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8番 山 下 博 三 （自由民主党）
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18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 廣 明 （自由民主党）
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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）
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29番 満 行 潤 一 （ 同 ）
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31番 濵 砂 守 （ 同 ）
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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 ）
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◎ 一般質問

○中村幸一議長 ただいまの出席議員41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。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。この任期中３度目のトップバッター

となりました。あっという間の４年間でありま

した。議会においては、先輩議員、同僚議員、

また執行部の皆様方には御指導、御鞭撻を賜

り、非常に感謝しております。また、河野新知

事に初めての質問の機会となります。まずもっ

て知事就任おめでとうございます。

２年半前の夏でした。当時の河野副知事に

「政治家になる気はありますか」と聞いたとき

がありました。そのときに、当時の副知事は、

「知事ならば」と答えられました。その２年半

前に内に秘めたる思いがあったのかなと思いま

すが、先ほど聞いたら、既に忘れられているよ

うでした。これからは、東国原知事の後継では

なく、河野カラーを存分に発揮していただきた

いと思います。

さて、この任期最後の議会で若い世代の声を

代弁させていただくならば、私たち40歳以下の

世代は、右肩上がりの時代を知らず、低成長・

マイナス成長の時代に社会に出ました。進学や

就職等厳しい競争の中、勝ち組や負け組といっ

た言葉が出て、また、そのしわ寄せがワーキン

グプア、フリーター、ニートといった非正規雇

用を中心とした新たな問題が発生してまいって

おります。また、若くして生活弱者があふれて

おります。年配者から見れば、「今の若いやつ

には根性がない」と言われるかもしれません

が、現実に若い世代がこのような状態にあっ

て、現在の国や地方の借金が次の世代に押しつ

けられるようなやり方では当然受けとめられ

ず、いつかは破綻し、また社会全体のバランス

がおかしくなって当然だと思います。また、も

うその限界は来ていると思います。このような

時代、これまでの政治でよいのか、行政でよい

のか、時代の変化に対応しているのか、私自

身、自問自答の日々であります。少し演説調に

なってまいりましたが、ぜひ執行部の皆様方に

は、これからの時代に合った行政のあり方を追

求していただきたいと思います。

さて、河野新知事の行政改革、財政改革に対

する思いを尋ねようと思いましたが、数多くの

質問が代表質問で出されましたので、重複する

部分は割愛をいたします。

まず、知事にお伺いをいたします。政権交代

後、最も大きな成果だと言われた行政刷新会議

「事業仕分け」、財源の捻出額は3.9兆円と目標

には届かなかったものの、大きな財源には間違

いありませんし、既得権益の見直しには効果が

あったと思います。また、全国的に広がったこ

とで多くの自治体で事業が見直され、それ以上

の効果を生んだと思います。先日、宮崎市の事

業仕分けでは２億2,000万円もの削減効果があ

り、来年度も事業仕分けを行うため予算計上を

したと新聞報道にありました。本県の事業仕分

けは、政権交代より以前に行われ、残念ながら

その当時は注目度も高くありませんでした。政

府よりも先んじてやったものの、その後は行っ
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ておりません。専門家や一般県民の角度から事

業をチェックするということは、県民の政治参

加や意識の向上にもつながると思います。知事

は事業仕分けに対しどのように考えているの

か、お尋ねいたします。

また、統一地方選挙を前に、新聞を初めマス

コミでは議会不要論が噴出しております。首長

と議会の対立がエスカレートした阿久根市や名

古屋市などが事の発端ではありますが、多くの

新聞や書籍を見ても、条例提案や予算修正をし

ない議会、また、首長となれ合いの議会、議会

本来のチェック機能を果たさない議会などな

ど、記事を見ると、議会への不満が高まってい

ることも事実であると思います。宮崎県議会も

この４年間、多くの改革を行ってまいりまし

た。一問一答方式の導入に始まり、定数の削

減、海外視察費の凍結、応召旅費の減額などな

ど、特に政務調査費の領収書添付に関しては、

全添付を義務づけ、使途マニュアルも厳しく厳

格化されました。それによって、平成17年度の

返還金が１万1,587円であったものが、平成20年

度は1,759万5,161円と大きな成果も出ており、

議会全体で取り組んできたあかしとなりまし

た。行政改革同様に、議会も時代に合ったもの

に絶えず改革をしていかねばなりません。そこ

で、知事に、議会不要論をどう思うか所感を伺

い、また、宮崎県議会への期待をお聞かせ願い

たいと思います。

以下、質問者席より質問を続けます。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えをいた

します。

まず、２年半前に知事ならばという発言が

あったということでございますが、当時、東国

原知事の国政転出の問題がいろいろ議論されて

いる中で、地方自治を志した私としては、国政

というよりも興味を持つのは知事の職である

と、そういうような発言であったかと思ってお

ります。

事業仕分けにつきましては、国の行政刷新会

議において平成21年度から取り組まれて、大き

な注目を集めたところでありますが、御指摘の

ありましたように、本県においては、国に先駆

けて、既に平成19年度に実施いたしたところで

あります。そのときに、議会との役割をどう考

えるのかという一つの議論がなされたことは記

憶に新しいところでございます。その後、本県

におきましては、予算編成の第一段階として実

施をしております事務事業の見直し作業におい

て、すべての事業を対象に、事業仕分けの成果

や手法を踏まえたゼロベースからの徹底した見

直しに取り組んでおるところでございまして、

実務的には当面、現行の方式において、必要な

見直しが毎年毎年なされているというふうに考

えているところでございます。

議会についてでございますが、本来、地方自

治は二元代表制を基盤として、首長と議会との

一定の緊張関係によって成り立つものでありま

して、地方分権が進展する中、住民にとって身

近な存在、そして多様な住民の意見を集約する

議会の役割というものは、ますます重要性を増

してきているものと考えております。私は、議

会との協働による県民本位の開かれた県政を実

現してまいりたいと考えておりますので、今後

とも、議会の皆様とともに、真摯な対話と前向

きな議論を重ねさせていただくことにより、車

の両輪として互いに切磋琢磨していく、そのよ

うな形を望んでいるところでございます。以上

であります。〔降壇〕

○西村 賢議員 ありがとうございました。事
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業仕分けという今の国がやったような手法に対

しては、知事は、賛同できないというか、やり

方が違うという感覚でよろしいでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） やり方が違うとか賛同

できないということではございませんで、それ

ぞれの団体なり、それぞれの組織において、事

業の見直しにはいろいろやり方があると思いま

すし、そのいろんな状況においてそういう手法

がどのように効果を発するかというのは、それ

ぞれ状況に応じたものだと考えております。本

県におきましては、19年度に、その当時の状況

を踏まえた見直しがなされたわけでありまし

て、その成果を踏まえて、現時点においても、

実務的にはさまざまな見直しを行っておると、

そのような認識でおるということでございま

す。

○西村 賢議員 ということは、19年度といい

ますと、東国原知事が誕生した４年前というこ

とになります。河野知事が誕生したことし、も

しくは４年目のスタートの年にやる気というの

は、今のところはないんでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 現時点では考えており

ません。第３期の財政改革推進計画を定めて、

その中で、持続可能な財政のあり方というもの

をしっかりと考えてまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 再質の予定も特に通告はして

いなかったんですけれども、事業仕分けという

ものは、やはり全国的に見ても非常に効果があ

るというイメージを私は持っております。今の

お話で、これ以上突っ込むようなことはありま

せんけれども、できれば部分的なことでもされ

るのがよいのかなと思っております。

次に移りたいと思います。

次に、県北の産業活性化について伺います。

まず、県北というところは、産業都市であり

ながら、実はこの近年、非常に有効求人倍率が

厳しい状況にあります。初めに、県北地域の有

効求人倍率の状況、そして、昨年の口蹄疫や鳥

インフルエンザによる雇用への影響がどう出て

いるのか、商工観光労働部長にお伺いをいたし

ます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） まず、県

北地域の有効求人倍率でございますが、直近

の12月で、ハローワーク延岡管内が0.48倍、日

向管内が0.40倍と、県平均の0.51倍を下回って

おります。

次に、口蹄疫の雇用への影響につきまして

は、宮崎労働局によりますと、雇用調整助成金

の対象者は、１月末までで延べ7,821人となって

おります。また離職者数は、昨年10月末まで

で296人となっております。また、鳥インフルエ

ンザの雇用への影響につきましては、関連事業

者等から雇用調整助成金の利用について、これ

までで延べ15件の相談が寄せられております

が、まだ具体的な申請はないとのことでありま

す。今後とも、離職者等に対する相談や、国へ

の要望の結果、先般、要件が緩和されました雇

用調整助成金の周知による活用の促進、緊急雇

用基金の活用による雇用の場の確保等の支援に

努めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 県北の雇用情勢が悪いのは長

期化をしておりまして、先ほど日向管内でも0.4

と、100人に40人分の仕事ということですが、当

然、求職者が選べる仕事の職種も非常に厳し

く、限定的であると思います。また、このよう

な雇用情勢を回復するに当たりまして、県北に

とってこの平成22年度は、細島港の重点港湾の

選定、また岸壁の整備予算の獲得、そして日向

のインターチェンジの開通など、少なからず希
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望の光が差したわけです。特に日向市民の中で

も期待する声が多いのが、高速道路と港の整備

の相乗効果、そして企業誘致や地場産業の成長

に期待が集まっているところであります。そこ

で、既に細島工業地帯に進出している企業の中

には、多孔質フィルム製造の旭化成の「ハイポ

ア」、また、電池原料の製造をやっております

「東ソー」など、環境分野でも成長著しい企業

が存在をいたします。このような製品を結ぶよ

うな、成長が期待される環境関連産業の誘致は

できないものか、働きかけはどうなっているの

か、部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 環境関連

産業の中でも、特に電池関連産業につきまして

は、今後、需要の拡大が期待されると。そし

て、関連する部材も多いわけでございまして、

すそ野の広い産業であることから、我々県とし

ましても、成長が期待される分野の一つである

と位置づけているところでございます。そのた

め、県といたしましては、既に立地しているリ

チウム電池関連の企業等に対しまして増設を働

きかけているほか、都市圏で開催される電池関

連の展示会などにおいて情報の発信あるいは収

集を行うとともに、個別企業を訪問するなど、

地元自治体や関係機関等と連携を図りながら、

現在、積極的な誘致活動に努めているところで

ございます。

○西村 賢議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願いしたいと思います。この平成22年

度は県北にとって、特に昭和39年、延岡・日向

が新産都市指定されて以来の大きなターニング

ポイントにあると私は思います。そのために

も、今後10年後、20年後へとしっかりとつなげ

ていかねばなりません。

昨年、商工建設常任委員会で青森県の八戸港

を視察いたしました。非常に衝撃を受けまし

た。現在、同じく重点港湾と指定された八戸港

は、細島港と同じく昭和26年、重要港湾に指

定、またその後、同じく39年に新産都市指定を

受けました。当時の総貨物量は、八戸港が207万

トン、細島港は121万トンだったようです。ま

た、当時の人口を調べると、八戸市は19万3,000

人、現延岡、門川、日向を足した人口は21

万9,000人でありました。しかし、現在の八戸港

の貨物取扱量は、細島港の約400万トンの６倍に

も当たる2,400万トン、人口も逆転され、現在で

は八戸市が３万3,000人も多い24万5,000人と

なっております。これも港を中心とした産業発

展の成果だと思っております。スタートライン

はそれほど変わらなかったはずなのに、47年間

で大きく差をつけられました。地の利はそう変

わらないと思いますし、互いに高速道路も全線

開通をしておりませんでした。現在の東アジア

の成長を考えると、細島港のほうがもっと大き

なチャンスはあったのではないかと思います。

政治にも責任があったし、行政にも責任があっ

たのではないかと思いますが、ここでしっかり

と過去を反省して将来につなげていきたいと思

います。細島港や細島工業地帯が有効利用され

なかった原因は何だと思われますか、部長にお

伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 細島工業

団地は、今、御質問にもありましたように、昭

和 3 9年１月に新産業都市の指定を受けた

後、313.2ヘクタールの用地のうち、分譲済みの

用地が309.7ヘクタールでございまして、全体の

約99％となっておりまして、企業への分譲はか

なり進んでいるわけでございます。しかしなが

ら、分譲を受けた立地企業における活用状況に

つきましては、まだ未利用地が約18％の56.5ヘ
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クタールあるところでございます。その理由で

ございますけれども、昭和40年代後半からの繊

維不況、あるいはオイルショック等の経済状況

の変化、また、高速道路などのインフラ整備が

進まなかった、そういうさまざまな要因が重

なったことによりまして、工場等の整備・操業

に至らなかったものと考えております。なお、

現在、細島４区にリチウムイオン２次電池部材

の製造工場が立地し、あるいは事業拡大に向け

て増設中であるなど、有効活用の動きも出てき

ておりますので、今後期待しているところでご

ざいます。

○西村 賢議員 分譲した用地が、分譲はした

けれども使われなかったということは、今では

余り考えられないことだと思います。その後の

企業の計画なりそういうものを、当時しっかり

とチェックしていかなかったこともあるのでは

ないかと思います。また、先ほど答弁にもあり

ましたとおり、港湾、道路等のインフラ整備の

おくれということも指摘がありました。昨日の

田口議員の代表質問にもありましたが、やはり

県北から見たら、なぜに天然の細島港を使わず

に宮崎港をつくって、ましてカーフェリーまで

こちらに移したのかとか、高速道路の整備が余

りにもおくれたからではないかとか、非常に長

期的展望に欠けていたと思わざるを得ません。

少し県北のひがみ根性もあるかもしれませんけ

れども、ぜひここで知事にも、過去の行政に、

政治に反省点はないのかお伺いしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 県政を引き継いだ立場

といたしましては、今のこの現状というのにそ

のまましっかり向き合う必要があるというふう

に考えておるところでございますが、過去にお

きましても、細島港、宮崎港、油津港、それぞ

れの役割分担を整理した上で、真摯な議論のも

とに整備が進められてきたというふうに認識を

しておるところでございます。細島工業団地

は、大変重要な役割だと考えておりますし、位

置づけだと考えております。また、今般の重点

港湾の選定、さらに東九州自動車道の整備とい

うこともございますので、議員御指摘の内容に

ございましたが、これからの伸び代ではない

か、こういうことも今後さらに発展をしていく

大きな余地があるのではないかと、大きな期待

を寄せているところでありますし、県としても

力を入れてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 今、伸び代という言葉を使っ

ていただいて、ありがとうございます。逆に、

これまでおくれてきたことによって、これから

の伸び代はまだ十二分にあると思います。先ほ

ども申し上げたとおり、この22年度が日向また

県北にとって大きなターニングポイントになり

ますように、お願いしたいと思います。

また部長にお伺いいたしますが、既に、細島

港や工業団地を利用する運送業者、海運業者な

どは、ライバルは博多港だという認識を持って

おります。高速道路無料化等々なおさら厳しい

状況もあります。県北の雇用を守るためにも周

辺整備は必要となりますが、細島工業団地の将

来の産業発展の展望をどのように考えているの

か、お伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 細島工業

団地につきましては、今後、中国木材の立地あ

るいは旭化成による電池関連部材工場の増設な

ど、団地のさらなる活用が見込まれているとこ

ろでございます。県といたしましては、議員か

らもお話がありましたように、港湾あるいは高

速道の整備が進展し、物流インフラが充実する

ことによる立地環境の向上、あるいは新たな企
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業立地による相乗効果により、物流関連企業等

の立地も含めまして、細島地区が活性化してい

くものと考えております。また、その実現に向

けて、地元日向市と一体となって努力してまい

りたいと考えております。以上でございます。

○西村 賢議員 ありがとうございました。細

島工業地帯の土地が足りなくなれば、まだ日向

市周辺には活用できる土地がたくさんございま

す。港を中心とした産業発展に、今後とも力を

かしていただきたいと思います。

次に、県土整備部長にお伺いをいたします。

東九州自動車道の日向インターチェンジが開

通をいたしました。まだ延岡方面にしか行けな

いものの、無料化実験中もありまして多くの方

が利用しております。現在は、アクセス道とな

る日向バイパスが建設中でもあり、迂回する周

辺道路の混雑や路盤の傷みが地域住民の問題と

なっておりますが、その日向バイパスの今後の

展開、また周辺の県道土々呂日向線の対策はど

うなっているのか、お伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 日向バイパス

につきましては、県道土々呂日向線までの約400

メーターを、東九州自動車道門川―日向間の開

通に合わせまして昨年12月４日に供用したとこ

ろであります。残る国道10号までの約500メート

ルの区間についてでございますが、本年度一部

改良工事に着手しており、鉄道との立体交差部

につきまして、昨年12月までにＪＲと基本協

定、実施協定を締結し、本年度内にＪＲにおい

て工事の発注を行う予定となっております。今

後とも、日向―都農間の開通に合わせ、鋭意整

備を進めてまいりたいと考えております。

また、県道土々呂日向線でございますが、高

速道路の開通に伴い、一部混雑が発生している

状況でございます。ただ、この混雑につきまし

ては、東九州自動車道の日向―都農間の供用、

また、日向バイパスの完成に伴い、緩和される

と考えております。なお、交通量の増加に伴

い、路盤の傷みが問題になっているというお話

が今ございましたけれども、この舗装の補修が

必要となった箇所につきましては、適宜対応し

てまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 特に路盤の傷みは非常に激し

いようでありまして、周辺住民によりますと、

空振のような状態がずっと続いているというこ

とでありました。できる限りの早い補修工事を

よろしくお願いしたいと思います。

さらに、国道10号の拡幅について伺います。

以前、議会でも伺いましたが、今、日向の10号

の拡幅工事が進行中でありまして、市内財光寺

地区周辺で用地買収の進捗が見られておりま

す。用地を取得した地帯ではさくが張ってあ

り、この状態が余り長い期間となりますと、地

元の商業施設にも非常に影響が出るのではない

かと思いますが、特に早期の４車線化をお願い

するとともに、このさくが一日も早く外れるよ

うに、今後の進捗はどのようになるのかをお伺

いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 国道10号の門

川日向拡幅、12.8キロメートルありますが、こ

の間につきましては、国の直轄事業として整備

が進められております。これまで塩見大橋を含

む10.5キロメートルが供用されたところであり

まして、現在、残る財光寺地区2.3キロメートル

区間の用地買収が進められております。なお、

先般示された直轄事業の事業計画におきまして

は、木原交差点から赤岩川までの0.8キロメート

ル区間につきまして、平成25年度供用予定とさ

れたところでございます。県としましては、本

事業の必要性は十分認識をしておりますので、
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今後とも、機会あるごとに国に対して早期整備

