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◎ 一般質問

○押川修一郎副議長 ただいまの出席議員36名

であります。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、渡

辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。県民連合宮崎の渡辺創です。新しい

週のトップバッターを務めさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。

昨日までの３連休は、各地で敬老会が開催さ

れました。私がお邪魔をした敬老会も、高齢化

社会を反映して、ほとんどが75歳以上の方々が

対象という敬老会でした。来年は太平洋戦争終

戦から70年を迎えます。対象者の方々は、いず

れも戦火をくぐり抜け、戦後の混乱期、そして

今の礎をつくった高度成長期、さらに失われ

た20年と、さまざまな時代を過ごしてこられた

わけです。いろいろな体験談を伺いましたが、

改めて不戦の誓いを新たにし、立憲主義のもと

民主主義を守り、平和な社会の構築に取り組む

ことの重要性を実感したところでありました。

さて、今回の一般質問では、県政課題のポイ

ントをできるだけわかりやすく整理することに

重きを置いて、幾つかの分野について質問をし

てまいります。特に河野知事は、既に出馬表明

をしていらっしゃる県知事選挙を12月に控えて

いらっしゃいます。ぜひ明快な御答弁をいただ

き、県民の選択に資するやりとりにしていただ

きたいというふうに考えております。

いよいよ知事選のスタートまで、本日を含め

残すところ79日となりました。知事におかれま

しては、県政トップとしての公務をこなしなが

ら、選挙に向けた体制づくりに奔走され、さら

に、先日発覚した政治資金問題の対応と、なか

なか落ち着かない時間を過ごされているのでは

ないかと想像いたします。地元紙、宮崎日日新

聞では、「政治と県民をつなぐ」と銘打った知

事選企画もスタートいたしました。県民の間に

なかなか浸透しない地方自治の実像、存在感の

薄い政治リーダーのあり方などを問う大型企画

ではないかと、今後の紙面展開にも期待をする

ところです。

さて、この企画の中で、県知事選への関心が

低い層の意見として、「誰が知事になっても変

わらない」「知事がどんな人で、宮崎にどんな

影響を与えているのかわからない」との意見が

披露されています。また、若い世代へのアンケ

ートからは、知事に人柄とリーダーシップとい

う資質を強く求めていることが浮き彫りになっ

ています。この企画等を読まれて、知事もさま

ざまな御感想を持たれたのではないかというふ

うに思いますけれども、ぜひこの機会に、１期

４年を振り返り、県政運営に関してみずからが

果たされた役割と、そして今の宮崎に必要なリ

ーダーのあり方についての御所見をお伺いいた

します。

また、両副知事にも、それぞれ御就任以降、

宮崎県としては初めての副知事２人制の中で、

河野知事を支えてこられた取り組みについて、

それぞれのお立場からの総括をお伺いいたしま

す。

本来であれば、壇上の質問はここまでとする

予定でしたが、先週末以降、どうしても理解に

苦しむ事態を県内の街角で見かけます。細かい

通告はしておりませんが、知事に確認をさせて

いただきたいと思います。

先週の県議会代表質問終了直後から、宮崎市

平成26年９月16日(火)
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内では、知事の名前と顔写真が現職の衆議院議

員と並んだ自民党演説会の告知ポスターを見か

けるようになりました。この手の告知ポスター

は、政治活動にかかわる者の間では、２連ポス

ターと呼ばれるものです。通常、選挙に出馬表

明している場合、選挙予定日から６カ月を切る

と、外向きのポスター掲示はできません。ただ

し、政党活動に限って、演説会の告知等であれ

ば、厳密なルールの範囲で外向きのポスター掲

示ができるというものです。通常は、国政選挙

や地方選において、政党所属の議員や候補予定

者が行う活動というのが一般的であると私は認

識しています。

今回、私は、このポスターに強い違和感を覚

えました。政治活動の自由は担保されるべき重

要な原則ですので、知事選に当たって推薦を決

めた自民党の皆さんが、知事と街頭演説を行お

うという自由民主党の政治活動については、何

も申すことはございません。しかし、知事は、

昨年の出馬表明以降、一党一派に偏ることな

く、広く知事の政治手法、そして政策的方向性

の理解を広げるとの姿勢で、さまざまな経済団

体や労働団体、また、前回は求めなかった各政

党への推薦要請なども行ってきたのではなかっ

たでしょうか。まさか現職の衆議院議員が、知

事サイドの許可も得ずに、勝手に演説会の告知

ポスターを展開するということはないと考えま

す。

先日の代表質問では、自民党県議団の登壇者

から、「自民党の推薦を得たのだから、自民党

の重要理念には十分な理解を」という趣旨の発

言がありました。また、自民党公認での知事選

出馬を促される場面もありました。政権与党の

自民党としっかりとした関係を築くことは、客

観的に考えて、現職知事の判断として決して間

違っているとは思いません。しかし、知事がこ

れまで繰り返してきた幅広い理解と支援という

のは、言葉遊びでしかなかったのでしょうか。

この際、はっきりとお伺いいたします。まさ

かとは思いますが、河野知事は自民党からの推

薦を得るに当たり、自民党籍を取得されたこと

がないのか。また、12月の選挙に向けて、各党

への推薦願を提出された意味は、目的は何だっ

たのか。さらに、今回指摘したポスターに掲示

があるとおり、知事選終了後の12月27日午後３

時から、宮崎市の山形屋前交差点において、自

民党第１区総支部が主催する演説会に弁士とし

て登壇されるのか、明快な御答弁をいただきた

いと思います。

以上で壇上からの質問を終え、残余の質問は

自席から行います。御答弁のほどよろしくお願

いいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

まず、１期目４年間の県政運営に係る自己分

析と、今の宮崎に必要なリーダーについてであ

ります。この４年間を振り返りますと、任期前

半は、口蹄疫からの再生・復興に全力を傾け、

宮崎牛の日本一２連覇など、復興に一定の道筋

をつけたところであります。任期後半となる昨

年度からは、復興から新たな成長へと軸足を移

し、フードビジネスの推進や東アジア市場開拓

などの成長産業の育成加速化に加えまして、ド

クターヘリやドクターカーの導入、また、日南

病院における地域総合医育成サテライトセンタ

ーの開設など地域医療体制の充実、さらには、

悲願の東九州自動車道延岡―宮崎間の開通な

ど、今後の発展の芽を育てることができたので

はないかと自負しております。

こうした新たな飛躍のときを迎えようとして
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いる今の宮崎でありますが、一方で、本格的な

人口減少社会の到来による地域活力や生産力の

低下、また、地域間競争や国際競争の激化な

ど、本県を取り巻く環境は厳しさを増している

ものと考えております。このような中で、本県

をさらなる前進へと導くリーダーには、将来を

見通した明確なビジョンを示す構想力と、その

ための道筋を示し、確実に実行していく実行力

が求められているものと考えております。今後

とも、これまでの実績を踏まえ、将来の確かな

見通しを持って果敢に決断し、強いリーダー

シップを持って県政運営に当たってまいりたい

と考えております。

次に、政党への推薦願などについてでありま

す。まず、私は、自民党籍は取得しておりませ

ん。また、私は、基本的な政治姿勢として、対

話と協働を掲げております。県民の皆様、また

市町村、経済団体などと、いろいろな形で連携

を図ることとしております。このため現在、各

政党に推薦をお願いしております。また、12月

の演説会につきましては、自由民主党から弁士

として登壇の依頼を受けているところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

○副知事（稲用博美君）〔登壇〕 お答えいた

します。

副知事を拝命して１年半がたちましたけれど

も、私に課せられた役割の一つは、知事が県民

との対話、そして国等への要望活動、さらには

国内外でのトップセールスなど、存分に行動で

きるように、内務をしっかりと取りまとめるこ

とだというふうに思っています。この点に関し

ましては、先ほど知事が述べられましたよう

に、一定の成果につながっているということ

で、それなりに役割は果たしたのではないかと

いうふうに思っているところです。しかしなが

ら、もう一つの役割であります、県議会、市町

村、関係団体との意思疎通、意見交換など、調

整力を図っていくということに関しましては、

まだまだ十分ではないというふうに思っている

ところです。残りの期間、知事が脇を固め、県

議会を初め、市町村、関係団体、そして県職員

と一枚岩となって宮崎の新時代を築いていく、

その補佐役としての務めをしっかりと果たして

まいりたいというふうに考えています。以上で

ございます。〔降壇〕

○副知事（内田欽也君）〔登壇〕 お答えいた

します。

国とのパイプ役やインフラ整備の推進などの

役割を果たすため、これまで自分の経験や人脈

などを生かしながら、全力で取り組んでまいり

ました。その中で、延岡―宮崎間が１本の高速

道路でつながるなど、高速道路網の整備促進や

入札契約制度の改善、また、知事からの指示を

受け、東京オリンピック・パラリンピック大会

に向けた宮崎ならではのおもてなしのあり方を

テーマとして、庁内で政策論議を行い、新たな

プロジェクトが始まるなど、一定の成果を出す

ことができたものと考えております。さらに、

対話と協働という知事の方針のもと、できるだ

け現場に足を運び、農業や商工業、建設業な

ど、さまざまな分野の方々との意見交換にも努

めてきたところであり、その場でお聞きした意

見なども踏まえ、産業の振興にもさらに力を注

いでまいります。今後とも、県職員とともに、

宮崎のポテンシャルを生かした政策立案や地方

の声を反映させた国への政策提言を行ってまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○渡辺 創議員 御答弁ありがとうございまし

た。この件については、今、知事、副知事に御
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答弁いただいた内容で、これ以上の質問はいた

しません。

次に移りますが、知事選に向けましては、

今、出馬表明されているお二人のほかに、東国

原前知事の名前も取り沙汰されております。果

たして、それがちまたのうわさ話なのか、本当

に立候補されるお考えがあるのか、現時点では

わかりません。しかし、ある種の待望論やその

動静が新聞でも報道されるような状況にありま

す。今回の政治資金の提供問題でも、河野知事

が前回選挙の際に、東国原氏サイドから支援者

を紹介されていたということが明らかになった

わけですが、もし仮に東国原氏が出馬されたと

すれば、一般的には東国原氏の後継と理解され

てきた河野知事と争うということになります。

素直に考えれば、託したはずの河野県政に何ら

かの不満があるからということになるのでしょ

うか。いずれにせよ、県民にとっては、県民の

選択は戸惑いを伴ったものになるかもしれませ

ん。このような状況だからこそ、改めて東国原

前県政の総括が必要ではないかというふうに考

えます。河野知事も、副知事という重要な役割

を果たしてこられたお立場ではありますけれど

も、ぜひ、この件につきまして、改めて知事の

御認識をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 前県政におきまして

は、官製談合事件で生じた県政への信頼回復が

課題となる状況の中で、本県や県産品のＰＲと

いう意味で、成果を上げたものというふうに考

えておるところでございます。一方で、県政運

営や施策の実施に当たりましては、国や市町

村、また関係団体の皆様との関係において、多

少なりとも距離感があり、宮崎全体としてしっ

かりまとまって進んでいく、そのような体制と

いうものに乏しかったのではないか、そのよう

な点に課題があったのではないかというふうに

受けとめておるところであります。

○渡辺 創議員 以前に質問したときよりも明

快なお答えが今いただけたのかなと思っており

ますが、３年前の６月議会一般質問で、私は、

県庁内に設置されていました東国原前知事の人

形やパネルを「精神的依存の象徴ではないか」

というふうに指摘させていただいて、撤去を提

案いたしました。その際に、やりとりの中で、

知事はみずからの県政の位置づけを「東国原県

政の発展的継承」と位置づけられたというふう

に私は記憶しております。今、総括の御答弁も

ありましたけれども、３年半がたった今の時点

でも、東国原県政の発展的継承という位置づけ

は変わらないというふうにお考えになっている

のか、それとも新しい考え方の軸をお持ちに

なっているのか、お考えをお伺いしたいと思い

ます。

○知事（河野俊嗣君） 就任直後のさまざまな

表現はあったかというふうに思っております

が、基本的な私の政治信条、考え方といいます

のは、前県政を含め、これまでの脈々とつなが

れてきた県政というものを受けとめるというこ

とであります。その長年にわたる県政の取り組

みをしっかりと引き継ぎ、一方で見直すべきと

ころは見直し、そして県民の力を結集して真に

豊かな宮崎を築いてまいりたい、そのような考

えでございます。昨年、置県130年を迎えたとき

におきましても、長きにわたる先人の努力に感

謝の思いを持ち、しっかりと受けとめ、そし

て、それをさらによいものにして将来に託して

いくんだ、その役割を果たしていくというのが

私の基本的な考えでございます。

○渡辺 創議員 御答弁ありがとうございまし

た。東国原前知事の動向を含め、はっきりとし
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ない状況のもとで、お答えづらいことをお伺い

したということは、私もしっかりと自覚してい

るところです。しかし、県知事選を控えて、宮

崎県のこれからを問うという非常に大事な時期

を迎えていると思います。ぜひ河野知事には、

河野俊嗣、河野県政という軸を、旗をしっかり

とこの宮崎に立てる、そういう意識で、みずか

らの姿勢を県民の皆様にわかりやすくお示しい

ただきたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

それでは、テーマを観光振興に移します。

県は、アジア戦略の鍵となる香港との定期路

線開設やＭＩＣＥの積極的誘致など、観光宮崎

の再建に向けた取り組みを進めていますが、観

光宮崎の復活にかける知事の思いをお伺いした

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 観光というものは、宿

泊や飲食業を初め、交通運輸、農林水産業な

ど、多岐にわたる裾野の広い産業であるという

ふうに認識しております。本格的な人口減少・

高齢化社会を迎えまして、とりわけ成長が著し

い東アジアなどの活力を取り込むことは、本県

経済の活性化を図る上で、極めて重要だと考え

ております。このため、新たに観光振興条例の

制定に取り組みますとともに、アジアのハブ空

港と結ぶ国際定期便の充実・強化や、大型クル

ーズ船の受け入れ環境の整備などに取り組んで

いるところであります。また、2020年東京オリ

ンピック・パラリンピックの開催は、国の訪日

外国人旅行者の倍増に向けた取り組みととも

に、本県の「食」、また歴史・文化などの魅力

を世界に発信する絶好の機会になるのではない

かと受けとめております。

本県でも、「みやざき東京オリンピック・パ

ラリンピックおもてなしプロジェクト」をスタ

ートさせまして、スポーツランドみやざきの推

進やＭＩＣＥの誘致強化、観光資源のより一層

の磨き上げに取り組み、世界に誇れる「日本一

のおもてなし」を構築したいと考えておりま

す。また、こうした取り組みを、官民が緊密に

連携し、「オールみやざき」の体制で推進して

いくことが最も重要であるというふうに考えて

おりまして、観光振興を、本県の未来、また発

展を築く上での重要な施策の一つの柱として推

進してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 観光宮崎の復活の一つの鍵

が、国際会議や企業等のインセンティブ旅行、

展示会など大規模な集客が見込めるイベントの

誘致、つまりＭＩＣＥの誘致ということになる

かと思います。国も観光立国実現の柱の一つと

いうふうに位置づけておりますけれども、一方

で、ＭＩＣＥに積極的な姿勢を示している自治

体というのは非常に多いわけで、まさに地域間

競争も厳しさを増すはずです。そこで、ＭＩＣ

Ｅをめぐる環境をいかに認識しているのか。ま

た、県としての今後の取り組みを商工観光労働

部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） ＭＩＣＥ

は、一般的な観光に比べ経済効果が大きく、ビ

ジネス機会の創出や都市ブランド力の向上にも

つながることから、国においては、観光立国実

現に向けた主要な柱の一つとして位置づけてい

るところであります。また、国際会議の開催件

数も、今後、拡大を続けると見込まれておりま

すことから、各地で次々に受け入れ施設の整備

が進められるなど、誘致競争が激しくなってお

ります。このため、県といたしましては、今年

度、ＭＩＣＥ誘致を重点施策に位置づけ、誘致

の主体となるみやざき観光コンベンション協会

に専任の職員を配置しますとともに、事務所を
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９月１日に関係団体が入居しているＫＩＴＥＮ

ビルへ移転することにより、これまで以上に、

官民協働での誘致促進や受け入れ環境の充実・

強化を図ったところであります。

また、昨年度は、延べ約２万人が参加した日

本消化器外科学会が開催されるなど、これまで

の豊富な受け入れ実績や会議場及びホテルが一

体的に整備された受け入れ施設、ゴルフや風光

明媚な観光地など、充実したアフターコンベン

ションメニュー等の優位性を十分に生かし、Ｍ

ＩＣＥの誘致促進に積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

○渡辺 創議員 先日、県は、2016年の先進国

首脳会談（サミット）の閣僚会合の誘致に取り

組むことを表明されました。東京オリンピック

を前に、宮崎の全体的な知名度を上げるととも

に、ＭＩＣＥ推進の立場で見ても、国際会議都

市としての都市価値を高めるという狙いがある

のではないかというふうに想像しますけれど

も、基本的な考え方を総合政策部長にお伺いし

ます。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 2016年日本

開催予定の主要国首脳会議でございますけれど

も、最も注目度の高い国際会議でございまし

て、それに合わせて開催される閣僚会合も、本

県の魅力を国内外に発信していく絶好の機会と

して、また、今後のＭＩＣＥ誘致に向けての大

きなステップになるものと考えております。ま

た、今回の誘致活動は、今後の本県の海外戦略

上、極めて重要となる外国人へのおもてなし環

境の充実へとつながっていくものとも期待して

いるところでございます。

なお、報道によりますと、これまで正式に誘

致表明を行った自治体は、かなりの数に上るよ

うでございまして、厳しい競争になるものと思

われますが、2000年宮崎外相会合の成功という

大きな実績、また宮崎ならではの歴史・文化・

自然など、魅力と強みを生かし、本県での開催

の実現に向けて、関係団体とも連携して取り組

んでまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 そのＭＩＣＥ推進の観点とも

密接にかかわるのが、統合型リゾート（ＩＲ）

の問題だと思います。報道等によれば、現在、

国会では推進法案が審議されておりまして、秋

の臨時国会で可決する可能性もあるというふう

に伝えられております。仮に成立し、最短のス

ケジュールで進めば、2016年度にも区域選定が

スタートする可能性もあるということのようで

すが、県でもこれまでに、知事、副知事を含め

職員の方々が、シンガポールや韓国、マカオな

どに視察に行かれております。これまで県議会

の中でもさまざまな議論があったところです

が、この機会に改めて、特にカジノの問題につ

いて、そのメリット・デメリットについて、知

事の認識をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今の御質問のカジノに

ついてでございますが、ことし６月の国会審議

などでも、さまざまなメリット・デメリット、

議論がなされておるところでございます。メ

リットにつきましては、施設整備に伴う建設需

要、雇用創出、国内外の観光客の増加による経

済効果、カジノ収益による財政改善が期待され

ているということでございます。また、デメ

リットにつきましては、ギャンブル依存症、治

安維持、青少年の健全育成、マネーロンダリン

グのおそれなどとされているところでありま

す。

○渡辺 創議員 知事に確認をさせていただき

たいと思いますけれども、これまでの議会答弁

の中で、知事は「前向きに検討する」という答



- 214 -

平成26年９月16日(火)

弁を繰り返していらっしゃるかと思いますが、

では、今御指摘にもあったようなリスクが仮に

なくなれば、もしくは想定できる一定程度の範

囲におさまるという判断ができる状況になれ

ば、河野知事はカジノが今後の宮崎に必要と判

断しているというふうに受けとめてもよろしい

のでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） ＩＲにつきましては、

今答弁しましたように、治安、依存症対策な

ど、さまざまな課題があるものと認識してお

り、今後、健全性・安全性の確保や地方財政に

配慮した制度設計等がなされるのかということ

について、引き続き、関心を持って情報収集に

努めてまいりたいと考えておるところでござい

ます。まずは、これらの諸課題に対する十分な

解決策が講じられることが、本県におけるＩＲ

実現に向けて必要な条件であるというふうに考

えておるところでございますが、それだけを

もって十分であるということにはならないと考

えております。まずは、そこが必要な前提であ

ろうかと考えております。

○渡辺 創議員 なかなか質問の趣旨として

は、はっきりとしたお答えということにはなら

ないかと思いますが、いろいろと御検討いただ

いて、知事のお考えについては、一定程度理解

ができたところかというふうに思います。

私は、個人的には全くギャンブルに興味があ

りませんが、この間、ＩＲについて、多少なり

勉強させていただいてきました。その中で、ど

うしてもカジノだけに耳目が集まりますけれど

も、ＩＲの本来の狙いというのは、さまざまな

観光資源、むしろ集客資源と言ってもいいかも

しれませんが、それを多分野にわたって用意す

ることによって、いかに集客の効果を上げ、経

済効果を高めようとするかというところにある

んだろうと思います。カジノは、その中のさま

ざまな集客資源の一つだということではないか

と整理をしているところです。

そのことも踏まえた上で、仮に宮崎で実現可

能なイメージを具体化させると、私は、そのイ

メージというのは、かなり限られたものになる

のではないかというふうに思うところです。具

体的に言えば、ラスベガスやマカオのような街

ごとがカジノ都市というような都市の構成とい

うのは考えることができないというのが宮崎の

現状です。本県で考えられるのは、大規模投資

を伴う都市型のカジノではなくて、既存施設を

活用した、いわゆる地方型のカジノではないか

と思います。そうなれば施設規模も当然限られ

ますし、そのカジノ一つで宮崎の経済構造を根

本から変える規模にはならないというふうに私

は思いますけれども、今述べました考え方につ

いて、知事の所見をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ＩＲにつきましては、

まさに御指摘のとおりでございまして、統合型

リゾートと言われるように、どうしてもカジノ

だけに注目が集まるわけでございますが、それ

も含めたさまざまな魅力というものを提供する

統合的なリゾートであるということでございま

す。ラスベガス、マカオ、さまざまあるわけで

ありますが、各地における統合型リゾートのあ

り方として、カジノの収益とそれ以外の収益が

それぞれの地域によってかなり違う、また、都

市型、地方型、さまざまなパターンがあるとい

うことであろうかというふうに思います。現

在、秋の臨時国会での審議が始まるという状況

の中で、想定されております大規模な投資を伴

う都市型以外に、既存施設を生かした、地方で

も実現可能なものがあるのかということについ

て、注視しておるところでございます。
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○渡辺 創議員 私は、カジノ問題は、とても

