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平 成 2 6 年 1 1 月 2 5 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）

16番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

17番 田 口 雄 二 （ 同 ）

18番 髙 橋 透 （ 同 ）

19番 星 原 透 （自由民主党）

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）

20番 原 正 三 （自由民主党）

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

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

議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

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42号追加上程

○福田作弥議長 ただいまの出席議員35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42号の送付を

受けましたので、これを日程に追加し、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42号を上程いたします。

◎ 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補正予算案

の概要について御説明申し上げます。

今回の補正は、衆議院の解散により、12月14

日に行われることとなりました第47回衆議院議

員総選挙の執行等に係る経費について措置する

ものであります。

補正額は、一般会計８億1,240万1,000円であ

ります。これに要します歳入財源は、国庫支出

金８億1,240万1,000円であります。この結果、

一般会計の歳入歳出予算規模は5,843億349

万8,000円となります。

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。〔登壇〕

○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。まず、渡辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎の宮崎市選出、渡辺創です。

新聞各紙に「解散総選挙」「知事選」という

単語が飛び交い、慌ただしい12月となりそうで

す。そのような中ではありますが、一般質問も

最終日、河野知事を初め執行部の皆様には、前

向きで建設的な答弁をいただきますようお願い

申し上げます。

さて、私が初めて宮崎県議会を生で目にした

のは、４年前の９月議会一般質問でした。傍聴

席を訪れまして、２日間ほど一般質問を拝聴さ

せていただきました。登壇される議員がそれぞ

れ、東国原前知事に対して繰り返し繰り返し、

次期知事選への対応を確認する質問を投げ続け

ておりましたけれども、明確な答えは出てこな

いというやりとりが続いていたことを記憶して

います。テレビ等で雄弁に歯切れよく話してい

る東国原前知事の印象が強かったものですか

ら、全体的にいま一つ気迫の欠けるような答弁

に、肩透かしのような気持を受けて傍聴席を後

にしたことをよく覚えております。その後、知

事となられる河野知事は、当時、副知事席でそ

のようなやりとりをどのような気持で見てい

らっしゃったのか、質問はいたしませんが、興

味のあるところです。

その後、河野知事は公選18代目の宮崎県知事

に就任され、私を含め７名の１期生の県議は、

追いかけるように４月の統一地方選で県議会で

の議席をいただきました。私どもの知るこの３

年７カ月を振り返ると、河野知事は、鳥インフ

ルエンザなど危機事象や、口蹄疫からの復興と

いう急務に真摯に臨み、現在は、フードビジネ

スや東アジア戦略などを柱に、宮崎の未来・新
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時代を切り開くための施策に取り組んでいると

いうのは、ふだんから知事もお話をされてい

らっしゃいますし、私どもの立場からもそう認

識をしているところです。

議会においては、私たちが圧倒されるような

迫力というテイストではありませんが、ソフト

で丁寧な答弁に徹され、時には熱くなった質問

者側がその勢いを持っていく場を失ってしまう

というような雰囲気もなきにしもあらずでござ

いますが、それも河野スタイルということかと

理解をいたしているところです。

そのようなスタイルも含め、一定の理解をし

た上で、私ども民主党も、いよいよスタートま

で残り10日を切った次期知事選において、河野

知事の推薦を決定いたしました。先日は、知事

室において、海江田万里代表からの推薦証を井

上、田口両議員とともにお渡ししたところで

す。

神武様の初日だった今月１日に行われました

知事後援会の事務所開きにも出席をいたしまし

た。式では、県選出国会議員や各政党、経済団

体の代表者などの挨拶があり、その挨拶の中

で、今こそ「安定と継続」なんだという話が、

いろいろな方々から繰り返し繰り返し行われた

ところです。松形知事の最後の任期から直近４

期で４人の知事が県政を担ってきたという現状

を考えれば、その空気感はよく理解できるとこ

ろです。

ただ、河野知事にはぜひ、何のために安定と

継続が必要なのかということを十分にお考えい

ただきたいと思います。当日の挨拶の中でも申

し上げましたが、幅広く、小さき声にも、また

声を上げる力を持たない声にも耳を傾け、寄り

添う姿勢を持つ、そのための「安定と継続」で

あると私どもは考えております。前回の選挙と

異なり、今回の知事選に向けて河野知事は、幅

広い経済団体からの出馬要請を受け、支援を取

りつけ、多くの政党からも推薦を得ています。

推薦決定をした私どもが申すのも変かもしれま

せんが、知事の幅広い対話と協働という政治ス

タイルが、選挙戦を経て特定の団体や政党のみ

との対話と協働へと変質することのないよう

に、小さき声にも耳を傾け、県民のための本物

の知事であり続ける、そういう姿勢を持ってこ

の選挙戦に臨んでいただきたいと、心から願う

ところです。今、るる申し上げてきましたけれ

ども、申し上げたことをぜひお含みおきいただ

きまして、知事選を直前に控えた今の心境と今

後にかける思いを、改めて知事にお伺いいたし

ます。

残りの質問は自席にて行いますので、よろし

くお願いいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

私はこの４年間、現場主義に徹しまして、県

内各地をくまなく回りまして、市町村や企業、

各種団体を初めとした県民の皆様との対話と協

働に努めてまいりました。さまざまな場所を訪

れたところであり、知事の姿を見るのは黒木知

事以来だというような声を伺ったところもあり

ます。

皆様との対話の中で把握した行政ニーズを、

的確に施策に反映させてきたところでございま

す。さまざまな声がございます。道路整備を初

め、医療、さまざまな分野での後継者不足、鳥

獣被害、いろんな声があり、これを事務方に伝

え迅速に対応する一方で、現場に入りまして感

じたことは、県の考えや取り組みというのがな

かなか伝わっていないということであります。

知事としての思いというものを直接語りかけ、
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また県としての考え方を御説明する貴重な双方

向のコミュニケーションの場にもなっていると

考えておるところでございます。

次期県政におきましても、徹底した現場主義

と対話と協働の姿勢を貫き、これまで築き上げ

てきた市町村、関係団体等との連携協力体制を

活用しながら、県政を力強く前進させるととも

に、対等な立場で連携協力する協働型の県政を

推進してまいりたいと考えております。そし

て、本格的な人口減少社会の到来の中にありま

しても、本県が将来に向けて発展し続けていけ

ますよう、構想力と実行力を発揮し、私が先頭

に立って、県民の皆様とともに「くらしの豊か

さ日本一」の実現を目指して、全身全霊を傾け

て邁進し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 ありがとうございました。17

日間という長い選挙戦ですので、大変かと思い

ますけれども、しっかり今お話があったような

知事の主張を唱えて選挙戦に臨んでいただきた

いと思います。

それでは、具体的な質問に移りますが、まず

都市間連携・協力のあり方について質問させて

いただきます。

この11月議会でも松村議員や二見議員が取り

上げておりましたけれども、先日、県は、神奈

川県川崎市との間で県産材の利用に関する連携

協定を結ばれました。協定の締結に至った経緯

と今後の方針、さらに現時点で川崎市との間で

どのような連携のあり方が協議をされているの

か、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 今回の協定

は、川崎市が木材の利用促進策を検討する中

で、川崎市在住で、木材利用技術センターの有

馬前所長を通じて、本県の木材利用技術に関心

を持っていただいたことが契機となり、お互い

の強みと特徴を生かした連携を進めていくこと

を目的に協定締結に至ったものであります。

今後の方針といたしましては、川崎市の建築

ニーズや課題を的確に把握しながら、本県の有

するすぐれた木材利用技術を活用することによ

り、大都市における公共施設や民間施設などの

木材利用モデルを創出いたしまして、県産材の

需要拡大につなげていきたいと考えておりま

す。今後、民間も含めまして、具体的にどのよ

うな連携が可能か、現在検討を進めているとこ

ろでありますが、まずは川崎市を初め首都圏の

皆様に、宮崎杉を初めとする県産材のよさや高

度な技術について関心を持っていただくための

セミナーを、川崎市内で来年早々にも開催する

予定でございます。

○渡辺 創議員 具体的な連携のあり方は、今

後協議をしていくということで理解いたしまし

た。

実は、今回の宮崎県と川崎市の間での取り組

みは、宮崎のメディアよりも神奈川県のメディ

アのほうが非常に反応が早くて、かつ反応がい

いという状況になっております。宮崎県と川崎

市が方針を発表する以前の10月16日付で既に神

奈川県の地元紙、神奈川新聞には１面の左肩、

普通の新聞の価値判断でいえば、その日の２番

目の価値のニュース、１面の頭というのは国内

全体、海外のニュースも入ってくることが多い

ですので、そういう意味では地元で一番重要な

ニュースという形で取り上げられています。見

出しも３段立っていまして、「宮崎スギ 公共

施設に」「川崎市が積極利用へ連携」と大々的

に報じられております。さらに、２回にわたっ

て、１ページ分の４分の１のスペースを使う形

で、「新モデルへの始動」「木材利用で川崎・
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宮崎」という連載も行われていまして、木の花

ドームや綾中学校、日南市の吾田幼稚園の写真

もカラーで掲載されるということで、非常に大

きな扱いをされているというふうに思っていま

す。

記事によると、大規模施設の木造化にはさま

ざまな課題もあるということのようですけれど

も、既に半ば表明されているような形で載って

いるのが、川崎市では建設予定の市立小学校の

内装を木質化することや、放課後児童クラブの

ような川崎市のやっている施設の木造・木質化

も具体的に検討しているということになってお

ります。ぜひ県も、また宮崎とは違う川崎の事

情にも積極的に寄り添っていただいて、将来的

に販路拡大や、さらに林業県宮崎というイメー

ジを首都圏で浸透させるという役割も果たして

いただきたいというふうに思います。

続いて、商工観光労働部長にお伺いします

が、この川崎市との連携を林業だけで終わらせ

るのは非常にもったいない話だというふうに思

います。川崎といえば、かつては宮崎とのフェ

リーの航路もあって、一定のなじみもあったと

ころですので、ぜひ今後の観光誘客、物産品の

販路拡大、企業誘致など、さまざまな面で連携

を強化していただきたいというふうに考えます

けれども、今後の県としての取り組みの考え方

をお願いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 商工観光

労働部としましては、今回の協定締結は本県の

産業振興にさまざまな面で寄与するものと期待

しているところであります。

本県はこれまで、首都圏の企業と協働で、宮

崎の魅力をアピールする「みやざきweeeek!!」

や百貨店等での物産展の開催等により、本県観

光のＰＲや県産品の販路拡大に努めてきたとこ

ろでありますが、今後は、川崎市の協力をいた

だきながら、川崎市内の企業との協働を一層進

めますとともに、相互に物産展やフェアを開催

することも検討してまいりたいと考えておりま

す。また、協定締結を契機として、川崎市の企

業と本県企業との取引拡大や本県への立地を促

す取り組みに弾みをつけていくとともに、「川

崎モデル」として知られる中小企業支援の先進

的なノウハウ等を本県の産業振興に生かせない

か等につきましても、検討してまいりたいと考

えております。

○渡辺 創議員 今、川崎の企業との連携とい

う話も出ましたけれども、これは頭の体操の世

界ですが、宮崎県は東京に、宮崎の企業が東京

での営業活動等を行うためのフロンティアオ

フィスを持っているかと思います。もちろん

今、県の有している既存施設を使っての取り組

みですから、すぐに拡大せよという意味ではあ

りませんけれども、さらに可能性が広がる場合

には、例えば川崎に宮崎のフロンティアオフィ

スを置くというのも考えられるかと思います。

東京と横浜の中間にあって、東京駅まで20分、

品川だったらもっと近いですし、新宿や池袋方

面にも直通で行く電車もある。日産など横浜市

にも大きな企業がありますので、その中間点と

してまさにそういう活用もあるかなというふう

に思っております。これはあくまでも提案にと

どめますが、ぜひ今後、御検討いただきたいと

いうふうに思います。

さらに、川崎との連携が強まることによっ

て、修学旅行等の教育旅行の可能性も広がるの

ではないかと思いますけれども、現在、首都圏

から宮崎への修学旅行、教育旅行等の誘致の現

状を、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） 教育旅行
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の誘致につきましては、アクセスや予算等の基

準を考慮し、関西以西からの誘致に重点的に取

り組んでいるところであります。こうした中、

首都圏からの誘致につきましては、南九州３県

合同による旅行会社や学校関係者へのセールス

活動等に取り組んでいるところでありまして、

誘致実績は、昨年度が３校、今年度は５校を受

け入れる予定となっております。

なお、近年、川崎市からの教育旅行の実績は

ありませんが、今回の連携協定を契機に、川崎

市からの教育旅行の誘致につなげていければと

考えております。

○渡辺 創議員 川崎市からの実績は、残念な

がら近年はないということでしたけれども、今

度は逆に、小中学校の把握は難しいかと思いま

すので、宮崎の県立高校が川崎市に教育旅行で

訪れているというケースがあるのかどうか、教

育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 平成25年度について

申し上げますが、五ヶ瀬中等教育学校を含む県

立高校39校のうち、修学旅行で首都圏を訪れた

学校は33校ありまして、いろんな施設とか、

キャリア研修等をいたしておりますが、そのう

ち川崎市を訪れた学校はありませんでした。

○渡辺 創議員 両部にお伺いをして、費用面

や訪問先は学校がそれぞれ選定するという事情

も考えれば、さまざまな課題があるのは想像で

きましたけれども、やはり都市と都市の交流を

行う上で、人的交流というのは一番つながりも

深くなる手法だろうと思いますので、ぜひ今後

も御努力をお願いしたいと思います。

都市間連携・協力のあり方については、御記

憶にあるかどうかわかりませんけれども、９月

議会の一般質問でもかなりの時間を割いて取り

上げました。その際には、横浜市を仮想モデル

にして、特定都市との連携をきっかけに、深く

大都市圏での宮崎県の可能性拡大に取り組む方

法論として提起をしたつもりです。まさに今回

の川崎市との包括協定のようなイメージで話を

させていただいたつもりでおりました。

今回、８月には川崎市の副市長が、そして先

日の締結には福田川崎市長みずからが宮崎にお

越しいただき、県内の各施設も直接見ていただ

いております。また、その際には、神奈川県の

地元紙や、地元のテレビ局であるＴＶＫテレビ

神奈川も同行して取材をしているという力の入

れようだったそうです。先ほど答弁にもありま

したように、今回の直接的なきっかけは、木材

利用技術センターの有馬前所長がつくってくだ

さったということですが、今回の連携をラッキ

ーな出来事だったと済ませるのではなくて、前

回の質問でも申しましたけれども、さまざまな

縁故を積極的に探していただいて、同じような

可能性の拡大につなげていくことは、改めて重

要だというふうに思っています。川崎といえ

ば、サッカーJ１の川崎フロンターレも宮崎で

キャンプをやっています。そういう縁もござい

ますので、今後の川崎との交流への期待、また

新たな都市間連携の可能性について、知事の御

所見を、９月議会に続いてですが、改めてお伺

いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、川崎

市との縁は木材利用技術、また県産材の利用拡

大、そういったことに端を発して今回の協定に

至ったわけでありますが、さまざまな可能性

が、スポーツ、教育、経済にあろうかと考えて

おります。首都圏と九州ということで、遠く離

れているかのようなイメージがありますが、実

は空港から市街地が非常に近いということで、

時間距離の近いこの２団体であります。そう
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いった強みを生かし、またこれまでのいろんな

