
12月２日（月）
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午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）38
（ ）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 原 正 三 同

（ ）21番 井 本 英 雄 同

（ ）22番 中 野 一 則 同

（ ）23番 中 野 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 条による出席者121
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 齊 藤 和 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

総 務 課 主 任 主 事 橋 本 季士郎

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名であ○福田作弥議長

ります。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、二

見康之議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○二見康之議員

ざいます。一般質問４日目のトップバッターを

務めさせていただきます。会派自民党の二見康

之です。これで６回目の一般質問となりますけ

れども、これまでに、知事からも以前、御指摘

いただきましたように、教訓めいたことを冒頭

に申し上げることが多々ありましたけれども、

今回はちょっとそれは控えさせていただきたい

と思います。

先日、11月29日、本県出身のバレエダンサー

でいらっしゃいます西島千博さんが出演されま

す「ドラマティック古事記」が、メディキット

県民文化センターのほうで開催され、私もお声

かけいただきまして、夜、ちょっとそれを見に

行かせていただきました。１部は高千穂の夜神

楽、こちらのほうを拝見させていただきました

けれども、非常に荘厳な空気の中でとり行われ

まして、その後の古事記についてのお話、イザ

ナキとイザナミの物語、そして、アマテラスと

スサノオという２つの分野について公演されま

して、その語りや音楽、演技、映像、衣裳な

ど、さまざまなところにいろんな手法が織り交

ぜられました公演に、悠久の時の流れを感じ、

その雄大さ、荘厳さを改めて感じましたところ

で、この宮崎に生まれ育ったことへの喜び、感

謝というものを改めて感じたところでございま

す。

そしてまた、イザナキとイザナミの物語につ

いてですが、特に、イザナキが亡きイザナミを

追って死者の世界に向かい、そこで二人が再会

する場面、イザナキがそこで会ったイザナミを

受け入れることができなかった場合は、イザナ

ミに、イザナキの命をとってこいという指令が

下っているわけなんですけれども、最初の場面

を見たときに、まさに現代の昼ドラを見ている

のではないかというようなその物語、神々の物

語というものは、千年の時を越えても色あせる

ことなく思えてしまうのは、私たち人間の本質

というものを見抜いた奥の深い物語であるとい

うことを感じずにはいられませんでした。そし

て、この時を経ても変わらぬものに対して、常

に変わり続けるものが、今この現代社会やさま

ざまなところで直面している課題であると私は

思っております。

これまでも３日間にわたり質問が続いてきま

したけれども、平成26年度の予算について、重

点施策である成長産業につきまして、来年度に

向けてどのような展望を考えていらっしゃるの

か、まず、知事にそのお考えを伺いまして、後

は質問者席から続けさせていただきたいと思い

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。

今、議員から御指摘がありました「ドラマ

ティック古事記」、私も鑑賞させていただいた

ところでありますが、今お話がありましたよう

に、踊りから、歌から、語りから、絵画から、

さまざまなジャンルミックスにより、非常にわ

かりやすい公演だったのではないかというふう

に思いますし、ぜひあれを子供たちに見せたい

なという思いがいたしたところでございます。

あの後、出演者とも意見交換をしたんですが、

平成25年12月2日(月)
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ぜひ、７年後の東京オリンピックの開会式など

でも、ああいう古事記などを世界に向けてメッ

セージを発することができないか、そういう思

いも抱いたところでございます。

重点施策に掲げる成長産業につきましては、

「復興から新たな成長に向けた基本方針」によ

りまして、フードビジネスの推進、畜産の新

生、新エネルギーの利活用、東九州メディカル

バレー構想の推進という分野を定めているとこ

ろであります。これらは、すぐれた農水産物や

森林資源、医療機器産業の集積といった本県の

強みを生かせる分野でありまして、今後、厳し

い地域間競争を勝ち抜き、県内経済や雇用を牽

引する産業に大きく発展する可能性を有してお

ります。成長産業の育成につきましては、経済

状況に対応して、スピード感を持って集中的に

取り組むことが肝要でありますので、特に今年

度から３年間を重点推進期間と位置づけて、来

年度についても重点的に予算を措置することと

しております。

来年度施策の内容につきましては、現在、鋭

意検討を進めておりますが、東九州自動車道宮

崎―延岡間の開通に加え、2020年、オリンピッ

ク・パラリンピック東京大会も視野に入れつ

つ、フードビジネスの振興や新エネルギーの利

活用、東アジア市場の開拓、国際会議を初めと

するＭＩＣＥの誘致など、成長産業の育成に弾

みをつける取り組みを積極的に展開してまいり

たいと考えております。さらに、今後編成が予

定されております新たな経済対策を実行する国

の補正予算なども最大限に活用しながら、将来

の揺るぎない産業基盤の構築を図ってまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

フードビジネスや畜産の新生○二見康之議員

等、また新たな新エネルギー等、本当にこれか

ら取り組まなければならない課題だと思うんで

すけれども、この中でもフードビジネスについ

てのお話、本県は特に日照時間が長いとか、温

暖な気候であるとか、他の地域に比べまして本

当に有利な部分もあるとは思うんですけれど

も、しかし、その中で出てくる話というもの

は、半面、燃料の価格の高騰とか、また、市場

価格の低迷、そういったところでも非常に大き

な課題を抱えているものだと思います。

そうした中で、そういった課題にも直面しな

がら前向きに取り組んでいかなければならない

と思うんですけれども、これまでのいろんな議

論の中で、特に産官学金という連携を、宮崎県

としてフードビジネス推進の上でも重要だとい

うふうに認識していらっしゃるようですが、官

としての役割、これを県としてどのように考え

ていらっしゃるのか、総合政策部長にお伺いし

たいと思います。

フードビジネ○総合政策部長（土持正弘君）

スの推進に当たりましては、宮崎県フードビジ

ネス推進会議を設置いたしまして、県内産学官

金による全県的な連携・協力体制のもとに、プ

ロジェクトに取り組んでいるところでございま

す。こうした取り組みにおける、官としての県

の役割ということでございますが、１つには、

みやざきフードビジネス振興構想を初めとする

明確なビジョンを示した上で、その進行管理を

行っていくこと。２つには、連携・協力体制の

構築とか機運の醸成というものを図ること。３

つには、マーケット情報の収集・提供やマッチ

ングの支援、外部人材の紹介等により、民間の

ビジネス機会の拡大を図ること。４つには、試

験研究によって技術の開発や移転を行うこと。

５つには、産業の担い手である人材を育成する
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ことといったようなことがございます。こうし

たことによりまして、各分野における取り組み

を下支えするしっかりとした基盤づくりを行

い、生産者や企業の成長を促していくものとい

うふうに考えております。

今、お話を伺って感じるの○二見康之議員

は、宮崎県の行政としては、一から十までいろ

んな場面で産業を支えていく取り組みをしてい

かなければいけないというようなお話だったの

かなと感じました。これが大都会のほうでは、

民間の力に活気があったりとかしまして、ああ

いう予算的にも十分な措置ができるようなとこ

ろでは、それなりの行政としての役割というも

のが限られてくるのに対して、この宮崎のよう

な地方においては、情報収集から人材育成、そ

してマーケット調査、いろんなところに取り組

んでいかなければならない。これは非常に大き

な課題といいますか、小さな行政体としては大

きな仕事が皆さんの 私たちもでしょうけれ―

ども 肩の上に乗っかっているんだなという―

のを改めて痛感するところなんですけれども、

このフードビジネスというものを見たときに、

これまでのいろんな統計等をちょっと調べさせ

てもらいました。

フードビジネスに関する市場、要するに私た

ち人間の胃袋の大きさだと思います。もちろん

所得に応じて、どういった食材を選ぶのかと

か、そういった選択というものは変わってくる

んでしょうけれども、1980年から2011年までの

統計を見ますと、２人以上の世帯当たり、食料

費に費やしている金額というのは、６万6,000円

ぐらいから７万ぐらいというものは、特に大き

な差が 2000年までにかけて７万3,000円まで―

ちょっと上ったりはしますけれども、大体７万

円弱ぐらいというところにおさまっていまし

て、エンゲル係数というのを見ると、この16年

間、約23％でおさまっているんです。

そういったものを考えたときに、これからフ

ードビジネスというものを考えた場合、特に宮

崎というのは、品質のいいもの、そういったも

のをある程度の高い価格で提供するというのが

主眼だと思うんですけれども、人間の消費量と

いうものがまず変わらない中で、また、食品に

対する一般消費者の使うお金の量というものが

そんなに変わらないというのであれば、高級品

にどんどん手が伸びていくというのは難しいん

じゃないかというのを感じるんです。

そういったところも加味しないといけないで

しょうし、フードビジネスを成長産業というふ

うに位置づけられていると思うんですけれど

も、例えば成長産業というので何年か前で考え

ますと、テレビ業界、液晶テレビというのが大

分ふえました。これについて、韓国や海外の企

業が日本の企業を抜いてシェア率を占めていっ

たというのもデータとしてありまして、日本の

これまでの液晶テレビのシェアを見たとき

に、1999年の段階では、日本企業のシェアは大

体20％ぐらいあって、韓国のサムスンやＬＧと

いうものは10％程度だったものが、2012年に

なったときには、日本のシェア率はやはり20％

ぐらい、しかし、韓国のサムスン、ＬＧのシェ

ア率は40％に拡大しているわけなんです。これ

をもって日本企業の競争力が低下したとか、技

術がほかに流れてしまったとか、そういう見方

をされる方もいらっしゃるみたいなんですけれ

ども、その実態は、市場規模の拡大、1999年の

段階では約1,000万台だったのが、2012年になっ

たときには2.5倍に膨れ上がっているわけなんで

す。売れる品物の量というものが2.5倍に膨れ上

がる。要するに市場規模がそれだけ拡大した。
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その中で、ほかの外国の企業がそれなりに市場

のシェアを獲得するために頑張っていった。日

本の企業も、シェア率は変わっていないんだけ

れども、しかし生産台数は倍ぐらいにふえてい

るわけなんです。

そういったものを考えますと、成長産業とい

う位置づけで宮崎県のフードビジネスというも

のを見ていきますと、先ほども申しましたよう

に、人間の胃袋というものの大きさはそんなに

変わらない。そして、景気がよくなっていかな

ければ、なかなかそういった高級なものに手も

届いてこないんじゃないかというふうに思われ

るんですけれども、知事はそういったことをお

考えになったことはありませんか。また、そう

いったところに対しての課題といいますか、認

識がありましたら、これからフードビジネスを

推進するに当たってどういった対応を考えてい

らっしゃるのか、お伺いしたいと思います。

フードビジネスの成長○知事（河野俊嗣君）

産業化を考える上で、２点あるかと思います。

宮崎が十分これまで手が伸びていなかったとこ

ろ、対応が不十分だったところを伸ばしていく

ということ、それから拡大する市場へのチャン

スという、その２点があろうかというふうに思

います。宮崎は十分対応できていなかったとい

うのは、これまでも答弁申し上げましたが、農

業生産額は、およその数字で申し上げます

と、3,000億に対し、食料品としての出荷額

が2,6 0 0億と減っているのに対し、鹿児島

は4,000億が6,000億になっていると。もっと

もっと付加価値をつけてフードビジネスとして

もうかる形になっている。宮崎はそこが十分で

きていない。もっともっと伸びる余地がある、

伸び代があるのではないか、そこを取り組んで

いきたいというのが１つございます。

それからもう１つは、アジア市場などの拡大

というのが見られるわけでありまして、確かに

日本は、人口減少、高齢化を迎える、市場はそ

んなに大きく伸びないのではないかという見込

みがある中で、拡大するアジア市場、しかも安

全・安心でおいしい日本食に対する評価は物す

ごく高いものがあります。そういったところに

活路を見出していく、チャンスを見出していく

という可能性があるのではないか。

また、今、安全・安心ということを申し上げ

ましたが、これは日本国内においても非常に

今、注目をされておるところでありまして、本

県の誇る、日本全国の残留農薬の検査体制を含

めた安全・安心なものというものは、多少高く

ても安全なもの、おいしいものを求めようとい

う動きはあるのではないか、そういうものに

乗っていきたい、そのような２点のもとにフー

ドビジネス、成長産業を考えていきたいという

ふうに考えております。

おっしゃることもよくわかる○二見康之議員

んですけれども、要するにこれまでの過去の経

緯というものを見ると、先ほどの液晶テレビの

シェアの拡大というのは市場の拡大であって、

いわゆる動くお金の大きさが変わっていったわ

けですね。このフードの場合は、特に国内だけ

で考えた場合、国内の消費量というものはそん

なに変わらない。そういった中で、今までの宮

崎に比べ、他県のほうではフード関係の産業も

伸びていっている、その中で宮崎は伸びていな

かった。だから、これからは宮崎も伸びていく

んだという物の見方、頑張っていってそのシェ

アを獲得していくんだという物の見方であれ

ば、これは成長産業というよりか、どちらかと

いうと競争産業であって、これから新しく生ま

れてくるシェアを獲得していくんじゃなくて、
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今ある、他県が今持っている市場のシェアを奪

い取っていかないといけないんですね。それと

いうのは、普通に売り上げが伸びていくという

成長産業という中での獲得ではなくて、ほかの

ところが持っているところの市場をどんどん開

拓というより獲得していかないといけないとい

う取り組みだと思います。現状の認識としまし

ては、もうちょっと厳しいんじゃないか。成長

産業があるから、これから、もちろん明るい見

込みを持って取り組んでいかなければならない

とは思うんですけれども、もっと危機感を持っ

て今後の取り組みに期待していきたいというふ

うに思っております。

また、本県の１人当たりの県民所得というも

のも注目していかなければならないというふう

に思っておりまして、この県民所得、過去のデ

ータを調べてみましたところ、宮崎県の所得と

いうのは、もう皆さん御存じのとおり、都道府

県の中でも下のほう、平成22年度では45番目

で、17年度では46番、さらにさかのぼって昭

和50年でも46番と、かなり下のほうを推移して

いっているわけなんですけれども、この県民所

得というものは、私たちのいわゆる消費できる

お金、人口に対して１人当たりの県民所得が

あって、それをどれだけ使えるかという市場の

規模にもつながってくるものだと思います。全

国的に見れば、昭和50年ぐらいに比べますと、

所得額自体は、全国で大体２倍以上、2.5倍ぐら

い伸びてきているわけなんですが、順位が下の

ほうでずっと推移してきているということは、

全国は同じように伸びていっているのであっ

て、宮崎だけが特別伸びたわけじゃない。これ

は、これまでの経過として見ていかなければな

らないと思うんですけれども、しかし、やはり

ほかのところの産業より勝っていかなければな

らないんだったら、少なくとも他県よりは一歩

でも二歩でも上を望んで、高い目標を掲げて、

今、同じ時間を消費しながらそれを積み上げて

いかなければ、やはりこの順位というのはいつ

までたっても変わらないものだと思うんです。

今、申し上げました宮崎県の県民所得、全国の

中でも低迷している状態というふうに見受けら

れるんですが、これをどう受けとめられまし

て、県民所得の向上にどう取り組もうと考えて

いらっしゃるのか、知事にお伺いしたいと思い

ます。

１人当たり県民所得○知事（河野俊嗣君）

は、何度も議論になるところでありますが、必

ずしも一人一人の懐に入る収入だけをはかるの

ではなしに、企業収益がここに含まれると。大

企業が必ずしも多くはない本県において、どう

しても低い数字になってしまうというところは

踏まえた上で、地域経済の状況を示す一つの重

要な指標であるというふうに受けとめておりま

して、県民の皆様の要望が強い地域経済・雇用

全体の底上げに取り組んで、県勢の浮揚を図っ

ていくことが必要だというふうに考えておりま

す。

このため、今、いろいろ御議論がありました

フードビジネス、競争産業じゃないか、成長産

業ではないといろいろ御指摘があったところで

ありますが、都城市におかれても６次産業化の

宣言をされて取り組んでおられますし、今、農

水省においても、食の需要はフロンティアだ

と、もっともっと広げていくことができる。し

かも、輸出に関しては１兆円を目指していくん

だと、非常に大きな可能性というものがそこに

示されているものというふうに受けとめておる

ところでございます。そうした成長産業の育成

加速化や中小企業、農林水産業の振興に全力で
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取り組んでいるところであります。

