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午前 10時１分開議

出 席 議 員（38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 松 村 悟 郎 （自由民主党）

6番 内 村 仁 子 （ 同 ）

7番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

8番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

9番 右 松 隆 央 （ 同 ）

10番 二 見 康 之 （ 同 ）

11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 山 下 博 三 （ 同 ）

26番 黒 木 正 一 （ 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 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

総 合 政 策 部 長 稲 用 博 美

総 務 部 長 四 本 孝

危 機 管 理 統 括 監 橋 本 憲次郎

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 堀 野 誠

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 濱 田 良 和

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 福 田 直

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 加 藤 達 也

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 内枦保 博 秋

事務局職員出席者

事 務 局 長 田 原 新 一

事 務 局 次 長 小八重 英

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 福 嶋 幸 徳

政 策 調 査 課 長 佐 野 詔 藏

議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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◎ 一般質問

○中野一則副議長 ただいまの出席議員37名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、蓬

原正三議員。

○蓬原正三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。「敷島の大和心を人問わば朝日に匂

う山桜花」、日本人の心情を歌った歌だそうで

ございますが、けさはもう山桜が咲いておりま

した。それでは、知事もお疲れのようでござい

ますが、早速入りたいと思います。

子供のころ、宇宙の果ての存在に思いをは

せ、眠れない夜を過ごした経験は、皆さんお持

ちのことと思います。また、太陽が燃える天体

だと聞き、もし太陽が燃え尽きてしまったら一

体どうなるのだろうと、不安に感じたこともお

ありではないでしょうか。

さて、その太陽にまつわる話、新エネルギー

についてであります。今回、県の新エネルギー

ビジョンを見てみますと、重点的に取り組む新

エネルギーとして、１、太陽光発電・熱利用、

２、バイオマス発電・熱利用・燃料製造、３、

小水力発電の３つを挙げてあります。思えば、

この３つのエネルギーは全てが太陽由来、太陽

光・熱利用はもちろんのこと、バイオマスは光

合成による植物の成長、水力は、太陽熱による

蒸気が雨となり、やがて高低差が生み出す位置

エネルギーを電気に変換するものであります。

聞くところによると、太陽の寿命は約100億年、

もし燃え尽きたらの不安は杞憂に終わるわけで

ありますが、さんさんと降り注ぐ太陽の光、我

々はこの無限の自然エネルギーを自在に利用す

る技術をようやく手にすることとなりました。

知事もこのことを意識してのことでしょうか、

提案理由説明の中で、希望の光、岩戸からあふ

れ出す光、強く明るい光、光あふれる未来、ま

ばゆいばかりの光、「光あふれる未来へ向けて

～元気なみやざき成長予算」など、６カ所に光

の言葉をちりばめておられます。

そこで、知事にお尋ねいたします。新エネル

ギービジョンを１年前倒しで改定されることと

されておりますが、知事の新エネルギー政策推

進についての意気込みをお聞かせください。ち

なみに、宮崎県議会においては、１年前―平

成23年度の特別委員会でございましたが―の

本議会において、産業再生・エネルギー対策特

別委員会の報告の中で、太田委員長が太陽光発

電の導入促進を図るよう県への提言も行ってお

ります。

後は、ちょうど真センターにおりますので、

自席から質問させていただきます。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

本県は、全国トップクラスの日照環境や豊か

な森林、水資源を有するなど、新エネルギーの

資源に大変恵まれております。けさもウオーキ

ングしておりまして、本当に日差しが温かく、

本県にさまざまな恵みをもたらす、また活力を

もたらすこの太陽、日の光というものを実感し

たところであります。今年度改定予定の新エネ

ルギービジョンにおきましては、太陽光やバイ

オマス、小水力を重点的に取り組む新エネルギ

ーとしまして位置づけ、新エネルギーの一層の

導入促進のために各種施策を展開してまいりた

いと考えております。特に、今回のビジョンで
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は、計画の最終年度である平成34年度の新エネ

ルギーの導入目標につきまして、発電は平成22

年度実績の約８倍、熱利用は約２倍となる高い

目標を掲げておりまして、その目標達成に向

け、今後５年の間に「みやざき太陽プロジェク

ト」など４つの戦略プロジェクトに取り組んで

いくこととしております。また、ことし２月に

取りまとめました「復興から新たな成長に向け

た基本方針」におきましても、新エネルギーを

新たな成長の核となる取り組み分野の一つとし

て位置づけたところであります。重点的な取り

組みを推進することで、地域経済の活力向上に

も結びつけていきたいと考えております。私と

しましては、このビジョン等に基づきまして、

県民、事業者、市町村と一体となった県民総力

戦での新エネルギーの積極的な導入に取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○蓬原正三議員 次に、太陽光発電の促進策に

ついて伺います。これまでの答弁とダブるかも

しれませんが、確認の意味もありますので、質

問いたします。本県の平均日照時間は、山梨

県、高知県に次いで、全国第３位となっており

ます。また、アンケートによりますと、本県が

利用したほうがよい新エネルギーには、太陽光

発電が県民、事業者それぞれ、82.7％、89.7％

の高い数値を示しております。しかし、太陽光

発電設備の設置状況を見てみますと、１位が断

トツの北海道、次いでお隣鹿児島県から福岡

県、兵庫県、愛知県、大分県と続いて、本県は

─これは2012年10月のデータでありますが

─はるかおくれること14位前後に位置してお

りまして、日照時間に恵まれ、設置に対して高

い希望があるにもかかわらず、決して新エネル

ギー先進県と言えるほどの設置状況ではありま

せん。

そこで、環境森林部長にお尋ねいたします。

来年度の太陽光発電の導入促進にどのように取

り組むのかお聞かせください。特に、新事業で

発電事業を行う者と設置場所の提供を希望する

者とのマッチングを図ると聞いておりますが、

「屋根貸し等」とありますけれども、「等」の

部分ですが、設置場所としてはどのようなもの

を考えておられるのかお聞かせください。

○環境森林部長（堀野 誠君） 太陽光発電に

つきましては、重点的に取り組む新エネルギー

として、今後も積極的に導入を促進していくこ

ととしております。来年度の取り組みとしまし

ては、引き続き、住宅用太陽光発電システムの

設置者に対して、一定額の補助を行うととも

に、融資制度による支援を行うこととしており

ます。この補助につきましては、地産地消の観

点から、県内の工場で生産された太陽光パネル

を設置する場合や、県産材を活用した新築木造

住宅に設置する場合に、それぞれ上限額を増額

することとしております。また、新たに配置す

るコーディネーターが、発電事業の希望者と設

置場所の提供希望者の情報を登録し、これらの

情報の提供を行うことにより、マッチングを図

ることとしております。設置場所としまして

は、長期の利用が条件となりますが、建物の屋

上や屋根に加えまして、工場跡地などの遊休地

等が考えられます。

○蓬原正三議員 土地も入るということでござ

います。土地については、農地、その他かなり

の遊休地等がございますので─例えば口蹄疫

の埋却地もその対象に入るかもしれないですね

─そういうことも考えて、広くやっていただ

きたいと思います。それと、答弁の中にありま

したが、県内の工場で生産された太陽光パネル
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を設置する場合にも支援していくということで

あります。これが入っていなければ、私はここ

を厳しく言うつもりだったんですが、本県ソー

ラーフロンティア産の、ＣＩＳ方式というんだ

そうでありますが、結晶系に比べて価格も安

く、発電量も10％多いというふうに聞いており

ます。本県の産業振興にかかわることでありま

すし、さらに企業誘致に際しては、かなりの補

助金をお支払いして誘致した企業でもあります

ので、積極的な支援をお願いしておきたいと思

います。

次に、ここが課題ですが、農地転用について

伺います。農地へのメガソーラー設置に際し、

農地転用の許可がおりず、中断している例を多

く耳にしております。新エネルギーの利活用、

すなわち太陽光発電は、県経済・雇用対策推進

本部の「復興から新たな成長に向けた基本方

針」の中で、新たな成長の核となる取り組み分

野として、フードビジネスの推進と並び位置づ

けられております。農地の有効利用を図る上

で、農地転用の弾力的運用を図れないか、農政

水産部長の御所見をお聞かせください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農地転用によ

り太陽光発電施設を設置することの可否につき

ましては、当該農地の区分に応じて、農地法に

基づく農地転用許可基準を踏まえて判断する必

要がございます。この基準では、農業振興を図

るべき農用地区域内にある農地、また10ヘクタ

ール以上の広がりのある生産性の高い第１種農

地などの優良農地の転用につきましては、原則

として認められないという扱いになっておりま

すが、生産性の低い第２種農地や市街地にある

第３種農地においては、周辺農地の営農への影

響とか事業の確実性なども考慮した上で判断す

るということになっております。県といたしま

しては、この基準に基づきまして、これまでに

計56件の転用許可による太陽光発電施設の設置

を認めたところでございます。農地は、食料の

供給や国土保全などに不可欠な役割を果たして

おりまして、適正に利用・活用されることが重

要でございますので、今後とも、太陽光発電施

設の設置も含めまして、市町村や農業委員会の

意見も十分踏まえながら、適切に対応してまい

りたいと考えております。

○蓬原正三議員 個別規制法があるわけですか

ら、そういう答弁だろうとは理解いたしており

ますが、前に横田議員からもそういう質問も

あったように聞いております。それで、太陽光

パネルが１反歩当たり、1,000平米当たり、どれ

だけの電気量、収量を上げられるか、計算を専

門家に頼んで、ＮＥＤＯの資料でもチェックし

てみました。結論から言いますと、１反歩当た

り50キロワットの太陽光発電を設置することが

できます。これが年間に発電する量に、こと

し、例えばキロワットアワー当たり42円の値段

で買い取っていただいたとしたときに、１反歩

当たり年間の収量252万円です。これが37円、38

円に先々落ちたにしましても、220万から230万

弱の収量を１反歩で上げられるという計算が十

分成り立つわけでありまして─これは角度30

度、一番熱効率がいい状態ですよね。これは宮

崎県の場合です。各県によって多少条件が違い

ます。主要園芸品目の粗収益をデータとしてい

ただきました。カンショ、大体40万前後です。

反収、年間ですね。里芋35万円、水稲11万8,000

円。いいものもあります。例えばピーマン、ピ

ーマンは非常にいいですね、391万。キュウ

リ340万、ハウスもの。本県のマンゴー359万と

いうふうにあるわけですが、この太陽光は、そ

ういうものに次ぐ250万前後の反収を上げられ
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る。そして、今ここで農地転用で問題になって

いる部分というのは、どちらかといえば、こう

いうハウス園芸じゃなくて、高齢者が持って、

その意欲もなくて、後継者もいなくて、法律上

は１種農地だけれども、実際は２種、３種の使

われ方しかされていないというようなところな

わけでありまして、したがって、これは今、法

律があるからどうしようもないんでしょうが、

法律は人がつくるものです。時代とともに変

わっていくべきものだろうというふうに思いま

す。

そこで、知事にお願いしたいんですけれど

も、太陽光のいいところはメンテナンスフリー

です。つけてしまえば、メンテナンスはそんな

に要りません。宝の山ということがこの前あり

ましたけれども、宝の山がそこに転がっている

わけですよね。地産外商、これは消費者が電気

量を買うわけですから、当然、本県にとっては

地産外商、県債収支を上げるメリットがござい

ます。農業農村の現況については、先ほど言っ

たとおりであります。それから、特例がありま

して、電気事業者による送電用電気工作物等と

しての権利取得は、農地法第４条、第５条から

は除外、許可不要という項目もあるわけです

ね。例えばこれは発電するときですから、これ

を広く解釈できないのか、法律をそういうこと

に変えられないのかという気がしますし、これ

は当然ですが、再生エネルギーは国と県の重点

施策でもあるわけでありまして、ぜひこれは法

改正の働きかけを国に対してやっていくべきで

はないか、そういうふうに考えますが、知事の

御見解をいただきたい。しかも、知事は、本省

に対して─恐らく同期の皆さんは、それぞれ

いいポジションにいらっしゃると思うので─

その人脈はいっぱいお持ちでございますから、

知事の御見解をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 適切な規制緩和という

ことが我が国の全体の活力を生み出す、これは

そのとおりであるというふうに思っておりま

す。今、国におきましても、安倍首相のリーダ

ーシップのもとに「規制改革会議」を立ち上げ

て、現在策定中の「成長戦略」とかかわりの深

い「雇用関連」や「エネルギー・環境関連」

「健康・医療関連」を重点分野に、そういった

規制緩和の検討が進められているという状況で

あります。ただ、今、お話を伺って私が怖いな

と思ったのは、もちろん優良農地はしっかり確

保するということではあるんですが、農地など

の生産に活用すべき土地というものが一気にそ

ちらに流れてしまったら、我が国の食料生産は

どうなるんだろうかというようなことも少し考

えたところがございます。本県におきまして

も、これまでも、36の道府県によって構成され

ます「自然エネルギー協議会」を通じての再生

可能エネルギーの円滑な導入に向けた規制改革

の要望などを、既に行っておるところでござい

ます。また、別の分野でも、「東九州メディカ

ルバレー構想特区」の申請など、規制緩和のい

ろんな取り組みを進めておるところでございま

す。今後とも、国の動向も注視しながら、新た

な成長に結びつくようなそういった規制緩和、

これも県として必要な働きかけを行ってまいり

たいと考えております。

○蓬原正三議員 やりっ放しにやればいいとい

う話でもないと思うんです。ちゃんと規制すべ

きは、ちゃんと守るべき農地は守っていく。い

わゆる農地法の場合は、現況主義というのを

とっていますから、現況を見て判断していくわ

けですよね。それがどうしてもがちがちの縛り

によって、現況はどうしても１種農地じゃない
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のに、そこを転用ができないというおかしさが

あるということを言っているので、守るべきは

しっかり食料政策として守っていきながら、そ

こを弾力的にできないかということを申し上げ

たので、誤解のないように国に働きかけをお願

い申し上げます。

次に、住宅用太陽光発電システムの施工につ

いて２点伺います。新エネルギービジョンの10

ページにもありますように、太陽光発電の課題

として、施工トラブルの発生があります。雨漏

りが発生したなどの声も実際耳にしております

し、太陽光発電推進の阻害要因にもなりかねな

いことでもあります。もし台風で吹き飛びでも

したら、大事故になること必至であります。そ

こで、まず、現在の施工状況はどのような形で

行われているのか、認識・把握しておられると

ころをお聞かせください。環境森林部長、お願

いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 太陽光発電シ

ステムの設置には、電気工事と設置工事の２種

類の工事が必要となります。電気工事について

は、電気工事士法による資格が必要となります

が、設置工事については、資格は特に必要とさ

れておりません。また、既存建築物の屋根に太

陽光発電システムを設置する際には、建築基準

法による建築確認は不要とされています。この

ため、主要パネルメーカーにおいては、太陽光

パネルの施工について、雨漏りなどのトラブル

を防止するため、設置工事を行う者を対象に、

パネルの設置に関する講義や、模擬屋根を利用

した実習等を内容とする数日間の自社研修を実

施し、技術の向上に努めていると聞いておりま

す。

○ 原正三議員 次に、安心安全施工について

でありますが、住宅については建築基準法の定

めがあります。しかしながら、住宅用発電シス

テムについては、部長の答弁にもありましたよ

うに、簡単な講習のみで施工できるわけであり

ます。落下するはずのないトンネルの天井板が

落下し、燃えてはいけないボーイング787のバッ

テリーも燃えました。近い将来、屋根屋根に太

陽光パネルが設置されたときに、雨漏りやパネ

ルが吹き飛ぶなどの事故が発生することのない

よう、本県独自の施工管理指針をつくるなどの

安心安全施工対応策を講じてはいかがかと思い

ますが、環境森林部長の御見解をお聞かせくだ

さい。

○環境森林部長（堀野 誠君） 太陽光発電の

施工対策につきましては、経済産業省が、専門

知識を有した技術者の養成と業界の自主的な取

り組みを促進するため、平成21年度から23年度

にかけて、太陽光パネルメーカー等で構成され

る一般社団法人太陽光発電協会に委託し、設置

工事に関する研修事業を実施したところであり

ます。同協会では、委託事業のノウハウを活用

して、施工における一定水準の品質の確保と向

上を図るため、平成24年11月に基礎技術の研修

と認定試験を内容とする、業界共通の新たな施

工技術者制度を創設したところであります。こ

のように、施工対策につきましては、業界を挙

げた取り組みが開始されたところでありますの

で、お尋ねの本県独自の施工管理指針につきま

しては、国や業界団体等の動向を注視しなが

ら、県としてどのような役割が果たせるかも含

めて研究してまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 しっかり研究していただきた

いと思いますが、時間がありませんので、次に

移ります。

小水力発電について、企業局長にお尋ねいた

します。本県は、降水量が全国第２位、包蔵水
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量―技術的・経済的に開発可能な水力資源と

いう意味だそうですが―全国第10位と、水資

源に恵まれております。これまでは、これらの

資源を生かし、企業局や九電において水力発電

開発が行われてきましたが、今後は流量の小さ

な河川や農業用水路を活用した小水力発電の導

入も重要なことであります。新エネルギービ

ジョンにおいても、小水力が太陽光やバイオマ

スとともに、重点的に取り組む新エネルギーと

して位置づけられており、県は市町村や土地改

良区等への導入支援に取り組むこととしてあり

ますが、市町村等には経験がなく、なかなか導

入が進まない状況にあります。そこで質問であ

りますが、これまで企業局が重点的に小水力に

取り組むことは議会の答弁で何回となく聞いて

おりますが、来年度は市町村等による小水力発

電の導入について具体的にどのように支援して

いかれるのかお聞かせください。

○企業局長（濵砂公一君） 市町村等における

小水力発電への取り組みは、県全体への小水力

発電の普及という観点から、企業局みずからの

取り組みとあわせまして、大変重要であると考

えております。このため、企業局におきまして

は、これまで可能性調査などの技術支援を行っ

てきたところでございますけれども、来年度

は、新エネルギービジョン改定計画の初年度で

あるということから、新たに市町村等と共同で

行うモデル事業といたしまして、数キロワット

程度を想定した「市町村連携マイクロ水力発電

実証試験事業」、ちょっと長ったらしい名前で

すが、これを行うこととしております。この事

業は、建設費の大半を占める発電装置の費用を

企業局が負担いたしまして、農業用水路等を活

用したマイクロ水力発電設備を整備し運営する

ものでございまして、運用データの収集を行

い、今後の市町村等への技術支援に活用いたし

ますとともに、県内の市町村にわかりやすい開

発のモデルを提示しようとするものでありま

す。企業局といたしましては、このような取り

組みを通じまして、県内の小水力発電の導入・

拡大に寄与してまいりたいというふうに考えて

おります。

○蓬原正三議員 よろしくお願いします。

新エネルギーについて最後の質問です。企業

局長にお尋ねします。環境森林部長にもお伺い

した、本県が推進するとしている太陽光発電に

ついてでありますが、2010年度の新エネルギー

の総発電量、バイオマスも含めてであります

が、電力使用量に対し、まだたったの2.8％しか

ありません。まだまだ足りません。「太陽と緑

の国」宮崎県としても、企業局みずからが率先

垂範、メガソーラー発電に取り組む考えはない

のか、御所見をお聞かせください。

○企業局長（濵砂公一君） 太陽光発電につき

ましては、固定価格買い取り制度が昨年７月に

スタートしましたけれども、これがスタートし

て以来、認定設備のほぼ９割を占めるなど、急

速に普及しております。特にメガソーラーにつ

きましては、民間の異業種から活発に参入が相

次いでおりまして、本県におきましても、同様

の状況にございます。企業局におきましては、

太陽光発電自体にはこれまで取り組んできてお

りますけれども、小水力は、初期投資が大きい

こと、あるいは一定のノウハウが必要であるこ

となどから、民間の参入は進みにくいものと認

識しているところでございます。このようなこ

とを踏まえまして、企業局といたしましては、

限られた資金と人的資源の中で、今後とも小水

力発電に重点的に取り組むことで、公営企業と

しての役割を果たしてまいりたいというふうに
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考えております。

○蓬原正三議員 残念ですが、やらないという

ことのようですね。また今後に期待したいと思

います。

時間が押しておりますので急ぎます。日本ミ

ツバチに話を変えます。

これは重松議員からもミツバチについての質

問がありましたので、ちょっと重なりますが、

私は日本ミツバチに焦点を当てての質問であり

ます。ミツバチには日本ミツバチと西洋ミツバ

チがおりますが、日本ミツバチに主眼を置きま

す。「蜜蜂が減少し農作物に影響」との記事が

一昨年８月31日の宮日子ども新聞にありまし

た。これまでも、長崎県などで大量死発生の報

道もあっておりますが、本県版レッドデータ

ブックによりますと、日本ミツバチの絶滅の危

険性区分はＮＴ-ｇ、すなわち準絶滅危惧で、具

体的には、「県内では、過去に広く分布、ある

いは個体数が多かったと考えられるものが、分

布域の一部において、生息条件の悪化により絶

滅したか、若しくは生息面積の減少や個体数の

顕著な減少が見られるもの」と定義されており

ます。大量死や減少の原因には、ウイルス説や

農薬説、気候の変化、栄養不足、電磁波など諸

説ありますが、原因は詳しくわからないと聞い

ております。ミツバチが減少すると、蜂蜜がと

れなくなる以外に、先日もございましたポリネ

ーション、いわゆる果実や野菜の交配力の低下

が農作物の収穫量に影響し、また植物の減少が

昆虫や動物にも影響を及ぼし、結果、自然環境

にも変化が生じると言われます。ゆえに環境指

標生物と呼ばれております。蜂蜜は有益な成分

を含み、それが体の健康維持によいと言われ、

古くから多くの人に珍重されております。日本

ミツバチの蜜は、自然界のあらゆる花から蜜を

集めるため、百花蜜とも呼ばれます。東京の銀

座で蜂を飼う人あり、中山間地で飼う人あり、

趣味・なりわいを問わず、地域おこしに一役買

う存在でもあります。「たかがハチ、されどミ

ツバチ」、これは日本ミツバチに魅せられてし

まった、ある本県外郭団体職員の書かれた本の

タイトルでありますが、日本書紀にも飼育記録

が残る、日本人とともに生きてきたこの小さな

昆虫にスポットライトを当てながら、農政水産

部長に４点ほどお尋ねいたします。

１番目は、養蜂振興法改正の趣旨とその内

容、また、法改正に伴う県の責務─指針の策

定等があるようでありますが─と、飼育届の

対象及びその状況についてお聞かせください。

特に、趣味の養蜂家には、どこまで届ければい

いのか周知されていないようであります。

○農政水産部長（岡村 巖君） 養蜂振興法

は、昭和30年の制定時から50年以上を経過し、

蜜源の減少や趣味の養蜂家の増加など、養蜂を

取り巻く環境が大きく変化したため、昨年６月

に法改正がなされたところでございます。主な

改正の内容としましては、飼育届対象者の拡大

や法令義務違反による罰金及び過料の引き上げ

とともに、養蜂の振興に関しまして、ミツバチ

の適切な管理や蜜源植物の保護及び増殖、蜂群

配置の適正化に向けた推進を行うことが明確化

されたところでございます。なお、飼育届につ

いては、日本ミツバチや西洋ミツバチを問わ

ず、花粉交配用のミツバチを業として飼育する

養蜂業者や、少量でも蜂蜜の販売を行う養蜂家

が新たな対象となりましたことから、ことしの

飼育届は、昨年に比べ、戸数で約30戸、群数で

約1,000群増加しておりますが、このうち日本ミ

ツバチは、15戸で約140群となっております。今

後、県といたしましては、同法に基づき、ミツ
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バチの管理に関する指針を策定し、適正な蜂群

