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平 成 2 4 年 ９ 月 1 2 日 （ 水 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
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）

3番 図 師 博 規 （日 日 新）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 黒 木 正 一 （自由民主党）

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 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

総 合 政 策 部 長 稲 用 博 美

総 務 部 長 四 本 孝

危 機 管 理 統 括 監 橋 本 憲次郎

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 堀 野 誠

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 濱 田 良 和

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 福 田 直

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 加 藤 達 也

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 内枦保 博 秋

事務局職員出席者

事 務 局 長 田 原 新 一

事 務 局 次 長 小八重 英

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 福 嶋 幸 徳

政 策 調 査 課 長 佐 野 詔 藏

議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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◎ 議案第12号から第23号まで追加上程

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は代表質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第12号から第23

号までの各号議案の送付を受けましたので、こ

れらを日程に追加し、議題とすることに御異議

ありませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

○外山三博議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。ただいま提案いたしました議案第12号

から第23号について御説明申し上げます。

まず、議案第12号は、公安委員会委員佐藤勇

夫氏が平成24年10月31日をもって任期満了とな

りますので、その後任委員として同じく佐藤勇

夫氏を任命いたしたく、警察法第39条第１項の

規定により、県議会の同意を求めるものであり

ます。

次に、議案第13号及び第14号は、教育委員会

委員柏田芳徳氏及び池上武博氏が平成24年10月

８日をもって任期満了となりますので、その後

任委員として山崎里都子氏及び島原俊英氏を任

命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第１項の規定により、県議会

の同意を求めるものであります。

また、議案第15号から第23号は、公害審査会

委員渡邊紘光氏ほか８名の委員が平成24年10

月31日をもって任期満了となりますので、その

後任委員として洲崎達也氏ほか８名を任命いた

したく、公害紛争処理法第16条第１項の規定に

より、県議会の同意を求めるものであります。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

〔降壇〕

○外山三博議長 知事の説明は終わりました。

◎ 代表質問

○外山三博議長 それでは、ただいまから代表

質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、自由民主党、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。きょうは、私と午後から宮原議員

が自由民主党を代表して質問するということで

ありまして、大変ありがたいことに、自由民主

党県連の女性部、平部長ほか役員の皆さんが傍

聴に来ていただいています。ありがとうござい

ます。私にとりましては、お姉様みたいな方々

であり、非常に心強く思っている次第でありま

すので、元気よくやっていきたいというふうに

思っております。

ことしは、４年に一度開催されるスポーツの

祭典オリンピックがロンドンで開催されまし

た。本県出身の松田丈志選手を初め、多くの選

手が日本の代表として参加しました。松田丈志

選手は、御承知のとおり、今回のロンドンオリ

ンピックの200メートルバタフライにおいて銅メ

ダル、さらに男子400メートルメドレーリレーで

日本男子史上初の銀メダルを獲得しました。松

田丈志選手は昨日、県民栄誉特別賞を受賞され

平成24年９月12日(水)
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ました。この場をかりまして、改めてお祝い申

し上げます。皆様方も選手のすばらしい活躍を

見て、夢と希望と感動をいただいたのではない

かと思います。改めて松田丈志選手を初め、日

本選手団の皆様に感謝申し上げます。メダルを

とった選手のインタビューを聞いてみますと、

「このメダルをとれたのは多くの皆さんのおか

げです。皆様とともに喜びたい」といったコメ

ントでありました。私も、オリンピック選手の

ような気持ちでこの場に立っております。これ

まで支えていただいた皆様、また自由民主党会

派の皆様に感謝し、宮崎県勢が発展し、県民の

皆様と喜べるような代表質問にしたいと思って

おります。知事初め執行部の皆さんには、県民

に夢と希望と感動を与えるような答弁を期待し

て、通告に従い代表質問を行います。

なお、近年、一問一答方式の質問が多くなっ

ており、知事だけが壇上で答弁しておりますの

で、今回は多くの部長方にも壇上から答弁して

いただきたいと思っておりますので、分割方式

で行います。元気よく明快な答弁を期待してお

ります。

それでは初めに、知事の政治姿勢についてお

伺いいたします。

県のホームページ、知事室へようこそ「こん

にちは。河野です」の知事の挨拶にある「みや

ざき元気プロジェクト」についてお伺いいたし

ます。この「みやざき元気プロジェクト」は、

長引く景気低迷に加え、口蹄疫、新燃岳、東日

本大震災の影響により厳しい経済状況が続いて

いることから、県内の景気回復、将来を見据え

た産業づくり、これからの時代に必要な経済シ

ステムづくりなどを行うことで、 2 5 4 事

業、1,078億円を投じるということですが、これ

まであった事業を体系化しただけに見えます。

そこで、「みやざき元気プロジェクト」の具体

的な取り組みや成果、あるいはどういう形で宮

崎の元気を伸ばそうとしているのかをお伺いい

たします。

次に、同じく挨拶にある「広い意味での地産

地消」についてお伺いいたします。挨拶文によ

ると、産業振興を図る観点から、農林水産物や

県産品、地域資源等を含めた広い意味というこ

とですが、かけ声としてはよく聞きますが、具

体的な取り組みが見えない。県としてどのよう

に進めようとしているのか、お伺いいたしま

す。

次に、記紀編さん1300年記念事業についてお

伺いいたします。知事はこの話題になると、

「ことしは岩戸開きの年にし、本県の再生・復

興に手応えが感じられる光を取り戻したい」と

よく言われます。しかし、県民にはぼやっとし

か伝わっておらず、記紀編さん1300年について

は、県民への知名度がまだまだ低迷しておりま

す。さらに、県外の友人、知人に、古事記編さ

ん1300年のことを聞いても、全くと言っていい

ほど知らないのが現状だと思います。されど、

県内には、古事記、日本書紀にゆかりの史跡等

が多く存在しており、宝の持ち腐れ状態になっ

ております。このような貴重な宝を生かした

り、新たに成立した11月１日の「古典の日」等

の活用も含めて、今後どのように情報発信する

のか、お伺いいたします。

次に、教育委員会制度についてお伺いいたし

ます。

現在の地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２条で、「都道府県は教育委員会を置

く」とあり、教育委員会は自治体に必置となっ

ているため、首長が勝手に教育委員会をなくす

ことができないこととなっております。しか

平成24年９月12日(水)
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し、昨年10月の大津のいじめ問題を契機に、学

校現場と自治体の教育行政を所管する教育委員

会のあり方について議論が始まり、大津市長

は、「教育行政は教育委員会が権限を持ってお

り、首長は予算等をつけるしかかかわることが

できない」と強調し、今回の問題では、「事件

に関する情報が市教委側から十分得られなかっ

た」と発言しております。このようなことを受

け、現在の教育委員会制度は、責任の所在のあ

り方など問題が多いため、選挙で選任された首

長が直接、教育行政を運営できるようにすべき

とか、選択制にすべきといった検討が他県でも

行われておりますが、このことについて知事の

見解をお伺いいたします。またあわせて、知事

に選任され、議会の承認を得られた教育委員長

に、現在の教育委員会制度についての見解をお

伺いいたします。

次に、公社等改革について総務部長にお伺い

いたします。

新宮崎県公社等改革指針は、平成22年度か

ら24年度の３カ年で対象法人等の統廃合等によ

り１割削減し、45法人から40法人に５減するこ

とや、対象法人への県職員派遣数を１割削減

し、102名から90名に12名削減すること、さらに

は県財政支出額を20億円程度削減し、130億円か

ら110億円にするといった数値目標を立てられて

おります。ことしはその最終年度であります

が、状況はどうなっているのか、お伺いいたし

ます。

次に、予算編成並びに社会保障と税の一体改

革についてお伺いいたします。

政府は、2020年までの成長戦略「日本再生戦

略」の実現に向け、エネルギー・環境、農林漁

業、健康の３つの分野に予算を重点配分し、一

方で公共事業費の１割カットなど歳出削減を続

け、国債費を除く歳出の大枠は今年度と同じ

く71兆円以下とする来年度概算要求基準を８

月17日に閣議決定しております。なお、公共事

業については、防災・減災対策へ重点化を図る

ことにもなっております。

一方、我が国の景気動向は、原子力発電所事

故による電力供給制限や原油高の影響などによ

り、設備投資の抑制や産業の空洞化が始まり、

さらに急速な円高に加え、国内経済のデフレ状

況が続いており、先行きが全く不透明な状況で

あります。本県では、国全体の景気低迷に加

え、口蹄疫、新燃岳等の影響で景気がさらに停

滞しており、県内経済の活性化は喫緊の課題で

あります。まずはデフレ経済から脱却するため

にも、昭和初期の犬養内閣の高橋是清氏が行っ

たような積極的な財政出動策が必要だと考えて

おります。本県のみのデフレ対策は限界がある

とは認識しておりますが、現在の厳しい地域経

済状況や国の概算要求を踏まえ、本県の来年度

予算編成についての知事の基本的な考え方をお

伺いいたします。

本年度の通常国会で大きな話題になった社会

保障と税の一体改革関連法案が先月、可決成立

しました。ここでは具体的な改正内容等には触

れませんが、この関連法案は、世界に誇るべき

我が国の社会保障制度を持続可能なものにして

いくため、今後、社会保障給付費が大幅にふえ

ていく見通しの中で安定的な財源を確保するた

めに、消費税を社会保障目的税としたと理解し

ております。また、今後、社会保障制度改革国

民会議で具体的な使い道の議論が進むというこ

とですが、社会保障と税の一体改革に対する知

事の評価をお伺いいたします。

次に、市町村合併について総務部長にお伺い

いたします。
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本県でも、44市町村だったのが、国、県の合

併推進策により26市町村になりました。合併し

た住民、特に旧町村の方々から、本当に合併し

てよかったのだろうかとの意見を伺います。合

併してのスケールメリット等はすぐに効果が出

ないとは理解しておりますが、県として合併を

推進した立場からも平成の市町村合併をどのよ

うに評価しているのか、お伺いいたします。

次に、歯科保健推進について福祉保健部長に

お伺いいたします。

歯科保健のデータによると、12歳児の虫歯本

数は全国ワースト２位、「8020」達成者率も全

国の38％に対し宮崎は25％と、全国平均に比

べ、まだまだ差が大きい状況です。議員発議に

より「宮崎県歯・口腔の健康づくり推進条例」

が制定されたが、歯の健康に対する県民運動が

まだまだ必要だと考えております。そこで、条

例制定を受け、県では現在どのような取り組み

を行っているのか、お伺いいたします。

次に、林業行政についてお伺いいたします。

本県は、杉素材生産量日本一が21年続いてい

る林業県であります。しかし、現在の木材の需

要供給バランスの崩壊、及び円高・ユーロ安の

影響などによる過去最低水準の原木価格に対処

するため、県では木材価格対策特命チームを編

成し、さまざまな活動、調査を行っているとこ

ろでありますが、これまでの活動状況と今後の

取り組みについて、林業行政に精通している副

知事にお伺いいたします。またあわせて、今議

会に提案している木材価格対策補正予算のねら

いとその効果についてお伺いいたします。

次に、公社等改革でも気になっている、環境

整備公社が運営しているエコクリーンプラザみ

やざきについて、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

環境整備公社は、平成７年前後の産業廃棄物

が不法に投棄される事案や、本県での管理型最

終処分場の確保、さらに市町村ごとに行ってい

た一般廃棄物処理の広域化などに対応するた

め、平成７年３月31日に設立し、エコクリーン

プラザみやざきは平成17年11月に本格的に操業

を開始しております。しかしながら、供用当初

から浸出水調整池に漏水があり使用してはいけ

なかったのに使用され、地域住民に説明が行わ

れないまま、平成20年４月に新聞報道で初めて

公になりました。その後、さまざまな対策が行

われたようですが、裁判が行われるなど非常に

不快な事案だと思っております。まず、これま

で県が環境整備公社に支出した経費はどれくら

いなのか、お伺いいたします。

次に、企業立地について商工観光労働部長に

お伺いいたします。

県内の雇用状況は、数年前のリーマンショッ

クによる世界全体の景気低迷からは少しずつ回

復傾向にあるものの、ハローワークの求人状況

を見てもまだまだ厳しい環境が続いておりま

す。県としても雇用対策には全力で取り組んで

いると思いますが、今年度、現在時点の企業立

地状況はどうなっているのか、お伺いいたしま

す。

次に、畜産行政についてお伺いいたします。

ことしは、５年に一度開催される全国和牛能

力共進会が10月に長崎で開催されます。前回の

鳥取大会では、グランドチャンピオンを含む９

部門中７部門において首席、いわゆる日本一の

称号をとることができました。このことは畜産

農家を初め、関係団体の努力のたまものであろ

うと思っております。これまでも何回か質問が

あったことですが、全国和牛能力共進会の連覇

に向けた取り組み状況と決意について、知事に
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お伺いいたします。

あわせて、全国和牛能力共進会の成果を宮崎

牛の有利販売にどのように生かすかが重要だと

考えております。これまでの実績と今後の展開

について、農政水産部長にお伺いいたします。

次に、土木行政について県土整備部長にお伺

いいたします。

これまでも入札制度改革について議会でも多

くの議論がなされ、知事に対し、建設関連団体

等からの要望も踏まえ、指名競争入札の復活な

どを要望してきました。しかし、なかなか抜本

的な入札制度改革が行われない状況を踏まえ、

今般、自由民主党会派において入札制度改革プ

ロジェクトチームを立ち上げました。ちなみ

に、私が座長を務めております。建設業界を初

め、多くの団体と意見交換を行ってまいりまし

た。そこで、平成19年度より総合評価を含む入

札制度が目まぐるしく改革されましたが、これ

までの入札制度改革の検証及び総括をお伺いい

たします。

次に、電気事業について企業局長にお伺いい

たします。

東京都は、ＰＰＳ（特定規模電気事業者）の

台頭など、電気事業を取り巻く環境の変化を踏

まえ、これまで東京電力と随意契約を結んでい

たのを、来年度から競争入札を導入する方針を

固めました。本県もこれまで九州電力と随意契

約をしておりますが、今後の売電契約はどのよ

うにしていくのか、お伺いいたします。

次に、特別支援教育の推進について教育長に

お伺いいたします。

特別支援教育が注目され、大変ありがたいこ

とに、県としても、小林市東方に都城きりしま

支援学校の分校、さらには小林高校に高等部を

設置するなどしてもらい、大変感謝しておりま

す。しかし、現場で頑張っている方と話すと、

市町村での格差があり、なぜ同じ子供なのにと

いった悲鳴めいた現場の声を聞くことがまだま

だあります。これまでも、できるだけ早く適切

に支援を行うことが重要だとは理解しておりま

したが、うまくいっていないのが実態であろう

ということを改めて認識しております。施設だ

けできても、そこに携わる教員等の資質、さら

に親支援の充実、そして市町村保健師等との連

携が重要です。しかし、親が行政に行き相談す

ると、支援を受けるためには診断書が必要と言

われ、親は大きな壁にぶち当たったり、１歳児

健診や３歳児健診のときに、保健師が親に、障

がいがあるのではないかとなかなか言いづらい

状況がある等の課題が山積しております。そこ

で、障がいのある子供の早期発見から支援まで

には、特別支援学校と保健・福祉等の関係機関

との連携をさらに充実を図ることが重要である

と考えますが、見解をお伺いいたします。

次に、暴力団排除条例について警察本部長に

お伺いいたします。

この条例は、暴力団の排除を推進して県民の

安全で平穏な生活を確保することを目的に、昨

年８月に施行され、１年が過ぎました。他県で

は、公共工事や公共施設の利用など、あらゆる

事務事業の過程で暴力団の排除を徹底する目的

で新たな要綱を制定し、警察への照会手続を効

果的に行うため、排除対象者の範囲を暴力団と

密接な交流がある者まで拡大することを検討し

ております。そこで、本県の条例の推進状況な

どについてお伺いいたします。

壇上からの最後の質問として、エコパークと

ジオパークについてお伺いいたします。

ことし７月11日に、綾町でのこれまでの自然

と人間の共生する地域振興が評価され、世界的
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機関のユネスコにより、綾町がエコパークに認

定されました。この認定を綾町だけのチャンス

にするのでなく、県全体の地域活性化や観光に

つなげるべきだと考えております。そこで、今

回のエコパーク登録の意義、効果をどのように

捉えているのか、県としての登録後の支援の実

績と今後の方針を、森林行政、地域振興に詳し

い副知事にお伺いいたします。

次に、霧島ジオパークについてお伺いいたし

ます。霧島ジオパークは平成22年９月14日に日

本ジオパークに認定され、平成25年度に世界ジ

オパーク申請を目標に、環霧島（宮崎・鹿児島

両県）の関係市町が連携して取り組んでおりま

す。霧島ジオパーク推進連絡協議会より、ジオ

パーク総合観光案内板の設置など、ジオパーク

に関する県内外への情報発信に一層積極的に取

り組むことなどの要望が届いていると思います

が、どのように支援されるのか、総合政策部長

にお伺いし、壇上からの質問を終わります。

なお、以下の質問につきましては、質問者席

から行わせていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、「みやざき元気プロジェクト」につい

てであります。これは昨年８月に立ち上げたも

のでございますが、当時のことを思い出してい

ただきますと、東日本大震災が発生をしてまだ

半年もたたない状況で、我々は「みやざき感謝

プロジェクト」という名のもとに懸命に被災地

の支援に取り組んでおったところでございま

す。一方、我が県もさまざまな災害が続き、経

済が疲弊をして、当初予算、６月補正、９月補

正、合わせて1,122億円の経済対策を打ってきた

ところでございますが、それを確認するととも

に、改めて今後とも経済の回復に努めていかな

くてはならない、そのメッセージを県の内外に

発信したい、そのような思いで立ち上げたもの

でございます。

３つの柱を掲げてございまして、１つには、

停滞した経済の活性化に取り組もうということ

で、口蹄疫復興財団のファンド事業を活用した

売り出し、プレミアム商品券発行等による地域

の消費拡大の支援、さらには新事業・新分野進

出支援などの中小企業の経営強化、あるいは当

初予算における地域経済活性化・防災対策特別

枠による公共事業の実施などを進めてきたとこ

ろでございます。

２つ目には、本県経済を牽引する核となる産

業の育成を図り、将来を見据えた産業づくりを

進めていきたいということで、本県の強みであ

る１次産業を生かしたフードビジネスの展開

や、豊かな自然環境をベースにした新エネルギ

ー分野の事業創出、あるいは医療機器産業の集

積を生かした拠点づくりに取り組んでいるとこ

ろでございます。

３つ目として、地域経済循環システムによる

県内における需要の喚起ということで、広い意

味での地産地消、100万泊県民運動などを進めて

おるということでございます。

このような取り組みを通しまして、本県の活

力の源泉となる産業・雇用の基盤を固めて、元

気をつくり出してまいりたい、そのように考え

ておるところでございます。

次に、「広い意味での地産地消」についてで

ございます。この運動は、「知る、使う、広げ

る」というコンセプトのもとに、県産品や地域

資源といった宮崎の宝を再発見し、みずから愛

用、体験をしながら、その魅力を県民総力戦で

発信していこうとするものでありまして、「み

やざき元気！“地産地消”推進県民会議」を設
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立しまして、官民一体となった県民運動をスタ

ートさせたところでございます。

具体的な取り組みとしましては、まずはこの

運動に対する認知度を上げていこうということ

で、ホームページやパンフレットなどによりま

して、県民運動の理念の紹介やイベント情報な

どの一体的な発信を行うこととしております。

また、県民が楽しみながらこの運動に参加する

仕掛けとしまして、秋口には「ディスカバー宮

崎」をキーワードといたしまして、記紀編さ

ん1300年記念事業と連携する形で大型キャンペ

ーンの展開を計画しておるところでございま

す。民間団体におきましても、この運動の展開

に沿った形で、例えば商工会などが地元産品を

扱うアンテナショップを設置していただいた

り、フェアや物産展を開催したりという動きが

広がりつつあるところでございます。息の長い

取り組みで、長い目で県民の意識づけを図って

いくことが大変重要であろうかというふうに考

えておりますので、100万泊県民運動、さらには

「中山間地域をみんなで支える県民運動」など

と連動させながら、本県経済の活性化に結びつ

けてまいりたい、そのように考えております。

次に、記紀編さん1300年記念事業についてで

あります。全国的に古事記への注目が集まる中

で、本県にとっては千載一遇のチャンスであろ

うということで情報発信に努めておるところで

ございまして、さまざまな関連イベント、また

記紀ゆかりの史跡などをめぐる観光ツアーが実

施されるなど、これも徐々にではありますが、

動きが活発化しておるところでございます。県

民の皆様の関心も高まりつつあるというふうに

感じております。この９月から11月にかけて

は、特に盛り上がりを考えておりまして、県内

でさまざまなイベント、例えば「古事記ゆかり

のご当地グルメまつり」を初めとして、県内各

地で開催される関連イベントを一体的にＰＲす

ることとしておりますし、県外におきまして

は、ゆかりの奈良県、島根県の両知事との首都

圏におけるシンポジウムや、東京の高島屋物産

展でのＰＲ、そして今、島根で行われておりま

す「神話博しまね」へのブースの出展、さらに

は福岡市中心部、それから九州国立博物館での

ＰＲイベントなども予定しておるところでござ

います。また、この取り組みの集大成としまし

て、日本書紀の編さん1300年に当たる平成32年

には、「国民文化祭」の本県への誘致、開催と

いうものを視野に入れて、今後とも進めてまい

りたいというふうに考えておりますし、御意見

にありました「古典の日」─これはことし11

月１日からということになりますが─に積極

的に取り組んでおられる京都市長さんとも先日

意見交換をさせていただいたところでございま

すが、これも本県にとっての追い風というふう

に考えまして、「神話のふるさと みやざき」を

積極的にＰＲする、連携を図ってまいりたいと

考えておるところでございます。

次に、教育委員会制度のあり方についてであ

ります。教育委員会制度は、そもそも教育の政

治的中立性や継続性、安定性を確保するという

観点から設けられているということでございま

して、その考え方は大変重要なものというふう

に、独立の執行機関としての位置づけと考えて

おるところでございます。現在、広く地域住民

の意向を反映させるという観点から、教育の専

門家のみならず、ＰＴＡの代表のようなさまざ

まな職業、年齢の複数の委員による合議体に諮

られ、学校現場の視察など積極的に取り組みを

進められておるところでございます。私自身

も、学校現場の様子を肌身で感じたいという思
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いから、学校訪問を行ったり、または中学生、

