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午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 岩 下 斌 彦 （自 民 党 つ く し の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

8番 内 村 仁 子 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （日 日 新）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

17番 太 田 清 海 （ 同 ）

18番 田 口 雄 二 （新みやざき）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 押 川 修一郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 横 田 照 夫 （ 同 ）

34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

県 民 政 策 部 長 渡 邊 亮 一

総 務 部 長 稲 用 博 美

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 四 本 孝

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 成 合 修

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 武 田 宗 仁

政 策 調 査 課 長 福 嶋 幸 徳

議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 議案第22号から第25号まで追加上程

○外山三博議長 ただいまの出席議員39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が、お手元

に配付のとおり、知事より議案第22号から第25

号までの送付を受けましたので、これらを日程

に追加し、議題とすることに御異議ありません

か。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

○外山三博議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。ただいま提案いたしました議案第22号

から第25号について御説明申し上げます。

まず、議案第22号は、公安委員会委員野中玄

雄氏が平成23年８月７日をもって任期満了とな

りますので、その後任委員として藤田紀子氏を

任命いたしたく、警察法第39条第１項の規定に

より、県議会の同意を求めるというものであり

ます。

次に、議案第23号は、人事委員会委員郷俊介

氏が平成23年７月18日をもって任期満了となり

ますので、その後任委員として、同じく郷俊介

氏を選任いたしたく、地方公務員法第９条の２

第２項の規定により、県議会の同意を求めると

いうものであります。

また、議案第24号及び第25号は、収用委員会

委員野﨑義弘氏及び近藤日出夫氏が平成23年７

月18日をもって任期満了となりますので、その

後任委員として、同じく野﨑義弘氏及び近藤日

出夫氏を任命いたしたく、土地収用法第52条第

３項の規定により、県議会の同意を求めるとい

うものであります。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

〔降壇〕

○外山三博議長 知事の説明は終わりました。

◎ 一般質問

○外山三博議長 それでは、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、内村仁子議員。

○内村仁子議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。

まず、去る３月11日、未曾有の災害となりま

した東日本大震災で、多くのとうとい命と財産

が奪われてしまいました。いまだ8,000人の方が

行方不明となっておられ、被災された皆様に心

からお悔やみとお見舞いを申し上げます。そし

て、救助、支援などに従事されました自衛隊、

警察、消防、数多くのボランティア、関係者の

皆様に心から感謝申し上げます。

先般、私は、東日本大震災の被災地に行って

きました。それはそれは大変な被災地の様子

で、その惨状には声も出ませんでした。これま

でメディアのニュースを見聞きしてはいました

が、現場の悲惨さは物すごいもので、涙があふ

れ、立ち尽くしてしまいました。今でも家族を

捜しておられる方、２階建ての屋根の上や墓の

上に車が乗っかかり、田んぼには船や車が入っ

たまま手つかずの状態でした。これは一刻も早

平成23年６月15日(水)
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い復興に日本じゅうで取り組むべきだと、ま

た、この惨状を語り継ぎ、今後の地震・津波災

害に対する認識を共有するべきだと痛感いたし

ました。

さて、平成23年６月県議会一般質問のトップ

バッターとして、これまでの地方行政に携わっ

た経験、そして、この４年間の浪人中に多くの

方々から県政に対する要望や意見を聞いてまい

りました。このことを踏まえ、しっかり県民の

代弁者を務めてまいります。今議会でも、私の

定番であります「女性の立場から生活に密着し

た小さな声も届けます」、これを基本に、身近

な問題を質問してまいります。

まず、宮崎県には、昨年から、鳥インフルエ

ンザ、口蹄疫、新燃岳の噴火による降灰と、暗

いことが次々とのしかかり、全国から「がんば

れ宮崎」の応援、御支援をいただきました。日

本人の持つ温かい心をたくさんいただき、この

ことに感謝、感謝申し上げます。そこで、壇上

からは、知事に、青い海、明るい太陽、肥沃な

大地、静かな自然環境を生かした、展望に立っ

た「スポーツランドみやざき」について、今後

の取り組み、構想をお尋ねいたします。

以上を壇上からの質問とし、後は質問者席か

らお尋ねいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

「スポーツランドみやざき」の推進について

であります。本県におきましては、恵まれた気

候や充実した競技施設などを活用いたしまし

て、これまで行政と民間が協力をして、スポー

ツキャンプや合宿などの誘致に取り組んでまい

りました。その結果、毎年春のキャンプにおき

ましては、プロ野球やＪリーグを初めとする多

くのチームがキャンプを実施しておりまして、

観客やマスコミ関係者、何十万人と来県してい

ただいております。また、経済的な効果、ＰＲ

効果、これは100数十億と試算されております

が、大きな成果をもたらしているところであり

ます。これに加えて、一流選手のプレーを間近

で見ることができること、また、スポーツを通

じて、きょうの内村県議のお召し物のように気

持ちが明るくなるという効果もあるのではない

かと、さまざまな効果が期待されているところ

であります。しかしながら、スポーツキャンプ

・合宿につきましては、近年、他県との競争が

激化するとともに、県内におきましては、受け

入れ地域の偏在や春季への集中、野球、サッカ

ー、陸上が大部分を占めている、偏っていると

いう状況がございます。このため、引き続き、

誘致活動や市町村が行う基盤整備の補助など、

各種の受け入れ支援に努めますとともに、本年

度から新たに合宿補助制度を設けまして、受け

入れ地域の全県化、受け入れ時期の通年化、そ

して新たな競技種目の誘致を目指す多種目化に

も、なお一層取り組んでまいりたいと考えてお

ります。加えまして、恵まれたマリンスポーツ

環境を生かした「波旅プロジェクト」を推進す

るなど、今後とも、市町村や競技団体等と連携

を密にしながら、スポーツランドみやざきのさ

らなる展開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。以上であります。〔降

壇〕

○内村仁子議員 今、スポーツランドみやざき

に対して知事から答弁をいただきましたが、こ

の件に関連いたしまして、まず教育長にお尋ね

いたします。

プロスポーツの誘致により、宮崎県の生きて

いく未来があると思われます。私は宮崎自動車

道を通ってまいりますが、県外ナンバーの車が

平成23年６月15日(水)
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物すごくたくさん宮崎方面に向かっておりま

す。その施設の不備の一部についてお尋ねいた

します。先般、県総合運動公園で県民体育大会

の開会式がありました。私も参加いたしました

が、終わってから駐車場を出るのに、出口が１

カ所しかなく、35分かかりました。私の後ろに

はずっと車がまだ並んでおりました。もしかす

ると、プロスポーツ等観戦に来られる方が、こ

んなに時間がかかるのではもう行かんというこ

とになるのではないか。スポーツ観光を実施す

る上で、もっとスムーズに出るために出口をふ

やすことはできないか、お尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県総合運動公園の駐

車場につきましては、プロ野球のオープン戦や

巨人軍のキャンプ、全県レベルでのスポーツ大

会など、県総合運動公園で規模の大きな大会等

が行われますと、相当な混雑が発生し、利用者

の皆様に御不便をおかけする状況が見られると

ころであります。このため、これまで中央駐車

場では、料金徴収所での混雑を緩和するため

に、駐車料金の先払いを行う臨時発券所の設置

や、サンマリンスタジアム西側の臨時出口の開

放などを行うとともに、主催者に対しまして

は、シャトルバスの運行や公共交通機関の利用

の呼びかけを行っていただくなど、さまざまな

渋滞対策を講じてきているところであります。

また、県土整備部や県警本部とも連携いたしま

して、国道220号のバイパスへの退出がスムーズ

となるように、バイパスに入る道路の改良や信

号の時間調整などの渋滞対策を行ってきており

ます。御指摘のありました出口の増設につきま

しては、交通安全の確保上、難しいものがある

と考えておりますけれども、県教育委員会とい

たしましては、例えば料金の収受方法、あるい

は車両の誘導方法の改善など、混雑の緩和に向

けて、関係機関との連携も図りながら、さらに

工夫してまいりたいと考えております。以上で

す。

○内村仁子議員 前向きな答弁をいただいて、

ありがとうございます。私どもも、都城から来

て、よくプロ野球観戦のはしごをいたします。

そのときに、どの球場も駐車場に大変苦慮しな

がら観戦をしております。せっかくこのスポー

ツランドみやざきがあって、プロ野球、プロ

サッカー、いろんな競技が来られるわけですか

ら、これからこのことについても十分検討をよ

ろしくお願いしたいと思います。

次は、教育行政について、学校現場での先生

方、そして保護者の方の御意見を申し上げたい

と思います。

まず、今、学校現場では、臨時の先生がたく

さんおられます。児童生徒の減少により先生の

採用数は減っているとは思いますが、どうして

臨時教師の必要性があるのか。予算削減なの

か。臨時を控えて正規教職員の採用はできない

ものか、お尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 臨時的任用講師につ

きましては、育児休業や傷病休暇等を取得して

いる職員への補充や、児童生徒数の減少による

今後の学級減への対応などのために必要な人員

を採用しているものであります。また、正規職

員の採用につきましては、児童生徒数の減少や

退職予定者数の推移、さらには職員の年齢構成

等を総合的に勘案いたしまして、今後とも計画

的な採用に努めてまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○内村仁子議員 教育長へ再度お尋ねいたしま

す。中学校での昨年度の正規教職員の採用につ

いて、男女別に数字が挙がっておりましたら、

答弁をお願いいたします。
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○教育長（渡辺義人君） 新規採用教員につき

ましては、教師としての能力や適性を選考試験

により判定して採用を行っているところであり

ますが、その結果として、中学校における平

成22年度新規採用教員の男女別人数は、男性20

名、女性21名、それから平成23年度につきまし

ては、男性20名、女性15名であります。以上で

す。

○内村仁子議員 23年度は男性のほうが５名ほ

ど多いということで今、答弁をいただきまし

た。中学校になりますといろんな難しい問題も

出てまいります。まず、小学校になかった部活

が入ってまいります。今、ニーズの多様化で部

活も大変種目が多くなっておりまして、それに

ついていただく顧問の先生が非常に少ない。そ

して、主に外でするスポーツ競技については、

男性の先生でないと、ルールがわかっていらっ

しゃらなかったり、できない部分が多いんじゃ

ないかと思います。それで、今、中学校で臨時

の顧問の先生についてもらっておりますが、臨

時の先生は大変期間が短いものですから、同じ

部活に対して一年一年、先生がかわっておられ

ます。そうすると、生徒も保護者の方もそこで

動揺を来しております。新学期になるたびに、

今度は顧問は女の先生じゃなかろうかという声

が聞こえてくるわけですね。例えばサッカー、

ラグビー、そして野球にしましても、もし女性

の先生が顧問になられたときに─そういうこ

とはないかもわかりませんけれども─中体連

というものがありまして、中体連では顧問の先

生が入っていないと試合にも何にも出られませ

ん。小学校のスポーツ少年団になりますと、民

間の方の指導でできるんですが、中体連の場合

は、学校の先生、顧問がいらっしゃらないとで

きないものですから、どうしてもそこで男性の

先生をという保護者の要望はすごく強いものが

あります。これから先の知・徳・体の子供を育

てる教育をしていくためには、寒い真冬でも、

そして炎天下での指導も、それに耐え得る体力

を持った先生が欲しいという声があるものです

から……。もちろん、女性の先生も一生懸命し

てくださる方もありますけど、こういう種目に

ついてはどうしてもそういう声が強いものです

から、今後はこのことも参考にしていただい

て、県民が望んでおります知・徳・体の子供の

成長を見守っていっていただけたらありがたい

なと思っております。こちらのほうは要望で終

わらせていただきます。

次に、農業行政について、農政水産部長にお

尋ねいたします。

まず、みやざきフロンティア農地再生事業と

いうのを、国が平成25年度までの事業として、

耕作放棄地の解消と食料の自給率アップを目指

して、２分の１の補助を実施してまいりまし

た。県はこれに対して４分の１を上乗せしてこ

られましたが、事業者の方は、23年度について

は補助金はないということで非常に心配してお

られます。これが23年度についてどうなってい

るのか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 耕作放棄地を

再生整備いたしまして、担い手に農地を集約す

るということは、本県農業の持続的な発展を図

る上では大変重要な課題であると認識しており

ます。このため、県といたしましては、平成21

年度に、国の耕作放棄地再生利用緊急対策交付

金を県担い手育成総合支援協議会に取り崩し型

の基金として造成いたしまして、耕作放棄地再

生のための助成を行ってきたところでありま

す。本年度の県上乗せ分の基金残高は約5,000万

円でございまして、昨年度末に行いましたヒア
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リングにおいて、地権者と利用者の調整が整っ

ているなど、事業実施が可能と判断した地区に

ついては、引き続き補助することといたしてお

ります。

○内村仁子議員 23年度は5,000万円の事業がで

きるということで今、答弁いただきました。こ

のことは私たちも事業者のほうへ伝えていきた

いと思います。そして、国は25年度まで事業実

施とされていますが、今、県は5,000万円の事業

で終わりのような感じを受けたんですが、県と

しては今後どのように取り組んでいかれるの

か。この事業は、国土を守り、中山間地の高齢

化の進んだ農地も再生できる事業と認識してお

ります。費用対効果での判断だけとせず、再開

発された中山間地の放棄地では農産物が見事に

育ち、近隣への農地の広がりもなされておりま

す。これは農振地域に限るということの制約も

あるんですが、日の当たらないところに日が当

たるようにする、民間活用を入れて大地を守

る、これも行政の仕事ではないかなと考えてお

ります。平成25年度まで国が行う事業に対して

県はどう対処されるか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） みやざきフロ

ンティア農地再生事業によりまして、本年度も

含め約225ヘクタールの耕作放棄地の再生整備が

される見込みでありまして、県の財政的な支援

により、一定の成果を上げたものと考えており

ます。このため、今後、市町村、ＪＡ、県など

の関係機関・団体で構成いたします優良農地創

出プロジェクトチームや、コーディネーターに

よる地権者との調整、事業計画の作成の指導な

ど、事業の効果的な推進を支援してまいりたい

と考えております。

○内村仁子議員 このフロンティア事業につい

ては、今後もまた皆さんの御理解をいただきな

がら取り組んでいただきたいと思います。

次に、６次産業化についてどのようにとらえ

ておられるか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県農業が、

将来にわたり本県の基幹産業といたしまして役

割を果たしていくためには、他産業との連携や

参入によりまして新たなビジネスモデルを創出

し、農業・農村における所得や雇用を確保して

いく必要があると認識しております。このた

め、農業者が、２次・３次産業の事業者との連

携や、みずからが加工や流通・販売の分野に参

入することにより、農産物に新たな付加価値を

生み出していく６次産業化の取り組みは、「儲

かる農業」や農村地域の雇用創出につながる大

変重要な取り組みであると考えております。こ

のため、県といたしましては、本議会に提案し

ております第七次農業・農村振興長期計画の中

で、重要な課題として位置づけ、積極的に推進

することとしているところであります。

○内村仁子議員 前向きな答弁ありがとうござ

います。この６次産業化は、疲弊していく農業

の救世主だと思っております。意欲のあるリー

ダーの育成、支援策についてどのように考えて

おられるか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） ６次産業化の

推進に当たりましては、農業の枠から一歩踏み

出し、加工・販売分野にも果敢に挑戦するリー

ダーの育成が重要であると認識しております。

県といたしましては、農業改良普及センターに

おける起業型農産加工グループの育成、また、

専門家からのノウハウ提供や、商工部門との連

携による加工・販売に関する研修の実施、ま

た、商工業者との出会いの場の確保などを通じ

まして、新商品の開発や販路開拓などに積極的

に取り組む６次産業化のモデルとして、県全体
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の牽引役となるようなリーダーを育成してまい

