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平 成 2 6 年 1 1 月 1 8 日 （ 火 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（37名）
2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

4番 図 師 博 規 （ 同 ）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 松 村 悟 郎 （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 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

17番 田 口 雄 二 （県 民 連 合 宮 崎）

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 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 中 野 一 則 （ 同 ）

24番 中 野 明 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 徳 重 忠 夫 （無 所 属 ク ラ ブ）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 太 田 清 海 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 井 上 紀代子 （ 同 ）

31番 鳥 飼 謙 二 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 黒 木 正 一 （ 同 ）

34番 横 田 照 夫 （ 同 ）

35番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

36番 外 山 三 博 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 押 川 修一郎 （ 同 ）

欠 席 議 員（１名）

16番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 徳 永 三 夫

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 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

選 挙 管 理 委 員 長 後 藤 仁 俊

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 坪 篤 史

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

政 策 調 査 課 長 髙 林 宏 一

常任委員会担当主幹 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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◎ 議案第34号から第41号まで追加上程

○福田作弥議長 ただいまの出席議員37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が、お手元

に配付のとおり、知事より、議案第34号から

第41号までの各号議案の送付を受けましたの

で、これらを日程に追加し、議題とすることに

御異議ありませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

議案第34号から第41号までの各号議案を一括

上程いたします。

◎ 知事提案理由説明

○福田作弥議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。ただいま提案いたしました議案の概要

について御説明申し上げます。

今回、追加提案させていただきました議案

は、先般の県人事委員会の勧告等を踏まえ、一

般職及び特別職の給与改定を行うための補正予

算案及び関係条例の一部改正案であります。

まず、議案第34号から第38号までにつきまし

ては、一般会計及び４つの公営企業会計の補正

予算案であります。補正額は、一般会計14

億7,221万3,000円、公営企業会計１億4,307

万1,000円であります。このうち一般会計の歳入

財源は、地方交付税12億7,411万3,000円、国庫

支出金１億9,810万円であります。この結果、一

般会計の歳入歳出予算規模は、5,834億9,109

万7,000円となります。

次に、議案第39号及び第40号は、県職員及び

市町村立学校職員の給料及び勤勉手当等を改定

するため、関係条例の改正を行うものでありま

す。

最後に、議案第41号は、特別職の期末手当の

支給月数を改定するため、関係条例の改正を行

うものであります。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

○福田作弥議長 知事の説明は終わりました。

◎ 一般質問

○福田作弥議長 ただいまから一般質問に入り

ます。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、重松幸次郎議員。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。11月議会のトップバッターになり

ました、公明党宮崎県議団の重松幸次郎です。

知事を初め、関係部長の明快な御答弁をお願い

いたします。

昨日、11月17日は、我が党にとって記念すべ

き結党50年の日でございました。1964年（昭

和39年）11月17日、公明党結成大会が開催さ

れ、以来50星霜。不滅の原点である「大衆とと

もに」との立党精神を胸に、どこまでも一人の

人間に光を当て、現場第一主義で「調査なくし

て発言なし」をモットーに走り抜き、私たち地

方議員から国会議員まで3,000名を超えるネット

ワークで連携して、福祉と平和、そして教育、

環境の分野で実績と信頼を重ねてまいりまし

平成26年11月18日(火)
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た。50年の星霜を乗り越えることができました

のは、何よりも党員、支持者の皆様が真心から

の御支援をくださったたまものでございます。

この場からも心から感謝と御礼を申し上げる次

第です。次の50年に向け、そのネットワークの

力を最大限に生かし、市民、県民の声を聞き、

集約して政策に反映させていく。また、県民の

皆様の手足となって働き、奉仕させていただく

所存です。

それでは、通告に従い、順次質問に入らせて

いただきます。

公明党宮崎県議団は、平成27年度の当初予算

について、河野知事へ重点要望を10月８日に提

出させていただきました。人口減少・超高齢化

社会などの地域における大きな課題を克服し、

活気ある温かな宮崎のまちづくりを目指して、

１つ、支え合う地域づくり、２つ、魅力ある地

域づくり、３つ、安心な地域づくり、４つ、活

力ある地域づくりという４つの地域づくりを柱

に据えて、126項目の政策提言をさせていただき

ました。中でも、支え合う地域づくりでは、高

齢者が住みなれた地域で、医療、介護、生活支

援などのサービスを一体的に受けられる地域包

括ケアシステムの構築を推進するとともに、障

がい者等への支援をきめ細かく進める。そし

て、活力ある地域づくりでは、子ども・子育て

支援新制度を推進し、また、女性や若者の活躍

の場を広げ、支援に取り組むなどの提案でござ

います。このように、全ての世代が地域でお互

いに支え合いながら元気に安心して暮らせ、女

性や若者が大きく活躍できる宮崎のまちづくり

に反映していただきたいと、強く要望いたしま

した。

そこで、知事に来年度の予算編成についてお

伺いします。知事提案理由説明にもありました

とおり、「くらしの豊かさ日本一の宮崎」を実

現させるため、平成27年度当初予算の編成方針

についてどのようにお考えなのか、御所見をお

伺いします。

以上を壇上からの質問とし、以下の質問は質

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。

平成27年度の当初予算編成方針についてであ

ります。本県の財政は、県税など一般財源の大

きな伸びが期待できない中で、年々増加する社

会保障関係費に加えまして、今後、南海トラフ

巨大地震等の防災・減災対策や公共施設の老朽

化対策などにも多額の財政負担が見込まれます

ことから、さらに厳しさを増していくものと考

えております。しかしながら、このような中に

あっても、人口減少問題の克服や人財づくり、

フードビジネスを初めとする成長産業の育成、

地域医療の充実、公共インフラの整備など、本

県が抱える政策課題に的確に対応していく必要

がございます。

このため、平成27年度当初予算につきまして

は、骨格予算として編成することになります

が、財政改革の着実な実行により財源捻出に努

めながら、選択と集中の理念のもと、優先度の

高い施策を構築しますとともに、全ての施策に

ついて県の役割を検証しつつ、市町村や民間企

業等との連携・協働にも取り組むことを基本方

針としたところであります。以上であります。

〔降壇〕

○重松幸次郎議員 御答弁いただいたとおり、

財政改革と財源捻出に努めて優先度の高い施策

を行うこと、そして、市町村や民間企業・団体

などとの連携・協働、つまり、役割分担を踏ま

えた施策を進めることがポイントだと認識いた
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しました。景気は少しずつ上向き始めていると

はいえ、まだまだ厳しい財政状況の荒波は続く

ものというふうに考えております。行政と議

会、そして県民総力戦で乗り越えていかなくて

はならないということかと思います。

続いて、具体的に、平成27年度の事業を検討

するに当たっての視点に掲げられました、「将

来の発展と地域を支える人財づくり」にどう取

り組むのかを、再度、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 私は、これまでも、県

づくりは人づくり、人こそ財産という強い思い

で人財づくりに取り組んできたところでありま

す。このような観点から、本年度予算におきま

して、20億円の「みやざき人財づくり基金」を

創設したところであります。さらに、人財づく

りは長期的にしっかり取り組む必要があると考

えておりますので、平成27年度の事業を検討す

るに当たっての視点としまして、「将来の発展

と地域を支える人財づくり」を掲げますととも

に、先般、国に提案しました「真の地方創生を

実現するみやざきモデル」の中でも、農林水産

業への就業支援や後継者育成、女性が個性と能

力を発揮できる環境づくりを初めとする「地域

の産業を支える人材育成」を掲げたところでご

ざいます。今、さまざまな場面で県民の皆さん

と意見交換をすると、さまざまな分野での人材

不足、後継者不足、大変重要な課題であろうか

というふうに認識をしておるところでございま

す。私としましては、この「みやざき人財づく

り基金」を有効に活用しながら、次世代の育成

や産業・雇用の核となる人財の育成、女性や高

齢者の活躍などの支援に全力を尽くしてまいり

たいと考えております。

○重松幸次郎議員 わかりました。まさに未来

を担う人の宝、それは子供たちの健全な育成で

あり、また、潜在している女性の力を最大限に

発揮できる社会に変えられるかどうか、そし

て、高齢者の活躍の場を広げていくことが重要

な鍵というふうに言われております。

引き続き、我が会派の政策提言のうち、支え

合う・活力ある地域づくりについて議論させて

いただきます。

本年の６月議会でも、地域包括ケアシステム

について、少子高齢化が本県では全国より早く

進んでいる現状と、高齢者住宅などの介護施設

の普及状況をお伺いいたしました。今回も担当

課から説明をいただきましたが、高齢者住宅に

ついては、今のところ比較的充足しているとい

うことでございます。その上で、できるだけ我

が家で暮らしたいと在宅を望んでいる高齢者に

とっても、介護が必要になって、介護度が重度

化して、やがて認知症になったとしても、住み

なれた地域、自分の家で生活を送ることができ

て、24時間、365日体制で切れ目なく介護サービ

ス、通所、宿泊、訪問の提供がもらえる小規模

多機能ホームを、利用者の生活圏内、例えば中

学校区ごとに整備することが必要だと考えま

す。

福祉保健部長に、介護福祉施設について２点

お伺いいたします。通い、訪問、お泊まりサー

ビスが受けられる小規模多機能型居宅介護など

の地域密着型サービスを充実していくことが重

要だと考えますが、現在の状況と県の考え方に

ついてお伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 平成26年10月

１日現在で、デイサービスやショートステイ、

訪問介護の機能を組み合わせた小規模多機能型

居宅介護が54事業所、これに訪問介護の機能を

加えた複合型サービスが３事業所、定期巡回・
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随時対応型訪問介護看護が２事業所となってお

ります。介護が必要な状態になられた場合にお

いても、住みなれた地域や家庭で安心して生活

できるようにするためには、利用者のニーズに

きめ細かく対応できるこれらの地域密着型サー

ビスの充実が重要ですので、今後とも、市町村

や事業者と連携しながら普及促進に努めてまい

ります。

○重松幸次郎議員 利用者のニーズをしっかり

掌握していただいて、地域密着型、よろしくお

願いしたいと思います。

もう一点、年齢や障がいの有無に関係なく、

家庭的な雰囲気の中で過ごすことができる共生

型福祉施設の拡充を、我が党は提唱しておりま

す。そのモデルとなっているのが、富山県内に

広がっている民間主導の富山型デイサービスで

あります。少し新聞記事を抜粋いたします。

「平日の午前中、同市富岡町にある施設「こ

のゆびとーまれ」に入ると、明るい室内から楽

しげな話し声が聞こえてくる。車椅子の高齢者

と和やかに話す青年、知的障がいのある人は穏

やかに高齢者の世話をする。わいわい言いなが

ら切り絵づくりに精を出す老若男女。午後にな

れば、学校帰りの子供たちもやってきて一層に

ぎやかになる。（中略）開設から20年余りが経

過したが、在宅での支援を望むニーズを裏づけ

するように、年々利用者が増加し、また利用者

の変化が見てとれるようになる。つまり、認知

症の高齢者が子供と触れ合うことで症状の進行

が緩やかになる。知的障がいの青年が自分の意

思で高齢者や子供たちの世話を買って出る。高

齢者や障がい者と日常的に接する中で子供も他

人を思いやれるようになる」とありました。

「在宅を望む人を支えたい。誰も排除しな

い」という施設長の理念であります。これらの

共生効果（ノーマライゼーション）は、やがて

行政に伝わり、富山型デイサービスは、本年８

月末現在、111カ所に広がっていて、市町村共同

で県内200カ所を進めているようであります。そ

こで、この共生型福祉サービスについて、本県

の状況と今後の取り組みについてお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 共生型福祉サ

ービスは、同一の施設内で、高齢者や障がい

者、子供を対象として複数の福祉サービスを提

供するものであり、子供が他人を思いやれるよ

うになったり、高齢者の方々が笑顔になるな

ど、多くの効果が期待できるサービスであると

認識しております。県内の状況につきまして

は、平成25年１月現在、高齢者や障がい児のデ

イサービス及び子供の一時預かりなどを組み合

わせて実施する事業所を初め、共生型福祉サー

ビスを提供する事業所は13カ所となっておりま

す。県では、これまで、設立の手続などを紹介

したパンフレットの作成や、富山市で施設を運

営されているＮＰＯ法人の代表者を講師に招い

た講演会を開催するとともに、新たに開設を希

望する事業者への情報提供や助言を行っている

ところでありますが、今後も引き続き、共生型

福祉サービスの普及に努めてまいります。

○重松幸次郎議員 「このゆびとーまれ」の開

設当初は、縦割りの壁がありまして、どの法律

にも当てはまらないので補助金が出せないとい

うことで、やむなく自主事業でスタートさせ、

厳しい経営を乗り越えられたと記事に紹介され

ておりました。しかし、今では、全国で1,400カ

所以上整備されている富山型デイサービス、ぜ

ひとも、御紹介いただいたとおり、このような

共生型福祉施設の取り組みを支援していただき

たいと考えます。
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続いて、地方の公共交通網について総合政策

部長にお尋ねいたします。自家用車と公共交通

機関は、交通の空白地帯を埋め合う存在であり

ますが、自家用車の利用増加に対して、公共交

通機関の利用者は減少し続けています。バス路

線は、毎年、東京と沖縄・石垣島の直線距離に

匹敵する2,000キロが廃止されているということ

です。一方、自家用車に乗る高齢者は、身体の

衰えなどで運転をあきらめる方がふえているた

め、公共交通網の維持に一層取り組まなければ

なりません。ことしの通常国会で成立した改正

地域公共交通活性化再生法が今月から施行され

ますが、県民、特に高齢者の移動手段の確保と

して、この地域公共交通活性化再生法を受け、

今後の取り組み方針をお伺いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 高齢者な

ど、いわゆる交通弱者の方の移動手段の確保

は、県としても大きな課題であると認識してい

るところでございます。これまでも、市町村が

コミュニティバスを運行する際の実証実験に要

する経費、また、複数市町村間をまたぐ広域的

な路線について運行費補助を行うなどの支援を

行ってきたところであります。今月中に施行さ

れる予定の、御指摘の改正地域公共交通活性化

再生法では、地方公共団体が主体となって、ま

ちづくり等、地域戦略と一体となった交通網の

形成を目指すこととされておりますことから、

県といたしましては、このような趣旨を踏まえ

まして、市町村や交通事業者と十分連携を図り

ながら、地域社会全体の活性化を見据え、いわ

ゆる交通弱者の方々の移動手段の維持・充実に

取り組んでまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 今、御答弁の中にありまし

た「地域戦略と一体となった交通網の形成」と

いうのは、国土交通省のホームページに、「人

口減少社会において、地域の活力を維持、強化

するためには、コンパクトなまちづくりと連携

して、「コンパクトシティ・プラス・ネットワ

ーク」の考え方のもと、地域公共交通ネットワ

ークを確保することが重要です。そのため、事

業者任せの公共交通サービスから脱却し、自治

体主体で乗り合いバスやデマンドタクシーな

ど、住民の移動手段の多様化と確保・維持を図

る新たな取り組みを、国が財政支援や規制緩和

で支援する」とありました。これまでも宮崎県

は、バス対策協議会を設置し、地域間幹線系統

補助や広域的バス路線運行費補助を行い、地域

住民の交通アクセスの確保を推進されていま

す。中でも、県内24市町村の乗り合いタクシー

を含むコミュニティバスの運行支援を行ってお

りますが、いずれの地域でも運行費用を料金収

入で賄えないのが現状とありました。いかにコ

ストを下げて安定運行させるかが鍵だと考えま

す。また、車両やドライバーの経費を安く抑え

る取り組みを、さらに検討していただくことが

必要です。

ここで紹介する兵庫県豊岡市での事例は、バ

スが廃止された地域や交通不便地域を念頭に、

市が事業主体、地元住民で構成する運営協議会

が運行主体となって、オンデマンドシステムを

活用した地区乗り合いタクシー業務を行ってい

ます。これまでのコミュニティバスの収支改善

が見られず、結果、廃止され、それにかわって

地区乗り合いタクシーを導入いたしました。具

体的には、利用者は電話で事前に予約をして、

タクシー感覚、ドア・ツー・ドアで使える上

に、最初の2.5キロは100円、それ以上は上限200

円と、割安な料金設定になっています。そのわ

けは、有償旅客輸送を認める道路運送法78条を

活用し、市町村名義の自家用自動車、セダンや
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ワンボックスカーを利用して、運転手は地区住