縁というものも、実は掘り起こすとまだまだ、

もっともっとあろうかというふうに考えており

ます。

先ほど商工観光労働部長が答弁をしました

「川崎モデル」は、中小企業支援であります

が、まさに現場主義ということで、待ちの姿勢

ではなく、職員が出張っていって、人と人とを

つなぐ、企業をつないでいく、これも本県の中

小企業支援に応用できるのではないかと、大変

楽しみにしておるところでございます。行政の

こういう縁のみならず、経済界、さらには県民

同士の、市民同士の交流に結びつけていくこと

により、もっともっとさまざまな可能性が広

がってくるのではないかということで、やはり

都市と地方の対立の構図ではなしに、お互いの

よさを生かしていく、補完し合う、そのような

都市と地方の共生と捉え、まさに地方創生の一

つのモデルとして育ててまいりたい、そのよう

に考えておるところでございます。

名前からとった、一歩先を行く「崎崎（さき

さき）コンビ」「崎崎（さきさき）連携」とい

うことを申し上げておるところでございます

が、都市間連携、さまざまな地域間の連携のあ

り方もあろうかというふうに思います。これま

では逆に「宮宮コンビ」、宮城との連携、カツ

オ等のつながりを生かした連携も行い、これは

東日本大震災の復興支援などにも生かされてい

るわけでございます。今後とも、さまざまな可

能性を模索して、本県の活性化に結びつけてま

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、引き続きの取り組みをお願いいたします。

テーマを変更いたしますが、ネーミングライ

ツなど新たな収入確保策についてお伺いをいた

します。

このテーマは、実は４年前といいます

か、2011年の６月議会でも積極的な活用を提案

いたしました。今回、ネーミングライツの導入

については、県立芸術劇場メディキット県民文

化センターに続いて、県総合運動公園での導入

が始まりましたが、芸術劇場については収支状

況と導入効果、さらに県総合運動公園について

は今回の導入の経緯と収支状況をお伺いしたい

と思います。総合政策部長と県土整備部長に、

それぞれ御答弁をお願いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 県立芸術劇

場につきましては、県内施設で初めて平成20年

度にネーミングライツを導入し、平成25年度ま

での６年間の収入額は１億2,000万円でございま

す。また、平成26年度からは３年間で3,000万円

の収入を見込んでいるところでございます。ネ

ーミングライツ導入時に要した費用でございま

すが、看板・サイン等の改修に約200万円を要し

たほかは、その後、特にランニングコストはか

かっておりません。ネーミングライツの効果と

いたしましては、県立芸術劇場の指定管理料の

貴重な財源として、文化振興のため有効活用さ

せていただいているところでございます。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県では、厳

しい財政状況の中、歳入確保策の一つとしまし

て、全庁的にネーミングライツの導入に取り組

んでいるところであります。こうした中、県土

整備部におきましては、全国的にも知名度が高

く、情報発信力がある県総合運動公園につきま

して公募を行い、９月に霧島酒造株式会社と契

約に至ったところであります。今回の契約で

は、年額4,000万円、本年10月から平成31年９月

までの５年間で、総額２億円の収入を見込んで

おります。また、支出としまして、今年度は、
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サインや看板等の変更に要する工事費用として

約2,300万円を予定しているところでありまし

て、来年度以降につきましては、全額、施設の

維持管理に係る指定管理料に充当する予定にし

ております。

○渡辺 創議員 ネーミングライツは、1980年

代にアメリカで始まって、1990年代の後半から

急速に広がったということのようです。国内で

は、2003年に東京都調布市の東京スタジアムが

５年間で12億円ということで、最初のネーミン

グライツで「味の素スタジアム」になったとい

うのは、話題としても記憶にあるところかと思

います。最高額が何なのかというのを調べてみ

たんですが、なかなかわからないんですけれど

も、平成17年に横浜市と日産の間で結んだ新横

浜国際競技場のネーミングライツ料は年額４

億7,000万円ということで、５年間でそれを掛け

算した数字になるわけですが、非常に高額で話

題にもなりました。ただ、その後は、日産の経

営状況もあって、値下げがずっと続いていると

いう状況に今もあると聞いています。その意味

では、高い料金を何でもつければいいというこ

とではないと思うんです。県内の両施設におい

て、どのような根拠で今回のネーミングライツ

料の設定が行われているのかということを、再

び関係両部長にお伺いしたいと思います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 県立芸術劇

場のネーミングライツ料につきましては、施設

の持つ宣伝効果や他県の同種施設での事例等を

総合的に勘案して設定させていただいたところ

でございます。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県総合運動

公園のネーミングライツ料金につきましては、

プロサッカーチームのホームスタジアムである

大分スポーツ公園総合競技場が年額4,000万円で

ありましたことなど、九州内の同規模の運動公

園等を参考にして設定したところであります。

○渡辺 創議員 身の丈に合わない価格設定で

も、今度は受けるところがないという話になる

でしょうし、逆に余り安い設定ということで

は、県有施設の価値を十分に生かしていないと

いうことにもなるのかと思いますので、常に十

分な検討をお願いしたいと思います。

また、ネーミングライツは、地方ではスポン

サーがつきづらいという傾向もあるようで、価

格設定を安くして、小さな額で多くの企業に受

け入れてもらえるというような命名権設定を

行っている手法もあるようです。余り行き過ぎ

ると、施設の本来の目的が何だったのかがわか

りづらくなってくる面もありますので、非常に

難しい面もあります。ただ、行政が一生懸命、

積極的に収入確保に取り組んでいるという姿勢

を県民に示すことは、県政への理解であった

り、考え方を浸透させる上でも非常に効果があ

るのかなというふうに考えているところです。

その前提に立った上で、今後の導入について基

本的な考え方を、総務部長にお伺いいたしま

す。

○総務部長（成合 修君） ネーミングライツ

につきましては、みやざき行財政改革プランや

当初予算編成方針において、大変厳しい財政状

況の中で、歳入確保の強化策の一つとして位置

づけ、本県におきましても、先ほど答弁がござ

いましたが、全国的に取り組まれている文化施

設やスポーツ施設において、導入を進めてきた

ところであります。県といたしましては、今後

とも、他県の事例等も参考にしながら、導入が

期待される施設を対象に、積極的に検討してま

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。そ
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のほかにも、県が新たな収入確保のために取り

組んでいる事業はさまざまあるかと思いますの

で、その取り組み状況を、総務部長に引き続き

御答弁いただきたいと思います。

○総務部長（成合 修君） 本県は、地方交付

税や国庫支出金などに大きく依存する脆弱な財

政基盤でありますことから、財政改革の一環と

いたしまして、歳出の徹底した見直しととも

に、自主財源の確保に努めているところであり

ます。

具体的には、ただいま御説明いたしましたネ

ーミングライツ以外に、市町村と連携した県税

の徴収事務やコンビニ収納の導入等による徴収

率の向上、さらには未利用地となっております

県有地の売り払いや、公募方式による庁舎内の

自動販売機の設置、また国債や債券などの基金

の効率的な運用等による財産収入の確保、この

ほか、県ホームページや自動車税納税通知書の

封筒を活用した広告収入、最近では、県庁本館

正面玄関の庁舎案内板を活用しまして、広告収

入の確保などに鋭意取り組んでいるところであ

ります。これらの取り組み等によりまして、平

成25年度決算では、財産収入が約16億円、広告

収入が約1,100万円となっており、今後とも積極

的に歳入確保策に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。

テーマを移しまして、来年度予算の編成に関

してお伺いをいたします。

いきなり各論で大変恐縮ですが、９月議会で

取り上げた県立図書館の資料購入費についてで

す。先月の図書館関係者との「ふれあいフォー

ラム」の中で、知事は予算回復の意向を示され

たという趣旨で報道等があっておりますけれど

も、そのお考え、報道で伝わっている意思に間

違いはないのか、知事にお伺いをいたしたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 県立図書館で行った

「ふれあいフォーラム」であります。県民との

対話を行う「ふれあいフォーラム」は、それぞ

れ市町村ごとに行うものに加えて、こういう分

野別のフォーラムを開催しておるところでござ

います。今回、図書館の資料購入費の削減とい

うのが大きく話題となる中で、私が指示をして

開催したところでございます。

人づくりを26年度予算の中で重点項目のイの

一番に掲げる中で、資料購入費の削減になって

しまった。予算のやりくりの中で、やむを得ざ

る部分もあったのかもしれませんが、大変残念

な思いもありましたので、それを何とかしてい

きたいという思いのもとでこれを開催し、議論

し……。この資料購入費につきましては、その

削減されたものをもとに戻すといいますか、一

定、戻す方向ということで検討したいというの

はそのとおりでありますが、このフォーラムを

開催したのは、そのことだけにとどまらず、ピ

ンチをチャンスにという話がありますが、この

機に、資料購入費の問題のみならず、司書の充

実の話とか、市町村その他の図書館との連携の

話など、まさに県立図書館がどうあるべきか、

また、それ以外の図書館等を含めた図書環境と

いうものをどう考えていくのかというきっかけ

にしたい、そのような思いであったわけでござ

います。今後とも、こういうフォーラムの議論

―またその後も図書館でのシンポジウム等も

ございましたが、そこでいただいた御意見等を

踏まえながら、この充実に努めてまいりたい、

そのような考えでございます。

○渡辺 創議員 今、御答弁の中にもありまし

たけれども、新聞報道等々を通じて県民の皆さ
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んから上がった声をある種、真摯に受けとめ

て、そういうフォーラムの開催も知事が決めら

れたというのは、まさに幅広く、さまざまな声

にきちんと耳を傾ける姿勢のあらわれかと思い

ますので、今後も引き続きお考えいただきたい

というふうに思います。充実に向けてというこ

とですので、そういう取り組みであるというふ

うに理解をしたいと思います。

さて、先日、来年度の予算編成についての基

本的な考え方は、我々にも示されているところ

ですけれども、12月の選挙を勝ち抜けば、２期

目の最初の年度の予算ということになるわけで

すので、現時点での来年度予算に対する知事の

基本的な考え方と重点課題をお伺いしたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 本県の財政状況であり

ますが、今後、社会保障関係費、毎年、何十億

というオーダーでふえているこういったものも

含め、防災・減災対策や公共施設の老朽化対策

等の増加によりまして、さらに厳しさを増すこ

とが見込まれておるわけでありますが、このよ

うな中にあっても、本県が抱える政策課題に的

確に対応していく必要があろうと考えておりま

す。

このため、平成27年度の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るわけ

でありますが、財政改革の着実な実行、優先度

の高い施策に取り組むこと、役割分担等を踏ま

えた施策の推進というものを基本方針として編

成することとしたところであります。

施策の構築に当たりまして、特に優先して対

策を講ずべき視点として４つほど掲げておりま

す。１点目には、最重要課題であります人口減

少問題の克服、２点目として、本県の将来の発

展と地域を支える人財づくり、３点目とし

て、2020年東京オリンピック・パラリンピック

の開催を見据えた、「宮崎のおもてなし」の磨

き上げと魅力の発信、４点目として、本県のさ

らなる発展に向けた長期的、継続的な取り組み

というものであります。こうした柱をもとに、

選択と集中の理念のもと、限られた財源の中で

はありますが、めり張りをつけて、より効果的

な施策展開を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 今年度の予算の中では、ニュ

アンスとしては含まれていましたけれども、決

して特出しされていなかった点で、今お話が

あった中で特徴的なのは、「人口減少」という

単語が明確に前面に出されているということか

と思います。今日的な社会の空気感や背景も

あって非常に特徴的なことなのかなというふう

に理解をするところです。

きょうの質問でお伺いしたかったのは、予算

編成の基本的なやり方とか本筋のところにかか

わる部分ではなくて、毎年毎年、知事も思いを

込めて予算編成されるんだと思いますが、その

込めた思いを、いかにして多くの県民の皆さん

にわかりやすく理解してもらうのかというこ

と、いわば、どういうお化粧の仕方をして、ど

ういう洋服を着せるかによって、通常の予算の

説明ではなくて、わかりやすく県民の皆さんに

理解してもらえるかということをちょっとお話

をしたいというふうに思っております。頭の体

操と思って聞いていただければ結構です。

例えば、宮崎県でも、予算の狙いをわかりや

すく伝えるために、最近でも、ことしでいえ

ば、「東九州の新時代へ～みやざき飛躍予算」

というふうにタイトルをつけたり、重点施策を

定めて関連する事業を引き出していってまとめ

て示してみるなど、さまざまな工夫がされてい
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ることは十分に理解をしております。全体の組

み立てに関してどうのこうのというわけではな

くて、これは何ら問題がないことだというふう

に思いますけれども、その中でもさらに知事の

政治的なメッセージであったりとか、予算額の

高い低いではなくて、これは知事が一押しなん

だと、未来に向かって宮崎に必要なチャレンジ

ングな事業なんだというようなものを、いわば

もう一つ別の切り口で整理をし直し、設定をし

直して示していくというのも一つの手法なので

はないかなというふうに思います。予算額の高

い事業を並べるというわけではなくて、メッセ

ージのこもった事業を並べるという意味です。

例えば「知事の未来創造枠」と名前をつけ

て、成果が出るか、その保証はないけれども、

未来の宮崎の可能性を開くためには重要だとい

うふうに知事が判断した事業を10事業ほどまと

めて示してみるとか、「知事のこだわり枠」と

いうふうに名づけて、よく知事も答弁でおっ

しゃいますけれども、高校野球の支援事業のよ

うな、額は決して大きいわけではありません

が、宮崎県のこれからの豊かさ等々を考えてい

くときに重要なポイントだと知事が思っている

ようなものを列記していくとか、政治家河野俊

嗣としてのメッセージを、予算編成全体を通し

てアピールするだけではなくて、あえて細かい

事業を特出ししていくことによってメッセージ

を象徴的に伝えていく、そういうやり方もある

のではないかと思います。別に予算編成全体を

見直せとか組み直せという話をしているわけで

はなくて、整理の仕方を少し直すだけでそうい

うメッセージを送ることができるのではないか

と思っております。あえて政策の種類や分野だ

けでくくるのではなくて、知事の思いでくくっ

てみるということでいいのではないかと思いま

す。頭の体操として聞いていただいております

けれども、知事の御感想がありましたら、お伺

いをしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） しっかりと予算に対す

る思いというものを県民の皆さんにお伝えする

そのやり方、ノウハウとして参考にさせていた

だきたいというふうに考えております。

予算全体に一つのネーミングをするというこ

と、26年度予算であれば「東九州の新時代へ～

みやざき飛躍予算」として、さまざまな柱を立

てて整理をするということも、一つわかりやす

くお示しするものでありますし。その中で特に

こだわりのものということで示すと、実は、予

算の記者会見のときに、そのような知事として

の、私としてのこだわりのものはこういうもの

がありますというのを列挙したりというような

やり方はしておるところでございますが、もっ

とわかりやすく、いろんな形で工夫が必要なの

かなということを受けとめたところでございま

す。

予算については、各報道機関が何回かの連載

物で分野ごとに紹介をしていただく、その中で

特にこういうものにこだわりがあるというよう

な形で、県民の皆さんにお伝えすることができ

ようかというふうに思っております。これから

も、その伝え方、伝える方法、タイミング等も

含めて、いろいろアイデアを凝らしてまいりた

いと考えております。

○渡辺 創議員 今、知事のお話にもありまし

たように、既にそういう思いは各種事業の中に

込められているものだと思いますから、そのく

くり方というだけの問題かと思いますので、御

検討いただければと思います。

テーマを移します。今年度、県議会ではスポ

ーツ振興対策特別委員会を設置して、国体誘
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致、東京五輪、またパラリンピックに関連する

