては、これまでに平塚インター

チェンジから五十町インターチェンジ、これは

国が施工しているところでございます。さら

に、五十町インターチェンジから梅北インター

チェンジ間、合わせまして約5.1キロメートルが

完成供用しているところでございます。現在、

県では、平成21年度から、梅北インターチェン

ジから諏訪山インターチェンジ間、約2.5キロメ

ートルの整備に取り組んでおりますが、用地取

得につきましては、地元の皆様の御協力によ

り、全体の約８割を契約いただくなど、順調に

進んでおりまして、ことしじゅうには一部工事

にも着手することとしております。また、鹿児

島県との県境区間、約2.5キロメートルにつきま

しては、早期の事業化に向けまして、測量や道

路設計を進めているところでありまして、国の

施工区間であります都城インターチェンジから

平塚インターチェンジ間につきましても、調査

設計や用地買収を促進すると伺っております。

県といたしましては、今後とも、国や鹿児島

県、関係団体と一体となりまして、都城志布志

道路の早期整備に向けて取り組んでまいりたい

と考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。この

志布志道路については、せんだって県境の平塚

インターのところの開通がありまして、私もそ

のときに、開通前に一緒に歩きました。短い距

離でありましたけれども、750人が参加して、私

もコブシの花を見ながら、みんなと語らいなが

ら、大変みんなが喜んでいらっしゃいましたの

で、この直轄事業がなかなか進まない、全然凍

結したような状態になっておりますので、ぜひ

これからも国に働きかけていただきまして、私

どもの道づくりを考える女性の会でも、精いっ

ぱい支援をさせていただいております。いつも

ピンクのはっぴを着て、至るところに出没いた

しますが、これからも民間あわせて一緒にやっ

ていただきたいと思います。前前田国土交通大

臣が私どもに言われました。「これから先は民

間の声が非常に大事です」ということで、私ど

もも、この事業につきましては、民間の組織で

すが、精いっぱい頑張らせていただきますの

で、これからもよろしくお願いいたします。

もう一件、県土整備部長にお尋ねいたしま

す。国道221号の高崎地区、区画整理がありまし

て、それがそのまま区画整理はできないという

ことで、とまっております。区画整理があった

ところは、すごくスムーズに車が通るんです

が、それから先、小林のほうへ向かっての歩道

が大変狭くて、ここは中学校、小学校の通学道

にもなっております。前も都城北諸選出の県会

議員で、県土整備部長のところにお願いに行き

ました。商店街の方も一緒になって行きました

が、このことはどうなっているのか、また、こ

れから先どうしていただけるか、質問いたしま

す。お願いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 国道221号高崎

地区の歩道整備につきましては、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、歩道整備が必要であると認識しているとこ
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ろであります。しかしながら、現在は、土地区

画整理事業による住環境の改善までを視野に入

れた、ゆとりある幅の広い歩道として計画され

ておりますが、その前提となります土地区画整

理事業が実施されなくなりましたということ

で、今後、県が交通安全の観点から歩道整備に

取り組むためには、経済性や利用者の安全確保

を考慮した上で、幅員や線形を見直す必要がご

ざいます。このため、まちづくりの主体であり

ます都城市において、地元の合意形成を図って

いただいた上で、県が都市計画変更の手続を進

めていくこととなりまして、先月末に地元説明

会を開催したところであります。県といたしま

しては、引き続き、都城市と十分連携を図ると

ともに、地元の皆様の御協力をいただきなが

ら、事業化に向けて取り組んでまいりたいと考

えております。

○内村仁子議員 ここは非常に歩道が狭い、一

番最初のころにできた歩道だと思うんです。高

崎地区は高齢化が進んで、都城の中でも一番高

齢化の進んでいる地域であります。今ここは、

高齢者の方がシニアカー、電動車いすで動かれ

るんですが、お店もなくなりましたし、非常に

危険、これは歩道を通る車ですので、ぜひよろ

しくお願いしたいと思います。地元からも大変

要望が強い事項ですので、お願いいたします。

続きまして、教育長にお尋ねいたします。

あってはならないこと、西村議員から13日も出

されました。相次いでいる教職員の不祥事につ

いてですが、教育委員長の答弁は13日に聞かせ

ていただきました。教育長は、いろんな思いを

持って今答弁をしていただきましたが、このこ

とについて、今後どうやっていかれるのか、少

々厳しい対策が必要じゃないかなと私は思って

おります。今後の対策についてお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 教職員の不祥事が依

然として後を絶たないということは、児童生徒

や保護者、そして県民の皆様の信頼を著しく損

なうものであり、痛恨のきわみであります。人

を育てる営みである教育という仕事の崇高さ、

教育界に対する信頼は、教職員一人一人の言動

を県民の皆さんが評価された結果である、この

ような思いが教職員一人一人に届かなかったこ

とは、まことに残念でなりません。こうした中

で、議長から申し入れがありましたことを真摯

に受けとめているところであり、今回の申し入

れを受けまして、６月７日に緊急に全県立学校

の校長を招集し、危機感をしっかり持って指導

に当たることや、相談しやすい風通しのよい環

境づくりに努めることなどを強く訴えたところ

であります。さらに、私の思いを記したメッセ

ージをつけて、県立学校の全教職員にコンプラ

イアンスの一斉点検を求めるとともに、市町村

教育委員会に対しましても、同様の取り組みを

お願いしたところであります。県教育委員会と

いたしましては、今後、市町村教育委員会と十

分連携を図りながら、全県的かつ組織的に不祥

事防止に取り組むとともに、不祥事が起きまし

た原因を調査・分析し、具体的な対策を検討す

るなど、不祥事の再発防止に向けて、粘り強く

あらゆる知恵を出しながら取り組んでまいりた

いと考えております。

○内村仁子議員 つらい答弁だとは思います

が、再度お尋ねいたします。教職員の相次ぐ不

祥事の原因の一つには、教員の資質に問題があ

るのではないかと思います。その資質を見きわ

める採用選考試験はどのように実施しておられ

るのか伺います。資質という言葉は、非常に私

としては使いたくなかった失礼な言葉だと思う

んですが、きょうは甘んじて使わせていただき
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ます。お願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 教員採用選考試験に

つきましては、筆記や体育実技等の一次試験

と、その合格者を対象とする二次試験を行って

おります。この二次試験におきましては、学校

内で起こり得るさまざまな場面を設定して、そ

の場面でどのような指導をするのが適切か、受

験者に具体的な発言等を求め、生徒指導力を見

る試験や個人面接、さらには集団討論、模擬的

な授業の試験を実施し、受験者１人当たり、民

間の方や臨床心理士の方を含む10人以上の試験

官による評価を行うとともに、教育者としての

高い使命感や人間性、実践的指導力などを評価

できる採用選考を行ってきたところでありま

す。今後とも、人物評価をより重視した選考試

験を行えるよう、試験内容あるいはその方法に

ついて、さらなる改善を図ってまいりたいと考

えております。

○内村仁子議員 せんだっての校長会における

教育長の話が新聞に出ておりました。その中

で、先生方が書類作成で忙しくて、スピード違

反などを起こすのではないかという記事があり

ましたが、これは言いわけにはならないと思い

ます。逃げ道をつくらないでほしい、子供を裏

切らないでほしいと思います。交通違反にしま

しても、そこに早くうちを出れば、早く時間を

設定すれば、スピード違反は出さなくて済む問

題だと思いますので、これからの対応によろし

くお願いいたします。

次に、「交ぜ書き」というんだそうですが、

習っていない漢字で自分の名前を書くことを否

定する教育がなされているというのが報道され

ました。これは、小学校３年生で清水という名

前の児童が、漢字で自分の名前を「清水」と書

きました。そうしたら、担任の先生が清水の清

いという字はまだ習っていないので、使っては

いけないということで、平仮名で「し」、漢字

で「水」と書かされたそうです。そうしました

ら、子供たちが、「し」というのは、死亡の死

のほうを言った子供がいて、この子供はいじめ

に遭ったということが報道されました。私は、

日本の国語、漢字教育、習っていない字でも、

自分の名前ぐらいせめて漢字で書けるような教

育をしてほしいと思いますが、教育現場ではこ

ういうことがなされていないかお尋ねいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 小学校における漢字

の指導につきましては、学習指導要領では、

「漢字に対する興味や関心、文字の形に関する

意識などを高めながら、当該学年までに配当さ

れた漢字を読めるようにするとともに、次の学

年までに学習した漢字を書けるようにし、実際

の生活の中で漢字を使う習慣を身につけるこ

と」と示されております。自分の名前を正しく

書けるようになることは、その文字を習ってい

るか否かにかかわらず、その子供にとって大切

なことだと思っております。名字などによって

は、自分の名前をすぐに漢字で書くことは難し

いかもしれません。名前を漢字で書きたいとい

う子供たちの意欲を大切にしながら、一人一人

の子供たちの状況に応じた指導を行い、正しく

書けるようになった際には、頑張りを認め、称

賛するなど、きめ細やかな対応を行うことが重

要だと思っております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。ぜひ

そのように取り組んでいただきたいと思ってお

ります。

続きまして、21年度に宮崎県で開催されまし

た全国スポーツ・レクリエーション祭について

質問いたします。全国からそのレクの愛好家が
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来られました。私もレクリエーション協会の会

員として、いろんな競技に参加させてもらって

接待をいたしました。その参加者数と種目数は

どうだったのか、その後の取り組みはどうなっ

ているのかをお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 平成21年度に本県で

開催いたしました全国スポレク祭では、本県監

督・選手3,730名を含む１万1,611名の参加を得

て、24種目を実施いたしましたが、その中の20

種目を「みやざき県民総合スポーツ祭」におい

て、現在も実施しているところであります。ま

た、全国スポレク祭において、開催地であった

市町の中には、そのときに実施した種目の大会

を継続して取り組まれているところもございま

して、すべての種目ではありませんが、多くの

種目で今も親しんでいただいていると考えてお

ります。これらの種目は、年齢や性別を問わ

ず、ふだん運動・スポーツをしない方でも気軽

に取り組むことができるものであり、生涯スポ

ーツを推進するという観点から大変有効である

と考えております。県教育委員会といたしまし

ては、県民の皆様が生涯にわたりスポーツ・レ

クリエーションに親しみ、心身ともに健康で活

力ある生活を営んでいただけるように、本年度

から展開しております「みんながスポーツ

“1130”県民運動推進事業」等を通して、これ

らの種目を含めて、さらなる普及・発展・振興

に努めてまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 私たちレクリエーション会員

は、全国スポレク祭のほうで精いっぱい頑張ら

せていただいたんですが、スポーツには、参加

するスポーツ、そしてプロ野球のような競技を

見るスポーツ、それぞれあると思います。スポ

ーツ基本法でも、レクリエーションが中にうた

われております。知事は、きのうの古事記編さ

ん1300年の答弁の中でも、一過性のイベントに

はしたくないと言われました。全国大会のよう

な大きなイベントも同じだと思いますが、この

レクリエーションについて、これから先どうし

たいと思われるか、教育長の答弁をお願いいた

します。

○教育長（飛田 洋君） 県民の皆さんがスポ

ーツに親しんでいただくことは、非常に大切な

ことであると考えておりまして、今年度から新

規事業として、「みんながスポーツ“1130”県

民運動」、すなわち１週間に１回は少なくと

も30分は全県民が運動することを目指そうとい

うような運動を展開しておるところですが、そ

ういうようなことを利用しながら、県民の皆さ

んが体を動かし健康を志向されるように、積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。

続きまして、学校の防災についてお尋ねしま

す。各学校にも防災教育を今されているという

ことですが、宮崎県は新燃岳の噴火があり、そ

して津波も心配されます。いろんな災害が想定

されるわけですが、この防災教育をどうしてい

らっしゃるか、これから先の取り組みについて

もお願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 防災教育におきまし

ては、いつ、どこで災害に直面しても、そのと

きの状況に応じて、適切な意思決定、そして適

切な行動ができる児童生徒を育成することが大

切だと考えております。各学校におきまして

は、現在、教科や学校行事を初め、学校の教育

活動全体を通じて、自然災害の発生の仕組みや

危険から身を守るための方法などについて、計

画的な指導に努めているところであります。ま

た、東日本大震災を受けまして、登下校時を想

定した避難訓練を地域や保護者と一緒に行った



- 139 -

平成24年６月15日(金)

り、避難場所を変えながら繰り返し避難訓練を

行うなど、災害発生時の具体的な行動につなが

る、より実践的な訓練に取り組んでいる学校も

数多くございます。県教育委員会の取り組みと

いたしましては、本年度の新規事業「意識が変

わる・行動が変わる」学校防災推進事業におき

まして、地震や津波、風水害、火山噴火の災害

の種類ごとに、小中高、そして特別支援学校か

ら各１校ずつ、計12校を推進校として指定し、

地域や専門家と連携した効果的な防災教育のあ

り方を研究しているところでありますが、その

取り組み成果や授業で活用できる資料を取りま

とめた防災教育教材を作成し、県内すべての学

校に配布いたしますとともに、県立学校や市町

村教育委員会へ防災教育アドバイザーを派遣

し、各学校における防災教育を支援していただ

くなど、積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○内村仁子議員 教育長におかれましては、本

当に大変なことが発生しての心労は大変だと思

いますが、これから宮崎県の本当に日本を支え

る子供を育てるために、ぜひいろんなことを考

えながら頑張っていただきたいと思います。私

は、両親、そして兄、娘、いとこ、おじ、め

い、すべて学校教職員でした。本当にこのよう

な不祥事はなかったように、私の子供時代から

も両親を見ても、そのように思っております。

先生というのは子供を育てる、教育は教えて育

てるものですから、すべての先生がそうではな

いんですけれども、本当に一部の方で教育界は

惑わされていると思いますけれども、これから

も、厳しくするところは厳しく、優しくすると

ころは優しく、ぜひ教育について頑張っていた

だきたいと思います。先ほど申し上げました

が、児玉教育長は私の夫の50数年前の恩師で

す。生徒は恩師と思って、大変児玉先生に対し

て敬意を払って、同窓会にもずっと来ていただ

きました。あしたも葬式に行くということで、

みんなと電話をし合っておりましたが、このよ

うな先生像をこれからも続けていってほしいな

と、そして私も60年前の自分の小学校２年のと

きの先生を今、面倒を見させてもらっておりま

すが、このようにして、恩を思う教師、その教

師像が必要じゃないかなと思います。今、卒業

式では「仰げば尊し」がなかなか歌われません

が、この歌詞はすばらしい、「我が師の恩」

と、そういうのが出てきます。こういう教育も

やっぱり必要ではないかと思いますので、これ

からの教育にぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。

続きまして、知事に再度、九州広域行政機構

についてお尋ねいたします。先ほど答弁をして

いただきました。私どもが今まで聞いていない

ことの部分も話をしていただいたものと思って

おります。なかなか私どももすべてを把握して

おりませんので、お尋ねしますが、私どもが一

番心配しているのは、九州地方整備局の廃止、

これだと思います。長崎に行きますと、高速道

路があります。そして新幹線も入っています。

また、湾岸道路がすごいのができております。

これはすべて九州地方整備局の皆さんが頑張っ

てされたものだと話を伺いました。私どもは、

この地元、宮崎県の社会基盤のおくれた、これ

がどうしても都会並みになってほしいと思うも

のですから、九州地方整備局について、知事に

再度お尋ねしますが、地元の国会議員も、九州

地方整備局の廃止には大変反対の立場を示して

おられます。これをどのように受けとめておら

れるか、再度お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘ございまし
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たように、地元選出の国会議員の皆様からも、

党派を超えて、すべての皆様が、地方整備局の

廃止・地方移管について拙速に進めるべきでな

いという申し入れをいただいておりまして、私

もそれを真摯に受けとめ、九州地方知事会等に

おきまして、そういう本県における議論の状況

というものを伝えておるところでございます。

まさに党派を超えてでございますので、政権与

党におかれては、マニフェストとの関係をどう

いうふうに考えられるのかというところは、大

変興味あるところでございますが、いずれにい

たしましても、国におかれましては、本県のよ

うな地域の実情というものを十分に踏まえて、

住民サービスの維持・向上や地方分権の確立に

つながる改革となるような、具体化に向けて議

論をしていただきたい、そのように考えておる

ところでございます。

○内村仁子議員 再度お尋ねします。関西広域

連合では、大阪、京都、滋賀、兵庫、和歌山、

鳥取、徳島の２府７県で構成されております。

奈良が入っておりません。知事はこのことをど

のように考えておられるか。関西広域連合と九

州広域行政機構の組織、最初の見込みは違うと

思いますけれども、奈良が入っていないんです

が、このことをどう受けとめておられるか、突

然ですが、お答えいただけますか。

○知事（河野俊嗣君） 今、出先機関改革の議

論の中での御質問でございますが、奈良県が関

西広域連合に加入していないというのは、出先

機関とはまた以前の問題であって、広域防災等

のいろんな事務を共同でやろうという議論の中

で、奈良においては加わらないと、そういう関

西広域連合という別個の自治体を組織するので

はなく、通常の政策連合の形で進めるべきでは

ないかと、そのようなお考えであったというふ

うに受けとめておるところでございます。

○内村仁子議員 ネットで引いてみますと、奈

良県知事は、いつも京都、大阪にすべてのもの

が飲み込まれてきたということで、今回の関西

広域連合に加入すると、また奈良が置いてきぼ

りにされるということを懸念しておられるみた

いでした。そして、また逆に、大阪のほうは、

観光面においても奈良が入らないと大変意欲が

なくなるということで、奈良に対して今アタッ

クしていらっしゃるように出ておりましたが、

連合に加盟することで、毎年１億円の拠出が必

要となるということも書かれておりました。デ

メリット・メリットはあると思いますが、この

ことをどのように受けとめられるかお尋ねしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 今のは奈良に関してと