本県では、2030年には人口が100万人を割り込

むのではないかと。とりわけ生産年齢人口が減

少するという厳しい見通しが現在でもあるわけ

でございまして、１人当たりの生産額、いわゆ

る生産性をいかに向上させていくか、そのため

に人材をどういうふうに育成していくか、大変

重要な課題であろうというふうに考えておりま

す。今後とも、産業振興、人材育成に一層励み

まして、産学官金の連携によりまして、しっか

りと安定した県民生活の実現に結びつけてまい

りたいと考えております。

その人材育成というところも○二見康之議員

非常に大事だとは思うんですけれども、人材が

育成されたから、すぐ生産性の向上につながる

というのも、ちょっとどうかなというふうに思

うんです。個人的に一人で仕事をしていくんだ

たったら、一人の生産力が上がればそれでいい

んでしょうけれども、いろんな企業体というの

は、それぞれの組織であって、それぞれ役割分

担を持っていらっしゃいます。社長は社長の仕

事、そして部課長だったら、それぞれの担当の

部署をちゃんと動かしていく、それぞれの役割

をしっかりこなしていく。そういった意味で

は、僕は、どっちかというと、企業をしっかり

育てていくことのほうが大事なんじゃないかな

というふうに思います。

これも内閣府のデータで出ているんですけれ

ども、日本のＧＤＰ（国内総生産）、これのい

わゆる変動率、上昇するか下がっていくかとい

うのは、民間投資の割合と連動していくわけな

んです。前回の６月議会のときでも、物づくり

に対する補助金があって、それの前半の部分、

宮崎県としての申し込み状況、獲得状況が

ちょっと低迷していた。そのときに、ここで質

問させていただいた後、本当に皆さん、頑張ら

れたんだなと思いまして、その結果を先日伺っ

たところ、九州の中でも福岡に次いで２番目に

採用件数が多かったというのを伺いました。こ

の議会で質問させていただいて、聞かせていた

だいて、それがまた皆さんの努力によって結果

につながったということは、本当にうれしいこ

とでもありますし、それ以上に、私、一番うれ

しかったのは、私もいろんなところで紹介させ

てもらったんですけれども もちろん、企業―

のトップの経営者の判断というものもありまし

て、いろんな投資を考えている方もいれば、全

く考えていらっしゃらない方もいらっしゃいま

す。その中でも、これから新しい技術開発な

り、生産力の向上なり、いろんなことを考えて

いる経営者というのがいらっしゃる。そういっ

た人たちにいろんな情報を提供することも大事

なんですけれども、今回の件で一番うれしかっ

たのは、「今まで、いろんなこういった補助金

とかの説明会に行ったりして話は聞いたりす

る。だけれども、県とか行政とか、中小企業中

央会、こちらのほうから、前回だめだったこと

に対しての情報提供なり、こうしたら、次、認

可がおりるんじゃないかとか、そういった話を

持ってきてくれた。これがすごくうれしかった

し、今までなかったことなんだよね」というよ

うなお話を伺ったんです。ここが一番大事だと

思いましたし、私にできなくて皆さんにできる

ことというのは、そういった持っている専門知

識の情報なりを提供する。実際に持っていって

経営者の方たちに話すことによって、その経営

者の意識が変わって、もっと攻めの経営戦略と

いうものを打っていくことができるんだなとい

うふうに感じたところでありました。

また、今年度の補正の中でも、先日の麻生副
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大臣の話でも、物づくりや成長産業等にも、ま

た６次産業化にもいろんなメニューを考えてい

かれるということでしたので 前回は、出足―

がちょっとおくれたがゆえに伸びがよくなかっ

たのかなといいますか、九州の中で見たとして

も下のほうから２番目、いや、上から４番目ぐ

らいだったでしょうか、ちょっと後半の伸びで

追いつけなかった部分もありますけれども、こ

ういった情報をいち早くキャッチして、それに

対してすぐ体制を整えて取り組んでいくとい

う、スピード感というのはそういったところな

んじゃないかなというふうに思います。それ

を、今後も皆さんの頑張りといいますか、私も

できる限りのところで頑張っていきたいと思い

ますので、その取り組みを今後期待していきた

いと思っております。

続いて、話を変えまして、私たち子育て世代

等についてちょっとお話を伺っていきたいと思

います。「日本一の子育て・子育ち立県」とい

うものを宮崎はうたっていらっしゃいますけれ

ども、県民からの、知事の子育てに関する施策

について非常に関心の高いお声も聞いておりま

す。そこで、重点施策の「安心して子どもを生

み育てられる地域づくり」とは、具体的に何に

取り組もうとしていらっしゃるのか、まず、福

祉保健部長に伺います。

急速な少子化○福祉保健部長（佐藤健司君）

が我が国の将来に大きな影響を及ぼすことが懸

念される中で、行政による子育て支援策をさら

に充実させていく。もう１つは、企業や地域な

ども含め、県民総ぐるみで子育て支援に取り組

んでいく。この２つが重要となっております。

そういうことで、県では、子育て家庭への支援

を行うため、多様な保育サービスの提供や子育

てにかかる経済的負担の軽減などに取り組んで

いるところであります。また、社会全体で子供

と子育て家庭を支援する「未来みやざき子育て

県民運動」を展開し、毎月19日の「育児の日」

の啓発や、企業向けのワーク・ライフ・バラン

スに関する研修会、子育て応援カード協賛店の

登録などを行っております。今後とも引き続

き、企業、地域、家庭 家庭の中でも特に父―

親の役割の重要性をしっかりと頭に入れなが

ら、県民全体で子育て支援をしていくための各

種施策を総合的に推進していくことによりまし

て、地域において誰もが安心して子供を生み育

てられる環境づくりに努めてまいりたいと考え

ております。

子育てにかかる経済的負担の○二見康之議員

軽減などということで、職場環境とかいろんな

ところ、子育てに関するものというのはあると

は思いますけれども、やっぱり経済的負担の軽

減というものは、特に若い人たち、所得が低い

ところにとっては非常に大きな問題であるん

じゃないかなというふうに私も思うんです。こ

れは国の政策なんですけれども、児童手当とい

うものは、これまでいろんな変遷をたどってき

ていますが、これが一番経済的負担の軽減につ

ながるものだったんじゃないかなというふうに

思います。

まず伺いたいのが、これまで児童手当につい

て、旧児童手当、前の制度から、新児童手当と

いいますか、今の児童手当になるまでにいろん

な変遷がありまして、金額にしろ 控除等に―

ついて、特に年少扶養控除が廃止になりまし

た。実際に子育て世帯において年間所得額がど

れほど、児童手当が変わったことによって、以

前の所得と今の所得でどれだけ変わったのか、

福祉保健部長にお伺いします。

お話のよう○福祉保健部長（佐藤健司君）
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に、児童手当が、もともとの旧児童手当から子

ども手当になりまして、また今の新しい児童手

当になっております。金額もふえてまいりまし

たが、一方で年少扶養控除の廃止が行われまし

た。子育て世帯の年間所得額の変化というお尋

ねでございますが、年収や子供の数により単純

に比較はできないわけでございますが、例えば

民間シンクタンクの試算の内容を御紹介いたし

ますと、子供が１人いて年収300万円から700万

円程度の世帯を見てみますと、中学生がいる世

帯の場合、約５万円から７万円の増額となりま

す。小学生以下の子供がいる世帯の場合、年

収300万円から500万円程度は、約8,000円の増額

となるものの、年収700万円程度の世帯につきま

しては、約１万2,000円の減額となるとされてお

ります。

私たち30代ぐらいといいます○二見康之議員

と、まだ小学生以下ぐらいの子供が多い家庭と

いうのが非常に多いと思いますし、また、社会

に出てから10年ぐらいでしょうか。私で10年ぐ

らいになると思いますけれども、所得がどれだ

け上がったかというと、まだ300万ぐらいのとこ

ろが非常に多いんじゃないかなというふうに思

うんです。その中で、私たちと同じ世代の人か

ら話があったのが、とにかく、何でこんなに税

金が上がったのかという話が特に多かったで

す。年少扶養控除というものがなくなったこと

に対して、毎年の納税額が上がってしまった。

そんなに給料が上がったわけじゃないのに、何

でこんなに税金が上がるんですかという問いを

たくさん受けてきました。

実際調べてみますと、今お話しいただいたよ

うに、旧児童手当では、０歳から２歳まで月１

万円、０歳から小学生までは月5,000円だったの

が、今では、０歳から２歳までは１万5,000円、

３歳から小学生までは１万円というふうに、毎

月5,000円の増額になったわけです。実際にそれ

だけ私たちも支給されているわけなんです。で

すから、今の若い人たちはよかね、児童手当が

これだけもらえていいねというふうに言われる

わけなんですけれども、前の制度から今の制度

に変わった、月5,000円上がったというふうに実

感できないのは、実際、年間通して見てみる

と、300万円世帯では、特に小学生のいる世帯で

年間8,000円の増額、つまり、月で言えば650円

程度しか しかと言うとあれですけど、上―

がっていないんです。

児童手当がこれだけ上がったことによって、

子供に関する衣料費とかそういった身の回りの

物、子供というのは成長が早いですから、入れ

かわりのサイクルが早いです。そして、やっぱ

り子供の教育に対するいろんなものに使ってい

こうという親御さんたちも多かったものだと思

いますけれども、もしその手当を全部使ってい

たのであれば、今度は納税額が上がってしまう

ので、そのときの負担が大きくなるわけなんで

す。だから、実際、こういったことで本当に若

者支援というふうに言えるのかなと。もちろ

ん、いろいろ国のほうでも議論があったところ

なんでしょうけれども、これまでこの制度が変

わる間に、幾度となく知事会等においても、こ

の児童手当制度についての議論等されてきたと

思うんですが、どのような議論がされて、ま

た、課題、要望として国にどのような意見をし

てこられたのか、非常に関心のあるところで

す。この制度について、これまで国へどのよう

な要望を行ってこられたのか、福祉保健部長に

続けて伺います。

児童手当につ○福祉保健部長（佐藤健司君）

きましては、平成24年３月に成立いたしました
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「児童手当法の一部を改正する法律」におい

て、恒久的な児童のための手当としての道筋が

つけられたところではございますが、児童手当

のあり方の検討については、同法の附則におい

て、政府は、速やかに、子育て支援に係る財政

上または税制上の措置等について、年少扶養控

除廃止などによる影響を踏まえつつ、そのあり

方を含め検討を行い、必要な措置を講じること

というふうに規定をされております。県としま

しては、全国知事会などを通じまして、国の責

任において、児童手当の財源の確保などの児童

手当制度の充実を図りますとともに、地方の意

見を十分踏まえることなどを要望いたしている

ところでございます。

知事も、子育て世代としまし○二見康之議員

てはちょっと先輩になると思うんですけれど

も、若者支援ということでいろいろ取り組んで

いらっしゃいますが、この児童手当制度の充

実、もちろん財源の問題もあるのでしょう。し

かし、実質的な充実というものも、やはり国に

要望していくべきだと思うんですけれども、知

事のお考えをお伺いしたいと思います。

まさに子供は社会の宝○知事（河野俊嗣君）

であり、我々が未来に希望を託す、そういう存

在であろうかというふうに考えておりまして、

「日本一の子育て・子育ち立県」を目指してお

るわけでございますが、議員御指摘の児童手当

につきましても、子育て家庭の経済的負担の軽

減につながるものでありまして、子供を安心し

て生み育てられる社会づくりを推進する重要な

取り組みの一つであるというふうに考えており

ます。これまでも、全国知事会などを通じて国

に要望してまいりましたし、また、子育て支援

に積極的に取り組む10県が加盟する子育て同

盟、これに私も加盟しておりまして、安倍総理

や厚労大臣、また少子化担当大臣にも直接要望

してきたところでございますが、今後、そう

いったさまざまな機会を捉えて、この児童手当

も含む子育て支援策の充実というものを要望し

てまいりたいと考えております。

ありがとうございます。あ○二見康之議員

と、若者世代の考えていることということで、

以前、20～30代の若い人たちに60人ぐらい集

まっていただいて、その中で一人一言ずつ、も

し、あなたが市長になったら何を一番したいで

すかということを発表してもらったんです。そ

うしたら、意外や意外、大体３分の２ほどは、

この町を楽しくしたいということを一番思って

いるみたいで、子育てとか、医療福祉の充実と

いうものに関すること、そして、教育のことに

関すること、文化のこと、そういったものを合

わせて大体３分の１ぐらい。よく県のほうで

は、中央商店街とかの活性化は市町村の役割だ

というふうに認識されるし、実際そうなのかも

しれませんけれども、若者支援の一環という視

点からも、まちづくりとか、町のにぎわいとい

うものづくりにも取り組んでいただければなと

いうふうに思っております。

続いて、教育行政等についてちょっとお伺い

していきます。

まず、教育委員長にお伺いしたいと思います

が、家庭や学校、地域など、子供の教育におけ

る現状課題は山積していると言われますけれど

も、現代社会において、この課題というものは

複雑多岐にわたっております。非常に難しさを

含んでおります。そこで、今、県教育委員会に

おきましても、子供を取り巻くさまざまな教育

課題があると思いますが、これまでの委員とし

ての経験からの御意見等も含めまして、委員長

が特に注視していらっしゃる課題についてお伺
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いしたいと思います。

議員から御指摘○教育委員長（齊藤和子君）

いただきましたように、本県には、児童生徒の

学力向上、教職員の資質の向上、家庭や地域の

教育力の向上や、いじめや不登校への対応な

ど、さまざまな課題がございます。私は、教育

委員会の取り組みが子供たちにどういう影響が

あるのかということを常に意識して、職務に携

わってまいりました。子育ても、学校を支える

ＰＴＡの活動も、子供を中心に考えるべきであ

り、決して大人の都合だけで決めてはならない

と思っております。このようなことから、大人

の果たす役割が大変重要な、家庭や地域の教育

力の向上や、教職員の資質向上に関する課題

は、特に注視しているところであり、県民総ぐ

るみで、知・徳・体のバランスのとれたすばら

しい宮崎の子供を育む教育が実現できるよう、

生涯学習やスポーツの振興が図られるよう、真

摯に取り組んでまいりたいと思っております。

その中で、学校、そして地○二見康之議員

域、保護者、この三位が一体となって子育てに

取り組んでいこうという機運があります。私の

地元のほうも、本当に地域の方々も熱心に協力

してくださっています。しかしながら、地域の

側から見た課題といいますか、その中で、保護

者の中には、自分の子供さんが在学中にはＰＴ

Ａ活動とかに熱心に参加されている方がいるん

ですけれども、実際に自治会の活動や地域の活

動とかに参加されない方もいらっしゃるという

ふうに伺っております。これは保護者の意識の

問題であると思うんですが、このことについて

委員長のお考えをお伺いしたいと思います。

地域で子供を育○教育委員長（齊藤和子君）

てていただいているという意識を保護者お一人

お一人に持っていただくことは、大切なことだ

と考えております。例えば、子供たちの登下校

時に、学校や保護者が気づきにくいところで地

域の方々に見守っていただいていることなど、

子供たちを、学校だけでなく、地域全体の力で

育てていただいていると実感する機会も多いと

思います。学校、家庭、地域が一体となった教

育を推進するためには、地域の教育力は不可欠

であり、保護者が地域に対する感謝の気持ちを

持ちながら、ＰＴＡ活動で学んだことを地域活

動へとつなげていくことが大事であると思って

おります。

登下校の見回りとか、そう○二見康之議員

いったところを地域の方が本当に一生懸命取り

組んでおられます。これは、保護者としても、

子供の安全・安心のためにも非常にありがたい

ことだと思います。しかしながら、先ほども申

しましたように、もっと地域の活動に皆さん

入ってほしいなという声もあります。

実際に、地域での自治会等での活動、子供た

ちを対象にしたイベント、相撲大会とか十五夜

祭りとかそういったのをしたときに、地域自治

会の経費を充ててやるわけです。そうしたとき

に、自治会に入っていない親御さんのところの

子供さんも来たりするわけです。そうしたとき

に、君は自治会に入っていないからだめだよと

いうことは、もちろんしていないと思います。

実際しているところは私も見ていませんし、子

供はみんな平等に扱っていると思うんですけれ

ども。しかし、自治会の運営という側から見た

ときに、これは大きな問題であるんです。金銭

的なものも絡んできますし、そういうこともあ

りますので、どうかここをしっかりと保護者の

立場から 委員長は特にＰＴＡのほうから―

ずっと活動されてきたと伺っております。親の

あるべき姿というものが子供に与える影響とい
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うのもあると思います。それを十分御認識して