本県の取り組み等についての調査活動を進めて

いるところです。私も委員会の一員として議論

に加わっておりますけれども、調査をすればす

るほど、国体誘致を考えたときにさまざまな課

題があるということも見えてくるところです。

国体の開催には種目ごとに施設基準があるとい

うふうに説明を受けておりますけれども、県内

の各施設は開催基準を満たしているのかどう

か、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 国体の競技施設の基

準は、日本体育協会の「国民体育大会施設基

準」に示されておりますが、その基準では、本

年度国体実施の40種目のかなりの種目は、現在

の県内の競技施設で実施が可能であります。し

かしながら、一部ではありますが、冬季、つま

り冬の競技だとか、あるいは水泳の一部種目、

クレー射撃などの競技については県内に基準を

満たす施設がなく、現在の本県施設では実施が

難しいものもございます。

○渡辺 創議員 冬季種目とか、かなり特殊な

ものを除けば、それ以外は今も開催に十分に適

応できるということかと理解をしました。

ただ一方で、特別委員会の活動等で県内でヒ

アリングを行っていると、施設の不備を指摘す

る声がたくさんあります。また、新規の施設整

備を求める声も上がっておりますけれども、市

町村と連携した形での施設の新設も含めて、施

設新設に対しての現時点でのお考えを、教育長

にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 国体に向けた施設整

備につきましては、直近に開催された東京都と

か各県の状況を見ますと、施設整備の方針や基

準を、国体の招致表明をなされた後で定めてお

られるというのが通例でございます。本県でも

それらの都県と同様に取り組むとすれば、市町

村も含めた県内のスポーツ施設の状況や整備計

画を把握し、国体の招致表明をした後に、各競

技会場について各市町村との調整も行いなが

ら、会場を決定していくことになろうかと思い

ます。

競技会場や施設の選定に当たっては、日本体

育協会が定めている国体の基本方針で、競技施

設については、「できるだけ既存施設の活用に

努め、新設・改修に当たっては大会後の地域ス

ポーツへの活用を考慮し必要最小限にとどめる

こと」と定められておりますので、日本体育協

会のそのような方針と県の厳しい財政状況を踏

まえながら、総合的に検討していくことになろ

うかと思っております。

○渡辺 創議員 総合的に検討していくという

ことでしたが、次は知事にお伺いしたいと思い

ます。知事選に向けての政策提案の中では、国

体誘致を明確に表明されております。県内を見

て回ると、プールとか陸上競技場に関しては、

その場しのぎの対応で済むのかわからないとい

う本質的な問題を抱えている施設もあるかとい

う気がします。知事が国体誘致を今回の提案の

中でもおっしゃっているわけですから、その誘

致に取り組む象徴として、新規施設の建設とい

うのも政策判断としてはあり得るのかなという

気もしますけれども、施設整備を含め、今後、

誘致にどういうふうに取り組むのか、知事のお

考えをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 県有のスポーツ施設の

多くが、前回の国体以前に整備されて30年以上

が経過しておるものでありまして、厳しい財政

状況の中で、新たな施設の整備というのは大変

難しいと。署名も含めて、いろんな施設の整備

の要望を寄せられているところでございます
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が、なかなか厳しい状況でありまして、何とか

定期的な改修などにより、維持管理に努めてい

るのが現状であります。

国体について、この議会でもさまざまな御議

論がございますが、やはり各県が持ち回りをす

ることにより、競技力、またスポーツの振興を

図りつつ、施設の整備も含めたスポーツ環境の

充実を図っていこう、そのようなことが一つの

大きな目的であろうかというふうに受けとめて

おるところでございます。

国体の招致に当たりましては、国体の各種目

を県と市町村の既存のどの施設で実施できるの

か、どのような施設の整備、改修等が必要なの

か、また場合によっては、隣県のどのような施

設が活用できるのか、また一時的な特設会場と

いうものも考えられるのか―インチョンのア

ジア大会だったでしょうか、大会で使って、そ

の後の維持管理を考えて取り壊すというような

ところもあるような、さまざまなやり方がある

ということでございますが、やはり国体の後の

利活用ということも視野に入れた整備というも

のが重要ではないかというふうに考えておると

ころであります。こういったさまざまな観点を

踏まえて、いろんなアイデアを出して総合的な

検討を進めて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。

スポーツ振興でのテーマを、総合型の地域ス

ポーツクラブの話に移したいと思います。

これまでにも何度か質問をしてきているんで

すけれども、スポーツランドみやざきは、プロ

スポーツを間近で見るという環境だけではなく

て、県民の多くの皆さんが、宮崎の温暖な気候

等に加えて、スポーツを楽しむ環境をつくって

いくということが大事かというふうに思ってい

ます。その意味では、総合型地域スポーツクラ

ブの支援というのは非常に大切なことだという

ふうに思っておりますけれども、教育長のお考

えをお伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 総合型地域スポーツ

クラブは、いつでも、誰でも、いつまでもスポ

ーツを楽しむことができる場としてスポーツの

裾野を広げ、県民の皆さんが各地域で気軽にス

ポーツに親しめる環境づくりに大変重要な役割

を果たしていただいていると考えております。

そのため、県教育委員会におきましては、ふ

だん、スポーツ、運動をする機会の少ない方々

を対象にして、スポーツイベントや運動教室を

開催しようとする総合型スポーツクラブに、補

助金を出すなどの支援をさせていただいている

ところであります。今後とも、生涯スポーツの

推進に向けて、市町村や関係団体と連携しなが

ら、総合型スポーツクラブの育成を図ってまい

りたいと考えております。

○渡辺 創議員 たまたまきのうも、某総合型

スポーツクラブのミニバレーの大会があっ

て、56チームが参加ということでした。申し込

みは100チームほどあったそうで、それだけ熱心

に地域の方々の、ソフトバレーですから、楽し

むことも含めた環境の維持に大きく貢献してい

るクラブもある。もちろん、クラブとして名前

はつけているけれども、実態として運営がまま

ならない状況にあるというクラブもあるのは承

知をしているところです。

今、教育長からも、重要性については認識い

ただいているという話がありましたが、やはり

多くのクラブが経営上、運営上、必ずしも順調

にいっているところではない。もちろん理念か

ら言えば、できるだけ早い段階で自主的な経

営、運営がしっかりできる環境をつくっていく

というのが最も重要であり、大切な理念だとい



- 234 -

平成26年11月25日(火)

うこともわかっているわけですけれども、数年

がたつと、ｔｏｔｏの助成を含めてどんどんな

くなっていくという環境の中で、非常に難しい

ところにあるのも事実かと思います。

そんな中で、総合型にかかわる皆さんは、県

の教育委員会も、たくさんクラブをつくれとい

うふうに旗は振るけれども、では本当に支援と

いうときにクラブの方々に心が通じるような支

援になっているのかというところに、ちょっと

不安というか、御意見がある方もたくさんい

らっしゃるようです。クラブに対する直接の助

成というのは、制度の理念から考えても、いつ

までも行うことではないというふうに思います

が、さまざまな悩みや運営上の苦労を持った方

々が寄り合って、いろんなことを考える協議会

等への支援というのは、もう一歩充実があって

もいいのではないか。財政上の運営経費の支援

も含めて、県からの支援があってもいいのでは

ないかという御意見をよくいただきますし、私

もそう感じるところですが、教育長のお考えは

いかがでしょうか。

○教育長（飛田 洋君） 総合型地域スポーツ

クラブ連絡協議会というのは、県内全ての総合

型クラブが加盟していただいている団体であ

り、本県の生涯スポーツの全県的な推進に貢献

いただいており、大変感謝をいたしているとこ

ろであります。

いろんなことが考えられますが、連絡協議会

への運営補助をということで申しますと、現

在、連絡協議会の会合と県教育委員会が主催す

る会議をあわせて実施することなどにより、運

営の負担軽減のお手伝いをさせていただいてい

ます。それから、県主催で、総合型クラブのア

シスタントマネジャーの育成やその資質向上を

図るための養成講習会を実施したり、県内全て

の総合型クラブが相互に研究・協議するための

会議等を開催することにより、連絡協議会への

側面的支援をさせていただいているところであ

ります。それから、連絡協議会のほうでエン

ジョイスポーツフェスティバルをしていただい

ておりますが、教職員互助会―これは教職員

ＯＢと現職会員が会員となっている会ですが

―のほうからも、ある程度の助成をさせてい

ただいているというふうに聞いております。

総合型地域スポーツクラブ連絡協議会は、本

県の総合型クラブの活動がより一層活発化する

ように御尽力をいただいているということは十

分認識しておりますので、どんなことが可能

か、研究してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 今回、質問の準備を進める中

で、そういう協議会等への運営費の補助みたい

なものは、どんどん枠が小さくなっていってい

るということも伺って、そういう事情も理解は

できるところですけれども、研究というふうに

言っていただきましたが、ぜひ前向きに検討し

ていただきたいと思います。

次に、エボラ出血熱の対応について伺いたい

と思います。

アフリカで始まったエボラ出血熱の感染拡大

が、徐々に世界に広がっております。日本でも

感染を疑われるケースが出てくるなど、緊張感

が高まってきていますけれども、まずは可能性

のある患者さんを見落とさないという観点での

対策、そして次には、仮に発生が疑われる例が

見つかった場合にはいかに対処するのかという

ことが重要になるかと思います。現時点での県

内で対応するための体制について、福祉保健部

長に確認をさせていただきたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） エボラ出血熱

発生地域からの入国者、帰国者に対しまして



- 235 -

平成26年11月25日(火)

は、検疫所が、入国時に発熱等の症状を確認す

るとともに、21日間、１日２回の体温などの報

告を義務づけることによりまして、健康状態の

監視をしているところでありまして、これらの

情報は本県に提供されることになっておりま

す。

県としましては、これまで、県民へ適切な情

報提供を行いますとともに、医師会や医療機関

に対して、発熱がある受診者に対しては、１カ

月以内の発生地域での滞在歴を確認するよう、

周知を図っております。また、県内でエボラ出

血熱患者が発生した場合は、国と協議し、県外

の第一種感染症指定医療機関に搬送することに

なりますので、現在、熊本県や佐賀県、大分県

と調整を行っております。

○渡辺 創議員 先日の内村議員の質問とも重

なっていて大変申しわけないところですが、次

に、首都圏での感染が疑われるケースがあった

際には、患者さんといいますか、疑われた状況

にあった方の搬送等の支援に警察の関与もあっ

たように見受けられました。また一部では、誰

が何を担うのかというところに混乱があったと

いうような報道もありました。そのようなこと

も踏まえまして、県警として発生時の対応をい

かに想定しているのか、県警本部長にお伺いを

いたします。

○警察本部長（坂口拓也君） エボラ出血熱の

疑似症患者が確認された場合、県警は、関係機

関が一体となって行う感染防止対策に積極的に

参画し、混乱等に伴う不測の事態に的確に対処

することといたしております。具体的には、検

疫所や医療機関等の警戒活動、感染者等の搬送

支援、検体の搬送支援等を実施することとして

おります。

○渡辺 創議員 もちろん、大都市部に比べれ

ば、確率論の問題で発生の可能性は低いかもし

れません。今後あってはならないと思います

が、もし国内でもたくさんの感染が起こるよう

な状況になったときに、県内でも不安が非常に

増幅されるという可能性もありますので、対処

のほどをよろしくお願いいたします。

項目としては最後の項目にしたいと思います

が、豊かさの指標についてお伺いをいたしたい

と思います。

知事が知事選に向けて公表された政策提案

「ともに築こう「みやざき新時代！」の中で

は、至るところで「豊かさ」ということが強調

されているかと思います。サブタイトルから

「くらしの豊かさ日本一の宮崎」というふうに

なっている点から見ても、そのことは明らかと

思います。

知事はその政策提案集の10ページで、「みん

なが心豊かに幸せにくらすためには、経済的な

豊かさと、お金に代えられない価値との両方が

調和した社会に変えていく必要がある」という

ふうに位置づけていらっしゃいますし、「宮崎

らしい「真に豊かなくらし」を実現するため、

その指針となる「豊かさの指標化」を行う」と

いうふうに政策提案の中に書いてあります。

豊かさというのは、個人の価値観によるとこ

ろも非常に大きいものだというふうに思うんで

すけれども、指標化というのは、普遍的な価値

として、宮崎における豊かさというのを規定し

ようという取り組みなのか。ちょっと私の勉強

が足りないのかもしれませんが、もう一つイメ

ージが湧かない面がございます。せっかく知事

選の前のこの機会ですので、知事が考える豊か

さとはどのようなイメージであって、また豊か

さの指標化というのはどういうことなのか、知

事にお伺いしたいと思います。
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○知事（河野俊嗣君） 価値観が多様化する中

