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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

選 挙 管 理 委 員 長 川 崎 浩 康

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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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員37名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、渡

辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） 1971年11

月13日、高千穂町の山合いにある小さな集落、

土呂久の砒素公害が一人の教員によって告発さ

れました。それから40年がたちます。裁判

は、1990年に最高裁の勧告を受け、住友金属鉱

山との和解で決着をします。しかし、鉱毒によ

る苦しみは消えるものではありません。また、

その支援の流れは、世界の砒素被害と向き合う

ＮＰＯへとつながり、その活動はバングラデ

シュ、中国、ベトナムと、この宮崎から世界へ

と広がっています。

先月30日、残念な出来事がありました。裁判

闘争の中心であり、和解後は語り部としての役

割を果たしてこられた佐藤ハツネさんが、93歳

でその生涯を閉じました。子供のころに宮崎

で、そして土呂久で何度となく接したことがあ

りますが、その柔和な笑顔が印象的なおばあさ

んでした。心から御冥福をお祈りいたします。

知事もご存じかとは思いますが、この土呂久

公害は、日本の近代化の中で、その負担を日の

当たりづらい一部に押しつけてきた象徴であり

ます。県史を振り返る上での重要な一ページで

もあります。県が知事あっせんとして、被害の

実態にそぐわない解決策をとろうとしたことも

問題を複雑化させました。しかし、この知事

あっせんの反省に立ち、問題解決のために心血

を注いだ県職員も数多くいらっしゃったと聞い

ています。ベテランの職員の方々には、さまざ

まな形でこの問題に携わった方もいらっしゃる

ことでしょう。また、この県議会の場でも何度

となく扱われてきたテーマでもあります。

ぜひとも、知事、この機会に見ていただきた

いホームページがあります。告発からちょう

ど40年目を迎えた先月13日、「土呂久 砒素の

ミュージアム」がサイトオープンしておりま

す。そのトップページには、「記憶 時の流れ

にはあらがえない 老いにもあらがえない そ

れでも、忘れてはならないことがある」と記さ

れています。私は、この土呂久公害事件の支援

活動にかかわる家庭に生まれ育ち、この事件が

社会に目を向けるきっかけとなり、新聞記者、

そして今、この場に立っています。社会に埋も

れている「声」を大切に、「届けるべき声があ

る」と、政治活動に入りました。きょうの一般

質問では、県議としての７カ月を振り返り、私

なりにさまざまな形で集約してきた「声」をテ

ーマに質問を行わせていただきます。

さて、具体的な質問に入ります。先月27日、

宮崎から500キロ離れた大阪から衝撃的な選挙結

果が伝わってまいりました。都構想を掲げ、大

阪市長選と大阪府知事選のダブル選挙を仕掛け

た「大阪維新の会」が、両選挙で候補者を当選

させました。この余波は今後、地方自治のあり

方という意味では、全国に少なからず影響を与

えると考えています。知事は、全国知事会など

で橋下新大阪市長とも御交流があるかというふ

うに考えますけれども、選挙結果、そしてまた

現時点でいえば法律上の課題がある大阪都構想

に対してどのような考えをお持ちでしょうか。

また、今回の選挙では「反独裁」という言葉が

飛び交い、橋下氏の政治手法も焦点となりまし

平成23年12月２日(金)



- 145 -

た。物議を醸している教育基本条例案、職員基

本条例案についての御感想と、また本県におい

て同様の制度が必要か否か、知事の御見解を伺

いたいと思います。

壇上での質問はここまでとし、以降の質問は

質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 まず、大阪に

おける選挙結果等についてお答え申し上げま

す。この選挙におきましては、政令指定都市制

度なり大阪都構想などが主な争点、話題となっ

た選挙でありましたが、これは、大阪府民や市

民の方々が大阪を取り巻く閉塞感の打破、何と

かそれを変革してほしいと、制度に関する議論

というよりも、その意向、何とか変えてほしい

というところが強く反映された選挙ではなかっ

たかという受けとめをしておるところでござい

ます。大阪都構想につきましては、二重行政で

ありますとか、また「府」と「市」をあわせる

と「府市あわせ（不幸せ）」と言われたよう

な、それぞれの自治体のあつれき、確執、そう

いった大阪の地域の実情というものを反映し

て、大都市制度のあり方に一石を投じる構想で

はないかというふうに考えております。

その実情をつぶさに把握していない段階で賛

否というところは差し控えさせていただきたい

というふうに思っておりますが、一般論として

申し上げますと、私も政策提案の中で市町村重

視ということを掲げております。住民により身

近な市町村に権限・財源を移譲して、それをよ

り強化していくというのが今、大きな流れであ

るというふうに考えておりますが、必ずしもそ

の方向ではないということを受けとめておりま

す。また、都政というものが必ずしも二重行政

の解消につながるものというものでもございま

せんし、大都市制度にとって理想的な制度とし

て、その成り立ちも考えますと、そういうもの

として今、位置づけられているものでもござい

ません。むしろ、区に対する自治権の拡充を求

める議論などもなされているというような状況

でございます。これはあくまで一般論でありま

して、いずれにせよ、大阪の実情を踏まえて、

今回、大都市制度のあり方について大きな一石

が投じられ、またそれをみんなで考えていこう

というような試みがなされているわけでござい

まして、今後の議論の展開に大変興味を持ち、

強い関心を持ち、動向を注視してまいりたいと

考えております。

次に、大阪維新の会が提出した職員基本条例

案及び教育基本条例案につきましては、橋下前

大阪府知事の政治姿勢の一端を具現化したもの

と受けとめておりまして、その背景には、大阪

への危機感と、現行の地方自治・地方公務員制

度に対する閉塞感があるのではないかと考えて

おります。民間視点の導入や公務能率の向上を

図りながら、意欲あふれる公務員が地域住民の

ために全力を尽くすようにしたいという思い、

その根底のところにある思いというものは理解

できるところであります。しかしながら、この

具体的な内容につきましては、従来の公務員制

度改革からすると、かなり性急な改革も含まれ

ておりますし、教育に対する政治的中立という

ような課題もあるところでございまして、条例

でどこまで定めることが適当なのか、これは十

分慎重に議論を尽くす必要があるのではないか

というふうに受けとめておるところでございま

す。

さまざまな議論を見ておりますと、イソップ

寓話に「北風と太陽」という物語があったとい

うことを思い出すところでございます。私とい

たしましては、条例による職員管理の強化を図

平成23年12月２日(金)
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るよりも、就任の際から申し上げております

「対話と協働」というものを県庁内で進めるこ

とによりまして─もちろん一方では厳しさも

必要ではありますが、あくまでも職員との信頼

関係に基づいた上で─職員の一層の意識改革

を促していき、県民の皆様とともに宮崎を変え

ていけるように取り組んでまいりたい、そのよ

うに考えておるところでございます。

なお、冒頭御発言のありました土呂久につき

ましても、私は以前、マスコミに勤めておられ

て、退職されてこの活動に取り組んでおられる

方との意見交換をさせていただいたこともござ

います。大変関心を持って今後とも勉強してい

きたいと。ホームページ、まだ拝見しておりま

せんので、ぜひ拝見したいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○渡辺 創議員 冒頭の件にまで御言及いただ

きまして、本当にありがとうございました。良

識的な知事のもとで県議会での活動ができるこ

とをうれしく思いながら御答弁を聞かせていた

だきました。

実は先月23日に、大阪の市長選挙両候補の街

頭演説を聞いてまいりました。私が聞いた演説

がたまたまだったかもしれませんが、橋下氏の

演説では、「二重行政解消のために大阪市を解

消する。都構想によって大阪が世界の主要都市

と肩を並べる」という主張以外に、具体的な政

策を提示することはありませんでした。たくさ

んの選挙演説を聞いておりますけれども、幾ら

大規模な政令市とはいえ、基礎自治体の首長選

挙においては異例なことかというふうな印象を

持ちました。究極の政策選挙なのか、究極のイ

メージ選挙なのか、不思議な感覚にとらわれた

ことを覚えております。

また、平松陣営では、元官房長官の野中広務

さんが応援演説に立っていらっしゃいました。

言うまでもなく、日本の政治史にその名を深く

刻んでいらっしゃる政治家でございます。印象

的だったのは、一度演説を終えた野中さんが最

後にもう一度マイクを持たれたことでした。野

中さんの言葉をそのままかりますが、「民主主

義、議会政治の根幹を知らない人間」がトップ

に立つことの危うさを指摘して、「昭和を生き

てきた人間の最後の遺言です」と、84歳の力を

込めていらっしゃいました。昨日、この議場で

も、閉塞感漂う社会状況の中での政治家のカリ

スマ性、またそのリスクについての議論が交わ

されていたかと思いますけれども、議会にかか

わる者の一人として、非常に印象深く残った、

重たい言葉でもありましたので、ここで御紹介

をして、このテーマを終わりたいと思います。

続けて、全国的な課題でもう一問、知事にお

伺いをいたします。今、国政では社会保障と税

の一体改革の議論が進んでおります。12月中に

は与党内で一つの山場を迎えそうですので、現

時点での知事の率直な見解をお伺いしたいとい

うふうに思います。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要な改革でござ

いますが、県や市町村というものが、医療、介

護などの国の制度化事業のほかに、地方単独事

業として、地域の実情に応じまして、乳幼児医

療費助成等のさまざまな社会保障サービスを提

供しているという実態がございます。したがい

まして、「社会保障と税の一体改革」の中で、

これらの地方単独事業の役割についても十分な

評価がなされまして、その財源についても安定

的な確保が図られる、手当てがなされるという

ことが極めて重要なことだというふうに受けと

めております。

現在、国におきまして、６月に決定をされま
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した「社会保障と税の一体改革成案」の具体化

に向けての検討が進められておりますが、先

月17日に、ようやく第１回目の「国と地方の協

議の場」の分科会が開催されたところでありま

して、現時点では、国と地方の間で十分な協議

が尽くされたものとは受けとめておりません。

県としましては、今後とも、国の検討状況を注

視するとともに、地方の意見が十分反映されま

すように、全国知事会等とも連携を図りなが

ら、国に訴えてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 さて、県政の課題に議論を移

します。まず、商工観光行政についてお伺いを

いたします。

現在、県は、宮崎、東京新宿、大阪梅田、大

阪堺、４つのアンテナショップを展開しており

ますが、その役割をどのようにお考えでしょう

か、部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） アンテナ

ショップは、その名のとおり、県内外におきま

して、県産品の魅力を売り込んでいくための情

報受発信の拠点施設であります。したがいまし

て、売り上げはもちろん大事ではございます

が、売れ筋商品だけではなく、県内企業が開発

した新商品など広く紹介するとともに、消費者

等から得られた情報を県内企業へフィードバッ

クするマーケティング機能も有しているところ

でございます。また、季節ごとの特別フェアの

開催や県外のイベントへの出展、県内企業が実

演販売などを行うことによる売り込みの場や、

量販店バイヤーとの商談仲介の場として機能し

ているところであります。アンテナショップ

は、本県の最前線基地であり、県産品のＰＲや

販路拡大を図る上で大変有効な施策の一つであ

りますので、今後とも、関係団体と連携して、

一層の販売促進や店舗の有効活用に努めてまい

りたいと考えております。

○渡辺 創議員 今の御答弁にもありましたけ

れども、まさに市場調査機能、つまり首都圏に

おいて、また近畿圏において、今は福岡にはあ

りませんけれども、北部九州圏において、宮崎

県産品がどれだけの可能性を持っているのか、

それを探ることが重要だと私は思っています。

さらに、その情報のフィードバックによって戦

える商品へと、そこに向かう改良につなげてい

くことが大切だというふうに思うわけです。そ

して、その商品というのは、いつまでもアンテ

ナショップの人気商品であればいいわけではな

くて、普通の百貨店であったりスーパーであっ

たり、普通に買える商品になっていくというこ

とが一番重要なことだと、理想のことだという

ふうに思っています。

そこで、東京を例に挙げて考えてみたいので

すが、新宿ＫＯＮＮＥにおいて、今どれだけの

商品を扱って、市場調査機能─マーケティン

グ機能ということでしたが、その意味ではどう

いう取り組みを行っている現状になっています

でしょうか、部長の御答弁を……。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 新宿みや

ざき館では、食品、飲料、工芸品など合計で

約1,200の商品を取り扱っております。また、市

場調査機能、いわゆるマーケティング機能とい

たしましては、消費者ニーズを把握するため、

日常の接客の中でいただいた声や量販店のバイ

ヤー等から収集した情報はもちろん、来館者に

はがきモニターを実施し、寄せられた御意見な

ども出品企業にお伝えして、商品改良等に役立

てていただいているところでございます。

先月、私も新宿ＫＯＮＮＥのほうに参りまし

て、館長─彼は民間企業出身の方でございま

すが─に、いろいろお話を伺ったんですが、



- 148 -

平成23年12月２日(金)

いわゆる県内企業へのフィードバックとか、こ

ういったことに非常に力を入れて運営していた

だいているということを強く感じたところでご

ざいました。

○渡辺 創議員 物産品の販路拡大、また観光

のＰＲというのも同様かと思いますが、どこの

自治体もそれなりに取り組んでいることだと思

います。しかも、都道府県という目で見れば、

沖縄と北海道というのは両面でも飛び抜けてい

る存在かと思います。では、その中で頭一つ飛

び出すためにはどうすればいいかといえば、頭

一つ飛び出したことをするしかないというのが

現状だというふうに思います。言い方をかえれ

ば、予算面も含めて思い切った展開を行ってい

くことが重要なかぎになるはずです。

今、部長の御答弁にもありましたけれども、

私も新宿ＫＯＮＮＥにお邪魔をいたしまして、

新しい館長さんとお話をさせていただきまし

た。非常にやる気にあふれていらっしゃいま

す。「宮崎プロへの道」と銘打って、明るく元

気なホスピタリティーあふれる場を目指すとと

もに、25人の職員の方が、冷や汁や地鶏の商品

ごとの違いがきちんと説明できるようになろう

と、そういう努力も積み重ねていらっしゃいま

す。また、民設方式の大阪の堺では、以前から

宮崎牛を扱っていただいています南海グリルの

女性社長が、宮崎の品をデーリーに扱える場所

にしたい、そういう目標を持たれて御尽力いた

だいておりました。しかし、いずれの場所でも

耳にしたのは、県が何をしたいのか、このアン

テナショップという場をどういう場として何を

ここで実践していきたいのか、そういう強烈な

メッセージが伝わってこないという御指摘であ

りました。知事にお伺いをしたいと思います。

まさにアンテナショップの今後について、知事

はどういう考えをお持ちか、お伺いしたいとい

うふうに思います。

○知事（河野俊嗣君） アンテナショップは、

先ほど部長が答弁しましたように、本県の持つ

さまざまな物産、そういったものをいかにアピ

ールしていくか、まさに最先端の場であるとい

うふうに考えておるところであります。新宿み

やざき館ＫＯＮＮＥにおきましては、かめで仕

込んだ焼酎ですとか、冷や汁などが大変な人気

だということで、その素材のよさとか、こだわ

り、どれだけ手間暇かけているか、そういった

ところをアピールしているということでござい

ます。そういった、いかにストーリーをつくっ

て訴えていくかということが大事だというの

が、そういう売れ行き状況を見てもわかること

でありまして、やはり消費者のニーズを踏まえ

つつ、我々としても仕掛けというものを試して

いく、そういった場として、今後とも有効活用

してまいりたいというふうに考えております。

本年６月には、民間の活力やノウハウを生かし

た特約店方式による新たな店舗を関西地区で開

設したところでございまして、そういう民間の

力とも連携を図りながら、より充実を図ってま

いりたいと考えております。

○渡辺 創議員 １つ提案を申し上げたいとい

うふうに思います。私は、「ＫＯＮＮＥ」とい

う名称の積極的な活用が必要だというふうに思

います。もともと新宿の物産館の名称として始

まったネーミングであって、商標登録もされて

いるということは知っております。しかし、東

京だけで浸透するものではない、１店舗あれば

浸透するというものではないと思います。今、

大阪の堺を含めて２店舗が「ＫＯＮＮＥ」とい

う名称を使っているわけですが、なぜ４店舗す

べてで「ＫＯＮＮＥ」という愛称を使わないの
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かということに疑問が残ります。大事なのは、

宮崎の物産を扱っているところが「ＫＯＮＮ

Ｅ」というところだということを、広く広く浸

透させることだというふうに思っています。

例えば、都市部では「わしたショップ」とい

えば沖縄の物産を置いているところだというの

は、かなり広く浸透しているかと思います。私

も東京でサラリーマンをしていた時代に、石垣

島のラー油が欲しいから「わしたショップ」に

行くとか、まさにそういうふうに使ったことも

ございますが、そういう場に宮崎のアンテナ

ショップもならなきゃいけないと。

目を転じてみれば、楠並木通りでやっている

物産展といいますか、道に並ぶお店では「ＫＯ

ＮＮＥ市」というタイトルがついたりしている

のに、なぜか県庁の隣の物産館は「ＫＯＮＮ

Ｅ」とは言わない。そんなに大きな課題がある

ような気はしないんですけれども、もし東京か

ら宮崎に観光に来て、県庁の隣の物産館で買い

物をしたときに、そこが「ＫＯＮＮＥ」という

名前になっていれば、東京に帰って新宿の南口

で宮崎の「ＫＯＮＮＥ」を見たときに、ああ、

ここも「ＫＯＮＮＥ」というんだ、宮崎の物産

品を置いているところだなというふうに思うこ

ともあるかもしれませんし、またあわせて、宮

崎の楽しい思い出というのもよみがえってくる

わけだというふうに思います。

ほかにも、いいかげんな提案ですが、例えば

協力していただいて宮崎県の物産品を５品以上

まとめて１カ所に置いてくれるというようなお

店があれば、そこに例えば「ミニＫＯＮＮＥ」

という商標をつくって、そういうブランド展開

もできるようにしていく、そうすれば、そうい

うものをたくさん目にすることが出てくれば、

草の根の取り組みかもしれませんが、「ＫＯＮ

ＮＥ」イコール宮崎の物産を扱うところだとい

うイメージが浸透し、またその中で増幅してい

くんだというふうに思います。そんなに大して

お金のかかる取り組みだとも思いませんので、

すぐにでも取り組めるのではないかと思います

が、知事、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 大変興味深い提案をい

ただきましてありがとうございます。もともと

「ＫＯＮＮＥ」の名称というのは、県外に物産

を打って出るためのものということで、まず新

宿のアンテナショップの名称、さらには県物産

貿易振興センターが実施しますイベントの名称

として使用されてきたところでございます。

今、堺みやざき館にも名称使用を認めていると

いうことで、一定の基準が今の段階ではござい

ます。販売品目は常時10社以上かつ100品目以上

扱うとか、名称を使用して１年以上にわたって

ちゃんと営業してもらえる、それから、ちゃん

と県産品のＰＲにつながるようなという、いろ

んな要件をつけているところですが、「ミニＫ

ＯＮＮＥ」の提案の話、それから、みやざき物

産館にも「ＫＯＮＮＥ」という名称をというこ

とでございます。これは、統一的なイメージ戦

略という観点からも大変有効なものというふう

に受けとめております。関係団体とも協議の

上、御指摘を踏まえて検討してまいりたいと考

えております。

○渡辺 創議員 前向きに取り組んでいただけ

ると理解をいたしました。

さて、県は知事の政策提案に基づいて100万泊

県民運動に取り組んでおります。県内の人口流

動を高めて経済の活性化を図りながら、県内の

地域間交流であったり、相互理解を推進すると

いうことかと思いますが、その進捗状況はいか

がでしょうか、県民政策部長にお伺いします。
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○県民政策部長（渡邊亮一君） 現在、県、市

町村を初め、民間団体、事業者、県民が一体と

なって広い意味での地産地消を推進します、新

たな県民運動の取り組み方針あるいは推進体制

の検討を行っておりまして、100万泊県民運動に

ついても、この中で具体的な取り組み内容の検

討を行っているところでございます。また、100

万泊県民運動の展開に当たりましては、県民の

皆様一人一人に、県内の地域資源や観光地につ

きまして、まずは知りたい、そして行ってみた

い、それから泊まってみたいと思ってもらい、

その上で、県内観光や地域の交流活動、イベン

トへの積極的な参加等、県民の皆様一人一人が

できるところから実行していただくことが必要

でございます。このため、県としましては、県

民が知るための情報発信の強化、あるいは学校

におけるふるさと学習の推進、そして県民が

行ってみたいと思えるような中山間地域と都市

部との交流イベント、あるいは観光地の磨き上

げ、それから、県民が泊まってみたいと思える

ような体験・滞在型観光の普及促進、あるいは

グリーンツーリズムの推進等を図ってまいりた

いと考えております。以上でございます。

○渡辺 創議員 本格的に稼働するのはこれか

らというふうに認識をしております。口蹄疫

だったり、新燃岳の噴火活動によって、宿泊関

係の業界の皆さんも大きな影響を受けていらっ

しゃいますので、一日も早い取り組みが具体的

に目に見える形で進んでいくようにお願いした

いというふうに思います。

続けて、観光施策にテーマを移したいと思い

ます。観光のＰＲにおいては、その県のイメー

ジを的確に打ち出すことが重要だと思います。

最近でいえば、「うどん県」と銘打った香川県

の取り組みは、まさに思い切り方も明快で、上

手に戦略が練られたものだというふうに感じて

います。さて、我が県に目を移すと、東国原前

知事という強力なイメージから抜け出して新し

い宮崎のイメージをつくり上げていくというの

は、重要であり、かつ、なかなかハードルの高

い作業かと思っております。その意味では、デ

スティネーションキャンペーンの一環で使われ

ています「ゴクジョウ」というキーワードのポ

スターの展開であったり、また、きのう松村議

員が取り上げていらっしゃいましたけれども、

スピリチュアルな観光資源と若い女性をつない

だ「宮崎恋旅」を初め、「ゆっ旅」「波旅」な

ど、いい方向性での展開ができているというふ

うに感じています。しかし、これからも絶え間

なく、時に斬新で、時に新しいイメージを打ち

出し続けなければ、本当の意味での定着はない

んじゃないかというふうに感じるところです

が、知事は今後の宮崎県のイメージ戦略につい

ていかなるお考えをお持ちでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） ただいま御指摘のあり

ました香川のうどん県は、一つのコンセプトに

割り切る、非常に発信力、アピール力があると

いうふうに受けとめておるところであります

が、ただ本県には何か一つに割り切るにはなか

なか難しいといいますか、それだけ多彩な魅力

があるものというふうに受けとめております。

マンゴーなら宮崎、牛肉なら宮崎といった本県

のイメージを形成する、いわゆるイメージリー

ダーというものはしっかりと定着をさせつつ、

それらを牽引役としながらも、農畜産物や木

材、また観光では「宮崎恋旅」「波旅」など多

彩な魅力を結集して、官民一体となって繰り返

しアピールしていくということで宮崎全体のイ

メージアップを図ってまいりたいというふうに

考えております。
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こうしたコンセプトのもとで、オールみやざ

