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◎ 一般質問

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、一般質問、人事案件の採決及

び議案・請願の委員会付託であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、中

野 明議員。

○中野 明議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。きょうが一般質問の最終日

であります。皆さんもお疲れかと思いますけ

ど、頑張ってください。私もちょっとぼおっと

していますけど。

私にとって最近の話題といえば、何といって

もアメリカの大統領選であります。あれだけ誹

謗中傷しながら、結局トランプ氏が勝利をいた

しました。そして、その後、トランプ氏を中傷

しておった人たちが、しゃあしゃあと閣僚に

入っていく。まあ日本と違うなと。そして私が

思ったのは、アメリカは選挙違反はないっちゃ

ろうかなと、そんなことも考えたところであり

ます。最終的に、私は、どこの国も、どこの国

民も、トップリーダーの決断と実行、変革・改

革を求めているのだなという感じを受けまし

た。そういう意味で、私も、宮崎県のトップリ

ーダーであります河野知事に、決断と実行、変

革と改革を期待しております。

そういうことで、日本の課題といえば、人口

減少、それに伴う社会保障問題、そして安全保

障問題、デフレからの脱却じゃないかと思って

おります。行政というのは、基本は税収確保で

あります。税収が増加しないと政策はなかなか

できないというのが現実であります。今、いか

にしてデフレから脱却するかということが大き

な課題であります。日本の経済も景気も７割、

８割ぐらいまで来ているんじゃないかなと思っ

ております。アベノミクス、人によっては、全

く失敗だと言う人がおりますけれども、私は、

点数をやれば70点か80点かなと思っておりま

す。もう一息、県民の消費マインドが上がらな

い、あるいは企業の設備投資が増加しないとい

うことであります。

そこで、知事に質問でありますけど、一般的

にこういう景気対策というのは、政府、日銀が

やるべきだというふうに思われがちであります

けど、私は、地方行政も一緒になって景気対策

の一翼を担うべきであると、そういうふうに

思っております。知事の考え方はどうか。そし

てまた、29年度の予算方針はどのようなこと

か、知事にお尋ねいたしまして、後は質問者席

でやります。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

国においては、成長戦略を初めとするアベノ

ミクスに取り組んでいるところであり、デフレ

からの脱却や一億総活躍社会の実現は、本県に

おいても極めて重要な課題であると認識してお

ります。このため本県でも、成長産業の一層の

振興等による経済の拡大を図るため、昨年９月

に策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」において、施策目標の第１に「しごとを興

す」を掲げているところであります。平成29年

度当初予算編成方針においては、「成長産業の

育成加速化と新たな産業づくり」を重点施策の

柱の一つに位置づけ、積極的に取り組んでいく

こととしているところでありまして、このよう

な地域経済の活性化に向けた取り組みが、我が

国全体の経済発展や景気の浮揚につながるもの

と考えているところであります。以上でありま

す。〔降壇〕

平成28年12月６日(火)
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○中野 明議員 今、確かに景気はよくなって

いると思っておるんです。そこで、私が言うよ

り行政の皆さんが言ったほうが信憑性があるか

なと思うので、今、国・県の経済数値はどのよ

うになっているのか、総合政策部長にお尋ねい

たします。

○総合政策部長（永山英也君） 景気や経済に

関する最近の指標につきまして、主なものを申

し上げますと、県内総生産は、平成25年度で約

３兆6,000億円となり、全国が５年間で約1.8％

の増に対し、本県は約4.1％増となっておりま

す。また、平成26年の製造品出荷額等は、約１

兆5,276億円と過去最高額となり、５年前と比較

して、全国が約5.5％増に対し、本県は16.4％の

増加となっております。所得面では、平成25年

度の１人当たり県民所得は、全国が約30 6

万5,000円に対し、本県は約240万7,000円であ

り、５年間の伸び率は全国よりも高くなってお

ります。一方で、所定内給与月額は、平成27年

で、全国は約30万4,000円に対し、本県は23

万8,000円であり、５年間の伸び率は全国よりも

低くなっております。雇用面では、全国的に有

効求人倍率が伸びる中、平成27年度で、全国

は1.23倍、本県は1.07倍となっておりますほ

か、ここ３年の本県の倒産件数は、40件前後と

低い水準で推移しております。

○中野 明議員 そのほかにおもしろい数字が

あるんですけど、失業率は３％、これはいい数

字であります。それから年間自殺者、18年ぶり

に２万5,000人割れをしたということも出ており

ます。それから、東京23区内路上生活者744名

で、過去最少という数字も出ております。そし

てまた、国税も平成24年と比較しますと、平

成27年が12兆円ふえております。県税も24年と

比較しますと122億円増と。景気がよくなればま

だまだふえるんじゃないか。ふえないと、借金

ばかりふえていい予算が組めないということに

なりますので、ぜひ、県も国と歩調を合わせた

景気対策をやってもらいたいと思います。

次に、平成29年度当初予算編成のポイントの

中の基本政策の重点施策とは、どのような観

点、目的で設定するのか、総合政策部長にお尋

ねいたします。

○総合政策部長（永山英也君） 重点施策は、

限られた財源の中で、社会経済情勢の変化に対

応しながら、県総合計画や地方創生総合戦略の

着実な推進を図るため、当初予算の編成に当た

り、重点的に取り組むテーマを設定するもので

ございます。

総合計画アクションプランの折り返しを迎え

ます平成29年度は、昨年の国勢調査の結果を踏

まえ、改めて、人口減少問題に真正面から向き

合い、将来を見据えて、今、手を打つべき施策

を着実に推進する未来志向の地方創生に取り組

むこととしたところであります。具体的には、

若者の県外流出の抑制や持続可能な中山間地域

の暮らしづくりなどを行います「人口減少対策

と中山間地域対策の強化」、世界農業遺産やユ

ネスコエコパークなどを生かした地域づくりや

文化・スポーツの振興などに取り組みます「世

界ブランドのみやざきづくりの推進」、そし

て、成長期待企業への集中支援や宮崎版ＤＭＯ

の展開などを行う「成長産業の育成加速化と新

たな産業づくり」としたところでございます。

○中野 明議員 その中で、ＤＭＯとか成長期

待企業という言葉が出ました。これは地域の人

たちに説明するのが難しいんですけど、これに

ついて説明をしてください、商工観光労働部

長。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） まず、Ｄ
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ＭＯにつきましては、地域の幅広い関係者等の

合意形成を図りつつ、観光客の動向等を把握し

ながら、マーケットインの視点による施策を実

施することで、持続可能な観光地域づくりを実

施するための推進組織でございます。本県で

は、これらに加え、特に、観光地域づくりを牽

引するリーダーの育成が重要でありますことか

ら、人材育成に重きを置いた宮崎版ＤＭＯとし

て取り組んでいるところでございます。

次に、成長期待企業についてでありますが、

産業基盤が脆弱な本県では、地域経済を牽引す

る中核企業の育成が大きな課題となっておりま

す。このため、売上高の大幅な増加など、今

後、大きな成長が見込まれる企業を成長期待企

業として認定し、産学金労官により創設された

企業成長促進プラットフォームにおいて、各機

関が一体となって集中支援を行うことにより、

将来の中核企業の育成につなげていくこととし

ております。

○中野 明議員 なかなか説明を聞いても難し

いですけど。それで、重点施策の中で、人口減

少対策と中山間地域対策の強化とあるんです。

私は、重点施策に挙げるのは、宮崎県の経済の

底上げにつながるような政策がいいんじゃない

かなと思っている。人口減少対策、これは今始

まった話じゃありませんし、持続して毎年毎年

やるような話でありますが、来年もまたこんな

のが挙がってくるのかなと思っております。

それともう一つ、世界ブランドのみやざきづ

くりというのがあります。私は、海外に出てい

くというのは大いに賛成なんです。ただ、世界

ブランドと言う前に、じゃ、宮崎県のブランド

はどうかという考えもあります。例えば、世界

ブランド、輸出を考えますと牛肉が主になるか

と思いますけど、今、全国で、27年で110億しか

出ていないんです。宮崎県が19億。国は平成30

年に250億円を目標にしております。まだこれは

全体から見れば微々たる数字です。これも一歩

一歩やらんといかん話であって、知事もイタリ

アに行かれましたけど―全体で2,000万ぐらい

費用がかかっている―一気にこれは進まんと

思いますよ、重点施策に挙げたところで。やっ

ぱりこんなのもどうかなと思うわけでありま

す。私は、いろいろ比較するとき、鹿児島県を

見るんですけど、鹿児島は、「「新しい力強い

鹿児島」の実現に向けた各種施策の推進」とい

うのが第１番目に来ております。そういうこと

で、もうちょっと今の経済を底上げするのが好

ましいんじゃないかなと思っております。

次に、新年度予算編成において、宮崎県は限

度額を設定しております。鹿児島を見ますと、

前年度当初予算同額（一般財源ベース）という

表記の仕方になっている。この違いはどういう

ことか、総務部長にお尋ねします。

○総務部長（桑山秀彦君） 御質問にありまし

たように、鹿児島県の平成29年度当初予算要求

基準を見ますと、要求限度額は、いずれの経費

も、所要額もしくは一般財源ベースで本年度当

初予算同額とされているところであります。

これに対して本県では、まず、公共事業費に

つきましては、財政改革推進計画にあわせて、

補助公共事業、県単公共事業ともに95％として

おりますが、最終的には、国の予算編成の状況

等を見きわめながら対応することとしておりま

す。具体的に平成28年度当初予算の例で申し上

げますと、編成作業の中で検討を行い、予算編

成方針で設定しておりました要求限度額を、補

助公共事業では100％まで引き上げ、さらに、補

助公共事業、県単公共事業ともに、特別枠を上

乗せして措置いたしましたので、最終的には100
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％を超える予算を措置しているところでござい

ます。また、その他一般行政経費につきまして

も、要求限度額を設定しておりますけれども、

この見直しによって捻出された財源について

は、その全額を新規・改善事業の財源として各

部局に配分しておりますので、実質的には100％

ということになります。

このようなことから、本県と鹿児島県の要求

限度額の設定につきましては、実質的にほぼ同

じであるというふうに考えております。

○中野 明議員 結果的には同じだということ

ですけど、最初の見た目はどっちが元気が出る

かなと。それから、我々議員は、選挙民にいろ

んな説明をする場合に、95％当初は減ですよと

いう言い方になるわけです。鹿児島のやつを見

ますと、当初予算は過去５年間を見ると前年

比100％、そういう指標。結果的には同じような

ことになっておりますけど、そういうことで、

もうちょっと工夫する余地があるのではないか

と思うんですけど、総務部長、どうですか。

○総務部長（桑山秀彦君） 予算編成方針の作

成に当たりましては、作成時点での経済情勢や

地方財政を取り巻く状況、国の予算編成の動

向、さらには、本県の財政状況や見通しを踏ま

えることが重要であると考えておりまして、来

年度の予算編成方針におきましても、要求限度

額設定の考え方やその率の見直しなどを行って

おります。今後の予算編成方針の作成におきま

しても、議員の御意見も踏まえながら、工夫す

べき点につきましては工夫してまいりたいと考

えております。

○中野 明議員 次に、政策評価であります。

私は、常任委員会でこういうのを見ると、本当

に悩ましい。何を判断していいのか、何を基準

にしていいのか、どうやって結果をつかむの

か。私は、この分については、労力だけかかっ

て、半分は無駄ではないかなと思っているんで

す。政策評価は見直すべきだと思いますけど。

○総合政策部長（永山英也君） 政策評価は、

総合計画アクションプランの「新しい『ゆたか

さ』展開プログラム」に掲げます８つの重点施

策について、それぞれ評価指標を定め、その達

成状況を評価しております。したがいまして、

御指摘のとおり、指標には、できる限り施策の

成果を端的に示すものを設定し、わかりやすく

していくことが必要であるというふうに思って

おります。評価指標の設定に当たりましては、

数値の把握が難しい場合など、課題もあります

ので、今後とも、各部局と問題認識をしっかり

と共有し、さらなる改善に努めていく必要があ

ると考えております。労力をかけて評価してお

りますので、しっかりとそれが県民にわかるよ

うに、それから、次の施策の展開に生かせるよ

うに、さまざまな工夫を重ねながら努めていき

たいと考えております。

○中野 明議員 これはやっている人たちが自

己満足しているだけですよ。本当にわからん。

例えば教育委員会、挨拶運動が出ているんで

す。目標85％、それでどうやって達成するか。

１回挨拶したら丸か、10回して丸か。こんなの

は100％ですよ、目標としては。たまたまの例で

すけど、これ、しっかり見直してください。悩

ましい。

次に、出張旅費の問題でありますけど、職員

はいろいろ出張する。出張すればするほど赤字

だという話があります。奥さんからは、何で赤

字まで出して出張するのという話がありますけ

ど、旅費200円、これはどういうことなのか、総

務部長。

○総務部長（桑山秀彦君） 旅費につきまして
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は、出張するために必要な経費を賄うものであ

りますけれども、実費支給の観点から現在の形

になっております。旅行雑費200円ということで

ありますが、出張中の諸雑費といたしまして、

携帯電話の通話料等を踏まえた設定としており

ます。これは、以前の制度に昼食代が含まれて

いたことへの批判を受けまして、見直しを行っ

たものであります。一方で、旅費事務が煩雑で

職員の負担感が増すようなことにならないよ

う、これまでも、不足する旅費を増額する場合

の手続の簡略化でありますとか、公用車出張の

場合に、旅行命令を効率的に作成できるような

見直しなどを行ってきております。今後とも、

公務上必要な経費は公費で賄うとともに、職員

の事務負担を軽減できるよう、旅費制度の簡素

合理化に努めてまいりたいと考えております。

○中野 明議員 九州管内を見ますと、200円の

ところは鹿児島県だけです。沖縄県が400円、大

分県が300円、熊本県が500円、佐賀県は100キロ

以内のところは1,100円、長崎県は出ていませ

ん、福岡、これも実費。これはやる気の問題だ

と思います。中には、課長から出張してくださ

いと依頼をせんと行かんというような状況もあ

りますから、これは低けりゃいいという問題

じゃないので、ぜひいろいろ検討してみてくだ

さい。

それから次に、本県の中小企業対策。

去年、ことしと、本県高校生の県内就職率が

ワーストワンという状況でした。いろいろ書か

れるけどなかなか結論が出ない。ただ、ワース

トワンになりますと、昔と一緒で、宮崎は就職

者の数、働き手が多いですよと宣伝になって企

業誘致になっておりました。このことは田口議

員に先取りされましたけど、これはどのような

対策を打っているか、商工観光労働部長にお尋

ねします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 本県の高

校生の県内就職率が低い要因としましては、都

会への憧れや希望する職種の有無、県外企業と

の給与の差などのほか、教職員や生徒等が地元

企業を十分知らないことや、企業側のアピール

不足も課題であると考えております。

このため県では、県内企業の魅力を高校生に

伝えるため、企業と高校のネットワーク強化

や、就職説明会、インターンシップなど、県内

企業の魅力に直接触れる機会の拡大に取り組ん

でいるところでございます。また、高校生に

とって魅力ある雇用の場を確保することが重要

でありますので、フードビジネスなどの成長産

業の振興や中核企業の育成など、産業振興にも

力を入れているところでございます。今後と

も、このような取り組みを積極的に進め、高校

生の県内就職を促進してまいりたいと考えてお

ります。

○中野 明議員 統計を見ますと、県内の製造

業事業所数が平成25年、失われた20年とかいう

ところで1,000件減っているんです。2,500件

あったのが今は1,500件です。そういうのも関係

しているのかなと思います。しかし、これも全

国的な話かなと思います。そこで、県外就職す

る人のしっかりしたアンケート調査をやって、

何が宮崎県に足らんのかということを分析する

必要があると思うんです。アンケート調査をす

べきじゃないかと思いますけど、商工観光労働

部長。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 高校生の

意識調査につきましては、昨年、高校２年生を

対象に、就職に関する意識調査を実施したとこ

ろであり、また、教育委員会におきましても、

一昨年、県外就職が比較的多い県立４校の３年
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生に対しまして、抽出調査を行っております。