配置や防疫の迅速かつ的確な実施に取り組んで

まいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 次に、日本ミツバチに子捨て

現象というのが見られるんだそうであります。

サックブルードウイルスが原因ではないかと言

われておりますが、その対策と所管相談窓口に

ついてお聞かせください。

○農政水産部長（岡村 巖君） サックブルー

ド病は、ウイルス感染により蜂の幼虫が死亡す

る病気で、蜂群全体の体力が弱り、蜂群を壊滅

させるなど、養蜂家にとってリスクの高い疾病

の一つであり、御質問にありました子捨て現象

の原因の一つとも考えられております。この病

気に対する有効な治療法はなく、予防のために

は、他のウイルス病と同様に、病気に対する抵

抗力の強い系統の選抜、蜂にストレスを与えな

いような良好な管理、ウイルスを媒介するダニ

の駆除などの対策が有効と言われております。

県では、家畜保健衛生所においてミツバチの疾

病対策を所管しておりますので、サックブルー

ド病につきましても、現状把握や発生予防のた

めの適正な飼養衛生管理指導等に努めてまいり

たいと考えております。

○蓬原正三議員 次に、この前も出ましたが、

ネオニコチノイド系農薬が日本ミツバチ大量死

の原因ではないかというふうに聞きましたが、

御所見をお聞かせください。ちなみに、この農

薬は稲に多く利用されておりまして、日本ミツ

バチというのは、先ほど申しましたが、百花蜜

といいまして、稲の花からも蜜をとるのだそう

であります。よろしくお願いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） ネオニコチノ

イド系農薬は、水稲や野菜を初めとする多くの

作物において主要な殺虫剤であり、我が国での

全農薬に占める割合は15.4％となっておりま

す。本県においても、難防除病害虫であります

キュウリ黄化壊疽ウイルス病（ＭＹＳＶ）対策

や、斑点米カメムシ防除に広く使用されており

ます。国は、ミツバチの大量死にどの程度農薬

が関与しているかは明らかではないとしており

ますが、平成21年度から農研機構畜産草地研究

所を中心とした試験研究が実施されていると聞

いております。県としましては、今後とも、国

の研究結果等を踏まえながら、農薬の適正使用

や生物多様性の保全に配慮した環境保全型農業

を推進してまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 最後です。日本ミツバチは家

畜だそうでありますが、家畜としての日本ミツ

バチの振興について御所見をお聞かせくださ

い。

○農政水産部長（岡村 巖君） 日本ミツバチ

につきましては、中山間地域等における地域産

業としての役割はもとよりでありますが、本県

の生態系や自然環境の保全の観点からも、大き

な役割を果たしていると考えております。これ

まで日本ミツバチにつきましては、飼育届の実

績はなく、養蜂振興法に基づく県としての関与

はありませんでしたが、今回の法改正により、

少量でも蜂蜜の販売を行う日本ミツバチの飼育

者も、飼育届を提出することが明確となったと

ころでございます。県といたしましては、日本

ミツバチの多面的な役割が維持されるよう、養

蜂振興法に基づき、定期的な疾病検査や適正な

ミツバチの管理指導等を行ってまいりたいと考

えております。

○蓬原正三議員 時間が押しておりますので、

芸術劇場は後回しにしまして、いにしえの災害

に入ります。時間の調整をしてやりたいと思い

ます。
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「昔の災害 対策に生かす」との記事を目に

しました。２月11日の読売新聞であります。

「東日本大震災を機に、24道府県が地震・津波

対策として、古文書や地中の津波堆積物の調査

を新たに始めたり調査し直したりしている。今

回の震災では、仙台平野に大きな被害をもたら

した貞観津波（869年）などを参考に対策してお

くべきだったとの指摘がある。歴史を遡って防

災を見直す動きが広がっている」とありまし

た。震災前からの継続調査を含めると、計31都

道府県が調査しているとのことであります。本

県はと見ると、長崎、大分と並び震災前からの

継続とあります。さすが本県の危機管理は違う

と思ったところでありますが、過去の地震・津

波の爪跡を調査し、今に生かし、後世に伝えて

いくことは、大変重要なことであります。大変

ありがたい記事でありました。以下３点ほど危

機管理統括監にお尋ねいたします。

国の中央防災会議の専門調査会は、「できる

だけ過去に遡り、古文書などの分析や津波堆積

物の調査を進めることが必要」と提言している

とあります。本県の取り組み状況やその調査結

果についてお聞かせください。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 本県に影

響を及ぼした地震などの記録につきましては、

御指摘いただきました東日本大震災以前から情

報収集に努めてきたところであり、その内容に

つきましては、県の地域防災計画等にも記載し

ているところでございます。さらに、昨年度か

らは「地震防災戦略策定事業」を実施しまし

て、その中で地震・津波による被害想定の見直

し作業を行いまして、改めて調査を行ったとこ

ろでございます。具体的には、過去に発生した

大きな地震とそれに伴う津波につきまして、気

象台の資料、また文部科学省が所管する地震調

査研究推進本部の資料、その他古文書をもとに

作成された資料等からデータを収集いたしまし

た。その結果、日向灘や四国沖、紀伊半島沖な

どを震源として、マグニチュード７から８クラ

スの地震が繰り返し発生し、最大で５メートル

程度の高さの津波が本県に襲来したという状況

などを確認したところであります。

○蓬原正三議員 その調査結果は、今回公表さ

れました津波浸水想定の策定にどのように生か

されたのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 東日本大

震災を踏まえた津波対策につきましては、基本

的に、従来から施設整備の基準として備えてき

た、おおむね数十年から100数十年間隔で発生す

る「比較的発生頻度の高い津波」―いわゆる

Ｌ１津波でございますが―と、発生頻度は極

めて低いものの、一たび発生すれば甚大な被害

をもたらす「最大クラスの津波」―いわゆる

Ｌ２津波と言っておりますが―この２つのレ

ベルの津波を想定しておく必要があるとされて

いるところでございます。今回調査した過去の

地震・津波は、いずれも前者の「比較的発生頻

度の高い津波」の範疇に属するというふうに考

えられております。津波の高さも最大で５メー

トル程度というところでございました。一方、

今回の南海トラフ巨大地震で想定されるような

「最大クラスの津波」につきましては、古文書

等で見る限り、本県で過去に発生した記録はな

かったというところでございます。しかしなが

ら、万一の際の備えとして、そのようなレベル

の地震・津波も想定しておく必要があるという

のが、今回の東日本大震災の教訓を重く受けと

めるというところでございまして、今回、南海

トラフ巨大地震等による津波を「最大クラスの
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津波」と位置づけまして、本県としての津波浸

水想定を設定し、公表させていただいたところ

でございます。

○蓬原正三議員 最後になりますが、東日本大

震災の被災地には、過去の津波経験を伝える石

碑や津波にまつわる言い伝えがある神社が多い

そうであります。ただ、先人の思いが忘れ去ら

れ、悲劇が繰り返された地域もあり、被災地で

は、新たに石碑を建てるなど、未来にメッセー

ジを残す動きが広がっているそうであります。

調査結果を後世にどのように伝えていくのか、

お聞かせください。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 災害につ

きましては、大規模な災害がありましても、や

はり「災害は忘れたころにやってくる」という

格言がありますように、その悲惨な記憶が時間

の経過とともに薄れていくというのが、残念な

がら実情だと思っております。したがいまし

て、過去の災害の状況をきちんと記録し、伝承

していくということが、高い防災意識を維持す

る観点からも、極めて重要なことであるという

ふうに認識しております。県内におきまして

も、宮崎市の島山地区で、1662年に発生した外

所地震による津波被害を経験して以降、この災

害を後世に伝えるための供養碑を50年ごとに建

立し、地域の防災意識の醸成・維持に役立てて

いるという貴重な事例もあるところでございま

す。このようなことから、県といたしまして

は、災害の歴史の伝承を今後の防災対策の一つ

の大きな柱として位置づけまして、各種啓発行

事や人材育成事業など、さまざまな機会を通じ

まして、災害の悲惨な記憶を風化させない取り

組みというものを鋭意進めてまいりたいと考え

ております。

○蓬原正三議員 私の地域にも火事講というの

があって、明治に火事になったんですが、昔は

屋根から屋根に燃えていきますから─それが

いまだに、その日を記念して、みんなが集まっ

て祈念が行われる、そういうこともあります。

次に、東アジア戦略について伺います。

先般、自民党県議団有志でベトナム国を訪問

・調査に参りました。ベトナムは、人口約9,000

万人、平均年齢27歳と若い国で、ホーチミン市

ではバイクの多さに驚かされますが、とにかく

庶民のエネルギーがみなぎっており、さながら

昭和30年代後半から40年代初めのころの日本を

ほうふつとさせてくれます。九州経済調査協会

が先月発表した「アジア最前線 九州のグロー

バル戦略」と題した2013年版九州経済白書によ

ると、九州・山口・沖縄企業の海外進出先は、

中国の占める比率が低下、中国の人件費高騰を

背景に、生産やサービスの拠点をベトナムなど

東南アジアやインドに設ける動きが相次いでい

るとの報道でありました。中国の人件費高騰に

加え、成長が著しい他のアジア諸国・地域で中

間層がふえ、消費市場が拡大していることも背

景にあるとのことであります。さらに、今後

は、尖閣諸島問題により事業リスクが顕在化し

た中国を回避し、他のアジア諸国への進出が加

速する可能性も指摘してあります。ベトナムへ

の企業進出も増加しております。ハノイ市で

は、日向市に本社を置く東郷メディキット株式

会社ハノイ工場、またホーチミン市では、同じ

医療関連業種の日機装株式会社を訪問し―ち

なみにこの会社の社長は甲斐さんとおっしゃっ

て宮崎県出身です―社長を初めスタッフの皆

さんからいろいろなお話を賜りました。進出企

業の実態については、日本大使館の方の話も総

合しますと、ハノイ市進出の日本企業は中小合

わせて1,000社、ホーチミン市に1,000社という
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ことでありました。今後、ベトナムの発展成長

に伴い、日本との交流はますます深まるものと

実感した次第です。しかも、国民性もよく、大

変親日的な国であります。そこで、「みやざき

東アジア経済交流戦略」について３点ほど伺い

ます。

「みやざき東アジア経済交流戦略」における

ＡＳＥＡＮ諸国の位置づけと今後の展開をどの

ように考えておられるのか、商工観光労働部長

の御見解をお聞かせください。あわせて、日本

とベトナムには、日越ＥＰＡ、いわゆる日越経

済連携協定が締結され、2009年に発効しており

ますが、本県は将来、経済交流を深めていく考

えがあるのか、部長の御見解をお聞かせくださ

い。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ＡＳＥＡ

Ｎ諸国は、約６億人の人口を有し、堅調な経済

成長を背景としまして、富裕層・中間層が着実

に増加しておりますことから、「みやざき東ア

ジア経済交流戦略」の中で、対象国・地域とし

て位置づけております。ＡＳＥＡＮを構成する

各国は、それぞれ言語や宗教、貿易制度なども

異なり、一律に取り組むことが難しいことか

ら、本県ではまず、シンガポールを対象としま

して、農畜産物や加工食品の販路開拓を中心に

展開してまいりたいと考えております。御質問

にありましたベトナムは成長が著しく、先ほど

御質問にもありましたように、親日的と聞いて

おり、また、本県関係企業も数社が工場を建設

しているなど、今後、経済交流が深まっていく

ものと考えておりますが、ベトナムを初めとす

るその他のＡＳＥＡＮ諸国につきましては、シ

ンガポールでの事業を進める中で、情報収集に

努め、将来を見据えた取り組みを検討してまい

りたいと考えております。

○蓬原正三議員 知事の施政方針の中に「攻

め」という言葉が出ました。ずっと先の先の話

でありますが、先鞭をつけることに意味がある

と思いますので、この質問になっております。

次に、ベトナム人看護師・介護福祉士候補者

の受け入れについて伺います。ハノイ市の日本

大使館の在越書記官から、本件についてレクを

いただきました。2012年に、両国政府代表者に

より、受け入れの基本的な枠組みなどを定める

法的拘束力を有する文書への署名・交換が完了

し、その文書が2012年６月17日に発効いたしま

した。既にベトナムでは、看護師・介護福祉士

候補者150人が日本語能力試験Ｎ３取得を目指

し、昨年12月から12カ月の日本語研修に入って

おります。内訳は、看護師25人、介護福祉士125

人で、250人が応募したそうであります。競争

率1.7倍。そして、日本語能力試験Ｎ３以上取得

者のみが、2014年、来年６月に、第一陣として

入国の運びになる予定であります。入国に際し

ては、両国の調整機関が連携しマッチングを図

られ、訪日後２～３カ月の研修を終えた後、そ

れぞれ病院や介護施設―あるいは介護福祉士

については養成校で就学２年というのがありま

すが―で資格取得のために就労・研修・就学

するシステムとなっております。上限は、看護

師３年、介護福祉士４年、養成校は卒業までと

なっております。本県はその受け入れ対象とな

り得ないのか。その可能性について、福祉保健

部長の御見解をお聞かせください。

病院局長にもあわせて聞きます。県立病院に

ついてお聞かせください。

○福祉保健部長（土持正弘君） ＥＰＡに基づ

く外国人看護師及び介護福祉士候補者につきま

しては、全国的には、これまでにインドネシア

とフィリピンからの受け入れが行われてきてお
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ります。しかしながら、県内の病院や介護施設

等におきましては、受け入れ費用や研修体制の

整備などの負担が大きいことなどから、受け入

れの実績がないところであります。ベトナムか

らの受け入れ希望につきましても、今のところ

は聞いておりませんが、今後、関係団体等を通

じまして、病院や施設関係者に対し、この制度

の周知や受け入れに関する情報提供等を行って

まいりたいというふうに考えております。

○病院局長（渡邊亮一君） ＥＰＡに基づく外

国人看護師候補者の受け入れにつきましては、

先ほど福祉保健部長が答弁しましたように、県

立病院におきましても、これまで実績がないと

ころでございます。その要因につきましては、

受け入れに要する費用のほか、日本の看護師国

家試験に合格するための日本語教育あるいは専

門的な教育、日常生活の支援など、受け入れる

病院職員にとって負担が大きいこと、また一方

で、県立病院は採用試験を行っていることか

ら、民間医療機関などと異なりまして、国家試

験合格後にそのまま採用とはなりませんので、

そうした点が本人にとってマイナスではないか

と考えております。そのようなこともありまし

て、全国の受け入れ状況を見ますと、公立病院

での受け入れは少ないようでございます。お話

のありましたベトナムからの看護師候補者の受

け入れにつきましても、同様の課題があること

から、今後、受け入れ制度の趣旨や病院現場の

意見等も踏まえまして、いろんな角度から検討

してまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 確かにいろいろ難しいことは

あるんだろうと思います。厚労省は、これは人

的交流とＥＰＡの中で言っていますが、実際は

将来の超高齢社会への備え、背景には、労働力

不足、若者が減っていく、その対策であること

は明らかでありまして、当時の新聞等にも、そ

のことはいっぱい載っております。これからの

検討課題としていただければありがたいと思っ

ています。

最後に、人的交流について将来の夢を語りた

いと思います。ホーチミン市による公立大学、

ファムゴックタック医科大学の看護学科を訪問

いたしました。日本の市立とは少しニュアンス

が違うようですが、看護師受け入れ事業の話を

しましたところ、学部長が大変強い関心を示さ

れまして、将来、本県との交流・連携ができれ

ばとの期待感を示しておられました。今月初め

にはメールもしっかり届いておりました。今直

ちにという話ではありませんが、例えば、将来

のベトナム国との交流を踏まえ、県立看護大学

等との人的・学術的交流は考えられないのか、

福祉保健部長の御見解をお聞かせください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在、看護大

学では、タイ、韓国、中国の３つの大学と国際

交流協定を締結いたしまして、短期交換留学や

学術交流等を行っており、教員や学生の国際的

な視野を広げることなどにつながっているもの

と考えております。こうした交流の実現には、

大学双方のニーズが合致することや、十分な信

頼関係を築くことなどが必要となりますので、

御提案のありましたベトナムの大学との交流に

つきましても、今後、看護大学と協議してまい

りたいと思います。

○蓬原正三議員 そのマインドはあるというふ

うに理解いたしましたので、早速、ファムゴッ

クタック医科大学のほうにメールを送っておき

たいと思います。将来の話をさせていただきま

した。

農業についてであります。

私はこのたび、自宅近くの１枚の田んぼを買
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うことにいたしました。発端は、御主人が亡く

なり、残された奥様御本人が高齢になられ、後

継者もいないからであります。米だけは自分で

つくりたいという自分の思いと、微力ながら耕

作放棄地対策にはなるかなとの思いからであり

ます。購入価格は１反当たり40万円、８畝でし

たから32万円です。かつては１反当たり100万円

の田んぼでありますが、今は買い手も見当たら

ない状況でありまして、売り主さんからは、と

ても喜ばれました。自分で言うのもおかしな話

ですが、今の本県農業農村の縮図を見る思いで

あります。県においては、各種の農業政策を推

進していただいておりますが、「儲かる農業

に」とは、すなわちもうからないからであり、

「成長産業に」とは、すなわち農業が衰退しつ

つあることの証明でもあります。国において

は、産業競争力会議で農業を成長産業と位置づ

け、農産物の輸出拡大や農商工連携の強化、農

地の有効活用の３本柱で農業の競争力を高める

と報道にあります。一方、本県においては、フ

ードビジネスを成長産業と位置づけられており

ます。成長産業といえば、かつては繊維であ

り、鉄であり、建築・建設土木であり、電器、

そして今はＩＴ情報関連産業であります。過去

のそういう成長産業のイメージと重ね合わせて

みたときに、どうしても成長産業としての農業

のイメージが湧いてこないのであります。そこ

で、知事にお尋ねいたします。農業の成長産業

としてのイメージを、画像分解的にわかりやす

く教えてください。

○知事（河野俊嗣君） 先ほどの一連の質問

─ベトナムを初めとするＡＳＥＡＮ諸国との

連携を深める、交流を深める、御質問があった

ところでございますが、ベトナムにも、以前は

宮崎牛もかなり輸出されておったところでござ

います。今回、シンガポールへの輸出が再開さ

れるということで、そういったような、いろん

な販路をまた広げていきたいというふうに考え

ておりますが、世界の人口が70億を超える、ま

たアジアが非常に急速に経済発展、また人口爆

発する中で、確実に食料不足というものが見込

まれるわけでありまして、それに対して、宮崎

の強みである農林水産業、その食というものを

生かして、海外への、東アジアを中心とした販

路を拡大していく、これは大きな成長の余地が

あるのではないかというふうに考えておりま

す。さらに、それに加えまして、本県の農業が

これまで素材供給型であったところを、加工か

ら販売、そういったところまで含めて、県外に

流出してきました本県農産物のいわゆる付加価

値を県内にとどめる努力というものを、このフ

ードビジネスで展開してまいりたいと考えてお

るところでございます。本県のそういった強

み、すばらしい農産物、さらには残留農薬検査

体制も含めた安全・安心という非常に強い売り

があるわけでございまして、これを将来の成長

に結びつけてまいりたい、そのように考えてお

ります。

○蓬原正三議員 農政水産部の担当課の方に

は、ちょっと皮肉を言いまして、「成長じゃな

くてそれは拡大じゃないか」という言い方もし

たんですけれども、成長できるように、ぜひ頑

張っていただきたいと思います。

高齢化し、後継者のいない農業農村に住みな

がら、とにかく今のままの形態では、本県農業

のこれ以上の発展はまず望むことはできないと

実感します。ＴＰＰ参加いかんにかかわらず、

かつて産業革命以降、製造業を筆頭に、第２次

産業がたゆまず技術革新に次ぐ技術革新を重ね

て発展してきたように、農業分野においても、
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いよいよ思い切った構造改革や技術革新─イ

ノベーション、イノベーションと言われており

ますが─そういうことが必要な時期を迎えて

いるというふうに考えます。新規事業の中にも

「革新的技術開発等」の言葉が見られます。農

政水産部長の技術革新ということについてのお

考えを─どのようにやろうとしておられるの

かお聞かせください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業が本県の

基幹産業として確かな発展を続けていくために

は、これまで培われ、伝えられてきた篤農技術

を基礎としつつ、既成概念にとらわれない新た

な視点からの農業生産の構造改革が不可欠と考

えており、技術的な面からも、この取り組みを

しっかり支えていく必要がございます。例え

ば、農家数の減少が急激に進む中で、新たな担

い手に即戦力として活動を期待するには、ＩＴ

技術を活用した「技術の見える化」により、技

術習得期間を大幅に短縮することが大きな課題

となっておりますし、露地野菜の加工・業務用

といった新たなニーズへの対応に活路を見出す

には、一斉収穫技術を備えた大型機械の普及に

より、徹底的な省力化、効率化を推進する必要

がございます。また、日本一の残留農薬分析技

術を応用した機能性成分の分析など、本県の強

み・特徴をさらに伸ばすための、従来にない発

想での高付加価値化も期待されております。こ

のように、本県の人、土地、農業関連技術のポ

テンシャルを最大限に生かしていく上におい

て、構造改革を支える技術革新の必要性はかつ

てないほど高まっておりますので、県といたし

ましては、これまで以上に積極的に多様な企業

や大学との連携等を進め、ニーズに即した技術

革新を生み出すことができる体制を強化してま

いりたいと考えております。

○蓬原正三議員 例えば、昔は牛や馬で農作業

をしていたわけでありますが、今はトラクター

や田植え機に変わりました。そして、農薬の散

布もヘリコプター、それも無線のヘリコプター

に変わりましたが、これは考えてみると、農機

具メーカーの技術製品開発によるものでありま

す。ですから、これから必要なことは、農業の

工業化あるいは農業と工業のコラボ、そういう

感覚を持ってやることが必要じゃないかなとい

うふうに思っておりますので、これを一つの

きっかけとして、部長がおっしゃった農業の技

術革新、このことについて、どんどん議論を深

めていきたいというふうに思っています。

最後になりますが、農業問題に関連して、副

知事に林業についてお尋ねいたします。昭和39

年に木材の関税が撤廃され、完全自由化となり

ました。あれから50年、木材輸入率82％、今、

林業は大変な状況に置かれております。本議会

は一昨日、ＴＰＰ交渉への参加に反対する意見

書を全会一致で採択いたしたところであります

が、林業の今は、ＴＰＰに参加してしまった場

合の本県農業の未来縮図でもあると考えます。

木材自由化の背景とゴルフの「たられば」と同

じでありますが、もし木材の関税が撤廃されて

いなかったならば、今は木材はどうなっていた

のでしょうか。副知事の御見解をお聞かせくだ

さい。また、副知事は林野庁にもおられたこと

があると聞きましたので、せっかくの機会であ

りますから、今後、林業の振興にどのように取

り組んでいくのかお聞かせいただきたいと思い

ます。

○副知事（牧元幸司君） 我が国の木材輸入関

税についてでございますけれども、戦後の復興

により急増する木材需要への対応などから、丸

太につきましては、木材貿易再開直後の昭和26
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年には撤廃され、また、米マツなど主要な製材

