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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

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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◎ 議案第65号から第68号まで追加上程

○中村幸一議長 ただいまの出席議員42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。

本日の日程は代表質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第65号から第68

号までの各号議案の送付を受けましたので、こ

れを日程に追加し議題とすることに御異議あり

ませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○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。

◎ 知事提案理由説明

○中村幸一議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 ただいま提案

いたしました議案の概要について、御説明申し

上げます。

初めに、補正予算案についてであります。今

回の補正は、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す。補正額は、一般会計48

億3,250万6,000円であります。この結果、一般

会計の歳入歳出予算規模は7,587億2,936万2,000

円となります。

以下、その主なものについて御説明申し上げ

ます。

まず、高病原性鳥インフルエンザに関する緊

急対策に係るものといたしまして、防疫対策経

費を初め、発生農家等に対する経営再建への支

援のほか、野鳥の監視体制の強化に要する経費

について措置することといたしました。

次に、活動火山に関する緊急対策に係るもの

といたしまして、新燃岳の噴火に伴う道路の降

灰除去等に係る県単公共事業に加え、農作物等

の降灰対策に要する経費について措置すること

といたしました。

以上、これに要します一般会計の歳入財源

は、国庫支出金19億4,975万9,000円、繰入金28

億7,809万4,000円、その他465万3,000円であり

ます。

次に、議案第66号は、副知事として牧元幸司

氏を選任いたしたく、地方自治法第162条の規定

により県議会の同意を求めるものであります。

次に、議案第67号及び第68号は、監査委員石

井浩二氏及び城倉恒雄氏が平成23年３月31日を

もって任期満了となりますので、その後任委員

として山口博氏及び宮本尊氏を選任いたした

く、地方自治法第196条第１項の規定により、県

議会の同意を求めるものであります。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明をいたしました。よろしく御審議の

ほどお願いいたします。〔降壇〕

○中村幸一議長 知事の説明が終わりました。

◎ 代表質問

○中村幸一議長 それでは、ただいまから代表

質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおりであります。〔巻末参

照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、自由民主党、萩原耕三議員。

○萩原耕三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党県議団を代表いたしまし

て、質問をさせていただきます。

まず、短歌らしからぬ短歌を一首。「世の乱

れ 怒りて噴火 新燃の 自然の驚異に おろ

平成23年２月23日(水)
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おろ祈り」。毎日、新聞を見ておりますと、天

変地異はもとより、事件、災害等が次から次に

よく頻発するものだと思って、ただ本当におろ

おろするだけであります。

まず最初に、知事に、御就任おめでとうござ

います。長年の公務員、平たく言えば官僚生活

から知事に転身されたわけでありまして、どこ

かで知事からお話を聞いたと思うんですが、前

の大河を横切るような大決心をしたということ

でありますので、公務員から政治家になったそ

の心境をまず伺いたいと存じます。

それから、緊急課題として３点ほど、代表質

問に入る前にお尋ねしたいと存じます。緊急課

題の３つは、新燃岳の噴火の一件、鳥インフル

エンザの件、ＴＰＰ、この３点をまずお尋ねい

たします。

まず、鳥インフルエンザ並びに新燃岳の噴火

によって被害、災害を受けられた皆さんにお見

舞いを申し上げます。そして、私の住む都城市

の隣は霧島市でありますけれども、噴火と同時

に─霧島市長は私の高校の後輩ですから─

「先輩、隣保班ですから、すぐうちの消防局、

消防団、並びに霧島温泉郷のおかみさんたちの

会の皆さんで、除去や炊き出しの応援に伺いま

すので、よしなにお願いします」ということ

で、早速、霧島市の応援団の皆さんが来られま

した。それから次々に県内外から、いろいろ被

災地に向けて出てきてくださいました。心から

感謝と敬意を表したいと存じます。

まず、新燃岳の噴火の件でございますが、先

般、小林のほうに噴石が大分落ちまして、車及

びあらゆるところに災害をもたらしたようであ

ります。その石もかなり大きくて、たまたま朝

の５時過ぎでしたから、人通りがなくて人的な

被害がなかったからいいようなものの、５セン

チとか６センチという噴石が、もし昼間だった

らどういう大惨事になっただろうかという心配

をいたします。高千穂の古文書の中に、今か

ら300年ほど前に新燃岳の火柱が見えたというよ

うな古文書がありました。私は出身が桜島でご

ざいます。桜島でも西桜島でございます。東桜

島のほうは、桜島の噴火で大変なことになって

おります。昭和48年、当時は鹿児島市東桜島町

でございますが、まず人的な被害を避けなきゃ

いけないということで、避難ごうの設置に向け

ていろいろと動いて、国のほうの御支援等をい

ただいて、国道沿いに避難ごうを32カ所、まず

児童生徒を避難させなきゃいけないと。間口が

２メートルから３メートル、奥行きが1.5メート

ル、高さが２メートルぐらいの、子供でした

ら20人入れるぐらいの避難ごうを32カ所、そし

て集落では、戦時中のような防空ごう、大人で

したら70～80人入れるような避難ごうをつくっ

ていきました。これをしますと一安心でござい

ます。新燃岳噴火の終息が全く読めないわけで

ありますが、300年前の噴火を見ますと、相当の

期間に及ぶのではなかろうかと。噴石も、火山

灰だけでしたらいいんですけれども、人的な被

害があったら大変でございますから、この避難

施設の緊急整備について政府のほうに働きかけ

ていただきたいと思うんですが、どのように取

り組んでいかれるか。

同時に今、ヘルメットを配付しているところ

がありますが、桜島ではヘルメットプラス防空

ずきん。ヘルメットは頭だけですけれども、防

空ずきんというのは肩まで、５センチとかそう

いう大きな石が当たっても大丈夫のように防空

ずきんも配付しております。その辺のところも

ひとつ一義的にやっていただければありがたい

と思いますが、どのような取り組みをされてい

平成23年２月23日(水)
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るか、まずお尋ねいたします。

次に、鳥インフルエンザの件でございます

が、どの程度の防疫体制、そしてどの程度の被

害をもたらしたかをお尋ねいたします。

先般、議長とともに、政府のほうに新燃岳と

鳥インフルの支援に向けて陳情・要望等に行か

れたようですが、そのときのお話も聞かせてい

ただければありがたいと思います。

３点目に、ＴＰＰの問題でございます。ＴＰ

Ｐというと、すぐ農業の問題を取り上げられま

すが、もちろん農業は一番の重要な課題であり

ます。しかし、見てみますと、農業以外で関税

ゼロにするのが、金融、保険、医薬品、人的な

看護師・介護士、外国の会社や人が集積してい

けるようなのがＴＰＰであります。この問題

は、私は、今の政権が、国のありよう、国の安

全保障というのは何だと考えているのか。菅政

権が誕生したときには、カロリーベース40％の

自給率を50％に持っていくというようなお話が

ありましたが、ＴＰＰを進めてまいりますと、

農水省の試算でも13％から15％の自給率だと言

われております。先進国と言われるアメリカ、

イギリス、フランス、ドイツ、イタリー、カナ

ダ、オーストラリア、こういう国々を見ます

と、食料の自給率は低いところでも80％、多い

ところは200数十％で、食料が外交上の大きな基

軸になっております。どの国も農業という第１

次産業は一番の基幹産業であります。得てして

ＩＴだとか重化学工業だとか自動車産業だと

か、そういう国のように思われがちですが、本

当は農業の大国であります。国の安全保障とい

うのは、食料なくして、あるいは防衛力なくし

てあり得ないと思っております。先ほど噴火の

話をしましたけれども、人的に国民の皆さんが

安心・安全できる国づくりというのは、私は、

やっぱり食料と防衛だと思っております。その

辺を知事はどのようにお考えなのかをお尋ねし

ます。

次に、財政運営についてお尋ねいたします。

このたびの口蹄疫や鳥インフルエンザ、新燃岳

の噴火対策等で多額の歳出を余儀なくされてお

ります。今後、社会保障関係の増大も見込まれ

る中で持続可能な財政運営は可能か、知事の財

政運営に対する考え方をお伺いいたします。

次に、このたびの知事選挙で政策提案とい

う、マニフェストなのか公約なのかわかりませ

んけれども、大変分厚い念の入った政策提案が

されておりますが、その思いをお伺いいたしま

す。

次に、知事の政策提案の中で、政策の効果の

分析・検証を行うとなっております。どのよう

なことを頭で描いて、あるいは検証していくの

かも、具体的にわかっていたらお知らせいただ

きたいと存じます。

次に、先ほど提案されました副知事について

であります。知事は、言うならば官僚。官僚と

いうイメージは冷たいというイメージがありま

す。知事は冷たくない。また副知事は官僚が出

てこられるわけで、正直な話、なぜ宮崎県人で

なかったのかなという気持ちがないでもない。

一番大事なのは、知事が使いやすいか使いにく

いかというのが一番先行の問題だろうと思いま

す。それと同時に、副知事というのは、各部長

あるいは各次長から管理職の皆さんを叱咤激励

する立場でなきゃいけません。会社でいえば専

務か常務というところでしょうから、ある意味

では嫌われ役もやらなきゃいけない。知事と同

じようなお人好しじゃ困るんです。その辺はど

ういう副知事なのかをまず伺ってみたいと存じ

ます。
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同時に、以前は、知事、副知事、出納長とい

う三役体制でやっておりました。俗っぽい言い

方をしますと、汚れ役が出納長。聞くところに

よると、三役という考え方が、知事、副知事、

県民政策部長―部長の筆頭だからこれを三役

というようなこと。確かじゃないですよ、私の

感覚としてそういうような受けとめ方をしたん

ですが、県民政策部長といっても部長の横並び

一線だと思っております。そうであれば、県民

政策部長をあうんの呼吸で筆頭部長だというん

じゃなくて、正式にそういう呼称を、知事部局

県民政策筆頭部長とか、そういうような呼び方

をするか何かしないと、部長の間あるいは我々

議会の中では、一番筆頭が県民政策部長だろう

な、これをもって三役というんだろうなという

とり方はできないでもないんですけれども、広

く県民の皆さんにわかりやすくするために、そ

の辺はどのように考えているのかをお伺いいた

します。

壇上からは最後の質問でございますが、長い

間言われております少子・高齢化社会でありま

す。子供というのは地域の宝、県の宝、国の宝

であります。子育てはもとより、いろいろと政

策提案の中にも書いてありますが、どのように

この問題に取り組んでいかれるかをお尋ねし

て、後は質問者席からいたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、知事選立候補への思いについてであり

ます。私は、東国原前知事の不出馬表明を受け

まして、クリーンな県政運営を堅持し、口蹄疫

からの再生・復興や行財政改革などこれまでの

県政をしっかりと継承し、さらに発展をさせて

いくことが、私に与えられた使命であるという

強い思いを抱くに至りまして、私のこれまでの

経験を宮崎県政に生かしてみたい、そういう覚

悟を固めた次第であります。公務員としてこれ

まで過ごしてまいりました私にとりまして、公

務員と政治家の間にはこれを隔てる大きな川が

あるというイメージを持っておりました。総務

部長、副知事と、だんだんと知事の職務に近づ

いてきたわけではありますが、やはり選挙を経

てなった知事と事務方等には大きな違いがある

んだと、そういう自分を戒める思いでも大きな

川というものをイメージしておったわけでござ

います。しかしながら、愛する宮崎のために勇

気を持ってその川を渡る決意をいたしまして、

不退転の思いでさきの知事選挙に臨んだ次第で

あります。おかげさまをもちまして県民の皆様

から大変温かい御支持、御支援をいただきまし

て、県政のかじ取りを担わせていただくことと

なりまして、深く感謝を申し上げる次第であり

ます。今後、県民の皆様の御期待にこたえるべ

く、全身全霊を傾けて一日一日を県政運営に邁

進する所存であります。皆様方のお力添えを心

よりお願い申し上げます。

新燃岳の関係、避難ごう等についてでありま

す。活動火山対策特別措置法による避難ごうの

整備につきましては、まず、避難施設緊急整備

地域の指定を受けることと、避難施設緊急整備

計画を県が作成することが要件となっておりま

すので、２月17日付で地域指定につきまして申

請を行ったところであります。これらの要件を

満たすことによりまして、避難ごうなど避難施

設の整備に関し国の補助制度が活用できるわけ

ですが、整備の実施主体自体は市町村となって

おりますので、今後、関係市町の意向も十分踏

まえながら必要な手続を進めてまいりたいと考

えております。
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なお、先日、現場を視察した際に、火口から

数キロのところで交通整理をしている方がおら

れましたが、大変危ないと思いまして、簡易の

避難ごうについては措置するように指示いたし

まして準備をしたところであります。

児童生徒のヘルメット配付につきましては、

県立学校では、生徒の屋外活動や登下校時の安

全を確保するために、新燃岳に最も近い高原高

校のすべての生徒と、降灰の多い高原町並びに

都城市西岳中学校区、夏尾中学校区に居住する

県立学校生徒を対象としまして、既にヘルメッ

トの貸与を行ったところであります。加えて、

小林市とえびの市にある県立学校４校につきま

しても貸与準備を行っております。また、小中

学生に対しましては、都城市、小林市及び高原

町におきまして、順次ヘルメットの配付、また

は配付の検討が行われているというふうに伺っ

ております。防災ずきんにつきましては、御提

言を踏まえて、今後、地元の市町と相談をして

まいりたいと考えております。

次に、高病原性鳥インフルエンザの防疫対策

についてであります。１月21日の１例目の発生

から、一刻も早い封じ込めを目指しまして、国

や関係団体を含めた本部体制等を立ち上げると

ともに、自衛隊の派遣要請を早期に行いまして

速やかに対応していただいた結果、すべての農

場におきまして迅速な防疫措置ができたものと

考えております。これまでの被害状況等につき

ましては、約96万羽の鶏や鶏卵等を処分すると

ともに、移動制限による出荷停止や食鳥処理場

の閉鎖などによりまして、現時点での直接的な

被害額等は約100億円と見込んでいるところであ

ります。一方、これらの被害に対する国の支援

につきましては、家畜伝染病予防法に基づく手

当金の交付や、移動制限等により発生した損失

の補てんなどがありますが、県といたしまして

は、養鶏農家の経営再開に向けた十分な支援が

必要なことから、先週、中村県議会議長ととも

に私も上京いたしまして、国による手当金の全

額交付など、鳥インフルエンザ対策の充実強化

について農林水産大臣等に要請をしたところで

ありまして、今後とも必要な要請を行ってまい

りたいと考えております。

次に、ＴＰＰについてであります。食料の安

全保障を確保すること、また、そのために一定

の食料自給率を維持していくことは国の重要な

責務であり、世界の経済成長や人口増加に伴

い、今後、食料需給が逼迫することが予測され

る中では、その必要性はますます高まっていく

ものと認識しているところであります。国も同

様の観点から、昨年６月に閣議決定した新成長

戦略におきまして、食料自給率を50％に引き上

げるとの目標を掲げておるところであります

が、その一方で、先ほど御指摘のありましたよ

うに、主要農林水産物の関税を撤廃した場合、

食料自給率は13％になるとの試算がされており

まして、その意味でもＴＰＰは日本にとって非

常に大きな問題であると認識をしております。

また、第１次産業を基幹産業とする本県にとっ

てＴＰＰへの参加は、地域経済に大きな影響を

及ぼす可能性がありますので、私としまして

は、現状のままＴＰＰに参加することには反対

であります。まずは、国が今後の農業戦略、食

料戦略を示した上で、国民的な議論を行う必要

があると考えておりまして、県としても、この

問題に対しましては、地方の視点から、国際競

争にも負けない農業を構築するための対策や、

農業の持つ多面的機能の評価及び維持方策等に

ついて分析・検討を行いまして、国に対し提案

していく必要があると考えているところであり
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ます。

次に、財政改革についてであります。平成19

年度から第２期財政改革推進計画に着手し、こ

の４年間、財政改革の取り組みを推進してまい

りました。目標としておりました収支不足額の

圧縮や歳出の見直しにつきましては、一定の成

果が達成される見込みではありますが、県税等

の歳入が伸び悩む一方、社会保障関係経費や公

債費の増大が見込まれる中、議員御指摘のとお

り、口蹄疫復興対策を初め、高病原性鳥インフ

ルエンザや新燃岳噴火対策等、今後も多額の費

用が必要となるなど、本県財政は引き続き厳し

い状況にあり、数年のうちには財政関係２基金

が枯渇し、予算編成が困難になるおそれがあり

ます。このため、基金の取り崩しに頼らない持

続可能な財政運営を目指すため、現在、第３期

の財政改革推進計画の策定を進めているところ

であります。今後、総合計画の目標であります

「未来を築く新しい『ゆたかさ』」を実現する

ための各種の施策や事業を着実に推進していく

ため、県庁総力戦で財政改革に取り組んでまい

りたいと考えております。

次に、私の政策提案についてであります。私

は、前知事とともに取り組んでまいりました県

民本位の県政を継承し、さらに発展させるた

め、これまで以上に、県民の皆様はもとより、

県議会の皆様や市町村、関係団体等ときめ細か

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、いわば新たな県民

総力戦を展開することを核とした県政運営を

行ってまいりたいと考えております。さきの知

事選挙におきまして、私のこのような基本的政

治姿勢や数値目標を交えたさまざまな施策を、

政策提案という形でお示しし、県民の皆様から

温かい御支援を賜り、当選をさせていただいた

ところであります。この政策提案は、県民の皆

様とのお約束という意味におきましては、いわ

ゆるマニフェストの性格を有したものでありま

すが、私自身はマニフェストという表現自体は

使っていないところでございます。今後、スピ

ード感を持って職員の皆さんと議論を進めなが

ら、総合計画のアクションプランに反映させ、

任期４年間の中でその達成に全力を尽くしてま

いりたいと考えております。

次に、政策の効果の分析や検証についてであ

ります。私は、政策を推進するに当たっては、

その効果を分析しながら、より適切な方策を絶

えず検討し、効率的、効果的に実施していくこ

とが大切であると考えております。政策提案に

おきましても、貴重な財源投入に見合う政策効

果が最大限に得られるよう、効果の的確な分析

や検証に努めることを掲げたところでありま

す。具体的には、政策提案や、総合計画の長期

ビジョンを具体化するために今後策定をいたし

ますアクションプランについて、工程表を作成

し、政策の実行手順やプロセスをわかりやすく

お示しした上で、各部局における自己評価と有

識者による第三者の視点からの分析、検証を毎

年度行いながら進行管理してまいりたいと考え

ております。なお、政策評価の詳細につきまし

ては、アクションプランの策定作業とあわせて

検討していくこととしております。

次に、副知事の選任についてであります。副

知事につきましては、これまでさまざまな御意

見を伺いながら、幅広い視点から適任者の検討

を行ってきたところでございますが、このた

び、農林水産省の牧元幸司氏を候補者として提

案させていただいたところであります。その考

え方でございますが、まずは、口蹄疫からの再

生・復興を一日も早く達成するため、さらには
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鳥インフルエンザ対策や新燃岳噴火に伴う農業

被害対策など、本県が直面する喫緊の課題に取

り組むため、畜産を初めとする農業政策に精通

し、農水省とのパイプを有する人材が必要であ

ると考えたことがまず一点であります。さらに

は、これらの課題には庁内横断的に取り組む必

要があると考えまして、部長という立場ではな

く、副知事の立場から総括的に指揮監督する必

要があるというふうな考え方で、今回、人材を

求めることとしたわけでございます。

この候補者である牧元氏でございますが、畜

産を初めとする農業政策に大変精通しておられ

まして、兵庫県庁、さらには鹿児島の喜界町で

の地方勤務などを通じて地方の実情にも明る

く、また、省内でも長く予算編成に携わるとと

もに大臣補佐官も経験されるなど、その視野の

広さと企画力、調整力というものが高く評価さ

れている方でありまして、副知事にふさわしい

幅広い見識を有する方と考えて、今回、提案を

させていただいたところでございます。

先ほど質問議員から三役という御指摘があり

ましたが、私は、知事、副知事とあわせて、県

民政策部長と総務部長で四役という形で、担当

部長とあわせてその四役を交えてこれから県の

重要な意思決定をしていく、そのような仕組み

を考えているところでございます。県民政策部

長なり総務部長の位置づけについては、庁内に

知事の職務代理に関する規則というものがござ

いまして、知事や副知事がともに欠けた場合の

知事の職務代理の順位を決めているものがござ

います。その規定によりまして、順番としては

県民政策部長、続いて総務部長という位置づけ

がなされておるところでございます。予算、総

合計画の策定などにおきましても、常に県民政

策部長、総務部長はこれまでも議論に参画して

いたところでありまして、そのような位置づけ

を踏まえ、従来の三役というものとは違って、

これからは、知事、副知事の二役という体制で

はあるんですが、今の県民政策部長、総務部長

というサポートをもらいながら、四役という体

制で今後、重要な政策決定なり意思決定という

ものをしてまいりたいというふうに考えている

ところでございます。

少子・高齢化社会への取り組みについてであ

ります。本格的な少子・高齢化社会におきまし

ては、将来にわたって社会や経済の活力を維持

し、安心して暮らせる未来を築いていくことが

大変重要であると認識をしております。こうし

た状況に対応し、あすの宮崎を築いていくその

原動力となるのは、私は人の力であると考えて

おります。このため、地域の産業や社会を支

え、未来を切り拓く「人財」づくりを基本政策

の一つに掲げまして、さまざまな支援やサービ

スの充実に取り組んでまいりたいと考えており

ます。とりわけ、子供は地域の宝、社会の希望

でありますので、子育ての不安や負担感を軽減

するため、ライフステージに応じたきめ細かな

各種施策に取り組みますとともに、世代を超

え、社会全体で子育てを支援する機運を高めて

いくことによりまして、家庭や地域のきずなを

大切にしながら、県民総力戦で「日本一の子育

て・子育ち立県」を目指してまいりたいと考え

ております。また、今後、女性や高齢者の皆様

方には、本県の社会経済の重要な担い手として

一層の御活躍をいただくために、仕事と家庭の

両立支援の推進でありますとか、社会貢献活

動、起業、ソーシャルビジネスへのチャレンジ

支援等による女性や高齢者の活躍の場づくりを

進めてまいりたいと考えております。今後と

も、県民一人一人が、これからの宮崎の礎を築
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くパートナーとして存分に力を発揮していただ

