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◎ 代表質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、新

みやざき、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。新みやざきを代表して質問をとり行

います。

延岡市出身で、昨年11月に就任されました平

田健二参議院議長の就任祝賀会が、延岡市で２

月18、19日の２日間にわたり行われました。初

日は平田議長の同窓生を中心とするもので、２

日目は、延岡市長を初めとする９団体が発起人

となる市民を挙げての祝賀会でした。どちらに

も私は出席をさせていただきました。２つの会

場はあふれんばかりの参加者で、90歳を超える

平田議長の御両親も喜色満面で参加していまし

た。お母様は、議長就任の一報を聞いたときは

「長生きをして本当によかった」と、就任を大

変喜んでいたという話を御家族より伺いまし

た。平田議長は、「ふるさと延岡、そして宮崎

の発展のために全力を尽くしてまいりたい」

と、インフラ整備が大きくおくれていることを

憂い、ふるさとへの熱い思いを込めた力強いご

あいさつをいただきました。大変心強く、そし

て頼もしく感じ、しっかりと頼っていかなけれ

ばならないと思った次第であります。今後ます

ます御健勝で御活躍されますことを祈念し、ま

た、ふるさとへの配慮を切にお願いする次第で

す。

さて、本日３月２日は、元気に生きていれ

ば、私の母の81回目の誕生日になります。大変

元気がよく、面倒見のいい母でしたが、還暦を

迎える前に難病のパーキンソン病を患いまし

た。父は、医者や人からいい医者と紹介された

各地の病院へ母を連れて回り、また献身的に看

病やリハビリを行いましたが、思いもむなしく

急速に病状は進行し、すぐに寝たきりになりま

した。ほとんど自分で体を動かすことはかなわ

なくなり、最後に母が自分自身の意思で動かせ

たものは目玉だけという非常に残酷な病は、65

歳で母を天国に連れていってしまいました。こ

としで17回忌を迎えます。あのころは、やっと

歩いている母が、父に連れられ、列車や車に

乗って、県内各地はもとより、遠い県外までな

ぜ治療に行かなければならないのか、腹立たし

さを覚えたものでした。母の場合は難病であっ

たために治すことはかないませんでしたが、地

元の人が県外まで治療に行かなくてもいいよう

な安心・安全、そして高度な医療環境をつくら

ねばと、当時は一市民として考えていました。

しかし、残念ながら現実は、地方における医療

状況はそのときよりさらに深刻さを増していま

す。全県民が安心・安全で安定した医療を受け

られる体制の構築のため、微力ながら努力して

まいりたいと存じます。今回も医療・福祉を初

め多岐にわたり質問させていただきますので、

よろしくお願いいたします。

まず初めに、知事の政治姿勢をお伺いいたし

ます。

2012年度県予算案が提案されました。一般会

計の総額は5,728億3,000万円で、昨年の骨格予

算に肉付けとなる補正予算をプラスした実質の

当初予算と比較し、別会計にした公債管理特別

会計を合計すると、1.7％増となる積極的な予算

となりました。疲弊している本県の復興と防災

平成24年３月２日(金)
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対策に重点を置いた50億円規模の地域経済活性

化・防災対策特別枠が新設される等々、河野カ

ラーのついた踏み込んだ予算で、まさに「みや

ざきの元気・安心創出予算」だと私は思いま

す。また、県債の管理等をする公債管理特別会

計を創設するなど、財政状況や借金返済を明確

にすることは、財政再建にも真摯に取り組む姿

勢と評価いたします。

１年前の代表質問で私は、就任したばかりの

知事に、「河野知事にとっての理想の知事、ま

た目指したい知事は」と伺いました。その問い

に、「知事というより一人の政治家として、ま

たリーダーとして尊敬しているのは、上杉鷹山

公であります。本県出身でありながら、米沢藩

主として活躍された立派な方であります。「な

せば成る」という名言でありますとか、「伝国

の辞」に示された政治哲学、これも大変学ぶべ

きところが多いように思います。また、ひたす

らに藩の人々のために、みずから先頭に立っ

て、強い信念と確かなビジョンを掲げまして、

幾多の困難にも粘り強く立ち向かって、これを

乗り越えて、藩政改革をなし遂げられた名君で

す。鷹山公の生き方に少しでも近づけるよう、

また県民の皆さんの期待にこたえられるよう、

日々精進してまいりたい」とお答えになってい

ます。現在の本県は、当時の疲弊した山形の米

沢藩と非常に似ている状況です。当然、知事も

そのお気持ちで今回は予算編成されていると思

います。世界的な金融危機や急激な円高で国内

景気の先行きが不透明な中、厳しい財政事情に

もかかわらず、県内経済の喚起のために、めり

張りのきいた積極的な予算を組まれました。今

回の当初予算案における知事の思いをお伺いい

たします。

以上で壇上からの質問を終了いたします。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

平成24年度の当初予算案についてでありま

す。今議会に提案をさせていただいております

平成24年度当初予算案につきましては、社会保

障関係費が60億円近く増加する一方で、国の経

済対策などにより造成をした基金の活用額が大

幅に減少─127億円程度減少しておるところで

ございます。また、地方交付税がわずかな伸び

にとどまったことなどにより、本県にとりまし

ては極めて厳しい予算編成となったところであ

ります。このため、まずは、２年目となります

第３期財政改革推進計画を踏まえ、人件費の削

減や投資的経費の縮減・重点化、事務事業の徹

底した見直しを行うなど、財政改革について着

実に取り組んだところであります。一方で、厳

しい財政状況にあっても、本県が抱える課題に

つきましては積極的に対応していく必要があり

ますことから、「産業・雇用づくり」「安全・

安心なくらしづくり」「地域を支える人財づく

り」の３点を重点施策に掲げ、必要な予算措置

を講じるとともに、別枠で50億円規模の地域経

済活性化・防災対策特別枠を設け、本県にとっ

て喫緊の課題となっております地域経済の活性

化と緊急的な防災対策に取り組むこととしたと

ころであります。さらに、県内に元気をもたら

し、宮崎の未来を築いていくという観点から、

古事記編さん1300年記念事業でありますとか地

産地消県民運動、または100万泊県民運動、東九

州メディカルバレー構想、また東アジア市場へ

の目配りなど、さまざまな予算化もいたしまし

たし、スポーツや文化の基金も積んだところで

ございます。

厳しさの続く社会経済情勢の中、県債残高の

平成24年３月２日(金)
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抑制など財政改革の取り組みとのバランスを見

きわめながら措置したものでございますが、県

勢の発展のために、重要性や優先度の高い施策

を初め緊急に措置すべき事業につきましては、

しっかり盛り込むことができたのではないかと

考えているところでございます。以上でありま

す。〔降壇〕

○田口雄二議員 ありがとうございました。

次に、地元新聞が県内有権者を対象に世論調

査を実施し、その結果が１月３日に公表されて

おります。間もなく就任１年を迎える知事の支

持率が公表されました。まあ私どもも、連日の

ように内閣や政党支持率がこれ見よがしに公表

されておりまして、ちょっとうんざりしている

ところもありますが、知事の支持率は86.5％と

大変高いものでした。ただ、この調査では民主

党の支持率も１年前より上がっており、本当か

いなと思っているところもありますが、「しが

らみがない」「人柄がよい」「行政手腕が高

い」「リーダーシップがある」等々が支持の理

由のようです。「支持しない」は9.6％で、

「リーダーシップがない」「行政手腕が低い」

「官僚出身だから」等が不支持の理由のようで

す。どちらにいたしましても非常に高い支持率

です。県民から見ると、知事は非常に若々し

く、スポーツマンで、気楽にいろんなイベント

に参加し、非常に親しみを感じていることで

しょう。特に１月の青島神社の「裸まいり」で

ふんどし一つでみそぎをしているシーンをテレ

ビで見たときには、大変驚きました。県民との

近い距離をこのまま継続してほしいと思ってお

ります。

リーダーシップに関してですが、先日、大阪

府の教育委員会役員の話が新聞に載っていまし

た。今、橋下市長と教育委員会との激突が話題

になっております。私は、当然、橋下氏の批判

だと思っていました。ところが、その教育委員

会役員は、知事当選後、教育委員会の意見に迅

速に対応してくれたという話でした。「教員の

研修制度を受け入れ、すぐに予算化した」。ま

た、大阪府の中学校は給食がないところがほと

んどだそうでございまして、「給食導入要請に

もすぐに動き出してくれ、23年度から予算化し

市町村への財政的な支援もスタートした」等々

評価するコメントの連続でした。大きな問題に

なると「政治は独裁だ」というような手法は、

困難な現状を打破するために、マスコミに取り

上げてもらい世間の目を集めるため、あえて過

激に発言しています。しかし、余りニュースに

はならないところ、しかし府民にとって重要な

政策にしっかりとリーダーシップをもって迅速

に対応しており、これは十分見習うべきです。

県内の有権者の世論調査で県民が重視する行政

課題は、「景気・雇用対策」「医療・福祉の充

実」が突出して多く、続いて「行財政改革」

「子育て支援の充実」の順です。まさに本県の

重要課題ばかりです。この県民の要望を受け

て、知事の所見を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のありました項

目、まさに１番目、２番目、「景気・雇用対

策」「医療・福祉の充実」というものは、ここ

数年といいますか、常に県民の要望として高い

項目だと受けとめてございます。そういうこと

で、私も選挙のときもそれを重点的に掲げたと

ころでございますし、昨年策定をいたしました

総合計画などにも位置づけて、計画的に取り組

むことにしておるところでございます。これか

らも、そういう県民の皆様の声にしっかりと耳

を傾けながら、重点的な対応というものを図っ

てまいりたいと考えております。
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○田口雄二議員 前の知事のような派手なパ

フォーマンスは要りません。地道に、そして積

極的に、まさに上杉鷹山流で行っていただきた

いと思います。

次に、昨日、自民党の中野議員より既に質問

がございましたが、私の会派も東北地方の瓦れ

きの受け入れを要望いたします。２月21日の各

新聞に環境省のお願いが一面を使って掲載され

ていました。「岩手県・宮城県の「災害廃棄

物」の量は、通常の11年分、19年分にも達して

います。一日も早い東北復興のために、全国の

力を貸してください。処理をお願いする災害廃

棄物の放射能濃度は、不検出または微量です」

という内容です。各県内でも仮設焼却炉をつく

るなどして全力で処理に当たっていますが、処

理能力をはるかに超えています。私どもの会派

も、震災後２度宮城県内の被災地に入りまし

た。どこの被災地も、うずたかく積まれた瓦れ

きがたまっておりました。特に石巻は、けたが

違う瓦れきの量で、石巻港の仮置き場に続く瓦

れきを満載したダンプカーの長い渋滞が今でも

目に浮かびます。被災地は解体する建物もまだ

多数あり、さらに瓦れきがふえ、処理がおくれ

ればおくれるほど町の復興・再生に支障が出る

状況です。

東京都、青森県、山形県と静岡県の島田市が

瓦れきを受け入れていますが、それに続く自治

体はまだありません。被災し、多くの人が現地

に入りボランティアや復興活動をしていたの

に、瓦れきには強いアレルギーがあるようで

す。阪神大震災で多くの支援をいただいた関西

地方は、関西広域連合７府県が全国に先駆けて

被災地支援を行いました。これまで派遣した人

員は延べ30万人を超え、物資の提供など大きく

注目されています。しかし、近い将来あると言

われている東南海地震等で九州で一番の津波被

害が予想されるのは本県です。口蹄疫で全国の

皆さんから大変大きな御支援、御協力をいただ

きました。そのお世話になった東北の方々はそ

の瓦れきとともに住んでいます。東北地方の瓦

れきの受け入れを前向きに検討すべきと私は考

えますが、知事の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、口蹄

疫、鳥インフルエンザ、新燃岳、さまざまな災

害の際に全国から支援を受けた宮崎といたしま

しては、被災地の復旧・復興に向けて感謝の思

いで全力で、これまで「みやざき感謝プロジェ

クト」として支援に取り組んできたところでご

ざいます。

御質問にありました、被災地の膨大な災害廃

棄物の処理、私もその受け入れが進んでいない

状況に対して大変心を痛めておるところでござ

います。この瓦れきが、物理的にも、また心理

的にも被災地の復旧・復興に大きな障害になっ

ているという問題として受けとめております。

何とかできないものかという思いがございま

す。一方で、昨日も答弁させていただきました

が、県民の皆さんの安全・安心というものを

図っていく必要がある。その中で、今、国が示

した安全の基準というものが、県民の、国民の

安心に結びついていない、安全と安心が乖離を

してしまっているという状況がございます。災

害廃棄物の処理は、一般廃棄物として、まずは

一義的には市町村が行うということでございま

す。これまで国が示した基準などを市町村に情

報提供いたしまして市町村の意向を伺いました

が、今のところ受け入れる自治体はないという

状況でございます。

さらに、それを前提として、知事として、こ

れも昨日申し上げましたが、具体的な法的な権



- 82 -

平成24年３月２日(金)