また、本年９月には、宮崎労働局におきまし

て、県立34校の３年生と保護者に対し、県外を

希望する理由や進路相談の相手等についてアン

ケート調査を実施したところでありますが、い

ずれも調査対象が少ない、または内定前の調査

となっております。御質問にありました、進路

の決まった３年生の調査の実施につきまして

は、県外就職を決めた理由の把握など、県内就

職を促進する方策を検討する上で有効であると

考えますので、教育委員会の意見を伺いなが

ら、今後検討してまいりたいと考えておりま

す。

○中野 明議員 ちょうどこの質問を家でつく

るときに、一休みでテレビをつけたら、労働局

がそういうのをやったとやっていましたけど、

中身を見たら、県外に行って30～40歳になって

宮崎に帰ってくるかどうかと、そんなこともあ

りました。そんなのはまだ関係ないと思います

ので、しっかり業種別にとっていただきたいと

思います。

それから、もう一つ、金融庁が今、新しい変

革・改革をやっていますけど、金融庁は今まで

銀行に対しては、不良債権の処理、そういうこ

とを中心にやっておりました。今、金融庁は、

とにかく無担保融資、リスクのある融資先で

も、改善の見込みがあれば融資すべきという方

向転換をやっております。そうなりますと、保

証協会の関係が出てくると思うんですけど、

今、この保証協会の対応についてはどのように

なっているか、商工観光労働部長。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 議員御指

摘のとおり、金融庁におきましては、金融機関

に対するこれまでの不良債権問題を重視してき

ました姿勢を転換し、担保や保証に過度に依存

しない、企業の将来性を評価した融資を行うよ

う求めております。また、中小企業庁におきま

しても、信用補完制度について見直しを進めて

おり、小規模事業者の保証枠の拡充やセーフ

ティネット保証のあり方について、議論がなさ

れているところでございます。このような中、

信用保証協会では、現在、第三者保証人を原則

として不要としておりますほか、無担保保証に

ついても推進しているところであります。ま

た、専門家派遣事業や関係機関と連携した経営

サポート会議などを通して、中小企業の経営力

の強化や経営支援にも力を入れているところで

ございます。県といたしましては、引き続き、

信用保証協会と緊密に連携し、中小企業、小規

模事業者に対する金融の円滑化に取り組んでま

いりたいと考えております。

○中野 明議員 今、なかなか新しく企業を興

すというのは数が少ないです。潰すのは簡単で

すね。ですから、保証協会が代位弁済している

企業というのは倒産件数にも出てきません。多

いときは年間300件とか、今、100件台ぐらいに

なっていますけど、この部分をしっかりカバー

してやる。支払い条件、リスケをしてやると

か。今は無理だけど、あと１年ぐらいすれば立

ち直るというような分もあろうかと思うんで

す。代位弁済額が低いんですよね、600万。300

万もあるかなと思うんですけど、わずかな金額

ですから、銀行なんかは、600万とか弁済したっ

て―弁済は保証協会がするわけですけど―

大した金額じゃないと思うので、しっかり中小

企業、ここの分で頑張っていただきたいと思い

ます。商工観光労働部長、今、企業誘致がチャ

ンスですよ。ぜひ、企業誘致、頑張ってくださ

い。

それから、過去最高の額を達成した製造品出
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光労働部長。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 平成26年

工業統計調査によりますと、本県の製造品出荷

額等は、前年比5.5％、額にして800億円増の１

兆5,276億円で、過去最高となっております。業

種別では、食料品が3,170億円、次いで、電子部

品の1,614億円、飲料・たばこの1,592億円、化

学の1,512億円の順となっており、１次産業と関

係の深い食料品と飲料・たばこの２業種で、全

体の31.2％を占めているところでございます。

○中野 明議員 私が聞きたかったのは―製

造品出荷額は過去最高になりました。その内訳

を見ますと、今、部長が言ったとおりです。そ

の中で食料品製造品出荷額、これは行政が十分

にタッチできるところであります。宮崎県は農

業産出額3,300億ぐらい。日本で５番目ぐらい。

これを食料品製造額に直しますと、伸びている

けど全国でいうと下なんです。それだけ加工の

ほうに回らずに付加価値が県外に行っている状

況であります。そういうことを引っ張りだした

かったわけであります。

次に、本県農業の現状と畜産の付加価値につ

いて聞きますけど、私、今、頭にあるのは宮崎

県の農業就業人口です。平成７年が８万6,000

人、それが平成27年は４万5,000人です。大体１

年に2,000人減っているわけです。そういう中

で、４万5,000人のうちの２万人は70歳以上とい

うことです。70歳以上には75歳もありますが、

これは今後どうなるのか、一生懸命考えてもな

かなか結論が出ないわけです。そういうことを

前提に、第七次宮崎県農業・農村振興長期計画

の前期計画の総括と、前期計画と後期計画の違

いはどのようなことになるのか、農政水産部長

にお尋ねいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 第七次宮崎県

農業・農村振興長期計画の前期計画におきまし

ては、主要指標の一つである農業産出額では、

平成26年の実績が3,326億円と目標を132億円上

回る一方で、議員御指摘のように、農業就業人

口は４万5,000人と目標を2,000人下回るなど、

本県農業は、担い手の減少や高齢化等の構造的

な課題に直面しているものと認識をしておりま

す。６月に策定いたしました後期計画におきま

しては、このような状況を踏まえ、産地でしっ

かり担い手を確保し、儲かる農業を実現するこ

とが重要であることから、新しい産地と担い手

の育成を進める「産地経営体の育成プロジェク

ト」と、中山間地域での所得向上や誇り・きず

なづくりを進める「地域づくりプロジェクト」

を新たに設けたところであり、今後５年間で重

点的に取り組むこととしております。

○中野 明議員 前期計画を私も目を通しまし

た。なかなかいい数字は出ていませんよね。そ

の中で、儲かる農業という大きなタイトルがあ

るんです。あれを見ると、本当にこれで儲かる

農業になるのかなと。もうかるためには売り上

げを上げて経費節減せんと、農家は市場に出し

て何ぼですから。最初から何ぼもうかるかとい

うのは計算できんわけで。

そういう中で、私は今回、自民党農林部会の

改革案を興味深く見ておりました。結果的には

全農との折り合いがついてよかったなと思って

いるんです。それで、ちょっと参考に言います

と、肥料は、日本が9,500円、韓国は4,420円。

肥料は倍です。それから種苗費、日本が3,700円

に対して韓国は1,500円。大体これも２倍以上。

それから農機具、10アール当たりで見ますと、

日本は２万7,530円、韓国は5,100円。こういう

違いがあるわけです。これじゃ、自由貿易とか

平成28年12月６日(火)
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何とか言っても、やっぱり勝てませんよ。農業

がもうかる施策等をぜひ頑張ってください。

それから次に、新規就農者の現状はどうなっ

ているか、農政水産部長。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県における

平成27年の新規就農者数は341名で、内訳は、後

継者が74名、新規参入による自営就農が64名、

法人就農が203名となっております。年齢別内訳

では、20歳未満が16名、20代が104名、30代が最

も多い146名、40代以上が75名で、40歳未満が全

体の78％を占めております。営農類型別では、

耕種部門が251名、畜産が90名となっておりまし

て、品目別では野菜類が171名で最も多く、う

ち102名は施設園芸での就農となっております。

経営面積につきましては、就農者の多い施設園

芸での新規参入の場合で申し上げますと、平均

で20アールとなっておるところであります。新

規就農者は、産地を守り、地域の活性化を図る

上で貴重な人材であることから、各自の就農計

画に沿った営農が実現できますよう、普及セン

ターと関係機関で連携し、経営発展に応じたサ

ポートを行いながら、本県農業の将来を託せる

担い手として育成してまいりたいと考えており

ます。

○中野 明議員 計画を見ますと、これも結構

目立つんですけど、その中の後継者74名という

のは、さっき言った農業従事者の中に入ってい

る。これが毎年300ぐらいとか出てきますけれど

も、なかなか農業従事者のところに、やめる人

が多いから反映されないということ。補助金が

あるからその間やっているかもわからん。これ

はしっかり調査をするべきだと思います。

それで、畜産の現状はどうなっているか、続

けて。

○農政水産部長（郡司行敏君） 畜産統計にお

ける平成28年２月時点の肉用牛繁殖農家戸数

は5,950戸、繁殖雌牛頭数は７万8,800頭で、戸

数は減少傾向にあるものの、頭数につきまして

は、畜産クラスター事業等の積極的な取り組み

等によりまして、前年に比べて3,000頭増加した

ところであります。また、肉用牛肥育農家戸数

は687戸、肥育牛頭数は10万5,600頭となってお

り、近年、いずれも減少しております。頭数の

減少につきましては、昨今の子牛相場の高値を

背景として、肥育農家が計画どおり導入できて

いないことが主な要因と考えております。

○中野 明議員 これは本当に大きな問題です

よ。肥育なんか、全国でも子牛が大体４万頭ぐ

らい、23年と比較しますと減っていますし、和

牛も減っております。その中で3,000頭ふえて、

いい話です。これで現状維持ができるかなと。

この分については、まだまだ施策を打って頭数

をふやすと。ただ、肥育はふえていませんよ

ね。私の周りでもふえていない。この辺が一番

私は問題だと思います。

そういうことで、今、県外へ移出している和

牛、宮崎県で生産された和牛、肉牛が半分県外

に行っているということを再三、私は言ってい

るんです。追っかけているんですけど、県外へ

行っている移出額の和牛100億円分を県内で屠畜

すれば、大体何頭になるか。

○農政水産部長（郡司行敏君） 肉用牛肥育経

営安定対策事業、いわゆる牛マル緊事業による

平成28年９月時点の１頭当たりの販売価格は

約123万円となりますけれども、これで試算しま

すと、約8,100頭分で100億円に相当するものと

思われます。

○中野 明議員 8,000頭、いきなりこれができ

るとは私も思っていませんけど、方向として

は、県外に行っているやつを県内でいかに屠畜
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するか。こんな立派な宝がほかにありますか、

製造業を見回して。ここをやれば2,000人ふえま

すよ、380億出ますよ、こんな分野はどこにもあ

りませんよ。ここをしっかりやらんと、何を

やっているかわからんと思っています。後でま

た聞きますけど。

前回、農政水産部長は、県外に行っている分

を県内で屠畜するという質問に対して、「肉用

牛枝肉競り市場の開設は大変重要だ。食肉処理

場の機能強化とあわせ、可能性についてしっか

り検討していきたい」、そういうふうに答えて

いるんですけど、その後どうなっているのか。

○農政水産部長（郡司行敏君） ８月に畜産新

生推進プランを策定いたしました。この中で、

付加価値向上につきましては、販売・輸出戦略

部会の中でしっかり議論するということにして

おります。現在、この部会で検討する論点を整

理するために、ワーキングチームを設置し、関

係者の意見を伺っているところでありますが、

その中では、議員がずっと御主張されています

食肉処理場での屠畜頭数の増加であるとか、宮

崎牛の知名度向上、さらには生産基盤の強化な

どのテーマが出てきているところであります。

その後、ミヤチク都農工場の施設整備など、新

たな動きもありますので、このような動きも含

めて、年明けに開催予定の専門部会において、

畜産物の付加価値向上に向け、しっかりと協議

を行ってまいりたいと考えております。

○中野 明議員 新しく屠畜場をつくると、私

はいいことだと思っています。だけど、現状

は、屠畜数も減っているんです。じゃ、それを

つくってどうなるか。そこをつくったら、県外

に行った分が新しい工場で屠畜されるかという

と、まだまだいろいろ検討する余地があると思

いますので、ここはしっかり頑張ってくださ

い。

あとの２問は省略します。

次に、総合政策部長も今の件に関して、「農

畜産物を県内で処理・加工し、付加価値を高め

ることは、本県経済活性化を図る上で大変重要

である。チームを組んで問題解決に取り組む」

というふうに答弁されております。その後の対

応、どうなっているか。

○総合政策部長（永山英也君） 畜産関連産業

の振興等につきましては、総合政策部を中心に

チームを編成し、情報の共有化を図り、県内で

の処理・加工をふやすための方策や付加価値向

上を図る戦略について検討を行っております。

また、このチームにより、幾つかの企業等を訪

問しまして、今後の経営戦略等について意見交

換なども行ってまいりました。このような取り

組みの中で、畜産関連産業のさらなる発展を図

るためには、安定的に原料を確保するための生

産基盤の強化や原料の供給体制づくりも大きな

課題であると、改めて認識したところでありま

す。畜産業は、長年の取引の中で大手商社によ

る系列化が進んでおり、課題への対応は簡単で

はありませんが、大変重要な取り組みであると

認識しておりますので、引き続き、総合政策部

が中心となりまして、しっかりと取り組んでま

いりたいと考えております。

○中野 明議員 言葉では美しいんですけど、

本当に進んでいるのかどうかわかりません。そ

れで、ちょっと部長に聞きますけど、管内で産

業を支援し、拡大してやっている目的はどうい

うことか、再度。

○総合政策部長（永山英也君） 産業の振興や

経済の活性化を図るための方策につきまして

は、大きく２つ、つまり、基盤となる産業をベ

ースに、さらにその強みを伸ばしていくやり
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方、そしてもう１つは、新たなシーズの活用や