民が担っているからであります。つまり、この

運転手は、２種免許が有効な者、または１種免

許でも２年間停止のない者で、大臣認定講習の

受講者であれば可能ということであるからで

す。平均年齢62歳、手当は少額ですので、事実

上ボランティアに近いようですが、地域貢献の

やりがいを感じているということだと思いま

す。月・水・金の週３回、集落地区と町部のス

ーパー、病院、市役所支所などを結んで、ルー

ト上で乗りおりは自由。つまり、身近な人がド

ライバーという安心感もあり、利用者がふえて

いるということであります。

そこで、地区乗り合いタクシーの運行は移動

手段の確保に有効だと思いますが、本県の取り

組みを広げる考えはないか、再度、総合政策部

長にお願いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） ただいま御

紹介いただきました豊岡市は、「チクタク」と

いう名前で乗り合いタクシーを実施しておりま

すが、乗り合いタクシーは小型車両を使用しま

すことから、コストの削減や小回りがきくと

いった利点があり、県内でも11市町村で運行さ

れているところでございます。一方で、乗り合

いタクシーにつきましては、乗車人数が少ない

こと、また、利用に予約を必要とするケースで

は、急な利用ができない等の面も指摘されてい

るところでございます。したがいまして、県と

いたしましては、一般の乗り合いバスや福祉バ

スなどさまざまな選択肢がある中で、地域の実

情に合った交通手段を選択することが肝要では

ないかと考えているところでございます。今後

とも、国とも連携しながら、乗り合いタクシー

を含めた最適な地域公共交通ネットワークの構

築に向け、市町村の取り組みを支援してまいり

たいと考えております。

○重松幸次郎議員 市町村が事業主体でありま

すが、この地区乗り合いタクシー、略してチク

タクと言っています。交通空白地域における交

通手段として活用できないか。その取り組み

を、先ほどの事例も参考にしていただき、今後

とも支援をしていただきたいと要望いたしま

す。

次に、県営住宅の環境整備、高齢者対策と駐

車場について３点、県土整備部長にお伺いいた

します。

65歳以上の人は総人口の２割を超え、今後さ

らに急速にその割合が増加すると予測されてい

ます。そして、高齢化の進行に伴い、高齢者の

単身世帯、高齢者夫婦のみの世帯も増加すると

見込まれております。そうした中、公営住宅が

抱える課題として、孤独死の発生、高齢者のひ

きこもりの増加、自治会の加入率の低下とこれ

による地域コミュニティーの希薄化、また、清

掃や除草作業に参加する住民が少なくなるな

ど、団地内の活動にも支障が出ているといった

調査結果が出ております。

そこで、まず１点目に、本県の県営住宅にお

ける高齢者のいる世帯の比率はどのくらいか伺

いたい。また、単身高齢者の世帯の比率はどの

くらいかをお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 平成25年度

末の65歳以上の高齢者のいる世帯は、2,468世帯

で全体の30.3％となっておりまして、平成20年

度に比べ、５年間で約500世帯、6.2ポイント増

加しております。また、そのうち単身高齢者の

世帯は、1,171世帯で全体の14.3％となってお

り、５年間で約170世帯、2.2ポイント増加して

おります。

○重松幸次郎議員 わかりました。県全体
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で30.3％、５年前と比較しても着実に高齢化が

進んでいるということでございます。これから

も、ますますそのような傾向だと思います。こ

れまでも、県営住宅の老朽化対策やバリアフリ

ー化が検討されてきましたが、県営住宅におけ

るバリアフリー化率はどのくらいかを、再度、

県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県営住宅に

おきましては、高齢者世帯や障がい者世帯に安

全・安心な住宅を供給するため、改修工事や建

てかえによりまして、トイレ及び浴室への手す

りの設置や室内の段差解消、車椅子が通行可能

な廊下幅の確保等を行ってきておりまして、平

成25年度末時点でのバリアフリー化率は、36.1

％となっております。

○重松幸次郎議員 段差解消、また手すりの設

置については、できるだけ早く多くつけていた

だきたいと思います。高齢者の転倒防止、障が

い者への配慮、また、いざというときの防災・

減災の上で大変重要でありますので、よろしく

お願いいたします。

続いて、駐車場対策であります。以前から、

駐車スペースの拡充や迷惑駐車の対策を行って

ほしいとの要望を受けております。団地敷地内

共用部分や集会所入り口を駐車場がわりにして

いる人がいて、車椅子、ベビーカーが通れな

い、出入りが不自由になっているとか、外来者

用に一時的にとめているわけでもなく、いつも

同じ車なので、住人が駐車場がわりにとめてい

ると思われるなど、繰り返される悩ましい問題

があります。先日も、宮崎市内にある県営住

宅430世帯の自治会へお邪魔し、５名の役員の方

に駐車場管理の現状をお伺いし、懇談をさせて

いただきました。ここでも迷惑駐車の対策、自

治会の方々がカラーコーンを並べたり、警告書

類などをワイパーに挟むなど、苦慮されながら

も、新旧駐車場料金の格差を解消する整備計画

が進められる上で、将来を見据えた駐車区画に

おいては、１室１台は必須でありますが、２台

目の有料区画、また、障がい者、訪問介護やデ

イケア送迎車がとめられる福祉スペースを確保

し、そして、外来者が気兼ねなくとめられ、し

かも駐車ルールが守られる区画整備を要望した

い、このように話されておりました。

そこで、提案でございますが、外来者駐車場

にコインパーキング方式を採用してはどうか、

御検討を願いたいと思います。私もあちこちの

市住、県住へ団地調査に行きますと、外来者ス

ペースがなく、あっても１台程度で、とめたく

てもとめられないことがあります。まず、違法

駐車をできるだけ解消し、また、今後ふえてい

く高齢者への訪問介護に、ヘルパーさんがとめ

やすいスペースをつくっておくことが求められ

ます。もちろん、身内、家族の方も来訪するこ

とでしょう。そのために、コインパーキング方

式を採用し、例えば最初の20分は無料、それを

超えると１時間200円とか、設定はどうにでも変

えられると思いますので、自治会で決めていた

だく。これにより管理収入が少しでも入り、環

境整備に役立てればと考えています。これに

よって入居者の利便性も図られるのではないで

しょうか。既に福岡県東区の県営住宅で導入が

決定いたしました。そこで、県営住宅の外来者

駐車場をコインパーキング方式にできないか、

県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 現在、県内

にあります116の県営住宅団地のうち、44団地に

おきまして外来者用駐車場を設けております。

駐車できる区画数につきましては、例えば宮崎

市内の団地では、少ないところでは１区画、平
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均しますと４区画という状況であります。お尋

ねのコインパーキングの設置につきましては、

費用対効果を考えますと、一定の駐車区画数を

集約させる必要があり、また、入居者との合意

形成を図る必要もありますことから、今後、十

分検証してまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 全ての団地にはまだ外来駐

車場がないという状況もあります。今後、更新

されたり建てかえがあったときに、この整備計

画を進めていただきたいと思います。いきなり

一斉には無理だと思います。モデルになる団地

へ、自治会の御理解をいただきながら一部試験

的にでも行っていただきたい。県営住宅駐車場

整備が今後、市営やＵＲ住宅にも参考にしてい

ただけるような整備計画を要望いたしたいと思

います。よろしくお願いいたします。

次は、女性が活躍する社会を目指して、公明

党の政策提言では、１つ、子育て支援、２つ目

が、女性特有のがんの検診受診や受診勧奨コー

ル・リコール、３点目が、出産・子育てによっ

て離職した女性の再就職の支援、４点目が、指

導的地位向上への加速化プランなどの取り組み

を推進しております。その２つ目の項目である

女性特有のがん検診受診について、本県の子宮

頸がん及び乳がん検診受診率と受診促進のため

の県内の取り組み状況を、福祉保健部長にお伺

いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 子宮頸がん及

び乳がんの検診受診率は、徐々に向上しており

ますが、平成25年の国民生活基礎調査では、子

宮頸がんが、本県41.0％、全国42.1％、乳がん

が、本県45.3％、全国43.4％となっておりま

す。各市町村では、受診率向上のため、無料ク

ーポン券の配布、未受診者への電話やはがきな

どによる個別の受診勧奨、特定健診との同時実

施、あるいは休日検診などの取り組みを実施し

ております。県では、こうした市町村の取り組

みを支援するとともに、テレビＣＭなどを使っ

た普及啓発や、特に乳がんについては、「ピン

クリボン活動みやざき」の取り組みとして、各

種イベントにブースを出展するなど、検診の受

診促進に努めております。今後とも、市町村や

企業等と連携しながら、がん検診の受診率向上

に向けて積極的に取り組んでまいります。

○重松幸次郎議員 今の御答弁によれば、子宮

頸がんの受診率が41.0％、乳がんでは45.3％と

なっております。いずれも80％台の欧米諸国か

らするとまだまだ低いようです。国の目標受診

率50％を目指して推進していただきたいのと、

乳がん検診無料クーポンが全ての婦人科病院で

は使えないということを私の家内から聞きまし

た。諸事情があるようですので、何とか改善を

求めたいと思います。

一方、女性の社会進出を促し、管理職へ登用

するなど、働く女性を支援していくことが、企

業の競争力に大きく貢献することが調査でも明

らかです。しかしながら、子育てなどのライフ

イベントによる離職から戻れないのが実情であ

ります。そこで、女性の活躍を応援するために

は再就職の支援が重要だと考えますが、どのよ

うに認識しているのか、これは知事にお伺いい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 女性の就業につきまし

ては、結婚・出産を契機に一旦離職し、その後

復職を希望する女性が多いことから、再就職へ

の支援が、女性の活躍を推進する上で極めて重

要であると認識しております。そのことが、先

ほども答弁しました、さまざまな分野における

人材不足を補うという面もございますし、女性

ならではの視点を生かした社会に対する貢献、
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大変重要なことだろうというふうに考えており

ます。

このため県では、女性の再チャレンジ支援の

ための相談を行いますとともに、企業によるワ

ーク・ライフ・バランスに関する自主的な取り

組みを宣言していただく「仕事と家庭の両立応

援宣言」を推進しているところであります。そ

の結果、結婚・出産で退職した社員の再雇用な

ど、女性の活躍に配慮した宣言を掲げる企業が

ふえてきているところであります。今後とも、

ハローワークのマザーズコーナー等におきまし

て、きめ細やかな再就職支援を行っております

宮崎労働局など関係機関とも連携しまして、女

性が出産・子育てをしながら安心して働ける環

境の整備について、積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

○重松幸次郎議員 まさにそのとおりだと思い

ます。京都大学大学院の伊藤公雄教授は、「男

性の意識も変える必要がある。男性主導で働く

社会では、女性の社会参加が抑制されるだけで

なく、長時間労働など男性側にも負担が重い。

男女共同参画で、男性が家庭や地域での生活を

取り戻し、人生を楽しめることができるかが課

題だ」と述べられています。女性の職場復帰や

活躍を支援する企業セミナーが重要だと思いま

すので、しっかり予算をつけて取り組んでいた

だきたいと、このように要望いたします。

がらりと話題が変わりますが、今議会の知事

提案理由説明でも話されました、第69回国民体

育大会・長崎がんばらんば国体において、総

合19位の大活躍をなし遂げました。改めて知事

に、国体での天皇杯19位という好成績につい

て、素直な感想を改めてお伺いしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 長崎がんばらんば国体

では、天皇杯順位が19位という、昭和54年の宮

崎国体を除けば過去最高となるすばらしい成績

をおさめていただいたところであります。本当

にこれはうれしかったところであります。これ

もひとえに、日ごろから厳しい練習に取り組ん

でこられた選手の皆様の御努力はもちろんのこ

と、それを支えてこられた競技団体を初めとす

る関係者の方々の団結の力がなし得たものであ

りまして、県民の皆様に元気と勇気、そして大

きな感動を与えていただきましたことに、心か

ら感謝を申し上げたいと考えております。ま

た、その後に行われました障害者スポーツ大会

におきましても、メダル獲得数39個、これも過

去最高ということでございまして、高校サッカ

ーの優勝や高校野球の準優勝などもありました

が、宮崎におけるスポーツが非常に活況を呈し

ていると、大変うれしく受けとめておるところ

でございます。今回の好成績は、今後のスポー

ツランドみやざきの推進や、「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」の展開に当たりましても、大きな弾

みとなるものと考えております。今後とも、県

民の皆様と一緒になってのスポーツの振興に、

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 サッカー成年男子、ソフト

ボール成年男子、また、ゴルフ少年男子団体と

個人・関選手、そして、重量挙げ・中村選手が

見事優勝されました。準優勝以下も皆すばらし

い成績だったと思います。選手、関係者の皆さ

んに敬意を表します。

さて、これからも陸続と優秀なスポーツ選手

や指導者を育成していただきたいものです。そ

こで、今回の成績を踏まえ、本県の競技力向上

にどのように取り組んでいくのか、教育長にお
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伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 競技スポーツにおけ

る本県選手の活躍は、県民のスポーツに対する

関心を高めるとともに、地域におけるスポーツ

の推進に寄与するものでございます。現在、県

教育委員会では競技力向上推進本部を設置し、

中学や高校における競技力向上のための推進校

の指定や、優秀な選手を集めた合同合宿等に対

する支援など、総合的な取り組みを進めており

ます。今後、関係機関と十分連携を図りなが

ら、これまでの取り組みを一層推進するととも

に、今、課題である女子競技力の向上、指導者

の養成・確保、民間企業等の協力もいただきな

がらの有望社会人の受け入れ体制づくりなどに

取り組み、県民の皆様に元気、勇気、感動を与

えることができるように、競技力の向上に今後

ともしっかり取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○重松幸次郎議員 これから、プロの球団が宮

崎でキャンプに入ります。また、大学、企業の

スポーツ合宿で指導者懇談会や交流試合などを

進めていただいて、スポーツランドみやざきな

らではの企画をさらに進めていただきたいと思

います。先ほど知事からも御紹介がありました

第14回全国障害者スポーツ大会が行われまし

て、本県選手団35名が参加して、陸上競技、水

泳などで健闘が光りまして、金メダルが17個、

銀メダル16個、銅メダル６個、合計39個、過去

最多でありました。こちらも、選手と関係者の

皆様に心から敬意を表したいと思います。

福祉政策についてお伺いいたします。

前回の代表質問でも、東京都で進められてい

るヘルプカード、緊急時に周囲の人に自己の障

がいへの理解や支援を求めるためのカードを紹

介いたしましたが、このほかにも障がい者に関

するマークはいろいろございます。おもいやり

駐車場などで見かける車椅子に人がかけている

マーク、ちなみにこれは全ての障がい者を対象

としたもので、車椅子を利用する障がい者に限

定したものではないということを申し上げたい

と思います。また、人がつえを持っている視覚

障がい者のためのシンボルマークは理解できる

と思いますが、聴覚障がい者の標識やオストメ

イトのマーク、またハート・プラスマークなど

はなじみがなく、マークで意味を理解すること

もなかなか困難だと思います。

今回は、改めてハート・プラスマークを紹介

いたします。内部障がい者（肺呼吸、心臓、肝

臓機能低下など）、また、ＲＳＤ（慢性神経

痛）や線維筋痛症などの症状で、見た目にはわ

からないけれども、つらい、しんどいと声を出

せずに我慢している方がいらっしゃいます。そ

んな人の存在を視覚的に示し、理解を広げるた

めのマークであります。ハート・プラスマーク

など、障がい者に関するマークの周知を図るべ

きだと思いますが、福祉保健部長にお考えをお

伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 障がいのある

方の中には、心臓、腎臓などの内部障がいな

ど、外見からは障がいがあることがわかりにく

いため、バスの優先席や身障者用トイレ等を利

用される際に、マナー違反であると誤解を受け

たり、必要な支援や配慮について周囲の理解を

得られにくい方がおられるのも実情だと考えま

す。このため県では、本年３月、障がい者への

理解の促進を図るため、障がいの特徴や周囲の

方々にお願いしたい配慮のほか、ハート・プラ

スマークなども紹介したハンドブックを作成

し、小・中・高等学校や市町村、関係団体等に

配布したところであります。今後とも、さまざ



- 24 -

平成26年11月18日(火)

まな機会を通じ、障がい者に関するマークの周

知を図るとともに、基本的なことではあります

が、県民一人一人が障がいに対する理解を深め

ていただくよう、さらにしっかりと取り組む必

要があると考えております。

○重松幸次郎議員 大変丁寧な御説明と前向き

な御答弁でありました。

では、今度は教育長に、障がい者に関するマ

ークについての周知を図るため、学校教育にお

いてどのように取り組んでおられるのかをお伺

いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 社会には、障がいの

ある方などさまざまな方がおいででございます

が、全ての人々がともに支え合う社会を実現す

るため、学校教育においては、多様な教育活動

を通して、障がいのある方との共生について考

え行動できる子供たちを育てていくことが大切

であると考えております。そのため、小中学校

におきましては、社会科や総合的な学習の時間

で、車椅子やアイマスク体験を行ったり、資料

を使って「ほじょ犬マーク」などを学んだりし

ながら、障がいのある方への理解を深める学習

を行っております。また、高等学校におきまし

ては、家庭科でノーマライゼーションの理念を

学ぶ中で、ハート・プラスマークやオストメイ

トマークなどについても学習をいたしておりま

す。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。実

は、線維筋痛症を持った子供の親御さんから相

談を受けておりました。高校生になって発症

し、体育の授業を休まなければならなくなった

ことで、自分だけ楽をしてと思われていたこ

と、そのときの子供さんの苦しみを切々と語っ

ておられました。このように内部疾患やさまざ

まな障がいを持っている方への理解と協力の輪

を広げていただきたいと思います。

同じく教育長へお尋ねいたします。全ての子

供にあらゆる体験機会と学びの場を提供するこ

とは重要ですが、さまざまな理由で子供が学校

に行けなくなる不登校、この不登校について

は、これまでも、市町村と教育機関や外部専門

家と連携して対策を講じておられるようであり

ます。本県の不登校の現状とその対策につい

て、お伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 平成25年度の本県の

公立学校における不登校の児童生徒数は、1,403

人で、本県の大きな課題の一つであると認識を

いたしております。全国と比べますと、小学校

では低い割合、中学校、高等学校ではほぼ全国

と同じ割合でありますが、従前より若干ですが

増加しているという傾向にあります。そのた

め、各学校においては、不登校に関する委員会

を定期的に開催し、具体的な支援策を協議した

上で、家庭訪問や児童生徒、保護者との面談を

行い、保健室や相談室への登校を促すなど、学

校復帰に向けた組織的な取り組みを行っており

ます。また、スクールカウンセラー、スクール

ソーシャルワーカーなどの外部専門家と連携し

た取り組みや、市町村が学校外に設置している

適応指導教室で学習指導等の支援を行っており

ます。

○重松幸次郎議員 わかりました。若干増加傾

向にあるということでございます。子供の様

子、態度を冷静に見きわめ、少しでも原因を見

つけ、理解することができるなら、解決に結び

つくわけでございますが、そうした不登校の児

童生徒さんを受け入れるフリースクールが全

国400施設あるようです。しかし、学校教育法上

での学校ではないために、公的な支援制度が適

用されていません。文部科学省は、今年度、プ
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ロジェクトチームを設置し、施設や団体の指導

