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平 成 2 5 年 ６ 月 1 2 日 （ 水 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（38名）
2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

4番 図 師 博 規 （ 同 ）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 内 村 仁 子 （ 同 ）

8番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 福 田 作 弥 （ 同 ）

14番 渡 辺 創 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

15番 田 口 雄 二 （ 同 ）

16番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

17番 太 田 清 海 （社会民主党宮崎県議団）

18番 髙 橋 透 （ 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 中 野 一 則 （ 同 ）

23番 中 野 廣 明 （ 同 ）

24番 横 田 照 夫 （ 同 ）

25番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 徳 重 忠 夫 （無 所 属 ク ラ ブ）

29番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

30番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

31番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

34番 押 川 修一郎 （ 同 ）

35番 宮 原 義 久 （ 同 ）

36番 外 山 三 博 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 土 持 正 弘

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 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 堀 野 誠

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 梅 原 誠 史

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 白 川 靖 浩

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

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 福 嶋 幸 徳

政 策 調 査 課 長 佐 野 詔 藏

議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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◎ 議案第14号追加上程

ただいまの出席議員38名。定○福田作弥議長

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。

本日の日程は一般質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第14号の送付を

受けましたので、これを日程に追加し、議題と

することに御異議ありませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○福田作弥議長

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

ここで、知事に提案理由の説○福田作弥議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。ただいま提案いたしました議案の御説

明に先立ち、１点御報告をさせていただきま

す。

かねてより、都城市、国富町、門川町の県内

３カ所への設置を申請しておりましたスマート

インターチェンジにつきまして、昨日、国土交

通大臣から連結許可をいただきました。

スマートインターチェンジにつきましては、

地域経済の活性化や防災対策等において大変重

要な施設であり、これまで関係市町とともに早

期整備に向けて取り組んできたものでありま

す。国土交通省はもとより、力強く応援をいた

だきました県民の皆様を初め、県議会、関係団

体等に対し深く感謝を申し上げます。

それでは、提案いたしました議案第14号につ

いて御説明申し上げます。

議案第14号は、一般職及び特別職の給料につ

いて減額措置を講じるため、知事等の給与の特

例に関する条例の一部を改正するものでありま

す。

これは、ことし１月に国から、地方公務員の

給与について国家公務員の給与減額措置に準じ

て必要な措置を講ずるよう要請があったこと、

さらには、極めて厳しい本県の財政状況や、他

の地方公共団体においても、職員の給与につい

て減額措置を講じるという動きがあることなど

を総合的に勘案し、本県においても、減額措置

はやむを得ないと判断したものであります。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○福田作弥議長

◎ 一般質問

それでは、ただいまから一般○福田作弥議長

質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、鳥飼謙二議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○鳥飼謙二議員

ざいます。きょうから一般質問で、私は思い起

こしてみますと、20数年になりますけれども、

一般質問の冒頭で１番目というのは恐らく２回

目かなと。それほどくじを引くのにくじ運がな

かったと思いますが、きょうは１番バッターで

やらせていただきたいと思います。

まず、知事の政治姿勢についてお尋ねをいた

します。

主権回復式典参加についてお尋ねいたしま

す。安倍政権は、サンフランシスコ条約が発効

した４月28日に合わせ、「主権回復・国際社会

復帰を記念する式典」を開催し、衆参両院議長

平成25年６月12日(水)
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や 高裁長官、国会議員、都道府県知事など

約390人が出席をしたというふうに聞いておりま

す。河野知事は、天皇も出席される式典だとし

て式典に出席をされたようでございます。御承

知のように、同条約では、南西諸島や小笠原諸

島はアメリカの信託統治とされまして、沖縄県

民等は長く米軍統治下に置かれ、苦難の生活を

強いられてまいりました。ですから、沖縄県で

はこの日を「屈辱の日」と呼んでいるそうでご

ざいます。国民を分断するとして、私どもはこ

の式典に反対をし、知事にも参加をしないよう

にというふうな申し入れもしてまいったところ

でございますが、知事はどのような思いでこの

式典に参加をしたのかお尋ねしまして、後は質

問者席で質問したいと思います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

主権回復記念式典についてであります。この

式典は、天皇皇后両陛下の御臨席のもと、政府

の主催により、我が国の主権回復と国際社会復

帰60年の節目を記念し、国際社会の平和と繁栄

への貢献の意義を確認するとともに、我が国の

未来を切り開いていく決意を確固とするために

開催されたものであります。

また、この式典は、奄美、小笠原、そして沖

縄が戦後長きにわたり、我が国の施政権の外に

置かれたという苦難の歴史や、今なお沖縄の方

々が抱える基地負担の軽減などに思いをはせる

機会ともされました。また、そのように安倍総

理も挨拶の中でお話をされたところでございま

す。

私としましては、この式典が祝賀行事、いわ

ゆるお祝いという趣旨のものではなく、歴史を

ありのままに受け入れて、我が国の今後のあり

方を考えるという、その趣旨に賛同し、参加を

したものであります。以上であります。〔降

壇〕

各都道府県知事を見てみます○鳥飼謙二議員

と、出席をされていない方もかなりおられて、

大阪府では東京事務所長代理というんですか、

この方が出席をしているというようなこともご

ざいます。副知事は大分県など11県、それから

東京事務所長は青森県など10府県ということ

で、21府県、半数近くは知事が出席をしていな

いというようなこともあるわけです。

いろんな思いがありますし、サンフランシス

コ条約、この体制が日本の戦後体制をつくって

きたと言っても過言ではないわけですけれど

も、それに伴って旧安保条約が署名をされる。

そして、日米行政協定が翌年の２月、外務省の

庁舎で、「ひっそりと」というような書き方が

されていますが、調印をされているという状況

があるわけです。このような各都道府県の状況

もありますし、この条約発効の日というのがさ

まざまな矛盾を戦後生んできたということを考

えれば、これらの県と同じような対応がとれた

のではないかというふうに思うわけでございま

すので、再度お尋ねいたします。

他県の参加状況につい○知事（河野俊嗣君）

ては、それぞれの県のいろんな御都合、御事情

があったのかというふうに受けとめておるとこ

ろでございますが、私としましては、先ほど答

弁をさせていただきましたような、この式典の

趣旨や内容、そして当日の私の行事予定等を勘

案して、私みずからが出席をしたところでござ

います。

余り答弁にはなっていないよ○鳥飼謙二議員

うな感じがしているんですけれども、いいとい

うことじゃないんですが、異議ありなんですけ
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れども、これ以上は 時間の関係で次に移ら─

せていただきます。

先ほど申し上げたように、サンフランシスコ

条約体制というのは、旧安保条約、日米行政協

定、今日につながる日米地位協定 在日米軍─

の地位協定というのが正しいんでしょうけれど

も、そういうものにつながって、在日米軍の全

土基地化というのがその中では図られていると

いうふうに思っているわけです。多くの国民の

反対を押し切って、オスプレイの配備とか低空

飛行訓練が行われているわけで、こういう状況

がある一方で、安倍総理が誕生して、河野談話

とか村山談話の見直しに意欲を示したという状

況です。そして、戦後レジームからの脱却と称

して、靖国神社参拝に意欲を見せている。そし

て、麻生副総理などの閣僚が参拝をしたという

ことで、中国、韓国の抗議がありまして、安倍

総理は、我が閣僚はどんなおどかしにも屈しな

いという威勢のいいことを言われました。しか

し、アメリカからたしなめられて、歴史認識で

日本は孤立するよと、そういう状況があったと

いうふうに思います。結果として日韓の外相会

談が中止になるというようなことで、従軍慰安

婦問題についても、狭義の強制はなかったと

か、侵略の定義は学問的にも国際的にも定まっ

ていないとか、そんなことをおっしゃって、い

ろんな関係国の反発を招いてきたということが

状況としてあると思います。そういう状況の中

で、憲法改正を主張しております日本維新の会

共同代表の大阪の橋下市長が、従軍慰安婦は必

要だったとか、米軍の風俗業活用発言というの

をなされたわけでございますが、知事はこの発

言についてどのように感じておられるのか、お

尋ねします。

今回の橋下代表の発言○知事（河野俊嗣君）

は、さまざまなお考えなり思惑なり、いろいろ

あるわけでありますし、その発言の中について

はさまざまな課題、ポイントというものがあろ

うかというふうに思っております。一概に見解

を述べることは難しいわけでございますが、た

だ、今いろいろ御指摘があった中での外交関係

ということを考えた場合に、やはり大局的な観

点、大局的な立場に立ち、我が国の国益を考え

て、また外国との関係はどうあるべきか、そう

いう視点に立った慎重な発言が必要ではなかっ

たかという思いを強くいたしております。

慎重な御答弁だなというふう○鳥飼謙二議員

に思います。知事の政治姿勢についてはこれで

終わりますけれども、知事はやはり宮崎県の知

事ですから、地方自治体の長としての認識を

持ったいろんな見解を出すということも非常に

大事なことですから もう一回聞くことがあ―

るんですかね お願いをしておきたいと思い―

ます。

それでは、本日提案された知事ほか職員の給

与を引き下げる議案第14号は、政府が当然交付

される地方交付税を減額した結果として、この

ような措置をとらざるを得ないというようなこ

とでお聞きいたしております。私どもは、減額

は地方交付税法に違反をするのではないかとい

うふうに思いますので、県の立場を総務部長に

お尋ねします。

地方交付税は、国○総務部長（四本 孝君）

税５税の一定割合が地方団体に法律上当然帰属

するという意味において、地方の固有財源とし

ての性格を有するものでありますが、今回の削

減は国税５税分ではなく、特例加算分の減額に

よるものでありまして、その点では違法とまで

は言えないのではないかと考えております。

しかしながら、地方交付税は使途の定めのな
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い一般財源であり、国がその使途を制限すべき

ものではないことから、今回、国が特定の政策

目的を達成するための手段として、地方との十

分な協議を経ないまま一方的に削減したことに

ついては、適当ではないのではないかと考えて

おります。

特例の分だから違反ではない○鳥飼謙二議員

というような見解なんですけれども、やはり地

方財政計画が定められて不足をするということ

であれば、交付税に定められた比率を変更すべ

きなんです。これをサボっているから特例加算

というようなことでごまかしてきている。そこ

をカットするわけですから、そこはやっぱり

しっかり抗議をしていかなくちゃならないなと

いうふうに思うわけでございます。

そこで、内田副知事も就任されましたので、

副知事にも出番をひとつお願いしたいと思いま

すが、スマートインターチェンジが許可された

ということで、副知事も大分頑張っていただい

たんじゃないかと。ようございました。これか

らも県勢発展に向けて御尽力をいただきたいと

思います。そこで、今回の交付税の減額措置に

ついてどういうふうに思っておられるのかとい

うことと、地方自治についての副知事の見解を

お尋ねしたいと思います。

今回、国は、東日本○副知事（内田欽也君）

大震災を契機といたしました防災・減災対策、

あるいは地域経済の活性化を図る財源として、

地方公務員の給与についても国に準じた減額措

置を行うように要請を行い、あわせて地方交付

税について給与費相当分の削減を行ったところ

でございます。

一方、地方公務員の給与は、地方公務員法の

趣旨に基づきまして、生計費、あるいは国及び

他の地方公共団体、民間事業者等の給与を踏ま

えながら、各団体の責任において自主的に決定

するということにされているわけでございま

す。したがいまして、私としては、今回国がこ

のような要請を行う場合には、やはり少なくと

も国と地方との協議を十分に行うなど、地方の

声にも十分耳を傾けながら、もう少し慎重に進

めていく必要があったのではないかなというふ

うに考えているところでございます。

また、地方自治についてのお問い合わせでご

ざいますけれども、我が国において、まず自治

を進めていただいている、あるいは行政を進め

ていただいている一番の大もとというのは、そ

れぞれ住民に身近な自治体であると思っており

ますので、まず地方自治がしっかりと確立をし

ていくということが、これからますます必要に

なってくるのではないかなと思っているところ

でございます。以上でございます。

ありがとうございました。来○鳥飼謙二議員

年度以降、政府がもう一回やらないとも限らな

い。内田副知事が言われたように、減額の場合

は地方の意見を聞きなさいというのが交付税法

の中にあります。意見を聞いていないから、そ

ういう意味では交付税法違反でもあるわけです

けれども、今後、こういうことが繰り返されな

いとも限らないわけですが、どういうふうに対

応していくのかという知事の決意をお伺いした

いと思います。

今回提案をさせていた○知事（河野俊嗣君）

だいております給与削減につきましては、先ほ

ども御説明申し上げましたとおり、閣議決定に

基づく国からの要請があり、また現実に国の予

算で地方交付税も削減されておりますことか

ら、県の厳しい財政状況等を踏まえて苦渋の決

断をしたところであります。

これまで、本県を初めとする地方というもの
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は、国に先駆けて職員数の削減など行財政改革

に取り組んでまいりました。地方公務員の給与

は地方が自主的に決定をすべきものであると、

法律でもルールが定めてあるところでございま

すし、地方交付税というものが使途の定めのな

い一般財源であることなどにつきまして、全国

知事会を通じて訴えてまいりました。国と地方

の協議の場などでも、いろんな議論がなされた

ところでございます。ただ、地方との十分な協

議を経ないまま行われた今回の国の対応という

ものは、極めて残念に思っておるところでござ

います。

したがいまして、今回のような一方的な措置

というものが二度と行われることのないよう、

改めて国に対し強く要望を行ってまいりますと

ともに、議員から先ほど御指摘がございまし

た、地方交付税の地方の固有財源としての性格

を高めるために、国税５税の交付税率の引き上

げについても、これも長年要望しておるところ

でございますが、改めて強く要望してまいりた

いと考えております。

県職員の皆さん方もそうです○鳥飼謙二議員

けれども、意欲の問題にかかわるということ、

それともう一つは、県の職員の給与に準拠して

いる民間の人たちに対する影響もたくさん出て

くるのではないかというふうに思うんです。そ

うすると、今から頑張ろうということで、フー

ドビジネスとか、口蹄疫からの復興で畜産再生

ということで頑張っていこうとしている出鼻を

くじいていくことになるんじゃないかというこ

とがありますので、ぜひしっかり頑張っていた

だきたいと思います。

次に参りたいと思います。宮崎病院の精神医

療センターについて何点かお尋ねいたします。

同センターは、単科の精神病院でありました

県立富養園を廃止しまして、急性期治療、難治

性疾患治療、身体合併症治療、高次救急医療、

そして精神病的障がいや発達障がいを抱えた児

童思春期治療など、民間病院では対応困難な５

つの機能を持った宮崎病院の精神医療センター

として平成21年にスタートしたわけでございま

す。５年目を迎えて、高度医療、政策医療はど

のように実現をされているのか、精神医療セン

ターの現状について病院局長にお尋ねをいたし

ます。

精神医療センター○病院局長（渡邊亮一君）

でございますが、現在、医師８名の体制で診療

行為に当たっておりまして、病床数は、精神

科32床、子どものこころの診療科10床となって

おります。平成24年度の延べ患者数は、外来が

１万2,703名、入院が１万1,203名でありまし

て、そのうち児童の患者数は外来が3,043名、入

院が809名となっております。

当センターでは、急性期治療を初めとしまし

て、民間病院では対応が難しい患者に対して医

療の提供を行っているところでございますが、

そのうち救急医療については、民間病院の後方

支援病院として毎年200名を超える救急患者を受

け入れており、また平成22年度からは総合病院

の中にある精神診療科としまして、「精神科救

急・合併症入院料」の施設基準を取得し、急性

期の集中的治療を要する身体合併症患者の治療

にも当たっており、24年度は78名の新規患者を

受け入れております。

このように、精神医療センターでは、他の医

療機関等との連携を図りながら、県内精神科医

療における全県レベルの中核病院としての医療

機能の向上に努めているところでございます。

民間精神病院にも行ってまい○鳥飼謙二議員

りましたけれども、よく頑張ってもらっていま
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すというような評価をいただいて、私もほっと

したところでございます。ただ、問題点がそれ

ぞれございますので、お尋ねをしたいと思いま

すが、当初、計画段階では３階建てであったも

のが２階になって、ワンフロアで、ナースセン

ターが真ん中で児童と成人を区切るというふう

な、全国では非常に特異な状況で実施されてい

るわけでございますけれども、診療機能を充実

するために、施設の拡充なり改修なりが必要で

はないかなというふうに思います。後で中身の

ことを申し上げますけれども、そのあたりにつ

いてのお考えをお聞きしたいと思います。

精神医療センター○病院局長（渡邊亮一君）

は平成21年４月に開所しておりますが、当セン

ターの建設に際しましては、県内外の有識者の

御意見もお聞きしながら、病院の医療スタッフ

等との協議も重ね、さらには県立病院の経営状

況も含めて総合的に判断し、整備したものでご

ざいます。

しかしながら、オープンして４年を経過して

おります。実際に医療を提供していく中でさま

ざまな課題が出てきていることも認識しており

ます。県立病院の施設整備に当たりましては、

その時々の医療ニーズに的確に対応できるよう

改善に努めているところでございますが、当セ

ンターにつきましても、医療機能の充実や患者

サービスの向上を 優先に考え、現場スタッフ

の意見や経営の状況も十分踏まえながら、必要

な改善を検討してまいりたいというふうに考え

ております。

そこで、ハード面、ソフト面○鳥飼謙二議員

について申し上げたいというふうに思います。

ハード面では、例えば成人隔離室のシャワー室

があるんですけれども、非常に狭過ぎて介助で

きるスペースがないとか、ハイケアユニットの

床がコンクリートで、転倒した際に大けがをす

るなり、そういうふうなおそれがあるとか。本

会議で申し上げて恐縮なんですけれども、風呂

にすき間風が入ってきて冬は寒くてとか、そん

なこともあったりするわけです。それから、ル

ーバー、目隠しなんですけれども、オープン当

初は真っ白できれいだったんです。ところが、

今、コケが生えて、私も行ったんですけれど

も、入院したくないなと思いました。非常にプ

レッシャーが 外が見えないんです。住民と―

の関係もあるかと思うんですけれども、こうい

うのを撤去とか、いろんなハード面での問題が

あると思いますけれども、個別にはお答えしに

くいかと思いますが、その対策についてお尋ね

したいと思います。

先ほども申し上げ○病院局長（渡邊亮一君）

ましたとおり、オープンから４年を経過してお

りまして、実際に医療を提供していく中で、施

設設備のハード面に課題が生じていることは十

分承知しております。御指摘のありましたシャ

ワー室等の問題につきましては、私も現場を見

まして確認しております。日々の医療行為に支

障がないよう、また患者サービスの向上につな

がるよう、現場スタッフの意見も十分聞きなが

ら、随時改修を行っていきたいと思っていま

す。

次に、ソフト面についてお尋○鳥飼謙二議員

ねをしますが、医師、看護師が充足をされてい

るのかどうかというのもございます。正規の医

師が６名、兼務の医師が１名、レジデントが１

名ということで、通常７名おられるようです

が、その中で精神保健指定医は６名というふう

にお聞きをいたしておりまして、児童精神科医

は２名ですね。非常に数が少ないわけですか

ら、特に児童精神科医は確保が困難ではあるわ
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けですが、思春期医療に取り組むということで