き営業チームという取り組みを進めますととも

に、先般誕生いたしましたキャラクターの「み

やざき犬」―「ひぃ」「むぅ」「かぁ」であ

りますが、こういったものを新たなシンボルと

してイベントやフェアなどに積極的に活用しな

がら、イメージアップの一翼を担わせたいと考

えておるところであります。地域間競争はかな

り激化をしておりますので、これまで、例えば

「みやざきweeeek」のような県外でのプロモー

ションでいろんな企業にも御協力をいただいて

おりますが、そういった大手企業などの協力も

お願いしながら、県民、関係者一体となって、

本県のイメージアップに取り組んでまいりたい

と考えております。

○渡辺 創議員 今、御答弁でもありました

が、「ワンワン・ワンワン（11月11日）」とい

うことで先月発表のありました新しい宮崎県の

キャラクター、「みやざき犬」の「ひぃ」

「むぅ」「かぁ」君たちでありますけれども、

部長、余り目にしないんですが、いかがお過ご

しなんでしょうか。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） お話があ

りましたように、「みやざき犬」は11月11日に

誕生し─３匹と言っていいんでしょうか─

３匹とも元気に頑張っているところでございま

す。具体的には、県庁前庭でのお披露目会を皮

切りに、これまで宮城県の山元町を含む県外３

回、県内９回、計12回、イベント等に派遣した

ところであります。また、イラストにつきまし

ては、県庁玄関へのパネル設置を初め、県のホ

ームページやパンフレット等への使用を開始し

ており、今後、フェアやイベント等のＰＲはも

とより、キャラクターグッズとか県産品等の

パッケージなどにも広げていきたいというふう

に考えております。「みやざき犬」の浸透はま

だまだこれからでありますので、県民に親しま

れ、末永く愛されるキャラクターとなるよう、

さまざまな場面で継続的な使用、活用を図って

いきたいと考えております。

○渡辺 創議員 先日、お隣の熊本県の「くま

モン」のラベルが張られたしょうゆを普通にス

ーパーで見つけました。先日、熊本に行って宿

泊した際には、熊本県のホテルに「くまモン」

の名刺が置いてありました。お隣はゆるキャラ

日本一となりまして、まだ「みやざき犬」は追

いかけていく立場でありますけれども、ぜひオ

ールみやざきで頑張っていきたいというふうに

私も思っております。

この分野では最後の質問といたしますが、先

日、みやざきフラワーフェスタを来年度から行

わない、中止の発表が行われました。フラワー

ショーの時代から考えれば40年以上にわたって

宮崎の春を彩ってきたイベントの終止符として

は、意外なほどあっさりしていたかなという印

象を持ったんですが、後継の取り組みなども含

めまして、今後、どういう展開をお考えか、部

長にお伺いをしたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） フラワー

ショーあるいはフラワーフェスタとして親しま

れてきているわけでございますが、後継の取り

組みとしまして、「花旅みやざき」を実施する

こととしております。これは、先月開催されま

した県や市町村、それから関係企業、関係機関

で構成する「花とみどりのみやざきづくり推進

協議会」の総会におきまして、県内各地の花の

名所を年間を通して県内外に発信し、その土地

の花や文化などを楽しむ旅を提供する、いわば

観光の新しい取り組みとして決定したところで

ございます。これは、長年開催しておりました
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フラワーフェスタを通じて、自治体や企業など

の自主的な取り組みによる花と緑のみやざきづ

くりが県下全域に広がった成果をさらに発展さ

せる取り組みでございます。

具体的には、幾つか例を申し上げますと、

五ヶ瀬のしだれ桜やシャクナゲ、西都原の桜や

菜の花、日南市南郷町のジャカランダ、それか

ら生駒高原のコスモスといった四季折々の花の

名所やイベントなどを掲載したガイドブックを

作成し、情報発信を行うとともに、「花旅みや

ざき」の始まりを県内外に広くＰＲするため

に、花びらでスケール感のある絵を大勢の参加

者で制作し、そしてまた展示をしていくイン

フィオラータや、３Ｄの屋外映像の放映などの

スターティングイベントといいますか、こう

いった始まりを広くＰＲするイベントを、来年

３月に宮崎市内で開催することといたしており

ます。

○渡辺 創議員 非常に楽しみなイベントが、

スタートとして行われるようです。また、４番

目のラインナップというか、花旅─恋旅等々

に続く新しい展開として期待もしたいというふ

うに思います。

続いて、スポーツ振興に関してお伺いをいた

します。

知事の政策提案の中には、甲子園優勝や国

体、高校総体等の上位入賞というものがありま

す。具体的にはどのように取り組んでいるので

しょうか、教育長にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 競技スポーツにおけ

る本県選手の活躍が、県民のスポーツに対する

関心を高めるとともに、地域におけるスポーツ

推進に寄与するものでありますことから、県教

育委員会におきましては、競技力の向上を図る

ために、それぞれの競技団体が実施する強化練

習や合宿等に対する支援、スポーツ教室の開

催、トップレベルの指導者の養成のための派遣

研修の実施、有望社会人の受け入れ体制づくり

などに取り組んでおります。その中で、特に本

県競技力の中核となります少年競技力を維持向

上させるために、各地域でスポーツ教室等を実

施したり、中学校や高等学校における競技力推

進校の指定や、優秀な選手を選出しての合同合

宿練習等を行うなど、小・中・高の一貫指導体

制の充実に取り組んでいるところであります。

今後とも、関係機関と十分連携を図りながら、

県民に元気と感動を与えることができるような

競技力の向上に取り組んでまいります。

○渡辺 創議員 いろいろと取り組みはあるよ

うなんですが、詳しく調べてみると、基本的に

は各事業とも組み替えによる事実上の継続で

あったり、また予算額的に見ると、平成19年度

に１億6,981万円あった予算が23年度には１

億5,567万円と、下降傾向にあるわけです。厳し

い財政状況の中というのはわかりますが、果た

してそれは十分なのでしょうか。また、強化校

の指定のあり方についても、私は個人的にです

が、１校集中の指定というよりも、複数校が競

い合って、その結果として競技力が上がってい

くというのが、学校教育の一環ということを考

えても望ましい形ではないかというふうに思い

ますが、教育長、いかがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 競技力向上関係予算

につきましては、厳しい財政事情の中、増額し

ていくことは、現在のところ大変難しい状況に

あります。県教育委員会では、限られた予算の

中で最大限の効果を上げることができるよう

に、県体育協会や競技団体等と連携しながら、

先ほど申し上げましたような、選手の育成強

化、指導者の養成確保などの面から、中長期的
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な戦略を立てて継続的な対策を講じているとこ

ろでありまして、今後とも、さまざまな工夫改

善を加えながら、競技力向上に取り組んでまい

りたいと思います。

また、強化指定校についてでありますけれど

も、本県における高等学校のスポーツ水準の安

定的な維持や、国民体育大会における競技力向

上に資するために、全国に通じる競技力を有

し、今後もその維持向上が期待されるなどの条

件を満たす運動部を指定して、遠征・合宿費の

補助や研修会派遣などの支援を行っておりま

す。本年度は22校21競技44部を指定していると

ころであります。また、１つの競技で２校以上

が全国レベルにある場合には、複数の学校を指

定したり、強化指定校の競争相手となるライバ

ル校支援制度を設けるなど、お互い競い合いな

がら、競技力の向上を図る取り組みも行ってい

るところであります。

○渡辺 創議員 こういうお話をさせていただ

いたのも、少し思いがございましてお話をさせ

ていただきました。私は、ちょうど10年前にな

りますが、2001年夏の甲子園─当時、新聞記

者をしておりましたが─第83回大会ですけれ

ども、優勝候補だった横浜の横浜高校と一緒

に、帯同記者として夏の甲子園、一夏を過ごし

ました。結果としては、優勝した日大三高に準

決勝で１点差で敗れましたけれども、全国制覇

という大きなプレッシャーをかけられた高校生

の生徒さんたちがどういう思いで過ごしていく

のかというのをつぶさに見てまいりました。本

来、スポーツを頑張るということは、自分のた

めであったりとか、近くで応援してくれる家族

だったり、仲間のために頑張ることであって、

県のためにというような重荷を大人が背負わせ

る必要はないんじゃないかと私は思います。そ

うでなくても、その思いというのは子供たち自

身がそれぞれ強く感じているところです。子供

たちに伸び伸びとプレーをさせてあげて、そこ

に結果が伴ってきたときには、本当にみんなで

一生懸命、心から喜んであげる、それが大人の

役割ではないかというふうに私は思います。政

策提案で掲げる内容に適しているかどうかとい

うことにも個人的には疑問がありますけれど

も、それが大事だと、甲子園優勝、国体上位、

高校総体上位というのが重要ということであれ

ば、実態が伴った取り組みにすべきではないか

というふうに考えますが、知事、いかがでしょ

うか。

○知事（河野俊嗣君） 流行語大賞になりまし

たけれども、「なでしこジャパン」の優勝とい

うものが、大変つらく厳しい我が国にどれだけ

感動と希望を、それから力を与えてもらった

か、今思い出しておったところでございます。

競技スポーツへの取り組みというものは、一般

の皆さんに対する生涯スポーツの振興にも通じ

ますし、国民、県民にさまざまな形での勇気や

希望、それから力を与えてもらえるものだと、

そういう思いでこの競技スポーツの振興という

ものを掲げておるところでございます。

今、甲子園の横浜高校の話がございました

が、恐らく、それぞれの県のそれぞれ状況に応

じて、どういう思いで臨んでいるかというのは

違うのではないかという思いがしております。

この宮崎県において、九州・沖縄で唯一宮崎だ

けが後塵を拝しているという、その悔しい思い

で頑張ってもらっているというふうに思ってお

りますし、今御指摘がありましたような重荷を

背負わせてはいけない、それは確かにそうだと

思います。でも、頑張れ頑張れと言うことは、

どちらかというと背中を押しているんだという
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思いで、これからもいろんなところで激励して

まいりたいというふうに考えております。

それから、政策提案、アクションプランなど

で競技スポーツの振興を掲げておるわけでござ

いますが、これは県が例えば何か強化費をつけ

てお金をつけて、県だけが何かをやるというこ

とではございませんで、こういう一つの呼びか

けに対して、競技団体、関係団体、また企業も

含めて、自分たちに何ができるだろうかと考え

ていく、そのプロセスも非常に大事なのではな

いかというふうに考えておるところでございま

す。まさに、県民総力戦でスポーツの振興を図

りながら、県民の元気、それから健康増進など

にも資していきたい、取り組んでまいりたい、

そのように考えております。

○渡辺 創議員 続いて、総合型地域スポーツ

クラブをテーマにしたいと思います。文部科学

省が旗振りをして、本県においても、知事も重

要性を唱えていらっしゃいますけれども、県内

での状況と県の支援の姿勢を教育長にお伺いし

たいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 本県では現在、13市

町で22の総合型地域スポーツクラブが設立され

ておりまして、それぞれのクラブでは、会員か

らの会費を基本として、スポーツ振興くじ助成

金や地元自治体からの補助金、さらには体育施

設管理の受託や物品販売などによる財源確保を

図りながら、会員が知恵や力を出し合って自立

した運営に向けて努力をされております。県教

育委員会では、クラブ設立１年目の立ち上げ時

に、財政的な支援を行うとともに、クラブ運営

に直接携わるクラブマネジャーの育成や資質の

向上を図るため、養成講習会を開催しておりま

す。さらに、先進クラブ事例等の情報の提供で

すとか、県内クラブ間の情報交換の場として定

期的に総合型クラブ連絡会議を開催するなど、

クラブの円滑な自主運営に向けた支援を行って

いるところであります。総合型地域スポーツク

ラブは生涯スポーツ推進の核となる組織であり

ますので、今後とも、市町村や県体育協会等と

連携を図りながら、継続的、安定的なクラブ運

営が図られるように支援に努めてまいります。

○渡辺 創議員 今の答弁でも、スポーツ振興

くじ（toto）の助成金に触れられておりました

が、そこをもう少し詳しく御説明いただきたい

のと、基礎自治体の支援の実態、具体的にはど

ういうふうになっているか、御説明いただきた

いと思います。教育長にお願いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 総合型地域スポーツ

クラブは、会員である地域住民の方々の自主運

営、自主財源を基本理念に掲げながら営まれて

いる団体でありますが、クラブ設立の準備期間

や設立当初は、人的、財政的な運営基盤が十分

ではないことから、各種の財政支援がなされて

いるところであります。県におきましては、設

立１年目のクラブを対象に、スポーツイベント

など各クラブが実施します事業に要する経費に

対して年16万円を補助しております。また、独

立行政法人日本スポーツ振興センターでは、ス

ポーツ振興くじ助成として、設立前２年間、設

立準備の支援として上限として年108万円、さら

に設立後５年間、クラブ運営の支援として上限

年360万円と、クラブマネジャー雇用の支援とし

て上限年413万6,000円の助成などを行っており

ます。なお、地元自治体でも４つの市町が独自

の財政支援を行っているところであります。

○渡辺 創議員 今ございましたが、ポイント

は、totoの助成金が運営の大きな割合を占めて

いるというところなんです。私が話を聞いた宮

崎市のあるクラブでは、平成21年度の決算ベー
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スでtotoの助成が約400万円入っています。この

年度の収入の合計は約990万円です。支出の合計

は870万円です。収入で見たときに４割強がtoto

の助成ということになっているわけです。この

クラブは助成が切れた後に、市の事業である河

川敷といいますか、河川の草刈りをやったり、

いろんなことで活動費を捻出しています。会費

が基本ということはわかりますし、一日も早

く、助成がなくても独立した運営をやっていく

ようにしなければならないというのは当然なん

ですけれども、totoの助成がなくなれば、この

クラブの場合、予算規模は３分の２に落ち込ん

でいまして、そうなれば当然、活動の中身も落

ち込むということになります。そこが特別な例

というのではなくて、今の話のところは、県内

でも優良な運営を行っているところだというふ

うに思います。地域のスポーツ振興とともに、

地域で暮らす方々の健康の増進、そういう観点

においても大きな役割を果たしているものだと

思います。宮崎県内ではこれからtotoの助成が

切れるクラブが次々と出てくる状況になりま

す。そのクラブが、ようやく地域で活動が浸透

して認識もされてきた中で、活動を縮小してい

かなければならない、そういう状況になること

がないように、本当の効果がきちんと生まれる

よう、県としても御支援を考えていただけるよ

うにお願いをしたいと思います。

教育委員会関連の質問を続けさせていただき

たいと思います。定時制・通信制高校のあり方

を議論させていただきたいと思います。

教育長にお伺いをします。定時制高校、通信

制高校のあり方も時代とともに変化をしてきて

いると思いますが、現状についてお伺いをした

いと思います。またあわせて、時代は変わって

も、高校教育を受けづらい環境の中で、学びた

いという意欲を持った生徒たちの学ぶ場を保障

すること、そして、一たんは学ぶことをやめた

者であっても、学び直したい、再起したいとい

う、その気持ちを尊重することができる場、こ

れをきちんと確保していくことは大切だと思い

ますけれども、教育長の御見解をお伺いしたい

と思います。

○教育長（渡辺義人君） 定時制・通信制高校

で学ぶ生徒の入学動機には、従来は、働きなが

ら学びたいということが主たるものでありまし

たが、近年では、高校を中途退学した後に改め

て学び直し、高校卒業の資格を得たい、あるい

は特技を伸ばすための時間を確保したい、建築

士などの資格取得のために再度、高校教育を受

けたいなど、さまざまな動機で入学している状

況にあります。このように定時制・通信制高校

は、まさに多様な教育的ニーズにこたえる場と

して、その重要性がますます高まっているもの

と考えております。

このため、県教育委員会といたしましても、

これまで、すべての定時制・通信制高校に単位

制を導入いたしまして、また宮崎東高校と延岡

青朋高校に昼夜開講型の定時制を導入するなど

の改革に取り組んでまいりました。また、平

成21年度からは、宮崎東高校通信制課程の募集

人員を50名ふやしまして350名とするなど、生徒

のニーズに対応してきたところであります。さ

らに、生徒支援相談員をすべての学校に配置

し、悩みを抱える生徒たちのさまざまな相談に

応じるなど、心のケアにも努めております。今

後とも、働きながら学ぶ生徒だけではなく、さ

まざまな入学動機や学習歴、ライフスタイルを

持つ生徒が学ぶ場として、その充実を図ってま

いりたいと考えております。

○渡辺 創議員 かつて定時制夜間には、働き
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ながら学ぶというイメージがありました。しか

し、調べてみますと、東高校の定時制夜間で、

アルバイトも含めた有職率は５割程度というふ

うに聞いています。そういう意味では、少し古

典的なイメージなのかもしれません。ただ、少

数であっても、生業的な仕事をきちんと持ちな

がら、学びたいという要望を持つ生徒さんはい

るはずです。そういう声にこたえるために、県

教委、また学校では具体的にどのように取り組

んでいらっしゃるんでしょうか、教育長にお伺

いします。

○教育長（渡辺義人君） 社会全体の雇用情勢

が厳しい中で、定時制・通信制高校におきまし

ても、生徒の就労の場を確保することが大変難

しい状況にございます。このような中ではあり

ますけれども、それぞれの定時制・通信制高校

におきましては、仕事をしながら学びたい生徒

を支援するために、職員が企業を訪問したり、

ハローワークと連携して求人情報を積極的に生

徒へ情報提供するなど、就職先の開拓に努めて

いるところであります。

なお、県教育委員会におきましても、全国的

に実績のある講師を招聘して、働く意味と学ぶ

意味の講演を実施するなど、キャリア教育の充

実に努めたり、また学校におきましても、それ

ぞれの学校で生徒による職場見学や職業講話な

どを実施して、キャリア教育という意味での支

援にも努めているところであります。

○渡辺 創議員 先ほどの教育長の御答弁の中

で、近年の定時制・通信制の役割として、高校

中退者の学び直しの場という御説明がありまし

た。そこで、お伺いしたいのですが、県内の定

通制の中で最も全日制高校にスタイルの近い東

高校昼間部において、高校中退経験を持って入

学または編入しているケースというのはどのぐ

らいあるんでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 平成23年度の新入学

者が79名おりましたが、中途退学を経験してい

る生徒は10名と報告を受けております。

○渡辺 創議員 今の答弁を伺うと、中退経験

者の割合は１割強と、意外と低いです。もう20

年近く前の話ですが、私は、宮崎市内の県立全

日制高校を中退して、この東高校の昼間部に再

入学をした、今のお話で言うところの１割強に

カウントされる生徒でした。その経験も踏まえ

て考えると、県内でも珍しい昼間定時という仕

組みは、実は中学校からそのまま入ってくるお

子さんたち、15歳のお子さんたちが大半なわけ

です。その意味では、中退経験を持って再チャ

レンジを図る子供たちの支援というのと同時

に、先ほどの教育長の答弁でいえば、２番目に

あった特技を伸ばすための時間を確保したい、

そういう積極的な目的を持った子供たちが活用

できる場としての側面を重視することが、学校

活性化のかぎだというふうに思います。例え

ば、芸術関係の素養を伸ばしたいと思っている

生徒さん、学校スポーツ以外のところでスポー

ツに熱心に取り組んでいる生徒なども思い浮か

ぶところです。教育長、恐らく宮崎県で一番学

力水準の高い生徒が集まるのは宮崎西高の理数

科だと思いますが、ここも定員80名、宮崎東高

校の昼間部も定員は80名です。私は、教育委員

会が、西高理数科と同じ数の県民が学ぶ教育課

程においては、当然同じような熱意を持って学

校のあり方、そしてまたどういうふうに進めて

いくのか、考えているというふうに信じており

ます。定時制昼間部を設置している目的とその

意義について、教育長にお伺いをしたい思いま

す。

○教育長（渡辺義人君） 定時制・通信制教育
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についていろいろと御質問をいただいて、あり

がとうございます。宮崎東高校定時制昼間部で

ありますが、平成２年度に、従来の夜間部に加

えまして、定員40名の新しい課程として設置を

いたしております。その設置目的は、多様化し

た生徒の教育ニーズにこたえるためでありまし

て、例えば、中途退学した生徒や、朝から夕方

までの授業を受ける全日制での修学が難しい生

徒、特技を伸ばすための時間と学びの時間を両

立したい生徒など、さまざまな事情を持つ生徒

に対応した新しい学びの場を提供いたしており

ます。

この学校の昼間部の特色といたしましては、

全日制の高校と違いまして、１つには、必要な

科目だけを選択し、授業のない時間は自由に使

うことができること、２つには、そのような自

由な時間の使い方ができる学校でありながら、

３年間で卒業が可能であること、３つには、必

要に応じて定時制夜間部や通信制の科目を履修

できること、４つには、制服がないなど自由な

校風であることなど、柔軟なスタイルで学ぶこ

とができることであります。このようなことか

ら、本校昼間部のニーズは高いものがありまし

て、平成13年度には定員を80名にふやしたとこ

ろでありますが、働きながら学ぶ生徒だけでは

なく、さまざまな入学動機や学習歴、ライフス

タイルを持つ生徒たちが、ともに学び合い、刺

激を与え合う場として大きな役割を担っている

と考えております。

○渡辺 創議員 いい学校なんです。卒業生だ

からよくわかります。ただ、目的を持って学校

を活用するという姿勢を持たなければ、なかな

か次が開けてこないというのも事実だと思いま

す。たくさんの御努力があることもわかってお

りますし、現実的な運用の中で課題があること

もわかります。しかし、それでも学校というの

は次に向かっての羽ばたきの場であると、私は

思っています。それを強く打ち出して、積極的

な学校をつくっていただきたいというふうに思

います。

同じ定通制に関してですが、これは質問にし

ておりましたが、質問はやめます。ぜひとも、

定通制の学校等について、その学習環境のさら

なる向上に、教育委員会としても御尽力をいた

だきたいと思います。先日、東高校の、10年来

プレハブの校舎が続いておりましたが、新しく

完成した校舎を見てまいりました。きれいな校

舎で、まさにすばらしいと思ったんですが、狭

い敷地の中で、窓をあけると、隣は２メーター

で大宮高校野球部のバッティングゲージがあり

ます。夜間、午後５時55分から始業する夜間部

もあります。ぜひとも、個別の理由にも御配慮

いただいた対応をいただきたい、これはお願い

にしたいと思います。

さて、定時制・通信制には、年に一度、県内

の生徒さんたちが一堂に会する生活体験発表会

というのがございます。ことしも10月２日に宮

崎市で行われまして、定通制の教育振興会会長

の坂口議員、また同参与の井上議員とともに私

も出席をして、生徒さんたちのお話を聞かせて

いただきました。私が感想を申し上げるより

も、すべての発表を真剣に聞いていただいてお

りました教育委員長に御感想を賜りたいと思い

ます。

○教育委員長（近藤好子君） 今、議員の御発

言にありました「定時制・通信制生徒生活体験

発表及び文化の集い」は、例年10月に開催して

おりまして、その中で生活体験発表として、定

時制・通信制で学んでいる発表者がそれぞれ思

いを語るものです。今年度も８名の生徒さん
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が、一度は学校で学ぶことを断念せざるを得な