体制、フリースクールの位置づけなど、検討が

始まりました。本県では施設の調査中だという

ことですが、フリースクールとの連携について

どのように考えているのか、再度、教育長に伺

います。

○教育長（飛田 洋君） 不登校の児童生徒の

状況は一人一人違っており、個々の状況や保護

者の思いを把握した上で、学校と教育委員会が

連携を図り、それぞれの児童生徒に応じた支援

をすることが大切であると考えております。そ

の支援に当たっては、それぞれの子供が、将

来、その子供なりに社会の中で居場所を見つ

け、社会参画ができるようにすること、そのた

めの支援をすることが何より大切であると考え

ております。国が検討しようとなされておりま

すフリースクールなど、民間施設との連携につ

きましても、意義があることだと考えておりま

すので、国の動向を注視しながら研究してまい

りたいと考えております。

○重松幸次郎議員 文部科学省もフリースクー

ルの支援の第一歩を踏み出されたということで

あります。不登校やひきこもり支援に関して、

学校への復帰が最も大事でありますので、今後

とも連携をよろしくお願いいたします。

次は、浄化槽の補修と管理について、環境森

林部長にお伺いします。

きれいな水、美しい川、そしてふるさとを守

るために、汚水、生活排水を浄化することは重

要であります。これまでも、単独から合併浄化

槽の移設や保守点検、清掃、そして法定検査な

どが義務づけられておりましたが、なかなか整

備促進が進んでいないことが議論されておりま

す。かねてより、浄化槽の管理台帳を整備して

一元管理し、情報を共有することが検討されて

いましたが、このたび、一般社団法人全国浄化

槽団体連合会がスマート浄化槽管理システムを

構築し、各事業者や行政機関とのネットワーク

化を進めております。そこで、浄化槽の一元的

な管理システムであるスマート浄化槽の概要と

そのメリットについて、お伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） スマート浄化

槽は、浄化槽の施工・維持管理を行う事業者や

県・市町村及び法定検査機関、さらには浄化槽

使用者が情報を共有するシステムであり、現

在、御指摘がありましたように、全国浄化槽団

体連合会が宮城県仙台市におきまして、その構

築に向けてモデル事業を進めております。その

メリットといたしましては、事業者が保守点検

等の業務結果を速やかに入力することで、台帳

が常に最新の情報として更新され、浄化槽の適

正管理に寄与するとともに、浄化槽の設置状況

を地図上で確認できるＧＩＳ機能もあり、大規

模災害時における水洗トイレの設置場所の把握

にも活用できると聞いております。

○重松幸次郎議員 まさに今お聞きしますと、

すばらしい管理システムだと思います。そし

て、大規模災害時にも、応援部隊が速やかに駆

けつけて対処、掌握できるということでありま

す。本県においても、スマート浄化槽のメリッ

トを活用した新たな浄化槽台帳システムの構築

を図る必要があると思いますが、県の考えを再

度お伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 浄化槽の適正

管理を推進していくためには、情報を一元的に

管理し、関係者間で情報を共有できるシステム

の構築がより効果的だと考えております。この

ようなシステムの構築に向けまして、現在、県

では、保守点検や清掃等の実施状況が速やかに

管理台帳に反映されるよう、来年４月からの稼
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働に向けて、システムの改良作業を進めている

ところであります。御提案のスマート浄化槽に

つきましては、現在、必要な情報等を収集いた

しまして、本県の浄化槽台帳システムへの活用

について、県浄化槽協会など関係機関と検討を

進めているところであります。

○重松幸次郎議員 ぜひとも環境を守り、「く

らしの豊かさ日本一のみやざき」を実現するた

めに、積極的に進めていただきたいと思いま

す。

では、最後の項目になりますが、フードビジ

ネスについてお伺いいたします。

まず、知事の提案理由説明にありました、10

月27日にオープンいたしましたフード・オープ

ンラボでありますが、改めて、フード・オープ

ンラボを整備した目的と今後どのように活用さ

れていくのか、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） フード・

オープンラボは、本県の成長産業であるフード

ビジネスの振興を図る新たな食品開発の中核施

設として整備したものであり、総菜・ソース

等、製菓・製パン、清涼飲料水の３つの製造室

を備えております。この施設の大きな特徴は２

つありまして、１つは、食品営業許可の取得が

可能であることから、試験的に製造した商品を

そのままテストマーケティングや商談に活用す

ることにより、ニーズに即応したものづくりが

できる点であります。もう１つは、ＨＡＣＣＰ

の概念に基づき、清潔度を追求した施設である

ことから、高レベルの衛生基準、品質管理を学

べる点であります。なお、これらの２つの特徴

をあわせ持つ設備は、全国でも初めてです。今

後、これらの機能を最大限に発揮させ、食品加

工企業や６次化を目指す農業者等のマーケット

インの視点に立った新商品へのチャレンジや、

農産物の高付加価値化を支援し、フードビジネ

スのさらなる進展を図ってまいりたいと考えて

おります。

○重松幸次郎議員 食品加工、製造開発が今後

の成長戦略で大変重要であります。よろしくお

願いいたします。

さて、私たちが農林水産業振興に関して提言

した中で、畜産、酪農の産業強化力をうたって

おりますが、畜産については、事業主の高齢化

や担い手不足を解消し、収益性を高めなくては

なりません。地域ぐるみの体制を構築するた

め、「畜産クラスター」というキーワードがご

ざいます。畜産クラスターについて、その現状

と今後の取り組み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） 畜産クラスタ

ーにつきましては、畜産農家や畜産支援組織を

これまでのように単独で支援するだけではな

く、行政やＪＡ、畜産支援組織や異業種を含め

た関係事業者等が有機的に連携・結集し、地域

ぐるみで収益力向上に向けた取り組みを進める

ための体制を呼称したもので、今年度から国が

進めているものでございます。本県では、今年

度、日向地域と児湯地域が国の承認を受けまし

て、日向地域がへベスの加工残渣を、児湯地域

が焼酎かすをそれぞれ飼料として利用すること

で、コスト削減や高付加価値化へ向けた取り組

みを行っているところでございます。また、国

は、来年度の概算要求において、畜産クラスタ

ー計画に基づき、ハード整備を含めた各種支援

を行うこととしておりますことから、県といた

しましては、各畜種ごとに計画策定を促進し、

国の事業が十分活用できるよう努めてまいりた

いと考えております。
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○重松幸次郎議員 地域ぐるみでの体制強化、

また、特徴ある飼料を生かしたブランド化を推

進していただきたいと思います。

ブランドといえば宮崎牛です。国内需要だけ

では今後、消費の拡大が見えてこない。そこ

で、宮崎牛の海外展開についてどのように考え

ていらっしゃるのか、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎牛を代表とします

県産牛肉の販路拡大を図っていくためには、国

内販売対策の強化に加えまして、海外への輸出

というものは大変重要な取り組みであると考え

ております。このため現在、香港などの東アジ

ア地域や米国を中心に、関係機関と一体となり

まして、宮崎牛の認知度向上や販路開拓に取り

組んでいるところでありまして、昨年度は122ト

ンと過去最高の輸出量になっているところであ

ります。ただ、宮崎牛の実力を考えると、もっ

ともっと伸び代があるものというふうに考え、

しっかり努力をしてまいりたいと考えておりま

す。

今後は、外国産「ＷＡＧＹＵ」との差別化を

図るため―「ＷＡＧＹＵ」というローマ字表

記で外国産のものが販売されておるわけでござ

いますが、しっかり差別化を図るために、国が

進めておりますジャパンブランドの輸出戦略と

も協調しながら、多くの富裕層を抱え、消費人

口も多いＥＵやハラール圏など、新たな輸出先

も視野に入れまして、トップセールスなどのプ

ロモーション活動を積極的に展開することによ

り輸出量の拡大を図り、宮崎牛のおいしさを世

界に向けて発信してまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 海外展開、大事だと思いま

す。今、知事のほうから、ＥＵ、ハラール圏と

おっしゃられましたけれども、ハラールという

のは、イスラム圏（イスラム教徒）のことで、

世界に16億人いらっしゃる。イスラム教の教え

に基づいて、合法的なもの、口に入れていいも

の、安全性をハラールと言いまして、食品、医

薬品、化粧品などから金融サービスまで、その

基準があるそうです。具体的には、豚肉とアル

コールは一切口にしない。また、スープやブイ

ヨンに豚エキスが入っていてもＮＧ。また、ワ

インや日本酒を使った料理も食べられない。そ

れをクリアした食材、料理でのハラール圏進出

によって、消費拡大が期待できるということで

あります。同時に、インバウンドでありました

ら、本県へ受け入れる準備も、そのハラールに

基づいて行っていかなくてはなりません。さま

ざまな戦略を練り上げて、フードビジネスをど

この県よりも早く着実に展開を図っていただき

たいことを強く要望して、質問の全てを終了い

たします。ありがとうございました。（拍手）

○福田作弥議長 次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。公明党宮崎県議団２番手、河野哲也

でございます。

先ほど重松議員からもありましたが、我々公

明党宮崎県議団は、10月８日、知事に対して、

平成27年度の予算要望をさせていただきまし

た。「活気ある温かな宮崎のまちづくり」とし

て、４つの柱、126項目の提言を行いました。地

方創生・地域づくりのかなめについて、我が党

山口那津男代表は、「人」の重要性を強調され

ました。このことを日本創成会議座長の増田寛

也氏は、公明党らしい着眼点であり、地方創生

の本質を言いあらわしたものと評価していただ

いております。また、増田氏は、行政サービス

の提供を初め、産業の振興や雇用の確保など、
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地方が抱えるさまざまな課題の解決には、「人

が安心して住み続けられる」という視点が欠か

せないとも語っています。まさにこの視点で宮

崎の現状に即した処方箋を議論していかなけれ

ばなりません。我々の政策提言もここから出発

しております。

そこでまず、国は地方創生関連法案で、５年

間の総合戦略と50年後の長期ビジョンをまとめ

るとしています。こうした動きに呼応した本県

の総合戦略・長期ビジョンに知事はどう取り組

むお考えか、お伺いします。

また、もう一つの地域再生法改正案は、これ

まで各省庁がばらばらで進めてきた地方活性化

施策をワンパッケージで支援する仕組みづくり

を目指し、各地域の実情や意見を最大限尊重す

るとしています。全国知事会は、より自由度の

高い交付金の創設を要請していますが、国の予

算獲得に向け、知事の認識をお伺いいたしま

す。

以上、壇上からの質問を終え、後は質問者席

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。

本県の人口ビジョン・総合戦略についてであ

ります。本県におきましては、現行の総合計画

におきまして、人口減少問題を重要課題の一つ

として捉え、出産・子育てしやすい環境づくり

や、移住の促進、雇用の場づくりを初めとする

人口減少対策に取り組んできたところでありま

す。その成果や課題を踏まえ、現在改定作業を

進めております県総合計画の長期ビジョンや今

後４年間の重点施策を示すアクションプランに

おいても、この人口減少問題に対して、より一

層積極的に対応していくこととしております。

国の地方創生の動きにつきましては、まさに本

県の方向性と歩を同じくするものでありまし

て、十分連携を図りながら取り組んでいく必要

があると考えております。今後策定されます国

の総合戦略や県総合計画とも連動しながら、本

県の現状と課題に的確に対応しつつ、その特性

を生かせるような宮崎版の人口ビジョン及び総

合戦略の策定に早急に取り組んでまいる考えで

おります。

次に、国の予算獲得に向けた認識についてで

あります。地方創生に関しましては、国と地方

が知恵と工夫を共有しながら、地方がその自主

性と独自性を最大限に発揮し、それぞれの地域

の抱える課題に対応した的確な対策を講じてい

く必要があるものと考えております。さらに、

人口減少対策の効果が発現するまでには一定の

時間を要しますことから、短期的な取り組みに

終始せず、中長期的な観点に立って、総合的な

取り組みを粘り強く継続していくための確固た

る基盤の確保が不可欠であります。このため、

先般、本県が国に提言をいたしました「真の地

方創生を実現するみやざきモデル」におきまし

ても、自由度の高い交付金制度の創設や、合計

特殊出生率の高い地方への地方交付税の加算を

提案したところであります。国におきまして

は、地方創生に関する交付金の創設を表明され

ておりますが、現在、その見通しが不透明な状

況にありますので、今後、情報収集に努めると

ともに、本県の取り組みに必要な予算をしっか

り確保するという強い意思を持って対応してま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○河野哲也議員 本県の人口減少の流れを食い

とめ、人口の増加・維持を目指すため、持続可

能な人口構造構築に向けた積極的な取り組み

と、人口減少に伴う雇用規模の縮小、社会保障
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負担の増大、生活サービスや行政サービスの維

持、インフラ整備のあり方など、方向性の違う

課題を同時並行で進めるという視点に立った対

策を行うために、予算の獲得をしっかりとお願

いしたいと思います。

知事の答弁にありました「みやざきモデル」

で２点お伺いいたします。人口減少対策につい

て、「みやざきモデル」として知事はどのよう

に提言しているのでしょうか、お伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 本県は、温暖な気候と

豊かな自然、そして、温厚な県民性、強いきず

なの残る地域社会など、安心して子供を生み育

てられる恵まれた子育て環境が整っておりまし

て、合計特殊出生率は、沖縄に次いで２位であ

りますが、人口減少県の中ではトップとなって

おります。こうした本県の優位性を十分生かす

ことによりまして、この取り組みを全国の先駆

けとしていくという強い意気込みを示すため

に、「みやざきモデル」と名づけたものであり

ます。

一方、多くの若者が進学や就職などを機に県

外へ流出し続けております。日本創成会議の推

計におきましても、若年女性の減少が著しい市

町村が多いことが指摘されているところであり

ます。このような本県の特性と課題を踏まえま

して、「みやざきモデル」では、恵まれた子育

て環境と高い合計特殊出生率を推進力としまし

て、若年層の流出に歯どめをかけることによる

社会増対策として、産業振興による雇用の創出

や移住等の促進、さらには、自然増対策とし

て、一層の子育て支援や女性の就労支援、ま

た、人口減少社会にあっても魅力のある地域づ

くりなどを柱とする提言を行ったところであり

ます。これらの取り組みを通じまして、本県人

口の社会増、自然増、さらには暮らしの維持・

充実等につなげてまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 答弁の中にありました若年層

の流出の歯どめによる社会増対策として、産業

振興による雇用の創出や移住等の促進について

は、後ほど議論させていただきたいと思いま

す。

年齢別人口構成、平成22年の国勢調査のデー

タによりますと、宮崎県は、0歳から17歳までは

全国平均を上回っている。ただ、18歳から48歳

までが下回る。そういう状況になっています。

つまり、生産年齢人口の前半での年齢構成が低

いことになる。増田氏は、「地方消滅」で、地

方において人口流出を食いとめるダム機能を構

築しなければならないとおっしゃっています。

同時に、一旦大都会に出た若者を地方に呼び戻

す、呼び込む機能の強化をとも言われ、若者に

魅力のある地方中核都市を軸とした新たな集積

構造の構築を目指すべきであると言われており

ます。社会増に向けた対策における「みやざき

モデル」の独自性についてお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この「みやざきモデ

ル」は、国においてさまざまな戦略づくりが進

められている中で、スピード感を持って本県な

らではの提言をしていきたい、そのような思い

で取りまとめたものでありまして、社会増に向

けた対策で本県の独自性を生かして思い切った

提案をしておるところでございます。例を挙げ

ますと、まずは、フードビジネスの推進を初め

とします農林水産業の成長産業化ということ、

また、若者の学ぶ場、働く場を創出するための

首都圏からの大学・企業の移転というもの、ま

た、サーフィンや炭焼きなどに着目をした宮崎

ならではの特色ある移住の促進というものもあ
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ります。また、自然や食、スポーツなどの強み

を生かした観光産業の再生、大都市圏から遠い

本県の地理的課題を踏まえた、物流コストの縮

減といったソフト対策を含めたインフラ整備の

促進などを掲げたところであります。今後策定

することとなります地方創生の地方版人口ビ

ジョン・総合戦略につきましても、市町村と十

分連携をしながら、本県の独自性を生かした内

容となるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 ありがとうございます。知事

の「政策提案 ともに築こう「みやざき新時

代！」」を拝見させていただきました。重松議

員への答弁にありましたので、重複を避けます

が、この中で大事にしている「人財づくり」、

これも、今の私の質問の若年人口の流出の歯ど

めとして重要な視点ではないかなと、そういう

ふうに考えたところでございます。人を中心に

据え、人が生きる宮崎の地域づくりが重要であ

ります。地域で意欲と能力のある人を見出し

て、そのアイデアを活用し、活動の場を提供し

ていくことがポイントの一つと考えておりま

す。

続きまして、公明党の政策提言について質問

をさせていただきます。まず、魅力ある地域づ

くりでございます。

魅力ある地域づくりのポイントは、先ほども

述べましたが、若者の多様な働き方の創出が重

要だと考えます。どのように認識し対応してい

くか、商工観光労働部長、お願いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 本県が若

者にとって魅力ある地域となるためには、安定

した雇用の場の確保が極めて重要であると認識

しております。このため、創業支援も含め、成

長産業の加速化など県内産業の振興と、企業立

地を車の両輪として、雇用の創出に取り組んで

おります。また、Ｕターン等により県外から人

を呼び込むことも極めて重要でありますことか

ら、従来より、宮崎での就職を希望される方を

対象とした東京、大阪、福岡での「ふるさと就

職説明会」の開催や、「ふるさと宮崎人材バン

ク」の運営等により、県内企業とのマッチング

を支援しているところであります。今後とも、

宮崎労働局等の関係機関との連携を図りなが

ら、若者が魅力を感じる雇用環境の整備に努め

てまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 申しわけありませんが、今の

答弁は、今まで県が対応してきたことだと思う

んです。その上で、宮崎において若者の多様な

働き方の創出はどう考えるかと申し上げたとこ

ろでございます。県内でも、それぞれの地域に

産業創出の行動を起こしている若手の方々がい

らっしゃいます。県は、結構情報収集している

と思っておりましたが、またこれは別な機会に

議論させていただきます。

宮崎県中山間地域振興計画に、中山間地域に

おける集落機能の維持を図るため、中山間盛り

上げ隊だけでなく、国の地域おこし協力隊、Ｎ

ＰＯの緑のふるさと協力隊等とも連携しつつ、

切れ目のない支援を実施するとし、移住政策も

含めて、市町村と連携して積極的に取り組んで

いくとあります。「みやざきモデル」の中で、

宮崎県への移住の動向が示されておりました

が、平成25年度、照会件数は1,000件を超えるも

のの、60人にとどまっております。

前回の総務政策常任委員会で議論となりまし

たが、高知県と比較した移住の目標設定につい

て、私も高知県を調査させていただきました。

高知県の地方再生の提言書は、真っ先に、「地

方創生のためには、中山間地域の創生が不可
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欠。」とし、対策の一つに地域おこし協力隊の

