
６月18日（火）



平 成 2 5 年 ６ 月 1 8 日 （ 火 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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◎ 一般質問

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、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。まずは、

中村幸一議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○中村幸一議員

ざいます。きょうは一般質問の最後の日になり

ました。また、きょうは、運悪くといいます

か、３人の自民党議員が一般質問することに

なっております。まず、優しい私から最初に

やって、厳しい２人を後に回すということで決

定したとおりであります。私が一番優しいか

ら、きょうは優しくやろうと思っています。

きょうは、知事と憲法問題、法律問題について

親しくお話をさせていただこうと思ったんです

が、私は、質問をすることについて、政治姿勢

とかそういうのを書いていませんでして、憲法

問題だけやっていましたので、10分ぐらいで

きょうは終わろうと思っていますので、よろし

くお願いいたしたいと思います。

６月定例議会というのは、５月の総会とか６

月の総会等がありまして、総会に出席しなきゃ

ならないので、質問を書くということ自体が大

変な状況でありまして、私も大変な状況の中で

この６月定例議会を迎えました。この大変な時

期に、また、質問項目を忘れるというハプニン

グをいたしまして、本当に困った状況でありま

す。

この前、新聞を見ていましたら、116歳で木村

さんという方が、世界で一番長生きをされてい

るそうですが、亡くなっておられました。日本

の男性でも最年長ということでありますが、

前、泉重千代さんという方がおられたんです

が、この方は生年月日がちょっとおかしいとい

うことで、木村さんが一番だろうということの

ようであります。116歳といいますから、私は家

内に、あと46年、俺もこのままいくと長生きで

きるなと言いましたら、そんなに長生きしたら

だめよと言われました。あなた方は年金もない

でしょう。知事みたいに退職金もないでしょ

う。ああ、そうかな。そうしたら何歳ぐらいが

限度かなと思っていますが、子供たちに好かれ

る程度に長生きしたほうがいいんじゃないです

かということでしたので、やっぱり116歳はやめ

て、ほどほどに考えないといけないのかなと

思っております。それも南海トラフみたいなも

のが来る前にいかないと、大きな被害を受けて

まで残りたくないなと思ったところでありまし

た。

さて、今度、７月21日になりますでしょう

か、参議院の選挙が始まります。参議院の選挙

は、憲法改正が争点になるのかなという気もし

ますけど、自民党のほうは、憲法問題を避けて

通りたいつもりでおるようでありますが、憲法

問題につきましては、去年４月に自民党として

は憲法改正の草案をつくったわけですけれど

も、それを今回は読んでみましたが、非常によ

くできているということであります。知事も読

まれたかどうかわかりませんが、自民党の憲法

は非常によくできているなというふうに感じた

ところでありました。

憲法の中で、憲法前文というのがありまし

て、前に一回ここで話したような気もしますけ

ど、憲法前文というのは憲法の顔でありますか

ら、これは私、中学校のときに、先生が、憲法

前文を覚えた人から発表して帰りなさいという
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ことでしたので、全部覚えさせられました。だ

から、今でも大体70％ぐらいは覚えているのか

なと思いますが、そのころに記憶したものはな

かなか忘れるものじゃないというふうに思った

ところでありました。その憲法前文の中でも、

いろいろいい言葉も書いてあるんですけれど

も、途中ぐらいに書いてあるんですが、「平和

を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われ

らの安全と生存を保持しようと決意した」とあ

るんです。ところが、平和を愛する諸国民と

いって、私たちの近隣のところに平和を愛する

国がありますか。中国だって韓国だって平和を

愛する国民と言えないじゃないですか。こう

いった不備な点があるんです。法律問題につい

ても、２～３点きょうはやるつもりで楽しみに

してきたんですが、次の質問のときにお願いを

したいというふうに思っています。そのとき

は、選挙も終わって、憲法問題がいろいろ取り

沙汰される時期になろうかなと思います。その

ほうが、お願いをして知事と議論するのもちょ

うどいい時期かなというふうに思っております

ので、今回は憲法の前文にちょっと触れますけ

れども、さっき申しましたように、「諸国民の

公正と信義に信頼して」というのはあるんです

けれども、憲法前文というのも我々は変えなく

ちゃいけないと。大きな問題を、９条とかある

いは96条問題を解決する前にこの憲法前文を

やってしまったほうがいいんじゃないかなとい

う気もいたしております。

そういったことで、これについてもまた考え

なくちゃいけないんですが、そのほかに、法律

の中で私が一番考えているのは、刑法200条の中

にあります尊属殺人なんです。これはある一定

の理由があるんですが、尊属殺人の200条という

のが今なくなってしまいました。だから、今、

一般の殺人罪と同じように取り扱われておりま

す。尊属殺人というのが非常に問題なのは、

今、新聞、テレビ等でもよく、子が親を殺した

り、親が子を殺したりというのが出てくるんで

すが、今までは、親を殺したり、子を殺したり

したら、尊属殺人で重い罪になったんですね。

ところがこれが排除された。そういうようなこ

とで尊属殺人も多くなったと言われています。

ですから、そういうことを考えると、私は、も

う一回この尊属殺人というのを法律の中に入れ

込まなくちゃいけないというふうに思います。

これには理由がありまして、尊属殺人を排除

する理由があったんです。というのは、父親が

娘さんに性的被害を与えておったんです。そし

て、娘さんが結婚するということで父親に話し

たそうです。そうしたら、父親が怒っていろい

ろと娘さんに妨害を働いたりしたんです。やむ

なくその娘さんは父親を殺害してしまったとい

うことで、情状酌量の余地がたくさんあるんで

すけれども、刑法200条によりますと、せいぜい

３年半ぐらいの刑にしかおさめられない、そし

て執行猶予の刑も与えられない、こういう状況

になってきたということで、裁判官あたりが、

この法律はおかしい、尊属殺人を抜いてしまお

うということになって、尊属殺人は法から抜か

れて、殺人罪というのは全部同じにしましょう

ということになってしまったんです。それで、

今、尊属殺人というのが、これは尊属殺人とい

うのかどうかわかりませんが、ふえてきたとい

うふうに言われております。ですから、もう一

回はこの法律も改めなくちゃいけないというふ

うに私は思うわけであります。

憲法改正というと、寄ってたかって護憲、護

憲と、風邪でも引いたようなことを言う人がお

りますが、68年間たって憲法改正をやらないと
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いうのは、やっぱりおかしいんじゃないかと私

は思うんです。憲法改正はしかるべきときに

ちゃんとやっていかないとおかしいんじゃない

かなと思います。今、取り沙汰されるのが、９

条とか96条とか、そういった類いがやられてお

りますけれども、大事なんですけれども、何が

この68年間のうちに欠落してしまったか、何を

改めなくちゃいけないかということは、国民が

ひとしく勉強する必要があると思っておりま

す。ですから、マスコミ等でいろいろと書かれ

て、これが正しい憲法かというふうに国民の皆

さんが思われるのが一番大変なんですね。です

から、国民の皆さんも勉強していただいて、憲

法改正をちゃんとやっていかないといけないと

いうふうに思っております。

質問に入りますが、口蹄疫についてお伺いを

したいと思っております。

平成24年の第10回全国和牛能力共進会で、結

果は、見事、優勝ということで、２年連続の優

勝をなし遂げたわけであります。画期的な成果

で、口蹄疫の感染があった宮崎県ということを

払拭するような成果があったんじゃないかと私

は思っておりますが、この口蹄疫のとき、ちょ

うど私は議長をさせていただいておりまして、

本当に忙しい時期でありました。知事と２人で

東京に行って陳情し、そしてまた、農林大臣と

か、総理までお見えになりましたね。鳩山総理

という人がおられましたが、この人は県庁まで

来られたんです。私たちは待っておりました。

「今、橘通りを通過しました」と言いますか

ら、みんな座って無言のうちに黙って待ってお

りました。来られたんです。いろいろ陳情がさ

れました。しかし、陳情が終わって帰られて、

明くる日はもう辞任ですから、何しにお見えに

なったのかなと、私は不思議でたまりませんで

した。ただ、菅さんを褒めるわけじゃないんで

すが、菅さんもお見えになって、菅さんは、途

中で私が全国議長会がありまして行ったら、口

蹄疫がおさまってから、「よかったですね」と

言って握手を求めてこられまして、覚えていて

いただいたのかなと。総体的にいい政治家で

あったとは思いませんが、人を覚えることにつ

いてはすぐれていたのかなというふうに思って

おるところであります。

そういったことで、この口蹄疫について、私

は、そのとき、みんなで頑張ろうということで

いろいろ会合もやりましたが、知事に言って、

知事たちが集まって開く会合に県議会からも出

席させてくださいということで出席させていた

だいて、県議会を代表して十屋農林水産常任委

員長にやっていただいたわけであります。非常

に御苦労があったと思います。県議会のほかの

皆さんも御苦労されましたが、十屋委員長はそ

の後に、口蹄疫がおさまってから病気をされま

した。多分、この口蹄疫で御苦労があったから

だったろうということを言われておりますが、

そういうこともありまして、非常に御苦労いた

だいたなと思っております。

また、知事も、当時、副知事でありましたか

ら、部長さん初め、いろんな役員の方々と御苦

労があったことと伺っております。もう３年た

ちましたが、今振り返って、どのような御苦労

だったのか、どのようにあの口蹄疫の問題につ

いて考えていらっしゃるか、御意見を伺いまし

て、後は質問者席からお聞きしたいと思いま

す。

これで壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えいたします。
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口蹄疫から３年が経過した今の考えというこ

とでございます。当時、私は、副知事という立

場で、職員や県内外からの応援の皆さんととも

に、直接、口蹄疫との戦いにかかわったわけで

あります。今でも忘れられないのは、４月19日

にまず一報が入ったあの瞬間、あれがスタート

だったのかというのを今も忘れられないでおり

ます。口蹄疫が確認をされた４月20日のこと、

県内外の多くの皆様の応援をいただきながら、

全職員一体となって昼夜を分かたず懸命に防疫

作業を行った４カ月間のこと、その間には、私

は農政水産部長を兼務したこともあります。部

長室に座っていたあのころも覚えております。

終息宣言を迎えられた日、８月27日のことな

ど、この３年間を振り返りますと、万感の思い

が脳裏を去来するところであります。口蹄疫に

より、約30万頭もの家畜の犠牲と畜産農家の皆

様の苦悩、そして、県経済や県民生活に大きな

ダメージを与える結果となりましたことは、心

痛耐えがたい思いでありました。このようなこ

とから、私は、口蹄疫発生というつらい出来事

を二度と起こしてはならない、一日も早く口蹄

疫からの再生・復興を果たさなければならない

という強い思いで、知事として、この問題を最

優先で取り組んでまいりました。

このような中、御指摘がありました昨年の全

国和牛能力共進会での２連覇達成は、まさに口

蹄疫からの復興の象徴とも言える大きな出来事

でありました。畜産農家や関係者の皆様の大変

な御努力はもちろん、県内外の多くの皆様から

の御支援、御協力があって達成できたものと、

感謝の思いを深めております。私も、会場で多

くの皆さんとともにこの歓喜の瞬間に立ち会う

栄に浴したわけでありますが、感動と感激と、

また、それまでの思いが交錯をいたしまして、

感きわまるものがありました。

口蹄疫からの再生・復興は終わったわけでは

ありませんが、本年５月には、埋却地の再生整

備がスタートをしております。また、西米良種

雄牛センターが完成し、新たな種雄牛造成の体

制が整っております。また、ダメージを受けた

経済、県民生活という観点からも、観光客の一

定の回復というもの、また、経済が上向きでは

ないかという明るい見通しもあるという状況の

中で、「復興から新たな成長」に向けて、着実

に前進をしていると考えておるところでござい

ます。今後とも、「忘れない そして前へ」を

合い言葉としまして、畜産農家や関係機関の皆

様と十分に連携をしながら、全国のモデルとな

る安全・安心で付加価値や収益性の高い畜産の

構築、さらに経済の本格的な回復に向けて努力

をしてまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

口蹄疫発生から３年を迎え○中村幸一議員

て、本県でも万が一の発生に備えて家畜防疫演

習が開催されました。外部からの侵入を阻止す

るために、空港や港湾など、いろいろと口蹄疫

の発生を防ぐための努力をされておるわけであ

りますが、３度目の発生があってはならないと

いうふうに思っております。

私が最近聞いた話で、これはあり得ないこと

でありますが、宮崎県では、畜産農家から口蹄

疫に対する検体のお願いがあったのにかかわら

ず、平成24年度に、国へ検体の発送をしていな

いんじゃないかというのがございました。そん

なことはないはずだと。これはマニュアル等に

も載っていますから、そういうことはあり得な

いはずだという話をしたんですが、いろんなと

ころから聞き合わせをして、県が何かを隠しつ

つあるみたいなこともお話を聞きました。部長
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にお伺いしますが、平成24年度に畜産農家から