かった過去の体験や、学ぶことから離れてし

まったかつての自分への振り返り、改めて学び

をスタートさせるに至ったいきさつや学ぶこと

への決意、支えてくださる人々への感謝など、

深く熱く語ってくださいました。会場の生徒さ

んたちは、発表者の思いを大変真剣に聞いてお

られました。発表者の思いは、会場にいる、と

もに学ぶ仲間への応援メッセージだということ

で、聞き手の心に届いていたんだと考えており

ます。

私も昨年とことし、出席というか、参加させ

ていただきました。その中で、感動はもちろん

なんですけれども、私の率直な感想は、私もあ

したから頑張ろうと思ったということです。そ

れは、力をいただいたということだと感じてお

ります。その力は、発表者の中に育っている自

分と向き合って前に進む、その生きる力が伝

わってくるからだと感じております。このよう

な取り組みは、教育の原点に触れることができ

る貴重な発表大会でありますので、今後とも、

私も私自身のためにも参加していきたいと考え

ております。以上です。

○渡辺 創議員 私もまさに同様の気持ちで聞

いておりました。知事に提案がございます。来

年必ずとは申し上げませんが、ぜひ会場にお越

しいただいて、生徒の発表を聞いていただきた

いというふうに思います。高校生全体から見れ

ば、一風変わった環境で学ぶ少数派かもしれま

せん。人よりも少し早く、少し多くつまずきを

経験した生徒が多いのかもしれません。しか

し、その彼らが今の歩みの中でまさに必死に紡

ぎ出そうとしている言葉に、ぜひ耳を傾けてい

ただきたいと思います。知事がお越しになれ

ば、必ずしも学びやすい環境ばかりで高校生活

を送っているわけではない生徒さんたちにも大

きな励みになると思いますが、知事、前向きな

御答弁をいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ただいまの教育委員長

の話も伺いながら、強く関心を持ったところで

ございます。私も、日程の都合が許せば─例

年10月の第１日曜日ということでしょうか─

ぜひ出席の機会を持ちたいというふうに考えて

おります。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

残り幾つか質問させていただきます。まず、

県警本部長に伺います。聞くところによります

と、全国的には相変わらず振り込め詐欺の被害

が横ばいでいっているというふうに聞いており

ます。また、最近は訪問型と言われる手口も全

国的にはふえていると聞いておりますが、県内

の状況はいかがでしょうか。

○警察本部長（鶴見雅男君） 振り込め詐欺の

発生状況でございます。県内でまず最も多かっ

たのは、発生件数でいいますと、平成18年の262

件、被害額で申しますと、平成20年の１億8,978

万円でありました。本年は10月末現在で10

件、540万円ということで、大幅に減少している

という状況であります。全国的には、10月末現

在で5,220件の91億4,000万円の発生ということ

で、認知件数は約５％の減少でありますけれど

も、被害額は約43％の増額というふうに聞いて

おります。特徴でございますけれども、先ほど

ございましたように、特に首都圏を中心に、子

供や孫の友人等を名乗って電話をした上で、被

害者宅を訪問して現金をだまし取る手口、それ

から警察官等を名乗ってキャッシュカードをだ

まし取る手口、そういったオレオレ詐欺が増加

しておりますけれども、県内におきましては、

こういった形での訪問型のオレオレ詐欺の認知
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は発生しておりません。

○渡辺 創議員 ピーク時262件というのが今年

度は10件というのは、県警察のまさに熱心な取

り組みが功を奏していると思いますので、積極

的なアピールもされていいのではないかという

ふうに思います。

続けて、自転車で最近話題になっていますピ

ストに関して県内の状況はどのようになってい

るか、お伺いしたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） ピスト自転車に

はブレーキがございませんので、これで公道を

走れば制動装置不良自転車運転に当たって、５

万円以下の罰金が科せられるということになり

ます。ピストにつきましては、３～４年前から

東京や大阪等で利用者がふえまして、歩行者と

の事故も発生するというようなことで、危険性

や迷惑性が指摘をされているところでございま

す。県内での大型自転車店ではピストの販売実

績がないようでありますし、県内でピストが関

与する交通事故も発生しておりませんので、利

用者は県内では少ないものというふうに考えて

おります。この７月から自転車利用者に対する

取り締まりを強化しておりまして、11月末現在

で交通事故絡みを含めて24件、違反を検挙して

おりますが、そのうちの１件がピストで県道を

走っていたというものであります。今後とも、

ピストによる公道走行につきましては、積極的

な検挙措置をとってまいりたいというふうに考

えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

続けて、県土整備部長にお伺いをします。宮

崎市を流れる八重川の河口付近から、隣接する

津屋原沼─通称タンポリと言われるところで

すが─その付近の河川の土砂の堆積が深刻に

なっています。地元の皆さんや関係者の皆さん

から対策を求める声が強く上がっております。

私も何度か現場に足を運びましたが、干潮時に

は水位がひざよりも下というぐらいの状況にな

ります。船の航行等にも問題が出る状況になっ

ています。管理者がいろいろ分かれていると

か、難しい問題があるのはわかりますが、ぜひ

横断的に、何とか問題の解決に向けて取り組ん

でいただきたいというふうに思います。部長の

御見解をお伺いしたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 八重川の河口

から津屋原沼までの間は土砂が堆積しておりま

して、船の航行に支障があるという話は、県の

ほうにもそういう声が届いておるところでござ

います。この区間は、管理者が国と県に分かれ

ておるところでございまして、国とも連携し、

対応については検討しているところでございま

すが、河川管理上は特に支障がない、そういう

状況にございまして、その対応に苦慮している

ところでございます。しかしながら、現地の状

況につきましては、十分認識をしているところ

でございますので、今後とも、国とも連携を図

りながら、検討を重ねてまいりたいと考えてお

ります。

○渡辺 創議員 難しい課題がたくさんあるこ

とはわかりますが、住民の皆さんにとっては、

管理者が国だ、県だとか、県の中で担当課が違

うということは、壁の向こう側の課題でしかあ

りませんので、ぜひ住民本位の姿勢で取り組み

を引き続きよろしくお願いしたいと思います。

続けて、質問としては最後のテーマといたし

ますけれども、県内におけるウイルス性肝炎患

者の現状、そしてまた他県では実行例のある患

者及び介添え者の交通費助成について、現時点

でのお考えを福祉保健部長にお伺いしたいと思

います。
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○福祉保健部長（土持正弘君） Ｂ型及びＣ型

肝炎ウイルスの感染者でございますけれども、

国内で300万人を超えているとも言われておりま

すことから、本県では、あくまで推定でござい

ますが、約３万人の感染者がいると推定をされ

ているところでございます。肝炎ウイルスは、

感染の後、持続感染により慢性肝炎を引き起こ

すことがあり、さらに肝硬変、肝細胞がんへ進

行することもありますが、肝炎ウイルス感染者

を早期に発見し、適切な治療を受けることがで

きれば、進行を防ぐことができます。このた

め、県としましては、保健所や医療機関での無

料検査を行いますとともに、慢性肝炎患者のイ

ンターフェロン治療等に対する医療費助成を

行っているところでございます。

お尋ねの肝炎ウイルス患者等に対する通院交

通費の助成につきましては、全国では、都道府

県でございますが、新潟県が遠距離の通院者

―片道50キロ以上ということでございますけ

れども―に助成しているという実態がござい

ますが、他の疾患との公平性の観点などから、

県としての事業化は難しいというふうに考えて

おります。今後とも、国において本年５月に策

定されました「肝炎対策の推進に関する基本的

な指針」に基づきまして、肝炎に関する対策の

推進に積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○渡辺 創議員 なかなか厳しい御答弁です

が、状況もわかります。

続けて、肝機能障害において障害者手帳の申

請が２年前から可能になっているかと思います

が、県内の実態を部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 肝機能障害に

つきましては、今御指摘がございましたよう

に、平成22年４月から身体障害者手帳の対象と

なったところでございます。本県では、23年９

月末でございますが、119名の方から申請があり

まして、85名の方に手帳を交付いたしておりま

す。

○渡辺 創議員 患者団体の方々からは、家族

の経済的な負担等を思って障害者手帳を申請し

て、交付を受けた後、２日でお亡くなりになっ

た患者さんがいらっしゃったりと、悲痛な思い

を伺っています。県の財政状況も非常に厳しい

中というのはわかりますし、またほかの難病も

含めて、できる限りの御支援を検討いただける

ようにお願いしたいというふうに思います。

質問は以上で終わりましたけれども、一言申

し上げさせていただきたいと思います。私は６

月議会の一般質問で、県庁本館正面玄関にあり

ます前東国原知事の人形とパネルの撤去を求め

ました。時間はかかりましたが、残っておりま

したパネルも今週初めには移動をされたようで

ございます。この間、知事には大変御迷惑をお

かけしたかもしれませんが、新しい宮崎の構築

に向けての、まさに自立に向けての第一歩が踏

み出せたようなすがすがしい気持ちでおりま

す。前回の質問後、批判も含めまして、さまざ

まな声をいただきました。その多くは、「よく

言った」というものでありました。多くの県民

の声を……（「本当か」と呼ぶ者あり）本当か

という御指摘も今、後ろのほうからありました

けれども、きちんと声を聞いた結果、御批判の

声もありましたが、多くの方は「よく言った」

と。議会においてそういうことを発言したこと

は正しいという御指摘もたくさんいただきまし

た。私は、県民の皆様の声に耳を傾け、そして

その声を質問にしたことは間違いなかったと確

信いたしております。これからも、一歩一歩前

を向いて進んでいきますことをこの場で宣言さ
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せていただいて、今回の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 次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問をいたします。

宮崎県立高等学校教育整備計画は、社会の変

化や本県の生徒数の減等に対応しながら、魅力

と活力のある高等学校教育の推進と第２次宮崎

県教育振興基本計画の具現化を図ることを目的

として策定されます。計画期間は平成25年度か

ら平成34年度まで、10年間を見通した基本計画

となっています。子供たちが多くいる地域は活

力があり、言いかえれば学校は地域コミュニ

ティーの核であり、防災施設であり、地域振興

の大きな力でもあります。地域から高等学校が

なくなるという事態は、地域活力をもぎ取られ

る思いもあり、避けたいと、私自身はもちろん

のこと、関係地域の議員からの声が強く県議会

でも上がり、関係地区の首長からも要望が上

がっていることは御承知のとおりです。中山間

地域対策に懸命に取り組んでいる傍らで、地域

から学校という核を奪うようなことは胸が痛く

なるような思いです。ただ、現実的に言えば、

未来みやざき創造プランでも明らかなように、

本県人口構造の将来推計と予測は直視しなけれ

ばならないことも事実です。今回の宮崎県立高

等学校教育整備計画策定における議論は、宮崎

県の子供たちがどの地区でどのような高等学校

教育を受けることができるのか、その方向性が

明らかになるのではと注視しているところで

す。まず、知事に、各地区の高等学校の方向性

については地域に与える影響が大きく、また県

勢の均衡ある発展をかんがみ、政策的に知事と

関係市町村長との協議の場を持ち、十分議論を

重ねた上で、方向性を示すべきと考えますが、

お尋ねをいたします。

次に、近藤教育委員長に、宮崎の子供たちの

高等学校教育はどのようにあるべきか、また宮

崎県の教育について各市町村長との協議の場を

持つことについてどのようにお考えか、お尋ね

をいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、次は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

私は、未来を切り開き、心豊かでたくましく

生き抜いていける次代を担う宮崎の子供たちを

育てていくためには、魅力と活力のある教育環

境を提供していくことが大変重要であると考え

ております。そのような観点から、現在、教育

委員会におきまして、県立高等学校教育整備計

画を策定しているところでございまして、その

計画の中で各地区の高等学校の方向性も示され

ることとなるところでございます。私もこれま

で知事として、円卓トーク、これは各ブロック

ごとの市町村長さんとの意見交換の場でありま

すが、そういう円卓トーク等に出向いたり、ま

た市町村長の皆様が県庁においでになられたと

きにさまざまな要望などを伺ったところでござ

います。地元にある県立高校に対する強い思い

というものをそのような機会を通じてお聞きし

ておるところでございまして、こういう思いを

教育委員会に伝えているところでございます。

このことを踏まえながら、教育委員会におきま

して、生徒、保護者、地域のニーズ等を十分に

勘案するとともに、県民の代表である県議会の

御意見も十分にお伺いをしながら、生徒にとっ

てよりよい教育環境の提供という観点から、今

後、検討されていくものというふうに考えてお
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ります。以上であります。〔降壇〕

○教育委員長（近藤好子君）〔登壇〕 お答え

いたします。

宮崎の高等学校教育についてであります。私

は、高等学校に進学することは、多くの子供た

ちが自分の未来を考え、自分と向き合い、初め

て自分で選択する機会ととらえております。だ

からこそ、選ばれた高等学校教育は、生徒、保

護者の期待にこたえるものでなければならない

と考えております。また、子供たちによっては

進学や就職などで本県を離れていく現状がある

ことも踏まえ、進学した高等学校を自分で選ん

だという自負を持ち、生徒自身が社会の一員で

あることを自覚し、卒業後の未来を切り開いて

いく力を身につけることができるそのステージ

こそが高等学校であると考えております。その

ためには、高等学校におきましては、生徒自身

が自分の可能性に気づき、その可能性に向かっ

て挑戦し、自己実現を図っていくために必要な

知識や能力をしっかりと身につけることができ

る教育が求められています。

私は教育委員長として、また教育委員とし

て、これまで多くの高等学校を訪問してまいり

ました。現在のところ、28校訪問しておりま

す。それが十分とは思いませんが、どの学校に

おきましても、高校生が授業や学校行事等に対

して素直に真剣なまなざしで取り組み、地域を

思う姿に深い感銘を受けました。先日、訪問し

ました学校で、子供たちが「地域の活性化のた

めに」というテーマで、自分で問題点を見つけ

て取り組んでおりました。次に何を取り組むか

というところが空欄で、それをじっと見つめて

おりました。私は、その空欄を見つめていると

いうことが大事なんだと、そのとき思いまし

た。また、高校の修学旅行で東京に行きます際

に、本人たちがグループで企業訪問を企画して

いらっしゃいました。そのときの一つに、先ほ

ども話題に上がりました東京の物産館のＫＯＮ

ＮＥを訪問先としておりました。私は、生徒さ

んに、「どうしてＫＯＮＮＥを訪問するの」と

聞きましたところ、「何が売られているのか、

どのように売られているのか、だれが買ってく

ださっているのかを見てみたい」というふう

に、目をきらきらさせて答えてくださいまし

た。大変私はうれしいとともに、心強く感じた

ところです。このような生徒さんたちのために

も、高等学校教育をより一層、充実、発展させ

ていかなければならないと考えているところで

あります。

次に、各地区の高等学校の方向性についてで

あります。先ほど知事の答弁にもありましたよ

うに、私は、子供たちに魅力と活力ある教育環

境を提供していくことが大切であると考えてお

ります。そのような観点から、現在、県立高等

学校教育整備計画を策定しているところであ

り、その計画の中で各地区の高等学校の今後の

方向性も示すこととしております。この計画の

策定に当たっては、各地域の皆様の声に十分に

耳を傾けることが非常に重要なことであると考

えておりまして、教育委員会におきましては、

平成21年度から２年間にわたり、市町村教育長

や保護者代表者等から成る高等学校教育に関す

る協議会等を県内各地域で延べ29回開催するな

どして、御意見や御要望を幅広く伺い、この協

議会からことし２月に報告をいただいておりま

す。また、教育委員会にお見えになった際や地

域で開催された会議におきまして、市町村長や

地元の皆様が語られました地元にある県立高等

学校への強い思いにつきましても、事務局から

報告を受けております。今後とも、生徒、保護



- 163 -

平成23年12月２日(金)

者、地域のニーズ等を十分に勘案するととも

に、県民の代表者であられます県議会の皆様な

どの御意見も十分にお伺いしながら、生徒に

とってよりよい教育環境の提供という観点から

慎重に検討してまいりたいと考えております。

以上です。〔降壇〕

○井上紀代子議員 大変含蓄のあるといいます

か、そういう御答弁をいただいて本当にありが

とうございました。ある意味では、宮崎県の高

等学校教育というのはこの方向性で行くんなら

大丈夫かなというふうにはちょっと思ったとこ

ろです。ただ、高等学校教育整備計画のことに

つきまして、何点か教育長にお伺いをしたいと

いうふうに思っています。魅力ある、特色ある

高等学校というのが再三私どもの耳にも入って

くるわけですけれども、それはどのような学校

だと考えておられるのか、お聞きしたいと思い

ます。

○教育長（渡辺義人君） 魅力ある高等学校と

は、中学生にとっては行きたい学校、保護者に

とっては行かせたい学校であり、生徒が卒業後

に、行ってよかったと誇りを持てる学校である

と考えております。そのため、各学校におきま

しては、確かな学力を身につけさせること、豊

かでたくましい心をはぐくむこと、そして健や

かな身体をはぐくむことなどの教育を充実する

ための取り組み、さらには生徒が自立した社会

人、職業人となるための意識や態度を育成する

ことなどが求められていると思います。このよ

うなことにつきまして、それぞれの学校が生徒

の実態を踏まえまして、創意工夫を重ねなが

ら、特色ある教育活動を展開することが魅力あ

る学校につながると考えております。県教育委

員会といたしましては、それらの特色づくりの

ためにどのような手だてが必要であるのかな

ど、現在、高等学校教育整備計画を策定する中

で検討しているところでありまして、今後、そ

れぞれの学校の魅力と特色づくりが推進できる

ように支援してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 実は、普通科の通学区が撤

廃をされてから、学級数というのは宮崎市に集

中しているのではないかなという印象を持っ

て、資料の提供をお願いしたところ、そうは変

わっていないと。教育委員会のほうからいただ

いた資料ではそういうふうな状況になっており

ました。ただ、宮崎の県立高校というのは、宮

崎市内にあるのは大体、10学級から11学級とい

うふうになっているわけです。学級数の多い宮

崎市に高等学校を増設する考えというか、その

方向性があるのかどうか、そこを確かめておき

たいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 現在の宮崎県立高等

学校再編整備計画におきましては、全日制高等

学校の１学年の適正規模につきまして、４学級

から８学級を基本としておりますが、この基準

を超えている１学年９学級以上の学校は、現状

として宮崎市内の普通科高校３校でございま

す。新たな高等学校の設置についてであります

けれども、宮崎市内の中学校の卒業者数が減少

していく傾向があると予測されますことから、

その必要性は極めて低いと考えられますが、今

後の適正規模の基準や適正規模への対応につい

て新たな計画を策定する中で検討していくこと

としております。

○井上紀代子議員 また、計画の中に、不登校

経験者や中途退学者等への支援についてという

のが明記されているわけです。先ほど渡辺創議

員から、定時制・通信制に通っておられる方の

昼間部の方の思いというか、そのあり方という

か、そこを指摘させていただきましたが、それ
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に関連してでもあるんですけれども、不登校経

験者や中途退学者等への支援、受け皿づくりと

いうことについて、現実にその方向性という

か、そのお考えがあるのかどうか、それを教育

長にお伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 不登校を経験したり

高等学校を中途退学した生徒がそれぞれの可能

性を切り開いていくためにも、新たな学びの場

を確保していくことは大変重要なことであると

認識いたしております。このために、生徒がそ

れぞれ自分のペースで学ぶことができるよう、

定時制や通信制の高校へ単位制を導入しますと

ともに、宮崎東高等学校通信制課程の定員を50

名ふやすなどの対応をしてきたところでありま

す。また、それぞれの学校におきまして、悩み

を抱えた生徒に対応するため、中途退学対策対

応教員や高等学校カウンセラー等を各学校の実

態を踏まえながら配置しまして、相談体制を充

実させるなど、支援に努めてきたところであり

ます。県立高等学校においては、過去３年間、

減少傾向ではありますが、依然として相当数の

不登校生徒や中途退学者がおりまして、それら

の生徒のための学びの場の工夫が必要であると

考えております。さらには、在籍する生徒が不

登校や中途退学等にならないように、生徒指導

や相談体制のより一層の充実が各学校には求め

られております。このようなことから県教育委

員会といたしましては、不登校生や中途退学者

等への対応を重要な課題ととらえまして、宮崎

県立高等学校教育整備計画を策定する中で、そ

の対策について検討しているところでありま

す。

○井上紀代子議員 次に、高等学校の入学者選

抜制度の推薦制、これについての評価と今後の

考え方についてお伺いをしたいと思います。実

は、私自身が非常に疑問を持っていますのは、

私の息子の次男がちょうど30％推薦制が始まっ

たころの高校１年に入学するかどうかという時

期でございました。それについては、非常に疑

問があり、私は教育長室の前に座り込んでおっ

たこともありました。そういうふうにして抗議

をさせていただいたという経過もありました。

この入学者選抜制度の持つ、推薦制の持つ意味

合いというのが、やっぱりきちんと評価を含め

て総括される必要というのがあるというふうに

思っています。そしてまた、今、中高一貫校、

それから中高一貫連携、もう一つは地域の中学

校との連携というのもあるわけです。非常にわ

かりにくい点もあるんですが、推薦制について

の評価と今後の考え方について教育長にお伺い

しておきます。

○教育長（渡辺義人君） 推薦入学者選抜制度

につきましては、１つには、特色ある高等学校

づくりを進めること、２つには、あらゆる角度

から生徒の適性や能力を見ること、３つには、

中学校の教育指導全般を充実させること、４つ

には、中学校、高等学校相互の一層の充実を図

ることなどをねらいといたしまして、昭和61年

度に導入いたしまして、その後、見直し、改善

を図りながら実施してまいったものでありま

す。毎年実施しております中学校、高等学校へ

のアンケート等によりますと、推薦制度につい

てはおおむね評価をされているものの、一方で

は、３割以上の生徒が学力検査を受けずに入学

してくることから、基礎学力の定着に影響があ

るのではないかと懸念する声もございます。さ

らに、平成22年度末にいただきました宮崎県学

校教育改革推進協議会の報告では、現行の制度

を今後も維持しながら、選抜方法については、

中学生段階における学習習慣の定着や基礎学力
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を身につけさせるという観点や、当該高等学校

における学習に適応できるかどうかを見るとい

う観点から、面接等に加え、学力検査を導入し

ていくことを検討していく必要があるという提

言をいただいているところであります。そのよ

うな提言の趣旨も踏まえまして、推薦入学者制

度がよりよいものとなるように検討していると

ころであります。

○井上紀代子議員 次に、特別支援学校で一つ

顕著な学校であります今回の延岡しろやま支援

学校についてお尋ねしておきます。この人的体

制の決定状況についてお伺いしておきます。

○教育長（渡辺義人君） 来年４月に開校を予

定しております延岡しろやま支援学校は、聴覚

障がい、知的障がい、肢体不自由の３つの障が

いに対応した総合的な専門教育を行いますとと

もに、就学前からの子育て支援を行う地域教育

支援センターや、卒業後に向けた就労や生活の

支援を行う自立支援センターなどを有する全国

的にも特色のある学校を目指しております。

お尋ねの学校の人的体制でありますが、現

在、検討している段階ではありますが、国の基

準を基本としながらも、特に開校当初に円滑な

学校運営が行われるよう配慮することが必要で

あるというふうに考えているところでありま

す。今後、開校時における児童生徒数を見きわ

めながら、学校の特色が発揮されるように、さ

まざまな観点から適切な人員配置を検討してま

いりたいと考えております。

○井上紀代子議員 しろやまには、今まで養護

教諭の先生というのが３校にいらっしゃったわ

けですけれども、その方たちの人員がもし削減

されるとするなら、修学旅行も含めてですけれ

ども、しろやまでどこか行こうかという、修学

旅行でも行こうかとなると大変厳しい状況にな

るのではないかというふうに思っています。人

的な適切な配置というのはどういう配置なのか

というのは十分御検討いただいて、保護者を含

めて、もちろん先生方もですけれども、不安が

ないようにしていただきたいというふうに思っ

ています。また、手話ができない先生が生徒を

教えるようになるとするなら、非常に難しい状

況にもなっていくのではないかというふうに大

変危惧しておりますので、人的配置というのは

大変注目に値するというか、今後のしろやまの

ありように対して大きな分岐点になるのではな

いかというふうに思っておりますので、今回、

しっかり数も出していただきたいと申し上げた

ら、まだそこまでは至っていないということ

だったので、私もそこまでは強く求めませんで

した。

最初、知事に申し上げましたとおり、高等学

校の設置がどこになるのか、どんなふうにして

地域の子供たちが学ぶことができるのかという

ことは、やはり政策的にもしっかりと考えてい

ただきたい内容だというふうに思っています。

そこの地域にいらっしゃる市町村の長の方とも

しっかり―知事は円卓会議、トークとかも含

めて、今後、市町村長さんとは十分な協議を踏

まえていきたいというのは、最初から、就任当

時から言っておられますので、そこに期待を申

し上げたいと思っています。

私が今回、教育委員会に求めました資料のう

ちの一つに、一般運営費からはじき出した、生

徒１人当たりに幾ら費用を使っているかという

のを求めさせていただきました。一般運営費と

は、電気料・水道料等の光熱費、校舎の環境整

備等の維持費、教員・生徒用の教材費や実習

費、事務用・教材用の物品購入費、これは職員

の給与は除いてあります。その中で、宮崎大宮
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高校２万9,927円、東高校は５万7,366円、そし

