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◎ 一般質問

○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名で

す。定足数に達しておりますので、これより本

日の会議を開きます。

本日の日程は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、十

屋幸平議員。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。それでは、一般質問を始めさせてい

ただきます。

ことしは置県130年を迎え、改めて、「宮崎県

は最も古く、最も新しい国」という言葉が昭

和38年県の県勢要覧にあります。そして宮崎県

の過去の姿から将来の姿を考える年だと認識し

たところ、「太陽と緑の国」というキャッチフ

レーズが頭に浮かびました。このキャッチフ

レーズを稲用副知事は名刺に書かれておりま

す。そこでその言葉の成り立ちを伺いました

が、なかなかわからずに、県の県勢要覧をいた

だき調べてみました。そのことを少しお話させ

ていただきます。

現在、この議会の後ろにあります宮崎県旗が

決まったのが昭和39年、くしくも置県80周年で

あり、当時の知事は黒木博知事でした。そして

６月定例県議会で自民党の相沢議員が、アメリ

カ外遊から帰国した知事に対して、次のような

質問をしています。「聞くところによると、ア

メリカの各州においては、それぞれ州の旗を

持っている。そうして、事あるごとに国旗とと

もにこれを並べて掲揚するとのことである。そ

こで、本県においては、たまたま置県80周年を

迎えたことでもあるし、昨日発表になった県民

歌、あるいは目下編さん中の県政史等々、記念

事業が計画されておる。この際、県旗を制定さ

れるお考えはないか。我が国においても、既

に25の都道府県において県旗が制定されてお

る。「太陽と緑の国」らしい、宮崎らしい県旗

をつくってはと思うが」云々と、知事に質問を

しております。黒木知事の答弁は、「特に県旗

の問題は、県民が常にシンボルとしてひとつ掲

げていくよう、県旗制定というものも一つの方

向であろうと考える」と答弁されております。

このような議論の末に、現在の県旗が「太陽と

緑の国」のアイデンティティーとともに定着を

しています。このような歴史を大切にするなら

ば、先週の渡辺議員の、県のコンセプトは「太

陽と緑の国」であり、改めて温故知新を実感い

たしました。

それでは、質問に入らせていただきます。知

事のカジノについての考えをお伺いします。

私も今回、県が主催する東アジア経済交流事

業訪問団の一員として、県香港事務所開所式典

やマカオのカジノ等について視察をさせていた

だき、大変有意義で貴重な経験をさせていただ

きました。そこで知事に伺いますが、現在、臨

時国会に法案提出が予定されているＩＲ法、い

わゆる「特定複合観光施設区域の整備の推進に

関する法律案」、いわゆるカジノ合法化法案に

ついてですが、知事は、今回の調査でシンガ

ポールの複合リゾート施設を視察されて、いろ

いろな考えと思いがよぎったことだと思いま

す。そこで、ＩＲ法案が成立した場合、宮崎に

とってカジノがどのような役割を担うのか、知

事の所感をお伺いいたします。

次に、カジノの誘致効果には、経済効果や観

光客増だけでなく、税収増による地元還元効果

があるべきと考えますが、以上２点について知

事に伺います。

次に、次期国民体育大会について伺います。
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第34回「日本のふるさと宮崎国体」は、昭

和54年10月に開催されました。国体の開催は名

誉なことであり、宮崎県の社会資本整備やマス

コミ等の報道によるＰＲ及び経済効果やスポー

ツ振興等を図ることで、県民が元気になり、郷

土愛を育み、地域アイデンティティーの醸成を

通して本県の活性化につながったと思います。

本県は次期国民体育大会の準備に向けて取り組

まなければならないと考えます。そこで、次期

国体開催に向けて、人材育成及びハード面の整

備にどのように取り組むのか、知事、教育長に

お伺いをいたします。

以上、壇上からの質問は終わり、以下の質問

は質問者席により行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

まず、カジノを含む統合型リゾートが実現し

た場合の役割、本県における位置づけというこ

とでございます。先月、シンガポールの統合型

リゾート施設「リゾート・ワールド・セントー

サ」を視察したわけでございますが、その規模

の大きさを体感するとともに、投資、雇用、税

収など多方面において大きな効果をもたらすと

感じたところであります。国内における統合型

リゾートの具体像について現段階では不明であ

りますが、一般論としましては、先ほどのよう

な直接的な経済効果に加え、県内各地の観光ス

ポットにも足を運んでいただくことによる滞在

時間の延長や、国際会議等のいわゆるＭＩＣＥ

の誘致などにもつながり、観光誘客の面で広域

的な効果をもたらすものと考えております。

カジノについて、私の考え方がなかなかはっ

きり伝わらないのではないか、いろいろ御指摘

をいただいておるところでございますが、カジ

ノについてさまざま懸念されていること、また

克服すべき課題はあるものの、今答弁を申し上

げましたような大きな効果というものが期待さ

れる中で、前向きに取り組んでまいりたい、そ

のように受けとめておるところでございます。

ただ、今申し上げましたように、さまざまな課

題はあるわけでございます。ギャンブル依存症

の問題、青少年への影響の問題、さらには治安

の問題等ございます。そういったものをどうこ

の法案に基づく制度で克服できるのかというと

ころが大きな課題でありますし、一方では、単

にそういう箱をつくれば人は来てどんどんもう

かって地元が潤うというものではないんだと。

まさにシンガポールのような多様な魅力の中で

その地域の吸引力になっているわけでありまし

て、物をつくれば何とかなるというようなもの

は、実はリゾート法のときに我々としては苦い

経験をしているわけでございまして、そういう

先進事例、海外の事例等も踏まえながら、しっ

かりとした制度設計をしていくことが必要だろ

うというふうに考えております。

２点目の御質問にかかわるわけでございます

が、カジノ誘致の効果を考える上で、制度設計

に当たりましては、御指摘のとおり、税収の地

元への還元など、地方の財政に配慮することが

大変重要な観点であろうというふうに考えてお

ります。今後、さまざま議論が展開されると考

えておりますが、そういった地方に還元される

ような仕組みになるよう、私どもとしてもしっ

かりと意見を国に対しても申し上げてまいりた

いというふうに考えておるところでございま

す。

次に、国体についてでございます。国民体育

大会、本県も２巡目の国体というものが10数年

後というような時間的なオーダーで視野に入っ

てきたところでございます。この開催が決定し
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ました場合には、計画的に人材育成及び施設面

の整備などを進め、県民の皆様がスポーツによ

りまして元気になり、活気がもたらされるわけ

であります。本県の発展にもつながるよう、市

町村、競技団体、関係団体、企業も含めて県民

一丸となって取り組んでまいりたい、そのよう

に考えております。以上であります。〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

国体開催に向けてでありますが、本県におい

て国民体育大会を開催する際には計画的な準備

が必要となります。国体に向けての選手強化策

につきましては、現在、県の関係部局や県体育

協会などの関係団体で構成する競技力向上推進

本部を組織し、連携を深めながら、選手の育成

強化やトレーナー等で構成するメディカルサ

ポート体制の充実など、環境条件の整備等につ

いて取り組んでいるところでございます。本県

での国体開催となれば、これまで以上に指導者

の育成・確保や競技団体の組織の整備、さらに

は有望社会人受け入れ体制の推進等が必要であ

り、これらのことに関係機関とも十分連携を図

りながら取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

また、施設設備につきましては、国体の競技

施設基準を満たしていない施設や老朽化が進ん

でいる施設など、現在の状況を十分に把握しな

がら検討していくことが必要であると考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○十屋幸平議員 知事、カジノについては、課

題はあるけれども前向きに取り組むということ

で、御答弁ありがとうございました。先ほどあ

りましたように、いわゆる箱物だけではなく

て、宮崎県内全体の観光の資源といいますか、

そういう宝もしっかりと見据えて取り組んでい

ただきたいというふうに思います。

今回、2020年の東京オリンピック・パラリン

ピックが開催されることが決まりました。国や

国民が元気になり、夢と希望を実感できるビッ

グイベントだと考えております。そこで、開催

決定に際しまして、キャンプ・合宿誘致等が重

要になってくると思いますが、知事に御答弁を

よろしくお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 2020年夏のオリンピッ

クが東京で開催されますことは、大変喜ばしい

ことでございます。長期間にわたる誘致活動に

携わられた関係の皆様に心から敬意を表し、お

祝いを申し上げたいというふうに考えておりま

す。この決定した日が私の誕生日でもありまし

たことから、忘れられない日になったわけでご

ざいます。ただ本当に、我が国全体にとって明

るい、大きな、いろんな経済効果も含めてある

というふうに考えております。

また、このオリンピックの開催決定は、ス

ポーツキャンプ・合宿のメッカである本県にと

りましても、スポーツランドみやざきの推進の

みならず、本県の観光産業を初め多方面の産業

に好影響を及ぼすものと期待をしております。

今後、2016年のリオデジャネイロのオリンピッ

クを挟んで、各競技団体が強化合宿を実施され

るものというふうに考えておりますので、これ

までのキャンプ・合宿の実績等をアピールする

とともに、海外チームの直前合宿も視野に入れ

ながら、ぜひ宮崎で実施していただけるよう積

極的に取り組んでまいりたいと考えております

し、こういったものをチャンスと捉えて、宮崎

としてどのような受け入れ体制、またどのよう

な魅力の発信ができるのか、今現在、庁内関係

全部局にアイデアを出すように指示をしておる

ところでございます。いろんな考え方がまとま
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りましたら、県民の皆様にお示ししながら、県

を挙げて考えていく、また準備をする体制も大

事ではないかというふうに考えております。私

の頭の中ではもうタイトルは決まっておるんで

すが、「宮崎・東京五輪おもてなしプロジェク

ト」というような形でですね。これをチャンス

と捉えて宮崎のさまざまな活力を呼び込む、そ

のような取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。

○十屋幸平議員 宮崎・東京五輪おもてなし

で、よろしくお願いしたいと思います。

次に、スポーツ振興について教育長にお伺い

いたします。昨年のロンドンオリンピックでは

メダルの獲得数が最高で、本県の松田丈志選手

の活躍などを通して感動、夢、希望をいただき

ました。ことしは、１月の鵬翔高校サッカー部

の初の全国制覇、そして延岡学園の甲子園準優

勝など、県内アスリートの活躍で本県の競技力

の高さを示すことができて、県民への大きな夢

や希望、感動を与えていただきました。そこ

で、少子化の中、競技力向上を図るためにス

ポーツ振興にどのように取り組んでいくのか、

教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 少子化が進む中、選

手の育成や強化を組織的、計画的に進めること

は急務であると認識いたしております。そのた

め従来から、地域でシンボルとなるスポーツの

育成や、小中高が連携した一貫指導体制の確立

に取り組んでいるところでありまして、その結

果、例えばウエイトリフティングだとか新体操

とか、全国トップレベルで活躍する選手が誕生

しているところであります。さらに、本年度か

ら新たな取り組みとして、まだ十分に普及して

いない競技の選手の発掘や競技力向上を図るた

め、小中学生がそのような競技に触れる機会を

つくるスポーツタレント発掘事業をスタートさ

せたところでございます。

○十屋幸平議員 再度質問させていただきます

が、先ほどの次期国体は今後検討されていくん

でしょうけれども、日本のふるさと宮崎国体か

ら35年が経過しました。次期国体を開催すると

なれば、さらに時間が過ぎて半世紀を超えるの

かなというふうにも思います。全県下のスポー

ツ施設の老朽化が進行しております。市町村の

スポーツ施設も老朽化しております。そのこと

について教育長としてはどのようにお考えに

なっているか、お伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 国民体育大会を開催

する際には、市町村のスポーツ施設も各競技の

会場として使用するなど、県全体で取り組まな

ければならないと考えております。そのため、

既存施設の状況や今後の整備計画について、市

町村とも十分な情報交換を図っていくことが大

事だと考えております。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。

次に、知事に基本的なところをお伺いしたい

と思うんですが、知事はマニフェストに、先ほ

ど話しました甲子園優勝を掲げていますが、こ

とし、灼熱の甲子園大会で、知事、教育長、そ

れから議長もアルプススタンドで必死に応援い

ただいたということで、大変御苦労さまでし

た。県民はテレビの前で、延岡学園の野球部の

生徒たちの頑張りを一喜一憂して観戦しており

ました。そして夢、感動、希望を準優勝という

形でいただきました。そのことを踏まえて、ス

ポーツがもたらす県民への好影響について知事

はどのようにお考えですか。

○知事（河野俊嗣君） 今、宮崎のスポーツ、

子供たちの頑張り、すばらしい成績が続いてお

ります。延岡学園野球部の準優勝もありました
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し、昨年、延岡学園の男子バスケットボール部

のウインターカップ２冠というものもございま

した。そして、鵬翔高校サッカー部の全国制

覇、また小林秀峰高校が新体操で５年ぶりとな

る全国選抜大会優勝と、今、日本一もしくは準

日本一、準優勝が続いておるところでございま

す。つらつら考えますに、昨年10月の宮崎牛日

本一２連覇以降そういう勢いが出てきたのでは

ないかなという思いもしておるところでござい

ますが、まさにこういうスポーツ面の活躍が、

ほかのスポーツに大きな刺激となるとともに、

県民の皆様を元気づけ、子供たちに、「やっぱ

り宮崎いいね」と、宮崎に対する誇りの気持ち

というものも醸成するものでございます。そし

て、さまざまなスポーツの中でも高校野球、特

に公約にも書いたのは、高校野球は全試合が全

国放送されますし、地元意識が一番高まる。し

かも県外にいらっしゃる宮崎の関係者、特に近

畿の県人会の皆様も大変喜んでおられたところ

でございます。そういったものがリードしなが

ら、さらにほかのスポーツへも波及効果を及ぼ

す、大変いい流れができているのかなというふ

うに思っております。これからもスポーツのも

たらす元気効果といいますか、そういったもの

を発信していくために、スポーツの振興、1130

県民運動など幅広い活動も行っておりますが、

競技スポーツの向上などにも積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 お二人の御答弁、ありがとう

ございました。スポーツに関する熱意は十分わ

かって、効果も、本当に県民は元気になるんで

す。教育委員会の予算、みやざき競技スポーツ

特別強化対策事業とか少年競技力向上と宮崎

チャレンジ、いろいろやって8,400万ほどお使い

になられているんですけれども、ハード面の整

備も含めて、人材育成も含めてしっかりそのあ

たりを手当てしていかなければ、先ほどの国体

でもありましたが、国体ではぜひ優勝というの

が大命題になってくると思いますので、知事、

それから教育長、ぜひそのあたり財政面を含め

てしっかりと取り組んでいただきたいなという

ふうに思っております。

次に、ＴＰＰについてお伺いをしたいと思い

ます。

これまでＴＰＰ交渉参加について、県議会は

一貫して反対の意見書を政府に対して提出いた

してまいりました。新聞報道では、ＴＰＰ交渉

は年内妥結を目指して大詰めに入ったとの報道

や、貿易自由化率も90％超に引き上げて提示す

る等の報道があり、詳しい情報が得られず不安

が募っております。また、県内の農業等を含め

て、「国益とは何か」について十分な議論と説

明がなされたとは言いがたい状況であると私は

考えます。そして、ＴＰＰ協定に参加して関税

が撤廃されれば、本県の基幹産業である第１次

産業のみならず、地域経済に大きな影響がある

と考えております。そこで、県はＴＰＰ協定対

策本部会議をどのように開催しておられるの

か、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御質問のＴＰＰ協定対

策本部会議でありますが、これまでＴＰＰ協定

に関する情報の収集、本県に対する影響の調査

・分析、さらには事態の推移を踏まえた対応策

の検討などを行ってきたところでございまし

て、それらを踏まえて、県としましては国に対

し情報提供や慎重な対応を求める要望活動を

行ってきたところでございます。去る９月３日

に開催しました本部会議では、８月に第19回の

ブルネイ会合が開催されましたことから、最近

の国の動向やＴＰＰ交渉会合の経過、さらには
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分野別の交渉状況につきまして、共同声明や報

道等から得られる情報―非常に限られた情報

ということになりますが―を整理し、全庁的

な共有を図ったところでございます。交渉参加

国との秘密保持契約によりまして、国から十分

な情報提供が期待できる状況にはないところで

ありますが、10月のＡＰＥＣ首脳会議に至るま

で、中間会合や２国間会議において、交渉のさ

らなる進展を図る予定とされておりますので、

こうした本部会議において、各部局長に対し、

可能な限りの情報収集に努め、事態に応じた適

切な対応を図るよう指示をしたところでござい

ます。

○十屋幸平議員 次に移ります。宮崎県農業実

態調査において、ＴＰＰ協定交渉参加表明で、

アンケートで２割の農家が農業縮小や断念を意

識する、そう言われております。そういう中

で、知事は今後の宮崎県農業をどのように展望

していかれるのか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰ協定交渉の参加

に対して多くの農家が不安を感じておられる、

営農意欲が損なわれているということ、このア

ンケートからも伝わってきたところでございま

して、非常に重く受けとめております。本県の

農業人口は、農業者の高齢化などを背景に減少

の一途をたどっておりまして、ＴＰＰ協定交渉

の先行きも不透明な中では、農業者が減少する

中で、どのように全体の農業生産力を維持し競

争力を確保していくかが、本県の農政にとって

最も大きな課題になるものと考えております。

具体的には、これまで以上に地域単位での営

農ビジョンというものを重視しつつ、経営拡大

の意欲がある農業者や農業法人、また集落営農

組織、あるいは農業団体等に対する支援を集中

させ、環境整備を進めることで、産地全体を経

営する感覚を持った経営体をつくり、これを育

てていくことが重要になるのではないかと考え

ております。今年度から、農業を関連産業と一

体的に成長産業化するフードビジネス振興構想

を推進しているところでありますが、この取り

組みと産地経営の強化による農業生産力の維持

・向上を２本柱として進めることによりまして

―本県農業はもともとポテンシャルは高いも

のがあるわけでございます。このさらなる発展

を目指してまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 情報がない中で対応していく

という部分と、もう一つは、基幹産業でありま

すので、ＴＰＰいかんにかかわらず、高齢化と

か担い手の問題とかさまざまありますので、そ

のあたりを含めて、今、２本柱とおっしゃいま

したけれども、そういうところでしっかりと取

り組んでいただくように要望しておきたいとい

うふうに思います。

次に、新エネルギー政策、メタンハイドレー

ト基地化についてお伺いをしたいと思います。

メタンハイドレートとは、日本周辺の海底の

地層深くに、植物や動物が分解されて発生した

メタンガスが、低温で高圧な環境のもとで水分

子がメタン分子を包み込む状態で、氷状の固体

の結晶であります。火を近づけると燃えますの

で、「燃える氷」とも言われております。資源

エネルギー庁の日本周辺海域の賦存量の調査で

は、資源量は7.4兆立方メートルと試算されてお

り、これは日本の天然ガス消費量の100年分に相

当する量だと言われております。また、南海ト

ラフ海域の四国沖から東海沖、そして北海道周

辺にもメタンハイドレートが多く存在すると推

定されており、資源がない日本にとって貴重な

エネルギー資源だということであります。現

在、既に海洋での生産試験等が実施されてお
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り、この結果等を踏まえて、商業産出準備や経

済性の評価、環境影響評価の段階に進む計画と

なっております。そこで、東部南海トラフ海域

のメタンハイドレートの受け入れ基地として、

九州での本県の立地条件を生かして、将来のメ

タンハイドレートの商業化を見据えて基地化を

初めとする対策を進めるべきだと考えますが、

知事の考えをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 日向灘沖を含む我が国

の周辺海域には、相当のメタンハイドレートの

存在が見込まれておるわけでございます。国に

おいてことし３月に、愛知・三重県沖で試験的

な採掘実験を実施しまして、一定の成果が上

がったというふうに伺っております。本県にと

りましても、非常に大きな夢が広がったのかな

という受けとめでございます。また、国が４月

に策定をしました海洋基本計画においては、平

成30年度を目途に、商業化の実現に向けた技術

の整備が図られることとなっております。九州

におきましては、メタンハイドレートを含む海

洋資源の開発に、各県一体となって取り組んで

いこうという動きが出てきておりまして、研究

会が設置され、本県としても、そこに参加をし

ておるところでございます。日向灘に面する本

県としましては、大きな大きな夢、資源がそこ

に眠っているというようなこともイメージしな

がら、期待をしながら、引き続き、こういった

国や各県と連携をした動きというものに参加す

るとともに、情報収集に努め、将来に向けてど

のような対応が可能であるか、しっかりと検討

してまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 先ほど答弁がありましたよう

に、平成30年というのが一つのめどとして出て

います。高知県は既に、エネルギー庁のほうに

いろんな調査するための基地、港としての位置

づけとか、高知新港を基地化に向けて取り組む

ような動きもされております。ですから、研究

会も含めて、九州全体の一つの大きな力として

動いていただくのも当然ですけれども、いち早

く本県も、九州各県の合意も得なきゃいけない

かもしれませんけれども、市町村等とも連携を

図りながら手を挙げていただければというふう

に強く要望しておきたいと思います。

次に、マグネシウム発電についてお伺いをし

たいと思います。

総務政策常任委員会で、日向市のリニア実験

線施設で、東北大の小濱泰昭教授が研究してお

りますマグネシウム燃料電池プロジェクトを調

査いたしました。もともとの研究は、地面効果

現象で移動できるエアロトレインの研究が主で

ありまして、その際、車両の軽量化を図る必要

性に迫られ、材質をアルミからマグネシウムへ

転換を図る時点で、小濱教授は新しいマグネシ

ウム合金の燃料電池としての特性を発見いたし

ました。新エネルギーとして実用化に向けて研

究開発中であります。そこで、マグネシウム燃

料電池を知事はどのように認識しているか、お

伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） これも非常に夢の広が

る取り組みでございます。マグネシウム発電に

つきましては、東北大学未来科学技術共同研究

センターの小濱泰昭教授が、日向市美々津町の

旧リニアモーターカー実験施設を活用しまし

て、難燃性マグネシウムを利用した長寿命の電

池や、発電により酸化したマグネシウムを太陽

熱により還元し再利用する技術の研究をされて

いるというふうに伺っております。これらの研

究成果につきましては、民間企業も注目をして

いるということでございまして、マグネシウム

電池の製品化を視野に入れて共同開発に取り組
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もうとする動きもあるやに伺っております。私