難しい判断を伴うことになるというふうに思い

ます。効果云々の議論の前に、絶対に推進すべ

きだというお考えの方もいらっしゃると思いま

すし、絶対に反対という、両極のお考えの方が

必ずいらっしゃる問題だと思います。そして、

多数の県民は、その具体像が抱けずにいるとい

うのが実際の姿ではないかというふうに私は感

じています。

仮に既存施設の活用となれば、唯一想定され

るリゾート施設は、私の地元であります宮崎市

の東大宮地区の近くにございます。東大宮地区

では、その施設へのアクセス道路が縦に横に伸

びているという環境に私は暮らしています。そ

んな地元で私はよく、「カジノができれば、ニ

シタチがにぎやかになるのか」とか「カジノが

できれば、その周辺にも客が流れるのか」とい

うことを聞かれます。もちろん結果、宮崎の経

済が膨らめば、回り回ってニシタチがにぎやか

になることはあるかもしれませんけれども、カ

ジノを目的にした観光客の方が、ニシタチに飲

みに出たり食事に出かけるということは余りな

いのかなというのが、少し勉強させていただい

た中での実感です。

こういう現状もあるところです。だからこ

そ、この問題は、知事が今述べられてきたよう

なお考えがあるのであれば、できるだけ具体的

な知事のイメージや県のイメージを県民に早く

丁寧に伝えて、選択の材料をきちんと提供して

いくということが必要だと思います。そうでな

ければ、カジノをめぐって、県民の意識分断で

あったり意識対立を生むことになるのではない

かというふうに危惧しているところです。

もちろん法案の行方や事業者の経営判断の問

題など、自治体としての対応が非常に難しい、

長崎との違いもその辺にあるようですけれど

も、難しさがあるのはよくわかります。しか

し、知事は２期目への挑戦を明言されているわ

けで、先ほど述べられたように、早ければ2016

年度に区域認定が始まるかもしれないというス

ケジュールがあるわけですから、行政という立

場では限界があったとしても、県のリーダーた

る政治家としての姿勢の示し方には、少し質の

違うものがあるのではないかというふうに思っ

ております。推進したいのか、したくないの

か、また必要だと考えているなら、そのイメー

ジを、抽象論でなく、できるだけ具体的に県民

に示す努力をしていただきたいと思います。私

は、今回の知事選においても、この問題が大き

なテーマの一つになるのではないかと思ってお

りますので、再度知事のお考えをお伺いしま

す。

○知事（河野俊嗣君） カジノの議論、これま

でもさまざまございました。議論していて非常

に難しいのは、具体的な制度設計がこれからだ

ということでございます。先ほど申し上げまし

たように、メリット・デメリット、それぞれい

ろいろ挙げられている中で、どちらをどう重視

するかによって、今の段階で賛成だ、反対だと

いうような議論になってしまうわけであります

が、私が注目するのは、海外におきまして、さ

まざまな工夫を凝らしながら運営されていると

いう実例があるわけでありまして、日本におき

ましても、そういうさまざまな懸念材料に対し

て、しっかりとした制度設計がなされれば、一

つの可能性があるのではないかという受けとめ

のもとに、しっかりと国会審議の状況、さらに

今後の制度設計の行方というものに関心を持っ

ているところであります。私としましては、引

き続き、民間における統合型リゾート研究会な



- 216 -

平成26年９月16日(火)

ど関係者との連携を図りながら、しっかりとし

た情報収集、また、本県における可能性等につ

いて、しっかりとした議論を積み重ね、そし

て、必要な段階に応じて、県民の皆様にもしっ

かりとした説明等をしてまいりたいと、そのよ

うに考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

テーマを変えます。続いて、道交法の変更に

よりまして、９月１日から導入が始まりました

環状交差点、いわゆるラウンドアバウトについ

てお伺いいたします。

先日、公明党の新見議員からも質問がありま

した。県内でも１カ所、導入に向けた検討が行

われているということでしたけれども、改め

て、導入する上でのメリットと、いかなる交通

環境であれば導入が可能か、県警本部長にお伺

いいたします。

○警察本部長（坂口拓也君） 環状交差点は、

その形状から、右折車と直進車の事故がなくな

るとともに、必然的に車の速度も低下しますこ

とから、交通事故の抑止が期待されます。ま

た、信号機がありませんので、停電の影響も受

けず、災害に強いという利点もあります。一

方、導入に適した交通環境につきましては、国

土交通省によりますと、通行部分が１車線であ

ること、１日当たりの交通量が１万台以下であ

ることなどが望ましいと示されておりますこと

から、警察としましても、これらの基準を踏ま

え、道路管理者と連携を図ってまいりたいと考

えております。

○渡辺 創議員 ９月３日に上京した際に、空

き時間を利用して、国内では最初に導入された

一つであります東京都多摩市桜ヶ丘の環状交差

点を見てまいりました。京王線の聖蹟桜ヶ丘駅

から路線バスで10分、多摩ニュータウンの一角

として開かれた丘陵地の住宅街の中心にあっ

て、交番や郵便局、幾つかの商店や老人施設な

どが面した、地域の中心的な場所という印象で

した。そこのロータリーなんですが、各方面か

ら５本の路地が交差点につながってきていて、

今回の環状交差点化に合わせて、以前は優先道

路だった通行帯も全て一時停止がかかるように

なっていまして、交差点に侵入する速度は明ら

かに低下する。歩行者にとっても非常に安全だ

という印象を受けました。

また、新たな標識やゼブラゾーンを設けたこ

とによって、誤って右折する車も大幅に減少し

ているというふうに、そこに面したところに

あった交番のお巡りさんが丁寧に御説明してい

ただいたところでした。大きなトラブルもない

ということであれば、ぜひ、県内でも適地があ

る場合には、十分な検討を行っていただきたい

というふうに思っております。

続けて、県土整備部長に、今度は道路管理者

の立場で、県管理道路での検討状況、また県内

市町村での動きについてお伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 環状交差

点、いわゆるラウンドアバウトにつきまして、

県が管理する道路においては、現段階では導入

を計画している交差点はありませんが、市町村

の動きとして、宮崎市におきまして、先月、学

識経験者と、国や県など行政機関による研究会

を設置し、ラウンドアバウトに関する研究を始

めたところであります。県といたしましては、

今後の国の動向や導入した他県の状況等を注視

しながら、警察など関係機関と十分連携を図っ

てまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 今度は、まちづくりという観

点で考えた場合に、ラウンドアバウトの効果や

活用法についてどのようにお考えか、県土整備
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部長にお伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 国が設置し

たラウンドアバウト検討委員会の報告によりま

すと、想定される効果としまして、車両や歩行

者の交通の安全性向上のほか、ＣＯ２排出量の削

減や地域の交通の静穏化など、さまざまな効果

が示されているところでございます。特に、駅

前広場や大規模住宅地の入り口部に設置するこ

とによりまして、地域のシンボルやランドマー

クとして景観形成に寄与することから、まちづ

くりにもつながるものと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

テーマを都市間協力のあり方に移したいとい

うふうに思います。

これまで、さまざまな機会に、県としての広

報戦略、ＰＲのあり方、課題についての質問を

してまいりました。今回も少し、頭の体操も含

めて、新しいＰＲのあり方について議論させて

いただきたいと思います。今回お話しするＰＲ

のあり方については、県のイメージのＰＲだけ

にとどまらず、観光、物産、木材の消費拡大や

修学旅行誘致、企業誘致、移住など、総合的な

ＰＲの話と御理解いただければと思います。ま

ずは、県も、首都圏や関西圏など国内の人口集

中地、大消費地に向けてのＰＲに熱心に取り組

んでいると理解をしますが、その現状と課題に

ついて、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 首都圏、

関西圏におきましては、平成20年度より、さま

ざまな民間企業との協働により、宮崎の魅力を

総合的かつ多面的に長期間プロモーションする

「みやざきweeeek!!」を実施しているところで

あります。昨年度は、首都圏では、東京駅周辺

エリアのレストラン街で、本県の食材を使った

レストランフェアを約１カ月間、大規模に実施

したのを初め、計100社との協働で県産品や観光

のＰＲを行いました。また、関西圏では、大阪

駅前に新たにオープンした商業施設「グランフ

ロント大阪」との協働により、約１カ月間、完

熟キンカンや神楽の魅力を伝えるフェアを開催

するなど、計58社との協働で宮崎の魅力を発信

しました。

これまでの取り組みを通じまして、協働する

企業数が年々増加するとともに、県産品の継続

的な取引につながるなど、目に見える成果も上

がっておりますが、一方で、各県がさまざまな

プロモーション活動を行う中で、マスメディア

への露出が十分でなく、さらなる本県の認知度

向上が必要であるなどの課題も認識していると

ころであります。

○渡辺 創議員 各自治体が首都圏や関西圏

で、そういう大きな市場でみずからのＰＲに取

り組んでいるわけですから、その中でひときわ

光って効果を上げるというのは、大変難しい作

業だというふうに思います。そんな中、奮闘さ

れている職員の皆様には、心から敬意を表する

ところです。ＰＲの浸透には、やはりきっかけ

づくりというのが一番大事だというふうに思い

ます。その意味で、前知事の時代は、タレント

としての知名度が功を奏したというのは間違い

ありません。しかし、その手法は使えない今、

大事なのは、いかにほかの都市と違うきっかけ

づくりをするかということだろうと思います。

そこで、私は、特定都市との関係を強化する

ことによって、その糸口を得ることができない

だろうかというふうに考えます。ここで提案し

ているのは、姉妹都市とか、そういう制度的な

裏打ちがきちんとあるものではなくて、もっと

やわらかいものでいいというふうに思っていま

す。要は、宮崎県と○○市は仲のいい友達なん
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だという印象を持たせるための関係性をつくれ

ばいいというふうに考えているんです。

例えば、日本で一番大きな基礎自治体であり

ます横浜市と宮崎県がきずなを持つことができ

れば、首都圏の入り口として、360万人の市民を

ターゲットにすることができます。もちろんそ

の縁故を見つけるのが一番難しい作業であるわ

けですが、例えば、宮崎県の第13代知事とし

て、県内の鉄道整備に尽力し、西都原古墳群で

日本初の学究的発掘調査を行った有吉忠一さん

は、その後、横浜市長に就任されて、関東大震

災で大きな被害を受けた横浜の再建に力を注い

だ方です。有吉さんのなさったことですが、山

下公園は、関東大震災のときの瓦れきを持って

いく場所がなくて、それを埋めることでつくっ

た。こういう縁故もあるところです。

話を本題に戻しますが、県のＰＲは、広く薄

くも大事ですけれども、突破口の確保という意

味では、同時に深く濃くという対応も必要と思

います。こういう特定都市との協力関係を強化

していく手法について、商工観光労働部長のお

考えをお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 特定の都

市との関係性を築いてＰＲを集中的に行う手法

につきましては、双方の強みを生かし、相乗効

果が期待されるのであれば、プロモーション手

法の一つとして考えられると思います。例え

ば、10月から関西とのカーフェリー航路の就航

地が神戸港に変更されることになっており、神

戸市との間では、既に双方向で観光プロモー

ションを行うなどしております。今後、「みや

ざきweeeek!!」を初め、さまざまなプロモー

ションを展開する中で、さらに、どのような連

携ができるのか模索してまいりたいと考えてお

ります。

○渡辺 創議員 今、部長の御答弁にも、「双

方の強みを生かし、相乗効果が期待されるので

あれば」というふうにありました。もちろん、

こういう関係というのは、ウイン・ウインが一

番望ましいというのは事実です。しかし、宮崎

県は、厳しい競争環境に置かれていて、売り込

みを一生懸命かけたいというほうなわけですか

ら、仮に相手にメリットが明確になかったとし

ても、「私たちはあなたの街に魅力を感じてい

ます。ぜひ親しいお友達になってください」と

いうぐらいの熱意を持って、押しかけ続けるぐ

らいの図太さも必要なのではないかというふう

に感じるところです。

県のＰＲとして大きな注目を集めた、ＡＫ

Ｂ48の「恋するフォーチュンクッキー」神奈川

県バージョンという動画がありました。これに

たくましく食らいついた県があります。北陸新

幹線の開業を控えて、一生懸命、首都圏への攻

勢をかけている富山県です。京浜工業地帯の父

と呼ばれる浅野総一郎さんが富山県の出身だっ

たということだけの縁故で、富山県がつくった

同じＰＲビデオの富山県バージョンには、神奈

川県の黒岩知事が出演されて、一緒にアピール

をされています。結果、富山県バージョンのＰ

Ｒビデオは、閲覧数67万という大きな効果を上

げていると思います。間違いなく、成功者とし

ての神奈川県に富山県が抱き着いた成果だと思

います。こういうたくましさを我々も持ちたい

というふうに思うところです。

先ほども述べましたように、きっかけづくり

が一番難しいことですし、それを切り開いてい

くには、トップ同士の関係でドアを開いていく

ということもあるかと思います。知事も、総務

省出身者同士の関係でも、東京大学同窓生の関

係でも、子育て知事同盟の関係でも、何の縁故
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でも結構ですので、ぜひそういうきっかけづく

りにも臨んでいただきたいというふうに思いま

すし、それがある意味では本当のトップセール

スではないかというふうにも思います。るる申

し述べてまいりましたけれども、知事のお考え

をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 興味深い御指摘を伺っ

ておったところでございます。これまで本県の

プロモーションは、先ほど説明しましたような

企業との連携とか、また本県ゆかりの著名人に

着目したプロモーション、いろいろしてきたわ

けでありますが、そういう特定の都市との連携

を深めることによる相乗効果を図る、大変有益

な取り組みであろうかというふうに思っており

ます。これまでは、名前が似ている、またカツ

オの水揚げ等を通じての縁で、宮城県と宮宮コ

ンビというような取り組みをしてきたところで

ございますが、さまざまなきっかけをつくって

ウイン・ウインの関係を築くことは、御指摘の

とおり大変重要なことであろうかというふうに

考えております。今後とも、さまざまなトップ

セールスをする中で、さまざまなキーパーソン

との人間関係をつくっていく、さらには、知事

同士の子育て同盟ですとかふるさと知事ネット

ワーク、いろんなつながりがありますので、そ

れを最大限活用していくという発想の中で、ま

たプロモーションにも工夫を凝らしてまいりた

い、そのように考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。まさ

に、こういうさまざまな縁故を見つけてのきっ

かけづくりというのは、実はそれぞれの分野

で、職員の皆さん、幹部の皆さんも、既に一生

懸命取り組んでいることだろうというふうに思

います。ただ、今回の提案は、その関係性をぜ

ひ、形にして見せるということで、新しい効果

を生むことができないかという意味での提案で

すので、ひとつ御検討いただければというふう

に思うところです。

それでは、次のテーマに移ります。県立図書

館の資料購入費の問題についてお伺いいたしま

す。

８月後半に、県立図書館の資料購入費が昨年

の３分の２程度、1,430万円削減されて約2,870

万円になった、それで、有識者の皆さんから県

立図書館のあり方が問われているというような

趣旨の報道がありました。減額に至った経緯に

ついて、教育長にお伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県立図書館の資料整

備費についてのお尋ねでありますが、県民の皆

様へのサービスのため、図書など必要な資料を

収集し、その充実を図ることは、県立図書館の

役割の根幹でありますので、資料整備費につい

て、これまでずっと必要な予算の確保に努めて

きたところであります。しかしながら、本年度

は、サービスのかなめであるシステム改修に費

用を要するなど、図書館運営上の課題により優

先的に対応することが必要であったために、図

書館全体の予算を見直す必要があり、図書館の

資料整備費も減額せざるを得なかったという状

況によるものであります。

○渡辺 創議員 今、十分な水準ではないとい

う趣旨の発言もあったかと思いますけれども、

今回、担当者の方ともいろいろお話をさせてい

ただきましたが、決して担当課が図書館への興

味がないとか、そういうことではないというふ

うに思っております。苦渋の判断の中で、今年

度のような状況に至ったということだと理解を

しておりますけれども、今の水準が十分である

のかどうかということを、まず教育長にお伺い

したいというふうに思います。
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○教育長（飛田 洋君） 県立図書館は、必要

な資料や情報を収集し、県民の皆様へそれらを

提供する機能に加え、県民の皆様の課題解決の

ためのお手伝いをさせていただく役割も担って

おり、常日ごろから、その機能やサービスの充

実を図っていく必要があると考えております。

十分だったのかというお話でございますが、今

年度の図書館の予算につきましては、全体予算

の調整の中で措置をしたものであり、その予

算、資料整備費につきましても、どれぐらいが

適切かというのは、いろんな議論があることは

十分踏まえております。知っておりますが、全

体の中でやむを得ない措置であったと考えてお

ります。今後、予算の見直し等を十分丁寧に行

いながら、県立図書館が担う役割をしっかりと

果たし、情報提供機能やサービスの充実が図ら

れるよう努めてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 このテーマでは最後にします

けれども、本当に苦しい状況の中で、今回のよ

うな選択に至ったということだと思います。こ

れからの鍵は、一旦、今年度下がった資料整備

費をいかにして回復していくのかというところ

にあるのかというふうに思いますが、教育長の

お考えをお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 県立図書館は、県民

の皆様の課題解決の支援をする「知の拠点」と

なる中核施設であるとともに、県内市町村の図

書館のフロントランナーとしての役割や使命も

持っておりまして、その役割等も大変大きいも

のがあると考えております。そのため、資料の

充実は極めて大切でありますし、県民の皆様が

必要とされる資料を探す手助けをする図書館職

員の資質向上にも一層取り組んでいく必要があ

ると考えております。また、さまざまな資料を

県民の皆様全体が共有し利用できるよう、県内

外の図書館と連携しながら、サービスの充実を

図っていくことも重要であると考えておりま

す。これらのことについて、図書館の職員は精

いっぱい努めてくれてはおりますが、その活動

の最も基盤となるものが資料整備費であり、そ

の確保に努めながら、今後とも、県立図書館が

「人づくりと地域づくり」に貢献できますよう

取り組んでまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。ぜ

ひ、そのような取り組みを心からお願い申し上

げたいと思います。

続いて、獣医師確保についてお伺いいたしま

す。

先日、自民党の宮原議員からも同趣旨の質問

がございました。口蹄疫の経験なども含めて、

畜産県である宮崎県としては、産業動物を取り

扱う獣医師の確保は、非常に重要な問題だとい

うふうに思っております。しかし、いろいろ伺

うところによりますと、最近は小動物の獣医師

さんを目指す傾向が非常に強いというふうに聞

いております。県職員獣医師や民間獣医師も含

めた産業動物獣医師の確保に向けた県の考え方

を、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県は全国有

数の畜産県でありまして、産業動物獣医師の果

たす役割は非常に重要でございます。しかしな

がら、全国の獣医系大学の定員が930名と少ない

中で、卒業生の約２割しか県や農業団体等に就

職しないなど、産業動物獣医師の確保は厳しい

状況にございます。このため県では、修学資金

の給付や積極的なインターンシップの受け入れ

等を行いますとともに、全国の獣医系大学での

出前講座や、高校生を対象とした獣医師の職業

紹介など、学生に産業動物分野への関心を持た

せる取り組みも実施しているところでありま
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す。今後とも、国に対しまして、獣医系大学の

定員増を要望してまいりますとともに、本県畜

産の健全な発展のために、獣医師の確保に努め

てまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 続けて、総務部長にお伺いし

ますが、現在、獣医師の養成機関は、医師と同

じ６年制というふうになっています。県職員獣

医師の処遇について、医師や行政職職員との比

較の上で、どのような形になっているか、御説

明いただきたいと思います。

○総務部長（成合 修君） 県職員には、それ

ぞれの職種によって異なる給料表が適用されま

す。具体的には、獣医師の場合、薬剤師や栄養

士など医療技術者に適用される「医療職給料表

（二）」が、医師は「医療職給料表（一）」

が、一般の事務職員は「行政職給料表」が適用

されます。この給料表に基づきまして、初任給

の月額につきましては、獣医師の場合、20万800

円、医師の場合、27万8,500円、大卒の事務職員

の場合、17万2,200円となります。なお、県で採

用している全ての職種のうち、獣医師と医師に

限り、採用困難な職種として初任給調整手当が

支給されておりますが、その額は、獣医師の場

合、月額で最高３万円、医師の場合、月額で最

高約37万円となります。

○渡辺 創議員 引き続き、総務部長にお伺い

します。県職員獣医師の年齢構成を確認する

と、50代への偏在があるようですが、今後の見

通しと確保についての考え方をお伺いいたしま

す。

○総務部長（成合 修君） 県職員の獣医師に

つきましては、平成26年４月１日現在で165名と

なっております。また、今後10年間の定年退職

者数は52名と見込まれ、加えて、家畜防疫体制

の強化を図るために、平成23年度から20名程度

の増員を計画しておりますことから、獣医師の

確保は大きな課題であると認識しております。

このような中、現在、関係部局と連携を図りな

がら、その確保に向けて、さまざまな取り組み

を進めているところでございますが、特に、採

用試験につきましては、宮崎市と東京都に加

え、新たに平成25年度から北海道での試験を実

施し、また、獣医師免許の取得者を対象に、随

時、試験を実施するなど、受験者に配慮して柔

軟に対応しているところであります。今後と

も、関係部局と十分連携しながら、業務に必要

な獣医師が確保できるよう、積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 今、御答弁いただきました

が、まずは獣医師の確保ということが一番難し

い課題となっているようです。県の取り組み

も、現時点では順調に進んでいるようですが、

今後、まだ残されている課題も数多くあるとい

う状況のようですので、引き続きの取り組みを

お願いいたします。

この項目に関しては最後の質問といたします

が、今後の処遇見直しのあり方について、現時

点でのお考えを総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 県職員獣医師の処

遇につきましては、平成23年度から、先ほど申

し上げましたように、獣医師に対して、新規採

用の日から最高３万円、最長15年間支給する初

任給調整手当を新たに導入したほか、平成24年

度には、初任給の引き上げを行ったところであ

ります。獣医師の確保が全国的な課題となって

いる中、必要な人材を確保するためには、給与

面はもとより、さまざまな面からの取り組みが

必要であると考えておりまして、今後とも、国

や各県の状況も踏まえながら、適切に対応して

まいりたいと考えております。



- 222 -

平成26年９月16日(火)

