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午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 図 師 博 規 （日 日 新）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 黒 木 正 一 （自由民主党）

6番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

7番 内 村 仁 子 （ 同 ）

8番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

15番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

16番 太 田 清 海 （ 同 ）

17番 田 口 雄 二 （新みやざき）

18番 西 村 賢 （ 同 ）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 横 田 照 夫 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24番 押 川 修一郎 （ 同 ）

25番 外 山 衛 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

34番 中 野 廣 明 （ 同 ）

35番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 中 野 一 則 （ 同 ）
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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、前

屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。日本共産党の前屋敷恵美でござい

ます。

今回は、まず壇上から一括質問を行わせてい

ただきます。

選挙の公示が目前となりました。今回の選挙

は、政治も経済も閉塞状況の中、消費税、社会

保障と日本経済、原発、ＴＰＰ、米軍基地、震

災復興など、どの課題をとっても、日本の進

路、国民の暮らし、平和と民主主義のかかった

大問題が山積です。その解決のために有権者が

明確な審判を下す、とりわけ重要な選挙となっ

ております。国の政治のありようが地方の政

治、県民の暮らしを左右します。そこで、国の

政治がどうあるべきか、課題を絞って知事のお

考えを伺いたいと思います。

まず、消費税問題です。

民主党が公約をほごにして、民・自・公で消

費税の10％引き上げを決めました。しかし、デ

フレ不況が深刻化している現在、働く人の所得

が減り、消費が落ち込み、内需が冷え込むとい

う悪循環に陥っています。こんなときに国民か

ら13.5兆円もの所得を奪う増税、これは政府の

試算で、40歳以上の会社員で妻は専業主婦、子

供２人という４人家族の世帯、年収300万の世帯

で年間24万円に上る深刻な負担増が示されまし

た。この増税を実施したらデフレの悪循環をま

すますひどくし、国民生活や景気をどん底に突

き落とすことは明らかです。このデフレ不況か

ら抜け出すには、働く人の所得をふやし、内需

を活発にする政策に転換することが求められて

います。しかも、景気の悪化が税収の落ち込み

につながることは既に経験してきたことです。

消費税増税などとんでもありません。消費税大

増税は中止する以外にないことが浮き彫りに

なっていると思いますが、知事の御見解を伺い

たいと思います。

次に、ＴＰＰ交渉参加問題です。

民主党の野田政権は、「守るべきものを守り

ながらＴＰＰを推進する」としています。自民

党の安倍総裁も、「守るべきものを守っていく

という交渉はできる」と述べて、参加に踏み込

んだ発言をされています。しかし、ＴＰＰ参加

問題は、これまでもその問題点が明らかにされ

てきたように、関税を例外なく撤廃し、農産物

の輸入を完全に自由化するもので、農林漁業と

国民の食料に大打撃となり、宮崎の基幹産業で

ある農林漁業が壊滅的打撃を受けることが懸念

されてきました。さらに、非関税障壁撤廃の名

のもとに、食の安全、医療、金融、保険、官公

需（公共事業の発注）、労働など、国民生活の

あらゆる分野での規制緩和が求められます。Ｔ

ＰＰ推進の中心にいるアメリカが市場原理主義

を国際ルールとして押しつけようとするもので

す。既に、交渉９カ国の指導者が発表したＴＰ

Ｐ大要には、あらゆる関税や障壁を撤廃するこ

とが明記され、後から交渉に参加する国は、既

に決まった合意条文は黙って受け入れることが

条件とされており、日本が特別扱いされること

は考えられません。これがＴＰＰ交渉の実態

で、守るべきものは守ることはもはや不可能で
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す。それを守れるかのように言って交渉参加を

進めることは、国民への背信行為です。

先日、ＪＡ中央会の萬歳章会長は、我が党の

演説会に寄せられたメッセージの中で、「ＴＰ

Ｐに反対する国民の声を無視して参加表明する

ことは断じて認められない」と述べておられま

すが、まさに一方的な参加表明は民主主義にも

とる行為であり、日本の国のあり方そのものを

変えてしまう亡国の政治以外の何物でもありま

せん。改めてＴＰＰ交渉参加に対する知事の明

確な御見解を伺いたいと思います。

次に、原発・エネルギー問題です。

電力不足が懸念されたこの夏、国民の節電努

力とも相まって、猛暑の夏を乗り越え、電気は

足りることが証明されました。福島原発の重大

事故は、収束するどころか、その被害は拡大

し、被災者の方々は先の見えない苦しみのもと

に置かれています。今も16万人もの方々が避難

を続けています。家族がばらばらにされての生

活も余儀なくされ、その御苦労は察するに余り

あります。事故の原因究明もできないままに再

稼働を行うこと自体、許されないことです。原

発事故はどんな事故とも違う異質の危険性を持

ちます。事故が起きてもなすすべを持たず、し

かも使用済み核燃料は処理する方法がないとい

う原発を使い続けることは、もはや許されませ

ん。原発をなくしてほしいという声は、今や国

民の過半数を占めています。毎週、数万人の人

々が首相官邸を取り巻き、県内でも宮崎、都

城、小林など、毎週、「原発なくせ」の行動が

行われております。再生可能エネルギーへの転

換は、安全性を担保するとともに、地域の産業

や雇用に新しい成長の道を開くことができま

す。即時原発ゼロの立場に立って、再生可能エ

ネルギーへの転換推進が早急に求められている

のではないでしょうか。知事の見解を求めるも

のです。

次に、オスプレイ配備・訓練問題について伺

います。

日米両政府が、民意を無視して、オスプレイ

の沖縄普天間基地配備を強行しました。このオ

スプレイ配備により、東北、四国、九州など、

全国７つのルートで高度150メートルの低空飛行

を含む訓練が強行されようとしており、その中

に、阿蘇山の周辺を回るイエロールートと称さ

れる訓練ルートの一部に、本県北部上空での訓

練が含まれていることが明らかになりました。

影響が想定される自治体での懸念が広がってい

ます。オスプレイは、開発段階から何度も墜落

事故を繰り返し、これまでに少なくとも36名が

死亡するという欠陥機そのものです。しかも、

エンジンが停止した際に安全に着陸するオート

ローテーション機能を持っておらず、日本の航

空法に照らしても、当然、飛行が禁止されるべ

きもので、沖縄県民と国民を危険にさらすオス

プレイの配備と訓練を強行することは許されま

せん。全国知事会は、懸念している安全性につ

いて確認できていない現状においては受け入れ

ることはできないとする緊急決議を上げ、宮崎

県町村議会も反対決議を行っています。知事と

して、郷土の平和を守り、県民の生命・財産、

安全に責任を負う立場からも、政府に対してオ

スプレイの日本への配備に反対するとともに、

本県上空での飛行訓練の中止を求めるべきと思

いますが、知事の見解を求めるものです。

次に、南海トラフ大地震を踏まえた防災対策

について伺います。

国が南海トラフ大地震による被害想定等を発

表いたしました。宮崎県では最大で人的被害４

万2,000人、建物被害８万3,000棟と想定され、

平成24年11月29日(木)
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しかし、同時に、早期避難や必要な対策をとれ

ば被害は大幅に軽減できることも示していま

す。津波対策とともに、耐震化対策等の強化促

進が求められるところです。まず、現在見直し

が行われている県の地域防災計画の進捗状況と

対策について、その現状を危機管理統括監にお

伺いします。

次に、津波対策として、まず逃げ切ることを

徹底することが重要ですが、自力で逃げられな

い方々がおられる高齢者や障がい者福祉施設

で、海岸や堤防、ポンプ場近くは危険箇所とさ

れておりますが、その数をどの程度把握し、対

策をどのように考えているのか、福祉保健部長

に伺います。

また、減災対策として、家庭でできる家具の

固定や落下防止対策、ブロック塀の安全対策な

どの啓発を徹底することなどは、細かなことで

すが、重要です。県としての取り組みを伺いた

いと思います。ちなみに、大震災後、和歌山県

を視察調査させていただきましたが、和歌山県

では、家具の固定率35.8％が県の集約で示され

ておりました。

次に、耐震化対策について、今年度、木造住

宅耐震化リフォーム支援事業が取り組まれてお

りますが、これまでの事業の実績と今後の取り

組みについて県土整備部長にお伺いをいたしま

す。

次に、公契約条例の制定について伺います。

長期化する不況で多くの業者とその労働者か

ら、「仕事がない。あっても賃金が安くて生活

ができない」との声が聞かれます。税金を使っ

た公共工事や委託契約でありながら、とにかく

仕事をとの思いから、低価格で入札し、その結

果、官製ワーキングプアがつくられる構図が広

がっています。このような社会的状況から、受

注する業者との間で結ぶ公契約の際、人間らし

く働くことのできる労働条件確保の条項を定め

る公契約条例は、ますます重要になってきてい

ます。公契約条例は、自治体が行う公共工事や

業務委託などの発注において、低入札、人件費

の削減、指定管理者制度での有期雇用置きかえ

による官製ワーキングプアなどの問題を解消す

るために、労働者の賃金の最低規制を行うもの

です。これは最低賃金法とは異なり、受託業者

は法の規制はなく、みずから結んだ契約を守る

立場で労働条件を確保し、自治体は発注者とし

て現場の労働者の状態、状況をチェックできる

ようになります。公契約に人間らしい労働条件

を保障することは国際条約が求めており、国際

労働機関（ＩＬＯ）が勧告をしております。公

共事業の請負業者で働く労働者の賃金、労働条

件が確保されることにより、公共事業の請負業

者以外にも波及し、ワーキングプアと呼ばれる

労働者が減少すれば、経済の活性化、内需拡大

にも寄与するものと考えます。本県での公契約

条例の制定について知事の見解を伺いたいと思

います。

最後に、難聴者のためのヒアリングループ

（磁気ループ）設置について伺いたいと思いま

す。

年齢とともに聴覚が衰える老人性難聴の方

は70歳以上の約半数、全国では1,000万人に及ん

でいると言われております。国民10人に１人は

高齢難聴者ということにびっくりいたしまし

た。この聞こえの衰えは、人との会話がうまく

いかず、コミュニケーション不足を生み出しま

す。難聴の方は、補聴器をしていても、補聴器

が雑音を拾って、騒音の多い屋外や人の集まる

場所では音声を正確に聞くことが困難で、外に

出ることや、集会や講演会、文化行事などへの
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参加を敬遠しがちになってしまうと言われてい

ます。そこで、ヒアリングループに代表される

集団補聴装置は、聞こえを補い、難聴者を社会

から孤立させることなく自立した社会生活を

送っていただけるというものです。ヒアリング

ループは、発生させた磁気を補聴器あるいは専

用の受信機で受信して音声に変える装置で、雑

音の少ないきれいな音声を聞くことができ、雑

音や反射音のために補聴器では聞き取りにく

い、人の集まる場所やホールなどで効果を発揮

いたします。全国的に整備はまだまだ不十分な

状況にありますが、東京は福祉のまちづくり条

例に、施設の新設や改修の際にヒアリングルー

プ設置を義務づけたり、横浜市が福祉のまちづ

くり条例の施設整備基準の例にヒアリングルー

プを挙げているなど、普及のための措置がとら

れてきています。宮崎県の「人にやさしい福祉

のまちづくり条例」の附則でも、「県民一人ひ

とりが思いやりの心を持ってお互いを尊重し、

障がい者、高齢者等の自由な活動を制限してい

るさまざまな障壁を取り除くための「福祉のま

ちづくり」の推進が必要である。」とうたって

います。そこで、伺いますが、ヒアリングルー

プの県内での設置状況をどのように把握してお

られるか、また県としてこれまでの対応はどの

ようになっているのか、あわせて福祉保健部長

にお伺いをいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、残りの時間

は質問者席から続けさせていただきます。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、消費税についてであります。８月に成

立いたしました消費税率の引き上げ等につきま

しては、私もかねてから、少子高齢化の進展に

より社会保障関係費が増大していく中にありま

して、避けては通れない検討課題であると申し

上げてきたものでありまして、社会保障の安定

財源の確保と財政健全化の観点から評価をして

いるものであります。一方で、消費税率等の引

き上げによりまして、家計への負担増や県内経

済への影響が懸念されるところでありまして、

また中小零細事業者が消費税等の価格転嫁を円

滑に行うことができない場合には、中小事業者

等の収益が悪化する事態を招くことも想定され

ます。消費税率の引き上げは経済状況の好転が

実施の条件となっておりますので、今後、国に

おいて本県のような地方の経済状況等を踏まえ

た上で、景気対策や低所得者対策、中小事業者

等の価格転嫁対策といったきめ細かな措置が講

じられる必要があるものと考えているところで

あります。

次に、ＴＰＰについてであります。ＴＰＰに

参加した場合、本県のような第１次産業を基幹

産業とする地方においては、農林水産業だけで

なく地域経済全体への大きな影響が懸念される

ところであります。このようなことから、これ

までも、直接、国に対し、事前協議の内容や各

分野への影響、対応方針等の具体的な情報を提

供していただくこと、丁寧な意見交換の実施に

よる国民的な合意形成が必要であること、合意

形成がなされないまま拙速な参加表明には踏み

切らないこと、これを繰り返し要請してきたと

ころであります。先日も、直接、国に対して関

係団体等と一緒に要望してまいりました。しか

しながら、現段階においては、事前協議の内容

を初め、県民の懸念に対する十分な情報提供が

なされているとは言いがたく、国民的議論を踏

まえた合意形成がなされぬまま、国において拙

速な参加表明に踏み切ることがあってはならな
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いものと考えております。

次に、原子力発電と再生可能エネルギーにつ

いてであります。福島第一原子力発電所の事故

による生活や環境への甚大な影響等を踏まえま

すと、英知を結集して、原発に頼らない社会を

目指していくことは、大変重要なことであると

認識しております。一方で、燃料調達コストや

再生可能エネルギーの現状等を踏まえますと、

原発が担っておりました基幹電源としての役割

というものを直ちに他の発電に切りかえるとい

うことは、現実的に大変難しいことも事実であ

ります。エネルギー政策につきましては、現

在、さまざまな議論がなされているところであ

りますが、国民の安全確保を大前提としつつ、

安定的供給や地球温暖化への影響など、さまざ

まな要素を勘案した上で、全体的なバランスを

考慮して国民的な選択をする必要があろうかと

考えております。本県としましては、持続可能

なエネルギー供給の観点から、太陽光やバイオ

マスなど、豊かな自然環境を生かした再生可能

エネルギーの拡大に積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

次に、オスプレイについてであります。オス

プレイの配備・訓練につきましては、国民の安

全・安心が確保されるよう、政府の責任におい

て米国と協議し、適切に対応すべきものと考え

ております。この中で、オスプレイの安全性に

つきましては、政府としても機体の安全性を確

認するとともに、日米合同委員会において安全

確保策等について合意されたものと認識をして

おります。一方で、オスプレイの訓練予定ルー

トにおいては、これまでも他の米軍機による訓

練が実施されてきたこと、そしてそのルートの

一つに本県北部が含まれていることが初めて明

らかになったところでもあります。このため、

県としましては、県民の安全・安心を確保する

観点から、国に対して訓練のルートや内容等に

ついて文書等により説明を求めてきたところで

あります。その結果、先般、県北部の市町村に

対し、国から直接説明が行われたところであり

ます。今後とも、その状況というものを注視し

てまいりたいと考えております。

最後に、公契約条例についてであります。公

契約であるか否かを問わず、賃金等の労働条件

につきましては、労働基準法等の関係法令を遵

守しなければならないものと考えております。

公契約条例の制定についてでありますが、我が

国では、国際労働機関（ＩＬＯ）の公契約にお

ける労働条項に関する条約を批准しておらず、

また公契約法も制定されていない状況でありま

すので、今後とも、関係機関の御意見等もお聞

きしながら、国の動向等を注視してまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

○危機管理統括監（橋本憲次郎君）〔登壇〕

お答えします。

まず、地域防災計画の見直しの進捗状況につ

いてであります。東日本大震災を踏まえた地域

防災計画における地震・津波への対応の見直し

につきましては、今年度見直しが可能なもの及

び来年度以降に行うものという形で段階的に実

施したいと考えております。今年度の具体的な

見直し内容といたしましては、津波に関する情

報伝達の改善や、避難誘導体制の確保、後方支

援拠点の指定等による広域防災体制の強化、自

主防災組織の充実等による地域防災力の強化等

を中心に、現在、検討作業を進めているところ

であります。来年度以降におきましては、南海

トラフ巨大地震等の県の新たな想定や、今後行

われる予定の国の災害対策法制、災害対策基本

計画の見直し結果等も踏まえ、県としてのさら
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なる防災計画や対策の検討、実施に取り組んで

まいりたいと考えております。

次に、家具転倒防止などに対する啓発につい

てであります。地震などの災害に対して家具の

固定など、各家庭における被害防止に向けた取

り組みの重要性につきましては、十分に認識し

ているところであります。県といたしまして

は、出前防災講座として、自治会や学校、職場

などに出向き、映像をごらんいただきながら、

地震対策について住民の皆さんにわかりやすく

学んでいただくとともに、家具の固定など家庭

での防災対策についてわかりやすく解説したパ

ンフレット「防災対策総合ガイド」を作成し、

講座の参加者や希望者等に配布するなど、普及

啓発に取り組んでいるところであります。これ

ら自助としての取り組みは、知識として学ぶこ

とにとどまらず、実際に実行に移していただく

ことが大変重要でありますので、市町村とも連

携しながら、粘り強く啓発に取り組んでまいり

たいと考えております。以上です。〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

南海トラフの巨大地震に伴う津波の影響を受

ける高齢者及び障がい者福祉施設についてであ

ります。まず、南海トラフ巨大地震に伴う津波

の影響につきましては、ことし８月に内閣府が

公表した想定をもとに、県において詳細な津波

浸水想定図を策定することとなっており、今の

ところ、施設を特定することができない状況で

あります。

次に、津波対策につきましては、東日本大震

災以降、県内の福祉施設と医療施設に対し、防

災管理体制や避難経路の確認など、各施設にお

ける防災対策の点検を行っていただくととも

に、実態に応じた避難訓練に取り組んでいただ

くよう通知を行い、随時必要な指導を行ってい

るところです。今後、新たな津波浸水想定図が

策定された後、市町村においてハザードマップ

を作成することになりますので、その想定も踏

まえて、必要な防災対策等について検討してま

いりたいと考えております。

次に、磁気ループについてであります。磁気

ループや赤外線を用いた補聴支援システムは、

補聴器に直接、音声を送り込み、難聴者の聞こ

えを支援する設備であり、県立施設では、主に

聴覚障がい者が利用する施設であります宮崎県

聴覚障害者センター、及び都城さくら聴覚支援

学校、延岡しろやま支援学校の３カ所に設置し

ております。県内ということでございますが、

そのほか現在、４市６施設で設置されているこ

とを確認しております。また、福祉保健部で主

催いたします各種会議やセミナー等には、手話

通訳者や要約筆記者の配置を行うなど、聴覚に

障がいのある方の情報保障に努めているところ

であります。磁気ループにつきましては、難聴

者の聞こえ支援に係る有効な手段の一つであり

ますことから、ニーズを把握するとともに、そ

の啓発について検討してまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（濱田良和君）〔登壇〕 お答

えいたします。

木造住宅耐震化リフォーム支援事業の実績と

今後の取り組みについてであります。まず、申

し込み状況でございますが、先週末時点におき

まして、耐震診断が117件、耐震改修が11件と

なっております。耐震診断につきましては、昨

年度は60件でございましたので、約２倍と伸び

ておりまして、このことは県民の防災意識が高

まってきていることによるものと考えておりま

す。一方、本年度、新たに補助を創設しました
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耐震改修につきましては、まず耐震診断を行い