くことができるよう、取り組んでまいりたいと

考えているところであります。以上でありま

す。〔降壇〕

○萩原耕三議員 せっかく答弁いただきました

から、お願いをしておきたいと存じます。新燃

岳の一件、避難ごうのことですけれども、防災

ずきんというのは結構役に立つんです。ヘル

メットは頭だけなんですね。ずきんというのは

肩から全部ですから、小さい幼稚園生とかそう

いう子供たちにすると、ヘルメットも大事だけ

れども、防災ずきんも大事だと。私は実際、桜

島の出身ですから、そういうことはよくわかっ

ているんですけれども、そういうこともひとつ

急いでやっていただきたいなと感じます。

次に、鳥インフルエンザですけれども、イギ

リスの学者が、「21世紀は人類対ウイルスの戦

いだ」と言いました。口蹄疫もウイルス。人間

にもウイルスがたくさんあります。エイズか

ら、エボラ出血熱から、ウイルスがたくさんあ

ります。ウイルスというのは厄介で、どんどん

進化していくし、目に見えない。特に宮崎県は

気候がいいせいか、卑近な言い方をしますけれ

ども、プロ野球だ、サッカーだとキャンプに来

ますけれども、一ツ瀬川、小丸川、耳川に野鳥

がキャンプに来るんじゃないかなと。いや、本

当なんです。これは真剣に考えていかないと、

これから先の鳥インフルエンザ、あるいは口蹄

疫は野鳥は運ばないかもしれませんけれども、

そういうことも十分踏まえて生き物を飼ってい

かないと、畜産というのは大変な仕事なんで

す。ですから、水際作戦だとか防疫体制をひと

つ十分に図るようにしてやっていただきたいな

と存じます。

ＴＰＰはもう多くを話しませんけれども、こ

の中で、医療の看護師だとか介護士だとか外国

の会社が出てきたときに、外人が相当入ってく

るわけです。そうすると、去年ちょっと問題に

なりました定住者に対する外国人参政権、こう

いうのも延長線上にあるんです。そういう問題

もはらんでおりますから、十分国のほうにいろ

いろと強く要望していただきたいと存じます。

それから、副知事の問題。先ほど三役と僕が

申しましたら、知事は四役という感覚だと。そ

うであれば、正式に、県庁の四役は、知事、副

知事、県民政策部長、総務部長というのを、言

葉で言っても県民にはわからないんですね、部

長は皆、横並びと思っているわけですから。そ

の辺を何か明示するような方法をゆっくり検討

していただきたい。

それと、役降りがなくなったせいか、部長に

なる年齢が非常に高くなってきた。55、56か57

ぐらいから部長になったりして、言うちゃ山下

部長に悪いけれども、県民政策部長１年ですよ

ね。１年じゃ大過なく過ごしますよ。それはそ

うですよ、人ですから。あなただって人の子、

僕も人の子。できれば無難にいこうというのは

当たり前なんです。そういう深層心理が人間に

は働くんです。ですから、部長というのはでき

るだけ─簡単にはいかないでしょうけれど

も、53～54から部長をさせて、あちらで２年、

こちらで２年、四役と言われる県民政策部長、

総務部長というのは最後には２年か３年ぐらい

やれるような方法を考えていただければありが

たいなと。山下部長ごめんね、あんたは１年だ

けで……。

次の質問に移りたいと存じます。質問事項が

多いものですから、はしょっていきますけれど

も、次に、無縁社会についてお尋ねいたしま

す。
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まあ厄介な世の中ですね。この前、ＮＨＫの

テレビでしたか、若い人で無縁社会に陥ってお

ると。若い人が、引きこもっていて、食事がと

れずに亡くなっていくという時代になってきま

した。昨年、いろいろと高齢者の問題が出てき

ました。亡くなったのに、親の、あるいはじい

ちゃん、ばあちゃんの年金で生活を営んでいる

というようなこともありました。相当の数だっ

たんですが、県内の所在不明の高齢者の実情を

調査されのたか、お伺いいたします。

同時に教育長にもお尋ねしますが、ＤＶを初

め、無縁社会といいますか、家族が家庭が崩壊

している部分が多く見られます。余りにも多く

見られる。以前は三世代でしたから、両親が行

き届かないところは、じいちゃん、ばあちゃん

が人間の生き方のありよう等も教えてやってお

りましたけれども、今、ほとんど核家族あるい

は子供が１人、２人の社会になってきましたか

ら、難しい時代になってきました。小中学校の

把握と実態はどのようになっているか、教育長

にお尋ねします。よろしくお願いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 昨年７月に東

京都足立区で、111歳であるとされていた男性が

既に死亡していたことが判明したのをきっかけ

に、所在不明の高齢者の存在が全国的に問題と

なったところであります。これを受けまして、

県では、県内の100歳以上の高齢者589人につい

て、各市町村に対しその所在を照会したとこ

ろ、８月末の時点ですべての方の所在が確認さ

れております。確認の方法としましては、職員

が高齢者宅を訪問したもの51人、民生委員等が

高齢者宅を訪問したもの111人、入所施設等に確

認したもの217人、介護保険等の利用で確認した

もの193人、在宅介護支援センター等で確認した

もの17人となっております。100歳未満の高齢者

についても今般改めて市町村に照会したとこ

ろ、所在不明の高齢者がいるとの報告はなかっ

たところであります。以上でございます。

○教育長（渡辺義人君） 居どころが不明の小

中学生の状況ということでお答えをさせていた

だきます。文部科学省が毎年５月１日を調査日

として行っております学校基本調査の中で把握

をいたしております。本年度の調査結果により

ますと、本県におきましては、１年以上居どこ

ろが不明となっている小中学生はおりませんで

した。しかし、居どころ不明の事例ではありま

せんが、家庭の事情により、親子で転居してき

ても正式な住民登録を行わず、住民基本台帳に

記載されない事例は本県でも見られます。その

際には、受け入れ側の市町村教育委員会は、当

該児童生徒につきましても、その氏名や生年月

日、保護者の氏名などを記載した学齢簿を作成

して、就学の手続を行い、子供が安心して学校

生活が送れるよう細心の配慮を行いながら対応

しているところであります。

○萩原耕三議員 福祉保健部長並びに教育長、

この問題は、直接皆さんが調べるというのは大

変でしょうけれども、各市町村にお願いして、

きめ細やかにやっていただくようにお願いして

おきます。

次に、外国資本による山林買収についてであ

ります。

最近よく新聞等でも出てまいります。北海道

が一番多い。この前は茨城県でも出ていたよう

ですが、いろいろ私も調べてみましたら、宮崎

県では、諸塚村が昭和35年に要綱を決めており

ます。昭和35年というと、山というのは投資的

なところだったと思うんです。山林王だとか、

山持ちは金持ちだというところの時代だったと

思うんですが、この中で、諸塚村の土地村外移
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動防止対策要綱、「第１条、本委員会は、諸塚

村土地村外移動防止対策委員会と称し、村の産

業・経済繁栄向上の基本となる土地、特に山林

の所有者が村外に移動するのを防止する対策を

講じることを目的とする」。これはいろいろ書

いてありまして、山を売りたい、そういう人の

情報を早くキャッチするには、近所の人あるい

はいろいろな実行組合、公民館、森林組合、農

業協同組合、こういう方々に伝達して、そうい

う人がいたときにはすぐみんなで対応しようと

いう要綱であります。自民党の中で、こういう

のがどこかないのかなと言ったら、黒木正一議

員が取り寄せてくれました。これは35年ですけ

れども、今の国土交通省のあれでは10ヘクター

ルかな─以上を取得したら申し出ることと

なっているわけです。取得してから申し出たん

じゃ話にならんわけで、取得する前にどう防止

するかということが大事だと思いますが、この

件について現行法ではどうなっているのかを県

民政策部長にお尋ねします。

○県民政策部長（山下健次君） 直接のこの御

質問にお答えする前に、先ほど言及いただきま

した件でございますが、いずれにしろ、やめる

前について大過なくということであれば、何歳

であっても関係はないわけでございまして、少

なくとも私は毛頭そういう気持ちを持ったこと

はございません。

それでは、お尋ねの件ですけれども、一定面

積以上の土地取引、これは山林の場合に１ヘク

タールとなっておりますが、土地取引を行った

場合には、国土利用計画法に基づきまして、利

用目的等を知事に届け出ることとされておりま

す。これは移転防止というよりは、土地の利用

目的を審査いたしまして、適正かつ合理的な土

地利用を確保するということを目的とするもの

でございます。保存されている届出書からは、

本県ではこれまで、外国企業による山林の土地

取引をうかがわせるような事例は確認されてお

りませんが、現在、関係部局、市町村、関係機

関と連携を密にいたしまして、情報の収集と共

有を図って、山林の土地取引の状況把握に努め

ているところでございます。なお、この件で国

におきましては、新たな森林取得者等の届け出

を義務化するということで、森林法の改正案、

さらには特定地域における地下水の利用規制の

ための緊急措置法案、この２法案が国会に提出

をされているということでございまして、今後

はその動向も注視してまいりたいと考えており

ます。

○萩原耕三議員 先ほどは御無礼なことを言い

ました。人間の平均的な話をしたわけでありま

す。

外国資本の山林買収、これはオレオレ詐欺

じゃないけれども、一方をたたけば必ず出てく

るんですよ。よく言うじゃないですか、役所と

いうのは性善説じゃなくて性悪説なんだと。ま

た性悪説でないと、いろんな条例だとか法律は

つくらないわけで、性悪説ですから、いろいろ

な届け出も、やろうと思えばどんな知恵でもわ

くわけです。ですから、それにはやっぱり各市

町村が─もちろん国がそういうのをつくらな

きゃいけませんけれども、市町村にも細心の注

意を払うように、部長名なり知事名なりで、外

国人の山林買収等については細心の神経を使え

というような方法はないのか、ひとつ考え、知

恵を出していただきたいと存じます。

次に、総務部長にお尋ねします。消防団員の

現状と確保についてでありますが、自民党では

３つぐらいプロジェクトチームをつくっており

ます。きょう取り上げましたのは、私ども自民
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党では条例をつくるべくやってきたんですけれ

ども、今年度は、口蹄疫がありましたから会議

が開けなくて、次に選ばれた皆さんで、自民党

がまず策定して、ほかの議員の皆さんにも了解

をとりながらつくっていくんじゃないかなと。

次に上がってくる人に期待いたしております

が、地域消防力支援条例検討プロジェクトチー

ムというのを、外山三博議員をチームリーダー

としてやっております。お手元に届いていると

思いますけれども、このプロジェクトチームで

消防団に関するアンケートというのをやってお

ります。消防団の皆さん方が真摯にアンケート

に答えております。ずっと見てみますと、非常

に崇高な理念でやっておるんですね、消防団の

皆さんは。自覚を持って、使命感を持って。と

ころが、マスコミの皆さんはいらっしゃいます

けれども、何かというと、「自衛隊、消防並び

に消防団と協力をしながら」というように、な

かなか消防団が出てこないんです。消防といっ

たら火災だけのように思われがちですが、そう

じゃないんです。現実には、今度の新燃岳の問

題やら、台風災害のときやら、あるいは行方不

明になった方の捜索をしたり、口蹄疫の問題も

そうですけれども、あらゆる社会現象に消防団

の出る幕は多いんです。以前は消防団といった

ら自営業者が大半だったんです。最近は７割ぐ

らいが勤めていらっしゃるそうです。諸塚村を

初め小さい村とか町では、役場の職員もほとん

ど全員入っているというところはありますけれ

ども、勤め人の消防団は、何かあったときにす

ぐ消防団を呼び寄せようと思っても、会社の上

司なり、会社の理解をとらなきゃいけないわけ

ですから、なかなか大変だと。ＯＢに新たにま

た入ってもらうなりやっているそうですけれど

も、そういう消防団員を抱えている事業所に対

して減免の方法はないのか。そして、そういう

事業所に対して─それはわかっているでしょ

うけど─消防団の仕事というのは大変なんだ

と、しかし、そういうときにすぐ出動できるよ

うな体制づくりもやっていかなきゃいけない

と。同時に、消防団の皆さんが地域の皆さんか

ら、ここの御主人あるいはここの息子さんは消

防団員なんだと。何の印もないんです。よく家

に民生委員というステッカーが張ってありま

す。消防団もそういうステッカーがあったら、

地域の皆さんから頼られるだろうし、本人の自

覚にもなるし、あるいは使命感をより高めてい

くんではないかなと。そういうこともひとつ考

えていただきたいと思うんですが、消防団員の

現状と確保対策についてお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 私も報告書を読ま

せていただきました。おっしゃいましたよう

に、消防団は地域防災のかなめでありまして、

住民の安全と安心を確保する上では欠くことの

できない存在だというふうに思っております。

口蹄疫もそうですけれども、今回の新燃岳の噴

火の関係でも、夜間の警戒、それから避難の支

援等で大変な御尽力をいただいております。し

かしながら、残念ながらといいましょうか、消

防団員数が、人口減少、高齢化、そして今、御

質問にありましたように、サラリーマン化の進

展で減少傾向にあります。このようなことで、

県としましては、消防団員の確保に向けて、広

報活動を初めとしまして、各種団体を通じての

会員企業に対する消防団活動への協力依頼、そ

れから、企業の社会的貢献を評価するための消

防団協力事業所表示制度の推進、そして、功労

団員の知事表彰、さらには、消防団員を雇用し

ている建設業者に対しての入札参加資格審査及

び総合評価落札方式における加点措置などの、
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各種の施策に取り組んでいるところでありま

す。今後とも、さまざまな観点から検討する必

要があると思っております。今、御質問があり

ました税の軽減の方法につきましても、有効な

確保策の一つであるというふうに思っています

ので、検討してまいりたいと思います。また、

ステッカーのお話もありました。それを表示す

ることで、地域の方に認識していただくという

こと、それから、本人自身の誇りになるという

ことで、これまた有効な手段の一つであろうと

思います。このことにつきましては、先ほどあ

りました報告書の中身を私、見ていますので、

また、御本人たち、消防団員の皆さん、あるい

は市町村ともいろいろと御相談しながら、いろ

んな方向を検討していきたいというふうに考え

ております。

○萩原耕三議員 次年度でそういう条例提案等

もされるでしょうから、十分にひとつ消防団の

皆さんが生きがいを持って、また同時に、消防

団におれも入ってみようというような雰囲気づ

くりをぜひやっていただきたいなと。

それから次に、学校現場での消防団活動の啓

発についてどのようにされているか、教育長に

お尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 消防団の活動を初め

といたしまして、社会に貢献する態度や意欲を

子供たちに育成することは大変意義の深いこと

であり、学校におきましては、地域社会の一員

として社会をよりよくしていこうという自覚を

深める教育に努めているところであります。消

防団の活動につきましては、市町村が作成して

おります小学生用の社会科の副読本の中で扱っ

ているものもあり、それらの教材を通して子供

たちが消防団の重要性について学んでおりま

す。また、県内のそれぞれの小・中・高等学校

等におきましては、防災訓練の中で消防署や消

防団の方からの講話を伺っており、学校により

ましては、消防団活動の意義についても話をし

ていただいているところであります。

○萩原耕三議員 さっきの消防団のステッカー

の話、それから教育長にもお願いしたいと思う

んですが、以前は、子供に対する声かけ事案が

多くて、子ども見守り隊だとかそういうのがあ

ちこち頻繁にできておりました。ステッカーも

ちょっと大きいやつをつけて、子供の駆け込み

寺じゃないけれども、何かあったときには消防

団のステッカーのところに行けばいいんだとい

うような方法もぜひ考えていただきたいし、学

校教育の中でも、声かけ事案で危険なことが

あったときにはそういうところに行きなさいよ

というような方法もあろうかと思いますので、

十分検討していただきたいと存じます。

次に、商工観光労働部長にお尋ねいたしま

す。時間がありませんから、はしょっていきま

すが、新幹線が３月12日に開通でございます。

マスコミ等でしか私どもには情報が入らない部

分がたくさんあります。新幹線から宮崎に呼び

込む観光ルート、熊本駅とか新八代駅とか鹿児

島中央駅とか、そういうのがたくさん出ている

ようですが、宮崎県は空港もあるし、フェリー

もあるわけですから、いわゆるイン宮崎・アウ

ト熊本か鹿児島、今はイン熊本か鹿児島・アウ

ト宮崎が多いんです。これはたしか知事の選挙

中でしたか、鹿児島県の伊藤知事と話す機会が

ありまして、宮崎県も、フェリーだとか空港だ

とか、あるいは列車だとか、イン宮崎をもう

ちょっと表に出していただくとありがたいがな

と。腹の中は何ですかと聞いたら、最後のほう

が土産が売れるそうなんです。そういう冗談を

言いながら言った。実際は、そういうのはささ
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やかなことでしょうけれども、その辺をどのよ

うに観光ルート開発されているか、お尋ねいた

します。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 現在、九

州新幹線対策としましては、その開通効果を南

九州全体で最大限生かすということで、旅行会

社等に対しまして、新幹線を往復利用して訪れ

る観光ルートだけでなく、新幹線と宮崎発着の

航空機・フェリー等を組み合わせた南九州周遊

の旅行商品の造成を働きかけているところでご

ざいます。また、九州観光推進機構あるいは本

県が取り組んでおります観光バスルートの実証

実験事業等におきましても、宮崎空港・駅など

から南九州の観光地をめぐりながら新幹線停車

駅に至るルートも設定しておりまして、３月の

開業にあわせて運行することとしております。

今後ともこれらの取り組みを充実させていきた

いと考えておりますが、その際、南九州という

広域的な視点に立ちまして、引き続き、熊本、

鹿児島県、両県とも連携しながら取り組んでま

いりたいと考えております。

○萩原耕三議員 きのう、宮崎カーフェリーの

会社の方が来られまして、高速道路は無料化、

去年は口蹄疫、ことしは鳥インフルエンザ。カ

ーフェリーの大半が農産物を関西・関東に送っ

ている。一番の主力の商品だそうであります。

ところが、本当にカーフェリーが参っているよ

うであります。カーフェリー会社のほうから、

６月ごろ請願か要望を出したいということであ

りましたが、カーフェリーは修学旅行とか大量

で運び込めるわけですから、その辺もそういう

方々と十分検討していただきたいと思います。

新幹線の件については、外山衛議員が一般質問

でしますから、私はちょっとさわるだけで終わ

ります。

次に、観光、物産等の総合的な販売促進につ

いての政策提案でございます。知事は、オール

みやざき営業チームというような考え方を持っ

ておりますが、この辺についてお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 東国原知事の発信力に

よりまして本県の知名度が飛躍的に向上して、

物産などの販売促進の面において活性化が図ら

れたところでありますが、こういうたぐいまれ

なるトップセールスマンがいなくなった後どう

するかと。やはり残された人間がアイデアを出

し合いながら力を合わせていくことが必要であ

ろうということで考えたところであります。県

政運営の基本方針に、私は、より緊密な協働に

よる新たな県民総力戦の展開を掲げておりまし

て、今回提唱いたしました「オールみやざき営

業チーム」の結成は、産業振興面における具体

的な実践例の一つというふうに考えておるとこ

ろであります。観光、物産などの振興におきま

しては、民間と行政が連携をいたしまして、互

いに知恵を出し合い、それぞれの強みを結集し

て、協働して取り組んでいくことが特に重要で

あるというふうに考えております。現時点でど

ういう組織をつくるという具体的なイメージが

あるわけではありませんが、今後、関係する民

間の業界・団体の皆様方とノウハウや情報、人

脈などを共有しまして、その取り組みについて

十分に意見交換を重ねまして、早急にチームを

立ち上げて、本県の魅力あふれる観光、物産等

を、まさに県民総力戦で国内外に売り込んでま

いりたいと考えております。

○萩原耕三議員 前の東国原知事は、ある一面

で人寄せパンダだったんですね。宮崎県出身の

芸能界や有名人がかなりいらっしゃいます。宮

崎県協力隊員か何かわかりませんけれども、出

していますよね。そういう方々も大いに活用し
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てみてはどうかなと思っております。