高校生を相手に授業を行うというような取り組

みをしておるところでございます。そういった

実感から、おかげさまで本県の教育は、さまざ

まな課題、修正すべき課題等いろいろございま

すが、現在、知・徳・体、それぞれに取り組み

が進んでいると考えておるところでございまし

て、知事と教育委員会がそれぞれの役割を十分

果たしながら、しっかりと連携協力をして進め

ていくことが大事であるというような認識でご

ざいます。

次に、来年度予算の編成についてでありま

す。厳しい財政状況の中で、基金の取り崩しに

頼らない、将来にわたって健全性が確保される

財政構造への転換に向けた取り組みを着実に進

めてまいりたいと考えております。一方で、先

ほど元気プロジェクトでも御説明しましたよう

な県内経済の活性化は、喫緊の課題であるとい

うふうに考えておりまして、今年度の予算でも

取り組んだところでございますが、地域医療や

緊急的な防災対策などの安全・安心を確保する

取り組み、さらには東九州自動車道を初めとす

る社会基盤の整備など、重点的に取り組むべき

課題が数多くございます。国の概算要求組み替

え基準につきましては、公共事業関係費やその

他の裁量的経費について対前年度比90％以内と

した上で、特定の分野について重点的な要求を

認めるということでございますが、こうした国

の予算編成でありますとか、地方財政対策の動

向を踏まえながら、議員御指摘のとおり、本県

の経済というものをしっかり見据えた上で、優

先度の高い事業は積極的に取り組んでいく、そ

のような姿勢で臨んでまいりたいと考えておる

ところでございます。

次に、社会保障と税の一体改革に対する評価

についてであります。８月10日に関連法案が成

立したところであります。私もかねてから、避

けては通れない検討課題であるというふうに申

し上げてきたところでございます。消費税の増

税法案が成立したということは、社会保障の安

定財源の確保や財政健全化の観点から一定の評

価をしておるところでございますが、その実施

に当たりましては、地域経済の状況を十分考慮

するとともに、低所得者に配慮した対策を講じ

る必要があると考えておるところでございま

す。また、社会保障制度改革の具体的な中身に

つきましては、今後、国に設置される「社会保

障制度改革国民会議」において、公的年金、医

療・介護、少子化対策等について審議が行われ

ることになっておりまして、現時点では制度改

革の全容が明らかになっていないところでござ

います。県としましては、今後とも、こうした

国の動向、議論を注視するとともに、厳しい財

政状況や少子高齢化の進展といった本県の実情

が十分反映され、真に持続可能な社会保障制度

の実現が図られるよう、全国知事会などを通じ

て国に訴えてまいりたいと考えております。

最後に、全国和牛能力共進会についてでござ

います。第10回の全国和牛能力共進会に向け、

平成21年には推進協議会を設置しまして、何と

しても連覇をなし遂げたいという意気込みで、

「もう一度奪え日本一」を合い言葉に、県内関

係者が一丸となって、候補牛の選定と、さまざ

まな巡回指導を進めてきたところでございま

す。本年８月23日、27日には、県の代表牛28頭

が決定したところでございます。私も27日に小

林市の会場に出向きまして、選考会の様子を見

せていただいたところでございます。出品され

た牛、特に代表となった牛は本当にすばらしい

なというふうな思いをいたしました。この共進
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会に向けての農家の方々、それから関係者の方

の本当に熱い思い、牛に対する愛情、連覇への

強い意気込みがひしひしと伝わってまいりまし

て、心強く感じたところでございます。代表に

選ばれた方々につきましては、本大会に向けて

現在、最終調整をされているということでござ

いまして、この仕上げの段階が大変重要である

というふうに考えております。県といたしまし

ても、宮崎牛ブランドのさらなる躍進はもとよ

り、口蹄疫の際の全国からの支援に対するお礼

と、本県畜産の新生に向けた復興を全国に発信

するためにも、何としてでも再び栄光の座をか

ち取る、そのような決意で取り組んでまいりた

いと考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○副知事（牧元幸司君）〔登壇〕 お答えをい

たします。

木材価格対策特命チームの活動状況と今後の

取り組みについてでございます。ことしに入り

まして、木材価格が急激に下落したことから、

県では６月に木材価格対策特命チームを庁内に

設置いたしまして、価格下落の原因分析を行う

とともに、林業関係団体等との意見交換を行い

ながら、短期的、中長期的な観点から必要な対

策の検討を行ってきたところでございます。特

命チームでは、当面の緊急的な対策といたしま

して、国有林を初め、関係団体に対し、立木伐

採や販売時期の先送りなど出材調整の取り組み

を要請いたしましたほか、公共建築物等木材利

用促進法に基づく方針未策定の市町村に対し、

早期策定の働きかけを行ったところでございま

す。また、県公共工事において、各部局でさら

に木材の利用拡大を進めることといたしまし

て、市町村に対しても、同様の取り組みをお願

いしたところでございます。これらの取り組み

に加え、今回の補正予算におきましては、特命

チームが中心となり取りまとめた出材の調整

等、当面必要な対策を事業化したものでござい

ます。今後さらに、原木の需給安定を図るため

の新たな組織づくりや、官民一体となった県産

材の地産地消に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

次に、今回の補正予算における木材価格対策

についてでございます。今般の木材価格の下落

は、円高に伴う外材輸入の増大、依然として低

水準にある住宅着工に加えまして、需要を上回

る原木供給が続き、需給バランスが崩れたこと

が大きな要因と考えられます。このため、今回

の補正予算では、需給バランスの立て直しを図

ることを主なねらいといたしまして、当面必要

な対策をお願いしているところでございます。

まず、出材調整に関しましては、森林組合等に

おける自主的な生産調整を支援するため、下刈

りの２回刈りを補助対象として拡大いたしまし

て、素材生産に携わる作業員の雇用の場の確保

を図ることとしております。また、木材利用拡

大につきましては、乾燥柱材の提供等による県

産材活用住宅の建設促進のほか、県外事務所の

木質化、メディアの活用による県産材のＰＲを

行うとともに、林家等への経営安定対策支援と

いたしまして、原木の出荷調整に必要な資金の

融資枠の拡大を図ることとしております。県と

いたしましては、関係団体における出材調整な

ど自主的な対策や、今回の補正予算の対策に加

え、官民一体となって中長期的な対策を推進す

ることによりまして、木材価格の回復や県産材

の需要拡大につなげてまいりたいと考えており

ます。

次に、綾エコパークについてでございます。

綾町を中心といたします地域は、国内最大規模
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の照葉樹林を守り続けながら、有機農業の推進

やエコツーリズム、環境教育などを進められて

おり、全国で見ても、自然と人間の共生に配慮

した先進的な地域づくりを実践されているもの

と考えております。この地域が今回、ユネスコ

エコパークとして登録されましたことは、綾町

を初め、地域の関係者が一体となって長年にわ

たり取り組んでこられました成果であり、大変

誇らしい快挙であると認識しておりますととも

に、綾町を中心とする地域の活性化に大きく寄

与するものと考えているところでございます。

現在、県におきましては、綾ユネスコエコパー

クの中心的な取り組みである「綾の照葉樹林プ

ロジェクト」に参画をいたしまして、学術的に

も貴重な照葉樹林の保護、復元に取り組むとと

もに、綾ユネスコエコパークの普及啓発フォー

ラム開催等につきまして、支援を行っていると

ころでございます。今回の登録は、本県の観光

振興など幅広い分野への波及効果が期待される

ものでございますので、県といたしましても、

綾町を初めとする地元市町村と十分な連携を図

りながら、積極的に支援、協力してまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○総合政策部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答

えいたします。

霧島ジオパークについてであります。県では

これまで、霧島の自然をわかりやすく紹介した

解説板の設置や、ジオパークの見どころをめぐ

るツアーのコースづくり等、世界ジオパーク認

定に必要な事業に対し支援を行っており、今年

度も引き続き、これらの取り組みを支援してお

ります。また、県観光情報サイト「旬ナビ」に

霧島ジオパークを紹介するページを開設するな

ど、情報発信にも努めているところです。先

日、霧島ジオパーク推進連絡協議会から、新た

に総合案内看板等の整備や一層の情報発信につ

いて要望がございました。鹿児島県とも連携

し、地域づくり等の補助事業の活用や、さまざ

まな機会を捉えての情報発信を通じまして、世

界ジオパークの認定に向けて、さらに支援、協

力してまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○総務部長（四本 孝君）〔登壇〕 お答えい

たします。

初めに、公社等改革の進捗状況についてであ

ります。現行の新公社等改革指針における数値

目標の現在の進捗状況でありますが、まず県職

員の派遣者数につきましては、12人の削減目標

に対して22人の削減となっております。次に、

県財政支出につきましては、20億円の削減目標

に対して約18億6,000万円の削減となっておりま

す。ただし、財政支出縮減額のうち約３億6,000

万円につきましては、派遣職員の人件費を県か

らの直接支給に切りかえたものによりますの

で、実質的には約15億円の縮減となっておりま

す。対象法人数につきましては、５法人の削減

目標に対して２法人の廃止、１法人の新設、４

法人において人的・財政的関与が県が定めた基

準を下回っている状況にありますことから、差

し引きでは５法人の減となっております。今後

も引き続き、目標達成に努めてまいりたいと考

えております。

次に、平成の合併についてであります。平成

の合併は、地方分権の推進、生活圏の広域化、

厳しい財政状況など、市町村を取り巻く環境が

大きく変化する中で、行政サービスの維持・向

上を図るための自主的な取り組みとして行わ

れ、県としても支援をしてまいったところであ

ります。合併市町の住民からは、これまで、
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「消防署の支所が設置されて安心できる」「保

育所の選択の幅が広がった」などの御意見があ

ります一方、「役場が遠くなり、周辺部が寂れ

ていく」、あるいは「住民の声が届きにくく

なった」などの多様な意見が寄せられていると

ころであります。合併市町においては、現在、

将来を見据えた地域づくりを進めております

が、まだ緒についたばかりでもありますので、

県としては、現在実施している市町村や自治

会、商工会等へのアンケート調査でのさまざま

な御意見等を十分踏まえた上で、合併市町に対

し適切な助言を行ってまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

「宮崎県歯・口腔の健康づくり推進条例」を

受けての県の取り組みについてであります。こ

の推進条例においては、歯・口腔の健康づくり

の推進に関する基本的な計画を定めるものとさ

れておりまして、平成23年度に県内22地区の県

民を対象にした県民健康・栄養調査を行うとと

もに、宮崎県歯科保健推進協議会を設置いたし

まして、関係機関の代表や公募委員などから幅

広く御意見を伺い、計画案を策定し、このほど

本議会に上程させていただいております。ま

た、平成24年度新規事業として「8020運動推進

強化事業」を立ち上げ、妊産婦を対象とした健

康教育や、事業所を対象とした歯科健診・指

導、県民向け講演会の実施など、総合的に歯科

保健対策に取り組んでいるところであります。

歯・口腔の健康は全身の健康の保持増進に重要

な役割を果たしておりますので、今議会に上程

中の宮崎県歯科保健推進計画（案）に基づきま

して、今後とも、関係機関と連携を図りなが

ら、積極的に歯科保健対策を推進してまいりた

いと考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○環境森林部長（堀野 誠君）〔登壇〕 お答

えいたします。

環境整備公社に支出した経費についてであり

ます。県がこれまでに支出しました経費のう

ち、補助金等の主なものは、施設の周辺環境整

備のための基金への出捐金15億円、運営費補助

金約９億7,600万円など、合計で約28億6,200万

円であります。また、貸付金につきましては、

浸出水調整池補強工事のための貸付金や運営費

貸付金など、本年度当初の残高は約12億1,200万

円となっております。以上でございます。〔降

壇〕

○商工観光労働部長（米原隆夫君）〔登壇〕

お答えいたします。

企業立地の状況についてであります。今年度

につきましては、現時点で９件を立地企業とし

て認定し、うち県外からの新規立地が３件と

なっております。業種の内訳といたしまして

は、製造業が７件、情報サービス業が２件で、

立地に伴う最終雇用予定者数は220人となってお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○農政水産部長（岡村 巖君）〔登壇〕 お答

えいたします。

全共の成果を生かした宮崎牛の有利販売につ

いてでございます。本県は、前回の鳥取全共で

９部門中７部門での首席獲得や、内閣総理大臣

賞２部門受賞などの成績をおさめることができ

ました。その実績を生かし、日本一の宮崎牛と

して、知事のトップセールスや経済連・ミヤチ

クによる販売促進など、県下一丸となったＰＲ

に努めました結果、知名度は確実に上がってき

ております。例えば、平成19年と比較します

と、宮崎牛取扱指定店は約130店舗増加し、現
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在、約430店舗となっております。また、経済専

門誌が行いますブランド牛肉ランキングでは、

平成20年に６位であったものが平成24年は２位

となっております。今後とも、宮崎牛の知名

度、ブランド力のさらなる向上を図るととも

に、有利販売や子牛市場の活性化につながるよ

う、総合的な販売対策に取り組んでまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○県土整備部長（濱田良和君）〔登壇〕 お答

えいたします。

入札制度改革の検証と総括についてでありま

す。入札制度につきましては、平成19年度から

一般競争入札の拡大など抜本的な改革に取り組

んできたところでございまして、公正、透明で

競争性の高い制度が構築されてきたものと考え

ております。しかしながら、建設投資の大幅な

減少や景気の低迷等により、建設産業を取り巻

く環境が大変厳しい状況にあることも十分認識

しております。このため、改革と並行しまし

て、制度の検証と見直しに努め、最低制限価格

の引き上げや、総合評価落札方式における本県

独自の地域企業育成型の創設とその適用範囲の

拡大、さらに本年度からは土木一式工事につき

まして地域要件を細分化するなど、地元の建設

業者が受注しやすい環境づくりに取り組んでき

たところでございます。入札制度につきまして

は、これまでの改革を踏まえつつ、今後とも幅

広く御意見を伺いながら、必要な見直しに努め

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。〔降壇〕

○企業局長（濵砂公一君）〔登壇〕 お答えい

たします。

九州電力への売電契約についてでございま

す。水力発電は降水量に影響されやすく、また

投資回収に相当長期の期間を要することなどか

ら、健全な経営を維持していくためには、長期

かつ安定的な売電収入の確保が極めて重要でご

ざいます。このため、企業局におきましては、

九州電力との間で長期の受給契約を締結いたし

ますとともに、基本料金と従量料金から成る二

部料金制を採用し、これで売電しております。

そのことによって収入の安定を図っているとこ

ろでございます。一方で、現在、国におきまし

て、さまざまな電力制度改革が検討されており

ます。そのような中で、お話にありました東京

都のような動きも出てきているところでござい

ます。私ども企業局といたしましては、売電契

約につきましては、健全経営を確保しながら、

地域に安定的に電力を供給するという地方公営

企業としての役割と責任を果たすことを基本と

いたしまして、本県における電力事情や制度改

革の動向等を総合的に勘案しながら、適切に判

断してまいりたいというふうに考えておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○教育委員長（近藤好子君）〔登壇〕 お答え

いたします。

教育委員会制度についてであります。現在、

教育委員会制度につきまして、形骸化等の問題

が指摘されていることは承知しておりますが、

本県教育委員会について申しますと、法律、経

済、心理等、さまざまな職業の委員で構成され

ており、定例会等におきましても、それぞれの

見地から活発に意見が出され、十分な議論をし

ているものと考えております。また、教育委員

として研さんを積むため、各委員から提案され

たテーマに沿っての勉強会や、学校現場の視察

等に積極的に取り組んでいるところです。さら

に、知事、副知事や公安委員との意見交換を実

施するとともに、市町村教育委員会委員や教職
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員との意見交換を実施し、問題意識の共有化や

連携強化に努めているところであります。今後

とも、私ども教育委員が高い使命感を持ってそ

の責任を果たし、教育行政のさらなる推進に努

め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。

障がいのある子供の早期からの支援について

であります。子供の障がいによる学習上、生活

上の困難を軽減し、豊かな成長を支援するため

には、できるだけ早い段階での気づきと適切な

支援の開始が重要であると考えております。こ

のため、特別支援学校を地域における特別支援

教育推進のセンターとして位置づけ、特別支援

教育コーディネーターを中心に、就学前の子供

や保護者、幼稚園等からの教育相談に応じると

ともに、保健や福祉等の関係機関と連携しなが

ら、支援や助言等に努めているところでござい

ます。また、関係機関が情報を共有し、連携し

て支援を行うために、子供一人一人の成長や障

がいの状態、それまでの支援の内容等を継続し

て記録できる「相談支援ファイル」を開発し、

その活用に関する研究を行ってまいりました。

今後とも、特別支援学校の相談機能を高めてい

くとともに、連携をさらに進めるための手だて

である「相談支援ファイル」の全県的な普及を

図るなどの取り組みにより、障がいのある子供

への早期からの支援の充実に努めてまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○警察本部長（加藤達也君）〔登壇〕 お答え

いたします。

暴力団排除条例の推進状況等についてであり

ます。昨年８月の宮崎県暴力団排除条例の施行

に合わせ、県知事部局や教育委員会等では、暴

力団排除の必要性のある175の事務事業の要綱等

に暴力団排除条項が盛り込まれ、既に運用され

ているところであります。また、県内の全市町

村におきましても、本年３月までに暴力団排除

条例が施行されたことから、警察では、各市町

村担当者を対象に研修会等を開催し、県と同様

に事務事業の要綱等に暴力団排除条項を盛り込

んでいただくようお願いしているところであり

ます。その結果、県や各市町村等から、排除条

例等に基づく警察への暴力団員等該当性の照会

件数は本年８月末現在で５万6,949件に上ってお

り、昨年同期と比べますと３万4,592件の増加と

なっております。さらに、民間企業や各種団体

に対しても、契約書面や規約に暴力団排除条項

を盛り込むよう要請し、これまで、ゴルフ場や

ホテル・旅館業を初めとした各種の組合・団体

が暴力団排除宣言を実施したり、地域の夏祭り

から暴力団が排除されるなど、民間企業や地域

においても暴力団排除の機運が高まっていると

ころです。一方、警察におきましても、あらゆ

る法令を駆使して徹底した暴力団取り締まりを

進めているところであり、昨年10月には飲食店

経営者らが、長年、暴力団組員に用心棒料を支

払っていた事案について、暴排条例に基づき、

利益供与排除の勧告を行ったところでありま

す。今後とも、官民一体となった暴力団排除活

動を推進していきたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 まず先に、知事に御要望さ

せていただこうと思います。来年度の予算編成

の基本的な考えの答弁の最後で、県が抱えるさ

まざまな課題に適切に対応した優先度の高い事

業について積極的に取り組んでいく必要がある

と考えているというふうに答弁いただきまし
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た。本当に県政の大きな課題があると思ってお

りますけれども、先日も自民党会派中で要望等

をさせていただきました。積極的な財政出動を

することによって、まずは景気の回復をお願い

したいというふうに思っています。そのために

は、ことし掲げていただきました―防災対策

等の50億円という県単の特別枠の予算もつくっ

ていきました。ぜひ、このような積極体制をま

ずしていただくことを要望させていただこうと

思います。

改めて再質問に移ります。記紀編さん1300年

のことについてでありますが、多くの観光団体

が非常に期待しております。しかし、先ほど言

いましたとおり、この事業については、全国的

には知名度が低い状況であるというふうに思っ

ておりますので、ある程度、中期的な視野を

もっての予算措置や、民間の広告代理店等を活

用することが必要ではないかと考えております

ので、知事の見解をお伺いたします。またあわ

せて、この編さん事業を推進するに当たりまし

ては、県の関係団体であります観光コンベン

ション協会をどのように生かしていくのかを、

知事にお伺いしたいというふうに思います。

○知事（河野俊嗣君） 古事記編さん1300年、

ことしから取り組んでおるところでございます

が、この秋口のイベントに向けて徐々に盛り上

げていきたい、またさらには、日本書紀編さ

ん1300年に当たる平成32年までの９年間を見据

えて、御指摘のように中期的に、腰を据えて取

り組んでいくことが大変重要であろうというふ

うに思います。観光、教育・文化、地域づく

り、幅広い分野で計画的、継続的な取り組みを

進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

また、その取り組みを進める上では、例えば

平成21年度からは「恋旅」というものがスター

トしておりますが、これは神話というものを愛

とか恋という一つの別の切り口で事業として展

開しておるわけでございまして、こういったも

のを、例えば民間旅行会社、航空会社、ＪＲ各

社とタイアップした旅行商品の造成、またキャ

ンペーンというようなことで展開していく―

大変重要なことであろうというふうに思ってお

ります。民間企業とも連携をしながら、国内外

からの誘客を図ってまいりたい、そのように考

えております。

観光コンベンション協会でございます。これ

は、行政や民間事業者と連携を図りながら、民

間の観光事業者が主体となって設立した団体で

ありまして、専門性、ノウハウ、各種のネット

ワーク、機動力を生かすことができる組織であ

ります。これまで培われてきたそういう強みと

いうものを生かして、今後とも、この協会と一

体となって取り組んでまいりたい、そのように

考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、記紀編さん1300年を

機に、大いに観光振興に取り組んでいただきた

いと思います。また、その振興を図るために

は、まず現在の古事記なり日本書紀の1300年に

ついて、県内外の知名度調査をしっかり行うこ

とを要望しておきます。その知名度調査を行っ

て、戦略的にどのようなイベントを行ったら本

当に宮崎の活性化になるのかということであり

ますので、まず知名度調査を先に行っていただ

きたいと思っております。

次に、古事記の一節に、亡くなったオオゲツ

ヒメの体から、稲、小豆、麦、大豆、アワなど

が出現したと。その出現したことによって、古

代人の食生活を支える五穀が誕生したと言われ

ております。この五穀等は、健康にいい食材で
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あり、健康志向の方々に非常に注目されており