○渡辺 創議員 ありがとうございました。引

き続きの取り組みをよろしくお願いいたしま

す。

項目としては最後のテーマといたします。今

月１日の防災の日に、宮崎市内の若手歯科医

―歯医者さんたちですね―の有志のグルー

プが、宮崎県にゆかりのある覆面プロレスラー

「スーパータイガー」とともに、災害時の高齢

者の口腔ケアの必要性をアピールしたいという

ことで、知事を表敬訪問しました。その際に、

義歯用―入れ歯ですね―のブラシなど3,000

セットを寄贈したところです。テレビニュース

や新聞でも扱われましたので、御記憶にある方

もいらっしゃるかもしれません。当日は知事に

も御対応いただきまして、ありがとうございま

した。心から感謝いたします。私も会の趣旨に

賛同して、少しお手伝いをしておりますけれど

も、今までにも２月議会で、県としての高齢者

の災害時の口腔ケアの必要性を質問いたしまし

た。そして、さらに、備蓄を行うことの必要性

も質問したところですが、その後の検討状況に

ついてどのようになっているか、危機管理統括

監にお伺いしたいと思います。

○危機管理統括監（金丸政保君） 災害に備え

まして、県では現在、食料や水、衣類、衛生用

品などを備蓄しておりますが、その種類や数量

などにつきましては、他県における災害の経験

や専門の方々の御意見を踏まえながら、今後も

引き続き研究をして、充実していく必要がある

と考えております。御提言のありました、災害

時における高齢者の口腔ケアにつきましては、

誤嚥性肺炎等の感染症から命を守る対策の一つ

でありますので、現在、口腔ケア用品の備蓄に

つきまして、具体的に検討しているところでご

ざいます。

○渡辺 創議員 予定していた質問は全て終わ

りました。今回の質問、冒頭で申し上げました

ように、12月に控えた県知事選を前に、今の県

政の課題となっていることのポイントを、でき

るだけわかりやすく県民の皆さんに理解してい

ただいて、これからの宮崎の将来を選択してい

くわけですので、今できる限りの情報提供で

あったり、県の今後の具体的イメージを丁寧に

伝えていくという機会にならなければならない

というふうに思っています。12月に知事選を迎

えるわけですので、今後も河野知事には、ぜひ

そういう姿勢で県民への御説明をお願いしたい

というふうに思います。12月の知事選に向けま

して、ぜひその姿勢を明確にしていただきたい

ということを心からお願い申し上げまして、質

問を終わります。どうもありがとうございまし

た。（拍手）

○押川修一郎副議長 次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 昨日、広島

カープがエース前田で勝ちました。相手チーム

はもう忘れましたが、首位と４ゲーム差であり

ます。このまま勝ち進んで、ぜひ優勝してほし

いものであります。というのも、８月に広島県

で、大災害、土砂災害がありまして、多くの方

が亡くなり、多くの方が被害を受けました。今

なお苦しんでいらっしゃる方のために、広島に

勝っていただいて、あしたに生きる元気、そし

て勇気を与えていただきたいものであります。

我が会派、県民連合宮崎も、広島頑張れ、カー

プ一色でございます。どうか皆様方の広島カー

プへの応援をよろしくお願いいたします。

それでは、早速、知事の政治姿勢から質問し

てまいります。

アベノミクス、成長戦略は、大都市東京、一

部の大企業、富裕層がもうかる仕組みをつくっ
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ただけではないかと思います。一方で、地方は

どうなっているのでしょうか。本県の基幹産業

である農林水産業や中小企業においては、飼料

や原材料、燃油等を海外に依存しており、急激

な円安で価格が高騰し、コスト高が続いていま

す。その円安がさらに続いていることは御承知

のとおりであります。景気の鍵を握る消費にお

いても、勤労者の実質賃金は下がっており、県

民所得もいまだ全国平均の８割にとどまるな

ど、県内経済の浮揚は先行き不透明な状況にあ

ります。

このような中、安倍改造内閣は、人口減対策

や地方経済の活性化を進める地方創生を改造内

閣の最大の課題としました。元気で豊かな地方

再生をどうやり遂げていくのか。地方創生を担

当する石破大臣は、「まず地方に働き場所をど

うつくるのか。農林水産業、観光、６次産業化

の事業でネタはいっぱいある」と語られまし

た。この地方創生が具体的にどんな手法で実行

されるのかを期待するところではありますが、

まず、おくれている本県インフラ整備を加速さ

せることがあると思います。そして、雇用を生

む施策を実行するための財源を地方へしっかり

担保することが重要と思われます。地方創生、

本県にとってどんな手だてが必要なのか、何を

求めるのか、知事に見解を求めます。

以下は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まち・ひと・しごと創生本部の具体的な業務

の枠組みや詳細などはまだ明らかになっており

ませんが、設立の目的におきまして、各地域が

その特徴を生かして、自律的で持続的な社会の

創生を目指すとされておりますことから、地方

からは、人口減少問題の克服や地域経済の活性

化につながる具体的な取り組みを提案していく

ことが求められているものと考えております。

本県の実情を踏まえた提案・要望につきまして

は、今後取りまとめてまいりますが、御指摘の

ありました雇用の場の確保、また交通ネットワ

ークの充実は、人口減少社会にありまして大変

重要な観点であると考えております。

一方で、すぐれた子育て環境や生活環境と

いった本県の優位性や人口減少・地域活性化に

対するこれまでの取り組み、また成功事例な

ど、積極的に発信していくことも非常に重要で

あると考えております。できれば、私自身、直

接石破大臣を初め創生本部の担当者に要望なり

提案をしてまいりたいというふうに考えており

ますが、現場の声をまち・ひと・しごと創生本

部にしっかりと届け、財源の確保も含め、地方

がそれぞれの特徴を生かした政策に取り組める

仕組みの構築を求めていくことによりまして、

創生本部の設置を本県の課題克服の追い風に結

びつけてまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○髙橋 透議員 国は地方の意見をしっかり聞

いて、地方はしっかり地方の提案をしていく、

そのことが大事だというふうに思っておりま

す。

成長戦略は失敗だったと言う識者もいます。

成長戦略が行き詰まったら地方創生、ごまかし

がうまいと元閣僚の寸評を新聞で昨日見ました

が、いずれにしましても、これまでのひもつ

き、省庁縦割り、こういったお金を地方に回す

手法は雇用を生まないということであります。

先週の12日に第１回の会合があったようです

が、そのときに安倍首相も表明されています。

市町村の創意工夫に直接お金が回る仕組みに改
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めていく、このことを私たちはしっかり押さえ

ておく必要があると思います。

そこで、2050年には人口が9,700万人まで落ち

込むわけですが、三大都市圏以外では、人口30

万人以上の都市圏、現在の61カ所が、３分の２

の43カ所に縮小すると予測されています。そこ

で、国土交通省は、2050年を見据えた国づくり

の指針となる「国土のグランドデザイン2050」

を発表しました。国交省は、都市圏の目安を30

万人としております。都市間を結ぶ交通機関を

充実させて、都市同士のネットワークを強化す

る必要があると提言しています。また、出生率

の大変低い東京への人口流出が全体の人口減少

を加速させていることから、観光の振興などで

地方の雇用をふやして、東京一極集中に歯どめ

をかけるべきとしております。私も総論賛成で

あります。そこで、「国土のグランドデザイ

ン2050」についての知事の所感を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 「国土のグランドデザ

イン2050」でありますが、人口減少、少子化、

高齢化の進展や、巨大災害の切迫、インフラの

老朽化などの課題を背景としまして、今後の国

土づくりの理念や考え方を示すために、国土交

通省が本年７月に策定したものということでご

ざいます。その基本理念としましては、「多様

性と連携」が掲げられまして、小さな拠点とな

る中心的な集落、地方都市圏、大都市圏をネッ

トワークで結びまして、人・モノ・情報が活発

に交流することで、国土全体が活性化する「対

流促進型国土」の形成を目指しておるところで

あります。また、その基本戦略の中身を見てい

ますと、「国土の細胞としての「小さな拠点」

の構築」というものを初め、「国の光を観せる

観光立国の実現」、また「田舎ぐらしの促進に

よる地方への人の流れの創出」「子供から高齢

者まで生き生きと暮らせるコミュニティの再構

築」といった、東京一極集中からの脱却や地方

圏の活性化に配慮したものも見受けられるとこ

ろであります。

私は、グランドデザインの理念であります

「多様性」というものが、地方の豊かな自然や

文化に根差したものであると考えております。

これからの国土づくりに当たっては、そういう

地方の実態を踏まえること、また地方を大切に

守り育てていくこと、そのような観点が大変重

要であろうと考えております。人口減少対策と

地方創生につきましては、国を挙げて取り組ま

なければならない非常に重要な構造的な課題で

ありまして、日本の衰退にもつながりかねない

待ったなしの課題であるという受けとめでござ

います。国においては、危機感を持って取り組

んでいただきたいというふうに考えております

し、県としましても、創生本部への提案を初

め、さまざまな機会を捉えて、積極的に国へ働

きかけてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 地方の実態をしっかり踏まえ

るということが大事、そのとおりだと思いま

す。ただ、国土交通省が作成されたデザインを

そっくり47都道府県に当てはめることは、

ちょっと私はいかがかなと思っているんです

ね。宮崎みたいなもともと小さな県、こういっ

たところは、例えば10万都市を基準としたコン

パクトシティーを目指すものでもあってほしい

かなと思うんですね。そういったところの考え

方は、知事、どうでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 選択と集中なり、めり

張りなり、そのような考え方というものも、一

つの重要な視点になろうかというふうに考えて

おります。「スーパー・メガリージョン」、そ

のような構想もあるわけであります。リニア中
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央新幹線で東京、名古屋、大阪の三大都市圏を

結んでいくということで、大変大きな構想であ

るなという受けとめをしておるところでござい

ますが、国際的な競争力を高める、三大都市圏

以外にもその効果を発揮させよう、拡大しよ

う、そういう考えというふうに受けとめておる

ところでございます。いずれにしましても、都

市圏と地方圏がその特性を生かしながら交流

し、新たな価値を生み出していくこと、それが

今後の地方の活性化にも非常に重要な視点にな

ろうかというふうに考えております。

○髙橋 透議員 ちょっと私、次の質問のとこ

ろまで何か入り込んでされたような気がしたん

ですが、９月１日に佐賀市で開催されました九

州・沖縄未来創造会議というのがありまして、

そこで、今、知事がおっしゃった「スーパー・

メガリージョン」、こういった説明がなされま

して、三大都市、東京、名古屋、大阪を１時間

で結ぶ構想なんですよね。私これを聞いて、

びっくりしたといいますか、ある意味で落胆し

た面もあったんですよ。一極集中はだめだけど

三極集中はいいのか、そういう皮肉った考えを

持ったんです。出生率の低い東京への人口流出

が、先ほど言いましたが、人口減少を加速させ

ているんですよということは、これは共有して

いますよね。そういう中で、「グランドデザイ

ン2050」にある「スーパー・メガリージョ

ン」、どうも私たちは、この構想はちょっと受

けとめにくいと思うんですね。先ほど言いまし

た、「グランドデザイン2050」がそっくり47都

道府県に当てはまりませんよと、鳥取、島根み

たいなところもあるんですよね。そうじゃなく

て、もっとちっちゃなコンパクトシティーもあ

るじゃないですかというところを知事にお伺い

したいんですが。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど選択と集中とい

うお話を申し上げましたが、国全体を見渡して

みますと、国際競争力を持ち、国全体の発展を

牽引する、そういう地域づくりということも大

変重要であろうかというふうに思いますし、都

市圏と地方圏の交流促進をすることにより、地

方圏も活力を生み出すこと、そういう国土づく

りというのも大変重要であろうかというふうに

考えております。「国土のグランドデザイ

ン2050」は、先ほど答弁しましたように、そう

いう形での地方に対する目配りもなされている

のではないかという受けとめをしておるところ

でございまして、日本全体の活性化のために

は、私どもの地方に対する必要な基盤整備とい

うものにもしっかりと力を入れていただきた

い、そのように考えております。

○髙橋 透議員 今、最後におっしゃいました

地方のさらなる基盤整備、ここを忘れてはいけ

ないということを押さえていただきたいと思っ

ています。ＪＲは６社ありますけれども、ＪＲ

東海、ドル箱の東海道新幹線がありますね。だ

から、北海道とか四国とか九州と違って、黒字

をかなり出しているんですよ。だから、国の支

援も受けなくて、９兆円もの事業をやるわけで

すよね。私たちは、民営化は一歩下がったにし

ても、分割はどうだったんですかねと。今さら

無理かもしれませんけれども、公共交通機関、

ＪＲ１社にしていただくと、九州にもいろんな

設備投資がやれるんじゃないかというふうに、

非常に今悔しい思いがあります。一方で、ＪＲ

東日本、大阪大学と協力して、新幹線時速400キ

ロの研究開発を今していますよね。何か2020年

代には商業化したいという記事を新聞で見まし

た。いろいろと矛盾したところがいっぱいあり

ますが、地方にしっかりと基盤整備がなされ
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る、そのことを強く求めていただきたいと思い

ます。

次に移ります。記紀編さん事業について質問

に入ります。宮崎空港ロビーに大きな懸垂幕が

掲げられて、アピールされております。ただ、

多くの議員もおっしゃっていますが、いま一つ

盛り上がりに欠けているなというふうに思いま

す。2020年東京オリンピック・パラリンピック

が開催されます。状況の変化もあります。戦略

の練り直しが必要ではないのか、知事の見解を

伺います。

○知事（河野俊嗣君） 記紀編さん記念事業で

あります。2020年までの９年間にわたる、長き

にわたる取り組みでありますが、これまでは、

その第１段階として「ふるさと宮崎の再認識」

ということをテーマとしまして、地域資源の掘

り起こし、そして改めて県民の知る機会・触れ

る機会を創出していくということ、さらには、

観光誘客につなげるためのプロモーションなど

に取り組んできたところであります。その結

果、県民向けの講座には多くの参加者をいただ

いておりますし、市町村や地域における取り組

みというものも徐々に活性化し、新たなイベン

トなども取り組まれているところでありまし

て、神話ゆかりの地を訪れる観光客がふえてい

るという声もいただくようになってまいったと

ころであります。一方で、議員御指摘のとお

り、東京オリンピック・パラリンピックや東九

州自動車道の一部開通など、状況も変化してお

ります。こうした新たな状況を追い風というふ

うに捉えまして、県内外への情報発信や観光誘

客にも生かしながら、「神話の源流・宮崎」と

してのブランドをさまざまな工夫を凝らして築

いてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 国においては国民文化祭の見

直しが行われているということを、さきの６月

議会で答弁があったわけですけれども、仮に廃

止となったときに、事業の最終年である2020年

が非常にしぼんでしまうわけですよ。東京五輪

の年でもありますから、なおさらだと思いま

す。国民文化祭にかわるイベントを県主催で行

うとか、2020年は宮崎県内が神楽一色に染ま

る、そんなイベントなんかを今から考えないと

いけないのかなということを思ったりするんで

すが、知事の考えを伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 国民文化祭のあり方、

開催地が決まらない年もあるというような状況

の中で、非常に今後を不安視されてきたところ

でありますが、国の有識者会議の検討結果がこ

とし９月になりまして明らかにされたところで

ありまして、「国民文化祭をこれからも継続的

に開催する必要がある」とし、また「従来の国

民文化祭とは異なる新たな形態による事業を企

画・実施することが適当である」とされたとこ

ろであります。文化庁としては、これを踏まえ

て、改めて開催希望調査を行っているところで

あります。

本県は、引き続きといいますか、既に2020年

に向けて手を挙げているところでありますが、

県といたしましては、今後、国民文化祭がどの

ような形態になるのか、情報収集に努めますと

ともに、2020年、まさに記紀編さん記念事業の

集大成の年でもあり、東京オリンピック・パラ

リンピックの開催年でもある。オリンピックに

おいては、スポーツ競技のみならず、文化プロ

グラムも大変重視されているということで、ま

た全世界の注目も集まる、非常に時宜を得たタ

イミングのよいものというふうに、まさに追い

風として受けとめることができるのではないか

と考えておるところでございます。神楽を初め
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とする本県のすぐれた伝統芸能などを国内外に

アピールできる絶好の機会ではないか。開会式

のセレモニーで天岩戸開きというようなモチー

フを活用してもらいたい、そのような要望もし

ておるところでございますが、本県ならではの

文化イベントの開催ということも考えながら、

しっかりとそれに向けた盛り上がり、また準備

というものをしてまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 わかりました。国民文化祭と

はまた異なる事業を検討、国もやるということ

ですから、ぜひその誘致にしっかり取り組んで

いただくことをお願いしておきます。

さきの６月議会で、我が会派の井上議員がフ

レーム切手について質問いたしましたが、その

後の検討状況について答弁をいただきたいと思

います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） フレーム

切手は、日本郵便株式会社の販売するオリジナ

ル切手商品で、企業の創立記念品や販売促進

グッズとして、また、地方自治体の記念事業や

観光ＰＲのためのアイテムとしても活用されて

いると伺っております。特に、地方自治体の場

合には、市制何十周年の節目やイベント開催に

合わせた記念アイテムなどとして活用されてい

る例が多いようであります。今後、東京オリン

ピック・パラリンピックや国民文化祭の動きな

ど、状況の変化を見きわめながら、節目となる

年の話題づくりの記念アイテムの一つとして、

引き続き、その活用を検討してまいりたいと考

えております。

○髙橋 透議員 何かの事業とタイアップして

というか、そういうお考えでしょうけれども、

市町村も含め県内外に出す公文書、記紀1300年

の記念切手を張る行為、確かに張る行為にコス

トはかなりかかると思いますが、県民の方々の

協力を得ながら、こういった切手を張ること

で、大変なＰＲになると私は思うんですね。あ

と５年半あります。これはできるだけ早いほう

がその効果を生むと私は思います。奈良、島根

におくれをとった分―スタートが肝心だった

というふうに言いますけれども―いいアイデ

アがあれば、ぜひ予算をつぎ込むべきだと思っ

ています。油切れになるとキーキー1300年にな

りますよ。わかりますよね。記紀1300年です。

よろしくお願いいたします。

ちょっと順番を変えて、教育問題から質問を

させていただきます。

私が中学１年だったときの担任は、毎日ホー

ムルームの最後にクラスで歌を歌わせました。

いわゆる合唱をさせました。教科としての音楽

というのは、少し軽く見られがちなんでしょう

けれども、教育的効果は大変大きいと私は思っ

ています。先生個人とか学校単体では、既にそ

ういった取り組みをされているところもあると

思います。音楽が児童生徒に一体感を持たせる

手段として、音楽をどう活用されているのか、

県内の状況を教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 学校における四季折

々の営みというのは、思わず心が和むような場

面があります。私も学校におったとき一番感じ

たのが、一つの例が、小学校もありますが、中

学校、高校では、文化祭のとき合唱コンクール

というのがほとんどの学校であります。音を重

ねるというよりか心を重ねていって、子供たち

がつくるハーモニー、あの響きを聞くたび鳥肌

が立つような感動をしたものであります。小学

校においても、そんな活動というのは大切にさ

れておりまして、朝の会、夕の会で、季節に応

じた歌を歌ったり、音楽の授業の成果を生かし
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て、クラスの学級歌を子供たちがつくる活動な

どがなされておりまして、心を合わせ、子供た

ちが本当にそういうよさに浸っていると私は考

えております。

このような音楽を生かした取り組みは、心を

和ませ、生活に潤いを与えてくれるだけでな

く、子供たちがお互いのよさに気づいたり、達

成感を共有したりすることができ、望ましい人

間関係を形成する力を養う上で、大変有意義だ

と感じております。今後とも、心に届く音楽の

響きを一層学校に浸透させるように、指導に努

めてまいりたいと思います。少子化で教員採用

数が減っているんですが、ぜひ音楽の教師を採

りたいということで、今いろんな市町村教育委

員会と協力しながら、去年、ことしと採らせて

いただいている、来年も採っていきたい、ある

いは特別支援学校にも芸術枠を設けてやってい

きたいと考えているところです。

○髙橋 透議員 教育長は、現場にいらっしゃ

るときに、吹奏楽部の顧問をされたような話も

聞いたことがありますが、答弁の中で、音を合

わせる、心を重ねる、いい答弁ですね。ありが

とうございます。谷村新司さん、御存じだと思

うんですが、この方は、小さいころ、音楽の時

間が嫌いだったそうです。なぜかといいます

と、例えば、先生に「ドは何でドと言うのです

か」と聞いたところ、先生は「ドはドだったか

ら」としか答えてくれなくて、そこにちゃんと

理由があるでしょうと疑問を持たれていたよう

です。谷村さんは、2004年から上海音楽学院で

教壇に立たれていて、音楽の本質的なことを伝

えていらっしゃいます。例えば、ラの音は実は

特別な音、世界中の赤ん坊が生まれたときにオ

ギャーと泣く声が必ずラの音だそうです。そん

な授業をしていると、生徒の目がきらきらして

くるそうです。教育はなぜを解き明かす、本質

的なことを伝えることが大事だということで

す。それが子供たちの想像の翼を広げることに

なると思います。

運動会のシーズンですが、午後の競技が始ま

る前に、鼓笛隊の行進があったという話を議会

前に話しましたら、「宮崎じゃそんなことはせ

んよ」ということで渡辺幹事長が言っていまし

たけれども、私の母校である酒谷小学校では、

この10年ぐらい見ていないんですよ。小規模校

がゆえに鼓笛隊を編成する児童数が少ないとい

うこともあると思いますが、教育の機会均等、

こういった観点から見たときに、鼓笛隊が編成

できない小規模校ではどのような対応をしてい

るのか、教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 今お話を伺いなが

ら、いろんな場面を思い出したんですが、小規

模校で吹奏楽の顧問をしていました。そうする

と、なかなかそろわない。１人の生徒がサキソ

ホンを吹き出すと、その後にはトロンボーンの

子が重ねていく。そういうので、小さいながら

もアンサンブルの響きというのは、喜んで子供

たちがやっていたのを思い出しました。お尋ね

の小さい学校、生徒数が少ない学校での音楽活

動ですが、少人数での合奏、いわゆるアンサン

ブルをしたり、全校集会等において全員で合唱

したり、あるいは複数の学校が一緒に学習する

集合学習で合同演奏を行ったりするなど、さま

ざまな、多様な形態で表現する工夫がなされて

いるところであります。

○髙橋 透議員 複数の学校というのは、なか

なか物理的に厳しい面があると思います。例え

ば、音楽の時間に、地域の高齢者の方々も授業

を受けてもらって、一緒に歌を歌ってもらう、

楽器も演奏してもらう、そういうことをするこ
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とによって、高齢者の健康寿命も延びるんじゃ