りたいと考えております。

○内村仁子議員 リーダーの育成、よろしくお

願いいたします。

もう一つ、この意欲のある農家への担い手認

定、今、担い手認定を国のほうでなされており

ますが、この認定農家取得に関して、書類が複

雑きわまりなくて、とても農家の皆さんが書け

るものではないという声も聞いております。こ

の書類を作成するとか、そういうことの指導は

していただけないものか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 認定農業者制

度のことだと思いますが、認定農業者制度は、

みずからの創意と工夫により経営の改善を図る

ための農業経営改善計画を市町村長が認定する

制度で、平成22年９月現在で9,068経営体が認定

を受けているところでございます。認定に対し

ましては、市町村、ＪＡ、県などで組織してお

ります地域の担い手育成総合支援協議会を中心

に、新規認定候補者のリストアップや農業経営

改善計画の策定支援を行っているほか、既に認

定されている方につきましては、計画の達成度

合いに応じ、新たな計画の策定を支援するな

ど、きめ細かな支援をしているところでござい

ます。この制度は、本県農業の中核を担う意欲

ある担い手の育成を図る上で大変重要な制度で

あると認識しておりますので、引き続き、関係

機関と密接な連携を図りながら、適切なきめ細

かな支援をしてまいりたいと思います。

○内村仁子議員 ありがとうございます。

続いて、東日本大震災では農作物の被害が出

ております。農林水産省のほうに問い合わせま

したところ、統計では、平成22年度の米の生産

量が、岩手、宮城、福島、茨城の４県で156

万400トン、麦で３万1,812トンあったというこ

とです。しかし、23年度は、災害により、まだ

統計の上げようがないという返事でありまし

た。未開発地等、これからの世界的な需給状況

を踏まえますと、食料危機が来ると危惧してお

ります。このことについて部長の見解をお尋ね

します。

○農政水産部長（岡村 巖君） 東日本大震災

における津波による農地の被害面積は、本県の

水稲作付面積にほぼ匹敵する約２万4,000ヘクタ

ールであると伺っており、改めて自然災害の甚

大さを感じたところであります。このような状

況の中で、世界の食料供給においても、干ばつ

や洪水などの異常気象や自然災害等が頻発して

おり、生産性の低下や不安定さが増大している

状況にございます。また、食料需要は、開発途

上国を中心とした人口増加や経済成長により、

今後とも増大することが見込まれております。

このように、将来的には食料需給の逼迫が懸念

されますことから、海外に食料の６割を依存し

ている我が国においては、食料自給率の向上が

ますます重要になるものと認識しております。

○内村仁子議員 食料危機のほうもよろしく御

検討をお願いしたいと思います。

次に、今後さらに宮崎県は、食料供給県とし

ての役割が大変大きくなると思います。この食

料の自給率アップをどのように図っていかれる

のか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 国が先日公表

いたしました平成21年度の本県の食料自給率

は、カロリーベースで67％、生産額ベースで263

％と、いずれも国の40％、70％と比べ高く、特

に生産額ベースでは公表以来全国１位を維持し

ており、食料供給県としての貢献度があらわれ

ているものと考えております。今後の食料自給

率向上につきましては、飼料用稲・飼料用米の
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生産拡大による家畜飼料の自給体制の強化を図

るとともに、農地の面的利用集積や二毛作によ

る農地のフル活用や、加工・業務用野菜等の土

地利用型作物の生産拡大、また、食品残渣等の

エコフィード活用による資源循環型農業の推進

などに積極的に取り組むことにより、本県の食

料供給力を高め、ひいては国全体の食料自給率

向上に貢献してまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 農政水産部長には多くの質問

をいたしましたが、これからもフロンティア再

生事業が大変重要になってまいります。中山間

地を含む農業政策をこれからもよろしくお願い

いたします。

次に、環境森林部長に、新燃岳の噴火による

降灰の被害状況についてお尋ねします。

降灰により、原木シイタケや林業機械につい

て被害が出ております。特にシイタケについて

は、一番いい出荷時期を迎えた春子についての

処分等が報道されました。支援策についてお尋

ねいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） シイタケ生産

現場におきましては、降灰により商品価値の低

下を招いたことから、平成23年２月の追加補正

による「新燃岳降灰しいたけ被害対策事業」

で、シイタケ原木に付着した火山灰を除去する

洗浄機や、シイタケ原木を被覆するシート等の

導入を支援してきたところであります。また、

林業の現場におきましても、チェーンソーや高

性能林業機械に火山灰が侵入し、機械が故障す

るなど、作業効率の低下を招いていることか

ら、火山灰を除去するためのコンプレッサー等

の導入支援対策を今議会でお願いしているとこ

ろであります。これらの事業によりまして、シ

イタケの品質確保や作業効率の改善等が図られ

るものと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございました。

次は、商工観光労働部長にお尋ねします。新

燃岳の噴火による影響が出ている商業者への支

援はどうなっているのか、お尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） まず、降

灰の除去費用に対する支援につきましては、県

としても国に対し強く要望を行ったところであ

ります。その結果、アーケードの灰の除去など

に必要な資材の導入や、清掃作業委託等に要す

る経費に対する補助率10分の10の支援措置が講

じられることになりまして、県内でも、ブロワ

ー計20台、高圧洗浄機計10台の購入や、アーケ

ードの清掃などに活用されたところでありま

す。

また、経営面で影響を受けました県内の商業

者を支援するため、県といたしましては、これ

まで噴火発生後、速やかな金融相談窓口の設

置、被災地における中小企業相談会の開催など

による経営・金融面からの支援、また、雇用の

維持を図るための雇用調整助成金の利用促進

や、風評被害対策に取り組んできたところであ

ります。さらに、国に対し、金融支援の充実等

について要望し、その実現を図るなど、さまざ

まな対策を講じてきたところであります。

○内村仁子議員 今、ブロワーとかの購入に充

てたということで答弁をいただきました。この

新燃岳の噴火では、観光客や近隣の買い物客、

入浴客がほとんどいないということで、厳しい

状況であります。そして、中には店を閉鎖せざ

るを得なくなった事業者や、自腹で従業員の給

料を支払っている業者の方もいらっしゃいま

す。今まで3,500万円から4,000万円近い自腹を

切っての給料支払いをしておられ、また、事業

者によっては売り上げが７割落ち込んでおりま

す。温泉にしても、お客が一人も来ない。大変
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な危機を迎えております。このような商業者へ

の休業補償というのはどうなっているのか、お

尋ねします。噴火というのは災害であり、休業

補償については支援が必要であると考えます

が、県ではどう考えておられるのか、お尋ねし

ます。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ただいま

議員がおっしゃったようなお話については、先

ほどお話ししましたけれども、中小企業相談会

の開催等の中でもそういうお話もあったという

ふうに伺っておりますが、商業者のこうむった

損失に対する直接的な休業補償というのは難し

いところであります。しかしながら、今後と

も、たび重なる災害で落ち込んだ県内の商工業

の経営安定を図るために、先ほど申し上げまし

たようなさまざまな対策を引き続き行うととも

に、観光・消費需要の喚起による地域経済の活

性化などにも積極的に取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。

○内村仁子議員 今、融資の相談とかそういう

のがあるということで、融資の話もしていただ

きましたが、融資については、信用保証協会の

保証料とか利息とか、そういうものがずっとの

しかかってまいります。保証人も入れないとい

けない。保証人を入れることで、また次に自分

が保証人にならないといけないという反応もあ

りまして、なかなか融資ということには、皆さ

ん、今までの事業で大変な思いをしていらっ

しゃいます。そして、固定資産税や税金の支払

いはもう目前に迫っているということで、皆さ

ん大変苦慮しておられます。けさの新聞で、本

県選出の松下新平議員が参議院の災害対策特別

委員長になられるとのうれしいニュースがあり

ました。新燃岳の降灰による被害状況は御存じ

の方でありますので、ぜひ国へ全面の支援をお

願いしてくださるように要望をいたしておきま

す。

続きまして、総務部長にお尋ねいたします。

今回の東日本大震災の状況を踏まえ、市町村が

作成するハザードマップ、これまであったハザ

ードマップにも見直しが必要ではないかと考え

ますが、県としての考えをお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 現在、沿岸の各市

・町が作成しております津波ハザードマップ、

これは県が平成18年度に作成、提供いたしまし

た日向灘地震及び東南海・南海地震による津波

浸水予測図をもとに作成されたものでありま

す。今回の東日本大震災では、これまでの想定

を大きく超える地震、津波により甚大な被害が

生じておりますことから、本県におきまして

も、これまでの想定の見直しと、各市・町の津

波ハザードマップの見直しが必要であるという

ふうに考えております。一部の市・町におきま

しては、ハザードマップに掲載している避難場

所の見直し等に既に着手をされておりますが、

県といたしましては、まず、日向灘地震関係の

見直しを行い、さらに、国がことしの秋ごろに

示す予定とされております東南海・南海地震等

の連動発生による地震規模などの見直し結果を

踏まえ、本県としての新たな津波浸水予測図を

作成いたしまして、これらのデータを沿岸市・

町に提供することにより、津波ハザードマップ

の整備を支援してまいりたいというふうに考え

ております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。各市

町村が指定する避難場所についても見直しが必

要ではないかと思います。そして、このこと

は、私の知り合いでＪＩＣＡの理事をしていた

方がボランティアで被災地に行かれましたが、

建築物は５階以上でないと無理だとの報告書も
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書いておられました。避難所の見直しについ

て、部長の見解をお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 地震・津波の発生

時の避難場所あるいは避難経路につきまして

は、市町村が策定いたします地域防災計画にお

いて具体的に定めているところでございます。

今回の大震災におきましては、特に想定を大き

く超えた津波によりまして、避難所あるいは避

難経路そのものが浸水、破壊され、甚大な被害

が生じていることから、避難場所や避難経路の

見直しは喫緊の課題であるというふうに考えて

おります。県といたしましては、大震災の発生

後、３月22日に日向灘沿岸を含め全市町村に対

しまして、避難場所や避難経路についての早急

な点検と必要な見直しについて文書でお願いを

いたしますとともに、沿岸の市・町について

は、直接訪問いたしまして要請を行ったところ

でありまして、各市・町においては、順次見直

しを進めておられるところであります。

○内村仁子議員 この震災につきましては、県

民の命を守るということで大変重要な時期に

なってまいりますので、これからもあらゆる手

だてでの見直しとかを検討していただきたいと

思います。

次に、省エネ対策に絡みまして、総務部長に

お尋ねいたします。現在、県庁には何人の衛生

管理者がおられるか。本庁、出先機関に何人お

られるか、お尋ねします。この衛生管理者は、

就業者数によって配置が決められております。

その数をお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 衛生管理者は、労

働安全衛生法及び労働安全衛生規則によりまし

て、50名以上の事業場においてその規模に基づ

き配置することとされております。知事部局に

おきましては、本庁に４名、この法令が適用さ

れます22の出先機関にそれぞれ１名、合計26名

の衛生管理者を配置しております。

○内村仁子議員 今、衛生管理者のことを答弁

いただきましたが、続いて、知事にお尋ねいた

します。現在、県庁では、昼休み時間に一斉消

灯しておられます。この昼休み消灯は各自治体

でも取り組んでおりますが、私は、昼休みにこ

の県庁の本館、１号館、２号館の各課を回って

みました。職員の皆さんは暗い中で昼休みを過

ごしておられます。部屋のつくりでは、ほとん

ど真っ暗です。一斉消灯の中での職員の健康管

理について知事はどのように考えておられる

か、お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） まず、職員の健康管理

という、これは大変重要な課題だと考えており

ます。限られた人材を最大限活用して、より効

率的で質の高いサービスを提供していく、その

上での健康管理、さまざまな形で注意を払い、

徹底を図っているところでございます。昼休み

の時間につきましては、省エネですとか経費節

約の一環といたしまして、必要な部分以外は消

灯しておるところでございます。この休憩時間

の過ごし方につきましては、県庁周辺をウオー

キングしたり、また、午後の仕事の効率を上げ

るためにということで職場内で仮眠をしたりと

―私も可能な限り仮眠をしているところでご

ざいますが―職員それぞれが創意工夫をし

て、リフレッシュ、また、その健康の維持管理

に努めているものと考えております。

○内村仁子議員 職員のウオーキング、そして

リフレッシュということで答弁をいただきまし

たが、どうして私がこの一斉消灯についてわざ

わざ知事に答弁をお願いしたかといいますと、

県庁は職員だけの建物ではない、県民ひとしく

みんなのものであるということを申し上げた
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かったからです。昼休みに県庁にお客さんが来

られたとき、あのように真っ暗では声のかけよ

うもなく、また、相談にも行きにくいのではな

いか。また、職員にとっての昼休みは、午後の

仕事への意欲を持つ時間だと思います。宮崎県

の将来をすばらしいものにしていただく大事な

シンクタンクだと思っておりますので、この一

斉消灯についても考慮いただければありがたい

なと思っております。

以前、都城市役所では、私たち衛生管理者の

資格を持つ職員のプロジェクトがつくられまし

た。職場のルクス測定、職場環境の不備調査、

職員の健康相談等を受ける会がつくられ、これ

により心の病の相談や気軽な健康会話もできる

ようになりました。このようにして、ぜひ衛生

管理者の活用を─26人おられるわけですか

ら、これは要望をいたしたいと思っておりま

す。

質問がたくさんですけれども、次に環境森林

部長に、新エネルギーとしての木質バイオマス

をどのようにとらえておられるか、お尋ねいた

します。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 木質バイオマ

スですけれども、木質バイオマスは、その発生

形態によりまして、未利用間伐材などの林地残

材や製材工場で発生する製材残材、それから建

設廃材などがあります。これらの木質バイオマ

スは再生可能エネルギーでありまして、石油な

どの化石燃料にかわる新エネルギーとして、木

材乾燥用の熱源やバイオマス発電に有効活用す

ることは、地球温暖化防止の観点から極めて重

要であります。本県は、県土の76％が森林であ

り、豊富な森林資源を有していることから、今

年度からスタートした県の森林・林業長期計画

でも、木質バイオマスの利用促進と用途拡大に

取り組むこととしております。

○内村仁子議員 バイオマスのとらえ方につい

て答弁いただきました。本県の木質バイオマス

の活用の状況について、再度お尋ねいたしま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 本県では、１

年間に木質バイオマスが約87万トン発生してお

りまして、そのうち約26万トンが利用されてい

るところであります。主な利用用途としまして

は、製材残材や建設廃材は、製紙用チップや木

材乾燥用のボイラー燃料として活用され、ま

た、樹皮やおが粉は、堆肥や畜産用の敷料とし

て活用されているところであります。一方、林

地残材につきましては、これまでほとんど活用

されていない状況にありましたが、門川町や小

林市で木質ペレット工場が相次いで稼働しまし

たことから、発電燃料などとして新たな活用が

進むものと考えております。

○内村仁子議員 今、この木質バイオマスがペ

レットにより活用されているということを答弁

いただきました。私は、以前、群馬県に調査に

行ってまいりました。群馬県では、平成13年度

から木質バイオマスの検討委員会が立ち上が

り、温泉施設での暖房とかそういうのに全部ペ

レットが使われておりました。市議会でもこの

ことをずっと申し上げましたが、まだ当時は、

木質バイオマスとかペレットということが話題

に上っていなくて、そのままになりましたけれ

ども、国では、林野庁で平成14年度から19年度

の事業として、国の補助２分の１でその事業が

なされました。そして、16年度には10億5,900万

円の予算化がされておりました。残念ながら、

このときに宮崎県では利用申請がなかったとい

うことで─私は、県内の材木の関係の方と群

馬県に視察に行ってまいりましたが、そのこと
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もなかなか受け入れられなくて─15年度、16

年度とも、これだけの予算、10億5,900万円が林

野庁のほうではなされていたわけです。今はも

うボイラーにペレットが使われるようになって

おりますが、これから先、新エネルギーとして

の木質バイオマス、宮崎県には、林業が盛んで

杉の皮とか木材廃材、こういうものがたくさん

あって、この処理に業者の方は大変苦慮してお

られます。これから先、原子力による発電がな

かなか厳しいときに、こういう新エネルギーが

あるということで、この環境が整っている宮崎

県での木質バイオマスの検討をこれからも入れ

ていただいて、そして、各市町村と連携しなが

ら、木材業者の救世主みたいになっていけたら

いいんじゃないかなと思っております。今、都

城の木材業でも、材木の乾燥用として重油を使

われているところもまだありますし、自分の会

社の廃材を使っておられるところもあります。

しかし、こういう杉の皮とか、捨てればごみ、

使えば資源ですけれども、こういうものを使い

ながらの新エネルギーがあるということで、こ

れからもよろしくお願いしたいと思っておりま

す。

質問が多項目にわたり、多くなりましたけれ

ども、これからも県の皆様方の御健闘をよろし

くお願いいたしまして、私の今議会での一般質

問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○外山三博議長 次は、有岡浩一議員。

○有岡浩一議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。１年生議員であります、郷中の会の

有岡でございます。まず、紹介をさせていただ

きますが、郷中とは、薩摩藩の教育法として400

年の歴史を持つ郷中教育を言います。武士道の

義を実践せよ、うそを言うな、弱い者をいじめ

るな、心身を鍛練せよなど、先輩が後輩へ指導

する教えです。起源は島津義弘17代藩主と言わ

れ、えびの市の木崎原の戦いや飯野城、飫肥城

などにゆかりのある人物です。ぜひ、郷中の精

神に学び、若い世代を育て、よりよい宮崎をつ

ないでいくことを目指してまいります。

まず最初に、20年後の宮崎の将来像として、

宮崎県総合計画「未来みやざき創造プラン」が

本年３月に策定され、県広報誌６月号で広く紹

介されました。このことから、今、県政に携わ

る私たちは、20年後の宮崎県の暮らしや産業に

責任を負うこととなります。大変身の引き締ま

る思いです。さらに、今議会には４年間のアク

ションプラン（案）として、10の重点施策を設

定し、県民の皆さんと一緒に豊かさへの挑戦が

始まります。

そこでまず、課題として人口減少が挙げられ

ます。人口統計では、20年後、県内は全体で

約15万人が減少し、100万人を割り込む見込みで

す。地域によっては３割以上の人口減少が予想

されます。そこで、宮崎県として取り組むべき

最重要課題は、安心して働ける雇用の場の確保

であり、安心して生活できる環境を構築するこ

とです。このことを念頭に質問いたしますの

で、明快な答弁を求めます。

まず、新エネルギー戦略について知事にお尋

ねいたします。

本県では、みやざきソーラーフロンティア構

想など、新エネルギー先進地づくり戦略として

宮崎モデルを目指しています。その中でも、地

域型スマートグリッド（賢い電力網）の実現

は、自然エネルギーを安定的に利用するために

必要なシステムであり、世界各国が注目してい

る技術です。日本企業でも、現在、海外を初

め、実用化に向けた実験を行っています。さら
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に、今後、蓄電池等の技術が確立されると、新

