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午前 10時０分開議

出 席 議 員（42名）
5番 西 村 賢 （新みやざき）

6番 図 師 博 規 （日 日 新）

7番 岩 下 斌 彦 （つくしの会）

8番 山 下 博 三 （自由民主党）

9番 黒 木 正 一 （ 同 ）

10番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

11番 武 井 俊 輔 （ 同 ）

12番 中 村 幸 一 （ 同 ）

15番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 田 口 雄 二 （新みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 廣 明 （自由民主党）

20番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

21番 押 川 修一郎 （ 同 ）

22番 外 山 衛 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24番 河 野 安 幸 （ 同 ）

26番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 太 田 清 海 （社会民主党宮崎県議団）

29番 満 行 潤 一 （ 同 ）

30番 水 間 篤 典 （新みやざき）

31番 濵 砂 守 （ 同 ）

32番 星 原 透 （自由民主党）

33番 中 野 一 則 （ 同 ）

34番 横 田 照 夫 （ 同 ）

35番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

36番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

39番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

40番 長 友 安 弘 （ 同 ）

41番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

43番 井 上 紀代子 （新みやざき）

45番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

46番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

47番 坂 口 博 美 （自 民 党 鳳 凰 の 会）

48番 萩 原 耕 三 （自由民主党）

49番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

50番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

51番 米 良 政 美 （ 同 ）

52番 外 山 三 博 （自由民主党）

53番 福 田 作 弥 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

県 民 政 策 部 長 山 下 健 次

総 務 部 長 稲 用 博 美

福 祉 保 健 部 長 高 橋 博

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

農 政 水 産 部 長 髙 島 俊 一

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

会 計 管 理 者 加 藤 裕 彦

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 太 田 英 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 岡 崎 吉 博

総 務 課 長 渡 邉 靖 之

議 事 課 長 武 田 宗 仁

政 策 調 査 課 長 日 髙 正 憲

議 事 課 長 補 佐 中 原 光 晴

議 事 担 当 主 幹 日 髙 賢 治

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 一般質問

○蓬原正三副議長 ただいまの出席議員40名。

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、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、外

山良治議員。

○外山良治議員〔登壇〕（拍手） 社民党の外

山でございます。

知事として初登庁されたときの映像が流れて

いました。私の目には、涙を流されていたよう

に映りました。随分熱い人だ、この人なら宮崎

の生活再建は間違いないなと思いました。初登

庁の心情をまずお聞かせください。

映像を見て30年前のことを思い出しました。

初登壇を終えて控え室に向かっていたとき、自

民党長老議員から、「こら、外山、議員にとっ

て議場は戦場だ。おまえの顔は戦士の顔になっ

とらん」と、おしかりを受けました。公明党市

会議員からは、「あなたの質問は質問ではな

い。単なるぼやきだ。政策提案が全くない」と

も指摘をされました。これら先輩の指導を受け

て今に至っていますが、指導効果もなく、申し

わけなく思っています。最後の質問では、諸先

輩からいただいた指導内容に配慮し、行いたい

と思います。

知事の政治姿勢についてお伺いをします。

知事は提案理由の説明の中で、「関係団体の

皆様ときめ細かく丁寧な対話を心がけるととも

に、より緊密な協働の仕組みをつくり上げ

る」、また、「現場の実態、実感を大切にする

現場主義を徹底し、県民の皆様に最も身近な基

礎自治体である市町村との連携を重視する市町

村重視の姿勢で県政に取り組む」と説明されて

いました。

知事アンケート結果を見ると、障がい者差別

禁止条例についての知事の回答は、「条例の制

定の必要性については今後研究します」、谷間

の障がい者の取り扱いについては、「国の施策

に従う」等、他の回答を含めて、きめ細かく丁

寧な対話を行うと、私の期待とはほど遠いもの

でした。答弁を求めます。

以下については質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、初登庁時の心情についてであります。

初登庁の際には、多くの県民の皆様、また県庁

職員に温かく出迎えていただきまして、５年半

にわたり苦楽をともにしました職員の方々と再

び宮崎のために一緒に仕事をすることができる

という喜び、そしてその機会を与えていただき

ました県民の皆様への感謝の気持ち、これらが

交錯をいたしまして、感きわまったところであ

ります。年をとりまして涙腺も緩くなったのか

もしれません。今後とも、初登庁時のこの感激

と初心というものを忘れることなく、県民総力

戦、県庁総力戦で「明日のみやざきの礎づく

り」に全力で取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

次に、選挙期間中のアンケート調査について

であります。議員御指摘の件は、さきの知事選

挙におきまして、ＮＰＯ法人の方から立候補者

に対しまして行われた障がい者施策に関するア

ンケートのことかと存じます。きめ細かく丁寧

な対話とはほど遠いという御指摘をいただき、

大変残念な思いで、こちらこそ泣きそうな思い

がしているところでございます。この選挙期間
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中、大変多くのアンケートが寄せられます。新

聞各紙から６紙ぐらい、550字なり250字という

ことで十数問のアンケート、さらにはこういう

ＮＰＯ法人なり市民団体からのさまざまな分野

に関するアンケートが寄せられております。へ

とへとになりながら、睡眠時間を削りながら回

答したわけでございますが、それでも何とか自

分の考えは伝えたいという思いで、回答をパス

することなく、回答を送らせていただいたとい

うものでございます。

このアンケートは、質問のほとんどが二者択

一方式でありまして、回答が書きにくい、難し

いものでありましたが、私なりに国の動向や県

の財政事情などをいろいろ考慮した上で、極

力、その理由、背景などを記載して、誠意を

持って回答させていただいたということでござ

います。書面の回答でありましたので、なかな

か意を尽くさなかったところがあったかもしれ

ませんが、その点は申しわけなく思っておると

ころでございますが、障がい者福祉施策の推進

につきましては、県政上の重要課題であるとい

うことは十分認識いたしておりますので、今後

とも、関係団体の皆様の意見なども伺いなが

ら、真摯に取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○外山良治議員 そういうことだろうとは、私

自身も選挙を10回ほどした人間として十分わか

ります。今後の施策を期待したいというふうに

考えております。

新燃岳噴火に関する対応についてお伺いをし

ます。

火山活動の長期化により関係者の御苦労は大

変なものがあると思います。中でも、避難光景

を見ていると、移動困難に伴う高齢者等が多く

見受けられます。26日の新聞では、新燃岳噴火

被害を防ぐため、高原町の一部を活動火山対策

特別措置法に基づく避難施設緊急整備地域に指

定された記事がございました。具体的には、避

難所に使う公共施設２カ所で、火砕流などを防

ぐ二重窓や断熱材、防火パネルなどを設置する

予定とありました。阪神・淡路大震災時に避難

場所について一番苦情が多発したのが、バリア

フリーと多目的トイレ不足だったと記憶してお

ります。都城市及び高原町のすべての避難場所

の現状について答弁を求めます。また、避難施

設緊急整備地域に指定された場合、これらの改

善は対象となるのか、あわせて答弁を求めま

す。

○総務部長（稲用博美君） 避難所におけるバ

リアフリー等でありますが、高原町につきまし

ては、14の避難所の中で、スロープが設置され

ている施設が６カ所、多目的トイレが設置され

ている施設が５カ所、スロープと多目的トイレ

の両方が設置されている施設が４カ所となって

おります。都城市につきましては、114の避難所

の中で、スロープが設置されている施設が35カ

所、多目的トイレが設置されている施設が36カ

所、両方とも設置されている施設が14カ所と

なっております。また、避難施設緊急整備地域

の指定に伴う事業といたしまして、避難所のバ

リアフリー化、これは含まれておりません。し

かし、この問題は大変重要な課題であると認識

しておりますので、今後、避難所の設置主体で

あります市町村とともに十分協議してまいりた

いというふうに考えております。

○外山良治議員 両方とも設置されているの

が12.3％とか28.6％、これは、例えば足の不自

由な方、お年寄りが避難場所―昨夜もたし

か13回目の爆発的噴火、これが仮に１年続いて

たびたび避難場所に行く。トイレがない。使え
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ない。大変ですよ。ですから、重要な課題、当

然重要です。協議をするとかじゃなくして、あ

したからこれは工事を始めてください。いざ鎌

倉というときに、両方ともなかった場合の人間

のストレス、大変なものです。なった者じゃな

いとわからんでしょう。高原町、ましてや都城

市は独自でまちづくり条例を持っている市です

から、早急な対応を求めます。再度、答弁して

ください。

○総務部長（稲用博美君） 御指摘のありまし

た点というのは本当に重要でございます。バリ

アフリー化を進めるということと同時に、避難

所のあり方について、例えばそういう施設を

持っております福祉施設でありますとか、ホテ

ル・旅館等との協定を結んで、そういうところ

を利用させていただく、いろんな方法もありま

すので、早急な対応を図るように市町村とも十

分協議していきたいと思います。

○外山良治議員 新燃岳で本格的な噴火活動が

始まって１カ月が経過をしました。専門家によ

ると、マグマだまりへのマグマの供給は依然と

して続いているようです。爆発的噴火による火

砕流、降灰や噴石、降雨時の泥流、土石流等の

発生が心配されます。住民や行政は中長期的な

対応を余儀なくされています。中でも、土石流

等で多数の傷病者が発生した場合、ＤＭＡＴ及

び医療関係者は遅滞なく派遣できる体制にある

のか、答弁を求めます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 土石流等で多

数の傷病者が発生した場合には、すぐに災害現

場に派遣できるよう、県内のＤＭＡＴ、いわゆ

る災害派遣医療チームに対し、体制の確保要請

を行い、派遣体制を整えたところであります。

また、傷病者数や疾病の状況によっては、圏域

を超えた患者搬送等、医療機関相互の連携も必

要となってきますので、都城北諸県・西諸圏域

はもちろん、宮崎東諸県圏域の医師会や消防機

関、救急医療機関、さらには県内すべての災害

拠点病院に対して受け入れの協力依頼を行うな

ど、体制の整備を図っているところでありま

す。

○外山良治議員 １人の犠牲者も出さない、そ

ういうかたい決意で対応していただきたいとい

うふうに思います。

ＤＭＡＴについてお伺いをします。戦後最大

級の都市型地震となった1995年１月の阪神・淡

路大震災は、死者は約6,500人で、犠牲者の８割

が圧死でありました。災害現場における医療に

ついて多くの課題が浮き彫りとなりました。瓦

れきなどに長時間挟まれて救出後に発症するク

ラッシュ症候群に関しては、医療に携わる人た

ちも当時の認知度は低く、この震災では結果と

して多数の救える命が失われたと言われていま

す。この教訓を生かし、レスキュー隊の救助活

動と並行して、医師が瓦れきの下に入り医療行

為を行う「瓦れきの下の医療」の必要性が認識

されるようになり、多くの災害医療の課題を解

決するためにＤＭＡＴ、いわゆる災害派遣医療

チームが誕生しています。

平成20年９月議会で本県のＤＭＡＴへの取り

組みを伺ったところ、部長答弁は、「ＤＭＡＴ

は、専門的な訓練を受けた医師２人、看護師２

人、事務員１人の計５名で編成されるのが標準

で、大規模災害等の発生後直ちに災害現場へ駆

けつけ、活動できる機動性を持った医療チーム

である。現在、県には、県立病院に３チーム、

宮崎大学医学部附属病院及び都城市の民間病院

にそれぞれ１チーム、合計５チームが編成され

ている。ＤＭＡＴは、災害時の医療対策として

は比較的新しい取り組みであり、今後のチーム
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の養成確保等が課題であると認識している」と

答弁されていました。現在の地域別チーム数及

び全国の状況等について答弁を求めます。

○福祉保健部長（高橋 博君） ＤＭＡＴにつ

きましては、本年２月現在で県内５病院８チー

ムとなっておりまして、地域別では、県央部は

県立宮崎病院と宮崎大学医学部附属病院にそれ

ぞれ２チームずつ、計４チーム、県南部は県立

日南病院に２チーム、県西部は宮崎市郡医師会

病院と都城市内の民間病院にそれぞれ１チーム

ずつ、計２チームとなっております。なお、全

国では平成22年４月現在で703チームあります。

○外山良治議員 また県北が１チームもない。

延岡、なぜないんですか。宮崎市周辺部は６チ

ーム、都城が２チーム、県の半分の北側はな

い。これはやっぱりおかしいですよ。延岡は、

また宮崎市民に対して一極集中だと、私らはま

た攻撃されます。見解を求めます。

○福祉保健部長（高橋 博君） ＤＭＡＴは、

国が実施する研修を修了した場合、またはそれ

と同等の技能を有すると国が承認した場合に国

に登録されることになっております。県北部に

つきましては、今月、延岡市の民間病院が研修

を受講する予定であり、当該研修を修了すれ

ば、県北部で初めてＤＭＡＴとして登録される

見込みとなっております。

○外山良治議員 やっぱり本当に、私もわずか

８年間ここの席にいて、宮崎市周辺は恵まれて

いるなとつくづく思います。申しわけなく思っ

ております。こういったものは、例えばまだ県

北は消防署もないところがある。その上にＤＭ

ＡＴもない。私の記憶では、高千穂でこういう

クラッシュ症候群が疑われる事故死、熊本県の

日赤病院で死んでしまった。６時間ほどハンド

ルと座席に挟まれて動かせない。そして、消防

職員はわからない。だから、引っ張り出す。直

ちに死亡。クラッシュ症候群で心臓を圧迫、こ

ういうことがあった。そういう実情を踏まえ

て、やっぱり県北にＤＭＡＴを早急にチーム編

成していただきたい。これは人命にかかわるこ

とですから、特にまじめにお願いします。

タンポリのプレジャーボート対策についてで

ございます。

タンポリの沈船・廃船撤去を求め、何回とな

く質問をしてきました。早速解消していただき

ましたが、新たにまた12隻程度発生しているよ

うです。本県の現状と対応について答弁を求め

ます。また、タンポリ内には河川法26条に基づ

く占用許可以外の係留施設も見受けられます。

県内の実態と取り組み結果についてそれぞれ答

弁を求めます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 本県の廃船及

び沈船につきましては、国が平成22年10月に行

いましたプレジャーボート全国実態調査により

ますと、廃船116隻、沈船14隻となっておりま

す。このうち、津屋原沼、いわゆるタンポリに

おきましては、廃船11隻、沈船１隻を確認して

おります。これらの処理責任は、もちろん所有

者にありますので、まずは所有者の調査を行っ

ているところであります。その結果、所有者が

判明したものにつきましては、所有者に撤去を

指導してまいりたいと考えております。また、

所有者の不明なものにつきましては、予算の範

囲内で簡易代執行等により速やかに処分してま

いりたいと考えております。

次に、県管理河川内の係留施設についてであ

りますが、占用許可を行っているものが16基、

行っていないものが３基あります。このうち、

タンポリでは、係留施設が全体で８基あります

が、そのうち許可を行っているものが６基、
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行っていないものが２基あります。これらにつ