拡充を掲げておりました。

地域おこし協力隊は、他地域に暮らす人材を

活用した地域活性化策として、総務省が創設し

たものでございます。地方自治体が、地域おこ

し活動の支援や農林漁業の応援、住民の生活支

援など、地域協力活動に従事してもらい、あわ

せて、その定住・定着を図りながら、地域の活

性化に貢献するものだとしています。制度が開

始された平成21年度は全国で89人でしたが、平

成25年度現在、隊員数が318自治体（４府県314

市町村）で978名まで広がり、この６月には安倍

首相が、この制度の隊員数を今後３年間で3,000

名にふやす方針を打ち出しています。必要経費

として、受け入れ側の都道府県、市町村が負担

した場合、地域おこし協力隊員１人当たり400万

（報償費等200万、その他の経費200万）、募集

にかかる経費について、自治体１団体当たり200

万を上限とする措置（特別交付税）を行うとし

ております。

若者の定住促進策の有効な手だての一つとし

て、宮崎ももっと活用すべきではないでしょう

か。そこで、県内における地域おこし協力隊、

過去３年間の設定実績を総合政策部長にお伺い

いたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 地域おこし

協力隊は、今、御紹介いただいたような内容の

制度でございますが、本県では、平成24年度で

はえびの市、西米良村に計６名、25年度では小

林市など５市町村に18名でございます。また、

平成26年度では、11月１日現在でございます

が、都城市など８市町村に24名が設置されてい

るところでございます。

○河野哲也議員 高知県は51名です。およそ２

倍です。この制度の最終目的は、任期後も地元

に残ってもらうことです。定住状況につきまし

ては、総務省が昨年公表したアンケート結果に

よると、昨年６月末までに任期を終えた隊員の

うち約６割が、活動していた市町村か近隣地域

に定住しています。そこで、本県の任期を終了

した地域おこし協力隊は、活動した市町村にど

の程度定住されているか、総合政策部長にお伺

いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 県内では、

これまで７名の方が任期を終了しております

が、そのうち５名の方は、県外の学校への採用

や、御自身のスキルアップを図りたい等の理由

によりまして、県外に転出されております。現

在、２名の方が活動された市町村に定住されて

いるという状況でございます。

○河野哲也議員 厳しいことを言わせていただ

くと、これは、移住促進の政策として捉えてい

ないということになるのではないかと思いま

す。高知県は76％の定着率です。この制度だけ

で、宮崎移住者の半分以上になる可能性があ

る。隊員が無理なく地域に溶け込み、定住の流

れが加速するよう、受け入れ体制の強化を積極

的に考えていくべきではないかと考えますが、

県として、地域おこし協力隊の設置にどのよう

に取り組むのか、総合政策部長にお伺いいたし

ます。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 地域外の人

材を積極的に誘致し、その定住・定着を図る地

域おこし協力隊は、地域の活性化や大都市圏へ

の人口集中の是正を図る上で、大変重要な仕組

みであると考えているところでございます。御

指摘がありましたように、今の時点では、人数

が必ずしも多くない中で十分な成果を上げてい

ないという点は、個々の事情をよく研究してま

いりたいと思いますけれども、いずれにして
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も、その観点から大変重要なものだと思ってお

ります。県といたしましては、これまでも機会

あるごとに、市町村に対しまして当該制度を周

知するとともに、地域おこし協力隊を受け入れ

ている市町村と、これから受け入れをしようと

検討している市町村等との意見交換会を実施す

るなど、その導入を働きかけてきたところでご

ざいます。これは、使われている市町村が一部

に偏っているというところもありまして、多く

の市町村に使っていただきたいという趣旨でご

ざいます。地域おこし協力隊は、今後、地方創

生に取り組む上で大いに活用すべき仕組みであ

ると考えておりますので、市町村と連携しなが

ら、一層の導入促進を図るとともに、課題につ

いても情報を共有してまいりたいというふうに

思っております。

○河野哲也議員 大事な視点でございますの

で、どうかよろしくお願いしたいと思います。

高知県の話ばかりで、おまえ、高知県に行け

ということになるかもしれませんが、高知県は

移住促進の課題を明確にしています。具体的な

提言として、地域おこし協力隊の拡充を挙げて

いるわけです。

もう一つ政策提言が並んでいました。その中

山間地域と都市部の共生を可能とする産業群の

育成が必要だということで、施策がありまし

た。産業群の育成のために産業人材が必要と

なって、例えば、有名な土佐まるごとアカデミ

ーで育てたり、また、外からの新しい人が必要

となって、都市から地方へ人を送り出す全国移

住促進センターの設置、これも施策の中に入っ

ておりました。そういう施策に流れというか、

ストーリーというんですか、高知県にはそれが

あると。ぜひ参考にしていただきたいと思いま

す。

政策提言の２つ目でございます。安心な地域

づくりを掲げました。

８月に広島北部で発生した豪雨による土砂災

害の教訓を踏まえ、土砂災害警戒区域の指定や

避難勧告の円滑な発令を促す改正土砂災害防止

法が、11月12日に成立いたしました。改正土砂

災害防止法は、土砂災害の危険性がある警戒区

域と、住民の生命や建物に著しい危害が生じる

おそれのある特別警戒区域を指定し、住民への

危険周知を進めるものでございます。改正案の

ポイントは、同法で定められた警戒区域、特別

警戒区域の指定手順を、１、地図上で危険箇所

を決める、２、危険箇所の基礎調査をする、

３、調査結果をもとにして警戒区域を定める、

４、警戒区域の中で特別警戒区域を指定すると

なっております。

県も、確かに、ホームページに９月14日付で

土砂災害危険箇所を掲載し、周知を図っておら

れました。また、土砂災害から身を守るため

に、台風や大雨、地震発生の際は、土砂災害に

注意してくださいというパンフレットの作成も

なされていました。そこで、地域防災について

何点かお伺いします。まず、想定外の異常気

象、異常災害の中で、地域の防災・減災対策に

どのように取り組むか、危機管理統括監にお伺

いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 東日本大震

災を初め、広島県の土砂災害あるいは御嶽山の

火山災害など、近年の災害の状況を見ますと、

想定とか経験とか、そういった枠にとらわれな

い心構え、対策が求められていると痛感してお

ります。このため、まずは県民一人一人が、災

害は必ず自分の身の回りにやってくると、そう

いった意識を持って、自分の命を自分で守るた

めの確かな知識を身につけておくことが必要で
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ありますので、さまざまな機会を通じまして、

今後さらに、そのような啓発に努めてまいりた

いと考えております。また、行政が行います災

害対応に当たりましては、大きな災害が発生し

た場合の緊迫した局面におきまして、状況に応

じた臨機応変な判断が迅速にできるよう、平素

から関係機関との連携を図ってまいりたいと考

えております。

○河野哲也議員 市町村が空振りを恐れず住民

に避難勧告を発令できるように、地盤の水の含

みぐあいや雨量の予測について時系列情報を与

えるなど、県がきめ細やかな情報提供や助言を

行うなど、十分な支援をお願いしたいと思いま

す。

陸前高田だったでしょうか、東北大震災の大

津波でパトカーの横転している写真を、私は思

い出してしまいます。情報がもしかしたら間

違っているかもしれませんが、23人の警官が殉

職したというふうに聞いております。いずれも

住民避難誘導中とお聞きしております。ただ、

残念なことに、津波の後、瓦れきの中で窃盗事

件等多発しているということもお聞きしていま

す。そこで、災害時の防犯対策について警察本

部長にお伺いいたします。

○警察本部長（坂口拓也君） 大規模災害が発

生した場合には、発生直後は、人命救助、避難

誘導、被災地の実態把握などの警察活動を最優

先に実施いたします。その後、犯罪に関する情

報等を収集しながら、被災地等において、犯罪

抑止活動の推進、防犯情報の発信、検挙活動の

強化などの防犯対策を行います。具体的には、

部隊を編成しての警察官によるパトロールの実

施、避難所等への立ち寄り警戒、臨時交番の設

置、防犯チラシを初め、あらゆる広報媒体の活

用など、被災地の皆様に安心していただけるよ

うに、あらゆる対策を講ずることといたしてお

ります。

○河野哲也議員 細やかな対応、ありがとうご

ざいます。まさに安心な地域づくりのかなめで

ございます。

土砂災害危険箇所が全国に52万5,307あるにも

かかわらず、警戒区域は35万4,769しか指定され

ていない状況であります。宮崎県も同様、災害

危険箇所は１万3,000カ所あるようですが、土砂

災害危険箇所の調査から長年経過していますこ

とを踏まえ、現在の実態に即した、より正確な

危険箇所数を把握すべきだと考えます。そこ

で、土砂災害防止法の改正を踏まえ、本県では

土砂災害防止対策に今後どのように取り組んで

いくか、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 今回の法改

正によりまして、土砂災害危険箇所の調査結果

の公表が義務づけられたことから、土砂災害警

戒区域等の指定が加速され、また、土砂災害警

戒情報の周知が義務づけられたことから、住民

の迅速・的確な避難が図られるものと考えてお

ります。県としましては、今後とも、地域住民

の理解を得ながら、市町村や国ともさらに連携

強化を図り、土砂災害警戒区域等の早期指定な

どに取り組んでまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 部長に要望というか、ぜひ、

土石流を食いとめる砂防ダム関係を、優先順位

を決めて整備を行うことも重要じゃないかとい

うふうに主張しておきます。

発災時には、自助、共助、公助、そして近助

がうまくかみ合うことが非常に重要と。自治体

単位でつくる地域防災計画だけでなく、町内会

や学校など、より細やかな地域コミュニティー

でつくる地区防災計画の普及促進の重要性を、

前回、重松議員が指摘したところでございま
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11月９日に、高鍋町水除地区の第20回目の総

合防災訓練に参加いたしました。夜間津波避難

訓練で、夜間に津波、地震が起きた想定での訓

練でございました。私は、警報と同時に、稲用

副知事、宮崎大学の原田教授、危機管理課の横

山さんと避難させていただきました。原田教授

は、昼間の訓練にも参加されたことがあり、大

体のコースは掌握されていましたが、やはり途

中、目印を見失われることもございました。地

震、津波のおそれ、停電、夜間、安全に避難す

るには、昼間は何気ない道路でも、夜間は相当

なリスクがあることを実感いたしました。地域

の訓練参加者55名、協力機関参加者77名、その

うち、防災士ネットワーク西都児湯支部、地元

消防団、高鍋ライオンズクラブの協力があり、

安全に訓練を終えることができました。そこ

で、夜間避難訓練に参加された感想と、このよ

うな活動に対する今後の支援について、稲用副

知事にお伺いいたします。

○副知事（稲用博美君） 今回、私は、高鍋を

旅行中の旅人ということで参加させていただき

ました。そして、心がけましたのは、まず一番

最初に逃げる、避難するということで、率先避

難者になるということをやったわけです。御質

問にありましたように、いろんな方の御協力、

防災士ネットワーク、消防団、自治会等ありま

して、要所、要所に明かりがありましたもので

すから、高台に無事に行き着くことができまし

た。ただ、これが実際にそういう状況でなかっ

たらということを考えたときに、今それを含め

て思ったことは、まず、私は、今回の場合、懐

中電灯は用意しておったんですが、ふだんから

それを持っているのかということで、いわゆる

自助という意味において、小さなものでもいい

ので懐中電灯をかばんに入れておこうかなとい

うことが一つです。それと、地区の方はそれぞ

れ、小さな子供さんからお年寄りまで一緒に

なって声をかけ合い、リヤカーを引いて避難さ

れておりましたが、そういう共助―さっき近

助という言葉をおっしゃいましたが―恐怖感

あるいは不安感を払拭するためにも、それは非

常に大事だなということを感じたところであり

ます。

県では、こういう地域に密着しました先進的

な訓練に対して支援を行っておりますし、ま

た、避難路の整備等に対しても支援を行ってお

りますので、ぜひこういう制度も利用いただい

て、多くの地区で訓練を実施していただきたい

というふうに思っております。

○河野哲也議員 県の支援について、周知活動

をどうかよろしくお願いしたいと思います。

水除地区は、先ほど副知事が御指摘になった

ように、やはり避難路の整備が課題だなという

ふうに感じましたが、今回の訓練のゴールは40

メートルの高台への避難でした。高いところへ

避難できることがこれほど安心感を得るのかと

いうことも実感いたしました。改めて、避難特

別区域の避難について、津波避難施設の早期整

備の必要性を感じたところでございます。県北

の行政組合の要望にも挙がっていましたが、沿

岸市町が行う津波避難施設の早期整備のための

支援は考えていないか、危機管理統括監にお伺

いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 津波避難タ

ワーなどの施設整備につきましては、昨年成立

いたしました南海トラフ地震対策特別措置法に

よりまして、国の負担割合が３分の２に引き上

げられました。また、その後の国への要望活動

によりまして、複合施設の避難関連部分につき

平成26年11月18日(火)
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ましても３分の２の負担割合が認められるな

ど、整備に向けた環境が着実に前進しているも

のと感じております。市町村の避難対策につき

ましては、県では現在、避難のための道路の手

すり、あるいは照明等の整備に対して補助を

行っており、津波避難タワーなどの施設につい

ても、この支援制度を活用することは可能であ

りますが、建設費は高額でありますので、さら

なる市町村の負担軽減について、国に要望して

いるところでございます。

○河野哲也議員 よろしくお願いします。

県北の要望の２点目として、企業の津波避難

対策におけるハード面の整備について、支援制

度は考えていないか、危機管理統括監にお伺い

いたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 企業による

津波避難タワーの建設が延岡市、日向市で行わ

れるなど、近年、民間におきましても、大規模

災害に備えた対策の機運が高まっております。

従業員を災害から守るよう努めることは、事業

者の責務でありますが、事業者の整備する津波

避難施設が、その従業員だけではなくて地域住

民の避難場所としても活用できるものであり、

さらに、市町村がそれに支援を行うような場合

等には、県においても検討の対象になり得ると

考えております。

○河野哲也議員 県においても検討の対象にな

り得るということは、ぜひしっかりと周知して

いただきたいなというふうに思います。

延岡市の浜東地区の住民が、県営住宅を避難

ビルとして早期に整備することを要望し、世帯

の３倍に当たる署名を県に提出いたしました。

私の平成25年６月定例会の一般質問で、津波避

難ビルとしての県営住宅の施設整備の質問に対

して、利用、運営方法など検討するとの答弁が

ありましたが、その後の検討状況について県土

整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 延岡市の県

営浜町団地の津波避難ビルにつきましては、地

区住民の方々から要望があり、これまでに延岡

市と協議を行い、空き室を避難場所として活用

することを検討しましたが、入居応募倍率が高

く、空き室が確保できないことから、実現は難

しいと判断したところです。県内の津波避難ビ

ルは、延岡地区を含め18団地88棟あり、県とし

ましては、入居者を含めた周辺住民の安全確保

を図ることは重要であると考えております。こ

れらの県営住宅につきましては、立地条件や建

物の構造などさまざまでありますので、どのよ

うな整備が可能であるのか、県と市町との役割

分担や財源確保等を含めて、他県の事例を参考

にして総合的に検討しているところでございま

す。

○河野哲也議員 浜東地区の県営、モデル的な

避難所施設として早急な設置ができるよう、ぜ

ひお願いしたいと思います。

知事は、防災対策実行会議で、「南海トラフ

巨大地震対策は、ハード・ソフトの多岐にわた

り、かつ長期的な取り組みとなることから、地

方の取り組みに柔軟に対応できる国の財政支援

措置を図っていただきたい」と、積極的な提言

をなさっているようです。現場を知る知事とし

て今後とも強く発言していただきたいと、その

ように思います。

また、これも要望にとどめますが、県の危機

管理体制として、危機管理局33名になっており

ます。また高知県と比べるんですが、高知県

は、危機管理部として47名配置されてありまし

た。特に、南海トラフ地震対策課として16名の

配置です。防災体制の強化を要望しておきたい
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と思います。