で、経済的な豊かさのみならず、心の豊かさが

求められている。これはもう長年言われておる

ところでありますが、そのときに本県をよく考

えてみますと、温かな県民性でありますとか、

豊かな自然、農林水産物、また人や地域のきず

な、伝統文化、ゆったりとした暮らし、さまざ

まな可能性、また豊かさに包まれている、その

ように考えております。

県の現在の総合計画におきましても、経済的

な豊かさと、お金にかえられない価値というも

のがうまく調和をした、「新しいゆたかさ」と

いうものの実現を目標に掲げて、さまざまな施

策の展開を図ってきたところであります。た

だ、この豊かさというのは、なかなか具体的な

数値やランキングとかで示すようなものではな

い。非常にそういう難しさ、伝えにくさという

ものがあるところでございますが、今回提案し

ております「豊かさの指標化」というのは、こ

ういった意味での豊かさについて、ある程度の

県民の目標みたいなものを掲げられないかとい

うことであります。

例えば、家庭での団らんを週にどれぐらい

持ったかというようなこと、また仕事以外にど

ういう楽しみを持っているのか、またスポーツ

や文化、自然にどれぐらい触れ合っているのか

という、きずなや心の豊かさにつながる項目で

ありますとか、子育てのしやすさ、通勤時間の

短さ、住宅や物価の安さといった、暮らしやす

さにつながる項目など、わかりやすい指標化が

できないかということであります。そういった

ことを通じて、県民の皆さんが、本県の持つ本

当の価値というものを見詰め直し、地域への誇

りを育んでいただく機会にできないだろうかと

いうことであります。

現在、「里山資本主義」の著書などで有名な

藻谷浩介さんが宮崎日日新聞にコラムを書いて

おられますが、直近のコラムの中で、県民に

とって当たり前の日常こそが、例えば都会の方

にとってはこの上ない魅力なんだというような

こともおっしゃっておりまして、まさにそのと

おりだという思いがしたところでございます。

県民の皆さんが、そういう意味での豊かさと本

県の持つ可能性というものを改めて見詰め直

し、実感をしていただくとともに、県外に向け

て、そういった経済的な数値だけでは比較でき

ない本県の優位性とか豊かさをアピールしてま

いりたい、そのように考えておるところであり

ます。

この「豊かさの指標化」の具体的な検討に当

たっては、さまざまな御意見をいただきなが

ら、作業というものを進めまいりたいと思って

おります。そういう基本的な考え方のもとに、

また今現在、豊かですね、いいですね、宮崎は

いいところですねということを確認するだけで

はなしに、その豊かさを維持するためには、い

ろんな努力なりが必要でありますし、さらにそ

れをよいものにしていく、そういう努力なり発

展に結びつけてまいりたい、そのような思いで

提案をさせていただいたところであります。

○渡辺 創議員 多くの県民が、自分たちが暮

らすこの宮崎の豊かさを客観的に理解できて、

それは守るべき豊かさであるというコンセンサ

スが得られて、それに取り組んでいくというの

は非常にいい試みだろうと思うところです。

いずれにせよ、多くの県民が、それぞれの豊

かさであったり、それぞれの幸せというのを享

受できる、お仕着せの豊かさではなく、お仕着

せの幸せではなくて、多様性を持って最大公約

数が心地よく暮らせる社会を築き、その幅から
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こぼれ落ちる人たちにも生きやすい社会をつ

くっていく。これこそが政治の原点ではないか

というふうに私は考えているところです。きょ

うの質問の冒頭でも申しましたが、小さき声に

も耳を傾けて、上げることすらできない声にも

寄り添って県政の運営を行っていく、それこそ

が、今回の選挙で知事に、「安定と継続」の中

で求められている思いではないかというふうに

私は思うところです。どうかその思いを心にと

めながら、選挙戦に臨んでいただきたいという

ふうにお願いを申し上げまして、一般質問を終

了いたします。どうもありがとうございまし

た。（拍手）

○福田作弥議長 次は、井本英雄議員。

○井本英雄議員〔登壇〕（拍手） 今回の質問

では、１期生の皆さんが本当にいい質問をする

なと思っております。老兵は去るのみという言

葉があるけれども、もうちょっと頑張らないか

んかなと思っております。

それでは、質問に入りたいと思いますが、先

月、特別委員会で長野県の伊那食品工業株式会

社を見学しました。議会事務局の黒田君のお母

さんのつてで見学に行きました。特別委員会で

行った人、半分近くはみんな一緒に見てきたわ

けでありますが、本当に心が洗われるような思

いでありました。その名のように、寒天ででき

た製品を売っている会社でありますが、敷地が

３万坪ぐらいあるんですね。緩やかな丘陵、丘

にできている、そういう会社であります。そこ

に社屋があるんです。最初は赤松だらけの林

だったらしいんですが、赤松をちょっと取っ

て、その間にいろんな木や草を植えてあって、

本当にきれいな公園というところに会社がある

んです。最初はプロがそれをやったのかと思っ

たら、そうじゃなくて、全部社員がやったとい

う話でありまして、本当にすごいなと思いまし

た。その中に工場もあるんですが、美術館と

か、植物園とか、レストランというのがありま

して、そこで半日ぐらいは十分過ごせる、それ

ぐらいの規模であります。今や年間35万人の観

光客が来るんだそうであります。年間売り上げ

が176億円で、寒天製造では世界シェア１位、48

年間増収増益、そういう会社であります。

塚越会長、この人が立派な方なんですが、こ

の方が、利益というのは健康な体から出るうん

ちみたいなものだ、こう言うんです。会社の社

是が「いい会社をつくりましょう」なんです

ね。どういう意味かというと、よい会社じゃな

いんだ、いい会社なんだ、みんなから「あの会

社はいい会社だね」と言われるような会社を目

指しておりますというんです。塚越会長は、二

宮尊徳の「遠きをはかる者は富み、近くをはか

る者は貧す」という言葉を経営の糧にしている

そうであります。寒天ブームが一度起きたこと

があったんです。そのときに、大手スーパーか

ら全国で展開しましょうという誘いがあったそ

うであります。そのとき、社員のみんなも、や

りましょうと、こういうことだったらしいんで

すが、塚越会長は、やらない、だめと。という

のは、身の丈に合わないことをすると必ず失敗

するというので断ったそうであります。急成長

は敵であり、目指すべきは年輪経営だと言って

おりました。年輪のように少しずつ大きくなっ

ていくんだと。

社員は500人でありますが、社員を本当に大切

にする会社でありまして、会社は社員を幸せに

するためにあるというんですね。社員が前より

幸せになったかどうかが会社の成長だと言って

おりました。終身雇用、年功序列であります。

リストラになった方はいない。この20年間、こ
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の会社を嫌ってやめた人もいない。社員旅行

は、ことしが国内旅行だったら、来年は海外旅

行、だから２年に１回海外旅行に行けるシステ

ムになっている。そのための予算として毎

年4,000万円立てているということでありまし

た。人件費はコストではなくて会社の目的だと

いうのが彼の考えです。ボーナスは５カ月間出

しますから、30歳になったらみんな一軒家を持

つそうであります。

公園のように美しい敷地では、全て社員が大

体１時間ぐらい前に出てきて、早くから掃除を

するんですね。みんな強制されてやっているわ

けではない。みんな自主的に出てきてやってい

るわけです。高い松の木も、あれはどうするん

ですかと言ったら、我々がやるんですと。高い

松の木まで全部自分たちでやっている。「うち

はトイレでも食事ができます」と塚越会長が

言っておりました。自慢しておりました。私も

トイレに行ってみたら、食事ができるんじゃな

いかというようなきれいなトイレで、私は、用

具入れはもしかしたら汚いんじゃないかと、用

具入れをぱっとあけたら、やっぱりそこもぴか

ぴかに磨いてありました。

「やる気のある社員は、やる気のない人間の

倍、働く。だから、うちは5 0 0人だけれど

も、1,000人いるようなものだ」と自慢をしてお

りました。塚越会長は、「私は性善説で行くん

だ。みんなを信用する。だから、逆にみんなも

私を信用してくれるんだ」と言うのでありま

す。これは社員だけでなくて、会社にかかわる

全ての人たち、つまり取引のある会社の人た

ち、あるいはお客様、それらに対しても同じな

んだと、こういうことですね。

この会社では、全社員の１割、つまり50人を

商品の研究開発に充てており、常に新しい商品

を開発するなど市場をリードしております。こ

の会社については、ベストセラーにもなった

「日本でいちばん大切にしたい会社」―今、

これは４版が出ていますけれども、最初のもの

に出ております。今どき、こんな会社があった

のかと驚きでもありましたが、本当にすがすが

しい気持でもありました。理想的な会社という

のはこんな会社かなと思った次第であります。

知事はこのような経営のやり方をどう思うの

か、まずその辺をお聞かせ願えたらと思いま

す。

後は質問者席で質問したいと思います。あり

がとうございました。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

ただいまのお話を伺って、塚越会長の「みん

なを信頼すると、みんなも信頼してくれる」と

いう言葉に大変感銘を受け、またその姿勢に心

を打たれたところであります。百田尚樹さんの

「海賊とよばれた男」というのを思い出してい

たところでありますが、リーダーというものが

従業員を信頼し、任せ、その従業員もリーダー

の期待に応える、そういう信頼関係というのは

大変重要であるということを改めて感じたとこ

ろでございます。

私は本県に赴任してまいりまして、道ですれ

違う知らない人に、子供たちも含めて挨拶をす

るということ、また困っている人たちに手を差

し伸べる、そういう気風があることに非常に感

銘を受け、新鮮な驚きも覚えたところでありま

す。都市部では、知らない人に挨拶をしたらだ

めとか、子供がそう言われて育つ中で、子供の

そういう姿勢、挨拶をする県民性というもの

が、多くの観光客の方も含め、県外の方に強い

印象を与え、本県のイメージアップにも役に
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立っている、寄与している、そういう状況であ

ります。

このような県民性に触れることによりまし

て、私は、自分の考えというものを真摯に訴

え、誠実に取り組めば、県民の皆さんとともに

すばらしい県づくりができると信じて、さまざ

まな県民運動の展開を初めとして、県民の皆様

とともに推進する県政に取り組んできたところ

であります。今後とも、このような信頼される

県政の実現に努めて、県民の皆様とともに歩ん

でまいりたい、そのようなことを改めて心に刻

んだところであります。以上であります。〔降

壇〕

○井本英雄議員 本当にありがとうございま

す。知事がどんな答えを出すのかと聞いており

ました。

この経営理念は塚越イズムというようなもの

だろうと思うんですね。しかし、ここには万古

不変の大切なものがあるような気がします。そ

れは、人を大切にするということであります。

人間中心主義とも言うべき考え方に徹すれば、

全てうまくいくのではないか、そういう見本で

はないかと思うのであります。

今の日本は、全て経済中心主義に陥ってしま

いました。経済のためには格差もやむを得な

い。経済のためには非正規雇用もやむを得な

い。経済のためには無縁社会だってしようがな

い。経済のためには一極集中もしようがない。

こんな世の中になってしまった。人間が経済の

家来になってしまっております。おかしな世界

であります。

アベノミクスは、まさにこれにますます拍車

をかけることになるのではないかと、私は心配

しております。地方創生というけれども、その

発想は経済による創生であり、相変わらず経済

中心の発想しかできておりません。経済中心の

考え方がこのような社会をつくったのであっ

て、この世の中を直そうと思ったら、別の発想

でやらなきゃいかんのじゃないかというのは当

たり前のような気がするんだけれども、しか

し、やっぱりまた経済中心の発想で地方創生。

もうぼちぼち、人間の幸せというのは経済だけ

ではないんだということを考えないかん、思い

つかないかんときが来ていると私は思うのであ

ります。

先回、私が取り上げた里山資本主義、これも

地方創生の一つの処方箋であると思います。地

方創生のためには、経済中心ではなくて、「か

んてんぱぱ」の経営のような、人間中心主義の

政策が必要ではないかと思われますが、知事の

お考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 地方創生であります

が、我が国が抱える、直面する人口減少問題に

正面から取り組むために、地方がその自主性と

独自性を最大限に発揮しまして、それぞれの地

域が抱える課題に対応しようとするものであ

り、その根底には、今、御指摘がありましたよ

うな、人口と産業の東京一極集中や、それを生

み出した経済中心主義への反省があるものと考

えておるところであります。

本県は、先ほど議論がありました美しい自然

や温かいきずな社会といった、お金にかえられ

ない豊かさに恵まれておるわけでありまして、

これらの特徴を最大限に生かして、人を育て、

人を呼び込む―先ほど新しい豊かさというこ

とで御説明をしたところでありますが、それは

今、議員が御指摘をされた人間中心主義にもつ

ながるものというふうに考えております。ま

た、そういった取り組みというものが真の地方

創生を実現していく、そういう道になるのでは
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ないかと考えております。

先般、国に提言しました「みやざきモデル」

におきましては、そのような思いのもとに、農

林水産業を初めとする成長産業の育成を通じ

て、魅力ある雇用の場、人を大事にした取り組

みを進めていこうということでありまして、本

県版の人口ビジョン・総合戦略にも、そのよう

な姿勢、理念というものを反映させてまいりた

いと考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございます。知事

は近ごろ、人材育成ということをよく言われる

のでありますが、どのような人材を育てていき

たいと思っているのかであります。予算をつけ

てセミナーをやれば、それで人材は育つ、そん

なふうに考えているのかなという気もしますが

……。この伊那食品工業では、塚越イズムと言

われるものが会社の隅々まで浸透しておるんで

すね。だからこそ、いい人材が育っているので

あります。知事も政治家になったときは、単に

名誉や地位のためではなく、何らかの理想を実

現したいと思えばこそ知事になられたと思いま

す。先日は誰かが、知事はリーダーシップがな

いと言われておりましたけれども、知事が人材

育成と言われるのなら、まず知事みずからが何

らかのイズムを持ち、それを部下に浸透させ、

やる気にさせることが大切ではないのかなと思

うのであります。

山本五十六は、「やってみせ、言って聞かせ

て、させてみて、褒めてやらねば人は動かず」

と言っております。上杉鷹山公は、他国でみず

からくわをとって畑仕事をすることによって、

部下たちを従わせたのでありました。西郷隆盛

という逸材も、島津斉彬が育てたのでありま

す。知事は頭もいい、性格もいい、運もいい。

しかし、立派な知事と言われるためには、これ

からであります。まずは自分の直属の部下を育

てて、やる気にさせる、これが大切ではない

か。そのことが下へ下へと伝播して、本当の人

材育成につながるのではないかと私は思うので

ありますが、知事のお考えをお聞かせくださ

い。

○知事（河野俊嗣君） 過分のお言葉を頂戴

し、大変光栄に存じております。

この４年間、現場主義に徹してきたというこ

とを先ほど答弁したところでありますが、県内

各地をくまなく回りまして、県民の皆さんとの

対話に努める、そこで把握した行政ニーズを施

策に反映する、行政と県民の皆さんが対等な立

場で協力・連携する協働型の県政を推進してき

たところであります。こうした姿勢は、県職員

に対しても同様でありまして、私は、部長以下

の幹部職員に対しても、現場に足を運ぶように

指示しておるところでございますし、今、県民

の皆さんから御意見を伺いますと、県庁の職員

と話しやすくなった、随分、県庁もいろいろ動

きが出てきたというような声もいただくところ

でございます。職員一人一人が、県政の責任者

としてみずから考え、動き、現場に足を運んで

いく、そのような形で県庁全体の総合力を発揮

できるような環境づくりを心がけてきたところ

であります。このような徹底した現場主義と対

話と協働というものが、私の主義、議員の言葉

をおかりすれば河野イズムではないかと考えて

おるところございます。

そういった姿勢を伝えるとともに、特に考え

ますのは、私が県政を担う、また幹部職員にし

ても、県政に貢献できるのは実は非常に限られ

た時間であります。その後に続く者をしっかり

育てていくことで、今、我々が取り組んでいる

県勢の発展につながる思いというものを引き続
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き、続けていくことができるということ、特に