イノベーションによりまして、これまでにない

分野、例えば航空機関連産業とかＩｏＴなどに

チャレンジするやり方があると考えておりま

す。本県における畜産業は、前者、つまり、基

盤となる産業をベースに強みを生かす、その代

表例であると認識しております。全国第５位の

農業産出額の約６割を占めるまでに至りました

生産基盤やすぐれた技術力を有し、加えて、生

産や加工、さらには流通販売など、大変裾野が

広い産業となっております。このようなことか

ら、フードビジネス振興構想の重点項目に位置

づけておりますように、多くの強みを有する畜

産業を振興し、関連産業の高付加価値化を進め

ることで、本県経済の活性化と新たな雇用の確

保を図ることができるよう努めてまいります。

○中野 明議員 同じく知事からも答弁をも

らっております。「県内で処理・加工する体制

をつくり、循環を高めていくということで、一

つ一つ努力してまいりたい」と、知事は答弁さ

れております。知事は、その後どういう対応を

されたか。

○知事（河野俊嗣君） 畜産業は裾野が広いも

のでありまして、その重要性は今、答弁したと

おりでありますが、これまでの取り組みを通じ

て、畜産関連産業を支える生産基盤の強化や輸

出の拡大など、一定の成果が得られているとこ

ろであります。また、今回、県と事業主体がさ

まざまな協議を重ねた結果、ミヤチク都農工場

の整備について取り組むこととなったところで

あります。この工場は、ＥＵへの輸出基準を満

たす衛生基準の高い処理施設となりますととも

に、処理頭数も向上するということで、今回の

整備を契機とした県内の畜産物の処理加工体制

の強化を進めますとともに、付加価値向上に向

けた取り組みについてもしっかりと進めてまい

り、畜産関連産業の振興による地域内の経済循

環を高めていきたいと考えております。

○中野 明議員 本当にやろうとされているの

かよくわからんのですけれども、再度、知事に

確認しますけど、私が言いたいのは、県内産和

牛の約半数が県外へ移出されているが、今後、

県内での屠畜数をふやすように取り組むという

ことでよろしいのか、知事に再度質問します。

○知事（河野俊嗣君） 畜産物の付加価値を高

めるため、県内の屠畜頭数をふやすことは大変

重要でありますので、引き続き、課題解決に向

けての検討を進め、県内での屠畜頭数の増加に

努めてまいりたいと考えております。

○中野 明議員 リーダーはやっぱり決断と実

行だと思います。知事が一言、やれと言えばみ

んな動き出すと思います。私は一遍にできると

は思っていません。方向をしっかり出すべきだ

と思っておりますので、引き続きまた頑張って

もらいたい。私も引き続き、これは追っかけて

質問しますから。

次に、災害対策についてであります。

阪神・淡路大震災、死者が6,432名、行方不明

３名。東北大震災、死者が１万5,894名、行方不

明2,557名、それから、消防団員、死者・行方不

明254名、消防職員、死者・行方不明27名、警察

官、死者25名、行方不明５名、計30人です。そ

れから、子供、両親を亡くした人が244名、片親

死亡が1,538名。熊本地震は、死者49名というこ

とになっております。

そこで、新・宮崎県地震減災計画を策定して

おります。今、県はどのような対応をとってき

ているのか、危機管理統括監にお尋ねします。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 新・宮崎県

地震減災計画は、建物の耐震化率や早期避難率
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を高めることや、避難場所の確保、避難訓練の

実施などにより、地震や津波による被害を最小

限に抑えることを目標としております。このた

め県では、大規模災害対策基金を活用し、４つ

の柱を定めて地震減災対策に取り組んでおりま

す。まず、危機に対して的確に行動できる人づ

くりとして、防災知識の普及啓発、防災士の育

成などに取り組んでおります。また、避難確保

対策として、沿岸市町の津波避難タワー等の整

備に、これまで約4,500万円を支援するほか、建

築物の耐震化の促進などに取り組んでおりま

す。さらに、災害対応能力の強化として、南海

トラフ巨大地震を想定した実働的な総合防災訓

練等を実施するとともに、広域連携体制の充実

・強化として、国や他の都道府県等からの広域

的な応援の受け入れ体制の整備のための救助活

動拠点や広域物資拠点等を指定し、資機材の配

備等に取り組んでいるところでございます。

○中野 明議員 １つ飛ばしまして、この計画

で、人的被害３万5,000人となっておるわけです

けど、この３万5,000人が幾ら減少できるかとい

うのが私は一番大事だと思うんです。いろんな

災害訓練とかやったとしても、最終的にはこの

３万5,000人を幾ら減らすかということが大事だ

と思っているんですけど、統括監、どうです

か。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 御指摘のと

おり、３万5,000人が被害想定の最大の死者数と

いうことで、このうち津波によるものが約３

万1,000人とされております。住民一人一人が直

ちに避難するということが最も重要となること

ですので、こうした適切な避難行動をとれるよ

う、市町村とも連携しながら、津波に対する心

構えの普及啓発や実情に応じた避難訓練を繰り

返すことによって、早期避難率を高めていきた

いと考えております。この地震減災計画では、

住民の早期避難率に加え、建物の耐震化率を高

めることにより、減災の効果として死者数

を8,600人に軽減できるものと見込んでおりま

す。が、究極的には、さまざまな対策、こうし

た対策ですとか、ハード、ソフト両面でのいろ

んな対策を講じることで、人的被害を限りなく

ゼロに向けて進めていくということが肝要と

思っておりますので、そうした大きな目標に向

けて、しっかりと取り組んでいきたいと思って

おります。

○中野 明議員 8,600人軽減される、本当にい

い数字だなと思います。今、Ｎスペで50何回シ

リーズでやっているんです。録画して見ていま

すけど、津波で亡くなられて、胸が打たれて二

度は見たくないなというような場面もありま

す。その中で、南海トラフ地震が発生して、一

番最初に到着する、５分以内に到着するところ

の集落は、防災タワーをつくった。それでみん

な全員そこに逃げ切れるか。お年寄りは５分間

では逃げられない。じゃ、どうするか。津波の

高さが10メートルあれば、それ以上の３階建て

の建物を避難箇所にして、それで避難訓練した

ら100％成功したと。私は、ここまでやればいい

なと思っているんです。何といってもやっぱり

人命ですよ。いかに死傷者を少なくするか、こ

れを目がけて対策をとってください。

次に、警察本部長にお尋ねいたします。警察

本部長も、私、いろいろ委員会で聞きますと、

余り出て……。警察庁のホームページを見た

ら、「回顧と展望」というのがありました。そ

の中で、「東北大震災の反省、教訓が各方面に

見受けられる。住民や警察に被害を出さないよ

う、津波到達時間に十分に配慮した避難誘導方

法等の検討が必要となっている。警察庁防災業
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務計画から津波災害対策を独立して扱うととも

に、迅速な避難誘導を行う」、そういうことを

警察庁は書いているんです。私、Ｎスぺを見て

いて、お巡りさんが交差点で一生懸命誘導する

けど、渋滞して動けないんです。あの警察官も

ひょっとしたら亡くなられたんじゃないかな、

そんなことを考えますと、警察というのは大き

な役割があると思うんですが、その対策はどう

なっているか。

○警察本部長（野口 泰君） 地震発生で津波

のおそれがある場合には、海岸付近遊動中のパ

トカーによる避難の呼びかけ広報や、沿岸部の

交番・駐在所ごとに作成している「津波避難誘

導マニュアル」に沿った、勤務員による主要交

差点での住民の避難誘導、沿岸部への車両の進

入規制等の対応に迅速に当たることにしており

ます。その際、高齢者や避難行動要支援者等、

避難に時間を要する人たちに対しましては、遠

方の避難所ではなく、直近の丈夫で階層の高い

建物への避難が有効な場合もあり、日ごろから

防災講話等を通じ、危機意識の醸成と啓発活動

に努めているところであります。また、津波到

達予想時刻を考慮し、警察官自身も住民を避難

遊動しながら避難し、みずからの命も大切にす

ることもあわせて、日ごろから指示、教養を

行っております。

○中野 明議員 Ｎスぺを見ますと、やっぱり

警察も大変だ。マニュアルどおりいかんのが災

害ですからね。また続きは委員会で聞かせても

らいます。

次に、本年度の全国学力テストの結果はどの

ようなことか、教育長。

○教育長（四本 孝君） 本年度の全国学力・

学習状況調査の結果について、全教科の正答率

の平均値を全国と比較しますと、小学校で0.6ポ

イント、中学校で1.3ポイント下回っている状況

であります。各教科区分ごとの状況につきまし

ては、小学校における知識に関する問題である

国語Ａが全国平均を上回っておりますが、それ

以外の教科区分では全て下回っております。中

でも、小学校における活用に関する問題である

国語Ｂ、これは全国的にも下位にありまして、

強い危機感を感じているところであります。こ

のため、県教育委員会の市町村支援チームが学

校を訪問して継続的に指導する、あるいはま

た、私自身も市町村に出向いて、市町村長ある

いは市町村の教育長といろいろ話をしながら、

学力向上への機運を高めて、市町村と一体と

なった取り組みが展開できるように努めている

ところであります。

○中野 明議員 あの結果を見ますと、平均を

上回ったのは小学校国語Ａだけ。中学校の国語

Ａは40番目、小学校国語Ｂは45番目。私は、義

務教育というのは、人生形成の基本的なものだ

と思うんです。これはしっかり頑張ってもらい

たいと思います。

次に、政策評価、過去５年間の実績値につい

てはどうなっているか。

○教育長（四本 孝君） 政策評価の実績値

は、全国学力・学習状況調査における本県の正

答率が、全国の水準を上回った教科区分の割合

を示しておりますが、過去５年間の実績値につ

きまして、さかのぼりますと、本年度が37.5

％、27年度が30％、26年度が75％、25年度も75

％、24年度は80％であります。

○中野 明議員 これも目標値の70とかいうの

は、なかなか説明を受けないとわかりません。

これが30というのは、半分ですよ。ぜひしっか

り頑張ってください。

それから、学力向上に関する目標達成に向け
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た教育長の思いをお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 本県の学力向上に関

する目標値につきましては、平成30年度まで

に、全国学力・学習状況調査の全ての教科区分

の平均正答率が全国水準を上回ることを目標と

しております。この目標達成に向け、私自身が

先頭に立ち、市町村と一体となって、不退転の

決意で取り組んでいるところであります。ま

た、学校現場のトップである校長はもとより、

教職員一人一人も、私と同じ思いを持って真摯

に取り組んでいるものと信じております。今後

とも、県及び市町村教育委員会、学校現場一丸

となって、目標達成に向けて全力で取り組んで

まいりたいと思います。

○中野 明議員 大変声だけ大きかったと思い

ますけど、教育長が回って頼まんと頑張らんと

いうような校長先生は、俺はだめだと思うんで

す。そんな人は降格したらいいと思う。頑張っ

てください。

それから次に、いじめですけど、私はいじめ

を質問する気はなかったんですけど、新聞で、

東北から避難してきた人たちがいじめられた

と。何やと、私は、近くだったら怒鳴っていき

たいぐらい腹が立ちますよ。何しちょっと、学

校の校長先生はと。ああいう問題というのは、

やっぱり校長先生がしっかりするべきだと。父

兄は、学校に預けている間は、校長先生の下で

安心・安全だと思っているんです。目に見えな

いところでそういうことがある。私は、校長の

責任というのは大きいと思うんですけど、教育

長、どうですか。

○教育長（四本 孝君） いじめ問題への対応

につきましては、学校全体での組織的な対応

や、保護者、関係機関等との連携により、重大

な結果に至る前に解決されることが何より重要

でありますが、具体的な対応を指揮・監督する

校長の責任というのは非常に大きいものがある

と考えております。このため、県教育委員会と

いたしましては、今年度、全ての県立高等学校

を訪問して、直接校長に対して、いじめ問題に

おける自身の役割の重要性を認識させるととも

に、とりわけ、早期発見、早期対応及び未然防

止に向けた取り組みについて、校長がリーダー

シップを発揮して対応するよう、指導を行った

ところであります。また、小中学校に対しまし

ても、全ての市町村教育委員会を訪問して同様

の指導を行い、いじめ問題に対して、迅速かつ

適切な対応が図られるよう努めているところで

あります。

○中野 明議員 いじめがあったごとに、いつ

も記者会見を見ていると、校長は出ないんです

ね。教育長が、申しわけありません、再発防止

に努めると。何ねと。毎回毎回、人の命を…

…。本当に腹が立ちますよ。これは校長の責任

だと思うんです。

それと、教育委員会でつくっているいじめ防

止基本方針というのがあるんです。これを私も

ぱらぱらっと見たんですけど、「責任」という

言葉がどこにもないんです。ただ流れが書いて

あるだけで。とりあえず責任があるから罰する

とかそんな話じゃなくて、この条例の中には、

校長が責任を持って当たるとか、そういう責任

の問題、そういうことをしっかり書く。要綱を

変えるべきだと思っているんです。どこが責任

をとるか。最終的には教育委員会に上がってき

て、第三者委員会をつくって、それを知事に提

示し、それで終わりと。それじゃなかなか防げ

ませんよ。責任を明確にするということで、教

育長の見解を再度お伺いします。

○教育長（四本 孝君） 県のいじめ防止基本
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方針の中では、いじめ防止対策の基本的な方向

性や、各学校において取り組むべき事項、ま

た、重大事態が発生した際の対処などを示して

おります。県教育委員会といたしましては、先

ほど申し上げましたように、いじめ問題への対

応において、現場のトップである校長の責任は

非常に大きいと考えております。現在、国にお

いて、この基本方針の見直しが進められている

ところでありまして、それを踏まえて、県の基

本方針も見直すこととしておりますので、議員

御指摘の点も踏まえながら、今後、具体的に内

容を検討してまいりたいと考えております。

○中野 明議員 本当に私は、命は大切だと思

います。子供と住んでいると―小さいいじわ

るがいじめになって。もう一つ聞いたのは、私

の家の近くで、学校でいじめがあって転校して

いるんです。転校してよその学校に行ってい

る。そうしたら、そのお母さんが亡くなったん

です。二重にかわいそうだなと、そういう事例

がいろいろありますから、しっかり頑張ってく

ださい。

それから、災害について、Ｎスペはオンデマ

ンドでやっていると思います。関係者は一回あ

れを見てください。いかに津波が大変かという

のがわかります。

以上をもって終わります。（拍手）

○星原 透議長 次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） 年明けの１

月20日に就任することとなる第45代大統領に、

アメリカ国民はドナルド・ジョン・トランプ氏

を選びました。1946年６月14日ニューヨーク市

の生まれの70歳、不動産王と称される、政治経

験が全くない実業家であります。大方が、民主

党のヒラリー・クリントン氏の勝利を予想して

おりました。しかし、結果はこれを覆し、トラ

ンプ氏が大逆転劇をもって勝利をつかんだので

あります。国民の不平不満が噴き出した選挙結

果だとする報道が数多くなされたのみならず、

結果に納得がいかないとするデモ等までもがな

されるに至った選挙ではありましたが、いかに

あろうとも、次期米国大統領はトランプ氏で既

に決定を見ているのであります。ところで、我

が国の外務省は官邸に対し、トランプ氏はあく

までも泡沫候補、勝つのはヒラリー氏だと、

ずっと報告し続けてきたようであります。しか

し、トランプ氏の勝ちが見えてきますと、「君

たちは一体どのような情報収集をやっていたん

だ」と、首相は珍しく感情的になり、外務省幹

部をどなりつけたとのことであります。そし

て、みずからは間を置かずニューヨークへ飛

び、就任前のトランプ氏との会談を行っており

ます。話された中身がどうであったにせよ、米

国では、少なくともこれからの４年間はトラン

プ政権が続くことになります。

さて、そのトランプ氏でありますが、氏は政

策の基本をアメリカファーストとしておりま

す。メーク・アメリカ・グレート・アゲイン

（偉大なるアメリカをもう一度）としているの

であります。自国の利益を第一に考え、そのた

めの方策・政策を国民に訴え、最も多くの支持

を得た政治家・政党が国の政権を担い国づくり

を行う。民主主義が確保されている国家におい

ては、いずこも同じ政治形態でありましょう。

つまり、「自国が第一、自国を優先」の思想で

あります。そして、かような考え方は、我が国

の地方自治体においても同じであり、都道府県

間における地域間競争は、まさしくこれが縮図

そのものだと言えます。産業の振興にせよ、医

療や福祉の充実にせよ、あるいはインフラの整

備にせよ、いずこよりもまず宮崎をとする思
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想。本県を思えば、これこそがしかりであり、