きましては、治水上支障がない場所への移設の

指導や、許可を受けている係留施設への誘導に

努めているところであります。

○外山良治議員 河川法24条及び河川法26条が

あるわけですね。そして、河川法というのは届

け出義務等が含まれております。なぜ、そうい

う法律条文がありながらタンポリでの不法施

設、これを撤去しないんですか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 先ほど申しま

したとおり、まだ許可していない不法なものが

ございますので、それにつきましては、撤去に

向けて協議を重ねておるところでございます。

○外山良治議員 前回も同じ質問しているんで

すよ。前回も同じ答弁、今回も。どないなって

ますの。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 現在、不法占

用の状態ではありますが、実際にそこに停泊し

ている船もございますので、まずはその船を許

可桟橋のほうに動いてもらおうと。その後に撤

去に向かっていこうということで、現在は、不

法な桟橋に停泊している船を動かすほうをまず

やろうということで取り組んでいるところでご

ざいます。

○外山良治議員 その状態がずっと続いている

から私は言っているんです。もう一回お願いし

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 確かにそうい

う状態が続いておりますが、私どもとしまして

は、粘り強く説得して、まずは動いてもらうと

いうことで取り組んでおります。

○外山良治議員 余り長過ぎる。４年も５年も

説得―強制代執行という制度もありまっしゃ

ろ。やっぱり早くしてください。

それから、県内全体、116隻の廃船・沈船、こ

れはなぜ処理しないんですか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） それにつきま

しても、順次、所有者を調査しまして、手続を

踏んでいきたいと考えております。

○外山良治議員 この状態は何年前から続いて

いるんですか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 今の状態が何

年前かというのは定かではございません。

○外山良治議員 ということは、何十年前かも

わからんわけでしょう。粘り強く―ちょっと

粘り過ぎじゃないですか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） そういうこと

が問題になりまして、そういうものに対して対

策を取り組んでいこうということで、平成19年

にプレジャーボート対策の基本方針を策定した

ところでございまして、それに基づきまして、

現在取り組んでおるところでございます。

○外山良治議員 最近の流行の言葉に、スピー

ド感というのがあります。スピード感のサンプ

ルみたいな対応ですね。

もう一点伺います。小型船舶法があります

が、宮崎県のこれに該当する隻数、係留施設数

はどうなっているんですか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県内の小型船

舶登録数につきましては、平成22年３月末

で4,555隻となっておりますが、その中には水上

オートバイ等も含まれておりますことから、実

際のプレジャーボートの数は、国の全国実態調

査によりますと3,759隻となっております。これ

らのプレジャーボートの収容につきましては、

マリーナ等の専用施設で約1,000隻分が確保され

ておりますので、残りの2,800隻につきまして

は、既存の係留施設や護岸等を有効活用しなが

ら、収容することとしております。現在、プレ

ジャーボートの配置につきまして、関係機関や
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利用者と協議、調整を進めているところであり

まして、今後、合意形成の図られた港から順

次、使用許可と放置禁止の措置を講じていくこ

ととしております。

○外山良治議員 2,800隻というものの係留場所

はわかっているんですか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 全国実態調査

で把握をしております。

○外山良治議員 これも、申し上げましたよう

に、条例をつくって、例えば広島県、これはた

しか平成10年にできています。あそこは最もプ

レジャーボートが多い。広島湾全域を指定禁止

区域にして対処されております。せっかく広島

からわざわざ来てくれはったんやから、宮崎県

も南北約400キロ、船舶が2,800隻、早急に条例

をつくって、日向灘に１隻の廃船・沈船もな

い、そういった宮崎県にしてほしい。知事の答

弁を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の広島県におき

ましては、プレジャーボート数が全国一多く、

放置艇が引き起こす問題が早くから顕在化して

いたということで、港湾法などが放置艇対策の

ために改正される以前に、独自の条例を定めて

取り組んでいるということでございます。

本県におきましては、平成19年３月にプレ

ジャーボート対策基本方針を策定いたしまし

て、係留・保管場所の確保と放置禁止の措置を

柱とした対策を進めてきたところであります。

お尋ねの条例化につきましては、漁港におきま

しては、既に昨年、漁港管理条例の改正を行っ

たところであります。港湾におきましても、今

議会で港湾管理条例の改正の御審議をお願いし

ているところであります。河川につきまして

は、係留・保管場所の確保の問題などがありま

すので、現在、条例化を含めて検討を行ってい

るところでありますので、今後とも、これらの

取り組みにより、放置艇の解消に向けて着実に

取り組んでまいりたいと考えております。

○外山良治議員 もっと申し上げたいことがた

くさんありますが、ここで時間の関係で次に移

りたいと思います。

県北特別支援学校を統合し、幼児期から卒業

まで一貫した支援のできる新たな総合支援学校

を設置する予算として、約10億円が計上されて

おります。基本構想で、「自立する心と力を育

み、可能性を高め、未来を拓く総合的な専門教

育の実現」とし、理念実現のため、乳幼児期か

らの子育て支援や、卒業後も含めた自立支援等

の新たな機能が付加されているようでありま

す。これらは学校のみでは実現が困難であり、

地域、保健、労働、福祉、医療等、幅広い連携

による相談支援体制による実現を目指されてい

るようでございます。保護者の一番要望の強

い、敷地内における重心施設Ａ型・Ｂ型、ショ

ートステイ等の福祉施設の設置は想定されてい

るのか、知事の答弁を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 延岡総合特別支援学

校、仮称でありますが、その設置につきまして

は、延岡３校の特別支援学校におきまして、そ

れぞれ、在籍数の減少や台風等災害への脆弱さ

などの解決すべき喫緊の課題がありまして、保

護者や障がい者団体から要望、陳情もいただき

ましたことから、それらの問題解決のために延

岡西高校跡地に３校を移転統合することになっ

たものであります。設置に当たりましては、新

たな総合特別支援学校といたしまして、教育委

員会におきまして、保護者や保健所、児童相談

所、延岡市の健康福祉部、その他、地域の医

療、福祉等の関係者と意見交換や協議を重ねて

まいりまして、その結果をもとに平成21年３月
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に基本構想の策定ということになったわけであ

ります。

この基本構想におきましては、「地域ととも

に子どもたちの自立する心と力を育み、可能性

を高め、未来を拓く総合的な専門教育の実現」

というものを設置理念としておりまして、この

理念の実現のために、従来の教育内容の充実に

加えまして、乳幼児期からの子育て支援や、卒

業後も含めた自立支援などの新たな機能を付加

することとしたところであります。なお、これ

らを学校だけで実施することは困難であります

ので、基本構想におきましては、地域の医療、

福祉、保健、労働等関係機関との幅広い連携に

よる相談支援体制により、その実現を目指して

いるというところであります。この学校につき

ましては、お尋ねのような福祉施設をつくるこ

とは想定しておらないんですが、医療や福祉機

関等との連携を緊密に図りながら、子育て支援

や自立支援の相談支援体制を構築してまいりた

いと考えております。

○外山良治議員 知事は提案理由説明の中で、

「障がい児・者就学・就業支援と療育体制の充

実等による医療・福祉が充実したくらしづくり

に取り組む」と説明をされております。さらに

知事は、「関係団体の皆様ときめ細かく丁寧な

対話を心がけるとともに、より緊密な協働の仕

組みをつくり上げる。また、現場の実態、実感

を大切にする現場主義を徹底し、県民の皆様に

最も身近な基礎自治体である市町村との連携を

重視する『市町村重視』の姿勢で県政に取り組

む」と説明されております。この説明を受け

て、今の答弁と矛盾はしていないですか。つく

らない、対話―当事者は、対話がない、必要

なものができていないとメールで出しておられ

ます。知事にも、そのメールの内容はきのう渡

しました。矛盾はしていませんか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のメールにつき

ましては、私も読ませていただきました。大変

切実な思いというものが語られているというこ

とで、しっかり受けとめたところでございま

す。県政運営の基本姿勢、対話、それから障が

い者施策に対する姿勢、今御指摘のあったとお

りでありますが、この延岡総合特別支援学校

（仮称）につきましては、繰り返しになります

が、３校に係る喫緊の課題があったことや、平

成19年12月に保護者の皆様から陳情いただいた

と、これをしっかり受けとめまして、平成24年

４月の開校を目標といたしまして、保護者、学

校関係者、関係機関の方々の御意見をしっかり

お伺いしながら、鋭意、設置準備を進めてきた

ところであります。福祉分野に関します保護者

の皆様の御意見、御要望につきましては、お話

を伺いました教育委員会のほうから昨年12月に

延岡市のほうへお伝えしたところでありまし

て、先日には保護者の方々と延岡市の福祉部局

との意見交換が行われたということで伺ってお

ります。延岡市のほうから支援学校の相談支援

機能に係ります御提案等がありますれば、教育

委員会におきまして、連携・協働の視点から適

切に検討を行っていただきたいというふうに考

えております。

○外山良治議員 知事の提案理由説明と現状が

しっかりとマッチするように―本当はメール

をここで読みたい。しかし、時間もある。私も

知事と一緒で涙腺が弱くなったものですから、

読み切ることができないと思って、教育長にも

渡しました。一人の重心児を延岡のＮＩＣＵ

―たしか７床でした―で産んで、どうにか

してこの子も生かしたい。宮崎県ではそういう

施設がない。宮崎市に１カ所、重心Ａ型。だか
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ら大分に飛び、川南に走り、そして重心療護で

あれば県外にしかない。通院、リハビリ、たま

たまあったところはいつもいっぱいで、兄弟と

もゆっくり遊ぶこともできない。こういう惨

状、悲劇というものを３期12年間の間にすべて

解消していただきたいというふうに思います。

３期はしてもらわないかん。

具体的に聞きたいと思いますが、これも時間

の関係で簡単に聞きます。この基本構想には、

有機的連携、ワンストップサービスとありま

す。福祉保健部長、このワンストップサービス

というのはどういう意味を持っているんです

か、答弁してください。

○福祉保健部長（高橋 博君） ワンストップ

相談対応ということで考えますと、一つの窓口

で、いろんな物事の御相談内容にすべて１カ所

で応じれるという形が考えられると思います。

○外山良治議員 軽いワンストップ相談、例え

ば私が相談窓口に行った。就職あるでしょうか

と、いろんなことを相談した。あっち行ってく

ださい、こっち行ってください、いわゆる信号

機と一緒、あなたの言うワンストップ相談とい

うのは。例えば兵庫県であれば―事故に遭っ

た。救急病院に運ばれる。この人は総合リハビ

リセンターのほうがいい。総合リハビリセンタ

ーに行く。筋力のリカバリーをする。終わる。

今度は職業訓練校に行く。隣にある。障がい者

手帳交付が必要だ。更生相談所が来てくれる。

補装具申請が必要だ。それも市役所から来てく

れる。今度は、そこで職業訓練校に行く。社会

復帰になる。入れば出れるんですよ、そのま

ま。宮崎県はどこにありますか、答弁してくだ

さい。

○福祉保健部長（高橋 博君） 宮崎県の場

合、そういったワンストップですべての、今議

員御指摘のような内容に基づいて１カ所で応じ

れるというようなところはございません。あく

までも、それぞれの所管する機関でそれぞれの

分野の相談内容に応じているというのが現状で

ございます。

○外山良治議員 だから、ワンストップとは言

わないというんです。今後言えるように、例え

ば学校がある、リハビリがある、重心Ａ型があ

る、重心Ｂ型がある、そして、ショートステイ

がある、最低これだけはつくって……。親がた

まらへんで。今後、よろしくお願いしたいと思

います。重心Ｂ型でも無理でしょうか、部長、

答弁してください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 学校内に重心

Ｂ型という意味でございましょうか。延岡にと

いうことでございましょうか。現在も福祉施設

において重心Ｂ型で対応できているところもあ

りますけれども、要は、重症心身障がい児の方

を受け入れるとなると、それなりの医学的な対

応という部分が出てまいりますので、特にまた

医療的ケアについては、今、国のほうでも福祉

施設での対応ができるような形での準備という

のも検討されておりますので、そういったもの

が体制が整ってくると、そういったことについ

ての対応もできてくるんではないかというふう

に考えております。

○外山良治議員 例えば宮崎市は、迫田病院が

重心ショートをつくっています。あれくらいつ

くってもらうわけにはいかんですか。重心児の

ショートのために宮崎まで延岡から走るんです

よ。走りたくても体が言うことをきかない、疲

れて。宮崎市は開業医と提携をしてつくってい

ますよ。それくらいはできるんじゃないです

か、部長。

○福祉保健部長（高橋 博君） 議員のおっ
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しゃること、十分に理解できているところでは

あるんですけれども、ただ、先ほども申し上げ

ましたように、医療機関との連携という中での

事業の取り組みになりますので、一気にという

ことはなかなか難しいところがあります。それ

で県といたしましても、そのあたりについては

一つ一つ課題が解決できるように環境整備を整

えていきたいというふうに考えております。

○外山良治議員 頼みますわ。もう力がのう

なった。

宮崎県障がい者工賃倍増計画についてお伺い

をします。

基準年、最終目標年度がどうなのかというこ

とと、現基準年の賃金─たしか最終年度が、

５年間だったと思います。基準年の賃金と最終

年度１年前の現在の賃金、幾らになっています

か。

○福祉保健部長（高橋 博君） 工賃倍増５カ

年計画でございますけれども、目標年度は平

成23年度となっております。この対象となる事

業所数は平成23年２月末日現在で74カ所であり

まして、定員が1,768名となっているところでご

ざいます。平均工賃月額が、計画の基準年とな

る平成18年度が約１万1,000円で、平成23年度に

２万2,000円以上とすることを目標としておりま

す。なお、平成21年度の平均工賃月額は１

万1,487円となっております。

○外山良治議員 到達は到底無理ですね。これ

は１日の給料じゃないよ、１カ月よ。最低は幾

らですか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 今、手元を見

てみますと、4,001円というのが最低になってい

るようでございます。

○外山良治議員 平成23年度２万2,000円、大丈

夫ですか。もう無理ですがね。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成23年度の

目標、大変厳しいというふうには受け取ってお

りますけれども、私どもとしては、精いっぱい

全力でその目標達成に向けて努力していきたい

というふうに考えております。特に、県のほう

では計画達成のために、経営の専門家で構成す

る工賃向上支援チームによる個別指導でありま

すとか、あるいは中小企業診断士による研修会

の開催、あるいはイベント等での共同販売や、

製品等を広く情報発信するためのホームページ

の運用など、さまざまな支援策を展開している

ところであります。しかしながら、平成21年度

の平均工賃月額は１万1,487円にとどまっており

まして、大変厳しい状況にあります。県としま

しては、引き続き、工賃全体の底上げを目指し

て諸施策の充実に積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

○外山良治議員 積極的に工賃倍増に取り組む

一つの方法として、物品購入や役務提供にかか

わる障害福祉サービス事業所等への優先発注に

ついての取り組みと、県及び市町村の発注実績

についてお伺いをします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県や市町村な

どからの障害福祉サービス事業所等への優先発

注につきましては、事業所等の収入を安定さ

せ、工賃の向上を図る上で非常に重要であると

認識しております。このために、庁内各部局や

市町村等に対し、提供できる物品の種類や役務

の内容等について情報提供を行うとともに、積

極的な取り組みを要請してきたところでありま

して、今後とも、その促進に努めてまいりたい

と考えております。

次に、県及び市町村の発注実績についてでご

ざいますが、平成20年度から行っております障

害福祉サービス事業所等への調査では、平成20

平成23年３月２日(水)