品につきましても、今、議員から御指摘がござ

いましたように、昭和30年代には撤廃されたと

いうことであり、現在では、合板、集成材な

ど、一部で関税が残っているというような状況

でございます。それでは、お尋ねのあったよう

に関税撤廃がなかったらどうなったのかという

ことでございますが、これはなかなか一概には

言えないところですけれども、そもそも関税撤

廃時の状況というものについては、戦後の復興

期あるいは高度経済成長に伴う旺盛な木材需要

があったということでございまして、これへの

対応がどうだったのかなということもございま

す。また、日本の森林ということにつきまして

も、当時は拡大造林ということで、天然林をど

んどん伐採して人工林に置きかえていたという

状況でございます。さらに、切っていたなら

ば、森林整備の面でさらに難しい問題が出てい

たのではないかということも考えられるわけで

ございます。しかしながら、一方、経済状況が

変わりまして、高度成長が終わり、低成長、さ

らには長期にわたる景気低迷ということで、そ

のような状況の中では、関税撤廃が、急激な円

高の進行でありますとか、あるいは木材需要の

低下とも相まって、国産材価格の低下を招きま

して、林業経営にも大きな影響を与えているの

もまた事実なわけでございます。そのような

中、じゃ、今後どうするのかということでござ

いますけれども、充実する森林資源を最大限に

活用いたしまして、林業・木材産業の持続的か

つ健全な発展を図っていくためには、これまで

以上に低コストで効率的な作業システムの構

築、これを担う人材の育成、さらには効率的な

加工流通体制の整備、それから、さらに最も重

要なことかもしれませんけれども、木質バイオ

マスなど森林資源の新たな活用も含めまして、

木材利用の拡大というものを推進していく必要

があると考えているところでございます。以上

でございます。

○蓬原正三議員 木材の関税撤廃と今のＴＰＰ

とは、ちょっと時代背景が大変違うということ

はあったとは思っております。

芸術劇場の駐車場について、先ほど飛ばしま

したが、こちらに入ります。

先般、県警警察音楽隊の定期演奏会が行われ

ました。所管委員会でもありますので、楽しみ

に聞きに参りました。福岡からの帰り便を１時

間早めて、宮崎空港で妻と落ち合い、芸術劇場

にはせ参じたのでありますが、どうしたことで

しょう。駐車場では数十台の車が右往左往、車

の駐車ができません。皆、困惑しておられる様

子。仕方なく図書館方面や公立大方面を旋回し

たのでありますが、民間の駐車場も見当たら

ず、その間30～40分、諦めて帰ろうと思いまし

たが、受付で待っていただいている係官のこと

もあり、最後には意を決して図書館西駐車場の

通路に駐車しての入場となりました。1,800席

に1,200人の観客と聞きましたが、これが芸術音

楽祭などのビッグイベントならば一体どうなる

のだろうと思った次第です。宮崎市に一極集中

する本県の文化・体育施設、県北・県西・県南

地区からは、車で来場するしか交通の手だては

ありません。せっかく遠方からはるばる劇場に

来てみても、駐車場がないでは余りにも残酷、

県民ひとしく施設の文化的恩恵に浴することは

できません。宮崎市近郊の方々は公共交通機関

利用をお願いするなどの対策が必要じゃないか

と思いますが、どのような対策を講じておられ

るのか、総合政策部長の御見解をお聞かせくだ

さい。ちなみに、当音楽祭は大変すばらしいも

平成25年３月６日(水)



- 273 -

のであったことを申し添えておきます。

○総合政策部長（稲用博美君） 総合文化公園

駐車場は、芸術劇場、美術館、図書館、県民広

場、各施設の共用として531台分のスペースがあ

ります。また、総合文化公園北側に、催しの重

なる休日などに利用するために、駐車場150台分

を平成18年度に整備したところであります。し

かしながら、公園利用者全ての駐車スペースの

確保が困難な場合もありますので、そのために

は、できるだけ公共交通機関を利用していただ

きたい、公共交通機関の所管部長としまして

も、ぜひこういう機会にということでお願いし

ているところでございます。どうしても、それ

でも無理だという方がいらっしゃいますので、

近隣の臨時の駐車場も手配するということを考

えております。今後とも、公共交通機関をでき

るだけ利用していただくように、利用者の皆様

には御協力をお願いしますとともに、公園北側

駐車場の周知の徹底も図ります。また、臨時駐

車場の確保等について、あるいは誘導について

も行っていきたいと思っております。

○蓬原正三議員 時間をオーバーしてしまいま

した。申しわけありません。以上で終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○中野一則副議長 次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 10日前の２

月24日早朝、近所で家屋火災がありました。そ

こは85歳の女性がひとり暮らしをされている家

でした。もちろん顔見知りで、火災前日も散歩

がてら私の子供たちの顔を見に来てくれていま

した。消防団として現場に駆けつけたときに

は、もう家全体に火が回っており、誰の目にも

既に手おくれであることは明らかでした。それ

でも、周辺の山に火が飛んでは一大事と、懸命

に消火活動を続けました。私は放水をしなが

ら、「ごめんね、ばあちゃん、痛かったやろ、

冷たい水をかけてごめんね」と手を合わせなが

ら消火活動を続けました。その方には身寄りは

なく、昨年暮れには交通事故に巻き込まれ、先

月退院してきたばかりで、つえ歩行をしなが

ら、地域の方々に見守られ、生活をされていま

した。そんな姿が幻であるかのように、火災現

場は余りにも残酷でした。何とか火を消しとめ

ることができ、今度は焼け跡から遺体を早く引

き出してあげたいと、火事場に踏み入ろうとし

たとき、「ばあちゃんは助け出されて無事で

す」と後輩の消防団員が教えてくれました。

「よっしゃ、家はなくなったけど、命は残っ

た。あとは役場と連携して空き住宅の手配やら

をしてやらないかん」と、消火活動を終わらせ

て、ばあちゃんを救出してくれた方の家に行っ

てみました。すると、既に警察が連れていかれ

た後でした。私は、警察の方が、動揺して衰弱

している心身の状態を考慮して、医療機関につ

ないでくれたのだと少し安心しました。救出し

ていただいた方に話を聞いてみると、おばあ

ちゃんはひどく落ち込んでおられて、言ってい

ることも支離滅裂で、自殺をほのめかす発言を

していたということでした。

しかし、次の日、私は新聞を見てびっくりし

ました。「85歳女性、放火で逮捕」と載ってい

たからです。高齢でひとり暮らし、交通事故で

体に不自由を負って途方に暮れ、自殺のために

家に火をつけた。もちろん火をつけたことは許

されないのですが、まず逮捕ではなく、まず心

身のケアが、医療機関につなぐことが先ではな

かったのかと、私は強い憤りを感じました。お

ととい、留置されている警察署へ面会に行って

きました。おばあちゃんは泣き崩れて小さく小

さくなっている。私はかける言葉もありません
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でした。今回の一般質問に当たり、このような

法整備のあり方を追及しようと考えましたが、

警察の方とのレクチャーの段階で、今回の逮捕

は保護目的であって、容疑者の命を守るためや

むを得ないこと、そして何より法律の議論は県

の範囲ではないと諭されました。確かに、行政

の対応には不備はなかったのだと理解はできま

したが、血の通っていない法律だとつくづく思

いました。

そこで、自分を傷つけ自殺をしかねない方、

または他人に危害を加えるおそれのある方、い

わゆる自傷他害者への県の対応はどうなってい

るのか。まず通報を受け、現場対応をしていた

だく警察のほうの保護件数と、実際現場ではど

のような対応をされているものなのか、警察本

部長に答弁を求めます。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○警察本部長（加藤達也君）〔登壇〕 お答え

いたします。

警察官職務執行法等に基づき保護した人数

は、平成23年が463人、平成24年が536人です。

そのうち、警察官職務執行法第３条に基づい

て、自己または他人の生命、身体、財産に危害

を及ぼすおそれがあり、かつ、応急の救護を要

する精神錯乱者として保護した人数は、平成23

年が138人、平成24年が156人になります。保護

した者については、基本的には、できるだけ速

やかに、家族、知人、その他の関係者に連絡を

とり、保護の要件がなくなった時点で引き渡し

ますが、精神疾患があり、かつ、自傷他害のお

それがある者については、精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律第24条に基づいて、最寄

りの保健所長に通報し、引き継ぐことになりま

す。以上であります。〔降壇〕

○図師博規議員 年間500件を超える保護件数が

あり、また、そのうち156件もの精神錯乱状態者

への対応をしていただいているということは、

医療現場を知る私としても頭が下がる限りで

す。

では次に、その精神錯乱状態にある方のう

ち、医療的介入が必要な方がどれほどいらっ

しゃるかということなんですが、これについて

は、各地域の保健所が受け入れ先選定業務に当

たられています。それでは、自傷他害者への対

応状況はどうなっているのか、また、その結

果、措置入院などの強制的入院となったケース

がどれほどあるのか、また、そのうち県立宮崎

病院がどれほど受け入れているのか、福祉保健

部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 自身を傷つけ

たり他人に害を及ぼすおそれがあると認めら

れ、精神保健福祉法に基づき、申請や通報等を

受けたものは、平成22年度89件、23年度104件で

ありました。このうち、保健所で取り扱ったも

のが、22年度が60件、23年度が68件で、その

後、措置入院となったものは、22年度が21

件、23年度が25件でありました。なお、措置入

院のうち、県立宮崎病院精神医療センターで受

け入れたものが、22年度は７件、23年度が12件

であります。

○図師博規議員 最近は、人権擁護の観点か

ら、強制的入院の数は、ひところよりはかなり

少なくなっていますが、民間病院では、措置入

院などの受け入れには極めて慎重で、それがゆ

えに受け入れ先の選定まで長時間を要すること

が日常的です。現在、県内では、精神科救急医

療システムがあり、行政と民間病院が連携して

精神科救急に当たっています。その最後のとり

でである県病院の精神医療センターへの依存度
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が年々大きくなっているというのも現状として

あります。そこで、この精神科救急医療システ

ムの組織や機能、または運営状況はどうなって

いるのか、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、緊急

な医療を必要とする精神障がい者等に対しまし

て適切な医療を提供するため、休日における診

療体制を整備しており、県内を３つのブロック

に分けまして、精神科病院20病院が参加する病

院群輪番制と、その後方支援施設であります県

立宮崎病院、宮崎大学医学部附属病院が連携を

図りながら、システムの運営に当たっていただ

いているところでございます。平成23年度にお

いては、県立宮崎病院における時間外の受け入

れを含め、498件の来院があり、このうち166人

の方が入院となったところであります。システ

ムの円滑な運営や改善につきましては、精神科

医療機関や警察、消防等で構成する「宮崎県精

神科救急医療システム連絡調整委員会」におい

て、定期的な検討を行っておりまして、平成23

年度からは、県立宮崎病院へ民間病院等の医師

を派遣する事業を開始いたしますとともに、改

善の方策についても、随時検討を行っていると

ころでございます。

○図師博規議員 システム運営に関していえ

ば、連絡調整委員会が定期的に行われ、構成員

には警察本部も消防も入られている、そしてま

た、定期的にその会議が行われているというこ

とは理解できます。自傷他害者に関する対策・

対応については、警察も保健所も精神医療セン

ターも最善を尽くされているということは理解

しているつもりです。が、今日も、今この時点

も、精神錯乱で自殺を図った高齢者が留置され

たままという現実もあります。あのおばあちゃ

んは、病んでいる人でこそあれ、罪人ではない

と私は思います。悪人ではない。もう少し社会

的に弱い立場にある方々を行政が包み込むよう

なきめの細やかな対応をしていただくことを、

警察、福祉、そして医療に切にお願いいたしま

して、気持ちは晴れませんが、次の質問に行き

ます。

次に、災害精神保健活動マニュアルについて

伺います。県が、津波浸水想定などを踏まえ

て、緻密な地域防災計画の策定とインフラ整備

を着実に進めていることは周知のとおりです。

その整備を一層強力に進めていただくことはも

ちろんですが、同時に、ソフト事業とも言える

災害時の精神保健活動に関しても、県独自のマ

ニュアル策定が必要な時期であると考えます。

阪神・淡路大震災以降、一般的となった心的外

傷後ストレス障害、いわゆるＰＴＳＤを防ぐた

めの初動体制を含む継続的な心のケアの重要性

は、東日本大震災以後もさらに大きくなってい

ます。また、東北では、仮設住宅などで精神を

病み、自殺や孤独死がやまない現状もあるよう

です。本県においても、県北の台風災害や口蹄

疫被災時には、精神保健活動が行われていまし

たが、国が策定したマニュアルを使用していた

ようです。さらに踏み込んだ地域性を考慮した

内容で、県外からの被災者を受け入れた後の対

応や、被災現場での救助活動で悲惨な状況を見

たり救助できなかった経験で惨事ストレスを受

ける消防職員や消防団員への心のケアに関する

マニュアル策定も必要です。高知県では、精神

科医や精神保健福祉士、臨床心理士などの専門

職を中心とした研究会が立ち上がり、県がフォ

ローする形で独自マニュアルを整備されていま

す。県としてどう取り組んでいくのか、福祉保

健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の災害時
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のマニュアル整備につきましては、国の研究機

関が作成しましたマニュアルやガイドラインに

基づき、これまで蓄積したノウハウを生かしな

がら、災害の内容に応じたマニュアル等を作成

しているところであります。具体的には、東日

本大震災後に、本県が派遣しました「こころの

ケアチーム」の活動マニュアルの作成や、新燃

岳火山災害における健康相談等のための実施要

領の作成など、災害の状況に応じて、円滑な精

神保健活動ができるよう、マニュアル等を整備

してきたところであります。また、口蹄疫にお

ける心のケア活動を踏まえ、宮崎大学や国と共

同で「地域精神保健対策マニュアル」を作成

し、県内市町村や各都道府県等に情報提供いた

しますとともに、関係する市や町と連携を図り

ながら、被災者へのケアを継続しているところ

であります。災害時における被災者への心のケ

アは大変重要でありますので、今後とも、関係

機関と連携を図りながら、マニュアルのあり方

を含め、研究を進めてまいりたいと存じます。

○図師博規議員 今、答弁の中にもありました

が、本県は口蹄疫や新燃岳の被災を経験したと

ころでもありますし、また、だからこそできる

整備、マニュアルの策定というものがあると思

います。さらなる具現化を進めてください。

それでは、続きまして、知事の政治姿勢につ

いて伺います。

県民に勇気、元気、そして感動を与えてくれ

た鵬翔高校の全国高校サッカー選手権優勝は、

今も色あせることなく記憶に残っています。知

事もみずから競技場に行かれ、選手の懸命なプ

レーと、応援団の声がかれてでも叫び続ける姿

勢には感動されたことと思います。その鵬翔高

校の快進撃を支えたのは、監督、コーチの指導

力であり、学校及び保護者の方々の献身的なサ

ポートだったと思います。では、県を代表して

戦った鵬翔高校に、県として何が支援できたの

か。先日、知事は、延岡学園バスケットボール

部を含めた県学生栄誉賞を、その栄誉に当たる

方々に授与されておりましたが、保護者のほう

からは、「大会中に応援団を送り込むためのバ

スをチャーターする費用の補助など、直接的な

支援が欲しかった」と。受賞よりも、そのとき

の補助が欲しかったと。全国的には数多くの自

治体が、全国大会出場校への補助制度や激励金

制度を創設しています。本県としても、県を代

表して全国大会に出場する学校並びに個人、さ

らには文化活動も包含した支援制度をつくるべ

きと考えます。国立競技場で直接感動を受けら

れた知事ならば、前向きな御答弁をいただけ

る、その学生に直接伝わる意気込みが返ってく

ると信じて、知事の答弁を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 鵬翔高校のサッカー、

本当に4,175校の頂点、大変な偉業であります。

準決勝、決勝で、私も現場でその感動をともに

することができて、大変うれしく思っておると

ころでございます。その会場におきましても、

保護者の方から「何か支援策はないんでしょう

か」という声はいただいたところでございま

す。大変心苦しいところでありますが、今ある

制度としましては、全国高等学校総合体育大会

や全国高等学校定時制・通信制体育大会に出場

する際の交通費や宿泊費として、県高等学校体

育連盟へ―いろんな種目があります―トー

タルで今年度約300万円を補助しているというこ

とでございます。

今御指摘ありましたように、高校のみならず

中学、いろんな段階で全国大会へ出場するとい

うのはあるわけであります。私も、子供が小学

校のころに、サッカーの全国大会で福島に行き
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ましたが、そのときにも募金で、いろんな活動

で財源を確保する─サッカー協会からの一定

の補助もあったわけでありますが、そのような

取り組みであります。今回、鵬翔高校、かなり

長期にもわたる、それで宿泊費、それから遠征

費、いろいろあるわけでございますが、なかな

か一定のルールのもとでの限られた財源であり

ますから、先ほど言いましたような支援に今

なっておるところでございます。ただ、県とし

ての支援ということになりますと、今のような

遠征費という話がございましたが、鵬翔高校が

こちらに戻ってきたときに、芝のグラウンド、

総合運動公園の芝のグラウンドを無償で提供す

るということもさせていただきました。また、

宮崎牛のプレミアム商品券を提供して、元気を

出してくださいというような形もしましたし、

これは県の職員としてということであります

が、一定の寄附などもしたところでございま

す。御指摘のところは、県としての制度的な支

援をもっと拡充すべきではないかということで

はございますが、限られた財源の中で、そうい

う高等学校、インターハイだとか、そういった

ものに対しての今は支援ということでございま

す。

○図師博規議員 今の御答弁内容は、知事が

おっしゃるように、高校総体なりの限定的な支

援でしかないわけです。知事が言われたよう

に、芝のあるグラウンドの無料の貸し出し、ま

た宮崎牛の商品券の提供、その都度、また県の

職員の方々も何か募金活動をされて、それを学

校に届けられたという話も聞いております。そ

れはそれでいいんです。ただ、ルールがないか

ら、そのときになってばたばたとそういうこと

をされて、気持ちは届けようとされているで

しょうけれども、それではなくて、これを機

に、これからもさらに高校の全国大会出場、高

校だけじゃない、中学も、そして文化の部もあ

り得ると思いますが、今の既存団体への補助の

さらなる拡充というのも、もちろん視野には入

れる必要があると思いますし、私は、知事の現

場に行かれたときの感動を形にしたいというと

ころの意気込みを聞きたいんです。再度、答弁

をお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 私自身も大いに感動

し、県民に、先ほど言われましたような元気、

勇気、希望を与えていただいた、すばらしい活

躍だというふうに思っております。先ほど申し

上げました支援というのは、交通費、宿泊費と

して、大会に出るときのということであります

が、それ以前の段階で、強化練習・合宿練習な

どの選手強化活動ですとかメディカルサポー

ト、指導者の養成など、運動部活動の充実を図

るための支援をまた別途行っているところでご

ざいますし、そういう運動活動以外にも文化部

という御指摘がありましたが、県大会の運営費

なども補助を行っているところでございます。

運動部にしても文化活動にしても、そういう子

供たちの活動のトータルでのいろんな形での支

援に今取り組んでいるところでございまして、

御指摘も踏まえながら、今後どういう形での拡

充というのができるのか、今後とも考えてまい

りたいというふうに考えております。

○図師博規議員 知事のお気持ちはわからない

でもないんですが、やはりゼロベースでは届く

ものも届かない。予算化というところをぜひ視

野に入れて、また担当課との協議を進めていた

だきたいと思います。

続きまして、次の質問に参りますが、早々に

誘致を表明されました国民文化祭に関して伺い

ます。この誘致がかなえば、記紀編さん1300年
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事業との相乗効果で、全国に宮崎をアピールす

る機会となることは言うまでもありません。そ

こで、記紀編さん関連では、先駆的な取り組み

を展開している島根県は、４年間で約25億円を

かけ、また114日間にわたる「神話博しまね」を

核に、500万人もの観光客を誘致し、観光経済効

果だけでも200億円を上乗せするというような数

値目標を持っていらっしゃいました。知事は、

既に動き出しています記紀編さん事業と、例え

ば国民文化祭を誘致したときに、この２つの事

業をどう結びつけていかれるおつもりなのか。

また、組織編成を含めて、どういう形がベスト

と考えられているのか。また、事業規模はどれ

ぐらいにするのか。そしてまた、経済効果はど

れくらい見込まれているのか、具体的なビジョ

ンをお持ちであればお答えください。

○知事（河野俊嗣君） 国民文化祭は、今御指

摘がありましたように、昨年より取り組んでお

ります記紀編さん1300年記念事業のまさに集大

成ということで、それに向けて、さまざまな神

話の再認識なり、いろんな文化活動の振興な

り、盛り上げてまいりたいというふうに考えて

おります。国民文化祭は、主催者としては、文

化庁、県及び市町村、また文化団体という形に

なるわけでございますが、その推進体制、実行

委員会をつくって、今ビジョンという御指摘が

ありましたが、どういうビジョンで、どのよう

に進めていって、どのような経済効果も含めて

というところは、推進委員会の中で整理すると

いうふうに考えておるところでございます。こ

れは、開催が内定した後に設置するということ

でございますが、大体これまでの例でいうと、

開催５年前に内定が決まるということでござい

まして、そこからテーマ、それから会期などの

基本構想というものを基本構想検討委員会など

で作成し、国の委員会でというような、そうい

う手順を踏んでいくこととしております。それ

までに何もしないということではありません

で、記紀編さん1300年記念事業の中で、そうい

う目標をにらみながら、どういったテーマです

べきだ─先日もある有識者の方と意見交換さ

せていただきながら、よくある、業者に全部ぽ

んと委託して、大きなイベントをやって、はい

終わりということではなしに、まさに宮崎なら

ではのいろんなテーマ、いろんな参加を求めて

いく展開にすべきではないかというものがござ

いますので、これから記紀編さん1300年記念事

業を展開する中で、それに向けた準備は進めて

まいりたいと考えております。

○図師博規議員 おぼろげで、具体的な、例え

ば数値目標らしき答弁はありません。また、そ

の組織も、開催が内定した後に立ち上げて具体

化させていくということですが、他県がやって

きた国民文化祭は多分それで間に合ったのか、

よかったんでしょう。ただ、本県は、記紀編さ

ん事業が動き出しており、早い段階から、その

組織、また動きと連動させていくことこそが、

成功への近道になると信じます。ただ、国民文

化祭は、国民体育大会のように、各県持ち回り

で開催されているわけではなくて、誘致表明あ

りきなんですね。現在、手を挙げているところ

は本県だけです。何でか。それを調べてみまし

た。なぜ本県しか手を挙げていないのか。それ

は、国民文化祭を誘致しても、それだけでは大

きな費用対効果を生むことは大変難しく、誘致

に積極的な自治体が少ないということがわかり

ました。事実、過去の国民文化祭の開催状況を

比較してみますと、平成23年開催の京都大会に

おいては、約400万人の誘客がかなっております

が、その前の徳島県や鳥取県で開催された大会
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は、70万人程度の誘客と、実績が上がっていま

せん。大きな開きがあります。ゆえに、誘致に

関しては、相当の覚悟と周到な準備が必要で、

準備は早く始められるにこしたことはない。間

違いなく開催内定が出る平成27年を待たずと

も、現在、市町村を含めて動いている記紀編さ

ん1300年記念事業推進協議会との連携なり、具

体的な方向性、テーマも含めて、また市町村が

どのような役割を担っていくのか等々、また今

回の一般質問等でも取り上げられています神楽

の磨き上げ、また盆踊りとか地域に眠っている

行事を磨き上げて、文化の一つの祭典としてつ

くり上げていく。そういうものをするのは、１

年、２年、３年、４年ですぐできるものじゃな

い。早く始められて準備するという姿勢が大切

だと思いますが、知事の御見解をお伺いいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 重要な御指摘だと思い