始めたわけですから、ぜひその辺の対応もお願

いしたいと思います。

それと看護師さんの夜勤は、先ほど申し上げ

ましたようなワンフロアで真ん中でということ

ですから、両方に目配りして 後の救急を─

どうするか、受け入れ先がないと、どうしても

あそこで受け入れざるを得ないわけです。です

から、そういうところで、男性看護師２名、女

性看護師１名というようなことで夜勤が組まれ

てきたわけですけれども、これがなかなか困難

な状況になっているなどのソフト面の問題もあ

るようでございますので、この対応についてお

尋ねしたいと思います。

精神医療センター○病院局長（渡邊亮一君）

の病棟での看護師数でございますけれども、現

在、男性13名、女性10名及び男性の臨時職員１

名の合計24名体制となっております。

お尋ねのありましたセンターでの夜勤につき

ましては、男性２名、女性１名の合計３名体制

が確保できておりますが、男性看護師の夜勤回

数が女性看護師と比べると多くなっている状況

もあります。夜勤体制を含め、センターにおけ

る男性看護師の必要性は十分認識しているとこ

ろでございまして、県立宮崎病院内での男性看

護師は26名、全体の6.2％と少ない状況にありま

す。また、病院内の他の診療科においても男性

看護師の必要性が高まっております。このよう

な状況を踏まえまして、今後とも、男性看護師

の確保や病院内での適切な配置に努めてまいり

たいと考えております。

現場との意見交換というか、○鳥飼謙二議員

それがちょっと不十分な感じもしますので、ぜ

ひ意見を聞いていただきたいと思います。セン

ター長にもお会いしたんですけれども、ちょっ

と疲れておられるなというような感じもしまし

た。いろんな要望をしても、なかなかそれが実

現しないということで、そんな思いも持ってお

られるような感じがしましたので、ぜひお願い

をしたいと思います。

それから、２月議会で精神科救急体制に不備

があるとの指摘をしたんですが、その後、精神

医療センター、中央保健所の体制がどのように

強化をされたのか、福祉保健部長にお尋ねしま

す。

高度医療を○福祉保健部長（佐藤健司君）

担っております県立宮崎病院精神医療センター

を支援するために、宮崎県精神科病院協会ある

いは宮崎県精神科診療所協会からの協力を得ま

して、土曜、日曜に精神保健指定医を派遣する

制度を設けておりますけれども、今年度から、

その派遣回数をこれまでの月２回から３回にふ

やしたところでございます。

また、県内の措置入院者の５割から６割程度

に対応する中央保健所につきましては、今年度

から、精神疾患のある方への緊急な対応、警察

官からの通報、あるいは措置の対応に当たる担

当保健師を増員するとともに、男性保健師の配

置により体制強化を図ったところでございま

す。

ありがとうございました。よ○鳥飼謙二議員

ろしくお願いを申し上げます。

後になりますが、看護師の地域枠採用をよ

く決断していただいたなというふうに思うんで

すけれども、効果なり狙いなり、その辺につい

て局長の御答弁をお願いします。

地域枠の採用によ○病院局長（渡邊亮一君）

る効果でございますが、近年、県立病院の看護

師においては、夜勤などの特殊な勤務形態もあ

りまして、宮崎地区への異動希望が集中し、宮
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崎地区で家庭を持ち、子育てを行っている職員

の異動が困難となっております。

そのため、県立日南病院または延岡病院に固

定して勤務する職員を採用することで、両病院

に必要な人員、人材の確保が図られると考えて

おります。また、自分たちが支える地域の拠点

病院として愛着を持った、将来を担う人材の長

期的な確保及び育成を図ることができると考え

ております。

さらに、県南・県北地域への看護師定住を促

進することによりまして、地域振興に資すると

ともに、災害等の緊急時において、病院機能維

持のための必要な人員体制の確保を容易にする

と考えております。

ぜひ、看護体制の充実という○鳥飼謙二議員

ことで頑張っていただきたいと思います。

次に、大震災の避難者支援についてお尋ねを

いたします。

安倍政権は、原発推進にかじを切られて、朝

日新聞の６月11日号では「成長戦略に原発活

用」という これは世論調査ですが、「反─

対」が59％、「賛成」が27％となっていまし

て、やはり当然ですよねというような結果が出

ておりました。まるで何もなかったかのよう

に、このようなことでは困るなと思っているん

ですが、５月24日付の毎日新聞に「共生遮る誤

解の連鎖」というようなことで、いわき市の現

状が載っておりました。いわき市の市役所の４

カ所に、浜の方から来られている人たちに対し

て、「被災者帰れ」というような黒スプレーで

落書きがあったというようなことで、両方とも

避難者もいわき市の避難者を受け入れてい─

る人たちも原発の災害の被害者でありながら、

両方が対立しているという現状を見ると、本当

にせつない思いがいたします。罪のない彼らが

なぜいがみ合わなくてはならないのかというふ

うな思いがしたのでございますが、知事、この

新聞記事を読まれたと思いますけれども、感想

をお聞きしたいと思います。

今御指摘のありました○知事（河野俊嗣君）

この報道は、大変心痛む思いで新聞を読んだと

ころでございます。御指摘がありましたよう

に、いわき市はみずからも大震災の被災地であ

りながら、原発の避難区域など他の市町村から

の避難者も受け入れている。そういう状況の中

で、本来の人口が33万人ほどの中で、現在でも

その１割に当たる３万人が避難者として居住し

ているという状況であります。そんな状況の中

で、避難者の受け入れに関して、ごみの量の増

加でありますとか、交通渋滞、医師や住宅の不

足などの問題から、避難期間の長期化に伴って

市民感情が悪化し、今回のような事態も発生し

たのではないかということでございます。

今、やはり大事なことは、大震災発生直後に

世界が称賛したあの思いやり、助け合いの心と

いうのをいま一度思い出す必要があるのではな

いかと。もちろん、そのような落書きをしたり

というようなことは、ごく一部の方だと思いま

す。多くの皆さんは助け合って、懸命に日々暮

らしておられるというふうに思っているわけで

ございますが、やはりお互いの思いやりの気持

ちというものをいま一度思い出していただきた

いという思いがしております。本県でも多くの

避難者の方を受け入れているところでございま

す。そういった方々の日々の生活が少しでも温

かいものとなるよう、県としてもしっかりと寄

り添ってまいりたいと考えております。

本当につらい感じがいたしま○鳥飼謙二議員

す。そこで、復興の増税も行われているわけで

ございますけれども、先日、マスコミで復興予
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算流用の報道がなされました。それは、被災者

支援目的の森林整備加速化・林業再生基金とか

緊急雇用基金が被災地以外の事業に流用されて

いるという内容でございました。本県の震災等

緊急対応事業として870人を雇用したが、被災者

は１人というようなことも書いてございました

が、本県の両事業の実施状況についてお尋ねを

いたします。

震災復興予算○環境森林部長（堀野 誠君）

に係る森林整備加速化・林業再生事業につきま

しては、東日本大震災の発生により、被災地を

中心に木材の復興需要が大きくなると考えられ

たことから、復興に必要な木材を全国規模で増

産し、安定的に供給することを目的として、国

の平成23年度第３次補正予算において復興木材

安定供給等対策として全国で1,399億円が措置さ

れたものであります。

このうち本県には60億円が配分され、これを

基金に繰り入れ、平成24年度からの３カ年で、

間伐や路網の整備、高性能林業機械の導入など

の原木の安定供給対策や、木材加工施設の整備

などの加工流通対策等により、木材の安定供給

体制の基盤整備を進めているところでありま

す。県としては、国の要綱等に基づき、事業目

的に沿って適切に執行しているところであり、

震災復興対策に資するものと考えております。

国の緊急○商工観光労働部長（茂 雄二君）

雇用基金事業の一つであります震災等緊急雇用

対応事業につきましては、東日本大震災による

全国的な雇用情勢の悪化に対応するため、国の

平成23年度第３次補正予算において、被災県を

含む47都道府県に2,000億円が措置され、本県へ

は20億9,000万円が配分されております。

本事業では、被災された求職者を優先的に雇

用すること、原則として平成23年３月11日以降

に離職した方を雇用することが要件として定め

られており、平成24年度は被災者１名を含む

約930名を雇用したところであり、他のメニュー

を含む基金事業全体で雇用された被災者は34名

となっております。県といたしましては、これ

らの要件を含め、国の定めた実施要領を遵守し

ながら、適切に事業を執行しているものと考え

ております。

県としては当然のことをやっ○鳥飼謙二議員

ているということなんですけれども、やはりど

こか割り切れないものが残るというのも事実で

ありまして、予算をいかに有効に使うかという

ことではないかなというふうに思います。

そこで、本県への避難者への支援についてで

ございますが、愛知県避難者支援センターで実

施しているような支援ができないかというよう

なことで、２月議会で知事に質問をしまして、

知事は、本県での対象者をどう把握するか、ま

た支援の仕組み、枠組みがない中でどのような

支援ができるか検討するというふうに答弁をさ

れたわけでございます。

私も３月の末に、議会が終了してから愛知県

に行ってまいりました。ＮＰＯ４団体に委託を

して、情報提供とか広報活動、子供の心のケア

というのを実施しておられまして、その中にあ

るのは、将来来るであろう南海トラフ大地震に

備えて、民間のＮＰＯとの連携とか市町村との

連携を想定しながらこの事業をやっているんで

すというようなことを言っておられたのに大変

感心したわけでございます。愛知県の取り組み

についての感想と、その後検討されたことにつ

いて、知事には前回お聞きしましたので、統括

監にお尋ねします。

愛知県の○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

被災者支援センターにつきましては、震災直後
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の愛知県内への避難者数が1,000名を超えていた

という状況を踏まえて設置されたものと伺って

おります。私もホームページで確認させていた

だきましたけれども、避難者への情報提供です

とか各種相談の実施など、総合的な支援窓口と

しての機能を果たしていらっしゃるというよう

な感想を持ったところでございます。

本県の状況を鑑みますと、現在、268名の避難

者の方がいらっしゃるという状況を把握してお

りますけれども、県営住宅への無償での受け入

れ、また中山間地域における就労機会の提供、

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を直接お届け

することなどによりまして、本県での生活支援

に努めているところでございます。また、本県

内におきましては、避難者の方が中心となって

組織されたＮＰＯによる相互交流や支援活動も

行われているという状況でございます。

現時点で、議員御指摘のようなセンターを設

けるということまでは検討していないところで

はございますけれども、愛知県を初めとしまし

た他県の事例も参考としながら、避難者のニー

ズを踏まえた支援を息長く進めてまいりたいと

考えております。

知事の答弁のときより、がっ○鳥飼謙二議員

かりするような答弁になっていて、ちょっと

がっかりいたしましたけれども。やっぱり検討

せないかんですよね。それと、268人と言われま

したけれども、500人はいるというのは確実なん

ですから、そこら辺も私は答弁が非常に不満で

す。実態をもっと把握しないと、県が把握して

いるのはそうかもしれないけれども、民間の人

たちもそうやって頑張っているわけですから、

そこはしっかりと受けとめて、何ができるのか

先ほど冒頭、知事にいわき市の事例を聞い―

たのは、そのようなことがあるからなんです。

そこをしっかり受けとめていただきたい。これ

は危機管理局だけではなくて、県庁全体で、も

うちょっと一歩踏み込んで何かできないのかと

いうことを検討していただくようにお願いした

いと思います。

次に参ります。先日といいますか、５月の末

に、社民党県議団で県外調査をしてまいりまし

て、千葉県香取市にあります「恋する豚研究

所」というところに行ってまいりました。「恋

する豚研究所」というのは、関連法人で豚を生

産するわけなんですけれども、その生産した豚

を持ってきて、栗源協働支援センターというの

があるんですけれども、障害者自立支援法に基

づくＡ型の認定を受けて、障がい者の人たちも

含めて 障がい者は10人ぐらいなんですけれ─

ども 20人ぐらいでその肉をさばいて、肉を─

売る、ハムをつくる、ソーセージをつくるとい

うようなことをやって、２階のレストランで料

理をつくる。そして、「恋する豚研究所」が販

路を広げるというようなことをやっているわけ

です。あわせて、社会福祉法人「福祉楽団」と

いうところもやっておられまして、特別養護老

人ホームとか、いろんなものをしておられまし

た。

この中では、先ほど申し上げた精肉化部門の

栗源協働支援センター（就労継続支援Ａ型）で

は、20名の従業員のうち半数が障がい者で、現

在、平均月収が７万6,000円で、10万円が目標だ

というふうに話しておられました。今後の展開

では、お会いをした本部長の方は、「障がい者

の施設から買ってあげる、買ってもらうという

従来からの考え方では事業は成立しない。商談

では、あえて障がい者施設だと前面に出さな

い。味と品質、ブランドで勝負したい」という
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ふうなことを言っておられたわけでございま

す。そこで、本県の障がい者就労の現状につい

て、福祉保健部長にお尋ねします。

障がい者の就○福祉保健部長（佐藤健司君）

労継続支援事業所の利用状況につきましては、

平成25年３月の実績で、雇用契約を締結するＡ

型の利用者数は303人、雇用契約を締結しないＢ

型は1,717人となっております。平均工賃は、平

成24年度の速報値でございますが、月額で、Ａ

型が５万3,415円、Ｂ型で１万4,564円となって

おります。

また、障がい者の民間企業への就労状況につ

きましては、宮崎労働局の調査では、昨年６月

１日現在、法定雇用率1.8％が適用される県内企

業は612社ございますが、その実雇用率は1.96％

で全国９位、法定雇用率を達成している企業の

割合は65.2％で、全国２位となっております。

ありがとうございました。県○鳥飼謙二議員

では平成20年に、障がい者工賃倍増計画 隣―

に前任者の土持部長がおられますけれども、

そっちを見てしまって申しわけないんですけれ

ども をつくって推進を図ってこられたわけ―

ですが、この中の県の説明では、景気の低迷な

どもあり、平均工賃が２万円台後半に達する事

業所がある一方で、数千円の事業所があるな

ど、事業所間で格差が生じたとしています。ま

た、24年７月、昨年から、障がい者工賃向上計

画をつくって、平成26年度は１人当たり月額１

万7,800円を目標に取り組んでいるということで

ございました。これはＢ型事業だけということ

でございますが、倍増計画の実績、そして向上

計画による取り組み状況についてお伺いをしま

す。

平成19年度か○福祉保健部長（佐藤健司君）

ら23年度までの「工賃倍増５か年計画」の工賃

実績につきましては、計画の 終年度である23

年度の平均工賃が１万4,346円となりまして、基

準年である18年度の約１万1,000円と比べ約30％

増加しておりまして、その伸び率は全国３位と

なっております。

県におきましては、前計画の実績等を踏まえ

まして、平成24年度に新たな工賃向上計画を策

定し、工賃向上に取り組んでおります。具体的

には、経営コンサルタント等で構成いたします

工賃向上支援チームによる販路開拓等に関する

個別指導や、さらに必要があれば、商品デザイ

ンや品質管理など特定分野の専門家派遣を実施

するとともに、イベント等での共同販売などに

も取り組んでおります。

県としましては、厳しい経済状況の中ではご

ざいますが、新たな計画の目標達成に向けて、

積極的に取り組むことにより、一人でも多くの

障がい者の皆さんが働く喜びを感じることがで

きる社会づくりに努めてまいりたいと考えてお

ります。

事業をどういう事業にするの○鳥飼謙二議員

か、古い言葉で言えば授産科目といいますか、

そこが問題だということだろうと思うんです。

ぜひ、知恵を出していただいて、障がい者の方

が年金と合わせて自活できる、そのような収入

の増加に取り組んでいただきたいと思います。

それから、４月から、国や地方公共団体が優

先で障がい者就労施設等からの物品の調達を推

進しますということで、障害者優先調達推進法

が施行されたわけですが、本県の状況について

お尋ねします。

これまで県に○福祉保健部長（佐藤健司君）

おきましては、庁内各部局や市町村に対し、障

害者優先調達推進法の趣旨を周知いたしますと

ともに、県内の障がい者施設で提供できる物品
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や役務の内容をまとめた冊子を作成、配布する

など、法律の施行に向けて準備を進めてきたと

ころでございます。

今後は、同法に基づきまして、ことし４月に

閣議決定された国の基本方針を参考にしなが

ら、速やかに県の調達方針を作成いたしまし

て、障がい者施設等からの物品等の調達の推進

に取り組んでまいりたいと考えております。

そこで、知事、「恋する豚研○鳥飼謙二議員

究所」に行ってきたということで、たまたま都

心の高級スーパーの副店長さんと一緒になっ

て、彼らは購入、買いに来たわけですけれど

も、「宮崎にも宮崎牛がありますよ」と言った

ら、「ああ、そうですね。５年前に共進会で優

勝しましたね」と言われたんですよ。非常に残

念で、「去年も優勝したんですよ」ということ

を言ったんですが、関係の農政水産部の方にお

聞きしましたら、東京のほうには進出がおくれ

ていますということだったんですけれども、こ

れをどう広めていくかということで、ぜひ頑

張っていただきたいというふうに思います。

それでは次に、記紀1300年とゆかりのある地

の整備についてお尋ねをいたします。

県では昨年度から、宮崎の宝を再認識し、

「神話のふるさと」をコンセプトに、県内外へ

の情報発信と観光交流の活性化を図るとして、

記紀編さん1300年記念事業に取り組んでおられ

ますが、今後の展開、効果等についてお尋ねを

いたします。

これまでの取り組みと○知事（河野俊嗣君）

しましては、昨年来、市町村や関係団体を初

め、奈良県や島根県など記紀ゆかりの県とも協

力・連携しまして、さまざまな事業やイベント

を通じて、新たな視点から宮崎の魅力を再発見

する、またそれを県内外に発信することができ

たのではないかというふうに考えております。

ことしは、情報発信や観光ＰＲにさらに工夫

を凝らしていきたいと考えており、例えば先

日、高千穂にいらっしゃいましたが、人間国宝

の坂東玉三郎さんが主演される福岡の博多座９

月公演「アマテラス」を活用した本県のＰＲで

ありますとか、またカンヌ国際映画祭で審査委

員を務められた映画監督の河瀬直美さんによる

プロモーション映像の制作、発信を行っていく

ことにもしております。また、今週末には古事

記学会が本県で開催されることになっておりま

して、さまざまな研究発表、またゆかりの地を

めぐる専門家によるそういった取り組みもなさ

―れておるところでございます。まさに硬軟

かたいものからやわらかいもの、あらゆる角度

で古事記なり日向神話というものを味わい、楽

しみ、また活用することができるのではないか

というふうに考えておりまして、今後とも、県

のみならず、市町村や民間団体の動きをもっと

広げていくために、記紀・神話などを活用した

県内各地の取り組み支援を行いますとともに、

県内の神楽の世界無形文化遺産登録、さらには

国民文化祭、そういった長期的な目標を視野に

入れまして、「神話のふるさと みやざき」を

広くアピールしてまいりたいと考えておりま

す。

県内には神話ゆかりの地域と○鳥飼謙二議員

いうのがたくさんあるわけですが、余り整備を

されていないというふうに聞いているわけで

す。観光の目玉とも言えますので、今後、整備

をしていく考えはないのか。なかなか県がとい

うことにはならないかもしれませんけれども、

若干の予算づけをするなりして、それはできる

んじゃないかなと思いますので、その考え方を

知事にお尋ねします。
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神話・伝承、さまざま○知事（河野俊嗣君）

な地域の資源、こういった宝というものを観光

誘客、また県のＰＲに結びつけていくには、そ

の魅力を県内外に広く情報発信することも大事

でありますが、観光客を受け入れる体制を整え

ること、これも大変重要であろうかというふう

に考えております。

これまで県は、神話街道のような取り組みを

進めてきたところでございますが、市町村にお

ける体制整備の取り組みに対しまして、例えば

魅力ある観光地づくり総合支援事業などにおき

まして、ソフト・ハードなどへ支援をしてきて

おるところであります。

今後とも、神話の魅力に触れる「日向神話

旅」というようなものも新たに展開しておると

ころでありますし、市町村等と連携をしなが

ら、魅力ある観光地づくり、地域づくりに取り

組んでまいりたいと考えております

宮崎市の東部に市民の森とい○鳥飼謙二議員

うのがあるんですが、ここには国生みの神話の

舞台となりましたみそぎの池がありまして、先

日、河瀬直美監督が来て、県のプロモーション

ビデオをつくられるということでございまし

た。今、ハスの花が咲いていて非常にきれいで

すので、また行っていただきたいと思います

が、そのみそぎ池から、一級河川の江田川、支

流に産母川というのが流れております。江田川

には絶滅危惧種でありますミズキンバイ、ヌマ

ゼリ、コウホネが確認をされています。しか

し、オオフサモとかホテイアオイなどの外来種

の繁殖のあおりを受けて、生息の危機にさらさ

れているというような状況でございます。ま

た、河床に堆積物がたまるなどして、記紀1300

年ゆかりの川としてはふさわしくない現状であ

るというふうに思っております。そこで、河川

の環境整備についての基本的な考え方を、県土

整備部長にお尋ねいたします。

河川は、多○県土整備部長（大田原宣治君）

種多様な自然環境や潤いのある水辺空間として

の機能を有していることから、河川法におきま

しては、治水・利水に加えまして、河川環境の

整備と保全が目的の一つに位置づけられている

ところです。このため県では、自然豊かな宮崎

の河川環境の整備と保全に努め、河川が本来有

している豊かな環境に配慮した多自然川づくり

に取り組んでいるところでございます。また、

河川は地域の方々の憩いの場でもあることか

ら、河川管理者だけでなく、地域の方々と協働

で川づくりを進めることが重要と考えており、

官民協働で河川の草刈りを行う河川パートナー

シップ事業などに取り組んでいるところであり

ます。

先ほど申し上げたみそぎの池○鳥飼謙二議員

に連なる江田川、そして多くの遺跡が点在する

旧檍村を流れる新別府川での河川パートナー

シップ事業の取り組みについて、現状をお尋ね

いたします。

河川パート○県土整備部長（大田原宣治君）

ナーシップ事業につきましては、昨年度、江田

川で６団体、延べ184名、また新別府川では19団

体、延べ469名という多くの皆様に取り組んでい

ただいており、大変感謝しているところでござ

います。

河川パートナーシップ事業の○鳥飼謙二議員

総事業費と、それに占める江田川、新別府川の

予算については、資料はございますか。あれば

答弁をお願いします。

いわゆる報○県土整備部長（大田原宣治君）

奨金についてだと思うんですが、平成24年度は

県全体で6,744万4,000円、うち江田川では108
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万8,000円、新別府川で336万5,600円でありま