ないかと私は思っていますので、こういったこ

とも方法論として検討されてはどうかと思いま

す。

ところで、卒業式に出席する機会もあるんで

すが、私どものころは、「仰げば尊し」とか

「蛍の光」とか「今日の日はさようなら」をよ

く歌った記憶があります。今は、中学、高校は

「旅立ちの日に」という歌を多く歌われている

ようです。「旅立ちの日に」をちょっと調べて

みましたら、1991年に埼玉県秩父市立影森中学

校の校長先生が作詞をして、音楽の先生が曲を

つけられたという歌であります。この校長先

生、いろいろ思いがあって―当時校長だった

小嶋先生という方ですが―荒れていた学校を

矯正するために、「歌声の響く学校」にするこ

とを目指し、合唱の機会をふやしました。最初

こそ生徒は抵抗しましたけれども、音楽科教諭

の坂本先生という方―作曲した人ですね―

とともに粘り強く努力を続けた結果、歌う楽し

さによって学校は明るくなったということであ

ります。その３年目に「旅立ちの日に」という

歌をつくられたようであります。

詞がいいですから、１番だけ読ませていただ

きます。「白い光の中に 山なみは萌えて 遥

かな空の果てまでも 君は飛び立つ 限りなく

青い空に 心ふるわせ 自由を駆ける鳥よ ふ

り返ることもせず 勇気を翼にこめて 希望の

風にのり このひろい大空に 夢をたくして」

という詞であります。非常に感動を覚える、涙

をいっぱいもらう卒業式を経験しております。

音楽のことは次の質問で最後にしますが、母校

を誇りに思う気持ち、生徒に一体感を持たせる

ものとして、それぞれの学校に校歌がありま

す。母校の校歌についてどのような思いがある

のか、私の高校の後輩と聞いております齊藤教

育委員長に伺います。

○教育委員長（齊藤和子君） 「黒潮遙かに響

み」で始まる私の母校、日南高等学校の校歌

は、最後に「日南 日南 日南エクセルショ

ー」と皆で高らかに声を合わせます。この「エ

クセルショー」という言葉は、アメリカの詩人

ロングフェローの詩の中で使われているもので

す。「より高く！向上しよう」という意味のラ

テン語ですが、校歌を歌うと、全員の思いが一

つになり、連帯感を強く感じていたことを思い

出します。現在、日南高等学校の校門には、こ

の「エクセルショー」の文字が刻まれた石碑が

建てられており、今、母校で勉学にいそしんで

いる後輩の皆さんが、この思いを引き継いでい

ただいていることを、大変うれしく頼もしく感

じております。また、同窓生に会ったときなど

も、この校歌の中の「エクセルショー」が、互

いに心に刻まれている言葉として口々に出てき

ます。このように、校歌は全ての人にとって、

懐かしき青春を思い出させ、ふるさとへの愛着

を強く感じさせてくれる心の原点だと感じてお

ります。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。ロー

カルな話をして申しわけなかったんですが、私

の母校の校歌は日本一だと私は自慢しておりま

す。いつかまた同窓会で歌いたいところです。

校歌というと、甲子園をイメージしますけれど

も、甲子園以外の県内のさまざまなスポーツ大

会、あるいは高校の文化祭、近々ございます

が、こういったところで頂点を勝ち取った学校

には、その学校の校歌を流してあげて、栄冠を

たたえてあげるのもいいかなというふうに思い

ますので、よろしくお願いいたします。

次に移ります。セクシャルハラスメントにつ
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いては、６月議会で、我が会派の井上議員から

切実な質問がなされたところであります。今回

は、公立学校におけるパワーハラスメント及び

セクシャルハラスメントについて伺います。ま

ず、相談窓口と相談実績について伺います。

○教育長（飛田 洋君） 公立学校におけるセ

クシャルハラスメント及びパワーハラスメント

の相談体制につきましては、学校においては、

管理職をハラスメント相談員とするほか、その

他の教職員から男女各１名、保護者の中から２

名を相談員に任命し、その氏名を教職員、保護

者、全ての児童生徒に周知いたしております。

また、県教育委員会におきましても、教職員

課、人事委員会事務局に加え、弁護士を外部の

相談窓口としてお願いするとともに、県立図書

館や県教育研修センター内に、退職教員等にお

願いして日常的に相談できる窓口を設けるな

ど、学校の内外において相談できる体制を整え

ているところであります。実績ですが、昨年度

から現在までの相談件数につきましては、セク

シャルハラスメントに関するものが、小中学校

で２件、県立学校で４件、パワーハラスメント

に関するものが、小中学校で３件、県立学校で

５件となっております。

○髙橋 透議員 人事委員会にも相談窓口があ

るというふうな今御答弁でしたが、人事委員会

にお尋ねしますけれども、相談実績はあるんで

しょうか。

○人事委員長（村社秀継君） 昨年度から現在

までの相談件数は６件でありますけれども、セ

クハラ、パワハラに関する相談はございません

でした。

○髙橋 透議員 人事委員会が悪いという意味

じゃないんですけれども、人事委員会と聞く

と、どうしても行きにくいというイメージをお

持ちだと思うんですよね。要は、相談者がその

窓口に行きやすい、間口を広げているか、ちゃ

んと知らせているか、そのことが大事なわけ

で、教師がより相談しやすい体制となるような

工夫をすべきだと思いますが、教育長へ再度お

尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） どの職場等でもハラ

スメントというのは許されないものですが、特

に学校は子供たちの学びの場というようなこと

から、ハラスメント防止に向け、いつでも誰で

も相談できる体制をつくることは、何より大切

であると考えております。そのため、従前のセ

クシャルハラスメント防止に加え、一昨年度に

は、パワーハラスメントの防止等に関する要綱

を定め、さきにも述べましたような学校内部の

体制の充実に努めるとともに、外部にも一つ

じゃなくて複数の窓口を設けるなど、誰もがよ

り相談しやすい多様な体制づくりを進めており

ます。今後も、これらの相談体制の周知や充

実、適切な運用に努め、学校におけるハラスメ

ントについて、より相談しやすい体制がとれる

よう努めてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 療養休暇者がふえていますよ

ね。休職者の半数以上は精神疾患というふうに

伺っております。特に県立学校は、17人中12人

が精神疾患のようですから、その理由の根底に

セクハラとかパワハラが潜んでいるんじゃない

かなというふうに私は思っているんですよ。だ

から、相談できていない方々がそのまま追い詰

められて病気になってしまう、そういうことも

考えられますので、早目の相談が問題解決につ

ながります。健康で働きやすい職場をつくるこ

とが大事ですから、苦情相談体制、職員団体の

代表とか、あるいは教職員ＯＢとか、そういっ

た方々も入れていきながら、窓口を工夫してい
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次に、福祉・医療対策について質問してまい

ります。

厚生労働省は、健康寿命を延ばす目的で、栄

養バランスなど一定基準を満たせば、コンビニ

とかスーパーあるいは宅配サービスなどの弁当

や惣菜を対象に、「健康な食事」の認証マーク

を来年４月から導入することとしております。

マークにつきましては、基準に合致していれば

任意で表示できる仕組みであります。第三者の

チェックはないと思われますが、果たして効果

があるのか、非常に疑問があるところでありま

す。コンビニ弁当の販売促進だというふうな疑

いも持つわけですが、「健康な食事」を表する

認証マーク、どのようにお考えなのか、福祉保

健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいまお話

にありましたように、国において、健康寿命の

延伸を実現する一つの方法として、コンビニな

どで販売されております一定の基準を満たした

調理済みの食品、いわゆるコンビニ弁当に、健

康に役立ちますというふうなマークをつけるこ

とで、健康や食事に関心のない人々にとっても

「健康な食事」を簡単に選べる、そういう仕組

みを考えておられるようでございます。しかし

ながら、この仕組みは、詳細が現在明らかに

なっておりませんし、「健康な食事」の基準の

客観性をどう確保するかなど、課題もあるよう

でございますので、引き続き、国の動向を注視

していく必要があると考えております。

○髙橋 透議員 今おっしゃいましたように、

客観性が欠けているわけですよね。言いました

ように、第三のチェックが今のところないとい

うことですから、非常に中身が疑わしいという

わけで、推移を見守らなくてはならんのでしょ

うけれども、例えば、県産品を物すごく取り入

れている弁当については、県独自の認証マーク

を与えてあげるとか、いろいろとあると思うん

です。そういったことをいろいろと対策をとっ

ていただくといいかなと思います。

健康寿命を延ばすためには、食事、運動が大

事なんですけれども、そのチェックですよね。

そのために特定健診を勧めているわけですが、

なかなか受診率が上がりません。本県ではどの

ような取り組みを行っていらっしゃるのか、福

祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 特定健診の受

診率向上を図るために、市町村では、住民への

広報はもちろんですが、未受診者への電話案

内、あるいは個別に自宅を訪問する、あるいは

集団検診とか休日に健診を行うなど、いろんな

工夫をされておりまして、県としては、これら

の取り組みを支援しているところでございま

す。また、25年度から、市町村国保、協会けん

ぽ及び県等が連携して組織しております宮崎県

保険者協議会において、ポスター、テレビＣ

Ｍ、新聞広告などにより、広く県民に対して、

特定健診の重要性を訴えるなど、広報啓発の強

化に取り組んでいるところであります。今後と

も、市町村、関係機関と連携を一層深めなが

ら、特定健診の受診率の向上に努めてまいりた

いと考えております。

○髙橋 透議員 よろしくお願いいたします。

次に、「子どもの貧困対策大綱」についてお

尋ねしてまいります。大綱を策定したこと自体

は大変いいことなんですが、要は中身でありま

して、ひとり親への手当て増額とか給付型の奨

学金は見送られました。給付型の奨学金という

のは世界の常識なんですけれども、残念であり

ます。国の策定しました「子どもの貧困対策大

平成26年９月16日(火)



- 232 -

平成26年９月16日(火)

綱」は内容が不十分だと思いますが、大綱につ

いての所感を伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 先般、国が策

定した「子どもの貧困対策に関する大綱」にお

いて、子供の将来がその生まれ育った環境に

よって左右されることのない社会、また、貧困

が世代を超えて連鎖することのない社会を目指

すという崇高な理念、あるいは当面の重点施策

として、生活の支援、保護者に対する就労の支

援など、４つが示され、貧困対策を総合的に取

り組むとされたことは、大変意義があると考え

ております。一方で、大綱を具体的に見ます

と、新たな国の予算措置や数値目標が示されて

いないなど、不十分さを強く感じております。

○髙橋 透議員 県で何ができるのかというと

ころだと思うんですよ。家庭環境等の要因で、

学習面で非常に問題を抱える児童生徒も多くい

ると聞きます。そういったところの支援は取り

組めるというふうに私は思うんですよね。現

在、取り組んでいらっしゃる学校とか地域とか

多くあると思いますが、学習支援に対する県の

取り組みについてお伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 公教育の使命は何か

ということを考えたときに、家庭環境等の状況

にかかわらず、全ての児童生徒に対して教育の

機会を保障し、必要な学力を身につけさせるこ

とは、非常に重要なことであると認識いたして

おります。そのような課題意識を持って、県教

育委員会としてまずやっていることは、特に支

援が必要な学校に対して、学習指導等支援教員

を教職員定数に加えて配置いたしまして、児童

生徒に対する個別指導等の充実を図っておりま

す。また、ことしから始めたことなんですが、

基礎的・基本的な内容の確実な定着や学習習慣

の形成を図る指導のあり方について研究を進め

る指定校を設け、学習面で課題のある児童生徒

も含め、学力の底上げを図る取り組みを実践し

ております。

さらに、地域の子供を地域が協力して育てて

いるという制度であります学校支援地域本部事

業などにおいて、学校を支援するボランティア

が教育活動の支援を行っております。今後も、

このような取り組みを推進するために、必要な

予算を確保しながら、どの子供にも確かな学力

を身につけさせることができるよう取り組んで

まいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 先週、十屋議員が質問されま

したけれども、長期休業期間中における希望者

に対する学習等の機会の提供、小学校で57.7

％、中学校で92.5％実施されているということ

で、中学校は高いなと思ったんですが、要は、

そこに本来学習が必要な子が参加しているかど

うかなんですよね。そこのチェックが大事だと

私は思うんです。先ほど教育長がおっしゃいま

した、現在、地域でボランティアでやってい

らっしゃるそういうシステムとか、そこも本来

必要な子供たちが来ているのか、その調査も

やっていただきたい。福祉と教育がしっかり連

携して、動いて効果が生まれると思います。

次に、無縁社会のことで質問してまいります

が、20代に限らず、50代でも親の年金に依存し

て暮らしている人がいると報道されております

が、いずれ社会的コストを高める要因になると

いうふうに私は心配します。そしてまた、社会

の縁がなければ、今問題になっている孤独死、

ここの予備軍にもなるんじゃないかというふう

に非常に心配します。そこで、ニートの実態は

どのように把握されているのか。20代から50代

の無職者の人数についてお尋ねいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 無職者と定
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義した統計データはないところでございますけ

れども、参考となるデータといたしましては、

国勢調査の労働力に関するものがございます。

国勢調査では、労働力人口と非労働力人口とに

区分して集計しておりますけれども、平成22年

調査における非労働力人口のうち、家事をして

いる人及び学生を除いた20代から50代の人数

は、１万151人となっております。ちなみに、厚

生労働省では、15歳から34歳までの同じ範囲の

方々を若年無業者、いわゆるニートと位置づけ

ているところでございます。なお、このほか

に、労働力人口に含まれますけれども、求職活

動中である完全失業者の方が、20代から50代で

３万408人となっているところでございます。

○髙橋 透議員 今おっしゃいましたように、

職を求めていない方が１万人いるということで

すから、大変な数だと思うんですよね。こうい

う方々の実態をどのように把握して、どういっ

た支援をするのかが大事なわけであります。そ

こで、こういった若年無業者、いわゆるニート

への就労支援について、どう対応されているの

か伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 若年無業

者、いわゆるニート対策につきましては、国が

設置した地域若者サポートステーションにおい

て、働きたいけど、どうしたらよいのかわから

ないといった悩みに対する個別相談や、コミュ

ニケーション訓練、企業での就業体験など、就

労に向けた支援を行っております。また、県の

助成により、本人の心のケアを行う専門家の派

遣や、支援者である保護者や関係者に向けた自

立促進セミナーも開催しているところでありま

す。地域若者サポートステーションは、平成20

年度に宮崎市に設置されたところですが、昨年

度には延岡市、今年度には都城市と、県内３カ

所に拡充し、きめ細やかな支援体制となったこ

とや周知が進んだこと等により、相談件数、進

路決定数も年々伸びてきているところでありま

す。今後とも、教育機関、保健・福祉機関はも

とより、民間支援団体等とも、なお一層連携を

深め、若者の職業的自立の支援に取り組んでま

いりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ひきこもり対策、なかなか難

しい問題であります。ここでまた私は音楽を出

すわけですけれども、何か解決できるヒントが

ないものかということで、例えば、私はこう

いった話を聞きました。中学時代にひきこもり

だった子がいまして、ただ、高校に進学したと

きに合唱部に出合って、そこでのめり込んで、

あるとき地区の敬老会に行きましたら、その子

が出ているんですよ。お母さんが駆け寄ってこ

られて、涙目で私に語られたことを今でも思い

出します。

また、先日、たまたまＮＨＫを見ていました

ら、自閉症の森翔平君19歳、通称ＧＯＭＥＳＳ

（ゴメス）というふうに呼んでいるらしいです

けれども、ラップ―ラップはわかりますか。

レンジでチンのラップじゃありませんね。この

ＧＯＭＥＳＳさん、ラップで自身を表現して自

立されています。このように、音楽というの

は、非常に不思議な魅力を持っていると思いま

す。また、自閉症の方で、ダンスが物すごく得

意でうまい方もいるんですよね。才能はどこに

隠れているかわからない、そういったところだ

と思うんですよ。人間は皆、個性があって当然

なんですが、自閉症も個性の一つと考えてほし

いというふうに言われております。隠れている

能力を伸ばしてあげる、このことの対策につい

ては、教育とか社会とか、我々大人がそういう

環境をつくる努力をしなくちゃならないと思い
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ますので、再度言いますが、福祉と教育の連携

をよろしくお願い申し上げます。

次に、水産業振興対策に移ります。

冒頭、登壇して申し上げましたけれども、円

安で燃油高がとまりません。大変な高騰であり

ます。漁業者は厳しい経営が続いております。

そこで、26年度限りとされています国の漁業用

燃油緊急特別対策の延長がぜひ必要だと思うん

ですが、国に強く要望していくべきです。農政

水産部長の見解を求めます。

○農政水産部長（緒方文彦君） 燃油価格につ

きましては、上昇傾向にあり、高い水準で推移

している状況でございます。漁業につきまして

は、コストに占める燃油経費の割合が高く、中

でも、漁船規模の大きいカツオ・マグロ漁業で

は、燃油消費量が多いことから、極めて厳しい

経営状況となっております。このような状況の

中、昨年７月に創設されました、御質問の国の

漁業用燃油緊急特別対策事業は、漁業者負担を

軽減する対策として重要であると認識いたして

おります。このため、県といたしましては、さ

まざまな機会を捉え、特別対策の継続を国に対

して要望しているところでございます。

○髙橋 透議員 ぜひ要望をかなえていただき

たいと思います。平成19年から20年にかけて、

燃油というのは急激にぽんと上がったんですよ

ね。そこで、緊急対策として、今のセーフティ

ネットの事業がまず22年度から始まって、今、

特別対策になっていますよね。この仕組みとい

うのは、四半期ごとに平均価格を出して、それ

と過去７年間の上と下を引いた５年分の平均と

の差ですよね。ところが、今、燃油高、ずっと

高どまりじゃないですか。意味がなくなるんで

すよね。補填する差額が出てこないんですよ。

そういう意味では、中身を拡充する、そういっ

たことを国もやってもらわないと、漁業者はま

すます大変になってくるんですよ。例えば、Ａ

重油価格が100円を超えた分は真水をあげると

か、そんな大胆な補塡も今後は考えなくちゃい

けないと思いますが、県の考えを伺いたいと思

います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 漁業経営セー

フティネット構築事業につきましては、補塡基

準が高く、発動されにくい状況がありましたこ

とから、平成24年度に補塡基準が緩和され、一

定の効果があらわれております。しかしなが

ら、議員御指摘のとおり、今後とも、燃油価格

が高どまりすることとなれば、一層漁業経営が

厳しくなることが懸念されますことから、県と

いたしましては、引き続き、燃油価格の動向や

本県漁業の経営状況を注視しながら、国に対し

て、燃油対策の拡充を初め、経営安定対策の充

実を求めてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ぜひ補塡基準の見直しなどの

支援充実の要望を強くお願いいたします。

魚食普及の関係で少し質問します。これまで

の取り組み、いっぱいあったと思うんですが、

その成果、今後の対策について、答弁を求めま

す。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県における

魚食普及でありますが、食育を目的といたしま

した料理教室や各種フェア等により、本県水産

物の認知度向上に努めているところでございま

す。また、消費者の購買機会の増大を図るた

め、料理店と連携した宮崎初かつおフェアや地

元水産物を提供する場の創設などにも取り組ん

でいるところでございます。その結果、宮崎初

かつおフェアへの参加料理店が約300店舗になる

とともに、漁協レストランに加えまして、各地

で新鮮な魚料理を提供する場が増加するなど、



- 235 -

平成26年９月16日(火)

一定の成果が得られているものと考えておりま

す。県といたしましては、水産物の消費拡大の

ために、魚食普及に一層取り組みますととも

に、より消費者の視点を重視した商品づくり

や、観光客も含め、消費者と生産者を結びつけ

る的確な情報発信などに取り組んでまいりたい

と考えております。

○髙橋 透議員 和食ブームですよね。和食の

基本は魚だと私は思っています。今後増加が見

込まれる東南アジアからの誘客、ここも和食に

物すごく興味があって人気だというふうに伺っ

ていますから、需要拡大のチャンスと捉えて工

夫していただきたいと思います。

最後に、観光振興についてお尋ねしてまいり

ます。

今回の補正予算に、油津港に16万トン級に対

応した環境整備を行うための補正予算を提案さ

れておりますが、大型クルーズ船の誘致に向け

て、どのような展望を持っていらっしゃるの

か、知事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） 大型クルーズ船の誘致

につきましては、国におきましても、2020年に

「クルーズ100万人時代」の実現を目指すことに

しておるところでありまして、大型クルーズ船

の受け入れは、観光やショッピングなど、経済

効果が大変大きいことから、本県の地域経済の

活性化を図る上でも、大きな柱になる重要な取

り組みであると考えております。このため、大

型クルーズ船の誘致につきましては、クルーズ

需要が増大しております東アジアなどを中心

に、地元自治体や関係機関と連携し、積極的に

取り組んできておるところであります。また、

私自身も、大手のクルーズ船運航会社のキーパ

ーソンに直接油津港の改修などの受け入れ体制

強化を説明し、本県への寄港を強く働きかけて

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、来年９月に

は、アメリカのクルーズ船運航会社が、これま

でで最大となります９万トン級の大型クルーズ

船―定員が約2,000人になるわけでありますが

―を油津港に寄港させる予定となったところ

であります。私としましては、今後とも、地元

自治体等とも連携し、さらに大型のクルーズ船

の誘致活動を積極的に推進すること、さらに

は、その受け入れ体制、おもてなしの体制を整

えることも大変重要であろうかというふうに考

えておりますので、細島港とあわせて、本県を

南九州における大型クルーズの拠点として築い

てまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。９月

に９万トン級、2,000人の方が油津港に入るとい

うことで、大変ありがたいお話をお聞きしまし

た。行く行くは13万トン級あるいは16万トン級

のクルーズ船が必ず来るということになるはず

ですから、その受け入れ体制もおっしゃいまし

たけれども、13万トンクラスでバスが約100台近

く必要だというふうにお聞きしております。ま

た、大型クルーズ船に乗っていらっしゃるお客

さんの食事メニュー、ここも統一しないと、な

かなか受け入れが難しいような話もお聞きしま

す。例えば、串間とか都城をメーンにバス20台

は行きますということになったら、そこの20台

分は和食に統一しないといけないらしいです

ね。そういったいろんなこともあって、そうい

ういろんな連携が関係市町村と出てくると思う

んですよ。広域観光ルートの設定が必要になっ

てきますが、県はどのように対策をとるのか、

商工観光労働部長にお尋ねします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 16万トン

級の大型クルーズ船では、約4,000人規模のお客
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様を一度に受け入れることになりますので、御