エネルギーへの転換が加速されます。そこで、

本県においても、新エネルギー先進地づくり戦

略として、蓄電技術やスマートグリッドの実現

に取り組み、環境に優しい宮崎県として、新し

い産業の創出のチャンスと思いますが、見解を

お尋ねいたします。

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。

新エネルギーの普及拡大に必要な新たな取り

組みについてであります。我が国ではこれま

で、地球温暖化対策の観点から、太陽光や太陽

熱、バイオマスなど、新エネルギーの普及拡大

が図られてまいりましたが、今回の東日本大震

災の状況を踏まえ、今後さらなる取り組みが必

要になると考えております。本県におきまし

て、太陽光を利用したソーラーフロンティア構

想に取り組んでおりますことは、御指摘のとお

りであります。しかしながら、太陽光発電など

の新エネルギーにつきましては、電力供給が不

安定であるなどの課題もありまして、新エネル

ギーを普及拡大させていく上では、蓄電技術の

向上や、ＩＴ技術を活用して電力の需給を調整

し安定して電力を供給するスマートグリッドの

導入というものは、大変重要な課題であると認

識をしております。

このようなことから、今議会に提案をしてお

りますアクションプランにおきましては、「環

境・新エネルギーの先進地づくり」を重要テー

マの一つに掲げて、地域資源を生かした新エネ

ルギーの普及・開発を推進していくこととして

おります。その中で、蓄電技術の活用や、本県

におけるスマートグリッドの導入可能性などに

つきまして、民間とも連携しながら検討を進め

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○有岡浩一議員 今、知事から答弁をいただき

ました。先月５月６日の記事にございました

が、宮崎大学工学部の研究グループと企業との

合同研究で、薄膜太陽電池等で期待される低抵

抗酸化亜鉛を薄膜形成する技術を開発し、実用

化が視野に入ったとの記事がありました。これ

らの事業転換へのスピードが求められると思っ

ております。そこで、経済活性化のための企業

誘致についてお尋ねいたします。新エネルギー

利用技術の確立を見据え、「新エネルギー先進

地」というテーマを明確にし、関連企業などへ

の働きかけを戦略的に取り組み、雇用の創出に

つながる「宮崎モデル」の企業誘致や受け皿づ

くりを積極的に進めるべきと考えますが、商工

観光労働部長の見解をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 企業立地

の推進につきましては、次世代の成長が期待さ

れる太陽電池等を初めとする新エネルギー関連

産業を重点産業の一つと位置づけております。

県内には既に、太陽電池や蓄電池関連企業、バ

イオマス関連企業などが立地しており、また、

産学官による太陽電池関連産業振興協議会を設

置し、県内企業の関連産業への参入促進や人材

育成などを支援しているところであります。今

後とも、積極的な企業誘致や受け皿づくりに努

め、新エネルギー関連産業のさらなる集積を

図ってまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 昨夜、「原発に頼らない社会

へ」という本を読んでおりましたら、このスマ

ートグリッドの話題がございましたので、御紹

介いたしますが、アメリカのオバマ大統領が、

「アメリカはスマートグリッドを推進している
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のに、それに使われる装置は日本製の品ばかり

である」という不満をおっしゃったそうです。

スマートグリッドに関する技術、さらに自然エ

ネルギー技術というものは、最先端を走ってい

るわけであります。これまで日本では積極的で

なかったわけですが、これから大いに躍進する

分野だと思っております。日本におきまして

は、これまで宝の持ち腐れであったものです。

しかし、これからは着目され、大いに技術が進

歩してまいります。そういった分野の中で、企

業がこれから準備をしてまいります。しっかり

と準備をして、スピード感ある企業誘致に取り

組んでいただきたいと要望しておきたいと思い

ます。

次に、中小企業の競争力の強化についてお伺

いいたします。

新製品の開発や技術革新は、今後さらに進ん

でまいります。特に、宮崎県産業支援財団にお

いて、産官学連携推進や、ものづくり産業新製

品開発支援の成果も上がっておりますが、中小

企業の競争力において最も力を要するのは、販

路開拓や拡大の販売戦略です。今後の本県にお

ける販路開拓支援についての取り組みについ

て、商工観光労働部長に再度お伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 企業の研

究開発や産学官連携の成果であります新製品等

の販路拡大は、売り上げの向上に直接結びつく

ものであり、企業が発展する上でも、また、新

事業を創出していく上でも、大変重要なもので

あると考えております。このため、県では、産

業支援財団を通じて、マーケティングや販売戦

略に精通したコーディネーター等による相談を

行っておりまして、平成22年度で見ますと、214

件の相談に対応しているところであります。ま

た、ものづくり産業新事業展開支援事業や、み

やざき農商工連携応援ファンドを活用いたしま

して、多くのバイヤーが新製品等に触れる機会

であります展示会等への出展経費を助成するな

ど、販路拡大を支援しているところでございま

す。

○有岡浩一議員 ただいま答弁をいただきまし

た県産品の商品ができ上がった際には、ぜひと

も利用促進のために、一番の県産品の応援団で

あります県民の皆様方に周知をしていただき、

認証制度など工夫していただくことを要望しま

して、次の質問に入りたいと思います。

次に、情報通信格差の是正についてお伺いい

たします。

中山間地域において、若い世代の定住条件と

して、道路などのインフラ整備以上に、ブロー

ドバンド環境や携帯電話などの情報通信環境が

求められています。特に若い世代の方は、ぜひ

こういった環境を整備してほしいという声を

伺っております。そこで、県内の整備状況と今

後の対応について、県民政策部長にお尋ねいた

します。

○県民政策部長（渡邊亮一君） まず、携帯電

話につきましては、県ではこれまで、携帯電話

会社による事業化が困難な中山間地域を対象

に、国や県の補助事業を活用しまして整備を促

進してきたところでございます。その結果、携

帯電話の利用可能世帯は、平成22年度末で

約99.7％となっております。次に、ブロードバ

ンドでございますが、ブロードバンドは、電話

回線を利用するＡＤＳＬや光ケーブルなど、高

速でインターネット等を利用できる通信回線で

あります。これまで民間事業者により、その整

備が進んできましたが、近年では、市町村にお

いても、国の補助制度を活用しまして、ケーブ
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ルテレビ網の整備とあわせてブロードバンドの

整備に取り組む例がふえておりまして、平成23

年５月１日現在で、県内の全世帯の約99％が利

用可能となっております。

携帯電話、ブロードバンドともにサービスが

利用できない地域のほとんどが中山間地域にあ

りますが、これらの整備は、県民の利便性の向

上はもとより、産業の振興、災害時の緊急の連

絡手段としても重要でございますので、今後と

も、国や市町村、通信事業者と十分連携すると

ともに、情報通信技術の動向等にも目を配りな

がら、その整備促進に取り組んでまいりたいと

考えております。

○有岡浩一議員 ただいま答弁がございました

ように、携帯電話の利用で0.3％、ブロードバン

ド整備におきましてはあと１％と、もう少しで

はございますが、大変難しい地域が残っている

と認識しております。どうぞ今後とも整備促進

に御尽力いただけたらと思っております。

続きまして、関連しまして、地上デジタル放

送についてお尋ねしたいと思いますが、７月24

日ということで残り40日と迫っております。ひ

とり暮らしの高齢者など、円滑な移行に向けて

どのように取り組みをされているのか、再度、

県民政策部長にお尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 地上デジタル

放送への移行につきましては、これまで、国や

ＮＨＫ等におきまして、ＰＲはもとより、共聴

施設の改修あるいは経済的弱者に対するチュー

ナーの無償配布などの対策・支援が行われてお

ります。７月24日の移行を間近に控えまして、

地デジボランティアや、地デジコールセンター

が大幅に充実されており、全国的にも推進体制

が強化されておりますが、県内でも、市町村の

臨時相談窓口の設置や、1,000人規模の地デジボ

ランティアが高齢者宅を訪問するなどの取り組

みが展開されているところでございます。な

お、これらの相談窓口や地デジチューナー配布

等の支援策につきましては、７月24日以降も柔

軟に対応すると聞いているところでございま

す。県におきましては、昨年４月から、地上デ

ジタル放送相談員１名を雇用しまして、市町村

や県民からの相談に対応するとともに、県政番

組等を通じてＰＲに努めているところでござい

ますが、今後とも、国や市町村、関係機関と連

携して、円滑な移行が図られるよう対応してま

いりたいと考えております。

○有岡浩一議員 ただいま答弁いただきまし

た、24日以降もそういった事例が出てきたとき

には対応していただけるということで、ぜひ県

民の安心という部分でも準備をし、対応してい

ただければと願っております。

次に参ります。公共交通の整備についてお尋

ねいたします。

人口減少に伴い、路線バス廃止など交通空白

地帯がふえております。市町村においては、特

に高齢者の安心して生活できる生活交通手段の

確保が求められております。県外では、路線バ

ス、コミュニティバス、乗り合いタクシーを組

み合わせる自治体もありますが、実態はさまざ

まです。宮崎県としても、公共交通の整備につ

いて市町村と連携し、一緒に考え、地域に合っ

た公共交通の整備が求められております。そこ

でまず、利用者の立場では、ドアからドアの利

便性が理想です。また、地元企業の既存の交通

機関の育成、さらには、利用促進による地域商

店街や健康増進など相乗効果が期待されるデマ

ンドタクシーの実用化が有効だと考えますが、

県民政策部長の見解をお尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） デマンド方式
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の導入につきましては、御質問にありましたタ

クシーの活用を含め、現在、県内では６つの市

町村において実施されているところでございま

すが、運行コストの縮減や利便性の向上等に効

果的な方式であると考えているところでござい

ます。このため、県では今年度から、デマンド

方式など新しい地域公共交通に係る実証実験等

に取り組む市町村を支援する事業を実施するこ

ととしております。今後とも、国、市町村等と

連携しまして、持続可能な地域公共交通ネット

ワークの確立に努めてまいりたいと考えており

ます。

○有岡浩一議員 どうぞ、デマンド方式を含め

ていろいろな方策があると思いますので、人口

減少対策の面からも、交通空白地帯解消へ向

け、市町村、さらには利用者の皆さん方との話

し合いを通じて連携を進めていただき、安心し

て生活できる環境整備のためにも御尽力賜りた

いと思っております。

次に、きずな社会の再生についてお尋ねをし

てまいります。

３月の東日本大震災を受け、全国各地でボラ

ンティア活動や義援金活動など、一人一人が考

え、できることから始めようという意識が高

まっております。本県においても、口蹄疫以

降、全国から励ましをいただき、復興へ向けて

の元気と勇気をいただきました。そこで、県内

において、ボランティア意識の高揚のために現

在どのような取り組みが行われているのか、県

民政策部長にお尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 本県では、県

社会福祉協議会が運営するボランティアセンタ

ーにおきまして、県の出捐金により設置したボ

ランティア基金や補助事業を活用しまして、ボ

ランティア活動への理解・関心を深めるための

広報啓発事業等を実施しているところでござい

ます。具体的には、７月から９月までを「みや

ざきボランティア体験月間」としまして、県民

の皆様にボランティア参加のきっかけとしてい

ただけるよう、介護ボランティアなどさまざま

な活動が体験できるプログラムを提供している

ところでございます。また、テレビ・ラジオ等

のメディアでボランティア活動を広く紹介しま

して、若者の関心・活動参加を促すなどの取り

組みを行っているところでございます。今後と

も、県民のボランティア活動の促進に努めてま

いりたいと考えております。

○有岡浩一議員 今後のボランティア活動が一

過性のものではなく、継続していくためにも、

活動分野、受け皿づくりを広げていくことが必

要だと考えております。ぜひ県ボランティアセ

ンターを中心に、市町村連携で広めていただく

ことを要望いたしておきます。そのことで、子

供たちから高齢者の皆さん、男女を問わず幅広

く触れ合う中で、地域のきずなが強くなると信

じております。

次に、４月１日現在、知事部局、教育委員

会、警察官など、１万7,519名の県職員の方々が

いらっしゃいます。職員の皆さんは、事務処理

や課題解決能力は大変すぐれていらっしゃいま

す。その中で、職員がボランティアなどの地域

活動に参加することで、地域という現場の声を

聞き、現場の課題やアイデアが見つかるなど、

期待をするものです。職員の皆さんが県民の一

人として、きずな社会のリーダーとして、ボラ

ンティア活動に積極的に参加すべきと考えます

が、知事の見解をお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 重要なポイントであり

まして、私は、地域のきずなを深めることが今

後の県づくりにおいて大変重要であると考えて
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おりまして、県職員も、一県民として率先して

ボランティア活動や自治会、ＰＴＡなどのさま

ざまな活動に参加し、地域づくりに貢献してほ

しいと考えているところであります。また、こ

のことは、県職員としてタコつぼに入ってしま

うのではなしに、地域に飛び出していって地域

の実情を把握し、県民の視点に立った職務を行

う観点からも、大変有意義なことだと考えてお

ります。私ごとながら、私も子供の通う学校で

今、おやじの会に入っておるところでありま

す。宣伝部長を務めておるところでございま

す。本県では、平成20年３月に「職員力地域貢

献推進指針」を策定いたしまして、職員が地域

活動に参加しやすいよう、意識啓発や情報提供

などに取り組んでいるところであります。例え

ば、「中山間盛り上げ隊」などでは、現在、登

録されている280名のうち２割の56名を県職員が

占めている。また、消防団に入っている職員

も30名程度おるというような状況でございま

す。今議会で提案しております行財政改革プラ

ンの中でも、「県職員の地域活動の参加促進」

というものをテーマの一つとして掲げておりま

して、今後とも、職員の参加意欲を高めるため

の取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 知事のほうから答弁いただき

ましたが、おやじの会の情報とか、また私自身

も現場主義ということを申し上げております。

現場の声を持ち寄って議論していくことが大切

だと思っております。

その中で、１つ御紹介いたしますが、若者の

ボランティア活動としまして、大学生が中心で

つくる宮崎ヤングボランティア協議会が昨年結

成され、防犯キャンペーンなどに取り組んでお

ります。どうぞ郷中の精神で若い人たちを育て

ていただきたいと思っております。

そこで、ボランティア活動を含め、きずな社

会を再生するためには、一歩踏み出す勇気が必

要です。みやざき行財政改革プランの中では、

県庁総力戦として、県民本位の行財政改革を推

進するとあります。２月の議会では既に「知事

等の給与の特例に関する条例」が可決し、知事

が給与を20％減額しております。そこで、私

も、５月１日交付決定の23年度政務調査費11カ

月分を、来年全額返納させていただきたいと

思っております。もちろん、議員として必要な

研修や自己研さんは議員報酬等から捻出し、現

場の声を今後とも伝えてまいります。めり張り

のある県政運営のためには、県庁総力戦で一緒

に身を削るとともに、先行投資である戦略的事

業には大いに投資すべきと考えるからでござい

ます。

さらに、温故知新という先人とのきずなも大

切です。宮崎県平和祈念資料展示室が宮崎県遺

族会館１階にあります。知事も行かれたことが

あると思いますが、今年10年目を迎えます。県

民の皆さんもぜひ、平和を語り継ぐ場として、

先人とのきずなを確かめるために足を運んでい

ただきたいと思っております。

次に、生活保護と自立支援についてお尋ねい

たします。

２月の定例議会の先輩方の質問と重複します

が、再度お尋ねをいたします。生活保護世帯が

増加している中で、福祉事務所やケースワーカ

ーの対応は十分か、福祉保健部長にお尋ねいた

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） お話のとお

り、近年、本県の生活保護世帯数も、全国と同

様に増加傾向にございまして、平成22年度の月

平均の生活保護世帯数は１万1,976世帯で、前年
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度に比べ964世帯､8.8％の増加となっておりま