- 323 -

年度は県が39件の約1,030万円、市町村が69件の

約1,9 4 0万円、その他の公共的団体が13件

の1,960万円で、合計で121件の約4,930万円と

なっております。また、平成21年度は、県が66

件の約1,070万円、市町村が83件の約2,590万

円、その他の公共的団体が37件の約2,150万円

で、合計で186件の約5,810万円となっておりま

す。以上でございます。

○外山良治議員 次に移ります。当初予算で南

宮崎駅のエレベーター設置等３億円が計上され

ておりました。またこれ一極集中として、宮崎

駅、南宮崎駅。延岡駅が含まれておりません。

なぜなんでしょう。私は３回ほどこの件につい

て質問をしました。延岡駅のバリアフリー化と

いうものはどのようにお考えなんでしょうか、

答弁を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 鉄道駅のバリアフリー

化の考え方でありますが、基本的に、ＪＲ九州

が国の基本方針に基づきまして、それぞれの駅

の利用者数などを踏まえながら、順次進めてき

ているところであります。延岡駅のバリアフリ

ー化につきましては、延岡市が、延岡駅周辺整

備基本構想に基づきまして、駅周辺一体の整備

の中で進めていくこととなっておるところであ

りますが、具体的な整備内容や、どのような事

業を活用するかなどにつきましては、来年度以

降検討されるということでありますので、今

後、延岡市やＪＲ九州と協議をしてまいりたい

と考えております。県内駅舎などのバリアフリ

ー化の推進につきましては、地元市町村とも連

携してＪＲ九州に働きかけを行ってまいりたい

と考えております。

○外山良治議員 宮崎駅、南駅、延岡駅、こう

いったように県として、宮崎県の駅舎すべてが

バリアフリー化された駅に変わるように、今

後、知事が先頭になって取り組んで、より一層

取り組みを強めていただきたいというふうに考

えております。

最後になりました。集団フッ素洗口・塗布の

中止を求める意見書は、教育長、読まれたと思

いますが、学校での集団フッ素洗口・塗布のあ

り方について所見をお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） お尋ねの件は、日本

弁護士連合会の意見書のことであると思います

が、関係大臣に提出されたと聞いております。

その内容について詳細には承知しておりません

けれども、学校等における集団でのフッ化物洗

口につきましては、厚生労働省のフッ化物洗口

ガイドラインに示されておりますように、各市

町村の判断におきまして、学校、保護者、学校

歯科医等の十分な理解を得た上で取り組まれる

ものと考えております。

○外山良治議員 以上で終わります。（拍手）

○蓬原正三副議長 次は、米良政美議員。

○米良政美議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。先日、河野安幸議員から、「あん

た、今度は質問に立ちないよ」と、優しく背中

を押されてこの機を得ました。質問も最後にな

りますと重複が多うございまして、おさらいの

つもりというと語弊があると思いますけれど

も、しばらく御清聴いただきたいと思います。

本県は、昨年の口蹄疫の発症、そして新燃岳

の噴火、鳥インフルエンザと不幸の連続であり

ました。多大の被害に遭われた方々に心からお

見舞いを申し上げ、一刻も早い回復と再生を

願っております。

私も、去る２月５日、谷垣自民党総裁が来県

をされまして、都城・北諸県郡・西諸県郡選出

の県議会議員、自民党県連中村会長と一緒に、

高原町、北諸県郡、都城市を中心に調査に参画
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をしたところでありました。そして高原町、都

城市の生々しい実情を見聞するにつけ、幾度と

なく目頭に手を添えたところであります。被害

の大きさに、驚きと、被災地の方々の御心痛を

察するとき、今後の早急な対応と、広域にわ

たっておりますだけに並々ならぬ御苦労が忍ば

れてなりません。谷垣総裁初め、自民党与党時

代数多くの災害復興に可及的速やかに取り組ん

だ貴重な経験から、復興については大きな期待

を寄せたところであります。

さて、河野知事におかれては、さきの選挙に

おいて県民の圧倒的多数を得て53代の知事に御

就任をされました。心からお祝いを申し上げた

いと思います。そしてまずは、他県に劣ること

のない、希望に満ちた宮崎のさらなる発展に邁

進をいただきたい、このように思います。

もともと疲弊した本県の産業構造であります

から、雇用の厳しさ等は当然であります。景気

対策や中山間地の厳しい現状、今度の議会にも

再三出てまいりました。課題は依然として多岐

にわたっておりまして、必ずしも、必ずしも平

たんな道ではない、このように思えてなりませ

ん。

一方、４年前、県民の衆望を集めて知事に就

任された東国原前知事は、昨年９月29日、この

場所で「２期目の出馬はない」、明言をされま

した。「私は、宮崎に骨を埋める覚悟で少なく

とも10年は頑張る」、再三述べておられたにも

かかわらず、突然、「４年間真摯に取り組んで

きたけれども、もう限界を感じた。この国の統

治システムを変えないと閉塞感は是正できな

い。ずっと考えていた。そして県知事として霞

が関と対立することは県のためにならない。10

年、20年後を考えたとき、国のシステムを変え

ることが宮崎のためになると思い、今回の結論

に達した」と理由を述べられました。自民党総

裁になりたい、国政転身騒動もさることなが

ら、当時の宮崎への情熱は一体何だったのか。

熱しやすい、冷めやすい不変の個性が宿ってい

たにいたしましても、県民の26万7,000人の支持

した方々は、２期目に大きな期待を寄せていた

はずであります。

確かに、地鶏と「太陽のタマゴ」と称するマ

ンゴーを中心としたトップセールスと、宮崎の

知名度は成功したかもしれない。しかし、その

後の、農家の方々を初め本県の関連する諸産業

の変化、進展は果たしてどうなったのか、実に

疑わしいと言わざるを得ない。そこで農政水産

部長に伺っておきますけれども、この地鶏、マ

ンゴー農家の方々の意識、経営というのはどの

ように向上してきたと思っていらっしゃるの

か。ちゅうちょすることなくお答えをいただき

たい。

もう一つは、前知事の女房役を務められた知

事に伺いますが、東国原前知事が残した、これ

もたくさん今まで出てきました、県勢発展のか

ぎ、課題、どのように考えていらっしゃるの

か。みずから副知事として県政運営を担ってき

た評価も含めてお聞かせをいただきたいと思う

のであります。

そのときの新聞にこういう記事がありまし

た。「東国原知事のスタートは鳥インフルエン

ザ、終着駅は口蹄疫という、畜産、ブロイラー

が抱える難問でありました。常日ごろ、空っぽ

に近い県の財布と次々に出てくる課題に悩まさ

れて実感したのは、地方自治は民主政治の最良

の学校だろうが、口蹄疫で多くを学んだとはい

え、１期は短い。本人も知事としての一区切り

は10年と見ていたようだから、半端じゃないの

か。知事の行動力に期待をしていた県民が失望
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したのも無理はないと思うのであります」。あ

るドイツの政治家が残した名句に「政治は可能

事の芸術である」、つまり、問題の解決可能な

ものを追い求めて、自分の信念に近いものを選

び出すことをいうそうであります。そこで、河

野知事は、「東国原知事の県政を継承して発展

させることが自分に課せられた使命であって、

県民の期待にこたえるべく全身全霊を傾けて県

政のかじ取りを担う」と力説をされました。今

後、継承による具体的県勢発展のイメージ、ど

う描いていらっしゃるのかお伺いをいたしま

す。

私は、この人生においてこの場所に立つの

は、きょうこれが最後になりました。これまで

支えていただきました多くの県民の方々にお礼

と感謝を申し上げます。

思えば、昭和62年初当選以来24年がたちまし

た。当時、「県北は夕暮れじゃないか」、これ

が通り文句でした。まずは先輩議員に教わりな

がら、12名の初当選議員と、党派を超えて切磋

琢磨しながら県政の必要課題に挑戦をしてまい

りました。夢高く希望も新たに進路変更された

議員、不幸にして亡くなられた議員、御勇退さ

れた議員もおられますし、さまざまおられまし

た。今は緒嶋議員と２人だけになっております

が……。

特に県北において、総合交通のおくれからの

脱却を標榜し、あるときは、「１つの県で２つ

の空港を持つ時代だ」と言って門川町にある遠

見半島に立地を求めて、調査費1,600万円をかけ

て調査したのもそのころであります。空港建設

に600億円の多額を要するということから断念せ

ざるを得ませんでした。ＪＲ日豊線は、延岡か

ら宮崎空港に行こうものなら往復４時間を要し

ておりました。旭化成がしびれを切らせて、会

社単独でヘリコプターを導入したのもちょうど

そのころであります。現在は、日豊本線の活性

化と同時に空港連絡鉄道の建設によって片道１

時間で行くようになりました。ＪＲ高千穂線の

廃止の宣告があって廃止反対の運動がわき起

こって、県北県議団、沿線の首長、市町村議

員、沿線住民一丸となって汗を流したものであ

りました。結果的に高千穂線は第三セクターと

して運行することに決定したときの取り組みと

感激は、今でも鮮明によみがえってまいりま

す。「乗って残そう高千穂線」、不幸にして台

風に流されてしまいましたけれども、今は一刻

も早い九州横断道延岡線の完成を願っている次

第であります。東九州自動車道もあと４年もし

ますと完成するめどが立ちました。県民の長年

の悲願でありましただけに、官民挙げてのこれ

までの取り組みが大きな成果をもたらしたと思

います。

現在は、県北の悩み、課題は横並びになりま

した。これからは各県の競争が激化する時代と

思っています。他県におくれることなく、農

業、林業も中心でありますけれども、第１次産

業、中小企業、非常に厳しいだけに、河野知

事、優秀な県庁の皆さんと協調性を一層深めて

いただきまして、県民の熱い願いにこたえてい

ただきたいと思います。そして知事、県議会と

は対峙しちゃいけません。常に真摯に耳を傾け

て、前知事のように迷うことなく、道草を食わ

ないように、道草を食わないように、生殺与奪

の権を持たれたわけでありますから、長く、石

の上にも３期12年は腰を据えて県民のために御

精進をいただくことを切望し、後は、居心地の

いい51番の自席から質問をいたします。

御清聴、ありがとうございました。（拍手）

〔降壇〕

平成23年３月２日(水)



- 326 -

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、東国原県政の評価についてでありま

す。前県政におきましては、県政に対する信頼

回復や、本県の知名度向上という点では大きな

功績があったと考えておりますし、数次にわた

る経済・雇用対策、高速道路や港湾といったイ

ンフラ整備などの面でも一定の成果を上げられ

たものと考えております。ただいま、議員のマ

ンゴーの指摘で思い出したんですが、先日、鳥

インフルエンザと新燃岳の案件で天皇皇后両陛

下に御説明をしてまいりました。そのときに陛

下が、全国農林水産祭でマンゴー農家が天皇杯

をとられたんじゃないかという御記憶があっ

て、そういうお話をされたところであります。

正確にはマンゴー生産部会で天皇杯をとったわ

けであります。ただ、これは決して知事のアピ

ールだけでそれが成ったわけではありません

で、これに見られるように、これまでの長年の

宮崎における取り組み、そしてそれが商品力と

して結実をしておった。それが前知事のアピー

ル力、発信力と相まって、マンゴーにしても宮

崎牛にしても、地鶏、キンカンさまざまなもの

が全国に向けて発信できたのではないかと考え

ておるところであります。

一方で、県議会、市町村、関係団体等の皆様

との間において多少なりとも距離感があったと

いうことで、前知事の政治スタイルによるとこ

ろもあるのかもしれませんが、対話も十分では

なかったのではないかという反省もあるわけで

ございます。口蹄疫からの再生・復興を初め、

諸産業の振興、雇用の確保、地域医療対策な

ど、本県にはまだまだ多くの課題があること

も、副知事としてともに県政運営に携わってま

いりましたので、十分認識をしておるところで

ございます。

今後の県政運営についてであります。こうし

た前県政のクリーンな県政運営でありますとか

行財政改革、引き継ぐべき点はしっかり継承す

るとともに、口蹄疫からの再生・復興を初めと

する山積する課題に継続的に取り組み、本県を

さらに発展をさせることが、副知事として務め

てまいりました私に課せられた使命であると考

え、さきの知事選挙に臨んだ次第であります。

これが私の知事としての原点であるというふう

に考えております。

ただ、先日も申し上げましたが、決して東国

原県政だけを引き継ぐのではなく、これまでの

県政のさまざまな営み、さまざまな先人の皆様

の真摯な議論の上に成り立ってきた宮崎という

ものを引き継ぎながら、その上で見直すべき点

は見直しながら、今後の宮崎のあり方を、多く

の皆様ときめ細かく丁寧な対話を重ねるととも

に、強いきずなを生かしたより緊密な協働の仕

組みをつくり上げていく、そして新たな県民総

力戦を展開することを核とした県政を行ってま

いりたい、県勢発展と県民生活の向上に努めて

まいりたい、これが私の基本姿勢であります。

ただいま、「石の上にも３期12年」というふ

うな温かい激励を賜ったところでございます

が、私といたしましては、県民の皆様、議員の

皆様の御期待に沿えるよう、一日一日全身全霊

を傾けて県政運営に邁進してまいる所存でござ

います。いただいた激励を胸に、しっかりとこ

の宮崎発展のために多くの皆様とともに歩んで

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○農政水産部長（髙島俊一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

東国原前知事のトップセールスによる県内農
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家の意識や経営の変化についてであります。本

県農畜産物の認知度や消費者の関心が飛躍的に

高まる中、マンゴーやみやざき地頭鶏の産地に

おきましては作付面積や飼養羽数の拡大が見ら

れており、物づくりに対する意欲の向上などの

意識は強まっていると考えております。また、

景気低迷等の影響から、特に嗜好性の高い銘柄

品の販売環境が大変厳しい状況にございます

が、本県産のマンゴーやみやざき地頭鶏につき

ましては、一定の価格水準が維持されるなどブ

ランド確立が進んできたと認識をいたしており

ます。

しかしながら、一方では、栽培や飼養管理技

術の面で農家間の格差が見られるほか、需要に

応じた適正な生産・供給体制の構築などの課題

も残されております。このため県といたしまし

ては、関係機関・団体と一体となりきめ細かな

技術指導を行い、品質や生産性においてレベル

の高い平準化を図るとともに、プロモーション

活動の強化等を通じた販路拡大や定番・定着化

に努めるなど、特徴のある商品づくり、信頼さ

れる産地づくり、安定的な取引づくりを総合的

に推進し、農家所得の安定・向上に取り組んで

まいりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○米良政美議員 農政水産部長、地鶏とかマン

ゴーとかそういう農家の皆さんたちがいっぱい

もうかって、ほかの農業・農村の皆さんたちに

意欲とか希望を持たせるような、そこまで発展

的にやらなければならなかったんではないかと

いう大きな期待を込めて、今お話を伺ったとこ

ろでありますが、どうかその点も、地方にしっ

かり目を向けていただいて御指導方をいただき

たい、このように思います。

知事に求めておきたいと思うんであります

が、私どもは日ごろから県民の立場に立って、

先ほど言いましたように県土の均衡ある発展を

標榜してきたわけでありますけれども、今後と

もこれは大事なことでありまして、過疎地の問

題、あるいは中小企業の問題いっぱい出まし

た。建設業対策の問題とか。そのような実態を

見据えて、知事は「現場主義」ということをい

ろんな地所でお述べになっておられるわけであ

りますけれども、それが県民の豊かさとしてど

う映っていくのか、どう構築に立ち向かってい

かれるお考えなのか、お聞かせいただきたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県、本当に長い間、

厳しい経済情勢が続いているわけであります

が、地域医療、それから中山間地をめぐる諸問

題、さらには口蹄疫、鳥インフルエンザ、新燃

岳の噴火などさまざまな危機事象が発生をして

おるところでありまして、緊急を要するさまざ

まな課題山積という状況であります。このよう

な課題を克服していくためには、しっかりと現

場の声を伺いまして、その実態やニーズを踏ま

えながら取り組んでいくことが何よりも大切で

ある、それが現場主義という発想の原点であり

ます。その一方で、少子高齢化や人口減少、グ

ローバル化など、時代が大きく変化しようとし

ております。これからは本県の目指す姿やその

方向性を見定めながら、長期的な見通しも持っ

て戦略的に施策を講じていくことが必要になっ

てくる、そのような認識のもとに、私の政策提

案や総合計画の長期ビジョンを具体化するた

め、現在策定中のアクションプランにおきまし

ては、短期的、そして長期的な課題を整理し

て、今後４年間で重点的・集中的に取り組むべ

き施策というものを仕分けをして整理していき

たいと考えておるところでございます。その実
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行に当たりましては、県議会の皆様を初め、市