指摘のとおり、貸し切りバスや昼食会場の確

保、新たな広域観光ルートの設定など、受け入

れ体制の整備を図ることが重要であると認識し

ております。また、大型クルーズ船の円滑な受

け入れとともに、歓迎イベントなどのおもてな

しによるお客様の満足度の向上が、その後の大

型クルーズ船の誘致につながるものと考えてお

ります。このため、県といたしましては、県や

地元自治体、関係事業者などで構成する地元受

入協議会を活用しながら、積極的に九州内のバ

ス会社や昼食会場となるホテル・飲食店等への

働きかけを行ってまいりたいと考えておりま

す。また、関係市町村と連携し、例えば、宮崎

自動車道や東九州自動車道を活用した新たな広

域観光ルートの設定やＷｉ―Ｆｉ環境の整備・

充実など、オールみやざきでの受け入れ体制の

整備に全力を期してまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 クルーズ船観光、行く行くは

県全体にその効果が広がることは間違いないと

思うんです。ぜひ全力で取り組んでいただきた

いと思います。

私も先月、南九州３県合同の観光振興議員連

盟で、マカオと香港を視察しました。このとき

に伺った話で、観光列車における関心が高いん

ですよ。しかも、観光列車の中で食事をする、

このことに物すごく興味を持っていらっしゃっ

て、例えば、肥薩おれんじ鉄道のおれんじ食

堂、大変人気らしいです。そこで、幸いにも私

の地元、ＪＲ日南線に「海幸山幸」が走ってい

ますが、この観光列車の車内で食事を提供する

などの新しい取り組みができないのかお尋ねい

たします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 観光列車

「海幸山幸」は、本県特産の飫肥杉を車内外に

ふんだんに使用した特別仕様の車両を用いてお

り、車両そのものに魅力がありますほか、日南

海岸を初めとする美しい景色、また紙芝居など

の車内イベントも楽しめますことから、昨年度

の年間平均乗車率が約80％になるなど、今のと

ころ、非常に好評であるというふうに伺ってお

ります。このような「海幸山幸」の魅力の一つ

に、飫肥や油津、南郷といった目的地での御当

地ならではの食事や観光を楽しめるということ

がありまして、地域経済にも貢献しているとこ

ろでございます。このようなことから、現在の

ところ、「海幸山幸」車内での食事の提供は考

えていないというふうに伺っているところでご

ざいます。一方で、観光列車は、在来線の活性

化にも大きな効果があると思われますので、県

といたしましては、多様化するニーズに対応し

たサービスの提供について、ＪＲ九州との意見

交換等を引き続き行ってまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 「海幸山幸」が走り出して５

年ですか、今答弁がありましたように、順調に

推移しているということでありますが、東アジ

アからの観光誘客を考えたときに、今、休日の

みの運行ですよね。それを平日もやる、そして

中身も充実する。５年たちましたから、ぜひ

「海幸山幸」の進化、ここをなし遂げていただ

きたいと思いますので、期待しております。

それと、この前、新聞でちらっと見ました。

外国人観光客が自分の国へ持ち帰る土産品への

消費税、免除措置が拡大されるようでありま

す。食品などの消耗品、１日１店舗につき5,000

円から50万円までは免除だそうです。香港の誘

客、たくさんのお土産を買って帰ります。本県

農産物とか土産品の磨き上げが必要であります
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から、ぜひしっかり取り組んでいただきたいと

思います。

最後も音楽で締めくくりたいと思います。中

島みゆきさんの曲に「糸」という歌があります

が、御存じでしょうか。「縦の糸はあなた 横

の糸は私 織りなす布はいつか誰かを暖めうる

かもしれない」という歌詞であります。つま

り、縦の糸が、知事を初めとする執行部であり

ます。横の糸が、我々県議会じゃないかと思い

ます。そして、織りなす布は、県民を温める、

安らぎを与えるものになると思います。知事に

おかれましては、情熱と真心を持って県政に取

り組んでいただきたい。県民の信頼を得て道は

拓けます。ちなみに、「情熱 真心 あすを拓

く」は私の来年のキャッチフレーズでありま

す。今後とも、我々県議会と真正面から向き

合って、縦の糸、横の糸を織りなして、幸せな

布、日本一のふるさと宮崎をつくっていこうで

はありませんか。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○押川修一郎副議長 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。

午前11時57分休憩

午後１時０分開議

○押川修一郎副議長 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次は、岩下斌彦議員。

○岩下斌彦議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の岩下斌彦でございます。

今回も傍聴席には、大変お忙しい中、串間の

道を考える女性の会の方々においでいただきま

した。遠路ありがとうございます。女性の会の

皆さんはもとよりでございますが、その子供さ

ん、そしてお孫さんたちが地元でも安心して暮

らせることを願い、そして地域活性化のために

一生懸命活動されている方々でございます。

串間市は、同じ宮崎県でありながら、社会資

本の整備、とりわけ高速道路がなく、雇用の場

が少ないため、少子高齢化、過疎化は容赦なく

進んでおります。知事はおわかりのことと思い

ますが、全国に790の市があります。全国の市の

人口ランキングを見てみますと、串間市はそ

の790ある中で全国の773位でございます。人口

は８月１日現在で１万9,265人、下位から18位で

あります。地域間競争の時代と言われておりま

すが、ほかの市と同じ土俵に立つことができる

よう、社会資本の整備などで県の後押しをお願

いしたいと思っております。

ここでお断りをしておきますけれども、こう

いった悪条件ではございますが、串間市におき

ましては、商工会議所青年部の皆さん、そして

青年団、あるいはまちづくりを考える団体の皆

さんたちが、吉松邸というのがありますけれど

も、その整備などに対しましてアイデアを出し

合って、そして持ち寄って、いろいろ地域活性

化に一生懸命取り組んでおりまして、そういっ

た素直な一生懸命な姿を見るときに、大変心を

打たれるものでございます。

知事の政治姿勢については、後ほど質問をさ

せていただきます。

それでは、質問に入ります。国土交通省九州

地方整備局が５月28日、串間―日南―志布志間

の道路は全線バイパスとする決定が公表されま

した。小委員会では、日南―串間―志布志間に

５カ所のインターチェンジをつくる計画も認め

られております。整備局によりますと、宮崎県

側は日南市と串間市、鹿児島県側は志布志市の
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計３市に設置する予定であります。ことしの７

月18日には東九州道路建設促進地方大会が志布

志市で開催され、宮崎県からは河野知事、鹿児

島県側からは伊藤知事、大分県の広瀬知事が出

席をされました。こういった決起大会で３県の

知事が一緒になられるというのは、随分珍しい

ことではないかなというぐあいに思っておりま

す。また、国会議員で構成される高速道路建設

推進議員連盟の会長でございます衛藤征士郎先

生も出席をされまして、大きな盛り上がりを見

せ、大変心強く思うことでした。現在、ルート

案は公表されておりますが、早期実現化に向け

た取り組みを願っているところでございます。

東九州自動車道日南―串間―志布志間の早期事

業化に向けた知事の決意を伺います。

後の質問に関しましては、質問者席から行い

ます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

東九州自動車道の日南―串間―志布志間につ

いてであります。この区間につきましては、計

画段階評価が終了いたしまして、地元の声も踏

まえながら、ことし７月には全線バイパスとし

て整備する対応方針が決定されたところであり

ます。現在、国土交通省におきまして新規事業

化に向けた準備が進められております。今後、

場合によりましては都市計画手続が必要となり

ますが、その際には、県としましても総力を挙

げてスピードを持って対応する所存でありま

す。この道路の必要性については、もちろんこ

れまでも地域経済、観光、防災、命の道という

ことで言われておるところでございます。午前

中、油津港湾に大型クルーズ船という話がござ

いましたが、海外からのお客様が高速道路を利

用して、例えば都井岬であったり幸島であった

り、串間のさまざまな魅力を楽しんでいただく

ということも、今後大きな楽しみとなるわけで

ございます。

このような中、７月には志布志市において、

今御指摘がありましたように、大分、鹿児島の

知事も含めて３人の知事本人が出席をして、建

設促進協議会地方大会が開催されたところであ

りまして、沿線住民の皆さんの大変熱い思いと

いうものが感じられたところであり、私も早期

完成に向け強くアピールをさせていただきまし

た。東九州道の延岡―宮崎間の開通ということ

で決して一段落ということではない、まだまだ

ミッシングリンクの整備の必要性というものを

強く感じ、またそれをアピールしていきたい、

そのように考えておるところでございます。さ

らに11月には、東京でこの協議会が実施します

中央大会や中央提言におきまして、国や関係機

関などへ直接強く訴えてまいることとしており

ます。これまでもあらゆる機会を通じまして国

土交通省や本県選出の国会議員などへ働きかけ

を行っているところでありますが、今後とも私

が先頭に立って、鹿児島県とも十分な連携を図

り、県議会の皆様や沿線自治体、そしてさまざ

まな要望活動、また大会においてお力添えをい

ただいております道づくりを考える女性の会な

ど、県民の皆様と一丸となって、国に対し早期

事業化を一層強く要望してまいります。以上で

あります。〔降壇〕

○岩下斌彦議員 きょうおいでいただきました

道を考える女性の会の皆さん方でございます

が、本当に心待ちにいたしております。いろん

なイベントがある際、ＡＫＢ48の衣装をつけて

一生懸命盛り上げたり、地域の活性化につなげ

て努力をしていただいております。来月の10

月21日にも串間市文化会館で建設促進決起大会
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が予定されております。ぜひルート案が一日も

早く発表されますよう、どうぞよろしくお願い

申し上げます。

続きまして、高速道路清武南―北郷間であり

ますが、商工建設常任委員会の県南視察の折で

ございました。芳ノ元トンネルの視察を行いま

した。ところが、地下水、ガス、地すべりなど

の問題があって、なかなか進んでいないようで

ございます。清武南―北郷間の工事の進捗状況

と今後の見通しについて、県土整備部長に伺い

ます。

○県土整備部長（大田原宣治君） 東九州自動

車道清武南―北郷間につきましては、現在、国

におきまして整備が進められておりまして、ト

ンネル12カ所、橋梁14橋と構造物の多い区間で

あります。このうち、これまでにトンネル５カ

所、橋梁５橋が完成しており、ことしから新た

に、椿山トンネル、二之河内トンネル、寺山第

一トンネルの３カ所の工事に着手されたところ

です。また、地すべり等の発生により工事が中

断しておりました芳ノ元トンネルにおきまして

は、昨年１月から工事が再開され、トンネル本

坑の掘進長は８月末時点で約22％に達したとの

ことであります。当該区間の進捗としまして

は、用地取得はほぼ完了しまして、昨年度末で

の事業進捗率は約57％となっておりますが、開

通予定年度はまだ公表されていないところであ

ります。県としましては、北郷―日南間を含む

事業中区間の早期完成を、国に対して今後とも

強く要望してまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。

次に、徳重議員からも質問が以前ありました

けれども、都城志布志道路についてお尋ねいた

します。鹿児島県側を通ってみますと、橋梁が

立ち並んでおりまして、順調に進んでいるよう

な感じがいたしますが、宮崎県側の国直轄区間

がなかなか進んでいないようであります。都城

志布志道路の進捗状況について、県土整備部長

に伺います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 都城志布志

道路は、国、宮崎県、鹿児島県が連携しまして

整備を進めている、延長約44キロメートルの地

域高規格道路でありまして、施工区間の内訳と

しましては、国が13.4キロメートル、宮崎県

が8.6キロメートル、鹿児島県が約22キロメート

ルとなっております。これまでに、宮崎県側で

国、県合わせまして約5.1キロメートル、鹿児島

県側では約8.3キロメートルを完成供用している

ところであります。現在、宮崎県が施行してい

ます区間のうち、梅北工区につきましては、平

成29年度の供用を目標に道路改良工事などを実

施しているところでありまして、さらに、昨年

度事業着手しました金御岳工区につきまして

は、来月から用地取得に着手することとしてお

ります。また、国が施行しております区間のう

ち、南横市インターチェンジから平塚インター

チェンジ間につきましては、平成30年度の供用

を目標に橋梁工事などが実施されているところ

であります。県といたしましても、今後とも国

や鹿児島県と連携し、全線の早期完成に向け全

力で取り組んでまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございます。どう

ぞよろしくお願いを申し上げます。

先月でございますが、８月の２日間において

都井の火祭りが開催されております。初日

が4,000人、そしてまたその２日目でございます

が、7,000人のお客さんが都井岬に見えたという

ことでございます。中には外国の方々も随分多

かったというふうに聞いておりますが、何しろ

都井岬にはホテルがありません。民泊はありま
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すけれども。そういった中で4,000人、7,000

人、１万1,000人ものお客さんが見えるんですけ

れども、そのままほとんどが帰ってしまう。経

済効果がほとんどなく、大変残念に思うことで

ございます。そこで道路に関しての質問でござ

います。都井岬に通じる県道についてでござい

ますが、豪雨災害により路肩が崩れ、現在片側

通行しているようでございます。県道都井岬線

の災害復旧事業について、現在の進捗状況を県

土整備部長に伺います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県道都井岬

線は国道448号と都井岬を結ぶ路線であります

が、６月４日の集中豪雨によりまして、国道と

の分岐点から約1.7キロメートル地点で道路の路

側が約25メートルにわたって崩壊したところで

す。その後の降雨により被害が拡大するおそれ

が生じてきましたため、７月に土どめの応急工

事を行い、８月には国の災害査定を受けたとこ

ろです。現在、片側交互通行で御不便をかけて

おりますが、都井岬は県の重要な観光資源であ

りますことから、９月末には工事を発注し、早

期の復旧に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○岩下斌彦議員 ちょうど新婚ブームのとき、

昭和40年代でございますけれども、都井岬には

随分たくさんの新婚客がおいでになっていまし

た。我々独身で、その近辺を歩くと、かえって

こっちのほうが恥ずかしいような状況でござい

ました。それを懐かしんで、結婚して再度、以

前のままのイメージで楽しみに都井岬に来られ

る。ところが、今、都井岬の現状を見ると、本

当にがっかりして皆さん帰られるということで

ございます。いろいろ問題がありますけれど

も、どうぞ、知事を含め皆様方のいろんな取り

組み、御尽力をいただきたいというぐあいに

思っておるところでございます。

次に、串間の名所にもなっておりますけれど

も、干潟がありまして、その場所ではシオマネ

キが手を上げて招いております。そのシオマネ

キがすんでいるところの近くの道路についてで

あります。県道都井西方線の港地区で行われて

いる道路整備の進捗状況について、県土整備部

長に伺います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県道都井西

方線の港地区につきましては、道路の幅員が狭

く、通学路の要対策箇所となっておりますこと

から、歩行者等の安全を確保するため、城泉坊

橋から西側の約1.3キロメートル区間につきまし

て、今年度、新規に事業着手したところであり

ます。現在、測量、設計並びに地質調査を実施

しているところでありまして、今後、用地測量

などを順次進める予定としております。

○岩下斌彦議員 本当に、こうやって質問しな

がら、道路のこと、あの部分のことというぐあ

いに話をさせていただいておりますけれども、

社会資本の整備ということで、地域の皆様方の

声が聞こえてくるわけでございます。細かな現

場のことも尋ねておりますが、どうぞお許しを

いただきたいというぐあいに思っております。

次に、国道448号の名谷地区から石波地区間の

バイパス計画の進捗状況について、県土整備部

長に伺います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 国道448号の

名谷地区から石波地区間のバイパス計画につき

ましては、地質が脆弱でありますことや、想定

されるトンネル延長が長く大規模な事業となり

ますことから、これまで安全性や経済性などに

関して数々の調査・検討を行ってきたところで

あります。昨年度は測量やボーリング調査を実

施し、複数のルート比較案を作成したところで
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ありまして、今年度は、さらに詳細な地質調査

や地質の解析業務などを実施し、最適なルート

を選定することとしております。県としまして

は、今後の事業化に向けまして順次必要な調査

を進めてまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 この448号線にいたしましても

要望、陳情が幾度となく繰り返されております

が、ぜひとも早期事業化に向けて御尽力をいた

だきたいと願っております。

また、先日、北方南郷線を車で通ってみまし

た。大変幅員が狭くて、やっと私の車で通れる

か通れないかというような状況でございます。

大変危険ではないかというふうに感じたところ

でございますが、県道の北方南郷線の秋山地区

で行われている道路整備の状況について、県土

整備部長に伺います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県道北方南

郷線の秋山地区の未改良区間約1.6キロメートル

につきましては、秋山工区として整備を進めて

おりまして、これまでに約0.5キロメートルを部

分供用しているところであります。残る区間の

うち、串間側の約0.4キロメートルにつきまして

は、用地取得が完了したことから、今年度、道

路改良工事に着手することとしております。今

後とも引き続き、地元の御協力をいただきなが

ら、早期完成に向け取り組んでまいりたいと考

えております。

○岩下斌彦議員 次に、県内各地の市町村が管

理している道路のセンターライン、外側線の件

でございます。特に山間部において濃霧あるい

は夜間に走行する際、カーブのところほどセン

ターライン、外側線が消えており、方向を見失

うことがございます。大変危険で、交通安全上

からも早急に整備が必要であると思います。そ

こで県土整備部長にお尋ねをいたしますが、夜

間のカーブ地点の交通安全対策として、消えて

いる道路の区画線、センターライン、外側線の

整備は重要と思いますが、市町村への指導も含

めてどのように取り組むのか伺います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県管理道路

の区画線につきましては、日ごろから道路パト

ロールなどで状況を把握し、カーブ区間の危険

箇所やセンターラインなどを中心に、緊急性の

高いところから順次整備を進めておりまして、

昨年度は約500キロメートルの塗りかえを行って

おります。また、市町村に対しましても、これ

まで担当者会議などあらゆる機会を通じまし

て、区画線の塗りかえについて助言したところ

でございまして、市町村におきましてもその必

要性を認識していただき、徐々に整備が進んで

いるところでございます。ただ、一部の市町村

におきましては、財政が厳しいことなどの理由

から早急に整備が図られない状況にあるとも

伺っております。道路の区画線は通行車両の安

全を確保する上で重要な交通安全施設でありま

すので、県としましては、今後とも県管理道路

の適正な管理に努めますとともに、市町村へも

さらなる改善が図られるよう要請してまいりた

いと考えております。

○岩下斌彦議員 この議場に県警本部長もおい

ででございますが、今お話しいたしましたとお

り、道路が整備されて、それから時間経過する

ごとに、特にカーブの地点というのは線が消え

てしまいます。夜間、いつも通りなれている道

でございますけれども、ガードレールはない、

センターラインはない、そういった中で瞬間的

に、「あ、この先の道路はどうなっているか」

という非常に怖い状況であります。そういった

場合に自損事故のほうで処理されているのでは

ないかと思いますが、そういった点で、私自身
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も経験し、県内各地いろいろあろうかと思いま

す。各警察署の署長さん方とお会いされる機会

も多いかと思います。ぜひ話を聞いていただき

ながら、市町村長の皆様方と会われましたら、

その危険性の排除について、ぜひ本部長からお

話しいただくと、安全意識が随分高くなるので

はないかなというふうに思いますので、どうぞ

よろしくお願いをしておきます。

次に、８月に、鹿児島・宮崎・熊本県議会に

よる３県合同観光振興議連で香港、マカオの視

察研修に行ってまいりました。そこで、県の皆

様方もよく御存じでございますが、香港のＥＧ

Ｌの袁社長からいろいろ説明をお聞きいたしま

した。大変すばらしい方で、日本語も巧みでご

ざいます。いろいろ御指導いただきましたが、

そのおもてなしの一つでございますけれども、

地元の新聞を１ページ使いまして歓迎の広告み

たいなものを出していらっしゃいました。それ

がまた、各３県の県議会の議員の名前までずっ

と出しておられる。おもてなしというか歓迎と

いう意味では大変すばらしいものを見せていた

だいたなというぐあいに思ったところでござい

ます。そしてまた、香港航空を利用いたしまし

たが、鹿児島空港から香港に帰国される大勢の

皆さんでございますけれども、土産品として大

量の農産物を段ボールごと持って飛行機に搭乗

されておりました。それで、質問でございま

す。宮崎―香港線の空路開設を踏まえ、外国人

観光客に県内でより多く消費していただくな

ど、経済効果を高めるための取り組みが必要で

はないかと思いますが、県の対応を商工観光労

働部長に伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 観光庁の

平成25年の消費動向調査結果によりますと、香

港からの観光客１人当たりの旅行支出は、台湾

や韓国からの観光客よりも多く、約14万円と

なっておりまして、うち買い物が３分の１を占

めているところであります。特に菓子類や食料

品、お酒を多く購入されていることから、県産

品もたくさん購入いただけるのではないかと期

待しております。また、このほど免税店制度が

改正されまして、これまでは対象品目が家電製

品や衣類などに限られていましたけれども、10

月からは菓子類や食料品、お酒など全品目につ

いて消費税が免税されることとなります。この

ため県といたしましては、新たに許可を受ける

免税店をふやすために、９月に県内の民間事業

者等を対象にした研修会を実施することとして

おります。今後さらに、多言語での商品説明に

対応していただくなど、外国人観光客の買い物

環境の充実強化に取り組み、県内経済への波及

効果を高めてまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 海外に行ってよく思うこと

は、免税店で買い物をするお客さんというのが

大変多いというぐあいに思います。宮崎県でも

そういった免税店に関する説明会をするという

ことでございますが、これから台湾、韓国、香

港いろんな方々が宮崎に来られると思いますの

で、ぜひ経済効果の上がる取り組みをお願いし

たいというぐあいに思います。

それで、次に移ります。宮崎県の観光といい

ますと、故岩切章太郎さん、そして佐藤棟良さ

んの恩恵によるものが大変大きいのではないか

なというぐあいに思っております。そこで、新

たな宮崎の観光資源の開発に取り組む必要があ

るというふうに思います。道の駅なんごう、日

南海岸南郷プリンスホテルの関係者によります

と、ことしの５月から６月にかけましてはジャ

カランダツアーというのを企画したそうでござ

いますが、多くの誘客につながったということ
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を聞いております。世界３大花木はジャカラン