まして、その結果、補強が必要となった場合に

は改修工事の資金計画などを立てる必要がござ

いますことから、現時点では実績が伸びており

ません。このため、県といたしましては、今

後、さまざまな広報手段を活用しながら、県民

の防災意識のさらなる啓発を図りますととも

に、本事業の利用促進につきまして、市町村や

建築関係団体と一体となって積極的に取り組ん

でいく必要があると考えております。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれお答えをいただき

まして、ありがとうございました。では、残り

の時間、再質問をさせていただきたいと思いま

す。

まず最初は、消費税の問題で再度お尋ねをい

たしますけれども、消費税に対するいろんな問

題については知事も認識をされておられるとい

うことはよくわかります。しかし、実際、消費

増税を今のこの時期にする必要があるのかは、

景気の動向を見てということもありますけれど

も、確実に実施されるということになろうかと

いうふうに思います。経済も、そして国民の暮

らしも壊してしまうという消費増税で、知事は

財源確保の上では避けては通れない課題なんだ

と、そう言われますけれども、果たして避けて

通れない課題なんだろうかということを知事に

お話をしたいというふうに思うんです。

消費税そのものは、知事も言われましたよう

に、さまざまな課題があって、低所得者ほど重

くのしかかる極めて逆進性の強い不公平な最悪

の税制だというふうに思います。そして、社会

保障の財源としては最もふさわしくないのが消

費税だというふうに思います。社会保障を本当

に必要とする弱い立場の方々により重くのしか

かるわけですから、一番ふさわしくないのが消

費税だというふうに私は思います。また、県自

体の消費税の負担も相当額に上ってくるという

ふうに思います。前回の質問でお尋ねしました

けれども、まだその把握はなされていないとい

うようなお答えだったんですけれども、かなり

の負担になるはずです。

私どもは、消費増税に頼らない財源確保を提

案しております。これは前回もお話をしたんで

すけれども、消費税に頼らない財源確保で社会

保障の充実も、それから今問題の財政再建も十

分にできるという試算をしているところです。

ですから、消費税に頼らなくてもできるという

道はあるんです。税の原則というのは、応能負

担がやっぱり原則ですから、それを貫くことが

必要だというふうに思います。負担能力のある

大企業、そして富裕層への優遇税制などをきっ

ぱりとやめて適切な課税をすることで、８兆円

から11兆円の財源が生まれます。また、無駄遣

いを聖域なく一掃すること、その中身は米軍へ

の思いやり予算であったり、政党助成金であっ

たり、機密費など、こういったものをしっかり

と廃止していく。ここで3.5兆円を生み出すこと

ができます。ですから、消費税に頼ることなく

財源をつくる方向はしっかりと見えてくるわけ

です。知事も、消費増税は避けては通れないと

いう固定観念にとらわれず、国民に負担がより

重くのしかかるこういう間違ったやり方は、や

はり国に対してもはっきり、別の道を追求する

ことが必要じゃないかという立場で進言するこ

とが大事かと思うんです。それが、やはり県民

の生活を守り、宮崎県の地域経済も守っていく

ということになるわけですけれども、消費増税

に対し、本当に避けて通れないというふうに

思っていらっしゃるのか、別の道があればそれ

を進むという方向には立てないのか、そこを改
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めてお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 我が国の今、財政状況

というのは、先進国中最悪と言われているよう

な状況でありまして、そのツケ、負担というも

のを将来世代に先送りすることはあってはなら

ない。責任ある判断を今の我々がすべきであろ

うと。社会保障の財源というのも今後、急速に

増大するということもありますので、そのよう

な観点から、先ほど申しましたように、一定の

税負担を求めていくというのは避けては通れな

い課題であろうかというふうに考えておりま

す。その中で、今、消費税ということがさまざ

まな議論がなされた上で、消費税の増税という

選択がなされたわけでございます。御指摘のよ

うに、財源を確保する手段は、さまざま考慮す

る必要があろうかというふうに思います。行財

政改革なり無駄を省くなり、それから税の世界

におきましても、消費のみならず、所得、消

費、資産という全体的なバランスを考えた上で

のことが重要であろうかというふうに考えてお

ります。そのようないろんな考慮なされるべき

というふうには考えておるところでございます

が、その中の一つの手段として消費増税という

ことの選択がなされたことにつきましては、今

申し上げましたような我が国の財政状況等を勘

案する上で、避けては通れない課題だろうとい

う認識でございます。

○前屋敷恵美議員 社会保障の財源で避けて通

れないというお話でしたが、目的税化するとい

うふうにもなっていますけれども、社会保障

が、もっともっと高齢化が進んでいったりし

て、その額がもっと求められれば、消費税はど

んどん上がることになってしまうんです。です

から、全て国民負担で社会保障を乗り切るとい

う、これはやはり間違ったやり方だというふう

に思っているところです。それでなくても、国

民、県民はさまざまな税の負担を負わされてい

るという、新たな税の負担もかかってきている

わけですから、知事の立場としては県民の暮ら

しそのものをしっかり見据えた、そういう行政

運営含めて、国にも言うべきことはしっかり言

うという立場、さっき言いましたように、固定

観念にとらわれずに県民の立場に立って消費税

の問題もしっかりと考えていただきたいという

ことを申し上げて、次に移っていきたいと思い

ます。

ＴＰＰの問題では、知事も一方的な国のやり

方については異論があるというような受けとめ

だというふうに私は聞かせていただきました。

しかし、残念ながら、今、危ない方向に向かっ

ていることだけは事実です。ですから、やっぱ

り宮崎県を初めとして、地方の場からも、しっ

かりＴＰＰに対する反対の声を大きく寄せてい

くことが大事だと思います。そうでなければ、

今度の一般質問の中でもかなり多くの皆さん方

が言われましたが、今度の宮崎牛日本一の連

覇、この偉業をなし遂げたその裏には、口蹄疫

からの再生や復興、その思いで農家の皆さんや

関係の皆さん方が頑張ってきたんですね。そし

て、宮崎牛の販路を大いに拡大していこうとい

う気持ちも、非常に熱意もあふれていることも

受けとめております。しかし、こういったもの

がＴＰＰに参加をすると全て台なしになってし

まうことは、火を見るよりも明らかなんです。

だから、皆さん危機感を持っているわけですか

ら、そういう立場も含めて、知事にはぜひ最後

まで決意を持って臨んでいただきたい、ここは

激励させていただきたいというふうに思いま

す。よろしくお願いいたします。

次に、オスプレイですけれども、国は明確な
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県民に及ぼす影響など―私、影響が予想され

る自治体を訪問させていただきました。どこの

方々も十分な説明がなくて非常に不安だと。そ

して、イエロールートと言われるこのルートで

もう既に低空飛行がなされているのをどこの自

治体も確認されておられました。全く極秘裏

に、オスプレイのみならずほかの戦闘機の訓練

が行われているということも、明らかになった

ところです。ですから、オスプレイの問題、

今、日本の政府は日米安保条約を盾に物が言え

ないという状況に置かれています。しかし、ア

メリカは、オスプレイの配備は日本の防衛とは

何の関係もないというふうに言っております。

海兵隊の海外遠征による殴り込み、この任務を

遂行するために、迅速に敵地に侵入して戦闘作

戦を実施する侵略力を高めることが目的だと、

そのとおりだというふうに思います。アメリカ

政府は、オスプレイ配備が日米安保条約上の権

利だと公言しておりますが、また日本の政府

も、条約上の権限は日本にはないと、首相も、

日本政府がどうこうしろという話ではないとま

で言っているんです。どこの国の話なのか、ど

この国の政府なのかと私は言いたいんですけれ

ども、アメリカが日本国土を好き勝手に使うこ

とに何も物が言えないというのが日米安保条約

の今、実態です。日米両政府が安保を盾に、こ

うした国民、県民の声を無視して暴挙を押しつ

けようとすればするほど、安保の是非が問われ

る、そういう問題に行き着かざるを得ないとい

うことになるというふうに私は思っています。

それと、もう１つ、最近の情報では、沖縄の

上空でオスプレイの訓練―巨大なコンクリー

トのブロックをつり上げて移動するという訓練

なども行われて、かなり批判が高まっている中

で、大分県の日出生台で訓練をやろうというこ

とも今、持ち上がっているそうです。これは、

うちの国会議員からの情報なんですけれども、

そうなると、オスプレイの機体そのものは、新

田原基地か福岡の築城基地、ここを拠点に移動

することになるんじゃないかという懸念も今出

てきて、さらに県民に危険の度が増すというこ

となども想定されるという状況にもなっていま

す。ですから、県民の安心・安全をしっかり

守っていくためには、オスプレイの配備や、ま

た訓練については、やはり県民を守る立場から

再度、説明を求めるだけじゃなくて、訓練も含

めて中止を要求することが知事の責任ある立場

だと私は思いますが、再度、見解をいただきた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 県民の安全・安心を確

保する観点から、必要な情報を国に求めていく

こと、要望していくことは、大変重要な課題だ

というふうに思っております。今回、先ほど答

弁しましたように、従来、米軍機の訓練などの

そういうルートに既に本県の北部が含まれてい

たというのが初めて明らかになった、それに対

して国としても説明をしてきたというところは

一つ前進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。今いろんな情報について御

指摘があったわけでございますが、今後とも、

我々としても必要な情報を求めながら、国に対

して必要な働きかけというものを行ってまいり

たいと考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、そういった立場で訓

練の中止を求めていただきたいというふうに重

ねてお願いをしたいというふうに思います。

次に、原発とエネルギー問題です。原発事故

が起きて過酷事故ということで、原発に頼らな

い、そういうエネルギーを求める国民、県民の

声が非常に高まっていることは、御承知だとい
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うふうに思います。そういった中で、私はぜ

ひ、原発ゼロという立場に知事も立っていただ

きたい。そして、そうすることが、より自然エ

ネルギー、再生可能エネルギーの充実に向けて

力が入れられるというふうに思うんです。

そこで、一つ提案ですが、原発に頼らない自

然エネルギーの普及促進の一つとして、固定価

格買い取り制度を活用して、発電事業による売

電益を地域に環流させるといった方策、これを

市民の出資や地元金融機関の協力を得て地域の

取り組みにしていくといった方法も検討に値す

るんじゃないかというふうに思っているところ

です。

例えば、今、長野県の飯田市の事業者が飯田

市や地元信用金庫とも連携して実施している

「おひさま０円システム」というのがあって、

市民から出資を募り、その資金を活用して契約

した市民宅の屋根に太陽光パネルを設置すると

いうものです。また、出資者も自宅にパネルを

設置できなくても環境に貢献できるという点

で、また配当も受けられるという点で、一石何

鳥もの役割を果たして、自然エネルギーの普及

につながるというものですが、新エネルギーの

普及促進はさまざまあると思いますけれども、

こういったことも検討していくことが必要じゃ

ないかというふうに思いますので、環境森林部

長に御見解をいただきたいと思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 議員からお話

のありました県民から出資を募る仕組みづくり

につきましては、太陽光パネル設置者の初期導

入コストを低減させることになりますので、そ

のような観点から見ると、新エネルギーの普及

促進のための手段の一つであると考えられま

す。一方、この仕組みは、金融商品取引法など

の規制を受ける金融商品であること、さらに県

民からの出資が保証されるものではないことな

どの課題があると考えております。このことか

ら、県としてどのような関与が可能なのかを含

め、今後、他県の事例等の情報収集を行ってま

いりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 さまざまな方策があると思

いますので、いろんな方向性を検討していただ

きたいというふうに思います。

原発の問題ですけれども、私は、福島第一原

発の過酷事故は、全ての原発の稼働を直ちにや

めて、すぐに廃炉に取りかかることを喫緊の課

題としたというふうに思います。私どもは、全

ての原発から直ちに撤退する政治的決断をし

て、自然エネルギーの最大限の普及と低エネル

ギー社会への取り組みを本格化させるように提

案いたしているところです。即時原発ゼロと地

球温暖化防止は、どちらもやらなければならな

い課題で、また両方、実行可能な課題だという

ふうに思っています。政治決断が今、本当に必

要なんです。温暖化防止のためには、過渡的で

あるといえ、火力発電も問題になってまいりま

すけれども、しかし、火力発電も石炭ではなく

て天然ガスを使っていくとか、また温室効果ガ

ス排出量を少なくしていくという、いろんな方

策ができるわけですから、やはり政治的決断で

ゼロにするという立場に立ってこそ、自然エネ

ルギーやその他のいろんな安全な方策に取り組

むことができると私は思うんです。国に対して

もはっきりそのことを―知事も前回、エネル

ギー政策は国の権限だと、決定することだとい

うふうに言われましたけれども、そうであるな

らばなおのこと、国に対しても、そういう立場

に立って、県民、国民の安全・安心を担保する

ことが必要じゃないかと。特に、この過酷事故

を通して、原発のそれこそ犯罪的な稼働だとい



- 132 -

平成24年11月29日(木)

うふうに私は思うわけです。ですから、宮崎県

でもその方向も進めてほしいし、その立場を国

にもしっかり進言していただきたいというふう

に思いますが、改めて知事の見解を伺いたいと

いうふうに思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の事故によりまし

て、原発の安全神話というものが崩れ去ったと

いうことであります。我々は、これを教訓に、

大変危険なもの、リスクを伴っているものだと

いうことを見据えていく必要があろうかという

ふうに考えております。その上で、今後の安全

を徹底的に確保した上で、安定的なエネルギー

供給というのはいかにあるべきか、また今、御

指摘がございましたが、資源の問題、昨日も、

ＬＮＧなどジャパンプレミアムということで日

本が非常に高い値段で買わされているというよ

うな報道番組もあったわけでございますが、さ

まざまなことを考慮していく、それから温暖化

の問題も大変重要な問題であろうかというふう

に思っております。そういったもろもろのこと

を総合的に判断した上で、やっぱり国民的な議

論、国民的な結論を得ていくのが非常に重要で

あろうかというふうに思っております。

今、非常に心配していますのは、脱原発だと

か、卒原発だとか、原発依存ゼロだとか、いろ

んなキャッチフレーズが飛び交っております

が、本当にどういう中身を目指していくのか、

国民的な議論が必要ではないかと。単なる

キャッチフレーズだけではなしに、その中身を

しっかり議論した上で、いろんなリスク、いろ

んな負担というものを認識した上で、まさに国

民の覚悟が求められているのではないかという

ふうに思っております。そういう立場で今後と

も、私どもとしても、県としても議論に参画し

てまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 将来の問題です。子供たち

の未来を守り、国民の命、健康を守るというの

は政治の大きな役割ですから、そういう立場に

立ってエネルギー問題をしっかり考えていただ

きたいというふうに思います。

耐震化の問題ですけれども、ことし始まった

リフォーム支援で木造住宅の耐震化が進められ

る。事業が始まったばかりですので、なかなか

耐震改修というところまでにいっていないとい

うのが現状だと、今、御答弁いただきました。

やはり関心も高くて、耐震診断はふえていると

いうことがあります。しかし、なかなか改修が

広がらないというのは、やはり費用がかかるの

も一つあるんです。ですから、どこまで県がそ

ういう助成ができるかというところをもう少し

真剣に考えていく必要がある。ほかの県ではか

なりここに力を入れて、さっきお話ししました

が、私がお伺いした和歌山県だったり岐阜県

だったり、そういうところは、工事予定額の３

分の２は補助する、それに国の助成も全工事費

の11％ぐらいは上乗せをして助成するというこ

とで、かなり改修工事が進んでいるという状況

をお聞きいたしました。ぜひ、そういう立場も

考慮しながら、どうやったら倒壊した建物から

命を救うことができるかという点では、さまざ

まな方策を考えていく、県民の暮らしに寄り

添った立場で県としての責任、役割を果たして

いくために努力していただきたいというふうに

思うところです。

まだ話をしたいんですが、時間が参りました

ので、以上で終了させていただきます。ありが

とうございました。（拍手）

○外山三博議長 次は、中村幸一議員。

○中村幸一議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。
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11月14日でありましたが、ある新聞記者がお