町村、民間団体、企業、さらには県民の皆様と

の対話、さらには情報共有を基本といたしまし

て連携・協働に努め、県民総力戦で取り組んで

まいりたいと考えております。

○米良政美議員 ありがとうございました。私

も同感です。対話のないところには、県民の願

い、課題を見出すことは困難であると思ってお

ります。限られた厳しい予算でありますだけ

に、先ほど申し上げましたように腰を落ちつけ

て、一朝一夕にしてできるものではないと私も

思っておりますから、十分その辺は、なし得て

いくような一つの体制づくりということも含め

てお願いを申し上げたいと思うわけでありま

す。

それから福祉保健部長に伺います。今議会、

かわいそうなほど福祉保健部長の答弁がたくさ

んあるわけでございますが、それだけ県民の期

待というか課題というか、多いんだなというこ

とを実感するわけであります。年を追うごとに

ふえ続ける社会保障費をめぐりまして、政府に

おきましては、財源をどうするのか、消費税を

上げるのかどうするのか、10％上げるのか。い

ろいろありますけれども、県においては今回、

これまでの経過措置を見直して、来年度から５

カ年計画期間によって地域福祉支援計画の改定

案が示されておりますけれども、基本理念を含

めまして、新たな課題に対応した支援策といい

ましょうか、お尋ね申し上げます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 今回の宮崎県

地域福祉支援計画の見直しにつきましては、基

本理念を「共に支え合い、助け合う、安心な福

祉社会づくり」といたしまして、住民の主体的

な参加のもと、地域のきずなによって、県民だ

れもが住みなれた地域の中で自分らしく生きて

いくことができる福祉社会を目指すことといた

しております。また、今回の見直しでは、ひと

り暮らしの高齢者が抱える問題や、災害時の要

援護者への対応などの新たな福祉課題にも取り

組んでいくこととしたところであります。これ

らの課題については、多様な主体の連携の強化

を図ることにより、地域で支え合う見守り体制

や災害発生時の支援体制を充実させることが大

変重要でありますことから、地域福祉コーディ

ネーターなど地域の中でリーダーシップを発揮

する人材の育成や、関係機関・団体等による地

域連絡会議等を通じて、人のきずなによるネッ

トワークづくりを支援してまいりたいと考えて

おります。

○米良政美議員 今回特に目を引きますのは、

「共に支え合い、助け合う社会づくり」、これ

は「言うは易く行うは難し」と、こう私は思っ

ております。そうたやすいことではないという

ふうに思っております。確かに、住みなれた地

域で推進していく、これは私も同感でありま

す。そこで計画において、市町村では対応でき

ない専門的な課題に県が対応していくとありま

すけれども、市町村への支援策というのはどう

いうものが想定されるのかお聞かせをいただけ

ませんか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 市町村は住民

に最も身近な自治体でありますことから、地域

福祉の具体的な推進方策である地域福祉計画を

策定し、計画的、効果的に施策を展開していく

ことが重要と認識しております。このために県

としましては、地域福祉計画の策定や見直しを

行う市町村に対してアドバイザーを派遣し助言

・指導を行いますとともに、未策定の市町村に

対しては、他の市町村の計画策定事例や先進的

な取り組みを紹介するなど積極的に働きかけを
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行い、全市町村で地域福祉計画が策定されるよ

う努めてまいります。また、既に計画を策定済

みの市町村に対しては、地域の福祉ネットワー

ク構築など住民を主体とする事業に取り組む場

合、県が助成を行う市町村地域福祉計画推進事

業を実施しているところであります。さらに、

地域福祉コーディネーターの育成や福祉事業従

事者への研修により、地域福祉を市町村と連携

して担う人材の養成にも力を入れて取り組んで

まいりたいと考えております。

○米良政美議員 ありがとうございました。

やっぱり市町村においては、今、部長がおっ

しゃいますように、福祉メニューを必要とする

方々に対して思いやりでどう接していくか、片

方ではどう福祉に対する人材を養成していく

か、研修も含めたそういった取り組みというの

が、支援というのがこれからも大事であろうと

いうふうに思いますので、よろしくお願い申し

上げたいと思います。

そこで、今回、知事の所信の一端に「４年間

で新規企業立地100件、雇用創出5,000人を目指

す」とあります。戦略的な企業誘致から雇用を

確保するというのはわかりますし、これは最も

大事なことであることは間違いありませんが、

雇用の創出というのは何も企業誘致だけではな

いと私は思っておるんです。県内で介護に従事

する介護職員というのは、現在2,400人不足をし

ているんではないかと聞いたことがありますけ

れども、福祉保健部長、県内に介護職員という

のはどのくらいなのか。

また、最近、せっかく介護職員となられまし

ても離職する方が多いと言われておりますけれ

ども、その理由というのは何でしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県内の介護職

員数は、平成20年の介護サービス施設・事業所

調査によりますと１万3,770人となっておりま

す。また、介護職員が仕事をやめた理由といた

しましては、平成21年介護労働実態調査により

ますと、「収入が少なかった」「人間関係に問

題があった」といったことなどが挙げられてお

ります。

○米良政美議員 加えて、介護職員の賃金改善

というのが、去年、おととしか、一遍なされた

と思います。また、そういう時期的なものも考

えて賃金改善というのは必要ではないかと私は

いつも思っているんですけれども、部長、その

辺の考え方をお聞かせ願えませんか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県では平成21

年10月から、国の介護職員処遇改善交付金を活

用いたしまして介護職員の賃金改善に取り組ん

でいるところであります。その結果、交付を受

けた事業所から提出された21年度の実績報告書

によりますと、月額8,000円から１万5,000円程

度の賃金改善が図られておりました。本交付金

は23年度までの実施となりますので、現在、国

においては、24年度からの対応として、賃金改

善のための介護報酬の引き上げについても検討

しているところであります。県といたしまして

は、介護職員の賃金改善を目的として介護報酬

が引き上げられた際には、その分が適正に反映

されるよう事業主に対して趣旨の徹底を図って

まいりたいと考えております。

○米良政美議員 国の介護職員処遇改善交付金

を活用して8,000円から１万5,000円にした、こ

ういうお話でありましたが、やっぱり時代はど

んどん進展をしていくと同時に変化をしていく

わけですから、その時々に応じた賃金改善とい

うのをしていかなきゃならんと、このようにい

つも私は思っておりますので、そういうことを

念頭に置きながら今後十分考慮していただきた
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い、このように要望しておきたいと思います。

次に、在宅介護に対する基本的認識と介護手

当の必要性について伺っておきたいと思います

が、我が国の高齢世帯というのは、おおよそ50

％がひとり暮らし、あるいは夫婦のみの世帯と

言われております。ちなみに申し上げますと、

全国において15年後の75歳以上のひとり暮らし

というのは、現在の139万世帯から３倍、422万

世帯になると言われております。75歳以上です

よ。本県においては、国立社会保障・人口問題

研究所の推計によりますと４万2,585世帯になる

であろう。この方々がもし介護が必要になった

ときに、じゃどうするのかということをじわじ

わ考えていかなきゃならんのじゃないかと私は

思えてならんのです。施設介護なのか在宅介護

なのか。在宅介護というのは、お金をもらえば

在宅介護をみんなやりたいと思っているんで

す。「４万円でもいいから５万円でもいいから

下さい。うちの親は私が見ます」、そういう人

たちというのは物すごく多い。そういう時代の

ために、これから介護手当の必要性も考えてい

かなきゃならんと思っておりますけれども、部

長、そのときにどう対応するのか、どう考えて

おられるのか。在宅介護手当ということに対し

てはですよ。どうぞお願いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 在宅介護は、

高齢者が介護を要する状態になっても、住みな

れた地域や家庭で自立した生活が継続できるよ

う支援するものであります。このために県で

は、現行の第四期宮崎県介護保険事業支援計画

において在宅重視を目指し、市町村と連携して

在宅介護を支援するサービスの充実を図ってい

るところであります。

なお、県は介護保険制度の中で、在宅介護サ

ービスにつきましては平成20年度約46億円を負

担するなど、保険者である市町村へ支援を行っ

ております。介護手当につきましては、寝たき

りの方などを自宅で介護する家族の御苦労や御

心労に大変なものがありますことから、その慰

労のため、市町村が行う地域支援事業の中で支

給することが認められているところでありま

す。なお、本県において介護手当制度を有して

いるのは20市町村であり、平成21年度は2,876万

円が支給されております。

○米良政美議員 ありがとうございました。

次に、障がい者の自立支援というのが、最近

とみに県民の間でも心配をなされておるわけで

ありますけれども、先ほどから言いますよう

に、住民に身近な市町村が中心的な役割を果た

さなきゃならんということが明記されておるわ

けでありますが、この自立支援法に基づく障害

福祉サービスの利用者数推計を見ますと、平

成18年度が6,341人、21年度が8,497人と増加の

一途をもちろんたどっておるわけでありますけ

れども、私は、障がい者が住みなれた地域で自

立した生活をするために市町村の果たす役割

―なかなか疑わしいところがたくさんあるわ

けでございますけれども、市町村においての障

がい者の自立支援に県はどう対応していってお

るのかお聞かせをいただきたい。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成18年度に

施行された障害者自立支援法におきましては、

原則として市町村が責任を持って障害福祉サー

ビスを提供する仕組みとなったところでありま

す。具体的には、障がい者等の相談に応じ各種

サービスの支給決定などを行いますとともに、

市町村障害福祉計画を作成しサービス提供体制

の充実を図っております。こうした取り組みに

よりまして、サービス事業者数が平成18年度

の498から平成21年度には674へ増加するなど、
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障がい者が地域で生活する基盤が次第に充実し

てきているところでございます。県としまして

は、市町村への専門的研修や実地指導などを通

して障がい者へのサービスが的確に行われるよ

う努めてきたところでありまして、今後とも市

町村と緊密に連携しながら障がい者の自立支援

を推進してまいりたいと考えております。

○米良政美議員 今おっしゃいますように、施

設あるいは事業所での自立に対する支援という

のはそれで十分だろうと思います。しかし、年

々増加する状況をどうとらえていくかというこ

とを考えると、障がい者の就労に対する企業側

の受け入れ、こういうことにも力点を注いでい

かなきゃならんのではないか、このように思え

て仕方がないわけであります。地域社会での自

立に向けた流れが始まった、このように私も理

解をいたしておりますが、障がい者の自立に対

する支援ですから、18年度6,341名、498カ所の

事業所ということでありますけれども、そう

いった基盤を本当に充実したと言えるかどう

か。やっぱり就職支援をして初めて自立支援と

言えるのではないかと思えてなりませんので、

そこらあたりのことも目配り、気配りをしなが

ら対応していく必要があるんではないか、この

ように思えてなりません。

それから、続けていきますが、福祉保健部

長、最近ふえ続ける老人ホームについて伺いま

す。高齢者の単独世帯が増加をしていく。そし

て最近、子供や家族に頼らずに、老後の生活は

高齢者自身で送る有料老人ホームの入所に関心

が高まっておりますが、現在、県内にそういう

部類のものが何カ所あるわけでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県内の有料老

人ホーム数は、平成23年２月１日現在で128施設

となっております。

○米良政美議員 全国的にそういう老人ホーム

がふえておるということの一端に、心配事が１

つあります。入所契約とか一時金とか解約をめ

ぐってトラブルが多く発生をしている事例があ

るわけですけれども、本県においてはそのよう

な事象というのはありませんか、部長。

○福祉保健部長（高橋 博君） 有料老人ホー

ムの入居時の一時金をめぐりましては、短期間

で解約に至った場合等に、当該一時金が十分に

返還されないとしてトラブルになる事例が出て

きております。このようなトラブルは、入居に

際して多額の一時金が必要となる大都市圏で比

較的多く発生しているところでありますが、本

県におきましては多額の一時金が必要となる施

設はほとんどなく、現在のところそのようなト

ラブルは伺っておりません。

なお、国におきましては、このようなトラブ

ルに対応するため、老人福祉法を改正し、入居

一時金の返還義務の法制化を予定していること

から、本県におきましても、事業者への意識啓

発や指導等を通じて、引き続き法令遵守の徹底

を図ってまいりたいと思います。

○米良政美議員 他県ではトラブルが非常に多

く発生をしている実例があります。全国で431件

という事例もありますから、他県ごとではない

ということを私たちは思っていなきゃならんと

思いますので、そのあたりもひとつ目配りをし

ていただきたいと思っておるわけであります。

次に、これもたくさん出ました。地域福祉を

推進するために民生・児童委員の役割というの

が極めて大きいわけでありますが、相談内容等

が多岐にわたるなど複雑な相談内容が多いと聞

くが、その人たちの活動状況というのは現在ど

うなっておりますか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成21年度福
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祉行政報告例によりますと、本県約2,600人の民

生委員、児童委員の相談・支援件数は約11

万2,000件となっておりまして、そのうち高齢者

に関するものが約５万3,000件、子供に関するも

のが約３万件で、全体の約７割が高齢者と子供

に関する相談・支援となっております。活動内

容としましては、住民からのさまざまな相談を

受け行政機関への橋渡しを行うなど、地域の住

民生活全般において重要なサポート役を果たし

ていただいているほか、日ごろからの見守り等

を通じ、ひとり暮らしの高齢者の孤立化や児童

虐待の予防・早期対応など、近年顕在化してい

る福祉課題についても地域の大きな力となって

おり、その役割は重要さを増しているところで

あります。

○米良政美議員 時間がなくなりましたので、

次は県立病院について伺っておきたいと思いま

すが、病院局ではいよいよ、来年度から３カ年

を計画期間とする二期の県病院事業中期経営計

画が策定をされました。医師不足というのは変

わりませんけれども、二期計画では、これまで

のように黒字化を目標とせず、病院全体の収支

の均衡を目指すとされております。これは私も

同感です。これまでの費用削減の努力に敬意を

表しますものの、公営企業は独立採算が基本で

ありますから赤字解消は重要な課題であります

が、県立病院に寄せる県民の期待が大きいとい

うことも念頭に置いて向こう３年間の病院改革

を進めてほしいと思いますが、局長、「魅力あ

る病院」というのはどう推進していくわけで

しょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 「魅力ある病

院」でございますけれども、県民の皆さんの期

待にこたえ、その使命と役割を果たしていく中

で、県民の皆さんから信頼されるとともに、そ

こで働く職員も誇りと自信を持って働ける病院

であると考えているところでございます。この

第二期計画では、魅力ある病院づくりを推進す

るために、患者さんが治療に対するさまざまな

不安感を解消し、いやしの場にふさわしい療養

環境のもとで安心して受診できるよう、今まで

以上に医師が患者に治療内容等を十分にわかり

やすく説明し、その上で患者の同意を得る、い

わゆるインフォームド・コンセントの徹底や、

医療スタッフの接遇の向上、医療事故防止対策

の徹底を図るなど、患者本位の医療の提供に努

めることとしております。また、患者さんの治

療を担う医師や看護師等すぐれた医療スタッフ

の確保や育成が重要でありますことから、さま

ざまな手だてを講じながら、職員が働き続けた

いと思えるような病院づくりをさらに推進する

こととしております。

○米良政美議員 経費節減に余り気をとられ過

ぎますと、医師を初め医療スタッフの士気に影

響が出て「魅力ある病院づくり」というのはで

きないんじゃないか、実はこういう危惧もする

わけであります。どのように職員の意識の醸成

を図っていくのか、ここあたりが非常に大切と

思いますけれども、そこあたりは局長、どのよ

うにお考えでしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 現在進めており

ます病院改革のねらいでございますけれども、

医療資源の乏しい本県において、県立病院が今

後とも県民の皆様に良質な医療を安定的に提供

し続けることにあり、そのためには、経費節減

の視点だけにとらわれるのでなく、第一線で勤

務する医師や看護師を初めとする医療スタッフ

のモチベーションの維持・向上に十分配慮する

必要があると認識いたしております。今後と

も、現場重視の姿勢で臨むことはもとよりでご
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ざいますが、病院に関する情報の共有化や、職