南海トラフの巨大地震・津波対策というものを

考えたときに思いが至るところであります。決

して、この10年、20年、何とかすればいいとい

う話ではなしに、50年、100年、200年とそれを

続けていく、それは、それ以外の県政の分野で

も同様であろうかと思います。そのような思い

で、先ほど塚越会長のいろんな姿勢を御指摘い

ただいたところでございますが、今後とも、河

野イズムを含めて、しっかりとした人材、人を

育てていく、そして、それが次から次へと未来

につながっていくような形に取り組んでまいり

たいと考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございます。ぜひ

とも頑張っていただきたいと思います。

次に、成長か成熟かについてお聞きいたしま

す。

今、五木寛之の「下山の思想」という本がベ

ストセラーになっております。30万部以上売れ

たと言っておりますが、この本には、今や日本

は成長でなく成熟の社会ではないか、それを見

きわめて覚悟することが必要ではないかという

ことが書いてあります。

政治家にとって大切なことは先見性でありま

すが、そのためには、まず現状をどのように認

識するかということが大変大切になります。日

本は、まだまだ経済成長できると考えるのか、

それとも、いやいや、成熟社会を迎えているん

だと考えるのか、どう考えるかによって、今と

るべき政策は大きく異なってくると私は思うの

であります。

アベノミクスは、まだまだ日本は成長できる

と考える立場であります。小泉さんと同じ規制

緩和による経済成長であります。いずれにせ

よ、規制緩和をすれば競争が生まれ、必ずそこ

には勝つ者と敗れる者が生まれます。そして、

ますます格差は広がってまいります。非正規雇

用者が40％などというのは信じられない世の中

であります。アベノミクスでは、第１の矢、第

２の矢まで何とか形をつけることができまし

た。しかし、第３の矢である成長戦略は全く動

いておりません。今月17日、内閣府が発表した

７～９月期のＧＤＰ速報値を見ても、アベノミ

クスに陰りが見えます。今また成長戦略の一環

として、地方創生という政策を打ち出してまい

りました。しかし、これがどのくらい効果が上

がるかわかりません。私は、既に日本は成熟社

会を迎えているのではないかと思っておりま

す。そして、国民が今一番望んでいるものは、

経済の成長ではなくて生活の安定ではないかと

思っております。知事はどのように現状を捉え

ているのか、お聞かせ願いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 我が国はこれまで、人

口増加や経済拡大を基調とします大量生産・大

量消費などの社会経済システムの中で、経済

的、物質的豊かさを手に入れてきたわけであり

ます。キャッチアップに取り組んできた我が国

にとって、それはそれで重要なことであったと

考えておるところであります。

しかしながら、その過程においては、東京一

極集中を初めとする都市と地方の格差の拡大

や、地域コミュニティーにおける人間関係の希

薄化などが生じて、それらが、現在の人口減少

問題を初めとしますさまざまな社会問題、また

社会のひずみ、その要因の一つになっていると

考えておるところであります。

一定の経済的豊かさを達成した現代社会にお

いては、今、議員も成熟社会というふうにおっ

しゃっておりましたが、まさにそのとおりであ

りまして、これまで以上に、人と人とのつなが
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りでありますとか、自然やゆったりとした時間

の流れなど、まさに心の豊かさ、成熟した社会

というものが大事になる時代が到来した、その

ように認識をしておるところであります。

○井本英雄議員 私と同じであります。では、

知事は具体的にどのような社会をつくりたいと

思っておられるのか、お聞かせ願いたいと思い

ます。

○知事（河野俊嗣君） 心の豊かさ、そういっ

た新しい豊かさが大事とされる時代にありまし

て、例えば、心のつながりや地域の支え合いが

強いこと、美しい自然、快適な環境に恵まれて

いること、そして安全・安心であることなどが

大切な要素であろうと考えております。県民が

安心して働き、希望どおり結婚や子育てがで

き、将来に夢や希望を持てる県づくりが求めら

れていると考えております。本県は、そういっ

た意味において大変優位性があるものと考えて

おるところであります。経済的には、また所得

では、低いとか、おくれているとか、いろんな

言われ方がされているわけでありますが、今、

この成熟社会、新しい豊かさが求められている

中で、本県はある意味、トップランナーとなり

得る、そういう可能性を秘めていると考えてお

るところでございます。経済的豊かさとお金に

かえられない豊かさとがバランスよく調和した

社会を実現させ、この宮崎で「くらしの豊かさ

日本一」、まさに日本のモデルを築いてまいり

たい、そのように考えております。

○井本英雄議員 具体的に、今度の総合計画で

はどのようにそれを反映されているのか、その

辺をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 総合計画につきまして

は、現在、総合計画審議会の人・産業・くらし

という３つの専門部会におきまして、審議をい

ただいているところであります。

各部門における主な議論としまして、例えば

人づくり部会におきましては、出産・子育てし

やすい環境づくりや若年層の流出抑制、移住の

促進などを通じた人口減少の歯どめ、さらに、

産業や地域の中核を担う次世代の育成が論点と

なっております。

また、産業づくり部会では、中核となる企業

の育成、農林水産業やものづくり産業の成長化

による県内雇用の拡充、地域の資源・経済の循

環や観光振興による地域の活性化という論点が

議論されております。

また、くらしづくり部会におきましては、人

のきずなや暮らしやすさなど、宮崎のよさを生

かした共生社会づくり、文化やスポーツの振

興、そして安全・安心な社会の構築といった議

論がなされているところであります。

こうした議論を踏まえて、改定長期ビジョン

を２月に取りまとめ、県総合計画の基本目標で

あります「未来を築く新しいゆたかさへの挑

戦」に向けて、さらに前進をしてまいりたいと

考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございます。

それでは次に、カーンアカデミーについてお

聞きいたします。

カーンアカデミーという言葉を初めて聞いた

方も多いと思います。私もたまたま本で知った

わけでありますが、カーンアカデミーとは、イ

ンターネット上にありますユーチューブを利用

した学習法でありまして、サルマン・カーンと

いうアメリカ人により設立され、ビル・ゲイツ

財団の支援も受けながら、非営利で教育を世界

的に行っております。

カーンさんは、ヘッジファンドのアナリスト

でありました。あるとき、遠隔地にいるめいが
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数学を教えてほしいというので、最初はテレビ

電話で教えていたわけであります。ところが、

ある日、忙しさもあって、カーンさんが教える

内容をビデオに撮って、ユーチューブに投稿し

て、それをめいに、あんたはこれを自分の時間

のあいている、気に入ったときに見なさいとい

うふうにやったわけです。そうしたら、格段に

成績がよくなってきた。何でだろうということ

ですが、テレビ電話のときは、そのめいも、わ

からんというのをなかなか言いにくかったんだ

けれども、ユーチューブは何度も自分で繰り返

し繰り返し見られるということで、本当にわ

かったらしいんですね。

これはなかなかおもしろいではないかという

ことで、アメリカで学校単位で大規模な実験を

やりましたところ、顕著な効果があらわれてき

たということであります。しかし、これは教育

には役立つわけでありますが、実際、収入があ

るわけではありません。そこで、篤志家ビル・

ゲイツが資本を出すということになったわけで

あります。相変わらずカーンアカデミーは全然

収入がない会社なんですね。

このメソッドの効果として、まず第１に、イ

ンターネットさえつながれば、誰でもどこでも

無料で学べるということであります。要する

に、端末機があればいいということです。第２

に、わからなければ何度も何度も繰り返し理解

できるまで見られるということであります。第

３に、それぞれの理解に応じて進めていけると

いうことであります。第４に、１つの講座で大

体15分ぐらいなのでありますが、このぐらいの

時間だったら子供が集中して見られるというこ

とであります。

アメリカのある学校では、これを利用して授

業を進めております。次に進むときに、先生が

生徒に、まずこれから進むところを自宅でユー

チューブで見てきなさいと言うそうです。そし

て、次の日、学校に来たとき、それを今度は復

習するということでやっているそうでありま

す。今までは、学んだことを復習させるために

宿題を出していましたでしょう。それが全く逆

なんですね。目からうろこというのはこのこと

でありますが、既に2012年時点でこの講座

は3,000を超えています。月々600万人以上が受

講し、１億4,000万回以上視聴されており、この

数は年４倍の割合でふえているそうでありま

す。

今までの教育のやり方はプロセイン方式とも

言うべきもので、そのときの教育者たちが目標

にしたものは、できる限り優秀な生徒を育てる

ことでは必ずしもなく、ほどほど知識のある、

聞き分けがよくて標準的な市民、労働者をつく

り出すことでありました。そのため、生徒が何

を学べるかではなく、最低限何を学ぶべきかが

重視されていたそうであります。

今や、このカーンアカデミーは燎原の火のご

とく広がっております。教育方法のイノベー

ションとも言うべきもののような気がいたしま

す。清山議員も取り上げておりましたが、知識

詰め込み教育から考える教育へと、今、シフト

しつつあると思います。国のほうで考えている

アクティブラーニングもその一例であります。

カーンアカデミーでは、まず自宅でユーチュー

ブで知識を習得して、次の日、学校でみんなで

それについて話し合う、そういう方法もとられ

ているそうであります。教育長はこれについて

どうお考えか、具体的に教育に取り入れてみる

ための実験でもしてみてはいかがかと思ってお

るんですが、お考えをお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） カーンアカデミーで
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すが、私も複数の教材を実際にネットを通して

見てみました。先ほど御指摘もありましたが、

これまでにない斬新な教材であるというふうに

思います。具体的にこんなことを感じまし

た。15分程度という短い動画ですが、この時間

だったら、子供でも集中して見ることができ

る。子供が予習で動画を見ていれば、学校の授

業で復習、質問等ができる。それから、必要な

部分を選んで何度でも自分のペースで、わかる

まで繰り返しで学習できる。ネットを通して確

認テストがあり、知識の確実な定着が期待でき

ることなど、さまざまなすぐれた特性を持つ教

材であると感じました。

実は、県の教育委員会でも同様の狙いを持っ

て、「ひむか学」というふるさと学習の動画等

をインターネットを通じて配信しております

が、カーンアカデミーは、もっとより創造的な

取り組みでありまして、これからの教育を考え

る上で大切な視点でもあり、大変参考になるも

のであると考えております。カーンアカデミー

は英語が中心ですが、日本語訳も少し出てきて

おりますので、日本語による配信の動きを注視

しながら、本県教育の活性化に生かすことがで

きないか、研究してまいりたいと考えておりま

す。

○井本英雄議員 ありがとうございます。

今、地方創生の案が国から求められておりま

すが、恐らく全国からいろんな案が出てきてい

るんだろうと思います。私は具体的に見ていま

せんが、１次、２次、３次産業をつなげたよう

なもの、いわゆる６次産業化に似たようなもの

が全国から出てきているのではないかと思うん

です。しかし、国は異次元の政策を持ってきて

ほしいと言っていますね。だったら、どうで

しょうか、知事、カーンアカデミーを地方創生

の宮崎県案に組み入れてみたらどうかなという

提案であります。カーンアカデミーの日本語版

はまだ完成されておりません。この辺を他県に

先んじて取り入れてみたらいかがかなと思う次

第でありますが、教育は国家百年の計でありま

す。知事も人材育成に力を入れたいとかねがね

言っております。知事の御見解をお聞かせくだ

さい。

○知事（河野俊嗣君） カーンアカデミーであ

りますが、インターネットというものが情報を

発信し共有する手軽さ、迅速さ、低コスト、そ

ういう特質、また動画の発信力、アピール力、

そういったものを活用した取り組みでありまし

て、これまでの学び方の発想を大きく打ち破る

斬新な取り組み、まさにイノベーションであろ

うかと考えておるところでございます。

地方創生の実現に向けて、独自性のある県づ

くりを進めていくためには、アンテナを高く

持って、このようなさまざまな新たな潮流、イ

ノベーションに積極的に挑む気概が必要だろう

と考えております。教育委員会と連携しなが

ら、カーンアカデミーを初めとするＩＣＴを活

用した新たな取り組みなどにつきまして、その

動きを注視しながら、本県の教育を力強く進め

てまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございます。

それでは、４年間の総括質問ということで取

り上げてみました。

まず最初に、ワークシェアリングの件です。

文明が発達すればするほど機械化が進むんです

ね。ＩＴ化とか機械化する。そうすると、当然

のことながら、人間がやる仕事というのは少な

くなってくる。恐らく最終的な理想の世界は、

人間は何もせんで機械が全部生産するという世

界になるだろうと私は思うんです。それがどの
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くらい先かわかりませんが、いずれにしても、

文明が進めば進むほど、人間がする仕事は少な

くなってくるのではないか。そのときに考えら

れるのは、やっぱり仕事をお互いに分け合うと

いうことが大切ではないか。ヨーロッパの先進

国では既にワークシェアリングを取り入れてい

るところが何カ国もあるんです。日本は、みん

なで分かち合うという思想が発達しているわけ

ですから、私は、ワークシェアリングをもっと

取り入れてしかるべきではないかなと思ってい

るわけでありますが、これはやっぱり官庁が最

初に先鞭をつけて見せなきゃ、みんなついてこ

ないんじゃないかと思うわけであります。オラ

ンダなんかは、２人で1.5人分働くんだというん

ですね。ですから、２人で1.5人分、４人集まっ

たら、要するに３人分ということで１人が余る

わけです。１人分仕事が出てくるということで

す。そういう発想は、もうぼちぼち日本にも

あっていいんじゃないのかなと思うわけであり

ますが、総務部長、御見解をお願いします。

○総務部長（成合 修君） 議員の御質問にも

ありましたように、仕事に対する価値観やライ

フスタイルが変化する中で、ワークシェアリン

グは、雇用の維持・創出に加えまして、一人一

人が少しでも豊かな生活を送るという観点から

も有効な手段の一つであると認識しているとこ

ろでございます。

そのような中で、県におきましては、次世代

育成支援、いわゆる子育て支援の観点から、育

児休業等の代替職員の配置や職員の時間外勤務

の縮減に取り組んでおります。また、県民の皆

様との連携・協働の観点から、指定管理者制度

を初めとするアウトソーシングにつきまして

も、積極的に推進してきたところであります。

議員の御指摘の県庁でのワークシェアリング

の導入につきましては、職員の勤務形態や公務

の特性などにおいて課題もあるところでござい

ますので、県が実施する仕事と家庭の両立など

の各種の取り組みを進める中で、さらに引き続

き研究してまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 次に、漁業の資源管理のあり

方について、ＩＱ方式を国に向けて提案すべき

ではないかということを質問いたしました。そ

の後、何か動きがあったのかどうか、農政水産

部長、お願いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 国では、平

成26年３月に設置した「資源管理のあり方検討

会」において、今後の資源管理推進方策を検討

し、７月末に報告がまとめられたところでござ

います。この報告の中で、御質問の漁船ごとに

漁獲量の割り当てを行う、いわゆるＩＱ方式に

ついて、「有効な管理方法であるものの、多種

多様な漁業が営まれる我が国においては、全て

の漁業での導入は現実的ではなく、特定の魚種

を選択的に漁獲でき、漁獲量のリアルタイムな

把握が可能な漁業に対して効果や問題点を検証

した上で、段階的に活用を図っていくことが望

ましい」とされたところであります。これを受

けまして、千葉県、茨城県沖を中心に操業する

まき網漁船の一部において、マサバを対象とし

て、本年10月からＩＱ方式が試験的に実施され

ている状況にあります。

○井本英雄議員 ありがとうございます。

次に、公共事業における設計ＶＥの取り組み

状況について、県土整備部長、よろしくお願い

します。

○県土整備部長（大田原宣治君） ＶＥとは、

製品やサービスの機能を低下することなく、コ

スト縮減等を実現するための手法でございまし

て、県では、公共事業で最もコスト縮減効果が
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高い設計段階、いわゆる設計ＶＥに取り組んで