次に、商工観光労働部長にお尋ねしますが、

旧橘ホテル跡地の再開発のその後はどうなって

いるのか。同時に、オーシャンドームの現状と

今後の取り組みについてお尋ねします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 旧橘ホテ

ル跡地の再開発計画でございますが、この計画

を立てましたブルーアイランドリゾート社は、

当初、本年３月の開業を目指してコテージなど

の整備を計画しておりました。しかしながら、

同社の資金調達の調整が終わっていないことか

ら着工がおくれているということを、事業者の

窓口になっております宮崎市から伺っていると

ころでございます。

それから、オーシャンドームにつきまして

は、フェニックスリゾート社からの提案を契機

に、昨年、官民でその利活用策について調査

し、その結果を受けまして、行政による整備は

困難であると判断したところでございます。現

在は、この調査結果をもとに、施設所有者であ

りますフェニックスリゾート社の判断のもと

で、民主体による自立的な再生等に向けた取り

組みが進められているものと考えております。

以上でございます。

○萩原耕三議員 橘ホテルの問題も難しい問題

であります。オーシャンドームのほうは─シ

ーガイアというとオーシャンドームが一番の目

玉だったわけですから、県民の中には、いっそ

のことカジノを誘致するように国のほうに働き

かけたらどうかという話をされる方も結構い

らっしゃるんです。その辺はひとつ十分検討す

る余地はあるんじゃないかと私も思いますの

で、取り組んでいただきたいと存じます。

次に、中心市街地の活性化対策についてお伺

いします。

私ども都城は、正月早々、大丸デパートが再

生に向けてスタートいたしました。なかなか大

変だろうなと思います。この市街地の活性化に

向けて、部長はどのように考えていらっしゃる

か、お尋ねいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県内各地

における中心市街地の空洞化は年々進んでいる

ところでございます。郊外への大型店舗等の進

出あるいはネット販売の普及などによりまし

て、従来の中心市街地にあった、あるいは求め

られていた物販を中心とした商業機能の必要性

が薄まってきた、その結果が今日の姿ではない

かと考えております。やはり、中心市街地は

「まちの顔」でございます。地域イメージの発

信や地域活力をあらわすバロメーターであろう

かと考えております。また、中心市街地には、

これまで多額の都市基盤整備の投資もなされて

いるわけでございます。したがいまして、その

活性化は地域づくりの大きな課題である、そう

いうふうに認識しております。これからは、従

来の商業機能中心の発想から、住まいや福祉、

文化など多様な機能が集積し、さらには環境に

も配慮しましたアメニティー空間の形成など、

地域の住民が集まり、交流を深める、いわば広

場としての機能充実─これはコミュニティー

機能の充実といっていいかもしれませんが、そ

ういった視点なども加えながら、その再構築を

図っていく必要があると考えております。県と

しましては、そういった観点から、今後、地元

市町村等による主体的な取り組みを促進しまし

て、中心市街地の活性化を図ってまいりたいと

考えております。

○萩原耕三議員 農業だけじゃなくて、中小企

業も後継者がなかなかおりません。中心商店街

もそうなんですね。昔は繁盛しておりましたか
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ら、長男か次男かがいずれ帰ってきて店を継い

だり、あるいは中小零細事業を継いでおった。

ところが、もう勤め人のほうがいいと。商売し

ている人たちも65、70になったから、もう息子

たちは継がんというから、シャッターをおろそ

うという人が結構多いんです。私の都城の中央

通りもそうです。不渡りを出して逃げるように

して店を閉めた人も中にはおりますけれども、

ほとんどが後継者がいない。そうするとシャッ

ターを閉めてしまうと、これは財産ですから、

今の土地の評価価格で財産が残ってくると、兄

弟で財産分けでけんかになってくるわけです。

何軒もあります。兄弟で裁判を起こしている。

他人はけんかをすればほったらかしてもいいけ

れども、身内のけんかは裁判になると冠婚葬祭

にも呼ばない。本当ですよ。だから、こういう

中心市街地を活性化するというのは本当に至難

のわざだろうなと思います。土地が高いから。

建物を壊すにも相当お金がかかりますから。で

すから、地域の商工会議所あるいは地域のそれ

ぞれの市町村がよほど踏ん張っていかないと、

空き店舗というのは、10軒か20軒あればそのう

ち１軒か２軒は、ああ、いいですよという人が

おるでしょう。大半は財産として持っており、

厄介な問題ですから、大変でしょうけれども、

頑張っていただきたいなと。先日の宮日に、宮

崎県出身のＴＢＳプロデューサーの方が、「シ

ャッター通りの処方箋」というので、なかなか

いいことを書いておりますが、これは人口がも

うちょっと多いところだろうなと。人口10万と

か20万の都市ではなかなか大変だろうなと。か

といって、いい提案ですから、ここら辺も十分

に検討していただくとありがたいなと思いま

す。

次に、農政水産部長にお尋ねします。農業分

野は中野政審会長が得意ですから、ほとんど任

せますが、１件だけ。これからの本県の水産業

の振興策についてお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 本県水産業に

つきましては、カツオ・マグロ漁業やまき網漁

業などを中心に、全国でも有数の生産額を誇っ

ておりまして、本県の重要な産業となっており

ます。水産資源の減少、魚価の低迷等、また近

年の燃油高等によりまして、その経営は極めて

厳しい状況にございます。このため、資源管理

や漁場の整備による資源の維持・回復や、省エ

ネ型漁船の導入や操業方法の改善等による操業

コストの削減、さらには、みやざきブランドの

確立や多様な販路の構築等による魚価の向上等

により収益性の向上を図るとともに、資金繰り

の円滑化や設備投資に係る資金対策等を講じて

いるところでございます。

このような中、来年度から国により漁業所得

補償対策が実施されるなど大きな転換期にござ

いますが、県といたしましては、今後とも、関

係市町や関係団体とより一層連携いたしまし

て、水産資源の回復と経営力の強化による持続

可能な水産業・漁村の構築に向けて積極的に取

り組んでまいりたいと存じます。

○萩原耕三議員 漁業の一番の経費は建造費と

燃料費ですね。この１週間ぐらい中東で政変が

次から次に起こっております。原油が大変上

がってきました。火事場泥棒じゃないけれど

も、それに投資をして金もうけしようとたくら

んでいる人たちも結構おるようであります。そ

れでなくとも、水産業を初め、あらゆる石油あ

るいは軽油をもとにしてやっている企業の皆さ

んは大変だろうと思います。ことしまでだそう

ですが、新サンマリン21漁業推進資金、今後は

どういうような方向に展開していくのか、お尋
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ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 新サンマリ

ン21漁業推進資金につきましては、漁船建造や

エンジンの更新など、漁業経営の近代化を促進

することにより、本県漁業の維持発展に大きな

役割を果たしているところでございます。本事

業は今年度が終期でございますが、現在の厳し

い漁業経営環境なども踏まえまして、引き続

き、漁業近代化資金の利子補給の上乗せ措置を

行う「新みやざき漁業推進資金」として、本議

会にお願いしているところでございます。今後

とも、効果的な金融対策を講じることによりま

して、漁業経営の安定化を図ってまいりたいと

考えております。

○萩原耕三議員 大型水産会社がまき網や一網

打尽にやるような漁業で、宮崎県のカツオ・マ

グロの一本釣り等の漁業が非常に厳しい。その

上に燃費が上がってくるわけですから、ひとつ

零細な本県の水産業に十分な配慮がなされるよ

うに─商店街や農業だけじゃなくて水産業の

皆さんも非常に後継者に苦労されており、重要

な産業と部長がおっしゃるわけですから、十分

手当てしていただくようにお願いしておきま

す。

次に、知事にお尋ねいたします。物流問題に

ついて、物流ネットワークの高度化への思いが

あるようでございますが、知事にお伺いいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 本県の立地が大都市圏

から遠隔地にあるということで、県民生活や産

業生活に必要な物や人などを、効率的かつ確実

に輸送できる高速道路でありますとか港湾など

の物流ネットワークの構築、これは大変重要な

課題で、必要不可欠であると考えております。

このことによりまして、地域産業の活性化や企

業立地による雇用の確保等が図られるものと考

えております。このような認識のもとに、まず

はインフラ整備に重点を置きまして、物流ネッ

トワークの基盤をなす東九州自動車道の早期全

線開通と九州中央自動車道の整備促進に向けま

して、大分県や熊本県など関係県と連携をし、

県議会を初め、県民一丸となって国などの関係

機関に対して強く訴えてまいりたいと考えてお

ります。

また、細島港につきましては、国において、

来年度予算案に大型岸壁の整備が盛り込まれた

ところであります。県におきましても、新たな

ガントリークレーンやコンテナヤードの整備を

進めているところでありまして、九州の扇のか

なめである細島港を東九州の物流拠点として位

置づけまして、ポートセールスを積極的に展開

し、利用促進を図ってまいりたいと考えている

ところであります。

○萩原耕三議員 細島港は、歴代の知事が―

松形知事の時代、その以前からでしょうけれど

も―扇のかなめとして位置づけております。

今回の国土交通省の東九州自動車道のことを見

ますと、一方では、高速道路を無料化して道路

をつくらなきゃいけないお金を削っていて、一

方では、高速道路はつながって初めて高速道路

であるわけですから、本当の意味の扇のかなめ

になり切るのは、私が亡くなって先の世の次の

時代かなと、非常に心配をいたしております。

それでも少しずつでもつながっていけばいいん

ですけれども、ひとつ十分国のほうに働きかけ

ていただきたいと存じます。

次に、県土整備部長に、東九州道の北浦―須

美江間、清武南―日南間の見通しについて、そ

れから、清武から日南に抜けるトンネル、この

状況等もありましたら、ひとつ教えていただき
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たいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） まず、東九州

自動車道でございますが、県としましては、こ

れまで、事業中区間全線の遅くとも平成26年度

までの供用を強く求めてきたところでありま

す。先般、国土交通省より発表された内容で

は、新たに清武ジャンクションから清武南間の

平成24年度供用予定と須美江―北川間の平成25

年度供用予定が示されましたが、清武南から日

南間及び北浦から須美江間については、平成28

年度以降とめどが示されず、残念に思っている

ところでございます。これらの区間につきまし

ては、国からは見通しが立っていないと聞いて

おりますが、県としましては、予算の重点的な

配分など早期供用が図られるよう国に強く求め

まして、これまでどおり、事業中区間全線の遅

くとも平成26年度までの供用を目指し、関係機

関と一致団結して努力してまいりたいと考えて

おります。

それから、清武以南のトンネルの件でござい

ますが、芳ノ元トンネルというのを国のほうで

今施工していただいておりますけれども、この

トンネルにつきまして、地表面のひび割れ等が

確認されたことにより、現在、工事が中断され

ている状況であります。このトンネルにつきま

しては、昨年末に立ち上げられました芳ノ元ト

ンネル施工検討会において今後の対応が協議さ

れており、現在、地すべり形状を特定するため

の追加調査が行われているところでございま

す。工事再開の予定は、まだ今の段階では未定

というふうに聞いております。

○萩原耕三議員 次に、同じく、都城志布志道

路の今後の見通しについてもお伺いいたしま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 都城志布志道

路につきましては、県内区間のうち、都城イン

ターチェンジから五十町インターチェンジ間を

国の施工区間として、また、それに続きます五

十町インターチェンジから鹿児島県境までの間

を県施工区間として、それぞれ整備を進めてお

ります。これまで国施工区間につきましては、

平塚インターチェンジから五十町インターチェ

ンジ間約1.9キロメートルが平成23年度供用予定

と示されておりますが、残る区間につきまして

は、先般発表されました直轄事業の事業計画に

おいて、平成28年度以降供用予定とされており

ます。完成のめどが示されておりませんで、大

変残念に思っております。また、県施工区間の

うち、五十町インターチェンジから梅北インタ

ーチェンジ間約3.2キロメートルについては、本

年４月に供用することにしておりますが、これ

は県内区間では初めての開通であり、残る区間

につきましても、現在、調査設計などを実施し

ているところであります。県としましては、都

城志布志道路の重要性は十分認識しております

ので、今後とも、国などと連携しながら早期整

備に努めてまいりたいと考えております。

○萩原耕三議員 細島港が扇のかなめでした

ら、志布志港は、言うならば石油と畜産県であ

る宮崎県と鹿児島県のかなめでもあります。都

城志布志間の42キロが早くつながることが宮崎

県の畜産のためにもいいわけです。ですから、

できるだけ急いでやっていただきたいなと。以

前の時代と違ってなかなか大変でしょうけれど

も、強力に国のほうに、特に宮崎県と鹿児島県

の県境を早く俎上に上げていただいて、本格的

にやっていただくとありがたいと存じます。

次に、同じく県土整備部長にお尋ねします

が、橋梁の老朽化についてどのように取り組ん

でいらっしゃるか、お尋ねいたします。
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○県土整備部長（児玉宏紀君） 県が管理する

橋梁につきましては、今後、老朽化が進行し、

厳しい財政状況の中で適切な維持管理に支障を

来すことが懸念されます。このため、これまで

の対症療法的な対応から、定期的な点検診断を

実施した上で計画的に補修等を行います予防保

全型の維持管理に転換することによりまして、

安全性を確保しつつ、橋梁の長寿命化と修繕に

かかるコスト縮減及び必要予算の平準化を図る

取り組みを進めているところであります。具体

的には、平成21年度までにすべての橋梁の点検

と県全土の診断を実施するとともに、限られた

予算のもとでの維持管理の手法を検討しまし

て、昨年９月に「橋梁の長寿命化修繕計画」を

策定したところでございます。この計画に基づ

きまして、かけかえを含む橋梁の維持管理費用

総額の試算をしますと、今後100年間で約5,000

億円縮減できる見込みとなっております。今後

とも、効果的な橋梁の老朽化対策を進めてまい

りたいと考えております。

○萩原耕三議員 アメリカだったですか、大き

な橋が落ちて大変な事故があったようでありま

すが、大変重要な問題ですから、聞くところに

よると毎年25億前後かかるだろうということで

ありますので、ひとつ頑張っていただきたいと

思います。

次に、この前、報道でもありました一ツ葉大

橋の損傷ですが、この辺はどうなっているのか

お尋ねします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 一ツ葉有料道

路の一ツ葉大橋につきましては、昨年９月に、

一ツ葉大橋の56本の鋼製ケーブルのうち１本の

ケーブルの破断が確認されましたことから、管

理者である道路公社におきまして詳細に調査を

行ったところ、橋梁の安全性には問題がなく、

通行の制限などは行っておりません。しかしな

がら、破断したケーブルにつきましては、早期

に復旧する必要があることから、本年度内に道

路公社が復旧工事を行うこととしております。

○萩原耕三議員 道路公社の管理なんでしょう

けれども、一般県民は県道と思っておりますか

ら、ひとつ十分配慮していただきたいと存じま

す。

次に、企業局長にお尋ねします。今後の企業

局の事業の展開と再生可能なエネルギー分野に

ついての取り組みについてお尋ねします。

○企業局長（濵砂公一君） 企業局の今後の事

業展開についてでありますけれども、私ども地

方公営企業は、常に企業としての経済性を発揮

いたしますとともに、その本来の目的である公

共の福祉を増進するように運営されなければな

らないとされており、企業局といたしまして

は、これまで電気事業を中心に、健全経営を確

保しながら、県財政や地域の貢献など県民福祉

の向上に努めてまいったところでございます。

具体的に申しますと、一般会計等に対して、こ

の10年間で約160億円の財政貢献を行いますとと

もに、水源涵養機能の向上を図ることを目的と

した緑のダム造成事業を通じまして、中山間地

の未植栽地対策や雇用対策などにも寄与できて

いるものと考えております。

また、再生可能エネルギー分野への取り組み

につきましては、本県の地域特性を生かした環

境に優しいエネルギーの導入は、低炭素社会の

構築に向けて大変重要でありますので、企業局

といたしましても、県の施策と連携して積極的

に取り組んでいるところでございます。具体的

には、昨年度、日向市の工業用水道配水池に設

置したものに引き続きまして、今年度は、新富

町の一ツ瀬川県民スポーツレクリエーション施
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設において太陽光発電を開始いたしましたほ

か、延岡市にあります祝子ダムでマイクロ水力

発電設備の建設に着手しており、来年度はさら

に、小林市の綾北ダムにおきましても、同様の

マイクロ水力発電に向けた調査を実施すること

といたしております。

企業局といたしましては、経営環境の変化に

的確に対応しながら、引き続き健全経営の確保

に努め、地方公営企業の本来の目的であります

県民福祉の向上に、これまで以上に貢献できる

よう取り組んでまいりますとともに、再生可能

エネルギーにつきましても、国において検討さ

れております全量買取制度─新しい制度でご

ざいますけれども─の動向を注視しながら、

導入への取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。

○萩原耕三議員 ますます企業局の利益を上げ

ていただいて、応援をしていただきたいと存じ

ます。

次に、警察本部長にお尋ねいたします。いろ

んな事件が次から次に起こるわけですが、私は

主に振り込め詐欺等についてお尋ねします。

これはお年寄りを対象にしておるから非常に

悪質なんですね。この前、テレビを見ておりま

したら、最近では、高齢者の女性の方の自宅

に、押し買い詐欺というのかな─どういうこ

とかというと、ほとんど知っていると思います

が、イケメンの人、それなりの人がおばあちゃ

んのひとり住まいのところに行って、「おばあ

ちゃん、着物がたくさんあるんじゃないです

か」と、まず最初に着物を見るそうです。その

次にいろんな装飾品、「指輪だとかそういうの

もあるでしょう。ちょっと見せてくださいよ。

できたら高くで買ってあげますよ」というのが

押し買いだそうであります。議員の中にも、あ

るいは県の職員の中にも、そういう電話があり

ましたよというのは宮崎県でも結構あるんで

す。具体的な例はないかもしれませんけれど

も、非常に悪質だそうです。着物のいいやつや

ら、あるいはネックレス、貴金属等もあって、

「ばあちゃん、これまとめて１万円で買ってあ

げるわ」といって、１万円と言っておいて5,000

円置いて、すっと帰るそうです。１万円といっ

て１万円出してもいいけれども、もともとは何

百万かする品物なんですね。そういうことへの

防止対策についてお尋ねいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） ただいまのお尋

ねは、振り込め詐欺というよりも、おっしゃっ

たような押し買いというものに関することだと

いうふうに理解いたしますけれども……。押し

買いという形態の犯罪につきましては、今おっ

しゃったように、売り手が望まないのに無理や

り買い取るというようなことだと思われますけ

れども、当県におきましては、これまでそう

いった形態での犯罪被害の届け出というものは

受けておりません。そういったたぐいのもので

刑罰法令に触れるようなものがあれば、当然、

厳正に対処をしてまいりますし、また、そうい

う被害が現実に発生するということであれば、

当然広報啓発活動等をしっかりと推進して、同

種犯罪の被害防止に努めてまいりたいというふ

うに考えております。

○萩原耕三議員 都会では多いらしいんです。

やり方が非常に巧みだそうです。品物を取り上

げて、お金を5,000円なり１万円払ってすっと出

たら、どこのだれなのか、どこに事務所がある

のか、わけがわからんのだそうです。新たな犯

罪だそうであります。都会では数百件、500件と

か600件とか出ているそうであります。一人で相

手をしないことといっても、ばあちゃんは一人
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しかいないわけですね。なかなか大変でしょう

けれども、そういう電話があったときには、す

ぐ警察なり身内なりに電話するようにという対

策を打っていただければありがたいなと思いま

す。ぜひお願いいたします。

さあ、教育であります。教育のところまで

で30分ぐらい残したかったんですけれども、20

分切ったようであります。私、教育については

徳のない男が徳の話をするわけですが、去る男

ですから、ひとつお許しいただきたいと思いま

す。

中国古典の中でこういうのがあります、もう

教育長は御存じと思いますが、「子を養いて教

えざるは父の過ちなり。訓導して厳ならざるは

師の惰りなり」。いい文句だなと思って。平た

く言えば、子供を養育するときに人たる道を教

え込まないのは父親の過ちである。今流で言え

ば、保護者の過ちである。子供を教育するとき

に厳しさに欠けるのは教師の怠慢である。これ

はこの前、根岸先生がノーベル賞を受賞され

て、根岸先生のいろんなインタビューなり講話

なりを聞いたときに、やっぱり競い合わせにゃ

だめだと。競い合うというのは、知能だけの競

い合いじゃなくて、肉体的にも痛みを感じた

り、悲しかったり、泣いたり、悔しかったり。

そういう競い合うことが、心がたくましくなる

し、次へのステップになるんだと。私はよく若

いお父さん、お母さんに言うんです。「子供に

将来すばらしい人生を送ってもらいたいと思え

ば、徹底して鍛えなさい」と。げんこつもいい

ですよ、家庭におる場合は。げんこつというの

は、たたくんじゃないんです。上から「こ

らっ、何しとるか」と。前のときに東国原知事

でしたかね、愛のげんこつ条例というのはどう

かなと言ったら、一斉にマスメディアの皆さん

が、暴力を肯定するのかということで、すぐ

引っ込めてしまいましたけれども。ノルウェー

かスウェーデンだったと思いますが、子供を教

育するということは、一人前の納税者になるた

めに、一人前の人格になるために、子供にはし

りをたたいたり、げんこつをやったりして鍛え

るんだと。まだ一人前になっていない人間を、

子供の人権だ何だ言うから、今の教育はおかし

いんだと。一理あると思いますね。一人前の人

間になるために教育しているわけですから。そ

れは言葉や教科書だけじゃない。やっぱり親の

愛情いっぱいある厳しさというのが必要だと思

います。教育だって一緒だと思います。そうい

うことも含めて、知事にも思いがあるようです

から、文武両道の教育について知事はどう考え

ているか、お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 私は、基本政策の一つ

といたしまして、「人財づくり」を掲げており

ます。「じんざい」づくりの「ざい」は財産の

財であります。まさにあすの県づくり、国づく

りの原動力となります、人間性豊かで心身とも

にたくましい生きる力を備えた人間を育ててい

くためには、知性と体力等を磨いていくことは

大変重要であると考えておりまして、教育にお

ける文武両道は大変重要な視点であると考えて

おります。私自身も小中学校では卓球をやって

おりました。高校はサッカーで、大学時代も

サッカーやテニス、スキーなどいろいろやって

おりましたが、そういうみずからの経験を通じ

てスポーツに限らず文化活動などさまざまな活

動に打ち込むことは、子供たちの成長のために

相乗効果があるものだ、大変熱い思いをした

り、悔しい思いもしたり、いろんな経験が子供

を育てていくものだと考えておるところであり

ます。このような視点を大切にしながら、県政
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の最重要課題の一つとして子供の教育を位置づ