す。このため、各福祉事務所において、生活保

護を担当するケースワーカーの人員の確保に努

めるとともに、生活保護世帯に対しまして、訪

問調査や関係先調査等を適宜適切に行い、世帯

の実情に応じた指導助言に努めているところで

ございます。県といたしましては、今後とも、

ケースワーカーの研修を行い、その資質向上に

努めるとともに、各福祉事務所に対する個別ケ

ースについての指導助言や指導監査等を通じま

して、生活保護の適正実施を図ってまいりたい

と考えております。

○有岡浩一議員 年々、生活保護世帯がふえつ

つあるという報告でありますし、これからもふ

える可能性が高いと感じております。３月時点

では全国で200万人を超えたというふうな話がご

ざいましたが、最後のセーフティネットとし

て、この部分の自立に向けた取り組みが必要だ

と思っております。そこで、稼働年齢層への自

立支援と、ハローワークとの連携とその成果に

ついて、再度福祉保健部長にお尋ねいたしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御質問にあり

ました、稼働年齢層で就労可能な人に対しまし

ては、各福祉事務所におきまして、就労支援員

を配置して、ハローワークと連携しながら支援

に努めているところでございます。平成22年度

は108名が就労を開始しております。厳しい雇用

・経済情勢の影響もあり、就労開始に至るには

難しい状況もございますけれども、引き続き、

ハローワークと連携をいたしまして、自立支援

に努めてまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 生活保護という点で考えたと

きに、実は、大阪では、生活保護受給者に生活

サービスを提供し、その反面、高額の利用料を

徴収するという貧困ビジネスというものがあり

ましたが、大阪府では事業活動を規制する条例

を制定しております。今後とも、このようなビ

ジネスが根絶できるよう実態を注視していただ

くとともに、今後、稼働年齢層の増加が見込ま

れる中で対応できるように、パーソナルサポー

トサービスとして、寄り添い型のパーソナルサ

ポーターの育成も検討していただくことを要望

いたします。

次に、農産物の危機管理についてお尋ねいた

します。

まず、海外において遺伝子組み換え作物が導

入された地域で、既存作物にいろいろな影響が

出ており、安全性が懸念されております。そこ

で、食料増産に向けた遺伝子組み換え作物の導

入について、宮崎県としての見解を農政水産部

長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 遺伝子組み換

え作物の取り扱いにつきましては、生物多様性

を確保するためのカルタヘナ法や、食品として

の安全性を確保するための食品衛生法などに基

づき、既存生物への影響がないことや、また、

食品としての安全性が確認されたもののみを国

が承認するという仕組みになっております。現

在、カルタヘナ法に基づき、日本国内で栽培が

認められているのは10品目、155品種となってい

ますが、商業栽培されているのは、カーネー

ションとバラの２品目のみであり、食用に供す

る作物や家畜の飼料の栽培は行われていないの

が実態でございます。これは、遺伝子組み換え

作物に対する消費者の不安がある中で、生産サ

イドにおいても、既存作物との交雑や混入につ

いて不安が払拭されていないこと等によるもの

と考えております。遺伝子組み換え作物は、世

界的な食料問題や、また、地球規模での環境問
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題の解決に貢献する可能性を秘めております

が、県といたしましては、現状では、先ほどの

ような状況もありますので、慎重に対応してま

いりたいと考えております。

○有岡浩一議員 ぜひ、この分野につきまして

は慎重に対応していただきながら、今後の農業

のあり方について、再度一つのテーマとして検

討していただきたいと思っております。

また、関連しまして、危機管理の中で近年、

一つの例ではございますが、キュウリのＭＹＳ

Ｖなど、難防除病害虫が発生する現状がござい

ます。対策として、地域全体で取り組む一斉防

除などが重要と考えておりますが、宮崎県とし

ての取り組み状況を、農政水産部長に再度お尋

ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） これまで病害

虫の防除につきましては、化学農薬による防除

に加えまして、粘着板等の物理的防除や天敵を

活用した生物的防除など、総合的な対策の普及

に努めてまいりました。しかしながら、近年、

ミナミキイロアザミウマが媒介するキュウリ黄

化えそ病、いわゆるＭＹＳＶなど、生産者個々

の取り組みだけでは防ぐことが難しい、いわゆ

る難防除病害虫の防除対策が産地の大きな課題

となっております。現在、農業改良普及センタ

ーを中心にプロジェクトチームを組織し、品目

横断的な一斉防除や地域ぐるみの一斉草刈りな

どの実施により、一定の成果を上げている地域

もございます。したがいまして、地域全体で取

り組む防除対策を、ＪＡ等関係機関と連携しな

がら、県下全域で推進してまいりたいと考えて

おります。

○有岡浩一議員 今、答弁をいただきました、

地域ぐるみで一斉草払いなどをするという地域

力がこれからは求められていると、そのように

理解しております。その中でも宮崎県におきま

して、昨年３月作成の営農支援課のリーフレッ

トの中でも紹介されておりますが、２年連続、

宮崎県の普及指導活動事例が全国大会で発表さ

れ、高い評価を得ております。難防除病害虫対

策としまして、本県は、ＩＰＭ（総合的病害虫

防除）やＩＣＭ（総合的作物管理）など、全国

的にも先進県と伺っております。生産者として

は大変ありがたいことでございます。その中で

も、最も基礎となる土をつくるという土づく

り、そして施肥やかん水などの栽培技術、こう

いったものが前提である中で、宮崎県は、元気

な圃場づくりのための堆肥も各地にあり、大変

恵まれております。綾町の故郷田実氏は、「本

物とは、自然を壊さず、地球を汚さないでつ

くったもの、自分の良心に訴えて恥ずかしくな

いもの、人をだまさないもののことである」と

言われました。全国一安全・安心な食料基地宮

崎県を目指して、今後とも、関係者と一緒に努

力していただきたいと思いますし、私も、農政

水産発展のためにも今後とも提案を申し上げた

いと思っております。

最後に、食育の推進でありますが、自分でつ

くる「弁当の日」への取り組みについて、教育

長にお尋ねいたします。

私自身、現役の子育て世代であります。家の

中で出番や仕事がほとんどない子供たちにとっ

て、今回の自分でつくる「弁当の日」は、家事

に参加でき、食育を推進するすばらしい取り組

みになると思います。そこで、今回の趣旨や効

果について、教育長の事業導入への思いをお伺

いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 「弁当の日」は、子

供が自分自身で献立を考え、材料をそろえ、調

理をし、後片づけまでして弁当箱に詰めて、そ
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していただくという一連の活動を通して、自分

の食を自分で考えていくために必要な実践力を

培う取り組みであります。この取り組みにより

まして、子供たちにとりましては、活動の過程

で、食事をつくることの大変さを実感し、毎日

の食事や食材、家族や生産者等への感謝の心を

持つとともに、任され、褒められることによっ

て自立心もはぐくまれるものと考えておりま

す。また、保護者にとりましては、親が一切手

を出さないという約束事でありますが、口も出

さず手も出さないでただ見守る。つらいことで

はありますけれども、その大切さに気づき、子

供とともに成長する機会となり、あわせまし

て、一家団らんや家族のきずなが深まり、さら

には、地域産物や地域の食文化等に対する関心

が高まるなど、さまざまな効果が期待できるも

のであります。私は、「弁当の日」の取り組み

には、みずから考え、判断し、表現する力な

ど、子供たちにとって今、最も必要とされてい

る力、「たくましく生き抜く力」を培うための

教育的要素がすべて含まれていると考えており

ます。また、昨今、家庭や地域の教育力が低下

していると言われておりますけれども、そうし

たものを復権させるという意味におきまして

も、意義深い取り組みではないかと考えており

ます。

現状でありますが、１年ちょっとぐらい前ま

では、実践校数は宮崎県内４校ぐらいでありま

したが、この１年余りでかなりふえてまいりま

して、県内の小中学校及び県立学校合わせて152

校が「弁当の日」に取り組んでおりまして、実

践校数としては全国最多となっている状況であ

ります。全県的な広がりを目指しまして、さら

なる啓発・普及に努めてまいりたいと考えてお

ります。以上です。

○有岡浩一議員 この「弁当の日」という新し

い取り組みの中で、子供たちに自信が芽生えて

くることを期待しておりますし、県民の財産で

ある子供たちの健やかな成長を見守りながら、

私自身も親として少しずつ成長させていただけ

ることに感謝申し上げまして、私の質問を終わ

ります。（拍手）

○外山三博議長 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25分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕(拍手） こんにちは。

公明党県議団、河野哲也でございます。

３月11日に発生した東日本大震災により亡く

なられたお一人お一人の御冥福をお祈りすると

ともに、御遺族の方々にはお悔やみを申し上げ

ます。そして、被災された皆様、福島原発の事

故により避難されている皆様に、心よりお見舞

いを申し上げます。

３カ月たとうとしているのに、このありさま

は何だ。６月１日、私は重松県議とともに、宮

城県石巻市雄勝町、20世帯あったはずの波板地

区に、瓦れき撤去のボランティアに参加させて

いただきました。この時点でまだ、この地域に

はだれも撤去作業に入っていない状況でありま

した。覚悟はしていたのでありますが、目の前

に広がる光景に愕然といたしました。私たち

は、40名の参加者とともに、浜に打ち上げられ

ている瓦れきの撤去を黙々と始めました。地元

の人も一緒に作業を始めましたが、最初は、か
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ける言葉もありませんでした。そのお姿を見た

とき、怒りだけが込み上げてきました。その怒

りを瓦れきにぶつけている自分がありました。

政府の対応の遅さです。口蹄疫での政府対応の

遅さを思い出してしまいました。大震災の復旧

作業、被災者生活支援、復興計画、さらに東京

電力福島第一原子力発電所の事故に対して、菅

総理は何一つ十分なリーダーシップを発揮する

ことなくここまで来ています。大震災からの復

旧・復興作業で大事なのは、非常事態でのスピ

ード感であります。

山内昌之東京大学教授が「危機のリーダー

シップ」との演題で講演した内容を、少し長く

なりますが、引用させていただきます。

今回の東日本大震災、それから平成７年の

阪神・淡路大震災、さらに私たちの祖父や

父の代の大正12年関東大震災、いずれも歴史

的に見ると一つの特徴があります。それは端

的に申し上げると、政権基盤がすこぶる弱い

内閣の時代にこうした大震災が起きたという

ことです。

関東大震災は、加藤友三郎首相の急死後、

後継の山本権兵衛総理が組閣していくタイミ

ングで、権力の真空的な状態で起きました。

いずれにしても、関東大震災は政府が不在の

タイミングで起きたのですが、それでもわず

か５日後には、あの後藤新平が「帝都復興の

議」を提案し、復興院をつくって強烈なリー

ダーシップを発揮して東京の再建を進めまし

た。

阪神・淡路大震災の場合は、違うリーダー

シップのあり方でありました。当時は村山富

市社会党党首を首班とする自社さ連立政権で

した。率直に言って危機管理体制も十分に整

備されていなかった。したがって、村山総理

にもお気の毒な面があったと思いますが、テ

レビで危機の発生を知ったということであり

ます。ですから、初動が非常に遅くてリーダ

ーシップが弱かったという批判が寄せられま

した。しかし、村山総理は非常に謙虚であり

ました。村山さんは、大震災３日後に小里貞

利氏―あのハーレーダビッドソンの―を

震災担当大臣に任命し態勢を立て直しまし

た。それから、できる官僚を信頼し、自民党

の仕事師たちに対応を託しました。そして、

震災の問題にめどが立った後、村山さんは責

任をおとりになって辞職し、政権を自民党に

返したわけです。

と語られています。

そして菅総理については、山内教授は、

「「政治主導」という言葉と「脱官僚」という

情念に呪縛されているのではないか。手足とし

て働くべき官僚機構との連携がとれずに、首相

に連なる縦の指揮命令系統も不全に陥っている

というのが現実だ」と明言しています。

公明党が大震災直後から提案してきました

「復興庁」の設置、復興担当大臣の任命の実現

のために、早期の第２次補正予算成立のため

に、私たちは、危機感も責任感も統率力もない

この人物に、総理として復興支援の陣頭指揮を

とらせるべきではないと思っております。そこ

で、「常在危機」という意識で県政を担ってお

られる知事に、真のリーダーシップとは何か、

まずはお伺いし、壇上からの質問として、後は

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。

危機発生時のリーダーシップについてであり

ます。今回の東日本大震災によりまして、改め

て危機管理のあり方が問われております。気に
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なっておりますのが、「想定外」という言葉が

飛び交っているということでございます。確か

に、未曾有の規模の地震・津波に原発事故が重

なるという、かつてない大規模複合災害であっ

たかもしれませんが、最悪の事態の発生にも備

えておくことこそが危機管理の基本ではないか

と考えておるところでございます。一たび危機

事象が発生した場合におけるリーダーシップ、

ポイントは３点あると思っておりますが、１つ

目としましては、最悪の事態を想定して、それ

を前提にその回避に全力を挙げることでありま

す。２つ目といたしましては、可能な限り情報

収集・集約いたしまして、具体的な対応方針、

その道筋というものを明確かつわかりやすく示

すこと。３つ目といたしましては、迅速かつ最

大限に組織力を発揮させていくこと、このよう

なことではないかと考えております。

今、御指摘がありましたように、私は就任し

た日に、県職員に対しましては、「常在危機」

という意識、常に危機の中にあるという意識を

持って臨んでもらうよう訓辞をしたところでご

ざいます。本県は、未曾有の被害をもたらした

口蹄疫、鳥インフルエンザ、そして新燃岳の300

年ぶりの大噴火という経験を踏まえまして、改

めて危機管理全般について一から見直す必要が

あると考えております。県政を預かる者としま

して、危機事象の発生時にはリーダーシップを

存分に発揮できるよう、日ごろから研さんに努

めてまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○河野哲也議員 県政のリーダーとして、どう

かよろしくお願いいたします。

防災力強化についてお伺いいたします。

まずは、宮崎県地震防災戦略策定事業につい

てお伺いいたします。今、全国どこの自治体も

災害対策の見直しに取り組んでおられると思い

ます。その際必要なのが、「見直しの視点」に

なってきます。東日本大震災から何を教訓にす

べきか、この「見直しの視点」をまずは明確に

した上で、これからの災害対策を見直していく

ことが大事であると考えます。19年に数値目標

を盛り込んだ行動計画とした本県の地震減災計

画は、17年３月に東海地震及び本県に直接影響

する東南海・南海地震に関して国が想定したも

のを受けて策定したものであります。そこで、

宮崎県地震防災戦略策定事業の実施により、ど

のような視点で見直しをされるのか、総務部長

にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 現在の地震・津波

の災害想定は、日向灘地震やえびの・小林地震

について、過去の地震規模などをもとに県独自

で検討を行った結果、また東南海・南海地震に

関しての国の中央防災会議が示しました地震・

津波の想定をもとに策定したものであります。

今回の宮崎県地震防災戦略策定事業におきまし

ては、一つには、地震・津波の研究者等の有識

者を中心に構成する県の地震専門部会での検

討、もう一点は、東日本大震災で発生した地震

や津波の規模及び被害の状況等についての国の

中央防災会議における検討結果をあわせて、見

直しの基本的な方向性としまして、想定する地

震の規模や範囲、被害想定の考え方を改めて検

討したいと考えております。また、建築物や社

会インフラの整備状況など、社会的な環境変化

についても新たに調査を行いまして、最新の状

態でのシミュレーションによりまして、地震・

津波の被害想定と、被害を最小とするための減

災計画の策定まで行いたいと考えております。

○河野哲也議員 見直しの視点、これがぶれな

いというか、今回、何を教訓にするかというこ
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とをしっかりと分析していただいて定めていた