としましては、県内においてこのような夢のあ

る技術開発が行われていることは非常に誇らし

く思えますし、また、ソーラーフロンティア構

想の推進上も大変有意義な取り組みであるとい

うふうに考えておりますので、今後ともその動

向を注視してまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 日向市では、マグネシウム燃

料電池プロジェクト支援事業として、９月議会

に650万の予算を計上して支援を行っておりま

す。先ほど知事の答弁にもありましたように、

夢のあるプロジェクトでありますので、県も連

携すべきだと考えておりますが、総合政策部長

に考えをお伺いいたします。

○総合政策部長（土持正弘君） 私も先日、現

地のほうで小濱教授から直接お話を伺ったとこ

ろでございますが、実験施設の所有者でありま

す公益財団法人鉄道総合技術研究所、いわゆる

鉄道総研のほうから、東北大学への施設貸与期

間がこの９月に終了するということでございま

した。このため日向市では、小濱教授が研究開

発を継続できるように、今後の施設利用につい

て鉄道総研との調整や、研究環境の整備につい

て支援を行うというふうに聞いております。県

といたしましては、日向市の意向等を確認しな

がら、また、本研究の今後の展開等による産業

界への波及効果などの民間企業等の動きも見な

がら、引き続き注目してまいりたいというふう

に考えております。

○十屋幸平議員 御答弁ありがとうございま

す。「夢の扉」でもテレビ放映されましたし、

今注目を浴びているということは十分わかりま

す。宮崎県もビームダウン方式で水素を原料と

する新エネルギーにも取り組んでいることは十

分わかります。その次の世代のエネルギーかも

しれませんけれども、知事は行かれたことはあ

りますか。

○知事（河野俊嗣君） まだ現地には行ってお

りませんが、そのような機会があればというふ

うに考えております。

○十屋幸平議員 ぜひ一度ごらんになられて

─これは小濱教授によると壮大な夢を持って

おられますが、それを一度見てお話を聞いてい

ただいて、認識をまた深めていただければとい

うふうに思っております。

それでは、次に移りたいと思います。これも

また夢みたいな話をさせていただきますが、東

九州新幹線構想についてお伺いしたいと思いま

す。

私ども県北の県議会議員は、平成６年に大分

・宮崎県議会県境議員連盟を設立し、平成14年

に熊本県も連盟に参加していただき、平成23年

度に九州中央３県議員連盟と名称を変更して、

東九州自動車道や九州中央自動車道の整備等、

また日豊本線の高速化や複線化等の整備を関係

機関へ要望・陳情活動を続けてまいりました。

しかし、本年７月に実施したＪＲ九州の要望活

動では、日豊本線のさらなる整備は厳しい状況

であります。そこで、我々議員連盟は方針を転

換し、東九州新幹線構想を打ち出そうと話があ

りました。そこで調査いたしますと、全国新幹

線鉄道整備法に基づき、昭和48年、当時の運輸

省告示第466号によって、福岡市から大分、宮

崎、鹿児島市までの約390キロという路線が東九

州新幹線として明確に位置づけられ、全国新幹

線鉄道の基本計画に追加をされました。また、

平成24年10月に広瀬大分県知事が九州知事会で

東九州新幹線構想を提案し、特別決議として採

択をされました。夢の新幹線構想であります

が、今だからこそ夢を含めて取り組んでいく必
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要があると考えます。東九州新幹線構想の実現

に向けて、本県も大分県や他県、市町村とも積

極的に連携を図り取り組む考えはないか、知事

にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 九州新幹線の状況を見

てもわかりますとおり、東九州新幹線は極めて

大きな経済波及効果が期待できるということ

で、東西格差をなくし、九州一体となって発展

していくために欠かせないインフラ整備である

というふうに考えております。これまでも東九

州新幹線鉄道建設促進期成会を設置しまして

―会長は私が務めておるわけでございますが

―毎年要望を繰り返してまいりました。本県

ではこれまで、県民の長年の悲願であります東

九州自動車道の整備に最優先で取り組んできた

ところでございまして、宮崎―北九州間の開通

にめどが立った現在、残る日南―志布志間及び

九州中央自動車道の整備を促進する、力を入れ

ていくというのはもちろんのことであります

が、本県のさらなる浮揚につながる東九州新幹

線の整備に向けて積極的に取り組んでまいりた

いと考えておるところでございます。このた

め、まずは整備計画線への格上げに向けて世論

を醸成するため、大分県を初め沿線各県と意思

統一を図りながら、具体的な行動に移していく

ことが必要ではないかというふうに考えており

ます。

議員御指摘のとおり、昨年の九州地方知事会

におきまして、東九州新幹線の整備が知事会の

特別決議として初めて採択をされたところでご

ざいまして、一歩一歩動きもあるわけでござい

ますし、全国的にも、国の国土強靱化の議論を

受けて、新幹線整備に向けた動き、またさまざ

まな議論というものが活発化しておる状況でご

ざいます。この新幹線の整備は、非常に息の長

い取り組みになります。地元の財政負担の問

題、並行在来線への対応など克服すべき困難な

課題もあるわけでありますが、一つの大きな大

きな夢であります。先ほど延岡学園の準優勝の

話もありました。今回つくづく思いましたの

は、甲子園の優勝という大きな夢を掲げたわけ

ですが、これが単なる夢物語ではなしに、本当

に手を伸ばせば届くような現実的な夢になった

のではないか、高い目標を掲げて県民挙げて取

り組むことで道が開けるのではないか。言霊と

いう効果もありますが、口に出して大きな目標

として掲げていくことは大変重要であろうかと

いうふうに考えたところでございます。この夢

を単なる夢で終わらせることなく、明確な目標

ととらえて、建設の実現に向けて一歩一歩取り

組んでまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 今、いみじくも知事が言霊と

いう言葉を使いましたけれども、その言霊を発

するのは知事であって、そしていろんな方々と

調整をしていただいて、夢の実現に向けて頑

張っていくというのが必要だと思います。今議

会も知事のカジノ発言について、さまざま発言

に対する慎重姿勢が見られました。ですけれど

も、今おっしゃったように、リーダーとして、

しっかりと県民に対する自分のお考えというも

のを言霊として発信していただきたいというふ

うに思っています。

この件に関しましては、我々県北の九州中央

３県議連のメンバーだけではなくて、議場にお

られる議員の皆様の力も必要ですし、それから

経済団体や各方面の、宮崎県民としての意思統

一が絶対に必要だというふうに思っておりま

す。ですから、県が率先していただいて積極的

にということでありましたので、これから長丁

場の要望・陳情活動になるかもしれませんが、
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それに向けて、知事を先頭にしっかり取り組ん

でいただきたいと、さらに要望しておきたいと

いうふうに思っております。

次に、ちょっとマイナーな地元のお話をさせ

ていただきたいと思いますが、国道10号の交通

渋滞対策について伺いたいと思います。

私、けさも車で家を７時ちょっと前に出発し

まして、高速道路を使って走って県議会へ参り

ました。到着が約１時間40分後であります。国

道10号の、御案内のとおり日向市の平岩地区か

ら美々津までの約10キロ、通常ですと約20分で

通過します。朝夕の交通渋滞の時間では倍の40

分もかかります。非常に混雑しております。延

岡でも同じように、延岡市の旭ヶ丘地区から

土々呂地区も交通渋滞が発生しております。そ

こで、交通渋滞の解消についてどのような対策

を図っているのか、県土整備部長にお伺いいた

します。

○県土整備部長（大田原宣治君） 国道10号の

日向市平岩から美々津間及び延岡市旭ヶ丘から

土々呂間の渋滞対策につきましては、これまで

に土々呂地区での交差点改良工事や信号機の表

示時間の調整などが実施されてきたところであ

りますが、十分な渋滞解消には至っていない状

況でございます。このような中、国道10号に並

行します東九州自動車道が、今年度中には延岡

市から宮崎市までがつながる予定でありまし

て、これにより通行車両が分散され、混雑状況

の改善も期待されるところであります。また、

国や県、市などで構成する宮崎県交通渋滞対策

協議会におきまして、ことし１月に、県内の主

要渋滞箇所として、当該区間を含む226カ所を選

定し、今後は、当協議会の中にワーキンググ

ループを立ち上げ、ソフト、ハードを含めまし

た効果的な対策について検討を進めることとし

ております。県といたしましては、今後の交通

の動向や当協議会での検討も踏まえながら、国

や関係機関と連携しまして、渋滞緩和に取り組

んでまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 早急にワーキンググループを

立ち上げていただいて、一刻も早く、一日も早

く解消をお願いしたいというふうに思います。

次に、防災対策についてお伺いしたいと思い

ます。

高知県の南海トラフ巨大地震の取り組みにつ

いて調査をさせていただきました。東日本大震

災から２年６カ月が過ぎ、８月末現在で、全国

にはいまだに約29万人の方々が避難生活を余儀

なくされております。そして、福島原発の汚染

水問題や、いまだに田畑で瓦れき処理を続ける

農家の方々が苦しまれている状況など、改めて

東日本大震災のすさまじさを実感いたします。

今議会の重松議員の代表質問で、知事は、南海

トラフ巨大地震の基本認識として、「住民の命

を守ることを最優先する」と答弁をされまし

た。そこで、南海トラフ巨大地震対策につい

て、住民の命を守る観点から県としてはどのよ

うに取り組んでいくのか、基本的な考え方を知

事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 南海トラフ巨大地震に

つきましては、「激しい揺れと大きな津波か

ら、いかにして住民の命を守るか」という観点

から、国、県、市町村が連携をして、短期、中

期、長期と実施すべきことをできることから速

やかに取り組んでいく、これが大変重要であろ

うという認識でございます。本県としまして

は、地震の震度分布や津波の浸水想定、被害想

定などの調査を実施しておるところであり、こ

のうち津波浸水想定につきましては、本年２月

に公表し、現在、沿岸市町において、避難地
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図、いわゆるハザードマップの作成であります

とか避難場所の確保、避難路の整備などを進め

ていただいております。また、震度分布等につ

きましては、今月末までに取りまとめる予定で

ありますので、この内容を踏まえて、県の減災

計画や地域防災計画の見直しなどを着実に行っ

てまいりたいと考えております。

そのような中、本年度は、宮崎県大規模災害

対策基金を創設しまして、喫緊の課題である沿

岸市町の避難対策への支援を行いますととも

に、後方支援拠点の指定・活用や住民の自助・

共助を強化するための啓発事業、防災士などの

人材育成などに取り組んでおるところでありま

す。さらに、宮崎県津波対策推進協議会や九州

ブロック協議会などを通して縦横の連携を強化

いたしますとともに、12月に南海トラフ巨大地

震を想定した初めての実践訓練を行う予定であ

りまして、対処能力の向上や課題の検証などに

も努めていきたいと考えております。

○十屋幸平議員 知事は、国の中央防災会議の

防災対策実行会議のメンバーとして、唯一県知

事として入っておられます。最終的には財政的

なものが非常にウエートを占めますので、ハー

ドにしてもですね。そのあたりを地方の声とし

てしっかりと国のほうに要望していただきたい

というふうに思います。

続いて、高知県の対策のキーワード、これは

知事のおっしゃった「命を守る」ということで

は一緒でありますが、特にそれが強調されてお

りまして、一義的にも本当に「命を守る」、そ

して次に「暮らしを守る」とあります。高知県

南海トラフ地震対策行動計画、こういうものを

既に３年間のローリングの計画で策定しており

ます。その中にありますが、死者数を限りなく

ゼロを目標にしております。市町村と連携し

て、ハード整備やソフト対策に３年間で約60億

円を投資して、県民の命を守ろうとしておりま

す。高知県では、市町村が避難対策として、避

難タワー等のハード整備に、津波避難対策等加

速化臨時交付金で市町村に財政支援を行ってお

ります。本県でも同様な制度が創設できない

か、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） まさに高知県、これま

で東海・東南海・南海地震の特別措置法なども

ありまして、さまざまな取り組みが進んでお

る。我々としても十分参考にしてまいりたいと

いうふうに考えております。避難施設の整備に

つきましては、県内の沿岸10市町とも意見交換

や先進地調査などを行っておりますが、基本的

には、単なる避難タワーのようなものよりも、

平常時は公民館や歩道橋、立体駐車場などとし

て利用し、災害時には避難場所として活用でき

る施設が望ましいという考え方でございます。

したがいまして、このような形での施設整備が

柔軟にできるよう、防災の観点からも支援でき

るよう、今御指摘がありました防災対策実行会

議などにおきましても、地方からの声として強

く求めておるところでございます。また、南海

トラフ地震対策特別措置法は、ようやく日向灘

も含めた南海トラフを捉まえた特別措置が現在

審議をされておるところでございまして、その

審議状況や今後の施策展開など、国の動向を注

視しておるところでございます。そのような動

向を踏まえながら、今後、市町村への支援のあ

り方につきましても、しっかりとした財源の確

保をする中で検討してまいりたいと考えており

ます。

○十屋幸平議員 時間が残り少なくなったんで

すけれども、高知県がこれまでの歴史の中で大

きな災害に何度となく遭ったというのは十分認
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識しております。しかしながら、やれるところ

からしっかりやっているというのが、先ほど知

事の答弁にもありましたので、そのあたりも含

めてお願いしたいというふうに思います。

次に、東日本大震災では、災害時の教訓とし

て、医療救護活動等の対策をいち早く取り組む

必要や、医薬品の手配や配分、支援薬剤師の派

遣等がスムーズに行えるように、医師や薬剤師

の重要性が課題として上がっております。そこ

で、他県では災害医療コーディネーターや災害

薬事コーディネーターを設置しておりますが、

本県でも取り組むお考えはないか、福祉保健部

長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 災害発生時に

迅速かつ的確に医療救護活動を行いますために

は、災害の規模や状況によりまして、限りある

医療資源を適切に配置、投入することなどが大

変重要になってまいります。このため県では、

医療救護活動の指揮命令を担う人材として、災

害の状況に応じた医療体制の構築や医療救護班

の配置、患者の収容先となる医療機関の確保等

の総合調整を行います災害医療コーディネー

ターの設置に向けまして、現在準備を進めてお

ります。また、災害時には医療救護所や医薬品

等集積所において、医薬品等の仕分けや管理を

行います多くの薬剤師が必要となってまいりま

す。このため、ただいま議員御提案の災害薬事

コーディネーターの設置も重要と考えておりま

して、今後、その点も含め、適切な支援体制の

構築に向けて、県薬剤師会など関係機関と協議

してまいりたいというふうに考えております。

○十屋幸平議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、豪雨被害対策について伺います。

本県は、平成17年の台風14号の大規模な土砂

災害や豪雨災害、また平成18年９月の県北の竜

巻被害など甚大な自然災害を経験しました。昨

日は、台風18号で初の大雨特別警報が発令され

たにもかかわらず、とうとい人命を失う土砂災

害や豪雨による被害や竜巻被害などが、京都府

を初め各地で発生し、自然災害の猛威が激しく

襲っております。本県ではここ数年大きな災害

は起きておりませんが、「災害は忘れたころに

やってくる」と言われるように、いつ何どき災

害が発生するかわからない状況であり、県内の

危険箇所への対策が急務であると考えます。今

回は、地元の対策について伺いたいと思いま

す。日向市東郷町の羽坂地区を流れる坪谷川の

右岸の堤防整備や、本谷地区における砂防堰堤

と富高川間の水路整備の取り組みについて、県

土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） まず、羽坂

地区の堤防整備についてでございます。日向市

の耳川流域では、これまで台風等によりまして

多くの家屋浸水被害が発生しており、平成11年

度から、耳川及び支川の坪谷川などにおきまし

て国の補助事業で河川改修を進めてきておりま

す。坪谷川沿いの羽坂地区につきましては、家

屋の浸水被害を受けた左岸におきまして堤防等

の整備を進めており、今年度完成する予定で

す。なお、右岸につきましては、家屋の浸水被

害がなかったことから当事業の対象となってお

りませんが、今年度、洪水時に支障となってい

た橋梁のかけかえや河道掘削を行っておりまし

て、その効果も見ながら、どのような対策が可

能なのか検討してまいりたいと考えておりま

す。

次に、本谷地区の水路整備についてでござい

ます。当地区の上和田谷川及び上和田小谷川に

おきましては、上流にそれぞれ砂防堰堤を設置
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して土砂災害防止を図っております。これらの

堰堤と下流域にあります富高川の間には水路が

ございますが、豪雨時には渓流及び集落内から

の流水が水路を溢水しまして、周辺の道路等が

冠水している状況にあります。これらの水路

は、現在、日向市が管理していますことから、

今後の整備につきましては、日向市と十分協議

してまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 ありがとうございました。ぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。

次に、少子化対策について伺います。

知事は、今回の代表質問でも「県づくりは人

づくり」と言われるように、県政の各般にわた

り人づくりは大変重要な課題であると認識をさ

れているようであります。人間は、生まれて、

家庭や社会で人間の基礎を育み、幼稚園、保育

園、義務教育等で知識の基礎となる教育を受け

て成長していくと考えます。その最も重要な基

礎をなす時期への投資が国や県も不十分である

と考えております。国は平成25年度から認定こ

ども園事業費の補助基準単価を改定しました

が、本県は国の補助基準単価どおりにはなって

おりません。そこで、国の基準どおりに支給す

る考えはないか、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 認定こども園

への補助についてでありますが、認定こども園

への移行が比較的進んでおります本県におきま

しては、これまでも認定の増加に対し予算の確

保に努めてきたところでありまして、平成25年

度当初予算におきましては、35施設分として２

億6,400万円を計上しているところでございま

す。補助基準単価の見直しにつきましては、認

定こども園関係者からも要望をいただいている

ところでありますが、極めて厳しい財政状況に

鑑みますと、国の補助基準単価どおりの支給は

困難と思われますが、財政負担を伴う関係市町

村と、今後とも十分検討してまいりたいという

ふうに考えます。

○十屋幸平議員 財政的な話は、先ほどからも

いろんな話がありますから、厳しいというのは

十分承知させていただいておりますが、それで

はなぜ国が基準を上げたのか、単価改定された

のかというのは、少子化、子供を大事にしな

きゃいけないというところなのかもしれません

が、市町村も負担がありますので、十分協議を

いただいてやっていただきたいなというふうに

要望しておきたいと思います。

最後になりますけど、猿被害対策について伺

います。

日向市では、先月28日以来、かみつき猿によ

り18名の方々が手足をかまれ、被害が続出して

おります。８日には、市職員、消防団、猟友

会、農協、森林組合、県警、保健所など500名を

超える陣容で、爆竹や猟犬、県警のヘリコプ

ターなどで捕獲大作戦を行いましたが、結果は

空振りでした。９日に、目撃情報をもとに捕獲

作戦を実施したところ、かみつき猿と思われる

猿を捕獲しました。しかしながら、これまでの

目撃情報では別の猿も確認されており、日向市

では、パトロールや対策本部の人数を縮小し

て、引き続き24時間体制で警戒に当たっており

ます。今回の猿被害は、県内どこでも発生する

ことが懸念されます。そこで、県内の猿の分布

状況と今回の猿被害に対する県の対応につい

て、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 野生猿につき

ましては、平成24年度の調査では、県内に

約4,500頭が生息していると推定しており、その

分布は県内の広い範囲に及んでおります。生息
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数の多い地域は、約1,200頭の青井岳周辺を初

め、延岡市北部、日南市、串間市などとなって

おります。

次に、今回の猿被害に対する県の対応につき

ましては、猿の目撃情報がふえ始めた７月中旬

から、日向市と連携して、箱わなの設置や学校

周辺での鳥獣保護員によるパトロールを行うと

ともに、環境省から麻酔薬等を使用した危険猟

法の許可を受けるなど捕獲の準備を進めてまい

りました。また、８月28日の人的被害の発生以

降は、日向市の野生猿被害対策本部と連携し、

警戒パトロールや一斉捕獲活動などへ参加した

ところであります。９月９日には１頭の野生猿

が捕獲され、それ以降、猿による人的被害はな

いことから、日向市では14日から警戒体制を縮

小しております。今後とも日向市と連携して、

早期の被害収束に向け対応してまいりたいと考

えております。

○十屋幸平議員 いろいろ県の協力もいただき

ながらやったわけですけれども、かみつかれた

方々は本当に大けがをしておりますので、また

よろしくお願いしたいと思います。

そこで県警察本部長に、野生猿への対応状況

についてお伺いしたいと思います。

○警察本部長（白川靖浩君） 警察では、住民

の安全で平穏な生活を守ることを第一といたし

まして、日向市と連携をとりながら対応してお

ります。これまでの対応といたしましては、日

向警察署において、野生猿が出没する地域での

パトロール活動、児童の登下校時間帯における

見守り活動を行っているほか、先般実施され

た、いわゆる捕獲作戦にも85名の警察官及び警

察ヘリを参加させているところでございます。

さらに、警察本部からも日向警察署に特別機動

警察隊を派遣しまして、24時間の警戒態勢に当

たらせております。先般、野生猿が捕獲された

ところではございますが、複数の猿がいるとの

目撃情報もあることから、引き続き、関係機関

とも緊密な連携を図りながら、地域住民の安全

確保に努めてまいります。

○十屋幸平議員 ありがとうございました。

今回の質問は、夢のような話から現実的な

話、さまざまさせていただきましたが、最終的

には、途中でお話ししましたけれども、知事の

夢を語ることも必要だというふうに思っており

ますので、この夢の実現に向けてしっかりと頑

張っていただかなければというふうに思います

し、我々もそういう面では夢の実現に向けて頑

張っていただく姿勢を、議会としてのチェック

もさせていただきたいというふうに思っており

ます。

これで私の全ての質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

○福田作弥議長 次は、清山知憲議員。

○清山知憲議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の清山知憲です。ことしの夏は大変な猛暑でし

た。毎年８月15日には宮崎県護国神社の終戦記

念奉告祭へ参列させていただいておりますが、

この護国神社には、宮崎県出身で国のために犠

牲になられた４万1,818名の英霊が祭られてお

り、さらに53名の自衛隊殉職者が祭られており

ます。境内の一隅には次のような歌が石碑に刻

まれております。「南海にたとへこの身ハ果つ

るともいくとせ後の春を想へば」、これは、神

風特攻隊の先駆けである敷島隊の一員として昭

和19年10月に殉死された宮崎市出身の永峯飛行

兵長の辞世の歌であります。まさにこの「いく

とせ後の春」を謳歌している我々としては、そ

の死を悼み、感謝と慰霊の誠を尽くしていかな

ければならないとつくづく思うばかりでありま
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すが、しかし、河野知事は宮崎県護国神社へ県

