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◎ 一般質問

○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。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、外

山衛議員。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。河野知事の県政運営に対する姿勢に

ついてお尋ねいたします。

河野知事は、「クリーンで開かれたみやざ

き」、「絆を大切にするみやざき」、そして

「潜在力を生かして挑戦するみやざき」の３つ

の政治理念を掲げ、第53代宮崎県知事に就任を

されました。まことにおめでとうございます。

選挙戦におきましては、大変多くの方々から

の支持を得て、圧倒的な得票でもって当選をさ

れました。県民の期待も非常に大きいことは明

らかであり、私も大いなる期待を寄せておりま

す。しかしながら、就任当初から、鳥インフル

エンザの発生や新燃岳の噴火と、実に多難な船

出となったわけでありますが、関係機関とも十

分に連携をしながら注意深い対処をお願いいた

したいと思います。

今後の県政運営に当たりましては、常に危機

管理と隣り合わせで県政の諸課題に取り組んで

いかなければならないと考えます。そこで、河

野知事の今後の県政の進め方、私ども議会との

かかわり方など、どのように取り組んでいかれ

るおつもりなのか、お伺いしたいと思います。

河野知事は、みずからのマニフェストであり

ます政策提案において、「政策の企画立案に当

たっては、できる限り現場に出向く姿勢を大切

にし、県民の皆様や市町村、関係団体と意見交

換、対話を重ねることにより、県民本位の対話

と協働の県政を貫いていく」とうたっておられ

ます。今後の県政運営について、具体的にどの

ようなやり方で、また、県議会との関係につい

てどのような姿勢で臨まれるのか。東国原前知

事の手法には我々議会側も多少なりとも攪乱さ

せられてきただけに、知事に確認をしておきた

いと思います。

次に、平成23年度当初予算についてお伺いを

いたします。

平成23年度予算案は、東国原前知事が任期満

了の１月20日まで知事職を務められたこともあ

り、人件費や義務的経費などを中心とした骨格

予算としての編成を余儀なくされたことは御案

内のとおりであります。しかしながら、今回の

定例県議会へ提案されました平成23年度当初予

算案の概要を見てみますと、県民生活への影響

をできるだけ小さなものとするため、骨太な骨

格予算として編成をしたと明記されておりま

す。確かに、長引く景気・経済低迷の中、本県

は、口蹄疫の被災からの再生・復興の道半ばで

ありますし、加えて、鳥インフルエンザ、新燃

岳の噴火まで発生をし、県民は生活の安定まで

も脅かされる状況にありますので、そのあたり

に十分に配慮した予算編成を行うべきものと私

も望むところであります。

そこでお伺いいたしますが、今回の骨格予算

は、４年前の骨格予算とどのような点が異な

り、具体的にどのような配慮がなされているの

か、平成23年度当初予算編成の基本的な考え方

についてお伺いをいたします。

以下の質問は自席から行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

平成23年２月28日(月)
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まず、今後の県政運営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

県民本位の県政をしっかり継承し、さらに発展

をさせるために、県政運営の基本姿勢といたし

まして、県民の皆様はもちろんのこと、県議会

の皆様や、国、市町村、関係団体の皆様ときめ

細かく丁寧な対話を重ねるとともに、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

まいりたいと考えております。

前県政におきましては、知事としての一つの

政治スタイルであったかとは思いますが、県議

会の皆様との関係において多少なりとも距離感

がありましたし、対応も必ずしも十分ではな

かったのではないかということでございます。

これは、それをサポートすべき副知事の立場に

あった私としましても、反省すべき点であると

いうふうに受けとめておるところでございま

す。

県議会と知事は、二元代表制のもとで、とも

に住民の負託を受けた県政運営上の車の両輪で

あります。適切な緊張関係は保ちつつ、議場で

の真摯な議論はもちろんのこと、常日ごろから

議員の皆様と忌憚のない意見交換をさせていた

だきたいと考えておるところであります。

次に、当初予算についてであります。平成23

年度の当初予算は、知事選の日程などの関係か

ら、政策的な事業構築などを図る十分な時間の

確保が難しいため、いわゆる骨格予算の編成と

なりましたが、経済・雇用対策に要する経費や

口蹄疫復興対策など、早急な対応を要する経費

などにつきましては、所要額を計上し、できる

限り県民生活に影響を生ずることのないよう考

慮いたしたところであります。

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きましては、年間所要

額の４割程度の計上でありましたが、今回は、

経済・雇用対策の観点を踏まえ、８割程度の事

業経費を計上することとしたところでありま

す。このような基本的な考え方によりまして、

対前年度比で９割強の予算規模を確保した骨太

な骨格予算として編成し、今回提案をさせてい

ただいたところであります。以上であります。

〔降壇〕

○外山 衛議員 知事の県政運営について質問

を続けますが、河野知事が知事選で掲げられた

「みやざき新生」というタイトルの政策提案に

関しまして、何点かお伺いしたいと思います。

この政策提案の冒頭、知事はみずからの政治

理念として、クリーンで開かれたみやざき、絆

を大切にするみやざき、潜在力を生かして挑戦

するみやざきの３つを挙げられております。本

県の教訓ともなりました談合事件を風化させる

ことのないよう、徹底的にしがらみを排除する

旨、書かれておりますが、一方、国、県、市町

村、関係団体とはきずなを大切にしたいとも書

かれております。この「しがらみ」と「きず

な」という言葉、概念は、善悪の立場から識別

・区別されるものなのか。似てはいますけれど

も、真逆の評価のものであります。知事は今

後、政治家として活動されていく中で、きずな

については当然に大切にされていかれることと

思いますが、しがらみという言葉では、時に悪

者扱いされてしまう実情なり、つらい現実にも

遭遇されることがあるのではないかと思いま

す。知事に就任された冒頭でありますので、政

治家として、河野新知事の政治姿勢から、ま

ず、この２つの言葉の位置づけについて御説明

をいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この点、大変大切な御

平成23年２月28日(月)
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指摘だと受けとめております。人間生きる上

で、人と人との関係ができること、必ずその関

係のもとに人間生活を送るわけでありまして、

すべての人とのつながりを否定するというもの

ではありません。談合事件等の反省を踏まえ

て、排すべき政治的な意味におけるしがらみと

いうものは、政治家と特定の組織や団体・企業

などとの特別な関係であって、利益誘導など、

中立、公平・公正な判断、行政運営が損なわれ

るおそれがあるものというふうに理解しておる

ところでございます。

一方、きずなということでありますが、私た

ちは、口蹄疫や鳥インフルエンザ、新燃岳の噴

火という難局に立ち向かう中で、人と人との結

びつき、助け合いの大切さ、きずなを改めて認

識する。そのとうとさを改めて認識したところ

でありまして、県民の皆様のきずなは、これら

の難局を乗り越えていくその過程においてより

強くなったのではないかと考えておるところで

ございます。私は、このきずなこそが本県の持

つ強みであり、本県には、それがよりほかの自

治体よりは色濃く残されているのではないかと

いう認識のもと、大きな可能性であると考えて

おりまして、私の県政運営におきましても、一

つのキーワードと位置づけているところでござ

います。こうした県民の皆様の強いきずなを生

かして協働の仕組みをつくり上げてまいりたい

と考えております。

○外山 衛議員 次に、知事の政策提案、いわ

ゆるマニフェストの中で、基本政策の２、産業

・雇用づくりについて伺いたいと思います。基

本政策の内容としては、本県を牽引する力強い

産業の育成、物流ネットワークの高度化まで、

６つの項目から、今後の取り組みについて、一

部目標値も取り入れながら総論的に施策の方向

性が示されております。具体的には、今後アク

ションプランが示されないと議論できない面も

あるかと思いますが、今回は１点だけ確認をし

ておきたいと思います。

それは、知事も十分御承知のことであります

が、「県土の均衡ある発展」の観点でありま

す。今後、人口減少の時代を迎えるに当たり、

県内で一番人口減少が危惧されますのは、私の

県南地域であります。このことはさきの人口動

態調査でも予測されておりますが、強力な産業

振興が図られない場合、これは現実のものと

なってしまう不安もあり、宮崎市を抱える県央

部とは異なり、産業振興は地域住民の切実な願

いなのであります。また、私の県南地域だけで

なく、県北地域や県西地域においても同様の意

見が聞こえてくるところであろうかと思いま

す。知事は、今後の産業振興においての県内各

地域の振興について、その特色の生かし方や方

策の面でどのようなビジョンをお持ちなのか。

また、本県における県土の均衡ある発展という

考えはしっかり堅持されていかれるという明言

も含め、今後の産業振興の基本的な方向性をお

示しいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 産業振興を図っていく

上では、県内経済を牽引するエンジン役となる

ような産業を育てていくこと、これが大変重要

であると考えております。これからの時代の変

化、時代のニーズに対応して、本県の特色、強

みを生かすという観点からは、農林水産業や食

品加工産業、あるいは観光でありますとか医療

機器産業、こういったものが今後大きく成長す

る可能性を持っているのではないかという認識

でございます。そのようなため、長期ビジョン

の中でも、フードビジネス展開戦略、「地域

発」産業創出戦略などを掲げているところであ

平成23年２月28日(月)
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りまして、産業、金融、大学、行政の連携や産

業間の連携を強化して、産業を担う人材の育成

・確保等を図ることにより、力強い産業を育成

してまいりたいというふうに考えておるところ

でございます。

これらの分野に係る素材といたしまして、県

内各地には、豊富な農林水産資源や観光資源、

県北地域であれば工業集積など、すばらしい資

源や技術というものがあるわけであります。県

土の均衡ある発展というものは、その時代にお

きましていろんな意味合いで語られているとい

う認識でありますが、今申し上げましたよう

に、地域ごとの強みや特徴を生かしながら、地

域に根差した産業づくりに努めることによりま

して、持続可能な地域づくりを図ると、そうい

う意味におきます県土の均衡ある維持発展とい

うものに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○外山 衛議員 続きまして、政策提案の基本

政策の３、人財づくりについてでありますが、

この中で、「甲子園や九州一周駅伝での優勝」

と、具体的なスポーツ振興の抱負を掲げられて

おります。高校野球の甲子園優勝、いわゆる全

国制覇、これは極めて厳しく、難しいものであ

りますが、しかし、本県の長年の悲願でもあり

ます。私も、今や見る影もございませんが、元

甲子園球児の一人としてぜひとも成し遂げてい

ただきたい大きな夢であります。実際、目標を

達成することが本当に難しいことはだれよりも

わかっているところでありますが、しかし、口

蹄疫を初め、鳥インフルエンザ、新燃岳噴火等

立て続けに被災をし、非常につらい思いを強い

られている県民の気持ちを考えれば、大きな励

ましになり、力のわいてくる大偉業になるであ

ろうことは間違いありません。

そこで、知事にお伺いいたしますが、河野知

事の在任期間においては、スポーツ振興、ひい

ては青少年の健全育成に係る政策や事業、これ

については積極的な振興を図られ、先ほどあり

ました高校野球の甲子園優勝を初め、県民に勇

気や元気を喚起できるような競技スポーツの成

果を目指した取り組みがなされていくものと期

待をいたしますが、そのように理解をしてよろ

しいでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 競技スポーツに打ち込

む選手の姿、その活躍というものは、やはり県

民に夢や感動を与える、活力ある地域社会をつ

くる上で、非常に重要な役割を果たすのではな

いかと考えております。昨日の東京マラソンで

日本人トップ、３位に入った川内選手というの

は埼玉県庁職員であります。埼玉県庁にも埼玉

県民の皆様にも、それから一般の市民ランナー

の皆様にも、これほど大きな感動を与え、自分

たちも頑張ろうという気にさせるものはないん

だろうなという、大変すばらしい活躍だと思っ

て見たところであります。

議員御指摘のように、甲子園の優勝という課

題、非常に難しいものだというふうに認識をし

ておりますし、そういったものを知事が選挙に

出るときの政策提案といいますか、いわゆるマ

ニフェストに当たるものに掲げることにつきま

しては、いろいろためらいもあったわけです

が、九州・沖縄で唯一、宮崎が優勝していない

と、ここは非常に悔しいと。何とかしたいとい

うその思いを文字にしたいと。それで、古代よ

り、発した言葉どおりの結果をあらわす力があ

るとされている言霊ですね、その言霊にするこ

とに、文字に落とすことにより、また、口に発

することにより、何とか達成をしたいんだと、

そういう気持ちを表に出して、県民一致団結し
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て何か応援できないか、そういう思いでありま

す。非常に難しいということでありますが、こ

れまで、ベスト４が夏２回、春１回でしょう

か、ベスト８が夏４回、春３回、そこまで行っ

ているわけですから、あと一歩という思いもあ

りますし、外山議員が主将として登場した50年

の夏の甲子園ですね、優勝候補を初戦で撃破さ

れたというふうに伺っておりますし、当時はベ

スト16の惜しい結果だということですが、やは

り芽はあると思いますので、もちろん甲子園だ

けではないんですが、一つのシンボルとして掲

げさせていただきました。

あわせて書きました九州一周駅伝の優勝は、

おかげさまで実現をしたわけですが、何とか、

甲子園のみならずさまざまな競技スポーツで宮

崎県の選手が活躍することにより、大変今厳し

い状況にありますが、県民に夢、感動、希望、

元気を与えていきたい、そのような気持ちでご

ざいます。

○外山 衛議員 唯一の過去の栄光を御紹介い

ただきましてありがとうございます。

続きまして、平成23年度当初予算について伺

います。

知事は、今回の骨格予算計上分の残り１割に

ついて、６月の補正予算、いわゆる肉付け予算

において計上するとともに、鳥インフルエンザ

や新燃岳噴火の対策経費などを加えることと

し、トータルでは前年度予算を上回る額を計上

される旨、我が自由民主党の中野一則議員の代

表質問において答弁されておられます。では、

その肉付け予算においては、どのような重点施

策に基づき、政策的な事業を盛り込まれるおつ

もりなのか。具体的な事業及び経費については

現時点では答えられないと思いますので、今回

は重点施策の具体的な柱、項目について、例え

ば、現時点では、長期的課題への対応と表示さ

れている重点施策がございますが、骨格なり、

構成なり、３つの重点施策それぞれにどのよう

なものを考えておられるのか、知事の見解を求

めます。

○知事（河野俊嗣君） 今後４年間に取り組む

主な施策や事業につきまして、私の政策提案

と、本議会に提案しております総合計画のうち

の長期ビジョンを具体化するために、６月を目

途に策定するアクションプランの中で整理する

ことに考えております。アクションプランの具

体的内容につきましては、これからの検討にな

りますが、例えばさまざまな危機事象、口蹄

疫、鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火活動等も

含めた危機事象への対応というのも、一つの大

きな課題になってまいりますし、将来世代の育

成、フードビジネスの展開、健康長寿社会づく

り、あるいは持続可能な地域づくりなどの重要

テーマを設定した上で、選択と集中の理念のも

と、優先的に取り組むべき施策等を整理するこ

とにしておるところであります。23年度の肉付

け予算につきましては、アクションプランを構

成しますこういった施策の中で、特に緊急性や

重要度の高いものを重点施策として位置づける

ことになると考えております。

○外山 衛議員 同じく、肉付け予算の見通し

についてお伺いいたしますが、公共事業予算に

ついては、今回の骨格予算で年間所要額の８割

程度を計上していると言われましたが、では、

残りの２割を肉付け予算において計上されます

と、公共事業についても前年度予算を上回る額

を計上されるものと理解してよろしいのでしょ

うか。また、その際、口蹄疫発生により後退し

たままの県内経済・雇用情勢に対する財政出動

策として、あるいは今回の高病原性鳥インフル
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エンザや新燃岳噴火に伴う経済対策として、特

別枠なり、上乗せ措置なり、新年度公共事業予

算における知事の政治判断というものは検討で

きないのかどうか、知事の見通しと見解につい

てお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 公共事業につきまして

は、今回の当初予算で計上しておりません年間

所要見込み額の２割相当、とっている部分です

ね、その２割相当の事業経費に加えまして、国

の予算の状況などを踏まえた適切な事業経費に

つきまして計上してまいりたいと考えておりま

すので、トータルの事業経費では、少なくとも

前年度の当初予算と同程度の確保を図ることは

できるのではないかというふうに見込んでいる

ところであります。御指摘のとおり、口蹄疫、

鳥インフルエンザ、新燃岳等の影響で疲弊した

本県経済を活性化するための方策といたしまし

て、公共事業の活用というのは考え得る選択肢

の一つであると、そういう認識でありますの

で、肉付け予算編成の中でどのような対応が可

能なのか、十分検討してまいりたいと考えてお

ります。

○外山 衛議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

続きまして、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

昨年の口蹄疫、ことしの鳥インフルエンザ、

さらには長期化するであろう新燃岳の火山災害

により、県内の経済に与える影響は深刻であり

ます。農産物や畜産物被害については国の支援

も手厚いのですが、商工業や観光、サービス業

については、低利の融資制度しかないのが実情

であります。しかしながら、今回の相次ぐ災害

による影響は商工業等にも広がっております。

被害に対する補償は、現行の制度では大変難し

いことは理解しておりますが、こうした影響を

受けた商工業者への支援について、今後どのよ

うな対応をしていかれるのか、お考えを伺いま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 商工業対

策につきましては、関係機関・団体と連携しま

した経営相談窓口の設置や災害対策貸付などの

金融支援、雇用調整助成金の周知など、さまざ

まな対策を実施しているところでございます。

議員の御指摘のとおり、商工業者に対する直接

的な補償はなかなか困難でございます。これら

金融対策などに加えまして、消費需要の喚起等

による振興策を国や市町村等とも連携しながら

展開することによりまして、商工業者の経営の

改善につなげていきたいと考えております。

なお、商工業者の経営は、景気変動や突発的

な災害の影響を非常に受けやすい、そういう状

況でございます。日ごろから自律的な経営体質

の強化が大変重要であると痛感しておりますの

で、経営基盤強化のための専門家派遣などの支

援策を今後とも講じていきたいというふうに考

えております。

○外山 衛議員 大変財政が厳しい中でありま

すけれども、地域においてはプレミアム商品券

等が効果的かと思われますので、御検討をお願

いしたいと思います。

続きまして、経済の活性化を図るためには、

資金、つまりお金の流通を促進することが必要

と思います。県内でお金を回し合う仕組みをど

うつくっていくか。例えば県民による県内観光

の促進や特産品・土産品の消費促進など、県民

の消費行動などに新たな刺激策を講ずるべきと

考えますが、商工観光労働部長のお考えを伺い

ます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 本県経済
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の活性化を図るためには、さまざまな面で県内