けまして、たくましさと知性とを兼ね備えた宮

崎の子供たちの育成に努めてまいりたいと考え

ております。

○萩原耕三議員 知事のそういう熱い思いを受

けて、小中学校・高校で、競い合い、切磋琢磨

するような教育は現場ではどういうふうに行わ

れておるのか、また教育長の考えをお伺いいた

します。

○教育長（渡辺義人君） 学校の中で競い合

い、切磋琢磨する教育に取り組むことは、変化

の激しい社会の中で、子供たち一人一人が個性

豊かにたくましく生きていくために大切なこと

であると考えております。現在、小・中・高等

学校におきましては、授業の中で、子供たちが

一つのテーマについてそれぞれの意見をぶつけ

合いながら時間をかけて結論を導いたり、合唱

コンクールでクラスごとに競わせたりしなが

ら、今の時代に合った形で子供たちに磨き合う

ことのよさを感じ取らせる活動を行っておりま

す。また、県教育委員会におきましては、運動

部活動において、競技力の向上を図るために、

すぐれた１校や個人のみを支援するのではな

く、そのライバルとなる学校や個人も支援する

取り組みを行っております。競い合い、切磋琢

磨する教育は、単に勝ち負けということではな

く、同じ目標を持つ者同士が、よきライバルと

して競い合い、喜びだけではなくて、時には挫

折感や屈辱感も味わいながら、その中でお互い

がお互いを認め合い、また高め合い、感謝の気

持ちも持ちながらともに成長する教育である

と、このように考えております。以上です。

○萩原耕三議員 中国で清華大学といったらナ

ンバー１・２の大学ですけれども、ことしから

中国の40ぐらいの大学で、二宮金次郎（二宮尊

徳翁）の報徳思想というのを本格的に取り入れ

るそうであります。皆さん御存じのとおり、二

宮金次郎という人は、1787年ですから相当前で

すが、江戸時代、10歳で両親を亡くしていろい

ろと苦学して、そして徳を積んで、日本の農業

の第一人者と言われております。それですか

ら、全国の小学校には二宮金次郎像、本を読み

ながらまきをかついでというのが全国ほとんど

あったと思うんですが、この二宮尊徳翁の報徳

思想というのは、一番大事なのは、一生懸命働

く「勤労」、身の丈に合った消費をする「分

度」、余った利益を他人に譲る「推譲」、これ

が一番大事なんだということを二宮尊徳翁は

言っているそうであります。中国で今、貧富の

差がいろいろ問題になっております。そこで、

経済と道徳を両立したこの二宮尊徳翁の報徳思

想を本格的に中国で広めなきゃいけないと。私

は、歴史は繰り返されるじゃありませんけれど

も、日本でももう一回、こういう考え方を学校

の中に取り入れる必要があるんじゃないかな

と。私は以前、一般質問の中でもお話ししまし

たが、二宮尊徳翁の話、「この秋は雨か嵐か知

らねども今日のつとめの田草とるなり」。米や

サツマイモや、農作物の種を植えるあるいは田

植えをする、そういう中で、この秋は台風は大

丈夫だろうか、天気に恵まれるだろうか、そう

いうことを思い煩うなと。まずやらなきゃいけ

ないことは、きょう一日一日の大事なことをや

らなきゃいけないんじゃないかという教えだと

思っております。一生懸命努めることが、「人

事を尽くして天命を待つ」じゃありませんが、

そういうことにつながるんだと。そういうこと

の教えを、中国は本格的にこれから取り入れよ

うとしております。

今、一部のマスコミですけれども、優秀な農
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家の皆さんの米だとか、あるいはほかの農産物

を輸出したら、相当、日本の農業だってやって

いけるというようなことが、マスコミに流れる

ときがあります。それはごく一握りなんです。

大多数の農家の農産物が外国で売れるわけがな

いんです。何でかというと、１人当たりの耕作

面積が日本を１とするとアメリカは100倍です。

オーストラリアは1,500倍ですよ。農業のコスト

の問題が全然比較にならない。ですから、そう

いうことも含めて、教育の中にそういう問題を

取り入れる必要があるんじゃないかなと。その

基礎となるのは、小中学校での読み書き、そろ

ばんだと思うんです。人間の知恵というのは、

子供のときにそういう知恵を、徳を積んでいか

ないと、ただおざなりにと言っちゃ教育委員会

に失礼ですけど、いろいろうるさいから、読み

書き、そろばんを３年のとき、ちょこっとしま

しょう、４年のときにちょこっとしましょう

じゃないんです。幾らＩＴ時代といえども、そ

のＩＴを動かすのは人間の知恵なんです。そう

いうことで私は、読み書き、そろばんというの

は、基礎学力、基本的な人間をつくる一番もと

だと思いますが、その辺をどうお考えかお伺い

します。

○教育長（渡辺義人君） 基礎学力ということ

でお答えをさせていただきますが、将来、子供

たちが社会生活を営む上で必要かつ不可欠なも

のでありまして、思考力、判断力、表現力など

の育成を図るためにも、確実にこの基礎学力と

いうのは習得させておくべきものであります。

小中学校におきましては、読み書き、そろばん

などの知識・技能を身につけさせるために、指

導の中に体験的な活動を位置づけるなどして十

分実感させながら理解の定着を図ったり、でき

ないようなことができるようになるまで、繰り

返し繰り返し何度も課題に取り組ませたりする

ことが大切であると考えております。また、こ

の過程におきまして、学ぶ姿勢として、わかる

まであきらめないで取り組む態度や、忍耐強く

取り組む強い心を養っていくことも重要である

と考えております。県教育委員会といたしまし

ては、今後とも、身につけさせるべきことは徹

底して身につけさせ、鍛えるべきところはしっ

かり鍛える教育を推進してまいりたいと思いま

す。

○萩原耕三議員 １万数千人の教師の先生方が

教育長と同じ思いならいいんですけど、なかな

かそうはいかないです。ここの答弁を学校の先

生たちは聞いていないわけですから。字になっ

てきたら見やせんですよ、活字になってきた

ら。私は古い人間なんでしょうかね、「教員」

という呼び方は大嫌いなんです。いつも委員会

でも「教師」と言ってくださいと。教員と言う

から労働者になるんだと。教師というのは、

「あおげば尊し」じゃないけれども、我が師の

恩ですよ、影も踏まず。先生方の自覚はもちろ

んですけれども、俗に言うＰＴＡ、ペアレント

の部分、保護者、そして地域の皆さんも、学校

の先生は偉いんだよという言い方でしょうね、

子供に言うのは。偉いんだよと。地域みんなが

学校の先生を尊敬するような土壌をつくってい

かにゃいかんと思うんです。それには、教育長

並びに県教育委員の皆さん、校長先生も含めで

すけれども、教員というのは余りよくないと思

うんです。きのうから、ニュージーランドで留

学生が事故に遭ったというニュースをやってお

ります。ずっと聞いておりましたら、教員とい

う言い方はほとんどしなかったです。教師とか

先生方という表現をしておりました。マスコミ

の皆さんも大分そういうところが理解できてい
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るのかなと思って見ておったんですけれども、

そういうことを考えると、期待される教師像と

いうんでしょうか、そういうところの思いをひ

とつ、もう時間がないようですけれども、教育

長にお伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 私は、教育長に就任

して以来、これまで県内の数多くの学校を訪問

してまいりましたが、それぞれの学校におきま

して、保護者や地域社会との信頼関係を深めな

がら、子供たちを教え、はぐくんでおられる、

まさしく教師の献身的な仕事ぶりを目の当たり

にしてきているところであります。私は、教育

は、「生きる」という人間としての尊厳にかか

わる崇高な営みであり、教師は、仕事として教

育にかかわることができるすばらしい職業であ

ると思っております。このような思いから、教

師には常に教育のプロフェッショナルであると

いう自覚と自負を持っていただきたいと考えて

おります。その上で、子供たちの存在感のとう

とさや、保護者及び地域社会の思い、願いを理

解し、教育に夢とロマンを持って、子供たちに

限りない愛情を注ぎ、深い感動を与えることが

できるような教師が期待される教師像であると

思っております。なお、不祥事をしでかすよう

な教師は、教師と呼ぶに値しないと思っており

ます。

○萩原耕三議員 教育長が、不祥事を起こすと

いう─これはどこの世界にもおるんですよ、

不祥事をやるのは。隣の県警本部長の警察官

だって悪いことをするし、我々議員でもそれこ

そ……。加賀乙彦という東大の医学部を出た、

ドクターであり、刑務所のいろいろなことを

やってこられた先生がいらっしゃいます。僕は

たまたまこの先生の話を聞きました。本を見て

みました。これはぜひ一回、教育長や県警本部

長に見ていただきたいと思います。人間という

のは、どんな人間にも魔物がすんでいるんで

す。善玉と悪玉がおるんですよ。ところが、そ

れなりの収入があって、それなりの身の丈を心

得ていると、悪玉は余り出てこないんです。身

の丈を知らないと悪玉が出てくるんですね。昔

から、「誘惑は肩をたたいてやってこない」

と。これは誘惑ですよ、これは悪いことですよ

と肩をたたいてやってこないんです。学校の先

生だって一緒なんです。普通はまじめな好青年

であり、いい父親なんです。ところが、心にど

こかそういうすきがあって精神のバランスが崩

れたときに、悪魔のささやきにやられるんで

す。これはあすは我が身で、私だってそういう

ことを十分持っているんです。心の中に悪魔が

いないとはいえない。あるんですよ、やっぱ

り。だって気に食わん人がたくさんおるんです

から、世の中は。私は前に一回、教育長に言い

ましたけれども、学校の教育でみんな仲よくと

いうのは間違っているんだと。世の中には、気

に食わん人、気に食う人がおるんだと。それで

も同じクラスになったら、何とかいいところを

見つけて仲よくしようよという教育でなきゃい

けない。だから子供はストレスがたまるんで

す。仲よく仲よくと言うから、親の前、先生の

前でお利口さんを演じるんです。徳じゃなくて

知が先に行くから、インターネットやら何やら

で陰湿な犯罪が出てくるんです。私はそう思い

ます。

ですから、学校の教育というのは難しいだろ

うなと。だって先生に社会人としてのすべてを

求めているわけですから。短大を出ていたら20

歳、大学を出たら22歳、言うならばうちの子供

なんかよりずっと若いですよ。そういう人たち

が学校現場に出て、保護者やみんなから先生、
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先生と言われるんですから。まだ先生にもなり

切っていない、社会的な人間性もでき上がって

いないところで「先生」と言われると、豚も褒

めれば木に登るというやつですね。いや、本当

ですよ。我々議員にしてもそうです。先生、先

生と何回も言われると、俺は先生かなと、こう

なってしまう。４年間の契約社員なのに。私は

思うんですよ、学校の先生だって本当の社会教

育、社会人としての教育はどのようにされてい

るのか。これは言っていないですけど、教育長

だからすぐお答えできるでしょうから、どうで

しょうか。

○教育長（渡辺義人君） 社会人としての教育

ということなんですが、今、議員からお話があ

りましたように─先生とは申し上げませんけ

れども─特に若い教師につきましては、社会

人経験が当然浅いわけですから、教師自身もま

だ人間的には完成していないわけであります。

教師というのは、学校の中で子供たちと交わり

ながら、自分の置かれている立場のとうとさ、

あるいは子供をはぐくむことの大事さというよ

うなことを通じて、また自分自身が成長するの

であろうと思います。

それからもう一つ、学校という社会は一つの

閉鎖された社会ですから、常に接触しておりま

すのが子供であり、保護者であったり、ＰＴＡ

であったり、そういうふうに接触する世界とい

うのが非常に限定されておりますから、私は、

なるべく教師の皆さん方には地域の方々に触れ

合っていただきたい、溶け込んでいただきた

い、そのことによってみずからも育つんだとい

うふうに思います。研修とか自己研さんという

ことも大事なんですけれども、そういった姿勢

を私は大事にしていただきたい、このように

思っております。

○萩原耕三議員 時代が変わりまして─昔は

先生というとその地域社会に住んでいたもので

す。生活をともにしていました。県警はほとん

ど７割ぐらいが─７割以上なのかな、その赴

任地で生活をされているようでありますが、

今、学校教育では、校長先生か教頭先生かどち

らかがおるぐらいで、地域社会に根づいていな

い。それはそれぞれ今の世の中ですから難しい

でしょうけど、その辺もあるんじゃないかなと

思っております。

そして、若い先生で、22か20歳ちょっと過ぎ

たぐらいですね。学校の校長先生といったら、

大体57～58、59、60です。こういう校長先生や

教頭先生をつかまえて、若い先生が校長室に来

たなと思ったら、校長さん、教頭さんと言うん

です。間違いじゃないんです、「さん」をつけ

ているから。だけど私は、日本の伝統文化から

すると、若い先生が「さん」はなかろうと。

やっぱり「校長先生」であり、「教頭先生」

じゃないかなと。だから子供が言うんですよ、

校長さん、教頭さんと。これは前にも僕はお話

ししましたけれども、学校の事務方の職員にも

先生という呼び方をしているんです。ほとんど

そうです。ですが、子供は、あれは先生じゃね

えがねと、そういう言い方をしているんです。

ですから、やっぱり事務方の人は事務方で、例

えば主事さんとか個人の名前を言うとか、区別

していかないとまずいんじゃないかなと思って

おります。そういうことも含めて、非常に難し

い問題が教育現場にあろうと思います。だけ

ど、私の願いは、いい先生を育ててほしいし、

先生方が自覚して人間的にもすぐれた人間を求

めてほしいなと。

ところが、教育長、ぜひ考えていただきたい

のは、最近は余りにも現場の先生が忙し過ぎる
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そうであります。何でもそうですが、書類、書

類、書類ですよ。そして、クラスの子供を満遍

なくやらないと、えこひいきしているとかいろ

いろ厄介だし……。私どもが小さいころは、１

クラス55人から60人ですから、げんこつももら

えば、えこひいきもあれば、差別もあれば、そ

ういう世の中だったんです。だけど、その中で

鍛えられて、芋の子を洗うがごとく、切磋琢磨

じゃないけれども、その中で人間性が培われて

いったんじゃないかなというふうに思います。

そういうことも含めて、最後に、残り４分に

なりましたが、知・徳・体についてお尋ねいた

します。教育基本法第２条にあります。しか

し、特別、知・徳・体と書いていないんです。

知育、徳育、体育が大事だよということが書い

てあるんです。いろいろ調べさせてもらいまし

た。ほかのところはどうなのかなと。そうした

ら、徳・知・体というところが結構あるんで

す。熊本市だとか北九州市だとか。これは順番

は変えてもいいようにとれるんです。バランス

がとれればいいわけですから。要はどう受け取

るかの問題なんです。私は、知じゃないと。知

は、悪知恵もあるわけです。徳だって一緒です

けどね。だけどやっぱり基本は徳を優先する教

育が大事じゃないかなと。徳・体・知という人

もおります。健全な体に健全な精神が宿るとい

うやつで、徳・体・知という人もおるし、私

は、体を言うと、生まれながらに障がいを持っ

ている人がおりますから、徳・知・体で、順序

としてはそういう教育方針をやっていただくと

ありがたいなと。萩原が言ったから変えたとい

う必要はないわけです。ほかのところでやって

おるわけですから。宮崎県でもあるんですよ。

宮崎西高にしても、高鍋中学校にしても、徳が

先に来ているんです。前に質問したときには、

教育長は、「３つが同じ並びです。横並びなん

です」と。ところが、人間というのは書いてあ

る順序に重要を置くんです。さっきの部長の一

列一緒でしょうというのと一緒です。県民政策

部長、総務部長が四役という考え方のようです

けれども、それをちゃんと書かないと、人間は

順番で見るわけです。その辺を教育長、徳・知

・体についてお願いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 今、議員からお話が

ありましたように、教育基本法の並び順でいえ

ば、知・徳・体の並び順になっております。宮

崎県の教育基本方針につきましては、たくまし

い体、豊かな心、すぐれた知性でありますの

で、並び順としては体・徳・知ということに

なっております。考え方なんですが、私は、知

・徳・体にしても、体・徳・知にしても、徳・

知・体にしても、この三位一体が完成してこそ

真の人格形成ができるというふうに考えており

ます。そういうことで、手前みそであります

が、宮崎県の体・徳・知は、徳が真ん中に座っ

ているということで、私は非常に座りがいいん

ではないかというふうに考えております。

○萩原耕三議員 さすが教育長で、そう答える

だろうと思っていたんです。時間がありません

から、去りゆく男ですから、遺言じゃないけ

ど、そういうつもりで、ぜひ、すばらしい学校

の先生を育ててください。いい先生を育てるこ

とは、いい子供が育つわけです。伸びゆく子供

の教育は、伸びる志のある者でないと教師は務

まらない。さっきの話じゃないですけど、一年

で校長になったら、大過なく、なるだけなら穏

便にと、そういうことがないようにやっていた

だければありがたいなと思います。

私は、昭和52年、都城市会議員に当選させて

いただいてから、もう34年になります。瀬戸
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山、西川という私の政治家の師匠みたいな人で

すけれども、そういうことの政治活動、専従運

動を入れると、おおむね45～46年この世界にお

りました。身の丈を十分心得ているつもりであ

ります。「散るときが浮かぶときなりハスの

花」、何かお寺の住職のような話ですが、これ

は私が尊敬している都城のお寺の住職の言葉で

あります。散り際はきれいにして散る必要があ

るなと思って、今回引退をするわけでありま

す。

最後に、前にもお話ししましたが、知事を初

め執行部の皆さんと議員、これは目的は一緒だ

と思うんです。「頂へ分け入る道は違えどもと

もに望むは同じ月かな」。お互いに切磋琢磨し

ながら、意見は違っても求めるものは一緒だと

いうことで、大変御無礼なことも申し上げまし

たけれども、お許しをいただきまして、私の質

問を終わります。（拍手）

○中村幸一議長 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51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、自由民主党、中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ

んにちは。ただいまから自民党の代表質問を続

けていきたいと思います。自民党に割り当てら

れた時間は120分、前半が萩原会長、後半、私

が60分と、こういうことでございます。質問が

重なったところもありますが、重複しないよう

に質問していきたいと思っております。

本日は、地元えびのから傍聴に来ていただき

ました。残念ながら、代表質問という性格上、

地元のことについて余り質問ができません。非

常に申しわけない気持ちでいっぱいでございま

す。

まず、鳥インフルエンザ発生で被害に遭われ

た皆さん、それから新燃岳の噴火で災害を受け

られた皆さん方に、党を代表して心からお見舞

いを申し上げたいと思います。一刻も早く口蹄

疫と同じように回復するように、議員として一

生懸命頑張っていきたいと思います。

それから、おくればせながらでありますが、

第53代知事に就任された河野さん、本当におめ

でとうございます。

おめでとうを言ったついでに、あっぱれな知

事選挙でありました。得票率78.2％、驚異的な

数字でありました。我々はこれから１カ月後、

選挙をするわけですが、そのノウハウというか

戦術を聞きたい気持ちでいっぱいであります。

そういうことも含めて、第53代知事に就任され

た御感想をお伺いして、後の質問は自席からし

たいと思います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

私は、さきの知事選挙におきまして、県民の

皆様から大変温かい御支持、御支援をいただ

き、当選をさせていただきました。まことに光

栄でありますとともに、県民の皆様から託され

た期待と責任の重さを改めて痛感いたしまし

て、身の引き締まる思いがしております。

現在、本県は、昨年の口蹄疫に引き続きまし

て、私の就任日に第一例目が発生した鳥インフ

ルエンザでありますとか新燃岳の噴火と、次々

と難局に見舞われているところであります。さ

らに、景気・雇用対策や社会資本の整備、医療

対策などさまざまな行政課題を抱えておりまし
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て、本県は今まさに正念場を迎えているという