ます。本県は、古事記なり日本書紀に由来する

多くの史跡、伝説があふれた地であります。そ

のため、宮崎は古代食にふさわしい地とも言え

るのではないかと思っております。そこで、私

のほうから提言でありますけれども、記紀編さ

ん1300年の９年間の取り組みの中で、五穀等を

生かした宮崎ならではの古代食産業の構築に取

り組んではどうかと思いますが、知事の見解を

お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 大変興味深い提案とい

うふうに承ったところでございます。先ほど、

愛や恋を切り口にした「恋旅」という話を申し

上げましたが、本県が誇る農林水産業の強みを

生かすという観点からも、古代食に注目した展

開、またこの秋口には「古事記ゆかりのご当地

グルメまつり」を行うように、やはり食という

ものの集客力、これもあるわけでございます。

今、一部でそういう古代食を生かした取り組み

も進められておりますが、今後とも、どのよう

な展開が中長期的に考えられるか、一つの問題

意識として受けとめて考えてまいりたいという

ふうに考えています。

○丸山裕次郎議員 宮崎でなぜ記紀編さんが盛

り上がらないかというのは、一つの理由として

─島根県は既に「しまね博」とかやっており

ますけれども、ここは出雲大社というようなシ

ンボル的なものがあるのに対して、本県はいろ

いろな神話・伝説があるものの、シンボル的な

ものがないからだと考えております。しかし、

シンボル的なものの一つとして、西都原古墳群

の中心である男狭穂塚・女狭穂塚があります。

我が会派の松村議員が昨年11月議会で男狭穂塚

・女狭穂塚の環境整備について質問しておりま

すが、知事は松村議員の質問に対し、宮内庁に

対し環境整備の働きかけを行っていきたいと答

弁しております。どのような要望を行ったの

か、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） まず、今御指摘のよう

に、島根の取り組みが、出雲大社という圧倒的

な存在感を生かして、そのすぐそばで「しまね

博」を、ヤマタノオロチなど、そういったもの

を前面に押し出してやっているわけでございま

すが、本県は県内各地にいろんな要素があると

いうのが逆の意味で強みではないかというふう

な思いがいたしております。

その中の一つのポイントとなるのが、今御指

摘のありました西都原古墳群でございまして、

男狭穂塚・女狭穂塚については、８月に宮内庁

を訪問いたしまして、宮内庁長官及び陵墓を管

理する書陵部長に対し、これまで地中探査など

を行ってまいりましたが、その協力に対するお

礼を申し上げるとともに、樹木伐採など、さら

なる環境整備をお願いしてきたところでありま

す。基本的には、静安と尊厳の保持が最も重要

だということで、陵墓への立ち入りや調査、樹

木の伐採については非常に慎重な、難しいとい

う状況があったわけでございますが、今、書陵

部長さんが元の宮崎市の助役でございまして、

本県の状況、また現地の状況もよく御存じであ

りました。今後とも御協力をいただくというこ

とで、今年度、男狭穂塚・女狭穂塚の西側部分

の小径木の伐採や下草刈りなどの整備が実施さ

れるということになったわけでございまして、

県による周辺部の環境整備を進めるとともに、

引き続き、記紀編さん1300年記念事業というも

のとも絡めて、宮内庁のほうに樹木の伐採等に

ついての働きかけを行ってまいりたいと考えて

おります。

○丸山裕次郎議員 今、答弁がありましたとお
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り、宮内庁のほうにも宮崎市に来ていらっ

しゃった方がいらっしゃるのであれば、引き続

き粘り強く協議を進めていただきたいというふ

うに思っております。

また、西都原古墳群について、県議会の中に

観光振興議員連盟というのがあり、議長が会長

をしていただいているんですが、その役員会の

中で、西都原は世界遺産登録を目指すべきでは

という議論が上がっているようであります。国

内で世界遺産登録に向けて活動しているのは、

仁徳天皇陵があり、その地元である堺市等は平

成18年に有識者会議を設置し、さまざまな課題

の検討を行った結果、平成22年11月には世界遺

産暫定リストに追加されております。やり方次

第では西都原古墳群も可能ではないかと考えて

おります。そこで、知事がリーダーシップを

とって、西都原古墳群の世界遺産登録に向けた

取り組みをしてはいかがかと考えております

が、知事の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の世界遺産は、

これまで日本では法隆寺でありますとか、白川

郷、厳島神社、さまざまな著名なところが文化

遺産として指定されておるわけでございます

が、西都原古墳群の持つ歴史的な価値や魅力な

どが世界的にこういう形で認められるというこ

とになりますと、なお一層の保護が図られると

ともに、本県の経済や地域振興にも大きく寄与

するのではないかというふうに考えられるとこ

ろでございます。ただ一方で、世界遺産の登録

のためには、顕著な普遍的価値が求められるな

ど、数多くの厳しい審査基準を満たす必要があ

るということでございます。世界遺産の登録の

可能性というのも十分視野に入れながら、今後

とも、県としてこの古墳群の調査研究というも

のを進めてまいりたい、そのように考えており

ます。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、積極的に取り組んで

いただきたいと思います。知事がリーダーシッ

プをとって行っていただいて、もし仮に西都原

が世界遺産の暫定リストに載れば、宮崎に来れ

ば世界遺産に行けるよ、またエコパークもある

よ、ジオパークもあるよというようなことで、

非常に連動がうまくできるんじゃないかと思っ

ておりますので、ぜひ売り込みをしっかりやっ

ていただきたいと思います。

そして、古事記編さんを考えたときに―一

つのものをなし遂げるためには、よく言われる

とおり、若者、ばか者、よそ者という３つの者

が必要と言われています。私、いろいろ協議し

ていまして、いい人しかいないと。若者、ばか

者、よそ者、それぞれをうまく利用していただ

いて─特に我々議会はいろんな発言をしま

す。ばか者、そうなのかもしれません。そうい

う意見も聞いていただき、また県外からのいろ

んな意見も聞いていただいて、古事記編さんに

ついてはしっかりと取り組んでいただきたいこ

とをまず要望したいと思います。

次に、教育委員会制度について再質問を行い

ます。地方教育行政法が平成19年に一部改正さ

れ、スポーツ及び文化に関する事務を知事部局

が所管することができるようになり、実際にス

ポーツ及び文化行政を、知事部局が事務を所管

する県があります。本県においても、一体的メ

リットを最大限に生かすために、行政改革の観

点からも知事部局へ移管する検討はできないの

か、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 現在の取り組みであり

ますが、知事部局におきまして、スポーツイベ

ントやキャンプなどの誘致による地域経済の活

性化、また文化の面では、県立芸術劇場等を活
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用した文化の振興などを行っておるところであ

ります。教育委員会におきましては、学校現場

と密接に結びついた中で、スポーツの競技力向

上や指導者の養成、文化財の保護・継承などに

努めるということで、連携・協力をしながら、

スポーツ・文化の振興に取り組んでいるという

状況でございます。現時点でたちまちそれを移

管するというようなアイデアを、私が今持って

いるところではございませんが、御指摘のよう

に、一部の県でそういう事例もありますので、

そういったところもしっかり研究をしながら、

よりよきスポーツ振興、文化振興というものを

考えてまいりたい、そのように考えておりま

す。

○丸山裕次郎議員 今、知事のほうから答弁が

ありましたとおり、既に統合している県があり

ますので、先進地の実態調査を早急に行ってい

ただいて、メリット、デメリットをしっかり調

査してもらって、必要であれば統合も含めた検

討をお願いしたいというふうに思います。

次に、エコクリーンプラザみやざきについて

再質問を、環境森林部長にいたします。先ほど

部長のほうから答弁がありましたとおり、運営

費補助金９億7,000万円余、また環境整備の出捐

金が15億円余、合わせて28億6,000万円以上と

なっており、また問題になっております浸出水

調整池補強工事のほうにも運営費貸付金など12

億円以上支出しておりまして、合わせて40億円

以上出ている計算になります。また、つくった

当初の長期借り入れのほうも見てみますと、10

億円以上がまだ残っており、県の状況が本当に

心配だなというふうにも思っているところであ

ります。

また、壇上からも話をしましたが、浸出水調

整池の事案があり、環境整備公社が原告となっ

ている損害賠償請求の訴訟があっていると思い

ますけれども、その状況についてお伺いいたし

ます。

○環境森林部長（堀野 誠君） 環境整備公社

は、平成22年４月に、浸出水調整池及び塩化物

処理システムに係る設計・施工業者に対し、15

億8,000万円余の損害賠償を求める訴訟を提起

し、これまでに16回の審理手続が行われており

ます。なお、被告側は全面的に争う姿勢を示し

ており、公社の弁護団からは、争点が専門的か

つ多岐にわたるため、一審判決まででも今後お

おむね２年程度はかかるのではないかとの見解

が示されております。

○丸山裕次郎議員 かなりまだ時間を要するよ

うでありますけれども、注視していきたいと思

います。

また、先ほど言いましたとおり、まだ長期借

り入れも非常にあるということです。この操業

自体は平成17年から始まっているんですけれど

も、近年の諸問題、先ほど言いました浸出水問

題、また産業廃棄物を取り巻く環境が変化した

ということで、環境整備公社の産業廃棄物処理

事業の収支が非常に心配でありますけれども、

どうなっているのかお伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 産業廃棄物処

理事業の収支状況についてでありますが、開業

当初は、処理手数料などの事業収入が施設の運

転経費などの事業支出を上回り、事業収支は黒

字でありました。しかしながら、収入は20年度

以降年々減少し、加えて19年度から施設整備資

金として金融機関などからの借入金の本格的な

償還が始まったことから、それ以降、収入が支

出を下回り、22年度から運転資金が不足してお

ります。このため、県としましては、公社の安

定的な運営を支援するため、単年度の貸し付け
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として22年度に8,000万円、23年度に１億6,000

万円、24年度に２億8,000万円の運営費貸し付け

を行ったところであります。

○丸山裕次郎議員 県からの貸付金が雪だるま

方式のように8,000万円から１億6,000万円、ま

た２億8,000万円とふえてきており、非常に心配

であります。この状況は、民間事業者であれば

倒産寸前ではないのかなというふうに思ってお

りますけれども、産業廃棄物処理事業の収支改

善にはどのように取り組んでいくのか、改めて

お伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 公社におきま

しては、産業廃棄物処理事業の収支改善のため

のさまざまな取り組みを行っているところであ

ります。具体的には、新規顧客獲得に向けた企

業訪問や、電話・ダイレクトメールによる営業

活動の強化などを行いまして、現時点で本年度

の収入は昨年同時期を上回っております。ま

た、経費削減の面からも、施設のより効率的な

稼働や運転経費の見直しなどに積極的に取り組

んでおります。県としましては、公社の収支改

善のため、このような取り組みを公社と一体と

なって進めてまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 いろいろ改善をしたと言わ

れますが、赤字が続いていくのだろう、極めて

厳しい状況だろうと思います。先ほど言いまし

たとおり、民間事業者であれば倒産寸前の状況

でありますので、このように県が関与している

ことで、また多額の運営費補助、貸付金という

ことで、多額の県税、血税を投入することに私

は非常に疑問を感じております。産業廃棄物処

理事業からの撤退を含めた抜本的な改革が必要

ではないかと私は感じておりますので、早急な

検討もお願いしたいというふうに思っていま

す。15年の契約とかいろいろあって、すぐすぐ

には難しいというふうに思っておりますけれど

も、抜本的な改革をお願いしたいと思います。

今、環境整備公社の改革については話をしま

したけれども、このほか、全体の公社等の改革

につきましては、先ほど総務部長より答弁があ

りましたが、県からの財政支出削減目標の20億

円に対して15億円ですけれども、先ほど言いま

したとおり、実は社会福祉事業団に、この15億

円のうち８億円毎年貸し付けていたお金がある

と。それを差っ引くと７億円しか削減できてい

ないのではないかと思っておりまして、まだま

だ改革が必要だと思っています。また、法人数

も実質２つしか削減できておりません。厳しい

県財政が続く中で、新たな公社等改革の必要性

があるんじゃないかと考えておりますが、知事

にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 公社等の改革は、本県

は昭和60年に策定をしました行政改革大綱以来

取り組んできておりまして、平成16年の公社等

改革指針、さらには平成22年度に策定した現行

の新指針に基づいて取り組みを進めてまいった

ところで、一定の成果を上げてきたところでご

ざいますが、引き続き、公社等改革は、御指摘

のように、厳しい目で不断の点検に努めていく

必要があろうかというふうに考えております。

現行指針の推進期間が今年度までであります

が、今年度中に新たな指針を定めまして、これ

まで同様にしっかりと取り組んでまいりたい、

そのように考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、公社等改革もしっか

りと取り組んでいただきたいと思います。

次に、社会保障と税の一体改革についてお伺

いいたします。

社会保障と税の一体改革では、消費税を５％

から10％に引き上げ、年金、子ども・子育て、
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医療、介護などの充実をうたっております。消

費税増税分をどのような分野にどのように充当

するかによって、社会保障制度が大きく変わる

のだろうと考えております。そこで、社会保障

と税の一体改革に伴う消費税の引き上げなどに

よる本県財政への影響と、引き上げ後の税収等

について今後どのように活用しようとしている

のか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 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でありま

すが、地方消費税分が1.2％、消費税のうち地方

交付税の原資となる分が0.34％とされておりま

す。本県への影響につきましては、今後、国に

おいて検討される新たな消費税制度の内容や、

引き上げ分の交付税の算定方法などにより異

なってまいりますが、県の歳入については、一

定程度増加するのではないかと見込んでおると

ころでございます。引き上げ分の地方消費税及

び地方交付税につきましては、地方単独事業を

含む医療や介護、少子化に対処するための経費

に充てるという大きな方針は定まっておるとこ

ろでございますが、今後の社会保障制度の全体

像がまだ定まっていない現時点において、具体

的な使途を特定するというところまでは困難で

すが、いずれも地方における社会保障の安定財

源の確保を図るために活用していくこととなる

と考えております。

○丸山裕次郎議員 答弁がありましたとおり、

今回の消費税５％増税のうち地方への配分は、

地方消費税分が1.2％、消費税のうち地方交付税

の原資となる分が0.34％であります。なぜ交付

税措置という形にしたか聞いてみますと、偏在

性が小さいと言われる地方消費税分であって

も、経済力の強弱の格差が懸念されるというこ

とで、このような状況になっております。特

に、経済力の弱い本県のような地域を救済する

ための措置と言えると思っております。どのよ

うな事業が交付税の算定基礎になるのかが大き

なポイントになると思っております。そこで、

地方交付税原資が増加する分がどのように措置

されるかが重要となります。本県が必要とする

地方交付税の確保に向けてどう取り組むのか、

知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 地方消費税率が引き上

げられた後も、引き続き大きな財政力の格差と

いうものが、都市部と地方にはあるわけでござ

いまして、地方交付税の財源保障機能等の充実

強化を引き続き図っていくことは大変重要であ

ろうと。その際に、新たに地方交付税の算定基

礎に加えられます地方単独分の社会保障関係費

が適切に基準財政需要額に算入されるというこ

とが、最も重要になるというふうに考えており

ます。今後とも、全国知事会などとも連携を図

りながら、さまざまな機会を捉えまして、国に

対し働きかけを行い、本県の実態に即した交付

税措置が図られるような積極的な取り組みを

行ってまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、経済力が低い上に少

子高齢化が進んでいる本県の実情に合うような

交付税の算定になることを、本県と同じような

県と連携して国に強く働きかけていただくよう

お願いしておきます。なお、一括交付金のよう

に九州最下位にならないように強く活動してい

くことを要望しておきたいと思います。

次に、広域行政機構について知事にお伺いい

たします。

九州北部豪雨の影響を受けた後、九州各県の

議員と会う機会があり、被害を受ける前は、国

の出先機関の受け皿として九州広域行政機構に
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賛成だったと。しかし、今回の事案を受けまし

て、やっぱり国の出先機関の人的、また技術的

重要性を痛感したという話を聞くことができま

した。また、私は、宮崎県議会を代表して広域

行政懇話会に参加した際、宮崎県議会以外は広

域行政機構に結構参加かな、傾いているのかな

と感じておりましたけれども、他の県でも、知

事会が余りにも先行し過ぎて市町村は困惑して

いるので、きめ細やかな説明が必要だという意

見がありました。広域行政機構に関する関連法

案はいっときは多分出ません。しかしながら、

この時期だからこそ、市町村と知事が直接会っ

て、知事が何を考えているのか、どう考えてい

るのかを伝えるべきだと考えておりますが、知

事の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 私としましては、県内

において、今回の出先機関改革に対する懸念の

声が強いということを真摯に受けとめまして、

これまでも県・市町村連携推進会議を初め、さ

まざまな機会を捉えて、市町村長などに対しま

して、改革の趣旨や制度化の動向の説明、また

意見交換に努めてきたところでございます。政

府が目指しておりました通常国会への法案提出

が見送られ、その行方や制度の全体像は不透明

な状況にあるところでございます。今後とも、

議論の動向を注視するとともに、改革を進める

に当たっては、県議会や市町村などの理解を得

ることが何よりも重要であるというふうに考え

ておりますので、議論の進捗に応じまして、十

分な情報提供や意向の把握に努めながら─大

事なことは、宮崎県として宮崎県の思いなり宮

崎県の考え方を届ける、それを制度の中に具体

化してもらうということでございまして─県

知事としての主張、判断をしてまいりたいと考

えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、よろしくお願いいた

します。

次に、歯科保健推進について福祉保健部長に

再質問させていただきます。答弁がありました

とおり、今議会に、条例制定を受けまして、宮

崎県歯科保健推進計画（案）を議案として上程

していただきました。そこで、この計画のねら

いと、今後、具体的にどのように取り組むの

か、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） この推進計画

（案）でございますけれども、県民の生涯にわ

たる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合

的かつ計画的に推進するため、ライフステージ

などの特徴や課題に対応した対策を実施するこ

となどを基本方針といたしております。具体的

には、乳幼児期、学齢期においては、虫歯予防

のためのフッ化物応用の推進、成人期では定期

的な歯科健診受診の推進、高齢期では施設や在

宅などにおける口腔ケアの推進、障がい児・者

においては、診療に困難性が伴いますことか

ら、協力歯科医の養成などに力を入れていきた

いというふうに考えております。県といたしま

しては、今後とも、関係機関と連携しながら、

歯科保健対策に的確に取り組んでまいりたいと

考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、推進をよろしくお願

いいたします。

次に、障がい者対策について、改めて福祉保

健部長にお伺いいたします。近年の社会情勢の

変化に対応するため、障がい者に対する法律並

びに各種制度が変わろうとしております。まず

は来月10月に、家庭や施設などで障がい者への

虐待行為を発見した人に市町村への通報を義務

づける障害者虐待防止法の施行が迫っておりま

すけれども、同法の施行に向けた取り組みにつ
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いてお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在、県で

は、いわゆる障害者虐待防止法の施行に向けま

して、市町村や関係機関等と連携しながら、体

制整備や関係職員の研修等に取り組んでいると

ころでございます。去る９月３日には、福祉・

医療分野を初め、教育、労働、人権擁護など幅

広い関係機関で構成されます「宮崎県障がい者

虐待防止・権利擁護連絡会議」を開催いたしま

して、相互の連携強化に向けての意見交換を行

いました。また、８月末に、市町村や相談支援

事業所の相談窓口職員、及び障害福祉サービス

事業所の従事者や管理者に対しまして、障がい

者虐待に係る理解を深めるための共通研修を実

施いたしましたほか、引き続き、それぞれの役

割や責務に応じた実践的な演習形式の研修を実

施することといたしております。今後、制度の

周知や広報に努めますとともに、法施行後は県

障害福祉課に障害者権利擁護センターを置き、

各市町村に設置されます障害者虐待防止センタ

ーと連携を図りながら、障がい者虐待の未然防

止や早期発見、虐待を受けた障がい者への支援

に取り組んでまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、この制度が速やかに

問題ないように施行されるようにお願いしたい

と思います。

次に、障害者自立支援法が障害者総合支援法

に来年４月に改正されますが、一部の障がい者

団体からは、看板をかけかえただけという批判

があります。今回、障害者総合支援法に改正さ

れますけれども、今回の改正ポイントと今後の

対応について、改めて福祉保健部長にお伺いい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 障害者自立支

援法にかわり制定されました、いわゆる障害者

総合支援法でございますが、この法律による新

たな障害保健福祉施策の主なポイントが３点ご

ざいます。１つ目に、制度の谷間を埋めるべ

く、障がい者の範囲に難病等を加えること、２

つ目に、障がいの特性に応じて必要なサービス

が適切に提供されるよう、障がいの程度ではな

く支援の必要度を示すものとして、「障害程度

区分」の名称を「障害支援区分」に改めるこ

と、３つ目に、重度訪問介護の対象者の拡大

や、ケアホームのグループホームへの一元化な

どによりまして、地域で生活する障がい者に対

する支援が拡充されることでございます。

なお、それぞれの具体的内容は、今後、政省

令で定められることとされておりますので、国

の動向を十分注視しながら、市町村や事業者な

ど関係機関と連携いたしまして、新制度に円滑

に移行できるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。

○丸山裕次郎議員 今答弁がありましたとお

り、障がい者の範囲に難病患者等も加えるとい

うことであります。具体的に難病患者にとって

どのように変わるのか、お伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現行の障害者

自立支援法に規定しております障がい者の範囲

は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい

者に限られておりましたけれども、障害者総合

支援法では、これに加えて、政令で定める難病

等により障がいがある者を追加することとされ

ております。これにより、疾病によって一定の

障がいがありながらも、症状が変動しやすいこ

とから身体障害者手帳が取得できずに、これま

で支援の対象外となり、制度の谷間にあると言

われていた難病患者の皆さんなどに対しまして

も、障がい福祉サービスを提供できることとな

ります。現在、国において新たに対象となる者
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の範囲等について検討がなされているところで

ございますが、今回の法改正は難病患者等の福

祉の充実に向けた大きな一歩であると、評価を

しているところでございます。

○丸山裕次郎議員 国の省令、政令ができてい

くことがなかなかまだ見えてこないということ

でありますけれども、移行に関しては適切にお

願いしたいというふうに思います。

障がい者対策の最後の質問として、障がい幼

児保育事業費補助制度についてお伺いいたしま

す。近年、幼稚園では、重度の子供だけでなく

軽度発達障がい児の受け入れも増加傾向にあ

り、その対応に大変苦慮しております。障がい

を持つ子供たちに十分な配慮を行うことは、ラ

イフステージに応じた支援に大きな意味を持つ

と考えております。私立幼稚園へ給付している

障がい幼児保育事業費補助金の補助単価につい

ては、国の基準の最低額で、九州各県の中でも

低い額であると伺っておりますけれども、改善

を図るべきだと考えますが、福祉保健部長の見

解をお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 幼稚園におけ

る障がい幼児の受け入れに対する支援につきま

しては、近年、対象幼児数が増加傾向にある中

で、的確な予算の確保に努めてきたところでご

ざいます。御指摘のありました国庫補助事業の

補助単価につきましては、福岡県、鹿児島県、

沖縄県などと同様に国の基準の下限額となって

いることから、私立幼稚園関係者との意見交換

の場などでも、いろんな要望をいただいている

ところであります。県といたしましては、障が

い幼児対策は大変重要な施策であると考えてお

りますので、厳しい財政状況の中、引き続き、

当該事業の予算の確保に努めるとともに、先般

成立をいたしました子ども・子育て関連３法を

踏まえた、幼稚園などへの給付制度の見直しに

おいて、障がいのある子供たちが円滑に就園で

きるような支援制度の充実について、国へ要望

してまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 今の補助金制度についてで

ありますけれども、調べてみましたら、宮崎県

が１人当たり39万2,000円に対して、佐賀県が78

万4,000円と倍でありますので、なぜ佐賀県はす

ごいのかといつも感じるところであります。そ

ういうことを踏まえて、いろんな調査なり、ま

た国のほうにも、同じ子供たちが健やかに育つ

ような形の制度をしっかりとつくっていただく

ことを強く要望していただくことを、お願いし

たいというふうに思います。

次に、企業立地について再質問を、商工観光

労働部長にいたします。前回の県の総合長期計

画における企業立地による最終雇用予定者数

は、101社4,949名になっていますが、実際の雇

用者数はどうなっているのか、お伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 前回の総

合計画期間でございます平成19年度から22年度

の立地件数は、お話にございましたとおり、101

件で、立地に伴う最終の雇用予定者数は4,949名

となっており、これに対して、昨年末時点で既

に3,825人が雇用されております。多くの場合、

企業は数年をかけて段階的に雇用を拡大されま

すので、県といたしましては、引き続き、早期

に雇用を拡大していただけるよう働きかけてま

いりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 今、答弁のありましたとお

り、4,949人に対し、既に3,825人雇用されてい

るところであります。引き続き雇用の拡大につ

なげていただきたいということで、絶対達成し

てほしいと思っております。フォローアップ活
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動が重要と思いますけれども、どのような活動

