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◎ 代表質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名、全

員でございます。定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、新

みやざき、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。新みやざき代表、日向市選出の西村

賢でございます。この未熟者を代表にしていた

だきまして、年に１回、代表質問に立てるこ

と、本当に新みやざきメンバーにはお礼申し上

げます。そして、きょうは日向市からも傍聴に

来ていただいております。本当にありがとうご

ざいます。

それでは、元気よく代表質問をさせていただ

きます。執行部の皆様方の明快な答弁のほう、

よろしくお願いをいたします。

まず、震災瓦れき処理について知事に質問を

いたします。今議会の冒頭、知事の提案理由説

明の中にもありましたが、本県は、東日本大震

災の震災瓦れきを受け入れることがありません

でした。結果的にそうなったことに対しまし

て、ほかの議員からもありましたとおり、非常

に残念な思いがあります。そして、結果的に時

間切れを初めから待っていたのではないかとい

う疑問も生まれました。一連の市町村とのやり

とりの中で知事のほうから積極的な働きかけが

あったのか、正直なところ、感じられませんで

した。また、逆に、本県は受け入れないという

ような知事からのメッセージもなかったように

感じます。初めから受け入れる気のない中途半

端な議論が繰り返されてしまったのではないで

しょうか。災害廃棄物の広域処理を受け入れな

かった理由について、知事に伺います。また、

今後の被災地支援に向けての知事の思いについ

て、お伺いをいたします。

次に、行財政改革について質問いたします。

行財政改革は、時代変化に行政サービスをしっ

かりと合わせていくことであり、絶えず創意工

夫、改革をしていかなければなりません。本県

も昨年６月に「みやざき行財政改革プラン」を

策定し、それに基づく行財政改革を行っている

と思います。そのもととなりました知事マニ

フェストには、「できる限り早期に収支不足の

圧縮と県債残高の減少等に取り組み、基金取り

崩しに頼らない持続可能な財政構造への転換を

図る」とあります。みやざき行財政改革プラン

の現在の進捗状況と改革に対する知事の思いを

お伺いいたします。

それでは、以下、質問者席より質問をいたし

ます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

まず、災害廃棄物の広域処理と今後の被災地

支援についてであります。県では、口蹄疫など

の発生に際して、全国から温かい御支援をいた

だいた感謝の思いで被災地支援に取り組み、災

害廃棄物の広域処理につきましても、何とか協

力ができないかとの思いを持って、受け入れ主

体である市町村の理解を深めるため、これまで

も御説明をしましたようなさまざまな取り組み

に努めてきたところでありますが、受け入れる

と判断した市町村はない状況でありました。

このような中、８月７日に国から災害廃棄物

の処理工程表が示され、その中で、被災地にお

ける処理や受け入れ自治体での処理の進展など

により、本県で受け入れ対象として検討してい
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た可燃物については、新たな受け入れ先との調

整は行わないとされましたことから、広域処理

の受け入れに関する検討を終えることとしたと

ころであります。なお、８月１日から全国に先

駆けて、この廃棄物処理を現地で支援するとい

うことで、職員を１名、宮城県に派遣をしたと

ころであります。

一方、被災地支援全般につきましては、いち

早く「みやざき感謝プロジェクト」として立ち

上げ、職員やボランティアの派遣、救援物資の

輸送、被災者の皆様との交流など、さまざまな

事業に取り組んでまいりました。これらは、県

内の企業や県民の皆様からの貴重な寄附も財源

としました基金を設置して実施しているもので

ありまして、私は、このような県民の思いも込

めて宮崎からの熱い感謝の心を届けてきたとこ

ろであります。被災地の本格的な復興までには

まだまだ相当の期間を要するものと考えられま

す。特に今、現地におきましては、復興を現場

で担う市町村の職員の不足ということが言われ

ておりまして、先日も、宮城県知事から直接、

電話で要請を受けたところでございますが、さ

らなる人員の派遣要請を受けておるところでご

ざいまして、市町村と一緒になりながら、これ

にも対応してまいりたいというふうに考えてお

ります。今後とも、現地のニーズを十分に踏ま

えながら、それらに沿った本県らしい支援を継

続してまいりたいと考えております。

次に、行財政改革についてであります。現

在、本県におきましては、昨年６月に策定した

みやざき行財政改革プランに基づき、行財政改

革に取り組んでいるところであります。このプ

ランの進捗状況でありますが、まず、行政改革

につきましては、行政需要に対応した簡素で効

率的な組織体制の見直しや適正な定員管理に取

り組むとともに、県民ニーズの把握や県民等と

の連携など、いわゆる県民目線による行政サー

ビスの提供を積極的に推進しているところであ

ります。一方、財政改革につきましても、退職

手当の減少分などを除き、約11億円の人件費の

削減を図ったほか、投資的経費の縮減・重点

化、事務事業の徹底した見直しなどによりまし

て、平成24年度の当初予算編成時におきまして

は、中期財政見通しでの251億円という収支不足

額を184億円まで圧縮するなど、着実に取り組ん

でいるところであります。今後とも、限られた

予算や人材を効果的、効率的に活用しながら、

持続可能な行財政基盤の確立を目指すととも

に、県民が真に求める行政サービスの提供がで

きるよう、しっかりと行財政改革を進めてまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○西村 賢議員 震災瓦れきの処理につきまし

ては、知事の思いというものはわかりましたけ

れども、知事、及び執行部からも東北の現状と

いうものを視察に行かれた方もたくさんいらっ

しゃると思います。また、県議会からもそれぞ

れの会派、個人で東北に行って、この瓦れきを

どうにかしないと絶対にあしたがないと思った

ということで、全会一致で知事に対して申し上

げてきたところでありました。さらにもっと言

えば、県内の各市町村それぞれの議会からも多

くの方が視察に行ったということも聞いており

ます。また、その中で、それぞれの市町村でな

ぜにもう一歩踏み出した判断ができなかったの

か、そこも非常に残念であると思いますし、そ

こは心は知事と同じであります。やはりこれか

らの被災地支援、まだまだ続きますので、ぜひ

これからも宮崎県がしっかりと市町村をまとめ

上げて一緒になって支援していくように、お願
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いをしていきたいと思います。

次に、行財政改革プランにおいては、答弁い

ただきました中に、県民目線による行政サービ

スということがありました。まさしく今、財政

が厳しい状況の中で、県民からのこうしてく

れ、ああしてくれということを受けておって

は、当然改革というものは進みません。特に財

政が厳しいときに、どれをより分けてしっかり

と県民ニーズを酌み取るかということは、非常

に難しいことであると思いますし、また、その

中で改革をしていくということは非常に難し

い。ニーズがどんどん増していく中で、どの事

業をしっかりと選んでいくかという作業という

のは難しい。その中で、この改革プランによっ

て先に人を切らなければいけないとか、先に事

業を切らなければいけないということになって

しまっては、これは逆の状況になってしまうと

思います。特に、今回、知事も広報戦略室を

使って、しっかりと県民には、ぜひ、自分たち

ができることはやってくださいということを申

し上げていただきたいと思います。これは全部

県に対してではないんですけれども、公務員の

給料は高過ぎるとか、仕事は余りしていないと

か、数が多過ぎるとか、そういうクレームとい

うものは私たちの耳にもたくさん入ります。確

かに、公務員給与でありますとか人数の適正化

というものは、いろんな方によって意見が分か

れるところでありますけれども、知事の掲げる

「県民との協働」というものは、しっかりと県

民に、自分たちのことはやってくださいと言っ

ていくことが必要だと思います。

そこで、私はかねてからこの代表質問でも、

「知事、しっかりと事業仕分けをやってくださ

い」と。知事は、その答弁の中では消極的な意

見でありましたけれども、しっかりと民間に

やっていただく部分はやっていただくというこ

とで、やはり行政のスリム化ということを目標

にしないと、行財政改革は進んでいかないので

はないかと私は思います。知事に再度、民間へ

のアウトソーシングに対しまして所見をお伺い

したいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、財政

状況が大変厳しい中で、行政だけでさまざまな

公的なサービスを提供することは非常に難しい

という―きめ細かな対応ですね―状況に

なっておるところでありまして、民間との協

働、アウトソーシングは、大変重要な課題だと

いうことで認識しております。そこで、みやざ

き行財政改革プランにおきましても、そういう

方向性を掲げまして、例えば、公の施設を民間

事業者等に管理していただく指定管理者制度、

これも活用しておるところでございます。ま

た、先日、宮崎駅前の「ＫＩＴＥＮ」に、「み

やざき県民協働支援センター」というものを立

ち上げたところでありますが、これは運営自体

もＮＰＯに委ねながら、民間、いろんな企業、

行政が連携する場を支援していく組織と場をつ

くったわけでございます。そのような取り組み

などを進めながら、より一層、民間の活力、さ

らにはアウトソーシングというものを進めてま

いりたい、そのように考えておるところであり

ます。

○西村 賢議員 ありがとうございます。さら

に、今、県内でもＮＰＯほかいろんな民間団体

が活動を活発化しております。今現在、県内に

は379のＮＰＯ法人があるとのことですが、その

中には、子育て支援を得意とする団体であった

り、障がい者支援を得意とする団体であった

り、それぞれが長い時間をかけてしっかりと活

動を定着化させてきたものがあると思います。
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非常にそれはそれでありがたいことでもありま

すし、これからその団体がしっかりといろんな

事業に参加していくということで、県の事業負

担というものが少しずつ軽くなっていくのでは

ないかと私は思っておりますが、このような団

体というのは、活動資金というものが非常に乏

しい状況にございます。そのような団体も、昔

は、行政のいろんな補助金というものがありま

したけれども、今は、ＮＰＯ団体等にしても、

自分たちでやっていただくということが基本に

なっていると思います。そこで、宮崎県内にお

ける寄附文化の醸成について総合政策部長にお

伺いをしたいと思いますが、例えば口蹄疫とか

東日本の震災でありますとか、そのような大き

な災害に対しては、義援金というものがスピー

ディーに、そして、かなり大きな額が集まるよ

うになってきました。これも一つは、どうして

もそのような被災地域を一刻も早く助けたいと

いう県民の思いというものがあったと思いま

す。また、税金と違いまして、寄附というのは

それぞれの懐から出すわけですから、その人た

ちの経済状況に応じて非常に出しやすいという

一面もあると私は思います。宮崎県民がそのよ

うなＮＰＯ団体等に平素から、ふだんから寄附

行為をしていけるような社会づくりといいます

か、醸成にどのようにして県は取り組むのかを

お伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 地域や社会の

ニーズに応え、協働による公共的なサービスの

供給の担い手となりますＮＰＯが、自立的、持

続的に活動していくためには、安定した財政基

盤を持つということが重要であります。今お話

にありましたように、残念ながら、ＮＰＯの多

くは活動資金が不足しておりまして、その資金

源の一つであります寄附金につきましても、収

入全体に占める割合も２％程度ということで大

変低い状況にあります。このため、県では、ホ

ームページにＮＰＯの団体情報を掲載しまし

て、支援したい団体や事業に対して、インター

ネット上で気軽に寄附できるシステムを構築し

ますとともに、県民からの寄附を促進するため

の講座や、テレビ、ラジオ、新聞等での啓発を

実施しているところであります。今後、ますま

す複雑・多様化する県民ニーズに的確に対応し

ていくためには、ＮＰＯが公共的なサービスの

提供主体として自立して、積極的に活動してい

くことが不可欠であるというふうに考えており

ます。引き続き、寄附文化の醸成に取り組んで

まいりたいと考えております。

○西村 賢議員 次に、本県のＩＣＴ活用の導

入についてお伺いをいたします。ＩＣＴといい

ますと、昔はＩＴと言っておりました。いろん

なＩＴ技術の活用でありますが、現在は、２～

３年前には想像もつかなかったようなスマート

フォンやタブレット端末の普及というものが非

常に著しくなっておりますし、その技術の進化

というものは、まさに高齢者から小さなお子さ

んまで使えるような進化を遂げております。例

えば宮崎県におきましても、取り扱う文書とい

うものは紙の媒体が非常に多いような気がして

おりますが、印刷物や出版物に頼らず、電子メ

ディアに変えていく、ＩＣＴを取り込んでいく

ということも行政改革には重要ではないかと私

は思います。それで、先月、佐賀県議会のほう

に視察に行かせていただきました。佐賀県議会

は議員全員がアイパッドを持っておりまして、

そのアイパッドに向けて、議会事務局が必要な

書類であったり会合の中身であったりというも

のを送りまして、それを全員が全員使いこなし

ているという状況を聞きました。非常にすばら
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しいなと思いましたし、それを使い始めたの

が、実は長老議員からということでありまし

て、非常に新しい動きだなと思って感動しまし

た。実際、年間50万円ぐらいのファクスの使用

料を減らしたり、また、それにつきっきりにな

る職員の負担軽減というものに大きくつながっ

ているという話を聞いてまいりました。それは

議会の例でありましたけれども、しっかりと行

政内部にも使えていけるのではないかなと思い

ました。まず、ペーパーレスの観点も含めまし

て、本県のＩＣＴ活用について部長にお伺いを

いたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 県におきまし

ては、ＩＣＴの進展を踏まえまして、これまで

もさまざまな業務の情報システム化を推進する

とともに、職員間の情報のやりとりや共有は、

できるだけペーパーを使わずに電子的に行うよ

う、全職員が電子メールや電子掲示板等が活用

できるネットワークの整備等に取り組んできた

ところであります。ＩＣＴの活用は、効率的な

行政運営を図る上で今後とも重要でありますの

で、本年３月に策定いたしました宮崎県電子行

政推進指針に基づき、これまで各システムごと

に整備してきましたサーバーの統合や、クラウ

ドサービスの利用等を図る情報システムの全体

最適化を推進するとともに、電子会議室やタブ

レット端末の活用など、ペーパーレス化につな

がる取り組みについても進めてまいりたいと考

えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。ぜひ

先進地域になるようにお願いをしたいと思いま

す。

続きまして、厳しい経済情勢が続く中で、本

県におけるさまざまな分野の産業の状況、産業

活性化について質問を行いたいと思います。

今、地方経済も、世界経済や日本経済の流れ

とつながっており、みずからの努力だけでどう

にかなるというわけではないでしょうが、本県

の経済や産業の活性化を考える上で、本県の強

みは何なのかを再認識し、その分野を強化して

いくことで経済成長を遂げていかなくてはなら

ないと思っております。具体的に宮崎県の強み

を考えてみますと、やはり本県のポテンシャル

であります豊富な自然、そして温暖な気候であ

ります。産業で言えば、農業や観光の分野が大

きくそれにかかわってまいりますが、そのこと

を踏まえまして、現在の状況について質問を

行ってまいります。

まず、「中小企業者等に対する金融の円滑化

を図るための臨時措置に関する法律」、いわゆ

る「中小企業金融円滑化法（モラトリアム

法）」であります。中小企業や住宅ローンの金

銭債務の支払いについて、返済困窮者が希望す

れば一定期間猶予する、2009年に成立した法律

でありますが、当初2011年の３月までの時限立

法が昨年末に再延長され、2013年の３月まで延

長されております。この円滑化法によりまして

助かっている企業等がありますが、県内にはど

れぐらいの企業がこの申請を行っているのかを

お伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 九州財務

局が宮崎県分としてまとめた調査結果によりま

すと、円滑化法が施行されました平成21年12月

から平成24年３月までの条件変更の申し込み

は、延べ１万5,436件で、このうち条件変更が実

行された件数は─これは１企業が複数回利用

されている場合もありますが─延べで１

万4,493件であります。また、中小企業からの申

し込みに対して条件変更が実行された割合は、

みずから取り下げられた場合を除きまして98.0
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％となっております。

○西村 賢議員 次に、雇用調整助成金につい

てお伺いをいたします。雇用調整助成金は、雇

用する労働者を一時的に休業、教育訓練、また

は出向させた場合に、手当もしくは賃金等の一

部を助成する制度であります。経営悪化した企

業が一定期間雇用を延長して失業を食いとめる

効果はありますし、企業においても人材を一時

的に確保することができるのではないかと思い

ますが、本県における雇用調整助成金の申請の

状況はどのようになっているかを部長にお伺い

いたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 中小企業

緊急雇用安定助成金を含めた雇用調整助成金の

申請には、その前提として休業等実施計画の届

け出が必要となりますが、その届け出事業所及

び対象者の延べ数は、厚生労働省によります

と、平成23年度は、全国で58万8,779事業所

で1,304万2,527人、本県で見ますと、1,553事業

所で３万9,363人となっております。また、24年

度は、７月末現在でございますが、全国で13

万6,866事業所で258万4,621人、本県で見ます

と、485事業所で１万3,453人となっておりま

す。

○西村 賢議員 今、金融円滑化法と雇用調整

助成金の数字の話を伺いました。この２つは、

今、日本経済が厳しい中で、倒産件数、また失

業者を数字上減らす上でも非常に大きな効果が

あったと思いますし、実際これで生活が助かっ

ている、経営が助かっているところも多いかと

思います。しかし、これは全てではありません

けれども、不良債権が塩漬けされ、先延ばしさ

れ、企業内のいわゆる隠れ失業者というものが

ふえたという一面もあります。税金を使った問

題の先送りでもありますが、中長期的な経済政

策として、また、雇用を本当に永続的に維持す

る上においては、有効ではないように私は感じ

ております。これらの政策が期限切れとなった

場合、また、なくなってしまった場合にどうな

るのか。現に金融円滑化法は、再延長の末に来

年３月にて期限が切れます。これらのいわゆる

突っかい棒のような政策が外れる前に経済を活

性化し、また、ソフトランディングさせていく

必要がありますが、現在の経済の情勢ではとて

も間に合わない気がしますし、また、消費税増

税によって―これからの消費税増税ですか

ら、どうなるかわかりませんけれども―景気

が後退してしまう可能性も大いにあります。こ

れは本県だけでなく全国規模の問題であります

が、先ほどの答弁で、円滑化法の適用が１

万4,000件でありますとか、雇用調整助成金の対

象者が１万3,000人でありますとか、本県の状況

を聞きますと、本当にこれは早く手を打たなけ

ればならないと思いますが、この状況を踏まえ

た雇用確保につきましてどのように県は取り組

んでいくのか、部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 雇用確保

は、極めて重要な課題であると考えているとこ

ろでございます。特に、中小企業金融円滑化法

により条件変更を受けました企業の中には、経

営改善等への取り組みがおくれているケースも

ございますことから、国や関係機関と連携して

対応を進めているところでございます。具体的

には、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、また、県におきましても、経営

支援等に係る関係機関の連携強化を促すととも

に、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等について検討を進めるな

ど、今後とも、同法終了を見据えたセーフティ
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ーネット構築に努めてまいりたいと考えており

ます。

また、雇用調整助成金につきましては、本県

においても、リーマンショックや口蹄疫の影響

などにより、多くの事業所が制度を活用してお

り、雇用の維持において大きな役割を果たして

いるところであることから、引き続き、宮崎労

働局と連携しながら、助成金の周知などに取り

組んでまいりたいと考えております。県といた

しましては、県内の厳しい雇用情勢を踏まえ、

労働相談体制の充実等も図りながら、今後とも

雇用の維持確保にしっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 今、セーフティーネットの話

も出ましたけれども、これは宮崎だけの問題で

もありませんし、行政だけが手を打たなければ

ならないという問題でもないと思います。しか

し、私は、これは来年の３月の期限切れという

ものが非常に怖い状況にあると思いますし、そ

もそも宮崎県の経済力というのは非常に脆弱な

部分もございます。これは来年の３月になった

ときにどうなるのか、本当に真剣にスピードを

上げて対応していかなくてはならないと思いま

すが、ここは知事、どうお考えになりますか、

伺ってよろしいでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 今言いましたように、

大変大きな効果があるいろんな対策が講じられ

てきて、それが期限を迎えるということでござ

いますので、今、部長も答弁しましたような、

関係機関とも連携をしながら、よくよく経済の

状況、また、それぞれの企業の対応状況という

ものを見きわめた上で、しっかりとした対応、

施策というものを打っていく必要がある、その

ように認識をしております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。これ

は宮崎県だけでどうにかできる問題ではないと

思いますが、しっかりとこの対策、そして、雇

用の確保というものに取り組んでいただきたい

と思います。

次に、ベンチャー企業の支援についてお伺い

をいたします。時代によって成長する産業とい

うものは変わりますし、実際、ＩＴ革命による

通信技術の進化、また、経済のグローバル化に

よって、市場経済の人口の変化というものが産

業構造に大きな影響を与えております。一部の

有識者には、国内からの産業流出で、この５年

間で180万人もの雇用が減っていると指摘される

方もいらっしゃいます。新たな産業を県内で誕

生させ、また育てていく上で、ベンチャー企業

や新事業に取り組む企業の支援は、今の日本に

とっても必要なことであります。本県の取り組

みを部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県経済

の成長・活性化を図り、雇用を確保していくた

めには、ベンチャー企業を初め、新事業に取り

組む企業を育成することが重要であると考えて

おります。このため、県におきましては、総合

相談窓口を設置するとともに、低料金の貸しオ

フィスの提供やベンチャーファンドからの投

資、経営革新計画に取り組む企業への指導・助

言、農商工連携等による新製品開発や販路開拓

への助成、設備資金・運転資金への低利融資な

ど、さまざまな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によりまして、最近

の事例で申し上げますと、ここ数年の間に、

ネットショッピングサイトの構築サービスに

よって、当初２人であった従業員が80人を超え

るまでに成長したＩＴ企業、中小企業にとって

障壁の高い航空機産業分野に参入し、旅客機関

連部品の受注を伸ばしている精密機械関連企
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業、また、大手メーカーと共同で熱を遮り、温

度の上昇を抑えるいわゆる遮熱塗料を開発し

て、畜産施設や生コン車向けに販路を拡大して

いる建築関連企業などが出てきているところで

ございます。

○西村 賢議員 本県にもさまざまな成功例が

あるということで、それは非常にありがたい限

りでありますけれども、やはりベンチャー企業

というもの、また新事業に進出していくという

ものは、資金難であったり、販路等への課題が

あると思います。そのような企業を今後とも

しっかりと支援していただきたいと思います。

次に、農業の分野についてお伺いをいたしま

す。現在、ＴＰＰ交渉参加については、国内で

も賛否が大きく分かれているところであります

が、たとえ交渉参加しなくても、ＦＴＡやＥＰ

Ａ、そしてＡＳＥＡＮと、諸外国との貿易交渉

はそれぞれに進んでいくと思います。先日、農

林水産省に伺い、３課の担当者とレクチャーと

意見交換を行ってまいりました。日本もかつて

は、世界貿易上の障壁をなくし、貿易の自由化

や多角的貿易を促進するために行われた通商交

渉であるウルグアイ・ラウンド交渉─これは

昭和61年から平成７年までありましたが─に

参加をいたしました。交渉参加時は、中曽根内

閣から交渉開始し、細川護煕内閣時代に締結を

されました。その農業分野の交渉において実際

に自由化が進み、ミニマムアクセス米の導入ほ

か不必要なものも受け入れることになってしま

いました。その導入の際にも、国は、国内農業

の貿易自由化対策を強化するために、ウルグア

イ・ラウンド対策費として予算を計上し、基盤

整備などの施策を６年間で６兆円もの予算をか

けて行われてきたことは、記憶にもあるところ

ではないでしょうか。通常の農林水産省の事業

にプラスして行われたウルグアイ・ラウンド対

策でありますので、検証も難しい部分はあるか

もしれませんが、６兆円のうちの約半分を基盤

整備に使うなど、その施策の予算措置について

農林水産省でもさまざまな検証が行われていま

した。本県においても1,091億円もの予算が使わ

れ、それによって基盤整備が進んだことはある

でしょうが、農業の自由化に対する強化につな

がったのか、ウルグアイ・ラウンド対策による

本県での対策効果をどのように検証しているの

かを、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡山 巖君） 本県における

ウルグアイ・ラウンド対策、いわゆるＵＲ関連

対策につきましては、平成７年度から12年度の

６年間、公共事業を含めると13年度までの７年

間に、事業費ベースで1,091億円の関連対策に取

り組んでおります。対策の内容は、圃場の大区

画化や農道整備などの公共事業から、畜産にお

ける繁殖牛リース畜舎や養豚一貫生産施設の整

備、耕種における集出荷施設や共同育苗施設、

ハウスの整備まで多岐にわたりますが、関連予

算の集中的な投下により、時宜を得た速やかな

整備・効果の発現が可能となるなど、本県農業

経営の効率化や生産構造の改革に一定の成果が

あったものと認識しております。

○西村 賢議員 この対策費、今、ＵＲ対策費

と申し上げましたが、このＵＲ対策費が、当

時、公共事業でありますとか箱物偏重であった

ということから、農家の方々からも、この対策

で助かったのは農家ではなくて建設業じゃない

かというような不満もありました。また、地域

の道路をなぜ農道として農業の予算でつくらな

ければならないのかといったような不満もあり

ました。これは縦割りの弊害であったかと思い

ますが、やはり、その当時しかできなかった農
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業対策ができたことも事実であります。そのあ