だきたい、そのように思います。

また、防災の見直しには、地震・津波以外の

災害を含めた総点検を行っていく必要があると

考えますが、総務部長、このような点検をどの

ように行う考えでありますか、お聞かせくださ

い。

○総務部長（稲用博美君） 東日本大震災によ

ります甚大な被害状況を踏まえた防災対策の見

直しにつきましては、地震・津波の被害想定、

減災計画の策定など、地震に関連して特に検討

すべき課題がございます。またそれとともに、

住民への情報提供のあり方、避難場所・避難経

路の確保、避難所の運営など、風水害等を含め

まして広く災害発生時の対応に共通する課題に

ついても、再点検を行う必要があると考えてお

ります。震災発生後、当面の対応として、市町

村に避難場所、避難経路等についての再点検を

お願いしたところでありますが、今後も、市町

村と連携しながら、防災全般にわたりまして必

要な点検と防災対策の見直しを継続して取り組

んでまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 今回、策定事業を進めるに当

たって、すべてはこれからでありますが、私自

身、冒頭で述べました災害ボランティアへの参

加、また全国ボランティア議員連盟研修会、と

ちぎボランティアネットワークの方々との意見

交換を通じて、ぜひ生かしていただきたい、感

じたことを幾つかたださせていただきたいと思

います。

私が目にした雄勝町の小中学校は、残念なが

ら避難所の機能も果たせない悲惨な状況であり

ました。公立学校施設は、このたびの東日本大

震災において多くの被災住民の避難場所として

利用され、必要な情報を収集、また発信する拠

点になるなどさまざまな役割を果たしており、

その重要性を改めて認識するところでございま

す。しかし一方、多くの公立学校施設におい

て、備蓄倉庫や自家発電設備、緊急通信手段な

どの防災機能が十分に整備されていなかったた

め、避難所の運営に支障を来し、被災者が不便

な避難生活を余儀なくされるなどの問題も浮き

彫りになったところでございます。こうした実

態を踏まえ、現在、避難所として有すべき公立

学校施設の防災機能のあり方について、さまざ

まな見直しが求められているところでございま

す。まず、公立学校施設において、地域住民の

安全で安心な避難生活を提供するため、防災機

能の一層の強化が不可欠であると考えますが、

知事の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 学校施設であります

が、教育活動の場であるとともに、こうした災

害時には地域住民の避難場所となるなど、防災

拠点としての役割も担っております。今回の大

震災におきましても、その重要性というものが

改めて認識をされたということでございます。

県といたしましては、これまでも安全性の確保

のための学校施設の耐震化を進めてきておりま

して、現在、九州でもトップクラスの耐震化

率、市町村立の小学校では82.3％、県立学校で

は91.6％ということでございます。さらには、

避難場所となる体育館までの経路の段差の解消

でありますとか多目的トイレの設置など、バリ

アフリー化も進めてきております。今後とも、

公立学校施設の防災機能の向上につきまして

は、市町村とも十分連携を図りながら進めてま

いりたいと考えております。

○河野哲也議員 施設内の充実につきまして

は、我が会派の重松議員も、あす、たださせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願い
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します。

今回、私たちのボランティア活動は、ＮＰＯ

のネットワークで実現することができました。

とちぎボランティアネットワーク主催のボラン

ティアバスツアーでありました。宇都宮か

ら3,000円で動けました。このネットワークは、

栃木県民の１割、２万人を災害ボランティアへ

とキャンペーンを張り、積極的に被災者支援に

かかわられておりました。宮崎県も６月から、

東日本大震災で被災した福島県いわき市を支援

するため、「みやざき県民復興協力隊」として

派遣していただきました。第１陣が帰ってこら

れましたが、ぜひ報告をお聞きしたいと思いま

す。

これも、被災地に災害ボランティアセンター

が設置されていればこその活動となります。現

在、岩手県22カ所、宮城県13カ所、福島県30カ

所設置されていると聞いております。ここ３カ

月の社会福祉協議会が把握したボランティア活

動数は、３県累計で36万7,400人だそうでありま

す。ちなみに、阪神・淡路大震災のときの３カ

月後、累計で117万人と言われています。ボラン

ティアの数としてはまだまだなのかなという実

感もあります。しかし、このセンターの設置が

震災後スムーズだったかというと、そうではあ

りません。やはり現場では、行政の支援を待つ

ことなく、自分たちのできる精いっぱいを協力

しながら避難所を組織していったところもある

と聞いております。物資の支援、配給もまた、

混乱している行政に先んじてＮＧＯがセンター

を立ち上げ、指揮をとったところがあるとお聞

きしました。残念なことに、社会福祉協議会主

催の災害ボランティアセンターのコーディネー

トが被災者のニーズに合わず、ボランティアが

引き揚げるということも当初あったそうです。

しかし、徐々に体制が整い、社協、行政、ＮＰ

Ｏ等が必ず協議会を開き活動していくセンター

として起動し始めたとお聞きしております。そ

こで、最近の県内における社会福祉協議会での

災害ボランティアセンターの設置についての状

況を、総務部長お聞かせください。

○総務部長（稲用博美君） 最近では、新燃岳

の噴火災害の際に、都城市、高原町、三股町の

３市町において、それぞれの社会福祉協議会が

設置をいたしております。

○河野哲也議員 社会福祉協議会のコーディネ

ート力の向上について、どのような支援をして

いるか、県民政策部長にお伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 災害時に、支

援を必要とする被災者とボランティア活動希望

者の双方のニーズを結びつけるボランティアコ

ーディネートにつきましては、現在、具体的に

は社会福祉協議会が運営するボランティアセン

ターにおいて行われており、県ではその活動を

活発化するために、県社会福祉協議会が設置し

ておりますボランティア基金に出捐を行い、災

害時における活動を支援しているところでござ

います。先ほど議員から紹介がありましたけれ

ども、先般設置しまして、現在２次派遣をして

おります「みやざき県民復興協力隊」について

も、県社会福祉協議会が、派遣先の福島県いわ

き市の当局と十分コーディネートを実施し、

行っているところでございます。

また、この基金事業の中で、県社会福祉協議

会におきましては、市町村の社会福祉協議会に

配置されているボランティアコーディネーター

を対象にしまして、災害ボランティアセンター

の設置・運営等のノウハウを取得するための研

修会を実施しており、必要な資質や能力の向上

を図っているところでございます。
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○河野哲也議員 雄勝町の災害ボランティアに

参加した40名は、栃木県だけでなく、私たちの

ように県外からも参加がありました。年齢も幅

広いものでありました。しかし、戸惑うことな

く、またけがをすることなく活動できたのは、

ネットワークのリーダーの指揮のもと、被災者

のニーズに合わせ、活動を絞り込み、やること

を明確にしていただいたことに尽きると考えま

す。実は、海岸での撤去作業を行っていると、

リーダーから突然、「上がりなさい」というふ

うに声がかかりました。なぜかなと思って上

がって海岸を見ると、潮が満ちてきたわけで

す。作業ができない状態になりまして、沖を見

ると次の瓦れきが流れてくるという、ちょっと

心が折れる作業ではありました。ただ、リーダ

ーのそういう指示がなければ戸惑う状況があっ

たかなというふうに思います。そのＮＰＯのリ

ーダーのスキルの高さを感じました。このよう

なＮＰＯが存在して初めて被災者の側に立った

支援ができる、このように実感しました。そこ

で、災害ボランティアとして活動できる県内で

のＮＰＯの実態を、県民政策部長にお伺いいた

します。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県内のＮＰＯ

法人のうち、災害救援活動をその活動の一つと

して定款に掲げております法人については、平

成23年４月末現在の認証数340法人の約１割に当

たる35法人となっております。また、最近の災

害救援活動の具体的な例としましては、新燃岳

の噴火災害に際しての降灰除去作業、あるい

は、このたびの東日本大震災での炊き出しなど

に取り組む法人が幾つか見受けられるところで

ございます。

○河野哲也議員 実は、ネットワークの事務長

が語られた中で、ホスト力のお話がありまし

た。その一例として、新燃岳の件がちょっと挙

がったんですけど、お話の内容を紹介します。

「私たちは宮崎の野菜で東北を支援します」

と、お話を始めました。とちぎネットと動きを

ともにしている被災地ＮＧＯ協働センターは、

１月26日に起きた宮崎県新燃岳噴火災害に対す

る支援を現在も続けており、同センターのス

タッフ１名が、「震災がつなぐ全国ネットワー

ク」の他スタッフとともに活動中であります。

今回、「困ったときはお互いさま、被災地から

被災地を支援しよう！」というコンセプトのも

と、炊き出しに使う野菜買い付けの資金とし

て、１口3,000円の野菜サポーターを募集し、噴

火で被害を受けた宮崎県産の野菜を買い付け、

東北の被災者の方への炊き出しに使う活動をし

ていることを紹介していただきました。

ＮＰＯと行政は、同じ公共サービスを担う団

体でありながら、組織としての性質はそれぞれ

異なります。形態、収入源、スタッフの行動等

さまざまな違いにより、協働を進める上で誤解

や混乱が生じることもありますが、お互いの長

所をサービスに生かすために、相手の特性を理

解して、情報交換を重ねて意思の疎通を図るこ

とが重要だと、今回のボランティア活動を通じ

て非常に感じたところでございます。そこで、

災害時における県行政とＮＰＯの協働が今後非

常に大事になってくると考えますが、どのよう

に促進していくか、総務部長にお伺いいたしま

す。

○総務部長（稲用博美君） 災害が発生しまし

た際に、その災害の規模が大きければ大きいほ

ど、公的支援の機能は減衰すると言われており

ます。このようなことを踏まえた場合に、それ

ぞれの多様な特徴、スキルを有し、かつ機動的

な対応が可能なＮＰＯや民間企業等との連携と
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いうのは、災害時においては非常に有効である

と認識をしております。したがいまして、県と

いたしましては、実際に災害が発生した際に、

ＮＰＯ等の活動がスムーズに立ち上がり、実効

性の高い活動が速やかに実施できるように、情

報の共有等を含めました連携についての意見交

換など、平常時から協働に向けた取り組みをさ

らに進めてまいりたいというふうに考えており

ます。

○河野哲也議員 答弁にありましたように、双

方が役割分担を理解した上で協働を進めること

によって、より豊かで効果的なものにしていき

たい、そのように感じました。策定時も、たし

か地域防災計画の中では海上での災害でボラン

ティアの具体的なものを書かれてありましたけ

ど、それ以外が弱いなという実感をしました。

ぜひ考えていただきたい、そのように思いま

す。

次に行きます。雇用の安定と地域産業を支え

る人づくりについてということで、たださせて

いただきます。

みやざき感謝プロジェクトの一環で、宮崎県

では、東日本大震災により被害をこうむった県

外企業や影響を受けている県内企業を対象に、

ワンストップで総合的に支援する窓口を設置

し、きめ細やかな対応をしていただいていると

思いますが、東日本大震災による本県商工業へ

の影響について、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（米原隆夫君） 東日本大

震災による本県商工業への影響につきまして

は、県内すべての商工会、商工会議所を通じ

て、５月中旬から下旬にかけて調査を実施いた

しまして、3,140の事業所から回答を得たところ

であります。その結果によりますと、売り上げ

が減少した事業所が全体の41.7％、増加した事

業所が1.3％、「変化なし」とお答えになった事

業所が56.8％となっており、売り上げが減少し

た事業所は、小売・卸売業、宿泊業、運輸業、

飲食業、製造業、建設業など幅広い業種にわ

たっております。また、売り上げ減少の主な要

因としましては、消費マインドの低下、仕入れ

先等の業務縮小や操業停止、物流の混乱、原料

不足による減産などとなっておりまして、売り

上げが減少した事業所の約60％が「２割以上の

減少があった」と回答しております。

なお、今回は雇用動向については調査をして

おりませんけれども、宮崎労働局が発表してお

ります直近の４月の有効求人倍率について

は0.56となっておりまして、全国の0.61と比べ

ては低いものの、前年同月比0.13ポイントの改

善、また３月と比べると、３月も0.56でござい

ますので横ばいという状況で、今のところ雇用

面では震災の影響はほとんどないのではないか

と考えているところでございます。

○河野哲也議員 また同じく、本県農林水産業

における雇用等への影響について、関係部長に

お尋ねいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 林業・木材産

業分野における影響につきましては、関係団体

に確認しましたところ、県内の製材工場におい

て、５月から製品の受注が減少し、在庫が増加

しつつあると聞いております。これは大震災の

影響もあるのではないかと考えております。雇

用状況につきましては、現在のところ、林業、

木材産業とも影響は見られておりませんが、今

後とも注意深く見守ってまいりたいと考えてお

ります。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農水産業の影

響につきましては、まず、販売価格において、
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大震災発生後の計画停電による量販店の休業等

や各種行事の中止等による需要の減退によりま

して、キュウリ、ピーマン、スイートピー等で

価格が低下するとともに、業務・贈答需要の低

迷により、高級牛肉やマンゴーの価格が低下す

るなどの影響が見られました。一方、低価格志

向による需要増等で、豚枝肉、鶏肉、鶏卵は比

較的高値で推移しており、水産物価格につきま

しても、安定した価格となっております。この

ような状況の中、雇用状況につきましては、農

業、水産業ともに、現時点では震災による大き

な影響はないものと認識しております。

○河野哲也議員 ほとんど影響がないというふ

うにとらえられているようでございますが、私

は、雇用の安定という視点で考えたときに、や

はり注視していかなきゃいけないところがある

のではないかというふうに思います。

知事、アクションプランに重点指標として掲

げてあります「雇用創出数１万人」の達成に対

する取り組みに変化はありませんか。

○知事（河野俊嗣君） 本県の経済・雇用情勢

でありますが、昨年の口蹄疫、それからことし

の新燃岳の噴火などの影響に加えて、今、部長

が説明しましたような東日本大震災の影響が加

わり、厳しさが増しているところでございま

す。アクションプランに掲げた「雇用創出数１

万人」という目標ですが、厳しい状況の中で、

さらにハードルが高くなったという感もあるわ

けでございますが、何とかこれを達成すべく、

地域の特色・資源を生かした産業の集積を目指

して、戦略的な企業立地を進めるとともに、高

い技術力を持った地場企業の育成などに努めて

まいりたいと考えております。さらに、緊急雇

用基金を活用いたしました雇用の場の確保であ

りますとか金融支援、農商工連携を通じた地域

産業の活性化など、雇用創出につながる各種施

策の実施に全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。

なお、これらの取り組みに当たりましては、

今後想定される震災復興の需要でありますと

か、全国的な企業のリスク分散の動向にも十分

留意をしてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 雇用の安定と地域に定着でき

る企業をふやすという工夫も、ぜひ考えていた

だきたいと思います。

実は、ボランティアは宇都宮から出発したん

ですが、宇都宮では、雇用の安定と地域に定着

できる企業ということで、ＣＳＲの促進をされ

ておりましたので、それも調査をさせていただ

きました。ＣＳＲ（企業の社会的責任）とは、

企業は、利潤を追求するだけでなく、従業員や

消費者、地域社会など、企業活動に関係を持つ

すべての人々に対して責任を果たさなければな

らないという考え方です。最近、地域に根を張

る中小企業、大企業の支社・支店などが地元密

着経営で展開する社会貢献活動が活発化してお

り、それに伴って、地元企業と地方自治体、市

民らが一体となって進める地方版ＣＳＲの取り

組みが注目されています。このたび調査に行か

せていただいた宇都宮市は、平成20年度より、

横浜市が先駆けて行っていました、地域貢献活

動や地域に目を向けたＣＳＲ活動を行う企業を

地域貢献企業として認定する制度を導入いたし

ました。人づくり、まちづくり、環境などのＣ

ＳＲ活動を宇都宮市のまちづくりの重要な仕組

みとして位置づけ、活動に取り組む企業を「宇

都宮まちづくり貢献企業」として認証し、さま

ざまな分野での活動を支援・推奨することで、

企業、市民、行政の協働のまちづくりを行って

いくことを目的とした制度でありました。20年
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度は25企業、21年度は32企業、22年度は29企