を行っているのか、お伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 立地企業

へのフォローアップにつきましては、４名の専

任職員を配置するとともに、市町村や県外事務

所、総務商工センター等と連携をいたしまし

て、立地企業の県内事業所はもとより、県外の

本社や親会社などを訪問しているところであり

ます。昨年度で申し上げますと、302の事業所を

訪問いたしまして、人材確保や取引拡大等の各

種の要望、相談に対して、関係機関と連携して

対応したところであります。今後とも、立地企

業のフォローアップに取り組み、雇用の確保・

拡大はもとより、立地企業の地元定着と事業の

拡大につなげてまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、予定者数よりも多く

なるような形で、フォローアップをしっかりし

ていただきたいというふうに思います。

知事のほうに、企業誘致に関して最後の質問

をさせていただこうと思います。今回のアク

ションプランでは、100件、5,000人の雇用創出

をする目標ということでありますけれども、達

成するための意気込みを含めて、企業立地に対

する知事の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 長引く景気の低迷とか

円高の影響とか、企業立地をめぐる環境は大変

厳しゅうございますが、地域経済の振興、雇用

の確保に大変効果が大きい企業立地を、今御指

摘がありましたような高い目標を掲げて頑張っ

ていこうと、全庁一体となって企業立地推進本

部を立ち上げて進めておるところでございま

す。特に今後は、成長が期待される新エネルギ

ー関連産業や、東九州メディカルバレー構想に

基づく医療機器関連産業、また本県の特性を生

かした食品関連産業、多くの雇用が期待できる

コールセンターなどの情報サービス産業、これ

らを重点産業として位置づけて、９月からは企

業立地促進補助金を拡充するなど、戦略的な展

開をしているところでございます。先日も、あ

るコールセンターを運営している社長さんか

ら、宮崎の県民性というものがコールセンター

に非常に向いているという高い評価をいただい

たところであります。これは一つの例ではござ

いますが、本県にはさまざまな自然環境も含め

た強みがありますので、それを積極的にアピー

ルしながら、私みずから企業を訪問するととも

に、市町村とも連携をしながら、目標達成に向

けて全力で頑張ってまいりたいと考えておりま

す。

○丸山裕次郎議員 企業立地は非常に大きな効

果があると思っておりますので、ぜひ全力を挙

げて頑張っていただきたいと思います。

次に、林業行政について環境森林部長に再質

問をいたします。過去最低だった原木価格

は、6,900円から現在は約8,000円程度まで回復

したということでありますけれども、昨年比で

はまだ1,000円程度安い状況であります。いずれ

にせよ、需要拡大が今後も重要だと考えており

ます。そこで、県内の需要拡大に資する「公共

建築物等における木材の利用の促進に関する法

律」に基づく市町村方針の策定状況と、市町村

への支援についてまずお伺いいたします。また

あわせて、製材品の７割が県外出荷されますの

で、県外の住宅メーカーへの売り込みや共同出

荷を進める県外対策が必要だと考えております

が、見解をお伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 市町村方針に

つきましては、現在、22市町村が策定を終え、

残りの４市町も本年度中に策定の見込みであり

ます。県といたしましては、引き続き、市町村
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に対して、木造公共施設整備への支援や、木材

利用事例の情報提供を行うこととしておりま

す。また、木材利用技術センターでは、三股町

弓道場などへの構造設計等の技術支援を行って

いるところであります。このような取り組みを

通しまして、公共建築物の木造化、木質化をよ

り一層進め、県民に広く木のよさを理解してい

ただき、県産材の需要拡大を図ってまいりたい

と考えております。

次に、県外対策につきましては、「チームみ

やざきスギ」が中心となり、官民一体となって

県外の住宅メーカー等への売り込みを行うとと

もに、営業や設計担当者等を本県に招待し、県

産材の品質と供給力を実感していただいており

ます。これらの取り組みによりまして、住宅メ

ーカーの中には、外材から県産材に仕様変更し

た事例も出てきております。さらに、輸送コス

トの低減等を図るため、製材工場等によるモデ

ル的な共同出荷の取り組みを支援しているとこ

ろであります。県としましては、今後とも、県

外における県産材の需要拡大に努めてまいりた

いと考えております。

○丸山裕次郎議員 答弁の中にもありましたけ

れども、いろいろ聞いてみると、住宅メーカー

といいますのは関西圏の住宅メーカーというこ

とで、県産材に仕様を変えていただいた非常に

ありがたい企業だと思っておりますので、しっ

かりとフォローアップしてもらって、関西等の

大消費地でのさらなる需要拡大を強く要望して

おきます。

また、県の長期計画を見てみますと、杉粗生

産量は現在約140万立方メートルでありますけれ

ども、平成32年にはこれを190万立方メートルに

する計画となっております。膨大な生産量にな

ることが見込まれておりまして、需要が増加し

なければ、相対的にまた原木価格が下落するの

ではないかと非常に心配しております。そこ

で、今後、生産される素材をどう活用するの

か、お伺いします。

またあわせて、今般、再生可能エネルギー法

施行で非常に注目を浴びております木質バイオ

マスにも積極的に取り組むべきではないかと考

えておりますが、見解をお伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 平成23年度か

らスタートした県の第７次森林・林業長期計画

では、平成32年の素材生産量の目標を190万立方

メートルとしております。その用途としまして

は、製材用材が150万立方メートル、パルプ・

チップ用材、木質バイオマスがそれぞれ15万立

方メートル、合板用材が10万立方メートルであ

ります。この目標を達成するためには、木材加

工流通体制の整備や木材の需要拡大などに、よ

り一層取り組む必要があると考えております。

このうち木質バイオマスにつきましては、本年

７月に固定価格買い取り制度がスタートしたこ

とから、林地残材等の利活用が大いに期待され

るところであります。このため、「森林整備加

速化・林業再生事業」等を活用し、バイオマス

施設の整備を支援するとともに、林地残材の効

率的な収集などに取り組み、木質バイオマスの

なお一層の利用拡大に努めることとしておりま

す。

○丸山裕次郎議員 平成32年目標では190万立方

メートルでありますので、生産した原木が下落

しないように、需要拡大をぜひ推進していただ

くようお願いしたいと思います。

次に、福島原発事故以来、従来のシイタケ原

木の供給基地であった福島県等では放射能汚染

の関係で原木が供給できない状況になってい

て、全国で原木が足りないという状況を聞いて
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おります。宮崎県は豊富な原木を有しておりま

すので、原木を供給することで林業振興も図れ

るんじゃないかと考えておりますけれども、見

解をお伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 国の調査によ

りますと、原発事故の影響により平成24年５月

末現在で、全国でコナラ約254万本、クヌギ約40

万本が不足しております。その一方で、供給可

能量は、本県のクヌギ・コナラ原木約１万8,000

本を含め、全国で約21万本にとどまっておりま

す。このため現在、国は、各都道府県に対しま

して供給可能量の掘り起こしを要請するととも

に、全国に、本県の１名を含む14名のコーディ

ネーターを配置し、原木の伐採適期である11月

ごろを目途に、規格や品質などの需要側ニーズ

との調整を進め、需要供給のマッチングを図ろ

うとしております。県といたしましては、伐採

等にかかる労働力の確保等の課題があります

が、関係団体等と連携しながら、供給可能量の

掘り起こしや原木供給に取り組んでまいりたい

と考えております。

○丸山裕次郎議員 この事業への取り組みは、

コーディネーターがどういう働きをしていくの

かが重要だと思っていますので、しっかりとし

たコーディネートをしていただくようにお願い

したいと思います。

次に、畜産行政について農政水産部長に再質

問を行います。10月に行われる全国和牛能力共

進会では、本県を代表する牛が連覇することを

改めて期待しております。２連覇に向けてすば

らしい代表牛ができたのも、これまでの優良雌

牛保留対策の大きな成果のたまものではないか

と考えております。しかし、「優秀繁殖雌牛地

域内確保対策事業」が今年度で終了するという

ことですが、ぜひ継続してほしいという畜産農

家の強い要望があります。そこで、引き続き、

優秀な雌牛の県内保留対策が重要だと思われま

すが、今後の考え方についてお伺いいたしま

す。またあわせて、ことし１月から５月までの

競りによる雌牛保留対策の実績をお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 優秀な雌牛を

県内に保留することは、肉用牛の改良を進める

上でも、また子牛市場の価値を高める上でも非

常に重要であると認識しております。本年１月

から３月までは、子牛市場への出荷頭数の平準

化対策の一環として、優秀な繁殖雌牛の地域内

確保対策に関係する事業の要件を緩和するな

ど、集中的に雌牛の保留を図ったこともあり、

１月から５月末までで、県内に約1,500頭の雌牛

が保留されたところでございます。今後とも、

市町村や関係団体等と連携を図りながら、優秀

な雌牛の県内保留に努めてまいりたいと考えて

おります。

○丸山裕次郎議員 何かまだ物足りないものを

感じております。先ほど言いましたとおり、優

良な雌牛を残すことが本県の和牛の振興にとっ

て大きな根幹だと思っておりますので、優良な

雌牛保留対策については、再構築をぜひ強く要

望しておきたいと思います。

次に、牛肉の消費拡大について農政水産部長

にお伺いいたします。牛肉の消費量として１年

間に１人当たりが消費する量を調べたところ、

ＢＳＥが発生する前は約7.5キロあったようであ

りますけれども、ＢＳＥが発生した後に急落

し、さらにリーマンショックの景気低迷等によ

りまして5.5キロまで減少しております。多少は

持ち直しているのでありますけれども、厳しい

状況だと思います。このことが枝肉価格の低迷

が続いている要因だろうと思います。畜産県と
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して広い意味での地産地消、消費拡大策が必要

だと考えております。そこで、今後の消費拡大

策に向けての対策をお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 牛肉の消費に

つきましては、長引く景気低迷、また福島第一

原子力発電所の事故、食中毒に起因する生食レ

バーの販売禁止などによりまして、全国的に低

迷が続いております。県といたしましても、こ

のような厳しい状況の中で少しでも県産牛肉の

消費拡大を図ることが重要と考えており、口蹄

疫復興財団が農業団体の協力を得て発行するプ

レミアム牛肉商品券の取り組みを推進すること

としております。現在、本県畜産を取り巻く厳

しい環境に対応するため、新たな展開に向けた

畜産新生の検討を進めているところであります

が、その中でも販売力の強化は大きな柱の一つ

として検討しているところであり、今後も、関

係団体とも連携して、効果的な消費拡大対策や

新たな販路の開拓を推進してまいりたいと考え

ております。

○丸山裕次郎議員 ちなみに、平成21年から23

年の都道府県県庁所在地別の１世帯当たりの牛

肉消費量を調べたところ、宮崎市は全国で24位

でした。もう少し上に上がってほしいなと。和

牛日本一の称号にふさわしい牛肉の消費県にな

るように、消費拡大策について期待をしておき

たいと思います。

次に、口蹄疫埋却地についてお伺いいたしま

す。口蹄疫の蔓延防止のため、約30万頭の家畜

を埋却するために約97.5ヘクタールの農地等が

使用されました。発生当時は埋却地の確保が大

きな問題でありましたけれども、口蹄疫が終息

し、来年で３年を迎えることになります。家畜

が埋められた土地の再生ができて、本当の意味

の口蹄疫からの復興だと考えております。そこ

で、口蹄疫埋却地の再生について、県としてど

のように対応するのか、お伺いいたします。ま

たあわせて、県農業振興公社保有の埋却地につ

いてどのように売り渡しを進めていくのか、農

政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 平成22年の口

蹄疫においては、多くの優良農地を埋却地とし

て利用したところであり、その再生活用は、真

の意味での再生・復興や地域農業基盤の維持強

化を図る上で、また今後の防疫体制強化のため

にも大変重要な課題であります。これまで県と

しては、本年４月に庁内に連絡会議を、６月に

は西都・児湯地域において地域会議を設置し、

再生方法や推進スケジュール等について検討を

行うとともに、国に対して埋却地の再生整備に

係る予算の確保を強く要請してきたところであ

り、農林水産省による平成25年度予算の概算要

求において、埋却地の再生整備に対する支援が

盛り込まれたところであります。今後も、必要

な予算が確実に措置されるよう、引き続き国に

強く要望してまいりますとともに、各市町や関

係団体の協力を得ながら、埋却地の現状や農家

の意向等を十分踏まえまして、平成25年度から

の円滑な再生整備が図られるよう努めてまいり

ます。

次に、県農業振興公社保有の埋却地について

でございますが、公社が保有する埋却地につき

ましては、口蹄疫発生の折、迅速に防疫作業を

進めるため、国の農地保有合理化事業を活用し

て、８つの市町で52カ所、38.9ヘクタールにつ

いて約２億5,000万円で買い取ったものでありま

す。これらの埋却地の売却に向けては、年内に

は、県、市町村、公社等の関係機関・団体で構

成する売り渡し協議会を設置し、担い手情報の

共有化やあっせん活動などを開始したいと考え
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ております。また、県としても本年度から、埋

却地とその周辺農地を集積する農地の出し手・

受け手に対して、10アール当たり２万5,000円を

支援することとしており、国の規模拡大加算な

どとあわせて積極的に活用し、早期の売り渡し

に努めてまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 口蹄疫からの復興は、先ほ

ど言いましたとおり、この農地が全て戻ったと

きが本当の復興だと思っております。なお、気

になりますのは、やはり公社が保有している土

地であります。10年間は無利子ということであ

りますが、これが10年過ぎると─もう約２年

ちょっと過ぎましたので、７年前後には有利子

になっていくことになると、公社等の経営を圧

迫すると思いますので、公社等の土地に関して

も売り渡しが進むように努力をお願いしたいと

思います。

次に、葉たばこ振興についてお伺いいたしま

す。

かつて日本一を誇っていた本県の葉たばこ生

産は、近年の天候不良等で生産が激減し続けて

おり、昨年の廃作奨励制度により土地利用型の

葉たばこ耕作はことしからは約半分になり、窮

地に陥っております。そこで、県はどのように

葉たばこ振興を行っていくのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 葉たばこにつ

きましては、重要な土地利用型品目として位置

づけているところでございます。しかしなが

ら、近年、気象の影響や病害の発生等により、

収量、品質の低下が見られ、耕作者の生産意欲

の減退が懸念されるところであります。このた

め県では、耕作組合が実施する土づくりのため

の展示圃の設置や、土壌消毒機の導入、耕作者

技術研修会の開催等について支援するととも

に、日本たばこ産業株式会社に対し、各種助成

事業による継続的な支援や、重要病害に対する

抵抗性品種の早期育成等を要望するなど、包括

的な対策を講じているところでございます。今

後とも、関係機関・団体と連携を図りながら、

耕作者が希望を持てるよう、農家経営の安定と

一層の生産振興に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○丸山裕次郎議員 土地利用型の農業でありま

すので、ぜひ支援をお願いしたいと思います。

また、たばこ耕作を含めてなんですけれど

も、その前に、国においては本年、「がん対策

推進基本計画」の策定、及び「国民の健康の増

進の総合的な推進を図るための基本的な方針」

の改正が行われております。たばこ耕作組合、

飲食業生活衛生同業組合等から、県がん対策推

進計画等の改定に当たっては、喫煙者率の削減

や飲食店等における受動喫煙の機会減少の数値

目標を設定しないこと、公的施設や民間施設

（職場、飲食店等）での受動喫煙防止対策を検

討する際には、特に中小零細企業の事業者に配

慮し、一律かつ過度な規制をしないことの要望

があっておりますけれども、本要望に対する知

事の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） がん対策推進計画は、

国の計画などを基本としつつ、県の条例の趣旨

を踏まえて改定するということでございます

が、具体的な作業に当たりましては、有識者で

構成される協議会から意見を聴取するととも

に、パブリックコメントも実施して、県民の皆

様からの御意見も踏まえて行いたいと考えてお

ります。喫煙率、また飲食店等における受動喫

煙割合の数値目標につきましては、そういう幅

広い御意見などを参考にしながら検討したいと

いうことで考えておりますが、受動喫煙防止対
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策につきましては、中小零細な規模の事業者の

実情というものも考慮いたしまして、一律的な

規制を行うというようなところまでは考えてい

ないところでございます。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、バランスを考えてお

願いしたいというふうに思います。

次に、土木行政、特に入札制度改革について

県土整備部長にお伺いいたします。

これまでの行財政改革による公共工事の縮

減、さらには急速な入札制度の変更で、建設業

を取り巻く状況は大変厳しくなっております。

業者数のみならず、従業員数、重機類が大きく

減少していることが推測され、いざ災害が発生

したときに本当に対応できるか心配でありま

す。災害が起きた場合、災害対応空白地帯をつ

くらないためにも、県としての建設業者健全育

成及び建設関連団体の健全育成が必要だと思い

ますけれども、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） 県内建設業者

の経営環境が大変厳しい状況にある中で、地域

の建設業者には、台風や豪雨などといった災害

時における緊急対応など、重要な役割があると

認識しております。このため、本県独自の地域

企業育成型を創設するなど、地元の建設業者が

受注しやすい環境づくりに努めているところで

あります。また、県と災害対応に係る協定を締

結している団体がございますが、こうした団体

に所属する業者を総合評価落札方式において評

価するなど、建設関連団体の育成にも取り組ん

でいるところであります。県といたしまして

は、今後とも、地域に貢献する建設業者が伸び

ていける環境づくりに取り組んでまいりたいと

考えております。

○丸山裕次郎議員 災害復旧など急を要する工

事や、特に地域性を要する工事については、災

害等が発生した場合に地域に精通した地元業者

を確保するとともに、地元企業がいない災害対

応空白地帯を発生させないためにも、また若手

技術者等の新規技術者の育成が難しくなってき

ており、今後の技術者育成のためにも、指名競

争入札の復活が業界の強い要望であります。試

行を含めて、知事の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 建設業の役割は、今、

部長の答弁にもあったとおりでございまして、

健全に発展することは大変重要であるというふ

うに考えております。こうした重要な役割とい

うものをしっかり考慮した上で、入札制度につ

きましては、これまで、公正、透明で競争性の

高い制度ということを目指しながら改革を進め

てきたところでございまして、その経緯を踏ま

えつつ、基本的には一般競争入札の枠組みの中

で、今後とも幅広く意見を伺いながら、必要な

見直しに努めてまいりたい、そのように考えて

おります。

○丸山裕次郎議員 県としては、できる限り、

一般競争入札であっても地域要件をいろいろ入

れることによって、より指名に近い形の入札に

改善したことは理解しておりますけれども、先

ほどから述べておりますとおり、今の入札制度

では若手技術者が育ちにくい状況であります。

今の技術者を見ますと、高齢化がかなり進んで

います。ひょっとしたら５年もしないうちに実

績のある技術者がいなくなる可能性があると

思っております。また、災害が発生したとき

に、建設業のみならず、団体の協力体制が脆弱

になりつつありますので、非常に心配しており

ます。例えば、農政水産部では農業の健全育成

を主眼に置いておりますけれども、県土整備部

においても建設業の健全育成を主眼に置いた入
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札制度が図られるように、強く要望したいと思

います。

建設関連の中でも測量について再度質問させ

ていただこうと思います。測量は、安全な県土

をつくり守っていく上での基礎であります。し

かし、入札制度改革による落札額の低下のみの

過当競争により品質低下が懸念されます。品質

を確保する観点からも、最低制限価格を一般工

事と同様に90％にすべきではないかと考えてお

りますけれども、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） 最低制限価格

につきましては、建設産業を取り巻く経営環境

が厳しい状況にあることや、公共工事の品質を

確保する観点から、これまで段階的な引き上げ

を行ってきておりまして、現在は経済・雇用対

策として時限的に、建設工事は予定価格のおお

むね90％、測量設計業務等の建設関連業務はお

おむね80～85％としております。この最低制限

価格の水準の差につきましては、建設工事の場

合、直接的な経費として、人件費のほか、建設

資材費や機械経費が含まれておりまして、その

占める割合が大きいことによるものでございま

す。

○丸山裕次郎議員 建設業が苦しい状況に陥っ

ているのは、基本的には事業量が減っているた

めだというふうに思っておりまして、事業量を

確保できれば改善できるというふうに思ってお

ります。今年度の補助事業についても、県の予

算と国の内示差が生じております。昨年の例を

見ますと、43億円、差がありまして、国庫が23

億円、県費が20億円、２月定例県議会で減額の

補正予算でありました。このままでは今年度も

２月議会で大幅な減額補正になってしまって、

県内の建設業に大きな悪影響を及ぼすと思って

おります。そこで、県の景気・経済状況を踏ま

え、補助公共の予算を県単事業に振りかえるべ

きだと考えておりますけれども、知事に見解を

お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 貴重な公共事業予算の

確保は、今御指摘のありましたようなインフラ

整備、また県内経済への影響ということを考え

ると大変重要であります。本県では、県単事業

というものを２年連続で厳しい財政状況の中で

何とか伸ばしていく、プラスにする最大限の努

力をしたところですが、国の公共事業予算は、

一般会計ベースで8.1％の減と、大変厳しい状況

にございます。補助公共事業の内示差につきま

しては、その縮小に向けて、引き続き、国に対

し必要な働きかけを行うとともに、今後、国の

補正予算の動きなどいろいろな動向があります

ので、それを見きわめながら適切に対処してま

いりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 適切な予算が執行できるよ

うにお願いしたいというふうに思っておりま

す。

次に、特別支援教育について再質問を行いま

す。先ほど、関係機関との連携を図るために、

「相談支援ファイル」の全県的な普及を図りな

がら、障がいのある子供たちの早期からの支援

には関係機関とのさらなる連携が必要であると

の、教育長の見解を伺ったところでありますけ

れども、福祉保健部長はどのように考えている

のかお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 障がいのある

子供が可能性を伸ばし、その持てる力を十分に

発揮できるようにするためには、心身の発達が

著しい乳幼児期から一日も早く専門的指導を行

うなど、適切な支援を行うことが重要であると

認識しております。このため県では、児童相談
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所を初め、県内13カ所に設置しました「そうだ