す。

ありがとうございました。そ○鳥飼謙二議員

の程度で 失礼ですけれども 整備をして― ―

きたという現状があるわけで、記紀編さん1300

年記念事業をやろうということであれば、先ほ

ど知事がお話しになった市町村との連携もある

んですけれども、これは県の管理の河川なんで

す。市の管理ではないわけですから、そこは

しっかりやっていただきたいなというふうに

思っております。

そこで、江田川の河床といいますか、中には

ボランティアの方たちは入れないわけです。で

すから、そういうような舞台になった江田川の

樹木とか雑草の撤去、景観に配慮した環境整備

ができないのか、そのあたりについて県土整備

部長にお尋ねします。

河川内に繁○県土整備部長（大田原宣治君）

茂しました樹木や草につきましては、そこが多

様な生物が生息できる貴重な環境となっていま

すことから、景観上の観点からの除草等は行っ

ておりません。しかしながら、土砂が堆積する

など治水上支障がある場合には除去を行ってい

るところでありまして、江田川におきまして

も、昨年度、一部樹木の除去を実施したところ

です。県としましては、緑豊かで潤いのある河

川環境の確保が重要と考えておりますので、今

後とも、宮崎市や地域の方々と協力しながら、

河川環境の向上に取り組んでまいりたいと考え

ております。

知事もぜひ江田川を見てくだ○鳥飼謙二議員

さい。希少植物もありますので、お願いしま

す。

後になりますが、人事異動についてお尋ね

をいたします。

「人は石垣、人は城」というふうにいいま

す。職員にとって人事異動は極めて重要でござ

いまして、公正公平でなくてはならないという

ふうに思っております。そこで、４月の人事異

動の基本的方針と特徴について、知事にお尋ね

します。

本年４月の定期人事異○知事（河野俊嗣君）

動に当たりましては、「復興から新たな成長

へ」という考え方のもとに、３つの重点施策で

あります、成長産業の育成、地域経済の活性

化、安全・安心で豊かな地域づくりを着実に推

進していくために、こうした県政の課題解決に

取り組むための職員配置、さらには能力主義及

び適材適所による業務執行体制の確立、また職

員の意識改革・向上と人材育成、この３点を異

動方針の柱としたところであります。この方針

のもとに、職員一人一人が意欲と気概を持って

能力を 大限発揮できるよう、公平公正を基本

に人事配置を行ったものであります。

あと、この分については委員○鳥飼謙二議員

会でもやらせていただきたいと思いますけれど

も、本庁中心の方、出先だけ回っている方と

か、いろいろございまして、それについては委

員会で議論させていただきたいと思います。

次に、女性職員の管理職登用についてでござ

います。松形知事時代の平成13年、初の女性部

長として生活環境部長が誕生しましてから、部

長職は10年以上空席になっています。女性職員

の管理職登用や人材育成の方針について、知事

にお尋ねいたします。

女性職員の登用につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、男女共同参画を推進し、多様化する

県民ニーズや県民目線に立った施策の推進等を

図っていくために、女性の視点を生かすという

こと、また女性の能力を活用していくことが大
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変重要であるというふうに考えております。

今回の異動におきましても、次長級は昨年比

１名増の４名ということ、また課長級はこれも

１名増の13名、さらには女性の役付職員は11名

増の160名ということで、登用を図ったところで

ございます。

今後とも、職員みずからの能力や経験を通し

て将来的な仕事像を描くキャリアデザインな

ど、職員個々の状況にも配慮しながら、適性に

応じた人材育成と登用を図ってまいりたいとい

うふうに考えておりますし、国、民間企業等へ

の派遣研修や、企画・管理部門への登用といっ

た、職員の意欲と能力を生かす人事配置を行う

など、管理職員としての必要な経験や能力を備

える女性職員の育成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、課長補佐級以上の

課長級にしたかったんですけれども、課長補佐

級で通告しましたので 女性幹部職員の人数―

について、総務部長にお尋ねします。

本年４月１日にお○総務部長（四本 孝君）

ける知事部局の課長補佐級以上の女性職員は、

総合政策部次長、こども政策局長など次長級が

３名、こども家庭課長、産業集積推進室長など

課長級が11名、課長補佐級66名の計80名、これ

は昨年度に比べ６名の増となっております。

また、課長級以上に占める女性職員の割合

は5.2％、課長補佐級では8.2％となっておりま

して、積極的な女性職員の登用に努めたところ

であります。

ありがとうございました。私○鳥飼謙二議員

も出しておるんですけれども、比率も言われま

したが、警察本部とか教育委員会も、やはり同

じように女性警察官もしくは女性事務職員の状

況について資料をいただきました。準備してい

ないでしょうから、もうお尋ねしませんけれど

も、教育委員会もなんですが。警察官の課長補

佐級のところでは187名のうち女性が２名ですか

ら１％、一般職員の課長補佐級のところでは41

名のうち６名ですから15％、課長級は０％とい

うふうに、いただいた資料ではなっておりま

す。教育委員会では、部長級は４名中ゼロ、次

長級は４名のうち１名ですから25％。課長級

は20名のうち女性はゼロですから０％、課長補

佐級は76名のうち女性５名ですから6.6％という

ことで、いずれにしても非常に低いわけです。

生活・協働・男女参画課の調べで概括的に申

し上げますと、知事部局の女性職員の比率

は19.9％、女性管理職は4.4％となっています。

病院局の女性職員の比率は74.4％で管理職

は14.6％になっています。教育委員会は、女性

職員の比率は17.4％で女性管理職は3.7％、その

他となっていますが、これは警察とか入ってい

ると思うんですが、女性職員の比率は10.5％

で、女性管理職員は1.2％というようなことで、

女性職員の登用というのは非常に悪いわけなん

です。そこで、 後に副知事に、新たに就任を

されました稲用副知事、県勢浮揚にぜひ頑張っ

ていただきたいというふうに思いますが、なぜ

女性部長が今日まで誕生してこなかったのか、

僕に聞いてもらっても困るよと言われるかもし

れませんが、御意見を賜りたいと思います。

女性部長の誕生云々○副知事（稲用博美君）

は、今御質問がありましたように、私ではなぜ

かというお答えは用意できません。

全般的なことで少し御答弁させていただきた

いんですけれども、職員の構成を見たとき

に、24年度の数字ですが、事務職を見ますと、

年代別で女性職員は、20歳代の場合は約35％い

るわけですけれども、年代が行くほどにだんだ
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ん少なくなり、50歳代になりますと12％という

ふうになってくるということで、管理職を担

う40歳代、50歳代の女性職員の数が、男性職員

に比べて特に少なくなっているという構造的な

課題があるというふうに考えております。

こういうような構造的な課題はありますが、

今後、職員の出産や育児に係る職場環境の充実

など、女性が働きやすい環境づくりにさらに取

り組むとともに、さまざまな分野への配置な

ど、女性職員の意欲を高めまして能力の向上等

を図ることにより、管理職としての意識、それ

から能力、経験を備えた女性職員を育成し、女

性職員の管理職への登用が進んでいくように努

めていきたいというふうに考えております。

以上で質問を終わります。あ○鳥飼謙二議員

りがとうございました。（拍手）

次は、前屋敷恵美議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） 日本共産○前屋敷恵美議員

党の前屋敷恵美でございます。一般質問を行い

ます。

まず、アベノミクスと県民の暮らしについて

です。

安倍政権が進める経済政策「アベノミクス」

は、円安と株高をもたらし、大企業を中心に業

績が改善される一方、輸入原材料の値上げで、

小麦粉、食用油、トイレットペーパーなどの食

料品や日用品、さらに原油価格や飼料など、値

上げラッシュは深刻になろうとしております。

大企業の３月期決算が出そろい、このうち1,200

社の決算データの集計で、内部留保が１年間

で10兆円以上もふえていることがわかりまし

た。円安の効果で自動車などの輸出企業の利益

がふえたことや、株価上昇の効果で銀行や保険

会社の利益がふえたことが大きな要因になって

います。大企業は確実にアベノミクスの恩恵を

受けていることがわかります。一方で、中小企

業の業績に改善は見られず、長引くデフレで疲

弊した地域経済は厳しい状況に置かれ、多くの

国民、そして県民に景気回復の実感はありませ

ん。まず、知事がこのアベノミクスの経済政策

を県民生活とのかかわりでどのように受けとめ

ておられるか、そして、こうした施策で景気や

雇用、暮らしがよくなるとお思いでしょうか、

御見解をお伺いしたいと思います。

次に、川内原発の再稼働問題について伺いま

す。

安倍首相は、世界 高レベルの安全基準で安

全が確認された原発は再稼働するとして、原発

推進政策を進めることを宣言しています。しか

し、福島第一原発の事故原因はいまだに解明さ

れず、深刻な事態が続いています。原発事故が

収束したなどとはとても言える状況ではありま

せん。しかも、原発は一たび事故が起きると人

間の能力では制御不能であることが実証されて

いるにもかかわらず、 高レベルの安全基準な

どとは、全く無責任のきわみです。こうした国

の原発政策と国民や県民の安全・安心を求める

思いとの乖離は大きいと言えます。

九州電力は、原発の安全性の未確立問題に加

え、新たな活断層問題や火山の噴火問題などが

起きているにもかかわらず、７月に原発の再稼

働を申請するとしています。川内原発の立地条

件そのものからしても大きなリスクを抱える状

況にあるというふうに思います。知事はこの再

稼働問題をどのように考えておられるか、お伺

いいたします。

次に、子供を取り巻く状況と子育て支援につ

いて伺います。

知事は、「日本一の子育て・子育ち立県」の

確立を目指すことを施策の大きな柱として掲げ
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ておられます。子育て支援は、単なる育児など

をフォローするだけではなく、子供たちをどう

健全に育てるか、総合的な対策が必要なもので

す。この視点から子育て支援について伺いま

す。

子供を取り巻く状況は、年を追うごとに厳し

さを増しています。国の調査では、子供のいる

世帯の貧困率は15.7％にも達しています。こう

した現状を踏まえて、宮崎の子供たちの置かれ

ている状況について、第１に、県内の子供のい

る世帯の貧困率はどうなっていますか。教育扶

助を受けている子供たちの人数、就学援助を受

けている子供たちの人数、またその率はどう

なっているか、福祉保健部長、また教育長にお

伺いをいたします。

第２に、乳幼児医療費助成の各自治体の取り

組みはどうなっているのか、現状をお聞かせく

ださい。

第３に、少人数学級の現状と今後の取り組み

はどうなっているのか、伺いたいと思います。

次に、オスプレイ訓練問題についてです。

国民の反対を押し切って、アメリカの欠陥機

であるオスプレイが普天間基地に配備され、市

街地、住宅地の真上でも訓練が行われており、

住民の不安と怒りが沸き起こっています。現

在、定期的に米軍岩国基地にも飛来し、オレン

ジルート、イエロールートなどを使って危険な

低空飛行訓練が行われています。イエロールー

トは、県北の自治体上空を飛行するルートで、

県民の暮らしが危険にさらされている点での危

惧が広がっています。５月９日には、椎葉村で

オスプレイの低空飛行が住民によって目撃され

ており、また同日、熊本、大分でも目撃されて

います。この飛行は、イエロールートを使った

訓練の一環と思われますが、事前の通知が行わ

れていたのか、危機管理統括監にお伺いをいた

します。

残りの時間、質問者席から続けさせていただ

きます。以上です。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

まず、アベノミクスの認識についてでありま

す。いわゆるアベノミクスにつきましては、大

胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を

喚起する成長戦略から構成されておりまして、

長引く円高やデフレ経済からの脱却、雇用や所

得の拡大を目指すものと理解しております。金

融政策と財政政策につきましては、金融緩和

や15カ月予算といった形で既に実行され、残る

成長戦略も今月中旬には取りまとめられるとの

ことであります。

アベノミクスの影響につきましては、円高の

是正による輸出産業の持ち直しや、財政政策に

よる公共投資の増加等が見られる一方で、円安

傾向によりまして、原料や燃料等を輸入してい

る産業の収益悪化や、輸入品価格の上昇に伴う

物価上昇等の動きも生じているところでありま

す。

足元の本県の状況につきましては、宮崎財務

事務所の４月から６月の法人企業景気予測調査

などによりますと、景気判断指数がプラス

で18.4ポイントの改善というふうになっており

まして、明るい兆しが見えているのではないか

と考えておるところでございます。

安倍総理の「地方の元気なくして、国の元気

はない」との御発言もございます。急激な経済

環境の変化によります国民生活への影響にも十

分配慮した上で、本県を含めた地方圏の成長に

つながるような施策の実施を強く期待したいと

いうふうに考えておりますし、本県としても、
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それに呼応した、しっかりとした経済対策を進

めてまいりたいと考えております。

次に、川内原子力発電所の再稼働についてで

あります。原子力発電所の再稼働につきまして

は、国の原子力規制委員会による新しい規制基

準の施行後、各電力会社からの申請を受け、こ

の委員会が科学的、技術的、専門的な見地から

審査を行いまして、その後、国民生活や産業、

環境への配慮など、さまざまな視点からの国民

的議論や地元の意向というのを踏まえ、 終的

に政府が判断していくべきものと認識をしてお

ります。

川内原子力発電所の再稼働につきましては、

隣県である本県としましても、今後の動向等を

しっかりと注視していくとともに、国や九州電

力に対しまして、県民の生命や財産を守る観点

から十分な説明を求めてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

オスプレイについてであります。本県では、

県民の安全・安心を確保する観点から、国に対

し、飛行情報等について事前の情報収集に努

め、関係市町村を含めて速やかに提供するよ

う、文書により申し入れてきたところです。そ

の結果、普天間飛行場から本土への飛来や訓練

実施など、事前に把握できたものにつきまして

は、その都度、情報提供が行われております

が、これまでのところ、九州内のルートにおい

てオスプレイが訓練を実施したという情報は得

ていないところでございます。以上です。〔降

壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（佐藤健司君）

えいたします。

まず、子供の貧困率と生活保護における教育

扶助についてであります。子供の貧困率につき

ましては、国が国民生活基礎調査をもとにＯＥ

ＣＤの作成した基準を用いて算出し、公表して

いるものでありますが、都道府県ごとの数値は

ございません。また、生活保護における教育扶

助につきましては、平成25年２月の県内の生活

保護受給世帯１万3,382世帯のうち、教育扶助を

受けている世帯が765世帯で、対象となる子供の

数は1,175人でございます。

次に、子育て支援乳幼児医療費助成について

であります。県におきましては、乳幼児の健や

かな成長と子育て家庭の経済的、精神的負担の

軽減を図ることを目的といたしまして、乳幼児

への医療費助成事業を実施する市町村に対し、

県の基準に基づき算定された医療費の２分の１

を補助金として交付しているところでございま

す。県内市町村の取り組み状況につきまして

は、多くの市町村において、定住促進を図るな

どの観点から、対象年齢や自己負担額等におい

て独自の基準を設けて助成している状況にござ

います。以上でございます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（飛田 洋君）

します。

まず、就学援助を受けている児童生徒数とそ

の割合についてであります。文部科学省の公表

が例年10月になりますことから、現段階では市

町村からの聞き取りによる暫定値ではございま

すが、平成24年度に県内の公立小中学校におい

て認定を受けた児童生徒数は１万3,528名であり

ます。これは全児童生徒数の14.4％となりま

す。

次に、小中学校の少人数学級についてであり

ます。本県では、少人数学級につきましては、

基本的な生活習慣や学習習慣の定着を目的に、

小中学校とも国に先行して実施いたしておりま

して、小学校におきましては、30人学級を平
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成14年度から小学校１年生に、平成16年度から

小学校２年生に導入いたしております。また、

中学校におきましても、平成22年度から、35人

学級を中学校１年生に導入しております。この

制度導入の成果を把握するために毎年度実施し

ております学校へのアンケート調査では、「授

業につまずく児童生徒が少なくなった」などと

いう学習面の効果に加え、「児童生徒が落ちつ

いて学校生活を送れるようになった」「全般的

な生活指導上の問題行動が減少した」など、生

活面においても肯定的な意見が多く、一定の成

果が得られていると考えております。以上でご

ざいます。〔降壇〕

それぞれ御答弁をいただき○前屋敷恵美議員

ましたが、引き続き、それぞれの課題について

再質問させていただきたいと思います。

先ほど知事から御答弁をいただきましたアベ

ノミクスの経済政策ですが、県内の動向はやや

持ち直しをしているという御答弁もありました

けれども、しかし今、県民の暮らしの実態から

見ると、全く景気回復の実感はないというのが

大方の感想なんです。そういう実態だというふ

うに私は思います。

急激な円安による県内経済への影響にどう対

応するのかというのが今、県政にとっても喫緊

の課題だと思っております。とりわけ、農業や

漁業、第１次産業をしっかり支えていかない

と、宮崎の経済そのものが立ち直れないという

課題があるわけです。ぜひ、そういったところ

にしっかり県の施策を実効あるものにしていた

だきたいという点で、きょうは質問をさせてい

ただきたいと思います。

県内でこの急激な円安の影響をもろに受けて

いるという方々は、燃油の高騰で漁に出たくて

も出られないという漁業者の方々、またトラッ

ク運送などの運輸関係の方々、また口蹄疫の痛

手からようやく経営を再開したと言われる畜産

農家の皆さん方、ハウス農家の方々もそういう

状況が言えると思うんですけれども。こうした

方々が、国のアベノミクスという経済政策のあ

おりを受けて、景気浮揚に伴う円安の影響で、

この被害を何とかせよというふうに支援を求め

て、全国規模で要請行動を起こしておられます

けれども、やはり皆さんにとっては死活問題で

あるわけです。国に要求をされておりますが、

しかし、県政もしっかり受けとめていく必要が

あるというふうに思うわけです。

先ほども言いましたが、第１次産業がしっか

りしないと県内経済は回らないという点では、

「既に口蹄疫でそのことは経験済みだ」と、私

が先日訪問した農協の組合長さんは語っておら

れましたが、確かにそうだというふうに思って

います。円安の影響は県民全体に及んでいるわ

けですけれども、今回は第１次産業に絞って質

問をいたします。燃油や飼料の価格高騰に対す

る対応、支援策を県としてはどのように考えて

おられるか、まず農政水産部長にお伺いをした

いと思います。

現在、燃油や○農政水産部長（緒方文彦君）

飼料価格の高騰が続いており、本県農業の基幹

品目である畜産や施設園芸、さらには水産業の

現場においては、大きな影響が懸念されている

ところでございます。このような厳しい環境の

中で、まずは農家や漁家の経営に与える影響を

軽減することが必要でありますので、国が緊急

的に措置した各種セーフティーネット事業等を

十分に活用できるよう、きめ細かな支援等を

行ってまいります。

一方、今後の本県農水産業が持続的に発展し

ていくためには、燃油や配合飼料への依存を減
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らし、価格変動の影響を受けにくい生産構造に