見えになりまして、「衆議院の選挙は大体いつ

ぐらいになると思っていらっしゃいますか」と

いう質問がありました。「いや、全然わかりま

せんね。若い、今度当選した組と、それからあ

の輿石とかいう人がおるので、なかなか読めま

せんね」という話をしたんですが、その14日に

帰った途端に、16日に決定しましたよという話

が来ました。びっくりしたんですが、やっぱり

長い間、輿石さんと今度当選した若手の民主党

の議員が、早くやめさせてくれるな、生活がな

くなるじゃないかという話だったんだろうと思

います。ですから、ずっと引っ張ってきたんだ

ろうと思いますが、そういうことも相まって、

野田首相も早くやめたかったんだろうと思うん

ですね。ところが、やめられなかった。輿石さ

んからおどされていた部分もあるんじゃなかろ

うかと私は思うんです。というのは、国連総会

に行かなくちゃならなかった。ところが、国連

に行った途端に、おらない間に輿石さんたちが

野田さんを外すというようなことがあるんじゃ

なかろうか、そういうこともあって早まったの

ではなかろうかなというように思っておりま

す。

私たち、近いうちに何でもしましょうという

ことになると、例えば近いうちに一回飲みに行

きましょうということになると、せいぜい長く

ても２週間程度、３カ月も延ばすことはめった

にありません。こういうことを考えても、やっ

ぱり野田さんはやりたかったんじゃないかなと

いう気がして仕方がないんです。そんなことも

考えながら、今回の衆議院選挙の決定を見たと

ころでありました。

この前、ラジオを聞いておりましたら、評論

家の櫻井よしこさんという人がいらっしゃいま

すが、あの方がいろいろラジオで話をされてい

ましたので、それを聞いておりました。ですか

ら、間違いがあるかもわかりませんが、私の意

見も含めた上でのことだと思って御理解してい

ただきたいと思います。櫻井さんがおっしゃる

のには、今、中国ほど自分の国を―一生懸命

何でもやってやろうという国はないんじゃなか

ろうかと。中国は一番怖い国であるというよう

なことをおっしゃっておりました。

自国の主権、自国の領海、国民の生命・財産

を守ることは、どの国も当然のことなんです

が、先ほど申しましたように、野田さんが、輿

石さんから足元をすくわれないようにと思っ

て、解散を決めてから国連に行かれたんです

が、国連で非常にいい演説をされているんで

す。なかなかのものじゃないかと思ったところ

でしたが、国家として平和を守り、国民の安全

を保障し、領土を守り、領海を守ることは当然

のことだ、こういうこともおっしゃいました。

また、日本は、国連の司法裁判所とか、あるい

は国際海洋法裁判所を初めとして、いろんなと

ころにたくさんの人材を派遣していますよとい

うこともおっしゃっていました。そしてまた、

そのために応分の予算を拠出しているんですよ

ということをおっしゃっていたようでありま

す。

それに対して中国が、当然、中国や韓国の名

前を国連総会で言うわけにいきませんので、穏

便に話をされたと思いますが、中国というのは

ああいう国ですから、その明くる日に日本に対

して反論をしてきたところでありました。幾ら

日本が尖閣諸島を買い上げたといっても、これ

はしょせん中国から盗んだものじゃないか、こ

ういう言い方をするんですね。それに反論をさ

れたようですが、国際法上も歴史的にも日本の
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領土であるということをはっきりおっしゃった

ところでありましたが、この男は中国の楊潔篪

外相とかいう人でしたが、口汚くののしるとい

うような演説内容であったということを、私が

言ったんじゃなくて、櫻井さんが言っておられ

ました。

そこで、中国はまた反論してきて、日本が

買ったというのは、歴史的にも我が領土だと

言ったことは言いましたが、強盗のロジックだ

と。そして、国有化というマネーロンダリング

のようなものだと、こういうことです。マネー

ロンダリングというのは、日本語でいえば資金

洗浄のことでありますが、汚く言ったんです。

私は、これが中国の本当の姿であろうと思って

います。

南アジアのほうを顧みますと、南シナ海のほ

うでベトナム、フィリピン、マレーシア、シン

ガポール、ブルネイ、カンボジア、この６カ国

を、もう既に中国は40年間かかっていろいろと

計画してこの国々を襲っておるわけです。一番

最初に襲われたのが南ベトナムです。ちょうど

ベトナム戦争が終わりかかったころでありまし

たが、南ベトナムのほうは長年戦って、戦う気

力もないような時期、そしてアメリカ軍が撤退

したときを狙って、ベトナムを襲って自分の国

にしてしまった。こういうことを平気でやる国

なんです。フィリピンもそうなんです。フィリ

ピンは、アメリカ軍が入っていたんですが、空

軍と海軍が入っていたわけですが、何とかいう

火山が爆発しまして、海軍、空軍の敷地も大分

傷んだそうでありますが、前からフィリピン

は、軍隊も大したこともないのに、ヤンキーゴ

ーホームというようなことで、アメリカは出て

いけということで、盛んに反米をあおっておっ

たところです。ですから、アメリカとしては嫌

気が差しておったさなかで火山が爆発して、軍

事基地が危なくなったものだから、出ようと、

もうここから出ていこうじゃないかと。出て

いった途端に中国が来て、襲われたということ

ですから、本当に何をするかわからない、中国

というのは大変な国だなと思います。

そして、中国のやることは、力ずくでもと

る、そして真実を曲げてもとる、歴史を曲げて

もとる、国際間の動きを曲げてもとる、こうい

う国でありますから、我々は、尖閣諸島のこと

でもうよく知っておるわけですけれども、尖閣

諸島は東シナ海になるわけですけれども、尖閣

諸島も、沖縄の地方裁判所あたりが、日中のこ

とを考えるとあの漁船の乗組員を戻したほうが

よかろうという結論に達したので、戻しますと

いうことでありました。そのとき、千石とか百

石とかいうのがおりまして―仙谷ですね。そ

して、知らん顔しているんです。日本というの

は三権分立の国ですから、司法の場でそういう

ことを決めるのは全くおかしい話です。ところ

が、平気で帰してしまいました。本当に日本の

国というのはどうなっているんだろうかと、そ

のとき思ったわけですが、海上保安庁にすばら

しい人がおられて、国民にもぜひ見せてあげた

いということで、尖閣諸島の沖で漁船が日本の

船にがんとぶつかってくるのを見せていただき

ました。

ところが、中国では、こんな放送は全然やっ

ていないんです。中国に新華社通信というのが

あるんですが、新華社通信は、日本の船にぶつ

かる映像をテレビでは映さないんです。絵を描

いたものを世界中と中国国民に流したんです。

中国国民は、何てひどい国だ、日本はと、こう

思うわけです。ですから、当然、中国国民は、

いわゆる反日本、ああいうことで尖閣諸島を襲
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われるんじゃないということで、本当にひどい

日本たたきをやりましたが、それはひとえに中

国がそういうふうに映像を曲げて映して国民に

知らしておるということではないかと思うんで

す。あのような反日デモをする人たちでは決し

てなかろうと私は思っているわけで、今あえて

中国国民は―何度も言いますけれども、政府

というのがどうも悪い、そこが問題であろうと

いうふうに私は思っております。

日本も今まで、中国や韓国、あるいは北朝鮮

に対して気遣いばかりしながら、自分たちの意

見を余り述べない、これがやっぱり大きな原因

じゃなかったのかなと。日本はどうにでもなる

んだということが、中国、韓国の頭にはあるん

じゃなかろうかと。もともと、自民党も以前そ

うでありましたから、民主党だけ責めるわけに

はいきません。だから、こういったことに対し

て本当に―今の政府もそうでしょう。今度の

拉致問題についても何もしていないですね。本

当に腹立たしいことばかりです。北朝鮮に対す

ることも私はそういうふうに思っております

が、知事にこういうことをお伺いするのは、そ

れは国政レベルじゃないかと言われるかもしれ

ませんが、こういう中国、韓国、北朝鮮に対し

てどう対処すべきと知事は考えていらっしゃる

か、お伺いをしたいと思います。

衆議院選挙が12月16日投票になります。今ま

での政府は本当に日本をだめにしました。知事

は今後、日本はどのような政治が、どのような

政府が本当に望ましいか、日本を大事にしてい

くか、どのように考えていらっしゃるか、その

ことを、考えをお聞かせいただければいいと思

います。

これで壇上から終わりまして、質問者席から

質問を続けていきたいと思います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、領土問題に関する政府の対応について

であります。最近、我が国と中国、韓国との間

におきましては、領土をめぐるさまざまな問題

などが生じておりまして、その都度、政府は抗

議や主張を行っておるところでありますが、両

国との外交交渉はなかなか進展せず、結果とし

て、人的交流や経済活動にも大きな影響が出て

いるところであります。本県におきましても、

この11月の香港、上海でのプロモーションがで

きなかった、大変残念に思っているところでご

ざいます。領土問題は、国の主権にかかわる重

大な問題でありますので、政府には、両国に対

し主張すべきはきちんと主張し、また我が国の

主権を脅かす違法行為に対しては厳正に毅然た

る態度で対処していただく必要があろうかとい

うふうに考えております。その上で、平和的な

外交交渉により解決を図っていただきたいと考

えておるところでございます。

北朝鮮による拉致問題につきましては、我が

国の主権と国民の生命・安全を脅かす、決して

許すことのできない重大な問題であると認識し

ておりまして、私も、「拉致被害者を救出する

知事の会」などを通じまして、早期解決を強く

訴えてきているところでございます。今月に

は、拉致被害者の救出を求める4,000名を超える

県職員の署名を集めたところでありますが、政

府におきましては、再開された日朝間の協議を

初め、あらゆる場面で万全の対応をしていただ

き、拉致問題の早期解決を図っていただきたい

と考えております。

次に、今後の我が国の政治についてでありま

す。現在、東日本大震災からの復旧・復興や原



- 136 -

平成24年11月29日(木)

発問題はもちろんのこと、防災や経済・雇用対

策、国と地方の財政再建、社会保障制度改革、

ＴＰＰ、外交など、国家の根幹にかかわる問題

が山積しているところであります。また、長引

く経済の停滞や、本格的な少子高齢・人口減少

社会の到来、厳しい財政事情などもありまし

て、地方の疲弊というものが待ったなしの状況

にあろうかというふうに考えております。まさ

に今の我が国は、混迷と閉塞感が漂う中にある

という状況でございまして、坂の上の雲を目指

してひた走ってきた時代が終わりを告げまし

て、今はその雲の中に頭を突っ込んで、行くべ

き方向を見失っている、国家としての目標なり

座標軸を見失っている状況のように思われるわ

けであります。

ただ、気をつけるべきことは、この閉塞感の

中にあって、白馬に乗った強いリーダーがこの

閉塞感を一挙に打破してくれるというような改

革幻想に浸るのは大変危険なのではないか、こ

れは歴史の教訓とするところであります。ま

た、さまざまな立場や主義主張の違いというも

のはありますが、これを超えて、大局的見地に

立ちまして、我が国の国益を守っていく、その

ような政治を進めることが大変重要であろうか

というふうに考えておるところでございます。

今、政治に求められているのは、我が国の進

むべき道や世界の中で我が国が果たすべき役割

を語り、方向性を示し、国民の理解を得ていく

ことが重要ではないかというふうに考えており

ます。そして、それは必ずしも高度成長期のよ

うな躍動感や輝きに満ちたものではないかもし

れません。痛みを伴うものであるかもしれませ

んが、そういう現実から目をそらすことなく、

率直に国民に語り、その中に、もちろん夢も語

るべきでございますが、国民に将来への展望を

与えること、希望を持たせること、それが政治

に求められる最も大事なことでないかと考えて

おるところでございます。以上であります。

〔降壇〕

○中村幸一議員 いい答弁をいただきました。

知事に置いておくよりか、今度、衆議院に出し

たほうがいいんじゃないかなと思うような感も

しました。

さて、今年の10月から虐待防止法が施行され

ました。虐待防止法というのは、私たちは長年

待ち望んだことでありましたので、非常に喜ん

でいるわけでありますが、残念ながら、学校と

か病院とか保育所とか、そういったところは虐

待防止法の中には入っていません。福祉保健部

長に聞きましたが、委員会で聞いたんですが、

そういった外されているところはちゃんとやっ

ていただいておるということでありましたが、

やっぱり一緒に入られたほうがよかったんじゃ

なかろうかなというふうに思っております。

私は、福祉作業所の理事をしておりますの

で、48名の知的障がい者がおります。17名の職

員がおりますので、10月から始まるよというこ

とで、勉強した分につきましては、全て、２日

間かけて虐待防止法というものを皆さんに知ら

しめたわけでありました。次は、一人一人を呼

んで、虐待を行っていそうな人に、強く皆さん

にお話をしたところでありましたが、来年の４

月までに虐待防止できないようなときは首を切

りますと。何人でも施設に通いたい人はおりま

すので、やめていただきたいという話までした

ところでありました。皆さん快く了解していた

だいて、４月までどうしていってくれるかなと

楽しみにしておりますが、虐待防止法が始まる

のに、一番危ないのは、養護者―家庭、学校

の先生、こういったものが密室で子供たちを扱
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えるので一番危ないのではなかろうかと言われ

ております。

実は、私の息子も知的障がい者でありまし

て、既に45歳になりました。私は、丸45年間こ

の子とつき合ってきたんですが、本当にこの子

が精神的に今、何を考えているのか、どういう

行動をするのか、どういう病気が原因している

のか、そういった詳しいことをなかなか理解で

きない。１年前の11月からあることを察知した

ものですから、自分が精神的に自分を何とか律

しないと大変なことになると。身長も私と同じ

ぐらいで、体重は私よりか５～６キロ重たいん

です。それでかかってくるんです。けんかにな

るんですが、私も悪いんでしょうけれども、そ

してけんかするたびに、殴り合いをやるたび

に、だんだんだんだん力をつけてくるんです。

強くなっていくんです。まだ負けていません

が、負けたら終わりなんです。負けたら、俺の

ほうが強いから俺の言うことを聞いてもらえる

と、こう思いますから、負けるわけにいかな

い。だけど、強いです。

そのような状況になりましたが、私も６月に

けがして、帰ってから、たまたま彼の寝ている

姿を見て、いびきをかいておりましたが、本当

にこの45年間、俺は何をしていたんだろうか、

俺のほうがやっぱり悪いんじゃなかろうか、俺

が反省しないと、またこの子を殴ってしまう、

虐待防止どころか、私が虐待してしまうんだと

いうことで、その日から、名前を呼ぶときも呼

び捨てにしないで、何々君とかいうふうに優し

くするように努力をしたんです。前も何回も

やったんですが、うまくいかなかったんです

が、今度は、余り近づかないし、余り離れない

というポジションでやってみようということで

やってきました。この１年間、大したこともな

く過ごしてきました。だから、殴り合いのけん

かも一回もやっていない、そういう状況になり

ました。

ですから、教育長、やっぱり家庭と学校の先

生が密室を使いやすいので、一番そういうこと

が起こるのではなかろうかと言われているんで

す。だから、学校現場ではどのような指導をさ

れておるのか、お聞きしたいし、またもう１つ

は、私みたいなくだらない親がおって、子供を

殴っているんです。親が反省しないと子供はよ

くならない。私の施設でも、子供を殴ったりし

たということで、顔が腫れた子供を見たという

こともありますし、そういうことを考えると、

親がやっぱり一番暴力を振るっているんじゃな

かろうかなという気もします。そこで、学校の

中で、子供と先生と三方でお話し合いをして、

親にもちゃんと注意をしてもらうようにしたほ

うがいいんじゃないかと思うんですが、ひとつ

御意見をお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 今、お話を聞きなが

ら、実は私自身が常日ごろから、障がいのある

―身近に接しているものですから、深く感じ

入りながら聞かせていただいて、改めてしっか

りと取り組まにゃいかんと思ったところでし

た。

虐待につきましては、何よりその防止をする

ということが一番大切なことだと思っておりま

す。そのため、学校におきましては、教職員に

そういうことをしっかり意識させるというこ

と、さらには日々の子供の様子、家庭環境の把

握などを丁寧に行い、虐待の早期発見や未然防

止に努めているところであります。

今お話にありましたように、特に特別支援学

校においては、子供の障がいの特性、例えば虐

待を受けている子供というのは、保護者、養育
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者をかばって、なかなかそのことを言わないと

いうケースが多いんですが、特に特別支援学校

の生徒などについては、その置かれている状況

をうまく伝えることができないとかいろんなこ

とが、配慮すべきことがあります。そういうこ

とも踏まえたり、あるいは保護者の教育相談に

努めるなど、障がい者の権利の擁護に十分配慮

した運営を行うように指示しているところであ

ります。

また、小中学校等におきましても、障がいの

理解や虐待防止に関する手引を活用した管理職

研修会等の充実、特別支援学校のチーフコー

ディネーター等によって地域の小中学校へ行か

せて教育相談や研修の推進などに取り組み、障

がい者の虐待防止に関する理解を今後も一層深

めていきたいと考えております。

それから、もう１つ、お尋ねにありました話

す機会のことでございますが、障がい者の虐待

につきましては、養育上のストレスなどさまざ

まな要因があり、その防止には、保護者自身の

孤立を防ぐ、あるいは保護者が子供の障がいを

きちっと受け入れることを理解してあげるとい

うか、そんな理解するというようなこと、さら

には家族の支え合いを促すことが大切であると

聞いております。このようなことを踏まえ、学

校におきましては、教職員と保護者ができるだ

けコミュニケーションを図り、丁寧な支援がで

きるよう、毎日の連絡帳でのやりとり、それか

ら登下校時、保護者が送迎されるときの日常的

な会話、参観日の学級懇談など、さまざまな場

面において、児童生徒の心身の状態や子育て上

の悩み、あるいは虐待防止等について積極的な

情報交換に努めているところであります。ま

た、教職員につきましても、先ほどお話にあり

ました密室ということですから、体罰等の問題

を起こすことがないよう、人権に十分配慮した

指導を行うための研修等に取り組んでいるとこ

ろであります。今後とも、このような取り組み

を充実させながら、虐待、体罰の防止に努めて

まいりたいと考えております。

○中村幸一議員 ありがとうございます。私

は45年間、親として本当に情けない思いを―

この前、やはり自分で６月に事故に遭って、死

ぬ思いをして、それからだったと思いますが、

自分を変えなくちゃいかんなと思うようになり

ました。ですから、親御さんにもそういう気持

ちがあればいいなというふうに思っておりま

す。

次に、障がい者雇用制度についてお尋ねいた

します。

平成25年４月１日から障がい者の法定雇用率

が引き上げになります。これにつきましては、

今回、民間企業で1.8％から2.0％、国・地方公

共団体が2.1％から2.3％、都道府県等の教育委

員会が2.0％から2.2％になっております。ま

た、今まで56人以上であったのが50人以上に

なってきたということでありますが、そのこと

について福祉保健部長と教育長に、どういうふ

うにして上がった分を考えて障がい者を雇って

いただけるのか、お話をいただきたいと思いま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） まず、障がい

者雇用の現状でございますけれども、宮崎労働

局の調査では、本年６月１日で法定雇用率1.8％

が適用される常用労働者56人以上の県内企業

は612社ございまして、実雇用率は1.96％、全国

９位と、法定雇用率を達成している企業の割合

が65.2％で全国第２位となっているところでご

ざいます。

ただいま御指摘ございましたとおり、来年４
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月から民間の雇用率が2.0％に引き上げられるこ