限があるわけではございません。市町村と一緒

になって、もう少し前に向けて議論ができない

かというところでございますが、本県が、口蹄

疫以来さまざまな災害を受けて一歩一歩復興の

途上にある、農家の方も含めていっぱいいっぱ

い気持ちが張り詰めた状況の中で、先ほど申し

ましたような安全・安心が乖離してしまってい

る。さらに不安を増幅させてしまうようなこと

につきまして、踏み出すのはなかなか難しいな

という思いがいたしております。

ただ、今、御指摘がありましたように、東京

都が、都の廃棄物処理施設があるということ

で、そちらで受け入れておられる。さらに青

森、山形で民間施設が受け入れると。さらに

は、いろいろなところで焼却実験なども行われ

ております。そこでの結果、数値も出てくると

思いますので、そういった状況を踏まえて、安

全と安心の乖離が徐々に徐々に埋まっていくと

いうようなこともあるのではないかと思ってお

ります。そのような状況というものを、しっか

りと市町村と協議をし、見きわめながら、今後

どのような対応ができるか真剣に議論してまい

りたいと考えております。

○田口雄二議員 被災後の日本人は、辛抱強

く、犯罪も少なく冷静に対応したと、世界じゅ

うの称賛を浴びました。しかし、この現状を見

たら、世界じゅうは何と言うでしょうか。非常

に残念です。本県に対して、宮城県や岩手県か

ら、また今年度予算で漁港の支援をした本県と

のつながりの深い気仙沼市、また本県の職員が

被災地支援に入っている宮城県の山元町などか

ら直接受け入れの要請はなかったか、再度知事

にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 個別の自治体からの要

請は受けていないところであります。

○田口雄二議員 お隣の大分県の広瀬知事が受

け入れ容認の発言をしたようでありますが、本

県単独ではなく、今話題の九州地方知事会とし

て連携をとりながら進めることは考えられない

か、再度、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この広域処理につきま

しては、先ほど申しましたように、安全と安心

が残念ながら乖離してしまっている状況を何と

かできないかということで、全国知事会を通じ

て国に対しまして申し入れをして、国からも回

答いただいたところでございます。それを市町

村にも提供したところでございますが、国の科

学的、技術的な見地に基づく基準なりというも

のが安心に結びついていない状況に変わりはな

いところでございます。大変心を痛めておると

ころでございます。現在、九州地方知事会とし

ての動きは、そういうことで行われていないわ

けでございますが、引き続き、先ほど申しまし

たような広域処理に関する情報収集に努めまし

て、九州各県とそういう対応が可能であるかど

うかということを含めて、これも議論をしてま

いりたいと考えております。

○田口雄二議員 東北の復興のためには、県内

の自治体の皆さんとも十分協議していただきま

して、ぜひ前向きに検討していただきたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

次に、入札制度改革についてお伺いいたしま

す。官製談合事件が県政を大きく揺るがし、そ

の後誕生した東国原知事時代に県発注公共事業

の入札制度が大きく改革されました。試行を経

て、平成19年度に指名競争入札から一般競争入

札に移行して以来、間もなく５年を迎えようと

しています。この間ずっと、総務部長、副知

事、知事として一連の流れを河野知事は見てき
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ました。この入札制度改革を知事としてどのよ

うに評価されているのかお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 入札・契約制度でござ

いますが、平成19年度から一般競争入札の拡大

など抜本的な改革に取り組んできたところでご

ざいます。公正透明で競争性の高い制度の構築

を目指して取り組んでまいりました。しかしな

がら、建設投資が国も地方も大幅に減少してい

るという状況、競争性の高まりに加え景気の低

迷によりまして、建設産業を取り巻く環境、大

変厳しい状況にあるということも十分認識をし

ております。建設産業というものが、さまざま

な自然災害、それから口蹄疫とか鳥インフルエ

ンザのときに大変な貢献をしていただいている

というところも認識をしておりますし、地域に

おける産業、雇用、それからインフラ整備など

に、非常に重要な役割を果たしておるという認

識もございます。

このため、改革と並行いたしまして制度の検

証と見直しに努めてきたところでございまし

て、最低制限価格の引き上げや、地元の建設業

者が受注しやすいような地域企業育成型の総合

評価落札方式を創設する、さらに予定価格の事

後公表など、必要な見直しというものを随時

行ってきたところでございます。地域における

建設産業の果たす役割は大変重要でございます

ので、来年度に向け、特に土木一式工事におき

まして、今以上に地元の建設業者が受注しやす

い環境とするために、地域要件を狭めるなどの

見直しを現在検討しておるところであります。

入札・契約制度につきましては、これまでの改

革を踏まえつつ、今後とも幅広く皆様の意見を

伺いながら必要な見直しや改善を図り、よりよ

い制度の構築に努めてまいりたいと考えており

ます。

○田口雄二議員 次に、入札制度改革直後は、

落札率の大幅な下落で建設業者が疲弊し、多く

の倒産や自主廃業が連続しました。県建設業協

会の元会長の会社が倒産し、また県内最大手の

建設業者も同様の結果になりました。入札制度

改革前と改革直後、そして現在の県発注公共事

業の落札率の推移を、県土整備部長にお伺いし

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 入札・契約制

度の見直しに伴いまして、最低制限価格につい

ても随時引き上げをしてきたところでございま

して、公共三部の建設工事に係る落札率の推移

でありますが、改革前の平成18年度は93.4％で

ございました。改革直後の平成19年度は83.9％

と9.5ポイント低下しましたが、今年度は、これ

までの最低制限価格の見直しの影響もありまし

て、第３・四半期までの集計で90.8％と、平

成19年度に比べまして6.9ポイント高くなってお

ります。

○田口雄二議員 落札率は大分戻ってきたこと

はわかりました。

それでは次に、一般競争入札で業者の実績な

どを加味する総合評価落札方式は、落札価格が

高くても評価次第で落札することができるもの

です。施工計画や技術力、地域社会貢献度、配

置予定者の能力等々が評価基準になり、主に業

者の技術力が問われる場合に採用されていま

す。県が官製談合を受けて行った、一般競争入

札同様の入札制度改革です。技術向上に努める

業者がいる一方で、受注実績が重視されるた

め、落札できる業者とできない業者の二極化が

進んでおり、受注実績のない業者には厳しい現

実もあるようです。完全な入札制度というもの

はありませんが、総合評価落札方式で落札され

た件数と推移を、県土整備部長に再度伺いま
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す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 総合評価落札

方式につきましては、工事の品質確保を図る観

点から、価格と技術力など価格以外の要素を総

合的に評価し落札者を決定する方式でありまし

て、地域の建設業者の役割を適切に評価すると

ともに、技術力向上の意欲を高め、地元の建設

業者の育成にもつながるものと考えておりま

す。平成22年度における総合評価落札方式の適

用実績としましては、公共三部の予定価格250万

円以上の建設工事のうち、発注件数では48％

の966件、契約金額では72％の397億円となって

おります。

○田口雄二議員 先日、延岡地区建設関連団体

の９団体の皆さんと延岡市選出県議会議員５人

が２度目の意見交換会を行いました。入札制度

改革後、利益度外視の入札とともに公共事業全

体のボリュームも減ってしまい、大変厳しい経

営状況を各団体からお聞きしました。先ほど知

事から、新年度に向けて、競争性の緩和を図

り、今以上に地元の建設業者が受注しやすい環

境とするため、地域要件を狭めるなどの見直し

を検討していると答弁がありましたので、それ

に期待を寄せたいと思っております。

次に、私は昨年の11月議会で、知事に国の出

先機関の見直しについてお伺いしました。その

ころは余りこのことが話題になっていませんで

したが、野田首相の年末の地域主権戦略会議

で、国の出先機関改革案がまとまりました。国

土交通省地方整備局など３つの省の出先機関を

原則廃止し、その事務権限を、まず希望してい

る関西広域連合と九州広域行政機構に移譲する

ものです。通常国会に特別法案を提出し成立す

れば、２年間の準備期間を経て2014年度から実

施することになります。国と地方の協議の場の

設置、義務づけ・枠づけの見直し、ひもつき補

助金から一括交付金化、そして国の出先機関の

見直し等は、本来、地方６団体の、自民党政権

時代からの国に対する要望事項でありました。

そして、地方の声をマニフェストに盛り込み政

権交代が実現しました。そして、国と地方の協

議の場は既に設置され、義務づけ・枠づけの見

直しも始まり、また本年度からは一括交付金も

県レベルまで交付され、来年度は市町村にも交

付予定でしたが、自己責任でやることに地方は

腰が引けてしまい、政令指定都市までの交付と

なりました。ここに来て、昨年の東日本大震災

で地方自治体そのものが被災し機能しなくな

り、「くしの歯」作戦等々の国の対応が評価さ

れ始めました。また、インフラ整備のおくれて

いる本県などは、拙速な改革ではなく慎重な対

応を求める声があり、県内町村会、市長会、そ

して経済10団体から知事に要望書が出されまし

た。この県内の団体の要望を受けて、出先機関

の見直しについて知事に所見を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 国の出先機関改革につ

きましては、政府が閣議決定した「出先機関の

原則廃止」という方針に対しまして、地方側も

主体的に議論に参画すべしということで、九州

あるいは関西がその受け皿となる組織のあり方

を提案しておるところでございます。現在、政

府において、これを踏まえた具体的な制度設計

などの作業が進められておるところでございま

す。一方で、御案内のように、出先機関改革そ

のものに対する懸念というものが、市町村、さ

らには経済団体で県内において広がっていると

いうことでございまして、この宮崎の意見とい

うのをしっかり私としても受けとめておるとこ

ろでございます。

関連法案の提出を含め、今後の動向は大変不
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透明でございます。この実際の作業に当たって

いる部署に私の同期入省者がおりまして、いろ

んな情報も随時受けておりますが、なかなか各

省との調整というものも厳しい状況であるとい

うことでございます。私どもとしても、宮崎の

声を届け、具体的な検討を行うためにも、早く

この制度設計案を示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。そのとき

に大変大切なポイントとしましては、しっかり

と財源が確保されることや、各県間の利害調

整、また大規模災害時における対応等の課題や

懸念を解消できるのか否かというところでござ

いまして、そういう視点を踏まえて、しっかり

とこの議論というものをしてまいりたいと考え

ております。

○田口雄二議員 この件は昨日、横田議員が十

分質問しましたけれども、私もさらに質問させ

ていただきます。

まだまだ県議会でもこの件に関してはほとん

ど議論されていませんし、県当局と県内の市町

村長との協議が進んでいるとも思えません。今

後、県内の意見の集約として、市町村や各団体

等との協議の場をどう進めていくのか、知事に

お伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 現在、政府から具体的

な制度の設計案というものが示されておらず、

今後の動向も不透明でございますので、現時点

でさらに踏み込んだ具体的な協議を行えるとい

う状況ではございませんが、これまで機会をと

らえ、政府の検討状況や九州広域行政機構構想

につきましては、情報提供や意見交換は行って

きたところでございます。今後、政府からこの

素案が示されましたら、まずその内容をしっか

りと精査をした上で、これまで以上に市町村や

経済団体、もちろん議会も含めてでございます

が、説明、意見交換に努めてまいりたいと考え

ております。

○田口雄二議員 既に知事会では、九州地方行

政機構の設立を推進することを確認していま

す。しかし、県内の意見がまとまらない場合

等々、関西広域連合の奈良県同様の撤退も想定

の中にあるのか、知事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 昨年末に政府から示さ

れました「広域的実施体制の枠組み」、あくま

で方向性でありますが、これによりますと、受

け皿となる組織の区域を、現行の出先機関の所

管区域などを踏まえてあらかじめ定めるという

方向のようでございまして、九州において参加

しない県がある場合には、出先機関の受け皿と

しての要件を満たさずに、国の出先機関の移管

が実現しないということも想定をされていると

ころであります。今後の対応についてでありま

すが、まずは、政府のみならず九州地方知事会

においても、市町村や経済団体などから示され

ている懸念というものをしっかりと受けとめま

して、改めて議論を深めていく必要があるもの

と考えております。私としましては、本県の実

情、また県民の皆様の御意見などを十分に踏ま

えた上で、宮崎県知事として、宮崎県に軸足を

置いた議論を進めてまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 九州地方知事会の中でも非常

に温度差が大きいようにも思います。宮崎県の

立場を十分考えて協議を進めていただきたいと

思います。

次に、医療・福祉行政について伺います。

まず初めに、昨年11月議会でお聞きしたとき

は、来年度の研修医のマッチング数が過去最高

の61名となり、本年から倍以上になり喜んでい

ましたら、その後さらに増加して69名になりま
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した。まことに喜ばしいことです。急激にふえ