認識でございます。こうした中にありまして、

私は、県民の皆様の期待にこたえるべく、直面

する課題にひるむことなく正面から向き合いま

して、国、県、市町村、関係団体とさまざまな

連携を図りながら、対話と協働の精神のもとで

全身全霊を傾けて、日々県政運営に邁進してま

いる所存であります。以上であります。〔降

壇〕

○中野一則議員 ありがとうございました。そ

ういうことで、これから先４年間、県政を一生

懸命、初心を忘れずに頑張っていただきたいと

思います。

次は、知事に、政治倫理についてお尋ねした

いと思います。知事の政策提案「みやざき新

生」、この中の政治理念の中に３つほど書いて

あって、そのしょっぱなに「クリーンで開かれ

たみやざき」というのがあります。簡単に言い

ますと、徹底的にしがらみを廃し開かれた県政

を実現する、こういうことでございますが、

「開かれた県政」とはどういうことなのか、率

直な御意見を賜りたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど答弁いたしまし

たような大変厳しい状況にある本県にとりまし

て、未来を築いていくためには、県民の皆様一

人一人が、この地域のこと、それから将来のこ

とを考えて県政運営に積極的に参加していただ

きます、新たな意味での県民総力戦が必要であ

ると考えております。そのためには、県民の皆

様と県庁との距離感があるという御意見であり

ますとか、県政が見えにくいという御意見等を

踏まえまして、「開かれた県政」の実現という

ものが極めて重要であると考えております。今

後、県民の皆様との意見交換の機会をふやす、

拡大することを初めといたしまして、県政のさ

まざまな広報活動の充実、さらには積極的な情

報公開にも努めてまいりたいと考えております

し、私みずから、ブログでありますとかツイッ

ターなどでの情報発信にも努めるなど、「開か

れた県政」の実現に向けて、さまざまな工夫を

凝らしてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 それから、知事が所信あいさ

つの中で数回、「東国原県政の継承」というの

を使われておりますが、具体的には継承とはど

ういうことなのか、前知事の継承ですから、お

答え願いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この継承ということで

ございますが、前知事が回復に取り組まれまし

た県民の皆様の県政に対する信頼、さらにはク

リーンな県政運営を堅持していこうというのが

私の使命であると考え、さきの知事選挙におき

ましても、特にそのことを訴えてきたところで

ございます。また、口蹄疫からの再生・復興、

さまざまな行財政改革、そういう諸施策につき

ましても、副知事という立場で、ともにかか

わってまいりましたので、継続的・安定的に進

めていく必要があると考えているところでござ

います。その上で、これまで以上に、県民の皆

様はもとより、県議会の皆様、市町村、関係団

体等との対話を重ねるとともに、協働を深めま

して、新たな県民総力戦の展開を核とした県政

運営を行ってまいりたいと考えております。

○中野一則議員 それから、漏れ聞きますと、

知事が選挙期間中に、政党とのしがらみを大変

気にされていたようにお聞きしました。しか

も、政党からの公認・推薦というものは受けら

れなかったわけであります。そういうことで、

政党としがらみ、あるいは我々の公認・推薦を

受けられなかったことの理由等をお聞きした

い、こう思っております。先ほどは県職員との
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距離感みたいな話をされましたが、議員と知事

の距離感というものはどういうところにあるか

ということも大変気になるところでありますの

で、お答え願いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） まず、政治的な意味で

のしがらみについての認識でありますが、政治

家と特定の組織や団体との特別な関係であり、

利益誘導など中立・公平・公正な行政運営が損

なわれるおそれがあるものと理解しておりまし

て、こういう意味でのしがらみというものは、

いかなる組織、団体との関係にあっても絶対

あってはならない、まずはこの認識であったわ

けでございます。

政党との関係ということでございますが、私

が選挙にふなれであったということで、大変い

ろんな面で失礼があったということを反省して

おるわけでございます。私が考えましたのは、

本県が直面しておる口蹄疫などさまざまな行政

課題が山積している、今後の宮崎の未来を考え

ていく上では、今、県民がまさに一致団結をす

る必要があろうということで、県民総力戦が必

要であると考えたわけであります。そのため、

特定の政党と余りにも近くなったかわりに、一

定の距離が別のところと生じてしまう、そうい

うことにならないようにということを考えたわ

けでありまして、決して政党に背を向けるわけ

でもありませんし、政党の活動を否定するもの

でもないわけであります。何とか県民が一致団

結してこの難局に当たっていきたい、そのため

の選挙にしたいということで臨んだということ

でございます。

○中野一則議員 続いて、地方分権改革推進に

ついてお尋ねしたいと思います。知事の公約の

中、あるいは就任時のあいさつの中でもそのこ

とを力説されて、１月21日の就任記者会見で

も、「地方から声を上げ、国の形を変える仕事

をしたい」、こういう答えをされております。

知事になられる方は、前の知事もそうでした

が、いろんな知事も、「日本を変える」とか

「国の形を変える」とかいうのがあります。け

さの新聞では、石原東京都知事も最初は「東京

都から日本を変える」とのスローガンであった

ようなことが書いてありました。それで、今回

もまた河野知事は、「国の形を変える」という

ことを明言されておるわけですから、国の形を

変えるとはどういうことかをお尋ね申し上げま

す。

○知事（河野俊嗣君） 国の形を変える―地

方分権ということでありますが、私は、自治省

（現総務省）という役所に入りまして、地方分

権・地方自治の充実に努めてきたわけでありま

す。この地方分権というものが、霞が関で議論

して、霞が関で持っている権限を地方に分け与

える、そういうような進み方をすべきではない

と考えておったところであります。国から見た

ときに、地方が一致団結しまして、粘り強く地

域や住民の実情を踏まえた建設的な意見・提言

をより強く言っていく必要がある。国の考え

方、地方の意見というものをぶつけ合って地方

分権というものを進めていかなくてはならな

い。そういう意味におきまして、これまで以上

に地方自治体が地方分権を目指して発言してい

くことが重要ではないかということによりまし

て、そのような考え方をお示ししたところであ

ります。

○中野一則議員 日本を変える人は大変多いわ

けでありますが、２月６日の名古屋市、愛知県

の選挙、ここも日本を変えるということで、大

村秀章さんが愛知県知事に、河村たかしさんが

名古屋市長に再選をされました。その結果をど
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のように評価されるかをお聞きしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 大変難しい質問でござ

いますが、私も以前、愛知県の春日井市役所と

いうところに２年間勤務したところでございま

す。愛知における議論、それから名古屋市にお

ける議論、さまざまあったところでありまし

て、特に首長と議会のあり方が問われた選挙で

はないかと考えております。いずれにいたしま

しても、それぞれの地域の実情を踏まえて、そ

れぞれにふさわしいリーダーを選択された結果

であるというふうに受けとめておるところであ

ります。

○中野一則議員 地方から日本を変えるという

ことで、地域政党がどんどん今誕生いたしてお

ります。恐らくこの４月の統一選挙では、雨後

のタケノコ、地域政党が生まれるのではなかろ

うかと思っております。主なものだけでも、橋

下大阪府知事が代表する「大阪維新の会」、河

村たかし名古屋市長が代表する「減税日本」、

清水勇人さいたま市長が代表される「埼玉改援

隊」など実に多くあります。知事はこういう地

域政党をどう評価されているかをお尋ねしたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 地方の首長や国会議員

などが中心となりました、いわゆる地域政党の

立ち上げの背景には、今の政治でありますとか

既存の政党に対する危機感とともに、地方自治

・地方分権の確立に向けた動きなどがあるので

はないかと言われておるところでございます。

地方自治なり地方分権に取り組んできた私から

しますと、そういった問題が国民的な議論と

なって大きく注目を集めることについては、非

常に前向きに評価しておるところでございます

が、地域政党につきましては、一つの新しい政

治の動きとしてとらえているところでありま

す。

○中野一則議員 知事も「国の形を変える」、

またさっき紹介した各首長さん方も「日本を変

える」ということでされておりますが、この人

たちとの連携というものを今後とられる意思が

あるかないかを確認させていただきたいと思い

ます。

○知事（河野俊嗣君） 私は知事として不偏不

党の立場でございますので、特定の地域政党と

の連携等、特段の対応を今考えているところで

はございません。各政党の皆様と幅広く対話、

意見交換をしてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 不偏不党と言われましたが、

４月、県議会議員選挙があります。私の思いと

いうか推察では、地域政党なるもの、言うなら

ば「宮崎維新の会」なるものが、ひょっとする

と宮崎にも誕生するかもしれない、そういう気

がいたしております。そういう場合の知事の対

応、スタンスというのはどのようなものでしょ

うか。仮定で申しわけありませんが……。

○知事（河野俊嗣君） いかなる政党、政治活

動がなされようとも、それは一つの政治の動き

ということで注目してまいりたいと考えており

ますし、必要に応じてさまざまな方々との意見

交換をしてまいりたいというスタンスでありま

す。

○中野一則議員 それと、一歩進めて、知事御

自身に宮崎県版の地域政党をつくる意欲、意志

というものがおありかどうかを確認させていた

だきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 現時点では考えており

ません。

○中野一則議員 ということは、不偏不党とい

うことも言われましたが、既存の政党と同じ距
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離感を持って県政を運営されると、こういうふ

うに理解していいですか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおりであり

まして、さまざまな政党、さまざまな政治的な

立場の皆さんと同様に意見交換をしながら、今

後の宮崎というものに向けて県民総力戦ができ

るような形で努めてまいりたいと考えておりま

す。

○中野一則議員 次に、広域行政機構について

お尋ね申し上げたいと思います。

まず、国の動きでありますが、昨年の12月28

日に閣議決定をされました。そして、１月24日

の通常国会で菅総理が施政方針演説をされ、そ

の中で、「国の出先機関は、地方による広域実

施体制を整備し、移管していきます」と明言さ

れました。平成24年中に通常国会に法案を提

出、それから平成26年度中に事務、権限の移譲

を目指すというスケジュールもできているよう

でございます。一方、地方の動きであります

が、九州地方知事会では、九州広域行政機構

─これは仮称であるようでありますが─設

立を合意している。それと事務、権限、人員、

財源等について、丸ごと包括的受け入れを決意

ということであります。それで、よく８府省15

系統と言われますが、九州の国の出先機関で移

管されるものはいかなるものがあるかをお尋ね

申し上げます。知事、よろしくお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 現在、九州知事会が設

立を目指している九州広域行政機構であります

が、国の出先機関のうち住民に身近な行政はで

きる限り地方が担うという観点から、国におい

ても改革が検討されている８府省15系統の機関

の事務、権限、人員、財源等を丸ごと引き受け

ることを目指しており、九州で言いますと、関

係があるのは九州地方整備局や九州農政局な

ど12の機関を対象としているところでありま

す。

○中野一則議員 丸ごと引き受けるということ

で、そういう機関があるということでありまし

たが、では、今その機関にどのくらいの職員の

方がおられるのか。また、予算規模は幾らぐら

いなのかということをお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） この12機関の職員数及

び歳出規模の合計は、平成20年に公表された資

料によりますと、職員数は約１万2,000人、歳出

規模が約１兆3,000億円となっております。

○中野一則議員 １万2,000人というと、福岡県

の県職員の人数だと思います。新たに福岡県を

つくるような話でございます。また、１兆3,000

億円と答弁されましたが、これは莫大な金額で

あります。そういうものがずっと長期的に、い

ろんな引き受けるものと同じように担保されて

いくのかなという心配もございます。それぞれ

それが担保されるのかということと、宮崎県も

それに入るわけですから分担金があると思いま

すが、宮崎県の負担金はどのくらいの金額にな

るかをお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 九州知事会におきまし

ては、機構の設置に当たっては事務執行に必要

な財源確保が不可欠であることから、法整備に

おきましては、国による必要な財政措置を明文

化することを強く求めているところでありま

す。また、昨年末に閣議決定された国の出先機

関廃止に向けたアクションプランにおきまして

も、地方移管に当たっては、国が必要な財源を

確保するということが明記されておりますの

で、機構の事務、権限の執行に必要な財源は担

保されるべきものと考えておるところでありま

す。ただし、新たに機構を設置することとなり

ますので、運営経費に係る各県の負担のあり方
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につきましては、今後、精査、検討していく必

要があると考えております。

○中野一則議員 丸ごと包括的受け入れという

ことで地方は決めているわけですけれども、こ

れは国の二重行政を地方に押しつけるものでは

なかろうか、その分が地方は重荷になると思わ

ざるを得ないわけであります。そしてまた、

さっきも言いましたが、長期的に１兆3,000億円

という財源がずっと担保されて地方の歳入にな

るのかどうか、そういうことを思うものであり

ます。それで、丸ごと引き受けるのではなく

て、まずは国が出先機関を合理化・スリム化し

たその後を地方が受けるとすべきじゃないかと

いう思いがしますが、知事のお考えをお聞かせ

ください。

○知事（河野俊嗣君） まさに重要なポイント

でありまして、本来であれば、国が徹底したス

リム化・合理化を行った上で出先機関を引き受

けることが望ましいというふうに考えておると

ころですが、九州知事会としましては、各省庁

の抵抗などで国の出先機関改革が停滞している

現状を何とか打破しよう、それで地方分権改革

全体を加速させたいという思いで、まずは国の

出先機関を丸ごと引き受けた上で、住民ニーズ

を踏まえた人員配置などを検討して行政運営の

適正化を図っていきたい、そのような進め方を

考えているところであります。

○中野一則議員 私は、国の押しつけというか

犠牲になる必要はない、将来に禍根を残すん

じゃなかろうか、こう思います。そういうこと

と二重行政とを阻止するために、どうしても廃

止を含めて再検討をしていただきたいと思いま

すが、知事のお考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 九州広域行政機構です

が、先ほど来、答えておりますように、国の出

先機関の事務、人員、財源等を丸ごと受け入れ

ることによって、国の出先機関が抱える弊害と

いうものを解消して、地域ニーズへの迅速・的

確な対応、住民ガバナンスの強化等を図ること

を目的としておるわけであります。地方分権改

革におきまして最も重要となる地方への権限・

財源移譲を進める一つの実践的な手法と考えて

おりますので、九州知事会一体となって現在は

進めております。議員御指摘の問題も含めまし

て、詳細な制度設計につきましては今後検討を

深めてまいりたいと考えております。県民の皆

様の理解が得られる組織にするために、県議会

を初め各市町村等の意見を十分に踏まえた上

で、本県の意見や考え方というものを主張して

まいりたいと考えております。

○中野一則議員 各首長、「国の形を変える」

とか「日本を変える」と言いながら、結果的に

は国からの押しつけということで重荷を背負う

ということにならないように、重々いろいろと

協議していっていただきたいと思います。

次に、総合計画についてお尋ねしたいと思い

ます。

新聞報道によりますと、河野色を盛り込んだ

未来みやざき創造プランが、今回、議会に提出

されております。過去10年間に３本の長期計画

ができました。かなり時間を費やしてつくった

長期計画もありましたけれども、残念ながら政

変ごとに流れていったという過去があります。

知事が就任されてまだ１カ月弱であります。今

回のビジョンは20年の大変長いものであります

が、これを１カ月もたたないうちに今回、改正

案ということで提案されております。選挙をさ

れた知事でありますが、選挙を通じての県民の

声とか、もともと知事がつくられた政策提案、

こういうものが反映された長期ビジョンなのか
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をお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 新たな総合計画の策定

作業自体は、一昨年の11月にスタートしておる

ところでありまして、私も副知事の立場で当初

から策定作業にかかわってまいりましたので、

本議会に提案しております長期ビジョンにお示

ししている課題の認識や進むべき方向性につき

ましては、私の考えとも一致しているというこ

とでございます。私の政策提案につきまして

は、今後策定いたしますアクションプランの中

で、具体的な施策・取り組みとして反映をさせ

ていきたいと考えておるところでございます。

しかしながら、今回の長期ビジョンの部分につ

きましても、担当部局と十分に意見交換を行

い、例えば長期戦略の脱少子化・若者活躍戦略

の中においては「日本一の子育て・子育ち立

県」を目指すということを盛り込みましたし、

フードビジネス展開戦略では「食の王国みやざ

きの確立」を目指していくこと、あるいは観光

の面では県内の交流を促進することなどにつき

まして、私の政策提案をもとに原案の追加・修

正も行ったところであります。

○中野一則議員 幸い、副知事経験者の知事が

誕生したわけですから、そういうことになった

のだろうと思いますが、副知事時代の思いと野

に下って選挙された思いというのは全く同じで

あったと、そういうふうに聞こえるわけでござ

います。今、アクションプランの話もちょっと

出ましたが、そのアクションプランは４年間の

計画だとお聞きしております。知事の政策提案

がどのように反映されて、いつ策定されるのか

お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） アクションプランにつ

きましては、今後４年間に重点的・優先的に取

り組む施策の内容や数値目標などを定めるもの

であります。私の政策提案や長期ビジョンの中

の、特に長期戦略を実行するための具体的な施

策で構成することといたしておりまして、例え

ば口蹄疫からの再生・復興や厳しい経済・雇用

情勢など、本県が直面している喫緊の課題への

対応でありますとか、長期的な視点から取り組

む必要がある人づくりやくらしづくりの施策な

どにつきまして、その実行手順やプロセスも含

めてお示しをしたいと考えております。現在、

アクションプランの構成や施策内容につきまし

て検討作業を進めているところでございまし

て、６月議会を目途に取りまとめたいと考えて

おります。

○中野一則議員 既に提案されている長期ビ

ジョンの中に、知事のマニフェストの文言が幾

つか出てきております。それで、知事の政策提

案「みやざき新生」、これはマニフェストなの

か、それとも一般的に言う公約なのかをお尋ね

したいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 普通に使われる名称で

はないものですから、大変わかりにくくて恐縮

をしておりますが、私の政策提案につきまして

は、選挙に出馬するに当たり、政治理念であり

ますとか県政運営の基本姿勢、さらにはこの４

年間に取り組む基本政策など、私の考えを広く

知っていただくとともに、県民の皆様への約束

として作成をさせていただいたものでありまし

て、従来でいう公約のイメージからすると、か

なり踏み込んだ形で具体的、体系的に整理した

ものというふうに認識をしておるところでござ

います。マニフェストという場合、一般的には

財源を含めた具体的な政策ですとか実施期限、

数値目標等を明文化したものとされておるとこ

ろでございますが、私の政策提案も、これに基

づいて計画を策定し予算の編成を行う、また事
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後的な検証も行うという政策からいたします

と、いわゆるマニフェストに当たるものという

ふうに考えておるわけです。私としましては、

マニフェストという型とかルールに縛られたく

ないという思いとか、マニフェストをめぐって

さまざまな議論があるところで、「マニフェス

ト」という言葉を使わずに「政策提案」と表現

したところであります。

○中野一則議員 非常にマニフェストにこだ

わっていらっしゃるようでありますが、こだわ

らなくていいことにこだわっていらっしゃるよ

うであれば、この長期ビジョンの中に「マニ

フェスト」という言葉が出てきておりますか

ら、一部修正されたらどうかということを指摘

して、次に行きたいと思います。

予算についてであります。平成23年度、来年

度当初予算が5,237億円ということで「骨太の骨

格予算」と、こういう提案の説明でございまし

た。それで、当初予算を作成するのに余り時間

はなかったわけですけれども、予算の中に知事

の政策提案が反映されているかをお聞きしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 平成23年度の当初予算

でありますが、予算編成のための時間的な制約

があっため、人件費や公債費等の義務的経費や

施設管理費等を中心としました、いわゆる骨格

予算として編成をしたところでございますが、

政策的な経費であっても、経済・雇用対策に要

する経費でありますとか、私の政策提案を実行

に移すための新規事業などのうち、口蹄疫復興

対策など早急な対応を要する経費などについて

は、所要額を計上したところであります。ま

た、公共事業につきましても、４年前の平成19

年度の骨格予算においては、年間所要額の４割

程度の計上でありましたが、今回は８割程度を

計上するなど、県民生活に影響を生じないよ

う、まさに「骨太な骨格予算」として編成をし

たところであります。平成23年度当初予算は、

こういうことで骨格予算ではありますが、重点

施策を初め、今の厳しい社会経済情勢にありま

して、優先度及び重要性の高い施策や事業をで

きる限り盛り込むことができたのではないかと

考えておるところであります。

○中野一則議員 ４年前の肉付け予算の話もあ

りました。４年前は985億円でありましたが、今

回は骨格予算の中に公共事業８割を既に入れて

いるというような答弁でございました。恐ら

く、６月議会に肉付け予算が提案されると思い

ますが、その規模はどのくらいになるのかをお

尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ６月定例県議会に提案

を予定いたしております、いわゆる肉付け補正

予算についてであります。まず、公共事業につ

きましては、当初予算で計上した８割の残り２

割相当の事業経費に加えまして、国の予算の状

況等を踏まえた適切な経費を計上してまいりた

いと考えておりますし、非公共事業につきまし

ては、口蹄疫復興対策事業を初めとする、私の

政策提案を実行に移すための新規事業等の計上

に加え、高病原性鳥インフルエンザや新燃岳対

策に係る必要な経費などにつきましても措置を

してまいりたいと考えております。その結果、

肉付け後の予算規模につきましては、前年度の

当初予算と同程度、もしくはそれ以上の規模に

なるのではないかと見込んでいるところであり

ます。

○中野一則議員 同程度、それ以上と言え

ば1,000億円ぐらいの規模であろうと思います

が、景気対策あるいは鳥インフルエンザ、口蹄

疫、噴火、そういう対策費等も含めて、大いに
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気張った予算を計上していただくようにお願い