たりは、農林水産省の御出身であります牧元副

知事は詳しいと思いますので、副知事に所見を

お伺いしたいと思います。

○副知事（牧元幸司君） ウルグアイ・ラウン

ド対策につきましては、ウルグアイ・ラウンド

農業合意の影響を極力緩和するとともに、農業

・農村を持続的に発展させるということを目的

にいたしまして、農業構造の改革、農村地域の

活性化のための事業を進めたものでございま

す。その効果についてでございますが、今、御

指摘がございましたように、その対策が公共事

業偏重だったというような御指摘もあるところ

でございますけれども、全国的に見てみると、

圃場の大区画化、あるいは農業用排水路の整

備、こういった基盤整備などが着実に進展をし

たことによりまして、担い手への農地集積ある

いは経営の規模拡大といったようなものを進め

る素地が固められるとともに、地域の活性化と

いったようなものにも一定程度貢献をしたので

はないかというふうに考えているところでござ

います。本県におきましても、全国に比べると

おくれておりました圃場整備などを進めつつ、

基幹品目である畜産、施設園芸の競争力強化に

短期・集中的に取り組んだということでござい

まして、現在の農業生産の基盤を形成すること

にも貢献したのではないかというふうに認識し

ております。

○西村 賢議員 今、所見をいただきましてあ

りがとうございます。本県においてのＵＲ対策

というものは、非常に効果的な部分がたくさん

あったとのことですが、農政水産部長に再度、

本県においての具体的な成功例といいますか、

実績につきましてお伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） ＵＲ対策期間

中に、畜産につきましては、生産性が大きく向

上したことにより、子牛の出荷頭数では約６

万8,000頭から８％ふえ、また、豚の出荷頭数で

も約131万頭から5.8％増加しております。ま

た、園芸部門でも、マンゴーの栽培面積が2.1

倍、完熟キンカンの栽培面積が1.8倍になるな

ど、新たなブランド品目の生産の基盤強化が進

んでおります。このほかにも、農業生産法人

が51社増加し、また、３ヘクタール以上の経営

規模を有する農家の割合も、6.3％から1.7ポイ

ント増加し８％となるなど、担い手の多様化、

規模拡大が進展したところでございます。

○西村 賢議員 今の部長の答弁、ありがとう

ございます。県内では、農地集積でありますと

か、強い産地づくりというものが成功してきて

いる。その礎になったものがこのＵＲ対策で

あったという分析だと思いますが、今の話を聞

きますと、今、本県の農業を支えているマンゴ

ー等のような高級フルーツであったり、また、

牛や豚というような畜産物であったということ

がわかりました。県外と、そして国外と勝負で

きる環境が本県にはあるというふうに認識をさ

せていただきました。

そんな中で、ＵＲ対策にひっかからなかった

農家、また、ひっかからなかった地域、まだま

だ圃場整備ができなかった地域でありますと

か、農道整備が間に合わなかった地域というの

が県内にたくさん取り残されております。その

地域への対策を、今後とも農政水産部長にはお

願いを申し上げていきたいと思っております。

さらに農業活性化の質問を続けさせていただ

きますが、宮崎県の強みである農産品というも

のは、先ほど申し上げたとおり、本県の貿易品

になるわけです。県外に出せば県外からの外貨

を獲得できるわけでありますが、先日は、香港
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やマカオなどで人気の高い宮崎牛が、今度はア

メリカ向けに出発式を行ったという報道もあり

ました。国内外から求められる農産品をたくさ

んつくって売り込んでいくということは非常に

重要でありますし、強い産地、そして産品をつ

くっていくために必要なものは何か。農業のグ

ローバル化が進む中で、本県の農畜産物の輸出

促進対策が重要な取り組みとなってきておりま

す。さらにスピードを上げていかなければなら

ないと思いますが、県はどう取り組んでいくの

かを部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 高品質で安全

・安心な日本産農畜産物のニーズが世界的に高

まる中、本県産の農畜産物の輸出は、大変重要

な取り組みであると認識しております。このた

め、これまで築き上げた生産基盤を生かし、輸

出に果敢に挑戦する産地づくりを目指して、県

といたしましては、本年度から、産地と輸出商

社、輸送業者による連携の強化、県内の港から

直接輸出するモデル事例の創出、輸出相手国の

残留農薬基準等に対応したマニュアルの作成、

また、輸出実務に精通した人材の育成など、よ

り実践的な取り組みを行っております。本県農

業にとって、グローバル化の進展は難しい課題

でもございますけれども、農畜産物の輸出は、

ピンチをチャンスに変えることができる有力な

取り組みとして積極的に推進してまいります。

○西村 賢議員 ありがとうございます。部長

の思いというものを理解させていただきまし

た。今後は、これからどのくらいの期間で、ま

たどのくらいの予算をかけて事業化していくの

か、実際そのターゲットとなる商材は何なの

か、地域はどこなのか、目標をしっかりと立て

て続けていただきたいと思います。

次に移ります。本県にとって、農業再生の中

で、口蹄疫被害からの復興というものが必要で

ありますが、県内埋却地の再生について質問を

したいと思います。先日も、我が会派所属の民

主党の県議の方々が国のほうに要望を行ってい

ただきまして、埋却地対策というものが一歩前

進したというふうに報告をいただきました。こ

のことにつきまして、現在の状況と復興策につ

いて農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県内268カ

所、97.5ヘクタールの埋却地の多くでは、石れ

きの表出等が見られ、再利用するには一定の整

備が必要な状況にあります。県としましては、

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、埋却地の再生整備は大変重要な課

題と考え、国に対して予算の確保を強く要請

し、平成25年度予算の概算要求において、再生

整備に対する支援が盛り込まれたところでござ

います。今後も、必要な予算が確実に措置され

ますよう、国に強く要請してまいりますととも

に、各市町の協力を得て、埋却地の現状や農家

の意向などを十分踏まえながら、平成25年度か

らの円滑な再生整備が図られるよう、一生懸命

努めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 先日、会派で、美郷町西郷区

にあります林業試験センターにある鳥獣被害対

策支援センターにて意見交換を行ってまいりま

した。最新の防衛策についてレクチャーもいた

だきましたが、これまで我々の聞いてきたこと

と非常に印象が異なってまいりました。今まで

は、被害を起こす鳥獣は、山の中に食べ物がな

くなったから人里におりてきた、もしくは、電

気柵を張っておけば怖くて近づかないだろう、

そう思っておりましたが、実際に、山の中に食

べ物がないというよりも、より簡単に餌がとれ
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る人里に来たというような感じでありますし、

もはや人間は怖くなくなったということではな

いかと思います。取りつけが進んでいる電気柵

においても、逆にあそこにはおいしい食べ物が

あるんだということを知らせているようなもの

だということを教えていただきました。しっか

りと鳥獣の特徴に合った対策を講じないと逆効

果になるということも教わってまいりました

が、今の本県の被害状況、また対策についてお

伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 平成23年度の

農作物の被害額は、市町村から３億5,300万円余

との報告を受けておりますが、このほかにも、

生産意欲の減退など、金額にあらわれない被害

も大きいと認識しております。このため、県で

は、平成22年度から鳥獣被害対策緊急プロジェ

クトを立ち上げ、被害防止、捕獲、生息環境の

３本の対策を有機的に連携させる総合的な鳥獣

被害対策に取り組んでおります。例えば、これ

まで優先されてきた防護柵の設置などの単発的

な対策のみではなく、集落にある餌場や人なれ

等の要因を地域全体で取り除くことが重要であ

ります。このような考え方を地域住民が理解

し、実践していただくため、平成23年度までに

設置した19のモデル集落で成功事例を創出し、

他地域に波及させてまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 次に、県産材の利用促進につ

いてお伺いをいたします。この議会でも、木材

価格の低迷に対して策を講じる事業が幾つか紹

介されておりますが、やはり永久的に利用拡大

していくために、前回、新みやざきの代表質問

で田口議員からありました木製ビニールハウ

ス、木製園芸ハウスの導入に向けての検討はど

うなっているのかを伺います。

また、新たに設置されるガードレールを木製

のガードレールに、車両の進入禁止を示すボラ

ードを木製ボラードにするなど、既に製品化、

実用化されているものを普及・拡大できないの

か、あわせ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） 木造園芸ハウ

スにつきましては、ことし３月に、庁内の関係

部局や団体から成る「園芸ハウスへの木材利用

推進検討会」を設置し、現地調査や検討を行っ

ているところであります。その中で、屋根、柱

に使用する木材の影による作物への影響や建築

コスト低減などが課題とされたため、10月から

既設の木造園芸ハウスでの温度、湿度、照度の

計測や収量調査を行うとともに、低コスト化の

方策等について検討を進めることとしておりま

す。また、公共工事における木材利用につきま

しては、庁内に設置した「グリーン公共事業推

進部会」において、道路工事に利用する仮設防

護柵など、県産材の利用を促進してきたところ

であります。木製ガードレールや木製ボラード

については、利用実績はあるものの、コストや

維持管理の問題などがあることから、普及が進

みにくい現状にありますが、今後、県産材の利

用を促進する上から、部会の中でこれらの活用

に向けて議論を深めてまいりたいと考えており

ます。

○西村 賢議員 今、答弁いただきました木製

園芸ハウスの活用が広がれば、本県の施設園芸

の状況を見ますと、かなり多くの需要が生まれ

るような気がします。もちろん供給体制は既に

あるわけですから、しっかりとその普及ができ

るような仕組みをつくっていただきたいと思い

ます。また、ガードレール、ボラードにつきま

しては、まずは、県の顔となるような観光地等
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に利用していくのが一番ではないかと思いま

す。御承知のとおり、木製ボラードは日向市駅

の前にありまして、周りの景観と溶け込んでお

り、安全性もありますし、非常に雰囲気的にも

いいものであります。もう見られているとは思

いますけれども、ぜひ有効活用について今後と

も検討を進めていくようにお願いしたいと思い

ます。これは県土整備部長にもあわせてお願い

したいと思います。

次に、県は、地産地消の推進に向けまして、

県民を巻き込んだ県民運動化を目指して、「み

やざき元気！“地産地消”県民運動」に取り組

んでおります。その取り組みについて、県の狙

いとその施策について、総合政策部長にお伺い

をいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） この県民運動

は、県内産の農林水産物の消費拡大、県産材の

利用、県産品の購入、さらには企業活動におけ

る原材料の県内調達など、幅広い分野における

地産地消を展開することによりまして、県内で

の生産と消費の拡大を通じて県内経済の活性化

につなげようとするものであります。そのため

には、この県民運動の趣旨を県民一人一人に賛

同いただき、行動に移してもらえるように、全

県的な展開を図ることが重要となりますことか

ら、官民による「みやざき元気！“地産地消”

推進県民会議」を立ち上げまして、本年度は、

県民運動に対する認知度向上に力を入れること

としております。具体的には、ホームページや

パンフレット等によるＰＲのほか、記紀編さ

ん1300年記念事業や地産地消に関連しますイベ

ントが10月から11月にかけて集中する機会を捉

えまして、主要イベントを掲載しましたガイド

ブックを作成し、この中で、農産物販売所、中

山間地域をめぐるスタンプラリーを計画するな

ど、楽しみながら県民運動に参加し、関心を高

めていただくことができるよう工夫や仕掛けを

行い、県民運動の機運を高めていきたいという

ふうに考えております。

○西村 賢議員 ぜひ県民の注目が集まるよう

に、しっかりと盛り上げていただきたいと思い

ます。

次に、観光の分野についてお伺いをいたしま

す。今月の全日空（ＡＮＡ）の機内誌「翼の王

国」９月号をごらんになったでしょうか。先

日、私も井上議員にいただいて読んだところで

ありますけれども、本県の中山間地であります

五ヶ瀬、日之影、椎葉、諸塚、綾などの森林や

山間地の魅力が紹介されております。この広大

な自然こそ、今、全国に胸を張れる本県の宝だ

と思います。観光は、そのときのブームによっ

て影響を受ける部分が非常に多いかと思います

が、人為的なもしくは人工的なイベントを行う

ことも非常に重要だと思います。よそにはな

い、まねができない、まさに宮崎オンリーワン

をつくり上げていくことが重要だと思います。

地域の強みを生かして、観光客のニーズに対応

した観光地づくりが必要だと思いますが、本県

の観光地づくりについて商工観光労働部長にお

伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県に

は、先ほど議員の御質問にもありましたよう

な、森林や山を初めとする豊かな自然、地域の

人々によって守り引き継がれてきた文化など、

ふるさとや癒やしを感じさせる地域資源が県内

各地に多数存在しております。最近では、この

ような地域独特の生活や文化を体験する観光ニ

ーズが高まっておりますことから、本県におい

ては、その土地ならではの食、農業、祭りなど

を、地元の方々と触れ合いながらゆったり楽し



- 88 -

平成24年９月13日(木)

む旅を「ゆっ旅宮崎」として展開し、資源の掘

り起こしや磨き上げに対する支援や、情報発信

などを行っているところであります。また、本

年度は、新たな取り組みとしまして、このよう

な地域資源を活用した体験・滞在型旅行商品の

開発を促進するため、「ゆっ旅大賞コンクー

ル」を実施し、地元旅行業者から応募のあっ

た37の企画のうち、諸塚村のやま学校や耳川流

域の木造建築─これは先ほど議員のほうから

御紹介のありました日向市駅とか入っておりま

すが─をめぐるツアーなど、８企画を大賞と

して選定し、支援を行うこととしております。

このほか、マリンスポーツを楽しむ「波旅」

や、恋や愛にちなんだスポットをめぐる「恋

旅」、神話の魅力に触れる「日向神話旅」な

ど、地域の強みを生かした取り組みを進めてい

るところであり、今後とも、市町村等と連携し

ながら、魅力ある観光地づくりに取り組んでま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 続けさせていただきます。一

昨年に開通した九州新幹線、その開通効果が本

県にどのような影響を及ぼし、また、これまで

の本県の対策がどのような効果を生んでいるの

か、商工観光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 新幹線の

開通による本県への影響につきましては、熊本

県や鹿児島県のような効果は見られなかったと

ころでありますが、昨年来、デスティネーショ

ンキャンペーンを初め、ＪＲグループと南九州

の３県で数々のキャンペーン等を実施してきて

おり、このような中、ことしの主要ホテル・旅

館宿泊者数の動向を見ますと、口蹄疫発生以前

の平成21年と比べても、これをやや超える水準

で推移しております。また、ＪＲ九州によりま

すと、九州新幹線の全線開通後は、在来線の宮

崎駅、都城駅等でも開通前より実績を伸ばして

おり、新八代駅と本県を高速バスで結ぶ「Ｂ＆

Ｓみやざき」の利用状況も改善しているとのこ

とであり、宿泊施設や旅行会社等の関係者にお

聞きしますと、新幹線利用者がふえていると

伺っております。なお、本年３月に終了しまし

た「九州新幹線観光バスルート実証実験事業」

につきましては、新幹線からの第２次アクセス

対策として実施したものでございますが、ふる

さと雇用再生特別基金を活用し、熊本駅と延岡

駅、宮崎市と鹿児島中央駅を結ぶ２つのルート

で運行いたしましたが、期待したほどの効果を

得ることはできませんでした。県としまして

は、これらの状況を踏まえながら、今後とも、

新幹線を活用した南九州３県一体となったプロ

モーションや、旅行会社への旅行商品造成支援

などに取り組み、本県への観光誘客に努めてま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 今の話にもありましたけれど

も、バスルートの実証実験がうまくいかなかっ

たということ、それは当然いろんな事業を打っ

ていくわけですから、うまくいかないケースも

あると思います。この失敗を次にしっかりとつ

なげていくような対策、また新たな事業を開発

していただきたいと思いますし、観光というも

のは、お金をかけたから観光客がいっぱい来る

というわけでもないと思います。しっかりとし

た観光地づくり、特に宮崎県の、先ほど申し上

げたような自然をふんだんに生かしたような旅

というもの、また、癒やしの空間というものを

つくり上げていただきたいと思っております。

次に、本県にとって観光の中でも今重要なの

が、海外からの観光客であります。今、日向細

島港を初め、油津港にも海外からの大型客船が

入りまして、一度に1,000人、2,000人といった
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多くの観光客が宮崎県内にも入ってきていると

ころであります。その中で、これは政治的な課

題でありますけれども、尖閣の問題であります

とか、竹島の問題等によって、日中間また日韓

間の関係がこじれているというような政治的な

分野での衝突がありますが、これが観光分野

に、もしくは人との交流にどのような影響を与

えているのか、余り報道される機関はありませ

ん。そこで、実際、日中また日韓などの関係悪

化による影響が本県にあるのか、観光として観

光客が減るなどの状況はないのか、商工観光労

働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県観光

への影響につきましては、８月下旬から９月に

かけまして３回ほど、現地を含む旅行会社や県

内宿泊施設等に聞き取りを行いましたが、現時

点では特段の影響は出ていないと伺っておりま

す。韓国からの国際定期便につきましても、８

月の外国人利用者の落ち込みは見られず、ま

た、本年度に予定されている中国からのクルー

ズ船の寄港も今のところ変更はないと伺ってお

ります。本県観光への影響につきましては、引

き続き、関係者からの聞き取りを行うなど、動

向を注視してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

次に、物流対策についてお伺いをいたしま

す。まず、細島港について、新しいガントリー

クレーンの設置も終わりまして、徐々に重点港

湾としての顔ができてきています。これまでな

かなか整備の進まなかった細島港が、重点港湾

に選定され、また、本県物流の海の玄関とし

て、東九州の海の玄関として、これから高速道

路の開通と相まって、本県長距離輸送などに効

果を発揮していただきたいと思っております

が、その細島港の有効活用につきまして、整

備、利用拡大に向けた今後の取り組みについ

て、県土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 細島港につき

ましては、本県経済の発展を牽引する重要な基

盤でありまして、外国貿易を含む東九州の物流

拠点として、ガントリークレーンを増設したほ

か、現在、平成26年度完成を目標に大型岸壁の

整備を行っております。また、沖防波堤につき

ましても、平成32年度完成を目標としまして整

備を進めるなど、国と連携を図りながら、港湾

施設のさらなる充実に努めているところであり

ます。また、来年度には、東九州自動車道延岡

―宮崎間が全線開通となる見込みであり、これ

まで以上に細島港を利用しやすい環境が整って

まいりますので、地元自治体や港湾利用者と一

体となりまして、港湾セミナーの開催や企業訪

問を行うなど、県内外への一層のポートセール

スに努めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 実際、港湾の整備予算という

ものが集中して今、細島港に来る。宮崎県を一

本化して細島港を重点港湾として活用してい

く。このようなハード、そしてまたソフトの整

備に、しっかりと今後とも県は取り組んでいた

だきたいと思っております。

続きまして、さらに物流の効率化につきまし

て、高速道路の整備が進んでおりますが、その

中でも、門川、国富、都城の山之口など、地域

によってはスマートインターの設置に向けての

動きが見られます。物流の効率性を考える上で

有効ではないかと思いますが、地元負担などさ

まざまな問題もあります。それぞれ設置が検討

されている地域によっての進捗の状況、見通し

について、県土整備部長にお伺いをいたしま

す。

○県土整備部長（濱田良和君） スマートイン
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ターチェンジの整備に当たりましては、地元自

治体が、国、県、市町村、高速道路株式会社等

から成る地区協議会を設立し、採算性等の検証

を行った上で、国に対し、連結許可申請を行う

こととなります。県内におきましては、現在３

カ所で、市や町が主体となり、関係機関による

勉強会を開催しているところでありまして、イ

ンターチェンジの位置や構造、採算性など、地

区協議会設立に向け、最終的な検討を行ってい

るところであります。スマートインターチェン

ジは、地域振興や利用者の利便性向上に大きく

寄与しますことから、県といたしましては、市

や町と連携を図りながら、早期の事業化に向

け、積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 ありがとうございます。ぜひ

地域のニーズをしっかりと酌み取って協力をし

ていただきたいと思います。

次に、県内の有料道路の無料化の現状につい

てお伺いをいたします。一ツ葉有料道路、また

小倉ヶ浜有料道路の無料化について、見通しを

伺います。

○県土整備部長（濱田良和君） 一ツ葉有料道

路につきましては、平成32年２月末が現計画の

料金徴収期限となっておりまして、その後、無

料化することとしております。また、小倉ヶ浜

有料道路につきましては、昨日、知事が表明し

ましたとおり、来年５月の料金徴収期限をもっ

て無料化する方針といたしました。今後は、県

議会の議決をいただいた上で、国への認可申請

を行うなど、無料化に向けた手続を進めてまい

りたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。細島

港が非常に便利になることも踏まえまして、東

九州道からのアクセスのためにネックになって

おりました小倉ヶ浜道路の無料化というもの

は、非常に地元にとっても、また、県内の港湾

利用者にとってもありがたいことではないかと

思います。また、そのほかにも、県内では、国

道10号延岡土々呂地区の渋滞混雑というものが

問題となっておりまして、前回、県議会から

も、ぜひあそこの東九州道を一部無料化してい

ただけないかという意見書も出されておりま

す。それにつきましては、県当局も国に対して

しっかりと声を上げていただきたいと、お願い

を申し上げておきます。

次に、再生可能エネルギーの振興策について

お伺いをいたします。東日本大震災による原発

事故から、原発政策の見直し、さらに再生エネ

ルギーの普及拡大を政府が打ち出しました。太

陽光の発電で１キロワットの買い取り価格が42

円という価格も設定されました。もちろん、こ

れは最終的には消費者にも負担となりますか

ら、全てが喜んでいいわけでもありませんが、

国民の多くが脱原発依存を望んでいる現状であ

り、必要な振興策ではないかと思います。これ

を宮崎県に置きかえると、私は大きなチャンス

であると思います。全国的に見ても、豊富な太

陽の光、豊富な森林資源や畜産などの産業に

よって、バイオマスエネルギーに転換可能なも

のがたくさんございます。また、もともと宮崎

県内には原子力発電所を設置していなかった、

水力発電所が多いなど、再生可能エネルギー先

進地域・発展地域として大化けしていくことも

可能ではないかと思います。これはぜひとも県

外に広く呼びかけて、産業誘致を行っていけ

ば、年間で100億円以上もの設備の資本投下が起

こり得るのではないかと思います。そして、パ

ネルメーカー、販売店、電気設備業、建設業、

またはその原料を調達する業者など、さまざま
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な波及効果も大きいと思います。固定価格買い

取り制度を我が県のビジネスチャンスと捉え、

再生可能エネルギーの先進地づくりに取り組ん

ではどうかと思いますが、環境森林部長の御所

見をいただきます。

○環境森林部長（堀野 誠君） 固定価格買い

取り制度は、再生可能エネルギーを用いて発電

された電気を、一定の期間、一定の価格で電気

事業者が買い取ることを義務づけるものであり

ます。今後、この制度により、再生可能エネル

ギーの導入が一層加速されるものと考えており

ます。再生可能エネルギーの導入は、低炭素社

会の実現に加えまして、地域経済の活性化や雇

用の促進などの効果が期待されるものでありま

す。このため、県としましては、現在見直しを

行っております新エネルギービジョンの中で、

基本的方向性の一つとして「地域振興への貢

献」を位置づけ、本県の豊富な地域資源を活用

した再生可能エネルギーの一層の導入を促進す

ることで、環境・エネルギーの先進地づくりに

取り組んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ちょっと質問をいたします。

今の部長の答弁で、宮崎県を先進地にしなけれ

ばならないということはわかるんですけれど

も、先ほど申し上げたとおり、具体的に、県外

の人にも訴え、もちろん県内の方にも訴えて、

ぜひこれをチャンスとして産業活性化につなげ

ていきたいという目標があるために、いろんな

ところで太陽光発電でありますとかバイオマス

発電を活性化していただきたいと思っておりま

す。知事におかれては、例えば広報戦略でそれ

を訴えていきたいとか、県外に行ったときに

は、ぜひ宮崎県にというようなことを言ってい

ただきたいと思いますが、買い取り制度に関す

る知事の御所見をいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 確かに今、議論があっ

たように、消費者の負担になってくるというと

ころはあるわけでありますが、エネルギーをめ

ぐるさまざまな問題がある中で、本県ならでは

の貢献ができる分野、また、いろんな波及効果

もあるというふうに考えられますので、今、部

長が答弁をしましたように、本県としての貢献

を積極的にできるような形で、今、御指摘があ

りましたように、私みずからもいろんな形で働

きかけをしてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 これは蛇足かもしれませんけ

れども、例えば土地が余っていて、起業意欲と

か事業意欲がない方で、それだったら土地を提

供していいよという方と県外企業とのマッチン

グをするとか、また、県内外からそういう提供

があったときにつないでいくということもでき

れば、非常に大きいのではないかと思います。

それが適地かどうかというものは専門家による

判断というのが必要かもしれませんけれども、

１メガとか２メガで数億円の事業でありますの

で、本当に大きなチャンスではないかなと思っ

ております。

次に、電気に関連しまして企業局にお伺いを

いたします。現在、九州地域での原発再稼働が

始まらない中で、九州電力の業績悪化の報道か

ら、株の配当が減ったとの話があります。企業

局が保有する九州電力の株の配当の下落により

まして、本県への収入はどうなっているのか、

また、その配当が減ることによって本県の事業

への影響はないのかを、企業局長にお伺いいた

します。

○企業局長（濵砂公一君） 企業局におきまし

ては、現在、約380万株の九電株を保有しており

まして、昨年度までは、このところ１株当たり

年間60円、合計で２億2,800万円余りの配当収入
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を得ております。しかし、今年度は、九州電力

の収益悪化によりまして、先日報道がありまし

たが、中間配当が見送られる見通しであるため

に、年間では１株当たり20円、7,600万円余りの

配当収入となる見込みであります。したがいま

して、配当収入自体を見てみますと相当な減収

となりますけれども、発電による収入自体はこ

れまで順調に確保できておりますことなどか

ら、現段階では直ちに大きな影響はないという

ふうに考えております。しかしながら、次年度

以降の配当につきましてもまだ不透明でありま

すので、今後一層、効率的な発電による収入の

確保あるいは経費の節減に努めていくことが大

変重要だというふうに考えております。

○西村 賢議員 実際１年間で１億5,000万円余

り減るということ、そしてまた、これが来年以

降も不透明であるということ。また、例えば降

雨の状況を見ましても、企業局の発電事業とい

うものは降雨量に大きく影響するものでありま

す。ことしは非常に雨が多かったりということ

でよかったかもしれませんけれども、来年どう

なるかわからない。企業局も、今、答弁があり

ましたとおり、経営に対してしっかりと気を

配っていただきたいと思っております。

さらに企業局長にお伺いをいたしますが、

今、政府の発送電分離など、これまでの売電の

方法など、電力をめぐる状況が変わろうとして

おります。長い間、１地域１電力会社で守られ

てきましたが、今回の原発事故の影響で、東京

電力に対してさまざまな問題が浮き彫りにさ

れ、指摘をされてきております。今、国におい

て電力制度改革が進められていく中で、企業局

にとってはどのような影響があるのかをお伺い

いたします。

○企業局長（濵砂公一君） 現在、国において

議論されている電力制度改革でありますけれど

も、主として、長期供給義務あるいは総括原価

による料金決定方式を定めております、いわゆ

る卸供給制度の見直し、それから、２つ目に、

電力自由化の範囲を、現在50キロワット以上と

いうことでありますけれども、これを一般家庭

まで拡大する、いわゆる小売の全面自由化、３

つ目に、発電部門と送配電部門、現在これは９

つの電力会社がほぼ独占しておりますけれど

も、これを分離することなどが検討されており

ます。これらの改革が実施されますと、私ども

水力発電といたしましては、投資回収に相当長

期の期間を要すること、また、先ほどお話があ

りましたけれども、降水量に影響されやすいと

いうような特性がありますので、長期にわたる

適切な価格での売電、あるいは渇水時の安定的

な収入の確保などの観点から、経営への影響が

危惧されるところでございます。私どもといた

しましては、国における制度改革の動向を注視

するとともに、今後一層、健全経営の確保を図

りまして、本来の私どもの使命である、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、適切に対応してまいりたいというふう