知事として参拝してくださろうとしません。こ

としの終戦記念奉告祭には来ていただいたこと

を大変感謝しておりますけれども、しかし、防

衛協会長という肩書で我々議員の後ろに座って

おられました。まず、宮崎県知事として護国神

社への過去の参拝状況につきお伺いした後、自

席より質問させていただきます。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

宮崎県護国神社の例大祭につきましては、平

成18年までは当時の知事が個人として参加して

おりましたが、それ以降は参加をしておりませ

ん。また、終戦記念奉告祭につきましては、古

くは存じておりませんが、本年、私が県防衛協

会長として参加をさせていただいた、それ以外

では、少なくとも昭和52年以降、知事としての

参加はございません。以上であります。〔降

壇〕

○清山知憲議員 「個人として」というような

区別はナンセンスかと思いますが、今の説明に

ありましたとおり、平成18年まで安藤知事は例

大祭に欠かさず出席しておられました。前の松

形知事にしてもそうですけれども、平成19年の

東国原知事以降ぱったりと、護国神社への参拝

が途絶えております。河野知事にお伺いしたい

んですが、例大祭等きちんと堂々と知事として

参拝されるおつもりはないかお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） まず、基本的な考え方

といたしまして、戦没者や自衛隊、公務殉職者

など国家公共のためにとうとい命をささげられ

た方々を追悼し、平和への誓いを新たにするこ

とは大変重要なことと考えておりまして、私も

８月15日に行われます戦没者を追悼し平和を祈

念する宮崎県民の集いにつきましては毎年参加

をし、そのような追悼の誠をささげております

し、また、ひむかいの塔の追悼式、また遺族大

会への出席などを通じて、そのような思いを届

けておるところでございます。また、一個人と

しましては、折に触れて護国神社へも参拝させ

ていただいております。もちろん靖国神社にも

参拝をしております。しかしながら、知事とし

ての参拝につきましては、これまで国や自治体

と宗教とのかかわりにつきまして、最高裁など

でさまざまな判断が示されておりますことか

ら、参加を見合わせているところでございま

す。

○清山知憲議員 その参加を見合わせる理由な

んですけれども、神社への参拝というのは、あ

くまで儀礼としての一過性の宗教的行為であっ

て、必ずしも教典等を用いて継続的に宗教活動

を行うとか、宗教団体に公的支援を行うもので

はありませんから、政教分離の原則にも全く抵

触いたしません。さらに知事、ことし防衛協会

長としておられましたけれども、我々議員の後

ろに座られて非常に違和感があるんです。そこ

に何らかの意図を感じざるを得ないんですけれ

ども、知事は戦没者等慰霊奉賛会の総裁職にも

つかれております。我が県議会議長はその会長

としてきちんと職務を果たされておりますが、

知事はずっと総裁職につかれております。どう

して堂々と前のほうに出てお参りされないの

か、ちょっと不思議でならないんですけれど

も。

再度お伺いしますが、いろいろと知事と神社

の関係、慎重な姿勢が見られたんですけれど

も、今申し上げた政教分離の原則にも全く抵触

しないと思いますが、堂々と前のほうに出てき

て例大祭にも来られてはいかがかと思います
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が、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 前に出る出ない、今の

席順の話は、防衛協会長という立場でございま

したので、そういう整理がされたんだというふ

うに思っておりますが、知事として出席をしな

いことについての考え方は、先ほども申しまし

たように、公務と宗教行事のかかわりにつきま

して、これまで最高裁を含めたさまざまな判断

がされていることを勘案しまして、過去の知事

も含めまして公務としての参加を見合わせてい

るということでございます。ただ、大事なこと

は、先ほども答弁しましたように、国家公共の

ためにとうとい命をささげられた方々に対する

感謝と追悼の思いを別の形であらわしておると

いうことでございまして、これからもいろんな

機会を捉えて、自分のそのような追悼の誠をさ

さげてまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 最高裁で愛媛県の玉串訴訟と

か、あれは全く別の時限の話ですし、むしろ津

市が地鎮祭を行ったことでの最高裁の判例は、

あれは合憲とみなされました。全く慎重になる

必要はないんじゃないかなと思いますし、また

過去、昭和52年に県議会議長が、当時護国神社

に対して、例大祭は３月10日だったんですけれ

ども、２月の定例県議会にかぶるという理由

で、総裁である知事も議長も出席がかなわない

から４月10日に変えてくださいとお願いをし

て、例大祭を変えていただいた経緯がありま

す。なのに知事だけ忽然と平成19年以降例大祭

出席されないというのは、これは心の問題を通

り越して信義の問題にかかわるんじゃないかな

と思います。細かい話はもうやめにしますが、

今度の例大祭はきちんと来ていただけますよ

ね。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど申しましたよう

に、私も感謝と追悼の思いは非常に強く持って

おるところでございまして、そのほかの機会を

捉えて参拝をしてまいりたいというふうに考え

ておりますが、そのような例大祭などの機会に

出ますこと、これまでも答弁しておりますよう

な─全く問題ないというふうに議員はおっ

しゃるわけでございますが─さまざまな裁判

例もあるわけでございます。その疑いといいま

すか問題が生じないように、慎重な対応をさせ

ていただいておるところでございまして、別の

機会、別の場面で、これからも感謝と追悼の思

いをささげてまいりたい、そのように考えてお

ります。

○清山知憲議員 別の機会、別の場面というこ

とは、例大祭には行かないとおっしゃっている

のかなと思いますけれども。

私、ちょっと聞いたんですけれども、先ほ

ど、沖縄県には、ひむかいの塔という慰霊塔が

あるという話でしたが、宮崎県も福祉保健部が

遺族の方々を連れて、ひむかいの塔に行かれる

と聞いております。その後に沖縄県護国神社に

も行かれるということですけれども、過去、県

職員が、「我々は護国神社参拝できませんか

ら」と言ってバスの中にとどまっていたという

ようなことがあったと聞いたんですけれども、

福祉保健部長、これ御存じですか、事実でしょ

うか。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 申しわけあり

ませんが、そのことは私、ちょっと記憶してお

りません。

○清山知憲議員 仮にでもそういうことがあっ

ては、非常に情けない話ですし、悲しい話なの

で、今後きちんと遺族の方々と一緒に普通にお

参りしていただけますよね、部長。

○福祉保健部長（佐藤健司君） その時点でい
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ろんな関係規定も把握しながら対応したいとい

うふうに考えております。

○清山知憲議員 それを規制するような規定が

あったら非常にナンセンスじゃないかなと思う

んですが。

知事、今いろいろと法というか憲法の兼ね合

い等おっしゃいましたけれども、こんなことで

戦後、我々日本人の慰霊のあり方というものが

混乱してきたことは非常に悲しいことじゃない

かなと思うんですけれども、こういう憲法であ

れば改正すべき点が少なからずあると思いませ

んか。

○知事（河野俊嗣君） この問題について改正

の必要性云々をよく検討したことはございませ

んので、にわかに答えられないところでござい

ますが、いずれにせよ、例大祭だとか、今の８

月の終戦記念奉告祭、そのような場所は控えさ

せていただいているということでございます

が、それ以外の場面でいろんな形で追悼させて

いただくということには問題ないのではないか

というふうに思っておりますので、今、議員

は、その時点、その場にということにこだわっ

ておられるわけでございますが、これからも誤

解を招かない場所、タイミングで、私なりに追

悼の思いを届けてまいりたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 自然に参拝していただければ

いいんですけれども、そこにこだわっておられ

るのは知事のほうかもしれませんが。しきりに

おっしゃられるのは、やはり憲法との兼ね合い

だと思うんです。知事という公職と神社との兼

ね合いですね。ことしの６月の参院選の直前の

宮日が実施したアンケートで、知事は県内政治

家の中で唯一、全ての設問に対して、賛成でも

ない反対でもない、「どちらでもない」という

答えを表明しておられました。やはりリーダー

というのは、限られた情報とか限られた議論の

中でも覚悟と責任を持って決断していくことが

求められると思うんですが、憲法について、護

国神社の問題と切り離してもいいんですけれど

も、少なくとも改正すべき点があるとは思いま

せんか。

○知事（河野俊嗣君） 具体的にここについて

というようなイメージで今思っているものはな

いわけでありますが、改正を含む議論というも

のを積極的にすること、憲法について考えるこ

と、議論することは大変意義あることだという

ふうに考えております。

今、アンケートの中で「どちらでもない」と

いうことについて御指摘をいただいたところで

ございますが、憲法論議、なかなかそんなに簡

単にイエス、ノーで割り切れる問題ではなかろ

うというふうに思っております。また、そのよ

うなことをコメントに書かれた首長もいらっ

しゃったようでございますが、私もまさにその

ような思いでございます。しっかりと憲法につ

いて我々として、改正すべき点があるのかない

のかも含めて議論すべきこと、「論憲」という

ような言われ方をしますが、そういうキャッチ

フレーズはともかくも、そういう議論をするこ

とは大変重要であろうかというふうに考えてお

りますし、私もそういう中でしっかりと自分の

考え方は申し上げてまいりたいというふうに考

えております。

○清山知憲議員 賛成でも反対でもいいんです

けれども、もう戦後68年、十分いろんな議論が

出尽くしていて、いろんな本が出ていて、十分

熟していると思うんです。知事も考える時間は

十分あったと思うんです。けさの宮日新聞の記

事でも、カジノの件を捉えて、知事は客観的な
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話はよくされるけれども、御自身の考えになる

と言葉を濁すというようなことが言われてしま

うわけで、もうちょっと今後、御自身の考えと

いうものを旗幟を鮮明にしていただきたいなと

期待申し上げて、この質問は終わりにしたいと

思いますが。

ちょっと時間をとってしまいましたので、

次、知事の外交について１問だけ質問させてい

ただきます。

先日、香港の事務所開設に当たって、私も訪

問団に参加させていただきましたが、一連の訪

問行事、レセプション、知事の英語でのプレゼ

ンテーション、全て非常にうまくいったんじゃ

ないかなと思っております。どうも前知事の時

代から、知事自身が物を直接売るといったトッ

プセールスが慣例として定着しているように思

えますが、私は、タレントのようにみんなが

知っている知事ならまだしも、河野知事はまだ

違う持ち味があってしかるべきかなと思いま

す。県外、海外にかかわらず現地の政財界の

トップと会談して、トップダウンでさまざまな

課題を解決するといった積極的な外交も展開さ

れてはいかがかなと思いますが、いかがでしょ

うか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおりだとい

うふうに思います。トップセールスは重要だと

考えますが、よくトップセールスということで

店頭に出てはっぴを着て物を売ったりだとか、

そういう場面が出るわけでございます。それも

非常に重要だというふうには思っております

が、それ以上に重要なのは、知事がみずから参

加することにより、向こうのトップ、さまざま

な要人の方と意見交換ができる、会うことがで

きる、また現地のマスメディアなどにも取り上

げられるということで、そういう意味でのＰＲ

効果は大変大きいのではないかというふうに考

えておるところでございます。東アジア経済交

流戦略を掲げて、今後の我が県における成長を

考える上で重要な課題だというふうに考えてお

りますので、例えば、これまでの知事が霞が関

に足しげく通って補助金をとってきた、それも

非常に重要だというふうには思っております

が、これからはアジアの成長というものを、知

事がみずからいろんな形で出ていくことにより

―もちろんアジアを初め諸外国に積極的に出

ていくことによるセールスの展開、またはさま

ざまな人的パイプづくりというものに取り組ん

でまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 知事就任以降、海外には５回

出張に行かれているということですが、まだま

だ少ないかなと思います。ことしから副知事を

２人置いて、内政も充実してまいりました。県

知事選挙まではまだまだ先でございます。どう

ぞ安心して外にどんどん出ていっていただきた

いと思います。また、知事の英語でのプレゼン

テーションも、先日のＩＯＣ総会の安倍首相の

プレゼンテーションに負けておりません。ぜひ

頑張っていただきたいと思います。

続いて、県の寄附講座である地域医療学講座

について、福祉保健部長へお伺いしたいと思い

ます。

この県の寄附講座、今年度、計画の最終年度

を迎えて、この４年間で予算額ベースで２

億7,000万円以上、執行額ベースで、今年度の状

況によりますが、２億5,000万程度の寄附額に上

ると思われます。来年度以降、新しい地域医療

再生計画において再度この寄附講座設置を考え

ているということですが、何年間の設置で、ど

ういった財源になるのか教えてください。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 地域医療学講



- 244 -

平成25年９月17日(火)

座は、県の寄附ということで平成22年度にス

タートいたしました。その前年度にいろんな検

討をしたんですが、ちょうど私も福祉保健課長

をしておりましたので、検討過程いろいろ存じ

上げております。やはり最大のネックは財源の

確保でございました。ちょうど21年の６月に国

の第１次配分の再生基金が決定しまして、県の

ほうにも通知が参りました。一般財源ですと非

常に大変な金額を何年間も使わないといけない

ということで、非常に難しい面もあったわけで

すが、国費10分の10のお金が基金として来る

と。公金ですから、きちんと使わないといけな

いのはもちろんですが、国10分の10の財源が来

るということで、22年度からの寄附講座をス

タートしたわけでございます。そういう経緯か

ら、当初４年間の基金でございましたので、今

年度、25年度までの設置としておりました。そ

の後、ことしの３月ですか、国の補正予算によ

りまして第３次の配分があり、その配分が２カ

年延長ということになりましたので、現時点で

は27年度までの運営の延長ということで考えて

おります。

○清山知憲議員 部長御自身の言葉で答弁いた

だき、ありがとうございます。

しかし、国の交付が２年延長が決まったか

ら、じゃ２年延長しますというんじゃ、ちょっ

と戦略性がないんじゃないかなと思うんです。

任されるほうの身になってみると、あと２年と

いうと、２年後にはこの教室どうなっているか

わからない、県の思惑次第では消えてしまうか

もしれない。そういったことじゃ、とても腰を

据えて講座運営に当たれないと思うんですけれ

ども、少なくとも３年、もしくは５年、財源に

ついては県が何とか面倒を見るということで取

り組まなければいけないんじゃないでしょう

か、部長。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 運営延長につ

きましては、先ほど申し上げましたように財源

の裏づけが必要ということで、現時点では27年

度までの運営延長というふうに考えております

が、28年度以降につきましては、それまでの間

の講座の運営状況、あるいは成果を踏まえると

ともに、市町村とも費用負担も含めて相談しな

がら検討してまいりたいというふうに考えてお

ります。いずれにしても、講座の運営あるいは

体制につきましては、これまでも地域医療を担

う医師の育成・確保という寄附講座の目的がき

ちんと達成されますように大学に要請をしてお

りますが、今後とも引き続き、この講座の設置

の目的、あるいは寄附の趣旨が達成されますよ

うに、大学と十分協議をしてまいりたいという

ふうに考えております。

○清山知憲議員 27年度までの成果を見てとい

う話がありましたけれども、そういう場当たり

的な発想だからだめなんじゃないかなと思うん

です。県は今まで予算額ベースで２億7,000万、

執行額ベースで２億5,000万ほど費やしてきまし

たけれども、改めて聞いてみますと、予算の使

われ方とか実績については、担当課の把握は全

く不十分です。「実績については今後出てきま

す」と、４年目にもなっていいかげんなことを

おっしゃるんですから。現場の先生方は頑張っ

ておられるかもしれませんけれども、県の極め

て政策的な講座ですから、当初の設置目標は必

ず達成していかなければならないし、トータル

できちんと評価していかなければいけないと思

います。余りこういうことを言いたくありませ

んけれども、当初やると言われていた医師不足

や医師の適正配置に関する研究なども実施を見

送っておりますし、最大の目標である地域の中
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核病院への毎年度４人の医師派遣の目標なんか

も、平成25年度は０名なんです。「本当に新年

度以降どうするんですか」と県に聞いても、

「大学に要望しております。大学の返事を待っ

ております」、これは県の寄附講座という自覚

が余りないんじゃないですか、部長。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 今、議員おっ

しゃいましたが、もちろんこの寄附金を出して

いる以上、この事業の公益性も含めて重要だと

いうふうに思っております。ただ、寄附金とい

うのは、公益上の必要性、今回のこの講座であ

れば、地域医療を担う医師の育成・確保という

公益性を県として認めて、寄附金ですから、反

対給付は求めないというお金の整理、民法上は

贈与という整理でございます。一方で大学が寄

附金を受ける際にどういう規定を定めているか

といいますと、県も含めた民間等の寄附金を活

用して、本学の主体性を確保した上での設置運

営というふうになっておりますので、県も寄附

に当たっては、そういった大学の規定も踏まえ

まして寄附をしたということでございます。今

後とも、国の10分の10とはいえ公金でございま

すので、きちんとした対応を大学にも求めてま

いりたいというふうに考えております。

○清山知憲議員 もちろん大学の主体性を頼り

にしながらやらなきゃいけないんですが、公益

上の目的は達成しなければいけませんよね。来

年度、再来年度、地域の中核病院への医師派遣

というものはどの程度になると見込まれている

んですか。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 現時点では、

この４年間の実績も踏まえて今後２年間をどう

するかというのを、いろんな形で協議をさせて

いただいています。今後も引き続き協議をして

まいるわけですが、その中で、来年度あるいは

再来年度というものの実績が出てくるのかなと

いうふうに思っております。

私ども、この講座に一定の評価をしているわ

けですが、その理由の一番大きなものは、こと

し４月に日南病院にスタートいたしましたサテ

ライトセンターです。この寄附講座は、ある意

味、新しい講座ですので、自分たちの講座に来

る学生あるいは医師の診療の場が独自に持てな

いわけです。その診療の場がほかの診療科との

連携の中でできないかというのを模索されてま

いりましたが、なかなかそのあたりが難しいと

いうことも考えて、診療の場、あるいは医学教

育の場、いわゆる足がかりの場を日南病院に求

めて、地域総合医の育成サテライトセンターと

いう形でスタートしております。このサテライ

トセンターの中で今年度―日南病院では21年

度に初期研修医が１名でございましたが、それ

以降、あるいはその前もゼロだったわけです

が、ことしの４月から自治医大の卒業生１名を

含めて４名の初期研修医が日南病院で研修を受

ける。また後期研修医も１名４月から受ける

と。これはまさしくサテライトセンターが４月

からできたということの効果ではないかという

ふうに思っております。長くなりますが、この

サテライトセンターができたからには、来年

度、再来年度、人数はなかなか申し上げられま

せんが、成果が出てくるというふうに考えてお

ります。

○清山知憲議員 長い答弁ですけれども……。

サテライトセンターという場ができたこと、

これは必要だと思います。ただ、４年目になっ

てつくりましたね。医師の育成の場ですから、

来年度、再来年度、担当課に聞いてみると、地

域の中核病院への医師派遣の見込みは来年度ゼ

ロ、再来年度１名程度になるでしょうと。つま
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り、これ２年間で成果が出るものじゃないんで

す。３年以上かかるんです。そうすると、２年

間しか設置しないというのは矛盾するんじゃな

いですか、いかがですか。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ２年しかしな

いというのは、現時点ではというふうに申し上

げておりまして、この２年間の状況を見てその

後の対応を考えると。これはなぜそういうふう

に２年間しか言っていないかというと、結

局、28年度以降実施するには市町村の御協力が

不可欠というふうに思っておりまして、その市

町村の財源負担というのは、まだ現時点では

オーケーを取りつけておりませんので、28年度

以降のことは責任ある発言ができないという意

味でそのように申し上げております。

○清山知憲議員 市町村と早く協議を始めれば

いいと思うんです。本当に講座を任されるほう

の身になってみれば、２年後、もう教室はなく

なるかもしれない、首になるかもしれない。こ

れでは腰を据えて運営できないじゃないです

か。それに、事業成果を見るとおっしゃいまし

たけれども、この件に関して私は、随分、福祉

保健部とやりとりさせていただきましたが、福

祉保健部に、事業や成果を見る能力、評価とい

うのは極めてゼロに近いと私は見ておりますの

で、今後、本当に頑張ってくださいね。そして

県内は、さまざまな地域の中核病院、まだまだ

医師不足で悩んでおります。県は組織の論理と

かじゃなくて、県民のために、県職員として誇

りを持って仕事をしてください。もう質問は終

わりにしますけれども、それを最後に申し上げ

て、これは終わりにいたします。

続けて、県立病院について病院局長へお伺い

いたしますが、病院局の県立病院の職員の定年

と、それぞれの院長の今年度末での年齢につい

て教えてください。

○病院局長（渡邊亮一君） 病院局職員の定年

年齢につきましては、知事部局などと同様に

「職員の定年等に関する条例」が適用されてい

まして、医師及び歯科医師は65歳、その他の職

員は60歳となっております。また、各病院長の

今年度末時点での年齢は、３名とも67歳であり

ますが、これは、宮崎及び延岡の病院長につき

ましては、条例に定める「定年による退職の特

例」を適用し、定年年齢を超えて勤務延長を

行っていることによるものでございます。ま

た、日南病院長につきましては、「一般職の任

期付職員の採用等に関する条例」に基づきまし

て、定年制の適用されない任期付職員として採

用していることによるものでございます。

○清山知憲議員 今の話によりますと、いずれ

も67歳ということで定年を超えておられるわけ

ですけれども、あくまで特例は特例として、

守っていかなければいけないと思うんです。県

立病院をめぐる環境は非常に変化目まぐるしく

て、それぞれにおいて適切な対応が求められま

す。特例は特例として守りながら、病院の幹部

も適切に世代交代、新しい方々にも担っていた

だかなければいけないと思うんですが、いかが

でしょうか。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立病院でござい

ますが、病院によって規模の差はありますもの

の、約400名から800名の職員を抱える大規模な

組織でございます。各病院長はそのトップとし

て、また多くの患者の命を預かる責任者として

極めて重い責任を担っておりまして、医療に関

する高度な見識はもとより、組織をリードする

強いリーダーシップ、さらには豊かな経営感覚

など極めて高度で専門的な知識・経験が求めら

れる職でございます。このため病院局では、病
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院長の人選につきましては病院内外を問わず幅