とに伴いまして、企業の範囲も従業員56人以上

から50人以上に変更となりますことから、新た

に適用対象見込みの企業を中心に、これは来

月12月でございますが、開催予定の企業向けセ

ミナーへの参加呼びかけを現在、宮崎労働局と

ともに個別企業ごとに行っているところでござ

います。県といたしましては、今後とも、宮崎

労働局等の関係機関と連携を図り、企業等に対

して障がい者雇用の一層の理解と協力を求める

など、障がい者の就労支援に取り組んでまいり

たいというふうに考えております。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会の本年

６月１日現在の障がい者雇用率は、教育委員会

の全国の平均が1.88％ですが、それを上回

る1.95％となっております。５年前は1.37％で

ございましたので、0.58ポイント伸びておりま

すが、現在の法定雇用率の2.0％にわずかに届か

ないという状況でございます。その一番の原因

というのは、教員免許を持っている障がいのあ

る方がなかなかいらっしゃらないということ、

なかなか受けていただけないということであり

まして、そのようなことをどうクリアしていく

かということがおっしゃった点の解決につなが

ると思います。

そのようなことを踏まえまして、実は障がい

のある方が受験しやすいように、例えば点字に

よる出題、手話通訳等による配慮、水泳等の実

技、そういう試験の一部免除、あるいは年齢制

限を設けずに特別選考試験として試験を実施す

る、そういうようなことを行っているところで

あります。来年４月からは法定雇用率が2.2％に

改正されますことから、県教育委員会といたし

ましては、そのような受験しやすい体制づくり

を一層進めていくということとともに、そうい

う制度があるということを紹介する、大学等に

行ってきちんとお話をするとかいうようなこと

に取り組んでいきたいと思います。

それから、もう１つ考えておりますことは、

本県の特別支援学校やあるいは公立学校に学ん

でいる障がいのある子供たちにぜひ免許を取っ

てほしい、そして免許を取って将来宮崎で教壇

に立ってほしい、そういう願いを強く持ってお

ります。そういうことを各学校に強く指導して

おりまして、そういうことにもしっかり―本

県の教師を目指すような取り組みを大切にする

ようなことを取り組んでいきたいと思います。

今後とも、いろんな観点から障がい者の雇用促

進に努めてまいりたいと考えております。

○中村幸一議員 先日、学校でプレゼンテー

ションという科目がありまして、宮大の教授が

わざわざ御指導に来られるんですが、その中

で、元気のない宮崎県、どうしたらいいかとい

う問題で議論をやってくれということだったん

ですが、私は、元気がないことはないと思いま

すよとここまで出かかったんですが、余り言っ

て単位をもらえないといけないと思ったので、

一瞬引きましたけれども、そういうことであり

ます。そのとき、各県から来ている若い18、19

歳の子供たちが─子供たちって学生ですけれ

ども─高速道路がない、新幹線もないじゃな

いか、就職も進学もほとんどがよそに出るらし

いということを聞いたと。調べてみましたら、

高校で就職する人、大学で進学する人、合わせ

てやっぱり半分以上はよそに出るんです。私

は、多分、あのデータよりかもっと多くの人が

出て、宮崎県に残る人は、中学、高校、大学で

も40％ぐらい残っているのかなという気がして

仕方ないんですが、そういう状況で、あと50

～60％は全部県外に出ていくんだろうと思いま
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す。

教育長に聞きたいんですが、和牛も全国一に

なりました。いろんな食べ物も豊富な宮崎県で

ありますから、そういったものについて、小学

校のときに遠足とか旅行とかいうのは徹底して

宮崎県の中を見学させる。中学になったら、対

外的によそに行きたい部分はあるでしょうか

ら、いいんですけれども、小学校のうちから県

外に出したり外国に出したりするのはいかがな

ものかなと。徹底的に宮崎県を知ってもらっ

て、そして高校を卒業、あるいは大学を卒業し

てからよそに出たときに、宮崎県の大事なもの

はこういうものですよ、こういうものが大事な

んですよ、こういうものがいっぱいありますよ

ということを知らしめて、お話しできるような

子供たちをつくっていただきたいと思うんで

す。

今度の１年生に、県外から来た人に聞きます

と、今の同級生の宮崎県出身の人も、宮崎県に

何が大事なものがあり、何が有名かとか、そう

いったものをなかなか教えてくれないと。知っ

ているんでしょうけれども―知らないんで

しょうね。わからないと言っているということ

ですから、ぜひとも小学校あたりでそういった

大事なことを教えることが本県のためにいいん

じゃないか、知事のおっしゃる100万泊県民運動

にもつながってくるんじゃないかなという気が

するんですが、小学生が宮崎県全体をいろいろ

見学することについてどういうふうに考えてい

らっしゃいますか、教えてください。

○教育長（飛田 洋君） 小学生がいろんな県

内を探訪する機会というと、遠足とかあるいは

宿泊学習とか、いろんな機会があるんですが、

修学旅行につきましては、その狙いや教育的な

意義を踏まえて、安全性や経済的な負担、児童

生徒の実態に配慮し、保護者の理解を得なが

ら、市町村教育委員会や各学校が主体性を持っ

て実施されておるところでございます。本県の

子供たちの郷土に対する愛着を育むとともに、

宮崎への誇りを深めていくことは、おっしゃる

とおり大変意義深いことであり、そういうこと

を踏まえて、総合的な学習の時間や教科の学

習、遠足や宿泊を伴う学習など、さまざまな機

会を通して地域の歴史や自然に触れ、宮崎のよ

さに気づき、宮崎をしっかりと理解できるよう

な児童生徒の育成がなされるよう、各学校の指

導に努めているところであります。また、宮崎

県としましても、小学校３・４年生がふるさと

を知り、ふるさとに触れ、そういうことがわか

るような副教材を作成いたしております。それ

から、教育用のホームページでも宮崎の偉人と

かいろんなものを紹介しているところでありま

す。

そういうことを踏まえまして、先日行われま

した県校長会の理事会におきましても、担当者

を派遣し、宮崎のよさを知る教育をしっかり

やってくれという指導をさせたところでありま

して、あわせて本年度、修学旅行を県内で実施

した小学校もありました。その学校の取り組み

状況や修学旅行のあり方等についても説明をさ

せたところであります。今後とも、宮崎をしっ

かり理解できるような教育を推進してまいりた

いと思います。

○中村幸一議員 前回の９月定例議会で自民党

の清山議員が知事に対して、「神武天皇は宮崎

県でお生まれになったんですね」ということを

話されました。知事は大分勉強されたんだと思

いますが、長い答弁の中で、余りはっきりしな

いんだというようなことであっただろうと思い

ます。僕は清山議員にお願いして、皇宮神社を
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見に行きました。なかなか立派なところでした

ね。というのは、清山議員の質問では、荒れ放

題だというようなことでしたが、質問が終わっ

てから多分、県でちゃんと整備をしていただい

たのかなというふうに思っておりました。いろ

んなものがありましたが、その中にいろんな表

示があったんですが、一つびっくりしたのは、

官選知事では27代の君島清吉さんという人の碑

がありました。僕は、知事が神武天皇の生誕の

地だということをはっきり国民の前でおっしゃ

れば、次の碑が建つのは河野知事の碑じゃない

かと思うんです。民選知事第18代河野俊嗣とい

うのがあそこに出るかわかりません。そういう

ことを考えれば―私は平気でやるべきだと思

うんです。誰だって知らないんですから、知ら

ないことはやるべきですよ。だから、宮崎県で

生まれましたということでおっしゃっていただ

くとありがたいなと思うんです。

清山議員にもいろいろ聞いたんですが、いろ

いろ教えてくれました。きょうは時間がないの

で余り言いませんが、丸山議員にちょっと聞い

たら、高原町にお生まれになったところがある

そうです。買収するようになりましたので―

買収するようになったんですね。町が持ってい

るそうなんです。ですから、何でも使えると思

うんですが、生誕の日もわかっているんです。

定かでないかもしらんが、紀元前711年２月13日

だそうです。２月13日に生誕記念をやればいい

んです。そうしたら、本当にたくさんの人が来

られます。この神社に行ってみましたが、きれ

いにされて、芳名帳もいっぱいの方が書いてい

らっしゃるんです。びっくりしました。

そして、芳名帳もさることながら、私はあそ

こで思ったのは、やっぱりここでお暮らしに

なったんだよなと。そしてまた、美々津から出

ていろいろありましたが、私が心配するのは、

鹿児島県なんです。鹿児島県の知事は河野知事

の先輩でしたね。鹿児島県というのは―読売

巨人軍が宮崎に来ています。そのときに鹿児島

県から打診があったんです。読売巨人軍が宮崎

に来ているけれども、せめて半分でも鹿児島に

回してもらえませんかと。いや、数週間でもい

いからと。それだけ観光客が来るのを見て鹿児

島県が言ったんです。古代時代に鹿児島県も宮

崎県もなかったじゃないですか。高原町なんて

いうのは鹿児島県の隣です。鹿児島県知事は、

「河野知事は生誕記念をやらんと言ったから、

よし、鹿児島でやれ」と、今言っているかもわ

かりません。必ず言いますよ。もともと高原は

鹿児島県の土地だったんだと。だから、返しな

さいと。鹿児島県で生誕記念をやりますよと

なってきたときは、とられるんですよ。大きな

問題だと思う。だから、早く決められたほうが

いいんじゃないですか。全国民が、「いや、そ

れは知事、違いますよ」と言う人は一人もいま

せん。おったら言ってください、話に行きます

から。そういったことでぜひとも知事に決めて

もらいたいと思うんですが、神武天皇は宮崎県

でお生まれになりましたよね。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘がありまし

た前回の答弁、いろいろ学説を申し上げまし

て、長い答弁、わかりにくかったのではないか

と大変反省をしております。古事記、日本書

紀、これにつきましては、一定の史実が反映さ

れているという見方がされておりまして、私も

そういう考え方に立っているところでございま

す。

古事記、日本書紀において、今御指摘のとお

りであります。神武天皇が日向の国、まさにこ

の宮崎でお生まれになったというふうに書かれ
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ておるわけですし、また県内各地にゆかりの地

が残されております。カムヤマトイワレヒコノ

ミコト以外にもサノノミコトという、まさに

今、高原町という御指摘がありましたが、狭野

ということを使って名前もつけられているわけ

でございます。そういったことを大切に、まさ

に誇りに思っているところでございます。そし

てまた、「神武さま」という名前がつけられた

宮崎神宮大祭があれだけ多くの皆さんでにぎ

わっているということは、県民の皆さんも同じ

ような気持ちではないかというふうに考えてお

ります。今、展開しております記紀編さん1300

年記念事業というのも、まさにそのような思い

で進めておるところでございまして、古事記に

記された内容というところが我々の宝であると

いう思いで、今後とも、県内外にしっかりアピ

ールしてまいりたいと考えております。

○中村幸一議員 ぜひ、高原町あたりに、場所

もあるみたいですから、あそこにおつくりに

なって、そして河野俊嗣という名前を永遠に残

せばいいじゃないですか。そのほうが、誰だろ

うか、これは、神武天皇の生誕をやられた方ら

しいということが後代まで伝わりますから、ひ

とつ前向きに考えてみてください。お願いしま

す。

それから、先日、知事は、８年後にまた1300

年を迎えるんだという話をされました。旅する

人をいっぱいふやしたいということでしたか

ら、ぜひその方向でも努力をしていただきたい

というふうに思います。

それから、この前、新見議員の話を聞いてい

ましたら、防災士、３人受けられるということ

で、僕は去年受けたんです。去年、取りました

けれども、ことしは多いから、外れる人も多い

んですね。こんな大きな本が送ってきて、ざっ

と考えていましたら、それで２日ぐらい徹夜し

た記憶がありますが、都城市長や、みんな受け

ていましたから、俺一人通らんかったら大変な

ことになると思って、頑張ったわけですけれど

も、ぜひ、これは地域のためにもいいことです

から、宮崎県議会議員全員が来年はお受けいた

だいて、通らない人だけここに並ばせるという

ようなことをしたらいかがかなと思います。ぜ

ひとも全員に受けていただきたいと思います。

これはやっぱり非常に地域のためになることで

すし、地域の救助のためにもなることですか

ら、ぜひともこれを来年、全議員が受けていた

だいて、公明党さんに続けということでお願い

をしたいと思います。

以上で私の質問を終わります。（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32分休憩

午後１時１分開議

○中野一則副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） それでは質

問いたします。私は、議員になる前、生活保護

を受けている方のお世話をするケースワーカー

の仕事を、通算すると10年近くしたことがあり

ます。大学卒業したばかりで、人生経験のな

い22歳の私が、病気や障がいを持った人、人生

につまずきを持ったさまざまな人に助言・指導

するわけですから、「こんな若造に俺たちの気

持ちがわかるか」と相手から思われたに違いあ

りません。でも、一生懸命仕事をしてきまし
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た。忘れられない思い出があります。20年以上

も前のことだったか、母子家庭のお母さんが

「やっと仕事が見つかりました。正職員なんで

すよ」と喜んで私に報告してきました。当時は

まだ派遣労働などはない時代でした。手には給

料の明細書を持っていました。見せてもらう

と、給与総額は10万円そこそこ、社会保険料や

雇用保険料などを差し引かれると、手取りは何

と８万円程度でした。それで子供を養っていか

なければならないのです。私は何と給料が安い

んだろうと思いましたが、でも、その人は、正

職員であることがよっぽどうれしかったらし

く、「将来、年金もつくし、やめずに必死で頑

張ります」と言って喜々として帰っていかれま

した。何と素直でけなげな人だろうなと思いま

した。そして、その人は数年後、子供も立派に

成長され、見事に自立をされました。お母さん

の一生懸命働く姿に、子供も何かを感じたのだ

と思います。いい話ばかりではありません。多

くを語れませんが、同じ母子家庭でも、子供が

非行に走り、髪も茶色に染め、そのお母さんを

虐待するというケースもありました。なぜなん

だろう、同じ母子家庭でどうしてこんな違いが

出るのだろう。短絡的な結論は控えなければな

りませんが、それは、生活に追われる余り、子

供たちに当たり前の生活態度を身につけさせる

ことが難しくなってきているのも、その一因で

はないかと思います。また、さまざまな環境か

ら、子供が建設的に生きることがなかなか難し

い社会になっているようにも思います。そし

て、貧困の連鎖へとつながっていきます。です

から、私たちケースワーカーは、問題のあるお

父さんやお母さんに対して、貧困の連鎖を断ち

切るために、「子供たちのために見本となるよ

うに一生懸命生きていきましょうよ」と必死で

訴えてきました。また、私は思っています。生

活保護行政を通して感じたことです。「人間と

いうものは、仕事があれば怠けるものではな

い。人間というものは、仕事があればみんな喜

んで働き、生活保護を受ける人はいない」とい

うことです。ですから、私は政治に期待をしま

す。「政治というものは、貧困をいかに解決し

ていくかにあったのではないですか」「政治と

いうものは、仕事のある社会をいかにつくって

いくかにあったのではないですか」「仕事がな

い、あっても働く者の４割弱が派遣労働など、

こんな格差社会をつくったのは一体誰だったの

でしょうか」と言いたくなります。そこで、貧

困や景気回復という視点に立って知事に質問し

ます。まず、平成25年度の当初予算編成に当

たって、財政改革の着実な実行ということで、

人件費の抑制、物件費等の節約、公共事業のコ

スト縮減、県単補助金の見直しなどがうたわれ

ていますが、もうそろそろこういう視点だけで

は景気が冷え込むばかりになるのではないか、

ますますデフレから脱却できないのではない

か、自治体としての使命がほかにあるのではな

いか、改革の視点がほかにあるのではないかと

思うのですが、知事の見解を伺います。

以下の質問は、質問者席にて行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

予算編成についてであります。極めて厳しい

財政状況が続く見通しの中で、増嵩する社会保

障関係費等に対応しながら、必要な行政サービ

スを安定的に提供していくためには、今後と

も、財政改革の取り組みを着実に進め、将来に

わたって健全性が確保される財政構造への転換

を図る必要がある、これは変わらないところで
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あります。ただ一方で、停滞している県内経済

の活性化というのは大きな課題だというふうに

認識しております。このため、来年度の予算編

成方針においては、「復興から新たな成長へ」

を合い言葉としまして、地域経済の活性化を初

めとする３つの重点施策を設けたところであり

ます。特にその中で「新しい時代を切り拓く

「成長産業」の育成」を特別重点施策としまし

て、積極的に取り組むこととしたところであり

ます。さらに、特別重点施策や緊急的な防災対

策として必要な公共事業などを対象としまし

て、財政改革によるシーリングとは別に、特別

枠を設けまして、予算の重点化を図ることとし

ております。現在、来年度予算の編成作業を進

めております。限られた財源の中、財政改革の

取り組みとのバランスを見きわめながら、県内

経済の活性化につきましても、しっかりと取り

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〕

○太田清海議員 ありがとうございました。な

かなか財政の運営というのは難しいだろうと思

います。私が議員になったのは松形知事のとき

でしたけれども、それ以降、ずっと10年間、特

に安藤知事のときからでしたかね、こういう財

政改革ということで、このような言葉がずっと

うたわれてきたわけですよね。うたわれてきた

中で、いつかはよくなるだろう、いつかはよく

なるだろうと思っていながらも、なかなか世の

中、よくなりませんよね。この財政改革という

ことを、常にそういう物件費でも何でも節約し

ようというふうにいかざるを得ない。展望がな

かなか見えてこないんですよね。私はそう考え

ると、10年間も頑張ってきたわけだから、今度

はほかの視点から何か景気をよくするようなや

り方があるのではないか、自治体にもそういう

任務があるんじゃないかという思いがするわけ

です。一つの例として挙げれば、本年の５月で

したけれども、福岡市役所の職員の飲酒に絡ん

だ不祥事があって、当時、福岡市長がこれはそ

ういうことではいかんと、１カ月間、一切懇親

会はしてはならぬという厳命を出してやったと

ころ、今度は飲食店街のほうがそんなことはや

めてくれと、うちがもたぬというようなこと

で、そういう悲鳴が聞こえてきたというのが新

聞記事に載っていました。私は、賃金を上げな

さいということではないのですが、国の予算も

特にそうですが、自治体の予算も地元の経済が

大きく影響しているものだから、やっぱりそこ

には節約という視点は大事なんだけれども、も

う少し変えていくような何かの視点がない

と、10年間、同じことを繰り返してきているわ

けですから。そういう意味で、福岡市の例を

ちょっと挙げましたが、こういう地域での景気

循環という視点から、お金を循環させることが

必要だと思いますけれども、もう一度、知事の

お考えをお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県の経済、先ほども

申しました相次いだ災害などの影響によります

低迷からようやく抜け出しつつあるかどうか、

この２年間の影響より、それを脱して、その前

の状況には戻りつつあると考えておるところで

すが、全体的には景気がまだ後退局面にある、

大変厳しい状況かという認識であります。その

流れをさらによい方向に結びつけていくには、

現在、県が取り組んでおります地域経済循環シ

ステム、県内における消費を喚起し、価値や資

金を効果的に循環させていくこと、これが大変

重要であろうかというふうに考えております。

このため、農林水産物の消費拡大や県産材の利

用、また県産品の購入促進、あるいはインフラ
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整備における県産木材・建設資材の利用促進な