たことにより、研修先の医師も負担がふえて大

変かもしれませんが、何とかそのまま本県に残

りたくなるような実のある研修内容にしていた

だきたいものです。

２年ごとに行われる厚生労働省の調査が公表

され、本県の医師の状況を見ると、平成22年度

は２年前より51名の増加、10年前に比べると213

名の増加です。10万人当たりの医師数は全国平

均を上回り全国24位です。しかし、宮崎市近辺

への集中は加速し、地域の偏在はさらに大きく

なりました。さらに問題は、20代、30代の若い

世代の医師数が大きく減少しており、県内の医

師の高齢化がさらに進んでいます。20代、30代

の医師が減少しているその要因をどう分析し、

どのような対策を講じようとしているのか、福

祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 若手医師が減

少した要因といたしましては、宮崎大学医学部

において本県出身者が少ないなどの理由により

まして、臨床研修医が県外の臨床研修病院に流

れたことなどが考えられるところでございま

す。このため平成18年度から県では、県内の地

域医療を担う医師を確保するための医師修学資

金貸与制度を創設いたしますとともに、宮崎大

学医学部においては本県出身者であることを推

薦の条件とする地域枠を創設し、さらに平成21

年度から、医師修学資金と地域枠がセットにな

りました地域特別枠を創設したところでござい

ます。また、今年度設立をいたしました宮崎県

地域医療支援機構においては、若手医師の養成

を目的としてキャリア形成支援を行いますとと

もに、レジナビフェアへの出展などにおいて県

内の魅力ある医療情報を発信することによりま

して、県外からの医師の呼び込みにも力を入れ

てまいりたいというふうに考えております。

○田口雄二議員 今、答弁の中で出てまいりま

した地域枠についてお伺いします。本県の医師

不足の要因として、宮崎大学医学部に本県出身

者が少ないことでした。その対策として、宮崎

大学医学部に地域枠10名を平成18年度に創設

し、また地域特別枠を、平成21年度より５

名、22年度には10名に増員し、本県出身者が

徐々に多くなってきました。平成22年度は、２

つの枠計20名に対し８名しか合格者が出ず、心

配した年もありましたが、昨年は24名まで大き

く増加し、一般入試で合格した学生を合わせる

と45名まで飛躍しました。そこで、来年度入学

予定の宮崎大学医学部及び長崎大学医学部の地

域枠、地域特別枠の合格者の状況を福祉保健部

長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいまお話

がございましたように、宮崎県出身者に対する

推薦枠といたしましては、宮崎大学医学部に地

域枠、地域特別枠といたしましてそれぞれ10

名、長崎大学医学部に地域枠として２名の定員

が確保されているところでございます。平成24

年度入学予定者でございますが、宮崎大学医学

部地域枠が12名、地域特別枠が８名となってお

りまして、長崎大学医学部地域枠が平成22年度

の入学者から設けられておりますけれども、今

回、初めて２名の合格者が出たところでござい

ます。

○田口雄二議員 昨年は、地域枠を設けたにも

かかわらず長崎大学は１名もいませんでした

が、本年は２名が合格し、合計20名が合格と聞

きました。まずは一安心です。一般入試で１人

でも多くの医学生がさらに誕生することを望ん

でやみません。

次に、本県は、地域医療の担い手として自治
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医科大学に毎年２名から３名を送り込んできま

した。既に多くが医師となり本県の地域医療を

支えてきました。しかし、約10年の義務年限を

終了した後の本県への定着の状況はどうなって

いるのか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の自治医

科大学卒の医師数でございますが、現在70名と

なっております。また、これまでに義務年限を

終了いたしました医師50名のうち32名が県内に

定着しておりまして、県内定着率は64％となっ

ております。なお、５年前の時点での定着率

が58％でありましたが、ここ数年は64％前後で

推移をしているところでございます。

○田口雄二議員 ここ数年の定着率は少しずつ

上昇しているようです。以前は、義務年限終了

後余り重宝されず、機嫌を損ねてという話もよ

く聞きましたが、最近は少しずつ改善されてき

たようです。中山間地等でほとんどの診察を１

人でこなしてきた貴重な戦力です。全員が本県

出身であり、貴重な県費で医師として育ててき

たことでもあり、ぜひ１人でも多く本県に残す

策を講じていただきたいと存じます。義務年限

終了後の自治医科大学卒業医師の県内定着率を

上げる対策はどうなっているのか、福祉保健部

長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） お話がござい

ましたとおり、自治医科大学卒業医師につきま

しては、本県の僻地を初め地域医療に熟知して

おり、義務年限終了後、県内で開業されている

ほか、僻地病院、それから県立病院、宮崎大学

医学部附属病院など地域の中核的病院にも勤務

をしておられまして、本県の地域医療を担って

いただいているところでございます。このよう

に、自治医科大学卒業医師の県内への定着を

図っていくことは非常に重要であることから、

義務年限期間中の医師に対しましては緊密に連

絡、面談を行い、県内の医療機関での勤務を働

きかけているところでございます。

また、自治医科大卒業医師は、僻地等での義

務終了後、一度県外に出て最先端の技術を学び

たいという希望を持っている方もたくさんおら

れ、これらの県外に出た医師に対しましては、

県内で勤務している先輩医師からいろんな声か

け等も行っていただき、県内定着を図っている

ところでございます。

○田口雄二議員 ありがとうございます。

では次に、ドクターヘリについてお伺いしま

す。いよいよドクターヘリの試験運航が行われ

たという報道を見ました。一番心配されていた

消防非常備地区の日之影町と高千穂町で初めて

実施されたようです。新たな課題や問題点が見

えてきたのか、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

の試験運航でございますけれども、今月の24日

から４月上旬まで26回行われる予定となってお

ります。現在、消防非常備町村を手始めに４回

実施されておりますが、これまでに課題や問題

点等は特に報告されておりません。なお、ドク

ターヘリの運航に当たりましては、迅速にラン

デブーポイント等の安全確保が行われる必要が

あることから、敷地管理者に対しまして障害物

の除去など常日ごろからの管理をお願いすると

ともに、実際にヘリが着陸する際に人の立入制

限に協力いただくなど、今後とも関係者との連

携と協力体制の強化を図っていく必要があると

考えております。

○田口雄二議員 順調な訓練であったようで、

まずは一安心です。このまま各部署ごとに経験

をたくさん積んでいただきまして、迅速な対応

ができるようになり、１人でも多くの命が助か
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るようになってほしいものです。

次に、ドクターヘリと救急隊が合流する離着

陸の場所をランデブーポイントと言うようです

が、地域ごとの箇所数、高速道路等を含めた具

体的な場所についてお伺いします。また、ラン

デブーポイントの周辺住民の皆さんには理解が

得られているのか、福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現時点でのラ

ンデブーポイントの医療圏ごとの箇所数でござ

います。北から、県北部が62カ所、日向入郷

が67カ所、西都児湯が28カ所、宮崎東諸が38カ

所、西諸が34カ所、都城北諸が26カ所、日南串

間が24カ所の合計279カ所となっておりまして、

大半が市町村の運動公園や小中学校のグラウン

ド、河川敷や港湾施設等となっております。

高速道路の利活用につきましては、先般、西

日本高速道路株式会社等と意見交換を行いまし

て、今後、ドクターヘリの離着陸が可能な適地

の選定や、高速道路を利用する際の交通規制の

方法等について検討を進めることとしたところ

でございます。また、ランデブーポイント周辺

住民の方々を含め、県民の皆様にドクターヘリ

の役割等を理解していただくことは大変重要で

ありますので、ドクターヘリを紹介するチラシ

を作成し、県庁ホームページに掲載いたします

とともに各市町村の広報紙に掲載をお願いする

など、広く周知に努め、御理解を得てまいりた

いと考えております。

○田口雄二議員 先進地の千葉県では、10年前

にスタートしたときは社会の認知度が低くて、

このランデブーポイントの確保に大変難儀した

という話を、金丸先生よりお聞きいたしまし

た。そういう意味では、現在は住民の理解度が

変わったとはいえ、確保に御苦労いただいた各

消防署の皆さんに感謝申し上げます。

医師不足で道路事情の悪い県北部や日向入郷

地区がともに60カ所を超えるのは心強いところ

です。ただ、県北と状況が似ている日南串間

が24とは、ちょっと少ないような気もします

が、これで終わりではないと思いますし、今後

もランデブーポイントの確保に努めていただき

たいと存じます。

次に、今回のドクターヘリの導入に合わせ

て、宮崎大学の救命救急センターが格段に充実

されました。防災ヘリ「あおぞら」との連携、

活用をどう考えているのか、福祉保健部長にお

伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 大規模な災

害、事故等によりまして多くの負傷者が発生し

た場合や、ドクターヘリの運航中に他の救急事

案が発生した場合などは、「あおぞら」とドク

ターヘリが役割分担をいたしまして対応してい

くことが求められると考えられます。特にヘリ

コプターが着陸できない場所での負傷者の救助

は、レスキュー隊が搭乗して救助活動を行いま

す「あおぞら」が担い、あわせて、近くのラン

デブーポイントでドクターヘリに引き継ぐなど

の連携を行うことも考えられるところでござい

ます。このようなさまざまな事例も想定しなが

ら、ドクターヘリと防災ヘリ「あおぞら」の連

携や効果的な運用につきまして、今後とも関係

機関と検討してまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 ３年ほど前に私たちの会派

で、防災ヘリをドクターヘリに活用する鳥取県

の事例を調査してきました。それぞれの使命を

持ったヘリではありますが、十分な活用を期待

いたします。

次に、病院局長にお伺いします。宮崎大学の

ドクターヘリが４月から運航開始され、県立延
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岡病院に現在の約７倍の面積の救命救急セン

ターが24年度内に建設されます。医療スタッフ

と設備も充実される上、３階の屋上にはヘリ

ポートも整備される予定です。道路事情の悪い

県北25万県民にとりましては、まさに待望の２

つの事業の実現です。その上、産学官一体と

なって取り組む東九州メディカルバレー構想も

いよいよ総合特区指定を受け、新たな段階を迎

えようとしています。県北の地域医療だけにと

どまらず、新年度の本県の医療は大きな転換期

を迎えるのではないかと大きな期待をしており

ます。このような中にあって、やはり県立病院

が本県医療の中核を担うことは、県民の願いで

もあり、そうあるべきだと思っています。県立

病院が一連のこうした取り組みを支えていくこ

とが、県民への安心・安全の提供だと思いま

す。そのためにも県立病院のしっかりとした経

営基盤が絶対条件です。そこで、これまでの県

立病院の経営改善の成果並びに今後の課題につ

いてどうお考えになっているか、病院局長にお

伺いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 高度で良質な医

療を効果的、安定的に提供するために、これま

で職員が一丸となって経営改善に取り組んだ結

果、平成17年度には約31億円余であった赤字

が、22年度には約４億円まで圧縮できるなど、

約27億円余の収支改善が図られまして、職員の

コスト意識の向上はもとより経営参画意識が醸

成され、赤字体質の改善が相当程度進んできた

のではないかと考えております。病院運営の根

幹である医師確保に確実な見通しが立てられな

い状況にはありますが、今後とも現場重視の姿

勢で病院運営に臨み、職員の経営改善に取り組

む意欲をさらに高めていきますとともに、職員

が働きやすい勤務環境を整備することを通して

すぐれた医療スタッフを確保・育成していくこ

とが、最も重要な課題であると考えておりま

す。また、こうした内部努力に加え、地域医療

の確保のためには、医療を提供する県立病院と

医療を受ける県民の皆様との相互理解がますま

す重要になってきておりまして、「県北の地域

医療を守る会」や「こども・いのち・つなぐ

会」など市民グループの最近の活動は非常に心

強く、今後とも県民の皆様と一緒になって魅力

ある病院づくりに取り組んでいく必要があると

考えております。

○田口雄二議員 経営改善が非常に進んだこと

には心から感謝申し上げます。ただ、局長も申

しましたように、いろいろな体制はまだまだ十

分ではありませんので、今後も引き続きよろし

くお願い申し上げます。

次に、森林環境行政についてお伺いします。

先日、私どもの会派に図師議員も同行し、計

６名で県北地区の調査視察に行ってまいりまし

た。なお、県民100万泊達成のために６名がそれ

ぞれ宿泊したことも御報告申し上げます。調査

先は、細島港、旭化成の木質バイオマス発電施

設、そして九州保健福祉大学臨床工学科、それ

ぞれで今後の議会活動における貴重なお話を聞

いてまいりました。

ここではバイオマス発電に関してお伺いしま

す。今、東日本大震災で大きく注目される新エ

ネルギー対策と、本県の林業問題の解決のため

調査したバイオマス発電は既に完成しているよ

うで、７月の稼働に向けて最終調整を始めたと

ころです。１時間当たり１万4,000キロワットの

発電量で、石炭を４割、木質を６割の比率で混

ぜて燃焼させます。木質バイオマスの年間利用

計画量は10万トンを見込んでおり、当面は建設

廃材を細かく粉砕したチップ状の燃料で、九州
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内から調達予定です。将来的には県北地区の間