て農業関係のところというのはちょっと高く

なっているわけですけれども、県立高校で都城

泉ヶ丘高校３万6,494円、ずっといきますと、高

鍋高校３万8,353円、延岡高校３万9,906円、突

出して五ヶ瀬高校44万6,365円になっているわけ

です。では、五ヶ瀬の地域の子供たちはどこに

行っているかというと、五ヶ瀬の中高一貫校に

２名ぐらいしか行っておられないんです。ほか

の方は残念ながら高千穂高校に行かれるか、そ

れか延岡にも行かれるんでしょうけれども、蘇

陽高校に行ったりされているわけです。これを

均衡ある、バランスのいい学校と言えるのかど

うかと。教育予算の使い方と学校の配置のあり

方と学校の特色、これはまた教員給与にも関係

することなんですけれども、十分な学力をつけ

るということはどういうことなのかというと、

やっぱり先生の数というのは大きいわけです。

五ヶ瀬高校は40人ぐらいしかいないけれど

も、20人、20人で、十分な先生たちが対応して

いくわけです。英語の習得を含めてですね。で

は、ほかのところにも学校の先生がそれだけい

たらどうなのかということがやっぱり問題視さ

れるし、議論をしなければいけないところだと

思うんです。先ほど魅力ある、特色がある、活

力があると言われたときに、一番思いつくのが

進学率かなと。それに就職率かな、その次が部

活の特出した何かやっているのかなというふう

に見られてしまうと思うんです。教育委員長

も、それから教育長も熱心に学校教育のことに

ついて、宮崎県の教育についてやっておられ

て、一方で、それをバックアップじゃないけれ

ども、宮崎県内の子供たちに一番大きなかかわ

りがあるところでの予算の使いようというのは

どうしていくのかということは真剣に議論をさ

れて、この計画が策定された段階のときに各市

町村長さんも納得がいく形をとっていただける

ように、今後も議論を深めていっていただきた

い。これは私の要望ですので、答弁は要りませ

んが、そのように考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

次に進みます。観光振興のことなんですけれ

ども、再三にわたって観光振興の問題が取り上

げられておりますので、その中で私は、昨日の

松村議員が発言された宮崎県の観光の今の現状

というのは、これはそのとおりだと思っていま

す。たくさんの資料を私も持っていますが、ま

さに松村議員がきのう言われたとおりだという

ふうに思っています。だったら、どう今度それ

をはね返していくのかということが重要だと思

うんです。

先日、南九州観光議員連盟の会をしたとき

に、鹿児島、熊本は非常に盛り上がっておりま

した。宮崎は、一人残されたような感覚がする

わけです。たくさんのいいものを持ちながら、

この状況です。まず、私は、やっぱり子供たち

が、宮崎県の子供たちが宮崎県を見ることもで

すし、他県からも見ていただきたい、このこと

は大変重要だと思っているんです。宮崎県の子

供たちは修学旅行でどこに行っているかという

と、小学生は鹿児島県です。１泊２日。中学生

は大体関西、多分これはなんばグランド花月だ

と思うんですが、そこあたりに行っているんで

す。３泊４日です。高等学校は大体、信越とか

関東方面に行っています。海外に行くケースも

非常にふえています。こういう状況なんです。

他県から宮崎県にはどうやって来ていただくの

か、その努力はどうされているのかということ

について現状を部長にお伺いしたいと思いま

す。
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○商工観光労働部長（米原隆夫君） 教育旅行

の誘致につきましては、近年、大変厳しい状況

が続いておりまして、その強化というものは本

県観光にとりましても大きな課題であるという

ふうに考えております。教育旅行の最近の傾向

としましては─これは宮崎県から出ていく場

合も来る場合もそうでございますが─体験学

習とか環境学習などを組み込む行程が主流と

なっておりまして、このため、体験型観光資源

を活用した「ゆっ旅」や、サーフィンを初めと

するマリンスポーツを体験する「波旅」、さら

には本県で集積が進んで、本県の一つの特性と

言えるのではないかと思います太陽光発電関係

の学習などを盛り込みました教育旅行素材集を

作成して、近県はもとより、関西・中国地方に

おいても学校や旅行会社等に対して積極的な誘

致活動を展開しているところであります。

特に、本県とアクセスがよくて、最近、正直

申し上げまして修学旅行が減っている鹿児島県

の教育関係者の方々に対しましては、具体的に

申し上げますと、鹿児島県の県教委、鹿児島市

の教委のほう、それから特に鹿児島県内の校長

先生方が構成する鹿児島県連合校長協会、こち

らのほうに先日、私どものほうも本県の教育委

員会の職員にも一緒に行っていただきまして、

本県の現状、それから本県が持っている教育旅

行の対象となる資源について御説明をし、本県

への教育旅行の実施について検討いただくよう

強くお願いをしてきたところでございます。

また、海外という面もございますので、海外

からの誘致につきましても、九州各県との連携

による現地商談会や教育関係者の招聘事業を活

用し、本県の自然、文化はもとより、農業体験

や農家民泊など魅力ある体験メニューのＰＲを

行ってきたところでありまして、このような中

で、例えば五ヶ瀬町の農家民泊、これは日本の

生活文化の体験や地域住民との触れ合いが高い

評価を得ているところでございます。

こうした取り組みの結果として、奈良県とか

広島県からの教育旅行の入り込みも見られるよ

うにはなりましたけれども、まだまだ少ない状

況でございますので、今後とも、国内外からの

誘致に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 やっぱり子供が動くと親は

絶対動くんです。子供が行ってみてよかったと

ころというのは、やっぱり親も一緒にまた行っ

てみようということになる可能性も非常に高い

と思いますので、ぜひ修学旅行のことについて

はもっと熱心にやっていただきたいし、もう口

蹄疫のことを理由にはできなくなると思うんで

す。いかに安全であるか、安心であるかという

ことのアピールと同時につくり上げていってい

ただいて、修学旅行生がいっぱい声を上げてい

ただけるようにしていただきたいと思っていま

す。

宮崎で修学旅行で負けるようなところがどこ

にあるのかなとちょっと思うんです。私は、西

都原考古博物館なんていうのは最高の場所だと

思います。ここを抜きにして修学旅行があるな

んて思いもしないんですけれども、宮崎県内の

子供たちも絶対あそこには１回行って、話を聞

いて、古代に夢をはせるというか、そういうこ

とがまさに必要なところだと思うんです。だか

ら、単なる観光スポットとして持っているだけ

ではだめなんです。売り出さないとだめなの

で、そこはしっかりとやっていただきたいと

思っています。

私は、そういう意味でいうと、観光振興の大

きなポイントになるところは、知事が提唱され
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た100万泊県民運動、これだと思うんです。内

的、外的、呼び込まないといけないんです。呼

び込まないといけないけれども、再三にわたっ

て私も議会で、県民が宣伝マンになることとい

うことについては申し上げてきましたが、100万

泊県民運動というテーマの設定の仕方、これは

知事の発想として本当にすばらしい発想だと思

いますし、これをしっかりとした―先ほど部

長からもお話を聞きましたが、具体的であるこ

と、楽しいこと、このことが必要だというふう

に思います。

実は、ちょっと御紹介しますと、私の議会

バックアップの会というのがありまして、その

方たちは、私の名前はついているけれども、お

よそ自主的にということなんですが、ミステリ

ーバスというのを走らせているんです。１回目

のときは小さなバスでした。今回、11月26日に

やったんですが、そのときにはもう大型バスに

なっておりました。大型バスでどこに行くかと

いいますと、今度の４月の私の統一自治体選挙

のときのキャッチフレーズは、「みやざきが一

番」だったんですが、それをまさに実行しよう

ということで、西都原考古博物館、次が宮崎県

農業科学公園ルピナスパーク、ここで敷き物を

敷いてお弁当をいただきました。そして、帰り

には、科学公園の事務の方から花の種とかいた

だいて帰りましたし、そこで農産物をしっかり

買い込んでバスに乗りました。次が延岡の企業

であります千徳酒造さんにお伺いしました。そ

のときに、イケメンが来るから、さわってもい

いし、何をしてもいいということを言われたん

ですが、そのイケメンというのは田口議員でし

た。次が日向の馬ヶ背のクルスの海だったんで

すが、クルスの海はバスの中から見たんですけ

れども、そのときの発想は何かというと、こと

しの嫌なことは捨てて、来年に向かっていいお

願いをクルスの海でしようというのがテーマで

した。その次が都農のワイナリーに行って、バ

スの中は禁酒、禁煙、禁欲、禁出来心というの

がテーマでしたので、それで結局お酒を飲んで

いないので、千徳さんの試飲でがっぽり飲ん

で、ワイナリーでがっぽり飲むみたいな感じ

で、ただ酒をずっと飲んでいくみたいなところ

だったんですけれども、都農のワイナリーでも

しっかりと、千徳さんでもたくさん買いました

けれども、ワイナリーでもしっかり―たくさ

ん来られている、バス１台ですので結構な人数

なので―買って帰られました。非常に楽しく

て、また次行くから、また次行くからという感

じですね。宮崎は、特に西都原考古博物館は非

常な人気で、次は絶対にゆっくりした時間で自

分は行きたいということを再三にわたって参加

されている方に言っていただきました。

私は、年明けはよく七福神めぐり、海岸沿い

にあるところの七福神、これは北からおりてく

る、今山さんから行くのか、下から青島から行

くのか、こういう七福神ですね。それとか、先

ほどいろんな何旅、何旅、何旅というのがあり

ましたけれども、その中でもいっぱいいろんな

ものが、考えられるものがあると思うんです。

ただ、100万泊県民運動ということはわかるけ

れども、それが具体的にどういうことで、どこ

に行って、どんなことが楽しくて、何ができる

のかということをきちんとお知らせする、そう

いうプレゼンをするということが大変重要なの

ではないかというふうに思っているわけですけ

れども、知事の100万泊県民運動としてのテー

マ、これは今後どう進めていかれるのか、知事

の思いを聞かせていただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘ありますよう
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に、県外、国外から観光客を引っ張ってくるの

は大変重要ですし、そのためには、まず宮崎県

に住む我々が宮崎のよさを実際に体験して十分

知る必要があると、大変重要な御指摘かと思っ

ております。私の政策提案でも掲げた100万泊県

民運動でございますが、県民一人一人、今、113

万県民が１人年間１泊すれば100万泊になると。

一人一人の小さな積み重ねが大きな経済効果

を、人が動く、金が動く、もたらすことができ

るのではないかということとともに、やはり県

民がふるさと宮崎を知る機会になるのではない

かということ、それから受ける側としても、い

ろんな地域についての気づきにつながるのでは

ないか、さまざまな効果を期待してということ

でございます。まずは県民の皆様にこういうコ

ンセプト、こういう考え方を知っていただい

て、では実践しようかという気持ちになってい

ただくことが大変重要であるかと思っておりま

す。

まだ形になっていないところでございます

が、私ごとながら、100万泊、100万泊というの

を言っておりますと、うちの家族が、うちの家

族は全然家族旅行をしていないと、強い陳情、

要望を受けたところでございまして、非常に私

ごとで恐縮ですけれども、あさって、朝、えび

ので仕事があるものですから、あすはえびのに

行って泊まるということになって、３年ぶりの

家族旅行をするきっかけになりました。ですか

ら、そういう運動をやっているというのが一つ

のきっかけになって、いろんな団体が、では県

内に行ってみようかと、そういう動きになれ

ば、展開になればということを期待しておると

ころでございます。

このようなことから市町村や民間団体などと

も連携をしながら、県民の皆様に県内の地域資

源や観光地などを知ってもらい、それを行動に

移していただけるような環境づくりというもの

をこれから進めてまいりたいというふうに考え

ております。議員御指摘のように、楽しみなが

ら新たな出会いや発見をしていく、大変これも

おもしろい、意義あることだと思いますので、

今後の取り組みをしっかりと形にしていきたい

というふうに考えております。

○井上紀代子議員 私は今回、西都原考古博物

館に行ったときに、あそこのパネルの中に書い

てあった言葉に物すごく感動したんですけれど

も、その言葉は、「現代の農業は文化を生み出

す力を失いつつある。だから、いま一度文化を

生み出す農業を取り戻す必要がある」、この

メッセージはすごく大きなものがあると思うん

です。私は、行って、ただ楽しんで見て帰っ

て、すっと帰るのではなく、先ほど教育委員長

からも何回かありましたが、感動を自分の中で

感じて、自分がそうして動き、また伝えていく

ということが非常に大事なのではないかなと思

う。もう磨き上げなくてもいいようなものがた

くさんあるわけですから、いかに今度は発信を

していくかということが大事だと思いますの

で、その発信をしっかりとやっていただきたい

というふうに思います。

それでは次に、防災のことについて質問をさ

せていただきます。

まず、防災の目的というのは、一つは人の命

をしっかりと守るということだというふうに思

います。それとやはり今後、私どもがしっかり

と対策をとらなければならないのは、安全な避

難場所と避難経路を確保するということ、災害

に強い地域づくりをするということ、防災施

設、防災拠点、そしてライフラインの点検と補

強を日常的にしておくということ、防災情報伝
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達体制の整備と確実な運用が必要であるという

こと、防災意識の向上、防災教育、避難訓練、

こういう充実をしていくということが大事だと

思うんです。

そして、私どもが持っていました、今まであ

りました地域防災計画の最初の主たる地震なん

かは、マグニチュード7.5ぐらいを想定していた

と思うんですけれども、これは絶対にマグニ

チュード９以上を想定しなければいけないとい

うふうに思います。だったら、そこからまず変

わっていかなければいけませんし、そこから発

想するということ、そこから具体性を持った対

策をとるということが絶対に必要だというふう

に思います。それで幾つか質問をして、最後に

またお願いをしたいと思いますが、まず災害時

の孤立可能性集落、その集落がどのくらいある

のか、お尋ねしておきたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 平成22年度末の取

りまとめ結果ということになりますが、本県に

おきまして、風水害等によります孤立の可能性

のある集落、これは571集落となっております。

集落が孤立しました場合には、食料や飲料を初

めとした物資の供給などを含めましたさまざま

な支援が必要となりますが、支援を行います市

町村役場と孤立集落の間の情報通信が断絶しま

すと、これらの支援を迅速的確に行うことが困

難となる、こういう状況も想定されるところで

あります。

したがいまして、県といたしましては、１点

目としまして、市町村が行います集落への衛星

携帯電話の配備の促進、２点目としまして、一

般の通信回線、これが被災しました場合に早期

復旧するための通信事業者との連携、３点目と

しまして、一般の通信回線、これが途絶えた場

合の防災行政無線の機能強化など、災害時にお

きまして、孤立集落と行政等が双方向での情報

通信が確保されるように取り組んでいるところ

であります。

○井上紀代子議員 次に、私は、避難勧告が発

令されてもなかなか地域の住民の方たちが逃げ

ていただいていない、避難していただいていな

いということとかを大変心配しているんですけ

れども、災害発生時に市町村が的確に避難勧告

等を発令して、発令に伴って住民がより確実に

避難をする、これについて県はどのように取り

組んでおられるのか、そこをお聞かせいただき

たいと思います。

○総務部長（稲用博美君） さまざま災害によ

ります人的被害、これを減じていくためには適

時的確な避難が重要であると考えております。

特に、風水害に関しましては、これまでにも数

々の教訓が残されているわけですが、ことし近

畿地方で甚大な被害を出しました台風12号、こ

のときにおきましても、避難勧告が発令されな

かった地区の被害発生、また避難勧告が深夜と

なった事例があったというふうに伺っておりま

す。避難勧告等の発令につきましては、市町村

長の権限となるわけでありますが、県といたし

ましては、各市町村に対しまして、避難勧告等

の判断・伝達に関しますガイドラインを示しま

して、具体的な判断基準の策定を働きかけてお

ります。また、避難勧告、避難指示等が的確に

発令されるように、こういうことで促進をして

おります。それから、自主防災組織、これを充

実強化しまして、県、市町村、学校、職場、地

域などで避難訓練と啓発など、これも行ってお

りまして、より確実な避難がなされるよう取り

組んでいるところであります。

○井上紀代子議員 次に、防災拠点のことにつ

いてお尋ねをしておきたいと思います。昨日の
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質問の中で、丸山裕次郎議員、それから押川修

一郎議員に対して、災害対策の指揮と実行でき

るその拠点についての質問がありましたら、そ

れは検討委員会を設置するということを知事が

答弁しておられました。ただ、防災拠点という

ものの役割というのは、本庁舎だけではなく

て、全体的な対策の拠点として、情報収集、物

資の配給、救急医療の支援等の機能を担う施設

が県内では幾つか必要なんです。その拠点につ

いて県の考え方をお伺いしておきたいと思いま

す。

○総務部長（稲用博美君） 防災拠点の関係で

いきますと、狭義、広義というふうにあるだろ

うと思います。後方支援の拠点というようなこ

とも含めて考えるべきだと思っております。今

回の東日本大震災におきましては、被害の甚大

さ、超広域的な広がりということによりまし

て、災害の発生後から応急対策、復旧に至りま

す段階におきまして、膨大な量の情報、物資、

支援人員を国内のみならず世界から集め、的確

に整理、配分することが必要となったところで

あります。このような状況に対応していくため

には、あらかじめ後方での支援拠点となる施

設、これを想定して物資の備蓄を行うなど一定

の整備をすることが求められると考えておりま

す。今回の震災では、岩手県の遠野市におきま

す後方支援拠点が大規模な自衛隊や医療関係

者、ボランティアなどを受け入れるなど、支援

のための拠点として役割を果たした事例である

というふうに思っております。県といたしまし

ては、今回の事例も踏まえまして、同様の拠点

の確保に向けまして、情報収集や検討に着手し

ているところでございます。

○井上紀代子議員 医療と食料と情報、これを

後方支援といいますか、そういうことがしっか

りとできないと、本当の意味で宮崎県内全体の

命を守るということはなかなかできないと思い

ますので、その施設の議論をしっかりとやって

いただきたいと思います。せめて中央、それか

ら県北、県南、これは確保していただきたいと

いうふうに要望しておきたいと思います。

丸山裕次郎委員長を中心として防災の条例を

つくったとき、私もそこの中の委員として入っ

ておりました。そのときに、事業者の責務とい

うところをきちんとうたってはいたんです。う

たってはいたんですが、東日本大震災を受けて

改めて企業防災という視点というのが本当に必

要なのだなということを実感いたしました。あ

の条例をつくったときの感覚と今の感覚とは相

当な違いがあります。やっぱり地域を本当に早

目に復興させていくには、防災の目的は人の命

を守るということと、もう一つは産業を守ると

いうことだと思うんです。そのときに企業防災

ということをきちんとやっておかなければいけ

ないと思いますが、東日本大震災の教訓を踏ま

えて、企業防災の重要性について県としてどの

ように考えて、今後どのような対策に取り組ん

でいかれるのか、お聞きしておきます。

○総務部長（稲用博美君） 東日本大震災にお

きましては、多くの企業で施設・設備や従業員

が被災したことによりまして、企業活動が継続

できなくなりました。このために、被災地が大

きなシェアを占めておりました部品の不足、あ

るいは他企業への部品の供給が滞るなど、国内

外において社会・経済に深刻な影響を与え、ま

た地域の雇用や経済力が大きく損なわれるな

ど、非常に大きな課題となっております。本県

におきましても、企業防災の重要性は認識して

いるところでありまして、これまでに県内の中

小企業を対象としました企業防災セミナーを県
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内で４回開催し、企業防災や企業の業務継続計

画、いわゆるＢＣＰの策定について研修を行い

ましたほか、出前防災講座などさまざまな機会

をとらえまして、企業の防災に関する普及啓発

にも取り組んできたところでありますが、今回

の震災の状況を踏まえまして、ＢＣＰの普及な

ど企業防災の充実に向けまして、さらに取り組

んでまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 次に、私自身、大きな災害

というのを、実際、東日本のあの地域の皆さん

のところに会派調査ということで行かせていた

だいて、何回か見させていただいたら、やっと

胸に迫ってくるというか、頭の中でわかってい

るのと実際というのは非常に違うものがあるな

ということは実感をしているところです。私は

今回、いろいろ学習させていただきましたが、

その中で今後、東日本大震災の教訓から男女共

同参画の視点を踏まえた被災者支援というのを

しっかりとしていかなければいけないというこ

とを実際いろんなところに行って学んでまいり

ました。というのが、平成７年の阪神大震災、

そのときと平成16年の中越地震、それを受け

て、国も防災基本計画の改正の中で男女共同参

画の視点を入れるということを明確にしていま

す。そして、平成17年の男女共同参画基本計

画、この中に防災復興の分野の男女共同参画を

盛り込むということを明記しています。そし

て、第３次男女共同参画基本計画の中では第14

分野というところで、地域、防災・環境その他

の分野における男女共同参画の推進というのを

しっかりとうたっておられます。

実は、いろんな避難所での問題点というの

が、発災後、実際あったわけです。そして、男

女共同参画の視点からさまざまな問題が浮かび

上がったと。発災後の避難所での物資の備蓄や

提供に関する問題点として、生理用品、おむ

つ、粉ミルクがない。また、粉ミルクはあって

も、哺乳瓶、離乳食がなかったとか、生理用品

や女性用下着が届いても、男性が配布をしてい

るため、もらいに行きづらかったということと

か、避難所運営に関する問題として、授乳や着

がえをする場所がなく、女性が布団の中で周り

を気にしながら着がえしていたと。女性用の物

干し場がないため下着が干せない。女性が起き

たら、知らない男性が横に寝ていたと。それか

ら、女性だからということで当然のように炊き

出しの仕事を割り振られて、朝早くから夜遅く

まで食事の用意や片づけに追われて、その合間

に子供の面倒や両親の介護を行ったというよう

なこととか、いろいろな問題点があるんです。

その後、これは宮城の新聞なんですが、被災し

た夫婦のＤＶが増加をしたというような記事と

かもあるわけです。「災害のときにそんなこと

を言っておったってだめよ」と言う方もいるか

もしれないです。でも、それは、起こっていな

いときからその視点を持って取り組めば、変わ

るというふうに思いますので、そこをしっかり

と受けとめた取り組みを今後されるおつもりが

あるか、そこをお聞かせいただきたいと思いま

す。

○総務部長（稲用博美君） 議員のお話にもあ

りましたとおり、東日本大震災における被災者

支援に関する課題として、震災のストレスなど

さまざまな原因によります配偶者等からの暴力

あるいは性犯罪、高齢者、女性、障がいを持っ

た方への人権侵害など、避難所等において少な

からず発生していたというふうなことを伺って

おります。現在の県の地域防災計画におきまし

ても、市町村が運営します避難所の環境整備に

おいて、男女の違いや災害時要援護者への配慮
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を求めているところでありますが、このような

