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◎ 一般質問

○中野一則副議長 ただいまの出席議員38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、二

見康之議員。

○二見康之議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。一般質問最終日、トップバッターに

なります、会派自由民主党、二見康之です。

振り返れば、１年前の６月議会が初めての一

般質問でございました。当時、清山議員の一般

質問の前段におきまして、同期になる私と渡辺

議員とを引き合いに出され、「体重は重量級」

との御指摘をいただきました。その真意が何で

あったのか確認しないまま今日に至っておりま

すが、私としましては前向きな御指摘と受けと

めさせていただいております。そして本日は、

私の後に、同会派５期、６期の議員３名による

重量級の質問が控えております。執行部にとり

まして大変緊張する一日となるかと思います

が、その中で私の質問が執行部にとってのひと

ときのオアシスとならないように、しっかりと

県政の課題についてただしてまいりたいと存じ

ます。

さて、まず初めに、私ごとで恐縮ではござい

ますが、先日、４日に第２子、長男が生まれま

した。今後、この宮崎県において教育を受け、

社会へと羽ばたいていくことになるのですが、

本県における教育環境というものについて改め

て考えさせられた出来事でした。先日の質問に

おきましても取り上げられました、不祥事や通

学路などの課題もあります。また、私も一人の

親として子に望むことといえば、いろいろと将

来の目標等希望するところもあります。しかし

ながら、すくすくと、そして伸び伸びと成長し

ていってくれれば、それが一番望まれることで

はないかなと、そういうところに集約されるの

ではないかと思います。これからもこの宮崎県

に生まれてくる子供たちが、家庭や幼稚園・保

育所において受ける幼児教育、小学校、中学校

における義務教育、専門性の高まる高等教育、

さらには生活を取り巻く地域社会においてどの

ような教育を受けていくのか。まず初めに、宮

崎県の教育方針として幼稚園、保育所、小中高

の教育を通じどのような子供を育てようとして

いるのかについて、教育長に伺います。

以上、壇上からの質問を終わり、以後は質問

者席より行います。（拍手）〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

本県が幼保小中高の教育を通じてどのような

子供を育てようとしているのかについてであり

ます。社会が発展する原動力は人そのものであ

り、未来を託せる人材の育成こそ教育が担う重

要な役割であると考えております。このため県

教育委員会では、昨年６月に第二次宮崎県教育

振興基本計画を策定し、この10年間に取り組む

人づくりの方向性を明確にしたところでありま

す。計画においては、「未来を切り拓く 心豊

かでたくましい 宮崎の人づくり」をスローガ

ンとして掲げ、他人の幸せのために生きる幸せ

を感じられるような思いやりの心や謙譲の心な

ど心の豊かさとともに、変化の激しい時代にお

いても荒波に負けず、「私たちに未来社会は任

せてください」、そう言えるような困難に立ち

向かう気概や自立する心、たくましさを持った

知・徳・体のバランスのとれた子供たちの育成
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を目指しているところであります。〔降壇〕

○二見康之議員 今お答えいただきました中

に、未来を切り拓く心豊かでたくましい子供の

育成を図るとありましたけれども、もっと具体

的に、実際にどのように取り組まれているの

か、教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 未来を切り拓く心豊

かでたくましい子供の育成を図るためには、子

供たちに、みずから課題に積極的に向き合い解

決する力や、他人を思いやる豊かな人間性、た

くましく生きるための健康や体力などをバラン

スよくはぐくむことが大切であると考えており

ます。そのために、まず、学校における日々の

教育活動において、何より子供たちの可能性を

信じ、教えるべきは丁寧に教え、やらせるべき

ことは教師が手を出さずに子供自身にやらせ、

一人一人を伸ばし、成果を本気で褒めるなど、

心も体も鍛えるべきところはしっかりと鍛える

教育を推進してまいります。さらには、自立し

た一人の人間として生き抜く力をはぐくむキャ

リア教育や、感謝の気持ちや家庭のきずななど

をはぐくむ「みやざき弁当の日」などの取り組

み、県民の皆様に積極的に情報を提供し、社会

全体で人づくりに取り組む機運の醸成を図る取

り組みなどを全力で進めてまいる所存でありま

す。

○二見康之議員 わかりました。弁当の日の取

り組みとかを、私もいろいろと聞き及んでおり

ますけれども、先日の一般質問においても、教

育長より、「宮崎に根づいている不易の部分と

いうものをしっかりと子供たちに伝えていきた

い」との御答弁がありました。教育における不

易とは一体どういった内容なのか、教育長にお

伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 教育は、人格の完成

を目指し、国家や社会の形成者として必要な資

質を備えた、心身ともに健康な人材の育成を目

的として行うものであり、このことがまさに教

育における不易であると考えております。学ぶ

ことを中心に据えて、子供たちをしっかりと鍛

え、確実に基礎・基本を身につけさせること

や、あいさつや返事、履物をきちんとそろえる

など、当たり前のことを当たり前にできるよう

しつけること、また、健やかな身体を養うこと

や、他者を尊重するとともに、正義と責任を重

んずるなどの豊かな人間性を培うこと、さらに

は、主体的に社会の形成に参画する態度や、我

が国と郷土の歴史や伝統などを大切にする心を

はぐくむことなど、時代を超えて変わらない価

値のあるものをしっかりと身につけさせること

であると考えております。

○二見康之議員 恐らく、心身の健全性、学力

の基礎、そして身の回りのしつけというところ

にまとめられるのかと思います。私は、教育に

おいて、背骨といいますか教育の柱になる方針

として、もっとわかりやすいものを打ち立てる

べきではないかと考えておりまして、森信三さ

んが提唱されておりました「立腰教育」という

ものを教育の中に取り入れてはどうかというふ

うに考えております。これは、腰骨を立てた姿

勢をとる、そして心の腰骨を立てるという教育

方法なんですけれども、今も実際に取り組んで

いる小学校や保育所等がたくさん全国にござい

ます。この立腰教育の内容としましては、「腰

骨を立てる」、そしてしつけの三原則というも

のがありまして、「あいさつをする」「返事を

する」「履物をそろえ後始末をする」というも

のです。これらは、今お答えいただいた内容と

重なっているところがたくさんあると思うんで

す。また同時に、これは大人や社会人になって
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も当然に必要なことだと感じます。また、どの

時代においても、当たり前のこととして子供た

ちにしつけていかなければならないことではな

いでしょうか。教育長の先ほどの答弁にありま

したように、時代を超えて変わらない価値ある

ものをしっかりと身につけさせていくことであ

るとお考えであれば、そのことをしっかりと教

育の基本的な部分に明確に示していくことが必

要なのではないかと考えます。

そして、今現在、宮崎において立腰教育の一

部分である「立腰指導」というものを取り入れ

ていらっしゃるそうですが、第二次宮崎県教育

振興基本計画を読ませていただきましたら、こ

の中にも、スポーツ振興の主な取り組みとして

立腰指導というものを取り入れているとありま

した。まずは、立腰指導というものを取り入れ

ることになった背景について、教育長に伺いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 議員が今御指摘にな

りましたように、立腰指導というのは、腰骨を

立てた正しい姿勢を身につけさせる指導のこと

であります。県教育委員会では、平成17年度か

ら体力向上研究推進モデル校を指定し、児童生

徒の体力向上の研究実践を進めておりますが、

最初のモデル校となりました小林市立細野小中

学校が立腰指導を取り入れた実践を行い、その

後のモデル校も引き続き取り組んできたところ

であります。その成果といたしまして、「総合

的な体力が向上したことに加え、学習活動に対

する集中力、意欲等の高まりが見られた」など

の報告を受けております。このようなことか

ら、昨年６月策定の第二次宮崎県教育振興基本

計画においても、「体力向上の推進」の中に立

腰指導を効果的な取り組み例として示し、県下

の全学校に広めることといたしました。

○二見康之議員 体力向上の研究の結果という

ところから、総合的な体力が向上し、学習等に

おいても集中力、意欲等が高まったという効果

が出ているようですけれども。では、今現在の

県下の学校における立腰指導の取り組み状況と

内容について、改めて教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会の取り

組みといたしましては、立腰指導の実施方法な

どを掲載した体力向上リーフレットや「体力・

運動能力調査報告書」等の啓発資料を県下の全

公立学校に配付するとともに、校長会を初めと

する会議等におきまして、学校が作成する体力

向上プランに立腰指導などを位置づけて、体力

向上を推進するよう指導しているところであり

ます。各学校では、体育の授業はもとより、朝

の会、帰りの会、授業開始時、授業終了時など

の時間を使って立腰指導が実施されておりま

す。また、姿勢指導や礼法指導と関連づけて指

導するなど、学校の実情に応じた取り組みも行

われております。今後とも、市町村教育委員会

や学校と連携を図りながら、立腰指導の取り組

みを県下の学校に広げてまいりたいと考えてお

ります。

○二見康之議員 要するに、立腰教育の中の立

腰指導というのは、立腰の腰骨を立てるという

部分だけを取り上げて今指導されているという

ことだと思うんです。立腰教育と立腰指導との

違い、要するに、しつけの三原則というのを先

ほど申し上げたんですけれども、この部分に一

体となって取り組むことによって、子供たちの

意欲とか集中力もあわせて向上していくという

こと、そして授業と遊びの時間の切りかえとい

いますか、めり張りが子供たちについてくるん

です。なおかつ、先ほど申したように、あいさ

つをするとか返事をする、整理整頓というもの
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は、今の教育の中でも実際取り組んでいる内容

であると思うんです。であれば、もう既に実施

している内容なので、これをもっと教育の基本

的なものとして明確に打ち出していいんじゃな

いかと思うんです。なおかつ、立腰教育という

ものは、実践を通じて相手を思いやる心や物を

大切にする心を育てるものなんです。子供と大

人がともに実践する中で、そのよさを実感し、

ともに育っていくことを目標にしたものなんで

す。

これらを子供たちにしっかりと教育するとい

うふうに明らかにすることによって、当然なが

ら先生たちも、これを実践しなければならなく

なります。子供たちにこうしろああしろと指導

しながら自分ができなければ、子供たちも言う

ことを聞かないと思います。教師みずからが模

範となって取り組む、これが表裏一体となった

取り組みになると思うんです。ですから教師自

身も、子供たちに見られているという感じを受

けることによって、ふだんの生活態度というも

のをみずから顧みるいい機会になると思いま

す。つまり、先生自身が、自分をまず分析し、

自分の日ごろの生活態度はどういったものなの

かというふうに考えることができます。そし

て、自分の生活態度を反省し改める。それに

よって、教師の資質といいますか、先ほど申し

上げましたように、社会人としての当たり前の

常識といいますか、そういったものをきちんと

身につけていく効果があると思われるんです。

先日、一般質問で出ましたように、不祥事の内

容を見てみますと、学校での行動の仕方とか、

地域社会における一般常識から外れたことをす

ることによってああいった問題として取り上げ

られるわけなので、まずは大人としての判断が

できるような取り組みというものを前向きな方

向で取り組んでいくことが、非常に大事だと感

じております。繰り返し申し上げますけれど

も、この取り組みの目標というものは、主体的

に取り組み実践する子供を育てるというところ

であるんですが、その実践は子供と大人がとも

になすものでなければならないんです。立腰教

育を取り入れることによって、教師の基本姿

勢、自主性、主体性、また自律心というのにも

よい効果があらわれると思うんですけれども、

心理学の専門家でもある教育委員長に、その効

果についてお伺いしたいと思います。

○教育委員長（近藤好子君） 私は平成21年11

月に、立腰指導に取り組んでいます小林市立東

方小学校と東方中学校を訪問いたしました。教

師も子供たちも姿勢を正し、整然とした中で展

開される授業に心地よい緊張感を覚え、大変よ

い取り組みであると感じたところです。心と体

は深いつながりを持っており、姿勢を正すとい

うことが、集中力を高めるなど精神面にもよい

影響を与えると思います。また教師にとりまし

ても、姿勢を正して子供と向き合うことが指導

する際の原点であるということを再確認できる

効果があるものと考えております。

○二見康之議員 今のいろんな問題とかに対し

て対症療法的に、これをしちゃだめ、あれをし

ちゃだめ、こういうことはしてはだめというこ

とを教えるのではなくて、自分で判断して、こ

れはいいことなのか悪いことなのかということ

を自分の規範の中で決めること、それが自己責

任につながるわけです。「これをしちゃだめと

言われたからしませんでした」とか、そういっ

たマニュアル化というものが、今非常に社会問

題となっているんじゃないかなと危機感を覚え

ているんです。人間というものは説明書や取扱

書で動くものではないんです。一人一人の意思
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と判断で行動して、その責任は自分自身にある

という原点に返ることが、今必要だというふう

に感じております。そういったことも踏まえ

て、今お答えいただいた中で、指導する際の原

点を再確認させる効果があるというのであれ

ば、ぜひこれを教育の基本方針として盛り込ん

でいただきたいと思いますが、いかがでしょう

か、教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 議員御指摘の立腰教

育は、体力の向上にとどまらず、学習に対する

集中力、けじめ、しっかりとしたあいさつな

ど、子供たちの生きる基盤を養うものだと考え

ております。このことは、第二次宮崎県教育振

興基本計画が目指します姿と同じねらいを持っ

ているものと考えておりまして、その計画の中

では、「あいさつができる子ども 日本一」

「思いやりの心を持っている子ども 日本一」

「ふるさとや社会に貢献したいと考えている子

ども 日本一」などの目標を設定したところで

すが、そのような理想像の実現に向けて、教師

が範を示しながら、今後ともひたむきに取り組

んでいきたいと考えているところであります。

○二見康之議員 この基本計画の中に立腰指導

という形で出てきたことだけでも非常に大きな

前進ではないかなというふうには考えているん

です。しかし、たびたび申し上げるとおり、宮

崎の普遍的な教育はこれだというものを一つ打

ち出していくことは、10年だけの計画とかでは

なくて、宮崎らしさというものを全国にＰＲす

るためにも非常に有効ではないかなというふう

にも感じます。そういったところに、さらにこ

の立腰指導、そして立腰教育というものをもっ

と研究していただいて、ぜひ宮崎県の子供たち

の教育向上に生かしていただければと感じま

す。

次に、教育行政における定員に関連して質問

してまいります。先日、私立高校を経営される

方にお話を伺ってまいりました。そして、いろ

いろと御意見を伺ううちに、現在の私立高校の

現状というものは喫緊の課題を抱えているもの

と感じたところです。まず、この課題の内容に

入る前に、県として私立高校に対しどのような

支援をしているのか、総合政策部長に伺いま

す。

○総合政策部長（稲用博美君） 本県の私立高

校は、建学の精神に基づきます個性豊かな教育

を実践しますとともに、本県の高校生の約３割

が就学するなど、本県の高校教育において大変

重要な役割を果たしております。県では、人件

費や運営費などの経常的経費や、キャリア教

育、国際化などの特色ある取り組みに対する補

助を行い、学校経営の健全性を高めますととも

に、魅力ある学校づくりの支援を行っておりま

す。また、公立高校授業料相当額の就学支援金

を交付するとともに、私立高校が行います生活

困窮世帯への授業料減免に対しまして補助を行

い、保護者の経済的負担の軽減を図っていると

ころであります。

○二見康之議員 基本的には資金的補助を行っ

ているということかと思います。

では次に、教育長に伺います。公立高校と私

立高校それぞれのあり方というものについて、

教育長はどのようにお考えであるのかお伺いし

ます。

○教育長（飛田 洋君） 私立高校が、各学校

の建学の精神や独自の教育理念に基づき特色あ

る教育を行われているものであるのに対しまし

て、公立高校は、全県的な視野に立ち、県民の

幅広いニーズにこたえながら高校教育の機会を

提供するものであると認識いたしております。
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公私立設置の理念という点では異なる部分はご

ざいますが、本県や日本の未来を切り開いてい

けるような心豊かでたくましい人材づくりを担

うという点は同じであると考えております。本

県で学ぶ高校生が、それぞれの能力を高校時代

に存分に伸ばし、宮崎で学んでよかった、この

学校で学んでよかった、そう感じられるよう

な、公私立を問わずよりよい教育を提供するこ

とが大切であると考えております。

○二見康之議員 私立では特色ある教育を行っ

て、公立は教育の機会を保障するという部分に

ついては、私も同じ意見であるんですが、定員

に対する実際の充足率を見ていくと、非常に大

きな課題が含まれていると思うんですけれど

も、今の公立高校の定員充足率についてどのよ

うなお考えでいらっしゃるのか、教育長に伺い

ます。

○教育長（飛田 洋君） 平成24年度入試にお

ける県立高校全日制課程の定員充足率は、全県

下で96.6％でございました。例年ほぼ同じよう

な結果となっており、県全体ではおおむね定員

を充足いたしておりますが、定員を満たしてい

ない学校もあることから、今後とも魅力ある学

校づくりと適切な定員管理に努めてまいりたい

と考えております。

○二見康之議員 同じように私立高校の充足率

について、こちらは総合政策部が所管になると

いうことですので、総合政策部長にお伺いしま

す。

○総合政策部長（稲用博美君） 平成24年度入

試における私立高校の定員充足率につきまして

は、少子化による影響もございまして、87.4％

と大変厳しい状況にございます。このような中

で、それぞれの私立高校におきましては、個性

豊かな教育を推進し、文化・スポーツ活動にも

すぐれた成果を上げるなど魅力ある学校づくり

に努めるとともに、オープンキャンパスや合同

説明会等によりまして、学校の魅力の情報発信

にも力を入れております。県といたしまして

は、今後とも、このような私立高校の魅力ある

学校づくりを支援してまいりたいと思っており

ます。また、それとともに、生徒数の確保など

私立高校が抱える課題につきまして、関係団体

とも十分意見交換を行ってまいりたいと考えて

おります。

○二見康之議員 24年度の私立高校の定員充足

率が87.4％、県のほうが90％後半ぐらいが平均

だと思いますので、約１割ほど私立のほうが少

ないのが宮崎県全体の状況だとわかりました。

しかし、今の県全体の充足率の状況と、私の手

元にある資料とは若干違いがありまして、この

資料はつくり方によって若干誤差があります。

公立については高校の合格者で計上していまし

て、私立については５月１日現在の在籍者です

ので、県のほうが何人か合格者より少なくなる

可能性があると思うんですけれども、無視でき

るような誤差だと思いますので、このまま説明

させていただきたいと思います。

県立高校の定員に対する合格者の充足率、平

成19年度から申し上げていきたいと思います。

公立高校の平成19年度の定員が8,320人、それに

対して合格者が8,124人、充足率が97.6％、平

成20年度が定員が8,280人、合格者が8,141人、

充足率が98.3％、大体同じような数字が続い

て、平成23年度で定員が7,960人に対し合格者

が7,684人、充足率が96.5％なんです。先ほど

おっしゃいましたように、私立のほう、平成19

年度、定員が3,983人に対し入学者が3,461人、

充足率が86.9％、平成20年度、定員が3,948人に

対し入学者が3,429人、充足率86.9％、平成23年
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度、定員が3,868人に対し入学者が3,375人、充