いらっしゃるんだったら、委員長が在任中に何

か解決の糸口が見出せるような取り組みなりを

御検討いただきたいというふうに思います。

最近、新聞報道で、道徳教育についての議論

がされております。私も、この宮崎で高校まで

学んできた一人ですが、道徳の授業を実際に振

り返ってみますと、小学校のころは国語、算

数、社会、理科が主な４教科で、中学校に上

がってから英語が入ってくるというような、主

な教科というものは、いわゆる知識のものが多

いんです。実際に、知識偏重ではないかという

声もたくさんありますけれども、学校教育のカ

リキュラムにおいて、県の教育の目標でありま

す知・徳・体のバランスというものはどのよう

にとられているのか、教育長にお伺いします。

本県の教育が目指す○教育長（飛田 洋君）

ところは、将来の我が国や郷土を担う子供たち

が、さまざまな困難に直面しても決してくじけ

ることなく、自信と誇りを持って未来を切り開

いていくことができるよう、「たくましいから

だ 豊かな心 すぐれた知性」を備えた児童生

徒を育成していくことだと考えております。各

学校におきましては、知・徳・体の調和のとれ

た児童生徒を育成するために、学校の教育目標

を設定し、豊かな心や感性を育むことを目指し

て、音楽、美術などの芸術の時間はもとより、

道徳の時間を道徳教育のかなめとしながら、そ

れぞれの教科の指導や学校行事などにおいて

も、道徳教育の充実に努めているところであり

ます。また、国語や数学などの教科指導におい

ては学力の定着を図り、体育や持久走大会など

の学校行事あるいは運動部活動などにおいて体

力の向上に取り組むなど、全教育活動におい

て、知・徳・体のバランスに配慮しながら、指

導を進めているところであります。

道徳というものを中心に据え○二見康之議員

られて、いろんな分野、機会を捉えて道徳教育

をしていらっしゃるということなんですけれど

も、まず、道徳というものは何なのかという核

をしっかりさせておかないと、玉虫色になると

いいますか、かえって曖昧、あやふやになって

しまうようなこともあるんじゃないかなと思い

ますので、そこのところを御検討いただければ

と思います。また、そもそも道徳とは何かとい

う議論が欠けているという御指摘もあるみたい

なんですが、本県の学校における道徳教育の実

施状況や道徳の授業の進め方について、教育長

にお伺いします。

本県で実施しました○教育長（飛田 洋君）

昨年度の道徳教育の実施状況調査の結果を見ま

すと、小学校、中学校ともに、道徳の授業が毎

週１時間実施されていること、また、道徳教育

の全体目標や各学年の目標などにつきまして

は、ほとんどの学校がおおむね達成できている

と回答していることから、本県の各学校の道徳

教育についての認識は高く、しっかりと指導さ

れているものと考えております。道徳の時間で

は、児童生徒の発達の段階に応じた読み物資料

や、教師や子供たちの体験をもとに作成した教

材などを活用して、子供たちに悩みを投げかけ

たり、教師みずからも、ともに考えたり、感動

を共有したりしながら指導に取り組んでいると

ころであります。

教育現場では、特定の価値観○二見康之議員

を教えることにつながりかねないという御意見

もあるようですが、このことについての教育長

のお考えを伺います。

道徳とは、人として○教育長（飛田 洋君）

あるべき姿であり、生命尊重であるとか規範意
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識など、人として絶対に譲ってはならない内容

については、学校の教育活動全体を通して、児

童生徒にしっかりと理解させなければならない

と考えております。道徳の時間では、多様な考

え方に触れさせるなどして、深く考えさせるこ

とが大切であり、狙いとする価値を一方的に単

に押しつけるというのではなく、また、単に知

識として教えるというのではなくて、もっと深

い指導、具体的には、自分と周りの子供たちの

考え方や教材に出てくる人物の生き方などを、

それぞれの子供たちが、みずからと照らし合わ

せながら道徳的価値について深く理解できるよ

うに指導いたしているところであります。今後

とも、道徳の時間はもとより、全教育活動を通

じて、道徳教育のより一層の充実を図り、児童

生徒一人一人が、社会の中でお互いの考え方を

尊重しながら、よりよく生きていくことができ

るよう努めてまいりたいと考えております。

教員によって授業に極端な差○二見康之議員

が出ないような工夫が必要というお考えもある

ようです。実際そうだと思いますが、本県にお

いて、教員の道徳指導力を高めるためにどのよ

うな取り組みをしていらっしゃるのか、続けて

教育長にお伺いします。

県内全ての学校にお○教育長（飛田 洋君）

いて、道徳の時間は、子供の心に響く指導が行

われなければならないと考えております。この

ため、県教育委員会では、道徳の時間における

指導の充実を図るという観点から、小学校、中

学校の道徳教育の推進役である道徳教育推進教

師や、高等学校で校内の道徳教育の中心的役割

を担う道徳教育担当者を対象として、指導者研

修会や授業力向上研修会などを実施しておりま

す。研修の具体的な内容ですが、学校教育全体

を通して行う道徳教育のあり方や、道徳の時間

の指導の工夫についての講義、道徳の授業実践

の事例発表を行ったり、昨年度、本県独自で作

成しました「命や絆を大切にする」宮崎県道徳

教育読み物資料集を活用した、指導主事が行う

模擬授業や、授業の効果的な展開の仕方につい

て考える演習を行ったりすることにより、各学

校で指導の充実が図られるよう努めているとこ

ろであります。なお、高等学校の教職員対象に

道徳に特化した指導、そういう研修会というの

は、他県ではほとんど実施されないと伺ってお

ります。

先ほど、教育長からも、絶対○二見康之議員

に譲ってはならない価値観をしっかり教えてい

くというお話もありましたけれども、価値観と

いうのは、いろんなものもあるでしょうし、時

代や場所が変われば変わり行くものでもあると

思います。どんなにすばらしい法律をつくった

としても、それは、その時々の必要性に応じて

つくられるものであって、時と場所が変われば

合わないものになっていき、それはまた改正し

ていくという手続を経られるわけなんですが、

しかし、この道徳教育で子供たちに教えていく

べきものというのは、一時代における価値観で

はなく、今も昔も変わらない、いわゆる道、真

理というもの、普遍的な価値観、不易のものを

伝えていくべきだというふうに思います。

そのためには、現代社会における価値観、つ

まり、今のこの世代の横軸の価値観に加えて、

これまでの歴史の中で培われてきた人類の英知

のようなもの、つまり、歴史的・時間的縦軸の

価値観というものを学ぶのが大切ではないかと

いうふうに思います。そこで有効だと考えられ

るのが、歴史上の偉人たちに学ぶことではない

かと思います。本県におきましても、安井息軒

や上杉鷹山など、多くの方々がいらっしゃいま
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す。このような郷土の先人の生き方に学ぶよう

な道徳教育というものが大切であると考えます

けれども、教育長のお考えをお伺いします。

２週間ほど前になり○教育長（飛田 洋君）

ますが、２人の県議会議員さんも一緒に出てい

ただいたんですけれども、小学生が、石井十次

を取り上げた演劇を発表する、それから、その

功績について研究発表をするという場面に遭遇

しました。本当に心が震えるような感動をいた

しました。

今、議員がおっしゃったとおり、子供たちに

とって郷土の先賢というのは、同じ風景を見

て、同じ空気を吸って、自分たちの郷土のよさ

を一緒に認識した人、身近に子供たちが思う人

でありまして、そういう郷土の先賢の生き方に

学ぶ道徳教育は、大変重要であると考えており

ます。そのため、県教育委員会におきまして

は、「ひむか学」のホームページの「ふるさと

みやざきを愛した人々」や「宮崎人の夢と祈

り」のコーナーに、安井息軒や山内多聞など、

本県の先賢のエピソードなどを掲載し、道徳の

時間を初め、さまざまな学習において、先賢の

生き方について学ぶことができるようにしてい

るほか、道徳教育用の本県独自の郷土資料も作

成しているところであります。

また、市町村におかれましては、例えば「ふ

るさと学習」の中で、全ての中学校１年生が、

先賢の生き方などについて学習したり、各学校

ごとに郷土の先賢の業績を調べた内容を持ち寄

り意見交換を行ったりするなど、児童生徒が自

分と先賢の生き方とを比較しながら深く考えて

いけるような取り組みを進めているところもご

ざいます。

郷土や我が国のために生き抜いた先賢の生き

る勇気や知恵、郷土を愛する心、目的に向かっ

てひたむきに取り組む姿などに触れさせなが

ら、今後とも、児童生徒の心に届く道徳教育の

充実を図っていきたいと考えております。

先日、内村鑑三が書かれまし○二見康之議員

た「代表的日本人」 これは外国の方のため―

に日本を紹介する、日本人とはどういうものか

というのを紹介するために書かれた本だという

ことですけれども この中で、理想的な学校―

教師として紹介されています、近江聖人と呼ば

れる中江藤樹が生まれ育った高島市の安曇川町

というところにちょっと寄ってきました。そこ

には、中江藤樹の住んでいらっしゃったとこ

ろ、そして歴史資料館、神社等が今でもありま

したし、たたえる銅像もありました。しかし、

その地域の方は、中江藤樹という名前は知って

いるんですけれども、何をした人なのかとかは

全然御存じないんですね。学校でも勉強するこ

とはなかったというようなことを伺いました。

しかし、実際こういった歴史上に名前を残され

る方というのは、何をしたかが大事なんじゃな

くて、何のためにというところが一番大事なん

だと思います。どうして中江藤樹は、そこの地

域に住んで、そこの地域の人たちを指導する学

校を開かれたのか、何のためにというところを

見て、また、中江藤樹のあり方ですね、どうい

うスタンスでやられたのか。大野了佐でしょう

か、医者になりたいということで一生懸命勉強

するんだけれども、すごくできが悪かったみた

いですね。しかし、努力するという素質だけは

中江藤樹は見抜いていた。その見抜かれていた

ところ、その才能をしっかり大事に大事に育て

上げられたのが、この中江藤樹という立派な先

生だったんじゃないかなというふうに思いま

す。

時間がなくなりまして、１つ飛ばしまして、
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臨時的任用講師採用については飛ばさせていた

だきます。

先日、懲戒処分についての資料もいただきま

したが、懲戒処分事案が発生するその原因をど

のように考えていらっしゃるのか、総務部長と

教育長にお伺いしたいと思います。

懲戒処分となる事○総務部長（四本 孝君）

案が発生する原因につきまして、例えば交通違

反などは、職員の規範意識の不足や気の緩みな

ど、県職員としての倫理意識やコンプライアン

ス意識の問題であると考えております。また、

事案によりましては、家庭の問題や多重債務な

どのさまざまな悩みが背景となっているケース

もあると考えております。このため、今後とも

職員の意識を高めますとともに、職員が悩まな

いような環境づくりが大変重要であると考えて

おります。

教職員による不祥事○教育長（飛田 洋君）

については、まことに申しわけなく思っており

ます。県教育委員会では、過去５年間の不祥事

発生の背景や原因を分析し、その結果を冊子に

取りまとめまして、本年３月に、全ての公立学

校に配付したところであります。その分析に

よって得られた不祥事の原因といたしまして

は、規範意識の甘さ、法令に対する認識の不

足、子供たちを指導する立場である教職員とし

ての自覚や人権感覚の不足、感情をコントロー

ルする力や、指導技術の未熟さなどを挙げるこ

とができます。また、不祥事を防ぐために、教

職員が職場でお互いに注意し合う雰囲気や相談

できる体制づくりも、さらに整えるべきであっ

たのではないかと考えております。現在、これ

らの分析結果を活用して、さまざまな対策に取

り組んでいるところであります。

先日の新聞報道等でも見まし○二見康之議員

たけれども、不祥事の対応として、発生してか

ら通知を出して気を引き締めるだけではなく

て、ふだんから職員一人一人の意識ややる気を

高める取り組みが必要だと思うんですけれど

も、知事、教育長のお考えをお伺いします。

イソップにも「北風と○知事（河野俊嗣君）

太陽」という話があります。両面が大事ではな

いかなという思いでございます。

過去の不祥事の発生を踏まえて、コンプライ

アンス委員会を立ち上げますとともに、不祥事

の事例集を活用した服務規律の保持や、職員研

修による意識の向上など、これまでも不祥事の

防止に努めてきたところでございまして、懲戒

処分の件数自体は減少しておるんですが、残念

ながら、酒気帯び運転、窃盗など、今年度、県

民の県政への信頼を大きく損ねかねない事案と

いうものが連続して発生したところでありまし

て、まことに申しわけなく思っておるところで

ございます。11月19日には、各部局長をメンバ

ーとする臨時会議を開催し、職員の服務の徹底

をお願いしたところであります。

一方で、今、議員の御指摘がありましたよう

な、不祥事の予防に向けて、職員一人一人の意

識や、やる気、士気を高めていく、これも大変

重要であるというふうに考えておりまして、日

ごろから職員同士のコミュニケーションを図っ

ていくこと、また、知事と職員とのコミュニケ

ーションもしっかり密に図っていくこと、大変

重要であろうというふうに考えております。上

司や同僚など職員間の相談しやすい環境づく

り、風通しのよい職場づくりというものを、こ

れからもその環境整備に努めてまいりたいと考

えております。

議員の御指摘の職員○教育長（飛田 洋君）

一人一人の職務遂行に対する意識ややる気を高
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めることというのは、不祥事防止の根幹にかか

わる大切なことであると思っております。子供

たちにとって、学校における最大の教育環境と

いうのは、教職員であるということを念頭に置

きながら、私は教育長就任以来、教職員にこん

な訴えをしてきました。例えば、みずからが人

格の完成を目指し続ける存在であってほしい、

自己研さんを続け、道を求め続ける存在であっ

てほしい、このような思いで、みずからの資質

向上に全力で取り組んでほしいと、そういうこ

とを機会あるごとに強く訴えてまいりました。

また、風通しがよく、やりがいや充実感を持っ

て仕事に専念できる職場づくりも重要であり、

そのための取り組みも進めているところであり

ます。何より大切なことは、全ての教職員が仕

事に対する誇り、あるいは子供たちとかかわっ

て教育者として仕事をしていくときの喜び、そ

ういうことを感じながら職務に取り組むことだ

と考えておりますので、教職員の意欲や使命感

を高めるさまざまな取り組みを、積極的に今後

とも進めていきたいと考えております。

最後に一言、これは論語の一○二見康之議員

節ですけれども、「子路、聞くこと有りて、未

だこれを行うこと能わざれば、唯だ聞く有らん

ことを恐る」。つまり、先生から学んだことが

まだ実行できないうちは、さらに新しいことを

学ぶことを心配したということです。やはり実

行、実践することが一番大事だと思います。過

去に学ぶということは 学ぶということはま―

ねぶこと、それはまねること、尊敬する人の生

き方なりいい教えを自分が実践すること、それ

が何より大事なことであって、今後の対応も、

この実践というところに焦点を絞って考えてみ

られてはいかがかなというふうに思います。

以上で私の一般質問を終わります。（拍手）

次は、前屋敷恵美議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） 日本共産○前屋敷恵美議員

党の前屋敷恵美でございます。一般質問、ま

ず、知事の政治姿勢から伺ってまいります。

まず、特定秘密保護法案についてです。11

月25日、福島県で特定秘密保護法案の地方公聴

会が開かれ、公述人全員が秘密保護法案に反

対、もしくは慎重審議を求めました。ところ

が、その翌日、この国民の声を無視して、衆議

院特別委員会、そして衆議院本会議で法案の強

行採決が図られました。まさに暴挙のきわみと

言えます。この特定秘密保護法案について、知

事の御見解を伺いたいと思います。

次に、昨日、新田原基地で行われた航空祭に

おいて、ＭＶ―22オスプレイの展示が行われま

した。我が党は、重大事故を繰り返し、欠陥機

と称されているオスプレイの展示は中止するよ

う、知事にも新田原基地にも事前に申し入れを

行いました。改めて、知事に、オスプレイ展示

についての御見解をお伺いしたいと思います。

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。

まず、現在、国会で審議中の特定秘密保護法

案は、防衛、外交など我が国の安全保障に関す

る事項のうち、特に漏えい対策が必要な情報を

特定秘密に指定して保護するものであります

が、安全保障を取り巻く環境が厳しさを増して

おり、情報漏えいのリスクも懸念される状況の

中で、我が国及び国民の安全確保のためには、

機密漏えいを防止する法案の必要性はあるもの

と受けとめているところであります。しかしな

がら、議員御指摘のように、一方で、国民の知

る権利を制限するということも指摘されており
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まして、その兼ね合いが大きな議論になってい