最後です。活力ある地域づくりでございま

す。

女性への支援については重松議員からありま

したが、子育て支援の面からただしてまいりま

す。平成24年９月議会の一般質問で、「子育

て、家庭教育支援の施策で、保育サービスの充

実が、親の仕事と家庭の両立支援に重点が置か

れることにより、量的な充実になってしまって

いる」と指摘させていただきました。「子育て

の不安解消等のため、親になるための学習、親

としての学習が必要である」と提案いたしまし

た。早速の対応で、25年、みやざき「親学び」

プログラム事業として、プログラムの開発、チ

ーフトレーナーの研修会、トレーナー養成講

座、親学び講座と、細やかな事業を展開してい

ただきました。平成26年は、みやざき家庭教育

サポートプログラムに継承されているようです

が、まず、「みやざき「親学び」プログラム」

から「みやざき家庭教育サポートプログラム」

に名称を変えた経緯と、現在のプログラムの進

捗状況について、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 「みやざき家庭教育

サポートプログラム」は、家庭教育の低下が懸

念される中、家庭教育のあり方を楽しみながら

学ぶことができる参加体験型の、本県ならでは

のプログラムでございます。当初は、親のみを

対象とするプログラムを考えておりましたが、

作成過程で出された、地域全体で家庭教育を支

援するプログラムとしたいという社会教育委員

の意見を踏まえ、親を中心のプログラムとしな

がらも、祖父母や地域住民、将来の親世代を含

めたプログラムを加えたことから、その名称を

変更いたしたものであります。本年度は、この

プログラムを家庭教育学級やＰＴＡ研修会、県

民総ぐるみ教育フェスティバルなど、さまざま

な場面で紹介し、本プログラムを活用していた

だいているところであります。

○河野哲也議員 確かに委員会の記録による

と、さまざまな委員から積極的な意見が出てき

たようでございます。前進と捉えさせていただ

きます。

先日、宮崎農業高校で行われた、このプログ

ラムの授業を参観させていただきました。たっ

た１こまの授業で、ここまで生徒の意識が変わ

るのかという感想を持ちました。授業後の感想

を書く活動で、短時間であるにもかかわらず、

Ａ４一枚の文章を全員書き上げていたことから

もわかります。感想を紹介したいところでござ

いますが、実はこのプログラムでの授業は、約

束に、「ここだけの話とする」という項目があ

りまして紹介できませんので、やめます。プロ

グラムの内容だけ紹介いたします。この授業

は、みやざき家庭教育サポートプログラムの③

に掲げてある、「将来の親世代向け」の、地域

の一員として「地域活動に参加しよう」という

授業でございました。大きく２問、「地域の方

々が行っている地域活動と、その理由について

考える」「地域活動をさらによりよいものにし

ていくために自分達にできそうなことを考え

る」。自由討論でございました。最初は、抽象

的なカードを張りつけながら討論していました

が、だんだん具体的に積み上がっていった印象

がありました。指導者の仕掛け方が非常にうま

いと思いました。プロだなと思いました。社会

教育主事の先生でございました。思わず課長

に、現場に戻してくれと言ってしまったんです

けど。課題として、このような指導者（チーフ

トレーナー）の育成と、より多くの方々に、い

かにしてこのプログラムに参加していただくか
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だと考えます。今後のみやざき家庭教育サポー

トプログラムの普及について、教育長にお伺い

いたします。

○教育長（飛田 洋君） 見学ありがとうござ

いました。ここだけの話というのは、出た意見

の守秘義務を守るという意味で、そういうプロ

グラムになっております。私も感想を読みまし

たが、子供たちがいい受けとめをしてくれてい

ると感動いたしました。

みやざき家庭教育サポートプログラムを県民

の皆様に広く実践していただくためには、プロ

グラムを普及したり検証したりするトレーナー

の養成が不可欠であります。そこで、現在まで

に、教諭や保育士、社会教育関係団体の関係者

など、125名をトレーナーとして養成いたしたと

ころであり、市町村や学校等が行う親学び講座

にそれらのトレーナーを派遣し、プログラムの

実践を始めているところであります。今後は、

トレーナー向けの研修会を実施することによ

り、その資質の向上を図ってまいりたいと考え

ております。また、例えばホームページによる

情報発信など広報を行いながら、一層プログラ

ムの普及にも努めてまいりたいと考えておりま

すし、議員から御提言がありましたように、多

くの方々を対象にして実践できる、例えば就学

児健診とかいろんな場所でできないか、そうい

うことにも取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○河野哲也議員 意識ある方というのは、学ぶ

チャンスは自分でつくって参加されるわけで

す。今、教育長がおっしゃったように、そうで

ない方々へのアプローチ、例えば就学児健診は

保護者が全員参加する方向ですので、そういう

ところとか、保育領域に入りますけど、1.5歳と

か３歳児健診のときとか、そういうときを捉え

て、ぜひこのプログラムを実行していただきた

いと思います。

教師の社会貢献についてお伺いいたします。

全国知事会の「地域に飛び出す公務員応援宣

言」を紹介いたします。

地域に飛び出す公務員応援宣言

職場や家庭での役割を果たすだけでなく、

プラス地域での役割を果たす。それによっ

て、役所の仕事が外から見えてきます。これ

が地域に飛び出すプラスワン活動。

地域に飛び出す公務員は、活動をしている

と、時としてなんとなく居づらい思いをした

りして、自分はおかしいことをしているん

じゃないだろうか、と思うことがあります。

そういうときに理解ある上司がいてくれれば

とても大きな支えになります。それが自分の

任命権者である知事であればなお力強いもの

があると思います。

飛び出す公務員は正しい！そしてその人た

ちを応援しようとする私たちはもっと正しい

と信じます。

よって、全国知事会は、公務や家庭とは別

にプラスワンで、一住民として役所を飛び出

して地域でのさまざまな活動を行う公務員を

応援することを宣言します。

公務員よ！飛び出せ！やり出せ！頭出せ！

平成26年７月15日

全国知事会

活力ある地域づくりを推進する上で、県職員

が地域に飛び出してさまざまな活動をしてい

る。それを応援すべきと考えますが、知事の認

識をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 県職員が地域社会の一

員という自覚を持ちまして、各種の地域活動や

ボランティア活動に参加をすることは、地域に
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対する貢献というところはもちろんございます

し、地域の実情を実感することで、より地域の

視点、県民の視点に立った職務の遂行につなが

りまして、活力ある地域づくりを進める上で大

変意義深いものと考えております。また、職員

にとりましても、地域との結びつきを深め、地

域の中で活躍できる分野を持つことで、より充

実した生活につながるものと考えております。

私も毎年３月には退職する職員に申し上げるわ

けでありますが、県職員としての知識・経験と

いうものを生かしながら、地域、またさまざま

な活動に貢献をしていただく。そのことによ

り、もっともっと宮崎がよくなっていく。その

ように思っておるところでございます。私自身

も、スポーツ少年団の保護者会の会長を務めた

り、ＰＴＡのおやじの会に参加したり、自治会

の敬老会、神楽の会などに参加をすることによ

る、いろんな地域における広がり、また、地域

の実態を肌で感じる、そのような効果があると

いうことも実感をしておるところでございま

す。

県におきましては、平成20年３月に策定をし

ました「職員力地域貢献推進指針」に基づきま

して、県職員が地域活動に参加しやすいよう

に、意識啓発や環境づくりなどに取り組んでい

るところであります。今後とも、職員の地域活

動への参加意欲を高めるための取り組みを進め

ることによりまして、自主的な地域活動を応援

してまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 ぜひお願いしたいと思いま

す。

先日、栃木県子ども観光大使事業を立ち上げ

た栃木の先生、山口浩彦氏のお話をお聞きしま

した。子ども観光大使とは、「住んでよし、訪

れてよしの栃木県のよさを知り、発信しよう」

と、子ども観光大使講座への参加、観光俳句、

観光はがき、観光動画での魅力発信をし、子ど

も観光大使検定に合格すれば認定されるという

ものでございます。認定された子供たちの今、

ＳＮＳでその活動が発信されております。

山口氏は、「教師はほとんど、まちづくりの

会議等には参加しない。だから、参加すると珍

しがられる。しかし、参加してみてわかったこ

とは、教師は地域の皆さんに信頼されている。

教師は地域と子供たちをつなぐポジションにい

る。活動を続けていくうちに、かかわった地域

の方が笑顔になり、元気になっていき、今、自

分の周りでさまざまな活動がダイナミックに展

開している」と語られていました。地域に貢献

している教師の活動をどのように認識し、ま

た、それらの活動について何らかの支援はでき

ないか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 多くの教職員が、土

曜日などの休日に活動していること、部活動等

はもとより、例えば、子供たちの学びを支援し

たり、スポーツ少年団等を指導したりするな

ど、さまざまな地域貢献を行っていることは承

知いたしております。また、そのような活動

が、子供たちの健全な育成に大きく貢献をして

いるものと考えております。現在、休日に活動

していただいている教職員の支援として、県教

育委員会では、部活動等については手当を出す

とともに、校長が出張と認める活動については

振替休日がとれるよう措置を行っております。

また、教育や文化の振興を目的としたサークル

等が行う行事等に対しましては、より多くの方

が参加いただけるように名義後援を行うなど、

地域で貢献する教職員や団体等の支援をさせて

いただいているところであります。

○河野哲也議員 今、先生方、学校の信頼がぐ
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らついていないかというところ、実は、私、さ

まざまな教職員とのおつき合いがあるんですけ

れども、宮崎にもこつこつと地域貢献をしてい

る教師はいます。何度か紹介させていただきま

したが、例えば「わくわく子ども塾」として、

百人一首大会等を自己負担で開催している先生

がいらっしゃいます。郵便局とタイアップして

郵便教育を行っている教師もいます。観光はが

きの実践から、子ども観光大使の企画を準備し

ている先生もいらっしゃいます。教師が地域で

貢献活動を繰り返すことによって、確実に学校

の再評価につながっていると思います。教育委

員会は、もっとアンテナを広げていただいて、

ぜひ支援の輪を広げていっていただきたいとい

うことを要望し、全ての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）

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時47分休憩

午後１時０分開議

○福田作弥議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

の西村賢です。元気に一般質問をさせていただ

きます。

知事任期最後の議会に当たり、河野県政４年

間の総括も踏まえ質問を行います。また、私も

今期最後の一般質問となりますので、執行部の

皆様方には明快な御答弁をよろしくお願いいた

します。

この４年間は、リーマンショックから続く全

国的な長引く不況、本県においては口蹄疫被害

や新燃岳噴火災害後の厳しい状況下にあり、県

民にとりまして期待が大きかったことは景気・

雇用対策であったと思います。特に若い世代を

中心に、働く場所の確保、雇用の創出が非常に

重要でありました。若い世代が県外や地元から

遠いところに就職しなくてもいいように、住み

なれたところの近くに働く場所をつくるという

ことは、人口減少対策でも最も有効であると考

えます。そのためには、地場企業の育成はもち

ろんのこと、企業誘致に頼る部分もあります。

知事は、１期４年で「企業立地100件、雇用創

出5,000人」を掲げて取り組んでおられました。

もう既に報道にあったとおり、目標を超え、さ

らなる雇用創出につなげていることは、県民に

とっても明るい話題でもあります。

私の地元である日向市やその周辺市町村にお

いては、細島港整備、またその周辺の臨海工業

地帯の整備が雇用創出にも大きな鍵であると、

繰り返し質問をさせていただきました。まだま

だ道半ばでありますが、しっかりと周辺地域と

の連携を固め、県全体を浮揚させることができ

るような工業地域になっていくものと期待をし

ております。また、私も、企業誘致に有効な道

路建設事業の完成年度を明確化する「公共事業

の見える化」の提案を、昨年の９月議会でさせ

ていただきました。その後、県当局の取り組み

において実現をしていただき、県のホームペー

ジからも、５年先までの道路港湾事業の完成予

定年度を閲覧することができるようになったこ

とには、深く感謝を申し上げます。

そこでまず、河野知事の取り組まれた企業誘

致の成果に対しての所感と今後の取り組みにつ

いて伺います。

質問者席より、これからの質問はさせていた

だきます。（拍手）〔降壇〕
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○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

私は、「みやざき新生」の実現に向けた産業

・雇用づくりのため、アクションプランに、４

年間で「立地企業100件、雇用創出5,000人」と

いう目標を掲げまして、本県の豊かな農林水産

資源を生かした食品関連産業や、多くの雇用が

期待される情報サービス産業などの重点分野を

中心に、市町村等とも連携しながら、積極的な

立地活動を展開してきたところであります。こ

の結果、中国木材といった大型案件を含めて、

本年10月にはこれらの目標を達成することがで

き、雇用の確保と地域経済の活性化が図られた

ものと考えておるところでございます。ただい

ま御指摘がありましたとおり、この目標を掲げ

た当時の厳しい経済情勢を考えると、大変あり

がたく、手応えも感じておるところであり、御

理解と御協力をいただいた関係の皆様に、深い

感謝の念を抱いておるところであります。

ただ、あくまでもこの目標達成は通過点であ

るというふうに考えておるところでございま

す。県民の雇用を守り、経済を活性化させるた

め、さらに取り組みを進めていくべきものと考

えておりまして、今後、東九州自動車道や港湾

の整備促進を追い風とし、フードビジネスの振

興など、宮崎ならではの特性を強くアピールす

るとともに、今年度から始めました道路や港湾

等のインフラ完成予定年度を公表する制度とい

うものもうまく活用しながら、私自身も積極的

にトップセールスを行い、なお一層の企業立地

に努めてまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○西村 賢議員 企業誘致に関しての知事の取

り組み、また県当局の取り組みに関しては、目

標を超えて頑張っていただいていることに、深

く敬意を表します。また、市町村との連携であ

りますとか、来ていただく企業、また県内で新

たに拡大していく企業に対しては、これからも

深く連携を取り合い、企業に対しても、実際応

援していくということは難しいかもしれません

けど、やはりサポートできるところは続けてい

ただいて、県がまたさらに企業を呼び込めるよ

うに努力をしていただきたいと思います。

次に移りますが、先ほど、私の地元の日向市

周辺の雇用創出には、細島港整備、またその工

業地帯の整備が鍵であると申し上げました。こ

れまで県も、重点港湾選定後はガントリークレ

ーンや17号岸壁の整備に非常に力を注いでいた

だきました。おかげで、今お話にありましたと

おり、中国木材の進出も決まりまして、非常に

地元にとっては明るい話題もありますが、17号

岸壁の整備だけを見ましても、地元の港運業者

からは、「17号１カ所だけではだめなんだ。非

常に寄港が集中したときには足りなくなるぞ」

ということを今、既に言われております。今後

の整備のためにも、以前も要望いたしました港

湾整備の地元負担、日向市だけで１割という大

きな負担をするのは非常に厳しい状況にありま

す。前回も難しいとの答弁でありましたけれど

も、やはり細島港は日向市だけではなくて県全

体でサポートしていかなければならないと私は

考えますが、港湾整備負担金について、改めて

県の考えを知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 細島港は、県内で唯

一、重点港湾に選定され、着実に整備を進めて

おるところでありまして、荷物の取扱量も年々

ふえており、東九州の物流拠点として大変重要

な港であると考えております。港湾整備負担金

につきましては、港湾整備促進の観点から、港

湾整備事業を行う際に、法律等に基づき、その
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港湾が所在する市町村に対しまして、同意を得

た上で一定の負担をお願いしておるところであ

ります。東九州自動車道や九州中央自動車道の

整備進捗によりまして、本県経済の発展を牽引

する細島港の役割は、今後ますます重要となっ

てまいりますことから、細島港の利活用に一層

取り組んでまいりたいと考えておりますので、

この港湾整備負担金について御理解をいただき

たいと考えております。

○西村 賢議員 わかりました。難しいという

ことは前回も聞いたわけですけれども、ほかの

ソフト事業でありますとか支援事業は、また継

続して応援をしていただきたいと思います。

次に、本県の雇用の状況も徐々に回復をして

きております。全国的な人材不足による県外へ

の人材流出のせいもあって、県内で逆に人が足

りなくなっている状況もあるかと思いますが、

本県の人材不足は建設業を初め多業種に広がっ

ていると伺っております。また、少子高齢化に

よる生産年齢世代の減少の影響も否めません。

かつては60歳定年退職と言っておりました

が、65歳までの定年の延長や再雇用など、まだ

まだ元気な60代、70代には活躍していただかな

ければならない状況にあると思います。そこ

で、県は高齢者の再就職支援にどのように取り

組んでいるのかを、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） 高年齢者

の再就職支援につきましては、本年度、新たに

実施しております「生涯現役！いきいきシルバ

ー人材活躍応援事業」において、就業開拓コー

ディネーター３名を配置し、就業分野の開拓を

行うとともに、企業と高年齢者との就職面談会

を県内３カ所で開催することとしております。

また、国におきましても、高年齢者に特化した

総合相談窓口をハローワーク宮崎に設置して、

雇用の促進に努めているところであります。少

子高齢化により生産年齢人口が減少する中、誰

もが生涯現役で活躍できる社会の構築は大変重

要であり、今後とも宮崎労働局等と連携しなが

ら、高年齢者の再就職の支援に努めてまいりた

いと存じます。

○西村 賢議員 ぜひよろしくお願いします。

次に、本県の来春卒業予定の高校生の内定率

が、10月末現在で69.2％と過去最高を記録して

いるとのことで、非常に喜ばしいことでありま

す。一方で、本県の高卒、大卒者の卒業後３年

以内の離職率が非常に高いことは、これまでも

問題視をされてきました。企業側にとりまして

は、経験や知識のない若者を雇用し、一人前に

育てる前に離職されてしまうことは大きな損失

であり、そのためにかけたコストも大きな負担

となっております。また、その学校の後輩たち

にも影響を与えかねないと思います。企業側の

責任や改善点もまだあるかと思いますが……。

この問題に対し、宮崎労働局、教育・行政機関

が連携し「宮崎新卒者等就職・採用応援本部」

を立ち上げ、対策に乗り出したとのことであり

ますが、県としてはどうかかわり、対策を講じ

ていくのかを部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） お尋ねの

新卒応援本部は、関係機関が緊密に連携をし、

地域の総力を挙げて新規学校卒業者等への就職

支援を行うために設置・運営されているもので

ありまして、今回、早期離職防止対策として、

就職準備期間、就職活動中、就職後の３段階に

分け、各機関が果たす役割を整理したところで

あります。県といたしましては、就職する若者

と企業側の双方への働きかけが重要であるとの

認識のもと、就職準備期間には、企業紹介冊子
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の配布や就業体験等を通じて、企業、仕事を知