検体の申し入れがあったのに対して、国に対し

て検体を送らなかったのかどうか、お答えをい

ただきたいと思います。

平成24年度に○農政水産部長（緒方文彦君）

おきましては、国に検体を送付した事例はござ

いません。口蹄疫を疑う事案として国に検体を

送付することを決定した場合には、迅速な初動

防疫を図る観点から、県の口蹄疫防疫マニュア

ルに基づきまして、速やかに公表を行うことに

しております。

そういう疑いを持つ人がいる○中村幸一議員

ということは、常日ごろから、農政水産部と畜

産農家あるいは市町村の皆さんと、そういうこ

とをはっきりと 信用されていないというこ―

とじゃないですか。だから、私は、やっぱり信

用されるようにしないと口蹄疫はまた発生する

よと。そういうことはありませんでしたと、今

おっしゃいました。私もなかったと思います

よ。だけど、そういうことを言われること自

体、非常に残念じゃないですか。だから、もう

一回ここで声を大きくして言ってほしいんです

が、平成24年度に国に検体を送ったことはな

かったですね。

昨年度におき○農政水産部長（緒方文彦君）

ましては、国に検体を送付したことはございま

せん。以上です。

部長から再度答弁がございま○中村幸一議員

したが、これは畜産農家と市町村の人から聞い

た話だったのですが、市町村がそういう疑いを

持つということ自体がおかしいわけでありまし

て、どこかまた口蹄疫が流行しているんじゃな

いかというようなことがあったんです。だか

ら、今からも、絶対そういうことがあったら公

表するんだということで、徹底いただきたいと

いうふうに思います。

それから、次に、人工死産、妊娠中絶の問題

を取り上げたいと思います。

地元新聞に、宮崎県の人工死産率が最悪とい

う記事が載りました。ちょうど学校でも、人工

死産、妊娠中絶の授業がなされていたやさきで

ありましたので、このことに非常に興味を持っ

たわけですが、法律では、人工中絶は満22週未

満までにしなければならないとなっておりま

す。22週未満です。22週となると人間だという

意識を持つ人もいるんだということです。23週

になると、母体外で生育可能となると言われて

います。フランシスコ・ローマ法王が、この

前、５月12日の新聞にも載っておりましたが、

受胎したときから人工中絶はだめだという話を

されました。もともとカトリック系というの

は、そういう形で人工中絶はだめだということ

になっているわけでありますが、しかし、これ

も非常に問題があると。母体に著しい影響があ

るというときにはどうするのか。まして好んで

子供を産むべきではなかったという事態があっ

た場合にどうするのかということもあります。

そういったことを考えると、ローマ法王が言わ

れることについても若干問題があると思いま

す。

本を読んでみますと、学者の間でもいろいろ

ありまして、人というのは、何週目からが人間

なのか、また、人格というのは、何週目ぐらい

からが人格なのかということも非常に議論に

なっておるそうでありますが、人工中絶という

ことについては、宮崎県は非常に多いんです

ね。新聞記事では、本県の平成23年の人工死産

率、これは出産数の1,000当たりの件数でありま

すが、この数値が20.2と全国で最悪とのことで

あり、全国平均の12.8％と比べて非常に高い数
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値であります。また、人工死産数の推移を見る

と、平成23年が212人、10年前の平成13年は389

人と減少しているところではあります。この人

工死産は、妊娠12週以降22週未満の妊娠中期に

行う中絶手術のことでありますが、人工妊娠中

絶で見ると、平成21年が2,193人、平成22年

が1,917人、平成23年が1,911人でありまして、

毎年2,000人もの人たちが 人たちがという言―

い方がいいのかどうかわかりませんが、2,000人

前後がこの世に生を受けることなく死亡してい

るということであります。妊娠中絶について

は、この前も話がありましたが、それぞれやむ

を得ない理由があるのも事実であります。しか

し、新たに誕生しようとしている命の鼓動を、

人間の手によって簡単にとめることができてい

いのかどうかというのがあります。このような

人工中絶に至ってしまう前のその過程におい

て、県としてできる対策があるのではないか。

新聞では、県の啓発効果があらわれずと書かれ

ていましたが、人工妊娠中絶をせざるを得ない

背景にどのような問題があるのか、そして、そ

の対策をどのように講じておられるのか、ま

た、今後どういった取り組みが必要か、福祉保

健部長にお伺いをしたいと思います。

人工妊娠中絶○福祉保健部長（佐藤健司君）

の背景には、母体保護や経済的理由など、それ

ぞれが抱えるさまざまな事情があるものと考え

ておりますが、本県の女子人口1,000人当たりの

人工妊娠中絶実施率を見ますと、特に30歳代が

全国に比べて高い状況になっております。この

ため、出産を経験された方などに対しまして、

県医師会と連携しながら、家族計画の指導など

を行うとともに、女性専門相談センターを設置

し、妊娠や出産等に関する相談に対応している

ところでございます。また、将来、親となる中

学生や高校生を対象に、心と体の発達等に関す

る正しい知識や、命の大切さについて啓発を

行っているところでございます。人工妊娠中絶

の究極の対策は、望まない妊娠をしない、させ

ないことだと考えております。そのためには、

女性とともに、男性の自覚と理解が重要でござ

いますので、県といたしましては、しっかり繰

り返し粘り強くそのメッセージを発信すること

に、もっと力を入れてまいりたいというふうに

考えております。また、今後も引き続き、パー

トナーと十分に話し合ってもらうなどの啓発活

動と、相談窓口の整備・充実に努めてまいりた

いと考えます。

人工妊娠中絶の問題、また冒○中村幸一議員

頭申し上げた尊属殺人も関係すると思います

が、自分の都合により、そうやって人を殺さな

ければならないというようなことは、これは論

外だと思いますが、ともに幸せに生きていくべ

き家族がどうしてこのような結果を招くのかな

ということも、尊属殺人の面では私は感じたわ

けであります。この件については、先ほど申し

ましたように、次の質問のときにお話をさせて

いただきたいと思います。社会情勢が目まぐる

しく変化する中ではありますが、どんな時代に

なっても、家族が幸せに暮らせる、その環境を

つくっていくことが、私たち政治に携わる者の

使命であろうと思います。家族を取り巻く諸問

題への解決のために、県の取り組みにつきまし

ては、今後引き続き、しっかりと確認していき

たいと思っておるところであります。

先ほど、部長の答弁の中で、小学校、中学

校、高校の中で、ちゃんと教育しなければいけ

ないという話がありましたが、関連になります

から、教育長はその点に対して、小中学校の子

供たちにどうして教育をされているか。余り小
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学校の段階でするのもいかがなものかと思いま

すが、それについてお答えいただきたいと思い

ます。

本県の人工妊娠中絶○教育長（飛田 洋君）

率とか人工死産率が高いということ、そしてそ

の背景に思いをはせますと、本当につらいとい

うか、心が痛むというふうに思っております。

命を授かることとか、命を育むこと、そして命

を次代に受け継ぐことというのは、やっぱり教

育の中で一番大切にすべきことだと考えており

まして、そのような思いから、県教育委員会で

は、本県独自に性に関する教育資料、この資料

の名前を「かけがえのない大切な命」と呼んで

いますが、それを昨年度つくりまして、その資

料で、発達段階に応じながら、今、本県独自で

問題意識を持って指導しているところでござい

ます。子供たちに、人としてどう生きるのか、

あるいは生き方そのものに真剣に向き合わせ、

心に響く教育を継続して行っていきたい、そう

いうふうに強く思っているところでございま

す。

次に、いじめ問題についてお○中村幸一議員

伺いをいたしたいと思います。

最近、こういう本を読みました。この本が的

確にいじめの問題をあらわしているとは思いま

せん。この本を読みまして、いささかおかしい

なとは思いましたが、この本に書いてあること

をお聞きしたいというふうに思います。

現在のいじめというのは、微妙に変化してい

ると言われております。というのは、中学２年

生の孫がおるものですから、この本について話

をしてみました。大体、いじめというのが変

わってきているということを言っておりまし

た。我々がいじめといって問題にするのは、い

わゆる優しい子が、強い子とかそういった子に

いじめられるのがいじめだと思っております

が、最近は非常に変わってきたというふうに言

われております。子供たちは、学級で無視され

たり、または相手にされないということを極端

に恐れているんだそうですね。この本にも書い

てありましたが、そういったことで、言い合い

をしない、優しい関係を築くために、相手の嫌

なことは言わない、大体のところで話は突っ込

んでいかない、そういう状態にあると書いてあ

ります。それもまた聞いてみると、あるよとい

うようなことでした。いじめをするのに、学級

で食事の時間に固まって食べて、１人か２人外

して食べるとか、そしてまた無視するとか、そ

ういった類いのいじめだそうであります。かと

いって、クラスを出て学校から家に帰るとき、

また家から学校に来るとき、会うと、気楽に話

をするんだそうです。そういうことが起こって

いる。それで、今までとの違いは、いじめの首

謀者であった人が、今度は、いつの日からかい

じめられるほうに逆転して回ってきている。そ

ういったこともあるそうです。そういうことが

書かれてありました。これが果たしてどうかわ

かりませんが、そういうことを見て、いじめも

大分変わってきたんだろうなという気がいたし

ております。優しい関係を保つということにつ

いては、自分をはっきり表に出さないというこ

とですから、こういうことをしていたら、社会

に出てから本当に人との会話ができるのかなと

いうのも懸念します。

携帯電話もそうなんですが、今、「ケータ

イ」と言っていますが、私でも「ケータイ」と

言っていますけれども、この本によりますと、

携帯を持っている率というのが20代で90数％と

書いてありました。我々の世代で60％から70％

と書いてあります。しかし、この携帯電話につ
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きましては、半年したら物すごくその率は変

わってくるだろうと。80代、90代の人はわかり

ませんが、今、ほとんどの人が、100％近く携帯

を持っているんじゃないかというふうに思って

おります。メールでメッセージとか来るんだそ

うですが、これは触れ合いであって愛撫なんだ

と書いてあるんです。若者が一番生活の中で不

安なのは、メールが来てもすぐさま返事が返せ

ない、そういうときが一番不安なんだそうで

す。入浴中に来るとすぐ返せないから入浴中が

一番嫌なんだと。我々としたら、入浴中という

のが一番大事にゆっくり過ごせるときでありま

すが、それを嫌がっている。また、携帯がない

ということは、自分を一部失うようなことにな

るんだというのも書いてありました。そういう

若者のことを考えると、「優しい関係」という

のは互いの対立を好まない人たちということで

すから、この優しい関係をやっていこうという

ことが学校現場では理解されておるのかどう

か、それをお伺いしたいと思います。

児童生徒の人間関係○教育長（飛田 洋君）

というのは、先ほど御指摘ありましたように、

携帯電話の普及などで大きく変化をしていると

認識しております。そういうような状況も踏ま

え、県教育委員会といたしましては、児童生徒

が仲間同士で助け合い、互いに支え合う人間関

係を育むために行う活動である「ピア・サポー

ト活動」、ピアというのは仲間という意味です

が、その活動を推進するなど、児童生徒がきず

なを深め、お互いに信頼し合える人間関係づく

りを進めております。また、いじめの早期発

見、早期解決のために、定期的なアンケートの

実施とか、電話相談窓口や、ネットいじめを解

決するための目安箱サイトという投稿できるよ

うなものを持っておりますが、そういうことな

ど相談体制の充実を図るとともに、教職員がい

じめを見抜ける感性、見抜ける力、そういうも

のを磨き、組織的に対応する力を高めるための

研修などに取り組んでいるところでございま

す。今後とも、児童生徒に寄り添いながら、い

じめの未然防止や、さまざまな困難を乗り越え

られるたくましさとともに、豊かな心を備えた

児童生徒の育成に努めてまいりたいと考えてお

ります。

この優しい関係というのは、○中村幸一議員

先生方の中で、そういうのがあるよということ

で取り上げられたことはあるんでしょうか。

教科指導とか生徒指○教育長（飛田 洋君）

導とか、学校の全ての教育活動を支える上で、

児童生徒一人一人を的確に理解しておくことが

何よりも重要でありますので、こういう生徒の

理解において、子供たちの人間関係をしっかり

把握する必要があり、人間関係が、今おっ

しゃったように、加害者・被害者とか流動的に

変化するというようなことも含めて、子供たち

がどのような人間関係を築いているかについ

て、日ごろから教職員の間で議論されておりま

す。このような議論も踏まえながら、各学校に

おきましては、議員が御説明なされました、

「対立を好まない優しい関係」を越えるような

豊かな人間関係が築けるよう、児童生徒同士が

支え合うためのピア・サポート活動の取り組み

とともに、学校行事とか部活動とかさまざまな

教育活動を通しまして、ともにつくり上げるこ

と、あるいは感動を味わうこと、鍛える活動な

ど、そういうことを大切にし、児童生徒がお互

いにきずなを深め、信頼し合える人間関係づく

りに取り組んでいるところでございます。

教育委員長にお伺いします○中村幸一議員

が、教育委員会では、子供たちが、この優しい
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関係というのを今、築いているんだということ

は、何かお話し合いがあったことはあります

か。

議員御指摘の優○教育委員長（近藤好子君）

しい関係ですけれども、それは一つは、相手か

ら自分がどう見られているかということに、と

ても重きを置いているからではないかなと思っ

ております。実際、そういうことは、現場では

話題になっているというふうに報告は受けてお

ります。

12年前だったと思いますが、○中村幸一議員

池田小学校だったと記憶していますが、あそこ

が荒らされまして、数名の方が亡くなられまし

た。そのときに、警察本部と教育委員会と人事

交流すべきだということを申し上げて、実行さ

れておりますが、今、どういう状況でこれを推

し進めていらっしゃるか、それをお伺いしたい

と思います。

県教育委員会と警察○教育長（飛田 洋君）

本部との人事交流につきましては、平成14年度

から行われており、本年度で12年目となってお

ります。教育委員会からは、警察本部少年課に

指導主事を１名、警察本部からは、県教育委員

会学校政策課生徒指導・安全担当に主査を１

名、それぞれ配置いたしております。この人事

交流により、県教育委員会は、児童生徒の問題

行動等が起こった場合、警察とのスムーズな連

携により、迅速な対応ができるようになってき

ていると考えております。

１名だけ、県警と教育委員会○中村幸一議員

とはやりとりされているわけですね。体罰とか

そういったものを防ぐためには、もっと多くの

交流があったほうがいいんじゃないかと思うん

ですが、その点はどうお考えですか。

教育委員会と警察本○教育長（飛田 洋君）

部との人事交流はもとより、そういう連携とい

うのは強化する必要がありますので、警察本部

からは、福祉保健部のこども家庭課にも出向し

ていただいております。そこで、そういう出向

していらっしゃる方を含め、これらの関係する

各課が連携し、児童生徒の非行防止や健全育成

のための行動連携推進協議会を年間数回実施す

るなど、いじめ問題を初め、さまざまな問題に

対して、情報の共有や行動の連携のあり方につ

いて協議を行っているところでございます。

それに加えまして、警察本部が警察官ＯＢ等

を活用して取り組まれているスクールサポータ

ーという制度があるんですが、警察で仕事をさ

れた方が実際に学校に行っていただくというよ

うなことをやっておりまして、非行防止教室の

開催など、県内の各学校と県内13警察署との連

携も、人事交流により非常にスムーズに行われ

るようになり、各学校における児童生徒の非行

防止や健全育成に向け、警察と学校が一体と

なって取り組むことができるようになってきて

いると考えております。今後とも、人事交流な

どの趣旨を生かし、積極的な連携により、青少

年の健全育成に努めてまいりたいと考えており

ます。

次は、浄化槽法についてお伺○中村幸一議員

いします。

これは何人も質問されました。今回も二見議

員が質問したところでありますが、この法律と

いうのは、国がつくって30年ぐらいなんです

が、浄化槽法第10条において決まっているわけ

です。それについても、２年前ぐらいでは10何

％。今、宮崎県は40何％になったんですが、こ

の浄化槽法に基づいて検査しているのは、環境

科学協会というのがやっているんだそうです

が、私のところにも何回も電話が来て、担当者
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が来て、入っていただきたい、１年間に3,800円