いう御質問かと思います。奈良県知事のこの御

指摘でございますが、新たな組織設置の運営経

費が生じることについてのいろいろ慎重な御姿

勢であるというふうに考えておりますが、費用

対効果というものは、それによるメリットとデ

メリットというのをしっかり考えていく必要が

あろうかと思います。広域的に処理する業務量

でありますとか、広域的に処理するメリットと

いうものを総合的に勘案して、それに対する費

用として、それが見合ったものかどうかと、そ

ういう議論が大事だろうというふうに考えま

す。

○内村仁子議員 九州広域行政機構につきまし

ては、ぜひこれからも慎重に検討して、知事は

私たち宮崎県の知事であるということを意識し

ながら、ぜひ取り組んでいただきたいと思いま

す。「よか知事や、よか知事や」ばかりでは済

まない部分があると思います。都城弁でよか知

事とは、いい知事という意味です。
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がんサミットに参加しましたときに、岩手県

の県会議員の方と話をしました。お互いに震災

による津波被害、口蹄疫による被害、そして新

燃岳の噴火による被害などを語り合いました。

そのとき、「皆さんは、瓦れき、瓦れきと言わ

れますが、私たちにとっては、あれは財産なん

です。貴重な財産があのような無残な姿で山積

みされているのを見るのはつらいです」とおっ

しゃいました。これは現地の人でないと、当事

者でないとわからない言葉と思います。私ども

も、今まで「瓦れき、瓦れき」と表現してまい

りましたが、皆さんには財産ということでし

た。私は、これに対して何とも答えられません

でしたが、あの山積みされている財産の処分が

一刻も早く処理されるよう、宮崎県も協力でき

るといいなと、知事の決断を願って今議会での

一般質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○中野一則副議長 次は、押川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） 自由民主

党の押川でございます。今回もたくさんの質問

を実は準備しておりますから、早口になるかも

しれませんが、知事初め、答弁は短目に明確に

よろしくお願い申し上げたいと思います。それ

では、通告に従いまして質問させていただきま

す。

まず、社会保障と税の一体改革についてであ

ります。

近年の急速な少子高齢化や人口減少に伴い、

社会保障経費が年々増加する一方で、社会の担

い手である生産年齢人口は確実に減少しておる

ところであります。当然国民の社会保険料等の

負担は増大し、行政における公費負担もふえ続

け、国や地方の財源状況悪化の大きな要因とな

り、長期債務残高の解消を初めとする早急な財

政再建が叫ばれているところであります。年

金、医療、介護、そして少子化対策、この４つ

の経費について、取り巻く社会経済の情勢や我

が国の将来の姿を見据え、税や保険料を負担す

る国民の立場から、受益と負担の均衡が図られ

る持続可能な制度への見直しが必要でありま

す。

先般、自民党の社会保障制度に関する特別委

員会が、社会保障と税の改革問題については、

今後の社会保障に対する自民党の基本的な考え

方として基本方針をまとめたところでありま

す。この自由民主党の方針に対し、野田総理は

小沢元代表との会談決裂以降、急速に歩み寄っ

てこられ、民主党がかたくなにまとめてきた政

府案をいとも簡単に修正し、早急に国会を通す

ことだけをねらっておられる状況については、

報道のとおりであります。今後、野田総理が自

由民主党案を丸のみするかはわかりませんが、

いずれにしても、与野党を問わず、社会保障と

税のあり方について、制度改革が必要であるこ

とは間違いないと思います。

ただ、この議論の中で、国と地方の財源配

分、具体的に今示されている消費税５％の引き

上げについては、国が3.46％、地方が1.54％と

なっております。さらに、この地方の1.54％に

ついては、地方消費税分として1.2％、地方交付

税分として0.34％という内訳が政府案として示

され、関係法案が同じく国会の審議に付されて

いるところであります。この財源配分について

は、国と地方の協議の場において、地方団体側

も了承し、この割合になっているとのことであ

りますが、ただ、地方にとりましては、非常に

大きな問題であります。財政基盤の弱い本県に

とっては、重要なポイントでもあると思いま

す。そこで知事に、社会保障・税一体改革に伴
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う本県の地方消費税及び地方交付税の影響につ

いて、どのように考えておられるのかお伺い

し、後の質問については、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〕 お答えいたし

ます。

社会保障・税一体改革に伴う本県の地方消費

税等への影響についてであります。この改革に

伴いまして、消費税及び地方消費税の税率が合

わせて５％引き上げられた場合の地方への配分

額は、地方消費税が1.2％、消費税のうち地方交

付税原資分が0.34％とされております。本県へ

の影響額でありますが、まず、地方消費税につ

きましては、現時点では新たな消費税制度の詳

細が不明でありますので、あくまで現行制度を

ベースに試算してみますと、120億円程度の増収

になるものと見込まれます。一方、地方交付税

につきましては、今後、算定基礎となる基準財

政需要額に、社会保障分野の地方単独事業等に

要する経費がどのように算入されるかなどによ

りまして、本県への影響額が変わってくるもの

と認識しております。財政力の弱い本県におき

まして、社会保障財源が安定的に確保されるた

めには、必要な経費というものが適切に基準財

政需要額に算入され、地方交付税として確実に

措置されることが最も重要でありますので、引

き続き、国に働きかけてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○押川修一郎議員 ただいま答弁をいただいた

ところでありますけれども、まさしく今、知事

のほうからありましたとおり、この５％、その

うち地方分の1.54でありますけれども、そし

て、そのうちの1.2というものは地方消費税、そ

して0.34が地方交付税ということでありますか

ら、やはり今ありましたとおり、財政力の弱い

本県においては、この部分をどう取ってくるか

といいますか、膨らますかということが大事で

ありますから、知事は総務省出身でもございま

すし、確実に本県の財政力のためにも、配分を

積極的に取り組むという形の中で、総務省のほ

うにぜひ出向いていって、そういった要望活動

をしていただきたいと思いますけれども、現在

の知事の考え方についてお伺いをしておきたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要なポイントだ

というふうに考えておりまして、総務省を初め

とする国との関係というものを十分に生かしな

がら、本県が実施しております社会保障分野の

具体的な取り組みやその必要性などにつきまし

て、本県単独もありますが、全国知事会等とも

連携しながら、積極的に情報発信を行うなど、

さまざまな機会をとらえまして必要な働きかけ

を行い、何よりも本県の実態に即した交付税措

置が図られるように、積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

○押川修一郎議員 ぜひそのような方向の中で

努力していただきたいと思います。あと社会保

障につきましては、今国会、終盤でありますか

ら、今後、いろんな形の中での方向づけが出る

というふうに思いますし、既に何人かの議員の

皆さん方からもいろんな質問が出ておりますか

ら、それ以外については割愛させていただきた

いと思いますけれども、今後、国会の動向を注

視して、我々宮崎県としても、そういう対応を

とっていただきたいというふうに思っておると

ころであります。

次に、農政問題に移ります。

農業が厳しい状況に直面している中で、持続

可能な力強い農業を実現するために、基本とな

る人と農地の問題を一体的に解決していく必要
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があるということで、農業者の高齢化、後継者

不足による農地保全についての議論があるとこ

ろであります。実は、私の集落におきまして

も、40戸足らずの集落でありますけれども、20

代、10代の後継者というものは一人もいらっ

しゃいません。辛うじて30歳の方が今、農業後

継者あるいは自立しながら御両親と一緒に農業

をされておりますけれども、今、集落の中で

も、地域の農地をどうするかということで議論

を実はしておるところでありまして、そういう

中で、今回、国は力強い農業構造の実現に向け

て、人と農地の問題を解決する「人・農地プラ

ン」を作成し、新規就農者の定着率の向上や農

地集積の推進に取り組むとしておられますが、

本県での「人・農地プラン」作成状況につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 「人・農地プ

ラン」の作成は、本県の力強い農業構造を実現

する上で、非常に重要な取り組みであると考え

ております。一方で、市町村によるプランの作

成に当たっては、各集落等における人と農地の

情報を整理・照合することに加えまして、集落

内での十分な話し合いをしていただくことが必

要となることから、多くの時間や労力を要する

こととなります。しかしながら、青年就農給付

金や農地集積協力金等の交付には、プランへの

位置づけが必要なことから、まずは交付を希望

する農家を取りまとめた簡易なプランを作成

し、その後、実効性の高い詳細なプランを作成

していくよう、市町村を指導しているところで

ございます。簡易なプランについては、６月末

には、21市町村で作成される予定と聞いており

ますが、県としましては、これ以外の市町村に

も速やかにプランを作成するよう働きかけると

ともに、本年度中には、実効性の高いより詳細

なプランが作成されるよう、引き続き、市町村

等を支援してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ぜひそのような方向の中で

の事業をお願い申し上げておきたいと思いま

す。

次に、新規就農者の確保・育成を図るため、

「青年就農給付金」制度がスタートしています

が、就農に向けた研修に取り組む青年に給付さ

れる「準備型」と新たな担い手の経営自立を支

援する「経営開始型」の予算の確保状況と応募

状況について、本県の状況について、農政水産

部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 青年就農給付

金につきましては、県では、「準備型」140人、

「経営開始型」410人への給付を見込み、当初予

算で８億5,800万円余を計上し、国に要望してい

るところでございます。また、４月と６月に市

町村等への説明会を開催し、調査を行った結果

では、「準備型」で90人程度、「経営開始型」

で300人程度の要望がございました。一方、国全

体では、当初予算の104億円を大きく上回る要望

が各都道府県からなされていると伺っておりま

して、本県に配分される予算が不足し、市町村

等からの要望に十分対応できないことが懸念さ

れているところであります。県といたしまして

は、今後とも、必要な予算が十分に確保できる

よう国に強く要望していくとともに、市町村や

関係団体と連携しながら、将来の本県農業の担

い手として期待される人材が円滑に就農できる

よう努めてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 青年就農給付金の給付を受

けた者の就農状況の確認はどのようにされるの

か、同じく農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 青年就農給付

金の給付を受けた方は、「準備型」では、研修
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終了後５年目まで、また「経営開始型」では、

給付終了後３年目まで、営農実績などの年２回

の報告が求められております。また、県や市町

村では、この報告をもとに、現地確認を行うな

どによりまして、就農状況等をしっかり把握す

ることとしております。県といたしましては、

給付を受けた方が本県農業の担い手として着実

に育つよう、農業改良普及センターや市町村、

農協等の関係機関が十分に連携を図りながら、

給付後のフォローにも力を入れてまいりたいと

考えております。

○押川修一郎議員 次に、これら意欲的な担い

手への農地集積を図るため、農地の出し手を支

援する「農地集積協力金」が創設されるととも

に、農地の受け手を支援する「規模拡大加算」

の要件緩和等の事業が打ち出されていますが、

これら事業の予算の確保状況と取り組み状況に

ついて、同じく農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 「農地集積協

力金」は、「人・農地プラン」の対象となって

いる担い手への集積を要件に、農地の出し手に

対して交付されるもので、当初予算では、170ヘ

クタール分、4,600万円を計上しております。ま

た、平成23年度から始まった「規模拡大加算」

については、農地を面的に集積した場合に、農

地の受け手に交付されるもので、昨年度の実績

は、112ヘクタール、2,240万円でございまし

た。これについては、本年度から新たに、「人

・農地プラン」の作成を条件として、面的要件

の緩和措置が設けられたところでございます。

いずれの支援措置につきましても、「人・農地

プラン」の作成が前提となるため、県としまし

ては、その作成については、きめ細かく支援し

ますとともに、市町村が取り組む事業量に十分

対応できるよう、国に対して必要な予算を要望

してまいります。また、農地集積の加速化が図

られるよう、これらの制度の活用を積極的にＰ

Ｒしてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 農地の出し手を支援する

「農地集積協力金」でありますけれども、これ

はどのような事業になっているのか、同じく農

政水産部長、お願いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 「農地集積協

力金」には、高齢などによりリタイアする農家

などが、農地の出し手になる場合に交付される

経営転換協力金と、連担化―隣の農地を一緒

にするというような連担なんですが―に協力

する農地の出し手に対して、10アール当た

り5,000円を交付される分散錯圃解消協力金の２

つがございます。経営転換協力金につきまして

は、面積に応じて１戸当たり0.5ヘクタール以下

の場合、30万円、0.5ヘクタールから２ヘクター

ルの場合、50万円、２ヘクタールを超えた場合

は、70万円を支払われることとなっておりま

す。なお、経営転換協力金においては、例え

ば、ハウスピーマンと水稲を経営する農家が、

水稲を集落営農組織等に委託する場合にも利用

できるものとなっております。

○押川修一郎議員 いろいろ御答弁いただきま

して、まことにありがとうございました。新し

い「人・農地プラン」という事業の中で、土地

の集積を図る、あるいは貸したい人たちにもそ

れなりの恩恵があるというような形の中で、こ

の事業は始まるわけでありますから、これは

しっかり市町村の皆さん方との連携の中で、こ

ういった要望をされる方々には、漏れなく話が

通るような形の中でお願いをしておきたいと思

いますとともに、やはりこれは予算が伴うもの

でありますから、しっかりした予算の確保をお
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願い申し上げておきたいと思います。

次に、中山間地の振興についてであります。

県土面積の約９割、人口の４割が住むと言わ

れる中山間地域は、森林の整備や農林業の生産

活動を通じた県土の保全、水源の涵養、食料の

供給機能など、県民の生活を守る重要な役割を

果たしていると思います。また、個人の価値観

が、物の豊かさから心の豊かさを重視する方向

に変化する中で、豊かな自然や神話伝承などの

歴史文化、安全で安心な農林産物など、本県の

中山間地は地域資源の宝庫だと思います。一方

で、中山間地域は、過疎化・高齢化の進行や担

い手の減少、耕作放棄地の増加等により、地域

活力や多面的機能の低下が懸念されており、特

に山間部の小規模集落においては、維持存続も

危ぶまれる集落も見受けられるような、大変厳

しい状況となっておるところであります。そこ

で、24年度予算にありますとおり、「中山間地

域をみんなで支える県民運動」推進事業はどの

ように推進していかれるのか、具体的な取り組

みについて、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

○総合政策部長（稲用博美君） 「中山間地域

をみんなで支える県民運動」は、県民一人一人

が中山間地域の抱える課題や果たしている役割

の重要性について理解・共有し、県民全体で中

山間地域を支えていこうという観点から取り組

むものでございます。具体的には、パンフレッ

ト等の作成やテレビＣＭ、シンポジウムの開催

等によります中山間地域についての県民への理

解促進、それから「中山間盛り上げ隊」等の活

用によります中山間地域と都市住民との交流・

連携の促進、さらには、中山間地域産業振興セ

ンターにおける産業興しの取り組みへの支援

や、100万泊県民運動と連携した取り組みなどを

通じた経済の活性化への支援を行っていくこと

としております。運動の推進につきましては、

「みやざき元気！“地産地消”県民運動推進会

議」におきまして、全県的な推進を図りますと

ともに、各地域ごとの中山間地域振興協議会に

おきまして、地域における運動の推進にも努め

てまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 特に中山間地域振興協議会

ということでありますけれども、これは振興局

単位でそういった会議を発足されて、そこらあ

たりでの運動の展開を図っていかれるというよ

うなことでの理解でよろしいでしょうか。

次に、県では、基幹産業の低迷や雇用環境の

悪化等、大変厳しい状況にある中山間地域の活

性化を促進するため、中山間地域産業振興セン

ターを設置し、常駐コーディネーターによるワ

ンストップ対応窓口において、地域の持つあら

ゆる資源を活用した多様な産業興しの取り組み

を支援し、積極的な産業振興を図るとしておら

れますが、この事業によって、どのように産業

振興につなげていかれるのか、同じく総合政策

部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 中山間地域産

業振興センターでは、産業振興に関して豊富な

経験を有します常設のコーディネーターを配置

しまして、地域特産品の開発・販路開拓や、古

民家、廃校等を活用した取り組みなどについ

て、地域からの幅広い相談に対してワンストッ

プで対応しますとともに、直接県内の中山間地

域に赴きまして、市町村や商工団体等の関係機

関と連携しながら、地域に潜在しております資

源の根を掘り起こしまして、それを活用した事

業化への取り組みを支援していくことにしてお

ります。このような取り組みを通じまして、６

次産業化あるいは農商工連携の取り組みなどと
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も連携を図りながら、地域の特性、資源を有効

に活用した産業の振興というものを目指してま

いりたいというふうに考えております。

○押川修一郎議員 中山間地の大変厳しい状況

というのは、既に御理解のとおりだというふう

に思いますし、私たちも、そのように実は認識

させていただいておるところであります。そう

いう中において、やはりこういった地域振興、

産業振興というものをどうするかということ

が、本当にこれも大事でありますし、そういう

いろんな事業をつくっていただく中で、これが

しっかり定着する、そういったところまでの支

援というものをしっかりやっていただかない

と、なかなか大変な状況が打破できないんでは

ないかなと、そのように思うところでありま

す。また、数日前、木材価格も過去最低に近い

ような価格ということで、7,000円台ということ

でありますが、本当に中心的な森林もそういう

ことであるということでありますから、本当に

厳しい中でありますけれども、何とか中山間地

に元気が出ることが、我々平場に生活する者に

とっても大事なことだろうと思います。それは

やはり共有するということに政策というものが

打たれてしかりかなと、そのように思うところ

であります。

次に、公共建築物等木材利用促進法について

であります。

木材の利用の確保を通じた林業の持続的かつ

健全な発展を図り、森林の適正な整備及び木材

の自給率向上に寄与することを目的に、2010

年10月に施行されました公共建築物等木材利用

促進法の概要と県の方針について、環境森林部

長にお願いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 公共建築物等

木材利用促進法は、現在、木造率が低く、今後

の木材需要が期待できる公共建築物を対象に、

国や地方公共団体が率先して木材利用に取り組

むとともに、民間企業にも主体的な取り組みを

促し、住宅など一般建築物への波及効果を含

め、木材利用の拡大を目指すものであります。

県では、同法の施行を受け、平成22年11月に

「県産材利用推進に関する基本方針」を改正

し、民間が整備する病院や老人ホームなどを含

めた公共建築物の木造率を、平成20年度の約15

％から32年度には倍増の30％とする数値目標を

掲げ、県産材の利用を推進しているところであ

ります。

○押川修一郎議員 杉素材生産日本一を誇る本

県、法律施行後、全国に先駆けて「県産材利用

推進に関する基本方針」を策定されたというこ

とでありますが、市町村の策定状況について、

同じく環境森林部長、お願いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 市町村方針に

つきましては、６月１日現在で、16市町村が策

定を終え、残りの10市町につきましても、本年

度内には策定を終える見込みであります。県と

しましては、できるだけ早期に策定されますよ

う、働きかけを行っているところでございま

す。

○押川修一郎議員 木材価格も低迷する中で、

県産材の活用を促進する取り組みが必要と思い

ますけれども、今ありましたとおり、市町村方

針策定後にどのような取り組みをされて進めて

いかれるのか、環境森林部長にお願いいたしま

す。

○環境森林部長（堀野 誠君） 県におきまし

ては、本年度中に、市町村方針がすべて策定さ

れる見込みでありますことから、これを公共建

築物への県産材需要拡大の好機ととらえ、市町

村に対して、国や県の補助事業により、木造公
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共施設の整備に対して支援するとともに、木材