を強く求めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、将来の担い手対策について伺います。

現在、ニートやフリーターの問題は大きな社

会問題となり、国内の貧困問題にまで拡大をし

ております。さらに、国内の完全失業率が高ど

まりをし、高校や大学の新卒者の就職も困難な

状況になっております。雇用調整助成金による

雇用創出、また県の新規事業雇用におけるも

の、とにかく今はやるしかない。しかし、その

事業期間の後までは保障できるものではありま

せん。不景気の問題だけではなく、若い人たち

の就業意識の低下も叫ばれております。厳しい

言葉かもしれませんが、これからの時代、中学

生や高校生ぐらいの学生たちには、淡い期待を

抱かせるよりも、きっちりと現実、現状を伝え

て、早いうちから、みずから切り開くしかない

という自立を促すことも重要ではないかと思い

ます。そこで、教育長にお伺いをいたします

が、本県の中学生の職業系学校への進学状況、

また、高校生におけるキャリア教育の取り組み

はどうなっているのか、お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、県立高等学校

の職業系学科への進学状況でありますが、平

成22年度で申し上げますと、農業科に656名、工

業科に1,321名、商業科に1,210名、水産科、福

祉科などその他の職業系学科に917名が進学をし

ており、合計では4,104名であります。これは全

日制課程全体の入学生の約50％となっておりま

す。

次に、高等学校におけるキャリア教育の取り

組みでありますが、子供たちが将来の職業や生

き方について自覚を深めるとともに、社会的、

職業的な自立を図るための基盤となる能力や態

度を身につけるには、キャリア教育を充実して

いくことが大切であると認識しております。こ

のため、県教育委員会では、今年度より、県立

高等学校キャリア教育総合推進事業に取り組み

まして、インターンシップや地域人材を生かし

た外部講師による職業講話などを、すべての高

校で行っているところであります。また、本県

のものづくり産業を担う人材育成を推進するた

めに、県下の工業高校生を対象にいたしました

宮崎ものづくり人材育成塾を、企業や経済団体

の協力のもとに実施しておりまして、この事業

の中で生徒たちは、地域の企業の持つ高い技術

に触れたり、すぐれた技能者や経営者のものづ

くりにかける思いを理解することで、ものづく

りに対する夢をはぐくむとともに、その意欲を

高めているところであります。今後も、これら

の取り組みをより充実させまして、高校生が将

来への夢を描き、目標を持って努力し、宮崎の

産業を元気にできる人材へと成長できるように

キャリア教育を推進してまいります。

○西村 賢議員 ありがとうございます。本県

の県民性としてよく言われる、のんびりであり

ますとか、お人よしでありますとか、そういう

いい部分は当然残しながら、やはり自立心、競

争心というものを持った子供たちの育成という

ものをお願いしたいと思います。

次に、これからの少子高齢化社会に向けての

取り組みについてお伺いをいたします。

これからの少子高齢化社会に向けて、年金・

介護・医療などの福祉分野においての制度設計

の議論が国会でもなされております。現在、特

に国政においては、民主政権への反発ととも

に、マニフェストの目玉政策であった子ども手

当にまで反発が大きくなっております。私とし
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ては、公明党が主張するように子ども手当を恒

久的な政策にしなければ一時的な所得にしか過

ぎず、少子化対策にはなり得ないと思っており

ます。高齢者からは、「自分たちの子育ての時

期にはそんな支援はなかった。今の若い世代は

甘えている」という厳しい言葉も聞きます。し

かし、年金にしかり、介護保険にしかり、現役

世代が高齢者を支え、また、今の現役世代も子

供たちもいずれは年を重ねるわけですから、先

行投資という言い方は不適当かもしれません

が、次の世代をしっかりと育て、また、支えて

もらう必要もあります。

まず、介護保険についてお伺いをいたします

が、ことしは来年からの介護保険が見直される

年でもあります。殊に介護保険を利用せず健康

なお年寄りには不満が多いことも事実でありま

す。平成12年にスタートした介護保険制度も４

度目の改正となりますが、スタート時より

も1,000円程度料金が上がり、また、平成24年か

らの３カ年でどのようになるのか、今後の負担

増を恐れる方は多くいらっしゃいます。また、

地域間での格差も大きく出始めております。介

護保険料の地域の差が市町村においてどうなっ

ているのか、本県の状況と傾向をお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県内市町村に

おける介護保険料の平均は、月額で4,150円と

なっておりまして、市町村別では、最高が西米

良村の4,952円、最低が五ヶ瀬町の3,200円で、

その格差は約1.5倍となっております。介護保険

料は、各市町村が３年間の介護保険サービス量

や被保険者数等をもとに算定し、定めることに

なっておりますので、高齢者１人当たりの給付

費や要介護認定率が高い市町村において、保険

料が高くなる傾向にあります。

○西村 賢議員 部長にお伺いしますけれど

も、そういう傾向が出ているということは、例

えば、今話があった五ヶ瀬町が県内最低の3,200

円ということは、人口の割には要介護認定を受

けられている方が非常に少ないという傾向でよ

ろしいんでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 議員御指摘の

とおりでございまして、高齢者１人当たり給付

費が高い上位10市町村のうち８市町村が、ま

た、要介護認定率が高い上位10市町村のうち６

市町村が、保険料の高い市町村の上位10位以内

に入っておりますので、そのような傾向が言え

るのではないかというふうに考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。でき

れば県内同じように、なるべくといいますか、

平均に近づくことが理想だとは思いますが、見

直しのたびに上がっていくのでは、この介護保

険もいつ支払えない人が出てくるのか不安もあ

ります。先ほど申し上げたとおり、これからの

現役世代も何かと負担が多い。そして、昔のよ

うな就業体制がなかなかとれていない状況もあ

るものですから、今後の負担増に対しまして、

その上げ幅を緩和するためにはどのような対策

ができるのか、福祉保健部長にお伺いをいたし

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成24年度か

らの保険料は、全国平均で月額5,000円を超える

ことが見込まれております。このため県では、

来年度、各市町村が介護保険事業計画を策定す

るに当たり、介護予防の推進や在宅サービスの

充実など、中長期的な視点に立った介護保険制

度の適正な運営につながる取り組みを促すな

ど、給付と負担のバランスに配慮した計画とな

るよう助言を行ってまいりたいと考えておりま

す。また、国は、次期介護保険料の負担増に対
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応するため、各都道府県が給付費の増加に備え

て設置している財政安定化基金を一部取り崩し

て、保険料の上昇を抑制する方針を打ち出して

いるところであります。

○西村 賢議員 今後の負担増、今話を伺いま

すと5,000円を超えてくるというような、またさ

らに1,000円近く負担が上がるということは、非

常に厳しい状況が見込まれます。ぜひ安定的に

この制度が続くように、県もしっかりと県民の

福祉というものを考えて、介護保険という制度

のあり方も考えていただきたいと思います。

次に、子育て支援について伺います。私もこ

の４年間の任期中に娘が生まれまして、子育て

感も大きく変わりました。同じように育児に励

む子育て世代を代弁し、これまでも多くの質問

をさせていただきました。

まず、認定こども園についてお伺いをいたし

ます。国が進める幼保一体「認定こども園」

は、現在、県内でも18カ所とふえてきておりま

すが、ここに来て、国の方針にも迷いがあるよ

うに感じます。改めて伺いますが、認定こども

園の利用者のメリットはどのようなところにあ

るのか、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 認定こども園

は、保護者の就労の有無にかかわらず、就学前

の子供を受け入れて教育・保育を一体的に行う

とともに、地域のすべての子育て家庭を対象と

した子育て支援を行う新たな制度として、平

成18年度に創設されたものであります。利用者

は、仮に仕事をやめても、保育所のように子供

を退園させる必要はなく、また、幼稚園の対象

年齢に満たない３歳未満児の受け入れが可能で

すので、従来は幼稚園と保育所に別々に通園し

ていた兄弟を一緒に通園させることができると

いったメリットがございます。

○西村 賢議員 そのような利用者側のメリッ

トがあるにもかかわらず、幼稚園また保育園そ

れぞれに、いまだ反対の意見が根強くありま

す。それぞれ幼稚園、保育園の独自性もありま

すし、県はその反対意見をどのように把握して

いるのか、お伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 国のほうが

今、新システムについて検討しております「こ

ども園」というものに対する反対の理由でござ

いますけれども、保育所については、市町村の

保育の実施義務が明確に位置づけられている現

在の保育制度の維持が望ましいとの立場であり

まして、市町村の一定の関与があるというもの

の、直接契約に移行することに伴い、障がい児

など、受け入れる上で配慮の必要な家庭が入院

を拒否されたり、さらに、株式会社等の多様な

運営主体の参入により保育サービスの質の低下

を招くおそれがあること等が主な反対理由と

伺っております。また、幼稚園につきまして

は、３歳未満児の受け入れを始めることに伴

い、保育士等の人材の確保や乳児室、給食室等

の整備が必要になることなど、新たな負担を強

いられることが主な反対理由と伺っておりま

す。

○西村 賢議員 反対の理由をしっかりと県も

把握されているわけですから、ぜひ、こども園

に移行したいというそれぞれの保育園、幼稚園

のサポートをしっかりしていく必要もあると思

います。

こども園に移行されれば、例えば低所得者の

子供、また障がいを持った子供が入所できなく

なるという話も聞きます。直接契約になること

への弊害だと指摘する方もいらっしゃいます。

その対策をどのように国が検討されているの

か、お伺いいたします。
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○福祉保健部長（高橋 博君） こども園は、

利用者の選択に基づく直接契約になりますが、

利用者が確実にサービスを受けられるよう、市

町村が一定の関与・支援をする仕組みが検討さ

れております。例えば、障がい児やひとり親家

庭の子供、虐待事例の子供など、優先的に利用

を確保すべき子供等については、市町村が受け

入れ可能な施設をあっせんするというもので、

低所得者の子供についても同様に配慮されるも

のと考えております。今後、具体的な支援内容

については、国において詳細に検討されていく

ものと認識しております。

○西村 賢議員 子供を預けるというシステ

ム、保育園、幼稚園、またこども園にとって、

やはり利用者の側、子供の立場にあって、しっ

かりと安心して預けられるという体制を県も

バックアップしていただくように、お願いをし

たいと思います。

次に、河野知事にお伺いをいたします。東国

原前知事は、話す中で、次世代育成や子供支援

に対しては前向きなところがございました。

「すべての大人はすべての子供の教師たれ」と

いうような名言も残され、平成20年の11月議会

では、私の提案した父子手帳─当然副知事も

御存じでしょうが─「パパの子育てガイド

ブック」として具現化をしていただきました。

今、子供が生まれた家庭には手渡されており、

社会全体で子育てを応援する機運づくり、ま

た、イクメンと呼ばれる育児をするお父さんの

増加にも役立っていると思います。河野新知事

は新しく子育て応援本部長となられるわけです

が、どのような子育て支援、また子育て観があ

るのか、取り組んでいかれるのか、お伺いいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 本格的な少子高齢社会

ということで、社会全体で子育てを支援してい

く、大変重要な課題であると考えておりまし

て、私の政策提案の中でも、「日本一の子育て

・子育ち立県」を目指すという方向性を示させ

ていただいたところであります。以前、総務省

で、地域伝統芸能祭りという仕事をしておった

んですが、高千穂の夜神楽のような伝統芸能を

ＮＨＫホールに集めまして、伝統芸能の保存継

承を通じた地域の活性化を支援する、そういう

事業であったわけであります。ＮＨＫホールで

大人が懸命に演技をするわけですが、子供が出

てきた瞬間にその後は全部さらっていかれるん

ですね。その子供の演技を見ながら、みんな自

然に涙が出るというような経験をしたわけです

が、それは伝統芸能が保存されているというこ

とだけではなしに、その地域の将来が子供に託

されている、たすきが渡されているというその

姿を見て心を打たれるのではないかと思ってお

ります。まさに子供は地域の宝でありますし、

社会の希望の星だと考えております。子育て応

援本部という形で、これまでも宮崎県におきま

しては、次世代育成支援宮崎県行動計画などに

基づき、さまざまな対策を講じてきたところで

ございますが、これからも私が先頭に立って、

安心して子供を生み、子育てが楽しいと実感で

きるような県づくりに努めてまいりたいと考え

ております。

○西村 賢議員 強いメッセージをありがとう

ございました。それではまた、知事に質問をさ

せていただきますが、今、県外には、広島県知

事を初め数名の首長さんたちが、みずから育児

休暇を取得するといわれるイクメン首長として

注目をされております。実際にその育児休暇の

中身を見ますと、本格的な育児休暇ではないも

のの、市長、知事といったトップが率先して行
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うことで、職員自体が育児休暇を取りやすくし

ているとの報道もあります。しかし、他の知事

・市長からは賛否両論の物議を醸していること

も事実であります。このことに対しまして河野

知事はどのように考えているのか、お伺いいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のようなイクメ

ンの首長さん、広島県の湯崎知事が最初だった

と考えております。湯崎知事は私の高校の後輩

に当たるということで、やるなと思って見て

おったわけでございますが、確かに公務への影

響、危機管理面での影響、さまざまな御意見が

ございます。あらゆる状況において育児休暇の

取得というのが大丈夫だというふうに考えるわ

けではございませんが、しっかりとサポートす

る代理のシステムもあるわけであります。父親

として育児のための休暇を取得するということ

について、首長が率先して向き合うことは、大

変意義のあることだと考えております。県が実

施しました意識調査によりますと、約７割の男

性が育児休業の取得を希望している一方で、実

際の取得率は２％にとどまっていると、そうい

う状況があるわけであります。そういう気持ち

は持っていてもなかなか踏み出せないというお

父さん方の背中を押す効果もあるのではないか

と考えておりますので、あらゆる場合にそれが

オーケーかということではないんですが、一つ

の社会に向けてのメッセージ、貴重なメッセー

ジであると受けとめております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。これ

は質問はいたしませんけれども、イクメンとい

う、いわゆる男性が育児をする、育児を手伝う

ということが、今、世間にとって当たり前のよ

うになってきました。例えば福島県では、新年

度事業として、イクメンを表彰したり、交流イ

ベントを開催したりするイクメン推進事業に乗

り出すとの記事も見つけました。これもおもし

ろい取り組みだと思います。宮崎県も、やはり

九州男児の男尊女卑的なイメージがあります。

そのイメージを壊し、夫婦や社会で子育てを盛

り上げていけば、子ども手当とか国の子育て支

援に頼らずに済むかもしれません。これは情報

のみお伝えしますが、ぜひ知事を先頭にイクメ

ン事業も広がりますように、お願いをしたいと

思います。

次に、また福祉保健部長にお伺いしますが、

東国原知事時代に、高い注目度の中、出会いツ

アー、みやざき新たな出会い応援事業、縁結び

応援団など、結婚支援の事業が多く展開されま

した。その成果はなかなかはかり知ることがで

きませんが、今回の当初予算案においては婚活

支援の事業が見当たりません。効果がないから

やめるのか、今後の取り組みはどうなのか、部

長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県におきま

しては、平均初婚年齢が、平成21年には夫

が29.3歳、妻が27.9歳となっており、この10年

間で夫が1.3歳、妻が1.5歳上昇し、また、未婚

率につきましては、30歳代を例にとりますと、

平成17年には男性が33.9％、女性が23.9％であ

り、10年前と比べ、男性が8.5ポイント、女性

が10.4ポイント上昇するなど、全国と同様、未

婚化・晩婚化が進行しております。このような

未婚化・晩婚化の急速な進行は、少子化の大き

な要因の一つであると考えられることから、県

ではこれまで、独身者の出会いの機会づくりに

取り組む民間団体を支援するなど、出会いの

きっかけづくりや結婚を社会全体で応援する機

運づくりに努めてきたところであります。この

ような結婚を応援するための取り組みは、少子

平成23年２月25日(金)



- 163 -

化の流れに歯どめをかけるためにも大変重要で

あると認識しておりますので、今後とも、必要

な対策について十分検討してまいりたいと考え

ております。

○西村 賢議員 よろしくお願いします。

最後に、生活保護についてお伺いをいたしま

す。昨日の鳥飼県議の代表質問にもありました

が、生活弱者の受け皿でもあり、最後のセーフ

ティーネットでもあります。もちろん安易な受

給や偽装は許されるものではありません。現役

時代、家族を養い、年金や保険料をきっちりと

支払い、老後へのわずかな蓄えと年金で生活し

ているまじめな県民はたくさんいるわけです

が、近年の厳しい雇用情勢などを受けて受給者

が急増していると聞きます。まず、県内の生活

保護世帯の現状と推移についてお伺いをいたし

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成22年11月

における本県の生活保護世帯数は１万2,094世帯

で、内訳は、市部が１万564世帯、郡部が1,530

世帯となっております。また、生活保護世帯数

の年度平均の推移を見ますと、平成７年度まで

は減少傾向にありましたが、平成８年度から増

加傾向に転じ、平成20年度からは厳しい雇用経

済情勢の影響もあって急増しております。な

お、平成21年度の県全体の生活保護費は約235億

円となっております。

○西村 賢議員 今、答弁にありましたとお

り、平成20年度からは著しく急増しているとの

ことです。一時的な離職、リストラ、また、病

気やけがなどにより生活が苦しくなり受給する

ケースもあろうかと思います。ただ、生活保護

受給が長期化すると、抜け出せなくなるという

か、勤労意欲が失われるケースがあると聞きま

す。働ける人にはできる限り早く自立を促すこ

とが、受給世帯を減らす意味でも重要であると

思います。できる限りの復帰支援に力をかして

いただきたいと思いますが、生活保護世帯の就

労支援の状況についてお伺いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 生活保護世帯

に対する就労支援につきましては、福祉事務所

に就労支援員を配置するとともに、ハローワー

クとの連携により、雇用先の確保に努めている

ところであります。しかしながら、厳しい雇用

経済情勢の影響もあり、就労開始に至るには難

しい状況もありますが、引き続き、ハローワー

クとの連携をより一層図りながら、就労支援に

努めてまいります。

○西村 賢議員 先ほども申し上げましたが、

年金生活者の中には、自分より生活保護の人た

ちのほうがいい暮らしをしているという怒りの

声を聞くことが多くあります。その実際の真意

はどうかわかりませんが、まじめに一生懸命働

いてきた高齢者や、まじめに仕事をする県民が

ばかを見ることがないようにしなければなりま

せん。これはまた教育長へもお願いになります

が、若いうちから安易な借金などをしないよう

に、税理士などによるお金の教育などを取り入

れている学校もあるようです。ぜひとも、若い

世代のうちからの御指導もよろしくお願いした

いと思います。

これで予定していた質問のすべてを終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。河野哲也です。このたびの鳥インフ

ルエンザの発生と新燃岳の噴火により被害に遭

われている方々、そしてさまざまな影響を受け

ている皆様に、心からお見舞い申し上げます。

まだまだ予断を許しませんが、一日も早く安心
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・安全な生活を取り戻していただけますよう、

