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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 ）
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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

○十屋幸平副議長 ただいまの出席議員38名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、太

田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。質問をいたします。

延岡にこひつじ保育園という法人立の保育園

があります。ここの３代目の園長、牧野正史氏

は、49歳の若さで他界されたのですが、彼が昭

和63年から平成７年までの８年間、園児の家庭

に向けて発行していた「こひつじ通信」77編が

このたび本となって発行されました。その中

に、「モクセイの甘い香り」という題の次のよ

うな感動する話が載せられています。読み上げ

ますと、「小学校の運動会の朝、母親から

「きょうは忙しくて運動会に行けないから、一

人で弁当を食べてちょうだい」と弁当を持たさ

れ、昼になると、家族ぐるみで弁当を広げる人

たちの間で、涙をこらえながらその人は弁当を

開いたそうです。するとモクセイの甘い香りが

漂い、見ると弁当にはモクセイの花がそっと添

えられていたそうです。途端にこらえていたも

のが一度にあふれ出し、忙しく稲を刈る母親の

姿を思い浮かべながら、涙とともに弁当を食べ

た」という内容でした。そして、こう結んであ

りました。「私は現在、教師となり、運動会の

日には必ず親に来てもらえない子供たちと弁当

を広げることにしています」、以上、抜粋しま

したが、その後、園長さんの言葉が次のように

添えられています。「母親のさりげない行為が

優しく子供たちを思いやれる一人の教師を育て

たわけですが、親のさりげない行為がこのよう

に子供の心に影響し続けることがあるというこ

とを改めて思い知らされ、親として、保育者と

しての自分の日常の子供に対する行為を戒めら

れました」。

質問に移りますけれども、私は今の世の中が

優しくあってほしいと思います。今の世の中を

見ると、新しい貧困といいますか、新たな格差

が生まれているように思います。学校現場から

の話によると、３日も４日も下着を着がえてい

ない子供もいるとのこと、どんな家庭環境なん

だろうかと案ぜられます。今、教育問題で話題

となっている大阪府でも、ある府立校では、家

に学習机がない生徒が半数以上おり、家庭環境

の問題を抱える生徒が多いということが新聞で

報じられていました。教育の格差、貧困の連鎖

であります。私は政治に携わる者の一人とし

て、このような問題に対して、政治がうまく機

能していない、政治がその責任を果たしていな

い、そのような感じを持ちます。そこで、知事

に質問です。本年の７月の段階で、生活保護受

給者が過去最高の205万人、非正規労働者は働く

者の34.3％を占め、結婚できない若者の増加、

人口の減少など、国力が低下し、日本という国

の形が壊れてきているように思います。知事

は、こうした今の日本の現状をどう思われるか

伺います。

以下の質問は、質問者席にて行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

我が国の現状についてであります。御指摘の

とおり、私を含め多くの国民の皆さんが、今の

暮らし、社会、経済の状況に、そして、その先

行きに大きな不安を抱えている状況だと思われ
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ます。また、ことし、東日本大震災を初め大規

模災害が相次ぎ、我が国の危機管理やエネルギ

ー政策のあり方が根本から問われるとともに、

世界的な金融危機やＴＰＰなどの国際・経済問

題など、国家の根幹にかかわる問題が顕在化し

たことも不安に拍車をかけておりまして、それ

らに対する抜本的な解決策と将来への展望が見

出せないまま、閉塞感に覆われているように思

います。今、国の形が壊れているというような

表現をされたところでございます。しかしなが

ら、我々日本人には、大震災に際し世界が賞賛

いたしました、礼節を重んじ和をとうとぶ精

神、勤勉さ、規律正しさなど、すぐれた国民

性、また、大震災や口蹄疫など未曾有の災害に

立ち向かう中で、より強くなったきずながござ

います。また、今、御紹介がありましたような

優しさや思いやりが生きた社会であると考えて

おります。私は、こうしたきずなや思いやりの

精神こそが、我が国再生の原動力になるものと

考えておるところでございます。政治・行政に

携わる私どもが、国民・住民の声に真摯に耳を

傾け、しっかりとしたビジョンと戦略を示し、

みんなが一致団結して立ち向かうことで、この

厳しい状況を必ずや乗り越えられるものと確信

しているところでございます。以上でありま

す。〔降壇〕

○太田清海議員 それでは、関連しますので、

地域経済循環システムについてお伺いしたいと

思います。私は資料を出しておりますので、そ

の資料で説明しますと、実は今回、県が出しま

した「みやざき元気プロジェクト」、その中の

表がこのように初めて提示されました。この資

料の左のほうの県内経済のデフレスパイラル、

それから下のほうの循環システム、非常に私に

はわかりやすくて、実は感動しました。私が訴

えたいなと思っていたのは何かこういうことで

あって、１つ下の図表にあります循環システム

のほうでいえば、例えば消費の増加があれば企

業が収益を上げる、そして雇用の拡大にもつな

がるという意味では、本当に私たちは今から、

政治・行政、すべてこの方向に向かっていかな

いと、日本は大変なことになるがなという思い

で、こういった非常にわかりやすい図表、考え

方の定義については、私は評価したいと思って

います。ただ、この右のほうにも、じゃどうす

るのかということで書いてありますし、「みや

ざき元気プロジェクト」の中でも、24 1事

業1,122億円の予算をつけて宮崎を活性化しよう

というビジョンが示されたわけですが、私は正

直に言うと、心の中にちょっと感動がなかっ

た。この図表で示されたことの具体的なやり方

としては、確かに間違いではないと思うけれど

も、何か大事なことを忘れているような気がし

て、後でまた指摘はしたいと思いますが、そう

いう意味では─今、こういう循環型の経済を

目指そうとしているときに、片一方では指定管

理者制度とかアウトソーシングとか徹底した経

費の節減ということは、この循環と逆回りに

なっちゃうんではないかということも感じるも

のですから─実際目指すことと具体的にやる

ことに少しずれがあるのではないかということ

で、知事の考え方をお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 地域経済循環システム

は、この図にありますように、さまざまな分野

で県内の消費を喚起しながら、価値や資金が県

内を循環するような、そういう流れを強化しよ

うとするものでございます。御質問は、指定管

理者制度との関係というところでございます

が、指定管理者制度など外部委託（アウトソー

シング）につきましては、多様化する住民ニー
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ズに対応して、行政サービスの向上を図るとい

う観点から、持続可能な執行体制を築いていく

ために行っているものでありまして、これも一

つ重要な、必要な取り組みであるというふうに

考えております。その中で、例えば、指定管理

者制度の運用に当たりまして、県内施設の指定

管理者は、県内に事業所を持つ法人などにする

といったような、地域に目を向けた取り扱いと

いうものを行っているところでございます。今

後とも、効率的・効果的な行財政の執行に努め

ながら、地域経済循環システムが目指しており

ます県内の経済活動の回復や、将来に向けた産

業育成などに取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○太田清海議員 きょうの新聞でも報道されて

いましたが、結婚できない派遣労働者とか、そ

ういった人たちには本当に消費購買能力がない

わけですよね。県も本当に悩みながらではある

と思いますが、いい循環が逆になっているので

はないかという、その辺をちょっと問うてみた

いなと思いましたが……。先ほど私はほかに

もっと大事なことがあるんじゃないかという意

味で言いましたけれども、常々言っております

が、実は高額所得者に対する課税、これを強化

するべきではないかというふうにずっと訴えて

きているんです。本年の11月22日にも、政府税

調のほうで、いわゆる富裕層、高額所得者に対

して増税をしなきゃいかんということが検討さ

れているということが新聞報道でされておりま

す。これについて、こういった動きに対して、

知事はどう評価されておりますか。

○知事（河野俊嗣君） 政府税制調査会でござ

います。我が国の経済・社会の構造変化に対応

する税制の抜本的な改革の一環といたしまし

て、今、御指摘がありましたような所得再分配

機能の回復を図るために、高額所得者に係る累

進課税の見直しなどが検討されているというこ

とは承知しておるところでございます。将来の

社会経済情勢を見据えた税制となりますよう、

所得課税も重要でありますが、それのみなら

ず、消費、資産を含めた課税全般についての論

議、課税全体のバランスのとれた税制体系に向

けての議論というものが大変重要であると考え

ております。私も、今の政府税制調査会とは成

り立ちが異なりますが、７年前に１年間担当し

ておりました。そのときから課題になっている

こと、残された課題が山積みになっておるとこ

ろでございまして、しっかりとした議論、税制

体系全体を見据えた議論というものも今後必要

だというふうに考えております。その中で、特

に地方税に関しましては、税源の偏在性が少な

く、税収の安定性を備えた税体系を構築してい

くこと、これが大事だと考えております。

○太田清海議員 税の問題については、国の問

題でもありますが、本当に地方自治というもの

を考えた場合、ここに手をつけないと、私たち

の財政といいますか、地方財政というのは、本

当の政策も打ち出せない、そんな感じがするん

ですね。だから、消費税の前にやるべきことを

やっておく。以前も言いましたけれども、かつ

て所得税の最高税率が75％、そういう時代も

あった。今は40％に下がっておる。何でそうし

たのかなと思うんですけれども、これはまた代

表質問等でありますので、きょうはこのくらい

にしておきます。超過累進課税ですから、今40

％の最高税率であっても、それを所得１億円の

人に40％の税率を超過累進課税で掛けておりま

すが、実際計算してみると、単純な比例税制で

言うと、37％ぐらいにしかならないんですよ

ね。そういうものなんですよね。75％の場合で
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あっても、比例税制に直せば実際は60％なんで

すよ。そういうのもありますので、今後の課題

としておきたいなと思います。

それから、さきの９月県議会で、自民党の右

松議員が新人議員ながら本当に勉強されて、地

方交付税、臨財債に関する論議を、質疑をされ

ました。大変興味深く聞かせていただきまし

て、後で議事録も読ませていただきました。私

にとっては、非常に記憶に残る財政論議ではな

かったかなと思っております。私もそれを引き

受ける形で議論をしてみたいんですが、地方財

政を本当に確立するためには、地方交付税自体

のパイをふやす、これだと思うんですよね。だ

からこそ、高額所得者への課税を強化しない

と、地方交付税の本来の任務がなくなってしま

うんではないかというふうに思いますが、知

事、お考えはいかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘の地方交付

税でありますが、所得税を初めとするいわゆる

国税５税がその原資となっておるところであり

ます。この国税５税が最近、税収の減少に伴い

まして、交付税総額の減少に結びついている

と、それを臨時財政対策債などで臨時的に補て

んしているという状況でございます。地方財政

の安定的な運営を確立していくためには、地方

が必要とする交付税総額を確保することが最も

重要でありますので、本県を初め全国知事会と

しましては、国税５税の法定率の引き上げにつ

いて、国に対し強く求めているところでありま

すが、議員御提言の所得課税の見直しにつきま

しても、所得税総額の増加、さらには交付税総

額の確保につながるものというふうに考えてい

るところでございます。

○太田清海議員 法定率という話がありました

が、前回の先ほど紹介した議事録の中でも、知

事はこう答えておられます。「国がしっかりと

した財源を確保して交付税率を高めるというの

が本当でございます」ということで、国の責任

として、きちっと財源を取るべきところから取

らないとだめだぞというメッセージを送られて

いると思うんですが、その中で、総額確保とい

う言葉も出てきましたけれども、もう一回、具

体的にはどういうことを指しておられるのかお

伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 地方交付税は、地方団

体が標準的な行政水準を確保するために必要な

財源を保障する、その財政上の仕組みでありま

すが、税収の減少に伴いまして、例えば今年度

におきましては、本来必要な23.5兆円に対しま

して、国税５税の法定率分が10.6兆円にとど

まっております。国の一般会計からの特例加算

などはありましたが、地方交付税としては17.4

兆円しか確保できていない状況にありま

す。23.5兆円必要なものに対し、17.4兆円しか

地方交付税として確保できていないということ

でございます。こうした地方交付税の不足額

は、先ほど御指摘のありました臨時財政対策債

等で補てんされているところでございます。こ

の地方交付税制度、本当に地方の財政の根幹を

なすものというふうに考えておりますが、それ

を安定的に運営していくためには、臨時財政対

策債で補てんされている額というものを圧縮し

て、地方交付税そのものを増加させることが必

要であると考えております。具体的な総額確保

の方策としましては、先ほど申しましたとお

り、全国知事会と連携いたしまして、法定率の

引き上げなどを求めているところでございま

す。国も財源が乏しい、地方も財源が乏しい、

その財源が乏しい同士が綱引きをしても、なか

なか展望が開けませんので、全体のパイをふや
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していくこと、大変これが重要であるというふ

うに考えております。国において、国税５税の

増加につながる取り組みを進めていただくこと

も、大変重要であると考えております。

○太田清海議員 国も貧しい、地方も貧しいと

いう表現でありましたが、片や国民の中には、

格差が広まって、何億円という稼ぎをする人た

ちもおるわけですよね。人間の社会の中で、も

うかったというのはお互いの助け合いの中でも

うかっておるわけですから、社会的な負担とし

て、そういう人たちからいただくということ

は、私は、税の中で所得再配分するべきではな

いかなというふうに思います。わかりました。

次に、原発事故対策についてお伺いしたいと

思います。

９月議会でも質問といいますか提案をしてお

きましたが、休日保育等特別事業─これは節

電対策の一環として補正で取り組まれた事業

で、いわゆる企業に勤めている人たちの平日の

出勤を土日にずらして、企業が使う電気をでき

るだけ減らそうということで取り組まれたと思

うんですが─この実績はどうだったのか、福

祉保健部長にお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 企業の電力需

給対策の実施に伴います休日保育等特別事業に

ついてでございます。このことにつきまして

は、延岡市及び木城町内の３保育所で実施され

まして、事業の対象となった企業は３社でござ

います。次に、事業実績でありますが、延岡市

では、２カ所で休日保育が実施されまして、延

べ10人が利用しております。また、木城町で

は、１カ所で延長保育が実施されまして、延

べ152人が利用しております。なお、県からの補

助額でございますが、安心こども基金を活用い

たしまして、約97万円を支出したところでござ

います。

○太田清海議員 わかりました。私、宮崎もあ

るのかなというふうに思っていたんですが、既

存の事業の中で取り組まれたというふうにも聞

いております。今度、冬の節電対策というのも

あるんですが、冬期の取り組みは必要ないのか

どうか、同じくお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 国は、冬期に

つきましても休日保育等特別事業を実施すると

いうことで、先月、事務連絡をいただいており

ます。そういうことで、県といたしましても、

県内の保育ニーズを踏まえまして、的確な対応

を図ってまいりたいというふうに考えておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。節電といいま

すと、国民もそれなりに一生懸命節電し、無駄

な電気は使わないということは努力していかな

きゃいかんと思いますが、実際、企業・産業用

の電気と家庭用の電気を比較してみると、圧倒

的に産業のほうが多いわけですから、家庭用が

幾ら節電しても効果が薄いということもありま

す。ひとつ産業・企業のほうにも、節電のため

のいろんな取り組みが必要であれば、行政とし

ても、その対応をお願いしておきたいと思いま

す。

次に、10月に国が行った災害廃棄物、いわゆ

る災害ごみの広域処理受け入れに関する再調査

を行ったと聞いておりますが、この結果はいか

がだったのか、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 10月７日付

で、環境省から県に対しまして、東日本大震災

により生じた災害廃棄物の広域処理受け入れの

検討状況に関する調査依頼がありまして、県内

の市町村や一部事務組合等に照会を行いまし
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た。調査の結果、受け入れに向けた検討を行っ

ている市町村等はありませんでした。

○太田清海議員 わかりました。私のところに

も手紙が来ましたが、口蹄疫とかいろんなこと

でお世話になった宮崎県が、こういうときにお

返しをするべきではないかということで、非常

にそれは本当に宮崎県民としてのいい心だと思

うんですよね、そういう思いは。そういう人た

ちも実際いらっしゃいます。ただ、今聞いてみ

ると、そういう受け入れをするところがないと

いうことでありますが、私たちが気をつけなけ

ればならないのは、いわゆる放射能といったも

のが、客観的にそういうものが含まれていない

んだということであれば、やはり当初にあった

ように、受け入れをするべきものはあるんじゃ

ないかとは思うんですよね。ただ問題なのは、

放射能に汚染されているところがどうなのかと

いうことだろうと思います。米とかそういった

ものにも汚染米が見つかったということもあり

まして、サンプル調査ではどうもいけないん

じゃないかな、全部調査するような仕組みをつ

くらないと、国民の不安というのはぬぐい切れ

ないんじゃないかなという思いもいたします。

それから、国会で「国会は一体何をやっている

んですか」と言った東大の児玉龍彦教授ですけ

れども、この方の話によると、日本のいわゆる

放射能の関係する法律の中に、高線量の放射能

に対応する法律はいっぱいあるけれども、低線

量の放射能に対処する法律はないんですよね。

だから、今、私たちは、児玉教授も含め、違法

状態で対応しておりますと、超法規的にやって

おりますということなんですね。だから、国会

の中でももう少しきちっとした、国民が安心で

きるような法律をつくっていただきたいなと思

います。私は、県民の安全ということを考えた

場合に、きちっとそういったものの整備、もし

くは放射線技師とか─調べてみますと、作業

環境測定士という国家資格を持った人たちもい

らっしゃるということであります─こういっ

た人たちを活用しながら、将来こういったごみ

の問題とか考えていかなければいけないのかな

というふうに思っております。

次に、この震災による関係で、本県に移住し

てきた人といいますか、避難してきた人をどの

ように把握しているのかということでありま

す。初日に黒木正一議員が質問いたしまして、

個人としては245名ぐらい宮崎県に避難しておら

れるということですが、そういった把握の仕

方、どのように把握しておられるのか、総務部

長にお聞きしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 東日本大震災に伴

いまして避難されている方の把握につきまして

は、総務省が全国避難者情報システムを構築し

ております。このシステムは、震災発生後、被

災者等が全国各地へ避難され、その所在地等の

把握が困難となったために構築されたもので、

避難者から、避難先の市町村に対しまして、氏

名やもとの住所等を申し出ていただき、その情

報を各都道府県を経由して、避難元の県や市町

村に提供することによりまして、所在地を把握

するとともに、被災者に係る支援策等、必要な

行政情報を提供できるようにしているものであ

ります。先ほど245名という人数がありました

が、このシステムへの登録というのは、避難者

の意向による任意のものでありまして、登録者

以外で各市町村が把握している避難者、それを

含めまして245名―これは11月22日現在の数字

ですが―となっております。

○太田清海議員 個人としてしか把握できな

い、いわゆる世帯を把握できないということな
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んですが、これもプライバシーの問題がありま