至当であると信じます。

ところで、知事は、この１月には２期目の折

り返し点を迎えられることになります。そして

恐らく、その２年後には３期目への県民の審判

を仰がれることになろうかと察します。そのよ

うな中、これまでの６年間の県政運営を省みら

れるとき、無論、知事には知事なりの思いや理

念もあろうかとは存じますが、宮崎県ファース

ト的視点からは、その総括をどのように感じて

おられるのか、大変気がかりなところでもあり

ます。一方、私ども県議会側でありますが、例

えば、知事提案の議案の審査を初め、あらゆる

課題などに対し常に真剣に向き合い、これが本

当に本県のためになるのか、そして間違いなく

県民の幸せにつながるのか、さらには、その効

率は、あるいは効果はなどと、さまざまな角度

から、宮崎県ファーストの強力な理念を基本

に、県政の二元代表の一元としての責務を完遂

すべく努力を重ねてきているのであります。県

民に選挙された者としての議会の存在を、県行

政から決して軽んぜられることのなきよう、常

に宮崎県ファーストを基本として、監視機能や

政策提言能力等の向上のため、日々努力を重ね

てきているのであります。

質問に先立ち、今回はあえてそのような背景

を申し上げ、知事が就任この方、宮崎県発展の

ためにどのように取り組んでこられたか、宮崎

県への思いの強さのいかなるかをお尋ねし、壇

上からの質問といたします。

後は自席より行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

６年間の取り組みの総括、宮崎への思いとい

うことであります。私が知事に就任をしました

６年前の本県は、口蹄疫を初め、鳥インフルエ

ンザ、新燃岳の噴火という未曽有の災害が、農

業のみならず商工業や観光など、県民の生活全

体に深刻な影響を及ぼしておりました。その深

刻な状況から一刻も早く復興をなし遂げるこ

と、それが私の何よりも重要な使命と心がけ、

県民生活や県内経済の立て直しに全力を傾けて

まいったところであります。宮崎牛の日本一連

覇等の成果を経て、これについては一定の道筋

をつけることができたものと考えております。

その後、復興から新たな成長へとギアを入れ

かえ、フードビジネスやグローバルな市場開拓

など成長産業の育成・加速化を初め、県勢発展

へのあすの礎づくりに取り組んでいるところで

ありまして、私みずから積極的に、国内外の政

府機関への要望はもとより、企業、団体等への

トップセールスにも取り組んでいるところであ

ります。そして、国内外に多くの人脈やネット

ワークを築き、オール宮崎で宮崎のさらなる発

展のために取り組む力を結集する体制を築いて

まいりました。おかげさまで、多くの皆様のお

力添えをいただきながら、例えば今回の国の補

正予算におきましても、これまでにない多額の

配分を得て、財源を確保することができたもの

と考えております。

今、本県には、東九州自動車道整備の大きな

前進など、先人の方々がまかれた種がさまざま

な花を咲かせつつあります。私は、これらの花

をさらに大輪の花に育てていくことはもとよ

り、自分なりの新たな種をまいて育てていく、

このことに力を注いでまいりたいと考えており

ます。

人口減少社会が到来する中で、中山間地域の

厳しい現状など、課題は大きいものがあります

が、宮崎は、さらなる県勢の発展に向けて、大
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きな可能性、ポテンシャルを秘めておると考え

ております。この県勢を発展させることを何よ

りも第一と考え、そして県民の皆様に、どこよ

りもこの宮崎に住んでいてよかったと実感して

いただけること、そのために、私が先頭に立っ

て「みやざき新時代」を切り開いていくことこ

そ、私に課せられた使命だという思いはますま

す強くなっているところであります。

任期の折り返しを迎えるところであります

が、今後とも「対話と協働」の姿勢を大切にし

ながら、県議会の皆様を初め、各方面の御協力

をいただきながら、県民の声に耳を傾け、何よ

りも県民のため、そして「くらしの豊かさ日本

一の宮崎」づくりのため、県政運営に全身全霊

を傾けてまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○坂口博美議員 宮崎の土壌にしっかり根づく

ような、そして合うような種をぜひまいて、大

きく開花をさせていただきたいと思います。

私はこれまで幾度も、宮崎県ファーストの理

念に立脚しての質問なり、政策提言等を行わせ

ていただきました。知事の所見を尋ねてまいり

ました。消費税の清算基準しかり、基準財政需

要額の算定のあり方しかりであります。そし

て、これに対する知事の答弁を聞いておりまし

て、オールジャパン的な立場の域を出ておられ

ないなというのが、率直な印象でありました。

ただ、今の答弁を聞いておりますと、これが少

し宮崎県ファーストに変わりつつあるのかなと

も期待が持てるところでもありましたが、知事

が国への退路をしっかりと断った、広島への退

路を断ったんだと。本気で宮崎に骨を埋めると

された覚悟には、いささかのすきもないのか。

「私、河野俊嗣が宮崎の知事を務めるからに

は、どこの県にも負けぬほどの大きな幸せを我

が宮崎に必ず届ける。この河野が宮崎の知事を

やるからには、県民のただ１人たりともが不幸

になっていくような政治は断じてやらない。そ

れがためには、私は知恵も力も汗も涙も、持て

るものの全てを出し尽くし、宮崎県民第一の思

いでがむしゃらに働く」といったような気概、

気迫たるものを、知事から強力に感じ取ること

が、寂しいかな、私にはできないところでもあ

ります。大変恐縮だけれども、知事の椅子に座

すことをもって知事職に満足をされていると

いったようなことは、まさかにもないとは思い

ます。しかし、かく願いつつも、全国知事会な

どにおける知事の発言記録などを見ますと、や

はりその思いというのもまだ完全には消せない

わけであります。知事には、ぜひ、がむしゃら

であっていただきたいことを申し上げ、知事の

政治姿勢に関し伺います。

我々県議会と、知事及び執行部局との関係に

ついてであります。申すまでもないことであり

ますが、私どもがそれぞれ二元代表制の一元と

して、より多くの、そしてより質の高い奉仕を

県民に届けていくためには、互いが揺るぎのな

い信頼の上に立脚をし、そしてそれぞれが常に

全力を尽くす。これを失っては、県政が県民へ

の最良の仕事を提供できる道理はなく、そのた

めには、互いが互いに敬意を持ち、誠をもって

その立場を尽くすことが基本であり、不可欠で

あります。しかしながら、今回の県立宮崎病院

再整備計画につきましては、相互の信頼関係を

大もとから壊させかねぬほどの大きな問題と

なっております。そこで、これに関し、まず病

院局長に幾つかお尋ねしてまいります。

当初の病院整備に関する検討に際しては、現

在の病院の改修に54億円を要すという整備案

も、選択肢の一つとして選ばれたわけでありま
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すが、その改修により何年間、健全な建物とし

て現病院を維持できることを見込んでおられた

のか、お尋ねをいたします。

○病院局長（土持正弘君） 平成24年度の宮崎

病院再整備の４つの検討事案の中の既存建物改

修案につきましては、老朽化の激しい給排水設

備の改修及び既存病棟の内部改修、これは病室

の個室化を想定しておりましたが、これのみを

行いまして、建物本体はそのまま継続使用する

という案でございました。建物の軀体部分につ

きまして、詳細な調査は行っておりませんが、

一般的には50年程度の使用に耐え得ると言われ

ておりますので、現在、改築後33年を経過して

おります現病院においては、設備の改修を行え

ば、今後15年程度は使用可能ではないかと想定

しておったところであります。

○坂口博美議員 15年はもつので、今の病院の

改修で当分の間は宮崎病院の機能は果たせる

と、だから54億を投資する価値はあるんだとい

う判断のもとで、改修案を他の案と比較して残

されたということになろうかと思われます。つ

まり、今の病院はまだ使えるということであり

ます。ではここで、業者を選定するときのプロ

ポーザルに際して、与えられた条件については

どのようなものがあったのか、病院局長にお伺

いをいたします。

○病院局長（土持正弘君） まず、事業の目的

でありますが、県立宮崎病院の施設、医療機

能、経営面の課題を解消し、宮崎県の中核的な

役割を果たす高度急性期病院として再整備する

ための基本設計を行うこととしておりまして、

敷地の条件として約３万6,000平方メートルの現

在地としておりました。次に、施設の条件とし

て、主要建物の規模については、新病院を約４

万5,000平方メートルとしており、また設計の内

容については、県立宮崎病院再整備基本構想に

よることや、耐震安全性につきまして、「官庁

施設の総合耐震・対津波計画基準」による構造

体の耐震安全性分類を、大地震動後、構造体の

補修をすることなく建築物を使用できることを

目標としたⅠ類といたしました。最後に、建設

の条件としまして、工事費を改修工事費を含め

て約169億円としておりました。

○坂口博美議員 国の総合耐震・対津波計画基

準では、今答えていただいた構造物の耐震性の

ほかにも、施設の位置の選定についても定めて

いると思います。前面道路についてはその基準

ではどうなっているのか。この基準が定められ

た目的についての説明とあわせて、再度お伺い

いたします。

○病院局長（土持正弘君） 官庁施設の総合耐

震・対津波計画基準は、国家機関の建築物及び

その附帯施設の営繕等を行うに当たり、地震災

害、津波災害及びそれらの２次災害に対する安

全性に関する基本的事項を定めるとともに、保

全に係る事項について定め、地震及び津波によ

る災害時に、官庁施設として必要な機能の確保

を図ることを目的といたしております。その中

で、「災害応急対策活動に必要な官庁施設の位

置は、ライフライン及び前面道路の機能障害が

発生せず、又は早期復旧が可能なよう選定する

ものとする」と定められているところでありま

す。

○坂口博美議員 国の基準では、アクセス道路

については、機能障害が発生しないこと、仮に

発生しても早期復旧が可能であることを求めて

おるわけです。プロポーザルに際しても、複数

の業者から大淀川の洪水に関し指摘がなされ、

提案もなされております。そういった中で、県

がこの設置基準を無視した理由というのは何
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だったのかをお伺いいたします。

○病院局長（土持正弘君） この基準につきま

しては、直接的には国家機関の建築物及びその

附帯設備を適用範囲としており、直接これに拘

束されるわけではございませんが、私どもも十

分に参考とすべき基準ではあると考えており、

大淀川氾濫による水害時につきましても、新病

院は1.5メートルのかさ上げを行うことで直接の

被害を受けない計画としており、ライフライン

が途絶した場合も３日間は自立できるよう、燃

料等の備蓄を行う予定といたしております。ま

た、水害により周辺道路が冠水した場合も、国

の予想では24時間以内に水は引くと予測されて

おりますが、国道10号及び国道269号は緊急輸送

道路に指定されており、復旧は速やかに行われ

ると想定しておりまして、必ずしもこの基準を

満たしていないとは考えていないところであり

ます。

○坂口博美議員 国の施設に対しての基準だと

いうことですけど、一方で耐震強度について

は、最高レベルのものをこの基準に沿って求め

られるわけです。一方では今のような答弁で

す。そしてこれが、「この基準を満たしていな

いとは考えていない」という答弁だけど、「満

たしていると思う」という答弁はありません。

基準の目的というのは、地震・津波による災害

に対する安全性を定めるものでありますから、

水害に対しての機能確保というのは目的として

いないということは、矛盾があります。津波の

水でも大淀川の水でも、塩辛いか辛くないかだ

けの違いです。病院前の道路が１メーターもつ

かれば、病院の機能は完全に麻痺します。

ところで、その工事費についてでありますけ

れども、工事費についても条件にしていたとの

ことですが、これを条件にしていたとしたら

―165億円というのは与条件についての条件で

すね。業者には、それを上回ったときには、こ

の費用増大についての報告を病院局にすること

が義務づけられたということを意味すると思う

んですけれども、業者が、建設費が増大します

よということは、局にはいつ報告されたのか。

そしてそれを最初に議会に報告したのは、い

つ、どの場でだったのか、病院局長にお伺いを

いたします。

○病院局長（土持正弘君） 先ほど申し上げま

したように、基本設計の与条件といたしまし

て、対象施設の概要の中で、概算工事費として

約169億円を示しております。この額は、基本構

想で示しております新築費用の165億円と改修費

用の４億円でございます。事業費に関しまして

は、平成27年10月に基本設計を受託いたしまし

た設計事務所から、その年の年末、27年の12月

に、ほかの病院における工事費事例の提示がご

ざいまして、その中の直近の工事事例と比較す

ると、こちらが提示した予算からかなり開きが

ある旨の報告があったところでございます。ま

た、本年の２月に入りまして、新病院の計画を

もとにした最初の粗概算について報告を受けた

ところ、この時点では、平面計画が確定した面

積ではございませんが、４万5,900平米と想定し

て約288億円―これは税抜きの価格ではござい

ますが―との試算がされておりました。そし

て10月、基本設計が完了し、成果品の一つとし

て事業費の提示があり、その結果を10月末の閉

会中の常任委員会において御報告させていただ

いたところでございます。

○坂口博美議員 つまり、その費用が膨大に膨

れ上がるよという連絡をもらわれてから、それ

を議会に報告されるまで10カ月余りかかってい

るんです。これは議会軽視どころか、全く議会
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をばかにしているとさえ思える行為でありまし

て、非常にこれは不愉快です。おくれた理由

を、「精度を高めてから議会には報告をしよう

と思っていた」という説明でもありました。し

かし、ここで重要なのは、大変な金額になりま

すよということをいち早く議会にすることで、

精査してからといったら、工事が完成するまで

報告できませんよ、そんな細部の端数まで調べ

て議会に報告するなんていったら。言いわけに

すぎないと思います。

ところで、これまでのほかの議員の質問に対

して病院局長は、費用が高騰した原因は、面積

がふえたこと、あるいは資材や労務費が高騰し

たことにあるとされておりますけれども、私は

それだけが原因ではないと思うんです。県立病

院として果たすべき機能を担保するための標準

的な設計をはるかに超えるような、言うならば

ぜいたくと思えかねないような仕様があるので

はないかなと考えます。局長が圧縮しようと見

込んでおられる対象にはどのようなものがある

のか、その根拠なども含めてお尋ねをいたしま

す。

○病院局長（土持正弘君） 新病院は、仕上げ

材に汎用品といいますか既製品を適用するな

ど、決してぜいたくなつくりをしているわけで

はございませんが、駐車場が現在の地盤から1.5

メーター程度高くなるために、建物に向かって

全体的に緩やかに勾配をとる計画としており、

例えば、車道部分のみスロープとし、駐車部分

は現地盤レベルでの整備を行うことにより盛り

土の面積を減らすことや、改修工事の一部であ

る研修施設の整備などを、病院経営が黒字化す

るまで先送りすることなども視野に入れ、細か

いことの積み重ねになるとは思いますけれど

も、あらゆる視点で総事業費の縮減に努めたい

と考えております。

○坂口博美議員 その研修施設というのは、工

事をおくらせるというだけで、これは全然圧縮

にはつながらないと思うんです。今話を聞いて

みると、土を少し動かす、土を減らしますよと

いうことで、これは数千万の世界です。それぐ

らい節約したって話にならないです。こんなこ

とを議会が評価できるわけがない。県民がその

努力というものを評価できるわけがないです。

知事部局では、さきも申しましたように、県

民からの本当に切なる要望、これも財政難を理

由に十分な対応ができていないというのが実態

です。そしてまた同じ理由、お金がないという

理由でその整備を待たされている、例えば警察

庁舎でありますとか、そのほかの老朽化著しい

施設、これらをたくさん抱える中で、目前には

防災拠点庁舎や国体施設など大型投資が幾つも

控えております。そのような中での今回の病院

問題であります。申し上げたような財政状況の

中で、改修を選ばずして改築を選んだ病院局の

特別会計へ、病院建設のための補助金を一般会

計から支出するという行為は、これを我が家に

例えるなら、我が家の経済が苦しいことを理由

に、我が子には三度の飯を二度に我慢させ、よ

そ様の子供にはうんとおいしいものを与える行

為であるとも思えます。特に総務部長は、あの

とき次長で、この計画を私どもに説明されたん

です。今のような最初の資料に基づいてです

ね。今申し上げたような状況に本県財政という

のはなっていないのかどうなのか、一般会計か

ら今後支出を予定しておる大型投資の見込みな

どについて、あえて総務部長にお伺いをいたし

ます。

○総務部長（桑山秀彦君） 今後予定しており

ます大型の施設整備といたしましては、平成29
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年度から防災拠点庁舎の建設着工を予定してお