に考えております。

○西村 賢議員 これまでのやりとりを踏まえ

まして、知事に再度質問いたしますが、宮崎県

の強みを生かす、産業を育成するという観点か

ら、先ほど、農業、観光、再生可能エネルギー

について質問をさせていただきました。ぜひそ

の分野には力を入れていただきたいと思います

が、知事のトップセールスにおいての現状をお

伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この再生可能エネルギ

ーの推進なりということに関して、具体的に
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トップセールスを行っておったわけではござい

ませんが、今いろいろ御議論がありましたよう

に、本県としては、この再生可能エネルギーに

積極的に取り組んでまいりたい。また、ソーラ

ーフロンティア構想を掲げて進めてきたところ

でございます。機会を捉えてこのような取り組

みを私自身も進めてまいりたい、また、取り組

んでまいりたい、そのように考えております。

○西村 賢議員 知事は、今トップセールスの

話もありましたけれども、県内外に対して本県

の魅力をＰＲし、また発信していくために、広

報戦略室というものをつくりまして、広報戦略

というものに挑んでいると思いますが、知事の

考える広報戦略とはどういうものかをお伺いい

たします。

○知事（河野俊嗣君） トップセールスの話か

ら申し上げますと、まず、トップセールスとい

いますと、どうしても前知事のイメージがある

わけでありますが、全国ネットのテレビで発信

をしていく、これは非常に特殊なパターンであ

りまして、一般的なもので言いますと、県を代

表する立場である知事というものが、企業なり

団体のトップに直接売り込むことができるとい

うメリット、また、県の看板を背負って消費者

に対しても強くアピールすることができる、そ

のようなメリットがあるというふうな認識をし

ております。

広報戦略ということでございますが、前知事

のときの状況を見ますと、かつてない発信力を

手にしたばかりに、県職員も県民全体も、何か

前知事一人に頼ってしまったような部分がある

のではないかというのが、一方で反省としてあ

ります。そこで強く感じたことは２つありまし

て、特定の個人なり特定の組織、決まり切った

広報担当の組織だけが広報を担うのではなく、

職員一人一人、また、県民一人一人が広報マン

のマインドを持って取り組んでいくことが大事

ではないかということが１点。それから、もう

１つは、型にはまった広報なり広聴なりをやっ

ていっても効果は薄いのではないかと。もっと

もっと、いろんなアイデアなり、さまざまなメ

ディア─例えば今であれば、フェイスブック

とかツイッターとか、ソーシャルメディアもあ

るわけであります。そういったものを活用しな

がら新しい取り組みをしていくこと、これが効

果があるのではないかということを考え、広報

戦略室などを設けて、職員の広報・広聴に関す

る研修を行う、それから、新たな広報活動に取

り組んでおるところでございます。

また、トップセールスに関して言うと、新た

な取り組みとして、最近、「波旅宮崎」をプロ

モーションしようということで、私みずからサ

ーフィンをやりまして─まだ３回しかやった

ことがないんですが─こういう初体験の人間

でもこのようなことをやればできるんだという

ようなことを映像で撮りまして、インターネッ

トで発信してみたいということを考えておりま

す。今のはサーフィンですけれども、今度、

五ヶ瀬のスキー場でスキーをやった映像をやる

と、「サーフ＆スノー知事」ということで売り

出せないかということで、これは知事として売

りたいというよりも、それだけ多様な魅力が宮

崎にあるということをトップが姿としてあらわ

すことができるのではないか、そのようなアイ

デアもあるところでございます。

いずれにいたしましても、そのようないろん

なアイデアなりいろんな手段を通じて効果的に

発信していくこと、宮崎というものを認知して

もらうこと、好感度を持ってもらうこと、その

ような意識で今後とも広報戦略に取り組んでま
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いりたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。知事

がサーフィンに挑戦される、また、今度はスキ

ーに挑戦される。こういうものは見ているほう

も非常に楽しいのではないかと思いますし、そ

れこそ、新たな広報戦略に挑むという姿勢のあ

らわれではないかと期待をしております。

これは、またさらに少し蛇足になりますけれ

ども、前回の議会で、我が会派の渡辺議員のほ

うから、記者会見時は立ってやられたらどうか

という指摘があったんですが、今、記者会見の

ときに立ってやられているんでしょうか。どう

なんでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 現在は座ってやらせて

いただいております。前回の渡辺議員の御指摘

は─今の記者会見のあり方は座ったままでの

やりとりをやっておるわけですけれども─

もっともっと県からの情報発信というものに力

点を置くべきではないか、時間を短く限ってで

もやるべきではないかというようなことであっ

たところであります。その提言を受けて、今、

発信に関しましては、項目数もやり方も工夫を

しながらふやしておるところでございますが、

やりとりの時間に関しては、従来どおり１時間

をめどにやらせていただいておりますので、

じっくり座った形での記者会見をやっておりま

す。今後、いろんな形、またいろんな御意見を

いただきながら、どういうやり方がいいのかと

いうのはさらに見直しなり工夫をしていきた

い、そのように考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございました。

次に、本県の医療・福祉についてお伺いいた

します。

今、消費税増税についてありましたけれど

も、動き始めました。御承知のことであります

が、税と社会保障の一体改革、その大きな要因

となったものは、医療費を初めとする福祉に係

る予算の増であります。少子高齢化が進む中

で、医療、介護、年金等、それぞれが大きなウ

エートを占めるようになってまいりました。国

民が必要な医療を受けるということは重要なこ

とでありますが、このままでは国家財政も非常

に厳しくなってまいります。しかし、一般県民

にとりまして、国家財政でありますとか、何十

兆円の話をされても、なかなかぴんとこない部

分があると思います。まず、本県においての医

療費の増加はどのような状況にあるのかを、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） 厚生労働省が

平成21年度から公表しております都道府県単位

の概算医療費でありますけれども、本県におけ

る医療費は、平成21年度3,519億円、平成22年度

は前年度より3.5％、124億円増加いたしまし

て3,643億円、平成23年度は、前年度より2.4

％、89億円増加いたしまして3,732億円となって

おります。

○西村 賢議員 ありがとうございます。本県

でも100億円規模で医療費の伸びがあるという現

実を、しっかりと県民にも周知していく必要が

あると思いますが、その医療費の伸びを抑制す

る一つの対策でありますジェネリック医薬品の

利用促進が言われております。いまだにジェネ

リック医薬品の使用に抵抗がある人もあるかも

しれませんが、ジェネリック医薬品を使用する

ことで、患者個人の負担も軽減され、また、医

療費全体の抑制にもつながるものであると思い

ます。しかし、全国的な報道を見ますと、まだ

まだ普及も進んでいないように思います。現在

の県内の状況と使用拡大に向けての取り組みに

ついてお伺いをいたします。
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○福祉保健部長（土持正弘君） 本県のジェネ

リック医薬品の全医薬品に対する使用割合でご

ざいますが、平成23年度で25.6％となっており

まして、全国平均の23.3％よりも2.3ポイント上

回っているところでございます。ジェネリック

医薬品の普及は、患者の経済的負担の軽減や、

医療保険財政の改善に資するものでありますこ

とから、県では、医療関係者や消費者団体等を

メンバーといたします「宮崎県ジェネリック医

薬品安心使用促進協議会」を設置し、シンポジ

ウムの開催や啓発資材の作成など、各種事業に

取り組んでいるところでございます。県といた

しましては、このような取り組みによりまし

て、今後とも、ジェネリック医薬品の使用促進

に努めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 続いて、生活保護についてお

伺いします。セーフティーネットである生活保

護制度によって生活保護受給者というものは

しっかりと守らなければなりませんが、生活保

護費の総支給額が3.7兆円、また、生活保護者が

全国で200万人を超え、現在、大きな社会問題化

しております。その中でも、不正受給を初めと

する生活保護制度の悪用が取り沙汰されており

まして、病院など医療機関においては、医療扶

助の窓口負担がないために、過剰診療や薬品の

過剰投与が行われ、転売目的等で不正に薬品が

処方される例や、不正請求した医療機関が指定

取り消しになるなどの、生活保護制度を悪用し

た事例が、県外でありますが、発生をしており

ます。本県ではその受診行動をどのように把握

し、防止策、指導がなされているかをお伺いい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 生活保護受給

者の医療機関への受診につきましては、医療扶

助運営要領に基づいた適正な受診が行われる必

要がございます。不適切な受診行動を未然防止

・早期発見するために、各福祉事務所におきま

しては、レセプト等を点検いたしまして、同一

傷病で複数の医療機関に受診し、同一薬を重複

して処方されている者がいないかとか、同一傷

病で15日以上受診している月が３カ月以上続い

ている頻回受診者がいないかなどを確認してい

るところでございます。さらに、主治医との面

接、嘱託医との協議によりまして、必要な診療

の程度を確認し、医療扶助の適正な運営に努め

ているところでございます。なお、受給者に対

しましては、訪問面接等を通じまして、症状に

応じた適正な受診指導・助言に努めているとこ

ろでございます。県といたしましては、引き続

き、各福祉事務所に対しまして、レセプト点検

等による確認の徹底を指導してまいりたいと

思っております。

○西村 賢議員 次に、医師確保についてお伺

いをいたします。県内の医師の数だけでは、人

口当たりの平均では全国平均を超えております

が、県内でも医師の偏在というものが問題と

なっております。また、最も大きな課題として

は、医師の平均年齢がかなり高くなっているこ

とが挙げられます。医師が高齢になってまで現

役で診療に当たっていただくということには非

常に敬意を表しますが、若手の医師確保を急が

なければならない状況にあります。現在の若手

医師の現状について、福祉保健部長にお伺いを

いたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 厚生労働省が

２年に１回実施している「医師、歯科医師、薬

剤師調査」の平成12年と平成22年の医師数を比

較いたしますと、本県の医師総数は、2,440人か

ら2,653人と増加をしている一方で、御指摘のあ

りました若手医師、20歳代の医師で、216人か
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ら135人へと約４割の減少、30歳代の医師

は、690人から503人へと約３割の減少となって

いるところでございます。また、平成22年の医

師の年代別構成比を全国と比較いたします

と、20歳代は、本県が5.1％であるのに対し全国

は9.0％、30歳代は、本県19.0％に対し全国22.6

％となっておりまして、本県においては、御指

摘のとおり若手医師が少ないという状況にござ

います。

○西村 賢議員 今、現状をお伺いいたしまし

た。若手医師を確保する対策は非常に難しいと

思いますが、今、県の取り組みにおいてどのよ

うなものがあるのか、その状況を部長にお伺い

いたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 若手医師の育

成・確保対策につきましては、まず、医師修学

資金貸与制度により、現在、僻地医療や小児

科、産科などを目指す82名の医学生への支援を

行っておりまして、今年度から２名の医師が僻

地公立病院等に就業しております。また、臨床

研修医の確保につきまして、今年度、これまで

最高の58名となりましたが、現在、宮崎大学を

初めとする関係機関・団体において、より魅力

的な研修プログラムの作成や指導医の養成に取

り組んでいただいており、県といたしまして

も、県内外の医学生に本県の臨床研修環境の魅

力等を積極的に発信しているところでございま

す。さらに、地域医療支援機構によりまして、

臨床研修を終了した若手医師等の育成と定着を

図るために、学会への出席や専門医の取得に係

る費用の助成を行うとともに、来年４月から、

県立日南病院に宮崎大学地域総合医育成サテラ

イトセンター（仮称）を設置いたしまして、総

合医の育成にも取り組むこととしております。

若手医師は、将来にわたる本県の医療提供体制

の維持・充実に大変重要でございますので、引

き続き、その育成・確保に積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。若手

医師の確保は非常に難しい問題だとは思います

けれども、一歩一歩取り組んでいただきたいと

思います。

次に、本県の教育行政についてお伺いいたし

ます。

滋賀県大津のいじめ自殺問題以降、全国的に

いじめの問題が噴き出し、教育委員会、教師、

家庭のあり方など、それぞれに問題、課題が広

がっております。それでも胸が痛む子供たちの

自殺の報道はなかなかやみません。いじめの問

題は根絶していかねばなりません。県内の状況

は、昨日の新聞にもありましたが、公立学校に

おけるいじめの件数が104件と、全国に比べても

かなり低い比率となっておりました。しかし、

本当にそれが正しい数字なのか、見つかってい

ないものが多数あるのではないかと懸念をいた

します。どのようにしてそのいじめの数を集約

したのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 先日の文部科学省の

発表資料にあるいじめの認知件数についてであ

ります。いじめは、まず、どの学校にも、どの

生徒にも起こるという危機感を持って対応する

ことが最も大切だと思っております。この調査

につきましては、公立学校におきまして、年間

を通して児童生徒のアンケート調査や教育相談

を行うとともに、教職員が日ごろから細かな観

察を行うことによって、いじめの把握に努めて

おります。このようにして把握したいじめの件

数につきまして、市町村立学校では、通常は年

度末に市町村教育委員会を通して県教育委員会

に、また、県立学校におきましては、直接、県
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教育委員会に報告することとなっております。

県教育委員会では、それらを集約いたしまし

て、文部科学省に６月初めまでに報告し、それ

がこのたび公表されたということになっており

ます。

○西村 賢議員 先生方も現場では一生懸命に

指導に当たり、また、その調査に関しても、

しっかりと協力をいただいているとは思います

が、まさに、学校、家庭、地域が一緒になって

対策に取り組んでいかなければ、撲滅というの

はなかなか難しい問題であると思いますし、数

が少ないからといって安心できるものでもない

と思います。その中で、文部科学省から、いじ

め問題に対する対策方針、「いじめ、学校安全

等に関する総合的な取組方針」というものが示

されております。この中身を全て見たわけでは

ないですが、報道等で見る限り、これでいじめ

をなくすことができるのか、減らすことができ

るのかと、疑問に思う部分もございました。県

は、この対策方針についてどのように感じてい

るのか、今後のいじめ問題等への対策について

教育長の所感をお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 文部科学省から発表

されました総合的な取り組み方針において、い

じめ問題に関しましては、具体的な取り組みと

して、スクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカー等の配置拡充が取り上げられてお

りましたが、相談体制の充実等は、いじめ問題

への対応として重要なことであると思いますの

で、今後、このことについては、国の動向を注

視してまいりたいと考えております。また、学

校、家庭、地域が一丸となって子供の命を守る

こと等についても示されておりました。いじめ

問題におきましては、日ごろから、児童生徒一

人一人をしっかりと見詰めること、教職員と児

童生徒の信頼関係を築くこと、さらには保護者

や地域との連携、信頼を図っていくことが極め

て重要であると考えております。これらのこと

に十分留意しながら、児童生徒の規範意識や道

徳心を養うことができるよう、地道な取り組み

をしっかりと進めてまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 これは会派内でもいろいろ議

論をさせていただいたんですけれども、今、答

弁にありました、スクールカウンセラー、スク

ールソーシャルワーカーの配置が、いじめが起

こった場合に、確かにその相談先でありますと

か、いじめの後の精神的なよりどころになると

いうことは非常にわかるんですけれども、果た

して、その人たちが前面に出ることによって、

逆に教師と児童生徒との信頼関係がどうなのか

とか、どんどん外部から人が教育現場に入って

きて、じゃ、その現場はどうなるのかといった

逆の心配もありました。そのあたりも会派で議

論するんですけれども、やはり、教師と児童生

徒の信頼関係をもう一回つくっていく。当然、

それには保護者も参加していただき、地域も参

加していただくことが、今の答弁のとおり、重

要なことであると思います。しっかりと教育長

を先頭に、各学校機関においてそれがなされる

ように期待をしております。

続きまして、教職員不祥事問題等もございま

したが、これはこれまでも聞いておりますので

……。

今、質問しましたいじめの問題、また、本県

における教職員等の不祥事の問題等々、今、教

育委員会に対しても厳しい目が注がれておりま

す。やはりここでしっかりと教育委員会が頑

張っていかなければなりませんが、教育委員会

は、教育の政治的中立性をしっかりと担保して



- 98 -

平成24年９月13日(木)

いかなければならないという大前提がありま

す。これは県だけではなく市町村にも言えるこ

とですが、教育委員会制度が形骸化し、十分な

機能を果たしていない、もしくは責任体制が不

明確である、また、小規模市町村では、改革を

推進するに当たり、体制が不十分であるなどの

指摘が全国ではあるようです。非常に教育長に

は答えづらいと思いますが、県の教育委員会に

は人事権があります。そして、市町村の教育委

員会には服務監督権があります。そのように権

限が分かれている現体制を初めとして、本県の

―県全体ですね、市町村も含めた―教育委

員会制度について、教育長の所見をお伺いしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 議員が御指摘のとお

り、県教育委員会と市町村教育委員会は、それ

ぞれが主体的に独立して教育行政に取り組むも

のでありますが、教職員の人事異動など広域的

な観点が必要な事務について、いわゆる人事に

関しては県が行うということになっておりま

す。これまでもそれぞれ、県は県、市町村は市

町村のお互いの責任を果たすために連携・協力

しながら、さまざまな課題への対応に当たって

きたところですが、１つの例で申し上げます

と、今回相次いだ教職員の不祥事を受けて、県

教育委員会と市町村教育委員会が合同でコンプ

ライアンス推進協議会を立ち上げるなどし、そ

れぞれが責任を果たしていくとともに、一人一

人の職員に指導が徹底するような取り組みを検

討しているところであります。私といたしまし

ては、未来ある子供たちの教育のために、市町

村教育委員会が責任を果たし、県教育委員会が

責任を果たし、その連携を強化し、教育行政の

推進にしっかり努めていくべきだと考えており

ます。

○西村 賢議員 ありがとうございました。今

の県と市町村の教育委員会の連携という部分は

わかりました。これはしっかりと互いに協力し

て、一つの問題に対しても県も市も協力して

やっていけるような体制づくりというものに今

後とも期待したいと思います。また、各教育委

員会には民間からも委員が入っております。県

のほうは近藤委員長も入っておりますけれど

も、しっかりとその人たちと意見交換されてい

きますように、これも期待をしたいところであ

ります。ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。

続きまして、自殺対策についてお伺いをいた

します。

全国的に自殺者が減らない状況にありまし

て、本県でも全国ワースト４位の状況であり、

これは本県にとって大きな社会問題でありま

す。その中で国も自殺対策大綱を発表しまし

た。これまでの対策、そしてまた、この大綱を

受けて本県の対策はどうなっていくのか、福祉

保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 先月、閣議決

定のありました自殺総合対策大綱では、誰も自

殺に追い込まれることのない社会の実現を目指

すということになっておりまして、地域レベル

の実践的な取り組みへの転換や、若年層向けの

対策、自殺未遂者等の対策を充実することなど

が掲げられているところでございます。県で

は、平成21年に策定いたしました宮崎県自殺対

策行動計画が今年度、最終年度となっておりま

して、今回の国の大綱を踏まえながら、新たな

行動計画の策定を進めていくことといたしてお

ります。自殺対策を一層推進していくために

は、よりきめ細かく地域の実情に合った取り組

みが重要でありますので、市町村の行動計画策
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定や、民間団体等による地域のきずなづくりな

どの地域に密着した取り組みを重点施策とし

て、新たな行動計画に盛り込んでまいりたいと

考えております。今後とも、市町村や民間団体

と連携を図りながら、自殺のない地域社会づく

りに取り組んでまいりたいと思っております。

○西村 賢議員 今、自殺対策、県のほうも

しっかりと対策をなされてきておりますが、な

かなか数字上で見るだけでは、対策というもの

がなされているのか。なされてはいるけれど

も、効果がなかなか上がらない状況がありま

す。やはり自殺というのは、複数の要因がいろ

いろ絡み合って起こっているものでもありま

す。実際に、行政がいろんな方針を出して食い

とめられるものがどこにあるのかといったとこ

ろを考えますと、やはり最終的な相談に乗る、

いわゆる心のよりどころ的なものが一時的にあ

るのかなと。

それ以外になりますと、もっと早い段階か

ら、そのようにならないようにしむけていくと

いうことが一つ重要ではないかと思っておりま

す。実際に県が対策を打ちましても、その対象

となる方の家庭、もしくは会社などに踏み込ん

でいくということは、なかなか難しい問題であ

ると思うのですが、例えば学校機関、教育機関

においては、ある程度知識として与えることで

防げるものがあるのではないかと思っておりま

す。今、例えば借金などの経済的理由によって

生活が追い込まれていく、もしくは自転車操業

的に借金を繰り返して生活している方もいらっ

しゃいますが、せめて自殺に追い込まれる前

に、お金に関する知識をしっかりと与えていく

ことも重要ではないかと思います。現在は、非

常に金銭教育への取り組み等が進んでいるとの

話も聞きます。一昔前は、マネー教育をするこ

とはどうなのかという話もありましたけれど

も、現在の学校教育現場における金融教育、金

銭教育への取り組み状況について、教育長にお

伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） クレジットカードが

普及したり、手軽にお金が借りられるという環

境の中にあって、そういうトラブルの発生を未

然に防ぐために金融教育を充実させることは、

非常に大切だと思っております。現在、小・中

・高等学校のどの学校段階においても、消費生

活に関する教育に取り組んでおり、特に高等学

校の家庭科、地歴公民科─特に公民科でござ

いますが─においては、全ての生徒が、悪質

商法やインターネットによる架空請求などへの

対処法、多重債務に至る過程、その怖さなど、

具体的な事例を通して学んでいるところであり

ます。さらに、県立学校においては、県消費生

活センターによる悪質商法巡回パネル展や出前

講座を開催し、金銭トラブルに巻き込まれない

ための具体的な方法や、相談窓口に関する情報

の周知に努めているところであります。

○西村 賢議員 そのような金銭教育というも

のは、本当に実社会に出たときに非常に生きて

くる授業ではないかと思いますし、これからも

普及に努めていただきたいと思います。しっか

りその時代時代に合った─例えばインター

ネット詐欺のようなものは、今の子供たちには

当たり前になってきていると思いますが、さら

に進化した詐欺であったり、金銭トラブルとい

うものが起こり得ないとも思えません。ぜひそ

のときの最新の状況で授業をしていただくよう

にお願いしたいと思います。

続きまして、警察行政についてお伺いをいた

します。

今、ほとんどの国民が携帯電話やパソコンを
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持つ時代となりました。その中でも、ＩＴ技術

を悪用したサイバー犯罪の巧妙化というものも

なされておりますが、匿名性が高く、全国各

地、場合によっては海外からも仕掛けられるた

めに、取り締まりが難しい部分があると思いま

す。現在のサイバー犯罪の検挙数、また、匿名

性、広域性への対応はどのようになっているの

か、警察本部長にお伺いをいたします。

○警察本部長（加藤達也君） サイバー犯罪の

検挙につきましては、本年７月末現在11件で、

昨年同期と比較して20件減少をしております。

主な検挙事例は、詐欺が２件、わいせつ物公然

陳列が３件、脅迫が２件、児童福祉法違反が１

件などであります。

サイバー犯罪の匿名性、広域性に対応するた

め、警察では、インターネットホットラインセ

ンターを運用し、広く国民からインターネット

上の違法、有害情報を受け付けております。イ

ンターネットホットラインセンターに通報され

た情報のうち、地域性の判明しているものは、

管轄する都道府県警察に通報される仕組みに

なっております。地域性の判明していない情報

につきましては、警視庁で発信地を割り出し

て、管轄する都道府県警察に通報する全国協働

捜査方式により対応しております。本年検挙し

た事件のうち、インターネットホットラインセ

ンターからの通報によるものが１件、全国協働

捜査方式によるものが２件で、いずれもわいせ

つ物公然陳列であります。今後も、サイバー犯

罪の取り締まりを強化するとともに、被害防止

を図るためのさまざまな対策を推進してまいる

所存であります。

○西村 賢議員 ありがとうございます。今、

国際的なハッカー組織「アノニマス」という団

体があるそうですが、これが日本のみならず世

界にハッカー行為というか、テロ行為を起こし

ておりまして─そもそも何の団体かわかりま

せんが─政府もしくは政党のホームページ等

を狙った動きもあると聞きました。サイバーテ

ロの脅威に警察庁また防衛省も本格的に動き出

したという報道もありましたが、本県において

は、７月に県庁ホームページに大量の書き込み

事案が発生したということがありました。本県

の行政機関等に、ほかにサイバー攻撃等の被害

が起こっていないのかを、本部長にお伺いいた

します。

○警察本部長（加藤達也君） 御質問の事案に

つきましては、ホームページへの接続が困難に

なるなどの被害は生じていないと承知をしてお

ります。また、このほかに、サイバー攻撃によ

り行政機関が被害を受けたという事案は、これ

までに把握しておりません。しかしながら、今

後も、当県の行政機関や企業に対するサイバー

攻撃が予想されることから、関係機関と連携を

とりながら各種対策を講じてまいります。

○西村 賢議員 非常に警察の努力もありまし

て、匿名性を悪用した攻撃でありますとか、先

ほどのメールの事件等も踏まえて、非常に効果

が上がってきていると思います。これはしっか

りと警察のほうもアピールしていただいて、匿

名性を悪用したものは通用しないということを

ＰＲしていただきたいと思います。

最後になりますが、今、本県において、交通

死亡事故を初めとする高齢者が巻き込まれてい

る死亡事故、もしくは人身事故が多発しており

ます。加害者、被害者問わずに非常に残念なこ

とでありますが、中山間地を多く抱え、かわり

となる交通機関の少ない本県において、高齢者

であろうとも自動車免許を返納しては生活に支

障を来すということは多いと思います。現在の
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高齢者の免許の返納状況、また、できる限り高

齢者が長く安全運転をしていくための県の取り

組みについてお伺いをいたします。

○警察本部長（加藤達也君） 県内における65

歳以上の高齢運転者の免許人口は、過去10年間

で約1.4倍の15万4,511人に、高齢運転者の交通

事故も約2.2倍の2,035件に、それぞれ増加して

おります。警察といたしましては、高齢運転者

の交通事故を防止するため、平成20年４月か

ら、加齢による身体機能の低下により運転に不

安を感じる高齢者の方には、運転免許証の返納

を促しており、その結果、昨年は1,041人の方が

返納されております。

次に、高齢運転者の交通安全対策につきまし

ては、運転免許更新時等における講習のほか、

高齢者宅へ直接出向いての交通安全指導を実施

しております。また、ハンドル、アクセル、ブ

レーキ等の運転操作の的確性が診断できる自動

車運転シミュレーターを活用した交通安全教育

が効果的でありますことから、交通安全教育車

「セーフティ・フェニックス号」を県内各地に

巡回させ、高齢運転者が加齢に伴う身体機能の

変化を実際に体験できる、実践型の交通安全教

育を推進しているところであります。

○西村 賢議員 以上で新みやざきの代表質問

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時に再開いたします。休憩いたしま

す。

午前11時49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、公明党宮崎県議団、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕(拍手) きょうは９