伐材などの森林資源を活用したいとの意向でし

た。説明をいただいた部長より、「地域への貢

献も考えて、何とか地元の資材を使いたいが、

余りにも価格差が大きく、今のままではとても

使えない」とのことでした。バイオマス発電の

燃料として林地残材等を活用していくために、

このコスト面の課題解決のため、県がこれまで

取り組んできた実証事業の成果と今後の取り組

みを、環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 林地残材につ

きましては、収集運搬コストが高く、化石燃料

と比較して採算が合わないことなどから、ほと

んど利用されてこなかったところであります。

このため県では、林地残材の利用促進を図るた

め、モデル的な実証事業に取り組み、コスト面

で課題となっている収集運搬方法について検討

しているところであります。これまでの結果に

よりますと、おおむね10キロメートル以内の運

搬距離であれば、林道わきに集積された林地残

材を高性能林業機械で積み込み、大型トラック

で運搬することで、採算がとれる可能性がある

ことがわかりました。これ以上の距離になりま

すと、運搬車両の大型化や中継土場の設置など

の工夫が必要とされたところであります。県と

いたしましては、このような実証結果を踏ま

え、引き続き、コスト削減に向けた工夫改善を

検討するとともに、木質バイオマス施設の整備

に取り組み、林地残材の一層の利用拡大に努め

てまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 同じく、森林組合と地元企業

が行う木質バイオマス発電用の林地残材等の安

定調達に向けた取り組みについて、県はどのよ

うに関与していくのか、環境森林部長に伺いま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 延岡市と旭化

成、それに延岡地区森林組合は、木質バイオマ

スの安定的な調達に向けて、森林の伐採から

チップ化、燃焼・発電に至る各段階において課

題を抽出するとともに、システム化に向けた検

討を行う実証試験に取り組んでいるところであ

ります。県ではこの実証試験において、伐採現

場からチップ工場までの収集運搬経費を助成

し、運搬距離に応じたコスト分析等を行ってい

るところであります。また、この実証試験の検

討会議に県はオブザーバーとして参加しており

まして、今後とも効率的な運搬方法やシステム

の検討などについて助言してまいりたいと考え

ております。

○田口雄二議員 年間10万トン使う予定でござ

いますので、十分検討していただきたいと思い

ます。

ここで、新エネルギーに関連して、渡辺創議

員が関連質問を行います。

○外山三博議長 通告がありますので、関連質

問を許します。

なお、発言時間は主質問者の質問時間の範囲

となります。渡辺創議員。

○渡辺 創議員 関連で質問させていただきま

す。新みやざきの渡辺創でございます。

来年度の予算案において、県は、今後10年を

見据えた新しい「新エネルギービジョン」を策

定するということになっております。「太陽と

緑の国」とも呼ばれる環境的な優位性を生かし

て、これまでも宮崎県は取り組んでいるわけで

すけれども、今までの新エネルギーのあり方と

いうのは、地球温暖化対策や二酸化炭素の排出

量を下げていくという観点が強かったと思って

おりますが、昨年の東京電力福島第一原子力発

電所の事故などによって、新エネルギーを考え
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る上での要素といいますか、観点は大きく変

わってきているかと思います。今回、現在のビ

ジョンを１年前倒しで見直していくということ

にも影響しているかと思いますけれども、新し

いビジョンを策定する上での基本的な考え方、

方向性を、環境森林部長にお伺いしたいと思い

ます。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県では、東日

本大震災以降のエネルギーを取り巻く状況の変

化を受け、新エネルギーの一層の導入促進を図

るため、平成25年度を目標とする現在の新エネ

ルギービジョンを見直し、来年度、新たな「新

エネルギービジョン」を１年前倒しで策定する

ことといたしました。策定に当たりましては、

国のエネルギー政策の見直しを踏まえながら、

本県における新エネルギー導入の課題や可能性

について、議論を深めながら進めてまいりたい

と考えております。本県は全国でもトップクラ

スの日照時間や快晴日数、豊富な森林資源等を

有しておりますので、このような本県のポテン

シャルを生かし、産業の振興や地域の活性化に

つながる新たな「新エネルギービジョン」を策

定したいと考えているところであります。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

大震災以降、メガソーラーへの注目が集まっ

ています。先日、私は、山梨県の甲府市にでき

上がったばかりの米倉山太陽光発電所というと

ころにお邪魔をいたしました。１年間の発電量

が1,200万キロワットアワーという施設で、東京

電力さんがやられています川崎市の施設に次い

で日本で２番目の発電能力を持つ太陽光発電所

でした。ＰＲの仕方も、ＰＲ館が併設してつ

くってあり、電気自動車の急速充電器なども

あって、非常に宮崎県としても参考になる施設

かなと思ったところです。ちなみにパネルは

ソーラーフロンティア社製のパネルが使われて

おりました。このようにメガソーラーという意

味では、宮崎県内においては昨年、都農町の発

電施設が稼働を始めておりますけれども、その

後、県内においてメガソーラーの新規立地、ま

た計画などの動きはどのようになっているか、

部長にお伺いをしたいと思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） メガソーラー

でございますけれども、県内のメガソーラー

は、都農町のほかに、ソーラーフロンティア株

式会社が宮崎第２工場に１メガワット、国富第

３工場に２メガワットの設備が設置されており

ます。また現在、国において検討が進められて

おります全量買い取り制度を見込み、メガソー

ラーの設置に向けた民間の動きが活発化してお

りまして、県としても、全国の自治体や民間企

業で構成される自然エネルギー協議会にも参加

しまして、情報収集等にも努めているところで

ございます。このような中、県内でも、例えば

工場や倉庫の屋根を利用してメガソーラーを設

置したいといった相談等もあるところでござい

まして、今後とも、本県の恵まれた太陽光など

のエネルギー資源を生かし、またエネルギーの

地産地消という側面からも、参入企業の誘致な

ど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 また後ほども述べたいと思い

ますが、全量買い取り制度によって、メガソー

ラーをめぐる環境も変わってくるかというふう

に思います。県が新しく策定するビジョンとも

関係してくるところだと思いますので、ぜひ小

まめな情報提供をいただきたいと思っておりま

す。

続きまして、通告では少し細かく分けており

ましたけれども、一括して伺いたいと思いま
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す。

県内の太陽光発電の現状を把握する意味で、

太陽光発電システムの県内公共施設への導入状

況、また一般家庭への普及状況、あわせて県内

の一般家庭における太陽光発電システムの発電

量を、環境森林部長にお伺いしたいと思いま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） まず、公共施

設への導入状況ですが、県有施設及び県内市町

村への聞き取り調査によりますと、平成24年２

月現在で、県総合農業試験場や綾町てるはドー

ム、延岡市立旭小学校など73カ所に設置されて

おります。

次に、住宅への導入状況ですが、平成23年12

月末現在で、件数で約１万9,000件、世帯普及率

で4.1％となっております。

また、住宅用太陽光発電システムの１年間の

発電量ですけれども、平成23年12月末で約7,800

万キロワットアワーと推計されます。なお、こ

の発電量は一般家庭の年間電力使用量の約２

万1,000軒分に相当いたします。

○渡辺 創議員 今の御答弁でもよくわかりま

したけれども、やはり宮崎という土地は、太陽

光発電を行うにおいて非常に優位性のある土地

だということがわかったかと思います。その上

で、私は考えなければならないポイントがある

というふうに思っています。重要なのは、この

太陽光、つまり日の光というものが、私たちこ

の宮崎県域に暮らす人間にとっては、他地域に

比べて優位性があり、そしていわばよその方々

よりも多く与えられた財産だということだと思

います。この太陽光という財産によって、今、

私たちは新たな価値を生み出すチャンスを得て

いるわけです。知事にちょっと後ろを振り返っ

ていただきたいんですが、議長の隣に宮崎県の

県旗があるかと思います。県民手帳を開いてみ

ますと、この県旗の意味は、「この旗は、県の

象徴である緑と太陽（黄色）をあらわし、宮崎

のミをかたどり、段階をふんで高まる県の躍進

のすがたをあらわしています」というふうにあ

ります。昭和39年12月の制定ということです。

また、職員の皆様の左胸についている記章にあ

る県章、県のマークの意味も確認してみると、

日が三方に伸びて躍進する、太陽が広がってい

く姿をあらわしているというふうに書いてあり

ます。明治45年１月の制定ということです。こ

のように、宮崎の地で暮らしてきた私たちの先

人も、宮崎にとって、昔から、いわば太陽が自

分たちの財産であり、そして躍進のエネルギー

であると認識をしてきたことのあらわれだろう

というふうに思います。

少し話が回りくどくなりましたけれども、私

が申し上げたいのは、せっかくの天からの恵み

とも言える財産をしっかりと生かして、県民の

豊かさにつなげていく取り組みができているだ

ろうかという部分にあります。これから全量買

い取りが始まって―まだ買い取り価格が決ま

りませんので何とも言えない部分もありますが

―商売として成り立つということになれば、

この宮崎の優位性に目をつけて、たくさんの県

外資本が県内でメガソーラーを始めるかもしれ

ません。もちろん新エネルギーが広がるのはい

いことです。来ないよりは来たほうがいい。し

かし、宮崎の資源を、宮崎の財産を使ってそこ

で生み出された価値が、売電で生まれた利益と

なって県外に持っていかれるというだけでは、

先ほどからくどいようですけれども、私たち宮

崎に与えられた天の恵みを生かしているという

ことになるんでしょうか。また、躍進する宮崎

をつくれるということになるんでしょうか。
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具体策を考えるのはなかなか難しい話をして

いるのはわかっておりますが、例えば、メガ

ソーラーの進出については、宮崎の地場企業と

何らかのコラボレーションがあることを条件に

するとか、県民の生活に目を転じて、自宅の上

になかなかまだソーラーパネルを乗せる余裕が

ない方に関しては、市民が出資する共同発電所

のようなものをつくって、そこで得られる利益

を地域の中で使えるバウチャーみたいなもので

循環をさせていく、そういう考え方を酌み取っ

て、本当の意味で宮崎の豊かさをつくっていけ

るシステムを考えていただきたいと思います。

宮崎で生まれた価値を宮崎の中で循環させるこ

とによってこそ、新たな価値の創出、再生産が

できると信じております。長い歴史の中で、人

材も食料もさまざまなものを供出するばかり

だったこの宮崎の豊かさを新しくつくり出して

いくことが、今年度の予算のタイトルにもなっ

ていますが、宮崎の元気と安心を創出するとい

うことではないかと私は考えますけれども、知

事のお考えをお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 現在、県では、県民に

よる農林水産物の消費拡大など、広い意味での

地産地消を進めます地域経済循環システム、ま

さに価値や資金が県内を循環する流れを強化し

ていく、この取り組みを進めているところでご

ざいます。御指摘がございました太陽光発電に

よる電力など、本県の恵まれた自然環境から生

み出された経済的な価値というものを県内で循

環させるべきという御指摘は、このシステムに

も合致するものであり、県としても取り組んで

いきたいというふうに考えておるところでござ

います。

県におきましては、太陽光発電の補助におい

て、県産材の新築木造住宅に太陽光発電システ

ムを設置する場合や、県内産の太陽光パネルを

設置する場合に補助額を増額することとしてお

りますが、これも地域経済循環システムを具体

化した発想の取り組みでございます。これから

も本県の恵まれた自然条件を生かした、新しい

意味での「太陽と緑の国」を目指すということ

で、ソーラーフロンティア構想に、製造から発

電、利用ということで取り組んでおりますが、

その価値を県内に循環させる取り組みをしっか

りと進めてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 最後にいたしますが、電気自

動車の普及が進んでまいりました。各社から新

しい車が発売されるようになりまして、「未来

の車」というイメージだったものも、実際に宮

崎の街角でも目にするという状況になっており

ます。さらに普及を進めるためには急速充電装

置の設置が不可欠となっております。もちろん

一義的にはというか最初の取り組みとしては民

間が行うべきこと、その要素も多いとは思いま

すけれども、県内の状況を考えたときに、県と

しての後押しも必要かと思いますけれども、そ

の推進に関しての考え方を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） 県内におきま

して一般に開放されている急速充電器でござい

ますが、自動車メーカーの販売店に３基、五ヶ

瀬町役場に１基の計４基となっているのが現状

でございます。御質問のとおり、電気自動車の

普及を図るためには充電環境を整えることが必

要でございますので、県では今年度、市町村等

を支援しているところでございまして、先ほど

申し上げました五ヶ瀬町に加え、３月には川南

町内に１基設置される予定でございます。一方

で、この取り組みを進める中で、例えば高圧の

電力を使用するための附帯設備に多額の費用が
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必要となる、あるいは電力の供給契約における