る機会の提供を行うとともに、就職活動中は、

その人に合った仕事は何かといった個別相談

や、実践的なセミナーによる就職支援を行って

おります。また、就職後につきましては、若者

が職場で感じる不安や悩みについての相談支援

や、企業を対象として、若手社員向けのモチベ

ーションアップ研修、管理職向けの定着支援セ

ミナーなどに取り組んでいるところでありま

す。

○西村 賢議員 この応援本部の取り組みには

非常に注目をしております。やはり離職率を下

げていくということは重要なんですが、ここは

教育の分野も非常に大きなかかわりがあると

思っております。キャリア教育支援に関しまし

ては、これまでも質問で取り上げてきましたの

で、本日は質問いたしませんが、特に新しく教

育委員長になられた島原委員長は、これまでも

御自身がキャリア教育に取り組んでこられまし

たので、ぜひ今後は教育委員会のほうでもその

経験を生かしていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

次に、記紀編さん1300年記念事業について伺

います。

ことしは、御承知のとおり、高円宮の次女典

子様と出雲大社の千家国麿さんとの結婚式

が、10月５日、島根県の出雲大社で行われまし

た。その結婚式は非常におめでたい話題であふ

れました。御存じのとおり、島根県は出雲神話

の中心で、記紀編さん事業に取り組んでおりま

す。このことは大きな追い風になっているので

はないかなと思いますが、この結婚式の話は特

別にせよ、島根にしかり、奈良にしかり、記紀

編さん1300年事業に対しては10年も前から準備

に取り組んでいたことは、これまでも指摘をさ

れてきました。

今、小学校２年生の国語の教科書では、教科

書出版会社５社のうち４社が神話を取り入れま

した。そのうち１社が日向神話の海幸山幸の物

語を取り入れております。しかし、３社が出雲

神話を取り上げております。このことが、全国

的な神話のイメージづくりにも影響を及ぼして

いるのではないかなとも思います。宮崎の神話

をより多くの教科書に取り入れていただきたい

という要望自体が、行政からはできないという

ことを伺いましたので、これは質問にはできま

せんが……。本県の記紀編さん記念事業全体に

関しては、まだまだ観光客誘致等、関係業界か

らは厳しい声を上げる方もいらっしゃいます。

私は、今の事業に派手さは足りないものの、実

際、おくれながらも確実に浸透してきていると

思いますが、本県の伝統・文化の継承のために

も、次の100年を見据えて、じっくりと取り組ん

でいただきたいと思います。知事に、この記念

事業の取り組みについての所感を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 記紀編さん記念事業で

ありますが、古事記や日本書紀にまつわる本県

の歴史的・文化的な資源を掘り起こすというこ

と、また、県民の理解促進を図りながら、それ

を地域づくりに生かすとともに、観光誘客にも

結びつけていこうというものであります。御指

摘がありましたように、数年前までは神話とい

うものも学校では取り上げられなかった、その

ような時期がある中で、なかなか県民自身の理

解、それを積極的に活用していこうという取り

組みも、ようやく緒についたところではないか

という認識でございます。

その中で、「神話巡りバスツアー」や「神話

のふるさと県民大学」につきましては、大変好

評いただいておるところでありますし、市町村
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においても、例えば高原における「日本発祥地

まつり」など新たな地域イベントや、神話をテ

ーマとした県外向けキャンペーンが始まるな

ど、その取り組みは着実に広がっております。

神話ゆかりの地を訪れる観光客も、例えば青島

などは平成23年と比べると、昨年は約40％以上

の伸びであったり、鵜戸神宮でも10数％の伸び

ということで、着実な増加も見られるところで

ございます。その一方で、今後さらなる展開を

図るために、神楽や古墳の世界遺産の登録であ

りますとか、東京オリンピック・パラリンピッ

クにおける本県ならではの神楽の披露等、文化

プログラムでの貢献など、さまざま新たな取り

組みにも挑戦をしながら、「神話の源流 宮

崎」というブランドの確立に努めてまいりたい

と考えております。

○西村 賢議員 これは、先ほど申し上げたと

おり、しっかりとじっくりと広げていただきた

い文化事業だと思っておりますので、よろしく

お願いをいたします。

次に移ります。河野知事は、次期選挙の政策

提案「みやざき新時代」を発表されました。知

事の政策についてさまざまな角度で書かれてお

りますが、そこには余り記されていない知事の

思いの部分について伺いたいと思います。

まず、行財政改革についてでありますが、私

は、これまで知事の強い思いというものを余り

聞いたことがありませんでした。今回の政策提

案を見ますと、そこも余り深くは書かれており

ません。行財政改革は、コストカットのみなら

ず、事業の仕分けや事業の民間移譲など、いろ

いろと検討できることはたくさんあると思いま

すが、これまでの知事の任期中の行財政改革の

取り組みの成果、そして今後に向けての考え方

を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 行財政改革につきまし

ては、不断に取り組むべき行政課題であるとの

認識のもとに、これまでも、知事部局の職員数

を平成17年度と比べまして１割以上削減をする

一方で、危機管理統括監やフードビジネス推進

課の設置等の行政需要に対応した組織体制の見

直しを行うなど、効果的・効率的な行政基盤の

確立に努めてきたところであります。地方公務

員の給与が大変高いとか、地方公務員の定数削

減というものが全国的な問題となったり、不適

切な支出が課題となったり、そういった全国的

な注目を集める中で、行財政改革に注目が高ま

る時期があったわけでありますが、そういった

ものがない状況になった段階でも不断に行うべ

きということで、粛々と進めておるところでご

ざいます。

財政面につきましては、投資的経費の縮減・

重点化や事務事業の徹底した見直し、歳入確保

対策など、歳入歳出面からの取り組みによりま

して、収支不足額や実質的な県債残高を圧縮す

るなど、着実に成果を上げているものと考えて

おるところであります。今後、厳しい財政状況

の中で、より質の高い行政サービスを提供する

ために、効率的な行財政運営と専門性の向上を

含めた県職員の人材育成に努めるなど、今後と

も、行財政改革にしっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 今、非常に細かいところまで

踏み込んだ話をいただきました。限られた人や

物、お金でありますので、そのお金をしっかり

と県民へのサービスの向上につなげていくに

は、やはり事業の見直しも含めた柔軟な対応と

いうのが、そのときそのときで必要になってく

るのではないかなと思います。先ほど話があっ

た危機管理統括監やフードビジネス課の設置と
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いうものは、まさに今のニーズではないかなと

思いますが、逆に、ここまで県がやらなくても

いいんじゃないかというものも中にはあるかも

しれません。そういうものをしっかりと見直し

ていくことも重要ではないかなと思います。

次に移ります。国内における原発再稼働の必

要性には賛否があります。これについては議論

が分かれるところでしょうが、先日、鹿児島県

議会と伊藤祐一郎知事が、九州電力川内原子力

発電所の再稼働に同意したとの報道がありまし

た。川内原発は本県まで50キロの距離でありま

すが、偏西風によっては、川下に位置する本県

にとって、万が一の事態には、人命を含め風評

被害の危機にさらされることは明らかでありま

す。

先月、徳重議員、有岡議員とともに、福島県

いわき市を訪問いたしました。ちなみに、いわ

き市は延岡市との姉妹都市でもあります。そこ

から楢葉町へ移動し、福島第一原発の復興作業

の前線基地であるＪヴィレッジにて、東京電力

から復興の進捗状況などを伺いました。当日は

原発の視察も予定しておりましたが、急遽、海

外からの調査団が入るということで、かないま

せんでした。そのＪヴィレッジでは、毎日6,000

人もの作業員が復興作業に当たっております。

命をかけて取り組んでいる復興作業は、万が一

の事故も次は許されないという緊迫したものが

ありました。また、その後に原発近くの帰還困

難区域方面へ車で走ってみました。「車の窓は

あけずに、外気を取り込まないようにしてくだ

さい」との注意も受けたところでした。その道

中の景色は、車の往来は既に多いものの、町に

は当然歩く人の気配はなく、３分に一度ぐらい

の割合で巡回しているパトカーを見かけまし

た。３年半前の３・11の東日本大震災からまさ

に時がとまっておりまして、言葉では言い尽く

せない状況がありました。お勧めするのもどう

かと思いますが、ぜひこの議場の皆様にも一度

訪問していただきたいと思います。一度その状

況を目の当たりにすると、再稼働に対しての不

安を抱かざるを得ません。今、着々と川内原発

再稼働の手続が進んでおりますが、知事の所感

を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今お話を伺っておりま

して、Ｊヴィレッジというのは、平成19年に私

が子供のサッカーの全国大会で行ったサッカー

の聖地であり、そこの場所がそういった前線拠

点になっていること、胸ふさがる思いで報道等

をいつも拝見しておるところでございます。

先ほど記紀編さん記念事業の中で、東京オリ

ンピック・パラリンピックの中での貢献という

こと、開会式で天の岩戸開きのモチーフをとい

うことを申し上げたところでありますが、我が

国は、さまざまなこういう厳しい災害に直面し

ながらも、何とか力を合わせて立ち上がってき

た。そういう姿を全世界に見せたいという思い

があるわけでございまして、こういう厳しい事

故の教訓をしっかり生かした国づくり、エネル

ギー対策というものを考えていく必要があるの

ではないかということを考えたところでござい

ます。

川内原発に関しましては、県として、県民の

安全・安心の確保という観点から重大な関心を

持って対応し、これまでも、万一に備えた情報

連絡体制の整備等に取り組んできたところであ

ります。また、県として九州電力に対し、安全

性等の考え方について説明を求めてきたところ

でありまして、九州電力から、原子力規制委員

会が定めました厳しい新規制基準に真摯に対応

してきたこと、さらに、今後も引き続き、安全
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性に係る努力を継続していくとの説明を受けた

ところであります。私は、福島原発事故の現状

を踏まえますと、将来的には、可能な限り原発

に頼らない社会を実現することが重要であると

考えておるところでありますが、一方で、安定

的な電力供給やＣＯ２排出等を考慮しますと、

今すぐ原発をゼロにすることは現実的ではない

と考えておるところであります。

なお、原子力規制委員会におきましては、工

事計画認可等の審査中であることから、引き続

き慎重な審査をお願いしますとともに、再稼働

に関しては、最終的には国が責任を持って判断

すべきものと認識をしておりますので、国は、

国民の不安の声というものを真摯に受けとめ、

しっかりとした説明責任を果たしていただきた

いと考えております。

○西村 賢議員 今、お話があったとおり、知

事はかつてＪヴィレッジを訪問されたというこ

とであります。東京電力の方も、2020年の東京

オリンピックのサッカー日本代表のために、こ

の場所を早く返したいという話をされておりま

した。その願いが早くかなうように、どうにか

したいと。日本全国で応援していかなければな

らない状況だと思います。知事も、知事選が終

わった後には再度出かけていって、Ｊヴィレッ

ジの周辺をぜひ見ていただきたいと思います。

次に移ります。来年の４月には統一地方選挙

があり、我々も県民からの審判を受けるのです

が、きょうの報道でも、いよいよ衆議院も解散

となるのではないかという雰囲気もあり、ま

た、12月の当初から予定されている知事選も含

めまして、非常に選挙管理委員会も慌ただしい

状況ではないかと思います。

その中で、政治にも非常に関心が高い時期で

もありますので、まず、選挙管理委員長に質問

させていただきます。安倍政権の内閣改造直後

から、松島、小渕両女性閣僚の、うちわ、観劇

会、ワイン贈与などの問題について大きく取り

上げられております。まだその結果等は出てお

りませんが、政治と金の問題は県民の関心も高

く、私もイベント等に行きますと、「君はうち

わを持ってこなかったのか」というような冗談

を言われることがたくさんありました。それは

悪い例えであると思いますが、実際には、私た

ちも選挙に携わっておりますと、昔の感覚を持

たれている方も少なくはありません。明らかに

選挙であったり後援会活動の見返りといったも

のを要求してくる方もいらっしゃいます。もち

ろん、我々は公職選挙法という非常に厳しい法

律のもとに選挙を戦うわけですから、この対策

については気を遣っているところではあります

が、私はまだまだ県の広報不足も感じるところ

であります。

また、前回の参議院選挙からインターネット

を使った選挙が解禁されました。インターネッ

トの利用状況は、総務省の調査でも、現在、１

億44万人、人口普及率は82.8％と、高齢者にも

格段に広がっております。有権者が候補者の身

近な支援者でなくとも、政治や選挙の情報を知

ることができることは、投票率の向上や政治へ

の関心を高めるためにも有効であると言えます

が、選挙においてのネット解禁といっても、そ

の利用については規制がわかりにくいところが

まだまだあります。パソコンからのメールがだ

めで、ＬＩＮＥやフェイスブックの使用は可能

など、その境界はわかりにくいものがありま

す。このことはまだ有権者にも知らしめられて

いるとは思えません。そこで、これから衆議

院、知事選、統一地方選挙と選挙が続く中で、

県選挙管理委員会として再度、広報して周知徹
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底を図ってはいかがかと思います。公職選挙法

における寄附等の禁止、インターネット選挙運

動に関する有権者への周知徹底について、委員

長に伺います。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 公職選挙法

における寄附禁止につきましては、きれいでお

金のかからない政治の実現と、選挙の公正の確

保を目的としたものでありまして、「贈らな

い、求めない、受け取らない」を合い言葉に、

これまでもリーフレットの配布や、ホームペー

ジを活用した啓発等に努めてきたところであり

ます。このような中、先ほど御指摘がございま

した、昨今の国会におきまして寄附行為に関す

るさまざまな問題が取り上げられており、これ

を受けまして、先般、総務省から県選挙管理委

員会に対し、さらなる周知徹底を図るよう依頼

があったところです。このため県選挙管理委員

会といたしましては、各市町村選挙管理委員会

に対し、広報紙等への関連記事の掲載や、選挙

時における投票の呼びかけ等とあわせた周知を

お願いしたところであります。

また、インターネット選挙運動につきまして

は、県庁ホームページで制度の説明を行うとと

もに、わかりやすい啓発チラシを掲載して、ダ

ウンロードもできるようにするなど、周知を

図っているところであります。

今後とも、国や市町村、関係団体との連携を

図りながら、政治家の寄附はもとより、有権者

が寄附を求めることも禁止されていることや、

インターネットを使う選挙運動の方法などにつ

いて、周知に努めてまいりたいと存じます。

○西村 賢議員 そのことに関して県のホーム

ページの選挙の項をわざわざ見るのも、選挙に

関係する人たちだけではないかなと思います。

私も実際見てみましたけれども、チラシ自体、

非常にわかりにくいなと感じました。テレビと

か、最近ではインターネットの広告というのも

あります。もちろん新聞等もあります。ぜひ県

民が見やすい機会をふやしていただくようにお

願いをいたします。

次に、知事に伺います。知事の産廃業者から

の献金問題は、９月の議会で一通り説明をいた

だきまして、大体の全体像がつかめたところで

ありますが、確かに偽装ともとられかねない会

計処理であったことは否めないと思います。９

月議会の際、後に政治資金収支報告書の修正や

献金の返金等を行うとの答弁でありましたが、

問題発覚後の経過、その処理はどうなったのか

を伺います。

○知事（河野俊嗣君） まず、政治資金収支報

告書につきましては、平成23年及び平成24年の

２カ年で計上しておりましたものを、平成23年

で一括して計上する旨の修正を10月10日付で

行ったところであります。また、返還すべき301

万4,000円につきましては、既に相手方に返還の

申し入れを行っているところでもあります。ま

だ実現はしておりませんが、その後の事務につ

きましては全て弁護士にお願いをしているとこ

ろであります。

○西村 賢議員 その件に関しましても、知事

の選挙が始まる前に、ぜひともすっきりしてい

ただきたい問題ではないかなと思っておりま

す。やはり政治と金に関して、身近な問題には

非常に県民も厳しい目を持っているということ

を常々感じました。

次に移ります。農業の担い手対策について伺

いますが、先月、沖縄県で開催された日本学校

農業クラブ全国大会を訪問いたしました。日本

学校農業クラブ全国大会とは、全国の農業系高

校が参加し、各地区でプロジェクト発表や意見
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発表、測量や農業鑑定などの予選で選ばれた代

表が、専門的な知識や技術などを披露する場で

もあります。本県でも平成12年度、第51回大会

が開催されております。そこでは、部門ごとに

意見発表会が行われているのでありますが、高

校生たちの研究成果や話しぶりなど、発表して

いる姿はとてもすばらしいものがあり、次の時

代の農業を担う責任と夢があふれておりまし

た。高校生たちは、農業に夢を重ね、高い目標

を持って取り組んでいることが伝わってまいり

ました。その中で一つ御報告ですが、意見発表

「環境」の部において、九州代表、宮崎農業高

校３年、有岡友恵さんは、「奇跡のリンゴ」を

読み、いつか無農薬ミカンに挑戦したいとの思

いの意見発表を行い、見事、優秀賞を獲得いた

しました。友恵さんのお父さんは有岡浩一県議

であります。

農業高校の先生に聞きますと、最近では実家

が農家でない学生の割合がふえているとのこと

であります。現実的には、農地の取得など農家

出身のほうが農業を継ぐには有利なこともあり

ますが、しっかりと農業の基礎を学んだ学生た

ちに、将来、農業にかかわる分野に進んでいた

だきたいと思います。そこで、本県では青年就

農給付金事業を初めとする新たに農業を始める

人を支援する事業がありますが、その状況につ

いて農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県における

新規就農者に対する支援は、新規就農相談セン

ターを総合窓口として、就農情報の発信から相

談、研修、就農定着までを一体的に行っている

ところでございます。具体的には、年間1,200件

の県内外での就農相談の対応、みやざき農業実

践塾を初めＪＡや先進農家での実践研修の実

施、御質問にありました青年就農給付金の交付

や施設・機械等の整備に対する無利子資金等の

貸し付けなどにより、新規就農者数は300名前後

と、近年、増加傾向にあり、また、農業外から

の新規参入や農業法人での雇用など、就農ルー

トも多様化しております。中でも、平成24年度

から始まった青年就農給付金事業の今年度の取

り組みは、研修中の準備型が79名、経営開始型

が389名を予定しており、受給者は年々増加し、

農業外からの就農も後押ししているものと考え

ております。

○西村 賢議員 本県においては農業を始めや

すいということが、こういう制度の受給者が年

々ふえている結果からも明らかではないかなと

思います。ぜひ、新規就農者が安定し、継続し

て農業に取り組めるように、定着に御尽力をい

ただきたいと思います。

次に、教育長にお伺いいたします。今年度は

文教警察企業常任委員会で、日南振徳高校、ま

た高鍋農業高校と２カ所の農業系の高校を視察

させていただきました。両校とも生徒たちが生

き生きと取り組んでおりまして、我々も非常に

気持ちがよかった学校訪問でありました。特に

高鍋農業高校では、今年度より新設されました

フードビジネス科の生徒たちと交流もさせてい

ただいたんですが、これは将来の宮崎県の農

業、６次産業化にとりましても大きな期待がか

かるところであります。特にフードビジネス科

については、県で言いますと、教育委員会だけ

ではなくて、農政水産部、また総合政策部との

連携というものを非常に密にしていかなくては

ならないと思います。先ほどの質問に関連しま

すが、農業高校におきまして、将来の農業の担

い手を育成するためにどのような進路指導を

行っているのかを伺います。

○教育長（飛田 洋君） 県内の農業高校で
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は、直接就農を希望する生徒のほか、将来的に