月13日、特にことしの９月13日は、私たち公明

党議員にとって大変意義深い日となりました。

昭和37年９月13日、公明党の前身である公明政

治連盟の第１回全国大会が開催をされました。

その席上、創立者である創価学会の池田大作当

時会長から、「大衆とともに語り、大衆ととも

に戦い、大衆のために戦い、大衆の中に入り

きって、大衆の中に死んでいく」との大衆直結

精神が示されたところであります。きょうはそ

の日から50年の節目であります。この精神は、

２年後の昭和39年11月17日の公明党結成に際

し、「大衆とともに語り、大衆とともに戦い、

大衆の中に死んでいく」という党永遠の立党精

神に集約されたところであります。この「大衆

とともに」は、日本の混迷を打破する重要な政

治原理であります。私たち３名の県議団は、こ

の精神をしっかり受け継ぎ、県民の心が届く県

政のさらなる推進に打って出る決意を固めたと

ころであります。

それでは、公明党宮崎県議団を代表し、通告

に従い順次、代表質問を行います。知事を初め

として、関係各部長、教育長及び警察本部長に

答弁をお願いいたします。

初めに、知事の政治姿勢について、単刀直入

に２点伺いたいと思います。

まず、社会保障と税の一体改革の３党合意に

対する知事の率直な思いをお聞かせください。

２点目に、社会保障と税の一体改革関連８法

案成立までの一連の混乱について、どのような

思いを抱いていたのか。また、成立によって、

県政トップとして何を期待するのか伺いたいと

思います。
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壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。(拍手)〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、社会保障と税の一体改革の３党合意に

ついてであります。３党合意は、さきの国会会

期内における社会保障と税の一体改革関連法案

の早期成立に向けまして、民主、自民、公明の

与野党３党が歩み寄り、議論を重ねた成果であ

ります。私がかねてから、「避けては通れない

検討課題だ」と申し上げておりました消費税の

増税法案を初めとする関連法案の成立に向け

て、大きな役割を果たしたと考えておるところ

であります。また、この３党合意には、消費税

の増税に伴う低所得者対策や、年金、医療・介

護、少子化対策についての考え方、さらには、

社会保障制度改革について審議する社会保障制

度改革国民会議の設置などが盛り込まれており

まして、今後の社会保障と税の一体改革の基本

的な方向性が示されているものと評価している

ところであります。

次に、社会保障と税の一体改革関連法案につ

いてであります。この関連法案につきまして

は、消費税増税をめぐり内閣不信任決議案が提

出されるなど、法案の成立が一時、不透明と

なった状況もあるわけであります。せっかく回

り始めた重い歯車がこれからどうなるのかとい

う不安もありましたし、強い関心を持って、こ

の法案の行方というものを見守っていたところ

であります。今回、関連法案としまして、消費

税増税関連２法案を含め、社会保障制度改革推

進法案、子ども・子育て関連３法案及び年金関

連２法案の計８法案が成立をしたところであり

ますが、消費増税に係る低所得者対策や医療・

介護、少子化対策など社会保障分野の詳細な制

度設計については、今後設置をされます社会保

障制度改革国民会議の審議に委ねられていると

いうことであります。国と地方の双方で議論が

尽くされて、地方の実情が十分繁栄され、真に

持続可能な社会保障制度の実現が図られるよう

期待するとともに、県としましても全国知事会

などを通じて国に訴えてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○新見昌安議員 ありがとうございました。

引き続き、知事に伺っていきたいと思いま

す。東日本大震災に伴う災害廃棄物の広域処理

についてであります。これについては、今議会

開会日冒頭の知事提案説明の中で、７ページの

うち２ページ近くの紙面を割いて思いをつづら

れておりましたし、この２日間、代表質問に対

する答弁でも経過を語られております。理解す

るところですけれども、やはりどうしても心に

残るもやもや感といいますか、今はどうするこ

ともできない状況であります。３月22日の「災

害廃棄物の受け入れ処理を求める決議」は、県

議会で全会一致でありました。あれは一体何

だったんだろうかと、この気持ちをなかなか払

拭することはできません。しかし、検討終了と

いう結論が出てしまった以上、いつまでもこれ

を引きずるわけにはいきません。気持ちを入れ

かえて、支援に向け、新たな気持ちで進まなけ

ればなりません。今後、被災地支援に向けて、

具体的にどういった取り組みをしていこうとさ

れているのか、伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 被災地支援について

は、これまでも、さまざまな形で御支援をいた

だいたことへの感謝の思いで、みやざき感謝プ

ロジェクトとして各種の事業に取り組んできた

ところでございます。その中で今年度は、県内

の市町村やＮＰＯとも連携をしまして、被災地
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との相互交流で、夏休みに子供たちを招いた

り、またこちらから現地に行って支援をしたり

というふうな取り組みもございましたし、被災

地における現地の地域コミュニティーの再生支

援事業、それから、若者の自立支援などにも新

たに取り組んでいるところであります。現地の

ニーズというものをよく把握しているＮＰＯ等

の活動団体の提言を踏まえた事業などにも取り

組んでおるところでございまして、支援の主体

や内容にも広がりが出ておるものと考えておる

ところでございます。被災地の本格的な復興に

はまだまだ相当の期間を要するので、午前中も

申し上げましたが、特に復興の現場を担う市町

村職員の人員の不足に対する人的な支援を、こ

れからも県、市町村一体となって続けることが

大事だと考えております。現地のニーズを踏ま

えて、関係団体と連携をして息の長い支援に、

これからも取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 ありがとうございます。よろ

しくお願いしておきます。

被災地支援の、ささやかですけれども具体的

な形の一つとして、宮城県の石巻を舞台にした

映画「エクレールお菓子放浪記」の上映運動が

今、全国的に広がっております。この映画は、

第２次世界大戦下の日本を舞台にして、天涯孤

独の少年が多くの人たちに支えられながらたく

ましく生きる姿を描いた物語というふれ込みで

あります。実はこの映画は、宮城県を中心とし

た地元企業15社が共同制作した、そして行政、

県民、企業挙げて撮影をサポートして３年の歳

月をかけて完成したと。昨年の３月10日に東京

で完成披露試写会が開催されて、全国上映に向

け順調な滑り出しをしたかに見えたその翌日、

大震災が起こったわけであります。メーンロケ

地となった石巻市には大津波が押し寄せ、エキ

ストラとして出演した多くの県民も犠牲になら

れた。そして、スクリーンに映し出されていた

美しい町並みも破壊、すばらしい風景も流され

てしまった。これによって東北での先行上映は

もちろん中止になった。全国上映も見直されよ

うとしたそのときに、口コミで映画のことを

知った各地の市民が主体となって、公共施設な

どでの草の根の上映会が始まったというふうに

聞いております。この動きが全国に広まって、

各県に上映推進委員会が立ち上がり、映画を通

して復興支援の輪が広がっております。おくれ

をとった本県、大分県、鹿児島県においても取

り組みが始まりまして、マスコミでは取り上げ

られなかったようですけれども、本県では今月

５日に推進委員会が発足して、知事はその名誉

会長に就任をされております。今後は県内各市

町村に実行委員会が立ち上がってくるわけです

けれども、上映運動が本格的になってくること

を大いに期待しているところであります。本県

における上映運動に向けた名誉会長としての知

事の思いを伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この映画を広く普及し

ていこうということで、上映推進委員会が先日

立ち上がって、その後に試写会もあったわけで

ございますが、残念ながら、私は仕事の関係で

それを見ることができなかったわけでございま

す。以前、宮城県に勤務した経験があり、石巻

も脳裏に焼きついているところであります。そ

れがどのように映画に映し出されているのか、

大変関心があるところでありますし、また、当

時の同僚の方が今、現地で社会福祉協議会の役

員をされており、その方から、「ぜひ宮崎県で

もいろんな形での支援をお願いしたい」という

直接の要望もいただいたところであります。そ
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ういうような個人的な思いもございますし、

今、御指摘がありましたような被災地支援とい

う観点もございますので、県内各地での上映実

行委員会の立ち上げだとか広報活動を積極的に

推進し、県を挙げて被災地復興に取り組む気持

ちを新たにする一つの取り組みとしてまいりた

い、そのように考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございます。私も

２度ほど、ゼネラルプロデューサーの鳥居さん

とお会いしました。本当に熱い思いを語られた

ところであります。先ほどおっしゃったよう

に、入場料の一部が被災地支援に回っていきま

すので、ぜひとも力強く推進していただくよう

にお願いをしておきます。

次に、防災・減災の取り組みについて、何点

か伺っていきたいと思います。

まずは、防災上の観点からの自治体クラウド

についてであります。去年も取り上げたところ

でありますけれども、情報システムへの投資負

担の軽減に加えて、地震や津波などで庁舎が被

害を受けても外部サーバーを通して業務が可能

になる災害への強さも期待される、クラウド化

への動きが一段と進展していると思っておりま

す。昨年の質問以降、まずは県としての自治体

クラウドへの取り組みはどうなっているのか。

あわせて、県内の市町村における自治体クラウ

ドへの取り組み状況はどうなっているのか、総

合政策部長にお伺いをいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 自治体クラウ

ドは、業務の効率化やコストの削減を目指すも

のでありますが、堅牢なデータセンター内にシ

ステムやデータを保管することから、防災対策

としても大きな効果がございます。県の業務に

つきましては、クラウドサービスが市町村ほど

提供されていない状況にあるために、クラウド

化は一部にとどまっておりますが、主要なシス

テムのサーバー等をデータセンターに保管する

ことで、災害時への対応を図っているところで

ございます。市町村のシステムにつきまして

は、現在、延岡市を初め県内７市町が、住民情

報や税業務などの基幹システムをクラウドサー

ビスに移行しております。また、その他の多く

の市町村でも、今回の大震災を教訓としまして

将来的な移行を検討するなど、クラウド化の動

きは県内にも徐々に広がりつつあります。県と

いたしましては、今後とも市町村システムの一

層のクラウド化を促進しますとともに、今年度

に県のＩＣＴ部門での業務継続計画を策定する

など、災害に強い情報システム環境の構築に向

けて、積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 次に、防災訓練に関して伺い

たいと思います。今月５日、大阪府では、南海

トラフ地震とそれに伴う津波を想定して、府内

にいる人の携帯電話に、登録がなくても一斉に

緊急速報メールを送る「大阪880万人訓練」とい

うものを実施されたようであります。これはマ

スコミで取り上げられたとおりでありますけれ

ども、350万台の携帯電話にメールが届いたと。

これは意識づけとしてかなり有効な訓練である

と思います。そのほかにも、「シェイクアウ

ト」を導入した自治体もかなりの数に上ったよ

うであります。このシェイクアウトというの

は、米国で普及した市民参加型の一斉震災訓練

ということで、日本の学校の防災訓練が起源ら

しいということです。米国から逆輸入されたよ

うな形でありますけれども、一般公募の参加者

が指定された日時に一斉に同じ行動をする。職

場や家庭などそのときに居合わせた場所で、身

を伏せ、頭を守り、揺れがおさまるまで動かな
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いという単純な安全行動をとるのが、唯一の決

まり事となっているようであります。ことしは

北海道や千葉市、東京都千代田区、千葉県の市

川市などでも実施をされております。多くの住

民が訓練に参加して、それを契機に防災意識の

啓発が図られるという意味で、これも有効な訓

練であると思います。そこで伺いますけれど

も、自治会や諸団体、企業など特定の人を対象

とした防災訓練をさらに発展させて、メールで

の情報発信などに主軸を置いた訓練、あるいは

シェイクアウトなど、より多くの県民が一斉に

参加しての訓練を今後やっていくべきじゃない

かと考えますが、危機管理統括監に見解を伺い

たいと思います。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 東日本大

震災の被災状況を踏まえますと、大規模な地震

・津波に対しては、何よりも迅速、的確な避難

が不可欠でありまして、そのためには、住民へ

の情報伝達のあり方が非常に重要な課題である

と考えております。住民への情報伝達は、一義

的には市町村の責務となっており、現在、防災

行政無線によるスピーカーや戸別受信機での伝

達、テレビやラジオでの放送、防災メールな

ど、さまざまな手段が講じられたところであり

ます。南海トラフ地震の被害想定を踏まえ、今

後、市町村との協議会を年内には設置する予定

にしておりますので、情報伝達手段の充実とか

住民への訓練のあり方等についても、議員から

御指摘がありましたシェイクアウト訓練も含

め、全国の情報も共有しながら議論を重ねてい

きたいと考えております。

○新見昌安議員 同じく、危機管理統括監に伺

います。８月末の南海トラフ巨大地震被害想定

の報道後、「避難放棄者」という言葉が新聞紙

上にあるのを見ました。すなわち、「逃げても

どうせ助からないと諦める人々」とのことであ

りますけれども、内閣府が、発生確率は極めて

低く、対策をとれば被害を減らせるとして、冷

静に受けとめるように強調はしておりますけれ

ども、「死者想定 最悪32万人」「本県死者

最大４万2,000人」などといった数字が新聞紙上

に大きく踊れば、高齢者の皆さんの中にはそう

いった諦めの気持ちも生まれてしまう、これは

無理からぬことだと思います。しかし、憂慮す

べきことであります。そういった方々に対して

どのように対応するのか、津波からの避難啓発

にどのように取り組んでいくのか伺います。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 先般、国

が公表しました南海トラフ巨大地震の想定で

は、例えば高知県で、最短３分で津波が到着

し、最大津波高が34メートルに達するという内

容もございますことから、議員の御指摘があり

ましたように、津波避難を諦める住民が出てく

ることが、国においても懸念されているところ

でございます。この想定内容を公表するに当た

りまして、国では、最大クラスの津波はそもそ

も発生頻度が極めて低いものであり、現実には

それよりも小さい津波が発生する可能性が高い

こと、よって、「強い揺れが起きたら逃げる」

ということを一人一人がしっかりと認識してい

ただきたいと強調しているところでございま

す。県といたしましては、国の想定結果を踏ま

えまして、津波の到達時間や高さ、浸水区域の

範囲などについて、今後詳細な検討を行うこと

としております。その上で、検討結果を県民に

わかりやすく伝えるとともに、津波避難に対す

る啓発について、市町村とも連携しながら鋭意

取り組んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございます。

次に、福祉避難所について伺います。これは
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「高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者

等、一般的な避難所では生活に支障を来す人た

ちのために、何らかの特別な配慮がされた避難

所」というふうに定義がされているわけですけ

れども、本県の指定状況は、私の手持ち資料で

は、ことし５月末現在で５市５町で25施設と

なっておりました。この数が多いか少ないかと

いうことになるわけですけれども、県内９市14

町３村という市町村数からいえば、やや少ない

のではないかと思います。未設置の市町村に対

して、設置推進を働きかけるべきであるという

ふうに考えますが、福祉保健部長の見解を伺い

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 福祉避難所に

つきましては、あらかじめ指定しておくことに

より、高齢者や障がい者などの災害時要援護者

への迅速な対応が可能となることから、県とい

たしましては、平成27年度までに全市町村での

指定、整備を目標としておるところでございま

す。福祉避難所の指定状況につきましては、未

指定の市町村に働きかけを行いまして、本年

度、新たに３市町の９施設が指定をされ、現在

は６市６町で33施設となっております。また本

年度から、新たに福祉避難所を指定した市町村

に対しまして、支援物資の備蓄や備品の整備等

に対する助成を始めたところでございまして、

今後一層、福祉避難所の指定を推進してまいり

たいと考えております。

○新見昌安議員 災害弱者に光を当てた取り組

み、よろしくお願いをしておきたいと思いま

す。

次に移りたいと思います。おくればせなが

ら、私も先日、県の危機管理課が主催した防災

士養成研修を受講いたしました。大坪次長を初

め職員の皆さんには、その際お世話になり、あ

りがとうございました。来年の２月に資格試験

があります。頑張って合格して、来年の４月に

は晴れて防災士認証状をいただきたいと思って

おります。受講生の顔ぶれを見てみますと、消

防団の制服を着た女性も何人か見受けられまし

たし、比較的年齢の高い受講者も多数見受けら

れました。地域の自主防災組織リーダーとなっ

て活躍する方々がこの中から生まれてくること

を期待しつつも、どうしても、年齢構成から見

て後継者の育成にも力を注ぐべきじゃないかと

いうふうに実感したところでありました。若

手、特に高校生を対象とした地域防災リーダー

の養成に取り組んでいってはどうかと考えると

ころでありますけれども、教育長の見解を伺い

たいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 将来を担う高校生に

は、体験活動等を通して、防災に関する意識を

高めさせることはもとより、災害時の支援者と

しての役割を自覚させることなど、地域防災リ

ーダーとしての素地を育成することが重要だと

考えております。そのようなことから県教育委

員会では、県内全ての県立学校の代表生徒を宮

城県に派遣し、仮設住宅への訪問やボランティ

ア活動等を行うこととしております。また、そ

の活動の様子や成果を、新聞部等に所属する生

徒が記録集としてまとめ、県内全ての県立学校

生へ伝えることといたしております。このよう

な体験活動や体験したことを伝え合ったりする

活動等を通しまして、地域社会に貢献すること

の大切さを実感させながら、防災など地域を支

える人材育成に積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

○新見昌安議員 次に、学校の耐震化のうち、

非構造部材の耐震化対策について伺いたいと思

います。東日本大震災の発生後、児童生徒等の
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安全確保とともに避難所ともなる学校の耐震化

については、県立学校においては、平成27年度

末までの完了を目標としていた耐震化計画を２

年前倒しして、平成25年度末までの完了を目指

すなど対策は進んでおりますけれども、先日報

道された情報によりますと、全国の公立小中学

校３万395校のうち、校舎や体育館の天井や照明

器具といった非構造部材の耐震対策を終えてい

るのは、４月１日現在で全体の32.0％に当た

る9,730校にとどまることが、今月４日、文部科

学省の調査でわかったとありました。本県にお

いては、382校のうち31.9％の122校だったとい

うことで、ほぼ全国と同じような結果になって

いるようであります。実施率０％も14市町村と

いうことで、建物本体の耐震対策を優先してき

たため対策がおくれたということも、費用のこ

とを考えると理解できないわけではありません

けれども、東日本大震災で天井が崩落した学校

の体育館の写真などを見るにつけ、児童生徒を

守るためにも、建物本体の耐震化とあわせて、

非構造部材についても耐震化を図ることが重要

じゃないかと思います。県の教育委員会として

今後、市町村教育委員会に対しどのように働き

かけをされていくのか、同じく教育長に伺いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 市町村立小中学校の

天井材や照明器具等の非構造部材につきまして

は、市町村教育委員会におきまして、安全性の

確保に向けた取り組みが現在なされているとこ

ろであります。県教育委員会といたしまして

は、点検の実施や落下防止策が推進されるよ

う、これまでも市町村教育委員会へ、国の補助

制度等の紹介などを行ってきたところでありま

す。引き続き、担当者会議や研修会などあらゆ

る機会を通じ、非構造部材の耐震化に向けて働

きかけをしてまいりたいと思います。

○新見昌安議員 防災・減災の取り組みに関し

て、最後の質問になります。先般、宮崎空港近

辺に居住されている方から要望を受けました。

その方の自宅の近くには、宮崎東病院、赤江ま

つばら支援学校、特別養護老人ホームみやざき

荘があるそうですが、大地震発生後に津波が押

し寄せてきた場合、病人や老人、体の悪い子供

が大勢いるような施設は大変だ、移転できない

かというようなものでした。自分のことはさて

おいて災害弱者のことを先に考える。感動もし

ましたけれども、確かにグーグルマップで見て

みると一目瞭然であります。ゴルフ場を抜ける

と松林、そしてすぐに海岸線であります。先般

の南海トラフ巨大地震の被害想定で示された津

波の浸水分布図では、暖色で表示されておりま

した。そこで伺いますが、宮崎東病院あるいは

みやざき荘は設置者が県ではないので、ここで

は触れずに別の機会に取り上げるとして、津波

被害時に避難援助を必要とする児童生徒が在籍

する赤江まつばら支援学校など、沿岸部につく

られている県立の特別支援学校における津波対

策の現状を、同じく教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 沿岸部にある特別支

援学校の津波対策につきましては、東日本大震

災以降、それぞれの学校の状況に応じた防災計

画の見直し、それから、これまでと違った形な

ど工夫した避難訓練の実施などにより、迅速な

避難ができるような取り組みを進めているとこ

ろであります。施設等につきましても、現地調

査、それから避難訓練の実施状況を踏まえて、

児童生徒が安全に避難できるように、例えば赤

江がそうなんですが、階段吹き抜け部分に転落

防止のために壁をつくる、あるいは外部階段の

設置をするなど、必要に応じてできる整備を
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行ってきたところであります。今後も、学校や

関係部局と連携を図りながら、より安全な避難

経路や避難場所の整備に努めてまいりたいと考

えております。

○新見昌安議員 いち早く対応していただいて

おることが、よくわかりました。ありがとうご

ざいます。

次に、高齢者対策について何点か伺っていき

たいと思います。

最近、風力発電投資を装った詐欺で延岡の女

性が2,820万円をだまし取られた事件が報道され

ていました。記事を読む限りでは、どうしてだ

まされるかなとも思うところでありますけれど

も、だまされ始めた時期が、再生可能エネルギ

ーの固定価格買い取り制度がスタートした直後

の７月上旬であり、女性に対して気の毒とは思

うものの、時代を敏感にキャッチし先取りして

新たな手口を考える詐欺師の悪知恵にも感心し

たりもしました。このような事件には、金額の

多寡で大きく報道されないものもあるかと思い

ます。そこで、振り込め詐欺などの発生状況は

どうなっているのか。また、振り込め詐欺が減

少しない原因は何だと思われるか、警察本部長

に伺いたいと思います。

○警察本部長（加藤達也君） 振り込め詐欺等

の現状でありますが、本年８月末現在の認知件

数は、オレオレ詐欺などの振り込め詐欺と、金

融商品等の取引を装った詐欺などのいわゆる振

り込め類似詐欺を合計しますと、23件、被害

額9,582万円であり、昨年同期と比較すると、15

件、被害額にして9,205万円の増加となっており

ます。また、検挙件数につきましては、振り込

め詐欺等48件、26名を検挙し、昨年同期比13

件、15名の増加となっております。

これらの振り込め詐欺等が減少しない要因と

しましては、従来の振り込め詐欺の手口に加え

まして、近年、利殖目的の金融商品取引を装っ

た新たな手口が増加するなど、その犯行手口の

悪質・巧妙化が挙げられます。例えば、未公開

株やファンドへの投資等を装った詐欺の犯行で

は、高額の配当をうたったパンフレットを送り

つけた上で、犯人グループが交互に電話をかけ

言葉巧みに勧誘し、信用した被害者の自宅に直

接、現金を受け取りに来るといったように、い

わゆる劇場型の手口がふえております。警察で

は、このような新たな手口に対する相談受理体

制の強化や初動検挙体制の確立を図っているほ

か、従来型の通帳詐欺や携帯電話詐欺等の助長

犯の検挙を強力に推進しているところでありま

す。また、高齢者等に対する防犯広報や金融機

関と連携した水際対策等の被害防止対策につき

ましても、引き続き強化してまいります。

○新見昌安議員 延岡の事件は、配当金の金利

が５～９％ということで、最近ではあり得ない

高配当を売りにしていますので、まさしく今、

答弁にあったとおりじゃないかと思います。最

近の高齢者は、振り込め詐欺に関してさまざま

な場面で啓発を受けております。それなりの知

識は得ていると考えるわけですけれども、それ

でも被害は減少しない。そういった自分が得た

知識を確実に自分のものとするために、他県の

警察署では65歳以上の高齢者を対象に、「振り

込め詐欺防止検定」なるものを実施して、受検

者に最近の手口や予防策を解説して注意を促す

取り組みをしているところもあります。そのよ

うな手法も研究していただければと思います。

次に、昨年の11月議会でも質問をしたところ

でありますが、サービス付き高齢者向け住宅に

ついて伺います。この制度の内容については改

めて述べませんが、県においては、高齢者が住
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みなれた地域で生活を続けられるよう、昨年度

に策定された宮崎県住生活基本計画において、

サービス付き住宅の登録戸数を平成32年度まで

の10年間で1,000戸とする目標値を定められてお

ります。そこで伺いますが、サービス付き高齢

者向け住宅の登録件数は現在どのような状況

か。また、目標達成に向けてどのような取り組

みを進めておられるのか。以上、県土整備部

長、よろしくお願いします。

○県土整備部長（濱田良和君） この住宅の登

録申請につきましては、県と中核市である宮崎

市で受け付けることになっておりまして、現

在、県で４件の282戸、市で１件の９戸、合計５

件の291戸が登録されております。県といたしま

しては、これまで、民間事業者や市町村担当者

に対して説明会を実施するとともに、県のホー

ムページでも情報提供を行ってきたところでご

ざいまして、今後、この住宅の供給促進をより

一層図るため、さらなる制度の周知に努めると

ともに、民間事業者の皆様方の御理解と御協力

をいただきながら、目標達成に向けて取り組ん

でまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 次に、24時間巡回サービス、

正式には「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護」というそうでありますけれども、この件に

ついて伺いたいと思います。このサービスは、

これまで全国平均で１日１回弱だった訪問介護

を、必要に応じて日中、夜間を通じて看護師や

ヘルパーが複数回訪問することにより、要介護

者が住みなれた自宅で暮らし続けられるように

するのが目的であります。これは本年４月から

スタートしているわけですけれども、残念なこ

とに実施率は低迷しております。全国で本県を

含めた６県においては、全ての市町村において

実施計画がないようであります。せっかくの理

想的なサービスも、十分に活用されなければ画

餅であります。本県における今後の見通しにつ

いて、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 定期巡回・随

時対応型訪問介護看護につきましては、必要な

看護師や訪問介護員を確保し、定められた報

酬、いわゆる定額で採算がとれるかどうかな

ど、事業化に向けましてはさまざまな課題があ

りますことから、現在のところ県内で実施して

いる事業者はいない状況でございます。しかし

ながら、このサービスは、介護と看護の一体的

な提供を行うものとして、医療・看護ニーズの

高い方への対応も期待でき、今後の実施につい

て検討している市町村もございますので、これ

ら市町村や参入しようとする事業者の取り組み

を、県といたしましても支援をしてまいりたい

と考えております。

○新見昌安議員 忍び寄る超高齢社会を見据え

れば、在宅介護・看護を充実させていく、本当

に大事なポイントの一つであります。そのため

にこのサービスの成否が鍵を握っているのは間

違いありません。県としては今後、前向きに支

援していかれるよう要望しておきます。

次に、消費者教育について伺っていきます。

先般、消費者教育推進法が成立をいたしまし

た。一般消費者を狙って年々悪質化、巧妙化し

た、いわゆる悪質商法が蔓延してきておりま

す。被害の防止とともに消費者の自立支援を目

的として、合理的に行動する知識と能力を養う

教育を、幅広い年代、場所で行うことを目指し

ています。先ほど高齢者対策の中で、振り込め

詐欺について取り上げたところですけれども、

この振り込め詐欺のうち、オレオレ詐欺の被害

者は、確かに60歳以上の高齢者が９割を占めて

いるという統計がありますが、同じ統計による
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と、架空請求詐欺の被害者は30歳以下が４割近