基本料金が大幅にふえる場合がある、そういう

課題も見えてきておりますので、今後このよう

な課題への対応も含め、電気自動車や急速充電

器の普及のあり方につきまして検討していく必

要があると考えております。

○渡辺 創議員 私が調べた範囲では、宮崎の

急速充電装置の数というのは九州の中で一番少

ないということになっておりました。先日、青

島太平洋マラソンに熊本から参加された方が、

電気自動車で宮崎入りするに当たって、途中で

充電設備がないために、たどり着けるかどうか

という不安な状態になって、宮崎市内のディー

ラーに駆け込んだということがあったと伺って

おります。観光県でもある宮崎ですので、各県

の方に安心して来ていただき、新しいエネル

ギーの先進地ともなろうとしている宮崎で安心

して運転していただけるように、ぜひ一層のお

取り組みをお願いしたいと思います。

後ほど別分野でもう一度質問させていただき

ますが、新エネルギーに関してはこれで終わら

せていただきます。

○田口雄二議員 引き続き、環境森林行政につ

いてお伺いします。

県産材の活用で、宮崎空港の手荷物検査場が

リニューアルされました。約１年と４カ月にな

りますが、県民の評判と、県はどのように評価

しているのか。また、今後、県民の目に触れる

施設での活用について、県のお考えをお伺いし

ます。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 宮崎空港ビル

の手荷物検査場は、平成22年度森林整備加速化

・林業再生事業により、県産材をふんだんに活

用してリニューアルされたものです。空港関係

者の話では、利用者の評判もよく、木の持つい

やしの効果等により、ストレスを感じる検査場

においてクレームが減少したと伺っておりま

す。またこの施設は、平成23年度優良木造施設

の表彰で木材利用推進中央協議会会長賞を受賞

し、全国に紹介されたところであります。県と

いたしましては、年間250万人の空港利用者への

県産材のＰＲ効果が非常に高いものと考えてお

ります。このほかにも、交通機関では日向市駅

舎や宮崎駅前のＫＩＴＥＮ等で、また、その他

各地保育所等でも県産材が使用されておりま

す。今後とも関係機関等と連携を図りながら、

県民の目に触れる公共施設等での県産材の活用

について積極的に推進してまいりたいと考えて

おります。

○田口雄二議員 いい話ばかりのようですけれ

ども、たまにしか空港を使わない人に聞いてみ

ますと、その存在が余り知られていないように

も見えます。特に手荷物検査場はまさに検査を

受けるところですので、ゆっくりと木のぬくも

りやいやしを感じられるのかなという疑問もあ

ります。もう少し県民や旅行客がのんびりとし

ながら木と触れ合えるようなところも再度検討

してほしいものです。よろしくお願いいたしま

す。

再び、県産材の活用についてお伺いします。

これも我が会派の調査で伺った施設です。宮崎

県産業支援財団の農商工連携ファンド助成金の

交付を受け清武町に昨年つくられました、県産

杉材を活用した木造園芸ハウスを拝見してまい

りました。建設業の方が、本県の林業の状況を

何とか打開したいとの思いから、全国有数の園

芸ハウスに県産材の活用を思いつき、試行錯誤

の上、建設されました。被覆材であるビニール

シート以外は木材で、１反当たりの木材使用量

が35.5～36立米ほどの使用量になります。木造
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住宅建築の技術を使っており、地震、台風にも

強い構造で耐用年数も長くなる、被覆材の洗浄

が行えるので被覆材の張りかえ頻度が少なくな

り生産コストが下がるなどの利点がある反面、

欠点は、温室内は高温多湿のため腐食が早くな

るのではないか、コンクリートの基礎工事が必

要で、撤去の際コストがかかる、部材断面がパ

イプハウスに比べて大きくなり日射量に若干の

影響がある等々です。まだまだ改良の余地は幾

つもありますが、本県の２～３割のハウスに使

われるだけでも県産材の大きな使用量になりま

す。そこで、県産材の木造園芸ハウスの活用に

ついて、環境森林部長に見解を伺います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 現在、園芸ハ

ウスの構造につきましては、パイプハウスが主

流となっておりますが、木造にした場合、今、

議員御指摘のように建築コストや維持管理等の

課題が考えられます。しかしながら、県産材の

需要拡大を図るためには、公共施設や住宅など

の建築物や公共土木事業での取り組みはもとよ

り、その他の分野においても県産材の積極的な

活用を推進していく必要があると考えます。本

県ハウスの２～３割ででも使えばとのお話でご

ざいました。農業の盛んな本県において園芸ハ

ウスの木造化が実用化すれば、県産材需要拡大

にとりまして非常に魅力的なことであると私も

思っております。このため、今後、関係部局や

関係団体と協議しながら、木造園芸ハウスの活

用について検討してまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 この点に関して、知事に

ちょっとお伺いします。今回の県産材の活用に

関する一連の質問で、県当局の取り組み状況に

は大変失望いたしました。本当に県産材の活用

を真剣に考えているのか疑問です。例えば、県

産業支援財団の支援まで受けて試験的につくら

れた木造園芸のハウスに関しても、森林、農政

全く一体感がなく、まさに中央官僚と一緒で縦

割り。部局を超えて、何とか物にならないかと

いう真剣さ、熱意が全然感じられませんでし

た。一個人が頑張って県産材の活用を工夫しな

がら試験的につくったのに、否定的な話ばかり

聞かされました。初めてつくったのですから、

最初からベストのものができるはずはありませ

ん。本来であれば、県みずからが音頭を取って

農業試験場や木材利用技術センターなどの技術

集団が連携して取り組むべきではないのか、全

く腑に落ちません。一般質問で我が会派の徳重

議員が質問しますので、多くは申し上げません

が、宮城県の山元町の被災した小学校に寄贈し

た机といすは大変評判がよかったようです。他

県で評判がいいのに、なぜ本県では余り使われ

ていないのか、これも不思議でなりません。今

回も県産材の活用に関する予算も多く組まれて

いますが、生きたお金の使い方をしなければ、

仏つくって魂入れずです。県産材の活用に関し

て、本気度も含めて知事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 園芸ハウスで木材が使

われているという例、いろんな課題があるとい

うことでございますが、こういったことも含め

て幅広い観点から、本県にとって宝である、ま

さに20年連続日本一である杉の素材生産量でご

ざいます。それをしっかり有効活用を今後とも

してまいりたいという考えでございます。

昨年、韓国を訪問した際に、世界で活躍して

いますある企業の内装に、これも日本の企業の

御協力をいただきながら、宮崎の杉がふんだん

に使われているのを拝見し、やはり県内でも

もっと活用すべき、しかも杉の日本一の生産量

を誇る県の知事として、もっと活用できないか
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ということで、先日、知事室のほうにも杉でで

きた展示屋台やカウンターを置いて、キャンプ

シーズンにたくさんお客さんも来られますが、

そういう方にＰＲをしたところでございます。

毎朝感じておりますが、部屋に入る瞬間に香り

でわかるわけであります。そういったところを

通じて杉の魅力というものを今ＰＲし、また県

庁の１階にも展示屋台と、家読（うちどく）文

庫というものを子供たちにつくっていただい

た。杉の間伐材を利用したもので、目に見える

形、またにおうことができる形で、来庁者にも

ＰＲに努めておるところでございます。また、

同じ展示屋台を、牧元副知事にも御尽力いただ

きまして、今、林野庁長官のお部屋にも置いて

あるところでございます。宮崎の杉を、そうい

うところを通じてまた全国にアピールができる

のではないかと感じております。県内では、諸

塚村の診療所でありますとか三股町の弓道場な

どの公共施設や、民間の保育園、病院など、県

民が集う施設にも積極的に県産材の活用を推進

しているところでございますが、このようにい

ろんなアイデアなり、いろんな場面でＰＲはで

きるものというふうに考えております。

それから、先日も福岡で農水産物のトップ

セールスを行わせていただきました。ある複合

ビルの地下を使ってやったわけでありますが、

そこでキンカンとか野菜などをＰＲするとき、

杉でできたブースをつくっていただきまして、

これもあわせて、まさにオールみやざき営業

チームの一つの大きな効果というのは、農水産

物のＰＲだけではなく、可能であればそこで木

材もあわせてＰＲができるということでござい

ます。そのような姿勢で、まさに「チームみや

ざきスギ」というものをつくりまして、県内外

へのＰＲに取り組んでおるところでございます

が、今後とも本県の宝をしっかりと生かすべ

く、さまざまなアイデアというものを凝らして

まいりたいと考えております。

○田口雄二議員 このハウスに関しましても、

まだまだ研究の余地は十分あります。とにかく

知事も一度、現地に足を運んで見ていただきた

いと思います。知事の得意の自転車でも知事公

舎から20分ぐらいで着くと思いますので。ま

た、松形知事時代から営々とつくってきた本県

の林業行政、時代が変わっても、活用しない

と、林業公社の問題等同様、後世に大きな負の

遺産として残っていきます。真剣に活用を考え

て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、商工観光労働行政についてお伺いしま

す。

まず、東九州メディカルバレー構想について

お伺いします。大分県とともに申請していた東

九州メディカルバレー構想が、昨年末の12月22

日、念願の総合特区に指定されました。指定ま

でに御尽力いただきました関係各位に、心から

お礼を申し上げます。

総合特区とは、地域限定で規制緩和や税財政

の優遇措置を講じて、新たな成長分野の開拓や

地域経済の競争力向上を支援する制度でありま

す。今回の総合特区指定は大変ありがたいこと

ではありますが、指定が目的ではなく、これは

手段として、いかに活用し構想を推進していく

かが今後の課題です。まず、東九州メディカル

バレー構想の最近の動きと、国との協議等含め

今後の予定を、商工観光労働部長にお伺いしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 東九州メ

ディカルバレー構想の最近の動きとしまして

は、昨年10月に、地場企業の医療機器産業への
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参入や取引拡大を図るため宮崎県医療機器産業

研究会を設置したところであり、32の企業と11

の支援機関が参加してセミナー開催や展示会出

展など参入に向けた活動を行っております。ま

た、ことし２月には研究拠点として、県と延岡

市の共同寄附により宮崎大学医学部に血液・血

管医療に関する講座が設置されております。そ

れから、構想に関連する動きも出ておりまし

て、昨年12月には、宮崎大学の医学部と工学部

の学部間連携を目的とした医工連携プロジェク

トが発足しており、２月初めには延岡市メディ

カルタウン構想シンポジウムが開催され、県か

らは知事が出席をさせていただいたところであ

ります。さらに２月下旬には、関連企業が集積

いたします延岡市、日向市、門川町の２市１町

の間で医療産業の振興に関する連携協定が締結

されているところでございまして、このような

動きにつきましては、構想の推進に弾みがつく

ものと大変心強く感じているところでございま

す。

次に、総合特区につきましては、構想の取り

組みをより促進するため、昨年12月に、お話が

ございましたとおり内閣総理大臣から指定を受

けたところですが、現在、構想の促進につなが

る薬事法関連の規制緩和や財政上の支援措置等

について関係省庁と協議を行っているところで

あります。協議が調った規制緩和等につきまし

ては、関係する事業についての総合特区計画を

作成し、内閣総理大臣の承認を受けて事業を実

施することとなっておりますので、今後ともこ

の総合特区を十分に活用して構想の推進に向け

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 次に、東九州メディカルバ

レー構想における研究拠点づくりを推進するた

めに、宮崎大学医学部に寄附講座が設置されま

した。血液浄化療法を専門とする担当教授も決

まり、いよいよ血液・血管に関する本格的な研

究等が医療機器メーカーなどと進められること

になります。この研究成果の普及により、医療

機器産業のさらなる集積と地域住民の健康福祉

の向上につながってほしいものです。そこで、

寄附講座に係る人員体制と今後の活動につい

て、県民政策部長に伺います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 寄附講座の人

員体制でございますけれども、現在、教授と担

当医師、そして事務職員３名を予定しておりま

して、担当医師については４月１日に配置する

ことになっております。現在、担当となられた

教授を中心に、県、延岡市、医療機器関連企業

等で意見交換を行いながら、新たな治療法や医

療機器の改良開発のテーマを探るとともに、県

北地域の研究拠点開設に向けた準備を進めてい

るところでございます。

○田口雄二議員 教授、担当医師と事務職員の

３名体制で４月１日に担当医師が配置されるよ

うです。県立延岡病院に配置され医療行為をし

ていただけるものと、勝手に私は考えておりま

す。寄附講座の開設に感謝申し上げます。

次に、かわりまして、古事記編さん1300年に

ちなんで、ようやく本県でも、「神話のふるさ

とみやざき温故知新ものがたり」スタートアッ

プ事業等を初め多くの関連事業が24年度より始

まります。本県はまさに神話の宝庫であり、古

事記の前半部分は県内の多くがその舞台となっ

ています。奈良県や島根県との連携等により横

断的な観光開発も期待されます。

そのような中、古事記の海幸彦、山幸彦に関

する青島地区は、期待された青島再開発が頓挫

したままなのは残念ですが、それでも長年の懸

案事項でありました旧橘ホテルが撤去されたの
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はありがたいことです。このホテルは撤去とな