ダ、ホウオウボク、カエンボクだそうでござい

ます。例えば、世界３大花木の一種ジャカラン

ダが人気を集めているようでございますが、ほ

かの２種についても別々に群生させて、本県の

観光資源になるよう取り組んでみてはどうかと

思いますが、知事の御所見を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 世界３大花木のうち、

まずジャカランダ、道の駅なんごう周辺で国内

最大規模の群生林が見られるということであり

まして、県外からの旅行商品が多数造成される

など、年々観光客が増加をしておりまして、地

域における取り組みの成果があらわれていると

ころであります。東京事務所、また新宿ＫＯＮ

ＮＥでも、このジャカランダに関する問い合わ

せ大変多いというふうに伺っております。ま

た、ことし５月には、総合農業試験場の亜熱帯

作物支場にあります世界３大花木が、初めて同

時期に開花したということが話題にもなったと

ころでありまして、私もブログで書いたりした

んですけど、新しい貴重な観光資源となり得る

のではないかという議員の御指摘は、大変興味

深く感じたところであります。

一方、これらの花木は、本来、亜熱帯または

熱帯地域の原産であるということで、特にジャ

カランダ以外の２種類につきましては、本県で

本格的な植栽に取り組むには、気候風土への適

応性という面では大変難しい問題があると伺っ

ております。また、花をつけるのがそもそも数

年に１度であるとか、この３つの花が咲くのが

微妙に時期がずれるとかいろいろあるようでご

ざいますが、今後、観光資源としての活用の可

能性等について、また、そういうものがあると

いうことのＰＲについて検討してまいりたいと

いうふうに考えております。

ジャカランダを初めとする四季折々の花とい

うものは、本県観光の大きな魅力の一つである

と考えております。引き続き、花を生かした観

光振興に積極的に取り組むことにより、誘客促

進はもちろん、花にあふれた宮崎、そういうお

もてなしの体制づくりに取り組んでまいりたい

と考えております。

○岩下斌彦議員 どうぞよろしくお願いを申し

上げます。

都井岬沖から３キロメートルほどのところで

ございますが、マウンド魚礁の周辺では、東漁

協管内の漁師の皆さんから話を聞きましたとこ

ろ、最近、イワシやサバやタイが釣れるように

なったというふうに聞いております。都井岬沖

で進められているマウンド魚礁整備の進捗状況

について、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 串間市都井岬

沖で整備を進めております宮之浦沖合漁場のマ

ウンド魚礁につきましては、都井岬東方沖約３

キロメートル、水深80メートルの位置に、自然

石を用いまして、長さ135メートル、幅75メート

ル、高さ15メートルという人工山脈を造成する

ものでございます。平成24年度から工事に着手

いたしまして、当初の計画では平成29年度まで

の事業期間を予定しておりましたが、国の大型

補正予算を活用して事業を前倒しした結果、今

年度中に魚礁本体が完成する予定であります。

○岩下斌彦議員 次に、漁場の造成についてで

ありますが、マウンド魚礁の整備には、地元漁

業関係者から大きな期待が寄せられておりま

す。漁獲高が上がれば漁業従事者もふえるので

はないかと思われます。マウンド魚礁の設置効

果にはどのようなものがあるか、農政水産部長

に伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） マウンド魚礁
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は、海底につくった人工の山を利用いたしまし

て、海底近くにある窒素やリンなどの栄養分が

豊富な海水を海面付近まで上昇させることで、

動植物プランクトンや魚の増殖を促し生産性の

高い海域をつくる効果と、さらに魚礁に集まる

魚を周辺にとどめる効果がございます。マウン

ド魚礁の実績がある長崎県での事例によります

と、魚礁周辺の海域におきまして、プランクト

ンの増加とアジやマハタ、キダイなど多くの魚

の群れが確認され、漁業者の好漁場として利用

されております。

○岩下斌彦議員 以前、トローリングでカジキ

マグロを釣ろうということで、九州全域から宮

崎港にボートが集まりまして、朝の花火を合図

に一斉に太平洋に向かうという、カジキマグロ

大会に参加したことがあります。私も、宮崎港

から都井沖あたりまでずっと走りながら、５～

６人で参加したわけでございますが、ある漁場

でトローリングを、ぐるぐる回りながらやって

いましたら、本職の漁師の方がおいでになりま

した。ルールがあるようでございまして、本職

の皆さんが来たらその場を離れるということが

ルールになっているのを、そのときに知ったわ

けでございます。立派な漁場ができる、そう

いった中でいろいろなトラブル関係も発生した

ら、かえっていけないような気もいたします

が、都井岬沖マウンド魚礁における漁場の利用

のあり方についてどのように考えておられるの

か、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 都井岬沖のマ

ウンド魚礁につきましては、沿岸漁業者を対象

として、周辺海域を利用する漁業の操業実態を

踏まえ、魚礁の設置効果が高い場所を選定した

ところでございます。魚礁の完成後は、漁場の

生産性が向上し、魚礁を利用する沿岸漁業者の

増加が想定されますことから、県といたしまし

ては、マウンド魚礁の効果が最大限に発揮され

るよう、漁場の適正な利用を推進してまいりた

いと考えております。

○岩下斌彦議員 東漁協管内にマウンド魚礁が

できる、あといるか岬沖にも完成したそうでご

ざいますが、これから大変楽しみな場所がふえ

たと、漁場の造成という点では大変ありがたい

取り組みをやっていただきました。本当にあり

がとうございます。

次に、串間市におきまして木質バイオマスの

ガス化発電が計画をされておりますが、その取

り組み状況について、環境森林部長に伺いま

す。

○環境森林部長（徳永三夫君） 御質問にあり

ました串間市に計画されております発電施設で

ございますが、株式会社サンシャインブルータ

ワーが、木質バイオマス―これは主に杉材に

なると思います―を熱分解いたしまして、そ

れで得られましたガスを燃焼させて出力3,000キ

ロワットの発電を行うもので、総事業費が28億

円の事業計画となっております。また、年間に

使用する約４万6,000トンの木質バイオマスを確

保するために、地元や近隣の森林組合等との間

で安定供給のための協定が締結されているとこ

ろでございます。県では、先月この計画を承認

いたしまして、現在、事業主体において補助金

交付申請の準備が進められているところでござ

います。

○岩下斌彦議員 地元では、この木質バイオマ

スのガス発電所、雇用の創出につながるという

ふうに大変期待がなされておりますので、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。

次に、８月に森林・林業活性化委員会視察で

呉市の中国木材株式会社を訪問して、堀川社長
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から直接話を伺い、工場内を視察してまいりま

したが、自社内には大型原木船専用の岸壁があ

り、最大規模の原木専用船６隻が北米と日本を

往復しており、１カ月５隻のペースで原木を運

んでいるとのことでございました。主に集成

材、プレカットを生産されており、そのスケー

ルには圧倒されました。83歳の堀川社長でござ

いましたけれども、まだまだ現役で、本当にす

ばらしい方でございました。堀川社長の話によ

りますと、日向工場には350億円を投資するとい

うことでございました。そこで、中国木材が日

向市に進出しましたが、その計画内容と進捗に

ついて、環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（徳永三夫君） 中国木材日向

工場につきましては、第１期工事といたしまし

て、小径木、中径木、大径木に対応いたしまし

た３つの製材工場と木材乾燥施設、さらには木

質バイオマス発電施設などの整備が進められて

いるところでございます。小径木製材工場は８

月に既に試運転を開始し、中径木製材工場は10

月中に試運転を行う予定であり、その他の施設

を含めた全体の進捗率は、８月末現在で約70％

であります。また、これらに加えまして、２期

工事といたしまして、今後、集成材工場も整備

することとなっております。日向工場は県内か

ら約20万立方メートルの原木を調達する計画と

なっておりますので、林業の活性化はもとよ

り、260名程度の雇用が予定されておりますの

で、本県の経済・雇用に大きく貢献するものと

期待しているところでございます。

○岩下斌彦議員 堀川社長によりますと、中国

木材本体―いろいろ工場がありますけれど

も、大体売り上げで1,000億円だというぐあいに

言われております。宮崎県内の製材所は大丈夫

かなという気にもなりましたけれども、社長か

ら言われたのが、「宮崎県の林業関係の皆様と

は共存共栄をやっていくつもりです。そしてま

た、各製材所におきましてはそれぞれ特色を

持って取り組んでいただきたい」というお話で

ございました。これから大きな企業ができ上が

りますけれども、宮崎県の経済効果につきまし

ても、林業につきましても大変大きな成果が上

がるのではないかなというふうに思っていま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。

次に、高等学校整備計画についてでありま

す。現在、宮崎県立高等学校教育整備計画の中

期実施計画を策定する中、１学年３学級の県立

高校のあり方について検討していると思います

が、それらの県立高校の現状について、教育長

に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 本県の全日制県立高

等学校の中で、現在、１学年３学級の学校は、

宮崎海洋高校、福島高校、高城高校、飯野高

校、西都商業高校、都農高校、日向工業高校の

７校ございます。少子化の中、どの県立高校に

おいても魅力づくりに努めているところではあ

りますが、特にこれらの７校につきましては、

他校よりも一層取り組みを進めているところで

あります。募集定員に対する充足の状況です

が、これら７校の平成26年度の入学生につきま

しては、約半数の学校で、定員をほぼ充足する

か、それに近い状況にありますが、例えば飯野

高校や福島高校などにつきましては、１クラス

程度の欠員が生じている状況にあります。

○岩下斌彦議員 １学年３学級の県立高校７校

の中で、飯野高校と福島高校について、今後の

方向性について教育長にお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 県立高等学校の再編

整備につきましては、何より、生徒にとって魅

力と活力のあるよりよい教育環境を提供できる
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のかという視点に立って検討を進めてまいりま

した。飯野高校と福島高校につきましては、そ

の魅力づくりのために、県教育委員会として、

例えば、通常の職員定数に加えて複数の職員を

配置することにより、生徒を少人数のクラスに

分けたきめ細かな指導ができるようにするとと

もに、より多くの科目を授業で選択できるよう

にするなどの支援を行い、魅力ある学校づくり

に努めてきたところであります。両校につきま

しては、県としても魅力づくりに努めるととも

に、地域における小中高一貫教育の取り組みの

成果や、地元自治体と連携した学校活性化の取

り組みによる効果、さらには今後の定員の充足

状況等を注視しながら、今後も子供たちに選ば

れる魅力と活力ある学校であり続けることがで

きるかという視点に立って、あり方を検討して

まいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 飯野高校もそうでしょうけれ

ども、福島高校の存続というのは、地域にとっ

ても大変大事なことでございます。どうぞ継続

できますよう御指導いただきながら、また串間

市民一体となって取り組む方向でございますの

で、よろしくお願いを申し上げたいと思いま

す。

次に、子ども・子育て支援制度についてであ

ります。一人一人の子供が健やかに成長するこ

とができる社会を目指して、平成24年８月に子

ども・子育て関連３法が可決・成立し公布され

ました。この３法に基づき、幼児期の学校教育

・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に

推進するための子ども・子育て支援新制度が来

年４月からスタートする予定であります。この

ため宮崎県内の市町村では、子育ての状況やニ

ーズを把握し、それに基づいた事業計画の策定

の準備を進めるなど、新制度に向けた準備をし

ていると聞いております。27年４月から施行予

定の子ども・子育て支援新制度の概要につい

て、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 子ども・子育

て支援新制度は、認定こども園、幼稚園、保育

所といった幼児期の教育・保育施設の充実、並

びに一時預かり事業、放課後児童クラブなどの

地域の子育て支援事業の充実を目的とする制度

であります。具体的には、子供が保護者の就労

状況に関係なく教育・保育の提供を一体的に受

けることが可能な認定こども園について、特に

その普及を図ることとされております。また、

新制度は、全般にわたり住民に最も身近な市町

村が実施主体となっておりますので、市町村が

子ども・子育て支援事業計画を策定し、子育て

家庭のさまざまなニーズに応じた教育・保育サ

ービスを計画的に実施していくこととなりま

す。県におきましては、国とともに市町村を支

援することとされておりますので、市町村間の

広域調整あるいは保育士等の人材確保、質の向

上などを図ることとしております。

○岩下斌彦議員 続きまして、新制度において

はどんな施設が運営費の助成対象となるのか。

また、認定こども園への移行の見通しを、福祉

保健部長に伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 現在、幼稚

園、保育所、認定こども園は、それぞれ別々の

仕組みで運営費の助成を受けておりますが、新

制度においては、新たに施設型給付という制度

に一本化され、幼稚園、保育所、認定こども園

は共通の仕組みの中で運営費の助成を受けるこ

ととなります。また、県内には、現在42の認定

こども園がありますが、先般実施したアンケー

ト調査によりますと、新制度移行に伴い、新た

に70近くの幼稚園、保育所が認定こども園への
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移行を希望しており、100園を超える見通しと

なっております。中でも認可幼稚園と認可保育

所が一体的な運営を行う幼保連携型認定こども

園は、現在の２園から50園に大きくふえる見込

みであります。

○岩下斌彦議員 ありがとうございます。

また、新制度で施設を利用する場合、どのよ

うな手続が必要となるのか、福祉保健部長に伺

います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 現在、保育所

を利用する場合には市町村の窓口で、また幼稚

園を利用する場合には、それぞれの幼稚園で直

接入園に係る手続を行っております。新制度に

おいてもその点の変更はありませんが、保育の

必要性や年齢によって新たに３つの認定区分が

設定されます。具体的には、３歳以上で保育の

必要性がなく、幼稚園等での教育を希望する子

供の場合、２つ目には、３歳以上で保育の必要

な子供、３つ目には、３歳未満で保育の必要な

子供という認定区分になりますので、保護者の

方は、このいずれかの認定を受けた上で、幼稚

園、保育所、認定こども園等の施設を利用され

ることになります。

○岩下斌彦議員 利用者負担がまだ示されてお

りません。施設の選択に迷う保護者が多くなる

ことも懸念されますが、負担額はどのようにな

るのか、福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 新制度におけ

る利用者負担額につきましては、幼稚園、保育

所、認定こども園いずれの施設を利用する場合

でも、世帯の所得状況等に応じて決定されるこ

とになりますが、現時点で国が示しているイメ

ージでは、現行の幼稚園や保育所の利用者負担

の水準と同じ程度とされております。具体的に

は、所得状況等により、幼稚園は５階層に、保

育所は８階層に区分されます。例えば、年収360

万円の世帯の３歳以上の幼児が幼保連携型認定

こども園を利用した場合で申しますと、幼稚園

部分を利用の場合は４時間利用の額が基本とな

りますが、月額で１万6,100円、保育所部分を利

用の場合は８時間利用の額が基本となります

が、月額２万7,000円という負担額になります。

なお、正式な国の基準額は平成27年度予算編成

を経て示されることとなっており、実施主体で

ある市町村は、その金額を上限とし負担額を決

定することになります。

○岩下斌彦議員 大きな変化があるのではない

かというぐあいに思っておりますけれども、子

ども・子育て支援新制度の周知にどのように取

り組んでいただくのか、福祉保健部長に伺いま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 新制度につき

ましては、住民に最も身近な市町村が実施主体

でありますことから、これまで市町村に対しま

して、制度の概要や公定価格の仮単価等につい

て、子育て世帯や施設に対する速やかな情報提

供・周知をお願いしてまいりました。今後、保

護者が施設を選択する際などの判断材料となる

利用者負担額や施設の運営基準等が示されるな

ど、制度の円滑な施行に向けて大変重要な時期

を迎えることとなります。新制度の施行に当た

りましては、何より子育て世帯や施設の理解と

協力が必要でありますので、県といたしまして

は今後とも、国に対し速やかな情報の提供を強

くお願いするとともに、引き続き市町村を支援

しながら、制度に関する説明、情報提供に遺漏

がないようしっかりと取り組んでまいりたいと

考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。子

ども・子育て支援新制度には、その財源として
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消費税10％が条件になっております。27年の予

算もはっきりしていない中、11月から12月にか

けて園児募集、入園申し込み手続も始まりま

す。市町村への支援並びに周知には特段の御配

慮をお願いいたします。

次に、知事の政治姿勢についてお尋ねしま

す。第２次安倍改造内閣が９月３日に成立、そ

して石破茂氏が地方創生担当大臣に任命され、

また９月５日には、まち・ひと・しごと創生本

部事務局が発足したとのことでございます。ま

ち・ひと・しごと創生本部は、人口急減、超高

齢化という我が国が直面する大きな課題に対

し、政府一体となって取り組み、各地域がそれ

ぞれの特徴を生かした自律的で持続的な社会を

創生することを目指しており、国民の皆様が誇

りを持ち、将来に夢や希望を持てる、誰もが安

心して暮らすことのできる地域づくりを進める

ため、魅力あふれる地方を創生し、地方への人

の流れをつくって、経済の回復を全国津々浦々

で実感できるようにしていくとのことでござい

ます。基本的には、宮崎県が取り組んできてい

る中山間地域振興施策と類似しているようにも

思いますが、知事の４年間の中山間地域振興策

としての成果及び今後の取り組みについて、知

事にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 中山間地域の振興につ

いてでありますが、平成23年３月に制定しまし

た宮崎県中山間地域振興条例に基づき中山間地

域振興計画を策定いたしまして、産業の振興、

また集落の活性化、日常生活の維持充実を柱と

しまして、全庁挙げてさまざまな施策に取り組

んできたところであります。いろんな成果も出

ておるところでございますが、例えば、串間市

のごぼう茶でありますとか、五ヶ瀬町のパプリ

カゼリーのように、地域資源を活用した新商品

開発の事例もございます。串間で言えば、ぶり

プリ丼ぶりでありますとか、キンカン「たまた

ま」のアイスとか、また新しいいろんな取り組

みもあるようであります。また、集落点検を行

いました結果、みずから交流事業などに取り組

みます日之影町追川上地区のような事例も出て

きておるところであります。また、ドクターヘ

リの運航支援などの医療体制の整備などにも取

り組んできたところであり、一定の成果という

ものは出てきたのかなと感じておるところでご

ざいます。

しかしながら、少子高齢化の進行によります

全国的な人口減少、大都市圏への人口流出な

ど、中山間地域を取り巻く環境というものが一

層厳しくなっていると、集落機能の低下が懸念

されているところであります。県としては、引

き続き中山間地域対策を進めるということで、

中山間地域振興計画の見直しを行っているとこ

ろでありまして、さまざまな観点から中山間地

域の振興にこれからも取り組んでまいりたいと

考えております。

○岩下斌彦議員 これで最後になりましたが、

串間の夜明けは東九州自動車道の早期実現にか

かっております。一般質問のたびに、知事に、

あるいは県土整備部長にお話をさせていただい

ております。県南の地にある串間市でございま

すが、一生懸命地域でも頑張っております。し

かし、東九州自動車道が大きな影響力を与える

というぐあいにも思いますので、今後ともどう

ぞ力強い御支援をお願いしたいと思います。

それでは、私の質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○押川修一郎副議長 次は、右松隆央議員。

○右松隆央議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

宮崎市選出の右松隆央でございます。
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先日、私は、ある映画を見に行きました。娘

の通う学校から映画の割引券をいただいたとの

ことで、さきに家内と娘が見に行ったのです

が、家内に感想を聞きますと、「感動して涙が

ぽろぽろとこぼれた。体験学習というのは子供

たちに本当にいい影響を与えるんだね」、その

感想を聞いて、数日後、私も見に行きました。

その映画のタイトルは「夢は牛のお医者さん」

であります。この映画はドキュメンタリーに

なっておりまして、主人公の当時小学３年生

だった女の子を、27年間にわたって取材を続け

た地元テレビ局の報道記者が監督になって制作

をした記録映画であります。

舞台は、新潟県の山合いにある小さな小学

校、昭和62年、新入生がいなかったこの年、校

長先生が、子供たちが寂しがらないようにとい

ろいろ考え、新しいクラスメートとして３頭の

子牛を入学させました。ただし条件は、この子

牛が成長し体重が400キロになれば出荷をするの

で、小学校でお世話をするのはそれまでの間だ

よというものでありました。子供たちは一生懸

命牛をかわいがり、お世話をしました。そして

１年後、いよいよその日がやってきました。３

頭の牛が家畜市場で競りに出されるのです。子

供たちは考えました。そして小学校で牛の卒業

式を行うことにしたのです。卒業式では子供た

ちの牛への感謝の言葉が述べられ、子供たちの

目にはとめどなく涙がこぼれていました。主人

公の小学３年生の少女は、病気がちだった牛た

ちを前に思いを立てていました。「私がお医者

さんになって牛たちの病気を治してあげる」。

小学校の体験学習を通じて獣医師という夢を追

い続けた彼女は、高校の３年間、親元を離れて

の下宿生活で苦学の末、岩手大学の農学部獣医

学科に合格後、国家試験にも通り、夢をつかん

だのであります。今、彼女は、立派な獣医師と

して地域の誇りになっております。このドキュ

メンタリー映画は、文科省の選定で教育委員会

も推薦をしております。学校現場の教材として

も非常に有意義なものと感じた次第でありま

す。

人格形成において幼少時の体験学習がいかに

大事か。かつて多くの子供たちは、さまざまな

自然体験や社会体験を日常的に積み重ねて成長

する機会に恵まれていました。しかしながら、

現在の子供たちをめぐる環境は、心と体を鍛え

るための負荷がかからない、いわば無重力状態

であり、青少年の健全育成にとって、今、深刻

な事態に直面していると言わざるを得ないので

あります。知能だけ発達し人間性に乏しかった

り、平気で人を傷つけ、うそをつき、分別やデ

リカシーのない人を、今の教育によって生み出

していないのか。誰にも愛されるプロの獣医師

になった彼女のように、素朴で純粋でひたむき

な人をいかに多く育てていくか。私は、今まさ

に教育において本物の体験活動が極めて重要視

されていると考えるのであります。「体験活動

は人づくりの原点である」との認識のもと、未

来の社会を担う全ての青少年に、人間的な成長

に不可欠な体験をさせるためには、教育活動の

一環として体験活動の機会を意図的・計画的に

創出することが求められているのであります。

まずは、県内の小学校、中学校、高等学校の教

育課程において体験活動をどのように位置づけ

ているのか、人づくりという観点で教育長にお

伺いしたいと思います。

後は質問者席にて質問を行わせていただきま

す。ありがとうございます。（拍手）〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。
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体験活動についてであります。今質問をお聞