して、恐らくおれはいいんだよという人はわか

らないわけですよね。ただ、そういった避難を

してこられた世帯の人と直接話すことがあった

んですが、その人の話では、その人のネットワ

ークの中でお互い確認しているのは、宮崎県内

に避難してきた世帯が150世帯ほど、300人ほど

ですよというふうに言われました。正確なき

ちっとしたものではないと思いますが、実際は

まだ多いのかもしれません。実は、東京のふる

さと回帰支援センターにこの前視察に行ってき

たんですけれども、その中で担当者が言われた

のは、３・11以降、ふるさとといいますか、そ

ういったところに都会から戻ろうとする人たち

がふえてきましたと、相談者がふえてきました

という答えを聞きました。宮崎県でも、「来ん

ね、住まんね、お誘い事業」とかいろんな移住

の対応をしておりますけれども、本当に災害を

利用してということではないんですけれども、

先ほど言った避難してきた人の声を聞くと、

「宮崎県というのはすばらしいよ。安全だも

の。宮崎県の人たちが私たちにどうこうしてく

ださらなくてもいい。ここに住むだけでも、安

全であるということは、放射能に本当におびえ

ている人の気持ちからしたら、宮崎県て何てす

ばらしいんだろう」と言われました。私は、そ

ういう意味では、本当にああそうなんだなと、

宮崎県というのは、それだけですばらしい県な

んだなという感じを持ちました。周りには、伊

方原発とか玄海原発、川内原発もありまして、

ＥＰＺの問題とかもあって、宮崎県もなかなか

ではありますが、私は宮崎県の価値というの

は、安全であるという価値があるんじゃないか

なというふうに思っております。ぜひ今後の参

考にしていただきたいと思います。

次に、地域医療について、福祉保健部長にお

伺いいたします。

さきの質問で、鳥飼委員が日南市立中部病院

の件についてお尋ねいたしましたけれども、２

名退職するというふうになると、診療体制に影

響が出てくると思いますが、現在の中部病院で

の入院患者数と外来患者数をお聞きしたいと思

います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 日南市立中部

病院によりますと、平成22年度の１日当たりの

入院患者数でございますが、54.2人、それから

外来患者数が172.0人となっております。また、

ことしの４月から10月でございますが、１日当

たり入院患者数が53.6人、それから外来患者数

は158.3人となっております。なお、中部病院で

は、今回の件に対応するため、後任医師の確保

を進めますとともに、非常勤医師の活用も含め

た勤務体制の見直しを検討するなど、影響を最

小限に抑える努力をされているというふうに聞

いております。

○太田清海議員 そういう数字を聞きますと、

あの地区では、中部病院だけの問題ではないと

思うんですよね。もし最悪の場合が出てくる

と、それが県立日南病院にも影響を与えること

だってあろうかと思うんですね。ですから、本

当に中部病院の問題は県の問題にもなってくる

可能性があるわけで、私たちもいろんな立場で

努力はしますけれども、地元の盛り上がりなん

かもつくりながらやっていくべきかなと、大変

難しい課題でありますけれども、そういう認識

の中で頑張っていただきたいと思っておりま

す。

次に、自殺対策についてお伺いをいたしま

す。

実は、私の机の上に本が置いてありました。
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「神さまからの贈りもの」というのがぽんと置

いてあったものですから読ませていただきまし

たが、非常にこれも感動いたしました。私は、

自殺対策等は、いろんな電話コールとか、ああ

いった対応かなと思っていたんですが、これを

読んでみますと、都城の社会福祉法人キャンバ

スの会あたりが頑張っておられたということな

んです。それをちょっと紹介しますと、この本

は、仕事へのストレスからうつ病を発症してし

まった作者の闘病生活をまとめた本でありま

す。一時期はアルコールにおぼれたり２度の自

殺未遂を経験しながらも、妻と２人の子供の温

かい支えを受けながら、さらに障害者就業セン

ターや障害者福祉事業所に支援されて社会復帰

を果たすことができたという本であります。こ

のように同じようなうつで本当に苦しんでおら

れる方に、焦らないで無理をしないで少しずつ

でいいからという思いと、一般の方々から精神

疾患に対する偏見をなくしたいという思いか

ら、この本を出版されたようであります。この

本の著者のように、うつ病を患った精神障がい

者が病気を克服する過程において、職業訓練を

通じて社会復帰につながっていく可能性も相当

あるんだなということを思い知らされました。

こうした障がい者が就業を目指す際の相談窓口

としての―この本の中でも取り上げられてお

りますけれども―大いなる役目を果たしたと

いうことであります、障害者就業・生活支援セ

ンターという機関が整備されておるということ

でありますが、当機関の役割と活動実績につい

てお伺いしたいと思います。福祉保健部長にお

願いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 障害者就業・

生活支援センターにつきましては、障がいのあ

る方の就業・生活面の一体的な支援や企業から

の障がい者雇用に関する身近な総合相談窓口と

いたしまして、県内７つの障がい保健福祉圏域

すべてに設置されているところでございます。

当センターの平成22年度における実績といたし

ましては、相談に対する指導・助言が１万7,612

件、関係機関との連絡調整が6,222件、また、就

職に至った件数が268件などとなっております。

県といたしましては、今後とも、当センターを

中心にいたしまして、宮崎労働局や宮崎障害者

職業センター等の関係機関と一層の連携を図り

ながら、障がい者が身近なところで就業の相談

と支援が受けられる体制の充実に積極的に取り

組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。非常に地味な

仕事をされているかもしれませんが、本当に社

会的にはかなりな貢献をしているなというふう

に感じまして、ぜひ今後、ＰＲなり、そういう

悩んでいる人を掘り起こしていただきたいなと

いうふうに思いました。

次に、市町村への事務移譲についてでありま

すが、今回、議案第７号でも提案されていま

す。身近に市町村で仕事をしてもらうことのほ

うがいいんだということで、今、県のほうから

事務を移譲しております。中には、うちの首長

は何か自分の手柄のように仕事をとってきて、

あと体制が十分でないのにという声も聞かれた

りするものですから、その点をお聞きしたいと

思うんですが、県から市町村への事務移譲に当

たって、県はどのように財政支援を行っている

のか、県民政策部長にお伺いしたいと思いま

す。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県から市町村

への事務移譲につきましては、今議会に関連の

条例改正案を提案しているところでございます
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が、従来より、地方自治法に基づく事務処理特

例制度を活用しまして、知事の権限に属する事

務を希望する市町村に移譲しているところでご

ざいます。なお、事務の移譲に当たりまして

は、本来、都道府県が担うべき事務を市町村に

ゆだねるという側面がありますことから、市町

村に対し、移譲した事務の処理経費に係る財源

としまして、処理実績に応じました権限移譲交

付金を交付するとともに、事務引き継ぎを徹底

し、移譲後も事務処理の相談・助言を行うな

ど、移譲した事務が円滑かつ適切に実施される

よう努めているところでございます。県としま

しては、市町村の自主性・自立性の向上、地域

の実情に応じた柔軟な行政サービスの提供等に

資するため、今後とも、市町村と十分協議の

上、事務移譲を推進してまいりたいと考えてお

ります。

○太田清海議員 わかりました。財政的な支援

はあるということでありますが、市町村への事

務移譲には、交付税との関連で影響はあるのか

どうか、再度お聞かせください。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 事務処理特例

制度により移譲した事務につきましては、法令

上、あくまで知事の権限に属する事務でござい

ますので、当該事務に係る地方交付税は県に措

置されることとなりますが、先ほど答弁いたし

ましたとおり、移譲した事務の処理経費に係る

財源として、県から市町村へ権限移譲交付金を

交付しております。なお、さきの通常国会にお

いて成立しました地方分権に関するいわゆる

「第２次一括法」に基づき、来年４月１日以

降、未熟児の訪問指導などの事務の権限が都道

府県から市町村に移譲されることとなっており

ますが、これらの事務に係る地方交付税につき

ましては、当然都道府県から市町村へ移管され

ることになるのではないかと考えております。

以上でございます。

○太田清海議員 わかりました。条例による移

譲の分と法令による移譲の分が、２つ存在する

ということでいいですね。そして、法令の分は

交付税措置されるという解釈でいいですね。わ

かりました。

続きまして、畜産対策についてお伺いいたし

ます。

これも新聞で、県内で豚の放牧をされている

という報道を見たわけですが、いわゆる放牧方

式の養豚についての県の見解をお伺いしたいと

思います。農政水産部長、お願いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 養豚経営にお

きましては、これまで経済のグローバル化によ

る輸入豚肉の増加等に対応するため、集約的な

施設での養豚経営へと移行してまいりました。

このような中で、ヨーロッパ諸国では、快適性

に配慮した家畜の飼養管理、いわゆるアニマル

ウエルフェアの観点から、放牧を取り入れた養

豚経営が展開されていることも承知しておりま

す。健康的な豚肉づくりという点からは、放牧

養豚も理にかなった飼養形態の一つであると考

えておりますが、我が国で放牧方式を取り入れ

る場合には、ふん尿を自然循環できる土地の確

保、また、においの対策等の衛生管理面、さら

に防疫面など、解決すべき課題がございます。

また、土地の制約を考慮いたしますと、比較的

小規模での取り組みになると考えられますの

で、安定した養豚経営を行っていくためには、

えさや飼い方にも特徴を持たせ、安全・安心の

こだわりを持った銘柄豚肉として、契約取引な

どの販売ルートを構築していくなどの工夫が必

要ではないかと考えております。

○太田清海議員 ブランド化を図るいろいろな
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工夫が必要だということでありました。アニマ

ルウエルフェアの言葉も使われて、前回、私が

質問した言葉でもありますが、本当に、動物、

人間も含めてですが、免疫性ということをもう

少し人間は考えていくべきではないかなという

思いもあります。口蹄疫とか鳥インフルエンザ

─本来、人間、動物が持っている免疫性とい

うのを高めることも必要ではないかな、今、が

ん条例なんかでも、恐らくそのあたりも取り組

んでいる人たちもいますので、そういう議論も

あっていいのかなと思います。それから、３

・11以降、私たちの人間の思考を少し変えな

きゃいかんのじゃないかという議論もありま

す。また、ブータンの国王も来られたというこ

とで、幸せって何だろうということを、科学的

に進歩することがすべてだろうかという問いか

けも逆に私はあるんじゃないかと思って、今、

県が目指しておる「儲かる農業」という中に、

その一視点として、こういった放牧豚といいま

すか、そういう視点も片や取り入れてみてほし

いなというふうにも思います。

次に進めさせていただきます。地域交通につ

いてであります。

コミュニティバスなど地域公共交通の確保に

係る県の取り組みについて伺いたいと思いま

す。また、国において今回つくられました地域

公共交通確保維持改善事業の市町村への周知に

係る県の取り組みについてお伺いしたいと思い

ます。県民政策部長。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 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

ク創造事業によりまして、県と市町村が合同で

地域公共交通の課題についての勉強会を実施し

ますとともに、デマンド方式のコミュニティバ

スなど、新しい地域公共交通に係る実証実験を

行う市町村を支援しているところでございま

す。また、国の地域公共交通確保維持改善事業

につきましては、平成23年度から、新たに幹線

交通につながるコミュニティバスへの運行費補

助の拡充等がなされたところでございまして、

事業の活用について、市町村に対し必要な助言

を行うとともに、さまざまな機会をとらえて、

その周知を図っ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、国、市町村等と

連携しまして、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。

○太田清海議員 この改善事業は、生活交通サ

バイバル戦略という名前も持って打ち出されて

いるようであります。これまで地域交通という

のがずたずたになってきている、それは、もう

かればいいというか、利益優先の考え方でやっ

てきた。その辺の反省として、こうして国がも

う少し地域交通を守ることに予算をつけようと

いうことでやっておるようですが、ぜひ、市町

村とお互い連携しながら、いいアイデアを出し

ながら地域交通を守る、こういった事業を活用

しながら頑張っていただきたいと思います。

次に、長浜海岸侵食問題についてお伺いをい

たします。

延岡にある長浜海岸の現在の侵食状況につい

て、どういうふうに認識しておられるのか、県

土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 長浜海岸につ

きましては、侵食傾向の海岸でありますが、近

年、台風の接近が少ないということ、また、平

成19年度から延岡新港のしゅんせつ土砂を侵食

対策として長浜海岸に搬入しておりますことか

ら、現在は比較的安定している状況でありま

す。今後とも、定期的に調査を行い、状況を確

認してまいりたいと考えております。



- 216 -

平成23年12月５日(月)

○太田清海議員 比較的安定しているというこ

とでありますが、これについては、いわゆる延

岡新港に落ち込んだ砂は絶対外には持ち出さな

い、長浜海岸に戻すんだよという約束の中で、

安定化が図られているのかなというふうに思い

ます。これは持ち出したら絶対侵食されるとい

う実証にもなったかと思うんですね。というこ

とは、延岡新港に落ち込んだ砂を必ず長浜の海

岸に戻すということを、ずっと将来も繰り返し

ていかないかんということになるかと思うんで

すが、延岡新港に堆積した土砂の昨年度の搬出

量、戻した量とその経費についてお伺いしたい

と思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 延岡新港で

は、県、それから専用岸壁を有する民間企業で

土砂のしゅんせつを行っておりますが、昨年度

の実績を県施工分と企業施工分を合わせた数値

で申し上げますと、搬出量が約１万5,000立方メ

ートル、経費は約4,700万円となっております。

○太田清海議員 １万5,000立米ということです

が、これはどのくらいかというのがわからんも

のですから、トラック何トン車で何台分とかい

うのがありましたら、ちょっと教えてくださ

い。

○県土整備部長（児玉宏紀君） この１万5,000

立方メートルでございますが、例えば10トンダ

ンプ車で換算いたしますと、運搬台数にしまし

て約3,100台となります。

○太田清海議員 多大な出費をまたもたらすこ

とになるんですが、これは循環しないと国土が

守れないということで、やむを得ないのかなと

思いますが、昔の言葉に「一浜いじれば七浜た

たる」という言葉があります。一浜をいじる

と、関連して、ほかのところからの関係で、七

浜、七つの浜に影響をもたらすといういい言葉

だなと思うんですが、それを見ると、港という

のは、やたら勝手につくったらいかんなという

ような感じもするわけですよね。「一浜いじれ

ば七浜たたる」、そういう意味で言うと、延岡

新港に今でも砂が落ち込んでいる、堤防もある

んですが、その堤防を延ばしたりとか、そうい

う方法も考えられないのかなというふうにも思

うんです。「一浜いじれば七浜たたる」ですか

ら、あんまりいじってはいけないけれども、最

小限経費を抑え込むためには、何かそろそろ工

夫をしたり、関係者と協議をしたりとか、そう

いう努力も必要かなと思うんですが、いかがで

しょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 延岡新港で

は、土砂の流入を防ぐことを目的に、平成８年

度までに延長100メートルの防波堤整備を完了し

ておりますが、議員御指摘のとおり、その後も

港内への土砂の流入がありますことから、防波

堤の延伸あるいは離岸堤新設などの新たな対策

も含めまして、検討を行ってきたところでござ

います。しかしながら、新たな構造物の設置に

つきましては、議員も言われましたとおり、潮

流の変化など、隣接する漁場環境への影響も懸

念されますことから、現状では、しゅんせつ土

砂を海岸へ戻す、いわゆるサンドリサイクルと

いう方法を続けることで、対応してまいりたい

と考えているところでございます。

○太田清海議員 私は、そろそろ検討といいま

すか、そういった時期に入っているのかなと思

いまして、提案をしておきたいと思います。

時間が残されておりますので、ちょっと要望

をお伝えしたいと思いますが、私が資料を出し

ておる中に、電気料金の明細書を入れておりま

す。この中で、明細を見てもらえば、太陽光発

電促進付加金とか消費税等相当額とかいうふう
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に明示されておるわけですよね。ところが、電

源開発促進税、いわゆる原子力発電を促進しよ

うという目的を持った、そういった税金が明示

されていないのかなというふうにいろいろ問い

尋ねたんですが、どうも総括原価方式、例の悪

名高いといいますか、国民にはわかりづらい総

括原価方式の中にも税金が組み込まれておるわ

けですね。ということは、もう確実に税金を国

民から取られておるということで、国家予算の

中で3,500億程度の税金になっておるわけです。

この問題もしたかったかなと思ったんですが、

ああいう３・11以降でありますし、こういった

税金についても国民にわかりやすく、もしくは

将来、整備されていかないといけないんじゃな

いかなと。特に電源開発促進税は、一部の天下

り法人にも流れておるということも聞いており

ます。

それから、最後になりますが、実は、宮崎県

内のある高校で、高校生の新聞が発行されてい

ました。去年の11月発行なんですが、見てみる

と、その中に高校生が、「以上のことをかんが

み、電力不足を補う一方法として、また我が郷

土、町の発展の足がかりとして、小型の原子力

発電所設置を提案したい」と書いておりまし

た。調べてみると、これは文部科学省が全国の

高校生に募集した課題研究コンクールなんです

ね。しかも、それを文部科学省が直接やったん

じゃなくて、日本原子力文化振興財団に委託し

てやっておるわけですね。先ほど言った税金も

この中に使われておるのかなという思いもする

んです。私がなぜ質問しなかったかというと、

高校生が純真な思いで当時、原発事故以前です

から、真摯なまじめな思いで一生懸命つくっ

た、応募したんだろうなと思いまして、これは

とやかく言いませんが……。ただ、こういった

原発とかいう課題については、国政を二分する

テーマでもありますし、福島県では、原子炉を

全部廃炉しましょうという決定もされておるよ

うです。ぜひ教育が政治に翻弄されないよう

に、ひとついろいろ目を光らせていただきたい

なと思っております。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。

今、焦眉の課題、ＴＰＰの問題から一般質問

を始めたいと思います。「日本の農業がつぶさ

れる」「国民の安全が守られるのか」と、全国

に広がる国民の大反対を押し切って、野田首相

は、ＡＰＥＣでＴＰＰ交渉に参加することを表

明いたしました。しかし、この間、ＴＰＰ参加

に反対する超党派の国会議員の集会や、農業団

体、医療関係者、消費者団体、中小業者などが

参加した国民集会が全国で開かれ、宮崎県で

も10月、3,500名が結集する県民集会が開催され

ました。まさに、ＴＰＰ参加に反対する国民の

声は、圧倒的な世論となっています。全国の約

８割の地方議会が、反対か慎重に対処を求める

意見書や決議を上げています。こうした圧倒的

多数の国民の不安や批判にこたえない姿勢は、

もはや民主政治とは言えず、ＴＰＰ参加を強行

することは絶対に許されないと考えます。そこ

で、改めて、知事の御見解をお伺いして、後は

質問者席から続けていきます。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

ＴＰＰについてであります。ＴＰＰは、物品

貿易における関税の撤廃だけでなく、金融や投
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資、労働、政府調達など、さまざまな分野にお