利用事例などの情報提供を行ってまいりたいと

考えております。また、民間事業者などにつき

ましては、保育園などの公共建築物への木材利

用について支援いたしますとともに、木造建築

の技術指導を行ってまいりたいと考えておりま

す。今後とも、市町村や関係機関と連携を図り

ながら、公共建築物の木造化・木質化をより一

層進めてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 これといったなかなかヒッ

トするものがないわけでありますけれども、手

を入れ、足かせをして、何とか中山間地の現状

を打破するような形の中で、今後も部長を中心

として頑張っていただきますようにお願いして

おきたいと思います。

次に、浄化槽の整備についてであります。

本県の浄化槽総数約15万基、その中の約６割

が水洗トイレの汚水だけを処理する単独処理浄

化槽であります。全国的に見ても、835万基中３

分の２の545万基がいまだ単独処理浄化槽であり

ます。単独処理浄化槽から放流される排水は、

合併処理浄化槽からの排水と比べて、汚染度合

いに８倍もの違いがあって、浄化能力に大きな

差があるというふうに言われております。この

ように、トイレ排水のみの単独処理浄化槽を放

置したままでは、水環境の保全は図れないと思

います。そこで国は、転換の促進のために撤去

費用の助成制度があるようでありますけれど

も、本県の状況について、あるいは隣県の鹿児

島、熊本県の状況はどうなっているのか、同じ

く環境森林部長にお願いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 国におきまし

ては、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への

転換を促進するため、平成18年度に単独処理浄

化槽の撤去に要する経費を補助する制度を創設

しております。この制度は、市町村が事業主体

となって、９万円を上限に補助する場合に、国

が３分の１を負担するもので、残りの３分の２

が地方負担となっております。本県では、この

事業を実施している市町村はなく、また、この

事業を実施する市町村への補助制度は設けてお

りません。全国では、鹿児島県、熊本県など21

都県で補助制度を設けており、鹿児島県では43

市町村中28市町で、熊本県では45市町村中14市

町村で事業を行っていると聞いております。

○押川修一郎議員 ９万円ということでありま

すけれども、市町村がないから県もないという

ような答弁だというふうに思うわけであります

けれども、何とか撤去費用を助成することに

よって、単独処理浄化槽から合併浄化槽への移

行があるかもしれませんから、これはぜひ取り

組みを検討していただきたいというふうに、

きょうは要望だけにしておきたいと思います。

次に、環境省の調査によりますと、本県は単

独処理浄化槽が約９万基あり、何らかの形で廃

止あるいは切りかえ、または下水道への接続を

行った基数が3,926基あるようです。このうち、

合併への切りかえが502基となっているようで

す。それでもまだ約８万6,000基あるわけであり

まして、下水道への接続ができるのは、限られ

た地域となっておりますが、合併浄化槽への転

換を促進、水環境を保全していくために、県の

主導により何らかの施策というものを講じてい

ただきたいというふうに思うわけであります

が、対応につきまして、環境森林部長、お願い

いたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 水環境の保全

のためには、生活排水対策が重要なことから、

まずは、県民の皆様にその重要性を御理解いた

だくことが大切であると考えています。現在、
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県におきましては、個人が浄化槽を設置する際

に市町村とともにその一部を補助する浄化槽設

置整備事業及び個人の住宅等に市町村が浄化槽

を設置する際にその一部を補助する浄化槽市町

村整備推進事業によりまして、合併処理浄化槽

の設置の支援を行っております。県民の皆様に

は、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転

換を含めまして、これらの制度を有効に活用し

ていただけますよう、市町村と連携してＰＲし

てまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 それから、幾度となく議論

が本会議場でも、あるいは委員会でもされてお

るところでありますけれども、11条検査率を上

げるためということでありまして、県初め環境

科学協会の努力により、22年度末では本県の11

条検査率は22.4％、全国平均の30.4％に近づ

き、さらに23年度は40％を超えたと聞いておる

ところであります。これが一過性で終わること

なく、さらに検査率を上げ、維持していってほ

しいというふうに考えております。そのために

は、現在の環境科学協会、県内１カ所の検査機

関で今後も十分対応できるのか、危惧している

ところであります。また、私は、設置者の利便

性や保守点検、清掃、検査の効率性を高め、検

査率を上げていくためには、保守、清掃、検査

を合わせた一括契約制度が効果的と考えておる

ところであります。これまでの県の説明では、

環境科学協会、浄化槽協会と、11条検査の受検

率を向上させるための話し合いをされていると

いうふうにお伺いしておりますが、現在の状況

について、環境森林部長にお願いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 現在、環境科

学協会、浄化槽協会及び宮崎市と県の４者で、

浄化槽管理者に義務づけられております保守点

検、清掃、法定検査を、浄化槽管理者が各業者

と個別に契約を結ぶのではなく、一括して契約

する方法などの協議を行っております。この中

では、他県の事例も参考にしながら、本県に

合った仕組みづくりなどを協議しております

が、一括契約の導入に当たりましては、契約シ

ステムの導入や契約内容の変更につきまして、

さまざまな意見があるなど、解決すべき課題が

ございます。このため、県としては、引き続き

協議を進めてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 近年、緊急雇用対策という

ことで、緊急雇用対策の人たちが保健所とかい

ろんなところに出向いていって、11条検査率を

上げてほしいというようなパンフレットとか、

そういうシステムの中で、40％を超えるような

現在の検査率になっておるというふうに理解を

しております。しかし、先ほども言いましたと

おり、この事業が終わってしまうと、やはり11

条検査というものは、１年に一度は設置者が検

査をすると法律で決められておるところであり

ますから、これは100％に持っていかないと本当

はいけない法だろうというふうに私は理解をす

るところです。だから、今、さまざまな意見が

あり、解決すべき問題ということで、議論が続

いておるというようなことになっておりますけ

れども、協議は協議でいいわけでありますけれ

ども、協議の中で、例えば受検率を上げるため

に、４者の皆さん方の協議の中で、モデルでも

やってみようというようなところが出てくるよ

うであれば、そういったモデルからでも、この

一括の仕組みづくりに行って検査率を上げる方

向はできないのか、再度、環境森林部長にお伺

いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 一括契約につ

きましては、今申し上げましたとおり、４者で

協議しております。御提案のモデル事業につき
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ましては、その４者の協議の場に投げかけまし

て、モデル的にでも取り組めないかどうか検討

いただきまして、取り組めるところから取り組

んでいきたいというふうに考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。ぜ

ひそういうような形の中で前に進むようにお願

いしておきたいと思います。

次に、観光行政についてであります。

まず、100万泊県民運動についてであります。

知事は政策提案で、「産業・雇用づくり」の一

つとして、観光、物産等の総合的な販売促進を

掲げられ、そこで県内各地のすぐれた地域資源

の発見や地域間の交流を促進するため、「宮崎

を知ろう！100万泊県民運動」を提唱されていま

すが、この運動に対する知事の思いをお聞かせ

いただくとともに、具体的な取り組みについて

お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この運動でございます

が、３つの問題意識をもとに提唱させていただ

いているところでございます。１つは、長引く

景気の低迷、また相次ぐ災害によりまして経済

が停滞している、その中で何とか県内経済を活

性化していきたい、地元でできることを自分た

ちで力を結集できないだろうかという経済活性

化の思いということ。それからもう１つは、県

民一人一人の力を結集していく、県民総力戦を

掲げておるところでございますが、以前も県民

総力戦といっても何をやったらいいのかわから

ないじゃないかというような御意見も県民から

出たところでございます。そういう皆さんに対

して、こんなことをやってみましょうという具

体的なテーマの投げかけ、先ほどの中山間地を

みんなで守ろうというのもそうでありますし、

子育て県民運動もそうであります。それから、

３つ目としましては、いわば「ディスカバー宮

崎」ということでございまして、「宮崎はいい

ものがあるね」と、「でも、なかなかそれがア

ピールされてないね」と、「みんなも県民もわ

かってないね」というような声が県の内外から

上がるわけでございまして、県内観光や地域の

交流活動・イベントなどへの積極的な参加によ

りまして、県民一人一人が「ふるさと宮崎」と

いうもののよさを再発見する、そういう機会を

つくっていきたいという、そして幅広い地域振

興、経済活性化の効果をもたらしたいというも

のでございまして、地産地消県民運動や先ほど

申しました「中山間地域をみんなで支える県民

運動」にもつながるものでありますし、その根

底の発想は、古事記編さん1300年にもまたつな

がるものというふうに考えております。

県におきましては、観光情報サイトや各種広

報媒体を通じまして、観光地やイベント開催な

どのしゅんの情報を幅広く発信するとともに、

県民が実際に足を運ぶきっかけになりますよう

に、体験・滞在型観光の普及促進でありますと

かグリーン・ツーリズムの推進などの取り組み

を進める、さらには、県内の旅行会社に働きか

けて、県内を周遊する旅行商品を造成するとい

うようなところにも取り組んでいるところでご

ざいます。

この運動の趣旨というものは、県だけででき

ることではありません。市町村、経済団体に、

おもしろい、やってみようというような幅広い

賛同が広がり、県民一人一人が、まずは自分た

ちの足元でできることから行動に移していこう

と、そのような気持ちになっていただいて、そ

れが大きな流れになりますように、民間と行

政、一体となって展開をしてまいりたいと考え

ております。

○押川修一郎議員 知事のそれにかける思い、
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運動というのは理解いたしますけれども、やは

り計画、目標というものがあって、運動につな

げていかなければならんというふうに私は思う

んです。あくまでも運動だけでは、これは知事

がずっと知事の間は運動というもので進んでい

くんでしょうから、やはり100万泊、計画と目標

を持って、100万泊をいつの時点でどうするんだ

というものが出てこないと。それと、どういう

ところをターゲットにした旅行商品にするか、

あるいは宿泊の場所というものも出てくるで

しょうから、そういった計画と目標というもの

を設けるべきじゃないかというふうに私は思い

ますが、再度、知事の考えをお聞かせくださ

い。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の趣旨というの

は、しっかり受けとめたいというふうに考えて

おります。100万泊という数字も掲げたこのタイ

トルでございますが、先ほど言いましたよう

に、県民一人一人が年間１泊をすれば、いわ

ば113万県民ですから113万、100万を超えると。

それは一人にとっては年間１泊ではあります

が、それが大きな大きな効果を呼ぶのではない

かという一つのスローガンであり働きかけ、一

人一人の力を結集すれば、もっともっと大きな

ことができるよというような呼びかけとして掲

げておるところでございます。なかなか一つ一

つを積み上げてやっていくということが、実際

に113万全員が泊まることは、いろんな意味から

も無理なことでございまして、あくまでそうい

うスローガン的なものとして考えておるわけで

ございます。ただ、今、御提案のこともござい

ます。この運動の展開、アクションプランの工

程表に掲げる県内観光客数840万人という目標値

も掲げておりますので、そういうところにも反

映されるのではないかということで、数字の捕

捉にも努めていきたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。例

えば、我々もそうでありますが、県内の観光地

に行って、県内の観光地に宿泊するという機会

はやっぱり少ないんですよね。県職の皆さん方

も、いろんなところに出向いていかれる中で

も、最近は出張にしても日帰りというのが相当

多くなってきているという状況でもあります

し、知事の思いはわかりますけれども、具体的

にそういう形の中で、今後、ぜひ計画に盛った

目標という形の中で、見直しなり考え方をして

いただきますようにお願い申し上げておきたい

と思います。

次に、本県では、古事記編さん1300年を記念

した古事記ゆかりのシンボル的イベントを開催

し、県民や県外観光客に宮崎の魅力を満喫して

もらう、にぎわいを創出する事業が実施されま

すが、その一つとして、第26回西都古墳まつり

のタイアップイベントも予定されております。

地元でありますし、大変盛り上がります西都の

古墳まつりであります。この時期に西都の古墳

まつりとのタイアップイベント、私も期待して

おりますが、どのような効果を期待されて取り

組まれるのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

○総合政策部長（稲用博美君） 西都原、これ

は本県を代表する観光スポットの一つでありま

して、ことしは西都原古墳群発掘100年の記念の

年でもあります。西都原への注目度を一層高め

るために、古代神話をモチーフにした西都古墳

まつりとのタイアップイベントを開催すること

としております。このイベントでは、映画「千

と千尋の神隠し」の主題歌で全国的にも有名に

なりました歌手の木村弓さんをお招きしまし

て、地元の子供たちとの共演を行うことで、地
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元の伝統的な祭りをより一層盛り上げ、全県的

な集客を図るという相乗効果が期待されるとい

うふうに思っております。県民によります県内

観光を推進し、県内経済の活性化や地域間交流

の促進を目指します、今いろいろお話にありま

した100万泊県民運動にも寄与するものというふ

うに考えております。

○押川修一郎議員 ことしの古墳まつりは、そ

ういう意味では、1300年記念事業として大きな

イベントになるだろうということで期待してお

るところであります。先ほども話がありますよ

うに、この行事が一過性になることが一番いけ

ないというふうに考えておりまして、島根県で

は、古事記編さん1300年記念として、ことし７

月21日から11月11日までの114日間にわたって、

神話の博覧会「神話博しまね」を開催し、県内

外にアピールをされるということであります。

ぜひ本県も博覧会などを開催することは考えら

れないのか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県におきましては、

博覧会の開催というところまでは、今現在、予

定していないところでございますが、御指摘に

ありましたように、「ディスカバー宮崎」とい

いますか、その文化振興の側面も大事ですが、

やはりイベント的な展開で観光振興にも結びつ

けていく、この取り組みも大変重要であろうと

いう認識のもとに、ことしの10月から11月にか

けまして３週連続で、宮崎神宮大祭、西都古墳

まつり、それから古事記ゆかりのご当地グルメ

まつりということで、盛り上げていきたいと考

えておるところでございます。そのほか、この

時期には、古事記関連のイベントや祭り、企画

展などが多く開催されますことから、今申し上

げました核となるイベントとあわせまして相乗

効果を図り、記念事業として一体的・集中的に

ＰＲすることで、全県的な盛り上がりが図れる

のではないかということで、さらには、12月か

ら始まる本格的な神楽シーズンというところへ

結びつけていくということで、この「神話のふ

るさと みやざき」というものを県内外に強く

アピールしてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ちょっと残念でならないと

いうふうに率直に思うところであります。こと

しから32年の日本書紀までということであれ

ば、長期的なイベントにしたいというような答

弁も何カ所かで知事のお考えを聞いておるとこ

ろでありますけれども、ぜひ島根県あるいは奈

良県では、こういったイベントをされておるわ

けでありますから、やはり100万泊に結ぶよう

な、そういったイベントというものをつくって

いくべきじゃないかなというふうに思うんです

よね。期間がありますから、ぜひ何らかの形

で、一過性じゃなくて、こういう事業が続くよ

うにお願いしておきたいと思います。

次に、西村議員からも出ましたけれども、西

都原考古博物館についてであります。22年度の

観光統計を見ますと、西都原の観光客数は64

万5,000人、年々減少しておるところでありま

す。このような状況で、西都原考古博物館、こ

こはすばらしい施設であります。博物館への入

館者数はどのようになっているのか、そして利

用促進に向けた取り組みはどうなされているの

か、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 西都原考古博物館で

は、これまでに毎年、南九州と韓国、台湾との

文化交流について紹介した国際交流展や体験講

座を開催するとともに、古墳群の最新の調査成

果を盛り込むなどの展示を行い、平成16年の開

館以来、入館者の累計が94万人を超えていると

ころであります。22年は、発生しました口蹄疫
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の影響で、毎年10万人を超えていた入館者数が