くに上るなど、全世代で被害を受けているとこ

ろであります。若いときからの消費者教育が必

要ではないかと考えます。そこで、先ほどの西

村議員の質問とも重複するところがあります

が、学校現場における消費者教育について伺っ

ていきたいと思います。

まず、授業として消費者教育にどのように取

り組んでいるのか、その現状と課題について。

２点目に、授業以外における消費者教育への

取り組みはどのようにしているのか。

３点目に、教職員に対しての消費者教育はど

のように行っているのか、どんな研修を行って

いるのか。

４点目に、消費者教育推進法の成立を受け、

従来以上の消費者教育が求められてきますが、

今後どのように取り組んでいかれるのか。以上

４点について教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） まず、学校における

消費者教育につきましては、小・中・高等学校

の家庭科や社会科等において行っておりまし

て、例えば家庭科においては、小学校で、身近

な物の選び方や金銭の使い方、中学校で、消費

者の基本的な権利と責任、高等学校で、生涯を

見通した生活設計と家計の管理など、児童生徒

の発達の段階に応じて学習をいたしておりま

す。社会の急激な変化に伴い消費生活も多様化

し、契約や販売方法も日々変化する中で、消費

者教育を充実させるためには、常に新しい情報

を教職員が集め続けることが必要でありまし

て、その変化に対応し続けながら指導していく

ことは、なかなか難しいと考えているところで

あります。

それから、授業以外の消費者教育の取り組み

につきましては、県消費生活センターの出前講

座を中学生、高校生に対して行っておりまし

て、昨年度は6,000人を超える生徒が受講してお

ります。また、県金融広報委員会による卒業直

前の高校３年生を対象とした金融講座や、県司

法書士会による「高校生のための消費者講座」

を実施するなど、多くの学校で関係機関と連携

した学習に取り組んでいるところであります。

教職員の研修につきましては、昨年度、県教

育研修センターで、消費者教育のあり方につい

て講座を実施したところであります。今年度

は、高校の地歴・公民科の教員を対象とした研

修で、新しい学習指導要領において消費者教育

が強化されたことの説明を行うとともに、高校

の家庭科教員を対象とした研修を計画し、消費

者教育推進法の趣旨等の説明や教材、実践例の

紹介などを行い、実践的指導力の育成を図るこ

ととしております。

法の成立を受けてのことですが、消費者教育

は、消費生活に関する知識を得るだけではな

く、適切な行動に結びつける実践的な能力を育

むことが重要であります。そのために学校教育

においては、教職員の指導力の向上を図るとと

もに、消費生活センターを初めとする関係機関

との連携を強化しながら、児童生徒が学んだ知

識を実生活の中で生かせるような効果的な消費

者教育の推進に努めてまいりたいと考えている

ところです。以上であります。

○新見昌安議員 ありがとうございました。学

んだ知識を実生活に生かす、本当に大事な観点

ではないかと思いますので、よろしくお願いを

しておきます。

次に、高齢者対策ともかかわりがありますけ

れども、高齢者などへの啓発、教育の現状はど

うなっているのか。あわせて、民生委員や介護

福祉士等高齢者に接する機会の多い人たちに対
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してはどのように啓発をしているのか、総合政

策部長に伺いたいと思います。

○総合政策部長（稲用博美君） 県では、消費

者被害の未然防止を図るために、高齢者はもと

より、民生委員や介護ヘルパーなどの方々に対

し、出前講座やセミナー等による啓発に積極的

に取り組んでいるところであります。このうち

出前講座は、消費生活センターの職員が直接、

地域や職場に出向いて行うものでありまして、

平成 2 3年度は、高齢者向けの講座を 1 1 8

回、3,131人に対して、また、民生委員等の関係

者向けの講座を16回、582人に対して実施したと

ころであります。消費者被害はますます複雑多

様化し、手口も悪質化する傾向にありますの

で、今後とも高齢者等に対し、的確かつ効果的

な啓発を行ってまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 法では、民生委員や介護福祉

士等への研修を義務づけるというふうになって

おりますので、ぜひ取り組み強化をしていただ

きたいと思います。

最後に、消費者教育推進法の成立を受けて、

知事の見解を伺います。

○知事（河野俊嗣君） これまで消費者基本法

に基づきまして消費者教育が推進されてきたと

ころでありますが、消費者教育の一層の充実強

化を図るということから、このたび消費者教育

推進法が成立したということでございます。消

費者教育についての定義を、「消費者の自立を

支援するために行われる消費生活に関する教育

と啓発活動」と明確に定めまして、幼児期から

高齢期までの各段階に応じて、学校、家庭、地

域、職場などさまざまな場で適切かつ体系的に

行われることとされているところでございま

す。先ほどの県警本部長の答弁で、その実態、

またいろんな手口を、大変危機感を持って受け

とめたところでございますが、この法律の制定

による取り組みにより、消費者被害に遭わない

賢い消費者の育成が図られるのではないかと、

大変期待をしておるところでございます。県と

いたしましても、これまで消費生活センターで

さまざまな啓発─アリとアリ地獄というキャ

ラクターを使いながらわかりやすくアピールす

る、いろんな取り組みをしておりましたが、こ

の法律の施行後に策定される国の基本方針など

を踏まえ、消費者教育推進計画の策定、さらに

はさまざまな一層の啓発活動に取り組んでまい

りたいと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願いしておきます。

次に、環境対策について伺っていきます。

今月４日の宮崎日日新聞に、「旧都井岬観光

ホテルの競売中止 ＰＣＢ地下保管要因か」と

の記事が掲載をされておりました。ＰＣＢ（ポ

リ塩化ビフェニル）については、昭和47年の生

産・使用の中止などの行政指導を経て、昭和50

年に製造・輸入が原則禁止されておりますけれ

ども、改めて、最終的な処分に至るまでには長

い年月が必要であるということを知ったところ

でございます。そこで、このＰＣＢに関して２

点伺いたいと思います。

まず１点目、最近、ＬＥＤ照明機器が急速に

普及しておりますけれども、それに伴って蛍光

灯安定器の廃棄もふえていると聞いておりま

す。ＰＣＢを使用した蛍光灯安定器について、

県内における保管届け出の状況はどのように推

移をしているのか。あわせて、全国的には分解

あるいは解体が行われているとも仄聞するとこ

ろでありますけれども、本県において不適正な

保管が行われていないか、環境森林部長に伺い

ます。
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○環境森林部長（堀野 誠君） 昭和47年８月

以前に製造されました業務用の蛍光灯器具の安

定器にはＰＣＢが含まれているものがありま

す。平成13年に制定されました「ポリ塩化ビ

フェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特

別措置法」に基づきまして、ＰＣＢ廃棄物の保

管事業者は、適正に保管し、その状況等につい

て毎年、県などに届け出ることとされておりま

す。安定器については、平成13年度は県全体

で90事業者、約３万7,000個が保管されておりま

したが、安定器の処理が開始された平成22年度

には、73事業者、約１万8,000個と大きく減少し

ております。県といたしましては、毎年、全て

の保管場所への立ち入りを行い、保管状況を確

認し、適正保管について指導しているところで

あります。なお、平成22年度に安定器の分解事

例が１件ありましたが、調査の結果、ＰＣＢの

漏れなどの問題はありませんでした。

○新見昌安議員 ２点目ですけれども、東日本

大震災の被災地においては、保管されていたＰ

ＣＢ廃棄物のうち、トランスが41台、コンデン

サ159台が保管場所にない、すなわち流失してい

たそうであります。そこで、東日本大震災後、

県においてはＰＣＢ廃棄物の保管状況を再確認

したのかどうか、同じく環境森林部長に伺いま

す。

○環境森林部長（堀野 誠君） ＰＣＢ廃棄物

については、安定器のほかにも、平成22年度で

高圧トランスが約110台、高圧コンデンサが

約340台保管されております。本県では毎年、全

ての保管場所への立ち入りを行い、保管状況を

確認しているところであります。東日本大震災

ではＰＣＢ廃棄物が流失した事例も聞いており

ますので、そのようなことにも留意しながら、

今後とも適正保管について指導、啓発に努めて

まいりたいと考えております。

○新見昌安議員 保管状況については問題な

かったというふうに受けとめました。安心いた

しました。

次に、動物愛護について伺います。

質問冒頭、映画の話をしましたが、今度も映

画から入ります。知事は、地元宮崎を舞台にし

た映画「ひまわりと子犬の７日間」を支援する

会の、これまた名誉会長に就任されました。こ

れはマスコミで報道されたとおりであります。

主演は宮崎南高校出身の堺雅人さん、共演者の

一人は、某テレビドラマで妖艶な花魁役が適役

だった中谷美紀さんだそうですけれども、宮崎

の動物保護管理所に保護された母犬が子犬を必

死に守る姿に心を打たれた職員が、殺処分から

守ろうとする物語であります。ところで、この

映画に挿入されているかどうかは、まだ見てい

ないのでわかりませんけれども、数年前、この

「ひまわり」と名づけられた母犬を歌った、ま

さしく「ひまわり」という曲がつくられまし

た。この曲は、宮崎に拠点を置くある会社の社

長が作曲され、宮原彩という歌唱力抜群の歌手

が歌っています。これは宮崎ではなかったと思

うんですが、「誰も知らない泣ける歌」という

テレビ番組でも取り上げられるほどの名曲であ

りました。これは紹介をしておきます。

この映画は、来年３月に全国公開されること

になっております。これについてもヒットする

ことを願っておりますし、動物を愛する心が醸

成される一つのきっかけになればと思っており

ます。また、折しも、改正動物愛護管理法が先

月の29日に参議院本会議で成立をいたしまし

た。この第35条第４項には、「殺処分がなくな

ることを目指して」というふうに明記されてお

ります。この点は高く評価するところでありま
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す。そこでまず、知事は動物愛護についてどの

ように考えておられるのか、見解を伺いたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、紹介のありました

「ひまわりと子犬の７日間」という映画でござ

います。お話のように、宮崎で実際に起こった

実話をもとにということでありまして、命と

しっかり向き合っていかに考えていくかとい

う、家族のきずななどいろんなものが描かれる

映画であると伺っておるところでございます。

私はこの映画が、口蹄疫が発生をして、経済動

物とはいえ、家族同然のきずなを持って大切に

育ててきた30万頭という命を奪わざるを得な

かった、あの大変な経験、思いをした宮崎から

生まれたということに、大変意義があるのでは

ないかと思っております。このような映画を多

くの県民の皆様にも鑑賞していただくことによ

り、改めて命の大切さ、動物とのきずなを大切

にする、また感謝の念を持って接するという

心、まさにそういう動物愛護の心を高める契機

にもすることができればと、大いに期待をして

おるところでございます。

○新見昌安議員 知事の思い、よくわかりまし

た。ありがとうございます。

次に、犬・猫の引き取り及び犬の捕獲、犬・

猫の譲渡及び犬の返還についてはどういう状況

か、最近の傾向はどうなっているか、福祉保健

部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成23年度の

宮崎県全体の犬の捕獲頭数が1,471頭、引き取り

頭数が732頭で、合計2,203頭でございます。そ

のうち返還が500頭、譲渡が680頭となっており

ます。一方、猫につきましては、引き取り頭数

が2,410頭で、そのうち265頭を譲渡しておりま

す。ここ数年における犬の捕獲・引き取り頭数

は減少いたしておりまして、返還・譲渡数は増

加をしております。また、猫につきましても、

引き取り頭数は減少し、譲渡数は増加をしてお

ります。これは平成20年度から実施しておりま

す「命の架け橋」犬ねこの譲渡推進サポート事

業などの効果によるものと考えております。

○新見昌安議員 譲渡推進サポート事業の効果

に加え、ひまわりの家のスタッフの皆さんの御

尽力のたまものでもあるというふうに思いま

す。

ところで、平成20年に策定された県の動物愛

護管理推進計画によりますと、現在の動物保護

管理所は、「元来、「狂犬病予防法」及び「宮

崎県犬取締条例」で捕獲抑留した犬を管理する

施設であり、動物愛護の観点からみると不備な

部分が多いのが現状です」、このようにありま

す。また、総論の「計画の位置づけと性格」に

おける記述の中で、なお書きとして次のように

あります。「なお、中核市である宮崎市は、そ

の権限に基づき独自に動物愛護管理業務を実施

していますが、この計画を実施するにあたって

は、県と宮崎市とが連携をとりながら計画に基

づく施策を実施し、県全体として一体性を持っ

た施策を推進していきます」、このような記述

であります。本年６月の宮崎市議会において、

我が党の議員がセンター設置について質問をし

ております。また、宮崎市の県に対する提案・

要望書にも、本年もセンターの施設整備の推進

について要望が上がっております。県として

も、県都宮崎市と連携をとりながら、動物愛護

センターを、もうそろそろ腹を決めて設置して

もいいのではないかと思いますが、知事の前向

きな答弁をぜひともお願いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この動物愛護センター

は、動物愛護行政の中核施設ということで、現
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在26の都府県において設置をされている、犬、

猫の適正譲渡を初め、しつけ、負傷動物の治療

など、各種の動物愛護事業における総合的な取

り組みがなされる施設でございます。今月に

は、「動物愛護及び管理に関する法律」の一部

が改正をされて、都道府県等におきましても、

犬や猫について殺処分がなくなることを目指し

て譲渡努力をするよう明記されたという状況も

ございます。動物愛護行政をより一層推進する

ため、この動物愛護センターは大変有効な施設

であると考えておりますので、今、御指摘があ

りました中核市である宮崎市の取り組み、しっ

かりと連携を図りながらそのあり方について検

討してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございます。最後

の「検討してまいりたい」という表現でもわか

りましたが、前向きに取り組もうという知事の

強い決意がかいま見えました。よろしくお願い

をしておきます。

次は、教育行政についてであります。

まず、ひきこもりについて伺いたいと思いま

す。この問題については、県議会でも何回か取

り上げられております。ひきこもりへの対策が

重要であるという認識は共通していると思って

おります。まず、県としてひきこもりの状況を

どのように認識しているのか。また、どのよう

に対応しているのか。これは知事の見解を伺い

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 近年問題となっており

ますひきこもり、不登校など、社会生活を円滑

に営む上で困難を抱える子供や若者の問題は、

大変深刻になってきている、放置できない重要

な問題であると認識をしております。県におき

ましては、ことし８月に、福祉、雇用、教育な

どさまざまな分野の支援機関・団体が連携した

支援を行うために、「宮崎県子ども・若者支援

地域協議会」の組織を設置したところでありま

す。また、来月１日には、さまざまな相談を受

け付けまして必要な情報の提供や助言を行うと

ともに、必要に応じて適切な支援機関に誘導を

行う総合的な相談窓口としまして、「宮崎県子

ども・若者総合相談センター」を開設すること

としております。このような組織を立ち上げ、

またセンターを立ち上げ、施設を立ち上げとい

うことでしっかりとサポートしていきたい。こ

れからの宮崎を担う子供や若者が、夢や希望を

抱いて心身ともに健やかに成長していけるよ

う、関係機関と連携を図りながら、この問題に

ついても前向きにしっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございます。

厚生労働省が平成21年に創設した「ひきこも

り対策推進事業」というものがありますが、こ

れによりますと、ひきこもりに特化した第１次

相談窓口の機能を有する「ひきこもり地域支援

センター」を、各都道府県、政令指定都市に整

備するというふうにあります。このセンター

は、引きこもり状態にある本人や家族が、地域

の中でまずどこに相談したらいいのかを明確に

することによって、より支援に結びつきやすく

することを目的として、そこに配置される「ひ

きこもり支援コーディネーター」を中心に、電

話、来所、訪問などによる相談に応じるととも

に、保健所や医療機関、地域若者サポートステ

ーションなどの地域における関係機関とのネッ

トワークの構築や、ひきこもり対策に関する情

報を広く提供する役割を担うというふうにあり

ました。この設置状況を見てみますと、本年６

月29日現在で、都道府県で21府県、九州では福

岡、大分、鹿児島の３県が設置済みでありま
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す。このほかにも政令指定都市を合わせる

と、36あったと思います。この件については本

年３月、設置推進についての各自治体向けの担

当課長会議で、厚生労働省から情報発信が行わ

れたとも聞いております。このようなひきこも

りに特化した「ひきこもり地域支援センター」

を、本県でも設置すべきではないかと考えます

けれども、県の考えを福祉保健部長に伺いま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では従来か

ら、精神保健福祉センターや保健所において、

精神疾患を患った方を中心に、ひきこもりの本

人やその家族にする相談等を実施しているとこ

ろでございます。また、平成23年度からは新た

に、精神保健福祉センターにおいて思春期精神

保健診療相談を開始し、医療的な対応が必要な

方への支援の充実を図ったところでございま

す。さらに、ひきこもりを含めさまざまな困難

を抱えた子供、若者に関する総合的な相談窓口

といたしまして、来月、ただいま知事が申し上

げました、子ども・若者総合相談センターを開

設することにしております。これは、議員が

おっしゃいました国の要綱ではなくて、法律に

基づくセンターを優先したという考えでおりま

す。このため、このひきこもり対策につきまし

ては、精神保健福祉センターや子ども・若者総

合相談センターなど、関係機関が連携を図りな

がら対応してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 答弁にありました、来月開設

予定の子ども・若者総合相談センターは、さま

ざまな相談を一元的にワンストップで受けられ

るメリットがあると思います。反面、支援ネッ

トワークの概要図を見る限り、いろんな機関が

たくさんあって複雑じゃないか、相談内容に

よっては、たらい回しにされるケースも発生す

るのではないか。これについてはまだ開設前な

ので、これが杞憂に終わればいいわけですけれ

ども。その点、ひきこもりに特化したセンター

で、ひきこもり専門のコーディネーターが集中

的に対応する、そのメリットは大きいものがあ

るんじゃないかと思います。検討をお願いした

いと思います。

ところで、今回、ひきこもりや不登校につい

て調べる中で初めて、中卒の認定試験があると

いうことを知りました。本県における23年度の

中卒認定試験の状況はどうだったか、教育長に

伺います。

○教育長（飛田 洋君） 中学校卒業程度認定

試験は法律で決まっておりまして、病弱などや

むを得ない理由によって、保護者が就学をさせ

る義務を猶予または免除された子供などについ

て、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認

定するために国が行う試験であり、合格いたし

ましたら高等学校の受験資格が与えられること

になっております。本県での受験状況は、過去

５年間を見ますと、今おっしゃったように23年

度だけ受験があっているんですが、23年度に２

名の方が受験をなさっております。

○新見昌安議員 同様に、平成17年にスタート

した高卒認定試験がありますが、この受験状況

はどうだったか、同じく教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 高等学校卒業程度認

定試験は、法律の規定によって、高等学校を卒

業していないなどのため大学等の受験資格がな

い人に対して、高等学校卒業者と同等以上の学

力があるかどうかを認定する試験であります。

合格者には大学、短大、専門学校の受験資格が

与えられます。また、高等学校卒業と同等以上

の学力があるものとして認定され、就職、資格

試験などにも活用することができます。本試験
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は、年に２回、８月と11月に文部科学省が主催

で実施されており、本県でも実施会場があるん

ですが、本県におきましては、この制度が導入

された平成17年度以降、毎回100名程度の方が受

験しておられます。

○新見昌安議員 大学入学資格検定、いわゆる

大検はよく知られているところでありますけれ

ども、高卒認定試験は、スタートからさほど

たっていないこともあって、余りこの存在が知

られていないのではないかと思います。どのよ

うに知らしめているのか、これも教育長に伺い

ます。

○教育長（飛田 洋君） 高等学校卒業程度認

定試験の周知についてでありますが、まず、文

部科学省において、ホームページ等で広報され

ております。県教育委員会といたしましては、

テレビの広報番組で、次回の試験について紹介

することを予定しております。また、年度当初

に、文部科学省が作成する受験案内とパンフ

レットを各高等学校に配付するとともに、高卒

認定試験を含めたさまざまな進路の選択肢を紹

介した資料を作成して、県立学校長会等で説明

して、適切な対応や必要な人に情報提供を行う

よう指導しているところであります。これらの

ことを踏まえ各高等学校では、進路相談を行う

際などに必要な生徒に対して制度について紹介

しているところであります。今後とも、このよ

うな方法で周知に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

引き続き、教育問題であります。昨日も宮原

議員が取り上げておられましたが、医師不足、

看護師不足ともに深刻であります。今年度の

「みやざきの提案・要望」を見てみると、医師

確保対策としてさまざまな取り組みを展開して

おられますが、その中で、「危機的な状況」と

表現されている地域医療について、その現実を

中高生にどのように教えておられるのか、教え

る場面があるのか、教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 中学生や高校生が医

療を学ぶ機会といたしましては、県教育委員会

が実施しております「科学夢チャレンジ事業」

の取り組みの中に、宮崎大学と連携して医療分

野を学ぶ講座を設けております。その講座で

は、宮崎大学医学部におきまして、ドクターヘ

リの内部装置を見学したり、最先端の医療機器

を操作しての救命模擬体験を行ったりいたして

おります。また、県立の高校や中学校では、大

学教授や医師・看護師を招いて、医療現場の実

情や仕事のやりがいなどについて話を聞く機会

を設けております。さらに、地域の病院等と連

携して、先端医療の現場の見学、あるいは実際

に手術着をまとって、医療体験活動を行ってい

る学校もございます。本県の地域医療を担う人

材を育成することは極めて大切だと認識してお

りまして、今後とも力を入れて取り組んでまい

りたいと考えております。

○新見昌安議員 今の答弁にあったように、県

の教育委員会では、中高生などに医療や工業、

農業などの職業を体験させる「科学夢チャレン

ジ事業」を実施されておりますけれども、医師

や看護師の将来の確保のために、高校よりも早

い段階、すなわち、将来、医師や看護師になる

ことを夢見ている中学生を対象に、医療に特化

した事業を別途展開してはどうかと考えます

が、これについては福祉保健部長に伺いたいと

思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 医療分野の職

業体験でございますけれども、県では、医師を
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目指す県内の高校生を対象として、平成18年度

から宮崎大学医学部と連携いたしまして、医学

部教授による講義や医学生とのディスカッショ

ンなどを内容とする宮崎大学医学部講座を実施

し、平成23年度は167名の参加をいただいており

ます。また、看護師に関心を持つ高校生に対し

ましては、県内の病院、施設等において、足浴

や洗髪、食事介助など、実際に看護を体験する

機会を提供する「ふれあい看護体験」を実施し

ておりまして、平成23年度は567名の参加をいた

だいているところでございます。御質問のあり

ました、中学生を対象とした事業については実

施しておりませんけれども、今後、中高生等を

対象とした事業全体のあり方について、教育委

員会や宮崎大学医学部とも協議しながら、検討

を行ってまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 教育行政の最後に、いじめ問

題について伺いたいと思います。おととい文部

科学省から、平成23年度「児童生徒の問題行動

等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果が公

表されたところであります。その内容について

は、既に新聞でもかなり詳しく報道されており

ますし、代表質問等でも出てきておりますの

で、ここでは重ねて触れませんけれども、中学

校の不登校生徒数が、残念ながら前年度より32

人増加しているほかは、いじめを初めとしてそ

の他の問題行動についても、前年度より人数は

減少しているようであります。しかしながら、

大津市の中２自殺事件以来、文部科学省の「24

時間いじめ相談ダイヤル」への相談が急増して

いるとの報道も、先般耳にしたところでありま

す。そこで、「24時間いじめ相談ダイヤル」な

ど、いじめに関する電話相談件数はどのような

状況か。また、その相談体制はどうなっている

のか、教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 電話相談につきまし

ては、平日の午前８時半から午後９時までは、

県教育研修センターに「ふれあいコール」を設

置しており、平成23年度の相談件数につきまし

ては1,170件で、そのうちいじめに関するものは

延べ32件でありました。また、ＮＰＯ法人へ委

託しております専用電話の相談件数は230件で、

そのうちいじめに関するものは、昨年度は延べ

８件でありました。相談体制につきましては、

今年度は毎週土曜日と日曜日の午前９時から午

後９時まで開設しているところであります。午

後９時以降につきましては、中央児童相談所や

県警本部の協力を得ながら、24時間相談できる

体制をとっております。これらのことを含めま

して、本県における主な電話相談機関について

はカードにして、全県下の小中高の児童生徒に

配付し周知しているところであります。

○新見昌安議員 大津事件以降についても確認

したところ、まだそんなに相談件数はふえてい

ないということで、安心はしているところであ

ります。また、この体制については、しっかり

これからもやっていっていただきたいと思いま

す。

いじめ問題と向き合うには、いじめの本質を

見抜く感性を養うことも大事じゃないかと思い

ます。これは一朝一夕にはなかなかできませ

ん。それぞれの学校においては、いじめに対す

る蓄積されたノウハウなどもあって、それにつ

いてはきちっと継承されているとは思いますけ

れども、経験の乏しい若い教員に対してどのよ

うな指導が行われているのか、同じく教育長に

伺います。

○教育長（飛田 洋君） 経験の浅い、例えば

新任教師に対しましては、各学校におきまし

て、子供たちと向き合う実際の場面の中で、管
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理職や経験豊富な教職員が、いじめはもとより