いたしたいと思います。

それと、ちょっと趣が変わりますが、行政と

議会の情報の共有ということでお尋ねしたいと

思います。知事の政策提案の中にも、「政策工

程表の策定と実行手順、プロセスを県民に示

す」とあります。私も、予算の編成過程、ある

いは政策事業の策定過程、時には人事案件の検

討─きょうも出されましたが、そういう策定

の中に議会も当初から参加しなきゃいかんので

はないかと思っております。そして、行政と議

会が情報等を共有していろいろ進めていく、そ

ういう時代になったんだと思います。既にいろ

んなことも、一事業であっても、県行政のほう

でそれを完成させて、新聞に報道される直前に

「こういうものがあります」と、こういう説明

を我々にされるわけですが、我々がどういうす

ばらしい意見を出しても、てこでも動かない、

修正しない、改正しないというのが本当のとこ

ろであります。ですから、今言った情報の共有

化ということを知事はどうお思いであるかをお

聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 県政運営の基本姿勢と

して「対話と協働」を掲げているところでござ

いまして、議会との関係においても、議会の皆

様との真摯な対話に努め、議会との協働により

ます県民本位の開かれた県政を進めてまいりた

い、これが基本的な考え方であります。「県民

福祉の向上を図っていく」という命題におきま

しては、目指す方向、議会も執行部も同じであ

り、まさに車の両輪であると考えておりますの

で、今後とも議会の皆様との情報の共有化に、

さらに一層努めてまいりますとともに、ともに

前向きな議論を重ねさせていただきたいと考え

ているところでございます。

○中野一則議員 これからの議会とか河野行政

は、例えば知事が提案されたものが全部原案ど

おり可決という時代にはならないだろうと思い

ます。修正や否決する議案が多くなる時代にな

ると思います。予算とか政策については、我々

議会も県民に説明する責任が当然あるわけです

から、その分だけ我々も内容を熟知する必要が

あると思いますので、ひとつ前向きに検討して

いただきたいと思います。要望しておきたいと

思います。

次に、組織、人事についてであります。４月

１日付で県庁の組織改正をするということで、

この前報道がありました。大変短い間に改正を

されたわけですけれども、知事の思いとか公約

をその中で実現するということが、その改正の

中に入っているのかどうかお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 先日発表した来年度の

組織改正につきましては、私の選挙公約である

政策提案の実現に向けて、スピード感を持って

取り組んだところであります。具体的には、口

蹄疫からの再生・復興等を図るための「畜産・

口蹄疫復興対策局」の設置でありますとか、安

全・安心な暮らしを確保するための危機管理体

制の強化、さらには、地域における医療・福祉

が充実した暮らしを実現するための医師確保の

専任組織の設置などであります。喫緊の重要課

題への対応が中心となっているところでありま

す。

○中野一則議員 喫緊の重要課題をということ

でありましたが、今回の改正の中で県民政策部

と総務部に全く手をつけていらっしゃらない。

私は、これこそ大幅な改正をすべきだという認

識に立っております。午前中は萩原議員への答

弁で、県民政策部と総務部を同列扱いして、知

事、副知事と四役体制という話をされました。
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私は、それはいかなるものかなと、こういう思

いがします。同じ部長に序列はないんだと思い

ますけれども、やっぱり中核になる部はつくる

べきだ、その人の中で全部を統括するというこ

とをしたほうがいいんじゃなかろうかと思いま

す。今、県民の中にも、県のそういうところが

非常にわかりにくいという声もあるんです。我

々だって、これが県民政策部なのか総務部なの

か混同したり誤解したりすることも多々ありま

す。その辺、明確にして、県庁全体を取りまと

める司令塔、こういうものをつくって、できた

ら知事と副知事とその司令塔である部長、この

三役体制というものでいかれたほうがいいん

じゃないかという気がいたします。いかがで

しょうか。

○知事（河野俊嗣君） 県民の皆様から見た場

合のわかりやすさでありますとか、仕事を進め

ていく上での統括的な指導力を発揮できる組

織、そのようなポイントの御指摘であったかと

思っております。本県におきましては、県民政

策部と総務部ということで、企画と財政なり人

事組織というものを分けて、ある意味、部内に

おけるチェック・アンド・バランスというもの

を考えておるところでございますが、選択肢と

しましては、企画と財政を一本化して強力なコ

ントロールタワーをつくるというやり方もある

ものと考えております。本県の場合は、企画部

門と財政部門が相互牽制をしながら連携を図っ

ていくほうが望ましいのではないかと、今のと

ころは考えております。

○中野一則議員 いろいろと考慮していただき

たいと思います。

次に、人事に関する質問で各部局に入るんで

すが、まず教育委員会、教育委員会の幹部職員

に知事部局からの出向者が非常に多いと。実態

がそうですし、よく声を聞きます。補佐以上

は30人いらっしゃいますが、出向者が実に11

人、37％を占めております。教育現場の教師と

か事務職の方を多く登用されたほうが、職場の

士気は高揚するんじゃなかろうかという思いも

いたします。また知事は、現場主義を徹底する

ということを所信表明でも申されました。知事

のお考えをお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 教育委員会などの各任

命権者との交流人事につきましては、職員の資

質の向上はもとより、お互いの専門的能力の活

用でありますとか、業務の連携強化という観点

から積極的に行っているところであります。教

育委員会につきましては、主に内部管理や企画

的業務などを担当するポストを中心に、知事部

局から職員を出向させているところであります

が、交流に際しましては、業務上の必要性や人

材育成上の効果などについて、教育委員会と十

分な検討、調整を行っており、結果的に、御質

問にありましたような交流の状況となっている

ところであります。

○中野一則議員 教育委員会といえども、教育

の現場の声が反映される体制をぜひつくってい

ただきたい。既にそういう体制であるかもしれ

ませんが、よりそういう体制をお願いしたいと

思います。

その現場である学校の管理職、校長先生とか

教頭先生の民間人の任用についてお尋ねしたい

と思います。今、県内の校長、副校長、教頭896

人おられます。うち事務職出身の校長が２人お

られます。そして女性の管理職が76人、全体

で8.5％ということでありますが、民間人は残念

ながら０人ということでございます。全国の状

況を調べてみましたが、全国30都道府県と６政

令都市で民間人が任用されているという実態で
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ございます。民間人任用についての知事のお考

えをお尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） あすの県づくりの原動

力となるのは人の力でありまして、本県の未来

を切り開く「人財育成」の基盤となるのは、ま

さに学校教育であると考えておるところでござ

います。学校経営を担う校長などの管理職につ

きましては、教育に関する理解や識見を有する

ことはもちろん、強いリーダーシップや人間

性、決断力とともに、職場環境づくりや地域と

の対応など幅広い資質が求められているところ

であります。校長等の管理職の任用につきまし

ては、民間からの登用も一つの選択肢になるか

とは存じますが、基本的に、任命権者である県

教育委員会において検討されるものと考えてお

ります。

○中野一則議員 すぐ教育委員会と言われます

が、そういうことはやはり知事の指導力の問題

なんです。最初に民間人を校長に登用したの

は、私の記憶では広島県だったと思います。知

事の御出身地です。ぜひいろいろと向こうの話

も聞いていただきたいと思います。

次に、我々に関係する議会事務局の人事に関

してであります。我々議員、それから知事、二

元代表制と言われますが、その確立を図らなけ

ればならないという立場にございます。それ

で、議会の役割とか機能等の強化、向上が非常

に求められているわけでありますが、議会事務

局の体制も、非常に専門性を高め強化しなけれ

ばならないというのが現状でございます。今も

立派な職員が配置されておりますが、プロパー

職員を採用する気はないのかということと、知

事部局から出向されている職員の出向期間とい

うのが、現在のところ２～３年なんです。これ

をもっと長期化するお考えはないのか。そうす

る必要があると思いますが、いかがでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 県議会や監査委員は知

事と独立した機関でありまして、県民本位の公

正で効率的な県政を推進する上で、専門的な立

場から大変重要な役割を担っていただいている

ものと認識をしております。御質問にありまし

た、これらの機関の事務局におけるプロパー職

員の採用につきましては、その効果や課題等に

ついて、他県の状況なども踏まえた検討が必要

ではないかと考えております。事務局職員の交

流に当たりましては、職務内容や適性、経験な

どから適材適所の配置を心がけているところで

あり、交流期間につきましても、３年間を基本

に、業務や体制上の必要性などの要望があれ

ば、弾力的に対応しているところであります。

今後とも、県議会や監査委員の御意見をお伺い

しながら、体制の強化や機能の充実につきまし

て、知事として対応すべきものについては適切

に対応してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 独立した機関だからこそ、今

質問したところであります。他県をと言われま

したが、他県では１県も採用されておりませ

ん。他県に先んじてやっていただくようにお願

いいたします。

監査事務局についてであります。これは私が

経験したことも含めてでありますが、業務報告

を受けることが中心の、一部形骸化した監査委

員監査は、大いに改革の必要があると私は思っ

ております。そういう中で、監査事務局も専門

性、独立性あるいは独自性というものが求めら

れておるわけですので、専門職の採用、あるい

は養成という立場から、ここもプロパー職員の

採用はできないかということと、出向期間の長

期化はできないか。今、５年の方もいらっしゃ
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るようでありますが、もっと長く、やはり専門

的にするためには10年以上は必要だというふう

に思います。お尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 監査につきましても、

今お答えしたのと基本的なスタンスは同様でご

ざいます。御指摘を踏まえながら、今後とも体

制強化、機能の充実について、必要に応じて対

応してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 時間がどんどんなくなりま

す。はしょって質問していきたいと思います。

次は、農林漁業政策について質問していきた

いと思いますが、まずはＴＰＰ、これは私は断

固反対の立場でございます。その理由は、今ま

でいろいろ言われているとおりでありますが、

農林水産物生産への影響が非常に大きい。国全

体で４兆5,000億円、宮崎県だけでも1,600億円

が推定をされております。食料自給率も今40％

が13％に落ちると。そうなったら、農家自身の

矜持も失速するという思いもします。それか

ら、農業の多面的機能の喪失、全体で３兆7,000

億円、宮崎県も610億円というふうに計算がされ

ております。それと関連産業への影響、８

兆4,000億円も影響がある。雇用への影響、全国

で350万人、宮崎県でも３万5,000人が失業する

ということですから、大きな影響でございま

す。県内への影響、今言った1,600億円の内訳

は、農業が1,529億円、水産が68億円、林業２

億5,000万円ということでありますが、この数字

はどう見ても甘い数字、もっと県独自の影響を

考慮した数字を出すべきだ。県の一つの数値に

合わせただけの数字。例えば農業の耕種部門を

見ると、米だけが100％影響を受ける。本当に米

だけなのか、ほかは影響を受けないのかという

こと。畜産部門は70％の影響とありますが、70

％も影響して30％が残るということはないと思

うんです。肉牛については４・５は残るけれど

も、ほかは残らない。４・５だけを生産する肉

牛生産というのはできないわけですから、これ

も壊滅的な問題だと思います。

それから、ＴＰＰに中国等が参加しないとい

うことから、野菜やシイタケ、魚介類、こうい

うものは影響を受けないというような話もよく

聞きます。しかし、いずれ商社が第三国を経由

した輸入をずっとされると思います。だから、

そういうことも影響する。ましてや影響を受け

ない耕種部門をみんな農家が生産していけば、

そこに生産が集中して過剰になる、そして価格

が暴落するというのは火を見るよりも明らかで

すから、その辺はもっと真剣に、この影響とい

うものを担当部長も考えていただきたい。それ

で、農林漁業生産への影響等を、関連産業ある

いは雇用等を含めて、農政水産部長と環境森林

部長にお尋ねいたします。前の数字じゃだめで

すよ。

○農政水産部長（髙島俊一君） ＴＰＰ参加に

よる本県農業への影響額につきましては、先ほ

どもお話がございましたが、農業産出額の約47

％に相当する1,529億円が減少すると試算をして

おるところでございます。今回は、農林水産省

の算出方法におおむね準じまして、関税率が10

％以上で生産額が10億円以上の19品目を対象に

試算をいたしておりますが、関税率の低い野菜

等が含まれていないことや、国全体では影響額

の大きい小麦や甘味資源作物を初め、豆類やコ

ンニャクなど11品目が本県ではほとんど生産さ

れていないことから、関税率の高い米や畜産物

を中心とした影響額の試算結果となったところ

でございます。

一方、水産業におきましても、同様に約15％

に相当する68億円と試算をいたしております
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が、農産物に比べまして関税率が低く、既に輸

入水産物との競合にさらされていることや、本

県のカツオ・マグロ類は生鮮、高級缶詰向けが

主体であることから、ウナギやアジ、サバ、イ

ワシなどのまき網漁業を中心とした影響額と

なっております。関税撤廃による影響は、今回

も試算した関連産業への影響や生産活動の停止

等に伴う多面的機能の喪失など多岐にわたると

ともに、輸入農水産物を初め国内生産や消費の

動向が実際どうなるのか、現段階ではその見通

しも大変難しいことから、今後の国の動き等を

注視しながら対応してまいりたいと考えており

ます。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 林産物といい

ますか林業についての影響でございますけれど

も、国で試算したものについては、関税率10％

以上、あるいは国内生産額10億円以上の合板と

か集成材について試算をしておりまして、県で

も同様の手法で試算した場合、本県への直接的

な影響額が２億5,000万円ということでございま

す。木材につきましては、既に関税率の低い状

況に置かれているというのが一つあります。も

う一つは、本県の木材製品出荷は無垢材（一般

製材品）が大部分を占めておりまして、合板と

か集成材の占める割合は１割程度と低いことな

どから、今回の試算のような限定的な結果と

なったものと考えております。しかしながら、

杉生産日本一の本県といたしましては、間接的

な影響というものも当然あるわけでございまし

て、木材製品の輸入拡大については、木材産業

だけではなく、丸太を供給する林業の発展にも

支障を来し、山村地域の経済や雇用等にも影響

を及ぼすものと考えております。

○中野一則議員 少なくとも、皆さんが出され

た試算よりもその影響は大きいということの御

認識は持っておっていただきたいと思います。

次に、知事にお尋ねしたいと思うんですが、

知事の所信表明の中、あるいは知事の政策提案

の「みやざき新生」の中に、「ＴＰＰ」という

文言が一つも入っていないんです。私は残念で

たまりません。何回も何回も読み返したけれど

も、「ＴＰＰ」という字が見当たりませんでし

た。「食の王国みやざき」を確立するというの

が基本政策の河野県政であります。それで率直

に、知事はＴＰＰに賛成なのか反対なのかをお

尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 私は、現状のままＴＰ

Ｐに参加しますと、本県の農林水産業は大きな

打撃を受けると認識しておりまして、現状のま

ま参加することについては反対であります。ま

ずは国が、今後の農業戦略、食料戦略を示した

上で国民的な議論が行われる必要があると考え

ておりまして、このことは選挙期間中も繰り返

し私の見解を明らかにさせていただいたところ

であります。

○中野一則議員 これから政府がいろんな対策

等を打つのかどうかわかりません。そういう中

でまたどう対応されるかわかりませんが、日本

の食料基地「食の王国みやざき」を目指す宮崎

県政ですから、やはりＴＰＰの影響は、先ほど

各部長が答弁されたとおり、非常に厳しい局面

を迎えるわけですので、徹底反対をしていただ

きたい。そういう旗印を鮮明にして、いろんな

ところで反対の旗頭になっていただきたい、そ

ういう思いがしますので、よろしく。それは要

望としておきたいと思います。

次に、口蹄疫からの再生・復興についてであ

ります。私は、この再生・復興の基本は、家畜

が、口蹄疫になる前の状態、もとに戻ることが

再生・復興の基本だと思うんです。それで、こ
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の前発表されました導入率、戸数では41.3

％、538戸でありますが、導入頭数で見ますと１

万881頭導入されて、そのパーセントは14.9％な

んです。この状況が遅いのか順調なのかという

ことを農政水産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 口蹄疫からの

復興につきまして、家畜の導入状況について

は、今、議員からお話があったとおりでござい

ますが、この状況については、韓国での口蹄疫

の影響とかもにらみながら検討がされて、こん

な結果になっているのではないか、そのように

も認識をしているところでございます。

○中野一則議員 韓国の今の状況を見てこんな

と言われましたが、ということは順調でない

と、導入状況が非常に遅いという御認識だとい

うふうに理解していいんですか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 最終的には３

年から５年をかけてもとの状態に戻るのではな

いかと理解をいたしております。これがもう少

し速いペースで進むのかなという気はしており

ましたが、現状では、「もう少し様子を見てみ

よう」という声があるというのは事実のようで

ございます。

○中野一則議員 あいまいな言葉でしたが、遅

いから、５年というスパンだから、そのころま

でにはちゃんと計画どおりいくという思い、あ

るいは自信がおありでそういう答弁だったと思

うんですけれども、仮にこれがなかなか進まな

い場合には何か対策を打たれると思うんです

が、何か打たれますか。

○農政水産部長（髙島俊一君） いずれにしま

しても、県といたしましては、今後とも、特定

疾病のない地域づくりとか経営計画の策定の支

援など、関係機関・団体とも連携して経営再開

に向けて総合的に取り組むとともに、農家の皆

様が安心して再開ができるように全力で支援を

してまいりたいと、そのように考えておりま

す。

○中野一則議員 全力で支援して、もとの状態

に一年でも一日でも早く戻るように政策を進め

ていただきたいと思います。

次に、県の口蹄疫復興財団が３月に設立され

るようであります。1,000億円の果実、５年間

に20億円という話でありますが、この金額で本

当に市町村、あるいは観光、商工の面の復興が

可能なのかという疑問があります。もともと300

億円必要だということをあの期間に言われて

おったわけですから、今後不足すると思いま

す。今後、毎年幾らかずつでも一般会計からの

追加予算等をすべきじゃなかろうかと思います

が、県民政策部長、いかがお考えでしょうか。

○県民政策部長（山下健次君） 大きな枠組み

ですけれども、今回の1,000億円の部分はそのう

ちの一部でございますが、農畜産業の再生のた

めの90億円の国庫補助事業、あるいは元本250億

円の中小企業応援ファンド、それから県単独

の30億円の取り崩し型基金、こういった財源を

活用して、口蹄疫からの再生・復興を行うとい

うことでございます。

また、先ほどお話がございましたように、さ

らに加えて約20億円の―元本は1,000億円です

が、これは市町村あるいは商工業、観光の復興

等への取り組みを支援していくということでご

ざいます。こういったものを活用して、いろん

な対策を講じてまいりますけれども、効果とし

ては、全体的な経済状況にも当然影響されます

ので、再生・復興を実現するためには、情勢の

変化等を見きわめていく必要があると考えてお

ります。したがって、今後とも、経済的な波及

効果の高い公共事業につきましては、直轄事業



- 55 -

平成23年２月23日(水)

の実施とか国庫補助事業の活用を国に対して働

きかけてまいりたいと存じます。さらに、既存

事業あるいは他の財源も活用しながら、全庁一

体となって取り組んでいく所存でございます。

○中野一則議員 口蹄疫に鳥インフルエンザ、

噴火、いろんなことで復興しなきゃなりませ

ん。あわせて、必ずすべてが復興するように、

お取り組みをよろしくお願いしておきたいと思

います。

次に、家伝法の改正でありますが、今国会に

家伝法の改正案が出されるようであります。昨

年の口蹄疫、現存の家伝法が全く通用しなかっ

たということでありました。それでやむなく特

措法ができて、その中でずっと対処してきまし

た。それが正式に改正案が出るということであ

ります。大きな災害をこうむった宮崎県、いろ

んな反省すべき面や体験したこと等を網羅した

ものにならないといけないと思うんですが、そ

ういう要望とかをされたものかどうか。そし

て、改正案の家伝法の中身は、宮崎県が満足す

るものであるかを、農政水産部長にお尋ねいた

します。

○農政水産部長（髙島俊一君） 家畜伝染病予

防法の改正に係る国への要望につきましては、

昨年12月末に担当部局に対して、また去る２

月15日には、知事から農林水産大臣に対して

行っております。具体的には、国と地方の適切

な役割分担の明確化や、早期発見等を確保する

ための手当金の国による全額支給やペナルティ

ー措置の強化、また、適正な飼養衛生管理の確

保や水際対策の強化など、県の検証委員会によ

る提言や、本県の現場経験を踏まえた要望を

行っております。現在、国が公表いたしており

ます改正案の概要については、手当金の国によ

る全額支給やペナルティー措置の強化、飼養衛

生管理基準や水際対策の強化など、本県の要望

が反映されている点がある一方、疫学調査の実

効性を確保するための強制力のある措置など、

本県の要望が反映されていない点もございま

す。県といたしましては、今後ともあらゆる機

会を通じて、関係機関・団体とも連携しなが

ら、必要な要望を行ってまいりたいと考えてお

ります。

○中野一則議員 要望がまだ反映されていない

部分もあるという話でありましたが、その辺は

県内の国会議員とかいろんなことを通じて、要

望がかなう家伝法に改正されるように、いま一

度御努力をよろしくお願いしておきたいと思い

ます。

次に、高病原性鳥インフルエンザについてで

ありますが、ことしは全国で野鳥を含めていろ

いろなところで発生したということであって

も、宮崎県で非常に多発した、12例も出たとい

うことに、どうも合点がいかないわけでありま

す。４年前も、ちょうど前の知事の就任日に発

生しました。そういう反省があるのにもかかわ

らず……。また、鳥インフルエンザウイルスは

潜伏期間というのはほんのわずかだと、数時間

だということも聞きました。そういうことから

すると、なぜこれが予防できないんだろうか、

発生をとめられないんだろうか、こんなに多発

したんだろうかという疑問があるわけでありま

すが、農政水産部長に、多発の理由をもう一度

お聞きしたいと思います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 現在までのと

ころ本県では、残念ながら12例の鳥インフルエ

ンザの発生が確認されておりますが、今回発生

した農場すべてに国の疫学調査チームが直ちに

入り、飼養衛生管理の遵守状況や、人や物等の

疫学関連、さらには農場周辺の野鳥などの調査
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を行っているところであります。これまでのと