ます。恐らく内定をいただけるであろう平成27

年というものを座して待つわけではなく、先ほ

ど答弁申し上げましたような、今取り組んでお

ります記紀編さん1300年記念事業を推進するこ

とが、既にその助走になっているものというふ

うに考えております。これまでも、昨年10月に

開催されました記紀編さん事業に係る有識者意

見交換会において、文化祭の概要を説明し、ま

た、いろんなアドバイスもいただいたというこ

ともございますし、ことしになって２月19日に

開催しました記紀編さん1300年記念事業推進協

議会の総会におきましても、文化庁への要望書

提出や誘致に係る取り組みについて報告をし、

それぞれでまたいろいろ考えていきましょう

と、文化の協会のほうからは、それに向けて

しっかりいろいろ盛り上げていこう、それで本

県ならではのテーマを考えていこうというよう

な動きが始まったところであります。そういう

動きを、いろんな形で、機会で情報提供し、ま

た意見交換し、いろんな具体的な事業、例え

ば、今度、県立芸術劇場の20周年に合わせて神

楽のフェスティバルをやるというような話も答

弁申し上げたところでございますが、いろんな

ところがそういう最終目標に向けて結びついて

いくような盛り上げに努めてまいりたいと考え

ております。

○図師博規議員 知事が早々に国民文化祭の誘

致に手を挙げられたということは、私は評価し

ているんです。それほど知事に意気込みがあら

れるということでしょうし、また、それこそが

リーダーシップだと思います。そこで、次の質

問ですが、新たな提案をさせていただきま

す。2019年に日本での開催が決まっているラグ

ビーワールドカップ、これを本県に誘致できな

いか、また、誘致するために名乗りを上げてい

ただきたい。このラグビーワールドカップは、

オリンピック、サッカーワールドカップに次ぐ

世界三大スポーツ祭典の一つと呼ばれていま

す。参加国は100カ国、本戦の参加チームは20チ

ームに絞られます。そして、開催国での試合は

計48試合が行われます。準決勝、決勝は、国立

競技場で行われるものと思われますが、その予

選は、国内の10から12会場で開かれることが予

定されています。その会場の一つを本県に誘致

できないかというものです。誘客と経済効果も

桁違いで、2007年のフランス大会では、チケッ

ト販売だけでも220万枚、テレビ放映国200カ国

以上、テレビ視聴者数40億人以上というような

規模での大会なんです。その10分の１が本県に

スポットが当たるだけでも、破格の経済効果が

生み出されるとともに、私は何より、大会関係

者、選手団やマスコミ関係者に、本県の農畜産
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物を食してもらい、宣伝へつなげてもらう絶好

の機会だと考えます。県ラグビー協会も大きな

期待を寄せていますし、商工団体初め市町村の

幾つかでは、情報収集をしているところもあ

り、そこは県のイニシアチブを待っているんで

す。国民文化祭に手を挙げられた今勢いのある

知事に、このラグビーワールドカップ誘致に関

しての所見を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 「スポーツランドみや

ざき」を推進している本県、例えば今回のＷＢ

Ｃの合宿でも、いろんな情報発信ができたので

はないか、宮崎牛を初めいろんなものを食べて

いただいて、アピールもできたのではないかな

と思っておりますし、御指摘のありました2019

年のラグビーワールドカップについても、大変

関心を持っているところでございます。そのた

め、現在、大会の準備・運営機関であります組

織委員会などから、県としても情報収集を行っ

ているところでありまして、試合会場の選定に

つきましては、ことしの５月に詳細なガイドラ

インが発表されると、そして大会４年前の平

成27年に試合会場が決定される段取りになって

いるというふうに伺っております。試合会場と

して立候補するためには、そのための適切な競

技場が宮崎として用意できるかどうかという大

きなハードルはあるわけでございますが、この

ガイドラインに示された条件をクリアできるか

どうかというところ、その内容を踏まえて、開

催地として立候補できるかどうかというのを検

討してまいりたいと考えております。

○図師博規議員 非常に関心を持っていただい

ているということはありがたい限りですが、今

回、今の答弁にありましたが、５月にガイドラ

インの発表があります。それを待って、具体的

に進めていくということですが、実は私、前回

大会、ニュージーランド大会のガイドラインを

手に入れました。この内容を精査しましたとこ

ろ、今、知事が言われたように、やはり大きな

ハードルとなるのは、メーンスタジアムをどう

確保するかというところであります。ニュージ

ーランド大会におきましては、地方都市でも予

選が行われまして、そのときニュージーランド

では、地方都市の２万人収容できるスタジアム

でも予選大会が行われています。ワールドカッ

プ事務局にも確認したんですが、１万5,000人規

模のスタジアムがあれば開催が可能となるとも

返事をいただきました。県有施設でその規模の

収容施設はと考えたところ、サンマリンスタジ

アム、ここが３万人ですね。ただ、ワールド

カップが開催される時期は、プロ野球の秋季

キャンプの時期と大体重なってしまいますの

で、あそこに全面芝を張ってラグビー競技場と

いうわけにはいかないようです。そこで、やは

り県の陸上競技場、あのメーンスタジアムが最

も現実的な候補地だと思われます。陸上競技場

の収容人員を調べましたら、２万人という発表

になっているんですが、実際、国のラグビー

トップリーグが開催されていましたけれども、

あのときの収容人員が１万人と少しぐらいしか

入らなかったという実態もあるようです。です

から、簡単に申しますと、あそこに5,000席ほど

の仮設スタンドをつくっていただければ、メー

ンスタジアムの条件としてはクリアできる可能

性があります。何とかこの整備に関して前向き

に取り組んでいただきたいですし、また、そう

いうような動きを見せるだけで、もし仮に公式

試合、予選の誘致がかなわないにしても、その

前に行われますキャンプ地の選定に関して、そ

のテーブルにのることができるんですね。です

から、まず試合誘致、それの後はキャンプ地誘
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致というような流れを持って、ワールドカップ

誘致のほうに取り組んでいただければと思いま

すが、再度、知事の見解をお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 今の戦略的な発想、大

変重要な御指摘だというふうに思っておりま

す。キャンプ誘致ということからいいます

と、2002年のサッカーワールドカップにおい

て、ドイツとスウェーデンの代表チームが宮崎

でキャンプをしていただいた。この情報、アピ

ール効果、非常に大きいものがあるわけであり

ますし、ラグビーに関していいましても、日本

代表やトップリーグのチームのキャンプを受け

入れているという実績があるわけであります。

こういったものを、アマチュアも含めた、さら

にそのキャンプの誘致にも結びつけていく、非

常に大きな材料にもなるというふうに考えてお

ります。いろいろ調べていただいたということ

でございますが、今後示される詳細なガイドラ

インの条件というものをよく確認した上で、今

のような視野も含めながら、今後検討してまい

りたいと考えております。

○図師博規議員 しつこくいきます。視野も含

めながらということですが、例えば人口規模が

同じくらいの県、大分県、こちらがサッカーワ

ールドカップの開催のときに、４万人規模の収

容スタジアムを整備して、見事予選の開催を獲

得されています。カメルーン代表が旧中津江村

に合宿に来られまして、あの盛り上がりを見せ

た。プロサッカーチームも持たれていますし、

その後、それを活用した地域活性は、今もなお

続いておるというところもあります。ですか

ら、知事もそのような夢を描いていただきたい

ところです。とにかく関係団体や市町村と連携

して、試合及びキャンプ誘致に向けた組織を立

ち上げて、協議を始めていただきたい。試合会

場の入札締め切りは、来年の３月、つまり１年

後です。そのときまでに体制が整って入札に手

を挙げていただくというのが理想的ですが、ぜ

ひ関係団体とか市町村を含めたところでの協議

を始めていただく、組織をつくっていただくと

いうことに関しまして、知事、いかがでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 試合会場あるいはキャ

ンプ地として手を挙げるということになります

と、受け入れる地元の市町村の意向も大変重要

であるというふうに考えております。ガイドラ

インの内容というものを市町村に対して説明会

を開催するなど、情報を共有する体制を整え

て、その後の段取りというのをしっかり検討し

てまいりたいと考えております。

○図師博規議員 ぜひ追跡させていただきま

す。国民文化祭も内容がまだ全然これから、た

だ知事の意気込みで誘致したいんだと、あとラ

グビーワールドカップに関しても同様に、私は

県民と夢が共有できる一つの事業であり、また

そこに取り組む過程というのが非常に大切だと

思いますので、今後の知事の英断に期待いたし

ます。

次に、保育人材についてお伺いいたします。

保育ニーズの多様化により保育士が不足して

いる現状は、先日、井上議員も取り上げられ、

その対応を迫られました。この保育人材不足

は、看護師や介護職員の人材不足と似ていると

ころがあり、資格を持たれていても就労してい

ない、または他職種につかれている、いわゆる

潜在的保育士がかなりいらっしゃいます。県内

だけでも１万人を超える保育士の登録があるに

もかかわらず、現任者は3,000人程度にとどまっ

ています。この潜在的保育士と保育現場をどう

マッチングさせていくかが課題でありますの
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で、その対策につきまして、福祉保健部長にお

伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 保育所におい

て、保育士の確保に苦慮されているという声に

つきましては、私どもも保育団体との意見交換

の場などで伺っておりまして、今回、平成25年

度の新規事業として、「保育士確保緊急対策事

業」をお願いしているところでございます。事

業の具体的な内容は、保育士の資格を有してい

ながら就労していない、いわゆる潜在保育士の

就労意欲や雇用条件などの調査を初め、就労意

欲のある方を対象にした研修などを実施するこ

とといたしております。また、県内に４カ所あ

ります保育士養成施設や保育団体などとの意見

交換を行いまして、養成施設や学生の意向把

握、問題解決に努めるなど、将来の保育士確保

につなげてまいりたいと考えているところでご

ざいます。

○図師博規議員 今答弁にありましたが、県内

には４つの保育士養成施設があります。では、

ここの定員の充足率、定員の充足状況と、県内

にそのうちどれぐらい就職されているのか、そ

して県内就職された保育士の平均勤続年数はど

れくらいになっているのか、福祉保健部長、再

度お願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成24年４月

でございますが、保育士養成施設４校の入学者

につきましては、入学定員の合計350人に対しま

して287名が入学しており、定員充足率は82％と

なっております。次に、平成24年３月の卒業者

の保育所への就職状況でありますが、県内とい

うことでございましたけれども、県内・県外の

いずれかについては公表されておりませんの

で、合わせた数字で申し上げますと、卒業者が

まだ出ていない１校を除く３校の卒業者の合計

は242人で、このうち131人（54％）が保育所へ

就職しております。また、県内の保育士の平均

勤続年数でありますが、平成23年の賃金構造基

本統計調査によりますと、9.3年となっていると

ころでございます。

○図師博規議員 資格を取られても、やはり半

数の方が他職種についている現状が今示されま

したし、９年で退職ということは、卒業されて

から、大体結婚、出産を機に退職されている方

が多い、そして潜在的になっていくという現状

の答弁でありました。

今回、質問をつくるに当たり、幾つかの保育

園から情報収集を行いました。その中で、県内

に保育士養成のための通信教育制度の創設を望

む声や、何より保育士の処遇改善を求める声が

多く聞かれました。保育士の処遇改善、つまり

所得増加につながるような政策が喫緊の課題で

あるということであります。県単独でというと

ころも難しいのでありましょうが、福祉保健部

長、この対策についてお考えをお示しくださ

い。

○福祉保健部長（土持正弘君） 国のほうで保

育士の人材確保対策を推進いたしますために、

今回の補正予算で、「安心こども基金」による

保育士の処遇改善事業を盛り込んだところでご

ざいます。具体的な事業内容は、保育士の給与

改善のため、私立保育所等に対しまして、従来

の保育所運営費とは別に補助金を交付するもの

となっておりまして、これはあくまで国におけ

る予算上のモデル計算でございますが、給与の

改善月額は、保育士が約8,000円、主任保育士が

約１万円となっております。県といたしまして

は、今後、市町村と連携しながら、的確な対応

を行うことによりまして、保育士の働きやすい

環境づくりに努めていく必要があるというふう
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に考えております。

○図師博規議員 国におけるモデル的な試算で

はありますが、来年度から１万円程度の所得増

が実現するということで、少し光が差した感は

ありますが、これも介護職員の処遇改善策のと

きのように、事務作業が余りにも煩雑で、時間

と経費がそこに割かれてしまって、手当分が削

減される、小さくなるというようなことがない

ような、県ができる配慮をぜひしていただきた

いと思います。

それでは次に、一般貸切旅客自動車運送事業

についてお伺いいたします。

高速バスツアーの重大事故が相次ぐ中、昨

年、国土交通省は、貸し切りバスを運行する298

社に緊急監査を行いました。そこで８割を超え

る250社に法令違反があったということを指摘

し、またそれを公表いたしました。安全に関す

る違反が業界に蔓延している現状を国は重く受

けとめ、規制を強化し、乗客及び運転手の安全

確保のため、新たな運行規則を示しています。

また、低価格競争が激化したことで、運転手が

長距離、長時間の運行を強いられ、また車両整

備の不良を招くなどの負の連鎖を断ち切るため

の規制でもあり、県が使用する貸し切りバス

も、この対象に合わせて、安全確認をする必要

があると思います。例えば、小中学校の修学旅

行や高校総体などにおける生徒移動に係るバス

利用がそれに当たります。現在、それら利用さ

れている貸し切りバスの業者は、どのような基

準で選定が行われ、またどのような料金設定等

が提案されているのか、教育長にお伺いいたし

ます。

○教育長（飛田 洋君） 修学旅行とか遠足等

の学校行事で使用するバス業者、旅行業者の選

定に当たりましては、子供たちの安全、保護者

の負担、そういうことを考えながら、入札とか

企画コンペによって実施している、選定してい

るという状況です。特に、修学旅行において

は、安全面というのが非常に気になりますこと

から、そういうことを考えながら、企画コンペ

で多くの学校が業者を選定しているという状況

にあります。県教育委員会といたしましても、

年度当初に通知を出しまして、校外での行事の

ときには、例えば行き先のところと十分連携を

とりなさいとか、あるいは下見をするなどして

十分な安全を確保するようにという指導をして

いるところであります。それから、バスの安全

ということにつきましては、先ほどお話があり

ましたが、昨年４月、高速ツアーバスの事故が

あって、８月に九州運輸局宮崎支局長が県教育

委員会においでになったんです。そして、その

ときの趣旨は、優良運輸事業者の認定・認証制

度について周知をしてくれということだったん

ですけれども、そのときに、私のほうからぜひ

お願いしたいということで、どのバス業者も十

分な安全が確保されるように指導してほしいと

いうお願いをしたところでございます。

○図師博規議員 早速、教育長のほうで、高速

バスの事故を受けて、九州運輸局宮崎支局のほ

うと連携をとられているというのは、さすがの

対応だとは思います。そこで、私は料金に関し

てちょっと調べてみました。すると、教育長が

言われましたけれども、入札は行われているの

ですが、例えば、昨年の高校総体で県南の高校

が大型バスを借り上げ、往復約130キロを運行し

たときの料金は、１台につき９万4,500円支払わ

れていました。一方、同じ高校総体に参加した

県西地区の高校では、往復約140キロの運行をし

た大型バス１台につき４万2,000円の支払いと

なっていました。この数字は、九州運輸局が出
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されている一般貸切旅客自動車運送事業運賃・

料金基準と比較しても大きく割り込む数字で、

このままでは、公的機関の利用するバスが低価

格競争を助長することにもなりかねません。教

育長の答弁にもありましたが、今後は、安いだ

けではなくて、学校側の役割、業者への配慮、

そして保護者負担の最もいいバランスを考え

て、バスの選定等を行っていくときだと思いま

す。

以上申し述べまして、私の質問を終わりま

す。（拍手）

○中野一則副議長 以上で午前中の質問は終わ

ります。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時51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、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

疲れさまでございます。あと２人になりまし

た。最後は大物が待っておりますけれども、

ちょっと眠い時間ですが、おつき合いをよろし

くお願い申し上げたいと思います。

間もなく２年―おととしの３月11日、地

震、津波、そして原発の爆発、東日本大震災が

発生しまして２年になります。私どもはこれら

の日本の大事件に対してしっかりと向き合って

教訓を学んでいかなくてはならない、そして私

どもは被災者の皆さん方に寄り添っていきたい

なというふうに思っています。そういう観点も

含めまして、知事の政治姿勢を以下お尋ねして

まいります。

「許可車両のみの高速道路からわれが捨てて

ゆく東北を見つ」「晩春の自主避難、疎開、移

動、移住、言ひ換へながら真旅になりぬ」、こ

の歌は、仙台市から２歳の子供さんと自主避難

され、ことしの若山牧水賞を受賞された大口玲

子さんの歌集「トリサンナイタ」に収録され、

授賞式で本人が選んだ自選歌として披露された

ものでございます。授賞式の挨拶で大口さん

は、「心の整理はついておらず、震災に対して

言葉を持っていないので、受賞を機にそれを取

り戻したい」と話しておられました。先輩歌人

仲間からは、東北を見捨てるのかと非難され、

河北新報にお勤めの御主人と別居を強いられる

など、心の葛藤は大きなものがあると思われま

すが、知事はこの授賞式でどのような思いを持

たれたのか、お尋ねをいたします。

以下は質問者席にて行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

今御質問にありましたように、第17回若山牧

水賞の受賞者は、歌集「トリサンナイタ」の著

者である大口玲子さん、本県在住者として初の

受賞となったわけであります。この歌集は、御

長男の出産や東日本大震災、その後の本県への

移住等の内容が盛り込まれており、妊娠や出

産、子育てに対する希望や不安、また震災後の

移住に対する葛藤などが詠まれておりまして、

大口さんの心の動きや親子の愛情というものが

よく伝わってくるというふうに思っておりま

す。

私も印象に残っておりますのは、今、議員が

御紹介をされました「晩春の自主避難、疎開、

移動、移住、言ひ換へながら真旅になりぬ」と

いうものであります。震災後、自主避難、各地

を転々とされながら、それがつまり長い旅と
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なってしまったと。その旅での苦労などが感じ

られ、多くの同じ経験をされた方の気持ちとい

うものが共感できる歌なのではないかなという

ふうに思っております。また、同じようなテー

マではありますが、少しほっとするものとしま

しては、「いたましきもののごとくに夫は言へ

どかはゆし息子の宮崎なまり」というものもご

ざいました。

授賞式での大口さんの言葉、「今回の受賞に

より、大震災について自分の中で整理がついた

わけではない。東北に対してきちんとした言葉

を持てずにいる。受賞を機に言葉を取り戻して

いきたい」、大変心打たれるコメントでありま

した。常に被災地や被災者に対して思いをは

せ、さまざまな思いを抱き悩んでいる、その真

摯な姿勢というものを強く感じたところでござ

います。

今回の大口さんの受賞というのは、今、大震

災後の置かれている状況というものをよくあら

わすものであるとともに、大口さんのような方

が宮崎に避難してこられたことを大変誇りに思

います。それとともに、今後とも、さまざまな

形で支援を続けていかなくてはならない、その

ような思いを強くしたところでございます。以

上であります。〔降壇〕

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。私

も、授賞式に続きます祝賀会で、本人さんとお

話しせず、御主人と子供さんが後ろのほうで会

食しておられまして、お話をお聞きしましたけ

れども、なかなか何と言っていいのかというよ

うな非常に複雑な思いを抱きました。

今度の議会での質問、答弁で気になるところ

がありましたので、この際、申し上げておきた

いというふうに思います。私どもの会派は答弁

書を受け取っていません。というのは、この質

問が終わる以前はということですけれども。そ

れはなぜかといいますと、これは10年前からこ

のようにやっているんですけれども、議会が言

論の府であり、闊達な議論を行うべきだという

ふうに思っているからで、菅政権時代に総務大

臣をした片山さん、元鳥取県知事は、こういう

ものは学芸会と一緒じゃないかとの厳しい批判

も浴びせられておりまして、私どもそういう努

力をしております。ですから、答弁も簡潔にし

ていただかないと―今のはよかったんですけ

れども、簡潔にいただくということは、私ども

も理解をする、お聞きをしてまた再質問、こう

いうことをしますよというのはもちろん言って

いますけれども、そういうふうにやっていきま

すので、この際、申し上げたところでございま

す。

先日、園子温監督作品の大地震と原発事故を

描いた「希望の国」という映画を鑑賞いたしま

した。夏八木勲と痴呆の入った妻役の大谷直子

さんが演じる酪農家夫婦が避難を迫られ、最後

は、飼っていた牛を全頭射殺し、猟銃で自殺す

るのであります。その一方、主人公により無理

やり避難させられた、両親から離れたくないと

懇願する息子と妊娠したその妻は、その後、出

産しまして、九州と思われる地域に避難するの

ですが、海岸でくつろぐ妻と幼子を見守るその

息子の放射線感知器が突然鳴り出すというラス

トシーンで終わったんですけれども、原発に依

存する社会の未来を指し示したような気がいた

しました。

ところで、県内にも多くの避難者の方が生活

をしておられます。知事は西村議員に、「200数

十名の方が避難をしておられ、家賃の減免、県

立学校の受験料の減免など支援している」と答

弁されましたけれども、支援の状況をもう
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ちょっと詳しくお答えいただきたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 東日本大震災に伴う被

災者や避難者の方々に対する支援は、法律や国

の制度に基づくものを含めて対応しておるとこ

ろでございます。本県では、県営住宅等への無

償での受け入れや、中山間地域における就労機

会の提供、県立学校における入学試験手数料の

免除などの取り組みを行っているところであり

ます。また、被災県からのお知らせや、県内の

団体が実施する避難者向けのイベント等の情

報、これらを県の担当のほうからそれぞれの方

に直接届けることによりまして、本拠地とのつ

ながりを持ちながら、本県での生活が少しでも

温かいものとなるよう支援をしているところで

あります。

○鳥飼謙二議員 若干名といいますから、20

～30名程度の罹災証明を持った方への支援とい

うことにはなるんですね。文書についてはいろ

いろあると思いますけれども、問題は、罹災証

明のない自主避難の方たちが多いということで

す。やはり、これに対する手を差し伸べていく

必要があるのではないかというふうに思うわけ

でございます。後でまたそれは申し上げたいと

思います。

次に、原発事故子ども・被災者支援法、これ

も西村議員が取り上げていただいて―今議会

で私どもと共産党の前屋敷さんがずっと原発の

問題を取り上げて、そして自民党の横田さんが

後ろにおられますけれども、やはり取り上げら

れて、少ないなというふうに寂しく思っていた

んですけれども、西村議員が取り上げていただ

いたのでよかったなと思っております。そこ

で、６月、それは成立したわけでございますけ

れども、具体的には何も決まっていないという

のが現状でございます。法案の状況、進捗状況

についてお尋ねをしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この法律は、福島第一

原子力発電所の事故により被災した子供や住民

などの生活を支援することなどを目的として成

立したものであります。国は、被災者の生活支

援等の施策推進に関する基本方針を定めなけれ

ばならないこととされておりまして、関係地域

の住民の意見などを反映しながらその方針の策

定という、手順は決まっておるわけでございま

すが、現状としましては、この基本方針に定め

るべき支援対象地域をどのように設定するかと

いう検討課題があることから、いまだその方針

の策定には至っていないという状況でございま

す。

○鳥飼謙二議員 日本版チェルノブイリ法とい

うことで、チェルノブイリでは５年たってでき

たということのようですけれども、せっかく早

く法律ができたわけですから、早く施行してい

ただきたいということで、何らかのアクション

を県にもお願い申し上げたいというふうに思い

ます。

そこで、先ほどちょっと申し上げました罹災

証明のない人たちを含めて宮崎県内に500人程度

―私の推定ですけれども―避難をしておら

れるのかなと。県が把握しているのが200数十

名、県に届けられていない方たちが200数十名お

られるのではないかなと思うんですが、それら

の人に対する支援というのは、愛知県は被災者

支援センターというのを設置しまして、ＮＰＯ

法人に委託をして、支援サービスとか被災者同

士の交流、支援イベントなどを実施しているわ

けですけれども、罹災証明のない自主避難の方

に対する支援を、これらのように本県でも行う

ことはできないのかということでお尋ねしたい
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と思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の愛知につきま