広く適任者の選任を行っているところでござい

ますが、個々のケースごとの判断として、定年

年齢に達した病院長が最も適任であり、かわる

人材がほかにいないと判断した場合には、特例

的に勤務の延長を行っているところでございま

す。今後とも、勤務延長は特例であるという点

を十分念頭に置きながら対応してまいりたいと

考えております。

○清山知憲議員 今、特例についてるる説明が

ありましたが、なぜ聞くかというと、過去の状

況を見ても、宮崎の県立病院の院長というの

は、ルーチンにずっと特例が適用されて定年が

ずっと延長されてきているんです。あくまで毎

年度特例を適用するというときは、せめて、例

えば厚生常任委員会等で説明をしていただく等

説明責任を果たすことも必要じゃないかなと思

いますが、局長いかがでしょうか。

○病院局長（渡邊亮一君） 病院事業の重要

性、それから、先ほど議員がおっしゃいました

ように、病院環境は非常に目まぐるしい変化が

ございます。したがいまして、病院長の人事に

ついては適切に対応してまいりたいと思いま

す。そして、必要があれば県議会にも御報告し

ていきたいと思っています。

○清山知憲議員 これは重要な事項ですので、

ぜひ説明をしていただきたいなと考えておりま

す。

次に、県立宮崎病院の事務局長の任期につい

て教えてください。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立宮崎病院の事

務局長につきましては、ことし４月に新しい事

務局長を配置しておりますが、過去４代の事務

局長の在職期間を見ますと、２年間が３名、１

年間が１名となっております。

○清山知憲議員 今の説明にあるように、１年

から２年という非常に短いローテーションで

回っておられます。こういう人事についても、

病院局は独立した権限を持っていると理解して

よろしいでしょうか。

○病院局長（渡邊亮一君） 平成18年度から病

院事業に地方公営企業法を全部適用したことに

よりまして、病院局に勤務する職員の採用や配

置など、人事権を含む県立病院事業の業務権限

は、病院事業管理者が担うことになりました。

お尋ねのありました各病院の事務局職員につき

ましては、広く人材を求める観点から、現在、

知事部局を中心とする全庁的な人事の中で配置

を行っており、特に事務局長につきましては、

幅広い行政経験や経営感覚を有し、事務方の

トップとして病院長を補佐するにふさわしい人

材の確保に努めているところでございます。

なお、これは事務局長ということではありま

せんが、病院の事務局には、病院経営の特殊

性、さらには収益性を高めるという観点から、

診療報酬制度など医療事務に精通した職員の配

置の必要性も高まっていますので、今後、任期

付採用制度等を活用した民間からの専門の人材

の確保も検討する必要があると思っています。

○清山知憲議員 積極的に民間からも幅広く登

用していただきたいと思いますが、実際には地

方公営企業法全部適用後も、おっしゃったよう

に知事部局を中心とした全庁的な人事で動いて

いるのは一目瞭然であり、事務局長も非常に短

いローテーションでかわっております。病院局

というのは、医療という特殊性と経営というお

金を稼ぐ部門、どちらも公務員にとっては極め

て特殊な領域であります。さらに、多くの医療

職スタッフとの継続的な信頼関係を築かなけれ

ばいけないという点からも大事なんじゃないか
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なと思います。知事にお伺いしますが、そうい

う観点からも、多少は任期を長くするとか、専

門的なスキルの人材を置くとか、そういった配

慮はいただけないでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） これまでも、今御指摘

がありましたような、病院における事務局長の

重要性、職務の重要性、専門性等を踏まえなが

ら、適材適所で配置をしてきたところでござい

ますが、さらなる専門性の高まり、また、より

経営感覚が求められるという状況を踏まえ─

また在職期間の短さというような御指摘もござ

いました。いろいろな御指摘も踏まえながら、

しっかりと病院経営が回っていくようなかなめ

の人材として、人事というものを考えてまいり

たいと考えております。

○清山知憲議員 次に、がん対策について、福

祉保健部長へお伺いしますが、今月９月はがん

征圧月間であります。県が推奨する科学的根拠

のあるがん検診とは何か教えてください。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 市町村が住民

を対象に幅広く行いますがん検診は、国が定め

ました「がん検診実施のための指針」により行

うべきものとされております。この国の指針に

おきまして、胃がん検診は胃部エックス線検査

によること、肺がん検診は、胸部エックス線検

査、喀痰細胞診、大腸がん検診は便潜血検査、

子宮頸がん検診は、視診、細胞診、内診、乳が

ん検診は、視診、触診、乳房エックス線検査に

よることと定められておりまして、県は、これ

らの検査方法を対策型がん検診として推奨して

いるところでございます。

○清山知憲議員 そうですね、今おっしゃった

検診が根拠のあるがん検診かなと思いますが、

現実にはそれ以外の、例えば肺がんのＣＴ検査

等、根拠のない、メリットの実証されていない

がん検診も多く県内の市町村では実施されてい

るところであります。そうした検診について県

としてはどう考えておられますか。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 今、議員が

おっしゃいましたように、市町村によっては、

肺がん検診におけるＣＴ検査など、国の指針以

外の検診項目による検査が行われております

が、これらの検査につきましては、がんの早期

発見に有効であるとの医師会などの意見を踏ま

えて実施されているというふうに聞いておりま

す。こうした経緯から、対策型検診の検査方法

とそれ以外の検査方法が、市町村において混在

している現状にございます。国の指針以外の検

診項目による検査は、「有効性評価に基づくが

ん検診ガイドライン」におきまして、死亡率減

少効果の有無を判断する証拠が不十分であると

されていることから、県としては、現時点では

市町村に対し対策型検診としての推奨は行って

おりません。今後も、国のがん検診の方法につ

いての検討動向を注意深く見守りながら、市町

村に対し、引き続き、がん検診の方法について

助言してまいりたいというふうに考えておりま

す。

○清山知憲議員 有効だという意見もあるとい

うことですが、ぜひ今度、根拠も一緒に教えて

いただきたいと思いますし、また、これらのが

ん検診、どれを受ければいいのか、非常に県民

にとっては混乱しがちなところでございます。

だからこそ、がん検診の受診率も正確な数字が

捕捉できないといった関係もありますので、ぜ

ひ当局を初め、正確な理解の周知・普及をよろ

しくお願いいたします。

次に、がん対策、がん予防についてお伺いし

ます。がん予防の一丁目一番地は喫煙対策であ

ると思いますが、昨年度、福祉保健部は、土持
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部長の時代に、勤務中の県職員の喫煙を禁止す

るよう呼びかけた運動があったと伺いました。

今の状況を教えてください。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 今、議員のほ

うから御案内がございましたように、ことしの

１月から、「勤務時間中に喫煙しない」という

呼びかけを部の職員に行っております。この呼

びかけは、県の健康づくりを所管している部と

して、職員が自主的に勤務時間中の禁煙に取り

組むものでございまして、ことしの１月と３月

には、県職員向けの全庁掲示板を通じて、他の

部局にもこの取り組みを紹介したところでござ

います。部内職員にはこの呼びかけが浸透いた

しまして、禁煙へ向けた取り組みのきっかけに

なっているのではないかと思っております。今

後とも、勤務時間中の禁煙を呼びかけてまいり

たいというふうに考えております。

○清山知憲議員 「呼びかけ」という単語を、

えらく強調されておりましたが、私も余り口う

るさいことは言いたくないと思いますし、また

勤務時間中も適切な息抜きというのは大事かと

思いますが、庁舎外にまで机を離れて出ていっ

て喫煙室に行って喫煙休憩をとるというのは、

過度に行き過ぎず適切な範囲内におさめるべき

だと思いますし、県職員の健康づくりの観点か

らしても余りよくないかなと思います。当時の

土持部長は今、総合政策部長になられておりま

すが、こういった運動は全庁的に展開されるお

つもりなんでしょうか、教えてください。

○総合政策部長（土持正弘君） 議員御指摘の

とおり、職員の健康ということもありまして

―一番のきっかけは、議会のほうでがん対策

条例をつくっていただきました。ただ残念なが

ら、その中で喫煙につきましては、国の方針と

は一歩後退いたしまして、公共施設内でも「原

則禁煙または分煙」というふうにされたもので

すから、私、それが禁煙になれば、それをてこ

にして全庁的に広めようというふうに思ってい

たところですが、残念ながらそういうことでご

ざいますので、健康管理上から、昨年、職員の

皆さんに呼びかけを行ったということでござい

ます。今後、そういう呼びかけを継続しなが

ら、職員の健康管理に資すればというふうに考

えているところでございます。

○清山知憲議員 私も、この取り組みを聞いた

ときに、県の物すごく前向きな姿勢にびっくり

したところであります。頑張ってください。

次に、ワクチンのことについて、福祉保健部

長へお伺いしますが、ことし風疹が大流行して

おります。今も流行しております。風疹に妊婦

がかかって、生まれてきた子供が先天性風疹症

候群になってしまうと、生まれてくる子供は、

心臓病、難聴、白内障、精神発達遅滞等たくさ

んの障がいを負って、一生それを背負って生き

ていくことになる、大変かわいそうな病気であ

ります。しかし、県は特にこのワクチンの公費

助成を行わないなど、その姿勢は消極的に見え

ました。その理由を教えてください。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 風疹につきま

しては、まずは県民への啓発が重要という考え

方から、市町村や医療機関等に協力依頼を行い

ますとともに、県政番組や県のホームページ、

県広報紙などを通して、広く県民の皆様にワク

チン接種を呼びかけてきたところでございま

す。お尋ねの市町村のワクチン接種事業への助

成につきましては、全国で18都府県、九州では

佐賀県が助成を行っておりますが、本県におき

ましては、県内の発生件数が比較的少なかった

ことや、財源の確保の問題などもございまし

て、助成はしなかったところでございます。県
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としましては、引き続き県民への啓発を行いま

すとともに、風疹ワクチン接種などの予防接種

事業は、国の施策として全国一律に実施するこ

とが重要でございますので、今後ともあらゆる

機会を活用し、国に要望してまいりたいと考え

ております。

○清山知憲議員 今の部長の答弁で「発生件数

が比較的少なかった」という言葉がありました

が、予防接種というものの特性を考えると、件

数が少ないから実施しないというのはロジック

が破綻していると思うんです。宮崎県の考える

予防という概念は、そういった感染症とか全

て、発生してから事後的に対応するものを予防

と呼ぶんですか、教えてください。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 感染症対策

は、予防接種とか手洗いとか、平常時からの取

り組みが重要であるというふうに考えていま

す。今回の風疹の流行につきましても、ことし

３月末に、報道機関を通して風疹に関する注意

喚起を県民に周知するなど、いろんな機会を捉

えて広く啓発を行ってきております。

○清山知憲議員 ちょっと答弁になっていない

と思うんですけれども、隣の鹿児島県では宮崎

の10倍以上患者さんが発生していたんです。宮

崎は今まで、人ではないにしても、口蹄疫ウイ

ルス、鳥インフルエンザウイルス、そして人で

は、小林市における髄膜炎菌性髄膜炎の集団発

生、ノロウイルスの大流行、物すごく多くの感

染症の危機に見舞われてきました。非常に危機

管理においての甘さが今回際立ったんじゃない

かなと、私は残念でなりませんでした。国の助

成がない場合は、こういった感染症の場合、県

内の市町村によって対策に差が出るのはしよう

がないと部長は考えておられるんですか。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ワクチンの予

防というところで、先ほどちょっと言葉足りま

せんでしたが、県がワクチン代を―おおむ

ね8,000円ぐらいだと思いますが―8,000円出

すのがいいのか悪いのかという判断、いろんな

検討はいたしました。その中で、何でもかんで

も県が出すというわけには、なかなか今の財源

の状態からして難しいと。そういう中で発生状

況とか見たりしながら、まずは県民の皆さんに

ワクチンを打っていただく、あるいは感染した

ら大変ですよということを県民の皆さんに知っ

ていただく、その啓発が重要だということで、

そういった取り組みに軸足を置いて取り組んだ

ところでございます。

危機管理ということでございますが、もちろ

ん感染症は、一たび発生し、またそれが県内、

国内に拡大しますと大変なことでございます。

４年前も日本に新型インフルエンザがかなり発

生いたしました。そのときは大変な危機的な状

況だったというふうに捉えております。この風

疹も含めて感染症が拡大しないように取り組み

を進めていく、それが危機管理上大変重要なこ

とということは常に頭に置いて対応しておりま

すし、今後ともそのような対応をしてまいりた

いというふうに考えております。

○清山知憲議員 全く行動が伴わない対応じゃ

ないかなと思うんですけれども、今の回答では

市町村によって差が出てもしようがないと。し

かし、繰り返し出ておりますけれども、発生件

数を見て予防接種、予防対策を考えるというの

は極めてそら恐ろしいことで、口蹄疫ウイルス

なんかについても、発生してから考えるという

ことなんでしょうか。よくわかりませんが。

今、部長がおっしゃった財源、例えば県内の

市町村に、8,000円全てじゃないにしても、２分

の１の4,000円なり、もしくは8,000円、いろん
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なシミュレーションあると思いますが、どれぐ

らいの財政負担になるのでしょうか。

○福祉保健部長（佐藤健司君） いろんな出し

方がありますが、私どもが検討した段階におき

ましては、19歳から40代までの男性あるいは女

性に一定のワクチン接種率等を掛けまして、１

万人ちょっと受けられるかなという想定をいた

しました。その半額ですので、数千万程度は要

るのかなというふうに、検討の段階では試算を

いたしております。

○清山知憲議員 公費助成については、真っ先

に、半分でも４分の１でもいいから県がリー

ダーシップを持って取り組むということで、物

すごくそれは予防の啓発という意味で発信力の

ある事業になると思うんです。ですから、財政

的な数字だけを見ずに、それ以外の効果もあわ

せながら、また、これだけ感染症の脅威にさら

された宮崎県としては、今後ぜひ積極的な感染

症対策をお願いしたいと思います。

また一方で、100億円かけて防災拠点庁舎を、

危機管理の対応力を上げるということで県は検

討を進めておりますけれども、目の前の、今そ

こにある危機に関しては、今回について非常に

甘いんじゃないかなと実感いたしました。そこ

の庁舎に入る福祉保健部の危機管理の意識につ

いても、もうちょっと改めていただきたいな

と、私は個人的に思いました。

続いて、知事にお伺いしますが、防災拠点庁

舎に関連して、公共施設に関する質問をさせて

いただきます。こういう庁舎整備に当たって

は、点ではなく面で考えていかなければいけな

いと思います。私も先日、中心市街地に点在す

る県有駐車場について取り上げましたが、こう

いった県内の県有地、そして県有の公共施設、

物すごくたくさん点在していて、一体どういっ

たものがどれぐらい存在していて、それぞれの

寿命や耐震性能、そして今後のニーズ、ランニ

ングコスト、どういったものになっているの

か、全く我々全体像が見えてきません。そう

いった情報を全て一元化して管理するものに公

共施設マネジメント白書というものがあります

が、分厚い白書になるんですけれども、そうい

うデータを一覧的にもとにすることで、今後長

期的に５年、10年で自治体の保有する施設の総

量を５％、10％減らしていくとか、この施設と

この施設を集約化できるとか、この施設は多機

能化を目指すとか、そういった数字に基づく長

期的な計画が立てられるものがありますが、財

政が厳しくて人口が減っていく宮崎県こそ、こ

ういった公共施設のマネジメント白書をつくっ

ていくべきじゃないかなと思いますが、いかが

でしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 重要な御指摘だという

ふうに受けとめております。これまで県として

は、県有建物の長寿命化指針や保全計画を策定

しまして、建物のデータを一元的に管理・活用

しまして庁舎等の修繕を計画的に実施するとい

うようなことも行っておりますし、庁内で利活

用の調整を行った上で、利活用の見込めない財

産については過去３年間で17億となる処分を

行っておる。いろいろ作業自体はしておるんで

すが、それを一覧表に整理をして、しかも長期

的な方針を持って取り組む、しかもそれを県民

の皆さんにしっかりお示しするというところが

欠けていたのではないかなというふうに考えて

おるところでございます。公共施設マネジメン

ト白書のようなものの作成・公表につきまして

も、他県の状況等を調査、研究して取り組んで

まいりたいと考えております。

○清山知憲議員 宮崎県は基本方針もありませ
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ん。多くの自治体で取り組まれておりますし、

宮崎市もその取り組みを始めたところでござい

ます。ぜひ積極的に検討していただければと思

います。

次に、防災拠点庁舎についてお伺いします

が、その白書に貫いている発想というのは、

ファシリティマネジメントといった発想であっ

て、防災拠点庁舎をつくるに当たっても、せめ

て本庁域の中で庁舎全体をどうマネジメントし

ていくのか、そして新しく庁舎をつくるのであ

れば、そこにどういった機能、部署を集約し

て、どんな機能を担わせていくのか、そしてオ

フィスレイアウトなどの工夫の観点もあります

が、そういう観点から庁舎の規模を決めていっ

て検討すべきじゃないかなと思いますが、いか

がでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 現在、県庁舎というも

のが分庁舎、分庁舎ということで、何号館、番

数を打って、大変県民の皆様にとってもわかり

にくい状況となっているのではないか。また、

仕事をする上でも問題であるということで、将

来的にはこの集約化をぜひ図ってまいりたい、

そのように考えておるところでございますが、

財源の問題もあり、当面、対応が急がれる喫緊

の課題としての防災庁舎を優先して整備をした

いということで、現在作業として進めておると

ころでございます。今、一定のめどなり試算を

つくりつつあるわけでありますが、そのとき

に、将来的にはさまざまな庁舎を集約する計画

をつくっていく、その計画を阻害しないような

形での当面の防災庁舎の検討を現在行っておる

ところでございます。まずは、そこを急ぎたい

というふうに考えておりますが、将来に向けた

集約に向けての検討というものに、引き続き取

り組んでまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 整備を急がれているのはわか

るんですけれども、財政の厳しい宮崎県こそ、

多少時間がかかっても、新庁舎の整備に当たっ

ては慎重に検討していただきたいと思います

し、今、検討委員会の資料をいろいろ見ていま

すが、庁舎そのものの整備の中身についてはま

だまだ検討が詰められていない、これからじゃ

ないかなと思いますけれども、オフィスレイア

ウトの工夫や、今までの庁舎整備の常識にとら

われない宮崎県独自の工夫、もしくは、中心市

街地に建てるわけですから、まちづくりの観点

等も入れながら、しっかり検討していただきた

いと思います。

続いて、それに関連して総務部長にお伺いし

ますが、県庁の本館、あそこはどうも寂しい感

じで薄暗い気がして、本館を訪れる人にとっ

て、また県職員にとっても利用価値がまだまだ

低いんじゃないかなと思われます。県民室はそ

れでも毎年２万人の方が訪れるということです

が、あの施設利用価値を高めるために、さまざ

まな民間の店舗、カフェやコンビニといった、

何でもいいんですけれども、そういった工夫を

していくつもりはないか教えてください。

○総務部長（四本 孝君） 本庁舎へのカフェ

あるいはコンビニの設置ということでございま

すが、来庁者の利便性の向上を図るということ

は大切なことであると考えております。しかし

ながら、現在の本庁舎には十分なそのスペース

がないということ、それからまた、行政庁舎で

ございますので、営業時間が平日の開庁時間に

制限されるとか、あるいは職員の利用も基本的

には休憩時間に限られるという中で、集客ある

いは事業採算性の問題など、民間事業者が出店

するには課題が多いのではないかとも考えてお

ります。来庁者の利便性の向上につきまして



- 253 -

平成25年９月17日(火)

は、今後とも、さまざまな角度から検討してい

くことが必要と考えております。

○清山知憲議員 職員はしょっちゅう喫煙休憩

でうろうろされていますから、いろんな時間に

利用される機会があると思うんですけれども。

そして、開館時間も、先日、宮日を見ていた

ら、日大高校なんて、日中の時間帯だけでヤマ

ザキＹショップなんか店舗を入れて工夫をされ

ているということですので、工夫の余地がこれ

以上ないということはないと思うんです。フー

ドビジネスの分野では、県はよく「マーケット

イン」という言葉を言われますけれども、まず

足元の本庁舎でマーケットインの発想を実現で

きなければ、余り人に対しても言えないと思う

んです。ぜひ施設利用者の観点に立った一層の

工夫─また、売店も地下にありますけれど

も、全くこれ、本庁舎を訪れる人にとって、利

用してくださいという立地ではありませんよ

ね。ですから、いろんな工夫の仕方があると思

うんですけれども、ぜひいろいろ検討いただけ

ればと思います。

次に、県立図書館について教育長にお伺いし

ますが、図書館においても、利用者の観点に

立って、飲食店の設置だとか開館時間の延長、

そうした工夫を図るつもりはないか。例えば

今、平日だと夜間７時までの開館時間ですが、

これだと、普通に働いている現役世代の人たち

は、仕事が終わってから図書館に行っても、す

ぐ閉館してしまって利用価値がなくて、それだ

とどうしても現役世代に、あの膨大な図書館の

有するアセットにアクセスすることができない

といった課題があります。いかがお考えでしょ

うか。

○教育長（飛田 洋君） 図書館へのカフェ設

置ですが、私も、そういうカフェを設置してい

る図書館を実際見てまいりました。一つの魅力

づくりにはつながると考えております。県立図

書館へ設置することにつきましては、そのス

ペースをどう確保するかの検討とか、県立図書

館のある総合文化公園内では、メディキット県

民文化センターにはレストランが、美術館には

軽食もとれる喫茶店があることから、公園全体

としての需要を把握する必要などもありますの

で、県民の皆様や来館者のニーズも含めまし

て、調査研究してまいりたいと考えておりま

す。

開館時間につきましては、現在、平日及び土

曜日が午前９時から午後７時まで、日曜日が午

前９時から午後５時までとしております。開館

時間の延長につきましては、これまでも、多く

の人が利用しやすい祝日を開館日とするなど改

善を図ってまいりました。さらなる開館時間の

延長につきましては、現在の人員、予算をふや

すことが難しい状況にありますので、今の体制

でどのような方法があるかなど研究するととも

に、県民の皆様のニーズについても調査をして

みたいと考えております。いずれにしまして

も、今後も、より多くの県民の皆様に親しまれ

利用いただく、そういう施設にしていくという

視点を忘れずに、県民サービスの一層の充実が

できないか考えてまいりたいと思います。

○清山知憲議員 武雄の市立図書館などは、Ｔ

ＳＵＴＡＹＡなんかを入れて、朝９時から夜９

時、年中無休、365日開館といったオペレーショ

ンを実現しておりますし、さまざまな民間の知

恵をかりながら、ぜひいろいろと創意工夫を検

討していただければと思います。

続いて、時間がなくなってきましたが、図書

館の南側にある文化広場について、人も閑散と

していて活用されていないんじゃないかなと思
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います。県土整備部長にお伺いしますが、いず