るところであります。また、公開すべき情報ま

で秘密にすることがないか、報道の自由を阻害

しないか、さまざまな課題も指摘されておると

ころでございます。こうした課題を踏まえて、

情報公開をすべきもの、国民に知らせるべきも

のを秘密にしてしまうことがないような仕組み

づくりについて、しっかりと丁寧に議論される

ことが大変重要ではないかと考えておるところ

であります。

次に、航空祭におけるオスプレイの展示につ

いてであります。新田原基地の航空祭につきま

しては、オスプレイの展示を含め、安全に十分

留意して実施していただくよう、地元自治体と

も連携して強く要請していたところでございま

す。昨日は、前年度比７万人増という12万人、

多くの方がおいでになったわけでございます

が、盛況のうちにも無事終了したということ

で、安堵しておるところでございます。防衛省

と自衛隊からは、今回のオスプレイの展示につ

きまして、「航空祭の場で広く一般公開し、国

民に理解を深めるという趣旨で企画した」との

説明を受けておりましたので、多くの来場者の

皆さんにまずはごらんいただき、一定の成果は

得られ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。

私も、基地の関係者に案内をいただきまし

て、間近でオスプレイを見ることができまし

た。また、そのときに、搭乗員がおりましたの

で、意見交換をさせていただいたところでござ

います。オスプレイは、決して操縦するに難し

い機種ではないということ、厳しい訓練を積ん

でいるんだと、大変使命感を持って語っておら

れたところでございます。また、実際、フィリ

ピンの台風災害で、現場で活動されたというこ

とでございますが、医療関係者、また資機材の

搬送、さらには救護活動などに、狭い土地で

あっても離着陸できるという機能を発揮して、

いろんな活動を行うことができたというような

報告を受けたところでございます。

今回の展示というのは、さまざまな見方があ

るかというふうに思っておるところでございま

すが、まずは皆さんにごらんいただいたという

ところで、一定の成果が得られたということで

はないかというふうに考えておるところでござ

います。以上であります。〔降壇〕

特定秘密の指定が政府の恣○前屋敷恵美議員

意的判断で勝手に決められるということが、こ

の法案の大きな問題でもあります。それを漏え

いした人、聞き出した人は、公務員のみなら

ず、国民にまで、最高懲役10年の刑罰を科すと

いうものです。特定秘密の対象は、今、知事も

お話しになりましたが、防衛、外交、特定有害

活動の防止、テロリズムの防止に関する４分野

とされていますが、まさに何が秘密なのか、そ

れも秘密というとんでもないもので、自分が触

れた情報が秘密かどうかもわからないまま処罰

されてしまい、裁判でも特定秘密は開示されな

いということになっておりまして、暗黒裁判に

なりかねない、こういう懸念をまさに弁護士の

皆さん方も持っておられるわけです。

国民の目・耳・口を塞ぎ、国民の知る権利、

言論・表現の自由を脅かし、さらに国会議員の

国政調査権まで制限して、処罰の対象にするな

どは、まさに民主主義の根幹、国民主権、平和

主義など、日本国憲法の基本の原理を根底から

覆す弾圧法にほかならないというふうに思いま

す。だからこそ、今、国民世論が大変高まっ

て、日本弁護士会、日本新聞協会、日本ペンク

ラブ、ジャーナリスト、テレビキャスター、出
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版人、演劇人、憲法・歴史学者、さらには外国

特派員協会、国際ペンクラブまで、こんな広範

な人々が反対の声を上げて立ち上がっていま

す。私どもも先週、県議会の民主党、社民党の

各会派の皆さんと共同して、街頭からの訴えも

したところであります。

この秘密保護法案の真の狙い、それは、同盟

国アメリカとの秘密情報の共有、協力にあり、

集団的自衛権の行使を容認して、日本を戦争す

る国にすることにあります。それは、この法案

が国家安全保障会議（日本版ＮＳＣ）とセット

で準備されていることからも明らかです。国の

大本営発表のみをうのみにさせられ、国民に情

報が徹底的に隠されて、侵略戦争の道へと突き

進んでいった、あの過ちを二度と繰り返させな

いためにも、特定秘密保護法案は廃案以外にあ

りません。６日の会期末に向けて、今、国会で

はその攻防が続いておりますが、私どもは、本

当に国民が安心して自由に暮らせる、そういう

社会を失わないためにも、頑張っていきたいと

いうふうに思うところでございます。この問題

を強く指摘させていただくところです。

次に、オスプレイの展示についてです。知事

は、安全に配慮するように求めたからと、展示

を容認する姿勢、立場をとられました。安全に

気をつければいいなど、そんな次元の問題では

ないというふうに私は思います。これまで新田

原基地において実施されてきた日米共同訓練に

おいて、米軍機が起こした事故の原因は、ただ

の一度も明らかにされたことはありません。安

全配慮とはほど遠く、全く無責任のきわみで

す。まず、安全の担保はありません。

小野寺防衛大臣は、今、知事が言われました

ように、今回のオスプレイの展示について、

「多くの方々に実際に見ていただき、機種に対

する理解を深めてもらいたい」と、その狙いを

まさに明らかに語られました。まさに、本県県

北はイエロールートのコースになっております

が、全国でのオスプレイの訓練を展開するため

の地ならしだというふうに思います。国民をオ

スプレイになれさせるためのこうしたこそくな

やり方は、到底認められるものではありませ

ん。オスプレイの搬入で、飛行経路が予測され

た地元住民の方は、「県などがすぐに受け入れ

容認の姿勢を表明したことで、安全性を心配す

る地元の声は丸のみにされてしまった」、この

ように憤慨を語っておられます。こうした危険

に常にさらされ続けている住民、県民の思いを

しっかりと受けとめることが必要だというふう

に思います。

オスプレイは、機体の設計上、構造上の欠陥

が指摘されており、実際に開発段階や実戦配備

を通じて、重大な事故を繰り返し起こしてきま

した。昨年７月、全国知事会は、「オスプレイ

の安全性が確認されていない現状においては、

受け入れることはできない」、このことを決議

しています。県民の安全を第一義的に守る立場

の知事としては、政府の今後の狙いを掌握もし

て、「認められない」とする立場に立つことが

必要であったというふうに思います。このこと

を強く指摘しておきたいというふうに思いま

す。

次に、カジノの問題について伺います。

国会でのカジノの合法化に向けた動きととも

に、カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）構想

が急速に進み、県内でも、県議会や経済団体を

中心として、シーガイアへのカジノ誘致に向け

た議論が進んでおります。知事も、これまでカ

ジノ誘致については、前向き、積極的な発言を

されておりますけれども、宮崎の観光や地域経



- 189 -

平成25年12月2日(月)

済の浮揚を図るためには、カジノ合法化が必要

とお考えになっておられるのか、お伺いしたい

と思います。

私は、８月にシンガポ○知事（河野俊嗣君）

ールの統合型リゾート施設を視察したところで

ありますが、投資、雇用、税収、観光誘客な

ど、多方面において地域経済に大きな効果をも

たらすと感じたところでありまして、統合型リ

ゾートには興味・関心を持っているところであ

ります。

国内における統合型リゾートの実現につきま

しては、現在、超党派の国会議員で構成する議

連において、法案などの検討が進められておる

ところでございますが、この中で、カジノの課

題として言われているギャンブル依存症や青少

年への影響などの問題への対策などもあわせて

検討されるというふうに伺っているところでご

ざいます。

私は、シンガポールを視察しましたときに

シンガポールというのは、環境美化という―

ような観点から、ガムの保持なり持ち込みさえ

禁止していると、そういう国であります。そう

いう国が、さまざまな懸念をされているカジノ

というものに関して、観光客の減少ということ

に対して、経済効果、観光誘客等の効果をにら

みながら、国家のもとに一定の管理を行いなが

ら導入するという決断をしたところに非常に関

心を持って、いろんなお話を伺ったところでご

ざいます。

県としましては、現在、国におけるそういう

さまざまな議論、動向につきまして、引き続

き、情報収集に努めてまいりたいと考えており

ます。

私は、知事御自身がカジノ○前屋敷恵美議員

の合法化は必要というふうに思っていらっしゃ

るのかということをお聞きしているんですけれ

ども、その点はどうでしょうか。国任せという

ことでしょうか。

法律の制定は、国にお○知事（河野俊嗣君）

ける議論でございますが、私が申しましたの

は、さっき言いましたような経済効果に着目

し、さまざまな弊害が指摘されておりますけれ

ども、それを克服するやり方があるのではない

かという思いのもとに、今、法案なり議論の動

向というのを見守っておるという状況でござい

ます。

カジノというのは賭博のこ○前屋敷恵美議員

とです。これは皆さん御承知だと思いますが、

このカジノ・賭博は、刑法185条で禁止されてお

ります。なぜ禁止されているのか、ここが大事

だと思うんですね。賭博行為は、「勤労その他

の正当な理由によらず、単なる偶然の事情に

よって、財物を獲得しようと他人と争うものだ

ということ。射幸心を助長して、勤労の美風を

害する副次的な犯罪を誘発する」と、社会風俗

を害する行為で、弊害が大きいから禁じられて

いるわけです。経済効果があれば、カジノ・賭

博を解禁することは当然あっていい、これは私

は成り立たないというふうに思うんです。なぜ

法律で禁じられているか、その認識を改めて持

つことが必要だというふうに思います。

ギャンブルは、犯罪を誘発したり、暴力団と

の関係だったり、人々の生活を、人生を破壊し

たりするおそれがあります。そういうものだか

ら、長い歴史を経て禁止してきたわけです。実

際、解禁された韓国では、カジノの周辺でマ

フィアや売春行為、闇金がはびこり、多重債務

者の増加が報告されています。こうした面も

しっかりと見なければならないというふうに思

います。
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この多重債務、日本では、その原因の第一は

生活困難、次がギャンブル依存症です。主にパ

チンコです。パチンコは、今の日本の刑法的に

は、ギャンブルという位置づけではありません

けれども、射幸性が強く、家庭崩壊の原因にも

なっています。ちなみに、パチンコ台数が日本

一多いのがこの宮崎県です。さまざまな形で影

を落としていることは否めないというふうに思

います。

今構想中の統合型リゾート施設では、外国か

らの観光客が利用し、地元住民は規制され、中

にも入れないから大丈夫なんだと言われます。

こういうものをつくるんだと言われます。しか

し、例外などがつくられれば、幾らでも広がっ

ていくわけです。さらに私がびっくりしたの

は、文部科学大臣が、カジノの売り上げの相当

部分を文化芸術の財源として活用する、こうい

うプランを表明していることです。教育長は、

この文科大臣の発言をどのように思われます

か。

また、このカジノ・賭博の児童生徒への影響

をどのように見ておられるのか、御見解をお伺

いしたいと思います。

まず、カジノが与え○教育長（飛田 洋君）

る児童生徒への影響について答えさせていただ

きます。知事も答弁いたしましたとおり、カジ

ノについては、現在、国において議論されてい

るところであり、青少年への影響あるいは児童

生徒への影響などについても、あわせて検討さ

れると聞いておりますので、県教育委員会とい

たしましても、そのような国の動向、検討の状

況等について、情報を収集してまいりたいと考

えております。

それから、カジノに関連しまして、文部科学

大臣の発言、「文化芸術予算の財源としてカジ

ノの売り上げを」という発言につきましては、

現在、国が目指しております「文化芸術立国」

を進めるための財源の一つの例として、超党派

の国会議員で構成される議連で出された話で

あったと聞いております。なお、文化芸術予算

の確保は必要なことであると思っております。

私は、文科大臣の発言は、○前屋敷恵美議員

単なる財源論の例として挙げたのでは、これほ

どまで具体的な方向は示されないというふうに

思います。私は今後の課題だというふうに考え

ます。そもそも、経済効果がカジノによって期

待できるのかという問題だというふうに思いま

す。そもそも論になりますけれども、私は、賭

博で観光浮揚や経済を活性化させようという考

え自体が問題だというふうに思っています。知

事はそういうふうにはお思いになりませんか。

まともな産業や活動で利益を得てこそ効果が

あった、このように言えるのではないかという

ふうに思うんです。

宮崎県は、リゾート法の第１号指定を受けて

シーガイア・リゾートを進められましたが、す

ぐに行き詰まって破綻に追い込まれました。そ

して現在、セガサミーホールディングスが買収

しております。シーガイアがなぜ続かなかった

のか。私は、高級リゾートの外来型の発想で、

宮崎の潜在力、内発的な力が生かされなかった

からだというふうに思います。内発的な発展で

なければ、持続的な地域経済の発展はありませ

ん。その点で、カジノ構想は、まさに外来型の

典型だというふうに思います。シーガイアの二

の舞になるおそれは十分にあると思います。あ

る週刊誌等によりますと、「現在、セガサミー

は日本にカジノを誘致しようと積極的に動いて

おり、実現すれば、スロットマシンの製造など

大きなビジネスとなるため、政治家に働きかけ
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て、カジノ設置法を成立させようとしている」

と報じています。国会で、安倍首相や麻生副総

理などを最高顧問とするカジノ議連が超党派で

つくられ、カジノ合法化の動きが強まっている

ことからも、うなずける話だというふうに思い

ます。

私は、短絡的にカジノなどに頼る経済効果で

はなく、宮崎の潜在力、恵まれた豊かな自然と

第１次産業を土台にして、地域がかかわって観

光や産業を発展させていくこと、知恵を絞って

内発的なものにしていくことだというふうに思

います。私は、その取り組みは既に始まってい

るというふうに思っています。そこにもっと力

を注いでいくことです。第一に、今取り組み中

のフードビジネス、木材の利用、エコツーリズ

ムやフードツーリズム、自然エネルギーの利

用、さらに地域での福祉の取り組みを充実させ

ることなど、そこに行政がしっかりとかかわっ

て、中途半端にすることなく、知恵を出し、力

を引き出し成功させ、地域を元気にすることで

す。先日、観光振興懇談会に出席させていただ

き、御意見や取り組みを聞かせていただきまし

た。皆さん、自分たちの力をどう発揮させる

か、御努力が語られましたが、こうした地元の

頑張りをしっかり支える行政が必要だというふ

うに思いました。いろいろ縛りをかけて、安全

なカジノをつくればもうかる、こんな発想はや

めていただきたいと思うんです。地に足の着い

た地場産業の発展、内発的な発展にこそ力を入

れていくことを強く求めるものです。知事はい

かがでしょうか。

今、さまざまな御指摘○知事（河野俊嗣君）

がありました後段の部分、成長産業に取り組ん

でいくこと、内発的な需要拡大に努めていくこ

と、大変重要な御指摘であるというふうに思っ

ておりますし、これまでも答弁しましたよう

に、そこを「復興から新たな成長へ」という方

針のもとに、しっかり取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。

カジノの問題についてでございますが、私は

総務省におりましたときに、宝くじ、競輪、競

馬、競艇、オート、いわゆる公営競技、この直

接の担当をしておりましたが、これらは全て賭

博であります。ただ、その収益による公共性、

その収益を活用することに、公共性、経済効

果、さらには国家がしっかり管理した中でのレ

ジャーの提供というような観点から、特別法の

設置により、刑法の賭博罪の違法性が阻却され

た扱いになっておるということで、今、多くの

国民が親しまれているというものであるわけで

ございます。

カジノにつきましても、先ほど言いましたよ

うに、既にさまざまな国において、しっかりと

した管理のもとの運営というものが参考にでき

るのではないかというふうに考えておるところ

でございまして、もしそれが、さまざまな経済

効果、観光面ということに活用できる制度とし

て、国のほうで仕組みがつくられるのであれ

ば、本県としても、それは前向きに考えてい

く、それは必要があるのではないかと、そうい

う思いで今接しておるところでございます。

カジノの効果による経済効○前屋敷恵美議員

果なりをしっかりと進めていきたいという知事

の思いを受けとめました。しかし、先ほども言

いましたけれども、カジノで景気浮揚や観光浮

揚を図ることが、果たしてまともなやり方なの

か、そこをいま一度考えていく必要があると思

うんです。先ほども言いましたように、外来型

ではなくて、内発的なものにしっかり頼って、

その資源は宮崎には山ほどあるわけですから、
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県民の皆さんが元気を出して、それに励んでい