就農―例えば農業大学校等に行って就農する

という生徒―あるいは農業関連産業や食品関

連産業への就職を考えている生徒など、さまざ

まな進路希望の生徒が学んでおります。このた

め進路指導に当たっては、本県における農業の

重要性、それから農業の将来性・可能性を十分

理解させた上で、高い専門性を磨くことのでき

る農業大学校等の紹介、農業生産法人や農業に

関連した企業の情報提供、就農・就職に関する

相談など、個々の生徒の夢や希望に応じたきめ

細やかな対応に努めているところであります。

今後とも、本県の基幹産業である農業の担い手

を育成するという農業高校の使命を大切にしな

がら、個々の生徒の進路希望が実現するよう取

り組んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ぜひお願いしたいと思いま

す。６次産業も非常に大事だと思うんですが、

やはり１次の部分をしっかりしていかなけれ

ば、農業生産というものはいずれは落ちてくる

ものではないかなと思っております。農家出身

の生徒の割合が減っているというのは、時代の

流れかもしれませんが、農業のすばらしさを教

えていくというのは、農業系の高校の取り組み

だけではなくて、小学校とか中学校から教えて

いけるものであると思います。ぜひ小さいころ

から、農業というものの大事さ、１次産業の大

事さを教えていただきたいと思います。

また農政水産部長に質問を戻します。宮崎県

は農業生産に適した地域であることは言うまで

もありませんが、多種多様な作物や畜産に適し

ていると思います。今、農家の中にも新たな農

畜産物に挑戦する方も少なくありません。県内

では、これまで考えられなかった作物をつくら

れているケースもあります。例えば、ダチョウ

の生産肥育、またオリーブなどの名産品を農家

みずからが挑戦しているケースもあります。日

向市でも、中山間地の休耕地を耕して、みずか

ら研究グループをつくってオリーブづくりを始

めている農家もあります。もちろんリスクもあ

りますが、このままでは農業生産に夢を持てな

い、希望を持てないということで、荒れた農地

をもう一度開拓して挑戦を始めているところが

あります。

先ほど紹介した農業高校生たちも、新しい挑

戦、いろんな挑戦をしてみたいという夢があり

ます。しかし現実は、ただでさえ農業にはリス

クが大きいものがあります。挑戦できる人は一

部の方かもしれません。そこで、例えば県がコ

ンペなどを行って、新たな農産物の生産にチャ

レンジする担い手への支援制度の創設が必要で

はないかと思いますが、農政水産部長に考えを

伺いたいと思います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農業の成長産

業化を図っていきます上で、新しい品目にチャ

レンジできる環境を整備することは重要である

と考えております。このため、新品目の生産技

術や販路の確保等につきまして、まずは試験場

や農業改良普及センター等において指導・助言

を行いますとともに、圃場での栽培実証を行う

などの支援を行っているところでございます。

また、流通・加工技術の開発、マーケティング

等につきましても、国、県等の補助事業や低利

資金の活用を推進しております。県といたしま

しては、新たな農産物へチャレンジしようとす

る担い手の情熱は、本県農業の活性化を図る上

で大切な視点でありますことから、今後とも総

合的なサポートを行ってまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 今、農家も、ただ生活するだ
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けでも、生産していくだけでも厳しい状況があ

ります。その中でも少しでも夢を、少しでも新

しいことをと。数年前に宮崎が一躍マンゴーの

大産地になりましたが、それも、５年前、７年

前から始めた方々の挑戦というものが非常に大

きかったと思います。今、県を挙げてチョウザ

メでありますとか新しいブランドつくりに頑

張っていただいておりますが、行政がやらなく

ても、行政以外の農家の方がみずから勉強して

トライしていく、挑戦していくということを後

押ししてもいいんじゃないかなと思います。事

業になるかわかりませんけれども、ぜひ、いろ

んな農家からの新しいアイデアを受け入れる県

の体制というのもつくっていただきたいと思い

ます。

最後に、河野知事にもう一問質問をしたいと

思います。私も、河野県政に対しましては、時

には厳しい質問をしてまいりました。思い起こ

せば４年の間に、震災瓦れきの処理の問題であ

りましたり、中小企業ファンドの問題、また特

別職の退職金についての質疑、質問等厳しい指

摘をさせていただきました。退職金におきまし

ては、知事の行動で一歩前進したと思っており

ますが、我々議会も、県民の声をしっかりと県

政に届けたいと常々思っております。県民の不

平や不満を届けるためにも、緊張関係を持って

議会に臨んでおります。河野知事は、総務部

長、副知事と議会を経験してこられたと思いま

すが、実際に知事となっての４年間で、議会と

の緊張関係についてどのように感じているのか

を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 県議会と知事というも

のは、二元代表制のもとで、ともに住民の負託

を受けて仕事に取り組んでいるわけでありまし

て、よく言われるように、まさに車の両輪とし

て、時に厳しく議論を闘わせつつも、本県の発

展のために力を合わせていくべきものであると

いうふうに考えておるところでございます。こ

の基本的な姿勢については、公務員であった副

知事までのときでも、今、知事となったときで

も、そこの基本的な考え方は変わらないもので

あります。今、御指摘がございましたような、

さまざまな懸案事項がありましたが、私は、真

摯にこの議場も含めた議会の議員の皆様との議

論に向かい合い、真摯に思いを伝え、いろんな

形で県政を前に進めてきた、そのような思いが

あるところでございます。今後とも、そういう

しっかりとした信頼関係、また意思疎通という

ものを大切にしながら、県政を、両輪のもとに

適切な緊張を持ちながら進めてまいりたい、そ

のように考えておるところでございます。

○西村 賢議員 答弁、ありがとうございまし

た。しっかりと緊張関係を持ちながら―なれ

合いということは余り好きではありませんが

―なれ合いにならないようにという意味では

なくて、県民の代表として、お互いがしっかり

と議論を交わすというこの場は非常に大事なこ

とだと思います。知事選に向けて多忙な日々が

続くと思いますが、体調にも留意されて頑張っ

ていただきたいと思います。

以上で質問を終わります。（拍手）

○福田作弥議長 次は、中村幸一議員。

○中村幸一議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ

んにちは。自民党の中村であります。きょう

で45回目ぐらいの質問だそうでございまして、

長いことやったなと、今思っているところです

が、きょうはまた「土木の日」だそうでありま

す。「十一月の十八日」と書いて「土木の日」

と読むんだそうです。「何の関係があるんだ」

とおっしゃるかもしれませんが、私は高校が工
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業の土木科ですから、きょうは私の日であるの

かなというふうに思っているところでありま

す。

異常な天気の影響もありまして、地殻にも変

動が起きております。今年の９月27日、いきな

り御嶽山が爆発をいたしました。そして57名の

死亡があり、６人が行方不明であります。まだ

いまだに雪をかぶって捜索ができない、そうい

う状況であろうと思います。また、本県の新燃

岳も今、入山禁止がなされておるようでありま

す。天災というのは、人間にとっては防ぎよう

がないわけでありますが、人災というのは、あ

る意味防ぎようがあるんですけれども、なかな

か防げない。世界中にまで広がってしまう、こ

ういうことがあります。何を言わんとするかと

いうと、朝日新聞の報道などは世界中に広がっ

ているんです。本当に腹立たしい思いです。国

会で朝日新聞のことが取り上げられました。だ

から、東京あたりでは朝日新聞をめちゃくちゃ

言ったわけですが、４月には地方議会の選挙が

あります。選挙が近づいてくると、県議会議員

の皆さんも、今回、誰ひとり朝日を批判したり

する人は出ないと思います。私は各地方でも出

ないと思います。そういうふうなことになる

と、何だ、東京とか都会では騒いでいるけど、

地方では何も朝日新聞の悪いことを言っていな

いじゃないか、こういうことになったら非常に

困る。地方も本当に怒っているんだということ

を示さないかんと思って、また今度出馬するか

わかりませんけど、あえてきょうは、こうして

朝日新聞のことをちゃんと言っておこうという

ことで、壇上に立っておるわけであります。

皆さん御存じでしょうが、従軍慰安婦、こん

な言葉はもともとなかったんです。従軍慰安婦

なんていう言葉も朝日がつくったのかどうかわ

かりませんが、従軍慰安婦と呼ばせていただき

ます。もともと朝日新聞の従軍慰安婦の件につ

いては、ある人が、「済州島で私たちは、何百

人かの女性を木剣でおどして、そしてトラック

に乗せて従軍慰安婦にしてしまった」、こうい

うことを言ったんです。ところが、次に言うと

きには、「何千人の人を乗せて従軍慰安婦とし

て連行していった」、こう言うわけですね。そ

んなばかなことがあるかということで、いろい

ろな人たちが積極的に済州島に行って調査をさ

れたんです。そういうことは全くあり得ないと

いうことを済州島の人たちもおっしゃるし、ま

た韓国もそういうことは知らなかったわけで

す。それを朝日新聞が、吉田なる人物の書いた

ことを報道したわけです。そこから始まったん

です。それで、私はいつも思うんですが、日本

の学者とか―有名な学者じゃないんですが、

左的な学者といいますか、そういった連中は、

本当に日本を自虐的に考えたり報道したり、そ

ういうことをやっていますね。これは許されな

いと私は思います。

しかし、我が政府も、やっぱり問題はあるん

です。我が政府も外務省も、従軍慰安婦の問題

について反論しないでずっと来たんです。だか

ら、私は政府にも問題ありと思っています。こ

こに都城出身の県議会議員の方もいらっしゃい

ますが、去年のことでしたか、政府のある方が

来られたんです。「質問はありませんか」と

おっしゃるから、手を挙げて、「先生、やっぱ

り韓国とか中国には日本のことをちゃんと伝え

ないといけないんじゃないでしょうか」、こう

いう話をしました。答えが、「いやいや、あそ

こに強く言ったらいけないんです」とおっ

しゃったんです。ああ、こういう人たちがいる

から、ずっと日本はなめられてきたんだなと、
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つくづく思いました。私が思ったのに、「そん

なことをおっしゃっても、アジアの中で、今、

日本に敵対しているところに、幾ら温情を持っ

てそういうことを言ったって無理ですよ。敵国

扱いしているわけだから、こちらが感情を込め

て優しく言っても、絶対受け入れられないんで

すから、そういうことではだめだ」と、喉まで

出たんですけど、偉い人ですから余り言ったら

いけないと思って、黙っておりました。そうい

うこともありました。

だから、日本の外交、政府というものは、

やっぱり韓国が言っている従軍慰安婦なるもの

については相当な責任があると思います。河野

洋平氏もそうですが、本当に韓国に行って謝罪

したわけですからね。そしてまた宮澤喜一総理

も、韓国に行って何回も謝っているわけです。

そういうことになると、韓国としては当然だろ

うと思うわけですね。いつでしたか、1982年、

昭和57年です。ここで一番最初に朝日新聞が、

吉田なる者の文言を捉えて報道したんです。そ

れから、これは間違いだよとわかってから、16

回、朝日新聞は新聞を出しているんです。それ

まで40年間、韓国政府は従軍慰安婦なるものを

知らなかったんです。そんなものがあるとも思

わなかったんです。ですから、日本の一流の朝

日新聞が16回も書くわけですから、これは本物

だと、日本をいじめようじゃないかということ

だったんでしょう。日本にわんわん言って、先

ほど申し上げたように、閣僚が行って謝り、ま

た総理が行って謝り、そういうことを繰り返し

てきたわけです。それから36年たちますが、そ

ういうことがあった後にも、朝日新聞は一切、

「我々に不備があった。これはうその報道で

あった」とか言わなかったんです。今回、初め

てそういうことを言ったわけですね。

いろんな人たちが朝日新聞のことを言いまし

たが、櫻井よしこさんを初めとするいろんな方

々が、雑誌のＷｉＬＬと産経新聞に徹底的に批

判をやっておりました。いろんな方々が朝日の

批判をされたわけですが、そのおかげで朝日は

今回、社長が12月５日に謝るということになっ

たと思います。これは原発の吉田さんなる所長

のことも、うその記事を書いたんですね。その

ことと、いわゆる従軍慰安婦の件について謝罪

をすることで、やめるということになりました

が、「やめて、おまえたちそれで終わりか」と

私は言いたい。これだけ日本を苦しめ、辱め、

そして日本人に莫大な影響を与えて、今、アメ

リカではこれが問題になって、従軍慰安婦の像

ができていますよ。その像に対して、今、日本

の人たちはどういう思いで暮らしているのかと

思うと、いたたまれない気持ちがするじゃない

ですか。朝日新聞などは、そんなに日本が嫌

だったら、やめるか、中国、韓国に行って、あ

そこに本社を置けばいいんです。その辺までし

ないと、この罪は大きいと私は思っています。

ですから、我々は何とか朝日新聞をちゃんと

していかないといけない。皆さん、きょうここ

にこうして座っていらっしゃいますが、俺も言

いたかったんだという人はいっぱいおると思い

ますよ。ただ、選挙が近いから言わんほうがい

いだろうということだと思います。私も選挙が

近いんです。しかし、あえて言います。本当に

こういうことは絶対、朝日は許されない、この

ように思います。刑法に外患誘致罪というのが

あります。この３章の刑法81条に、外国に対し

ていろいろやったやつは―日本に攻撃しかけ

るようなことがあるんですが―死刑にしなく

ちゃいけない。死刑にしないといけませんよ。

死刑ものですよ。



- 52 -

平成26年11月18日(火)

ここで終わって、質問者席から言わなくちゃ

いけないんです。ところが、せっかく何人かお

見えになっておりますから、私の顔を見られな

いということが―後ろから見ると光ったりし

ていますから―まずいので、ここからもう一

問やらせていただきます。

ＮＨＫについて、今度は批判をしたいと思い

ます。

「ＮＨＫは公共放送なのか」と私は言いたい

んです。公共放送なのか。我が家でも預金通帳

で、ちゃんとＮＨＫの受信料を払っています。

今は２カ月に１回引かれているようです。です

から、１回の引き落としが、２月が6,980円、４

月が１万2,730円なんですね。計算してみると、

１年間に６万円ぐらい引かれるんです。６万円

引かれるということは、１カ月に5,000円です。

友達に聞いてみたら、「おまえ、高いじゃない

か。俺たちは2,620円ぐらい払ちょっど」、こう

いう話でしたから、私のところは余計取られて

いるのかもしれませんね。横着だから取ってや

ろうというのかもしれませんが、取られていま

す。5,000円ぐらい取られているんです。おかし

いんですが、後でまた調べたいと思っておりま

す。

腹立たしい例が幾らかあるんですが、皆さん

もぼうっと見ておったらわかりません、ＮＨＫ

は。ぼうっと見たらだめなんです。真剣に見て

おったら、会長もやめさせられたでしょう。ぼ

うっと見たらわかりませんよ。私は議長最後の

ときに、４月の27日から29日にかけて、当時の

原副議長とともに気仙沼に行ったんです。気

仙沼に行ったのは、宮崎県の漁業組合から頼ま

れて、カツオをあそこに入れなくちゃいけない

ので、そのカツオの件もありました。お見舞い

の件もありました。義援金の件もありました。

そういうことで、気仙沼の市長さん、それから

漁業組合長さんにお会いしてきました。いろい

ろお話ししたんですが、その当時は、御存じの

とおり、本当に惨たんたるものでありました。

宿泊所もないような状況でありました。

しかし、その中で自衛隊の皆さんが、隊列を

組んで膝ぐらいまでつかって―あの辺は４月

はまだ寒いんですよ―棒を持ってずっと捜索

されているんです。被害者の捜索をされている

んです。それを見て、「本当にお疲れさま、御

苦労さま」と言いました。ところが、ＮＨＫは

一度たりともそういう光景を映しましたか―

見ておられないと思います。一番先に映すのは

消防、警察。自衛隊は一番最後なんです。今度

の御嶽山の災害でも、やむを得なかったんで映

したんです。というのは、ヘリコプターで飛ん

でいくわけですから、ヘリコプターで行くと映

さざるを得なかったから映しただけのことなん

です。そういう状況で、ＮＨＫというのは左寄

りで、自衛隊も余りお好きじゃないみたいであ

ります。

知事は、歌手で島倉千代子さんて知っていま

すか。「東京だよおっ母さん」というのを歌っ

たことがあるんです。この中に、故郷のお母さ

んを東京に呼んで、ここが―橘じゃありませ

んよ―九段坂とか、ここがどこだとか説明す

るんですが、なぜＮＨＫが―35回、島倉千代

子さんは紅白歌合戦に出ているんです。この

ヒット曲は150万枚売れているんです。それなの

に歌わせなかったんです。何が問題か。あの桜

の下でお兄さんが故郷の話を聞こうと待ってい

るんだというくだりがある。九段坂のところに

行きましょうというのがあるんです。これは何

を言っているかというと、靖国神社に行きま

しょうと言っているんです。この靖国神社を言
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わせたくないがために、ＮＨＫは歌わせなかっ