どを図ります「みやざき元気！“地産地消”県

民運動」というものを今取り組んでおるところ

でございます。こういった運動などを通じまし

て、消費の拡大というものが地域経済の活性化

にとっても大変重要であるということを県民の

皆様にも御理解いただけますようＰＲをします

とともに、私を先頭に、県職員が積極的に消費

活動を町なかで行うということも取り組んでま

いりたいと考えております。

○太田清海議員 本当に難しいというふうに思

いますが、先ほど言われた地域経済循環システ

ム、これは私、最初に打ち出されたときに、

「すごくいいですね」と褒めたつもりで、本当

にこれが大事だと思うんですよね。宮崎県内だ

けで取り組む地域経済循環システムというのに

は一つの限界があると思うので、このシステム

をどんどん広めていくというか、国レベルでも

そういう視点に立った循環を国内でやろうでは

ないかという、私はそれを広めることがまた大

事だろうと思うんですよね。本当にぜひやって

いただきたい。国内消費を活性化させよう、髙

橋議員も言いましたが、国内総生産の６割は消

費なんですよね、押し上げるのは。だから、私

は、そこあたりに一応力点を置いた政策を国に

やってくださいよというようなメッセージを地

方からも発していかないと、限界だろうと思う

んですよね。それに関連して、合併の問題をお

聞きしたいと思うんですが、これは今まで質問

は出ましたけれども、私は、松形知事の最後の

ときでしたが、初めてこの議場に登壇させても

らったときに、「合併には問題がありますよ」

とずっと言ってきました。「地域は疲弊します

よ。合併という解決の仕方ではなくて、ほかに

方法があるんですよ」、それは繰り返しません

が、私が今までずっと言ってきたことですか

ら。「合併には問題がありますよ」とずっと

言ってきました。どうも今の現状を見ると、合

併によって編入された町村では、職員も少なく

なり、例えば、職員も本当は災害が起こればぱ

ぱっと、地域を熟知しているところにささっと

飛び散って対応しなきゃいけない職員の人たち

が少なくなっているんですよね。そういう住民

からは不満の声とか不安、「寂しくなったね」

という声も聞かれたりするんですが、このよう

な状況を知事はどう考えているのか、お伺いし

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の東日本大震災の

対応におきましても、合併しておったところが

功を奏したという部分もあれば、なかなかそう

ではない、機能しなかったという部分もあろう

かというふうに思っております。合併が一律に

問題であるか、もしくは合併すれば全て解決す

るかということではなしに、それをいかに地域

の振興に結びつけていくかという努力が求めら

れておるのではないかという認識でございま

す。さまざまな意見が本県の中にもあるという

ことは、十分承知しておるところでございま

す。合併団体におきましては、その住民の不安

や懸念を少しでも解消するためにということ

で、例えば、自治会との意見交換を初め、地域

ごとに窓口となる担当職員を配置するというよ

うな団体が見られるなど、きめ細かくそれぞれ

の地域住民の声を反映させるための取り組みが

行われているところもある、住民の側からも、

みずから地域の課題に取り組んでいこう、そう

いう機運が高まっているところもあるところで

ございます。県内全域にこういう取り組みを及

ぼすようなことを県としても支援していく、こ

れが大変重要ではないかというふうに考えてお
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りますので、今後とも、市町村とも十分連携し

ながら、合併してよかったという方向に地域づ

くりが進むような支援をしてまいりたいと考え

ております。

○太田清海議員 地元自治会とか商工会等との

意見交換なり、そういういろんな教訓を引き出

そうとされているとは思うんですが、今の答弁

にもありましたが、検証するということで、何

かそういうことを言われたと思うんですが、こ

の検証の結果というのは、いつまでに出される

とかいうのは出ているんですかね。いつまでに

されるとか、いつまでに結論が出るとか、そう

いうことはありますか。

○知事（河野俊嗣君） 現在、地域の自治会な

り、いろんな商工団体なりのアンケート等を整

理しておるところでございます。これは早急に

整理しまして、今後のそういう地域づくりに生

かしていきたいというふうに考えております。

○太田清海議員 わかりました。ある程度めど

を持って取り組んでおるのかなと思ったんです

が、ただ、教訓として、ぜひ正確なものを出し

ていただきたいなと思っております。

それから、知事に対しては、この問題では最

後の質問になるかもしれませんけれども、私、

今まで、いわゆる景気回復とかみんなが活性化

するようにという思いから、特に税制の問題は

よく言ってきたんですが、その中で、本当に所

得を再配分することは大事だということで、ビ

ルトインスタビライザー機能とか租税弾性値と

か、そんなことを聞かせていただきました。今

回は、そういったものを突き詰めていくと、

今、日本の国がデフレに陥っているようなもの

として規定していった理論として、トリクルダ

ウン理論というのがあるんですよね。これはレ

ーガン大統領もレーガノミクスの中でやった理

論なんですけれども、トリクルダウンの理論、

これは知事、どう認識しておられるか、ちょっ

と議論もしたいと思いますので。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘がありまし

たトリクルダウンの理論でございます。これ

は、大企業や富裕層などの経済活動を活性化す

ることによりまして、富の一部が低所得層に向

かって徐々に流れ落ち、やがて国民全体の利益

になるという経済思想の一つであるというふう

に理解しております。一つの考え方だというふ

うに思っておるところでございますが、「富は

上から下に自然に流れる」といった単純な理論

が、高度に複雑化・グローバル化している今の

経済社会にそのまま適用できるか、景気変動の

激しい経済社会に当てはめることができるのか

というところは、課題であろうかというふうに

考えております。私は、格差が固定化した社会

は確かに問題があるというふうに考えておりま

すし、希望を抱いて懸命に働いた方がきちんと

報われる社会にすべきだろうというふうに考え

ておりまして、そのためには、さまざまな経済

政策というものを取り組んでいくべきだろうと

いうふうに考えております。

○太田清海議員 トリクルダウンというのは、

滴り落ちるということですよね。私のほうで調

べてみると、今の表現だろうと思うんですが、

一つの表現としては、金持ちをもうけさせれ

ば、貧乏人もそのおこぼれにあずかれるという

表現をしているのもあるわけです。一緒だろう

と思うんですね。ただ、金持ちをもうけさせれ

ば後で貧乏人に行っちゃうよ、波及しますよと

いうこの考えが果たしていいのかどうか。それ

を如実に日本の税制の中で表現しているのが、

私、証券税制だろうと思うんですよね。証券

は、株を売買しても10％の税率しかかかりませ
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んものね。定率の10％ですよ。法則の税率は20

％なんですけれども、ほとんどが10％しかかか

らないんですよね。私たちの所得税、働いた税

金は、今の日本の社会では10％から40％の超過

累進税率ということで、段階的に課税していき

ましょう、だけれども、この証券税制だけは10

％で固定してあるわけですよね。まさにこれは

トリクルダウンの理論そのものじゃないかな

と。いわゆる株を持っている人を潤わせて株の

売買が活性化すれば、それが貧乏人におこぼれ

があずかっていくというような感じがするわけ

ですよ。だから、この証券税制、何か一番よく

ないんじゃないかなと、これは総合課税したり

して、所得と同じように、給与所得と同じよう

な税制の形に持っていかないかんのじゃないか

なとは思うんですが、知事、これは最後の質問

になりますけれども、意見を。

○知事（河野俊嗣君） 今の御指摘にありまし

た証券課税にしましても、法人課税にしまして

も、一方で経済活動を活性化させていく必要と

いうものもあるし、一方では応能課税というよ

うな考え方もあるところだと思います。その中

で、国全体の税制のバランスを考えた上で、ど

の程度のところにやるのかという、そこの微妙

なさじかげんにより、これまで決められておる

ものだというふうに思っております。また、そ

れは、必ずしもこの水準が絶対的に正しいとい

うことではなしに、その時々にどういう刺激を

市場なり経済活動に与えていこうかということ

の中で、税制というものは考えられるべきもの

というふうに考えております。証券課税の一つ

の考え方ということで、御意見として承ってま

いりたいというふうに考えております。

○太田清海議員 わかりました。トリクルダウ

ンの理論というのは、私はあんまりよくないが

なという思いはいたします。やっぱり額に汗し

て働く人たちが「ああ、よかったね」と言うよ

うな世の中にならないと、これは理論的には突

拍子もないかもしれませんけれども、お金が大

事だという世の中になると、私は教育的にもあ

んまりよくないんじゃないかなと。金もうけし

て何が悪いんですかということでは、この社会

を律していくことはできないんじゃないかな。

いじめ問題とかそういったものもありますけれ

ども、人間の心、生きること、そして助け合う

ことが大事なんだよというような、何かそんな

社会に税制からも持っていかないと、教育委員

会のほうでもいじめ問題を一生懸命頑張ってい

ますけれども、そういうところの問題もややあ

るのではないかなという気がいたします。ぜひ

総合的な対応を県政の中でもしていただきたい

なと思っております。

では、次に移りまして、県立病院問題につい

て、病院局長にお伺いしたいと思います。

これは、９月議会でも消費税の問題に関連し

て聞かせていただきましたが、どうも気になる

ところがありまして、県立病院、医療機関の控

除対象外消費税に対する国の動向と、何か国の

動向が変わったのかどうか、県の考え方につい

て伺いたいと思います。この控除対象外消費税

というのは、この前の答弁では、恐らく10％に

上がれば、県病院としては11億円程度のもらえ

ない消費税があるというようなことをお聞きし

たわけですが、これは今、病院局も一生懸命改

革をして黒字化に持っていこうとしているとき

に、11億円の新たな負担みたいなものは大変だ

ろうと思うんですよね。そういう意味で、国の

動向をお聞かせいただきたいと思います。

○病院局長（渡邊亮一君） 医療機関等の控除

対象外消費税、これに対する国の動向でござい
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ますが、ことしの２月に閣議決定されました

「社会保障・税一体改革大綱」の中で、消費税

率の引き上げを踏まえ検討すべき事項として、

医療機関等の控除対象外消費税に対しまして

は、診療報酬など医療保険制度において手当て

すると明記されるとともに、医療に係る消費税

の課税のあり方については、引き続き検討する

ということとされております。これまで控除対

象外消費税に対しましては、国において、診療

報酬改定の中で、診療報酬に上乗せされてきた

ものと我々は認識しておりますが、県といたし

ましては、今回の消費税の引き上げに際しまし

ても、適切に診療報酬に反映されるよう、関係

団体とともに要望してまいりたいと思っており

ます。

○太田清海議員 わかりました。ただ、ちょっ

と後でまた議論もあるんですが、介護分野にお

いても、控除対象外消費税があると言われてお

ります。あるとすれば、どのようなものか。ま

た、これらに対する国の対応とかはどう講じら

れているのか、福祉保健部長にお伺いしたいと

思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 介護保険サー

ビスでございますけれども、医療と同様、社会

政策的な配慮から、住宅改修、それから福祉用

具貸与の一部などを除きまして、原則として消

費税は非課税とされております。このため、非

課税のサービスを行っている事業者の介護用品

の仕入れ等に係る消費税につきましては、控除

対象外ということになります。これらの控除対

象外となる消費税につきましては、介護報酬で

その分を上乗せする措置がとられております

が、今回の税率引き上げに関しましても、国に

おいて対応が検討されておりまして、今後、課

税の実態調査などが行われることとなっている

ところでございます。

○太田清海議員 わかりました。この控除対象

外消費税というのは、おとといでしたかね、裁

判でも国がある医療機関から訴えられて、判決

が出ているようですね。確かに国のほうが勝っ

ているわけなんですが、ただ、全国的にはそう

いう病院関係に損税と言われるものを押しつけ

ている消費税というのは問題がありはしないか

という声が、裁判になるぐらいあるわけですよ

ね。今言われたように、国のほうで診療報酬に

上乗せされるというか、対応されるということ

ですが、しかし、それは考えてみると、診療報

酬でその分、例えば11億が病院に来るんだとい

うふうに丸々来るとした場合には、それは診療

報酬ですから、支払基金と患者さんの個人負

担、１割負担、２割負担、３割負担ありますよ

ね、その負担の中で解消されていくということ

だと思うんですよね。だから、支払基金とか国

保連合会、そういったところの新たな出費、そ

して、しかもそれは、私たちサラリーマンとか

いろんな人、働く人たちが保険料を納めておる

わけですから、消費税が上がって診療報酬支払

基金の中で対応されるということは、病院にか

かっていない我々が負担するということでもあ

るわけですよね。これは、新たな消費税の問題

のところだろうと思うんですよね。消費税とい

うのは、消費した人に対してかかるものという

のが原則であるわけですが、そういう診療報酬

にはね返っていくんですよということは、結局

私たちの保険料の中で賄われていくということ

でもあるわけで、実際これは国の制度ですか

ら、これについて県のほうにどうこうというこ

とはありませんが、そういう事実もあるのでは

ないですかということを指摘しておきたいと思

います。
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次に、病院局長にお伺いしますが、県立病院

の看護師採用試験で、年齢制限の引き上げ、そ

れから経験者を対象とした試験を実施するとい

うことで、いろんな技能、人生経験を持った人

たちも採用するということであったと思うんで

すが、どのように評価しているのか伺いたいと

思います。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立病院では、平

成17年度に経験看護師採用試験を導入しまし

て、人事委員会試験の受験年齢を超える28歳か

ら38歳までの一定の経験を有する看護師の採用

を行ってきたところでございます。また、22年

度からは、年齢の上限をさらに43歳に引き上げ

たほか、今年度からは、経験要件を廃止し、受

験資格を緩和しております。この経験看護師採

用試験の評価でございますが、これまで７年間

で、全体の採用者数402名のうち２割を超える88

名の経験看護師を採用しておりまして、必要な

看護師数の確保に大きく貢献しているものと考

えております。また、病院現場では、即戦力と

して活躍しておられまして、病棟スタッフの中

核的な存在を担っているなど、所期の目的は達

成しているものと考えております。ただ一方

で、新規学卒者にとっても、県立病院は貴重な

県内就職の場でありますことから、今後とも、

そうした点にも十分留意しながら、職員の採用

を行ってまいりたいと考えております。以上で

ございます。

○太田清海議員 わかりました。本当に効果は

あったと思うし、言われるように、新規採用者

の門戸を減らすことにもなるかなというところ

は配慮してということだろうと思います。わか

りました。

ただ、なかなか集まらないところに、こうい

う特別な枠を設けたりするというのは、人事採

用においては大変大事なことだろうと思うんで

すよね。総務部長にお聞きしたいんです。看護

師の場合は、病院局で採用ということですが、

その他のＯＴとかＰＴとか、そういった人は総

務部の人事のほうで採用するということで、よ

りよい人材を確保するために、病院の中でも、

作業療法士等の採用試験などについても、経験

者採用の導入とか年齢要件の緩和ができないも

のかどうかお尋ねしたいと思います。

○総務部長（四本 孝君） 職員の採用に当た

りましては、人事の更新や長期的な人材育成の

観点から、基本的には、新卒者を中心とした採

用を行っていくものと考えております。しかし

ながら、一部の職種にあっては、新卒者だけで

は十分な採用数の確保が困難であったり、職種

別の職員数や年齢構成、あるいは業務上の理由

から、受験年齢の引き上げや経験者の採用が必

要となる場合もあるわけであります。作業療法

士等の採用につきましては、人事管理上の必要

性や現場の意見も踏まえながら、募集要件を設

定してまいりたいと考えております。

なお、先ほどお尋ねの市町村の合併の検証で

ございますが、これは年度内に取りまとめいた

しまして、２月議会の常任委員会で報告させて

いただく予定としております。

○太田清海議員 わかりました。そういった特

殊な作業療法士等については、現場の意向も聞

いてということでありますので、ぜひ意向を聞

かれて対応していただきたいと思っておりま

す。

次に、引き続き、病院局長にお尋ねします

が、看護師さんたちの早期退職の問題、40歳代

から50歳代の職員の過去３年間の早期退職の状

況と退職の主な理由についてお伺いしたいと思

います。
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同じような質問で、知事部局でもいかがなの

か、教育委員会ではいかがなのか、お答えいた

だきたいと思います。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立病院の看護師

の過去３年間の早期退職の状況でございます

が、平成21年度は、総退職者数45名のうち、40

歳代が３名、50歳代が16名となっております。

また、平成22年度でございますが、総退職者

数45名のうち、40歳代が２名、50歳代が16名と

なっております。平成23年度でございますが、

総退職者数51名のうち、40歳代が３名、50歳代

が９名となっております。退職の主な理由とし

ましては、家族の介護や病気、体力の問題など

が挙げられております。

○総務部長（四本 孝君） 知事部局における

早期退職の状況ですが、病気などにより亡く

なった方を除きまして、平成21年度は、総退職

者数179名のうち、40歳代が６名、50歳代が21

名、平成22年度は、151名のうち、40歳代が４

名、50歳代が22名、平成23年度は、178名のう

ち、40歳代が10名、50歳代が27名となっており

ます。退職の理由といたしましては、主に、家

庭の事情や健康上の理由などがあると考えられ

ます。

○教育長（飛田 洋君） 公立学校教職員の過

去３年間の早期退職の状況につきましては、平

成21年度は、総退職者数274人のうち、40歳代

が10人、50歳代が45人、平成22年度は、総退職

者数309人のうち、40歳代が９人、50歳代が78

人、平成23年度は、総退職者数327人のうち、40

歳代が５人、50歳代が80人となっております。

退職の主な理由といたしましては、家庭の事

情、それから親の介護、健康上の理由、体力の

問題などが挙げられます。

○太田清海議員 本当に60歳まで勤められると

いうのがいいとは思うんですが、家庭の事情と

かいろいろあろうかと思いますけれども、つら

くなったりすることがないようにということを

ぜひお願いしたいと思うんですね。これは新聞

報道でも教育委員会のほうでは出されておりま

して、それぞれ勤めやすい職場になるようにし

ていただきたいなと思います。特に、１年間

に130名近くの40歳代、50歳代の方が早期にやめ

られるというのは、どこかに問題があるのでは

ないか。県立病院のほうでは、多少数字的に

は、改善と言っていいかどうか知りませんが、

減ってきているのは、一つの取り組みの成果か

なとも思ったりはしております。教育長も以

前、答弁の中で「無駄な文書をなくそうよ」と

ぽろっと言われたような気もしましたが、あの

言葉は、私、非常に心に残りまして、ちょっと

無駄な片意地を張った仕事の仕方じゃなくて、

省けることは省きながら、職員にゆとりを与え

るという意味では、私はいいことだと思うんで

すね。やり方としてはわかりませんが、ぜひそ

ういう取り組みをお願いしたいと思います。

続きまして、病院局長にお伺いいたします。

延岡病院の新救命救急センター棟の建設の進捗

状況、それとヘリの騒音対策についてお伺いい

たします。

○病院局長（渡邊亮一君） 延岡病院の救命救

急センターの工事進捗率でございますが、11月

末現時点で50％でございまして、来年３月のオ

ープンを目指しているところでございます。ま

た、ヘリ運航に伴う騒音につきましては、病院

や周辺の建物内では65デシベル程度と、国の示

す許容範囲となっておりまして、療養環境や周

辺の住環境に大きな影響はないと考えておりま

す。こうした騒音の状況につきましては、昨

年10月に周辺住民の方々へ説明会を行いまし
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て、あわせてヘリの運航が年間50回程度、日中