足率が87.3％となっておりまして、先ほどお聞

きしました公立の充足率と私立の充足率、例年

大体同じような傾向で一定しているとわかりま

す。

これをさらに分析しまして、宮崎県内の高校

を３つの地域に分けて集計し直してみました。

１つ目は、宮崎、南那珂、西都児湯を含む中部

教育事務所管轄の県央・県南地域、２つ目は、

北諸・西諸県を含む南部教育事務所所管の県西

地域、３つ目は、西臼杵、東臼杵を含む北部教

育事務所所管の県北地域というふうに３つに分

けたんですが、まず１つ目の県央・県南地域に

ついてです。公立高校から順に申し上げます。

平成19年度の定員4,400人に対し合格者4,228

人、充足率が96.1％、平成20年度が、定員4,400

人に対し4,235人の合格者、充足率が96.3％、飛

んで平成23年度、4,240人の定員に対し合格者

が4,067人、充足率が95.9％となっております。

これに対して県央の私立の部分です。平成19年

度が、定員2,563人に対し入学者が2,465人、充

足率は96.2％、平成20年度、定員が2,543人に対

し入学者が2,485人、充足率は97.7％、同じよう

な傾向で、平成23年度、定員が2,533人に対し入

学者が2,411人、充足率は95.2％と、これは公立

と私立ほぼ同じような充足率になっておりま

す。

これに対して県西地域を順にまた読み上げて

まいります。公立、平成19年度の定員が2,040人

に対し合格者が2,021人、充足率が99.1％、平

成20年度が定員2,000人に対し合格者が2,027

人、充足率は101.4％、同じような数字が続きま

して、平成23年度も定員が1,920人に対し合格者

が1,840人、95.8％なんです。これに対して私立

のほう、平成19年度、定員が920人に対し入学者

が629人、充足率は68.4％、平成20年度は、定

員910人に対し入学者が637人の充足率70％、平

成21年度が、定員870人に対し入学者が633人、

充足率が72.8％、平成22年度も、定員が840人に

対し入学者が666人、79.3％、平成23年度、定員

が840人に対し入学者が601人、71.5％です。

続きまして、県北。平成19年度の公立の定員

が1,880人に対し合格者が1,875人、充足率

が99.7％、公立のほうは同じ傾向でいきますの

で省略させていただきます。それに対して私立

のほうが、定員が500人に対し367人の入学者、

充足率が73.4％、平成20年度はさらに下がっ

て、495人の定員に対し入学者が307人、充足率

は62％なんです。大体70％台を前後していると

いうような状況になっております。

全体としてみれば、公立と私立では１割しか

変わらないんですけれども、各地域に分けてみ

たときに２～３割の現実の学生の差があるわけ

なんです。こういう状況を御認識されていたの

かと思うんです。これに対して、今現在、公立

と私立の学校が公私協という場で協力して協議

されているということです。宮崎県の教育環境

を向上していこうと取り組まれているそうなん

ですが、私立と公立の入学者の状況に対してい

かがお感じになられるのか、教育長に所見をお

伺いしたいんですが。

○教育長（飛田 洋君） 正確な数字ではあり

ませんが、平成15年度までは、入学予定者数に

対して県立、私立合わせた定員がほぼ同じ状況

で推移してまいりました。それにつきまして、

恐らく16年度からだったと記憶しているんです

が、県立高校は、地域のニーズとか動向等いろ

んなことを勘案しながら、おおよそ入学予定者

数の７割というような定員管理をしてきたとこ

ろであります。ですから、地域ごと、あるいは
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学校ごとについても、その中で再編整備を行う

とか、あるいは、今度の計画も出しましたが、

いろんな配慮をしながらやってきたところであ

ります。私立高校がどうであるかについては、

状況は知っておりますが、私は定員について申

し上げる立場ではございません。ただ、県立に

ついては、先ほど言いましたが、教育の機会を

できるだけ提供できるような思いで取り組んで

きたところでございます。

それから、あわせて申し上げますが、公立高

校だけではなくて、県教委としては県民の子供

たちを大事にすることは大切だと思っておりま

して、教育センターの講座に案内をさしあげた

り、合同学習会等も私立にも案内をさせていた

だいたり、この前、県南の３つの学校の共同の

取り組みについても支援させていただくという

ことを申し上げましたが、今後とも可能な限り

いろんな支援をさせていただこうと思っており

ます。

○二見康之議員 さらに申し上げますと、今、

地域において７割が公立というようなお話だっ

たと思うんですが、都城地域において中学校の

卒業者と高校の定員についての変遷を見てみま

すと、都城、三股町の平成14年度の中学校の卒

業者が2,542人、これに対して高等学校の定員が

公立、私立合わせて2,465人というふうになって

います。大体卒業者数よりか若干少ないぐらい

に設定されていますよね。これが平成22年度ま

であるんですけれども、平成22年度を申し上げ

ますと、卒業者が2,152人に対し、定員の設定

が2,090人となっています。だから90数％のとこ

ろで定員は設定されているんです。定員の設定

はそれでいいと思いますが、実際にはそのよう

な形で子供たちは動いていないという現実があ

るということじゃないかと思うんです。なおか

つ、県北・県西地域において７割ほどの定員充

足率しかないということは、要するに宮崎県の

子供たちはどこかに行っている、もしくは高校

に行かないで就職するなり―今の時代、就職

する子供たちは余り多いほうじゃないと思うん

ですけれども―そういった現実が今あるとい

うことなんです。高校の定員は子供たちの数に

沿ってつくられるかもしれませんが、定員に満

たない入学者数がここ数年ずっと続いているわ

けなんです。

学校としましては、クラス編制や教育カリキ

ュラムをつくるときに経営計画を立てます。こ

れだけ子供が減ってしまったら、どこの私立学

校においても非常に経営が苦しくなるのは明ら

かなことだと思うんです。確かに公立の学校か

ら私立に対して意見する立場にないかもしれま

せん。しかし、全体の宮崎県の教育環境とし

て、総合政策部が私立のほうの担当になられる

のであれば、公私協の立場でいろいろと協議を

されるだけのみならず、さらにもっと現状を何

とかしていくような取り組みをしていただかな

いと。県立としましては、今、中高一貫や理数

専門のコースをつくったり、非常に特色ある取

り組みをしていらっしゃいます。これは公立学

校の魅力づくりにとって非常に大事なことだと

わかるんですが、最初にお伺いしたように、公

立と私立のあり方というものを考えた場合、果

たしてそれだけでいいのか。公立がそういった

取り組みをするのであれば、私立はどのような

形で振興していかないといけないのか。もう

ちょっとそこのところの議論を深めていく必要

があるんじゃないかなというふうに感じるんで

すが、そのことに対しては、まだこれからも議

論を深めていきたいと思っておりますので、今

後、教育長、また総合政策部長におかれまして
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も、これをしっかりと―これはここ数年続い

ている問題ですから、本当に喫緊の問題だと思

います。何とか対策を講じられるように取り組

んでいきたいというふうに申し上げておきま

す。

次に、幼稚園、保育所の定員数について質問

してまいります。私立保育所、そして私立幼稚

園の定員変更はどのように決められているの

か、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） まず、私立保

育所の定員変更でありますが、保育所が市町村

を経由して県へ届け出を行うこととなっており

ます。その際、市町村は、国の「児童福祉施設

の設備及び運営に関する基準」や過去の入所者

数の状況、地域の保育需要の見通しなどを踏ま

えまして、適当との判断を行った場合、県へ提

出することとなっております。

次に、私立幼稚園の定員変更につきまして

は、幼稚園の申請に基づき県が認可を行うこと

となっておりますが、認可に当たっては、国の

幼稚園設置基準や他の幼稚園との競合状況につ

いて審査いたしますとともに、私立学校審議会

への諮問を行い、その答申を踏まえて決定する

ことといたしております。

○二見康之議員 では、私立幼稚園についてお

伺いしますが、私立幼稚園に対する補助金はど

のように決まるのか。同じく福祉保健部長に伺

います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 私立幼稚園振

興費補助金でございますけれども、この交付に

当たりましては、県の「私立幼稚園振興費補助

金配分要領」に基づき行っております。平成23

年度の補助金の配分に当たりましては、総額

の76％を教職員の数等の外形的基準に基づき配

分しており、その内訳といたしましては、教職

員数割が46％、園児数割が18％、法人や園への

均等割が12％となっております。また、残り

の24％は保護者負担の軽減状況や定員遵守状況

等の政策的基準により配分をしているところで

ございます。

○二見康之議員 今、外形的基準の中に園児に

対する補助の割合があるということだったんで

すけれども、園児に対する補助の要領の中で、

それは要するに定員が上限になっているわけで

すよね。全体的な幼稚園の状況としましては、

定員に対する充足率が平成23年度で県内合計

が56.9％ですので、全体としては定員を満たす

ところは少ないとは思うんですけれども、幾つ

かの園においては定員を超す人気があるところ

もあるのは現実です。そういう園は、さらに、

もっと教育内容を充実したり取り組んでいきた

いと考えているところもあると思うんですが、

幼稚園の園児が定員を上回った場合、補助金の

交付額に影響があるんですけれども、これは見

直すべきではないかと考えるんですが、同じく

福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 議員御指摘の

とおりでございますが、県では、私立幼稚園振

興費補助金の配分に当たりまして、幼稚園を取

り巻く環境変化や関係団体の意見を踏まえなが

ら、随時、配分要領の見直しを行っているとこ

ろでございます。その中で、定員を上回った幼

稚園につきましては、他園との不当な競合の抑

制を図る観点から、減額の対象の一つとしてい

るところでございますが、お話のとおり、魅力

ある園運営に積極的に取り組んでいる側面もご

ざいますことから、平成22年度から減額の割合

を引き下げてきているところでございます。県

といたしましては、質の高い幼児教育環境の充

実を図りますために、今後とも関係団体の意見
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を伺いながら、補助金の配分方法などについて

検討してまいりたいと考えております。

○二見康之議員 平成22年度から減額の割合を

下げていらっしゃるということなんですが、そ

の具体的な内容について、同じく福祉保健部長

に伺います。どのような減額をされていらっ

しゃるのか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 先ほど申し上

げました政策的基準の中に、専任教諭１人当た

りの園児数とか保護者負担の軽減状況、そして

定員遵守状況等がございます。23年度で言いま

すと、政策的基準の24％のうちの10％といいま

すか、全体の10％が定員遵守状況で配分される

補助金の額でございます。その割合は、21年度

までは16％でございました。22年度13％に落と

しまして、23年度も10％まで落としてきている

という状況でございます。

○二見康之議員 そのように、定員というもの

が、変更するのに非常に課題があると。要する

に、定員をふやしたいところが申請をしてきて

も、諮問機関である私立学校審議会の中にライ

バルの園が入っているのであれば、それは簡単

には「いいですよ」ということにならないで

しょうし、園の定員を決めるのに、まず県のほ

うで利用者の数を当たられるわけでしょうか

ら、地域における子供たち、利用者数をある程

度把握されていらっしゃるわけですよね。それ

を増減させるためには、やはり県のほうからの

指導が必要じゃないかなというふうに感じてお

ります。もちろん、地域の均衡ある発展のため

に不当な競合をというふうにおっしゃいました

けれども、それを避けるために、均衡ある発展

のためには必要な施策もしないといけない。し

かし、伸ばしていきたいと思っているところを

抑制するような働きがあると感じております。

今、幼保一元化で子供たちの教育環境の充実を

図っていこうという機運がありますから、さら

にそこのところを検討していただきたいと思い

ます。

続きまして、理容学校について質問してまい

ります。

一時期、カリスマ美容師など美容師ブームと

いいますか、県内各地においても美容室がたく

さんできました。その傍ら、県内の理容業にお

いては、後継者不足などの課題を抱えていると

のことです。まず初めに、現在、県のほうで把

握されております理容業の現状と後継者の確保

について、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 理容業の現状

でありますが、若者の理容離れや新たな低価格

チェーン店の出現などによりまして厳しい経営

環境が続いており、県内の理容業の施設数は減

少傾向にございます。また、県内に１カ所ある

理容学校においては、近年、昼間課程、通信課

程とも定員割れをしている状況でありまして、

後継者の確保が難しくなってきております。こ

のため県といたしましては、後継者育成及び業

界の活性化を図るために、財団法人宮崎県生活

衛生営業指導センターが設置いたします後継者

育成支援協議会に参画して、若年者が体験学習

を行うインターンシップモデル事業の活用など

を、一緒になって検討してまいりたいと考えて

おるところでございます。

○二見康之議員 これから御検討いただけると

いうことですので、よろしくお願いいたしま

す。

それと、今いろいろと学校の方等の話を聞き

ますと、昼間生であれば２年間で大体100数十万

円、授業料、また器具等のお金がかかるそうな

んです。それに対してこの学校に、支援制度と
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いいますか、日本政策金融公庫の教育ローンと

いうものがあるそうなんですが、この教育ロー

ンを申請した生徒の中で、毎年数名、融資審査

に通らないで融資を受けられない生徒がいらっ

しゃるということなんです。今、理容師を目指

している学生のためにも、理容学校の生徒が各

種奨学金制度を利用できないのか。教育のほう

の所管になりますから、教育長にお伺いいたし

ます。

○教育長（飛田 洋君） 教育委員会では、奨

学金を利用するというような制度が考えられる

と思うんですけど、宮崎県育英資金におきまし

ては、貸与を希望する生徒等が、大学、高等専

門学校、高等学校、専修学校等の専門課程及び

高等課程に在籍する者であることが条件となっ

ております。また、独立行政法人日本学生支援

機構の奨学金につきましては、大学、大学院、

高等専門学校、専修学校の専門課程に在籍する

者であることが条件となっておりまして、今回

お尋ねのありました学校は、各種学校であれ

ば、制度上これらの奨学金の利用はできないこ

ととなっております。

○二見康之議員 奨学金は利用できないという

ことでありますが、その他、現在の制度におい

て、この理容学校に対する各種助成制度はない

のか。こちらは総合政策部長の所管になるとい

うことですので、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（稲用博美君） 私立学校への

助成につきましては、学校法人に対し、教育の

振興上必要がある場合、国または地方公共団体

が助成を行うことができることになっており、

本県では、学校の運営に要する経費など、学校

法人に対して助成を行っております。本県で運

営されております理容あるいは和裁など各種学

校が５校ございますが、学校法人立ではないた

めに、助成の対象とはなっていないところであ

ります。

○二見康之議員 ここは助成の対象になってい

ないということなんですが、同じ各種学校でも

準看護学校などの場合には、厚生労働省等の支

援制度があったりするわけなんです。今回、理

容学校について調べてみましたら、いろんな支

援策、労働のほうでも職業支援といいますか就

業支援、介護関係の訓練校をつくったり、さま

ざまな支援があるのに対し、理容師になりたい

と思った子供たちは、公庫の教育ローンは借り

られない。経済的に苦しいからローンを借りた

いと申請するのに、返済能力がなくて審査が通

らないというような現実があるわけなんです。

今わかったような内容でして、これから理容を

目指す子供たちのためにも、数は少ないかもし

れませんけれども、そういったところに光を当

てることが政治の役割の一つじゃないかと考え

ております。これは、たまたま理容の分野でし

たけれども、ほかのところでも同じようなこと

がないように、目を光らせて、アンテナを張っ

ていただきたいというふうに願います。

続きまして、上海事務所について伺います。

平成22年度でソウル事務所は閉鎖され、上海

のほうにシフトしていこうというお考えでい

らっしゃるようですが、この上海事務所につい

て、その設置目的、業務内容、また人員や職員

の派遣状況などについて、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） 上海事務

所は、観光誘客や県産品の販路拡大、国際交流

といった県が行う事業はもとより、県内企業等

が行う経済活動などをサポートすることを目的

に、現在の県物産貿易振興センターに委託し、

平成14年３月に設置したところであります。具
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体的な業務内容としましては、県内企業等の貿

易や投資を支援するための現地情報の収集・提

供、本県観光・コンベンションのＰＲ、現地を

訪問する際の政府機関等との連絡調整及びアテ

ンドなど多岐にわたっているところでありま

す。また、職員は、現在、県からの派遣が１

名、宮崎銀行からの派遣が１名、現地採用が２

名の合計４名体制となっております。県職員に

つきましては、平成17年度より派遣を開始し、

これまで４名が上海事務所に勤務しております

が、いずれも、上海外国語大学で１年間語学研

修を行った後、２年間上海事務所で勤務し、こ

れまでは、帰国後も経験を生かして部内でさら

に２年間、経済国際化業務に従事しているとこ

ろであります。

○二見康之議員 続きまして、この上海事務所

に係る予算規模及び執行がどのように行われて

いるのか、同じく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） 上海事務

所の平成24年度の県予算につきましては、事務

所の借り上げ料、現地採用職員の人件費、現地

活動費など約1,398万円を計上しております。こ

の予算は、委託先であります県物産貿易振興セ

ンター本部において全体管理を行っております

が、旅費を初めとする現地活動費や通信運搬費

などの事務所運営に係る経費については、上海

事務所において必要に応じた執行が行われてい

るところであります。

○二見康之議員 予算が1,400万円ほどというこ

とですが、現地のほうで伺った話によります

と、現地活動費が200万円ぐらいだと聞いており

ます。これは感覚もあるんでしょうけれども、

上海の経済事情とかを考えると、物価とかも結

構高いから、私としては若干少ないのではない

かなというふうに感じるんです。それ以上に、

まずは１年間語学研修を行って、その後２年間

勤務されるわけなんです。そうしたときに、中

国は人間対人間の信頼関係というものを結構重

んじられる方が多いそうなんです。政府関係に

アテンドして、しっかりとした人間関係をつく

られて、でき上がってこれから仕事をしようと

思ったときに、宮崎のほうに帰ってこられて国

際関係業務に携わられる。現地のほうとしまし

ては、もっと現地で働いてくれるような人を望

んでいらっしゃるんですが、派遣の期間を長く

することができないものか、商工観光労働部長

に続けて伺います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 上海事務

所においては、先ほどもお答えしましたとお

り、派遣している県職員が所長として現地での

人脈づくり等に努めてきているところでありま

すが、現在、それに加えて、宮銀から派遣いた

だいている職員と日本語の堪能な現地職員１名

を副所長という形で配置しておりまして、いわ

ば事務所全体として現地の人的なネットワーク

形成を図ってきているところであります。お尋

ねのありました件については、今後の事務所の

あり方にも関連するとともに、人材育成、人事

管理面といった整理すべき課題もありますこと

から、関係部局と十分協議しながら、適切に対

応してまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○二見康之議員 アジアに注目されるのであれ

ば、多少重点を置いてもいいのではないかとい

うふうに考えております。

林業公社の件など、時間が来ましたので残し

てしまいました。一般質問でも木材価格の課題

とか出ておりますが、さきの２月議会のときに

も、知事にもお越しいただいて委員会のほうで
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御答弁いただきましたように、木材価格という

ものは国際的に非常に不安定な状況であります

ので、しっかりとした改善策並びに、今後、長

期にわたって残すのではなくて、何とか自分た

ちの任期中に片をつけられるような視点も踏ま

えて、林業公社の問題については取り組んでい

ただきたいというふうにお願い申し上げまし

て、一般質問を終わります。（拍手）

○中野一則副議長 次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕(拍手) きょうは一般

質問の最終日。今、我が会派の若手のホープが

先鋒としてここに立ったわけですけれども、次

鋒で立たせていただきました。山のにぎわいと

言われないように、ちょっと頑張らねばという

強いプレッシャーを背中に感じながら、まずは

知事に、政治姿勢に関する問題から伺ってまい

ります。

九州広域行政機構についてでありますけれど

も、これについては、この議会でたくさんの議

員が質問いたしましたので、重複を避けまし

て、この場からは、まず、この機構を立ち上げ

るに至っての手順はどういうことを踏まえてな

されるのかということ。それからもう１つは、

これが設立された際には、宮崎県はそこに参入

していくということが前提条件とされているの

か。この２つについて伺いまして、後は自席か

らお尋ねをいたします。(拍手)〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

九州広域行政機構の設立についてでありま

す。厳密に申しますと、九州広域行政機構とい

うのは、国の検討に際し九州地方知事会として

提案した制度の名前でございまして、それを受

けて、具体化をされる出先機関の廃止、地方移

管の受け皿となる組織の設置についてというこ

とになるかと思います。現在、政府から示され

ている法律案におきましては、国の出先機関の

受け入れに当たっては、移管を希望する地域に

おいて広域連合を設置するとともに、移譲対象

機関や移譲開始日、組織体制等を定めました移

譲計画の認定を受けなければならないものとさ

れております。具体的な手続としましては、広

域連合の設置について、構成団体の議会の議決

を経て総務大臣の許可を受けるとともに、出先

機関の移管について、あらかじめ関係市町村の

意見も聞いた上で、構成団体の議会の議決を経

て移譲計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受

けるという流れになっておるところでございま

す。なお、受け皿となる組織の区域につきまし

ては、現在の国の出先機関の管轄区域を包括す

る区域とされておりまして、九州におきまして

は、沖縄県を除く全県が対象区域になることが

想定されますので、その場合は本県も加入する

ことが前提となるものと、制度的にはそのよう

になっておるところでございます。以上でござ

います。〔降壇〕

○坂口博美議員 １県だけでも抜けたら、これ

は設立できないんだということであります。知

事もこの議会で特に感じられていると思うんで

すけれども、たくさんの議員から、知事のリー

ダーシップ、政治姿勢に関してかなり厳しい質

問がありました。これはどういうことかという

と、私も含めてなんですけれども、今、県議会

には、河野知事というのは本当に宮崎のために

なるんだろうか、このままでいいのかという懸

念がだんだん広がってきているんです。ですか

ら、このことを知事は率直に聞いていただくこ

とが必要だな、肝要だなということを申し上げ

て、再質問に入ります。

今言われたように、これは宮崎が抜ければだ
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めだ。それから、これまでの流れの中で、知事