たんです。35回出場の島倉千代子さんを歌わせ

なかったんです。そういうのがＮＨＫなんで

す。そういうことに、私は非常に憤りを感じて

いるんです。じっくり皆さん聞いてください。

ところどころで言いますよ。

例えば秘密保護法案なんかも、秘密保護法案

の賛否をインタビューするでしょう。反対者の

意見はどんどん聞くんです。賛成者の意見は

ちょろっとしか聞かない。明らかにわかりま

す。だから、そういったことを見て、我々は、

マスコミも批判すべきところは批判しないと、

この日本はいけないと私は思っているので、そ

ういうことを皆さんの前で言ったところです。

時間が過ぎました。そういうことで、質問席

からやらせていただきます。

今のことを知事が質問として受け取って、ど

う思っていらっしゃるかをお聞きしたい。〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、朝日新聞の一連の報道についてであり

ます。報道機関による報道は、社会全体に対し

て大きな影響力を持っておりますこと、また、

国民の知る権利という観点からも、真実を正確

に伝えていただくことが大変重要であると認識

をしております。新聞社自身が記事を取り消

し、第三者機関から公正性・正確性への配慮を

欠いたという指摘を受けるような記事が報道さ

れたことについては、大変残念であると感じて

おるところであります。

また、日本放送協会についてでありますが、

改めて申し上げるまでもなく、国民の受信料で

支えられている重要な公共放送機関であるわけ

でございまして、極めて公平公正な報道が求め

られているものと認識をしております。今後と

も国民のためにしっかりとした報道がそれぞれ

なされる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〕

○中村幸一議員 安倍総理は、この発言につい

て質問されたら怒ってましたよ、もっと。余り

知事は怒られませんね。いかがなんでしょう

か。少しは、「このやろう、何だそんな報道し

やがって」というのはありませんか。

○知事（河野俊嗣君） 最初に答弁しましたと

おり、そういう報道がされたことについては、

大変残念なことであるというふうに受けとめて

おるところでございます。

○中村幸一議員 次に、企業局についてお尋ね

します。電力システム改革については、去年

の11月に１回お尋ねしましたが、本年６月に第

２段階の法改正がなされました。今後、電力市

場における電気料金の引き下げがあると思う

が、今回の改革で、企業局は安定した運営がで

きるかどうか、企業局長にお尋ねをいたしま

す。

○企業局長（四本 孝君） 現在、企業局で発

電をいたしました電気は、九州電力に全て売電

をする卸供給契約というのを締結しておりま

す。この契約は平成37年度まで続きますことか

ら、すぐには企業局の経営に大きな影響はない

と考えております。しかしながら、今回の法改

正では、電気の小売事業者と自由に売電料金を

決定できるようになるなど、さまざまな状況の

変化が生じることも考えられます。これらのこ

とから、今後の動向を的確に捉えるとともに、

より一層の経費節減に努めるなど、引き続き、

安定経営が維持できるよう努力してまいりま

す。

○中村幸一議員 電力会社における再生可能エ
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ネルギー、発電設備に対する接続申し込みの回

答についてお尋ねをいたします。小林市の太陽

光発電の計画では、送電線に接続する費用は２

億円を超えるということで、採算が合わずに断

念することになったようであります。また、今

年３月だけで約７万件の接続申し込みがあり、

９月末には申し込みを保留するということがあ

りました。取り組みを計画していた人たちから

非常に不満と不安の声が上がっているわけであ

りますが、企業局が事業を進めるのに影響はな

いのか、企業局長にお伺いいたします。

○企業局長（四本 孝君） 企業局では、本県

の地域特性を生かした環境に優しい新エネルギ

ーの有効活用を図るため、小水力発電の導入に

取り組んでいるところであります。現在、平

成27年度末の完成に向けまして日南ダム発電所

の建設工事を進めておりますが、これにつきま

しては、既に配電線への接続のための工事費負

担金を支払っておりますので、影響はないとこ

ろであります。しかしながら、今後の新規の開

発につきましては、九州電力の検討の結果によ

りましては厳しい条件がつけられることなども

想定をされますので、今後の動向を注視してい

きたいと考えております。

○中村幸一議員 私は、宮崎再発見ということ

もありまして、どこか宮崎県で再発見するとこ

ろはないのかなということで―たまたま都城

第43普通科連隊の案内状が来たんです―それ

では陸上自衛隊を、都城の自衛隊とえびのの自

衛隊に行って調査研究しようと思って行きまし

た。中野一則議員にもお願いして一緒に連れて

回ってもらったんですが、私は、えびの市の副

市長、それからえびの駐屯地第24普通科連隊の

連隊長殿ともお会いしまして、いろいろ聞きま

した。どれだけ役に立っているか、どれだけ給

料を払っているか、あるいはどれだけのことを

やっているか、どれだけの地域でいろんな防衛

をやっているのかということを、いろいろ聞き

ました。都城の自衛隊も一緒なんですが―時

間がありませんので早く言いますけど―いろ

んな話を聞いて、本当にいい参考になりまし

た。それから今度は、都城の自衛隊、都城市長

にもお会いして、また同じようなことをお伺い

しました。いろんなことをお聞きしたんです

が、都城駐屯地の司令は、1,200人ぐらい自衛隊

員が都城におるんですが、１年間に70億円ぐら

いの給料を払っている。えびのが600名ぐらい、

都城が1, 2 0 0名ぐらい、航空自衛隊のほう

が1,600名ぐらいおるというふうに聞いておりま

すが、それを合わせると相当な金になってい

る。恐らく旭化成に負けず劣らないような、企

業として考えるとそういうものになってまいり

ます。ですから、どれだけ都城あるいはえび

の、あるいは宮崎県、新富に役に立っているか

はかり知れないものがあります。宮崎県にも多

大な影響を与えると思いますが、知事はどのよ

うに自衛隊を捉えていらっしゃるか、お聞きし

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県ではこれまで、自

衛隊の皆さんには、台風災害でありますとか、

４年前の口蹄疫、そして３年前の鳥インフルエ

ンザの発生のとき、さまざまな場面で大規模か

つ長期間の災害派遣をいただいておりまして、

心から感謝の思いを抱いておるところでござい

ます。そういう中で、私としましても、昨年よ

り防衛協会の会長を引き受ける中で、さまざま

な経済界、市町村とも一緒になりながら支援に

取り組んでいこう、そのような姿勢でおるとこ

ろでございます。

また、今御指摘がありましたように、本県に
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自衛隊の基地や駐屯地があり、その地域に多く

の自衛隊の方々や御家族の皆様がおられること

による地元経済の活性化というところも、大変

大きいものがあろうかと考えております。本県

にとって重要な課題である雇用の場の確保が図

られているという側面、県内の自衛隊約3,800

人、そのうちの約半分が本県出身ということを

伺っておるところでございます。また、若い自

衛隊員の存在が地域の活力を生み出していると

いう側面など、自衛隊の果たしている役割とい

うものは極めて大きいものがあると考えており

ます。

○中村幸一議員 教育長にお伺いいたします

が、我が宮崎県の国体は昭和54年に１回目があ

りました。それで１位になったわけであります

が、それ以来ずっと成績が悪くて低迷しており

ました。ここ２～３年いい成績をおさめている

なと思ったやさきでしたが、19位という成績を

おさめました。このことに関して教育長はどの

ように評価されているか、お伺いいたしたいと

思います。

○教育長（飛田 洋君） 19位というすばらし

い成績の国体の総括を一言で言うなら、本当に

ありがたいと思っております。今回、すばらし

い結果を出していただいた選手、監督、役員の

皆さん、そして御支援をいただいた競技団体関

係者、企業の方、トレーナーの方、県民の方

々、それぞれの方に心から感謝を申し上げたい

と思いますし、多くの皆さんの努力でこの結果

を出すことができたと感謝をいたしておりま

す。その中で、何より私にとって忘れられない

のは、実は宮崎県が２年連続天皇杯順位で最下

位ということがありました。平成10年、11年く

らいだったでしょうか。その時代から、本県の

競技力向上のために歯を食いしばり、地道にひ

たむきに取り組んでいただいた先人の御努力が

あって、ここ数年の結果、そしてことしの結果

に結びついていると、その先輩方に心から敬意

を表したいと思っております。今後とも、県民

の皆さんと力を合わせて、宮崎県の皆さんに元

気を与えられるように、しっかり競技力向上に

取り組んでまいりたいと考えております。

○中村幸一議員 天皇杯は19位だったんです

が、皇后杯が41位ということで、今から女性の

躍進を図っていかなくちゃいけないと思いま

す。それについて教育長はどうお考えか、お聞

かせください。

○教育長（飛田 洋君） 皇后杯につきまして

は、今回、少年女子ソフトボールやハンドボー

ルなど好成績をおさめた競技もございました

が、ここ数年40位前後で推移しており、本県の

総合成績の底上げには、女子競技力の向上が必

要だと考えております。そのポイントは２つあ

ると思っております。１つは競技力の向上、そ

れからもう１つは、活動を支える環境づくりを

どうするかということであります。競技力の向

上で言えば、女性アスリートの発掘だとか、あ

るいは男性の選手と一緒に強化を図るとか、そ

んなことが考えられると思います。それから、

環境づくりについては、女性アスリートの声、

悩みに耳を傾けながら、例えば、女性の特性に

応じた医科学的なサポートや、大会のときに子

供さんを一緒に連れていかれる選手の方もい

らっしゃるんですが、そういう方々への保育の

支援など、女性アスリートへのきめ細やかな配

慮が行き届くような支援をしてまいりたいと考

えております。

○中村幸一議員 いよいよ２巡目の国体も視野

に入ってきた状況でありますが、今回の飛躍し

てきた成績をどのように今後につないでいくお
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つもりなのか、お聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 国体は何のためにあ

るかと考えたときに、私は、何より県民の皆様

に元気、勇気、感動を与えるためにあると思っ

ております。今回の好成績は、これまで各競技

団体が着実に競技力の強化を進めてこられたそ

の成果でありまして、今後とも、ぜひ粘り強く

競技力の向上に取り組んでいただきたいと考え

ております。

また、天皇杯19位という結果は、入賞された

競技がなし得たものという考え方もあります

が、それだけではなくて、全力を尽くされなが

らも惜しくも入賞できなかった競技、その競技

の方々も含めた全ての競技が頑張った成果であ

ると思いますので、入賞されなかった方々にも

心からお礼を言い、今後とも、何より「チーム

みやざき」「オールみやざき」として、県民の

皆さんの御支援もいただきながら、競技力の向

上のために心を一つにして頑張ってまいりたい

と考えております。

○中村幸一議員 先日、私たちは、スポーツ振

興対策特別委員会で福井県に、オリンピックが

来る、それをどう後支えしようか、国体の件と

調査に行ったわけですが、福井県では、我が県

が当初に国体をやったように、いろんなところ

から優秀な選手を集めてやるんだ、そしてでき

るだけ優勝に近いところまで持っていくんだと

いう話でした。我が県が第１回の国体のとき、

まだ私も若かったわけですが、その当時、やっ

ぱり教育委員会だったそうですが、いっぱい国

体の選手を集めたんですね。市町村も集めまし

た。ところが、次の年から教育委員会は、採用

するのに、いっぱい採っているから、なかなか

採用ができないということがずっと続いたんで

す。やっと終わったのは12～13年前で、退職さ

れたというような状況です。19位という成績を

伸ばしていって国体につなげる。そして、国体

の主催県は得点もいいので、私は、ベスト10ま

でに入ればいいんじゃないか、無理して優勝と

か狙わんでもいいんじゃないかという感覚でお

るんですが、それでどうしても優勝に導いてい

かなくちゃいけないものか、精いっぱいやるの

か、どちらを選ばれるかお聞きしたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 私は国体にはずっと

応援に行っておりますが、最も感動したことの

一つが―２巡目の国体でことしが一番成績が

よかったんですが、その次に成績がよかったの

が山口国体、28位です。山口国体のときに幾つ

か宿舎を、選手の激励に訪れました。ある選手

がこんなことを言われました。「口蹄疫、鳥イ

ンフルエンザ、新燃岳の噴火など、宮崎県民は

つらい思いをした。その被害を受けた方から

も、私たちは、頑張れといってせんべつをも

らってきた。この山口にそうしてやってきた。

ぜひ山口国体で頑張って、宮崎に元気を持って

帰りたい」ということを言われました。そうい

う思いというのが28位につながったと思ってお

ります。国体は、県民の皆さんに勇気と元気と

希望を届けることがその意義だと思います。高

きを目指して、感動を届けるために頑張りたい

と思っております。

○中村幸一議員 県議会議員の報酬が安過ぎる

じゃないか、新人が育つのかということを書い

ておりましたが、これは質問するにしても答え

る人がいないということで、答えられないんで

すね。だからどうかなと思ったんですが、安い

のには間違いないんだから、やめることにしま

した。

ただしかし、この前タクシーに乗っておりま
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したら、運転手さんが、「議員をやめたら、退

職金もあるし、年金もありますよね」、こう

おっしゃる。「年金なんか３年ぐらい前からな

くなったよ」、実はこうこうでなくなったんだ

という話をしました。「ああ、そうなんです

か。退職金はあるんでしょう」「退職金は知事

だけよ」という話をして終わったんですが、我

々県議会議員がもらう報酬というのは、みんな

誤解しているんですね。物すごくもらってい

る、年金も退職金もあるだろうと思っているわ

けです。ないんですね。これはもう答弁は要り

ませんよ、答えようがないでしょうから。何と

か県議会議員の皆さん方も、いろんな方に、年

金とか退職金というのはありませんというのを

ちゃんと言わないと、誤解されています。だか

ら、気をつけてもらいたいと思います。

あと５分ありますが、私が急いだのは、土地

家屋調査士会の人たちからいろいろお頼みが

あったんです。やらなくちゃいけない。私も何

回もこの席で言いますが、土地家屋調査士、行

政書士の会員であります。長年やりました。し

かし、今、人口減少で本当に大変なことになっ

ています。人口減少というのは、例えば調査士

会から頼まれて境界を調査に行くんですが、境

界を調査に行って、その相手方の境界に携わる

人がいない。行方不明、あるいは遠くに行って

わからない、そういったことなんです。今後ま

た今から長年たつと、もっともっと人口減少に

なります。立ち会いがわからなくなる、こうい

う状況なんです。外国人が山や畑やいろいろ買

うときは届け出を必要とすることになりました

けれども、しかし、外国人がこれを購入して、

例えば物すごく広げて、500平米しかないところ

を１町歩ぐらい、１万平米ぐらい広げて植林し

てしまったら、手の施しようがなくなると思う

んです。もう最後かもしれません。人口も、ま

だまだ減りますよ。だから、今のうちに地籍調

査をちゃんとやらなくちゃいけないと思うが、

その点について担当部長にお答えをいただきた

い。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県の地籍調

査は、昭和33年度から着手しておりまして、平

成25年度末での進捗率は、全国平均50.5％を上

回る63.7％となっております。市町村ごとの進

捗につきましては、既に８町村で調査を完了し

ております。一方、着手年度や調査体制の違い

などから、調査がおくれている市町村もござい

ます。地籍調査は、土地に関する最も基本的な

調査でありますことから、県としましては、予

算の確保などに努めるとともに、特に進捗のお

くれている市町村に対しまして、事業推進を直

接要請し、理解を求めているところでございま

す。

○中村幸一議員 昭和33年でしょう。物すごい

年月がたちましたがね。それにかかわらず地籍

調査が進んでいないということは、非常におか

しい。国民の財産ですから、これはちゃんとし

ておかなくちゃいけないと思います。この前お

話ししていたら、それに携わる人が少ないんだ

という話がありました。土地家屋調査士会があ

るじゃないですか。あそこに頼んだら、境界調

査から全部やりますよ。それも検討してみてく

ださい。

そして、余りにも立ち会いが少ないものだか

ら、土地家屋調査士会から市町村の税務担当者

に、「固定資産税を、所有者か所有者を知って

いる人、所有者に近い人が払っているわけだか

ら、それを教えてくれ」と言ったらしいです。

「秘密保護法のために教えられない」と言った

そうです。宮崎県の中で１町だけ、「教えま
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しょう。一緒にやりましょう」と言ってくれた

そうです。「秘密保護法だ」と。財産がわから

なくなるのに何が秘密保護法かと私は思うんで

す。県も市もですが、何かといえば、秘密保護

法がどうたらこうたら言うわけです。秘密保護

法も大事だけど、秘密保護法を本当にどうして

生かすのか、土地家屋調査士なんか、ちゃんと

秘密を厳守する責務がありますから、大丈夫な

んです。市や町と一緒になって境界を全部確定

すればいいわけなんです。それができないのは

おかしい。だから、県が本当に県民の財産を守

ろうとするならば、真剣になって各市町村に

も、「調査士会に協力してやって、ちゃんとし

た国土の面積をつくっていこうじゃないか」と

言うのは当然だと思うんです。そうは思われま

せんか。私はそう思っておるんですが、誰かお

答えになる人がおったらお答えください。これ

もお答えになれないというお話も聞きましたけ

ど―お答えになりますか。お願いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 先ほど御質問

にありました条例は、個人情報保護条例だと思

います。その関係で市町村等は協力できないと

いうお話があったんだろうと思います。

私ども、予算と人員等いろいろ制約はござい

ますけれども、今後とも市町村と連携しなが

ら、一生懸命、着実な事業推進に努めてまいり

たいと思っております。

○中村幸一議員 きょうは土地家屋調査士会も

お見えになるということであります。農政水産

部長は、はっきりと努力したいとおっしゃった

んだから、みんな聞いていますよ。ただその場

しのぎだけで言ったんじゃないということで、

ちゃんとやっていただきたいと思います。

議長、続けていいですか。

この４月、選挙になりますが、皆さんは本当

に選挙違反のないように、県議会議員の人は全

員当選していただきたいと思います。私は１回

警察に捕まりましたが、やっていないことでや

るんです。誰を捕まえようかな、中村だ。１円

も使っていない、金も持っていない私を追いま

くりましたからね。そんなことのないように、

皆さんは確実に、選挙違反しないように選挙に

取り組んで、全員当選を果たしていただきたい

と思います。終わります。（拍手）

○福田作弥議長 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28分散会