業、総計86社が認証されておりました。また、

県レベルでは広島や青森で、県が中心になって

企業と農山村、漁村の間を取り持つ、マネジメ

ントすることで過疎地域の活性化を図る取り組

みもされていました。今後、活力ある地域づく

りを推進する上で、地域に密着したＣＳＲ活動

を支援する取り組みが、雇用の安定も含めて重

要になってくると考えますが、知事にお伺いい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、企業

も社会の一員といたしまして、営利行為だけで

はなく、環境やまちづくりなど社会貢献を行う

べきであるという考えのもとに、近年、企業の

社会的責任、ＣＳＲ活動に取り組む企業がふえ

ておるわけであります。本県におきましても、

企業による森林づくりでありますとか、学校教
も り

育の場における教育支援などの活動が行われて

いるところであります。例えば企業による森林
も り

づくりであれば、平成18年から、18の企業に御

協力をいただきまして約100ヘクタールの森林整

備に取り組んでいるところでございます。これ

から本格的な少子高齢・人口減少の社会を迎え

る中で、持続可能な地域社会を維持するために

は、県民やＮＰＯなどに加えまして、企業にも

地域社会の一員として重要な役割を担っていた

だくことが大変大切になってまいります。この

ようなことから、今回のアクションプランにお

きましても、「県民の主な役割」という中に、

企業のＣＳＲ活動なども含めた形で整理をして

いるところでございます。今後、県内企業が積

極的に地域の活動に参加できる環境づくりに取

り組んでまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 宇都宮で調査をさせていただ

いたんですが、昨年、そこの商工の部長が宮崎

を訪れていたらしくて、非常にうらやましがっ

ていた点が、今のようなことに関しての施策で

リーダーになる方がいるということをしきりに

おっしゃっていました。最初に戻るかもしれま

せんけど、リーダーシップを発揮する大事さと

いうか、こういうことを推進するのにもやっぱ

り必要だなということを実感して戻ってまいり

ました。

次に行きます。安全・安心な教育環境の充実

について、教育長にお伺いいたします。

先ほども確認しましたが、公立学校施設は防

災施設としても重要であると思います。安心・

安全な教育環境という観点からも、改めて学校

施設の耐震改修が急務であると考えます。今

回、被害の大きかった岩手県、宮城県、福島県

における公立学校の耐震化率はどうだったのか

調べてみました。文科省が2010年４月１日現在

で調査したものとして、岩手県・小中学校73.1

％、高等学校73.4％、宮城県・小中学校93.5

％、高等学校91.3％、福島県・小中学校62.2

％、高等学校60.6％。ちなみにこのときの全国

平均は、小中学校で73.3％、高等学校で72.9％

となっています。宮城県沖地震などで防災意識

が比較的高い宮城県はかなり整備が進んでいた

ものの、福島県の場合、これまで大きな地震が

さほどなかったこともあってか、耐震化が進ん

でいなかったようでございます。宮崎の耐震化

率は高いと認識していますが、それでもやは

り100％を目指し全力で取り組むべきであると考

えます。県立学校耐震化の進捗状況についてお

伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 平成22年度末現在に

おける県立学校の耐震化率については、先ほど

知事から答弁がありましたけれども、91.6％で

あります。また、今年度におきましては、８棟
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の耐震改修を予定しており、年度末における耐

震化率は93.6％となる見込みであります。

○河野哲也議員 非常に高い耐震化率と考える

んですが、実はホームページでその計画が各学

校ごとに公開されています。27年度末までの完

了を目標としているようですけれども、前倒し

を含めた早期推進と─それから今回の地震で

非常に気になったことが、非構造部材が落下し

たり倒壊したり、そういうことが非常に目立ち

ました。やはりその耐震対策の推進についても

考えるべきだと思いますが、教育長にお伺いい

たします。

○教育長（渡辺義人君） 県立学校の耐震化に

ついては、御案内にありましたように、平成27

年度末の完了を目標に計画的に取り組んでいる

ところでありますが、学校施設の安全性の確保

というのは喫緊の課題でありますことから、必

要となる事業費の確保に努め、可能な限り早い

時期に完了するように努めてまいりたいと考え

ております。

また、天井材や照明器具等のいわゆる非構造

部材につきましては、地震発生時に被害が生じ

ると、人的な被害ばかりではなく、地域住民の

避難場所としての機能を損なう可能性もありま

すことから、今回の東日本大震災の被害状況か

らも、これらの非構造部材の耐震対策が重要で

あることを改めて認識したところであります。

県教育委員会といたしましては、建物の新築や

改修等を行う際には、非構造部材の耐震性にも

十分配慮することとしており、また、既存の建

物について実施しております専門技術者による

定期点検や日常の点検により、改修の必要性の

把握にも努めているところでありまして、今後

とも適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 ぜひお願いいたします。

多数の死者・行方不明者が出ている岩手県釜

石市で、市内の小中学校全14校の児童生徒

約3,000人の避難率が100％に近く、ほとんどの

子供たちが無事でありました。残念ながら、病

気で休んでいた子供たちが不明という状況はあ

りましたが、ほとんど100％だったと。これは、

平成18年の千島列島沖地震の際に、釜石市の小

中学校では避難率が10％未満だったため、釜石

市教育委員会が、避難訓練などを徹底して取り

組み、防災教育の重要性を裏づける今回の結果

となったということであります。市内の児童生

徒は、地震発生時、下校の直前で教室にいたそ

うであります。児童生徒らは警報と同時に避難

を開始し、各学校は、あらかじめ決めていた徒

歩５～10分の近くの高台にそれぞれ避難しまし

た。介護施設だったと思います。ところが、高

台から市内に押し寄せる津波の勢いを見て、さ

らにそれよりも高い高台に移動したわけです。

この間、中学生が不安がる小学生を誘導し、迅

速に避難したといいます。大槌湾からわずか

約800メートルの市立鵜住居小周辺は壊滅状態
うのすまい

だったにもかかわらず、児童全員が無事だった

のであります。小学校の最上階の窓には乗用車

が突き刺さっていました。

市教育委員会では、群馬大学の片田敏孝教授

らと共同で、小中学生を対象に実践的な防災教

育を実施。各地域の津波浸水状況、避難経路な

どを想定したハザードマップを用い、児童生徒

に登下校などの生活時間帯に合わせた避難計画

を立てさせるなどしてきました。また、授業で

は「津波を知る」項目を設け、津波被害の歴史

や津波の構造など防災教育と危機管理意識を高

めてきたと言われます。片田教授は、今回の100

％に近い避難率のデータは、市教育委員会が、
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１、想定にとらわれない、２、状況下において

最善を尽くす、３、率先避難者になるという原

則で、早く高台へ避難するという危機意識のす

り込みを子供たちに徹底してきた結果であると

分析されていました。本県の防災計画の見直し

を考えるべきだと思います。そこで、３点お伺

いいたします。各学校における災害発生時の緊

急連絡体制の現状と今後についてお伺いいたし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 各学校における緊急

時の連絡体制でありますが、電話等の通信手段

が使用できる場合は、電話による緊急連絡やメ

ールの一斉配信等によりまして情報伝達を行う

体制を構築しております。また、停電等により

通信手段が使用できない場合を想定し、例え

ば、保護者が迎えに来られるまで児童生徒を学

校に待機させておくことなどを、あらかじめ学

校通信や参観日等を通じて保護者に周知を図っ

ている学校もございます。したがいまして、県

教育委員会といたしましては、児童生徒の保護

者への引き渡しが確実に行われるまで学校で保

護することを家庭に周知徹底するなど、停電等

の緊急時においても学校が適切に対応できるよ

うに、各学校への指導に努めてまいりたいと考

えております。

○河野哲也議員 今回の大震災の後の、各学校

における津波を想定した避難訓練の実施状況に

ついてお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 児童生徒の登下校時

等を含め、地震による津波や土砂崩れなどによ

る被害が予想される各学校におきましては、市

町村の防災担当部局等の意見も踏まえながら、

避難場所や避難経路を確認するとともに危機管

理マニュアルの見直し等を行い、避難訓練の実

施やその検証に取り組んでいるところでありま

す。なお、避難訓練につきましては、被害が予

想されるすべての学校において、６月中には終

了する見込みであります。

○河野哲也議員 スピード感を持って、先ほど

の釜石市の教育委員会が取り組んだ防災教育を

一日でも早く立ち上げていただいて、行動を起

こしていただきたい、そのように思います。そ

のために、今後、各学校における防災教育の充

実を図るため、県教育委員会はどのような支援

を行っていくかお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 児童生徒が災害発生

時におきまして状況に応じた適切な意思決定と

行動選択ができるようにするためには、防災教

育の充実と、もう一つ、教職員の安全に対する

危機意識の向上を図ることが重要であります。

県教育委員会といたしましては、今回の震災を

受けて作成した「津波災害にともなう安全対策

マニュアル作成指針」を県立学校及び市町村教

育委員会等に配付いたしまして、各学校におけ

る危機管理のあり方の見直しを初め、防災体制

の整備に努めるようにお願いしているところで

あります。また、教職員等を対象に毎年開催し

ております学校安全指導者研修会におきまして

は、今年度の場合、宮崎地方気象台から講師を

招いて、津波発生の仕組みや危険から身を守る

ための方法などについて講話をいただくなど、

教職員の防災意識の高揚と防災教育における指

導力の向上を図っているところであります。

自然災害は、登下校や校外学習時など、い

つ、どこで発生し、児童生徒が遭遇するとも限

りませんことから、今後とも、災害発生時にみ

ずからが判断し適切に行動できる児童生徒を育

成するために、各学校へ効果的な指導方法につ

いて情報提供を行うなど、防災教育の充実を

図ってまいりたいと考えております。以上で
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す。

○河野哲也議員 情報提供ということで、先ほ

どの釜石市の防災教育の中にハザードマップを

生かした取り組みがありましたけど、今回、ハ

ザードマップも見直されるということで、県の

ほうもデータをしっかり伝えていただいて、だ

れしもがわかりやすい、使いやすいハザード

マップの作成ということを今後考えていかな

きゃいけないんじゃないか、そういうふうに考

えております。西東京では、倒壊危険マップと

か火災発生予想マップとか、そういうハザード

マップも作成されているとお聞きしています。

そういうものもぜひ子供たちに提供できるよう

なデータを、県のほうから支援をお願いしたい

と思います。

今回はほとんど東日本大震災関連の質問をさ

せていただきました。なぜここまでこだわった

かと申しますと、怒りはもとより、私たちボラ

ンティアバスを高台の駐車場まで見送りに来て

くださった地元の２人のおばあちゃんの姿が忘

れられなかったからであります。見えなくなる

まで手を振ってくださいました。この方々が安

心して生きるための本当の闘いはこれからなん

だなと考えながら、その場を離れました。一議

員として何ができるか考えた結果、今回、こだ

わって質問を構成していきました。どうか防災

関係を、県政挙げてよろしくお願いしたいと思

います。

以上で質問を終わります。（拍手）

○外山三博議長 次は、渡辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕(拍手） 初めて質問に

立たせていただきます、宮崎市選出、新みやざ

きの渡辺創です。

きょう、この場に初めて立ち、これからの宮

崎のあり方を真剣に問い、そして提案をしてい

く、その大切な作業の第一歩を踏み出すことが

できますことに、大きな責任と喜びを感じてい

るところであります。しっかりとした視点で宮

崎の未来を見つめ、そしてきょう、あす何に取

り組んでいくべきか、それを丁寧に考えてい

く、そんな時間を持ちたいというふうに思って

おります。そういう議論を考えておりますの

で、河野知事を初め執行部の皆様には、若輩ゆ

えの失礼もあるかもしれませんが、どうか大局

的な見地から、我々若い世代がこれからの宮崎

に希望と自信を見出せる、そんな答弁を願いた

いと思っております。

それでは、具体的な質問に入ります。

知事就任から間もなく５カ月を迎えようとし

ています。新燃岳の噴火活動、鳥インフルエン

ザの発生、また、直接的な被害地ではありませ

んが、さまざまな意味でこの国のあり方を問い

直す状況を導いた東日本大震災と、宮崎県のか

じ取りを行う上でも非常に難しい状況下にあり

ます。その中での日々の御奮闘に心から敬意を

表します。

さて、大きな変化という意味では、県の要職

ということは同じでも、「総務省出身の副知

事」から、「選挙で選ばれた政治家としての知

事」という転身も、大きく視点の変わるもので

はないかと考えます。また、大きく視点が変わ

らなければならない変化だとも思います。この

５カ月弱を振り返り、政治家・河野俊嗣とし

て、県政に取り組む中で見えてきた知事みずか

らの変化、また新しく見えてきた課題につい

て、現段階での率直な認識、感想をお伺いした

いと思います。

続けて、知事がイメージする将来的な国と地

方のあり方についてお伺いをいたします。「地

方分権」という言葉が政治の大きなキーワード
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となって、決して短くない時間がたちました。

私が党籍を有する民主党は、政権政党として

「地域主権」という考え方を推進する基本姿勢

ですが、残念ながら、道州制のあり方や、九州

地方知事会が求める九州広域行政機構の位置づ

けも含め、まだ依然として、国と地方の関係

性、新しい行政機構のスタイルについて明確な

将来ビジョンが定まらない状況にあります。た

だ、その形が明確に見えてこない環境下であっ

ても、国・都道府県・市町村という形の三層構

造が、当初と時代環境も大きく変わり、交通手

段や通信手段も飛躍的に発展した中で、課題を

抱え行き詰まりつつあることは、多くの国民、

住民が感じているところです。

私個人の見解を申し上げれば、将来的に、今

の県域が私たちのアイデンティティーを担保す

る一種の文化的枠組みとしては必要としても、

必ずしも一つの行政範囲であるべきかについて

は疑問を感じないわけではありません。重要な

ことは、仮に枠組みが大きく変わっていって

も、仮にこの宮崎県がなくなっても、そんな時

代の到来に向けて、私たちの暮らすこの宮崎県

域が、たくましく、そして幸多く暮らせる地域

となるように、その足場をつくっていくことに

力を注がなければならないのではないかと考え

ます。

さて、知事は、あえて申し上げるまでもな

く、旧自治省に入省し、本省のみならず、宮城

県や愛知県春日井市、埼玉県、そしてこの宮崎

県でも重要な役割を担われ、地方自治について

の十分な経験と深い見識をお持ちでいらっしゃ

います。また、40代半ばで官界を飛び出し、宮

崎県のリーダーという立場になられました。御

自分で口にされることはなかなかないでしょう

が、これから決して短くない年月にわたって、

「かけがえのない第二のふるさと」とみずから

位置づけていらっしゃる宮崎県のかじ取りに、

責任を持って臨まれる覚悟でいらっしゃると推

察いたします。さきの選挙でも、県民はその期

待をみずからの１票に込めたものと考えます。

だからこそ知事に求められるものは、20年

後、30年後の国と地方のあり方、都道府県とい

う行政体が今後果たすべき役割などについて、

政治家・河野俊嗣としての考えを明確に示すこ

とだと考えます。行政のトップとしてのきょ

う、あすの判断を求める質問ではありません。

私見で大いに結構です。宮崎県のトップリーダ

ーとして描く将来の自治体像を、私たち県民

に、この議会の場においてわかりやすく示して

いただきたいと考えます。

残りの質問につきましては質問者席から行い

ますので、まず知事の御答弁を求めます。よろ

しくお願いいたします。(拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、県政運営についてであります。本年１

月の知事就任以来、高病原性鳥インフルエンザ

や新燃岳の噴火などが次々に起こりまして、口

蹄疫からの再生・復興等に取り組む中で、本県

の経済・雇用情勢は依然として厳しい状況にあ

ると、改めて認識をしておるところでありま

す。また、地域医療の再生や中山間地域の再生

など、解決すべき喫緊の課題は山積しておりま

す。その一方で、少子高齢化や人口減少、グロ

ーバル化の進展、さらには今回の東日本大震災

を踏まえた災害に強い国土づくり、さらにはエ

ネルギー政策のあり方など、社会や経済のあり

ようは大きく変わっていくものと考えていると

ころでございます。そういう中で、「選挙で選

ばれた政治家としての知事」ということで、視
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点の違いというよりは、そういう知事が果たす