変革していくことが求められております。この

ため、県といたしましても、施設園芸における

木質バイオマスへのエネルギー転換、あるいは

畜産におけるエコフィードの利用拡大、さらに

は水産業においては漁船の小型化や操業方法の

見直し、これらを進め、低コスト化や生産性の

向上との両立を図りながら、本県における力強

い農水産業の実現を目指してまいりたいと考え

ております。

今、部長のお答えでは、燃○前屋敷恵美議員

油についても飼料についても、国のセーフティ

ーネットで一定の支援があるという御答弁だっ

たんですけれども、果たして国のセーフティー

ネットが急激な円安に対応できるのかというふ

うに私は思うわけです。

「漁業経営セーフティーネット構築事業」、

これは、原資を国と漁業者が半分ずつ出して基

金をつくって、燃油がリッター当たり80円を上

回った差額の半分を補助するという仕組みに

なっておりますけれども、結局80円までは個人

負担になるわけです。今、燃油が91円というこ

とを聞いておりますけれども、差額の11円の半

分、５円50銭が補助されるということなんで

す。本当にわずかな補助しかないというのが実

情なんです。漁業経営の採算ラインはどのくら

いなのか、ここが問題になるんですけれども、

リッター当たりどのくらいが採算ラインなんで

しょうか、つかんでおられればお伺いしたいと

思います。

今、手元に数○農政水産部長（緒方文彦君）

字がございません。申しわけございません。

私は、おおよそリッター当○前屋敷恵美議員

たり60円というふうに聞いております。そうす

ると、採算ベースからいっても成り立つ話では

ないんです。本当にセーフティーネットがセー

フティーネットにならないというのが今の制度

の現状で、極めて不十分なものだというふうに

思います。飼料におけるセーフティーネット、

餌の補塡金という基金もありますけれども、こ

れもやはり同じようなことが言えるというふう

に思います。この内容も、今、１トン当た

り5,800円が補塡されているというふうに聞いて

おりますけれども、現在、飼料価格は１トン当

たり６万6,450円、ここでもまた採算ラインが問

題になるんですけれども、今、採算ラインはお

およそ５万円というふうに伺っています。こう

なりますと、１トン当たり5,800円の補塡で本当

にセーフティーネットと言えるのか、ここにも

大きな問題があるんです。

私は、きょう、２点ほど要求したいというふ

うに思うんですけれども、１つは、この国のセ

ーフティーネット、非常に不十分なんです。こ

れを国がしっかり見直して、実態に合ったもの

に改善していく、この制度の見直しを図ること

を国に要求していく、見直しをさせていくこと

が何より大事だと。せっかくある制度、また当

事者の皆さん方も出資しながら経営を守ろうと

しているわけですから、それに応えるものに

なっていなければならないというふうに思うん

です。セーフティーネットの制度の見直しをぜ

ひ図っていただきたい。国に強く要求もしてい

ただいて、実現できるようにすることが必要だ

というふうに思います。

もう１点は、県も、自治体との協力も必要で

しょうけれども、今ここで相応の独自助成に踏

み切ることが必要じゃないかというふうに思っ

ております。セーフティーネットの中では、

さっき御答弁もあったと思いますが、国として

は無利子の貸し付けであるとか、効率的な経営
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ができるように支援をしていく、機械の購入に

対する支援の貸し付けであったり、そういうこ

となんです。私は、今、ここで本当に直接支援

が、自治体とも協力して支えていくことが何よ

り必要だというふうに思います。ここはやはり

知事の英断だと私は思います。これまで直接補

助というのはなかなかできにくいということで

されてこなかったんですけれども、今この状況

に応じては、考えていくことが必要だというふ

うに思いますが、知事の御見解をいただきたい

と思います。

今御議論がございまし○知事（河野俊嗣君）

た燃油、配合飼料価格の高騰につきましては、

私としても強い危機感を持って、昨年来、国に

対する要望を重ねてきたところであります。

今、漁業のセーフティーネットのお話がござい

ましたが、これは漁業者と国が１対１でという

ものが、今回１対３というような見直しなりも

図られるところでございまして、当面の対応と

して、一定の措置も講じられてきているものと

いうふうに考えておるところでございます。し

かしながら、今後の価格の見通しは不透明な状

況にもあります。また、こういったセーフティ

ーネットとかいろんなメニューのある業態もあ

れば、燃油価格などはあらゆる産業、あらゆる

業種に影響の及ぶものであります。そういうと

ころが大変心痛むところでございます。

国に対しましては、引き続き、生産現場の経

営安定について訴えていくとともに、県としま

しては、価格変動の影響を受けにくい、先ほど

部長も答弁しましたような、力強い産地を形成

していくためのさまざまな施策に取り組んでま

いりたいと考えております。

漁業者も農業者も自分で品○前屋敷恵美議員

物の値段を決められないんです。ここが普通の

工業製品の業界とは違うところで、非常に弱い

立場にあるわけです。ですから、それなりの支

えをする必要がありますし、先ほど１対３の話

がありましたが、95円を超えないと対象になら

ないということで、そこまでいくと本当に経営

は破綻する寸前です。そういうことを考える

と、必要な手だてはしっかり打つ。これからフ

ードビジネスを展開しようという構想もありま

すけれども、これなども吹っ飛んでしまうとい

うことになりかねない。そういうこともやはり

きちっと見据えて、ぜひ支援を検討していただ

きたい。このことを強く要求しておきたいとい

うふうに思います。

次に移ります。川内原発の問題です。

知事は、隣県ではあるけれども、再稼働の問

題については動向を見守るという立場を表明さ

れました。しかし、それで果たしていいのだろ

うかというふうに私は思うところです。鹿児島

の川内原発は、宮崎市の中心部から120キロ、県

境からは60キロでしかないんです。仮に大事故

が起これば、宮崎はまともに放射能の影響、被

害を受けるということですから、他県の問題で

なくて宮崎県民の問題として、知事はしっかり

受けとめていただかなければならないというふ

うに思っております。事故が起きないという保

証はどこにもないわけですから、やはりそこは

知事の責任として受けとめる。これまで福島の

事故の解明は全くされていない中で、安全基準

が 高水準であればなどという仮説がひとり歩

きするような状況の中で、果たしてそれで県民

の安心・安全、命、健康を知事として守る責任

を全うできるのかというふうに私は思うんです

けれども、そのところをもう一度、御見解を聞

かせていただきたいと思います。

本県の置かれた場所と○知事（河野俊嗣君）
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いうのは、川内原子力発電所まで県境から50キ

ロメートル以上の距離にはあるわけですが、今

御指摘がありましたように、東日本大震災によ

る福島原子力発電所の放射性物質の影響がかな

り広範囲に及んだということを考えますと、そ

れを十分に踏まえた対策、対応というものが必

要であろうかというふうに考えております。先

ほど、見守るというような表現をしたわけでご

ざいますが、本県におきましても、川内原子力

発電所に関する防災情報等の連絡体制の整備に

ついて、現在、一定の覚書を結ぶ方向で、九州

電力との協議を進めておるところであります

し、今後、県の地域防災計画にも原子力災害対

策編を新設する、そのような形でしっかりとし

た対応を図ってまいりたいと考えておるところ

でございます。

九電と覚書を交わすという○前屋敷恵美議員

お話がありましたが、それは再稼働を前提にし

て覚書を交わすということになるというふうに

思うんです。今、県民の皆さんは本当に不安を

抱えていらっしゃいます。後世にわたって負の

遺産を残すことはできない、将来の世代に責任

を負う県民の一人としてそういう問題を提起し

ているわけですから、しっかりそこは受けとめ

ていただかねばならないというふうに思いま

す。

そして、先ほど、これからできる新基準のお

話をされましたけれども、この新基準にも大き

な問題がありまして、地震や津波想定に関する

具体的な数値の定めがこれには示されていない

んです。ですから、電力会社の裁量で幾らでも

甘い想定値を決めることができる。これでは何

の規制にも、また安全にもつながらないという

ふうに思います。絶対に安全はないと、国民の

強い批判の中で、原子力規制委員会は当初、こ

れを「安全基準」と命名したかったらしいんで

すけれども、その言葉を使えずに「規制基準」

という言葉に言いかえざるを得なくなったとい

う経過がございます。ですから、世界の 高の

安全基準というのは完全に破綻してしまってい

ると言えると思います。九州電力の再稼働は新

たな被害者をつくる可能性を否定できないもの

ですから、先ほどもお話ししましたが、将来に

わたって禍根を残すような無責任なことはでき

ないし、また知事としてそれは責任を全うする

ということにならないというふうに思います。

これは今を生きる私たちの、知事だけでなく我

々の責任だというふうにも思っておりますの

で、ぜひ知事が再稼働、原発の問題そのものを

真剣に受けとめていただいて、再稼働はやはり

見直すべきだという立場を また宮崎県は九―

電の大株主でもあるわけです。ですから、やっ

ぱり強い発言力でもってしっかり再稼働を見直

すべきだ、中止をすべきだという発言をしてい

ただいて、原発に頼らないエネルギーは、そこ

から進めていくことが可能になるというふうに

思っているところですので、ぜひ知事には、も

う一度そういう立場を示していただきたいと思

います。いかがでしょうか。

一たび原発の事故が起○知事（河野俊嗣君）

こったときの大変な影響、リスクというものを

考えたときに、将来、原発に頼らないエネルギ

ーの構成を図っていくことは大変重要であると

考えておりますし、本県としても再生可能エネ

ルギーに全力で取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。ただ、現実問題、すぐに

原発をゼロにするというのは現実的であろうか

というところがあるわけであります。しかしな

がら、県民の皆さんが抱える不安というものは

あるわけでございまして、それをしっかり受け
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とめて、何としても県民の生命や財産を守ると

いう観点から、安全性の確保を大前提とした上

で、国や九州電力に対し、これからも十分な説

明を求めてまいりたいというふうに考えており

ます。

先ほども申しましたよう○前屋敷恵美議員

に、福島の事故を通して、安全性の保証は今の

段階ではどこにもないんです。ですから、私

は、再び安全神話にとらわれてはならないとい

うふうに思っています。原発と人類は共存でき

ない、これを私たちの認識にすべきだというふ

うに思っているところです。ですから、ぜひそ

の立場に立って、県民の、国民も含めてです

が、生命・財産、安全、健康、全てを守るとい

う立場に立たれること、知事の責任を全うされ

ることを強く求めて、次に移らせていただきた

いと思います。

では次に、子育て支援に移りたいと思いま

す。まず、子供の貧困と就学援助について伺い

たいと思います。政府が公表しました日本の貧

困率は16％です。子供のいる世帯の貧困率

は15.7％ということですから、ほぼ匹敵する状

況です。６人に１人が今、日本では貧困状況に

あるということになります。これは先進30カ国

中、何とワースト４位ということで、経済大国

日本は貧困大国でもあるという、まさに格差の

広がりを示したものだと思います。褒められる

ものではありません。

県内の子供の貧困率はつかめないということ

でしたが、ぜひどんな状況であるかを把握して

いただきたいと思います。しかし、全ての子供

たちがどのような境遇に置かれようとも、健康

に生きる権利、学ぶ権利を保障することに、国

も自治体も責任を負わなければならないという

ふうに思います。私は、先ほども申しました

が、知事が「日本一の子育て・子育ち立県」の

確立を目指すという目標を掲げられたことに、

非常に期待をしているところです。ぜひ、子供

たちが元気に生き生きと成長できるよう、施策

の充実を図っていただきたいと思うところで

す。

国は今、消費税は社会保障の財源にと言いな

がら、社会保障の大改革を進めようとしていま

す。その一つが生活保護法の改悪です。保護基

準の引き下げで準要保護者に対する就学援助制

度や保育園の保育料など、多くの制度が影響を

受けることになります。子供の就学援助につい

ては、先ほど、教育扶助と合わせると約１

万4,700人の子供たちが受けているということを

御答弁されましたけれども、この就学援助につ

いての影響はどうなるのか。前の質問でも私は

お尋ねしたんですが、政府は25年度については

影響がないようにするということで通達も出さ

れていることは事実だというふうに思います。

宮崎市では試算をされました。仮に保護基準

が6.5％引き下げられたと試算をしますと、約80

名の子供たちに影響が出るということを明らか

にしております。ですから私は、県全体でどう

いう影響が出るのかというのは、県としてつか

む必要があるんじゃないかというふうに思いま

す。教育長のほうでこれをつかんでおられれ

ば、お答えいただきたいと思います。

県内において影響を○教育長（飛田 洋君）

受ける可能性のある人数につきましては、この

制度がそれぞれの市町村の基準において８月か

らの対応となることから、今のところ把握がで

きていない状況でございます。

国は、今回の生活保護基準の見直しに関連す

る国の補助事業である要保護世帯への就学援助

につきましては、平成25年度当初に要保護者と
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して認定を受けていた者は生活保護基準の見直

し以降も引き続き国の補助対象とすることとし

ており、影響を受けないものとしております。

また、市町村単独事業であります準要保護世

帯への就学援助につきましても、国の通知を受

け、県教育委員会として、市町村に対して見直

しに伴う影響が及ばないよう依頼をしたところ

であります。

家庭の経済状況にかかわらず、誰もが教育を

受けられるようにすることは大変重要であると

考えておりますので、国の動向を注視しなが

ら、引き続き適切な就学援助が実施されるよ

う、各市町村に対して情報提供や助言に努めて

まいりたいと考えております。

もう一度確認なんですけれ○前屋敷恵美議員

ども、25年度は措置される、その後も影響が出

ないようにということでしたが、それは今後、

将来にわたって保障されるというふうに理解を

してもよろしいんですか。

先ほど申し上げまし○教育長（飛田 洋君）

た、私たちが得ている情報につきましては、25

年度についての情報でございます。私たちとい

たしましては、教育というのは未来を開く鍵で

あって、子供たちがどういう状況にあってもき

ちんと教育を受けてほしいということで、実は

全国都道府県教育長協議会を通じまして、24年

度もこの制度について必要な就学援助を行える

よう十分な財源措置を講じることなど、国へ要

望させていただきました。25年度の要望も今、

取りまとめているところですが、本県としては

ぜひ入れてくれという動きをいたしておりま

す。

25年度は影響が出ないとい○前屋敷恵美議員

うことは確認されましたけれども、しかし、そ

の後は就学援助を受けられなくなる子供が出て

くる可能性はあるわけです。しかし、暮らしが

よくなったから就学援助を受けずに済むという

ことではないわけですから、ここが問題なんで

す。こうした子供たちの置かれる状況に目をつ

ぶるわけにはいかないというふうに思います。

ですから、そういった場合には何らかの対応が

必要になってくると考えますので、影響が及ぶ

実態を早くつかんで対策を講じることが求めら

れていると思います。ぜひ、その点での教育長

の見解を求めたいと思います。

おっしゃるとおり○教育長（飛田 洋君）

で、どんな形であるかということは私たちも知

りたいと思っておりますので、８月に実施され

て以降にまた市町村と連携をとりながら、どん

な状況かというのは確認できる範囲で動いてみ

たいと思っております。以上でございます。

ぜひ、その方向でよろしく○前屋敷恵美議員

お願いしたいと思います。

では次に、乳幼児医療費の助成について伺い

たいと思います。今、県の助成は小学校就学前

までですけれども、一部本人の負担があるわけ

です。市町村は、県の制度に上乗せをして、独

自に努力を図って、自治体の子供たちの健康、

命を守るという立場で頑張っていただいている

ところです。ぜひ、そういった自治体をさらに

元気づけるという意味からも、そして乳幼児医

療費助成というのは財政的な子育て支援ですか

ら、さらに県の医療費助成の拡充を求めたいと

いうふうに思います。今は就学前までです。せ

めて小学校を卒業するまでに拡大を求めたいと

いうふうに思いますが、知事の御見解を伺いた

いと思います。

乳幼児医療費助成につ○知事（河野俊嗣君）

きましては、安心して子どもを生み育てられる

社会づくりを推進していく上で、大変重要な子



- 36 -

平成25年６月12日(水)

育て支援策だというふうに考えております。国

の「社会保障と税の一体改革」における消費税

収の国・地方の配分に係る整理、議論の中で、

医療費助成は一定の役割が認められた、位置づ

けられたというところでございます。財源がふ

んだんにあれば、しっかりと力を入れていきた

いところでありますが、一定の限度がある。そ

れを県と市町村でどのように役割分担をしなが

らしていくかというのがこれまでの議論であっ

た、考慮すべきポイントであったというふうに

考えておるところでございます。

今回、国との議論の中で、こうした施策が一

定の役割を認められる状況の中で、標準的な制

度の枠組みの設定や必要な財源の確保につきま

して、国の責任において確実に措置していただ

きたいということを要望しておるところでござ

いまして、今後、国の動向等を踏まえながら、

適切に対応してまいりたいと考えております。

国が制度化することが本当○前屋敷恵美議員

に重要なんです。でも、まだそこに至らないわ

けですから、そこを待つわけにはいきませんの

で、今、県も一定の施策を進めているというこ

とだというふうに思います。

宮崎市が昨年１月から本人負担をゼロにした

んです。当然、受診がふえるだろうと予測した

ところが、それは15％ぐらいでしたか、やはり

ふえたと。それは想定の範囲内だったと。そし

て、大事なことは、受診はふえたけれども、医

療費そのものは安くなった。見込みよりも９割

弱にとどまったということで、非常に効果が上

がっていることが明らかになったんです。ここ

は県内の医療費を抑えていくためにも、子供た

ちが早目に、重症化する前に これは大人で─

も言えると思うんですけれども、特に子供たち

は症状が早く出たりしますから 安心してい─

つでも子供を病院に連れていくことがどれだけ

大切か、重要かということが証明されたんじゃ

ないかというふうに思うんです。こういう結果

も出ていますので、ぜひ乳幼児医療費の助成拡

充を今後の検討課題にしていただきたいという

ことを強く求めたいと思いますが、もう一度、

検討できるかどうかお答えいただきたいと思い

ます。

貴重な御意見として承○知事（河野俊嗣君）

りたいというふうに考えております。限られた

財源の中で、「選択と集中」という文脈の中で

しっかりとあり方を考えてまいりたいと考えて

おります。

ぜひ検討していただきたい○前屋敷恵美議員

というふうに思います。

それでは、 後になりますが、オスプレイの

問題に移っていきたいと思います。今回、椎葉

で目撃されたオスプレイの低空飛行について

は、情報、通告がないということだったわけで

す。情報がある限りはもらっているというお話

でしたけれども、今回の件では、地元自治体に

も全く情報のないままでの危険な低空飛行とい

うのは、あってはならないというふうに思って

います。この点で、知事の御見解をまずいただ

きたいと思います。

オスプレイについての○知事（河野俊嗣君）

認識ということでしょうか。

通告なしでオスプレイが訓○前屋敷恵美議員

練飛行をするということについてどう思うかと

いうことです。

大変失礼いたしまし○知事（河野俊嗣君）

た。これは日米の関係の中でいろんな事情があ

るのだというふうに考えておりますが、我々と

しては、必要な、適切な情報を、また安全に対

して大変関心の高い問題でもありまして、そう
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いったものを求めてまいりたいという思いでご