いただきますと。全国的にも、30年たっている

にもかかわらず40％行っていません。10％とい

う県もあります。法律で決まっていて30年も

ほったらかしているというのはいかがなものか

なと私は思うんですが、この点についてどうい

う努力をされているか、部長の話を聞かせてい

ただきたいと思います。

本県の法定検○環境森林部長（堀野 誠君）

査受検率は、平成21年度が14.2％と低い水準で

推移していたことから、県といたしましては、

平成22年度から、法定検査未受検者に対して、

文書・電話による指導啓発などを重点的に行っ

てきておりまして、今、お話もありましたけれ

ども、平成24年度には受検率が42％となったと

ころであります。また、指導啓発の文書が宛先

不明で返ってくるなど、設置状況の不明な浄化

槽が、平成24年度末現在で約１万5,000基ありま

すので、本年度は、新たな取り組みとして現地

調査を実施し、正確な実態を把握した上で受検

指導等へ結びつけてまいりたいと考えておりま

す。

さらに、法定検査受検率が低い要因の一つと

して、設置者の行う手続が繁雑であることが考

えられますので、関係団体と協議を重ねまし

て、保守点検業者が設置者にかわって法定検査

の申し込みを行う取り組みを進めているところ

であります。本県の法定検査受検率は、依然と

して十分ではないと考えておりますので、この

ような取り組みを進めながら、引き続き受検率

の向上に努めてまいりたいと考えております。

この30年というもの、国と県○中村幸一議員

が加担しておりながらこういう状況ですね。県

のＯＢの職員が環境科学協会に何人行ってい

らっしゃるんですか。

指定機関であ○環境森林部長（堀野 誠君）

る公益財団法人「宮崎県環境科学協会」でござ

いますけれども、現在、県職員のＯＢは２人在

籍しております。

２人今いらっしゃると言われ○中村幸一議員

ましたが、30年間のうちには相当いらっしゃっ

たはずですね。国も同じく天下りをやっている

はずです。国と県が語り合って、お互いにいい

とこ取りしているんじゃないですか。こうして

我々が一般質問しますよね。部長に言っている

んじゃないですよ、30年の経過があるわけです

から、あなたは一生懸命やっていらっしゃるで

しょうけれども、ただ、県議会で質問があった

ら、その質問に何とか答えればいいと、皆さん

部長の人たちはそう思っていませんか。この場

を何とか逃れればいいと。次の議会までまた

ゆっくりできるわというようなことじゃだめな

んです。言ったことはちゃんとやっていただか

ないと。この前、二見議員に、私は国に電話し

ましたとおっしゃいましたね。あのときちょっ

と話をされましたが、どういうやりとりをされ

たのか、もう一回教えてください。

二見議員の御○環境森林部長（堀野 誠君）

質問に対してお答えした内容でございますけれ

ども、環境省に、浄化槽の保守点検・清掃・法

定検査について、実施期間の見直しに関する質

問をいたしました。環境省からは、このうち、

法定検査につきましては、浄化槽が微生物の働

きによって汚水を浄化しているという仕組みで

あることから、その機能が正常に維持されてい

るかを確認するためには、定期的な検査が必要

であり、現状の年１回の検査を変更することは

予定していないということでありました。

そういうことであれば、国に○中村幸一議員

対して各県が話し合って進めていかないと、30
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年もたって30％、40％の全国比であるとするな

らば、全くおかしな話ですよね。私に電話した

人が言いましたよ。「じゃ、県議会に聞いてみ

ます」と言ったら、「県議会議員は知りません

よ。法律なんか知らないはずです」と言ったそ

うです。我々はそういうふうになめられている

んだよという話でしたが、ひとつ今から気をつ

けてこの浄化槽問題も取り組んでいただけばあ

りがたい。よろしくお願いします。

これで質問を終わります。（拍手）

次は、中野一則議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） 今回の質問○中野一則議員

も最終日となりました。既に質問された方で私

の予定が全て言い尽くされたような感がありま

すが、重複を避けて、率直に、単刀直入に質問

していきたいと思います。

ちょうど１カ月後になりますけれども、九州

電力は、川内原子力発電所の再稼働を申請する

方針というふうに伝えられております。えびの

市は、宮崎県下で原発に一番近いところに位置

しております。県境でちょうど55キロ、温泉街

のある京町で60キロのところにあります。そう

いうことから、大変関心のある課題であります

ので、知事に質問したいと思います。率直に質

問しますけれども、知事はこの再稼働に賛成か

反対か、そのことをずばりお答え願いたいと思

います。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

川内原子力発電所の再稼働問題ということで

ございます。賛成か反対かという二択しか頂戴

をしなかったわけでございます。基本的な考え

方としまして、将来的に原発に頼らない社会を

目指していくことが重要であると考えておりま

すが、現時点における燃料調達コストや再生エ

ネルギーの現状等を踏まえますと、今すぐに国

内の原発をゼロにするということは現実的では

ないというのが、私の基本的な考え方でありま

す。その上で、個別の原子力発電所の再稼働に

関しましては、国の原子力規制委員会の科学的

・技術的な知見に基づく安全性の確保を大前提

とした上で、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

意向を踏まえ、最終的に政府が責任を持って判

断していくべきものと認識をしておるところで

ございます。現在、再稼働に向けていろんな準

備がされているということでございますが、今

申し上げましたような安全性の確保を大前提と

した上での最終的な整理がなされていない状況

でございますので、賛成、反対、そのような二

択ではなかなかお答えしづらい部分がございま

す。基本的な考え方を答弁させていただきまし

た。以上でございます。〔降壇〕

基本的な考え方ということで○中野一則議員

御答弁をいただきました。また、安全性の確保

ということで話をされましたが、事故発生後、

九電からの情報が速やかに届くようにというこ

とで、覚書の締結を今、協議中だと、こういう

ことを、この前、太田議員の質問でしたか、答

弁されておりました。既に熊本県は覚書を締結

されておりますね。そのように聞いておりま

す。そういう中で、半年以上も覚書を締結する

のに時間がかかっているんです。なぜそのよう

に長くかかっているのかということと、できた

らその内容、そしてまた、いつまでに結ぶかと

いうことを御答弁願いたいと思います。

今、御指摘がありまし○知事（河野俊嗣君）

た九州電力との覚書につきまして、県民生活の
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安全確保の観点から、昨年来、九州電力と、原

子力防災に係る情報連絡体制の確保等に係る協

定について、協議を進めておるところでござい

ます。その中で、九州電力からは、当初、従来

より原子力発電所との距離関係に応じて協定内

容を区別していることを踏まえて、半径50キロ

メートル以上離れている本県への対応について

は、慎重な感触が伝わってきたところでござい

ます。しかしながら、本県としましては、先般

の福島原発事故を受けまして、単に原発からの

距離だけでは影響は判断できないこと、また、

事故の規模や気象条件によりまして、影響がよ

り広範囲に及ぶ可能性があることなどから、九

州電力に対して、事故の教訓を踏まえた対応、

すなわち、迅速な情報連絡体制の整備に向けた

覚書の締結ということで働きかけを続けてきて

おるところでございます。近々、改めて協議を

する予定としておりまして、早い段階で合意に

結びつけることができればというふうに考えて

おるところでございます。以上です。

早い段階で締結をという話で○中野一則議員

ありますが、早い段階といっても、再稼働につ

いては、私の見ているところでは、来年の２月

前後には再稼働になるのではなかろうかと、手

続上を見ればですね。そうすれば、半年後には

締結せざるを得ないということですが、そのこ

ろまでには大丈夫ですか。

再稼働のスケジュール○知事（河野俊嗣君）

との関係での御質問でございますが、そもそも

この覚書につきましては、再稼働の有無にかか

わらず、運転停止中の事象というものも想定を

されるところでございまして、そういったもの

も含めた防災情報の連絡体制を整備するもので

ございます。あくまで、県民の安全を確保する

危機管理や防災上の観点から進めているもので

ございまして、御指摘のとおり、なるべくこれ

を合意に結びつけるべく急いでまいりたい、協

議を進めてまいりたいと考えております。

今、運転停止中もということ○中野一則議員

の覚書ということでしたが、もちろん、稼働し

た後のことも含めてその締結の中に入るわけで

すがね。

そのようになります。○知事（河野俊嗣君）

再稼働した後のことも含めて○中野一則議員

の覚書となれば、現実的には再稼働を認めると

いう立場になるわけですよね。そんなふうに理

解してよろしいですか。

再稼働という可能性が○知事（河野俊嗣君）

あるという状況を踏まえて、あらゆる可能性を

想定した上で、安全を確保するための対策を講

じたいということでございます。

この再稼働については、６カ○中野一則議員

月間の審査の後に地元の同意が必要だというこ

とで、今のところは鹿児島県と薩摩川内市とい

うことになっておりますが、大飯原発のときに

は、隣接の京都とか滋賀とかあるいは大阪市等

が、質問というか、異議とか、いろいろ問われ

ておりましたけれども、宮崎県の場合は同意す

る区域にないわけですけれども、同意する区域

を広げてもらう云々とか、そういうこと等を含

めた申し入れとか、そういうことはされないん

でしょうか。

同意云々というところ○知事（河野俊嗣君）

まで考えているわけではございませんが、もし

再稼働というようなことで申請を行い、いろん

な議論がなされるのであれば、安全性がどのよ

うに確保されるのか、しっかりとした情報提供

は求めてまいりたいと考えております。

それで、覚書の締結の問題や○中野一則議員

ら、地元の同意の問題やら、いろいろあるわけ
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ですけれども、私としては、どちらかという

と、既存の原発だと思いますが、必要性を認め

ておられるわけですし、現実的には稼働する方

向にあると思うんです。ですから、二者択一が

云々ということも言われましたけれども、再稼

働をこの際は認めるという方向で、覚書も、い

ろんな申し入れもされたほうが、県民の安全性

確保のために宮崎県の主張というものを大いに

述べられて、それが実現の方向にあるんじゃな

かろうかなと、こう思うわけです。ですから、

できたら、旗幟を鮮明にして、賛成という立場

で動かれたらどうだろうかと思いますが、お考

えはどうでしょうか。

御意見として承りま○知事（河野俊嗣君）

す。私は、あらゆる可能性を想定した上で、安

全を確保するための必要な対応を図ってまいり

たいと考えております。

どうせ、これは来年の２月か○中野一則議員

３月ごろには再稼働という運びになると思いま

すので、宮崎県の安全確保のためからも、そう

いう方向で、賛成の方向で行かれて、大いに協

力もするが、言うことも言うという立場のほう

が、宮崎県のトップリーダーとしてのリーダー

シップのとり方ではなかろうかなと、こう思っ

ているところであります。

続きまして、国防、自衛隊の課題等について

質問させていただきたいと思います。きのう、

危機管理局から、知事が宮崎県防衛協会の会長

にあした就任するということでペーパーをいた

だきました。話を聞きますと、５月17日に既に

理事会が開催されて、そこで内諾を受けて事が

進んで、あしたの総会だというふうに聞いたと

ころであります。この防衛協会というところ

は、もともとというか、去年の４月に名称変更

があって、それまでは宮崎県自衛隊協力会とい

う名前でありました。防衛意識の高揚、自衛隊

の育成・発展に協力をするという内容の組織で

ありますが、この一番トップに知事がなってい

ただくということは、国防・防衛問題に大変関

心のある男としては、非常に歓迎すべきことだ

と思っているところであります。これからのい

ろんな面でのそういう意味での活躍も期待をし

たいと、こう思っております。

それで、質問ですが、きのうから開催されて

おります日米共同訓練、これは沖縄ないし岩国

基地の負担軽減ということで、今回が６回目に

なる訓練でありますけれども、新聞等を見ます

と、既に地元の市長なり町長のコメントは出て

おります。しかし、知事のコメントがはっきり

と聞こえてきません。この前の太田議員の質

問、これも太田議員だったと思いますが、口頭

と文書で申し入れはしたと、こういう話であり

ました。知事みずからのコメントをお聞きした

いと思いますが、よろしくお願いします。

日米共同訓練について○知事（河野俊嗣君）

どう考えるかという御質問かというふうに考え

ておりますが、この訓練は、日米安全保障体制

のもとにおきまして、日米相互の連携を深める

観点から、大変重要な訓練であるというふうに

認識をしております。先日答弁申し上げました

のは、県として、県民の生命・財産を守る立場

から、事故の防止や騒音の軽減などについて万

全を期されるよう国に対して要請していると、

これを口頭なり文書で行ったということでござ

います。

ということは、知事として○中野一則議員

は、これもまた、共同訓練に賛成の立場である

というふうに理解してよろしいですか。

賛成、反対の御質問、○知事（河野俊嗣君）

旗幟を鮮明にという御趣旨かというふうに思っ



- 233 -

平成25年６月18日(火)