として宮崎のためにどうあるべきかということ

をいろんな場で発言してきているということで

ありました。宮崎のことを一生懸命考えていた

だいている。結果的に、知事が主張されてきた

ことがルールとして制度設計なりに盛り込まれ

なかった、あるいは九州地方知事会の中で合意

がとれなかったとき、言いかえますと宮崎のた

めにならないなという判断に至ったときに、果

たして知事は、いや、おれは入らないよと拒否

されるだけの勇気をお持ちかどうか大変心配な

んです。今の答弁にありましたように、いやい

や、これは市町村の意見を聞くことになってい

ますから、あるいは議会の皆さんの議決が要る

んですよと。今回の瓦れき問題と一緒になって

しまうんじゃないかという強い懸念を持ってい

るんですけれども、まず、宮崎のためになるな

らないの判断と、加入することに対しての知事

のしっかりとしたスタンスを、改めてお聞かせ

いただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 現在、政府が示してお

ります法律案におきましては、今回の改革の可

否を左右する幾つかの課題というものが具体的

になされていない、もしくは政令にゆだねられ

ている、そういう状況にございます。したがい

まして、九州知事会としましては、現時点にお

いて、政府の制度設計に沿って出先機関の受け

皿の設立を目指すというところまでの結論に

至っているわけではございません。関連法案の

提出を含め大変不透明な状況にございますが、

仮に受け皿の設立を具体的に検討することと

なった場合には、大事なことは、本県におきま

してさまざま議論がなされております、またい

ろんな御意見をちょうだいしております、イン

フラ整備等の地域間格差の是正、そして九州の

均衡ある発展に資する仕組みづくりに向けて、

本県の考え方を改めて強く主張するとともに、

県議会、市町村、そして県民の皆様の御意見を

十分に踏まえた上で、最終的には、宮崎県知事

として軸足を宮崎に置いた上で、本県にとって

最良となるような判断をしてまいりたいと考え

ております。

○坂口博美議員 しっかりここに基軸を置いて

リーダーシップを発揮していただくということ

を、ぜひともお願いしておきます。

そこで、これに係ることで、今、インフラ整

備等を言われました。それで、例えば地域自主

戦略交付金を見てみますと、４月７日だったで

すか６日だったですか、配分額が決定して配分

されました。沖縄県を除く全国46都道府県総額

が5,406億5,700万だったですか。沖縄を除いて

九州７県が875億7,000万円でした。宮崎県が83

億3,300万円、これは７県トータルの中の9.52％

しかないんです。もちろん最下位です。しりか

ら２番目はどこかといったら佐賀県なんです。

佐賀県は90億3,400万、本県より７億100万多い

んです。隣の鹿児島県154億4,000万、本県

の1.85倍。鹿児島の54％しか本県はないんで

す。このことについて知事はどうお考えになる

のか。それから、なぜこんな数字が出てくるの

か、その算定手法はどうなっているのかを知事

にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘ございました

地域自主戦略交付金、いわゆる一括交付金は、

昨年度創設されて、ことし２年目でございま

す。昨年度の数字も含めて大変低い数字になっ

たと、不本意に思っておったところでございま

す。今年度は、全体のおおむね８割が各都道府

県が要望します継続事業の見込み額を基礎とい

たしまして、残りの部分が道路延長や財政力な
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どの客観的な統計指標に基づき配分される仕組

みとなっておるわけでございます。本県が強く

要望しておりました、客観的指標に未改良の道

路延長を加えるというのが今年度は認められた

ものですから、全国に占める本県の割合という

ものが一定程度増加しておるものでございます

が、継続事業分の配分につきまして、昨年度の

交付実績をベースに算定がなされたことから、

大幅な改善には至っていないところでございま

す。算定の全体が本県のようにインフラ整備が

これから行われるというところに有利になって

いない状況がございまして、これにつきまして

強く見直しの要望を行っているところでござい

ますが、今言いましたように一定程度改善がさ

れたということで、少し伸びがあったところで

ございます。今後、本県にとって有利となりま

すような客観的指標による配分割合を高めるこ

とを求めていきますとともに、社会資本整備の

おくれた地域の実情、また財政力の弱い本県の

ような団体に配慮した算定となるよう、国に対

して強く求めてまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 今の２号算定、客観算定が18

億余りで２割ぐらい、そのとおりなんです。た

だ、これは長年かかって本県が、まず、基準財

政需要額の算定の中に未改良区間を入れてくれ

ということをずっと引き続き努力してきた。こ

れがかなえられたというのは一歩前進かなと思

います。しかしながら問題は、８割を占める１

号算定額、ことしであれば64～65億ぐらいにな

るんでしょうか、ここのところが問題だと思う

んです。これについては要望額に基づいて云々

となっているんですけど、どうしても佐賀県よ

り７億も少ない数字が出るということが理解で

きないんです。どうなっているのかまず知りた

いわけです。

そして、今のは一括交付金ですから、まずは

内閣府が示したものを、各省庁から具体的に必

要な予算が配付されるわけですよね。その中

で、例えば県土整備に係る補助公共事業と交付

金の総額を見てみますと、今年度内示された分

は302億1,800万なんです。これを対前年度で比

較しますと、前年度は暫定でしたから、３次補

正の後を見ると341億6,500万、ですからマイナ

スすると39億4,700万も少ないわけなんです。こ

このところも、なぜこうなったのかということ

を、まず知事にお伺いいたします。また、これ

をどう感じているのか、あわせてお答えをいた

だきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘がありました

国土交通省の予算の配分方針におきましては、

国民生活の安全・安心の確保や真に必要な社会

資本の着実な実施に重点を置くとされておると

ころでございますが、残念ながら、今回、具体

的な配分につきまして、国の判断によりそのよ

うな数字となっておるところでございます。社

会資本の整備がおくれている本県にとって、大

変厳しい状況であると考えておりますので、引

き続き、必要な補助の額というものについて要

望に努めてまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 国の判断でこうなってしまっ

た―そうなんです。だから、なぜ国がそんな

判断をしたかということなんですけれども、こ

れだけ不足しているというのは、とにかく裁量

的な部分をばっさり切られてしまった結果だと

思うんです。対前年度比11.6％の減です。こん

なことになったわけですけれども、この予算と

いうのは、２月定例会で知事が我々に提案され

た補助公共事業費、県土整備に係る分です。こ

れについては351億1,800万を計上されたんで

す。我々は真剣にやってそれは認めた。これと
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比べると49億円も足りないわけなんです。この

ことが今後どんな影響を与えるのか、極めて心

配なんですけれども、まずはその入り口とし

て、我々に予算を上程されるときの予算編成に

際しての基本的な姿勢、それとこのことに対し

ての所見をあわせてお伺いしたいと存じます。

○知事（河野俊嗣君） この公共事業予算でご

ざいますが、厳しい状況の中で財政改革の推進

に取り組む中で、第３期の財政改革推進計画に

基づき、前年度の95％の範囲内というのがまず

基本姿勢としてございます。一方、国の公共事

業予算についてでございます。近年の削減方針

に加え、今年度は東日本大震災の復興分を除く

一般会計ベースで8.1％の減となっておりまし

て、本県の補助公共事業等への当初内示額は、

御指摘のあったように大変厳しい状況というこ

とでございます。今年度予算におきましては、

何とか県でできる範囲でということで、県単公

共事業につきましては、23年度に対前年度

比24.1％増としたのに続いて、さらにその

上、2.3％増ということで最大限の配慮を行った

ところでございますが、本県の公共事業予算の

大宗を占めるのは補助公共事業でございます。

一方で、直轄事業はある程度の事業量は確保で

きたわけでございますが、この補助事業予算の

確保に向けて引き続き努力をしてまいりたいと

考えております。

○坂口博美議員 特別枠については、本当に感

謝もしているし、ありがたいなと思っておりま

す。高い評価をしております。ただ、国の予算

が8.1％減ったからということを関連づけられま

したけど、では、九州７県の減額率がどれだけ

になっているかというと5.7％なんです。宮崎

は11.6％ですから、九州平均の２倍以上なんで

す。だから、ここのところは真剣に受けとめて

対応していただかなければいけない。申すまで

もないことですけれども、当初予算を組むに当

たっては、財政改革の視点から必要最小限度と

いうのが一つあると思います。それから当然、

プロですから歳入見通しというのも立てられる

と思うんです。幾ら来るかわからんのに予算が

組めるということはないわけですから。だが結

果的にこうなってしまったわけであります。言

えますことは、見通しを立てていた、充ててい

た県費の裏負担というのが当然塩漬けになって

しまいます。せっかくの知事の配慮の特別枠と

いうのはそこで吹っ飛んでしまうことになる。

だから、予算編成にはもっともっと真剣な取り

組みと、やっぱりいただくものは何があっても

いただいてくるんだという取り組みが必要だと

思うんです。今申し上げました補助公共の39

億4,700万ですか、この中の95％、37億4,000万

は道路費なんです。道路費だけがごっとり落ち

たわけなんです。県土整備部長に伺いますけ

ど、県土整備行政としてこのことはどう本県に

影響を与えるのかをお答えいただきたいと思い

ます。

○県土整備部長（濱田良和君） 本県の道路関

係予算の内示状況でございますが、東九州自動

車道を初めとする直轄事業につきましては、要

望額の上限で前年を上回る配分が示されました

ことから、着実な事業進捗が図られるものと期

待をしております。しかしながら、御質問の県

の補助事業と交付金事業につきましては、対前

年度比18％の大幅な減少となっております。こ

のように急激に予算が減少しますと、計画的な

道路整備が困難となり、県民生活の利便性向上

にも支障を来しますとともに、地域の経済や雇

用を支えている建設産業に対する影響も懸念さ

れるところでございます。道路を初めとする予



- 258 -

平成24年６月19日(火)

算の確保につきましては、これまでも国に対し

繰り返し要望を行ってきたところであります

が、今後とも、さらなる予算の獲得に向け、全

力で取り組んでまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いします。

今言われたように、いろんな影響─ただ道

路が延びないだけじゃないんです。申すまでも

ないことですけど、土木行政の果たすべき役割

は、資本のストックは当然ですけれども、地域

における経済への貢献でありますとか雇用への

貢献、それから法が求めております健全な建設

産業あるいは建設業の育成、この責務も県に課

せられているわけなんです。それがために県は

いろいろ知恵を出しながら、一般競争入札、そ

して総合評価制度というのを、試行を重ねなが

らやってきているわけなんですけれども、本県

の総合評価制度というのは、専門性を物すごく

狭く求めていく総合評価制度なんです。言いか

えますと、よし、おれのところは道路で専門性

を高めて道路の技術で飯を食っていこうという

ところは道路に特化していく、あるいはほかの

河川だ港湾だというところはそっちに行ってし

まう。そこで、こんなに県が考えた、あるいは

いろんなことを総合的に判断しながらこれだけ

の予算を確保しようといったところが、極端に

抜けてしまった。

今、直轄と言われたけど、直轄の港湾なん

て330％からふえているということです。県の場

合は港湾50％ですけれども。そんなことの中で

一生懸命やっていた。どの点数から見ても100点

取れるような業者が入らないわけです。一方で

は、ことしはいよいよいかんかな、点数ぎりぎ

りだなと思ったところが、Ｋ値だなんだが機能

していって思わぬ仕事が入ってくる。これは健

全なる企業の育成という精神にはちょっと問題

ありじゃないかなと思います。まじめに一生懸

命頑張っている業者でも契約に結びつかない。

倒産をすれば途端に経済混乱、失業者です。ま

じめに取り組む者が報われるような制度に改め

るべきだという気がいたします。ですから、こ

の道路予算、何としても確保しなきゃいかんわ

けですけれども、これについての知事の考え方

というのをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、道路

予算は、インフラ整備のためにも、またさまざ

まな産業の振興、地域社会の維持という観点か

らも幅広く効果のある、本当に重要なものだと

いう認識でございます。今回の内示を踏まえ、

補正予算なども含めまして、必要な道路予算の

確保とおくれている地方への重点配分がなされ

ますよう、先日も、私が都合がつきませんでし

たので、副知事に国交省のほうへ要望に行って

もらったところでございますし、近々、九州地

方整備局長と意見交換をする機会等もございま

す。そのような機会というものをとらえまし

て、私も東京に足を運ぶなり、積極的に国等へ

強く要望してまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひそれは何が何でもやら

にゃいかんと思うんです。補正なんかもことし

はある意味ではチャンスが来るんじゃないか。

今、国は全く言っていないけど、消費税増税で

しょう。それから選挙でしょう。こんな経済状

況。やっぱり準備を整えるべき。ただそこで、

道路の補正予算を獲得するんだと言われたっ

て、道路、経済対策で補正をやろうと国がした

ときに、用地がなければこれは成り立たない話

です。今、用地のストックはほとんどない。本

気でやるならば、まず用地のストックを早速始

めるべきだと思うんです。そして、補正いつで

もいらっしゃいと。「うちは、補正されるけど
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土地がないから要りません」が今までの繰り返

しだったんです。こんな轍を踏まないことを要

望しておきます。

それから、本県の場合は総合評価制度という

のが、工事内容とか物すごく専門性を問われる

わけなんです。ですから、企業の努力とか技術

力が公平に報われないと今言いましたけれど

も、これについては受注が偏り始めたという指

摘が、この議会でも２人ほどの議員からあった

と思います。こういったことについても本気で

是正していかなければいけないと思っておりま

す。そのためには、まず予算の張りつけ方、そ

れから入札制度のあり方。入札制度も、指名競

争入札は談合が起こった。だからいい点、悪い

点がある。一般競争入札に行った。なかなか出

口が見えずに試行錯誤を繰り返している。両方

とも、何がよくて何が悪かったのか、悪い点は

排除できないのか、あるいはストッパーをかけ

られないのか、そういったことを一回全体を見

直して─一番大切なのは、発注者側の立場で

判断してもいけない、受注者の立場で判断して

もいけない、エンドユーザーのためにいかにい

いものを提供できるか、納税者感覚にいかに

沿っていけるか。この視点から総合的に判断す

る必要があると思うんです。今までかたくな

に、一般だ一般だとこだわってきてたんですけ

ど、そこらを、エンドユーザーのため、それか

ら納税者のための見直しというものに、いま一

度本気で取り組まれる気はないのか、知事にお

伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要な御指摘をい

ただいたものと受けとめておるところでござい

ます。これまで入札制度改革というもの、県民

の県政に対する信頼回復ということで、公正・

透明で競争性の高い一般競争入札へ移行したと

ころでございますが、その後、さまざまな御意

見、また現場の実態等を踏まえて、今御指摘に

ありましたような見直しがなされ、地域に貢献

している建設事業者が受注しやすい環境づくり

に努めてきたところでございます。今後とも、

建設産業の果たす重要な役割をしっかり踏ま

え、幅広くさまざまな御意見を伺いながら、基

本的には一般競争入札の枠組みの中で、入札制

度のあり方も含めて、必要な改善というものに

努めてまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 一般競争入札という枠組みの

中でというところがわからないんです。指名に

してくれというんじゃないんです。そんな枠は

一たん外して、何が本当に県民のためか、総合

的にどれがすぐれているか検討したらどうです

かと言っているんです。ここにも柔軟に聞く耳

を持ってほしいと思います。これは要望にして

おきます。

今、知事の政治姿勢に絡んで交付金絡みのこ

とを申し上げてきたんですけれども、とにかく

九州の中で交付金の限度額が最下位という中

で、仮に広域行政機構が設立をされた、そこで

さまざまなことをやっていって―一括交付金

というのはそこに入ってくるわけです。そうな

ると、どんな分け方をするかとなったときに、

「いや、宮崎はインフラがおくれているから、

ＪＲもだめだ、飛行場もまだまだだ、国道、県

道だってまだまだだ。だから余計くれ」と言っ

たって、よその知事はうんと言えないですよ、

立場上。そのとき、やっぱりベースになるの

は、宮崎県は全体の9.52％じゃないか、ここか

らが勝負だよということで、今のおくれはずっ

とついてくるんです。こういったことも含め考

えたとき、なぜ宮崎だけがこんなにばっさりや

られたのか。「宮崎の道路は命の道なんです。
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何とか国土交通省さん、やってくださいよ」と

お願いしながら、一方では、「ちょっと待って

くれ、こんなもの廃止しろ廃止しろ」でしょ

う。僕が国土交通省だったら、宮崎の道路なん

か全部ぶっちぎれとやりますよ。それは僕のげ

すの勘ぐりかもわからないけど、こういうこと

も心配している。だから、もっと宮崎の立場に

立った判断をしていって、これはだめだぞと

なったときは、「いや、おれは抜ける」という

奈良県のような英断も必要かなという気がいた

します。先ほど知事のスタンスを聞いたんです

けど、改めて、こういったことに対しての考え

方を聞いておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） さまざまな御指摘があ

りました。整理しますと、奈良に関しまして

は、今回の出先機関の受け皿いかんというのと

はまた別の理由で広域連合には加入されていな

いというところがあるわけでございます。

それから、今回、本県だけがばっさりという

ところを出先機関改革と結びつけての御指摘も

ございましたが、九州地方知事会議の中でも知

事の中に温度差があるわけでありまして、もっ

ともっと積極姿勢の知事もいらっしゃる状況の

中で、ほかのところは削られていないという状

況もあるものですから、必ずしもそこが直結す

るというふうには考えておらないところでござ

います。

済みません。御質問に対するところでござい

ますが、いずれにせよ、国の出先機関改革につ

きまして、県議会を初め、市町村、経済団体、

本県選出の国会議員、さまざまな懸念の声とい

うものを真摯に受けとめておるところでござい

ます。今回の改革の正否というものは、あくま

で制度設計がいかになされるのかにかかってい

ると考えております。政府から具体案が示され

ていないわけでございますが、今回の改革が真

の地方分権に向けたものとなるように、いかに

制度設計に向けて本県の立場というものを求め

ていくことができるか、そういう具体化ができ

るかというところがポイントになるということ

でございまして、今回の議論の具体化の中で、

本県の対応については慎重に考えてまいりた

い、あくまで宮崎に軸足を置いて考えてまいり

たいと思っております。

○坂口博美議員 ほかの県が切られてなくて本

県が切られたから心配しているんです。鹿児島

にしても佐賀にしても、総務省ではあるけれど

も、やっぱり百戦錬磨かもわからない。だか

ら、なぜ宮崎がというところにどうしても懸念

を持つわけなんです。

この後にやる質問、防災拠点整備に関して、

前もって、知事、副知事、それから各部局長が

去年１年間どれぐらい在庁していたんだろうと

いうことを報告してもらいました。一番県庁に

よくおられたのが知事なんです。一日じゅう県

庁にいましたよというのが昨年は215日、ちょっ

と来て出ましたというのが44日、合わせて259

日、断トツなんです。よく考えてみると、土日

祭日を引いたら244日しかない、それ以上おられ

た。頑張っておられるなと改めて敬意を表すこ

ともあるんですけど、いや待てよ、事あるごと

に、おれは国に頼んでいるんだ、自分の国との

関係を生かして宮崎のために要望活動をやって

いるんだと言うけど、一体いつ東京に行かれた

んだろうという疑問が生じたわけなんです。古

い話になりますけど、故松形知事は歩かれるこ

とで有名だったんです、霞が関に行っても。エ

レベーターを使われない。僕も委員長でついて

いったことがあります。当時陳情が多かったか

らですね。エレベーターを使われないはずで
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す。各階を歩いて、課長、主幹、係長のところ

まで事細かに全部回るんです。だからエレベー

ターに乗っている間がないから乗らないだけ

で、運動のためじゃなかったということを、

行って初めて知ったんです。知事、もうこれは

要望にとめますけれども、今後、陳情のあり方

をもうちょっと工夫していただく必要があるの

かなというふうに思います。これはお願いをし

ておきます。

続いて、防災関連ですけれども、去る３月31

日、阿部勝征東京大学名誉教授を座長とする

「南海トラフの巨大地震モデル検討会」

が、2003年の想定を大きく上回る震度分布であ

りますとか津波高の発表をいたしました。これ

を見ると、震度７に該当する面積というのが

約20倍の7,000平方キロメーターです。それから

津波高20メーター以上の津波を受けるよという

自治体数、これはこれまでの想定ではゼロだっ

たんですけれども、23の市町村に上っておりま

す。今回、その基本としたというんでしょう

か、想定したマグニチュードを「９」で想定し

ているんです。この９はどういった根拠に基づ

いての想定なのか、危機管理統括監にお伺いを

いたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 南海トラ

フの巨大地震の想定規模につきましては、議員

から今御指摘がありましたように、内閣府が公

表した昨年12月27日の中間報告、及びことし３

月31日に第１次報告ということで説明されてい

るところでございます。一般的に地震の想定規

模につきましては、震源域の面積と平均応力降

下量（地震の際に断層がずれることによって解

放される力の大きさ）を示しておりますが、こ

れらによって算定されているところでございま

す。今回の報告書では、東日本大震災の状況を

踏まえまして、新たに南海トラフで連動して地

震が発生する可能性がある想定震源域を示して

おりまして、その面積は11ないし14万平方キロ

メートルと大幅に拡大されたところでございま

す。これに伴いまして地震の規模がマグニチ

ュード9.0ないし9.1とされているところでござ

います。内閣府では引き続き、南海トラフの巨

大地震の地震・津波想定についての検討が進め

られているところでございまして、今後さらに

詳細な報告がなされるものと承知しておりま

す。

○坂口博美議員 では、今までの古い2003年基

準での設定、それから今回のマグニチュード９

を比較したとき、地震のエネルギー量はどんな

ぐあいに違うのか、統括監にお伺いします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） これまで

の想定地震の規模につきましては、東南海・南

海地震については、中央防災会議が平成15年度

に公表した地震・津波の検討結果をもとにマグ

ニチュード8.6、また日向灘地震につきまして

は、県独自の検討によりマグニチュード7.5を想

定しておりました。マグニチュードと地震エネ

ルギーは対数関係にございまして、一般的にマ

グニチュードが0.2上がるごとに地震エネルギー

はおおむね２倍になるという関係にございま

す。したがいまして、今申し上げました数字等

の関係で申し上げますと、マグニチュード９の

地震エネルギーは、マグニチュード8.6との比較

では約４倍、またマグニチュード7.5との比較で

は約178倍ということになります。

○坂口博美議員 そうなんです。だから、先ほ

どの11万平方キロメーターは東日本大震災より

１万平方キロメーター多いんです。14万平方キ

ロメーターというのは、トラフから境界面10キ

ロメーターより浅い水域を足したものだからと
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いうことで、九州からパラオあたりまで延びる