しては、避難者数が県内で1,200名程度というよ

うな状況の中で、総合的な支援窓口として、こ

れは県が設置して、今、ＮＰＯに運営を委託と

いうような状況かというふうに思います。本県

の県内におきましても、今御指摘ありましたよ

うに、全国避難者情報システムに基づいた登録

者数としては２月７日現在262名でありますが、

それ以外にも多くの方が来ておられると。そう

いった方をどういうふうに把握し、また情報を

お届けするのか、なかなかそこの仕組みなり枠

組みがない状況でございます。県のみならず、

市町村、それからいろんな民間団体、ＮＰＯの

結びつき、いろんな形でのネットワークがつく

られているということでございますが、今後と

も、問題意識を持ちながら、そういう連携のも

とにどのような支援ができるのかというのは、

引き続きいろいろ検討してまいりたいと考えて

おります。

○鳥飼謙二議員 冒頭申し上げた大口玲子さん

たちも、やはり同じ状況なんですね。集まる拠

点がない、そういうものを含めて、自主避難サ

ークルの人たちにお願いをしているという状況

から一日も早く脱することが必要なんじゃない

か。これは、子ども・被災者支援法の基本方針

の未施行と相まって、なお重要ではないかと

思っております。ぜひ知事、これは何か実らせ

ていただきたいなと思っておりますので、御検

討をよろしくお願い申し上げたいというふうに

思います。

次に、昨年６月、九州電力の株主総会で、廃

炉を求める検討委員会設置など、脱原発の議案

７号、８号が株主提案されましたが、380万株を

保有する大株主の県としてはどのような対応を

とられたのか、お尋ねをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 昨年の株主提案であり

ますが、九州電力が保有する原子力発電所の再

稼働を行わないことなどを内容とする、定款の

一部変更を求めるものでありました。これに対

し、九州電力としましては、福島第一原発の事

故を踏まえ、緊急安全対策を講じ、国からも妥

当との判断を得ている、またさらには今後、国

の指示に基づき適切に対応していくことなどを

理由として、提案のあったような定款の一部変

更は必要ないという意見でありました。

これを受けての県の対応でございます。原発

のことを含めて、エネルギー政策というもの

は、国民の生活や産業の維持発展など、国の将

来に関する重要な課題でありますので、安全確

保をもちろん大前提としつつ、安定的供給や温

暖化への影響など、さまざまな要素を勘案した

上で、国の責任において決定されるべきものと

いうふうに考えておるところでございます。そ

ういう状況を踏まえて、県としましては、定款

の一部変更というこの提案については必要ない

ものと判断をし、株主提案には反対をしたとこ

ろでございます。

○鳥飼謙二議員 国の責任において判断すべき

ものとして反対をしたということですけれど

も、国が責任とれていないんです、現状では。

あの福島原発事故―安全だと国も言う。電力

会社も言う。経済学者も言う。いろんな評論家

たちも言う。一部の危険だよという声には耳を

傾けられない。そして、考えようとしない。放

射能廃棄物があれだけたまっている。プルトニ

ウムが30トン、こういう状況に真剣に取り組も

うとしない国会議員にも問題があるし、政府に

も問題がある。それをお任せしていたらいけな

いと思うんです。もし仮に宮崎県がこのことに
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真剣に向き合うとするならば、せめて棄権とい

う対応がとれるのではないかなと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 棄権というのは、投票

行動における棄権ということかと思います。関

係市町村は、県内ではそれぞれの判断で棄権な

り白票というものがあったようでありますが、

本県としましては、先ほどのような考え方を意

思表示すべく、株主提案には反対をしたところ

でございます。

○鳥飼謙二議員 余り答弁にはなっていないん

ですけれども、ことしもそういう同種の提案が

なされるというふうに聞いておりますので、真

剣に受けとめて、対応を決めていただきたいと

いうふうに思います。

私は、知事は福島原発事故から何を学んだの

かというふうに思っているんですが、ちょっと

それを申し上げますね。一昨年も同じような御

答弁で、国の責任だとして、23年６月の対応に

ついて、国の責任において決定されるべきもの

だということで、県は反対したと答弁をされた

わけです。しかし、原子力政策は国の責任だと

しても、知事はみずからの考えを持ってしかる

べきであり、少なくとも棄権という対応もあっ

たのではないかなというふうに思ったんです。

知事は福島原発事故から何を学ばれましたか。

何を教訓とされますか。

○知事（河野俊嗣君） 議員からも御指摘があ

りましたように、日本の原発は絶対に安全であ

るというような安全神話というものがあったわ

けでございますが、これは崩壊をしたものとい

うふうに考えておるところでございます。事故

から２年を経過しようとする現在も、この事故

を起因として避難生活を余儀なくされている多

くの方がいらっしゃる、そういう現実、さらに

はさまざまな分野での風評被害もございます。

あるいは、見通しの立たない将来に対するさま

ざまな不安、失望、苦悩というものもございま

すので、今、被災地の現場で起こっていること

というものに、大変心を痛めておるところでご

ざいます。原子力発電は、一たびこういう大規

模な事故が起こると、取り返しのつかない大変

なさまざまな被害が生じるということがはっき

りわかったわけでございますので、将来的には

原発に可能な限り頼らない社会を目指してい

く、英知を結集して最大限の努力をしていくこ

とが、我々に課せられた責務ではないか、その

ように受けとめているところであります。

○鳥飼謙二議員 そのような行動をぜひお願い

申し上げたいというふうに思います。核燃料サ

イクルも破綻をしているわけですし、核と人類

は共存できないというのが明白になっているわ

けですから、ぜひそういう対応をお願いしてい

きたいと思います。

次に、市町村との連携についてお尋ねをいた

します。昨年６月の議会、古い話ですが、震災

瓦れきの対応について、結果として受け入れな

かったことにつきまして、知事のリーダーシッ

プを問う声が議会から上がりまして、知事の主

体性が感じられない、処理が終わるころ受け入

れても遅いというような指摘があって、紛糾し

たわけですけれども、昨年６月15日のある全国

紙の宮崎版で、私も同じ立場で批判したと報道

されたわけです。私の抗議に対して、口頭で陳

謝はあったものの、記事の訂正等は行われませ

んでした。私自身は、一般廃棄物処分場を県が

保有していない現状では、処分場を保有する市

町村との連携を重視して判断すべきと指摘して

おり、知事の対応は妥当だったというふうに

思っております。改めて、市町村との連携のあ
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り方といいますか、連携について、知事の基本

的考えをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 県と市町村との関係と

いうことでございますが、県政運営の基本的な

姿勢としまして、市町村重視というものを掲げ

ております。住民に身近な市町村というものが

大変重要な役割を果たす―私は県庁でも、ま

た市役所でも働いた経験に基づいてそのように

考えておるところでございまして、これまでも

県・市町村の連携推進会議、いわゆる協議の場

ですとか、円卓トーク、さまざまな形での意見

交換に努めてきたところでございます。対等・

協力の関係というのをこれからも大切にしなが

ら、市町村との連携・協力体制の強化に努めて

まいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 次に、ＴＰＰに移りたいと思

います。あす、知事が農業団体の皆さん方と上

京するということで、きのう答弁がございまし

て、いつやるのかなと私、いらいらしていて、

きょうこれでお聞きをしようと思っていたら、

星原議員の質問に対する答弁で―まことに適

切で、ぜひ議長にも行ってもらいたいなと思っ

ていたら、議長から電話がありまして、こうい

う要請があったから私も行きたいけどというこ

とでした。ぜひ行ってくださいということでお

話をしたわけですが、今考えておられる参加

者、それから要請先についてお聞かせいただき

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 要請先も含めて詳細な

ところまでは今、最終調整で、最終的なところ

までは聞いておりませんが、県関係の国会議

員、また国の関係部署に対して、必要な本県と

しての要望をしてまいりたいというふうに考え

ております。そのときに一緒に同行する者とし

ましては、実はあすは、もともとＪＡの四連の

会長さん方、また13の組合長が一緒になって要

望活動に行かれるということでございましたの

で、その機を捉えて一緒にさせていただこうと

いうことでございますので、農業関係団体の皆

様と一緒にということになります。

○鳥飼謙二議員 可能だとするなら、医師会と

か商工関係団体も一緒に行っていただきたいと

いうふうに思うんです。なぜかというと、２

月25日の、共同通信の調査だと思いますけれど

も、宮日に載りましたが、「交渉参加賛成」と

いうのが63％なんですね。「反対」が24％に

なっています。本県のはないかなと思いました

ら、去年の衆議院選挙の世論調査がありまし

て、その中では、「交渉参加反対」が48.2％な

んですけれども、「賛成」も25.9％、「どちら

でもよい」が約20％あるわけです。「知らな

い」というのが約20％ありまして、40～60％ぐ

らいが不明確といいますか、これだけ我々も訴

え、県も訴え、自民党の皆さん方も農業団体も

訴えているのにこういう状況があると。ですか

ら、ＴＰＰの何たるかを知ってもらわなくちゃ

いけないと思っているんです。これは質問とい

うことになりませんけれども、ぜひ今からでも

そういう取り組みをやっていただけないかとい

うふうに思いますので、御検討をお願いしたい

と。何か答弁があればお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、どう

しても農業分野に今、注目が集まっているとこ

ろでございますが、それにとどまらず、金融サ

ービス、医療保険、政府調達、さまざまな分野

への影響、また国民生活への影響というのが懸

念されるところでございます。昨日、県庁内部

でＴＰＰ交渉対策本部を設置しまして、今後の

対応を協議することにしておるところでござい

ますが、その場で私も、農業関係団体のみなら
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ず、医師会も含め、商工団体も含めて、さまざ

まな団体と意見交換をし、情報入手をしなが

ら、今後の対策を考えていきたいというような

指示をしたところでございます。今後とも、御

指摘も踏まえて、各方面への影響というものを

しっかりと見きわめてまいりたいと考えており

ます。

○鳥飼謙二議員 次に移ります。副知事２人制

に関連しましてお尋ねします。知事の任期は、

どの程度、期数といいますか、妥当と考えてお

られるか、お尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 知事が仕事をするに当

たっては、任期というよりも、与えられた４年

間の一日一日全身全霊で取り組む、それが基本

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。

○鳥飼謙二議員 松形知事の答弁と一緒で、６

期ぐらいはいきますね。

副知事を２人制とすることで、国や市町村、

関係団体との関係が強力となって、県政運営に

期待ができるというふうに答弁をしておられま

すけれども、なぜ２人制が必要なのか、再度お

尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 本県が今置かれている

状況というものが、口蹄疫などのいろんな災害

からの再生・復興も新たな段階に入り、より攻

めの姿勢で将来に向け、新たな成長に向けたさ

まざまな取り組み、プロジェクトというものを

進めてまいりたい。その上で、県庁組織を統括

しながら、私の知事という立場を補佐する副知

事の役割というものが非常に重要になる。さら

には、これまで以上にさまざまな、県議会、そ

れから市町村、関係団体との連携というものを

密に、まさに県を挙げての取り組みというもの

が必要だというふうに考えておりまして、その

連携のパイプ役となる副知事は大変重要ではな

いかという認識のもとに、２人体制というもの

を判断したところでございます。

○鳥飼謙二議員 ２人のうち１人は国からとい

うようなことですけれども、佐賀県とか福岡県

など21都道府県が地元選出といいますか、地元

から登用している。また、１人制のところで

も、我が県も含めまして、13県が国から登用し

ている。なぜ国をという思いがあるわけです

ね。確かにこれまでの経緯を見ますと、田井さ

んとか、芦尾さんとか、長くありますけれど

も、それ以前は、小谷さんにしろ、小森さんに

しろ、黒木知事時代ですね―県職員からと

か、内部登用であったわけですから、なぜ国か

らなのか、なぜ２人なのかというのが―今、

答えられましたけれども、なぜ国からそれが必

要なのか、そこをもう一回お尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 本県の直面しているさ

まざまな課題、全国に比べてもおくれておりま

すインフラ整備も含めて、そういった課題に直

面していく上では、国とのパイプ、連携という

のは大変重要であるというふうに考えておりま

す。これまでの知識、経験、専門知識を生かし

ていただきながら、そういうものに当たってい

ただくということで、これまでも、そして今現

在も農水省から牧元副知事を迎えているところ

でございます。ただ一方では、もちろん、県内

の事情をより熟知して、また県庁組織を統括し

つつ、さまざまな方たちとの連携に努めていく

という意味では、地元副知事ということで体制

を強化したい。そのバランスもとりながら、両

方の長所といいますか、そういったものを現時

点においては期待しておるところでございま

す。

○鳥飼謙二議員 私が昨年でしたか、お尋ねし
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たのは、牧元副知事が当然４年間在籍をされる

というようなことで、だとするならば２人副知

事をというようなことで申し上げました。中野

議員が代表質問で言われたように、私は、預け

の問題以降、県の職員は萎縮してきているとい

うような感じをどうしても受けるんです。私は

主に出先機関を、中野議員は主に本庁をという

ことで県で働かせていただいた経験があるんで

すけれども、そういうふうなことを全体として

感じていますので、それを打破するようなも

の、打破するような人材を登用していくという

ことを、ぜひ知事にはお考えいただきたいと思

います。

最後になりますが、新聞報道でありました

が、副知事が農水省に帰って、国交省からの

キャリアを選定しているとか、そういうような

報道があったわけなんですけれども、これは事

実なんでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） そのような報道があっ

たことは承知しておりますし、事実でございま

すが、副知事をどうするかというのは、置かれ

た課題なり、さまざまな要素を考慮して考えて

まいりたいというふうに考えております。

○鳥飼謙二議員 事実というのは、副知事が農

水省に帰るというのが事実ですか。

○知事（河野俊嗣君） そのような報道があっ

たのは事実だというふうに認識をしているとこ

ろでございます。

○鳥飼謙二議員 やはりその前提で、国交省か

らキャリアをというような―４年間、副知事

は宮崎にいなくちゃいけないと私は思っている

んです。というのは、一生懸命やっていただく

から、腰かけじゃ困るということなんです。ポ

ストじゃ困るということなんです。これ以上言

いませんけれども、やはりしっかり受けとめて

いただきたいというふうに思います。

次に、地方交付税についてお尋ねをいたしま

す。国は、国家公務員の平均7.8％の給与削減に

準じて、地方公務員給与費の削減を地方財政計

画に組み込み、強制的に給与削減を図ろうとし

ています。地方交付税の使途は問わないとする

地方交付税法に違反をすると思いますので、知

事の認識をお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 25年度の地方交付税に

つきましては、７月から、国家公務員と同様の

給与削減を実施することなどを前提に減少して

おり、その削減の見合いとしまして、緊急防災

・減災事業費や地域の元気づくり事業費などが

措置され、積み増しをされている部分はあるわ

けでございますが、十分な協議を経ないまま、

一方的に地方固有の財源である地方交付税が削

減されたことは、極めて残念であると考えてお

ります。また、給与削減に伴う県内への影響で

ありますが、県や市町村、また県の規定に準じ

る企業などにおきましては、今回の給与削減に

対する考え方や、削減するとした場合の手法に

ついて、それぞれ事情が異なりますから、現時

点で一律に具体的にどの程度の削減なりがされ

るのかを見込むのは非常に難しいというふうに

考えております。

いずれにしましても、地域経済への影響につ

いて、議員御指摘のとおり、私も大変懸念をし

ておるところでございまして、検討に当たりま

しては、今後見込まれる緊急経済対策の効果

や、本県の財政状況、職員の士気の確保といっ

た点も考慮しながら、慎重に検討していく必要

があろうと考えております。

○鳥飼謙二議員 額の推定は難しいということ

ですが、都道府県決算状況等から推定をしてい

けばできるのではないかなというふうに思って
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います。私の試算では、県の関係では55億程

度、市町村関係では26億程度というふうになる

のではないかと。全体で81億ですかね。県の給

与とか市町村の給与を参考にしている事業所は

たくさんありますので、県内経済に与える影響

というのは非常に大きいと思います。今、わか

らないということですけれども、全然調べてい

ないんですね。答弁を準備しているんですか

ね。では、影響等についてお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） あえて、県の職員につ

きまして、国と同様の給与の削減率、平均7.8％

を用いまして、単純に予算ベースで試算をしま

すと、削減額は約60億円となります。

○鳥飼謙二議員 県内経済は―わかりまし

た。非常に影響は大きいというふうに思うんで

す。産業連関表による推計とか、判断する場合

の手法としてそういうものを参考にすると。そ

してまた、もう一つは国地方係争処理委員会の

議題にするとか、こういうことを今後取り組ん

でいっていただきたいということを要望してお

きたいと思います。

続いて、予算編成の透明化についてお尋ねを

いたします。

このことについては５年ぐらい前から私、取

り上げてまいりました。なぜこういうことを言

うのかと申し上げますと、やはり県政に対する

県民の関心をもっと持ってもらいたいという思

いと、私ども県議会議員も、どうやって意思決

定されるのかということを知る必要があるとい

うようなことでお尋ねしてまいりました。この

基本的考えと新年度の新しい取り組みについて

お尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 予算編成過程の透明化

でありますが、広く県民の皆さんに県の予算や

財政状況について関心を持っていただきたいと

いう思いがあります。予算編成に先立ち実施し

ております事務事業の見直しを初め、予算の要

求額、査定額、それぞれの時点における予算編

成作業の状況を県のホームページなどで公開し

ているものでありまして、積極的に情報を開示

して、これからもいろんな努力をしてまいりた

いと考えております。

平成25年度の当初予算編成におきます新たな

取り組みとしましては、主な事業を対象としま

して、課長審査、それから部長審査―財政課

長審査、総務部長審査があるわけですが、それ

からさらに知事審査に至るまでの各段階の査定

状況を公表したところであります。例えばこの

中で、当初、みやざき成長産業育成加速化基金

は要求額が４億円であったわけですが、知事査

定の段階で、私の判断で30億円に引き上げた、

そのようなところもこういう形で情報公開をし

ているところであります。

○鳥飼謙二議員 非常にわかりやすいですね。

私もそれを見ましたけれども、ぜひお願いした

いと思います。後、時間がありませんので急い

でまいります。

主管部の意思決定過程もやはり透明化してい

ただきたいというふうに思います。動物愛護セ

ンターを例にしてお聞きしたいと思いますが、

その前に、宮崎県の保健所―中央動物保護管

理所で起きた親子の犬と職員の奇跡の実話を映

画化した「ひまわりと子犬の７日間」というの

が、今度の土曜日から全国に先駆けて上映され

るわけですけれども、これを知事は見られてい

るんですね。感想をお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 昨年８月に、この映画

を支援する会の設立総会がございまして、その

ときに、完成前の段階の状況のものではござい

ましたが、拝見をいたしました。県内の保健所
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で実際に起きた実話をベースにしているという

ことで、動物の命、それに向き合う人々の信じ

合うことで生まれるきずなのドラマに、心温ま

る思いがしたところであります。そのモデルと

なった職員のそこでの話も聞き、非常にまた心

打たれるものがございました。このような映画

が宮崎から生まれたということ、口蹄疫で大変

な思いをし、命というものに向かい合った宮崎

で生まれたことに意義があるのではないかとい

うふうに考えておるところでございます。今週

末から、全国に先駆けて県内の映画館で先行上

映されるということですので、多くの県民の皆

様にも見ていただき、また全国の皆様にも見て

いただき、県民一人一人が、改めて命の大切

さ、動物と向かい合うことの大切さを認識して

いただきたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 知事は動物保護管理所に行か

れたことはありますか。

○知事（河野俊嗣君） ないです。

○鳥飼謙二議員 ぜひ、行っていただきたいと

思います。これを見ないとそれがよくわからな

いという点がありますので、次回その感想をお

聞きしますので、ぜひお願いをしたいと思いま

す。

そこで、動物愛護センターの必要性について

は、私もこの議会でこれまでたびたび取り上げ

てまいりましたけれども、主管課、主管部でど

のような検討がされてきたのか、福祉保健部長

にお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 犬・猫の適正

譲渡を初め、しつけ、負傷動物の治療など、各

種動物愛護事業における総合的な取り組みが行

えます動物愛護センターは、動物愛護行政をよ

り一層推進するために有効な施設であるという

ふうに認識しております。また、中核市であり

ます宮崎市におきましても、動物愛護センター

の設置についての検討が始められたところであ

ります。このため、本県といたしましても、宮

崎市の計画を考慮しながら、先進自治体の実態

調査等を進め、そのあり方などを検討してきた

ところでございますが、県と市の役割分担な

ど、解決すべきさまざまな課題もありますの

で、引き続き、宮崎市と連携を図りながら検討

してまいりたいというふうに考えているところ

でございます。

○鳥飼謙二議員 次に参ります。行財政改革と

県政推進体制についてであります。

行財政改革、これは「2007」から具体的なの

が始まっておりますけれども、行き過ぎた改革

で県政の推進体制にほころびが見られていると

私は思っています。行財政改革の進捗状況と評

価についてお尋ねをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県の行財政改革は、

簡素で効率的な行政組織の整備、適正な定員管

理、財政健全化に向けた取り組みというものを

積極的に推進してきたところであります。この

結果、職員数につきましては、平成24年４月現

在、平成17年対比で1,300人余の減となっており

ます。また、財政面では、投資的経費の縮減・

重点化や事務事業の徹底した見直しなどを進め

まして、予算編成における収支不足の圧縮や県

債残高の縮減を図るなど、着実な成果を上げて

いるものというふうに考えております。引き続

き、こうした行財政改革の徹底を図りながら、

持続可能な財政運営、また県民サービスの向上

に努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 人員削減についても、より以

上に、マイナスの削減までいっているという現

状を改めていただきたいと思っているんです。

具体的に、児童相談所を例にしましてお聞きし
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たいと思います。養育の放棄とか体罰など、虐