りまして、現時点で約130億円の工事費を見込ん

でおります。また、国体開催に伴う施設整備に

つきましては、現在検討を進めているところで

ありまして、その予算規模は正確には申し上げ

られないところでございますが、他県の例など

を参考にして考えますと、数百億円程度と見込

まれます。さらに、庁舎関係を含めました公共

施設等につきましては、公共施設等総合管理計

画に基づき総合的かつ計画的な管理を進めるこ

ととしておりまして、今後、適正配置や適切な

維持管理に努めて、財政負担の平準化・低減化

を図っていくこととしているところでございま

す。

○坂口博美議員 今言われたような大型施設の

ほかにも、例えば、今申し上げましたけれど

も、高岡の警察署、これは雨のたびにつかる、

古い。都城署、お金がないからちょっと我慢し

ろで、まだ順番待ちです。そのほかにも、知事

は、水産業大変厳しいと言っておられましたけ

ど、そこに関係する、みやざき丸、たかちほ、

進洋丸、水産試験場、全て、全てが我慢してく

ださい、そんな状況の中です。加えて、今、総

務部長が答弁してくれたとおりの本県の財政状

況なんですけれども、今回の計画の問題点とし

ては、これまでの質問で申しましたように、ほ

かの議員も２人ほどやりましたけれども、現病

院の場所というのは、遠くに住む者にとっては

非常に利用しにくいという問題があります。同

じ宮崎県民の間で命のとうとさに差を生ずると

さえ言えようかと思っております。

そこで、例えば、宮崎のインター付近の山を

切って低い階層の病院を建てれば、たくさんの

こういった例が最近わかってきたように、大地

震のときにおけるビルのウイークポイントはエ

レベーターの機能麻痺であります。こういった

心配も要らない。階が低ければ、当然、単位面

積当たりの建物の重量というのは軽くなります

から。しかも切り土で岩盤であります。だか

ら、そこに現病院で投資する予定の地盤改良、

くいを打ったり。それから免震装置、莫大な金

がかかります。これだって、そういったところ

に整備すれば大きく費用が節減できるわけで

す。そしてまた、地震波の卓越周期などの条件

次第では、軀体整備費もかなり安くなることが

考えられるわけです。さらにまた、広さが確保

できるとすれば、立体駐車場などつくらずと

も、直接地面への駐車で、よくあるように駐車

場からの転落事故、こういった心配も全くする

必要がない。さらにまた、今回採用された井

型、これはコストが安くなると言ったけど、た

またまあれは県病院の敷地に長さの制限がある

から、長方形をつくっても、４病棟入らずに３

病棟しか入らない長さなんです。だから横に出

して１階に４病棟入れた。それで階数が減った

から結果的に安くなるだけで、広さがあれば、

何といっても壁の長さは長方形が、変な形より

も一番短いわけで、コスト安になることはわ

かっています。そして維持管理、老朽化、そう

いった対策についてもシンプル・イズ・ベスト

です。だから、そこのところも説明がちょっと

違う。

それから、やっぱり心配なのが、一つは、あ

あいった形のところに、たばこを吸いながらモ

デルに煙を当てて扇風機の風を当てたら、奥

まったところに煙は立ち上がります。それは横

にはって奥まったところから吸い込まれていき

ます。これを乱気流というんです。ヘリコプタ

ーのパイロットはたまったもんじゃない、そん

なところを飛ばされたら。「俺は嫌だ」って言
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います。逆にこれが直接広い地べたに離着陸で

きるとすれば、それこそ災害時には何機ものヘ

リコプターが離着陸できる。こういったところ

も非常に不利な場所を選んでいます。しかも騒

音で何の苦情が出てくるかもわからない。

また、それ以上に私が問題と考えるのが、先

ほどの水であります。国のそれは津波に対して

の基準だと言われるけど、言いましたように、

大淀川の水でも水は水です。これを無視して

―1.2メーターつかるということを国土交通省

はシミュレートしているんです。これで万が一

……。熊本の地震でもそうでした。ちょっと後

に台風でやられました。５人死んじゃったです

よ、台風の後の土砂災害で。これがたまたま長

い1000年のスパン、200年のスパンの間には、同

じ日、同じ時間に来ないとも限らない。病院に

残っているスタッフとかそういった人は安全で

しょう、どこに行く必要もないから。しかし、

ともで助けを待っている患者はたまったもん

じゃない。そういう場所なんです、あそこは。

これを病院局長なり知事が自分のお金でやる

んだったら、どうぞどうぞと言います。しかし

ながら、これは巨費を、しかも県民の金をつぎ

込む大事業です。だから、知事はここで一回頭

をまず無にされて、頭を冷静にされて、そして

議会の声にも耳をかし、この計画を白紙に戻

す。それからもう一回考え直すんだと。私は冒

頭言いました、知事と議会との信頼関係のとう

とさというものを篤と、くどく述べたんですけ

れども、まさしく今回のこの問題というのは、

これを問うゆゆしいものを含んでいると思いま

す。知事の御所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 県立宮崎病院につきま

しては、総合的かつ高度の診療機能を持った全

県レベルの基幹病院として、また基幹災害拠点

病院として、これからも高度で良質な医療を提

供し続けていく必要があるものと考えておりま

す。

しかしながら、現状は、施設の老朽化、狭隘

化のほか、基幹災害拠点病院として必要な施設

整備が十分ではないことなどさまざまな課題を

抱えておりまして、また、いつ南海トラフ巨大

地震が発生してもおかしくない中、県民の命を

守るために早急な対応が必要でありますことか

ら、さまざまな角度から総合的に判断をしまし

て、県議会の皆様とも協議を積み重ね、現在地

での全面改築が必要とした基本構想を策定し、

再整備を進めてきているところであります。県

民の健康を守り命を守る、非常に重要な施設で

ありますが、巨額の財源を必要とする施設であ

りまして、これに対する議員のさまざまな観点

からの御指摘、御意見について、今、重く受け

とめておるところでございます。今回、県立宮

崎病院再整備の事業費が大幅に増大をし、議会

や県民の皆様に多大な御心配をおかけしている

こと、また、その説明がおくれ、執行部と議会

の信頼関係に水を差すようなことになったこと

に関しまして、深くおわびを申し上げたいと考

えております。

事業費の増大を契機に、計画の見直しを含め

さまざまな御意見もありますことから、これら

の御意見を真摯に受けとめ、さらに検討を重

ね、十分に協議をさせていただきたいと考えて

おります。

○坂口博美議員 よろしくお願いをしておきま

す。

次に、地方交付税に関し伺います。

財務大臣の諮問機関であります財政制度等審

議会は、ここ４年間、地方財政計画の規模が拡

大し、地方の財政調整基金等の残高もふえてい
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ることから、地方財政計画の適正化を進める必

要があるとし、財務省はこれを根拠として、地

方交付税の削減を主張しているようでありま

す。仮に地方交付税が削減となれば、財政基盤

が脆弱で、道路や港湾あるいは農地整備等が大

幅におくれている本県にとって、大きな問題で

あり、これらインフラ整備のみならず、社会保

障など県民生活全般に多大な影響を及ぼすこと

が懸念されます。この国の交付税削減の議論に

ついて、知事はどのようにお考えか、お聞かせ

をいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 地方財政につきまして

は、平成27年６月に閣議決定された「経済財政

運営と改革の基本方針2015」におきまして、地

方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の

総額につきまして、平成30年度まで、平成27年

度地方財政計画と同水準を確保するとされてい

るところであります。このような基本的な考え

方が示されているところでありますが、去る11

月に開かれた国の経済財政諮問会議において、

財務省から、地方財政計画の歳出額と決算額の

乖離や地方の基金残高の増加を理由に、地方財

政計画の適正化を進めるべきとの意見が出され

たところであります。

しかしながら、地方における基金は、大規模

災害や経済不況等の不測の事態により生ずる収

支不足や、将来見込まれる財政需要に備えるた

めの非常に重要なものでありまして、短期的な

基金残高の増加を理由とした議論は妥当ではな

いと考えております。地方交付税は国の財政の

中で非常に大きな割合を占めるものですから、

常に見直しの議論というのを国の財政当局は示

しておるところでありますが、地方における貴

重な財源であるということ、しっかりと地方と

して意見をまとめて、これをまた守っていきた

いと考えております。

財政基盤が脆弱な本県におきまして、地方交

付税の削減は、今後の施策の推進、また先ほど

議論がありましたインフラ整備や社会保障な

ど、県民生活に直接大きな影響を及ぼしますの

で、地方の実情を十分踏まえ、地方交付税の持

つ財源調整機能、財源保障機能を損なうことの

ないよう、国に対ししっかりと訴えてまいりた

いと考えております。

○坂口博美議員 地方の基金の性格について

は、今お答えいただいたとおりだと思います。

そして、その残高が増加したというのは、ここ

数年の税収額が見込みを大いに上回ったことに

よるものでありまして、これから先は、むしろ

見込み額を下回ることが予測をされる。そのよ

うなことから国においても、本年度予算のよう

に一般会計からの繰出金による交付税特会への

加算というのは今後望めないと思われます。そ

うなると、骨太方針2015どおりに一般財源総額

が維持されたにせよ、それは臨財債での対応に

なると思われます。これについては、返還分を

交付税措置するとはされているものの、しかし

それが将来の基準財政需要額の中の公債費とし

て計上され、そしてその分が需要額総額に上積

みされるとまでの保障はされておりませずに、

その点が財政力の弱い本県には大きな懸念材料

であります。そこを含めて、宮崎の立場から、

知事は国へ要望していくべきだということを申

し上げまして、グローバル戦略について、知事

に伺います。

現在、県では、フードビジネス構想やグロー

バル戦略に基づくさまざまな施策が展開されて

おります。そういった中、日本総合研究所

の2016年版都道府県幸福度ランキングを見ます

と、本県の勤労者世帯における可処分所得は、
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トップの富山県より21万円も低い32万7,000円

で、全国最下位となっております。申すまでも

なく、そこからの脱却は待ったなしであり、知

事には、そのための積極果敢なる、かつ本県な

らではと言える施策の展開が強く求められてお

ります。

ところで、世界は今、イギリスのＥＵ離脱や

中国の投資銀行によるアジア経済の囲い込み、

さらにはトランプ氏のＴＰＰ脱退発言などと、

保護主義の流れの中にあります。このような中

で本県が他県に抜きん出るには、情報の収集や

分析、そしてそれらに基づく行動などが大変重

要であり、そのための人財は、これが成否への

極めて大きな鍵になると思われます。世界的に

保護主義が進むかと思われる中、本県のグロー

バル戦略推進に係る決意などについて、知事に

お伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 経済のグローバル化が

進展する中、さきのアメリカ大統領選挙におき

まして、ＴＰＰ脱退などを主張してきたトラン

プ氏が当選したことにより、世界経済をめぐる

先行き、不透明感が高まっておりまして、今

後、日本や本県の経済にどのような影響がある

か、なかなか見通せない状況がございます。

一方、国内市場が縮小する中で、本県経済の

活性化を図るためには、海外との交流拡大は避

けて通れないことから、このような状況におき

ましても、私は、みやざきグローバル戦略を着

実に推進していくことが大変重要であると考え

ております。このため県では、外部の専門家等

を活用しながら、県内企業の海外展開の支援等

に取り組むとともに、やはり重要なのは交流を

支える人づくりであろうかと考えております。

産学金労官で構成をします「産業人財育成プ

ラットフォーム」を設立し、学生の海外インタ

ーンシップの実施や国際ビジネスセミナーの開

催等、グローバルな人材の育成に努めていると

ころであります。今後とも、さまざまな環境の

変化を的確に捉え、宮崎の強みを生かしなが

ら、積極的にグローバル戦略を展開してまいり

たいと考えております。

○坂口博美議員 今も申し上げましたように、

世界的には、グローバルから保護への流れ、そ

の動きもだんだん大きく、かつ加速してきてお

ります。そういう中で、我が国では、例えば今

議会に提案されております補正予算案のよう

に、ＴＰＰありきでの自由貿易加速化を見据え

た政策に基づく予算が幾つも組まれておりま

す。しかしながら、これらの政策立脚の根底が

このように変わろうとする中で、今後の県の振

興方策や計画などについてはどう展開していか

れるおつもりか、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（永山英也君） 今後、世界的

に保護主義が強まり、海外での事業展開が厳し

さを増す場合には、総合計画や各種施策の推進

におきましても、世界の中の、あるいはアジア

の中の宮崎を一層強く意識し、より戦略性を

持って、強みや特性をさらに伸ばしていく必要

があると考えております。例えば、今後成熟し

ていきますアジア市場をターゲットとした３つ

の展開、つまり、世界トップレベルの残留農薬

分析や機能性分析技術を生かした食の安全や健

康に関するニーズの取り込み、東九州メディカ

ルバレーの取り組みによります医療機器産業の

展開、また、今後増加が見込まれます個人旅行

など観光需要の取り込みなどが考えられます。

また、これらの実現のためには、みやざきビジ

ネスアカデミー等を通じた産業人財の育成が大

変重要であります。本県を取り巻く環境は一段

と厳しさを増してまいりますが、広い視野と柔
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軟な発想を持って、国際情勢の変化や地域間競

争に対応できる地域づくりや産業づくりに取り

組んでまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 今答弁にありました、食の安

全や健康へのニーズ取り込み戦略に関してです

けれども、これに関して、県の農業試験場内に

ある食の安全分析センターがＩＳＯ17025を取得

したとの報道が、先月22日になされました。こ

のことは、本県が発信元の分析技術が世界水準

の分析規格であると認められたことを意味する

わけであります。そして、センターではこの技

術を食の機能性成分分析にも応用していくとさ

れております。食品表示法の施行に伴う機能性

表示制度がスタートした今、ＩＳＯの認証を受

けたセンターが核となって機能性成分の分析拠

点を宮崎が持つことになれば、本県農産物は大

きな付加価値を持つことになり、輸出拡大にま

で大きく貢献することになると信じます。そし

てまた、これにとどまらず、本県分析技術の世

界的なブランド化による人や物の動きは、本県

グローバル戦略の一翼となり得ると考えます

が、食の機能性研究の可能性や今後の展開方策

について、知事にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 健康志向というものが

国内外で大変高まっております。安全や安心、

また健康に着目をしたみやざきブランドの農産

物は、まさに時代の追い風を受けているものと

考えております。このため、国の最先端の機能

性研究チームとの連携によります本県の研究水

準のさらなる高度化に取り組みながら、医学部

と農学部を持つ宮崎大学との食の機能性研究拠

点の整備を進めてまいりたいと考えておりま

す。

また、これらの取り組みとあわせまして、み

やざきビタミンピーマンの栄養機能食品として

の分析データの蓄積や、県内企業などと連携を

しました干したくあんや発酵乳製品の機能性表

示に向けた臨床研究などにも着手をしたところ

であります。今後とも、本県が有する高い分析

技術や研究体制を強みに、輸出の拡大や技術開

発のグローバル化に取り組んでまいりたいと考

えております。

○坂口博美議員 本県が、農産物の安全性とか

機能性、こういった点に最初に注目したのは、

農政水産部長が「みやざきブランド構想」を担

当されていたときのことであったと記憶してお

ります。その記憶をたどってみますと、たしか

あのとき部長は、３段階で食の機能性研究を進

めたいといったような話をしておられました。

そして恐らく、今回、議会に提案された食の機

能性解析拠点は、申されていた最終段階、３段

階目に当たり、部長が進めてきた「みやざきブ

ランド戦略」の集大成となるのではないかと推

察しております。これまでの機能性研究の推移

と、この研究にかける部長の思いについてお伺

いをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県における

機能性研究の始まりは、議員とも随分議論をさ

せていただきましたけれども、宮崎牛や完熟マ

ンゴーのように、おいしさという評価軸を持た

ない野菜のブランド対策として、残留農薬分析

による安全・安心に加えまして、本県の豊富な

日照時間と相関の高い機能性成分に着目したと

ころに始まります。そこで、まず第１段階とし

て、野菜の機能性を評価するため、宮崎方式の

残留農薬分析技術を応用した分析技術の確立に

取り組みました。次に第２段階として、この分

析技術を活用し、さまざまな栄養機能性成分の

データ蓄積を進め、その結果、平成25年度から

「みやざきビタミンピーマン」「みやざきビタ
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ミンゴーヤー」の２商品を、本県ならではの健