きまして、規制緩和や経済交流の自由化を目指

すものでありまして、我が国の社会や経済に大

きな影響が生じるものと考えております。関税

撤廃によりまして、輸出産業においてはメリッ

トが出てくる可能性はあるものの、第１次産業

を基幹産業とする本県のような地方におきまし

ては、農林水産業だけでなく、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

規制緩和の内容によりましては、地域社会のあ

り方まで変わってしまうおそれがあるものと認

識しております。ちょうど１年前のきょう、宮

崎におきましても3,000人を超すＴＰＰの反対集

会が行われ、私は副知事退職後の浪人の立場で

はございましたが、参加させていただきまし

た。そして、ことしも10月16日に同じような反

対集会がなされたということで、地方の声が国

に届いていない状況を大変残念に思っていると

ころでございます。国民に対する十分な説明も

ない中で、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ありますが、今後

とも国に対しては、ＴＰＰの問題点を訴えなが

ら、国民的議論を踏まえた慎重な対応がなされ

るよう強く求めてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 さまざまな国民、また県民

に影響を及ぼすＴＰＰの問題を、真剣に、真摯

に知事も受けとめられて、国にもはっきり物を

言うという立場が表明されましたけれども、や

はり県民の思いを伝えるということは、非常に

大事なことだというふうに思っているところで

す。

御承知のように、既に政府の試算でも、農林

業に壊滅的な打撃が及ぶということが言われて

おります。しかし、それをもって野田首相は、

国益につなげるんだということを言っておられ

ますけれども、果たして、だれのための、どこ

の国の国益なのかということが、私は今、非常

に問われているというふうに思います。まさ

に、野田首相の言う国益は、日本の国益ではな

くてアメリカの国益じゃないのか、こう言いた

くなるような今の状況です。しかも、食料を外

国にゆだねるということは、飢餓で苦しむ世界

の人々の食料そのものを奪うことにもつながり

ますし、また、今の自然環境の大異変の中で、

外国が食料を輸出しなくなれば、まさに日本の

安定的な食料の供給さえ閉ざされてしまうとい

うことが明らかな状況です。

しかも、さらなる問題は、非関税障壁の撤廃

であります。アメリカは、これまで遺伝子組み

換えの表示の撤廃を求めました。さらには、Ｂ

ＳＥの月齢引き下げ、製造年月日表示の撤廃な

ども求めて、結局は今、そういうものがすべて

なくなっているということで、この例にも見ら

れるように、今回もさまざまな形で非関税障壁

が取り払われていく、その危険が重大だという

ふうに思っております。結局譲歩してしまう危

険があるということです。それは医療の混合診

療の分野でも、外務省はこれが排除されないん

だというふうにも言っている以上、国民皆保険

が崩される危険性も今大きく広がっているとこ

ろです。

こうして国民の食料や健康、暮らしのすべて

に打撃を与えるＴＰＰ参加は、私はまさに百害

あって一利なし、こういうことだというふうに

思っています。知事も言われましたけれども、

日本の国のあり方を根本から変えてしまう、文

字どおり亡国の道だというふうにも私は危惧い

たしております。第１次産業を基本とするこの

宮崎県の県民の暮らしや経済もまさに成り立た
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なくなってしまうことは、今、明らかにされて

いるところです。

知事も昨年、そしてことしの県民集会にも参

加され、デモ行進の先頭に立って奮闘もされま

したけれども、ぜひこういう立場を今後も貫い

ていただきたいというふうに思います。そし

て、交渉参加の撤廃に向けて、県民とともに御

奮闘いただきたい、このことを強く申し上げた

いというふうに思います。よろしくお願いいた

します。

次に、原発問題と自然エネルギーについてお

伺いをしたいというふうに思います。

東京電力福島第一原発の事故から８カ月が経

過いたしましたが、依然として収束にはほど遠

い事態が続いています。いつになったら自宅

に、ふるさとに帰れるのか、安心して農業や漁

業ができるのか、先の見えない状況に置かれ、

また目に見えない放射能の汚染に苦しめられて

いるというのが今の状況であります。子供さん

を抱える御家庭では、放射能被害から子供たち

を守るために、県外に避難を余儀なくされてい

る。この宮崎にも140名を超す方々が避難して、

生活しておられる状況を聞いておりますが、親

身な支援が必要だというふうに思っています。

日本の災害史上でも類を見ない深刻さを持つ災

害となって、原発に依存したエネルギー政策を

このまま続けていいのか、今、大きく問われて

いるというふうに思います。

日本共産党、我が党への内部告発で明らかに

なったいわゆるやらせメール。この問題は、佐

賀の玄海原発にとどまらず、北海道の泊原発な

どでも、政府までが関与して、原発の安全神話

が振りまかれ、原発の推進が図られてきたこと

が明らかになりました。裏を返せば、うそをつ

かなければやっていけない危険性を百も承知で

事業を推進してきたということだと思います。

私は全く許されないことだというふうに思いま

す。こうした原発事故とその背景が明らかに

なった今、この危険な原発から撤退する方向を

明確にして、安全な自然エネルギーへの転換を

図るべきと思いますが、知事の御見解を伺いた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の福島第一原子力

発電所の事故というものは、一たび事故が起こ

れば制御しがたい原子力発電というところを明

らかにし、これまでの基準や考え方では、安全

性が十分に確保されないということを示したと

ころでございますが、一方で、原子力発電が日

本の基幹電源として大きな割合を占めるように

なってきたと、この現実もあるわけでございま

す。エネルギー政策は、最終的には国が決定す

る事項でございまして、今、御指摘にありまし

たような福島の事故を受けて、現在、エネルギ

ーに関する基本政策全般の見直しが行われてい

るところでございます。エネルギー政策で最も

大切なのは、安定的供給に合わせて国民の安全

を守っていくことだと考えております。原子力

発電の課題というものを踏まえますと、今後

は、持続可能なエネルギーの供給という面から

も、太陽光やバイオマスなど再生可能エネルギ

ーの拡大を全力で図っていくことが大事である

と考えております。

○前屋敷恵美議員 私は、起きてはならない原

発事故、取り返しのつかない過酷な事故を経験

したからこそ、エネルギーは国の政策であると

同時に、やはり我々自身の問題として考え、自

治体と県民との共同課題として考えていかなけ

ればならない大きな問題が提起されたというふ

うに思っています。そこで、今、改めて、宮崎

県民は─県内には原発はありませんけれど



- 220 -

平成23年12月５日(月)

も、お隣鹿児島にございます。今、県民は、お

隣の鹿児島ではありますけれども、自分たちの

問題としてとらえ始めている、危険性を感じて

いるわけです。今、ここの１号機、２号機は、

定期点検でとまっております。今、全国では１

基しか動いていないという状況でもあります

が、どこでも再稼働というものが問題になって

おります。福島原発事故の検証・究明が完全に

なされていない段階での再稼働は、私はすべき

ではないというふうに思いますが、知事はどの

ように考えておられますか。

○知事（河野俊嗣君） この川内原子力発電

所、現在、１号機、２号機ともに定期点検のた

めに運転停止されております。停止中の発電施

設の再稼働につきましては、何よりも安全性の

確保が前提となるものと考えております。現

在、定期検査に加えまして、ストレステストが

行われているところでございます。その具体的

な内容も含めて、国民の理解が得られるような

形で十分な説明がなされた上で、再稼働いかん

という判断がなされるべきものと考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 これまで国会で、我が党の

志位委員長と野田首相との議論の中で、野田首

相はこういうふうに答弁されております。「早

急に事故の究明、徹底調査を行うことがすべて

のスタートの大前提になる」と言われているん

ですね。ですから、事故の究明抜きに原発の再

稼働はあり得ないということなんです。今まさ

に、安全な原発というのはあり得ないというの

が常識になっています。ですから、この福島原

発事故が徹底究明されない限り、県民の安心・

安全というのは図られない、このことを私は強

く申し上げておきたいというふうに思います。

仮に川内原発が事故を起こした場合、今、県

民の皆さんは、さまざまな不安を抱えておられ

ます。そこで、やはり県民の安心・安全を担保

するという意味でも、ハザードマップをつくっ

てほしいんだという声もかなり聞くんですけれ

ども、このことについて要望も出されているこ

とですが、どのように受けとめておられるか、

また、つくる意思はないかお伺いしたいと思い

ます。

○総務部長（稲用博美君） 福島第一原子力発

電所の事故に伴います影響が非常に広範囲に広

がっているということについては、認識をして

おります。原子力発電所での事故を想定しまし

た防災対策に関する基本的な考え方は、今回の

事故の調査・研究で得られた知見等をもとに、

現在、原子力安全委員会の中で検討が進められ

ているところであります。原子力ということに

関しましては、極めて専門的かつ高度なもので

ありまして、本県独自で影響内容や影響範囲と

いうものを想定してハザードマップを策定する

ということは、困難であるというふうに考えて

おります。したがいまして、県といたしまして

は、今回の事故を教訓に、九州電力に対しまし

て万全の安全対策を要請しておりまして、今後

は、政府の原子力事故への対策に関する考え方

も踏まえながら、本県としての対応について検

討してまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 県民の皆さんの不安という

ものを取り除くということも大事な県の役割で

すので、ぜひそういった希望に沿った形で何ら

かの対応をしていただきたいというふうに思い

ます。今、原発の過酷事故を経験して、改めて

原発の問題が問われています。現在の原発技術

は、本質的にはまだ未完成で危険なものである

ということ、放射能物質、いわゆる死の灰を原

子炉内に閉じ込める手段がない、持っていない
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という問題です。しかも、使用済み核燃料を後

始末する方法もないわけで、現在、使用済み核

燃料の貯蔵プールもほぼ満杯という状況です。

軽水炉という原子炉は、もともと原子力潜水艦

の燃料として開発された、まさに軍事的に開発

されたのが発端でありまして、安全というのは

二の次、三の次になるという状況のままで、そ

のまま陸に揚げられて、今の原発として、産業

として開発されてきた、このことが大きな問題

なんです。ですから、一たん事が起きれば、い

わゆる時間的にも空間的にも、そして社会的に

も解決する見通しがないというのが今の現実の

課題で、危険な原発をこのまま使い続けていい

のかということが、人類史上問われている課題

じゃないかというふうに、この異質な事故を通

じて国民の皆さんがみんなそんなふうに思って

いらっしゃるところではないかというふうに思

います。とりわけ安全な原発はあり得ないとい

う立場から、地震が多発する日本では、原発は

使ってはいけないものだと言わざるを得ないと

いうふうに、私は思っているところです。

そこで、やはり原発にかわる安全なエネルギ

ーをどうつくっていくかということが国にも問

われ、地方にも自治体にも問われる課題だとい

うふうに思っています。国のエネルギー政策と

して、自然エネルギー、安全なエネルギーを求

めていく。その政策方向転換を迫ることはもち

ろん大事ですけれども、あわせて、この宮崎の

地で、どう安全なエネルギーをつくって、県民

の安心・安全を担保するのかという方向性を

しっかり示していくことが今必要だというふう

に、私は思います。もともと日本の自然エネル

ギーは大きな可能性を持っています。太陽光や

風力、水力、地熱、これだけでも原発54基分の

発電能力の40倍は生み出すことができるという

ことを環境省も推定いたしております。ここに

依拠して安全なエネルギーをつくっていくこ

と、このことだというふうに思います。まさに

地産地消のエネルギーの活用を本格的にこの宮

崎でも─豊富な自然エネルギーを蓄えるこの

宮崎の地でつくっていこうという、そのビジョ

ンというものを明確に打ち出すことが必要じゃ

ないかというふうに思います。これまで宮崎県

も新エネルギービジョンを立ち上げて推進して

こられましたが、現段階でその到達状況や今後

の見通しなどについて伺いたいと思います。環

境森林部長、お願いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） まず、進捗状

況ですが、県では、地球温暖化防止対策の重要

な施策の一つとして、太陽光発電やバイオマス

発電などの導入促進に取り組んでいるところで

あります。平成21年度末において、太陽光発電

の発電能力は約５万4,000キロワットで、この５

年間でおよそ２倍の伸び、バイオマス発電の発

電能力は約13万9,000キロワットで、この５年間

でおよそ５倍の伸びとなっております。次に、

今後の見通しでありますが、平成32年度を目標

年度とする「宮崎県環境計画」では、太陽光発

電を初めとする新エネルギーの導入量として、

平成21年度の約2.6倍となる総出力電力約51

万5,000キロワットを目指しております。今後

は、この目標達成に向け、本県の恵まれた日照

環境や木質バイオマスなどの豊富な資源を生か

し、なお一層取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 ぜひ具体的に、どこでどれ

ほどエネルギーをつくっていくのだということ

を、県民の皆さんにも目に見える形で提供して

いただきたいというふうに思っています。今、

全国でも、中小水力発電などが盛んに研究・開
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発されておりまして、全国的なサミットなども

提起されて、自治体の関係の方々もかなり熱心

に研究に携わっておられるという報告も聞いて

いるところです。高知県の梼原町、また富山県

なども、県が独自に農業用水を活用した小水力

発電で、そしてまた、農業分野にもその電力を

生かしていく、そして農家の皆さん方の賦課金

あたりも売電のお金で軽減していくというよう

な、いろんな取り組みが今進められておりま

す。それも安全なエネルギーを駆使しての方向

を打ち出しておりますが、ぜひこの宮崎でも、

そういった目に見える形での方向性をしっかり

ビジョンを示していただきたいというふうに思

います。そこで、一つ提案ですが、私は、県の

機構に、自然エネルギー推進課か推進局といっ

た、専門的に自然エネルギーを取り扱う、そう

いう部署も、進めていく上でぜひ必要ではない

かなというふうに思っているところです。そう

いうこともしながら、やはり安全な自然エネル

ギーへの転換を図るという立場を明確に、この

際、英断を下していくことが必要じゃないかと

思いますが、知事に御見解を賜りたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） ただいまの組織に関し

ましては、一つの御提案として受けとめるとこ

ろでございますが、いずれにいたしましても、

本県は、晴天日数が全国２位、日照量が３位、

さらに降水量が全国２位と、日照環境や水資源

に恵まれまして、自然エネルギーのポテンシャ

ルは極めて高いものがございます。もともと水

力発電というものは盛んに行われております

し、先日も木城町に九州最大規模の揚水発電所

が完成したところでありますし、メガソーラー

の発電所も県内にあるわけでございます。それ

に加えまして、森林資源や畜ふんなどのバイオ

マス資源も豊富に有し、これも既に発電に取り

組まれております。国全体でいいますと、福島

沖の洋上風力発電とか、さらには静止衛星を

使った太陽光発電など、さまざまな構想がある

ようでございますが、本県といたしましては、

今、申し上げましたような本県の恵まれた自然

環境というものをしっかりと生かして、低炭素

社会の実現を目指す観点からも、太陽光、バイ

オマス、また中小水力発電等の新エネルギーの

推進に積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おりますし、それが本県ならではの貢献である

と考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、そういった立場で促

進していただきたいというふうに思います。

次に、介護保険について伺いたいというふう

に思います。

介護保険がスタートして11年になります。こ

とし６月に国会で介護保険法が改定されたこと

を受けて、来年度から介護保険制度の改変が始

まることになります。その一つに、要支援１・

２の人に給付されている介護保険サービスが、

介護予防・日常生活支援総合事業に置きかえら

れるという問題が今起きています。これは、現

在、要支援１・２の人は、予防給付として、ヘ

ルパーによる家事援助や介護事業者のデイサー

ビスなどを利用しておりますけれども、この総

合事業が導入されると、こうしたサービスが非

常に低コストなものに切りかえられる、いわゆ

る不十分なサービスに置きかえられてしまうと

いう問題が今浮上しています。まさに、保険

あって介護なしという状況が想定されておりま

すけれども、しかし、各人のサービスを総合事

業に置きかえるかどうかというのは、市町村の

裁量にゆだねられているというふうなことであ

ります。現段階で、市町村では、この総合事業
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化を含めて計画があるのかどうか、今つかんで

おられる状況をお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 介護予防・日

常生活支援総合事業は、お話がございましたと

おり、本年６月の介護保険法の改正により、来

年度から実施可能となった事業でございますけ

れども、各市町村は、その総合事業を実施せず

に、従来どおりの形で予防給付や介護予防事業

などを実施することもできるとされておりま

す。このため、本県でも、各市町村におきまし

て、新たに総合事業を導入するかどうか検討さ

れておりますが、今のところ、来年度からの導

入予定の市町村はないという状況でございま

す。

○前屋敷恵美議員 今ないということですが、

ぜひ介護外しにならないように、必要な介護が

保障されるようにしていただきたいというふう

に思っています。

次に、介護保険料について伺いたいと思いま

す。県内の保険料は、現在、平均4,150円です。

ことし10月の調査で、年金が月額１万5,000円以

下の普通徴収者の保険料の収納状況は、約２割

を超す人が未納、滞納している状況でありま

す。また、年金から差し引かれる方でも、生活

苦の中で、年金から既に差し引きができなく

なったというような事例もありまして、滞納し

ている方々のほとんどが生活が厳しい、そうい

う実態が今明らかになっています。

厚労省は、来年度、第５期の平均保険料が

月5,000円を超えるというふうに試算しておりま

すけれども、これ以上の保険料の引き上げは、

さらに滞納者がふえることにつながり、介護サ

ービスから排除される人々が多く出るというこ

とになりかねないというふうに思っています。

保険料が引き上げられる大きな原因は、何と

いっても国庫負担の割合が大幅に引き下げられ

てきたからにほかなりません。介護費用の50％

だった国庫負担が25％になり、また、三位一体

の改革で今22.8％ということですから、保険料

にはね返ってくるのは必然的な状況になってい

ます。ですから、何より今、当面の課題とし

て、保険料の引き下げをしていくということを

行わなければならないというふうに考えており

ます。今、県に積み立てられております財政安

定化基金の取り崩しを行って、保険料の引き下

げに充てることが可能ではないかというふうに

思いますが、この基金は今どれほどあるのか伺

いたいというふうに思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 介護保険財政

安定化基金でございますが、市町村の介護保険

財政に不足が生じることとなった際に貸し付け

などを行うため、国、県、市町村が３分の１ず

つ拠出いたしまして設置しているものでござい

まして、介護保険法の改正により、お話がござ

いましたように、平成24年度に限り、その一部

を取り崩して、保険料の増加の抑制を図るた

め、その取り崩し額の３分の１を市町村に交付

できるということになったところでございま

す。このため、本県におきましても、来年度、

基金の一部取り崩しについて検討しているとこ

ろでございます。その基金の残高ということで

ございますが、現在、約32億8,000万円というこ

とになっております。

○前屋敷恵美議員 基金の取り崩しでの市町村

への返還分で、いかほどか保険料が下がること

になるという見通しも少し出てきましたけれど

も、しかし、なかなかそれだけでは十分な引き

下げにはつながらないというふうに思います。

そこで、私は、県の拠出している分、３分の１

を市町村に交付する─今積み立てている財源
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ですから、ぜひこれを活用して市町村に交付す

るということも検討していく必要があるんじゃ

ないかなというふうに思っております。今後の

検討課題にのせていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 介護保険財政

安定化基金でございますけれども、先ほど申し

上げましたように、国、県、市町村がそれぞれ

３分の１ずつ拠出して、基金を造成しておるわ

けでございます。その市町村分を返還するとい

いますのは、市町村分が保険料を原資として拠

出されているということもございまして、その

分は保険料の算定にはねるといいますか、そう

いうことになると思いますが、県が出資してい

る分というのは、一般財源から拠出しておりま

すので、基本的にはそのまま一般財源のほうに

繰り入れられると。その支出については、また

今後、新たな視点で検討されることになろうか

というふうに考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ知事の英断で、新年度

の予算の中にも繰り入れていただいて、保険料

の引き下げを図って、安心して介護が受けられ

る、サービスが受けられるという体制をつくっ

ていただきたい、このことを強く要望しておき

たいというふうに思います。

それから、今、問題になっております介護労

働者の処遇改善について伺いたいと思います。

今、介護の現場は、慢性的な人材不足が生じて

いることが報告されています。これは、あるデ

イサービス事業所の実例ですが、特にこの１

年、ヘルパーの募集をしても、ほとんど人が集

まらない、こういう状況だといいます。介護の

仕事は、入浴介助から下のお世話、認知症の方

への対応など、日々の体調の変化にも気を配り

ながらの大変な労働です。しかし、御苦労の多

い仕事の割には給与が低い、これが今の実態で

もあります。よい介護をしたいと思って理想を

持って入った仕事でも、長く働き続けられない

のが今の現実でもあります。その事業所は、数

名の欠員を抱えた状態になったために、やむな

く派遣業者からの派遣を委託することになった

そうなのですけれども、本来ならば、訓練され

た人材で依頼された人数を確保されるべきであ

るんです。しかし、ヘルパー講習を受けたばか

りのキャリアの浅い人が派遣されてきた、しか

も、人数も希望していた人数はそろわなかっ

た、これが今の実態です。結局、サービスの低

下、質の低下にもつながりかねないということ

にもなっています。労働力と報酬が見合ってい

ない、このことが最大の要因だというふうに思

いますが、国の介護職員処遇改善交付金も今年

度で終了するという状況になっております。こ

うした短期間の場当たり的な対策で解決する問

題ではないというふうに思います。国にも大き

な責任がありますが、県として、どのようにこ

の問題を認識し、また処遇改善を考えておられ

るか、福祉保健部長にお伺いしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成22年の国

の介護労働実態調査によりますと、お話がござ

いましたとおり、介護現場の労働者の悩みとし

て、仕事内容の割に賃金が低い、人手が少ない

といったものが挙げられております。このた

め、21年度から、介護職員処遇改善交付金によ

りまして、介護職員の賃金改善を図ってまいり

ましたが、今年度、事業が終了することか

ら、24年度以降も介護職員の処遇改善に取り組

むよう、全国知事会を通して国に要望いたしま

して、現在、検討されているところでございま

す。以上でございます。
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○前屋敷恵美議員 介護の質を低下させない、