待が急増しておりまして、児童相談所の機能の

強化というのが大きな課題になっています。そ

こで、児童相談所における正職員と非常勤職員

の比率、対比といいますか、これについてお尋

ねしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 児童相談所に

おける職員の配置状況でございます。児童相談

所を兼ねておりますこどもセンターの単位でよ

ろしいでしょうか。正職員が３センター93名、

非常勤職員が89名となっております。

○鳥飼謙二議員 今お答えいただきました。そ

うしますと、非常勤職員は48.9％、５割に近い

んですけれども、これが正常な姿かどうかなと

いう気はするんですが、そこら辺は―今、人

員の削減をきゅっとしてきています。しかし、

児相の機能強化が求められています状況の中

で、果たしてこういう数字についてどうなのか

ということについてお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 児童相談所の

職員体制につきましては、知的障がいや、増加

する児童虐待などの相談に的確に対応するた

め、適切な職員配置とその専門性の確保が重要

であると認識をいたしております。このため、

これまで児童福祉司を順次増員いたしますとと

もに、職員に対する専門研修の実施などに取り

組んでまいりました。また、児童相談所は、相

談、心理判定、一時保護など、多様な機能を担

い、多くの職種の職員の配置を要しますことか

ら、資格や経験を有する非常勤職員を多く活用

しているところでございますけれども、正職員

と同様に、研修受講等による専門性の確保、向

上に努めているところでございます。

なお、平成25年度は、県内児童相談所を援助

する役割を担います中央児童相談所の体制強化

を図ることとしておりまして、引き続き、児童

福祉の向上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 児童相談所は、児童福祉司の

機能充実といいますか、数をふやしていくのが

大事だと思うんですけれども、現在、18名です

ね。中央が８名、うち教育委員会から派遣が３

名、延岡が５名、うち教育委員会からが２名、

都城が５名、うち教育委員会から派遣が２名と

いうふうになっているんですけれども、派遣職

員がずっと長く続いているんですが、このこと

についてどう思われているのか、お尋ねしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 教職員の皆さ

んが生徒指導や特別支援教育などに携わり得ら

れました知識やノウハウというものは、児童福

祉の現場においても大変有用であるというふう

に考えております。また、児童相談所における

不登校、非行等の相談対応に当たりましては、

教育サイドとの密接な連携が必要でございまし

て、出向配置された職員には、学校現場に戻っ

た後も含め、その役割を担っていただいている

ところでございます。今後とも、児童相談所に

おける職員配置のあり方につきましては、専門

性の確保とか機能の強化といった観点から、適

切な対応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 教育委員会にも同じような質

問をいたします。

○教育長（飛田 洋君） 学校と児童相談所が

密接に連携を図ることは、子供たちの健全育成

にとって重要であり、教育に関する専門的知識

や学校現場での豊富な経験を有する教員出身者

が児童相談所の業務に従事することは、意義が

あると考えております。また、児童相談所とい
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う学校とは異なる環境での業務遂行は、視野が

広がるなど、出向者本人の資質向上にもつなが

り、出向後、学校や教育委員会事務局に再び勤

務した際、児童相談所での貴重な経験やネット

ワークが生かせるものと考えており、児童相談

所に教員出身の教育委員会事務局職員を出向さ

せているところであります。

○鳥飼謙二議員 私は、問題ありと思っていま

す。こんなに長期に―暫定的だったらいいん

ですけれども、児童相談所に技術が蓄積しない

んです。教育委員会に帰ったら同じ人はもう来

ないから、これではやっぱりいかんですね。こ

れはいけない。やはり再検討すべきときに来て

いると思いますので、大人の都合ばかり―子

供のほうに視点を合わせてやっていっていただ

きたいということを問題提起しておきたいと思

います。

それから次に、厚生労働省が、社会的養護の

課題と将来像の実現に向けてということで、児

童養護施設の小規模化等について提言をいたし

ています。本県でどのような検討を行っている

のか、お尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 児童養護施設

の小規模化についてでございますが、平成27年

度から41年度までの15年間で施設の小規模化と

家庭的養護の推進を図ることが、ただいま御指

摘がございましたように、国のほうから示され

たところでございます。

このような中、施設の小規模化の現状であり

ますけれども、24年度末で、小規模グループケ

ア10カ所と地域小規模児童養護施設２カ所が整

備されることとなっております。今後、施設の

小規模化の推進に当たりましては、同時に、施

設の機能を家庭支援へ拡大させるなど、その役

割を大きく変えることになりますので、総合的

な取り組みが必要となってまいります。このた

め県では、27年度を始期とした推進計画を25年

度から策定することといたしておりますが、各

施設におきましても、家庭的養護推進計画を策

定することとしているところでございます。

○鳥飼謙二議員 なかなか難しい課題ですけれ

ども、ユニット化を図るとか、いろんなことを

また工夫すべき点もありますし、ぜひ努力をお

願いしたいと思います。

小規模化の最たるものが里親委託ではないか

なというふうに思っています。現在の本県の里

親委託の状況についてお尋ねしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 里親委託につ

きましては、虐待を受けた児童などがふえてい

る現状において、家庭的な養育環境の中で愛着

形成を図るための重要な役割を担っている制度

でございます。このため本県では、里親委託を

進めておりますが、平成23年度の委託率は12.6

％にとどまっております。このようなことか

ら、平成25年度は各児童相談所に里親委託等推

進員を配置いたしまして、里親家庭への訪問相

談や支援等の強化を図りますとともに、児童相

談所と里親及び乳児院等の児童福祉施設との連

携を図りますことで、里親委託を推進すること

としているところでございます。

○鳥飼謙二議員 宮崎県の里親担当は全て委託

で18人、多いなということになるんですが、大

分県、先進県ですけれども、専任が１人と兼任

が１人いるんです。ぜひ、人を減らすだけじゃ

なくて必要なところには配置をしていただくと

いうことで、検討をお願いしたいと思います。

それから、学校事務職員の任用のあり方につ

いて、関係部局と連携し、検討するというよう

な答弁がありましたけれども、その後の検討状
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況について教育長にお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 学校事務職員につき

ましては、子供たちへの愛情、教育に対する深

い理解を持ち、幅広い視点から教育活動を支え

ることができる人材が必要であると考えており

ます。このことを踏まえ、庁内に、学校事務の

あり方について総合的な検討を行うため、教育

次長及び関係課室長等をメンバーとする「学校

事務のあり方に関する庁内検討委員会」を設置

し、その委員会で市町村教育委員会や校長会、

事務職員の研究会等へのアンケート調査や、他

県の状況調査を実施するとともに、さまざまな

角度から、人材育成や現在の任用制度等につい

ての検証や検討を行っているところでありま

す。学校事務の任用制度等のあり方につきまし

ては、この検討委員会での議論を踏まえ、今

後、関係部局とも連携しながら、望ましいのは

どんな方向かということについて検討を深めて

まいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 昨年の私の質問に対して、新

規職員の採用で新規職員を配置するということ

で、「複数の事務職員がいる学校への配置とい

うことにしているところでございます」という

ような答弁を四本総務部長はしているんです。

教育委員会でも、もちろんそういう配慮をして

おられると思うんですが、例えば紙屋中学校、

後川内中学校、ここも新規の18歳の子が行って

いるんですけれども、そういう配慮はどういう

ふうになされているのか、お尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 学校事務職員に新規

採用職員を配置する際には、先輩職員の指導助

言等による育成が図られるよう、複数の事務職

員のいる学校へ配置することを基本として配置

するという方向で考えているところでございま

す。

○鳥飼謙二議員 どうなっているかということ

なんです。今の２つの中学校。

○教育長（飛田 洋君） 24年度につきまして

は、今おっしゃった紙屋中と後川内中の２校に

ついては単独校の配置となっております。それ

から、そのほかの義務制の７名は、共同実施の

中心校で複数配置のところへ配置しているとこ

ろでございます。

○鳥飼謙二議員 私が質問したこの２校につい

ては、単独校ということですから、総務部長の

答弁とは違う実態ですね。これはやっぱりやめ

なくてはいけない。18歳の子供、卒業してきた

ばかりの青年に、誰もいないところで一人職場

で、父母から、いろんなところからあるわけで

すから、これはやっぱりどうにかしないといけ

ないんじゃないかなと思いますので、ぜひ改善

をお願いいたしたいと思います。

次に、地域医療の充実についてということで

お尋ねをいたします。

現行の医療計画は改定中で、今度提案されて

おりますけれども、44の数値目標を掲げて取り

組んできましたけれども、ＰＤＣＡではありま

せんけれども、どのような評価をしているの

か、お尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現医療計画に

つきましては、救命救急センターの整備やドク

ターヘリの導入、災害拠点病院の耐震化や災害

派遣医療チームの整備など、救急医療や災害医

療の分野では着実に進捗しているところであり

ます。しかし、がん対策や脳卒中対策などで

は、検診受診率がなかなか向上しないなど、ま

だまだ計画達成に向けた取り組みが必要な分野

もございます。

こうした状況を踏まえ、次期医療計画におき

ましては、数値目標数を現行の44項目から70項
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目にふやすこととしておりまして、引き続き、

全ての分野に共通する課題である医師確保対策

を柱に据えながら、がんなどの５疾病、救急医

療などの５事業及び在宅医療などの対策につき

まして、計画達成に向け、具体的な取り組みを

進めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 ぜひ、これを医療計画の中に

新しく織り込んでいただきたい。こういうふう

にして結果としてこうでしたよと、そしてこと

しの計画がということで、今後、５年後になり

ますけれども、ぜひ検討していただきたいと思

います。

次に、例えば、がんの医療体制構築のための

必須指標及び推奨指標による現状把握というこ

とで、新しい資料が添付されて変化が見られま

すけれども、現在の医療提供体制と将来の医療

需要見込みがどうなるかというようなことが、

医師の配置と並んで非常に重要な課題だと思う

んですけれども、医療需要見込みについてどの

ように検討されたのか、お尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 将来の医療需

要につきましては、例えば二次医療圏ごとに必

要病床数の推計を行っておりますが、疾病ごと

に患者数や必要医師数を推計することは非常に

難しいと考えております。

次期医療計画におきましては、主要死因別死

亡率や年齢階級別患者数、医療施設や医療従事

者の状況等を踏まえまして、今後、医療需要が

増大していくことが見込まれます生活習慣病等

の５疾病、救急医療等の５事業及び在宅医療に

ついて、それぞれ医療圏を設定して体制整備を

図ることとしております。

今後、高齢化が進展していく中で、医療の担

い手不足がさらに深刻化していくことが懸念さ

れますけれども、限られた医療資源の中で、各

医療機関による機能分担、連携を推進しますと

ともに、それを支える医師の適正な配置ができ

ますように、宮崎大学や県医師会等と連携しな

がら、医師の養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。

○鳥飼謙二議員 計画の中に、医師の地域偏在

解消に向けて取り組むと書いてあるんです。前

回質問したときも、公立病院の医師の充実のほ

うが優先ですよと言われましたので、それは当

然なんですが、今後、具体的に医師地域偏在解

消に向けて取り組もうとされるのか、お尋ねし

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 議員御指摘の

とおりでございますが、県では、医師の地域偏

在等を解消し、地域医療体制の充実を図るため

に、宮崎大学、県医師会及び市町村とともに設

立いたしました地域医療支援機構において、自

治医科大学を卒業した医師や修学資金を貸与い

たしました医師の配置調整を行っているところ

でございます。公立病院を中心として行ってお

るところでございます。さらに、県立日南病院

にことし４月から設立されます宮崎大学医学部

附属病院地域総合医育成サテライトセンター、

ここにおいて、高齢化に伴い今後ニーズが増大

することが見込まれます総合医の育成を図り、

地域に配置してまいりたいというふうに考えて

おります。今後とも、宮崎大学医学部を初め、

関係団体と十分連携を図りながら、医師の地域

偏在の解消につながるよう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 なかなか苦しい答弁ですけれ

ども、現状はそういうところでしょうね。

精神科救急医療体制については、先ほど図師

議員からもございました。問題は平日の夜間で

すね。これをどうするのかという課題があるん
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ですけれども、現状と課題についてお尋ねしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、緊急

な医療を必要とする精神障がい者等のために、

休日は県内３ブロック、土曜日は全県１ブロッ

クの体制で、精神科病院20病院が参加いたしま

す病院群輪番制の精神科救急医療システムを運

営しているところでございます。また、平日の

夜間でございますけれども、病院群輪番制の実

施がないことから、本来、民間医療機関では対

応困難な高度医療を担います後方支援施設であ

ります県立宮崎病院精神医療センター等におい

て主に受け入れを行っている状況にあります。

このため、救急受け入れにおける医療機関の役

割分担など、システム運営の課題につきまして

は、医療機関や警察、消防等で構成いたします

宮崎県精神科救急医療システム連絡調整委員会

において、定期的に検討を行っているところで

ございます。

○鳥飼謙二議員 よろしくお願いします。

最後に、県央地区における精神科救急、ここ

は宮崎市の保健所と県の保健所があるんですけ

れども、29条は、措置入院については県の保健

所ということになっております。精神科救急に

おいて、保健所、警察、病院の連携が非常に大

事だというふうに思うんですけれども、患者へ

の対応と連携について、警察本部長、福祉保健

部長にお尋ねします。

○外山三博議長 福祉保健部長、先に。

○鳥飼謙二議員 どちらでもいいですけれど

も、警察のほうから答えたほうがやりやすいん

じゃないですかね。

○警察本部長（加藤達也君） 警察官が、精神

錯乱のため自傷他害のおそれがあり、かつ応急

の救護を要する者を発見した場合には、警察官

職務執行法第３条に基づいて保護をいたしま

す。保護した者については、基本的には、でき

るだけ速やかに家族、知人、その他の関係者に

連絡をとり、保護の要件がなくなった時点で引

き渡します。しかし、精神疾患があり、かつ自

傷他害のおそれがある者については、「精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律」第24条に

基づいて、直ちに最寄りの保健所長に通報し、

引き継ぐことになります。また、病院、保健所

等との円滑な連携を図るため、年に２回、宮崎

県主催の精神科救急医療システム連絡調整委員

会に担当者を出席させております。

○福祉保健部長（土持正弘君） 保健所におき

ましては、自身を傷つけたり他人に害を及ぼす

おそれがあると認められ、警察官からの通報等

を受けた場合、精神保健福祉法に基づきまし

て、精神障がい者等の医療や保護のため、本人

との面接調査等を行った上で、必要に応じて精

神保健指定医の診察を行いまして、措置入院を

実施しているところでございます。

中央保健所では、宮崎市保健所管内の案件に

も対応しておりますので、平成23年度、34件の

通報等を受けまして、県全体のおおむね半数に

当たる13件の措置入院を実施したところでござ

います。人権に配慮した適切な医療や保護を実

施するためには、関係機関との連携が不可欠で

ございますので、中央保健所では、宮崎市保健

所や医療機関、警察、消防等で構成いたします

精神保健福祉連絡会を定期的に開催するなど、

関係機関との連携の確保に努めているところで

ございます。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。ぜ

ひ、警察と福祉のほうの連携をよろしくお願い

申し上げたいと思います。

次に、県立病院に入りますが、代表質問でご
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ざいましたように、新年度は黒字の予算編成と

いうことで、これまでの御苦労に大変感謝し、

評価をするところでございます。しかし、一つ

申し上げたい。例えば、ＯＴ、ＰＴなどの職員

の自主的な採用、これなんかできないのかなと

いうふうに思うんですけれども、いかがでしょ

うか。

○病院局長（渡邊亮一君） 職員の採用につき

ましては、看護師及び臨床工学技士は病院局が

採用試験を実施しております。作業療法士、理

学療法士については、知事部局にも一定数の職

員が配置されますことから、知事部局において

採用試験を一括して行いまして、交流人事によ

り県立病院に配置されているところでございま

す。より多くの応募者の中から優秀な人材を確

保するためには、それぞれが試験を行うより

も、知事部局が一括して行う現行の方式が望ま

しいと、今のところ考えております。病院局と

しては、今後とも、採用試験の募集要件等につ

いて必要な意見を知事部局に伝え、病院運営に

必要な人材の確保を図ってまいりたいと考えて

おります。

○鳥飼謙二議員 次に、看護師のインセンティ

ブということで、看護師長とか看護師の処遇改

善を図っていくべきではないかなと。今回、何

人も看護師さんとお話をしたんですが、そんな

ふうに思うんですけれども、これについて答弁

をお願いします。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立病院の看護師

が、チーム医療の一員として質の高い医療を提

供していくためには、職員が高い意欲を持って

安心して仕事ができる環境づくりが大変重要で

あると考えております。看護師の自己啓発意欲

を高め、病院事業に必要な専門的人材を育成す

るため、いろんな研修も行っておりますし、25

年度から、認定看護師を目指す職員に対する助

成の拡充も予定しております。また、院内保育

の実施、さらには産休・育児休業者の代替職員

確保として正規職員の増員を行っておりまし

て、現場の負担軽減を図っているところでござ

います。

なお、給与につきましては、地方公営企業法

の規定によりまして、国及び地方公共団体の職

員並びに民間事業従事者の給与、地方公営企業

の経営の状況などを考慮しなければならないと

されております。今後とも、法の要請、さらに

は厳しい経営状況のもとで一般会計からの多額

の繰入金が今ありますが、そういう県立病院の

現状等を踏まえ、適切に対応してまいりたいと

考えております。

○鳥飼謙二議員 時間の関係で最後になります

が、西都児湯医療センターについてお尋ねをい

たします。医師の離職とかいろんなことで今、

大変な状況になっておりますが、この病院は脳

卒中の中核病院でもありますし、地域災害拠点

病院にも指定をされているわけですけれども、

現状と今後についてどのようになっているの

か、お尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 西都児湯医療

センターにつきましては、これまで常勤医師５

名で対応されてきましたが、２月末に１名が退

職され、さらに３月末に２名が退職されるとい

うふうに聞いております。医療センターは、県

の医療計画において、御指摘のとおり、西都児

湯医療圏における脳卒中、救急医療、災害医療

の中核機関に位置づけておりまして、これらの

医療提供体制への影響が懸念されているところ

でございます。医療センターを運営する医療法

人では、今後開催する理事会、評議員会で対応

を協議されると伺っておりますので、その状況
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も踏まえ、県といたしましても、地元西都市を

初めとする関係市町村、医師会等と連携しなが

ら、地域医療への影響が最小限にとどめられる

よう、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。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。時

間が参りましたので、社会資本の維持管理につ

いては次回に回すということで、終わらせてい

ただきます。どうもありがとうございました。

（拍手）

○外山三博議長 次は、中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） ２月定例議

会、最後の質問となりました。今回は、代表質

問、一般質問、既に16名が質問されておりま

す。それぞれ私も通告をいたしましたが、もう

ほとんど重なってしまいました。既にいろいろ

と答弁もあったところではありますけれども、

重複を恐れずに再確認のつもりで質問をしてま

いりたいと思います。私は、そういうことで実

務的に端的に質問してまいりますので、明快な

答弁をよろしくお願いしたいと思います。

まず、ＴＰＰのことでありますが、日米共同

声明を受けて、ＴＰＰ交渉参加の件が急展開中

でありますけれども、私は、終始一貫、ＴＰＰ

交渉参加断固反対、断固阻止を貫いているとこ

ろでございます。一昨日は我々県議会が改めて

反対の意見書を採決しました。知事も今議会で

何回となく反対を口にされております。また、

昨年２月の定例議会で、私は代表質問をいたし

ましたけれども、そのときに、断固反対という

姿勢に変わりはないという明快な答弁を知事は

されております。知事の「反対」と口にされて

いるその言葉、これは無条件に反対するという

意味なのか、それとも断固反対ということを意

味しての反対なのかをここで確認させていただ

いて、後の質問は質問者席から行いたいと思い

ます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

ＴＰＰについてであります。第１次産業を基

幹産業とする本県にとりまして、ＴＰＰ協定交

渉に参加をした場合、農林水産業を初めとする

産業活動全体や県民生活への影響が懸念されま

すことから、これまでも直接、国などに対し、

国民への十分な情報開示や国民的な合意形成、

さらには合意形成がなされないままの拙速な参

加表明の回避を繰り返し要請してまいりまし

た。しかしながら、現状において、それらの交

渉参加の前提条件は整っていないものと考えて

おります。したがいまして、現状でのそういう

十分な情報提供がないままでの参加表明には断

固反対であるということでございます。

一昨日、県議会におきましても、ＴＰＰ交渉

への参加に反対する意見書が全会一致で可決さ

れたことを大変重く受けとめたところでござい

まして、同じ思いのもとに、あす上京し、国や

県関係の国会議員等に対しまして、改めてこう

した本県の思いというものを届けることとして

おります。

また、ＴＰＰについては、事態が日々急展開

をしておりますので、県としましては、昨日設

置をしました全庁的な対策本部において、情報

の収集や本県への影響の調査分析、県の対策の

検討を行うとともに、関係団体とも連携をしな

がら、迅速かつ的確に、国などへの働きかけを

行ってまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○中野一則議員 今回も断固反対という言葉を

使っていただきまして、ありがとうございまし

た。しかし、反対という説明の中に、さっきも
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ちょっと言われましたけれども、拙速な交渉参

加表明には反対だと、そしてその中身は、国民

への十分な情報開示がないとか、合意形成がな

されていないままではというふうに、いつも言

われるんです。実は、私に言わせれば全く意味

不明で、よく理解できないんです、この言葉

が。いろんなところで知事特有というか、曖昧

な言葉をよく使われますが、その一つだなと、

こういう気がいたしております。また、これ

は、条件つき反対の裏返しである、条件つき賛

成という抜け道の言葉にも理解できる言葉なん

です。将来への方便に使ったということも理解

できないことではありませんから、明快な表現

で、県民がわかりやすい意味での断固反対とい

うのをぜひ言ってほしいんです。どうぞよろし

くお願いします。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰの議論をするの

に、なぜ反対なのかというところを明らかにす

るのは大変重要ではないかというふうに思って

おります。私どもが今得ている情報は、聖域な

き関税撤廃であると。そうすると、本県の農林

水産業を初め、地域住民の生活に大きく影響が

及び、我々の生活は大きく影響を受ける。その

十分な情報提供なりがない状況の中での参加表

明には断固反対ということを申しているわけで

ありまして、そこのなぜなのかというところを

ちゃんと丁寧に説明する、また我々としてもよ

く把握をし、そのポイントを国に求めていくの

が重要ではないかと認識しております。

○中野一則議員 その立場を最後の最後まで貫

いてほしいと思います。ＴＰＰの影響のことで

ありますけれども、政府の影響試算を受けて、

県独自の試算を今度何か出すというのが、けさ

の新聞に載っておりました。この影響ですが、

国が当初出したのは４兆5,000億円、自給率が39

％から13％になるとかいろいろありました。宮

崎県においては、農業とか林業とか関連産業と

かいろいろ合わせて、どこかの新聞には3,074億

円と載っておりましたが、我々が当初もらった

資料では2,975億円ということでありました。こ

の試算を実際このままでまだされていないのか

どうかということを、農政水産部長にお尋ねし

たいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の農林水

産業に対する影響につきましては、平成22年11

月に農林水産省の試算に準じて試算したところ

であります。その結果、今、議員からのお話に

ありましたとおり、全て多面的機能喪失などの

影響等も合わせまして、約3,000億円の影響とい

うことで試算、想定したところでございます。

今後、政府統一の影響試算が提示されると伺っ

ておりまして、本県への影響につきましては、

改めてその時点で早急に精査してまいりたいと

考えております。

○中野一則議員 国の試算の４兆5,000億円、ど

こかに載っておったんですけれども、近く国も

公表ということで３兆４億円と出ておりました

が、県もまだ新たな試算をしていないのに尋ね

るのもどうかとは思いますけれども、この当初

の金額が減る方向にあるのかどうかをお尋ねい

たします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 現在、政府の

統一試算がどのような形なのかというのについ

ては、私どもも今、十分な情報を持っておりま

せん。

○中野一則議員 国がいろいろと試算を出して

から、それを受けて宮崎県も試算するというの

はちょっとどうかなと思うんです。国は国の立

場があって、いろんな将来の対策に使われる気

がいたします。ですから、宮崎県は宮崎県の農
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業とか農村を守るために独自の調査をぴしゃっ