康ブランドとして認証するに至っております。

このような取り組みを進める中で、昨年４月か

ら食品の機能性表示制度がスタートいたしまし

たけれども、私は、第３段階として、これまで

の機能性に着目した取り組みの蓄積を生かす時

代がいよいよ来たなと、そのように感じたとこ

ろであります。県といたしましては、この機能

性をみやざきブランドの新たな付加価値として

位置づけ、機能性表示食品の開発や機能性に着

目した新品種の開発等に取り組みながら、しっ

かりと農家所得の向上につなげてまいりたいと

考えております。

○坂口博美議員 ここで知事に、土木問題につ

いて伺います。本県のインフラ整備状況につい

てですけれども、これについての所感をお聞か

せいただいて、インフラ整備を進めるに際し

て、どのようなことに留意しながら、どう取り

組んでおられるのか、基本的なお考えをお伺い

したいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県はこれまで、高速

道路や港湾を初めとする交通ネットワークの整

備や、防災・減災対策に必要な河川や砂防施設

などの整備等を着実に進めているところであり

ますが、全国に比べ、高速道路や国県道の整備

など、まだまだおくれている状況にあるものと

考えております。このため、まずは国の公共事

業予算を確保することが大変重要でありますこ

とから、私自身先頭に立ち、これまで機会ある

ごとに、関係省庁等に対して必要な予算確保の

要望を行っております。11月にも国土交通大臣

に面会をし、インフラ整備のストック効果、宮

崎のようなインフラがおくれているところであ

るからこそ、そのストック効果が最大限に発揮

をされるということで、本県に対する予算の重

点配分を強く訴えたところであります。本県の

厳しい財政状況下においては、県民ニーズを踏

まえながら、公共事業を効率的・効果的に行

い、いわゆるフロー効果を期待することはもち

ろんでありますが、ストック効果が最大限発揮

されるよう、しっかりと取り組んでまいりたい

と考えております。

○坂口博美議員 よろしくお願いをします。

今お答えを聞いて、最近の、例えば東九州道

などの格段の進捗であります。また、今回の際

立った補正予算の獲得などについては評価をし

て、その成果というのは、きっとこれは内田副

知事効果が大きかったのではないかなと思って

いるところでもあります。願わくば、副知事に

はこのままずっと宮崎に残っていただきたいと

すら思いたくもなりますが……。

さて、知事は今、まずは予算をしっかりと確

保することを基本としたいと答えられました。

しかし、気持ちはそうあっても、これに期待す

るというのは、ある意味、大変難しいのではな

いかと、私は考えております。なぜかならば、

それは、国の会計のあり方というのが、まず単

年度会計主義であります。そして、シーリング

方式による予算編成だからであります。だか

ら、どうしてもそこにバイアスがかかりやす

く、前年度以上の予算獲得というのは望みが難

しかろうと思うんです。そしてまた、ストック

効果を高めるとも答えられました。しかし、そ

れにも問題があるような気がします。それは、

今の公共事業というのは、以前のように、事業

ごとに予算を示しての整備５カ年計画がなく

なったことから、工事進捗の年次計画というの

を一部工事でしか示していただけないためであ

ります。だから、まちづくりなどの先読みが難

しく、企業進出や住宅建設などへの民間投資は
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臆病になりがちであろうと思います。つまり、

今の予算編成のあり方は、ストック効果が出に

くい制度や構図になっていると思うのでありま

すが、インフラ整備に係る御見解を内田副知事

に伺います。

○副知事（内田欽也君） ここ数年、東九州道

などの高速道路の整備や細島港の国際物流ター

ミナルの供用開始など、本県のインフラ整備は

着実に進んでおりますが、これは、これまで携

わってこられた先人の方々の御尽力によるもの

と思っているところであります。

これらのインフラストック効果につきまして

は、御指摘のように、将来の予算が不透明な中

で、具体的な見通しを立てにくいという課題も

ありますが、そういう中でも、高速道路の整備

状況とか新規開通見込みなどを踏まえた大手製

材メーカーあるいは精密機器メーカーの進出

や、大型クルーズ船の相次ぐ寄港など、その効

果が徐々にではありますが、あらわれてきてい

るところだと思っております。今後とも、でき

るだけ早期にストック効果を発揮させるための

取り組みを進めながら、宮崎県の成長を支える

インフラ整備の推進に努めてまいりたいと思い

ます。

○坂口博美議員 それから、先ほど知事は、フ

ロー効果への期待とも答えられました。そのた

めには、受注者がしっかりと納税をして、雇用

の改善とか安定を図るなど、社会への経済的貢

献を果たさなければ、それは望めないわけであ

ります。しかしながら、近年では、本当に県の

投資に見合うだけのフロー効果が果たして発揮

されているのか、甚だ疑問であります。最近の

県内建設業者の経営状況をどう分析しておられ

るのか、そしてフロー効果を高めるためにどう

いった対応をされるおつもりか、内田副知事に

再度お伺いいたします。

○副知事（内田欽也君） 私も、県内各地区の

建設業関係団体などと意見交換をさせていただ

いている中で、就業者の高齢化や若年入職者不

足などの課題、あるいは「建設投資が安定しな

い中で、将来を見通せない」などの切実な声も

伺っているところでありまして、本県の建設産

業は厳しい経営状況にあるものと認識をしてお

ります。このため、予定価格の適正な設定や、

ゼロ県債などの債務負担行為を活用した発注の

平準化に努めるなど、改正品確法の趣旨を踏ま

えた取り組みを進めてまいります。さらに、公

共事業予算の確保に努めるとともに、県内企業

への優先発注とか県産資材の活用など、地産地

消の取り組みを一層推進し、予算のフロー効果

を最大限に発揮させるように努め、ひいては建

設産業の健全な育成に努めてまいりたいと考え

ております。

○坂口博美議員 ぜひ、大切なことですから、

よろしくお願いをします。

そして、フロー効果を高めるために適切な予

定価格を設定するという答弁でありましたが、

基本的には、適切な予定価格というのは現在な

されていると言ってもいいかと思います。た

だ、それは設定しましても、工事現場には不確

定な施工条件が数多く存在をしておりまして、

これが設計条件と異なったときに、適切な設計

変更と、それに伴う工期や請負代金の変更がな

されることが大切でありまして、これは改正品

確法でも発注者に義務づけております。しかし

ながら、設計変更については、工法や仮設工事

に係る指定、あるいは任意への対応のあり方を

含め、さまざまな問題を抱えているやに仄聞し

ております。このことに係る県土整備部長の御

見解をお伺いいたします。
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○県土整備部長（東 憲之介君） 工期や積算

などの設計変更を適切に行うことは、公共工事

の品質を確保し、ひいては、受注者が適切な利

潤を確保するためにも大変重要であると考えて

おります。このため、現場の状況に応じた積算

を行うため、受注者との協議を十分に行うよう

努めているところでありますが、議員御指摘の

ような課題もありますことから、改正品確法の

趣旨を踏まえ、受注者・発注者間の認識や解釈

の違いが出ないように、「設計変更・工事一時

中止ガイドライン」を作成し、本年４月から運

用を開始したところであります。今後とも、技

術研修を行うなど職員のスキルアップを図りな

がら、改正品確法の趣旨やガイドラインの周知

徹底を行い、より一層、適切な設計変更に努め

てまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 それから今、副知事は、ゼロ

県債等についても積極的に活用することの必要

性というのを述べられました。施工時期の平準

化というのは、間違いなく企業経営の効率化に

大きく資するものと考えられます。そういった

中で、近年では、地方の自由度を高めるため

に、地方へのこれまでの補助金についても、あ

る程度の交付金化がなされてきておりますこと

から、例えば、過年度設定の債務負担行為につ

いての後年度支出分にこれを充てるということ

は、可能であろうと思います。したがいまし

て、長い工期を要するような工事以外について

も、その施工時期の平準化が適当であると考え

られるものについては、当該年度の支出を伴わ

ないゼロ県債での県単独事業とあわせて、当該

年度支出と同時に翌年度支出分までをも契約す

る、２カ年債務負担行為などを積極的に活用す

べきだと考えますが、副知事の御見解をお伺い

いたします。

○副知事（内田欽也君） 発注の平準化を図る

ためには、ゼロ県債などの債務負担行為の活用

を図ることが重要であります。このため県で

は、ゼロ県債につきましては、昨年度、13年ぶ

りに２月補正予算で約10億円を設定させていた

だき、今年度は、本県としては初めて、国の交

付金事業も加えて、今回の補正予算で約24

億7,000万円の設定をお願いしているところであ

ります。また、２カ年度債務負担行為につきま

しては、国土交通省では、工期が12カ月未満の

工事についても実施しているということもあり

ますので、本県においても、その活用を検討す

る必要があると考えております。今後とも、公

共事業予算や発注状況などを勘案しながら、ゼ

ロ県債などの債務負担行為の積極的な活用を図

るなど、発注の平準化に努めてまいりたいと考

えております。

○坂口博美議員 ぜひ、このことについては総

合的な視点からよろしくお願いをしておきま

す。

そして農政水産部長に、先ほどの機能性につ

いて、あと一つお尋ねします。これまでの取り

組みの蓄積を生かすときが来たということを言

われましたけれども、具体的にはどういったも

のを積み上げてこられたのか、お伺いいたしま

す。

○農政水産部長（郡司行敏君） 栄養機能性に

着目した取り組みにつきましては、総合農業試

験場における長年の研究の結果、ビタミン類や

ポリフェノール類など140種類の栄養機能性成分

を分析する技術を確立するなどの研究蓄積がご

ざいます。また、本県野菜のビタミンＣ含量

が、例えばピーマンで申し上げますと、冬場の

生産物のほうが日本食品標準成分表と比較して

高いなど、季節によって変動があることなども
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これまでの分析でわかっているところでありま

す。このように、機能性に関する研究に関しま

して、本県は全国のトップレベルの水準にあり

ますけれども、栄養機能性成分は、品種の違い

や生産者の技術、あるいは立地条件等によって

変動することなど、まだまだ未知の部分も大き

いことから、今後とも、国や大学と連携し、本

県農産物のブランド化と農家所得の向上につな

がるように、機能性表示食品の開発に向けて、

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 ビタミンＣの含有率というの

が、ゴーヤーでは周年高いけど、ピーマンは冬

季のみ高いということでありました。そうなる

と、今後また、いろんな品種における栽培技術

の確立などへの取り組みが求められようかと察

します。部長には、最終ステージに来た今の取

り組みを一日も早く仕上げていただいて、こう

いった次なる挑戦に臨んでくださることを心か

ら願いまして、質問を終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

○星原 透議長 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56分休憩

午後１時０分開議

○星原 透議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 昨日、我が

会派の田口議員が一般質問の中で突然、「キヤ

ノンの社長に就任した真栄田雅也氏は延岡出身

で、太田県議の延岡高校テニス部の２年後輩で

あり、太田ルートの活用を十分考えながら、雇

用拡大に向けてアプローチすべきです」と、本

気とも冗談ともつかぬ提案をされて、びっくり

しました。確かに思えば、真栄田氏は、私が中

学校３年生のとき１年生で、テニス部に入部

し、一緒にテニスをした仲であります。私が高

校に上がり、テニス部のキャプテンをしていた

ときに、彼がまた新１年生でテニス部に入部し

てきました。

ところが、夏休み近くなって、彼が私のとこ

ろに来て、「勉強がしたいので、テニス部をや

めさせてくれませんか」と言ってきました。も

ともと真面目な後輩だったので、私は「やめる

なら、高校３年間、本当に一生懸命に勉強せ

にゃいかんよ」と優しく諭し、退部を認めてあ

げました。まさかその彼が経団連会長まで輩出

した名立たるキヤノンの社長にまで上り詰める

とは、そのとき夢にも思いませんでした。

当時、50年も昔の話でありますが、体育会系

の運動クラブでは、新入生が途中で退部しよう

ものなら、びんた（ほっぺた）を張り回してや

めさせるところもありました。私は、真栄田氏

のびんたをあのとき張り回さんでよかったと、

今になって胸をなでおろしているところです。

「太田ルートの活用で雇用拡大のアプローチ

を」との提案でありましたが、キャプテンとし

ての当時の私の威厳が彼に対してまだ通用する

ものかどうか、自信がありません。

時間をとりましたが、知事の政治姿勢につい

て質問いたします。

１点目は、ＴＰＰ問題における自由貿易か保

護貿易か、あるいは自由主義か保護主義かとい

う対立的な捉え方でいいのかどうかという問題

であります。安倍総理は、ＴＰＰ推進の立場で

こう述べています。「かつて保護主義や排他主

義が世界を戦争に駆り立てた。自由で開かれた
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経済こそが平和と繁栄の礎だ」。確かに私自