員の知恵やアイデア等を病院経営に反映するな

ど、風通しのよい働きやすい勤務環境を整備し

ながら、職員一人一人が主体的にさらなる意識

の向上を図り、経営健全化に向けて職員総力戦

で取り組んでいく環境づくりを進めてまいりた

いと、このように考えております。

○米良政美議員 職員の士気に関することも含

めてお尋ねをいたしましたが、これ以上の病院

医療サービスはないというくらい、公務員服務

規程に基づいて努力されているんではないかと

思います。病院改革によって厳しいむちを与え

過ぎると士気に影響が出る可能性もなきにしも

あらず。それで、これまで、病院局長、17年度

から20年度にかけて31億円の赤字が８億円に圧

縮したという実績もあるんです。これは立派な

努力だろうと思います。赤字でもいけない、か

といって多額の黒字に期待をするのもいかがな

ものか。私の個人的な判断から言えば、収支均

衡がとれた病院が立派な経営だと思っておりま

す。いわゆる収支とんとん、これが私は一番い

いというふうに思っておりますから、そのよう

なつもりで、悲観することなく頑張っていただ

きたいと思います。

次に、教職員の不祥事について、教育長に伺

います。

平成18年度から22年度までの５年間の状況を

見ますと、酒気帯び運転、速度違反等トータル

５年間で91件、わいせつ行為、職務専念義務違

反、トータル５年間で139件、幸い年次的に減少

傾向にあるものの、モラルに欠けることから、

まことに遺憾と言わざるを得ない。そこで、市

町村教育委員会に対する指導のあり方について

どうなのか。また、近年の教育研修センターの

実施状況と研修内容はどうなっているのか、教

育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） 教職員の不祥事を防

止しますためには、教職員一人一人が原点に立

ち返って、教育者としての使命と責務を深く自

覚することが何よりも大切なことであります。

県教育委員会といたしましては、市町村教育委

員会委員長・教育長会等におきまして、教職員

の服務規律遵守の徹底について強く要請します

とともに、すべての教職員に対しまして「服務

規律等マニュアル」を作成・配付し、それぞれ

の学校では校内研修での活用が図られていると

ころであります。

また、教育研修センターにおきましては、学

校教育の充実や教職員の資質向上を図るため

に、初任者研修や、勤務年数に応じて行う経験

者研修、職能に応じて行う管理職等研修や主任

等研修などさまざまな研修を実施しております

けれども、その中で市町村立学校職員に対しま

して服務規律に関する講座も取り入れていると

ころであります。

なお、市町村教育委員会におきましても、服

務に関する通知や校長会等における指導などに

より不祥事防止対策に取り組んでいるところで

あります。今後とも、市町村教育委員会と連携

を図りながら不祥事の防止に努めてまいりたい

と考えております。

○米良政美議員 倫理観に欠け、遺憾に思いま

すものの、夢多く志を持った先生方が、気の緩

みか、あるいは油断ともしれない行動によっ

て、生涯教師の道を断たれるというのは、正直

言って私は複雑な気持ちにかられます。起こっ

てしまったことは仕方がない、こう言いますも

のの、服務規律に関する講座等において未然防

止に努めるとおっしゃいましたので、教育長、

あってはなりません。未然防止にできるだけ、
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これでもかという、そういう機会と場所を持っ

て防止していただきたい、このように思えて仕

方ありません。

そこで教育長、もう一点質問でございます

が、近年、学校の改善とか先生方の能力向上を

目的に学校評価あるいは教員評価制度が実施さ

れておりますけれども、本県の場合どう向き

合っておられますか。第三者による評価の実態

とあわせましてお聞かせいただきたいと思いま

す。

○教育長（渡辺義人君） まず、教職員評価制

度でありますけれども、教職員一人一人の人材

育成をねらいとした「職務行動評価」と、学校

の組織力向上をねらいとした「役割達成度評

価」の２つの評価で成り立っておりまして、あ

わせまして学校教育の質の向上を目指すもので

ございます。これらにつきましては平成16年度

から５年間の試行を踏まえまして、平成21年度

から完全実施をしているところであります。

また、学校の運営改善を図る学校評価につき

ましては、各学校の教育活動につきまして学校

みずからが評価をします「自己評価」と、その

自己評価の結果を保護者や地域住民等が評価す

る「学校関係者評価」、さらに、それらの実施

状況を踏まえまして学校運営に関する外部の専

門家が評価を行う「第三者評価」の３つの形態

がございます。このうち実施の義務があります

自己評価につきましては、平成20年度からすべ

ての学校で実施されておりまして、また、努力

義務とされております学校関係者評価につきま

しても、平成21年度からすべての学校で実施さ

れております。一方、第三者評価につきまして

は、文部科学省が昨年７月に改訂いたしました

ガイドラインにおきまして、「各学校や設置者

において、第三者評価が必要であると判断した

場合に行うもの」と新たに示されたところであ

りまして、今後も各学校の状況やニーズ等も踏

まえながらその進め方等について検討を行って

まいりたいと考えております。

○米良政美議員 ありがとうございました。

このことについて、教育委員長、さっき教職

員の不祥事についていろいろ教育長とお話をさ

せていただきましたが、教職員の不祥事につい

て、どうあなたはお考えでしょうか、お聞かせ

ください。

○教育委員長（近藤好子君） 県民の皆様に対

しましては教育への御理解や御支援をお願いし

ているにもかかわらず、教職員の不祥事が後を

絶たないことについて、大変残念に思っており

ます。教職員の不祥事は、学校における安心・

安全を根底から覆すものであり、また、そうい

うことが起きてしまいますと学校に対する信頼

回復など、日々まじめに誠実に職務に取り組ん

でいる教職員にさらなる負担をかけることと

なっていると思っております。特に児童生徒の

心身を傷つけるような事案の場合には、不祥事

を起こした教職員に対する厳正な処分と同時

に、児童生徒や保護者の方への細やかな支援も

必要となります。

私は、不祥事の再発防止のためには、今まで

取り組んできたもので何が足りなかったのか、

何があったら防げたのかをきちんと考えていく

必要があると考えております。そのためには、

教職員一人一人が自分の内面に目を向けた取り

組み、心の危機管理に関する視点を持った取り

組みが必要だと考えております。そして自分の

心に危機を感じたとき、いわゆる教職員の不祥

事というのは教職員としてのルール違反だと考

えております。そのルールを皆さん守らなきゃ

いけないと思っているのに、そのルールを違反
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してしまうときに、その背景に何があったのか

ということをきちんと処分と同時に考えていく

必要があると私は思っております。そして自分

の心の危機を感じたときに、それを支え合う環

境が教育現場に整っているかということも、ま

た考えていかなきゃいけない、取り組んでいか

なきゃいけないことだと考えております。

私たち県教育委員は、日ごろから市町村教育

委員の皆さんとは意見交換をする場を持ってお

ります。先ほども教育長が申し上げましたとお

り、今後とも市町村教育委員会の皆さんと意見

交換をしながら、不祥事の再発防止に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○米良政美議員 市町村教育委員会に対する指

導というか管理監督といいますか、どこまで

だったかなと、私は忘れましたけれども、やっ

ぱり市町村教育委員会と教育長を中心とした綿

密な指導というか連携というか、そういうもの

を怠ることが、こういうことにつながるとは言

いませんけれども、綿密な連係プレーというの

が非常に大事だと思っていますから、あえてお

伺いしたところでありました。ありがとうござ

いました。

今問題の子ども手当について、知事、お伺い

をしたいと思いますが、子ども手当につきまし

ては、今年度の導入当初から指摘されていた、

国と地方の財政負担のあり方、問題解決されな

いままに、民主党政権は見切り発車的に来年度

当初予算とその関連法案を国会に提出して、非

常に混乱を来しておるのは御案内のとおりであ

ります。中身についても、３歳未満の手当額

を7,000円引き上げたことを含めて一方的に予算

に計上したことに対し、地方から強い反発の声

が上がっております。多くの自治体で、子ども

手当関連予算を計上しない、そういう動きが出

ているところであります。そもそもこの子ども

手当については全額国が負担すべきものであり

まして、全国知事会を初め各地方団体から見直

しを求められていたにもかかわらず、十分な地

方との協議をすることなく一方的な予算計上

だっただけに、これは反発されるのも至極当然

なことではないですか。そこで知事、子ども手

当について国会との議論も先行きが見えない状

況である中で、本県の子ども手当に係る来年度

当初予算についてどうされるおつもりでありま

すかお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 子ども手当、さまざま

な議論があるところであります。この子ども手

当のように全国一律の現金給付につきまして

は、私としましては、国と地方の役割分担を明

確にするという観点から国が全額負担すべき、

これが基本であると考えておるところでござい

ます。平成23年度の当初予算におきましては、

しかしながら、県民の皆様の不安感を解消する

必要があるということ、それから市町村が混乱

を来してはいけない、そういう配慮の上から県

の負担分については計上いたしておるところで

ございますが、今後とも地方の考えをしっかり

と国に伝えた上で、国における議論、動向を注

視してまいりたいと考えております。仮に今

後、国におきまして子ども手当制度の修正など

がありました場合には、その修正などの内容に

応じて、必要に応じて財源の振りかえなど予算

の補正を含めて適切な対応をしてまいりたいと

考えております。

○米良政美議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

知事にもう一つお伺いしたいと思いますが、

本県は社会資本整備のおくれもありまして、公

共三部の公共事業に重点を置きながら景気対策
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に果たしてきた時代的背景があります。私ども

もいっぱい言ってきました。平成10年の最終予

算額2,585億5,000万円、本年度が881億3,000万

円です。12年前と比較いたしますと実に３分の

１であります。果たして今後の景気対策に影響

が生じるのかどうか大きな懸念を持たざるを得

ない。そこで知事、今回、骨格予算であります

けれども、23年度当初予算編成に公共事業予算

を初め景気対策にどう配慮されたのかお答えい

ただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 平成23年度当初予算、

知事選等のスケジュール、全体の日程等の関係

から、いわゆる骨格予算の編成となったわけで

ありますが、経済・雇用対策に要する経費であ

りますとか、口蹄疫の復興対策など早急な対応

を要する経費などにつきましては所要額を計上

して、できる限り県民生活に影響を生ずること

のないよう考慮いたしたところであります。具

体的には、公共事業につきましては、４年前の

平成19年度の骨格予算におきましては年間所要

額の４割程度の計上であったのに対しまして、

今回は８割程度まで引き上げましたことを含め

て、投資的経費につきましては約848億円を計上

したところであります。また非公共事業につき

ましても、若年者人材育成就職支援事業であり

ますとか中山間地域新産業・雇用創出強化事業

など、経済・雇用対策といたしまして約111億円

を計上いたしたところでございます。その結

果、23年度の当初予算は対前年度比で９割強の

予算規模を確保いたしました「骨太な骨格予

算」として編成をしたところでありまして、い

わば経済・雇用対策型の予算ということで今回

提案させていただいたところであります。

○米良政美議員 おっしゃるようにいろんな点

に配慮されたということでありますが、やっぱ

り県民の皆さんが、どういう仕事であれ、「あ

あ、よかったな」と言える、そういう予算措置

を実は期待をしておるわけであります。

最後に知事、まことに失礼な言い方かもわか

りませんが、どうかひとつお許しをいただきた

いと思います。知事、あなたは今46歳、私と二

回り違います。年齢から言いますと息子みたい

なものです。前知事は１期４年でこの宮崎を

去ってしまわれました。いろいろあります。県

民の怒りそういうのもあるでしょう。裏切られ

たということもあるでしょう。この私が親心で

申せば、さっき言いましたように、息子よ、石

の上にも３期12年は頑張れよ。石の上にも３

期12年は頑張れよ。12年後はこのおやじも80歳

になる。その間、はるか県北の門川の地で県勢

発展の様相をしっかり見ておるから頑張るんだ

よ。頑張ってくれよ。私は、実は今、その心境

であります。さっきから言いましたように、皆

さんと仲よくしていただいて、これからのすば

らしい宮崎構築のために全身全霊を傾けていた

だくことをお願いして、質問を終わります。

（拍手）

○知事（河野俊嗣君） 重ねての温かい激励

に、心より感謝を申し上げます。

宮崎、大変厳しい状況にあるわけでございま

すが、自分の担うべき役割というものを一日一

日全身全霊を傾けて取り組んでまいりたいと考

えております。

米良議員におかれましては、十分お体に気を

つけられて、引き続き、立場は変わられまして

も、県勢の発展に向けてさまざまな形で叱咤激

励を賜りますよう、心よりお願い申し上げま

す。ありがとうございました。（拍手）

○蓬原正三副議長 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55分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 今期最後の

定例議会における最後の質問となりましたが、

先ほど米良議員が言われたように、最後となり

ますとかなり重複する部分もございます。なお

かつ、米良議員の質問とも重複する部分もござ

いますが、進めていきたいと思います。知事を

初めとして関係各部長及び警察本部長に答弁を

お願いいたします。なお、通告しておりました

子供の自転車事故防止については、時間の都合

上割愛をさせていただきます。

初めは、支え合う地域社会づくりについてで

あります。日本の社会は今、大きく変化しつつ

あると言えます。血縁で言えば、適齢期になっ

ても結婚しない、できないひとり者、こういっ

た人たちがふえております。地縁で言えば、一

つの土地で暮らし続ける人が少なくなってい

る。企業の終身雇用制は崩れ、職場での縁、こ

ういったものも薄くなってきております。いわ

ゆるきずな、縁、こういったものが急激になく

なりつつあり、何よりも看過できないのは、き

ずな、縁をつくることができる人とできない人

の格差が大きく広がっているのではないかとい

うことであります。昨年の夏、地域から孤立す

る高齢者がふえているという現実、大きな社会

問題となりました。地域全体で高齢者を支える

ネットワークづくり、在宅で安心して暮らせる

仕組みづくりは、まさしく地域福祉の新しい要

請でもあります。今回は、通告しておりました

子育て世代への支援についても割愛し、孤立す

る高齢者支援に絞って２点伺いたいと思いま

す。

まず、少々古いデータでありますが、経済産

業省は昨年５月、同省の「地域生活インフラを

支える流通のあり方研究会」がまとめた報告書

を発表しております。それによりますと、近隣

の商店街の衰退、交通手段の不足などによっ

て、日常の買い物が不自由になっている高齢層

のいわゆる買い物難民が全国で600万人に上ると

いうことでありました。その中では、地方自治

体が補助金などを用意して支援する必要がある

と訴えている一方で、支援に取り組む事業者の

多くが採算面で厳しく、事業の継続あるいは発

展が難しくなっているとも指摘されておりま

す。また、全国商店街振興組合連合会に加盟し

ている商店街の店舗数調べによれば、21年３月

末の数は11万961店、最盛期の平成９年よりも約

４万2,000店も減少しているとのことでありま

す。そこでまずは、本県における商店数はどの

ように推移しているのか、商工観光労働部長に

伺いたいと思います。

もう１点伺っておきたいと思います。孤独死

についてであります。人間にとって大切にしな

ければならない人と人とのつながり、きずなが

断絶している、先ほど述べたとおりでありま

す。人や地域とのつながりを持てずに社会から

孤立する無縁社会が、まさしくじわじわと広

がっているという実感がいたします。特にひと

り暮らしの高齢者がつながりを持てず、社会的

に孤立しやすい環境に置かれております。国立

社会保障人口問題研究所の世帯推計によれば、

従来家族の形として最も多かった夫婦と子の世

帯は、2006年には単身世帯にそのトップの座を

明け渡しているようであります。単身世帯は今
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後もふえ続け、2030年には1,824万世帯に達し、