大きく減少いたしましたが、23年度には９万人

近くまで持ち直してきたところであります。利

用促進の取り組みについてですが、入館者の半

数以上が県内からとなっておりますことから、

県内それぞれの地域の歴史を知る企画展や館内

でのクイズラリーの実施など工夫を凝らしなが

ら、県内の方をリピーターとして増加していく

ように努めていくとともに、県外からの観光客

への対応も視野に入れて、県内外の旅行会社へ

のポスター等の配布のほか、テレビや雑誌等へ

博物館の情報を紹介するなど、広報活動に取り

組んできているところであります。それで、こ

としはもっと何か新しいことができないかとい

うことで、宮崎駅前のＫＩＴＥＮにおきまし

て、西都原古墳群のパネル展を企画してＰＲす

ることといたしておりまして、今後とも、積極

的な広報活動、そして展示を充実させて魅力づ

くり、そういうことに努めていきたいと思いま

す。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。こ

の間の答弁の中に、小学校の学校数、70数校と

いうことで答弁があったところでありますけれ

ども、やはり文化事業なのか観光事業なのかと

いうことで、両方兼ねるという理解の中である

のであれば、県内の幼稚園生あるいは小中学

生、そういった生徒さん方を、何らかの形で、

学習や観光の場の中で、西都原というものを見

学あるいは勉強してもらうような方向の中での

また検討も入れていただければありがたいとい

うふうに思います。お願いをしておきます。

次に、国宝金銅馬具類、国の重要文化財の子

持ち家形埴輪、船形埴輪ですが、これらはいず

れも西都原古墳群、そしてその周辺から出土し

たものであります。私は、この出土品が、記紀

編さん1300年に合わせて、ぜひ西都への里帰り

ができないかお願いしたいと考えておるところ

であります。実は、２月議会で、中野一則議員

からも代表質問の中で質問されておりますが、

これらの出土品の買い戻しや資料の借用等を行

い、本県で展示することはできないかというこ

とで、改めて教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県で出土し、県外

機関に所蔵されている資料といたしましては、

国宝の金銅馬具類のほか、重要文化財の埴輪子

持ち家、埴輪船などがございます。私も５月の

連休に東京国立博物館で埴輪子持ち家を見せて

いただきまして、すばらしいと感動してまいり

ました。これらの資料につきましては、古代日

向を知る上で重要な資料でありますことから、

すべての資料について復元品を作成し、西都原

考古博物館に展示しているところであります。

国宝等を買い戻すということにつきましては、

これらの資料が所蔵機関の重要な展示品の一つ

となっており、困難な状況ではないかとは思っ

ておりますが、平成26年には、西都原考古博物

館が開館10周年を迎えますことから、その記念

事業として、資料の里帰りを何とかするような

方向で特別展などができないか、検討してまい

りたいと考えております。

○押川修一郎議員 残念な思いもありますけれ

ども、極力買い戻しも含めた中での検討並びに

考古博物館開館10周年に向けての取り組みをお

願い申し上げておきたいと思います。

それから、本県には、旧所、名所のすばらし

い観光地があるわけでありますが、通過型観光

で終わっているというふうに思います。西都原

古墳群、西都原考古博物館に、例えば綾の照葉

樹林、高千穂、日南海岸などを結ぶ、滞在型の

観光ルートをつくることはできないかというふ
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うに思います。先ほど、県の旅館業組合の皆さ

ん方ともいろいろ議論をさせていただきまし

た。修学旅行の生徒が少ない、あるいは宮崎県

のそういうホテルや旅館に宿泊してくれる方々

が少ないという話も聞くところであります。や

はり滞在型が少ないというふうに思うところで

ありまして、この件につきまして、商工観光労

働部長にお願いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本年は、

古事記編さん1300年、また、西都原古墳群発掘

から100年の節目を迎えますことから、西都原を

観光面から売り込むチャンスが一層拡大してい

るところであります。このような中、西都原と

県内の他の観光スポットをめぐるルートにつき

ましては、カーフェリーを利用したツアー商品

などが既に販売されておりますが、これからも

古代ロマンに満ちたスポットとして、さらなる

可能性を秘めているものと考えております。県

におきましては、本年度、西都原などの神話ゆ

かりの地をめぐる広域観光ルートを「日向神話

旅」として、新たに開拓しているところであり

ます。また、新たな取り組みといたしまして、

滞在型観光の広域化・ビジネス化を推進するた

めに、県内を周遊する旅行商品を販売する地元

旅行業者や観光協会を支援いたしますととも

に、地域の枠を超えた広域観光に取り組む市町

村等の支援も行うこととしております。このよ

うな取り組みによりまして、神話に加え、自然

や体験メニューなどを取り込んだ多様な観光ル

ートを開拓し、県内外への情報発信やセールス

活動も強化いたしまして、本県における滞在型

観光を一層推進してまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 観光行政ということでいろ

いろ質問させていただきました。最後になりま

すけれども、やはり西都原の整備だろうという

ふうに思います。この西都原古墳群の中でも特

に価値を持つのは、男狭穂塚、女狭穂塚である

わけであります。男狭穂塚につきましては、我

が国最大の帆立貝形古墳、女狭穂塚につきまし

ては、九州一の前方後円墳であります。残念な

ことに、樹木に覆われていて、その姿、全容が

見えないということが、地域の皆さん方もそう

いう意見が本当に多いわけであります。やはり

見えることによって人は感動を覚えたり実感と

いうものが出るというふうに思いますから、何

とか姿が見えるような整備をすることが、今後

の本県観光にとっても大きな資源となるのは間

違いないと、そのように思います。そこで、ぜ

ひ宮内庁に働きかけをしていただきますよう

に、再度、知事にお願いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 古事記編さん1300年等

に当たりまして、本県の宝探し、宝磨きをやっ

ていこうというときに、この男狭穂塚、女狭穂

塚、またこれは大変重要な資源であろうかとい

うふうに考えております。その形状や大きさの

外観などが一望できるような環境整備が可能と

なれば、この古墳群へのさらなる理解が深まる

とともに、その地域の魅力というものがさらに

増すのではないか、そのように考えておるとこ

ろでございます。そのような思いから、昨年、

西都古墳まつりのときに、私も参りまして、年

に一回、一部開放される、そこに参加しまし

て、あそこを管理しております京都の桃山監区

事務所の責任者と話をしたところでございます

が、やはり基本は、静安と尊厳の保持を基本と

した管理が行われているということで、樹木の

伐採については、大変困難な状況というのが基

本的な認識でございました。今回、平成16年度

から実施してまいりました地中探査の報告書が
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完成しましたことから、５月末に教育長が宮内

庁を訪問し、地中探査に特段の配慮をいただい

たことへのお礼でありますとか、なお一層の環

境整備についてお願いしたところでございま

す。さまざまな形で我々の思い、考えというも

のを伝えておるところでございますが、今後、

引き続き、県による陵墓参考地の周辺部の整備

というものを検討するとともに、私が宮内庁を

訪問することも含め、あらゆる機会をとらえな

がら働きかけを行ってまいりたいと考えており

ます。

○押川修一郎議員 宮内庁を訪問されるという

ことを前提に、ぜひ議会の代表あるいは西都市

の代表、そういった方々と一緒に、こういった

問題について要望していただきますようにお願

いしておきたいと思います。

次に、宮崎の存在感を世界にどう高めていく

かということであります。

本県では、過去、国際的な会議やイベントの

誘致を進めた時期があります。例を挙げます

と、第10回世界ベテランズ陸上競技選手権大

会、それから、平成12年には南太平洋フォーラ

ムに加盟する16の国と地域の首脳が集まった太

平洋・島サミット、また、Ｇ８各国の外相が集

まり、宮崎外相会合が同じく７月12日から13日

で行われておるところでありまして、この会議

の成功は、宮崎が目指す国際会議都市の実現に

向けて、大きな一歩であったというふうに思い

ます。そこで、これらの取り組みをどのように

総括されておるのか、商工観光労働部長、よろ

しくお願いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ただいま

議員からお話のありました、平成５年に開催さ

れました世界ベテランズ宮崎大会は、世界71の

国と地域から約１万2,000人の選手が参加いたし

ました、本県が経験した最大の国際イベントで

ございました。また、平成12年に開催されまし

た太平洋・島サミットと九州・沖縄サミット外

相会合は、それぞれ16の国と地域の首脳、先進

８カ国の外相が本県に会した世界レベルの国際

コンベンションだったと考えております。これ

らの会議等の開催によりまして、国内外に向け

て宮崎を広く発信するとともに、宿泊等による

地域への大きな経済効果もあったところであ

り、また、これらの会議等の経験を通して、受

け入れに関するノウハウの蓄積や関係機関との

人的ネットワークの構築などが図られたことか

ら、その後、現在に至るまで、毎年、国際会議

等が誘致・開催されている基礎となったものと

考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。日

本の今の状況を見ますと、少子高齢化、人口減

少、一方、世界は人口の増大の傾向、しかも食

料不足、環境問題等、宮崎のような地域でも、

世界の動きに影響を及ぼすようなグローバル化

という中で、県は昨年、「未来みやざき創造プ

ラン」を策定し、その中で戦略の一つとして海

外展開を掲げ、グローバルな視点から地域のポ

テンシャルを生かした取り組みを推進し、国際

的な経済交流や人的交流を拡大させ、世界に開

かれた宮崎を目指すとされております。もは

や、単に東京など国内に目を向けるだけではな

く、世界の人々を取り込んでいく施策が必要だ

と思いますが、本県では、過去に国際的な会

議、イベントなどを誘致されて、10年以上、開

催がありませんけれども、そこで、発信力、文

化への理解を持った知識人、経済人レベルでの

国際会議やイベントの誘致を積極的に進めるべ

きだと思いますが、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国際的な会議やイベン
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トというのは、地域の活性化、経済への影響、

それから国内外への本県のＰＲ、また国際化の

推進に大きく寄与するものでありまして、これ

まで県は、みやざき観光コンベンション協会や

関係団体との連携を図りながら誘致に努めてき

たところであります。昨年度は、アメリカ、中

国、イギリスなど海外７カ国が参加しました太

陽光発電関係の学会を初め、17件の国際会議等

が開催されまして、今年度も、学会やシンポジ

ウム、インセンティブツアーなど、11件の開催

が予定されているところであります。御提案の

ありました国際的な会議を初め、学会や企業ミ

ーティングなどの誘致は大変重要でありますこ

とから、今後とも、長年にわたる取り組みで

培ってきました経験、実績というものを生かし

ながら、国等の関係機関、産業界、大学及び海

外との人的ネットワークの形成や情報収集に努

めて、誘致活動に積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

ぜひ、世界地図に日本の中で東京とか大阪の大

都市は載りますけれども、宮崎県が載るような

そういった会議、イベントができるような形の

中で、今後、頑張っていただきたいと思いま

す。

次に、土木行政についてであります。

まず、総合評価落札方式についてですが、本

制度は、平成18年度からの試行期間を含めます

と、６年が経過したところであります。その

間、社会情勢の変化や地域からの要望等も踏ま

え、幾度も制度の改善策が図られてきておりま

す。よく聞く話でありますけれども、災害が発

生した場合、地元業者がいないことが、地域に

とっては大変困るということでありますが、こ

の間、業者も激減しているところであります。

地元業者育成の観点から、これまでどのように

取り組んでこられたのか、県土整備部長にお伺

いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 総合評価落札

方式は、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。その評価項目では、企業や配置予定技術者

の技術力に加え、入札参加者の本店所在地や災

害時の協力体制などを設定することで、地域の

建設業者の技術力向上や育成を図っているとこ

ろであります。特に、小規模工事を対象とした

地域企業育成型は、技術力を有し、地域貢献度

の高い建設業者が受注しやすい本県独自の形式

でありまして、平成20年度の導入以来、その適

用範囲を順次拡大してまいりました。県といた

しましては、このような取り組みを通して、地

域に根差し、技術力や地域貢献度の高い建設業

者が受注しやすい環境整備を行ってきたところ

であります。

○押川修一郎議員 次に、地域の業界の方々か

ら、これまでさまざまな改善策が図られてきて

いるのにもかかわらず、受注できる業者とでき

ない業者の二極化が進んでいるとのことであり

ます。そこで、地元業者が受注できるととも

に、同じ管内の建設業者間における受注の偏り

を是正することが重要だと思いますが、同じく

県の取り組みについて、県土整備部長にお願い

いたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 県では、本年

度から、より地域の企業が受注しやすい環境を

整えるため、入札参加資格において、例えば土

木一式工事では、入札に参加できる地域を県内

３ブロックから７ブロックに変更するなど、地

域要件を細分化したところであります。また、

入札方式の選定に当たっては、総合評価落札方
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式が制度上、技術力や地域貢献度の高い建設業

者が有利となりますことから、価格のみの一般

競争入札も用いることで、実績の少ない建設業

者への受注機会の確保にも努めているところで

あります。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、検証と必要な見直し

を図り、公平・公正で透明性の高い入札・契約

制度の構築に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。ぜ

ひそのような方向でお願いしておきたいと思い

ます。

それから、本年度から河川整備が本格的に始

まります一ツ瀬川でありますが、本年度の改修

状況について、同じく県土整備部長にお願いい

たします。

○県土整備部長（濱田良和君） 一ツ瀬川の河

川改修につきましては、平成22年度から事業に

着手しておりまして、本年度は、約３億8,000万

円の予算で、一ツ瀬橋付近の両岸及び山角橋か

ら穂北橋までの区間、並びに杉安橋付近の右岸

の３カ所におきまして、調査設計及び用地取得

を進め、一部工事着手する予定としておりま

す。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

次に、学校の通学路の安全確保についてであ

りますけれども、これは横田議員のほうからも

出ておりましたし、関連の部分があるというこ

とで、私の住む西都市の学校区においても、道

路の狭いところとか見直しが必要なところとか

ありますし、県土整備部のほうにも道路の改

良、警察のほうにも、いろんな見直しの中での

道路標識とかもろもろあるわけでありまして、

子供たちが安全に登下校できるような関係の中

で、今後、いろんな対策を打っていただきます

ように要望にかえさせていただきまして、私の

一般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。

午後０時８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、重松幸次郎議員。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮

崎県議団、重松幸次郎でございます。足元の悪

い中、傍聴に来ていただきました皆さん、心か

ら御礼申し上げます。

通告に従い順次質問をさせていただきますの

で、知事初め、関係部長には明快な答弁をお願

い申し上げます。

初めに、道州制についてであります。

これまでも多くの議員各位による質疑がござ

いましたが、急速な少子高齢化による家族形態

の変化、東日本大震災による自治機能の崩壊な

どで国の形が問われている中で、国、道州、基

礎自治体の３層構造から成る地域主権型道州制

導入による、国民が主役の行政を実現し、国の

再建を提唱する公明党は、その実現に向け、本

年の３月に道州制推進プロジェクトチーム（遠

山清彦座長）を発足させ、本格的な議論をスタ

ートさせました。プロジェクトチームでは、現

在、道州の権限や区割り、財源、導入への手続

といった主要課題について、有識者を交え、そ

の実現に向けて本格的に取り組んでおります。

道州制を取り入れる意義はさまざまに展開が

ございますが、公明党の見解は次の３点にも集
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約されます。第１には、国の権限や財源、人材

などが道州に移転されることで首都をバック

アップする機能を担えるということでありま

す。首都直下型地震の発生確率が今後30年間

で70％と試算されていることなどもあり、東京

に一極集中する首都機能のバックアップ体制が

求められています。その意味からも、首都機能

の代替につながる道州制は、国土の防災性や災

害への対応力を高める観点から有力な手段とな

ります。

第２は、長期にわたって停滞を続ける経済・

景気の打開につながる効果です。これまで経済

対策は国が一元的に進めておりますが、道州が

独自に経済対策に取り組むことで地域の中で強

みを持つ産業に特化した投資が進み、地域経済

に新たな活力が生まれ、景気の好転や上昇が期

待されます。

そして、第３は、行政運営のスリム化が進む

ことです。二重行政の解消や人件費の削減など

が進み、その結果、今まで以上に効率的な行政

運営が可能となり、新たな行政サービスを国民

に提供できる。行政サービスの全体がスケール

メリットで働く形で向上でき、魅力ある地域ゾ

ーン、都市ゾーンが形成できるなどが挙げられ

ます。

そういう期待がある一方で、国の調整機能が

低下し、地域間格差が拡大する。住民との距離

が開き、住民自治が形骸化するなどなど、慎重

な立場での意見もございます。このほかにも道

州制の設計において、県警察、国有林野、高等

裁判所などを移譲して国の統一性が担保できる

のか、一体いつごろ導入するのかなど、これか

らの課題について国会を中心に、そして地方に

おいても本格的に議論を深め、立法措置などの

行動を進めなくてはなりません。

そこで、知事にお伺いいたします。岡山県の

石井正弘知事を代表に、ほか８名の県知事と橋

下徹大阪市長を含む15名の市長が共同する「道

州制推進知事・指定都市市長連合」が本年の４

月20日に発足いたしました。九州からは佐賀

県、熊本県の各知事と北九州、福岡、熊本の各

市長も参加されておられますが、この「道州制

推進知事・指定都市市長連合」が設立されて、

知事はどのように受けとめておられるのか、御

所見をお伺いいたします。

以上で壇上での質問とし、残りは質問者席か

ら行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

道州制の推進組織の設立についてでありま

す。少子高齢・人口減少社会の本格化、経済の

グローバル化など、我が国を取り巻く社会経済

状況が大きく変化する中で、これまでの画一的

な中央集権システムでは地域の多様な行政ニー

ズには十分対応することが難しくなっていると

いう認識であります。このため、住民に身近な

行政はできる限り地方が担い、地方がみずから

の判断と責任において地域のニーズに応じたき

め細かな施策を展開するために、地方分権を推

進していく必要があると考えておりまして、そ

の推進の一つの選択肢として道州制というもの

が考えられるのではないかと考えております。

このたび、有志による道州制の推進組織が設

立されたということは、今現在、道州制に関す

る議論というものが以前と比べると多少、熱を

帯びていない状況もある中で、地方分権の確立

に向けた選択肢の幅を広げ、我が国の行政のあ

り方に関する国民的な議論喚起に向けたきっか

けになり得るものというふうに考えておるとこ

ろであります。以上であります。〔降壇〕
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○重松幸次郎議員 実は、４月20日に発足した