ております。これは、日米安全保障体制の中に

おいて、国全体としていろんな役割を果たして

いくと。その中で県として、地元の理解を得な

がら、そういう訓練を行っているということで

受けとめておるところでございます。

これは私の予測ですから、そ○中野一則議員

れがどうなるかわかりませんが、今後の日米共

同訓練、新田原基地の訓練もやがて、新型輸送

機ＭＶ22オスプレイを使用しての訓練の可能性

があるのではなかろうかというふうに考えられ

るわけであります。と申しますのは、今回参加

している岩国の第12海兵航空群、これは米海兵

隊に所属している航空群ですが、オスプレイは

米海兵隊の所属ですね、そういうことが１点。

それから、沖縄ないし岩国の負担軽減というこ

とで、大阪あるいは政府のところで八尾飛行場

の云々という動きがあるということやら、アメ

リカでも今は日米共同訓練がありますが、６

月14日に海上自衛隊の艦船にオスプレイの発着

艦訓練がなされたというのも報道をされまし

た。また、日本政府もオスプレイ購入を計画し

ているということで、時々新聞にも出てきます

が、恐らく、日本がそれを導入すれば、私の考

え方では、予測では、海上自衛隊に配属される

のではなかろうかと、こう思っているところで

あります。

そういうこと等を勘案しますと、この日米共

同訓練、やがて新田原でもオスプレイを使用し

ての訓練がというふうに考えられるわけですけ

れども、そのときは、知事は受け入れを賛成さ

れるものだろうか、反対されるものだろうか、

率直にお答え願いたいと思います。

いろんな想定につきま○知事（河野俊嗣君）

して、今、るる御指摘のあったところでござい

ます。現在のところ、政府から、新しい訓練の

受け入れの打診等は何もないわけでございます

が、これまで、日米両政府で合意をされた在日

米軍の再編計画に基づきまして、沖縄県の嘉手

納基地等で実施していた訓練の一部を、平成19

年から新田原基地で受け入れているところであ

りまして、今、地元の負担は既に大きいものが

あるというふうな認識がございます。いずれに

せよ、こうした訓練の実施につきましては、県

民の安全・安心を確保する観点から、基地周辺

住民の意思、思いというものを最大限尊重しな

がら、慎重に対応する必要があろうというのが

基本的な考え方でございます。

想定ですから、そのときに判○中野一則議員

断すればいいと思いますが、いずれそういうこ

とも来ると思いますので、さっきから、原発の

問題やらこういうことに明確な賛成・反対とい

うことはないわけですけれども、今はやりのど

ちらでもないということがないように、どこか

黒白をきちっとして、はっきりと、賛成なら賛

成、反対なら反対という態度をトップリーダー

として示してほしいなと、こう思っておりま

す。

質問を続けたいと思います。えびの駐屯地

に24普通科連隊があります。これはコア化され

て久しいわけですけれども、コア化されたおか

げで隊員が600から700名削減されております。

家族等入れれば約2,000名、えびの・西諸地域か

ら人口が少なくなっていると、そういうことに

なろうかと思います。このことは、国防はもち

ろんですが、災害救助とかいろんな活動に支障

があったり、地元の経済活動にも大きなダメー

ジがあるところであります。それで、えびのを

中心に周辺市町村が毎年何回も、もとの隊に、

精鋭精強部隊、いわゆるフル部隊に戻してくれ

という運動をしております。私も防衛省にも何
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回となく要請活動を個人的にもしておるところ

でありますが、なかなからちが明きません。今

回は、防衛協会の会長になられた知事ですか

ら、そのあたりを一日も早く先頭を切って、も

とのフル部隊に戻してくれという要請を防衛省

にすぐしていただきたいと、このように思いま

す。今ちょうど防衛省は、大綱の見直し、中規

模の見直しをしている最中ですから、これがお

くれるとまたずるずると先に延ばされます。近

日中に要請活動をお願いしたいと思いますが、

よろしいでしょうか。

御提言として承り、私○知事（河野俊嗣君）

としての考え方をよく整理していきたいという

ふうに考えております。今、御指摘のありまし

た第24普通科連隊というものは、南九州３県の

中心に位置しておりまして、重要性は非常に大

きいものがあるというふうに考えております。

また、昭和56年に設置されて以来、災害派遣の

みならず、えびの市や周辺市町と、共存共栄の

まちづくりにも大きな貢献をいただいておると

ころでありまして、私も大変感謝をしておると

ころでございます。先日、「道の駅えびの」が

完成をしましたときに、あそこに看板が出てお

りまして、「自衛隊のまちえびの」と、「共存

共栄を目指します」ということがはっきり書い

てありまして、地域におけるそういう密着のあ

り方、それから、その地域における重要性とい

うものを認識したところでございます。えびの

駐屯地を含む県内各地の司令との会合というも

のを毎年行っております。いろんな意見交換を

させていただいておりますので、そういう状況

の中で、私としてもしっかり地元の要望を踏ま

えた対応を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○中野一則議員

ます。今、道の駅の話がありましたが、あのと

きはどうもお世話になりました。ありがとうご

ざいました。また、帰りに大河平でつつじ祭が

ありまして、無理をして行っていただくように

お願いしたら、素直に行っていただきまして、

地元の人が非常に感謝されておりました。ちょ

うどそのときは第３回のおこびらつつじ祭で、

韓国から郷土芸能団が来て、それを発表する、

交歓をするという日でもありましたので、そう

いうお願いをしたところでした。ありがとうご

ざいました。

それから、えびのには、ＶＬＦ（超長波）送

信所というのがあるわけですけれども、実はこ

れができて26年になるわけですが、当初、当時

のえびの市長と福岡防衛施設局長が覚書を交わ

して、基地交付金の対象になるよと、こういう

ことの覚書であったようでありますけれど

も、26年たって今日まで交付金が交付されてお

りません。これも、えびの市を初め、いろいろ

と毎年陳情しているようでありますが、なかな

か前に進んでいないようであります。よく話を

聞いたら、もちろん防衛省にもこのことは関係

あることですが、実は総務省も基地交付金につ

いては非常に関係があるところだというふうに

聞きました。知事は幸いに総務省の御出身であ

りますし、また、防衛協会の会長にもあしたな

られるという立場もあるわけですので、こっち

のほうもぜひ交付金の対象になるようにお願い

したいと。あそこのＶＬＦは、約200ヘクタール

の土地に、100メーター以上、約350メーターで

すか、８基の鉄柱が立っているという超長波送

信所というところでありますから、面積からし

て、施設からして、これが基地交付金の対象に

ならないことは、私個人も非常におかしいと

思っております。ぜひ調査もされて要請活動を

していただくように、このことも一日も早くし
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ないとまた先送りということになりますので、

お願いしたいと思いますが、よろしいでしょう

か。

今、御指摘がありまし○知事（河野俊嗣君）

たＶＬＦのえびの送信所でありますが、自衛隊

が使用する通信施設のうち、航空警戒管制また

は電波情報の収集整理のために直接必要な施設

については、基地交付金の対象とされているわ

けでありますが、えびの送信所はこれに該当し

ないため、対象となっていないということでご

ざいます。これはいろんな経緯、いろんな整理

があるということでございますが、毎年、えび

の市においては、基地交付金の対象施設に追加

するよう、国に対して長年にわたり要望されて

おるところでございまして、県も、この交付金

を所管している総務省に対し、この要望内容を

伝えて一緒に活動しておるところでございま

す。地元の要望に適切に対応していただきます

よう、引き続き、国に対して要請をしてまいり

たいと考えております。

よろしくお願いしておきたい○中野一則議員

と思います。

「自衛隊のまちえびの」、今言った超長波送

信所あるいはえびの駐屯地、それから霧島演習

場と、施設が幾つもあるわけですが、今、えび

の市内では、もう一つ誘致しようという運動が

行われております。それは何かというと、弾薬

補給所をえびの市内に誘致したいと、そういう

ことの動きであります。西部方面隊の中には第

４師団と第８師団があるわけですが、第４師団

にはきちんと本格的な補給所があるわけですけ

れども、第８師団の中にはまだありません。そ

れで、本格的な弾薬補給所を誘致したいという

ことであります。これは、ひとりえびのや周辺

市町村で運動してもなかなか成るものではあり

ません。ここは、防衛協会の会長である知事の

お出ましをいただかなければ、また、先頭に

立って旗を振ってもらわんと、なかなか誘致は

難しい。いろんな諸課題も発生すると、こう思

いますので、その先頭に立って旗を振ってリー

ドしていただけるかどうか、ここで約束をして

いただきたいと思いますが、よろしくお願いい

たします。

御指摘のありました弾○知事（河野俊嗣君）

薬支処の設置につきましては、取り扱うものの

性質や影響ということから、極めて慎重な対応

が必要ではないかというふうに考えておりま

す。これまで、県内の自治体または国から、弾

薬支処を設置したいという要望なり要請があっ

たということは承知しておらないところでござ

います。仮に今後、そういう要望、要請があっ

た場合におきましても、県民の安全・安心を確

保する観点から、地元自治体及び住民の意向と

いうものを十分尊重しつつ、慎重に対応してま

いりたいと考えております。

もちろん慎重に対応しなけ○中野一則議員

りゃならないと思いますけれども、この弾薬補

給所は、知事が思っておられるような危険なも

のではないんですよ。第４師団では、北九州市

の小倉北区内にあるんです。それと大分市内に

あるんです。町なかのすぐ近くです。こういう

施設ですので、いずれ、えびの市等からもそう

いう相談が近く来るかもしれませんので、その

ときには快く引き受けて、先頭に立ってリーダ

ーぶりを発揮していただきたいと、このように

お願いしておきたいと思います。

それから、私は新聞党ですから、毎朝、起き

たら幾つかの新聞を読むんですが、まずは地元

紙からということで宮日新聞を読みます。一番

興味のあるところは、前日、知事がどういうこ
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とをされたんだろうかなということが一番の関

心事で、そこをまず見せていただいておりま

す。もちろん総理のこともずっと書いてありま

す。私から言わせると、「知事の動き」という

中は非常に具体性がないと、率直に言ってその

ように思います。一方、総理のほうは、散髪を

した、食事をした、そういうところまでちゃん

と書いてあるわけです。ところが、知事のは、

日中の公務活動だけだと。しかも、内容を見る

と、関係課打ち合わせばかりで、知事から見て

関係のない課はないはずですから、ちゃんと固

有の課名を挙げて、時には、部長たちが来れ

ば、誰々部長が来たと。それを見て我々は、あ

あ、よく知事と打ち合わせをしているなという

のを見られるんですよ。それが全くわからな

い。一生懸命やっている課を評価しようにも評

価できない。そういうことですので、その辺を

具体的に。そしてまた、土曜・日曜・祭日は

カットしてありますから、その土曜・日曜・祭

日も必ず入れてほしいと、こういうことであり

ます。そして、公務はもちろんでありますが、

政務活動も、個人的なことまでは要りません

が、政務活動も含めてやっていただきたい。ま

だ宮日には載せる余白はたくさんあるらしいで

すので、前もってそこを押さえておきました。

ぜひお願いしたいと思いますが、いかがです

か。

詳細にウオッチいただ○知事（河野俊嗣君）

き、感謝をしております。私も楽しみに毎朝こ

の欄を見ておるところでございます。前日の公

務を思い出しながらですね。今、御指摘があり

ましたように、政務につきましては、これまで

書いていない、また、土日もいろんな仕事を

やっているのになと思っておるところでござい

ます。ここの欄につきましては、十数年このよ

うなスタイルで、知事や県の仕事について紹介

をし、県民の皆さんに理解をいただきたい、そ

ういう思いでやっているということでございま

す。行事によりましては、相手方の意向も考慮

する必要があるというふうに考えております

し、関係課打ち合わせを全部載せると切りがな

くなるのかなというところはございます。どこ

までそこを具体的に書けるかというところはご

ざいますが、今、御指摘の趣旨も踏まえなが

ら、宮崎日日新聞社とも相談をしながら、どの

ようにお伝えしていくか、工夫をしてまいりた

いと考えております。

宮日の話では、総理以上の余○中野一則議員

白はありますよということでしたから、具体的

に書いて、楽しみに翌日見てくださいよ。我々

も、関係課の誰がどうだったか、楽しみも何も

ありませんので、楽しみもないのを毎日見て

おったというのも、またおかしいことにもなる

わけですけれども、新聞党の県民は、私ほか、

たくさんいると思いますので、そういう人たち

のためにもよろしくこの取り扱いを、具体的に

改めてほしいと思います。

それから、置県130年にちなんでということで

質問したいと思います。

６月１日に置県130年記念式典がありました。

サブタイトルは、「歴史をつなぎ 未来へつな

ぐ」ということだったと思います。置県130年を

記念してさまざまな事業を今から展開するとい

うことも、小さな字で下のほうに書いてありま

したが、具体的なことはまだわかりません。そ

れで、置県130年といいますと、置県100年から

すると30年間ですから、その30年間に知事が河

野知事を含めて４人いらっしゃいます。松形さ

ん、安藤さん、東国原さん、この３名をどのよ

うに評価されているか、まずはお尋ねしたいと
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思います。

それぞれの時代状況、○知事（河野俊嗣君）

この30年といいましても、いろいろ変化が激し

い状況でございます。そういう中で、県政のさ

まざまな分野でそれぞれの立場で貢献をされた

ものというふうに考えております。

具体的にはありませんでした○中野一則議員

が、その中の松形元知事さん、私から見れば功

績の非常に多い方だったと思います。それで、

置県100年ということを捉えた場合に、置県100

年記念事業だけでもかなりの功績があられます

ので、ちょっと報告しておきたいと思うんです

が、置県100年は昭和58年でありました。そのと

きからスタートしたのが、「なんでも挑戦、み

んなが参加」の新ひむかづくり運動の展開、こ

れをずっとされておりました。それから、宮大

の農学部跡地を県総合文化公園に整備するとい

うことで、昭和63年には県立図書館が開館し

て、平成５年に県立芸術劇場、平成７年に県立

美術館が開館しました。12年間かかってあそこ

に、こういういい施設ができ上がりました。ま

た、宮崎県史編さん事業にも取り組まれて、16

年間を費やして県史を編さんされております。

それから、安井息軒、小村寿太郎、上原勇作な

どの10名の肖像画を作成して、「郷土の先覚者

展」というのも開催されております。ほか、挙

げたら数々あると思うんです。

そういう中で、宮崎国際音楽祭、あるいは若

山牧水賞というのも創設されたと思うんです。

それで、国際音楽祭、若山牧水賞とも、あと２

年したら、ちょうど区切りのいい20回を迎える

んです。それから、元知事の松形さん、大正７

年２月26日生まれで、あと５年したら生誕100年

ということになります。それで、この元知事・

松形さんを顕彰する事業を置県130年にちなんで

やっていただきたいということを提唱するもの

であります。いかがでしょうか、知事。

一つのアイデア、御提○知事（河野俊嗣君）

案をいただいたものというふうに受けとめてお

ります。松形元知事、今、るる御指摘がありま

したように、６期24年という長きにわたる中

で、さまざまな本県の礎、また、将来を見据え

た施策というものに取り組んでこられたこと

に、大変敬意を表するものであります。先日の

置県130年におきましても、ビデオでこれまでの

歩みを振り返ってきたわけでありますが、松形

知事を初め、さまざまな先人の皆様の努力とい

うものを、感謝と敬意のもとに受けとめ、それ

を未来へつな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るところでございます。

こうした努力と貢献の上に今の我々があるとい

うことを、決して忘れてはならないというふう

に考えております。今の具体的な顕彰というこ

とにつきましては、関係する皆様の御意見もい

ただきながら、今後考えてまいりたいというふ

うに考えております。

大きな節目ですから、こうい○中野一則議員

う置県130年とかそういうときでないと、しかも

本人が生きておれば100歳になるという記念する

ときですから、いい節目だと思うんです。ぜひ

前向きに検討してください。河野知事のことは

置県150年のときに我々はまた考えますので、や

はりここは先輩を立てて、やるべきところは

やっておくと。そうしないと我が番は回ってこ

ないよということになろうかと思います。

次に、農業政策についてということで質問さ

せていただきたいと思います。

政府の農業成長戦略が全部出そろいました。

企業の農業参入促進、10年間で農家所得を倍増

する、農林水産物の輸出を１兆円に拡大する、
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６次化で市場規模を10倍にする、10兆円に拡大