の需要を喚起しまして、消費拡大を図ることが

重要であると認識しております。これを観光面

で申しますと、御質問にありましたように、県

民の皆様の県内観光の促進を図ることが肝要で

あり、そのような観点からも、知事が今般政策

提案されました「宮崎を知ろう！100万泊県民運

動」等の取り組みを進めていく必要があると考

えております。今後とも、例えば日南の一本釣

りカツオ炙り重のように、それ自体が旅の目的

にもなり得るような、あるいはまたそこでしか

味わうことのできない食や特産品、土産品等を

開発しまして、さらに、その魅力を地元メディ

アを活用しまして県民の皆様にも積極的に情報

発信するなど、旅先での消費を促す工夫が重要

であると考えております。このため、県といた

しましては、市町村や地元の観光関係団体が実

施しますそのような取り組みを、関係部局とも

連携しまして積極的に支援してまいりたいと考

えております。

○外山 衛議員 観光といえば、県外、海外だ

けじゃなくて県内観光もあるわけですから、推

進にお力をおかりしたいと思います。

もう一点、商工観光労働部長に伺います。こ

れも萩原議員の代表質問の関連でございますけ

れども、九州新幹線の開通に伴い、観光客の宮

崎への取り込みについてさまざまな方策を練ら

れていると思いますが、宮崎イン、鹿児島・熊

本アウトのルートの開設が期待されます。た

だ、これにはエージェント（旅行代理店）の協

力が欠かせないわけでありまして、そのような

商品をつくってくれなければ話になりません。

そこで、エージェントへの働きかけについての

考え方を商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 九州新幹

線の開通は、九州の交通流動に大きな変化をも

たらすものでありまして、これまで宮崎空港等

を利用して関西方面から南九州へ訪れていた観

光客についても、熊本駅や鹿児島中央駅経由へ

と傾いていくことも危惧されるわけでございま

す。このような観点からも、航空機やフェリー

等を利用しまして宮崎に入り、新幹線を使って

帰る旅行商品の造成が必要であると考えており

ます。今回の全線開通に係る旅行商品の企画造

成につきましては、昨年、鹿児島で全国の旅行

会社を集めて開催しました会議での売り込み以

来、さまざまな場で協議を続けておりますが、

その中で、宮崎イン・鹿児島アウト等のルート

設定にも力を入れまして、現在それらの商品の

具体化に向けて取り組んでいるところでござい

ます。また、このようなルートは南九州への旅

の第一歩が宮崎となりますので、さらなる本県

観光地の魅力アップに努めなければならないと

考えているところでございます。

○外山 衛議員 もう一点、商工観光労働部長

に伺います。本県の多くを占める中山間地域、

これは急激な高齢化や過疎化の進行等により活

力を失いつつあり、その対策は喫緊の課題であ

ります。一方、中山間地域は豊富な農林水産資

源を有しており、また、都会にはない自然環境

にも恵まれております。これらの地域資源を生

かすことで中山間地域の経済の活性化を図り、

交流人口の増加や雇用の創出を図る必要がある

と考えております。そこで、今年度実施してお

ります中山間地域新産業・雇用創出緊急対策事

業の状況、また、来年度に向けた取り組みにつ

いてお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 中山間地

域新産業・雇用創出緊急対策事業でございます
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が、産業基盤の脆弱な中山間地域において雇用

の創出を図るため、平成22年度から始めた事業

でございますが、現在53件の提案を採択してお

りまして、地元の農林水産物を活用した新商品

開発、特産品の販路拡大、農業体験や森林セラ

ピー等の観光メニュー化など、県内各地域でさ

まざまな取り組みが展開されまして、全体で

約240人が雇用されております。これらの取り組

みを持続的な雇用の場の創出につなげていくた

めには、継続性のある事業に発展させる必要が

ありますので、今議会でお願いをしております

中山間地域新産業・雇用創出強化事業におきま

して、事業化の可能性のあるものを引き続き支

援していきたいと考えております。

○外山 衛議員 よろしくお願いしておきま

す。

次に、総務部長に伺います。本県の災害はも

とより、北国の降雪被害等を見ても、高齢化や

過疎化が進む中で、自衛隊の果たす役割は大き

くなっております。現行では、本当にやむを得

ない場合に限って、知事の要請のもとに災害派

遣が行われておりますが、機動的・積極的に動

けるよう、派遣要請のハードルを下げてもいい

ような気もいたします。私としては、このこと

が自衛隊本来の職務であるとは思っていないこ

とが前提でございますけれども、国への働きか

けを含め、総務部長のお考えを伺います。

○総務部長（稲用博美君） 自衛隊には日ごろ

より、災害派遣について多大の御協力をいただ

いております。本県では、風水害や山岳遭難だ

けでなく、昨年の口蹄疫、ことしの高病原性鳥

インフルエンザへの対応など、これまで経験の

ない分野の活動にも迅速かつ積極的に出動いた

だいたところであります。お話ありましたよう

に、本来、自衛隊には国防という根幹的な使命

がありまして、そのために日夜訓練等に励んで

おられる中で、災害派遣の出動ということにつ

きましては、人命や財産の保護を目的とし、緊

急性、公共性、非代替性という３つの要件をも

とに判断されているところでありますので、派

遣要請につきましては、その点を踏まえた上で

行っていくことになるというふうに思っており

ます。今後とも、災害時に的確な対応ができま

すように、自衛隊とは連携を密にしてまいりた

いというふうに考えております。

○外山 衛議員 ただいま、県と自衛隊との連

携を密にしていきたいとの答弁がございまし

た。私としては、より機動的な災害派遣を行う

ためには、都道府県知事だけでなくて、現場で

対応に当たっている市町村長にも災害派遣に係

る要請権があってよいのではと考えます。県の

要請権をなくしてしまうのではなくて、市町村

にも要請権を与えて複数のルートを用意するこ

とは、不測の事態に備えるという危機管理の原

則にかなったことではないかと考えますが、こ

の点につきまして総務部長の考えを伺います。

○総務部長（稲用博美君） 自衛隊の派遣に係

ります要請権、これが都道府県知事に付与され

ておりますのは、広域かつ重大な災害が発生し

ました場合に、応急対策上、どの地域への派遣

を優先的に要請すべきかを、知事が総合的な見

地から判断する必要があるためでございます。

なお、市町村長は、都道府県知事に対しまして

自衛隊派遣の要請の要求ができるようになって

おりますので、今後とも、市町村や自衛隊との

連絡を密にして、災害発生時に迅速かつ的確な

派遣要請ができるように努めてまいりたいとい

うふうに考えております。

○外山 衛議員 今、衆議院の古川議員が、憲

法第96条の改定に取り組まれておりまして、ぜ
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ひ憲法改正につながり、自主憲法の制定となる

ことを祈ります。そこで自衛隊の本来の姿が正

しく確立されることを望みます。

ちょっと早いんですが、最後になりました。

「新しい公共」という言葉が最近とみにふえて

まいりましたけれども、民主党政権のもと、出

てきたわけでありますが、よく理解できないと

ころがございますので、意味を教えていただき

たいと思います。

○県民政策部長（山下健次君） 格別新しいこ

とでもないんですが、新しい公共の考え方とい

うのは、以前、国が「新たな公」として取り組

みまして、本県でも、県民との協働として推し

進めてきたものと同じような考え方でございま

す。従来型の公共サービスが、必要な予算ある

いは人、こういったほとんどを行政が提供する

ということに対しまして、新しい公共というの

は、新しい公でも同じですが、医療、福祉、教

育、子育て等の公共サービスを、ＮＰＯ、企

業、自治会等さまざまな主体が役割を分担して

提供する仕組みを示すものでございます。

例えば子育て相談で申し上げますと、相談対

応する人材とノウハウの提供をＮＰＯが分担を

しまして、相談場所を子育て中の親子が集まる

スーパーが提供する。そして、相談に係る人件

費等を行政が委託料として負担をする。こう

いった仕組みが考えられるところでございま

す。これによって、住民は、ＮＰＯの経験を生

かした的確なアドバイスを受けられるというこ

とで、それとともに、行政機関に出向かなくて

も最寄りのスーパーで気軽に相談ができる。こ

ういった県民ニーズにより即した行政サービス

が期待できると考えられているところでござい

ます。

○外山 衛議員 新しくない新しい公共の意味

は何となくわかりました。ただ、今回の新しい

公共支援事業は、国の円高・デフレ対応のため

の緊急総合経済対策の一環であると思っていま

す。経済対策であれば、ソフト事業に予算を投

入するよりは、従来のように道路、橋梁、港湾

等の整備に支出をしたほうが、地方の雇用も生

まれ、経済効果が高いと思います。そこで県民

政策部長に、新しい公共支援事業と従来型のハ

ード事業を比べて、どちらが経済対策につなが

るか、見解を伺います。

○県民政策部長（山下健次君） 難しい御質問

ですが、従来型の公共事業、新しい公共支援事

業、どちらが経済対策として効果が高いかとい

うことにつきましては、一概には比較できない

のではないかと思っておりますが、社会経済情

勢が大きく変化をしておりまして、地域社会が

活力を失いつつある中で、先ほど申し上げまし

たように、行政とＮＰＯ、企業、大学などが協

働して、新たな形での公共サービスを提供する

ことが求められる時代になってきているという

ふうに考えております。

○外山 衛議員 わかるんですけれども、新し

い公共支援事業は、23年度と24年度のたった２

年間の事業であります。金の切れ目が縁の切れ

目ではないのですが、支援事業が実施される２

年間はＮＰＯが職員を雇用したとしても、２年

後に失業してしまいます。民主党政権が常々

言っている雇用には結びつかないのではないか

と思いますが、県民政策部長に見解を伺いま

す。

○県民政策部長（山下健次君） この支援事業

でございますが、ＮＰＯ等の自立的活動を後押

しすることを基本としておりまして、ＮＰＯ等

の事業や財務に対する指導、県民の寄附意識の

醸成、こういったことを通じましてその活動基
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盤が整備をされて、ＮＰＯ等における持続的な

雇用につながることが期待できるというふうに

されているところでございます。

○外山 衛議員 この問題はここではこれ以上

の議論は難しいと思います。ただ、私はいつも

言っているんですが、ＮとＰとＯ、この３つの

アルファベットがつけば何でもオーケーという

風潮があることも少し注意しないと、必ずしも

ＮＰＯであればすべてがオーケーというのでは

ないような気がします。

ちょっと早いんですが、最後に、民主党政権

の政策であるのはわかっております。ただ、こ

れは緊急雇用対策の延長上にあると思っており

ますし、ともすれば「コンクリートから人へ」

の反映なのかと思ったりもしてしまいます。果

たして経済浮揚対策として効果があるのか否

か、疑問であります。継続性のない雇用、一過

性の雇用となりかねない気もいたします。やや

飛躍をしますけれども、例えば、穴を掘って中

野に1,000万円払います。次に穴を埋めて外山

に1,000万払います。このようなことにならない

かと思ってしまいます。いずれにしましても、

場合によってはやや的外れであったかもしれま

せんが、以上申し上げまして、ちょっと早目で

すけれども、質問を終わります。（拍手）

○中村幸一議長 次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 私は、こと

しに入って50歳の男性から、消費税のことにつ

いてのある本を読んでみてくださいという投書

をいただきました。内容を要約すると次のとお

りであります。「太田さんの県議会便りの中

で、税による所得再配分はずるいと竹中平藏氏

の話が載っていました。これは、ある新聞でも

竹中氏自身が語っていました。彼の考え方の非

情さは、例えば障がい者サービスの応能負担か

ら応益負担への変更、しまいには自己責任論で

締めくくられています。一方、今、派遣社員は

気がつけば30代となり、就職はもちろん、結婚

さえできない悲しい現実となりつつあります。

無縁社会とか、ひとり家族、孤独死、ひきこも

り、地道に働く者が幸せになれない、やり直し

ができない社会はやはりどこかおかしいのでは

ないでしょうか。私は、消費税のことについて

ある新聞社に投書しました。残念ながら掲載は

されませんでしたが、最近の政財界及びマスコ

ミの消費税増税ありきに怒りさえ感じます。太

田さんも忙しいと思いますが、ぜひ、『消費税

のカラクリ』、講談社現代新書、斎藤貴男とい

う方が著者でありますが、これを読んでみてく

ださい。正直驚きました、消費税のからくり

に。これでは自営業は立ち行かなくなります。

金持ちから税金を取らず、庶民に広く浅く税金

を搾取する仕組みが消費税とは。この本を読む

までは、私自身、国が900兆円もの借金を背負っ

ている以上、そしてこれから高齢社会を迎える

以上、福祉に税金を使うためには消費税増税は

仕方ないのではないかと思っていました」。こ

の後、いろいろ続きますが、「もちろん、この

本が絶対的に正しいとは思いませんが、消費税

については今後も十分研究していきたい」と述

べられて結ばれていました。

そこで、知事に政治姿勢についてお伺いいた

します。

私は、これまで国の税収のあり方、所得再配

分の問題については、一般質問等で数回取り上

げてきましたので、もういいかなと思っていた

のですが、今回、新しい知事が誕生されました

ので、もう一度、地方自治を守るという立場か

ら税や財政について質問させていただきます。

まず、宮崎県の財政をどのように立て直されよ
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うとするのか、伺います。国も含めほとんどの

自治体で財政赤字に苦しんでおり、国民や住民

のニーズに行政サービスで十分こたえることが

できていない現状があるわけです。地方自治の

確立のため、財政の健全化は緊急な課題であり

ますが、宮崎県の財政をどのように立て直そう

とされるのか伺います。

以下の質問については質問者席で行います。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

財政再建についてであります。平成19年度か

ら本県におきましては、第２期財政改革推進計

画に着手をいたしまして、この４年間、財政改

革に積極的に取り組んでまいりましたが、引き

続き本県財政は厳しい状況にありまして、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もございます。このため、

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が、なかなか特効薬は

なく、歳入歳出全般にわたり緻密に見直してい

くことが大事だというふうに考えております。

骨格といたしましては、総人件費の抑制、公共

事業を中心とした投資的経費の抑制、ゼロベー

スからの徹底的な事務事業の見直しによる一般

行政経費の抑制など、さらに効率的、効果的な

歳出の実現を図るとともに、県税収入確保の一

層の推進、未利用財産の売却や貸し付け等の促

進、ネーミングライツ収入の積極的な確保な

ど、歳入における財源確保の強化を図ることと

し、基金の取り崩しに頼らない持続可能な財政

運営を目指してまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○太田清海議員 述べられましたが、後でまた

その所感については述べたいと思いますけれど

も、２点目には、地方交付税等、県の歳入に大

きく影響をもたらすわけですが、国の税制のあ

り方についてはどう思われるのか、お伺いいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 地方交付税は、本県に

とって重要な財源でありますが、その原資とな

ります所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ

税、いわゆる国税５税につきましては、その25

％から34％相当額が交付税特別会計へ繰り入れ

られまして、地方交付税として地方へ配分され

るシステムとなっているわけであります。この

国税５税の法定率分は、すべての地方公共団体

が一定の行政サービスの水準を維持し得るよう

財源を保障するものであることから、国が地方

にかわって徴収する地方税という言い方もされ

ているところであります。近年、国税の減収な

どに伴いまして、地方交付税の総額が減少し、

臨時財政対策債の枠が拡大する傾向にあるわけ

でありますが、基本的には、地方交付税の総額

を確保するためには国税５税の法定率の引き上

げによりまして対応すべきでありまして、地方

分権確立のためにも、地方税財源の充実確保に

つきまして、引き続き国に対して要望してまい

りたいと考えております。

○太田清海議員 素朴な質問であるわけです

が、これは前回の東国原知事のときにも述べま

したが、国税の５税、この法定税率で地方交付

税が賄われておるということでありますが、確

かにその税率を上げるということよりか、地方

交付税の原資となる所得税の税率を、例えば所

得再配分という視点から所得税の税率自体を上

げていただく、特別会計に入ってくる税金自体

を入れさせるという、枠を広げさせるという、

この視点も大事ではないかなと思うんですが、

具体的に言うと、高額所得者への税率は今は40
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％ですが、昔は75％あった時代もあった。ある

学者によると、これを75％にしなくても、60％

に上げただけでも６兆7,000億という税金が新た

に生まれる。地方交付税の特別会計がまた大き

くなるわけですね。そういう意味では、税率を

上げてもらうということ、それも大事なことで

はないかと思うんですが、そのあたりはどうで

しょうか。

○知事（河野俊嗣君） 先ほどの答弁でお答え

したのは、地方交付税の法定率を引き上げると

いうことでありますが、それは限られたパイの

中で国と地方がどう綱引きをするかという、お

互い貧乏者同士のやりくりなわけでありまし

て、議員の今の御指摘は、そのパイをふやすべ

きではないか、それを所得税でという御指摘で

あるかと思います。それも一つの重要な御指摘

でありますし、所得税は、御指摘のありました

ような税率の引き下げが累次されてまいりまし

たので、所得再配分機能が弱まっているという

指摘がなされております。その見直しも重要な

課題であると思っておりますが、消費、所得、

資産―やはり全体的な観点からの税体系の見

直しの議論というものが今大変求められている

というふうな認識でおります。

○太田清海議員 議論が求められているという

ことでありますので、ぜひ全国知事会等でもそ

ういう地方の声として何か反映ができないもの

かどうか。

それと今、国のほうで議論されております、

今、私が投書で読み上げましたが、消費税に対

して、国民は、私もいろんな人に会うと、もう

消費税を上げることはやむを得ないんじゃない

かという声がだんだん大きくなっているのかな

という気がしますが、一般的に、消費税につい

ては税率の引き上げが国で論じられておったり

するんですが、知事は地方の立場から消費税に

ついてはどう思われておるのか、お伺いしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 消費税でございます

が、５％のうち１％分が地方一般財源としての

地方消費税、また残り４％のうちの約３割が地

方交付税の原資になっているということであり

ますので、消費税の今行われております税率の

見直し論議は、地方の歳入に大きく影響するも

のであります。国におきましては、今後増大を

してまいります社会保障関係費の財源といたし

まして、消費税率の引き上げが議論されている

ところでありますが、医療、福祉などの社会保

障関係費の増大というものは地方においても同

様でありますので、さらには地方分権の進展に

伴い、地方の役割が拡大していく中において

は、それを支える財源の確保が極めて重要な課

題ではないかという認識のもとに、26日（土）

にも臨時の全国知事会議が行われまして─私

は残念ながら出席がかないませんでしたが─

国における議論の中での地方における財源の必

要性等について、議論がなされたというような

状況であります。政府の23年度税制改正大綱で

も示されておりますとおり、地方行政を安定的

に運営するためには、地方消費税の充実も含め

た、消費税だけをとらまえてというよりも消費

税も含めた税制全体の観点から、税源の偏在性

が少なく、安定的な地方税体系というものを構

築していく必要がある、そのような認識でおり

ます。

○太田清海議員 そういう議論をいろんな国民

各階層でやっていただきたいと思うんですが、

実は、私もこの「消費税のカラクリ」という本

を読みまして、事務方の担当者とも議論をして

みました。担当者の方も非常にまじめな方で、
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反論もされました。そういう意味では、よかっ