けるような、そういう取り組みをしっかりと進

めていくことこそ肝心だということを申し上げ

たいというふうに思います。

では、次に進みます。次は、原発問題です。

前回の質問でも質問させていただきました

が、続けて行います。福島第一原発事故は、事

故発生から２年８カ月が経過しようとしていま

すが、毎日数百トンもの高濃度の汚染水漏れが

続いており、海が汚され、事態は深刻です。安

倍首相の言う「汚染水は完全にコントロールさ

れている」状況ではありません。漏水問題はい

まだに解決には至っておらず、オリンピック招

致のための首相のこの発言は大問題で、原発を

再稼働させて、原発輸出を推進するなど、これ

ほど国際社会に無責任な態度はないというふう

に思います。原発事故で、被災地は放射能汚染

と被曝の脅威にさらされ、15万人もの人々がふ

るさとを追われて、家族や地域が分断されたま

ま厳しい避難生活を強いられております。知事

はこの現実をどのように受けとめておられます

か、お聞きしたいと思います。

事故の発生から既に２○知事（河野俊嗣君）

年半以上が経過している中ではありますが、い

まだに多くの福島県民の皆様が避難を余儀なく

されているという状況にあるということ、先の

見えない不安や苦悩というものが拡大している

状況にあるということに、私も大変胸を痛めて

おるところでございます。

原子力発電は、一たびこうした大規模な事故

が起こりますと、生活や環境、地域経済に取り

返しのつかない影響を及ぼすということが、今

回の事故で明らかにされたところであります。

廃炉の作業にしても何十年もかかる、我々が生

きてその状況というものを確認することができ

るだろうかと、次の世代にそこも託すことにな

るというような状況、厳しい現実も直視する必

要があろうかというふうに考えております。英

知を結集して、将来的には可能な限り原発に頼

らない社会を目指して、我々一人一人が最大限

の努力をしていかなくてはならないというふう

に考えておるところでございます。

福島原発事故につきましては、汚染水の問題

を初め、国が前面に立ち、必要な対策を実行し

ていくこととなっておりますので、この問題が

早期に解決され、一日も早い福島の復興・再生

が果たされることを心から願っておるところで

ございます。

福島の汚染水問題は、本当○前屋敷恵美議員

に今、国が第一義的に取り組まなければいけな

い課題だというふうに思っています。その原因

をつくったのは、やはり原発ですから、この原

発を改めてどうなのかというところを、引き戻

して考えていく必要があるというふうに思いま

す。

福島原発の事故原因も解明されない中で、九

州電力は、川内原発の１・２号機の再稼働を求

めております。しかし、九電は、原子力規制委

員会に対して、原子炉の重要な配管が破断した

場合、炉心冷却の手段がなく、核燃料のメルト

ダウンから過酷事故に至ることを認めていま

す。

また、政府の地震調査研究本部は、ことしの

２月、川内原発の活断層評価を大きく見直しま

した。それによると、活断層の長さは、九電が

評価している２倍以上の長さで、地震エネルギ

ー規模では約10倍になるマグニチュード7.5とい

う大地震の可能性を指摘しています。マグニ

チュード7.5とは、あの阪神・淡路大震災を起こ

した地震の２倍のエネルギーに当たると言われ
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ています。また、議事録には、「九州電力が示

した断層図及び解釈図は非常に疑わしいと言わ

ざるを得ない」とまであります。さらに悪いこ

とには、活断層が川内原発の方向へ延びる可能

性も指摘しているところです。東日本大震災直

前に新燃岳が噴火いたしました。桜島は今、噴

火を繰り返しています。川内原発は、活発な活

動を続ける霧島火山帯のすぐ近くにある原発で

す。川内原発の近くには、錦江湾奥が噴火した

ときの火砕流の露頭が見られ、川内原発の立地

条件の悪さが指摘されています。

もはや技術的にも立地条件でも、原発再稼働

の安全性を担保するものは何も認められませ

ん。全ての原発が停止している今こそ、原発ゼ

ロを決断して、安全な自然エネルギーへの転換

に踏み切るときではないかというふうに思いま

す。原発の再稼働は、新たな巨大リスクと処理

のしようのない新たな放射能を生み出し、将来

の世代に負の遺産を押しつけることになってし

まいます。まさに、今を生きる私たちの責任だ

というふうに思います。それは重大です。知事

は、県民の命と暮らし、安全を守る立場から

も、原発の再稼働に反対する立場に立つべきと

思いますが、お考えを改めて伺います。

先ほどお答えしました○知事（河野俊嗣君）

とおり、将来的には可能な限り原発に頼らない

社会を目指すべきというのが、私の基本的な認

識、考えであります。

一方で、現時点における燃料調達コスト、再

生可能エネルギーの現状等を踏まえますと、ま

た化石燃料を利用することによる地球温暖化へ

の懸念というものもあるわけでございます。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ふうに考えておるところ

でございます。その上で、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立

地自治体の意向を踏まえ、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しておる

ところでございます。

現在、川内原子力発電所の再稼働につきまし

ては、新規制基準への適合性審査が慎重に行わ

れているところでありまして、今後、仮に再稼

働ということで、議論や手続が進むということ

であれば、私としましては、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を

求めていきたいと考えております。

将来的には原発に頼らない○前屋敷恵美議員

のがお考えのようでありますけれども、しか

し、それは、ゼロを決断してこそ、そういう方

向も開けてくるんだというふうに思うんです。

将来といいますと、どこまでを将来と見ていく

のか、非常に曖昧模糊としている形で、現実の

ものにならないというふうに私は思います。先

ほども言いましたが、現在、全ての原発が停止

しているんです。しかし、これまで原発がなけ

れば電気が足りないという事態は一度も起こり

ませんでした。

九州でいえば玄海原発や川内原発、ここで事

故が起きれば、九州全域、西日本へと放射能は

拡散してまいります。川内原発は、宮崎の中心

部から西に120キロメートル、県境からは約60キ

ロ、そういう地点にあります。太陽と緑に恵ま

れて、農畜産業など第１次産業を基盤とする宮

崎県にとって、原発事故は大きな脅威になって

います。川内原発は風上になりやすく、大事故

が起これば、宮崎県はまともに放射能の被害を

受けることになります。まさに宮崎県は、立地
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地域と同じように被害地元になるわけです。私

は、この認識をしっかりと持たなければならな

いというふうに思います。そうでなければ、そ

の問題を解決しようがないと思うんです。

毎回私は申し上げますが、知事がまずこの認

識を持って、放射能被害から県民の安全を守る

という立場に立つこと、ここから解決への道が

開けてくるのではないでしょうか。知事も申さ

れましたが、原発ほどコストのかかるものはあ

りませんし、一旦事故が起きれば、人体や農作

物、地域へのリスクははかり知れません。これ

は既に現実を見てきたところであります。今こ

そ原発ゼロを政府に求める、自然豊かなこの宮

崎が率先して自然を資源にした循環型社会を目

指す、このことが求められていると思います。

原発ゼロを決断してこそ、循環型社会を本格的

に目指す、この道へと進むことができるという

ふうに思います。しつこいようですが、再度、

知事のお考えを聞かせてください。

一たび事故が起こった○知事（河野俊嗣君）

ときの原発のリスク、放射線の問題、先ほど答

弁したところでありますが、一方で、今回の

フィリピンの30号台風の災害に見られますよう

に、温暖化等に伴う台風なり豪雨等による、こ

れも直接な大規模な被害が出ておるわけでござ

います。原発だけが全ての解決手段ということ

を申し上げておるわけではございませんが、そ

ういうさまざまなリスクに直面し、我々が持て

る科学技術、知見を可能な限り総動員する中

で、どのような選択、エネルギーに関しての選

択が重要なのか、それがまさに我々人類に問わ

れている大きな課題であろうというふうに考え

ておるところでございます。

将来的にはゼロということを目指しながら、

可能な限りそれに頼らない社会というものを目

指しながら、現時点では、一定程度頼らざるを

得ないのではないかと。もちろん再生可能エネ

ルギー等が、全てに代替できるようなものがあ

ればいいんですが、今、現実はそこまでいって

いないという厳しい状況があるわけでございま

す。本県としては、この再生可能エネルギーに

可能な限り貢献する努力を続けながら、原発の

あり方につきましても、先ほど申しましたよう

に、慎重にその安全性の適合の審査というもの

を見守ってまいりたいと考えております。

原発は、その廃棄物の処理○前屋敷恵美議員

さえ人類は完全なものを持ち得ないという非常

に危険なものです。それはおわかりだというふ

うに思いますけれども、そういう危険なものに

しがみついていくということは将来どうなの

か、ここは本当に冷静に、真剣に考えていく必

要があるというふうに思うんです。

今、自然エネルギーの循環型社会を目指す、

この方向が示されました。確かにこれは必要

で、率先して進めるべきことだというふうに思

います。そこで、私は、宮崎県の新エネルギー

ビジョンについて伺いたいと思いますが、まさ

に自然を資源にした循環型社会を目指すことを

形にしたものが、このエネルギービジョンだと

いうふうに思います。「みやざき太陽プロジェ

クト」など４つの戦略プロジェクトが掲げられ

ておりますが、特に太陽光、木質バイオマスの

取り組みについて御説明いただきたいと思いま

す。

新エネルギーは、地球○知事（河野俊嗣君）

環境への負荷が少なく、本県の豊富な地域資源

を生かせるエネルギーでありますので、県で

は、ことし３月に新エネルギービジョンを改訂

しまして、４つの戦略プロジェクトによりまし

て、積極的な導入を図っているところでありま
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す。

まず、「みやざき太陽プロジェクト」につき

ましては、住宅用太陽光発電への補助などを行

うとともに、今年度から新たに、発電事業者と

設置場所提供者とのマッチングを図るための情

報提供でありますとか、県内企業などを対象と

したセミナーなどを実施しているところであり

ます。県が把握している状況で申し上げます

と、現在、15カ所のメガソーラーが稼働し、ま

た、さらに、さまざまな計画も進んでおるとこ

ろであります。

次に、「みやざき森林バイオマスプロジェク

ト」では、木質バイオマス発電施設などへの補

助に加え、木材チップなどの安定供給を図るた

めの体制づくりなどに取り組んでおるところで

ございまして、新たに３つの木質バイオマス発

電施設が着工した段階であります。

このほか、「みやざき小水力プロジェクト」

や「エネルギーの地産地消による地域・産業づ

くりプロジェクト」に取り組んでいるところで

ありまして、今後とも、県民、事業者、市町村

と一体となって、これらのプロジェクトを積極

的に推進しまして、宮崎らしい「環境・新エネ

ルギー先進地づくり」の実現を目指してまいり

たいと考えております。

この宮崎県の新エネルギー○前屋敷恵美議員

ビジョンは、旧ビジョンを１年前倒しして、こ

とし２月に改訂されたものです。私は、非常に

積極性があるというふうに思っています。ただ

いま御答弁をいただきましたけれども、太陽光

やバイオマス、そしてまた小水力発電などを新

エネルギーと位置づけて、これをエネルギーの

地産地消による産業づくりに発展させていくと

いうこと、この取り組みは非常に重要だという

ふうに思います。こうした計画を積極的に推進

することが重要だというふうに思います。スピ

ードも上げて。ですから、やはり一定の予算化

も必要だというふうに思います。

そして、地産地消のエネルギーの産業づくり

は、私は、地域住民を巻き込んだ形で協力をも

らいながら、例えばメガソーラーも、今、企業

が15カ所あるというお話でしたけれども、企業

だけに頼るんじゃなくて、地域住民の皆さんの

出資も募って進めれば、利益は地域経済をまさ

に潤すことになります。これは以前、私も提案

させていただいた事項でもありますけれども、

そこに行政もかかわっていくことで、より取り

組みが促進されます。実際成功している事例は

全国に幾つもあります。ですから、さまざまな

やり方を、他県の取り組みも学んで、積極的に

この宮崎でも取り組んでいく、生かしていくこ

とが必要だというふうに思います。本当に研究

・開発もしながら積極的に本気で取り組むこと

が必要でありますし、これを進めることが、原

発に頼らないエネルギーへの転換を現実のもの

にしていく、近づけていく、その確かな力に

なってまいります。資源は本当に宮崎は豊富に

あるわけです。県がイニシアを発揮して本気で

取り組んでいただきたい、私はそのように思い

ます。

繰り返しになりますけれども、原発ゼロ、こ

れをまずは決断して、積極的に自然エネルギー

への開発に向けて力も予算もつぎ込んでいく。

国の政策もそうなんですけれども、この地方、

宮崎でも、豊かな資源を持つ宮崎でそれを率先

してやることの意味は、本当に大きいというふ

うに思います。それが県民の安全・安心な暮ら

しを担保することになるわけですから、ぜひ進

めていただきたい。そして最後に、今、知事も

言われましたが、住宅用太陽光発電への補助、
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これは、この助成の予算が、ことしは昨年度の

半分に減額されて進められているんです。県民

の皆さん方も非常に関心が高くて、積極的にか

かわろうという方々は多いわけですから、来年

度の予算編成ではぜひ充実させていただきた

い、このように要求をしておきたいというふう

に思います。以上で原発の問題を終わらせてい

ただきます。

次に、松枯れの対策についてお伺いいたしま

す。

現在、松林の松枯れ被害が深刻になっていま

す。沿岸部においては、松林が潮害防備保安林

として、地域住民の暮らしや農作物を守ってま

いりました。この松枯れは、マツノマダラカミ

キリがマツノザイセンチュウを体内に抱えて運

び、松の幹から潜入したマツノザイセンチュウ

が松枯れを引き起こす、こういうことが主な原

因であると言われています。この松枯れに対し

て、早急な対策が今求められておりますが、ま

ず、県内の被害状況について、環境森林部長に

お伺いいたします。

いわゆる松く○環境森林部長（堀野 誠君）

い虫による松枯れ被害は、ここ４～５年、横ば

い状態で推移しておりましたが、今年度は、７

月から８月にかけて、平年より平均気温が２度

前後上回って推移したことや、降水量も少な

かったことなどによりまして、松の抵抗力が弱

まり、松くい虫の活動が活発になったことか

ら、被害が拡大したものと考えております。被

害は、延岡市から串間市の海岸沿いまで広く発

生しておりますが、特に宮崎市の田吉地区や新

富町の富田浜地区において、昨年まで局所的な

被害であったものが、ことしは集団的にまと

まった被害が発生しており、駆除の対象となる

被害木が、昨年度に比べて約６割程度増加して

おります。

私は、特に赤江浜一帯の松○前屋敷恵美議員

枯れを見てまいりましたが、県有林と同様に、

民有林であるゴルフ場の松にも被害が及んでお

ります。防除の対策は、一体のものとして進め

ていかなければ効果はないというふうに思いま

すが、技術的な方策と予算措置を含む抜本的な

県の対策を伺いたいと思います。

松枯れ対策に○環境森林部長（堀野 誠君）

つきましては、まず、被害発生を予防するた

め、５月から６月にかけて、海岸保安林やその

周辺の松林を対象に、ヘリコプターによる薬剤

の空中散布等を行っているところであります。

その後、被害が発生した場合には、枯れた松の

伐採や焼却処分等を行い、松くい虫の駆除を実

施しております。補正予算でお願いしておりま

す「松くい虫伐倒駆除事業」は、被害が拡大

し、当初予算では対応できないため、追加して

伐採や焼却処分等を行うものであります。県と

しましては、今後とも、松くい虫の防除対策を

適切に実施し、海岸保安林等の維持保全に努め

てまいりたいと考えております。

既にこのゴルフ場では、昨○前屋敷恵美議員

年は800本、ことし600本と、枯れた松の伐採処

理を行っておられて、対策に追われていると切

実なお話を伺ったところです。前段申し上げま

したが、松林は、県有林、民有林の区別なく、

地域住民の暮らしや環境を守っております。一

定の時間もかかるでしょうが、必要なときに必

要な手だてが打てる対応が求められておりま

す。今議会に、今御答弁いただきました補正予

算が提案されておりますが、本当に必要なこと

だというふうに思います。そして、何より、全

体を視野に入れた持続的・長期的な対策でない

と、効果は上がらないというふうに思います。
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要は、必要な予算の確保です。ですから、新年