我々も全力で努力いたします。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

国会で審議中の国の新年度予算案は、菅政権

が手がけた初めてのものであり、現政権になっ

て最初から編成した自前の予算案でもありま

す。その意味で、政権１年の集大成であり、国

民から見れば政権評価の材料となります。予算

全体の規模を示す一般会計の総額は92兆4,116億

円と過去最大規模になりましたが、それを賄う

ための歳入面を見ると、税収が40兆9,270億円な

のに対して、新規国債発行額が44兆2,980億円。

予算の段階で借金が税収を上回る異常事態は、

これで２年連続であります。現在、通常国会の

中でさまざまな論議が進むにつれ、民主党がマ

ニフェストで掲げていた政策は実現不可能であ

ることがはっきりしてきました。ことしに入っ

て党執行部は、継ぎはぎだらけのマニフェスト

予算は限界と観念したのか、マニフェスト自体

をことし夏までに見直す考えを表明いたしまし

た。しかし、マニフェストに沿った予算案を掲

げる一方で見直しを表明するというのは、何と

矛盾していることでしょうか。我が党の山口代

表は、「見直しの中身が盛り込まれていない予

算を国会審議に供するのはいかがなものか」

と、痛烈に批判しております。

こうした政局絡みで展望が開けないままの国

政をしり目に、本県も新年度予算案が提示さ

れ、予算審議に入らなければいけないわけで

す。そこで、国の予算が本県にどのような影響

を与えているか、また、知事は、本県の予算案

をどのような政策意図を持って組み立てられた

か、数点伺います。

先ほど、民主党が掲げたマニフェストのほと

んどが破綻状態であることは申し上げました

が、その象徴が子ども手当です。民主党は、11

年度から「子供１人当たり月額２万6,000円を中

学卒業まで支給」と言っていました。しかし、

３歳未満児への支給額を２万円に増額しただけ

で、３歳以上は月額１万3,000円に据え置きまし

た。しかも３歳未満児への増額も、ことし１月

から15歳未満の年少扶養控除が廃止されること

に伴い、実質負担増となる世帯があることなど

を理由に浮上したものであります。加えて、全

額国費と公言していた財源は確保できず、10年

度同様、児童手当制度の枠組みを存続、活用す

る格好となっているのです。本県において

は、11年度、子ども手当は前年度比９％増額さ

れ、総額277億円となります。国の子ども手当予

算案は総額２兆9,356億円、そのうち国費で２

兆2,077億円を負担し、地方負担5,549億円、事

業主負担1,731億円。地方負担分は全体の19％に

上り、先日の代表質問でありました、本県負担

は26億3,000万円に上ることがわかりました。地

方負担分についてはさまざまな論議があり、神

奈川県や群馬県など多くの自治体から地方負担

分を拒否する声明や訴訟の検討がなされていま

す。まず、このような民主党マニフェストに

従って全額国費で賄うべきであり、地方負担分

は拒否し予算計上しないという動きについて、

知事の見解をお伺いいたします。

以下、自席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。子ども手当につきましては、これまで、

国と地方の役割分担や費用負担のあり方などの

観点から、さまざまな議論がなされているとこ

ろであります。平成23年度の子ども手当につき

ましては、その財源の一部につきまして、現行

の児童手当分を地方が負担する内容となってい

ることから、現在、全国で65の自治体で地方負
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担分の予算を計上しないなどの動きがあるわけ

であります。こうした動きに至った背景といた

しましては、国が、財政難を理由に、地方との

十分な協議の機会を持つことなく地方負担を再

び継続していることや、各自治体の財政事情に

よるものなど、さまざまな理由があると伺って

いるところであります。本県におきましては、

県民の皆様や市町村への影響を勘案いたしまし

て、来年度の子ども手当の県負担分については

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。以上であります。〔降壇〕

○河野哲也議員 昨年６月閣議決定した財政運

営戦略では、「国は、地方財政の自主的かつ安

定的な運営に配慮し、その自律性を損ない、又

は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を

行ってはならない」と自己規定しています。再

度知事にお伺いしますが、地方分権を継承する

のであれば、今の答弁でよろしいでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 私といたしましても、

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、国と地方の役割分担を明確にする観

点から、国が全額負担をすべきと考えておると

ころでございますが、平成23年度の当初予算に

おきましては、県民の皆様の不安感を解消し、

市町村が混乱をしない、そういう配慮のもとに

県の負担分を計上して、国の動向を注視してい

るところであります。

○河野哲也議員 委員会等でまた議論を進めて

いかなきゃいけないのではないかと考えていま

す。

民主党政権の目玉の一つであった一括交付金

について、地域の裁量を拡大するとして地域自

主戦略交付金が創設されます。平成23年度は第

一段階として、都道府県を対象に投資補助金の

一括交付金化を実施、また、特別交付税の割合

を６％から５％に引き下げ、交付税総額の１％

を普通交付税に移行する措置がとられました。

一方、地方財政の健全化のためとして臨時財政

対策債を1.5兆円大幅縮減しています。これらは

本県の財政運営にどのように影響しているの

か、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） まず、一括交付金につ

きましては、5,120億円の補助金が一括交付金化

されるということでございますが、まだその配

分額や制度の詳細が判明いたしておりませんの

で、本県への影響については明確になっていな

いところであります。特別交付税につきまして

は、６％から５％への割合の引き下げなどによ

り、今年度の全国枠１兆13 8億円が来年度

は8,687億円となるわけでありますが、その減額

分は普通交付税に移行されるので、地方交付税

総額では増額となっております。本県分の地方

交付税につきましては、当初予算の比較で約82

億円の増額と見込んでいるところであります。

一方、地方交付税の代替財源であります臨時

財政対策債についてでありますが、全国的な税

収の伸び等から、全国枠については１兆5,476億

円、率にして20.1％の減となっておるところで

あり、本県分につきましても約141億円の減と見

込んでいるところであります。

この臨時財政対策債の減に地方交付税の増額

分を合わせたといたしましても、合計で約59億

円の減と見込んでいるところでございまして、

県税収入の伸びが見込めない中、歳入確保の面

では大変厳しい状況という認識でおります。

○河野哲也議員 そのような中、本県の財政改

革にどう取り組むのか。また、生み出された経

済的効果は減税として住民に戻すべきとか、減

税で歳入を抑制してその範囲の中で改革を行う

べきという考え方が、大阪とか愛知で注目され
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ていますが、これらの動きについて知事のお考

えをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） まさに県税等の歳入が

伸び悩む一方で、社会保障関係費などの増大、

さらに口蹄疫や鳥インフルエンザ、新燃岳対

策、さまざまな多額な費用が必要となる事業が

あるわけでありまして、本県財政は厳しさを増

しているという認識でございます。数年のうち

には財政関係の２基金が枯渇するのではないか

と、大変危機感を持っているところでございま

す。このために、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に、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。

減税についての御意見であります。自主財源

に乏しい脆弱な財政基盤である本県、本県の自

主財源比率は約35.8％程度ということでありま

す。例えば愛知、名古屋でありますと７割程度

あるわけであります。置かれている状況がかな

り違うということで、本県にとりましては、県

税というのは大変貴重な収入源でありまして、

むしろ財政改革の一環として積極的な税収確保

に取り組んでまいりたいと考えているところで

ございます。

○河野哲也議員 ぎりぎりの財政運営であるこ

とはよくわかりました。

公明党は、人と人とのきずなを再生し、支え

合う社会をつくるために、あらゆる仕組みを改

革する「新しい福祉社会ビジョン」について中

間取りまとめを行い、昨年12月に発表いたしま

した。虐待やひきこもり、いじめ、うつ病など

新しく発生してきた社会的病理に対処すること

を含めて、「新しい福祉」と名づけ、「孤立か

ら支え合いの社会」への総合的な対応策を提言

しております。そこで、３項目にわたってお伺

いいたします。

まずは、発達障がいのある児者への支援につ

いて。

先日、ひかり学園内にある延岡発達障害者支

援センターに調査に伺いました。説明を聞いて

いる中で、青年期の相談が多いことに注目いた

しました。今まで自分の状況がわからずに、だ

れにも相談できずに悶々としながら生きてきた

のではと考えると、このセンターの設置意義を

強く感じざるを得ませんでした。そこで、各発

達障害支援センターの年齢別の相談状況はどう

なっているか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県では、発

達障害者支援センターを、宮崎地区、都城地

区、延岡地区の３カ所に設置しておりまして、

平成21年度に相談支援を受けられた方の実人数

は、合計で337人となっております。各地区の内

訳を年齢別の割合で見てみますと、宮崎地区で

は、幼児期の０～６歳が16％、学齢期の７～18

歳が69％、青年期の19歳以上が15％となってお

ります。また、都城地区では、幼児期が８％、

学齢期が73％、青年期が20％となっており、延

岡地区では、幼児期が31％、学齢期が45％、青

年期が24％となっております。

○河野哲也議員 特に延岡は青年期がちょっと

飛び出ているようですが、この青年たちが小中

学校のとき、どのような学校生活を送ってきた

のだろうか。ぜひこれは追跡調査ができるので

あればお願いしたいと思います。

私が読ませていただいた教育専門誌に、「小

中学校の学級で騒乱状態になっているところが

ある。ほとんどの学校で学級崩壊状態のクラス

が見られ、学年全体が崩壊しているところも珍

しくない。学校崩壊さえ生まれつつある。主た
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る原因は２つある。１つは、教師の授業の力量

が未熟なこと。教師の発言が何を言っているの

かわからなかったり、長々としゃべったりする

場合、子供たちは反乱する。１つは、発達障が

いの子への対応を教師が正しくできない場合。

本来なら立派に育っていく子供たちを教師がス

ポイルしてしまっている」とありました。まず

は、本県の学級崩壊の実態を把握しているか、

教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 学級がうまく機能し

ていない状況、いわゆる学級崩壊につきまして

は、市町村教育委員会に対しまして、その都度

報告していただくように依頼しておりますの

で、実態は把握できるようになっております。

これまでに報告された事例を見ますと、学級が

うまく機能していない状況は、学級担任の指導

力不足や児童生徒の性格・行動によるものな

ど、さまざまな要因が複合的に積み重なって起

こるものだととらえております。

○河野哲也議員 ちょっと抽象的なんですが、

本県には学級崩壊があるということですね。先

日、小学校の教師から、この本をぜひ議会で取

り上げてくださいと紹介された冊子がありま

す。2007年夏休み自由課題、「広汎性発達障が

い 障がいをもって学校で生活するというこ

と。６年２組、龍馬」。これは仮称です。「今

すべての先生方に伝えたいこと これから出会

う発達障害者のために」という冊子です。600円

です。

龍馬君は、「発達障害についてやろうとした

理由─夏休みの課題としてやろうとした理由

─障害は、眼に見える体の障害ならすぐみん

な「障害があるんだ」とわかります。眼の不自

由な人・耳の不自由な人も「障害があるんだ」

とわかってもらえます。『広汎性発達障害』は

「変なやつ」「ウゼーやつ」としか思われませ

ん。僕は僕の障害についてみんなにわかってほ

しいとずっと思ってきました。でも、障害から

起きる僕の問題行動のため、嫌われ者になった

だけでした。障害のことをわかってもらうこと

はできませんでした。

小学校の６年間、へんてこな障害のために僕

はずっと苦しかった。自分でどうにもならない

のにわけわかんなかった。だから、みんなにわ

かってもらえないなら、先生方に伝えようと思

いました。『発達障害者』が学校生活の中で混

乱してわからなかったことをみんな伝えようと

思いました」と記述しています。この後、６年

間の学校生活をつづっています。

小学校の授業の基本というのは、教えてほめ

ることだと私は思います。教えてほめる授業な

ら、１時間の授業でいっぱいほめる授業なら、

どの子も育っていくと思います。ところが、教

えないでしかる授業があります。「自分で考え

なさい」と教えないで、「どうしてできない

の」としかる教師がいるんです。２割はいる発

達障がい、境界知能の子供たちは、わからなく

てどなられて反乱していくんです。どなる教師

は子供の心を破壊しています。今、多くの学校

で、発達障がいの子への理解、対応の勉強がな

されています。真剣に学んでいる教師がいらっ

しゃいます。だからこそ、今、立派に自立して

いける子供を学ばない教師がスポイルしている

現状を正していかなければならないと考えま

す。発達障がい理解のための教職員に対しての

研修の状況とセンター職員の利用状況につい

て、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県の教育委員会で

は、平成19年度から21年度の３カ年をかけまし

て、管理職を含む公立小中学校のすべての教師
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に対し、発達障がいの理解や支援のための基本

研修を実施いたしました。また、本年度は、す

べての県立高等学校におきまして、発達障がい

の理解に関する同様の職員研修を実施している

ところであります。さらに、県の教育研修セン

ターにおきましては、特別支援教育担当教諭等

を対象に、より専門性の高い特別支援教育研修

講座を開催し、一人一人の児童生徒の発達障が

い等の特性に応じた対応ができるように、指導

力の向上に努めているところであります。発達

障害者支援センターとの連携につきましては、

各学校の職員研修や県内各地で開催する特別支

援教育に関するフォーラムやセミナー等で、講

師やパネリストとしてライフステージごとの課

題と対応、就労後の支援などにおいて専門的な

指導や助言をいただいているところでありま

す。

○河野哲也議員 教師が発達障がいを学べる環

境、発達障がいのある子に向き合える環境は

整っていると考えていいでしょうか。いよいよ

発達障害者支援センターの役割は重くなると考

えますが、発達障害者支援センターの体制強化

についてどのように取り組んでいるか、福祉保

健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県では、発

達障害者支援センターを平成15年度に宮崎地区

に初めて設置しましたが、その後、平成19年度

に都城地区と延岡地区に増設したほか、21年度

には、日南・串間地区と西都・児湯地区に出張

相談所を設けるなど、体制の強化に努めてきた

ところであります。発達障がいに関する相談は

年々増加しておりますので、今後とも、関係機

関との連携を含め、センター機能の強化に努め

てまいりたいと存じます。

○河野哲也議員 先ほどの龍馬君、07年の本で

した。支援教育が本格的に始まった年度でもあ

ります。この２年間で学んだ教師が子供を救っ

ていくそういうふうな姿、学級崩壊がなくなっ

ていくそういう姿をぜひ期待していきたいと思

います。

介護施策について質問をします。

先ほどのビジョンで、まず、共助の精神とそ

れを実現する社会システムづくりを挙げていま

す。ボランティア活動も含め、互いに触れ合う

直接的共助の精神を重要視し、人間的なコミュ

ニケーションのある支え合い社会の実現をと考

えています。公的保険制度などの間接的共助は

確かに充実させなければなりませんが、させれ

ばさせるほど人々の金銭的な負担が重たくなり

ますから、できる限り直接的共助を拡大し、充

実させ、温かみのある社会づくりを目指す考え

方であります。

そこで、公明党も推奨しています介護ボラン

ティアポイント制度についてお伺いいたしま

す。介護保険を守り支えていくために、元気な

高齢者が高齢者を支えていく、こうしたことも

重要だと考えております。そうした元気な高齢

者をふやしていく、また、その励みにもなって

いくというシステム。

一つの試みとして、65歳以上の高齢者が地域

で介護支援のボランティアをすることで、介護

保険料を軽減できる介護ボランティアポイント

制度が導入されて４年が経過いたしました。全

国の先陣を切って導入した稲城市の場合、介護

保険地域支援事業交付金を活用して、レクリエ

ーションの指導、食堂の配ぜん、散歩の補助、

話し相手などの７区分で自由に選択し、ボラン

ティア活動をしてもらうシステムをつくり上げ

ました。１時間の活動を１回とカウントし、10

回を超えるとポイントが蓄積され始め、年間50
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回の活動で 5 , 0 0 0 ポイントになるわけで

す。1,000ポイントから１ポイント１円で交付金

を受給できます。上限は5,000円となっていま

す。想定以上の登録者を保ち、おおむね好評と

いう評価を受けています。しかし、この制度は

なかなか縛りがあるのか広がりを見せないよう

です。本県の導入状況はいかがでしょうか、福

祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 介護ボラン

ティアポイント制度についてでありますが、同

様の支援が九州内でも幾つかの市町村で行われ

ていると聞いておりますけれども、本県では、

今のところこの制度を導入している市町村はご

ざいません。

○河野哲也議員 オーストラリアのようなボラ

ンティア先進国では、高齢者のボランティア率

は２～３割に達するそうです。そこまで到達す

るのはなかなか難しいでしょうが、介護ボラン

ティア活動をもっと推進していけないもので

しょうか。確かに、報酬を支払って依頼すべき

サービスを、ポイントでつってボランティアと

してさせるようなことがあってはならないわけ

ですが、例えば、お話、散歩の付き添い、イベ

ント参加などはボランティアに適した仕事です

し、掃除や外出支援、それに重度でない人の入

浴・食事などの介助などは、一般にボランティ

アも担当できる仕事であるわけです。要する

に、このポイント制の大きな目的は、高齢者の

生きがいにつながるということであります。稲

城市の例示を見ると、同市は、ポイント制を適

用する活動を、施設の補助的業務を中核にして

おりますが、できれば地域に開いた活動のほう

が、よりボランティア活動に適していると考え

ます。そこで、介護現場での人手不足も深刻な

中、介護支援ボランティアポイント制度の推進

について、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 議員御指摘の

介護ボランティアポイント制度も、介護ボラン

ティア活動の一つでございますが、介護ボラン

ティア活動につきましては、高齢者に対し地域

貢献を奨励することで、みずからの介護予防に

資するとともに、地域ケアの推進に不可欠な住

民参加の意識を高め、元気な高齢者をふやすも

のであり、介護給付費の伸びの抑制にもつなが

ることから、国もその効果を認め、現在、地域

支援事業の対象事業となっております。県とし

ましても、介護予防と地域ケアの推進に有効な

取り組みであると認識し、市町村に対して文書

による周知を行っているところであります。今

後とも、会議等の中で情報提供や助言を行って

まいりたいと考えております。

○河野哲也議員 先日、国の平成22年度補正予

算審議の中で、介護基盤緊急整備等臨時特例基

金に、地域支え合い体制づくり事業分として200

億円の積み増しがありました。本事業を活用し

て、このボランティアポイントの制度化などで

創意工夫の取り組みがあったものに対して、国

のほうから支援していくという答弁があったと

聞いております。ぜひ市町村に情報を提供して

いただいて、積極的に取り組んでいただきたい

と思います。

ところで、私たち、昨年3,000人余りの議員で

介護総点検を行わせていただきました。これは

要介護者、家族、介護従事者、事業者、自治体

等10万人の調査をいたしました。その中で７万

人は街角アンケートという形をとりました。質

問の中に「介護職として働いてみたいか」とい

う項目がありました。特記すべきは、十代の方

々が、社会にとって重要な職業なのでチャンス

があればやってみたい、こういう方が５割。ほ
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かの年代に比べて突出して多かったです。この

アンケートによれば、高齢者を大事にし、ある

いは介護という職業に非常に興味を持って、携

わってみたい、その芽があるわけです。こうい

う十代の若い人たちのその芽をやはり大事にし

ていく。こうした若い方々のためにも処遇改善

というのは全力で行わなければならない。介護

従事者の処遇改善についてお伺いいたします。

実は、総点検の結果、介護職員の離職率の高

い原因は、心身の負担が大きい業務内容に対し

て、収入が低いとの理由が顕著でした。介護従

事者の処遇改善の状況について、福祉保健部長

にお伺いいたします。

○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

を活用し、介護従事者の賃金改善に取り組んで

おり、県内各地で説明会を実施するなど、事業

所に対して周知を図ってまいりました。その結

果、申請率は23年１月末時点で75.5％となって

おり、21年度末の72.5％と比べわずかではあり

ますが、増加しております。また、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す。なお、申請し

ない理由について、22年４月に事業所に対して

アンケート調査を行ったところ、対象が介護職

員に限られているため、他の職種との公平性に

欠ける、事務作業が繁雑、交付金終了後に介護

報酬に反映されるかが不透明といった理由が挙

げられております。

○河野哲也議員 ぜひ介護職員処遇改善交付金

の対象枠を拡大し―国への要望ということに

なると思いますが―介護保険外の公的予算で

の継続、介護従事者の給与増につながる報酬の

引き上げ、さらに介護に対する社会的評価を高

める啓発活動、これがやっぱり必要だというふ

うに考えますが、県の考え方を確認させていた

だきます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 今後とも要介

護者の増加が見込まれており、県といたしまし

ても、介護職員の確保は重要な課題だと考えて

おります。したがいまして、本交付金の継続も

しくは賃金改善に配慮した介護報酬の引き上げ

等について、国に対して要望してまいりたいと

考えております。また、今後ともさまざまな取

り組みを通じまして、介護に対する理解を深め

るよう努めてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 よろしくお願いします。

人のきずなを重視した共助の精神は、新しい

社会福祉の重要な基盤になるものですが、それ

が保険制度をおざなりにしていいということに

はなりません。福祉のための保険制度は、働く

人の保険料に支えられているわけですから、雇

用こそ福祉の原点であるというふうにとらえて

います。健全な雇用なくして福祉は成り立たな

いと、そういう考え方です。今、地域の声を聞

いて回ると、介護職員しかり、保育士しかり、

看護師しかり、懸命に働いている若者が、処遇

改善を求めて声を上げたいんだが、上げるとこ

ろを見つけられずにいることに気づきます。申

しわけなさでいっぱいであります。若者が地域

で安心して働けるような雇用を支える環境整備

に全力を挙げていくことが、新しい福祉の実現

のために必要だと改めて考えます。

続いて、若者雇用について入らせていただき

ます。

景気低迷が長引く中、今春卒業見込みの大学

生の就職内定率が、昨年12月１日時点で68.8％

にとどまり、調査を開始した1996年以降で最悪

となりました。企業が採用を絞る傾向が続いて
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いる中、高倍率の大企業や有名企業に就職活動