たなとは思っておるんですが、ただ、国民に知

られていないので、消費税の輸出戻し税、これ

は輸出企業が輸出した後に消費税分を戻してい

くという、輸出企業には消費税分が、正確に言

うと消費税分と言っていいかどうかわかりませ

んが、戻ってくるんです。そういう輸出戻し税

という制度があります。例えば、トヨタ自動車

では年間還付額3,219億円という額が戻されてお

ります。これはこの本の中に書いてあるんです

が、言えば輸出奨励金になるんではないかとい

う書き方もされています。ただ、彼も、この推

奨した人も言ったように、この本自体が正確で

はないかもしれないけれども、そういった問題

もある。そしてまた、派遣労働者を雇えば消費

税分がかからないような形になっている。それ

が今日、派遣労働者が一気にふえていった一つ

の要因ではないかということなんかも書かれて

あります。その逆の立場の書き方もされている

んですが、そういう一つの国民に知らされてい

ない中での消費税の議論というのは余りよくな

いんではないかという思いがいたしまして、知

事にも聞いてみたわけです。

知事には、最後になりますが、今、第１番目

に聞いた質問の中で、行政改革、人件費を含む

経費の引き下げを行うという方向が出されたわ

けですけれども、今の時期にみんながデフレか

ら脱却しようとして、商工観光労働部等、一生

懸命になって県民の所得を上げようとか、いろ

んな手を、失業者対策とか手を打っております

が、今、知事が行おうとしているそういう方向

は、デフレ傾向にますます追い込んでしまうの

ではないかという一面もあるのではないかと思

うんですが、知事としてその辺のところ、この

行政改革のみで果たしていいのだろうかという

何か思いはないんでしょうか、その辺を聞きた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど、本県の厳しい

財政状況の御説明、それへの対処のあり方とい

うことを申し上げましたが、まず県が破産する

ようなことがあってはならないということであ

りますので、持続可能な財政というものをしっ

かりつくっていかなくてはならない。そのため

に第３期の財政改革推進計画の策定を進めてお

るところでありますが、一方、厳しい経済状況

やデフレの影響などにおける深刻な雇用情勢等

につきましては、財政が厳しい中におきまして

も、県が対応すべき喫緊の重要課題であると考

えておりますので、昨年12月には、「県民生活

の安心確保と新たな成長に向けた経済・雇用対

策」というものを決定いたしまして、機動的か

つ的確な対策に取り組んでいくこととしたとこ

ろであります。

このため、さきに議決をいただきました１月

補正予算と今回提案をいたしております２月補

正予算を合わせまして、約174億円の経済・雇用

対策を措置しておりまして、また来年度予算に

つきましても、骨格予算ではありますが、骨太

化を図りまして、約111億円の経済・雇用対策と

約848億円の投資的経費を確保したところであり

ます。持続可能な財政の確立のための取り組み

というものと経済・雇用対策、その両方をしっ

かりバランスをとりながら、取り組んでまいり

たいと考えております。

○太田清海議員 そのバランスというところで

の悩みでもあるのかなというふうには理解しま

すが、我が会派の鳥飼議員も言っておられまし

たが、児童相談所とか本来きちっと正規職員で

というのがだんだん薄まってきておる。そして

また、獣医師の確保の問題とか、また職員の中
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には、いろんな要因はあると思いますが、心の

病を抱える人たちがいらっしゃるということを

考えた場合に、賃金も含めでありますけれど

も、デフレという視点も考えた場合に、何か改

革の方向がそういう方向、間違っているとは言

いませんが、一辺倒ではもう難しくなっている

んじゃないか。逆に、職員としての力量が失わ

れていくような改革であってはならないんじゃ

ないか。また、企業倒産も、入札制度改革等

で100社誘致したけれども、倒産も300何件あっ

たとかいう逆の効果も出ておるわけで、ぜひそ

の辺は、こういう改革一辺倒とは言わないまで

も、果たしていいのかどうかの多少のちゅう

ちょは必要ではないか、そういう議論も必要で

はないかというふうに思います。

私も４年間、思い起こせば、それぞれの会派

の議員からいろんな意見も質問等で聞かせてい

ただきましたが、例えば名前を挙げて申しわけ

ないんですが、自民党の黒木正一議員も、30

年、40年前の議事録を読み上げて先輩の思い

を、地方の思いを訴えられたのも非常に心に残

る思いでありましたが、それから水間議員も、

景気回復ですよ、今からはという、そこにとい

う思いとか、濵砂議員も地方の疲弊の状態を切

々と訴えられました。代表質問では長友議員も

景気、活性化というところを、その点では私と

も共通するところがあって、私は会派として

は、景気回復、地域の活性化を図るためには一

つ視点を、国の税制の問題、所得再配分という

純粋な機能を本当に働かせるということをしな

ければ、本当の県民の幸せにはつながらないの

ではないかという思いが強くなるわけです。そ

ういう思いをいたしましたということで、知事

についてはこれで質問を打ち切りたいと思いま

す。

次に、県民政策部長にお尋ねをいたします。

先ほど外山衛議員からも質問がありましたが、

新しい公共支援事業についてであります。

この新しい公共という考え方が出てきた経緯

についてお聞きしたいと思います。

○県民政策部長（山下健次君） 新しい公共の

考え方、これは以前、国が「新たな公」として

取り組みまして、本県でも県民との協働として

推し進めてきたものと同じような考え方でござ

います。新しい公共が本格的に取り組まれるよ

うになりましたのは、疲弊する地域社会にあっ

て地域を支えるきずなが失われつつあること、

一方で、全国各地で子育てや介護など身近な問

題を解決しようとする市民あるいはＮＰＯなど

の動きが広がっていること、そして人を支える

役割を行政だけではなくて、国民の一人一人も

参加して社会全体で担っていく新しい公共とい

う考え方が必要であることという政府の認識が

あったということでございます。こういったこ

とを背景にいたしまして、国のほうで有識者に

よって構成されます新しい公共円卓会議、ここ

におきまして、そのあり方等が検討され、昨年

６月に「新しい公共宣言」が出されたところで

ございます。

○太田清海議員 新しい公共というものが現在

の政府の中で特に議論されてきたのかなという

ふうには感じますが、今それを受けて、県が今

回実施しようとしております新しい公共支援基

金事業、この内容についてお伺いいたします。

○県民政策部長（山下健次君） この事業は、

大きく２つに分かれておりまして、一つは、Ｎ

ＰＯ等の活動基盤を整備する事業でございま

す。具体的な中身としては、専門家の派遣、あ

るいは研修会の開催等によるＮＰＯ等の活動の

基盤の強化、ＮＰＯ等に対する寄附文化の醸
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成、そしてさらには金融機関からの融資の促進

等の取り組みを予定しております。

もう一つ、２つ目ですが、これはモデル事業

でありまして、ＮＰＯ、企業、行政等、多様な

担い手によって協働を行うものでございます。

このモデル事業の例といたしまして、地域を挙

げて森づくりを進める事業で、ＮＰＯは植林の

ノウハウを指導する、一方、企業は植林や下刈

りに参加をする、行政は住民への広報等を役割

分担する、こういった協働事業が考えられると

ころでございます。

○太田清海議員 新たなモデル事業ということ

でありますが、市町村でも、たしかこういった

関係の事業はあるように伺っております。地区

の住民の方と一緒になって公がやっている事

業、似たような事業かなというのは感じておる

んですが、新しい公共事業、公から見た場合

に、かゆいところに手が届くような事業になる

可能性はあるのではないかという、よい面とい

いますか、光のような面と、もう一つちょっと

心配しておかなきゃならんのは、公と民間との

関係のあいまいさ、公の責任の分担のどこを限

度とするかとか、責任のあいまいさが将来出て

くるようになってはいけないのかなと思ってお

ります。この問題についてはまた常任委員会で

議論されると思いますので、これまでにしてお

きます。

次に、同じく県民政策部長にお聞きいたしま

すが、「宮崎県住民生活に光をそそぐ基金」に

ついてであります。

県内でも、労働福祉団体等が行う多重債務者

向けの融資制度創設をしようとしているんです

が、その貸し倒れを補てんする保証基金への拠

出について、「住民生活に光をそそぐ交付金」

が対象事業としてなじまないものかどうか、お

伺いいたします。

○県民政策部長（山下健次君） この交付金事

業でございますが、これは、住民生活に大切な

分野でありながら光が十分に当てられてこな

かった、例えば消費者行政あるいは自殺対策、

こういった分野に対する地方の取り組みを支援

するため、本年度の補正予算で創設されたもの

でございます。この交付金は国の緊急総合経済

対策によりまして措置されましたが、地域にお

ける経済・雇用対策の一環として、原則として

景気や雇用の拡大につながる事業を対象とする

ということになっております。こういったこと

から、後年度に返還が予定されております貸付

金あるいは出資金などについては対象としない

こととされておりまして、御質問ありましたよ

うな拠出はこの交付金の趣旨に沿わないのでは

ないかと考えております。

なお、多重債務問題につきましては、県で

は、消費生活センターを中心といたします相談

体制の整備によりまして、より根本的な解決を

図る方策、あるいはその啓発の強化に取り組ん

でいるところでございますので、こういった事

業を通して関係機関と連携しながら、多重債務

者対策に努めているところでございます。

○太田清海議員 結論としては、なじまないと

いうことであります。既存の制度の中で、そう

いうのも紹介をされましたが、私は、多重債務

者問題は、ただ単に金を貸す、そして返済の計

画を立てるとかいうことではなくて、恐らく借

りる側の人たちの生活指導といいますか、人生

観も含めた指導もしないと、なかなか難しく

なってきているんじゃないかなという気がいた

します。私の経験でありますと、例えばこれは

言い過ぎかもしれないけれども、いろんな生活

保護の相談やあったときに、缶ジュースを持っ
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てきながら相談する方もいらっしゃいます。100

円というお金でありますけれども、それをまず

節約しなさい、そのことを子供に教えなさい、

そのことがあなたの家庭をまた守っていくこと

になるんですよと、そういう生き方の問題、そ

ういったところも含め指導しながら、自立をさ

せていった経緯もあります。私は、単に金を貸

すとかいうだけではもう限界になってきている

んではないかなと思いまして、既存の制度でも

可能かもしれないけれども、そういったところ

に手厚く相談業務をしていくというような制度

があれば、公としても、先ほど言った新しい公

共事業ではありませんが、そういう任務分担と

して将来あってもいいんではないかなという気

がいたします。ぜひ、検討していただきたいと

思います。

次に、公共交通の確保についてということで

県民政策部長にお尋ねいたします。

県の事業の中で、未来につなぐ地域公共交通

ネットワーク創造事業というのがありますが、

この内容についてお伺いしたいと思います。

○県民政策部長（山下健次君） バス利用者の

減少によりまして、既存のバス路線の維持確保

が困難になります。こういった一方で、みずか

ら自動車を運転できない高齢者の方が増加して

おりまして、特に過疎化あるいは高齢化の進む

地域の交通手段の確保が大変大きな課題となっ

ておるところでございます。この事業は、市町

村と一緒になりまして、地域が抱える公共交通

の課題あるいはその解決策について調査研究を

行いますとともに、デマンドバスの運行など、

新たな地域公共交通の実証実験等を行う市町村

に対して支援を行うというのをその内容とする

ものでございます。これによりまして、地域の

実情に応じた持続可能な公共交通ネットワーク

の確立を図ることを目的としたものでございま

す。

○太田清海議員 県単事業で1,832万ほどの予算

を県のほうで独自に組んでおられるということ

では、非常に努力されておるというふうに思い

ますが、コミュニティバス導入後２年経過して

補助を打ち切られた以降の対応もあるのかなと

思いますが、いろんな悩みがまた出てくると思

うんです。こういった事業を通しながら、市町

村に助成をするということのように聞いており

ますが、ぜひ公共交通を守るという視点からこ

ういった研究もしていただきたいなと思いま

す。

もう一つ、今度は国の地域公共交通確保維持

改善事業というものが出されていますが、これ

は生活交通サバイバル戦略とかいうような言葉

であらわされておりますが、この事業の現在の

国の動向といいますか、内容について知るとこ

ろがありましたら、お知らせいただきたいと思

います。

○県民政策部長（山下健次君） 国の今回の事

業の内容でございますが、バスの運行支援ある

いは離島航路支援、こういった地域公共交通に

係る予算を統合いたしまして、地域公共交通確

保維持改善事業ということで今回の政府予算案

に305億円を計上しているところでございます。

この事業の内容ですが、国の説明によります

と、この事業は、これまでの事後的な欠損の補

助、あるいは期間限定の立ち上げのみの補助、

こういった問題点を抜本的に見直しまして、独

立採算が難しい地域においてもそれぞれの地域

の特性に応じた効率的な公共交通が確保できる

よう、必要な支援を行うものとされておりま

す。ただ、現時点でも、この事業の詳細につき

ましては、明らかにされていないところもござ
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いますので、現在、引き続き情報収集に努めて

いるところでございます。

○太田清海議員 わかりました。疲弊する地域

公共交通、宮崎県も、全国でも大変だと思いま

すが、ぜひこういった制度を、国も力を入れて

こようとしているのかなという気もいたします

けれども、大いに活用していただきたいと思っ

ております。

公共交通の確保に関連いたしまして、これは

さきの代表質問の中で民主党の田口議員が質問

したところでもあるんですが、日豊本線のライ

ナーの廃止による、いろんな措置が発表されま

した。ちょっと不明なところもありましたの

で、確認をしていきたいと思います。日豊本線

のこれまでライナーを使っていた人が、廃止さ

れることによって特急を利用しなきゃならない

ということでありますが、このＪＲの回数券を

利用できるのは定期券利用者のみかどうか、そ

してまた、ライナーが走っていた時間帯の特急

ではなくて、すべての特急にその回数券を使え

るのかどうか、お尋ねいたします。

○県民政策部長（山下健次君） この回数券の

正式の名称は、定期券専用特急料金回数券とい

うことでございまして、今回、この回数券は、

定期券と同時に利用する場合に限り利用できる

ということになっております。また、日豊本線

の延岡―宮崎間、宮崎―都城間であれば、すべ

ての特急列車で利用できるということになって

おるようでございます。

○太田清海議員 わかりました。回数券という

ことであれば定額なのかなと思いますので、こ

れは省略いたしますが、私も実は、平成16年に

ライナーが一部廃止されたときに、ＪＲ九州鉄

道事業部のほうに、利用者とともに、こういう

負担増になるようなダイヤ改正はやめてほし

い、ぜひ利用者が使いやすく乗りやすいような

ダイヤ改正をしてほしいということを申し入れ

たことがあります。その関係もありまして、こ

こについては質問してみたいと思っていたとこ

ろでありますが、先ほどの質問の回答の中で、

回数券を使う制度については利用者の料金負担

増を緩和するためという答弁をされておりま

す。それを聞くと、何か暫定的なものかなと、

期間が限定されているのかなという思いがする

わけですが、期間についてはどうなっているん

でしょう。

○県民政策部長（山下健次君） この緩和策と

いうのは暫定的なものとは伺っておりませんけ

れども、発売期間としては来年の３月31日まで

とされておりますが、暫定的という意味でこう

なっているのではないようでございますので、

県といたしましては、継続して販売されるよう

に、ＪＲ九州に対して要望をしてまいりたいと

考えております。

○太田清海議員 わかりました。暫定的なもの

ではないというふうに理解をしておられるとい

うことでありますが、こういう制度になったこ

とについては、私たち利用者としては残念な思

いもするわけですが、ＪＲのほうもそれなりの

努力をされているところもあります。これを有

期限じゃなくて一つの継続的なものとして、ぜ

ひ県民政策部のほうからも要望を強くしていた

だきたいと思っております。

次に、高千穂線鉄道施設整理基金の積立額に

ついて発表がありましたけれども、これは、

約11億の基金を積み増しして、不要なといいま

すか、使われない資産を撤去していく、取り除

いていくということで、積み立てをするという

ことになっておるようですが、この積立額11

億、そして残っていた基金が１億あったという
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ことで、12億で撤去してしまうということのよ

うですが、この基金額で十分なのかどうかとい

うことを質問したいと思います。

○県民政策部長（山下健次君） 旧高千穂線の

施設の取り扱いにつきましては、先般、高千穂

線鉄道施設整理基金運営協議会というのがござ

いまして、それを開催いたしまして、今後10年

間の撤去計画と積み立て計画を定めました。こ

の２つの計画は、沿線住民の意向等も踏まえま

して、県と沿線自治体で協議を重ねて作成した

ものでございますので、撤去費用は積立額の範

囲内でおさまるものと考えております。なお、

今回、撤去対象とした施設につきましても、引

き続き活用の可能性について検討していただく

よう、沿線の自治体にお願いしているところで

ございます。

○太田清海議員 12億で十分ではないかという

ことが回答であったと思うんですが、私も、高

千穂鉄道が廃止されようとした時点で、質問、

反対意見なんかも述べたことがありますが、そ

の中で、あるコンサルタント会社によると、あ

の鉄道を台風による被害後、復旧するのに26億

円かかるということが言われておりました。26

億円かかるというのであれば、撤去しなければ

ならない費用が26億円を超えると、もったいな

いじゃないの、やっぱりあの鉄道を走らせたほ

うがいいんじゃないのという意味での反対討論

なり質問をしたことがあります。26億円を超え

るような基金積み立てに将来なっていくと、

やっぱりいけないんじゃないかという気がいた

します。今言ってもしようがないことなんです

けれども、この基金については有効利用を図る

ということが本当に大事なことだろうと思うん

です。日之影でも、ＴＲ列車の宿というのもつ

くられて一生懸命頑張っておられます。それか

ら、森林セラピーロードも整備されようとし

て、残った資産を一生懸命活用されておるわけ

ですけれども、ぜひこういったところにも県と

してもひとつ目配りをしていただいて、残る施

設についても有効活用を図る、26億円以上にな

らないようにひとつやっていただきたいと思っ

ております。

次に、農政水産部長にお聞きいたします。家

畜防疫についてであります。

家畜の免疫機能についてお尋ねしたいと思い

ます。ある新聞報道によると、豚を養う、密飼

いをする、いっぱい養うと、豚にストレスがお

互い仲間内でたまって、豚のしっぽをかんでし

まう、食いちぎってしまうというのがありまし

た。養豚業の人は最初から豚のしっぽをカット

して養うんだという現実があるわけですけれど

も、何か動物にもストレスを与えるような飼い

方というのは病気に対して弱いのではないかと

いう思いもあるわけですが、家畜の免疫機能に

ついて農政水産部長にお聞きいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 免疫機能と

は、体内に入ってきたウイルスや細菌など、病

気の原因となる微生物等の異物を攻撃し、排除

しようとする生体の防御機構でございます。言

いかえれば、病気を引き起こす外敵から自分自

身の体を守る働きそのものが免疫機能と言われ

ております。

○太田清海議員 専門家ではありませんので、

ちょっとわかりませんが、漠然とした言い方で

すと、私のある友人がこんな経験を言ってくれ

ました。庭に水道水をずっとまいていたんで

す。途中から、谷川の水があるから谷川から水

をとってまいたら、花が咲き始めるし、実がど

んどんなり出すというようなことがありまし

た。これはやっぱり谷川の水の養分といいます
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か、そういったのがあるのかなと。自然界の底