度予算も十分見合うような、持続してその予算

が続いていくような、そういう取り組み、努力

が必要だというふうに思っています。積極的な

対応が問われるということですので、ぜひその

御努力に期待したいというふうに思いますが、

今後の見通しはいかがでしょうか。

気象情報、気○環境森林部長（堀野 誠君）

象状況等々の変化というのもありますけれど

も、なかなか厳しい財政状況もありますので、

そのあたり、きちんと対応できるように頑張っ

ていきたいと思います。

ぜひ御努力をよろしくお願○前屋敷恵美議員

いいたします。

それでは、最後になりますが、小戸之橋のか

けかえに伴う交通渋滞の対策について。

この問題は、今議会、私、３人目の質問にな

ります。連打するという形になりますが、それ

だけ県民要求が大きいということを受けとめて

いただきたいというふうに思うものです。11月

１日から橋のかけかえ工事が始まりまして、同

時に交通の渋滞も始まりました。とりわけ朝の

通勤時間帯の渋滞は、毎朝のことだけに、今後

７年半という長期にわたる問題になります。解

決策はないのかと、一ツ葉有料道路南線の開放

を望む切実な声が寄せられております。せめて

朝の通勤時間帯に限定した開放ができないか、

県土整備部長にお伺いいたします。

一ツ葉有料○県土整備部長（大田原宣治君）

道路南線の無料化につきましては、現在、多額

の未償還金もありますので、今後の償還計画な

どからも、現時点での対応は難しいものと考え

ております。

この有料道路、通行料によ○前屋敷恵美議員

り償還するということは、十分理解した上のこ

とです。しかし、今後７年半もの長期にわたる

朝の慢性的渋滞を解消する手だては講じられな

ければならないというふうに思います。せめて

料金を半額にしてでも、交通の流れを変えるな

ど、渋滞緩和を図る方策は必要ではないでしょ

うか。この方策が逆に、有料道路の増収にもつ

ながっていくことになるんじゃないかというふ

うに思うんです。そこのところはしっかりと計

算もする、調査もしながら交通量も確かめてい

く、そういう試験的な取り組みも必要ではない

かというふうに思うんです。しかし、料金を引

き下げるには国の許可が必要で困難だというお

話も、これまで聞いてまいりました。申請して

も許可がおりないということなのか、その辺を

伺いたいと思います。

料金値下げ○県土整備部長（大田原宣治君）

につきましては、通行料金改定の国の許可が制

度上厳しいことが予想されます。先ほど申しま

したように、将来の償還計画等、さまざまな問

題もあります。現時点での対応というのは難し

いというふうに考えております。仮に、議員が

申されましたように、通行料金を値下げして確

実に料金収入が増加するか、これにつきまして

も、まだ現段階では見込めないことから、国の

許可を得ることが困難な状況にあるというふう

に考えております。

そういうもののシミュレー○前屋敷恵美議員

ションも行いながら、ぜひ、要望の強い案件で

すので、申請するという方向で取り組むことは

必要じゃないかというふうに思うんです。一ツ

葉道路のほうは引き下げられて、今200円になっ

ておりますよね。ここは見通しが立って引き下

げになったというふうに理解していいんです

か。

今、北線の○県土整備部長（大田原宣治君）

平成25年12月2日(月)
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ほうだと思うんですが、これにつきましては、

見直しのほうをやっておりまして、その中で、

償還できるというふうな予想のもとに値下げを

やったところでございます。

ぜひ南線のほうも、そうい○前屋敷恵美議員

う方向性といいますか、計画を緻密に計算もし

ていただいて、ぜひ期待に応えられるように取

り組みをしていただきたいと思うんです。地元

におりますと、渋滞問題から有料道路が通れな

いかという声は、日増しに多くなっておりま

す。今後７年余の毎日の渋滞を思うと、誰しも

考えることだというふうに思うんです。工事は

始まったばかりです。まだ先が長いですから、

ぜひ検討、御努力いただきたいというふうに思

います。とりわけ朝の時間は貴重な時間、５

分、10分が本当に大事なんです。７年余に及

び、渋滞で失われた時間は、大きな損失にもつ

ながります。こうした住民の切実さを十分受け

とめていただきたいというふうに思いますの

で、ぜひ知事からの御助言もいただけるとあり

がたいと思いますが、いかがでしょうか。

償還の問題ということ○知事（河野俊嗣君）

で、現在、渋滞が生じ、県民の皆さんの生活に

いろんな問題が生じている、大変心苦しく思っ

ておるところでございます。ただ、これまでも

答弁申し上げましたように、交通量の状況調査

も行うわけでございます。交通の状況が変わっ

た直後に伴う今の渋滞というのがそのまま続く

のか、それとも、県民の皆さんの理解が進むこ

とによって、その時間帯の分散だとか、通るル

ートによって渋滞が幾らか緩和されるのか、さ

らには、いろんな通行帯の工夫などにより、そ

の渋滞を緩和するような工夫というのは可能な

のか、そういったところもしっかり考える必要

がありまして、渋滞解消か無料化かという、こ

ういう対立構図ではなしに、さまざまな知恵

を、工夫を凝らすというのも考えられるのでは

ないかというふうに考えておるところでござい

ます。そういう実態等もしっかり踏まえなが

ら、今後の渋滞緩和に向けた取り組みというの

を進めてまいりたいと考えております。

別に対立的に捉えるんじゃ○前屋敷恵美議員

なくて、渋滞解消のための有料道路の開放とい

うことですから、ぜひ前向きに検討していただ

きたいというふうに思います。

今回の質問は、国会と同時進行で県議会が進

みまして、国会は数の力で日本の国のあり方を

変え、国民の自由に生きる権利すら奪おうとす

る国家機密法の強行がもろに迫ってくる中での

質問となりました。機密法問題やオスプレイ、

そしてカジノの問題、原発問題、いずれも国政

との密接なかかわりのあるものばかりです。県

民が本当に安心して暮らせる県政にするために

も、知事のよって立つ位置が問われることだと

いうふうに思っています。知事選出馬の意向を

明確に示されました。なおさらのこと、県民の

利益を第一に考えて、行政に携わる姿勢が求め

られるというふうに思います。県民のために

は、ならぬものはならぬ、この理性と勇気を

持って、県民の立場に立って県政に当たってい

ただきますよう強く要望いたしまして、質問を

終わらせていただきます。ありがとうございま

した。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○福田作弥議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時46分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を○丸山裕次郎副議長

平成25年12月2日(月)
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開きます。

次は、太田清海議員。

〔登壇〕（拍手） 私は、経済○太田清海議員

というものを語るときに、次のような話をよく

引き合いに出してきました。ある藩の家老が家

来を引き連れて、夜中、橋の上を歩いていると

きのことでした。家老は石につまずき、懐に忍

ばせておいた10両のお金を川の中に落としてし

まいました。家老は家来に命じ、近くのお百姓

さんたちを集め、たいまつをともし、川の中を

さらわせました。幸いにも10両のお金は見つ

かったのですが、たいまつ代やお百姓さんたち

に支払った代金がちょうど10両かかってしまっ

たため、家来たちは、「うちの家老は経済観念

がない。10両の金を捜すのに10両使ってしまう

とは」と、ばかにしました。それを聞いた家老

は、「ちょっと待て。確かに10両の金を捜すの

に10両使ってしまったのはばかなことかもしれ

ないが、そのことによってたいまつ屋がもう

かったではないか。さらにお百姓さんたちの家

庭が潤ったではないか。これが経済というもの

だ」と言ったそうです。家来たちは一同感服

し、やっぱりうちの家老は偉いとなったそうで

す。その家老は大変真面目な人であったため、

その後、仕事のやり過ぎで最後は疲れてしまっ

て過労で死んだそうです。まあ、こういった話

でありますが、ある敬老会でこの話をしたとこ

ろ、おばあちゃんが私のところにやってきて、

「過労死とはそんな意味だったんですか」と納

得顔で言ってきました。私は逆に、「そんな意

味とはどんな意味ですか」と聞き返したくなり

ました。

少し冗談っぽい話となりましたが、実はこの

話は過労の話ではなく、南北朝の動乱期を扱っ

た古典「太平記」の中に武将青砥藤綱の話とし

て載っています。

そこで質問ですが、宮崎県は、数年前から地

域経済循環システムという考えを打ち出しまし

た。私は、そのとき感動いたしました。という

のは、この循環システムの考えは、私が訴えて

きた家老の話と同じではないかと思ったからで

す。今、国民があえいでいる中で、国の政策の

中にもこの宮崎県の循環システムの思想が生か

されないものかなと思ったほどです。

例えば、格差が拡大する一方で、世の中に使

われずに退蔵、死蔵された超高額所得者の所得

や企業の内部留保金を、税制による所得再配分

でもう一度世の中に還元すれば、国民の適正な

消費活動を促し、デフレ脱却、景気回復につな

がるのではないかと思うからです。御存じのよ

うに、ＧＮＰの６割は消費支出で構成されてい

ます。私が国の税制などにこだわるのは、私が

かつて生活保護者のお世話をするケースワーカ

ーの仕事をして、10円、20円単位のお金に泣い

てきた生活保護者の生活をつぶさに見てきたか

らなのかもしれません。知事に質問いたしま

す。安倍首相が経済団体に行っている賃上げ要

請についてどういう所見、評価を持っておられ

るか伺います。

後の質問は質問者席にて行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

ただいまの家老の話は大変勉強になったとこ

ろでございます。

いわゆるアベノミクスの金融政策や財政政策

によりまして、大企業を中心に企業収益の改善

が見られるなど、全体として景気回復の期待感

も高まっているわけでございます。

このような中、企業収益の改善に伴い、国内
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消費を拡大させ、景気回復をより確かなものに

するため、政府から経済団体への賃上げ要請が

なされているものと認識をしております。

賃金の引き上げにつきましては、個々の企業

の判断で決められるものであり、政府として要

請されるのは異例のことであろうかというふう

に存じておりますが、本県としましては、賃上

げ要請を含め、政府による各種の施策が実行さ

れることにより、本県を初めとする地方圏の景

気や雇用などに好影響をもたらすことを期待し

ているところであります。以上であります。

〔降壇〕

異例のことということで、私○太田清海議員

も異例だなと思って……。しかし、国の成長戦

略を本当に実行するためには、首相みずからが

そこまで言わなくてはならない状況になってい

るんだなと思って その辺が私たちの将来の―

考え方として一致する点が出てくるのではない

かなという思いがして、評価といいますか、ぜ

ひデフレ脱却のためのそういった手法をとって

いただきたいと思っております。

地域経済循環システムというのは、議場だけ

で話されるかなと思っていたんですが、私たち

延岡の選出県会議員、５名おりますが、延岡で

いろんな団体の要望活動を受けたときに、県北

地区の砕石事業協同組合、ここが地域経済循環

システムをぜひやってほしいというような項目

も入っていました。そういう考え方が親しま

れ、そして、そうあってほしいなと思っており

ます。

２つ目の質問であります。平成26年度の当初

予算編成に関して、先ほどの質問とも関連する

んですが、いつも言っていることですけれど

も、財政改革の観点だけでは、県内の経済の活

性化を図ることはなかなか難しいのではない

か、そういうふうに思うんですが、お聞きした

いと思います。

厳しい財政状況が続く○知事（河野俊嗣君）

中でありますので、ふえ続ける社会保障関係費

などに対応しながら、県として必要な行政サー

ビスを安定的に供給していくためには、今後と

も財政改革の取り組みを進めること、そして基

金の取り崩しに頼らない、将来にわたって健全

性が確保される財政構造への転換を図る必要と

いうものは一方で強くあるわけでございます。

ただ、本県としましては、一方で県内経済の

活性化など多くの政策課題を抱えておりますの

で、来年度の予算編成において、「将来の発展

と地域を支える人財づくり」を初めとする３つ

の重点施策を設けるとともに、関連する施策を

積極的に推進するという観点から、県内経済の

活性化や緊急的な防災対策として必要な公共事

業などを対象として、財政改革によるシーリン

グとは別に、特別枠の設置を検討することとし

ておるところであります。

現在、来年度予算の編成作業を進めておると

ころでございますが、限られた財源の中、財政

改革の取り組みを着実に実行しますとともに、

選択と集中の考え方のもと、県が抱える課題に

的確に対応した優先度の高い事業には積極的に

取り組んでまいりたいというふうに考えており

ますし、私からも財政当局にはそのような指示

をしておるところであります。

県が今度、目玉として、フー○太田清海議員

ドビジネス、新エネルギー、メディカルバレー

構想、そういった地域の課題を活性化させてい

こう、そういう取り組みの中でということで、

県の職員の方々が一丸となって一生懸命頑張っ

ておられることについては、私は評価しており

ます。県の中を見たときに、本当に俺たちがこ
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ういう取り組みをすれば活性化するのではない

か、そういう熱意として聞いておりますので、

その評価はするわけですが、ただ、例えば予算

編成方針の中に、いつもこれは使われているか

なと思うんですが、「本県の財政については、

地方交付税の伸びが期待できない中」という、

この表現から始まるわけです。地方交付税の伸

びが期待できない中 ずっと続いて やむ― ―

を得ず縮減、削減、いろんなことをやらざるを

得ないというのが書いてあるわけです。地方交

付税の伸びが期待できない中ということを、こ

こで認めてしまうよりか、地方交付税が伸びな

いじゃなくて、伸ばそうじゃないかという地方

からの声を国に提言していくというような姿勢

が、私は必要だと思います。

知事は、宮崎県を見たときに、フードビジネ

スなり一生懸命取り組んでおられる。しかし、

知事は、宮崎県を見る責任と、国との中間に

立って、国に対して、こうあったら宮崎県、各

県が潤っていくんだよと言うことができる立場

にいらっしゃる。だから、そういう悩みを伝え

ていただきたいと思うんです。

というのは、私たちの会派の髙橋議員がＴＰ

Ｐの問題でこの前、質問しましたけれども、知

事の答えとしては、地方の懸念を十分に踏ま

え、国益を損なうことがないよう交渉に当たっ

てもらいたいということを言われているわけで

す。国の政策であるけれども、やっぱり地方と

してＴＰＰは言わないかんということで要望し

ているわけです。そういう姿勢を何らか地方自

治の確立のために 財政はどうしたら確立す―

るのかということを言う立場に知事はあると思

う。だから言ってほしいという意味で、家老の

話もしたわけです。

最後になりますが、私の持論でありますけれ

ども、地方交付税の総額をふやすために、高額

所得者とか、企業の不公平だなと思われるとこ

ろの税制あたりも、地方からも言っていかない

かんのではないですかということで、国に要望

すべきだということを主張しておりますが、知

事、いかがでしょうか。

地方交付税につきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、所得税を初めとする国税５税の一定割合

が原資となっているわけであります。近年、国

税５税の減収に伴いまして交付税総額も減少

し、臨時財政対策債などで補填される厳しい状

況が続いているということであります。先ほど

の予算編成方針も、まずはそういう厳しい現実

を踏まえて、その上で選択と集中、めり張りを

つけていこう、そのような思いで記載をしてお

るところでございます。

本県のように自主財源に乏しく財政基盤の脆

弱な地方にとりましては、将来にわたって安定

した行財政運営を行っていく上では、地方が必

要とする交付税総額の確保は不可欠でありま

す。まさに、ここが地方財政の一つの基本であ

るというふうに考えておりまして、これまでも

直接あるいは全国知事会などを通じて交付税の

総額の確保というもの、さらには法定率の引き

上げなどを繰り返し求めてきたところでありま

す。この原資を安定的に確保するためには、国

税５税の増収につながる取り組みを進めていく

ことも重要であるというふうに考えておるとこ

ろであります。

立場はいろいろ違いがあるか○太田清海議員

もしれませんが、適正な課税をしていく、本当

に必要なところにはきちっと課税してあげる、

そしてみんなが共存していくというようなこと

が、今から求められると思うんです。税は取る

ものではないと思うんです。いただくんです。
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あるところからいただく、何かそんな感じだろ