東日本大震災におきます状況を教訓に、今後の

本県及び市町村におきます防災対策の見直しの

中でも重要な課題の一つとして取り組む必要が

あるというふうに考えております。

この問題に対しましては、政府におきまして

も、来年度までかけて男女共同参画の視点から

の対応の調査を行いますとともに、被災者支援

に関する新たなマニュアルの整備を行うという

ふうになっております。県といたしましても、

これらの検討結果を踏まえつつ、県内の関係団

体等からの御意見も伺いながら、地域防災計画

の対策を見直し、市町村に対しましては、より

実効性の高い避難所運営マニュアルの策定と実

施体制の確保、これを強く要請してまいりたい

というふうに考えております。

○井上紀代子議員 どうぞよろしくお願いして

おきたいと思います。また、議会のたびごとに

点検もさせていただきたいというふうに思いま

す。

次に、最後ですが、がん対策についてお伺い

をしていきたいと思います。

今、県議会における医療対策特別委員会にお

いて、がん条例の制定に向けて努力中です。こ

の委員会は、私は、久々にヒットの、いい委員

会ではないかなというふうに思っているところ

なんですが、専門的な知識のある議員もいまし

て、その方からの資料提供、そして議員間の議

論も非常に進んでいるという点でいえば、非常

にいい条例ができ上がっていくのではないかと

思います。ただ、条例は、それは理念条例では

だめなわけで、実効条例でなければいけないん

です。県民に広がり、実効性のあるものでない

といけないということなんです。実効性を高め

るということを含めて、今回質問させていただ

きますが、がん対策を推進する上で関係団体等

と、これはマスコミも入ってなんですが、幅広

く連携した県民運動の展開が必要と思います

が、県民運動化していくおつもりがあるかどう

か、知事にお尋ねをしておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） がんは日本人の２人に

１人が罹患すると言われておりますことから、

すべての県民がその予防や早期発見の重要性を

認識するとともに、市町村や関係団体と一体と

なって、がんに負けることのない社会の実現に

取り組むことが大変重要なことと考えておりま

す。このため、現在、県におきましては、県民

の啓発に資する事業としまして、民間企業や団

体と連携をしまして、宮崎県がん検診受診率向

上プロジェクトに取り組んでいるところであり

ます。今、御指摘にありますような県議会にお

きます条例制定の動き、これがなされていると

いうことでございますので、その内容もしっか

り踏まえまして、今後、県民や関係団体などが

幅広く連携しました全県的な取り組みを進めて

まいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 知事の御出身地であります

広島県に行きました。県民運動の会長は衣笠祥

雄さんでした。何かすごくいいですね。こうい

う形ですそ野を広げていっていただきたいとい

うふうに思って期待をしています。

次に、がん登録の取り組みなんですけれど

も、その推進に当たって住基ネットを活用する

考えがおありかどうか、お尋ねしておきます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在、がん登

録につきましては、がん診療連携拠点病院等を

中心にいたしまして、各病院単位で院内がん登

録に取り組んでいるところでございますが、地

域がん登録につきましても、平成24年度中の開

始に向けて検討を行っているところでございま
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す。地域がん登録の運用方法の具体的な設計に

当たりましては、個人情報の取り扱いに留意を

しながら、御指摘のありました住民基本台帳

ネットワークシステム、この活用も含めて検討

してまいりたいというふうに考えております。

○井上紀代子議員 がんについては、やっぱり

喫煙の影響というのは非常に大きいというふう

に言われています。私は、総務部と教育委員

会、それから県警の喫煙と禁煙の対策の状況に

ついてお尋ねをしておきます。よろしくお願い

します。

○総務部長（稲用博美君） 知事部局でござい

ますが、平成23年度、喫煙者866名ということ

で、喫煙率にしますと22.6％というふうになっ

ております。喫煙対策として、保健指導の必要

な喫煙者に対しましては、定期健康診断時であ

りますとか健康教育におきまして禁煙指導を

行っております。そのほか、５月31日の世界禁

煙デーに合わせまして、禁煙の推進、受動喫煙

の防止について職員への普及啓発を図っており

ます。また、各庁舎におきましては、分煙の徹

底に努めているところであります。

○教育長（渡辺義人君） 県立学校職員の喫煙

状況について申し上げます。平成23年５月１日

現在の調査では、喫煙者数550名、喫煙率13.3％

となっております。また、禁煙対策の具体的な

取り組みにつきましては、学校敷地内での全面

禁煙の実施を初めといたしまして、保健指導員

を学校に派遣しての禁煙指導、さらには公立学

校共済組合と連携して禁煙サポートセミナーを

開催し、専門医による講義や問診、禁煙補助薬

ニコチンパッチの処方を行うなど、県立学校職

員の禁煙を支援しているところであります。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察職員の喫煙

者は、本年５月末現在で職員全体の34.6％、781

人であります。県警におきましては、禁煙を進

めるために禁煙マラソンというのをこの９月１

日から実施しております。禁煙を決意した職員

に対しまして、同じ職場の喫煙しない上司、同

僚等が伴走者として激励の声かけなどの支援を

するということによりまして、マラソンを想定

した90日間の禁煙を継続させて喫煙者の減少を

図ろうと、そういう施策でございます。現在、

喫煙者のうちの約７割、540人余りがこれに参加

をし、完走を目指しているところでございま

す。

○井上紀代子議員 県警の取り組みは物すご

く、何というんですか、参考になると思うんで

す。これは、県警が出している「ひゅうが」と

いう本、部内誌なんですか、その中に禁煙マラ

ソンを完走しようというのがあるんですけれど

も、本当に楽しげなんですね。そして、禁煙マ

ラソン実施要領なんかを見ますと、中身をよく

わかって、みんなで楽しみながら禁煙し、体づ

くりをもう一回していこうという、そういうや

り方というのは非常にいいと思うんです。押し

つけられてじゃなくて、本当に自分の体を考え

て、そのことを実行しようとしたら、やっぱり

こういう取り組みというのは非常に具体性が

あっていいと思います。政策も含めてすべてそ

うなんですけれども、やっぱり一工夫あるとい

うことは大変大事なことではないかなというふ

うに思っています。

県民の健康にわたるお金を大量に─きのう

ちょっと議論がありました社会保障費をたくさ

ん使うことにお金をかけるのか、それともそれ

に参加しつつ、みんなが楽しみながら自分の健

康づくりをしていくのか、この違いというのは

非常に大きいと思うんです。たばこによる害が

大きいということについては、認識のありよう



- 175 -

平成23年12月２日(金)

というのは高いと思うんです。これは熊本県の

たばこ対策の取り組みということで熊本県が出

している―熊本県は葉たばこ全国１位です。

その中でも、認識をきちんとしながら、禁煙取

り組みをしていこうとしています。私どもも

しっかりと、がん対策をする以上は、それを受

けて立つほうの側もしっかりとやったほうがい

いというふうに思います。

私の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）

○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。

午後０時３分休憩

午後１時０分開議

○十屋幸平副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、清山知憲議員。

○清山知憲議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の清山知憲でございます。６月以来、待ちに

待った一般質問でございます。きょうは原稿を

読まないで質問させていただきますので、知

事、執行部を初め、心のこもった誠意ある答弁

を何とぞよろしくお願い申し上げます。

さきの宮崎神宮の神武さまにおきましては、

御神幸行列に渡辺議員と一緒に参加させていた

だきました。私は、ちょうど30年前の10月31日

土曜日、神武さまの初日の夜に宮崎市内で誕生

いたしまして、この宮崎県の代表的な行事とは

御縁を感じておりますけれども、この伝統が末

永く続き、また宮崎県が発展していくことを祈

念申し上げた次第でございます。また、先日、

気管支肺炎ということで入院されておりました

天皇陛下が御無事に退院されましたことを、心

よりお喜び申し上げたいと思います。天皇陛下

におかれては、東日本大震災発生以来、皇居で

の自主節電に加えて、被災地でのたび重なる訪

問など、大変体に御負担がかかっていたのかな

と思いますけれども、一刻も早い御平癒を心よ

りお祈り申し上げております。

それでは、以下、おおむね通告に従って質問

させていただきたいと思います。

河野県政が始まってもうすぐ１年がたとうと

しておりますけれども、そろそろ河野県政の方

向性が見えてくるころかなと思います。河野知

事は、県外出身であるからこそ、宮崎県のこと

を客観的に眺めることができるのかなと思いま

すけれども、この宮崎県固有の価値というもの

を見出して発展させることこそ、私は県政の役

割であるかなと考えております。知事がかわる

たびに、宮崎県のイメージや基調となるような

コンセプトがころころ変わってしまっては、全

く一貫性もありませんし、宮崎県のそうした本

質的な価値の発展、発信にもつながらないと考

えております。そうした点にこそ河野カラーを

見出していただき、頑張っていただきたいなと

思いますが、河野知事の考える宮崎県固有の価

値、ほかの地域をもってはかえがたい唯一無二

の価値とは何なのかお尋ねして、以下、質問者

席より質問させていただきます。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

宮崎県固有の価値についてであります。

私の政策提案の中でもお示ししていますとお

り、本県はさまざまな潜在力に恵まれておりま

す。豊かな自然環境や安全・安心で豊富な農林

水産物はもちろんでありますが、他県出身の私

にとりましては、穏やかで優しい県民性や、地
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域に残された人と人とのつながりというものを

非常に印象深く感じたところでありまして、こ

れらは、次の時代に引き継いでいくべき大切な

大切な宮崎の財産であると考えております。ま

た、本県は、古事記や日本書紀に描かれた天孫

降臨にまつわる神話・伝説の地でありまして、

高千穂の夜神楽や西都原古墳群など、県民の心

のよりどころとして、長い年月受け継がれてき

た文化や歴史といったものも、全国に誇ること

ができる大切な価値であると考えております。

以上であります。〔降壇〕

○清山知憲議員 フォーカスがなかなか絞り切

れないような印象を受けてしまいますけれど

も、そういうちょっと総花的であることそのも

のが、河野カラーになりつつあるのかなとも最

近は思います。私は、後半の神話にかかわると

ころ─宮崎県は、この日本国の起源を記した

古事記、日本書紀にも登場してまいりますし、

また、そうした古事記や日本書紀の中心にあら

れる皇室、そして日本国の象徴であり、立憲君

主制の中心であられる皇室の起源、そうしたも

のを有するという事実そのものが、やはり宮崎

県がこの国の中で誇るべき固有の価値かなと思

います。現に、県外の観光客の訪問先上位を見

ますと、高千穂、鵜戸神宮、西都原古墳群と、

いずれも神話にかかわるスポットで、そうした

県外の方々というのは、宮崎県のそうした本質

的な価値というものに引かれて来るのではない

かと思いますけれども、改めて、この神話・歴

史の伝承・発展・発信のために県が取り組んで

いることは何か、お尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 「神話のふるさと」と

呼ばれる本県におきまして、神話・歴史の伝承

と発信の取り組みは大変重要であると考えてお

ります。小中学校におきましては、社会科や国

語科、さらには総合的な学習の時間における

「ふるさと学習」の取り組みなどにおきまして

神話を取り上げておりまして、国の形成に関心

を持たせたり、昔の人々の物の見方に気づかせ

たりするなどの学習を行っておるところでござ

います。私ごとで恐縮ですが、私の小学校４年

の娘も大変関心を持ちまして、夏休みの自由研

究は古事記を勉強して、何か絵をかいたり、ま

とめておったりしたところでございます。ま

た、県教育委員会が開設しております「ひむか

学」のホームページにおきまして、宮崎の神話

に関するコーナーを設置するとともに、県立図

書館に宮崎の神話を学べる講座を開設したり、

総合博物館では宮崎の歴史をわかりやすく展示

したりするなど、子供たちや若い世代に本県の

神話・歴史を伝える取り組みに努めているとこ

ろであります。さらに、これまでも神話などを

貴重な観光資源の一つとして位置づけまして、

県の観光情報サイトの「旬ナビ」を活用した情

報発信や、「ひむか神話街道」として神話や伝

説を紹介するための物語集、ルートマップなど

の作成を行っております。また、来年は古事記

編さん1300年を迎えるということで、私も県の

広報紙12月号にその旨を書いて、県民の皆様に

もお知らせしたところでありますが、古事記と

本県のかかわりなどについても、広く県内外に

ＰＲしてまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。それ

でもやや貧弱な取り組みなのかなという印象を

受けてしまうんです。趣旨確認の段階ではもっ

ともっと少なかったんですけれども、いろいろ

頑張ってかき集めてこられたのかなと思います

が、その「ひむか学」のホームページとかは、

私もきのう初めて拝見しましたけれども、なか

なか一般の県民の方々は余り見ませんよね。そ
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の前に、宮崎県のホームページ、トップページ

を拝見しましても、ざっと一見したところ、神

話の「し」の字も出てこないし、神話や歴史と

いったイメージの一片も感じ取ることができな

い。やはりそういったところから、取り組みが

まだまだ貧弱なのかなと思いますし、また宮崎

県の長期総合計画─これは大体２部で、前半

が20年後を見据えたビジョン編と、後半がアク

ションプラン、４年間の行動計画になってい

て、このビジョン編の第３節に「宮崎県の特

性」と、宮崎県のことが書いてあるんですね。

宮崎県を記述されている。この特性をるる見た

んですが、地理的特性とか自然環境は書かれて

いるんですけれども、歴史的特性といった宮崎

県最大の特徴が書かれていない。これはとても

僕は残念に思いました。来年、知事がおっ

しゃったように、古事記編さん1300年を迎えま

すけれども、県内のある宮司さんとお話をして

いたところ、この1300年の記念に向けて、宮司

さんとしてはあらゆる努力を惜しまないと、い

ろんなことをやっていきたいけれども、県から

こういうことをしてほしいとか、そういった協

力要請は全くないし、何も伝わってこないと、

そういう声がありました。翻って、例えば島根

県は、知事も御存じかもしれませんけれども、

平成22年から企画して、「神々の国しまね」プ

ロジェクトと題して─読み上げますけれども

─神話をテーマとするブランディング、ふる

さと再発見の県民運動、地域素材を旅行商品

化、そして「神話博しまね」の開催というふう

に、観光にとどまらず、県民を挙げて大々的に

取り組んでおられますけれども、やはり神話の

本家本元である宮崎県こそ、観光にとどまらな

い宮崎県の教育、文化、県民生活全般にわたる

全庁を挙げた取り組みが必要じゃないかなと。

それも来年だけにとどまらず、今後ずっと必要

じゃないかなと。県外から県を訪れる方にとっ

ては、それぞれの地域の文化、独特の文化って

非常に魅力を感じるところで、例えば宮崎県を

訪れると、どこに行っても神話や歴史のイメー

ジを感じるとか、あとは極端な話、宮崎県に来

ると西暦を使っていなくて皇紀で言うとか

─2671年とか、知事は歴史的仮名遣いを使う

とか着物を着ているとか。極端な話ですけれど

も、本当に何でもおもしろいと思うんですよ

ね。そうした統一した基調となるコンセプト、

そうしたものを持って、県を挙げて何か取り組

みを強化していただくことはできないでしょう

か、意気込みをお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、神話

や伝説というものが、本県にとって貴重な歴史

的な資産であり文化的な資産、そして一つのア

イデンティティーであるというふうに考えてお

ります。総合計画の記述についても、今、御指

摘をいただいたわけでございますが、いろんな

形でこれから、来年の1300年というのも一つの

はずみにして、神話・伝説─改めて自分たち

の足元を見詰め直し、いろんな形での発信に取

り組んでまいりたい、そのように考えておりま

す。

○清山知憲議員 やはり100年たっても残る宮崎

県の価値とは何かと考えると、そうしたものが

出てくるのかなと思いますし、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。

関連して、神話との関係を考えますと、宮崎

県にとっては皇室は特別な存在であり、皇室に

とっても、起源を有するこの宮崎県は特別な地

であるはずだと思いますけれども、近年、そう

した皇室との関係、縁を感じる機会が非常に少

ないと感じます。例えば、この宮崎神宮への御
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皇族方の参拝の歴史を見ても、昭和54年までは

結構頻繁に皇族方が参拝されておりましたけれ

ども、昭和54年に昭和天皇が御親拝されて以

降、30年間、ただ一度だけ平成18年に高円宮妃

久子様が御参拝されたのみでございます。こう

した皇室、ひいては宮内庁との関係もありま

す。先ほどの西都原古墳群もあります。皇室、

宮内庁との関係・連携強化について、どういっ

た県としての姿勢、取り組みがあるのかをお伺

いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘にありましたよ

うに、いろんな縁もあるというところでござい

ます。最近、ことしのことであれば、口蹄疫以

来、鳥インフルエンザ、新燃岳と大変な状況に

ある本県のことを、天皇皇后両陛下が心配して

くださいまして、２月15日に私も皇居に直接御

説明に参ったところでございます。宮崎県民に

対する心温まるお見舞いと励ましの言葉を賜っ

たところでございます。また、被害の状況も熱

心にお尋ねになりましたし、以前、宮崎におい

でになったときの御記憶の中で、ＳＡＰの農業

青年の研修の活動、それについて特段の言及が

ございまして─今「みかんの花」を毎年、皇

太子御夫妻にお届けしておるところでございま

すが、以前、たまたま何か病気をされたとき

に、根のついたものをお持ちしたところ、それ

を東宮御所にお植えになって、それから今ミカ

ンができていると、そのようなお話もあったと

ころでございます。大変、いらっしゃったとき

の記憶を大切に、また宮崎のことを思ってくだ

さっているということを受けとめて、うれしく

思ったところであります。また、昨年の８月の

高文祭―高等学校総合文化祭のときには、口

蹄疫直後、大変な思いをしておりますときに、

秋篠宮・同妃殿下と佳子内親王がおいでくださ

いまして、何とか立ち上がるぞと、我々は大変

励ましをいただいたと、そういうこともござい

ます。また、御案内のとおり、本県は、梅原猛

先生の本であります―私も総務省時代４年

間、直接お仕えしたところでありますが―

『天皇家の“ふるさと”日向をゆく』にも記さ

れておりますように、古事記、日本書紀におき

まして、神武天皇が生まれた地ということで、

広く伝えられておるところでございます。本県

にとりまして、そういう身近な存在でございま

すので、今後とも、天皇陛下を初め皇室の皆様

方に対しましては、県民の皆様ともども、心か

ら敬愛の念を持ちまして接してまいりたい、そ

のように考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。ある

人に伺ったところによると、前の黒木博知事な

んかは、いろいろと事あるたびに宮内庁へ足を

運んで、いろいろと良好な関係強化に努めてい

たと伺います。皇族方は、公私にわたって割と

県内を訪れておられると伺っておりますけれど

も、やはりそうした折には、最大限、県として

は把握して、歓迎の姿勢を整えていただきたい

し、宮内庁とも良好な関係を構築していただき

たいと思います。

続きまして、まだまだ神話に関連して質問さ

せていただきますけれども、県内には県立中学

校が３つございまして─五ヶ瀬中学校、泉ヶ

丘中学校、そして西高附属中学校があります。

それぞれの県立中学校が、来年度から使う歴史

教科書採択状況を発表されまして、いずれも帝

国書院ということで一致して決まったようです

が、この帝国書院の歴史教科書─僕も余り見

たことがなかったんですけれども─をこの

間、拝見したら、かなりゆゆしき記述を発見い

たしました。今までるる申し上げてきましたよ
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うに、宮崎県と神話、皇室との関係というもの

は特別なものがございますけれども、この手元

の資料をごらんいただきたいんですが、左側の

ほう、「天皇は，神の子孫であることを否定し

て，「人間宣言」を出しました」と、手元の資

料には書かれていると思います。その裏側に

は、この根拠となった昭和21年１月１日の「新

日本建設に関する詔書」─これは原典が記載

されておりますけれども、ここには神の子孫で

あることを否定されたという事実は全くありま

せん。天皇陛下が神であること、現つ神である

ことを否定されたということはありましても、

神の子孫であることは否定されていない。これ

は完全な誤りだと思いますけれども、知事はい

かが思われますか。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘のありまし

た教科書の記述であります。1946年の１月１

日、昭和天皇が国民に発せられました「新日本

建設に関する詔書」にあります「天皇ヲ以テ現

御神（アキツミカミ）トシ」のくだりから、こ

のように書かれたものと考えられます。この詔

書の解釈につきましては、さまざまな受けとめ

方があるというふうに考えておりますが、御質

問の記述のある教科書につきましては、国の教

科書に関する審議会によりまして、専門的・学

術的に公正・中立な審議を経て検定に合格した

ものと、それに基づく記述であると考えており

ます。

○清山知憲議員 知事、教科書検定のプロセス

を伺ったのではなくて、知事のこの記述に関す

る見解、考えを伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） そのような検定を踏ま

えて、専門的・学術的に公正・中立な審議を経

た上での記述であるものと受けとめておりま

す。

○清山知憲議員 知事、ここに記載している

「新日本建設に関する詔書」は、天皇陛下が出

されたもので、公文書の中では最上位に位置す

るもので、これが根拠になります。ここに書か

れていないんですけれども、知事は、そうした

歴史事実の認識を教科書検定審議会、そうした

外部のところに依拠するんですか。

○知事（河野俊嗣君） 記述にはいろんな幅が

あると思いますが、あくまでもこの教科書にお

きましては、そういう専門的・学術的な観点か

ら、中立・公正な立場でのチェックがなされて

いる、そういうものとして受けとめているとい

うことを申し上げております。

○清山知憲議員 しつこいんですけれども、教

科書検定に関しては伺っておりません。知事

は、昭和天皇が一度でも神々の子孫であること

を否定されたとお考えですか。

○知事（河野俊嗣君） 済みません。その件に

ついては、よく承知しておりません。

○清山知憲議員 教育委員長にも同様の質問、

この記述に関していかが思われますか。

○教育委員長（近藤好子君） 昭和天皇が国民

に発しました「新日本建設に関する詔書」につ

きましては、さまざまな解釈があり得ると思い

ます。このような解釈にかかわる記述に関しま

しては、発行者の考えに基づいてはおります

が、御質問の記述のある教科書につきまして

は、教科用図書検定調査審議会の審議を経て検

定に合格しており、多くの専門家によるさまざ

まな角度からの調査の積み重ねが反映されたも

のであると考えております。

○清山知憲議員 私は、教科書検定のプロセス

について伺ったのではなくて、やはり神々の子

孫であることを否定したというのは、宮崎県に

とって非常にゆゆしき表現ですね。本当に天皇
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陛下が、今の皇室が、神話との関係を否定され