が集中する一方で、求人中の中小企業に十分学

生が集まらないミスマッチも起きており、それ

が内定率低迷の一因とも指摘されております。

そこで、平成23年３月の大学・高等学校卒業予

定者の就職内定状況について、商工観光労働部

長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 平成23年

３月卒業予定の大学生等の就職内定率でありま

すが、宮崎労働局によりますと、直近の１月末

現在で、大学は65.4％、前年同月の62.7％を2.7

ポイント上回っております。また高等学校でご

ざいますが、85.8％と前年同月の80.9％を4.9ポ

イント上回っております。いずれも昨年より改

善しているものの、依然として厳しい状況にあ

ると考えております。

○河野哲也議員 県の施策が少なからずプラス

に働いた結果かなというふうに思いますが、や

はり厳しい状況であることは変わらないと思い

ます。学生と中小企業のミスマッチについて、

リクルートワークス研究所の調査による

と、2011年卒業予定の大学生・大学院生の求職

者１人に対する求人数を示す求人倍率を、従業

員数ごとに見ると、1,000人以上の企業0.57

倍、1,000人未満の企業2.16倍、300人未満の企

業4.41倍となっており、大企業は求人数を絞

り、中小企業のほうが採用を求めている傾向が

見てとれます。このような実態から、マッチン

グ事業に関して調査をしてみました。すると、

国による事業がありました。ドリームマッチプ

ロジェクトが始動していました。この事業は、

若者を採用したい企業と就職を希望する学生を

つなぐ新しい就職支援サービスです。経済産業

省の補助のもとに、中小企業採用力強化事業を

手がける日本商工会議所からリクルートが委託

を受け、運営しておりました。多くの学生を採

用に結びつけており、全国の企業説明会にイン

ターネット上で参加できるオンライン説明会も

行われていました。また、登録費用がかからな

いため中小企業でもアピールしやすく、情報を

求めている学生、採用意欲のある中小企業の双

方に有効な事業となっていました。しかし、大

学生の就職率低下を初め、若者の厳しい雇用環

境に対応し、また、地元企業の活性化につなげ

るためには、さらに本県独自のマッチング事業

が推進されなければならないと考えます。就職

未内定者と中小企業とのマッチング事業をさら

に強化する必要があると思いますが、どのよう

に取り組もうとしているか、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県といた

しましては、若年者の就職を支援し、マッチン

グを進めるために、現在、ヤングＪＯＢサポー

トみやざきにおける相談、あるいは国のトライ

アル雇用奨励金制度と連動した正規雇用化の促

進、あるいは就職説明会等による県内企業との

出会いの場の提供等に努めているところでござ

いまして、引き続きこのような取り組みを進め

てまいります。さらに、来年度はマッチングを

強化するために、県が委託した人材派遣会社が

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等を実施する若年者人材育

成就職支援事業に取り組んでまいりたいと考え

ているところでございます。今後とも、宮崎労

働局など関係機関と連携しながら、本県の将来

を支えていく若年者が一人でも多く就職できる

ように支援に努めますとともに、経済団体等に

対し、求人枠の確保等につきまして粘り強く要

請してまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 今、答弁の中にありました若

平成23年２月25日(金)



- 172 -

年者人材育成就職支援事業というのは、新規の

事業ですが、即戦力として活躍できる人材を育

成するための実践型研修ということになると思

います。他県ではユニークな取り組みがありま

した。人材不足に悩む中小企業と就職活動中の

学生の出会いの機会を提供する「魅力発見ツア

ー」であります。このツアーは、学生が企業の

現場に触れ、経営者から直接話を聞くことがで

き、雇用のミスマッチ解消に向けた取り組みに

なっています。地域の中小企業と学生や求職者

をマッチングさせるため、人材を確保する橋渡

し的な事業として他県で実施している魅力発見

ツアーについてどう考えるか、商工観光労働部

長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 御質問の

魅力発見ツアーでございますけれども、これは

経済産業省の事業としまして、平成22年度は福

岡県を初め全国10都道府県で行われておりま

す。新卒者等を対象に、各地の企業を訪問し、

工場見学や経営者との意見交換等を実施してお

ります。このような取り組みにつきましては、

中小企業と新卒者等との間にミスマッチが生じ

ていると言われる中で、新卒者等に対し、中小

企業の魅力やおもしろさに触れる機会を提供す

るものでありますので、大変有意義であると考

えております。実はこの事業につきましては、

一昨年、事業実施者のほうで宮崎県を含めた九

州４県での実施が検討されていましたが、参加

企業の日程調整ができないで、実現に至らな

かった経緯がございます。来年度の実施につき

ましては、国に確認しましたところ、現時点で

は未定とのことでございますけれども、いい事

業でございますので、その事業の継続と本県で

の実施を国に要望していきたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 ぜひ、仕掛けというか、推進

をよろしくお願いしたいと思います。

東九州メディカルバレー構想事業についてで

ございます。

これは田口議員が代表質問でも取り上げられ

たことでありますが、県北にとって、なかんず

く延岡にとって、医療環境、産業振興につなが

る最大のチャンスだと考えていますので、重ね

て質問させていただきます。

まず、今後のスケジュールと地域医療再生計

画との連携など取り組みについて、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 東九州メ

ディカルバレー構想につきましては、来年度早

々に、県内の産学官から成る推進会議を設置し

まして、具体的な今後の構想の取り組みのスケ

ジュール、あるいはその内容等について検討す

ることとしております。県といたしましては、

産学官における取り組みの調整や全体的な進行

管理を行いますとともに、国内外へのＰＲを行

いながら、構想の実現に向けて積極的に取り組

んでまいります。また、構想の中には、医療機

器産業の集積とあわせまして、血液・血管に関

する医療拠点づくりとしまして、中核的医療機

関の拠点化と医療機関ネットワークの構築を掲

げております。したがいまして、この取り組み

を進めることによりまして、地域医療の再生に

もつながっていくものと考えているところでご

ざいます。

○河野哲也議員 大分側の状況と構想を確認し

てみますと、人工腎臓や血液バッグなどを製造

する旭化成クラレメディカル、川澄化学工業な

ど血液・血管に関する医療機器のメーカーの集

積。医療機器生産額1,100億円、全国で４位。医

学関係の先哲を多数輩出している。西日本で唯
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一、大学附属病院として治験中核病院に指定さ

れている大分大学。大分大学を核とした産学共

同の医療機器開発の推進。アジアを初めとする

国際的なネットワークを持つ立命館アジア太平

洋大学。この両大学が連携した外国人を含む医

療技術者向けトレーニングセンターの設置。温

泉や温暖な気候など、医療に関する特徴ある地

域資源を有することから、例えばメディカルツ

ーリズムといった医療環境や海外からの誘客に

つながる可能性等を挙げていました。

目的として、医療機器産業の一層の集積によ

る東九州地域の活性化とともに、アジアに貢献

する国際医療拠点への発展を目指すと明言して

いますが、宮崎側として何を強くアピールする

のか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この構想におきまして

は、研究開発や医療技術の人材育成など、４つ

の拠点づくりに取り組むこととしております

が、その中でも特に、全国トップクラスの医療

機器のトレーニング施設を有する九州保健福祉

大学と連携した医療技術人材の育成であります

とか、県北の機械・金属関連産業の集積等を生

かした医療機器産業への参入支援、さらには、

医療関係者と企業等のエンジニアが自由に意見

交換できるような研究開発の仕組みづくり、こ

ういったものに特に力を入れて推進してまいり

たいと考えております。

○河野哲也議員 宮崎はぜひ人材で勝負してい

きたいというふうに考えますので、よろしくお

願いします。

鳥インフルエンザ対策についてでございま

す。

１月29日延岡市北川町、２月17日延岡市北浦

町の肉用種鶏場で、高病原性鳥インフルエンザ

が確認され、スピード感ある措置で何とか近隣

への拡大を抑えております。予防的措置を含め

て、農家は国・県の指導どおり動いておりま

す。しかし、お聞きした幾つかの懸案がありま

した。いろいろお聞きしたことをただしていき

たいと思います。

種鶏場で鳥インフルエンザが発生した際、家

畜防疫員の指示により、貯卵していた種卵の自

主廃棄処分を行いましたが、これは補償の対象

になるのか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（髙島俊一君） 鳥インフルエ

ンザの発生農場におきまして、家畜伝染病予防

法に基づきまして卵等を廃棄した場合には、そ

の評価額の５分の４に相当する手当金が交付さ

れることになります。県といたしましては、養

鶏農家の経営再開に向けては十分な支援が必要

なことから、本議会におきまして、評価額の残

りの５分の１以内に相当する部分の支援をお願

いしているところでございます。また、国に対

しましては、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要請

を行っているところでございます。

○河野哲也議員 家伝法第60条２項に、「国

は、都道府県が、特定家畜等―括弧書きが非

常にブレーキになっているんですが、ちょっと

長くなりますので……。移動制限内という項目

があります―の所有者に対して当該禁止又は

制限に起因する特定家畜等に係る売上げの減少

額又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分

に要する費用の増加額のうち政令で定めるもの

に相当する額を交付する場合には、当該交付し

た額の２分の１を負担する」とあります。種鶏

卵の取り扱いの指示は、早期防疫措置強化の中

で動いたわけですから、制限区域内と条件は変

わらないというふうに考えます。保冷用バンの
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リース、ふ化場に入卵している種鶏卵、集卵用

運搬トラックに積載している種鶏卵等、保管用

ということであるんですけど、移動制限区域外

の種鶏場でやむなく種鶏卵を廃棄せざるを得な

い場合、その損失額の補てんは補償の対象にな

らないのか。また、農場からふ化場等へ持ち出

す際の経費の助成は考えられないのか、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 現行の家畜伝

染病予防法においては、御質問にありました、

移動制限区域外の農場で発生した損失や農場か

ら出荷する際の運賃のかかり増し経費につきま

しては、補償対象となっておりません。しかし

ながら、今回の本県における鳥インフルエンザ

の発生は、これまで12例にも上っており、県内

の広い範囲で移動制限区域が設定されましたこ

とから、多くのふ化場や食鳥処理場が閉鎖さ

れ、移動制限区域外の農場にも広く影響が及ん

だところでございます。このため、今後とも、

国に対しまして、鳥インフルエンザ対策の充実

強化について強く要請をしてまいりたいと考え

ております。

○河野哲也議員 よろしくお願いいたします。

最初に全力で取り組むというふうに宣言させて

いただきました。被害に遭われた農家の方々、

一日でも早く安定した経営に戻すために努力し

ていきたいと考えます。

最後の質問ですが、家禽飼養農家の埋却地選

定が困難な場合が非常に多いというふうにお聞

きしています。その確保と処分方法については

どう考えるか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（髙島俊一君） 本県では、平

成19年の鳥インフルエンザの発生を受けまし

て、県内養鶏農家に対する埋却地の確保状況を

調査いたしております。その当時で、県内930農

場のうち512農場で、埋却地の確保が可能との結

果を得ております。また、今回の発生を受けま

して、系列会社各社に対して埋却地の確保状況

の調査を実施したところ、確保できていない農

場についても、各社が責任を持って確保に全力

を尽くすとの回答を得ているところでございま

して、県といたしましては、市町村と十分連携

し、埋却地の確保に努め、埋却処理を基本に防

疫を進めていくことといたしております。

また、本議会にお願いをしております農地地

図情報システムを活用した家畜防疫モデルシス

テムの導入によりまして、個々の農場周辺の地

理的状況や農地保有情報を整理し、適切かつ迅

速な埋却等の処理方法が選択できるように整備

をしてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 地域エゴじゃないんですけ

ど、延岡は、県下のブロイラーを支える数少な

い種鶏卵生産地であります。何とか配慮をお願

いしたいという要望をして、質問のすべてを終

わらせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）

○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43分休憩

午後１時０分開議

○蓬原正三副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、宮原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） 東国原前知

事が初めて当選して一番最初の議場は、傍聴席

があふれるような人でしたが、大変寂しい傍聴

席で申しわけないなというふうに思います。東
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国原前知事のおかげで県政に関心を持っていた

だいたんだというふうに思っていたんですが、

ただ知事を見たかっただけだなということがよ

くわかったところであります。

それでは、一般質問をさせていただきたいと

思います。まずは、第53代知事に御就任おめで

とうございます。私は、県議になって８年であ

りますが、河野知事で４人の知事と仕事をさせ

ていただくこととなりました。今度こそは、失

脚、そして早急な転身がないよう、県政のかじ

取りをしっかりと腰を据えてやっていただきま

すよう、まずはお願いを申し上げます。

それでは、知事の政治姿勢についてお伺いを

いたします。

東国原前知事は宮崎県に骨を埋める覚悟で

第52代宮崎県知事に就任されたと思いますが、

政府にもずばりと物を言い、さらにはずば抜け

た宣伝効果のある知事に引き続き県政を担って

ほしいと県民は期待いたしておりましたが、１

期で宮崎を去ることとなりました。東国原前知

事は、鳥インフルエンザの発生に始まり、最終

年度は口蹄疫の発生と、本県にとってかつて経

験したことのない未曾有の被害となりました。

復興・再生には、東国原前知事の２期目に期待

する声は、支持率にもあらわれていたように大

きなものがあったと思います。そこで、東国原

前知事のもとで副知事として仕えられてきたわ

けですが、東国原県政を知事はどのように評価

されているのか、まずお聞かせをいただきたい

と思います。

以下、自席で質問させていただきます。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

傍聴席の状況につきましては、今回、議場に

入る前に幹部とも話をしておったところで、ま

さにこのようなテーマで話をしておったところ

でございますが、多くの県民の皆様に県政に関

心を持っていただけるよう、引き続き、誠心誠

意努力してまいりたいと考えております。

東国原県政の評価についてであります。県民

の皆様の県政に対する信頼を回復させるととも

に、独自の発信力を駆使して本県や特産品をＰ

Ｒし、その知名度を飛躍的に上げたことが最大

の功績であったと考えております。また、大変

厳しい経済・財政状況の中、数次にわたる経済

雇用対策を打ち、社会資本の整備、乳幼児医療

費助成の拡大、みやざきソーラーフロンティア

構想の推進など、県民生活に直結する施策など

でも一定の成果を上げられたものと考えている

ところであります。一方、県政運営や施策の実

施に当たり、政治家としての一つの考え方、政

治スタイルによるものかと考えておりますが、

県議会の皆様を初め、市町村や関係団体等との

間に距離感があったのではないかということを

考えておるところでございます。以上でありま

す。〔降壇〕

○宮原義久議員 ありがとうございました。距

離感があったというのは、私たちも考えており

ましたので、距離感のないような県政運営を今

後していただければいいなというふうに思って

おります。

第51代は安藤知事でありましたが、それこそ

失脚される前に県内の有力団体の推薦をほぼ取

りつけられるなど、再選に向けて万全の体制を

しかれておりました。そうしたやさきに官製談

合が発覚し、失脚ということになりましたが、

財政改革を初め多くの改革や、今話題にもなっ

ています、マンゴーや宮崎牛などのブランド化

の基礎をつくってこられたということも、これ
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は事実であるというふうに私は思っておりま

す。知事に就任され、総務部長として安藤元知

事に仕えてこられたわけですが、安藤県政に対

しての評価というのはどのように思われており

ますか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、総務

部長として安藤元知事にお仕えをしたところで

ございます。まずは、任期途中に官製談合事件

が発生し、県政の混乱に至ったことは大変残念

なことであったというふうに認識しておりま

す。二度とこのようなことがあってはならない

というふうに考えておるところでございます

が、今、議員から御指摘がございましたよう

に、安藤県政におきましては、県民主役の県政

を基本姿勢としまして、その実現のために、

「県民の声」や、県民の皆様と直接意見交換す

る場の創設を初めとしまして、情報公開の積極

的な推進による県政の透明化、また職員の意識

改革などに取り組まれた点が大きな功績であっ

たと受けとめております。また、みずからの給

与カットを含む本格的な財政改革に着手される

とともに、健康立県や環境立県といった時代を

先取りする取り組みも進められたところでござ

います。安藤県政のさまざまなこういった施策

の取り組み、また行財政改革といったものは、

東国原県政もその多くの部分を引き継いでいる

んではないかというふうな認識でおるところで

ございます。私も、東国原県政の後継なり引き

継ぎということをよく言われるわけでございま

すが、決して東国原県政だけを引き継ぐのでは

なく、その前の安藤県政、さらにはその前の松

形県政の取り組みというものを引き継いで、今

ある宮崎というものを受け継いでおる、そのた

すきを受け継いだんだという認識でございま

す。もちろん、政治スタイル、政治姿勢、政治

理念は、さまざま見習うべき点、また見直すべ

き部分、あるわけでございますが、私といたし

ましては、そういったこれまでの県政のさまざ

まな取り組みというものを一定の敬意の念とと

もに引き継ぎながら、見直すべき点は見直し、

見習うべき点は見習いながら、今後の県政運営

に多くの皆様の御意見をいただく中で当たって

まいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございました。

次に、知事公舎についてお伺いをさせていた

だきたいと思います。東国原前知事は入居せず

に、県民に開放するとして、活用をこれまでさ

れてきたわけですが、まず、この４年間の活用

状況について、総務部長にお伺いをしたいと思

います。

○総務部長（稲用博美君） 知事公舎には、知

事が居住いたします私邸部分と公務を行います

公邸部分がございます。この公邸部分につきま

して、４年前から見学の受け入れ、あるいは３

つあります会議室の有料貸し出しを行いますと

ともに、ロビーにおきましては、知事への寄贈

品の展示を行ったところであります。４年間の

見学者数は１万8,485人、会議室の利用者数は県

主催のものを含みまして58団体の1,540人となっ

ております。

○宮原義久議員 ただいま数字を出していただ

きましたが、知事が就任してテレビにも何回も

映った知事公舎でありましたので、ここを観光

バスで出られて見に行かれるというような状況

が続いたのかなというふうに思っていますが、

１年目がほとんどの数で、後はなかなかという

状況ではなかったのかなというふうに思ってお

ります。そこで、今回、新知事になられまし

て、就任早々に知事公舎に入居されたわけです

が、迷いもあったのではないかなというふうに
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思いますが、知事公舎は、災害が発生した場合

も想定されまして、危機管理上の拠点というこ

とでの役割も担っているというふうに思ってお

ります。そうした役割も含めて、知事が住むと

いうことを前提に建設されたものでありますの

で、入居は当然であるというふうに思います。

前知事が入らなかったのがおかしいというふう

に思うんですが、どういう考えのもとで入居さ

れたのか、お聞かせをいただきたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 知事公舎は、今、総務

部長が答弁しましたように、私邸の部分と公邸

の部分があります。面積的にいうと２対３ぐら

いの割合であるわけであります。私邸の部分

は、前知事はいろんな考え方によって入居され

なかったということでございますが、あるもの

は使わなければかえってもったいない、有効利

用すべきだという発想でございます。また、公

邸の部分には、今御指摘のありましたような危

機管理時に対応した施設設備、また防犯・耐震

などのさまざまなセキュリティー面などの工夫

が凝らされているわけでありまして、それを有

効に活用するという意味からも入居し、さらに

さまざまな県民の皆様に会議室等として開放し

ているところでございますが、私が入居するこ

とにより、よりそういう県民の皆様との意見交

換の機会などをふやして、有効活用してまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 知事がいろんなことで襲われ