ころ、中間報告によると、一部の発生農場にお

いて、専用の長靴に履きかえずに鶏舎内に入っ

たり、ネズミが通れるほどの穴やすき間、ネッ

トの破れ等が確認されるなど、飼養衛生管理基

準が遵守されていない点が指摘されております

が、本県で多発している決定的な原因はいまだ

特定されていない状況にございます。

○中野一則議員 まず確認しておきたいと思い

ますが、県独自の疫学調査チームというのはま

だできておりませんよね。担当部長。

○農政水産部長（髙島俊一君） はい、お話の

とおりでございます。

○中野一則議員 原因究明あるいは再発防止を

するためにも、これからの対策を打つために

も、国の疫学調査チームというのがあって、い

ろいろと取りざたされております。口蹄疫のと

きも県独自のものがありましたが、県独自の疫

学調査チームを発足すべきだと思います。実は

鹿児島県はもう発足しているんです。知事、い

かがでしょうか、発足する意思はございません

か。

○知事（河野俊嗣君） 疫学調査でございます

が、専門家から成る国の疫学調査チームに、国

の職員、それから県の職員も一緒になりまし

て、現在、一つ一つの事例、農場の調査をしな

がら進めていくということで、この疫学調査チ

ームの調査というものが、まずは基本になると

考えております。その上で、議員から御指摘が

ありましたように、本県だけ12例も続発したと

いうことは大変重く受けとめます。またさらに

は、渡り鳥が多いんではないかというような御

指摘もありますし、死亡野鳥で鳥インフルエン

ザの発生が７例確認されている。また、鳥に

よって葉物野菜がかなりやられているんではな

いか、そういういろんな声も伺いましたので、

先日も、宮崎大学や野鳥の会の専門家などとの

意見交換を行いまして、野鳥の実態、さらに

は、従来見かけなかったオシドリが多数確認さ

れている、そういうふうな情報交換を行ったと

ころでございます。県といたしましては、野鳥

の会に対し、発生農場周辺の野鳥の生息状況等

に関する調査などを依頼して、現在そういった

作業を進めておるところでございまして、可能

な限りの原因究明というものに、県としても取

り組んでまいりたいと考えております。

○中野一則議員 口蹄疫の場合も、国と県では

いろいろと考えの違いがありましたよね。やは

り宮崎県独自ということも取り組まなきゃなら

ないと思いますから、ぜひそういうことで前向

きに検討して、一日も早く調査チームをつくっ

ていただくように要望しておきたいと思いま

す。

次に、稲作、米についてお伺いしたいと思い

ます。

昨年の米価は大幅に下落いたしました。既に

県が試算をいたしておりますが、米の産出額、

前年よりも47億円減額であります。パーセント

で21.6％、驚く数字であります。また、所得補

償金30億円を加えても17億円減額、８％であり

ます。これにＴＰＰ云々が入れば、米は大打撃

を受けて稲作壊滅でありますが、稲作農家がい

ろんなことで非常に心配をされておる。「価格

は下がる、将来どうなるどかい」と、こういう

ことでございます。県下に稲作の面積が２万ヘ

クタールあるわけです。米の産出額が大幅減額

した理由と今後の稲作営農のあり方を、農政水

産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 平成22年産米

につきましては、全国的に価格が低下しており
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ますが、その要因につきましては、米の消費量

の減少や米卸売業者等の民間流通在庫の増加、

さらには景気の低迷による消費者の低価格志向

等の影響があるのではないかと考えておりま

す。このような中で、戸別所得補償では全国一

律の水準で米の生産費と販売価格の差額部分が

補償されますことから、農家の再生産を確保す

る上で一定のメリットはあるものの、小規模で

生産費が全国平均よりも高く、販売価格との差

額部分が大きい本県におきましては、十分な補

償が受けられないということも懸念されており

ます。このため国に対して、引き続き、地域の

実情に配慮した制度となるように要望を行いま

すとともに、農地の流動化等の推進により規模

拡大を進め、所得補償のメリットを生かせるよ

うな経営体の育成を図ってまいりたいと、その

ように考えております。

○中野一則議員 次に、畑かん事業についてお

尋ねしたいと思います。宮崎県の畑かん事業は

昭和33年にスタートしました。全県下で７カ所

の事業所がありますが、驚くなかれ、まだ１カ

所しか完成していない。綾川地区だけでありま

す。受益面積が１万8,959ヘクタールあるんです

が、未着手面積が8,620ヘクタール、全体の45.5

％が、まだ未着手面積ということでございま

す。このすべての国営事業、平成26年、４年後

には完成するということですから、あとは県の

事業が残るということになります。本当に未着

手面積を完成させる目標というものがあるのか

どうかということと、そうであるならば、その

手順と完成年度はいつかということをお示し願

いたいと思います。

それと、今回の組織改正で「畑かん営農推進

室」を設置されました。その理由とあわせて御

答弁をお願いいたします。担当部長にお願いし

ます。

○農政水産部長（髙島俊一君） 農業を基幹産

業とし、農地の約半分を畑地が占める本県にお

きましては、天水に頼った不安定な農業生産か

ら、水を有効活用した生産性の高い農業への転

換を図ることが必要であります。このため、近

年需要が伸びつつあります加工・業務用野菜を

ターゲットといたしました畑作営農など、畑地

かんがい施設を有効に活用した営農を推進する

ことが重要であります。関連事業の推進につき

ましては、これまでも、公共事業予算の大幅な

縮減の中、予算確保や重点配分を行うととも

に、農林振興局に「畑かん営農推進担当」を配

置し、営農と一体となった畑地かんがいの推進

に努めてきたところでございます。さらに、今

回の組織改正では、今御質問がありましたよう

に、「畑かん営農推進室」を新たに設置して営

農との連携を強化することで、より効果的な事

業推進を図り、早期の完成と効果発現に努めて

まいりたいと考えております。

畑かん営農推進室について詳しくお尋ねでご

ざいましたので、これについて御説明いたしま

すと、畑かん営農は、畑地かんがい施設を有効

に活用した収益性の高い農業の展開を可能とす

るものですので、畑地かんがい施設の整備等を

効率的に行う事業部門と、生産技術を指導する

営農部門との両面から一体的に推進を行う必要

があることから、機動的かつ効率的な推進を目

的として、この推進室を設置することといたし

ております。

○中野一則議員 次に、新燃岳噴火対策につい

てお尋ねしたいと思います。

この噴火は非常に長期化が予測をされており

ます。そうなりますと、今でも大変なのに、す

べての面に大きな影響が出ることが想定をされ
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ます。これは一県や一市町村ではどうにも対処

できないということになると思うんです。だか

ら、国からの支援が必要だ、あるいはまた特措

法の制定も必要ではなかろうか、こうも思いま

す。県議会も、今議会しょっぱなに意見書を議

決いたしました。また、知事も早目に各省を回

られて、大臣等に要請をされました。今後も特

段の対策を講じられるように、御尽力を賜りた

いと思います。

いろんなところに影響がありますが、今回

は、営農、住民への健康、観光に限って被害の

状況と対策を、農政水産部長、福祉保健部長、

商工観光労働部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 新燃岳噴火に

よる健康被害につきましては、呼吸器系への影

響や目の症状などが考えられることから、県で

は当初から、各保健所及び精神保健福祉センタ

ーに「心と身体（からだ）の健康相談窓口」を

設置するとともに、県庁ホームページに健康被

害を防止するための情報を掲載したところでご

ざいます。相談窓口には降灰による健康への影

響を心配する相談などは寄せられております

が、健康被害についての相談は現在のところ寄

せられておりません。今後とも、県民の健康が

守られるよう市町村と連携しながら、火山灰か

ら身を守るための対策の周知と、健康相談への

対応を行ってまいりたいと考えております。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 観光の被

害状況につきましては、同時期に発生した鳥イ

ンフルエンザの影響と明確に分けられないとこ

ろもございますので、あわせてお答えしますけ

れども、２月22日現在把握しているところで

は、観光関連イベントの中止・延期が21件、施

設の休園等が10施設、ホテル・旅館等のキャン

セルが、宿泊延べ１万1, 5 8 1泊、宴会が延

べ6,040人となっております。以上です。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回の火山活

動における１月26日の北諸県から南那珂地域へ

の降灰と、28日の西諸県から中部・児湯地域に

かけての降灰の影響により、現在までのとこ

ろ、ホウレンソウなどの露地野菜や飼料作物を

中心に、農作物では約４億6,000万円に上る被害

が出ております。このため県では、農作物等被

害対策会議の開催を初め、野菜などの品目別対

策マニュアルの作成とその周知や、普及センタ

ーによる営農相談及び現地指導に取り組んでい

るところでございます。また、降り積もった火

山灰が今後の営農に影響を及ぼさないよう、降

灰の量や成分に対応した土壌改良対策を進めま

すとともに、火山活動がさらに長引く場合を想

定し、雨よけハウスなどの被覆資材を用いた対

策や、降灰に強い作物への転換について検討す

るなど、一層の営農対策に努めてまいりたいと

考えております。

○中野一則議員 続きまして、危機管理のあり

方、特に災害対策本部の設置ということについ

てでありますが、どういう基準で、どういうタ

イミングで設置されるんだろうかと、今回の噴

火で少々疑問に思ったところであります。活発

な噴火を始めたのは１月26日の３時前からであ

りました。そのときの気象庁の噴火警戒レベル

は「２」でありました。対策本部を最初につ

くったのは─その日の午後４時20分には高原

町が災害対策本部をつくった。それから遠く離

れた日南が27日の午後すぐに、都城において

は28日の午前中に対策本部ができた。そういう

ことで、宮崎県がその後できたわけですが、警

戒レベル「２」が「３」になったのは26日の午

後６時でありました。それがずっと変わらない

まま。それから爆発的噴火というのが27日の15
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時41分が第１回目、翌日が第２回目ということ

でありますが、宮崎県の対策本部ができたのは

３日目、時間的には約50時間後にできているわ

けです。こういうときの対策本部というのは、

どういうタイミングで、どういう基準でできる

んだろうか、そういう思いがいたします。総務

部長、御答弁をお願いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 県における体制の

基準につきましては、警戒レベルで基本的には

区分しております。警戒レベル「３」までの間

は情報連絡本部、警戒レベルが「４」になれば

災害警戒本部、レベル「５」で災害対策本部と

いうのが基準ではありますが、今回の場合に

は、１月26日に災害警戒本部を設置いたしまし

て、28日に知事が─私も一緒だったんですが

─都城市西岳地区を視察して、多量の降灰が

県民生活に深刻な影響を与えている状況から、

全庁的な対策を講じる必要があると判断しまし

て、その日の午後４時に災害対策本部を設置し

たものであります。

○中野一則議員 県の対策本部の設置は妥当で

あったという弁解に聞こえましたが、実際は、

知事が都城の現場に行かれて、事の重大さに気

づかれて指示してできたんじゃなかろうかとい

う思いがいたします。

それから、警戒レベル、警戒レベルというけ

れども、警戒レベル「４」からが避難準備です

か。そういうところで非常に市町村が対応に苦

慮されていると、よく聞くところであります

し、きのうかおとといかも、そういう関係の話

し合いがあったようであります。高原町は、警

戒レベル「３」であるのに、実際は避難をされ

ておるわけです。地域地域によっていろいろな

問題があると思いますが、そういうことを統括

する宮崎県が、いち早く対策本部をつくって県

下を指導する、そういうことをしていただきた

いと思います。災害は噴火だけじゃありませ

ん。地震、津波、台風、あるいは次には武力攻

撃事態等も発生するかもしれません。そういう

ことで基準なり、あるいはタイミングというの

を失しないように、よろしくお願いをしておき

たいと思います。

また、今回の噴火、300年前に大変似ていると

いうことであれば、300年前は１年半続いたとい

う古文書もあるようであります。そうなると、

この対策本部をずっと終わるまで継続されるの

か、時に解除してまた再設置されるのか、その

辺はどうなるんでしょうか、総務部長。

○総務部長（稲用博美君） 災害対策本部をど

こで廃止するかということにつきましては、噴

火の警戒レベルの引き下げが一つの目安として

考えられます。しかし、今後の噴火活動や降雨

に伴います土石流の発生状況等、この辺を十分

に見きわめる必要があると思いますので、当分

は災害対策本部が存続することになると思いま

す。

○中野一則議員 やはり、きちんとした基準を

つくっていろいろと対応されるように、要望し

ておきたいと思います。

次に、教育行政についてであります。

高校再編問題について、教育長にお尋ねして

いきたいと思います。宮崎県学校教育改革推進

協議会が２月17日に、県の教育委員会、教育長

だったと思うんですが、意見・提言をされたよ

うでございます。それで、小規模高校、特に市

内に１校しかない、えびの市の飯野高校、串間

市の福島高校、こういうところにはどういう意

見・提言であったのかをお聞かせ願いたいと思

います。

○教育長（渡辺義人君） 今後の本県高校教育
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のあり方につきまして、平成21年度から２年間

にわたり、学識経験者等から構成される、お話

の学校教育改革推進協議会及びその内部組織で

ある地区別協議会等におきまして、延べ29回の

会議を開催するなどして御意見をお伺いしてま

いりましたが、このたび同協議会から、「報

告」という形で御提言をいただいたところであ

ります。この報告の中で、少子化等による生徒

数減少に対する対応につきましては、「現行の

４学級から８学級の適正規模や統廃合の考え方

等を踏まえるとともに、高等学校の学校規模や

学級編制の標準等に関する国の動向も注視しな

がら、検討していく必要がある」旨の提言をい

ただいております。一方で、お尋ねの飯野高校

や福島高校につきましては、地元の皆様から

は、「地域になくてはならない学校である」な

どの御意見をいただくとともに、「小中高一貫

教育に取り組み、成果を上げているので、その

特徴を生かしながら、地域のニーズ等に配慮

し、今後のそれぞれの高校のあり方について検

討する必要がある」などの提言をいただいたと

ころであります。

○中野一則議員 なるだけその意見等に沿った

流れで、よろしくお願いしたいと思います。

けさの新聞には高校一般入試の状況が報道さ

れておりました。定員割れになる学校が、ある

いは学科が続出しているというのを一見して

思ったところでございます。高校のクラスの基

準、先ほどちょっとありましたが、４～８学級

で、３クラスも流れで認めているというのが現

状であります。それで、高校の１学年２学級、

あるいは１学級40人以下ということも、これか

らは認めていかなければならんのじゃないかな

と思っております。それはなぜかというと、

「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標

準等に関する法律」の５条、６条でそのことを

認めているわけです。法律が２学級を、あるい

は１学級40人以下も認めている。しかも全国の

実態を見ますと、１学年２学級というのが35都

道府県にあります。ないのは宮崎県を含めて12

県のみであります。宮崎県は過疎の県、そして

これから人口が減少するということで、長期ビ

ジョンをつくって何とかしようということであ

りますが、超少子化がこれからどんどん続くこ

とが容易に想定されるんです。そういう中での

高校の１学年の学級数、あるいは１クラスの生

徒数、その辺は全国にもたくさん例があるわけ

ですから、これから対応していただきたい。教

育長の英断のお言葉を求めます。

○教育長（渡辺義人君） お話にありましたよ

うに、全国的には１学年２学級の高校はござい

ますし、また御紹介のありました法律において

も、そのような書きぶりになっております。し

かしながら、このような小規模の学校におきま

しては、生徒同士の切磋琢磨の機会が減少した

り、生徒の希望するさまざまな部活動を開設で

きなかったり、学校行事で活気と深まりのある

充実した教育活動が展開しにくいなどの課題が

あると伺っております。また、１学級を40人以

下として学級数を維持した場合におきまして

も、生徒の総数は変わることはありませんの

で、小規模校としての課題は依然として残るこ

とになります。今後の新たな計画の策定に当た

りましては、今申し上げましたような課題、学

校教育改革推進協議会からの提言を踏まえなが

ら、いかにして生徒にとって魅力と活力のある

高等学校の教育環境を提供するかという視点で

検討を行っていくことになろうかと思います。

○中野一則議員 全国に例がありますから、先

進地をよくよく調査等していただきたいと思い
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ますし、２学級であっても特色ある学校づくり

というものはできるはずですから、前向きに御

検討をお願いしたいと思います。

次に、中学校教科書採択についてお尋ねいた

したいと思います。平成23年度が中学校教科書

の採択の年度であって、新しい教科書は平成24

～27年度４年間使用すると、こういうことに

なっております。中学校教科書採択に当たって

は、教育基本法、学習指導要領改訂の趣旨を踏

まえた教科書採択が可能となる環境整備と、教

育委員会の権限と責任で同法、同要領改訂の趣

旨を反映した教科書採択がなされる取り組みを

進めるべきと思いますが、教育長のお考えをお

伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会といた

しましては、これまでも、市町村教育委員会等

の教科書採択に関する事務について、適切な指

導、助言または援助を行うために、法律に基づ

きまして、学識経験者や保護者などで構成する

教科用図書選定審議会から、教科書採択につい

て答申をいただいております。この答申には、

一つには教育基本法の目標に即したものである

こと、学習指導要領に示された各教科の目標・

内容に即したものであること、採択地区の実態

を考慮することなどの採択の基準が示されてお

ります。来年度の中学校の教科書採択におきま

しても同様に、この審議会から答申をいただく

ことにしており、県教育委員会といたしまして

は、この答申に基づき、県内の各採択地区で適

正な教科書採択が行えるよう、今後とも指導、

助言または援助に努めてまいりたいと思いま

す。以上です。

○中野一則議員 次に、警察行政について、本

部長にお尋ねしていきたいと思います。

23年、本年の県警の運営重点事項は、「街頭

犯罪等の抑止・検挙と犯罪の起きにくい社会づ

くりの推進」ということであります。既に、刑

法犯の認知件数がどんどん下がっているという

実績が出ております。県全体を見ますと、20年

と比較した場合の22年でありますが、減少率

が21.2％という実績でございます。ところが、

えびの警察署、同じ期間の減少率、実に46.6％

という数字が出ております。なぜだろうかとい

うことで、私なりに思いを含めて調査させてい

ただきました。

えびの署管内の減少について、飯野駅前交番

を例にとりながら説明しますと、まず民間の協

力が非常にあったということです。どこもある

んだと思いますが、飯野駅前交番連絡協議会の

会員の皆さん方が非常に一生懸命取り組んでい

る。創立20周年の記念大会がこの前ございまし

たが、すべての祭事には積極的に出て、防犯活

動をされたり、青パトによる巡回もしょっちゅ

うされている、こういうことがいろいろと功を

奏しているんではなかろうか。それから、飯野

駅前交番は駅舎の構内にあるわけですけれど

も、飯野駅前の区民の皆さん方、ここで「とい

ちらかさん会」というのができておりますが、

ここが駅の官舎を管理しながら徹底した管理、

清掃をされる。特にトイレの清掃を徹底される

ということで進められております。そういう民

間との協力の関係。

それから、えびの署の取り組みです。ここが

放置自転車の徹底防止、あるいは盗難自転車の

徹底捜査、言うなればニューヨーク市の有名な

割れ窓理論、これを徹底して実践されたという

ことでございます。その結果でありますが、自

転車の盗難認知件数が大幅に減少しました。県

全体は、20年に対して22年は減少率わずか６％

なんです。ところが、えびの署の場合は減少
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率76.5％、この数字が、さっき言った刑法犯の

認知件数減少、えびのが顕著な数字が出ている

ゆえんであろうと思っております。警察と民間

が協力しながら、時にはあうんの呼吸で取り組

んだ結果であろうと。それで、飯野駅前を利用

される皆さん方、特に高校生のマナーが非常に

よくなったという評価もよく耳にしているとこ

ろでございます。

それで、えびの警察署、飯野駅前交番を含め

たことでありますが、その周辺の今言った事例

を警察本部長はどのように評価しておられるか

ということと、これから進める「犯罪の起きに

くい社会づくりの推進」を今後どのように取り

組まれるかということ、それと青パトへのガソ

リン代等の支援は考えられないものかどうかと

いうことについて、警察本部長にお尋ねいたし

ます。

○警察本部長（鶴見雅男君） ただいま、えび

の警察署並びに住民の皆様方の熱心な取り組み

を御紹介いただきまして、まことにありがとう

ございます。お話のありましたとおり、年々犯

罪発生、刑法犯認知件数は減少しております

が、特にえびの警察署管内における減少率は大

変高いものがございます。これはとりもなおさ

ず、えびの警察署による検挙・防犯活動もござ

いますけれども、やはり、自主防犯ボランティ

アの方々を初め関係機関・団体ともに連携し、

地域に密着した地域安全活動を積極的に推進し

ていただいている、これが功を奏したものだと

いうふうに考えております。

また、今後の犯罪の起きにくい社会づくりで

ございますけれども、現在活動していただいて

いる民間ボランティアの皆様方の活動をより一

層活発にしていただくということ、さらに、業

種や世代を超えた幅広い県民の皆さんに参加を

していただく重層的な防犯ネットワークを整備

していくということと、警察のほうからも身近

な犯罪や地域安全に関する情報をタイムリーに

提供していくというようなことで、社会の規範

意識の向上と、きずなの強化を図って、犯罪の

起きにくい社会づくりを進めていく所存でござ

います。

青パトにつきましては、現在、県下で民間ボ

ランティアによる青パト、55団体、365台が運用

されている状況であります。ガソリンの支援に

つきましては、他県の状況を参考にしながら、

自治体を初め関係機関とも連携をしてまいりた

いというふうに考えております。

○中野一則議員 犯罪の起きにくいというより

も、犯罪のない社会づくりのために、いま一層

の御尽力を賜りたいと思います。

次に、入札制度についてお尋ねしていきたい

と思います。

過去４年間の県政の中で、県内建設業者がど

のような状況にあったかということでございま

すが、倒産件数が160件、従業員数が1,887人、

実際は失職されたということでございます。も

ちろん倒産件数のほかに、廃業されたり規模縮

小をされているわけですので、多くの失業者が

想定されるわけでございます。この急激になっ

た原因というのが、あながち条件付一般競争入

札だけではないと思いますけれども、この影響

は非常に大きかったと判断をいたしておりま

す。我々自民党あるいは自民党県連は何回とな

く、予定価格3,000万円未満の公共工事を指名競

争入札に復活してくれと、こういう要望、提言

をしてきているわけでありますが、知事の政策

提案の中に、そのことを明確にした文言はない

ようであります。それと、１月21日の就任記者

会見で、「指名競争入札の復活は今の段階では
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考えにくい」と発言もされております。知事も