道州制推進連合の石井知事一行が同日、公明党

道州制推進プロジェクトチームを訪問し、同連

合からの要望を受けております。懇談の折、石

井知事からは、地域主権型道州制の基本的な理

念や方針、工程などを定める推進法を地方の意

見を反映しつつ早期成立させると訴えられてお

りました。地方の意見を集約、反映させるとい

う上で、県内でも議論の場が必要だと思います

し、知事はこれまでの道州制についての答弁の

最後は、「積極的に議論を進めていくべき」と

か、「検討していく必要があろう」という表現

でありました。今後、道州制について具体的に

どういう形で議論を進めるおつもりなのか、再

度、知事にお尋ねをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 道州制は、地方分権に

向けた選択肢の一つとして議論を深めていくこ

とが必要であろうかというふうに考えておりま

すし、地方分権というのがなかなか遅々として

進まない、それをいかに突き動かすかというと

ころの、いわば運動論のような形で道州制とい

うものを前向きに議論していくことは大変重要

ではないかというのが私の考えでございます。

道州制というのは、ただ地方の広域行政体をど

うするかということにとどまらず、国のあり

方、まさに国と地方のあり方を根本から変える

ものでありまして、国民生活に大きな影響があ

るものというふうに考えておるところでござい

ます。このため、国民的な議論の喚起に加えま

して、まずは現在の都道府県制度を前提とした

地方分権というものを着実に進めていく必要が

あろうかというふうに考えております。そし

て、市町村の基盤、機能の強化を図るというこ

とで、国、地方、全体をとらまえた機能分担、

役割分担をどのようにしていくのか、そのよう

な議論を深めてまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 知事のお考えは理解できま

す。また、九州知事会の動きも大変必要なもの

であります。その上で我が党としては今後の手

続として、約３年で道州制移行法案成立を目指

し、またその後に道州制国民会議を立ち上げて

議論をと考えております。ぜひ、河野知事がそ

の議論の中央に立たれることを望んでおりま

す。

続いてまいります。防災対策についてであり

ます。

５月27日に日南市油津港で行われました宮崎

総合防災訓練に参加させていただきました。地

震、マグニチュード7.1、震度６弱という、また

大津波を想定しての訓練に、県、日南市、日南

市消防本部を初め、多くの団体、企業が参加し

て、24項目にわたり訓練が行われました。消

防、警察、自衛隊の救助訓練は申すまでもな

く、水道、電設などのライフラインの復旧工

事、炊き出しやボランティアセンターの運営な

ど、すべての訓練内容に日ごろの鍛錬や連携を

発揮されていることが実感できました。中でも

やはり印象に残るのは、ヘリコプターでの救助

であります。この日は、航空自衛隊、海上保安

庁、「あおぞら」、そしてドクターヘリなど、

ヘリコプターが総動員でありました。あっとい

う間に海上かなたから湾内に到着し、水難者を

海面からつり上げて救助し搬送、またドクター

ヘリも救急車と連携して負傷者の応急救護と搬

送を数分の間に行うところを見ると、県民の安

心・安全は確実に確保していただいているとい

うふうに感心をいたしました。訓練に参加され

た関係の皆様、本当にお疲れさまでございまし

た。

さて、ドクターヘリにつきましては、我が会
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派と宮崎市議団と合同で６月１日に宮崎大学医

学部ドクターヘリ基地病院へ視察に伺いまし

た。これまでの運航状況は先ほど内村議員が質

問されたとおりでありました。６月13日まで

の57日間で56件の出動があったこと、また不良

天候や夜間などで出動ができなかったケース

が13件だったが、おおむね順調な運航開始だっ

たということを確認させていただきました。そ

の上で、今後の運航のために、内村議員と少し

ダブる部分もありますが、質問をさせていただ

きます。非常備消防地区の対応、無線が届かな

い場合の対応、離島の対応、また他県との連携

といったドクターヘリの課題について福祉保健

部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

の課題でございます。ただいま４点いただきま

した。まず、非常備消防地区への対応でござい

ます。非常備消防地区におきましては、ヘリ要

請は各職場の職員が行うこととしておりますの

で、これまで地元消防団や医療機関も含めた関

係者に対しまして、それぞれの町村において要

請方法等の説明や意見交換を行いますととも

に、ドクターヘリを使った実践的な訓練も複数

回実施してきたところでございます。

また、ヘリの消防無線につきましては、地形

の状況によって交信に支障が出る場合がありま

すので、例えば宮崎大学の運航管理室を中継基

地として医療用無線でドクターヘリに伝達する

といった対応を行うこととしております。

次に、県内の３つの離島におきましては、延

岡市の島浦、日南市の大島にはランデブーポイ

ントがありますので、直接、ヘリによる搬送が

できます。また、串間市の築島につきまして

は、患者を船で対岸まで運び、近くのランデブ

ーポイントで対応することとしておりますが、

今後、ランデブーポイントの適地調査を行うこ

ととしているところでございます。

最後に、他県との連携でございますが、本年

５月に九州各県の行政担当者とドクターヘリ基

地病院による連絡協議会を開催しておりまし

て、要請が重複した場合の隣県との連携や大災

害時における協力体制等について検討すること

としているところでございます。

○重松幸次郎議員 よくわかりました。また、

あわせまして、ヘリ運航の少し前に宮崎大学医

学部に隣接して設置されました救命救急センタ

ーの運営状況もお聞かせいただきたいと思いま

す。福祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 宮崎大学の救

命救急センターでございますが、現在、医師14

名、看護師42名の体制で本年４月10日より運用

しているところでございます。病床数は20床で

ございますが、その平均稼働率は、運用当初の

４月が46％、５月が62.7％、６月は13日までで

ございますが、76.2％となっているところでご

ざいます。救命救急センターとドクターヘリの

運航は、救命率の向上、後遺症の軽減等の県民

の安全・安心の確保はもちろんのこと、救急医

療、ひいては地域医療を目指す若手医師を初め

とする医療従事者の養成確保の場となるという

意味でも、大変期待が大きいところでございま

すので、県といたしましては、今後とも、宮崎

大学を初め、関係機関と十分連携を図ってまい

りたいと考えております。

○重松幸次郎議員 災害拠点病院としてすばら

しい環境が整ってまいったと思います。しか

し、現場に携わっている方は大変な気苦労があ

るかと思います。安全運航と御活躍を祈るのみ

であります。頑張っていただきたいと思いま

す。
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続きまして、関連しまして、消防バイクの導

入状況について確認いたします。我が党の新聞

記事ですが、埼玉県の草加市消防本部に配備さ

れたオフロードタイプの消防バイクが地震や火

災などの災害時にすぐれた機動力を発揮し、初

期消火活動や情報収集に大きな効果が期待され

ていると。2005年から３台導入されていまし

た。東日本大震災の発生当日も市内を巡回し、

住宅街や狭い道路の路地裏まで走行できるバイ

クだからこそ、被害状況をいち早く伝えること

ができたとありました。また、東京消防庁

は1997年から現在、20台を都内各署に配備し、

首都高速道路での車両火災など、事故や災害現

場にいち早く急行し、消火能力にすぐれ、持ち

運び可能な可搬式消火器で初期消火を行うこと

が主な任務というふうに聞いております。この

ように、消防バイクは災害時における迅速な情

報収集や救急救助活動において有効であると考

えられますが、本県における消防バイクの導入

状況と導入推進に対する考え方について危機管

理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 消防バイ

クの県内の導入状況につきましては、宮崎市消

防局に１台、宮崎市消防団に６台、延岡市消防

団に３台、えびの市消防団に５台、高千穂町消

防団に３台の計18台となっているところでござ

います。消防バイクに関しましては、議員御指

摘のありましたとおり、すぐれた機動力を有

し、大規模災害時の情報収集等に大きな役割を

果たすことが期待されております。一方で、人

員の確保やバイクの走行訓練が必要であるな

ど、運用体制に関する課題も指摘されていると

ころでございます。消防車両などの消防設備に

つきましては、各市町村が地域の実情に応じて

整備をしており、県といたしましては、市町村

に対し、消防バイクの全国的な運用状況などの

情報を提供してまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 意外にも消防本部よりも消

防団のほうに多く配備がされておりました。全

国でも総務省消防庁による実態調査が行われ、

調査結果が報告されております。これから取り

組みを検討されるところが多いようですが、初

期消火の役割は当然として、防災防火パトロー

ル、防災啓発活動、そして学校現場に出向いて

の防火教育などの導入のメリットと運用事例を

参考に、ぜひとも各市町村で導入を呼びかけて

いただきたいと思います。

続きまして、通学道路の安全確保についてで

あります。

登下校中の子供たちを襲う痛ましい事故が本

年４月に相次ぎました。安全が確保されている

とは言いがたい通学路が少なくない中、子供た

ちを守るために危険箇所の総点検を初め、ドラ

イバーの安全意識啓発、地域社会の協力が不可

欠だと思います。我が党も４月26日に通学路の

安全対策プロジェクトチームを立ち上げ、全国

で具体的な検討に乗り出しております。登下校

中の交通事故で死傷した全国の児童数は昨年１

年間で2,485人に上り、それでも過去５年間で最

も少ない数字だそうであります。そこで、平

成23年中の県内における児童生徒の登下校中の

交通事故発生状況について警察本部長にお伺い

いたします。

○警察本部長（加藤達也君） 平成23年中に発

生した県内の児童生徒にかかわる登下校中の交

通事故は、小学生が28件、中学生が92件、高校

生が262件の合計382件で、死者はありませんで

した。

○重松幸次郎議員 中学生、高校生になると自

転車事故がふえていくというふうにお聞きいた
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しました。また、他県で発生した事故を受け、

登下校中の安全確保について県教育委員会は学

校へどのような指導を行っているのか、教育長

にお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会といた

しましては、他県で相次いだ登下校中の交通事

故を受けまして、通学路の安全確保や安全管理

体制の整備を市町村教育委員会等へ通知したと

ころであります。その内容につきましては、地

域や学校の実情、過去の交通事故の発生状況な

どを参考に、学校、家庭、地域及び関係機関と

連携した通学路の安全点検の実施や通学方法を

検討すること、登下校時における交通安全指導

の徹底を図ることであります。また、このこと

につきましては、小学校・中学校校長会や県立

学校校長会において具体的な事例を挙げなが

ら、校長へ直接、指導を行ったところでありま

す。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。小

学校用と県立学校用に分けて行っている状況調

査票を見せていただきました。近日中に取りま

とめて、今後、家庭、地域、関係機関との連絡

協議会が開催されるということを伺っておりま

す。既に全国でも対策が始まっておりますが、

東京都文京区の千駄木小学校前通りでは、地域

住民との意見交換で合意形成を図り、国の補助

事業を活用して通りの車道幅を5.5メートルから

４メートルに狭め、その分、歩道を広くし、車

道は対面交通から終日一方通行に変えたようで

あります。また、福岡市博多区では、自動車の

制限速度を30キロ以下に制限する「ゾーン30」

を整備いたしました。そこで、通学路における

交通規制対策の進捗状況について再度、警察本

部長に伺います。

○警察本部長（加藤達也君） 通学路におきま

しては、児童等の安全確保を図るため、通学路

における交通規制の実態調査を指示しており、

必要があれば見直しを行うこととしておりま

す。また、警察庁の通達を受け、学校等関係者

と連携した緊急合同点検を実施中であります。

警察で進めております生活道路対策の「ゾー

ン30」につきましては、住宅地域内の区域内に

一律時速30キロメートルの速度規制をかけた上

で、道路管理者等と連携しながら、速度や通過

交通の抑制を図り、交通事故を防止するもの

で、平成28年度までの継続事業であります。本

年度指定した４カ所のゾーン内には小学校が含

まれているところもあることから、今後も、通

学路を含めた安全対策の一環として推進をして

まいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。今

後も継続してさらなる安全対策を講じていただ

きますよう、警察本部、教育委員会、また関係

部署に要望をいたします。

続きまして、観光振興についてでございま

す。

先月、常任委員会の県北調査で、細島港の大

型岸壁の整備、ガントリークレーンの増設やコ

ンテナターミナルの拡張など、まさに東九州の

物流拠点としての港湾整備状況を見ることがで

きました。細島港は、貨物の取り扱いだけでな

く、先日、西村議員が紹介されておりましたク

ルーズ船の就航受け入れが本県観光の海からの

玄関口として今後大きく期待できるものと思い

ます。クルーズ船については大変興味のあると

ころでございます。そこで、海外からのクルー

ズ船の最近の寄港、及び今後クルーズ船の受け

入れをふやしていくことができるのか、商工観

光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 今年度の
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海外からのクルーズ船につきましては、既に寄

港したものを含めまして、細島港で乗客2,300人

規模の「コスタ・ヴィクトリア号」を６

回、1,000人規模の「クラブ・ハーモニー号」を

３回、油津港で1,800人規模の「レジェンド・オ

ブ・ザ・シーズ号」を６回、２つの港を合わせ

まして合計で15回受け入れる予定であり、本県

としては過去最高の受け入れ回数となります。

近年、東アジアにおけるクルーズ船の運航は拡

大傾向にありまして、また九州への関心も高

まっております。このような状況を踏まえ、今

後の受け入れにつきましては、県では、地元自

治体、観光協会、関係事業者などとで構成しま

すポートセールス協議会や地元受け入れ協議会

を通じて、また九州観光推進機構とも連携しな

がら、誘致活動に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。観

光コンベンション協会の担当の方からもお話を

聞いてまいりました。予定では本日、油津港に

「レジェンド・オブ・ザ・シーズ号」が入港だ

そうです。これからもアジアからの誘客がさら

に期待できるので、組織との連携を図りたいと

のことでございました。また、海外クルーズ船

のほかにも、「飛鳥Ⅱ」や「にっぽん丸」も寄

港する予定だそうです。その中で一つ心配が出

ておりましたが、クルーズ船の受け入れにおけ

るＣＩＱ体制―出入国管理について十分な対

応ができているのか、総合政策部長にお伺いし

ます。

○総合政策部長（稲用博美君） 近年、国際ク

ルーズ船の需要が高まっておりますが、クルー

ズ船には多くの外国人観光客が乗船しておりま

すことから、ＣＩＱの中でも特に出入国審査の

手続が円滑に行われるということが重要となっ

ております。このような中、国におきまして

は、観光立国の推進を図るため、例えば大型の

クルーズ船の場合には、海外の出発地から審査

官が乗船して船上で入国審査を行い、寄港後速

やかに上陸できるようにしたり、出国審査が円

滑に行われるように人員を配置したりするな

ど、審査の待ち時間を短縮する取り組みが行わ

れているところであります。クルーズ船の寄港

につきましては、本県港湾の利用促進や本県へ

の大型観光客の誘致に大きく貢献するものであ

りますので、県といたしましても、関係機関と

連携して、クルーズ船の受け入れ体制の強化を

図っていく一方で、引き続き、国の機関に対し

まして、ＣＩＱ体制の充実について要望してま

いりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。外

国から初めに入港するファーストポート、最後

に出国するラストポートにＣＩＱの管理が発生

するわけでございます。県内の滞在時間ができ

るだけ長く保てるようにＣＩＱ体制をよろしく

お願いしたいと思います。

また、そうした中で、アジアからの誘客を考

えたとき、とりわけ中国、台湾からの観光客が

多くなっておりますが、気になるのが通訳でご

ざいます。そこで、全県的にアジアからの観光

客の受け入れをしようとするときに通訳の確保

はできているのか、商工観光労働部長に伺いま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 増加が見

込まれますアジアからの観光客を受け入れるた

めに、御指摘のとおり、通訳の確保は重要な課

題であると考えております。しかしながら、有

償で海外からの観光客に対し通訳や案内を行う

ことができる国家資格の通訳案内士や、通訳ボ

ランティアのいずれも、中国語や韓国語などの
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アジア言語に対応できる人が県内では少なく、

特に一度に多くの観光客が訪れるクルーズ船の

受け入れ時などにはその確保に苦慮していると

ころであります。このため、地元の受け入れ協

議会では、広報紙などを通じた通訳ボランティ

ア募集などを行って、その確保に取り組んでき

ているところであります。また、県では、総合

特区制度を活用しまして、九州エリアに限定し

て、基本的な研修を受講することにより通訳案

内ができる特区ガイドの創設に向けて、現在、

九州各県、九州観光推進機構と共同で申請の準

備を進めているところであります。

○重松幸次郎議員 私も初めて特区ガイドとい

うことを知りました。ぜひとも、有償で通訳案

内ができる特区ガイドを創設していただきたい

と思います。また、観光案内看板、パンフレッ

トもアジアに対応したものをさらにつくってい

ただきたいというふうに思います。

また、そのほかにも、日本を訪れる中国圏内

の旅行客の一番の目的は買い物であります。た

だ、中国には5,000米ドル相当までという外貨持

ち出し制限があるために、決済を銀聨カード、

日本で言うキャッシュカードで行うことが多

い、それに対応した端末機を普及しなくてはな

らないというふうに聞いております。アジア経

済発展に伴い、観光客の拡大のチャンスであり

ます。さらなる誘客促進をお願いいたします。

次に、５月28日に観光議員連盟と県ホテル旅

館生活衛生同業組合様との意見交換会がござい

ました。その折、他県から受け入れがほとんど

なくなっている修学旅行、今、教育旅行と言っ

ているそうですが、その対策をどうするか、議

論がございましたが、なかなか結論に至りませ

んでした。後日、県ホテル旅館生活衛生同業組

合の事務局にお邪魔してお話を伺いました。本

年３月までの２年余り、観光振興応援事業とい

うのがあり、全国に宮崎への修学旅行案内に

回っていたが、本年で打ち切られたようでござ

います。積み重ねが大切であります。これから

だというふうにおっしゃっておりました。観光

振興応援事業として修学旅行のセールスに取り

組んだ事業が終了になったところですが、復

活、継続するお考えはないか、商工観光労働部

長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） この事業

は、ふるさと雇用基金事業を活用いたしまし

て、県ホテル旅館生活衛生同業組合が３名の職

員を雇用いたしまして、九州各県や関西・中国

地方などの旅行会社や学校を訪れ、本県への修

学旅行誘致を行うとともに、最近の修学旅行の

傾向などについての情報収集を行ったものであ

ります。県では、この事業により収集した情報

も生かしながら、市町村等と連携して、本県の

修学旅行向けメニューの掘り起こしや磨き上げ

を行い、南九州３県合同モデルルートの構築や

修学旅行ガイドブックの作成などに取り組んで

きたところであります。今後は、ＪＲグループ

などと連携した関西・中国地方の旅行会社向け

の視察会や、教育委員会にも御協力をいただき

ながら、鹿児島県や熊本県など隣県の教育関係

者へのセールスを実施するなどに取り組み、修

学旅行の誘致を図ってまいりたいと考えており

ます。

○重松幸次郎議員 ぜひ、修学旅行の復帰をお

願いする―先ほど言いましたこれらの事業を

何らかの形でぜひ復活、継続していただきたい

という要望でございます。よろしくお願いいた

します。

次に、がらっと話題を変えまして、「夢・実

現 甲子園優勝プロジェクト事業」についてであ
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ります。スポーツの力で県民に勇気と元気をと