この年には高齢男女や中高年男性の単身世帯が

目立つようになり、50代、60代の男性の４人に

１人は単身世帯との予測もされております。中

高年男性の単身世帯がふえる背景には、未婚化

が挙げられます。このような人たちが高齢世代

になれば、配偶者がいないだけでなく、当然の

ことながら子供もいないわけで、いわゆる家族

による支え合いを困難にするということになり

ますが、単身世帯の約６割は孤独死を身近に感

じ、不安を覚えていると言われております。無

縁社会の進行を手をこまねいて見ていていいは

ずはなく、支え合う仕組みの再構築、ぜひとも

必要になってくると思います。ここでは、県内

における単身の高齢者世帯はどのように推移し

ているのか、あわせて高齢者の孤独死の現状に

ついて、福祉保健部長に伺っておきたいと思い

ます。

次に、新しい福祉に関し、２点伺いたいと思

います。

１点目は、メンタルヘルス対策についてであ

ります。警察庁のまとめによると、昨年１年間

の自殺者数が速報値で３万1,560人、1998年か

ら13年連続で３万人を超えており、まさしく異

常事態でもあります。政府の2010年版「自殺対

策白書」によれば、09年の自殺の原因で一番多

いのが健康問題１万5,867人、次いで経済・生活

問題8,377人となっております。中でも看過でき

ないのは、健康問題を理由に自殺した人のう

ち、約４割を占めていたのがうつ病など精神疾

患だったということであります。うつ病や躁う

つ病の総患者数100万人を超えるとも言われてい

る時代であります。しかしながら、うつ病に

なっても、ひとりで我慢する場合、あるいは家

族や周辺が気づかないケース、こういったもの

もあるようであります。家庭や地域、職場な

ど、社会を挙げてサポートすることが重要であ

ります。そのような状況の中、薬物に頼り過ぎ

ていると言われている日本のうつ病治療に対

し、薬物だけに頼らず、患者が持つ自身の否定

的な思考を改善する認知行動療法が新たな治療

法として注目され、診療報酬改定で昨年４月か

ら同療法の評価が新設され、健康保険の適用に

もなったところであります。５月からは同療法

の実施者を養成する研修も、独立行政法人国立

精神・神経医療研究センターにおいて始まって

おり、厚生労働省の話によると、診療報酬評価

の新設を機に養成研修希望者が殺到していると

いうことであります。うつ病に有効な治療法と

して注目されている認知行動療法、本県として

は、その普及に向けどのように取り組んでいる

のか、福祉保健部長に伺います。

２点目は、音声コードの普及促進について伺

いたいと思います。これについては、３度目の

質問となります。文字による情報入手が困難な

視覚に障がいのある方々にとっての情報を得る

切り札でもあるのが音声コードであります。

約800文字の情報を記録できる正方形のバーコー

ド、専用の活字文字読み上げ装置を使えば、文

字情報の内容が音声で読み上げられ、視覚障が

い者は耳でその内容を知ることができます。一

昨年４月から国民年金、厚生年金の被保険者に

送付されている「ねんきん定期便」、この封筒

の右下に切り欠きと呼ばれる小さな半円の切り

込みとともに印刷もされており、その存在が多

くの国民の目に触れることになったところであ

ります。ここでは県の刊行物を初めとして、現

在の音声コードの添付状況はどうなっているの

か、これも福祉保健部長に伺いたいと思いま

す。
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次は、県有財産の活用に関してであります

が、県職員宿舎及び警察職員宿舎等の空き室対

策について、総務部長及び警察本部長に伺いた

いと思います。

この前の日曜日の一般紙に、「県営住宅入居

者募集」の折り込みチラシが入っておりまし

た。宅建協会が指定管理者となっている宮崎市

と東諸地区のものでありましたが、募集団地と

しては19団地、団地ごとの募集戸数を見てみる

と、募集戸数１戸のみの団地が10団地、一番多

い団地でも募集戸数７戸でありました。入居で

きることを祈りながら、今回も抽選日に多くの

県民が来場されることになるのではないかと思

います。一方先日、市内の大塚台西３丁目あた

りを訪問していたときのことであります。ここ

には県営大塚台西団地に隣接するように警察宿

舎が２棟建っております。また、道路を挟んで

県職員宿舎が３棟建っております。訪問したの

は夜でしたけれども、見渡して感じたことは、

実に空き家が多いということであります。がら

がらという状況でありました。「たくさん空い

ているのにもったいないですよね」とは、近所

の住民の声でありました。今回の大塚台県営住

宅の募集戸数は、巨大な団地にもかかわらず３

戸、諸事情のある長期空き家住宅１戸、合わせ

て４戸のみでありました。一方、同じ大塚台に

空き室を大量に抱えた職員宿舎がある。「もっ

たいない」との言も納得であります。ここで

は、県全体及び宮崎市内の県職員宿舎、警察職

員宿舎等の入居状況について、それぞれ伺って

おきたいと思います。

最後に、職務に関する不当な働きかけについ

てであります。県においては、平成19年４月、

「公共工事に係る入札・契約業務等に関する働

きかけについての取り扱い要領」を制定・施行

されました。その背景については改めて述べる

までもありませんが、その後、同年６月に策定

された「行財政改革大綱2007」に定められた方

針に基づき、対象業務を公共工事以外の行政分

野にまで拡大し、県のとり行うすべての業務を

対象とするとし、それに伴って平成20年９月か

ら「職務に関する不当な働きかけについての取

り扱い要領」を施行され、現在に至っておりま

す。この件については、当時の総務政策常任委

員会でも随分と議論された経緯があります。す

なわち、「不当な働きかけの定義」における判

断基準、要望・陳情等との違い、職員の受けと

め、感じ方による違いなどなど、はては「議員

活動に対する制限ではないか」との声もありま

したが、委員会としては、この内規によって、

県職員が議員、県民に対して内向きとならない

よう、状況に応じてその内容について検証する

とともに、運用に関しては適切に行うよう要望

したところでありました。要領では、不当な働

きかけに該当する場合は記録・公表することと

なっております。その後の状況はどうなってい

るのか、総務部長に伺います。

以上で壇上からの質問を終わり、残りは自席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

職員宿舎の入居状況についてであります。知

事部局所管の職員宿舎は、県内35カ所に613戸あ

り、県全体の入居率は73.6％となっておりま

す。宮崎市内につきましては、８カ所に300戸あ

りまして、入居率は73.0％となっております。

次に、職務に関する不当な働きかけについて

であります。

職務に関する不当な働きかけの記録・公表制

度につきましては、県行政における職務の公正
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性及び公平性を確保するため、平成19年度から

公共工事に関するものを対象にスタートし、

翌20年度からは対象範囲を行政全般に拡大した

ところであります。不当な働きかけに該当する

か否かの判断をする際には、事前に総務部長に

協議することとされておりますが、現在までに

報告された事案はございません。以上でござい

ます。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

初めに、高齢者の単身世帯の推移等について

であります。国勢調査によりますと、本県にお

ける65歳以上の単身世帯数は、高齢化の進行な

どにより平成12年が３万9,835世帯、平成17年が

４万7,402世帯となっておりまして、今後とも増

加することが見込まれております。次に、孤独

死につきましては、明確な定義がなく、統計的

にとらえることは困難なところであります。な

お、宮崎県高齢者孤独死防止対策連絡会議にお

いて把握している平成22年中の65歳以上独居者

の検視件数は281件となっております。

次に、認知行動療法についてであります。認

知行動療法は、薬だけに頼らず、考え方や行動

の癖を改め、落ち込みやすいといった気分を変

えていく治療法で、うつ病を初めとする精神疾

患等への有効性が認められております。また、

昨年公表されました厚生労働省の「自殺・うつ

病等対策プロジェクトチーム」の取りまとめの

中で、新たに研修を実施すること等を通じてそ

の普及を図ることとされ、今年度から国立精神

・神経医療研究センターで認知行動療法に関す

る研修が実施されたところであり、本県から

は、精神科医療機関の医師、臨床心理士など合

わせて６名が参加いたしました。県としまして

は、今後とも、専門職員の人材育成のための各

種研修について周知を図るなど、その普及に努

めてまいりたいと考えております。

次に、県などの刊行物における音声コードの

添付状況についてであります。音声コードの活

用は、視覚障がい者の情報入手の機会を拡充し

ていく上で有効であると認識しております。こ

のため、研修会の開催や読み取り装置の普及な

どに努めているところであります。刊行物への

添付は、現状では、宮崎県障害者計画を初め身

体障害者相談センターや障害者社会参加推進セ

ンターの情報紙などに限られておりますが、市

町村等の文書に音声コードを添付する動きも出

てきているところであります。今後とも、この

ような動きをより一層促進してまいりたいと考

えております。以上でございます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

県内の商店数の推移についてでございます。

県内の小売業の事業所数につきましては、県と

いたしましては、国が５年ごとに行っている商

業統計調査で把握しておりますが、直近の数字

は、平成19年でありまして、１万2,734店となっ

ております。なお、同調査では、平成９年は１

万5,255店となっておりまして、10年間で2,521

店の減少となっております。以上でございま

す。〔降壇〕

○警察本部長（鶴見雅男君）〔登壇〕 お答え

します。

警察職員宿舎の入居状況についてでありま

す。警察本部所管の職員宿舎は、県内60カ所

に870戸あり、県全体の入居率は85.7％でありま

す。宮崎市内につきましては、20カ所に282戸あ

り、入居率は83.3％となっております。以上で

あります。〔降壇〕

○新見昌安議員 それぞれ答弁をいただきまし
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た。ありがとうございました。何点か伺ってい

きたいと思います。

まず、孤立する高齢者支援についてでありま

す。先ほどの答弁によりますと、この10年間

で2,500以上の商店がなくなったということであ

ります。本県だけでもこれだけの店がなくなっ

たわけですから、その形態はわからないわけで

すけれども、そこを利用していた高齢者にとっ

ては、買い物のための新たな手段を見つけなけ

ればならないということになったわけです。全

国で推計600万人という数字もあながち誇張した

ものではないと思われます。ところで、県にお

いては、平成20年度、21年度の２カ年にわた

り、日常生活用品等の調達に不便を来している

高齢者のために、また商店街や地域に点在する

商店の利用促進を図る目的から、モデル事業で

はありましたけれども、中山間地域商業活性化

支援事業というものを実施されております。ま

た、今年度は、中山間地域・新産業雇用創出緊

急対策事業により同様の宅配事業に取り組んで

おられますけれども、その成果等についてはど

のようにとらえておられるのか、商工観光労働

部長に伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 中山間地

域では人口の減少や域外への購買力の流出など

によりまして、商業物販機能の維持が困難に

なっております。このような中で、地域の商業

を存続させていくためには、事業者間の連携は

もとより、福祉関係機関や市町村等と幅広く連

携することによりまして、地域の潜在的な購買

ニーズを掘り起こしていくことが必要な方策の

一つであると考えまして、宅配や移動販売に取

り組んでいるところでございます。しかしなが

ら、宅配や移動販売以外にも多様な消費行動の

実態があることから、想定したほどの需要が確

保できず、事業として継続していくには課題が

あるところでございます。

○新見昌安議員 事業として継続していくには

課題があるという答弁でありました。経済産業

省の報告書での指摘と同じようなことじゃない

かと思います。いわゆる採算面での厳しさ、こ

れが事業継続の大きなネックになっているとい

うことではないかということでしょう。しかし

ながら、高齢化の進展に伴って、日常生活の一

部でもあります買い物にも不自由を感じる高齢

者、ますますこれからふえてくるのではないか

と思います。買い物弱者を支援する新たな取り

組みが必要じゃないかと考えますけれども、同

じく商工観光労働部長に見解を伺いたいと思い

ます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 買い物弱

者の支援につきましては、その事業展開の方法

として、例えば、商店のなくなった周辺集落で

行うミニスーパー事業、あるいはスーパーと商

店街が共同で取り組む共同宅配事業、またＮＰ

Ｏ等が御用聞きを行いまして商品を配達する事

業、さらには農業者等が小売業者と協力しまし

て取り組む移動販売事業や、スーパーなどが自

治体と協力して運行する買い物支援バス事業、

さまざまに考えられるわけでございます。た

だ、これらの事業展開の仕組みづくりに当たり

ましては、事業主体をどうするのか、あるいは

行政がどこまで関与するのか、また、先ほど答

弁しましたように、需要面から見て民間企業が

行った場合、事業の採算性をどう確保するのか

などの課題があるところでございます。近年、

このような社会的課題にビジネスの手法を用い

て解決するため、新たな起業を行うソーシャル

ビジネスなどの取り組みの動きが盛んになって

おります。県といたしましては、これらを十分
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踏まえまして、地域住民や地元市町村、関係部

局と連携しながら、さまざまな可能性を探って

まいりたいと考えております。

○新見昌安議員 宮崎のような地方において

は、こういった問題は過疎地での問題というふ

うにとらえられますけれども、都市部において

は、高度成長期に建てられた大規模団地、こう

いったところでも同様の問題が発生していると

も言われております。県としても、その対策を

早目に考えていただきたいというふうに要望し

ておきます。

次に、孤独死について伺いたいと思います。

先ほどの答弁にもありましたけれども、孤独死

に関しては法的に明確な定義はない。ゆえに、

明確に定義づけての統計もないということにな

りますけれども、そういった数字はさておい

て、現実問題として、だれにもみとられること

なく亡くなる独居の高齢者がおられるというこ

とも、また事実ではないかと思います。そう

いった孤独死を防ぐことは、人間に尊厳にかか

わる極めて重要な課題でもあると思います。市

町村においては、この孤独死防止に向けての取

り組みもなされているのではないかと思います

けれども、具体的な市町村の取り組み状況等を

福祉保健部長にお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 高齢化の進行

や核家族化などにより、ひとり暮らしの高齢者

等が増加しておりまして、だれからもみとられ

ることなく亡くなられる方が増加することが懸

念されております。このため、各市町村におき

ましては、ひとり暮らしの高齢者等に対し、民

生委員による訪問活動や配食サービスなどを通

じた安否確認、緊急通報システムの設置などを

行っているほか、民生委員、福祉協力員などに

よる見守りネットワークの構築等に取り組んで

いるところであります。県といたしましても、

市町村によるこれらの取り組みを支援するとと

もに、関係機関で構成する宮崎県高齢者孤独死

防止対策連絡会議等において、対応策の検討や

連携強化に努めているところであります。今後

とも、市町村との連携を図りながら、孤独死の

防止に努めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 県としても県土整備部です

か、23年度のゼロ予算施策の一つに、県営住宅

の単身高齢者等の見守りといったものをスター

トさせるようですけれども、「安全・安心なく

らしづくり」の実現のためには有効であり、評

価したいと思います。ところで、いわゆる団塊

の世代が大量にこれから高齢者の仲間入りをし

てきます。地域に戻ってくるわけであります。

こういった若くて元気のいい高齢者、こういっ

た方々が地域におけるより高齢な方々の手助け

をする。団塊の世代の方々を地域福祉の戦力と

して位置づける、こういうことがこれから重要

になってくるんじゃないかと思いますが、福祉

保健部長に見解を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 急速に高齢化

が進行し、ひとり暮らし世帯も増加する中に

あって、住民同士でともに支え合い、助け合う

という地域福祉の考え方は、今後ますます重要

になるものと考えております。県では、このた

び宮崎県地域福祉支援計画の見直しを行ったと

ころでありますが、御指摘のように、団塊の世

代に代表される若い高齢者が有する豊富な経験

や技能、意欲等を地域福祉を推進する新たな力

として生かしていくことは大きな課題であり、

主な取り組みの一つとして位置づけておりま

す。今後とも、住民のたまり場づくりや、住民

同士のつながりを築くための「きっかけづく

り」などを通じて、若い高齢者の地域福祉活動
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への積極的な参加を促進してまいりたいと考え