力ということだろうと思います。一生懸命、畜

産に取り組んでおる方々にこういった言い方は

本当に申しわけないかもしれませんが、今後、

鳥インフルエンザ、口蹄疫、一生懸命防衛して

もどこかで忍び寄ってくる、こういう状況の中

で、動物自体、家畜自体の免疫力を高めておく

ということも研究分野にあっていいんではない

かと。知事も言われたように、特定疾病のない

畜産経営の確立を目指すということであります

ので、私は、免疫力ということを高める対策も

必要ではないかと思うんですが、いかがでしょ

うか、農政水産部長。

○農政水産部長（髙島俊一君） 先ほど申し上

げましたように、免疫機能とは本来持っている

自分自身の体を守る働きですので、家畜の免疫

機能を低下させずに健康な状態を保つために

は、ストレスが少ない快適な環境で飼育するこ

とが最も重要であると考えております。このた

め、飼養衛生管理基準にも規定されております

「家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状

態で家畜を飼養しないこと」などを遵守するよ

うに、今後とも畜産農家への指導啓発を図って

まいりたいと考えております。

○太田清海議員 いろんな取り組みをされてい

るところもあると思いますので、もう一つ言っ

ておきますと、私も兄が牛を養っておりまし

て、その他の人にも聞いてみたんですが、昔の

牛は土を食べていたと。放し飼いにすると、

行って自分で土まで食べていたと。あら、うち

の牛は土を食べてるねと。そこに大地から何か

を引き取ろうとする、何かそういうものが本能

的にあるんではないか、そしてバクテリアとか

いろんなものを体内に取り込んで、自分の抗体

をつくっていくというものがあるんではないか

なと思いまして、こういった質問もさせていた

だきました。ぜひ、免疫機能を高める、そう

いった視点も今後の何かの視点に置いていただ

きたいなと思っております。

それから次に、消毒ポイントの体制について

伺いたいと思います。私も、北浦、北川で鳥イ

ンフルエンザが発生したときに消毒ポイントの

見舞いにも行きましたけれども、寒さで消毒液

が凍ってしまって噴霧できない。火を一晩じゅ

うたきながら温めて、そして噴霧しているとい

う人たちもいらっしゃいました。消毒ポイント

の体制について現状どうなっているのか、お伺

いしたいと思います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回の高病原

性鳥インフルエンザの対応では、第１例目の発

生を受けまして、直ちに移動制限区域内の幹線

道路等に21カ所の消毒ポイントを設置いたしま

して、以後、発生が増加するに伴い、設置箇所

をふやしまして、最大で75カ所に設置をしてき

たところでございます。消毒ポイントは早急に

立ち上げる必要があったことから、設置当初

は、市町村や関係団体等の御協力を得まして、

消毒を実施いたしておりましたが、期間の長期

化に伴いまして、外部委託を行うなどの対応を

行っているところでございます。今後とも、消

毒ポイントの適切な設置と運営に努めながら、

蔓延防止を図ってまいりたいと存じます。

○太田清海議員 ここについては、時間もあり

ませんので、要望をお伝えしたいと思います。

県の消毒ポイント、市町村のポイントなどの場

合、職員が駆けつけて速やかな防疫体制、作業

を進めております。それは本当に見事であると

言うべきだと思いますが、国家防疫、県下一体

となった防疫の観点から考えますと、初動の設

置以降につきましては、県、市町村、関係団体
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と一体となった取り組み、県民、民間活力を活

用できる外部委託、これは私は雇用という点に

力点を置いておるんですが、いわゆる県民総力

戦というのが、防疫が必要であると考えており

ます。日ごろから、関係者と一体となった協議

会とか災害協定の締結、そういったお互いの協

力の体制を事前に十分対応していただきたいな

と思っております。どうぞよろしくお願いいた

します。

次に、環境森林部長にお尋ねします。太陽光

発電についてでありますが、平成22年度の太陽

光発電システムの導入支援事業補助金に関し

て、予算上限到達による受け付け終了はいつ

だったのか、またそれをどのように周知したの

かを環境森林部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 太陽光発電シ

ステム等導入支援事業の補助金につきまして

は、平成22年度は当初予算に１億5,000万円で受

け付けを開始したところでございますけれど

も、多くの申し込みをいただきましたことか

ら、さらに９月補正で１億円を増額したところ

でございますが、12月３日に予算上限に達しま

したので、同日に受け付けを終了したところで

ございます。この受け付け終了につきまして

は、終了の約１カ月前、11月上旬にでございま

すけれども、施工業者への説明会を開催しまし

て、設置予定の方々への御連絡をお願いします

とともに、新聞等の報道にも取り上げていただ

いたところでございます。

○太田清海議員 補正で追加をしていただき、

またうれしい悲鳴であろうと思うんです。クリ

ーンヒットした政策であろうと思うんですが、

実は私が気にしたのは、平成21年度実績の事業

なんですが、実績報告書が提出期限に間に合わ

ずに補助金が交付されなかったということもあ

りますが、どのように21年度の問題について改

善を図ったのか、お尋ねいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 昨年度はそう

いうことがございましたので、今回、この事業

を行うに当たりまして、この事業そのものが設

置工事を完了させた上で３月１日までに実績報

告書を提出していただくということになってお

りますので、この手続につきまして、昨年10月

下旬以降に補助金の交付決定がなされた方々に

つきましては、交付決定の通知とあわせまし

て、注意喚起の文書を一緒に送付いたしますと

ともに、提出期限の２週間前、２月15日までに

実績報告書の提出がない方々に対しましては、

重ねて提出期限が間近であることをお知らせす

る文書を送付したところでございます。

○太田清海議員 いろんな文書の改善を図られ

たということでありますので、よかったと思っ

ております。総務部長にもお願いしたいんです

が、県庁内の県民向けの文書の中でわかりづら

いもの、誤解が生じやすいものがあるとするな

らば、それはぜひ県民の立場から変えていって

いただきたいなと思っております。

次に、県立病院の体制について病院局長にお

尋ねいたします。

昨年の９月議会において、我が党の外山議員

の院内保育所の設置に関する質問があったわけ

ですが、宮崎病院での試行結果を分析した上

で、日南病院、延岡病院における実現可能性を

検討したいとの答弁がありました。この取り組

みについて、宮崎病院での取り組み状況と実

績、そして延岡病院での院内保育の実施の方向

性についてお伺いしたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） まず、宮崎病院

におきましては、昨年の10月にゼロ歳児から小

学３年生までの病気等の乳幼児または児童を対
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象に、24時間いつでも対応できる院内保育の試

行を開始し、本年１月までの約４カ月間で延

べ97名の利用があったところであります。ま

た、延岡病院におきましては、宮崎病院の試行

状況や他の病院等の事例を研究するとともに、

院内の職員に対し、改めて保育ニーズ調査を行

うなど、平成23年度中の試行に向けまして、現

在、さまざまな検討を行っているところであり

ます。院内保育の実施により職員の働きやすい

環境が充実できれば、医師を初め、医療スタッ

フの確保につながり、そのことにより病院事業

全体の経営にも好影響をもたらすものと考えて

おりますので、院内保育の運営に当たりまして

は、コスト的な検証や効率的な運営はもとより

でありますが、まずは育児を行う職員が安心し

て働けることを念頭に取り組んでまいりたいと

考えております。

○太田清海議員 ありがとうございました。

教育長に今度はお尋ねいたします。延岡総合

特別支援学校についてでありますが、開校まで

残り１年となり、いい学校をつくるためには保

護者や教職員の意見を十分聞いて、今後もしっ

かりと聞いていくべきだと考えておりますが、

どのように進めていくのか、お伺いしたいと思

います。

○教育長（渡辺義人君） 延岡総合特別支援学

校、仮称でありますが、この開設準備に当たり

ましては、平成21年４月より学校職員で構成し

ます設置準備委員会を設置して、これまで16回

の会議を開催して、教育課程や施設整備等につ

いて検討を行ってまいりました。また、詳細な

検討を要する事項につきましては、組織運営、

子育て支援機能、自立支援機能の３つの作業部

会を設けますとともに、その具体的な内容を検

討する15の作業チームを設置しまして、延べ60

回を超える会議を開催しますとともに、並行し

て保護者や関係者の御意見を伺ってきたところ

であります。このほか、地域の医療・福祉関係

団体等からの個別の意見聴取ですとか、合同で

の検討会を開催しながら、広く関係者の御意見

を踏まえて検討を行ってきたところでありま

す。

また、施設・設備の設計につきましては、平

成21年度に基本設計案を各学校で保護者や教職

員に公開いたしまして、保護者を含めて187件の

御意見や御要望をいただいたところでありま

す。それらを踏まえまして、例えば音楽室の増

設ですとか、作業棟の拡充、教室配置の変更な

どの見直しを行ってきたところであります。ま

た、実施設計につきましても、随時、設計案を

各学校で同様に公開しまして、内装ですとか、

水道、コンセントの位置等細部にわたる詳細な

検討を行いますとともに、学校運営等のソフト

面もあわせた調整を行ってきたところでありま

す。今後とも、教育委員会といたしましては、

保護者や関係者の御意見を踏まえながら、基本

構想の理念に基づき、多様なニーズに対応でき

る特色ある学校づくりに向けてしっかりと取り

組んでまいりたいと考えております。

○太田清海議員 要望だけにいたします。答弁

いただきました。県北では、こども療育センタ

ー的な機能を持った施設をぜひつくってほしい

というのが前々からあります。ぜひ、福祉保健

部、それから活用できるならば教育委員会等含

めて議論していただきたいなと思っておりま

す。それから、この総合特別支援学校について

は、付加機能の充実をぜひ図っていただきたい

という要望を述べて、私の質問をすべて終わり

たいと思います。ありがとうございました。

（拍手）
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○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36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、松田勝則議員。

○松田勝則議員〔登壇〕（拍手） 新みやざ

き、松田勝則でございます。４年間の思いがあ

れこれ胸の中を去来している中、こうやって最

後の議席に登場させていただけること、本当に

感謝しております。

まずは、本日４日ぶりに噴火が見られた新燃

岳、それから鳥インフルエンザの厄災に遭われ

た多くの方々に心からお見舞い申し上げます。

さて、２月もきょう１日となりました。「鵜

戸さん参りは春三月よ」と歌われるように、あ

すは早３月。冬の寒さが厳しかったことし、春

の訪れがいつになく心待たれます。この季節、

私の地元では、大地の躍動を「山が笑う」と表

現いたします。芽吹きの気配、そして若草の香

り、土がもえ出るその様子、これを「笑う」と

言いあらわした先人の表現力に、山里の豊かな

感性を感じます。先ほど、９時４分、震度３の

地震が県下一円で感じられたと報道されまし

た。ことしの山は笑っていましょうか。新燃岳

は叫んでいるのか、あるいは泣いているのか。

大自然のシグナルをどうとらえるのか、県民の

関心の厚いところです。

次に、河野知事、まず、改めまして、第53代

宮崎県知事に御就任されましたこと、心よりお

祝い申し上げます。就任早々さまざまな厄災の

発生、また天災と、立て続けに県民にとりまし

て苦難の事態となりましたが、何とかこの苦難

を乗り越えようと、我々県議会議員も気持ちは

知事と一緒であります。県議会議員の任期も２

カ月余りとなりました。知事、それから県職員

の皆様、県民の皆様とともに、一生懸命取り組

んでいきたいと考えております。よろしくお願

いいたします。

私たち県会議員にとりまして、今任期最後の

議会となりました。私にとりまして、初登壇と

なりました平成19年９月議会における代表質問

のときのあの緊張感、高揚感は、今でもはっき

り覚えております。その緊張や高揚感、そして

県民のために、県民とともにという気持ちは何

ら変わりはありませんが、しかしながら、世界

の情勢、我が国の形、本県の状況は大きく変わ

りました。特に本県においては、鳥インフルエ

ンザに始まり、リーマンショック、口蹄疫、新

燃岳の噴火など、大変厳しく、つらい４年間で

はなかったかと考えます。だれが悪いというわ

けではありません。しかし、河野知事におかれ

ましては、ゼロからというよりは、マイナスか

らのスタートではなかろうかと考えるところで

す。しかしながら、ぎゅっと圧縮されたばね

が、ぼんと反動で大きく伸びて、伸び上がるよ

うに、県民の意識や県職員の意識の改革、そし

て県の進むべき方向づけ、知事のリーダーシッ

プの発揮があれば、大きく飛躍できるものと考

えます。

知事は立候補に当たって、政治理念として、

１、クリーンで開かれたみやざき、２、「絆」

を大切にするみやざき、３、潜在力を生かして

挑戦するみやざきの３本の柱を掲げられまし

た。それをベースに希望に満ちた社会を具現化

する宮崎モデルを築き、「みやざき新生」を実

現すると、胸躍るような思いを発露されておら
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れます。さて、知事にとりまして、他県から見

て、または中央から見て、我が宮崎の強みをど

のように分析しておられますか。それをどう県

政に生かしていかれるか、これをお聞きしたい

と思います。

以下は質問者席にて質問いたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

宮崎の強み、オリジナリティーについてであ

ります。私が思う宮崎の強みは、温暖な気候や

緑豊かな自然環境、さらには宮崎ならではの神

話伝承、さらに彩り豊かな歴史、立派な先学者

の皆様、そしてすぐれた農林水産資源、そして

何よりも、穏やかで心優しく、つながりを大切

にする県民性ではないかと考えております。こ

のような強みを生かしながら、県民の皆様と一

緒に、宮崎らしい、新しい豊かさを築いてまい

りたいと考えております。例えば、産業の面で

は、本県の基幹産業であります農林水産業のポ

テンシャルを生かした総合的なフードビジネス

の展開による「食の王国みやざき」づくり、あ

るいはすぐれた日照条件や豊富なバイオマス資

源を生かした環境・新エネルギーの産業づくり

を進めてまいりたいと考えております。また、

新しい価値や仕組みを創造する取り組みとし

て、温暖な気候や豊富な資源を生かして、例え

ば、スローライフなどの新しいライフスタイル

の構築や持続可能な循環型の地域づくり、さら

に、本県に残された人や地域の「豊かな絆」を

貴重な財産として日本一の子育て・子育ち立県

を目指しますとともに、健康長寿社会や暮らし

やすい地域づくりなどに取り組んでまいりたい

と考えておるところでございます。なお、議員

が例えで表現されたばねについては、全く私も

そのように考えておるところでございます。口

蹄疫、鳥インフルエンザ、新燃岳と、大変な状

況でありますが、これはそのさらなる、次なる

飛躍に向けた、いわばおもしがかかっているよ

うな状況ではないかと思っております。この難

局を県民一致団結して乗り越えることによっ

て、次なる飛躍、まさにジャンプが実現するの

ではないかと、そのような希望を持って頑張っ

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○松田勝則議員 ありがとうございました。特

に宮崎県にしかないオリジナルといいますと、

やはりこれは神話に尽きるかと思います。日本

神話の中で、日向神話というジャンルがござい

ます。また、宮崎県の場合は、他の大和ですと

か出雲ですとか伊勢という地域と違って、県土

一円に神々の旧跡、故事来歴が残っているとい

う、大変に特異な地域でもあります。神話をど

うとらえるかは別でございますけれども、私た

ちの祖先の営んでこられたその事跡が、国の記

録として、地方から中央に上がってストーリー

が編成されたと思えば、やはりこれは宮崎県に

とって宝だと思っております。この神話につき

ましては、また後ほど質問があるようでござい

ますけれども、ぜひ宮崎県の一つの看板として

お聞かせいただきますようにお願いいたしま

す。

続きまして、ドクターヘリにつきまして何点

か質問させていただきます。ドクターヘリのこ

とを聞こうと思いましたら、どうやら今ドクタ

ーヘリの任務を担っておるのが防災救急ヘリコ

プターですね。この防災救急ヘリコプターの運

航状況を調べますと、おのずとドクターヘリ運

航の状況がわかるのじゃなかろうかと思って調

べてみました。そうしますと、延岡市県北地区
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が特に運航が多いということなんですが、最近

の防災救急ヘリコプターの運航状況と、特に延

岡市での状況を総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 防災救急ヘリコプ

ターの運航状況ですが、平成22年度124件で、前

年と比較しまして34件増加しております。平

成17年に運航を開始して以来、最も多い件数と

なっております。運航の種別につきましては、

病院間の転院搬送などの救急が80件、山岳遭難

などの救助が34件、他県への広域応援などが８

件となっております。地域別の運航件数につき

ましては、延岡市消防本部管内が47件で、次い

で宮崎市消防局管内が22件、非常備地区が19件

の順となっております。延岡市消防本部管内へ

の救急出動が多い要因としましては、重篤な患

者や緊急措置を要する患者を、県立延岡病院を

初めとする延岡市所在の医療機関から、宮崎大

学附属病院や熊本県内の医療機関等に転院搬送

するのに当たりまして、陸路では搬送時間を要

し、患者への負担も大きいということから、防

災ヘリが活用されているものと思われます。以

上でございます。

○松田勝則議員 約半数以上が県北延岡市の消

防本部管内ということなんですが、転院搬送と

いうことで、これであれば、ドクターヘリの発

着も、その本拠地を延岡に置いてもいいんでは

なかろうかと思うぐらい、本当に出動回数が多

いんだなと思います。

次に、ドクターヘリなんですが、ドクターヘ

リ、聞きましたら、田んぼのあぜ道でも着陸が

可能と聞いております。大変機能的で心強い限

りなんですね。そして、県の地域医療再生計画

で、県内に２カ所のヘリポートを整備されると

聞いております。その１カ所は宮崎大学医学部

ということなんですが、もう１カ所が延岡と

伺っております。もう１カ所、延岡市内、特に

県立延岡病院の付近にということを聞いており

ますが、このヘリポートの整備計画を病院局長

にお伺いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 議員御指摘のと

おり、県立延岡病院の敷地内に救命救急センタ

ーを新築いたしまして、あわせて、このセンタ

ーの屋上にヘリポートを整備するものでござい

ます。今後のスケジュールといたしましては、

平成23年度に建物の基本設計及び実施設計等を

行い、24年度中の完成を予定しているところで

あります。

○松田勝則議員 もう間もなくドクターヘリの

発着基地ができるということなんですが、法的

な規制ですとか騒音ですとか、付近住民との協

議が不可欠であることは言うまでもありませ

ん。遺漏なきよう周辺との調整をしっかりとお

願いいたします。

さて、そのドクターヘリなんですけれども、

ドクターヘリが運航することで、どのような効

果が望めるのでしょうか。ヘリポートを整備さ

れることによって、どのような効果が私たち県

北の市民にはもたらされるのか、続きまして、

病院局長に伺います。

○病院局長（甲斐景早文君） 延岡市内のヘリ

コプターの離着陸場につきましては、現在、延

岡病院から救急車搬送で15分程度を要します大

瀬川河川敷等が利用されているところでありま

す。病院敷地内にヘリポートを整備することに

よりまして、一分一秒を争う患者さんに対する

迅速な対応と、搬送中の患者さんに対する身体

的負担の大幅な軽減ができるものと考えており

ます。

○松田勝則議員 続きまして、福祉保健部長に

伺います。ドクターヘリの運航経費についてで
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す。防災ヘリのほうを調べてみました。防災ヘ