んサポートセンター」などの支援機関におい

て、医療や保健、福祉、教育等のさまざまな相

談に対応いたしますとともに、専門機関への的

確なつなぎなど、それぞれの子供の特性に応じ

た適切な支援に努めているところであります。

学齢期における支援に向けた特別支援学校との

連携を初め、関係機関や市町村との連携は、適

切な支援を行う上で極めて重要なものと考えて

おりますので、今後、さらに連携を深めなが

ら、早期からの支援の充実に努めてまいりたい

と考えております。

○丸山裕次郎議員 次に、特別支援学校高等部

の生徒が卒業した後の進路も重要だと思ってお

ります。移行が速やかにいくためには、労働、

福祉等の関係機関と連携した取り組みのさらな

る充実を図ることが必要だと考えております

が、教育長の見解をお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 特別支援学校高等部

生徒の進路につきましては、本人の適性や能力

を可能な限り生かして適切な進路選択ができる

よう、企業や福祉・労働等の関係機関と連携し

ながら、支援を行うことが大変重要であると考

えております。このため、特別支援学校５校に

６名の相談員を配置し、障害者就業・生活支援

センターや企業や福祉施設等との連携を強化し

ながら、進路相談や職場開拓など在学中の支

援、進路先の訪問などの卒業後の支援の充実に

努めているところであります。このような取り

組みにより、高等部卒業生の就労につきまして

は、平成23年度の就職率が過去最高の21.2％と

なったところであります。今後とも、関係機関

とのさらなる連携により、在学中から卒業後ま

で継続した支援の一層の充実を図り、生徒がよ

り豊かな人生を歩むことができるよう努めてま

いりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、適切な支援をお願い

したいと思います。

最後の項目として、小水力発電についてお伺

いいたします。

本県は全国より降水量が多く、高低差がある

という地域特性を生かして、これまで企業局、

九州電力が水力発電を行ってまいりました。今

般、固定価格買い取り制度での買い取り価格

が25円２銭から35円７銭になったことで売電価

格が上がったので、可能性が高くなったと感じ

ております。そこで、固定価格買い取り制度ス

タートを機に小水力発電に積極的に取り組むべ

きと考えておりますが、企業局長の考えをお伺

いいたします。

○企業局長（濵砂公一君） 企業局におきまし

ては、本県の恵まれた水資源を活用するために

小水力発電に積極的に取り組んでおりまして、

現在は、綾北ダムの河川維持放流水を活用した

発電、あるいは治水ダムでは初めてとなります

日南ダムにおける発電の導入に向けて、必要な

調査や関係機関との協議を進めております。ま

た、市町村等が計画する農業用水を利用した小

水力発電につきましても、関係部局と連携し、

技術面での支援を行っているところでございま

す。今後とも、このような取り組みを通じまし

て、県内の小水力発電を積極的に推進してまい

りたいというふうに考えております。

○丸山裕次郎議員 我が会派の文教警察企業部

会では鹿児島県に行きまして、鹿児島県の取り

組みを聞いております。非常に積極的に取り組

んでおります。宮崎県は先ほど言いました地域

特性があります。知事も今回、新エネルギーの

ビジョンをつくるということでありますが、

しっかりとしたビジョンをつくっていただい
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て、宮崎県はやはり水力県だということも主張

していただくことをお願いして、私の質問を終

わります。ありがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午後０時12分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、自由民主党、宮原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） お疲れさま

です。傍聴席の方々には、私の質問まで残って

いただきまして本当にありがとうございます。

それでは、会派を代表して２番目の代表質問

をさせていただきます。国政の現状は、民主党

代表選挙、そして自由民主党総裁選挙一色と

なっております。ＴＰＰの問題、尖閣諸島、竹

島の領土問題、東日本大震災復興問題、南海ト

ラフ巨大地震に対する防災対策などなど、解決

しなければならない問題が山積をしておりま

す。一日も早く政治を安定化させ、諸問題の早

期解決、取り組みに努めていただきたいという

ふうに思っております。本県におきましても、

多くの問題を抱えており、自民党会派で質問項

目として出されたものを中心に質問をさせてい

ただきますので、前向きな御答弁をよろしくお

願いいたします。それでは、通告に従い質問を

させていただきます。

まず、知事の政治姿勢として、市町村長との

関係についてお伺いいたします。県と26市町村

が一体となることが宮崎県の発展につながると

思います。地方分権が進んだとはいえ、県は多

くの事務権限や予算を握っているわけであり、

市町村では、国県道、多くの河川の維持管理、

農業分野、保健の分野などは、市町村という垣

根の中で、県としての役割の部分を担っておら

れます。そこで最も重要となるのが市町村長と

の連携となりますが、各種自治体の行政課題に

ついては、陳情要望活動として知事室へ足を運

ばれていますが、各自治体の首長との関係をど

のようにされているのかお伺いいたします。

次に、県職員と知事との関係についてお伺い

いたします。県職員とのコミュニケーションに

ついては、これまでランチミーティングという

言葉がよく出てまいりますが、現在も取り組ま

れているのか。昨年は県職員との運動会も開催

され、積極的にやっていこうという姿勢は見ら

れますが、県職員との関係をどのように図って

おられるのか、現状と今後についてお伺いいた

します。

次に、県内の各種団体との関係についてお伺

いいたします。知事の選挙時の政治理念とし

て、「クリーンで開かれたみやざき」の中に、

県民の皆様との「対話」を、きめ細かに密に行

う「開かれた県政」の実現がうたわれておりま

す。そこでお伺いしますが、県内には各種さま

ざまな団体があり、自民党におきましても、各

種団体との意見交換や意見要望を伺う機会が多

数あります。そうした団体の意見を聞きます

と、全てが業界の利権であったり、その団体に

優遇を求めるものばかりではなく、県政運営

上、重要な意見も多く発言をされております。

県としても、直接意見を聞かれることが望まし

いと考えます。主要な大きな団体が意見交換を

県とされていることは存じております。しかし

一方では、県に対して意見を言う機会がないと

いう声も耳にいたします。意見交換などを申し

入れた場合の対応も含めて現状をお聞かせくだ



- 45 -

平成24年９月12日(水)

さい。

以上で壇上の質問を終わり、後は質問者席か

らさせていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、市町村長との関係についてでありま

す。私は、「対話と協働」の推進、また市町村

を重視するということを県政の柱として位置づ

けておりまして、市町村と円滑なパートナー

シップの関係を構築していくことは、大変重要

であると考えております。このため、知事就任

直後、昨年２月には、県と市町村が対等な立場

で協議を行う宮崎県・市町村連携推進会議―

いわば協議の場であります―を国における国

と地方の協議の場に先駆けて設置いたしまし

て、これまで、口蹄疫や新燃岳災害、鳥インフ

ルエンザに係る危機管理、地方分権改革、災害

廃棄物の広域処理などの重要課題につきまし

て、直接、市町村長の皆様と意見交換を行って

きたところであります。また、県内には、それ

ぞれの地域が抱える課題がありますことから、

県内を６つのブロックに分け、ブロックごとに

市町村長と懇親の場を持ちながら、膝詰めで

ざっくばらんに意見交換を行う円卓トークを実

施しておりまして、さまざまな御意見や御要望

を伺っているところであります。実際にこのよ

うな円卓トークで出された提案の中から実現し

た取り組みというものもあるわけでございまし

て、こうしたさまざまな機会を通じて、市町村

長からいただきました御意見や御要望について

真摯に受けとめながら、できる限り県の施策に

生かすよう取り組んでまいりたいと考えており

ます。

次に、職員との関係についてであります。行

政の現場で実務を担っておりますのは職員です

ので、ふだんから意思疎通を図りまして、私の

考えをしっかりと伝える一方、職員の意見や考

えを酌み取るということは、大変重要であると

いうふうに考えております。したがいまして、

例えば、県庁内のＬＡＮの中、職員ポータルサ

イトで「知事の窓」というようなメッセージを

送ることのできるサイトがあるわけであります

が、そのメッセージで全職員に呼びかけるな

ど、取り組みをしております。また、御質問の

職員とのランチミーティングは、私が県内を出

張する際とかに、いろんな職場を訪ね、昼食を

とりながらざっくばらんに意見交換を行うもの

でありまして、昨年度は５回、今年度もこれま

でに２回実施したところであります。また、職

員家族運動会はことしも行うこととしておりま

すが、参加者を教育委員会などにも広げるとと

もに、先日、庁内で県職員同士の交流をより促

進していこうという若手のグループ、アイデア

出しのグループが発足したところでございます

が、運動会に向けてまた新たな企画に取り組む

動きがあるなど、内容充実に期待しているとこ

ろであります。こういったところを初め、知事

室での協議の際、また公私を問わず各種行事で

顔を合わせたときの意見交換を含め、さまざま

な機会を捉えて、職員とのコミュニケーション

を図っているところでございまして、引き続

き、私のほうからも積極的にアプローチをして

まいりたいと考えております。

最後に、県内の各種団体との関係についてで

あります。県民の皆様との対話を進めるために

は、はがきやメールなどで広く御意見をいただ

く「県民の声」というシステムでありますと

か、私が直接地域へ出向いて、県政や地域の課

題について意見交換を行う「知事とのふれあい

フォーラム」などを実施しているところであり
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ます。さらに、各種団体の皆様が県への要望や

表敬訪問などで知事室を訪問された際、各地で

開催される行事に出席した際などには、できる

だけ直接、御意見や御要望、御提言を伺うよう

努めているところであります。例えば、知事室

には、商工・農政・福祉・教育など幅広い分野

からおいでいただいておりますが、これらの団

体は、必ずしもそれぞれの業界を代表するよう

な大きな団体ばかりではなく、さまざまな組織

・グループでありまして、希望があれば、日程

調整、時間には限りがあるわけですが、可能な

限り対応するようにしておるところでありま

す。また、政治家としての私の会合、例えば県

政報告会などに参加される方々から御意見を

伺ったり、さらにはフェイスブックやツイッタ

ーなどのソーシャルメディアを使った情報交換

なども大切にしているところでございます。今

後とも、幅広い皆様から御意見をいただける機

会を持ってまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○宮原義久議員 それぞれ答弁をありがとうご

ざいました。知事の政治姿勢として、市町村

長、県職員、各種団体との意見交換ということ

でお伺いしたところです。先ほど述べたよう

に、知事の政治理念というのは、県民の皆様と

の「対話」を、きめ細やかに密に行う「開かれ

た県政」の実現ということでありますので、十

分努力はされているということはお伺いができ

たところでありますが、まずは信頼関係だとい

うふうに思っております。特に各種団体の方々

は、先ほど言いましたように、予算、許可、そ

のほか権限を持つ県に対しては、なかなか本音

を言えない、遠慮をされている部分があるよう

でありますから、知事は聞かれても、各部局の

皆さんも含めて、その体制をしっかりつくって

いただきたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いしたいというふうに思いま

す。

次に、100万泊県民運動についてお伺いいたし

ます。知事の選挙時の公約でもあります100万泊

県民運動の一環として、「宮崎を知ろう！100万

泊県内観光活性化事業」3,300万円が平成24年度

予算で計上されております。広域観光連携推進

のための専門家派遣事業であったり、県内旅行

商品開発促進事業等に取り組むとされておりま

す。口蹄疫発生以来、冷え切っている県内経済

状況、観光客の入りも大変厳しい状況となって

おります。この事業は、そうした状況を打開す

るものとして期待をするものでありますが、具

体的な取り組みとその効果について、知事にお

伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 「宮崎を知ろう！100万

泊県民運動」でありますが、県民一人一人が県

内観光や地域の交流活動・イベントに参加する

ことにより「ふるさと宮崎」を再発見する、い

わば「ディスカバー宮崎」、そのような機会を

つくり、地域振興や経済の活性化を図ろうとす

るものでありまして、広い意味での地産地消に

もつながるものと考えております。より多くの

方々に県内各地に出かけていただく、その呼び

水にするというような観点から、地域と地元旅

行業者との連携、さらには市町村の枠を超えた

広域連携を図る「宮崎を知ろう！100万泊県内観

光活性化事業」におきまして、県内を回る旅行

商品の開発を促進する「ゆっ旅大賞コンクー

ル」などを実施するとともに、県民の方々に対

し、さまざまな観光地やイベントなどの旬な情

報を発信しているということでございます。こ

としは、古事記編さん1300年の関連事業を積極

的に展開するということとも相まって、県民の
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県内観光に対する関心は相当高まっていると感

じておりますので、じわじわとこれを広げなが

ら、今後とも、官民一体となって県内観光の活

性化に向けて取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○宮原義久議員 ありがとうございます。こ

の100万泊の観光事業が実りある形で、宮崎県に

もたらす経済効果があるような形でないと意味

がないと思いますので、積極的な取り組みをお

願いしたいと思います。

次に、「みやざき感謝プロジェクト」につい

てお伺いいたします。

本県で発生した口蹄疫、鳥インフルエンザ、

新燃岳の噴火などの災害に対して、多くの方々

より支援をいただいたことに感謝する意味か

ら、東日本大震災の被災者の方々への恩返しと

して、県では「みやざき感謝プロジェクト」を

立ち上げられ、県内の官民一体となって支援を

進められてきました。被災者の受け入れ、県・

市町村職員の派遣、基金の受け付けなど、さま

ざまな支援において、官民一体とした取り組み

がなされたことは、大変評価すべきであったと

も思いますし、かかわっていただいた多くの県

民の皆様に心より感謝を申し上げるところでも

あります。こうした支援は、全国の各都道府県

でも同様の支援がなされていると考えますし、

もちろん各県との連携も重要と考えますが、多

くの災害が発生した本県としては、他県と違う

踏み込んだ取り組みがあったのかを含め、これ

までの取り組み状況と今後の進め方について、

知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 「みやざき感謝プロ

ジェクト」につきましては、震災支援のための

基金を設置し─これは全国的にも例の少ない

取り組みだというふうに考えておりますが─

県内の企業や県民の皆様からの貴重な寄附も財

源の一部としながら、基本的なスタンスとして

は、現地のニーズに合ったものを、市町村等関

係団体が連携しながら、息の長いという基本的

な考え方に基づく支援に取り組んでまいりまし

た。具体的には、職員の派遣や救援物資の輸

送、ボランティアの派遣、本県の農林水産品を

活用した支援などを実施してきているところで

すが、中でも、気仙沼における本県カツオ船の

水揚げ再開による復興支援については、従来か

らの地域間のつながりやきずなに根差した本県

ならではの取り組みであるというふうに考えて

おります。さらに、今年度は、市町村やＮＰＯ

も基金事業の対象としまして、支援の主体や内

容にも広がりが出ている。また、今の時々刻々

変化しつつある現地のニーズに対応した取り組

みというものを進めているところでございま

す。また、現時点で県職員を14人ほど被災地に

派遣しておりますが、現地に行った職員の報告

を県庁のホームページに載せるなど、県民の皆

さんへの現地の情報提供、フィードバックなど

にも取り組んでおります。被災地の本格的な復

興までには相当の期間を要しますので、その時

々の現地のニーズを十分に踏まえながら、さま

ざまな形で本県らしい支援に、これからも取り

組んでまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、震災瓦れき受け入れ問

題についてお伺いいたします。東日本大震災に

より発生した災害廃棄物は、岩手県、宮城県、

福島県の沿岸37市町村で1,811万トンになってお

ります。福島県の瓦れきについては、国が処理

することとなっておりますが、岩手県、宮城県

の瓦れきについては、被災地以外の自治体に広

域処理への協力要請がなされております。被災

地では、瓦れきの処理施設が大幅に不足してい
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ること、被災地以外での広域処理を推進するこ

とが必要となっており、国より再三の要請がな

されていることを受けて、本県議会として、口

蹄疫、鳥インフルエンザ等の発生に際し、全国

から多大な支援を受けたことを改めて認識し、

被災地の復旧・復興に率先して最大限の協力を

行うべきであるという観点から、知事が、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姿勢

を明らかにするとともに、県内市町村長との意

見交換を十分に行い、受け入れの検討に向けた

市町村への働きかけを強く求める決議がなされ

ました。知事として、どのような取り組みをな

されたのかお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 災害廃棄物の広域処理

につきまして、本年３月22日に県議会において

全会一致で決議が行われましたことは、大変重

く、真摯に受けとめたところであります。災害

廃棄物は一般廃棄物であり、その受け入れにつ

いては、一義的には処理施設を有する市町村の

判断でありますので、私としましては、そう

いった施設を設置するに当たっての長年の経

緯、また地域住民の意見などを踏まえた市町村

の判断を大切にしていきたい、尊重したいと考

えたところでございます。このような考えに立

ちまして、２回にわたり市町村長との意見交換

を行いましたほか、国の担当者や専門家による

説明会の開催、さらには被災地及び受け入れ自

治体の現地調査など、市町村の理解を深めるた

めの場の提供、また議論に努めてきたところで

あります。また、国の基準よりも厳しい受け入

れのための独自基準につきまして、市町村と議

論するためのたたき台の提示を行ったところで

もあります。このほか、実施した意見交換や説

明会、現地調査などの結果につきましては、県

庁ホームページで詳細に情報提供を行うなど、

さまざまな取り組み、働きかけを行ってきたと

ころであります。

○宮原義久議員 それでは次に、県では、東日

本大震災で発生した瓦れきを被災地以外で受け

入れる広域処理の検討終了を８月10日に発表さ

れています。国より協力要請から検討終了ま

で、県内市町村長の皆さんと、先ほど答弁があ

りましたように、意見交換ほか努力されてきた

ようでありますが、協力要請というのはどう

いった形でやられたのか。これが公開であった

のか、非公開でもやられたのか。知事の県のリ

ーダーシップを問う声も聞かれるわけでありま

すが、知事はどのように考えておられますか。

○知事（河野俊嗣君） 災害廃棄物の広域処理

については、本年３月に開催されました私と市

町村長との最初の意見交換の場において、被災

地の復旧・復興のために何とか協力できないの

かという共通した思いを、まずは確認したとこ

ろであります。その受け入れに際しましては、

県民や施設周辺の住民の皆様の御理解を得る必

要があるということから、意見交換、説明会、

また現地調査につきましては、基本的に公開で

実施し、その内容を、先ほど申しましたような

ホームページなどで詳細に提供するなど、明ら

かにしてきたところであります。それに加えま

して、私自身、市町村長にさまざまな会合、場

面で個別にお会いする機会もございますので、

そういう機会に意見交換をし、情報交換、また

働きかけにも努めてきたところでございます。

お尋ねのありました県のリーダーシップについ

ての厳しい御指摘については、私も真摯に受け

とめておるところでございますが、私としまし

ては、国からの要請や県議会の決議というもの

を真摯に受けとめ、これまで構築された市町村
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と地域住民の信頼関係にも十分配慮しながら、

丁寧に議論を進めていく必要があると判断した

ところでございます。そのような中、広域処理

について市町村の理解と議論を深めていくた

め、先ほども答弁しましたように、現地調査や

専門家による説明会等の提案、国の基準よりも

厳しい受け入れの県独自の基準の検討を進め、

そのたたき台の提示を行うなど、県としまして

は、全国の他県の取り組みを見てみても、それ

以上に積極的な働きかけをし、市町村とともに

考え、何とかできないかという方策を探る、そ

のような議論というもの、検討というものをリ

ードしてきたと考えておるところでございま

す。

○宮原義久議員 ありがとうございました。３

点ほどこの件について質問させていただいたん

ですが、知事は、３月５日に東日本大震災の発

生から１年を迎えるに当たりということで、コ

メントを出されております。「現地に思いを寄

せつつ、その時々のニーズに応じた支援を継続

してまいりたいと考えております。本県でも、

日向灘地震や東南海・南海地震といった大きな

災害をもたらす可能性の高い地震やそれに伴う

津波が想定されています」と述べられておりま

す。その時々のニーズと言われていますが、被

災地で一番困られたのが瓦れきの処理でありま

した。瓦れき受け入れに対する県議会の議決

は、知事のリーダーシップを求めたものでもあ

りまして、知事の腹構えを持ってほしかったと

いう思いがあります。瓦れき受け入れに対する

意見交換も全て公開という形になっております

が、重要な案件については、非公開であった

り、または、市町村にこちら側からお願いする

立場ですので、お会いした折ではなくて、市町

村に出向くなどの対応も必要ではなかったのか

なというふうに思っております。この世の中、

公開の場で本音の意見はなかなか出ないという

のが現状であると思いますので、今後の知事の

強いリーダーシップを望みたいというふうに思

います。通告しておりませんが、決意をお願い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘は真摯に受けと

めたいというふうに思います。今言いましたよ

うに、全て来られるのを待っていたというわけ

ではなしに、こちらから上がりまして意見交換

したという機会もございますし、今後とも、今

の御指摘を踏まえて、しっかりと市町村との関

係というものを考えて、またリーダーシップと

いうものと向かい合っていきたい、取り組んで

いきたいというふうに考えています。

○宮原義久議員 ありがとうございます。強い

決意というふうに思っておりますが、九州各県

の知事さんを見ても、全部、中央から来られた

知事さんは、河野知事よりも大体先輩という形

になります。年齢も一番知事が若いんだという

ふうに思っております。東九州道もやっと目鼻

がつくような状況でありますし、そういった、

今後、道州制が入ってくるのかなということも

考えられますが、やはり宮崎県としては、河野

知事を先頭にやっていくわけですから、知事の

力強いリーダーシップと、そして頼れる知事に

なってほしいなというのがありますので、ぜひ

頑張っていただきたいと思います。よろしくお

願いしたいと思います。

次に、財政改革についてお伺いいたします。

現在、第三期財政改革推進計画に基づき、人

件費の削減や投資的経費の縮減・重点化、事務

事業の徹底した見直し、財源確保を徹底的に推

進するとされております。収支の改善の取り組

みとしては、徹底した人件費や事務事業の見直
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し、投資的経費の縮減・重点化により、財源の