していくということ等であります。これはどれ

を見ても企業優先ですよ。我々も所属している

自民党でありながらこういうことを言うのもお

かしいと思いますが、どうも私は企業優先であ

るという気がしてなりません。それから、宮崎

県も、成長産業、その１丁目１番地は、いつ

も、フードビジネス、フードビジネスといろん

な人が言われますが、これも実際は企業優先の

方向にあるのではなかろうかという気がしてな

りません。それで、この前は、担当部にお願い

して一部調査をしていただきましたが、企業参

入が増加傾向にあるということを端的に示すた

めに調べた結果ですが、平成21年に企業参入の

補助金が２件あったものが、22年には３件、23

年には６件、24年には７件になっております。

金額も、平成21年は１億8,000万であったもの

が、24年には３億9,700万ということで約４億近

くになっていると。そして、25年度はまだ具体

的に把握していないという答弁でありました。

じわじわと農家のほうから企業優先の方向にあ

るのではなかろうか、このような気がしてなら

ぬわけであります。それで、農政水産部長は、

このような状況、実態をどのように評価されて

おられるのか、まずお聞きしたいと思います。

本県における○農政水産部長（緒方文彦君）

企業の農業参入につきましては、フードビジネ

ス振興構想の中でも、本県農業の持つポテンシ

ャルをさらに高めていくものとして、積極的に

推進することにいたしております。一方、参入

企業におきましては、地域と調和をしながら発

展していただくことが前提となりますので、今

年度創設いたしました県の事業である、「農」

と「企業」のみやざきフードビジネス創出事業

なども活用しながら、農業者とお互いの強みを

尊重したパートナーシップを構築できる企業に

絞って、支援の対象としているところでござい

ます。今後とも、本県農業を牽引する意欲ある

農業者あるいは企業の支援に努めてまいりたい

と考えております。

やはり農政は農家が中心であ○中野一則議員

るべきだと、こう思いますが、農業者とパート

ナーシップをとって云々と言われますけれど

も、じわじわと企業に偏重していく、企業中心

になっていくという方向にあると思います。昔

はなかったんだから。それが今日はこういうふ

うにふえてきているんですから、注意をしても

らいたいと、こう思います。やはり農家が中心

であるべき、農家が遠ざけられるようなことが

ないようにお願いしたい。

では、今、農家をどのように育成されようと

しているのか。きちんと、みずから自立経営が

可能なのか。そういうモデルとなる農家の経営

規模を端的に教えていただきたいと思います。

私が２～３挙げますので、お答えいただきたい

と思いますが、畜産から、肉用繁殖牛は生産牛

が何頭あれば自立できるのか、同じく、酪農で

は乳牛が何頭か。養豚一貫経営では母豚が何頭

か。ブロイラーでは飼育羽数が何万羽か。米・

野菜類では、米は何ヘクタールの面積が必要な

のか、そして、野菜は全部ハウスということで

お尋ねしたいと思いますが、ピーマン、キュウ

リ、マンゴー、こういうものはハウス面積が何

平米必要なのか。それから、花卉では、菊が、

これはハウスですが、ハウス面積が何平米必要

なのか、その数字を教えていただきたいと思い

ます。

具体的な数字○農政水産部長（緒方文彦君）

でございますけれども、これは経営体営農方

式、個別経営体とありますけれども、これで指
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針を示しております。この中で個別に申し上げ

ますと、例えば水稲基幹型というのがございま

して、これですと、早期水稲５ヘクタール、受

託面積が30ヘクタール、早期水稲の育苗と抑制

キュウリを入れて目標の所得を達成しようとい

たしております。宮崎の場合、水稲単作ではな

かなか難しいと考えておりまして、水稲とキュ

ウリ等を合わせた作型としているところでござ

います。

それから、施設野菜で、キュウリでございま

すけれども、3,087平米、30アールでございま

す。それから、ピーマンの場合は44アール。電

照菊、施設の花卉専業でございますが、53アー

ル。果樹、マンゴーの場合ですが、これは早期

と後期がありますけれども、20アールと後期

が18アール。それから、酪農でございますけれ

ども、酪農牛80頭でございます。それから、肉

用牛の場合、70頭と飼料作物が必要でございま

す。先ほどのは肉用牛の繁殖牛でございます。

それから、養豚でございますが、養豚一貫で120

頭、ブロイラー専業でブロイラー６万羽、これ

が基本的な指標となっております。以上でござ

います。

こういう数字では、とても○中野一則議員

じゃないけど自立した経営はできませんよ。甘

い見通しですよ。ならば、養豚を、さっき120頭

と言われましたか、300頭ふやすんだということ

で自立できるということで、この前の議会では

それも提案されているじゃないですか、補助金

を。全くかけ離れた数字ですよ。そのぐらいし

か、まだ宮崎県の農政としてはきちんとしたも

のを把握されていない。米の問題もあやふやな

答弁をされました。私は、この辺をきちんと整

理して、個々の農家が、経営体が、園芸なら園

芸、普通作なら普通作、畜産なら畜産、どうい

う規模であれば生産が持続されるのか、そこで

生活ができるのかということをきちんと把握し

て、それを示して、それに近づけるように政策

を打っていくという農政でなけりゃいけない

と、こう思うんです。片や企業にはどんどん補

助金がふえていく。それではいかがなものかと

いうふうに思います。

それで、うがった質問になるかもしれません

が、立派な農業政策をすれば、県庁職員も、県

庁に勤めるよりも就農したほうがましだという

ことで、農家に走るということも考えられます

よね。また、そのぐらいの農政でなけりゃいか

んはずなんです。それで、私が中途退職を奨励

するわけではありませんが、過去５年間に、県

庁職員が就農したいということで中途退職され

た人が何名いるのか。これは漁業、林業を含め

て、総務部長、お答え願いたいと思います。

過去の５年間で知○総務部長（四本 孝君）

事部局を退職した職員は、合計で775名、う

ち196名が定年前の退職でございます。具体的に

退職後に農林水産業を営んでいる人数というも

のは、数としては把握をしておりませんが、私

が個人的にいろいろ知っている中でも、農業職

を初め、事務職といいますか行政職の中でも、

何人かは農業をやっておられるというふうに承

知しております。

それは５年以内の話ですか。○中野一則議員

今申し上げた退職○総務部長（四本 孝君）

者数の数字というのは５年間の数字であります

し、私が存じ上げている農業をやっておられる

方というのは、５年より以前の方もおられます

し、５年以内の方もおられるところでありま

す。

５年以内に就農した人が何人○中野一則議員

いるかと聞いているんだから、それをぴしゃっ
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と把握するぐらい、そのぐらいの農政をしてほ

しいということなんですよ。奨励はしません

よ、奨励しませんが、今まで言ったのは、ＴＰ

Ｐ云々は考えずに、さっきの経営面積等はお願

いしたんです。ＴＰＰが来月からいよいよ交渉

が始まれば大変なことになりますよ。これを認

めていけば、日本の農業は完全に崩壊する。農

村も崩壊をする。そういう方向にあると。だか

ら、我々は断固反対、今でも反対なんですよ。

３月７日に農林大臣に知事が要望書を提出され

ました。あの要望書を何回読んでも、反対の

「は」の字も出ていないんです。だから、もっ

と知事もそのあたりを真剣に受けとめて、日本

の農業が、宮崎県の農業が、林業が、漁業が崩

壊しないように、農山漁村が崩壊しないよう

に、リーダーとして確固たる政策を打ち出して

いただくように、これはお願いをしておきたい

と思います。

余り時間がなくなりましたが、観光・交通・

教育行政ということで、これは既にきのう、有

岡議員が質問しました。それで、関係者から要

望がありました。事務局の受け入れ、あるいは

１万人を超えるとできないから、県内全域です

るためには担当職員を設けてほしい。あるいは

全国ほんもの体験フォーラムがあるから、今の

ところ、１人職員を派遣するとなっているよう

でありますが、部長以下５名ぐらいはぜひ行っ

てほしい。今まで行っていないのは宮崎県だけ

であったと。そして、これが昨年は徳島で1,600

人参加してあったそうです。今回は山口・広島

で2,000人規模であるということですので、商工

観光労働部長、このことについてお答えを願い

たいと思います。

ただいま○商工観光労働部長（茂 雄二君）

お話のありました全国ほんもの体験フォーラム

は、全国の自治体や観光産業関係者などが一堂

に集まり、体験型観光の教育効果や人材育成、

農山漁村の活性化等について、情報交換を図る

ために開催されているものであります。県とい

たしましても、体験型観光を推進する上で、先

進地の事例や実務担当者の体験などを直接伺う

ことのできる貴重な機会であると考えておりま

すので、幹部職員の参加を含め、検討してまい

りたいと考えております。

久しく宮崎県に修学旅行者が○中野一則議員

来ない、来ないと言ってきたわけですが、平

成30年には、西諸だけで１万人を受け入れられ

るという構想もあります。考え方によっては何

十万という数字になると思いますので、教育委

員会を含めて努力していただきたい、こう思い

ます。

以上で質問を終わります。（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33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、井本英雄議員。

〔登壇〕（拍手） それでは、○井本英雄議員

最後の番になりましたけれども、お疲れでしょ

うから、眠たい人は眠っておってください。

先日、私も県職員ＯＢと飲む機会がありまし

た。そのときの県職員ＯＢが言うことには、

「松形知事のときは、松形知事から事あるごと

に直接電話がかかってきた。下手すると土日の

休みのときにも電話がかかってきて県庁まで来

なきゃいかんかった。ところが、今の知事はそ
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んなことはないらしいね」、こういうことであ

りました。松形知事は恐らく四六時中宮崎県の

ことを考えておったんだろうと思うんです。だ

から、ふといろんなアイデアなり、こうしたら

いいんじゃないか、ああしたらいいんじゃない

かという思いが出てくるわけです。それを担当

の県庁職員に電話して「ちょっと出てこい」

と、こういうふうなことだったんだろうと思う

んです。知事も恐らく宮崎県のことで頭がいっ

ぱいじゃないかと思っておるんですけれども、

いろんな考えが浮かんできたりしたときには一

体どうされるのか。誰か相談する人がおるの

か、それとも１人で静かに考えるのか。知事も

県の職員をこき使って、宮崎県をよくするため

にリーダーシップを大いに発揮していただきた

いと思うわけであります。これが第１の質問で

ありまして、知事の御見解をお聞かせ願えたら

と思います。

演壇での質問をこれで終わります。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

県政に対する思いと職員とのコミュニケー

ション、この２点についてでございます。松形

知事の電話というものは、これまでこの議会で

も何度も取り上げられたところでございます。

その熱い思いというものをしっかり私も学ばな

ければなと思いながら、いつも拝聴しておると

ころでございますが、私も、今御指摘がありま

したように、県政に対する重責に向かい合うに

当たって、常に宮崎県の発展のことを心がける

ようにしておるところでございます。特に県外

に出ましたときも、最近では危機管理に対する

意識の徹底もございますので、常にそういう思

いは抱いていたいと思っております。

その上で、いろんなアイデアが浮かんだと

き、また職員に対するコミュニケーションの問

題ということでございます。知事室での協議の

際はもちろんのこと、移動中の車の中からも、

また自宅からでも、秘書や職員に対し電話、メ

ールなどで指示を行うということはしておると

ころでございます。また、それ以外にも、メー

ルなりで全職員に向けて自分の思いなりを伝え

るということもございます。また、ツイッタ

ー、フェイスブック、ブログで自分の経験した

こと、また思ったことを述べるというようなこ

ともしておりまして、今の時代ならではのさま

ざまなツールを使いながらしっかりとコミュニ

ケーションを図り、もちろんフェイス・ツー・

フェイスの思いを伝えるという場面は大変重要

なわけでございます。これからも常に宮崎のこ

とを頭に、また宮崎の発展のため尽くしなが

ら、しっかりと職員とのコミュニケーションを

図って全庁一丸となって取り組んでまいりた

い、そのように考えておるところでございま

す。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございました。○井本英雄議員

先日、北浦と蒲江の間の高速道路が通りまし

た。私も早速、蒲江のほうに行ってまいりまし

た。蒲江のほうに行ったら、｢歓迎｣という旗が

ばっと立っているんです。そして、「こちらの

ほうが道の駅です」とか、「マンボウがこちら

にあります」とか案内が書いてあるんです。あ

れ、北浦を通ってきたけれども北浦はどうだっ

たかなと思って、帰りがけ北浦を見てきました

ら、北浦は何もないというか、どこが道の駅か

も何も書いていない。なるほど、大分県と宮崎

県ではこんなに違うものかな、大分県というの

はしっかりしたものだなと思ったんです。聞く

ところによると、２年後ですか、大分―佐伯間
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が開通した後のことを見計らって、大分のデパ