身、戦後教育を受けてきて、保護貿易やブロッ

ク経済が世界を戦争に導いたという認識を持っ

ていた者であります。

しかし、今日の世界経済、新自由主義が謳歌

され、多国籍企業がばっこする社会、果たして

そのような分析だけで世界経済を見てよいもの

だろうかという疑問を持つようになりました。

歴史を振り返ってみると、ドイツの社会主義者

ラサールが、自由放任の国家を「夜警国家」と

規定して以来、国家のあり方は自由と規制の間

での綱引きであったと思うのです。

ノーベル経済学賞を受賞しているスティグ

リッツ教授は、本年３月16日に政府主催の国際

金融経済分析会合に招かれた際、消費税ではな

く、所得税などの累進税率の強化を訴えて注目

されましたが、その彼も、グローバル経済に対

して、自由主義ではなく、適正な規制が必要だ

と主張し、警鐘を鳴らしています。ですから、

私は、ＴＰＰ問題は、自由主義か保護主義かと

いう対立で見るのではなく、強いて表現するな

らば、新自由主義貿易か適正な規制かにあるの

ではないかと思います。また、スティグリッツ

氏は、「ＴＰＰは自由貿易と言いながら、それ

はがちがちの管理貿易だ」とも言っています。

これまでＴＰＰ問題は、さまざまな角度から

その問題が論じられてきました。私はその中

で、日本文化を守るという立場から、文化に

絞って論じたいと思います。黒木正一議員、そ

のほかの方も取り上げられたように、先般行わ

れた「25年連続スギ生産日本一記念式典」で、

ソウル大学校教授の李銓済（イ・ジョンゼ）氏

は、「輸出に当たっては相手国の文化を熟知し

ておかなければいけない」という旨の挨拶をさ

れておりました。自国の文化を押しつけるので

はなく、お互いの国の文化を理解することは、

大事なことであると思います。

こんな文化にまつわる話があります。東南ア

ジアの山岳地帯の民族文化の調査に当たった学

者であるお父さんが、日本に戻ってきて、家族

団らんの夕食のときに報告したそうです。「あ

のね、向こうではね、御飯を食べるときに手で

食べる人たちもいるとよ」と言ったところ、そ

れを聞いたおばあちゃんが驚いたように、「へ

え、口で食べんとね」と言ったそうです。

このように、この地球上には、さまざまな気

候風土、文化を持った国が存在します。砂漠の

民、遊牧の民、狩猟民族から農耕民族など、日

本は温暖な四季折々の気候風土を持ち、梅雨や

雪解け水を利用しながらの水田耕作は手放せま

せん。海も山も守らなければ、国、日本が壊れ

てしまいます。だからこそ、その国の事情を表

現できる関税というものがどうしても必要だと

思います。人間は、自然に身を添えて生きてい

かなければならないからです。自然にあらがう

ことはできません。そのことは、国際的にも認

められるべきであると思います。

ＴＰＰに見られるように、自由貿易一辺倒

で、それぞれの事情を持った国が一括関税を撤

廃・廃止していくことは、果たして成長を促進

させることになるのか、さらなる問題を生じさ

せるのではないかと危惧するものです。

トランプ次期大統領がＴＰＰ脱退を表明して

以来、国際的な議論として、自由主義か保護主

義か、アメリカ抜きのＴＰＰかなど論じられ、

不透明な部分もありますが、かつて宮崎県選出

の国会議員が、「もし首相がＴＰＰに前のめり

になるなら、私が羽交い締めにしてでもとめ

る」と言い切ったことを思い出すと、トランプ

氏も軟化することもあるのではないか、今後ど
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う変わるのかわかりません。以上、知事のＴＰ

Ｐに関する現状認識や所感を伺います。

２点目であります。人間の働く形というもの

は、人間が生きていく上で、さらに健全な家族

や信頼ある社会を築く上でも、大変大事なこと

であると思います。そんな中、先般報道され

た、世界でも有数の広告会社「電通」で起きた

女性職員の過労自殺事件。社会に我が子を幸せ

あれと送り出したその親御さんたちの悲痛な思

いは、察するに余りあります。また、大切なお

子さんを預かっているという思いが、余りにも

利益を追求するばかりに、企業は麻痺してし

まったのではないかと思えます。

明らかになったことですが、その電通には、

「鬼十則」という定めがあったとのことであり

ます。引用してみますと、１条が「仕事は自ら

創るべきで、与えられるべきでない。」、２条

は「仕事とは、先手先手と働き掛けて行くこと

で、受け身でやるものではない。」、３条は

「大きな仕事と取り組め、小さな仕事は己れを

小さくする。」、特に私は５条が気になるとこ

ろであります。「取り組んだら放すな、殺され

ても放すな、目的完遂までは…。」とありま

す。命が大事なのであります。

法治国家と言われ、さらにコンプライアンス

が叫ばれる今日、電通という世界でも屈指の巨

大企業の「鬼十則」、このような企業文化は、

労働基準法の精神と全く真逆な考え方でありま

す。仲間を支え、仲間を助けていくという日本

古来のよき文化を持っていた日本の社会が見て

見ぬふりをする、まるで大人の社会までもが幼

児性を持ってきているように思います。

宮崎県でも、長男を自殺で亡くされたお母さ

んが「東九州過労死を考える家族の会」を立ち

上げられました。そのお子さんの遺書には、

「使えない人間ですみませんでした」と、上司

に宛てた手紙があったそうです。このような痛

ましい事例を少しでも減らしていかなければな

らないと思うのですが、人間が働いて生きてい

く上で、働く形は非常に大事であると思うので

すが、電通での事例などを見て、知事はどう思

われるのか、所感を伺います。

３点目であります。本県の29年度の当初予算

編成方針のポイントを見て感じた、国と地方の

あり方についてであります。その方針の中に

は、「限りある財源を効果的に活用」「財政改

革の取り組みを不断の取り組みとして着実に実

行」「徹底したコスト意識を持って経費節減を

図る」というような表現が散見されます。これ

でもいいと思いますが、このような考え方か

ら、これまで県や市町村もこぞって指定管理や

民間委託などを進めてきたわけですが、結果と

して、県・市町村の行政みずからが、地方創生

を一方で訴えながらデフレ経済を助長する、相

反する取り組みをしているという感を持ちま

す。

本年11月24日に発表された総務省の方針によ

ると、来年度の地方交付税については、人口減

少対策で成果を上げた自治体に手厚く配分し、

指定管理の導入を促進するなど、政策誘導型の

交付税にさらになろうとしています。果たし

て、このような考え方や仕組みではますますデ

フレとなり、日本の将来はあるのか、このよう

な手法を続けていっていいものかという不安を

覚えます。

自治体の任務として、そろそろ根本的な解決

策となるような政策提言―私としては、いつ

も訴えておりますが、富裕層からの税を取る超

過累進課税の強化、または派遣労働者制の廃止

を考えていますけれども―そういったことも
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国に要望していく義務があるのではないかと思

いますが、知事のお考えを伺います。

壇上では最後になりますが、総合政策部長

に、特急列車のワンマン化について質問いたし

ます。

特急列車のワンマン化についてであります

が、この問題については一部マスコミでも報じ

られましたが、これは、大分から宮崎空港間の

４両編成の特急列車を、車掌を外して運転手１

人にするというワンマン化のようであります。

私はとんでもない提案だと思います。とんでも

ないと私が怒るのは、特急列車の特性を知って

おられての提案なのかと啞然としたからであり

ます。

もちろんこの提案は、ＪＲ九州本社とそこで

働く人たち、労働組合との間での問題かもしれ

ませんが、とんでもない、私は議員になって14

年間、私がＪＲに払ってきたお金は、ＪＲ運

賃、特急料金も含めて700万円にもなります。で

すから、私こそＪＲ列車をいちずに利用してき

たＪＲ愛好者、優良・善良な利用者だと思うか

らこそ、多くの利用者にかわって言わせてもら

いたいのです。

まず、特急列車の特性ですが、有名な黒澤明

監督の映画、「天国と地獄」というのがありま

す。当時、特急列車は、完全密閉された部屋と

考えられ、外部との犯罪は成り立つはずがない

と考えられていました。が、しかし、唯一トイ

レの窓に７センチのすき間ができること

で、3,000万円の身代金の入ったかばんを投げ捨

てるという犯罪が成り立ったストーリーであり

ます。現在では、そのトイレの窓さえあかな

い、本当に完全に密閉された特急列車だと思い

ます。新幹線であった焼身自殺や痴漢、暴力行

為など、さまざまなトラブルに車掌がいなくて

どう対応するのでしょう。車掌がいなければ、

運転手は踏切など前方ばかりが気になって、後

ろの車両内のことは全然わからないといいま

す。

日向―高鍋間は25～26分かかります。その

間、完全密閉された空間となってしまいます。

ここが、各駅停車でき、しかも窓は自由にあけ

閉めできる普通列車―いわゆる鈍行といいま

すが―との違いであります。普通列車の場

合、車内の異常はすぐに伝えることができま

す。

その他いろいろな問題もありますが、もう一

つ挙げておきますと、私は、列車で帰宅中に３

回ほど列車事故に遭遇したことがあります。乗

客は車内に長時間待機させられます。異常な物

音がしたということで、飛び込み自殺だったの

か、車との接触事故だったのか、特急が急停車

するわけです。密閉された部屋で長時間車内に

待機させられている乗客は、次第にいら立って

きます。しかし、車掌が適宜、車内放送をし続

けます。「今、警察に通報し、レール上を歩い

て点検しておりますので、いましばらくお待ち

ください」、そういった放送が、この前、津波

の放送であったように必死で放送されます。

私は、車掌さんが、乗客の乗りおりのときに

列車の外に出て、その乗りおりの安全を指さし

で確認し、そして笛を吹いて出発させている姿

を見るにつけ、ワンマン化など、こんなことを

してはいけないと思います。県として、利用

者、県民の声を伝えてもらいたいと思います

が、県の考えを伺います。

以下の質問は質問者席で行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。
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まず、貿易についてであります。人口減少社

会を迎え、国内市場の拡大が見込めない中で、

経済・産業の活性化を図るためには、人口がふ

え続ける海外の成長を取り込むことが重要であ

ります。一方で、御指摘のとおり、無条件での

自由貿易は、国内の経済や固有の文化等に影響

を与える可能性があるものと考えております。

そのため、貿易や国際的な投資を促進しよう

とする場合、プラスの効果を求めるだけでな

く、マイナスの影響を最小限に抑えることが肝

要であり、さきのＴＰＰをめぐる交渉におい

て、一部の農産物に関税が残されたことなど

は、こうした観点から、政府がぎりぎりの努力

を行った結果であると理解しております。

本県におきましても、グローバル戦略を定

め、今後、積極的に海外との交流を進めていく

こととしておりますが、同時に、本県の基幹産

業である農林水産業の強化や世界農業遺産でも

認められた伝統文化の保存・継承などに努めて

まいりたいと考えております。

次に、過労自殺事件を受けての所感について

であります。前途ある若者が過労を苦にみずか

らの命を絶った今回の報道に接し、御本人の苦

悩はもちろん、我が子を突然失った親御さんの

お気持ちを察しますと、深い悲しみとともに、

今回のような痛ましいことは二度とあってはな

らないと強く感じたところであります。

現在、国におきまして、長時間労働の是正な

どをテーマとする「働き方改革」が議論されて

いるところであります。私としましては、県民

一人一人が安心して働き、心豊かに暮らせる宮

崎づくりに、引き続き努力してまいりたいと考

えております。

最後に、国への要望についてであります。我

が国は、これまでに経験したことがない人口減

少時代を迎え、将来の社会像を見通すことが大

変難しくなっております。将来の制度や施策の

あり方については、国任せにせず、地方もそれ

ぞれの地域における実情を踏まえ、真剣に考

え、声を上げていく、また提案していく必要が

あると考えております。

このようなことから、国に対しましては、み

やざきの提案・要望においても、単に予算確保

の要望にとどまらず、いわゆる義務づけ・枠づ

けの見直しなど、国から地方への権限移譲であ

りますとか、企業の地方移転を促進するための

税制の拡充など、真の地方創生の実現に向けた

提案を行っているところであります。

また、全国知事会などを通じ、地方創生推進

交付金の拡充や弾力的な運用、政府関係機関や

大学の地方移転に向けた取り組みなど、東京一

極集中の是正に向けた提言を行っているところ

であります。今後とも、本県、そして我が国の

将来の発展につなげるという視点を持ち、地方

の声、地方の実情というものをしっかりと国に

届けてまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○総合政策部長（永山英也君）〔登壇〕 お答

えいたします。

特急列車のワンマン化についてであります。

ＪＲ九州におきましては、これまでも安全運行

を前提としながら、ダイヤの見直しに加え、増

便や運行区間の見直し、新型車両の導入、割引

切符の販売など、路線の維持に向けた収支改善

のためのさまざまな取り組みを行っておりま

す。ＪＲ九州に問い合わせましたところ、質問

にありましたワンマン化についても、さまざま

な経営安定化のための一つの選択肢として検討

を行っている段階であるということでありまし

た。県といたしましては、今後とも、ＪＲ九州
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に対して、地域の実情等を伝えながら、公共交

通機関の使命として、路線維持や利便性の向

上、また何よりも安全性の確保が重要であると

いうことについて、強く働きかけてまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

○太田清海議員 わかりました。知事の答弁に

ついては、知事の政治感覚でもありますし、人

生観も含めた意見だろうと思いますので、私が

どうこう言うことはできません。

ただ、それぞれちょっと意見を述べさせても

らうと、ＴＰＰの問題については、1853年にペ

リーが来航して以来、小村寿太郎が関税自主権

を回復させるまでの長い歴史の中で、関税自主

権というものをかち取ってきたわけですよね。

日米修好通商条約とか何か不平等条約がありま

したけれども、そういうせっかく関税自主権を

確立したのをまた失っていくというようなこと

にもなるのではないかなという思いもいたしま

す。

また、働く形の問題でありますけれども、私

は、今の国の流れというか、働く人たちの形が

あんまりよくないなと思っております。私は、

労働基準法の中で一番好きなのは、第１条の２

項であります。それを読んでみると、こんなふ

うに書いてあります。「この法律で定める労働

条件の基準は最低のものであるから、労働関係

の当事者は、この基準を理由として労働条件を

低下させてはならないことはもとより、その向

上を図るように努めなければならない」。労働

基準法が低いから、うちもそっちに合わせよう

と、それはだめですよということですよね。

だから、これは施行されたのが昭和22年です

かね。戦後、日本国憲法をつくって、日本国民

が、「よし、立派な国家をつくるぞ」と言っ

て、こういった法律をつくる。私は、本当にこ

れは人間的な条文だと思って、これが一番好き

なんです。そんな感じがするところから見たと

きに、今の電通の問題とか、さまざま職場での

問題というのが、果たしてどうなのかなという

思いであります。

お母さんの言葉を挙げると、「社員の命を犠

牲にして業績を上げる企業が日本の発展をリー

ドする優良企業と言えるのか。命より大切な仕

事はない」。自殺された娘さんのメールであり

ますが、「こんなにつらいとは思わなかった。

会社をやめたい。休職するか退職するかは自分

で決めるので、お母さんは口出ししないで

ね」、最後亡くなったときには、「大好きで大

切なお母さん、さようなら、ありがとう。自分

を責めないでね。最高のお母さんだから」とい

う言葉もありますけれども、そういう世の中を

どうにか変えていきたいなと思っております。

それと、国への要望についても、岩切議員

が、清掃労働者とかそういった人たちの業務委

託とか、ああいった問題を問われたときに、知

事のほうから、「そういった賃金というのは適

正に積算されております」ということを言われ

ました。私はそれでもいいと思います。それに

ついてどうこうということはありません。た

だ、そういう人たちが一生懸命働いてこの世の

中をつくっておられるわけだから、私たちのま

なざしとしては、そういう人たちに目をいつも

配っておくということは行政上必要だと思いま

すし、知事の政治姿勢を聞いたときに、「国任

せにはしない」という決意も伺いましたので、

そういうところで私たちも頑張っていきたいと

思います。

それでは、特急のワンマン化の問題でありま

すが、全てを述べましたので、これについては

問いません。何よりも安全性が大事だというこ
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とを言われましたので、ぜひこれは伝えていた