のみであることなどを説明しまして、救急医療

のより一層の充実の観点から、協力をお願いし

ておりまして、御理解をいただいたところでご

ざいます。

○太田清海議員 わかりました。ちょっとおく

れておるんじゃないかなという話も聞いたもの

ですから、現在50％ということで、順調にいっ

ているということで理解いたします。しかも、

住民への説明会もして、十分理解を得たという

ことであります。本当に延岡市民を挙げてあり

がたいことでありますので、順調に進んでいき

ますように期待したいと思います。

次に、生活保護行政についてお伺いいたしま

す。

先ほど冒頭に、私も生活保護の関係を話させ

ていただきました。貧困の連鎖で生活保護から

の脱却が難しいとも言われていますが、自立の

ためにどのような施策が行われているのかお伺

いしたいと思います。福祉保健部長、お願いい

たします。

○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、

能力等に応じた自立支援に取り組むことが、大

変重要であるというふうに考えております。こ

のため、県内の各福祉事務所に、平成17年度以

降、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

あります。被保護者全国一斉調査の宮崎市を除

きます結果によりますと、稼働年齢層の世帯員

がいる「その他の世帯」の平均保護受給期間で

ございますけれども、これが平成17年の７年10

カ月から平成22年には３年11カ月と、自立まで

の期間が短くなっておりまして、支援の効果が

あらわれてきているものというふうに考えてお

ります。大変厳しい雇用経済情勢の影響もあり

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、自立に向けた支援

に努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。確かに、私た

ちの時代には、自立生活支援員という制度はな

くて、ケースワーカーが全部引き取っていろい

ろ対応していたんですが、国もそのような支援

員というのを置いてやった結果が、今言われた

ように、７年ぐらい今まで受けていた人たち

が、３年ぐらいには自立していくというような

成果も生まれたのかなと評価いたします。た

だ、難しいことで、仕事がないというところ辺

にどういい意味で送り込んでいくか、ケースワ

ーカーの人たちも大変だろうと思います。た

だ、そういう成果も出ているということでは理

解いたします。

それと、しっかりした生活態度を子供にいい

意味で教えていくということは、貧困の連鎖か

ら脱出するためには、大変重要なことだろうと

思うんですね。特に、教育をいい意味で受けさ

せる。私もある集会に出たら、釧路市でしたか

ね、釧路市が子供に対して学習指導を、生活保

護を受けている方の子供さんに重点的に何か学

習指導して、自立の一助にするというようなモ

デル的な事業もやっているやに聞いたわけです

けれども、私、これは大変大事な視点ではない

かなと思うわけです。自立を促進する観点か

ら、子供の高等学校への就学等は重要と考えま

すけれども、教育的な支援制度はどのように

なっているのかお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県における

高等学校進学率でございますけれども、98.4％

に達しておりますことから、生活保護世帯につ
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きましても、世帯の自立という観点から、高等

学校への進学を支援しております。生活保護世

帯の教育的な支援制度につきましては、平成17

年度より生業扶助として高等学校等就学費が給

付されておりまして、奨学金等の貸し付けを受

けなくても、高等学校への就学が可能となって

おるところでございます。なお、ことし７月末

時点で、449名に高等学校等就学費を給付してお

ります。

○太田清海議員 わかりました。昔は就学費と

いうのはなかったように思いますので、そうい

う意味では、ここに力を入れているというとこ

ろもあるんだろうと思います。

生活保護におけるケースワーカーの使命なん

ですが、私みたいに22歳でケースワーカーを任

されて、自分のお父さんみたいな人を指導する

というようなことで、大変きつかった思い出も

あるんですよね。今でもいろいろトラブルに

なったことを夢見たりしてうなされたりするん

ですけれども、ケースワーカーのいい意味での

資質向上といいますか、その人の生い立ちも考

えてあげながら、うまく世の中に押し出してあ

げるということが大事だろうと思うんですが、

そういった資質向上のために、どのような取り

組みをやっているのかということをお伺いした

いと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 私も議員と同

じように、県庁に入りまして最初の勤務地が福

祉事務所でございましたので、３年ほどケース

ワーカーをさせていただきまして、本当に大変

貴重な経験と言ってはいけないんでしょうけれ

ども、勉強させていただいたというふうに考え

ております。生活保護制度は、単に生活に困窮

している者に対して、最低限度の生活を保障す

るだけでなく、積極的に保護受給者の将来にお

ける自立の助長を図ることを目的としておりま

す。これは、生活保護法の１条で、最低保障と

その自立の助長を目的としているということが

明確に規定してあるところでございます。その

ためケースワーカーは、保護受給者の性格や環

境を理解し、世帯に応じた援助をたゆまず行

い、よき相談相手として業務に当たることが求

められております。また、保護の決定実施に当

たりましては、常に公平で、統一的な取り扱い

を行う必要がありますことから、県といたしま

しては、ケースワーカーの研修や各福祉事務所

に対する指導監査等を通じまして、その資質の

向上に努めているところでございます。

○太田清海議員 本当に大変な仕事ではないか

なと。今、特に社会はいろいろ入り組んでおり

まして、課題も大きいし、いじめとか虐待とか

対応が大変だろうと思います。弁護士の小久保

哲郎さんという人がある文章を書いておりま

す。いろんな生活保護を受けている方の相談を

受けたりしたことの手記なんですけれども、こ

ういう表現がありました。現実、世の中、こう

いうところがあるんじゃないかなということ

で、ちょっと読み上げたいと思いますが、「私

が若い人の生活相談を受けている印象では、軽

度の知的障がいや低学歴というハンディを持っ

ている方が多いようです。ある程度景気がよ

かった時代は、建設現場の手元と呼ばれる雑用

係などの雇用で吸収されていましたが、失業率

が高どまりし、非正規雇用が増加するなど、雇

用の劣化が進む中で、器用でなく能力に乏しい

人から順に労働市場から排斥されているので

あって、働けるのにずるをして生活保護を利用

している人がふえているわけではありません」

というような現場からの報告なんですよね。私

ここで、器用ではなく能力に乏しい人から順
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に、弱肉強食の世界であれば特にそうだろうと

思うんですが、排斥されていくわけですよね。

私たちもいろんな人を見たときに、もしかした

らこの人は学習障がいがあるかなという人たち

が、なかなか友達になれなかったりして、その

社会から外れていって、そして、そういう現場

に行ってまた外されていく、こういう図式があ

るとすれば、非常に悲しいことだろうと思うん

ですね。ぜひこの生活保護というのはきちっと

受け取ってあげて、水際作戦で排斥するのでは

なく十分話を聞いてあげる、生活保護を受けな

ければならない人にはきちんと受けさせていく

ようなケースワーカーを世の中に送り込んでい

く、そういう作業をぜひやっていただきたいな

と思っております。

あと、オスプレイの配備についてお伺いいた

します。

オスプレイの配備について、先ほど、前屋敷

議員のほうからも詳しく説明がありましたので

避けますが、本県も含まれる訓練ルートについ

て、防衛省の最新の説明状況はどうなっている

のか、危機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 米海兵隊

のオスプレイの沖縄配備等につきましては、こ

としの６月以降、九州防衛局から随時、情報提

供を受けているところであります。その中で、

本県に関係することといたしましては、全国に

ある航法経路―いわゆる訓練ルートのうちの

一つがイエロールートとして県北部にかかって

いるということ、また、沖縄への配備以降、岩

国飛行場やキャンプ富士に訓練で展開した際

に、これらのルートで飛行訓練が行われるとい

うこと、また、このルートでは、これまでも別

の戦闘機の訓練が実施されてきたということな

どでございます。なお、訓練ルートや実施時期

の詳細について、国からも丁寧に説明したいと

の回答はいただいているところでありますが、

米軍の運用にかかわる問題でもあり、現段階で

は、詳細な説明は得られていないところであり

ます。また、県民の安全・安心を確保するとい

う観点から、関係市町村へは国から直接説明し

ていただくよう依頼しておりましたが、先般、

県北の９つの市町村に対して説明が行われたと

ころであります。

○太田清海議員 その訓練ルートでは、まだオ

スプレイの訓練は入っていないんですよね。た

だ、今言われたように、別の戦闘機は低空飛行

をやったりとか、そのルートでやっておるとい

うことが明らかになったわけですよね。本当に

これは欠陥機でもあるということで、ぜひそう

いうやり方をしないでほしい。特に、日米合同

委員会で合意しているようなやり方をしていな

いような、ヘリモードになったりとか固定翼モ

ードになったりするのが約束と違うよというの

が沖縄でも出ているんですが、その確認を国で

はとってくれないような状況なんですよね。で

すから、ここ辺はきちっと自治体においても監

視しておかないかんことじゃないかなというふ

うに思っております。本当にこういう訓練はや

めてほしいというのが本音なのでありますが、

それで、日米地位協定、これは現代国家におい

て、こういった日米地位協定のようなものが

あっていいのかどうか。私は、歴史を見ると、

過去に日米修好通商条約が江戸時代の末期に結

ばれて、陸奥宗光さんとか小村寿太郎さんが最

終的に40年かかってこれを平等な条約に変えて

いったわけですけれども、そういう不平等な条

約が今でも残っているんじゃないかというふう

に思うわけですが、知事はどうお考えになりま

すか。
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○知事（河野俊嗣君） 日米地位協定は、日米

安全保障条約第６条の内容を具体化するもので

ありまして、国会の承認を経て条約として締結

されまして、日米安全保障体制にとりまして、

大変重要な協定であるというふうに認識してお

ります。一方で、従来から、米兵による事件や

事故に係る安全対策や基地内での環境対策な

ど、特に米軍基地を抱える自治体から、地位協

定の見直しの要望がなされていることも承知し

ております。今、御指摘がありました日米合同

委員会の合意に基づくものと違うようなものが

されているのであれば、しっかりとしたそこは

申し入れというものも重要であろうかというふ

うに考えております。外交・防衛の問題は、国

の専管事項とされておりますが、私としまして

は、県民の安全・安心を確保する観点から、必

要に応じて、しっかりと政府に対して意見を申

し上げてまいりたいと考えております。

○太田清海議員 国に対して、しっかりとした

自治体としての意見を述べていただきたいと思

います。この日米地位協定の第２条に、基地を

返還してほしいとかいう場合は、末尾のほうを

読んでみますと、その第２条、「前記の施設及

び区域を日本国に返還すべきこと又は新たに施

設及び区域を提供することを合意することがで

きる」という、最後に「できる」となっておる

わけですよね。普通条約を結ぶ、対等の条約で

あれば、「できる」ではなくて、「そうする」

「合意すればする」ということになるわけです

よね。「できる」というのは義務感が全然ない

んですよ。そういうところに問題があるという

ことで、沖縄でも本当に撤回してほしいという

ことだろうと思います。同じ自治体としての悩

みを共有していただきたいなと思っておりま

す。

それで、最後に、県の体育施設の利用につい

てでありますが、今、高校でもマーチング部隊

をつくっているところがあるようです。これ

は、県の体育館はスポーツ施設だから文化部は

使えないんだよと、料金が高くなるんですよ

ね。マーチングといったら、どっちかというと

体を動かしていくものですから、体育系にも該

当するような。ただ、私は、そういう体育系か

文化系かとかいう区別じゃなくて、高校ぐらい

までの活動は、教育の一環として、体育施設の

活用については配慮してもいいんじゃないかな

と思うんですが、教育長、いかがお考えでしょ

うか。

○教育長（飛田 洋君） 現状を申し上げたい

と思いますが、県の体育施設は、「体育及びス

ポーツの普及振興に努めることにより、もって

県民の福祉の向上を図ること」を目的として設

置いたしており、その使用料につきましては、

都市公園条例等によって、アマチュアスポーツ

に使用するとき及びアマチュアスポーツ以外に

使用するときに大きく分類して設定されており

ます。学校の部活動については、通常、学校の

施設を調整しながら行われていると思います

が、今おっしゃったようなマーチングなどの文

化部の部活動についても、やむを得ず県有の体

育施設を利用することも考えられると思いま

す。使用料についても、状況に応じた対応がで

きないか、検討してまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 検討してまいりたいというこ

とですから、よろしくお願いしたいと思いま

す。

最後に、全国和牛能力共進会で日本一になっ

たこと、本当にお喜び申し上げたいと思いま

す。県庁の玄関前を通ると牛が置いてあります
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が、牛が置いてあるだけで何のことかなという

人もおるかもしれんから、ぜひ「日本一おめで

とう」とか、何かそういう表示があったらまた

いいかなと私、思ったところでもあります。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○中野一則副議長 次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問をいたします。

まず、県政のあり方についてお尋ねいたしま

す。

河野県政２年が近づき、いよいよ任期４年の

折り返しとなりました。河野知事は、松形知事

以降、全く落ち着きのない県政の時期に、宮崎

県政における総務部長、副知事を務められ、衝

撃の大きかった出来事の一つ一つ、また、県政

における打撃の強かった出来事についても、ま

さに現場で経験されています。河野県政の使命

は、時計の針を戻さず、不祥事やしがらみから

脱却し、将来へ向けて、明るく期待感を持っ

て、県民とともに歩く県政を築くことだと私は

思います。また、県民生活に軸足を置き、バラ

ンスのよい行政運営で、県民、産業、地域等に

おける公平性の確保を図ることを心がけ、県民

生活の向上、産業の振興、地域活性化を目指

し、落ち着いた県政の運営を県民に約束するこ

とだと考えます。残り２年間で知事はどのよう

な宮崎県づくりに取り組まれるのか、県政のリ

ーダーとして、今後も県民総ぐるみで県政課題

の解決に当たっていかれる知事の所見を、県民

に対し明確にされるべきと考えお尋ねをいたし

ます。

以下の質問は、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。

私は、知事になりましてからこの約２年間と

いうもの、相次ぐ災害に見舞われました本県

が、厳しい状況から何とか立ち上がり、将来に

向けて希望の光を取り戻すためにということ

で、県内経済の活性化や防災力の強化などを重

点課題として掲げて、全力で取り組んできたと

ころであります。私の知事としての任期は、折

り返しを年明けに迎えるわけでございますが、

引き続き、負託されました４年間の任期の一日

一日に全力を尽くしてまいりたいと考えており

ます。さきの全共２連覇の達成などを契機とし

まして、本県は、再生に向けて、新しいステー

ジへ向けて、力強く進んでいかなくてはならな

いと考えているところであります。来年度は、

「復興から新たな成長へ」を合い言葉としまし

て、重点施策としまして、地域経済の活性化、

そして安全・安心でゆたかな地域づくり、さら

には新しい時代を切り拓く「成長産業」の育成

を掲げ、さらに力強く県政を前に進めてまいり

たいというふうに考えておるところでございま

す。これらの実現に当たりましては、県民一人

一人の力の結集が不可欠であるというふうに考

えております。また、何よりも、県政推進の車

の両輪である県議会の皆様にも、御指導、御協

力をいただかなくてはならないというふうに考

えておるところでございます。今後、さらに県

民が心を一つにして、力を合わせて、宮崎の再

生・新生に向けた取り組みが進むよう最善を尽

くしてまいりたいと考えておりますので、今後

とも、御理解と御協力のほど、よろしくお願い

申し上げます。以上であります。〔降壇〕

○井上紀代子議員 私は、県民のためには、安

定した県政運営を望んでいます。安定した県政

運営のためには、確実な政策の実行、そして政
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策を具体化するための組織体制、議会との関係

が今後の課題になるのではないでしょうか。ま

ず、確実な政策の実行のためには、予算執行の

考え方が大切と思っています。本県が抱える政

策課題に対応する優先度の高い施策について、

積極的に推進する必要があることは当然のこと

です。平成25年度は、「未来みやざき創造プラ

ン」、南海トラフ巨大地震への対応など、新た

な課題に対応しつつ、県内経済の本格的な回復

と将来への揺るぎない産業基盤の構築が求めら

れています。平成25年度当初予算重点施策にお

いて、今回、１、地域経済の活性化、２、安全

・安心でゆたかな地域づくり、３、新しい時代

を切り拓く「成長産業」の育成ということを掲

げられています。その中で、私は今回、特別重

点施策を打ち出したことは、まさに河野カラー

を明確にするものと高く評価しています。今

回、この特別重点施策を新たに設定するに至っ

た知事の思いを伺います。

○知事（河野俊嗣君） これまで口蹄疫などさ

まざまな災害からの復興に向けて全力を尽くし

てまいりましたが、単に前の水準に戻すだけで

はなく、将来にわたって揺るぎない宮崎の発展

に結びつく産業基盤をつくり、県民の皆様が実

感できるようなレベルまで高めていくことが重

要ではなかろうかというふうに考えておるとこ

ろでございます。本県の経済情勢は、実感とし

て、依然厳しい状況が続いているところでござ

いますが、今回の宮崎牛の日本一連覇でありま

すとか、来年度の東九州自動車道の延岡―宮崎

間の開通など、明るい兆しも見えているところ

でございます。アクションプランの後半戦のス

タートとなります平成25年度というものは、こ

うしたマイナスからスタートした復興の取り組

みというものに一つの区切りをつけて、次のス

テージへ進む道筋を示すべきときであるという

ふうに考えたところでございます。このため、

今後の県政運営の基本的な考え方としまして、

「復興から新たな成長へ」ということを合い言

葉として掲げたところでございまして、これを

確実に具体化させる手段としまして、今御指摘

がありましたような重点施策の中に、部局横断

的に取り組むものとして、特別重点施策という

ものを新たに設定したところでございます。そ

ういった力を入れるべき施策にめり張りをつけ

て、より明確にしていくということで、県民一

丸となって、本県の産業や雇用をリードしてい

くような成長分野を攻めていくという姿勢を強

く発信してまいりたい、取り組んでまいりたい

と考えております。

○井上紀代子議員 私は今まで、いつも予算書

を見せていただくと、かかわりのある予算とし

て、各部横断的に予算が組まれているわけです

けれども、小さく切っているがために政策的効

果の出なかったものが大変多かったと思うんで

すね。今回、明確にそのことを指摘した上で特

別重点施策を決められたことは、私は大変評価

したいと思っています。今回の重点施策が、

１、フードビジネスの展開、２、環境・新エネ

ルギー、医療機器関連産業の先進地づくり、そ

してアジア市場の開拓となっています。非常に

これは新しい視点だというふうに私は思ってい

ますが、新しい時代を切り開くための成長産業

として、本当にこれは強く育成していかなけれ

ばならないというふうに思っています。それで

は、その重点施策を具体的にどうしていくかと

いうことになると、特に、私も期待するように

しているわけですけれども、フードビジネスの

展開、これを図るためには、ある意味では、専

門的な経験豊富な外部人材の活用というのが必
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要だと思われますが、知事のお考えをお聞かせ