また、労働者の皆さんが意欲を持って働ける環

境をどうつくるかという点では、国の責任を問

いつつも、やはり独自の県の施策というものも

必要じゃないかというふうに思っております。

検討をしていただきたいというふうに思いま

す。

次に、基金事業終息問題について伺いたいと

思います。

今の介護の処遇改善の基金もそうですけれど

も、国の経済対策で始まった20の基金事業が、

今年度末で終了するということになっておりま

す。特に、子宮頸がん予防ワクチンなどの３種

のワクチン緊急促進事業や妊婦健診の事業など

は、事業主体の市町村はやめるわけにはいかな

いんだと、このようなことを言っておられま

す。当然だというふうに思うわけです。そこ

で、県としては、定期接種化やその間の事業を

継続させることを国に要望しつつも、仮に国が

この基金事業を今年度で打ち切った場合にどう

するかという事後対策を十分に検討する必要が

あるというふうに思いますが、どのように対応

されるおつもりかお伺いしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 国の経済対策等に

よりまして造成した基金につきましては、今お

話のありました福祉、医療、それから雇用対策

や環境対策、またさらには公共事業など、さま

ざまな分野で活用しておりまして、これらの基

金の多くは、お話にありましたように、23年度

末で事業実施期間が終了となっております。施

設の改修や公共投資のための基金など、これま

での期間で一定の目的を果たしたものもありま

すが、県民の医療や雇用の維持等を図る事業な

ど、期限到来後も一定の取り組みが求められて

いるものがございます。今議会に追加提案いた

しております緊急雇用創出事業臨時特例基金を

初めとして、一部の基金につきましては、積み

増しや期限延長の動き等がございますけれど

も、その他の多くの基金事業につきましては、

現時点では、その取り扱い等は明らかになって

いない状況にございます。今後、来年度予算の

編成作業の中でさまざまな検討を進めてまいり

ますが、基金にかわる新たな財源が確保できな

い場合は、事業の継続が困難となることが考え

られますので、国の予算編成の動きなど、必要

な情報収集を図るとともに、引き続き、基金の

設置期限の延長や新たな財源の措置などにつき

まして、国に対して要望してまいりたいという

ふうに考えております。

○前屋敷恵美議員 国への要望は当然のことで

ありますけれども、しかし、最悪の事態も考え

なければなりません。県の責任ある対応をしっ

かりとっていただくことを強く要求しておきた

いというふうに思います。

それから、最後になりますが、住宅リフォー

ム助成事業について伺いたいと思います。

この住宅リフォーム助成事業は、住宅の増改

築、リフォームなどに一定の公的な財政支援を

行うという事業であります。この景気低迷が長

引く中で、住宅関連の事業は、多くの業種がか

かわる点で、多方面に仕事がふえ、県内経済の

活性化を図ることができる、今必要な施策・事

業ではないかというふうに私は思います。です

から、昨年の11月、県議会では「住宅リフォー

ム助成制度の創設を求める請願」を全会一致で

採択したところでもあります。私は、このこと

を強く大きく受けとめていただきたいというふ

うに思います。そして、私は、この住宅リフォ

ーム助成事業は、あらゆる角度から検討してい

くことが必要だというふうに思っています。地
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域経済や地域振興にとってどうなのか、雇用を

生み出すという点ではどうなのか、また、住宅

耐震化の促進など防災対策の観点、もちろん住

環境も整う、そういった多面的に、総合的に検

討していくことが重要ではないかというふうに

思っております。こうした観点から、まず、県

土整備部長、商工観光労働部長に、この住宅リ

フォーム助成事業をどのように評価しておられ

るか伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 住宅のリ

フォームは、関連する業種が多岐にまたがりま

すことから、その需要が喚起されることは、県

内中小企業を含め、地域経済に対する幅広い波

及効果が見込まれると考えております。以上で

ございます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 住宅のリフォ

ームを促進することは、快適かつ安全な住環境

の確保や、住宅の長寿命化を図るなどの観点か

ら、重要であると認識しております。このた

め、県では、ホームページにより、リフォーム

を含む住宅施策全般に係る情報提供を行います

とともに、土木事務所や市町村等に窓口を設置

しまして、リフォームに関する相談にも対応し

ているところであります。今年度は、県内の16

市町村において、住宅リフォーム助成などの取

り組みが行われておりますので、県としまして

は、引き続き、的確な情報提供等に努めてまい

りたいと存じます。

○前屋敷恵美議員 県内で今、16市町村が事業

を実施しているということを言われましたけれ

ども、今、全国的に自治体で広がっているんで

すね。そして、市町村の自治体を応援しつつ頑

張ろうということで、県の施策としても今進め

られております。私は、昨年11月議会では、秋

田県の支援事業を紹介いたしましたが、ことし

から佐賀県が住宅リフォーム緊急助成事業とし

て始めているということで、３年間で20億円の

基金設置を行って事業を行うということです。

今、本当に地域経済の疲弊、また県民の暮らし

の疲弊を立て直す一助にということで、御苦労

の中、こういう施策が続けられているという状

況です。もちろんこの宮崎も、たび重なる災害

が相次ぎ、県民の暮らしや地域経済の疲弊を何

とか復興したいという取り組みも進んでおりま

すけれども、このリフォーム事業もその一環と

して取り組んでいくことが、今、非常に重要で

はないかというふうに私は思っているところで

す。この事業、そして県議会の採択を、県民政

策部長、どのように受けとめておられるかお伺

いしたいというふうに思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 住宅リフォー

ム助成制度の請願につきましては、口蹄疫等で

疲弊した本県経済の活性化策としての高い期待

のあらわれと受けとめております。今、議員か

ら御紹介のありました各県の状況等も承知して

おります。県としましては、市町村との役割分

担や国の経済対策の活用等を考慮しながら、引

き続き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。

○前屋敷恵美議員 私は、県民と議会の意思を

しっかりと受けとめていただくことが重要だと

いうふうに思っております。確かに財源の問題

はあろうかと思いますが、いろいろ知恵を働か

せて、幅広く使える国のいろんな制度の活用な

ども、この事業の中に財源として組み込んでい

くことが必要だというふうに私は思います。そ

の一つが、既にいろんな方面でも使われており

ます社会資本整備事業など。これを大いに活用

する、財源を生み出すということが必要じゃな

いかというふうに思います。私の住まいする宮



- 227 -

平成23年12月５日(月)

崎市も今、２年間続けられておりまして、予算

が組まれた３カ月後にはその予算を使い切ると

いうほど、市民の皆さん、業者の皆さん方が切

望しておられる事業であることは疑いありませ

ん。私は、やってみる価値は十分にあるという

ふうに思っているところです。今こそ県民の要

望や期待にしっかりこたえていくという県の姿

勢が大事ではないかというふうに思っておりま

す。知事の御見解─英断を下されるときじゃ

ないかと思いますが、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 県といたしましては、

先ほど部長が答弁しましたような口蹄疫以来の

大変経済が厳しい状況の中で、地域経済の再興

・活性化という請願の趣旨をしっかりと受けと

めておるところでございます。その趣旨も踏ま

えて、現在、経済活性化対策「みやざき元気プ

ロジェクト」に取り組んでおるところでござい

ますが、御指摘の住宅リフォーム助成事業につ

きましては、大変厳しい財政状況の中で、いろ

んな検討すべき課題がある悩ましい事業でござ

いますが、市町村との役割分担、国の経済対策

などの活用というのをしっかり考慮しながら、

検討してまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 今、国では、税と社会保障

の一体改革という名のもとに、国民の期待を次

々に裏切る施策が続いているのが実態なんです

ね。年金や医療、介護保険―これは先ほどお

話もいたしましたけれども、また、保育も公的

責任が放棄されるという状況も生まれようとし

ております。その一方で、消費税は倍に、大幅

に引き上げるということです。しかし、消費税

の大増税が国民に課せられたとしても、一方で

は、大企業への減税などによって、差し引き新

たな財源は生まれてこない。今、復興財源をど

うするかということになっておりますが、この

中からは復興財源すら生まれてこないという状

況で、まさに国民へのしわ寄せが今一段と強ま

ろうとしています。こういうときだからこそ、

県政の果たす役割、県民の命と暮らし、安全を

しっかり守るという立場に立って─原発やエ

ネルギーの問題もそうです。医療、年金、介

護、福祉の問題もそうです。県民の暮らしに寄

り添った形で、県民のそういう思いをしっかり

受けとめた県政を進めていくことが、より一

層、今求められているというふうに思っている

ところです。今、地方自治体の果たす役割は、

さらに大きさが増しております。私は、そうい

う立場で、県政もしっかりと取り組んでいただ

きたい、このことを強く要求申し上げまして、

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 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時33分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、内村仁子議員。

○内村仁子議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の内村仁子でございます。今議会の一般質

問、17番目、午後のお疲れの時間と思います

が、私にとっては６月議会より非常に待ち遠し

かった時間です。女性の立場から多くの県民の

小さな声も届けるために心を込めて質問してま

いります。納得のいく答弁を期待します。

それでは、通告に従いまして質問してまいり

ます。

東九州自動車道の早期開通に向けた今後の取



- 228 -

平成23年12月５日(月)

り組みと知事の意気込みについてお尋ねしま

す。

これまで知事は何回となく、東九州自動車

道、九州中央自動車道の早期整備について陳情

をしてこられました。また、11月11日には、県

商工会議所連合会など県内12団体が70万6,243人

分の署名を知事に提出され、知事は15日に国土

交通省や民主党本部に提出、要望されたと報じ

られております。また、10月22日には、県内８

つの道づくりを考える女性の会の会長が国土交

通省等への陳情をされました。民間サイドでも

どうしても早期完成を熱望しておられます。私

たち自民党県議団でも８月24日に、熊本県・大

分県議団と一緒になって、国土交通大臣、国土

交通省道路整備局等への陳情をしてまいりまし

た。知事の言われる県民総力戦とはこのことで

はないでしょうか。私の入っております道づく

り女性の会の中央の会でも、いつも毎月1,000円

ずつお金を出しております。そして、その中か

ら国土交通省への陳情も、これもすべて自費で

行っております。県民総力戦とはそういうこと

ではないかと思います。３月11日発生の東日本

大震災では、高速道路が救援隊の通行、救援物

資の輸送の核となり、くしの歯状に最大限利用

されました。ところが、宮崎県にはくしのもと

となる高速道路が完成しておりません。知事の

これからの意気込みをお尋ねします。

次に、さきに法政大学大学院の教授が調査さ

れた幸福度に関する研究結果が発表されまし

た。日本一幸せなのは福井県、次が富山県とあ

り、我が宮崎県は残念ながら半分以下の27位と

報道されました。これは、経済力や生産力によ

る指標ではなく、幸福度を数値化しようと調査

されたもので、合計特殊出生率や総実労働時

間、平均寿命など40の指標で点数化し、総合点

から都道府県を位置づけたとのことです。この

教授は、「幸せ度は住む人々の努力で変えられ

ると思う。ランクづけが目的ではなく、幸福度

を高める地域づくりの方策を示したかった」と

あります。今議会でもブータン国王御夫妻の温

かさ、ほほ笑ましさ、優しさが話題に出まし

た。幸せの感じ方はそれぞれ異なりますが、27

位に対する知事の見解をお尋ねします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席からお尋ねいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、東九州自動車道についてであります。

本路線は、本県の経済・観光を支える重要な社

会基盤であるとともに、将来想定されます東南

海・南海地震、日向灘地震の発生時には、救援

物資や救急医療の搬送路として大きな役割が期

待されるまさに命の道でありまして、早期開通

は喫緊の課題であり、また県民の悲願でありま

す。私自身も民主党の陳情要請に対する対応本

部に、また国土交通大臣にも直接お会いいたし

まして、東九州自動車道の早期開通を強く訴え

てきたところでございます。そして、せんだっ

て、今お話にございましたように、１カ月の短

い間で70万人を超える署名を集めていただきま

した県内の経済12団体の動きでございますと

か、宮崎の道づくりを考える女性の会が早期整

備を求めて強く国に要望活動を行っていただい

ており、私といたしましても、県民の早期開通

への熱い思いを改めてしっかりと受けとめ、ま

た心強く思ったところでございます。まさに県

民総力戦で今この整備に向けて取り組んでい

る、そのような状況かと考えております。国の

施行区間につきましては、国の責任において、

一日も早い開通に向けて十分な予算を確保して
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いただきますとともに、事業化されていない区

間につきましては、早期に事業化していただく

よう、あらゆる機会をとらえ、これまでにも増

して国に対し強く訴えてまいりたいと考えてお

ります。

次に、幸福度ランキングについてでありま

す。このランキングは、法政大学のある研究会

におきまして、４つの部門―生活・家族、労

働・企業、安全・安心、医療・健康―の40の

指標を評価、分析されて、幸福度として発表を

されたものであります。本県は27位という結果

が出たところでありますが、これらの指標を

もって県民の皆様それぞれの暮らしや思いを全

体として推しはかることはなかなか難しいので

はないかということを考えております。

この指標の発表をもって思い出しましたの

が、以前、経済企画庁が行っておりました豊か

さ指標というものでございます。８つの分野に

わたりまして、指標をもとに、これも都道府県

のランキングがなされたところでございます

が、ちょうど私が以前勤めておりました埼玉県

というものが最下位になりまして、当時の知事

が大変憤っておったのを今思い出しておるとこ

ろでございます。これは人口当たりを基準に指

標とされるものでありまして、人口密度の高い

大都市部周辺には自然、低い数字となってラン

キングの結果にあらわれてくるというものでご

ざいます。いずれにせよ、こういった指標につ

きましては、どういう項目をどのような指標で

もってとらえ、それにどのようなウエートを置

くかによって順位というものは変わってくるも

のであります。そういうものとして、一つの切

り口として、今回の幸福度ランキングについて

は受けとめておるところでございます。

また、きょう、まさにきょう、内閣府が幸福

度指標の試案を発表されたところでございます

が、これは132の指標をもちまして国民の幸福

度、経済・社会状況に加えて心身の健康、また

地域や家族との関係、きずななどをはかるとい

うことでございます。本県が目指しております

「新しいゆたかさ」とも相通ずるものがあると

いうふうに受けとめておるところでございます

が、いずれにいたしましても、私は、宮崎は大

変住みよい県だと自負しておりますし、内村議

員もそのように感じておられることというふう

に思っております。これらの指標は我々の県を

見る一つの切り口ということで受けとめて、今

後とも、多くの県民の皆様がより幸福を実感で

きるような地域づくりに全力で取り組んでまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○内村仁子議員 ありがとうございました。東

九州自動車道の整備について、もう一回知事に

確認のために質問させていただきます。県議会

でも９月議会で平成26年度までに完成させると

いう要望の意見書を提出しました。私の住む都

城圏域でも、地域高規格道路都城志布志道路の

早期完成について何回となく陳情しております

が、国の直轄事業がなかなか進みません。宮崎

県総合計画「未来みやざき創造プラン」、72ペ

ージによりますと、災害時の輸送道路の確保は

進んでいるかということにつきまして、目標

値、平成26年度を挙げておられます。そして、

このことは50％、現況値では平成21年度で42.6

％しか進んでおりません。緊急輸送道路の防災

対策進捗率にしましても、なかなか進んでいな

いわけですが、今、国土交通省道路整備局長は

熊本県菊池市の出身の方で、東九州自動車道の

整備は命の道として最重要であるとわかってい

らっしゃいます。今がチャンスではないかと
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思っております。提言、陳情のたびに熱望され

ています文書の中には、現在の組織のもとで国

の責任において災害に強い命の道として記載さ

れて陳情されております。知事も今このことを

言っていただきましたが、このことに取り組ん

でいただけるよう、再度、知事の決意を伺いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 東九州自動車道は、国

土開発幹線自動車建設法の中でも国において建

設すべき自動車道として定められておるところ

でございまして、当然ながら、国の責任のもと

で早期に整備していただきたいというふうに考

えておるところでございます。今、議員のお話

にございましたが、今の国土交通大臣が奈良県

の橿原市にお住まいだということでございま

す。要望に行きましたときも必ず出るのが、

「神武天皇が宮崎を発して奈良に行かれた、そ

の縁がありますね」という話をしておるところ

でございますが、そのようなさまざまな縁も生

かしながら、強くこの宮崎の道路の整備の必要

性というものを関係者に訴えてまいりたいと考

えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。幸せ

度ランキングにつきましても、今、知事から答

弁をいただきましたが、私も高速道路を通って

宮崎に通っておりますけれども、四季のすばら

しさ、今、紅葉が出ております。こういう自然

環境のすばらしい中に住んでいる私も幸せと感

じておりますけれども、この幸せ度について

は、いろいろ問うことで異なってくると思いま

すけれども、今、知事が答弁いただきましたよ

うに、宮崎県の環境のすばらしさをこれからも

どんどん私も広めていきたいと思うし、県のほ

うでもそういう取り組みをしていただけたらあ

りがたいと思います。

続きまして、高齢者福祉について福祉保健部

長にお尋ねします。

高齢化が進む中、入所できない介護難民がふ

え続けております。特別養護老人ホームもでき

ておりますが、入所待機者が今どれくらいおら

れるのか、状況についてお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 特別養護老人

ホームへの申込者数でございますけれども、平

成23年４月時点で3,673人となっております。申

込者のうち、在宅で生活されている要介護４以

上の重度の方でございますが、全体の約４分の

１となっておりまして、これらの方への対応が

重要な課題の一つであるというふうに認識をい

たしております。一方、特別養護老人ホームの

ベッド数につきましては、平成23年４月１日現

在で4,975床となっており、１年前と比較します

と190床の増となっているところでございます。

○内村仁子議員 今いろんなところで有料の老

人ホームの建設が進んでおります。設置状況及

び今後の見通しについてお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の有料老

人ホーム数でございますが、平成23年11月１日

現在、163施設の5,004床となっておりまして、

特別養護老人ホーム等の介護保険施設とあわせ

まして、要介護者の生活の場の一つとして重要

な役割を果たしているところでございます。各

年度の４月１日現在での設置数を見てみます

と、平成21年度75施設、平成22年度107施設、平

成23年度４月１日現在141施設となっておりまし

て、近年大きく増加している状況にあります。

今後とも、高齢化の進行によりさらにふえてい

くものというふうに考えております。

○内村仁子議員 有料の老人ホームができると

いうことは高齢者にとって安心も確保できるん

ですが、逆に、今度は有料の老人ホームについ
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て介護保険料が上がっていくのではないかとい