可能性があるということで、膨大な地震エネル

ギーの可能性を持った宮崎県ということに立場

が変わってしまったということを認識しなきゃ

いけないと思うんです。そうなりましたとき

に、県が設定すべき震度分布と揺れの長さ、そ

してまた宮崎市における津波高と、津波が発生

して宮崎市までどれぐらいで到達するのか最短

到達時間、これについて教えてください。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 内閣府が

公表した資料によりますと、震度分布につきま

しては、本県において沿岸の３市５町で震度７

の揺れが発生すると見込まれております。その

揺れの長さにつきましては、これまでの報告も

そうなんですが、特に公表はされておりませ

ん。また、津波につきましては、今回、11パ

ターンのケースを想定して検討がなされ、沿岸

の各市町ごとに最大の津波高が示されておりま

す。最も高い数値といたしましては、串間市

の15.8メートルでございます。また、御質問の

宮崎市につきましては、最大の高さが14.8メー

トルと示されているところでございます。津波

の到達時間につきましては、各ケースごとに１

メートルの津波が沿岸に到達する時間が計算さ

れておりまして、津波発生から到達まで13分か

ら14分とされているところでございます。

○坂口博美議員 揺れの長さは示していないと

いうんですけど、当然ながら、178倍のエネル

ギーでしょう。震度７にしても時間が短縮され

ることはないと思うんです。長くなれば津波の

心配がよほど出てくると思うんです。そういっ

た中で、危機管理機能の万全を期すべく事業計

画、いわゆる本庁版ＢＣＰを県は策定していま

す。ここにある第１グループ、すわというグ

ループですね。これの位置づけとその体制につ

いて教えてください。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） ただいま

御紹介いただきましたように、ＢＣＰに県庁で

今取り組んでいるところでございます。これは

「組織における業務継続計画」の略称でござい

まして、現在、大規模な自然災害や深刻な感染

症が発生した場合等に備えまして、本庁版ＢＣ

Ｐの策定作業を行っているところでございま

す。この中で、万一、巨大地震等が発生した場

合には、直ちに非常時体制に移行し、通常業務

を一たんすべて停止した上で、地域防災計画等

に定めた初動対応の業務に全庁的に当たること

としております。あわせて、その他の業務の中

でも優先的に行うべき業務を３段階に分類し、

直ちに実施・再開する業務を第１グループとし

て位置づけることとしております。第１グルー

プの具体的内容につきましては、現在検討を進

めている最中でございますけれども、想定され

ますのは、庁舎内の人命にかかわること、ない

しは重要なインフラの復旧等が該当するものと

想定しているところでございます。これらの業

務遂行に当たりましては、責任ある組織体制が

不可欠でありますので、知事や部局長等が対応

できない場合の代理の規定、ないしは業務が長

期にわたる場合の交代勤務のあり方等について

も盛り込む必要があると考えているところでご

ざいます。

なお、今年度は、出先機関におきましても、

地方連絡協議会や県外事務所ごとに地域版のＢ

ＣＰを策定することとしておりまして、それぞ

れの地理的条件や事務所の立地環境等を踏まえ

た検討を行ってまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 では、仮に大規模な地震ある

いは津波が起きたときに、市町村との連携はど

う予定されているのかお伺いをいたします。
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○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 大規模な

災害が生じた際には、県、市町村を挙げて対応

していくことが必要だと考えております。その

防災行政の県と市町村の役割分担につきまして

は、災害対策基本法において定められておりま

すが、この中で、大ざっぱに申し上げますと、

県は、災害から住民の生命、身体、財産を保護

するため防災計画を策定し、市町村等が行う防

災に関する事務・業務を助け、かつその総合調

整を行う責務を負う。また、市町村につきまし

ては、各地域における防災計画を策定し、実施

するとされているところでございます。具体的

には、例えば県としましては、単独の市町村で

は対応できない大量の物資・要員の確保などに

より市町村の業務を直接支援、また、複数の市

町村、さらには県を超えた広域的な連携、ある

いは自衛隊、警察等の関係機関との連携を行う

上での総合的な調整業務を行うということに

なっているところでございます。一方、市町村

では、住民への災害情報の伝達、避難場所の確

保、誘導、避難所の運営など、直接、住民、地

域の方々への対応を行っていただくことになり

ます。

なお、今回の東日本大震災におきましては、

市町村の庁舎が被害を受け、行政機能が完全に

失われてしまうというケースも発生いたしまし

た。県といたしましては、このような状況も想

定し、市町村の災害対応活動のバックアップ体

制が必要であると考えておりまして、議員から

御指摘のありました平時からの連携について、

重要な課題として検討してまいりたいと考えて

おります。

○坂口博美議員 そういった中で、せんだって

県は第１駐車場のボーリング調査をやったんだ

けれども、これはその施設を整備しようという

目的の一つだと思うんです。その評価がどうで

あったのか、総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（四本 孝君） 防災拠点施設の整

備につきましては、昨年度の庁内の関係課長等

から成る検討委員会におきまして、本庁域の敷

地が望ましいとされたものであります。この本

庁域の敷地につきまして、議会の皆様から、大

地震発生時の液状化の可能性について御指摘を

いただいたところでございます。このため、県

庁外来者第１駐車場につきまして、専門的な見

地から候補地として適当かどうかを検討するた

め、ボーリング調査１カ所を実施したものであ

ります。この調査結果によりますと、地下43.6

メートルに、くいの支持層となる基盤岩がある

ことや、地下３メートルから8.6メートルの砂の

層において液状化が発生する可能性はあるが、

大規模な地震が発生した場合においても、地表

変位は3.8センチメートルと軽微な程度であると

いうことでございました。また、この結果を踏

まえますと、建物部分は一般的なくい基礎と

し、駐車場等の建物以外の部分は地盤改良を行

うなどの技術的な対策によりまして、液状化へ

の対応は可能であると考えております。

○坂口博美議員 金をかければ液状化は問題な

いんです。１カ所穴を掘られたけれども、大淀

川の底を見られたことがありますか。宮崎観光

ホテル前は軟岩が出てきます。あの岩がここに

来たときには、先ほど言われたように46メー

ター幾つまで深くなる、そんな変則的なところ

なんです。でもそれは、先ほど言いましたよう

に金をかければ、建物は。例えば東京スカイツ

リーだってそうです。軟弱なところに。日本海

の石油掘削基地なんていうのは、もっと荒い条

件のところにしっかり台風でももっています。

金をかければどうにでもなる。問題は、先ほど
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言いましたように津波です。知事に先ほど申し

上げましたように、平日は244日、１日９時間職

員の皆さんが拘束されたにしても2,196時間で

しょう。365日掛ける24時間、8,760時間で割っ

たら25.07％です。４分の１にしかならない。確

率で言うと、災害が起こったときに県庁にいる

割合と比べて、いろんなところにいる割合、と

にかく県庁に人がいない割合というのは３倍な

んです。３・11を見てください。気仙沼の映像

でも、あんな状況で音を立てて、13分後に最初

の１メーターが来るんです。それからわんと来

る。だれがここに出てこれますか。そんな職務

命令を出しますか―出しちゃいかんですよ。

だから、こういったことを真剣に検討し直し

て、これはゼロから考え直すべきだと思います

が、知事に改めてこの考え方をお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） さまざまな危機管理の

観点からの議論、また御意見を今拝聴しておっ

たところでございます。現在の検討状況という

ものをもう一回整理して御説明いたしますと、

昨年の大震災の直後から、いかに業務機能を維

持するかということで検討を進めてまいりまし

た。そして７月に庁内の関係課長等から成る検

討委員会を立ち上げて、その結果を12月の議会

においても報告させていただいたところでござ

いますが、そのときに、液状化の視点、それか

ら今御指摘もありました津波の視点というもの

も御指摘をいただいたところでございます。そ

ういった御指摘を踏まえて、現在、あくまでこ

れまでは庁内レベルの検討でございましたの

で、専門的な見地からの検討を有識者の検討委

員会でさせていただいております。施設の場

所、機能について、一つのたたき台ということ

で、今、本庁周辺ということでボーリング調査

などを行ってやってきたわけでございますが、

有識者から成る専門委員会では、さまざまな整

備パターン、選択肢というものを踏まえた検討

を行う必要があると考えておるところでござい

ます。県議会を初め県民の皆様の御意見も今後

十分お聞きしながら、慎重に検討を行ってまい

りたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひそこらは、いろんな人か

ら意見を聞いて総合的に判断を……。

県土整備部長あたりはおわかりになると思う

んですけれども、ボーリングをお願いした。3.8

しかない、５層になっているから大丈夫だ、液

状化は心配要らない。では、液状化が起こらな

いのなら、なぜ岩着でやれと言うんですか、そ

んなに深くまで。摩擦でもちます。周りはみん

な摩擦でもってます。県がこういう方向から

やってくれないかと言えば、業者さんは忠実だ

から、それに沿ってやります。でも、ここが強

固な建物ができたにしても、岩着の民間の建物

がこの周りにいかほどありますか。それらが倒

れる―倒れないんです、摩擦で。くいが打っ

てあればですね。重さで支えるだけじゃなくて

摩擦で抜けない。液状化が怖いのは、摩擦ゼロ

になって抜けるから怖いだけです。そこらもも

う一回、総合的に何をやるべきか、みんなの知

恵を出し合って。最後にはお金が要るわけなん

です。総務部長に再度お伺いしますけど、仮に

これをやるとするときに、その財源の性格はど

うなっていくのか、それから本県の財政力の余

力というのはどうなるのか、お伺いをいたしま

す。

○総務部長（四本 孝君） 防災拠点につきま

しては、今後、施設の機能や規模、建設方法な

どについて調査・検討を行うこととしておるわ

けでございますが、その財源につきましては、
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これらの検討と並行して進めることにしており

ます。具体的な財源の内容等につきましては、

施設の機能や規模等がどのようになるかにより

異なってくるものと認識しておりますけれど

も、財政基盤の脆弱な本県にとりまして相応の

負担が生じるものでございますので、できるだ

け負担の少ない方法等について検討を行うとと

もに、国に対しても必要に応じた財政措置を要

望してまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ずっと先のことで、今からの

ことだけれども、今の答弁を聞いていると、財

政力が弱いんだよなということ。ですからでき

るだけ負担の少ないものがほしいんだよな、国

とも相談するんだよといったとき、具体的には

それが行き着くところといったら、まず起債を

出して、よしんば、後年度交付税措置がある起

債を出して建てなきゃ金もないんだよというこ

とだと思うんです。そうなると、震災に直接か

かる真水部分だけにしか、国はそんなもの認め

ません。おのずと財源の限界もある。以前、庁

舎整備計画があったときはちゃんと管理基金を

積んだんです。400億だったか700億だったかそ

の数字が歩いたけれども、それでもやっぱりや

れなかった。だから、これをやるとしたら本当

に真剣に検討を重ねて、目的を必ず達成でき

る、無駄もない、市町村ともぴっしゃりいくと

いう検討を重ねていただきたいということを、

くどいようですけど、もう一度知事に確認をい

たしたいと存じます。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおりでござ

います。厳しい財政状況の中でどのように財源

をやりくりするかという背景がある中で、この

喫緊に迫る南海トラフの地震に対してしっかり

とした防災機能を維持していく、大変重要な課

題でございますので、専門家の意見も伺いなが

ら、幅広い選択肢、整備パターンというものも

想定をして、みんなの知恵を集めて宮崎の安全

・安心というものを守ってまいりたい、そのよ

うに考えております。

○坂口博美議員 くどいなと思われるかもしれ

んけれども、口蹄疫のときを思い出してほしい

んです。最初すごく混乱しました。おれの責

任、おれの責任、いや、国の責任だ、県の責任

だ、市町村だ。結果的には、やっぱり役割分担

があって、出先が一番その場を知っている、対

応も早いということで、おのずと役割分担が決

まりました。そこらをもう一回思い起こして役

割分担もしっかり整理してほしい。災害という

のは県内一円に満遍なく同じような状況じゃな

い。あるところはこう、あるところはこうとい

うことで、市町村でなければ把握できないし、

対応の適正さこれらもやりようがないと思うん

です。本当にくどいんですけれども、まず、県

がそんなものをつくる必要があるのかないのか

も含めて、検討をゼロからスタートするという

ことをお約束していただきたいと思います。知

事、お願いします。

○知事（河野俊嗣君） ゼロからということで

ございましたが、今の時点で何も決めているも

のではないわけであります。大震災の教訓を踏

まえて、防災機能の維持をどのようにしたら図

ることができるのかということで、たたき台と

して庁舎ということを庁内の検討委員会が示し

たわけでございます。繰り返しになりますが、

専門家の意見を踏まえ、今御指摘がありました

ような、災害対応の場合の市町村との連携、そ

れから職員の登庁の便宜というようないろんな

御指摘がございました。このようなさまざまな

御意見を踏まえて、よりよい結論を求めていき

たい、そのように考えております。
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○坂口博美議員 大切なことだから、一分一刻

を争うという気持ちもあわせ持っているんです

けれども、後悔しないということ、機能すると

いうことが何よりも大切だと思うから……。当

然のことですけど、あらゆる危機に際して、県

民の命を守るということは、県としては何が何

でも間違えちゃいかん優先すべき事項というの

はわかっててお聞きをする。わかっているがゆ

えにくどくお聞きをするんだけれどもですね。

そういった観点から、どうしても甘いなと思っ

たものだからくどくなりました。

今申し上げましたような、例えば、津波と地

震を想定したとき、市町村は耐え得るのかと

いったようなこと、あるいは宮崎空港はどうな

るんだ、宮崎港はどうなるんだといったような

こと、ここに人は来れるのか。さらには、知事

公舎と副知事公舎が一緒にあります。利便性の

上からは一緒のところがいいです。危機管理上

はいかがなものか。あるいは県の官舎はいかが

なものか。和知川原、霧島ですか、水につか

る。ここらでいいものかどうなのかとか、洗い

出せばたくさん出てくると思うんです。だか

ら、みんなが知恵を出すことが必要だと思うん

です。そのほかにも、例えば宮崎市は、事務管

理一括でやっているから、万が一のためにとい

うようなことで、せんだって何か決められまし

た。書類の保存とかそういうことだったのか

な、詳しくは知らないけど、一元一括管理とい

うことの盲点をつかれちゃいかんということ

で。そういった視点も大事かなと思うんです。

当然御案内と思うんですけど、企業なんかの要

人が出張等で移動するときは、飛行機を変え、

時間を変え、幾つかの移動手段で。これは万が

一のことを考えてリスク分散なんです。これだ

けの事業ですから、万全を期して、想定外だっ

たということだけは絶対許されないということ

を申し上げて、よくよくの検討をお願いしたい

と思います。

次に、温暖化対策についてお伺いをしてまい

りたいと思うんですけど、気候変動に関する政

府間パネル、いわゆるＩＰＣＣが2007年の第４

回の評価報告書で、「21世紀の末には、大気中

のＣＯ２濃度は過去65万年の中で一番高い濃度

になるだろう。それから大気の温度、これは75

万年の中で一番高い気温になるだろう。そして

海水のｐＨ、これは2000万年の中で最も低いｐ

Ｈになるんじゃないか」というようなことを幾

つも公表したわけです。そういった中で温暖化

が進んでいるんですが、例えば埼玉県では、温

暖化が進むということで、これまでは南国特産

とされてきた、例えばマンゴー、バナナ、温州

ミカン─実際普及もしているんですけれども

─こういったものを新たな品目として導入す

るということで、プロジェクトを立ち上げて今

取り組んでいるんです。言うまでもないことで

すけれども、温暖化というのは暖かくなること

ですから、北限とか南限とかいったものが、北

半球ではだんだん北上していくことになるわけ

です。宮崎県は最南端にあるから、これにはい

ち早く対応しなければいけないんですけれど

も、とりあえず、本県の林業、農業、畜産業、

水産業について、どう把握され、どう取り組も

うとされているのか、それぞれ部長にお伺いを

いたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 現在、本県の

林業の分野において、地球温暖化の影響は確認

されておりませんが、今後、温暖化の進展に伴

いまして、集中豪雨による山地災害や病虫害、

干害等の気象害の発生、樹木の成長や分布の変

化、シイタケ等の収量の減少等が懸念されると
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ころであります。このため、国の研究機関等が

調査研究しております温暖化に関する研究報告

等の情報の収集・分析に努めるとともに、林業

技術センターにおいて、国の試験研究機関や大

学等と連携を図りながら、樹木成長を阻害する

気象害や病虫害に関する研究、温度変化に対応

したシイタケの生産技術に関する研究などに取

り組んでまいりたいと考えております。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業、畜産

業、水産業などは、天候や自然環境の影響を最

も早く、かつ直接的に受けるため、常日ごろか

らあらゆる変化にアンテナを張りめぐらせてお

くことが大変重要でございます。とりわけ南九

州に位置する本県においては、近年、米の品質

の低下、乳用牛の乳量の低下、海中の藻場の衰

退などが頻繁に確認されており、進行する地球

温暖化への対応は避けて通れない喫緊の課題で

あると認識をしております。県としましては、

平成20年に農水産業温暖化研究センターを設置

し、今後の温暖化のシミュレーションや温暖化

に対応した本県農水産業のあり方についての研

究を進め、本年３月、温暖化を生かす、守る、

抑制するの３つの観点から品種や生産技術の今

後の方向性を取りまとめた、「農水産業地球温

暖化対応方針」を策定したところであります。

今後とも、この対応方針に基づき、本県におい

て将来にわたって持続した生産が可能となるよ

う、技術の開発や普及に力を入れてまいりま

す。

○坂口博美議員 厳しいことばかり言ったか

ら、最後にちょっとほっとするものを……。時

間が足りなくて随分残るんですけれども、代表

して、水に関してですが、県では40年以上かけ

て高温耐性のニジマスを系統選抜されました。

この報道の中で、どうもＣＯＸ－２遺伝子が高

温耐性じゃないかという報道がなされて期待が

かかっていたんですけど、これはその後どう

なったんですか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 通常のニジマ

スよりも比較的高温に強い高温耐性ニジマスを

つくり出す技術は、地球温暖化による養殖の飼

育環境の変化にも応用することが期待されてお

ります。しかしながら、高温耐性をつくり出す

ための選抜育種は長い年月を要することから、

その短縮が課題であり、県では、高温耐性を発

現させている遺伝子を標識とし、この遺伝子を

持つ個体を選抜することで育種の短縮化を図る

ため、その遺伝子の解明を進めているところで

あります。その結果、お話にありましたＣＯＸ

－２という遺伝子の有効性が示唆されました

が、標識としては実用的ではなかったことか

ら、新たな遺伝子を探しているところであり、

最近の研究では、次の候補の一つとして熱

ショックたんぱく質に関与する遺伝子が有効で

ある可能性が明らかになってきたところであり

ます。今後、さらに研究を進め、標識となる遺

伝子を明らかにした上で、ヤマメを初めさまざ

まな魚種に応用してまいりたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 ぜひ今後欲しいですよね。頑

張っていただきたい。

それから日本一チョウザメなんですけれど

も、チョウザメは逆に、低緯度地帯にいたの

が、生存競争で追い上げられてだんだん高緯度

に逃げてきた魚です。だから、もともと暖かい

ところの遺伝子を持っていると思うんです。こ

れはぜひ日本一につくり上げていただきたい。

チョウザメのキャビア日本一産地づくり100億、

これをどう具体的に取り組んでいかれるのか、

お答えをいただきたいと思います。
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○農政水産部長（岡村 巖君） 本県では昨