として、データを出して試算してほしいなと。

あした東京に要請に行かれますが、できたら、

そういう独自な数字をひっ提げて、宮崎県には

こういう影響があるんだ、農業には、医療に

は、食の安全にはこういう影響があるんだとい

うのを、言葉とやっぱり数字をあらわしてきて

ほしいなと思いました。これからも何回となく

陳情されると思います。要請活動をされると思

いますので、ぜひ一日も早くそういう数字を出

してください。

なぜそういうことを言うかというと、ウルグ

アイ・ラウンドが妥結しましたね。あのとき

に、非常に農業に影響があるということで、農

業の関連対策という事業をされた。我々は、政

府の予算とかいうことは余り知らない当時でし

たので、あのとき、６兆100億円の農業に対する

国内対策を打つといって、びっくりしたんで

す。すばらしいなと。当時、６兆100億円もと、

こう思いました。ところが、中身は、そのうち

の44％、２兆6,700億円が国費で、あと56％は何

か事業をすれば事業主の負担ということになる

んです。議員になってから知った言葉ですが、

いわゆる真水部分というのが少ないんです。半

分以下なんです。当時、宮崎県もその事業をし

まして、調べてもらったら1,091億円の事業をし

ている。国費が470億円、県が上乗せで161億

円、そして関係事業主が460億円出して、1,091

億円という事業をしておるわけです。そういう

ことで、やはりいろんなことで損害が出る、影

響が出るのであれば、自信を持った宮崎県、そ

ういうものを、こういうウルグアイ・ラウンド

の対策みたいなようなことには今回はならない

ような対策を、数字をつかんで、やはりぴしっ

としたものを、真水で200億なら200億とか

―200億は少ないですが、10兆なら10兆と

か、20兆なら20兆という、そういうものを求め

るべきだと思うんです。そのためには、やはり

この影響の調査を宮崎県独自できちんと整理し

ておくということを求めたいと思います。その

取り組みの姿勢を、担当部長。

○農政水産部長（岡村 巖君） 議員の言われ

るとおり、私どもとしても、政府の今度出ると

いいますか、新たな影響試算をベースにはいた

しますけれども、本県農業の特徴などを踏まえ

て、米、畜産のみならず、農業・農村全体に与

える影響についても幅広い視点を持って、より

多角的な分析検討、また評価をして、その結果

に基づきまして、強く国にも要望してまいりた

いと考えております。

○中野一則議員 ＴＰＰの反対、きのうは第１

回目の対策会議をされたということで、けさ新

聞に報道がされておりましたが、これは全庁的

に取り組んでもらえると、こう思っています。

全庁的となれば、全職員に周知徹底をして取り

組むということになろうかと思います。そのた

めには、職員が反対ということを意思統一され

て、それぞれの主張に誤差というか、差異がな

いようにしてもらわないかんと思うんですが、

その周知徹底が本当にされているのかどうかと

いうことと周知方法について、知事にお尋ねし

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今の御質問は、県庁の

内部に隅々まで県庁としての考え方を周知徹底

するということかと思います。昨日も、そのよ

うな意図でもって全部局長が集まる対策会議を

開き、各部局への指示、今後の情報収集なり影

響分析、対策というものを指示したところであ

りまして、そういった会合を今後とも持つこと

により、周知徹底を図ってまいりたいと考えて
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おります。

○中野一則議員 ぜひ、よろしくお願いしたい

と思います。

次は、副知事の２人制ということについてお

尋ねしたいと思います。知事は、今議会の提案

説明の中で２人制のことについて、フードビジ

ネスの展開、東アジア経済交流戦略など部局横

断的な取り組みを攻めの姿勢で取り組んでいく

ためには、非常に重要なプロジェクトであるか

ら、それを統括する副知事の役割が重要だと、

それからもう１点は、国や市町村、関係団体と

の密接な連携を図るという大切な役割もある、

だから副知事２人をと、こういうことで説明を

されました。しかし、これはいつの時代でも、

いつでも言える言葉ですね。だから、これが本

当の理由なのだろうかなというふうに思ってお

ります。実はこの２年間は、口蹄疫からの復

興、新燃岳もありましたし、鳥フルもでした。

このときこそ、これが理由なら、より以上に２

人制であるべきではなかったのかなと。過去、

知事が副知事をされ、それを含めた６年間を見

ても、１人の副知事でされておるんです。だか

ら、本当の理由は何だろうか、本当の理由をお

聞きしたいと思います、知事のほうから。

○知事（河野俊嗣君） 本当の理由をこれまで

も述べてきたところでございます。確かに、過

去、口蹄疫なりのさまざまな災害があり、それ

からの再生・復興のために農水省から牧元副知

事に来ていただき、取り組んできたところであ

ります。また、そのときもいろんな御議論もご

ざいましたが、何とか、行革の観点もあり、１

人体制でということで、いろんな県庁内部での

体制も整えて取り組んできたところですが、

今、さまざまな災害からの再生・復興段階が新

たなステージに立った、これからは攻めの姿勢

で積極的にいろいろ、各方面の団体なり市町村

とももっともっと連携を密にして攻めていきた

い、アジアも含め、フードビジネスの展開も含

めてやっていきたい、そのような中で体制を強

化する必要を認識し、２人制を提案させていた

だいたところであります。

○中野一則議員 うがった見方と言われればそ

こまででありますが、１年９カ月後を見据えた

戦術ではなかろうかなとも思いますが、いかが

ですか、知事。

○知事（河野俊嗣君） １年９カ月後というの

がどういうことを指しておられるかわかりませ

んが、私は、これからの宮崎の将来を見据え

て、復興から新たな成長へ、それを具体化して

いくための体制強化というふうに認識しており

ます。

○中野一則議員 なぜそう言ったかと申します

と、あなたの周りでいろんなことがあります

ね。それを承知しての発言でありますが、それ

はそれでいいでしょう。では、この２年間、本

県の厳しい財政状況を配慮して、１人の副知事

ということをいつも言われて、ずっと貫いてこ

られましたが、今度は２人制をということにな

れば、財政状況が好転したというふうにも理解

できるんですが、好転したんでしょうか、知

事、お答えください。

○知事（河野俊嗣君） 財政状況につきまして

は、これまでも答弁申し上げましたとおり、国

の状況も踏まえて大変厳しい状況に変わりはな

いわけであります。ただ、民間事業者もそうで

ありますが、新たな事業に打って出るとき、あ

る意味、勝負をかけるときには、一定の投資を

してでも攻めの姿勢でいろんなものに取り組む

というのは大変重要なこと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。将来の
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成長を見据え、フード産業、新エネルギー、さ

まざまな分野にこれからいろいろ幅広く展開を

していくためには、体制の強化というのも必要

な投資といいますか、コストではないか、その

ような認識のもとに提案をさせていただいてい

るところでございます。

○中野一則議員 言われたとおり、財政状況は

決して好転しておりません。悪化していると

言ったほうがいいんだと思います。やはり厳し

い状況であります。念のため、その現状を皆さ

んがつくった資料で２～３挙げてみますと、

今、第３期財政改革推進中ですね。それか

ら、25年度の自主財源は前年度よりも15億円

減、県税も同じく25億円減、基金残高見込み194

億円、昨年は309億円でありました。県債残高１

兆412億円、これから多額の財政負担が強いられ

てくると思います。また、副知事を１人ふやす

ことで、新聞報道等でもありましたが、人件費

だけで年間2,500万円要るわけですね。それか

ら、多額のお金を使って施設等をいろいろせな

ならんだろうと思うんです。副知事室を改築せ

ないかん。公舎をどうするのか。１人は公舎に

住まわせて、１人は自宅から来いというわけに

はいきませんよ。万が一、危機管理、いろいろ

見れば、ぴしっとした公舎もつくらないかん、

このように思います。ですから、非常に悪化し

ている、あるいは厳しい状況というのが我々の

認識ですから、さっきも言われましたが、その

認識に間違いないか、知事に確認をさせていた

だきます。

○知事（河野俊嗣君） 財政状況についていろ

いろお話がございました。第３期の財政計画に

基づいて取り組んでいるところでございます

が、そのときに、策定したときに見込まれた収

支不足額というものをいろんな努力により圧縮

しながら、何とか今現在、取り組んでおるとこ

ろでございまして、県債残高についても圧縮に

今、努めているところでございます。基金があ

る意味、減少し続けているというところで大変

厳しい状況もございますので、さらに行財政改

革、いろんな形での努力をしてまいりたいとい

うふうに考えております。また、副知事公舎に

ついての御指摘、昨日も答弁申し上げました

が、今回、地元出身者を登用するということを

想定している中で、新たな副知事公舎というも

のは現在考えておりません。それに伴う危機管

理対応というものもしっかり考えてまいりたい

と考えております。

○中野一則議員 次に進みたいと思うんです

が、実はここに２月16日の地元新聞の記事を

持ってきました。これを読んで質問しようと

思ったら、先ほど鳥飼議員が同じことを質問さ

れました。報道の中身は事実なのかということ

でしたが、報道があったことは事実と、さっき

こういう答弁をされましたね、鳥飼議員に。報

道があったことは事実、中身は事実ではなかっ

たと言っていいんですか。中身は事実じゃな

かったと理解していいんですか。

○知事（河野俊嗣君） 察しますに、先ほどの

議論の経緯を踏まえると、副知事の交代という

ような、牧元副知事のそこの部分の記事であり

ましょうか。よろしいでしょうか。それについ

ては、報道があったことは承知しております

し、そういう報道があったことは事実でござい

ますが、副知事のそういうことも含めての人選

をどうするかというのは、現在、本県の置かれ

たさまざまな課題を踏まえて検討させていただ

いているところであります。

○中野一則議員 そうしたら、確認いたします

が、牧元副知事の任期は何年ですか。
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○知事（河野俊嗣君） 任期は４年であります

ので、平成27年の３月２日までということに

なっております。

○中野一則議員 まさか、近い将来のうちに牧

元副知事を更迭云々ということはなかろうと思

います。強いて言えば、本人を前にしてちょっ

とどうかなとは思いますが、副知事は、口蹄

疫、鳥インフルエンザ、新燃岳噴火等々のこれ

からの復興・再生に大変な努力、貢献をされて

おるんです。任期いっぱい、もっともっとこう

いう努力をしてもらって、それこそさっき言わ

れた２人にせないかんぐらいの認識であれば、

１人で結構ですよ。彼に残りをさせる―異動

はないんですから、新聞のような異動はないわ

けですから、ぜひそのようなことをお願いして

おきたいと思います。交代のないのが本来であ

れば、これはけしからんなという気がいたしま

した。これがもし本当だったら、これは議会へ

の挑発だと思ったんです。なぜなら、あの中身

を見たら、地元出身の副知事がどうしても必要

なら２人制に賛成しなさいと言わんばかりの記

事だったんですよね。また、１人制は絶対認め

ないということの裏返しなんですよ、この記事

を見れば。これは地元新聞社が書いたことだか

ら、真実じゃないということですので─まさ

か、この真実どおりだったら、議会は大騒動で

すよ。否定されたんですから。そのことをよろ

しくお願いしておきたいと思います。

それから、知事にお尋ねしたいと思うんです

が、県外で、しかも省庁のキャリア出身の知事

の場合は、副知事は、やはり１人であっても県

内出身者、これが議会の我々の本当の声だと思

うんです。そのことを御理解いただけません

か、知事。

○知事（河野俊嗣君） 今、ちょっと意図が、

質問の趣旨がよく酌み取れなかったわけであり

ますが、副知事として地元出身者を置くことの

重要性の御指摘をいただいたんでしょうか。私

もそのように受けとめて、今回、２人制の提案

をさせていただいているところであります。

○中野一則議員 副知事は１人で、しかも地元

ということですので、よろしくお願いしておき

ます。

きのう、星原議員が民間人登用のことで質問

されましたね。私も全く同じことを、またこれ

も質問しようと思っておったんですが、先を越

されました。副知事は県内出身で、県内の政治

・経済通である経済人、特に農政・農業問題の

専門家が宮崎県には副知事として一番ふさわし

い人だなと、こういう人を仮にこの場で担保で

きれば、私は２人制を考えてもいいと、こう

思っておるんです。知事、いかがですか。

○知事（河野俊嗣君） 一つの御意見として承

ります。

○中野一則議員 もう既に、あと５日もすれば

公表される予定ですね。ですから決まっている

んでしょう。５日を待たずに今、公表はできま

せんか。

○知事（河野俊嗣君） 今は、現在、条例で１

人制となっているところを２人制にお願いす

る、その条例を提案させていただいているとこ

ろでございます。その審議の結果を受けて、具

体的な人選につきましては、私なりに考え方を

整理し、御説明させていただきたい、そのよう

に考えております。

○中野一則議員 次に行きます。産業廃棄物処

理行政についてでありますが、エコクリーンプ

ラザみやざきの問題、これは公共関与からの撤

退という話でありますが、このことについて環

境森林部長に質問をしていきますので、よろし
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くお願いいたします。

宮崎県は、「産業廃棄物の処理能力の不足が

解消された」「産業廃棄物処理のモデル施設と

しての役割を果たした」との理由で、エコクリ

ーンプラザみやざきにおける公共関与を平成32

年度を区切りに終了したいとの検討をしたと、

私も聞きました。具体的な検討内容や、関係す

る市町村や地元の関係者との協議はいかなる内

容であったのかを、部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） エコクリーン

プラザみやざきについてでございます。エコク

リーンプラザみやざきにおける公共関与につき

ましては、地元対策協議会との協定で施設の使

用期間のめどとなっている15年が経過する平

成32年に、公共関与を終了したいと考えており

ます。

県におきましては、県内の産業廃棄物処理の

現状を踏まえ、公共関与の必要性について検討

を重ねてまいりました。その結果、公共関与に

よる産業廃棄物処理施設整備に向けて環境整備

公社を設立した平成７年当時は、県内に産業廃

棄物を処理できる管理型最終処分場等がありま

せんでしたが、現在では、民間による３つの管

理型最終処分場と１つの大規模な焼却施設もあ

り、県内における産業廃棄物の処理能力の不足

が解消されるとともに、産業廃棄物処理のモデ

ル施設としての役割を果たしたことから、公共

関与を終了したいと考えたところでございま

す。

参画自治体や地元対策協議会との協議でござ

いますけれども、基本的には行政間でお話を

し、方針を決めた後、地元対策協議会と話し

合っていきたいと思います。今後、公共関与の

終了について理解が得られるよう努めてまいり

ます。また、県は、施設の設置・運営に関し、

これまで主体的な役割を果たしてまいりました

ので、平成32年度までは、これまでどおり責任

を持って取り組んでまいります。

○中野一則議員 環境森林部長、エコクリーン

プラザではいろいろと今まで出費がありました

が、県が持ち出したお金は総額で幾らでしょう

か。

○環境森林部長（堀野 誠君） 県がこれまで

にエコクリーンプラザみやざきの運営主体であ

る環境整備公社に支出しました経費につきまし

ては、補助金等の主なものといたしまして、施

設の周辺環境整備のための基金への出捐金15億

円、運営費補助金約９億7,600万円など、合計で

約28億6,200万円となっております。また、県か

ら公社への貸付金につきましては、浸出水調整

池補強工事のための貸付金や運営費貸付金な

ど、本年度当初残高で約12億1,200万円となって

おります。

○中野一則議員 産業廃棄物処理業者の新規参

入を抑制してまで公共関与のエコクリーンプラ

ザをやってきたんですよね。今ありましたよう

に、多額のお金を使ってきました。工事費、追

加の工事もありました。そして、高額の維持費

もずっとあった。それから、残念ながら、先

輩、後輩の争いといってもいいような裁判も幾

つかあった。そういうこと等を考えれば、さっ

き２つの理由で、この際、退却ということであ

りますけれども、それこそ本当の理由があるん

じゃないかなと、こう思うんです。その本当の

理由を環境森林部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 公共関与を終

了する理由というのは、先ほど申し上げたとお

りでございます。その当時の状況を申し上げま

すと、香川県の豊島問題に代表されますよう

に、産業廃棄物の不適正処理が全国的な問題と
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なる中、産業廃棄物処理に対する住民の不信感

や生活環境への影響に対する不安感があった時

期であります。そのような状況の中で、県内に

は産業廃棄物を処理できる管理型最終処分場等

がなく、さらには産業界からの強い要請もあり

ました。県内に産業廃棄物の処理能力を確保す

るとともに、適正処理のモデルとなる施設を整

備するため、公共関与事業に取り組んだところ

であります。

現在では、先ほど申し上げましたけれども、

民間による３つの管理型最終処分場と１つの大

規模な焼却施設がございます。計画当時の課題

であった産業廃棄物の処理能力の不足が解消さ

れ、モデル施設としての役割を果たしたと判断

したことから、平成32年度で公共関与を終了し

たいと考えているところであります。

○中野一則議員 既に公共関与の役割が終了し

た、そう判断したという宮崎県、お隣の鹿児島

県は今からですね。よくよく教えてください

よ、鹿児島県にも、二の舞をせんように。こう

いう大きなことは、恐らく知事が何らかの指

示、命令をしたと思うんですが、知事、いかが

だったでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） エコクリーンプラザを

取り巻くいろんな状況変化、今後のあり方とい

うのを考えた上で、現在のような方針を決めた

というところでございます。

○中野一則議員 もちろん、決めたのは知事で

すね。

○知事（河野俊嗣君） そういうさまざまな政

策課題についての県としての最終的な判断、意

思決定というのは、私が行っております。

○中野一則議員 これから地元市町村あるいは

地元の人たちと交渉すれば、いろいろあると思

うんです。それでも、不退転の決意で臨まれる

んだろうと思いますけれども、地元をないがし

ろにするようなことがないように、よく理解し

てもらって取り組んでほしいと思います。

公共関与終了の理由の一つに、先ほど言いま

したが、産業廃棄物の処理能力の不足が解消さ

れたということでありました。さっきもちょっ

と答弁されましたが、県内に３つの民間業者が

あるということでしたが、この処理能力は、公

共関与がなくても万全に処理できるということ

を踏んだから、されたと思うんですけれども、

環境森林部長、そのような理解でよろしいです

か。

○環境森林部長（堀野 誠君） 平成23年度末

のエコクリーンプラザみやざきの産業廃棄物処

理場の残余容量は約11万立米でございます。民

間業者の３つの管理型最終処分場の残余容量は

約47万立方メートル確保されておりまして、さ

らに既存の民間業者で拡張を予定している事業

者もございます。公共関与を終了し、県内の民

間業者が処理を行うことになりましても、適正

処理体制は十分維持できる状況にあると判断し

ております。

○中野一則議員 平成13年11月１日から民間業

者を抑制、受け入れ中止されてきたわけです

が、今後は、今のところは３つの業者で足りる

ということでしたが、新たな産廃業者の新規参

入は認めていかれるんでしょうか。担当部長、

よろしくお願いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） ただいま申し

上げましたとおり、容量的には十分ある状況に

あると考えております。そういった意味で、管

理型最終処分場の設置抑制方針につきまして

は、当分、堅持してまいりたいと考えておりま

す。

○中野一則議員 最後の言葉がわからんかっ
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た。抑制が何……。

○環境森林部長（堀野 誠君） 失礼しまし

た。設置抑制方針につきましては、当分、堅持

してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 それはおかしいですよ。新規

参入者は、自由なんだから、自由にしたんだか

ら、やはり認める方向でぜひ検討をしてくださ

い。それはお願いをしておきたいと思います。

なお、産業廃棄物処理業者の処理能力の向上

や経営の健全化、あるいはそういうこと等の県

の適切な指導あるいは助言については、これか

らも必要だというふうに思いますので、ぜひよ

ろしくお願いしたいと思います。そういう方向

で今後もされるのかどうか、県の考え方を環境

森林部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 廃棄物処理行

政が適切に推進されるよう、今後とも適切に指

導してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 次に、教育行政についてお尋

ねしていきたいと思います。

まず、社会教育会館の建設についてでありま

すが、社会教育関係団体の現在の活動状況はど

のような状況かを教育長にお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 青年団、婦人会、Ｐ

ＴＡ、子供会などの社会教育団体は、本県の地

域づくりに大きく貢献していただき、これまで

も、また現在もその功績は高く評価されている

と考えております。

活動を紹介させていただきますが、青年団で

は、若き力を生かして地域でのイベントの企画

運営や地域伝統行事の継承などのお取り組み、

婦人会では、女性の視点から子供の交通安全見

守りや防災活動などへの支援、郷土料理を受け

継ぐための指導などに取り組んでいただいてお

ります。また、ＰＴＡは、学校の応援団などと

して、家庭教育学級による子育てを学ぶ機会の

提供や、運動会などの学校行事での３世代交

流、学校と地域との連携強化などの取り組み、

子供会では、青少年の健全育成のために地域の

子供のリーダー役となる中学生、高校生の研修

会の開催や、地域行事や伝統芸能の継承活動へ

の子供の参加促進に取り組んでいただいており

ます。このように、社会教育団体は、本県の生

涯学習、社会教育の推進に欠かせない活動に取

り組んでいただいていると考えております。

○中野一則議員 いろいろと社会教育団体は活

動されているようでありますが、もとより、社

会教育は、生涯学習、地域社会活動、家庭教育

学級、教育など、大変重要なものとして我々も

認識いたしておりますが、県の教育委員会の指

導方針あるいは取り組みの状況はいかがなもの

かを教育長にお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会といた

しましては、各団体が活動を行うために必要な

運営費とか事業費、それから全国大会や九州大

会を開催されるための経費などについて補助さ

せていただいているところであります。それか

ら、各団体が主催されます総会とか研究大会を

後援させていただくとともに、研究会、研修会

などに参加いたしまして、県教育委員会職員も

ともに学ばせていただきながら、充実した活動

になるように助言をさせていただいているとこ

ろであります。さらに、社会教育団体の活動が

ますます盛んになるように、各団体の連携強化

にも取り組ませていただいているところであり

ます。

○中野一則議員 いろいろと県も指導したり、

またそれぞれの団体が活動しているようであり

ますが、私も２～３、例を挙げますと、県青年

団協議会は、我々のころは立派な会館で活動し
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てきましたが、その会館も使用不能となってし