うと思うんです。

ただ、今、いわゆる多国籍企業あたりが不当

に安いところにダミー会社をつくって、もうけ

を隠して税逃れをするというような、それに対

してＯＥＣＤが国際的な規制をつくらないかん

のじゃないかというのが、ことしの７月ごろか

ら出されてきていますけれども、やっぱり国際

的にもそういう規制が だんだんみんながそ―

のように目が向いてきた、税のあり方について

はこうしないと国家はやっていけない、地方自

治体はやっていけないということを考えてきて

いるんじゃないでしょうか。私はそう思って、

ＯＥＣＤの流れも言わせていただきました。今

後ともぜひ、その思想でお願いしたいと思って

おります。

次に、非常勤職員の処遇についてお伺いした

いと思います。

非常勤職員の処遇については、私、平成22年

の２月議会でも取り上げて、あのときには、１

年で非常勤職員がかわるというようなことだっ

たが、それはいかんのじゃないですかというこ

とで質問した記憶があります。今現在、県には

非常勤職員は何人いるのか、総務部長にお伺い

したいと思います。

知事部局における○総務部長（四本 孝君）

平成24年度の非常勤職員の任用実績でございま

すが、母子自立支援員、用地調査員、あるいは

比較的勤務日数の少ない統計調査員や県営林監

視員なども含めまして、総数で1,542人となって

おります。

1,542人ですかね。私が平成22○太田清海議員

年でお尋ねしたときは1,317人ということでした

ので、200名ぐらいふえたのかなと思います。

非常勤職員の中で母子自立支援員の任用につ

いて、前回、22年のときには１年限りぐらいで

考えていますというような感じで、それじゃい

けないんじゃないですかと言ったわけですが、

これは継続更新できないのか。聞くところによ

ると、５年とかで切られているというふうにも

聞いたものですから、福祉保健部長にお伺いし

たいと思います。

母子自立支援○福祉保健部長（佐藤健司君）

員は、ひとり親家庭あるいは寡婦の方々が抱え

るさまざまな問題への相談対応など、自立に向

けた支援を業務としておりますが、非常勤職員

でありますことから、その任用期間は１年以内

としております。なお、更新に際しましては、

配置先所属の状況等を勘案し、適切に対応する

こととしております。

配置先の状況を勘案してとい○太田清海議員

うことですが、実は私、手紙をいただきまし

て、母子寡婦関係の仕事をされる人というのは

大体その方自身も母子家庭の方が多いと思うん

ですが、ほとんどそうかもしれませんけれど

も、例えば母子寡婦福祉資金貸付金を貸すかど

うかの判断、これに物すごく負担がかかると思

うんです。この人は返しそうじゃないなと思っ

たときに、あなたの家庭には貸すことはできま

せんという判断をしたとき、家に戻って、断っ

たあの家庭は自殺せんだろうかとか思うわけで

す。そしてまた、貸すとなっても、この人は本

当に返すんだろうかなという思いがあって、県

の財政に負担をかけるんじゃないかという、そ

ういうぎりぎりの選択、判断をせないかん、つ

らい人たちだと思うんです。人の命も助けない

かん。そういう人たちのノウハウというのは、

積み重ねられていくべきものだろうと思うんで

す。そんなに１年とかでかわるものではいけな

いと思うんです。
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聞いてみると、母子自立支援員の仕事に携わ

るときに、当時は65歳まで勤められるというこ

とを県の職員からも言われて、自分の前職をや

めてこの業務に入った人もいるんです。それか

ら、先ほど言った専門職でありますから、いい

かげんなことはできないから、社会福祉主事の

免許も自費で取っているんです。いろんな苦労

をして、この仕事にかけて入ってきている。前

回は、１年ごとにやめさせるということだった

ものだから、びくびくものだったんです。みず

からも中学生、高校生を抱えている、そういう

人を不安定な状態に置くというのはいかがなも

のかなと思うんです。

母子及び寡婦福祉法の第８条には、自立支援

員というのは専門的な仕事だから常勤とするこ

ともできると書いてあるじゃないですか。人事

の問題ですからこれ以上は言いませんが、職場

の状況を聞いてということを伺いましたけれど

も、やっぱり私は聞き方が足らんと思う。ブ

ラック企業じゃないんだから みんな仕事を―

求めて 商工観光労働部だって企業誘致しな―

がら、首切りさせないと思って一生懸命されて

いる全体の業務の中だから、ぜひそこは職場の

実態を十分考えて、この業務は特に継続という

意味を持たせないといけないと思います。常勤

もできるというふうに法律で書いてあるわけで

すから。

知事、副知事、それから総務部長、こういっ

た知事部局で出しておるアクションプランとか

予算編成方針の中で、縮減をしよう、やむを得

ないということを述べられると、末端の職員に

はそれが増長されて伝わって、縮減しなくても

いいところまで思わず切ってしまう可能性があ

る。私はそう思うんです。ぜひ目配りをしてい

ただいて、福祉保健部長も本当に真面目な方で

すから、そういう実態を聞いていただければ何

らかのまた判断が出てくるんじゃないかと思い

ますので、ぜひお願いをしておきたいと思いま

す。

次に、環境森林部長にお伺いしたいと思いま

す。有害鳥獣対策についてでありますが、鳥獣

被害対策支援センターの活動状況及び成果につ

いて、余り知られていないところがあろうかと

思いますので、確認をしておきたいと思いま

す。

鳥獣被害対策○環境森林部長（堀野 誠君）

支援センターにつきましては、県内各地の被害

の実態等を踏まえた、よりきめ細やかで、より

効果的な被害対策を技術面で支援し、被害防止

に迅速に対応するため、昨年４月に設置したも

のであります。

当センターでは、地域特命チームと連携し

て、県内24のモデル集落を中心に、規格外のた

め出荷しない作物を放置しないなど無自覚の餌

づけをやめることや、電気柵の適切な設置等に

ついて、重点的に指導しているところでありま

す。また、マイスターを224名養成し、マイスタ

ーは、それぞれの地域での指導者として鳥獣被

害対策に取り組んでいるところであります。

このような取り組みによりまして、住民の意

識が高まって鳥獣を寄せつけない集落環境の改

善が進み、被害がなくなったモデル集落が出て

くるなど、一定の効果が得られております。

今後とも、地域住民の理解と協力を得なが

ら、鳥獣被害の減少に努めてまいりたいと考え

ております。

わかりました。私も担当者の○太田清海議員

方から「鳥獣被害の対策の手引」というパンフ

レットをいただきました。中を見てみますと、

やっぱり餌づけというのがありますね。無意識
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に餌づけしている。それで有害鳥獣が来ている

んだという、なるほどなと思いました。実は私

も小さい畑を持っているんですが、そこにイノ

シシが出てきたりして全部やられた。だから、

その感覚がわかるような気がいたしました。山

の10頭より田畑の１頭ということで、山で10頭

イノシシをとるよりか、田畑に出てくるやつを

１頭捕らえるだけで大きな効果があるんだとい

うようなことも書いてありますが、なるほどな

と思ったところです。ぜひ、そういった考え方

を広めていただきたいと思っております。

私、地元で聞いたんですが、「地域でシカ捕

獲対策強化事業」の補助金の支払いについて、

遅い、早期に支払いをしてほしいという声が出

てきました。これについてどういうふうになっ

ているのか、お伺いしたいと思います。

「地域でシカ○環境森林部長（堀野 誠君）

捕獲対策強化事業」は、鹿の有害鳥獣捕獲につ

いて、市町村が捕獲者に対して、捕獲頭数に応

じた補助金を支払う場合に、県がその２分の１

を支援するものであります。この事業の補助金

交付要綱では、市町村の申請に基づきまして、

早期の支払いができる規定としておりますの

で、市町村にその周知を図ってまいりたいと考

えております。

要綱をきちっとそのとおりに○太田清海議員

していただいて、内示を早く出していただいて

というのは、ちょっと遅くなると、班長さ―

んがお金を全部持っているんじゃないかという

ような疑心暗鬼に班の中でなったりして、チー

ムワークが崩れてきたりするといけないという

ようなこともありますので、支払いについて

は、一生懸命現場で頑張っているわけですか

ら、よろしくお願いしたいと思います。

次に、４番と５番の質問については、実は、

宮崎のこども対策特別委員会の視察、非常に感

銘を受けた視察でありました。委員長は西村賢

委員長、副委員長は後藤哲朗副委員長でありま

すが、なかなかだなという視察でありました。

そこで、質問してみたいと思うんですが、児

童虐待について、本県では児童虐待の防止等に

関する法律第９条に基づいた立入調査の実績が

あるかどうか。法律が改正されて、強制的に入

ることができますよ、家庭の中に入っていくこ

とができますよという内容でありますが、実績

はいかがでしょうか、福祉保健部長。

児童虐待の防○福祉保健部長（佐藤健司君）

止等に関する法律で、今、議員のお話がありま

したように、児童虐待が行われているおそれが

あると認められるときの対応というものが規定

されておりまして、児童相談所長が行う保護者

への出頭要求、それに応じない場合の立入調

査、立入調査を拒否した場合の再出頭要求、さ

らに、家庭裁判所の許可を得て行う、いわゆる

強制的な立入調査としての臨検・捜索等につい

て規定がなされております。これら一連の手続

は、児童の安全確認に向けた制度の充実を目的

として、平成19年の法改正により追加されたも

のでございますが、本県でこれらの手続に至っ

たことはございません。

事例はないということで、そ○太田清海議員

れは本当に幸いといいますか、よかったことだ

と思います。ただ、隠れている部分とか、事件

が起こってはいけませんので。実は視察先の名

古屋市では、前年、中学２年生が虐待死亡した

という事件が発生して、この法律第９条に基づ

かずに、機動的な児童虐待緊急介入班というの

を６人編成でつくられて、その中には警察官が

１人常駐して、問題があったというところ、い

ろんな家庭を訪問していくわけです。そういう



- 205 -

平成25年12月2日(月)

班をつくって、実際、一時保護した事例とし

て161件あったそうです。法によるやり方ではな

かなかそこに踏み込めないところを、緊急介入

班という、いい意味でさっと動けるような班を

つくったということであります。これは全国に

広めてもいいのではないかなという気がしたも

のですから、これについて県の考えをお伺いし

たいと思います。

名古屋市にお○福祉保健部長（佐藤健司君）

きましては、児童虐待に迅速に対応するため

に、児童虐待緊急介入班といった専門チームを

組織して、警察官を含む６人体制ということで

ございますが、名古屋市内２カ所の児童相談所

に設置されていると聞いております。

本県におきましては、児童虐待の相談等に対

応する場合、専門の班を設けるということでは

なく、地区担当のケースワーカーを中心に、警

察官ＯＢの児童虐待通告対応協力員などが加わ

りまして、安全確認等の初動から一時保護まで

一貫して対応することとしております。

また、本年４月に中央児童相談所に処遇指導

担当を新設して、専門性の高い法的対応に迅速

・的確に対応する体制を整えたところでありま

して、９月には県警察本部と臨検・捜索の合同

研修を行っております。

今後とも、児童虐待への対応の充実に向けま

して、名古屋市の取り組みも参考にしながら、

関係機関と連携、協議を進めてまいります。

虐待問題については、地域地○太田清海議員

域の特殊性もあろうかと思いますので、宮崎県

に即した形を今後とも参考にしながら取り組ん

でいただきたいと思います。

次に、貧困の連鎖問題についてであります

が、私はちょうど１年前の11月議会で、この問

題を釧路市の取り組みということで取り上げて

質問したことがあります。また、この前の９月

議会で右松議員が、この問題を見事に捉えて、

これは埼玉県の事例ですけれども、いわゆる貧

困の連鎖を防ぐために、生活保護を受けている

世帯の中学生に、ボランティアとかいろんな人

を使って勉強を教えていく、そういうやり方を

したらどうかということで質問いたしました。

進学率も、大体97％が通常なんですが、生活保

護世帯では86％程度の進学率が97％に、10％上

がったということなんです。私も直接、埼玉県

のほうに行きまして、なるほど、よく成果が上

がっているな、そうであれば貧困の連鎖という

のが少しずつ変わっていくのではないかなとい

う思いがして、右松議員はよく調べておられる

なということを感じたところであります。

私は、別な視点からお尋ねしたいと思いま

す。ケースワーカーの経験者として生活保護業

務に携わっておられるということで福祉保健部

長、土持総合政策部長もケースワーカーの経験

がおありだと思いますが、きょうは福祉保健部

長のほうに、携わっての所感を伺いたいと思い

ます。

ケースワーカ○福祉保健部長（佐藤健司君）

ーは、私は県庁生活の最初の赴任地が西臼杵支

庁の福祉課でございまして、そちらで経験させ

ていただきました。当時、本当に若さしかな

かったものですから、そこでの３年間は、職場

の先輩、同僚とか、地域の実情に詳しい民生委

員の皆さんに助けていただきながら仕事をした

記憶がございます。

生活保護のケースワークでは、自宅を訪問し

て世帯の実情に応じた指導や助言を行いますけ

れども、身寄りのない単身の高齢者や、離婚し

て幼児を抱えて帰省してきた母子世帯、難病を

患い体力の限界と闘っている傷病者など、真に
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福祉の寄り添った支援が必要な方々がいらっ

しゃる一方で、働ける年齢でありながら、昼間

から飲酒し近隣住民とトラブルを起こす人、あ

るいは体調不良を理由に就労しない人などおり

まして、悩み葛藤しながらの指導の日々であっ

たと記憶をしております。

これらの経験を通じ、私は、保護を受けるべ

き人が受け、保護を受けてはならない人は受け

ないという、是は是、非は非の基本的な姿勢の

大切さを強く認識したところでございます。

私も経験があるんですが、自○太田清海議員

立させたいと思って一生懸命やるんだけれど

も、お酒を飲んだりとか、いろんな方に裏切ら

れたりとかいうことで、思わず、このやろうと

いう思いが出たりしたことは確かにあります。

ケースワーカーと被保護者との関係について、

福祉保健部長にお考えを伺いたいと思います。

生活保護制度○福祉保健部長（佐藤健司君）

は、単に生活に困窮している人に対して最低限

度の生活を保障するだけではなく、積極的に被

保護者の将来における自立の助長を図ることを

目的としております。そのため、ケースワーカ

ーは、被保護者の性格や環境を理解し、世帯に

応じた援助をたゆまず行い、よき相談相手とし

て業務に当たることが求められます。被保護者

は、公的扶助を受ける権利を有する一方で、み

ずから生活の維持向上に努め、法令を遵守する

など、当然に果たすべき責務があります。保護

の実施に当たりましては、ケースワーカーと被

保護者がこれらのことを適切に理解した上で、

相互の信頼関係を築いていくことが最も大切と

考えております。

相互の信頼を築いていくとい○太田清海議員

うことは、私も、心の中で思ったけれども、顔

に出さないというようなやり方とか、いろいろ

したわけですが、悩み葛藤しながらという言葉

も使われましたが、ケースワーカーの皆さん

は、自分の全人格をもって相手と接していかな

いかん仕事でありますし、家庭でもなかなかつ

らい思いをすることもあるわけです。

貧困の連鎖の問題でありますが、教育を施す

施すということはいけませんかね。子供た―

ちに勉強していただく。それで自立に次の世代

はつながるんだということでいうと、ケースワ

ーカーの人は、例えばお父さんに会ったとき

に、子供さんを見て、「勉強しろよ。無料で勉

強できるところがあるからやろうよ」と言って

呼びかけることもできるわけです。子供さんも

含め、自立させようとする意味では、ケースワ

ーカーの仕事としても大変ためになると思いま

す。実際、ケースワーカーの人が勉強を教える

んじゃなくて、ボランティアの人とか大学の教

授、いろんな立場の人たちに来てもらったりで

やるんです。

私も、字が読めない人がいらっしゃるという

ことで、２人ほど出会ったことがあります。そ

の人はどういう生活をしてきたかというと、働

いても、文字が書いてあったら、そこには勤め

られないんです。この機械にさわるなと書いて

あっても読めないから、それだったら仕事をや

めますといって、そんな人とか、障害年金をも

らえるんだけれども、先生が書いてくれた指示

文書が読めないものだから、年金の申請に行か

なかった人、そういう人たちもいます。先生と

いうのは病院の先生なんですが、こういうのを

持って戸籍やらとって市役所に行ってください

ねと、先生が懇切丁寧にメモを書いてその人に

渡したんだけれども、読めないから、そして自

分が読めないということを恥ずかしいから言え

なかった。だから、障害年金ももらえなかった
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んです。私はそれがわかったものですから、恥