さまざまな問題に的確に対応できるよう、場面

場面で具体的な指導を行っております。さら

に、県教育委員会におきましては、初任者のた

めの研修資料という初任者の手引をつくってい

るんですが、その中にいじめについての基礎的

な知識や対応の仕方を載せて、そのことを周知

しておりますとともに、市町村教育委員会とも

連携しながら、望ましい集団づくりやいじめ問

題への対応のあり方などについて研修を行い、

資質の向上を図っているところであります。

○新見昌安議員 いじめ問題については、つま

るところ、「いじめる側が100％悪い」という意

識を全ての子供たちが育むように指導すること

が肝要であります。その取り組みについて教育

長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 現在、各学校におき

ましては、「いじめはいかなる理由があろうと

人の尊厳を侵す卑劣な行為である」という認識

を全ての教職員が強く持ちながら、全教育活動

を通じて、「いじめは絶対に許されない行為で

ある」という指導の徹底を図っているところで

あります。例えば、道徳の時間、学級活動の時

間、ロングホームルームの時間などにおいて、

具体的な事例などを取り上げながら、いじめ

は、ひきょうで恥ずべき行為であり、決して許

されないという指導を丁寧に行っております。

あわせて、いじめが発生した場合には、いじめ

た子供に対して毅然とした対応を行うととも

に、変容が認められるまで粘り強く指導を行っ

ているところであります。

○新見昌安議員 くれぐれもよろしくお願いを

しておきます。

最後に、警察行政について何点か伺っていき

たいと思います。

報道によりますと、県内における覚せい剤取

締法違反容疑による摘発が、最悪ペースで急増

しているということでありました。これまでに

も数々の対策が講じられてきたにもかかわら

ず、一向にその成果が見えない、これは残念な

ことであります。県内における薬物事犯の検挙

件数等について、警察本部長に伺いたいと思い

ます。

○警察本部長（加藤達也君） 県内におきまし

ては、本年８月末現在で、覚醒剤事犯が64

件、48人、大麻事犯が８件、７人の合計72

件、55人を検挙しております。対前年同期比で

は、覚醒剤事犯が10件、13人の増加、大麻事犯

が５件、３人の減少で、覚醒剤事犯につきまし

ては、検挙件数、人員いずれも過去５年間で最

高となっております。特徴としましては、例

年、暴力団関係者が全体の約半数を占めている

のに対し、本年は約25％であり、暴力団関係者

以外の無職者や会社員等がふえております。警

察としましては、今後とも、薬物事犯の取り締

まりを徹底するとともに、関係機関との連携を

図りながら、薬物乱用の防止に取り組んでまい

りたいと考えております。

○新見昌安議員 一方で、麻薬に似た幻覚症状

を引き起こすにもかかわらず、規制するのが難

しい、結果、薬物乱用につながりかねない、い

わゆる脱法ハーブが若者を中心に広まってお

り、都市部においては吸引による事故が多発す

るなど、社会問題ともなっております。これら

は店頭のみならず、インターネットを利用して

販売されているという実態があります。本県に

おける状況はどうなっているのか。これは福祉

保健部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 脱法ハーブ

は、麻薬や大麻などの規制薬物に似せてつくら
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れた物質が含まれていながら、法律上規制され

ていないことを理由に、合法ハーブなどと称し

て販売をされております。県では本年６月に入

りまして、合法ハーブとしてハーブやお香を販

売している業者を１店舗確認しており、脱法ハ

ーブ商品の販売自粛を要請しているところでご

ざいます。全国的にインターネットを利用した

販売業者が多数ありますことから、県内におけ

る購入状況の把握は困難でありますが、脱法ハ

ーブは、乱用者の健康に影響を及ぼすおそれが

あるだけではなく、より強い快感や多幸感を求

め、麻薬や覚醒剤などの薬物乱用の契機となる

ことが懸念されており、また、全国的には乱用

者による交通事故も発生をしております。この

ため県といたしましては、関係機関・団体と十

分な連携を図りながら継続的な監視指導を行う

とともに、薬物乱用防止教室の開催などの啓発

活動に努めまして、脱法ハーブを含む薬物乱用

の防止を図ってまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 薬物乱用を防止する特効薬は

なかなかないと思います。それぞれの答弁にあ

りましたように、お互いしっかり連携をとって

いただきながら、啓発を初め地道に取り組んで

いっていただきたいと思います。また、国に訴

えるべきはしっかり訴えて、規制の強化などに

も取り組んでいただきたいと思います。

最後に、警察本部長に伺います。昨年９月議

会において、警察署、交番、駐在所等における

ＡＥＤの設置状況を伺ったところであります。

結果、警察本部や県下13の警察署に合わせて20

台は設置してあるけれども、172の交番等施設へ

の設置はゼロということでありました。一度に

全施設設置は予算的には難しいかもしれない

が、できるところから設置を進めていくべきで

はないかと、去年訴えたところであります。交

番・駐在所へのＡＥＤ設置に向けた取り組み状

況を確認させていただきたいと思います。

○警察本部長（加藤達也君） ＡＥＤにつきま

しては、警察本部、各警察署などに合計20台を

設置しておりますが、交番・駐在所には設置し

ておりません。市街地を管轄する交番・駐在所

は、周辺の学校、病院、福祉施設などに相当数

のＡＥＤが設置されておりますので、その必要

性は比較的低いのではないかと思われます。一

方、山間部を管轄する駐在所については、周辺

にＡＥＤを設置した学校、病院などが少ないと

ころもあることから、県などの関係機関と協議

をしてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 先ほど述べたように、今回、

防災士養成研修を受講しましたけれども、当然

のごとくＡＥＤを使用しての研修も行われたと

ころであります。日本全国、救急救命研修など

では今は必ず使うものであります。確かに導入

当初は珍しい機械であったＡＥＤでありますけ

れども、今は誰でも知っている、誰でも使える

ものになっております。しかも人の命を救える

機械であります。一般人が使える人の命を救う

機械はめったにないと思います。公的な施設に

は大抵設置してあります。交番・駐在所は公的

施設だと思っております。田舎の町で人が倒れ

たときに、駐在さんのところに行けばＡＥＤが

ある、これがどれだけ地域の方々の安心感につ

ながるでしょうか。交番・駐在所は地域の、特

に田舎においては安全・安心の拠点でありま

す。ぜひこの点に思いをいたして、設置に向け

て前向きに取り組んでいただきたいと強く要望

いたします。この点については、財政課長、総

務部長、よろしくお願いをいたします。

以上で質問の全てを終わります。ありがとう

ございました。（拍手）
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○外山三博議長 ここで休憩をいたします。

午後２時20分休憩

午後２時40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、社会民主党宮崎県議団、鳥飼謙二議

員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） 代表質問の

最後でございます。社民党県議団を代表しまし

てお尋ねしたいというふうに思います。再三墜

落事故を起こし、その危険性が指摘されている

米新型輸送機オスプレイの沖縄県宜野湾市普天

間飛行場配備に反対する県民大会が先日開かれ

ました。県議会各会派や県商工会連合会などで

つくる実行委員会が開催したもので、10万人の

県民が参加したと報道されています。その会場

で、作家の佐藤優さんは、「今回の大会は、本

土の沖縄に対する構造的差別を告発している点

がこれまでと違う。差別している側がそれに気

づいていないのが問題だ」と語っています。配

備をされれば、延岡市など本県北部での低空訓

練が行われ、県民も危険にさらされることが予

想されます。なぜ日本政府はこれほどまでに米

国に対して屈辱的とも言える対応をとるので

しょうか。ところで、最近、元外務省国際情報

局長、そして防衛大学校教授をしておられた孫

崎享さんが、戦後67年間の日米関係を敗戦直後

から分析した「戦後史の正体」という本が発刊

されました。ジャーナリストの岡留安則氏は、

「講和条約締結時には、米国は日本から「我々

が望むだけの軍隊を、望む場所に、望む期間だ

け駐留させる権利」を勝ち取ったのである。外

交的に言えば、吉田茂に代表される米国追従の

流れがこのときに形づくられ、重光葵や芦田均

などの対米自主派が切り捨てられていく。その

最後の首相が政権交代をなし遂げた鳩山由紀夫

氏である」と語っています。眼前の事象に目を

奪われるのではなく、背景をしっかりと見抜

き、先見性を持った政治を展開することが今、

求められているのではないでしょうか。それで

は、通告に従い順次質問してまいります。壇上

で４問質問いたします。

第１に、知事の政治姿勢についてでありま

す。

暑かった夏が終わろうとしています。九州電

力は計画停電もあり得るとしていましたが、県

民や事業者の節電等の協力もあり、そのような

事態は発生せず、危機的状態もありませんでし

た。原発の再稼働がなくても電力は足りること

が実証されたのであります。そして、再び９

月11日を迎えました。東日本大震災、原発震災

発生後１年６カ月を経過したにもかかわらず、

事業所が再開できなかったり、ふるさとに帰れ

なかったりする人々が、復興にもがき苦しむ姿

が先日も報道されていました。今、原発震災を

想定外とした政府の対応に、国民の不満は最高

潮に達しています。このような中で、とりわけ

３・11以降、知事は県政の最高責任者として、

国や他県の動向を見守るという発想を転換し、

県民の命と暮らしを守るために、県政の最先端

に立ち、リーダーシップを持って行動すること

が求められています。大飯原発の再稼働につい

て、６月議会での私の質問に対して、「野田首

相が総合的に考慮の上、判断したものであり、

今後、国民の安全確保を最優先に、国民的な議

論とともに国の動向を十分に注視する」と答え

られておりますが、このような姿勢こそ改めら

れるべきではないかと思うのであります。そこ

で、新エネルギービジョンについてでありま
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す。新エネルギービジョンについては、新エネ

ルギーのみではなく、天然ガス発電等も含めた

総合エネルギー計画とすべきではないかと指摘

したところですが、現在の進捗・検討状況につ

いてお尋ねいたします。

次に、道州制と九州広域行政機構についてで

あります。

2008年５月、九州経済連合会や九州知事会で

構成する九州地域戦略会議は、「国は外交や防

衛などに限定し、教育や福祉など内政全般は道

州、市町村が主体となる」とし、「高速道路の

路線指定や維持・補修事業や学習指導要領は九

州がつくり、教育課程は市町村がつくる」な

ど、詳細な役割分担まで踏み込んだ九州モデル

を発表しました。また、2010年10月、九州知事

会は、国の出先機関の原則廃止の受け皿とし

て、九州広域行政機構の設立を目指すことで合

意し、今日に至っています。知事はこれまでの

答弁で、道州制については、「国民生活に大き

な影響を及ぼすものであるが、国民的議論は進

んでいない。しかしながら、地方分権を進める

有効な選択肢の一つである」と答弁され、ま

た、九州広域行政機構については、「道州制と

は切り離して検討を進めるもので、財源の確保

や各県間の利害調整などの懸念が解消されるこ

とが大前提であり、本県に軸足を置いて判断す

る」と答弁しておられます。道州制や機構が導

入されると、道路や鉄道などのインフラ整備が

極端におくれている本県の現状が放置されるの

ではないかと大変心配しています。このような

中で、昨日、地方交付税制度の廃止や消費税の

地方税化、最終的には道州制を目指すとして、

維新八策を掲げた日本維新の会が発足しまし

た。私は、地方を切り捨てて、大都市中心の繁

栄を図るものであるとして、大変大きな危惧を

抱いておりますが、維新八策についての知事の

見解をお尋ねします。

次に、教育問題についてお尋ねします。

子供がみずから命を絶つ事件が後を絶ちませ

ん。大津市のいじめ自殺事件に見られるよう

に、学校におけるいじめなどが大きな社会問題

となっています。また、不登校、教師や児童生

徒に対する暴力事件などを見るとき、学校が子

供たちにとって安全な場所でなくなっているの

ではないかと大変危惧されます。一連の質問を

するに当たって、宮崎市内の数校の中学校や関

係機関でお話をお聞きしました。ある校長先生

は、「私は日付を抜いた辞表を準備していま

す。きょうは体罰についての研修を予定してい

ます」と話しておられました。また、提出物が

多く、自己評価や学校評価制度などにより、子

供と向き合う時間が少なくなっているのではな

いでしょうか。平成17年が最後となった県教委

の教職員の勤務に関するアンケート調査による

と、「授業や児童生徒と接すること以外の業務

が多く、教職員のほぼ８割が忙しいと感じてい

る」とされています。これでは本末転倒ではな

いでしょうか。学校現場での必死の取り組みの

一方、教師も追い込まれているのではないで

しょうか。このような中、本県では教職員の不

祥事が相次ぎ、県教委は、懲戒処分者の氏名・

学校名の公表基準を免職から停職６カ月以上と

するようですが、その考え方について、教育長

にお尋ねします。

壇上での最後に、生活保護についてでござい

ます。芸能人の母親が生活保護を受給している

のは、不正受給なのではないかと週刊誌が取り

上げ、国会でも議論されたことで、生活保護に

対する社会的関心が高まっています。勤労者の

４割に迫る非正規社員、景気の低迷による派遣
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社員の首切りなどもあり、生活保護の被保護世

帯は150万世帯を超え、被保護者数は210万人と

急増しています。本県においても、平成23年度

厚労省速報値で、保護世帯数１万2,655世帯、保

護費総額267億6,889万円、保護率15.04パーミル

となっています。小宮山厚生労働大臣は国会

で、「経済的余裕がある受給者の親族には保護

費の返還を求める」「扶養できない場合は、扶

養が困難な理由を証明する義務を課す。親族が

扶養を果たすような仕組みを検討する」などと

答弁しておられますが、生活保護を受給するこ

とに対するプレッシャーが強くなっているよう

であります。最後のセーフティーネットとして

適切に機能しなくなるのではないかと懸念され

るのですが、現状をどのように認識しておられ

るのか、知事にお尋ねします。

以上、壇上から質問をいたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、新エネルギービジョンについてであり

ます。現在、見直しを進めております新エネル

ギービジョンについては、「環境・新エネルギ

ー先進地づくり」の実現に向けまして、太陽光

やバイオマスなど、本県の豊富な地域資源を活

用した新エネルギーの導入促進を図る指針とし

て策定しているものであります。進捗状況につ

きましては、これまで学識経験者などから構成

される「宮崎県新エネルギービジョン策定検討

委員会」を２回開催しまして、骨子の検討など

を行ってきたところであります。今後は、国が

策定します予定のエネルギー基本計画を踏まえ

るとともに、市町村との意見交換やパブリック

コメントなどを行いながら、新たなビジョンを

策定することとしておるところでございます。

次に、維新八策についてであります。維新八

策の具体的な内容について、全て網羅的に、ま

た詳細に検討しているわけではございません

が、例えば、地方交付税の廃止と消費税の地方

税化というものが掲げられております。これに

ついて考えますと、例えば、地方消費税につき

ましては、比較的偏在性の小さい税ではありま

すが、その税収は都市部と地方で大きな差があ

ります。単に消費税の全額が地方消費税となっ

たとしても、税率で調整をし切れるほどの格差

ではない、必ず格差が残る、財政力格差は大き

なものが残る。それを、今まで財源の不均衡を

調整して財源を保障しておりました地方交付税

を廃止した上で、どのような形でその機能とい

うものを、調整機能、財源保障機能というもの

を担保するのか、そこをしっかりと制度構築す

ることが重要ではないかなというふうに思って

おるところでございます。いずれにいたしまし

ても、維新八策とは別にしまして、ここ10年の

国政の動きを見ますと、いろんな形の閉塞感の

中で、さまざまな制度の改革なり見直しを求め

る動きというものが、いろんな形であらわれて

きたというふうに思っておるところでございま

す。もちろん改革する、それにチャレンジする

ことは大事なことですが、その改革をして制度

を変えた上で、それを国民福祉の向上につなげ

ていくんだと。今、交付税と消費税の話で申し

上げましたが、その変えた結果、実際に国民福

祉の向上に結びつけていく、そのような制度設

計なり議論、また実践というものが大変重要

じゃないかと、そのように受けとめておるとこ

ろでございます。

最後に、生活保護の状況についてでありま

す。生活保護制度は、生活に困窮する全ての国

民に対しまして、健康で文化的な最低限度の生
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活を保障する制度でありまして、我が国の社会

保障制度における最終的なセーフティーネット

として、大変重要な役割を果たしております。

本県における生活保護世帯につきましては、平

成20年度から受給者が急増しております。リー

マンショック等による経済低迷、景気低迷の影

響を大変受けておるところでございまして、厳

しい雇用経済情勢、長引く景気の低迷などの影

響が出ておるところでございます。県としまし

ては、基本的な考え方として、「保護を受ける

べき人が受け、保護を受けてはならない人は受

けない」、この考え方を堅持いたしまして、生

活保護の適正実施を図るとともに、就労支援に

努め、生活保護世帯の自立に向けて取り組んで

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。

懲戒処分等の公表基準についてであります。

県議会等からの御意見や他県の状況等を踏ま

え、不祥事を抑止し、県民への説明責任を果た

せるよう、見直しの検討を行っているところで

あります。見直しの方向性といたしましては、

氏名・学校名の公表について、従来の免職に加

えて公表を拡大するかどうかを検討することを

考えております。また、学校の所在について、

現在７つの地域による公表としておりますが、

市町村教育委員会の責任を明確にする上から、

さらに細かな区分での公表へ変更するかどうか

の検討等を考えております。以上であります。

〔降壇〕

○鳥飼謙二議員 それぞれお答えをいただき、

ありがとうございました。

まず、知事の政治姿勢についての再質問であ

ります。

私が指摘したように、その範囲を出ないのか

なというふうに思います。いろんな制限といい

ますか、あるのは承知しておりますけれども、

そこを一歩踏み出すことが、知事の政治姿勢と

しては求められているのではないか。原発に対

する姿勢も、今、国の方向性は脱原発依存とい

うことで、2030年代にゼロにしようというよう

な動きになってきています。ですから、こうい

う動きを先見性を持って発信していくというこ

とに、いろんな意味で知事のリーダーシップが

求められているんじゃないかということで、ほ

かの各議員からもいろんな問題で出たというふ

うに思っておりますので、御理解をいただきた

いと思っています。今回のそういう新エネルギ

ービジョンということであれば、やはり私とし

ては、総合エネルギー政策としての主体性を

持ったものをつくっていくべきではないかとい

うふうに思っているんですけれども、それにつ

いて、再度お答えをいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） エネルギー全般を視野

に入れながら、総合エネルギー政策をという御

提言であります。そのような問題意識を持っ

て、さまざまなデータも収集しながら議論する

ことは、大変重要なことであるというふうには

考えておるところでございますが、例えば、九

州のエネルギー需給につきましては、九州全域

で調整されております。また、九州を越える広

域から電力の融通もされているというような状

況でございますので、エネルギー需給に関する

本県独自のエリアに限った計画というのは大変

難しいのではないかということでございます。

国の「エネルギー政策基本法」におきまして

も、国がエネルギー需給に関する責務を有し、

地方公共団体は、国に準じて、その区域の実情

に応じた施策を行うべきというふうなこともご
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ざいますので、しっかりとそういう役割分担を

踏まえた上で─ただ、御指摘の趣旨も踏まえ

ながら、総合的な観点の検討というのも一方で

は必要だというふうに考えておるところでござ

いますが─しっかりと新エネルギービジョン

の策定をしてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 困難性は認めつつも、それに

近づける努力をぜひお願いしたいと思います。

それから、副知事２人制につきましては、次

回に回したいというふうに思っていますので、

よろしくお願い申し上げます。

次に、道州制と九州広域行政機構について再

質問をいたします。

その中で、今いろいろお尋ねしましたけれど

も、消費税率が2014年、2015年に、８％、10％

というふうに引き上げられるわけですけれど

も、本県財政への影響はどのようになっていく

のか。また、消費税収入のみで社会保障費用を

捻出すべきでないし、また捻出することも困難

ではないかと思いますので、お尋ねいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 整理して答弁します

と、今回の消費税率等の引き上げ分５％のう

ち、地方への配分が、地方消費税分1.2％、消費

税のうち交付税の原資となる分が0.34％という

ことでございます。本県への影響につきまして

は、新たな消費税制度の内容が国において検討

されるわけでございますし、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、一定程度、県の歳入が増加するという方向

であります。一方で、本県の社会保障関係費に

つきましては、今年度当初予算では、一般財源

ベースで626億円となっておりまして、今後と

も、毎年度、数十億円単位で増加する見通しと

なっておるところでございます。今回の税率引

き上げに伴いまして、消費税及び引き上げ分の

地方消費税は社会保障財源化されることとなっ

ており、また一方で、社会保障制度改革の内容

につきましては、国民会議において幅広い議論

がなされるということでございますが、今申し

上げましたような、本県においてもふえ続ける

社会保障関係費に対応していくためには、所

得、消費、資産を含めた税制全体としての再分

配機能のあり方について検討していく必要があ

ろうかというふうに考えております。

○鳥飼謙二議員 宮崎税務署管内といいます

か、宮崎県内で収入される国税は、確認しまし

たら、1,818億円ということのようです。県に対

する交付税が1,800億円ぐらいですから、市町村

に対する交付税が1,600億円か1,500億円、

ちょっとアバウトですけれども。そういうこと

になりますと、維新八策に掲げる地方交付税を

廃止し消費税を地方税化する─消費税が493

億、ですから県内では500億ということになって

いるようでございます。そうすると、宮崎県

は、県内の市町村を含めて成り立っていかない

という状況がございますので、これは深刻な問

題だと。やはり日本維新の会が一定程度、発言

権を増してくるだろうということが予測されて

おりますが、地方切り捨てが再度スタートする

んじゃないかなというふうに思っております。

そういう意味では、ぜひ、この問題点というも

のを県としても発信していく必要があるんじゃ

ないかというふうに思っておりますので、その

対応もよろしくお願い申し上げたいと思ってお

ります。

それから、先ほど言われた本県に対する消費

税収の引き上げについては、微々たるものとい

うことで理解してよろしいんでしょうか。答弁

は要りませんけれども、何ぼということをおっ
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しゃらなかったので、消費税増税をした場合、

そんなふうに理解をしているんですけれども、

質疑があったら、次、答弁するときにお答えく

ださい。

それから、本県で、消費税で社会保障経費

約600億を捻出するとすれば、30％以上が必要に

なってくるというふうになるわけですね。です

から、消費税引き上げに対する評価、知事は肯

定的に評価しておられるんですけれども、本県

の知事としての評価をお聞きしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 先ほども答弁しました

ように、本県における社会保障関係費も毎年

度、数十億円単位で増加する、国政全般でも何

千億という、ちょっと正確な数字は今忘れまし

たが、大変な財政需要となって膨れ上がるわけ

でございます。そういう意味では、持続可能な

財政、そして安定的な社会保障制度というもの

を維持していくためには、避けては通れない問

題ではないかというふうに考えております。一

方で、低所得者に対する配慮、または現下の低

迷する経済への影響というものは、しっかりと

見きわめる必要があるというふうに考えておる

ところでございます。

○鳥飼謙二議員 確かに国の財政は厳しいんで

すよね。ですから、消費税が1989年に導入され

て、それ以降、消費税収は230兆円程度だという

ふうに思うんですけれども、その間に免除され

た法人税等は205兆円程度になっていて、実際、

肩がわりをしていると。当然、国税三税の中

で、消費税が上がってきた、その分、所得税、

そして法人税を半減してきた、結果、40兆円程

度の三税の収入になっているわけですから、当

然そうなるわけなんですよね。ですから、やは

りそこを戻していかないと、国家の収入は変わ

らないといいますか、大変な状況は変わらない

わけなんですから、そこはしっかり押さえてお

いていただきたいというふうに思っています。

次に、中小企業においてなんですけれども、

これは引き上げ分が転嫁できないということが

再三言われてまいりました。本県では中小企業

が多いわけですけれども、倒産が増加するので

はないかというふうに懸念しておるんですが、

本県経済への影響をどのように考えておられる

のかお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 口蹄疫などの相次ぐ災

害などで疲弊した経済の回復を図っている、そ

の道半ばにある本県にとりまして、今日のデフ

レ不況下での消費税の増税というものは、家計

への負担増による個人消費の落ち込みですとか

企業活動の停滞など、経済への影響ということ

も懸念されるところがございます。また、中小

・零細企業が、製品の納入価格に増税分の価格

を上乗せする、いわゆる価格転嫁が円滑に行わ

れないことなどにより、中小企業などの収益が

悪化する事態を招くということも─いろんな

ことが心配もされるところでございます。した

がいまして、消費税の増税というものは、経済

状況の好転が実施の条件となっておりますの

で、その実施に当たっては、今後、国におきま

して、本県のような地方の経済状況を十分考慮

するとともに、景気対策、低所得者対策、中小

企業等に対する価格転嫁対策などのきめ細かな

措置が十分に講じられる必要があるものと考え

ております。

○鳥飼謙二議員 経済の好転がと言っているん

ですけれども、余り当てにならないと私は思っ

ているんですね。ぜひ中小企業対策をしっかり

やっていただきたいと思います。

それから次に、九州広域行政機構についてで
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すけれども、インフラ整備が極端におくれてい

る宮崎県でこの機構に参加することは、おくれ

が放置されたままとなるおそれがあると思って

おります。ですから、この機構から抜けるに抜

けられなくなるのではないかというふうに思う

んですけれども─離脱すべきではないかと思

いますが、知事の考えをお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 機構から抜ける、抜け

ないという話がありますが、まずは整理させて

いただくと、国の出先機関を原則廃止するとい

う国の方針に対して、九州としての案を示した

のが九州広域行政機構でありまして、今は国に

おいて、それも一つの参考にしながら、制度設

計がなされているというような状況でございま

す。これまでも、県議会を初め市町村などか

ら、さまざまな御意見もちょうだいしながら、

出先機関の廃止というこの案の検討に当たりま

しては、住民福祉の向上とインフラ面を初め既

に生じている地域間格差の是正、また、九州の

一体的な発展に資する制度設計が大前提である

ということで、この議論に参画してきたところ

でございます。政府から、ことし６月に法律案

の素案は示されたわけでございますが、財源で

すとか移管される事務の範囲ですとか国の関与

のあり方など、まだまだ全体像というものが詳

細に示されていない、不明確なままということ

でございまして、今、法案もこういうような状

況になっておるところでございます。法案の国

会提出を含めて、今後の動向は不透明な状況に

あるということでございます。引き続き、国に

おける議論の動向を見きわめながら、参加あり

きということではなしに、あくまでも県内にお

ける議会や市町村などとの十分な議論に努めま

して、その議論を踏まえて、本県に軸足を置い

た主張・判断というものをしてまいりたいと考

えております。

○鳥飼謙二議員 前回も本県に軸足を置いたと

いうお答えでしたが、それでは間に合わなくな

るおそれを私は感じているんですね。抜けよう

と思っても抜けられなくなる。じゃどうするの

かと。一体的に九州の発展を図るというふうに

合意しておきながら、違うじゃないかと言われ

ても、これはやむを得ないんですよとなるおそ

れが十分にあるというふうに思っておりますの

で、それらの懸念があることをしっかりと踏ま

えていただきたいと思っています。例えば、県

立病院とか県立高校をどうやって残すかという

ようなことをやっているわけですけれども─

この機構が道州制につながっていく、維新の会

が一定の発言権を持つ、ぐっと進むのではない

か、そのときに、国、県、市町村という３層制

が、国、道州、市町村ということに進んでいく

のではないかな、そのとき抜けられなくなるん

じゃないかなというような懸念を持っているわ

けです。そこで、「九州広域行政機構は九州府

の一里塚」というふうにいろんなところで言わ

れているように、機構設置は道州制につながる

というふうに思っております。九州経済連合会

等は、先ほど申し上げました九州モデルを策定

しているわけです。道州制についての知事の認

識をもう一度お尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘がありまし

たように、こういう九州広域行政機構なり出先

機関の廃止の議論の一方で、道州制の議論が盛

り上がっている。私も内閣府に参りまして、担

当者と議論をしましたときに、今のいろんな議

論の状況からすると、出先機関の廃止というも

のではなしに、一気に道州制の議論になる可能

性があるんじゃないかと。確かにそのようなこ

とを言っておった担当者もおったところでござ
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います。道州制は、いわゆる地方政府の確立を