るようなことがあってはなりませんので、セ

キュリティーを考えると、東国原前知事が入っ

ていたほうがよかったんではないかなというふ

うに思うんですが、有効活用していただきたい

と思います。

次に、行財政改革として県の出先の再編が進

んでおります。教育事務所を３カ所に再編され

たり、振興局と改良普及センターが組織上は一

体化となっております。さらに、前年度、土木

事務所の再編も議論をされたところであります

が、土木事務所については、執行部からの提案

が議会で否決されることとなりました。財政面

などから考えた場合は、県の出先の再編は当然

想定されるわけでありますが、県民へのサービ

スの窓口が遠くなるなど、県民サービスの低下

になります。また、県の持つ多くの施設は人口

の多い宮崎市に集中しておりますが、県有施設

の一極集中と県の出先の再編整備等を含めたお

考えを知事にお聞かせいただきたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 厳しい財政状況の中

で、県民の行政需要に迅速かつ的確に対応する

という意味におきましては、絶えず組織の見直

しを行いながら、スリムで効率的な組織体制を

構築する必要がある、これが基本と考えており

ます。今後につきましても、出先機関におきま

しては、現場性の高いもの、住民サービスの向

上につながる業務をしっかり担う、これが基本

でありますし、私は、市町村重視というものを

掲げております。市町村と連携をより一層深め

ていくためにも、地域の中核となる機関につき

ましては、市町村と連携をして地域振興や危機

管理にも対処できる拠点となることを目指して

まいりたいというふうに考えております。

具体的には、来年度、西臼杵支庁と農林振興

局に地域企画調整担当というものを設置いたし

まして、本庁の総合政策課と兼務させますとと

もに、来年度以降、新たな行財政改革を進める

中で、本庁及び出先機関の組織体制につきまし

て、抜本的な見直しも含めて十分検討してまい

りたいと考えております。
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○宮原義久議員 昨年、土木事務所がああいう

ことになりましたが、地域に県の出先というの

はやはり必要だということでの議会としての意

思のあらわれですので、十分そのあたりには配

慮していただいて、改革を進めてほしいと思い

ます。

次に、医師確保についてお伺いをいたしま

す。医師確保につきましては、これまで私も再

三質問をさせていただいておりますが、またか

と言われるかもしれませんけれども、県内多く

の公立病院が医師確保に苦労をしております。

医師臨床研修制度の導入により研修先を自由に

選べることから、医師の研修先が都市部に集中

しているところが大きな問題となっておりま

す。県におきましても、医師修学資金の貸与、

宮崎大学医学部の地域医療学講座の開設など、

さまざまな対策を打っていただいており、少し

ずつではありますが、実績が見えているようで

あります。河野知事の選挙の折に、医師確保に

ついて、喫緊の課題として最重点課題と位置づ

け、取り組むという決意をお聞きしましたが、

医師確保の具体策をどのように考えておられる

のか、お聞かせをいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 知事選挙で県内各地を

回りまして、多くの県民の皆様と意見交換する

中で、やはり地域医療の確保を図るためにはそ

の基盤となる医師の確保が大変重要であるとい

うことを改めて認識した次第であります。先ほ

ど、来年度自治医科大学に入学する２人の学生

があいさつに来てくれたんですが、宮崎は大い

に期待している、頑張って勉強してきてくれと

いうことで送り出した次第であります。こうし

た従来からの取り組みに加えまして、来年度か

らは医師確保に係る専任ポストを設置するとい

うことで、先般発表いたしました来年度の組織

改正におきまして、医療薬務課の中に新たに医

師確保担当を設置することとしたところであり

ます。具体的には、専任職員３名と兼務の医師

２名を配置いたしまして、迅速かつきめ細かな

活動でありますとか、医師からの専門的な問い

合わせや相談にも答えられるような、そういう

体制を整える、そのような形で医師確保に努め

てまいりたいと考えております。

また、県外からの医師確保に加えまして、本

県の中で医師を育てていくことも大変重要であ

りますので、引き続き、医師修学資金の貸与な

どを行うとともに、宮崎大学、また医師会等関

係機関の協力を得ながら、新たに若手医師のキ

ャリア形成支援などにも取り組む、そういうよ

うな形で県民の皆様が安心できるような地域医

療体制の整備を図ってまいりたいと考えており

ます。

○宮原義久議員 ちょうど私の地元の小林市立

病院が医師不足ということで大きく報道された

ということもあるんですが、今回、県のお力添

え―知事としてというよりも副知事時代にな

るんでしょうか、福祉保健部長を初め多くの皆

さんの御努力によりまして、医者の確保にお力

添えを賜ったということであります。不足して

いることに変わりはないんですが、そういうこ

とで来ていただけるということ、また県のお力

添えがあったというふうにお聞きをしておりま

すので、心より感謝を申し上げたいと思いま

す。引き続きの御支援をよろしくお願いしたい

と思います。

次に、中山間地域問題についてお伺いをいた

します。

平成19年５月臨時県議会において中山間地域

振興対策特別委員会が設置されております。河

野哲也委員長を中心に、中山間地域の振興及び
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都市部との格差解消に関する調査を精力的に

行ってこられ、調査報告書の結びは、「中山間

地域の振興を図る条例の制定が検討されること

も必要と考える」という締めくくりになってお

ります。その後、県におかれましては、県民政

策部の総合政策課に中山間・地域対策室を設置

され、平成20年度当初予算の編成から中山間地

域の活性化を現在まで重点施策に位置づけられ

ております。平成22年度には、中山間・地域政

策課として部署の格上げで、県の真剣な取り組

みがうかがえるところでありますが、しかし、

対策は打ち、事業を進めておられるわけなんで

すが、中山間地域の現状はさらに疲弊をするば

かりであります。

そこで、県議会において本年度も、中山間地

域の振興を図る目的で特別委員会が設置されま

した。県内外の中山間地域住民の皆さんとの意

見交換も含めた調査活動を行ってきたところで

ございます。過疎化に拍車のかかる根底には、

住民の心にあきらめや不安感を募らせ、地域の

魅力、そして誇りまでも失うことで、心まで過

疎化、高齢化しつつある実態が明らかとなって

おります。そうしたさまざまな問題解決のため

に、特別委員会においては、中山間地域の振興

を図る上で条例を制定し、これまで以上に地域

住民の声を吸い上げ、中山間地域の振興を図る

と結論づけたところであります。そこで、総務

部長、副知事として県政に携わられ、今回は知

事選挙で県内各地の状況を見て回られたと思い

ますが、中山間地域の現状を知事はどのように

見ておられますか。さらに、中山間地域は、そ

こに住む人々にとってかけがえのない生活の場

所であります。水源涵養、洪水防止、県土の保

全など多機能を有し、県民の安全・安心な暮ら

しを支えております。しかし、中山間地域は、

人口の減少、耕作放棄地の増大、鳥獣被害、生

活面では医療、買い物、交通、教育など、さま

ざまな問題を抱えておりますが、今後の中山間

地域の振興を知事はどのように図られるお考え

か、お聞かせをいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 中山間地域は、まさに

御指摘のとおり、国土保全でありますとか、水

源涵養、二酸化炭素の削減など、多面的、公益

的な機能を有しておりまして、都市部も含めて

国民の暮らしにとって極めて重要な役割を果た

している、そういう地域ではないかという認識

をしております。選挙のときに回りましても、

過疎なり高齢化が大変厳しい状況、それから今

御指摘のありましたような鳥獣被害、多くの大

変厳しい環境にあるという認識であるわけであ

ります。そのような中で、本県の取り組みであ

るいきいき集落もございます。中山間盛り上げ

隊など、いろいろやってきたわけですが、地域

で人と人とのつながり、きずなというものを生

かしながら、何とか地域づくりに取り組んでい

こうという、この姿勢というものは、昨日の答

弁でも申し上げましたが、これからの地域づく

りの大きなヒントになるのではないか。高度成

長期における都市がリードしたように、むし

ろ、中山間地における人と人のつながりを生か

していく地域づくりというものが、これからの

時代をリードする可能性があるのではないかと

いうことを大いに感じたところでございます。

これまでも中山間地域対策推進本部を設けまし

て、全庁挙げて取り組んできたところでござい

ますが、集落の活性化、日常生活の維持充実、

そして産業の振興、それに向けてこれからもさ

まざまな工夫を凝らして取り組んでまいりたい

と考えておりますし、午前中も申し上げました

地域における伝統芸能の保存継承に力を入れて

平成23年２月25日(金)



- 180 -

いく、これも地域のきずななり、地域の維持、

存立には大変重要な課題であると思います。さ

まざまな観点から今後とも中山間地の活性化に

さらに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 次に、中山間地域振興対策特

別委員会で条例案を策定させていただき、２月

議会において条例案が可決され施行されれば、

中山間地域の振興に関する施策が総合的に、さ

らには計画的に推進され、豊かで住みよい、持

続可能な地域社会の実現につながるものと期待

をしております。本条例は県の条例ではありま

すが、まずは市町村に頑張っていただかない

と、中山間地域の振興は進まないと考えており

ます。中山間地域における諸課題は各地域ごと

に異なっております。地域の実情に応じた総合

的かつ効果的な対策を推進する組織が重要に

なってくるというふうに考えておりますが、調

査した他県におきましても、組織化を図り、効

果的に対策を進めている現状があります。この

組織化について県民政策部長はどのようにお考

えでしょうか。

○県民政策部長（山下健次君） これまでの取

り組みということでまず申し上げますが、県民

フォーラムとか市町村長との意見交換、あるい

は地方連絡協議会を通じまして、地域の実情等

の把握に努めてまいりました。さらに、先ほど

知事の答弁の中にもありましたように、来年度

からは地域振興施策の充実強化等を図るため

に、西臼杵支庁、各農林振興局に地域企画調整

担当を置くとともに、総括の次長に総合政策課

を兼務させまして、地域課題に対する市町村と

の連携を深めるということにしたところでござ

います。御提案のありました組織につきまして

は、中山間地域対策を推進する上でどういった

体制が望ましいのか、今後、市町村等の御意見

もお伺いしながら、検討をしていきたいと考え

ております。

○宮原義久議員 市町村が頑張っていただかな

いと、先ほど言いましたように、幾ら県のほう

でつくったといっても、やはりそういった声が

きちっと上がってこないと、中山間地の振興は

図られないというふうに思いますので、組織化

につきましても十分検討いただいて、よろしく

お願いをしたいと思います。

次に、新燃岳の噴火に伴う対策についてお伺

いをさせていただきます。

これまでも質問がありましたように、新燃岳

が西暦1959年以来52年ぶりに爆発的噴火を起こ

しました。ちょうど１カ月ぐらい前になります

が、１月26日に小林市から見て南の空が突然暗

くなり、太陽を遮り、もくもくと噴煙が上がっ

たところであります。大量の灰が噴き上がって

おり、私にとりましても、これまで経験したこ

とのない山の姿でありました。時間がたち、山

田町に大量の灰が降っているという情報が入り

ました。翌日27日の午前３時41分に火柱が立つ

大噴火となりました。28日に２回目、30日に３

回目の爆発的噴火が発生し、高原町の狭野地

区、花堂地区の507世帯1,134人に避難勧告、上

・下・西広原地区、小塚、祓川、常盤台地区

の650世帯に避難準備情報が出され、避難場所に

避難されました。避難に当たっては、役場の職

員であったり消防団や関係者の御努力により、

事故一つなく避難ができたことは大変よかった

というふうに思っているところであります。そ

の後も新燃岳の噴火はおさまりませんで、大量

の灰や噴石により広範囲に被害が出ておりま

す。これから雨が多くなる時期に入りますが、

土石流の発生も心配されております。現状の調
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査等で、政府関係者を初め多くの方に現状を見

ていただいておりまして、灰、噴石の除去、農

産物への影響、耕作地への影響、観光など、多

くの問題を抱えております。なるべく早急に対

策を打っていただきますようお願いを申し上げ

ますが、そこで、数点質問をさせていただきま

す。１月19日、小規模の噴火が始まっておった

ようですが、この時点での県としての危機管理

の状況をまずお聞かせいただきたいと思いま

す。

○総務部長（稲用博美君） 県では、噴火警戒

レベルが２に引き上げられました昨年５月６日

から、情報連絡本部を設置しておりまして、１

月19日に小規模な噴火が発生した際も、宮崎地

方気象台等から噴火の状況について情報収集を

行いまして、関係市町に伝達を行ったところで

ございます。

○宮原義久議員 次に、１月30日の爆発的噴火

により、高原町においては、レベル３（入山規

制）ということでありましたが、避難勧告を発

令されました。現地では、大きな噴石であった

り大量の灰が降り、さらには火砕流や熱風の影

響を受けるエリアがあることから、住民の生命

第一という町長の判断で避難勧告を出されたわ

けでありますが、県としてその時点においてど

のような対応をなされたのか、まずお聞かせを

いただきます。

○総務部長（稲用博美君） 県は、高原町から

避難勧告を検討しているという情報を受けまし

て、１月30日22時に高原町災害対策本部に連絡

員を１名派遣いたしました。そして、町との連

絡調整のほか、避難対象地区や対象世帯数等の

情報収集に当たらせておったところでありま

す。避難勧告発令後には、連絡員を２名増員い

たしまして、その機能強化を図ったところであ

ります。また、高原町からの要請によりまし

て、県の備蓄物資の缶入りパン1,900食分を避難

所に提供いたしたところであります。

○宮原義久議員 １月30日22時ということで、

私も次の日、行かせていただいたんですが、確

かに県のほうから３名来られておりまして、そ

こは感謝をするところなんですが、１月19日の

段階でそういう兆候があったということであれ

ば、火砕流であったり熱風が来るというエリア

は高原町の中でありますから、そのあたりには

県の職員が直接入っておられてもよかったのか

なという思いがしましたので、初めての経験だ

というふうに思いますから、今後、御検討をい

ただきたいというふうに思っております。

今回の爆発的噴火の中で一番感じられたこと

があります。人命に影響がなかったことが幸い

でありますが、これまでこうした状況がなかっ

たためだろうというふうに思っておりますが、

県であったり近隣市町の情報の共有化ができて

いなかったように感じたところであります。情

報の共有化、さらには近隣市町との支援体制の

整備がされていないようにも感じますが、この

点についてどのように考えておられますか。

○総務部長（稲用博美君） 情報の共有につき

ましては、気象庁からの情報は直ちに市町村に

伝達できる体制を整備しておりますほか、新燃

岳に関しましては、県、近隣市町、宮崎地方気

象台等の関係機関で構成いたします霧島山火山

対策連絡会議を設置しており、この会議を通し

て情報の共有や応急対策等の検討を行っており

ます。今回の噴火に関しましても、１月31日に

会議を開催しまして、噴火の状況や各市町及び

関係機関の対応状況等につきまして、情報の共

有化を図ったところでございます。また、支援

体制につきましては、１月28日に、先ほど申し
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上げましたように、連絡員を派遣いたしますと

ともに、避難所に小林保健所の職員を派遣しま

して、避難住民の方の健康管理を実施したとこ

ろでございます。今後とも、市町村との連携を

密にしまして、情報の共有、支援に努めてまい

りたいと考えております。

○宮原義久議員 まだ火山のほうはおさまって

いるわけではありませんので、今後、また活発

な、そういう状況が来たときには、抜かりのな

い情報の共有化、そしてお互いの横の連携を

とっていただきますようお願いをしておきたい

と思います。

次に、２月14日午前５時７分に11回目の爆発

的噴火があり、火口から８～16キロ離れました

小林市内にも噴石が大量に降りました。自動車

のフロントガラスが割れる被害を初め、太陽光

パネル、太陽熱温水器、プラスチック系の屋根

に穴があくなどの被害が多く出たところであり

ます。早朝ということから、人が外にいる時間

でなかったことが幸いなのかなというふうに思

いますが、ただ、子供たちの登下校の時間で

あったり通勤時間と重なっていたと考えると、

自動車のフロントガラスが割れる状況でありま

すから、人命にかかわる事態があったかもしれ

ないと考えます。そこで、噴石より身を守るた

めには、噴火があった場合、建物の中に避難す

るなどの統一したマニュアルが作成され、周知

されているのか、総務部長にお伺いをいたした

いと思います。さらに、子供たちに対する指導

はなされているのか、教育長にもあわせてお伺

いをいたします。

○総務部長（稲用博美君） 県では、噴石から

身を守るための注意事項を記載しましたチラシ

を作成しまして、県のホームページに掲載しま

すとともに、市町村にも送付をしまして、住民

の皆さんへの周知をお願いしているところであ

ります。また、県の防災・防犯情報メールサー

ビスにおきましても、噴石に関する注意喚起を

行っております。

○教育長（渡辺義人君） 新燃岳の噴火に伴う

安全指導につきましては、災害発生時におきま

して、児童生徒が安全を確保するために、適切

な意思決定や行動選択を行うことができるよう

に指導することが大変重要だと考えておりま

す。現在、噴石等による危険が予測される学校

におきましては、空振や噴石によるガラス飛散

対策を行いますとともに、地域の災害マップ等

を活用し、在宅時、登下校時、在校時における

避難場所や避難の方法を確認させる、登下校時

や屋外活動時にヘルメットを活用させる、こう

いった危険から身を守るための方法につきまし

て、県教育委員会や関係市町教育委員会が示し

ました安全対策マニュアル等を参考にいたしま

して、安全指導を行っているところでありま

す。

○宮原義久議員 ありがとうございます。登下

校時にヘルメットを着用させるということなん

ですが、天気がよければヘルメットをかぶらな

くても全然大丈夫ということになりますので、

小学生であれば、ヘルメットをかぶりなさいと

言ったらかぶるんでしょうけれども、中学生で

あったり高校生にそれをやりなさいと言っても

なかなか難しいのかなというふうに思います。

やはり一番大事なのは、爆発があった瞬間

に、10分、15分は建物の中に、そのあたりの軒

先に避難しなさいというのが一番安全確保につ

ながるのかなと思います。わざわざヘルメット

を持って通学するかというと、なかなかかなと

思いますので、そのあたりについてはまたよろ

しくお願いをしたいと思います。
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次に、今回の噴火によりまして、家畜の安全