確保を図っておられますが、平成24年度の事務

事業の見直しにより総額36億円の削減、平成23

年度で54億円の削減、平成22年度で86億円の削

減と、県単独補助金を中心に削減していると

なっております。今後も事務事業は当然見直さ

れる対象となると思いますし、投資的経費の縮

減・重点化につきましても、新直轄、維持管理

費を除き、前年度比マイナス５％の範囲内にお

いてとなっております。さらに、施設の新規着

工は、必要性、緊急性の高いものを除きまし

て、凍結となっております。毎年、前年度比で

削減されている状況の財政改革でありますが、

現在の財政改革の進捗状況と今後の見通しにつ

いて、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（四本 孝君） 本県の極めて厳し

い財政状況に対応いたしますため、昨年の６月

に第三期の財政改革推進計画を策定し、歳入・

歳出両面からの徹底した見直しを進めていると

ころであり、平成24年度の当初予算編成におき

ましては、計画策定時の中期財政見通しで見込

んでおりました251億円の収支不足額につい

て、184億円までその圧縮を図ったところであり

ます。また、県債発行額の抑制により、臨時財

政対策債などを除く実質的な県債残高につきま

しては、当初予算編成時点では、平成24年度末

に5,992億円まで減少する見込みとなったところ

であります。しかしながら、依然として多額の

基金取り崩しに頼る財政運営を余儀なくされて

いるところであり、持続可能な財政基盤の確立

に向け、今後とも、県庁全体で財政改革の取り

組みを着実に推進してまいりたいと考えており

ます。

○宮原義久議員 次に、改革というのは、削る

ばかりが改革ではないというふうに思っており

ます。例を挙げますと、一昨年の口蹄疫発生の

折に、本県農業産出額のウエートの高い畜産を

守らなければ本県の農業は壊滅するとして、数

々の手だてを打たれました。財源の確保につき

ましても、相当な努力をされたようでありま

す。緊急性のある項目ということで、増額予算

を編成することも改革ではないかなと考えま

す。今回、補正予算で、木材価格の低迷に対す

る対策として、先ほど丸山議員から質問があり

ましたが、予算を編成していただいたことにつ

いては感謝するものでありますけれども、杉生

産日本一の本県の森林・林業を守る、そういう

考えの予算組みであれば、大幅にその部分につ

いての増額の予算をつける改革があってよかっ

たんじゃないかなと思います。木材価格を例と

して挙げましたが、緊急対策として、めり張り

のある予算組みを望みたいと思います。知事の

お考えをお聞かせいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、部長が答弁しまし

たような財政改革の取り組みについては、今後

とも進めていく必要がございますが、御指摘の

とおり、緊急的な課題についての積極的な対

応、これも重要でございます。今年度の当初予

算におきましては、停滞している地域経済の活

性化や、東日本大震災等を踏まえた防災対策等

に対応するということで、地域経済活性化・防

災対策特別枠を設けるなど、緊急的な課題への

重点的な予算措置を講じたところでございま

す。今回の補正予算案としてお願いしておりま

す木材価格対策等につきましても、同様な考え

方のもとに緊急的な対応を図ったところでござ

いまして、引き続き、施策の集中化・重点化、

選択と集中という考え方のもとに、真に必要な

施策に積極的な対応が図れるような適切な措置

を講じてまいりたいと考えております。
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○宮原義久議員 財政改革につきましては、先

ほど部長からあったように、着実に進めていく

ということを今後も頑張っていくということで

ありますし、重点化についても、そういう方向

でやっていきたいという考えはお聞かせいただ

いたところでありますが、ちょうど部長の答弁

の中に、公共事業が５％ずつでしたか、減額し

ていくというような話もあったかなというふう

に思います。公共事業を毎年５％ずつカットし

ていくと、８年すると７割を切ってしまうとい

うことになるようでありますから、予算の重点

化という部分についても、十分配慮していただ

きたいなというふうにも思いますし、木材の置

かれている現状は今、口蹄疫にかかったような

状況かなというふうに思っております。そうい

うことを考えると、やはり口蹄疫と同じような

状況の緊張感を持った対策を打っていただきた

いなというふうに思っておりますので、要望に

かえておきたいと思います。

次に、防災対策についてお伺いいたします。

国の２つの有識者会議が８月29日に発表しま

した南海トラフ巨大地震の被害想定が出されま

した。内容は、マグニチュード9.1で震度７が静

岡県から本県までの10県151市区町村となってお

ります。今回の巨大地震の発生により、最悪の

場合、津波で23万人、倒壊建物で８万2,000人、

火災などで１万1,000人の合計32万3,000人が死

亡、238万6,000棟が津波被害、火災などにより

全壊焼失すると想定されております。発生した

場合の本県の被害想定は、死者数で全国５位の

４万2,000人、脱出困難者１万7,000人、全壊建

物８万3,000棟、浸水面積で130平方キロメート

ルとなっております。巨大地震の発生があれ

ば、長い海岸に面しているわけでありますか

ら、被害はそれなりに想像できますが、想像を

絶するものとなったというふうに思っておりま

す。まずは、今回発表された宮崎県の被害想定

についてどのように考えておられるのか、知事

にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 南海トラフ巨大地震の

被害想定につきましては、非常に大きなインパ

クトを持って深刻に受けとめたところでありま

す。一方で、今回想定されましたものは、その

発生頻度が極めて低く、過度に心配すべきでは

ないということも言われておりますので、冷静

に受けとめつつ、県民の生命・身体の安全確保

を最優先に、必要な対策を講じていく必要があ

ろうかと考えております。具体的には、建物の

耐震化の推進、迅速かつ円滑な津波からの避

難、広域的な受援機能の強化、地震・津波に強

いまちづくりなど、さまざまな対策を、ハード

・ソフトも組み合わせ、また短期・中期・長期

でできること、こういったことを総合的、計画

的に進めてまいりたいと考えております。ま

た、対策の実効性を確保するためには、国・県

・市町村や関係機関の連携、また住民・地域も

含めた自助・共助・公助の取り組みというもの

が、今後ますます重要になってくると考えてお

ります。したがいまして、先般、内閣府が設置

した南海トラフ巨大地震対策協議会の九州ブ

ロック会議において、本県は幹事県として主導

的な役割を果たすこととしておりますし、県内

市町村との協力体制を強化する、さらには防災

に関する県民との協働のさらなる推進などに努

めながら、できることから着実に対策を進めて

まいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、防災拠点施設の整備に

ついてお伺いいたします。現在は、県庁１号館

に災害発生時の災害対策本部が置かれておりま

す。県庁１号館の耐震性等の調査結果は、築
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後50年が経過し、震度６以上の大地震が発生し

た場合、ひび割れ等により、災害対策本部とし

て使用が困難な状況となるとの調査結果となっ

ているようであります。防災拠点施設整備調査

検討委員会では、さまざまな観点から検討を進

められ、来年３月までに、施設の設置場所や機

能、規模について方針をまとめるとされており

ます。施設の設置場所や機能、規模内容等につ

きましては、検討委員会の報告によって進めら

れると考えていますが、あす発生するかもしれ

ない状況であります。発生してからの整備では

意味をなさないと考えますし、考えるより行動

という状況であるとも考えますが、いつまでに

防災拠点施設の整備を済ませたいと県は考えて

おられるのか。重要なポイントでありますか

ら、明快な答弁を総務部長にお願いいたしま

す。

○総務部長（四本 孝君） 本県の災害応急活

動の中核となる防災拠点施設の整備につきまし

ては、現在、専門のコンサルタントに調査を委

託するとともに、専門家を含む検討委員会にお

いて、御意見をいただきながら検討を行ってい

るところであります。このような中、内閣府か

ら、施設整備の検討に必要となる南海トラフの

巨大地震による被害想定等が公表されました。

これによると、県庁域は浸水しないということ

でありましたが、今後、県では、さらに詳細な

検討を行うということにしておりますので、こ

の影響も念頭に置きながら、施設整備の基本方

針について、年度末までの取りまとめを目指し

て取り組んでまいりたいと考えております。現

時点では、具体的な整備のスケジュールをお示

しできませんけれども、御質問にありましたよ

うに、防災拠点施設はできるだけ早期に整備す

る必要がありますので、検討委員会で専門的な

見地から御意見をいただくとともに、県議会を

初め県民の皆様の御意見も十分お聞きしなが

ら、慎重に検討を行ってまいりたいというふう

に考えております。

○宮原義久議員 次に、ＢＣＰについてお伺い

いたします。非常時に行政機能が失われた場合

の優先業務の手順などを定めた業務継続計画

（ＢＣＰ）を、九州では初めて、全国でも、さ

まざまな危機事象を対象としたものとして、２

番目に作成されております。この計画は、大地

震だけでなく、鳥インフルエンザなどの感染症

や家畜伝染病、武力攻撃など、あらゆる被害を

想定して作成されており、素早い取り組みは大

変評価すべきものであると思います。感染症や

家畜伝染病等については、防災拠点施設の整備

がなくても対応は可能と考えますが、大地震と

なりますと、ＢＣＰの拠点となる防災拠点施設

の整備は極めて重要な位置づけとなります。そ

うしたことから、早期の整備を図る必要がある

と考えます。他県に先駆けて策定されたＢＣＰ

が絵に描いた餅になってはならないと考えます

が、県庁職員全体が内容をよく理解し、いかな

る災害が発生しようとも業務が遂行できるよう

にするために、具体的にどのように進めようと

考えていらっしゃるのか、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） 本庁版Ｂ

ＣＰ（業務継続計画）につきましては、全庁的

に相当の議論を重ねながら合意形成を図ってま

いりました。その過程を通じまして、職員の理

解はある程度進んだと考えておりますが、改め

て職員への周知徹底を図っているところでござ

います。今後、平常時の備えを段階的に進める

とともに、毎年度必要な研修や訓練、また検証

や見直しを行いながら、計画内容の向上を図っ
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ていくこととしております。また、対象範囲に

つきましても、知事部局以外にも順次拡大する

とともに、出先機関でも、県内７つの地方連絡

協議会や県外事務所ごとに地域版ＢＣＰを策定

することとしております。さらに、市町村や企

業にも策定を呼びかけまして、大規模災害時に

備えた県内の体制づくりを進めてまいりたいと

考えております。

○宮原義久議員 次に、後方支援拠点施設につ

いてお伺いいたします。先月、常任委員会の調

査として、後方支援拠点施設を確保されている

岩手県遠野市を訪問し、遠野市総合防災センタ

ーを中心とした後方支援拠点施設のあり方につ

いて、遠野市長より説明を受けたところであり

ます。この地域は、過去の歴史から大地震・津

波は発生するとの想定から、後方支援拠点施設

の整備を県にも協力を呼びかけておられたよう

でありますが、震災発生前は県の御理解は得ら

れなかったようであります。今回の震災が発生

する以前の平成19年に、三陸地域地震災害後方

支援拠点施設の早期確保を図ることを目的に、

推進協議会を９市町村で立ち上げられ、訓練も

されておりました。海岸市町村と内陸の盛岡市

を結ぶ交通の要衝でもあり、遠野市を中心に半

径50キロ、防災ヘリで15分で周辺をカバーでき

る状況にあったようであります。拠点となる場

所は、通常は、遠野運動公園の多目的広場、陸

上競技場、野球場として使用されていますが、

災害時には臨時へリポートとして活用でき、大

型ヘリコプター10機、中小ヘリコプターで約30

機の離発着が可能となっております。今回の大

震災時にも、自衛隊、警察、消防、医療を初

め、初動時に集結した人員が3,500人以上とお伺

いしておりますが、遠野市を拠点に活動されて

おります。今回の迅速な支援は「遠野モデル」

と言われ、全国各地から防災担当者が研修をさ

れているようであります。本県としても、県北

・県央・県南に、後方支援の拠点となる施設の

確保は不可欠と考えますが、どのように考えて

おられるのか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の岩手県遠野市

の事例につきましては、本県の置かれている状

況を勘案しますと、私もその必要性というもの

を痛感し、副知事を現地に派遣するなど、具体

的な調査を行ったところであります。その結

果、新たな施設を整備したということではあり

ませんで、既存の公園を有効活用しているとい

うこと、それから、万一に備えて、平常時から

参集訓練などを行っていたことなどの報告を受

けております。こういった調査結果を踏まえ、

本県でも、交通アクセスが良好であること、広

範な面積が確保できること、自然災害で被災す

る可能性が少ないことなどを要件といたしまし

て、市町村の総合運動公園など県内の候補地を

リストアップし、現在、具体的な調整を始めて

いる段階であります。今後、該当する市町村の

御理解もいただきながら、年度内には協定を締

結するなどして、後方支援拠点というものを県

内にバランスよく複数箇所決定してまいりたい

と考えております。

○宮原義久議員 次に、災害弱者対策について

お伺いいたします。現在、東日本大震災を受け

て、県内各地におきまして、避難訓練等が多数

開催されているようであります。いざ災害とな

りますと、障がいを持たれている方、高齢者の

命をいかに守るかが課題となってまいります。

高齢化が急速に進み、地域に若者がいないよう

な現状で、避難を円滑に進めていかなければな

りません。震災が発生する時間帯においても、

その対策は大きく異なると考えられますが、障
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がい者、高齢者の避難対策を県としてはどのよ

うに考えておられますか、お伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 東日本大震災

のような大規模な災害が発生した場合、障がい

者や寝たきりなどの高齢者は、大きな被害を受

けたり、犠牲者となる可能性が高くなってまい

ります。基本的には、災害時のこうした要援護

者の避難計画については、市町村が策定するこ

ととされておりますけれども、県では昨年度、

東日本大震災で被災された障がい者の方や現地

で支援活動に当たられた方などを招いて、災害

時の対策等についての研修会を県内各地で開催

し、その成果や障がい者団体の意見も踏まえ、

「障がい者・高齢者のための防災マニュアル」

を作成いたしました。このマニュアルは、災害

に備えた事前の準備と災害が起こった場合にと

るべき行動について、障がいの種別ごとにまと

めたものでありまして、障がい者や支援者を初

め、市町村や施設の職員など、幅広く活用して

いただきたいと考えております。今後とも、市

町村を初め、災害時に要援護者の避難拠点とも

なる社会福祉施設、これらと十分連携を図りな

がら、障がい者、高齢者の防災対策に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 それぞれこの項目につきまし

て御答弁をいただきました。南海トラフ巨大地

震の想定では、最悪の場合、大変な被害が発生

します。県の防災の中枢となる防災拠点施設の

検討結果が３月末にまとまれば、なるべく早く

具体的整備のスケジュールを示され、そして速

やかに整備を図られることを要望しておきたい

というふうに思っております。さらに、九州で

一番最初に作成されましたＢＣＰにつきまして

も、いざというときの防災拠点施設がなけれ

ば、業務継続はなかなか厳しいというふうに考

えております。後方支援拠点につきましては、

年度内に県内のバランスを考えて整備を図られ

るということのようでありますから、頑張って

いただきたいというふうに思っております。市

町村との連携を密にとっていただきますよう要

望もしておきたいと思います。また、障がい

者、高齢者の避難対策については、南海トラフ

巨大地震の被害想定が現実とならなければいい

んですけれども、早急な対策を望んでおきたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、教育問題についてお伺いいたします。

まず、いじめ問題についてお伺いいたしま

す。本県の平成23年度のいじめの認知件数は、

本県の公立小学校・中学校・高等学校・支援学

校を合わせて104件となっております。平成18年

度が664件でありますから、大きく減少している

こととなります。全国の状況も、平成18年に12

万4,898件から平成23年度に７万231件と、大幅

な減少となっております。これを児童生徒1,000

人当たりの発生件数で見ますと、本県は0.9、全

国は5.0となり、本県ではいじめの大変少ない状

況となっております。しかし、滋賀県大津市の

中学２年生がいじめを受けて自殺した問題が大

きく取り上げられまして、大津市側は、いじめ

と自殺の因果関係が不明ということでありまし

たが、因果関係について調査をされている状況

となっております。全国において、いじめが原

因で自殺に追い込まれた事例も発生しているの

が現状であります。本県西都市でも、７月８日

に男子高校生が川に入れさせられ、川の中に男

子高校生の頭を押しつけるなどして溺れさせ、

暴力行為法違反で逮捕されたとの事件も発生し

ております。確かに、先生方や保護者が把握し

ている数としては減少しているのかもしれませ
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んが、いじめの中身が命にかかわる状況となっ

ております。県教育委員会としては、いじめの

問題をどのように考えておられるのか。さら

に、いじめ解決に向けての取り組みについて、

教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） いじめは、人の尊厳

を傷つける卑劣な行為であり、人として絶対に

許されないことであります。いじめは、どの学

校でも、どの児童生徒にも起こり得る問題だ、

そういう強い意識を持って常に最善を尽くして

いくことが、まず何より大切なことであると考

えております。いじめ問題の解消に向け、相談

体制の充実を図る観点から、スクールカウンセ

ラーやスクールソーシャルワーカーなどの配置

を行うとともに、児童生徒が悩んでいるときに

いつでも相談できるよう「ふれあいコール」な

どの電話相談窓口を設置し、県内の全児童生徒

に周知を図っているところであります。また、

ネット上のいじめ問題を解決するために、目安

箱サイトを開設し、情報収集などに努めている

ところであります。今後とも、各市町村教育委

員会や関係機関とも十分連携を図りながら、い

じめの未然防止や早期解消に向け、各学校への

指導に積極的に努めてまいりたいと考えており

ます。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

次に、いじめと不登校の関係についてお伺い

いたします。不登校になったきっかけの一つと

して、いじめ等との関連性も考えられますが、

その現状について把握できているのか、教育長

にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 文部科学省の調査に

よりますと、本県の公立学校における平成23年

度の不登校の児童生徒数は、小学校113名、中学

校822名、高等学校308名であります。不登校に

なったきっかけといたしましては、無気力や不

安など情緒的混乱という本人にかかわることが

最も多く、いじめがきっかけとなっているもの

は、小学校が１名、中学校が10名、高等学校が

１名であります。今後とも、不登校を出さない

学校づくりや不登校の児童生徒が学校に復帰で

きるよう、各市町村教育委員会とも連携を図り

ながら取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

次に、宮崎県育英資金についてお伺いいたし

ます。この奨学金は、将来の有能な人材を育成

するため、向上心に富み、すぐれた素質を有し

ながら、経済的理由により修学が困難な学生ま

たは生徒に貸与されるものであります。奨学金

は、その返還金が次世代の奨学金の資金となる

ことから、回収率が下がると将来的に資金不足

となり、奨学金を貸すことができなくなるおそ

れがあります。現在、現年度分の回収も厳しい

状況であり、過年度分となると回収はさらに厳

しいと伺っております。奨学金を貸与するに当

たって連帯保証人２人が必要で、第一連帯保証

人は父または母、第二連帯保証人は、所得を有

し、父または母と生計を別にする者となってお

ります。そこで、奨学金を申し込む時点での親

と生徒本人の返還に関する認識不足も問題であ

りますが、第二連帯保証人に対しての督促の現

状と回収率向上に向けての具体的な県の取り組

みについて、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 宮崎県育英資金貸与

事業は、日本学生支援機構が実施していた高等

学校等奨学金事業が、平成17年度入学者分から

都道府県に移管されたことにより、返還者も年

々増加しており、それに伴って滞納者も増加し

ている状況でございます。このため、専任職員
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を本年度から増員し、本人や第一連帯保証人で

ある親に対して催告を行うとともに、長期滞納

者など償還が進まない者に対しましては、第二

連帯保証人に対しましても催告を強化している

ところであります。このほか、滞納の未然防止

のため、申請の段階から本人や保護者への返還

に対する意識づけを徹底する取り組みを行うと

ともに、返還時の負担を軽減するため、平成25

年度から現行の貸与額より低い額も選択できる

よう制度の改正を図ったところであります。返

還金の回収率向上のため、法的措置等も含め

て、今後とも必要な取り組みを行っていく所存

であります。

○宮原義久議員 次に、学校事務職員の人事異

動についてお伺いします。平成11年より学校事

務職員の採用がなくなり、学校事務職員は、知

事部局より異動されることとなっているようで

あります。異動を受けた知事部局職員以外は教

師ということから、教育委員会の人事となりま

す。しかし、児童生徒にとっては、事務職員で

あっても学校では先生となると思います。学校

こそ将来を担う子供を教育する最も重要な場所

であると思います。将来を担う子供の教育現場

は最も重要な場所であることを考えれば、ルー

ルを守れない職員の異動はあってはならないと

考えるところであります。学校現場における苦

情を含めた受け付けも、事務職員がまず受け付

けることとなるようでありますし、学校現場を

知らない職員の異動は、職員にとっては重いも

のがあると推察できます。異動される職員は、

体力的・精神的にも強い人材の異動でなくては

ならないと思います。まずは、県職員全体のコ

ンプライアンスについてどのように考えられる

のか。また、知事部局から教育委員会への異動

選定のあり方についての考え方を、知事にお聞

かせいただきます。

○知事（河野俊嗣君） まず、このたび、県職

員が酒気帯び運転により逮捕されたことにつき

まして、改めて、県議会及び県民の皆様に深く

おわびを申し上げます。今回の件を、教育委員

会のことのみならず、県職員全体の問題として

深刻に受けとめまして、引き続き、コンプライ

アンスの徹底と職員の綱紀の保持の徹底を図り

まして、県民の皆様の信頼回復に努めてまいり

たいと考えております。現在、知事部局から

は、213名が県立学校や市町村立学校に出向して

おります。そして、80名が教育委員会事務局な

どに出向しておるところでありますが、御指摘

にありましたとおり、学校現場や教育委員会事

務局というものは、心豊かで未来を切り開く人

材を育む大変重要な分野の職場であり、知事部

局からの出向職員の配置の際には、そうした観

点を十分に考慮する必要があろうかと考えてお

ります。そのため、業務上必要とされる能力や

経験、本人の希望、さらには人材育成の面も含

めて、教育委員会と協議をしながら、人事交流

を行っているところでございますが、今後と

も、緊密な連携を図りながら、適材適所という

ふうに申しますが、適材の配置に努めてまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 次に、教育長が教育現場の不

祥事防止及びコンプライアンスの推進に努力さ

れて頑張っておられることは、頭の下がる思い

でありますが、厳しい現状をどのように考えて

おられるのか。さらに、今後どのように取り組

みを進められるお考えか、教育長にお伺いいた

したいと思います。

○教育長（飛田 洋君） ７月に県立学校教諭

による酒気帯び運転が起こって間もないとき

に、再び県教育委員会事務局職員が酒気帯び運
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転により現行犯逮捕されるという事案が発生し