う心配をされております。このことについてお

尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 有料老人ホー

ムの大半を占める住宅型と言われるものでござ

いますけれども、これが先ほど申しました163施

設のうち130施設を占めておりますが、これにつ

いては、在宅生活者と同様に、居宅介護サービ

スの扱いということになりますので、入居者が

ふえたといたしましても、直ちに保険料の増額

にはつながらないものというふうに考えており

ます。

なお、介護保険料につきましては、これまで

段階的に引き上げられてきておりますが、これ

は高齢化の進行に伴いまして、当然、介護サー

ビスの量が増加していることによるものでござ

います。

○内村仁子議員 有料老人ホームは、業種の転

換によって老人ホームをつくられる企業もあり

ますし、今そのようにしてふえているわけです

が、これに対する県の指導はどうなっているの

か。中には、スタッフがそろわないまま開所す

るホームもあると聞いております。今、私ども

の住んでいる地域でも老人ホームができており

ますけれども、この指導についてはどうしてお

られるか、お尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では老人福

祉法に基づきまして、有料老人ホームの設置運

営指導指針、これを定めまして、届け出の指導

を行い、居室等の施設設計や職員配置の状況等

の確認を行っているところでございます。ま

た、届け出後につきましても、サービスの内容

に応じた設備や必要な職員の配置、施設におけ

る衛生管理や感染症の予防など、施設の管理、

運営等につきまして、定期的な実地指導や書面

による指導助言等を行っているところでござい

ます。さらに、昨年度からでございますが、県

内すべての有料老人ホーム等を対象にいたしま

して、合同研修会を開催し、施設における法令

遵守や防災対策等について理解の促進を図って

いるところでございます。

○内村仁子議員 今、指導について答弁をいた

だきました。先ほども前屋敷議員から、働く人

の労働条件が非常に悪いということが出ました

けれども、これから先、指導とか、いろんな研

修をされるときには、スタッフの方のいろんな

声を聞く機会もつくってもらえたらありがたい

と思っております。先ほどの部長の答弁で、要

介護４以上の在宅で入所を待っておられる高齢

者が４分の１─約1,000人近くになるんですが

─おられるということでした。要介護４とい

うのは非常に介護度が高い。そして、家庭で

は、在宅ではなかなかできないという方が1,000

人近くまだ待っていらっしゃるという実態を重

く受けとめていただきたいなと思っておりま

す。要介護２でも、認知症とか、いろいろ症状

は違うわけですけれども、在宅で介護できる状

態ではありません。実は、私の母も昨年３

月、104歳で亡くなりました。要介護２まではヘ

ルパーさんの手助けをもらいながら、姉とロー

テーションを組んで在宅介護を４年間続けてま

いりました。それでも、とうとう最後は認知症

ということで夜中の徘回が始まりました。私ど

もの家族ではどうにもならなくなり、入所とい

う形をとり、７年半、施設での温かい見守りで

天寿を全うすることができました。

実は私は今、３人の独居老人にかかわってお

ります。１人は私の小学校２年と３年のときの

恩師ですが、要介護４で身寄りがなく、ショー

トステイをつなぎながら、入所を２年待ってい
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ました。10月には２回目の脳梗塞で入院とな

り、今、病院でリハビリ中ですが、このリハビ

リ期間は６カ月ということで、次の行き先を探

さなければなりません。病院と話をしますと、

今の状態では胃瘻になるでしょうねということ

です。そして、胃瘻になったときに、さて、ど

こに入所できるか。私はこれを今探しているん

ですが、なかなか入所が厳しくなりました。こ

の先生は身寄りのない─私の小学校２年のと

きは華やかな先生だったんですが、今、この姿

を見るときに─おむつを持って病院に届ける

んですけれども─涙が出るんです。こういう

今まで私たちを指導してくださって、日本のた

めに働いてくださっていた方々が、このような

施設にも入所できない、家族もいないという現

状がありますので、これから先の要介護者への

県の対応についてお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 入所申込者へ

の対応につきましては、認知症高齢者グループ

ホームや小規模特別養護老人ホームの整備に努

めますとともに、デイサービス、訪問介護、訪

問看護等の在宅サービスの利用を促進いたしま

して、在宅での生活を支援してまいりたい、基

本的には支援してまいりたいというふうに考え

ております。また、高齢化が進行する中で、高

齢者が安心して生活できる住まいとして、こと

し４月、高齢者の居住の安定確保に関する法律

等の一部改正によりまして、サービスつき高齢

者向け住宅登録制度が創設されまして、国土交

通省において整備が進められているところです

が、これらにつきましても、先ほど申し上げま

した有料老人ホームとともに、要介護者の受け

皿の一つとして重要な役割を果たしていくもの

と考えております。

なお、今後、そうした要介護者の増加が見込

まれることから、申込者への対応につきまして

は、重要課題の一つというふうに認識しており

まして、平成24年度からの第５期の介護保険事

業支援計画の策定におきまして、そうした申込

者の状況等を踏まえながら、市町村と十分協議

をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○内村仁子議員 ありがとうございます。私も

通る道です。高齢者の分もしっかり考えていき

たいと思っていますので、よろしくお願いいた

します。

次に、障がい者施設についてお尋ねいたしま

す。

現在、県内で知的障がい者の入所できる施設

の数と定員数についてどれぐらいあるのか、お

尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県における

知的障がい者が入所可能な施設でございます

が、21施設、定員は1,330人となっております。

なお、障害者自立支援法では、障がいのある方

が可能な限り住みなれた地域で暮らし続けられ

るよう施設等から地域生活への移行を進めるこ

ととされておりますので、県ではグループホー

ム、ケアホームなどの整備充実に努めていると

ころでございます。

○内村仁子議員 今の答弁で、施設から地域生

活への移行というのが障害者自立支援法で進め

られているわけですが、これは、施設で生活し

ていた人が地域に帰って─在宅を含んでくる

んでしょうが、絶対不可能、できません。障害

者自立支援法はスタート時から問題があり、見

直しが必要ではないか。施設側、家族側、障が

いのある方、皆さんが障害者自立支援法の取り

消しを望んでおられます。これは私どものこれ

からの仕事じゃないかなと思っております。
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入所者の処遇について施設への指導はどう

なっているのか、伺いたいと思います。けがな

どが大変起こっておりますが、施設への指導に

ついて伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、障が

い福祉サービスを行う事業所に対しまして、お

おむね２年ないし３年ごとに実地指導を行って

おります。実地指導に際しましては、入居者の

処遇に係る施設の運営規程が適切に定められて

いるか、苦情受け付けの窓口を設置するなど必

要な措置が講じられているかなどの確認を行っ

ているところであります。この結果、改善を要

する事項については、事業者から改善報告書の

提出を求めますとともに、改善が認められない

場合には、必要に応じて勧告や指定の取り消し

等の措置を行うこととしております。

○内村仁子議員 入所者のけがとか、そういう

ことが起こらないように見回りといいますか、

２年から３年ごとに指導しているということで

すけれども、もし時間がありましたら、時々で

もその間でもいいですから、訪問をしていただ

きたいと思います。障がい者の虐待防止法がこ

としの６月24日に公布されましたが、この取り

組みについて伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいまお話

がありましたとおり、いわゆる障害者虐待防止

法、これが本年６月24日に公布されまして、来

年、24年の10月１日から施行されることとなり

ました。この法律では障がい者虐待を、養護者

による虐待、障がい者福祉施設従事者等による

虐待、及び使用者による虐待に区分し、それぞ

れに虐待防止等に係る具体的な手続が定められ

るとともに、対応窓口として市町村に障害者虐

待防止センターを、都道府県に障害者権利擁護

センターを設置することとされました。県とい

たしましては、法律の円滑な施行に向けまし

て、今後、市町村や障がい福祉サービス事業者

に対する研修や啓発活動、こういったものを行

うなど、障がい者虐待防止のための体制整備に

取り組んでまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。障害

者虐待防止法が一日も早く─来年からになる

んですけれども─実施されますように、家族

が望んでいらっしゃるということを申し上げた

いと思います。

そして、虐待か自傷事故なのかわからないこ

とが時々起こっております。私もたびたび相談

を受けますが、施設のスタッフの方を疑うわけ

ではないのですが、夜間帯のけが等が非常に多

く、それを避けるために監視カメラの設置指導

はできないのか、お尋ねします。家族会のほう

でも監視カメラをつけてほしいと要望を出され

ております。また、あるところでは、監視カメ

ラがついていたんですけれども、電源が切られ

ていたということで作動しておりません。そし

て、四国のある施設では、設置者側が自発的に

監視カメラをつけられまして、それで非常にけ

がが少なくなったという事例も出ておりますの

で、そこが指導できないのかということと、き

のうの新聞でも、岩手県の社会福祉事業団の施

設で重度障がいの入所者への暴行が数回繰り返

されたということが報道されております。こう

いうことで監視カメラが設置できないのか、指

導といいますか、そういうのはできないのか、

お尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 監視カメラと

いうことでございますが、監視カメラにつきま

しては、施設の設置基準に定めがないというこ

ともございます。それから、入所者のプライバ

シーにかかわることでもありますことから、県
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がその設置を一律に指導することは困難である

というふうに考えております。一番重要なのは

─入所者、その家族の方、そして施設と話し

合っていただきまして、その方向性を見出して

いただくというのが一番よろしいかなというふ

うには思っております。県といたしましては、

引き続き、実地指導を通しまして、入所者に対

して適切な障がい福祉サービスの提供が行われ

るように、事業者の指導に努めてまいりたいと

いうふうに考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。物言

えぬ障がい者の方、そして自分のことが表現で

きない障がい者の方を、これからも温かく見

守っていただきたいと思います。

次に、今回、待望のドクターヘリが来年度予

算で入ることになっております。この導入につ

いて福祉保健部長にお尋ねいたします。特に県

北での交通事故、循環器系の心臓病など、これ

までの中山間地域での医療が進み、命の安全が

保たれるものと思います。このドクターヘリの

県内各地での離着陸場所の確保はどうなってい

くのか、救急車との連携、道路の整備はどうな

のか、特に一番必要な山間部での道路狭隘箇所

での対応等について伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

は、防災救急ヘリに比べまして機体が小さく、

ある程度のスペースがあれば基本的に着陸が可

能でございますが、救急現場によってはそのよ

うなスペースを確保することが困難な場合もあ

りますことから、あらかじめ救急車とドクター

ヘリが合流する場外離着陸場等を選定しておく

ことが有効でございます。このため、現在、県

防災救急ヘリコプター「あおぞら」の離着陸可

能地、約220カ所を初めとする適地について、市

町村の協力を得ながら、現地調査を行っている

ところでございます。また、山間部において

は、運動場等の広場の使用を予定しております

が、緊急時には道路や畑等を活用することも必

要になるというふうに考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。私が

先般、静岡のこども病院を訪ねましたところ、

ここは静岡県のどこにいても14分以内でドクタ

ーヘリで運べるということと、どんな患者も絶

対断らないということを言われたスーパードク

ターの話を聞いたところでしたけれども、この

ドクターヘリによって多くの命がこれから先救

われる。特に、これが中山間地域の今まで医療

を大変心配しておられた方々への救済措置にな

るのかなと、これから期待をしていきたいと

思っております。ありがとうございます。

続きまして、質問項目がたくさんで申しわけ

ありませんが、霧島ジオパークについてお尋ね

いたします。

霧島地域の自治体５市１町、都城市、高原

町、小林市、えびの市、霧島市、曽於市で構成

された霧島ジオパークについて、県民政策部長

にお尋ねします。このことは去る30日の一般質

問で山下博三議員からも出されましたので、重

なる部分は避けて質問いたしたいと思います。

今、国内では５カ所が世界ジオパークとして認

定され、そして15カ所が日本ジオパークとして

認定されています。霧島ジオパークの世界ジオ

パーク認定に向け、地元で今、運動がなされ

て、私たち県議団もその協議会のほうへ入ると

いうことで、この前、書類を出したところです

けれども、歴史、観光、学術的価値等の調査が

必要とされております。これまで県はいろんな

文書も、要望書も出されておりますが、どのよ

うな支援をされたか、お伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 霧島ジオパー
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クにつきましては、霧島地域の活性化のため、

宮崎、鹿児島両県の地域住民と地元市町が霧島

ジオパーク推進連絡協議会を設立しまして、市

町や県という枠組みを超えまして、自主的に連

携した取り組みを行っているところでございま

す。県といたしましても、平成20年の同協議会

発足当初から、北諸、西諸の両農林振興局長が

会員として参加しているところでございます。

また、昨年度から、世界ジオパーク認定に向け

まして、地元市町が行う取り組みを支援してい

るところでございまして、具体的には、ジオパ

ークの見どころをめぐるツアーのコースづくり

や、霧島の自然をわかりやすく紹介した解説板

の設置等の事業に対し、平成24年度までの３年

間継続して助成を行う予定としているほか、昨

年度は県政番組で霧島ジオパークの魅力の紹介

も行ったところでございます。

○内村仁子議員 ありがとうございます。ジオ

パークについて今、部長の答弁をいただきまし

たが、世界ジオパークに認定されました５つの

うちの山陰海岸ジオパークを一つ御紹介いたし

ます。このジオパークについては、京都府か

ら265万6,000円、兵庫県から761万7,000円、鳥

取県から458万1,000円と職員５名の派遣がされ

ております。そして、国際会議の開催等の支援

がなされています。また、もう一つの室戸ジオ

パークでは、高知県からの交流人事で職員１人

を派遣し、海洋の研究等がなされ、負担金の支

援もされています。先月、私は宮崎―羽田間の

ソラシドエアの飛行機に乗りました。機内の雑

誌には、まず島原半島のジオパークの写真や記

事が数ページにわたって、めくったところから

掲載されておりました。飛行機の中でいろんな

方が機内誌を見られるわけですが、観光客誘致

にも欠かせない事業展開となりますので、今後

の支援について知事にお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 霧島ジオパークは、現

在、世界ジオパークの認定に向けた準備が鋭意

進められているところでございます。この地域

は大変魅力のある地域だというふうに受けとめ

ております。昨日でありますが、えびの高原に

参りまして─今シーズンのオープンを記念し

てアイススケートフェスタが開催されたところ

であります。新燃岳の噴火活動によりまして、

この地域も観光面、地域生活にさまざまな影響

が出ておるところでございますが、改めて火山

の一方の恵みであるすばらしい自然環境、また

温泉、こうした施設、その魅力というものを感

じたところでございます。えびの高原は日本初

の国立公園ということでございますが、県内有

数の観光地を広くＰＲしていく必要性というも

のを痛感いたしましたし、また昨日の式典に鹿

児島県霧島市の方も来ておられまして、県境を

越えたジオパークなどを契機とした環霧島の連

携が進んでいることを大変心強く思ったところ

でございます。

この世界ジオパークの認定のためには、地質

と景観、運営組織、さらには情報や環境教育な

ど、数多くの評価項目について点数を積み上げ

た上での審査を受けることが必要になってまい

ります。現在、県としましても、先ほど部長が

答弁をしましたような、ジオパークの認定に向

けた課題への取り組みについての財政的な支援

も行ってきたところでございますが、今後さら

に、地元市町のほか、鹿児島県とも十分に連携

をしながら、これら評価項目の全般にわたりま

して精査をした上で、最も効果的な支援のあり

方や、民間も含めた取り組み方法につきまして

検討を進めてまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。これ
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から先の子供に夢を持たせるため、そしてこれ

を世界に発信するために非常に重要なジオパー

クの事業だと思いますので、私たちのような

今、新燃岳、そして桜島の噴火に脅かされてい

る宮崎県と鹿児島県がお互いに手を組んだ事業

となっておりますので、これからも御支援のほ

どよろしくお願いしたいと思います。

次に、公共事業の減少と住宅リフォーム事業

について知事にお尋ねします。

公共工事の縮小化等、景気の冷え込む中、そ

の対策として住宅リフォーム事業があると思い

ます。このことは先般、横田議員、そして先ほ

どの前屋敷議員からも出されました。県議会で

は平成22年に請願第44号として受理され、採択

されております。しかし、ちょうど１年以上た

つんですが、なかなかその進展が見えないとい

うことで、改めてまたここで質問をさせていた

だきます。今、新エネルギー、フロンティア構

想では太陽光パネル設置の事業として２億円が

予算化されています。しかし、200万円から250

万円かけないと一般家庭でもなかなかソーラー

ができないということで、一般家庭ではなかな

か設置できません。多くの県民がひとしく豊か

で安心した生活ができるための、一戸一戸にす

るとわずかな金額であるんですが、住宅リフォ

ームについて再度、知事からばしっとした答弁

をお願いします。

○知事（河野俊嗣君） ばしっと答弁を申し上

げたいと思っております。住宅リフォームの件

でございます。今、公共事業との対比で御質問

があったわけでございますが、公共事業という

ものが幅広く複数の方に、また長期にわたり効

果が及ぶというものに対比しますと、住宅リ

フォームというのは個人資産の形成の問題では

ないかというところがあるわけでございます。

そうはいっても、午前中答弁申しましたよう

に、さまざまな経済効果が期待できるのではな

いかという事業として提案がなされ、さらに昨

年、今御指摘がありましたような地域経済の再

興・活性化という請願が全会一致で通ったとい

うことでございます。私どもも、その趣旨を

しっかり踏まえまして、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おると

ころでございます。住宅リフォーム事業につき

まして、現在、県内の16の市町村で実施されて

いるところでございますが、こういった市町村

とどのような役割分担ができるのか、また国の

さまざまな経済対策の事業、どのような制度も

含めて活用ができるのか、大変厳しい財政状況

ではございますが、そういったことも踏まえ

て、この請願の趣旨を踏まえた検討というもの

を行ってまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。ば

しっというところにちょっとひっかかりますけ

れども、住宅リフォーム事業について再度お尋

ねします。都城市では、単独事業として平成15

年度と16年度にリフォーム事業の助成を行って

きました。このときは上限20万円の助成をし、

多くの波及効果が生じております。市民の要望

で再度、21年度と22年度に、今回は上限10万円

ということで助成をしております。波及効果を

申し上げますが、21年度では1,012件の申請に対

して助成額7,144万9,000円、それに対する工事

費が13億4,608万円あったそうです。生産誘発

額19億2,489万円の波及効果が出ております。そ

して、22年度は1,206件の申請に助成額8,445万

円となっております。工事費が17億5,190万円、

生産誘発額25億2,400万円という経済効果が発生

しております。個人への助成額は10万円の限度

ですが、住宅工事には多数の業者がかかわって
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まいります。知事の答弁、先ほどの部長の答弁

でも、市町村との役割分担で検討したいとあり

ます。都城市でも４年間やってまいりました

が、それぞれ大変厳しい状態になってまいりま

した。それで県での対策を、助成を県民ひとし

く、厳しい情勢ではありますけれども、助成制

度で事業者が潤っていく経済効果、そして今の

落ち込んだ経済を何とか立て直すために、ぜひ

知事にもう一回ばしっと言っていただきたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、御説明いただきま