ートは延岡市のほうに広告をかけておる。とこ

ろが、延岡市のほうは向こうに果たして広告を

かけているのか。高速道路ができたら隣町と隣

町が近くなるわけです。今でさえも地域間競争

でありますけれども、これから本当に地域間競

争になる。そういう感覚が宮崎県側には欠落し

ているんじゃないかと私は思うんであります。

知事、その辺はどう思いますか。

大変重要な御指摘をい○知事（河野俊嗣君）

ただいたものと思っております。東九州道の整

備が大きく進む、本県の歴史の上でもさらなる

発展に向けた大きな転換点を迎えようとしてお

るわけでございますが、御指摘のとおり本格的

な競争にさらされる。ある意味、うかうかして

いると都市部へと人や金が流出したり、地域が

単なる通過点となってしまうという懸念がある

わけでございます。私どもは、利便性が高まる

のに歩調を合わせてしっかりとＰＲに努めてい

く、また地域間競争に打ちかっていく。東九州

の新時代における地域間競争を勝ち抜くんだ、

そういう強い決意で取り組んでいく必要があろ

うかと考えております。

延岡市におきましては、これまでも高速道路

の開通を見据えて、道の駅などの機能強化や地

域の魅力発信に取り組むとともに、ことし３月

には、県や市町村及び県内の観光団体が連携し

て、大分県へ観光キャラバン隊を派遣しておる

ところでございます。今後とも他県に負けない

ように、東九州自動車道の整備効果を最大限に

県全体の発展に結びつけていくように取り組ん

でまいりたいと考えております。

次は、アベノミクスについて○井本英雄議員

お聞きしたいと思います。私はアベノミクスを

否定するものではありませんし、むしろぜひと

も成功していただきたいと思っております。た

だ、時代はアベノミクスを必要としているんだ

ろうかと疑問を持っております。日本は既に成

熟社会に入っております。アダム・スミスもケ

インズもシュンペーターも、「資本主義が高度

に発達した段階では経済成長はとまる」と言っ

ております。日本、ヨーロッパ、アメリカには

そういう時代が来ているのではないかと私は

思っております。

戦後、日本はただひたすら経済的発展を目指

して頑張ってまいりました。しかし、その結果

が年間３万人以上の自殺者であります。格差も

広がっております。今、日本人が最も望んでい

るものは何でしょうか。私は、安心できる安定

した生活ではないかと思うのであります。民間

に1,000何百兆円かの預金があるのになぜ使われ

ないのか、将来に対する不安があるからではな

いでしょうか。いつどうなるかわからない世の

中、お金しか信じられない世の中になっている

のではないでしょうか。私は、国民の安心でき

る安定した生活を実現するために、日本の政治

は、富の再分配、社会保障の充実の方向にかじ

を切るべきではないかと思っております。安心

できる安定した生活が保障されるならば、1,000

何百兆円の財布のひもも緩くなるのではないで

しょうか。そうすれば需要が生まれ、デフレも

克服できるのではないでしょうか。デフレとい

うのは、そもそも需要よりも供給が多いという

状況であります。そもそもまたアベノミクスの

主たる目的もデフレ克服であったはずでありま

す。もしアベノミクスが成功しても、結局大企

業と資産家がもうけるだけで、ますます格差が

広がるのではないかと私は懸念しております。

そこで、現在の日本は経済偏重主義と考えます

が、成熟社会となった日本にはもっとふさわし
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い理念があるべきではないかと考えます。知事

のお考えをお聞かせください。

アベノミクスについて○知事（河野俊嗣君）

の御指摘でございました。この成果が都市部と

か大企業のみに享受されるのではなく、本県の

ような地方、中小企業、ひいては国民全体に広

く行き渡って長期的に持続可能な社会が構築さ

れる、これが大事だと考えております。その上

で、今御指摘がありましたように、経済的な豊

かさは大切なことでありますが、日本のような

成熟した社会におきましては、それだけではな

く、経済的豊かさ以外の真の意味での豊かさが

求められるのではないか。本県の総合長期計画

におきましては、「未来を築く新しい「ゆたか

さ」への挑戦」を基本目標に掲げておりまし

て、これからの時代にふさわしい県民の幸せや

真の豊かさの実現に向けて取り組んでおるとこ

ろでございます。

私は、人の幸せや希望には、一定の経済的な

豊かさに加えまして、家族や友人、学校などで

の心のつながりや地域の支え合い、また豊かで

美しい自然や環境、そして、それらに支えられ

た健康や医療の充実などが必要であると考えて

おるところでございます。宮崎はまさにそう

いったものに恵まれておるところでございまし

て、こうしたものに改めて価値を見出し、さら

に磨きをかけていくことが、本当の豊かさにつ

ながるのではないかと考えておりますし、宮崎

もその方向でしっかりと努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。○井本英雄議員

次に、道州制についてお聞きをいたします。

政権与党の自民党が基本法案を提出しようと

しておりまして、ここに来て道州制もにわかに

現実味を帯びてまいりました。私は今まで、基

本的に道州制はいいんじゃないかなと思ってお

りました。しかし今、ちょっと待てという気持

ちになっております。納得できない疑問点がた

くさんあるからであります。細かい点まで挙げ

てみると30ほどありましたけれども、時間もあ

りませんので、今回９つばかりにまとめてまい

りました。知事の御見解をお聞かせ願えたらと

思います。

そもそも道州制の議論は、中央集権制に制度

疲労が来た、この制度疲労を何とかせにゃいか

ん、その反省として地方分権の流れの中から道

州制が出てきたのではないかと思っておりま

す。ところが、中央政府については全く議論が

なく、受け皿である道州のほうだけしか議論が

なされていない。これはおかしい、逆じゃない

かと私は思うのであります。まず中央政府のあ

り方を議論すべきであると思います。知事のお

考えをお聞かせください。

そこがまさに道州制を○知事（河野俊嗣君）

議論するに当たりまして重要なポイントであり

まして、地方制度だけをどうこうする話ではな

い。国の統治のあり方を明治以来の中央集権型

の行政システムから抜本的に見直す必要がある

のではないか。国民生活に大きな影響を及ぼす

ものでありますので、しっかりとした基本理念

や制度設計が必要になってくるわけであります

が、そのそもそものところを忘れてはならない

と考えております。私ども知事会などでもよく

議論するんですが、何か、合併して都道府県が

なくなる、そこばかりが強調されておるような

議論に聞こえるわけであります。地方のあり方

のみを先行して議論をしたり、結論やスケジュ

ールありきで拙速に進められることがあっては

ならないと考えております。人口減少社会が到

来し、グローバルなレベルでの競争が激化する
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中であります。我が国の発展や安定のために、

国が本来果たすべき役割は何なのか、地方は何

を担うべきなのかということについて、まずは

しっかりとした国民的な議論が必要であろうと

考えております。

ありがとうございます。その○井本英雄議員

とおりです。

次に、中央集権制が制度疲労を起こしたから

道州制を導入するというのは、また短絡的な考

え方ではないか、不都合なところを是正改良し

ていくこともできるのではないかと思うのであ

ります。例えば広域連合とか県同士の合併など

ということも考えられるのではないかと思うの

でありますが、知事のお考えをお聞かせくださ

い。

時代変化に対応して地○知事（河野俊嗣君）

方分権を推進する、住民に身近な事務はできる

限り地方が担い、また国は本来あるべき外交、

防衛等の業務にという国と地方のあり方をしっ

かりと見直していくという状況の中での議論で

あるわけであります。分権の選択肢の一つとし

て道州制があるわけでありますが、御指摘のよ

うに広域連合というのもあります。また政策連

携、九州地方知事会などにおきましては、さま

ざまなテーマでの政策連合というものを、これ

までも進めてきておるところでございます。そ

ういった、いろんな選択肢の中の一つとして議

論すべきであろうと考えております。

次に、関東州というのができ○井本英雄議員

上がると人口3,500万人の巨大な州になるそうで

ありまして、これでは最初から道州間に格差が

あることになります。この格差をどのように是

正するのか、結局は国に頼らざるを得ないこと

になってしまうのではないかと思われます。知

事のお考えをお聞かせください。

具体的にどういう区割○知事（河野俊嗣君）

りにするかにもよるわけでありますが、今御指

摘の関東州のような経済的にも人口的にも巨大

な道州ができた場合、それ以外の地方圏との間

に極めて大きな経済的、財政的な格差が生じる

わけであります。特に東京というガリバーをど

う位置づけるのかというのは大変重要な課題に

なってまいりますし、難しい問題であろうと

思っております。各道州の均衡ある発展を考え

るに当たっては、財政力に応じた再配分の調整

機能が不可欠となると考えております。

次に、道州制は地方分権の延○井本英雄議員

長線上にあると思っておりましたが、道州制の

導入により、逆に行政と住民の距離が遠くな

り、地方分権に逆行するのではないかとも思わ

れます。20～30万人の基礎自治体、それと遠く

離れた州都ともなれば、果たして地方分権の趣

旨と合致すると言えるのでしょうか、知事の御

見解をお聞かせください。

今の一連のお尋ねは、○知事（河野俊嗣君）

道州制の制度設計に当たってのいろんなポイン

トということでございますが、現在、与党内で

検討されております道州制推進基本法の骨子案

におきましては、基礎自治体は、市町村の事務

とともに、都道府県から移譲された住民に身近

な事務を処理し、住民に直接かかわる事務につ

いて、みずから考え、みずから実践できる主体

とするとされておるところであります。しかし

ながら、道州制の導入に当たりましては、基礎

自治体の行財政基盤の強化が必要となります

し、広域化した道州内において住民の声が行政

にきちんと届くよう、宮崎地域の住民ニーズを

どのような仕組みで把握し、反映させるかとい

う課題があることは事実であります。したがい

まして、制度設計をするに当たりましては、地
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方分権の趣旨や住民自治の観点も踏まえた議論

がなされるべきだと考えております。

次に、国の道州制導入は、行○井本英雄議員

政のスリム化、効率化だけを目的としているの

ではないかと思われることであります。道州制

導入の目的には、住民の本当の幸せという観点

が欠落しているような気がします。中央政府の

策略に地方がまんまと乗せられた例は、私が思

いつくだけでも幾つかあります。地方分権一括

法ができたときには、いよいよ地方の時代が来

るかと思いましたが、仕事だけ押しつけて裁量

権は国が保持したままであります。三位一体改

革では、６兆円もの予算を地方はまんまと削り

取られてしまいました。平成の合併でも、私も

旗振り役をやらされましたが、結局「合併しな

ければよかった」という恨み節の大合唱であり

ます。つい先日は、地方公務員の給料を交付税

を減らす方法でしゃにむに削減してしまいまし

た。確かに、中央政府の借金は1,000兆円になら

んとするのでありますから、これを何とか減ら

したいという気持ちはわかりますけれども、そ

のたびごとに地方は割を食わされているわけで

あります。知事のお考えをお聞かせください。

地方分権の歩みについ○知事（河野俊嗣君）

て、今、るる御指摘があったところでございま

す。確かに遅々として思うように進まないとい

う部分はあるわけでございますが、それでも大

きく眺めればそちらの方向に流れはあるのでは

ないかという思いのもとに、これからもいろい

ろ努力をしてまいりたいと考えておるところで

ございます。

ただ、大変重要なポイントでありますのは、

道州制のような国の統治のあり方を変える大き

な改革が、国の行財政改革の手段として使われ

るようなことは絶対にあってはならないと考え

ておるところでございます。我が国の発展、こ

れからの我が国のあり方を考える上で、国の役

割は何だ、地方の役割は何なんだというところ

のしっかりとした見きわめの上での議論が必要

であろうと思っております。真の意味で自立を

した地方が、みずからの責任と判断で住民目線

に立って住民福祉の向上を図るためには、権限

と安定的な税財源の一体的な確保が不可欠とな

りますので、今後とも、そういう意味での地方

の立場をしっかりと主張した上での議論にして

いく必要があろうかと考えております。

国の借金は1,000兆円という話○井本英雄議員

がありましたけれども、一体この借金は国が払

うんでしょうか、それとも地方が分担するので

しょうか。これも中央政府にまんまと乗せられ

そうな気がしておりますが、知事のお考えをお

聞かせください。

これも同様でございま○知事（河野俊嗣君）

す。国の行財政改革の手段とならないように、

制度設計の段階から 今御指摘のありました─

ような国の長期債務は、平成24年度末の時点で

約1,000兆円にも達しておるということでござい

ます。これを地方に押しつけられるようなこと

があってはならないことだと考えておりますの

で、そうした観点からのしっかりとした検討が

なされるべきだと考えております。

次に、県を廃止して基礎自治○井本英雄議員

体に県の持つ権限を一部移転させるためには、

基礎自治体は20～30万人規模でなければなりま

せん。そのためには、これ以上の合併を強制す

ることになるのではないか、知事のお考えをお

聞かせください。

基礎自治体の行財政基○知事（河野俊嗣君）

盤の抜本的な強化が、道州制を制度設計で考え

るとすれば大変重要なことになってくるわけで
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あります。制度設計に当たりましては、その役