た事実はないんですけれども、それを否定され

たとあらば、今の宮崎県の神話や歴史的遺産と

いうものはすべてフィクションということにな

りますが、その点に関して、もう一度、最後、

知事の考えを伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 質問議員は、そのよう

なとらえ方をされているということでございま

すが、私は必ずしもそこの部分が神話との関連

性を否定したと、そこまでのものというふうに

は受けとめていないところです。いずれにせ

よ、この記述というものは、専門家の客観的・

公正な審査を経てなされているものでございま

すので、私どもはそれを受けとめております。

○清山知憲議員 次の質問に移ります。その右

側のページに移りますけれども、「７月のポツ

ダムでの会議でアメリカ・イギリス・中国の名

前で日本の無条件降伏をうながす共同宣言を出

しました（ポツダム宣言）」とあります。これ

も原典を裏に記載しております。ポツダム宣言

の外務省訳を記載しておりますけれども、ここ

には５番目に「吾等ノ條件ハ左ノ如シ」という

ふうに降伏条件を明記しております。これは無

条件降伏ではないと考えるんですけれども、知

事のこの記述に関する見解を伺います。

○知事（河野俊嗣君） ポツダム宣言における

無条件降伏の解釈につきましては、条件付降伏

であったとか無条件降伏であったなど、さまざ

まな研究がなされ、さまざまな見解があるとい

うふうに伺っております。いずれにしまして

も、質問のこの教科書につきましては、先ほど

述べたとおりでございますが、そういう国の教

科書に関する審議会によりまして、専門的・学

術的に公正・中立な審議を経て記述がなされた

ものと、チェックをして合格されたものだと、

そういうものとして受けとめておるところであ

ります。

○清山知憲議員 教育委員長はいかがでしょう

か。

○教育委員長（近藤好子君） 知事がただいま

述べましたように、ポツダム宣言における無条

件降伏につきましては、さまざまな研究がなさ

れていると聞いております。したがいまして、

御質問の記述のある教科書につきましては、先

ほども述べましたとおり、教科用図書検定調査

審議会の審議を経て検定に合格しており、多く

の専門家によるさまざまな角度からの調査の積

み重ねが反映されたものと考えております。

○清山知憲議員 知事、せっかくこうやって原

典を用意したので、真摯に読んでいただきたい

と思いますが。知事はきのう、かつて外交官を

志したとおっしゃっていましたけれども、御存

じだと思いますが、日本史上有名な外交官で重

光葵─当時の外務大臣─は、９月２日に戦

艦ミズーリ上で降伏文書に署名をした方ですけ

れども、その翌日、９月３日には、マッカーサ

ーを訪れて命がけで折衝しております。それ

は、日本は無条件降伏したのではなくて、ポツ

ダム宣言の条項に書いてあるとおり降伏条件が

あると、この降伏条件を守ってほしいという命

がけの折衝をしております。知事、日本がここ

で無条件降伏したかどうかというのは、近現代

史における非常に大切なポイントで、占領期に

さまざまな諸制度が定められておりますけれど

も、そうしたものの正当性にもかかわる問題で

す。私はこの件に関しては、外務省国際法課と

も電話でいろいろ確認させていただきましたけ

れども、改めて、知事、この記載について、い

かが思われますか。

○知事（河野俊嗣君） 私は、そういう経緯、
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それから連合国軍からどのような回答がそれに

対してあったのかも含めて、正確な知識なり知

見を持たないところでございます。私としまし

ては、先ほど言いましたような国の検定等を経

たこの教科書の記述を受けとめておるところで

ございます。

○清山知憲議員 この後、教育長への質問があ

りましたけれども、申しわけありませんが割愛

させていただきまして、引き続き知事に、

ちょっと私は満足のいかない答弁でしたので伺

いますけれども、この教科書の右側の下のほう

に、大変ゆゆしき表現があります。知事は広島

県出身でございますが、私は、原子爆弾の投下

に関しては、国際法上明らかな違反的な行為

で、どうあっても許されない非人道的行為だと

思います。どんな事情や理由があろうとも許さ

れない。そして、後世の人たちには、同様の核

兵器使用を認めないためにも、そうした原爆の

投下の背景には、一片の理由、事情の余地もな

いということを伝えていかなければならないと

考えておりますけれども、この教科書には、

「ポツダム宣言を日本が黙殺したため、アメリ

カは戦争の早期終結とともにソ連に対して優位

にたつため、８月６日に広島に原子爆弾を投下

しました」とあります。新学習指導要領の歴史

項目によると、「様々な資料を活用して歴史的

事象を多面的・多角的に考察し公正に判断する

とともに適切に表現する能力と態度を育てる」

とありますけれども、私は、こうした核兵器の

使用に関して、このような一方的で非人道的な

記載は見たこともありませんし、宮崎県の中学

生がこれを読んで育つのは非常に残念だと思い

ますが、いかが思われますか。

○知事（河野俊嗣君） 議員の見方につきまし

ては、今おっしゃったとおり、そのような見方

をされたというふうに受けとめたところでござ

います。非人道的な記述という話がございまし

たが、原子爆弾というものが、国際法の根底に

ありますような人道主義に非常に著しく反する

大量破壊兵器であるということについては認識

をしておるところでございますが、ここの記述

につきましては、先ほど言いましたような

チェックをなされて記述がなされているものと

いうふうに受けとめております。

○清山知憲議員 最後にいたしますけれども、

政治家になられた知事としては、やはり個人的

なきちんとした歴史的認識を持っていただきた

いと思いますし、決してそこを国の検定審議会

とか、そうした外部のところに判断を依拠して

いただきたくないなと思って申し上げました。

これはここまでにしておきます。

続いて、副知事に質問させていただきます。

副知事は、河野知事が県外出身であるために、

地元の人間を採用してくださいというような声

があったにもかかわらず、河野知事の強い思い

で、農水省を退職し副知事になられましたが、

牧元副知事ならではの、牧元副知事でなくては

ならなかった今までの８カ月のお仕事、また、

これからの意気込みについてお伺いできればと

思います。

○副知事（牧元幸司君） 私の取り組みについ

ての御質問でございます。

私は、副知事といたしまして、庁内の業務全

般につきまして、知事を補佐するというのはも

とよりでございますけれども、とりわけ県政の

重要課題の中の一つでございます口蹄疫からの

再生・復興につきましては、農水省における行

政経験というものを生かしながら、まず一つは

防疫の徹底、これは二度と口蹄疫を起こさない

ということがまずもって大事でございますの
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で、この防疫の徹底、それから畜産農家の経営

の再開・安定といったようなところに重点的に

取り組んできたところでございます。その中

で、口蹄疫の被害というものについては、これ

はもちろん農業だけではなくて、商工業、観光

にも及んだところでございます。そしてまた、

防疫の徹底を図る上におきましては、これは農

業関係者だけではなくて、さまざまな業界の方

々の御協力が必要なわけでございますので、私

といたしましても、空港・港湾でございますと

か、ホテル・観光でございますとか、こういっ

たさまざまな業界の方々に直接足を運びまして

協力要請をしたところでございます。それから

また、口蹄疫からの再生・復興にとどまらず、

やはり県政の推進に当たりましては、現場を大

事にするといいましょうか、まず現場を見て現

場の皆さんの御意見を聞くというものが、まず

何よりも大事だというふうに考えておるところ

でございます。この現場主義ということにつき

ましては、私も公務員になりましてから、諸先

輩方からも常に教えられたことでもございます

し、また、知事におかれても、県民との対話と

いうものを非常に重視されて、いろいろなとこ

ろに出向かれて対話を行っているところでござ

いますけれども、私も同様に、中山間地域を含

め、県内いろんなところに足を運びまして、い

ろんな皆さんとの対話というものを重視してい

きたいというふうに考えております。最近にお

きましては、例えば、西都・児湯地域におきま

して、畜産農家の皆さんと意見交換をしたりと

か、あるいは延岡の北浦、島浦に行って、漁業

関係者の皆さんと意見交換をしたりとか、いろ

いろとやらせていただいておりますけれども、

これはまだまだ自分でも不十分だというふうに

思っておりまして、引き続き、現場に赴いて、

できるだけいろんな皆さんとのお話を通じまし

て、そのことを県政の推進に生かしていきたい

というふうに考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。牧元

副知事の知識と経験を生かして、ぜひ口蹄疫の

復興に励んでいただきたいと思いますし、知

事、副知事と２人しかいないので、また、今後

４年間、任期はありますので、ぜひとも県政全

般にわたって、その能力を生かして頑張ってい

ただきたいなと思います。

続いて、病院局長へお伺いします。さきに中

村議員から県病院に勤める職員のプロパー化に

ついて質問がありましたけれども、私もこれは

大賛成で、実際にほかの県においても、県病院

に勤める県職員の３分の１程度は、医療専門職

としての専門職化を進めているようなところも

ございますし、やはり県立病院のそれぞれの事

務長─民間病院であれば、事務長というのは

経営のほとんどを掌握していて、もちろんトッ

プに医師という立場で院長、理事長がいるんで

すけれども、実際に収益を上げるものとか経営

に関することは、事務長がすべてを握ってい

て、長年携わっておられると。そうした観点も

必要かなと思いますので、何とぞ検討いただけ

ればと思います。そして、研修事業についてお

伺いしたいんですが、来年から宮崎県内で研修

医として勤める内定した医学生の数というの

は61名ということで、昨年の29名から倍増し

て、少しは県内の医療体制に明るい兆しが見え

てきたのかなと思いますけれども、県立病院で

研修を開始する人数としては８名ということ

で、昨年とするとちょっと伸び悩んでいると。

こうしたところに関する今後の研修事業への局

長の意気込みと、それから、私が６月に質問さ

せていただきました研修事業を支える専門の県
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職員の配置についていかがか、お伺いしたいと

思います。

○病院局長（甲斐景早文君） まず、臨床研修

をサポートする専任職員の配置でございますけ

れども、病院現場の負担軽減や医学生から見た

魅力的な研修病院づくりを進める観点から、現

在、宮崎病院への配置に向けて準備を進めてい

るところでございます。また、平成24年度の臨

床研修医のマッチング結果については、議員の

ほうから今御指摘がありましたとおり、宮崎病

院が８名となりましたが、25年度に向けて、専

任職員の配置のほか、現在勤務しております若

手医師を研修医・医学生の相談窓口とするなど

の体制整備や、フェニックスプログラムを初め

個々の研修プログラムの魅力向上のための見直

し等を行うとともに、本年に引き続き、県外に

おける病院説明会等への積極的な参加や各病院

ホームページの充実等により、県立病院の臨床

研修のＰＲ強化を図るなど、研修医の確保に全

力で取り組んでまいりたいと、このように考え

ております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。

続きまして、県立宮崎病院の医師定数につい

てお伺いします。県立宮崎は86名というふうに

医師定数が定まっておりまして、現在100％充足

しているというような説明を委員会等でも受け

ますけれども、現場を見ますと、救急専属の救

急専門医がずっと不在が続いているのに加え

て、ほかの専門科においても、なかなかスタッ

フ不足で大変だという声を伺います。こうした

現場の状況とこうした医師定数には、非常に乖

離、矛盾を感じるんですが、この医師定数につ

いては、撤廃か、もしくは現実に見合った形で

の増加を考えていただけないでしょうか、お願

いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院局における

職員定数は、現在、1,387名でございます。この

定数の範囲内であれば、職員を配置できるとい

うふうに認識いたしております。お尋ねの県立

宮崎病院の医師数については、条例等に基づく

定数ではございませんで、看護師あるいは薬剤

師など、さまざまな職種ごとに設定している目

標数の一つでありまして、その性格は必要数の

目安というべきものであるというふうに考えて

おります。このため、今、御指摘にありました

ように、宮崎病院における目標数は、既に86名

に達しているわけでございますけれども、お話

にもありましたように、救命救急科あるいは地

域医療科などの医師については、病院長ともど

も現在確保に努めているところでございます。

このように、目標数は弾力的な性格のものであ

りますので、その都度増員する必要はなく、ま

た、延岡・日南両病院の休診科の解消や総数の

確保が最重要課題となっている現状からも、こ

の目標数を撤廃する考えというものはございま

せんけれども、宮崎病院において、さらに必要

な医師の確保につきましては、病院長と十分協

議しながら、引き続き、柔軟に対応してまいり

たいと考えております。

○清山知憲議員 弾力的に取り組んでいただき

たいと思いますし、引き続き、延岡、日南のほ

うも全力を挙げていただきたいと思いますけれ

ども、やはりこうした医師の定数そのものの数

字というものは、外部から評価する。例えば知

事がそうした資料を見るとか、ほかの議員が資

料を見たときに─私だったら現場の声とか伝

わってきますし、これは100％満たしているけれ

ども、なかなかそうではないのよねというとこ

ろがわかります。ただ、それ以外の方々にとっ

ては、こうした数字というのが大事な指標であ
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りますので、また今後とも、いろんな面で検討

いただければと思います。

引き続き、平成23年度アクションプランの工

程表についてお伺いします。県立病院の場合

は、病院局として、指標を一つだけここに掲げ

ております。病院事業全体における収支、平

成26年8,900万円のプラスということで掲げてお

りますけれども、これにあわせて、県立病院の

最大のミッションである良質な医療の提供とい

うことを考えると、医療面での指標をセットで

幾つか定めていただけないか、お考えを伺いた

いと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 公営企業である

県立病院が、高度で良質な医療を県民に安定的

に提供していくためには、経営の健全化が不可

欠であると認識いたしております。このため、

アクションプランの工程表につきましては、本

年２月に策定いたしました第二期宮崎県病院事

業中期経営計画の収支目標といたしております

「平成25年度に３病院全体で収支均衡」を図る

と、これを数値目標としたところでございま

す。ただいま御指摘のとおりでございます。現

在、病院局では、最重要課題であります医師確

保に向けまして、あらゆる手だてを講じながら

取り組んでおりますし、また、看護師等の医療

スタッフの確保や医療器械の導入など医療機能

の充実を図っているところでありますが、これ

らの活動状況や達成度を評価する指標も必要で

はないかというのが御意見であると思います。

そういうことも理解できますので、今後、医療

機能を定量的に評価する指標について検討して

まいりたいと考えております。

○清山知憲議員 前向きな答弁をありがとうご

ざいます。これは、実は趣旨確認では課長補佐

と激しくやりとりさせていただきましたが、そ

の中では、そうした医療面での目標や目的とい

うのは中期経営計画に書かれていると。そう

いったこともございましたけれども、一般県民

や医療従事者、そしてここにおられる議員や知

事ですら、なかなか中期経営計画の隅々まで見

ることはなくて、こうしたアクションプランと

か工程表に出てくるものを見て、もしそこに財

務指標一つしかないと、何だ、やはり県病院局

としては経営健全化にしか興味がないのかと

いった誤解というか、誤ったメッセージを送り

かねないので、いろんな面でこの辺を検討して

いただければと思います。もうちょっと突っ込

ませていただこうと思いましたが、予想以上に

前向きな答弁だったので、この辺にさせていた

だきたいと思います。

続いて、福祉保健部長へお伺いいたします。

持続可能な社会保障体制のためには、今後、少

子化対策は死活的に重要だと考えますけれど

も、結婚していない人の割合─未婚率の経年

的な推移と、夫婦１組当たりの生涯の子供の数

の推移についてお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の年代別

未婚率の推移につきましては、例えば、30歳か

ら34歳までの男女別の未婚率、これを見てみま

すと、40年前、昭和45年には、男女とも7.3％と

なっております。その後、男女とも上昇を続

け、昨年の調査結果では、男性が39.4％、女性

が30.5％と、未婚者の割合が大きく増加してい

るところでございます。また、夫婦１組当たり

の子供の数につきましては、戦前の約４人か

ら、戦後は次第に低下傾向となる中で、昭和30

年代後半からこれまで2.0以上で推移してきまし

たが、昨年、平成22年の調査では1.96というこ

とで、初めて２人を下回ったという状況でござ

います。
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○清山知憲議員 今、説明がありましたとお

り、未婚率は7.3％からいずれも30％台と激しく

上昇し、また、夫婦１組当たりの子供の数

は、1972年では2.20が40年で1.96と、0.24低下

したということなんですけれども、この２つが

独立因子として少子化に寄与しているのかなと

思いますが、そのいずれが本当に重要なのか、

ぜひ分析を進めていただきたいと思います。ま

た、ざっと数字を見ただけでも、未婚率の上昇

が目に余るほどだと思いますが、未婚化対策と

いいますか、この辺に対する県の取り組みはど

んなものがありますか、お伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 未婚率の上昇

の理由につきましては、さまざまな要因がある

と言われておりますが、男女とも適当な相手に

めぐり会わないというのが大きな理由として挙

げられております。このため、県では、平成20

年度から「みやざき新たな出会い応援事業」、

こういったものに取り組みまして、独身男女が

出会うイベントや民間団体が実施いたします出

会いの機会の情報を電子メールで提供する事業

に取り組んできたところでございます。今年度

は、民間団体の活動を活性化するための意見交

換会の実施や県ホームページを活用したイベン

ト等の情報提供を行っておりまして、今月の25

日でございますけれども、独身男女各50名が参

加する交流会を民間団体と共同で開催すること

といたしております。このような取り組みが未

婚化対策の一つとして大変重要であると考えて

おりますので、今後とも、市町村、それからＮ

ＰＯ等の民間団体とも連携しながら、結婚を応

援する事業に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。

○清山知憲議員 通告にありませんが、ちょっ

と知事に伺いたいんですけれども、本当につい

先日、発表されましたよね。未婚者の独身でい

る理由などの調査がありますけれども、第１位

が、今説明があったとおり、出会いがない、そ

して次に自由を失いたくないと、いろいろあり

ますけれども、実際これは県庁の若手の中で

も、職場やいろんなところで出会いがないと、

そういう切実な声が上がっております。平成23

年度の予算の事業なんかを見てみますと、例え

ば、出会い創出事業というのが２つ明確にあり

ますけれども、合わせて大体400万円程度の予算

規模であります。これに比較して、子育て関連

の事業は随分充実してきておりまして、5,000数

百万円程度予算がおりていると。やはり相対的

に未婚化対策というものがややおろそかになっ

ているのではないかという印象を受けますけれ

ども、知事として、この辺をいかがお考えか、

お尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要な御指摘であ

り、従来こういう出会い関係の事業といいます

のは、市町村が後継者の確保というような観点

から取り組んできたものでございますが、県と

してもできる限りのことをする必要があろうと

いうことで、これまで取り組んできておるとこ

ろでございまして、もっともっと力を入れてい

く必要もあろうかというふうに思っておりま

す。そのように考えております。県職員のとい

う話がございました。先日開催しました県庁職

員の運動会でありますが、もちろん健康保持な

り組織の垣根を越えた融和というのもあります

が、そういう効果も期待できないかというとこ

ろは、実は本心では思っておるところでござい

ます。いろんな形で場を設定すること、その意

味で今、県職員を例にして申し上げましたが、

いろんな主体がいろんな形で場を提供し、機運

を盛り上げていく、大変大事なことだと考えて
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おります。

○清山知憲議員 ありがとうございます。

福祉保健部長にお伺いしますけれども、アク

ションプラン等政策目標としては、合計特殊出

生率が目標となっておりまして、1.85を目指す

とありますけれども、どうしても少子化対策の

政策効果がなかなか合計特殊出生率に反映され

にくいんじゃないか、いろんな要素が複雑に絡

み合うので、すぐにわかりやすく反映されるも

のではないかなという印象で、もっと未婚率の

低下等、より現実的で具体的な数字等も指標と

して検討いただけないか、お考えを伺いたいと

思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） アクションプ

ランの成果指標につきましては、御指摘がござ

いましたとおり、現在、合計特殊出生率を設定

しているところでありますが、これは、全国の

状況と比較して、少子化の動向を端的にあらわ

すものでありまして、少子化対策に係るプログ

ラム全体の成果や達成度を見るための指標とし

て有効であるということから設定しているもの

でございます。なお、少子化対策に係る工程表

の指標につきましては、活気を生み出す出会い

や交流の場の創出のための事項として、縁結び

応援団の登録数を掲げ、民間団体による出会い

の機会づくりの場の創出、促進に取り組んでい

るところでございます。結婚に対する個人の価

値観、それから考え方は多様でございまして、

今、御指摘のございました未婚率の低下を指標

化するということによりまして、行政が一律に

結婚を奨励するということは難しいものがある

というふうに考えておりますが、より具体的か

つ政策効果のわかりやすい指標につきまして

は、関連事業の成果等を勘案して、今後、検討

してまいりたいというふうに考えております。

○清山知憲議員 今、部長から、なかなか難し

いという答弁がありましたけれども、今後の社

会保障体制を考えると、なかなか悠長なことは

言っていられないというのが私の率直な印象

で、例えば20年後、部長が後期高齢者になられ

るころ、私はまだ50歳で、現役世代としてお支

え申し上げますけれども─今の62歳が一番多

くて、全国で226万人、現在人口としてありま

す。私の世代が149万人で、私の息子、５歳の世

代が106万人。226万人と106万人、これは大変な

状況で、今の社会保障体制の水準を続けること

はまず不可能だと私は思っております。ぜひと

も、この辺、より現実的というか、もっともっ

と力を入れて─少子化対策、合計特殊出生率

を政策目標に掲げているので、これも言ってし

まうと、行政が子供を産むことを強制している

わけではないと思うんですよね。やっぱり目標

としていろんなものがあってもいいと思います

ので、今後とも、ぜひ力を入れた取り組みをよ

ろしくお願いしたいと思います。

続けて、県民政策部長へお尋ねいたします。

手元の資料の一番最後、２枚目の裏側をごらん

いただきたいんですけれども、現在、記者クラ

ブに対しましては、県の本庁舎の一角を無償貸

与しておりまして、記者クラブ主催の記者会見

というものは、ほとんどこの部屋で行われてお

ります。一部、知事が定例記者会見で講堂を使

うことがございますけれども、ほとんどはこの

部屋で行われます。写真をごらんいただきたい

んですけれども、この部屋の一角で記者会見を

行っております。鳥インフルエンザの発表のと

きですね。これは率直に申し上げると、物すご

くみすぼらしいですね。見ていただきたいんで

すが、知事の後ろに、ハンガーに記者の何か私

服がぶら下がっていると思うんですよ。もう
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ちょっと記者の人たちがきれいに使っていただ

ければいいと思うんですが、こういったテレビ

やインターネットなどの映像を通して伝わるも

のの価値というのは、非常に重要な時代を迎え

ていて、宮崎県の威信やブランド力低下─例

えば県外から県内を訪れていて地域放送を見ら

れる方とか、鳥インフルの発生時なんかは、こ

れがそのまま全国に流れたりすることもあるわ

けで、ぜひこの記者会見場について、県が多少

お金を出すというか、いろんな知恵や工夫、多

少の予算を出してでも整えていただきたいと思

うんですが、部長、いかがでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 記者会見でご

ざいますけれども、現在、知事の定例記者会見

などは一部講堂で実施されておりますが、その

場合を除き、通常は、今、議員から御指摘が

あったように、県政記者室で行われているとこ

ろでございます。県政記者室は、取材の拠点と

して県が提供しているものでありますが、ここ

での記者会見につきましては、限られたスペー

スの中で発表者席や記者席を設けるなど、工夫

しながら行われているところでございます。

今、写真で御指摘がありましたけれども、それ

でも狭いスペースの中で工夫して今現在やって

いるという状況でございます。しかしながら、

今、議員が言われましたように、もう少し工夫

ができないのかということでございます。より

一層効果的な県政情報発信の場となるような工

夫をするべきであるということは私も思ってい

まして、例えばレイアウトをもう一回検討す

る、あるいは例えば知事の記者会見時に設置し

ております県のＰＲパネル、こういうものを県

政記者室での記者会見の場にも使用すると、そ

ういったことを県政記者クラブの協力を得なが

ら、さらに検討してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○清山知憲議員 ありがとうございます。２年