リにかかる費用は年間１億6,200万円、これはラ

ンニングコストで全額が県費負担になっていま

す。この１億6,200万円をベースに、人件費が

約5,600万円、総額で２億1,800万円が年間の経

費とされています。ドクターヘリの場合は、他

県の例を見ますと、年間２億1,000万ぐらいの経

費を、国と県が折半し、企業に運航を委託する

仕組みなんですが、国からの地域医療再生基金

が終了した後の運航がスムーズにいくのか、

ちょっと心配のあるところです。経費について

伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） ドクターヘリ

の運航経費につきましては、議員がおっしゃい

ましたように、国と県が２分の１ずつを負担す

る補助制度がありまして、地域医療再生基金が

終了する平成25年度までの県負担部分について

は、当基金の活用を予定しております。基金終

了後も国庫補助の活用を予定しておりますが、

県の負担分につきましては、財政力指数に応じ

て、負担額の２分の１から５分の４が国からの

特別交付税により措置されることとなっており

まして、本県につきましては、現在のところ、

５分の４が措置されることとなっております。

○松田勝則議員 次に、近県とのドクターヘリ

の連携について伺います。ドクターヘリ、自県

で、自分のところの県で運航せずに、例えば滋

賀県と大阪府ですとか、そういう感じで他県と

共同で乗り入れするような自治体も見られるよ

うです。ドクターヘリ、ちょうど南九州では時

を同じくして、宮崎県、熊本県、鹿児島県の３

県が整備が進むわけなんですが、よく考えるの

は、１機が出動中に緊急事態が発生した場合に

は、次は防災ヘリが出るのでしょうし、また新

たな事態が発生したら、警察ヘリあるいは他県

のヘリに協力を要請するような形になるかと思

われるんです。近県、時を同じくしてドクター

ヘリが登場いたしますけれども、近県のドクタ

ーヘリとどのように連携していくのか、福祉保

健部長、お伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県境部におい

ては、救急患者を隣県の病院に搬送したほう

が、より迅速で効果的な治療が受けられる場合

も想定されますことから、隣県と連携したドク

ターヘリの活用を図ることは、大変重要だと考

えております。現在、本県と隣接する大分、熊

本、鹿児島において、平成23年度から24年度の

導入に向けた準備が進められておりますので、

今後、これらの県と協議を行いながら、具体的

・効果的な連携のあり方について検討してまい

りたいと考えております。

○松田勝則議員 次に、医師確保の問題につい

て、病院局長に伺います。医師については、地

域による偏在、また診療科による偏在など、全

国的に医師不足が叫ばれる中、本県の医療を考

えると、医師の確保が喫緊の課題であることは

論をまたないところです。１月26日、私ども新

みやざき会派の視察で、水間代表の地元、小林

市の小林市民病院に伺いました。まさに窮状を

目の当たりにしました。小林市民病院において

は、これまで小児科や産婦人科が休診となり、

まさに医師不足のために市民の医療が確保でき

ないという危機的状況でしたが、宮崎大学医学

部「地域医療学講座」の御支援のもと、２月８

日から週１回、小児科の予約診療が行われてお

ります。さらに、来る４月からは、常勤の医師

も１名派遣いただけることになり、現在、県外

で勤務している医師と合わせて２名の医師を確

保できることとなるなど、地域の医療を考えま

すと、非常に大きな前進でした。同様のことは
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各地で行われているわけですが、このような常

時診察ができない小林市民病院のような状態

は、まだまだ大きな課題が残ります。さて、地

域の中核病院である県立病院におきましても、

医師不足の影響は大変大きく、今のところ、県

立日南病院が４科目、神経科などが休診、延岡

病院では、神経内科、消化器内科など、５科目

の休診科が見られます。その解消はもちろんの

ことでありますが、一方で、中長期的な視点か

ら、医師の安定的な確保について取り組んでい

かれる必要があるのは論をまちません。そこ

で、将来の医師確保につながる対策についてど

のように考えておられるのか、毎回聞いており

ますが、最新のお考えを病院局長にお伺いいた

します。

○病院局長（甲斐景早文君） 中長期的に安定

的に医師を確保していくためには、宮崎大学を

初め各大学医局との良好な関係を保ちながら、

引き続き、医師の派遣要請を粘り強く行ってい

くことが重要でありますが、あわせて、若手医

師、特に臨床研修医の確保が大切であると、こ

のように考えております。臨床研修医の確保に

つきましては、これまで、研修病院としての受

け入れ体制の強化のために、研修指導医をふや

すとともに、研修医の処遇改善や医学生向けの

病院説明会への参加など、さまざまな取り組み

を進めてきたところであります。来年度は、研

修内容の充実を図る観点から、従来の各県立病

院個々の研修プログラムに加え、３つの県立病

院を１つの病院群として研修を行う新たな臨床

研修プログラムを作成いたしまして、これらの

プログラムの魅力や県立病院の特色などを周知

していくため、東京など各地で行われる病院説

明会等に積極的に参加するとともに、医学生を

対象に県立病院の見学バスツアーを実施するこ

ととしております。

○松田勝則議員 県外の病院説明会などにも参

加されるということ、大変心強く感じておりま

す。ぜひ宮崎県の魅力、知事がおっしゃった強

みを強くアピールされて、一人でも多くの有為

な人材を宮崎にお招きいただきたいと思いま

す。

医師確保、続いて参ります。医師確保につき

ましては、私は、県として一体となった取り組

みが必要な重大な課題と考えているんですが、

昨年末の新聞記事において、県内の医師確保に

ついては福祉保健部で行われ、そして県立病院

の医師確保については病院局で行われている、

同じ県で２つの部署で同様のことを行ってい

る、これは二重行政になっていやしないかとい

うような指摘を散見いたしました。二重行政、

この点につきましてどう考えておられるのか、

病院局長に伺います。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院局におきま

しては、県立病院が高度医療を担うこと、ま

た、各診療科が連携して診療に当たるチーム医

療を行うことから、いわゆる専門医の確保に努

めているところであります。一方、福祉保健部

におきましては、県全体の医師確保対策を推進

する観点から、住民に身近な市町村等の病院で

初期診療を担う、いわゆる総合医の確保を初

め、小児科、産婦人科といった確保困難な専門

医の確保に努めているところであります。この

ように、福祉保健部と病院局が役割を分担した

上で、連携をとりながら情報を共有し、一体と

なって進めているところでありまして、医師確

保について、多様な取り組みができているもの

と認識いたしております。

○松田勝則議員 県民総力戦という言葉もござ

います。県民も含めた形で、ぜひ医師確保に取
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り組んでいただきたいと存じます。

続きまして、商工観光労働部長に、若者の就

職支援につきまして３問伺います。

今議会、これまでも就職支援について多くの

質問がなされました。今回、就職問題の中で

も、とりわけ若年者、18歳から40歳とされてい

る若年者の就職支援について伺おうと思い、こ

の年齢層の失業率ですとか求職状況を把握しよ

うと担当課に尋ねましたら、意外でした、県に

はこのデータがないんですね。例えば完全失業

率、最新の数値は５年前、平成17年の国勢調査

のデータでした。もっとホットな情報をと県の

職員に無理を言ってやっと入手したのが、平

成21年度の年齢別有効求職者数でした。これを

見てみますと、年齢は５段階で分類されていま

す。16歳から24歳までがスタート地点、あと

は25歳、35歳、45歳と、10歳刻みでくくられて

おりまして、ゴール地点は55歳以上となってお

ります。この５段階の中で最も求職者が多いの

が、まさに若者でした。約２万3,000人の有効求

職者のうち、25歳から35歳までの方は約6,000

人、全体比率にして26.2％と圧倒的に多い数字

です。やっと宮崎の就職状況を年代別に見るこ

とができたわけなんですが、さて商工観光労働

部長、本県では求職者の多い若年者へはどのよ

うな就職支援を講じておられるのか、お伺いい

たします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 若年者の

就職支援につきましては、さまざまな側面から

取り組んでいるところでございます。まず、相

談機能の充実といたしましては、「ヤングＪＯ

Ｂサポートみやざき」を宮崎市及び延岡市に設

置しまして、個別カウンセリングや各種セミナ

ー等に取り組んでおります。次に、職業スキル

の向上といたしましては、民間教育訓練機関へ

の委託による座学と職場実習を組み合わせた実

践的な職業訓練を行っております。また、マッ

チングの促進といたしましては、東京、大阪、

福岡でのふるさと就職説明会や県内６カ所での

県内就職説明会を開催しまして、出会いの場の

提供に努めているところでございます。さら

に、正規雇用化に向けましては、国のトライア

ル雇用奨励金制度と連動した事業主への助成

や、緊急雇用基金を活用しまして、新卒者等を

民間企業等が有期雇用して就職につなげる委託

事業等に取り組んでいるところでございます。

加えまして、来年度は、スキルアップ、マッチ

ング、正規雇用化をねらいといたしまして、県

が委託した人材派遣会社が若年者を雇用し、研

修と派遣先企業での職場実習を実施する事業等

に取り組みたいと考えているところでございま

す。

○松田勝則議員 部長、１問目のお答えにあり

ました就職促進なんですが、就職促進は県の職

業訓練の機関で行っているわけなんですけれど

も、その実施に当たっては、やはり企業ニーズ

を的確に把握する必要があるんじゃないかと思

うんですが、いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 本県にお

きましては、高等学校卒業者等を対象に県立産

業技術専門校での施設内訓練を、また、離職者

等を対象に、民間教育訓練機関に委託しまして

職業訓練を実施しているところであります。委

託訓練の実施に当たりましては、宮崎労働局な

どの関係機関との情報交換等を行いながら、求

人・求職状況等を踏まえた訓練を実施している

ところでございます。なお、今年度、企業や高

校生等を対象に、職業能力開発のニーズ調査を

行っているところでございまして、企業のニー

ズ等も踏まえ、今後の県立産業技術専門校での
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訓練のあり方や委託訓練コースの選定を行って

まいりたいと考えております。

○松田勝則議員 ぜひ企業の声にこたえられる

ような選定をしていただきたいと思います。

次に、若者がやりがいのある仕事への就労促

進のために、本県の特色を生かした観光分野の

新設も潜在ニーズを喚起するのではと考えま

す。新潟県では、ことしから、離職者向けの公

共職業訓練コースに観光ビジネス科を新設いた

しました。既に１月から約半年間の講座が始

まっています。これはホテルや旅館など観光関

連分野への就職を目指すものですが、新潟県職

業能力開発課に伺いますと、観光分野は成長産

業であり国際化も進んでいる、人材の育成に力

を入れていく必要があるため設置したというこ

とでした。このように、行政主体で観光宮崎の

すそ野を広げ固めていってはと思いますが、商

工観光労働部長、いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 御提案の

ありました観光ビジネス科につきましては、先

ほど答弁しましたように、今後の専門校の職業

訓練のあり方や委託訓練のあり方等を検討する

中で、ホテル・旅館等の人材ニーズを踏まえま

して、指導員の確保等の課題を整理しながら、

総合的に検討してまいりたいと考えておりま

す。なお、県内で観光ビジネスに係る専門職の

養成を行っているところを調べますと、現在、

南九州短期大学の国際教養学科の中にホテル・

観光コースがあります。また、過去、宮崎産業

経営大学や専門学校に設置されていた観光経済

学科などの学科は、いずれも入学希望者の減少

等により、現在は廃止されている状況でござい

ます。

○松田勝則議員 次に、県土を守る観点から質

問いたします。環境森林部長、よろしくお願い

します。日本の各地で山林売買が加速しており

ます。国土交通省の統計によりますと、山間部

での大規模な土地取引件数は、平成12年から14

年は年間800件余りだったそうですが、平成16年

から18年が1,100件から1,200件と増加しまし

た。また、その取引面積も、平成11年の１

万4,000ヘクタールから平成20年の３万2,000ヘ

クタールへと、過去10年でまさに倍増しており

ます。特にこの３年の伸びが著しくて、都道府

県別には、北海道、続いて我が宮崎、福島、熊

本の順で面積が多いとされています。日本の国

土の67％を占める森林は、言うまでもありませ

ん、水資源の源であり、その売買については、

公共インフラ保全の観点から慎重な対応が必要

です。しかし、これだけ海外資本の山林購入の

危機感が報じられる中、現行制度では、水資源

管理と森林保全は切り分けて行われており、制

度整備は極めて不十分だと、こう思います。我

が国の林業は、国際的な価格競争にさらされ、

長期にわたって低迷が続いた結果、植林放棄あ

るいは不当に安い林地価格が大きな問題となっ

ております。森林法による現行の監督制度も、

自治体において十分機能していないんじゃない

かと思うんですね。総合的な地下水の涵養と利

用について規定した法律もないということで

す。そこで、水資源等を保護するための公有林

化の県の考え方を伺います。あわせて、県有林

の目的についてお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 公有林化につ

きましては、水源林などの公益的機能の高い森

林を適正に管理するという見地から、県民の安

全・安心を確保する上で、大変重要であるとい

うふうに考えておるところでございます。この

ため県では、水源地などの上流にあります公益

上重要な森林を市町村が公有林化する取り組み
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に対しまして、森林環境税を活用した支援を

行っておりまして、平成20年度から３カ年間

に113ヘクタールの公有林化が図られたところで

ございます。また、県有林につきましては、主

に木材の生産を目的に特別会計を設置しており

まして、その中で森林経営を行っているところ

でございます。以上でございます。

○松田勝則議員 公有林化は市町村とタッグを

組んで買い上げる、また、県有林というのは経

済林であるということ、このルールは理解でき

ました。しかし、今まで質問にもありましたよ

うに、新たな観点から本県の森林資源を県有林

化できないものか、水源涵養や環境保全の観点

を持つことはできないのかと思うんです。特に

今、維持できない共有林ですとか水の涵養につ

ながるような大きな山林が二束三文、あるいは

県民からも寄附したいという声も方々で聞かれ

ます。新しい観点で県有林として持つことはで

きないものなのか、環境森林部長、お伺いいた

します。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 県におきまし

ては、現在、企業局におきまして、緑のダム造

成事業により、小丸川などのダム上流域の私有

林を購入して整備を行い、水源涵養機能の向上

を図ったりしているところでございます。県有

林化につきましては、それぞれ具体的な事案が

発生した段階で、公有林化の必要性も含めまし

て、地元市町村とも連携しながら検討してまい

りたいというふうに考えております。

○松田勝則議員 続きまして、鳥獣被害対策に

ついて伺います。

聞いても聞いても聞き尽くすことがない、シ

カ、猿、イノシシの被害です。近年、シカや猿

など野生鳥獣による農作物への被害が増加して

おり、私の地元の県北地域でも本当に深刻な問

題となっております。特にシカによる被害が甚

大なんですが、県では昨年度、ふえ過ぎたシカ

を減らすために、特別捕獲に取り組まれており

ます。この結果、有害捕獲と特別捕獲で約１

万5,000頭、それと狩猟で5,600頭、全体で２万

頭を超えるシカの捕獲をされたとのことでし

た。しかし、地元からは、シカはほとんど減っ

ていないという声も上がっておりますし、特効

薬のない農林家の方は、本当にわらにもすがる

思いなんです。また、さりとて、かけがえのな

い命を、けだものといえども命を奪うことに対

して、抵抗を持つ方々が多いのもまた事実で

す。このような中で、最近の新聞報道によりま

すと、シカの捕獲促進のため、お隣大分県の豊

後大野市では、外国産のオオカミを導入する構

想を検討しているということですが、このこと

について県の考えを伺います。環境森林部長、

お願いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） オオカミの導

入につきましては、一般的にオオカミは肉食動

物ということから、まだ余り人の前に姿を見せ

ていない、見せる場合は集団で家畜を襲うと

か、そういうことがありまして、いわゆる住民

の方々に、家畜や人を襲うおそれというものが

あると。そして、そういうことから、その導入

に関しまして、地域住民の同意が得られないこ

ともあります。それから、おっしゃいましたよ

うな海外からの導入等になりますと、いわゆる

シカ以外の小動物等への影響がどうなるか、そ

の辺がはかり知れないということ等々、多くの

課題が言われているところでございます。本県

においては、そういうことから、県民の理解を

得ることは非常に厳しいんじゃなかろうかとい

うふうに考えておるところでございます。今後

とも、狩猟者の育成とか有害鳥獣の捕獲促進等
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に取り組みますとともに、今年度から取り組ん

でおります鳥獣被害対策緊急プロジェクトによ

りまして、市町村等と連携しつつ、集落ぐるみ

での鳥獣被害対策をさらに推進してまいりたい

と考えております。

○松田勝則議員 私もこの計画は荒唐無稽だと

思いまして、豊後大野市に問い合わせました。

豊後大野市さんも当然そのお考えは同じです。

特に、「ほかにそういった海外種を導入して生

態系を壊したという事例はあるんです。しかし

ながら、それぐらいのことをしないとたまらな

い」というのが当局の答えでございました。今

回浮上したオオカミの投入計画は、獣医師です

とか大学教授らでつくる日本オオカミ協会が提

案しており、橋本市長らは、ことしに入って対

策の切り札にならないかと検討を始めたという

ことです。宮崎県にオオカミを導入せよとは申

しませんが、他県では、ヤギを導入してシカの

えさであります下草を食べさせたり、さまざま

なことに取り組んでおります。やはり県民も意

識を傾けるような、そういった発信をしていた

だくのも一つの施策ではないかと存じます。

次に参ります。次は、鳥インフルエンザの対

策についてです。

移動制限区域外での養鶏農家への支援策がな

いことは、これまでの質問で明かされ、県の努

力を一層お願いしたいところなんですが、さ

て、口蹄疫同様に、手当金、補償金への非課税

措置を求める声が多く上がっています。県はど

う対応するのか、国へ要望しているのかお伺い

いたします。農政水産部長、お願いいたしま

す。

○農政水産部長（髙島俊一君） 発生農家等に

対して支払われます手当金につきましては、養

鶏農家の経営再開のための重要な資金でありま

すことから、県といたしましては、昨年の口蹄

疫での対応と同様に、国に対して非課税措置を

強く要望してまいりたいと考えております。

○松田勝則議員 ぜひ迅速な対応をよろしくお

願いいたします。

続きまして、延岡で２件、鳥インフルエンザ

が発生したわけですが、２件目のときは、私

も、同じ畜舎というか鶏舎の真ん前でその情報

をいただきまして、びっくりいたしました。

「それはどこで出たつかい」「こうこうこう

じゃが」「それはおれがおるところじゃない

か」という話だったんですけれども、その中

で、いろんな農家の方々から寄せられた要望

が、情報システムを構築してほしいということ

です。特に農家の場合、今だれもが携帯電話を

所持しておりますから、「どこで鳥インフルが

出たげな」という話は、燎原の火のごとく広が

るんですね。それが陰性であろうが陽性であろ

うが、とにかく広がってしまったら収拾がつか

なくなってしまう、マスコミの報道がなされる

まで。大概、宮崎家畜保健衛生所で陽性反応が

出る、あるいは陰性が出るまでは、半日ぐらい

要するわけなんですが、その間の経緯について

も気が気でないと。ぜひ県内関係機関に防災メ

ールのような形で、特に畜産農家ですとか養鶏

農家、つまり業界と申しましょうか、それらの

方のみが知り得るような情報発信システムをつ

くってくれないのかという声が上がっておりま

す。こういったものが県でできないのか伺いた

いと思います。農政水産部長、お願いします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 現在、家畜伝

染病の発生情報等につきましては、ファクシミ

リ等を活用いたしまして、市町村や関係団体を

通じて、農家へ情報提供を行っているところで

あります。家畜伝染病等に関する情報の迅速な
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提供は、蔓延防止の観点からも極めて重要であ