役割といたしまして大変重要なことは、夢を語

ること、未来を語ること、希望を語ることでは

ないかと考えております。アメリカのキング牧

師が「Ｉ have a dream」という演説の中で、夢

を語り、人々に希望を与え、また立ち上がる力

を与えたように、宮崎の希望ある未来、夢とい

うものを語り県民の力を集約していくこと、そ

の先頭に立って走っていくことが大変重要では

ないかと考えておるところでございます。

ことし３月に策定しました総合計画の長期ビ

ジョンの中では、長期的な視点から、本県の目

指す姿、その方向性を整理したところでありま

す。その実現のために、「将来世代育成戦略」

でありますとか「フードビジネス展開戦略」

「持続可能な地域づくり戦略」など、８つの長

期戦略を掲げております。こうした長期ビジョ

ン、それから私が選挙のときに掲げました政策

提案を具体化するために、今議会で提案をして

おりますアクションプランにおいては、これか

らの４年間を、今後20年間を見据えた「明日の

みやざきの礎づくり」の期間として位置づけて

おるところでございます。危機事象への対応、

さらには再生・復興、そういった緊急的な重要

課題にも対応しつつ、長期的視点から、産業づ

くり、人づくり、くらしづくりのさまざまな施

策に取り組んでまいりたいと考えております。

夢を語るという意味におきましては、これか

ら県内各地を回り、多くの県民の皆様との対話

を進めてまいりたいと考えております。県民の

皆様が持っておられる夢、将来への希望といっ

たものを、私なりに吸収させていただき、そし

てそしゃくし、今申し上げました長期ビジョン

なりアクションプランでつくりました政策のフ

レームワークの中で、夢を示すことができるよ

うな政策運営というものを行ってまいりたいと

考えております。

次に、地方分権についてであります。地方分

権の本質は、地方がみずからの意思と力で、そ

れぞれの特性に応じた地域づくりを進めること

でありまして、住民に身近な行政サービスは、

住民目線による意思決定が行われた上で実施を

されるべきというふうに考えておるところでご

ざいます。総務省に入りまして地方自治を志

し、県でも、それから市役所でも働いた経験が

あるわけであります。その中で、最も住民に身

近な基礎自治体である市町村を重視することが

大事ではないかということで、政策提案の中で

も市町村重視という方向性を示したところでご

ざいます。市町村に権限及び財源を移譲し、そ

の基盤と機能の強化を図っていくことが不可欠

でありまして、今後、法改正による県から市町

村への大幅な権限移譲も予定されているところ

でございます。本県は小規模市町村が大変多う

ございます。広域連携などによる市町村間相互

の水平的な補完でありますとか、県による垂直

補完、そういったあり方の検討というものを、

それぞれ進めていく必要があろうかと考えてお

ります。

また、より広域的な視点で考えますと、県境

を越えた広域的な行政課題がますます増大して

いくものと考えておるところでございます。地

方分権の進展を踏まえ、九州各県とも連携の

上、現在も政策連合など「九州はひとつ」とい

う理念のもとに、さまざまな取り組みを進めて

おりますが、必要に応じて、広域連合や道州制

など広域自治制度についても検討していく必要

があろうというふうに考えておるところでござ

います。以上であります。〔降壇〕

○渡辺 創議員 誠意ある御答弁をいただきま
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した。ありがとうございました。

基礎自治体重視、また「九州はひとつ」とい

う発想、非常に共感するところがございますと

ともに、知事の見識の深さに改めて感心をした

ところですが、続けてもう一問、知事にお伺い

をしたいと思います。

宮崎県庁本館に正面玄関から足を踏み入れま

すと、右前方に不思議なものを発見いたしま

す。はっぴ姿の東国原前知事の人形に我々は迎

えられます。正直に申して、このさまには強い

違和感があります。東国原前知事の評価につい

て議論をする気はありません。観光、県産品の

ＰＲなどに大きな功績があったことは間違いな

いと思っておりますし、また就任以降、宮崎県

の注目度が極めて高まったことは―私は当

時、東京で新聞記者をしておりましたけれど

も、むしろ県内にいるよりも強く感じていたと

ころであります。知事が東国原前知事のもとで

副知事を務められ、昨年12月の知事選において

も、東国原県政の発展的継承を唱えていらっ

しゃったことは重々承知をしておりますが、知

事も、きょうの答弁でもその見識等も披露され

ておりますけれども、５カ月間みずからの足で

歩まれ、今回の議会では河野カラーを示すため

の肉付け的な補正予算案も提出をされたところ

です。もちろん、東国原前知事が宮崎県のＰＲ

に協力してくださるお気持ちは大切にすべきで

しょうが、どうしても私は、あの人形の存在が

精神面での依存の象徴のように見えてなりませ

ん。

今、知事にとっても県民にとっても重要なこ

とは、東国原氏の４年間からの、それこそ発展

的卒業であり、発展的脱却ではないかと考えて

おります。調べてみますと、県庁見学来庁者の

数は、ことし１月20日までの東国原前知事最後

の１年間の平均が１日当たり559.7人、これに対

し河野知事にかわられてからは１日平均158.9人

ということになっております。言いかえれば、

正面玄関の人形が持つ観光資源的な価値は大き

く低下しているととらえることもできなくはな

いと思っています。ぜひこの機会に、人形を撤

去し、新しい宮崎県政と自立を明確に示すべき

ではないかと考えております。知事には、むし

ろ御自分の人形を立てて、その人形が県民に親

しまれる、そういう存在になっていただきたい

と思いますが、知事の御答弁を求めます。

○知事（河野俊嗣君） まず、県政の継承とい

う点についてでありますが、前知事のクリーン

な県政運営や行財政改革など引き継ぐべき点は

しっかりと継承するとともに、口蹄疫からの再

生・復興を初めとするさまざまな課題に継続的

に取り組み、本県をさらに発展させていくこと

が、私に課せられた使命である、そういう意味

で発展的な継承を訴えたところでございます。

しかしながら、よく「東国原県政の後継」とい

うふうに言われるわけですが、決して前知事だ

けを引き継いだわけではありません。これまで

も議会で申し上げておりますとおり、今のこの

宮崎をつくってこられた、これまで脈々と築か

れてきたさまざまな先人の皆様の努力、御苦

労、その上に成り立っている今の宮崎をしっか

りと引き継ぎ、その上で見習うべきところは見

習う、見直すべきところは見直す、そのような

思いで県政に取り組んでいるところでございま

す。例えば、前知事の政治スタイルによるとこ

ろもありますが、県議会や市町村、関係団体等

との関係におきましては、「多少なりとも距離

感があったのではないか」という御指摘がある

ところでございまして、私は、「対話」と「協

働」というものを掲げながら、多くの皆様との
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対話を大切にした県政運営を行ってまいりたい

と考えているところでございます。

前知事の写真パネルと人形についてでありま

すが、前知事には「みやざき特命大使」を引き

受けていただいておるところでございまして、

ＰＲの一助にもなっております。実際、今、数

字を挙げて県庁の観光客が少なくなったという

御指摘のあったところでございます。知事の交

代のみならず、いろんな影響もあるかと思いま

すが、その現実は踏まえつつも、今、幾らか観

光客が来られている中で、やはりあそこで記念

撮影をしておられる方がいらっしゃいます。そ

のそばを私が通っても見向きもされないという

経験をしておるところであります。見向きもさ

れないのはいいわけでありますが、あの写真パ

ネルなり人形が観光客にとって商品価値を持た

れる限りは、活用するのがいいのではないかと

考えておるわけでございます。今後は、皆様の

御意見をいただきながら、県庁を初め効果的な

設置場所も考えていきたいと思っております。

○渡辺 創議員 少々残念な御答弁でありま

す。今、お話の中にもありましたが、写真を

撮ってもらう、もちろん観光客の方がそれで喜

んでいただけるのであれば、言葉は失礼かもし

れませんが、十分その利用価値はあると思いま

す。ただ、それは県庁の正面玄関である必要は

全くないと思います。隣にある物産館であれ空

港であれ、ほかの観光施設であれ、十分な効果

を果たせるものではないかというふうに思って

おります。

引き続き、この件に関して質問したいと思い

ますが、知事に伺います。あの人形の位置づけ

は何でしょうか。今、御回答の中にもありまし

たが、功績をたたえる顕彰碑的な意味合いであ

れば、あの場所に東国原前知事だけ人形がある

のは納得ができません。それとも観光ＰＲ用で

あるのか。もう一度その辺を明確にお答えいた

だきたい。

また、未来永劫にあの人形をあそこに置き続

けるのでしょうか。個人的には、東国原氏は既

に、政治的には、宮崎県の前知事というより

も、東京都知事選挙の次点者、そして引き続き

その選挙に関して意欲を持ち続けていると巷間

言われている存在です。これが東国原氏の政治

的な意味合いだというふうに思います。その意

味合いを十分に考えて御答弁いただきたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 今、答弁申し上げまし

たように、未来永劫置いておくつもりというこ

とでもございませんし、功績をたたえるという

意味で置いてあるわけでもございません。これ

まで、宮崎県庁が観光地になった、その多くの

観光客の皆様の期待の中で、パネルの前で記念

撮影をしているということが今も行われている

実態を踏まえて、利用価値に着目してあそこに

置いてあるわけであります。ただ、正面玄関に

置く必要はないではないかというのは、傾聴に

値するといいますか、重要な指摘だと思ってお

ります。今後、どこに置くのがいいのか、観光

客の皆様の動向なり御意見を伺うなり、しっか

り考えてまいりたいと思います。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。我

々の暮らすこの宮崎は、間違っても東国原前知

事の宮崎県ではなく、宮崎県民の、そして宮崎

を離れていても郷土を思って暮らす多くの縁故

者の宮崎県であることを申し上げて、この件に

ついては終わらせていただきます。

続いて、地震対策に関しての質問をいたしま

す。

東日本大震災は未曾有の被害を出しました。
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とうとい命を失われた方々の御冥福をお祈りし

たいというふうに思います。同時に、被災地の

再建に向けて連帯の必要性を強く感じておりま

す。先ほど先輩議員の発言に、菅総理の責任を

問うものがございました。今はまさに総力を挙

げて力を合わせるべきときであり、与野党を含

めて永田町の混乱には、いら立ちが募るところ

であります。

私も５月末に宮城県の被災地を訪ねてまいり

ましたが、その被害は圧倒的で、言葉を失う状

況でした。津波、液状化、長期化する避難、こ

れからの震災対策を考える上でもさまざまな課

題が見えてきていますが、震災という側面を大

きく超えて今回浮上した課題に、原子力発電所

の問題があると思います。福島第一原子力発電

所の事故は、現在まだその実態さえ不透明な部

分も多く、同時に被害の全容もはかり知れる状

況ではありませんが、私たちの暮らす宮崎県

も、周囲に鹿児島県の川内原子力発電所、愛媛

県の伊方原子力発電所などを抱えております。

原子力発電所の安全性、また今後の原子力政策

の方向性を議論する場ではありませんが、東日

本大震災の教訓は、先ほど知事の言葉にもあり

ましたが、まさに「想定外」はあり得るという

ことであると思います。宮崎県の地理的な要素

も踏まえた上で、原子力トラブルも想定した対

処が必要になるのではないかと考えますが、県

の現状認識、そして現時点で地域防災計画に原

子力事故の観点はありませんけれども、今後の

検討の可能性を総務部長にお伺いしたいと思い

ます。

○総務部長（稲用博美君） 原子力発電所にお

ける事故等への対応につきましては、原子力安

全委員会が策定した防災指針におきまして、防

災対策を重点的に充実すべき地域の範囲、いわ

ゆるＥＰＺとして設定された10キロメートルの

範囲に本県が含まれておりませんことから、こ

れまで地域防災計画には具体的な記載は行って

おりません。今後、このたびの東京電力福島第

一原子力発電所における事故を踏まえ、政府を

中心に今行われております周辺への影響に関す

る調査、また今後の調査・分析の結果、そして

防災指針の見直しの状況、こういったものも勘

案しながら、地域防災計画への記載につきまし

ては検討していきたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。検

討をよろしくお願いいたします。

今度の震災で、隠れた大きな被害の一つに液

状化があると考えています。大きな被害を受け

た千葉県浦安市に２度足を運びましたが、幹線

道路が隆起し、ブロック塀が大きく傾き、マン

ホールがせり上がり、路上に大量の砂が浮き出

している様子は、地震の非常に大きな力を目の

当たりにした気分にさせました。幹線道路等で

大きな被害が出た場合には、避難にも大きな影

響が出る可能性があると考えておりますけれど

も、県における被害想定と対処策を総務部長に

伺いたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 地盤の液状化につ

きましては、平成19年に行った地震被害想定調

査におきまして液状化の危険度が高い地域の大

まかな分布を調査しており、宮崎県地域防災計

画において２つの点での対策を掲げておりま

す。１点は、液状化を想定した場合の建築物の

安全性を確保するために、木造あるいは鉄筋コ

ンクリートづくりなどの種別ごとに、構造的な

対策となり得る工法等を記載しております。な

お、構造計算を必要とする建築物につきまして

は、建築確認申請時に液状化の対策を行うよう

に指導を行うこととしております。２点目は、
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液状化現象の発生そのものを防止するための地

盤改良工法等の普及に努めるという内容のもの

であります。今回の東日本大震災における液状

化の影響も十分に考慮しながら、今後とも、対

策について必要な見直しを行いますとともに、

県民生活への影響も想定して、必要な情報の提

供や啓発等にも努めてまいりたいと考えており

ます。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。今、

御答弁の中でも地盤改良というお話がありまし

たが、浦安市では─私も詳しくはわかりませ

んが─サンドコンパクションパイル工法とい

う、地質の種類の違う砂のくいみたいなものを

打ち込むことで、かなり被害を抑えられたとい

う例もあったようです。宮崎に適した形での対

策をよろしくお願いしたいと思います。

続けて、福祉保健部長に伺います。震災後に

懸命に避難所に逃げ込み、そのとうとい命を守

り切った後にも、被災者は長期にわたる避難所

生活などさまざまな課題に直面するわけです。

特に視覚障がいや聴覚障がい、また特定の疾患

などハンディキャップを背負った方々にとっ

て、避難時の困難に加えて、避難生活でも多く

の障壁を抱えることになるかと思います。新聞

記者時代に、新潟県中越地震の被災地で長期取

材をしてまいりましたが、そのときに感じたの

は、平常時に、そのような方々と被災後の生活

を想定した意見交換等を十分に行うことによっ

て、幾つかの課題は少しでも早く改善すること

ができるのではないかと、常々感じておりまし

た。市町村とも関係性の深いことですけれど

も、その辺の検討をお願いしたいと思うところ

です。今回の震災でも、障がいを持った方が、

数回の避難所移転を繰り返した後に、避難所か

ら行方不明となって雪の中で凍死している状態

で見つかるという不幸な事案も起きておりま

す。宮崎県においての取り組み状況をお伺いし

たいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 災害時に特別

な援護を必要とする障がい者などの、いわゆる

災害時要援護者の皆さんが、避難行動や避難所

での生活に支障を来さないよう、行政機関、関

係団体、住民の方々が連携いたしまして必要な

避難支援体制を整えておくことは大変重要であ

ると認識しております。このため県では、関係

団体との意見交換等を通じまして、災害時要援

護者のニーズの把握に努めているところであり

ますけれども、このたびの東日本大震災を受け

まして、団体のほうからも具体的な要望が寄せ

られているところでございます。

また今回、宮城県からの要請を受けまして、

被災地の障がい者等の支援を行う相談支援専門

員を６月12日から２名派遣しているところであ

りますが、避難所で暮らしておられる障がい者

の悩みやニーズ等を直接聴取することは、本県

の今後の避難対策にも参考になるものと考えて

おります。県といたしましては、今回寄せられ

ました要望や相談支援専門員の活動実績等を踏

まえながら、市町村や関係機関と十分に連携

し、それぞれの障がい特性に配慮した避難支援

体制の構築に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。今、

御答弁の中でもありましたが、相談支援専門員

の方々が宮崎からも被災地に行っていらっしゃ

る。そこで見てきたもの、経験されたものに

よって、もしもの場合には、障がいを持ってい

らっしゃる方々にとっても非常に力強いことに

なるだろうと。そういうことに取り組んでいる

ことを、できれば、さまざまな機会に多くの県
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民に伝えていただければというふうに思ってお