ております。

○新見昌安議員 次に、メンタルヘルス対策に

ついて伺いたいと思います。国は、メンタルヘ

ルス対策として、定期健康診断とは別に、労働

者のストレス検査を実施するということを検討

しているというふうに聞いております。県職員

に対しても同様の検査を行うべきじゃないかと

思いますが、これについては総務部長に見解を

伺いたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 今お話がありまし

たように、厚生労働省におきまして、メンタル

ヘルス対策として、労働者のストレス検査の実

施を検討されているということを承知しており

ます。本県におきましては、現在、ストレス

チェックシートによりまして、職員が自由に自

己診断をできるようにしており、その結果につ

きまして、精神科医や臨床心理士、保健師が相

談に応じる体制を整えております。今後、職員

のメンタルヘルス対策、さらに重要になってく

ると考えられますので、相談体制の充実など、

職員へのサポート体制の一層の強化を図ります

とともに、国におきます検討状況、これを十分

注視してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 大事な点ですので、よろしく

お願いをしておきたいと思います。

次に、音声コードの普及促進についてであり

ます。先ほどの答弁によりますと、刊行物への

音声コードの添付、まだまだ進んでいないよう

であります。ところで、県においては、この音

声コードの研修会を開催したというふうに聞い

ております。実施状況はどうだったのか、福祉

保健部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 音声コードの

普及につきましては、まずは刊行物等を発行し

ている方々に、その意義と活用方法を知ってい

ただくことが大事であると考えております。こ

のため、県では、昨年度は県職員を対象に、ま

た今年度は市町村職員などを対象に、音声コー

ドの導入の意義・目的についての理解や作成技

術の習得を内容とする研修を実施したところで

あります。今後とも、研修会の開催などによ

り、音声コードの普及に努めてまいりたいと考

えております。

○新見昌安議員 音声コード普及の起爆剤とし

て今期待されているのが、この音声コードを読

み取れる携帯電話であります。この春に製品化

を目指して開発が進んでいるというふうに聞い

ておりますけれども、現在、携帯電話のバーコ

ードリーダーでＱＲコードを読み取って情報を

入手するという方法が広く普及しているところ

でありますけれども、これと同じように、携帯

電話で音声コードが読み取れるようになると、

需要が一段と高まるというふうに考えます。こ

の取り組み、今後どのようにされていくのか、

同じく福祉保健部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 携帯電話で音

声コードが読み取れるようになることは、視覚

障がい者の方にとって手軽に音声情報が入手で

きることになり、多様な情報入手手段の確保に

寄与するものと考えております。現在、商品化

に向けて取り組みがなされておりますので、今

後、携帯電話用音声コードについても普及啓発

を検討してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 ぜひともよろしくお願いをい

たします。

総務省は、先月の１日に、全国の都道府県選

挙管理委員会に対して、点字や音声、音声コー

ドによる選挙情報の提供促進を求める通知を出

しているようであります。それによりますと、
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視覚障がい者の投票環境の向上を目指して、選

挙のお知らせ版について、選挙公報の全文を点

字版だけではなく、コンパクトディスク版、あ

るいは音声コードつきの拡大文字版、これらを

必要数準備することを要請しているようであり

ます。さらには、これらの対応を４月の統一地

方選挙から実施できるようにも求めているよう

であります。また、全国を見てみても、埼玉県

議会では、昨年の夏に議会広報用の冊子に全国

で初めて音声コードを添付しております。ま

た、愛知県では、昨年６月から県広報紙の音声

コード版を、これまた全国で初めて発行するよ

うになったようであります。本県でもおくれを

とらないように取り組んでいきたいし、取り組

んでいっていただきたいというふうに思いま

す。

続きまして、介護福祉士等の国家試験につい

てであります。これは先月、地域を回る中でお

二人の方から受けた相談でありました。ともに

介護福祉士の国家試験を受けた人でしたけれど

も、「こんな寒いときに１日だけ。しかも宮崎

では受験できない。もしも雪が降って高速が通

行どめにでもなったら大変だ。何とかできない

ものですか」というものでありました。介護福

祉士は社会福祉士、精神保健福祉士と並ぶ福祉

の国家資格でありますけれども、調べてみます

と、介護福祉士の筆記試験日はことしが１月30

日、社会福祉士も同じ日、精神保健福祉士のそ

れは１月29日、30日の２日間でありました。ま

た、試験地は九州内では介護福祉士、社会福祉

士が福岡県、熊本県、鹿児島県の３県、精神保

健福祉士は福岡県のみであります。相談者の言

われるとおり、宮崎県では実施されていないよ

うであります。国家試験である以上、県として

はいかんともしがたい面もあるかもしれません

けれども、国家試験であればこそ、国民がひと

しく受験できるように、まず受験機会の拡大が

図られるべきじゃないかというふうに思いま

す。本県受験者の利便性の向上を図るために

も、まずは県内での実施を求めることはできな

いか、これは福祉保健部長に伺いたいと思いま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 御質問の国家

試験につきましては、財団法人社会福祉振興・

試験センターが厚生労働大臣からの指定を受け

て実施しておりまして、平成21年度は、介護福

祉士及び社会福祉士は23都道府県、精神保健福

祉士は７都道府県で行われております。これら

の試験は、受験者が納付する受験手数料によっ

て実施されていることから、試験地の数につい

ては、各地域における受験者の人数や利便性

と、適正な受験手数料との両立を考慮した上で

設定されているものと思われますが、御指摘の

とおり、本県内で受験できることになれば、本

県から受験される方々の利便性の向上ととも

に、有資格者数の増加につながることも期待さ

れますので、国やセンターに対し、機会あるご

とに要望してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 相談された方には今の答弁を

きちっとお伝えしていきたいと思います。

次に、住宅用火災警報器の普及についてであ

ります。「2011年７月24日、アナログ放送は見

られなくなります。地デジの準備お願いしま

す」と、今も盛んにテレビで放映されておりま

す。地デジへの移行を促すＣＭです。実に大々

的にやっておりますけれども。また、デジサポ

のホームページには御丁寧に残り日数、これは

カウントダウン形式で表示をされております。

一方、同じ2011年、こちらは６月１日までに

法律で義務化されたものがあります。住宅用火
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災警報器の設置であります。こちらのほうが期

限は近いし、人命にかかわることでもあります

が、設置を促すテレビＣＭ、まず目にすること

はないんじゃないかと思います。この普及状況

はどのようなぐあいか。また、県民への周知

等、これまで取り組んでこられたとは思います

けれども、これからもうちょっとであります

が、どのように取り組んでいかれるのか、総務

部長に伺いたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 住宅用火災警報器

の普及状況につきましては、各地域で実施され

ました調査結果をもとに、消防庁において、平

成22年12月時点での普及率が推計されておりま

す。それによりますと、本県は46.0％となって

おりまして、全国の63.6％と比べますと低い状

況になっております。本県では、平成20年以

降、建物火災による死者数は減少傾向にありま

すが、平成21年で６名の方がお亡くなりになっ

ております。住宅用火災警報器の普及啓発につ

きましては、地元の市町村や消防本部が主体と

なって、自治会等への説明会や消防団員による

戸別訪問、共同購入の呼びかけ、広報紙への掲

載やイベント会場でのチラシ配布など、さまざ

まな取り組みを行ってきたところであります。

県といたしましても、新聞やテレビ、ホームペ

ージ等による広報啓発、また県の広報紙でも広

報啓発に取り組んできたところでありますが、

今後とも、市町村や消防本部などとの連携をさ

らに図りながら、より一層普及啓発に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 この点もよろしくお願いをし

ておきます。

次に、行政財産の貸し付けについて伺ってい

きたいと思います。県においては、昨年の４月

から県の施設に設置する飲料水の自動販売機に

貸付方式を導入して、結果、収入がそれまでの

使用料をとる方式と比べると40倍以上となって

いるようであります。これは契約期間が３年間

ということで、来年度、再来年度のほかの自動

販売機の契約更新時にはすべてこの賃貸方式に

するというふうになっておりました。ところ

で、この自動販売機の設置については、公募し

て希望者が複数の場合には年間設置料の最高額

を提示した業者が設置者になるという入札方式

で決定をされているようでありますけれども、

売上収入が貸付料に見合わない場合は、業者に

よっては契約途中で解約せざるを得ないという

ことも考えられるわけであります。そういった

ときの対応は可能か。また、そのときの手続等

はどうなっているのか、総務部長に伺います。

○総務部長（稲用博美君） 契約期間の途中で

の解約につきましては、貸付契約の条項に基づ

き可能であります。昨年度公募により設置しま

した中で、設置者の希望により、ことしの１月

に１件解約の申し入れがあったところでありま

す。その際は、設置者から撤去予定日の２カ月

前までに施設管理者へ申し入れていただくこと

になります。なお、設置者が既に納入していた

だいています年額貸付料、このうちの未経過期

間に相当する貸付料は返還することといたして

おります。

○新見昌安議員 自動販売機の設置について、

他県でもどんどん同じような方式をやっており

ますけれども、総合評価方式を導入していると

ころもあるようであります。貸付料とともに、

県に対する寄附あるいはボランティア、こう

いった社会貢献に関する実績を一緒に提出して

もらって、それを点数化して、最高点の業者と

契約するというようなものであります。中小零

細業者への配慮も大事な視点になってくるん
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じゃないかと思います。本県での取り組み、こ

としからスタートしたばかりで、確かに収入が

一気にアップしたということは喜ばしいもの

の、中小・零細業者、地元業者に対する思いが

少々欠けていたなと、私自身も反省をしている

ところでありますけれども、平成23年度の取り

組みについてはどのようにされるのか、同じく

総務部長に伺いたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 自動販売機設置の

公募につきましては、歳入確保の観点から、昨

年度初めて取り組み、一定の成果を上げたもの

というふうに考えております。しかし一方で、

今おっしゃいましたように、県内企業の育成や

県内産農産物の消費拡大といった観点から、多

数の御意見をいただいたこともありまして、公

募内容の改善について検討を重ねてきたところ

であります。その結果としまして、１つには県

内企業及び個人事業者のための優先枠を設ける

こと、２点目としまして、県内産農産物を原料

として加工した飲料を少なくとも１種類以上入

れるよう努めること、を内容とする募集要項の

一部見直しを行ったところであります。現在、

この要項に基づいて公募手続中ではございます

が、今後も改善すべき点があれば、改善を図っ

てまいりたいというふうに考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございます。よろ

しくお願いをしておきたいと思います。

次に、県職員宿舎及び警察職員宿舎等の空き

室対策についてであります。先ほどの答弁にお

けるそれぞれの入居率、高いのか、低いのか、

これについては、地域の環境あるいは条件の違

いもあって一概には言えないのではないかと思

いますけれども、大塚台のようなところも実際

あるわけですね。ばらばらに入居しなければ、

またばらばらに入居させなければ、丸々空いて

しまう棟も出てくるのではないか。そこの有効

活用を図るために、一般県民に貸し出すことは

できないか。県営住宅と同じように一般県民に

貸し出すことはできないか。これをやれば本当

に感謝されるんじゃないかと思いますが、この

件、総務部長に伺いたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 職員宿舎につきま

しては、職員の転勤の円滑化、それから災害へ

の素早い対応等を目的として、これまで整備を

行ってきたところであります。この職員宿舎を

県民に貸し出すためには、規程の整備や所管が

えなどさまざまな手続が必要であります一方、

議員御指摘の空き部屋の多い宿舎につきまして

は、老朽化しておりまして、改装や維持修繕に

多額の費用を要するなど課題が多いということ

から、現実的には困難というふうに考えており

ます。

○新見昌安議員 なかなか難しいようですけれ

ども、そういった厳しい県民の声、チェックの

厳しい目があるということは酌み取っていただ

き、前向きに考えていただければと思います。

最後に、知事の政治姿勢について伺いたいと

思います。この質問が最後になってしまったの

は、決して奇をてらったわけじゃありません。

質問の流れ上、こうなってしまっただけであり

ます。よろしくお願いをしたいと思います。知

事の政治姿勢あるいは知事の思い、こういった

もので、代表質問、一般質問を通して、ほぼ聞

き尽くされた感がありますし、知事もいささか

食傷ぎみではないかと思いますが、１点だけ

伺っておきたいと思います。河野知事は副知事

として東国原前知事を支えながら県政運営に携

わってこられ、今般事実上の後継者として知事

に就任されたわけであります。この４年間、前

知事を見る中で、県政運営上あるいは議会との
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関係において、このような対応はいかがなもの

か、私だったらこうやるのに、そう思われたこ

とも多々あったんじゃないかと思います。「他

山の石、以って玉を攻くべし」、私が聞きたい

のはこれでありますが、知事にとっては前知事

は先輩でもありますので、ちょっと答えづらい

かもしれません。ちょっと優しく言葉を変え

て、これまでの４年間の副知事としての経験、

これをこれから４年間、知事としての県政運営

及び議会対応にどのように生かしていかれるの

か、伺っておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 最後にようやく答弁の

機会をちょうだいしたことに感謝を申し上げて

いるところでございます。前知事、やはり就任

したときの時代状況というものが、談合事件、

それから鳥インフルエンザの発生ということで

大変暗いムードにあった県政というものを、持

ち前の発信力、アピール力でＶ字回復をさせ

た。それで、何といっても宮崎の知名度を向上

させた、全国の皆様の頭の中に宮崎というもの

を確実にインプットしたというのは、非常に大

きな功績であったと思っておりますし、午前中

の答弁でも申し上げましたように、マンゴーな

り宮崎牛なり、これまでの宮崎の皆様の努力の

成果であったものを、なかなかＰＲできないで

いたものを自分の発信力、アピール力で県産品

のＰＲに成功したというところは非常に大きな

功績だったということであります。そばで副知

事として見ておりまして、やはり自分の持てる

もの、持たざるものというものをよく冷静に客

観的に分析をした上で、それを最大限生かすに

はどうしたらいいかということでの一つの政治

スタイルとしての取り組みではなかったかとい

うふうに思っております。持てるものといいま

すのは、やはり知名度なり発信力、アピール

力、それからさまざまな芸能界や東京での人脈

というものもあったと思います。持たざるもの

は行政経験、政治経験というようなところでも

あったと思いますが、そういう中で、ややもす

ればいろんな場面場面で対立構造をつくりなが

らも、注目を集めていく、そしてそれを発信

力、アピール力に変えていくという、多少リス

クを負いながらも、そういうような手法もあっ

たのではないかというふうなことを思っており

ます。自分としましては、学ぶべき部分もいろ

いろあると思っておりまして、例えばスピード

感を持った対応ですとか、現場主義、さらには

コミュニケーション能力の高さ、やっぱりその

場の空気をつかんで自分の意図するところを説

得力をもって伝える、そういったところという

のはしっかり学ぶ必要があると思っております

が、一方で、距離感があったんではないか、対

話不足であったんではないかというような指摘

につきましても、真摯に受けとめているところ

でございます。私としましては、持てるもの、

持たざるものが前知事とは違うわけでありま

す。自分なりに行政の中で仕事をしてきた私と

いたしましては、やはり、国、県、市町村なり

関係団体との連携のもとで、しっかりとチーム

ワークの中で仕事をしていくことが大事だと考

えておりますので、中間団体、また公益的団体

である県という立場をしっかりと見詰めた上

で、県の主張をしっかりしながらも、国、市町

村、関係団体その他の連携を大切にしながらの

県政に取り組んでまいりたいと、そういうこと

でございます。

これからの４年間ということでありますが、

どうしても後継者でありということで今も御指

摘もあったわけでありますが、決して前東国原

県政だけを引き継ぐのではないというスタンス
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につきましては、これまでも申し上げたとおり