年、全国で唯一、シロチョウザメの稚魚を大量

かつ安定的に供給する体制が整いましたことか

ら、現在、この稚魚を養殖する民間業者の掘り

起こしを行っているところであり、これまで

に15経営体が養殖を開始しております。県とい

たしましては、稚魚の安定供給という強みを生

かし、養殖を県内に一層普及させて日本一の

チョウザメ産地を確立することで100億円産業を

創出し、地域の活性化につなげることを目指し

ております。しかしながら、現在の技術では、

卵であるキャビアがとれるまでに10年程度を要

することや、キャビアがとれない雄を雌雄判別

できるまでの３年程度飼育しなければならない

など、経営効率上の課題があります。このよう

な課題を解決するため、現在、成長や成熟を促

進する技術、雌のみの稚魚を生産する技術、さ

らには、比較的短期間でキャビアがとれる種類

の稚魚を生産する技術などの開発を進めている

ところでございます。今後とも、養殖業者を初

め地域の方々との連携を図りながら、本県の目

指す姿を早期に実現できますよう、適切に対応

してまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 時間が参りましたので、以上

で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 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53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、井本英雄議員。

○井本英雄議員〔登壇〕（拍手） それでは、

質問をしたいと思います。

午前中の坂口議員の財政問題の質問は、本当

にすばらしい質問でありました。私は、もうこ

れでやめようかなと実は思ったけど、敵前逃亡

もできないし、眠いひとときでありますけれど

も、つき合っていただけたらと思います。

「定常型社会」について御質問しますが、私

は、経済というのは専門的に勉強したことがあ

りませんけれども、今の日本の経済を見ている

といろんなことが疑問であるわけです。バブル

がはじけて以来、ずっと不景気だということ

で、「失われた20年」という言葉さえも出てき

ます。それから、デフレの問題もありますし、

また、金利がずっと低いということもありま

す。また、あのバブルはどうして起きたんだろ

うか、リーマンショックは何で起きたんだろう

かと、いろいろ疑問に思うことがあるんです

が、水野和夫さんは、リーマンショックを10年

以上前から予言していたという方でありまし

て、この人はエコノミストでありますが、今、

非常に注目を浴びている。そういう方の本を読

みまして、なるほどなと思ったものですから、

水野和夫さんの話を少しばかりさせていただき

たいと思います。

日本は、バブルがはじけて以来、それこそ不

景気な状態であったわけですが、実は、2002年

から2007年までは好景気だったというんです。

景気がよかったというんです。しかも、戦後最

長期の、一番長い好景気時代だったと言われて

いるんです。ところが、我々は、景気がよかっ

たという実感が全然ないわけであります。景気

がよかったなら、必ずだれかもうかっておるわ

けです。調べてみたら、大企業がもうけている

と。それこそ、高度成長期並みにもうけている



- 269 -

平成24年６月19日(火)

というんです。ところが、そういう好景気時代

にも、労働分配率は実はずっと下がっていると

いうんです。どういうことかと、これは。この

人に言わせれば、大企業は、グローバリゼー

ションを利用するというか活用して、そしても

うけることができた。要するに、中国とか東南

アジアに人を出して利益を得るということにな

るわけでしょうけど、ところが、中小企業、そ

れから一般労働者は、そういう力がないもので

すから、結局、中国やらあるいはベトナムやら

と賃金争いをせにゃいかんということで、賃金

がますます下がっていくということから、逆に

格差がそれで開いてしまっているんだというこ

とであります。国が、ともかく景気をよくしよ

うと思ってお金を入れる。結局だれがもうかる

かというと、大企業がもうかっている。そし

て、労働分配率はますます下がるということ

で、その格差がますます広がるんだと、こうい

うことを言っているわけであります。これは多

分当たっているんじゃないのかなという気が私

もしております。

低金利が続いておりますが、一番金利が高

かったときは1974年だそうです。それからじり

じり下がってきたんです。そして、バブルがは

じけて以来、ずっと低金利が続いております

が、低金利が続いているのも、投資して、そし

てもうけて、金利を払って会社を運営していく

というか事業を運営していく、それだけの魅力

がないと、この日本に、産業としての伸び代が

ないんだということを言っております。何でバ

ブルが起きたのかというと、結局投資するとこ

ろがないものだから、お金が余ってああいうバ

ブル状態を引き起こしたんだと、そういうこと

を言っております。

そして、リーマンショックですけれども、こ

れも同じようなことだというんです。アメリカ

もやっぱり投資するところがない。アメリカの

場合はスケールが大きくて、レーガン時代から

既に―「金融空間」という言葉を使っていま

すけれども、一つの産業としてこれをつくろう

ということで―金融の空間をつくりだした。

ところが、皆さん御存じのように、リーマン

ショックということではじけてしまった。日本

のほうが実は先行しているんですというんで

す。先にバブルがはじけた。

今、「日本化」という言葉が使われています

ね、御存じだと思いますけど、ヨーロッパやア

メリカが日本化しつつあると言われているんで

す。何かというと、簡単に言えばデフレです。

日本がデフレになったように、アメリカやら

ヨーロッパもデフレになる可能性があるという

ことを言っておるわけです。なぜデフレになる

かというと、今さっき言ったように、「底辺へ

の競争」という言葉があるそうですが、ともか

く我々労働者というのは、中国やらベトナムや

らあの辺と競争せにゃいかんということで、賃

金は下へ下へと、これがデフレの大きな原因だ

ということであります。そういうことで、一国

だけでデフレを直そうというのは、これは無理

じゃないかということを言っております。

こうしてみると、グローバリゼーションとい

うのは、結局、次に続くブリックスのためにあ

るということだそうであります。決して日本に

とって希望のある話ではないんですが、私は、

素人ながら直観的に思いますことは、日本はも

う、あの行け行けどんどんの右肩上がりの経済

成長の時代は過ぎたんじゃないかと。人間で言

えば、ある意味じゃちょうど私ぐらいの年かも

しれません。若いばりばりのときは過ぎたん

じゃないのかなと。もうぼちぼち落ちついた国
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にしていかなきゃいかんのじゃないかと思うわ

けであります。既に製造業はピーク時より２

割、３割生産高は落ちております。昔みたいに

物をつくって外国に売って、そしてそれでもう

けるという時代では実際なくなっているんで

す。かつて日本がヨーロッパ、アメリカに追い

ついた。それと同じように、次に続く国が日本

に追いついてきたんじゃないのかなと思うわけ

であります。

そういうことで、これからの日本の社会であ

りますが、今の現状を維持していく持続可能な

定常型社会ということを考えなきゃいかん時代

が来ているんじゃないかなと、私は素人ながら

思うわけであります。この定常型社会というの

は、千葉大学の広井良典教授が言われたことで

ありますが、この言葉は今、随分広がっている

みたいであります。前の議会で、私は、知事の

先見性について問いました。今後、世の中はど

うなるかという問いを出したわけでありますけ

れども、私は、今後、このような定常型社会と

いうものを考えた上でいろんな施策を考えてい

かなきゃならんのじゃないのかなと思っている

わけでありますが、知事のお考えを聞かせても

らえたらと思っております。

以上、壇上での質問を終わりたいと思いま

す。ありがとうございました。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

定常型社会、また、これからの社会のあり方

についての考え方ということでございます。議

員御紹介いただきました「定常型社会」という

もの、これは、「経済成長を絶対的な目標とし

なくても十分な豊かさが達成されていく社

会」、つまり「ゼロ成長社会」という考え方の

ことであろうかというふうに考えております。

これまで、人口増加や経済拡大を基調とします

社会経済システムや価値観の中で、経済的な豊

かさを追い求め、そしてそれを手に入れてきた

わけでございますが、その過程におきまして、

都市と地方の格差の拡大や、コミュニティーに

おける人間関係の希薄化など、さまざまな課題

に直面している、それが今、私たち日本の置か

れている状況かと思います。市場や社会の成熟

化が一層進みまして、人々の意識や価値観が多

様化していく中では、一定水準の経済的な豊か

さは必要ではありますが、恵まれた自然環境、

また、人と人とのつながりといった、生活の質

の充実というものが、今まで以上に重要視され

るように考えております。

このような時代認識のもとに、昨年度、総合

計画を策定いたしましたが、県づくりの基本姿

勢といたしまして、「経済拡大を前提とした社

会・価値観からの転換」を掲げたところであり

まして、地域のきずな、また、安全・安心な暮

らし、あるいは低炭素・循環型社会づくりと

いった「新しい「ゆたかさ」」の創造を目標に

掲げたところでございます。議員御紹介いただ

きましたようなさまざまな議論というものも踏

まえながら、現在、この新しい豊かさという目

標に向けて施策を展開しているところでござい

まして、今後とも、社会情勢の変化というのも

十分に見きわめながら、本県の確かな未来を築

いてまいりたい、そのように考えております。

以上であります。〔降壇〕

○井本英雄議員 ありがとうございました。知

事もよくわかっておられるようで少し安心しま

したけれども、いろんな問題が今、日本にもあ

ります。格差の問題やら、コミュニティーの問

題やら、たくさんあると思いますが、きょう、
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１つ聞きたいのは、とにかく今、若者に仕事が

ないんですね。これが本当に私はかわいそうで

かわいそうでしようがない。自分の仕事を持つ

ということが人間にとって一番幸せだというこ

とを福沢諭吉が言っておりますけど、若くあり

ながらこの世に希望を持って生きることができ

ないということは、本当に私はかわいそうなこ

とだなといつも思っているわけです。

そこで、私は、ワークシェアリングの話を取

り上げたことがありますけど、先進国ではみん

なこれをやっているんですね、ヨーロッパで

は。やっぱりこれは真剣に今考えなきゃいかん

のじゃないか。格差の問題もあるけど、格差は

国のやることだろうから、知事じゃ格差是正は

なかなか難しいでしょうけど、ワークシェアリ

ングだったら何とかなるんじゃないのかなと

思っておるわけです。知事、何とかその辺を考

えてもらえんかと思いますが、いかがでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 雇用の確保という課題

は、わが国における成長、または地域の社会の

維持という観点からも、大変重要な課題であり

ます。私も、口蹄疫以来、さまざまな災害が続

く中で、何とか経済を活性化していきたい、そ

して、若者がこの宮崎で活躍する場というもの

をつくってまいりたい、そのような思いという

ものは強くあるわけでございまして、ワーク

シェアリングは、雇用の受け皿の確保として有

効な手法の一つというふうに考えられるわけで

ございますが、制度的に、やはり賃金体系の問

題、社会保障制度の問題、さまざまな仕組みの

見直しが必要になってまいりますので、国全体

としての議論が必要かというふうに考えており

ます。今後とも、議員の御指摘、問題意識を

持って議論の動向というものを見守ってまいり

たい、そのように考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございます。

次に、メディカルバレー構想についてお聞き

します。

今の話でもわかりますように、今後、日本の

製造業というのは、特殊な分野、高度な分野、

そういうものに特化して生きていかなきゃしよ

うがないだろうという気がするんです。そうい

う意味でも、このメディカル分野というのは見

込みがあるんじゃないかと思っているわけであ

りますが、このメディカルバレー構想につい

て、知事のお考えをまずお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） まさにそのとおりであ

りまして、国の新成長戦略におきましても、医

療機器関連産業というものが日本の成長牽引産

業として位置づけられている。そのような状況

の中から、昨年末、全国で26選ばれた特区の中

に、この東九州メディカルバレー構想というも

のが選ばれた、そのような状況でございます。

血液・血管関連の産業・研究施設、そういった

ものの集積を生かしながら、県内の製造業、ま

た医療の充実にも結びつけていきたい、そのよ

うに考えておるところでございます。医療機器

産業の拠点づくりというものを取り組みの一つ

と掲げまして、現在、地場企業の参入や取引拡

大を図るために、コーディネーターの設置、ま

た、関係企業等で構成します研究会を発足させ

まして、セミナーの開催や展示会への出展な

ど、さまざまな支援を行っているところでござ

います。また、医療機器関連産業というもの

を、重点的に取り組む企業立地の分野の一つと

して位置づけて、補助事業についての見直しも

行うところでございます。今後とも、地元なり

大分、幅広く関係者が連携をしながら、この構

想の推進によりまして産業の活性化等に結びつ
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けてまいりたい、そのように考えております。

○井本英雄議員 次に、昨年12月には、国よ

り、地域活性化総合特区の指定を受けることが

できましたが、その後の取り組みをお聞かせ願

いたいと思います。そして、最終的にどのくら

いの経済的効果があるのか、どのくらいの雇用

を見込んでおられるのか、お聞かせ願えたらと

思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 総合特区

指定後の動きといたしましては、県と延岡市が

共同で、宮崎大学医学部に血液・血管先端医療

学に関する講座を設置し、県立延岡病院に県北

拠点施設を開設したほか、新しい医療・福祉分

野の研究開発を目指した宮崎大学の医学部と工

学部の連携プロジェクトが発足するなど、研究

開発拠点づくりの取り組みが進んでいるところ

であります。また、昨年10月に発足させました

宮崎県医療機器産業研究会の会員企業の中か

ら、新たに医療機器製造業許可を取得する動き

や、中核となっております企業においても工場

増設の動きが出てきているなど、構想の取り組

み効果があらわれ始めたものと考えておりま

す。さらに、総合特区として提案している規制

緩和及び財政支援の要望については、関係省庁

と協議を実施してきており、一部の要望は認め

られる方向になっております。

次に、将来的な経済効果等についてでありま

すが、構想推進によりまして、地場企業の医療

機器への参入や医療関連企業の立地、さらには

企業間の取引拡大などを期待しているところで

あります。そこで、特区の目標として、平成26

年の―これは宮崎、大分両県合わせた数字に

なりますが―医療機器生産金額を、平成21年

ベースから15％増の1,584億円と設定しており、

この生産増加による経済波及効果といたしまし

ては3 1 8億円、雇用創出効果といたしまし

て1,167名と試算しているところであります。

○井本英雄議員 ありがとうございます。

では、次に、公務員のあり方についてお聞き

します。

私も県会議員になりまして15年以上過ぎまし

たけれども、県の職員さんたちとも随分つき合

わせていただいておりますが、県の職員は非常

に優秀だなと思うことはよくあるんですね。一

つのことに対して、これがだめというならば、

だめになる理由をわあっと並べるし、これがい

いとなれば、また、いいという理由をばあっと

並べるし、本当に見事なものだなと思って感心

するわけであります。しかし、私が感ずるの

は、いま一歩勇気を出して前に踏み出すとい

う、これがどうしてもできないというか、「県

民のためだから頼むがね」と言っても、「先例

がありません」「規則でそうなっております」

と、こうやられるんですね。「そういう制度は

何のためにあるのか。その制度の趣旨からす

りゃこれは大丈夫じゃがろうね」と言っても、

「いや、これは先例がありません」、そんな話

でなかなか前に進まん。私としては、もう一歩

県の職員に勇気というかやる気というか、そう

いうものを出してもらいたいなと常々思ってい

るわけでありますが、知事は、そういう部下の

やる気、勇気というものをどのようにして引っ

張り出したらいいとお考えなのか、お聞かせ願

いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ただいま、公務員、ま

た県職員に対する微妙なお褒めの言葉をいただ

いたわけでございますが、ただ、大事なこと

は、今御指摘のように、チャレンジしていくこ

と、県民の福祉の向上のために、場合によって

はさまざまな新しい課題にも果敢にチャレンジ
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していくこと、これは大変重要であろうかとい

うふうに考えております。これまでも、さまざ

まな研修制度、リーダーシップ、マネジメント

に係る研修などを行うというのは一つございま

すし、職員のやる気、意欲というものを喚起す

るために、例えば庁内公募制度ですね、こうい

う仕事をしてみたい―例えば被災地に行って

支援をしてみたい、そういう公募制度も行って

おりますし、職員の提案制度、いろんな施策な

り事務改善、そういう提案制度などを行って、

大変意欲的な取り組みは評価する─例えば知

事賞を贈ると、そのようなことを行っていると

ころでございます。また、私自身がいろんなと

ころで直接職員に声をかけて議論していく、そ

してやる気を喚起する、これも大変重要な取り

組みであろうというふうに心がけておるところ

でございます。まじめで丁寧で安定的な仕事と

いうのはある程度できるということですが、そ

れを一歩踏み出す、より意欲を持った果敢な公

務員の形成といいますか、そういった人材をつ

くっていくための努力をこれからもしてまいり

たいと考えております。

○井本英雄議員 部下は、トップに立つ人に

よって随分変わってくるものであります。河野

知事になって随分仕事がしやすくなったと、そ

ういう県職員の話も漏れ伝わってまいります。

でも、これで安心してはいけません。もしかす

ると部下になめられているのかもしれませんか

ら、気をつけてもらいたいと思うんですが、今

度の「文藝春秋」に塩野七生さんという─

「ローマ人の物語」なんかを書いた人ですが

─人が、東北大震災の瓦れきということで書

いております。もちろん瓦れき処理というのは

最優先課題と言っておりますが、そこに書いて

あるのを読んでみますと、東京都庁に行って苦

情処理係の部署と会った話が書いてあるんで

す。文章のまま読みますと、「まず、印象的

だったのは、話してくれた二人の表情が明る

かったことだ。抗議には「黙れ」と言えばい

い、なんていうトップを持つと、下にいる人た

ちの気持ちも明るくなるのか」と書いてありま

した。トップというのは石原慎太郎知事のこと

なんです。知事、これが私は政治家だと思いま

すよ。知事も政治家になったわけでありますか

ら、そして、今さら知事をやめても向こうに戻

るわけにはいかんわけでしょう。だから、官僚

気分はさっぱり捨てていただいて、政治家とし

て大成していただきたいと思うわけでありま

す。宮崎県庁の職員をもっとやる気にさせてい

ただきたいと思うのでありますが、知事の御見

解をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 叱咤激励ありがとうご

ざいます。政治家として、リーダーとして、今

議会におきましても、さまざまな御指摘をいた

だいております。それを踏まえて、私としまし

ても精進に努めてまいりたいというふうに考え

ております。県庁組織は、本県にとって最大の

シンクタンクであり、最大の組織といいます

か、地域振興を図っていくためには、重要な組

織であるというふうに考えております。一人一

人が意欲を持ってチャレンジする、新しい宮崎

を築いていく、そのような気概で仕事をしてい

くことは大変重要でございますので、これまで

も職員とのいろんなコミュニケーションを密に

するなど、恐らくこれまでの知事よりは、例え

ばランチミーティングでいろいろ議論する、出

先に行ったときに話をする、それから、庁内の

情報システムを使ったメッセージを発するとい

うものは頻繁に行っているというふうに思って

いるところでございます。今、なめられてはい
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かんという御指摘もございましたが、厳しいと

ころは厳しく指摘をしつつも、しっかりコミュ

ニケーションを図りつつ、職員の意欲を喚起で

きるようなリーダーシップを発揮してまいりた

いと考えております。

○井本英雄議員 それから、現在、事業評価を

しておりますが、あれを始めてもう既に何年か

たっておりますが、これと個人の役目を連動さ

せて、責任を明確にして、それを評価すること

によって、やる気のインセンティブにするよう

なことはできないのかどうか、総務部長にお伺

いします。

○総務部長（四本 孝君） 県が行っておりま

す政策評価でございますが、これは総合計画の

アクションプランに基づきまして、県の重要施

策について、進捗及び成果の状況を分析・検証

いたしまして、次年度以降の施策展開に生かす

ものであります。政策評価の対象である業務に

従事している職員が、その熱意と努力によって

大きな成果を上げているというような場合に

は、そのような点も十分考慮いたしました上で

勤務評定が行われているものと考えておりま

す。

○井本英雄議員 勤務評定が行われているもの

と思っておりますと。そういうシステムをなぜ

つくらんのかなという気がするんですけど、も

う一度、総務部長、お聞かせください。

○総務部長（四本 孝君） 今申し上げたとお

り、政策評価の対象は県の重要施策に限られて

おりますので、今の政策評価の中で、すべての

業務を対象に職員を評価していくということは

ちょっと難しいのではないかと考えておりま

す。実績に応じた職員の評価制度ということに

つきましては、今後、地方公務員法の改正の動

き等もございますので、これを踏まえまして、

また、国や他県の制度も参考にしながら、引き

続き検討してまいりたいと思います。

○井本英雄議員 わかりました。

それから、警察官もまた公務員でありますの

で、警察本部長にお聞きいたします。昨年の全

国の警察の不祥事は、懲戒処分が367人、免職と

停職を合わせた128人は前年より10人多く、過去

５年で最多であります。権力は、権力濫用にな

らないように、必ずほかからの牽制によってバ

ランスをとるようになっているわけでありま

す。しかし、警察は、強力でしかも大きな権力

を持つ割には、そういう他からの牽制する力が

ちょっと弱いんじゃないのかなと私なんか思う

わけでありますが、外部からの牽制としてどの

ようなものがあるのか、警察本部長、お聞かせ

ください。

○警察本部長（加藤達也君） 警察は、強い執

行力を有しており、独善的な運営がなされた

り、政治的に利用されることがあってはならな

いことから、その民主的運営と政治的中立性を

確保するために、都道府県の住民を代表する合

議制の機関として都道府県公安委員会を置き、

都道府県警察の管理に当たらせることが警察法

により定められております。この管理につきま

しては、「警察の業務運営における大綱方針を

定め、その業務運営が大綱方針に則して行われ

るよう、事前事後の監督を行うこと」とされて

おります。具体的には、宮崎県警察運営方針や

公安委員会規則等を定めるとともに、運営方針

等に関する指示を行っていただいております。

さらに、毎週開催する定例会における報告、審

議、警察署等への視察、各種行事への出席等を

通じて、適切な管理を行っていただいておりま

す。なお、全国的には、警察職員の不祥事が多

数報道されておりますが、本県では、本年中、
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これまでのところ、懲戒処分者は出ておりませ