ましたことは、県民の皆様の信頼を著しく損な

うものであり、心より深くおわびを申し上げま

す。６月の議長からの申し入れを受け、強い危

機感を持って、不祥事防止及びコンプライアン

スの推進の取り組みを進めてきているところで

ありますが、それでもなお、受けとめていない

職員がおりましたことは、まことに残念でなり

ません。重く受けとめ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、引き続

き、市町村教育委員会等と一体となった取り組

みを進めるとともに、今回、各学校が設置した

コンプライアンス推進委員会をしっかりと機能

させるなど、組織を挙げて、実効性のある不祥

事防止対策を今後とも粘り強く講じていくこと

を決意いたしております。加えまして、一人一

人の教職員に誇りと自覚を一層高めさせ、本県

教育の向上に全力で取り組んでいくことにより

まして、県民の皆様の信頼回復に努めてまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。教育

問題として、さまざまに取り上げさせていただ

いて、答弁もいただいたところでありますが、

いじめ問題については、文部科学省の調査によ

りますと、2011年度に小中高などが把握したい

じめは７万231件、前年比で9.5％減少というこ

とで、ここ数年、毎年減少という結果のようで

あります。しかし、いじめが原因と見られる自

殺が毎日報道されております。西都で発生した

事件も述べましたが、昨日、報道で流されまし

たけれども、宮崎市内の中学生が修学旅行先で

いじめた様子を動画サイトに投稿していたよう

であります。いじめ等により転校もできる体制

とも教育委員会からはお伺いしておりますが、

いじめられた子供が「いじめを受けている」と

言うことにより、さらに強いいじめに遭うので

はないかと考えますと、申し出ることはかなり

厳しいと思います。さらに、児童生徒の不登校

につきましても、1,243名の不登校は大変な数で

あると思います。他県と比較してという姿勢で

なく、不登校ゼロが当たり前という考えであり

ます。学校は、友達と会える、遊べる場として

楽しい場所のはずが、行きたくない、友達関係

がうまくいかないということは、いじめとの関

係を疑い、改善を図るべきとも考えます。県内

からいじめによる犠牲者が出ないよう、しっか

りとした対応を教育委員会には望みたいと思い

ます。そのほか、教職員のコンプライアンス、

不祥事の再発防止につきましても、最大限の努

力を望みたいと思います。育英資金の回収につ

きましては、連帯保証人もついていますので、

しっかりとした連絡をとっていただかないと、

後から連絡をされると、「早く言っていただけ

ればよかったのに」というような話もよく聞き

ますので、十分な対応を含めてよろしくお願い

したいと思います。

次に、地下水の水資源対策についてお伺いい

たします。

近年、外国資本による森林買収や地下水を利

用した産業が、全国各地において盛んに展開さ

れていると聞きます。本県においても、水を活

用する企業が進出している状況があります。世

界的にも、地球温暖化の影響から砂漠化が進

み、世界の穀倉地帯においても干ばつが続いて

おり、穀物の生産量も世界的問題となっており

ます。全て水が関係する問題であります。日

本、特に我が県は水に恵まれており、水に対す

る認識が希薄になっております。そうした点を

心配し、本年度、県議会において水資源保全対

策特別委員会を設置し、水資源の保全に関する
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所要の調査活動をすることを目的とされており

ます。県内においても、小林市で水資源に関す

る条例が制定されております。県として、水資

源の保全に対してどのような考えを持っておら

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） 本県は、豊か

な森林を背景として、全国的に見ても水資源が

豊富でありますが、地下水等の水資源は、一旦

失われますと、その再生には長い年月を要する

ことから、地下水の適切な保全を図ることは重

要であるというふうに認識しております。この

ため、昨年９月に策定いたしました宮崎県中山

間地域振興計画において、豊かな水資源を保全

するため、市町村と連携しながら、持続可能な

地下水の保全に努めることとしておりまして、

今後とも、水資源の適切な保全と活用を図って

まいりたいと考えております。また、現在、国

会において議員立法での発議が検討されており

ます、地下水を含む水資源に係る基本法案であ

ります「水循環基本法案」の状況など、国の動

向についても注視してまいりたいと考えており

ます。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

次に、外国資本における森林売買に関しての

県の考えを、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） 外国資本によ

る森林の売買については、県内では確認されて

おりませんが、国の調査によりますと、北海道

等で売買事例が確認されております。森林が水

源涵養を含めた多面的機能を発揮するために

は、適切に整備・保全される必要があることか

ら、県としましては、外国資本等による森林売

買について、森林法に基づく届け出制度等によ

り情報収集に努めるとともに、国に対して、そ

の監視や情報の共有化を強化するよう要望して

いるところであります。今後とも、市町村と連

携して、適切な森林整備・保全が図られるよ

う、森林所有者の把握や指導に努めるととも

に、保安林制度や林地開発許可制度等の適切な

運用を図ってまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。外国

資本による買収はないということですから、今

後もしっかりとした監視を続けていただきます

よう、よろしくお願いしたいと思います。

次に、生活排水対策についてお伺いいたしま

す。

本県では、宮崎県生活排水対策総合計画、平

成６年２月に第１次計画が策定され、平成19年

に第２次計画改定で、平成26年まで河川等の浄

化の推進等を図られる計画となっております。

その目標値として、平成26年度までに78.1％に

引き上げ、浄化槽では23.0％の目標を設定され

ております。公共下水、合併浄化槽、農業集落

排水施設等の計画の達成状況はどうなっている

のかお伺いいたします。さらに、計画を策定さ

れた時期と現在では、社会的・経済的・財政的

面を含めて大きく変動しておると思います。本

県では、中山間地域が多く、財政基盤も弱く、

人口の高齢化も急速に進んでおります。これら

の状況や東日本大震災等の大規模な地震災害の

教訓からも、生活排水処理施設として、浄化槽

は大きな役割を担っております。災害時の避難

施設への整備や浄化槽の特徴である下水道並み

の処理能力、建設時間が短い、建設維持管理コ

ストが安いなど、23.0％の目標にこだわらず、

次期計画では積極的な導入策を講ずるべきと考

えますが、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） 平成23年度末

の生活排水処理率は、全体が26年度の計画目
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標78.1％に対しまして71.6％であります。個別

に見ますと、公共下水道が目標49.9％に対し

て47.2％、合併処理浄化槽が目標23.0％に対し

て20.5％、農業集落排水施設等が目標5.2％に対

して3.9％であります。次期計画での浄化槽の整

備につきましては、現計画は平成26年度までの

期間となっておりますので、まずは現計画の目

標達成に向け、努力してまいりたいと考えてお

ります。また、次期計画の策定に当たりまして

は、現計画の達成状況を踏まえますとともに、

生活排水対策の主体である市町村と十分協議を

行いながら、数値目標や整備の推進方策につい

て検討してまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、単独処理浄化槽から合

併浄化槽への転換促進についてお伺いいたしま

す。この問題については、たびたび議会でも取

り上げられておりますが、本県に設置されてい

る浄化槽15万基のうち、６割の９万基がトイレ

の排水のみを処理する単独処理浄化槽となって

おります。しかし、平成12年の浄化槽法の改正

により、単独処理浄化槽の新設ができなくなっ

ております。しかし、転換については努力義務

となっており、なかなか進んでおらないのが現

状であります。進まない理由としては、転換時

の整備費の個人負担や単独・合併の区別がわか

らない、過疎化の進行から将来への投資意欲な

ど、さまざまな問題があります。河川を初めと

する水質汚濁は、家庭からの未処理生活雑排水

が大きな原因となっております。豊かな自然環

境、きれいな水、空気を中心とした環境立県を

目指す本県としては、放置しておけない問題で

あると思います。埼玉県においては、「川の国

埼玉」を標榜して、平成37年までに生活排水処

理率100％の目標を立てて、県独自の浄化槽補助

制度や金融機関とも連携した「合併処理浄化槽

転換応援ローン」といった融資制度も設け、官

民一体となった取り組みがなされておるのが現

状であります。６月議会において、転換促進に

ついて部長より答弁がありましたが、本県で転

換を促進させる独自の補助制度もないわけであ

ります。他県におくれをとらない積極的な取り

組みが重要と考えますが、知事はどのようにお

考えでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 合併処理浄化槽は、生

活排水対策を推進する上で、公共下水道と並ん

で大変重要なものと考えております。このため

県では、大変厳しい財政状況の中ではあるんで

すが、浄化槽整備事業によりまして、合併処理

浄化槽への転換や新設を支援しているところで

あります。これらの取り組みによりまして、こ

の10年間では、全体の生活排水処理率が24ポイ

ント、うち合併処理浄化槽については７ポイン

ト上昇したところであります。御提案の新たな

取り組みにつきましては、現行制度の効果や他

県の制度なども検証しながら研究してまいりた

いと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。検証

しながら研究をしてまいるということでありま

すから、十分に研究していただいて取り組んで

いただきますようお願いしておきたいと思いま

す。

次に、保守点検、清掃、法定検査から成る一

括契約制度についてお伺いいたします。この制

度は、浄化槽法第11条の法定検査を高めていく

上で効果的であると思われます。一括契約制度

の重要性については、県としても十分認識して

おられるようであり、県、宮崎市、環境科学協

会、浄化槽協会との協議を進めるとの方向性も

伺っております。その中で、一括契約システム

のモデル地域の指定も考えておられるようであ
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りますが、現在の進捗状況について、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） 一括契約は、

浄化槽管理者が、保守点検、清掃、法定検査に

ついて、各業者と個別に契約を結ぶのではな

く、まとめて契約するもので、浄化槽のより適

正な維持管理が図られるものと考えておりま

す。モデル地域の指定につきましては、一括契

約を導入する上で有効な方法と考えますことか

ら、現在、宮崎県環境科学協会や浄化槽協会に

提案を行っているところであります。今後と

も、関係者とともに課題等を整理し、議論を前

に進めていきたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。十分

協議をしていただいて、いい方向に持っていっ

ていただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。

次に、本県の医療対策についてお伺いいたし

ます。

日本は世界に例を見ないスピードで高齢化が

進んでおりますが、高齢者は慢性的な病気を

持った方が多く、また、幾つもの病気を抱えて

いる方がたくさんおられます。そうした中で、

特に田舎に住んでいらっしゃる方は、病気ごと

にあちこちの専門の病院に通わなければなら

ず、これは高齢者にとっても大変な負担で、結

果的に医療費の増加を招いてしまうことにも

なっていると思います。このため、国の「専門

医の在り方に関する検討会」において、高齢化

に伴い、患者を総合的に診察できる、いわゆる

総合医の必要性が検討されているとお聞きいた

しております。このような中、本県の医療状況

は、昨年、県と宮崎大学、県医師会などによる

宮崎県地域医療支援機構の取り組みが開始さ

れ、また、今年度の臨床研修医数が過去最高に

なるなど、将来に向けて明るい兆しが見えつつ

あります。しかしながら、依然として医師の半

数以上が県央部に集中しており、特に高齢化の

著しい中山間地域においては、医師不足の改善

というのは、なかなか難しいのではないかと考

えます。そこで、知事にお伺いいたします。地

域医療の充実のためには、一定の専門分野にと

らわれることなく、幅広く診察と治療を行える

総合医の確保が大変重要になってくると思いま

すが、この点について、知事のお考えをお聞か

せいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、高齢

化の進展に伴いまして、患者を総合的に診療で

きる医師のニーズが今後も増大することが見込

まれております。今お話がありました国の「専

門医の在り方に関する検討会」におきまして

も、複数の臓器別専門医による個別診療より

も、総合的な診療能力を有する医師、いわゆる

総合医による診療が適切な場合があるとして、

そのあり方についての検討が進められていると

ころであります。また、その中では、総合医

は、地域の医療、介護、保健などのさまざまな

分野も含めた「地域を診る医師」としての役割

も期待されているところであります。本県で

は、地理的な条件や生活環境などから、十分な

医師を確保することが困難な中山間地域を多く

抱えておりまして、今後の地域医療の維持・充

実のためには、専門医とともに総合医を養成・

確保し、県内各地域へのバランスある配置や相

互の連携を進めることが重要であると考えてお

ります。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

次に、総合医を確保するために、具体的には

どのような対策を考えられているのか、知事に

お伺いいたします。



- 61 -

平成24年９月12日(水)

○知事（河野俊嗣君） 現在、地域医療を担う

総合医としましては、自治医科大学卒業の医師

が県内各地で活躍していただいております。医

師不足や今後の医療ニーズに適切に対応してい

くためには、新たな総合医確保の仕組みづくり

が必要であると考えております。このため、宮

崎大学と県では、「地域総合医育成サテライト

センター」、これは仮称でありますが、そのよ

うなセンターを、来年４月をめどとして県立日

南病院内に設置しまして、宮崎大学医学部から

指導医を派遣し、医師免許取得後３～４年程度

の若手医師を、地域医療を担う総合医として育

成していくこととしております。県立日南病院

は、大学にも近く、１次から２次にわたる幅広

い診療を行っているため、総合医を育てる環境

として適しておりまして、このサテライトセン

ターで育成された医師を、地域医療支援機構の

調整によりまして、県内各地の公立病院や診療

所などに配置していくことを想定しておりま

す。県といたしましては、このサテライトセン

ターが円滑に機能しまして、本県の地域医療の

維持・充実に寄与するものとなるよう、宮崎大

学を初めとする関係機関と十分な連携を図って

まいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

次に、関連しまして、看護師の確保について

お伺いいたします。地域医療を維持・充実させ

ていくためには、医師の確保と同時に、その医

師を支える看護師が必要であります。県内の医

療機関では、現状でも看護師の確保に随分苦労

されていると聞いているところでございます

が、本県における看護師の充足状況とその養成

・確保のための県の取り組みについて、福祉保

健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） まず、看護師

の充足状況でございます。平成22年12月31日現

在の業務従事者数は１万9,083人でございまし

て、平成22年に県が策定した「看護職員需給見

通し」に基づく必要数に対する割合、これは常

勤換算後でございますけれども、96.7％となっ

ております。次に、看護師の養成につきまして

は、県内では20校の養成施設等から毎年1,000人

前後の看護師等が卒業しており、県としまして

は、民間の施設に対し、教育の充実を図る観点

から、運営費等の支援を行っているところでご

ざいます。次に、看護師の確保対策でございま

すけれども、看護師等修学資金の貸与による県

内への就職促進のほか、離職防止に向けた対策

といたしまして、新人看護職員研修事業や病院

内保育所運営費補助事業などを進めておりま

す。さらに、離職した看護師の再就業支援のた

め、看護力再開発講習会を開催いたしまして、

職場への円滑な復帰を支援しているところでご

ざいます。また引き続き、本県の看護師の養成

・確保に向けて取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。それ

ぞれ御答弁をいただきましたが、医師確保、看

護師確保について、西諸地域におきましても、

公立病院の医師不足であったり医療現場におけ

る看護師不足が大変深刻な状況となっておりま

す。医師確保については、新しい取り組みがな

されるようでありますし、看護師の養成・確保

に取り組むとの姿勢でもありますので、県内の

医師確保、看護師確保につながりますよう、

しっかりとした対応をお願いしておきたいとい

うふうに思っております。

次に、福祉人材の確保についてお伺いいたし

ます。県民だれもが住みなれた地域に住み、尊

厳のある自立した生活を送ることは、共通の願
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いであると思います。現状を見ますと、本県に

おける要介護認定者数は、平成22年度には５万

人を超え、昨年度末で５万3,000人余となってお

ります。また、身体障がい者や知的障がい者、

精神障がい者などの何らかの福祉的な支援を必

要としている方も増加している状況でありま

す。このような状況を踏まえ、利用者ニーズに

合った質の高い福祉サービスを確保し、将来に

わたって安定した福祉人材の供給体制を整備す

ることは、喫緊の課題であるとも考えておりま

す。ここで最も大きな課題は、福祉サービスの

担い手となる人材の確保となります。福祉関連

職業の有効求人倍率は、本県において平成23年

度に1.44となるなど、その確保が厳しくなりつ

つあります。そこで、福祉介護人材確保のため

に、県としてはどのような対策を講じられてい

るのか、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘のとお

り、高齢化等の進行によりまして、介護サービ

スに対する需要の増加が見込まれる中、将来の

福祉・介護分野を担う人材の確保は、大変重要

な課題と認識いたしております。このため、県

におきましては、人材確保を図りますため、福

祉人材無料職業紹介事業を福祉人材センターに

おいて実施し、平成23年度は3,174件の求人・求

職相談があったところであります。このほか、

ハローワークなどとの共催による就職面談会や

職場体験学習事業などを実施いたしまして、福

祉の職場への就業促進を図っておるところでご

ざいます。また、従事者の資質向上を図ります

ために、社会福祉研修センター事業により、福

祉・介護事業所の職員等を対象に66コースの研

修を実施し、延べ8,830人が受講したところでご

ざいます。今後とも、ハローワーク等関係機関

とも十分連携を図りながら、引き続き人材の確

保を図ってまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、県立病院経営改革につ

いてお伺いいたします。県立病院は、中核病院

として県民の命を守る中心的な役割を担ってお

ります。しかし、経営環境は非常に厳しい状況

であることから、平成23年から25年までの期間

で、第二期宮崎県病院事業中期経営計画を第一

期に引き続き策定され、改革を進められていま

す。３病院の収支状況を見せていただきます

と、計画目標に対して決算の状況は、宮崎病院

は、改革の努力もあり黒字決算を維持できてい

るものの、延岡病院、日南病院については、努

力されているものの厳しい決算の状況となって

おります。これまでの改革で、収支改善を含め

て図られる改革はやられたと思いますが、中期

経営計画の取り組み状況について、病院局長に

お伺いいたします。

○病院局長（渡邊亮一君） まず、経営面でご

ざいますが、計画の初年度である平成23年度の

決算見込みは、約２億2,000万円の赤字となりま

したが、計画より約２億5,000万円、赤字幅の圧

縮が図られたところでございます。これは、診

療報酬確保や経費節減のためのさまざまな取り

組みとともに、職員のコスト意識や経営参画意

識の向上が図られたことによるものであると考

えております。また、医療提供の面では、病院

運営の根幹であります医療スタッフの確保のた

め、大学への医師派遣の働きかけや看護師採用

試験の見直しなどに全力で取り組んでいるとこ

ろでございます。このほか、防災や救急医療の

機能充実を図るため、各病院における非常用電

源設備や延岡病院における救命救急センターの

整備なども進めております。病院局といたしま

しては、今後とも、職員一丸となって中期計画

の着実な推進を図ってまいりたいと考えており
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ます。

○宮原義久議員 次に、県立病院における臨床

研修医の採用・受け入れ状況についてお伺いい

たします。県立病院を本拠地として２年間研修

をされる基幹型に、平成24年度は９名が採用さ

れています。ここ数年の状況では、最大の人数

となっております。また、１カ月から１年間で

本拠地を大学病院に置きながらの協力型につき

ましても、平成24年度は平成22年度に次ぐ状況

で、年換算で16.7人となっております。研修医

の採用は、医師確保の上からも大変重要であ

り、平成24年度の研修医の確保が例年より多

かったことをどのように分析されているのか。

さらに、延岡・日南病院の研修医の確保が厳し

い状況となっています。今後の取り組みについ

てもお聞かせ願いたいと思います。

○病院局長（渡邊亮一君） 平成24年度の新た

な研修医９名の出身大学を見ますと、平成23年

度にいなかった宮崎大学医学部の卒業生が３名

入っておりまして、それがふえた直接的な要因

となっております。それで、この９名をどう見

るかでございますが、近年の推移ではふえてい

るわけでございますけれども、平成16年度は９

名でございました。また、平成24年度の募集段

階での定数は18名でございまして、研修医がま

だまだ少ないのが実態でございます。今後と

も、研修医確保のため、東京など都市圏で行わ

れています病院説明会への積極的参加や、医学

生を対象とした病院見学ツアーの実施等により

まして、県立病院における臨床研修の魅力をＰ

Ｒしてまいりたいと考えております。また、延

岡・日南病院におきましては、来年度から宮大

附属病院を協力型研修病院に指定しまして、大

学病院でも研修を受けることができるようにす

るなど、研修プログラムの充実にも取り組んで

まいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

次に、県立延岡病院救命救急センター整備に

ついてお伺いします。県立延岡病院の救命救急

センターは、県北地域の第２次・第３次救急医

療体制の中心の施設でありますが、手狭になっ

たとして、平成23年度、基本・実施計画を立て

られ、平成24年４月に着工され、本年度末の完

成が予定をされております。鉄筋コンクリート

３階建てで、一般、感染症の診察室、ＣＴ室な

どの整備と、屋上にヘリポートを備えたものと

なっており、この施設が、県北における救急患

者の期待にこたえられる施設となることと、震

災等の発生時にその機能が十分に発揮できるも

のとなることを願いたいと思っております。そ

こでお伺いします。南海トラフ巨大地震におけ

る津波や病院周辺の河川であります大瀬川の堤

防の決壊による浸水も考えられるわけでありま

すが、そうした事態であっても病院機能が停止

することがあってはならないと思います。非常

用電源などは浸水があっても対応できる建築物

となっているのか、お伺いします。さらに、延

岡病院側にも浸水に対する対策はなされている

のか、お伺いいたします。

○病院局長（渡邊亮一君） さきの東日本大震

災の事例でもありますように、建築物は浸水に

対して非常に脆弱でございまして、水の浸入を

防御する技術は一般に確立されておりません。

このため、現在建設中の新救命救急センターで

は、万一１階部分が浸水で使用できなくなるこ

とを想定して、３階に専用の非常用発電機を配

置し、必要な電源を確保することとしておりま

す。また、２階部分には、大量の救急患者を受

け入れることが可能なホールを整備しまして、

浸水時にも必要な救急・災害医療機能の確保が
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図られるよう努めているところでございます。

また、延岡病院本体でございますけれども、平

成７年の改築時に、あらかじめ浸水被害を想定

して、非常用発電機を８階に配置するととも

に、今回、新救命救急センターの屋上にヘリポ

ートが整備されますので、浸水などの災害時の

入院患者や必要な物資の搬入・搬出が確保さ

れ、必要最低限の医療機能は維持できるものと

考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。十分

な対策がとられているということでありますか

ら、安心したところであります。

次に、入札問題についてお伺いいたします。

入札制度改革につきましては、自民党会派と

しては、かねてより要望しております3,000万円

未満は指名競争入札に戻し、地域バランスを考

えた業者の育成を図られることを望みたいと考

えます。なぜ指名競争入札に戻せないのか。他

県では、一定の金額までが指名競争入札となっ

ていますが、何か問題があるのか、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） 入札制度につ

きましては、入札談合事件により失われた県民

の県政に対する信頼を回復する必要がありまし

たことから、公正・透明で競争性の高い一般競

争入札に移行してきたところであります。ま

た、改革と並行して、制度の検証と見直しに努

め、本年度からは、土木一式工事において地域

要件を細分化するなど、地元の建設業者が受注

しやすい環境づくりに取り組んでいるところで

あります。入札制度につきましては、これまで

の改革と経緯を踏まえつつ、基本的には、一般

競争入札の枠組みの中で、今後とも幅広く御意

見を伺いながら、必要な見直しを行ってまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 次に、建設業法施行規則の一