いるところであります。

設計ＶＥにつきましては、平成16年度から、

県や市町村の職員を対象に毎年、研修等を実施

しておりまして、これまでに600人を超える職員

が参加し、コスト縮減の意識が浸透してきてい

るものと考えております。また、県土整備部で

はこれまで、トンネルや橋梁などを含む大規模

な事業を対象として８件の設計ＶＥを実施して

きておりまして、道路ルートや構造の見直し等

により、一定のコスト縮減が図られたところで

あります。県といたしましては、今後とも、公

共工事のコスト縮減に取り組み、一層の効率的

な事業の推進に努めてまいりたいと考えており

ます。

○井本英雄議員 次に、県道浦城東海線の浦城

工区の進捗状況について、県土整備部長にお聞

きいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県道浦城東

海線の浦城工区の整備につきましては、道路幅

員が狭く、通学路でありますことから、歩行者

等の安全を確保するため、国道388号に接続する

飛川橋から東側約700メートル区間の整備を進め

ているところです。現在、飛川橋の橋梁下部工

事に着手したところでありまして、今後とも引

き続き、地元の御協力をいただきながら、早期

整備に努めてまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 同じく県土整備部長に、県道

稲葉崎平原線の南延岡駅付近における渋滞対策

の進捗状況についてお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県道稲葉崎

平原線は、延岡市の主要な都市計画道路であり

まして、南延岡駅付近の渋滞対策につきまして

は、これまで市とも連携を図りながら、検討を

進めてまいりました。その結果、旭化成柔道場

前から南延岡駅前を経由し平原町２丁目交差点

に至ります、延長約1,400メートルの区間につき

まして、現在の２車線から４車線の道路として

整備することが最も有効な対策であると判断し

たところです。このため、今月10日に、関連す

る道路も含めました都市計画の変更を行ったと

ころでありまして、今後、事業化に向けて取り

組んでまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 同じく県土整備部長に、祝子

川河川改修の進捗状況についてお伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 祝子川の河

川改修につきましては、祝子橋から桑平地区ま

での9.3キロメートル区間において、平成17年度

から事業に着手しまして、昨年度までに佐野地

区や大野地区において、堤防や護岸等の整備を

行い、治水安全度の向上を図ってきたところで

す。今年度は、鹿狩瀬地区におきまして橋梁工

事を実施しており、桑平地区では、地元の協力

のもと、困難と思われました共有地の用地取得

が完了しましたことから、年内には堤防整備に

着手することとしております。今後とも、地元

の皆様の御協力をいただきながら、早期整備に

努めてまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございます。

県立病院の事務局長についてはプロパー職員

化もしくは在職期間を長期化することが経営改

善や病院運営に資すると思うがどうかという質

問をしましたが、病院局長、お願いします。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立病院の事務局

長は、事務方のトップとして病院全体の組織マ

ネジメントや調整能力、総合的な判断力が求め

られておりまして、従来から知事部局との調整

のもとで、病院事業経験者や経営感覚に富む人

材を配置しているところでございます。

一方、病院局では現在、経営形態見直しの検
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討を行っているところでございますが、その中

では、どのように病院経営にふさわしい人材を

確保していくのかも重要な検討要素となってい

るところでございます。このため、医療現場の

円滑な運営や診療報酬制度等を的確に踏まえた

病院経営を行っていくための職員体制のあり方

についても議論を行っているところでございま

して、御指摘のありました病院事務局長の在職

期間の長期化、あるいはプロパー化も含め、引

き続き検討を進めていきたいと考えておりま

す。

○井本英雄議員 ありがとうございます。

それでは、延岡しろやま支援学校の件です

が、できてから３年たちました。その目的とし

たものがあったと思うんですが、それはその後

うまく達成されたのかどうか、その辺のところ

をお聞かせ願いたいと思います。教育長、お願

いします。

○教育長（飛田 洋君） 延岡しろやま支援学

校は、「地域とともに子どもたちの自立する心

と力を育み、未来を拓く総合的な専門教育の実

現」を理念として、聴覚障がい、知的障がい、

肢体不自由を対象とした総合的な特別支援学校

として、平成24年度に開校いたしたところでご

ざいます。それぞれの障がいに高い専門性を持

つ職員が、子供たちの障がいに応じて適切な指

導を行うとともに、異なる障がいの子供たちが

ともに活動するなど、３校統合による効果が見

られているところであります。

また、理学療法士などの専門家が、子供の状

態に応じた支援を行うとともに、就職支援のた

めに配置された専門員の活動等により、就職率

が開校前、統合した３校合計で13.9％でありま

したが、２年後には13.9％から37.5％へと大き

く向上いたしております。さらに、乳幼児の子

育て相談等を行う専門の相談センターを併設し

ておりますが、相談に来校いただいた乳幼児の

保護者の方々に喜んでいただいているところで

あります。延岡しろやま支援学校は、地域の方

々の本当に温かい御支援をいただいて、現在、

開校設置理念の確固たる確立に向けて着実に歩

みを進めているところでございます。

○井本英雄議員 ありがとうございます。

最後に、知事の基本姿勢についてお聞きしま

すが、知事も４年間務められて、もうすぐ選挙

になります。知事はこの４年間で政治家として

何が一番大切だと―大切なものはたくさんあ

るでしょうけれども、１つだけ挙げるとすると

何なのか、知事、お伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど来より議論が

あったところでありますが、宮崎の持つ限りな

い可能性を大きく羽ばたかせ、豊かさを実感で

きる宮崎の未来を創造するための基本は、地域

を支え、経済社会活動を支える人の力であろう

かと考えております。人というものが、これま

でも築かれてきた、今の県民というものも宝で

あり、これからを担う子供たち、これも地域の

宝であろうと考えておるところでございます。

子育ての県民運動に取り組み、またさまざまな

産業分野の人材育成にも努めてきたところであ

ります。先ほどは、県庁組織の中での人材育成

という御議論もありました。今後とも、宮崎の

未来を築いていく人づくりに全力で取り組んで

まいりたい、そのように考えております。

○井本英雄議員 本当にいい答えをありがとう

ございました。

以上をもって私の質問は終わります。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。
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午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時45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、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） それでは、

一般質問を始めさせていただきます。今定例会

最後の質問となりました。やっと順番が回って

きたという感じです。平成26年大トリの一般質

問となります。気持ちよく年が越せるように、

歯切れのいい答弁を期待しております。

順次質問してまいります。なお、予定してお

りました出産難民の対応についてと木質バイオ

マス発電事業の展望につきましては、重複いた

しましたので、割愛させていただきます。

それでは、まず初めに、児童福祉の課題と将

来像についてお伺いします。

現在、さまざまな理由により親との生活がで

きない児童を預かる児童養護施設を取り巻く情

勢が、歴史的な転換期を迎えています。厚生労

働省の「児童養護施設等の社会的養護に関する

検討委員会」及び「社会保障審議会児童部会社

会的養護専門委員会」での検討を踏まえ、児童

福祉施設及び乳児院の小規模化及び家庭的養護

を推進する通達が出され、今後15年間で本体施

設を全て小規模ケアにし、グループホームケア

と里親及びファミリーホームによる地域分散化

を図り、地域支援を拡大させていくという具体

的方針が打ち出されました。現在、日本におけ

る社会的養護の必要な児童の約９割は施設に入

所しており、１割が里親とファミリーホームで

生活しています。この現状を、今後、本体施設

入所をおおむね３割まで減らし、グループホー

ムを３割、そして、里親、ファミリーホームを

それぞれ３割までふやし、可能な限り家庭的な

環境において安定した人間関係のもとで育てる

ことを目指すといった画期的な方針が打ち出さ

れています。わけあって施設に預けられた子供

たちが、親元には帰れないまでも、家庭的な環

境で生活できることは、健全な心身の発育に良

好な結果をもたらすことは明らかで、今回出さ

れました厚生労働省通達は、児童養護施設入所

児の将来を明るく照らす政策であります。

しかし、私は、この国の政策転換には全く期

待しておりません。国は、今までも福祉分野の

改革に際し、大きな看板を掲げてきましたが、

その都度、現場は期待を裏切られ、振り回され

てきました。2000年に導入された介護保険制度

においては、施設型福祉から在宅型福祉への転

換を打ち上げましたが、10年以上がたった今で

も高齢者施設への待機者は増加の一途で、保険

料や消費税は上がるものの、在宅福祉の拡充は

遅々として進んでおりません。また、2005年に

導入された障害者自立支援法は、障がい者の社

会参加を促すどころか、弱い立場にある方々に

まで１割負担の利用料を強いることにより、そ

れまで施設入所されていた方々が入所費用の支

払いが困難となったり、職業訓練センターに通

われていた方々が訓練を断念せざるを得ない問

題が続出し、まさに障がい者を自立させない制

度となっております。

今回の児童養護事業の方針転換も、外面は理

想的ですが、内容が現場の状況に即しているも

のとなるのか、財政的裏づけはどれほどの程度

のものになるのか、何より、子供たちや関係者

のストレスを増大させるだけになりはしないか

と、不安は拭えません。本県は、孤児の父と言

われる石井十次のふるさとでもあります。国の



- 249 -

平成26年11月25日(火)

方針が出された今、全国に先駆けた事業展開を

実施し、国を牽引する気概を持ってこの転換期

に臨むことが、十次の精神を受け継ぐ我々の責

務であると考えます。

そこでまず、県内の社会的養護を必要とする

子供たちを取り巻く情勢がどうなっているの

か。例えば、児童相談所における相談件数や施

設入所児童数の推移、そして主な施設入所理由

について、まず福祉保健部長にお伺いをいたし

ます。

以下の質問は、質問者席より行います。（拍

手）〔降壇〕

○福祉保健部長（佐藤健司君）〔登壇〕 お答

えいたします。

児童の社会的養護についてであります。県内

の社会的養護を必要とする児童の状況につい

て、児童相談所の相談件数で見てみますと、親

の病気や児童虐待などにより、家庭での養育が

困難な児童に関する養護相談については、平

成24年度が825件、25年度が933件と、108件増加

をいたしております。また、県内には、児童養

護施設が９施設、定員６名の地域小規模児童養

護施設が３施設、乳児院が１施設設置されてお

り、平成26年11月１日現在の入所児童数は、児

童養護施設及び地域小規模児童養護施設を合わ

せた数字で393名、乳児院に28名となっておりま

す。入所理由といたしましては、親などからの

虐待によるものが最も多く、以下、家庭の経済

的困窮や離婚、親の病気や死亡、行方不明など

となっております。以上であります。〔降壇〕

○図師博規議員 ただいまの御答弁で、児童相

談所の相談件数は増加、また虐待に関する相談

も増加しているという状況が示されました。ま

た、あわせて入所理由についても、以前は貧困

が多かった状況があるんですが、現在は虐待に

移行しているという内容が示されました。

それでは、その児童を可能な限り家庭的な環

境において育てるという国の方針―小規模化

し、また地域に分散して、今まで住みなれた地

域で暮らしを続けてもらう、そのような計画を

今後県は立てなくてはいけません。今後、前期

の５年、中期の５年、後期の５年に区分した数

値目標を設定し、現在機能している各児童養護

施設と連携をしながら、里親や保育士などの専

門職の計画的人材育成も求められています。来

年度からこの改革は動き出さなくてはいけませ

ん。現在、その準備がどこまで進んでいるの

か、計画の策定状況について、再度、福祉保健

部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 国は、社会的

養護を必要とする児童をより家庭的な環境で養

育するため、里親委託の推進や、児童養護施設

などの小規模化、地域分散化などの家庭的養護

の推進に取り組む方針を示しております。これ

を受けまして、県におきましては、児童養護施

設の設置が地域によって偏っているなどの本県

の実情を踏まえた家庭的養護のあり方につい

て、現在、児童養護施設や県社会福祉協議会な

どの関係機関から広く意見をいただき、検討を

行っているところであります。

○図師博規議員 先日も各地域の児童養護施設

を回らせていただきまして、どういう計画の策

定状況になっていますか、県との連携はうまく

とれていますかという話を聞かせていただきま

した。協議はしておりますが、５年ごとの数値

目標を立てるにはまだ至っておりません。それ

に対する国からの予算の規模なども示されてい

ないがゆえに、計画の立てようがないんだとい

うようなお声も聞いてきました。県は、率先し

て国との情報交換をした上で、現場が動きやす
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い計画を早期につくっていただくことを求めま