したように、それぞれの市町村で取り組まれ、

それぞれの金額は小さいかもしれませんが、今

言われましたような波及効果、呼び水効果、経

済効果が認められるところでございます。こう

いったところをしっかり踏まえて、市町村が

行っております制度とのどういう役割分担、連

携ができるのか、そういったところを踏まえ

て、しっかりと県の対応というものを検討して

まいりたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。

災害対策についてお尋ねいたします。

３・11東日本大震災による津波被害等で、想

像を絶するとうとい命、財産が奪われました。

本県における災害対策のための備蓄について、

総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 災害発生直後に必

要となります食料、飲料水、生活必需品等の備

蓄につきましては、県の地域防災計画の中で考

え方を示しているところでございます。まず、

県民の皆様には、家庭や職場において平時から

３日分の食料等の備蓄に努めるよう求めており

まして、県及び市町村が県民への啓発に努める

こととしております。また、市町村は、災害時

に住民に速やかな物資の提供ができるよう、避

難所、公的施設などに分散して備蓄することに

努めるほか、例えば食料や燃料などが不足した

場合に、あらかじめ締結した協定に基づいて民

間で流通する物資から優先的に調達を行う、い

わゆる流通在庫備蓄にも努めることとなってお

ります。県といたしましては、市町村の物資の

入手のために、民間業者や市町村間の調整を図

りますとともに、市町村の要請に応じて物資の

供給ができるよう県としての備蓄を行い、流通

在庫備蓄にも努めることとしております。

なお、県が備蓄を行っております品目は、食

料や水のほか、毛布や衣類、その他日用品など

となっており、この中で、粉ミルクや紙おむ

つ、衛生用品など、乳幼児や女性に配慮した備

蓄にも努めているところでございます。

○内村仁子議員 ３・11から防災に対する見直

しがされるようになっております。津波防災に

は繰り返し避難訓練が重要と考えております

が、その対策について伺います。

○総務部長（稲用博美君） 内閣府が行いまし

た分析では、東日本大震災で亡くなられた方の

死因の中で92.4％が溺死となっておりまして、

予想を超える大津波から逃げおくれたことによ

る人的被害が非常に大きな特徴であったという

ふうに考えております。したがいまして、津波

防災の観点、特に今回のような大津波に対する

被害を減らすためには、住民の迅速かつ的確な

避難が大変重要でありますし、この避難の実効

性を高めるために、最も大きな役割を果たしま

す対策の一つが津波の避難訓練であり、津波防

災に向けた啓発、教育であるというふうに認識

しております。

県といたしましては、今回の震災以降、県総

合防災訓練で日向灘沿岸の市町において一斉に

津波避難訓練を実施したほか、各地域や事業
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所、団体などの会合において、津波防災に関す

る講座を多数開催するなど、訓練、啓発に取り

組んできております。また、各市町村や地域の

自主防災組織、あるいは学校、職場などにおき

ましても、地震・津波を想定した訓練や啓発活

動などが実施されております。今後とも、今回

の震災での教訓が風化することのないよう、県

及び市町村、地域の自主防災組織などとも連携

しながら、県民の皆様への訓練、啓発に取り組

んでまいりたいというふうに思っております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。海岸

を控えておりますので、ぜひ避難訓練はこれか

らもよろしくお願いしたいと思います。

続いて、各学校の津波を想定した避難訓練の

実施状況を教育長にお尋ねします。今回の津波

被害を受けた山元町に、夏休みに県内の36人の

先生方が行かれ、児童生徒の授業応援をされた

とのことです。お疲れさまでしたと、ねぎらい

の言葉を申し上げたいと思います。教育現場で

の避難訓練の様子をお聞かせいただきたいと思

います。

○教育長（渡辺義人君） 津波による被害が予

想されるすべての学校におきましては、それぞ

れの市町村の防災担当部局等の意見を踏まえな

がら、これまで行ってきました避難訓練を見直

し、校舎の最上階や近隣の高台に避難するな

ど、危機感をより高めた訓練を行っているとこ

ろであります。中には、複数の避難場所を設置

した訓練や、幼稚園、小中学校による合同訓

練、定時制高等学校における夜間訓練など、実

情に応じて工夫した取り組みを行っている学校

もございます。

なお、県教育委員会では、現在、より安全性

を高める避難訓練のあり方につきまして、沿岸

部にある学校を選びまして、大学教授や防災士

などの専門家による助言を受けながら、調査研

究を行っているところであります。以上です。

○内村仁子議員 次に、災害発生時に対する各

学校の教職員の研修が必要ではないかと思いま

すが、先生方への実施についてお願いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 先ほど議員のお話に

ございました宮城県山元町には私も参りまし

た。自然の猛威のすさまじさに言葉を失います

とともに、津波襲来という情報を素早くつか

み、瞬時の判断により校長初め教職員が一丸と

なって子供たちを避難させ、一人の犠牲者も出

すことなく子供たちを守り抜いたことに対し、

深い感銘を受けたところであります。この教訓

を、県教育委員会としてぜひ本県の防災教育等

に生かしたいと考えまして、山元町の２名の校

長先生を講師とした「災害から子どもたちを守

るための学校づくり研修会」や、山元町に派遣

された36名の教職員による県内各地域における

報告会を実施したところであります。

なお、本年５月には、県内すべての学校の安

全担当者等を対象といたしました学校安全指導

者研修会も開催したところであります。災害発

生時におきまして、児童生徒の安全を確保する

ためには、教職員一人一人が危機意識を持って

適切に対応するための能力を身につけておくこ

とが大変重要であると思いますので、今後と

も、研修の充実を図ってまいりたいと考えてお

ります。以上です。

○内村仁子議員 ありがとうございます。次

に、もう一点お尋ねいたします。災害時に備え

た児童生徒のための備蓄について、各自治体の

学校への取り組みは県教育委員会からは助言で

きないものか、伺います。私は10月31日、災害

から子供を守る学校づくりという、山元町の２
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名の小中学校の校長先生による講演を聞きまし

た。その中で校長は、「校長の素早い判断力、

行動力が重要である。中浜小学校では一人の児

童も犠牲にならず、先生方の所持していたジャ

ージー等を生徒に着せて屋上で一夜を過ごし

た」と語られました。次の日はすごい雪の降る

日でしたから、先生たちのジャージーが非常に

生かされたということでした。せめて１日から

２日、その場をしのげる最低限の備蓄は各学校

でも必要だと思いますが、教育長にお伺いいた

します。

○教育長（渡辺義人君） 災害時に備えた学校

における児童生徒のための備蓄でありますけれ

ども、先ほど申し上げました「災害から子ども

たちを守るための学校づくり研修会」の講話の

中で、生々しい避難の状況ですとか、一昼夜を

過ごした際に毛布などの備蓄品が役に立ったこ

となどのお話がございました。今、議員からそ

の一部についてお話がございました。こうした

東日本大震災の教訓を踏まえ、県教育委員会と

いたしましては、県立学校につきまして、災害

時の避難に関する施設設備の改修等、防災対策

の充実を検討しているところであります。ま

た、その中で、児童生徒のための備蓄のあり方

につきましても検討していくこととしておりま

す。小中学校における備蓄につきましては、そ

れぞれの市町村教育委員会におきまして検討が

なされるものと考えておりますが、参考となる

事例等につきまして、研修会や会議など、さま

ざまな機会を通じて積極的に情報提供を図って

まいりたいと考えております。以上です。

○内村仁子議員 ありがとうございます。せめ

て自分の学校の子供は自分で守る、この意識で

これからもぜひ当たっていただきたいと思いま

す。

最後に、エネルギー問題に入らせていただき

ます。

県民政策部長にお尋ねいたします。私は先

般、「夢の扉」という番組で、日本の中小企業

のものづくり、たくみの様子が放映されたのを

見て、びっくりいたしました。番組の途中、そ

のすごさで―その会社の製品が今回、オース

トラリアでヘリオスタットというシステムでの

国策としての省エネに使われるということであ

りました。これを見て、今回の議会に新エネル

ギーとしての一般質問に入れたいと思っており

ました。その後、さまざまな縁から、上京の

折、この会社を訪問させてもらおうと電話しま

したら、社長が電話に出られて、「あんた、わ

ざわざここまで来んでいいが。私が11月28日に

宮崎に行きます」ということだったものですか

ら、11月28日、宮崎大学でのビームダウン式集

光装置の起工式がありまして、それに参加させ

ていただきました。これまで研究してこられた

新潟大学の教授、宮崎大学工学部教授などが参

加されて、起工式がありました。私が驚いたの

は、そういう大きなプロジェクトの工事だった

んですが、工事関係者がすべて県内の企業で

あったということです。この取り組みに対する

期待を含め、どのようにとらえておられるか、

県民政策部長にお尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） ビームダウン

式集光装置でございますが、宮崎大学や宮崎県

工業会、三鷹光器株式会社などと連携して、宮

崎大学の構内に設置を進めておりまして、今

後、この集光システムを使い、効率の高い太陽

電池の研究、さらには太陽熱を利用して水から

水素を取り出す研究などが進められる予定でご

ざいます。最先端の研究でありますので、すぐ

に事業化に結びつくというものではありません
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が、本県の恵まれた日照条件を生かし、新しい

エネルギーを生み出す取り組みとして大きな可

能性があるものと考えております。また、この

ような最先端の研究開発プロジェクトが本県で

進められることによりまして、産業振興や科学

技術振興、さらには人材育成など、さまざまな

分野で効果が期待できると考えているところで

ございます。

○内村仁子議員 ありがとうございます。三鷹

光器の社長さんと話をしましたところ、これか

らの子供や学生に夢と想像力を持たせたいとい

うことで、宮崎大学への設置となったところで

すが、この事業が実用化すれば、宮崎県の企業

に仕事をしてもらい、雇用につなげていきたい

と言っておられます。宮崎県は統計によります

と、日照時間が国内２番目、３番目と長く、最

も適したありがたい展開だと思います。先ほど

知事も、本県の恵まれた自然を生かすというこ

とを、前屋敷議員への答弁の中で言われたとこ

ろだったんですけれども、私はこれが宮崎県に

一番適した事業かなと思っています。佐土原の

農業試験場では、この三鷹光器のシステムを利

用したハウスの暖房が設置されています。自然

の恵みをどう生かすのか、また三鷹光器には宮

崎県出身の技術者がおられ、社長が大変信頼し

ておられました。この取り組みが実用化すれ

ば、地元企業の事業拡大や雇用にもつながると

思いますが、今後どのように伸ばしていかれる

か伺います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） このプロジェ

クトでございますが、2015年の世界標準化を目

指した実証実験として位置づけられておりまし

て、現在、三鷹光器株式会社に技術指導してい

ただきながら、地元企業により製造、建設が進

められているところでございます。この研究開

発が順調に進んでいくことによりまして、新た

なエネルギーの確保や地球温暖化対策など、日

本が直面している課題を解決するものとしまし

て、重要なエネルギー産業に成長していく可能

性を持っております。したがいまして、今後、

ビームダウン式集光装置の製造、建設にかかわ

る分野を初め、関連産業の立地、集積による本

県製造業などの発展、ひいては雇用の面でも大

きな効果が期待されますので、県といたしまし

ても、このプロジェクトが順調に進んでいくよ

う、大学や企業と連携しながら取り組んでまい

りたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。宮崎

県の恵まれた自然、さんさんと降り注ぐ太陽を

いかにこれから先のエネルギー政策に打ち出し

ていくか、今、フロンティア構想でソーラーの

仕事もなされておりますが、ソーラーのパネル

をつくるのにすごい電力を使ってＣＯ２削減に

なっていないという話もまた伺っておりますの

で、これから先、太陽を使った展開をぜひ考え

ていっていただけたらありがたいなと思いま

す。今回も多項目の質問となりましたが、県民

の幸せにつながる事業として事業展開をお願い

いたします。

きのうの福岡マラソン、オリンピック選考の

大会で、埼玉県職員の市民ランナー川内優輝さ

んが、２時間９分57秒というすばらしい記録で

日本人では１位でゴールされました。私は、こ

の一般質問の原稿整理をしていましたが、頑張

れコールを送り続けて拍手をしました。宮崎県

職員の皆さんも、感動と夢を与えるために努力

しておられますが、同じ県職員同士、頑張って

ほしいと思いました。先ほどの三鷹光器の社長

さんが宮崎県の職員の方をすごく褒めておられ

ましたので、これも申し伝えたいと思います。
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また、来週12月12日、西都から20キロを車い

すでこの県庁を目指して一人でゴールしようと

鍛錬しておられる障がい者の方がおられます。

午後１時にゴール予定です。青島太平洋マラソ

ンへ車いすでの参加を熱望しておられますが、

参加が認められないということで、「赤耐マラ

ソン」として赤い洋服を着て車いすで来られる

そうです。引き続き２回目だそうですが、ノー

マライゼーションの意味からも、多くの声援が

あるといいなと思っております。スポーツは健

常者のものだけではないと思います。夢をいつ

までも持つ、福祉を育てる宮崎県を続けていた

だくためにも、ぜひ皆さんの声援をお願いした

いと思います。未来みやざき創造プランでは、

県民の主な役割として、「障がいのある方が安

心して社会に参加できるよう、思いやりの心で

積極的に支援しましょう」と書いてありま

す。12月12日１時、できたら県庁で皆さんでお

迎えできたらいいなと思っております。

長くなりましたが、以上で今議会での一般質

問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○外山三博議長 次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 新みやざき

の田口雄二です。

日本にとって忘れることのできない2011年も

残すところわずかとなりました。現在、喪中の

はがきが私のところにも届いています。その中

に、東日本大震災に関連するものが届きまし

た。西都市のお世話になっている知人からのは

がきでございました。事情をお伺いしたとこ

ろ、人口率で人的被害が最大であった宮城県女

川町の姉夫婦が被災されたそうです。御自宅は

海から少し距離があるところだったようで、地

震直後に避難せず、様子を見ているうちに、御

夫婦とも津波に飲まれ、帰らぬ人になってし

まったようです。１カ月ほどして姉の身元がわ

かり、ほどなく御主人の遺体も確認することが

でき、御夫婦御一緒に葬儀をすることができた

そうです。「哀れでならないが、遺体も見つか

らない人もいる中で、夫婦一緒に見送ることが

できたことがせめてもの救いだった」と知人は

話していました。こんなに身近な人にも身内を

失った人がいたのかと改めて衝撃を受けまし

た。この宮崎においても、多くの方々が身内や

知友人を失ったであろうと推察されますし、ま

た、東北の地から宮崎に避難されてきた方もい

ます。あのような悲劇はこの宮崎では起こらな

いよう、安心・安全の防災対策をしっかりと構

築しなければならないと決意を新たにしたとこ

ろであります。

それでは、通告に従い、質問をとり行いま

す。

先日、延岡市出身で大相撲の行司の最高位を

務めた第35代木村庄之助、本名内田順一さん

に、本県では６人目となる県民栄誉賞を授与し

ていただき、知事、どうもありがとうございま

した。県章と出身地延岡の文字をあしらった模

様の入った行司装束で、行司の横綱である木村

庄之助を３年５カ月務め上げました。この間、

横綱白鵬の63連勝を見届ける大仕事もこなすと

ともに、宮崎県と延岡市の観光大使も務めてい

ただきました。また、昨年の口蹄疫被害の際に

は義援金100万円を寄贈していただき、ふるさと

宮崎をいつまでも大切にしてくれました。最後

の場所となった９月の大相撲秋場所で半世紀の

行司人生に幕をおろしました。今後の活躍と御

健勝はもちろんですが、今後もふるさと宮崎県

の観光大使として御尽力を賜りたいと願ったと

ころです。
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木村庄之助が引退し、一抹の寂しさを感じて

いた延岡に、11月14日、新たに朗報が届きまし

た。延岡をふるさととする参議院の平田健二氏

が第29代参議院議長に就任いたしました。延岡

の小中学校を卒業し、技術者の養成所、旭化成

工科学院を卒業後、ベンベルグ工場等の勤務を

経て、労働組合活動に入りました。16年前のゼ

ンセン同盟岐阜県支部長のときに、その人柄や

リーダーシップに期待が寄せられ、参議院選挙

出馬となり、見事当選、３期目で今回の議長就

任となりました。岐阜県選出ということもあ

り、その議員としての存在は延岡でも余り知ら

れていませんでした。延岡市には、現在、90歳

を超えた御両親が元気に御健在です。これまで

も何かと、ふるさと延岡、そして宮崎に配慮し

ていただきましたが、強力な宮崎の応援団長が

誕生し、心強い限りであります。宮崎県民の一

人としてこの快挙を誇りに思った次第でありま

す。

そこで、知事にお伺いいたします。今回の平

田健二参議院議長誕生について、知事の所感を

まずお伺いいたします。

以上で壇上からの質問は終了いたします。(拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

平田健二参議院議長についてであります。平

田議長は、延岡市の御出身であり、本県出身者

としまして「三権の長」という国を代表する要

職である参議院議長につかれましたことは、私

ども県民の誇りでもあり、改めて御就任を心か

らお祝い申し上げたいと思います。

現在、我が国は国内外に課題が山積してお

り、国難とも言える状況にある中で、その重責

ははかり知れないものがあると思いますが、国

家の安定、繁栄のために、存分に御活躍いただ

くことを期待したいと考えております。また、

議員御指摘のように、現在も延岡に御両親がお

住まいになるなど、ふるさと宮崎に強い愛着を

お持ちであると伺っておるところであります。

御多忙な身とは思いますが、これからも、時に

里帰りいただきますとともに、本県の発展のた

めにも一層の御支援、お力添えを賜りたいと存

じます。以上であります。〔降壇〕

○田口雄二議員 答弁ありがとうございまし

た。平田議長には、細島港の重点港湾指定でも

大きな力を注入していただいております。私た

ちも、これをチャンスにしっかりと要望活動を

してまいりたいと思っておりますので、引き続

きよろしくお願い申し上げます。

知事の政治姿勢について、さらにお伺いいた

します。2010年の国勢調査の確定値が先日公表

されました。日本の総人口は2010年10月１日現

在で１億2,805万7,352人となり、2005年の前回

の調査より0.2％増と、これまでで最低の増加率

となりました。ただ、総人口から外国人の164

万8,037人を除くと、日本人の人口は37万人以上

の減少となり、日本人の人口だけを見ると初め

てのマイナスとなっております。世帯数は初め

て5,000万世帯を超え、うち、ひとり暮らしの世

帯が30％を超える状況となりました。全国の市

町村1,728のうち、1,321の自治体が人口減と

なっています。本県においても人口は11 3

万5,233人と前回調査より１万7,809人減少して

おりまして、前々回の10年前と比較すると約３

万5,000人の減少です。65歳以上の割合は25.8％

となり、2.3ポイント高くなっており、高齢化は

さらに顕著な傾向です。県内では人口が増加し

たのは宮崎市と三股町だけで、中山間地の人口

減少は著しいものがあります。予想されていた
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とはいえ、地域間格差がさらに拡大いたしまし