いう思いで知事は甲子園日本一を掲げられまし

た。春、夏、全国優勝がないのは九州では宮崎

県だけと聞けば、意地でも応援してみたくなる

というふうに思います。大事かなと思いまし

た。県高野連のホームページを見てみますと、

全国大会では、昭和39年に宮崎商業高校、40年

に高鍋高校が夏の大会でベスト４、昭和59年に

都城高校が「センバツ」でベスト４になったの

が最高位であります。随分昔になってしまいま

した。「深紅、紫紺の優勝旗を一日も早く宮崎

に」を合い言葉にとありました。そこで、新規

事業である甲子園優勝プロジェクト事業にどの

ように取り組んでおられるのか、教育長にお伺

いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本年度より、県民に

感動や夢を届ける甲子園での優勝を目指し、

「夢・実現 甲子園優勝プロジェクト事業」をス

タートさせたところでございます。早速４月に

は、昨年の九州地区秋季大会県予選でベスト４

となった宮崎西高校など４校を競技力強化推進

校に指定するとともに、５月には、全国強豪校

挑戦事業として、春の全国選抜大会ベスト８の

浦和学院高校を初めとする全国の強豪校３校と

の試合を行ったところであります。今後は、強

化にかかわる中長期的な対策の検討を行うため

の県高等学校野球連盟を初めとする関係団体に

よる強化対策会議の開催や、中学生の硬式野球

へのスムーズな移行と意識の高揚を図るため

に、県中学生選抜チームの強化活動に対する支

援を進めてまいります。県教育委員会といたし

ましては、目標の実現を目指し、県高等学校野

球連盟や関係団体と一体となって本県高校野球

の競技力向上に努めてまいりたいと考えており

ます。

○重松幸次郎議員 県中学生選抜チーム支援の

ように、高校球児を育てるには、中学生、小学

生のころからの育成が大事かと思います。私も

高校野球の関係者と懇談した折、県内の一中学

校野球部に指導者が、経験者が複数いたり、ま

た逆に全くいないところがあるなど、偏りがあ

ることを危惧されておりました。このほかにも

プロジェクトを立ち上げると見えてくる課題も

多いかと思いますが、夢実現に向けて県民総力

戦の意識高揚がまず大事だと思います。新しい

プロジェクトでございます。始まったばかりで

ありますので、実りあるまで続けていただきた

いというふうに思います。７月７日からいよい

よ第94回全国高校野球選手権大会宮崎大会が開

催されます。まずは球場に出かけて地元の高校

を応援することから始めたいと思います。

続きまして、入札・契約制度についてでござ

います。

入札・契約制度に関しましては、幾つかお伺

いをいたします。地域の建設業は、公共事業、

インフラ維持管理、そして災害復興の対応な

ど、地域社会の振興と維持に重要な役割を担っ

ておられます。しかしながら、公共工事の抑制

や受注競争の激化などから厳しい経営環境にあ

り、企業の小規模化が進んできています。その

影響で、採算性が低く、一定の労働者や機械の

確保が必要となる地域維持事業を行い得る企業

が減少し、このままでは最低限の維持管理等ま

で困難となることが生じかねません。特に台風

など自然災害が多い本県では、災害や緊急時の

対応など、地域密着の企業が協力しなければで

きない事業があり、将来の対応に懸念が広がっ

ております。こうした中、昨年12月に国土交通

省より、「建設産業の再生と発展のための方

策2011」で地域維持型契約方式の導入が示され
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ました。本県では、地域維持型契約方式は将来

にわたる地域維持事業の担い手確保に有効であ

ると考えます。本県は導入事例がないとのこと

ですが、この取り組みについてどのように考え

ていらっしゃるのか、県土整備部長にお伺いい

たします。

○県土整備部長（濱田良和君） 現在、国にお

きましては、建設業者の減少、小規模化が進む

中で、災害対応や除雪、道路補修などの地域維

持業務の発注に当たって、複数の工種、区間等

を包括して発注するなどの工夫を行うととも

に、地域の建設業者が協力して施工を担う地域

維持型ＪＶ制度を新設するなど、将来にわたり

地域の維持管理の担い手を確保するため、地域

維持型契約方式の導入を進めているところであ

ります。

本県では、現在のところ、地域の建設業者に

道路や河川の維持補修などの業務を担っていた

だいており、また災害時におきましても、建設

業協会ほか業界団体の協力のもと、迅速に対応

いただいているところでありますが、特に中山

間地域などにおいて、維持管理事業の担い手を

将来にわたり確保することは大変重要な課題と

考えております。このような課題の解決策とし

て、地域維持型契約方式は有効な手法の一つと

考えておりますので、県といたしましても、維

持管理事業における建設業者の応札状況を注視

するとともに、業界団体の御意見も伺いなが

ら、本県の実情に適した契約方式について研究

してまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 今後増加が見込まれる社会

資本の維持管理が持続的に行われるようにする

ためには、担い手である建設企業の体制確保に

資する地域維持型契約方式の活用をぜひとも望

みたいと思います。

続いて、建設関連の５業種業務委託の入札・

契約状況についてでございます。これまでも制

度について見直し改善が行われておりますが、

建設関連業務委託は、建設工事と比べて県外企

業の発注割合が高いと思いますが、どのくらい

の割合を占めているのか、また県外企業への発

注割合が高くなるのはなぜなのか、県土整備部

長にお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 平成23年度の

建設関連業務における県外企業の受注状況は、

件数ベースで13.0％、金額ベースで24.4％、同

じく建設工事では件数ベースで2.7％、金額ベー

スで5.1％でありまして、建設関連業務のほうが

高くなっております。建設関連業務の成果は、

その後に実施する工事の品質に大きな影響を与

えますことから、一定の技術力や同種業務の実

績を有する企業に発注するなど、品質確保に努

めているところであります。このため、高度な

技術力を要する橋梁設計や地すべり調査・解析

業務等では県外業者を入札参加者に含める場合

があり、結果としまして、建設工事に比べて県

外業者の受注割合が高くなっているところであ

ります。

○重松幸次郎議員 落札価格で今なお25％弱、

４分の１が県外業者となっているようでありま

す。そのうち平成23年度の西臼杵支庁内におけ

る土木関係建設コンサルタント業務の入札結果

では、50件のうち18件、36％が県外という状況

でありました。先日、設計コンサルタントの方

と懇談をいたしましたが、業務委託において

も、共同事業体として技術を習得し継承してい

くことで状況が改善できるのではということを

言われておりました。そこで、設計業務におい

て、県内業者と県外業者の共同企業体を結成す

ることで県内業者の受注機会と技術力向上の機
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会をふやすことはできないか、再度、県土整備

部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 本県におきま

しては、設計業務を初めとする建設関連業務に

共同企業体を加えた入札は行っておりません

が、一般的に、県外業者との共同企業体方式に

よる事業の実施につきましては、県内業者の技

術力や経験の獲得手段の一つとなる一方で、業

務に対する責任の所在が不明確になりやすいと

いう問題点が指摘されているところでもありま

す。県といたしましては、今後とも、公共事業

の品質確保を図りながら、県内業者への発注に

努めますとともに、国や他県の取り組み状況、

さらには業界団体の御意見等も踏まえまして、

研究してまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 繰り返しになりますけれど

も、県内と県外の業者の共同によるメリットを

引き出していただいて、産業構造にプラスにな

るＪＶ方式を御検討していただきたいと思いま

す。ここまで申し上げてきましたのも、みやざ

き元気プロジェクトのもと、地域経済循環シス

テムを構築し、地産地消を進めることが重要か

というふうに思うからです。

最後に、物品の発注についてであります。印

刷物の発注については、物品の売買契約から現

在は製造の請負となっているようですが、下請

の取り扱いについてはどのようになっているの

か、また発注方針はどうなっているのか、総務

部長にお伺いをいたします。

○総務部長（四本 孝君） 印刷物の発注にお

きまして、特殊な加工など受注業者ではできな

いものが含まれる場合には、その一部を他の業

者へ下請させることができることとしておりま

すけれども、一括下請については禁止をしてい

るところでございます。今後とも、県内業者へ

の発注を優先してまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。県

内での生産が原則のようですが、そうした中

で、県外への一括下請があるのではないかと危

惧しているところであります。そのようなこと

が発覚した場合は罰則（ペナルティー）も規定

されていることも伺いました。印刷業だけでな

く、ものづくりに取り組んでおられる製造業の

皆さんの声でもあります。以上、できるだけ地

産地消で県内発注をさらに徹底していただきま

すようによろしくお願いをいたします。

商店街の活性化についてでございます。

今、全国で、災害に強く安心・安全なまちづ

くり、そして高度成長期に整備された多くの公

共インフラが一斉に老朽化し、インフラ崩壊の

危機が顕在化する中で、持続可能なまちの再生

を目指し、コンパクトシティが再注目されてお

ります。御存じのとおり、コンパクトシティと

は、住宅や学校、病院、商店街、また行政機関

など、暮らしに必要な機能が一定の地域内に集

約されたまちのことであります。鉄道やバスな

どの公共交通機関を使えば、自動車に頼らず歩

いて生活することができるのが特徴で、主に中

心市街地の活性化や環境負荷の軽減などの観点

から取り組みが進められてきました。そのほか

にも、高齢者対策、膨らむまちの維持費を抑制

するなど、持続可能な社会を見据えてコンパク

トシティへの転換が急がれております。そこ

で、宮崎県まちづくり基本方針で中心市街地の

活性化を推進するための基本方針が定められて

おりますが、取り組み状況について商工観光労

働部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 宮崎県ま

ちづくり基本方針の中では、中心市街地の活性
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化が大きな柱の一つとして位置づけられてお

り、市町村や県に期待される役割に加え、地域

における活性化の取り組みへの県の支援の方向

性などを定めております。この基本方針に沿い

まして、市町村においては商工団体等と連携し

ながら、朝市などのイベント事業やチャレンジ

ショップ等の創業支援事業などに取り組んでい

るところであります。また、県におきまして

も、市町村等が行う空き店舗を活用した高齢者

交流施設や物産館の整備のほか、まちづくりビ

ジョンの策定や、買い物弱者対策等に対し、ま

ちなか商業再生支援事業などにより支援を行っ

ているところであります。今後とも、基本方針

を踏まえながら、中心市街地の活性化に向け、

地域の主体的な取り組みを支援してまいりたい

と考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。県

としてもそのようにさまざまにまちづくりや中

心市街地活性化に支援されていることも十分承

知しております。一方、商店街もまちづくり三

法をもとに協議をし、ありとあらゆる街のにぎ

わい創出のために努力をし続けておられます

が、残念ながら、郊外へのスプロール化が進

み、空き店舗がふえている厳しい現実が県内で

もございます。せっかく策定されたコンパクト

なまちづくりの基本方針を強力に推し進める方

法はないのかと考えます。

では、どうすればコンパクトシティが実現で

きるのか、このことについて一考察でございま

すけれども、筑波大学大学院の谷口守教授は次

のようにおっしゃっております。「むやみに郊

外開発をしない。その要点は、計画、誘導、事

業の３本柱が重要です。第１の計画の重要性と

は、都市計画をきちんと認めること。例えば郊

外に新たな住宅を建てたいと言われても、これ

から人口が減りますよ、上下水道などの維持管

理費が困難だという話になり、フランスには公

共交通軸から歩いていける周辺しかまちづくり

はしませんと宣言している都市もある」という

ふうに言われています。「こうした都市計画を

つくるのが基本だ。第２の誘導は、こっちのほ

うが得だという仕組みをつくることだ。ロンド

ンでは、ショッピングセンターをつくる際に、

公共交通サービスのレベルの高いところにつ

くってくださいと交渉する。つくりたいと言っ

ている場所が基準を満たしていなければ、自分

で公共交通を提供して運営してくれませんかと

いうことになる。第３の事業は、公共事業に

よって変えていくことです。旧東ドイツの例で

すが、以前建てた10階建ての労働者住宅が今は

がらがらになってしまった。そこで、公共事業

で10階建てを３階建てくらいに減築を行った。

こうした公共事業でコンパクト化を進めること

ができた。インフラを守ることができる。この

３本柱は実は都市計画で普通にできることで

す。それがきちんとできていなかったことがこ

れまでの反省だ」というふうにおっしゃってい

ます。このように人口減少、税収減に対応する

切りかえができるかどうかであります。

あわせてもう一つ別の事例を紹介したいと思

いますが、「福島県商業まちづくりの推進に関

する条例」というのがございます。やはり中心

街の空洞化、都市機能の拡散を防ぐため、平

成17年に条例制定がされました。この条例の特

徴的なのは、大規模な小売商業施設の立地につ

いて、自動車を利用しないと日々の生活で必要

な商品の買い物に支障を来したり、将来にわ

たって自然環境への負荷や自治体の財政負担を

増大させるようなことがないように、持続可能

なまちづくりを推進するために、郊外部への特
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定小売商業施設の立地を抑制しております。ま

た、事業者は毎年度、地域貢献活動計画と実施

状況報告が求められ、県が受け付けられて県の

ホームページに常に公表されております。その

内容は、１点目に交通対策の実施、２点目に地

域づくりの取り組みへの協力、３点目に地産地

消の推進、４点目が地域雇用確保への協力、５

点目が少子高齢化対策など、計12項目でありま

すけれども、地元商店街との共存共栄が基本で

あり、全国に先駆けた条例であると思います。

宮崎県でもこのような条例がつくれないかと個

人的には思いますが、福島県が商業まちづくり

の推進に関する条例を制定しておりますけれど

も、本県でもこのような取り組みを行ってはい

かがか、また福島県の例のような、大規模店舗

との共存共栄を図りつつ、商業まちづくりを推

進しようという考え方について知事のお考えを

お伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 福島県の商業まちづく

りの推進に関する条例につきましては、大規模

店の立地抑制と地域貢献活動の促進を大きな柱

としまして、持続可能な歩いて暮らせるまちづ

くりの推進を目的としているものというふうに

伺っておりまして、大規模店との共存共栄を図

りながらまちづくりを推進するという理念は、

大変意義あるものと考えております。一方で、

条例化による立地抑制や地域貢献の義務づけに

ついては、他の企業との公平性の問題など、さ

まざまな議論があるというふうに伺っておりま

して、課題もあろうかと考えております。中心

市街地の活性化のあり方につきましては、こう

いった事例も参考にしながら、今後とも研究検

討してまいりたいと考えております。

大規模店との共存共栄によるまちづくりにつ

いて、これまでも宮崎市の例えば「Ｄｏまんな

かモール」のように、大規模店と地元商店街が

連携したイベントや大売り出しなどが行われ、

にぎわいが創出されるなどの成果が上がってい

る事例もございます。私も常々、オールみやざ

きでの取り組み、あらゆる分野で必要ではない

か、県民総力戦が必要ではないかと申し上げて

いるところでございますが、中心市街地につき

ましても、このような地域内での連携というも

のが広がっていくのは大変重要でありますの

で、県といたしましても、国や関係機関・団体

と連携をしながら、主体的な取り組みというも

のを支援してまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございました。

条例をつくれるかどうかはこれから議論が必要

であります。

最後に、谷口教授は、「コンパクトシティは

公共交通機関に乗るまでに歩くことが多くな

る。実は健康面にいいという面もある。自動車

依存のアメリカは肥満が多いなど、まちの形が

人の寿命や幸福をある程度規定していることも

統計的にわかっている。積極的にコンパクトシ

ティに持っていったほうがいいという話もあ

る。まちづくりの方向性はコンパクトシティに

向かっていくしかないと思う」と、結論づけて

おられます。暮らしに必要な機能を集約したま

ちづくりで宮崎のどのまちも元気になるような

まちをつくり上げていただきたいと思います。

以上で質問を終了いたしますが、道州制につ

きまして、もう一度機会あるごとにまた議会で

議論をさせていただきたいと思います。河野知

事が初代州知事になられることも期待して、私

の質問を終了いたします。ありがとうございま

した。（拍手）

○外山三博議長 次は、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 引き続き、
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公明党宮崎県議団、新見でございます。以前

も、たしか11月議会だったと思うんですが、同

じようなシチュエーションがございました。皆

さん、お疲れでしょうけれども、しばらくの間

おつき合いをお願いいたします。

それでは、通告に従い順次一般質問を行いま

す。知事を初めとして、関係各部長、教育長及

び警察本部長に答弁をお願いいたします。

初めに、知事に伺いたいと思います。公務員

を指す「公僕」という言葉があります。公のし

もべと書きますが、最近の若い人たちの中でど

れだけの人がこの言葉を知っているでしょう

か。ほとんど死語に近い言葉ではないかと思い

ます。もとをたどれば、英国の「シビル・サー

バント」、米国の「パブリック・サーバン

ト」、これらの直訳とも言われておりますけれ

ども、ともに「サーバント」とあります。さら

に、「サーバント」にどんな意味があるかとい

えば、召使い、使用人でありますけれども、サ

ービスをする人ととらえることもできます。さ

らに、この「サービス」にどのような意味があ

るか、これも辞書を引いてみますと、貢献ある

いは奉仕とあります。知事は、県民にサービス

をする、県民の役に立ち、貢献し、奉仕する集

団のトップに位置する人であります。そこで、

伺いますけれども、知事は県民がひとしく幸せ

を享受できるよう、県民サービスの向上に資す

る施策の推進に日々取り組んでおられることと

拝察をいたします。そのために、重点施策を決

定されたことと思いますけれども、その際、決

定的な要因となったものは何だったのか、そし

て日々どのような思いで職務を遂行されている

のか、思いの一端をまずはお聞かせ願いたいと

思います。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

県民サービスの向上についてであります。本

県は長引く景気の低迷の中で、口蹄疫からの再

生・復興を初めとします経済・雇用対策、また

危機事象への対応や社会資本の整備、あるいは

中山間地域対策、子育て・医療対策など、重要

課題が山積している状況にございます。平成24

年度の重点施策は、こうした喫緊の課題や県民

の皆様との対話を通していただいた多くの御意

見などを踏まえつつ、３つの柱、「産業・雇用

づくり」「安全・安心なくらしづくり」「地域

を支える人財づくり」、この柱で整理をしたと

ころであります。この中で、県民サービスとい

う観点からは、地域医療の確保や子育て・子育

ち支援、自殺や高齢者等の孤立化防止といった

取り組みに力を入れたところでございます。

県政を担う私といたしましては、県民の暮ら

し、また宮崎の未来というものをしっかりと見

据え、県民の皆様のために尽くしていきたいと

いう知事就任以来の強い思いを抱きつつ、日々

の業務に邁進しているところでございます。今

後とも、県民の皆様の御期待にこたえるため

に、対話と協働、現場主義という姿勢というも

のを徹底いたしまして、県政運営に全力を尽く

してまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○新見昌安議員 ありがとうございました。思

いを聞かせていただきました。これからも、今

の姿勢をしっかり堅持していただいて、県民へ

の奉仕、貢献、これをしっかりやっていってい

ただきたいというふうに思います。

引き続き、県民サービスの向上について伺っ

ていきたいと思います。
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まずは、おもいやり駐車場制度について何点