ざいます。

オスプレイは今後、普天間○前屋敷恵美議員

基地にさらに12機配備されるという計画になっ

ているわけで、訓練はますます過密になるとい

うことは言うまでもないと思います。オスプレ

イはあちこちで事故を起こしている、まさに欠

陥機そのものです。今、オスプレイが住民の生

活する頭の上で軍事訓練をするなどというのは

言語道断だと思っています。知事として県民の

安全を守るという責任を全うするなら、こうい

う危険な訓練、県民の上空での訓練は認められ

ないと思います。ぜひ訓練中止を求めることが

必要だと思いますが、知事の御見解をいただき

たいと思います。

本県の上空においてそ○知事（河野俊嗣君）

ういう訓練が行われたというような情報は得て

いないところでございます。安全性確保は大変

重要であろうというふうに考えておりますし、

日米の協定の範囲内のところで、しっかりと訓

練なり対応をお願いしたいと考えております。

前段でも申しましたけれど○前屋敷恵美議員

も、椎葉の上空、そして大分、熊本でも確認さ

れているというのは、イエロールートを通って

いるということです。飛行するということは訓

練の一環だと推測することは当然だと思うんで

す。オスプレイだけでなく、ほかの戦闘機も不

意に山間地を飛び交うということも情報として

上げられているわけですけれども、こういう危

険な状態をそのまま放置することはできないと

いうふうに思うんです。

そして、特にオスプレイは中山間地で演習す

ることが常になっているというふうな状況で

す。宮崎県の中山間地は、ドクターヘリが運航

を始めましたけれども、中山間地で、より機能

を発揮するのがドクターヘリでありますし、ま

た防災ヘリも同じようなことが言えるというふ

うに思います。ほかの県では支障を来すという

事例が幾つも出ているんです。そういう事故を

未然に防ぐという点でも、危険なオスプレイの

訓練を認めるわけにはいかないというふうに思

います。そして、 低でも、さっき言われたよ

うな情報開示は必要だと。どの地域をどういう

ぐあいに飛ぶのかというような 低限の情報は

求めるべきだと思うんですけれども、知事、い

かがでしょうか。

オスプレイの訓練、配○知事（河野俊嗣君）

備につきましては、国の責任において適切に対

応すべきものでありまして、日本政府としても

機体の安全性を確認し、日米合同委員会におい

て、安全確保策等に関する合意がなされたとこ

ろであります。本県では、県民の安全・安心を

確保する観点から、飛行ルートなど訓練の詳細

な内容の説明などを文書で求めているところで

あります。引き続き、日米合同委員会で合意さ

れた内容に沿って訓練が適切に実施されるよ

う、状況を注視するとともに、国に対しまして

は、適時的確な情報提供を求めてまいりたいと

考えております。

情報提供の件ですけれど○前屋敷恵美議員

も、実はこれまで政府は、なかなか米軍、アメ

リカからの情報が伝わってこないんだというよ

うな答弁もされていたんですけれども、それは

事実と違って、飛行の１～２時間前 この時─

間的な問題はあろうかと思うんですけれども

必ず、どこの地点をどういうふうに飛ぶ、─

パイロットは誰だということの中身は、防衛省

を通して国土交通省あたりに、また地元の自衛

隊あたりに通知が行っているということが明ら

かになったんです。政府がそこのところを明ら
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かにしないというのは、これまた問題なことで

あって、 低限、住民の安全を守るという点で

は、情報開示をこれからもしっかり地方自治体

からも求めていくことが大事だというふうに思

いますので、その点はぜひ努力をしていただき

たいと思います。

後になりますけれども、ただいまの知事の

御答弁も含めて、非常に残念な思いでおりま

す。といいますのも、原発の問題にしても、今

のオスプレイの訓練飛行の問題にしても、安全

の保証というのはどこにもないんです。今言っ

たように原発の問題もそうなんです。知事は国

がやることだから仕方がないと、端的にかいつ

まんで言えばそういうことですね。国の施策、

国がやることだから仕方がないんだと甘んじて

受けとめるという立場に立っておられるという

点では非常に残念ですし、仕方がないでは済ま

されないと思うんです。それだったら、県民の

安全は誰が責任を負うのか、やはりそれは総体

的には知事だというふうに思うんです。ですか

ら、知事が明確な立場を表明して、知事が責任

を全うする、ぜひそういう立場に立って、県民

の安心・安全を担保していただきたい、このこ

とを強く要望したいというふうに思います。

きょうの質問は、国の経済政策が県民の暮ら

しを経済対策どころか大いに脅かしているとい

う状況の中で、県民の暮らしと安全、そして健

やかな子供たちの発達をどう保障するのか、国

の責任はもちろんのこと、地方自治体として果

たすべき役割、責任を求めたところです。ぜ

ひ、県民の思いや願いに寄り添った県政に努め

ていただくよう強く要望いたしまして、質問を

終わらせていただきます。ありがとうございま

した。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○福田作弥議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時55分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○福田作弥議長

ます。

次は、内村仁子議員。

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○内村仁子議員

の内村仁子でございます。本日は、私の地元か

ら、そして知人、友人、たくさんの方に傍聴に

おいでいただきました。ありがとうございま

す。皆様の力をいただきながら、通告に従い質

問してまいります。

東日本大震災から２年３カ月がたちました。

なかなか復興の見えない中、被災地では、今ま

でに経験したことのない区画整理、これからの

まちづくり、集団移転について、行政・関係者

の葛藤、御苦労が続いております。ここ数日の

間でも、和歌山近辺での地震が起きるなど、心

配は絶えることがありません。特に南海トラフ

は、想定外ということのないように、県民の財

産・生命を守り 県民が安心して生活できる─

ための社会基盤の脆弱等、不安材料も多く、県

民ニーズも多様化しております。その中で、昨

日は、県内３カ所にスマートインター建設の許

可がおりたといううれしいニュースにほっとし

ました。そこで、今議会でも、私の定番である

「女性の立場から、小さな声を届ける」ために

質問してまいります。

まず１点目に、この４月から新しく副知事に

なられました、宮崎県の事情に精通しておられ

る稲用副知事に、中山間地域の振興策について

お尋ねします。私たち総務政策常任委員会で

は、５月に県北の調査で、いきいき集落に認定
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されている鹿川集落を訪問し、集落の方々と意

見交換をさせていただきました。意見交換をさ

せていただいた後に感じましたことは、山や

川、大地を守っているのは、そこに住んでおら

れる方々ということであります。そこで、この

中山間地域の集落活性化に向けた今後の取り組

みについてお尋ねします。

２点目に、同じくこの４月から副知事となら

れました、国土交通省に勤務しておられ、多岐

にわたって手腕を発揮してこられた内田副知事

に、宮崎県の社会基盤のおくれ、特に道路整備

についてどのように感じておられるか、お尋ね

します。

３点目に、福祉保健部長にお尋ねします。ま

ず、今回、宮崎県医療計画が策定され、特に小

児科医の不足に対応し、４つのこども医療圏に

おいて、初期救急施設と二次救急施設の役割分

担と連携のもと、24時間体制の小児救急医療体

制の構築を目指しますと計画されました。この

計画では、県西地区に位置する都城北諸県医療

圏と西諸医療圏は一つのこども医療圏という位

置づけになっています。このことを踏まえて、

県西地区の医師不足をどのように捉えておられ

るか、お尋ねいたします。

もう１点、この４月に開始された新出生前診

断について質問いたします。このことは賛否両

論取り沙汰されています。この制度は、全国15

施設で開始され、１カ月で予想を上回る441人が

受診し、ダウン症のことだけが先んじて報道さ

れています。この出生前診断について、県はど

のように捉えておられるかお尋ねします。

次に、本県の人工中絶率は全国的に高いと聞

いていますが、いろいろな要因はあると思いま

すが、近年の人工妊娠中絶、人工死産の年代別

の状況についてお尋ねします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席から質問いたします。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○副知事（稲用博美君）

します。

中山間地域の集落活性化についてでありま

す。集落の活性化につきましては、宮崎県中山

間地域振興計画におきまして、重点施策の一つ

として位置づけ、元気な集落づくりに取り組ん

でいるいきいき集落の認定や、中山間盛り上げ

隊による集落活動への支援、さらには、中山間

地域の魅力や地域資源を生かした交流人口の拡

大など、地域活性化への取り組みを支援してい

るところであります。いきいき集落につきまし

ては、これまでに鹿川集落を含め115集落を認定

し、また、中山間盛り上げ隊につきましても、

昨年度は、延べ490名の皆様が、集落道の清掃活

動や整備、祭りの運営補助など、さまざまな活

動に参加いただいたところであります。集落活

性化のためには、県民一人一人が中山間地域の

果たしている役割の重要性について理解・共有

し、県民全体で支えていくことが大切でありま

す。県といたしましては、「中山間地域をみん

なで支える県民運動」を一層進めますととも

に、引き続き、集落みずからによる活力の向上

や地域文化の保存・継承などの取り組みへの支

援を通じまして、集落の活性化を図ってまいり

たいと考えております。懸命に山を守り生活を

営んでおります中山間の集落、これを実地に調

査いただいたということは、これから集落の人

たちが活動を行っていく上に大変力になったも

のというふうに思っています。多くの県民の皆

様に、ぜひ中山間の集落を訪ねていただきたい

というふうに考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○副知事（内田欽也君）
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します。

本県の道路整備に関する感想についてであり

ます。私も４月に就任後、車を利用しまして県

内各地を訪れましたけれども、その中で、自然

豊かな海と山に囲まれ、神楽や神社、照葉樹林

など、すばらしい文化・観光資源が数多くある

なと実感したところでございます。これらの資

源を生かすという観点からも、やはり道路が果

たすべき役割というのは極めて大きいと思って

おります。高速道路を初めとする道路網につき

ましては、全国的に見ますと、整備がおくれて

いる状況にございますけれども、今年度、東九

州自動車道において、延岡から宮崎の間がつな

がる予定でありますし、さらには、都城志布志

道路においても、唯一の未事業化区間が事業化

される、あるいは先ほど冒頭御指摘いただきま

したが、昨日のスマートインターの発表等、高

速道路から国道、県道に至るまで、着実にその

整備が進められ、未来に向けた明るい光が差し

込んできたとも考えられるのかなと思っている

ところでございます。今後、観光や商工業、農

林水産業等のさらなる産業振興や防災機能の強

化などに向け、道路整備を初めとする社会資本

整備が極めて重要と考えておりますので、全力

を挙げて取り組んでまいる所存でございます。

以上でございます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（佐藤健司君）

えいたします。

まず、医師不足についてであります。都城北

諸県、また西諸医療圏を合わせた県西地区の小

児科医の状況も十分承知いたしておりますが、

本県においては、宮崎東諸県医療圏以外の全て

の医療圏において、人口10万人当たり医師数が

全国平均を下回るとともに、医師の地域偏在や

特定診療科の医師不足が顕著な状況であります

ことから、医師確保が大変重要な課題と認識い

たしております。このため、これまで医師修学

資金の貸与や宮崎大学医学部への地域枠、地域

特別枠の創設、地域医療学講座の設置など、将

来県内の医療を担う医学生への支援に取り組ん

できたところです。また、臨床研修医等の確保

・定着に取り組むとともに、ことし４月には、

宮崎大学医学部が県立日南病院内に地域総合医

育成サテライトセンターを設置し、総合医の育

成を開始するなど、さまざまな対策に取り組ん

でいるところであります。今後とも、宮崎大学

医学部等と連携しながら、小児科医を初めとす

る医師の育成・確保に取り組むことで、地域医

療の充実を図ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、出生前診断についてであります。母体

の血液を用いた新しい出生前遺伝学的検査につ

きましては、国が基本的な考え方をまとめてお

りますが、県としましても、必要な患者に対

し、診察から検査、診断、治療に至るまでの医

師が行う診療行為の一環としてなされるべきも

のと認識いたしておりまして、単に胎児の疾患

の発見を目的としたスクリーニング検査として

行われるものではないと考えております。出生

前診断の結果から導かれるその社会的な影響な

どを考えますと、検査前後における専門家によ

る十分なカウンセリングにより、検査を受ける

妊婦やその家族等に、検査の意義などについて

正確に理解していただくことが大切であると考

えております。

次に、本県の人工妊娠中絶等の状況について

であります。平成23年度の本県の人工妊娠中絶

の実施率は、女子人口1,000人当たりの数値

は8.8で、全国の7.5よりも高く、全国で15番目

になっております。年代別状況は、特に30代で



- 41 -

平成25年６月12日(水)

高くなっており、30～34歳では、全国10.0に対

し本県は13.5、35～39歳は、全国7.9に対し本県

は11.2となっております。また、人工死産は、

人工妊娠中絶のうち、妊娠満12週以降に実施さ

れたものでありますが、平成23年の出産1,000件

に対する年代別数値は、30～34歳では、全国6.4

に対し11.9、35～39歳では、全国9.3に対し21.8

となっております。県としましては、引き続

き、県医師会等と協力しながら、母体保護の観

点から対策を推進してまいりたいと考えており

ます。以上でございます。〔降壇〕

それでは、再質問に入らせて○内村仁子議員

いただきます。

まず、医師不足についてであります。近年、

都城市郡医師会病院及び救急医療センターにお

いて、小児科の医師の確保が非常に困難となっ

ております。この６月２日の夜に、私は救急医

療センターに行きましたが、待合室ではたくさ

んの患者が医師の診察を待っておられました。

特にきつそうにぐったりしている子供、心配し

て抱きかかえている家族を見て、救急医療の必

要性をじかに感じました。都城救急医療センタ

ーの小児科には、毎日夜の７時から翌朝の７時

までに平均20人ほどの患者が訪れ、大学からの

派遣医師の減少により、地域の開業医の手伝い

で対応している現状です。25年度は、宮大から

の派遣医師は１人もなく、福岡大から２人派遣

してもらっての対応ですが、26年度は、宮大か

ら１人の予想がされておりますけれども、福岡

大との確約は現在とれておりません。今後、県

西のこども医療圏をどのようなビジョンで進め

ていかれるのか、お尋ねいたします。

こども医療圏○福祉保健部長（佐藤健司君）

の医療体制の充実を図るためには、まずは小児

科医の確保が何よりも重要であると考えており

ます。このため、県では、医師修学資金の貸与

条件に小児科医としての勤務を含めますととも

に、小児科専門医を目指す後期研修医への研修

資金の貸与を行っております。このような取り

組みを通じまして、県西地区を含む県内全域の

小児医療の充実に粘り強く努めてまいりたいと

考えております。

特に小児科になりますと、医○内村仁子議員

師にしか頼るところがないというのが現状です

ので、これからもぜひよろしくお願いしたいと

思っております。

次に、出生前診断について再度お尋ねしま

す。ことしの３月と４月に、この診断について

の講演会並びに研修会が東京で開催され、参加

しました。産むか産まないのかの選択に大変な

葛藤があり、その相談窓口の設置は一番大事な

こととされています。この相談窓口について、

県はどのように考えておられるのかお尋ねしま

す。

出生前診断と○福祉保健部長（佐藤健司君）

いいますと、臨床遺伝専門医という極めて専門

的な医師が対応することになっておりまして、

その出生前の相談対応についても、高度な専門

性を必要とするものでございますので、検査が

できる医療機関のみで実施されております。九

州内では、まだ３施設でございます。このた

め、出生前診断の相談が保健所等にあった場合

は、対応できる医療機関を紹介することになる

と考えております。

その講演会の席で、日本ダウ○内村仁子議員

ン症協会理事長の玉井邦夫先生の講演を聞きま

した。この検査でダウン症だけが表面化し、中

絶の対象として命を淘汰されようとしている、

大変苦労しているとのことでした。ダウン症の

家族会からの相談は、これからはふえていくと
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も語られました。イギリスでは、この出生前検

査により、ダウン症と診断された妊婦の90％以

上が中絶を選択している現状は、ダウン症の人

の生命の質を尊重する、命の大切さという観点

から、また、妊婦の身体権を尊重する観点から

も問題があると言われております。近年では、

プロゴルファーの東尾理子さんが、ダウン症の

疑いがあると診断されながらも、勇気を持って

出産されましたが、異常は出ておりません。こ

れは、女性の高齢出産、晩婚にも原因があると

言われておりますが、このことについての答弁

は現時点では要りませんけれども、これから大

きな社会問題となっていくと思われます。これ

を大変危惧しておりますが、ダウン症協会の方

も、なぜ同じ障がいを持ちながら、ダウン症の

子供だけがいろいろと言われていくのか、大変

心配をしておられました。熊本のマラソンラン

ナーの方もダウン症の子供さんを持っていらっ

しゃいますが、一方では、大変天才的な才能を

お持ちだということで、これは、これから先、

みんなで見守っていくべきだと思います。

次に、県内の子宮頸がん予防ワクチンの接種

状況について伺います。子宮頸がんの予防ワク

チンが、現在は小学校６年生からになっており

ます。この接種状況についてお尋ねします。

各市町村から○福祉保健部長（佐藤健司君）

の報告によりますと、県内でワクチン接種助成

事業が開始された平成22年11月からことし３月

末までに、延べ７万2,731回接種されておりまし

て、約３万1,000人が接種を受けている状況でご

ざいます。

子宮頸がん予防ワクチンの接○内村仁子議員

種による副反応が今、全国で出ております。激

しい方は歩けなくなっていらっしゃる。このこ

とで国会議員の中にもいろいろと請願が出てお

りますが、この副反応についてお尋ねいたしま

す。

厚生労働省の○福祉保健部長（佐藤健司君）

資料によりますと、子宮頸がん予防ワクチン

は、平成21年12月のワクチン発売から、平成25

年３月31日までに、延べ864万6,147回接種され

ております。接種後の副反応報告は1,968件と

なっており、そのうち、重篤な症例は106件と

なっております。

このワクチンは、他のワクチ○内村仁子議員

ンよりも約30倍ほどの副反応があると言われて

います。この副反応が問題となっていますが、

子宮頸がん予防ワクチンの接種制度について、

県としてはどのように考えておられるか伺いま

す。

子宮頸がん予○福祉保健部長（佐藤健司君）

防ワクチンにつきましては、子宮頸がんの予防

効果が期待されておりますことから、今年度よ

り予防接種法上の定期接種に位置づけられたと

ころでございます。また、本ワクチンの副反応

につきましては、本年５月に、厚生労働省が設

置する専門家会議におきまして、「直ちに接種

の中止が必要と判断するには医学的論拠が乏し

い」との結論が出されているところでございま

す。このため、県といたしましては、市町村と

連携して接種を進めているところでございます

が、一方で、国の動向も十分注視してまいりた

いと考えております。

今、子宮頸がんについて、い○内村仁子議員

ろんなところで問題が出ております。そして、

これがさらに今度は性感染症の増加へとつな

がっていくのではないか、低年齢化が進んでい

るのではないかと心配しています。出会い系サ

イトや複数の人との性交渉も要因ではないかと

思いますが、子宮頸がん予防のワクチンを接種
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したことにより、安易な性交渉に及んでいるの

ではないかと心配しています。そのために、年

齢も小学６年生からと改正されております。こ

れらについて、これから、出会い系サイト、複

数の人との性交渉による性感染症と低年齢化が

心配されます。県内の性感染症の発生状況につ

いてお尋ねします。

性感染症につ○福祉保健部長（佐藤健司君）

きましては、感染症発生動向調査事業におきま

して、全国では約960医療機関に、県内では13の

医療機関に報告をお願いいたしております。こ

れによりますと、平成24年１年間の性感染症の

報告件数は、１医療機関当たり全国では49.2

人、県内では34.1人となっております。

全国で49.2人、そして県内○内村仁子議員

で34.1人というのは、この人口割からすると非

常に高い発症状況ではないかと思っておりま

す。出会い系サイトについては、後ほどまた教

育長にもお尋ねしたいと思っております。

次に、児童虐待についてお尋ねします。先

般、都城の児童相談所に行きました。児童虐待

が増加しているとのことでしたが、児童相談所

における児童虐待相談対応件数の増加について

伺います。

平成24年度の○福祉保健部長（佐藤健司君）

児童相談所における児童虐待相談対応件数は443

件で、前年度と比較すると８％の増となってお

り、全国と同様、増加傾向にございます。児童

虐待が発生する要因といたしましては、経済的

な事情や虐待者の心身の状況、養育に関する悩

みなど、家庭が抱えるさまざまな問題が背景に

あると考えられます。児童虐待は、子供の人権

を著しく侵害し、心身の成長と人格の形成に重

大な影響を与えることから、その発生防止や早

期発見・早期対応につきましては、県、市町村

はもちろん、社会全体で取り組むべき重要な課

題であると認識いたしております。

児童虐待の件数の増加、ふえ○内村仁子議員

ている、８％増ということですけれども、増加

の原因とその対策はどのようにされているの

か、お尋ねいたします。

虐待相談対応○福祉保健部長（佐藤健司君）

件数がふえている要因といたしましては、核家

族化や地域とのつながりが希薄になってきたこ

とにより、家庭での子育てが孤立しやすくなっ

ていることや、事件報道や制度改正、広報の強

化などにより、児童虐待に対する社会的認識が

広まったことなどが考えられます。件数増加の

対策といたしまして、県といたしましては、児

童相談所の児童福祉司を平成20年４月１日現在

の18人から毎年増員し、平成25年４月１日現在

で26人を配置するなど、専門性の強化を図って

おります。また、今年度から、中央児相に各児

相への助言・指導等を行う処遇指導担当を新設

いたしまして、法的対応の強化や職員の資質向

上のための研修の充実を図るなど、組織体制の

強化に努めたところでございます。

この児童虐待について、資料○内村仁子議員

によりますと、実父母からの虐待が一番多いと

いうことであります。考えられないような状態

だと思いますけれども、今言われるように、原

因はいろいろあると思いますが、これはやっぱ

り地域で、みんなで守っていかなければならな

いと思っております。過去に、宮崎県でも大き

な虐待事例がありました。そのことを踏まえた

再発防止の取り組みをどのようにしておられる

か、お尋ねいたします。

県といたしま○福祉保健部長（佐藤健司君）

しては、過去の事例を踏まえまして、児童相談

所の機能強化を図るとともに、県民全体で児童
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虐待防止に取り組む機運を醸成する観点から、