ると認識しておりますので、御質問の防災メー

ルの活用につきましては、現在、関係部局と協

議を進めているところでございます。

○松田勝則議員 防災分野との協働ということ

ですが、ぜひ早い対応をお願いしたいと思いま

す。

続きまして、農政水産部長に水産行政につい

て２問伺います。

神話の話になりますが、山の幸、海の幸、海

幸彦、山幸彦を生んだこの宮崎県では、私たち

は「おかは満作、沖は大漁」と言いあらわして

まいりました。おかが噴火や家畜伝染病で苦し

んでいる中、沖もまた苦悩しております。沖

で、海ですなどりする漁業者は、新鮮な海の幸

の安定供給を使命として日々操業しています

が、ここ数年、水産資源の枯渇、魚価の安さ、

消費者の魚離れ、それから燃油の高騰に悩まさ

れております。これからは新鮮な日向灘の海の

幸の素材のよさばかりではなくて、アレンジ商

品も必要だと思います。日南の一本釣りカツオ

のあぶり重に見られるように、商品開発も重要

課題と考えます。県は水産物商品などの取り組

みに対しどう支援されるのでしょうか、お聞か

せください。

○農政水産部長（髙島俊一君） 魚価の低迷や

燃油価格の高騰等、厳しい経営環境が続く中、

水産業の収益性を向上させるためには、漁獲物

の付加価値を向上させる商品開発や販路拡大へ

の取り組みが重要であると認識いたしておりま

す。このため、コラーゲン等の水産物の機能性

成分分析や鮮度保持技術の開発等に取り組みま

すとともに、水産物のブランド化や新たな流通

づくりへの支援等を行っているところでござい

ます。国においては、新たに漁業者みずからが

漁獲物に付加価値をつける６次産業化の取り組

みを推進し、その支援事業についても拡充を図

ることといたしております。県といたしまして

は、今後とも、漁業者の所得向上が図られるよ

う、これらの事業の周知や活用に向けた指導助

言に努めてまいりたいと考えております。

○松田勝則議員 指導助言ということでいつも

くくられてしまうんですが、毎回申しておりま

す、漁業者にとって、県のあるいは行政のいろ

んなプランは大変使い勝手が悪いと。「おっだ

聞いてんわからんぞ」ということを毎回言われ

ております。指導助言と言うのでしたら、どう

ぞひざを十重に二十重に折って、漁業者の方々

に、本当にいいものであるならば納得していた

だいて御活用いただくまで、手を尽くしていた

だきたいと思います。

続いて、燃油の話題です。漁業者の悩みは、

何といっても燃油の高騰に尽きます。宮崎の漁

業者の沖経費に占める燃料費比率は、県漁連

の21年度決算書を見ますと、遠洋のカツオ船

で50.2％、近海のマグロ船で35.4％、沿岸のま

き網で31.6％となっております。形態で違うん

ですが、沖経費の中の燃料経費は全国平均より

高いとされています。昨年、国は、漁業用の燃

油に対し、原油価格が直前２年間の平均価格

を15％上回った場合に、国が超過分の２分の１

を支援する「漁業経営セーフティーネット構築

事業」をスタートさせました。大変にありがた

い制度ですが、聞きますと、漁業所得補償制度

ともども、資金に余裕のある漁業者しか使えな

いとの声が上がっておりますし、より一層の改

善を求める声もまた多く聞きます。そこで、県

として燃油に対する直接的な助成はできないも

のか、農政水産部長、お願いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 燃油対策につ
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きましては、今、御質問にございましたよう

に、国におきまして、今年度、国と漁業者との

拠出により基金を造成し、燃油価格が一定水準

を上回った場合に補てん金を交付する「漁業経

営セーフティーネット構築事業」が創設されま

して、本県におきましても、燃油の消費が大き

いカツオ・マグロ漁業やまき網漁業を中心に加

入しているところでございます。中東、北アフ

リカ情勢など、今後の燃油価格の動向が懸念さ

れることから、県といたしましては、引き続き

関係団体と連携して、セーフティーネット事業

への加入促進を図りますとともに、国に対しま

しては、漁業者負担の軽減や補てん実行水準の

緩和など、本事業の改善を求めてまいりたいと

考えております。

○松田勝則議員 部長、国への事業改善を求め

るとか悠長なことを言っているんじゃなくて、

県としての姿勢を伺いたいんです。他県では既

に着手しています。島根県では、補てん額を国

のセーフティーネット事業に独自に上乗せする

方針だそうです。それによりますと、国のセー

フティーネット事業が適用される事態となった

ときに、直前２年間の平均原油価格の1.2％を上

乗せして支給することになります。平成24年度

末までに必要な予算を最大6,000万と見込み、基

金に積み立てて備えています。けさの延岡市漁

協からの連絡ですと、けさの平均価格、燃油、

Ａ重油が１リットル86円ということです。こと

しに入って４回も値上げをしております。それ

に対し、漁業者が言うには、Ａ重油１リット

ル80円が採算ベースだという声も聞きます。そ

れを超える部分は、やはり公費助成しかないと

思うんですね。宮崎県は全国有数の水産県を自

負していますけれども、漁業への施策も、それ

に見合った内容を充実させる必要があると考え

ます。毎日毎日、大海原で頭から潮をかぶって

働く漁師さんたちの声はこんな声です。「命を

かけて働いている漁師が報われん。食料安保の

こともある。食料は国の責任で何とかするのが

当然じゃないか」。

次に、知事に伺います。知事、この漁業者の

漁師さん方の絞り出すような声をどう聞いてい

らっしゃいますか。知事は選挙の最中、過去こ

れまでのどの知事候補より漁村部を細かに回ら

れたと聞いております。県北では、離島の島浦

を皮切りに、北浦、方財、土々呂、それから門

川の庵川、尾末、日向市は細島というふうに、

くまなく回ったと聞きます。そこで知事は、御

自分を海の男としてアピールされました。瀬戸

内・呉の出身、戦艦大和、釣り、水泳、トライ

アスロン、潮のにおいにふるさとを感じる。こ

れらの話題に漁師さんたちは思わず聞き入っ

て、そして共感したと聞いております。そし

て、ちょうど一月前、１月の末の日曜日でし

た。海洋高校の体育館を所狭しと埋めたねじり

鉢巻き姿の漁師さんたちが、宮崎県漁業者決起

大会を開き、安心・安全な食の供給と漁業の存

続を訴えた。初めての漁業者の大会です。しか

も鳥インフルエンザが一番蔓延しているさな

か、いろんな漁業者の方々からも中止を求めら

れたが、やはりやらなくてはいけないというこ

とで決行されました。そのとき、壇上でこんな

声が聞かれました。「知事さん、国会議員、県

会議員の先生、どうか私たちを助けてくれ。お

かは山が火を噴き、鳥が病気になって、天災か

もしれんが、ずっと魚はとれない。海も天災

じゃなかろうか」、ふだんは勇猛果敢な漁師た

ちが、絞り出すような声で行政に政治に救いを

求めた。その声を知事、海の男の河野さんは、

どう受けとめ、どう対応していくおつもりか、
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お聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 先月29日であります

が、県内の漁業関係者が一堂に会して行われた

決起大会につきましては、私も中村議長ほか県

議会の皆様とともに出席させていただいたとこ

ろであります。この大会では、本県のカツオ一

本釣り漁業でありますとかマグロはえ縄漁業、

まき網漁業、養殖業、小型漁船漁業の方々か

ら、それぞれ直接、現場の声、大変な御苦労と

いうものをお聞きし、非常に厳しい状況に置か

れている本県水産業の現状をお聞きしたところ

であります。口蹄疫、鳥インフルエンザという

家畜伝染病の続発ということで、えてして畜産

業がダメージを受けているというところに県民

の関心も行きがちなわけであります。そういう

状況の中で、先ほど鳥獣被害のところで、県民

が意識を傾けるようなアピールをというような

御指摘もありましたが、まさにそのようなアピ

ールをする場としてのあの大会があったものと

いうふうに受けとめて、私も大変な状況という

ものを改めて認識したところであります。何と

かしなくてはいけないんですが、県といたしま

しては、今後とも、現場の漁業者の皆様の御意

見をしっかりと伺いながら、水産資源の回復と

経営力の強化を施策の柱といたしまして、資源

の管理や増殖場の整備による資源の維持・回

復、さらには操業方法の改善などによるコスト

削減、また、みやざきブランドの確立や６次産

業化などによる漁村地域の活性化などによりま

して収益の確保に努め、漁業経営の安定に向け

て、積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○松田勝則議員 なかなか直接的な支援にはつ

ながらない予感ですが、どうぞ知事、よろしく

お願いします。これだけ申し上げておきます。

続きまして、土木行政につきまして２点お伺

いをいたします。

過去の台風、平成９年の台風19号、近年では

平成16年、また19年と、県内の各所で河川のは

んらんにより甚大な被害が出ました。人的被害

に加え、家屋や家畜、農作物に影響が大きかっ

たのも記憶に新しいところです。それぞれが国

の激甚災害などに指定され復旧していますが、

今なお復旧途上で不便な生活を余儀なくされて

いる人々も少なくありません。県北を例にとり

ます。平成16年の災害では、県北の大河、北

川、五ヶ瀬川がはんらんいたしました。日之

影、延岡、旧北川町の被害は大きく、とりわけ

北川町では、303戸もの家々が床上・床下浸水の

憂き目に遭っています。あと何年かの事業完了

を目指して、かさ上げ工事が進んでいます。大

変なことです。町内のほとんどの家が敷地を盛

り土し、家屋を移転する大工事です。その進捗

状況をお聞かせください。そして、事業区間よ

り上流にも浸水被害を受けた集落がたくさんあ

ります。それは市を通して、かさ上げ工事の要

望を強く訴えておりますが、県はどう受けと

め、どう対応していくのか、県土整備部長、お

伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 北川につきま

しては、平成15年度に、土地利用一体型水防災

事業というものに着手いたしまして、これまで

宅地のかさ上げを実施してきているところでご

ざいます。平成22年度末の進捗率の見込みが、

事業費ベースで72％となっております。また、

御質問のありました今回の事業区間よりも上流

で浸水被害を受けた箇所の対応についてでござ

いますが、現在実施しております事業の早期完

成を図りながら、今後検討してまいりたいと存

じます。
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○松田勝則議員 続きまして、入札制度に関し

てです。今議会でも何度も質問事項に挙がって

おります。落札価格ですとか入札のシステムな

ど、さまざまな観点から問題を提起しておりま

すが、巷間、全県１区の入札システムで、業者

さん方が県南から県北へ、あるいはその反対の

出勤、仕事が増加したとの声をよく聞きます。

大体朝５時あるいは４時半に起きて、延岡の業

者が都城へ、あるいは都城の方が日向あたりへ

と、往復４時間、５時間といった大変な負担を

強いられて仕事をしているんだという声なんで

すね。県によりますと、昨年度全体の競争入札

・契約結果の状況は、建設工事を抽出します

と、発注件数で2,081件、落札率は88％台でし

た。その中で、落札者と発注機関の所在地を調

べますと、全県１区で特Ａ、すなわち8,000万以

上の土木一式工事については、県北の業者が県

南の仕事を施工している事例は１件とのことで

したが、実際は特Ａ業者とＡ業者との混合事業

など、事例は多いと言うんですね。ちょっとデ

ータが膨大過ぎて、まだ出てきておりません

が、件数は１件でも、その下につながる下請企

業さんたちの負担はいかほどかと思います。現

在、県は地域要件として、全県１区のほか県北

・県央・県南の３区、そして土木事務所単位の

６区を設置していますが、中山間地域の建設業

者の重要な役割、また地域振興の観点から、当

該地域で発注される工事の地域要件について

は、特例的に市町村単位で細分化することはで

きないか。よその市町村の仕事は当然とれるん

ですよ。しかし、地元を守る業者さんたちが、

地元の道あるいは河川といった仕事は、市町村

単位で細分化することはできないものか。試験

的にでも導入する価値は高いと考えますが、県

土整備部長、お考えをお聞かせください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 社会資本整備

の担い手であります建設産業は、災害時の緊急

対応などに大きな役割を果たしますとともに、

中山間地域を初め地域の経済と雇用を支える重

要な産業であると認識しております。このた

め、本県が独自に創設しました入札制度であり

ます「地域企業育成型」総合評価落札方式で

は、建設業者の本店所在地を市町村単位で評価

しております。この結果、地域貢献度の高い地

元の建設業者が受注しやすい環境になっている

ところでございます。御質問の特例的な取り扱

いにつきましては、入札参加機会の公平性など

の課題もあるかと思われますので、地域企業育

成型の活用を図りますとともに、今後とも、制

度の検証を行いながら、よりよい制度の構築に

努めてまいりたいと考えております。

○松田勝則議員 よりよい制度の構築、政治の

永遠のテーマかと思われますが、どうぞよろし

くお願いいたします。

最後に、教育長に２点お伺いいたします。い

じめによる子供の自殺が相次いでいることを受

けまして、文部科学省はこんな数字を県別に公

表することを昨年末に決定いたしました。名づ

けて「いじめ解決率」、学校の指導でどれだけ

いじめが解決したかを示すデータだそうです。

ポイントは都道府県別というところです。文科

省は、全国の小中高校などに毎年実施している

問題行動調査で、学校が把握したいじめの件

数、これは既に都道府県別に公表されていま

す。しかし、解決率は全国平均とか学校種別に

しか明らかにされておりません。まず、いじめ

の結果発表をされるということですが、本県の

いじめの現状はいかがか、お聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 文部科学省が実施し

ました調査結果によりますと、平成21年度の本
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県の公立学校におけるいじめの認知件数は、小

学校で31件、中学校で55件、高等学校で47件、

特別支援学校で４件の計137件となっておりま

す。これらのいじめにつきましては、各学校の

取り組みによりまして、ほとんどが「解消して

いる」または「継続指導中であるが、一定の解

消が図られている」という状況でありました。

また、いじめの内容につきましては、冷やかし

やからかいなどの言葉によるいじめが最も多

く、次いで、軽くたたかれたりけられたりする

身体的いじめや仲間外れなどによるいじめが多

く、これらの３つがいじめの内容の大半を占め

ているところであります。

○松田勝則議員 では、いじめの解消に向け

て、学校や教育委員会はどのように取り組みを

行っているのか。文科省がこれを都道府県別に

公表する背景には、都道府県で解消率の差が大

きく、教育委員会の姿勢が影響しているとの指

摘があったそうです。本県におけるいじめの取

り組みをお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 各学校におきまして

は、定期的にいじめ対策委員会を開催し、教職

員間で情報を共有しますとともに、アンケート

調査を年間に複数回実施しながら、児童生徒間

のいじめを詳細に把握したり、教育相談を実施

したりするなどして、いじめの早期発見・早期

解消に努めているところであります。また、相

談や指導に当たりましては、学級担任だけでは

なくて、管理職はもちろんでありますが、養護

教諭やスクールカウンセラー等との連携も図り

ながら、すべての教職員による組織的な対応に

努めております。県教育委員会におきまして

は、それぞれの学校が、いじめの問題への取り

組み状況を定期的に見直しながら、より的確な

対応ができるようにするため、昨年の11月に

チェックシートを作成しまして、すべての公立

学校に配付することによって、小さないじめも

見逃さないように、きめ細かな対応を行う体制

をつくるよう指導しているところであります。

また、これに加えまして、スクールカウンセラ

ーやスクールアシスタントを配置したり、実情

に応じてスクールソーシャルワーカーや自立支

援指導員を派遣したりして、各学校におけるい

じめの解消に向けた取り組みがさらに充実する

ように支援しているところであります。

○松田勝則議員 本県のいじめ解消率は100％と

いうことも伺ったんですが、一方で、現場と申

しましょうか、ＰＴＡの中からは、なかなかい

じめの実情を学校が把握してくれない、上に上

げてくれないというようなこともあると聞いて

おります。ぜひ、細やかな、水面下で隠れるこ

とのない、子供たちにとりまして希望のある学

校づくりを図っていただきますよう要望いたし

まして、今回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 次は、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） お疲れさま

です。横田照夫でございます。来期もこの席に

立てたらいいなと、そういうことに思いをはせ

ながら、今任期最後の質問をさせていただきま

す。

まずは、河野知事、このたびは知事への御就

任、まことにおめでとうございます。先日、宮

原議員も同じようなことを言いましたが、４年

前の２月定例議会は、東国原知事の誕生で、マ

スコミも傍聴席もびっくりするほどいっぱい

で、何か落ち着かなかったことを覚えておりま

す。でも、今回は非常に平静で、逆の意味で

びっくりしております。これまでの４年間は、

何かふわふわしていて、地に足が着いていない

平成23年２月28日(月)



- 241 -

ような感じがしておりましたが、これからは落

ち着いた県政ができるのではないかと期待をし

ているところです。そこで、知事にお聞きしま

すが、知事選の後、多くの方から「河野知事は

どういう人ですか」という質問がありました。

私は「地元出身ではないとか線が細いといった

表現があったけれど、まだ46歳で、総務省に戻

れば14年間も官僚として生活できたのに、それ

を捨てて知事選に出られたということは、相当

な覚悟を持っておられるということだ。宮崎県

のために３期も４期も頑張っていただける人だ

と思う」と答えました。そういう理解でよろし

いでしょうか。まず、そのことをお伺いいたし

ます。

次に、心の再生についてお聞きします。

最近、目や耳を疑うような事件が日常的に多

発しております。殺人事件の半数は、親子間と

か家族間での事件だそうです。心の荒廃を感じ

てしまいます。何とかして、元来、日本人が

持っていた美しい心を取り戻さなければいけな

いと思います。佐土原町に、昔の高僧、古月和

尚が残された「いろは口説き」という盆踊り歌

があります。いろはにほへとに乗せて、人が人

として生きる道を説かれたものです。初めの部

分を紹介しますと、いろはにの「い」が「いと

けなきをば愛して通せ」、幼い子供はしっかり

と愛して育てなさいということです。「ろ」が

「老を敬い無礼をするな」、お年寄りを尊敬し

て失礼なことをしてはいけないということで

す。「は」が「腹が立っても過言は言うな」、

腹が立っても言い過ぎてはいけませんよという

ことです。「に」が「憎しみ受くるもみな我が

身から」、人から憎まれるのは自分の言動から

来ていることが多いんですよということです。

こういった調子でずっと続いていきます。昔の

人は、日ごろの歌とか踊りの中で、人が人とし

て生きる道、すなわち道徳を教えていたんじゃ

ないでしょうか。

会津藩には「什の掟」という教育制度があっ

たそうです。「うそを言ってはなりませぬ」

「弱い者をいじめてはなりませぬ」と続き、最

後に「ならぬことはならぬものです」と教えて

いたそうです。つまり、してはいけないという

ことは理屈じゃないんだよということだと思い

ます。薩摩藩にも「郷中教育」といって、同じ

ような教育制度があったそうです。明治23年か

ら太平洋戦争の終戦までは教育勅語がありまし

た。その内容は、「国民の皆さんは、子は親に

孝養を尽くし、兄弟姉妹は互いに仲よく、夫婦

は敬愛の心を持ってむつまじく、友人はまこと

の心を持って信じ合い、他人に対しては礼儀を

守り、自分に対しては慎み深く、広くすべての

人々に愛の手を差し伸べ、学問に励み、職業を

習って身につけ、知識を広めて才能を伸ばし、

立派な人格を完成し、さらに進んで、公共の利

益を増進し、世の中のためになる仕事をするこ

とが大切です」などとうたってあります。戦

後、戦争に悪用されたとして、ＧＨＱによって

廃止されましたが、ＧＨＱも教育勅語自体には

何ら悪いところはないと考えていたそうです。

教育勅語を復権しようとまでは言いませんが、

こういった道徳教育は非常に重要だと思います

が、知事はどうお考えでしょうか。

壇上からはここまでお聞きしまして、あとの

質問は自席から行います。よろしくお願いしま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、知事としての覚悟についてでありま