であります。その前の安藤県政、その前の松形

県政も含めて、これまでのさまざまな宮崎県政

に携われた皆様の思い、その時々の真摯な議

論、その上で成り立っている今の宮崎というも

のをしっかりと、今の私としては受けとめて、

その中で見直すべき点は見直す、反省すべき点

は反省をするという姿勢で、今後の宮崎のあり

方を考えてまいりたいということでございま

す。その中で、私は６年間、総務部長、副知事

として経験をしてきたわけですが、見方によっ

ては６年間しか実際には経験をしていないとい

うことであります。それを補う意味からも、現

場主義を掲げております。さまざまな現場に出

て多くの皆様と対話をしていく、それから、多

くの皆様の経験というものを参考にさせていた

だくために対話を重視していく、対話と協働の

県政を進めていきたい、そのような基本的な考

え方であります。温故知新ということもあるわ

けですが、あくまでこれからの宮崎、あすの宮

崎の礎をつくっていくためにということで、そ

のような姿勢で取り組んでまいりたいというこ

とでございます。また、県議会との対応につい

ても、同様のスタンスであります。県政を推進

する上での車の両輪ということであります。県

民の皆様の生の声、現場の実態というものを把

握し、それを背負ってこの議会の場に来ておら

れます皆様との真摯な対話のもとに、この県政

を考えていくという姿勢で取り組んでまいりた

いと考えております。今議会におきまして、勇

退をされる議員の皆様も多くいらっしゃるとい

うことでございます。それぞれのこれまでの県

政における御貢献なりその思いに、心からの敬

意と感謝を申し上げたいと思っておりますし、

そういう皆様の思いというものを引き継いで、

これからの県政に生かしていくという姿勢で取

り組んでまいりたいということを考えておりま

す。最後なので少し長々とした答弁になって申

しわけございませんが、決して前の４年間だけ

を引き継ぐのではなしに、それまでの県政とい

うものを敬意の念とともに引き継ぎながら、多

くの皆様との対話・協働のもとにあすからの宮

崎、あすの宮崎の礎をつくってまいりたいと、

そのように考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございました。私

たちは、あと１カ月ちょっとで選挙を迎えま

す。今、知事が述べられたように、今期限りで

何名かのベテラン議員も勇退されます。また、

次の選挙は定数が39になるということで、次の

議会では顔ぶれもかなり変わってくるのではな

いかと。そして、世代交代もかなり進んでくる

のではないかと思っております。この前に座っ

ておられる執行部の皆さんも、何名かは交代を

されるのではないかと思っております。その中

で、河野知事だけはそこに座っていらっしゃる

わけでございます。再びこの場で知事と相まみ

えられますように頑張りますので、決意を発表

して私のすべての質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案に対する質疑

○中村幸一議長 ここで、今回提案されており

ます議案に対する質疑の通告がありますので、

これを許します。

質疑についての発言時間は、１人10分以内と

いたします。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 最後の最後ですの

で、よろしくお願いをいたします。
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では、提出されました議案について質疑を行

います。関係部長にそれぞれ御答弁いただきた

いと思います。

まず、「平成23年度宮崎県一般会計予算」に

関して、新規事業で若年者人材育成就職支援事

業に３億円が予算化されています。その事業内

容と事業効果をどのように見込んでいるか伺い

ます。

次に、特別会計に関して、「平成23年度宮崎

県就農支援資金特別会計予算」について伺いま

す。今回、農業改良特別会計を廃止して、就農

支援資金特別会計を設置することとされていま

すが、その理由と、新たに設置される就農支援

資金特別会計の概要と活用見通しを伺いたいと

思います。

次に、議案第19号「宮崎県職員定数条例の一

部を改正する条例」について伺います。行財政

改革が進められる中で、削減した職員実数と条

例に定める職員定数に乖離が生じていることを

もって、職員定数条例を実員数に合わせるとし

ています。しかし、そもそも定数条例には合理

的な根拠があるはずですが、その考え方を伺い

たいと思います。

次に、議案第20号「県営土地改良事業分担金

及び負担金徴収条例の一部を改正する条例」及

び議案第30号から第34号の「市町村負担金徴

収」について伺います。新年度において、土地

改良事業を初め、各事業執行に伴う各市町村で

の負担はどれほどになるのか伺います。

次に、補正予算関連で議案第54号「宮崎県住

民生活に光をそそぐ基金条例」について伺いま

す。政府の交付金による「住民生活に光をそそ

ぐ基金条例」で造成された基金の運用につい

て、どのような活用をするのか伺います。

次に、議案第59号「宮崎県中山間地域等直接

支払制度基金条例を廃止する条例」について伺

います。今回、基金の廃止に伴う条例の廃止が

提案されていますが、直接支払制度そのものも

廃止されるということなのでしょうか、伺いた

いと思います。

最後に、議案第65号「平成22年度補正予算

（第11号）」について伺います。同補正予算

は、鳥インフルエンザ及び活動火山新燃岳に関

する緊急対策に伴う予算として、48億3,250

万6,000円が提案をされました。まず、鳥インフ

ルエンザに関して、発生農家に対する補償や支

援はもちろんですが、制限区域内の農家に対す

る経営支援対策として、今回の補正で出荷遅延

など、どのような対策が講じられるのか伺いま

す。また、新燃岳火山に関する緊急対策のしい

たけ被害対策事業の具体的な助成の内容につい

て伺います。また、鳥インフルエンザ発生によ

り、影響を受けた関連産業へ、雇用対策も含め

た支援の必要性、さらに新燃岳噴火による降灰

被害は多岐に及んでおり、経営が成り立たない

業者も出ています。まさにきめ細かな支援が必

要となっています。今補正予算は、緊急対策で

はありますが、その編成に当たっての考え方に

ついて伺いたいと思います。

以上で壇上からの質疑を終わります。〔降

壇〕

○県民政策部長（山下健次君）〔登壇〕 お答

えいたします。

「宮崎県住民生活に光をそそぐ基金」の活用

についてであります。この基金は、国の補正予

算で措置をされました地域活性化交付金をもと

に創設をするものでありまして、地方消費者行

政やＤＶ対策、自殺予防対策等、住民生活に

とって大事な分野でありながら、これまでは十

分に光が当てられてこなかった分野に対する取
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り組みの強化を目的とするものであります。こ

の基金によりまして、平成23年度から２年間で

必要な対策を講じることとしておりまして、本

議会に提案しております平成23年度当初予算案

の中でも、商品表示の監視サポーターを設置す

る事業や、ＤＶ防止のための啓発キャンペーン

事業、住民の悩み相談を行う、こころの健康事

業などを盛り込んでいるところであります。こ

の基金を有効に活用しながら、県民生活の安心

確保に努めてまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

職員定数条例についてであります。職員の定

数は、地方自治法により条例で定めることとさ

れていることから、本県でも「宮崎県職員定数

条例」において職員数の上限として定数を定め

ております。定数の考え方についてであります

が、県に求められるさまざまな行政需要につい

て、業務内容や事務量に応じて必要な人員の配

置を行っているところであり、それらをもとに

積み上げた人員体制をもって定数と考えており

ます。

次に、追加補正予算についてであります。今

回追加で提案いたしました補正予算案につきま

しては、高病原性鳥インフルエンザ及び活動火

山に関する緊急対策に伴う経費について措置す

るものでありまして、高病原性鳥インフルエン

ザに関しましては、消毒ポイント設置等の家畜

伝染病予防法に基づく初動防疫対策や、殺処分

した家畜の手当金等の経営支援対策に係る経費

を、活動火山に関しましては、農作物への被害

防止等のための緊急営農対策や国県道の降灰除

去対策等に係る経費を計上したところでありま

す。これらは緊急に必要な当面の対策経費につ

いて措置したものであり、今後も必要な対応に

つきましては、機動的かつ適切な措置を講じて

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。

初めに、市町村負担金徴収についてでござい

ます。環境森林部における林道事業執行に伴い

ます市町村ごとの負担金につきましては、日向

市が108万6,000円、西都市が442万8,000円、西

米良村が4,744万2,000円、美郷町が271万4,000

円であります。

次に、追加補正予算に係ります新燃岳火山に

関する緊急対策についてでございますが、今議

会に追加補正をお願いしておりますシイタケ被

害対策につきましては、「新燃岳降灰しいたけ

被害対策事業」により、シイタケ生産者でつく

る団体等に対しまして、降灰を除去する洗浄機

や、エンジンブロア、シイタケほだ木を被覆す

るビニールシートなど緊急に必要な経費につき

まして、市町村を通じて支援することとしてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えいたします。若年者人材育成就職支援事

業についてであります。この事業につきまして

は、県から委託された人材派遣会社が、ハロー

ワークやヤングＪＯＢサポートみやざきと連携

しまして、若年者を雇用し、座学等による研修

と派遣先企業における職場実習を実施するもの

であります。事業費は３億円で100人を雇用する

見込みであり、全額、緊急雇用基金を活用する

こととしております。事業効果としましては、

中小企業等との間にミスマッチが生じていると

言われております若年者に、実際の企業での労

働を通じ、仕事の魅力を体感させ、職業スキル
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の向上を図ることにより、派遣先企業等での正

規雇用化など、安定的な就職につながるものと

考えております。以上でございます。〔降壇〕

○農政水産部長（髙島俊一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、就農支援資金特別会計についてであり

ます。就農支援資金につきましては、新規就農

者に必要な経費を無利子で貸し付ける資金であ

り、これまで農業改良資金とあわせて、農業改

良資金特別会計において経理をしておりまし

た。しかしながら、昨年の国による制度改正に

よりまして、農業改良資金の貸付業務が県から

日本政策金融公庫に移行されたことに伴い、県

では、就農支援資金を単独で経理する必要が生

じたことから、新たな特別会計を設置するもの

であります。なお、就農支援資金制度の仕組み

については従来どおりでございます。このた

め、貸付金につきましても、今年度並みの予算

をお願いしております。

次に、市町村負担金徴収についてでございま

す。農政水産部では、県営土地改良事業におい

ては、宮崎市ほか18市町村で５億5,246万1,000

円、次に、水産基盤整備事業においては、宮崎

市ほか４市町で１億1,140万円、最後に、国営土

地改良事業においては、宮崎市ほか５市町で41

億7,467万5,000円であります。

次に、宮崎県中山間地域等直接支払制度基金

条例を廃止する条例についてであります。この

基金廃止条例につきましては、昨年の国の制度

見直しにより、これまでの基金積立方式から単

年度交付方式に変更されたことによるものでご

ざいまして、本事業につきましては、引き続き

実施されることとなります。

最後に、移動制限区域内の経営支援対策につ

いてであります。鳥インフルエンザの発生に伴

いまして、移動制限区域が設定され、本区域内

では肉用鶏や鶏卵等の出荷ができない状況と

なったことから、養鶏農家の経営に大きな影響

が生じております。このため、本議会には、出

荷遅延等による鶏肉や鶏卵等の売り上げ減少

や、廃棄処分に伴う損失の補てん、また、飼育

期間延長のための飼料のかかり増し経費、さら

にふ卵場での種卵や発生ひなの廃棄処理に伴う

損失の補てんなどの支援措置をお願いしている

ところであります。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（児玉宏紀君）〔登壇〕 お答

えします。

県土整備部における市町村負担金についてで

あります。公共海岸事業が日南市で132万円、公

共急傾斜地崩壊対策事業が宮崎市ほか18市町村

で8,784万9,000円、公共港湾建設事業が宮崎市

ほか４市で１億3,405万7,000円、下水道県過疎

代行事業が日南市で735万7,000円となっており

ます。以上であります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれ御答弁をいただき

ました。質疑の内容は以上で終わりますが、あ

すからの委員会審査でさらに深めさせていただ

きたいと思います。今、喫緊の課題であります

鳥インフルや口蹄疫、そして新燃岳の被害対

策、また被災者支援、今度の補正や、また本予

算で十分手当てがされるように、そういった予

算になることを期待して質疑を終わりたいと思

います。ありがとうございました。

○中村幸一議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で質疑は終了いたしました。

○中村幸一議長 次に、さきに提案のありまし

た副知事及び監査委員の選任の同意についての

議案第66号から68号までの各号議案を議題とい
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たします。

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〕

○中村幸一議長 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

○中村幸一議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は、１人10分以内と

いたします。

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 追加提案されまし

た議案第66号「副知事選任」につきまして、同

意できない立場から討論をいたします。

このたび、次期副知事として提案されました

牧元幸司氏に関しまして、もとより牧元氏の人

格、見識を問うものではありません。しかし、

申し上げるまでもなく、副知事は知事を補佐

し、時によっては、その職務の代理代行を担う

ことになります。宮崎県は今、口蹄疫や鳥イン

フルエンザ、新燃岳の噴火による被害が長引く

不況と相まって、地域経済の疲弊、雇用不安な

ど課題が山積しています。県民がこうした厳し

い時代の中での生活を余儀なくされていると

き、だからこそ県民の暮らしの実情がよくわか

り、県内事情にも明るい、その任にふさわしい

人材が求められているのではないでしょうか。

当然、県内人事をもって充てるべきだと思いま

す。県内には、この任にふさわしい人材はたく

さんおられるのではないでしょうか。宮崎県

は、松形知事就任以来続けられておりますよう

に、副知事は中央からの人材登用で河野知事も

副知事になられ、さきの選挙で知事になられま

した。その知事のもとでの副知事をまた中央人

事でというのでは、地方分権推進の流れからし

てもふさわしくないと考えます。県庁内からの

登用も含めて、県内からの人材を求めるべきで

はないでしょうか。以上、同意できない理由を

述べまして討論といたします。〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕 議案第66号「副知事

の選任の同意」について、賛成の立場から討論

をいたします。今回、河野知事より、副知事に

牧元幸司氏を選任したい旨の提案がありまし

た。今まさに、本県は、口蹄疫の再生・復興の

真っただ中にあります。県内の経済活動は大き

く後退しており、昨年来、９回の補正予算を経

て、その対策費の合計は1,710億円余に上りま

す。このような中で、追い打ちをかけるかのよ

うに、鳥インフルエンザや新燃岳噴火が相次い

で発生しており、一刻も早い県民生活の安定の

ために早急な対応が求められています。まさに

宮崎県史上類を見ない県難であります。その一

方では、農産物等の関税撤廃を原則とする環太

平洋パートナーシップ協定への参加問題が取り

ざたされており、ＴＰＰ参加による本県への影

響試算額は、米、畜産物で1,529億円になるな

ど、農業を基幹産業とする本県にとって、その

影響ははかり知れないものがあります。我が会

派では、このように本県が直面している農業分

野を初めとする数々の喫緊の課題に的確に対応

していくためには、農政政策に精通し、国との

太いパイプを持つ農林水産省出身の副知事を登

用する知事提案理由は、十分理解できるところ

であります。しかし、知事御本人も認められて

いるとおり、知事が国家公務員出身、他県出身
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であることのバランス上、県政の現場や県民の

暮らしを熟知する地元出身者の人材登用が望ま

しいのではないかとの意見があったことも事実

であります。河野知事からは、県民政策部長、

総務部長を入れた四役体制で取り組むとの説明

がありましたが、口蹄疫を初め、鳥インフルエ

ンザ、新燃岳噴火といった危機を県民一体と

なって克服しようとする中で、果たして十分な

体制と言えるでしょうか。部長はあくまでも部

局のトップであります。知事を補佐し、政治的

役割を担える役職はやはり副知事です。代表質

問において鳥飼議員は、知事、副知事ともに県

外出身者であり、本県の内情を隅々までは知ら

ないため、今日の非常事態を乗り切るよう、暫

定的に二人副知事体制を採用するべきじゃない

かとの提案を行いました。河野知事からは、副

知事の定数については、行財政改革や諸課題へ

の対応も踏まえながら、どのような形が望まし

いか、留意すべき課題の一つであるとの答弁を

いただきました。我が会派では、今日の非常事

態とも言える本県の危機的状況を乗り切り、一

日でも早く安心・安全な生活を取り戻し、そし

て、県民の暮らしを少しでも向上させていくた

めには、県民の声に耳を傾けるウイングを広げ

ていくことが重要であると考えています。今後

は、暫定的に県内出身者を入れた二人副知事体

制の検討を行っていただくことも求め、本議案

に対する賛成討論といたします。（拍手）〔降

壇〕

○中村幸一議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第66号採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

まず、議案第66号「副知事の選任の同意」に

ついてお諮りいたします。

本案について、同意することに賛成の議員の

起立または挙手を求めます。

〔賛成者起立・挙手〕

○中村幸一議長 起立または挙手多数。よっ

て、本案は同意することに決定いたしました。

◎ 議案第67号及び第68号採決

○中村幸一議長 次に、議案第67号及び第68号

「監査委員の選任の同意」について、一括お諮

りいたします。

両案については、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〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、両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65号まで及び請願

委員会付託

○中村幸一議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第65号までの各号議案及び新規請

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します。

あす３日から13日までは、常任委員会及び特

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、３月14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及び特別委

員長の調査結果報告であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時16分散会
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