れの施設にもアクセスのいい文化広場を一部駐

車場として活用するといったことはできないで

しょうか、お伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 総合文化公

園は、芸術劇場、図書館、美術館の３つの施設

と文化広場、県民広場を一体的に整備したもの

で、平成７年にグランドオープンしました。文

化広場につきましては、石舞台を中心として彫

刻や噴水などを配置することにより、３つの文

化施設の建築美と調和した景観を形成しており

まして、訪れた県民の方々が文化と触れ合う場

として、また憩いの場としても親しまれており

ます。文化広場を駐車スペースとして活用する

ことは、利用者の安全確保や景観の保持、施設

の保全などさまざまな解決すべき課題がありま

すので、現時点では難しいと考えております

が、駐車場対策につきましては、今後とも、関

係部局と十分連携を図りながら取り組んでまい

りたいと考えております。

○清山知憲議員 どれほどその景観が県民に認

識されているのかも含めて、ゼロベースから調

査検討していただきたいと思うんですが。

次に、最後、教育のＩＣＴ化について、教育

長にお伺いいたします。学校現場で、電子黒板

やタブレットなどを導入した教科指導における

ＩＴの活用が叫ばれておりますが、宮崎県の取

り組みと教育長の考え、あわせてお伺いしたい

と思います。

○教育長（飛田 洋君） 県立高等学校を中心

に申し上げますが、県立高校におきましては、

昨年度から「教育の情報化」基盤整備事業に取

り組んでおりまして、現在、普通科高校を中心

として９校に、無線ＬＡＮの整備と各学校１ク

ラスの生徒全員が一斉に使えるようということ

で、それぞれの学校に約40台のタブレットの整

備を行い、教科指導で活用しながら、その実証

研究を進めているところでございます。ＩＣＴ

を活用した授業では、例えば、動画を提示して

視覚に訴えることで生徒の理解が深まり、学習

意欲の向上につながったりするなどの成果や、

グループ学習で、それぞれの生徒の多くの考え

方をタブレットのソフトを使ってわかりやすく

整理する、その作業等を通して意見交換が活発

化したりするなどの成果が見られており、この

ような学習は学力向上にもつながるものと考え

ております。今後は、本年度新たに９校の整備

を行い、昨年度の整備と合わせ計18校の実証研

究で得られる活用事例等を県立学校全部に広げ

ていきたいと考えております。

○清山知憲議員 もう最後の質問にいたします

が、簡潔に答弁いただければと思います。

学校の先生の仕事も昔に比べて大幅に増加し

てきて、本来の教育に割く時間がどんどん減っ

てきているように思われます。そうした中で、

校務においてもＩＴを活用することで効率を

図って、本来の教育に時間を割くようにする取

り組みがあると思いますが、教育長、取り組み

状況について教えてください。

○教育長（飛田 洋君） おっしゃるとおりだ

と思います。これまで各学校で独自にやってい

たんですが、システムを県で開発していくこと

によって、システムが今度は統一して利用でき

ることになりますので、成績データの事務管

理、ＩＣＴ化を進め、生徒と向き合えるような

時間を生み出したい、それから、そのことをク

ラウド化することによって災害等にも備えたい

と考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございました。

時間が参りましたので、以上で質問を終わり
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ます。（拍手）

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午後０時１分休憩

午後１時０分開議

○丸山裕次郎副議長 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次は、後藤哲朗議員。

○後藤哲朗議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ

んにちは。後藤哲朗でございます。本日、自民

党会派３番目でございまして、３番目の矢とは

いきません。水鉄砲ぐらいですが、一般質問を

させていただきますので、どうぞよろしくお願

いいたします。

ことしの夏は、前橋育英、監督が広島県出身

の延岡学園高等学校等の高校球児の活躍に感動

した熱いミスターサマータイムでありました。

さて、延岡学園は、延岡市内の大峡町というと

ころにあります。この大峡町にある神楽が、伊

勢神宮に県代表の奉納神楽として、11月２日、

晴れの舞台に立ちます。御案内のとおり、来

月、「日本人の心のふるさと」と呼ばれる伊勢

の神宮において、御神体を移す遷御の儀を中心

とする20年ごとの式年遷宮がとり行われます。

とりわけ内宮の遷御では、アマテラスオオミカ

ミを新宮にお移しすることで、原初のときに返

る、よみがえりという意義や、政治の安定を願

う、技術の伝承のため、食料の備蓄期限、古代

から20年を大きな節目として捉えていたなど、

なぜ20年かには諸説があるようです。ところ

で、２年前に策定した総合計画、未来みやざき

創造プランの長期ビジョンの中でも、20年後に

本県が目指す将来像が描かれています。そこ

で、置県130年という記念すべき年に、改めて、

第53代河野知事に、20年後の本県の姿にどのよ

うな夢や希望を持っておられるのか、御所見を

お伺いいたします。

次に、子育て支援・少子化対策についてお尋

ねいたします。少子化にはさまざまな要因があ

りますが、これまで歯どめをかけるための抜本

的な対策がとられなかったことから、現状のま

までは、その改善は見込めないと言われ続けて

おります。また、これ以上の少子化の進行にス

トップをかけるためには、地方の側において、

主体性を持って優先的に取り組むべき課題を選

択し、それぞれの地域の実情に応じた対策を講

じていくことが、喫緊の課題となっています。

そこで、先月、10県知事の子育て同盟が行った

国への緊急提言の中で、重点課題とされた内容

について、知事にお伺いします。

次に、定住促進についてお尋ねいたします。

県においては、定住自立圏構想の推進や宮崎

県市町村間連携支援基金設置事業等で、広域的

な連携の促進を図りながら、持続可能な地域づ

くりや定住に向けた取り組みを推進されていま

す。さて、定住を実現していくための一番の

ハードルは、それぞれの地域でいかに仕事を確

保していくかということだと考えます。しかし

ながら、地域での雇用機会が少ない現状では、

定住を図るための条件整備が進まないのが現状

ではないでしょうか。しかし、地域に必要な機

能の維持・確保や地域を活性化する取り組みの

推進等で、持続可能な地域づくりを目指さない

といけません。そこで、未来みやざき創造プラ

ンの重点項目の一つであり、地域の魅力を高め

る取り組みの一つでもある、宮崎県市町村間連

携支援基金事業のこれまでの取り組み状況につ

いて、総合政策部長にお伺いいたします。
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次に、地域福祉の推進についてお尋ねいたし

ます。

先日、県立図書館での自殺予防企画展を参観

してきました。熱心に参観される方が多く、よ

い企画だなと感心いたしました。また、先月に

は、県と社会福祉協議会主催の孤立死防止セミ

ナーが開催され、参加者から好評のコメントを

いただきました。県御当局におかれましては、

さまざまな複雑な社会問題が発生する中、その

解決と福祉の向上に御努力されていると評価し

ております。ところで、地域福祉推進の重点的

な取り組みは、地域の拠点形成、地域活動の担

い手が育つ仕組みづくり、情報を共有する仕組

みづくりだと言われております。そのような

中、このたび、県と社会福祉協議会では、誰も

が安心して暮らすことのできる福祉のまちづく

りを推進するため、地域において、孤立死や虐

待等のおそれのある方を早期発見する取り組み

として、「みやざき地域見守り応援隊」による

見守り活動を実施すると聞いておりますが、そ

の事業の趣旨と内容について、福祉保健部長に

お伺いいたします。

次に、東九州メディカルバレー構想の推進に

ついてお尋ねいたします。

本構想は、平成23年12月に国の総合特区に指

定されました。総合特区制度は、22年６月に閣

議決定された「新成長戦略」を実現するため、

政策課題の解決を図る突破口として創設された

制度でありますが、本年の１月に閣議決定され

た「日本経済再生に向けた緊急経済対策」にお

いても、地域の特色を生かした地域経済活性化

施策を推進するための制度として位置づけられ

ています。指定当時、知事は、「総合特区の指

定を受けたことは、相撲に例えれば土俵に上が

る権利をもらっただけである。指定を受けたこ

とよりも、今後の取り組みが重要である」と発

言されています。そこで、総合特区に関しまし

て、２点について商工観光労働部長にお伺いい

たします。１点目、指定から１年半余りが経過

したところでありますが、この間の成果につい

てお伺いいたします。次に、成果が上がってい

るものと思われますが、県民の目になかなか見

えてこないという印象を持っています。総合特

区の指定を受けたことは、東九州メディカルバ

レー構想が高く評価されていることのあらわれ

であります。このチャンスを最大限に生かすこ

とが本県の活性化につながるものと強く考えま

すが、今後の取り組みについてお伺いいたしま

す。

次に、観光政策についてお尋ねいたします。

郷土の歌人、若山牧水の歌に、「秋かぜや日

本（やまと）の国の稲の穂の酒のあぢはひ日に

まさり来れ」があります。先般の香港視察は大

変有意義でありましたが、視察先の一つ、ＹＡ

ＴＡ百貨店での日本酒の品ぞろえ、アイテムの

多さには驚かされました。大和の国の稲の穂の

酒、国酒と言われる日本酒、全国各地の銘柄が

一堂に陳列されている状況は、オールジャパン

・チーム日本としてのセールスにほかなりませ

ん。オールジャパン、オール九州、オール宮崎

というくくりの中での分野別、カテゴリー、品

目別の戦略の大切さ、重要性を強く考えさせら

れた出張でありました。特に海外からの観光戦

略は、オール九州としての攻めが求められてい

ると実感・体感してきたところであります。そ

こで、九州一体となった広域観光の取り組みに

ついて、その現状と今後の展開について、商工

観光労働部長にお伺いいたします。

次に、みやざき茶の推進についてお尋ねいた

します。健康志向の高まりから、お茶の機能性
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や効能が注目され、品質の高いお茶、安全で安

心なお茶が求められるようになっています。と

ころで、宮崎県は、静岡県、鹿児島県、三重県

に次いで、全国第４位の荒茶生産県でありま

す。しかしながら、全国的に見ると、みやざき

茶の銘柄確立は、まだまだ緒についたばかりと

いう感じを持っています。しかし、県において

は、県内茶生産者や関係機関・団体と連携し、

現在もみやざき茶の銘柄確立や知名度向上に取

り組まれていると伺っております。そのような

中、来年26年度に、本県で平成７年以来、実

に19年ぶりとなる全国お茶まつり宮崎大会が開

催されるとのことです。全国お茶まつりは、全

国の茶産地において、生産から加工に至る最高

の技術のもとで製造された荒茶を対象とした全

国茶品評会と、その表彰行事や消費拡大イベン

トなど、さまざまなイベント等を行うものと聞

いております。来年に開催される全国お茶まつ

り宮崎大会は、まさにみやざき茶を県内外にＰ

Ｒする絶好のチャンスと考えます。そこで、今

後のみやざき茶の生産振興と消費拡大に向けた

取り組みについて、農政水産部長にお伺いいた

します。

次に、フードビジネスの推進による水産業の

振興についてお尋ねいたします。また新たな日

本一が生まれました。平成23年度、農林水産省

統計による水産物部門で、延岡市の魚種、ウル

メイワシが漁獲量で全国１位となりました。な

お、ムロアジ類が全国２位、サバ類が全国５位

であります。これらの魚種に共通するのは、血

液さらさら食材の代表であり、体内で合成でき

ない不飽和脂肪酸であるＤＨＡ（ドコサヘキサ

エン酸）、ＥＰＡ（エイコサペンタエン酸）を

多く含む青魚ということであります。ところ

で、好評のアベノミクス、その３本の矢の中に

規制改革があります。その規制改革の中で、血

圧が高目な方へといった記載で知られる特定保

健用食品や栄養機能食品以外には従来効能は記

載・表示できなかったものが、健康食品・サプ

リメントを初めとする保健機能を有する成分を

含む加工食品及び農林水産物について、機能性

表示が可能となります。このことは、県北の青

魚の漁獲にとって、生、加工品の消費拡大、販

路拡大に大きなビジネスチャンスの到来と確信

しております。そこで、日本一となったウルメ

イワシ等の水産物の健康機能を生かした新たな

商品開発と消費拡大策について、農政水産部長

にお伺いいたします。

次に、県北の重要な水産資源であるアユの資

源管理についてお尋ねいたします。

アユは、県北部地域にとって、漁業はもとよ

り、観光産業等の大切な資源であります。延岡

市水産要覧によりますと、延岡市管内の五ヶ瀬

川で漁獲されるアユの量は、昭和60年以前はお

おむね30トンから50トン台で推移していたもの

が、昭和61年以降は10トン前後で推移していま

す。県では、このアユの漁獲量が低位に推移し

ている状況を踏まえ、延岡市と宮崎大学と共同

調査を実施し、五ヶ瀬川アユ資源管理指針とな

る「五ヶ瀬川アユの資源管理の進め方」を平

成10年３月に作成されました。しかし、その成

果は薄く、現在も10トン程度の低位横ばいの漁

獲量が続いています。その結果、延岡市の重要

な観光であるアユやなの数が減少するなど、地

域への影響が顕著にあらわれています。現在、

河川の環境は、水量や水質あるいは生息場所の

環境など、漁獲量のピークであった昭和50年前

後はもとより、「資源管理の進め方」がまとめ

られた15年前と大きく異なっていると実感して

おります。この五ヶ瀬川のアユを将来にわたり
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利用していくためには、それを利用されている

河川上流から下流のみならず、アユが幼魚期を

過ごし、養殖種苗として漁獲される海面までの

広域の市町村が一丸となって、資源の管理、利

用について検討していくことが重要と考えま

す。そこで、県では五ヶ瀬川水系アユの資源管

理の進め方についてどのように考えておられる

のか、農政水産部長にお伺いいたします。

最後に、通学路の安全対策についてお尋ねい

たします。

昨年度、登下校中の児童生徒が被害者となる

痛ましい事故が全国で相次いで発生しました。

また、本県におきましても、下校中の児童が意

識不明の重体となる交通事故が発生しており、

通学路における安全対策は喫緊の課題だと思い

ます。学校は、子供たちが安心して安全に学ぶ

ことのできる場であることが前提であります。

児童生徒の登下校時においても、このような事

故を防ぐために、さまざまな対策を早急に講じ

ていく必要があると考えます。昨年度は、文部

科学大臣から緊急メッセージが出され、文部科

学省、国土交通省、警察庁合同の対策として、

全国的に緊急の合同点検が実施されたところで

あります。そこで、本県における通学路の緊急

合同点検の結果及びその後の対策の状況はどの

ようになっているのか、教育長にお伺いいたし

ます。

以上で壇上からの質問を終わりまして、質問

者席からの再質問をさせていただきます。あり

がとうございました。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、20年後の本県の姿についてでありま

す。全国的に少子高齢化が一層進行していく状

況の中で、20年後、本県の人口も100万人を割り

込むという予測もなされておるところでござい

ます。私たちは、地域に根差した産業や地域活

力の維持・発展という大変難しい課題に向き

合っていかざるを得ないものと考えておりま

す。一方、ことし置県130年を迎えた本県の歩み

を振り返りますと、さまざまなこうした困難へ

の「挑戦」の歴史でもあり、また、先進的な取

り組みもなされてきたところであります。さら

に、おくれた交通網の整備や口蹄疫の克服に代

表されるような、官民を挙げた「知恵と力の結

集」、その歴史でもありました。私は、20年後

に向けて、今こそ、こうした先人たちの足跡に

学び、また、地域の宝を見詰め直し、豊かな自

然環境や人・地域のきずなを大切に守り続けな

がら、地域の産業・雇用を牽引する成長産業の

育成でありますとかハード・ソフト両面からの

防災・減災対策の構築、また、東九州地域にお

ける人や物の大きな流れの形成に取り組むこと

が重要であると考えております。

おかげさまで、今年度、ようやく宮崎市から

延岡まで高速道路が開通し、その２年後には宮

崎から北九州までが結ばれる、着々と高速道路

の整備も進んでおるところでございます。延岡

は、延岡学園の準優勝、バスケット部の２冠と

いうのもあったわけでございますし、メディカ

ルバレー構想の特区の指定、また、春には東京

ガールズコレクションの成功というような、今

いろんな追い風が吹いているのではないかとい

うふうに思っておりますが、そうした追い風を

捉まえて、まさに東九州の新時代と言えるよう

な県政全般の浮揚というものを図っていく必要

があろうというふうに考えておるところでござ

います。さまざまな課題解決の原動力となる

「グローバルな視野と挑戦する気概を持った人

づくり」にも全力を傾けまして、県民の皆さん
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が宮崎に住んでいることに「誇り」と「満足」

を感じられるよう、物と心の豊かさが調和した

「新しいゆたかさ」の実現に取り組んでまいり

たいと考えております。

次に、子育て同盟における国への提言につい

てであります。子育て同盟につきましては、誰

もが安心して子供を生み育てられる環境を整

え、子供の笑顔と幸福があふれる社会づくりを

目指して結成したものであります。去る７月28

日に、同盟加盟の10県の知事が集まりまして、

国への緊急提言などを取りまとめたところであ

ります。この緊急提言につきましては、３点、

重点課題がございます。１つ目は、地域の実情

に応じた地方のそれぞれの取り組みを後押しす

る少子化危機突破基金を創設すること、２つ目

は、子ども・子育て支援新制度は、地方の意見

を十分反映させた上で、実施に必要な財源を確

実に確保すること、３つ目として、保育士・幼

稚園教諭の恒久的な処遇改善、配置基準の適切

な見直しを確実に行うこととしております。こ

の提言につきましては、同盟の代表者が８月８

日に森少子化対策担当大臣などに直接会いまし

て、国と地方がともに危機感を共有しながら、

次世代を担う人づくりを着実に推進していくよ

う要請したところでございます。以上でありま

す。〔降壇〕

○総合政策部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

宮崎県市町村間連携支援基金事業についてで

あります。人口減少や高齢化などにより、地域

を取り巻く社会経済情勢が厳しさを増す中、魅

力ある持続可能な地域をつくってまいりますた

めには、市町村が広域で連携して活力を生み出

すことが重要であり、市町村間連携支援基金

は、このような取り組みを支援することを目的

として、平成23年度に設置したものでありま

す。基金の設置を受け、県内８地域に市町村間

連携推進協議会などが設置され、地域の特性を

生かした取り組みの方向性等について定めた連

携推進計画が策定されますとともに、昨年度か

らは、この計画に沿って実施する取り組みに対

しまして、基金を財源とした交付金によって支

援を行っておるところであります。これまで延

べ19市町村による６事業を採択しておりまし

て、西臼杵郡３町と諸塚村、椎葉村による民泊

を活用した教育旅行誘致・受入事業や、医療関

連産業の新商品開発などを支援する延岡市、日

向市、門川町による事業など、圏域の将来を見

据えた各種の取り組みが進められているところ

でございます。以上でございます。〔降壇〕

○福祉保健部長（佐藤健司君）〔登壇〕 お答

えいたします。

「みやざき地域見守り応援隊」についてであ

ります。住民の孤立化や児童虐待など、さまざ

まな地域課題へ対応するためには、議員御指摘

のとおり、地域におけるセーフティーネット機

能を強化することが極めて重要であります。こ

うした認識から、市町村社会福祉協議会や地域

包括支援センターが主体となったネットワーク

を中心に、地域における見守り活動が各地で展

開されてきております。そうした中、県と県社

会福祉協議会では、今年度から、業務上、日ご

ろから各家庭を回られることの多い電気・ガス

や宅配業などの民間事業者の方々に、「みやざ

き地域見守り応援隊」として見守りネットワー

クに加わっていただき、日常の業務活動の中

で、地域住民に何らかの異変を察知した場合

に、市町村窓口等へ連絡していただくといった

体制づくりに取り組むこととしたものでござい

ます。以上であります。〔降壇〕
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○商工観光労働部長（茂 雄二君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、東九州メディカルバレー構想の推進に

ついてであります。

総合特区指定後の主な動きといたしまして

は、延岡市との共同寄附により宮崎大学医学部

に開設しました寄附講座において、医療機器の

研究開発や県内企業の医療機器産業への参入支

援などの取り組みが進んでおります。また、地

場企業の新たな医療機器製造業許可の取得や中

核企業における相次ぐ工場増設に加え、県外か

ら関連企業が立地するなど、医療機器産業の集

積が着実に進みつつあると感じております。さ

らに、透析技術・医療機器の海外展開を目指

し、東南アジア等から医療関係者などを招聘し

まして、関連施設の見学及び意見交換会を実施

しましたところ、参加者から高い評価をいただ

いたところであります。特区として提案してお

ります規制緩和につきましては、国との協議の

中で要望の一部が認められましたほか、財政支

援につきましては、総合特区推進調整費を活用

しました大型の研究開発資金を獲得できまし

て、現在、九州保健福祉大学が県内企業と共同

で、医療機器の開発を進めているところであり

ます。今後につきましては、これまでの取り組

みに加え、今年度創設した医療関連機器の研究

開発に対する補助制度などにより、県内企業の

新規参入や販路拡大を支援するとともに、海外

展開を目指してアジアからの医療技術者長期研

修を実施するなど、なお一層、構想の推進に向

け加速させてまいりたいと考えております。

次に、広域観光の取り組みについてでありま

す。議員から御指摘のありましたとおり、本県

への誘客を図る上で、広域での取り組みを行っ

ていくことは大変重要であると認識しており、

特に、隣県との連携や九州一体となった取り組

みを中心に観光誘客を展開していくことが必要

であると考えております。このため県では、平

成９年に南九州広域観光ルート連絡協議会を設

立し、熊本県、鹿児島県と連携した取り組みを

行うとともに、平成17年には、九州各県と経済

団体が共同して組織しました九州観光推進機構

を中心に、「九州はひとつ」の理念のもと、合

同商談会を開催するなど、国内外からの観光誘

客に取り組んでいるところであります。現在、

九州各県と経済団体におきましては、今後10年

間の新しい観光戦略を策定するとともに、九州

観光推進機構の法人化に向けた作業を進めてい

るところであり、九州一体となった広域観光の

一層の推進を図ることとしております。県とい

たしましては、今後とも、体制が強化される九

州観光推進機構や国、九州各県ともこれまで以

上に連携を強化し、オール九州で観光誘客に努

めてまいりたいと考えております。〔降壇〕

○農政水産部長（緒方文彦君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、みやざき茶の生産振興と消費拡大につ