目指すということで、分権を確立するための選

択肢の一つとして、議論を深めることは有意義

ではないかというふうに考えておるところでご

ざいますが、大事なのは、地方制度を都道府県

から道州にするということのみならず、国のあ

り方をどう考えるか、そこを絡めて議論─国

と地方の役割分担を改めて整理する必要があろ

うかというふうに考えております。今、そこで

はなしに、地方をどうするどうすると、そこだ

けが議論されているわけでありますが、国で

あったり霞が関の機能をどうするか、それも絡

めた議論というものが非常に大事になってこよ

うというふうに思っております。いずれにして

も、本県のように、インフラ整備などがおくれ

ている地域と都市部との格差拡大への懸念、ま

た、道州内の住民ニーズの反映のあり方など、

さまざまな課題があるというふうに考えており

ますので、道州制というものを議論する際に

は、そのような観点も踏まえて、さまざまな視

点からの検討・議論が必要かというふうに認識

しております。

○鳥飼謙二議員 知事、これは通告していない

んですけれども、知事の頭の中で─地方分権

の一つの選択肢だというふうに言われました。

その場合の想定としては、国、道州、市町村な

のか、国、道州、県、市町村なのか、どういう

ものが想定されますか。

○知事（河野俊嗣君） これは、道州制につい

てのこれまでの議論の中でもさまざま語られた

ところでございますが、今言われた、国、道

州、県、市町村というふうになれば、今まで３

層だったものが４層になってしまう、それは屋

上屋を重ねることになるのではないかというの

が─制度のシンプルなあり方をめぐる議論か

らしては、そのような意見がなされておるとこ

ろでございます。基本的には、国、道州、市町

村という形になるのではないかというふうに

思っておりますが、ただ、今までの都道府県と

いう単位が全くなくなるのか。国、道州、市町

村となったとしても、県というものが道州にお

けるいわゆる出先機関的なものとして、その地

域間の調整を図る機能として残すというような

制度設計もあります。道州制、道州制といって

も、このような制度設計というイメージを今だ

れも共有していない状況ではないかというふう

に考えておりますので、大事なことは、どうい

うあり方が効率的な執行体制なのか、また国と

地方の役割分担、それから今後の地方行政を考

える上で望ましい仕組みなのか、そのような観

点からの議論が必要だろうというふうに思いま

す。

○鳥飼謙二議員 その際に、やはり宮崎県知事

として判断していただきたい。国の事務のあり

方とか、そういうことじゃないんですよね。宮

崎県の事務をどうするのか。県病院を何とか残

そうということで、知事も病院局長も必死で努

力している。しかし、日南病院では４月に、内

科医が２人仲よく退職されたというようなこと

もあったりして─一生懸命頑張っておるわけ

ですね。そういうことがやれなくなりますよと

いうことですから、そこはしっかり押さえてお

いていただきたいというふうに思います。です

から、道州制が導入された場合、今いろいろ言

われましたけれども、今、県が行っている小規

模市町村へ広域自治体として補完している人的

支援とか特例事務の受託ということをどこが

担っていくのか。市町村合併をまたするのか、

道州が支援するのかということが当然出てくる

わけですけれども、その点について、どのよう
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なことが想定されるかお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） これも大変難しい議論

でございまして、先ほど言いましたような制度

設計がどのようになされるかによりまして、

今、小規模市町村という御指摘がありました

が、いろんなサポートの仕方というのは変わっ

てくるのではないかというふうに考えておりま

す。考えられる選択肢としては、隣接する市町

村間で補う、まさに水平補完というやり方、ま

た、道州がその機能を一部サポートする、担う

という垂直補完というようなものもあるわけで

ございますが、いずれにせよ、どのような制度

というものを考えていくか、そこがポイントで

あろうかというふうに思います。

○鳥飼謙二議員 先見性を持ってということを

先ほど言いましたけれども、そこがやっぱり求

められているんじゃないか。宮崎県の知事とし

て、国の形を考えるんじゃなくて、宮崎県の形

をどうやってつくっていくのかということを考

えていっていただきたいと思います。

平成の合併がありましたね。44市町村から26

市町村ということになりました。この合併の検

証をどうやってきたのか。委員会での委員長の

報告とか、いろいろまた議会の中での要望とか

出されました。これについてお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） この合併というもの、

平成の合併、それぞれ取り組まれております。

本格的な少子高齢化ですとか人口減少、こうい

う縮小する社会の中で、持続可能な地域づくり

を進めるためにはどうしたらいいのか。そのよ

うな議論の中で、市町村合併は、時代の要請に

応えるための手段の一つとして取り組まれてき

たわけでありますが、これまでの状況の中で、

さまざまな声がございます。「合併してから便

利になった」という声がある一方で、周辺部の

住民からは、「行政に声が届きにくくなった」

というような声もございます。また、今回の東

日本大震災の被災地における状況におきまして

も、合併をしたからうまくいろんな形で復旧・

復興が進みつつあるところと、かえってなかな

か難しくなったというような、いろんなところ

があるようであります。合併をしたからどうだ

こうだと一律に判断できるというより、合併と

いう一つの仕組みというか取り組みを、いかに

その地域でうまく活用できたかどうかというと

ころが非常に大きいのではないかなというふう

に考えておるところでございます。県としまし

ても、合併したところにしても合併しなかった

小規模町村にしても、過疎化の進行により集落

機能の低下が見られるなど、さまざまな課題が

あるというふうに認識しておりまして、現在、

市町村や自治会、商工会などに対し、アンケー

ト調査を行っておるところでございます。この

結果を踏まえ、今後、コミュニティーの再生で

ありますとか生活困難者へのきめ細かなサービ

スのあり方など、市町村合併後の新たな地域づ

くりにつきまして、市町村とも連携しながら対

応してまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 「西の正倉院」ということで

独特のまちづくりをしていたところがございま

すし、旧北方町は「干支の町」というまちづく

りをしてきました。そういう地域独自の取り組

みというのが今どうなっているのか、それを

しっかり検証していっていただきたい。綾は昔

は「夜逃げの町」と言われました。今はエコパ

ークといいますか、新しいまちづくりで生き生

きとしている。これらの検証をする中で、広域

機構についても、道州制についても取り組んで

いくといいますか、その考え、反省の上に立っ

て取り組んでいくべきだというふうに思ってお
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りますので、よろしくお願い申し上げたいとい

うふうに思います。それから、アクションプラ

ンについては、また次回に回したいというふう

に思います。

次に、停職６カ月の処分を受けた者の氏名公

表、学校名の公表の基準を、抑止と県民への説

明ということでお答えされましたけれども、抑

止という考え方はそういうことで、こういうよ

うな事件が減るだろうということでしょうか。

再度お尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） おっしゃるとおり

で、単に公表するから直接的に抑止につながる

という単純なことだけではないと思っておりま

す。こういう形で取り組むことによって、総合

的な取り組みをするということが一つの抑止に

なりますし、これから、それだけの危機感を持

ち、使命感を持って、公表せざるを得ないとい

うことを周知すること、そういうことも抑止に

つながると思います。また、我々の世界が、我

々教職員のところが襟を正すということが問わ

れているということも抑止につながると思いま

すし、相乗的なことで抑止になると思います。

これだけが抑止につながるとは考えておりませ

ん。以上です。

○鳥飼謙二議員 何かわかったような、わから

んような答弁でしたけれども、先ほど申し上げ

たように、現場の忙しさというもの─あれは

平成17年ということで資料をいただきましたけ

れども、その後、調査はやっていないんですよ

ね。やっぱりこういうことをやって、人の、個

人の資質に問題があるのか、それともシステム

に問題があるのか、そういう議論をやらなく

ちゃならないんじゃないかというふうに思って

います。

それで、６カ月の処分を受けて、氏名を公表

された場合に、職場復帰する場合の対応につい

てお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 氏名を公表された教

職員が勤務に復帰する場合には、児童生徒や保

護者等に与える影響もあり、そのことに配慮す

る必要があると考えております。その際の個々

の事情に応じて検討すべきものと認識しておる

ところですが、場合によっては、人事上の配慮

を検討する必要もあり得ると思います。例え

ば、現勤務校へ返すのがいいのかというような

ことを慎重に検討する必要があると思います。

そういう場合には、他校への異動なども含め

て、いろんな選択肢を検討することもあり得る

と思っております。以上です。

○鳥飼謙二議員 そうしますと、教職から外す

ということは想定しないという理解でよろしい

ですか。

○教育長（飛田 洋君） 教職から外すという

ことは、免職ということを意味されるのではな

いと思ってここに立っておるんですが……。例

えば、研修をするとかいうような意味でおっ

しゃるんだったら、研修をしていただくという

ようなことも、そういうケースが必要な場合も

あり得ると思いますし、いろんな選択肢を含め

て、異動とか研修とかいろんなことを―仮の

話でありますが―総合的に検討する必要があ

ると思います。以上でございます。

○鳥飼謙二議員 私が考えたのは、職種変更も

あり得るのかということなんですけれども、い

かがでしょうか。

○教育長（飛田 洋君） そのことについて

は、今の段階では検討いたしておりません。以

上です。

○鳥飼謙二議員 わかりました。

次に、教職員の不祥事防止及び宮崎県コンプ
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ライアンスの取り組みを図るとして、宮崎県公

立学校コンプライアンス推進協議会を７月に立

ち上げていますけれども、協議会設置の目的

と、今後どのようなことに取り組むのかお尋ね

します。

○教育長（飛田 洋君） 本年７月に設置いた

しました宮崎県公立学校コンプライアンス推進

協議会は、県教育委員会、市町村教育委員会及

び学校の３者が一体となって、教職員の不祥事

防止及びコンプライアンスの取り組みを、全県

的に推進していくということを目的とした組織

であります。この推進協議会が中心となりまし

て、これまでに、各学校におけるコンプライア

ンス推進体制を整備するなど、さまざまな取り

組みを実施してきております。今後は、それぞ

れの取り組みの情報交換や取り組み状況の検証

等を行いながら、一層実効性のある不祥事防止

対策を継続的に行っていきたいと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 次に、コンプライアンス推進

協議会の構成メンバーを見てみますと、県教育

委員会とか市町村教育長連絡協議会ということ

で構成されていまして、昔、県教委におった人

たちがずらっと並んでいるという組織になって

いるような、いわば内部の関係者のみとなって

いるというふうに思っています。やはり外部の

識者を入れるべきではないかというふうに思い

ますので、お尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 宮崎県公立学校コン

プライアンス推進協議会につきましては、教職

員の不祥事防止、コンプライアンスの取り組み

の推進のための組織として設置したものであり

ます。今後、取り組み状況を検証していきたい

と考えておりますが、その検証等に当たって

は、外部の意見も伺うことを検討していきたい

と考えております。

○鳥飼謙二議員 この推進協議会の中には、外

部の識者は入れないと、現在のところ。そうい

う理解でいいですか。

○教育長（飛田 洋君） 設置要綱の中では、

外部の人の意見を聞くことができるという形で

やっておりますので、外部の人の意見も聞くこ

とを検討していきたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 わかりました。しかし、外部

の人を入れないと、システム上の問題というの

はわからないと思っているんですよ。だからこ

そ、こういう問題が起きてきているのではない

かな。コンプライアンスと言えば聞こえはいい

ですけれども、法令遵守と訳されますが、法令

遵守の意味を果たして十分理解しておられるの

かなというふうに思っています。元長崎地検の

次席検事をしていた郷原信郎さん、彼は「日本

では単純に法令遵守を徹底しても、世の中で起

きているさまざまな問題を解決することにはつ

ながりません。そのためには、社会の要請を的

確に把握し、その要請に応えていくための組織

としての方針を具体的に明らかにすることで

す」と、「「法令遵守」が日本を滅ぼす」とい

う本の中で述べておられます。コンプライアン

スをどのように考えておられるのか、お尋ねし

ます。

○教育長（飛田 洋君） コンプライアンスと

は、第一義的には法令遵守と解されるものであ

ると考えております。教職員においては、法令

遵守はもとより、規範意識や倫理意識を高く

持って行動し、児童生徒や保護者を初め、県民

の皆様の期待や社会の要請に応えていくことが

求められる存在であると考えております。

○鳥飼謙二議員 あっさりした答弁ですけれど

も……。先ほど申し上げたように、平成17年の
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調査で、８割の教職員が忙しいと感じている、

子供と向き合う時間がないと感じている。これ

をどう捉えているのか、本末転倒ではないかと

いうことを指摘しましたけれども、法令遵守と

いう言葉だけでは解決はしないと思っているん

ですね。何か答弁はありますか。私は、やはり

教育─いっぱい頑張っている先生たちがいる

と思うんですけれども、じゃ、なぜこんなに空

回りしているのかということをお尋ねしている

んです。

○教育長（飛田 洋君） おっしゃるとおり

で、職員が子供たちと向き合う時間というのは

確かに大切にしたいし、この職場に元気で行き

たいというような職場づくり、あるいは管理職

が自分のことを理解してくれている、あるいは

保護者、生徒といい関係をつくって、時間的に

はある程度多忙かもしれんけれども、やりがい

があるというような職場づくりを強く推進して

いくべきだと思っております。そのためにも、

今、私たちも、例えば「教職員の働きやすい環

境づくりプログラム」というようなものを学校

に示しまして、ワン・アクションを学校でやり

ましょうやと。例えば、ある日をノー残業デー

にしましょうやとか、あるいは文書も極力減ら

せという指導も部下たちにしておりますが、ま

だ十分徹底できていないところもありますけれ

ども、ベクトルはそういうベクトルでしっかり

仕事をしていきたいと思っております。

○鳥飼謙二議員 子供に向き合う時間をどう確

保していくのかということで頑張っていただき

たいと思います。

次に、講師の任用についてなんですけれど

も、今、１万859人、職員といいますか、先生た

ちがおられるようですけれども、小中高で。こ

の中の12.8％、1,390人が臨時講師といいます

か、講師なんですね、臨時職員です。8.1％が非

常勤、876人というふうになっているんですけれ

ども、これが現状では、その採用が不明確に

なっていると思っているんですね。やはり公募

制にすべきではないかと思いますけれども、お

尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 講師等の任用につき

ましては、おっしゃるとおり、開かれた形で募

集することが大切だと考えております。現在、

こういう形で募集しております。任用を希望さ

れる方につきましては、県教育委員会において

登録制度というのを設けておりまして、県のホ

ームページにも募集要項、登録票を掲載してＰ

Ｒしているところですが、まず登録をしてもら

う。だから、資格免許を持っていらっしゃる方

だったら、どなたでも登録をしていただけると

いうような形にしております。そういう形で開

いておるところです。そして、例えば、これか

ら育休の先生が入るといったら、その登録をさ

れている方の情報を学校に提供いたしまして、

校長は登録者に主として面接をすることになる

んですが、例えば、どの教科の免許を持ってい

て、この教科のこの学年を指導できるかとか、

あるいはどういう任用期間で、勤務時間が何曜

日と何曜日というような割り振りをする場合も

あります。時間講師の場合なんかはですね。そ

れから、本人の希望地域と合致するか。この地

域だったら行きますよと、来てくれるかとかい

うようなことも含めて、いろんな条件を、公募

して登録した方の中から、個々の状況に応じ

て、適切な人材の選定を行っておりますが、そ

ういう趣旨は大切であると思いますので、今後

とも、開かれた形にできるだけしていきたいと

考えております。以上でございます。

○鳥飼謙二議員 わかりました。せんだって、
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ある学校では、別の学校の校長先生の奥さんを

こうするとか、そんな話を聞いたりしたもので

すから、ここはひとつ、そういうことがないよ

うに努力をしていただきたいと思います。

それから、毎年多数の教職員を採用するわけ

ですけれども、採用試験は、どのような形で、

どのような考え方のもとに実施されているの

か。また、人物重視ということがとりわけ今言

われるわけですけれども、どのような工夫がさ

れているのかお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 本県の教員採用にお

きましては、未来を切り拓く心豊かでたくまし

い子供たちを育むために、教員として必要な知

識や技能は当然ですが、使命感や意欲にあふ

れ、人間性の豊かな人材を求めているところで

あります。そのような観点から、例えば、授業

中に騒いでいる生徒にどう指導するか実際にや

らせてみるという場面指導、そういう生徒指導

上の場面指導とか、集団討論、個人面接、模擬

授業等の試験を実施して、受験者１人を、県教

委の職員だけじゃなくて、外部の方、民間の

方、臨床心理士の方、そういう方にも見ていた

だいて、10人以上の面接官による評価を行って

いるところであります。さらに、今年度は、場

面指導において、ちゃんとリアリティーがある

ように、試験官に生徒役をやってもらう、それ

から、より人物重視の評価ができるように、面

接試験の試問をかなり練るというようなことを

して改善を行ってきたところでありまして、こ

ういう改善を続けていきたいと考えておりま

す。以上であります。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。

毎年調査しているいじめの認知件数について

は、先ほどいろいろございましたけれども、こ

としの先日発表された児童生徒の生徒指導上の

調査で、本県では、いじめは10 4件、不登

校1,243件、自殺２件というようなことが報道さ

れております。現実としてございますが、教育

委員会としてどのようにこの現実を捉えている

のか、お尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） いじめの認知件数の

報告数が少ないことが、必ずしもいいとだけは

言えないと思っております。もちろん、いじめ

のない学校というのは理想でありますが、学校

がいじめを十分認知できていないケースも、場

合によってはあるんじゃないか、そういうこと

を懸念しながら見ております。むしろ、ある意

味では、いじめを見抜いて、どう解消していく

かということが、最も大切なことではないかと

認識しているところです。いじめは、どの学校

でも、どのクラスでも、どの生徒にも起こり得

る、そういう危機意識を持ちながら対応するこ

と、それから心をきちっと育てる指導をするこ

と、それが大事だと思っております。

○鳥飼謙二議員 宮崎市が先ごろ緊急調査を行

いまして、23年度17校30件であったものが─

これはいじめのようですが─７月の緊急調査

で、昨年４月からことしの７月10日までで49件

という数字が発表になっておりました。この実

態をどう見るかということも一つございます。

ただ、私は、いじめの件数とかそういうものの

数字が多ければ、学校の評価、校長の評価が下

がるという現実があるのではないかというふう

に思うんですよ。ですから、そういう隠す傾向

といいますか、できるだけ出さない学校のほう

がいい学校なんだ、指導がいいところなんだと

いうふうなことがあるのではないかなと思って

います。ここはなかなかお答えしにくいでしょ

うから、そういうことをしっかりと公にするよ

うな取り組みをやっていただきたいというふう
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に思っています。これは要望にしておきます。

それから、教育委員会での議論、これがどの

ようになっているのか。私も議事録を見せてい

ただきましたけれども、何か余りそういうもの

が伝わってこないというふうに思っているんで

すが、教育長にお尋ねします。教育委員長も何

かあれば、ぜひお答えいただきたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 本県教育委員会の会

議におきましては、本県教育に関する基本的な

方針の策定、それから教育委員会規則の制定、

職員の人事案件はもとより、コンプライアンス

やいじめなど、本県の抱える教育課題等につい

て、法律、経済、心理等、さまざまな職業や年

齢の委員が、それぞれの専門分野での視点、県

民としての視点、あるいは保護者としての視

点、さまざまな見地から活発に意見を出してい

ただいて、十分な議論をしていると考えており

ます。

○鳥飼謙二議員 通り一遍の答えじゃなくて、

大津市のいじめの問題では議論がなかったんで

しょうか、県内のいろんな問題では議論がされ

ていないんでしょうか、そういうことを聞きた

いんですよ。構成とかそういうのは聞いていま

すのでわかりますから、じゃ実際、教育委員と

してどういう議論をしているのか。教育委員会

を否定する人たちも出てきているわけですね。

ある県内の教育委員会で、「事務局の言うこと

ばかり聞いておかないといかんから、私、教育

委員をやめたいわ」というような意見さえも出

てきているという現状があるわけです。ですか

ら、お聞きするわけです。

○教育長（飛田 洋君） 一つの例で申し上げ

ますが、コンプライアンスの推進の中で、公表

基準の拡大について、この前も教育委員会で議

論をしたところなんですが、そのときに、今ま

での指導がどうであったのかというようなこと

について、かなり厳しい意見を賜りました。そ

ういうような議論がなされております。

○鳥飼謙二議員 今お答えがありましたけれど

も、そういう内容をホームページでちゃんと公

開していただきたいと思います。

議事録を読みましたけれども、ここに毎月の

やつがあるんですけれども、非公開部分という

のが結構あります、氏名が出てくるのでという

ことで。いろいろ出ておりますが、公開できる

部分というのはあると思うんですね。なぜこう

いう不祥事が起きるのかというところとか、当

然こういう議論をしているというものがない

と、教育委員という立派な人たちが選出されて

いても、それが議論もされていない、反映され

ていないんじゃないかというのがありますの

で、その議事録の考え方についてお尋ねしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 議事録等の公開につ

いての考え方についてお答えさせていただきま

すが、まず、教育委員会の会議につきまして

は、会議そのものを原則として公開という形に

しております。ただ、人事案件を初めとする個

人情報などの不開示情報を含む案件等につきま

しては、公開しないこともございます。会議録

につきましては、会議を非公開で行った案件の

み、個人情報などの不開示情報が含まれる等の

ために公開しておりませんが、会議を公開で

行った案件の議事録については、ホームページ

をごらんいただいたとおり、公表させていただ

いているところであります。

○鳥飼謙二議員 その公開が少ないんじゃない

かということなんです。どういう議論をして、

どうやってきているのかというのを伝えない
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と、これは教育委員会自身が要らんわというこ

とになりますよということですから、それは十

分検討していただきたい。教育委員長は別にな

いですね。ないようですので、次に行きたいと

思います。

生活保護についてお尋ねします。先ほど一連

のお答えをいただきましたけれども、必要な人

が必要な保護を受ける、しかし、現実の生活保

護制度というのは、身ぐるみ剥がれないと保護

を受けられないというのが現実なんですね。こ

れを変えていくということも、生活保護から自

立する場合に極めて重要だと思っていますの

で、これは国の制度でありますけれども、そこ

をしっかりと押さえていく必要があるんじゃな

いかなと思います。そこで、不正受給対策です

けれども、23年度は200件の6,678万円、全体

の1.5％、金額は0.25％となっているようです

が、どのような不正受給対策をとっているの

か。これは知事ですね。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘にありまし

たように、制度の根幹にかかわる─受けるべ

き人が受ける、受けてはならない人は受けな

い、先ほど申しました基本的な考え方というの

は制度の根幹でありまして、不正受給が発生し

ないよう、日ごろから被保護者に対して指導を

行うとともに、発生した場合には、法的な手段

も含めて、厳正に対処していく必要があるもの

と考えております。

○鳥飼謙二議員 不正受給の理由のところを見

ると、不正内容は各種年金の無申告53件、26.5

％と、最も多くなっているんですけれども、こ

れは関係機関の調査で十分把握可能ではないか

なと。当然、新規開始時に、職歴、生活歴とか

いろんな個人のプライバシーを把握するわけで

すから、ここがちょっと理解できないんですけ

れども、しっかりと対応していただきたいとい

うことを、福祉保健部長にお願いしておきたい

と思います。

それから次に、扶養義務の強化というのが今

議論をされておりますけれども、私は貧困の連

鎖につながるのではないかと思っています。貧

困の連鎖というのは、親が生活保護を受けてい

た、その子供が生活保護をまた受けるというこ

とでございます。虐待の連鎖ということは言わ

れていますよね。親が虐待を受けて、またその

子供に虐待をするということが言われておりま

すけれども、そのようにつながっていくのでは

ないかというふうに思っております。大阪府の

堺市が調査をしたのでは、2007年なんですけれ

ども、「市内の生活保護世帯のうち、過去に生

活保護世帯で育った経験があるのは25.1％、母

子世帯ではその割合が40.6％に上る。貧困の世

代間連鎖が確実に起きていることが証明され

た」というふうに、ここでは分析がされており

ますけれども、貧困の連鎖についてどのように

考えるか、知事にお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 全国的にも受給者が増

加の一途をたどる中で、今、御指摘がありまし

た不正受給対策など、制度のより適正な運用が

求められている。そういう文脈の中で、国にお

きましても、生活保護制度の見直し、その議論

の中での貧困連鎖の防止という視点も含まれて

いるというふうに伺っております。この扶養義

務の取り扱いについても、社会環境のさまざま

な変化というのを踏まえながら、十分に議論し

ていく必要があろうというふうに考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 何かあんまりわからんような

答弁でした。しかし、扶養義務の強化というの

は、一見、的を射ているようで的を射ていない
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んですよね。ここをしっかり─きょうは時間