りましたが、青島近海の観光に支障を与えてい

る座礁船はそのままになっています。堀切峠の

沖合、鬼の洗濯板近くに平成22年の10月24日に

座礁してから既に１年５カ月を迎えようとして

います。船の所有者は中国の会社のようです

が、座礁などの事故に備える船主責任保険のト

ラブルで保険金がおりず膠着状態で、放置され

たままとなっています。しゅんせつ船は全長120

メートル、船幅20メートルと大変大きな船体を

していますが、現在は、スパットと呼ばれる高

さ30メートルの支柱の一部が２本海上に突き出

ており、景観を損ねています。特にこの場所

は、本県観光の代名詞となってきた堀切峠、道

の駅フェニックスの真下となります。また、現

場はイセエビの好漁場のようですが、座礁船の

影響で水揚げも大きく減少しています。イセエ

ビ漁は９月から４月までです。昨年度は約２カ

月間漁期から外れましたが、今年度はすべての

期間に影響してくるので、水揚げにはもっと大

きな影響があるのではないかと心配です。宮崎

市漁協はこれまで、イセエビ漁の水揚げ減の補

償金支払いを船の所有者に申し入れています

が、いまだ回答がありません。青島沖の座礁船

の現状と、今後どのように対応していくのか、

総務部長にお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 座礁船につきまし

ては、撤去の責任を有する船主が昨年の１月に

撤去を試みましたが、海岸から約200メートル付

近で再度座礁し、その後も作業が試みられまし

たけれども、状況としては大きく進展をしてお

りません。これまで基本的には、海上における

航行安全の確保の観点などから、宮崎海上保安

部が撤去に向けた指導を行っているところでご

ざいます。県といたしましても、早期の撤去に

向けて、宮崎市や漁業関係団体とも連携を図り

ながら、船主に対し連名で要請文を発出するな

ど対応してまいりました。また、法律に基づき

ます撤去命令などの措置等についても検討いた

しておりますが、海岸法の海岸保全区域の外に

あることなどから、現時点ではその可能性が見

出せていない状況にあります。本来、このよう

な事故に対応すべき船主責任保険が、船主と保

険会社との契約の問題で機能していないという

ような状況もございますので、外国船の航行の

許可を所管する国土交通省海事局に対しまして

も、対応を検討していただくよう要請を行って

いるところでございます。現在の状態では漁業

への影響などが懸念され、なるべく早期に撤去

されるべきと考えておりますので、引き続き、

宮崎海上保安部による指導を含め、宮崎市など

の関係機関とも連携をしながら対応してまいり

たいと考えております。

○田口雄二議員 今後の台風の接近等々で、さ

らに状況が悪化する可能性もあります。幸い海

洋汚染につながるような物質は既に抜き取られ

ていると聞いておりますが、このままでいいと

は思えませんので、早急な対策を求めます。

次に、宮崎県のシンボルキャラクター「みや

ざき犬」についてお伺いします。ゆるキャラ

ブームで、全国どこに行っても御当地のシンボ

ルキャラクターがあるようになりました。本県

でも、「どげんかせんといかん」などと言って

いた方の変なシンボルキャラも勝手に出回って

いましたが、さすがに県庁から移動してすっき

りしました。本県でも県民にアンケートを募

り、昨年11月11日、本県公認のみやざき犬

「ひぃ」「むぅ」「かぁ」に決まりました。そ

して、既にもうデビューをしています。こうい

うキャラクターは好き嫌いがあるので、だれか
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らも好かれるというのは非常に困難です。人気

ナンバーワンになった熊本県の「くまモン」

も、発表当時は、「名前のつけ方が安直過ぎ

る」「黒いキャラクターとは何だ」等々さんざ

んだったようです。しかし、今は、新幹線開通

で一躍知名度も上がり、熊本県内の土産物売り

場にはくまモンばかりで、熊本経済に影響を与

えるほどになりました。みやざき犬も同様の効

果が出れば最高ですが、本県のシンボルキャラ

クター「みやざき犬」を発表して以来、県民の

反応はどうか。また、活用状況とキャラクター

の使用申請の申し込み状況はどうか、商工観光

労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） シンボル

キャラクター「みやざき犬」につきましては、

イベント等への着ぐるみの派遣と、イラストや

写真の活用を行っているところであります。ま

ず着ぐるみにつきましては、２月末日までの約

４カ月間で、祭りやイベントへの参加、テレビ

への出演などで、県内51回、県外34回、計85回

の派遣を行っております。次に、イラスト等に

つきましては、同じく２月末日までで、民間企

業などから合計で52件の使用申請を受け、許可

したところでございます。具体的には、ポス

ター、チラシ、旅行雑誌等への掲載、観光周遊

バスのラッピング、ノートや携帯ストラップと

いったキャラクターグッズなどさまざまな活用

をしていただいております。このような中、県

民からの反応につきましては、イベント等では

「みやざき犬」と声をかけられることが多く、

一緒に写真撮影をしたい方の順番待ちもできる

など、相当程度、県民に認知され、愛着を持っ

ていただいているのではないかと考えておりま

す。

○田口雄二議員 思った以上に県民の受けはい

いようであります。私たちも積極的に宣伝して

まいりたいと思っております。

では、このシンボルキャラクター、全国的に

知名度アップを図るためにも、今後どのように

活用して県の活性化につなげていくのか、再度

お伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） みやざき

犬につきましては、県のシンボルとしてその効

果を最大限に発揮できるよう、イラスト等の使

用を促し、県はもとより、市町村や各団体、民

間企業、そして県民の一人一人がさまざまな媒

体で活用していただくなど、キャラクターを

きっかけとした情報発信に積極的に取り組んで

いきたいと考えております。そして将来的に

は、県内外でのイベントやメディアへの出演は

もとより、いわゆるキャラクター商品が種類、

量ともに充実することにより、宮崎のイメージ

アップが図られ、県の活性化につながっていく

ものと期待しているところであります。このた

め、まずは県民に愛されるキャラクターとして

育てていくことが重要であると認識しておりま

すので、当面は県内をくまなく回るなどして浸

透を図り、県民が主体的にみやざき犬を活用し

ていくような機運の醸成に努めてまいりたいと

考えております。

○田口雄二議員 次に、農政水産行政について

伺います。

九州最大の冷凍野菜加工場が昨年８月に西都

市に完成しました。疲弊した地域経済の復興に

大きく寄与してくれるもの、また農業の６次産

業の実践でもあり、地域農業の活性化にも大き

な期待が寄せられています。我が国で消費され

る冷凍野菜は、中国などの海外産が圧倒的に多

く、90％が輸入されています。大手スーパーや

外食チェーンは安心・安全な国産品を要望して
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いましたが、供給体制が整っていませんでし

た。県産品の付加価値を高め、産地構造転換を

促す大きなチャンスです。既に稼働して数カ月

が経過しています。そこで、西都市に設置され

たジェイエイフーズみやざきの冷凍野菜加工施

設の稼働状況について、農政水産部長にお伺い

します。

○農政水産部長（岡村 巖君） お尋ねの冷凍

加工施設につきましては、昨年８月に竣工

し、11月から本格稼働を開始したところです

が、原材料はすべて県内産を使用し、２月末現

在で、ホウレンソウ、里芋、コマツナなど約900

トンの加工処理を終了したと聞いております。

なお、主力のホウレンソウにつきましては、播

種時期の９月から10月に雨が多かったこと、ま

た、12月中旬以降の乾燥、年明け以降の冷え込

み等により生育の遅延が見られております。し

かしながら、作付面積につきましては当初の計

画どおり確保されており、今後の気温上昇に伴

い生育が回復し、加工量も増加することが見込

まれているところでありまして、全体的にはお

おむね順調に推移していると伺っております。

○田口雄二議員 非常に規模が大きかったもの

ですから、ちょっと心配していましたが、おお

むね順調、しかも現時点まですべて県内産の野

菜が使われていると確認できました。出荷先

も、現時点ではもっと受け入れたい状況だと伺

いました。

そこで、関連する質問をします。昨年以来、

全国２位の生産量を誇った本県たばこ農家の半

数近くが栽培をやめるニュースは、県内に衝撃

が走りました。日本たばこ産業の募集に応じた

もので、10アール当たり28万円の協力金が出ま

す。完全に廃業される方もいれば、葉たばこか

らの転換を考えている方もいます。今回の冷凍

加工施設の大きな課題は、納入先のオーダー

に、物が切れることなく安心・安定の提供をす

ることが絶対条件です。さまざまなオーダーに

対応できるよう、葉たばこからの転換を含め、

冷凍加工施設に原料供給する産地形成について

どのように進めようとしているのか、農政水産

部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 冷凍加工施設

向けの原料供給につきましては、必要とされる

時期、量、品質、価格に対応できる新たな産地

づくりが重要と認識しており、このため、平

成24年度新規事業として本議会にお願いしてお

ります「みやざき土地利用型野菜産地づくり事

業」において、農業者、ＪＡ、農業法人と加工

事業者を構成員とする生産組織の育成や、農地

を有効に活用し収益性を高めるモデル輪作体系

の経営実証、また省力化機械等の導入に対する

支援を行うこととしております。これらの取り

組みにより、畜産と耕種のバランスのとれた産

地構造への転換を推進するとともに、葉たばこ

廃作に伴う品目転換を円滑に進め、儲かる農業

の実現を図ってまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 耕作放棄地が新たにできない

ように、営農指導もしっかりと進めていただき

ながら転換を進めていただきたいと思います。

次に、県内の重要港湾についてお伺いしま

す。先ほども申しましたように、我が会派で細

島港の北部港湾事務所に伺い、重点港湾に指定

された細島港を中心に、県内の港湾物流につい

て話を聞いてまいりました。細島港は、重点港

湾指定で集中的に予算が投入されて岸壁整備が

なされ、大型船に対応できるようになります。

しかし、九州内の港湾の激しい貨物の取り合い

が行われ、細島港は厳しい状況であり、県内貨

物が県外に、特に志布志港に流れているようで
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す。念願の港湾整備が進んでも、物が流れてこ