きしながら、大きな示唆、応援をいただいたと

思いながら、ここに立っております。

自然や実社会と直性触れ合う体験活動は、教

室だけでは得られない感動や成就感を味わうこ

とのできる意義深いものと考えております。御

紹介の映画「夢は牛のお医者さん」、私も見せ

ていただいたんですが、今、映画のシーンを回

想しながら聞いておりました。隗より始めよと

いうことで、映画を見ましてすぐ、教育委員会

の教育庁職員、各課室に、ぜひ見に行けと指示

をしたところであります。

映画では､山里の小学校の３年生であった主人

公が成長する姿と牛が成長する姿とダブって、

非常に感慨深いものがありましたが、牛と触れ

合いの中で決意した獣医という夢に向け懸命に

努力し、その目標を達成した姿―ＮＯＳＡＩ

の獣医さんとして大型動物と格闘される毎日も

描かれておりましたが、その姿に感動いたしま

した。実は、その映画を見ながら私、思い出し

たことがあるんですが、20代のころに担任した

生徒が、毎日牛の世話をして学校にやってきて

おりました。朝餌やって、帰ってからも世話を

する。その生徒があるとき全国の弁論大会で、

「私は牛飼いになる」という夢を語りまして、

実は全国チャンピオンになりました。その生徒

は現在、大きな畜産農家として独立して頑張っ

ております。

２人の姿に重なることというのは、実は子供

のときの体験というのが、その子供の人生を決

めるような物すごい決意をさせたということで

あります。そして子供たちを、夢実現をした

い、自己実現をしたい、そのために努力を惜し

まないような存在に仕立て上げたということで

す。その努力を惜しまないというのも、我慢

型、人から強制される努力じゃなくて、したく

てたまらんという強い意志を持った夢中型の努

力をする存在にした、そういう教育というのは

物すごいものがあると感じております。「年中

無休」という言葉がありますが、「無休」を、

夢を求めるで「年中夢求」というような姿じゃ

ないかなと思うんです。そのような観点で見る

とき、実体験には、子供たちに人生をこう生き

ようと強く決意させ、社会に貢献したいという

志を高める上で､何にもかえがたい大きな意味を

持つと考えております。「百聞は一見にしか

ず」、このお２人の姿から学ぶことは、「百見

は一体験にしかず」というような感じがしてな

りません。本県においては、たくましい体、豊

かな心、すぐれた知性を備えた人材を育成して

いく教育を目指しております。そのためには､学

力向上の取り組みはもちろんですが、人間性や

社会性、そして何よりも志を育む取り組みにも

一層力を入れたいと考えております。その意味

でも、体験活動の教育力は比較しようもないぐ

らい大きいものであると考えております。本県

において一層子供たちの心に響くような体験活

動が行われるよう、今後とも指導に努めてまい

りたいと考えております。〔降壇〕

○右松隆央議員 ぜひ、子供たちの心に響くよ

うな体験活動をお願いしたいと思います。変化

の激しい今の社会において、社会を生き抜く力

の養成が強く求められております。それは、昨

年６月に閣議決定された文科省の第２期教育振

興基本計画において、基本的方向性の第一に掲

げられているところからもわかるわけでありま

す。

続いて、本県における体験活動の具体的な取

り組み状況について伺ってまいりたいと思いま

す。ここで大事なことは、児童生徒の発達段階
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別に体験活動を行っていくということでありま

す。学習指導要領では、主として、小学校では

集団宿泊活動や自然体験活動、中学校では職場

体験活動、そして高等学校では就業やボラン

ティアにかかわる体験的な学習を行うことと

なっております。教育長に、本県では発達の段

階に応じてどのような体験活動が行われている

のか伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 小学校では、低学年

で野菜の栽培、小動物の飼育活動や地域の方々

との触れ合い活動、中学年で農業体験や社会見

学、高学年で集団宿泊学習や修学旅行などの宿

泊体験、中学校では高齢者の方との交流体験や

地域の実態調査、職場体験などを行うことで、

命の大切さや人々の生き方に気づかせたり、社

会性を高めさせたりいたしております。また、

高等学校では３～４日程度のインターンシップ

やボランティア活動などを行っておりますが、

それらの体験活動は職業観や勤労観、人生観を

形成する上でよき影響を与えるとともに、社会

における自分の役割や進路選択について具体的

に考えさせる機会となっております。

本県の体験活動の中で少し特徴的な例を紹介

させていただきますが、五ヶ瀬町では、修学旅

行の旅先において、小学生が自分たちの地域の

よさをアピールしたり、中学生が自分たちが栽

培した特産品を販売したりするなどの活動を

行っております。また、都農高校においては、

毎週１日のインターンシップを一過性に終わら

せるんじゃなくて、年間を通して継続していく

といった特色ある取り組みも見られるところで

あります。

○右松隆央議員 五ヶ瀬町の取り組みなどは、

修学旅行を、娯楽的な内容だけにとどまらず、

得がたい体験活動を通じて達成感とか郷土愛と

か育む大変よい取り組みではないかなと思った

ところでございます。

学習指導要領では、「豊かな体験活動を通し

て児童の内面に根ざした道徳性の育成が図られ

るよう配慮しなければならない」とされており

ます。各学校において、発達の段階を踏まえ

て、より一層計画的・効果的に体験活動を充実

させていく必要があると考える次第でありま

す。そこで、今後、体験活動の推進の取り組み

をどう図っていくか。県教育委員会としての推

進策について､提言も含めまして伺ってまいりた

いと思っております。

まず１点目は、県教育委員会としての主体的

な学校へのサポート体制についてであります。

学校教育の中に体験活動を取り入れる際には、

指導内容の増加であったり、授業時数の増加と

いう現実の中で、子供や教員、そして家庭の過

重な負担とならないようにするなど、学校現場

の状況を十分に把握して検討する必要が出てく

ると考えています。そういった中で、県教育委

員会がみずから主体的に体験活動を企画・調整

することで、より効率的に体験活動の場を確保

していく取り組みが期待されていると考えてお

ります。そこで、県教育委員会が積極的に学校

での体験活動を連続性を持たせて企画・調整し

ていくために､学校政策課の中に体験活動の推進

を担う担当者を新たに設けることができないの

か、教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 小学校から高等学校

まで見通して系統性や一貫性のある体験学習を

実施することは、教育効果を高める上で大変意

義のあることだと考えております。現在、県教

育委員会では、職場体験や宿泊体験などの体験

活動については学校政策課で、学校支援地域本

部など地域や企業と連携した学校の体験活動の
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実施については生涯学習課で､学校における体育

的行事などスポーツに関する体験活動について

はスポーツ振興課で、それぞれの専門性を生か

しながら学校への指導・助言などを行っており

ます。学校における体験活動をより充実させて

いくためには、指導・助言に当たる部署間のよ

り緊密な連携を図り、現場へ強いリーダーシッ

プを発揮することが必要でありますので、議員

の御提言の趣旨を踏まえまして、なお一層効果

的な指導ができるよう工夫をしてまいりたいと

考えております。

○右松隆央議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。

昨年１月の中央教育審議会の答申の中でも紹

介をされておりますけれども、全国の自治体で

は、体験活動の窓口が置かれて、県によっては

センターを設置しているところもあります。私

は、体験活動が児童生徒に与える影響の重要性

を鑑みれば、本県においても専門の担当者を設

けて、企画・調整したものを学校現場での確実

な実践につなげていくべきだと考える次第であ

ります。そして学校現場での確実な実践におい

ては、より現場に近い教育事務所に配置されて

いる学校教育と社会教育の連携強化が大変大事

になってまいります。体験活動の充実は、目標

の共有や発達段階に応じた実践プログラムの整

備、普及啓発が不可欠であります。そこで、今

後、体験活動の機会の創出に向けて、教育事務

所の社会教育担当と学校教育担当をどのように

連携させていくのか伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会では、

現在、教育事務所に、学校教育の担当職員、そ

れからスポーツを含めた社会教育の担当職員を

配置いたしております。子供たちの健全育成の

ためには、家庭教育はもとより、学校教育と社

会教育が一体となった取り組みが大切でありま

す。学校における体験活動の推進についても同

様でありまして、学校教育の担当者と社会教育

の担当者が連携を図りながら、各学校に対して

体験活動の意義や成果をしっかりと伝えていく

ことが重要であると考えております。今後とも

社会教育と学校教育担当両者間の情報交換を密

にし、体験活動の機会の拡充を図るためのさま

ざまな支援に努め、子供たちの心が震えるよう

なより質の高い体験活動を生かしながら、社会

に貢献したいという高い志を持ち、宮崎の未来

を力強く切り開いていく人材の輩出に努めてま

いりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、各教育事務所の社会教

育担当と学校教育担当とが一体となって、より

質の高い体験活動を実践していただきたいと思

います。そのためにも、プログラムの企画、実

施においては、指導主事とともに社会教育主事

のさらなる活用や、場合によっては、民間団体

で既に指導者としての能力や実績を有する者、

さらには地域の人材との連携も積極的に検討す

る必要があると考えている次第であります。冒

頭申し上げました、「体験活動は人づくりの原

点」という認識に立っていただいて、学力と人

間性をあわせ持つ真に有為な人材を宮崎から輩

出してもらうよう、心からお願い申し上げる次

第であります。

続いて、２つ目の項目に入りたいと思いま

す。教育現場の課題についてであります。

先日、ある学校の現職の校長先生から生の声

をいただきました。教育現場における管理職と

して、今の学校現場をどのように感じておられ

るのか。そこに書かれてあった教育的課題は県

の教育界全体に共通することと受けとめ、今回

の一般質問で取り上げさせていただく次第であ
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ります。現職の校長先生が実際に現場で感じる

教育的課題に焦点を当てておりますので、少々

厳しい内容も含まれておりますが、学校活性化

の手だてを考えていくという観点で受けとめて

いただければなと思っております。そこには５

つの教育的課題が書かれてありました。１つが

教職員のライフステージに応じた資質向上の課

題、２つ目に教員の指導力の課題、そして３つ

目にモデルとなり得る教員の不足について、４

つ目に自己研修への意欲について、そして最後

に教職員の心的疲労の増大についてでありま

す。

まずは、教職員のライフステージに応じた資

質向上について伺っていきたいと思います。教

員一人一人が、いかに求められる資質や能力を

自分のものにしていけるかは、学校充実の大き

なポイントであります。採用された青年教師が

ステップアップを踏む過程において―飛田教

育長もそうであったと思いますが―がむしゃ

らに取り組む中で達成感を経験し、年を追うご

とに、学級の充実から､それを学年に広げ、そし

て研究主任や生徒指導主任のポジションで学校

全体に広げていき、さらに40代から50代におい

ては学校経営に必要な資質を身につけていくこ

とが､ひいては学校の活性化につながっていくと

考える次第であります。教職員もやはり人づく

りが大事であります。一人一人の教職員の資質

を高めるため、ライフステージに応じて求めら

れる資質や能力を教育長はどのように考えてお

られるのか。そして、それを学校活性化にどう

つなげようとしているのか伺いたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 若いころ先輩が、１

つ上の、例えば担任だったら学年主任、学年主

任だったら教頭のことを考えていつも仕事をし

なさいと言われました。まさにそんなお話かな

と思いました。

教職員が生涯を通じて学び続け、年齢やキャ

リアに応じて能力の向上を図ることは、大変重

要なことであります。このような認識のもと、

県教育委員会では「教職員の資質向上実行プラ

ン」を作成しておりまして、その中で求められ

る資質や能力として、若手教職員には、夢や高

い志、さまざまな業務に取り組むチャレンジ精

神や情熱、中堅・ベテラン教職員には、学校や

地域社会の教育力のレベルアップを牽引できる

力を､管理職には、明確なビジョンのもと、教職

員の一人一人の能力を生かした学校経営力を示

しております。このような資質、能力を育成す

るために、ライフステージに応じた研修やふだ

んの自己研修の充実に加え、本年３月に作成し

たものがあるんですが、「ＯＪＴを推進するた

めの手引」―ＯＪＴというのは、On the Job

Trainingで、毎日の中で学ぶということです

が、「学び続ける教師」を合い言葉に、日常の

職務を通した学校での教職員の学び合いを強く

推進し、学校の活性化を図っているところであ

ります。

○右松隆央議員 ぜひＯＪＴも活用しながら、

ライフステージに応じた資質の向上に全力で取

り組んでいただきたいというふうに思っており

ます。

続いて、指導力の課題についてであります。

この現職の校長先生からいただいた手紙には、

特に規範意識の低い児童や特別支援教育の必要

な児童への指導力が問われており、「その指導

力が十分に身についていないがために、学級が

無法状態となり、学級崩壊に近い状況に陥るク

ラスがふえているのではないか」と指摘がされ

てありました。そこで、子供たちが教師の指示
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に従わず授業が成立しないような状況に陥って

いる学級、いわゆる学級崩壊が県内にどれほど

あるのか。また、対策をどう講じておられるの

か、教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） いわゆる学級崩壊、

すなわち学級がうまく機能していない状況につ

いて、文部科学省はその定義として、「集団教

育という学校の機能が成立しない学級状態が一

定期間継続し、学級担任や教科担任による通常

の手法では問題解決できない状態になっている

場合」と示しております。県立高等学校におい

ては、近年、本県ではこのような報告は受けて

おりません。市町村立の小中学校では、毎年数

校､数学級においてそのような状況にあると報告

を受けております。ただ、どの学校で起こる

か、どの学級でそういうことになるかというの

は全く予測がつかない、どこでも起こり得るも

のだと思っておりまして、まず予防が大切だと

いうことを考えております。そのために県教育

委員会といたしましては、それぞれの教師が日

ごろから、どのような状況でも子供たちにしっ

かりと対応できるように､教育研修センター等で

学級経営力、教科指導力、生徒指導力などの研

修の充実に努めているところであります。

また、万が一学級がうまく機能しない状況が

見られた場合には、市町村教育委員会と連携を

図り、児童生徒の対応に苦慮している教職員へ

の支援はもちろんのこと、各学校の現状等を十

分に踏まえまして、学校の職員定数に加えて生

徒指導のための教諭を配置するとともに、スク

ールアシスタントなどの外部人材の活用やＰＴ

Ａの協力も得ながら、その解決に向けて組織的

な対応が行われるように努めております。

○右松隆央議員 今、授業が成立していない状

況について、数校、数学級とありましたけれど

も、一定期間がどれぐらいか明確に定義されて

いるわけではありませんので、実際には、教育

現場で子供たちが指示に従わず悩んでおられる

先生方はもっと多いのではないかなと感じてお

ります。指導力強化の面と組織的な対応の中で

改善を図っていただきたいと願う次第でありま

す。

３つ目の教育的課題に移りたいと思います。

平成19年の学校教育法の改正により、管理職以

外にも指導教諭、主幹教諭という新たな職が21

年度から加わったわけでありますが、「そうし

たミドルリーダーが果たして若手教員のモデル

になっているのであろうか。また、先輩の指導

法をぜひ学びたい、授業を見せてもらいたいと

いう風土が学校現場で醸成されているのだろう

か」とそこにはつづってありました。モデルと

なり得る教員が不足しているという声があるわ

けですが、教育委員会としての現状認識と、ミ

ドルリーダーの育成についてどのような取り組

みをされているのか、教育長に伺いたいと思い

ます。

○教育長（飛田 洋君） 教員にとって、仕事

上でも人生の上でも、モデル、目標となる憧れ

の存在が身近にいることは、みずからの資質向

上を図る上で重要であり、そのようなモデルと

なる教員をふやしていくことは極めて大切であ

ると考えております。このため県教育委員会で

は、教員の授業力向上等に関する指導・助言を

行うスーパーティーチャーを18名、そしてその

スーパーティーチャーを含む指導教諭を50名配

置し、授業公開等を実施して質の高い授業を見

ていただいております。また、主幹教諭を118名

配置し、日常的な業務に対する指導・助言を行

う体制を整えるなど、一人一人の教員の資質や

能力を高めていく取り組みを進めております。

平成26年９月16日(火)
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さらに、専門性が高く、リーダー性を発揮し、

モデルとなり得る教員を育てるために、教育課

題に応じた研修の充実を図るとともに、中核と

なる人材の大学等への派遣研修を実施いたして

おります。また、各学校においても、管理職が

若手や中堅教員に校内の重要な役割を任せた

り、意図的に後輩に指導する場面を経験させた

りするなど、校内でミドルリーダーを育成する

取り組みも推進いたしております。

○右松隆央議員 厳しい教育予算の関係もあっ

て、別途手当がつく指導教諭や主幹教諭をふや

し続けるのは厳しい側面もあると伺いました。

ぜひ、限られた予算の中で、教員の資質向上の

面からも､職階に関係なくモデルとなり得る教員

の数をふやす努力をしていただきたいというふ

うに思っております。

続いて、自己研修への意欲についてでありま

す。「児童が毎日楽しんで登校し、他者を大切

にし、明るく過ごせる学級をつくりたい。その

ために自分の指導法を振り返り研さんを積みた

いという意欲が、以前と比べ低くなっているの

ではないか」、その学校長のお手紙には書いて

ありました。県教育委員会として、教職員の自

己研修への意欲について現状をどのように捉え

ておられるのか。また、自己研修への意欲を高

める環境づくりにどう取り組んでおられるか伺

いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 教職員の自己研修の

意欲につきましては、公的や私的に開催される

さまざまな研修会への参加希望状況や、研究授

業などへの取り組みなどにあらわれると考えて

おりますが、例えば、土曜日、これは勤務外に

なるんですが、教育研修センターが実施する自

主参加型の研修会への参加者数や、休日に自主

的な研修を行うグループ数などにおいては、増

加傾向が見られるところであります。一方、日

々の業務に負われ、自己研さんに向かう心の余

裕のない教職員や、みずから研究授業等を行う

ことに積極的ではない教職員がいることも認識

いたしております。その解消などを狙いとし

て、現在、教職員研修の見直しを行っておりま

して、選択できる研修とか、勤務地の近くでで

きる研修を工夫したり、学校において先輩教職

員などから学ぶ取り組みを支援したりするなど

の改善を図り、いつでも、どこでも学び続ける

教職員の支援に向けた環境づくりに一層努めて

まいりたいと考えております。

○右松隆央議員 選択できる研修や勤務地の近

くでできる研修などは、大変よい取り組みだと

いうふうに思っております。ぜひ教職員の自己

研修へのサポート体制を充実させていただくよ

うお願いいたします。

現職の校長先生からの生の声の最後になりま

すが、教職員の心的疲労の増大について伺いた

いと思います。そこには、「理不尽な要求をし

てくる保護者、学級の秩序を乱す児童の増加な

どで、教職員の心労が重くなっていると感じて

いる。現場を離れて休職している教職員の多く

が、そのような精神疾患という現実がそれを物

語っている。当たり前の教育活動が当たり前に

できることの難しさを、現場の教員は日々感じ

ているのではないか」とつづられておりまし

た。そこで教育長に、心的疲労で休職をしてい

る教職員の現状並びに休職者に対するケア、そ

してそうならないための事前対策としてどのよ

うなことを講じておられるか伺いたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 昨年度休職した教職

員は111名ですが、これは全教職員の1.2％、そ

のうち74名、全教職員の0.8％が精神疾患による

平成26年９月16日(火)
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ものであります。休職者のうち休職期間が１年