ばらくたっております。現役のメンバーはプレ

ハブで活動しているというのが実情でありま

す。また、県婦人連絡協議会は、環境森林部の

隣に会館がありますが、あれも建ててもう大分

古い、耐震上いろいろ問題があるというふうに

も聞いております。そういうことで、社会教育

団体の活動を促進させ、あるいは地域社会を活

性化するためには、各団体がみずから管理運営

できる活動の拠点となる社会教育会館、これが

ぜひとも必要だと思うんです。ですから、この

建設をぜひしてほしいと思います。教育長、前

向きな御答弁をよろしくお願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 社会教育団体がこれ

まで以上に相互に連携して、より活発な活動が

できるよう環境の整備を進めることは、大切な

ことであると認識しております。議員のお話に

ありましたように、大きな貢献をいただいてい

る社会教育団体が連携した活動を行うための社

会教育会館の必要性は理解いたしておりますも

のの、県の厳しい財政状況の中、建物の建設は

控えている状況もあり、会館の建設は非常に難

しいものと考えております。

県教育委員会といたしましては、社会教育団

体のさらなる連携を進めるために、県内のそれ

ぞれの地域において、青年団などの社会教育団

体を初め、企業やＮＰＯ、学校などとの緊密な

ネットワークづくりなどに取り組み、本県にお

ける社会教育の一層の活性化が図られますよう

に、引き続き、積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

○中野一則議員 会館の必要性は非常に認識さ

れている答弁でありました。しかし、何せお金

がない、こういうことでありましたが、社会教

育会館を私はぜひつくってほしいと、こう思う

んです。社会教育、生涯学習などなど、いろい

ろ活動してまいります。市町村でそういうのを

持っているところもあるし、他県にもそういう

例はあると思うんです。私も１～２聞いてはお

ります。社会教育、生涯学習の先進県としての

宮崎県にぜひなってほしい。そういうことで、

この会館建設をぜひ実現させてほしいと思うん

ですが、知事にそのことをお願いしたいと思い

ます、よろしく。

○知事（河野俊嗣君） 今、るる教育長の答弁

がありましたように、こうした団体の地域社

会、地域活性化に果たしておられる役割、安全

・安心、また福祉、まちづくり、さまざま幅広

く熱心に活動しておられることに心から敬意を

表し、感謝をしておるところでございます。私

も、いろんな大会なり総会に参加をさせていた

だき、意見交換をさせていただいております

が、本当にすばらしい取り組みでありまして、

今後とも、いろんな形での支援に取り組む必要

というものは感じております。

ただ、御指摘のような社会教育会館の建設と

いうことにつきましては、いろんな民間の施設

もできている状況でもございますし、今、答弁

がありましたような県の厳しい財政状況という

のを考えると、そういう形での箱物を今、整備

するのは大変厳しいところでございます。今後

とも、いろんな形で支援に取り組み、またその

連携を強化するようなサポートに取り組んでま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 厳しい財政だけれども、副知

事は２人にする、社会教育会館はつくれない、

それじゃ矛盾ですよ。いかがなものですか。社

会教育といえば河野知事、河野知事といえば社

会教育、そのぐらいの意気込みで建設をよろし

くお願いしておきます。
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次に、高校再編後の学校跡地の活用状況につ

いてお尋ねしていきたいと思いますが、３月２

日に高原高校の閉校式があったようでありま

す。これで高校再編が終了したわけですけれど

も、学校の跡地の利活用の状況を教育長にお尋

ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 再編整備に伴い閉校

した学校のうち、県として活用計画がない跡地

につきましては、まずは地元の市や町に意向を

伺い、地元自治体に買い受けの希望がない場合

は、公募による売却を行うこととしておりま

す。

閉校した小林商業高等学校、南那珂地区の高

等学校２校、延岡地区の特別支援学校３校の跡

地につきましては、県としての利活用は行わ

ず、地元市に買い受けの意向を伺いながら、処

分について検討を行ってきているところであり

ます。このうち、南那珂地区の日南振徳商業高

等学校の跡地につきましては、日南市への譲渡

が完了し、日南農林高等学校の跡地につきまし

ても、市への譲渡に向けて具体的な協議を進め

ているところであります。なお、高原高等学校

につきましては、３月31日に閉校となりますの

で、その後に検討することとしております。

○中野一則議員 南那珂の２校はかなり進んで

いるようであります。高原のことは、つい先日

閉校でしたから、今々ということではないと思

うんですが、大分前から進んでいた小林商業高

校の跡地、私も現地を知っているわけですけれ

ども、あの状況はそのままというのが続いてい

るわけですけれども、やはりこの中では利活用

のあり方、方法を早く見つけて、遊休資産なの

かどうかを含めて、きちんとした整理を急いで

ほしいと思うんですが、教育長、いかがでしょ

うか。

○教育長（飛田 洋君） 処分が決まっていな

い跡地についての進捗状況でございますが、小

林商業高等学校の跡地につきましては、小林市

に買い受けの希望がありました。そういうこと

から、小林市と譲渡に向けて協議を重ねてきた

ところであったんですが、進展が見られないた

めに、今月末までという期限を示しまして、再

度、小林市に意向を確認しているところでござ

います。

なお、昨年閉校いたしました延岡地区の特別

支援学校３校の跡地につきましては、現在、延

岡市に買い受けの意向を照会しているところで

あります。

県教育委員会といたしましては、早期に跡地

の利活用が図られますよう、地元市と協議を進

めてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 利活用の促進をよろしくお願

いしておきます。

次に、新たな成長産業ということについて、

時間が許す限り、質問していきたいと思います

が、まずフードビジネス振興構想であります。

この考え方は非常にすばらしいものがあって、

これはぜひ進めて、成功させていただきたい

と、こう思います。食品関連産業生産額、32年

度の目標が１兆5,000億円、21年度で１兆2,586

億円あったものを、2,414億円、19％増しにする

という目標計画でありますが、これが本当に可

能かということを、まず総合政策部長にお尋ね

します。

○総合政策部長（稲用博美君） 今御質問があ

りました目標値を定めるに当たっては、県総合

計画のアクションプラン、あるいは第７次の宮

崎県農業・農村振興長期計画の農業産出額や製

造品出荷額に係る数値目標、さらには国の食品

産業の将来ビジョンにおける年率２％の実質成
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長率を続けることで拡大する食品関連産業生産

額の考え方を踏まえまして、設定したところで

ございます。ある程度高い目標ではあると思い

ますけれども、それに向かっていくということ

で設定した数字でございます。

○中野一則議員 私からすれば非常に難しい数

字だなと、こう思います。その理由を１～２申

し上げますと、１兆5,000億円の積み上げの数値

の根拠が、何回か聞きましたけれども、不明で

したよ、不明。明確な回答がなかった。それが

１つ。それから、フードビジネスの基礎という

のは、やはり農業でしょう。特に53.5％を占め

る畜産、その畜産の現状認識が甘いということ

です。それから、目標が32年と中途半端な先を

立てて、この設定の年からして曖昧さがあると

いうことで、１兆5,000億の達成は、残念ながら

難しいんじゃないかなという気がしてなりませ

ん。私の見方はいかがなものだろうかと思いま

すが、総合政策部長、お尋ねいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） まず、32年の

年度設定ですけれども、先ほどちょっと申し上

げました第７次の宮崎県農業・農村振興長期計

画、この目標年次を32年度としておりますの

で、その年度に合わせております。

それと、１兆5,000億円の数字、非常に大きな

数字なんですけれども、実質経済成長率が２％

ずつ拡大していく、それに伴ってという国のほ

うのビジョンも出ていますので、何とかそれに

は同じような形で歩調を合わせたいと。いろん

な個別の計画の目標値、アクションプラン等の

目標値、これを産業連関表を用いて試算しまし

たときに、それぞれの分野ごとで足し合わせま

すと、約１兆5,000億にはなってくるというふう

に試算しておるところであります。

○中野一則議員 フードビジネスの根幹は、

さっきも言いましたが、農業だと。特にその中

心は畜産ということを申し上げましたが、現状

の厳しさはみんな御認識のとおりであります。

畜産、ブロイラー、養豚、肉用牛を含めて厳し

い。餌が高どまりである。輸入はどんどんふえ

てくる。価格は長期低迷です。そういうことで

農家も非常に苦しい立場にあるというふうに思

います。農家の負債状況はどうなんだろうかな

と気になって仕方がありません。また、ブロイ

ラーの処理工場、会社、ここも経営が大変厳し

いというふうに聞きました。宮崎県に６つの会

社がありますが、ことしはどうも赤字経営が多

いんじゃないかという話も聞いております。ま

た、厳しければ厳しいほど、こういう会社は海

外への進出ということも、やはりその可能性も

視野に入れないかんというふうに思っておりま

す。現に、大手は中国、タイへというふうに進

出しているわけですし、宮崎県の一部もベトナ

ムにいろいろと計画があるようであります。そ

うなれば生産や雇用に大変大きな影響が出てく

る、こういうことであります。いい事業ですか

ら、これは成功させないかんと思うんです。計

画どおり進めるためには、部長の決意と覚悟が

必要だと思うんです。その覚悟のほどを総合政

策部長にお尋ねいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 宮崎県という

のは農林水産県で、農林水産業を核にして宮崎

県を発展させていくのは、当然あるべき姿だと

思っています。これは経済のことだけを書いて

いますけれども、私は、最終的には社会的な問

題というか、例えば自殺の問題とか、教育の問

題とか、文化の問題とか、いろんな問題が捉ま

えられていますけれども、そんなことまで波及

してくる大事な問題だというふうに考えて、ま

ずは経済の部分で１兆5,000億を目指したいと思
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います。

○中野一則議員 決意のほどを聞きました。成

功を祈ります。

それから、フードビジネス振興構想の目標値

の決め方、特に27年度にいろいろ目標を定めて

ありますが、これは知事の政策提言、基本政策

を大変重要視してつくったということなんで

す。食の王国みやざきの確立、農業産出額平

成27年目標3,300億円とありますが、これは知事

の達成目標であります。このことが可能かどう

かを、その御認識を含めて知事にお尋ねいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 議員から御指摘があり

ましたように、農業を取り巻く状況、また本

県、我が国の経済を取り巻く状況は大変厳しゅ

うございますが、やはり高い目標を掲げて、そ

れに向けて全力で取り組むことが、本県のこれ

からの成長に結びつくの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。しっかりと

現状の厳しさを認識しながらも、関係者が一丸

となって前に進んでまいりたい、そのような決

意でおります。

○中野一則議員 時間が来ました。これで平

成25年２月議会の質問の全てを終わります。

（拍手）

○外山三博議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案に対する質疑

○外山三博議長 ここで、今回提案されており

ます議案に対する質疑の通告がありますので、

これを許します。

質疑についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり１人10分以内といたします。前屋

敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。一般質問に続いての質疑

となりますが、いましばらくよろしくお願いい

たします。提出をされました議案について、通

告のもとに質疑を行わせていただきます。知事

並びに関係部長にそれぞれ御答弁をいただきた

いと思います。

まず、議案第60号「平成24年度宮崎県一般会

計補正予算（第５号）」、483億4,596万4,000円

の追加補正について伺います。

今回の追加補正は、国の緊急経済対策として

大型補正が提案をされました。国は、今経済対

策での地方負担が大きいことへの配慮や、対策

を迅速に進めるため、今回限りの特別措置とし

て地域の元気臨時交付金約1.4兆円を創設するな

どしていますが、これらをどのように活用する

計画かなど、補正予算の内容についてお聞かせ

いただきたいと思います。知事にお願いいたし

ます。

壇上から一括して質疑をいたします。

また、交付金72億7,822万9,000円を既存の基

金６件に積み増しを行っていますが、それぞれ

の積立額と24年度末の基金残高見込みについ

て、総務部長にお願いをいたします。

また、その中で、特に森林整備加速化・林業

再生基金及び緊急雇用創出事業臨時特例基金に

ついては、今後の活用計画について伺いたいと

思います。環境森林部長、商工観光労働部長、

お願いいたします。

次に、議案第53号「職員の退職手当に関する

条例等の一部を改正する条例」について伺いま

す。

国家公務員の退職手当の制度の改定に合わせ

て、本県職員の退職手当についても改定を行う

とのことですが、改定の具体的な内容をお聞か
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せください。また、労働組合との協議はなされ

たのか、結果はどうだったのかもあわせてお聞

かせいただきたいと思います。また、今回の改

定において影響を受ける対象者数、減額される

１人当たりの金額などもお聞かせください。ま

た、給与体系が、例えば社会福祉協議会などの

ように県職員の給与規定に準じている団体への

影響についてもお聞かせいただきたいと思いま

す。

次に、議案第１号「平成25年度宮崎県一般会

計予算」について伺います。

国は、生活扶助基準の見直しを行い、今後３

年間で670億円程度、6.5％程度の削減、また期

末一時扶助の見直しで70億円程度の削減を見込

んでいることを明らかにしています。こうした

生活扶助基準の見直しに伴い、ほかのさまざま

な制度への関連で県民の暮らしに及ぶ影響が心

配されますが、生活保護に係る県の平成25年度

当初予算の対応を伺いたいと思います。

次に、地方公務員給与について伺います。先

ほど鳥飼議員も一般質問されましたが、大事な

中身なので改めて質疑を行いたいと思います。

今回、国は、国家公務員と同様に地方公務員の

給与減額を実施するとして、地方交付税の削減

を行っています。しかし、本来、地方公務員の

給与は、地方公務員法により個々の自治体の条

例に基づき自主的に決定されるものであって、

国が地方公務員の給与削減を強制し、給与に係

る地方交付税を一方的に削減することはあって

はならないことで、地方自治の根幹にかかわる

問題でもあります。そこで、その額はどれほど

になっているのか、伺いたいというふうに思い

ます。総務部長にお願いをいたします。

次に、事業、施策について伺います。１つ

は、太陽光発電システム導入促進事業の新年度

の予算額が7,5 0 0万円と、平成24年度の１

億5,000万円の半分に減額をされて、個人への補

助金も半分に減額をされています。県のエネル

ギー政策からいっても、もっと充実させるべき

予算と思うのですが、減額した理由をお聞かせ

ください。また、同事業は県民の関心も高く、

十分に活用が進んだと聞いています。この事業

の24年度の交付決定件数や予算の終了時期な

ど、活用状況もあわせて伺いたいと思います。

環境森林部長にお願いをいたします。

次に、木造住宅耐震化リフォーム促進事業に

ついて伺います。県が唯一、住宅リフォーム事

業と位置づけての耐震化事業です。しかし、予

算が平成24年度の5,000万円から25年度は1,000

万円と、５分の１に減額をされています。補助

率を３分の１から２分の１に引き上げる措置が

図られていますが、家屋の倒壊から命を守るた

めの必要性の高い事業と思うのですが、予算を

減額した理由をお聞かせください。県土整備部

長にお願いをいたします。

最後に、議案第24号「職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例」について伺いま

す。

県は、人事委員会の勧告を踏まえて、県職員

の住宅手当の改定を行うとしていますが、人事

委員会勧告の内容と住宅手当改定の具体的な内

容をお聞かせください。また、労働組合との協

議はなされたのか、結果はどうだったのか、あ

わせてお聞かせいただきたいと思います。総務

部長にお願いをいたします。

以上で壇上からの質疑を終わり、後の時間は

自席から行います。〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

追加補正予算案の内容についてであります。
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今回、追加提案させていただきました補正予算

案につきましては、停滞している県内経済の活

性化を図るとともに、全国に比べおくれており

ます本県の社会資本整備や防災・減災対策の強

化などを図る観点から措置したものであり、公

共事業などの地方負担額のおおむね８割につい

て、いわゆる「地域の元気臨時交付金」が措置

されることもありまして、積極的に国の予算を

確保して編成したものであります。

総額約483億円の予算規模となっておりまし

て、このうち公共事業につきましては、道路や

土地改良事業などの補助・交付金事業と、港湾

や高速道路などの直轄事業負担金として、約398

億円を計上しております。また、公共事業以外

につきましては、森林整備加速化・林業再生基

金などの既存の基金への積み立てや、農業用施

設の整備への助成、災害時に住民に情報提供等

を行うシステムの整備費など、約86億円を計上

しております。以上であります。〔降壇〕

○総務部長（四本 孝君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、追加補正予算案における基金積み立て

等についてであります。今回の追加補正予算案

においては、６件の基金積み立てをお願いして

おりまして、それぞれの積立額と積み立て後の

平成24年度末残高見込み額は、まず消費者行政

活性化基金については、積立額が6,000万円で残

高見込み額が約6,019万円、社会福祉施設等耐震

化等臨時特例基金については、積立額が１億円

で残高見込み額が約５億3,700万円、地域自殺対

策緊急強化基金については、積立額が4,485万円

で残高見込み額が8,200万円、安心こども基金に

ついては、積立額が６億3,163万1,000円で残高

見込み額が約38億6,800万円、森林整備加速化・

林業再生基金については、積立額が48億5,174

万8,000円で残高見込み額が約89億9,300万円、

緊急雇用創出事業臨時特例基金については、積

立額が15億9,000万円で残高見込み額が約39

億3,700万円となっております。

次に、「職員の退職手当に関する条例等の一

部を改正する条例」の改正内容についてであり

ます。今回の改正は、退職手当の支給水準の官

民均衡を図るために設けられている調整率を引

き下げるというものであります。改正の理由と

しては、昨年度、人事院が調査を行い、民間に

比べ国家公務員のほうが約400万円高いという結

果が出され、それを踏まえて、国家公務員の退

職手当について調整率を引き下げる法律が、こ

としの１月１日から施行されたところでありま

す。またあわせて、地方公務員についても同様

の措置を行うよう国から要請がなされたところ

であり、本県の退職手当制度は国に準じている

ことから、国と同様の改正を行うこととするも

のであります。

改正の具体的な内容は、現行の調整率が100分

の104となっておりますが、これを段階的に引き

下げることとし、公布の日から平成25年９月30

日までは100分の98に、平成25年10月１日から平

成26年６月30日までは100分の92に、平成26年７

月１日以降は100分の87に改正をするものです。

なお、公布の日から施行することとしてお

り、３月11日の本会議で議決をいただいた場合

には、議決後、速やかに公布・施行をしたいと

考えております。また、職員団体とは十分に話

し合いを行い、合意を得た上で条例改正案を提

出しているものであります。

次に、今回の改正の影響を受ける対象者数と

減額される１人当たりの金額についてでありま

す。今回の改正は、基本的には、今後、退職手

当の支給を受ける全ての職員が対象となりま
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す。今回の段階的な引き下げ期間に係る定年退

職者数でお答えいたしますと、今年度、平成24

年度は、知事、教育、警察、病院の各任命権者

合計で309人、25年度は合計で419人、26年度は

合計で471人となっております。また、改正に

よって減額される１人当たりの金額について

は、定年退職者の場合、段階的な引き下げのう

ち、今年度の１回目の引き下げでは約140万円か

ら150万円の減、25年度10月の２回目の引き下げ

では140万円から150万円の減、26年７月の３回

目の引き下げでは約100万円から120万円の減

で、制度完成時においては約400万円の減となる

と試算をしております。

次に、給与体系が県の規定に準じている団体

等への影響についてであります。県内には、職

員の給与に関する規程を県の規定に準じること

としている団体等があることは承知しておりま

すが、今回の退職手当の改正をどうするか、こ

れはそれぞれの団体において判断をされるもの

と考えておりますので、現時点ではその影響を

把握することは困難であります。

次に、地方交付税についてであります。平

成25年度の地方財政対策におきましては、７月

から、国家公務員と同様の給与削減を実施する

ことを前提として地方公務員の給与費が削減さ

れており、給与費削減の見合いとして、緊急防

災・減災事業費や地域の元気づくり事業費等が

措置されたものの、これらの影響などによりま

して地方交付税等が減少したところでありま

す。

この結果、本県の平成25年度当初予算案で

は、地方交付税が1,835億300万円、地方交付税

の代替財源である臨時財政対策債が375億2,700

万円となり、地方交付税と臨時財政対策債を合

わせた実質的な地方交付税額は2,210億3,000万

円と、今年度当初予算額から46億700万円の減と

なったところであります。

最後に、住居手当の改正についてでありま

す。今回の改正は、自宅に係る住居手当を廃止

するというものであります。具体的には、現行

の手当額は、新築・購入から５年以内は月

額2,000円、５年を超えたら月額1,000円という

ものですが、これを25年３月末で廃止するもの

であります。この手当につきましては、国が既

に廃止していることや、全国の都道府県におい

ても半数以上が廃止していること、また手当額

も少額であり、手当の意義が薄れていること等

から、昨年、人事委員会から、本県においても

廃止することが適当であるとの勧告がなされた

ものであります。本県職員の給与につきまして

は、従来より人事委員会勧告に基づき改正を

行っておりますことから、今回も勧告どおり廃

止するための条例改正案を提出しているもので

あります。

また、職員団体との協議については、昨年、

人事委員会勧告を受けた後に話し合いを行い、

合意を得た上で、今回の条例改正案を提出して

いるところであります。以上であります。〔降

壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

生活保護の当初予算案についてであります。

生活保護の生活扶助基準については、平成25年

度から３年程度で段階的に削減する方向性が発

表されており、８月の実施に向けて現在、国に

おいて検討中であります。このため、生活保護

に係る県の平成25年度当初予算案につきまして

は、従来どおり必要な予算をお願いしており、

見直しに伴う削減は行っておりません。

なお、見直しに伴う他制度に生じる影響につ
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いて、国は閣議決定した対応方針において、

「それぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分考

慮しながら、できる限り影響が及ばないよう対

応することを基本的な考え方とする」とされて

いるところでございます。以上でございます。

〔降壇〕

○環境森林部長（堀野 誠君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、森林整備加速化・林業再生基金につい

てであります。この基金につきましては、平

成25年度から26年度の２年間で取り崩しなが

ら、間伐の推進や森林路網の整備、さらにバイ

オマス利活用施設の整備や公共建築物の木造化

などに活用し、森林所有者の所得向上や林業・

木材産業の活性化を図ってまいりたいと考えて

おります。

次に、太陽光発電システム導入促進事業につ

きましては、限られた予算の中で、太陽光発電

システムの設置経費が年々下がっていることか

ら、補助額の見直しを行い、今年度と同程度の

補助件数を確保できる予算をお願いしていると

ころであります。また、平成24年度の補助につ

きましては、交付決定件数が2,266件で、補助の

受け付けは８月23日に終了いたしました。以上

でございます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（米原隆夫君）〔登壇〕

お答えいたします。

緊急雇用創出事業臨時特例基金についてであ

ります。今回、追加補正案で積み増しをお願い

している15億9,000万円につきましては、新たな

地域の雇用の受け皿となるような事業を民間企

業等に委託して実施するためのものでありま

す。これを含めまして、来年度は32億8,500万円

余の雇用創出事業を実施し、1,245人の失業者を

雇用する見込みであります。以上であります。

〔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促進事業について

であります。この事業につきましては、本年度

は初年度ということもあり、事業の趣旨を県民

の皆様に十分お伝えすることができず、目標を

大きく下回ったわけでございますが、事業その

ものは、県民の生命や財産を守るために必要な

事業であることから、来年度の予算額につきま

しては、補助制度を拡充し、より利用しやすく

したことなどを勘案して、今年度の実績見込み

の約２倍となる1,000万円をお願いしているとこ

ろであります。以上であります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれありがとうござい

ました。

最後に、１点だけ確認をさせていただきたい

と思うんですが、生活扶助費の見直しの件で、

ほかの制度に影響が極力及ばないようにすると

いう、政府からそういうものが来ているという

御答弁でしたが、文書か何かでそういう通知が

来ているんでしょうか。そこのところを確認さ

せていただきたいと思います

○福祉保健部長（土持正弘君） 御質疑に対す

る答弁でも申し上げたところでございますけれ

ども、国のほうからは事務連絡という形で来て

おります。そのことの趣旨につきましては、県

のほうから市町村へは部長名で公文書でお渡し

をしたところでございます。

○前屋敷恵美議員 わかりました。後は委員会

で深めさせていただきます。ありがとうござい

ました。

○外山三博議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で質疑は終了いたしました。
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◎ 議案第１号から第61号まで及び請願

委員会付託

○外山三博議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第61号までの各号議案及び新規請

願は、お手元に配付の付託表のとおり、それぞ

れ関係の委員会に付託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす７日から10日までは、常任委員会等のた

め、本会議を休会いたします。

次の本会議は、３月11日午前10時開会、平

成24年度補正予算関係議案等についての常任委

員長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時25分散会
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