ないようでは話になりません。細島港を含む県

内の重要港湾の利用促進について県当局はどの

ように取り組まれるか、県土整備部長にお伺い

します。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 本県の重要港

湾につきましては、細島港が外国貿易を含む東

九州の物流拠点、宮崎港がフェリーを中心とし

た南九州の物流拠点、油津港が県南地域の物流

拠点として、それぞれの特徴を生かした整備を

進めてきておりまして、地元企業の利用拡大等

により、細島港と油津港においては平成22年の

コンテナ取扱量が過去最多となったところであ

ります。しかしながら、さらなる利用促進を図

るためには、物流コストの軽減や利便性の向上

など一層の競争力の強化が必要であると考えて

おります。このため、細島港におきましては、

ガントリークレーンの増設や大型岸壁の整備、

油津港におきましては、上屋の増設や、本会議

でも審議をお願いしておりますタグボートの回

航費支援など、港湾機能の拡充に努めていると

ころであります。また、県、市及び港湾利用者

で構成いたしますポートセールス協議会におき

ましても、県内外での港湾セミナーの開催や企

業訪問など、官民一体となった積極的な活動を

展開しているところであります。今後とも「宮

崎の貨物は宮崎の港で」と、そういう信念のも

と重要港湾の利用促進に努めてまいりたいと考

えております。

○田口雄二議員 もともと本県の物流レベルで

重要港湾３つは多過ぎます。今おっしゃいまし

たように「宮崎の貨物は宮崎の港で」をモッ

トーに、他県に流れないように、逆に引っ張っ

てくるぐらいの気持ちで営業に努めていただき

たいと思います。使い勝手をよくするには新た

な航路開発も必要です。農業団体や製造業等の

荷寄せにも工夫をしていただくよう、よろしく

お願いいたします。細島港については、来週、

西村賢代表がたっぷり質問しますので、このあ

たりにします。

アクセス道路についてお伺いします。あと２

年で東九州自動車道の宮崎―延岡間が全線開通

予定で、それに合わせて日向インターチェンジ

から小倉ヶ浜有料道路にアクセス道路が建設さ

れています。小倉ヶ浜有料道路は、まさに細島

港へ、そして昨日、横田議員と知事が丁寧に御

説明いただいたパワースポット大御神社へのバ

イパス道路でもあります。大御神社、馬ヶ背や

クルスの海など周遊する観光誘致にも、また細

島港への利便性を上げるためにも、小倉ヶ浜有

料道路の無料化は避けては通れません。あわせ

て国富町のソーラーフロンティアの物流を細島

港にいざなうためにも、スマートインターチェ

ンジの設置と小倉ヶ浜有料道路の無料化は必然

と考えますが、現在の取り組み状況を県土整備

部長にお伺いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） まず、小倉ヶ

浜有料道路につきましては、現在、未償還金の

取り扱いを含めた料金徴収期間満了後の方針を

検討しているところでございますが、期間満了

となる時期も近づいておりますので、できるだ

け早い時期にその方向性を出したいと考えてお

ります。

次に、国富町のスマートインターチェンジに

ついてでありますが、その整備に当たっては、

地元自治体が、国、県、市町村、高速道路株式

会社等から成る地区協議会を設立しまして採算

性の検証を行った上で、連結許可申請を行う必

要がございます。このため、国富町が主体とな

りまして関係機関による勉強会を立ち上げ、必
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要性や整備効果等について検討を進めてきたと

ころであり、これまでに２回、それからまた今

月末には第３回目の勉強会を開催する予定であ

ります。県といたしましては、スマートイン

ターチェンジは地域産業活動を支援するほか利

用者の利便性向上に寄与すると考えております

ことから、この勉強会の検討結果や国富町の意

向を踏まえながら、早期に地区協議会を設立で

きるよう、関係機関との連絡調整など積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 今の答弁は、「積極的に取り

組んでまいりたい」、そして「できるだけ早い

時期に方向性を出したい」でした。２つともか

なり期待してもいいように聞こえました。県土

整備部長、よろしくお願いいたします。

次に、「民主党政権になると高速道路等の公

共事業はとまる」とさんざん言われました。し

かし、順調に予算がつき、東九州自動車道の供

用時期は前政権時代よりずっと前倒しになって

います。24年度も大きな予算づけが期待される

ところですが、東九州自動車道の大分―宮崎間

における進捗状況を、県土整備部長にお伺いし

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 東九州自動車

道は、九州縦貫自動車道と一体となりまして高

速交通ネットワークを形成し、本県の産業振

興、企業誘致、雇用の拡大に大きな役割を果た

しますとともに、地域格差の是正、地方の自立

・活性化を初め、九州の一体的な浮揚に寄与す

る重要な路線であります。大分―宮崎間におき

ましては、来年度には、県境付近を含む蒲江―

北浦間、北川―延岡間、都農―高鍋間の３区間

の供用が予定されており、さらに平成25年度に

は、須美江―北川間、日向―都農間の２区間の

供用が予定されております。また、日向―都農

間の供用によりまして、延岡から宮崎までがつ

ながることになります。これらの開通により、

本県産業の振興や東九州メディカルバレー構想

の推進、記紀編さん1300年記念を含めた観光振

興に大きく寄与するものと期待しているところ

でございます。しかしながら、残る大分県の佐

伯―蒲江間と本県の北浦―須美江間につきまし

てはまだ供用予定が示されていないことから、

県といたしましては、平成26年度の大分―宮崎

間の全線開通を目標に、大分県等と連携しなが

ら、本路線への予算の重点配分について国や関

係機関に訴えてまいりますとともに、インター

線等の関連事業について国と調整を図りながら

進めてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 26年度の全線開通を目標にす

るということですが、私たちも政府にしっかり

要望してまいります。

ただ、大分―宮崎間は順調ですが、東九州自

動車道の県南部及び九州中央自動車道の動きが

足踏み状態です。両道路の早期整備に向けた県

の今後の取り組みについて、県土整備部長にお

伺いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 東九州自動車

道の県南部につきましては、事業中の清武南―

日南間の開通の見通しが立っていないばかり

か、日南―志布志間はいまだ事業化もされてお

りません。また九州中央自動車道は、九州の東

西をつなぐ横軸として細島港と連携して物流を

担う重要な路線でありますが、いまだ事業化さ

れていない区間が半分以上残されている状況で

ございます。高速道路はつながってこそ十分な

機能が発揮されるものであり、また、東日本大

震災を踏まえて命の道としての役割が再認識さ

れておりますことからも、早期のネットワーク

の確立が喫緊の課題であると考えております。
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このため、事業中の区間につきましては、一日

も早い開通に向けて国に対して予算の確保を訴

えてまいります。また、事業化されていない区

間につきましては、現在、国においてルート検

討あるいは環境調査を実施していただいておる

ところでございますが、県としても調査に協力

するとともに、早期に事業化していただけるよ

う、国に対して、地元市町村、経済界等とも連

携しながら引き続き強く訴えてまいりたいと存

じます。

○田口雄二議員 細島港を活性化するために

も、熊本の貨物を持ってこなければなりませ

ん。そういう意味では九州中央自動車道の重要

性は十分わかっておりますし、また進展の見え

ない県南部の取り組みも、ともに強く、そして

粘り強く私たちも進めてまいりたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

ここで、県土整備行政に関しまして、再び渡

辺創議員が質問いたします。

○渡辺 創議員 県土整備部長にお伺いしま

す。宮崎市の東大宮地区には、新別府川とその

支流の西田川という川が流れております。配付

資料をごらんいただきたいと思います。写真が

載っている資料です。この写真は西田川の写真

ですが、新別府川も同じような状況です。河川

の中にアシや植物が生い茂り、写真のような状

況になっています。堤防の部分は、県とのパー

トナーシップ事業で協働する地域の皆さんがき

れいに草を刈っていらっしゃる様子がわかるか

と思うんです。このような非常に対照的な姿に

なっておりますが、同様の状態の河川というの

は県内にたくさんあるかと、少なくないと思っ

ております。

私も、県議になってこの１年、この草の伐採

を求める声をたくさんいただいてまいりまし

た。宮崎土木事務所の皆さんにも何度も勉強さ

せていただきましたので、治水上この草が問題

にならないこと、治水上の妨げにならないこと

も、また今の河川管理のあり方が、さまざまな

経緯の中で、できるだけ自然な環境を残そうと

していることも承知をいたしております。た

だ、河川にもいろいろな位置づけがあると思い

ます。ポイントは、この川が宮崎市の住宅街の

中にあるということです。すぐわきで人が暮ら

し、地域の住民の生活と接する川だということ

です。私も、コンクリートで固められた無機質

な河川が美しいとは思いませんし、また予算面

の制約があることもよくわかります。ただ、周

辺の皆さんが現状を見詰めたときに、県の河川

管理の基本的な考え方と違う思いを持っている

ということも事実かと思います。同様の課題を

持っている地域も少なくはないと思いますの

で、河川のあり方を考えるときに「景観」とい

う要素も含めて考える部分がないのか、そこを

県土整備部長にお伺いしたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 河川はさまざ

まな人々に利用していただいておりまして、景

観についてはそれぞれ考え方や御意見がござい

ますが、河川内に自然の作用によって繁茂した

草等については、そこが多様な生物が生息でき

る貴重な空間になっておりますことから、景観

上という観点だけでは除草等は行っておりませ

ん。しかしながら、草や樹木の繁茂により土砂

が堆積し治水上支障がある場合には、除去を

行っているところでございます。

○渡辺 創議員 先ほどもお話ししましたよう

に、住宅地の中の河川ということなんです。河

川が、単なる水路としての役割だけではなく

て、東大宮地区でも、新別府川を中心に地域の

方々が憩い集まって、そしてまた、まちづくり
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の拠点というふうに河川を考えていきたいと

思っていらっしゃいます。実際に新別府川で

は、地域の方々は、この堤防に桜の木を植えた

い、または、堤防に桜の木を植えると強度の問

題があるということであればシバザクラを植え

たい、とにかく人が集う場所にしたいという強

い思いを持っていらっしゃいます。その上で考

えたときに、河川の管理ということだけではな

くて、県のほうで、河川に対する個別的な要望

に沿って、治水という観点だけではなくて、環

境やまちづくりという要素で地域の皆さんに積

極的に協力していく、そういう姿勢はないもの

でしょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 今、議員にお

話しいただきました点については、私も大事な

視点だと思っているところでございまして、例

えば都市部の河川における環境への取り組みと

いたしまして、宮崎市の小松川あるいは水流川

において水辺の自然環境の再生を進めていると

ころでございます。具体的には、本川でありま

す大淀川から河川水を引き込み河川の水質改善

を図るとともに、人々が川に親しむことができ

る空間を確保することによりまして地域住民の

憩いの場となり、多様な生物が生息できる川づ

くりを行っているところでございます。

○渡辺 創議員 写真を見ていただいてもわか

るように、土手の草がきれいに刈り取られてい

ます。県のパートナーシップ事業で、まさに協

働で地域の方々が取り組んでいるわけです。そ

の意味では、今度は逆に、県の側から地域の皆

さんのために知恵を絞って汗をかいて、いわば

地域との協働という意識で川づくりをする必要

があると思います。くどいようですが、もう一

度、部長にそこをお伺いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 地域に親しみ

を持たれる川づくりを進めるためには、地域住

民の皆様を初め、河川にかかわりのあるさまざ

まな人々との協働によって行うことが重要であ

ると考えております。これまで、地域住民によ

る活動としまして、例えば、延岡市の北川にお

ける川との触れ合い活動、西都市の三納川にお

ける環境美化活動、串間市の千野川におけるホ

タルを守る活動などが行われておりまして、土

木事務所の職員も一緒になって取り組んでいる

ところでございます。地域住民の皆さんの御意

見をお聞きしながら、一緒になって川づくりを

やっていく─非常に大事な視点だと思ってお

ります。今後さらに、地域住民の皆様と一緒に

なりまして、河川環境の保全に努めてまいりた

いと考えております。

○渡辺 創議員 私は今回、河川の中の草を

刈ってくれということを申し上げたかったわけ

ではなくて、「対話と協働」の県政なわけです

から、先ほどの桜並木やシバザクラの案にして

も、県がよしとかだめとかそういう許可権者と

しての姿勢だけではなく、ぜひ地域の方々と一

緒に汗をかいて、プロの方が考えていただけれ

ば、地域の皆さんの理解もまさに深まると思い

ます。県内、同じような問題は他地域で抱えて

いると思いますので、より一層の御協力をよろ

しくお願いいたします。

○田口雄二議員 次は、教育長に質問いたしま

す。

いよいよこの４月に、延岡西高跡地に特別支

援学校を移転統合した延岡しろやま支援学校が

開校いたします。単なる３校の移転統合ではな

く、多様な教育ニーズに応じた専門性の高い教

育、ライフステージに応じた細やかな支援、医

療・保健・福祉・労働と連携した地域支援を基

本方針に、これまでにない新たな４つの機能を
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盛り込み、地域に開かれた特別支援学校を目指