か伺っていきたいと思います。公共施設や商業

施設の障がい者用駐車場の適正利用を推進する

ためのこの制度、ことしの２月１日からスター

トをしているところであります。この制度につ

きましては、平成21年９月議会において提案を

させていただいたところでありました。九州に

おいてパーキングパーミット、いわゆる身障者

用駐車場利用証制度、これを導入する県がふえ

つつある中で、身障者用駐車場を真に必要とさ

れる方々のために本県でも導入すべきというふ

うに訴えたところでありました。「人にやさし

い福祉のまちづくり」を標榜する本県におい

て、優しさあふれるこのネーミングのもと、制

度をスタートされたことを評価したいと思いま

す。

ところで、この制度は協力してくださる施設

があって初めて成り立つものであります。まず

は協力施設の最新の状況、その数と駐車可能台

数、どのようになっているのか、福祉保健部長

にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ことし２月に

開始しました本県のおもいやり駐車場制度につ

きましては、県内のさまざまな施設の御協力を

いただきまして、５月末時点の登録状況でござ

いますが、協力施設が626施設、駐車可能台数

は1,646台となっております。

○新見昌安議員 スタートしたときは567施

設、1,482台分というふうに報道されておりまし

たので、その後も着実にふえているようであり

ますけれども、それでは、施設への協力要請、

いつごろからどのように行ってこられたのか、

確認の意味で同じく福祉保健部長にお伺いをい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県内の施設へ

の働きかけにつきましては、昨年の７月から文

書による協力依頼や、職員が直接出向いて説明

を行うなどいたしまして、2,000を超える施設に

対しまして協力のお願いをしてきたところでご

ざいます。また、施設の設計段階からも当制度

への理解や協力をいただけるように、県建築士

会に対しまして説明と協力のお願いを行うな

ど、関係団体への協力依頼にも努めてきたとこ

ろでございます。今後とも、広報媒体を活用す

るなど、さまざまな機会を通じまして当制度の

周知に努めますとともに、市町村や関係団体な

どとの連携を深めながら、未登録施設への働き

かけを進めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 ところで、県のホームページ

に掲載されています４月末現在の協力施設の一

覧表を見てみたんですけれども、ちょっと気に

なることがございました。全国にチェーン展開

している複数の大手のコンビニエンスストア、

あるいは県内に多くの店舗を有する有名な商業

施設等々が意外にもこの協力施設になっており

ません。これは、それぞれ事情があるとは思う

んですけれども、制度がスタートして４カ月半

になりますが、この間に見えてきた課題を解決

するためにどのように取り組んでいかれるの

か、お伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 議員御指摘の

とおりでございますが、全国的に展開する商業

施設につきましては、多くの施設において障が

いのある方が使いやすい駐車区画、これを既に

整備していただいているところでございます。

しかしながら、本県の制度に対応したステッカ

ー等の案内表示を行うに当たりましては、本社

・本部における意思決定が必要なことなどか

ら、現時点で登録をしていただいていない施設

もございます。このため今後は、本県と同様の
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この制度─全国的には、議員がおっしゃいま

したように、パーキングパーミットと呼ばれて

おりますけれども─を実施しております全

国26府県との連携を強化いたしまして、本社・

本部への要請活動を合同で行うなど、働きかけ

を強めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○新見昌安議員 障がいのある皆さんがこれか

らも安心して外出できるよう御尽力をお願いし

たいと思います。また、４月１日からは、先ほ

どありましたように、全国の26府県で利用証の

相互利用も可能となっているようであります。

他県から宮崎に来られる障がいのある方々への

配慮もお願いをしておきたいと思います。

県民サービスの向上の２項目めですけれど

も、私たち議員は県民からいろんな相談あるい

は要望を受けます。その中で宮崎市政にかかわ

ることについては、きょうも傍聴に来ておりま

すが、市会議員につないだり、また県政にかか

わることについては直接あるいは間接的に県に

話を持ちかけてお願いするということになりま

す。そこで思うのが、こういった形で議員を何

らかの形で知っている県民の皆さんはともか

く、議員なんて全然知らない、そういった県民

の皆さんが、自分の地域の道路あるいは河川、

県有建物、こういったものにかかわる安全・安

心のための小規模の改修とか改良、こういった

ものを要望、あるいはよくある信号機の設置、

こういったものを要望するときに、どのような

形でこれを行っているのか、そして県としては

それらにどのように対応されているのかという

ことであります。これはごく素朴な疑問であり

ますけれども、相談、要望、それこそ多岐にわ

たっておりますので、ここでは比較的件数の多

い道路にかかわるものと信号機の設置要望、こ

れについて県土整備部長と警察本部長にそれぞ

れお伺いをしたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 道路管理につ

きましては、パトロール等を実施し、危険箇所

の早期発見に努めているところでございます

が、住民の方から直接あるいは市町村等を通じ

まして、小規模な修繕や補修など多くの要望が

所管の土木事務所に寄せられております。事務

所ではこれを受けまして、現地の状況等を確認

した上で、緊急性や必要性を勘案し、対応の要

否を検討しております。検討の結果、必要なも

のにつきましては、速やかに対応することとし

ておりますが、要望の内容によりましては、実

施までに相当の時間を要するものもございま

す。また、中には、公共性がないなどの理由で

対応ができないものもございますけれども、い

ずれにいたしましても、要望をお寄せいただき

ました住民の方には検討の結果を十分御説明

し、御理解をいただくよう努めているところで

ございます。

○警察本部長（加藤達也君） 交通信号機や道

路標識等、交通規制に関する要望、意見につき

ましては、警察署等で直接受ける場合や県警ホ

ームページによる電子メールのほか、県内の警

察署、各市町村の窓口に「信号機・標識ＢＯ

Ｘ」という御意見箱を設置し、だれでもが自由

に要望、意見を出せるシステムをとっておりま

す。警察に寄せられた御要望等については、す

べて現場を確認し、その結果を御本人に回答し

ております。特に、信号機の設置要望につきま

しては、警察本部で一括管理し、その経緯を明

らかにするとともに、設置の必要性、緊急性を

検討し、対応しているところであります。

○新見昌安議員 今回、何でこういった質問を

するかといいますと、実は京都府で実施してい
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る興味ある事業についての新聞報道を目にした

からであります。平成21年度から導入している

府民公募型の安心・安全整備事業というもので

すけれども、これは、京都府が管理する道路や

河川、建物などにおいて、従来の事業手法に加

えて、府民が日ごろから感じている身近な安心

・安全のための改良箇所を公募して、地域や市

町村からの要望とともに事業箇所を決定する府

民参加型の新しい公共事業の手法であると。そ

して、これによって府民がみずからの地域をよ

くしようとする気持ちや、府の施設、公共事業

に対する関心を高めてもらうとともに、地域に

密着した身近な安心・安全の向上を図るという

ふうに京都府のホームページにありました。こ

の対象となるのは、府が管理する道路の舗装や

ガードレールの設置、歩道の段差解消、河川の

護岸・堤防の修繕、信号機の設置などで、提案

されたものは、審査委員会で実施の採否を審査

して、その結果はホームページで公表するとと

もに、提案者へ知らせているということであり

ます。平成23年度、この年は1,667件の公募が

あって、うち1,183件が採択されたとありまし

た。

確かに、このような手法は、住民みずからが

改善箇所を提案するということによって、地域

のことは自分たちでという意識を醸成する上で

極めて有効でありますし、その提案がたとえ採

択されなかったとしても、審査委員会の場で公

平に審査され、その結果もきちんと丁寧に提案

者に返す、このことによってこの事業そのもの

に関心を持ち続けてもらえるということにもつ

ながるというふうに考えております。こういっ

た手法の事業を県民サービスの向上を図るとい

う観点からも本県でも導入してはどうかという

ふうに考えますけれども、県土整備部長の見解

を伺いたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 京都府が取り

組んでおります府民公募型安心・安全整備事業

につきましては、要望に対する手続の透明性や

公平性が確保されるなど、すぐれた面がある一

方で、事務量の増加や審査などの手続により工

事の着手までに一定の期間を要するなど、検討

すべき課題があるものと考えております。県と

いたしましては、今後、京都府の取り組みも参

考にしながら、県民に身近な公共工事の進め方

につきまして研究してまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 よろしくお願いをしておきま

す。

次に、現代を取り巻く諸課題について何項目

か伺いたいと思います。

まずは、認知症高齢者対策について伺ってい

きます。県においては本年３月、今後３年間に

おける高齢者保健福祉対策の指針となる新たな

高齢者保健福祉計画を策定されております。こ

れは、未来みやざき創造プランに掲げてある健

康長寿社会づくりと介護保険法において位置づ

けられた地域包括ケアの推進、これらが基本的

な考えとなっているようですけれども、この計

画の柱として認知症高齢者支援策の充実という

ものが掲げてあります。今や、85歳以上の４人

に１人が症状を持っている。そして、その数、

既に200万人を超えたとも言われております認知

症であります。高齢化の進展とともに今後もふ

え続けていくというふうに思いますが、こう

いった認知症高齢者を支える仕組みをしっかり

と構築しておくことが大事であり、県の計画に

盛り込まれているということは評価していると

ころであります。

ところで、２月６日の読売新聞ですけれど
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も、認知症サポート医の養成数に関する調査を

実施したという記事が掲載されておりました。

これによりますと、昨年度末までの養成人数、

全国で2,153人だったそうであります。ここで気

になる本県の状況ですけれども、同新聞社のホ

ームページによりますと、人数は25人、65歳以

上人口10万人当たりでは8.58人ということで、

全国では13位というふうにありました。ちなみ

に、65歳以上人口10万人当たりで最も多いのは

お隣の熊本県で、18.4人であります。認知症サ

ポート医につきましては、私もこれまで知らな

かったところでありますけれども、県の計画の

中での説明によりますと、認知症診療に習熟

し、かかりつけ医への助言、あるいは専門医療

機関や地域包括支援センターとの連携の推進役

となる医師というふうに書いてありました。国

がこの認知症サポート医制度を始めたのは平

成17年のようでありますけれども、ここで伺い

ますのは、認知症サポート医の養成に県として

どのように取り組んできたのか、福祉保健部長

に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、認知

症高齢者等に直接対応されるかかりつけ医や地

域包括支援センター等を支援する必要がござい

ますことから、平成19年度から22年度まで、医

師会の推薦を受けた医師を国立長寿医療研究セ

ンターに派遣いたしまして、関係者への助言等

を行います認知症サポート医として21名を養成

したところでございます。なお、23年度につき

ましても、医療関係団体等の協力を得まして、

自己負担の形ではございますけれども、４名の

方が同研修を受講されておりますので、現在の

ところ、サポート医は25名となっているところ

でございます。

○新見昌安議員 これも新聞報道によるもので

すけれども、去年の12月26日付の宮日に、県内

で認知症医療の拠点となる認知症疾患医療セン

ターとして、県央地域、県西・県南地域、県北

地域にそれぞれ１つ、計３つの病院が指定され

たというふうに報道されておりました。これも

比較的新しい名称でありますけれども、認知症

サポート医と同様、県の計画にも登場しており

ます。そこで、確認の意味も込めて、認知症疾

患医療センターとして指定されている県内３つ

の病院の役割、そしてその活動状況はどうなっ

ているのか、同じく福祉保健部長に伺いたいと

思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 認知症疾患医

療センターの３つの病院でございますが、認知

症に関する地域医療の中核的機関としての役割

を担っていただいているところでございます。

その活動といたしましては、認知症疾患に関

し、よく似た症状を示す疾患との区別を行いま

す鑑別診断や、身体合併症を含めた急性期医療

を提供しているところでございます。また、住

民からの相談に対応するため、医療相談室を設

置するとともに、地域包括支援センターや他の

医療機関などとの連絡調整を行っているところ

でございます。さらに、かかりつけ医など医療

関係者や介護事業者に対する研修、一般住民向

けの啓発活動なども行っているところでござい

ます。

○新見昌安議員 認知症サポート医も、かかり

つけ医への研修あるいは助言をするというふう

になっております。認知症サポート医と認知症

疾患医療センターの役割分担はどうなっている

のか、整理する意味でもう一度、福祉保健部長

に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 認知症疾患医

療センターは、県内の地域バランスを配慮いた
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しまして指定した中核的医療機関でございまし

て、認知症に関する専門医療の提供、相談、研

修などの総合的な役割を担っていただいている

ところでございます。認知症サポート医には、

センターと協力しながら、より地域に密着した

形でかかりつけ医や地域包括支援センターなど

への助言等を行っていただいております。ま

た、認知症疾患医療センターが行う医療関係者

などへの研修では、認知症サポート医に講師を

務めていただいております。高齢化の進行に伴

い、認知症高齢者等への支援はますます重要に

なるものと認識しておりますので、今後とも、

サポート体制の充実に努めてまいりたいという

ふうに考えております。

○新見昌安議員 患者や家族、それぞれの地域

で安心して生活できるよう、今言われた医療分

野、そして福祉分野が今後もしっかり連携を

とっていただきたいというふうに思っておりま

す。

次は、空き家対策についてであります。一口

に空き家といっても、さまざまな状況に置かれ

た空き家が存在する、言うまでもないことであ

ります。まだ十分に住める状態であっても諸般

の事情で人が住んでいない家、あるいはまさし

く廃屋状態となった家、それぞれ対策が講じら

れないといけないというふうに思います。

まずは、人が住める状態にある空き家につい

て伺っていきたいと思います。移住を促進する

施策としての空き家等情報バンク活動、いわゆ

る空き家バンクというものがありますけれど

も、この空き家バンクの最新状況、どうなって

いるか、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（稲用博美君） 県では、これ

まで移住促進施策の中で、移住を検討される方

に対しまして住居の情報を提供します、いわゆ

る空き家バンクに取り組む市町村への支援を

行ってまいりました。この結果、空き家バンク

に取り組む県内の市町村数は、平成19年度に日

之影町が取り組まれて以来、昨年度に新たに開

始されました小林市及び五ヶ瀬町を含めまし

て、現在、11市町までふえてきております。今

後とも、市町村と連携しながら取り組みを進め

てまいりたいというふうに考えております。

○新見昌安議員 こちらのほうについては、今

後も、その他の市町村が加わるようにしっかり

取り組んでいっていただきたいというふうに思

います。

問題は、もう一方の空き家であります。人口

が減少し、高齢化が進展する時代にあって、ま

るで廃屋のような空き家は過疎地のみならず市

街地においても存在しております。私の家の近

くにも、道路まで樹木が生い茂って奥の玄関先

が見えない、こういった状態の空き家、あるい

はかわら、壁板が朽ちかけて、台風が来たら一

発で近隣に飛んでいくのではないかと思われる

ような空き家がございます。

2008年の総務省住宅・土地統計調査によりま

すと、この年の全国の空き家は757万戸、それま

での10年間で180万戸ふえたというふうにありま

した。こういった状況の中、全国で空き家の所

有者に適切な措置をとるよう勧告したり、ある

いは撤去を命令したりする空き家対策条例を制

定する市町村がふえているようであります。き

のうの横田議員の質問にあったとおりでありま

す。都道府県では、和歌山県がことしの１月か

ら都道府県としては初めて空き家条例を施行し

ております。しかしながら、空き家問題を考え

る上では、やはり民法の規定による財産権の保

障、こういったものにもしっかり向き合う必要

もあります。抜本的には法律の改正、こういっ
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たもので国にしっかり対策を講じてもらう必要

があるのではないかというふうに思います。国

における現在の空き家対策は、若干の変化が見

えてきておりますけれども、これをどのように

とらえ、県として今後どのように取り組んでい

くのか、また国に対して何らかの働きかけをし

ていく考えはないか、これは知事に伺いたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 昨年３月、国の住生活