がありませんので、また時間があれば知事と議

論したいというふうに思います。

それから、第二のセーフティーネットとし

て、ここに陥らないようにするために、総合支

援資金というのが制度化され、訓練支援給付、

これはやり切りなんですけれども、これも制度

化されております。この利用状況と、もう返済

が始まっていると思いますので、その返済状況

について、福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 生活福祉資金

の総合支援資金でございます。平成21年10月か

ら始まりました貸付制度でありますが、平成23

年度までの貸付実績が、983件、５億8,500万円

余となっております。平成23年度の貸付実績だ

けを見ますと、296件、１億5,700万円余となっ

ており、前年度と比較しますと、貸付件数及び

貸付金額ともに、それぞれ157件─これは65.3

％減ということになりますが─金額で約１

億1,300万円の減となっておるところでございま

す。次に、償還の状況でございます。平成23年

度までの全体の償還計画額は3,296万円で、償還

済み額が1,352万円となっておりまして、償還率

は41％でございます。県社会福祉協議会では、

定められた償還時期に償還がなされないときに

は、民生委員、それから市町村社会福祉協議会

の協力を得て、個別に償還指導を行っていると

ころでございます。

○鳥飼謙二議員 社協がやることだから、もう

これは返さんでいいわなというようなことが起

きないように、しっかり償還指導をやっていた

だきたいと思います。

それから、そういう不正受給を防止する、い

ろんな自立を支援するということでいえば、現

業員、ケースワーカーの配置というのが本当に

大事だというふうに思っているんですけれど

も、県内の法定標準数は162名、正職員が152

名、うち休業者５名、再任用３名、嘱託10名と

いうふうになっていて、正職員との不足数10名

というふうな内容になっておるようですが、現

業員をしっかりと配置して、相談体制を強化す

べきではないかと思いますので、お尋ねしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） ケースワーカ

ーにつきましては、各福祉事務所において、必

要な人員の確保に努めているところでございま

すけれども、生活保護世帯の増加に追いついて

いないという状況がございます。平成24年、こ

とし４月時点で、正職員のみで見ますと、県

内14カ所の福祉事務所のうち、４福祉事務所が

社会福祉法の標準配置数を下回っております

が、人員が不足する福祉事務所では、嘱託員等

も活用いたしまして、人員の確保に努めている

ところでございます。県といたしましては、福

祉事務所に対して、指導監査などを通じまし

て、必要な人員の確保をお願いしているところ

でございます。

○鳥飼謙二議員 やはり正職員をしっかりと配

置していただきたい。プライバシーにかかわる

ことですから、嘱託職員ということは避けてい

ただきたいと思っております。

次に、その他の世帯が急増したということ

で、稼働年齢層対策が急務になっております。

この稼働年齢層対策についてお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 生活保護受給

者に対しましては、個々の世帯員の生活状況や

能力等に応じた自立支援に取り組むことが大変

重要であると考えております。県におきまして

は、稼働年齢層で就労が可能な方に対しまして

は、ケースによっては月１回以上訪問するとと
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もに、各福祉事務所に就労支援員を配置いたし

まして、ハローワークと連携しながら支援に努

めているところであり、平成23年度は163名が就

労を開始しているところでございます。厳しい

雇用経済情勢の影響もございまして、就労開始

に至るには難しい状況もございますけれども、

引き続き、ハローワークと連携して、自立支援

に努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 次に参ります。高齢者保健福

祉計画についてであります。ことし３月、第５

次宮崎県高齢者保健福祉計画が改定されまし

て、第６次宮崎県高齢者保健福祉計画が策定さ

れました。第５次計画の進捗状況と総括につい

てお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成21年度か

ら23年度までの第５次高齢者保健福祉計画につ

きましては、介護サービスの基盤整備や質的向

上、介護予防の推進、認知症高齢者支援対策、

さらに地域生活支援体制の整備や高齢者の積極

的な社会参加、これらを施策の柱として推進し

てまいりました。この結果、施策展開の面で

は、おおむね計画に基づく事業が実施できたも

のと考えておりまして、具体的には、いきいき

はつらつ介護予防プログラムの普及・定着や、

認知症疾患医療センターの整備、介護人材の育

成、シニアパワーの活用促進など、一定の成果

があったものと考えております。また、介護保

険事業につきましては、居宅サービスの伸びに

より、自己負担分を含めて、23年度計画値842億

円に対し、868億円の実績となっておりまして、

介護需要の予想以上の伸びを改めて認識してい

るところでございます。なお、施設サービスに

つきましては、23年度末までに全廃されること

となっておりました介護療養病床について、そ

の廃止期限が６年間延長されたことにより、計

画とは異なった施設構成となっているところで

ございます。

○鳥飼謙二議員 それから、高齢者保健福祉計

画では、今、市町村の見込み量の集計値という

ことになっておりますけれども、県独自の目標

値を設定したり、県民にもわかりやすい表現の

数値目標を設定すべきではないかと思います。

例えば、認知症対応型通所介護、24年度は864回

/週というふうに表現されていて、これは何なん

だというふうに私も思うんですけれども、その

辺、どう考えられるのかお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 高齢者保健福

祉計画は、介護保険法に基づく介護保険事業支

援計画としても、一体のものとして策定するこ

ととされておりまして、同法に基づいて、各サ

ービス量の見込みを記載しているところでござ

います。このサービス量の見込みにつきまして

は、市町村の介護保険事業計画の数値─これ

は介護保険料を算定する基礎となるものでござ

いますけれども─この集計値と一致するよう

に調整することとされております。このため、

県の計画において、市町村が見込む数値と異な

る県独自の数値目標を設けることは困難ではご

ざいますが、数値を県民にわかりやすく説明す

ることは必要でございますので、その表現方法

等については、いろんな他県の状況等も調査い

たしまして、研究をしてまいりたいというふう

に考えております。

○鳥飼謙二議員 なかなか難しいだろうと私も

思うんですけれども、ぜひ努力をしていただき

たいと思います。

それから、施設サービスとしての特別養護老

人ホームの建設が抑制された結果、県内では、

有料老人ホームが急増して、新しくサービス付

き高齢者住宅（サ高住）の建設も始まりまし
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た。入居者の権利の保護のための条例もしくは

規則での規制が必要ではないかなと思っており

ます。善良な人ばかりになるといいんですけれ

ども、そうでない場合も出てきますので、それ

を懸念してお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 有料老人ホー

ムにおいて、その入居者の安全・安心な生活を

維持することは、大変重要であると認識してお

ります。このため、施設の指導等につきまして

は、国の指針に基づき、県の設置運営指導指針

を策定しておりまして、サービス内容に応じた

職員配置や衛生管理など、施設の管理運営等に

ついて、指導助言に努めているところでござい

ます。また、22年度からは、県内全ての有料老

人ホーム等を対象に合同研修会を開催しており

まして、施設におけるコンプライアンス等につ

いて、啓発を図っているところでございます。

なお、有料老人ホームは、認可施設である特別

養護老人ホームとは異なり、届け出施設であり

ますことから、条例等による規制は難しいと考

えておりまして、今後とも、法令と指針に基づ

き、適正な指導に努めてまいりたいというふう

に考えております。

○鳥飼謙二議員 何か起きた後では遅いと思っ

ているんです。今言われた運営指導指針のみで

は、極めて不十分ではないかと思っております

ので、ぜひ検討をお願いしたいというふうに

思っています。

それから、地域医療体制の充実についてです

けれども、平成25年度から29年度の５年間を計

画年度とする新医療計画の審議が医療審議会で

始まっています。医療計画は、県民の命と健康

を守るものでなくてはなりませんけれども、現

行計画では、２次医療圏体制が実質的に破綻し

ているところもあるのではないか。がんが４医

療圏、それから急性心筋梗塞が４医療圏、こど

も医療圏が３医療圏というようなことで、そう

いうふうに思っておりますけれども、２次医療

圏についてはどうあるべきだと考えておられる

のか、知事にお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 入院に係る医療を提供

する一体の区域として、７つの２次医療圏が設

定されております。また、それとは別に、がん

とか急性心筋梗塞、小児医療、周産期医療につ

いて、医療資源の状況を考慮した圏域を設定し

ているわけでありますが、そういうがんなどの

特定の疾病のみならず、通常の疾病に係る入院

機能につきましても、２次医療圏だけでは十分

な対応ができない地域もあり、大変厳しい状況

があると認識しております。ただ、居住する地

域の中で入院できる体制を整えるということ

は、患者やその家族の負担軽減にもつながりま

すので、県といたしましても、市町村と連携を

図りながら、医師確保や救急医療の充実など、

２次医療圏の医療提供体制の整備に努めている

ところであります。新たな医療計画における２

次医療圏につきましては、入院患者の流出・流

入の現状だけではなく─国の基準でそういう

数値があるわけでありますが─地元市町村や

関係団体の意見を伺いながら、あるべき姿や今

後の体制整備の状況を踏まえた上で設定したい

と考えております。

○鳥飼謙二議員 ２次医療圏という考え方、こ

れはぜひ追求していっていただきたいというふ

うに思います。

それから、新計画では、数値目標をもっと

しっかりと明確化して、５年後の本県医療の目

指す姿を明らかにすべきではないかと思ってい

ます。例えば、救急医療では、２次救急医療機

関の救急患者の受け入れ目標とか、医師の勤務



- 138 -

平成24年９月13日(木)

体制等も含めた診療体制とか、救急要請から医

療機関収容までに要した目標平均時間等、こう

いうものを充実すべきではないかと思っており

ますので、お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 現在、県が持っている

数値目標は、個数でいくと44ということでござ

います。国の作成指針などにおきましても、が

んや脳卒中などの５疾病や、救急医療、災害医

療などの５事業及び在宅医療につきまして、具

体的なこういう目標を設定して、定期的な評価

をするというようなことで設定しておるところ

でございますが、今後、市町村や関係団体の方

々の御意見もしっかりお聞きするなど、地域の

実情を踏まえながら、今の御指摘の趣旨も踏ま

え、具体的な数値目標の検討を進めてまいりた

いと考えております。

○鳥飼謙二議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。

それから、医師の開業の支援についてでござ

います。県央部に医師が集中している。県北と

か県西とか県南では、医師が不足している地域

がございます。ぜひ開業の支援を行うべきでは

ないか、県として支援をすべきではないかと思

いますので、お尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 開業医の方々も、地域

医療の重要な担い手であるということでありま

す。その地域偏在、また高齢化が、大変大きな

課題になっております。同時に、地域医療の最

後のとりでとも言える公的病院における医師不

足というのも、極めて深刻な状況にございま

す。県としましては、市町村を初めとする関係

機関と連携しながら、公的病院などに勤務する

医師の確保というものを最優先課題として、医

師の招聘や若手医師の養成・確保などに取り組

んでいるところでございまして、そういう取り

組みを通じて、医師の地域偏在などの解消に努

めながら、地域医療の充実に取り組んでまいり

たいと考えております。

○鳥飼謙二議員 わかりました。そういう実態

がありますので、お金がかかりますから、なか

なか難しいというのはわかりますが、ぜひそう

いう誘導策もとっていく必要があるのではない

かと思っております。

それから、消防本部の設置についてです。西

臼杵郡３町が合同で、消防本部、消防署を2015

年４月に設置することになりました。新規雇用

する35人程度を救急のスペシャリストとして育

てるわけですが、県として、これまで常備消防

の設置を要請してきたことが実ったもので、大

変よかったなというふうに私も思っています。

立ち上げと運用には多額の費用を要すると思い

ますけれども、どの程度なのか。また、県はど

のような支援を行うのかお尋ねします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 西臼杵３

町における消防の常備化に関しましては、こと

し５月に３町による合意がなされたところであ

り、今後、人員体制や施設の規模など、具体的

な検討に入るという状況でございます。したが

いまして、常備化に係る費用につきましても、

これから具体的な試算がなされると聞いている

ところです。県の支援につきましては、現行と

いたしましては、常備化に向けた取り組みに要

する経費について、１町村当たり80万円を限度

に補助金を交付する制度がございます。今後と

も、常備化の実現に向けて、情報提供や助言を

行うなど、積極的に支援を考えてまいりたいと

思っております。

○鳥飼謙二議員 この間、ある町長さんにお会

いしたら、「そんなお金は要りませんので、ぜ

ひよろしくお願いします」と消防操法大会で
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言っておられましたので、ぜひ十分な検討をお

願いしたいと思います。

それでは、県立病院事業会計決算についてお

尋ねします。減価償却前利益が21億5,800万円

と、黒字が６年連続しているというふうに思っ

て、各病院、病院局の頑張りに敬意を表するわ

けですが、どのように評価しておられるのかお

尋ねします。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立病院では、病

院局が設置されました平成18年度以降、職員の

経営参画意識の醸成を図りながら、７対１入院

基本料を初めとする施設基準の取得、あるいは

疾病ごとの包括請求方式でありますＤＰＣの導

入などによる収益の確保、また医療器械や薬剤

等の共同購入や後発医薬品の採用など、徹底し

た経費節減に病院一丸となって取り組んでまい

りました。その結果、平成23年度決算見込みに

おいては、約２億2,000万円の赤字となりました

が、平成18年度以降、最も収支が改善したとこ

ろでございまして、職員のコスト意識の向上な

ど、赤字体質の改善も着実に進んできたものと

考えております。病院局といたしましては、

しっかりとした経営基盤を確立し、将来にわた

り高度で良質な医療が提供できるよう、今後と

も、職員一丸となりまして、さまざまな改革に

取り組んでまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 ぜひ頑張っていただきたいと

思います。

それから、慢性的な医師・看護師不足の現状

についてお尋ねしたいと思います。この間、太

田議員と一緒に延岡病院に行って、いろいろ実

情をお聞きしてまいりましたけれども、３病院

合わせますと、定数に対して67名の看護師が不

足していると。そのような数字も私どもとして

は考えておりますが、慢性的な医師・看護師不

足の現状、それからどのような確保策をとって

いるのかについてお尋ねいたします。

○病院局長（渡邊亮一君） まず、医師でござ

いますが、本年９月１日現在の医師数は、前年

度比３名増の178名となっておりまして、特に本

年４月からは、宮崎病院の救命救急科と延岡病

院の精神科に、それぞれ専門医１名を確保した

ところでございます。また、来年４月には、宮

崎大学から、延岡病院の消化器内科に医師２名

を派遣いただく予定であるなど、少しずつでは

ありますが、医師確保が進んできております。

しかしながら、一部の診療科は休診となってい

るなど、引き続き厳しい状況にございます。今

後とも、医師確保に向けまして、各大学への派

遣要請はもとよりでありますが、大学と連携し

た新たな取り組み─例えば、来年４月からの

日南病院での総合医の育成も、病院側から見ま

すと、育成指導に携わる医師が新たに配置され

る予定でございますので、病院の診療機能の

アップにもつながるものでございまして、この

ような取り組みも今後進めてまいりたいと考え

ております。次に、看護師でございます。県立

病院には、現在、約970名の正規看護師がおりま

すが、このうち、常時100名以上が育児休業等で

休んでいる状況でございまして、臨時職員によ

る補充には限界がございます。このため、経験

を有する看護師の試験を実施するなどして正規

職員を増員し、補充に努めているほか、今年度

からは、宮崎病院に加え、延岡病院におきまし

ても院内保育を実施しまして、育児休業等を取

得している職員が、早期に職場に復帰しやすい

環境づくりに努めているところでございます。

また、今年度からは、さらに採用試験の実施時

期の前倒し等により受験者数を確保し、有能な

人材の確保に努めているところでございまし
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て、今後とも、経営状況等も勘案しながら、必

要な看護師を確保しまして、良質な医療の提供

に努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 病院の最後なんですけれど

も、病院収益を上げるために、さまざまな努力

をしてきていただきました。そこで、ＰＴ、Ｏ

Ｔ、ＳＴ（言語聴覚士）のセラピストを積極的

に増員して、収益を上げていくべきではない

か、体制を強化していくべきではないかという

ふうに思うわけです。例えば、脳血管リハ３で

は、医師が１人、ＰＴ１人で、１単位が100

点、1,000円ですね、20分のようですが。脳血管

リハ２では、医師が１人、ＰＴ４名以上で190

点。脳血管リハ１では、医師が２名で、ＰＴ

等10名以上で245点というふうなことが出ており

ます。これをふやすたびにかなりの収益が上

がってくるということがございますので、ぜひ

強化を図っていくべきだと思いますが、考え方

をお尋ねいたします。

○病院局長（渡邊亮一君） 今、鳥飼議員がＰ

Ｔと言われましたが、ＰＴは理学療法士、ＯＴ

が作業療法士でございますが、この理学療法士

を初めとする医療スタッフについては、患者動

向を踏まえた各病院からの要望あるいは診療報

酬改定の状況に対応しながら、必要な人員の配

置を行っているところでございます。具体的に

は、この４月に、宮崎病院リハビリテーション

科に作業療法士１名を正規職員として初めて配

置しましたほか、延岡病院でも理学療法士１名

を増員したところでございます。今後とも、良

質で高度な医療の提供はもとよりでございます

が、収益確保を図る観点から、適正な配置に努

めてまいりたいと考えております。以上でござ

います。

○鳥飼謙二議員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。

次に、農業問題についてであります。

現在、毎年7,000万人、人口が地球でふえてい

るということで、現在70億人─松形知事のこ

ろに60億人だなという話をしておりましたの

で、10億人ふえたわけですが、21世紀は飢餓の

世紀と言われて久しいわけです。そういうよう

なことで、農業というのは、食料問題としてか

なり重視していくべきだというふうに思ってお

ります。本県の農業生産は、温暖な気候、豊か

な大地を生かして、畜産、野菜を中心に順調に

伸びてきましたけれども、平成２年をピークに

減少傾向にございます。この宮崎県の農業の現

状と課題を、知事はどのように認識しておられ

るのかお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県を取り巻く現状、

特に口蹄疫のような大きな災害のときには、そ

の課題というものがあぶり出されたわけでござ

いますが、担い手の減少、高齢化の進展、そう

いう構造的な問題もありますし、燃油とか配合

飼料、これは海外に依存しているもので、その

価格がどんどん高騰しているという大変厳しい

状況があります。また、農畜産物価格の長期の

低迷、牛肉などの消費の低迷など、いろいろあ

るわけでございます。しかしながら、食料を供

給する農業─今、御指摘がありましたような

世界的な人口爆発、70億人を超え、80億人に到

達するのも、もうすぐではないかというふうに

言われておるような状況の中で、確実に食料不

足ということに見舞われるリスクがあるわけで

ございます。そういう中で、食料供給基地とし

ての本県の役割をしっかり果たしていく、農業

を守り一層育てていく、また強みを生かしてい

くという発想での取り組みが大変重要であろう

かというふうに考えております。第七次農業・
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農村振興長期計画でも掲げておりますように、

生産性を一層向上していくこと、また高付加価

値化、さらには、所得や雇用を呼び込む６次産

業化などを柱としまして、農業の成長産業化と

いうものを実現していかなくてはならない、ま

た担い手の確保、新しい参入を促すための環境

づくり、そういったものに総合的に取り組んで

まいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。

そこで、絞ってお尋ねします。農業法人が、

農業生産法人342、一般農業法人309、合計651法

人と急増しておるわけですけれども、本県農業

産出額、これは3,073億と思いますが、この比率

と、法人で働く雇用者の現状についてお尋ねい

たします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 平成21年度の

数字でございますけれども、平成21年度の本県

の農業法人は559法人で、農業経営体４万6,218

の1.2％でありますが、農業産出額に占める割合

では、3,073億円のうち839億円で、全体の27.3

％を占めると試算しております。また、農業法

人における雇用の状況は、市町村による平成24

年１月の農業法人実態調査によりますと、651法

人のうち536法人から雇用があるとの回答があり

まして、常時雇用者数が4,850人、臨時雇用者数

が2,395人の合計で7,245人の雇用となっており

ます。

○鳥飼謙二議員 法人数が、いただいた資料と

はちょっと数字が違いましたが、それは結構で

す。また後で確認をさせていただきます。

農業法人では、7,245人働いておられるという

ことですが、長続きせず、転職者が多いという

ふうにお聞きもするわけですけれども、現状は

どのようになっているのでしょうか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県で平成21

年度から３年間実施いたしました「みやざき農

業経営力強化支援事業」では、94農業法人で延

べ282名の雇用創出が図られましたが、そのうち

約25％に当たる72名が離職しております。農業

法人を短期で離職する理由につきましては、一

概には申し上げられませんが、自然相手の田舎

暮らしを希望して農業法人に就職したものの、

実際の農業現場になじめなかったというケース

も見られるところでございます。県といたしま

しては、就農相談会等において、本県での暮ら

しや農業現場の実態を丁寧に説明することで、

農業法人に就農された方がしっかりと定着し、

これからの本県農業を支える人材として育成で

きるよう努めてまいりたいと思います。

○鳥飼謙二議員 なかなか難しい状況といいま

すか、農業に対する情熱といいますか、そうい

うことがあるというふうな御説明でございまし

た。

それで、新しく農業従事者を確保するとし

て、青年就農給付金準備型に年間150万円で２年

間、経営開始型が同じく年間150万円で５年間支

給されることになりました。青年就農給付金は

どのような人材を対象としているのか。また、

事業への応募状況はどのようになっているのか

お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 青年就農給付

金は、45歳未満の青年を対象に、研修中の就農

希望者を支援する準備型と、独立して自営就農

した方を支援する経営開始型とがあります。準

備型では、県が認める研修機関等で１年以上の

研修を受けることなどが、また、経営開始型で

は、市町村が作成する「人・農地プラン」に位

置づけられ、農業で生計が成り立つ実現可能な

計画を有し、前年の所得が250万円未満であるこ
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となどが要件とされております。事業の応募等

の状況につきましては、準備型には44人の応募

があり、経営開始型には、市町村から209人の要

望が上がっているところでございます。

○鳥飼謙二議員 準備型が44人、それから経営

開始型が209人というお答えでございました。こ

れを多いと見るのかどうかというのは一つござ

いますが、それはさておきまして、本県の新規

就農者というのが平成23年度261名と、２～３年

前からすると減少しつつあります。生産法人の

従業員、退職者を、青年就農給付金を活用して

自営の新規就農者へ誘導するとか、農業への就

業を希望する多様な人材が就農できるように、

県としても取り組む必要があると思いますけれ

ども、お考えをお聞きします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 青年就農給付

金事業は、就農定着を目指す青年の所得を確保

する事業であり、研修中の生活費や就農直後の

所得の確保に不安を抱える若い就農希望者に

とって、大きな後押しになるものと考えており

ます。これに加えて、県といたしましても、就

農のための支援といたしまして、就農計画の作

成支援や技術習得のための研修の実施、設備投

資の負担軽減のための補助事業や無利子資金の

貸し付けなどを行うとともに、定着のための支

援として、農業改良普及センターによる技術・

経営指導や、先進農家によるマンツーマン指導

などに取り組み、給付金事業の活用とあわせ

て、就農相談から定着まで、より一貫した支援

を強化してまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。新

規就農者をどう確保していくのかというのは大

事な課題ですので、よろしくお願い申し上げま

す。

最後に、みやざき臨海公園の活用についてお

尋ねいたします。

私は毎朝５時から─臨海公園の近くなもの

ですから─１時間ほど歩きまして、途中でス

トレッチをしまして、帰ってきてラジオ体操

を10分する。１時間半やっている。そうした

ら、財政課の人が走ってきたりして会ったりす

るんですけれども、そういうことを健康の維持

のためにやっているわけです。そうしたら、こ

としは、臨海公園にウミガメがかなり上がって

きて、それに会ったんです。私は、今までウミ

ガメになかなか遭遇しなかったんですけれど

も、やっと１回だけ、帰るところですけれど

も、会いました。野生動物研究会の方が、その

ウミガメの卵がどこで生まれたかというのを、

統計で何個とか書かれており、大体100個ぐらい

産むそうなんです。そういうことをやってきて

いただいておりますけれども、ウミガメはレッ

ドデータブックの準絶滅危惧種に分類されてい

るようで、貝類とかエビ、カニを餌とするよう

です。県内各地で産卵が確認されているとの報

道がありますけれども、本県での実態と保護の

現状について、これは教育長にお願いします。

○教育長（飛田 洋君） アカウミガメ及びそ

の産卵地につきましては、県で昭和55年から天

然記念物に指定いたしております。これまで、

県内３カ所の野生動物研究会に、上陸数、それ

から産卵数の調査、さらには、波による流出の

おそれがある卵を安全な場所に移しかえるなど

の保護活動を委託してきたところであります。

また、保護意識を高めるためのポスターを作成

し、啓発活動にも努めてまいりました。そうい

う効果があって、近年では地域の皆様方によっ

て、海岸の清掃活動をしていただいたり、学習

会をしていただいたりしているところでありま

す。それらの取り組みの結果、年度によって増
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減はあるんですけれども、本年度は、議員が

おっしゃったように、過去最高の上陸数、産卵

数を記録いたしております。一層の保護をして

いきたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 知事、亀は２カ月したら海に

帰るんですよ。そのときに、タイヤの跡とか

あったら行けないんですね。ずっと行ってみる

と、そういうところがかなりありまして、港湾

事務所で「こういうことがあるんですけど」と

言ったら、早速鉄筋といいますか棒を刺し、ロ

ープを張ってもらって、すぐ対応していただい

たりとか、危険箇所の整備とか、そういうこと

をすぐやっていただきましたので、知事に報告

をしておきたいと思います。

それで、この臨海公園はすばらしい施設であ

りますけれども、ぜひ県民に活用していただき

たいと思っていますが、夏場の海水浴場のほ

か、レストランなどにも活用できないかと思う

わけですけれども、その活用状況についてお尋

ねいたします。これは県土整備部長。

○県土整備部長（濱田良和君） みやざき臨海

公園には、海水浴のほか、マリンスポーツにも

利用できるビーチやマリーナなどの施設がござ

いまして、海洋性レクリエーションが手軽に楽

しめる公園として、広く県民の皆様に親しまれ

ているところでございます。施設の利用状況で

ございますが、各種スポーツ大会やレクリエー

ションに加え、近年では、口蹄疫復興イベント

も開催されておりまして、利用者数は、平成19

年度の約19万人から平成23年度には約24万人

と、約５万人の増加となっております。

○鳥飼謙二議員 最後になります。多目的広場

の利用料が、１平米当たり２円何十銭というこ

とになっているんですけれども、1.5ヘクタール

ありますので、大体３万ですか、その程度にな

るんです。大きなイベントが開催されて、入場

料を7,000円ぐらい取って１億円以上の収入があ

るところもあるんです。そこも同じではいかが

かなと思っているんですが、県土整備部長にお

尋ねいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 多目的広場に

ついては、県民の皆様に広く利用していただく

ことを目的としておりますので、観客から料金

を徴収するイベントについては、原則、使用を

許可しないことにしております。平成13年の開

設以来、これまで３回、そういったイベントが

実施されておりますが、いずれも口蹄疫復興や

東北地方の被災地を支援することを目的に開催

されていることから、公益性が認められるとい

うことで許可したものでございまして、使用料

についても、条例に基づき、通常の料金を徴収

しているところでございます。

○鳥飼謙二議員 以上で終わりますが、やはり

同じではおかしいと思うんですね。しっかり検

討していただいて─一方は１億円の収入が

あって、一方は３万円をお支払いするだけです

から、これは十分検討をお願いしたいと思いま

す。以上で終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○外山三博議長 以上で代表質問は終わりまし

た。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時16分散会