た。今回の結果を受け、知事はどのような感想

を持たれたか、所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今回の国勢調査の結果

を受けてということでございますが、県内の人

口減少の状況、また、市町村においては、宮崎

市と三股町を除く全市町村での人口減少の様

子、さらには、高齢化の進展、65歳以上の高齢

者の人口が25.8％ということで、初めて４分の

１を超えたと。高齢化が一層進んでいる一方

で、15歳未満の年少者が14.0％、15万8,588人と

過去最少ということでございます。こういった

状況につきまして、ある程度予測がなされて

おったところでございますが、人口減少の事実

と人口構造の変化の実態がこのようなデータと

して明確に示されますと、改めて本県の将来に

対する危機感を感じ、社会経済情勢の変化に即

応した施策展開の必要性というものを感じたと

ころでございます。

私といたしましては、こうした状況に立ち向

かうべく、本年６月に策定をいたしました「未

来みやざき創造プラン」におきまして、経済・

雇用対策を初め、中山間地域対策、さらには子

育て、医療対策などの重要課題に、市町村や県

民の皆様と連携を図りながら、県民総力戦で取

り組んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 本県の15歳以下の人口割合は

全国でも５位と高いんですが、15歳以上64歳未

満になると大きくダウンしてしまいます。この

わずか５年で、日之影町と諸塚村、そして椎葉

村は、人口が１割以上も減少しております。そ

のほかの中山間地も軒並み大きく減少していま

す。

私は、昨年、中山間地域振興対策特別委員会

に所属いたしました。そのときいただいた資料

では、昭和45年から平成20年までの38年間で、

県、市町村合わせて２兆3,375億円も中山間地対

策としてつぎ込んでいると説明を受けておりま

す。内訳は、道路に55％、農業振興に24％、生

活環境に９％等々です。県の予算の４年分近く

もつぎ込んでおるわけですが、これでもこの状

態です。逆に、これだけつぎ込んだから今の状

態で済んでいるのかということもあるんです

が、知事のおっしゃるとおり、予算の使い方、

つまり政策が正しいのかも見直しも含めて分析

しなければならない、そんな時期に来ているか

と思います。

先日、美郷町北郷区にある農家レストラン

「味さと」というところに行ってまいりまし

た。テレビでも紹介されたようですが、西日本

一帯から問い合わせが、私がいる間じゅうもか

かっておりました。県外からも、驚くほど遠く

のところからお客さんも来ておりまして、非常

ににぎわっておりました。料理も地産地消、大

変おいしくいただいてまいりました。五ヶ瀬町

の農家民泊もそうですが、ちょっとしたアイデ

アで、驚くほど遠くから不便な宮崎にも足を延

ばして来てくれます。人口をふやすのはなかな

か大変でしょうから、やはり交流人口をふやし

ていく、そして地元にお金を落としていく、こ

ういう政策を今後考えていかねばならないと、

私も行ったときに痛感した次第でございます。

また、こういう政策を一緒に考えていかねばな

らないと思っております。よろしくお願いいた

します。

次に、質問に移ります。2008年度と2009年度

に緊急経済対策として国の補助金で創設された

基金についてお伺いいたします。会計検査院が

全国を調査したところ、2010年度末時点で、３

兆4,000億円のうち約４割しか使われておらず、
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２兆円が残っていると報告されました。政権交

代前に次々と駆け込みで基金がつくられました

が、「全国一律の配分で制度設計が不十分なも

のがある」と会計検査院は分析しています。基

金の執行残は国庫に返還されることとなりま

す。使い勝手が悪い等々の要因もあるようです

が、何とかやりくりして消化してほしいもので

すが、現状と今後の見通しについて知事にお伺

いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御質問のありました国

の経済対策等によりつくられた20の基金につき

ましては、設置期限はそれぞれ異なりますが、

平成22年度末実績の基金全体の執行率が約48％

となっており、また、活用期限が今年度末まで

となっております基金につきましては、予算ベ

ースとなりますが、23年度末の執行率を約96％

と見込んでいるところであります。これは、基

金対象事業の年次的な進捗に加えまして、一部

の基金において、地方のニーズに沿った使い道

の拡大という制度の見直しもなされたところで

ございまして、基金の活用が進んだものと考え

ております。多くの基金が今年度末で活用期限

を迎えるという状況の中で、県民の医療や子育

て支援を図る事業など、期限が到来した後もな

お一定の取り組みが求められているものもあり

ますので、引き続き、基金の設置期限の延長な

どや基金にかわる新たな財源の措置などにつき

まして、国に対し強く求めてまいりたいと考え

ております。

○田口雄二議員 順調に執行されていると確認

できました。しかし、執行残は埋蔵金として残

すこともできませんので、国庫に返還しなくて

もいいように活用に引き続き御尽力ください。

よろしくお願いいたします。

次に、国の出先機関改革についてお伺いいた

します。野田政権発足後初めての地域主権戦略

会議が10月20日に首相官邸で開催されました。

首相は、「東日本大震災以降、余り事務的に進

んでいないが、これを機に進め、来年の通常国

会に法案を出したい」と強い意欲を示しまし

た。地域主権戦略会議の目玉は、一括交付金と

出先機関の改革です。一括交付金は既に今年度

一部スタートし、出先機関改革については、政

府は、昨年12月にアクションプランを閣議決定

しており、首相は、プランに基づき、国土交通

省の地方整備局などの３機関の地方移管を年末

までに決める予定です。受け皿として名乗りを

上げたのが関西広域連合と九州地方知事会で

す。九州地方知事会は、仮称ではありますが、

九州広域行政機構を設立予定で、本年５月に国

交省の地方整備局を初め３つの機関を対象に業

務移管を求めています。予定どおりに進捗すれ

ば、来年の通常国会に法案を提出し、準備期間

を経て、26年度中に事務権限の移譲を行うこと

を目指しています。

知事御自身は、国の出先機関の改革に伴う受

け皿として検討されている九州広域行政機構に

ついてどのようにお考えになっているか、お伺

いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 九州広域行政機構であ

りますが、国の出先機関の事務、権限、人員、

そして財源を丸ごと受け入れることによりまし

て、国の出先機関が抱える課題を解消し、地域

ニーズへの的確かつ効率的な対応などを図るた

めに、九州知事会が提案をしている構想であり

ます。これは、民主党のマニフェストにおきま

して国の出先機関の原則廃止というものが掲げ

られ、また閣議決定もなされたという状況の中

で、これを受けて、実現するとすればこのよう

な案があるのではないかということを、さまざ
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まな政策連合などが進んでおります九州地方知

事会におきまして議論の上に、一つの提案とし

てお示しをしたものであります。

出先機関の廃止につきましては、地方分権改

革全体を加速させるとともに、分権確立のため

に最も重要となる地方への権限、財源移譲を進

める一つの実践的な手法となり得る一方で、私

は、具体化に当たりましては、財源確保や組織

運営のあり方、また、国と地方の役割分担が明

確にされないままでの事務権限の移譲、また、

国が進めております国家公務員削減など行政改

革の手段にされるのではないかという懸念も

持っておるところでございます。

閣議決定されて以降、各省庁の抵抗等により

改革は停滞しておったところでありますが、10

月に開催された地域主権戦略会議におきまし

て、先ほど御指摘のありましたような首相の指

示によりまして、現在、26年度中に事務権限を

移譲というスケジュールが示されたところでご

ざいます。首相の地方分権改革に対する決意の

あらわれだというふうに受けとめておるところ

でございますが、現時点で、国が検討しておる

制度設計におきまして、九州の案、それから関

西の案も示されております。そういったものを

踏まえて、どのような制度設計がなされるの

か、具体的な内容がわからないところでござい

ます。国の各省庁にも強い抵抗があるというふ

うに伺っておりますが、いずれにせよ、その動

向を注視しながら、地方の意見というものを適

宜、適切に届けてまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 大阪府知事・市長選挙でも話

題になった二重行政との批判も多く、出先機関

改革が進められようとしていますが、東日本大

震災時に東北の各県が被災によりうまく機能し

ないときに、国交省の地方整備局の「くしの歯

作戦」等々が効果的に機能したことにより、出

先機関廃止反対の声が大きくなってきておりま

す。今後予想される東南海地震や日向灘地震

等、本県は九州の中でも一番被害が大きいこと

が予想されます。また、インフラ整備のおくれ

た本県にとって、今後のインフラ整備にも不利

な状況を招くのではないか、非常に心配する声

も大きく、町村会は反対の意向のようですが、

再度知事のお考えをお聞きいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国の出先機関改革につ

きまして、議員の御指摘のような声があること

は、私も、市長村長との意見交換、また県議会

の皆様との意見交換などを通じ、伺っておると

ころでありますし、まさにそういった点は私ど

もも心配をしておる内容でございます。具体化

に当たりましては、東日本大震災や口蹄疫な

ど、大規模災害発生時における国の役割や社会

基盤の整備など、九州内における地域間格差の

現状、そして、国と出先機関と密接な関係にあ

ります市町村の意見なども十分踏まえる必要が

あるということを本県の意見として繰り返しお

伝えしておるところでございますし、九州知事

会内でも共通認識として持っているところでご

ざいます。これからも、そういう意味での声、

我々の意見というものを届けてまいりたいと考

えております。

○田口雄二議員 この件に関しましては、私ど

もの国会議員にもどうなるのかをお聞きいたし

ておりますが、ただ、年末に決まって来年の通

常国会というのは、スケジュール的にはなかな

か厳しいのではないかというふうに言っており

ました。しかし、今一番発信力のある橋下大阪

市長が知事時代から出先機関の廃止を訴える急

先鋒でした。先日の選挙で圧勝し、一段と発言
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力を増しています。過激な発言がマスコミに踊

り出すと、流れが一気に変わり、一気に流れて

いく可能性も十分考えられます。また、設立予

定の九州広域行政機構は各県知事と各県議会長

で構成される構想のようですが、本県において

は、県議会でもこの議論はほとんどなされてお

りません。県民も全く知らないものと思いま

す。拙速に話が進んでいいのか、再度知事のお

考えをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要なポイントだ

というふうに受けとめておるところでございま

す。今、現時点では、国から具体的な制度設計

の素案というものが示されていないという段階

でございますが、私は、国の出先機関改革を初

め、地方分権改革全般におきまして最も重要な

ことというのは、国と地方の役割分担を明確に

した上で、その上で、国の出先機関のあり方に

つきましては、国民への効率的、効果的な行政

サービスの提供や危機管理のあり方という観点

から慎重に検討する必要があると考えておりま

す。出先機関改革の本旨は住民サービスの向上

でなければならないというふうに考えておりま

して、具体化に当たりましては、議会はもちろ

んのこと、住民により身近な市町村、関係団

体、そして国民の意見を踏まえた十分な議論と

いうものが必要になってくると考えております

ので、私もそのことを改めて強く主張してまい

りたいと考えております。

○田口雄二議員 九州の各知事は河野知事より

も年上の方ばかりでございます。また、総務省

を初め、役所の先輩がたくさんおります。その

中で、知事が遠慮なく先輩に対して議論ができ

るか、私たちも心配をしております。また、奈

良県は関西広域行政機構に参加しないことも表

明しております。この九州広域行政機構の件は

もう少し議論を深めて慎重に進めるべきだと思

いますので、どうかよろしくお願いいたしま

す。

次に、医療・福祉行政についてお伺いをいた

します。

来春から医師になる予定の医学生の臨床研修

先を決めるマッチングが公表されました。県内

の病院を研修先とする内定者数が過去最多の61

名になりました。今年度の全国最低の30名から

すると２倍以上となり、定員に対しての充足率

も40％から75％に飛躍的に向上しています。地

方自治体は、さまざまな政策で医学生の県内へ

の取り込みに努めてまいりました。ようやくそ

の成果が見えてきたのかと思っているところで

す。来年度の臨床研修医のマッチング数が61名

と、今年度より倍増するこの状況をどう分析

し、また、どう評価しているのか、福祉保健部

長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 臨床研修医の

マッチング数が増加した要因の一つといたしま

しては、医学部における本県出身者の割合がふ

えたこと、これは、平成18年度に宮崎大学で導

入いただきました地域枠等がございまして、そ

の関係で出身者の割合がふえたことが考えられ

ます。また、宮崎大学各診療科の先生方を初め

といたします臨床研修関連病院等の関係の方々

の本当に熱心な取り組みのたまものと考えてい

るところでございます。今回の臨床研修医の増

加は、将来の本県への医師の定着につながるも

のと期待しているところでありまして、今後さ

らに詳細を分析し、次に生かしていく必要があ

るというふうに考えております。

○田口雄二議員 その61名の内訳ですが、県外

出身者は何名いるのか。また、そのうち宮崎大

学以外の県外出身者は何名か。再度お伺いをい
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たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 臨床研修医

マッチング者61名のうち、県外出身者は26名で

ございまして、対前年度比12名の増。そのうち

宮崎大学以外の県外出身者は４名で、対前年度

比２名の減となっているところでございます。

○田口雄二議員 県外出身者が61名のうちの26

名、しかも、そのうち宮崎大学以外が４名もい

るという今の御報告でした。また、県外出身者

はこの比率でいくと43％となります。新研修医

制度が導入されて以来、これまでは県内出身者

を何とか宮崎大学に入れて、そのまま宮崎県内

に残ってもらおうとしていたのが主な政策でし

た。これまでの流れと少し変わりつつあるある

のか、大分県だけは減少しましたが、今回、九

州の研修医のマッチングの状況は全体で76名も

増員しています。大震災や原子力発電所の事故

により関東北地区が一時的に敬遠されたからな

のか、それとも都市部の定員抑制効果なのか、

興味のあるところです。研修医として赴任した

後、なぜ本県内の研修病院を選択したのか、ぜ

ひ聞き取り調査をしていただきまして、今後の

研修医確保につないでいただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

次に、今回、研修医が大幅に増加しているこ

とは大変喜ばしいことではありますが、延岡市

選出の私としては複雑な心境です。研修医を募

集した県内６病院のうち、県立延岡・日南、そ

して古賀総合病院は１人もマッチングしません

でした。医師不足が深刻な地域には研修医が来

ず、宮崎大学附属病院に50名、県立宮崎病院に

８名、宮崎生協病院に３名と、またしても研修

医も県央地区に偏在することになります。ま

た、定員81名にも届いておりません。そこでお

伺いをいたします。今後、臨床研修医を確保し

ていくための課題は何か、どう取り組まれるお

考えか、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 来年度以降の

課題としましては、マッチング数をさらにふや

し、安定的に臨床研修医を確保していくことが

必要であり、今回、マッチングがなかった病院

につきまして、研修医確保の実績をつくること

も重要であります。このため、医学生や研修医

の声も伺いながら、より魅力的な臨床研修プロ

グラムの構築や、研修医を指導する指導医の養

成・確保を図っていく必要があると考えており

ます。また、若手医師の学びの場ともなる救急

医療体制の強化やキャリア形成の支援など、若

手医師がやりがいや魅力を感じるような医療・

研修環境の充実を図っていくことも重要である

というふうに考えております。さらに、宮崎大

学出身以外の研修医の増加を図るという観点か

らも、魅力ある研修プログラムや県内の医療環

境を県外の医学生に積極的に情報発信し、ＰＲ

をしていく必要があるというふうに考えており

ます。

○田口雄二議員 次に、研修医確保に大きく期

待が寄せられていました県立３病院連携による

フェニックスプログラムも残念ながらマッチン

グがかないませんでした。３病院の特徴を生か

した研修内容に魅力が感じられなかったのか、

それとも他の要因があったのか、病院局長は

フェニックスプログラムについてどう分析して

いるのか、また、今後の対策についてお伺いを

いたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 議員御指摘にあ

りましたように、今年度新たに設けましたフェ

ニックスプログラムのマッチング結果につきま

しては、残念ながらこういう結果になったとこ

ろでございます。病院局といたしましては、県
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内・県外での病院説明会への積極的な参加や３

県立病院をめぐる医学生向けのバスツアーの実

施など、ＰＲに努めたところでありますが、説

明会等の参加者が４年生、５年生が中心であっ

たことなどから、今年度の結果に直接結びつか

なかったものと考えております。平成25年度に

向けましては、基幹病院である県立宮崎病院に

専任職員を配置するなどの体制整備やプログラ

ムの魅力向上のための見直し等を行いますとと

もに、今年度に引き続き、県外における病院説

明会等への参加や各病院ホームページの充実、

バスツアーの実施等によりまして県立病院の臨

床研修のＰＲ強化を図るなど、研修医の確保に

取り組んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 要するに６年生はほぼ行き先

が大体決まっていたと。そういう意味では、４

・５年生に今後期待をしてまいりたいというこ

とだと思います。さらにプログラムの内容を充

実させていただきまして、来年しっかりとＰＲ

して研修医の確保をよろしくお願いいたしま

す。

次に、宮崎生協病院の件についてお伺いいた

します。基幹型臨床研修病院が６つしかない本

県において深刻な問題があります。来年度も研

修医のマッチングが３名もある宮崎生協病院で

は、平成21年度から基幹型臨床研修病院の指定

基準の見直しが行われ、入院患者数年間3,000人

未満はその基準を満たさないという新基準が適

用されそうです。宮崎県医師会が発行する機関

誌「日州医事」に、稲倉県医師会会長の「２年

以上研修医の受け入れ実績がない病院は指定が

取り消される」とのコメントが掲載されていま

した。そうなると、県立延岡・日南、古賀総合

病院の指定が取り消されることになります。宮

崎生協病院の基幹型臨床研修病院としての見通

しはどうなのか、また、２年連続で研修医が来

なければ研修病院の指定取り消しになるのか、

その確認をさせていただきます。あわせて、県

として、地域に応じた、地域の実情を踏まえた

基準にするよう、国に要望すべきではないかと

考えますが、福祉保健部長の見解をお伺いいた

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 基幹型臨床研

修病院の指定要件につきましては、国に対し

て、地域の実情に応じた基準を設定するよう、

私どもも機会があるごとに要望してきたところ

でございます。このような中、入院患者数が年

間3,000人以上という基準を満たさない宮崎生協

病院につきましては、国において個別的に研修

の状況を調査した上で、指定の是非について検

討されることとなったところでございます。ま

た、２年連続で研修医の受け入れ実績がない病

院につきましては、現在、厚生労働省が示して

いる指定基準の特例がありまして、直ちに指定

が取り消されるものではありませんが、関係病

院と連携しながら、受け入れ実績がない要因の

分析と対応策の検討を行う必要があるというふ

うに考えております。

○田口雄二議員 研修医獲得の件に関しまして

はこれで終了したいと思いますが、今年度、宮

崎大学医学部に進学した学生が45名となり、飛

躍的に伸びて大変喜んだところでありました。

宮崎大学以外のところに進学した学生のフォロ

ーも忘れずに、絶えずふるさと宮崎に地域医療

を意識させるように、よろしくお願いいたしま

す。

次に、ドクターヘリについてお伺いいたしま

す。いよいよ本県においてもドクターヘリの来

年４月の就航が予定されています。2001年に初

めて導入されて以来、現在、全国で23道府県
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の27病院に配備され、連日27機が、これまで一