だきたい。安全なんですよね。みんなが頭を並

べて謝罪するようなテレビは見たくないわけで

す。ぜひそういうことを県として伝えていただ

きたいと思います。

ただ、警察本部長に質問いたしますが、私も

列車の中に閉じ込められたことがあります。不

満がいっぱい出ます。外では何をしているかと

いうのは、特急列車から顔を出すことはできま

せんから、黙って待つ以外ないんですよね。不

満が高まったりする。そのときに、列車事故が

起こった場合の警察の対応、どうしているのか

ということをお知らせください。

○警察本部長（野口 泰君） 列車に関する事

件・事故が発生した場合は、警察は、直ちに現

場に臨場し、まず、負傷者、被害者の救護を優

先的に行います。次に、乗客等の危険防止の措

置及び関係者の事情聴取並びに現場保存等の所

要の捜査を行うことになります。こうした捜査

を終了し、列車の運行が再開されることになり

ますが、その間、時間を要することになりま

す。

○太田清海議員 踏切事故の場合は交通事故扱

いとか、それから、人身事故の場合は刑事事件

扱いというような話も聞いたわけですが、一生

懸命捜査されている、現場検証されている、そ

ういったことをぜひ県民にもわかっていただき

たいなと思っております。

次に、福祉保健部長にお伺いいたします。現

物給付と国保財政についてであります。

これは私もちょっと不勉強であったんです

が、会派で沖縄に視察に行ったときに、少子化

対策ということで、例えば重度医療の場合、現

物給付というのは、病院にかかった後のお金の

支払いは市と医療機関との間でやって、実際か

かった後にお金を払わなくていいというのが現

実給付というふうに聞いていますが、沖縄で

は、現物給付した場合には、国保からペナル

ティーを受けるという話を聞いてびっくりしま

した。宮崎県では、ほとんどが現物給付をして

いると思っているんですが、そういった子供や

重度障がい児者、ひとり親家庭等に対する現物

給付による医療費助成を行った場合、国保の国

庫負担が減額されるということでありますが、

その状況をお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） お話にありま

した、地方単独事業として医療費助成を行い、

一部負担金の減免措置を現物給付で実施してい

る場合、国は、地方の減免措置によって生ずる

医療費の波及増嵩分については、当該市町村が

負担すべきものとしており、市町村国保に対す

る国庫負担の減額措置を行っております。

平成26年度の数値でございますが、子育て乳

幼児医療費助成事業、ひとり親家庭医療費助成

事業、重度障がい者（児）医療費助成事業の３

事業において、これは推計額でございますけれ

ども、県全体で約５億700万円が減額されている

ものと見込んでおります。

○太田清海議員 ５億700万円という金額が減額

されてもなお、現場の市町村では、そういう損

害を受けながらも、障がい児とか子供さんたち

のために犠牲的に出しておるというのは、私、

宮崎県の自治体はよく頑張っているなと評価し

てあげないかんとは思うんですよね。延岡では

どのくらいの減額になりますか。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 延岡市の例

で、３事業合計ですが、推計額ですけれども、

約4,800万円ほどになろうかと思います。

○太田清海議員 わかりました。私、先ほど宮

崎県の市町村はよく頑張っているなと言った意
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味は、沖縄では、そういう減額を受けるのがつ

らいから、現物給付をまだちゅうちょしていた

ところがあったわけですよね。それと比べる

と、宮崎県の市町村は本当に頑張ったんだなと

思いますが、減額措置は今後も継続するのか。

また、私は、そういうことであるとするなら

ば、廃止を国に求めていくべきだと考えます

が、福祉保健部長、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 国民健康保険

に対する国庫負担の減額措置につきましては、

これまでも全国知事会や全国議長会等を通じ、

減額措置の廃止を要望しているところでありま

すが、知事を初め私どもも直接、厚生労働省を

訪問いたしまして、廃止について要望している

ところであります。特に、子ども医療費助成に

係る減額措置につきましては、地方自治体の懸

命な少子化対策の取り組みを阻害するものとし

て、直ちに廃止するよう強く要請しているとこ

ろであります。

なお、子ども医療費助成につきましては、本

年６月２日に閣議決定された「ニッポン一億総

活躍プラン」において、「減額措置の見直しを

含め検討し、本年末までに結論を得る」ことと

されておりまして、11月30日に開催された厚生

労働省の社会保障審議会で国が示した見直し案

の中身を見ますと、実施については平成30年度

からとし、見直し対象は未就学児までとし、医

療費助成に何らかの一部負担金や所得制限を設

けている場合に限定することも検討するとされ

ております。

○太田清海議員 わかりました。国に対する要

望でありますけれども、廃止とか、少し動きは

出てきているんだなと思って、ぜひ働きかけを

強めていただきたいと思います。

次に、地域医療構想調整会議の編成について

でありますが、これについては、前屋敷議員の

質問とかぶっておりますけれども、もう一回、

確認させていただきたいと思います。

まず、地域医療構想調整会議の構成メンバー

の現状についてお伺いいたします。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 地域医療構想

調整会議につきましては、構想策定の段階で各

地域の意見を聞くため、昨年度から開催してお

ります。現状での構成メンバーにつきまして

は、地域により若干の違いはあるものの、基本

的には、各地域の医師会、歯科医師会、薬剤師

会、看護協会、病院団体や医療保険者、市町村

などにより構成されているところであります。

○太田清海議員 私は、これにぜひ、利用者代

表、いわゆる患者さんとか、そういったいい意

味での利害を代表する人も入れたほうがいいん

じゃないかという考えを持っているんですが、

いかがでしょうか。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 地域における

医療提供体制の構築に当たりましては、地域住

民の理解と協力が必要となりますので、地域医

療構想調整会議における議論の状況によって、

幅広く意見を伺う必要がある場合には、会議へ

の参加を含め、調整会議の中で検討されること

となろうと考えております。

○太田清海議員 そういう利用者の方々、患者

さんの気持ちとか考え方なりを聞くような場を

できるだけ多く設けていただきたいと要望して

おきます。

次に、共生型福祉事業所「ゆるまーれ」につ

いてであります。

私もこれは、実は、地元の新聞であります夕

刊デイリーの報道で初めて知りました。私も厚

生常任委員会の委員長ですので、こういうのが

何でとびっくりいたしました。聞いてみたいな
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と思って聞かせていただきますが、共生型福祉

施設というのはどういうものか。また、延岡市

に開設された「ゆるまーれ」の取り組みや財源

についてお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 共生型福祉施

設というのは、高齢者、障がい者、児童等の対

象者を同一の施設で受け入れるものでありまし

て、制度に基づく専門の福祉サービスを提供す

るものから、地域の居場所機能を担うものま

で、さまざまな形態がございます。

お話しの「ゆるまーれ」につきましては、地

域の居場所機能を担う施設でございまして、社

会福祉法人宮崎県社会福祉事業団が、延岡市土

々呂地区の民家を改修しまして、ことし10月に

オープンしたところであります。この施設で

は、週５日、常駐する職員２人がボランティア

とともに、さまざまな世代の交流や子供たちへ

の学習支援等に取り組んでおりまして、地域コ

ミュニティーの活性化と社会福祉法人による地

域貢献活動の先進事例として、注目を集めてい

るところであります。

また、施設の整備費やスタッフの人件費等の

運営経費につきましては、法人の自主財源で賄

われていると伺っております。

○太田清海議員 これは、事業団、法人の自主

財源でということで、私たちも、ちょっとそれ

は予算が伴わなかったから知らなかったわけで

すが、公益法人改革の一環としてもあるのかな

と思います。公益法人で不祥事が起こってはい

けない、内部留保がたまっている、それをどう

かせないかん、地域貢献のためにというような

社会的な要望もあるわけですが、宮崎県社会福

祉事業団「ひかり学園」というところが、内部

留保金というか、内部努力でつくられたという

ことであれば、私は本当に評価したいなと思っ

ております。雇用も生まれる形になるといいが

なと思いますし、ぜひ、障がい者も子供たちも

高齢者も、こういった施設を大いに地域で活用

していただきたいと思っております。

それから次に、環境森林部長にお尋ねしま

す。新聞報道でも、宮崎市で、杉の盗伐、違法

伐採が行われたやに報道されたりもしましたけ

れども、これは島田議員もそういった質問をさ

れたようですが、違法な伐採について、水源地

域保全条例に基づき、県が把握できないものか

どうか、お伺いしたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 水源地域保全

条例は、水源地域内の森林の土地に係る贈与、

売買、交換などの契約につきまして、事前の届

け出を義務づけることにより、適正な土地利用

を確保することを目的としています。したがい

まして、この条例では、森林の伐採を届け出の

対象としていませんので、県として、条例に基

づく届け出により、違法な伐採等を把握するこ

とは困難でございます。

一方、先般、宮崎市で伐採届け出を偽造した

事案が発生しましたことから、県では、市町村

に対しまして、伐採届け出の提出を受けたとき

には、森林所有者等の確認を徹底するように文

書で通知したところでございます。

○太田清海議員 わかりました。県としては、

土地の売買だったら可能だけれども、上物の立

ち木については把握できないということで、こ

れは森林法でそうあるのでしょうか。ただ、県

としては、各市町村に指導したと、厳格に対応

してほしいということでありますが、できるな

らば、保険証とか免許証とかを見せながらやる

と間違いがないがなと思います。改善の方法は

いろいろあろうかと思いますが、ぜひ県として

も指導していただきたいと思います。
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次に、公共事業の発注についてであります。

これは延岡市選出の５人の県会議員と延岡市

建設関連団体との懇談会の中でいろいろ要望が

あったわけですけれども、私としては、測量設

計業務において、熊本地震などの災害対応、応

援に行った場合に、受注している業務の履行期

間の延伸は可能なのかどうかということをお聞

きしたい。これは県土整備部長にお尋ねしたい

と思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 測量設計業

務における履行期間の変更につきましては、

「土木設計業務等委託契約書」の規定に基づ

き、受注者の責めに帰することのできない事由

の場合には、受注者の請求により履行期間の延

伸ができることとなっております。したがいま

して、県の業務を受託している受注者が、大規

模な災害の発生により、県民生活等に大きな影

響が生じるなど、最優先で災害業務に取り組む

特別な事情が生じた場合には、履行期間の延伸

が可能となります。

なお、延伸の期間につきましては、受託して

いる業務の成果がその後の事業進捗に及ぼす影

響を勘案し、発注者と受注者で協議を行うこと

となります。

○太田清海議員 わかりました。

それでは、２番目の問題ですが、履行期間が

延伸した場合に、人件費などの資金繰りに困る

こともあるということで、測量設計業務で中間

前払い金は請求できるのかということでありま

すが、お伺いいたしたいと思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 中間前払い

金につきましては、前払い金を受領した後に、

工期の途中で追加して請求することができるも

のであります。この中間前払い金は、地方自治

法等に基づき、土木建築工事のみが対象となっ

ており、測量設計業務につきましては、請求す

ることができないところであります。

なお、前払い金については、測量設計業務の

場合、労務費や材料費等について、業務委託料

の３割を上限として請求することができること

となっております。

○太田清海議員 わかりました。いろんな事情

があろうかと思います。法的に無理であればや

むを得ないと思いますが、そういった声がある

ということは、ぜひお聞き取りいただきたいと

思います。

最後になりますけれども、警察本部長にお伺

いいたします。高齢者の交通事故対策について

でありますが、４月１日から運転免許センター

へ配置された看護師の活動実績や効果的事例に

ついてお伺いしたいと思います。

○警察本部長（野口 泰君） 県警では、本年

４月１日から、県内３カ所の運転免許センター

に、運転適性相談員として４名の看護師を配置

し、運転に不安を抱えている高齢者やその家

族、また、てんかんなど一定の病気を有する方

からの相談に対応しております。看護師として

の知識や経験に基づくきめ細やかな対応で、相

談者の不安解消を図っており、相談件数も増加

傾向にあります。

相談の一事例としまして、かたくなに免許返

納を拒む高齢者に、家族が不安を抱えて相談に

訪れ、看護師の医学的な知見に基づく丁寧な説

明により、免許を自主返納し、本人や家族から

も感謝された事例など、効果的事例は数多く寄

せられています。県警としましては、今後とも

相談しやすい環境整備に努めてまいります。

○太田清海議員 わかりました。私も実はバイ

ク事故に遭って、相手の方が軽トラだったんで

すが、私自身はけががなくて、バイクが破損し
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たんですけど、そのおじいちゃん、運転手の人

に聞いたら、実は視野狭窄もあって、いやい

や、そういう人に運転させたらいかん、その人

は日之影から県立延岡病院に治療にかかるとい

うことで、私、日之影の長男の方に電話を入れ

て、危ないですよと言って、長男の方が送り迎

えするというようなことになって事なきを得た

わけですが、そういう人たちがいらっしゃる。

それをぜひ、看護師さんたちの活動も大変だろ

うと思いますが、頑張っていただきたいと思い

ます。

最後に、来年３月12日施行の高齢運転者対策

に係る道路交通法改正の趣旨についてお伺いし

たいと思います。

○警察本部長（野口 泰君） 道路交通法が改

正された趣旨は、近年、75歳以上の高齢運転者

による交通死亡事故が増加しており、事故全体

に占める割合も高くなっていること、また、事

故の原因として、運転者の認知機能の低下が疑

われるケースも多いことなどから、高齢運転者

の交通事故防止対策として、高齢者講習制度が

拡充されたものです。

改正された75歳以上の高齢運転者対策の主な

柱として、１つは、免許更新時の認知機能検査

の結果、「認知症のおそれがある」と判定され

た場合の診断書提出や、認知機能検査の判定結

果に応じた高齢者講習の実施、１つは、信号無

視、一時停止違反など、認知機能の低下により

起こしやすい一定の交通違反をした場合の臨時

認知機能検査及び臨時高齢者講習の新設であり

ます。高齢運転者による交通事故を防止するた

めの法改正であり、県民の皆様に高齢者講習制

度のさらなる周知を図ってまいります。

○太田清海議員 私、高齢者講習制度はかなり

効果を出すんじゃないかなと期待しておりま

す。人権の問題もありますけれども、ぜひ効果

を上げていただきたいなと思っております。

以上で質問を終わるわけですが、私も今回、

トリということで、最後を務めさせてもらいま

したけれども、さまざまな立場の議員の皆さん

の一般質問を聞かせていただいて、特に井本先

輩議員の意見には、レーニンやナチズムの話と

か、地方創生の話も出たときには、私も拍手し

たぐらいでした。職員の皆さんのお気持ちもお

もんぱかって言われたような気持ちもいたしま

して、賛同できることが多々ありました。自民

党という政党は、いろいろな立場・意見を包含

して表現できる「懐の深い政党」だなと思い、

感服したところであります。

これは自民党のことではありませんけれど

も、天下の公党を「ばかな政党」とあしざまに

表現する、そういった政治家が今あらわれてい

ます。政治や政治家に品格がなくなったのでは

ないかなと思わせるような言葉を聞いて、子供

たちがどんなふうに育っていくのだろうと危惧

いたします。

この前も申しましたけれども、私の少年時代

は、池田勇人首相とか、中には大野伴睦という

人もいらっしゃいました。大野伴睦の「伴睦」

という言葉の響きは、物すごく頭に残って、い

い名前だなと思ったことがあります。政治家に

対する尊敬の念があったように思います。私た

ち県議会も、お互いを尊重しながら、自分の人

生観をかけて論争し、県民から信頼される県議

会に立ちたいものだと思っております。ありが

とうございました。（拍手）

○星原 透議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第14号から第17号まで採決
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○星原 透議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第25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。

まず、収用委員会委員及び収用委員会予備委

員の任命の同意についての議案第14号から第17

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〕

○星原 透議長 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14号から第17号までの各号議案につい

て、一括お諮りいたします。

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〕

○星原 透議長 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13号まで及び第18号

から第25号まで並びに請願委員会付託

○星原 透議長 次に、議案第１号から第13号

まで及び第18号から第25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。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす７日から12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、13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、並びに選挙管

理委員及び同補充員の選挙であります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時48分散会
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