前任者からの引き継ぎ、立場、いろいろあるだ

ろうと思いますが、この４年間のうちに指名競

争入札の復活はあり得るかないかだけをお答え

願いたいと思います。知事よろしくお願いしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 重要なテーマですので

丁寧に答弁をさせていただければと思うんです

が、入札制度でございます。地域企業育成型を

初めとする総合評価落札方式の拡充など、これ

までの取り組みによりまして、公正、透明で競

争性の高い制度が構築されたという認識でおり

ます。しかしながら、建設投資の大幅な減少で

ありますとか、一般競争入札の拡大による競争

性の高まりに加え、景気の悪化もありまして、

建設産業を取り巻く環境は大変厳しい状況にあ

ると認識をしております。社会資本整備の担い

手である建設産業は、災害時の緊急対応などに

大きな役割を果たす―昨年の口蹄疫のときも

そうですし、今の新燃岳の降灰の対策につきま

しても、大変重要な役割を果たしていただいて

いると認識をしております。また、地域経済と

雇用を支える重要な産業の一つでありますの

で、建設業が健全に発展することも大変重要な

ことであると認識をしております。入札制度に

つきましては、これまでの改革を踏まえつつ、

基本的には一般競争入札の枠組みの中で、適正

な施工の確保や建設業の果たす重要な役割を

しっかりと踏まえまして、幅広く意見を伺いな

がら対応してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 先ほどの口蹄疫の対策の問題

や鳥インフルエンザ、噴火のことで非常に建設

業者が一生懸命御尽力しておられるという話を

されました。やはりこういうのができるのも、

それぞれの地域に満遍なくこういう業者が配置

されていることでそういう対応ができるわけで

すので、地域性を考えて、ぜひ、自民党が要望

している形を一日も早く実現していただくよう

に、再度よろしくお願いをしておきたいと思い

ます。

次に、医療・福祉行政についてであります。

まずは医療対策、非常に医師が宮崎市周辺に

偏在をしているという状況、市町村立病院の医

師不足、大幅に不足しているという状況、県内

にまだ無医地区が、諸塚村や椎葉村、日之影町

等に17地区あります。この実態をどのように福

祉保健部長は認識され、また対策を打たれよう

としているのかをお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県の無医地

区は、平成21年の調査によりますと、８市町

村17地区となっております。また、県内医師数

は年々増加しておりますが、その半数以上が宮

崎東諸県圏域に集中しており、地域的な偏在が

顕著であると認識しております。さらに、市町

村立病院・診療所においても、平成22年４月現

在、13医療機関で27名の医師が不足している状

況にあります。このような医師不足や地域偏在

は、地域医療の確保に重大な影響を与えている

と考えておりますので、今後とも引き続き、自

治医科大学卒業医師の配置や医師修学資金の貸

与、宮崎大学「地域医療学講座」への支援な

ど、市町村や医師会、宮崎大学等と連携しなが

ら、医師確保に積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

○中野一則議員 次に、医師確保対策について

お尋ねしたいと思うんですが、医師を確保する

ということは、全国共通の課題であるようであ

ります。ですから、取り組みも共通点がいろい

ろとあるわけですが、宮崎県独自の対策という

のはどういうものがあるかということを御紹介
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いただきたいということと、今までに確保のた

めの予算をどのくらい費やしたんだろうか、

使ったんだろうかということを尋ねたいと思い

ます。また、その結果、成果というものはどの

ようなものがあったのか、あるいは見通しを含

めて成果をお聞きしたいと思います。福祉保健

部長、よろしくお願いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、本県独

自の医師確保対策でございますが、公立病院等

を有する市町村と医師確保対策推進協議会を設

置いたしまして、ホームページによる求人情報

の発信や、みやざき地域医療応援団への登録呼

びかけ、病院説明会等を開催するとともに、宮

崎大学の医学部講座等において、県内高校生に

対し地域医療の魅力や地域枠、地域特別枠の説

明を行いますとともに、医学生を対象とした

「へき地医療ガイダンス事業」を実施している

ところでございます。

また、これまでの対策に要した予算等でござ

いますが、県では、医師の養成を図るため、自

治医科大学の運営費負担や医師修学資金貸与事

業を実施いたしますとともに、僻地等の医師を

確保するため、医師派遣システムや市町村と連

携した医師確保対策推進協議会での活動などさ

まざまな取り組みを行っており、平成22年度予

算で約３億2, 0 0 0万円、過去５年間で約９

億8,000万円の予算を計上しております。このよ

うな取り組みによりまして、自治医科大学卒業

医師を僻地公立病院等へ毎年10名程度配置する

とともに、医師派遣システムで確保した２名の

医師や、医師確保対策推進協議会の活動で確保

した４名の医師に、公立病院等で勤務していた

だいているところでございます。また、医師修

学資金貸与者も現在49名となっており、近い将

来、僻地公立病院等での勤務が期待されるとと

もに、宮崎大学「地域医療学講座」から公立病

院への医師派遣も始まるなど、今後、成果が出

てくるものと考えております。

○中野一則議員 手を緩めることなく、今後も

この対策には一生懸命取り組んでいただいて、

無医地区の解消なり医師不足というものの解消

に努めていただきたいと思います。

次に、ドクターヘリについてお尋ねしたいと

思います。ドクターヘリは平成24年度からスタ

ートということでありますが、まずは県下全域

に発着が可能か、ヘリコプターがおりられなけ

れば意味がないわけですから。また、新たなヘ

リポート等をつくる必要があるのかということ

を、まずはお尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） ドクターヘリ

の航続可能時間は約２時間で、飛行可能距離は

約400キロメートルと言われておりますので、宮

崎大学医学部附属病院からの出動に関して、県

内全域をカバーできるものと考えております。

また、安全性が確保されれば、県内どこでも離

着陸を行うことが可能であります。

○中野一則議員 それと、このドクターヘリへ

の出動要請、だれかが要請しないとドクターヘ

リは飛んでこないわけですが、消防が要請する

という話を聞いております。ですから、消防に

医学的高度な判断なり知識がないと要請ができ

ないはずですよね。それで、常備消防があると

ころは既に日常業務で確実な要請が可能だと思

いますし、また不足するところは一生懸命、今

取り組まれていると思います。そういう考え方

でいいのかということと、西臼杵、入郷、西米

良村、３町村が非常備地区で消防がありませ

ん。それで、こういうところの対応は、医学的

な判断をして要請するわけですから、それが間

違いなく対応できるのか、万全なのかというこ
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とを福祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、事前の

訓練の状況についてでございますけれども、ド

クターヘリの運航に当たっては、消防機関との

連携が重要であります。このため県では、救急

隊など消防機関職員をドクターヘリを運航して

いる先進病院へ派遣し、研修を行っているとこ

ろであり、今年度末までに65名が受講予定と

なっております。

また、非常備消防町村での対応についてでご

ざいますけれども、非常備消防町村における救

急搬送は、役場の消防担当職員や病院職員等が

行っており、重症患者の場合は医師が救急車に

同乗して現場に赴く町村もございます。ドクタ

ーヘリの要請は、医師が救急車に同乗している

場合は問題はないものの、役場の消防担当職員

等の場合は、その判断に迷うものと思われま

す。このため、非常備消防町村の消防関係職員

等を対象とした研修を実施するとともに、非常

備消防町村の意見も踏まえ、今後、宮崎大学で

策定するドクターヘリの要請基準等に生かして

まいりたいと考えております。以上でございま

す。

○中野一則議員 大変重要なことでありますか

ら、県下満遍なく、いつでもドクターヘリがき

ちっとした要請で行って、１名でも助かるよう

な状況をぜひ構築していただくように、お願い

しておきたいと思います。

次に、県立看護大学に関して質問していきた

いと思いますが、卒業生の県内就職への取り組

みとその成果を福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県では、県内

就職率向上のため、平成21年度入学者から本県

出身者の推薦枠を18名から25名に拡大したほ

か、県立病院の就職説明会への積極的な参加を

学生に促すといった取り組みを行っているとこ

ろでございます。また、県内への就職を促進す

るためには、研修体制の充実も重要であること

から、本年度から県内25の医療機関で新人看護

職員卒後研修を実施しているところでありま

す。このような取り組みにより、本年度の県立

看護大学卒業生の県内就職率は、２月16日現在

で45.1％と、前年度の38.9％を上回る見込みと

なっております。

○中野一則議員 それと、看護大学には20億円

の基金があって、それの運用益でいろんな事業

に取り組まれております。ところが、学術研究

支援事業がこの10年間で物すごく低迷いたして

おります。平成21年度は10年前の10分の１の420

万円しか使わなかったということであります

が、この支援事業の低下の理由と、学術研究の

実態はどうなのかを福祉保健部長にお尋ねいた

します。

○福祉保健部長（高橋 博君） 看護学術振興

財団では、平成15年度までは基本財産の運用収

入と県からの補助金で学術研究支援を行ってお

りましたが、県の厳しい財政事情もあり、近年

は主に運用収入での事業支援となっておりま

す。事業内容としては、がん対策に係る看護領

域からの学術研究や、地域が連携した看護ケア

システムの構築に関する研究、あるいは看護学

生を対象とした交換留学など国際交流の促進、

地域住民を対象とした公開講座など生涯教育の

振興といった事業が実施されております。

○中野一則議員 これからもそういう事業に取

り組まれると思いますが、この基金制度は来年

度から新しい制度になって、今までは運用益を

使っておったんですが、これからは金額も半分

になって取り崩しの形で使っていくと、こうい

うことになります。今後の学術研究の取り組み
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の必要性と、どのくらいの研究費が要るかをお

尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 「医師・看護

師等育成・確保・活用基金」についてでありま

すけれども、これは医療・看護に携わる人材の

育成や資質向上等に係る事業として、学術研究

の支援やキャリアアップを図るための研修事

業、就労環境の整備事業等を想定しておりま

す。財団で支援してきた学術研究事業につきま

しては、当基金の趣旨に合致するものでありま

すので、今後、基金の活用について検討してま

いりたいと考えております。事業規模につきま

しても、これまでどおりの相当程度でというこ

とで考えているところでございます。

○中野一則議員 やはり、学術研究というのは

教育レベルを向上させる、あるいは先生たちの

研さんにもつながると思うんです。いわんや優

秀な看護師を育成するということでありますか

ら、今後とも一生懸命、あるお金は使っていく

と、研究していくということでやっていただ

く。そういうことが大学の存在価値を高めるこ

とにもつながって、優秀な生徒がどんどん入っ

てきて相乗効果が生まれると思いますから、よ

ろしくお願いしておきたいと思います。

次に、社会福祉事業団についてお尋ねしてい

きたいと思います。自立化交付金40億円でした

が、この執行残12億8,000万円があるわけです。

これを修繕積立金ということで今積み立てられ

ておりますが、新たな施設修繕計画はどういう

計画であったのかということと、平成22年度の

執行実績を福祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 施設修繕費等

積立金の残高は、平成21年度末で約12億8,000万

円となっておりまして、今後、ひかり学園のス

プリンクラー整備や、ひまわり学園の外壁改修

工事等、順次改修を行い、平成25年度までに全

額執行される予定であります。また、22年度に

つきましては、約７億2,000万円の執行を予定し

ておりましたが、その大半を占める向陽の里自

閉症棟の整備に必要な開発行為や建築確認の作

業に時間がかかり、23年度に約５億円を繰り越

さざるを得なくなったため、約１億5,400万円の

執行見込みとなっております。

○中野一則議員 本来ならば、過去５年間、平

成21年度までに40億円すべてを使い切らなけれ

ばならなかったものを使わなかった。特に修繕

費等の分が残って、こういう形になっておりま

した。今回もまた７億円のものが５億でしたか

残ったということであります。この繰り返しが

６年前からずっと来ているんです。ですから、

きちんとした計画を立ててする。事業団には古

い施設がたくさんあって、早急に修繕しなきゃ

ならないという声をよく聞くわけですから、今

後も計画的に使っていただきたい。こういう繰

り越し、繰り越しで使っていかなければ、一た

ん事業団に返還を求めて、ぴちっとした計画を

立ててから、新たにまた交付すればいいことだ

と思っております。そういうことを要望してお

きたいと思います。

それと、経営陣、スタッフの自立化は達成さ

れたのかをお尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 事業団からは

毎年度、円滑な組織運営や経営改善の推進のた

め、県職員の派遣等が求められているところで

ありますが、事業団の自立化のためには、人的

にも自立した経営が確立されることが重要であ

ると認識しております。このため、県職員の派

遣等につきましては、要請に応じて、自立化事

業実施前の平成16年度までは、現役職員を10名

程度派遣しておりましたが、自立化事業がスタ
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ートした17年度以降、年々派遣者数が減少し、

平成22年度には現職２名、県ＯＢ職員３名の計

５名となっております。今後とも県職員の派遣

等につきましては、自立を促すことを念頭に置

き、その必要性を十分検討した上で対応してい

くこととしております。

○中野一則議員 一年でも早く経営体制も自立

化が図られるように、よろしく御指導くださ

い。

次に、子育て支援についてお尋ねしたいと思

います。

知事は、「日本一の子育て・子育ち立県」と

いうことを大きな柱にして、午前中もありまし

たが、基本政策に「人財づくり」というものを

提唱されております。しかし、「日本一の子育

て・子育ち立県」といっても、成果をイメージ

することがなかなかできないんですが、知事、

どのようにイメージすればいいか、具体的に例

を挙げて御説明願いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県は、元気な子供を

はぐくむ豊かな自然でありますとか地域のきず

なが残されており、保育所の待機児童がゼロで

あるなど保育環境が充実しておりまして、全国

の中でも子育てがしやすい環境にあると考えて

おります。また、平成20年に民間のあるシンク

タンクが発表した「いい子どもが育つ」都道府

県ランキングにおいても、本県が全国トップで

あったというような状況があるわけでありま

す。私は、本県の大きな財産である「きずな」

を大切にしながら、子育てや子育ちを社会全体

で支えることにより、県民の皆様が安心して子

供を生み、子育てが楽しいと実感できるよう

な、子供たちが夢や目標を実現し、未来を切り

開くことができるような「日本一の子育て・子

育ち立県」を目指してまいりたい、そういう方

向性を示させていただいたところであります。

○中野一則議員 子育て日本一を目指す知事の

思いは、非常に強いものがあると思うんです。

であるならば、初年度からいろいろと事業が取

り組まれていると思うんですが、福祉保健部長

に、日本一を目指す初年度である平成23年度

に、どういう事業内容、そしてまた予算額で対

応されようとしているのかをお尋ねしたいと思

います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成23年度当

初予算におきましては、今回、義務的経費や経

常的経費を中心とした骨格予算ではあります

が、子育て支援対策の主な事業としましては、

その基本となるものとして、保育所の運営費用

や子ども手当の支給に係る負担に加え、社会全

体で子育てを応援する機運の醸成や、地域にお

ける子育て支援体制の充実、さらには児童虐待

対策の強化など約133億円をお願いしているとこ

ろであります。以上でございます。

○中野一則議員 133億円を使って日本一を目指

そうということですから、実現に向けていろい

ろと取り組んでいただきたいと思います。

その133億円の中には子ども手当も入っていた

ように答弁がございましたが、その子ども手当

についてお尋ねしたいと思います。県の負担額

は約26億3,000万円ですね。それで県議会も、実

は12月７日の議会で、「子ども手当財源の地方

負担に反対する意見書」というものを全員一致

で議決させていただきました。つまり、全額を

国庫負担にすべきだと、こういう意見書なんで

す。県下のすべての市町村が、同じ趣旨でこの

意見書を可決されております。また、地方負担

を拒否する地方公共団体もあるわけです。宮崎

県はこの負担分を予算化して今回提案しておら

れるわけですが、しょっぱなから県負担を予算
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化した理由と、子ども手当に対する知事の政治

的スタンスを、知事にお伺いしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、県と

いたしましては、これまで、国と地方の役割を

明確にして、子ども手当のように全国一律に実

施する現金給付につきましては、国が全額を負

担すべきであるという主張を、九州知事会や全

国知事会などを通じて一貫して強く行ってきた

ところでありますが、地方負担が再び継続され

ることになったことは、まことに遺憾に思って

いるところであります。国は、平成24年度以降

の制度設計に当たりましては、国と地方の会議

の場において、国と地方の役割分担や費用負担

のあり方を含め、地方の理解が得られるよう十

分な協議を行うということでありますので、来

年度の子ども手当の県負担分については、県民

の皆さんの不安感を解消し、市町村が混乱をし

ないよう、当初予算に計上して、国の動向を注

視しているところであります。

子ども手当につきましては、子育てにかかる

経済的負担の軽減につながるものであり、さら

には次代を担う子供の育ちを社会全体で応援す

る観点から実施されたところでありまして、子

供を安心して生み育てることのできる社会の構

築に向けた手段の一つ、取り組みの一つである

と考えております。しかしながら、財源の一部

につきまして地方の負担が継続して求められて

いることなど、解決すべき課題が残されている

ものと考えております。

○中野一則議員 子ども手当が完全実施、すべ

ての子供に２万6,000円ということで実施されれ

ば、県の負担もまだまだふえるわけですけれど

も、そういう中での「日本一の子育て・子育ち

立県」が予算の上からも実現可能かということ

を、知事にお尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 非常に大きなテーマ、

重要なテーマでありますので、さまざまな方策

を講じることにより、その実現を図ってまいり

たいと考えております。

○中野一則議員 せっかく、「日本一の子育て

・子育ち立県」を目指されているわけだから、

この政策実現のために力点を置くべきだと。そ

うしたときの子ども手当へのお金も加えては、

何のための政策かとこういうことになりますか

ら、国に強く、国負担ということを、知事のほ

うもどんどん要望していっていただきたいと

思っております。すべて予算が通るか通らんか

は、これからの議会の動向次第だと思いますか

ら、よろしくお願いしておきたいと思います。

次に、県立病院の再建計画についてお尋ねし

たいと思いますが、平成22年度で6,800万円の黒

字化を目指した中期経営計画、ところが、残念

ながら７億円の赤字が見込まれるということで

ございます。基準年度の平成17年度が31億円の

赤字であったことからすれば、その成果は大変

大きいというふうに、努力はされたなというこ

とに、私自身も評価をいたしますが、達成でき

なかった第１期の計画を、端的に病院局長に総

括していただきたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 第１期計画で

は、計画年度の最終年度であります平成22年度

に、３つの県立病院すべてにおいて単年度の黒

字化の目標を掲げまして、診療報酬の７対１入

院基本料の取得や業務委託の推進を初め、さま

ざまな経営改善を職員一丸となって取り組んで

きたところでございます。計画策定時には想定

していなかった全国的な医師不足の影響等か

ら、単年度黒字化という目標の達成は厳しい状

況にございますが、ただいま議員から御指摘い
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ただきましたように、17年度スタート時といい

ますか、その前に31億円程度であった赤字が、

今年度は、７億円程度まではいかない、６億円

程度に圧縮できる見込みが立ったところでござ

います。こういうことで、この計画期間中に

約25億円の収支改善が図られたところでござい

まして、職員のコスト意識の向上や経費節減の

徹底により、赤字体質の改善が相当程度進んで

きたのではないかと認識をしているところでご

ざいます。

○中野一則議員 努力に努力をされた結果がそ

ういう数字でありますが、２期計画はわずか３

年で黒字化ということを目指されております。

達成への自信のほどと、収支目標や基本方針を

病院局長にお尋ねいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院運営の根幹

であります医師確保に確実な見通しが立てられ

ない状況にあるなど、さまざまな課題が山積し

ておりますが、第１期計画の成果を踏まえまし

て、職員が一丸となって経営改善に取り組むこ

とにより、３県立病院全体としての収支均衡と

いう目標は達成できるものと認識をいたしてお

ります。

○中野一則議員 次に、県立病院の赤字の累計

は276億円が見込まれておりますが、これに対す

る病院局長の御認識と対策をお聞きしたいと思

います。

○病院局長（甲斐景早文君） ただいま御指摘

の累積欠損金でございますけれども、昭和39年

度に地方公営企業法の財務規定を適用して以来

の毎年度の収支差を積み上げたものでございま

して、収支が赤字であった年はふえますし、黒

字であった年は減るということを繰り返して今

日に至っているものでございます。したがいま

して、病院局といたしましても、今後一層この

経営改善を進め、累積欠損金の増加に歯どめを

かけてまいりたいと、このように考えておりま

す。

○中野一則議員 累積赤字が少しでも減るよう

に、御努力を賜りたいと思います。

県立病院は宮崎市、延岡市、日南市の３カ所

にあって、ないところがたくさんあるわけです

が、ないところには市町村立の病院がありま

す。先ほどの答弁で27名が不足しているという

ことでありましたが、県立病院と市町村立の病

院との連携というものは考えられないかどう

か、あるいはまた、どういう御指導をしようと

されているのかをお尋ねしたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立病院の使命

と役割、これは既に御承知のとおりでございま

す。３地域に３病院ございますけれども、それ

ぞれ患者さんにつきましては、各地域からその

地域の中核病院あるいは基幹病院ということで

御利用いただいております。引き続き、各地域

からの最後のとりでということで、その使命と

役割が果たせるように、今後とも魅力ある病院

づくりに取り組んでまいりたいと思っておりま

す。

○中野一則議員 県立病院と市町村立の病院が

うまく連携するように、よろしくお願いいたし

たいと思います。

以上で自由民主党の代表質問のすべてを終わ

ります。（拍手）

○中村幸一議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時３分散会