いてであります。みやざき茶の振興につきまし

ては、県ではこれまで、高品質な茶の生産に向

けた支援を行うとともに、釜炒り茶などの特徴

あるみやざき茶の販路拡大などの取り組みを進

めてまいりました。このような中で、御質問に

ありましたとおり、来年秋には、第68回全国お

茶まつりを本県で開催することとしておりまし

て、県といたしましても、これをみやざき茶Ｐ

Ｒの絶好の機会と捉えております。このため、

今年度の新規事業であります「選ばれる「みや

ざき茶」産地確立支援事業」等を活用し、品評

会において上位入賞を果たせるよう、製茶技術

の向上を図るための技術的支援を行っていると
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ころであります。また、消費拡大イベントにつ

きましては、本県での全国お茶まつりの開催を

最大限に生かしながら、みやざき茶を全国に向

け積極的にアピールするなど、銘柄確立に向け

て、県茶業協会など関係機関・団体と一体と

なって取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、水産物の健康機能を生かした商品開発

と消費拡大についてであります。ウルメイワシ

など本県で漁獲される多くの水産物は、ＥＰ

Ａ、ＤＨＡを初め、タウリン、コラーゲンなど

の機能性成分を多く含んでおり、健康的な日本

型食生活を支える重要な食品であります。近

年、全国的に水産物の消費量が減少しておりま

すので、より消費者ニーズに合致した商品を提

供する観点も踏まえまして、水産物の健康機能

の効果的なＰＲに加え、産学官や産業間の連携

等により、例えば、水産物ブランド品である

「宮崎焼酎もろみ漬け」やコラーゲン等の機能

成分を活用した商品づくりなどを推進している

ところであります。県といたしましては、今後

とも、産学官等の連携を進め、水産物が持つ健

康機能などの特性を十分に生かした本県独自の

商品づくりや消費拡大に取り組んでまいりたい

と考えております。

最後に、五ヶ瀬川水系アユの資源管理の進め

方についてであります。

アユの資源管理につきましては、１つ目に流

量の確保や魚道の改善等の環境保全対策、２つ

目に人工種苗放流や産卵場造成の増殖対策、３

つ目に漁獲制限等の漁業管理から成る指針を示

し、主にアユを利用する養殖業者、内水面漁協

等がこれを活用して管理を行ってまいりました

が、御指摘のとおり、最近になってもアユ漁獲

量の増加が見られない状況にあります。その原

因につきましては、さまざまな要因が考えられ

ますが、いずれにいたしましても、平成10年の

「アユ資源管理の進め方」を策定した趣旨に立

ち返り、全ての関係者が一体となり、少しでも

効果が期待される管理を着実に実行していくこ

とが重要でございます。県といたしましては、

今後、アユの資源状況の評価や、これまでの管

理方法の検証を行うとともに、五ヶ瀬川水系の

流域の市や町、内水面漁協等、全ての関係者と

連携しながら、アユ資源の利用や管理等の改善

が図られるよう、関係者の合意形成に努めてま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

通学路の安全対策についてでございます。

本県におきましても、昨年度、文部科学省、

国土交通省、警察庁の依頼を受け、学校を設置

する教育委員会や道路管理者、地元警察署等が

連携し、学校と保護者の代表も加え、県下で982

カ所について緊急の合同点検を実施いたしまし

た。その結果、何らかの対策を必要とする箇所

は、県内で855カ所確認されたところでございま

す。点検後、対策が必要な箇所ごとに、関係者

が連携して具体的な取り組みを協議し、可能な

ところから段階的に取り組みを進めているとこ

ろでございます。例えば、警察による横断歩道

の新設や交通規制の実施、道路管理者による歩

道や縁石ブロックの設置、学校における通学路

の変更、地域ボランティアやＰＴＡと連携した

登下校の見守りなどが進められております。こ

れら対策を合計いたしますと、本年３月末の段

階で、既に374カ所の対策が進められており、残

りの箇所につきましても、順次、取り組みを進

めているところでございます。以上でありま



- 262 -

平成25年９月17日(火)

す。〔降壇〕

○後藤哲朗議員 それぞれに御答弁いただき、

ありがとうございました。理解を深めるため

に、提言・提案を交えながら、再度質問を行っ

てまいりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。

さて、御案内のとおり、失われた10年という

表現・言葉が、いつの間にか20年と言われ続け

ています。確かに私どもは、過去20年間、経済

等の低迷ぶりに失望し、自信を失ってきたよう

な感じがいたします。そこで、自信と誇り、そ

して元気を取り戻すようなビッグニュースが、

今回の東京オリンピック決定のニュースではな

かったかなと、そのような気がします。

それでは、20年前の宮崎はどうかということ

で、宮崎県定例県議会の会議録を見せていただ

きました。当時、松形知事ですね。２月議会で

すから、当然、予算概要の説明あるいは所信表

明をされております。その中の「特に国内にお

きましては、生活者・消費者重視の新たな視点

から国民一人一人が経済力に見合った豊かさと

ゆとりを実感できる経済社会の実現が最大の政

策課題、県内におきましては、このような内外

ともに大きな変革の時代を迎え、変化と交流の

時代に対応できる先見性のある的確な県政の推

進が何よりも重要だとの思いを一層強くしてい

る」、ちょうど20年前と申しますと、オーシャ

ンドームが開業した年です。県立芸術劇場が開

館、そして何と、宮崎地区の鉄道高架事業の完

了で新しい宮崎駅が誕生した年であります。宮

崎に集中しているなと思いましたら、新農業大

学校や県立延岡・日南両病院、フォレストピア

学びの森学校の建設等のプロジェクトも本格化

した年であります。

当時の予算が約5,283億、一般会計ですね。本

年が約5,660億、予算、財政規模は余り変わって

いないということですね。その中で、社会保障

増大とか、いろんな負荷もありますけれども、

当時の重点施策、第１番目に何を持ってきてい

るかといいますと、農業の振興なんですね。見

てみますと、「売れるものをつくる全県的な産

地体制とみやざきブランドの確立、総合的な販

売戦略構想の策定を行うとともに、全国の主要

な消費地でフェアを開催し、本県農水産物のＰ

Ｒと消費拡大に努めることとしております」。

まさしく歴史は繰り返すではありませんが、本

年のフードビジネスの展開─このところ知事

がおっしゃる温故知新じゃありませんが─や

はり過去20年間の農政水産を含めて検証する必

要があるのではないかな、そういうようなこと

を、20年の議事録を見て思った次第でございま

す。

私が考える20年後の宮崎というのは、全線供

用開始間近の九州中央自動車道、県民所得が例

えば全国でベスト10入り、あるいは食料基地と

してのフードビジネスの大成功、子育て日本一

で移住・定住人気ナンバー１となればいいなと

つぶやきまして、まず初めに、知事にお尋ねし

ます。

実は、７月27日、28日の「子育て同盟サミッ

トｉｎとっとり」に参加された方より手紙が届

きましたので、内容の一部を披露させていただ

きます。「子供たちの郷土芸能発表の後、10県

知事の意見発表がありました。熱い熱い、意欲

的、情熱的な意気込みの意見が多く、型どおり

のソフトな子育て支援の話ではありませんでし

た。高知県知事が人口の推移表を広げて、待っ

たなし、2030年までに何らかの手を打ち、効果

が上がらないと地方自治は崩れてしまう、きょ

う生まれた子供も17歳に成長するので、国に
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しっかり施策を提案しないと国の未来もないで

しょうと訴えられました。他の知事からは、育

休制度を男性もとる、不妊治療に補助する、養

子制度を進める、宮城県は、1,056人の震災の遺

児がいるので、まずはこの子たちをしっかり成

人させる、岡山県知事は、だらだらと検証もし

ていない子育て支援をやるより、しっかり検証

してポイントを絞って効果を上げるようにしな

いと、10年後も同じような話をしていることに

なると興奮しておられました。すごい意気込み

を感じ、宮崎県もぼやぼやしておられないなと

いう感じがしました」と書いてありました。

国への緊急提言でありますが、重点課題とさ

れました少子化危機突破基金の創設、国も地方

も我々もそうですけれども、危機意識をいかに

共有して政策につなげていくか。ですから、少

子化危機突破基金、まさしくこれはタイムリー

な提言内容ではないかなと。これの創設に向

け、ぜひ御尽力を賜ればと思っていますので、

よろしくお願いします。

私は、子育て同盟10県の取り組みを評価した

いと思います。以前ですと、全国知事会、全国

議長会を初めとした地方公共６団体の要請活動

等、効果が高いものと思っておりましたが、地

方地域の実情に合った総合的な対策を推進する

ためには、子育て同盟10県のような取り組みの

ほうが、より効率性からも効果があるのではな

いかなと、そのように思っている次第です。そ

こで、今後、全国知事会、九州知事会とは別

に、課題を選択し、テーマ別に、子育て同盟と

同様に他県と連携していくお考えはないか、知

事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 今、議員から、20年前

を振り返りながらということで、本県の状況な

どもいろいろ御指摘があったわけであります

が、まさに行政課題が複雑化・多様化している

中で、一つの県だけでは対応し切れない、いろ

んな課題が発生しているというのが一つの背景

としてございます。また一方では、全国知事会

などを見てみますと、各県ごとに、立場、置か

れた状況、課題、またそれぞれの考えが違っ

て、なかなか全国知事会としての一致が難しい

ような課題もあるわけでありまして、そういう

状況の中で、より課題を共有し発信力を持って

いくためにということで、共通の課題を抱えた

県同士の連携が今進んでおるところでございま

す。そうした考えのもとに、私は現在、子育て

同盟のほかに、本県の喫緊の課題であります南

海トラフ巨大地震への備えを進める９県知事会

議でありますとか、高速道路のミッシングリン

ク解消のための11県知事会議、さらには、地方

の13県の知事で構成します「自立と分散で日本

を変えるふるさと知事ネットワーク」などに積

極的に参画し、各県の知事と膝詰めで精力的な

議論や解決策の検討、また国への政策提言など

を行っているところでございます。今後とも、

こうした本県の置かれた実情、本県の直面する

課題というものをしっかりと捉まえて、特定の

テーマに絞った他県との連携などに積極的に取

り組みながら、課題解決に結びつけてまいりた

いと考えております。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願いします。

続きまして、定住促進に関連しまして、教職

員の地域枠採用についてお尋ねいたします。

小中学校の教職員の人事異動は、県内を宮

崎、南那珂、児湯、北諸県、西諸県、東臼杵、

西臼杵の７つの地区に分け、全県的な教職員の

適正配置を行っていると聞いております。た

だ、東臼杵や西臼杵の県北地区へは、異動希望
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が少ないと伺っているところであります。教職

員は本来、学校のある市町村に家族とともに住

み、地域に愛情を持ち、地域のことを深く理解

して、教育活動に専念することが大切ではない

かなと、そのように思っている次第です。とこ

ろで、病院局では、来春の看護師の採用につい

て、勤務地を県立日南病院、延岡病院に限定し

た地域枠の採用区分を設けた取り組みを始めて

いまして、よい施策だと思いますし、大変好評

とお聞きしております。このようなことから、

地域に根差した教育を推進するためにも、例え

ば、教職員の採用を地域ごとにすることも考え

られるのではないかなと、そのように思いま

す。そこで、小中学校の教職員の地域枠採用に

ついてどのように考えておられるのか、教育長

の見解をお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県の教職員の人事

異動につきましては、各学校の活性化を図り、

本県の教育水準を維持・向上させることを目的

に、教職員の全県的な適正配置を行っていると

ころであります。近年、少子化が進展する中、

学校の統廃合や小中一貫校が増加するなど社会

情勢が変化してきておりますので、教職員の人

事異動のあり方につきましても、市町村教育委

員会の御意見を伺いながら、さまざまな観点か

ら検討し、よりよい制度となるよう見直しを

行ってきているところであります。このような

取り組みを進める中、地域に根差した教育の推

進も大切な視点だと捉えております。御提案の

ありました教職員の地域枠採用につきまして

は、例えば、中学校では、教科によって全県下

で採用が１人というような場合もございます。

そういうことを踏まえると、地域別の採用が可

能なのかどうかなど、さまざまな検討すべきこ

とがありますので、こういうことを踏まえなが

ら、今後、調査・研究してまいりたいと考えて

おります。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。先

般の先生方、心の悩み等々の中で一つありまし

たけれども、家庭問題に悩んでいる先生、独身

はいいんですが、どうしても結婚され家庭を持

つ中で、やはり先生方も子供を持つ親ですか

ら、そういったいろんな問題もふくそうしてい

るんじゃないかなという気がしております。デ

リケートな部分でございますので、慎重かつ前

向きに御検討いただければありがたいかなと思

いますので、要望しておきます。お願いしま

す。

続きまして、地域福祉の推進についてお尋ね

いたします。

地域での見守り活動の体制の充実を図る「み

やざき地域見守り応援隊」に、感謝と期待を申

し述べたいと思います。ところで、実態把握が

困難であるひきこもりについてでありますが、

ひきこもりは潜在化しており、相談などがあっ

て初めて顕在化するとよく言われております。

状況の把握につきましては、とにかく人にか

かっているんじゃないかなと、私はそのように

思っている次第です。そこで、より身近な地域

住民の中に、悩みを抱えた人などの話を聞き、

必要な情報を提供することができる人材を一人

でも多く、より多く育成することが有効と考え

ますが、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 地域における

見守り活動につきましては、より多くの地域住

民の方にネットワークに加わっていただき、活

動の輪を広げることが重要であるというふうに

考えております。また、見守り活動の中では、

「悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞い

て、必要な支援につなげ、見守る」ことができ
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る人材、いわゆるゲートキーパーと言われてお

りますが、そうしたキーパーソンとなる人材の

育成が必要でありますので、広く県民を対象に

した研修を行っているところであります。今後

とも、議員御提案の趣旨を受けとめながら、地

域におけるきめ細やかな見守り活動を支える人

づくりに、積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

○後藤哲朗議員 関連してですが、実は総合政

策部がお持ちの地域有縁システム、いかに地域

で有縁をつくっていくか、まさしく私は地域福

祉の推進という広げ方、推進の仕方が、この地

域有縁システムにつながっていくんじゃないか

なと思います。ですから、福祉はいろんな分野

にわたるわけですが、県社会福祉協議会、地域

での社会福祉協議会、そして地域福祉推進チー

ム、いきいきサロン等々ありますが、やはり

ネットワークづくりをいかに網の目のように張

りめぐらしていくかということ、例えば、延岡

市職員のＯＢの方、退職された方、今までなか

なか地域に貢献できなかったということで、退

職されて、例えば民生委員さんに率先してなら

れる方がいる、そういった人をふやしていくこ

とが大事かなと思いますので、今後ともよろし

くお願いします。

続きまして、東九州メディカルバレー構想に

ついてお尋ねいたします。

主質問でも申し述べさせていただきました。

なかなか県民の皆様にこの構想はなじみが薄い

といいますか、構想の浸透が図れないというよ

うな実感を持っております。例えば、フードビ

ジネスの展開、食べるものですよね。非常に関

心があるといいますか、どんどん広がってい

る。ただ、メディカルバレー構想につきまして

は、経産省とか内閣府はやりなさい、やりなさ

いですが、多分厚労省という一つの壁があるの

かなという気もしていますし、なかなか進捗状

況が見えてこないというのがあります。

ところで、医療機器関連産業への参入を進め

ていくためには、地場企業が医療現場の声を聞

く機会が必要と思いますが、取り組み状況及び

成果について、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 東九州メ

ディカルバレー構想では、「医療機器産業の拠

点づくり」を掲げ、県内企業等で構成されます

宮崎県医療機器産業研究会を立ち上げまして、

見学会やセミナー開催等の活動を行っておりま

す。その一環としまして、これまでに、宮崎大

学医学部附属病院や民間病院等において、会員

企業に医療現場のニーズ・シーズを紹介する施

設見学会等を開催したところであります。ま

た、宮崎大学医学部寄附講座の県北拠点であり

ます県立延岡病院におきましては、企業との談

話サロンの設置や企業が透析室を見学できる仕

組みづくりなど、企業と現場をつなぐ取り組み

が進められております。これらが契機となり、

既に、地場企業と病院が連携して、現場のニー

ズに応じた医療用補助具の開発に成功した事例

が出てきております。医療現場の声を聞くこの

ような取り組みは、地場企業の医療機器開発の

大きなヒントとなることが期待されますので、

県民の皆様へのＰＲを含めまして、今後とも積

極的に進めてまいりたいと考えております。以

上でございます。

○後藤哲朗議員 商工観光労働部長、よろしく

お願いします。

続きまして、教育長に、通学路の安全対策に

ついて再度お尋ねいたします。

県内におきまして、緊急の合同点検を行った
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ところが982カ所、対策が必要と認められるとこ

ろが855カ所、そのうち対策をとられたところ

が374カ所ということですが、今後も早急な対策

の推進をお願いいたします。

ところで、その対策の一環であると思います

が、教育委員会では、文部科学省の委託を受け

まして、今年度の新規事業として、通学路安全

推進事業に取り組んでいると伺っております。

この事業では、延岡市と日南市をモデル地区と

して、通学路の安全に関する取り組みを進めて

いるとお聞きしております。そこで、通学路安

全推進事業の事業の狙いや内容について、教育

長にお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 通学路安全推進事業

は、今年度から始まった文部科学省の委託事業

でありまして、昨年度の通学路の緊急合同点検

の結果も踏まえながら、通学路の安全対策をよ

り一層充実させていくことを狙いとしたもので

あります。内容といたしましては、道路整備や

都市計画等に関する専門家を通学路安全対策ア

ドバイザーとして委嘱し、通学路の合同点検や

対策会議の場において、専門的な立場から指導

や助言をいただき、地域の実態に応じた、より

効果的な対策を推進していこうとするものでご

ざいます。本県におきましては、現在２名のア

ドバイザーを委嘱し、モデル地域として指定い

たしました延岡市と日南市の２つの市に派遣し

て、子供たちの通学路の安全確保に向けた取り

組みを推進しているところであります。モデル

地域における事業の成果につきましては、今

後、安全指導者研修会などの機会を捉えて、他

の地域にも紹介し、普及してまいりたいと考え

ております。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。こ

の通学路安全推進事業は、とても有意義な事業

であるというふうに私は思いますし、この事業

の推進を初めとして、子供たちの通学路におけ

る安全を確保するためには、道路管理者や警察

など、関係機関との連携が非常に重要ではない

かなと、そのように思っております。そこで、

これら通学路の安全を確保するために、関係機

関との連携をどのように図っておられるのか、

教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 通学路の交通安全の

確保や対策の推進につきましては、信号機の設

置や歩道の整備など、抜本的な対策を要するも

のが多いことに加え、通学路には、国道・県道

・市道など、管理者の異なるさまざまな道路も

ありますので、警察や道路管理者との連携は何

よりも重要であると考えております。そのた

め、県教育委員会といたしましては、県土整備

部道路保全課や県警察本部交通企画課、交通規

制課などと連携しながら、通学路安全推進委員

会を定期的に開催し、通学路の安全対策の推進

に取り組んでいるところであります。延岡市や

日南市のモデル地域におきましても、現在、学

校、道路管理者及び地元警察署等から成る連絡

協議会が開催されるなど、地域が一体となった

取り組みが図られております。今後とも、市町

村や関係機関との連携をさらに進めながら、通

学路の安全確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○後藤哲朗議員 教育長、ありがとうございま

した。同じく通学路の安全対策ですが、続きま

して、関係機関との連携が図られ、通学路の安

全対策が必要と認められているところのうち、

具体的に２カ所についてお尋ねいたします。こ

れらの箇所は、延岡市及び市教育委員会として

も整備要望の高い、強い、延岡市北浦町の国

道388号本村地区の歩道整備と県道古江丸市尾線
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市振地区の整備について、現在の取り組み状況

について県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 歩道の整備

につきましては、歩行者の安全確保を図る上で

大変重要でありますので、特に、通学路につい

て重点的に取り組んでいるところです。議員お

尋ねの国道388号本村地区の歩道整備につきまし

ては、平成25年度から事業に着手したところで

ありまして、今年度は、測量設計及び用地調査

を実施する予定です。また、県道古江丸市尾線

の市振地区につきましては、緊急的な安全対策

としまして、歩行者の通行帯をわかりやすくす

るためのカラー舗装をことし３月に実施したと

ころです。今後とも、教育委員会や警察等と連

携を図りながら、緊急合同点検の結果に基づき

ます安全対策を着実に、そして継続的に取り組

んでまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 通学路の安全対策に向けて

は、歩道の整備や信号機の設置などのハード面

及び登下校時の見守りなどのソフト面など、両

面からのアプローチが求められると考えており

ます。また、その充実を図るためには、関係機

関の連携が何より重要であると思いますので、

今後とも連携を密にし、子供たちの安全の確保

に万全を期していただきますよう要望しておき

たいと思います。よろしくお願いします。

続きまして、みやざき茶の推進についてお尋

ねいたします。昨年の全国お茶まつりは、静岡

県掛川市で開催され、テーマ・コンセプトは、

とにかく美と健康の緑茶力ということで、お茶

の健康機能性を前面に出したものでした。こと

し、京都府宇治市は、日本茶のふるさと、宇治

茶を世界遺産にということで、コンセプトが

はっきり、しっかりしています。実は、品評会

の県産茶の受賞は、2007年に五ヶ瀬町が農林水

産大臣賞、2004年に産地賞として都農町が獲得

して以来、ずっと遠ざかっております。これは

来年チャンス─ことしからですけれども─

大事な品評会あるいはお茶まつりじゃないかな

と、そのように思っています。宮崎でのお茶ま

つりは、開催日時を初め、企画・コンセプト等

これからと思いますが、宮崎での開催に向けた

機運醸成のためのシンポジウム等の開催につい

てどう考えておられるのか、農政水産部長の御

所見をお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 全国お茶まつ

りは、来年11月の開催を計画しておりますけれ

ども、詳細な日程、内容等につきましては、今

月の下旬に発足を予定している実行委員会にお

いて、順次決定していくこととしております。

御質問のお茶まつりの開催までに機運を醸成し

ていくことにつきましては、本県の製茶技術の

向上や、みやざき茶のＰＲといった、全国お茶

まつりの本県開催の趣旨を達成するために、大

変重要なことと認識いたしております。このた

め、今後開催を予定しております「みやざき茶

推進大会」等の機会を捉えまして、茶業関係者

はもとより、県内消費者に対しましても、効果

的な周知徹底を図り、機運の醸成に努めてまい

りたいと考えております。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願いします。

最後に要望であります。実は、先ほど主質問

で述べました「アユ資源管理の進め方」という

冊子、これはまさしく実物大のアユ、尺アユと

いう日之影町でとられたアユ、これが15年前に

作成された資料、中身は今でも使える中身で

す。ただ、宮崎県延岡市、宮崎大学なんです。

私が言っているのは五ヶ瀬川水系、源流から100

キロ以上あります。言いましたように、海岸ま
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で関係する、これは延岡市だけの問題じゃない