ん。今後とも、公安委員会の管理のもと、職員

に対する指導教養や、身上把握の徹底を図り、

規律違反の未然防止対策を着実に推進し、県民

の信頼確保に努めてまいる所存であります。

○井本英雄議員 外部からの力の牽制というの

もさることながら、恐らく内部では、自律心を

醸成するために何らかのいろんな努力もなさっ

ているだろうと思われます。その辺のところを

お聞かせ願いたいと思います。

○警察本部長（加藤達也君） 警察職員に対す

る教育につきましては、警察職員一人一人が警

察法の精神にのっとり、警察の責務を自覚する

とともに、職務に係る倫理を保持し、適正に職

務を遂行する能力を高める教育を、さまざまな

形で実施しております。

まず、県警察学校におきましては、新規採用

時の教育といたしまして、警察職員としての職

責を自覚させ、使命感を培い、円満な良識と豊

かな人間性をはぐくむとともに、警察活動に必

要な基礎知識、技能の習得及び体力・気力の錬

成を図り、適正に職務を執行し得る警察職員の

育成に取り組んでおり、本年度は86人を入校さ

せております。県警察学校では、このほかに、

第一線で勤務する警察職員に対し、パトカーの

運転技術や鑑識業務等、警察業務の特定分野に

関する専門的な知識や技能を習得させるための

教育・訓練を実施しており、昨年度は、年間を

通じて29種類の研修を実施し、合計364人を参加

させております。

次に、職員の昇任時に行う教育として、警部

昇任者は、警察大学校に約４カ月、警部補及び

巡査部長昇任者は、九州管区警察学校に約２カ

月入校させるなど、各階級に必要とされる管理

者としての能力の習得に努めさせ、同じく年間

を通じて合計115人を入校させております。な

お、これら学校におけるすべての課程において

職務倫理に関する授業を実施し、職務に係る倫

理の保持に努めているところであります。

また、昨年度は、前警察本部長が県下全13警

察署を巡回し、第一線の署員への直接指導を実

施し、本年度は、私自身も全警察署を巡回し、

署長及び副署長等の幹部に対する直接指導を

行っているところであります。今後とも、職員

に対する職務倫理教育を組織を挙げて推進して

まいりたいと考えております。

○井本英雄議員 次に、交通違反の取り締まり

についてお聞きしたいと思います。私も、恥ず

かしいことでありますけれども、この前、一時

停止違反で捕まりまして3,000円反則金を払って

まいりましたけど、そのときのお巡りさんは非

常ににこやかな対応をしていただきまして、私

も別に何も悪い気はしなかったんです。ただ、

私の周りに、シートベルトの違反とか、今言っ

た一時停止で捕まった人とか何人かおって、そ

の人たちが私に言うんですね、やったのはもち

ろん悪いんだけど、捕まえ方が、見えんところ

に隠れておって、そうして出てくると。これは

警察官としてこすいじゃないかというわけで

す。ああいうやり方をすれば、世の中はますま

すぎすぎすしてしまうんじゃないかと言ってお

ります。それと、捕まえた後のあれが一番大切

なんでしょうけど、態度が横柄だというわけで

す。それでむかむかするといって私に言うてく

るわけですが、交通違反の取り締まりは、事故

防止のための予防的観点から行っているのか、

それとも違反検挙のために行っているのか、警

察の基本的スタンスを、このような話を踏まえ

てお聞かせ願いたいと思います。警察本部長、

お願いします。
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○警察本部長（加藤達也君） ここ数年の交通

事故の発生状況を見ますと、全国的には減少傾

向にあるにもかかわらず、本県におきまして

は、平成21年と22年が過去最高の１万1,000件、

平成23年が１万967件と、高どまりの状況にござ

います。そのため、県警の運営重点の一つに

「交通事故の総量抑止と交通秩序の確立」を掲

げ、交通事故防止のために、交通指導取り締ま

りを初めとした各種対策を強力に推進している

ところであります。交通事故は、時間、場所に

関係なく発生しているのが現状であり、運転者

に交通ルールを遵守していただくため、いつ、

どこで取り締まりが行われているかわからない

との意識を持たせることも必要であり、また、

限られた警察力で効果的に交通秩序を維持する

ためには、御指摘のあった警察官の姿を見せな

い取り締まりも、一般的抑止力の観点から必要

な場合があると考えているところであります。

警察といたしましては、今後とも、県民の理解

と共感を得ながら、適正な取り締まりと違反者

に対する説明をしっかりと行ってまいりたいと

考えております。

○井本英雄議員 次に、神話伝説についてお聞

きしたいと思います。

私は、この記紀1300年事業を今、非常に評価

しているところであります。この期間を思い

切って９年間としたことも、よく英断したなと

本当に思っているところであります。恥ずかし

いことでありますが、梅原猛さんの「天皇家の

“ふるさと”日向をゆく」という本が出版され

たときに、私もちらっと読んだんですけど、余

り感動を受けなかった。今度こういう記紀1300

年事業ということで、梅原猛さんが来るという

ので、もう一回私もあれを読んでみました。そ

して梅原さんの話も聞きました。それからま

た、大学の先生たちの古事記の話も聞かされま

した。そうして、私は、「なるほど。この宮崎

県というのは天皇家のふるさとなんだなあ」と

いうことを実感いたしました。天皇家のふるさ

となんだ、ここは間違いなくふるさと。神話

じゃないんだ。事実、ここは天皇家のふるさと

だということを実感いたしました。最初のころ

に、これは文化事業か観光事業かということの

話がありましたけれども、まちおこしで成功し

たところを私も全国何カ所か見て回りましたけ

ど、必ずといっていいほど、まちおこしで成功

したところの住民は、そのふるさと、自分の住

んでいるところに誇りを持っているんですね。

誇りを持っている。これは間違いない。100％で

あります。誇りを持っていないところは絶対ま

ちおこしは成功しません。ですから、私は、宮

崎県の住民が、自分の住んでいるところは天皇

家のふるさとだということを本当に自覚した

ら、大いなる誇りを持つことができるんじゃな

いかという気がしているわけであります。です

から、知事がまずもって、最初に県民にこの事

実をもっと自覚してもらおうという事業を今展

開しておられますが、これはいいことじゃない

かなと評価しているわけであります。

そこで、一つの提案であります。キャッチフ

レーズでありますが、今、「神話のふるさと」

というキャッチフレーズですね。神話という

と、あったかなかったかわからんような言葉で

すよ。はっきり言って、事実だというのは信じ

られん。これを私は、梅原猛さんの言葉どお

り、「天皇家の“ふるさと”宮崎」という

キャッチフレーズを掲げてみたらどうかなとい

う気がしているんです。知事、ちょっとお聞か

せください。

○知事（河野俊嗣君） 一つの御意見として
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承ったところでございます。議員の御指摘にご

ざいましたように、地域を元気にしていくため

には、住んでいる住民というものが、その地域

に対する愛情、理解、誇りを持っていく、大変

重要なことでありまして、古事記編さん1300年

という機会をそこに結びつけていきたい、その

ような思いで取り組んでおるところでございま

す。今の具体的なキャッチフレーズにつきまし

ては、梅原先生も講演の中でおっしゃっており

ました。そういうタイトルで、またそういう

テーマで書くことについて、さまざまな御指摘

なり厳しい指摘もあるかもしれないけど、自分

はもうキャリアの最後なので、そういうことを

恐れずれにあえて書いてみましたということか

というふうに思っております。本県のよき理解

者、そしてよき発信者。あの講演の後も東京新

聞の夕刊において、日向神話のコラムを書いて

いただいたということで、先日お会いする機会

がありましたので、お礼を申し上げてきたとこ

ろでございます。県として、行政としてその

キャッチフレーズを掲げるというのはいろいろ

あると思いますが、ただ、よき理解者である梅

原先生がそのような本を書いていただいている

ということは、アピールにしっかりと活用させ

ていただきたい、そのように考えています。

○井本英雄議員 天皇家のふるさと宮崎、ぜひ

とも考えていただきたいと思います。

それから、もう一つ提案でありますが、島根

にしても、あそこは出雲大社ですか、それか

ら、三重県に行くと伊勢神宮という、それだけ

で人が集まる目玉があるんです。私も行ってみ

ましたけど、本当に大きいというか、すばらし

いものです。宮崎もああいう目玉をつくらにゃ

いかん。この９年間の間に何としても目玉をつ

くっていただきたい。ところが、神社を今さら

大きくするというわけにも、政教分離原則があ

りますので、そういうわけにはいきませんの

で、私は、目玉といえば、西都原のあの古墳群

じゃないかと。男狭穂塚・女狭穂塚、あの上の

木を切る。これをやらにゃいかんと私は思いま

す。宮内庁は余り金を持っていないんですよ。

宮内庁に行って、木を切る費用はこちらで出し

ますと。そして、静ひつ、平穏がどうのこうの

と、これも必ず守りますと。大体切ったところ

でだれが困るんですか。だれも困る人はおらん

じゃないですか。天皇家でさえ困りませんよ

と。知事、この９年の間に宮内庁にお百度を踏

んでほしい。そしていろんな手づるを使って木

を切る。そして、あれを目玉にしてほしい。そ

う思っておりますが、知事、よろしくお願いし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 今、目玉となるような

地域という話がございました。出雲大社なり、

伊勢神宮なり、確かに各地においてはこれとい

う大きなところがあるわけですが、本県を見ま

すと、もしかすると、いろんな各地に、中規模

かもしれませんが、スポットがあるというもの

が本県の特徴であり、売りなのかなという思い

もいたしております。その中でも一つの基軸と

なるのが西都原ではないかという御指摘と受け

とめたところであります。男狭穂塚・女狭穂塚

につきましては、先日も答弁したとおりでござ

いますが、宮内庁において陵墓参考地というこ

とで、静安と尊厳の保持を基本にということで

ございます。これまでもその開発について、開

発といいますか、せめて木を切るというような

ことも要望したところでございますが、なかな

かガードが高いところでございます。ですか

ら、この前、答弁させていただきましたが、周

辺を少し県として整備させていただいて、あの
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地域がもう少し外から形が見えるような取り組

みも今しようとしておるところでございます

し、今後さらに、もう少し形が見えるように努

力していただけないか、協力いただけないかと

いうことを宮内庁にも要望してまいりたい、そ

ういうふうに考えております。

○井本英雄議員 知事、ひとつこの９年の間に

必ずこれをやっていただきたい。これをやるだ

けで知事は名知事になります。よろしくお願い

します。

それと、もう一つ提案ですが、この９年間で

どこまでこの事業を持っていこうとなさってい

るのか。だれかが言っておりましたけれども、

目標を定めて、そして、工程表をぜひともつ

くっていただきたいと思うんですが、知事のお

考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） この記念事業、９年間

という長いスパンをとらえて、やはり大事なの

は、地域に根差した自分たちの宝というものを

改めて見詰め直していく、特にこれからの社会

を担う、この宮崎を担う子供たちに、宮崎の宝

というものをしっかり植えつけていく、そし

て、そういう理解のもとの大人を育てていくこ

とは大変重要な取り組みであろうかというふう

に考えております。それとあわせて、観光振興

にも結びつけていくような、例えばこの秋にめ

がけてさまざまな事業を今、盛り上げを組んで

いるところでございますが、９年というスパ

ン、来年の置県130年、さらにその次の延岡まで

の高速道路開通、そういう節目節目の、本県に

とって大きな節目となる記念すべきタイミング

をとらえて、本県のあり方について改めて見詰

め直すというようなことを進めていきたいとい

うふうに考えておりますし、９年間どのように

見通しを持って進めていくのか。古事記の編さ

ん1300年というのは、全国的に見ると、恐らく

２年、３年たつとどんどん意識が薄れていくと

いうふうに思っております。でも、宮崎の宝探

しは続けていくんだ、そのような気概でしっか

りとした全体の工程というもののイメージを持

ちながら進めてまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 延岡市が今度、古事記に関す

る漫画を出しました。ごらんになりましたで

しょうか。延岡には愛宕山という山があります

が、実はこれは、古事記に出てくる、昔は笠沙

の山と言われた山でありました。笠沙の山とい

うのは、ニニギノミコトとコノハナサクヤヒメ

が出会ったという場所であります。明治時代に

名前を愛宕山と変更したんだろうと思うんです

が、時の政府は、薩摩が非常に強い時代であり

ましたから、古事記を向こうのほうに持ってい

こうということでこうなったんじゃないかと、

うがった見方をする人もおりますけれども、本

当かどうかわかりません。今、延岡では、愛宕

山を昔の「笠沙の山」に変えようじゃないかと

いう動きさえあるのであります。

それから、北川には、可愛岳の下に、ニニギ

ノミコトの御陵という宮内庁管轄の御陵墓があ

ります。直径30メーターぐらいの円形の古墳で

ありますが─私が小さいころは芝居小屋まで

出て、本当ににぎわっていた祭りでありまし

た。それから、祝子川という川もあります。祝

う子と書いて何で「ほうり」と読むんだろうと

思っておりましたら、山幸彦の別名が「ホオリ

ノミコト」ということで、山幸彦が生まれたの

を祝って、子を祝うということで、あの水を

使ったということで祝子川と名づけたという伝

説もあるわけであります。ほかにもあります

が、このような話は知っておられるか、お聞か

せください。
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○知事（河野俊嗣君） 笠沙の御崎のことにつ

きましては、それが書かれた本もいただいて読

んだこともございます。可愛山稜、祝子川、そ

れも承知しておるところでございます。

○井本英雄議員 このように、宮崎県内にはい

ろんな神話がところどころにありますので、私

は、この記紀1300年事業を機会に、県民の意識

を底上げするために、１市町村１神話運動を展

開してみたらどうかと思うのでありますが、知

事のお考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） ユニークな提案という

ことで承っているところでございます。１市町

村に１神話というものがあるかどうかはともか

くも、先日も、県内に伝わる神話や伝承、民話

をまとめました「みやざきの言の葉」という冊

子をまとめたところであります。大変これも需

要が高いものですから、何とか増刷をというよ

うなことも今検討しておるところでございます

が、今回の記念事業というものが、身近にある

いろんな宝を見詰めていく、それぞれの市町村

にある史跡、神社、いろんなイベント、そのゆ

かりのものをたどっていく、そしてそれを磨い

ていくという取り組みでございますので、今の

御提言も踏まえながら、市町村、それから地域

の皆様と一緒になりながら、宝探し、宝磨きを

してまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 一応御検討ください。

それでは、港湾住民の要望に入りたいと思い

ます。

余り時間がありませんので、ちょっと急ぎま

すが、港湾住民の要望として、まず第１に、南

海トラフの巨大地震などによる巨大津波に対し

て、沿岸住民の避難場所、避難経路の確保が必

要だと考えますが、県としてどのように対応を

進めているのか、危機管理統括監、お聞かせく

ださい。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 南海トラ

フの巨大地震につきましては、現在、内閣府に

おいて、東日本大震災を踏まえた想定の見直し

作業が進められているところです。ことし３

月31日に発表された中間報告では、沿岸市・町

ごとの津波の最大の高さが示され、最も高いと

ころで15.8メートルと、これまでの想定を大き

く上回るものとなったところです。県といたし

ましては、昨年度から、沿岸の市・町と連携し

て、避難場所や避難経路の点検・見直し、海抜

表示、防災意識の向上のための啓発などに取り

組んでまいったところでございます。今後、内

閣府から示される検討結果をもとに、早期に県

としての地震・津波の想定見直しを行い、市・

町におけるハザードマップの整備など、引き続

き対応を進めてまいります。

○井本英雄議員 プレジャーボートの件でお聞

きしますが、プレジャーボートの係留場所の確

保をどのように進めているのか。それから、係

留場所については使用料に差があるそうです

が、どうして差があるのか。それから、放置艇

はどのようにして処理しているのかをお聞かせ

願えたらと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 港湾における

プレジャーボート対策につきましては、係留場

所をめぐるトラブルや、周辺環境への問題等に

対処するため、港湾法及び県の条例に基づきま

して規制を行い、利用者の合意を得ながら係留

場所の確保を図っているところでございます。

係留場所につきましては、既存の岸壁のほか、

航行の安全が確保され、管理上支障のない護岸

や防波堤等を有効活用していくこととしており

ます。

次に、使用料につきましては、プレジャー
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ボートの長さ１メートルにつき、年額6,000円以

内としておりますが、係留場所の利便性に応

じ、段階的に使用料を減額しております。具体

的には、台風やしけの際に避難が必要な場合

や、乗りおりに著しい不便がある場合に減額し

ており、このため、係留場所により使用料の差

が生じているところでございます。

次に、長期間放置あるいは水中に沈んでいる

プレジャーボートにつきましては、所有者の調

査を行いまして、所有者が判明すれば、係留場

所への移動や撤去をお願いしております。ま

た、所有者がわからないものにつきましては、

所要の手続によりまして、廃棄物処理または売

却を行うことにしております。

○井本英雄議員 きょうも台風が来ております

が、この台風の後、流木が上がるんですね。た

くさん浜なんかに打ち上げられます。この流木

は、間伐材の放置じゃないかと言っておるんで

すが、この流木はどうして発生するのか。そし

てまた、流木をどうしたら発生しないようにで

きるのか、環境森林部長、お願いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 本県は、急峻

な地形に加えまして、脆弱な地質が広く分布し

ており、台風や集中豪雨等により、山腹崩壊等

の災害が発生しやすい条件下にあります。流木

は、森林内に放置された間伐材が原因であると

の指摘がございますが、大半は、異常な降雨に

よる山腹崩壊や渓流の侵食に伴って、生育して

いた樹木が流れ出たものであります。このた

め、県では、広葉樹の植栽や広葉樹の侵入を促

す間伐を行うなど、植生が豊かで根茎がよく発

達した災害に強い森林づくりを進めているとこ

ろであります。また、災害で荒廃した山腹や渓

流等において、緑化や治山ダム等を施工して流

木発生の未然防止に努めますとともに、森林環

境税を活用して、渓流等に堆積した不安定な流

木等の除去にも取り組んでいるところでありま

す。今後とも、これらの事業の実施により、流

木の発生防止に努めてまいりたいと考えており

ます。

○井本英雄議員 それでは、県北の道路に入り

たいと思います。

延岡市の県道改良率は、宮崎市や都城市と比

較してどのような状況であるのか、お伺いいた

します。県土整備部長、お願いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 延岡市内の県

道改良率は39％となっておりまして、宮崎市

の76％や都城市の82％に比べ、低い状況となっ

ております。延岡市の改良率の内訳を見ます

と、主要地方道の改良率は80％で、県平均の71

％を上回っているのに対し、一般県道が24％

と、県平均の46％を大きく下回っている状況と

なっております。これは、山間地を抱える市町

村に共通して言えることでございますが、延岡

市でも、一般県道の多くが急峻な山岳部を通過

しておりまして、その改良には多額の予算を要

することから、整備が進まず、改良率が低く

なっているものでございます。

○井本英雄議員 そのとおりであります。三北

の北浦、北川、北方が合併されて、私もずっと

回ってみますと、北方の道路が一番悪いんで

す。北方には今３つほど中に入っていく県道が

あります。県道樫原細見線、大保下曽木停車場

線、上祝子綱の瀬線、これについての進行ぐあ

い、どのようになっているのか、お聞かせ願え

たらと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） まず、県道樫

原細見線につきましては、黒仁田地区におきま

して、部分的な改良や待避所などの設置によ

り、見通しや離合場所を確保します1.5車線的道
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路整備に、平成20年度から取り組んでいるとこ