面が大きな問題となりました。酪農、和牛生産

・肥育、養豚、鶏関係と、畜産地帯でもありま

す。家畜を置いて自分だけが避難するというこ

とがなかなかできないと感じたところでありま

した。なかなか難しい問題ではあると思います

が、一時的な避難場所の確保さえ難しいという

ことが現実のものとなりました。まずは人命と

いうことはわかりますが、家畜の移動について

県としてはどのようにかかわってこられたの

か、お聞かせをいただきたいと思います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回の噴火に

よりまして、火砕流や土石流のおそれがあり、

都城市や高原町では避難勧告が発令されたとこ

ろでございます。まずは、議員御質問がありま

したとおり、人命第一ではございますが、家畜

を残しての避難は大変負担が大きいことから、

県といたしましては、各農林振興局において市

町村や関係団体等と連携をいたしまして、避難

に関する農家の意向調査を行いまして、避難先

や飼料の確保に努めてきたところでございま

す。その結果、高原町においては９戸の226頭

が、また都城市では２戸100頭の家畜が避難をし

ているところでございます。その他の農家につ

きましても、農家の意向を踏まえまして、避難

先の確保等の調整に努めてまいりたいと考えて

おります。

○宮原義久議員 なかなか難しい問題だという

ふうに思いますが、農家の気持ちとすれば、自

分の育てている家畜だけをそこに置いていくと

いうのがなかなかできないということもありま

すので、こういうことが余りなければいいんで

すが、今後も考えられるわけですから、十分そ

ういった連携をとっていただいて、御協議をい

ただくとありがたいかなというふうに思ってお

ります。

次に、施設園芸については、現在、毎日、灰

の除去をやられておるようですし、露地野菜に

ついても灰をかぶって出荷が困難という状況の

ようであります。シイタケ等も灰まみれという

状況というふうになっております。今後は、春

野菜の作付や新茶の摘み取りとなってまいりま

す。自然の災害ということから、補償の制度が

ないようでありますが、生産者にとりまして

は、死活問題であります。先般、国が新燃岳降

灰地区における営農継続に対する緊急支援の活

用額11億円を示されておりますが、お茶の洗浄

機等は高額のようであり、示された金額では、

灰が広範囲に降っていることから、営農支援と

しては不足しているとも聞きます。近く作付さ

れようとしているたばこやシイタケ等の対策も

早急な手だてが必要となりますが、国の補助枠

の拡大を早急に訴えるべきと考えますが、環境

森林部長、農政水産部長、どのようにお考えで

しょうか、それぞれお聞かせいただきたいと思

います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） シイタケの被

害につきましては、国の補助事業の対象外であ

るために、今議会に追加補正をお願いしていま

す新燃岳降灰しいたけ被害対策事業によりまし

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します資材等の導入を支

援することとしております。今後、さらに降灰

が継続しまして、被害が拡大することも予測さ

れるために、ビニールハウス型のシイタケ施設

など、降灰対策への支援につきまして、国に対

して強く要望してまいりたいと考えておりま

す。

○農政水産部長（髙島俊一君） 農産物につき

ましては、新燃岳の降灰による被害対策とし
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て、国の新燃岳噴火・降灰緊急営農対策事業を

活用し、農作物や園芸施設に付着した灰の除去

や、土壌改良に必要な資材、機材の導入を緊急

対策として進めているところでございます。ま

た、この事業の対象外とされた茶の生葉洗浄脱

水機や葉たばこの降灰洗浄機等につきまして

は、本議会にお願いをしております活動火山降

灰緊急営農対策事業での導入を図ることといた

しております。今後、さらに降灰が継続し、被

害地域が拡大することも十分考えられますた

め、降灰対策の充実強化につきましても、国に

強く要望してまいりたいと存じます。

○宮原義久議員 どうかよろしくお願いをした

いと思います。

次に、通告の順番は農業問題ということにし

ておりますが、入札の問題、そして教育の問題

を先にやらせていただきたいと思いますので、

順番が入れかわりますが、ひとつ御答弁のほう

をよろしくお願いしたいと思います。

入札改革についてお伺いをいたします。

これまで入札改革につきましては、それぞれ

多くの質問が出ておりますので、２点のみ一括

してお伺いをしたいと思います。現在の入札・

契約制度は、早急に改革をし過ぎたために、い

ろいろな見直しを行わざるを得なかった状況が

あります。現在もまだ試行期間であると私は認

識をいたしておりますが、風水害などの災害発

生時はもちろん、口蹄疫や今回の鳥インフルエ

ンザの際にも埋却作業等の防疫作業にもイの一

番に協力され、頼りになるのが建設業でありま

す。入札改革におきましては、特に総合評価落

札方式が平成18年から導入されまして３件の試

行、平成19年が77件、平成20年が591件、平成21

年935件、平成22年第３・四半期までで県土整備

部の1,066件の一般競争入札のうちの546件が総

合評価、農政水産部202件のうちの総合評価122

件、環境森林部は109件のうち50件となっており

ます。おおむね半分が総合評価となっておりま

す。知事のマニフェストでは、「これまでの改

革を踏まえつつ、公共工事の適正な施工の確保

や地域における建設業の役割も考慮した上で、

広く県民の皆様の御意見を伺いながら対応す

る」とされております。県議会自民党会派とし

ては、さきの代表質問でもありましたように、

業界の要望もありまして、3,000万未満の工事に

つきましては、指名競争入札にしてほしいとい

う要望をいたしておりますが、当局としては、

現状は県民の理解が得にくいと考えられている

ようにもうかがえます。そこで、知事は入札改

革について今後どのような方策を考えておられ

るのか、また試行が続いている総合評価落札方

式の今後本格実施に向けての考えを知事にお伺

いいたしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 入札制度につきまして

は、これまでの改革により、性急な改革という

ような御指摘もありましたが、随時見直しを行

いながら、公正透明で競争性の高い制度が構築

されてきたものというふうに受けとめておると

ころでございます。社会資本整備の担い手であ

る建設産業は、御指摘がありましたように、災

害時の緊急対応など、口蹄疫のとき、それから

今の降灰への対策、さまざまな形で大きな役割

を果たしていただいているところであります。

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

とも大変重要であると認識しておるところであ

ります。このため、入札制度につきましては、

これまでの改革を踏まえまして、入札状況等の

さらなる情報提供に努めながら、幅広く御意見

を伺いまして、適正な施工の確保や建設業の果
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たす重要な役割というものをしっかり踏まえた

上で、制度の検証と必要な見直しや改善を引き

続き図ってまいりたいと考えておるところでご

ざいます。

また、総合評価落札方式につきましては、工

事の品質確保を図り、地域の建設業者の育成や

技術力向上にもつながる制度でありまして、お

おむね定着しつつあるのではないかと考えてい

るところであります。しかしながら一方で、入

札参加者の事務負担増などの課題でありますと

か、実績の少ない建設業者の受注機会の確保と

いった観点もありますことから、本格実施に向

けましては、価格のみの一般競争入札との併用

を基本に行っていく必要があると考えておりま

す。

○宮原義久議員 それぞれ、このことについて

は多くの議員から質問があります。県としては

いつも、技術力のすぐれた、経営力のあるとい

うふうによく言われるんですが、実際の入札の

状況というのは、地元の業者がなかなか入札が

できないという話も聞きますし、逆に、入札の

仕方なんでしょうけれども、遠くのほうで仕事

が受注できているというような話もあります。

よりよい改革をしていただかないと、建設業に

も担い手が育ちにくいというような状況になっ

ておりますので、十分そういった地域の声を

─前の知事はたしかそういった声を余り聞か

れなかったと思いますので、河野知事には業界

の声も─別に業界に押される必要はありませ

んが、業界の声は聞いていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いをしておきたいと思い

ます。

次に、教育問題についてお伺いをいたしま

す。

少子化の影響から、小林市内において平成22

年４月１日より、鳥田町小学校、内山小学校、

内山中学校が休校となっております。県内の状

況も、ここ３～４年で多くの小中学校が廃校、

休校となっております。児童生徒数の推移は、

小学校で平成２年に10万1,653人いたものが平

成22年には６万4,359人と、３万7,294人の減

少、中学校で平成２年が５万5,260人が平成22年

には３万2,852人ということで、２万2,408人の

減少というのが現状であります。また、児童生

徒数から見た規模別学校数では、１学校50人未

満の学校が、県内小学校252校中62校、中学校

で135校中27校となります。つまりは、１学年

で10名以内という生徒の数ということになりま

す。地域の声は、学校がなくなるとその地域が

崩壊すると言われております。何としても学校

存続に動くことになります。その地域の声もわ

かるわけですが、子供たちの将来を考えると、

多くの友達との交わり、競争性も必要と考えま

す。小中学校の設置は市町村であるわけです

が、この少子化の影響を教育長はどのように考

えておられますか。

○教育長（渡辺義人君） 県内の学校の統廃合

の現状につきましては、御指摘のとおり、本県

も少子化の影響を受けまして、児童生徒数は急

激に減少しておりますので、学校の小規模化や

統廃合の問題というのは避けて通れない問題で

あるというふうに考えます。このような中で、

学校の統廃合につきましては、設置者でありま

す市町村において、地域の実態や保護者及び地

区住民の方々の意見などを十分に踏まえて、子

供たちによりよい教育環境を提供するという視

点に立って判断をされている結果であるという

ふうに受けとめております。

○宮原義久議員 続きまして、先ほど教育長か

らもありましたように、現在、急速に少子化が
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進んでいるわけでありますが、先日、我が会派

の萩原議員の代表質問の答弁でも、教育長も生

徒間の競争性は必要と発言をされております。

中山間地域においては、少子化の影響から競争

がやりにくい生徒の数となっておりますが、競

争性をどのように図っていこうというふうに考

えておられるのか、教育長にお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 小規模の学校では、

人数が少ないことから、一人一人の子供たちの

実態を十分にとらえながら、それぞれの状況に

応じたきめ細かな指導ができるという大きな利

点があります。一方で、子供たち相互の切磋琢

磨する機会が少なく、活気と深まりのある教育

活動が展開しにくいなどの課題があります。こ

のため、各学校におきましては、例えば日々の

授業の中で、前年度の子供たちがつくった作品

を示して比べさせたり、体力テストにおいて県

の平均と比較をさせたりしながら、より高い自

分の目標を持たせるなどの工夫が行われており

ます。また、同じ市町村内の複数の学校の児童

生徒が１カ所に集まって合同で教科の学習を行

う取り組みが、五ヶ瀬町や椎葉村を初め県内の

多くの市町村において実施されているところで

あります。小規模校におきましては、今後と

も、このようなさまざまな工夫を行いながら、

競争心や自主性、社会性の涵養といった課題解

決に取り組んでいくことが大切であると考えま

す。

○宮原義久議員 ありがとうございました。答

弁にもありましたように、「五ヶ瀬町や」とい

うことで、昨日は田口議員のほうから五ヶ瀬町

のＧ授業というのが紹介をされましたが、実際

こういう形で自分も質問したいなと思ったら、

見事に田口議員がやられましたので、この部分

は割愛をさせていただいたんですが、大変おも

しろいやり方かなというふうに思っておりま

す。小規模校はかなりふえてきておりますか

ら、競争性を担保するということからは大変お

もしろいのかなと思いますので、御検討してい

ただいて、普及に努めていただきたいと思いま

す。

次に、高校再編についてお伺いをいたしま

す。平成21・22年度、宮崎県学校教育改革推進

協議会の報告が発表されたところであります。

協議事項として、少子化等による生徒数減少に

対する対応などが協議の柱として議論されたよ

うであります。高等学校の適正規模について、

「教科の選択肢や部活動等の諸活動が制限され

ることから、１学級40人定員で１学年４学級か

ら８学級が妥当である。１学年３学級以下では

各教科の専門性の問題から教職員が不足す

る」。一方、「高校の規模は地域のニーズに

合った規模でよいのではないか」との意見も

あったようであります。統廃合の考え方は、

「さまざまな要素を考慮して、子供たちにより

よい教育環境を提供してほしい。学校の所在地

や学校種、生徒、保護者、地域のニーズに配慮

してほしい。通学時間に配慮してほしい。学校

は地域のコミュニティーの核となっており、地

域の活力を維持するという観点も考慮してほし

い」という意見もあったと報告書に記載をされ

ております。適正規模についての意見から見れ

ば、各学年３学級以下は統廃合ということにな

ると思いますが、統廃合の考え方に対する意見

としては、各学年３学級でも諸問題を考慮する

ことで統廃合しなくて済むということになりま

す。各地区における県立高等学校の在り方の提

言では、西諸県地区においては、えびの市の唯

一の高校であります飯野高校のあり方について
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検討することとなっていますが、具体的な今後

の改革についてのスケジュールをお示しいただ

きたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 平成25年度以降の高

等学校の整備計画につきましては、今後、教育

庁内に策定委員会を組織し、今回の学校教育改

革推進協議会からの報告を踏まえますととも

に、さらに県民の皆様の御意見をいただきなが

ら、平成23年度中の公表を目途にして検討を進

めてまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、再編を地域一体となっ

て回避したいとしましても、１学級40人定員で

４学級から８学級が妥当であるという考え方で

あれば、１学年３学級の学校ではこの部分の問

題をクリアできないということになります。１

学年３学級で定員に満たない状況がずっと続い

ているということであれば、地域の皆さんにも

統廃合の理解が得られるのかなというふうに思

いますが、１学年３学級の定員を潤沢に満たし

ているのかということや、地域性において存続

が可能ということになるのか、お聞かせをいた

だきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 小規模な高等学校の

今後のあり方につきましては、学校教育改革推

進協議会からいただきました報告の中で、「現

行の４学級から８学級の適正規模等の考え方を

踏まえるとともに、学校がさらに学級減となる

場合は、生徒の通学時間や保護者の経済的負

担、地域の実態等に十分配慮しながら、生徒に

とってよりよい教育環境を創造するという視点

に立って、それぞれの学校のあり方を検討する

必要がある」などの提言をいただいておりま

す。この提言を踏まえながら、新たな高等学校

の整備計画を策定することになりますが、生徒

にとって魅力と活力があり、今後とも、多くの

子供たちが進学したいと思う高等学校の教育環

境を提供できるかどうかがその検討に当たって

の最も大切な視点になろうかと考えておりま

す。

○宮原義久議員 生徒の通学時間や保護者の経

済的負担の軽減、また地域の実態に配慮しなが

らということであれば、存続という決断がその

地域にとっては一番いい選択かなというふうに

思いますので、存続という方向で十分検討して

いただくよう要望をしておきたいと思います。

農業問題について、１点だけお伺いをしま

す。口蹄疫、鳥インフルエンザにより大きな被

害を受けたわけでありますが、口蹄疫につきま

しては、県有施設からも発生するなど、消毒が

徹底していたとは思えません。大変残念なこと

であります。そこで、改良事業団、試験場、農

業大学校、農業系高校の消毒体制の整備はどの

ようにされるお考えなのか、農政水産部長、教

育長にお願いをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 先月公表され

ました県の口蹄疫検証委員会の報告書におきま

しては、畜産試験場川南支場及び農業大学校に

おける消毒等の防疫措置が不十分であった旨の

指摘がなされているところでございます。この

ため、県といたしましては、この指摘を重く受

けとめ、畜産試験場及び農業大学校の防疫体制

の再点検を行い、徹底した衛生防疫体制を再構

築しますとともに、各施設において、車両消毒

施設やシャワー及び噴霧エアシャワー等、所要

の整備を進めているところであります。今後と

も、貴重な県有の家畜を飼育する施設として県

内の農家の模範となるような防疫体制の強化を

図ってまいりたいと考えております。

○教育長（渡辺義人君） 農業系高等学校の消

毒体制につきましては、畜産の実習を行う４つ
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の高等学校におきまして、防疫体制の再点検を

行いまして、農場入り口におけるすべての車両

の消毒徹底や、噴霧シャワー装置の設置による

生徒、教職員の衣服の消毒徹底など、人や車両

の消毒体制の整備強化を図ってきたところであ

ります。今後とも、農業後継者を育成する学校

として防疫体制の充実を図ってまいります。

○宮原義久議員 県有施設だけは発生しなかっ

たと言えるような状況であってほしいというふ

うに思います。県有施設が一番最初に発生した

ということでは県民の納得がいかないと思いま

すので、よろしくお願いをしたいと思います。

以上で一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○蓬原正三副議長 次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問をいたします。

河野知事、御就任本当におめでとうございま

す。議会開会日に、就任のごあいさつ、県政運

営の基本姿勢を聞かせていただきましたが、多

くの共感を持つことができました。

本県は、口蹄疫からの再生・復興はもとよ

り、鳥インフルエンザ対策及び新燃岳噴火災

害への対応、景気・雇用対策や社会資本の整

備、子育て・医療対策、中山間地域対策等、

さまざまな行政課題を抱えています。

また、少子高齢化・人口減少の本格化、ア

ジア経済の拡大、地球規模の資源・環境問題

の顕在化、地方分権の進展など、本県を取り

巻く状況は、今後大きく変化していくものと

考えられます。

宮崎県は、今まさに正念場であり、極めて

重要な時期を迎えています。

県民本位の県政を発展させるため、県民の

皆様はもちろん、県議会、国、市町村、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、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いきま

す。

今後４年間の基本政策として、本県に未曾

有の被害をもたらした「口蹄疫からの再生・

復興」を進めるとともに、あわせて、あすの

宮崎のための礎づくりとして、「産業・雇用

づくり」「人財づくり」「くらしづくり」を

進めます。（中略）

この４つの基本政策の推進に当たっては、

基金に頼らない持続可能な財政構造への転換

に向け、選択と集中を初め、ゼロベースによ

る徹底的な事業の見直しなどによる行財政改

革を継続・断行してまいります。

そして、県民の皆様や団体、企業等が適切

な役割分担のもと、連携・協力し、きめ細か

で、より効果的な公共サービスを提供してい

く「協働型の県政」を推進してまいります。

さらに、さまざまな行政課題に対し、市町

村の皆様とともに「地方分権改革の推進」に

全力で取り組みます。

以上は、河野知事が述べられた県民へのメッ

セージです。

私は、このメッセージに共感をし、知事に

メッセージどおりに実行できる体制をつくり上

げていただきたいと思いました。財政の厳しさ

は、国を初めとしてどこも同じです。問題は、

限られた予算を、県民生活に視点を置いて県民

への徹底した情報公開のもと、県民パワーを信

じて執行できるかです。知事も述べられていま

すとおり、ゼロベースによる徹底的な事業の見

直しは即できることですから、実行すべきで

す。従来と違う予算の組み替えがまさに必要な
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ときです。予算書を見ますと、毎年毎回、名前

をちょっと変えただけの新規事業などを見せら

れると、ぐったりとしてしまうのですが、まず

は事業の効果をどう判断するのか、各部各課に

またがって連携すら見えなくなっている政策課

題、予算を細かく切るだけで効果が疑われるも

の、いずれにしても徹底的な事業仕分けが必要

と思っています。財政の現状を認識していただ

くためにも、県民に公開しつつ、事業の仕分け

を進め、財政の見直しと確保をすべきと考えま

すが、お尋ねをいたします。

テレビで、新燃岳の噴火による降灰除去のボ

ランティアに、延岡工業高校を初めとする多く

の高校生たちが汗を流しているニュースを見ま

した。最近、涙腺の弱くなっている私は涙がと

まりませんでした。その後も多くの県民の皆さ

んの動きがありました。口蹄疫で大変苦しんだ

宮崎県民が家畜の殺傷等犠牲として失ったもの

は、それはそれは大きかったと思いますが、そ

の中で得たものも大きかったと確信をしていま

す。宮崎県民の力ははかり知れなくて、その県

民の皆様を信じて、知事はリーダーシップを発

揮されることが大事だと思っています。

次に、代表監査委員にお尋ねをいたします。

平成19年１月23日、前知事が幹部職員を前に

就任のあいさつで「裏金はありませんか」と問

いかけられたのは、今でも忘れることのできな

い出来事です。前知事は、河野知事と同じく、

鳥インフルエンザ対策からスタートでしたが、

その上に不適正な事務処理問題が４月から発覚

をしました。知事選そのものが官製談合事件に

絡む辞任によるものでしたから、県政に対する

県民の皆様の目は厳しく、多くの関心と御批判

が集まりました。身内のことだから監査が甘い

のでは等々、監査のあり方にも注目は集まりま

した。城倉代表監査委員は、その激動の平成19

年４月から４年間の任期で就任されました。宮

崎県の監査のあり方は、このときから新たなス

タートを切ったとも言えますが、この４年間、

代表監査委員を務められ、監査のあり方につい

てどのようにお考えか、所見をお尋ねいたしま

す。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

事業仕分けにつきましては、国の行政刷新会

議のワーキンググループとして昨年度11月から

開始されて以降、マスコミによる報道などもあ

りまして、大いに注目を集めてきたところであ

ります。本県におきましては、事業見直し手法

の一つとして、国に先駆けて平成19年度に実施

をしておりまして、５カ月にわたり延べ21回の

作業部会などの検討・協議が行われ、取りまと

められました多岐にわたる提言につきまして

は、以後の予算編成や事業運営に最大限生かし

ていく旨、結論づけられたところであります。

その後、本県におきましては、毎年度当初予

算編成の前に行う事務事業の見直し作業におき

まして、事業仕分けの成果や手法などを踏ま

え、すべての事業を対象としてゼロベースから

の徹底した見直しを繰り返し実施しまして、実

績、成果を上げているところでございます。し

たがいまして、19年度に行った大規模な事業仕

分け以降の事業見直しの方策としましては、当

面、現行の取り組みを継続して実務的な成果を

上げて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〕

○代表監査委員（城倉恒雄君）〔登壇〕 お答

えいたします。
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監査のあり方についてでございます。私ども