毎年11月の児童虐待防止推進月間を中心に、テ

レビＣＭ等による啓発活動に取り組んでおりま

す。また、市町村や児童相談所、学校、警察、

医療機関等で構成する要保護児童対策地域協議

会において、専門的助言などの支援を行ってい

るところであります。さらに今後は、市町村が

行う乳児家庭全戸訪問事業や養育支援訪問事業

等への支援を積極的に行うとともに、要保護児

童対策地域協議会の運営充実を促進することに

よりまして、児童虐待の未然防止、早期発見・

早期対応に向けた連携体制の強化に取り組んで

まいりたいと考えております。

ありがとうございます。福祉○内村仁子議員

問題はすごく範囲が広くて大変だと思いますけ

れども、これからも児童虐待に多くの施策を

やっていっていただきたいと思っております。

続きまして、内田副知事に再度お尋ねいたし

ます。今、宮崎県の道路事情について答弁いた

だきました。私どもの悲願である都城志布志道

路の早期完成に向けた取り組みについて伺いま

す。今年度、先ほどありましたように、県境の

事業化が決定し、地元としても、少しずつ進ん

でいく見えた形での対応を大変ありがたく感謝

しております。しかし、この事業は、既に計画

から16年を経過しております。地区では、生き

ているうちにできるだろうかというのが、みん

なの会話になっております。地区を挙げて私ど

もも運動しておりますが、一日も早い完成に向

けた取り組みについて これからは直轄事業─

であります国の事業が都城インターまで残って

おります。このことについても、内田副知事に

気合いを込めて答弁をいただきますようにお願

いいたします。

都城志布志道路であ○副知事（内田欽也君）

りますけれども、今回の新規事業化で、早期の

全線開通に向けて大きく前進したのかなと思っ

ているところでございます。まず、県議会を初

め、沿線の自治体あるいは商工関係団体、さら

には道づくりを考える宮崎中央女性の会など、

整備促進を力強く応援していただいた皆様方に

対して深く感謝を申し上げます。県といたしま

しては、県の施工区間において、早期に工事に

着手できるように、埋蔵文化財の調査ですと

か、あるいは用地買収などを早急に進めてまい

ります。また、国の直轄の施工区間でございま

すけれども、事業進捗が図られますように、事

業調整等、積極的に取り組んでまいりたいと

思っております。今後とも、鹿児島県や関係団

体と連携しまして、まずは国に対してしっかり

と予算確保のお願いをしてまいると、それとあ

わせまして、全線の早期完成ができるだけ早く

図られるように、しっかりと努めてまいりたい

と思っております。以上でございます。

ありがとうございます。内田○内村仁子議員

副知事に大変期待すること大でありますが、大

体こういう事業は10年で解決するというのが基

本だそうですけれども、もう既に16年が経過し

ておりますので、これからも国に働きかけると

か、そういう点をよろしくお願いしたいと思っ

ております。ありがとうございます。

続いて、県土整備部長に、県道上祝子綱の瀬

線の道路整備の現状と今後の取り組みについて

お尋ねします。私たち総務政策常任委員会で

は、５月に鹿川に調査に行きましたが、切り

立った絶景の山、きれいな川、こんなすばらし

い景観が宮崎にあったのかと私がびっくりしま

した。宮崎県に生まれ育ってウン十年ですが、

すばらしい眺めに中国の桂林を思わせるような

姿を拝見いたしました。ロッククライミングの
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練習場にもなっているんですが、駐車場スペー

スもないままです。そして、道が狭く、車の離

合に大変な状況でした。私たちは運転手さんに

拍手を送りました。特にトンネルを抜けるとき

が息をのむ思いだったんですが。いきいき集落

の皆さんからは、「道が広がると観光客もふ

え、活性化するんだが」という声をいただきま

した。あのようなすばらしい景観は、宮崎の宝

であり、私は感動いたしました。この道路の拡

幅で、日之影、高千穂、そして鹿川の回遊がで

きるものと……。この道路拡張について、県土

整備部長にお尋ねいたします。

この路線○県土整備部長（大田原宣治君）

は、地域の方々の重要な生活道路でありまし

て、沿線には、議員が言われましたとおり、比

叡山や鹿川渓谷などの景勝地も点在しておりま

す。しかしながら、山間地の急峻な地形であり

ますことから、未改良区間が多く残る状況にあ

ります。これまでも、特に見通しが悪く、通行

の支障となっている区間におきまして、部分的

な改良工事を実施してきたところです。今後と

も、車両が安全に走行できるように、待避所設

置や部分的な拡幅などの整備を進めていきたい

というふうに考えております。

ありがとうございます。気合○内村仁子議員

いを入れて答弁いただきましたけれども、私が

県のある方と話をしましたときに、「あそこは

崖があるから無理です」、一発でした。でも、

何でもできない方向への返答ではなくて、でき

るほうへの協議を進めていただきたい。日本の

土木技術は、トンネル、橋梁、道路、私は世界

一だと思っておりますので、ぜひ気合いを込め

て、これからその道路政策に力を入れていただ

きたいと思っております。ありがとうございま

す。

次に、南海トラフに備えた取り組みとして、

危機管理統括監にお尋ねします。これまで多く

の場で南海トラフについては協議されておりま

す。災害時、県の多数の職員の方が管外から通

勤しておられる実態があるのではないか。その

通勤の実態を把握しておられるのか、災害に間

に合うのかお尋ねします。

職員の居○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

住状況につきましては、緊急時の登庁体制を確

保する観点から、昨年度策定いたしました宮崎

県業務継続計画、いわゆるＢＣＰに基づきまし

て、毎年度調査を行うこととしております。こ

の中で、今年度、出先機関につきましては、７

つの地域ごとに、平日の夜間及び土日等におけ

る各事務所管内の居住者数と、勤務先までの通

勤距離について調査したところでございます。

この結果によりますと、中部地域におきまして

は、管内居住者が90％程度とかなりの高率に

なっているんですけれども、その他の地域の管

内居住率の平均は、平日の夜間が42.4％、土日

等が35.2％などとなっておりまして、いざとい

うときの対応をするためには、大きな課題だと

いうふうに認識しているところでございます。

管外からの通勤で、災害発生○内村仁子議員

時、問題は生じないのか。今後、このことにつ

いてどのような対応を進めていかれるのか、お

尋ねします。

災害発生○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

時における職員の確保は、迅速な初動体制を確

保する上で、重要な課題であるというふうに認

識しております。したがいまして、本県の業務

継続計画には、閉庁時に大きな災害が発生した

場合に備え、職員の緊急登庁体制の確保や指揮

命令系統の体制構築について具体的に検討する

ことなどを盛り込んだところでございます。今
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後、ＢＣＰで定めた災害発生直後の業務内容に

対し、どの程度の職員が必要か詳細に調査する

とともに、他県の取り組み等も参考にしなが

ら、例えば当直制度の導入の是非など、具体的

な方策について検討してまいりたいと考えてお

ります。

県警では、災害時にＯＢで人○内村仁子議員

材を補うとのことですが、県庁ＯＢの活用と

か、初動の対応は考えられないのかお尋ねしま

す。鹿児島県、大分県では、職員確保のため

に、庁舎近くに居住するシステムを既に導入し

ておられるという報道がありました。これにつ

いて見解を伺います。

とりわけ○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

先ほど御指摘いただきました南海トラフ巨大地

震のような大規模災害時におきましては、初動

における速やかな対応が求められているところ

でございまして、そのために、対応できる職員

の確保は必要だという問題意識は十分持ってい

るところでございます。現在、本庁におきまし

ては、24時間の監視体制というものを構築して

いるところですけれども、先ほど申し上げまし

たように、夜間ないし休日の出先機関の対応と

いうのが大きな課題となっているところでござ

います。今後、どういう職種の職員が何名程度

必要かということも含めて調査した上で、他県

の状況とかも十分参考にしながら対応策を検討

してまいりたいと考えております。

くどいようですが、児湯郡、○内村仁子議員

東臼杵、都城では、特に通勤者が多いというデ

ータが出ております。ここでもし災害が起こっ

たら、初動体制はどうなるのか。そして、以前

の東日本大震災のときも、ボランティアの方た

ちから話がありましたけれども、誰が何をする

のか役割分担をはっきりしておかないと、初動

体制がとれないということの記事もありまし

た。このことについて、特に、児湯、東臼杵、

都城での通勤者が多いということを捉えて、こ

れからの検討をまたお願いしておきたいと思い

ます。風水害に対しては、ある程度ニュースで

出ますので、間に合うのですが、南海トラフの

ようなときには、とても間に合わないと思いま

すので、この検証を、これからの検討をぜひお

願いしたいと思っております。

次に、教育問題に移らせていただきます。教

育長にお尋ねします。豊かさはお金ではないと

思いますが、本当の豊かさという、心の豊かさ

は何なのか。児童生徒に、学校現場、教育委員

会でどのような取り組みをしておられるか、お

尋ねいたします。

児童生徒に豊かな心○教育長（飛田 洋君）

を育むことは、何より大切にすべきことであり

まして、各学校におきましては、道徳の時間の

指導はもとより、全教育活動を通じて、命を大

切にする教育やボランティア活動など体験活動

の充実に取り組んでいるところでございます。

また、宮崎県の教育委員会では、口蹄疫、鳥イ

ンフルエンザによる被害、新燃岳噴火に伴う災

害など、宮崎県民の皆さんの体験、そして思い

を風化させてはならないと考え、体験等をエピ

ソード集として取りまとめ、本県独自の道徳教

材である「「命や絆を大切にする」宮崎県道徳

教育読み物資料集」を作成し、県内全ての学校

等に３万2,000冊を配付したところでございま

す。本年度より、この資料集の積極的な活用を

図るために、「道徳の授業力向上研修会」を実

施しておりまして、これからも豊かな心を育む

教育の推進に積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

道徳教育がいろんなところで○内村仁子議員
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言われておりますけれども、まず子供たちが挨

拶をする・しない、そういうことも言われなが

らの心の豊かさ、物の豊かさではなくて心の豊

かさ、この教育をぜひ進めていっていただきた

いと思います。

この道徳について、会津地方では「什の掟」

というのがありますが、この教育は大事である

と思いますけれども、教育長の考えを伺いま

す。

福島県会津地方の○教育長（飛田 洋君）

「什の掟」をもとにした教育、近くでは島津藩

による「郷中教育」などに見られますように、

古くから伝わる人としてのよりよい生き方やあ

り方などを大切にした教育を展開していくこと

は、大変意義あることだと考えております。本

県におきましても、幾つかの例を申し上げます

が、例えば、西米良村の「菊池の心」による教

育や高鍋町の「明倫の教え」による教育、日南

市の「振徳教育」など、同様の取り組みが伝統

として引き継がれて行われております。また、

地域の歴史や伝統、文化などを受け継ぎなが

ら、そこに息づく先人の精神や志を学校の校訓

として位置づけ、教育活動に取り組んでいる県

内の学校も数多くございます。今後とも、変化

に対応はしながらも、郷土に根差した「精神文

化の礎（不易）となる教え」も大事にし、本県

教育活動の一層の充実に取り組んでいこうと考

えております。

ありがとうございます。「な○内村仁子議員

らぬことはならぬ」で今テレビでも出ておりま

すけれども、このようにして、大事なものは大

事であるということを子供にぜひ教えていただ

きたい。そして、それが今度は、大人が育って

いないと言われる中での教育にもまた反映して

いくんじゃないかと思いますので、ぜひ、伝統

文化、こういうのも大事にするということも、

よろしくお願いしたいと思っております。

次に、英語教育についてお尋ねいたします。

今の英語教育は、幼稚園や小学校低学年で英会

話を入れたとか、今そういうのがすぐニュース

になって報道されております。しかし、国とし

ては、これは英会話だけの問題ではなく、やが

て社会に出たとき、グローバルな社会で世界貢

献ができるための英語教育だということで出さ

れております。しかし、今の英語教育について

は、商業ベースになっていないのか。そういう

ところだけが表面化されておりますけれども、

このことについて、県の指針をお尋ねいたしま

す。

社会や経済のグロー○教育長（飛田 洋君）

バル化が急速に進展していく中で、国際的な視

野を持った視点で社会に貢献する人材を育成す

ることは喫緊の課題であり、外国語に親しむこ

とは大きな意義があると考えております。学校

における外国語教育、中でも、今お話しになっ

た幼少期、申し上げますと、小学校における外

国語活動につきましては、原則として英語を取

り扱うということにはなっておりますものの、

単に英語の知識を学ぶというよりも、外国の文

化や言語に触れ、異文化理解を深めることを重

視しながら、積極的にコミュニケーション能力

を図ろうとする態度を身につけさせているとこ

ろであり、グローバルな視野を養うことを基盤

とした教育を進めているところであります。

私どももこの前、自民党の全○内村仁子議員

国の女性議員の勉強会があって、そこでそうい

う話が出ました。今の英語教育については、目

指したものと取り入れているものが違ってきて

いるということがあったものですから、今回こ

れをお尋ねしたところです。私どもも今まで
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は、英会話ができる、英語ができる、それだけ

が指針かと思っておりましたけれども、内容を

聞いてみますと、世界貢献というのが一番大き

なメーンだということで話を聞きまして、安心

したところでした。我が国の日本語もしっかり

できない、音読み、訓読みもしっかりできない

のに英語をということは、非常に腑に落ちない

部分があったものですから、まず我が国の国

語、そして次が世界貢献への英会話じゃないか

なと思っております。それを踏まえて、これか

らも英語教育をよろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、学校行事での県旗についてお尋ねいた

します。学校の体育祭とか学校行事に行きます

と、国旗とそれぞれの自治体の旗、校旗は行進

の中でも持たれ、そして掲揚もされておりま

す。しかし、宮崎県の県旗は、県立学校以外は

掲揚されておりませんけれども、このことをど

う考えていらっしゃるかお尋ねします。

本県の子供たちに、○教育長（飛田 洋君）

郷土宮崎を象徴する県旗について学習させるこ

とは、県民としての意識を醸成していく上で、

大変意義あるものと考えております。県立学校

につきましては、今お話にありましたように、

各学校さまざまな行事において県旗が掲揚され

ているところであります。市町村立の学校につ

きましても、小学校社会科副読本を通して県旗

について学習したり、県の施設で集団宿泊学習

を行うときなど、県旗を掲揚したりする機会が

設けられております。県教育委員会といたしま

しては、県内の子供たちが県旗に対する認識

を、さらには郷土愛を深められるよう、今後と

も努めてまいりたいと考えております。

県旗は、ここにも掲げてあり○内村仁子議員

ますけれども、私たちは、日本国の宮崎県、国

があって宮崎県があって各自治体があると思い

ます。だから、郷土愛を育むために、私は宮崎

県の出身だということをやがて大きくなってか

ら意識づけるためにも、県旗を掲揚するという

ことは大事なことじゃないかなと思っておりま

すので、ぜひ今から各自治体と教育委員会とで

検討され、実施していただきますようにお願い

いたします。

続いて、出会い系サイトによる問題ですが、

学校での性に関する教育の現状、犯罪に巻き込

まれるおそれと健全な心身を守る意味からも、

青少年育成に対して大変大事なことであります

ので、この見解をお尋ねいたします。

性に関する教育は、○教育長（飛田 洋君）

命のとうとさを基盤とした教育でありまして、

人としてどう生きるか、生き方そのものにかか

わる教育であると捉えております。性に関する

モラルの低下が指摘される中、望ましい価値観

や情報を適切に取捨選択できる判断力を身につ

けた子供を育てることが重要であると考えてお

ります。そのような認識のもと、県教育委員会

では、本県独自に性に関する教育参考資料「か

けがえのない大切な命」を昨年度、作成いたし

ました。各学校におきましては、その資料を研

修会や授業等で積極的に活用するとともに、警

察署等の協力を得ながら、実際に事例を紹介し

ていただくことによって、出会い系サイトなど

の利用は、犯罪に巻き込まれる危険性が高いこ

とを子供たちが理解し、適切な行動がとれるよ

う指導しているところでございます。県教育委

員会といたしましては、今後とも、学校が家庭

・地域・関係機関と連携を深めながら、指導の

充実を図るよう努めてまいりたいと考えており

ます。

どうしてこのことを出したか○内村仁子議員
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といいますと、先ほど子宮頸がんのワクチンに

ついてお尋ねしました。これは今、小学校６年

生から高校１年生まで無料で実施されておりま

す。これが有料だと５万円かかるんだそうで

す。それが今無料だから受けておいたほうがい

いということで、保護者同伴で今接種はされて

おりますけれども、子宮頸がんのワクチンを

打ったから、出会い系サイトでみだらな み―

だらなといいますか、性交渉が簡単に考えられ

ている。このことによって、また性感染症は出

てきている。そういうことが今言われた命を育

む大事な教育の中にあるんですが、健全な青少

年の育成をしていくためには、このことが大変

危惧されております。ワクチンを打ったから安

心だということで家庭の中でも考えられていた

ら、大変大きな間違いになると思います。この

ことに、やっぱり親育て、子育ちも関連してま

いります。この中で、家庭教育の中でも大事な

教育現場でありますが、その家庭での対応も大

事であると思っておりますので、これからの命

の授業が大事であると同時に、自分が大事であ

る、自分の身を守るということも、教育の中に

ぜひ入れていただきたいと思っております。

続きまして、私どもの都城では、名前を呼ば

れたら必ず「はい」と返事をします。知事もこ

こで答弁をされるたびに、議長から言われると

「はい」と言って今答弁に立っておられます。

都城では、ずっと職員も議員もいろんなところ

で、来賓紹介でも呼ばれたときに「はい」と

言って立って挨拶をするんですが、今、私が

回っているときに、なかなか返事がないと思っ

ております。この返事について、教育長の見解

をお尋ねします。

返事というのは、単○教育長（飛田 洋君）

なる相づちの音というのではなくて、相手の思

いとか気持ちを受けとめたということを伝える

ものだと、そういうふうに考えております。そ

のことを考えると、子供たちにとりましても、

我々大人にとりましても、豊かな人間関係を築

いていく上で、尊重すべきものであると考えて

おります。このため、学校におきましては、時

と場に応じた心の通い合う返事ができるよう、

教師みずから範を示すとともに、例えば、小学

校では、ほとんどの学校で、話し方や返事の仕

方など、声の大きさについて子供たちが視覚的

に理解できるようにするため、隣の人と話すと

きの声の大きさは「２」、２段階、教室のみん

なに聞こえるように話すときは「４」、４段階

というように、声の大きさを数字であらわして

図にした「声のものさし」を掲示するなど、子

供たちの発達の段階に応じて繰り返し指導して

いるところであります。

通告はしておりませんでした○内村仁子議員

けれども、知事に１つ答弁をお願いいたしま

す。私どもがいろんな会議に行くときに、県の

職員の方が見えています。来賓の方が紹介され

るんですけれども、ほとんど県の方は返事され

ないんですよね。ただ黙って立って挨拶をされ

ますけれども、このことについて、知事は返事

をしてもらっておりますが、どう思われるかを

ちょっと一言お願いいたします。

私もそのような来賓の○知事（河野俊嗣君）

場によく出ることがありますが、今、「知事は

返事をしていますね」と言われましたけれど

も、毎回毎回必ずしていたかと、その場の雰囲

気によって、また会場の大きさ小ささによっ

て、必ずではなかったなと、今、反省をしなが

ら伺っておったところでございます。職員が何

も言わずに立つのは、多分、そこでしゃべるの

を何か遠慮する気持ちもあるのではないかなと
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いうふうに思っておりますが、今、御議論を踏