という認識、五ヶ瀬川水系でアユ資源管理の進

め方を進めていただきまして、もう一度アユが

たくさん溯上する五ヶ瀬川を目指したい。部

長、どうかよろしくお願いしまして、本日、私

の一般質問とさせていただきます。ありがとう

ございました。（拍手）

○丸山裕次郎副議長 次は、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 横田照夫で

ございます。一般質問をさせていただきます。

先日、中野一則議員が島津豊久公の墓参りが

したいと言われ、佐土原の天昌寺跡にある墓に

案内しました。そのときに、戦国時代にこの宮

崎の地で繰り広げられた歴史を多くの県民に

知っていただきたいとの思いになりましたの

で、ここで、そのさわりの一端を話してみよう

と思います。

島津豊久は、豊臣秀吉に「あの者どもはかり

知れず」と言わしめた薩摩の４兄弟である島津

義久・義弘・歳久・家久の、末弟である家久の

嫡男として生まれました。私と同じように、類

いまれなる容顔美麗の少年だったそうです。

このころの宮崎は、伊東義祐を総領とする伊

東氏が佐土原城を本拠として、日向中南部のほ

ぼ全域に及ぶ48城を支配しておりました。義祐

は、寺社仏閣や屋敷、料理、能狂言、茶、連歌

など、上方の文化を移入することにも力を注

ぎ、佐土原を小京都につくり変えようとし、ぜ

いも尽くしていたようです。そういう伊東氏を

島津勢はえびのの木崎原で打ちのめし、その勢

いで一気に佐土原城を攻め落とします。伊東氏

は、やむなく豊後の大友氏を頼って脱出しま

す。いわゆる伊東の豊後落ちであります。実

は、この中に、後の伊東マンショも含まれてい

たようです。

南日向の全域を制圧した島津勢は、北に向

かって軍を進めていきますが、今度は、伊東氏

に救援を求められた大友氏とぶつかることにな

ります。大友宗麟率いる大友勢と島津勢は、高

鍋、木城を流れる小丸川を挟んで激しくぶつか

り合いますが、戦術に秀でた島津勢の猛攻に合

い、大友勢はただ逃げ惑うばかりで大敗を喫し

ます。このあたりは血で染まったと言われてい

ます。この戦いは、耳川の戦い、または高城の

戦いと呼ばれています。

この後、家久は、島津の総領である義久から

正式に佐土原城の城主に任命されます。家久

は、佐土原こそが新たな故郷と考え、城下のま

ちづくりに意を注ぎ、佐土原は活気あふれる町

へと発展していくことになります。

その後も、島津勢は九州全域の制圧を目指し

て北進しますが、豊臣秀吉・秀長兄弟が率いる

大軍に敗れ、豊臣の傘下に入ることになりま

す。そのころに、家久は謎の死を遂げますが、

家久亡き後は、その嫡男、豊久が佐土原城の城

主となります。関ヶ原の合戦では、島津勢は一

応西軍につきますが、石田三成と考えが合わ

ず、どちら側にも動きません。間もなく西軍の

敗北は決定的となり、島津隊の大将である義弘

は、玉砕を覚悟しますが、おいである豊久に

「おじ上が死なれては島津家が立ちもさん」と

強く説得され、戦場から離脱することを考えま

す。島津隊は、豊久を先鋒として敵中突破を図

ります。家康の本陣脇を勇猛果敢に駆け抜け、

次々に犠牲者を出しながらも何とか伊勢街道近

くまで進みますが、東軍の追撃はとまりませ

ん。豊久は、大将である義弘を何とか国元に帰

すために、今度はしんがりを務め、敵勢に立ち

塞がり、敵を食いとめます。激しい切り合いを

演じたものの、残念ながら多勢に無勢、間もな
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く何本ものやりで胸を刺され、討ち死にするこ

ととなります。享年31歳だったそうです。その

場所が、岐阜県大垣市上石津町で、今でも大事

に豊久の碑が守られております。

一方、島津に追われた伊東氏は、義祐の３男

が秀吉の家臣となり、関ヶ原の戦いでの功績に

より、日南市飫肥に所領を安堵され、江戸時代

を通じて飫肥藩として存続することとなりま

す。

戦国時代にみずからの命を犠牲にして主君を

守った武将は数多くいましたが、そのナンバー

１に選ばれるのが佐土原城主だった島津豊久で

あります。島津豊久は、今、若者に人気の「ド

リフターズ」という漫画の主人公として取り上

げられていますが、漫画の中での豊久がしんが

りとして追っ手である井伊直政隊を迎え撃つ

シーンが、ことしの10月19、20日に開催される

「関ヶ原合戦祭り2013」のポスターに使われる

そうです。そういう島津豊久を何とかＮＨＫの

大河ドラマの主人公として取り上げてもらえな

いかと考えます。

以前、日向神話を大河ドラマにという話をし

ましたが、大河ドラマは歴史に基づいたもので

ないとだめだということでした。でも、今紹介

した島津豊久の話は、全く歴史上の事実ですの

で、大河ドラマにふさわしいと考えます。確か

に、島津豊久は、織田信長や豊臣秀吉、徳川家

康のようには広くは知られておりませんが、

「天地人」の直江兼続や「功名が辻」の山内一

豊、「篤姫」の天璋院なども、大河ドラマに取

り上げられるまでは、それほど知られていな

かったと思います。同じように、島津豊久の話

も、脚本や配役次第では、とてもおもしろいド

ラマになるのではないかと考えます。知事はど

う思われるでしょうか。

以下の質問は、質問者席から行います。どう

ぞよろしくお願いいたします。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

今御紹介がありましたように、島津豊久公に

つきましては、島津義弘公とともに、「島津の

退き口」として有名な関ヶ原からの退却戦を戦

いまして、壮絶な最後を遂げた英傑でありまし

て、有能な人物の多い島津氏の中でも、本県に

ゆかりの深い、大変興味深い魅力的な人物の一

人であると認識しております。

今、大河ドラマという御指摘がありました。

大河ドラマ、これはやはり原材料となるような

本といいますか、そういったものがあるのかど

うなのか、また、いろんなエピソードがあるか

どうか、いろんな課題があるということでござ

います。実は、先週土曜日に、県立図書館で名

誉館長の伊藤先生の講演、文学で宮崎がどのよ

うに取り上げられているのかという講演を伺っ

たわけであります。川端康成の「たまゆら」を

初めとして、いろんなものが取り上げられてい

る中で、人物に関していうと、小村寿太郎、そ

れから高木兼寛、石井十次などが取り上げられ

た作品があるわけであります。

実は、今申し上げました小村寿太郎や高木兼

寛など、昨年、私自身もＮＨＫに参りまして、

１月でありましたが、本県を舞台とした大河ド

ラマの制作要望を行ったところであります。な

かなかあれを１年間引っ張っていくには、いろ

んな魅力的なテーマが今取り上げられてはいま

すが、そういう難しさもあるんだというお話を

現場でも伺ったところでございます。今、御指

摘がありましたように、どういう人物が注目さ

れるかというのは、その時々の時代の要請、時
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代の流れというものもあるというふうに考えて

おります。御紹介のありました島津豊久公を初

め、本県ゆかりの歴史上の人物についての情報

提供をこれからも積極的に行い、大河ドラマ、

もしくはいろんな形での取り上げられ方もある

というふうに思っておりますので、そういう形

での検証というものに取り組んでまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○横田照夫議員 先ほど、豊久公のことを私と

同じように容顔美麗という表現がちょっと不適

切だったなという思いがありますので、ここで

おわびして訂正させていただきます。

知事、ありがとうございました。御承知のよ

うに、大河ドラマに取り上げられると、当然そ

の地域の知名度は上がりますし、経済効果も非

常に大きなものがあると思います。宮崎県には

これといった題材がないとよく言われますけれ

ども、地元の歴史を誇りに思って、積極的にア

ピールできればいいなと考えますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

次に、職人の確保についてお伺いします。

太田国土交通大臣は、昨年12月26日の就任会

見で、「建設業界の疲弊した状況をどう改善す

るか」との質問に対して、「物をつくるという

意味での建設業界というだけでなく、防災や減

災あるいは緊急時での役割というものを担って

いただいてきた、そうした業界が落ち着いてよ

い仕事ができると安心でき、若い人が建設業界

にも入っていただけるような、そのような方向

性が見出せればいいなと思っています」と言わ

れ、職人不足への危機感を表明されました。

今、県内の建築・土木の現場でも職人不足がよ

く言われておりますが、県としては現状をどの

ように認識しておられるのか、県土整備部長に

お尋ねします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 建設業の現

場を支えていただいております職人などの建設

業就業者につきましては、近年の建設投資額の

減少に伴い、全国的に減少してきておりまし

て、国勢調査によりますと、本県でも平成22年

には４万5,554人と、平成17年の前回調査に比

べ、約20％減少しております。特に、年齢構成

を見ますと、他の産業に比べ、29歳以下の割合

は減少し、50歳以上の割合は増加しておりま

す。こうしたことから、本県におきましても、

将来の社会資本整備を担う人材、特に若い人材

の育成・確保は、大きな課題であると認識して

おります。

○横田照夫議員 建設産業は、社会インフラを

整備する日本の基幹産業であり、自分たちがつ

くった建物や道路などに誇りを持てる職種だと

思います。問題は、労力に見合った賃金や待遇

になっていないということです。入札でいかに

受注できるかというコスト削減競争となり、利

益が得られないほどの金額で落札せざるを得な

いといういわゆる市場原理と公共事業費の削減

等により、元請も下請も青息吐息の状態で、重

層下請構造である建設業界は、末端に行くほど

利益はわずかになります。今の若い世代は、日

給月給制や社会保険にすら入っていない不安定

な労働条件にある建設業を敬遠しているようで

す。こういう状況の中で、建設産業における若

手人材の育成・確保をどう考えているのか、県

の考えを県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 若い人材の

育成・確保を図るためには、よりよい雇用環境

を確保しますとともに、建設産業の果たす役割

や魅力を広く伝え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、県では、ことし

４月の労務単価の引き上げに合わせまして、県
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工事の受注者に対し、適切な水準の賃金の支払

いを要請しますとともに、社会保険等への加入

を促進するため、建設業者研修会や個別指導を

実施するなど、建設労働者の処遇改善に向けた

取り組みを進めているところです。また、産業

開発青年隊や産業技術専門校におきまして、将

来を担う人材の育成を図りますとともに、建設

産業のイメージアップを図るため、工業高校な

どへの出前講座や建設工事の現場見学会等を実

施しているところです。今後とも、教育委員会

や関係団体などと十分連携を図りながら、若手

人材の育成・確保に積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

○横田照夫議員 全国鉄筋工事業協会の会長さ

んは、「もはや安値は限界に来ている。この状

態が続けば、鉄筋工事業の文化・技術が伝承で

きなくなり、建設業界が大変なことになる」と

述べ、建設業界全体が職人不足の現状を認識し

た上で、協力して問題解決に取り組む必要性を

訴えておられます。鉄筋工事業界は、指し値発

注などの影響で鉄筋工の収入低下が顕著にな

り、転職や転業が相次いでいるそうです。基幹

技能者の認定を受けていても離職する人がいる

ほど、将来に安心感が持てない状況にあるとい

います。鉄筋工事の従事者が真面目に働くこと

で、現在と将来に希望が持てるようにしなけれ

ばならないとして、地方自治体に向けて、元請

・下請関係の適正化を求めることを要望活動し

ておられるようです。このことは、鉄筋工事業

に限らず、型枠工、板金工、防水工、大工に左

官にとび職、タイル業、溶接業など、全ての業

種に言えることだと思います。元請・下請関係

の適正化に対する県の取り組みを、県土整備部

長にお聞きします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 建設工事の

適正な施工の確保を図る上で、請負契約の適正

化と下請業者の保護・支援は不可欠でありまし

て、建設業法においても、下請代金の適正な支

払い等についての規定が設けられております。

このため、県では、毎年、建設業者研修会を開

催し、建設業法等の法令遵守の指導を行ってい

るほか、「建設業者ホットライン」を設置し、

下請トラブルや法令違反などに関する相談に応

じているところです。また、県発注工事につき

ましては、下請代金の支払い状況に関する報告

を求めるなど、適正な下請契約の履行確保に努

めているところです。今後とも、下請業者と元

請業者との適正な関係が確保されますよう、適

切な指導に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○横田照夫議員 先日、全日空（ＡＮＡ）が客

室乗務員の契約社員の採用制度を廃止して、全

てを正社員に切りかえると発表しました。コス

ト削減だけでは国際競争に勝ち残れないとし

て、社員の待遇改善に乗り出し、より優秀な人

材を安定的に確保して、サービス向上を目指す

ということです。このことは、建築・土木の現

場でも同じことが言えると思います。給料や待

遇改善がなければ、職人の確保はできません。

そのためには、受注会社が安定した経営ができ

るような予定価格の積算とか入札制度が必要だ

と思いますけれども、県土整備部長、いかがで

しょうか。

○県土整備部長（大田原宣治君） 社会資本整

備の担い手であります建設業者が健全な経営を

行う上で、予定価格を適切に積算することや、

技術にすぐれ、経営努力を行い、地域に貢献し

ている建設業者が受注しやすい入札制度を構築

することは、大変重要であると考えておりま

す。このため、予定価格の積算につきまして
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は、昨年度は、現場管理費に占める法定福利費

の割合を18.75％から約３ポイント引き上げ、さ

らに、今年度は、適切な賃金水準の確保のため

に、労務単価を13.3％増額するなど、適宜、適

切な予定価格の積算に努めているところであり

ます。また、入札制度につきましては、技術に

すぐれた建設業者が受注しやすい総合評価落札

方式の活用や、地域の建設業者の育成を目的と

しました指名競争入札の試行など、さまざまな

取り組みを行い、技術と経営にすぐれた建設業

者が伸びていける環境づくりに努めているとこ

ろでございます。

○横田照夫議員 先ほど、後藤議員の質問の中

にも出てきましたけれども、ことしは伊勢神宮

の式年遷宮の年に当たります。式年とは、ある

一定の年数のことで、伊勢神宮では20年として

います。遷宮とは、神様を新しい神殿にお移し

することをいいますが、伊勢神宮では、神殿だ

けでなく、鳥居や橋や刀剣、弓矢、宝飾物な

ど、神宮内の全てのものをやり変えることに

なっています。では、何で20年ごとにつくり直

すのか。その理由の一つに、技術の伝承がある

と言われています。師匠から弟子に世代交代す

る年数が20年くらいとされ、遷宮に向けて、師

匠から20年かけて受け継いできた全ての技術を

つぎ込む。それを繰り返すことで、たくみのわ

ざを後の世まで伝承してきたということです。

このことは、技術を守るために、伊勢神宮が職

人に対して大きな仕事をつくってやってきたと

いうことでもあります。現在、県は箱物凍結に

なっていますけれども、本当は技術を守ってい

くために、行政が仕事をつくってやることが大

事なのではないかとも考えますが、総務部長、

いかがでしょうか。

○総務部長（四本 孝君） 本県では、将来に

わたって健全性が確保される財政構造を構築す

るために、平成16年度から３期にわたる財政改

革推進計画に取り組んでいるところでありまし

て、全ての歳出について徹底した見直しを行う

中で、いわゆる箱物整備については、原則、新

規着工を凍結するということにしております。

なお、同計画等では、全ての県有建物を建てか

えるということが財政上困難でありますことか

ら、選択と集中の考え方のもと、建物の長寿命

化や総量縮小を含めた整備費等の縮減を図るこ

とともされているところであります。したがい

まして、厳しい財政状況の中、新規着工は原則

凍結とせざるを得ず、箱物整備は限られたもの

ということになりますが、職人の育成や技術の

確保といった議員御指摘の趣旨も踏まえなが

ら、引き続き、適切に対応してまいりたいと考

えております。

○横田照夫議員 財政が厳しいことは十分理解

した上で質問しておりますけれども、こういう

考えもあるんだということを頭の中にぜひ置い

ていただければというふうに思います。

以前、児童生徒を引率している学校の先生

が、炎天下で仕事をしている作業員を指して、

「勉強せんかったら、あなたたちもああいう仕

事をせんといかんとよ」と子供たちに言ったと

いう話を聞いたことがあります。もしそれが本

当なら、とんでもない話です。作業員の中に

も、大学で建築・土木を学び、現場責任者など

として情熱的に働いている人も数多くいると思

います。学校教育において、職人が担っている

仕事や社会貢献の大切さなどを教える必要があ

ると考えますが、教育長、どうでしょうか。

○教育長（飛田 洋君） そのような場面に

なったら、「御苦労さま」と言うような子供た

ちを育てたいと思います。児童生徒が仕事や仕
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事を通した社会貢献について学び、意欲を高め

ていくことは、非常に大切なことであると考え

ております。現在、小・中・高等学校におきま

しては、このような見方・考え方を育むため

に、社会人・職業人として、自立することを目

指し取り組んでおりますキャリア教育を初め、

全教育活動の中で、発達の段階に応じて指導い

たしているところであります。特に、小学校で

は、低学年の生活科におきまして、児童が身近

な地域に出かけ、働く人々と接することによ

り、さまざまな仕事があることや、働く人々に

よって自分たちの生活が支えられていることな

どを学習いたしております。また、中学年・高

学年の社会科の学習や道徳の時間におきまして

も、難しい工事をなし遂げた先人の技術やその

苦労、仕事に対する誇りや喜び、働くことの意

義や社会への貢献などについて学んでおりま

す。今後とも、児童生徒の発達の段階を踏ま

え、専門的な技術を持つ職人のすばらしさを

しっかりと伝えることはもちろんのことです

が、さまざまな職業に対する理解を深めてまい

りたいと考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。いず

れにしましても、職人が持つ技術が途切れてし

まったら、一番困るのは、施設とか橋とか道路

を利用する県民ということになります。政策的

にも、職人をしっかりと確保し、技術を守って

いくことが大事だというふうに考えます。

次に、自動車税減免について伺います。

新潟県では、「公益のため直接専用する自動

車」として、巡回検診用または患者輸送用の特

殊用途自動車及び僻地巡回診療車で、自動車検

査証の車体の形状欄が「医療防疫車」または

「患者輸送車」等となっているものを課税免除

としています。そのほか、兵庫県、栃木県、秋

田県、埼玉県等でも、車椅子移動車、身体障が

い者輸送車、患者輸送車、入浴車などの特殊用

途ナンバーの営業用自動車も減免対象としてい

るようです。そこで、本県の自動車税軽減の考

え方について伺いたいと思います。また、他県

では、患者輸送車を軽減の対象としています

が、本県でも対象とすることができないかを、

あわせて総務部長にお伺いします。

○総務部長（四本 孝君） 税の軽減につきま

しては、公益性や税負担の公平性の観点から、

総合的に検討する必要があると考えておりま

す。本県の自動車税の軽減につきましても、そ

のような観点を踏まえ、消防専用自動車、社会

福祉事業の用に供する自動車など、公益性が高

いと認められる自動車や、身体障がい者が運転

する自動車、車椅子移動車などの障がい者の社

会生活を支援するための自動車などについて対

象としているところであります。御質問の患者

輸送車にかかる自動車税の軽減につきまして

は、関係部局による実態の把握を進めますとと

もに、その意見を踏まえながら、今後、研究し

てまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 よろしくお願いいたします。

難病患者とか脳梗塞を患った人たちの中にも障

害者手帳を持った人たちはたくさんおられて、

患者輸送車をよく利用されているそうです。今

後、さらに高齢化が進み、これらの車両に対す

るニーズは高まってくるものと思われます。こ

れらの車両によるサービスを普及充実するため

にも、減免等で後押しをしていただきたいとい

うふうに思います。

次は、獣肉処理施設についてです。

宮崎県における野生鳥獣、特に鹿、イノシ

シ、猿による農林作物等への被害額はどのよう

に推移しているのかを、総合政策部長にお聞き
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します。

○総合政策部長（土持正弘君） 農林作物の被

害額でございます。平成24年度が約11億100万円

となっておりまして、平成22年度の約２億7,200

万円、平成23年度の約４億3,500万円に比べまし

て、大きく増加しているところでございます。

なお、平成24年度の被害額につきましては、よ

り正確な実態を把握するため、県内全集落に対

するアンケート調査や、調査員による聞き取り

調査など、市町村等と連携いたしまして、詳細

な調査を実施したことによるものでございま

す。

○横田照夫議員 本県では、平成22年度から、

被害現場でより効果的な対策が促進されるよう

に、鳥獣被害対策緊急プロジェクトに取り組ん

でいますけれども、その効果はどのように出て

いるのでしょうか、総合政策部長にお尋ねしま

す。

○総合政策部長（土持正弘君） 鳥獣被害対策

につきましては、その推進体制といたしまし

て、本庁及び各地域に鳥獣被害対策特命チーム

を設置しておりますけれども、さらに、昨年度

には、鳥獣被害対策支援センターを設置いたし

まして、市町村や関係機関とも一体となった取

り組みを進めているところでございます。具体

的には、効果的な防護柵の設置やモデル集落で

の成功事例の創出、リーダーの育成、適切な捕

獲対策などに取り組んでいるところでございま

す。これらの取り組みによりまして、モデル集

落を中心に、鳥獣を寄せつけない集落環境の改

善が進み、住民みずからも被害対策を実施する

機運が醸成されまして、農作物の被害が減少し

たという事例も報告されております。また、有

害鳥獣捕獲の効果的な取り組みによりまして、

県内の鹿推定生息頭数が、平成20年度の約７

万7,000頭から、平成23年度には約４万5,000頭

に減少したところであります。今後とも、モデ

ル集落での実証事例を広く波及させるととも

に、適切な捕獲を行うなど、地域住民と一体と

なった総合的な鳥獣被害対策に取り組んでまい

りたいと考えております。

○横田照夫議員 有害鳥獣による被害は、全国

共通の問題ですけれども、それを「ジビエ」と

して取り組んでいる事例が多くなり出している

ようです。ジビエとは、フランス語で「狩猟で

得た天然野生鳥獣の食肉」を意味する言葉で

す。日本でもイノシシの肉を「ぼたん」、鹿肉

を「もみじ」などと呼び、鍋や煮込み料理など

で古くから食用とされてきました。捕獲した鹿

やイノシシを資源として活用できれば、鳥獣被

害対策のコスト低減に役立つだけでなく、対策

にかかわる人々の意欲を向上させ、地域の活性

化につながることも期待されます。

野生獣を食肉として利用するには、幾つかの

留意点があります。野生動物による感染事例等

もありますので、中心部まで十分な加熱処理が

必要であること、安全・安心な流通を確保する

ために、コンプライアンス、トレーサビリ

ティーに取り組む必要があること、捕獲者に対

する捕獲後の処理方法の研修を行う必要がある

こと、料理方法の開発と普及が求められること

などがあるほか、自治体でガイドラインやマニ

フェストを作成する必要もあります。

他県では、それらをクリアして黒字化できた

ところもあるようです。また、滋賀県では、大

手カレーチェーンであるＣｏＣｏ壱番屋が鹿肉

を使ったオリジナルメニューを販売し、予想を

上回る売れ行きだそうです。三重県でも、県と

ＣｏＣｏ壱番屋とがタイアップして、「シカコ

ロオチャメカレー」という独自の商品を販売し
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ており、県知事や副知事もキャンペーンとかＰ