ずかしいことはない、堂々と言ったほうがいい

よということでやりながら、障害年金をもらわ

せることができました。

やっぱりいろんな条件の人がいらっしゃいま

すので、子供の学力を１人でも上げていく、そ

ういう取り組みがケースワーカーの中の一つと

してあったらいいなと、そういうふうに思った

ところでありますので、ぜひ埼玉県の例を見て

いただいて取り組んでいただきたいと思ってお

ります。

次に、婚外子規定の見直し問題について、同

じく福祉保健部長にお伺いしたいと思います。

婚外子の問題については、最高裁が９月に、

法のもとの平等を定めた憲法に反するというこ

とで、相続税についても平等にしようではない

かというふうになったようです。母子家庭の利

用が見込まれる県の福祉事業の中で、所得税を

基準として利用料等が設定されているものがあ

るかどうか、お伺いしたいと思います。

福祉保健部に○福祉保健部長（佐藤健司君）

おきましては、所得税を基準として利用料等を

設定しているものとして、児童保護費負担金が

ございます。これは、児童福祉施設等に入所し

た場合に、本人または扶養義務者が、その負担

能力に応じて支払う負担金でございます。

県の場合は少ないなと思った○太田清海議員

んですが、市町村では、保育所に入所する場合

はその人の所得税額が幾らかで額が決まるわけ

です。ところが、婚外子という人の場合は、所

得税法上、お父さんの欄が空白のところとか、

そういう人の場合は寡婦控除というのが認めら

れません。ですから、保育所に入った場合に

は、普通の人と同じような保育料を払わなけれ

ばならないという状況が生まれて、そういった

問題が出てきています。こういうふうに憲法の

規定も裁判所で解釈が変わってきているわけで

すから、今の事業の婚外子に配慮した算定の見

直しはできないのか、お伺いしたいと思いま

す。

児童保護費の○福祉保健部長（佐藤健司君）

負担金の例で申し上げますと、先ほども申し上

げましたように、所得税額で算定されておりま

す。したがいまして、婚外子を育てる未婚の母

子家庭につきましては、所得税における寡婦控

除が適用されないことから、他の母子家庭に比

べまして不利益となる場合も考えられます。こ

のため県では、未婚の母子家庭を所得税法の寡

婦控除の対象とすることについて、九州各県と

連携しながら、国に対して要望しているところ

であります。

わかりました。大変レアなケ○太田清海議員

ースだというふうには伺っております。ぜひま

た、そういったところの不利益がありました

ら、国に要望していただきたいと思っていま

す。

市町村が未婚母子世帯に対して保育料を減免

するというふうになった場合、県として市町村

が減免をしたということに対しての何らかの支

援ができないものか。これは市町村の負担にな

ろうかと思いますので、その場合に県として何

か支援ができないものか、お伺いしたいと思い

ます。

市町村が保育○福祉保健部長（佐藤健司君）

料を減免措置した場合といいますか、その前段

としての減免措置を、国の手続の中でしていた

だけるように持っていくことが重要かなと思っ

ております。この点につきましても、九州各県

と連携しながら、未婚母子家庭の保育料が他の

母子家庭と同等に算定されるように、所得階層
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の認定において、寡婦控除をみなし適用するこ

となどにつきまして、国に今後とも要望してま

いりたいと考えております。

わかりました。国の動きが出○太田清海議員

てきた関係で、そういったことも市町村、県で

も将来出てくる可能性があるかなと思いまし

て、ぜひみなし適用ができるように、法改正に

向けた対応も要望していただきたいと思ってお

ります。

次に、海岸侵食問題について県土整備部長に

お伺いしたいと思います。

地元、長浜海岸、方財海岸の侵食状況は今ど

ういう状況でありますでしょうか。

長浜海岸や○県土整備部長（大田原宣治君）

方財海岸につきましては、毎年、汀線測量や写

真による定点観測を行いまして、侵食状況を確

認しているところでございますが、現在は比較

的安定している状況です。これは、近年、台風

の影響が少なかったこと、また、平成19年度か

ら延岡新港のしゅんせつ土砂を侵食対策として

両海岸に搬入していることなどによるものと考

えております。

比較的安定をしているという○太田清海議員

ことです。これは本会議で私、質問して、その

後にお聞きしたんですが、延岡新港というとこ

ろがあります。そこにたまった砂については、

外に持ち出さずに、両海岸というか、そこに戻

すということで聞いておりますが、もう一回、

正式にお聞きしたいと思います。

延岡新港の○県土整備部長（大田原宣治君）

しゅんせつにつきましては、県と民間企業で

行っておりまして、その土砂は長浜海岸、方財

海岸に養浜しているところでございます。毎

年、しゅんせつを実施する前に、県及び専用岸

壁を保有します民間企業、並びに延岡市の自然

保護所管課を含みます関係各課 これは市の―

文化課、生活環境課でございますが と、時―

期及び養浜箇所並びに土砂運搬方法などを協議

しているところでございます。

わかりました。長浜海岸あた○太田清海議員

りは、昔の先生に聞いてみますと、遠足のとき

には各学校が集まって、ソフトボールの会場を

３カ所ほど、場所の取り合いがあったそうで

す。それくらい広い砂浜があったわけですけれ

ども、今はほとんどソフトボールはできないよ

うな状況になっています。私、現場を見たんで

すが、方財海岸の五ヶ瀬川河口付近において、

大規模な土砂の採取が行われているようであり

ます。その規模や内容について、仕組みを伺い

たいと思います。

五ヶ瀬川河○県土整備部長（大田原宣治君）

口での土砂採取につきましては、当該箇所が、

国管理の河川と県管理の港湾の重複区間であり

ますことから、国が砂利採取法による認可と河

川法の許可を行いまして、県が港湾法の許可を

行っているところであります。なお、土砂採取

に係ります料金は、法の規定により、都道府県

に帰属することとなっておりまして、宮崎県港

湾管理条例により県が徴収しております。この

土砂採取につきましては、骨材供給の目的のた

めに実施されているもので、平成25年度は、面

積が約１万3,000平方メートルで、数量にして５

万4,000立方メートルの規模となっております。

そういう事業が行われている○太田清海議員

ようですが、今、説明がありましたけれども、

５万4,000立米はどれだけになるかといった

ら、30メートル幅、深さ１メートル、海岸沿

い1.8キロメートルの砂をとるわけです。かなり

な砂をとる。そうなってくると、私は現場も見

たんですが、長浜海岸のちょうど砂州みたいな
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ところをとって、河口付近をとっているという

んですが、あそこはテトラポットがあって、砂

がどんどんそちらに落ち込んでいるんです。そ

れを取り上げると、また方財海岸の砂がどんど

んテトラポットの間をすり抜けて落ち込んでい

くんじゃないか、やっぱりそれも海岸に影響を

与えるんじゃないかと思って、方財海岸の保全

をどうするのか、県としてどう取り組んでいる

のか、お伺いしたいと思います。

海岸部での○県土整備部長（大田原宣治君）

砂の移動につきましては、河川や波浪、潮流の

作用など、さまざまな要因がありますことか

ら、土砂採取と砂の流出の因果関係を特定する

ことは、非常に困難ではないかと考えておりま

すが、方財海岸の保全につきましては、重要な

課題と認識しているところです。

このため、先ほど答弁いたしましたとおり、

現在、侵食対策として、延岡新港のしゅんせつ

土砂を方財海岸に搬入しておりまして、今後

は、この対策に加え、陸側からの現地調査や、

船上からの流砂状況の確認のほか、詳細な測量

を定期的に実施することによりまして、海岸状

況の正確な把握に努め、引き続き方財海岸の保

全に努めてまいりたいと考えております。

わかりました。調査をぜひ○太田清海議員

やっていただきたいと思います。船の上から調

査をされると言われましたが、それを見ると砂

がどんどん流れているのがわかるんです。ぜ

ひ、調査をお願いしたいと思います。

「一浜いじれば七浜たたる」という言葉があ

ります。余り自然を変えちゃいかんわけだけれ

ども、一つの方法として、テトラポットのすき

間のところに矢板を打ち込むとか、何かそうい

う形でやると、大分、県の予算も使わずに済む

んじゃないかなというような気もいたしますの

で、検討をお願いしたいと思います。

次に、地域防災計画についてお伺いします。

福祉避難所の設置状況についてどういう状況

か、お伺いいたします。

福祉避難所○福祉保健部長（佐藤健司君）

は、一般的な避難所では生活に支障を来す高齢

者や障がい者等の方々のために設置されている

二次的な避難所でございまして、市町村があら

かじめ指定し、災害発生時に必要に応じて設置

されるということになっております。本年度、

新たに18施設が設置され、現在、18市町で69施

設が設置されておりまして、その内訳は、46施

設が高齢者施設、９施設が障がい者施設などと

なっております。

県といたしましては、全市町村において福祉

避難所が指定されるよう、また既に指定されて

いる市町につきましても、指定施設数の増加が

図られますよう、積極的に働きかけていくとと

もに、支援物資の備蓄や備品の整備等について

支援してまいりたいと考えております。

わかりました。○太田清海議員

危機管理統括監のほうにもお伺いしたいと思

いますが、今後、津波だと思うんですね。私も

列車通勤をしておるんですが、橋の上に行った

ときに地震が来たらどうしようかなと思った

り、川の中に落ち込んだらそのまま棺おけに

なってしまうというようなことで不安でありま

す。津波というのはどこで起こるかわかりませ

んし、夜起こるかもしれない。自分が勤めてい

る先の海岸沿いで起こるかもしれないとなる

と、本当に津波というのはわからないものだか

ら、民間の津波避難ビルとか、誰でも駆け込み

やすいような、そういうところの設置をしたら

どうかと思うんですが、課題についてお伺いし

たいと思います。
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南海トラ○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

フ巨大地震における津波対策につきましては、

本年２月に公表いたしました津波浸水予測図に

基づき、沿岸の市町において、避難場所や避難

路の確保等に取り組んでいただいているところ

でございます。

その中で、今御案内いただきました津波避難

ビルにつきましては、公的施設と民間施設を含

め、東日本大震災前には県内で９カ所しかな

かったところですけれども、今年10月末時点

で494カ所となっており、一定の進捗が図られて

いるという現状にございます。

しかしながら、課題もございまして、適切な

建物がない地域や、仮にあっても同意が得られ

ないというケースもあり、決して十分とは言え

ない状況にございます。特に、民間のマンショ

ン等の場合、セキュリティー上の問題から居住

者や管理者が難色を示したり、外部から侵入で

きるような施設改修に費用が発生するなど、数

々の課題があると聞いているところでありま

す。

県といたしましては、今年度設置いたしまし

た大規模災害対策基金を活用し、避難場所や避

難路確保に対する補助制度を創設したほか、沿

岸の市町と津波対策推進協議会を設けまして、

情報交換や先進地調査などを実施しているとこ

ろでございます。

今後、南海トラフ地震対策の特別措置法に基

づいて示される支援施策も活用しながら、津波

避難ビルを初めといたしました避難対策の充実

を図ってまいりたいと考えております。

わかりました。避難ビルの充○太田清海議員

実をということであります。証券会社は大きな

ところがありますが、あそこに逃げ込んだらい

いなというような、そういうところとの協定

を、難しいところもあるんだろうと思います

が、ぜひお願いしたいと思います。

次に、教育長のほうにお伺いしたいと思いま

す。労働法に関する教育についてであります

が、私もいろいろ今、労災の適用をしてくれな

いとか、首切りをさせられようとしているとこ

ろとか、いっぱい相談を受けます。弁護士のと

ころにも行ったことがあります。そういった労

働法の教育について、教育現場でどうなってい

るのか、取り組み状況をお伺いしたいと思いま

す。

高等学校の状況をお○教育長（飛田 洋君）

話しさせていただきますが、一人一人の子供た

ちが自立した社会人となって、希望を持ってき

ちんと働けるということは大切なことでありま

すので、そのような視点から、労働法規を含む

労働に関する教育は大変重要であると考えてお

ります。

高等学校では、主に公民科、家庭科におい

て、労働基準法や労働組合法、労働契約法など

に定める労働者の権利、フリーターや派遣労

働、過労死など、労働法規や雇用に関する労働

問題などを学んでおります。また、保健の授業

においても、労働者の安全と衛生について学習

をしております。さらに、ほとんどの高等学校

においては、大学や企業、ハローワークなどか

ら外部講師を招いて、職業に関する講話を実施

しており、「ワークルールの基礎知識」という

テーマを設定するなど、労働法規に関する講話

を行っている学校もございます。

今後とも、これから就職する子供たちが、未

来社会の形成者としてしっかりと働くことがで

きるよう、これらの学習が充実したものになる

ように努めてまいりたいと考えております。

わかりました。７・５・３問○太田清海議員
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題とかありまして、子供の側が、そういう教育

が十分でなければ泣き寝入りするというような

ことも生まれますので、ぜひお願いしたいと思

います。

それから、10番、11番については一括質問し

たいと思います。

建設工事における入札参加資格の認定におい

て、公益法人等が実施する研修会や講習会等へ

の参加実績に応じて加点をしておりますけれど

も、県電業協会が実施する講習会についても対

象としてはどうかということと、県道古江丸市

尾線の、これは北浦の市振地区でありますが、

未改良区間の整備についてお伺いしたいと思い

ます。

まず、県電○県土整備部長（大田原宣治君）

業協会の実施する講習会についてでございま

す。建設工事などの入札参加資格審査につきま

しては、技術と経営にすぐれた建設業者を育成

する観点から、専門技術などの向上を目的とし

た団体が実施します研修会や講習会の受講実績

を評価の対象としているところです。お尋ねの

講習会につきましても、御相談があれば、研修

内容や実施状況等を確認させていただいた上で

検討してまいりたいと考えております。

次に、道路整備についてでございます。県道

古江丸市尾線の市振西地区の約200メーターの未

改良区間につきましては、幅員が狭く、歩道も

設置されていない状況にありますが、当区間は

通学路にも指定されておりまして、安全の確保

の観点などからも、道路整備の必要性は認識し

ているところでございます。このため、御質問

の未改良区間につきましては、ほかの事業箇所

の進捗状況等を勘案しまして、今後検討してま

いりたいと考えております。

10番と11番の質問について○太田清海議員

は、地元の団体と相談をして、延岡の選出の５

名の県会議員と懇談会を持ちまして質問したも

のであります。今回、河野哲也議員と後藤議員

は質問がありませんでしたが、５名の総意とし

て質問したつもりであります。どうぞよろしく

お願いいたしたいと思います。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

以上で本日の質問は終わ○丸山裕次郎副議長

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１時53分散会