ください。

○知事（河野俊嗣君） 非常に重要なポイント

だというふうに受けとめております。フードビ

ジネスを展開していく上では、例えば、今回の

日本一を達成した宮崎牛では、そのタイトルを

生かしたＰＲから流通・販売に至ります総合的

なマーケティング戦略やブランディング戦略、

それがさらなる販路拡大の鍵を握るものではな

いかと、これが今までは宮崎は弱かったのでは

ないかという反省のもとに、今後、力を入れて

いきたいというふうに考えております。これら

の取り組みを進めるためには、十分な市場分析

をもとに、マーケットが何を必要としているか

というところに力点を置きながら、商品の企画

・開発から製造・販売に至るまで、それぞれの

分野に通じた外部の専門家の御意見を伺いなが

ら、実効性のある戦略を練り上げて、官民一体

となって具体的なプロジェクトを推進していく

必要があるというふうに考えております。現在

進めておりますフードビジネス振興に向けた新

たな構想の策定に当たりましては、外部人材の

活用を含めた推進体制につきましても十分に検

討を行いまして、成長産業化に向けた取り組み

というものを積極的に進めてまいりたいと考え

ております。

○井上紀代子議員 私自身の考え、河野県政が

ずっと続いていただきたいという思いも込めて

なんですけれども、批判を恐れず組織体制につ

いて意見を述べさせていただきたいと思いま

す。それは何の批判かといいますと、年功序列

的なそういう発想も含めてという意味なんです

が、やっぱり県民と議会と市町村等からの意見

がうまく県政に反映できる体制というのをつく

り上げる必要があると思います。今回、私は、

質問の多くを、市町村との連携のことについて

視点を持って質問させていただいています。で

すから、市町村のお力を、一緒になって県政を

引き上げていくという、その視点で市町村と一

緒にやっていただけると、非常にいいのかなと

いうふうに思っているところです。本来の組織

改革とともに、私は、その点でいえば、各部の

次長クラスの方がいらっしゃるわけですけれど

も、その方たちを各市町村担当に任命するとか

─これはちょっと言い過ぎかもしれないんで

すけれども─そこまで工夫していく必要とい

うのもあるのではないかというふうに思ってい

ます。それと、昨日は、知事のほうから検討中

であるという答弁がありましたが、２人副知事

制のことなんですけれども、これもそれなりの

意義があるものだというふうに私は理解はして

いるところです。平常時には、業務分担による

重厚な県政運営をと、また非常時は、相互補完

機能的な強化でお互いの役割を果たしていただ

くという意味でいえば、副知事２人制というの

も非常に大きな意味もあるのではないかという

ふうに思っています。そして、ここで非常に問

題点があるのではないかと思っているのは、人

事配置のことなんですが、これは知事の専権事

項ですので、ここは知事が思い描く県政運営の

ために、職員をどう配置するのか、どう使うの

か、外部からの登用も含めて、河野カラーとい

うのを十分に発揮されるべきではないだろうか

というのが私の考えです。知事の政策への思い

が伝わる人事であってほしいと願っているわけ

です。もしここで答弁を求めるとすると、適材

適所などという答弁をいただくようだったら言

う必要もないなというふうに思っているんです

が、知事、これについて何かありましたらどう

ぞ。
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○知事（河野俊嗣君） 今るるいろいろ御指摘

を賜りましたことをしっかり踏まえまして、適

材適所というのは、人事を行う上で一つの考え

方でありますので、そういった基本に据えつつ

も、私なりの意図なり政策の遂行が十分できる

ような体制づくりに努めてまいりたいと考えて

おります。

○井上紀代子議員 次は、私が非常にちょっと

問題ありかなと思っています議会との関係なん

ですけれども、河野知事が政治家として率直

に、今フレンドリーな性格でいらっしゃるの

で、そのまま対応されれば本当にいいと思いま

す。政治家同士が意見を闘わせるということ

は、これは政策的議論であって、県民の生活に

大きな活力になると私は思っています。そし

て、議員は県庁に向けて仕事をしているのでは

ありません。議員はいつも県民の側にいるんで

す。県民の側にして、県民の意識の中にあろう

として努力をしています。ですから、政治家と

しての知事も、全く同じスタンスで議論を闘わ

せるということになると、自立した宮崎県をつ

くり上げられるのではないかというふうに思っ

ているんです。「宮崎県に骨を埋めます」とか

言って選挙で勝って、今、近畿地方でうろうろ

されている方もいらっしゃるわけですが、私

は、県民の皆さんが本当に宮崎県を思い、宮崎

県で、ここで暮らしていくということを考えた

ときに、知事がどのようなお考えで、どんなふ

うにこれからも自分たちのリーダーとしてやっ

ていただけるのかというのを、本当に安心して

見ていられるような知事であっていただきたい

というふうに思っていると思うんです。優しけ

ればいい、そして時としてなでるように言って

いただければいい、そんなことではないんです

ね。本当に求めるべきことは県民にしっかり求

める、そういうリーダーシップを発揮されて十

分構わないと思います。そして、今回、外山議

長が会派のみんなに声をかけて、知事が持って

いる記紀1300年の事業を議会でも後押ししよう

じゃないかということをされて、私どもも古代

衣装を着させていただきました。これは、本当

に知事が県民から選ばれた方であるがゆえに、

その政策の実現のためには、県議会は努力を惜

しまないよ、応援を惜しまないよということを

本当にあらわした光景だったというふうに思う

んです。ですから、知事は、やはり私ども議会

とは、真っ向勝負と言ったらおかしいんですけ

れども、県民のためにしっかりと向き合って議

論するということがなければならない。時とし

て意見の違いはあっても全然構わないと思いま

す。ただ、どういう考えを持っているのかとい

うことをしっかりとお互いが出し合った上で議

論するということが大変必要なのではないのか

なというふうに私は思っています。ですから、

これからもひとえに、後から見たときには、み

んなが鹿児島県に入っていたがみたいなことが

ないように、自立した宮崎県をつくり上げる。

これは宮崎県の県民のためです。県民の安心し

た生活のため。先ほど太田清海議員から出まし

た。いろんな悩みがあって、ここで暮らしてい

る人たちもいます。だけれども、宮崎の中で暮

らす以上は、お互いがお互い、自助、共助、い

ろんなことを助け合いながら、この宮崎では生

きていけるということが実感できる宮崎県をつ

くり上げていただくためには、やはり私は河野

知事には期待をしたいと思いますから、これか

らも頑張っていただければというふうに思って

います。

続いて、地籍調査についてお伺いいたしま

す。
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外国資本による水源地売買の懸念が問題視さ

れて、県内の水源地や周辺の森林の買収につい

て、事前届け出などを義務づける条例制定を検

討するとして、県議会は水資源保全対策特別委

員会を設置し、今、議論を重ねています。審議

を続けて、県内外の調査活動を進めるに従っ

て、私は、地籍調査の重要性というのを本当に

実感しているところです。地籍調査の現状につ

いて、また、県内市町村の進捗状況も含めてお

伺いしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の地籍調

査事業は、昭和33年度から着手しており、平

成23年度末の進捗率は、全国平均を上回る61.5

％となっております。市町村ごとの進捗状況に

つきましては、着手年度や調査体制の違いなど

もあり、既に８町村で調査を完了している一

方、なかなか調査が進んでいない市町村も見受

けられるところでございます。

○井上紀代子議員 この地籍調査というのは、

昭和26年から始まっておりまして、全国的にも

なかなか進まないと言われています。進まない

要因は幾つも挙げられているんですね。そし

て、山間部で進まないのはなぜかということと

かも、それは丁寧に分析はされています。国土

とか県土を守るために本当に重要な事業なの

で、今後とも事業を推進していくということが

大変重要であるというふうに思っています。推

進に向けた県の取り組みについてお伺いしたい

と思いますが、特に市町村に寄り添いつつやっ

ていくということは大変重要だというふうに

思っています。職員の方々も、そのことについ

て大変努力されていることは伺っております

が、部長のお考えをお聞かせいただきます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 地籍調査は、

土地の戸籍を明確化する大変重要な事業である

ことから、県といたしましては、予算の確保に

努めますとともに、市町村の担当部署に対しま

しても、日ごろから、事業の推進に必要な予算

の確保や、また推進体制の整備について、お願

いをしているところでございます。また、特に

取り組みを強化していただきたい市町村に対し

ましては、事業の推進について、直接首長にも

要請を行いまして、理解を求めているところで

ございます。今後とも、市町村と連携しなが

ら、事業の着実な推進を図ってまいりたいと考

えております。

○井上紀代子議員 ぜひ積極的に進めていただ

きたいというふうに思っています。国に対して

の予算要求もされていることは知っております

ので、強く要望されたらいいというふうに思っ

ています。

次に、福祉対策について、関係部長にお尋ね

をいたします。

厚生常任委員会県外調査において、静岡県立

こども病院に参りました。静岡県立こども病院

は、静岡県の小児医療の最後のとりでとして、

周産期から思春期まで、心から体まで、困った

ときのこども病院、そして基本理念を「すべて

の子どもと家族のために、安心、信頼、満足の

得られる医療を行う」としています。本当にた

め息が出るほどうらやましく感じましたが、財

政力の乏しい我が県は、政策的工夫で乗り越え

て、子育ての安心を確実にしていかなければな

りません。小児医療圏が今回４つに決定されま

すが、二次医療圏ごとに決定されると安心が

もっと強まるのにとも考えます。そこで、ま

ず、宮崎県における誇り得る施設であるこども

療育センターの充実についてお伺いいたします

が、こども療育センターの主な課題と今後のあ

り方についてお尋ねいたします。
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○福祉保健部長（土持正弘君） こども療育セ

ンターの主な課題といたしまして、まず、入所

児童の約７割を重症心身障がい児が占めるとい

う状況が続いていることなどから、障がいの重

度・重複化に対応する体制の強化、これをさら

に進めていく必要があるものというふうに考え

ております。また、在宅志向の高まり等を背景

にいたしまして、短期入所等の在宅サービスへ

のニーズが高まっておりますことから、在宅サ

ービスの提供体制の充実を図っていく必要があ

るものと考えております。さらに、今回の児童

福祉法の改正に伴いまして、ことし４月から、

従来の肢体不自由児施設から医療型障害児入所

施設へと移行したことなど、障がい児へのサー

ビス提供体系が再編されましたことに的確に対

応していく必要があるものというふうに考えて

おります。このような課題を踏まえ、例えば、

気管切開を受けている在宅障がい児の短期入所

について、今年度から新たに受け入れを開始す

るなどの対応を行っておりますが、今後とも、

センターが担うべき機能が十分に発揮できるよ

う取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。

○井上紀代子議員 ぜひよろしくお願いいたし

ます。

続いて、発達障がいについての理解は、まだ

まだ進んでいないと私は実感しています。で

も、今、発達障がい児をお持ちの保護者の方か

ら相談員として養成すると、そして、その人た

ちがお母さん方の力強い相談相手になっていく

ということを実際やっておられるんですが、発

達障がい家族相談員養成事業の取り組み状況

と、また、発達障がいへの対応における市町村

との連携について、関係部長にお尋ねいたしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいまお話

がございました発達障がい家族相談員養成事業

でございますけれども、みずからも発達障がい

児の保護者であります方を相談員として養成す

るもので、昨年度から開始したところでござい

ます。これまでに養成研修を受講された12名の

保護者の方を相談員として登録しますととも

に、ことし９月から実際の相談支援を開始いた

しまして、既に５件の相談を受けているところ

でございます。また、今年度はさらに、研修会

の開催などを通じまして、登録相談員のスキル

アップや新たな相談員の養成を図りますととも

に、関係団体などとも連携しながら、当事業の

ＰＲを行い、相談員の一層の活用を図ることと

しております。次に、発達障がいへの対応にお

きましては、市町村の実施いたします３歳児健

診等における早期発見を初め、ライフステージ

に応じた一貫した支援を行う上で、市町村と連

携することが大変重要であると認識いたしてお

ります。このため、発達障害者支援センターが

行います個別支援の際には、必要に応じて、市

町村の保健師等とともに支援を行うなど、市町

村との連携の強化に努めてまいりたいというふ

うに考えております。

○井上紀代子議員 次に、生活保護とか児童虐

待の問題等々は、本当にマスコミから出てきた

ときには衝撃的な取り上げ方をされて、私ども

も受けとめています。地域の中にある問題を地

域の方たちの中から拾い上げていただいて、そ

れを具体的にしっかりと行政が受けとめていく

ということができなければならないというふう

に思っています。そのときの一番最先端にい

らっしゃるのが、最先端で地域のことをやって

いただいているのが、民生委員とか児童委員の

方々だというふうに思っています。民生委員・
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児童委員の活動というのは、なかなか見えてい

そうで見えていない。これは私は、福祉人材の

中では最高の方々だというふうに思っているわ

けです。この方たちの活動を広くＰＲする必要

があるというふうに思いますが、このことにつ

いて、関係部長はどのようにお考えでしょう

か。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘のとお

りでございますが、民生委員・児童委員は、住

民からのさまざまな相談を受け、行政機関への

橋渡しを行うなどの相談支援活動はもとより、

ひとり暮らし高齢者の見守り活動や児童虐待へ

の対応など、地域の住民生活全般において、重

要な役割を果たしていただいているところでご

ざいます。県といたしましては、県政番組や県

のホームページを活用いたしまして、民生委員

のこのような活動や役割を広く県民に周知いた

しますとともに、その功績をたたえるため、社

会福祉大会での知事表彰を行っておりますほ

か、県社会福祉協議会が主催する物故民生委員

・児童委員合同追悼式、こういったものを支援

しているところでございます。今後とも、民生

委員活動の支援と確保を図りますために、市町

村とも連携しながら対応してまいりたいという

ふうに考えております。

○井上紀代子議員 本当に民生委員になり手が

なかったりする可能性というのは、非常にこれ

からも高いんですよね。ですから、民生委員の

方々に対する―児童委員の方もそうなんです

けれども―対策というのは、きちんととって

おく必要というのがあるというふうに私は思っ

ていますので、今後も取り組みをよろしくお願

いしておきたいと思います。

次に、災害時要援護者である知的障がい者の

方とか高齢者の方の防災対策についてお尋ねし

たいと思いますが、東日本大震災でこのことは

大変重要な視点だというふうにして検討が今ま

でもされています。知的障がい者の方にとって

みると、災害時というのは特にそうなんですけ

れども、そういう場所で支援をしてくれる人を

確保するということは大変重要なことで、地域

の誰が地域の誰さんとどんなふうに一緒に避難

してくれるのか、細部にわたって具体的に確実

性の高い防災計画を立てて、当事者はもちろん

のことですが、地域住民も情報を共有して取り

組む必要というのがあるというふうに私は思い

ますし、また、これをしっかりとしたものとし

てつくり上げていかなければならないというふ

うに思います。福祉避難所を各市町村に少なく

とも１カ所、または複数設置されることが必要

だと思いますが、今、現状はどうなっています

か、そのことについてお尋ねいたします。

○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

よりまして、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りますことか

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ります。

福祉避難所の指定状況でございますけれども、

現在、13市町で40施設となっており、半数の市

町村で指定が行われたところでございます。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ておりまして、未指

定市町村への積極的な働きかけはもとより、指

定数の増加に向けて、今後一層、推進してまい

りたいと考えております。

○井上紀代子議員 重ねてお聞きすると、未指

定市町村の方向といったら、県全体でいえば、

どっちの方向が非常にこれは少ないんですか、
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指定されていないんですか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 地域で申し上

げるのはなかなか難しいんですが、市のほうで

は、指定が進みつつございます。また、町村の

ほうでの指定状況が、まだちょっと遅いという

状況にございます。

○井上紀代子議員 何か１カ所に固まって、13

市町村設置されているけれども、どこか一方向

だけが非常に少ないとか、そういうことではな

いわけですね。

○福祉保健部長（土持正弘君） あえて言いま

すと、児湯地区がおくれているという状況には

あると思います。

○井上紀代子議員 では、その方向の首長さん

たちにお力添えいただけるように、これからも

担当の、今、議員さんもいらっしゃいますの

で、またそのほうの取り組みもよろしくお願い

しておきたいと思います。

次に、これもまたほかの議員さんからも出た

んですが、新たな工賃向上計画、障がい者の工

賃の向上計画、これについては、大変今回も積

極的な取り組みをされているわけですけれど

も、この積極的な取り組みが本当に生きていく

ようにしていただきたいというのが私の強い思

いなんですけれども、県は今後もどのように取

り組んでいかれるのか、担当部長にお尋ねいた

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 新たな工賃向

上計画では、地域において障がい者を支えるこ

との重要性を踏まえまして、市町村による積極

的な支援を新たな取り組みとして盛り込んでお

りまして、企業向け広報の実施や地元商工団体

への協力呼びかけなど、地域における障がい福

祉サービス事業所への支援が充実いたしますよ

うに、市町村との連携の強化を図ってまいるこ

とといたしております。また、事業所の管理者

等を対象といたしました研修会の開催やイベン

ト等での共同販売のほか、経営の専門家で構成

する「工賃向上支援チーム」による取り組みと

いたしまして、新商品開発や販路開拓に関する

個別指導なども引き続き実施することといたし

ております。さらに、「障害者優先調達推進

法」が来年４月から施行されますことから、物

品購入や役務の提供に係る優先発注の拡大にも

積極的に取り組むことといたしております。県

といたしましては、大変厳しい経済状況の中で

はありますが、計画の目標達成に向けて、積極

的に取り組んでまいる所存でございます。

○井上紀代子議員 例えば、清掃業務等も含め

て、余りにも数が少ないものですから、そこで

競争が起こって、せっかくのものがなかなか生

きないというような状況等もありますので、ぜ

ひ市町村の皆さんからも御協力いただけるよう

に、取り組みを強めていただくようお願いして

おきたいと思っています。

次は、記紀編さん1300年記念事業について、

ぜひ積極的な答弁をいただきたいと思っていま

すが、スタートとなっていることしの取り組み

を踏まえて、何よりも、まさに県民に浸透して

いくということがまず大事なのではないかと思

いますが、担当部長にお尋ねいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） ことしは、市

町村や関係団体を初め、奈良県、島根県などの

古事記ゆかりの県とも協力・連携しまして、古

事記編さん1300年を記念しましたさまざまなイ

ベントを企画・実施し、「神話のふるさと み

やざき」の魅力を県内外にアピールしてきたと

ころであります。これらのイベントは、県民の

皆様にとりまして、日向神話にまつわります本

県の貴重な歴史的・文化的資源を見直して、身
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近に感じ取っていただける一つのきっかけに