以上にわたる者は40名で、そのうち28名が精神

疾患によるものであります。精神疾患の主な要

因としましては、児童生徒や保護者への対応、

職場の人間関係、家庭の問題や本人の健康問題

などが挙げられます。

休職した方には、ぜひ何とか再び円滑に職場

に復帰していただきたいと考えておりまして、

管理職を中心に、本人や家族、主治医と定期的

に連絡をとり、状況を把握するように努めると

ともに、復職前には職場復帰トレーニングを実

施いたしております。昨年度は42名の方がこの

トレーニングを行い、その42名全員が職場復帰

を果たしております。また、予防や早期発見、

早期対応のため、専門医等による相談窓口の設

置や、教職員が相談しやすいよう、本年度か

ら、より身近な場所である学校や保健所等を会

場として、２名の臨床心理士による巡回相談を

年24回程度実施するとともに、風通しのよい職

場環境づくりに努めていくように、校長会等で

繰り返し繰り返し指導を行っているところであ

ります。

○右松隆央議員 職場復帰トレーニングで成果

も出ておりますので、これからも巡回指導や校

長会での指導など、ぜひ組織全体でしっかりと

した対応・対策をお願いしたいと思っておりま

す。

それでは、３つ目の項目に移りたいと思いま

す。道徳の教科化であります。

先月、８月７日に中央教育審議会の道徳教育

専門部会が開かれ、現在は正式な教科ではない

小中学校の「道徳の時間」を「特別の教科」に

格上げし、検定教科書を使用することなどを盛

り込んだ骨子案を公表したところであります。

この案をもとに、中教審は秋までに答申を出す

方針であります。文科省は、教科書の作成から

使用までには数年かかることから、正式な教科

化は平成30年以降になるとしつつも、学習指導

要領が一部改正されれば、早ければ来年度にも

先行実施をするとしております。平成20年に改

定された小学校、中学校の学習指導要領では、

「学校における道徳教育は、道徳の時間を要と

して学校の教育活動全体を通じて行うもの」と

明記されて、各学校において道徳教育推進教師

が新たに位置づけられるなど、その一層の充実

を期することとされているわけであります。し

かしながら、道徳教育の現状は多くの課題が存

在しており、一部には「道徳教育は機能してい

ない」との厳しい指摘がされるなど､「期待され

る姿にはほど遠い状況にある」と報告書には書

かれてあります。

加えて、「心のノート」を全面改訂し、文科

省がことし４月に全小中学校に配付した「私た

ちの道徳」が、ほとんど活用されていない実態

があると伺った次第であります。現に私の子供

からもそれは聞いております。下村文科大臣が

そのことを憂慮し、「文科省として指導した

い」との発言もあったところであります。そこ

で、今までの道徳教材であった「心のノート」

が改訂され、今年度から「私たちの道徳」の名

称で新たに使用されているわけでありますが、

その活用状況、そして本県における道徳教育の

現状と課題についてどのように認識しておられ

るか、教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 「私たちの道徳」の

活用についてです。本教材は前年度末に配付さ

れましたが、その時点で、学校では既に本年度

の教育計画が立てられておりましたので、教育

計画の修正が間に合わないとかの理由により、

１学期にはほとんど活用できていない学級もあ
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るなどの状況が見られたところであります。そ

のようなこともあって、文部科学省からは活用

についての通知がなされており、本県教育委員

会におきましても、各市町村教育委員会を通じ

て、各学校に計画的に活用するよう指導を行っ

たところであります。９月現在においてです

が、学校においては、既に夏季休業中に教育計

画の修正を行ったり、活用方法の共通理解を

図ったりしており、活用に向けた体制が整った

ところではありますが、今後とも市町村教育委

員会と連携を図りながら、積極的な活用がなさ

れるよう指導してまいりたいと考えておりま

す。

本県における道徳の授業の現状についてです

が、本県では、全ての小中学校で学習指導要領

に定められている標準時数がしっかりと確保さ

れており、これは独自の資料ですが、「命や絆

を大切にする」宮崎県道徳教育読み物資料集な

ど、郷土愛を育むような魅力的な資料をあわせ

て活用した計画的な指導がなされております。

県教育委員会といたしましては、教員の道徳の

授業力をこれまで以上に向上させることや、校

内指導体制のさらなる充実も必要だと考えてお

りますので、道徳の授業力向上研修会を充実さ

せるとともに、校長を対象とした研修会を実施

するなど、道徳教育の一層の充実に今後とも力

を入れていきたいと考えております。

○右松隆央議員 今後、地域教材も含めて、

「私たちの道徳」が学校現場で計画的にしっか

りと活用され、先生方の授業力も向上されると

受けとめた次第であります。

学習指導要領では、小中高並びに特別支援学

校において道徳教育の全体計画を定めることと

されております。その際に、学校全体としての

道徳教育の重点目標の明確化や、目標達成に向

けた具体的な計画の作成が重要な意義を持って

まいります。各学校において、校長先生のリー

ダーシップのもと全教職員の参画によって実の

ある道徳教育の全体計画を作成し、道徳の時間

の年間指導計画と関連づけていくことが求めら

れているわけでありますが、本県の進捗状況は

どうであるか、教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 道徳教育の全体計画

及び道徳の時間の年間指導計画の作成状況につ

いてでありますが、どちらの計画とも県内全て

の小中学校において既に作成されております。

これらの計画をより実効性のあるものにするた

めには、全体計画に示された内容を年間指導計

画にしっかりと位置づけることが大切でありま

す。また、各学校が重点目標や指導の重点事項

を明確にし、それらの達成状況について自己評

価を行いながら、子供たちの実態を踏まえて、

校長のリーダーシップのもと学校全体で計画に

ついて不断の見直しを図ることも重要でありま

す。さらに、道徳教育の実効性を高めていくた

めには、道徳教育に関する情報を家庭や地域に

積極的に発信し、学校、家庭、地域が一体と

なって子供を育む体制を整えることが大切に

なってくると考えます。県教育委員会といたし

ましては、今後とも学校訪問や研修会などの機

会を通じて、計画の評価・見直しや家庭、地域

との連携について適切な指導に努めてまいりま

す。

○右松隆央議員 今答弁にありましたように、

計画の作成・実施に当たっては家庭や地域との

連携を深めることが重要とされております。各

学校がＰＴＡや地域も巻き込んでの道徳教育の

充実化を図っていただくことをお願いしたいと

思っております。

さらに、道徳教育推進の中心となる道徳教育
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推進教師について伺ってまいりたいと思いま

す。学校全体で効果的に道徳教育を進めていく

ためには、校長先生のリーダーシップのもと、

教職員一人一人が道徳教育の重要性を自覚して

いくとともに、それをうまくコーディネートし

ていく道徳教育推進教師の力量が非常に大事に

なってまいります。いわゆる道徳主任との違い

は、指導が教科やその領域の範囲でおさまるの

か、それとも全ての教育活動を役割の範囲と

し、学校全体を見渡して道徳教育に関するそれ

ぞれの組織を動かすなど、全体をコーディネー

トしていく役割を持つのか、大きな違いがある

わけであります。そこで、本県において現在ど

のように道徳教育推進教師を配置しているの

か。あわせて、今後加配措置をしていく計画は

あるのか、教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 本県におきまして

は、既に全ての小中学校に道徳教育推進教師を

位置づけているところであります。この推進教

師には、御質問にもありましたように、学校全

体を見渡して、全教育活動における道徳教育の

推進や充実など、今までの道徳主任とは大きく

異なる重要な役割を求めております。そこで、

その役割がきちんと果たせるよう、全ての道徳

教育推進教師を対象に、平成25年度から３年間

の計画で校内の指導体制や指導方法の充実を図

るための研修会を実施しているところでありま

す。

なお、道徳教育の充実のための今後の加配に

つきましては、現在、国において検討されてい

る状況にありますので、県教育委員会といたし

ましては、高い関心を持って、国の動向をしっ

かりと見据えながら適切に対応してまいりたい

と考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、加配も含めて、道徳教

育において全教師が力を発揮できるような体制

づくりをお願いしたいと思っております。

この項目最後に、道徳教育の評価のあり方に

ついて考えてまいりたいというふうに思いま

す。数値による評価は今後ともしないというの

が、文科省の方針でも決まっているわけであり

ますが、道徳教育の評価の方法をどう考えてお

られるのか、教育長にお伺いしたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 現在、文部科学省に

おきましては道徳の教科化が議論されています

が、その中でも、道徳教育は一人一人の道徳性

を培うものであり、極めて多様な心情や価値等

を前提としていることから、道徳の時間におけ

る数値による評価は行わないものとの方向性が

出されております。道徳教育の最終目標は、人

間性を高めながら、人としてよりよい生き方を

求めて実践できる人間の育成であると思いま

す。

道徳教育の評価方法についてですが、道徳の

時間におきましては、例えば、児童生徒の心情

の変化を、意見交換や話し合い活動の様子など

から感じ取り評価することもできます。また、

日常生活における児童生徒の言動や態度を観察

し、よりよい変容を評価することもできます。

いずれの場面でも大切なことは、子供が道徳的

価値の高い行動がとれるようにすることであり

まして、子供たちの成長を温かく見守り、温か

い教師の言葉かけとか励ましにより、評価を血

の通った温かいものにすることが大切であると

考えております。

○右松隆央議員 道徳教育の最終目標は、まさ

に教育長が言われたように、人間性を高め、人

としてよりよい生き方を求めて、それが実践で

きる人間の育成であります。児童生徒の道徳的
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な心情や判断力など内面を育てることに加え

て、それによって自発的・自律的に道徳的な行

為ができるようになることが重要になってまい

ります。これから道徳の教科化が始まるわけで

ありますが、真に豊かな人間形成につながるこ

とを期待する次第であります。

それでは、最後の４つ目の項目に入りたいと

思います。教育委員会制度改革と教科書採択に

ついてであります。

来年の平成27年４月の１日に施行される教育

委員会制度改革は、首長が主宰する総合教育会

議と、教育長と教育委員長を一本化した新教育

長の設置が眼目になっており、首長と教育委員

会との連携強化並びに教育行政における責任の

明確化が図られるものであります。私は、我が

国の教育制度が今大きな転換点に入っていると

強く認識をしております。安倍政権が経済再生

とともに教育の再生を国の最重要課題に掲げて

いることは、周知のとおりであります。人づく

りはまさに国づくりに直結するとし、これから

の日本にふさわしい教育体制を構築し、それを

実行していくという強い意志を示しておりま

す。昭和23年にできた教育委員会制度をこれほ

ど大幅に見直したのは60年ぶりであります。自

治体トップと教育委員会の双方が、新しい制度

をしっかりと生かしていくことが求められてお

ります。

まずは、改正地方教育行政法に伴う、来年４

月に施行される教育委員会制度改革の中身につ

いて伺いたいと思います。ポイントは大きく２

つあると考えております。一つは、首長が主宰

する総合教育会議では、首長が教育行政の目標

や方針となる大綱を協議・策定していくわけで

ありますが、その際、教育委員会の政治的中立

性と首長の意向とのバランスをどう図っていけ

るかであります。そしてもう一つは、総合教育

会議の構成メンバーであります。会議のメンバ

ーは、新教育長を初めとする教育委員のほか、

有識者も加えることができるとされておりま

す。今回の大幅見直しのきっかけと言われてい

るのが、３年前に大津市で起きた中学生のいじ

め自殺問題であります。学校現場でいじめや体

罰問題が起きたとき、総合教育会議で迅速な対

応を行うためには、日ごろからこうした問題に

詳しい有識者を洗い出しておくなど、備えをし

ていくことが欠かせないわけであります。そこ

で教育長にお伺いしたいと思います。今回の教

育委員会制度改革をどう評価されているのか。

あわせて、首長が主宰する総合教育会議で首長

との間に仮に調整がつかない事案が出てきた際

には、教育事務の執行権限を持つ教育委員会

と、予算を編成する首長のどちらの意見が最終

的に優越すると考えておられるか伺いたいと思

います。

○教育長（飛田 洋君） 本県におきまして

は、知事に学校を訪問していただいたり、知

事、副知事と教育委員会教育委員との意見交換

を行うなど、連携して教育行政の推進に努めて

いるところでありましたが、国においては、御

指摘のとおり、これまでに発生した問題を踏ま

えて、大きな制度改革が行われたところであり

ます。私といたしましては、原則公開の総合教

育会議の設置など、この制度改革が行われた趣

旨を尊重し、よりよき教育行政となるようこれ

まで以上に努めてまいりたいと考えておりま

す。

総合教育会議のことについて御質問ですが、

政治的中立に留意しながら、知事と教育委員会

が協議・調整をする場であるとされておりま

す。本制度では、教育行政の最終的な執行権限
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については教育委員会にあるとされております

が、この会議で調整すべき事項が生じました

ら、私としましては、丁寧に背景等をしっかり

と説明しながら、十分な協議・調整に努めてま

いりたいと考えております。

○右松隆央議員 文科省は、教育委員会を執行

機関として残しつつ、教育行政における首長と

教育委員会との職務権限を変更しないとのこと

でありますので、極論を申し上げれば、教育委

員会が同意しなくても、首長は大綱に施策を反

映することはできるけれども、執行するかは教

育委員会が判断すると示しております。本県に

おいてはそういう事態が起こらないと思います

けれども、制度設計のポイントでありますの

で、あえて質問させていただいたところであり

ます。

続いて、知事に伺いたいと思います。新教育

長の任期は、ほかの委員より１年短い３年と

し、首長の任期中に必ず任命権を行使できるよ

うにした上、教育問題が発生した際には、新設

の総合教育会議で速やかな対応が求められるこ

ととなり、さらに教育行政の目標や方針に首長

のカラーをあらわす大綱の策定権を与えられる

など、知事の教育への深い見識やリーダーシッ

プが問われてくるのは間違いのないところであ

ります。そこで、今回の教育委員会制度改革を

知事はどう評価されているのか。あわせて、大

綱の作成に当たっては、知事の教育論や教育へ

のどういった思いを盛り込んでいこうと考えて

おられるのか、現時点での考えを伺いたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど教育長も答弁し

たところでありますが、本県におきましては、

現行の制度の中におきましても、知事、教育委

員会が連携・協力して教育行政の充実に取り組

んでいるところであります。御指摘の今回の制

度改革につきましては、これまでに発生したさ

まざまな問題を踏まえて行われるものでありま

して、しっかりとその改革の趣旨も含めてこの

新しい制度を受けとめなければならないという

ふうに考えております。私としましては、新制

度のもとにおきましても、常日ごろから教育委

員会と十分意思疎通を図るとともに、万が一、

子供たちに緊急の事態が発生した場合には、迅

速・的確な対応を図ってまいりたいと考えてお

ります。

また、私はこれまで、基本政策の中に「人

財」づくりを掲げまして、将来世代の育成を推

進してきたところであります。大綱の策定など

におきましては、これからの宮崎の教育のあり

方につきまして教育委員会と十分協議を行いな

がら、本県の家庭、学校、地域で長年にわたり

培われてまいりました教育の強みやよさという

ものを生かして、宮崎や世界の未来を切り開く

原動力となります、人間性豊かで心身ともにた

くましい、生きる力を備えた宮崎の人づくり、

「人財」づくりというものに、引き続き取り組

んでまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 先日の一般質問で、宮原議員

の質問の中で知事は、一生懸命取り組んでおら

れる中で、本県の将来を担い、地域を支える人

材の育成にもっと取り組みたかったというふう

に振り返っておられました。再選をされました

ら、ぜひ総合教育会議の大綱に知事の思いや目

標を入れていただければなと思っております。

続いて、教科書採択について伺ってまいりた

いと思います。中学校は、いよいよ４年に１度

の教科書採択の時期を来年に控えることとなり

ました。新しい教育委員会制度に移行する中で

も、教育の中立性を担保するということで、採
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択権は教育委員会にとどめたところでありま

す。そこで私は、採択事務の流れにおいて専門

調査員と専門委員に注目させていただきまし

た。専門調査員は、県教育委員会に検定教科書

を調査研究する目的で設置された県教科用図書

選定審議会から委嘱された人たちであります。

そもそも５名の教育委員では何冊もの教科書を

チェックすることは難しいとして、この専門調

査員があらかじめ内容をチェックしていくわけ

であります。同じように、県内６つの教科用図

書採択地区協議会にも、採択がえの年度のみ委

嘱される専門委員が存在するわけであります。

そこで、教科書採択において大きな影響を与え

る、県における専門調査員と採択地区における

専門委員がどのような形で選ばれているのか、

教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 全ての教科書の特徴

等について調査研究する県の専門調査員は、校

長、教頭、教諭の中から―教諭というのは指

導教諭とか主幹教諭も含みます―各教科にお

いて専門的な知識や教科研究等の実績があり、

公正公平な立場で調査研究が行える人物を、市

町村教育委員会や各教育事務所の意見等を参考

にして、県教育委員会が決定し委嘱しておりま

す。次年度の中学校につきましても同様の方法

で選考することになろうと考えております。

本年度の小学校の専門調査員につきまして

は、９教科、70名にお願いしており、その内訳

は、中部教育事務所管内の職員が38名、南部教

育事務所管内が19名、北部教育事務所管内が13

名であり、うち校長９名、教頭10名、教諭51名

であります。次年度の中学校につきましては、

同じく９教科で、種目数は３つふえますが、小

学校と同じように各教科数名程度で研究するこ

とになろうと考えております。なお、専門調査

員につきましては、採択事務が終了した時点で

公表いたしております。

また、各採択地区協議会の専門委員について

も、各採択地区の規約に基づき、専門的な知識

や実績のある教員を選考していると伺っており

ます。

○右松隆央議員 当然、専門調査員、そして専

門委員は、政治的中立性に加え、教育への深い

見識も求められております。採択事務が終了す

れば公表されるとありますが、しっかりとした

人選をお願いしたいと思っております。

さらに、県内の中学校の教育現場で大変経験

豊富な方に情報をいただいた２点について、最

後に伺いたいと思います。

まずは、教科書出版社のロビー活動について

であります。教科書出版社が、各県に社員を駐

在員として置き、営業活動に相当な力を入れて

いるとの話を、その方から伺いました。中学校

教育研究会という、主に教員で構成される任意

の団体がありまして、この中に教科ごとに部会

を設けているわけでありますが、社会科研究会

で特定の、これは、現在採択をされている教科

書出版社の社員と研究会の先生たちが一緒に教

材づくりをしているとのことでありました。そ

うであれば、それに携わった先生方が所属する

研究会にとっては、当然その教材に思い入れが

出てくるのは自然なことであろうというふうに

思います。また、研究大会等に特定の教科書出

版社から助成をいただくこともあったと、その

方から伺った次第であります。そこで、教科書

出版社による強力な営業活動の一環として、情

報をいただいたような特定の出版社の社員とと

もに教材づくりを行ったり、教科の研究会等に

助成が行われているということがあるのか。教

科書出版社のアプローチの実態について、教育
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長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 教科書採択に関して

の教科書出版社との関係についての御質問です

が、まず、教材作成については、学校現場にお

いて通常、ワークブックや演習用のプリントな

どの補助教材を作成しておりますが、その過程

で学校や教育研究会が地図やデータなどの図版

を使用する場合には、既に採択が終了して採択

が決まっている教科書出版社―使っている教

科書と言ったらいいでしょうか―から協力を

得ることがありますが、これは文科省の指導事

項には当たらないと考えております。

次に、研修会等についてですが、教科書出版

社に対しては、公正確保の観点から、採択期間

中に教科書に関する研修会等を主催することな

どは制限されております。

３番目に、研究大会等への助成ですが、教科

書出版社からの研究大会等への助成につきまし

ては、過去にさかのぼっては調べておりません

が、現在、助成金を受けているようなことはご

ざいません。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

学校現場や教育研究会に対して、教科書出版社

からのアプローチに適切に厳正に対応するよう

に指導してまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 任意の団体については、教育

委員会も把握できていないところもあろうかと

思います。今後とも適切な指導をしっかりとお

願いしたいと思います。

最後に、情報をいただいたもう一点について

伺いたいと思います。「中学校の歴史教科書に

おける採択について、地区採択協議会は県の意

向を重視する傾向が強い」、その方は話してお

られました。「県教科用図書選定審議会が委嘱

した専門調査員によって２冊程度に絞られて順

位づけなされたものが、電話のやりとりで、口

頭で県教委幹部からおりてくる様子を隣で聞い

たことがある」とのことでありました。前回の

平成23年に行われた採択において、専門調査員

による調査結果をまとめた資料を拝見させてい

ただきましたけれども、もちろんどれがいいと

は当然書かれていないのでありますが、地区採

択協議会の議事録を拝見しますと、なぜか必ず

と言っていいほど、特定の教科書をよしとする

発言が、委員長や部長、または報告者から発せ

られ、わずかな協議で挙手によって決定されて

いる実態に、私は違和感を禁じ得ませんでし

た。採択結果が長年にわたって一教科書によっ

て独占されていることも周知のとおりでありま

す。私は、教科書採択においては、採択地区に

全面的に任せるとともに、採択理由について

は、地域住民への説明責任に十分にたえ得る、

しっかりとした明確な理由づけをすべきと考え

ております。地区採択協議会が決して形骸化し

ないように、県としても留意しておくべきだと

考えております。あえて教育長に伺いたいと思

いますが、歴史教科書の選定について、県の審

議会で２冊程度に絞られたり、また、順位づけ

されたものが口頭で地区におりているようなこ

とはないのか、答弁を求めたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 御質問の中に出てき

た趣旨、私もそのとおりだと思いながら聞かせ

ていただきました。事実、現在中学校で使われ

ている教科書で申しますと、地理分野、歴史分

野、公民分野、３分野あり、県立中学校３校、

３校掛ける３で９教科書を採択しており、その

うちの２つだけが市町村立中学校と重なってい

る部分はありますが、違います。ということ

は、独立しているということがわかっていただ

けることになるのかなと思います。
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お尋ねのことですが、それぞれの地区での教

科書採択は、採択地区協議会が主体性を持って

採択されるべきものだと考えておりますので、

県教育委員会といたしましては、全ての教科に

おいて、県で候補となる教科書を絞ることや、

教科書の順位づけをして採択地区協議会にお示

ししていることはありません。教科書はあくま

で、地域の実態に応じて採択地区協議会で協議

し、採択されるものであると考えております。

県教育委員会といたしましては、採択地区協議

会に対して、地域住民への説明責任を十分果た

す観点から、学習指導要領の趣旨に基づき、採

択の理由が明確となるよう指導・助言・援助を

行ってまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 情報をいただいた方は、かな

り経験豊富な方で職階も高い方です。教科書の

採択において一片の誤解も受けることがないよ

う、しっかりと姿勢を正していただきたいと要

望させていただきたいと思います。

学習指導要領が、再来年の平成28年にも前倒

しで全面改定するという方針が文科省から発表

されたところであります。そこには、日本人と

しての主体性、すなわち「アイデンティティー

にかかわる歴史教育を充実させる」という項目

も入っております。それに先立ち、ことしの１

月28日には下村博文文科大臣が､我が国の領土に

おける記述について、学習指導要領解説の改定

を公表したところであります。教育長の答弁に

もありましたように、学習指導要領に基づい

て、各地区の採択協議会が主体性を持って、か

つ地域住民の説明責任にたえ得る明確な理由の

もと採択されることを切に望む次第でありま

す。

今年度は文教警察企業常任委員会に所属をさ

せていただいておりますので、１年を通じて教

育の分野にしっかりと取り組んでまいりたいと

決意をいたしております。

以上で私の一般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）

○押川修一郎副議長 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55分散会