前、私は宮崎に帰ってきて、こうした映像を見

て、本当に汚いなと思ったのが率直な印象で、

ぜひ改善の努力をしていただければと思いま

す。ついつい県内にいるとなれてしまいますけ

れども、やはり外の人が見るとみすぼらしいと

思います。

続いて、選挙管理委員長へお伺いします。こ

としの４月の統一地方選では、特にこの宮崎県

議会議員選挙で初めて選挙公報が配布されまし

たけれども、県内での有権者世帯への配布状況

をお伺いしたいと思います。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） ことし４月

の県議会議員選挙の選挙公報につきましては、

先ほどお話がありましたように、初めて無投票

を除く全選挙区で発行いたしまして、市町村選

挙管理委員会において、自治会や新聞折り込み

等を通じまして各世帯に配布するとともに、公

民館や商業施設等にも配布所を設置するなど、

広く有権者の方々への周知に努めたところであ

ります。市町村からの報告によりますと、全世

帯数約41万世帯に対しまして、自治会や新聞折

り込み等を通じまして約31万世帯に配布されて

おり、その配布率は約75％でありますが、新聞

の重複や自治会の加入状況等を総合的に勘案し

ますと、少なくともおおむね70％程度の世帯に

は配布できたのではないかと認識いたしており

ます。

○清山知憲議員 選挙管理委員長、公職選挙法

では、こうした選挙公報は、原則として全戸配

布することが義務化されているとも解釈されて

おります。今の状況だと、70％程度しか届いて

いないと。しかも、特にいつも問題になる若者

世代の投票率ですけれども、特に若者ほど新聞
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をとっておりませんし、自治会にも加入してお

りませんし、そうした状況になると、若者は全

く候補者の情報を得られないんですね。例え

ば、近くにある公設の掲示板に行って、一人一

人見るしか候補者の名前を知る機会がないと。

そうした中で、さまざまな自治体がいろんな工

夫をしておりまして、郵送という手段をとって

おるところもありますけれども、やはり郵送も

コストがかかると。そして、先般の東北で行わ

れた地方選挙におきましては、この選挙公報そ

のものをインターネット上のウエブサイトに掲

載して、そういう形の頒布をとったとありま

す。これは総務省も大丈夫だということで、許

可というか、そういう通知を出しまして、さら

に当時の片山総務大臣も国会の答弁で、これは

公職選挙法上、現行の法律のもとで可能だと判

断を示されました。これは宮崎県の選挙管理委

員会として積極的に進めていくお考えはないで

しょうか。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） 東日本大震

災の被災地で実施されました選挙においては、

多くの有権者の方々が、県外や市町村外へ避難

されている状況を踏まえまして、試行的に選挙

公報のウエブサイト掲載が行われたところであ

ります。国においては、こうした状況を検証し

ながら、選挙公報のウエブサイト掲載につい

て、法律の改正まで視野に入れた検討がなされ

ていると聞いております。県選挙管理委員会と

いたしましては、選挙公報のウエブサイト掲載

が、選挙公報未配布世帯への情報提供とあわせ

まして、若者を初めとする有権者に対しまして

も、啓発手段として有効であると考えておりま

すので、御提言も十分踏まえまして検討を進め

ますとともに、国に対して、全国一律で実施で

きるよう要望してまいりたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 つい先日、明るい選挙推進協

会が発表しました調査によると、先般の統一地

方選挙を調査したら、50％の有権者が候補者情

報の不足を認識していると、中でも道府県議会

議員選挙における候補者情報の不足は65％に上

るとありました。今、被災地の特殊な状況を御

説明されましたけれども、この宮崎県内におけ

る50％を割る投票率というのは、これはすごく

異常事態だと思います。ぜひ県の選管として

も、積極的にこれは検討を進める方向でお願い

したいと思います。

続きまして、総務部長へお尋ねしたいと思い

ます。近年、高齢化が進むにつけ、県内の救急

出動件数もどんどん上がっておりまして、平

成22年度の消防年報によると、３万6,000件台と

いうふうに非常に高い位置でとどまっておりま

す。その上で、救急の適正利用と民間事業者に

よる救急搬送、そうしたものの周知徹底も十分

必要かなと思いますけれども、県の取り組みを

お伺いしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 民間事業者により

ます患者等の搬送事業につきましては、管轄し

ております各消防本部におきまして、事業者の

認定を行いますとともに、住民や医療機関等へ

の周知に取り組んでいるところでありますが、

当事業の一層の周知を図るために、昨年８月、

各消防本部と県による会議を開催しまして、今

後の取り組みについて協議を行ったところであ

ります。それを受けまして、現在、事業者の認

定を行っております市におきましては、それぞ

れのホームページや広報紙、イベント等で当事

業について案内するほか、医療機関に対して、

事業者の一覧を示した文書を送付するなど、当

事業の周知に積極的に努めているところであり
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まして、平成22年中の民間事業者による搬送人

数につきましては、前年に比べまして1,744人増

の8,749人となっております。県といたしまして

も、今後とも、各消防本部と連携を図りなが

ら、当事業の周知に努めてまいりたいと考えて

おります。

○清山知憲議員 ありがとうございます。救急

事業というのは、各消防本部だけではなくて、

やはり各基礎自治体で完結しないものですよ

ね。患者さんの搬送等になると、２次医療圏を

またがるものもございますし、また県内には７

つの消防非常備地区等もございます。やはり県

も積極的に周知の取り組みをしていかなければ

ならないと思いますけれども、今現在、県のウ

エブサイトや県のあらゆる広報手段を見まして

も、救急の適正利用、そしてこういった民間業

者の周知徹底の取り組み、私は全く拝見するこ

とができなかったんですが、これは県としても

一生懸命努力していただくおつもりはないで

しょうか。

○総務部長（稲用博美君） 先ほども言いまし

たように、昨年、各消防本部と県の協議もやり

まして、市のほうも積極的に取り組んでいただ

いています。県といたしましても、県のホーム

ページあるいは広報媒体、「広報みやざき」等

とありますので、そういったものを活用しまし

た周知活動につきまして取り組んでまいりたい

と思っています。

○清山知憲議員 救急車による患者さん搬送の

中には、病院から病院へと患者さんを搬送する

転院搬送というものがございます。この転院搬

送が宮崎県内の全救急出動件数の中に占める割

合と、全国平均を教えていただきたいと思いま

す。

○総務部長（稲用博美君） これは消防庁がこ

としの２月に発表しました速報値でございます

が、平成22年の救急出動件数に占める転院搬送

の割合は、本県が17.1％、全国平均が8.6％であ

りますので、本県は全国平均よりも8.5ポイント

高くなっております。

○清山知憲議員 転院搬送、全国平均よりもほ

ぼ倍ということですけれども、昨年の医療対策

特別委員会の消防保安課長のコメントの中で、

「こういった転院搬送の中には、必ずしも救急

車でなければならないようなもの以外も含まれ

ている。救急車じゃなくてもいいケースがある

んじゃないかというような声が見受けられる」

とあります。県のこの認識と今後の取り組みに

ついてお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 救急出動件数が増

加する中、緊急性のある傷病者を迅速・的確に

医療機関に搬送することは、大変重要な課題で

ございます。御指摘のように、転院搬送が多く

なりますと、交通事故あるいは急病など、緊急

性の極めて高い傷病者の救急搬送への影響も懸

念されるところであります。このため、消防本

部におきましては、医療機関に対しまして、転

院搬送の要件を明示しました文書を発出しまし

て、救急車の適正利用を呼びかけているところ

もございます。県といたしましても、消防機関

と密接な連携を図りながら、さまざまな機会・

方策を通じまして、転院搬送につきましての理

解を求めていきたいというふうに考えておりま

す。

○清山知憲議員 続きまして、総務部長へ、宮

崎県にとっては、公務員獣医師の確保は非常に

重要な課題だと認識しておりまして、さきの鳥

飼議員の質問にもあったとおりでございますけ

れども、平成19年に獣医師の需給調査の結果が

発表されておりまして、そこでもやはり公務員



- 190 -

平成23年12月２日(金)

獣医師の不足や産業動物診療獣医師の不足なん

かもうたわれておりまして、日本獣医師会は、

公務員獣医師の処遇改善を求めてきておりま

す。県の公務員獣医師の処遇と他県との比較に

ついてお伺いしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 本県の獣医師の給

与につきましてですが、６年制の大卒者の初任

給が19万7,600円、また、職員の従事する業務の

内容によりまして、月額１万8,200円から３

万3,600円の給料の調整額や日額440円または800

円の特殊勤務手当が支給されることになってお

りまして、これらの給料や手当全体としまして

は、おおむね各県と同程度の処遇となっており

ます。このような中で、本県では、今年度から

新たな手当といたしまして、獣医師に対しまし

て、新規採用の日から月額３万円を10年間、そ

れ以降は１年ごとに5,000円ずつ逓減しまして、

最長で15年間支給するという内容の初任給調整

手当を支給することとしたところでございま

す。この手当は現在、全国で約半数の24の道県

で措置されておりますが、本県の支給額、支給

期間につきましては、その中でも手厚い内容と

なっております。

○清山知憲議員 そうやって初任給調整手当の

アップが図られたわけですけれども、その後の

獣医師確保─この間も発表がありましたが

─は、なかなか困難をきわめていると伺って

おります。それ以上の公務員獣医師の処遇改

善、もしくはいろんな取り組み、何かお考えは

ないかお伺いしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 獣医師の確保が全

国的な課題となっておるわけですが、その中で

必要な人材を確保するためには、御指摘のあり

ましたような給与面、これを充実するというこ

とがあります。そのほか、さまざまな面からの

処遇改善の取り組みが必要であるというふうに

考えております。このため、本年度から、本県

におきまして、全国トップクラスの初任給調整

手当制度を導入いたしました。給与面におきま

して処遇改善を図ったところであります。ま

た、採用後におきましても、国の専門研究機関

への派遣研修でありますとか、大学、民間団体

等が主催します研究会への参加によりまして、

獣医師としましてのスキルアップの支援、また

モチベーションの向上に努めているところであ

ります。さらに、獣医師の採用試験につきまし

ても、受験の年齢上限の引き上げ、あるいは受

験会場の複数化など、受験機会の拡大に努めま

すとともに、職員が直接大学に赴きまして、学

生に公務員獣医師の魅力あるいはやりがいとい

うものをＰＲするなど、受験者数の確保に努め

ているところであります。以前は、宮崎大学か

らたくさん県庁に来ていただいていたんですけ

れども、最近、若干それが少なくなってきてい

るということで、こういうところも何とかしな

いといけないなと思っているんですが、宮崎大

学のほうで産業動物防疫リサーチセンターとい

うのを設置されました。本県のこういう行政面

でも非常に関係の深いセンターでありますの

で、そことも連携を図りながら、獣医師の確保

を行っていきたいというふうに思っておりま

す。

○清山知憲議員 ありがとうございます。ぜひ

とも、今後とも、前向きに努力を重ねていって

いただきたいと思います。

最後に、コメントと知事に質問をお願いした

いと思いますが、質問の冒頭のほうで説明申し

上げましたとおり、第二次世界大戦の終結に当

たっては、日本国はドイツとは全く違った形で

の戦闘終結を迎えております。ドイツは、ドイ
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ツ政府がなくなった状態での敗戦を迎えました

けれども、日本の場合は、日本国政府が現前と

して存在し続け、ポツダム宣言に書いてある条

項を交わしながら、そうした降伏条件のもとで

戦闘を終えました。こういった無条件降伏とい

う言葉すらも、９月２日の降伏文書で初めて日

本軍の武装解除に対して用いられた表現であっ

て、この教科書の記載は全く不正確であると

─後で私の資料をお貸しいたしますので、ぜ

ひ参考にしていただきたいと思いますが、改め

て、冒頭に申し上げました宮崎県の歴史と神話

の伝承と発信に関する取り組み、意気込みをお

聞かせいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど御答弁申し上げ

ましたように、本県にとって貴重な資源・資産

であり、貴重なアイデンティティーの一つであ

るというふうに考えております。ホームページ

の活用、また、さまざまな媒体を通じて、これ

からも積極的に県の内外にアピールをしていき

たいと考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。質問

を終わらせていただきます。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 横田照夫で

ございます。原稿を利用させていただきます。

私はこれまで「掛けまくも畏き 伊邪那岐大神

筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原に」と続く

祓詞をこの壇上で３回紹介させていただきまし

て、宮崎の価値として、神話や古事記の話もし

てきました。先ほど、若い清山議員が同じよう

な質問をしてくれて、本当にうれしく思ってお

ります。知事や関係部局の皆さんに、清山議員

の質問に対して、私からもくれぐれもよろしく

お願い申し上げまして、私の質問に入らせてい

ただきます。

先日、ブータン国王夫妻が来日され、ブータ

ンブームが起ころうとしております。ブータン

政府は、御存じのように、国民総幸福量の増加

を政策の中心としております。つまり、金銭的

・物質的豊かさを目指すのではなく、精神的な

豊かさ、つまり幸福を目指すという考えから生

まれたものです。国としては小さな国で、決し

て豊かな国とは言えないかもしれませんが、ほ

とんどの国民が幸せだと感じており、世界じゅ

うで一番で幸せな国と言われております。一

方、我が国は、高度経済成長やバブル景気を経

て、物もお金も一昔と比べたら比較にならない

くらい豊かになりましたが、その反面、地域の

きずなや規範意識などが薄くなってしまいまし

た。殺人事件も毎日のように報道されますが、

その半分ぐらいは、親子間や家族間での事件だ

そうです。本当に私たちが求めてきた豊かさと

は、こういうものだったんでしょうか。こうい

う状況の中で、政府はＴＰＰに参加しようと進

めています。京都大学大学院の中野剛志さん

は、「ＴＰＰ亡国論」という書籍の中で、ＴＰ

Ｐの実態は日本の市場をアメリカに差し出すだ

けのもので、自由貿易で輸出がふえるどころ

か、デフレの深刻化を招き、雇用の悪化など日

本経済の根幹を揺るがしかねない危険性のほう

が大きいと述べています。輸出産業にとっての

一番の問題は円高ドル安であって、関税ではあ

りません。今、自動車などの輸出産業は、円高

ドル安の影響などで、海外に工場を移転して現

地生産を進めております。日本の自動車メーカ

ーは、アメリカでの新車販売台数の６割以上を

現地生産で賄っているそうです。日本の輸出産

業は、為替リスクの回避のために、既に海外生

産比率を高めてきています。もはや関税の有無

は輸出の増減とは関係なくなりつつあり、ドル
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安が続く限り、この傾向はさらに進むことにな

ります。日本がＴＰＰに参加し、アメリカに関

税を全廃してもらったとしても、もはや関税撤

廃と輸出力の強化とは何の関係もないことにな

ります。ＴＰＰに参加して日本の輸出を伸ばそ

うというもくろみは、ドル安によってつぶされ

てしまうのです。その一方で、ドル安でさらに

安くなった輸入農産物は、関税という防波堤を

失った日本の農業市場に殺到し、日本の農業に

壊滅的な打撃を与えることはほぼ間違いないと

思われます。将来、ドル安が解消されたとして

も、一たん失われた日本の農業を関税なしで復

活させることはほぼ不可能で、食料のアメリカ

依存、すなわちアメリカによる日本の農業市場

の支配がさらに深まることは確実であります。

また、世界経済がグローバル化した中で、輸

出企業は、競争相手の多い世界市場で厳しい競

争にさらされています。厳しいコスト競争の中

で、実質賃金を抑制せざるを得ません。こうし

たグローバルな世界における競争の結果とし

て、労働者の賃金は最も低い賃金の水準まで低

下していき、輸出を中心としない国内企業の賃

金水準も、代表的な輸出企業の賃金水準に引き

ずられてしまいます。企業が輸出力の強化に

よって利益をふやせば、株主や経営者はもうか

るかもしれませんが、その輸出競争力の強化は

労働者の賃金アップを犠牲にしているので、格

差はさらに拡大していきます。ＧＤＰの成長メ

リットは、一部の輸出企業だけにとどまり、ほ

とんどの国民は、そのメリットを享受できない

のではないでしょうか。今、韓国で、アメリカ

とのＦＴＡ締結批准の問題で混乱が起こってい

ますが、韓国民も気がついている証拠ではない

でしょうか。アメリカのウォール街等で行われ

ているデモや座り込みの行動は、一握りの富裕

層がアメリカ全資産の８割以上を保有している

という格差に抗議することが目的です。市場原

理主義を国是としているアメリカの行く末がこ

の格差社会だと思います。ＴＰＰは、まさにこ

のアメリカンスタンダードの押しつけではない

でしょうか。こういうことが予想される中で、

ＴＰＰに参加してまでも経済成長を目指して、

本当に日本国民は幸せになれるんでしょうか。

私たちは、ことしの夏、電力不足による大規模

停電を防ぐために、大幅な節電をしました。そ

の結果、夜がいつもより若干暗かったことはあ

りましたが、別段生活に支障が出るということ

はありませんでした。そのことを見ても、私た

ちは利便性を求めて、なくてもいいようなもの

まで求め過ぎていたのではないでしょうか。そ

こで、知事に、ＴＰＰに対する考えと幸せとは

どういうことと考えるかをお尋ねし、後は質問

者席からの質問といたします。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

ＴＰＰに対する考えと幸せについてというこ

とであります。人々が幸せに暮らしていくため

には、日々に不安がなく、また将来に希望が持

てる環境にあることが必要であると考えており

ます。そのためには、これから時代が大きく変

化する中にありまして、経済的な側面のみなら

ず、人や地域のきずな、安全・安心な暮らしな

ど、新しい「ゆたかさ」を創造していくことが

重要であると認識しております。本県の総合計

画にも、そのような形で目標として定めておる

ところでございます。このような観点からＴＰ

Ｐを見てみますと、輸出産業を中心に、経済的

なメリットが出てくる分野もあるとは思います

が、例えば、本県のような第１次産業を基幹産
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業とする地方におきましては、関税撤廃により

まして、農林水産業のみならず、地域経済全体

が大きな影響を受けるとともに、医療や金融等

の分野における規制緩和の内容によりまして

は、これまで築いてきました地域社会の仕組み

そのものが崩壊していく可能性があるものと考

えております。先般、国がＴＰＰ交渉参加の意

思決定を行ったことは大変遺憾でございます

が、国に対しましては、引き続きＴＰＰの問題

点を訴えながら、しっかりとした情報提供を行

い、国民的な議論を踏まえて、慎重に対応して

いただくよう要請してまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○横田照夫議員 私は、実にいいタイミング

で、ブータンの国王夫妻が来日されたというふ

うに思っています。経済成長やＧＤＰの引き上

げだけが国民の幸せではないということを教え

に来てくださったんじゃないかと、そういった

気がします。国の根幹を揺るがしかねない、ま

た国の体をなさなくなるかもしれない、そう

いった危険性を含むＴＰＰには、県を挙げて、

また議会を挙げて、断固反対していかなければ

いけない、このように思います。

次に、県の行う事業の考え方について質問さ

せていただきます。「入るを量って出るを制

す」という言葉があります。中国の故事にある

言葉ですが、日本でも、知事が尊敬されている

上杉鷹山公が、苦しかった藩財政を立て直すた

めに使った政策として有名です。「入るを量っ

て出るを制す」とは、幾ら収入があるのかを計

算して、どれぐらい支出できるのかを判断する

ことだというふうに思いますが、その逆の発想

で、幾ら支出することによって、どれくらいの

収入が予想されるのかを考えて事業を展開する

ことも大事なのではないでしょうか。いわば

「出るを量って入るを制す」という考え方で

す。今の本県の予算の考え方も、「入るを量っ

て出るを制す」になっていると考えます。それ

はそれでしっかりと評価させていただきます

が、しかし、出るを制すばかりでは経済活動が

縮小して、入るほうにも期待できなくなり、結

果的には縮小のスパイラルになっていくのでは

ないでしょうか。歳出ばかりに目を向けた管理

ではなく、将来に向けた戦略も必要だと思いま

す。そこで、そういった観点から、私がこれま

でに質問した内容をもう一回一緒に考えてみた

いと思います。幾つかの例を出してみますの

で、その考え方をお聞かせください。

まず、住宅リフォーム事業についてです。昨

年11月議会で、住宅リフォーム事業の請願を全

会一致で採択しました。でも、その事業化が見

えてきません。住宅リフォーム事業は、全額補

助をするというものではなく、その一部を助成

することで県民のお金を引き出すという事業で

す。エコカーや太陽光発電の設置などは、その

購入費の一部を助成することによって大幅に購

入が進みました。県民の消費行動を促すため

の、いわば呼び水としての出費です。建築産業

は、大工や左官、建具、電気、管工事、塗装に

かわらなど、すそ野が非常に広い産業です。一

定の支出でそれよりも大きな税収が望める、本

当の意味での経済対策ではないかと考えます

が、県民政策部長、いかがでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 住宅リフォー

ム事業につきましては、関連する業種が多いこ

とから、経済対策として大きな波及効果が期待

できるものと認識しております。また、税収に

つきましては、事業者個々の事業規模や所得水

準にも左右されると思いますが、一定の税収効

果は期待できるのではないかと考えておりま
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す。県といたしましては、厳しい財政状況の

中、経済対策としてどのような事業が効果的で

あるのか、また税収面から見て、より税収を見

込めるような事業があるのか、または市町村と

の役割分担や選択と集中の観点から、住宅リ

フォーム事業も含め、今後、検討してまいりた

いと考えております。

○横田照夫議員 知事にお尋ねしますが、今の

部長答弁で、「経済対策として大きな波及効果

が期待できる」とか「一定の税収効果は期待で

きる」という言葉がありました。「選択と集中

の観点から」という言葉もありましたが、答弁

全体のニュアンスでは、選択しませんよという

ふうに聞こえました。これまで何人もの議員が

住宅リフォーム事業について質問しております

し、今回も何人もされるようです。請願も全会

一致で採択しました。いわば、議会としては、

住宅リフォーム事業を選択すべしという判断だ

と思います。議会と執行部との選択の基準がこ

んなにも違うことに、非常に残念な思いがして

おります。私たちは、この住宅リフォーム事業

については、やはり積極的に取り組むべきと考

えますが、知事の考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 県としましては、今、

御指摘のありました「地域経済の再興・活性

化」という請願の趣旨を踏まえまして、現在、

経済活性化対策「みやざき元気プロジェクト」

に取り組んでいるところでございますが、御指

摘の住宅リフォーム助成事業につきまして、い

ろんな効果があるという説明をしたところでご

ざいますが、市町村との役割分担や国の経済対

策の活用なども考慮しながら、大変厳しい財政

状況があるわけでありますが、今言われました

ような請願の趣旨、それからさまざまな効果と

いうものもしっかり踏まえ、今後、検討してま

いりたいというふうに考えております。

○横田照夫議員 検討していただくということ

ですが、個人資産にかかわることということな

んかもありまして、いろいろ難しい面もあるの

かもしれませんけれども、ほかの県でもやって

いるところがありますよね。ほかの市町村でも

やっているところがたくさんあります。要は、

知事のやる気があるかないか、そういうこと

じゃないかなというふうに思います。例えば、

節電等のエコ対策とか県産材の利用拡大とかで

工夫をしていくとか、特別枠での県単公共の一

部をこれに振りかえるとか、いろいろ検討する

余地はあると思うんですよね。ですから、検討

もありがたいんですけれども、いつまでも検討

されても困るんですよね。どこかで判断をし

て、やるかやらないか、判断してもらわないと

困ります。できれば年度内ぐらいに判断してい

ただきたいと思うんですけれども、知事、いか

がでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の趣旨を踏ま

え、これまでの議論の経緯を踏まえて、しっか

りと検討してまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 もしできないということであ

れば、意思表示をしていただきたいなと思いま

す。できないとなれば、また別の方法を私たち

も考えていかなければいけませんので、ぜひ年

度内にそういう結論を出していただきたいと思

います。

次は、オンデマンドバスについてです。宮崎

県は、全国に先んじて高齢化が進んでいます。

高齢化社会になると、当然交通弱者がふえて、

買い物や通院などに支障が出る人たちがふえて

きます。都市部の新興住宅地でも、そのような

状況が進んでいるんじゃないでしょうか。そこ

で、そういう人たちに積極的に社会に出て消費
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活動をしてもらえるようにと、平成22年９月議