割を十分に担うことが難しい基礎自治体におい

ては、基礎自治体間の水平連携や道州による補

完等も柔軟に行うことができる仕組みなどにつ

いても検討が必要になる。昨日、地方制度調査

会でも、水平補完とか垂直補完の議論がなされ

ておるところでございます。行財政基盤の強化

のために、議員の御指摘がありましたような市

町村を強制的に合併させることについては、地

方分権や住民自治という観点からも、あっては

ならないものと考えておりまして、自治体みず

からの判断で、合併するか否かはしっかりと検

討がなされるべきだと考えております。

最後にしますが、平成の市町○井本英雄議員

村合併で周辺地域は廃れてしまっております。

道州制を実施すれば、周辺地域に位置する宮崎

県は廃れてしまうことになるのではないか。道

州制を導入して我が宮崎県にいいことはあるの

か、知事のお考えをお聞かせください。

道州制をめぐる議論、○知事（河野俊嗣君）

いろいろあるわけでございますが、州都への一

極集中による道州内における地域間格差という

ものが懸念の大きな一つとして指摘をされてお

るところでありますし、宮崎が廃れてしまうよ

うな道州制の導入、またそういう制度設計には

賛成するわけにはいかないと考えております。

今後の議論に当たりましては、私は特に、九州

のブロック内で既に生じている一極集中であり

ますとかインフラ整備などの格差を是正すると

ともに、道州内の均衡ある発展のために、各地

域の特性を生かした政策ビジョンの策定や、地

域の実情を把握し施策に反映する仕組みの構築

などを強く主張していく必要があるものと考え

ております。

まだまだ疑問点はたくさんあ○井本英雄議員

ります。これは国のあり方を決める大きな問題

でありまして、軽々に動くべきではないと思い

ます。もっと議論を尽くすべきだと思っており

ます。小選挙区制度も鳴り物入りで導入しまし

たが、今は反対する人がたくさんおります。選

挙のたびごとに何々チルドレンとか何々べビー

が生まれるようでは政治が安定いたしません。

道州制は小選挙区制の比ではありません。し

まったと思っても、やりかえることができない

のであります。何とぞ慎重に議論を進めていた

だきたいと思っております。

次に、漁業の将来についてお聞きしたいと思

います。今までの日本の漁業資源保全のあり方

について、農政水産部長にお伺いいたします。

我が国では、○農政水産部長（緒方文彦君）

イセエビやヒラメといった沿岸に広く分布する

ものから、カツオ、マグロのように広く回遊す

るものまで多種多様な水産資源を対象にして、

数多くの漁業者によって、さまざまな漁法を用

いた漁業が営まれております。このような中

で、資源管理のあり方といたしましては、漁業

権免許による漁業者の自主管理と、漁船の数や

規模、漁法や漁具の大きさ等のいわゆる「獲る

能力」を制限する漁業許可制度の２つの方法が

用いられております。このような規制に加えま

して、主要な魚種につきましては、直接漁獲量

を規制するＴＡＣ制度により管理しているとこ

ろであります。

私も勉強してみますと、ノル○井本英雄議員

ウェーでは漁業者で1,000万円の年収がある人が

ざらだというんです。もちろん補助金も国は一

銭も出しておりません。なぜそんなことが起き

るのか。実は1970年代中ごろまでのノルウェー

の漁業は補助金漬けで経営は破綻しておりまし

た。過当競争によって魚を乱獲したため資源が
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枯渇、その結果経営は破綻し、補助金漬けと

なったものであります。今の日本の状況とよく

似ております。ノルウェーと日本の漁業の差は

一体何なのか、漁業者の意識の差なのか そ―

うではありません。その違いは、国が適切な資

源管理をしているかどうかであります。1996年

に国際海洋法条約が日本でも批准され、７種の

魚種について総漁業可能量を認定したＴＡＣ法

が制定されました。さっき部長が言われたＴＡ

Ｃ法であります。ＴＡＣという大きな枠の中

で、日本の漁業の方式はオリンピック方式と言

われております。そして、ノルウェーの方式は

ＩＱ方式と言われております。では、オリン

ピック方式とＩＱ方式はどこが違うのか。私が

説明してもいいのですけれども、執行部に説明

していただいたほうが正確であろうと思います

ので、メリット、デメリットも含めて農政水産

部長よろしくお願いします。

まず、ＴＡＣ○農政水産部長（緒方文彦君）

制度とはということでございますけれども、魚

種ごとの資源評価に基づきまして一定の資源量

を維持させることが可能な漁獲量の上限を年単

位で決定して、これが守られるよう管理するも

のでございます。このＴＡＣ制度における管理

方法は、オリンピック方式と個別配分方式、い

わゆるＩＱ方式の２つに大別されますけれど

も、オリンピック方式では、漁獲可能量の全体

量を漁業者全員で競争し、とり合うため、個々

の漁業者における過剰な投資などコストが増大

する一方で、制度の管理コストが比較的少ない

とされております。これに対しましてＩＱ方式

は、漁獲可能量を分割して、あらかじめ個々の

漁業者に割り当てる方式でございまして、漁業

者みずからが計画的に漁獲できるため、漁獲競

争に陥らず過剰な投資が抑制される一方、管理

にかかるコストが大きいとされております。

それで、日本はなぜＩＱ方式○井本英雄議員

をとらないのか、その辺のところを農政水産部

長にお聞きします。

平成20年度に○農政水産部長（緒方文彦君）

行われた、国における「ＴＡＣ制度等の検討に

係る有識者懇談会」におきましては、ＩＱ方式

を導入することについて、多大なコストがかか

ること、漁獲可能量を適正かつ公平に配分する

ためには、漁獲量をこれまで以上に迅速かつ的

確に把握する必要があること、さらに、ＩＱ方

式の導入についての漁業者の賛同が得られてい

ないことなどから、全面的に導入することは適

切ではないとされたところであると承知いたし

ております。

ＩＱ方式の一種にＩＴＱ方式○井本英雄議員

というのがありますが、これは漁獲枠を自由に

譲渡できるという制度であります。ＩＱないし

ＩＴＱ方式を認めている国は、ノルウェーを初

めとし、アイスランド、デンマーク、ニュージ

ーランド、オーストラリア、アメリカ、イギリ

ス、スペイン、お隣の韓国も踏み切りました。

この方式は預金に例えますと、元本に手をつけ

ずに利子だけで食っていこうという考えであり

ますから、利子だけで食べていける漁業者とい

うのは限られてしまうんです。ですから、これ

をどういうふうに振り割るかということは非常

に大変だ。この辺が国がＩＱ方式に乗らない一

つのネックであります。もう一つは、元本をど

のくらいのものなのか計量、測定する、これも

大変なことでお金がかかります。これもまた、

国がＩＱ方式をとらないネックになっていると

思います。しかし、世界の大きな流れはＩＱま

たはＩＴＱ方式であり、今これに手をつけなけ

れば、日本は手おくれになる可能性があると思
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います。日本は余りに漁業資源が豊富なため

に、逆に手を打つのがおくれたのではないで

しょうか。今こそ、日本もオリンピック方式を

やめて、ＩＱないしＩＴＱ方式を取り入れるべ

きであると思います。知事はどのようにお考え

か、できれば国に対してＩＱ方式にしてほしい

と提言をしてほしいと思うのでありますが、知

事のお考えをお聞かせください。

漁獲量の低迷などに悩○知事（河野俊嗣君）

みます水産業、漁業の将来を考えた上で、資源

管理というのは大変重要な課題であろうと考え

ております。その上でＩＱ方式は一つの有効な

方法であると受けとめておりますが、我が国、

また本県の実情を考えますと、ノルウェー等諸

外国と比べまして漁業者数や漁船数が大変数が

多い、管理に多大なコストがかかるという課題

がありまして、現時点で直ちに推進するのは困

難ではないかと考えております。漁業を取り巻

く状況は、資源の減少のみならず、燃油価格の

高騰、また魚価の低迷など大変厳しい状況にあ

ると認識をしておりますので、県としては、今

後とも国に対し本県漁業の実情を訴え、まず

は、漁業の収益性の向上に向けた必要な施策に

ついて、積極的に提案、要望してまいりたいと

考えております。

知事の答えとしては、今のと○井本英雄議員

ころはしようがないでしょう。しかし、私は今

後はＩＱ方式でなければ日本は生きていけない

んじゃないかと思っております。

次は、フードビジネスについてお聞きいたし

ます。

日本はここ数年、デフレ基調で移行しており

ますが、デフレというのは、需要より供給が大

きいということであり、物が余っているという

ことであります。すなわち、消費者は満腹状態

であるということであります。加えて日本は成

熟社会に入っており、昔のように経済規模が目

に見えて大きくなるということは考えられませ

ん。パイはこれ以上大きくならないし、需要は

頭打ちのところに、新しい需要を喚起するのは

並大抵のことではありません。ここでよく認識

しておかなければならないことは、これは他県

との競争であり、他県を出し抜かないと、需要

のすき間に入っていくことはできない、そうい

う厳しい戦いであることを県は認識しておられ

るのか、総合政策部長にお聞きしたいと思いま

す。

議員御指摘の○総合政策部長（土持正弘君）

とおり、我が国は、リーマンショックを契機と

した需給ギャップの拡大から、いまだマイナス

の状態にあり、今後、少子高齢化や人口減少に

よる国内市場の縮小が予想される中、地域間の

競争もますます厳しくなるなど、食関連産業を

取り巻く情勢は決して容易ではないものと受け

とめております。しかしながら、本県の豊富な

農林水産物のポテンシャルを生かし、安全・安

心な食品に関する消費者の関心の高まりや、ラ

イフスタイルの変化等に伴います加工・製造品

需要の拡大、新興国における経済成長や人口増

など、国内外の多様なニーズにしっかりと対応

した取り組みを行うことによりまして、本県の

フードビジネスは地域の経済を支える基幹産業

として、大きく成長する可能性があるものと考

えているところであります。

厳しいということを認識して○井本英雄議員

いただければ結構であります。

フードビジネスを成功させるためには、緻密

な戦略が必要であります。孫子の兵法の中に、

「己を知り、敵を知れば百選危うからず」とい

うのがありますが、敵となる他県の戦略は研究
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したのでしょうか。このフードビジネス構想は

最上のものと言えるのでしょうか。この構想を

立てるについては、民間の知恵も入れたので

しょうか、総合政策部長にお聞きいたします。

フードビジネ○総合政策部長（土持正弘君）

ス振興構想は、雇用の創出による地域経済の活

性化や本県の将来を担う成長産業育成といった

観点から、他県の取り組みも参考にしつつ、県

が主体となって策定をしたものでありますが、

フードビジネスは、県内の生産者や加工・製造

業者、実需者、さらには介在する物流業者や融

資を行う金融機関など、さまざまな企業が行う

文字どおりビジネスでありますので、その主役

はもちろん民間であるものと考えております。

このため、構想の推進に当たりましては、県内

産学官金の代表者で構成する「宮崎県フードビ

ジネス推進会議」を立ち上げ、さまざまな意見

をいただきながら進めることとしておるところ

でございますが、今後の県の役割としては、全

県的な連携・協力体制の整備や機運の醸成、外

部の専門家や研究機関などの活用によるマー

ケット情報の収集・提供、試験研究機関等にお

ける新商品開発の支援、さらには商談会の提供

など、民間の皆様方のビジネスの機会が広がる

環境の整備や個々の事業についての必要な後押

しを行っていくものと考えておるところであり

ます。

もちろん具体的にはフードビ○井本英雄議員

ジネスを展開するのは民間でありまして、行政

の役割はそれをバックアップすることだろうと

思います。「拡大」「挑戦」「イノベーショ

ン」と華々しくまとめたのは結構であります

が、何度も言うように供給サイドはもう目いっ

ぱいなんです。供給サイドを幾らいじくっても

安くつくる、大量につくるということは可―

能かもしれませんが、むしろいじくらないとい

かんところは需要サイドなんです。どんなもの

をつくるか、どんな方法で売るかに力を入れな

きゃならん。どんな工夫をしておられるのか、

総合政策部長にお聞きいたします。

御指摘のとお○総合政策部長（土持正弘君）

り、フードビジネスを推進していく上では、需

要者の求める品質や規格等に対応した、いわゆ

るマーケットインの視点を持って、農商工連携

や６次産業化、ブランド力強化による販路拡大

など、従来からの取り組みを加速化させますと

ともに、国内外の新たなニーズに対応していく

ことが大変重要であると考えております。この

ため、先ほど申し上げましたような外部専門家

などのアドバイスをいただきながら、消費者の

嗜好や需要の変化、海外市場の動向など、マー

ケットのニーズに対応した生産、加工、販売を

総合的に展開してまいりますとともに、県産食

材を使った新しい食べ方の開発や普及など需要

の創出にも取り組むことにより新たな市場を獲

得し、フードビジネスの成長産業化を図ってま

いりたいと考えております。

ひとつよろしくお願いしま○井本英雄議員

す。

次に、ひきこもり支援センターの設置につい

てお聞きいたしたいと思います。

まず、ひきこもりの原因をどのように理解し

ておられるのか、福祉保健部長にお聞きいたし

ます。

ひきこもりと○福祉保健部長（佐藤健司君）

は、長期に社会的参加を回避し、家庭にとどま

り続けている状態をあらわすものであります

が、その原因につきましては、就職や進学など

の環境の変化や人間関係によるストレス、ある

いは精神疾患や発達障がいを伴うものなど、さ
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まざまな要因が絡み合っていると考えます。実

は先月、ちょうど１カ月ほど前でございます

が、ひきこもりの家族会の皆さんから話を聞く

機会がございました。その際にも、原因は単純

に特定できるようなものではないということを

改めて感じた次第でございます。

このような質問をしたのも、○井本英雄議員

ある教育に携わる方の講演会で、「ひきこもり

は親の育て方が悪い」というようなことを聞い

たものですから、そんなにはっきり言えるもの

かなと疑問に思ったからであります。不登校の

３割がひきこもりになるそうでありますが、そ

の７割の子供の不登校の原因はすぐわかるそう

であります。ですから何とか解決できる。とこ

ろが、あと３割のひきこもりになる子供たちの

原因は、その子たちに聞いてもやっぱりわから

んということで、それだからこそ、福祉保健部

長が言われるように原因は特定できないという

ことになるのではないかと思います。

そこで、教育長にお聞きしたいのであります

が、不登校、ひきこもりの原因については、福

祉保健部長と同じような理解をしておられるの

か、お聞かせください。

平成23年度の国の調○教育長（飛田 洋君）

査結果によりますと、不登校になったきっかけ

といたしましては、不安など情緒面にかかわる

問題が26.5％と最も高く、次いで無気力が24.4

％、友人関係をめぐる問題が14.7％となってお

り、そのほかにも学業不振などの問題も報告さ

れております。不登校の原因につきましては、

さまざまな要因が複雑に絡んでいる場合がほと

んどでありますので、県教育委員会といたしま

しては、生徒指導に関する各種研修会や、それ

ぞれの学校における不登校対策委員会におきま

して、それぞれの原因や児童生徒に対する適切

な対応のあり方などについて、十分に周知する

とともに、共通理解を図っているところでござ

います。各学校におきましては、このようなこ

とを踏まえ、保護者と十分な連携を図り、保護

者の思いを受けとめ、信頼関係を築きながら対

応いたしますとともに、不登校に悩む児童生徒

や保護者に寄り添いながら対応に努めていると

ころでございます。

先日の新見議員の質問に対し○井本英雄議員

て、県は、ひきこもりについては関係機関と連

携して対応しているとのことでありました。ひ

きこもりに対応できる専門家を配置すべきでは

ないかと思いますが、福祉保健部長の御見解を

お聞かせください。

先ほども答弁○福祉保健部長（佐藤健司君）

いたしましたが、ひきこもりの原因は、さまざ

まな要因が絡み合っていると考えております。

ひきこもりの相談・支援につきましては、現

在、精神保健福祉センターや、昨年10月に開設

いたしました「子ども・若者総合相談センタ

ー」などで対応しておりますが、これらの関係

機関で、ひきこもりのそれぞれの要因に対応で

きる医師や保健師、精神保健福祉士、社会福祉

士などの専門家が業務に当たっているところで

ございます。

私の言いたいことは、ひきこ○井本英雄議員

もりに対応できる専従の専門家を配置してほし

いということであります。それがすなわち、

「ひきこもり支援センター」の設置であるとい

うことならばそれでも結構でありますが、福祉

保健部長の御見解をお聞かせください。

ひきこもりの○福祉保健部長（佐藤健司君）

状態が長期化することは、本人が苦しむだけで

なく、御家族も精神的、経済的に大きな負担を

抱えることとなり、また社会的にも非常に大き
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な損失につながるため、その対策は大変重要な