まえて、やはりしっかり相手のことを受けとめ

たと、そして自分のことを、しっかりそこに来

ていますということをアピールするためにも、

返事というものは大事かなということを考えた

ところであります。

ありがとうございます。去年○内村仁子議員

から始まった「生命に関する法律・制度を考え

る会」、これは東京のほうに本部があるんです

が、そこで新型出生前診断について要望書を６

月６日に田村厚生労働大臣に手渡しておりま

す。中絶件数が半分になると、10万人の赤ちゃ

んの命が救われ、現在の出生数105万人の１割が

ふえることになります。これが母体保護にもつ

ながっていくということで、出生前診断につい

ての要望が今回出されました。子宮頸がんワク

チンにしても、対象年齢が下がり、いろんなこ

とが世の中で変わってきておりますが、やっぱ

り 終的に泣きを見るのはほとんど女性だと思

います。何としても、小さな子供の命、そして

健全な身体を守るためにも、これからいろんな

ところで、こういう場面を大人がちゃんと見本

を示していかなくてはならないと思っておりま

す。

後に、知事にお尋ねします。100万泊県民運

動の一環として、鹿川のような中山間地域に

も、知事を初め職員の皆様にぜひ行ってもらっ

て、このすばらしい宮崎県を再度見てほしいと

思います。あそこの「つりがね」には、知事が

前に行かれたということで、色紙がありまし

た。そこにいらっしゃった方が、「知事さんも

来てくださったよ」と言って、すごく喜んでお

られました。これから先、宮崎の宝、情報発信

が大事になってまいりますが、職員の皆さん

の100万泊県民運動についてどうなのか、 後に

なって申しわけありませんけれども、知事の思

いをお聞かせください。

鹿川ですが、私も昨年○知事（河野俊嗣君）

の７月に井本県議にお誘いいただき伺ったとこ

ろでございまして、今御指摘のあった地区交流

センター「つりがね」で、地区の皆さんと意見

交換をさせていただきました。非常に温かく受

け入れてくださって、皆さん本当に頑張ってお

られるなというのを感じたところであります。

また、プライベートでも、その集落までではな

いんですが、日之影の中川のチューリップを見

に行こうということで、家内と２人で、先ほど

話がありました上祝子綱の瀬線、途中まで行っ

て、それから中川に入ったんですが、家内がこ

んな道路があるのかとびっくりしまして……。

でも、景観のすばらしさにもびっくりしたとこ

ろでございます。実際に足を運ぶことによっ

て、そういうよさを実感するということもある

わけであります。

また、ちょっと話は違いますが、先ほど、心

の豊かさの議論の中で、挨拶という話がござい

ました。先日、高千穂に坂東玉三郎さんが来ら

れたときに、共演される元宝塚の愛音羽麗さん

という方が来られたんです。その次の日に、映

画監督の河瀬直美さんが来られたんですが、愛

音さんと河瀬さんが２人とも、道行く子供が挨

拶をしてくれる、それに感動したということを

おっしゃっていました。愛音さんは、宝塚の音

楽学校に入った新入生ぐらいしかあんな挨拶は

しないというような話もしておられましたし、

河瀬さんは、経済発展を追求して大切なものを

失うところが多い中で、本当に大切なもの、町

の美しさ、それから心の優しさ、そういう挨拶

をする習慣、すばらしいものが残されています

ねと、それをぜひ映像を通して全国に伝えたい
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ねというようなことをおっしゃっておりまし

た。そのように、やはり足を運ぶことによって

感じ取ること、そして感動することがあるとい

うふうに思っておりますし、それを受け入れる

側も、来ていただいて刺激になる、また励みに

なるということもあると思います。それがまさ

に100万泊県民運動の目指すところでもあります

し、中山間地域をみんなで支える県民運動の目

指すところというふうに考えております。私も

機会ある限り、そのような中山間地を訪れる、

また、いきいき集落に参りまして、激励をして

まいりたいというふうに考えております。よく

私が行きますと、誰々さん知事以来だとか、松

形さんとか黒木さんだとか、そういう話が出た

りするわけですが、可能な限り時間を調整して

足を運びたいと思いますし、県職員にも、そう

いう趣旨で足を運ぶ、そしてそこに泊まる、そ

してそこの物を食べる、また地域の皆さんと交

流する、そういうことを進めてまいり、それを

県民全体に広げていく、そういう取り組みを進

めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。日の○内村仁子議員

当たりにくいところ、日の当たっていないとこ

ろに光を当てるのが行政の仕事だと私は思いま

す。いきいき集落についても、115あるというこ

とですけれども、ぜひ、これから事あるたびに

訪ねていきたいなと思っております。

私どもの入っております円ブリオでは、全国

的に基金づくりをしております。金銭的に産め

ない人の赤ちゃんを産むための費用をカンパし

ております。今、熊本では、赤ちゃんポストが

できて、２件目ができるような状態になってお

ります。授かる喜び、育てる喜び、命をつなぐ

喜びの輪を日本中に広げ、啓蒙していく運動を

展開中でございます。薬局とかいろんなところ

に、１円募金、円ブリオ募金の小さい牛乳パッ

クでできた募金箱がありましたら、皆さんの机

の中に眠っている、バッグの底に眠っている１

円で、多くの赤ちゃんが誕生しておりますの

で、それを紹介しながら、今議会での私の一般

質問を終わります。どうもありがとうございま

した。（拍手）

次は、松村悟郎議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○松村悟郎議員

の松村悟郎でございます。お疲れのようでござ

いますけれども、しばらくおつき合いいただき

たいと思います。毎日降る雨の量を気にしなが

ら、また、近くの河川の水位に目をやりなが

ら、洪水被害にならないか不安げに空を眺め、

一方で、庭に咲くアジサイの花に優しく降る雨

に心を癒やされる、恒例の梅雨の時期のこのご

ろでございます。先日、台風３号が発生し、本

県への接近が心配されましたが、大きな影響は

なく、ほっとしたところであります。渇水で雨

を待ち望む地域の恵みの雨になることを期待し

ています。

さて、今回は、大きく５つの項目について質

問いたします。

まず、巨大地震・津波対策についてでありま

す。

昨年、私の家の300メーター範囲の中で、小さ

な崖崩れが３件起こりました。県道の交差点近

くの擁壁が崩れ、用水路と歩道が土砂に埋まり

ました。もう１件は、民家の裏山が崩れ、車庫

を押し潰したものでした。幸いどれも人的な被

害はありませんでした。私たちは日ごろから自

然の大きな恵みを受けていますが、時として、

自然は大きな災害や悲劇をもたらします。豊か

な自然と共生できることに感謝をしながらも、

近の異常気象からもわかるように、注意深く
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つき合っていかなければなりません。

さきの東日本大震災は、マグニチュード9.0と

いう日本における観測史上 大規模の地震であ

りました。死者・行方不明者が１万8,000人以

上、倒壊した建物約40万戸という甚大な被害を

もたらしました。その悲惨な状況は、世界中を

駆けめぐり、大きな衝撃を与えました。まさに

自然災害の恐ろしさであります。私たちは、こ

の中から多くの教訓を学ばなければなりませ

ん。まずは逃げること、人命を守るために避難

の大切さを日ごろから教育すること、避難訓練

を怠らないことなど、ソフト対策の大切さはま

ず第一でありますが、復旧にめどが立たない地

域の現状を見ると、災害を少しでも軽減できる

防災ハード対策がとれないものかとも感じまし

た。

折しも宮崎県は、南海トラフ巨大地震の被災

想定地域でもあります。国の地震調査委員会が

５月24日に発表した報告によると、マグニチュ

ード８から９の南海トラフ巨大地震が発生する

確率は、30年以内に60％から70％、50年以内に

は90％程度以上ということでありました。ま

た、これまで国が公表した報告によると、宮崎

県は 大震度７クラスの地震が想定され、串間

市で 大17メートルの津波が押し寄せ、死者数

も 大４万2,000人、約35万人の避難者が想定さ

れています。南海トラフ巨大地震による甚大な

被害が想定される中、今後、さまざまな防災・

減災対策に取り組んでいかなければなりませ

ん。被害を 小限に抑えるために、ハード・ソ

フト両面からの積極的な防災対策を実施する必

要があります。その中でも、ハード整備につい

ては、想定される 大限の整備が必要と思いま

すが、その考え方、取り組みについて、知事に

お伺いいたします。

後の質問は、質問者席で行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

南海トラフ巨大地震を初めとする地震津波災

害に対するハード整備の考え方についてであり

ます。数十年から100数十年に１回起こるような

津波に対しましては、日向灘に注ぐ多くの河川

や延長400キロメートルを超える海岸におきまし

て、堤防の補強など、防御に必要な箇所の施設

整備にこれからも取り組んでまいります。ま

た、南海トラフ巨大地震やそれによる津波に対

しては、堤防などの施設のみによる防御は困難

である、まさに東日本大震災のそれが教訓であ

るわけでありまして、県民の皆様が、迅速かつ

安全に避難できるための対策が必要となってま

いります。このためにも、まず地震から命を守

るための建物の耐震化や、津波発生時に円滑に

避難するための避難路、避難施設、さらには、

災害発生後の迅速な救援・支援・復興を進める

上で、「命の道」となります高速道路や緊急輸

送道路の整備に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

こうした地震津波対策の推進には、国や市町

村、関係機関との連携強化が必要であります。

それに加えて、多額の財源が必要となってくる

ところであります。現在、衆議院において、南

海トラフの特別措置法が審議されているところ

でございますが、こういった特別措置法の制

定、さらには要綱が策定される、そして、それ

に伴ういろんな財源措置というものも活用して

まいりたいというふうに考えておるところでご

ざいますし、いろんな形で国に対して積極的に

要望を行うなど、必要な予算の確保に努め、何

としても人命を守るんだという強い決意を持っ
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て、しっかりと対応してまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

次に、河川堤防の強化対策に○松村悟郎議員

ついてであります。 近の集中豪雨や台風など

により、たびたび洪水被害が起こっておりま

す。川の水が堤防を越える越流もさることなが

ら、堤防そのものの強度不足や老朽化による決

壊が原因であることも指摘されており、改修補

強が急がれております。さらに、今回の津波防

災対策の必要性からも、河川堤防の強化は、特

に重要なハード整備対策になると考えられま

す。昨年から、大淀川や小丸川など、国管理の

一級河川では、堤防の補強工事やかさ上げ工事

が行われています。私の住む高鍋町におきまし

ても、小丸川を挟んで海岸から３キロメートル

四方の人口の密集する小さな地域でございます

けれども、小丸川の改修が行われております。

あわせて、支流の宮田川のかさ上げ工事も行わ

れております。住民の不安を払拭する 大変─

町民の皆さんも感謝しているというようなこと

でございました。一方、一級河川の県の管理部

分あるいは一ツ瀬川などの県管理河川も、同様

に整備していく必要があると思います。一ツ瀬

川などの県管理河川における地震津波対策の状

況について、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

県管理河川○県土整備部長（大田原宣治君）

におきましては、数十年から100数十年に一度程

度の発生が想定される津波への対策としまし

て、国の交付金事業や県単独事業により、堤防

の補強や樋門の自動閉鎖化、津波監視カメラの

設置などに取り組んでいるところです。具体的

には、一ツ瀬川下流左岸において、ことしの４

月から堤防補強工事に着手しましたほか、耳川

や新別府川などにおいて、22基の樋門の自動閉

鎖化を昨年度から実施しておりまして、このう

ち６基が完成したところです。しかしながら、

本県には、日向灘に流れ込む県管理河川が53河

川ありまして、その対策には相当の予算を必要

とすることから、国の「地震・高潮対策河川事

業」に採択されますよう、引き続き、国に対し

て強く要望してまいりたいというふうに考えて

おります。

次に、地域の防災拠点となる○松村悟郎議員

庁舎についてであります。大規模な自然災害が

発生したときに、現場で直接、災害救助、復

旧、情報収集などの機能を発揮できるのは、そ

れぞれの地域の県の出先機関、消防本部、警察

署などの機関であります。津波浸水想定区域内

にある土木事務所を含む総合庁舎、消防本部、

警察署の機能確保について、総務部長、危機管

理統括監、警察本部長、それぞれにお伺いした

いと思います。

県の津波浸水想定○総務部長（四本 孝君）

区域内にあります総合庁舎は、延岡、日向、高

鍋の３庁舎であります。これらの庁舎が、津波

等により著しい損傷を受けたり、周辺が被災し

て職員が登庁できない状況となるなど、庁舎が

使用できない場合には、本年３月に策定いたし

ました宮崎県業務継続計画の地域版に基づきま

して、例えば、高鍋総合庁舎の場合であれば、

代替施設として県立農業大学校等を使用して、

非常時の対応を行うこととしております。

消防本部○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

につきましては、９つある消防本部庁舎で、津

波浸水想定区域内に位置している庁舎はござい

ません。しかしながら、沿岸部の３消防本部の

うち計６つの分署等が、津波浸水想定区域内に

位置しているという状況でございます。災害時

において消防活動を継続するためには、人員体
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制や消防車両の確保が重要でありますことか

ら、これらの消防本部に対しまして、地震・津

波の発生時に迅速な対応ができるよう、事前の

計画策定とそれに基づく訓練の実施を引き続き

働きかけてまいりたいと考えております。

本年２月に、宮○警察本部長（白川靖浩君）

崎県において公表されました南海トラフ巨大地

震発生時の津波浸水想定区域内には、高鍋、日

向、延岡の３警察署が入っております。このう

ち、日向警察署につきましては、本年３月に新

庁舎が完成しており、非常用発電機を屋上に設

置するなどの防災対策をとっております。ま

た、高鍋警察署、延岡警察署におきましても、

必要な浸水対策を検討しているところでござい

ます。さらに、津波等によって警察署の機能が

喪失する 悪の事態に備えて、高鍋警察署、延

岡警察署ともに、県の施設や大学と震災時の代

替施設協定を結ぶとともに、移転訓練を実施し

ているところであります。警察といたしまして

は、今後とも、災害時における警察署の機能確

保に努め、県民の期待と信頼にこたえていく所

存でございます。

次に、防災拠点庁舎の整備に○松村悟郎議員

ついてであります。現在、有識者による検討委

員会が行われております。現在の県庁舎は、震

度６強以上の地震が発生した場合には、全ての

庁舎が使用できなくなる可能性があると聞いて

おります。全県の災害応急対策活動の司令塔と

なり、指揮を行わなければならない県が、迅速

・的確な情報収集や指揮に支障が出るような状

況でいいのかと考えています。東日本大震災の

際には、庁舎の耐震性能が不足していたため

に、建物内への立ち入りが禁止となり、その結

果、災害対策本部の設置がおくれ、災害応急対

策活動に支障が出た県もあったと報告されてお

ります。東日本大震災の教訓を生かし、いつ発

生するかわからない大震災に備え、いざという

ときに、直ちに的確に対策活動を行うために

も、県は整備を急ぐべきだと考えます。さきの

有識者による検討会では、約２万平方メートル

規模の庁舎を外来者第１駐車場に建設する案を

今後検討していくと聞いております。そこで、

防災拠点庁舎整備の現在の検討状況と今後のス

ケジュールについて、総務部長にお伺いいたし

ます。

防災拠点庁舎の整○総務部長（四本 孝君）

備につきましては、現在、専門のコンサルタン

トに調査を委託いたしますとともに、防災や建

築の専門家を含む検討委員会において、検討を

進めているところでございます。５月には、第

５回目の検討委員会を開催いたしまして、具体

的な整備場所、施設の規模等について、早期整

備や必要な機能の確保の視点から検討を行って

おります。その結果、整備場所につきまして

は、県庁域には津波が浸水しないとする県の津

波浸水想定の結果や、県庁域の優位性を踏まえ

まして、外来者第１駐車場に絞るということに

なりました。また、施設の規模につきまして

は、災害応急対策活動の中枢を担う危機管理局

や福祉保健部、それに県土整備部が入居でき、

自衛隊等の関係機関の活動スペースやヘリポー

ト、一時避難場所等の確保が可能となる、延べ

床面積が約２万平方メートルの規模とする案が

も望ましいとされたところであります。今

後、県議会の御意見等もお聞きしながら、さら

に詳細な検討を重ねまして、年度内のできるだ

け早い時期に整備案を決定したいと考えており

ます。

防災拠点庁舎の整備に当たっ○松村悟郎議員

ては、検討委員会で も望ましいとされた約２
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万平方メートルの規模の案でございますけれど

も、この試算として、約97億円の費用が想定さ

れております。本県の財政状況は非常に厳しい

状況にもありますが、私は、防災拠点庁舎の早

期整備は必要であると思っております。そこ

で、防災拠点庁舎整備について、知事の思いを

お尋ねいたします。

南海トラフ巨大地震な○知事（河野俊嗣君）

どの大規模災害発生、そのようなときを想定し

て、県には、災害応急対策の司令塔としての機

能、また、国や市町村など関係機関との連絡の

窓口となる大変重要な機能が求められていると

いうふうに考えております。現在の庁舎が、耐

震性等を考慮すると、十分に機能を果たし得な

いおそれがあるということを踏まえますと、東

日本大震災の教訓を踏まえて、大変厳しい財政

状況ではあるんですが、この防災拠点庁舎とい

うものの整備を急ぐ必要があろうかというふう

に考えておるところでございます。今後、県議

会の御意見等もお伺いしながら、大規模災害時

に十分な機能を果たせるような庁舎のあり方と

いうことで、できるだけ早期の整備を目指して

まいりたいと考えております。

よろしくお願いしたいと思い○松村悟郎議員

ます。東日本大震災の教訓というのは、しっか

り生かしていただきたいと思いますし、県民の

生命や財産に支障を来すことがあってはならな

いと思いますので、どうぞよろしくお願い申し

上げます。

次に、土砂災害についてお伺いいたします。

近年の地球温暖化の影響と思われますけれど

も、極端な気候の変動が見られるようになりま

した。記録的な大雨や干ばつ、各地で観測史上

高の記録を塗りかえる現象が起きておりま

す。昨年の北部九州を襲った局地的な集中豪雨

もまた、記録的な大雨でありました。大規模な

山崩れを起こし、大きな被害をもたらしたの

は、記憶に新しいところであります。このよう

に、局地的な集中豪雨災害が多発する中で、県

は急傾斜地等の土砂災害や山地災害に対してど

のような取り組みを行っているのか、環境森林

部長、県土整備部長にそれぞれお伺いいたしま

す。

本県は、地形○環境森林部長（堀野 誠君）

が急峻で、脆弱な地質が広く分布していること

から、山地災害が発生しやすく、近年、局所的

な集中豪雨などにより、甚大な災害が発生して

おります。このため、平成22年度に、山地災害

危険地区の再調査等を行い、危険度のランクづ

け等を見直すとともに、現在、人家や公共施設

等に直接被害を与えるおそれがあるなど、緊急

度の高い箇所から計画的に治山施設等の整備を

行っております。また、市町村と連携して、防

災パトロールにより、落石や崩壊の危険性が高

い箇所を中心に点検を実施するとともに、山地

災害に備える広報活動を行うなど、県民の防災

意識の向上に努めているところであります。今

後とも、山地災害の未然防止を図るため、効果

的な治山事業を実施し、安全で安心できる県土

の保全に努めていきたいと考えております。

急傾斜地等○県土整備部長（大田原宣治君）

の土砂災害につきましては、災害履歴のある箇

所や災害時要援護者施設のある箇所など、危険

度や優先度の高い箇所から、計画的にハード整

備を進めているところです。また、ソフト対策

としまして、土砂災害防止法に基づき、土砂災

害警戒区域等の早期指定に努め、市町村による

土砂災害ハザードマップの作成を支援するな

ど、警戒避難体制の整備を推進しております。

さらに、住民の防災意識を高めるための啓発活
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動や土砂災害警戒情報の提供にも取り組んでい