会で、オンデマンド交通システムの導入を提案

させていただきました。確かに行政負担はふえ

ると考えますが、スーパーや病院などと連携し

て、オンデマンドバスを利用して来たお客さん

に対して、その購買金額の何％かをオンデマン

ドバスの運営費に回してもらうことなどによっ

て、その負担軽減につなげるなど、いろんな工

夫が考えられるんじゃないかと思います。多く

の貯蓄を持っていると言われている高齢者に、

どんどん消費行動をとってもらって、それを社

会循環してもらうためにも、今後さらにそうい

う交通システムが必要になってくると考えます

が、県民政策部長、いかがでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） オンデマンド

方式でございますけれども、利用者の予約に応

じて運行することから、利便性の向上等が図ら

れまして、高齢者の外出機会の確保を図る上で

も有効な方式であると考えております。このた

め、県では、今年度から、未来につなぐ地域公

共交通ネットワーク創出事業を始めておりま

す。この事業の中で、オンデマンド方式などの

実証実験に取り組む市町村を支援しているほ

か、本年10月には、オンデマンド交通システム

を構築している東京大学と、その導入事例であ

る三重県玉城町から講師をお招きしまして、市

町村を対象として、勉強会を実施したところで

ございます。また、議員御提案のように、高齢

者の積極的な外出は、地域経済の活性化にも寄

与すると考えておりまして、現在、バスと地元

商店街等が連携した取り組みにも支援している

ところでございます。県といたしましては、今

後とも、市町村等と連携しまして、高齢化社会

にも対応した地域公共交通の確保を図ってまい

りたいと考えております。

○横田照夫議員 行政やバスの運行会社だけで

なく、地元商店街とか利用者も巻き込んで、地

域一体となって取り組んでいくことが大事じゃ

ないかなというふうに思います。また、取り組

む市町村を支援するだけじゃなくて、取り組ん

でもらえるように、県としてもしっかりと積極

的なリードもお願いしたいというふうに思いま

す。

次は、宅配事業や移動販売車についてです。

今、民間のコンビニなどで、食べ物などの宅配

サービスがふえているそうです。都市部でもそ

ういうサービスの必要性がふえてきています。

まして、買い物できるお店が少ない中山間地域

ではなおさらです。宮崎県中山間地域振興計画

にも買い物弱者対策がうたってあります。中山

間地域に人が住まなくなれば山が荒れます。山

が荒れれば、下流部の都市部の人たちが困りま

す。そこで、災害対策に膨大な費用をかけるこ

とになります。そういうことにならないために

も、中山間地域に人が住んでもらえるように、

住環境整備の方策の一つとして、宅配事業とか

移動販売事業に力を入れなければいけないので

はないかと考えます。県は、中山間地域におい

て、住民の高齢化や個人商店の廃業により、日

用品の調達が困難になっているために、平成22

年度及び23年度に、美郷町の南郷地区で宅配の

モデル事業に取り組まれました。その結果はど

うだったんでしょうか。また、今後の買い物弱

者対策についてもお尋ねします。商工観光労働

部長、お願いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 美郷町に

おきましては、県の「まちなか商業再生支援事

業」を活用し、商工会と社会福祉協議会が実施

主体となり、ひとり暮らしの高齢者など105世帯

を対象に、週２回の見守りを兼ねた宅配事業に
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取り組んでいるところであります。平成22年度

における宅配の実績は、注文件数が195件、購入

金額は約20万円となっており、総事業費約220万

円のうち、200万円を県や町からの補助金で賄っ

ていることから、事業の継続性や採算性をどう

確保するかが大きな課題となっております。い

わゆる買い物弱者対策につきましては、このよ

うな課題とともに、美郷町の例でも見られます

ように、商工業のみならず、地域住民の生活支

援や福祉のあり方にもかかわってくる問題であ

りますので、今後とも、関係部局や市町村、関

係団体と連携し、地域の実情に応じた多様なサ

ービス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。

○横田照夫議員 美郷町のモデル事業では、ほ

とんどビジネスとしては成り立ちませんよね。

でも、ビジネスとして成り立たないからこそ、

行政が何とかしていかなければいけないんじゃ

ないでしょうか。今ありましたように、福祉な

どの関連部局とも連携をして、ぜひ取り組んで

いただきたいというふうに思います。

次に、ワクチン接種への公費助成についてで

す。県はことしの１月、国の事業を活用して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らなく、もし

一時的なものとなったら、著しい不公平感が生

じて、大きな問題になりかねません。そこで、

私が当時の高橋福祉保健部長に24年度以降の予

算措置を含めた対応の仕方を尋ねたところ、

「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

とが必要であるので、引き続き、国へ要望して

いくとともに、定期接種化されるまで事業が継

続されるように国に強く働きかけていく」とい

う御答弁をいただきました。現在の状況はどう

なっているんでしょうか。福祉保健部長、お願

いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 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

ワクチンにつきましては、接種による疾病の予

防効果が見込まれ、医療費の削減効果も期待さ

れております。これらのワクチン接種につきま

しては、国の責任のもと、恒久的な制度とし

て、すべての国民に接種の機会を設けることが

必要と考えますことから、国に対して、予防接

種法に基づく定期接種化や、定期接種化される

までの事業の継続について、あらゆる機会を通

して要望してきたところでございます。現在、

国において、平成24年度以降も継続してワクチ

ン接種ができるよう、今後の定期接種化を視野

に入れた検討がなされているところであります

が、県といたしましても、引き続き、働きかけ

を行ってまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 今、部長は、「ワクチン接種

には、疾病の予防効果が見込まれて、医療費の

削減効果も期待される」というふうに言われま

した。私も同じように、ワクチン接種は、病気

にかからないように予防として前もって小さな

出費をするのか、それとも予防せずに後で病気

にかかって大きな医療費を出費するのかという

判断だと思います。これも管理と戦略の考え方

ではないでしょうか。

私は、平成21年９月議会で、三世代同居への

政策的誘導について質問しました。今、核家族

化がどんどん進んでいますけれども、大家族の

ときは、病気になったときとか高齢者介護など

も、家族内の相互協力でカバーしていました
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し、子育てや教育なども、祖父母の手助けや経

験が大いに役立っていました。しかし、核家族

ではそれができず、老老介護とか育児ノイロー

ゼ、児童虐待などの負の部分が顕著になってき

ました。それをカバーするために、行政は大き

な財政負担をせざるを得ないようになりました

し、その負担は今後さらに大きくなると予想さ

れます。そこで、行政の将来負担をできるだけ

家族で吸収してもらうための方策として、三世

代同居への政策的誘導を提案しました。これも

先ほどのワクチン接種と同じような考え方だと

思います。これまで一つの例として、住宅リ

フォーム事業、オンデマンドバス、宅配や移動

販売車事業、ワクチン接種への公費助成につい

て質問しましたが、いずれも先に出費すること

で、後の税収増とか負担軽減につなげることが

できる事業なのではないでしょうか。県も財政

状況が極めて厳しいことは十分承知しておりま

すが、将来の税収増や負担軽減を見越してのい

わゆる戦略に、勇気を持って取り組んでいただ

きたいと考えますが、知事の考えをお聞かせく

ださい。

○知事（河野俊嗣君） 今、一連の御質問を伺

いながら、以前、私が別の団体で財政課長を務

めましたときに、先輩から繰り返し言われたこ

とを思い出しておったんですが、財政が厳しい

ときに予算を切るだけならだれでもできると、

その中でいかにめり張りをつけるかということ

であります。私ども、選択と集中ということを

掲げて今取り組んでおるわけでございますが、

今の一連の御質問というものは、将来の税収増

や負担軽減ということを考えながら、しっかり

と予算をつけていくと、そういう視点でという

ことでありまして、一つの選択と集中の中での

視点かというふうに考えております。私どもが

８月に取りまとめました「みやざき元気プロ

ジェクト」の中では、将来を見据えた産業づく

りを進めるためにということで、中小企業の金

融対策、雇用の維持・確保、フードビジネスの

展開、環境・新エネルギー産業の創出など、そ

ういったような視点で、さまざまな事業に取り

組んだところでございますが、今後とも、大変

厳しい財政状況の中ではございますが、選択と

集中の一つの視点として、御指摘を踏まえて取

り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。

○横田照夫議員 ありがとうございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。

次に、和牛の種雄牛造成に関して、農政水産

部長にお伺いします。

昨年の口蹄疫により、県有種雄牛が５頭だけ

になってしまいました。西都市に６頭避難させ

ましたが、そのうちの「忠富士」に感染が確認

され、殺処分されました。１年以上たった今で

も、子牛市場では「忠富士」の産子が一番の高

値で取引されておりますし、先日行われました

宮崎県枝肉共進会でも、「忠富士」の産子はす

ばらしい産肉成績をおさめました。本当に残念

でなりません。しかし、悔やんでばかりいても

仕方ありません。できるだけ早く挽回していく

ために、種雄牛造成の促進を図っていかなけれ

ばいけませんが、現状はどうなっているのかを

お伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県有種雄牛に

つきましては、口蹄疫の発生に伴い、供用中の

ものは５頭を残すのみとなりましたが、平成22

年度に社団法人宮崎県畜産協会に造成した種畜

再生対策基金を活用しまして、新規種雄牛の早

期造成を図っているところでございます。現

在、直接検定を終了し、産肉能力後代検定を控
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えている種雄牛、いわゆる待機牛が22頭であ

り、今後も年10頭程度が直接検定に合格し、待

機牛に随時追加される予定となっております。

また、いち早く産肉能力を把握し、種雄牛とし

て供用するため、従来の現場後代検定に加え、

平成24年度からの２年間は、全国和牛登録協会

が認定する産肉能力間接検定を実施することと

しております。今後は、間接検定が終了した種

雄牛を順次、供用種雄牛として選抜し、平成26

年度以降、供用種雄牛と待機牛を合わせまし

て、45頭を維持する計画としております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。

次に、県有種雄牛を殺処分したことにより、

東の横綱と称される青森県の基幹種雄牛「第１

花国」を初め、宮城県、岩手県、鳥取県、山形

県などから、多くの優良種雄牛の凍結精液の提

供を受けましたが、その利用方法はどうなって

いるんでしょうか、お願いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫の発生

により多くの種雄牛を失った本県に対しまし

て、昨年11月から本年６月にかけまして、御質

問のありました青森県を初め、５県から凍結精

液の無償譲渡を受けております。いずれも貴重

な優秀種雄牛の凍結精液であり、譲渡をいただ

きました各県の御厚意に対しましては、心より

感謝を申し上げる次第であります。譲渡いただ

いた凍結精液につきましては、関係団体と協議

し、今後の宮崎牛の改良の方向性を見据えなが

ら、種雄牛造成のための改良基礎雌牛350頭へ計

画的に交配していくこととしております。ま

た、関係者と協議して効率的な種雄牛の選抜を

行うため、計画的な配分を行ってまいりたいと

考えております。

○横田照夫議員 次の質問ですけれども、全国

的に牛肉志向がサシから赤肉へと変わってきて

いるというふうに言われています。そういった

ことを受けて、宮崎牛の改良の方向をどう判断

しておられるのかをお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 宮崎牛の改良

は、牛肉の輸入自由化以降、輸入肉との差別化

を図るため、脂肪交雑、いわゆるサシを重視し

た改良を行ってきたところでありますが、最近

では、牛肉の志向は、サシから赤肉に移行して

いるとの話もお聞きしております。このため、

本年７月と８月には、消費者代表や流通関係

者、生産者等から成る「宮崎県産牛肉・豚肉の

あり方に関する意見交換会」を実施し、いただ

いた意見をもとに、現在、関係団体等と宮崎牛

のあり方について検討を行っているところでご

ざいます。肉用牛の改良には長い年月が必要で

あり、まずは改良に最も影響のある種雄牛の造

成につきまして、将来の消費動向を見通し、肉

質や発育速度、肉のうまみなどの多様性を確保

する方向で検討する必要があると考えておりま

す。

○横田照夫議員 以前、経済肥育という考え方

で、コストを削減するために早期出荷を促進し

たことがありました。でも、全く市場価値のあ

る肉に仕上げられずに、失敗に終わってしまい

ました。和牛としての特性を生かして、市場価

値が上がる方向での検討をよろしくお願いいた

します。

県は、和牛精液ストローを家畜改良協会に所

属する家畜人工授精師に限って配布してきたも

のを、独禁法に触れる可能性があるということ

で、協会以外の授精師にも配布することを決め

たという報道がありました。このことは何人も

の議員が質問されましたので、協会以外の授精

師にも配布することで懸念されることはないの

か、あればその対応はどうするのかだけをお尋
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ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県有種雄牛凍

結精液の配布につきまして、御質問にございま

したように、今回、一部の地域の家畜人工授精

師協会が公正取引委員会の注意を受け、また、

家畜改良協会員外の家畜人工授精師等からの配

布希望もあり、見直しを行うものでございま

す。これに伴いまして、今までより多くの関係

者に凍結精液が配布されることとなり、種雄牛

造成、また宮崎牛ブランドへの影響や、県外へ

の凍結精液の流出を心配する声も聞かれるとこ

ろでございます。今回の見直しは、本県がこれ

まで築いてきました宮崎牛ブランドをさらに発

展させていくことを目的としたものであります

ので、新たに県有種雄牛の凍結精液を利用され

る方にも、宮崎牛ブランドづくりに対する理解

や協力を求めていきたいと考えております。ま

た、詳細な内容はこれから検討してまいります

が、県有種雄牛の凍結精液は、県有以外の種雄

牛造成に使用しないこと、県外の凍結精液を利

用する方には、配分する精液に一定の制限を行

うことなどの条件を設定することになると考え

ております。さらに、凍結精液の需給管理を適

正に行うため、スマートフォンを活用した新シ

ステムをしっかり運用していくよう指導し、不

適正な県外流出の防止に努めてまいりたいと考

えております。

○横田照夫議員 昨年の口蹄疫で一番大きな問

題となったのが、民間所有の種雄牛でした。現

在、民間で種雄牛を保有しようという動きがあ

るんでしょうか。もしそういう動きがあれば、

県としての対応はどうされるんでしょうか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県有種雄牛の

造成につきましては、県内の多くの肉用牛農家

や関係団体等の協力を得て、挙県一致の体制で

進めてきたところであり、今後も多くの方の協

力のもと、宮崎牛ブランドの確立に資する種雄

牛造成を進めてまいります。こうした中で、本

県にも、民間において種雄牛を保有している、

あるいは保有したいと希望する関係者もおられ

ます。県といたしましては、農家のリスク軽減

や市場の安定性を図るという観点から、種雄牛

の産肉能力が明確になった上で本格供用を行う

べきであるということを、強制ではありません

が、指導していく必要があると考えておりま

す。

○横田照夫議員 それぞれ自分たちの牛に自信

を持っておられるんだろうとは思いますけれど

も、安定的に宮崎牛を生産していくためには、

産肉能力後代検定などで客観的なデータの裏づ

けができたものを供用していくことが大事じゃ

ないかなというふうに思います。県全体でそう

いう秩序をしっかりと守っていただきながら、

種雄牛の造成を図っていただくようにお願いい

たします。

次に、中学校で導入が予定されている武道必

修化に対する取り組みについて、教育長にお尋

ねします。

体育教科での武道の授業は来春からの導入と

なっていますが、各学校の準備状況はどうなっ

ているんでしょうか。施設や用具、指導者等、

それぞれの準備状況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、来年度からの武道必修化に備えまして、実

施種目の決定や指導計画の作成など、実施に向

けての準備が行われている状況であります。ま

た、実施に当たって必要な施設・用具の整備に

つきましても、計画的に準備が進められている

ところであります。県教育委員会では、こうし

た学校の準備が円滑に進められるように、すべ
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ての保健体育担当教員を対象に、武道に関する

講習会等を開催し、指導方法や指導計画作成上

の留意点等につきまして、指導を行っていると

ころであります。今後とも、各中学校におきま

して、来年度からの武道必修化の実施に向け遺

漏がないように、引き続き、市町村教育委員会

と連携しながら支援に努めてまいります。

○横田照夫議員 それぞれ学校で、どの種目を

選択するか決まっているんじゃないかと思いま

すが、それぞれの種目別に学校数をお聞かせく

ださい。

○教育長（渡辺義人君） 県内には、国公私立

を合わせまして、147の中学校がございますけれ

ども、ことしの３月末現在の調査結果によりま

すと、現在、若干変わってきているかもしれま

せんけれども、来年度、平成24年度は、複数種

目を実施する学校もありますが、種目別で申し

上げますと、柔道が114校、剣道が38校、相撲が

２校、空手道が２校、弓道１校の実施予定と

なっております。

○横田照夫議員 当然女子生徒もおりますの

で、相撲はないのかなと思っておりましたら、

相撲も２校あるということで、ちょっとびっく

りしました。そういった男女の違いもあります

ので、生徒たちには、武道種目に対していろい

ろな希望があるんじゃないかなと思います。

五ヶ瀬町が町内の４校を１校に集めて、理解度

に合わせた授業など、教職員を最大限に生かし

た授業実践をしておられます。いわゆるＧ授業

です。１校に１人しかいない教師が４人集まる

ことで、理解度に合わせた授業への対応が可能

になるということです。武道の授業での希望種

目の選択肢をふやすためにも、五ヶ瀬方式で、

幾つかの学校が連携して、幾つもの種目から選

択できるようにすることはできないものでしょ

うか。

○教育長（渡辺義人君） 武道の授業におきま

して、御提案のありました五ヶ瀬方式のよう

に、学校が連携して種目の選択肢をふやすこと

は、生徒の技能・体力の程度、運動経験、興味

・関心に応じた学習を進める上で、有効な方策

の一つであると考えます。一方で、実施すると

いうことになりますと、生徒の移動の手段や時

間の問題、それとか武道の複数種目実施に際し

ての施設・用具の問題ですとか、解決すべき問

題もあるのではないかなというふうに思われま

す。このようなことから、武道の授業の実施方

法につきましては、地域や学校の実態を踏まえ

まして、それぞれの市町村教育委員会や学校に

おきまして、ただいま議員の御提案も含めた形

でのいろんな検討を進めた上で、実際判断され

ることが望ましいというふうに考えます。

○横田照夫議員 先日の11月27日に、宮崎県武

道館におきまして、宮崎県武道振興演武大会が

行われました。これは、次代を担う青少年の育

成と武道振興のために、県内の９武道団体の演

武者が一堂に会して、磨き抜かれた心・技・体

の究極を演武披露し合うとともに、錬成大会を

実施し、広く県民の方々に御理解いただき、あ

わせて各武道間の融和協調を図り、もって日本

の伝統文化の発展と本県武道の普及振興に資す

るために開かれるものです。その大会に、武道

を理解してもらい、武道必修化に備えてもらう

ために、昨年から県内全中学校へ案内がなされ

ております。でも、残念ながら、県内147校のう

ち、昨年が１校だけ、ことしが４校だけの出席

でした。各学校が本当に武道必修化に関心を

持っているのか、ちょっと疑問を感じてしまい

ます。そこで、改めてお伺いしますけれども、

中学校で武道を必修化される目的は何なので
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しょうか。

○教育長（渡辺義人君） 御案内の武道振興演

武大会につきましては、私も毎回出席させてい

ただいております。中学校で武道が必修化され

た背景ということでありますけれども、平成18

年の教育基本法改正におきまして、「教育の目

標」の一つとして、「伝統と文化を尊重し、そ

れらをはぐくんできた我が国と郷土を愛すると

ともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展

に寄与する態度を養う」ということが新たに盛

り込まれたところであります。これを受けまし

て、改訂されました学習指導要領の中学校保健

体育科では、相手を尊重し、伝統的な行動の仕

方を守ろうとすることなどが重視され、武道の

指導の充実が図られることとなったところであ

ります。

○横田照夫議員 武道を履修する時間は、年

間10時間ぐらいになるというふうにお聞きして

いますが、精神的なものまで含めて、そういっ

た限られた履修時間の中で、武道必修化の目的

を十分に達成することは難しいのではないかと

いうふうに思います。しかし、武道履修に期待

されている精神的なもの、例えば徳目や礼儀作

法、形式美、様式美などは、武道の履修時間だ

けでなく、国語とか数学などの他の科目の授業

とか給食の時間、朝礼や休み時間などでも学ば

せることはできると思います。体育の授業に武

道が導入された意義を十分に踏まえて、学校生

活全体で武道の持つ精神的教育をしていくこと

が大事だと考えますが、いかがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 武道の授業がねらい

としております相手を尊重したり礼儀を重んじ

る態度は、あいさつや社会的マナー、他者の痛

みを理解する心、感情を適切な方法で表現する

ことなど、望ましい人間関係を醸成するために

必要な力につながるものでありますことから、

武道の授業だけではなくて、他の教科や特別活

動など、学校の教育活動全体を通して指導し、

身につけさせることが大切であると考えており

ます。そのため、そのような態度の育成につき

ましては、これまでにも道徳の時間を初め、朝

の会・帰りの会、教科指導、給食指導、清掃指

導、部活動など、さまざまな機会を通じて指導

が行われ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、今後とも、市町村教育委

員会と連携しながら、各中学校におきまして、

武道の必修化の趣旨を踏まえた指導が、学校の

教育活動全体を通してなされるように努めてま

いります。以上です。

○横田照夫議員 先日、委員会で、高千穂高校

に行かせていただきました。高千穂高校は、御

存じのように、剣道が全国レベルの学校です。

教職員も生徒も、この剣道部を多分誇りに思っ

ているんじゃないでしょうか。あいさつなども

すばらしいというふうに感じました。まさに全

校に剣道精神が行き渡っているのではないかと

考えますし、このようなことが武道必修化のね

らいじゃないかなというふうに思います。武道

必修化には、県武道協会も全面的な支援をする

という思いでおられますので、ぜひ積極的な要

請をしていただきたいというふうに思います。

先ほどのＴＰＰの質問の中で、国の根幹とか国

の体という言葉を使いました。武道精神という

ものにも、まさにそういった意味合いがあるん

じゃないかなというふうに思います。教育委員

会には、ぜひぜひ武道必修化を成功させるため

に、最大限の努力をお願いいたします。

予定していた質問は全部終わったんですけれ

ども、少々時間がありますので、若干お願いし

たいことがあります。今、狩猟の季節でして、
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県内あちこちで狩猟が行われています。我が佐

土原町でも、巨田の池のカモ猟が行われていま

す。これは400年以上続けられている、また全国

で２カ所しかない投げ網猟です。県の無形文化

財にも指定していただいております。狩猟期は

２月15日まででありますので、知事、副知事、

教育長、ぜひ体験をしていただきたいというふ

うに思っています。私がお誘いいたしますの

で、頭の中にひとつ考えておいていただければ

と思い、お願い申し上げまして、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）

○十屋幸平副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

次の本会議は、５日午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時50分散会