Ｒに参加をされたらしいです。

このように、ただ駆除するだけでなく、有効

利用を考えるべきと思います。鳥獣処理施設の

赤字が出たとしても、有害鳥獣対策予算の一部

を回してでも取り組むべきと考えますが、ここ

は知事にお尋ねします。県のジビエに対する考

えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 捕獲鳥獣の利活用を図

るということは、地域資源の一つとして地域活

性化に資するというようなこと、一石二鳥、三

鳥の取り組みではないかというふうに考えてお

ります。私も、今使っている名刺入れは、えび

のの鹿皮でできた名刺入れで、いろんなところ

でアピールをしておるところでございますが、

御質問のジビエ、獣肉の利用に関しましても、

県内での事例を見てみますと、諸塚村における

鹿肉の販売や延岡市におけるレトルトカレーな

どの加工食品の開発、さらには、西米良村にお

ける地元レストランでの料理提供など、それぞ

れいろんな取り組みが個々に行われているとい

うことでございます。

今、御指摘がありましたように、獣肉の利活

用につきましては、処理に係る衛生管理、また

安定供給、品質、生産コストなど、いろんな課

題はあります。県内のレストランでも、安定供

給さえしてくれれば鹿肉も使ってみたいんだ

と、大変興味を示されるフレンチレストランな

どもあるというふうに伺っておるところでござ

います。まさに、有害鳥獣対策という観点から

も、また、今進めておりますフードビジネスと

いうような観点からも、いろいろ意義ある取り

組みではないかというふうに考えております。

今年度から、県の補助事業等を活用して事業を

開始する企業・団体もございます。今御紹介い

ただきました他県の事例等も参考にさせていた

だきながら、有効な利活用につきまして、さら

に取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

○横田照夫議員 聞くところによりますと、知

事もそういう肉が大好きだということを聞いて

いますけれども、確かに解決すべき問題もたく

さんあると思いますが、ぜひ前向きに検討して

いただければと思います。

次に、懲戒処分についてお伺いします。

最近、懲戒処分を受けた案件が幾つかありま

した。この懲戒処分の考え方についてお聞きし

ます。懲戒処分には、戒告や減給などの比較的

軽いものから、免職のように退職金も出ないで

解雇されるという非常に重いものまで、幾つか

の段階に分けられていて、どの処分を選択する

かは非常に難しいことだと考えます。言うまで

もなく、免職処分は、これまでの身分を失わ

せ、職場から永久に放逐するという、いわば死

刑宣告にも等しい究極の処分です。だからこ

そ、その選択に当たっては、極めて慎重な検討

を重ねた上で、総合的な判断が必要だと考えま

す。当然、その処分を科すに当たっては、適正

手続の保障に十分意を用いるべきであり、中で

も、その中核である弁明の機会については、例

外なく保障することが必要不可欠とされている

ようです。職員の重大な非違行為が発生した場

合、迅速な処分を目指す余り、ついつい被処分

者に十分な弁解の機会を与えることを失念しが

ちですが、非違行為が重大であればあるほど、

単なる事情聴取にとどまらず、審査委員会等の

場で弁明の機会を与えるべきと考えます。事情

聴取と弁明との区別も、それぞれの受けとめ方

次第ですので、その判断は難しいとは思います

けれども、県としての弁明の機会の必要性につ
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いての認識を総務部長にお尋ねします。

○総務部長（四本 孝君） 知事部局におきま

しては、職員に対する懲戒処分を行う場合、平

成17年12月に策定いたしました懲戒処分の基準

を基本といたしまして、その非違行為の態様や

過去の処分例などを総合的に勘案の上、処分の

量定を検討しているところでございます。検討

に当たりましては、本人から事実に関する申立

書や報告書を提出させるとともに、本人に対す

る事情聴取により事実確認を行いますほか、必

要に応じて、関係者に対する聴取を行うなど、

十分かつ慎重な調査を行っているところであり

ます。特に、内容が深刻な事案や重大な事案な

どにつきましては、厳しい処分となる可能性も

ありますことから、本人に対し、非違行為に

至った動機や認識等について、十分聴取すべき

ものと考えております。

○横田照夫議員 今、学校の部活動での体罰が

大きな問題になっています。先日の勉強会で、

教育委員会から「児童生徒の懲戒・体罰に関す

る判断は微妙で大変難しい」との説明がありま

した。いわゆるげんこつなどは、教員等の児童

生徒への思いや児童生徒の受けとめ方次第で、

指導にもなるし体罰にもなる可能性がありま

す。どの程度で免職処分に相当する非違行為と

の判断になるのかを、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会では、

教職員の懲戒処分について基準を定めておりま

す。体罰について懲戒処分を行うときも、この

基準に基づいて、戒告、減給、停職または免職

のいずれかの処分を行うことになります。具体

的には、それぞれのケース、事案ごとに、体罰

を受けた児童生徒のけがの内容、その人数、体

罰を加えた回数やそのときの状況、児童生徒や

保護者の精神的苦痛の程度等をもとに、過去の

処分事例も考慮しながら、教育委員会で厳正に

審査した上で、総合的に判断して処分を決定す

ることとなります。なお、これまで、本県教育

委員会において、体罰だけということで免職処

分とした事案はありません。

○横田照夫議員 例えば、職員がある疑いで検

察庁に書類送検されたが、検察庁での事情聴取

の結果、不起訴処分となった。こういう場合

は、書類送検されたことをもって懲戒処分の対

象になるのでしょうか。総務部長、いかがで

しょうか。

○総務部長（四本 孝君） 懲戒処分につきま

しては、非違行為の性質や社会に与える影響な

ど、さまざまな判断要素を総合的に考慮いたし

まして、処分の量定を判断しているところでご

ざいます。このため、職員が書類送検されたと

いう事実のみをもって、直ちに懲戒処分を行う

とは言えないものと考えております。

○横田照夫議員 人は誰でも間違いは起こすも

ので、どんなに真面目に働いている職員でも、

非違行為と思われる行為を起こす可能性はあり

ます。その非違行為に至るまでの経緯とか動機

及びその後の経過を初め、日ごろの勤務実績や

功績などを情状酌量して、免職相当と思われる

ものを停職に軽減することもあり得るのか、総

務部長にお伺いします。

○総務部長（四本 孝君） 知事部局の懲戒処

分の基準におきましては、非違行為の類型ごと

に、標準的な処分の量定が定められているとこ

ろであります。量定の加重・軽減を含む処分の

検討に当たりましては、この基準をもとに、個

別の案件ごとに、非違行為の動機や態様、故意

や過失の度合い、職員の職責、過去の処分歴、

刑事処分や行政処分での判断の結果、さらに

は、日ごろの勤務態度や非違行為後の対応など
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も含め、総合的に勘案して決定しているところ

であります。

○横田照夫議員 先日、停職処分になる事案が

ありましたが、私は、その量定を聞いて正直

ほっとしましたし、うれしく思いました。免職

と停職では、月とスッポンほどの違いがありま

す。懲戒処分の量定の決定には、非違行為と思

われる行状だけでなく、あらゆる事情を総合的

に考慮して判断していただきたいと、このよう

に思います。

次は、建設汚泥リサイクルについて、県土整

備部長にお尋ねします。

土木建築等の建設工事に伴い発生する建設廃

棄物は、全産業廃棄物の１割弱らしいですが、

そのうちの７％程度が最終処分場で埋立処分さ

れており、最終処分量全体の約３割を占めてい

るそうです。しかし、産業廃棄物の最終処分場

の残余容量は逼迫していますし、処分場を新規

で立地することも非常に困難な状況となってい

ます。そういう中で、より一層の建設副産物の

発生抑制、再利用、適正処理の強化を図ること

が急務となってきているとして、県も建設リサ

イクルを推進してきているところであります。

そこでお伺いしますが、建設副産物の現状はど

うなっているのでしょうか。

○県土整備部長（大田原宣治君） 国が実施し

ております建設副産物実態調査によりますと、

平成20年度時点で、民間工事を含めました本県

の主な建設副産物の搬出量とリサイクル率は、

コンクリートが約41万トンのうち98.8％、アス

ファルトが約22万トンのうち98.9％、木材が約

８万トンのうち84.6％、建設汚泥が約２万トン

のうち54.2％となっております。

○横田照夫議員 建設副産物の中で、特に建設

汚泥のリサイクル率が低いようですけれども、

その理由は何でしょうか。

○県土整備部長（大田原宣治君） 建設汚泥

は、掘削工事などで発生する水を多く含んだ粒

の細かい泥状の副産物でありまして、そのまま

の状態では再利用が困難なため、中間処理施設

において、天日による乾燥処理やセメントによ

る安定処理等が必要となります。このため、盛

り土材としてリサイクルする場合は、コスト面

で割高となっております。また、県内には、汚

泥の中間処理施設が５カ所と少ないことや、１

工事当たりの発生量が少ないことから、リサイ

クルされずに直接、最終処分場へ搬出する事例

も見られ、このような要因からリサイクル率が

低くなっているのではないかと考えておりま

す。

○横田照夫議員 国土交通省も「建設汚泥の再

生利用に関するガイドライン」を策定して、建

設汚泥の再利用を一層促進し、最終処分場への

搬出量の削減や不適正処理の防止を図ろうとし

ております。県も、民間等における再生利用に

関する技術開発とか用途開発などにもバック

アップするなどして、リサイクルに対しての幅

を広げる努力をするべきと考えます。建設汚泥

のリサイクルに対する県の取り組みをお聞かせ

ください。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県工事で発

生する建設汚泥の処理につきましては、設計段

階から経済比較を行いまして、リサイクルなど

に必要となる経費を計上し、適正に行うことと

しております。また、建設汚泥を含む建設副産

物につきまして、中間処理施設の位置情報や民

間等で開発されましたリサイクル技術、リサイ

クル工事の事例を県のホームページなどにおい

て提供するとともに、リーフレットの配布や講

習会等を通じて、その積極的な活用を促進して
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いるところです。今後とも、国の建設汚泥のガ

イドラインに準じまして、発生を最小限に抑え

る発生抑制の徹底、現場内外でリサイクルする

再生利用の促進、不法投棄の防止などの適正処

理の推進に努め、資源の有効利用を図ってまい

りたいと考えております。

○横田照夫議員 建設汚泥の再生品は、改良土

とか盛り土、埋め戻し土、路盤材など、各種の

土木用資材として利用可能で、工事設計書の特

記仕様書等に明示すれば、リサイクルは相当進

むんじゃないかと考えますけれども、いかがで

しょうか。

○県土整備部長（大田原宣治君） 公共工事に

使用します資材につきましては、品質や安全性

が確保され、さらにコストも適正であることが

重要です。建設汚泥の再生品につきましては、

セメントによる安定処理等が行われることが多

いため、現場周辺環境への影響や耐久性などに

ついて、大学等の公的機関による実証が必要で

あると考えております。今後とも、環境への負

荷の少ない循環型社会の構築を図るため、民間

の技術力を活用しながら、官民一体となりまし

て、建設副産物リサイクルに取り組んでまいり

たいと考えております。

○横田照夫議員 リサイクル製品を製造する事

業者は、廃棄物を原料として製品を製造してい

るんだということを十分認識し、天然材料の製

造以上に、厳格な製造プロセスや品質管理基準

を整備して、運用しなければならないというこ

とは言うまでもありません。そういう運用の中

で品質基準を満たしたものについては、製品と

位置づけ、自由に利用されるような環境を整備

していただきたいというふうに思います。

最後に、水の浄化についてお伺いします。

まず、県土整備部長、公共下水道で更新時期

が来ている管渠の割合はどれぐらいあるので

しょうか。

○県土整備部長（大田原宣治君） 本県で

は、17市町村が下水道事業に取り組んでおりま

して、平成24年度末で、県人口の約55％に当た

る約63万人分が供用されており、その管渠総延

長は約3,800キロメートルになります。管渠の更

新時期につきましては、劣化程度を見て判断す

ることになりますが、国が示しました耐用年

数50年が一つの目安でありまして、該当する延

長は約90キロメートル、全体の２％になりま

す。

○横田照夫議員 下水道の維持管理費における

行政と使用者の負担割合はどれぐらいでしょう

か。

○県土整備部長（大田原宣治君） 下水道事業

は独立採算性の原則が適用され、維持管理費に

つきましては、使用料により賄う必要がありま

す。しかしながら、下水道施設の建設費用は多

額となりますので、使用料金が過度な負担とな

らないように、各市町村とも一般会計から繰り

入れを行っている状況です。使用料金の負担割

合は、市町村によって状況が異なりますので、

宮崎市の例を申し上げますと、平成23年度の維

持管理費への繰入金は約２割で、残りの約８割

が使用料金で賄われております。

○横田照夫議員 下水道を供用開始した区域

で、下水道に接続していない割合はどれぐらい

あるのでしょうか。

○県土整備部長（大田原宣治君） 下水道法で

は、公共下水道の供用が開始された土地の所有

者等は、遅滞なく公共下水道に接続しなければ

ならないこととされております。しかしなが

ら、接続にかかる費用が個人負担であること

や、供用開始後、間もない区域もありますこと
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から、平成24年度末現在、県全体で約１割が未

接続となっています。このため、各市町村で

は、戸別訪問を行ったり、接続費用の補助制度

を創設するなど、接続率の向上に向けた取り組

みを行っております。

○横田照夫議員 私の周りでも、独居の高齢者

がかなりふえてきています。人口減少期に入っ

ていることも考えて、今後、下水道の使用料収

入が大幅に減少してくることが考えられます

が、逆に、管渠の更新等により、維持管理費は

増加していくことが予想されます。この場合の

費用の増加分はどこが負担することになるので

しょうか。

○県土整備部長（大田原宣治君） 管渠等の下

水道施設の更新によりまして、今後、維持管理

費が増加しまして、下水道経営を圧迫すること

が予想されますが、使用料金の値上げや公費投

入については、下水道事業者である市町村が判

断することとなります。県としましては、更新

費用の平準化や縮減が図られますよう、市町村

に対し、下水道長寿命化計画の策定を支援して

いるところでありまして、平成24年度末現

在、17市町村のうち８市町が策定を終えており

ます。

○横田照夫議員 巨大地震が起きると、下水道

が寸断され、また、処理施設が被災して、全く

機能不全に陥ることも考えられます。また、今

まで言いましたように、今後、使用者も行政も

負担額が増大していくことも考えられます。そ

ういうことなども考慮すると、下水道行政の抜

本的な見直しの時期が来ているんじゃないかと

も思いますけれども、どうお考えでしょうか。

○県土整備部長（大田原宣治君） 事業主体で

ある市町村におきましては、下水道事業を推進

するに当たり、これまで、おおむね20年から30

年先を見据えた全体計画を策定した上で、５年

程度で実施します優先度の高い事業区域を定

め、順次、整備を進めてきたところです。そし

て、その後の新たな区域に着手する際にも、人

口予測や住宅の密集度、合併浄化槽の普及状

況、経済性、住民の意向などを総合的に判断し

まして、必要な計画の見直しを行っておりま

す。また、巨大地震・津波対策の取り組み状況

につきましては、耐震対策が必要な８市町のう

ち６市におきまして、耐震化工事が実施されて

います。さらに、津波被害が想定されます５市

のうち３市で、施設が被災しましても速やかに

機能が回復できるよう、下水道ＢＣＰの策定が

進められております。県としましては、今後と

も、市町村が地域の実情に応じた効率的で災害

に強い下水道整備を進められますよう、支援し

てまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 次に、危機管理統括監にお伺

いします。巨大地震の発生に備えて、公共下水

道設置区域の学校や公民館等の避難所指定施設

には、地震に強いと言われている合併処理浄化

槽や、水洗のための水をためておく貯水槽等を

設置しておくべきと考えますが、どのようにお

考えでしょうか。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） これまで

の大規模地震から得られた教訓を踏まえます

と、下水処理施設が被害を受け、トイレが使用

できなくなるという課題は、被災者の健康維持

の観点から、非常に深刻な問題になるというこ

とで認識しております。現状では、県の対応と

いたしましては、このような状況を想定し、水

が不要な処理剤のセットの備蓄や、民間との協

定による仮設トイレの設置などの備えを行って

いるところであります。一方、今回新たに御提

案いただきました、公共下水道設置区域内での
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合併処理浄化槽の活用につきましては、実際の

運用の方法などに関する技術的な問題や、設置

・利用に伴うコストの問題などについて、関係

部局とともに、今後、研究・検討してまいりた

いと考えております。

○横田照夫議員 前回の東北の震災の被災状況

を見ると、大変参考になると思いますし、ま

た、最近の合併処理浄化槽は性能も非常によく

なっています。そういったことも勘案していた

だいて、下水道がいいのか、それとも合併処理

浄化槽がいいのか、しっかりと検討していただ

きながら対策を練っていただきたいというふう

に思います。

次は、環境森林部長にお伺いします。平成12

年の浄化槽法の改正で、単独処理浄化槽の新設

は原則禁止されましたが、既存の単独処理浄化

槽は、合併処理浄化槽への転換が使用者の努力

義務となっているので、なかなか転換が進んで

いません。転換する場合、既存の単独槽は撤去

することとなっていて、撤去費用が10万円くら

いかかるということも足かせになっているよう

です。合併処理浄化槽への転換促進について、

県は今後どのように取り組もうと考えておられ

るのでしょうか。

○環境森林部長（堀野 誠君） 合併処理浄化

槽の整備につきましては、平成12年に浄化槽法

の一部が改正され、単独処理浄化槽の設置が原

則禁止されてから13年が経過しておりますが、

平成24年度末現在で県内に設置されている浄化

槽約14万6,000基のうち、単独処理浄化槽は約８

万1,000基と全体の56％となっており、転換が十

分に進んでいない状況にあります。県といたし

ましては、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽

への転換は、生活排水対策を進める上で重要と

考えておりますので、引き続き、合併処理浄化

槽への設置を支援しますとともに、転換につい

ての必要性を県民の皆様へ広く周知してまいり

たいと考えております。また、単独処理浄化槽

の撤去費用につきましては、他県において、国

の制度を活用し、助成している事例もあります

ので、市町村の御意見もお聞きしながら、その

効果等について研究してまいりたいと考えてお

ります。

○横田照夫議員 浄化槽は、その機能をしっか

りと維持させるために、行政が現状を正確に把

握しておく必要があります。しかし、浄化槽法

施行以前から設置されている浄化槽について確

認できていないものがあったり、制度の周知不

足により、設置や廃止、変更の届け出がなく、

異動状況が浄化槽台帳に反映できていない状況

が全国的にあると聞いています。宮崎県の把握

状況はどうでしょうか。

○環境森林部長（堀野 誠君） 浄化槽台帳

は、浄化槽管理者からの届け出をもとに更新を

行っており、県の台帳には、約14万6,000基の浄

化槽が登録されております。しかしながら、浄

化槽の使用廃止届け出や管理者変更報告が適切

に行われていないため、法定検査の受検を促す

ための啓発文書が届かないなど、設置状況の不

明な浄化槽が約１万5,000基となっております。

浄化槽台帳は、浄化槽管理者に対し、適正管理

を指導する上で基本となるものですので、本年

度、宮崎市など県内３カ所に調査員を配置し

て、設置状況の不明な浄化槽の現地調査を行

い、その結果を台帳に反映させることとしてお

ります。今後とも、浄化槽台帳の精度向上を図

りながら、浄化槽の適正管理に努めてまいりた

いと考えております。

○横田照夫議員 熊本県では、県、市町村、指

定検査機関がそれぞれの役割を担いながら、浄
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化槽の設置、廃止、変更等の情報を一元的に入

力管理し、あわせて法定検査システムとリンク

させた浄化槽台帳管理システムを導入していま

す。これにより、浄化槽の適正な管理が可能と

なり、法定検査の未受検者に対する効果的な指

導ができるようになったそうです。また、シス

テムの集計データから、各市町村、地区別の浄

化槽の設置状況が把握できることにより、いい

意味での競争意識も出てきて、検査受検率も上

がってきているということです。宮崎県での浄

化槽台帳管理システムに対する考え方をお聞か

せください。

○環境森林部長（堀野 誠君） 浄化槽台帳管

理システムについてであります。本県では、浄

化槽の維持管理に関する指導は、県が主体と

なって行っておりますが、熊本県は、その権限

を市町村に移譲していることから、市町村が県

の台帳管理システムから直接データを活用でき

る仕組みとなっております。本県では、先ほど

申し上げたことから、市町村が直接データを活

用できるシステムとなっておりませんが、適正

な浄化槽の維持管理をさらに推進していく上

で、市町村とデータを共有することも一つの方

策であると考えております。しかしながら、個

人情報の問題もありますので、他県のシステム

も参考にしながら、本県の実情に合った効果的

な浄化槽台帳管理システムのあり方について検

討してまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 個人情報の問題等もそのシス

テムの中でしっかりと解消できていると思いま

すので、ぜひそういった先進事例も参考にして

いただきながら、宮崎県としての取り組みを進

めていただきたいと思います。

それぞれ御答弁ありがとうございました。以

上で終わりますけれども、先ほどの島津豊久、

何とか大河ドラマに持っていけるよう一緒に頑

張っていけたらと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。

以上で私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○丸山裕次郎副議長 以上で本日の質問は終わ

りました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時56分散会