が監査委員に就任した平成19年には、お話にあ

りましたように、不適正な事務処理が発覚し、

監査をきちんとしているのかという声が各方面

から寄せられました。監査によってこのような

案件を早い段階で指導できなかったことを反省

しながら、一方では、監査の責任と役割は極め

て大きいものがあると、改めて認識したところ

であります。このため、監査には一定の限界が

ありますが、定例の財務監査に加えて、行政監

査、例えば随意契約のあり方についてとか、さ

らには随時監査、いわゆる抜き打ち監査など可

能な限りの手法で取り組んできたところであり

ます。

この間の私どもの監査の基本的な考え方は、

不適正を見つけ出すことよりも、不適正を抑止

するということでありましたが、今後の監査

は、財政が厳しい状況にある中で、最小の費用

で最大の効果を上げているかどうかを検証する

ということに、より一層力点を置く必要がある

のではないかというふうに考えております。以

上です。〔降壇〕

○井上紀代子議員 答弁ありがとうございまし

た。宮崎県の監査につきましては、私も本当に

自信を持っているところですので、今後、また

監査事務局の皆さんの御努力をお願いしたいと

思います。

次に、高病原性鳥インフルエンザ対策につい

て、農政水産部長にお尋ねをいたします。

今回の鳥インフルエンザについては、感染確

認が２月17日現在で７県19カ所を数えるなど、

全国的な拡大を見せています。とりわけ、宮崎

県は12例発生をしています。また、加えて、霧

島連山の新燃岳の噴火による降灰によって、都

城市や高原町など周辺地域では農作物や畜産関

係施設等への被害も重なって、農家にとっては

終わりの見えない二重の苦しい戦いを強いられ

ています。本県では、昨年も目に見えない口蹄

疫ウイルスとの４カ月に余る戦いがあって、二

度とこのような犠牲を繰り返すことがないよ

う、これまで防疫活動の経験、ノウハウを生か

し、県民一丸となって防疫対策に懸命に取り組

んできたところであります。ぜひ、支援制度の

充実については国と一体となって確立していた

だきたい、このことは要望しておきたいと思い

ます。

ただ、なぜ宮崎県だけ、こうも多発したのか

ということについては、やはり感染ルート等を

早急に解明することが必要だというふうに思っ

ております。そのことについてどうお考えなの

か、お聞きしておきます。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回発生しま

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、農場周辺の

野鳥などの調査を行っております。これまでの

調査によりますと、一部の農場で飼養衛生管理

基準が遵守されていない点は指摘されておりま

すが、本県で多発している決定的な原因は特定

されていない状況にございます。なお、本県に

おきましては、これまでのところ、死亡野鳥で

鳥インフルエンザの発生が７例確認されてお

り、専門家からは、本県において例年より野鳥

の飛来数が多いこと等の指摘があることから、

県としましては、野鳥の会に対して、発生農場

周辺の野鳥の生息状況等に関する調査を依頼

し、現在、実施していただいているところでご

ざいます。今後とも、関係団体や国の疫学調査

チームと連携するとともに、県といたしまして

も、専門家の意見を聞きながら、感染経路等の

究明に取り組んでまいりたいと考えておりま
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す。

○井上紀代子議員 県独自の感染ルートについ

て解明していくような、そういう取り組みをさ

れる予定はあるんでしょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） ただいま申し

上げましたとおり、県といたしましても、専門

家の先生方と意見を交換いたしまして、感染経

路の究明に全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。

○井上紀代子議員 昨年の口蹄疫のときに大変

問題になりましたのが、埋却地の確保でした。

特に、法人経営における埋却地の確保が問題に

なったというふうに思っておりますが、今回の

法人経営等を含めて養鶏農家における埋却地の

確保の状況というのはどうなっているのでしょ

うか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 養鶏農家で

は、近年、経営の大型化が進み、大規模生産農

場が増加しておりまして、平成19年における鳥

インフルエンザの発生を受け、県内の養鶏農家

に対する埋却地の確保状況を調査いたしており

ます。その当時で、県内930農場のうち512農場

で埋却地の確保が可能との結果を得ておりま

す。また、今回の発生を受けまして、改めて系

列会社各社に対して埋却地の確保状況を調査い

たしましたところ、確保できていない農場につ

いても、各社が責任を持って確保に全力を尽く

すとの回答を得ているところであり、県といた

しましては、市町村と十分連携し、埋却地の確

保に努めてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 埋却地の確保が、市町村に

とってみれば一番きついところなんです。そし

て、私、ちょっと疑問を持つんですが、平成19

年に調べて、400何カ所かは埋却地を持っていな

かったわけですけれども、これについての指導

と、これまでの間の埋却地確保のための確実な

受けとめというのは、県は持っているんです

か。

○農政水産部長（髙島俊一君） 19年度の調査

以降でございますが、具体的に指導したという

ような状況にはないようでございます。今般の

鳥インフルエンザの発生を受けまして、系列会

社でございますが、ブロイラーといいますの

は、種鶏農場で卵を産んで、ふ卵農場でふ卵を

してひなにかえて、そのひなをブロイラーで大

きくして食鳥処理場に持っていく、こういう系

列が続いているわけです。俗にインテと言って

おりますが、インテ会社のほうに指導していく

という形で、今回の埋却地の確保につきまして

は、こちらのほうで責任持ってやるということ

を実際証明していただきました。こういうとこ

ろは大規模な農場でございますので、そういう

形で今回はスムーズにいったと思っておりま

す。ただ、今回の鳥インフルエンザの場合は

─この前の口蹄疫のときに大変苦労いたしま

したけれども─牛１頭で500羽から600羽が埋

却できるというような形で、かなり前回とは

違っていたということでございます。１万羽を

埋却するのに、牛であれば16頭ぐらいというよ

うな形ですので、私どもは、今後は口蹄疫の対

策のほうをまずは重点的にやっていかなければ

ならないのかなと思っているところでございま

す。

○井上紀代子議員 やっぱり埋却地の確保とい

うのは、感染を広げないためには一番必要なこ

となんです。たまたま宮崎市の場合はエコクリ

ーンプラザがあったものですから、そのことに

よって非常に救われたという部分はあったと思

います。市町村にとってみれば、ほかの町村

だったらどうなったのかということが非常に心
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配されるわけです。飛来があるころには、各農

場を回って農政水産部の皆さんは努力されてい

るわけですから、そのことと同時に、このこと

についてもしっかりとした対応をしていただき

たいというふうに要望しておきたいと思いま

す。

次に、今回の発生は点での発生というふうに

思ってもいいのではないかと思っています。面

になっていないという点でいえば、私はよかっ

たなというふうには実際思っています。ただ、

移動制限はマニュアルに基づいてかけられてい

ますので、産業再開の観点からいうと、例えば

食鳥処理場とかそういうところは柔軟に考えて

いくということも、今後考えられてもいいので

はないかと思いますが、その点について部長の

見解をお聞きしておきます。

○農政水産部長（髙島俊一君） 鳥インフルエ

ンザが発生した際には、国の防疫指針に基づき

まして、発生農場を中心とした半径10キロメー

トル以内の区域を移動制限区域として設定をい

たしますが、発生農場の隔離など、蔓延防止措

置を講じた後、直ちに行う制限区域内農場の発

生状況検査の結果、異常が認められなければ、

その範囲を半径５キロメートルまで縮小するこ

とができます。しかしながら、現行の防疫指針

では、半径５キロメートル以内に立地する食鳥

処理場の操業は認められておりません。県とい

たしましては、食鳥処理場の閉鎖によって大き

な影響があると十分認識しておりますので、国

に対して、移動制限区域の設定のあり方につき

ましても、引き続き要望してまいりたいと考え

ております。

○井上紀代子議員 次に、「人財づくり」につ

いて、知事にお伺いしたいと思っております。

「あすの県づくりの原動力となるのは人の力

であり、子供は地域の宝です。「日本一の子育

て・子育ち立県」を目指し、この地で生まれ育

ち、生涯にわたり学びや経験等を重ねることに

よって、地域の産業や社会を支え、新しい分野

に挑み、未来を切り拓く「人財」として活躍で

きるよう、さまざまな支援やサービスの充実に

努めてまいります」というふうに知事は今回、

「人財づくり」について述べられているわけで

す。私は、やっぱり経済の歯車を回すのは雇用

だというふうに思っています。宮崎県の子供が

どうやって育っていくのか、育っていって、結

果としていい納税者にどれだけなっていけるの

かということが、視点としては大変重要なので

はないかなというふうに思っています。

今回、一つお聞きしたいのは、「儲かる農水

産業を支援する試験研究機能強化事業」という

事業があるわけですが、その中で、実は、総合

農試とかにもすごいドクター取得をされるよう

な資格をお持ちの方もいらっしゃるわけです。

そういう資格を取ろうとすると、勢い自分のお

金を使い、自分の時間を使い、自分でというこ

とが求められるわけですけれども、せっかくの

人材を支援していくのに、県としてそういうも

のについて全く支援がないのか。せっかく資格

は取ったものの、宮崎県で奉仕するよりも他県

に行ったほうがましだみたいなことをされる

と、とてももったいないなというふうに思いま

す。人材育成のためのいろんなことが幾つも書

いてあるわけですね。例えば、福祉保健部だ

と、働きながら資格を取る、いろいろなそれに

対する支援のものがあったり、いろんなところ

でそういうものが実際あるわけですけれども、

県庁職員に限って言えば、そういう資格を取ろ

うとする者に対する支援は一切考えておられな

いのか、そこをお聞きしたいと思います。
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○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、限ら

れた人員でさまざまな行財政課題に対応してい

くためには、職員の個々の資質の向上を図って

いくことが大変重要なことでありまして、県と

してもさまざまな形で支援を行っているところ

であります。これまでも、職員が職務上必要な

資格などを取得する場合には、公務として研修

を受講させているほか、養成機関への長期の派

遣なども行っているところであります。職務と

直接の関連のない大学等の課程の履修などであ

りましても、職員の能力の向上に資すると認め

られるものについては、最長で３年間の自己啓

発等の休業制度等もありますし、２年間の修学

部分休業制度というものが活用できる、さらに

は通信教育講座の紹介なども行っているところ

でございまして、こういった制度を活用しなが

ら、学位や資格の取得が可能となっているとこ

ろであります。今後とも、職員の資質や意欲の

向上を図るために、さまざまな制度なり工夫を

凝らしてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 次いで、農大校についてお

尋ねしたいんですけれども、私は、宮崎県のも

う一つ磨き上げが必要で、大変注目されるに値

するところは農大校だと思っているわけです。

ここがどうしてあのままなのかというのは若干

疑問のあるところなんですが、最近、あり方に

ついて検討を加えておられるということですの

で、そこに期待をしたいというふうには思って

いるわけです。ここは、本当に考え方次第で

は、本県農業の担い手育成、それから観光の一

つのスポットにもできるし、いろんな意味で農

大校というのは注目に値するところだと思って

いるんですけれども、知事は今後、農大校につ

いてはどういうふうな方向で磨き上げをしてい

ただけるものか、お聞きしておきたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおりであり

まして、本県の農業振興の原動力として重要な

役割を担っているというふうに認識しておりま

す。昭和47年に設置して以来、さまざまな機能

充実に努めながら、これまで約3,000名の卒業生

を輩出しております。本県農業を牽引する担い

手を数多く育成しておるところでございます

が、昨今の農業情勢を勘案しながら、本県農業

を新たな成長産業として発展させていくため、

規模拡大、経営の法人化、他産業との連携、そ

ういったことが求められているという状況を背

景といたしまして、平成20年度に、有識者など

も交えて、こうした時代の要請にこたえ得る農

業大学校のあり方を検討、整理したところでご

ざいます。その検討結果を踏まえて、平成22年

４月から、アグリビジネス学科の設置など、学

科やカリキュラム等を再編しておりまして、企

業的経営や農業の６次産業化など、これからの

農業情勢に対応できる、たくましい実践力を備

え、即戦力となる人材の育成に取り組んでいる

ところでございます。今後とも、農業大学校の

果たすべき役割というのをしっかり見きわめな

がら、その充実強化を図ってまいりたいと考え

ております。

○井上紀代子議員 これに関連して教育長にお

尋ねしたいんですけれども、実は農業高校とい

うのは最近、本当にいい取り組みをしているん

です。学校としての取り組みと、そこに集うみ

んなもいろんな工夫をして、地域にまた出て

いったりして、農業高校―その子たちが全員

が全員、農業の担い手になるとは思えません

が、それでもそれは非常に大きな卵だ、大事な

卵だというふうに思います。農業大学校と農業

高校、そういう職業系の学校との関連性という

平成23年２月25日(金)



- 194 -

のはどのようにお考えなのか、そこを教えてい

ただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 農業大学校につきま

しては、農業後継者のための学校ということで

あり、非常に高い専門性を持った農業の将来の

従事者を育成しているところでありますが、そ

のねらいは、まさしく農業高校と同じでありま

して、一番身近なところに高鍋農業高校がござ

いますけれども、ここと農業大学校との関係を

密にしていくということが、当面は一番大事な

ことかなと思っています。教育委員会の職員に

つきましても、農業大学校のほうに派遣をいた

しておりまして、今のところは緊密な連携とい

う部分ではまだ課題があると思っていますの

で、今後、そこのところに力を入れていって、

本当に本県の農業を担い得る人材の育成に努め

ていかなければならない、このように考えてお

ります。以上です。

○井上紀代子議員 口蹄疫のときには、農業大

学校を埋却地にみたいなお話もあったわけです

けれども、私は、農業大学校というのは、本当

にこれからの日本の農業を考えるときに、いろ

んな意味で、食とそこに住む人たち、人間との

つながりをするのには一番いい場所ではないか

なというふうにも思っています。そしてまた、

一つ観光としても使えるのではないだろうかと

いう思いがあるわけですけれども、商工観光労

働部長にとりまして、農業大学校というのはど

ういうランクに入るかを教えていただきたいと

思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 宮崎県の

特性を生かした観光振興という意味からも、体

験観光といいますか、そういう視点からも、魅

力アップできれば観光客が訪れる施設になると

いうふうに考えます。

○井上紀代子議員 どうもありがとうございま

す。実は、県立農業大学校の概要の設置目的の

中に、「本県農業の振興を図るため、幅広い国

際的視野と高度な生産技術及び経営能力を身に

つけた企業的農業経営者並びに地域農業のリー

ダーを計画的に養成するとともに、農業外から

の新規就農者の育成確保のための研修や、県民

への農業・農村理解促進のための幅広い研修を

総合的に実施する」と。おもしろいんですね。

いっぱいいろんなことができそうなところなん

です。知事に再度お伺いしますが、農業大学校

については、外も汚れてしまっているところが

あるんですけれども、そういう意味では、少し

お金をかけていただきたい、そういう思いもす

るんですが、知事のお考えをお聞かせいただき

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県にとっての重要な

施設ということで、今後とも機能充実に工夫を

凝らしてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 予算を何に使うかというこ

とは、今後の将来性みたいなものがそこに出て

くるのではないかと思って、期待をしています

ので、よろしくお願いいたします。

次に、若年者人材育成就職支援事業につい

て、商工観光労働部長にお尋ねしたいと思いま

す。これについては、若干いろいろな疑問がわ

くわけですが、これは１年の事業ですね。１年

の事業で３億使うわけですが、これについて商

工観光労働部としては何をねらっているのか、

そこを教えていただきたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 若年者人

材育成就職支援事業でございますけれども、新

卒者等若年者の就職内定率が非常に低いわけで

ございます。また、就職状況も厳しいわけでご

ざいまして、職業スキルの向上を図って安定的
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な職業につなげていくということを目的に実施

するものであります。質問にありましたよう

に、事業費は３億円で、100人を雇用することと

しておりまして、全額、緊急雇用基金を活用す

ることとしています。中身を申し上げますと、

具体的には、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いたしま

す。特徴でございますけれども、若年者の就職

等のミスマッチがよく言われています。これは

食わず嫌いといいますか、そういう側面もある

のかなと。やはり実際に企業に入ってみて、そ

こで仕事のおもしろさ、そういうものを体感す

る、そういうものをねらう。それから、最近、

インターンシップというのをやりますけれど

も、給料を払いながら長期間のインターンシッ

プ、そういう見方もできるんではないかと。し

たがいまして、これは基金事業を活用する関係

上、１年間ということになりますけれども、我

々としては非常に期待している―事業効果に

期待が上がるような、そういう取り組みをやっ

ていくつもりでございます。以上でございま

す。

○井上紀代子議員 非常に情熱的な答弁をいた

だいたので、何かよさそうにだんだん思えては

きましたが、問題は、派遣先の企業なんです。

企業が、ただこの期間だけをというふうに言わ

れると、私は非常に問題が出てくるのではない

かというふうに思っています。若年ですから40

歳以下ぐらいの方たちなので、いろんな方がい

らっしゃるとは思うんですけれども、やはりそ

こがきちんと一体感を持って、企業と本当に

マッチできて、この方たちをずっと雇用してい

ただけるように、そこの企業の部分のところを

しっかりとやっていただきたいというふうに

思っておりますので、よろしくお願いします。

次に、教育委員会も同じようなものを持って

います。新規学卒未就職者のスキルアップ支援

事業、教育長、この効果についてはどのように

お考えなんでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） この事業につきまし

ては、新規学卒未就職者を県立学校等に雇用し

まして、未就職者の能力をさらに高めて、就職

に必要な社会人としてのスキルアップを図るこ

とを目的にしているものであります。採用者に

つきましては、高校の教育活動において、ＩＣ

Ｔの活用補助や、実験・実習補助の業務に携わ

りますが、あわせて、職業人としての資質向上

を図るために、ビジネスマナー研修や専門分野

の知識・技能を向上させる研修に参加いたすも

のであります。さらに、高校が持つ就職支援の

機能を活用しながら、ハローワークのジョブサ

ポーター等との連携を図りまして、最終的には

就職を目指させたい、このように考えていま

す。以上です。

○井上紀代子議員 学校では、就職の担当の先

生方が大変御苦労されているということは、実

際、私もわかっているわけですけれども、私ど

もの県は、ここに至るまでの間にそういう教育

が足りていないのかなと思ったりもするわけで

す。就職していく、自分がどういう仕事に今後

ついていくのかというときのスキルアップとい

うのは、ふだんの教育の中ではなかなか培えな

いものなのかどうか、そこについては教育長、

どのようにお考えなんでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 決して本県の子供た

ちがそういうスキルを持っていないということ

ではなくて、ほとんどの子供たちは持っている

と思っています。ただ、特に問題なのは、普通
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科系の高校、ここは漠然と高校に入ってきて、