ろでございます。全体計画としましては、樫原

から小川までの4.1キロメートル区間におきまし

て、21カ所の整備を予定しており、これまでに

２カ所が完了し、本年度は３カ所を整備するこ

ととしております。

次に、県道大保下曽木停車場線につきまして

も、1.5車線的道路整備として、藤の木地区にお

きまして、平成22年度から整備に取り組んでい

るところでございます。全体計画といたしまし

ては、藤の木から曽木までの５キロメートル間

におきまして、18カ所の整備を予定しており、

これまでに２カ所が完了し、本年度は４カ所を

整備することとしております。

次に、県道上祝子綱の瀬線につきましては、

現在、瀧下地区におきまして、待避所の整備を

進めているところでございまして、本年度は、

さらに、菅原地区におきましても整備を予定し

ております。本路線は、沿線に比叡山や鹿川渓

谷などの魅力ある景勝地も点在しますことか

ら、引き続き、景観にも配慮し、待避所設置な

どの部分的な改良工事を進めることとしており

ます。

○井本英雄議員 私は、先回、上祝子綱の瀬線

の連結を質問しました。あれから４カ月ぐらい

になりますけど、知事は鹿川に行かれました

か、その後。ちょっとお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） まことに申しわけあり

ません。まだ現地に入れないでおります。来月

何とか調整して現地を見せていただく、そのよ

うな予定にしております。

○井本英雄議員 よろしくお願いします。マラ

ソンをする暇があったら、何とかひとつ県道ぐ

らいは見て回らなきゃいけません。よろしくお

願いします。

次に、県道浦城東海線の浦城地区の今後の整

備についてお伺いします。県土整備部長、お願

いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 県道浦城東海

線につきましては、この路線も改良率が16％と

非常に低い状況でございますが、これは海岸線

沿いの急峻な地形や通過交通量などから、抜本

的な整備が厳しい状況となっております。この

ため、浦城地区におきまして、平成21年度と23

年度に、特に見通しが悪く、通行の支障となっ

ている区間におきまして、県単独事業により待

避所の整備を行ったところでございます。ま

た、今年度は、安井地区におきまして、落石危

険箇所の対策にも取り組む予定としておりま

す。今後も、必要に応じた部分的な改良や防災

対策に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○井本英雄議員 県道稲葉崎平原線の南延岡駅

付近がいつも渋滞しておりますが、これの渋滞

対策について、県土整備部長、お聞かせくださ

い。

○県土整備部長（濱田良和君） 県道稲葉崎平

原線の南延岡駅付近につきまして、朝夕を中心

に、日常的に渋滞が発生しているということは

認識をしております。現在、県では、延岡市街

地における交通混雑の緩和を図るため、西環状

線の整備を市と連携して進めているところであ

りまして、本年３月には五ヶ瀬大橋が完成する

など、順調に推移しているところでございま

す。お尋ねの県道稲葉崎平原線のうち、旭化成

柔道場前から南延岡駅前交差点までの区間を４

車線、南延岡駅前交差点から平原町２丁目交差

点までの区間を２車線で、都市計画決定してい

るところでございますが、西環状線の事業進捗

の状況や、それに伴います交通量の変化を踏ま
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え、市と連携を図りながら、今後、渋滞解消に

向けた道路整備について検討してまいりたいと

考えております。

○井本英雄議員 それでは、最後に、国道218号

北方延岡道路は、現在、県が管理しております

が、国が直接管理すべきであります。国への管

理移管に向けた県の取り組み方針についてお伺

いいたします。県土整備部長、お願いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 一般国道218号

は県管理でございまして、北方延岡道路は、国

が権限代行事業で整備しましたことから、現在

は県において管理をしております。しかしなが

ら、将来は、九州中央自動車道と一体となって

機能する自動車専用道路でありますことから、

県といたしましては、国において管理していた

だくよう、従来から要望しているところでござ

います。今後は、東九州自動車道の新たな供用

開始に伴い、高速交通ネットワークが拡大し、

これまで以上に高度な管理が必要となりますこ

とから、県といたしましては、引き続き、国へ

の移管を要望してまいりたいと考えておりま

す。

○井本英雄議員 どうも皆さんありがとうござ

いました。これで終わりたいと思います。あり

がとうございました。（拍手）

○外山三博議長 次は、中村幸一議員。

○中村幸一議員〔登壇〕（拍手） 一番最後に

なりましたが、思いもよらず傍聴席は満員であ

りまして、私のためにおいでいただいたのかど

うかわかりませんが、一応、ありがとうござい

ます。この台風のさなかにおいでいただいたこ

とに感謝を申し上げたいと思います。

さて、それでは、一般質問に移っていきたい

と思います。

「外国の賞賛浴びし同胞の絆は脆し瓦礫を拒

む」。これは、朝日新聞に投稿された一句であ

りますが、今の一部の日本人の身勝手さを如実

にあらわした一句であると思います。去る２月

定例議会の最終日、３月22日でありましたが、

初めて県議会全会一致で瓦れきの受け入れを決

めたところでありました。何回も知事に質問が

ありましたが、知事はどのような形でこれを受

けとめられたか。軽く受けとめられたのか、重

く受けとめられたのか、これを伺いたいと思い

ます。

後は質問者席で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。

災害廃棄物の広域処理についてであります。

本年３月22日に、県議会におきまして、全会一

致により決議がなされました。私は、この決議

を、二元代表制のもとでの一つの民意のあらわ

れとして、大変重く、また真摯に受けとめたと

ころでございます。東日本大震災によって被災

された地域の復旧・復興に力を注ぎたい、何と

か力になりたいという気持ちは、だれもが持っ

ていらっしゃることだと思います。特に本県

は、口蹄疫や鳥インフルエンザ、新燃岳噴火等

の災害に際し、全国から多大なる支援をいただ

いておりまして、その恩返しの意味からも、で

きる限りの支援をしてまいりたいという気持ち

は、私も同じでございます。また、市町村長と

意見交換をする中で、何とか協力できないか

と、その思いを共有する中で、議論、さまざま

な検討を進めてきたところでございます。これ

まで、国の担当者の説明会、また有識者の説明

会、さらには現地調査などを実施してきたとこ

ろでございますが、残念ながら、現時点では受

け入れを表明した市町村がないところでござい
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ます。このような状況を踏まえまして、現時点

での市町村の検討状況というのを改めて確認さ

せていただくとともに、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

入れに向けて検討することについて、市町村の

お考えを今お聞きしているところでございま

す。今後とも、首長とお会いする機会をとらえ

て意見交換を行うなど、本県議会における全会

一致の決議というものを真摯に重く受けとめる

中で、丁寧に議論を、また前向きに進めてまい

りたい、そのように考えているところでござい

ます。以上であります。〔降壇〕

○中村幸一議員 今まで質問された議員の皆さ

ん方とほとんどお変わりない答弁でありまし

た。２月定例議会が終わりましてから私どもの

ところにも問い合わせがありました。また、自

民党の県連のほうにもたくさんの電話等が来た

ところであります。また、私の家にも来ました

が、本当に異常といいますか、どういう方が電

話をかけていらっしゃるのかわからないんです

が、「このすばらしい宮崎県をあなたたちは放

射能で汚染するつもりですか。放射能をこの宮

崎にばらまくつもりですか」と、このような質

問が参りました。私は、「何も放射能のまじっ

たものを持ってくるんじゃない。宮崎県で処理

している一般廃棄物と同じようなレベルのもの

を処理するのであるから、放射能は出ないと思

います」と。「じゃ、あなたは責任持ちます

か」「いや、私は責任持てませんけど、そうい

うことのないものを、ちゃんと安心・安全なも

のを受け入れるんですよ」という話をしたんで

すが、ヒステリックに、聞く耳を持ちません。

こういう人たちが非常に今ふえてきた。大方の

宮崎県民は、大方の宮崎県のサイレントマジョ

リティーという人たちは、我々県議会の決議

を、本当にそのとおりだと受けとめておるんで

す。今、ノイジーマイノリティーというのがお

りまして、ぎゃあぎゃあ騒いでどこにでもここ

にでも突っ込んでいく、そういう人たちがいる

んですよ。戦後教育を受けた、何とか教祖の教

育を受けた連中がいるんですね。そういうこと

を考えますと、本当に、「何な、おまえら日本

人か」と言いたくなるような気がいたします。

この人たちに、先ほど言いました「外国の賞賛

浴びし同胞の絆は脆し瓦礫を拒む」と、こうい

うのを紹介してみたいというふうに思っておる

ところであります。

そういったことで、宮崎県でもこういうノイ

ジーマイノリティーの皆さんが、知事初め執行

部の皆さん方に、「何だ、こんな瓦れきを受け

入れることをいろいろ検討して。県議会は何

だ」ということが来たと思います。そこで、知

事やら首長さん方は、ノイジーマイノリティー

の人たちに恐れをなしているんじゃなかろう

か。まとまって来るものですから、大多数の人

たちがこういう抗議をしているんだという錯覚

を起こしているんだというふうに思います。こ

んなふうに抗議が来たら次の選挙は危ないか

ら、いいかげんにやっておこうと、こういうこ

とがもしあったら大変なことなんですね。

沖縄でもそうでした。青森県から雪を毎年い

ただくそうでありますが、ノイジーマイノリ

ティーという連中が、「放射能がまじっていた

らあかんから、沖縄に雪を持ってくることはな

らん」、こう言ったんです。沖縄の良識あるサ

イレントマジョリティーの人たちが、「そんな

ことはない。雪を受け入れるべきだ」というこ

とで、雪を受け入れたということが新聞に載っ

ておりましたので、そのことについては御存じ

のことだというふうに思っております。
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それから、もう一つ、佐賀県の武雄市の市

長、この人は、早くから瓦れきの受け入れを表

明されておりました。ところが、昨年の12月で

したが、12月１日の定例議会のとき、苦渋の決

断だと、瓦れきは受け入れられませんと、こう

いう話をされたんだそうであります。なぜかと

いうと、地元の人たちからの抗議じゃないんで

す。延べ1,000人ぐらいといいますから、県外か

らメールとかいろんなもので抗議のものが来

た。今から武雄市のいろんなイベントは徹底的

に邪魔をしてやる。武雄市の食材等々は不買運

動をするんだと。こういうようなことで、本人

もそうでありましょうが、職員も苦しめられた

ので、一時やめますということを言われたんだ

そうであります。非常に遺憾に思うわけであり

ます。

私は、こう考えたときに、これは日本人のノ

イジーマイノリティーだけじゃないんじゃない

か。日本人が騒ぎもせず、粛々と大震災に対処

した。このことを外国が知っているわけです。

だから、日本人が粛々と動くということは非常

に脅威なんです。これを何とか阻止してやろう

と。私のうがった考えですが、これは日本人だ

けのノイジーマイノリティーじゃないんじゃな

いか。外国の、我が国が仮想敵国としていると

ころの皆さんが組んでやっているんだろうと思

わざるを得ないんです。そうでなければ、こん

な大々的にやれるはずがないんです。だから、

私は、知事初め宮崎県の首長さんたちが恐れを

なして、これだったら選挙が危ないからかかわ

り合わんほうがいいというふうな思いで、これ

をじっとやり過ごそうと思ったら大変なことだ

と思う。知事はその辺のことをどう思ってい

らっしゃるか、お伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のありましたノ

イジーマイノリティー、その言葉を使うことは

ちょっとどうかということはございますが、御

指摘の趣旨、そういう声というもの、私もツ

イッターとかフェイスブックをやっております

ので、たくさん届きました。また、「県民の

声」にも賛否両論届いたところでございます。

ただ、これまでも繰り返し申し上げております

とおり、一番大切にすべきは、受け入れると

なったときの施設周辺の住民の皆さんの考えで

あり、その皆さんに対して、しっかりとした安

全・安心の説明ができるかどうかという、そこ

であるというふうに考えておるところでござい

まして、さまざまな意見があるということは承

知の上でございますが、私としましては、それ

から、市町村長としても、そこを大切に考えて

これまで検討・議論を進めている、そのように

認識をしておるところでございます。選挙云々

の話がございましたが、今、御指摘ありました

ように、マイノリティーというのは少数派とい

うことですし、県外の人が多いんじゃないかと

いうこともございます。一切そういうような選

挙云々ということではなしに、大事なのは、繰

り返しになって恐縮でございますが、将来に向

けて責任ある判断をしなくてはならない。将来

に向けて廃棄物処理というものの協力をお願い

していくべき周辺の住民の皆さんといかに合意

形成を図っていくか、そこがポイントであろう

というふうに認識をしております。

○中村幸一議員 まあ安心しましたが、選挙と

いうのは、私ももう７回か８回か選挙をやりま

した。落選もしました。４年間一生懸命やって

おれば何とか結果は出るんです。ところが、有

権者というのも浮気なもので、なかなか結果が

出ない部分もあります。これだけやっているの

にと思いながらも、私などは歯にきぬ着せぬ言
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葉を言いますし、有権者におもねない。そして

また愛想も言わない。金を持っていないから飲

み会もしない。そういった人間については、毎

回、一番びりから上がってくるような状況で、

有権者というのも難しいなと思っております。

しかし、知事が、私はそんなことはありません

よということを聞いて安心しました。そういう

ことを気にしてもしも知事が政治をやってい

らっしゃるなら、宮崎県はだめだというふうな

思いをしたもので、こういうことを言ったとこ

ろであります。

今議会で知事は何回となく、さっきも言いま

したが、「安全・安心なものを受け入れなく

ちゃならない」と、こうおっしゃいます。我々

も２月定例会で決議したのは、安全・安心と思

えばこそやったわけで、聞いていると、我々は

安全・安心をちゃんとやっていないような物の

言い方に聞こえるんです。私だけが安全・安心

に苦労しているんだというような感じに聞こえ

るんですが、我々だって39名おります。知事は

１人です。我々、宮崎県に39名張りついて、そ

して、地域の皆さんと一緒に安全・安心を語っ

ているんです。ですから、知事が１人で安全・

安心を担っているんじゃない。我々県議会議員

も安全・安心を担っているんだということをお

忘れになっているんじゃないかと思いますが、

その辺はどうお考えですか。

○知事（河野俊嗣君） 整理して話をさせてい

ただきますと、議会の決議というものは、今御

指摘がありましたように、「科学的な知見に基

づく放射能の影響の検証がなされ、安全性が確

認されたものを受け入れる」、そういう指摘が

あるわけでございまして、議会としては、安全

・安心なものをというものだというふうに認識

しておるところでございます。これまでいろん

な形で答弁をさせていただいておりますのは、

いろんな不安が広がっている、その住民の皆さ

んの不安というものが、国が示した安全、国に

対するさまざまな不信感もあると思います。そ

の安全の基準というものが安心に結びついてい

ないのではないかということでございます。そ

こをどういうふうにクリアするかということ

で、現地調査を行う、専門家の意見を聞く、さ

まざまなデータを提供するということで、その

乖離を何としても埋めようという取り組みをし

ているということでございます。あくまで、県

議会としての総意としては安全なものを受け入

れる、その方向で市町村に働きかけなさい、そ

のようなものとして受けとめ、取り組んでいる

ところでございます。

○中村幸一議員 そうおっしゃいますけど、知

事が各市町村長と話されるときに、一回たりと

も、「このようにしましょうよ」とおっしゃっ

たことはありますか。やっていないでしょう。

「どうしましょうか」でしょう。私どもだっ

て、何人か近隣の人を集めて―例えばいい話

があります。今度、私の施設で夏祭りをやるん

です。「夏祭り、どうしましょうか」「どうし

ましょうじゃないだろう。自分たちでちゃんと

決めなさいよ」と。知事は、「市町村長の皆さ

ん方、こうしましょうよ」と言うんじゃなくて

「どうしましょうか」でしょう。やっぱり指針

を示さないと動かないんです。どうしましょう

かというんだったら、黙っていますよ。その辺

が知事はちょっと違うんだと僕は思う。リー

ダーシップというのは、「自分はこういう考え

を持っている。こういうふうに瓦れきの処理は

やろうじゃないか。皆さん方も協力してくださ

い」、こう言えば、首長さん方も、「そうです

か。知事がそこまでおっしゃるなら、国とのパ
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イプをちゃんと持って予算等もちゃんと取って

くるんだろう」ということを思うわけじゃない

ですか。それを示さない限り、派遣しました、

見学に行きました、それをおっしゃったって全

然進みませんよ。どうですか。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘を反省も含

めて受けとめておるところでございます。私と

しましては、まさに決議にもあったところでご

ざいますが、受け入れ判断の主体であるのは市

町村長であると。その市町村長に判断をしてい

ただくにどのようなやり方をすればいいかとい

うことでこれまで進めてまいりましたが、やっ

ぱり一番大事なのは、地域の住民の皆さんとの

合意をしっかり形成していく。その中で、どう

いうものを受け入れるのか、どういうルートで

受け入れるのかという具体的な話になっていく

んだと思いますし、そこの段階で、県として独

自の厳しい基準を設けていくのかどうなのかと

いうことを築いていくということかと思いま

す。住民の皆さんとのしっかりとした理解なり

意見交換がない中で、県としてこうしましょう

よというものを、廃棄物行政に対して、市町村

のものに対して権限のない県というものが言う

と、かえって反発を招くおそれがあるのではな

いかということ。私も以前、愛知県のある市役

所で勤務したことがありますが、県から頭ごな

しにいろいろ言われることが大変不本意なこと

が多々ございました。そして、この宮崎におき

ましては、エコクリーンプラザの問題というも

のでは、住民の皆さんとの信頼関係が壊れてし

まった。それを一つ一つ築いていく、取り戻し

ていく。いかに大事にそれぞれの市町村におい

て施設周辺の皆さんとの対話、信頼関係を築い

てきたか、それを考えるときに、こうしましょ

うよというものを最初から押しつけるというの

はいかがなものか。今、ほかの県の状況を見て

おりますと、県知事として受け入れを表明され

た県が幾つかございます。ただ、その県で、市

町村が受け入れが進んでいるかというと、実は

進んでいない状況もございます。ある県に至っ

ては、県が所有する産業廃棄物の処理場に受け

入れると表明をされましたが、地元との十分な

意見交換、地元に対する説明がない中で強い反

発を受けて、物事が進まなくなっているという

状況がございます。大事なのは、しっかりとし

た地元の皆さんとの合意形成というものを図っ

ていくことだというふうに考えておりますの

で、最初から、こうでどうでしょうかというよ

うなやり方はしていなかったということでござ

います。

ただ、今、そうするともっと前向きに進んだ

のではないかというふうな御指摘があったもの

ですから、それを受けとめているところでござ

いますが、私としては、廃棄物行政における市

町村と住民との関係というもの、それから、市

町村と県との関係というものを大切に考えなが

ら、丁寧に物事を進めよう、そういうことで取

り組んできたところでございます。

○中村幸一議員 すばらしい言葉で答弁いただ

きました。でも、僕は違うんです。やっぱり知

事の考えと私の考えは違うんです。押しつけは

いけませんよ。だけど、リーダーシップという

ものは押しつけと違うと思うんです。「こうい

うことでやったらどうでしょうかね。これが、

口蹄疫あるいは新燃岳で被災を受けた我々県民

が、全国に恩返しする一つの方法じゃないです

か」、そう誘導される、押しつけじゃなくて誘

導されるほうが私はいいんだと思うんです。僕

は、知事は、県議会の重みとか決議というもの

を余り高く評価されていないんじゃないかなと
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いう気がするんです。いや、本当です。