るところです。今後とも、国や市町村等との連

携を図りながら、「土砂災害による犠牲者ゼ

ロ」を目指し、ハード・ソフト両面から、総合

的な土砂災害対策を推進してまいりたいと考え

ております。

ありがとうございました。○松村悟郎議員

次に、環境エネルギー政策についてでありま

す。

まず、水源地域の保全に向けた条例制定の取

り組み状況についてお尋ねします。昨年４月

に、外国資本による水源である森林の売買に関

することなどを調査する目的で、特別委員会が

設置されました。私もこの１年、その委員とし

て調査に携わったわけでございます。特別委員

会では、６回にわたって関係部局から説明を受

け、また、宮崎大学農学部の竹下准教授から、

水源地域の森林売買をきちんと見える状態にす

る方向に全国の自治体が向かっていることにつ

いては、よいことではないのかという御意見も

いただきました。本県では、外国資本が森林を

買収している実態は確認されていないようです

が、森林売買の実態が不明であり、県民が不安

を持っていることが問題だと思っております。

仮に条例制定しても、森林売買そのものを禁止

することではありません。利用目的が不明な土

地取引を牽制したり、監視体制の強化につなが

り、県民の安心を確保するという点において、

大きな意義があると思っております。

また、特別委員会では、既に条例制定を行っ

ている県でも調査をしてまいりました。群馬県

では、シンガポール国籍の個人に森林が買収さ

れている実態があり、地元から大変な不安の声

があったことから、森林の土地所有権移転等が

あった場合には事前届け出を義務づける条例を

制定しました。このような法整備は、本来、国

がやるべきことであり、県議会としても、去る

３月には、議員発議として「外国資本等による

森林の売買等に対する適切な対応を求める意見

書」を決議したところであります。他県では、

既にこのような条例を制定しているところが11

道県あると伺っております。

我が宮崎県は、県土面積7,736平方キロメート

ルのうち、森林が４分の３を占める全国有数の

森林県であります。本県では、外国資本が森林

を買収しているという実態は確認されていませ

んが、県民の漠然とした不安を取り除くことが

重要であります。条例制定により、全てが解決

するわけではありませんが、森林の保全に対す

る姿勢が問われていると思っております。22年

間連続杉生産日本一の森林県として、日本一に

恥じないよう、水源地域としての森林を守る条

例が必要だと考えます。そこで、昨年度の特別

委員会で要望した「水源地域の保全に向けた条

例」の制定について、どのように考えているの

か、知事にお伺いします。

私たちが享受しており○知事（河野俊嗣君）

ますこの豊かな森林は、先人たちが苦労して、

大変な御苦労のもとに守り育ててきたものであ

りまして、それをしっかり次の世代に引き継い

でいくことが、我々の責務であるというふうに

考えております。近年、外国資本による森林買

収の問題を契機としまして、全国的に、森林な

ど土地の売買に係る事前届け出制を内容とする

条例を制定する動きが広がっているところであ

りまして、このような状況を踏まえて、昨年度

末の水資源保全対策特別委員会の報告の中で、

「水源地域の保全に向けた条例」の制定につい

て提言をいただいたところでございます。県と

しましては、これをしっかり受けとめまして、
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利用目的が不明な森林の土地取引に対する監視

の強化が、多面的機能を持つ森林の保全につな

がるのではないかということで、今年度中の条

例提案に向けて、現在、作業を進めているとこ

ろでございます。この条例は、県民に新たな負

担を課すものであり、どのような地域を水源地

域として指定すべきかなどの課題も幾つかござ

いますので、条例の制定に当たっては、県議会

の御意見等を踏まえながら、市町村や外部有識

者とも十分に議論しまして、検討作業を進めて

まいりたいと考えております。

次に、太陽光発電についてで○松村悟郎議員

あります。宮崎県新エネルギービジョンの中

で、2010年度の電力使用量に対する新エネルギ

ーの自給率2.8％を、2022年度には14.8％に引き

上げる目標を立てております。そのうち、太陽

光発電が新エネルギーに占める割合は、設備規

模で84％、発電量でも63％を占めることになり

ます。2010年度の太陽光発電を約10倍にする必

要があります。このことは、日照時間の長い本

県の特性を生かした目標でもあり、今後、どれ

だけ太陽光発電の普及を促進していくことがで

きるかが大きな鍵となるところだと言えます。

太陽光発電の普及に大いに期待するところであ

ります。さらに、昨年の７月から開始された固

定価格買い取り制度により、一段と太陽光発電

の導入が進んでおります。そこで、太陽光発電

の直近の設置件数と出力はどうなっているの

か。また、固定価格買い取り制度が施行されて

以降の状況はどうなっているのか、環境森林部

長にお伺いいたします。

九州電力によ○環境森林部長（堀野 誠君）

りますと、本県における太陽光発電の電力需給

契約件数は、平成25年３月末現在で２万6,211件

で、出力は12万5,872キロワットとなっておりま

す。固定価格買い取り制度が平成24年７月に開

始されて以降、平成25年３月までの９カ月間

で、新規契約数につきましては、件数が4,435

件、出力が３万3,026キロワットとなっており、

制度開始前の９カ月間と比較しますと、件数で

約1.3倍、出力で約２倍となっております。

固定価格買い取り制度が導入○松村悟郎議員

されたということで、件数も伸びているようで

ございます。出力では２倍ということでござい

ますので、県民の皆さんの関心の高さというの

が非常に高くなってきているのではないでしょ

うか。まだまだ申し込みがふえるものと予想さ

れます。昨年の一般質問でも触れさせていただ

きましたが、高鍋変電所管内でもそうでした

が、一部地域で、申請しても、電力系統と連結

可能な容量に制約が生じて、太陽光発電の導入

を断念せざるを得ない地域が出てきておりま

す。同様の地域が増加しているのではないかと

思いますが、電線への接続に制約が生じている

地域の状況はどうなっているのか、環境森林部

長にお伺いします。

太陽光発電な○環境森林部長（堀野 誠君）

どの地域の発電施設から電線に送り込まれる電

力量が、その地域で消費される電力量を上回る

場合、電流が逆向きに流れる現象が生じること

になり、電気事業法により、電線への接続が制

約されております。九州電力によりますと、規

模の大きな発電施設等において、電線への接続

が保留されているケースが、25年５月末現在

で、県内15市町の一部地域で発生しているとの

ことであります。具体的には、接続が保留と

なっている施設は、都城市と国富町で８件、西

都市で７件などとなっております。

各地域の変電所は、それぞれ○松村悟郎議員

の地域の電力消費量に応じた設備しか持ってお
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りません。容量の余裕もある程度しかないわけ

であります。したがって、変電所の規模にも大

小があり、特に小さな変電所管内では、今回の

ようなメガソーラーなどの大規模な事業者が参

入することによって、大幅に地域内の電力供給

量の増加が起こります。消費量を超えること

で、法令で禁止されている電力の逆潮流を起こ

すことになります。その地域の変電所管内で

は、新たな参入ができなくなるということにな

ります。この問題を解決するためにどのような

対策をとっておられるのか、環境森林部長にお

伺いいたします。

発電施設から○環境森林部長（堀野 誠君）

電線への接続の制約につきましては、太陽光発

電などの新エネルギーの導入を促進する上で支

障となっていることから、国においては、こと

し５月末に電気事業法の省令を改正し、電圧を

適正に管理するための装置の設置等を条件に、

制約の緩和が行われたところであります。この

改正に伴いまして、現在、国におきまして、装

置の設置等に要する経費の負担のあり方、具体

的には、電気事業者が負担すべきか、あるいは

発電事業者が負担すべきかについて、検討が進

められているところであります。県としまして

は、今後とも、国に対し、太陽光発電を初めと

した新エネルギー導入促進のための施策などに

ついて要望してまいりたいと考えております。

ありがとうございます。答弁○松村悟郎議員

のように、電力系統への接続ができない地域が

ふえています。今後も、そのような障害のある

地域が出るようであれば、太陽光発電の普及促

進には、大変大きな支障を来すことになりま

す。県民の太陽光発電を導入したいという機運

も薄れることでしょう。本県の新エネルギービ

ジョンの目標達成にも黄色信号ということにな

りかねません。国や電気事業者に対しても、逆

潮流を禁止している法令等のスムーズな改善と

それに伴う変圧器等の設備の改善を、引き続き

強く要望していただきたいと思います。また、

新たに接続可能になった地域等につきまして

も、県として、情報提供を積極的に行っていた

だきたいと思います。

次に、国営かんがい排水事業施設の老朽化対

策についてであります。

一ツ瀬川地区では、県営農村基盤総合パイ

ロット事業とあわせて、昭和47年から60年にか

けて国営事業が行われております。受益面

積3,350ヘクタール、3,500戸の農家が対象とな

り、畑地かんがい用水の安定的な利用が可能と

なったことで、集約的な土地利用により、お

茶、葉たばこ、ピーマンなど、幅広く栽培され

るようになりました。一ツ瀬台地における基幹

的な水利施設であります。地域農業振興に欠か

せない重要な役割を担っております。しかし、

造成当初から40年を経過し、更新時期を迎え、

施設によっては耐用年数を経過しており、その

施設も老朽化が進行していると聞いておりま

す。国営かんがい排水事業一ツ瀬川地区におけ

る施設の老朽化の現状について、農政水産部長

にお伺いいたします。

国営かんがい○農政水産部長（緒方文彦君）

排水事業一ツ瀬川地区では、昭和47年度から60

年度にかけて、営農に必要なかんがい用水を供

給するため、揚水機場、調整池、幹線水路36.4

キロメートル等の施設が整備されております。

同地区におきましては、事業が完了してから

約30年が経過しておりますことから、幹線水路

からの漏水が確認されるなど、全体的に施設の

老朽化が見られるところでございます。このう

ち、施設の運用に不可欠な電気設備などから、
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順次、国の補助事業等を活用して整備を進めて

いるところでございます。

一ツ瀬川以外でも、本県で○松村悟郎議員

は、綾川、大淀川左岸など、国営土地改良事業

に着手して、宮崎県内の先進的な優良農業地域

になっておるところでございますが、このよう

な県内のほかの国営かんがい排水事業地区にお

ける老朽化の状況はどのようになっているの

か、農政水産部長にお伺いします。

本県では、こ○農政水産部長（緒方文彦君）

れまで７地区で国営かんがい排水事業に取り組

みまして、５地区が既に完了いたしておりま

す。このうち、県内で一番早く、昭和45年度に

完了した綾川地区におきましては、老朽化によ

り、漏水事故等が増加したことから、平成13年

度から22年度にかけまして、国の直轄事業で幹

線水路などの更新事業が実施されたところでご

ざいます。また、大淀川左岸地区や大淀川右岸

地区におきましても、水利用を管理するための

コンピューターなど、一部の施設が更新時期を

迎えておりまして、今後、整備を進めていくこ

とといたしております。

古いパイプラインの取りか○松村悟郎議員

え、あるいはポンプなど揚水場の施設整備の更

新、財政的には大変な課題もあると思いますけ

れども、このような優良農地を守るためには、

土地改良区の施設全体の長寿命化、これが本当

に大事だと思っております。国営施設の老朽化

に対しては、今後どのように取り組まれるの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

施設を長期的○農政水産部長（緒方文彦君）

かつ安定して運用していくためには、御指摘の

とおり、適正な維持管理によりまして、施設の

長寿命化を図ることが重要でございます。この

ため、施設を管理する土地改良区においては、

国庫補助事業や県単独事業などを活用いたしま

して、点検や補修等の日常的な維持管理を行っ

ているところであります。また、老朽化等によ

り更新が必要となっております一ツ瀬川地区、

大淀川左岸地区及び大淀川右岸地区につきまし

ては、現在、国において、施設の機能診断や長

寿命化を図るための計画策定を進めているとこ

ろでございます。県といたしましては、今後

も、施設を所有する国を初め、関係市町、土地

改良区等と調整しながら、計画的に更新事業等

を進めることによりまして、施設の長寿命化を

推進してまいりたいと考えております。

農業は、本県にとりまして○松村悟郎議員

も、 も大事な基幹産業の一つでございます。

国も、攻める農業、力強い農業の実現を目標に

掲げています。その基盤となるのが、何といっ

ても農地であります。施設所有者の国、そして

管理者の土地改良区とともに十分に協議し、連

携を図り、県としての役割を果たしていただき

たいと思います。

次に、竹鳩橋のかけかえについてでありま

す。

この竹鳩橋は、一級河川小丸川にかけられた

潜水橋で、高鍋町の基幹道路として利用されて

いるほか、通学路にもなっております。全長216

メーター、幅員2.9メーターと狭く、老朽化が著

しいこともあり、２トン車以上の車両の通行を

制限し、大雨のときは常に封鎖をしなければな

りません。また、この橋の両岸には、東児湯消

防本部と総合病院があり、災害時の緊急活動に

支障を来している状況です。さらに、東九州自

動車道高鍋インターと直結しており、利便性が

非常に高くなったことから、交通量が大幅に増

加しております。これまでも、何度かかけかえ

の取り組みはなされてきましたが、結果的には
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かけかえはできず、長年の懸案となっておりま

す。この竹鳩橋のかけかえは、高鍋町の 重要

課題となっており、何としてもやり遂げなけれ

ばならないとの考えであります。これまで県に

対しても、毎年、かけかえに対する理解と支援

を求める要望を行ってきておりますが、高鍋町

の財政状況等を考えると、大変困難な状況にあ

るのも事実でございます。

さて、そのような中、４月15日の第183回国会

の予算委員会第８分科会において、公明党の浜

地議員がこの竹鳩橋について取り上げられ、私

も大変驚いたところであります。浜地議員は、

まず、「防災・減災の総点検運動で九州一円を

回った中で一番心に残ったのがこの橋である」

と感想を述べられ、「このような状況にある地

方自治体の、財政的にかけかえ工事をしたくて

もできない、国の直轄事業から外れた橋につい

て、国として強力な支援をお願いする」旨の質

問をされました。太田国土交通大臣からも、竹

鳩橋の写真を見て、「通学路になっていること

からも、修繕・かけかえをしようとするのは当

然だろう。結局、財政的な問題ということにな

ろう。防災・安全交付金を重点的に配分するこ

とが大事だ。また、高鍋町と宮崎県の今後の方

向性についてよく相談をして、国としての必要

な支援は行ってまいりたい」との答弁がありま

した。非常に踏み込んだ答弁にも驚きました

が、今回の太田大臣の国会答弁を受けて、県は

どのように考えられるのか、県土整備部長にお

伺いいたします。

高鍋町が管○県土整備部長（大田原宣治君）

理する竹鳩橋につきましては、議員御指摘のと

おり、小丸川にかかる潜水橋で、幅員も狭く、

老朽化しておりますが、交通量が多く、通学路

としても利用されていることから、施設の整備

が、町にとっても大きな課題となっていると

伺っております。しかしながら、この橋梁の整

備に当たりましては、財源の確保のほかに、橋

梁形式の選定など技術的な問題を初め、河川管

理者との協議など、解決すべきさまざまな課題

があると認識しております。これらの課題につ

きまして、町が単独で解決することは非常に厳

しいと考えられますので、今後、国や県も町と

連携を図り、設計検討に必要な基礎資料の収集

分析などの課題解決に向けた勉強会を開催する

など、取り組みを進めてまいりたいと思ってお

ります。

この橋は、高鍋町の管理であ○松村悟郎議員

りますので、当然、高鍋町が積極的に取り組ん

でいかなければなりませんが、今答弁にありま

したように、県としても、技術的な支援のほ

か、大臣の答弁にも、「県と町とよく相談をし

て」とありましたように、高鍋町が国への要望

をするに当たっては、県の後押しが必要と考え

ております。県はどのように対応されるのか、

県土整備部長にお伺いいたします。

県としまし○県土整備部長（大田原宣治君）

ては、町が実施する整備の検討に必要となる測

量や調査設計につきまして、技術的な指導や助

言などの支援を行い、町が国に橋梁の整備を要

望するに当たっては、町と十分に連携を図り、

対応してまいりたいというふうに考えておりま

す。

この件につきましては、技術○松村悟郎議員

的にも財政的にも、また、国との調整協議等に

ついても非常に難しい課題がありますが、今回

の大臣答弁を受け、今後の道が開けるものと期

待しておりますので、引き続き、竹鳩橋のかけ

かえに対して、県の支援をよろしくお願い申し

上げます。また、九州管内の防災・減災総合点
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検運動の中で細かく各地域を調査され、宮崎県

高鍋町の小丸川にかかる竹鳩橋を取り上げてい

ただいた公明党の浜地国会議員には、深く感謝

を申し上げたいと思います。引き続き、御支援

をいただけたらと思っております。

次に、環境に優しいマルチフィルムの普及に

ついてであります。

県では、地球環境の保全や、そのための産地

の取り組みに対する消費者理解の促進、経営面

でのメリット確保といった広い観点に立って、

「みやざき環境保全型農業推進プラン」を策定

しています。このプランに基づき、みやざき環

境保全型農業の実践による新たな成長産業化を

目指すとしております。このプランの構成の基

本方針の中に、具体的な施策として、環境負荷

の少ない資材への転換を推進するとあります。

そこで、環境負荷の少ない素材として考えられ

るのが、生分解性マルチフィルムであります。

農業用のマルチフィルムは、畑の畝に覆いかぶ

せて、発芽・成長を促進する目的で広く使用さ

れております。県内では、年間およそ2,500トン

使われております。このほとんどが石油系の製

品で、使用後は産業廃棄物として適正に処理す

ることが求められています。一方、生分解性マ

ルチフィルムは、トウモロコシやバレイショな

どのでん粉からつくられており、一般的な野菜

の栽培期間である120日ぐらいで、土壌微生物に

よって水と二酸化炭素に分解され、収穫後は土

にすき込んでしまえば、剝ぎ取り作業も、廃棄

物処理費用もかからない、農業革命と言える資

材であります。この生分解性マルチフィルムに

ついて、県としてどのような評価をしているの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

御質問の中に○農政水産部長（緒方文彦君）

ありましたとおり、本県では、環境保全型農業

の推進を図るため、昨年３月に「みやざき環境

保全型農業推進プラン」を策定したところであ

り、その中で、環境負荷の少ない農業用資材へ

の転換等を推進することといたしております。

生分解性マルチフィルムにつきましては、プラ

スチックのフィルムと比較して、価格が高いこ

とや、保管中に分解が進むために長期保存が難

しいなどの課題もございますが、保温性能や資

材の強度などでは遜色がなく、使用後に土の中

で分解し、収穫後の回収労力の軽減も図れるな

ど、環境負荷の低減に向けて期待が持てる資材

ではないかと考えております。

農業用資材でございますの○松村悟郎議員

で、本来ならば、農業経営者が自己資金で購入

すべきものではありますが、今、部長答弁でも

ありましたように、購入時の価格差が大きいわ

けでございます。ちなみに、このフィルムが１

本当たり8,000円弱といたしますと、石油製の

フィルムは3,000円のような価格差があります。

つまり、導入時点での農業者のためらいという

ものがあるのだと思います。東京都清瀬市で

は、環境保全型農業の推進や農業従事者の作業

効率の向上を目的として、生分解性マルチフィ

ルムの購入経費の一部を補助しております。一

度使うとそのメリットが理解できますので、

初の背中を後押しするという意味で、生分解性

マルチフィルムの購入費に対して補助をする、

これもまた一つの方法だと考えます。本県にお

ける生分解性マルチフィルムの普及に向けての

取り組みについて、農政水産部長にお伺いいた

します。

県では、農業○農政水産部長（緒方文彦君）

団体等と連携いたしまして、生分解性マルチ

フィルムの性能や効果につきまして、過去10年

以上にわたって現地実証試験を行っているとこ

平成25年６月12日(水)



- 62 -

ろでございます。また、生産者に対する研修会

において、これまでの成果について情報提供す

るなど、農家への啓発にも取り組み、カンショ

などの大規模経営において、使用する事例が出

てきているところでございます。今後とも、資

材メーカーや農業団体と連携しながら、普及に

向け、この生分解性マルチフィルムの有用性を

さらに確認するとともに、費用対効果など経営

面の課題についても、引き続き検討してまいり

たいと考えております。

よろしくお願いしたいと思い○松村悟郎議員

ます。今後、農家の高齢化や担い手不足によ

り、生産法人や集落営農などの少人数による大

規模農業に転換せざるを得なくなることが予想

されます。生分解性マルチフィルムは、省力化

による規模拡大に大きく寄与するものと考えら

れます。「みやざき環境保全型農業推進プラ

ン」の目標達成や規模拡大による農家経営安定

のためも、生分解性マルチフィルムへの転換・

普及の推進をよろしくお願い申し上げます。

後になりますが、先ほど、南海トラフ津波

・大震災による影響について質問をさせていた

だきましたけれども、30年以内に起こる可能性

あるいは50年以内に起こる可能性90％程度以上

という、かなりの精度で大きな被害が予想され

ております。今こそ、ハード整備、ソフト整備

を積極的に行っていただきたいと思います。整

備に当たっては、いつやるんですか、知事。か

わりにお答えします。今でしょう。

以上で一般質問を終わります。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○福田作弥議長

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時53分散会
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