度も墜落することなく、救命救急のために飛び

回っています。医師不足の地域が多く、道路事

情の悪い本県においては、まさに県民待望の就

航であります。また、県立延岡病院には、新し

く救命救急センターを建設し、その屋上にヘリ

ポートを設置していただくことになりまし

た。24年度中の供用開始と聞いております。心

から感謝を申し上げます。ただ、このドクター

ヘリは天候等によって飛行が制限されると聞い

ております。運航できる条件と年間出動回数を

どの程度と見込んでいるのか、福祉保健部長に

お伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

は、パイロットが肉眼で位置を確認しながら飛

行する有視界飛行により運航することとなりま

すので、天気のよい日中は運航可能でございま

すが、雨等で十分な視界を確保できない場合や

夜間は運航することができませんので、基本的

に日没30分前までに出動することとなっており

ます。また、年間の出動回数ですが、宮崎大学

によりますと、昨年度の全国におけるドクター

ヘリの平均年間出動回数であります約400回程度

を見込んでいるところでございます。

○田口雄二議員 待望のドクターヘリでありま

すけれども、夜間に飛べないというのは大変残

念ですね。ただ、出動回数が400回となると

約400名の患者が対象になるものと想像できます

が、１人でも多くの命が救われることを期待い

たします。

それでは、ドクターヘリの出動要請はだれが

するのか、また、出動要請の基準、マニュアル

はどうなっているのか、再度お伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

の出動要請でございますけれども、救急車の場

合と異なり、だれでも行うことができません

で、原則として救急現場に出動した消防機関が

行うこととなっております。また、具体的な出

動要請の方法や基準、運用等のマニュアルにつ

いては、県内消防機関や医師会、それから主要

医療機関等関係機関で構成いたしますドクター

ヘリ運航のための委員会において、現在、検討

が進められているところでございます。

○田口雄二議員 先日、ドクターヘリの医師と

して経験豊富な宮崎大学医学部附属病院の金丸

先生のお話を聞かせていただきました。ドクタ

ーヘリがしっかりと機能して救命率が向上する

までには、相当な時間と経験を積み上げないと

かなわないということでした。ドクターヘリさ

え入れば安心というものではないという御指摘

でございましたが、最大限の効果を発揮させる

ために、消防機関や医療機関等との連携をしっ

かりしたものにしていかなければなりません

が、その取り組みについてお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

の運航に当たりましては、消防や医療機関等と

の連携が極めて重要でございます。このため、

消防機関につきましては、ヘリ要請の判断方法

や運航における安全管理等について、昨年度か

ら、消防職員を全国トップクラスの運航実績の

あります日本医科大学千葉北総病院へ派遣をい

たしまして、研修を行っているところでありま

す。また、医療機関につきましては、ドクター

ヘリの運航を行う宮崎大学において、患者を円

滑に搬送するため、現在、医師会と連携を図り

ながら、医療機関の受け入れ機能等の調査を

行っているところであります。引き続き、関係

機関と十分連携を図りながら、導入に向けた準
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備を進めてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 先ほどもお話ししましたよう

に、ドクターヘリは残念ながら夜間飛行はでき

ないようです。ですから、24時間体制というこ

とにはならないと思います。ただ、パイロッ

ト、医師、看護師等々のチームで動くことにな

りますので、ドクターヘリ運航と救急の受け入

れ態勢の人員体制はどうなるのか、再度お伺い

いたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

に搭乗する人員体制でございますが、医師１

名、看護師１名、パイロット１名、整備士１名

の計４名が基本となっております。また、ドク

ターヘリを運航いたします宮崎大学において

は、ドクターヘリのスタッフが所属し、救急患

者を受け入れます救命救急センターの整備や人

材育成等を行っているところでございまして、

現在、医師７名、看護師15名を確保しておりま

す。さらに、ドクターヘリの運航が開始される

来年度には、医師14名、看護師48名体制を目指

しており、現在、大学病院内外からの医療ス

タッフの確保が進められているところでござい

ます。

○田口雄二議員 ありがとうございました。先

ほども申しましたように、県民待望のドクター

ヘリの就航です。最大限の効果が発揮できます

ように、よろしくお願い申し上げます。

次に、商工観光行政についてお伺いをいたし

ます。

昨年からの口蹄疫や新燃岳の噴火、東日本大

震災の影響で、本県の観光は、国内からも海外

からも観光客の激減で大きな打撃を受けまし

た。しかし、一時期の底から少しずつ回復して

きている状況です。そんな中、先日、日本と台

湾間で民間航空業務維持に関する取り決めが結

ばれ、つまり、日台間の航空輸送が実質自由化

となるオープンスカイ協定の締結です。就航先

や便数等の制限がなくなり、双方の国の航空会

社の新規参入や撤退も可能となり、自由に直行

便が飛ばせるようになります。日本は既に11の

国、地域とオープンスカイ協定を結んでおり、

台湾は12番目となります。日本のスカイマーク

等も台湾への新規参入を予定しているようです

が、本県に乗り入れているチャイナエアライン

も、鹿児島、静岡、さらに新潟、富山へも定期

便を就航させる計画を公表しています。知らな

いうちに空も自由化が進み、ＴＰＰのような状

態になってきそうです。今回のオープンスカイ

に伴い、チャイナエアラインは鹿児島空港に台

湾との定期路線を開設予定のようですが、これ

をチャンスととらえるのか、競争激化ととらえ

るのか、どちらにしても自由化になれば簡単に

撤退も考えられます。そこで、宮崎─台北間の

利用状況と今後の送客対策について、県民政策

部長にお伺いをいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 宮崎─台北線

における平均搭乗率は、現在71.0％となってお

りまして、一時期、東日本大震災等の影響もあ

り利用者が激減しておりましたが、現在は持ち

直しており、全体として比較的順調に推移して

いるところでございます。また、利用者のうち

日本人の割合は約４割となっておりまして、そ

のほとんどは県民の利用であると聞いていると

ころでございます。宮崎─台北線の長期的で安

定的な運航のためには、台湾からの誘客はもち

ろんのこと、本県からの送客にも一層力を入れ

ていく必要があると考えております。このた

め、現在、県民に対し、グルメ、親日的な国民

性といった台湾の魅力のＰＲや送客キャンペー

ンの実施、団体利用への支援制度の周知に取り
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組んでいるところでございますが、今後さら

に、修学旅行や民間団体間での文化・スポーツ

など、幅広い分野での交流を促進しまして、県

民の利用拡大に努めてまいりたいと考えており

ます。

なお、今回のオープンスカイに伴い、鹿児島

─台北線が就航することになれば、南九州地域

全体の利便性が高まるという見方もできるので

はないかと考えております。鹿児島線との相乗

効果を図るといった視点での、より広域的な取

り組みを今後進めていかなければならないと考

えております。以上でございます。

○田口雄二議員 鹿児島便ができても、鹿児島

に着いて宮崎から飛ぶ、あるいは逆に宮崎に着

いて鹿児島から出ると、そういう新たなものが

できるということになると思うんですが、でき

るだけ宮崎に来て宮崎から飛んでもらうような

政策を進めていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。

続きまして、同じ質問ですが、商工観光労働

部としてのオープンスカイ合意に伴う今後の台

湾からの誘客の取り組みについて、部長にお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 台湾から

の誘客対策につきましては、東日本大震災によ

る観光客の落ち込みもありましたことから、こ

れまで、旅行会社や航空会社が行う旅行商品の

企画・造成支援などに加え、先般の知事のトッ

プセールスを含む、現地での切れ目のないプロ

モーション活動を展開してきたところでござい

ます。お尋ねの日本―台湾間のオープンスカイ

合意に伴いまして、九州では、福岡、宮崎に次

いで鹿児島に定期路線が開設されますことか

ら、南九州エリアにおいては、これまで宮崎空

港のみで発着をしていた観光客にとりまして

は、宮崎、鹿児島両空港を利用することが可能

となり、多彩なルートや自由な日程を組むこと

ができるようになるなど、観光面では、利便性

が高まることによりまして、南九州全体の旅行

需要が喚起されることになるものと考えており

ます。

本県といたしましては、今後とも、豊かで変

化に富んだ自然、日本発祥にまつわる神話や伝

説、豊かな食文化、そして、一年じゅうスポー

ツが楽しめる環境など、本県の多彩な観光資源

の魅力をさらに発信するとともに、南九州が連

携した広域観光ルートをＰＲして、より一層の

台湾からの誘客に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○田口雄二議員 チャイナエアラインはまだ路

線も少なく、業績が悪いと撤退し、他の路線へ

変更される可能性もあります。台北間の搭乗率

を絶えず気にしながら、搭乗率アップに御尽力

いただきますようによろしくお願い申し上げま

す。

次に、東九州メディカルバレー構想に関する

質問をいたします。宮崎県と大分県は、医療機

器産業の集積を目指し、国が地域を指定して規

制緩和などを実施する地域活性化総合特区の適

用を９月に申請しました。規制緩和などによ

り、企業の進出や地場企業の新規参入を促すと

ともに、研究開発を促進するため、総合特区の

適用で東九州メディカルバレー構想を推進する

ものです。県北の延岡市や日向市は、この特区

の適用により、閉塞した地域経済の活性化に大

きな期待を寄せています。東九州メディカルバ

レー構想に関する総合特区の進捗状況につい

て、商工観光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） お話があ

りましたように、東九州メディカルバレー構想
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の推進の取り組みの一つとして、本年９月に、

大分県と共同で地域活性化総合特区の指定申請

を行ったところであり、この中で、研究開発や

産業集積を促進するための薬事法関連の規制緩

和、財政上の支援措置等を提案いたしておりま

す。申請後の状況についてでありますが、地域

活性化総合特区には全国から77件の申請があ

り、１次、２次評価を経て、東九州メディカル

バレー構想を含めた34件が３次評価のヒアリン

グ段階まで進んだところであります。ヒアリン

グにつきましては、先日、内閣府において実施

されまして、両県から構想に参画する産学官メ

ンバーが出席し、国の検討会委員に対し、地域

の優位性や産学官の取り組みをアピールしたと

ころであり、その結果は年内に判明する予定と

伺っております。

○田口雄二議員 １次、２次評価をクリアして

半数以上の34件に絞られているということを今

お聞きしましたが、これはかなり期待を持って

いいのかなと思ったりもしておりますし、最終

的にどれぐらいになるかというのはまだ決まっ

ていないとも聞いております。まだ何かやれる

ことがあるのかどうかはわかりませんが、年内

に決まるというのであれば、私どもも県選出の

国会議員にもお願いをしますし、また、県もや

れることがありましたら、ぜひとも何とかクリ

アできるようによろしくお願いいたします。

次に、今年度の補正予算で、東九州メディカ

ルバレー構想に係る寄附講座の設置を目指した

事業が６月の補正予算で決まりました。宮崎大

学医学部に寄附講座を開設し、研究者を派遣し

て、県北地区に研究開発の拠点を設置し、九州

保健福祉大学や企業等と連携し、研究開発に取

り組むこととするものです。現時点での東九州

メディカルバレー構想に係る寄附講座設置の進

捗状況について、県民政策部長にお伺いをいた

します。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 東九州メディ

カルバレー構想におきましては、医療機器に関

する研究開発を推進するために、延岡市と共同

で、県北地域を活動拠点とする宮崎大学の寄附

講座を開設することとしております。これま

で、宮崎大学におきまして研究者の人選を進め

ていただいておりまして、10月に担当教授の公

募が実施され、現在は応募者に対する選考が行

われているところでございます。宮崎大学から

は、これまでのところ順調に手続が進んでいる

と伺っておりまして、大学や延岡市と連携しな

がら、今年度内の寄附講座開設に向けて取り組

んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 今、部長から今年度内の開設

というお話がありました。具体的なお話も出ま

したので、かなり熟してきているんだと思って

おります。人選も最終段階に近づいているので

はないかと思いますので、すばらしい方が研究

者として採用されますことを心から祈念してお

りますし、また楽しみにしたいと思っておりま

す。本当にありがとうございます。

次に、道路行政についてお伺いをします。

東九州自動車道がまだ完成していない中、県

北の移動や物流の基幹道路は国道10号となりま

す。しかし、この国道10号は防災上非常に脆弱

な道路です。延岡と日向市の美々津間は海岸線

に隣接するところが非常に多くなっておりま

す。東日本大震災発生時の津波警報発令で通行

どめ区間が何カ所もあります。国道10号の津波

警報発令時の交通規制が実施されるところと、

迂回路の確保等々の今後の対策について、県土

整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） ことし３月の
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東北地方太平洋沖地震における津波警報発令時

には、国道10号におきまして、延岡市、日向市

及び門川町の４区間、約11キロメートルで交通

規制が実施されたところであります。国土交通

省では、その際に発生した交通渋滞などの問題

点を踏まえまして、交通規制を行う際には、迂

回路の設置と円滑な誘導を行う必要があるとい

う認識のもと、現在、県や関係する市・町及び

警察等の関係機関と迂回路の候補路線の選定や

誘導方法などの協議を行っているところであり

ます。県としましても、国道10号の規制を行う

場合には、関連する国県道におきまして迂回路

の周知や案内誘導を行うなど、国と一体となり

まして安全確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。

また、災害時の救急救命活動や物流を支える

ためには、東九州自動車道の全線開通が不可欠

でありますことから、防災上の観点からも、早

期整備に向けた取り組みを強化しますととも

に、緊急輸送道路を初めとする既存の国県道の

ネットワーク強化を図るため、道路改良や橋梁

の耐震化、のり面の防災対策などの道路整備に

さらに重点的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○田口雄二議員 津波警報だけで県北は道路事

情が麻痺してしまいます。特に日向市の平岩か

ら美々津間は、乗用車は何とか迂回できるよう

な道がありますが、大型トラックに関しては全

く対応できるような道路がありません。国道10

号は警報発令だけでこのありさまですから、実

際に津波が来たら、復旧工事が完了するまでは

トラック輸送は極めて厳しい状況になります。

また、ＪＲも、高鍋から美々津間は、これまた

ほとんど海岸線に沿っておりまして、津波に対

しては防災上無防備と言っても過言ではありま

せん。国道10号、ＪＲともに、津波が来れば県

北の南北の交通インフラは完全停止となりま

す。一刻も早く代替道路の確保をお願いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。

次に、教育行政についてお伺いをいたしま

す。

現在、小中学校は市町村の各教育委員会が、

県立高校は県教育委員会が、外国語指導助手、

いわゆるＡＬＴを配置しています。このＡＬＴ

は、公益法人の自治体国際化協会が、ＪＥＴプ

ログラムという名のもと、外国青年を招致し、

国際交流を目的として始めたもので、その外国

人の日本での生活の手段としてＡＬＴや国際交

流員として職を提供するものです。発足から20

数年が経過していますが、日本の児童生徒の英

語力は依然芳しいものではありません。特に近

年のＪＥＴプログラムによるＡＬＴの質が問題

視されており、民間会社のＡＬＴに移行してい

る教育委員会もあるようです。県と市町村のＡ

ＬＴの雇用状況について、教育長にお伺いをい

たします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会では、

英語教育の充実と国際理解教育推進のために、

いわゆるＪＥＴプログラムという外国青年招致

事業を利用いたしまして、現在、ＡＬＴと呼ば

れております外国語指導助手37名を県立高校33

校と事務局に配置しており、また、必要に応じ

まして特別支援学校にも派遣しております。市

町村教育委員会におきましては、ＪＥＴプログ

ラムによる27名のＡＬＴに加えまして、直接雇

用または民間企業を介して任用したＡＬＴ64名

が小中学校で教え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、ＡＬＴのさらな

る質の向上を図りながら、活用を進めていると

ころであります。
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○田口雄二議員 続きまして、今お話ししまし

たＡＬＴの質の向上を図るためにどのような研

修を行っているのか、お伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） ＪＥＴプログラムに

よるＡＬＴの研修につきましては、来日をした

際に、果たすべき役割や服務規律などの基本的

事項についての指導の徹底を図りますほか、年

に３回、学習指導法や服務に関する全体研修

を、さらには年に１回、県の担当者による個別

指導を行っております。また、県立学校に配置

したＡＬＴにつきましては、それぞれの学校に

おきまして、指導担当者による日常的な指導は

もとより、管理職による面接指導を年に４回実

施しているところであります。

○田口雄二議員 県立高校においては37名がす

べてＪＥＴプログラムによるもので、市町村の

教育委員会は、ＪＥＴプログラムではない直接

雇用や民間会社の任用のＡＬＴが２倍以上で

す。ＪＥＴプログラムのＡＬＴのレベルの問題

で、民間会社や直接雇用が、県内はもとより、

全国的に増加しているようです。県内では、日

向市は、国際港の細島があるからでしょうか、

外国人との交流が多いということもあるから

か、民間会社から６名と直接雇用２名の計８名

体制で英語教育に取り組んでいます。そこで、

他県の公立高校でのＡＬＴの配置状況について

お伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 都道府県教育委員会

で任用しているＡＬＴにつきましては、平成22

年度の文部科学省の調査によりますと、44都道

府県がＪＥＴプログラムにより雇用をいたして

おります。このうちＪＥＴプログラムだけで雇

用しているのは26の道府県であります。残り

の18都府県におきましては、ＪＥＴプログラム

と直接雇用や民間企業を介しての任用を併用し

ているところであります。

○田口雄二議員 ＡＬＴ経費の交付税措置は、

県と市町村それぞれについてどのようになって

いるか、総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（稲用博美君） ＡＬＴに係る経費

につきましては、県分については、地方交付税

の算定におきまして、人口や面積を基礎に算定

される包括算定経費という項目がありますが、

その中で国際化推進対策の一部として措置され

ております。また、市町村分につきましては、

人口を基礎に算定される地域振興費の中で措置

されておりまして、その措置額は、平成22年度

において、ＡＬＴ１人当たり590万円が標準とさ

れているところであります。このうち８割の472

万円につきましては、いわゆるＪＥＴプログラ

ムに係るＡＬＴを配置した場合にのみ措置され

ることとなっております。

○田口雄二議員 市町村では、ＪＥＴプログラ

ムは１人当たり590万円が標準とされています

が、それ以外の雇用となると、そのうちの472万

円がなくなるということです。財政の厳しい市

町村があえて１人当たり472万円もの負担をする

のはなぜなんでしょうか。県内の民間からの雇

用をしている教育委員会は、ＪＥＴプログラム

は当たり外れが大き過ぎるので、安心して英語

に親しんでもらうため、あえて、大きな支出が

伴うにもかかわらず、質が高く、安定している

民間雇用にしているようです。先ほど言いまし

た自治体国際化協会は、知事の御出身の総務省

がつくっているものですが、これに関しまして

は、石原東京都知事、それから、先日の市長選

挙でかわりました橋下元知事は、「天下り先で

あるから、こんなものは必要ない」というよう

なことも強く言っているようでございまして、

今、全国的にもＪＥＴプログラムからの採用は
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減っており、民間雇用にどんどん流れていく

と。ＪＥＴプログラムだけでもこの４～５年

で2,000人近く減っているんじゃないでしょう

か。質の問題がかなり問われているのではない

かと思います。

それでは、最後に、ＡＬＴの雇用に関して、

県内町村はＪＥＴプログラムから離れていく状

況のようですけれども、県教委としては今後も

ＪＥＴプログラムを利用していくのか、教育長

にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） これまでＡＬＴが英

語教育や国際理解教育において果たしてきた役

割は、大きなものがあると認識をいたしており

ます。県教育委員会といたしましては、現在、

ＡＬＴをＪＥＴプログラムを利用して雇用いた

しておりますが、このことを基本としながら

も、よりよい雇用形態のあり方につきまして、

他県の状況等も参考にしながら、今後、調査研

究してまいりたいと考えます。以上です。

○田口雄二議員 以上で用意しました質問はす

べて終了いたしました。

知事におきましては、昨年のきょうは、選挙

直前の、12月９日から選挙が始まる前でござい

まして、大変緊張や焦りもあったりして、非常

に不安な時期を過ごしていたのかもしれませ

ん。大体１年間を過ごしてまいりましたが、こ

としは、日本にとりまして忘れられない年に

なってしまいました。来年はまさに、日本の再

生・復興、そして宮崎の再生・復興にも非常に

大きな年だと思っておりますので、ともに切磋

琢磨しながら頑張ってまいりたいと思います。

どうかよろしくお願いいたします。ありがとう

ございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時56分散会