す。私は、前知事の不出馬表明を受け、副知事
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を務めた者といたしまして、クリーンな県政運

営を堅持し、また、口蹄疫からの再生・復興や

行財政改革を継続していくことなど、前県政を

継承し、さらに発展させなければならないとい

う使命感、そして今まさに正念場にあるこの愛

する宮崎のために、これまで私が地方自治を志

して総務省で仕事をしてまいりました、その経

験を生かして尽くしたいという思いから、不退

転の決意で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

温かい御支持を賜わりまして、県政のかじ取り

を担わせていただくことになり、改めて深く感

謝を申し上げる次第であります。今後は、県民

の皆様の期待にこたえるべく、また、議員の皆

様の御期待にも沿えるよう、私の政策提案でお

示しした基本姿勢及び基本政策を踏まえまし

て、あすの宮崎の礎づくりに向けまして、与え

られた任期の４年間、一日一日、全身全霊を傾

けて、線が細くなく、骨太になるように心がけ

て、県政運営に邁進してまいる所存でありま

す。

次に、道徳教育についてであります。道徳教

育は、だれもが本来持っております「よりよく

生きたい」という願いを追求し実践する人間の

育成を目指すものであります。まさに、人とし

ての生きる道を説くものだということでありま

す。本県出身の偉人でビタミンの父とも呼ばれ

る高木兼寛は、「病気を診ずして病人を診よ」

というふうにいった教えがございます。例え

ば、この言葉を授業で子供たちに示したとき

に、単に医師の教訓として理解させるだけでは

なく、「他人の痛みがわかる、温かい心を持っ

た人間でなければならない」という意味として

とらえさせ、心の奥深くしみ込ませることで、

子供たちはこの言葉の意味をみずから行動に移

していくのではないかというふうに考えており

ます。御紹介いただきました「いろは口説き」

というものも、大変すばらしい内容であると

思っております。「いろは」の紹介がありまし

たが、「り」のところは「理屈あるとも皆まで

言うな」とかありまして、やはり大切な教え

が、それぞれ長年に築かれた教えというもの

が、ここに生かされているんではないかと思っ

ております。勉強したいと思っております。今

回の新燃岳の噴火で困っている人の状況を知

り、ボランティアとして現地を訪れた多くの高

校生がいました。私も現場に参りましたとき

に、ちょうど小林高校の野球部の生徒だったで

しょうか、真っ白になりながら灰を片づけてい

る、そういう姿を見たところでありますが、彼

らは、ほかのボランティアやお年寄りなどとの

交流を通じて、ボランティアの真の意味を理解

し、相手の気持ちに寄り添った、具体的な実践

を行ってくれたものと考えているところであり

ます。今後とも、子供たちが授業などを通し

て、よりよい自分や社会を自主的・自発的に築

き上げていく心をはぐくむとともに、私もみず

からの政策提案の中で、前知事が掲げておりま

した「すべての大人はすべての子供の教師た

れ」という文言を、これも大切なことだと改め

て掲げておるところでございますが、大人たち

も子供たちの手本となるよう、具体的な行動と

して示していくことが大切であると考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○横田照夫議員 「いろは口説き」、いろいろ

勉強していただきまして、ありがとうございま

す。ぜひ、この「いろは口説き」、すばらしい

ことが書いてありますので、県の職員、議員に

も配付したいなと思っています。知事が言われ

ましたように、それぞれが自分のことだけでな
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く、周りの人のことを思いやり、社会の中でど

のように役立っていけるかなどを常に考えて、

行動できるように育てていければいいなと、そ

のように思っております。

次に、学校において、先人の教えを取り入れ

た道徳教育は、具体的にどのように行われてい

るのかを教育長にお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 御質問の中にありま

した佐土原町の「いろは口説き」や会津藩の

「什の掟」などの教えは、各学校における道徳

教育で取り扱います、「思いやり」「感謝」

「家族愛」などの内容と相通ずる道徳性が数多

く含まれているものと考えております。現在、

本県の小中学校におきましては、例えば県教育

委員会が発行しております道徳の「郷土資料

集」などを活用しながら、高木兼寛や石井十次

など、郷土の偉人の生涯を題材として取り上

げ、その生き方や教えに十分に触れることがで

きるような指導に努めるなど、先人の教えを取

り入れた道徳教育にも取り組んでいるところで

あります。

○横田照夫議員 ありがとうございます。2008

年秋のリーマンショック以来の不況にもかかわ

らず、ここ数年、就職率100％を誇る高校があり

ます。奈良県立王寺工業高校というところで

す。今春卒業予定の中で162人が就職を希望して

いますが、昨年８月時点で求人票が来ている県

内外企業数が341社、就職先の半数以上がトヨタ

やシャープなどの一部上場企業だそうです。こ

の学校の特色は、人間生活での基本であるあい

さつと礼儀を学校教育として取り入れている点

です。同校を訪れる企業の求人担当者は、すれ

違う生徒から一様に「こんにちは」とおじぎを

されて、「礼儀正しさは面接のときだけではな

い」と確信して帰るそうです。常日ごろから、

あいさつを「人としての道」として、校長以下

生徒に教えておられるのではないかと考えま

す。このことを見ても、道徳教育がいかに大事

かがわかります。2009年11月定例会の委員会

で、「新規の卒業者のうち、大学卒が42.8％、

高校卒で半数近い48.2％が３年以内に離職して

いる」との報告がありました。こういったこと

を防ぐためにも、道徳教育は必要だと考えま

す。ぜひ、宮崎県独自でも積極的な道徳教育を

していただきたいと考えますが、教育長の見解

はいかがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 現在、各高等学校に

おきましては、あいさつなどの基本的な生活習

慣の定着、礼節を守り、誠実に生きるなどの望

ましい生き方につきましては、校訓や学校教育

目標に盛り込むなど、何よりも教育の基本であ

るととらえ、指導に力を入れているところであ

ります。さらに、よりよい人間関係を築くこと

や困難を乗り越えることの大切さ、一つのこと

を継続することの重要さなどをはぐくむことが

できるように、授業はもちろんでありますが、

生徒会活動やホームルーム活動を初め部活動な

ど、学校教育全体を通して、生徒の道徳的資質

を高める教育に努めているところであります。

また、県教育委員会におきましては、「県立高

等学校キャリア教育総合推進事業」を立ち上げ

まして、生徒にコミュニケーション能力の必要

性や職業生活を通して社会に貢献することの大

切さなどを認識させるために、インターンシッ

プや地域人材を活用した講演会等をすべての県

立高校で行っております。それから、私は、本

県高校生が就職している企業を幾つか訪問する

機会がありましたが、その際に、本県の卒業生

は「あいさつがしっかりしている」「まじめに

働いてくれる」など、高い評価をいただいてお
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りますことを大変心強く感じております。な

お、これは昨年の11月でしたが、私はあるとこ

ろに行きまして、ちょっとした宴会があったん

ですが、そこに県内のある工業高校の部活動の

生徒たちが合宿をしておりまして、翌日が試合

ということだったようですけれども、その生徒

たちが、ちょっと酔眼で若干もうろうとなりな

がら出て行った我々大人たちとすれ違うとき

に、さっと壁に身を寄せて「こんばんは」と全

員一致で、だれが声をかけたということでもな

くて、「こんばんは」、本当にうれしい一言を

発していただきまして、すばらしい子供たちが

育っているなと改めて感じたところでした。翌

日、当該高校の校長にすぐ電話を入れまして、

「本当にありがとう」ということを申し上げま

した。その私がおりましたホテルのほうにも、

翌日はその子供たちが朝早く起きて、河川敷の

ごみ拾いをやったそうです。そのことで、市民

が見ておられまして、「すばらしい生徒たちで

したということを学校のほうに伝えてくださ

い」というふうなお便りがあったと、御紹介申

し上げておきます。ちなみに、工業高校の生徒

たちは、本県の場合も、奈良県の高校に負けな

いぐらいに立派な子供が育っているというふう

に私は思っております。就職率も非常に高いも

のがございます。それから、今後とも、県教育

委員会といたしましては、学校の教育活動全体

を通して、生徒が人間としてのあり方、生き方

を主体的に探求し、社会的・職業的に自立がで

きるように、道徳教育の充実に努めてまいりま

す。以上であります。

○横田照夫議員 県内のすばらしい事例をお聞

かせいただきまして、本当にうれしく思いま

す。できるだけ多くの子供たちが、みんなそう

いう方向に育っていってくれることを、心から

望みたいというふうに思います。また、最近、

よくミスマッチという言葉が使われますけれど

も、自分が考えていた希望どおりの仕事につく

人が一体どれほどいるんだろうかと思うんです

よね。みんな本来望んでいた仕事ではない中

で、我慢をし、働き続けていくうちに、自分の

役割とか居場所が見つかり、やりがいを発見し

ていくんだと思います。企業は、いわゆる勉強

ができるだけでなくて、社会人として通用する

道徳を身につけていることも大事な要件として

見ているんじゃないでしょうか。道徳は本来、

家庭とか地域が教えていくものかもしれません

けれども、学校としても、ぜひその一翼を担っ

ていただきたいと、そのように思います。

次に、昨年９月定例会で、平成24年度から始

まる中学校における武道必修化の質問をしまし

た。武道の必修化も、武道が持っている、いわ

ゆる「礼によって始まり礼によって終わる」と

いう教えとか、相手のことを思いやる「惻隠の

情」など、心の教育を期待してのことだと考え

ます。昨年11月に武道振興大会が行われ、県下

の全中学校に案内がなされましたが、来られた

のはわずかに１校だけでした。現場の意識の低

さを感じてしまいます。武道必修化の目的が

しっかりと果たせるように、その趣旨の徹底と

普及促進を図るべきと考えますが、いかがで

しょうか。あわせて、保健体育科教諭の武道に

対する理解をより深めるために、各種の武道指

導者講習会等への参加は当然ながら、各武道団

体が主催する競技大会及び講習会・研修会等へ

の参加も積極的に勧めるべきと考えますが、教

育長、いかがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 武道の必修化につき

ましては、県教育委員会では、これまでも平

成24年度からの完全実施に向けまして、その趣

平成23年２月28日(月)



- 245 -

旨の徹底を含め、さまざまな取り組みを行って

いるところであります。具体的には、平成21年

度から実施しております新教育課程の研修や、

以前から毎年開催しております武道指導者講習

会等におきまして、中学校の全保健体育科教師

を対象に、必修化の趣旨や実技を交えた指導方

法について研修を行っているところでありま

す。御提案のありました関係団体主催の講習会

・研修会等への参加につきましては、武道に対

する保健体育科教師の理解を深めるよい機会で

ありますので、各学校に周知してまいりたいと

考えております。今後とも、武道指導の適正か

つ円滑な推進が図られますように、県武道協議

会等の関係団体との連携を密にしながら、武道

必修化の趣旨の徹底に努めてまいります。以上

です。

○横田照夫議員 ありがとうございます。武道

の授業の目的を達成するために、保健体育科教

諭と協力して指導に当たってくれる外部指導者

を積極的に活用すべきと考えますが、この点は

いかがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 保健体育授業への外

部指導者の活用につきましては、より専門的な

指導者が保健体育科教師と連携した指導を行う

ことによりまして、学習段階や個人差に応じた

効果的な指導や安全の確保が図られるなどの意

義があります。特に武道におきましては、修練

を重ねられた有段者の方々の協力を得ることに

よりまして、単なる知識や技能だけではなく、

先ほど議員からありましたように、「礼に始ま

り礼に終わる」とか、そういう相手を尊重し、

伝統的な行動の仕方を守ろうとする態度など、

武道の特性に、より深く触れさせることがで

き、授業の目的を達成する上で、大変効果的で

あると考えております。したがいまして、県教

育委員会といたしましては、関係団体の協力を

得ながら、各学校のニーズに応じて外部指導者

の派遣を行うなど、効果的な活用を進めてまい

りたいと考えております。以上です。

○横田照夫議員 武道授業の充実を図るため

に、必要な施設・設備、用具の確保に努めるこ

ととか、武道種目の選定については、地域の実

態を十分配慮して弾力的に行うことも、あわせ

て要望したいと思います。お願いします。

次に、四半的の普及振興についてお伺いしま

す。

グラウンドゴルフという競技がありますけれ

ども、今、全国で行われておりまして、その競

技人口は150万人に達するそうです。グラウンド

ゴルフの発祥の地は、鳥取県湯梨浜町泊、旧泊

村というところです。ここで「グラウンドゴル

フ発祥地大会」という全国大会が開かれていま

す。２日間の日程で、募集定員は192チーム

の768名、定員を超えた場合は抽選で決定するそ

うです。全国の愛好者が発祥の地でのプレーを

楽しみにして来られるんじゃないでしょうか。

宮崎県を発祥の地として行われているものに四

半的弓道があります。これは、14世紀半ばから

日向の国に勢力を伸ばした伊東氏が島津氏と

戦った際に、伊東氏側に義勇軍としてその地の

百姓・町人が手製の半弓を持って参戦し、伊東

氏側の勝利に大きく貢献したそうです。そのこ

とにより、領内に限って一般農民に娯楽として

半弓を持つことを許可したのが四半的弓道の始

まりと言われています。現在、県内で44回の認

定試合が行われており、延べ１万人の参加者が

あるそうです。高齢者が中心で行われているん

ですが、病気等で体調を壊された人も、四半的

に復帰することで、見る見る元気になっている

そうです。関東などでも一部行われているそう
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ですが、まだまだ全国的な普及には至っており

ません。そこで、教育長にお聞きしますが、四

半的を全国的に普及させ、発祥の地である宮崎

県で全国大会を開けるようになればすばらしい

と考えますが、いかがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 四半的弓道につきま

しては、宮崎県が発祥の地ということもありま

して、県内では、県四半的弓道連盟に約650名の

方が登録され、年間40回以上の連盟認定大会が

開催されるなど、生涯スポーツの一つとして活

発に行われております。県におきましても、

「みやざき県民総合スポーツ祭」や「宮崎ねん

りんピック」において、宮崎ならではの競技と

して実施いたしまして、普及に努めているとこ

ろでありますが、一方で、県外におきまして四

半的弓道が行われているのは、熊本県、鹿児島

県、東京都など一部の地域にとどまり、全国的

に普及しているとは言えない状況であります。

このようなことから、県教育委員会といたしま

しては、全国的な普及について、今後、県四半

的弓道連盟やスポーツ関係団体を所管いたしま

す県体育協会の意向も伺いながら、研究してま

いりたいと考えております。以上です。

○横田照夫議員 これは磨けば必ず光る原石だ

と思うんですよね。高校球児が甲子園にあこが

れ目指すように、全国の四半的愛好者が発祥の

地宮崎を目指すような大会がつくれないでしょ

うか。全国的な普及を図るために、県外で行っ

ている宮崎物産展で神楽を紹介しているよう

に、四半的を紹介することもできると思いま

す。本県発祥の四半的を全国にＰＲし、本県へ

の誘客に生かしてはどうかと考えますが、商工

観光労働部長の見解をお伺いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 本県発祥

の四半的につきましては、その手軽さや楽しさ

から、また、地域で親しまれてきた娯楽でもあ

るということから、旅先での触れ合いを求める

観光客がふえる中で、本県固有の観光資源とし

ての可能性が十分あると考えております。現

在、四半的は、日南市飫肥で年間１万人を超え

る観光客に楽しまれております。その数も増加

していることなどから、今後、地元が主体と

なって、例えば、規模は別としましても、観光

イベントとしての四半的大会を開催しまして、

ＰＲすることなどによりまして、一層の誘客増

につなげていけるのではないかと考えておりま

す。

○横田照夫議員 確かに、四半的連盟が先立っ

て動くことが筋かもしれませんけれども、県民

のやる気に火をつけてやることも、行政の大事

な役割じゃないかというふうに思います。県の

ほうから四半的連盟に対して、「バックアップ

するからやってみませんか」としかけることが

あってもいいんじゃないでしょうか。また、県

民総力戦で宮崎を盛り上げるためには、県民が

郷土に愛着とか誇りを持つことが大事だと考え

ます。宮崎県で発祥したものが全国で親しま

れ、多くの愛好者ができることは、県民の大き

な誇りになるんじゃないでしょうか。そういっ

た観点からの発想も必要じゃないかと考えま

す。

次に、障がい幼児保育事業についてお伺いし

ます。

幼稚園において、近年、重度の障がいを持っ

た子供だけでなく、軽度発達障がいの就園も増

加傾向にありまして、教育の機会均等の理想の

もと、多くの幼稚園が受け入れを進めていま

す。障がい児がいる場合、障がい児１人に対し

て専任教師１人を配属せざるを得ない場合が多

いそうです。県としては、障がい幼児保育事業
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費補助制度に基づき、１人当たり年間19万6,000