部が改正されまして、建設業における社会保険

の加入促進の強化が義務づけられたようであり

ます。業界の現状は、下請企業を中心に、雇

用、医療、年金保険について、法定福利費を適

正に負担しない企業が多数存続し、そうしたこ

とから、技能者の身分保障や若年者の建設産業

離れを引き起こしているとされております。今

後は、建設業の許可・各種審査でも、評価の厳

格化を図るとされておるようであります。こう

した改革をすることで、建設産業の持続的な発

展が図られ、必要な人材の確保と事業者間の公

平で健全な競争環境の構築を図ることが必要で

あるとされておるようであります。この一部改

正は、５年をめどに、企業単位では許可業者

の100％、労働者単位では、製造業相当の加入状

況を目指すとされているようであります。県内

の建設産業は、大変厳しい経営状況でありま

す。労働者のことを考えるといい環境整備とな

りますが、企業側にとっては負担増となりま

す。５年をめどとされていますので、金融円滑

化法の期限も切れるなどの経済状況を勘案して

の緩やかな改革でなければ、建設業界の今後は

ないと考えますが、県土整備部長のお考えをお

伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 建設業法施行

規則の改正等に伴いまして、社会保険の未加入

問題への対策としまして、本年７月から、経営

事項審査において未加入企業に対する減点幅が

拡大され、また、11月からは、建設業の許可申

請時に加入状況を記載した書面の提出や、施工

体制台帳について、元請業者及び下請業者の加

入状況の記載が必要となります。県におきまし

ては、これらの状況を確認し、社会保険の加入

義務がありながら加入していない建設業者に対
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しては、建設業法に基づく指導などの対応を行

うこととしておりますが、その対応に当たって

は、国において改正予定の監督処分基準や新た

に作成されるマニュアルを基本にしたいと考え

ております。

○宮原義久議員 次に、県の委託工事である道

路パトロール、舗装補修、河川メンテナンス等

の委託工事については、受注しても赤字になる

ということをお聞きしております。そのため、

実際は受注希望者がいないのが現状とも聞きま

すし、業務を受けることで評価点がつくことか

ら、低入札となる傾向があり、最低制限価格が

設定されたようであります。最低制限価格周辺

で落札したとしても赤字の状況とも聞きます

し、評価点加算により委託業務を業界へ押しつ

けているようにも見てとれますが、現状と今後

のあり方についてお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 道路パトロー

ル、河川緊急メンテナンス及び舗装路面応急補

修工事につきましては、通常の委託業務や工事

と異なっており、簡易な維持補修工事に加え

て、災害等の緊急時に迅速に対応できる体制が

求められるものでありまして、地域の安全を確

保する上で不可欠なものでございます。このた

め、その受注実績を地域への貢献として評価し

ているところでございます。なお、これらの業

務につきましても、実態を考慮した適切な予定

価格の設定に努めており、また、平均落札率を

見てみますと、他の委託業務や工事に比べて高

くなっていることから、適正な価格で落札され

ているものと考えております。総合評価落札方

式のあり方につきましても、今後とも幅広く御

意見を伺いながら、必要な見直しや改善に取り

組んでまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、総合評価落札方式の企

業の地域貢献度の中で、障がい者の雇用、そし

て消防団加入により評価されております。障が

い者の雇用の確保、消防団員に対する評価とし

て、一定の評価はいたしますが、現状を業界の

ほうにお聞きしますと、従業員の中で事故や病

気によって障がいを持つ方がいらっしゃった場

合、評価されることになるわけであります。さ

らに、消防団員が評価となることで、消防団に

加入させたくても、今度は逆に消防団の定数が

あって加入ができないなどの不公平感があると

もお聞きしているところであります。障がい者

雇用、消防団の加入は、入札制度の総合評価落

札方式の地域貢献項目にはなじまないとも考え

ますが、県土整備部長のお考えをお聞かせくだ

さい。さらに、今後、この点についての改革の

余地があるのかもお聞かせいただきたいと思い

ます。

○県土整備部長（濱田良和君） 消防団員や障

がい者の雇用につきましては、これまで、関係

団体等からの御意見や、国や他県の事例等を参

考にしながら、企業の地域社会貢献度において

評価をしているところでございます。そのう

ち、障がい者の雇用につきましては、障害者雇

用促進法で雇用促進が求められておりますこと

から、企業の社会的責任として評価を行ってお

ります。また、消防団員につきましては、地域

の安全で安心な暮らしの確保に大変重要な役割

を果たしていることを踏まえまして、同様に評

価をしているところでございます。こういった

評価項目につきましては、これまでも適宜見直

しを行ってきたところでございますが、今後と

も、適正な運用に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○宮原義久議員 次に、県発注工事において、

地域ブロック区分内における発注が行われてお
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ります。地域要件は設定されていますけれど

も、地域によっては、業者数が多く発注件数が

少ない地域、逆に業者数が少なく発注件数が多

い地域ということも考えられます。全て県内統

一の平準とまではいかないということは理解し

ますけれども、過去の発注件数とランク別企業

数から見れば分析はできると考えます。どう

いった考えをもとに地域要件を設定されたの

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） 県内建設業者

の経営環境が大変厳しい状況にある中、地域の

建設業者には、地域の社会資本の維持管理や災

害時における緊急対応など、重要な役割がある

と認識しております。このため県では、競争性

の確保を前提に、地域における建設業者の育成

に配慮し、工事の種類と予定価格に応じまして

地域要件を設定しておりまして、本年４月に見

直しを行ったところでございます。地域要件の

設定に当たりましては、過去の工事の発注実績

と受注実績のある業者数をもとに、地域間のバ

ランスを考慮しているところでございます。県

といたしましては、地域の建設業者の重要な役

割を踏まえ、今後とも、制度の検証と必要な見

直しを行ってまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。入札

について、それぞれ質問をさせていただいたと

ころであります。また、それぞれ答弁をいただ

きましたが、公共事業予算が大きく減少する中

で、災害等で最も頼りになるのが建設業と言わ

れております。しかし、建設業の現状は、仕事

が受注できるかできないかわからない中での経

営を強いられているのが現状でありまして、金

融機関から信頼がない業界と言われているよう

であります。お金を貸してもらえないという状

況があるというふうに聞きます。しっかりとし

た仕事が受注できるかできないかわからないと

ころには、金融機関はお金を貸さないというこ

とになっているようであります。そういったこ

とを考えますと、建設業は厳しい状況ではあり

ますが、建設産業の担っている役割は、あらゆ

る面から考えて、雇用の場も含めて重要であり

ますので、業界の声もしっかりと聞いていただ

いて、先ほどから必要な改革はされるというこ

とでありますから、業界の育成も含めまして、

しっかりとした改革に取り組んでいただきます

ようお願いしておきたいというふうに思ってお

ります。よろしくお願いします。

次に、中小企業金融対策についてお伺いいた

します。厳しい経済金融情勢において、特に厳

しい状況にある中小・零細企業の事業主を中心

に、借り手の方々を支援するために、平成21

年11月に金融円滑化法が成立、平成23年３月に

期間延長が可決され、さらに平成24年３月に１

年間に限り延長となり、平成25年３月31日まで

延長されました。企業の債務について、返済条

件の変更要請に応える努力義務を金融機関に課

す法律であり、貸し出し条件変更の措置が打ち

切られる懸念があり、厳しい経済状況は改善さ

れている状況でもなく、現在さらに深刻な状況

となっております。今後、企業は利払い困難に

なったり、債務の返済ができなくなるなどの影

響から、来年３月末から中小企業の倒産が多発

するのではと心配されているところであります

が、県として、県内の経済状況をどのように見

ておられるのか。さらに、金融円滑化法の期限

が切れた後の対策をどのように考えておられる

のか、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） 宮崎財務

事務所がまとめた直近の経済情勢報告によりま

すと、県内経済は緩やかに持ち直しているとさ
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れておりますが、先行きについては、円高等の

不透明な要因もあることから、中小企業を取り

巻く経営環境は、依然として厳しいものがある

と受けとめております。このような中、中小企

業金融円滑化法により条件変更を受けた企業の

中には、経営改善計画の策定等がおくれている

ケースもあることから、国においては、金融機

関にコンサルティング機能の一層の発揮を求め

るなどの取り組みを進めております。県におき

ましても、同法終了後の対応について、昨年

来、国や関係団体、金融機関等と意見交換を

行ってきたところですが、本年３月には、全国

的にも先駆けとなるような、金融支援と経営支

援を一体的に推進するための商工３団体と地元

金融機関との連携協力協定が、知事立ち会いの

もと締結されました。また、７月には、個別企

業ごとに具体的な支援を行う「みやざき経営ア

シスト」、いわゆる支援会議でございますが、

これも設立されたところであります。県といた

しましては、このような動きを踏まえながら、

今後とも、中小企業等経営基盤強化支援事業や

県融資制度を活用した支援を初め、中小企業再

生支援協議会との連携強化等について検討を進

め、円滑化法終了を見据えたセーフティーネッ

ト構築に向けて取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○宮原義久議員 ありがとうございました。県

としては、金融円滑化法終了後の対応について

の意見交換等もされ、そして商工３団体や地元

金融機関との連携を図るという答弁でありまし

た。金融円滑化法の期限が切れる３月末以降の

セーフティーネット構築をしっかりと整えてい

ただきまして、倒産防止に努めていただきます

よう、お願いしておきたいというふうに思って

おります。

次に、「宮崎県中小企業振興条例（仮称）」

についてお伺いいたします。知事の政策提案に

おいて、基本政策２の「産業・雇用」づくりの

中で、地域経済や雇用を支える中小企業の競争

力・経営力の強化を図るための施策や県・事業

者の責務を定める「宮崎県中小企業振興条例

（仮称）」を制定するとされております。中小

企業金融対策としての金融円滑化法の期限も残

りわずかの状況でありますが、知事の考えてお

られる「宮崎県中小企業振興条例（仮称）」

が、宮崎県内の中小企業の振興につながり、金

融面を含めて健全な企業として成長する方向性

を示すものとなることを望みたいと思います。

知事が制定される「中小企業振興条例（仮

称）」の検討状況について、知事にお伺いいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 中小企業は県内の企業

の大部分を占めておりまして、本県経済の発展

や雇用の確保に大変大きな役割を果たしていま

す。そのような観点から、選挙のときに掲げま

した政策提案の中に「中小企業振興条例」とい

うものを掲げたところでありまして、総合計画

のアクションプランの中にも盛り込んだところ

であります。この条例の制定に当たりまして

は、本県の中小企業が置かれた現状や課題など

を的確に踏まえた上で、中小企業の振興に関

し、県や市町村、関係機関・団体の役割や責務

などを定める必要がありますので、これまで他

県の状況なども参考にしながら、商工団体など

との意見交換を実施するなど検討を進めてきた

ところであります。今後、条例の骨子などにつ

いて議会に御報告させていただいた後に、パブ

リックコメントを経まして、今年度中に条例案

を提案させていただきたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、国県道の整備状況につ
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いてお伺いいたします。県内の国道の県管理区

間は、実延長で880.6キロメートル、改良延長

は667.1キロメートル、改良率75.7％、県内県道

は、実延長で2,019.8キロメートル、改良延長

で1,173.9キロメートル、改良率は58.1％となっ

ており、九州各県の中でも低い整備状況であり

ます。県内の国県道未整備部分の多くが中山間

地域であり、豪雨や台風による集落の孤立化な

どの被害を軽減し、速やかに復旧・復興を図る

ためには、緊急輸送道路を初めとする道路網の

整備は必要不可欠であります。しかしながら、

本年度の道路関係予算は、前年度に比べ大幅に

減少しております。本県の道路整備におくれが

生じるのではないかと心配するものでありま

す。このような状況の中、現在の国県道の整備

状況及び今後の取り組みについて、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） 本県の国県道

の整備につきましては、県土の約８割を山間部

が占め、さらに、東西に流れる大きな河川によ

り、地域が分断されるなど厳しい地形条件と

なっていることもございまして、改良率につい

ては、ただいま議員御指摘のとおりの状況と

なっております。道路は、県民生活の向上や地

域の活性化、発展のために必要不可欠な社会資

本であり、また、災害時には救助・救援活動や

復興支援など命の道ともなりますことから、そ

の整備を着実に推進することは大変重要である

と認識しております。しかしながら、道路関係

予算は非常に厳しい状況にございますので、県

といたしましては、必要な道路整備を計画的に

推進するため、道路予算の確保と、おくれてい

る地方への重点配分が図られるよう、引き続

き、関係団体とも連携を図りながら、国等へ強

く要望してまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、橋梁の延命策に伴う耐

用年数や耐震についてお伺いいたします。県内

橋梁の架設後の経過年数を見ますと、架設後50

年以上が８％、40年から49年が21％、30年か

ら39年が25％、30年以上の経過の比率が54％と

なっております。今後10年経過しますと、30年

以上の比率は70％となります。さらに10年経過

しますと、87％となるようであります。本県の

多くの橋梁は、高度成長時代に建設したものが

多く、高齢化が進行することから、県では橋梁

の長寿命化に取り組んでおられますが、架橋年

数や耐震の観点から問題がないのか、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） 橋梁の維持管

理でございますが、平成22年度に橋梁の長寿命

化修繕計画を策定いたしまして、定期的な点検

と適切な診断・補修を行うことにより、安全性

の確保に努めているところでございます。ま

た、架設年度の古いものの中には、耐震対策が

十分でないものもございますので、緊急輸送道

路を中心に対策を実施しているところでござい

ます。橋梁は、道路施設の中でも特に重要な構

造物でございますので、今後とも、長寿命化修

繕計画に基づき、適切な維持管理を実施すると

ともに、耐震対策を確実に行い、安全・安心な

交通の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 次に、宮崎県道路公社管理有

料道路についてお伺いいたします。まずは、一

ツ葉有料道路については、総事業費174億4,500

万円をかけて、北線が昭和49年に供用開始、南

線は昭和56年に供用開始で、料金徴収期間が平

成32年２月28日までとなっております。この道

路は、国道10号、国道220号のバイパスとして、

市内道路の交通混雑の解消と、宮崎新港、宮崎
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空港とも連結して、地域開発、観光開発を大い

に推進するとして整備をされたものでありま

す。現在の利用状況、料金収入の状況と利用率

向上について、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） 一ツ葉有料道

路の交通量につきましては、平成22年６月か

ら23年６月に行われた高速道路無料化社会実験

等の影響もあり、大きく減少しておりました

が、実験終了後の昨年７月からことし６月まで

の１年間では、北線及び南線の合計で、交通量

が約531万1,000台、料金収入が約９億4,000万円

となっております。交通量及び料金収入とも、

実験前の水準までは回復していないものの、対

前年比で約６％の増加となっております。特に

直近６カ月の利用状況は、前年同期比で約10％

の伸びでございまして、回復傾向にあるものと

考えております。道路公社におきましては、回

数券の委託販売所の増設や沿線企業への訪問に

よる利用拡大に取り組んでいるところであり、

県といたしましても、引き続き公社と連携し

て、利用促進に努めてまいりたいと考えており

ます。

○宮原義久議員 次に、小倉ヶ浜有料道路の無

料化の見通しについてお伺いいたします。小

倉ヶ浜有料道路につきましては、総事業費11億

円をかけて、昭和59年３月30日に供用開始と

なっております。この道路は、日向・延岡地区

新産業都市における都市計画道路網の整備促進

のために、塩見川の河口に、橋梁部分を中心に

有料道路として施工されております。東九州高

速自動車道が平成28年度までに大分まで整備も

図られることとなり、高速道の開通による効果

を十分に発揮させるためには、開通に合わせた

インターチェンジと幹線道路を連結させるアク

セス道路の整備は不可欠と考えます。特に、東

九州の物流の拠点であり、県内最大の貿易港で

ある細島港の利用促進を図るためには、平成25

年度の東九州自動車道日向―都農間の開通に合

わせた国道327号日向バイパスの完成、並びに地

元から要望の強かった小倉ヶ浜有料道路の無料

化による日向インターチェンジから細島港への

アクセス機能の向上が必要であるとも考えられ

ます。ついては、アクセス道路の整備状況と、

来年５月に料金徴収期限を迎えます小倉ヶ浜有

料道路の今後について、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 日向インターチェンジ

へのアクセス道路として整備を進めております

国道327号日向バイパスにつきましては、平成25

年度の東九州自動車道の開通までに完成供用さ

せるために、県道土々呂日向線から国道10号間

の工事を計画的に現在進めているところであり

ます。次に、小倉ヶ浜有料道路につきまして

は、東九州の物流拠点である細島港の利用促進

や道路利用者の利便性の向上を図る観点から、

無料化の効果は極めて大きいということ、ま

た、これまで地元の皆様から繰り返し要望をい

ただいたことを踏まえまして、来年５月の料金

徴収期限をもって無料化するとの決断をしたと

ころであります。今後は、県議会の議決をいた

だいた上で、国への認可申請を行ってまいりた

いと考えております。

○宮原義久議員 無料化ということであります

から、地域経済に大きく貢献されることを望み

たいというふうに思っております。

次に、県の沿道修景美化についてお伺いいた

します。本県では、宮崎県沿道修景美化条例が

昭和44年４月１日より施行されています。目的

として、「県内の沿道において、すぐれた自然
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景観及び樹木、その他の植物を保護するととも

に、花木類の植栽を行うことによって、沿道の

修景を図り、もって郷土の美化を推進すること

を目的とする」となっております。全国に先駆

けて沿道修景美化に力を入れ、それが観光宮崎

をつくり上げ、今日に至っております。しか

し、沿道は１年に１回の手入れはされるもの

の、植栽された樹木は伸び放題、カヤは樹木の

中に入り込み、見るも無残な状況、沿道の草も

伸び放題、ガードレールにカズラが巻きついて

いる始末であります。道路を車両が通行さえす

ればよいという考えであれば問題はないと思い

ますが、観光面から見れば、宮崎県は環境がよ

い、きれいだ、また訪れたいと思えないのでは

ないかというふうに考えております。知事、県

内を回られた折、こうした状況はごらんになっ

ているというふうに思いますが、どのような感

想をお持ちでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 長年にわたる沿道の修

景美化に対する取り組みということで、他県と

比べますと、宮崎らしい潤いと安らぎのある道

路環境を創出し、本県の観光振興にも貢献して

いるというふうに考えておるところでございま

すが、厳しい財政状況の中で、維持管理コスト

が増加し、かつてのようなきめ細かい対応とい

うものが困難になっている状況、議員御指摘の

ような状況も一部では見受けられるというふう

に考えております。沿道の風景は、本県にとっ

て重要な観光資源であるという認識のもとに、

この条例の精神を大切にしまして、限られた予

算の中ではありますが、何とか工夫を凝らし、

また、沿道の皆様の御協力、御理解も得なが

ら、今後とも、沿道の修景美化に努めてまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 次に、行財政改革にも取り組

んでいる状況からすれば、沿道修景美化に多額

の予算をかけにくいとも考えられますが、沿道

修景美化に対するこれまでの県の予算の状況と

今後の予算確保について、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） 沿道修景美化

推進対策費は、最近10年間では、年間約７億円

程度となっておりまして、一定の額は確保して

いる状況でございます。しかしながら、沿道修

景地区につきましては、そのほとんどが設置か

ら30年以上経過しており、樹木の高齢化、高木

化によりまして、維持管理に必要な費用は増加

する傾向にございます。このため、草花の調達

方法の見直しや、毎年植えかえが必要な一年草

から多年草への切りかえを行うなど、植栽のあ

り方の見直しを進めた上で、沿道修景の質を維

持するため、必要な予算の確保に努めてまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 防災関連としての高速道路整

備についてお伺いします。道路網の骨格をなす

高速道路の整備については、平成28年度までに

大分から宮崎までの区間の開通が示されたとこ

ろであります。宮崎県におきましては、長年の

悲願が達成することとなります。さらに、東九

州道の日南より南側の整備、九州横断自動車道

の早期整備も図らなければなりません。東日本

大震災で多くの人命が救われたのも、高い位置

にある高速道路が重要な役割を果たしました。

さらに、救援物資の輸送や早期復旧の面から

も、高速道路の役割は非常に大きかったと言え

ます。南海トラフ巨大地震の被害想定では、想

像を絶する被害が本県でも発生することが想定

されております。県としては、平成28年度を待

つ姿勢でなく、さらなる早期完成を図る必要が

あるとも考えますが、県内高速自動車道全体の
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整備についての知事のお考えをお聞かせくださ

い。

○知事（河野俊嗣君） 東九州自動車道及び九

州中央自動車道は、南海トラフ巨大地震や日向

灘地震の発生というものが想定される中で、救

援物資や救急医療の搬送路として大きな役割が

期待されております。まさに命の道であるとい

うふうに考えております。喫緊の課題であり、

私としましては、今後とも、東九州道の大分―

宮崎間の平成26年度までの前倒し供用など、事

業中区間の一日も早い完成や、未事業化区間の

早期事業化につきまして、あらゆる機会を捉え

て、国や関係機関に強く訴えてまいります。先

日も国交省に要望に行ったところでございま

す。具体的には、先月、両路線の建設促進地方

大会を開催して、大分、熊本など各県の知事と

密に連携を図り、国などに働きかけることを改

めて確認したところでありまして、この秋に予

定されている国への要望活動におきましては、

私自身が出向き、地方大会での熱意、本県にお

ける高速道路の必要性というものを、防災の観

点も十分に絡めながら、強く訴えてまいりたい

と考えております。

○宮原義久議員 次に、防災関連として、港湾

の整備についてお伺いいたします。津波が押し

寄せた場合、頼りになるのが防波堤であると、

これまで考えられていましたが、東日本大震災

において、絶対壊れないと言われ、30年の年月

と1,200億円の巨費をかけて建設された釜石港の

スーパー堤防も、今回の津波の影響はとめるこ

とができなかったようであります。今回の災害

の教訓から、東日本大震災後において、港湾整

備のあり方は変化しているのか、県土整備部長

にお聞かせ願います。

○県土整備部長（濱田良和君） 現在、国にお

きまして、港湾における地震・津波対策につい

て見直しを行っており、本年７月に国土交通省

交通政策審議会におきまして、その方向性が示

されたところでございます。内容につきまして

は、防波堤が津波に対し一定の減災効果を発揮

したことが確認されたことから、倒壊しにくい

粘り強い構造とすることや、陸上部に防潮堤を

設置し、港湾背後地への浸水を防止するなどの

必要性がうたわれております。今後、国におい

て、地震・津波に対する新しい基準が示される

と聞いておりますので、県といたしましても、

その結果を踏まえ、現地の状況も勘案しなが

ら、必要な対策に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○宮原義久議員 河川改修であったり海外展開

の施策、そして新規学卒者問題、農業問題、野

生鳥獣被害の問題、15問ほど、あと通告が残っ

ておりましたが、時間切れであります。ここに

書いてあることは、大体どういうことを言いた

いのかはわかっておられると思いますので、そ

れぞれ努力していただきますようお願い申し上

げまして、全ての質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時56分散会