なったのではないかというふうに思っておりま

す。また、さらに、宮崎をよりよく知ることが

郷土に対します誇りや愛着を育んで、そのこと

が対外的な発信力の強化であるとか、あるいは

観光資源の磨き上げにもつながっていくという

ふうに考えております。このような考え方をも

とにしまして、今後の事業展開の基盤づくりと

しまして、将来を担う子供たちを含めまして、

県民みずからが「神話のふるさと みやざき」

を語れるようになることを目指しまして、神話

・伝承を初め地域の宝につきまして、知る機会

あるいは触れる機会を創出していくことを軸に

据えまして、市町村などとも連携をとって、長

期的な視点から取り組んでいきたいというふう

に考えております。

○井上紀代子議員 次に、私が知事が提起され

ている中で大変好きなのは100万泊県民運動なん

ですけれども、記紀編さん1300年記念事業とか

中山間地域振興とも絡めて、各事業と絡めて、

人やお金が動く―この人やお金が動くという

ところが好きなんですが―仕組みをつくって

いく必要があると思います。これは22年度の本

県の観光入り込み客数なんですけれども、実数

は1,296万3,000人、県外客が544万4,000人、県

内客は751万9,000人、この中で、観光消費額と

いうのが、全体で22年の消費額は1,464億と言っ

ていいぐらいの金額になっています。県内客

は322億8,700万落としているんですね。その中

で、宿泊とかも含めて、大変な観光消費額に

なっています。ですから、これを本気で、県内

の皆さんも含めてそうですけれども、今、消費

動向が非常に冷え込んでいるというふうに言わ

れていますが、やっぱりお金って、使っても

らって、それを動かして、そしてというふうに

ならないと、家の中に、かめの中にお金を入れ

ておいてもらっても、全然これというのはうち

のものにはならないんですね。税金として返っ

てくるような仕組みが一番必要なわけです。で

すから、そこを考えたら、この100万泊運動と記

紀編さん1300年の事業、中山間地域振興、これ

を絡めるということは大変必要なことであると

思うんですが、これをどのように取り組んでい

くのか、関係部長にお尋ねいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 100万泊県民運

動の趣旨は、県民の皆様に、まずは県内の地域

資源や観光地の魅力を「知りたい」、そして

「行ってみたい」、さらには「泊まってみた

い」と思っていただきまして、実際にそれを実

践していただく、そういうことによりまして、

人やお金が動く経済効果あるいは幅広い地域振

興効果を生み出そうというものでございます。

このため、県におきましては、県内旅行商品の

開発促進に取り組みますとともに、これは

今、10月、11月にやっているんですが、「ディ

スカバーみやざき 古事記をゆく浪漫紀行キャ

ンペーン」というのをやっております。これに

おきまして、県内イベントの紹介、あるいは中

山間地域の道の駅、それから農産物直売所等を

めぐることによりまして、県産品でありますと

か県内の宿泊券が当たるようなスタンプラリー

を実施するなど、県民が主体的に、そして楽し

みながら県民運動に参加できる環境づくりを進

めているところであります。御指摘のとおり、

古事記編さん1300年を好機と捉えまして、これ

を十分に生かしつつ、また、中山間地域振興と

もうまく連動させながら、まさに「ディスカバ

ー宮崎」ということで、県民が県内をめぐり、

新しい出会いや発見・交流をしていくような取

り組みを展開して、この100万泊県民運動の輪を
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さらに大きくしていきたいというふうに考えて

おります。

○井上紀代子議員 ぜひ積極的な取り組みをお

願いしておきたいと思います。

次は、埋却地のことについてお尋ねをいたし

ますが、実は私は、埋却地の問題については特

別な思いもあって、再生整備のための予算獲得

のために、会派の皆さんと私ども民主党議員と

で、積極的に民主党本部、それから農水省に出

かけていきました。それで、これについてはな

ぜかというと、自分もそこでできたものを食べ

たいためです。食べて、そして、その産地でで

き上がったものは絶対大丈夫ですよということ

をみんなに伝えたいためです。ですから、その

思いは私は人一倍強いんですが、女性の方たち

からいっぱいファクスが来ます。今回、私が

「埋却地問題についてします」と言ったら、こ

れはお電話とファクスをたくさんいただきまし

た。まず、そんなことを言っても、あそこはど

うなっているのよという話なんですよね。しっ

かりとした積極的なアピールをしなければいけ

ないというふうに思っているんですよ。それ

で、埋却地周辺の環境調査の現状についてお聞

かせいただきたいというふうに思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 埋却地周辺の

環境調査につきましては、地下水のモニタリン

グ調査を関係市町と協力して年４回実施してお

ります。全埋却地268カ所のうち、４カ所を除き

水質に異常は生じておりません。この４カ所に

つきましては、毎月１回の詳細調査を行ってい

ますが、当初に比べますと、地下水の臭気や有

機物濃度は減少傾向にあり、周辺地域への影響

も出ていないことを確認しております。また、

埋却した当初は、埋却地の一部で悪臭の発生が

ありましたが、現在は確認されておりません。

今後とも、関係市町、関係部局と協力して、調

査を継続してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ありがとうございます。ぜ

ひこれを的確にやっておいて、的確に報道して

いただければというふうに思っているところで

す。

次に、埋却地の再生整備の取り組み状況につ

いて、農政水産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 埋却地を農地

等として早期に再生活用していくことは、真の

意味での再生・復興や地域農業基盤の維持・強

化を図る上で大変重要でありますし、今後の全

国のモデルにもなるものと考えております。県

では、現在、各市町と連携し、土地所有者の意

向や埋却地の現状把握を行いますとともに、発

掘禁止期間が順次終了する平成25年４月以降、

再生整備が円滑に行えるよう、整備方法やスケ

ジュール等の検討をしております。また、特

に、作付等の関係から、早期に整備が必要な埋

却地について、今年度中に実施設計を行うため

に必要な予算を本議会にお願いしているところ

でございます。今後とも、埋却地の現状や農家

の意向等を十分に踏まえた再生整備が行えます

よう、議会の皆様の御協力をいただきながら、

市町等と一体となって、積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

○井上紀代子議員 次に、埋却地として利用さ

れている農地の活用促進ですけれども、この取

り組みについても、農政水産部長にお尋ねいた

します。

○農政水産部長（岡村 巖君） 再生整備後の

埋却地の有効活用に当たっては、担い手を確保

した上で、何を作付していくかなどの活用計画

を明確にしていくことが重要でございます。こ

のため、本年度からスタートした市町村の「人
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・農地プラン」の作成におきまして、埋却地で

ある農地についても、担い手と利活用方針が明

確となるよう推進を図っているところでござい

ます。また、埋却地と隣接農地を一体とした面

的な集積による生産性の向上を図るために、本

年度創設した「優良農地継承・フル活用推進対

策事業」等を推進するなど、市町・関係団体等

と連携を図り、埋却地の有効活用に向けて積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ積極的な取り組みをし

ていただいて、本当に口蹄疫からの再生と復興

は、チャンピオン牛ができた、連覇したという

ことも大変感動的でしたし、それから、私は、

そこの中で積極的に生きていく産業としての力

強さというのは、これは全国に誇り得るものだ

というふうに思うんですね。私は郡司農林水産

大臣に強く申し上げたんですが、全国のモデル

となるべく、そういう再生と復興の道筋を私ど

も宮崎県はたどっていきますと、だからこそ、

牛、豚、いろんな畜産業にいそしまれる全国の

皆さんが、安心して、どんなときだってそのモ

デルを参考にしていただけるようにするために

も、宮崎は確実なものにつくり上げてまいりま

すということを約束いたしました。それは確実

に私ども宮崎県はできるというふうに私は思っ

ておりますので、環境的な安心と、そしてつく

り上げていく、整備、そこでされたものが作物

として出たときにも、本当に自信を持って食べ

ていただけるような、日本全国での食料基地と

しての私どもの誇りをここであらわしていきた

いと思いますので、部長のこれからの取り組み

も、御苦労でしょうけれども、よろしくお願い

しておきたいと思っています。

次に、教育委員会のほうにお尋ねしてまいり

たいというふうに思います。私は海外にちょっ

と行ってみたりすると、特に税率の高いデンマ

ークにことし行かせていただいたときに強く思

いましたが、子供たちをどんなふうな子供に育

てていくのかということは、国民としてどうい

う子供に育てていくのかといったときに、一番

は納税者に仕上げていくということを強く意識

された学校教育というのがされています。向こ

うは、税が高い分、学校教育なんて全くただで

すから、どこで自分が何を学ぶかということ

は、自分で決定していいわけです。実際そうい

う意味でいうと、必ずと言っていいほど、一旦

学校を卒業して、高校を卒業して就職して、そ

して、それから学び直したいものについてまた

学び直すということをしっかりとやっておられ

るようでした。そして、そのときの途中途中で

キャリア教育というのが丁寧にやられていまし

て、中学生のころからいろんなところに行っ

て、自分もこれに適性があるかどうかというの

を学び取っていくわけですけれども、そのとき

に、その来られた商店の人、それから会社で

あったりいろいろなところの人たちが、丁寧な

レポートを、必ずその子のためのレポートとい

うのを提出されているんです。そういう意味か

らいうと、大変私はそういうことっていいなと

いうふうに思っています。ただ、その子たちが

就職していくときの就職の場所はどうするのか

というのは、私ども政治家の責任、時の政権の

責任でもあるというふうに思いますから、ここ

はしっかりと私ども政治家はやらなければなら

ないと思いますが、一方で、宮崎の子供たちが

どんなふうに育っていくのか、そして生活する

ためには働かなくてはという認識をきちんと

持った子供たちを育てていくということは、大

変重要なことだというふうに思っています。

今、税と社会保障の一体改革を議論すると、い
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や、私たちは金を使わんよと、私と同じような

じいちゃん、ばあちゃんが言うわけですよ。な

ぜかというと、老後が心配だからとおっしゃる

わけですね。若い人たちが本当に税金が納めら

れる状況になるかどうか、それが心配だという

ふうにおっしゃるんです。そして、若い人を見

て、本当に働くんだろうかというのも心配され

ております。近藤教育委員長には、宮崎の子供

たちにこれからどのように育ってほしいのか、

教育委員長の思いをお伺いしておきたいという

ふうに思います。

○教育委員長（近藤好子君） 私は、宮崎の子

供たちに、未来を切り開いていけるたくましさ

や心の豊かさ、そして何より諦めない心を身に

つけてほしいと考えております。この思いは、

昨年、被災地を訪問させていただいて、より一

層強くしているところです。そのような心を育

てるためには、まず、子供たちが自分自身と

しっかりと向き合う中で、持てる力に気づくと

ともに、みずからの弱さを受け入れること、そ

の上で、自分の価値を認め、実感を持って「生

まれてきてよかった」と思えることが生きてい

くための心の基盤となり、何より大切だと感じ

ております。そして、このようなことに気づく

機会を提供することが、教育の大切な役割だと

考えております。昨年起きました震災のような

自然災害等を含め、子供たちは、それぞれの人

生において、必ずや困難やつらさに出会いま

す。そして立ちどまることがあると思います。

そのようなときに、宮崎で生まれ育ったことが

生きる力の礎となり、顔を上げて諦めずに前に

進んでいけるよう、そういう生き方ができるよ

うに、これからも宮崎の子供たちのために取り

組んでいきたいと考えております。

○井上紀代子議員 次に、地域で子供たちを育

てるという観点から、今回、県民総ぐるみで宮

崎の教育を進めるということを提起されていま

す。それの取り組みについて、教育委員長の思

いをお伺いいたします。

○教育委員長（近藤好子君） 昨年策定いたし

ました「第二次宮崎県教育振興基本計画」にお

いて、県民総ぐるみで、本県のあすを担う人づ

くりを進めているところでございます。現在、

県内各地で、登下校の見守り、あいさつ運動や

学校での読み聞かせ活動、さらには企業の立場

からなど、多くの県民の皆様にさまざまな教育

支援にかかわっていただいているところです。

このような「みやざきの子どものために「わた

しも一役」」という教育支援の輪が、より一

層、県民の皆様の中に広がっていくために、市

町村が行う学校支援ボランティア活動の助成

や、支援していただいている方々の活動を情報

発信していくなど、宮崎の教育を県民の皆様に

身近に感じていただけるよう、広報・啓発に取

り組んでまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 次に、「中山間地域をみん

なで支える県民運動」のことについて、教育委

員会の取り組みについてお伺いしたいと思うん

ですけれども、私は再三にわたって申し上げて

おりますが、何といっても中山間地域を盛り上

げていくには、人が行くことだと思っているわ

けですよ。人が交流すること、このことが一番

だと思っているんですけれども、教育委員会の

取り組みはどのようになっているのかお尋ねい

たします。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会では、

「中山間地域をみんなで支える県民運動」を推

進するために、その柱の一つにあります「中山

間地域の役割に対する理解促進」という観点を

大事にしながら、取り組みを行っているところ
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であります。例えば、中山間地域の理解を深め

られるような内容、今おっしゃったように、す

ばらしさ、自然とかあるいは産業、そんなもの

を取り入れて、本県独特の副教材を作っている

ところであります。各学校におきましては、そ

の社会科に使う副読本の活用はもちろんのこ

と、総合政策部が作成した小学生向けの小冊子

やＤＶＤも使いながら、中山間地域への理解を

深められるような指導をしているところであり

ます。また、ほとんどの学校でいろんな体験活

動を行っているんですが、例えば、米づくりの

実体験などを通して、中山間地の豊かな自然

が、稲作に必要な、豊富な大切な水資源をもた

らしているというようなことなどに気づかせる

など、さまざまな活動の中で、中山間地域の果

たす役割をきちんと認識できるような指導を

行っているところであります。

○井上紀代子議員 私はぜひ、もっと教育委員

会は踏み込んでいただきたいと思うんですよ

ね。多分親からすると、安心とかを心配される

ところも、向きもあると思うんですよ。実は、

私の孫が小学校５年なので、彼女が教育宿泊研

修とか行ったんですが、宮崎市内の子供なもの

ですから、本当に身近なところに行って、食事

はビュッフェで食べているんですよ。だから、

私はもったいないと思っているんですよ、せっ

かく２泊３日で行くのに。それで、先ほど総合

政策部長がおっしゃったように、「神話のふる

さと みやざき」を語れるように、神話とか伝

承を初め地域の宝について、知る機会や触れる

機会を創出していくというようなこの設定の仕

方を、どうやって宮崎県の子供が実行していく

のかということになると、やっぱり行ってみ

て、実際に見て、体験するということほど大き

いものはないというふうに思うんですが、いま

一歩踏み込んで、本当に各市町村の教育委員会

にお願いしないといけないところがいっぱいあ

ると思うんですけれども、そこをぐっと突っ込

んで、行こうぜみたいなそういう取り組みはで

きないのか、もう一度、教育長にお尋ねしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 今おっしゃったよう

に、中山間地のよさを知らせる、そういうこと

は本当に大切だ、あるいは中山間地に住む子供

たちにとっても、自分たちのところのよさを知

るということは大事なことだと思っています。

例えば、日向市では、諸塚村の古い農家を改装

した宿泊施設を利用しながら、子供たちが自然

体験や農業体験などをやっております。それか

ら、日之影町や五ヶ瀬町では、子供たちが町内

の施設に宿泊し、地域の理解をさらに深められ

るような取り組みをしております。さらに、漁

業の盛んな地域の小学校と山間地の小学校が、

お互いにホームステイをするというようなこと

をやって定期的な交流をしている、そういう事

例もあります。そういうことを通しながら、中

山間地域に対する理解を深めるために、実感が

できるような活動をしておりますので、そうい

う活動をまたいろんな機会を捉えて紹介してま

いりたいと思います。

○井上紀代子議員 水と緑の県民ボランティア

で表彰された高千穂小学校の子供さんたちは、

一生懸命自分たちで育てた苗木、それからお花

とかを、地域のおじいちゃん、おばあちゃんの

ところにプレゼントとして持っていって、自宅

で植えてほしいということをして、村内が非常

にきれいになるように頑張っているわけです

ね。そしてまた、北浦の漁港に行って、山と海

とがどうつながっているかということを実感し

て勉強しているわけですよ。最高にすばらしい
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教育をあの人たちは受けているんですね。こっ

ちの子は、都市部と言われる子供たちは、ＤＶ

Ｄを見て「ああ、そうか」と見ているわけで

す。問題はそこなんですよ。もう一度、教育長

にお願いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 実際にいろんな教材

を通して、子供たちが体験する中でわかること

というのはいろいろあると思います。宿泊を伴

う学習についても、そういうことに意義がある

し、あるいは体験することに、見るだけじゃな

くて、においを感じたり、温度を感じたり、い

ろんなことがあると思います。いろんな機会に

また紹介していきたいと思います。

○井上紀代子議員 今回、河野知事には失礼な

ことも申し上げたかもわからないんですが、ぜ

ひ私は、落ち着いて、そして県民が非常に納得

のいく形で、みんなで一緒に住みやすい宮崎づ

くりというのを取り組んでいってもらえると

─今よく言われる政治不信などというのは、

地域の中にこそあって、そのことを含めて形づ

くられたときには、ああいう大きなものになっ

ていくというふうに思っています。国の行方は

必ず地方が決めると私は実感していますので、

地域の中から本当にいい県政をつくっていただ

くことによって、宮崎県民はここを誇りとし、

またここから発展し、政治をもう一度自分たち

の手元に取り戻すことができるのではないかと

思っています。そういう意味では、河野知事に

非常に期待しておりますので、これからも頑

張っていただきたいというふうに思っていま

す。

以上で私の一般質問を終わります。（拍手）

○中野一則副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時49分散会