課題と認識いたしております。このため今後、

センターを設置している他県の状況も参考にし

ながら、本県にふさわしい支援体制の仕組みに

ついて、さまざまな角度から検討してまいりた

いと考えております。

何とぞひとつよろしく前向き○井本英雄議員

にお願いいたします。

次に、教育に関して２～３質問させていただ

きます。

先日、延岡の恒富中学校の設立50周年記念事

業におきまして、民間校長で有名な藤原和博さ

んの授業に一緒に参加することができました。

それがきっかけで、藤原さんが書いた本を何冊

か読ませていただきました。そこで感じたこと

を２～３質問させていただきたいと思います。

藤原さんの本の中では、斜めの関係を大切にす

るために、「地域本部」という名称でありまし

たが、これをモデルとして学校支援地域本部事

業が全国でも展開されていると聞いておりま

す。我が宮崎県における取り組みの状況と成果

について、教育長にお伺いします。

学校支援地域本部事○教育長（飛田 洋君）

業は、平成20年度から実施され、平成24年度に

は全国の576市区町村で実施されております。本

県におきましても年度ごとに広がりを見せてき

ており、本年度、14市町村、37中学校区で実施

されております。具体的には、私も見せていた

だきましたが、「のべおかはげまし隊」の方々

の取り組みに見られるような学習指導の支援を

初め、地域に伝わる伝統芸能の指導や登下校の

見守り隊等、保護者だけでなく、地域の方々

が、これまでに培われた知識や技能を生かされ

て、幅広い分野で支援をいただいております。

児童生徒からは、「地域の伝統的な踊りを覚え

ることができ、練習は大変だけどとても誇りに

思っている」「僕たちは多くの方から支えても

らっていることがわかった」などの感想が聞か

れました。ボランティアの方々からは、「自分

も資質向上を図りながら続けていきたい」「地

域の方々と子供たちの交友も深まってきてい

る」というような御感想もいただくなど、児童

生徒は地域の一員としての自覚が深まり、地域

の方々は支援活動を通して自己実現につながる

など、地域全体の活性化が図られてきているも

のと考えております。

なかなかいい制度でありま○井本英雄議員

す。ひとつよろしくお願いします。

藤原さんは、教育に携わり、また外国などを

見てきて、教育の最終目的というのは「自立と

貢献」ではないかと思い当たったようでありま

す。私もさまざまな学校の校訓とか教育方針を

見てまいりましたけれども、「自立と貢献」と

いうものに集約されるのではないかと思ってお

ります。教育長のお考えをお聞かせ願いたいと

思います。

今、お考えを、深い○教育長（飛田 洋君）

共感と尊敬の念をもって聞かせていただきまし

た。ことしの成人式のニュースで、成人した若

者へのインタビューがあったんですが、「あな

たは政治に何を求めますか」というインタビュ

ーに対して、「なぜそんなことを答えるんです

か。私がインタビュアーだったら、「大人に

なったあなたは社会のために何ができますか」

と聞きますよ」と答えました。東日本大震災

で、遠藤美希さんという南三陸町の職員の方が

命を賭して町民への避難を呼びかけられた姿

は、まだ記憶にきちんと残されているものと思

います。本県でも口蹄疫等では多くの方が、自

分を犠牲にして他人のために御貢献をいただき
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ました。

西郷南洲は、「命もいらず、名もいらず、官

位も金もいらぬ人は、始末に困るもの也。この

始末に困る人ならでは、艱難を共にして国家の

大業は成し得られぬなり」との言葉を残してお

ります。本県では、人が光を当てないことに

も、地道にひたぶる心で取り組む若者、一隅を

照らす若者、そして、よき評価など求めず、無

言の賞賛を静かに感じることのできる若者な

ど、自立し社会に貢献する、いわば名もなき英

雄が育つ教育を求めていきたいと思っていま

す。

本当に熱い思いで、ありがと○井本英雄議員

うございます。よろしくお願いします。

私は、21世紀に生きていくための学力という

のは、自分で考え、自分で切り開いていく力を

養成しなきゃならんと思っているわけでありま

すが、これは実はゆとり教育の目的でもありま

した。ゆとり教育の目的は非常によかったんだ

けれども、手段がどうも悪かったんだろうな

と。これは挫折してしまいました。しかし、そ

の目的は、ＰＩＳＡの試験でもあるように、リ

テラシー、いわゆる応用力を育む教育が今後な

されなければならないと思っているわけであり

ます。それで、藤原さんの「よのなか科」とい

う授業がありました。これは、学校で教えられ

る知識を、世の中で知識と技術に変換する授業

だそうでありまして、この教科によって、自分

で考え、自分で切り開いていく力を身につける

ことができるのではないかと思ったわけであり

ますが、「よのなか科」のような授業は取り入

れられているのか、教育長にお聞きします。

「よのなか科」とい○教育長（飛田 洋君）

うのは、専門家の力をかりて、学校で学んだ知

識が世の中、実社会でどう生きていくかという

ことを勉強する取り組みだと思いますが、生徒

みずからが実感しながら課題を追求する意義あ

る取り組みです。本県におきましても、美郷町

の美郷科では、小学校において地域の歴史や文

化について考えたりまとめたりする学習を行

い、中学校では観光とかまちおこしについての

施策を考え、最終的に子ども議会の場で町長さ

んや議員の皆さんに提言をする、そんな取り組

みがなされております。高等学校では、妻高校

においてバーチャル市役所という取り組みがあ

るんですが、市役所の担当課に高校生がインタ

ビューに行って市政の課題を聞いて、それを自

分たちの提言にまとめて、最終的に報告をする

取り組みがされております。このような取り組

みというのはいろんな形がありますが、いろい

ろ形を変えながら総合的な学習の時間などで行

われております。

今までのようにマル・バツの○井本英雄議員

教育じゃなくて、答えが１つしかないという教

育じゃなくて、答えは幾つでもあるんですよ、

そういう教育を今後していかにゃいかんだろう

と思いますので、よろしくひとつお願いしま

す。

最後に、道路の整備についてお聞きします。

延岡南道路については、昨日、河野議員が質

問されましたので、私のほうからは質問はいた

しません。

しかし、５月以降、宮崎県の高速道路建設に

ついては、びっくりするようないいことが続い

ております。５月15日に、平成25年度国土交通

省予算の当初配分箇所づけが公表されました。

直轄高速道路事業予算は、九州７県で第１位と

なる213億円余が配分されました。２番目に、高

速道路予算は、計画どおり事業を進めるために

十分な額が配分されました。３番目に、九州中

平成25年６月18日(火)
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央自動車道の未事業化区間のうち高千穂―蘇陽

間に、概略ルートの構造の検討を行う調査費が

計上され、事業化に向けて前進しました。それ

から５月29日、東九州自動車道の未事業化区間

で、日南―志布志間で計画段階評価のための九

州地方小委員会の第１回審議が開催され、事業

化に向けた作業が進捗中である。６月11日に

は、県内初めてのスマートインターチェンジ

が、３カ所同時に連結許可されました。６月14

日、平成25年度予算を踏まえた道路事業の開通

見通し等が、次のように公表されました。１

つ、九州自動車道北浦―須美江間の開通予定年

度が、平成28年度から平成26年度に２年前倒し

されました。２つ、東九州自動車道北郷―日南

間の開通予定年度が、平成29年度と初めて明示

されました。３つ、九州中央自動車道の高千穂

日之影道路が、今年度から工事着手することが

明示されました。

次から次にこういうのが出てきてびっくりし

ておるところでありますが、これはもしかする

と内田副知事効果じゃないのかなと内心思って

いるところであります。先日、国土交通省に陳

情に参りましたら、何人かの人たちから、「う

ちの内田を頼むよ、内田を頼むよ」と言われま

して、内田副知事もえらくみんなから愛されて

いるんだなとびっくりした次第でありましたけ

れども。できましたらこの調子で延岡南道路も

やってもらえんか。副知事、御意見をお願いし

たいと思うんですが。

延岡南道路につきま○副知事（内田欽也君）

しては、一般有料道路として建設されておりま

して、現在、債務返済の期限が平成62年という

ことになっておりますので、現行制度として

は、直ちに無料化をすることは難しい状況にあ

ります。ただ一方で、つい先日、国の審議会の

中間答申が示されまして、この中では、混在し

ている有料区間と無料区間の整理を検討するべ

きだと。例えば無料化社会実験の結果を踏まえ

る、あるいは施設の有効活用の観点から有料、

無料の整理を検討する、こんな指摘が行われて

いるところでございます。したがいまして、ま

ずは国におけるこうした議論を十分に注視し、

情報収集に努めまして、国の施策の動向につい

て見きわめを行ってまいりたいと考えておると

ころでございます。

何とぞひとつよろしくお願い○井本英雄議員

申し上げます。

それから県道上祝子綱の瀬線の整備につきま

しては、先日、内村議員が質問され、一部改良

ということでありますが、上鹿川までの改良の

予定はあるのか、いつまでにやれるのか、わ

かったら教えていただきたいと思います。県土

整備部長お願いします。

上鹿川地区○県土整備部長（大田原宣治君）

までの道路整備につきましては、これまで片内

工区や瀧下工区において、待避所設置や部分的

な拡幅工事を実施してきたところでございまし

て、今年度は、菅原工区において拡幅工事等を

行う予定としております。今後とも、地域の生

活道路として車両が安全に走行できますよう、

残る区間につきましても、引き続き整備を進め

てまいりたいと考えております。

いつまでやるかということは○井本英雄議員

わからんわけですか。

これからま○県土整備部長（大田原宣治君）

た検討を続けていきたいと思います。

よろしくひとつお願いしま○井本英雄議員

す。

上鹿川と上祝子の間を何とかつなげてほしい

と前にも質問しましたが、地元の要望は強いも
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のがあります。これで２度目の質問であります

けれども、道路整備の予定について、県土整備

部長にお伺いします。

当路線の未○県土整備部長（大田原宣治君）

供用区間につきましては、地形が急峻で標高差

も非常に大きく、さらに一部が祖母傾国定公園

に指定されておりまして、自然環境保全の観点

などからも、道路整備は非常に厳しい状況にあ

ります。このようなことから、ことし５月に、

森林管理署や延岡市などの道路管理者の皆さん

と一緒に現地踏査を行ったところでございま

す。今後は、県道や市道、林道など地域の道路

ネットワークの現状を踏まえまして、道路整備

の手法を含め、その可能性について、関係機関

と協議してまいりたいと考えております。

未整備区間が６キロでした○井本英雄議員

か。わずか６キロです。何とかひとつお願いし

たいと思います。よろしくお願いします。

稲用副知事の奥さんが上鹿川の出身でありま

すけれども、この件について御意見をお聞かせ

ください。

個人的なあれは別に○副知事（稲用博美君）

しまして、今、県土整備部長がお答えしました

ように、いろんなことで今、現地踏査をして方

法を探っているということですので、その辺の

ところをしっかりと見守っていきたいと思いま

す。

見守るだけじゃだめです。今○井本英雄議員

は実行する立場にあるわけですから、何とかひ

とつ前向きにお願い申し上げます。奥さんのふ

るさとなんだから、よろしくお願いします。

知事にも無理を言いまして、上鹿川まで来て

いただきました。県道上祝子綱の瀬線を通って

現地に行かれた、その感想をお聞かせ願えたら

と思います。

昨年７月、議員のお誘○知事（河野俊嗣君）

いをいただき、急峻な地形を縫うような県道を

車で走りまして、初めて上鹿川地区を訪問した

ところであります。道路を走っている最中は、

本当にこの先に集落があるんだろうかという思

いでたどり着いたわけでございますが、そこで

稲用副知事の義理のお母様を含めた、いきいき

集落の皆様の大歓迎を受けまして、道路整備を

含む熱い思いを感じたところでございます。本

当にいい地域ですね。この沿線には、比叡山、

矢筈岳、また鹿川渓谷、鹿川のキャンプ場もす

ばらしいものだと思いますし、観光資源として

も大きな魅力を感じたところであります。

ひとつ何とか、これをつなげ○井本英雄議員

るように、よろしくお願い申し上げまして、

ちょっと時間は余りましたが、これで終わりた

いと思います。ありがとうございました。（拍

手）

以上で一般質問は終わりまし○福田作弥議長

た。

◎ 議案第13号採決

ここで、さきに提案のありま○福田作弥議長

した公安委員会委員の任命の同意についての議

案第13号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「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。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第13号についてお諮りいたします。
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本案については同意することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○福田作弥議長

て、本案は同意することに決定いたしました。

◎ 議案第１号から第12号まで、議案第14号

及び報告第１号並びに請願委員会付託

次に、今回提案されました議○福田作弥議長

案第１号から第12号まで、議案第14号及び報告

第１号の各号議案について、質疑の通告はあり

ません。

当該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19日から24日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、25日午前10時開会、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２時１分散会
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