漠然と大学なり短大なり専門学校を目指す、そ

ういったような傾向がなきにしもあらず。これ

は本県だけではなくて全国的な課題であります

が、そういったことも含めまして、今後の私ど

もの施策の重点というのは、キャリア教育、こ

の辺が一番大事なことだと思っていますので、

そういう方向で努力していきたい、このように

考えています。

○井上紀代子議員 ぜひ、教育界のほうでもそ

のことについて御支援をいただいて、我が県の

子供たちが本当に生きていく力をしっかりと持

つ、そして納税者としてこれからも頑張ってい

けるように、ぜひ御努力をお願いしたいという

ふうに思っています。

次に、青島の活性化のことについて、知事に

お尋ねをしたいと思います。

観光地青島は、長年の課題でありました旧橘

ホテルが解体撤去されて、さあこれからという

感じがあったわけです。地域の皆様も以前と随

分違いまして、非常に積極的に観光地青島を大

切にしていこう、そしてこれを活性化させてい

こうということで、地域の皆さんそのものが前

に出てきて一生懸命やっておられるわけですけ

れども、残念ながら、再開発の計画を立てたブ

ルーアイランドリゾート社が、緒についてはい

るものの、なかなかそれが形になってあらわれ

てこないという状況になっています。青島地域

の活性化について県はどのように取り組んでい

かれるのかを、ぜひ聞かせていただきたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 私も青島の大ファンの

一人でありまして、私が生まれ育った瀬戸内海

とは違った荒々しい海ではありますが、いやし

を提供するすばらしい眺めもありますし、トロ

ピカルロードなどのいろんな施設の整備も相

まって、国内外から観光客を呼び込むことので

きる、本県を代表するすばらしい観光地の一つ

であるというふうに認識をしております。実

際、私も青島太平洋マラソンを走ったときに、

最後のトロピカルロードは向かい風が大変厳し

くてつらいんですが、眺めは最高ですし、青島

で２キロ泳いで14～15キロ走るというアクアス

ロンの大会などにも出たりいたしまして、スポ

ーツをする意味でも環境に恵まれている大変す

ばらしいところだというふうに、認識をしてお

ります。

旧橘ホテルの解体撤去でありますとか、「こ

どものくに」のリニューアル、さまざまな取り

組みがなされております。また、宮崎市におけ

るパークゴルフ場ですとか国民宿舎跡地の整

備、さらには、地元観光関係団体や住民等によ

る青島駅を活用した観光案内所の開設やレンタ

サイクルの実施、ブーゲンビリアの植栽、ＮＰ

Ｏなども参加しての各種イベント、青島キャン

ドルナイト、いろいろやられておるところでご

ざいますが、さまざまな主体が加わって魅力

アップにつながる取り組みがなされているもの

と認識をしております。今、ホテルのその後の

整備がなかなかというところがございますが、

さまざまな主体がそういった力を寄せ合うこと

によって、本県を代表する青島というもの、や

はり宮崎市など地元が主体となった取り組みと

も連携をしまして、県といたしましても、その

潜在力を生かした活性化に情熱的に取り組んで

まいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 私も、これからも情熱的に

取り組んでいきたいと思っております。ありが

とうございました。

次に、県警本部長にお尋ねしたいと思ってい

平成23年２月25日(金)



- 197 -

ます。実は私、マスコミ報道を聞いておりまし

て、日本は殺人事件がふえていると実際思って

いたわけです。ところが、実は、日本は殺人事

件が減少しているんです。つまり、言われない

もの、伝えられないもの、知らされていないも

の、これはないものと同じで、人間といいます

か、私どもは、認識した時点から現実のものと

してとらえることができるというふうに思って

おります。

実は最近、私は、白バイとかパトカーをよく

目にしておりまして、交通安全の取り締まりが

強化されたというふうに思っておりました。そ

して、県警の方にお聞きをしましたら、「い

や、例年と同じなんですよ」というふうにおっ

しゃったのを聞いて、びっくりしたんですけれ

ども、また恥ずかしくも思った次第です。実は

最近、多くの方から、「取り締まりが有効であ

る」、そういう意見を多くいただいたものです

から、私はてっきり交通取り締まりが強化され

たものという錯覚を起こしていたんですけれど

も、交通事故抑止のための街頭活動の状況につ

いて、改めて県警本部長にお尋ねをいたしま

す。

○警察本部長（鶴見雅男君） 県警におきまし

ては、交通事故の抑止と交通秩序の確立を運営

重点の一つとして掲げまして、組織を挙げて取

り組んでいるところであります。特に、本県の

交通事故の原因は、その約７割がわき見、安全

不確認というようなことで、緊張感の欠如によ

るものであります。平成21年９月からは県民運

動として、そういったものに対応するために、

「てげてげ運転追放運動」を継続推進している

ところでございます。

そういった中で、警察といたしましては、県

民の皆さんの目に見える活動として、できるだ

け多くの制服警察官や白バイ、パトカーによる

街頭活動を強化する、そういったことによりま

して、運転者等に緊張感を与え、安全運転に努

めていただくということに強力に取り組んでい

るところでございます。今後とも引き続き、交

通事故の抑止、県民の皆様に安全・安心を提供

するために、街頭活動を強化してまいりたいと

考えております。

○井上紀代子議員 実際、死亡事故を含めて、

ほかの事件に発展しそうなものも抑止されてい

るんではないかというふうに思われますが、そ

のあたりはいかがなんでしょうか。

○警察本部長（鶴見雅男君） まさにおっしゃ

るとおりでございまして、街頭活動をしっかり

とやるということによりまして、交通事故の抑

止、それから犯罪者の犯罪心理の抑止、県民の

皆様に安全・安心を感じていただくということ

で、３つの有用な効果があるというふうに考え

ております。

○井上紀代子議員 ありがとうございました。

次に、宮崎海岸の侵食状況について、この対

策についてお尋ねをしたいというふうに思いま

す。

実は、宮崎海岸の侵食が始まったのは1970年

代の半ばからなんですけれども、山から流れ出

る土砂がダムでせきとめられたこと、川の砂利

採取、宮崎港や宮崎空港の整備などで砂の移動

が妨げられたことなどが主な要因だと言われて

います。複数の要素が絡み合っているので、こ

れについては、どれがどれというふうに特定は

できていないというような状況なんですけれど

も、県が対策に乗り出したのは昭和57年（1982

年）、一ツ葉有料道路沿いの約2.5キロに緩やか

な傾斜の護岸をつくったほか、98年からは宮崎

港北側に離岸堤を設置したということですが、
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今後、宮崎海岸の侵食についてはどのような対

応をされていくのか、そして国との話し合いは

どのようにしているのかについてお伺いしたい

と思います。県土整備部長にお願いいたしま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 今、議員から

お話がありましたとおり、宮崎海岸につきまし

ては、県がこれまでずっと整備を進めてまいり

ましたが、平成20年度に直轄事業として、宮崎

海岸の侵食対策をやろうということで採択され

ております。これまで国においては、侵食対策

の検討に必要な地形測量等の各種調査、あるい

は侵食の軽減等を目的とします養浜工事を行っ

てきたところでございます。また、これらの調

査結果をもとに、本格的な侵食対策につきまし

て、市民談義所等でいただいた地域の方々の意

見も参考にしながら、国と県で設置した侵食対

策の検討委員会で、現在検討を重ねているとこ

ろでございます。県としましては、宮崎海岸の

侵食状況は著しく、早急な対策が必要であると

考えておりますので、本格的な侵食対策工事が

早期に着手されますよう、国と連携して、対策

工法の決定や関係者との合意形成に努めてまい

りたいと考えております。

○井上紀代子議員 この方向性といいますの

は、やっぱりヘッドランドが中心なんですか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 宮崎海岸の侵

食の原因、議員がいろいろおっしゃいました

が、ダムをつくったとか、そういったことによ

る川からの供給土砂が減ってきているという

話、それから単調な海岸線に港や導流堤、いろ

んな構造物をつくったことによりまして、海岸

を流れる砂が従来の流れと変わってきている、

そういったもろもろの要因が原因となりまし

て、一部分では侵食されているというような状

況が見受けられるところでございます。侵食を

食いとめる方策としましては、沿岸部では砂が

流れるわけでありますが、そういった砂の流れ

を抑制する施設の整備、それから、これまでも

かなり侵食されてきておりますので、砂浜がな

くなってきております、その部分に砂を補給す

る─養浜と言っておりますが─そういった

流れを抑制する施設と、砂を補給するという対

策が必要だと思っております。まだヘッドラン

ドと工法が決まったわけではございません

が、20年度に、事業着手に際して、一つの工法

案としてヘッドランドという案が示されており

ます。どういう対策工法がいいのかは、現在ま

だ検討中ということでございます。

○井上紀代子議員 2008年からですから、３年

ぐらいたっているわけですね。宮崎県として

は、こういう海岸にしたいということも含めて

しっかりと国に言わないと、国主導で何かをや

られるということには、やっぱり問題があるの

ではないかというふうに思っております。た

だ、経過を見せていただきましたら、十分お話

し合いはされているし、市民談義所でのお話も

されて、地域の専門家と言われる方と話をされ

ているので、そこは期待をしたいと思っていま

す。それでも、ヘッドランドを含めて、それが

有効であるという結果は、どこの県もまだ出て

いないんですね。ですから、そのことも含め

て、県がどのような方向性を持っているかとい

うことは大変重要だというふうに、私は思って

います。ただ、国と話をするときに、国の話だ

けを聞くというのではなくて、宮崎県としては

こうしたいというものをしっかりと持っている

ということが大事なのではないかと思います

が、そこについてはいかがなんですか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） もともと県で
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整備をしていた海岸でありますし、国に整備を

していただくことになりましたが、整備が終わ

りましたら、また県で管理をする海岸でござい

ます。当然、管理者として私ども十分意見を申

し上げながら、国と一緒に協議をしているとい

うことでございます。

○井上紀代子議員 ちょっと極端な言い方をす

れば、お金は出していただいてもいいけれど

も、この海岸については宮崎県が守っていくと

いうものがないと、他県と同じようなものをつ

くられても、なかなかそれは私どもの地域には

合わないのではないかというふうに思っていま

す。私も2008年から注目しながら、一番最初は

宮崎日日新聞社さんが大きく書いていただい

て、非常に関心も集めて、私も何度も住吉海岸

は見に参りました。国土交通省の方が見えたと

きに一緒に行ったりもしたんですけれども。そ

ういう点でいえば、ぜひ、宮崎県はこうしたい

というものをしっかりと持っていただきたい。

そのことについては要望しておきたいというふ

うに思います。よろしくお願いします。

次に、こども療育センターについて、福祉保

健部長にお尋ねをいたします。

こども療育センターというのは、御存じのと

おり、児童福祉法に基づく肢体不自由児施設で

あって、医療法による小児整形外科病院として

機能を持つ県内唯一の施設です。脳性小児麻

痺、進行性筋ジストロフィー、股関節脱臼など

で比較的長期にわたって治療を必要とする子供

たちに対して、入所・通院による整形外科的治

療のほか、専門の各科診療及び機能回復訓練や

生活指導を行って、障がいの除去・軽減を図る

とともに、入所児のうち学齢期の児童には、隣

接する清武せいりゅう支援学校に通学をさせて

います。つまり、子供によっては、このこども

療育センターで12年間暮らす子供もいるという

ことです。このセンターの課題は、障がいの多

様化、重度化へ対応した施設整備及び職員体制

の強化と考えています。センターのこれまでの

療育技術及び経験の蓄積を踏まえて、県全体を

視野に入れた、地域における関係機関・施設と

の連携による地域医療の推進とともに、総合的

で専門的な指導、調整のできる療育拠点施設と

して機能の充実強化が求められています。本年

６月に常勤小児科医が配置されましたが、小児

科的な合併症を持つ重度の子供たちへの対応

は、施設整備はもとより、医師、看護師等の相

当な人員配置が必要です。ですから、現行機能

の強化充実を図るには、肢体不自由児への対応

と在宅障がい児への対応、県内各地域への対

応、巡回療育相談、研修会等、充実を図って、

県内各地域に対する障がい児療育の支援機能強

化、県内の小児リハビリテーションの従事者の

研修事業、県北地域でのセンターの医師による

出張診療を実施し、遠隔地利用者の負担軽減を

すること、ここまでするんです。また、新たな

機能の付加としては、重症心身障がい児への対

応、入所と診療外来と機能訓練、ショートステ

イ、そして、きょうお話が出ました発達障がい

児童への対応として、宮崎市の発達支援センタ

ーや教育委員会との連携が大変必要ですが、そ

こもしていかなければならない。そして、療育

支援推進体制整備への対応もしなければならな

いわけです。こども療育センターには専門性の

高い人材が本当に必要だと思いますが、人材の

育成と充実はどのようにお考えなのでしょう

か。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県立こども療

育センターには、私自身も３年間指導員として

勤務したことがございますので、確かに、重度
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の障がい児を目の前にして、さまざまな専門職

種の職員がお互いに切磋琢磨しながら、自分の

専門性を磨きながら、力をつけていっていると

いうような職場だと、私自身もそう思っていま

す。ですから、議員自身が今御指摘のように、

こども療育センターは高い専門性が求められる

施設であると思いますし、人材の育成充実は大

変重要だというふうに認識をしております。こ

のため、本年度、先ほどおっしゃいましたよう

に、常勤の小児科医を確保し、体制の強化を図

りましたほか、理学療法や言語療法など各療法

士の資格取得や資質向上のための研修等に積極

的に派遣するなど、人材の育成にも努めている

ところでございます。今後とも、障がい児や保

護者のニーズにできる限りこたえられるよう、

専門性の高い人材の育成確保に努めてまいりた

いというふうに考えております。

○井上紀代子議員 実は、こども療育センター

は、臨時の任用の職員の方、非常勤職員の方と

いうのがいっぱいいらっしゃるわけですけれど

も、その中に、隣の清武せいりゅう支援学校に

行かれる方、この方も臨時なんですね。それか

ら、お母さん方の御相談を受けるコーディネー

ターの方、この方も臨時なんです。もちろん作

業療法士さんも臨時、臨時の方が随分いらっ

しゃる。ただ、専門的な資格のある方が臨時で

来られているので、そういう点でいえば、それ

で大丈夫なんですよと言われれば、大丈夫なの

かと言わざるを得ないところもあるわけですけ

れども。ただ、せいりゅうで医療的ケアを担当

するこの方がもしかしてということとかを考え

ると、そこは臨時で本当にいいのかという思い

がするわけですけれども、そのあたりについて

はどのようにお考えなんでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 今、議員が

おっしゃいましたように、こども療育センター

のほうでは、さまざまな専門職を必要としてお

りまして、職種によっては非常勤職員等の活用

をしているという状況がございます。したがい

まして、採用に際しましては、資格や職歴を十

分考慮しておりますほか、採用後も常勤職員と

同様に技能習得の研修等を積極的に行うなど、

専門性の高い人材の育成に努めているというこ

とでございます。

○井上紀代子議員 なかなか福祉保健部長は攻

めにくいという感じはいたしますが、いろんな

工夫をしながら、職員の方の育成とスキルアッ

プといいますか、それはぜひやっていただきた

いというふうに思っております。

施設整備については、センター設置から相

当、年数が経過をしています。老朽化、利用形

態の変化によって施設改修の必要性というのが

非常にあると、私は行ってみても思うんですけ

れども、それについてはどのような対応をされ

るおつもりでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） こども療育セ

ンターでは、障がいの重度・重複化等に適切に

対応していくために、毎年さまざまな施設設備

の整備を行っております。特に、21年、22年度

におきましては、国の経済・雇用対策の交付金

を活用し、酸素・吸引設備の整備を初め、病棟

病室、トイレ、浴室等の改修を行いましたほ

か、出入り口のバリアフリー化や歩行分析装置

の更新など、約２億円規模の整備を行ったとこ

ろであります。今後とも、センターや利用者の

ニーズを的確に把握しながら、必要な施設整備

に取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。

○井上紀代子議員 こども療育センターが県内

唯一の施設であり、宮崎県にとっても誇り得る
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施設であるということについては、先ほど申し

上げましたとおりです。ただ、センターは、肢

体不自由児施設、この看板をなかなか外そうと

しませんので、このままでいいのか、センター

の今後のあり方をどのように考えておられるの

か、福祉保健部長にお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） こども療育セ

ンターは、肢体不自由児の療育支援を行う県内

唯一の県立施設でありまして、県内全域を念頭

に置いた運営が求められているほか、障がいの

重度・重複化への対応や在宅志向など、多様化

するニーズに適切に対応していく必要がありま

す。このためセンターでは、肢体不自由児の入

所事業はもとより、県内各地への巡回相談、民

間病院の療法士への研修、さらには本年度スタ

ートした県立延岡病院への出張診療など、遠方

からの利用者の負担軽減に努めているところで

あります。さらに、重症心身障害児（者）通園

事業やショートステイなど、在宅事業にも積極

的に取り組んでいるところであり、今後とも、

センターに求められる役割をしっかりと果たし

てまいりたいと考えております。なお、先般の

児童福祉法の改正によりまして、障がい児施設

の枠組みが大きく変わることになりましたの

で、今後、制度改正に適切に対応できるよう、

国の動きを注視してまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 御答弁、本当にありがとう

ございました。

続いて、最後に知事に申し上げたいというふ

うに思うんですけれども、何度も何度も、今回

の議会が始まって知事の答弁を聞いていて思う

のは、やっぱり地方で暮らそうという―宮崎

でいいじゃないか、わざわざ東京にいなくても

いいじゃないか、宮崎で暮らそうよという、中

山間地対策のことを答弁されてもそれが伝わっ

てきます。これは本来、国がもっと大きな声で

言うべき内容だろうというふうに思うんです。

地域で暮らそう、そして心豊かに暮らそうとい

うことをやはり言うべきではないのかなという

ふうに思っています。国は、今後、いろんな意

味で、予算の組み替え等も含めて、地方に力を

持つようにということで予算の配分がされてい

きます。私は、そのことをしっかりと受けとめ

る必要というのがあると思うんですが、西村議

員に対する答弁を聞いていましたら、事業仕分

け、やりませんというふうに聞こえてしまった

わけです。私に対しても、やりませんというふ

うに聞こえてしまったわけですが、知事の言わ

れるゼロベースでの事業の見直しということは

どういうことなのか、最後に知事にお聞きした

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 事業仕分けを平成19年

度にやりまして、そのときの経験なり御指摘も

踏まえながら、現在、毎年行われている事務事

業の見直しに生かしているということでござい

ます。そういった19年度の事業仕分けの成果も

生かしながら、またさまざまな県民の皆さんの

御意見、県議会の皆様の御意見等を踏まえなが

ら、そのときそのときで、でき得る限りの事業

の見直し、今後あるべき施策というものを考え

ていく、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。

○井上紀代子議員 ありがとうございました。

やはり宮崎独自の、宮崎ならではの予算の組み

方というのはあってしかるべきだというふうに

思います。国がこう決めるからこうするとか、

どこの県がこうだからこう決めるというのはや

めていただいて、宮崎県が宮崎県民を信じた予

算のありようというのを、ぜひしっかりとやっ
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ていただけたらと。今後も、ぜひ宮崎県民のリ

ーダーとして頑張っていただくことを期待申し

上げて、私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○蓬原正三副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

次の本会議は、２月28日午前10時開会、本日

に引き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時52分散会
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