ります。助けを必要とされる方々に重きを置い

た取り組みをお願いしたいと思います。

続いて、質問を教育行政に転じたいというふ

うに思います。

まず、宮崎市から強い要望が出ております、

市町村への教職員の人事権移譲について、教育

長にお伺いしたいと思います。全国的には、大

阪府で先進例が進みつつあるようですが、宮崎

市の検討委員会も終了し、今度は県内の市町村

教育委員会が合同で検討委員会を設置する段階

まで進んでいると聞いております。また、移譲

の形態というのも、必ずしも市町村を受け入れ

先とせずに、広域でのブロック制というのも検

討できると考えておりますが、現時点での県教

委の基本的スタンス、また懸念される課題があ

れば、具体的に御説明をいただきたいと思って

おります。

あわせて、この問題の背景には、地方教育行

政法第59条でいうところの、中核市の持つ研修

権の位置づけがあるかと思っております。大ま

かに言えば、中核市の県費教職員については市

が研修することができるという考え方ですが、

先日、文部科学省の見解をただしたところ、こ

の条文の立法目的は、都道府県の負担軽減にあ

るのではなく、あくまでも地方分権を進める一

環として、一定規模を持つ中核市については独

自色を担保しようというところにあると聞いて

おります。その点を踏まえれば、一定のコスト

をかけて研修教育を行いながらも、人材が流出

していくことを問題視する宮崎市の一種の「嘆

き」は、制度と理念の矛盾が引き起こしている

と言えなくもないと思います。そういう意味で

言えば、決して軽んじていい主張ではないので

はないかとも考えますが、この点についても教

育長の御見解を伺いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 市町村への教職員の

人事権移譲につきましては、地方分権を推進す

る観点から重要なことであると考えており、御

案内にありました大阪府では、事務処理特例条

例による一部の市町村への人事権移譲を進めて

いると聞いております。しかしながら、人口規

模や交通網の整備状況など、都市圏とは事情が

異なる本県におきまして人事権を移譲した場合

に、都市部に希望者が集中して山間部での人材

確保が難しくなり、その結果として、県全体の

均質な教育水準が確保できるかといったことが

懸念されるわけであります。なお、このことに

つきましては、全国の都道府県どこでも同じよ

うな課題認識を持っているところであります。

県教育委員会といたしましては、中核市の宮

崎市には研修権が与えられているということ

で、今、御紹介がありましたけれども、そう

いった状況もございますし、地方分権の推進と

いうことは必要なことであるというふうには考

えているわけでありますが、一方で、県全体の

教育水準を維持することは大変重要な課題であ

るととらえておりまして、実効性のある仕組み

が必要であると考えております。人事権移譲に

つきましては、今後とも、国や全国の動向等を

注視するとともに、受け手側であります本県の

市町村教育委員会が合同で、「人事権移譲に関

する検討委員会」を設置する意向と伺っており

ますので、この委員会に参加するなど、市町村

の意見も聞きながら調査・研究してまいりたい

と考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

引き続き、教育長に伺います。実施から３年

が経過した普通科高校の通学区域撤廃に関し

て、お考えを伺いたいと思います。早朝に私の
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自宅近くのＪＲ神宮駅を見ていますと、電車が

着くたびに県立大宮高校の制服を着た高校生た

ちが大量におりてきて、駅前から自転車で学校

に向かう姿を目にします。合同選抜の時代に高

校入試を体験し、しばらくの間県内を離れる経

験をしていますと、ある種の隔世の感がある光

景でもありますけれども、基本的に、子供たち

の選択の幅が広がり、それが学習意欲や高校生

活を満喫することにつながるのであれば、学区

の撤廃は望ましいことと考えております。ただ

同時に、学校には地域の柱としての役割など社

会的機能をあわせ持った面もあるかと考えてい

ます。学校間競争の激化を招いているのではな

いかという懸念もございますが、３年を迎えた

ことを一つの契機として、県教委としての現況

認識を御説明いただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 本県におきまして

は、平成20年度の高校入試から普通科の通学区

域を撤廃いたしましたが、この制度変更による

旧通学区域以外からの合格者数は100～160名程

度であり、これは普通科合格者全体の３～５％

程度となっております。また、入試志願倍率に

おきましても、特定の高校に集中するなどの状

況にはなく、各高校の受検者数の大きな動きは

認められておりません。通学区域撤廃の大きな

ねらいは─これもただいま御質問にありまし

たけれども─それまでも全県一区であった県

立専門高校や私立高校に加え、県立の普通科高

校におきましても、中学生が「行きたい学校」

を主体的に選択できるようにすることでありま

した。このことによりまして、中学生の進路意

識や学習意欲が高まり、生徒は、各高校の特色

を十分理解した上で、通学距離等の条件も考慮

しながら、個性や能力、適性に応じた学校を適

切に選択しているものと考えております。

また、それぞれの高校におきましては、通学

区域撤廃以降、教育内容の工夫・改善、部活動

の活性化、魅力ある学校行事の実施など、特色

ある学校づくりに関する取り組みや学校をＰＲ

する取り組みが、それまで以上に積極的に行わ

れるようになってきているところであります。

県教育委員会といたしましては、中学生が主体

的に「行きたい学校」を選択できるように、今

後とも各高等学校の特色づくりやＰＲの支援に

努めてまいります。以上であります。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。い

ずれにしても、引き続き、子供たちが主体の学

校であってほしいと願うところであります。

それでは、子育て関連の質問に移らせていた

だきます。

私は、かつて新聞社に勤務していた際に、内

閣府で少子化担当の記者をしていたことがあり

ます。ちょうど国の合計特殊出生率が1.26に落

ち込んだ2005年、その１年後から担当しており

ました。また、現在も６歳と３歳の２児の父親

であります。まさに子育ての現役世代でもあ

り、非常に関心の高い政策分野であります。宮

崎県の合計特殊出生率は2009年で1.61と、全国

でも非常に高いレベルにあります。ただ、同時

に離婚率も高く、また経済状態もよくない。つ

まり、子供は生まれますが、その後は課題を抱

えつつ子育てを続ける若者も少なくないと言え

る状況です。一方で、地域の子育て環境を見れ

ば、我が家を振り返ってみても、東京で子育て

をしていた時期に比べて、有形無形で地域の方

々の目が子供たちに向けられていることは、強

く実感するところです。知事も３人のお子さん

をお育て中でいらっしゃると伺っております。

まさに現役のイクメン知事と思います。他の都

道府県でも生活をしてこられ、宮崎の子育て環
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境の特色を肌で感じられる立場にあると思いま

すが、宮崎の子育て環境をどう感じているの

か、また今後の課題をどう考えていらっしゃる

のか。できましたら知事の子育て体験も含めて

御答弁をいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 子育て─御指摘にあ

りましたように２男１女、３人の子供を今、宮

崎の恵まれた環境の中で育てておるところでご

ざいます。子育てに関してしばしば、経済的、

精神的な負担を語られることが多いのですが、

子供を持つことによる世界の広がりといいます

か、その喜びというものを実感しておるところ

でございまして、多くの皆様が、結婚でありま

すとか子育てに、夢や希望を持つことができる

ような支援をしてまいりたいと考えておるとこ

ろでございます。

本県の子育て環境─保育所の待機児童がゼ

ロであるとか充実した保育環境、自然環境、さ

らには地域のきずなが残されているということ

を実感しておるところでございます。私の子供

も、サッカーの少年団でお世話になりながら、

多くの保護者の皆様に支えられて育ってきたと

いう思いがいたしておりますし、午前中の答弁

でも申し上げましたが、子供が通っている学校

で、今、おやじの会もやっておりまして、いろ

んな形でサポートしております。けさも、雨の

中ではありますが、散歩をしている中で、通学

路に先生方が立って見守っておるんですが、そ

れ以外に地域の皆さんも子供に「おはよう」と

声をかけて見守っている。そういう姿を見るに

つけて、家庭、学校とか幼稚園、保育園で点で

子育てをするだけではなしに、サッカーなら

サッカー、文化活動なら文化活動、面で支え

る、地域ぐるみで支えて子育てを進めていく、

これが大変重要なことではないかというふうに

考えております。

そのような観点から、今年度から、子供や子

育て家庭を県民全体で支えていこうという「未

来みやざき子育て県民運動」を展開してまいり

たいと考えておるところでございまして、宮崎

ではだれもが安心して子供を生み、育てること

ができるような「日本一の子育て・子育ち立

県」を目指してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。同

じ子育て世代の仲間としての知事の思いが、私

のような現役の子育て世代の県民にもよく伝わ

る御答弁であったのではないかと思います。県

民総ぐるみで子育て支援、子育ち支援に取り組

むということですから、ぜひ、知事からはさま

ざまな機会にそういうお話をしていただいて、

子育て中の県民が感覚的に知事との距離感を近

いと感じられる機会をつくっていただきたいと

思います。

続けて質問を行いますが、私は、子育て支援

の重要なキーワードは「多様化」であると考え

ております。家庭環境に経済環境、生き方、暮

らし方に関する考え方、社会が多様化するのに

合わせて、子供を育てる世代の置かれた状況

も、またそのニーズも本当に多様化をしていま

す。その多様化するニーズに行政だけで対応す

ることはできません。だからこそ、最善の策で

はないけれども次善の策として、ニーズとサー

ビスのつなぎ役となる現金給付という子育て支

援の方法を重要視していくというのは―もち

ろん現物給付の充実とあわせてでありますが

―一定の効果を持つものだというふうに考え

ています。子ども手当に代表される現金給付の

効果をどう考えていらっしゃるか、一般論で結

構でございますので、知事の認識を伺いたいと

思います。
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○知事（河野俊嗣君） 子育ての重要性につい

ては、先ほど答弁したとおりでありまして、さ

まざまな施策でこの支援に取り組んでいるとこ

ろでございます。今御指摘のありました子ども

手当に代表されるような現金給付につきまして

は、子育て家庭の経済的負担の軽減につながる

ものであり、さまざまな支援策の中でも一つの

重要な取り組みである、子供を安心して生み、

育てられる社会づくりを推進する上での大切な

取り組みの一つであると考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。あわ

せて、多様化するニーズに応じようという子育

て支援策の一つとして、以前から私が関心を

持っているものに、ファミリーサポート事業と

いうものがあります。この仕組みは、市町村が

設置したセンターの会員同士が有料で一時預か

りを行う仕組みですが、残念ながらまだ認知度

がそう高くありません。もう少し制度の認知が

高まれば、非常に使い勝手のいい仕組みになる

と期待をしておるところです。県内ではセンタ

ーの立ち上がっているところが―間違いが

あったら申しわけありませんが―５市２町と

いう状況で、会員数、また利用状況にも大きな

差があるようです。市町村に対する引き続きの

センターの立ち上げ支援、また設置の働きかけ

が重要ではないかと考えますが、福祉保健部長

の御見解を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ファミリーサ

ポートセンター事業でございますけれども、こ

れは、市町村が設置いたしまして、保育施設ま

での児童の送迎や急用時の一時預かりなどを住

民同士で行う相互援助組織でありまして、援助

を依頼する会員と援助を行う会員間の連絡調整

等を行うものでございます。住民同士の共助の

仕組みであるこの事業は、県民参加型の子育て

支援策といたしまして大変有効な取り組みであ

ると認識しております。このため県としまして

は、これまで、センターの立ち上げにかかる経

費や運営経費の一部助成を行い、設置促進の取

り組みを行ってきたところであります。今年度

は、安心こども基金を活用しまして、設置を予

定している市町村へ支援を行うこととしてお

り、今後とも設置に向けて積極的に働きかけを

行ってまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。県

は今回の補正予算案の中で、社会全体での子育

て応援の機運を醸成することを目的として、

「未来みやざき子育て県民運動推進協議会」の

設置を提案されているところです。官民の枠組

みを超えた組織になると伺っておりますが、大

変期待をしております。ですからこそ、決して

かけ声倒れであったり、協議会をつくるだけで

終わらず、実効性を上げる運動となりますよう

に、くれぐれもお願いを申し上げたいと思いま

す。

次の質問に移ります。最後になりますが、総

務部長に１問お伺いをしたいと思います。県

は、県立芸術劇場のネーミングライツや広報み

やざきへの広告掲載など、新しい発想での収入

確保策に取り組んでいらっしゃると思います。

私は、ネーミングライツ等の取り組みというの

は、実際の収入額の問題というよりも、そのよ

うな形で県が収入確保策に必死で取り組んでい

る、そういう姿勢を示すことで、宮崎県の置か

れている厳しい財政状況に対する県民の意識啓

発を図ることが最大の役割ではないかと考えて

います。宮崎県における現状と今後の方向性を

御説明いただきたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） ネーミングライツ

の活用や広告収入の確保につきましては、これ
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まで積極的に取り組んできております。平成23

年度におきましては、お話にありましたような

県立芸術劇場の命名権収入として2,000万円、ホ

ームページのバナーやサンマリンスタジアム宮

崎、広報みやざき、自動車税納税通知書を活用

しました広告収入として644万円の歳入予算を計

上しております。県財政が非常に厳しい中、新

たな財源確保に努める必要があることはもちろ

んのこと、このような取り組みを通じまして、

御質問にありましたように、県財政についての

県民の皆様の関心が高まることも期待できるの

ではないかと考えるところであります。広告収

入の確保等については、今回策定いたしました

第３期の財政改革推進計画において、歳入確保

の強化策の一つとして位置づけておりますの

で、今後とも、これまで活用していない広告媒

体や施設の活用等について、他県の先進的な事

例も参考にしながら検討してまいりたいと考え

ております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。も

う何年も前になりますが、基礎自治体ではあり

ますが、この手の取り組みの先進地である横浜

市の取り組みを見ている際に、当時、自治体が

ここまでやるのかという気持ちを持ちながら見

たことを覚えております。ただ、その必死さと

いうのはよく伝わってきました。重要なのは、

県の必死な取り組みを県民に伝えることかと思

いますので、ぜひともその観点での取り組みを

お願いしたいというふうに思います。

それでは、最後に少しお話をさせていただき

たいと思います。本日は初めての本会議でもあ

り、ふなれな点も多々あったかと思いますが、

知事を初め執行部の皆様には、真摯な姿勢での

御答弁をいただいたと思います。心から感謝を

申し上げたいと思います。

県議会本会議の場がより一層の活性化を果た

せますように、県民の届けるべき声をしっかり

と提起していくためにも、これからも懸命に臨

んでまいりたいというふうに思っております。

最後に、極めて個人的なことになりますが、

昨年死去しました祖父、渡辺紀がかつて、この

県議会の場でその太い声を張り上げていたであ

ろう、この本会議の場におきまして、四半世紀

の時を超えて、私も初めての質問を、議長以下

皆様の御配慮の上で無事に済ませることができ

ました。胸に込み上げるものがあります。支え

ていただきました多くの皆様に感謝を申し上げ

ながら、若干５分残っておりまして申しわけご

ざいませんが、質問を終わらせていただきたい

と思います。どうもありがとうございました。

（拍手）

○外山三博議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

◎ 議員発議案送付の通知

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成23年６月15日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 議会運営委員長 押川修一郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

県議会のあり方に関する検討委員会の設置
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◎ 議員発議案第１号追加上程

○外山三博議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号を日程に追加し、議題とするこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

議員発議案第１号については、会議規則第39

条第３項の規定により、説明を省略することに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 質 疑

○外山三博議長 これより質疑に入ります。

質疑についての発言時間は、１人10分以内と

いたします。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員 日本共産党１人会派の前屋

敷恵美でございます。

ただいま、県議会のあり方に関する検討委員

会の設置について提案がなされました。私は、

同検討委員会の設置に反対するものではありま

せん。しかし、提案にありますように、その構

成について伺いたいと思います。この検討委員

会は、副議長及び議会運営委員会の委員で構成

するという提案になっておりますが、委員会の

目的が、「県議会の今後のあり方について協議

をする」というわけですから、当然、議会を構

成するすべての議員もしくは全会派が対象にな

らなければならないと思うんですけれども、ど

ういう基準、また規定でこの構成が決められた

のかお伺いしたいと思います。

○押川修一郎議員 具体的な検討項目は、今

後、各会派の意見を聞きながら決めていくこと

になりますけれども、委員会を設置するに当た

り多くの会派から御意見のあった、議会活性化

や議会改革等に関する取り組みは議会運営と密

接な関係があることや、効率的な検討を行うと

いう観点から、議会運営全般を所管する議会運

営委員会の委員が構成員として適当であるとい

うことで判断させていただきました。

○前屋敷恵美議員 今後の議会改革の中身はこ

れから検討されることでありましょうけれど

も、やはり、中身を決めていく点については、

先ほど申しましたように、議会を構成する一員

としては、当然意見を述べる義務と権利がある

と思います。少数意見が尊重されるというのが

議会制民主主義の基本であると思うんです。そ

ういった意味では、少数意見はどのように諮ら

れるのか、その辺の検討はなされたんでしょう

か。

○押川修一郎議員 ただいま前屋敷議員が言わ

れたとおりでありまして、委員会の進め方につ

いては今後、検討委員会で決めていくことにい

たしますけれども、例えば、委員会は公開とな

りますので、委員外議員として委員会に出席し

ていただくとか、個別に御意見を伺うような機

会を十分とっていきたいということで、広く議

員の皆さん方の意見を吸い上げるようなシステ

ムでいきたいということで考えておるところで

あります。

○前屋敷恵美議員 公開の中で少数意見も尊重

していくということでしたけれども、私はやは

り基本的には、最初から排除の論理というのは

議会制民主主義にもとるやり方じゃないかとい

うふうに思っています。議会制民主主義が全う

される宮崎県議会であってほしいし、そうでな
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くてはならないという立場から質疑をいたした

ところです。以上です。

○外山三博議長 以上で質疑は終わりました。

討論の通告はありません。

◎ 議員発議案第１号採決

○外山三博議長 これより採決に入ります。

議員発議案第１号についてお諮りいたしま

す。

本案は原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は原案のとおり可決されました。

あすの本会議は、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41分散会