基本計画に新たに空き家の有効活用等の促進が

盛り込まれたところであります。これを受けて

県といたしましても、本年３月に宮崎県住生活

基本計画を改定しております。活用が困難な放

置された空き家については、今後さらに増加が

見込まれるということでございますので、市町

村と連携し、取り組みを強化していく必要があ

る、そのような認識でおります。ただ、空き家

の撤去に当たりましては、所有者の特定が困難

なこと、また財産権の問題、財政上の制約等い

ろいろありまして、対応に限界があるというの

が現状でございます。県といたしましては、こ

のような状況を踏まえまして、今後、国に対し

て財政支援や必要な法整備、そういう諸施策の

充実というものを要望してまいりたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

次に、野生鳥獣被害対策について何点か伺っ

ていきたいと思います。まずは、狩猟者の高齢

化が進んでいるというふうに聞いておりますけ

れども、現状、狩猟免許取得者の動向などにつ

いて環境森林部長に伺いたいと思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 平成23年度末

の狩猟免許所持者は6,509名で、そのうち約70％

の4,573名が63歳以上となっております。

次に、狩猟免許の取得者につきましては、平

成21年度が212名、22年度が306名、23年度が308

名となっております。また、狩猟免許所持者の

うち約75％の4,903名が平成23年度の狩猟者登録

を行っております。

○新見昌安議員 22年度末現在で狩猟免許所持

者6,348人、そのうち60歳以上の割合が約67％で

したので、今の答弁からすると、やはり緩やか

に高齢化が進んでいるということがうかがえま

す。野生鳥獣による農作物や森林への被害が深

刻になってきているという現状を踏まえれば、

さらに積極的に猟をする必要があるのではない

かと思います。狩猟者を確保する、これが重要

でありますけれども、そのためには受験しやす

い環境づくり、あるいは新たに免許を取得する

者に対する指導等も必要になってくると考えま

す。どのように取り組んでいるのか、また狩猟

者の負担軽減をするために狩猟税の減免などの

措置はできないものか、あわせて環境森林部長

に伺います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 狩猟者の減

少、高齢化が進む中で適正な捕獲を実施するた

めには、新たな狩猟者を確保することが重要な

課題となっております。このため県では、受験

希望者を対象に事前講習会を開催するととも

に、狩猟免許試験のＰＲや、シカ・猿対策指導

捕獲員による集落等での指導を通して、新たな

狩猟者の確保に努めているところであります。

また、狩猟免許試験については、従来の宮崎

市、美郷町、都城市の３会場に平成22年度から

高千穂町を加え、銃とわなの免許試験を実施し

ております。さらに、希望の多いわなにつきま

しては、宮崎市での試験を１回追加したところ

であります。

次に、狩猟税の減免等につきましては、全国
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的にそのような事例があるかどうかを含めて研

究してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 県においては、熊本、鹿児

島、大分の南九州４県、宮崎県も入れて４県合

同でシカの一斉捕獲を行っておられますけれど

も、その実施状況はどうなっているのか。ま

た、お隣の大分県では県独自の取り組みとし

て、県下一斉の捕獲を実施しているというふう

に聞いております。集落単位のみならず、本県

でも大分県と同様の県下一斉の捕獲に取り組ん

ではどうかと考えますけれども、環境森林部長

に見解を伺いたいと思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） シカの一斉捕

獲については、シカの多い九州山地において平

成18年度から秋と春の年２回、熊本、鹿児島及

び本県の３県合同で取り組みを始めたもので、

平成20年度からは大分県を加えた南九州４県で

実施しております。平成22年度の捕獲実績は、

全体で1,740頭、うち本県が247頭となっており

ます。大分県では独自の取り組みとして、南九

州４県による一斉捕獲に合わせて捕獲日を設定

し、県内すべての市町村においてシカとイノシ

シの有害捕獲を一斉に行っております。本県と

いたしましては、入山者への周知徹底や十分な

安全の確保等の課題がありますので、市町村や

猟友会など関係機関と協議しながら検討してま

いりたいと考えております。

○新見昌安議員 去年、大分県が実施した県内

一斉捕獲では、猟友会員951名が出動したと。そ

して、イノシシ78頭、シカ159頭、計237頭を駆

除して、最低でも100頭としていた県の目標数の

２倍を上回る結果となったようであります。こ

の点、前向きな検討をお願いしておきたいと思

います。

ところで、捕獲したイノシシやシカの肉の処

理、皮革の活用等、これらに本格的に取り組ま

ないと、私の思いとしてはどうしても無益な殺

生というイメージが払拭できません。これにつ

いては知事に見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 鳥獣被害対策として捕

獲した鳥獣の利活用ということであります。イ

ノシシにつきましては、その多くが食肉として

消費されているところでありますが、シカにつ

きましては、食肉としての特性や、これまでの

食文化におけるなじみの少なさから、自家消費

されている以外は余り利用されていない状況が

ございます。私自身はイノシシ肉もシカ肉も大

好きなものですから、食べて鳥獣被害対策とい

うことを提唱しておるところでございますが、

これを何とか広げていきたい、確かに御指摘の

とおりでございます。

現在、県内で有効活用している状況を見てみ

ますと、諸塚村におけるシカの生肉の販売であ

りますとか、北川町でシカ肉カレーなどを開発

する、またシカのジャーキーとかソーセージと

か、またハンバーグ、いろんな食材への展開と

いうのも取り組みがなされておりますし、えび

の市におけるシカ皮製品の加工販売など、ただ

大きな広がりとなっていないのが現状でござい

ます。

捕獲した獣肉の利活用を考える上では、処理

に係る食品衛生上の問題もございます。また、

利活用する際の安定供給、例えば本県出身の東

京でレストランを開いておられる方がジビエ料

理ということでシカ肉も供給をしてほしいと、

ただ、まとまった量を安定的に供給してほしい

という、流通のシステムの課題がなかなかクリ

アできていないということでございます。品質

の問題、生産コストなど解決すべき課題がいろ

いろあるわけでございますが、やはり貴重な地
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域資源の一つとして、地域活性化という観点か

らも、他県の事例等も十分研究をしながら、さ

らなる有効活用策を今後とも進めてまいりたい

と考えております。

○新見昌安議員 静岡県伊豆市、ここでは捕獲

したシカの肉を使った「イズシカ丼」というも

のを地元の特産品としてこの４月から売り出す

という取り組みを始めたようであります。市内

の食肉加工センターが加工したシカ肉、そして

地元食材を使う、これが条件となっているとい

うことですけれども、市内の飲食店22店舗がそ

れぞれ趣向を凝らして提供しているという状況

のようであります。調査に行ってみたいと思っ

ているところであります。

現代を取り巻く諸課題の最後、４項目めにな

りますけれども、再犯の防止について何点か伺

いたいと思います。少々旧聞に属しますけれど

も、昨年の11月11日に公表された2011年版犯罪

白書によりますと、2010年の刑法犯認知件数227

万1,309件で、2002年をピークに８年連続で減少

したようですけれども、検挙人数32万2,620人の

うち再犯者は13万7,614人で、再犯者率が42.7

％、1989年に統計をとり始めて以降、過去最悪

を更新したというふうにありました。また、少

年に限っても、検挙人数８万5,846人のうち再非

行少年は２万7,050人に上り、再非行少年率

は31.5％、これも統計をとり始めた1975年以降

で最悪となったというふうにありました。これ

らの数字を見ても、いかに再犯を防止するか、

とりわけ少年や若年者による再非行、再犯に歯

どめをかけるか、このことが極めて重要になっ

てきているというふうに感じております。そこ

で、伺いますけれども、2010年、平成22年中、

県内において刑法犯で検挙した人数のうち、再

犯者の占める割合及び再非行少年の占める割合

と、極めて重要な少年の再非行防止を図るため

の取り組みがどのように行われているのか、警

察本部長に伺います。

○警察本部長（加藤達也君） 県内において平

成22年に刑法犯で検挙した人員のうち再犯者の

占める割合は43.9％であり、また再非行少年の

割合は31.1％であります。

次に、少年の再非行防止を図るための警察の

取り組みについてでありますが、最近の少年非

行の背景には、少年自身の規範意識の低下やコ

ミュニケーション能力の不足、家庭や地域社会

の教育機能の低下などが見られ、こうした問題

の解決に社会全体で取り組むことが必要であり

ます。そこで、次代を担う少年の健全育成、少

年の規範意識の向上と、地域とのきずなの強化

を図るため、警察においては昨年２月から「非

行少年を生まない社会づくり」を推進している

ところであります。その取り組みの中で、特に

少年の再非行防止を図るため、過去に警察にお

いて非行少年として取り扱いのあった少年に対

し、警察から積極的に連絡をとり、保護者の同

意を得て定期的な連絡・相談、家族への助言、

少年が参加する社会奉仕体験活動や生産体験活

動等の機会を供与するなど、少年に手を差し伸

べる立ち直り支援活動を実施しているところで

あります。

○新見昌安議員 今お聞きした数字から、本県

も全国と同じ傾向にあることがわかりました。

手を差し伸べる、最近よく耳にするアウトリー

チであります。社会奉仕体験活動、生産体験活

動などの機会を供与する―今の社会情勢の中

ではなかなか御苦労も多いことと拝察しますけ

れども、少年たちが二度と犯罪に手を染めない

よう、しっかり支援していただきたいというふ

うに思います。
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ところで、刑務所などを出所した高齢者ある

いは障がいのある人の社会復帰を支援するため

の施設として、地域生活定着支援センターとい

うものがあります。本県における同センターの

現状と実績はどうなっているのか、福祉保健部

長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 地域生活定着

支援センターは、司法と福祉が連携いたしまし

て、親族等の受け入れ先がなく、高齢または障

がいを有するために、福祉的な支援を必要とす

る刑務所等出所者の社会復帰を支援することを

目的に設置いたしております。主な業務といた

しましては、出所予定者を対象としまして、福

祉サービスに係るニーズの確認等を行い、受け

入れ施設のあっせん、または福祉サービスの申

請支援等を行うコーディネート業務、それから

刑務所等から出所した後、本人及び受け入れ施

設に対して必要な助言を行うフォローアップ業

務がございます。本県では宮崎県社会福祉事業

団が運営をしておりまして、これまでの実績と

しましては、平成22年の６月開所以来、24人に

対しましてコーディネート業務、そのうち15人

に対しフォローアップ業務を行い、きめ細かな

支援を行っているところでございます。

○新見昌安議員 刑務所などを出所した高齢者

あるいは障がいのある人、こういった方々は身

元を引き受けてくれる家族がいない、あるいは

福祉サービスの利用申し込みをすることができ

ないといったことなどによって、自立した生活

に困難を生じるケースが多い。結果、犯罪を繰

り返すことにもなると言われております。これ

からもきめ細かな支援の継続をよろしくお願い

しておきたいと思います。

再犯の防止に関してもう１点伺いたいと思い

ます。再犯率が５割以上とも言われております

違法薬物使用の現状があります。最近の特徴と

して、インターネットを通じて簡単に違法薬物

を入手することができるようになって、薬物取

引への垣根が低くなっているということも指摘

されており、また学生や主婦の使用者がふえて

いることもその背景にあるようであります。そ

こで、過去５年間の県内における違法薬物事犯

の検挙の状況、再犯率、及びそれに対する警察

の対策について警察本部長に伺います。

○警察本部長（加藤達也君） 本県における薬

物事犯の検挙は、覚せい剤・大麻事犯の所持、

使用、譲り渡しが大半を占め、過去５年間で

は484件、361名を検挙しております。そのうち

再犯者については合計168名で、再犯者の占める

割合は46.5％となっており、全国の薬物事犯の

再犯者の占める割合と同様に高い数値を示して

おります。

次に、薬物乱用防止対策についてでありま

す。警察では平成23年１月から、警察が検挙し

た初犯の薬物事犯被疑者に対し、取り調べ終了

後に再犯防止のためのアドバイスやパンフレッ

トの閲覧、配布などを行っているほか、保護観

察所と連携して、薬物事犯乱用者の身元引受人

や保護司等に対し、再犯防止のための研修会を

実施しております。また、教育委員会や小・中

・高校等と連携して、毎年、薬物乱用防止教室

を開催しており、昨年は約140校、３万4,000名

に対して実施をしております。今後とも引き続

き、関係機関・団体と連携を図り、薬物乱用防

止対策に積極的に取り組んでまいります。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

最後に、教育行政について教育長に何点か

伺っていきたいと思います。

先般、社会で必要な知識や能力を身につける
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キャリア教育の一環としてインターンシップに

参加したことのある普通科の公立高校３年生の

割合が報道されておりました。２月８日付の宮

日でしたけれども、これによりますと、地域に

よって参加率に大きなばらつきがあって、本県

は19.7％ということでありました。これは全国

では第何位だったのか、また現在、本県におけ

る普通科高校のインターンシップについてはど

のように取り組んでおられるのか、今後の方向

性に関してもあわせて伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会では平

成22年度から、県立高等学校キャリア教育総合

推進事業を展開しているところであります。そ

の取り組みの結果、県立高校普通科におけるイ

ンターンシップは事業実施前の平成21年度では

５校のみでありましたけれども、22年度には県

内すべての県立普通科高校（17校）で実施する

ようになりました。先ほどお話がありました全

国的な状況ですが、22年度のデータが公表され

ておりますが、それによりますと、本県の普通

科高校における参加経験のある生徒の割合は全

国で16位でございます。さらに、この事業にお

きまして、普通科３校を指定し、普通科高校に

おけるキャリア教育のモデル的な取り組みを研

究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、３校の研究成果を他の高校に

普及させることなどにより、今後とも、普通科

高校におけるインターンシップを初め、全教育

活動を通してキャリア教育を一層推進していき

たいと考えております。

○新見昌安議員 キャリア教育を推進すること

は、現代の高校生にとって大きな意義があると

いうふうに考えます。今の厳しい経済状況の中

で、雇用のあり方も変化しつつありますけれど

も、そういう状況にあるからこそ、高校生が将

来の職業、また生き方について真剣に考える、

これが重要であります。キャリア教育をさらに

推進されるよう要望をしておきたいと思いま

す。

次に、県立学校にタブレット端末を整備する

ことにつきましては、今年度当初予算の説明時

に聞いていたところでありますけれども、タブ

レット端末を活用しての授業が10月から始ま

る、これも新聞報道で知ったところでありま

す。スタートまで４カ月でありますけれども、

現在どのように取り組んでおられるのか、伺い

たいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県立学校「教育の情

報化」基盤整備事業は、本年度、９校の高校に

タブレット型情報端末と普通教室への無線ＬＡ

Ｎを整備し、各教科や総合的な学習の時間など

の授業での活用方法につきまして実証研究を進

めていくもので、現在、機器の調達等を進めて

いるところであります。それから、指定校に対

しましては、学校へ直接出向いて、事業の趣

旨、それから目的の周知を図るとともに、10月

からの運用に向けて、各校の担当者を対象とし

まして具体的な機器の活用方法の説明会等を開

催したところでございます。

○新見昌安議員 この事業は、生徒たちもその

スタートを心待ちにしているのではないかとい

うふうに思いますけれども、機器はタブレット

端末と、最先端のものであっても、要はこの中

身、ソフトというのかアプリというのかわかり

ませんが、その優劣が成果に大きくかかわって

くるのではないかというふうに思います。ソフ

ト、アプリについて内容はどのようなものか、

伺います。

○教育長（飛田 洋君） タブレット端末で使

用するソフトにつきましては、インターネット
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上にある有益な教材の活用や、学習内容を繰り

返し使えるデジタル演習問題、意見や考えを整

理するコミュニケーションツールなどの導入を

考えております。少し具体的に述べさせていた

だきますが、これらのソフトを使って授業で

は、教師がタブレット端末を活用することに

よって、静止画とかアニメーションなどの教材

を提示したり、黒板の補助として教材を大きく

拡大して見せることで、わかる授業を展開して

いきたいと考えております。それから、生徒た

ちがグループ学習などでインターネット検索で

得られた情報をもとに意見や考えを整理する、

いわゆるマインドマップというソフトなんです

が、そういうものを使って生徒間で発表し合う

とか、教科書、参考書を超えて教え合う、学び

合う、そういう協働学習を実現することを考え

ております。このようにタブレット端末を効果

的に活用することで、わかりやすく深まりのあ

る授業が実現されるとともに、生徒の授業に対

する関心が高まり、情報活用能力も育成するこ

とができるものと考えております。

○新見昌安議員 期待をしております。

最後の質問になりますけれども、文教警察企

業常任委員会の県内調査の一環で先月、県内の

県立高校何校か訪問をいたしました。そして、

校内を案内してもらう中で、ＡＥＤが配備され

ている状況も確認をいたしました。一般の人が

ＡＥＤを使うことができるようになったのは平

成16年７月からであります。既に８年になろう

としていますけれども、多くの人間が集まる学

校現場にも配備が進んでいる。これは、いざと

いうときに命を守れる手段の一つが確保できて

いるということで、一安心であります。そこ

で、伺いますけれども、県立学校に配備されて

いるＡＥＤについて生徒たちにはどのように教

えておられるのか、お示しください。

○教育長（飛田 洋君） ＡＥＤにつきまして

は、中学校、高等学校の保健の授業で取り上げ

ることになっておりまして、学習指導要領の解

説書に、応急手当ての際に中学校では、「心肺

蘇生法を取り上げ、必要に応じてＡＥＤについ

て触れるようにする」、高等学校では、「心肺

停止状態においてはＡＥＤの使用などが必要で

あることを理解できるようにする」と示されて

おりますことから、現在は、ＡＥＤが応急手当

てに有効な器具であることを理解させること、

そして学校でどこに設置しているかをきちんと

周知すること、そういう指導を行っておりま

す。

○新見昌安議員 今の答弁で驚いたのは、保健

の授業で取り上げるのは、ＡＥＤという器械が

応急手当てに有効であるということ、また学校

のどこに設置してあるかを認識させることまで

であって、実際に操作させることはないという

ことであります。いざというときに命を救うこ

とのできる器械が身近ないつでも使える場所に

あるのに、一度もさわることなく卒業してしま

う。果たしてそれでいいのでしょうか。卒業後

にＡＥＤを使用しないといけない場面に遭遇し

たときに、ああ、学校のあそこにあったなと思

い出すだけで何の役に立つのでしょうか。取り

扱いについても保健体育の授業などに取り入れ

るなど、その使用法を教える場を設ける必要が

あるというふうに考えますけれども、見解をぜ

ひとも伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 私も同じ問題意識を

持っております。現在、例えば１クラスの授業

で一斉に使う器具を一遍にそろえるとか、ある

いは、授業時数の関係で保健の授業ではやって

おりませんが、どういうやり方をやっているか
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というと、多くの学校で救急救命士等を講師に

迎え、保健委員会の生徒をまずやる、それから

部活動のキャプテンを集めて講習をやる、そう

いうようなことから取り組んできているところ

であります。生徒が人命にかかわる状況に遭遇

したときにＡＥＤを正しく使用できるスキルを

身につけさせておくことは、本当に重要だと考

えておりますので、どうしたらもっと広げられ

るかということについては検討してまいりたい

と考えております。

○新見昌安議員 ぜひとも前向きに検討してい

ただいて、子供たちが在校中に１回でも取り扱

う機会をつくっていただくようにお願いしてお

きたいと思います。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○外山三博議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

次の本会議は、18日午前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２時45分散会