す。

では次に、今回の児童養護施設運営の方針転

換は、家庭的な地域支援を目指すものですが、

子供が、本当の家で本当の親元で生活したい、

親元へ帰りたいと願う気持ちは当然です。しか

し、子供が暮らしている環境に問題があり、そ

の環境の改善なしに家に帰されることにより、

再び社会的養護が必要になるケースや、施設利

用以前よりも危険な状況に追い込まれてしまう

子供も少なくはありません。ゆえに、親への、

保護者への精神的・経済的支援とともに、受け

皿となる地域社会全体へ働きかけるコミュニ

ティーワークが必要不可欠です。社会的養護さ

れた児童の家庭復帰に向けた保護者支援の取り

組み、また、地域支援をしていくための地域へ

の働きかけなどの取り組みが今行われているの

であれば、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 入所児童の家

庭復帰については、親子関係の再構築、あるい

は家庭復帰後の虐待の再発防止などに向けた保

護者への支援が重要でございます。このため、

県といたしましては、児童相談所において、個

々の家庭の実情に応じて作成する援助指針に基

づき、保護者に対し、継続的な面談による問題

解決のための助言や、適切な養育方法の指導を

行うとともに、必要な場合は、医師や心理士に

よるカウンセリングを実施するなどの支援を

行っております。また、児童養護施設におきま

しては、保護者への支援を行う家庭支援専門相

談員が配置され、児童相談所と連携して、保護

者に対し、早期の家庭復帰のための面談や一時

帰省などの相談援助を行っております。家庭復

帰後におきましても、必要に応じ、児童相談所

や施設の職員による家庭訪問など、継続的な支

援を行っております。

○図師博規議員 今、御答弁にありました家庭

支援専門相談員が配置されており、ファミリー

カウンセリング等を行われているという現場も

見てきました。ただ、専従者がやはり少ないん

ですね。ですから、今後、里親さんへのカウン

セリングも含めて、専門職の増員というのは必

要不可欠だと考えます。

それでは、もう一度、児童養護事業に関して

伺います。さきにも述べましたように、今後、

児童養護施設は平均的に地域に分散し、住みな

れた地域での支援を中心とすることが示されて

いますが、現在、県内の施設所在地には偏りが

あり、遠方の施設への入所を余儀なくされ、入

所後、保護者との面会や地域とのつながりが断

絶されてしまう子供もいます。特に、小林、え

びの、西諸県の県西地域には、乳児院や児童養

護施設は１カ所もなく、施設入所時の状況に

よっては県北施設への入所があり、均衡ある児

童福祉事業推進のためにも、この施設偏在の解

消策を講じる必要があると考えます。今後の施

設整備に関する取り組みについて、福祉保健部

長の見解をお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 小林、えびの

などの西諸地域におきましては、児童養護施設

が設置されていないことから、県に対し、整備

について要望をいただいているところでありま

す。県としましては、児童養護施設などの小規

模化や地域分散化を検討する中で、西諸地域へ

の整備の必要性について判断をしてまいりたい

と考えております。

○図師博規議員 県西地区への児童養護施設整

備については、財政当局も格段の配慮をいただ

きまして、来年度以降、速やかに整備が進むこ

とを求めるところであります。



- 251 -

平成26年11月25日(火)

それでは、次の質問に移らせていただきま

す。次は、高齢者介護の質と安全性の確保につ

いて、再び、福祉保健部長にお伺いします。

在宅での家族の介護の負担を軽減するため

に、昼間だけ高齢者を預かり、食事や入浴、レ

クリエーションなどを実施する介護サービス

が、デイサービスです。現在、このデイサービ

ス、県内でも500カ所を超えるところで事業が実

施されています。このデイサービスにおいて近

年異変が起きています。昼間だけ介護サービス

を提供していたデイサービス事業所に、そのま

まお年寄りを泊まらせる「お泊まりデイサービ

ス」といった新手の介護サービスを提供する事

業所が、全国的に増加しているんです。このよ

うないびつな介護サービスが拡大しているとい

うことは、まさに介護保険制度が機能不全と

なっていて、そのあかしが今、現場に投影され

ているんです。行き場のない高齢者が、本来、

宿泊目的で設置されていないデイサービスにま

で追いやられているという実態があります。

このお泊まりデイサービスは、もちろん介護

保険適用外でありますし、１泊1,0 0 0円か

ら2,000円で宿泊させることに甘んじて、職員の

配置も各施設でばらばらで、スプリンクラーな

どの設置基準すらありません。それどころか、

宿泊のためのベッドがなくて、畳の上に雑魚寝

状態で寝かされて、一晩中おむつ交換すらない

お泊まりデイもあるとのことです。このような

劣悪な環境下で高齢者が宿泊されているという

実態が、県内の事業所で常習化していないの

か。このあたりが大変危惧されるところであり

ますが、福祉保健部としては、このお泊まりデ

イサービスの現状をどの程度把握されているの

でしょうか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいまお話

しの、デイサービスの設備を利用して介護保険

制度外の宿泊サービスを提供する、いわゆる

「お泊まりデイサービス」につきましては、法

律に届け出の義務は定められておりませんが、

県内の全ての通所介護事業所、総数565事業所に

対して調査を行いましたところ、29事業所で実

施されていることを確認いたしております。

○図師博規議員 今は届け出の義務もないし、

福祉保健部としても数しか把握できていないと

いうことでしたが、以前、私は、同じく介護保

険適用外である有料老人ホームの実態を質問で

取り上げ、県が介護現場を管理・指導するため

の業務指針が必要なんですよということを指摘

させてもらいました。そうしましたところ、速

やかに対応していただき、「宮崎県有料老人ホ

ーム設置運営指導指針」を策定していただきま

した。このお泊まりデイサービスにおいても、

介護の質と安全性を確保するために、県独自の

業務指針を示す必要があると考えますが、福祉

保健部長、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 現在、国にお

きまして、利用者保護の観点から、実施状況の

届け出を義務づけることや、利用定員、従業員

の配置数などを内容とした指針を示すことなど

が検討されております。県におきましては、今

後、国の指針や本県の利用実態を踏まえながら

指針を策定してまいりたいと考えております

が、お泊まりデイサービスについては、利用者

の尊厳の保持や安全性の確保に関して懸念され

る点もございますので、まずは全ての通所介護

事業所に対し、注意を喚起する文書を送付する

など、適切に対応してまいりたいと考えており

ます。

○図師博規議員 繰り返しになりますが、国を

待つ必要は全くありません。国の指針が出てか
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らでは、事故が起こる可能性も否めません。早

期の県独自の指導指針の策定を求めるものであ

ります。現在、29カ所がお泊まりデイを実施し

て、さらに増加傾向にあります。現場の、特に

そのサービスを受ける高齢者が問題に巻き込ま

れないように、速やかな対応をお願いしたいと

思います。

それでは、次の項目に移らせていただきま

す。精神障がい者への処遇改善について伺いま

す。

まず、今議会に上程されている県立宮崎病院

精神医療センターでの医療事故に係る損害賠償

に至った経緯について伺っていきます。平成21

年11月20日、当時47歳の男性が精神医療センタ

ーを受診し、統合失調症で医療保護入院となり

ました。翌日から、体幹部と両手足の身体的拘

束により隔離が始まりました。全身拘束という

ことです。それから５日間、食事以外は身体的

拘束が続き、その間、頻繁に睡眠鎮静剤が投与

され、入院６日目の午前４時55分に呼吸停止状

態で発見され、心肺蘇生のかいもなく、１時間

後に亡くなられました。この一連の経過の中、

現場において適切な判断と医療行為が行われて

いたのか、病院局長にお伺いいたします。

○病院局長（渡邊亮一君） 本件は、患者の状

況から、家族の同意による医療保護入院となっ

たものでございまして、県立宮崎病院精神医療

センターでは、「精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律」に従い、精神保健指定医である

医師の判断によりまして、適切な処置を行って

おります。また、患者への対応に関しまして

も、厚生労働大臣が定める基準に基づき、県立

宮崎病院精神医療センターで作成した診療及び

看護に関するマニュアルに沿って、医師による

１日に複数回の診察を行い、拘束理由の説明や

看護師による15分ごとの観察等の必要な措置を

行っておりまして、法に基づく適切な判断、対

応を行っていたところでございます。

○図師博規議員 御答弁では、「精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律」、いわゆる精神

保健福祉法ですが、この法律、もしくはマニュ

アルに基づいた適切な判断と対応が行われて

おったということです。では、なぜ1,000万円も

の損害賠償が発生しているのでしょうか。病院

側には全く問題がなかったと言えるのでしょう

か。また、47歳男性の死因は突然死とされてい

るようですが、亡くなられた後の解剖によって

明らかとなった死因は何だったのでしょうか、

再度、病院局長にお伺いします。

○病院局長（渡邊亮一君） 今回の裁判では、

経過観察が適切に行われていたかが争点となっ

ておりましたが、看護記録やカルテは保存され

ているものの、死亡当日の観察記録や呼吸心拍

のデータが保存されていなかったことが、裁判

所が和解勧告を行った大きな要因と考えており

ます。病院局としましては、精神保健指定医で

ある医師の判断のもと、適切な処置を行い、経

過観察等についても適正に対応していたと考え

ておりますが、それを明確に証明するデータ等

の証拠がなく、立証が困難であったため、この

和解勧告に従ったものでございます。また、死

因につきましては、担当医師は、急性心不全に

よる突然死の可能性が高いと判断し、解剖によ

る死因の特定までは行っていないところでござ

います。

○図師博規議員 亡くなられた日の看護師によ

る15分置きの観察記録がなくなっている。さら

に、呼吸心拍をデータでとるモニター、そのモ

ニター記録も消失している。そういう重大な失

態がありながら、家族の理解を得るための死因
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を特定する作業も行われていない。この一連の

流れは、単なる医療事故として見過ごすことは

できず、果たして患者の人権は正当に守られて

いたのかと、強い疑念を抱かざるを得ません。

この医療事故を受けて、どのような病院局とし

ての現場への指導をされたのか、また、このよ

うな事故が起こらないための新たな対策はどう

講じられているのか、再度、病院局長にお伺い

します。

○病院局長（渡邊亮一君） 病院局では、本件

を受けまして、改めて、医療の安全確保と診療

情報等の保全につきまして、全職員に周知徹底

するよう、各病院に通知したところでございま

す。各病院では、医療安全管理委員会や各種院

内会議におきまして、医療安全対策マニュアル

の徹底や診療データの保存等、医療事故対策に

ついて再確認したほか、院内研修などのあらゆ

る機会を通じまして職員意識の醸成を図ること

としております。病院局といたしましては、今

回の事例を教訓としながら、県民の方々が安心

して医療を受けられるよう、万全を期していき

たいと考えております。

○図師博規議員 今回の医療事故に至った経緯

の中で留意すべき点の一つに、病室における長

期間の行動制限の実態があります。特に、隔離

及び身体的拘束においては、患者自身の心身に

重大なストレスを負わせることから、その実施

に際しては、精神保健指定医などの判断のも

と、慎重かつ最低限度の実施が必要であること

は言うまでもなく、精神障がい者の人権擁護の

観点から、精神医療センターのみならず、県下

の精神科医療病院でその実施が適切に行われな

ければなりません。そして、その上で、福祉保

健部当局の厳正なる実地指導によって、このよ

うな事故が起こらないための、問題点があれば

速やかに指摘し改善させるというような体制が

とられなくてはいけないんです。その体制をと

ることが精神保健福祉法上も義務づけられてい

ます。現在、この実地指導をする体制がどのよ

うに整えられているのでしょうか、福祉保健部

長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 精神科病院に

対しましては、「精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律」に基づき、病院を管轄する保健

所及び県が同行を依頼する精神保健指定医が、

年１回立ち入り、実地指導を行っております。

お尋ねの隔離や身体的拘束という行動制限につ

いては、院内で治療に当たる精神保健指定医の

判断のもと、国の基準に基づき、適切に実施さ

れる必要があることから、実地指導における重

点指導事項としております。具体的には、その

行動制限が基準を遵守し、適切に行われている

かについて、診療録などの書類審査や、入院患

者の診察、関係者からの聞き取り、拘束の開始

日・内容などを記載した台帳の確認などにより

実態を把握し、必要な指導を行っております。

○図師博規議員 それでは、県立宮崎病院の精

神医療センターで起こった事故に関して、福祉

保健部からどのような実地指導が行われたの

か、そのあたりをまたお聞きしていきたいとこ

ろなんですが、個別のケースにもなりますの

で、後の質問は常任委員会のほうでまたさせて

いただければと思います。

では、今、実地指導の体制がとられていると

いう話でしたが、実際の精神科病院で行われて

いる隔離及び身体的拘束の行動制限に限定した

内容で、病院側に改善を求めた、もしくは早急

にその処遇を見直しなさいというふうに指導さ

れた件数がどれくらいあるのか、福祉保健部長

にお伺いします。
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○福祉保健部長（佐藤健司君） 患者の隔離と

身体的拘束について、改善を指導した件数であ

りますが、平成23年度は14件、24年度では11

件、25年度では13件であります。

○図師博規議員 件数だけの報告でありました

が、その主な内容、例えば指導内容でどこをど

う改善しなさいとか、どういうところが不備で

したよとか、そういうものの指導内容について

も主なものを挙げてみてください。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 指導の主な内

容としましては、その多くが、診療録の記載内

容が不十分であったものや、台帳への記載漏

れ、台帳と診療録の整合性がないものなどであ

りますが、身体的拘束を行う場合においては、

必要に応じて１日幾度もの診察をすることとさ

れており、１日１回の診察にとどまっていたこ

となど、医師の診察回数などに対する指導も

行っております。

○図師博規議員 今の現場での指導内容が直接

患者の命を守ることにつながってまいります。

さらに厳正なる実地指導を行っていただきたい

ということを要望いたしまして、次の質問項目

に移らせていただきます。

県内ダムの洪水リスクについて伺ってまいり

ます。

近年の異常気象の影響により、河川が氾濫

し、近隣地域に甚大な被害が出る洪水が多発す

るようになっており、その原因の一つに、ダム

に堆積した土砂により本来の洪水調整機能が損

なわれているということが、今、全国的に問題

となっております。本県においても、2005年の

台風14号で、耳川にある山須原ダムの上流で70

戸が浸水するという被害が出ました。この山須

原ダムは発電ダムであり、管理者は九州電力で

す。この被害が出た際、九州電力は、堆積土砂

が直接的原因ではないとしながらも、河川管理

者である県当局はそれを覆して、ダムに流入し

た土砂の堆積が原因と認定したこの被害のこと

は記憶に新しいところです。

ダム建設においては、稼働後100年間でたまる

土砂の量を想定して設計するようになっている

ようですが、その想定をはるかに超えるスピー

ドで今、土砂はダムに堆積し続けています。そ

こで、県営ダムのうち、洪水調節機能を持つ多

目的ダム13カ所と発電ダム３カ所の堆積土砂の

状況がどうなっているのか、県土整備部長と企

業局長にお伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） ダムの堆砂

状況につきましては、毎年、貯水池内の測量を

行い、堆積した土砂の量を調査し、ダム建設時

に計画した堆砂量と比較を行いまして、堆砂の

割合を確認しております。県土整備部が管理し

ている13ダムの平成26年３月末現在の状況につ

きましては、堆砂の割合が100％を超えているダ

ムが７ダム、そのうち、渡川、綾北及び立花の

３ダムについては200％を超えておりますが、い

ずれのダムにおいても、堆積している土砂のほ

とんどは、貯水池の下といいますか、底の部分

にありますので、洪水調節機能は十分備わって

いると考えております。

○企業局長（四本 孝君） 企業局が管理して

いる発電ダムは３ダムありますが、県土整備部

が管理するダムと同様に、毎年、貯水池内の測

量によりまして堆砂状況を確認しております。

平成26年３月末現在の堆砂状況につきまして

は、堆砂の割合が100％を超えているダムは２ダ

ムあり、そのうち西都市の寒川ダムについて

は、200％を超えているところであります。

○図師博規議員 土砂の堆積率が100％を超えて

いるダムが９カ所、200％を超えているダムが４
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カ所あるという御答弁でした。ただ、今の御答