円、２人以上の場合、１人当たり年間39万2,000

円の補助がありますが、他県を見ると、本県の

２倍の補助が出ているところもあるようです。

幼稚園の負担軽減のために、補助の増額はでき

ないものでしょうか。福祉保健部長、いかがで

しょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 障がいのある

子供たちが、幼児期において、幼稚園、保育所

で同世代の子供たちと過ごすことは、心や体の

自発的な成長を促す上で大変重要であると考え

ております。このため、幼稚園における障がい

幼児の受け入れに対する支援については、近

年、対象幼児数が増加する中で、所要の予算の

確保に努めてきたところであります。補助金を

増額することにつきましては、現在の厳しい財

政状況の中で困難な面もございますが、障がい

幼児対策は大変重要な施策でありますので、県

としましては、当該事業の必要な予算の確保に

努めながら、現在、実施している子ども・子育

て支援策の中で、総合的に検討してまいりたい

と考えております。

○横田照夫議員 この障がい幼児保育事業費補

助を受けるためには、専門家の診断が必要だと

いうことです。しかし、学習障がいなどの軽度

発達障がいの場合、親がそれを認めようとせ

ず、診断を受けてもらえない場合が多いそうで

す。そういう場合でも、幼稚園としては、その

子のために専任教師をつけて対応せざるを得ま

せん。そこで、福祉保健部長、たとえ親が認め

なくても、補助金を支給できるようにはならな

いものでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 限られた予算

の範囲で、適切に補助金を執行するためには、

一定の明確な基準に基づき対象者を確認する必

要がありますことから、医師や専門機関の診断

書により確認することが補助要件になっており

ます。御指摘のような、子供の発達障がい等を

認められない保護者の方々のお気持ちや、幼稚

園現場での御苦労については十分認識しており

ますので、今後、私立幼稚園の経常費補助金の

配分のあり方を含め、障がい幼児保育に取り組

む幼稚園の支援方法について、検討してまいり

たいと考えております。

○横田照夫議員 先日の河野哲也議員の質問に

もあったように、発達障がいは見た目ではほか

の子との違いがよくわからないので、それを認

めたがらない保護者の気持ちは痛いほどよくわ

かります。発達障がいは、早期に発見して対処

することが物すごく大事だというふうに言われ

ています。幼稚園としては、保護者が認めず診

断を受けていない子供に対しても、発達障がい

と思われれば、その子のために１人の担当者を

つけて保育されているというふうにお聞きして

います。当然補助金が出ませんので、幼稚園の

経営を大きく圧迫することになります。このよ

うに、経営が厳しくなるにもかかわらず、子供

のことを中心に考えて頑張っておられる幼稚園

に対して、でき得る限りの支援を検討していた

だきたいと、そのように思います。

次に、特定疾病フリーについて、農政水産部

長にお伺いします。

今回の「特定疾病フリー地域支援事業」に牛

白血病が入っています。牛白血病とは、牛白血

病ウイルスによる感染により引き起こされる腫

瘍性疾病で、国際獣疫事務局（ＯＩＥ）のリス

ト疾病の対象となっており、我が国において

も、家畜伝染病予防法に基づく届出伝染病に指

定されている疾病です。そこでお伺いします

が、23年度事業である「特定疾病フリー地域支
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援事業」の中で、牛白血病が対象となった理由

は何なんでしょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 本病は、今、

御質問にございましたとおり、平成10年に家畜

伝染病予防法の届出伝染病に指定されました

が、年間の死亡・廃用頭数は全国で約600頭と少

ないものの、毎年、増加傾向にございます。こ

の牛白血病につきましては、血液等を介して牛

及び水牛に感染する病気でございまして、発症

率は低いものの、一たん発症した場合には、現

在のところ治療法がないため、淘汰が基本と

なっており、生産者に大きな負担がかかるな

ど、早目に清浄化すべきものの一つとして考え

ております。このため、県といたしましては、

今回の口蹄疫の発生で無家畜地帯となった西都

児湯地域の再生・復興を図るに当たりまして、

牛白血病を清浄化する絶好の機会としてとら

え、「特定疾病フリー地域支援事業」の対象と

したところでございます。

○横田照夫議員 この牛白血病に対する農家の

理解は進んでいるんでしょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） この牛白血病

は、近年、増加傾向にあることから、畜産関係

者におきましては理解が進んでいるものと思わ

れますが、本県の農家での理解度は、必ずしも

高いものではないと考えております。このた

め、県では、昨年、西都児湯地域の農家や関係

者を対象としまして、農業共済組合と連携した

説明会を開催するとともに、動物衛生研究所か

ら専門家を招聘しまして、研修会を開催するな

ど、本病に関する意識啓発に取り組んでいると

ころでございます。

○横田照夫議員 平成23年度と24年度で、具体

的にどのような取り組みをされるんでしょう

か。

○農政水産部長（髙島俊一君） まず、乳用牛

につきましては、経営再開に当たって、酪農家

は県外より初妊牛を導入することから、導入時

に検査をし、陽性牛はほかの牛と区分をして飼

育し、出産後の搾乳を終えた後、早期出荷を指

導いたします。次に、肉用繁殖牛につきまして

は、家畜市場に出荷されるその子牛を検査し、

陽性が確認された場合には、当該子牛を肥育牛

として転用し、家畜市場の清浄化に努めてまい

ります。また、子牛の検査で陽性が確認された

農場は、母牛の検査を行いまして、陽性牛は早

期出荷をお願いしながら、地域全体の清浄化を

目指すことといたしております。

○横田照夫議員 競り市に出る前の牛を強制的

に全頭検査することになるんでしょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 県といたしま

しては、本事業による取り組みは、将来的には

生産性の向上に資することから、農家を初め県

内関係者の自主的な取り組みとして推進してい

くことが必要と考えており、県と関係者が相互

に協力しまして、一体となって取り組むことが

不可欠であると、そのように考えております。

○横田照夫議員 もう一つ、農家が抗体陽性

だった子牛を競り市に出すと言った場合はどう

なるんでしょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 先ほども申し

上げましたが、本事業の実施に当たりまして

は、農家を初めとした関係者の協力が不可欠で

あることから、今後とも、説明会等を繰り返し

実施することによりまして、関係者の本病に関

する意識啓発を図りまして、十分な理解を得て

まいりたいと考えております。

○横田照夫議員 この牛白血病フリーの難しさ

は、法的な拘束力がない上に、感染牛の分離飼

育とか淘汰など農家への負担が大きいことと
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か、対策実施の判断が農家にゆだねられている

点だと思います。農家や関係者に牛白血病の情

報と知識を提供して理解を促し、それらが深刻

であることを伝えることで、積極的な対応、い

わゆるモチベーションを誘発させることが重要

だと考えます。今、部長が答弁されたように、

関係者に対する十分な理解が得られるように、

御努力をお願いしたいというふうに思います。

今回の事業は、西都児湯地域だけが対象と

なっていますが、当然ほかの地域からも対象と

すべきとの声が上がってくると考えますけれど

も、その対応はどうされるんでしょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 県といたしま

しては、まずは、口蹄疫の発生で無家畜地域と

なった西都児湯地域を対象にモデル的に実施い

たしまして、そのメリットや手法を、県内の農

家を初め関係者の皆様方にお示しすることによ

りまして、将来的には、県内関係者みずからの

自主的な取り組みとして推進してまいりたいと

考えております。

○横田照夫議員 牛白血病フリーを目指すの

は、非常に息の長い取り組みになると思います

けれども、25年度以降はどのような対応を考え

ておられるんでしょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 御指摘のとお

り、牛白血病の清浄化につきましては、長期的

な取り組みが必要であると考えております。こ

のため、県といたしましては、将来的には、関

係者みずからの自主的な取り組みとして推進い

たしますが、家畜保健衛生所が行う衛生指導等

を通しまして、支援をしてまいりたいと考えて

おります。

○横田照夫議員 現在、例えば宮崎の市場から

子牛を購入した県外購買者が、その牛の抗体陽

性を確認した場合、その牛の返却とか賠償請求

をしてくるケースが出てきているというふうに

聞いています。牛白血病フリーを目指すんだっ

たら、当然県下全域での取り組みをすべきだと

いうふうに思います。しかし、それには長い時

間と大きな財政負担がかかるというふうに考え

ます。でも、取り組みを始める以上は、半端な

ことにならないようにすべきじゃないかという

ふうに思います。牛白血病フリーは、宮崎の牛

の付加価値をつけることでもあり、農家にとっ

ての大きなメリットとなるものですから、県と

しては、最初の方向づけをしてやって、将来は

農家による拠出金とか積立金などで賄えるよう

な方法も検討することが大事じゃないかという

ふうに思います。

次は、入札制度についてお聞きします。

先ほど松田議員の質問にもありましたので、

重なることが出てくるかもしれませんけれど

も、大事なことと思いますので、重ねて質問さ

せていただきます。公共工事で最も大事なこと

は、品質の確保であるというふうに考えます。

落札できたのに利益が出ないような落札状況が

続くと、品質の確保は保証できないと考えます

が、県土整備部長、いかがでしょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 議員御指摘の

とおりでございまして、社会資本整備を進める

上で、公共工事の品質確保は最も大事なことで

ございます。そのためには、その工事の担い手

であります建設業者が安定的に経営できる環境

づくりも、大変重要なことであると認識いたし

ております。このため、経済・雇用緊急対策の

一環として、工事契約の内容に適合した履行を

確保するために設定しております最低制限価格

につきまして、昨年３月から、予定価格のおお

むね90％に引き上げているところでありまし

て、その結果、今年度の第３四半期までの建設
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工事の落札率は90.6％になっております。建設

産業を取り巻く経営環境は大変厳しい状況にあ

りますので、今後とも、きめ細やかな支援に努

めてまいりたいと存じます。

○横田照夫議員 元請業者がぎりぎりの価格で

落札すると、そのしわ寄せは確実に下請・孫請

に来ます。特に建築業関連では、下請に、大工

とか左官、建具、畳など、伝統的な技術を守っ

てきた業種も多く、それらのたくみのわざが継

承されなくなることは、我が国全体にとっての

大きな損失にもなるというふうに考えます。そ

のことについて、県土整備部長はどうお考えで

しょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 建築工事にお

きましては、すぐれた技能を持つ大工や左官な

ど、いわゆるたくみと言われるような技能者の

育成が必要であります。このため、国におきま

しては、こうした専門的な技術を持ち、技能検

定に合格した人を技能士として認定しておりま

す。また、県としましても、大工工事、左官工

事などの16の工種につきまして、工事の規模等

に応じ、技能士がみずから施工を行うととも

に、他の技能者への技術指導もあわせて義務づ

けしているところであります。今後とも、公共

工事の品質確保はもとより、伝統的な技術の継

承にもつながる技能士の活用を図ってまいりた

いと考えております。

○横田照夫議員 大きな事業では、県内１ブ

ロックでの入札が現在行われておりますが、当

然県内の仕事量に偏りがあるために、地区割り

はしないでほしいという声がある反面、遠いと

ころから来て仕事をするのは非効率的で経費も

かかり、安全面にも支障が出てくるということ

で、３ブロックぐらいに分けるべきだという声

もあります。こういったいろんな声にどのよう

にこたえていこうと考えておられるんでしょう

か。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 一般競争入札

の実施に当たりましては、原則、県内建設業者

に発注しますとともに、工事の規模や種類、事

業量等を勘案して地域要件を設定しておりま

す。この地域要件につきましては、県の公共事

業費が大幅に減少している中で、その範囲を狭

めてしまいますと、地域によっては、応札可能

な工事が著しく減少してしまうことも考えられ

ます。このようなことから、入札参加機会を広

く確保した上で、価格のみの競争に加え、地域

企業育成型を初めとします総合評価落札方式の

活用によりまして、地域に根差し、技術力や地

域貢献度の高い業者が受注しやすい環境を整備

しているところでありますが、御質問にありま

すように、さまざまな意見があろうかと思いま

すので、引き続き、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。

○横田照夫議員 これまで入札契約のあり方

は、発注側と受注側との間で、また、一般競争

入札の枠の中で協議がなされてきたというふう

に思います。しかし、本来、公共事業の入札契

約のあり方は、その完成品を利用する納税者の

立場ですべきではないでしょうか。社会資本の

整備は、より早く、より品質がよく、より安く

が、納税者の求めるところだと考えます。公共

工事は、その財源が税金であることを考えたと

きに、生活の豊かさにつながるものでなければ

いけないというふうに思います。そういったこ

とを考えますと、指名競争ありきとか一般競争

ありきだけの協議でいいんだろうかと思ってし

まいます。例えば、小さな工事とか地元の工事

は、住民の頼みやすい業者にすべきではないか

と考えますし、技術者が持つ経験とか実績は、
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その技術者を雇う企業の方針で発揮できない場

合も考えられますので、そこに高い配点が置か

れていることにも不安を感じます。結局は、若

い技術者を雇いにくく、技術の継承が損なわ

れ、将来的に品質の確保が保証できなくなるの

ではないでしょうか。

ことし大雪に見舞われた鳥取県では、フル稼

働で除雪をしたそうですが、それを担う建設業

者が経営不振により建設機械を手放していた

り、除雪作業者の高齢化などにより、除雪がま

まならない状況になっていたそうです。また、

建設業者の廃業や倒産により、除雪を頼もうに

も頼み先がなかったということもあったらしい

です。それらのことを考えますと、建設機械自

体が大事な社会インフラと言えるということも

書いてありました。新燃岳のように、いつ何ど

き災害に見舞われるかわからない我が県も、県

内全域に災害に対応できる建設業者や機械の配

置ができるような入札制度であるべきとも考え

ます。このようなことに素人なりにいろいろ不

安を感じるんですが、それらに関して県土整備

部長はどうお考えでしょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 先ほど松田議

員の御質問にもお答えいたしましたが、社会資

本整備の担い手であります建設産業は、災害時

の緊急対応などに大変大きな役割を果たしてい

ただいております。それからまた、地域経済と

雇用を支える重要な産業であると認識しており

ます。そしてまた、建設業の健全な発展には、

若手技術者の育成も大変重要であると考えてい

るところでございます。このため、建設業者の

経営事項審査やあるいは入札参加資格審査にお

きましては、災害対応などの地域社会への貢献

についても評価項目としているところでござい

ます。また、入札制度におきましても、総合評

価落札方式におきまして、新規学卒者の雇用な

どの地域貢献を評価しているところでありま

す。特に、小規模工事を念頭に、技術力や地域

貢献度の高い地元の建設業者が受注しやすい本

県独自の「地域企業育成型」総合評価落札方式

を導入しまして、その適用範囲を拡大してきた

ところでございます。今後とも、御意見の趣旨

も踏まえまして、幅広く御意見を伺いながら、

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た上で、制度の検証と必要

な見直しや改善を図ってまいりたいと考えてお

ります。

○横田照夫議員 入札制度にこれで正解という

のはないというふうに思います。引き続き、現

場を担う業者と意見交換をしながら、県民本位

の入札制度となるように、見直しをしていただ

きたいというふうに思います。

次は、住宅リフォーム助成制度についてお伺

いします。

昨年の11月定例議会で、「県に住宅リフォー

ム助成制度の創設を求める請願書」が提出さ

れ、全会一致で採択されました。加えて、請願

にはうたってありませんでしたが、委員長報告

の中に、「本県で制度を創設する場合には、さ

らに経済波及効果の対象業種を広げるために外

溝工事も対象とするよう検討してほしい」との

要望が盛り込まれました。この請願は、口蹄疫

の影響が残る今日、地域に仕事を起こし、従業

者の多い建設業関連の仕事をつくる住宅リフォ

ーム助成制度は、単なる景気浮揚策にとどまら

ず、災害からの復旧事業に相当する緊急性の高

いものであり、県民期待の大きな事業となると

いう思いから出されたものです。この住宅リ

フォーム助成制度は、平成23年度予算にどのよ

うに反映されたんでしょうか。県民政策部長、
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お願いします。

○県民政策部長（山下健次君） 御指摘ありま

したように、住宅リフォームは、関連する業種

も多く、地域経済に対する波及効果が期待でき

るものでございまして、県内で今年度、７市６

町で助成が既に実施されております。また、全

国的に見ますと、都道府県では、秋田県のみが

実施しておりまして、22年度の予算額は、補正

を含めまして22億6,000万円と聞いております。

御案内のとおり、本県は、大変厳しい財政状況

が続く中で、これまでの口蹄疫対策に加えまし

て、高病原性鳥インフルエンザの防疫措置、さ

らには、新燃岳噴火による災害対策に緊急的な

財政需要が見込まれているところでございま

す。こういった一方で、今後本県は、口蹄疫か

らの復興だけではありませんで、新燃岳噴火等

による経済的なダメージからの回復も早期に

図っていく必要がありますので、経済活性化策

として何が効果的・効率的な対策となるのか、

さらには、市町村との役割分担はどうあるべき

か、こういった観点から、御指摘のような点も

含めて検討を行っているところであります。

○横田照夫議員 検討を行っていただいている

ということですけれども、今度は知事にお願い

があります。例えば、エコカー減税のように、

ちょっとしたきっかけをつくってやることで、

大きな消費につながることが考えられます。住

宅リフォーム助成制度は、民間のお金を引き出

して経済の活性化を目指す事業で、大きな効果

が期待できます。口蹄疫等で本県経済が停滞し

ている今だからこそ、意味のある事業だと考え

ます。議会が全会一致で請願を採択したことの

重みも考えていただき、６月議会に出される予

定の肉付けに入れ込んでいただきたいと思いま

すが、知事、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 住宅リフォームに対す

る助成、財政の理屈で言うと、個人資産に対す

る助成であったり、住宅という資産を有する方

への支援策になるということで、いろいろ議論

のあるところでありますが、御指摘のありまし

たように、地域経済に対する効果というものは

私も十分認識しておりますし、県の支援に対す

る期待が高いこと、それから、11月議会におけ

る議会の意思表示ということもしっかり受けと

めておるところでございます。６月の肉付け予

算に向けましては、経済・雇用対策など、今後

の状況変化に対応して、さまざまな施策を検討

することとなりますが、その中で、住宅リフォ

ームへの支援を含め、経済活性化策として何が

効果的なのかというものを十分検討してまいり

たいと考えております。

○横田照夫議員 ６月議会が楽しみになってき

ました。どうぞよろしくお願いいたします。

最後に、ワクチン接種緊急促進基金事業につ

いて伺います。

先日の１月臨時議会において、「宮崎県ワク

チン接種緊急促進基金条例」が可決され、10億

円余の基金を積み立てて、子宮頸がん予防ワク

チン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン

の３種類の公費助成を決めました。しかし、こ

の基金は、平成23年度末までの事業が対象と

なっていて、その後の対応がわかりません。一

時的なものとなったら著しい不公平感が生じ

て、大きな問題になることも考えられます。そ

こで、福祉保健部長、24年度以降の予算措置を

含めた対応の仕方はどのように考えておられる

でしょうか、お尋ねします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 基金事業の対

象となります、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブ

ワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種に
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つきましては、現在、国において、予防接種法

に基づく定期接種化へ向けた検討がなされてい

るところでございます。県といたしましては、

これらのワクチン接種が継続されるためには、

予防接種法の定期接種へ位置づけられることが

必要と考えますことから、今後も引き続き、国

に対して、あらゆる機会を通して要望してまい

ります。また、定期接種化されるまでは、事業

が継続されるよう、強く国に働きかけてまいり

たいと考えております。

○横田照夫議員 国も近い将来、定期接種化を

決めてくれるとは思いますが、それまでの間が

途切れるようなことになってはいけないという

ふうに考えます。全国の都道府県や市町村が同

じような取り組みをしていると思いますので、

連携をして事業の継続を訴えていただきたい

と、そのように思います。あわせて、高齢者の

肺炎球菌ワクチンの公費助成とか定期接種化に

向けての取り組みも続けていただくようお願い

いたします。

質問の準備をしていて、今回ほど十分なお金

があればなと思ったことはありません。でも、

お金はどこで使うかが重要だと思います。特定

疾病フリーでは、農家の自主的な取り組みを引

き出すための使い方、住宅リフォーム助成制度

では、民間の大きなお金を引き出すためのきっ

かけづくり、そしてワクチン接種は、最初に予

防的な出費をすることで、後に発生するであろ

う医療費を大幅に削減する。小さなお金で大き

な効果だと思いますが、でも残念なことに、そ

の最初の小さなお金がなかなか工面できないと

いうことだと思います。しかし、本当はここに

勇気を持って使うべきじゃないでしょうか。知

事の勇気ある決断を期待して、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）

○蓬原正三副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

明日の本会議は、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48分散会

平成23年２月28日(月)