なぜこういうことを言うかというと、知事に

は前例があるんですよ。私が議長の時代に、串

間の土木事務所の統合問題がありました。予算

については県議会で否決したことがあります。

しかし、執行部提案で否決されたことはないん

です。執行部提案が否決されるということは、

ある意味では執行部の恥なんです。そういうこ

とは余り考えていらっしゃらないかもしれませ

んが、私も20数年おって、そういうことはな

かった。そして、我々自民党の中でも串間の統

合問題について党議がありました。そのときに

こういうことを言った人がおります。「串間の

議員もいらっしゃいます。同じかまの飯を食っ

ているんです。しかし、執行部の提案を否決す

るのはおかしい。やはりこれは粛々と執行部に

賛成の意を表するのが当たり前じゃなかろう

か」、こう言った人がおりました。私は議長と

いう立場でしたから、コメントしませんでした

けれども、そういう勇気ある発言をした人もい

るんです。それはやはり、その当時の総務部長

とか副知事が丁寧に説明をして回ればよかった

んです。総務部長は回りましたよ。知事は一回

も副知事時代にその努力をされませんでしたが

ね。努力をされましたか。私はされなかったと

思っているんです。だから、ああいう否決され

るようなことになりました。今、副知事もそこ

にいらっしゃいますけど、今後、またいろいろ

なことが出てきますよ。執行部提案が否決され

るのかな、賛成を得られるのかというのはあり

ます。今、皆さん、４役だと言っていますが、

４役はうまくいっているんですか。予定になっ

たけど、ちょっと聞いてみましょう。

○知事（河野俊嗣君） さまざまな重要課題に

際しまして４役が集まって、また、その担当部

長もあわせて集まっての意見交換というものを

行っているところでございます。

○中村幸一議員 私は、もっと強い言葉で知事

に言いたかったんですが、傍聴者も多いことで

すし、私も遠慮しております。非常に知事はス

マートですよ。スマートというのは、体のス

マートじゃないんです。頭もスマートだし、今

聞いている答弁だって、私は４人の知事と相ま

みえてきましたが、ほかの３人の知事に比べ

て、甲乙つけがたいところはあるんですよ。し

かし、こういった議場での答弁というのは、１

年半のうちでちゃんとやっていらっしゃると高

く評価しているんです。厳しいことを言うんで

すけど、知事、大好きなんです、私は。私を好

かんでもいいというような顔をしていますが、

私は、好かんのじゃなくて、知事に長くいても

らって、そしてこの宮崎をよくしてもらいた

い。だから、あえて苦言を呈するわけです。私

も69歳になりました。今期やって、あと１期や

れればいいがなというぐらいの年です。（発言

する者あり）１期やれないかもしれません。だ

れか、そんなことを言ったのは。１期やれない

かもしれませんが、そういう年になりました。

ですから、おる間、耳ざわりなことばかり言う

かもしれませんが、あえて耳ざわりなことを

言って、いい知事をつくり、そしてまた、いい

後輩を育てる。何も自分に利害はありません。

そういった意味で、今後処していきたいなとい

うふうに思っておるところでございます。

ですから、知事ね、やっぱり八方美人だけで

もだめですよ。思い当たる節があると思います

が、僕はあえて言おうと思ったんです。知事が

あちこち出かけるのはいいんです。余りあちこ

ち出かけるのはいかがなものかなと思うんで

す。今までおられた知事は、分別をつけてあち
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こち出かけていらっしゃるんです。このことで

すと言ったら大変なことになりますから言いま

せん。だけど、節度を持ってやはり行動してい

ただかないと、千手観音じゃだめです。八方美

人になったらこっちの七方がだめになるんで

す。だから、やっぱりそこそこの八方美人じゃ

ないと私はいけないと思うんです。八方美人と

一部で言われていることについてどう思われま

すか。

○知事（河野俊嗣君） 私は、政治姿勢としま

して、対話と協働、現場主義というものを掲げ

ておりまして、八方美人だということもござい

ますが、いろんなところに行きまして、いろん

な県民の皆さんとの対話というものを心がけて

おるところでございます。ただ、今の御指摘と

いうものは、ＴＰＯといいますか、いろんな物

事を考えるべきではないか、立場を考えるべき

ではないかという御指摘かと思います。具体的

なところはともかくも、その基本的な姿勢なり

御提言というものはしっかり受けとめて今後処

してまいりたいと考えております。

○中村幸一議員 知事に耳ざわりなことも言い

ましたけれども、決して知事を嫌いで言ってい

るわけじゃありませんので、そのことは御理解

をいただきたいと思います。

次に、産業廃棄物問題についてに移りたいと

思います。

私の住んでいるところは都城市ですから、旧

薩摩藩であります。旧薩摩藩の百姓でありまし

たが、旧薩摩藩というところは0986で電話が始

まります。0986を回すと10円でいくんです。こ

れはお隣の鹿児島県の末吉町、財部町―志布

志までか知りませんが―までいくんです。

「0986（まるくやろう）会」というのもありま

した。そのぐらい経済圏が一緒なんです。そう

いうところに我々は住んでおるんですが、近接

しているわけですから、友達もいっぱいおりま

す。私の義理の妹も志布志に住んでおりまし

て、土日になったら帰ってきて墓参りに来るん

ですが、都城に買い物に来たということで来る

んですけれども、そういう近接したところに住

んでおって、鹿児島県の末吉、財部で、例えば

建物を壊したい、家を新築したい、こういうこ

とがあるんです。ところが、自社の産業廃棄物

の処理場があっても、壊して持ってこられない

んです。今そういう状況になっているんです。

これは、「宮崎県県外産業廃棄物の県内搬入

処理に関する指導要綱」、こういう長ったらし

いのがあるんですが、その要綱の第４条と第５

条で、「県外産業廃棄物を搬入してはならな

い」、５条の２項に、「前項の規定にかかわら

ず、県外排出事業者は、知事が認めたときに限

り、特例として、宮崎県内において処分し、又

は保管するために県外産業廃棄物を搬入できる

ものとする（県外産業廃棄物の県内搬入処理に

係る事前協議）」ということが明記されておる

のであります。

こういうのがあるものですから、隣県で発生

した産業廃棄物を自社の処分場に持ち込んで処

理できないんです。県境に物すごい量の仕事が

あるんです。宮崎県の人たちに、壊してくれん

か、そして家を新築してくれと。ところが、運

び込めないものだから、お断りするしか仕方が

ない。事前協議があるんだけど、事前協議の体

をなしていない。後でまた環境森林部長に聞き

ますが、体をなしていない。門前払いに近いよ

うな状況になるんです。何十億円という損失を

しているんです。こんなことで本当にいいのか

どうかと、私は思うんです。

九州各県の要綱、取り組みを私は調査してみ
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ました。福岡県、これは要綱もありません。そ

して事前協議も運用もありません。佐賀県、要

綱があります。事前協議もあります。原則搬入

禁止、運用等は、九州以外からの搬入は認めな

い。長崎県、要綱あり、事前協議あり。運用等

事前協議を行い、適正に処理されれば問題はな

い。熊本県、要綱あり、事前協議あり。受け入

れ業者ごとに県外の産廃の割合を処理施設の年

間処理量の３割までに制限する。年間500トン未

満は事前協議は不要だと。大分県、条例、事前

協議あり。県外の産廃を搬入する場合は、環境

保全協力金を納入する必要がある。最終処分、

１トン500円、年間10トン未満は事前協議は不要

だと。宮崎県、要綱あり、原則禁止、九州外か

らの搬入は認めない（王子製紙は除く）、九州

内であっても排出県内で処分できるものは認め

ない。鹿児島県、要綱あり、事前協議あり。原

則搬入禁止、基本的に熊本・宮崎県以外は認め

ない。こういうことがいろいろあるんです。

宮崎県は一番厳しいと思います。そしてま

た、隣県の鹿児島県は、熊本、宮崎以外は認め

ない。ですから、そういう仕事が出たら、鹿児

島の業者の人に宮崎県の分は持っていかれる。

自分のところのものも持っていかれる。踏んだ

りけったりなんです。そういうふうな大きな経

済的損失を受けているわけであります。鹿児島

県は偉いじゃないですか。そういうことを見越

して、仕事ができるようにちゃんと行政が目配

りをしていたということです。私のところはそ

ういう目配りをしなかったと言われても仕方な

いんじゃないかと思います。先ほどから出てい

た土木・建築の入札だってそうじゃないです

か。一般競争入札をさも格好よさそうにやって

いますが、どれだけ業者の人たちを苦しめてい

ますか。先ほどありましたからもう言いません

が、こんなこともやっぱり抜本からちゃんと改

善していかなくちゃだめなんです。

そこで、環境森林部長にお伺いしますけど、

この要綱ですね、私は、産業廃棄物を県内に持

ち込もうとは言いません。原則禁止で結構なん

です。ただ、隣接している都城と鹿児島県と

か、あるいは延岡と熊本県というようなところ

は、運用の面でちゃんとすべきじゃないかと思

うんですが、環境森林部長の見解をお伺いした

いと思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 本県におきま

しては、平成２年の香川県の豊島に代表される

ように、県外産業廃棄物の不適正処理が全国で

多発したこと、また、現実に、千葉県の産業廃

棄物処理業者から、首都圏の産業廃棄物を県内

の最終処分場に搬入したいとの相談があったこ

となどから、県外産業廃棄物の無秩序な搬入や

不適正処理の増加を防ぐことにより、県民の生

活環境の保全などを図るため、指導要綱に基づ

き、平成４年から、県外からの産業廃棄物の搬

入を原則禁止しているところであります。

ただ、一方で、県内の産業廃棄物の一部が九

州各県に搬出され、処理されている実態から、

九州内で搬出された産業廃棄物に限り、排出県

内に処理する施設がないか、処理施設があって

も処理能力が足りない場合など、やむを得ない

と判断される場合に限り、事前協議を行った上

で、特例として県内搬入を認めているところで

あります。

また、要綱制定当時から、県の考え方につき

ましては、業界団体である宮崎県産業廃棄物協

会や県外排出事業者、県内処理業者にも丁寧に

説明し、御理解をいただいてきたと考えており

ます。また、搬入規制につきましては、福岡県

を除く九州各県においても、処理施設の整備状
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況など、それぞれの事情に応じて、実態に合っ

た搬入規制をしていると認識しております。こ

の規制につきましては、今申し上げたように、

今後も継続してまいりたいと考えております

が、その時々の社会経済情勢の変化等に伴った

検討が必要だと思いますので、御指摘のあった

ような事例につきましては、どのような範囲と

するのか、また、どのような影響があるかなど

を含めて、今後検討してまいりたいと考えてお

ります。

○中村幸一議員 県当局が「検討したい」とい

うときは、しないということなんです。こんな

ことじゃだめです。運用をちゃんと見直すのか

どうか、再度その点に限って答弁してくださ

い。

○環境森林部長（堀野 誠君） 繰り返しにな

りますけれども、検討してまいります。

○中村幸一議員 検討してまいりますね。本当

にちゃんと運用の面を変えていくということで

よろしいですね。うなずいてください。そこで

いいから。決まりました。みんな見ていました

から、そういうことで、私も今後ちゃんと対処

していきたいというふうに思います。

これは歴史的な経緯があって、20年ぐらい前

は、産業廃棄物処理者というのは案外でたらめ

な人も多かったんです。20年前に小林で、ある

業者の人たちが県外から持ち込んで、悪臭はす

るわ、たれ流しがあったんです。私の同期の小

斉平議員というのがいましたが、後に参議院議

員になりましたけれども、加藤司さんとか。僕

は議事録を全部見てみた。20年前やっているん

です。絶対受け入れ反対だということでやって

いるんです。今の廃棄物業者は違います。だか

ら、さっきおっしゃったように、廃棄物業者の

人たちとじっくり話し合って、ケース・バイ・

ケースで対処していただきたい。これはひとつ

よろしくお願いしたいというふうに思います。

それから、平成17年、九州各県で一斉導入し

ました産業廃棄物税を課すことにしましたね。

多分、１億幾らだったと思いますが、最近の税

収はどのくらいあるのか。運用、使途はどのよ

うになっているか。総務部長と環境森林部長に

お伺いしたいと思います。

○総務部長（四本 孝君） 産業廃棄物税の税

率でございますが、焼却施設への搬入は１トン

当たり800円、最終処分場への搬入は１トン当た

り1,000円と上回っております。また、税収の額

につきましては、平成17年度は２億462万1,000

円、直近の平成23年度は２億2,712万7,000円の

見込みということになっております。

○環境森林部長（堀野 誠君） 産業廃棄物税

につきましては、宮崎県産業廃棄物税条例にお

きまして、循環型社会の形成に向け、産業廃棄

物の排出抑制、再生利用の促進、その他適正な

処理の推進を図る施策に要する費用に充てるこ

ととされております。今年度の主な使途といた

しましては、産業廃棄物のリサイクル施設整備

に対する補助、産業廃棄物処理施設に搬入する

際、廃棄物の計量を行うトラックスケールの設

置費用に対する補助、不法投棄等を監視する廃

棄物監視員の配置等の事業があります。

○中村幸一議員 先ほど聞いた中で、要綱の中

で、王子製紙は除くとありましたが、あれは何

でしたかね、王子製紙を除くというのは。

○環境森林部長（堀野 誠君） 王子製紙日南

工場は、平成17年度に、廃タイヤ、木くずを燃

料とし、発電や熱利用を行うボイラーを設置し

ておりますが、この施設は、平成９年に制定さ

れた「新エネルギー利用等の促進に関する特別

措置法」に基づき、国に認定された計画により
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設置された施設であります。したがいまして、

この施設への燃料としての搬入は、新エネル

ギーの利用等を円滑に進めるというこの法律の

趣旨に沿ったものであることから、県外搬入禁

止の例外として、九州外からの搬入を認めてい

るところであります。

○中村幸一議員 次に、人事問題ですが、「人

は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵

なり」、武田信玄はこんなことを言っておりま

す。武田信玄じゃないかもしれないと言われて

おりますが、人材を見分ける能力を挙げておる

と思いますが、ここに並んでいる幹部職員は、

知事の専権事項ですから、私がとやかくこの人

事問題に口出しするわけにいきませんけれど

も、ちゃんとした大きな見地から見ていらっ

しゃるんでしょうねということだけお聞きした

い。

○知事（河野俊嗣君） 部長級の幹部職員は、

本県県政推進に当たりまして、大変重要な役割

を担うという考えのもとに人事を行っていると

ころでございます。経験、能力、部下の職員の

やる気を引き出す、さまざまな観点、役割が求

められるわけでございまして、適材適所で登用

に努めているというところでございます。

○中村幸一議員 人事に関することですから、

知事の専権事項でしょうから、私はこれ以上の

ことは申しませんが、ただ、20数年おって、職

員の一人一人をずっと見ておるということだけ

はお忘れのないようにしておいていただきた

い。

それから、生活保護の適正化についてであり

ますが、日本憲法第25条「生存権、国の社会的

使命」というのがあります。「すべて国民は、

健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有す

る」、生活保護法の根拠法は憲法25条であろう

というふうに私は思います。

私の同級生から手紙が来ました。幸一さんへ

ということで、「私どもも、もう年金をもらう

年になりましたね。細々とひとり暮らしをやっ

ています。やっとかっと年金で暮らしていま

す。ところが、隣に、生活保護をもらいなが

ら、パチンコをしたり、遊びほうけている人が

いらっしゃるんです。何ということでしょう。

夜になったら、夜な夜なパートナーが来るんで

すよね。こんなことでいいんでしょうか」、こ

ういう話がありました。これはよく聞くことで

すよね。

一昔前は、生活保護をもらうということは我

が家の恥だというぐらいに皆さん考えておった

時代があったんです。今は、もらわなきゃ損だ

という考えなんですね。私は、日本人の心が非

常に堕落してきたというふうに思えて仕方ない

んです。私の父も民生委員をいたしておりまし

た。非常に厳しい人でしたから、生活保護に対

しても厳しい態度をとっておりました。また、

私も、父の後にやった人が倒れましたので、40

代そこそこの若さで民生委員をやりました。新

聞にも最年少民生委員ということで書かれたこ

ともありましたが、厳しく民生委員の仕事を１

期半ぐらいやったことがあります。やっぱり生

活保護を受け持ったんですが、不正を見きわめ

るのは非常に難しいんですが、どうかこの不正

はちゃんと暴いていただきたいというふうに思

うんです。

私も忙しいさなか、日曜日、家におりました

ら、障がい者の方から電話が来ました。「とに

かく来てくれ」と。「いや、おれはパソコンを

打って質問をつくっているんだ」と。仕方がな

いから行ってみました。そうしたら、視覚障が

い者の方が４人お見えになっている。そして、
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１人は小学４年生から目が見えなくなった、あ

との３人は生まれつきそうなんだと。「我々は

小学１年生のときから盲学校に行ったんだ。盲

学校に入ったときには、選択肢は、はり、あん

ま、きゅう、この仕事しかなかったんだ。一生

懸命やりました」。皆さんそれぞれ診療所を

持っていらっしゃるんですが、「俺たち目の見

えない者でも、生活保護をもらわなくて一生懸

命頑張っているんだ。あの生活保護をもらって

いる人たちは何な。このことを議場で言ってく

ださい」、そのことで呼び出されたところでし

た。このこともちゃんと考えていただいて、福

祉保健部長、どうお考えですか、どういうふう

に今から処していきたいと思っていらっしゃる

か、お聞かせいただきたい。

○福祉保健部長（土持正弘君） 生活保護受給

のあり方についての御質問でございます。た

だ、今、議員のほうからお話がございましたと

おり、生活保護を受けるべき人が受けないとい

う状況、これは避けなければならない。そうい

う意味で、漏給防止と申しております。それか

ら、生活保護を受けるべきでない人は、当然受

けるべきではないということで、我々もそのこ

とについては、調査等を通じまして徹底をして

いるところでございます。

先般、報道がございましたけれども、平成23

年度生活保護に係ります不正受給件数というも

のが200件となっておりまして、内容といたしま

しては、就労収入の無申告や過少申告といった

事案でございました。このような不正受給を未

然防止、早期発見するために、各福祉事務所に

おきましても、収入申告義務の周知徹底を図り

ますとともに、収入状況を客観的に把握するた

め、市町村の税務担当部局の協力を得まして、

被保護者全員に対する課税の状況を調査するな

ど、不正受給の防止に努めているところでござ

います。また、そういう不正受給に対しまして

は、不正受給に相当する金額の返還は当然でご

ざいますけれども、悪質な場合には、刑事告発

等の対応も行っているところでございます。そ

ういった適正な生活保護の受給ということに対

しまして、今後とも、福祉事務所一丸となって

取り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。

○中村幸一議員 どうかよろしくお願いしま

す。こういった目の見えない人たちだって、俺

たちは頑張るぞ、生活保護もらわんで頑張るぞ

とやっていらっしゃるんですから、不正受給は

絶対許しちゃならんと思いますから、よろしく

御指導いただきたいと思います。

それから、はしょりますが、障がい者の工賃

引き上げについてでありますが、私は、委員会

で何回も工賃引き上げのことについては部長に

も申し上げました。この件につきましては、

前、２万2,000円ぐらいの目標額を掲げられてお

りました。とても２万2,000円の工賃はあげられ

ないんです。ですから、何回も委員会で言いま

したように、あげられないということで、今

は、目標を上に持ってくださいということにな

りました。そういうのをやっておりますが、た

だ、発注する側が低価格で発注してくるんで

す。うちの職員にやらせてみて、一日一生懸命

やって400円しかならない。こんなことを平気で

持ってこられるんです。福祉施設に持っていけ

ば何でもしてくれるがと。そういう状況で持っ

てこられて工賃引き上げできるはずがないんで

す。だから、私は、部長にも言いましたよう

に、何とかして工賃引き上げに、いわゆる発注

側の人たちも集めて、商工会とかいろいろ集め

てお話しできませんかということを言ったので
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すが、その後、そのことをしていただいたかど

うか。委員会で言ってもいいんですが、皆さん

方にも聞いていただきたいと思うので、きょう

は質問させていただきました。

○福祉保健部長（土持正弘君） 障がい者の工

賃向上を図りますためには、議員御指摘のとお

り、障害福祉サービス事業所の取り組みに対す

る発注企業の理解、協力が不可欠でございま

す。現在、策定中でございますが、新たな工賃

向上計画におきましては、地域で障がい者を支

える仕組みを構築するということの重要性を踏

まえまして、市町村における企業向け広報の実

施とか、地元商工団体への協力呼びかけなど、

市町村の福祉サービス事業所に対する支援を新

たに盛り込むことといたしております。そのた

め、県といたしましても、計画策定後は、速や

かに商工団体等関係機関を訪問するなど、計画

の趣旨を周知いたしまして、福祉サービス事業

所への理解促進を図ってまいりたいというふう

に考えております。また、引き続き、新商品の

開発、販路開拓などのニーズに対応する経営コ

ンサルタントや地元商工団体の経営指導員等で

構成いたします工賃向上支援チーム、この派遣

を行いますとともに、共同出店による販売促進

など、工賃向上に向けた支援にも取り組んでま

いりたいというふうに考えております。

○中村幸一議員 私どもこういう施設の理事長

をしていまして、１円でも多くあげたいという

気持ちはやまやまです。一生懸命我々も頑張り

ますから、県当局も力をかしていただきたい。

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 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第１号から第９号まで及び報告第１

号から第３号まで並びに請願委員会付託

○外山三博議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第９号まで、並びに報告第１号か

ら第３号までの各号議案について、質疑の通告

はありません。

当該議案及び新規請願は、お手元に配付の付

託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付託い

たします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす20日から25日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、26日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時47分散会