弁内容にもありましたが、堆砂容量が10 0

％、200％を超えているからといって、ダムが全

体土砂で埋め尽くされているというものではな

く、あくまでも建設当初の堆砂見込みの量を超

えていると。それはあくまでも貯水池の底の量

の数値であるというように理解はできます。そ

れでも、堆積土砂がふえればふえるほどダムの

貯水容量が減っていくことは明らかでありま

す。ですから、いつまでも放置できるというも

のではないということですね。進行している堆

積土砂による洪水リスクを軽減するための対策

としてどのような施策を考えていらっしゃるの

か、両部局長にお伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 堆砂の割合

が200％を超えているダムのうち、渡川ダムにつ

きましては、貯水池周辺の地質が脆弱であるた

め、建設後、徐々に土砂が堆積していました

が、平成17年の台風14号により大量の土砂が流

入し、洪水調節機能の低下が懸念されました。

このため、平成17年度以降、継続的に土砂の除

去を行っているところであり、さらに、洪水の

前にはダムの水位を下げまして、洪水に備え万

全を期しているところでございます。

○企業局長（四本 孝君） 堆砂の割合が200％

を超えている寒川ダムでございますが、これは

発電専用ダムであり、洪水調節を目的としたも

のではありません。また、このダムに堆積して

いる土砂は、ほとんどが貯水池の底の部分にあ

りまして、上流域の川底は上がっておりませ

ん。このようなことから、このダムの堆砂によ

る治水上の支障はないと判断されますので、特

段の対応はとっていないところであります。

○図師博規議員 県内には、県営ダムのほかに

も、九州電力が管理する発電ダムがあります。

同じくこの堆積土砂問題は日に日に深刻化して

おります。小丸川にある川原ダムにおいては、

既に土砂が水面以上に堆積しており、中州のよ

うな、島のような形状にまで大きくなっていま

す。ダム上流部には石河内地区があり、河川周

辺に住む人々からは、少しの雨でも水面が家の

近くまで来ることに恐怖を感じているという声

も上がっています。県内の河川管理者である県

当局は、九州電力の管理するダムの堆積土砂の

状況をどの程度把握されているのか、また洪水

リスクを軽減するために九州電力にはどのよう

な対応を求めているのか、再度、県土整備部長

にお伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 発電ダムの

管理者は、堆砂量や堆砂箇所などの状況につき

まして、毎年、河川管理者であります国や県へ

の報告が義務づけられております。県といたし

ましては、その状況を確認し、治水上支障のお

それがある場合は、ダム管理者に対しまして、

堆積土砂の除去等の対応を要請することとして

おり、これまでも耳川や一ツ瀬川におきまし

て、九州電力にダムの堆積土砂の除去を行って

いただいております。また、山須原ダムや西郷

ダムでは、洪水時に流入してくる土砂を下流に

流すための大規模な改造工事にも取り組んでい

ただいているところであります。

○図師博規議員 近年、想定外の大規模な洪水

災害も起きております。今後も九電のほうとは

連携をとり、住民の安全確保に努めていただき

たい。

それでは次に、図書館行政についてお伺いし

ます。

この項目に関しましては、６月の一般質問で

も取り上げましたし、重松議員や渡辺議員も取

り上げられており、図書館行政が今、縮小して
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いることに警鐘を鳴らし続けているんです。特

に、今年度、県の図書資料費が大幅に削減され

たことは、図書館関係者のみならず、教育関係

者など多くの県民の落胆を招いています。今年

度の図書資料費は2,800万円で、前年度比35％減

となっており、ちなみに宮崎市の図書資料費

の3,300万円をも下回っており、本県より財政規

模の小さい鳥取県が１億200万円もの予算を確保

していることと比較すると、いかに本県の図書

館行政が停滞、後退しているかは、この数字だ

けでも一目瞭然です。

９月議会において、教育長は、この現状に

至った理由として、県立図書館のシステム改修

などに費用を要したため、図書館予算を削らざ

るを得なかったと。また今後、この図書資料費

の回復を含め、県立図書館を、県内市町村図書

館のフロントランナーとしてその機能を拡充さ

せていくという前向きな答弁もされているとこ

ろです。そこでまず、図書館行政の現状と課題

をどう認識されているのか、教育長にお伺いし

ます。

○教育長（飛田 洋君） 県立図書館は、県民

の課題解決を支援する施設、言うならば、課題

解決の知恵にいざなうような「知の拠点」とな

る中核施設と言えると思います。また、県内市

町村の図書館のフロントランナーという役割

と、もう一方では、伴走者というような役割や

使命も担っていると考えております。このため

本年度は、読書活動推進のために、著名人を招

いたフォーラムを開催したり、県内の図書館職

員の資質向上を図るために研修を実施したりす

るなど、これまでにないような新しい取り組み

も行いながら、県民の皆様に対し、質の高いサ

ービスの提供に努めているところでございま

す。課題であります資料の整備はもとより、県

立図書館と市町村立図書館とが共同して、県民

の皆様にサービスを提供することが大切であ

り、県民の皆様に本を届ける物流システムや、

適切な情報を提供するレファレンス機能の充実

などの改善を図りながら、本県の人づくりと地

域づくりに貢献できるよう、より積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

○図師博規議員 積極的に取り組むと意欲を示

していただきました。しかし、現在、県立図書

館の蔵書数は、全国堂々の42位です。蔵書が少

ないがゆえに、県立図書館から市町村図書館へ

の図書貸出数を全国と比較してみても、これ

も41位です。本来、県立図書館が担うべき「図

書館の図書館」としての機能が果たせていない

と言っても過言ではない状況です。佐賀県で

は、県内の全図書館を一つのビッグライブラリ

ーと位置づけ、図書館同士の物流体制管理と、

本を移動させる際にかかる費用を一手に県立図

書館が請け負い、早くても１週間、遅いときは

２カ月かかっていた本の物流の速度を、最長で

も４日しかかけないというところまでのシステ

ムを構築して、そのまとめ役として県立図書館

が機能を発揮しています。本県において、本が

少ないなら少ないなりに、図書資料物流に関し

てどのような対策をとられているのか、教育長

に再度お伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 県立図書館の役割と

して、県立図書館の蔵書はもちろんですが、

今、御提案がありましたように、市町村立図書

館など県内各図書館の蔵書もあわせて、県民の

皆様のために有効活用を図っていくことは大変

重要なことであると考えております。現在、県

立図書館では、移動図書館車「やまびこ号」

が、市町村立図書館や僻地の学校などへ定期的

に本をお届けいたしております。また、県立図
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書館の蔵書を、地元の市町村立図書館等を通じ

て、県民の皆様が借りたりすることができる取

り組みを実施いたしております。さらなる利便

性の向上のために、市町村立図書館相互の蔵書

の貸し借りや、県民から求められた資料をいち

早く届ける物流システムについて、他県の取り

組みを参考にしながらよりよいものにするよう

に、県民の図書館として、広く県民の皆さんが

貸し出しサービスを受けることができるための

効率的な手法などについてしっかり検討してい

きたいと考えております。

○図師博規議員 移動図書館車「やまびこ号」

の活躍は私も存じております。ただ、中山間地

の学校に図書を届ける、片道４時間、往復８時

間、滞在時間１時間、２時間というような実態

もあるようです。それよりも、効率的な物流の

システムの再構築を期待しております。

それでは、続きまして知事にお伺いします

が、県は、読書活動推進のため、読書フォーラ

ムを開催したり、図書館職員の資質向上のため

の研修会をされているなど、その内容は評価す

るものです。さらに、９月30日には、図書館関

係者との「ふれあいフォーラム」を開いていた

だいております。その場で直接声を聞かれた内

容もあるかと思われますし、11月９日には、片

山善博元鳥取県知事を招いた読書フォーラムに

おいて、片山元知事との意見交換もされて、積

極的に情報収集をされているというその姿勢は

うかがい知れます。では、知事は、それらの内

容を踏まえて、今の図書館行政をどう捉えてい

らっしゃるのか、そのあたり見解をお伺いしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 私は、本県の将来にわ

たる発展を担い、地域を支える多様な「人財づ

くり」というものを重点施策に掲げまして、将

来世代の育成に取り組んでいるところでありま

す。県立図書館というものが、県民の皆様への

情報提供や、県民それぞれが持っている課題解

決の支援を行うなど、「知の拠点」としまし

て、さまざまな分野の「人財づくり」におい

て、大変重要な役割を担っている施設であると

認識しておるところであります。そのような思

いもあり、伊藤一彦先生に、このたび名誉館長

にも就任をしていただいた。そういう中で、図

書館行政、これまでも「Ｌｉｖｅ！Ｌｉｂｒａ

ｒｙ」ですとかビジネス支援を含めて、いろん

な取り組みを進めているところであります。そ

の機能充実のために、市町村の図書館等との連

携についてさらに議論を深め、文化・芸術の高

揚や科学技術・産業の振興、人づくりや地域づ

くりなど、県勢の発展に貢献できる県立図書館

づくりにこれからも取り組んでまいりたい、そ

のように考えております。

○図師博規議員 知事は、来る知事選に臨むに

当たり、政策提案、マニフェストのようなもの

をつくられており、その中で、公立図書館と学

校図書館の連携を深め、日本一の読書県を目指

すと、どでかい方向性、看板を出されていま

す。本県の県立図書館の蔵書数は全国42位、市

町村立図書館への貸し出しは41位、さらに、専

任図書館司書数は43位、県民１人当たりの公立

図書館資料費、いわゆる県民１人当たりに幾ら

図書費を使っているか、これは42位なんです。

軒並み全国の最低水準にあるこれらの状況か

ら、どのように日本一まで引き上げていかれる

のか、また、何をもって日本一とされるのか、

そのあたりをぜひお伺いしたいと思います。

今、知事が掲げていらっしゃる目標の中に、100

万泊県民運動というものがあります。しかし、

残念ながら、これはどのように検証していいの
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か、我々がそれをどう後押ししていいのか、そ

れがなかなか見えない。ぼんやりとしたものに

なってしまっています。そうではなくて、読書

日本一というものを目指されるのであれば、何

をもってどう変えていくのかというところを知

事のお言葉で聞かせてください。

○知事（河野俊嗣君） 政策提案の中にもさま

ざまな日本一というものを掲げておりますし、

いろんなデータの中でも日本一はいろいろあろ

うかと思います。例えばキュウリの生産量が日

本一、これは数字の上で明確に出るものであろ

うかと思っております。全国和牛能力共進会で

の日本一は９部門中５部門、そういうトータル

での日本一というものがあろうかと思います。

ここにおける「日本一の読書県」というところ

は、実はそういう意味での具体的な数値なりラ

ンキングを捉まえて、具体的なイメージを持っ

て書いたものではございません。読書というも

のが、人が自立し、他者とかかわりながら豊か

な人生を生きていく上で欠くことのできない大

変重要なものである。「人財づくり」に力を入

れて取り組む中で、読書というものが大変重要

である。そのような思いの中での旗頭として、

「日本一の読書県」という表現を使わせていた

だいたところであります。もちろん、今、議員

から御指摘がありましたように、さまざまな指

標があろうかと思っております。そういった指

標をないがしろにするわけではありませんし、

それを全て日本一に引き上げるというのは現実

的ではないと考えておるところでございます

が、読書の重要性というものを改めて県全体で

捉まえて、もちろん県立図書館のあり方も重要

でありますし、それ以外の図書館との連携とい

うのも、図書館の中の図書館としての県立図書

館の大変重要な役割であろうかと思います。そ

ういったものを改めて点検し、検証することに

より、一定の目標も、いろんな形でこの政策を

具体化する上では掲げる必要があろうかと思い

ます。そのような読書に対する私の思いが込め

られた表現ということでここは捉えていただけ

ればと思っておるところでございます。具体的

には、ボランティアによる読み聞かせの普及で

ありますとか、学校における一斉読書の推進な

ど、さまざまな場面で子供が読書に親しむ取り

組みの充実に努めてまいりたいと考えておると

ころであります。

○図師博規議員 やはり日本一を目指すという

ことを県民に周知していくには、どこかで数字

が伴うような政策をつくっていく必要もあろう

かと思いますので、今の知事のお気持ちが形に

なる予算措置を大いに期待するところです。

知事は、図書館関係者とのフォーラムの中で

力強く言われているんです。予算の責任は全て

私にあると。指摘内容を重く受けとめ、図書資

料費を確保し、県立図書館機能を充実させると

明言されています。それは県民には伝わってい

ます。待っています。ぜひ、来る知事選後、２

期目の県政運営の際には、県立図書館、また図

書館行政の一層の拡充を期待いたしまして、私

の今回の一般質問を終わらせていただきます。

（拍手）

○福田作弥議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

○福田作弥議長 次に、今回提案されました議

案第１号から議案第42号までの各号議案を一括

議題といたします。

質疑の通告はありません。

◎ 議案第30号から議案第33号まで採決

平成26年11月25日(火)
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○福田作弥議長 ここで、教育委員会委員、収

用委員会委員及び同予備委員の任命の同意につ

いての議案第30号から第33号までの各号議案に

ついて、お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○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。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第30号から第33号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第29号まで及び第34号

から第42号まで並びに請願委員会付託

○福田作弥議長 ここで、議案第１号から第29

号まで及び第34号から第42号までの各号議案並

びに新規請願は、お手元に配付の付託表のとお

り、それぞれ関係の委員会に付託いたします。

ここで、議案第42号に係る委員会審査のた

め、暫時休憩いたします。

午後１時52分休憩

午後２時19分開議

◎ 総務政策常任委員長審査結果報告

○福田作弥議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

議案第42号を議題といたします。

ここで、総務政策常任委員長の審査結果報告

を求めます。総務政策常任委員会、松村悟郎委

員長。

○松村悟郎議員〔登壇〕 御報告いたします。

今回、当委員会に付託を受けました案件のう

ち、議案第42号「平成26年度宮崎県一般会計補

正予算（第５号）」についてであります。

これは、衆議院が解散されたことに伴い、

第47回衆議院議員総選挙及び第23回最高裁判所

裁判官国民審査を執行するための経費を措置す

るもので、８億1,200万円余の増額補正となって

おります。

この経費については、全額国庫支出金として

国から交付され、その内訳の主なものとして

は、投開票経費やポスター掲示場費などとして

市町村へ交付されるものであります。

審査の結果、全会一致で原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。〔降壇〕

○福田作弥議長 総務政策常任委員長の審査結

果報告は終わりました。

質疑及び討論の通告はありません。

◎ 議案第42号採決

○福田作弥議長 これより採決に入ります。

議案第42号についてお諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は委員長の報告のとおり可決されまし

た。
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あすからの日程をお知らせいたします。

あす26日から12月１日までは、常任委員会、

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、２日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時22分散会

平成26年11月25日(火)