しています。これまでさまざまな御意見が寄せ

られ、心配する声もありました。聴覚障がい、

知的障がい、肢体不自由の３つの部門が一つに

なるのは全国でも初めてと聞いていますが、開

校に向けての準備状況について、教育長にお伺

いします。

○教育長（渡辺義人君） 延岡しろやま支援学

校の開校に向けた準備状況につきましては、教

育目標や指導計画の作成、校章や校歌の制定、

各施設の使用計画など、学校運営上のさまざま

な内容につきまして、予定していた準備や検討

をほぼ終了いたしております。また特に、制服

の選定ですとか給食の実施方法、スクールバス

の運行計画などにつきましては、保護者説明会

を開催し御意見をお伺いするなど、保護者の皆

様方の御理解を得ながら進めてきたところであ

ります。

施設設備の工事の進捗状況につきましては、

本年度に予定しておりました工事のうち、知的

障がい教育棟、肢体不自由教育棟、作業棟、体

育館、プールなど大部分は既に完成しておりま

して、３月末の寄宿舎の完成をもってすべて終

了することになっております。また、閉校する

３つの学校からの備品等の移転作業につきまし

ても、当初の予定どおり３月の中ごろに行うこ

とになっておりまして、４月の開校に向けて準

備が順調に進んでいるところであります。

○田口雄二議員 特色ある学校づくりを目指す

一環として、副校長に本県初の民間人を任用す

ることになりました。目的と、どのようなこと

を期待しているのか伺います。

○教育長（渡辺義人君） 延岡しろやま支援学

校につきましては、聴覚障がい、知的障がい、

肢体不自由の３つの部門別の専門性の高い教育

を行うとともに、地域教育支援センターや自立

支援センターを整備しまして、乳幼児期の子育

て支援から卒業後の自立支援まで切れ目のない

支援を行う、全国的にも特色のある学校を目指

しておりまして、このような学校づくりの一環

として、県内で初めて民間から副校長を任用す

ることといたしております。副校長には、民間

の管理職として培った知識・経験や地域企業と

の幅広い人的ネットワーク等を生かして、学校

の経営や教育の改革、とりわけ特別支援教育の

課題であります就労支援等の取り組みに力を発

揮してもらうことを期待しているところであり

ます。

○田口雄二議員 特別支援教育の課題である就

労支援、いかに就職させるかということは本当

に大きな課題です。ここでいい結果が出れば、

他の特別支援学校でも十分考えられることにな

ります。１人でも多くの就職が決まってほしい

ものです。

次に、これもまた本県で初めて、特別支援学

校に理学療法士、言語聴覚士、心理士が配置さ

れることになりました。これら理学療法士等の

配置についてどのようなことを期待しているの

か、身分はどうなるのかお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 延岡しろやま支援学

校におきましては、専門家との連携による指導

や支援の充実を学校の特色の一つとして掲げて

おりまして、非常勤職員として理学療法士、言

語聴覚士、心理士の各１名を配置することとい

たしております。

理学療法士等の配置により期待することとい

たしましては、まず、子供たちの障がいが重度

重複化、多様化する中で、それぞれの専門家に

よる子供たちの的確な実態把握に基づきまし

て、より適切な指導が行えるようになること、
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また、教員が理学療法士等の指導助言を受ける

ことによりまして、専門的な知識や技能を幅広

く身につけることができること、さらには、理

学療法士等の専門家と教員が連携をして子供た

ちの指導に当たってほしいという保護者の期待

にこたえることができることが挙げられます。

このほか、延岡しろやま支援学校には、地域の

障がいのある子供たちを支援することを目的と

して地域教育支援センターを設置いたしますの

で、幼稚園や保育所、小中学校等に通う子供た

ちやその保護者の相談につきましても、理学療

法士等の専門性を生かした対応ができると考え

ております。

○田口雄二議員 話をお伺いしていますと、非

常に期待が大きくなってまいります。全国のモ

デルとなるような新たな試みが随所に入れられ

ているようにも見えます。御父兄も開校が待ち

遠しい状況ではないでしょうか。このような学

校が開校するに当たり、教育長も感慨深いもの

があるかと思いますが、この学校開設に当た

り、教育長の思いを伺います。

○教育長（渡辺義人君） 私は、教育長に就任

以来、この延岡しろやま支援学校を初めといた

しまして、特別支援教育の充実に強い思いで取

り組んでまいりました。この延岡しろやま支援

学校は、保護者や地域の関係者の皆様の願いの

もとに、「地域と共に子どもたちの自立する力

と心を育み、可能性を高め、未来を拓く総合的

な専門教育の実現」を設置理念といたしており

ます。この理念を具現化するために、聴覚、知

的、肢体不自由の３つの障がい部門別の専門性

の高い教育と部門別の連携、全国最大規模とな

ります地域教育支援センター等の設置、就労支

援等を強化するための民間からの副校長の任

用、九州で初めてとなります理学療法士等の配

置など、特色ある機能を持つ学校として鋭意必

要な準備を進めてまいりました。これらの取り

組みを通しまして、延岡しろやま支援学校が全

国に誇れる専門性の高い特別支援学校となると

ともに、本県の特別支援教育の新たな幕あけと

なることを期待しているところであります。こ

の「延岡しろやま支援学校」という校名には、

延岡のシンボルであります城山の鐘のように、

人々の心に響き渡る学校になってほしいという

関係者の願いが込められているところでありま

す。私も、子供たちの可能性が、この城山の鐘

の音のように広く行き渡ることを願っていると

ころであります。以上であります。

○田口雄二議員 入学式には呼んでいただける

と思いますので、楽しみに出席したいと思いま

す。ありがとうございました。

次に、「夢・実現 甲子園優勝プロジェクト

事業」についてお伺いします。話題性が大き

く、私の周りでも「どんなことをするのか」と

よく聞かれますし、先日はスポーツ新聞が大き

く取り上げていました。私は延岡野球協会の顧

問をしており、野球関係者の方々とよく話をし

ます。「高校から硬式ボールに初めてさわるよ

うでは全くだめだ。硬式ボールと軟式ボールで

は同じボールでも全く違う。清原選手や桑田選

手が強豪のＰＬ学園で１年生でいきなり４番

バッターやエースになったのは、リトルリーグ

などで小学生のころから硬式ボールになれ親し

んできていたからだ」と言われます。一昨年甲

子園に行った延岡学園、昨年は県予選決勝で敗

れましたが、このチームの主力選手は、硬式

ボールを試合球とするボーイズリーグの出身で

した。本気で優勝を目指すのなら、ジュニア期

から硬式ボールになじむような環境づくりをす

べきではないかと思いますが、教育長に伺いま
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す。

○教育長（渡辺義人君） 今回、来年度の新規

事業として、「夢・実現 甲子園優勝プロジェ

クト事業」をお願いしているところであります

が、これは、県民の悲願であります高校野球の

全国優勝という目標に向かって、関係者の方々

と一丸となって取り組んでいくために、競技力

強化推進校の指定や全国強豪校への挑戦試合な

どを実施するものであります。議員御指摘のと

おり、ジュニア期から硬式ボールに接すること

は重要な視点でありますので、硬式野球へのス

ムーズな移行と中学生の意識の高揚を図るため

に、硬式ボールに近いＫボールというのがござ

いますので、このＫボールを使用する全国大会

に参加する県の中学生選抜チームへの支援を行

うことにしたところでございます。県教育委員

会といたしましては、県高等学校野球連盟や県

中学校体育連盟、少年野球などの関係団体等と

緊密に連携しまして、より効果的な対策につい

て検討を行いながら、高校野球の競技力向上に

積極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 次は、野球にかかわらず、地

域の取り組みとしてお伺いします。小林秀峰高

校ハンドボール部が全国優勝しましたが、野球

にかかわらずいろんなスポーツも同じだと思い

ます。ここは非常にいいモデルケースになるの

ではないでしょうか。私は以前、秋田県の能代

市に行って、バスケットによる街づくりを見て

まいりました。似たような状況で、地域が一体

となり、小中高一貫となって競技スポーツを推

進しています。最近、本県の国体開催の話が頻

繁にされるようになりましたが、小林のハンド

ボール部の取り組みについて見解をお伺いしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 議員御指摘のとお

り、本県スポーツの競技力向上と安定を図りま

すためには、小学生から高校生までの一貫した

選手の育成・強化が大変重要であると認識いた

しております。そのため県教育委員会では、学

校体育団体や県体育協会、各競技団体等と連携

を図りながら、ジュニア期からの優秀選手の発

掘・育成や小中学生の合同練習会、中高校生の

合同練習会の実施など、それぞれの競技ごとに

小中高の一貫指導体制の構築に取り組んでいる

ところであります。御案内がありましたよう

に、小林秀峰高等学校の男子ハンドボール部が

初めて昨年全国優勝を果たしまして、大変うれ

しく思っているところでございます。またこれ

以外にも、総合型地域スポーツクラブや市郡体

育協会等の協力を得てスポーツ教室等を開催し

まして、地域に根差したスポーツの振興にも努

めているところであります。また、地域には熱

心な指導者がおられまして、この方々の連携と

いうのも非常に大きな力になっていると考えて

いるところであります。県教育委員会といたし

ましては、今後とも関係団体等と連携して、地

域の特色を生かしながら本県競技力の向上に積

極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 次に、警察本部長にお伺いし

ます。

昨年末、長崎県西海市で、元交際相手の実家

に押し入り母親と祖母が殺害される痛ましい事

件がありました。桶川事件同様に、何度も警察

に相談しながらも、こんな結末を迎えてしまい

ました。まず、本県のストーカーに関する最近

の状況はどうかお伺いします。

○警察本部長（鶴見雅男君） ストーカーに関

する相談を、昨年、平成23年中は152件受理して
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おります。これは前年に比べて38件の減少であ

ります。これら相談事案のうち、刑罰法令に触

れるものについては積極的な事件化を図ってお

りまして、ストーカー規制法違反で４件、それ

から住居侵入や脅迫等で９件、合計13件を昨年

は検挙しております。また、被害拡大の防止を

図るということで、ストーカー規制法に基づく

警察署長の文書警告を11件、それから禁止命令

を１件それぞれ発動しております。

○田口雄二議員 加害者の状況はわかりました

が、本県の被害者の保護対策はどのようになっ

ているのかお伺いします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 被害者の生命・

身体に危害が及ぶおそれがあるような場合は、

ホテル等への一時避難、そしてまた女性相談所

と連携をした避難施設への入所など加害者から

の隔離、また警察官による被害者宅周辺の警

戒、赤外線カメラによる監視・警戒、そういっ

たような保護対策を実施しているところであり

ます。

○田口雄二議員 今回の長崎での事件は、被害

者が住んでいた千葉県警、被害者の実家のある

長崎県警、そして加害者が住む三重県警の３つ

の警察に相談が行っていたにもかかわらず、全

く連携がとれておらず悲劇につながってしまい

ました。本県の他県との連携はどのようになっ

ているのかお伺いします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 加害者と被害

者、関係者が異なる府県に居住するような場合

は、被害者保護の観点から緊密な連携を各都道

府県警察でとることとしております。本県から

他県警察への対応を依頼したというようなもの

は、昨年はありませんでしたけれども、一昨年

は２件ございました。また、他県警察から対応

の依頼を受けたものが、昨年、一昨年ともに、

それぞれ４件ずつございました。昨年の例を申

し上げますと、他県から依頼を受けたものにつ

きましては、本県に避難してきている被害者の

保護依頼が３件、そして本県に居住する加害者

への警告依頼が１件という状況でございます。

他県警察との連携が必要なものにつきまして

は、しっかりと連携をとった上、昨年依頼の

あったものにつきましても、加害者への警告や

被害者の住居の警戒を実施するなど、的確な対

応を行ってきたところであります。今後とも、

被害者やその親族、関係者等の安全確保を最優

先とした対策をとってまいりたいと考えており

ます。

○田口雄二議員 多岐にわたる質問に丁寧に御

答弁いただきまして、ありがとうございまし

た。

ちょっと時間をオーバーいたしましたけれど

も、以上で私の代表質問を終了いたします。

（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再会、休憩いたします。

正午休憩

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、社会民主党宮崎県議団、太田清海議

員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 社民党を代

表して質問を行います。

私もこの前、60歳になったかと思ったら、い

つの間にか61歳になっておりました。早かった

これまでの人生を振り返ってみると、心に残っ

ている２人の先生のことを思い出します。
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その１人は─私が中学校１年生のときのこ

とでした。そのころ私は、宇納間地蔵さんで有

名な北郷村の中学校で部活はテニスをしており

ました。田舎でレジャーの少なかった時代だっ

たからでしょうか。日曜日ともなると、数学や

国語、美術の先生方も思い思いのラケットを

持ってコートに集まり、生徒たちも先生たちと

一緒になって練習をするというよき時代でし

た。木造建築の学校で、まるで夏目漱石の

「坊っちゃん」にあるような学校風景です。練

習試合になると先生同士が対戦することがあり

ました。アウトやセーフをめぐって先生同士が

言い争いとなることもありました。言い争いと

いっても険悪なものではなかったのですが、審

判をしている私は、一方が納得しないとなかな

か試合が進行せずに困ってしまいます。する

と、しばらくして一方の先生が、「先生、おお

らかにいきましょう、おおらかに」と、ユーモ

アを持って言われたことでどっと笑いが起こ

り、その一方の先生も丸くおさまりました。そ

のときの「おおらかにいきましょう」と言われ

た何とも言えない先生の表情を、審判をしてい

た私は今も覚えています。当時、集団就職の多

かった時代、あと数年で社会の中に入っていこ

うとする仲間も多かった時代、大人である先生

だって時には言い争いをすることがあるんだ、

そしてまた「和を以て貴しと為す」ではないけ

れども、人間はそれをうまくおおらかに解決し

ていかなければならないんだということも学び

ました。

もう１つは高校３年生のときでした。東大紛

争のあった昭和44年、殺伐とした時代でした。

失礼ながら名前も覚えていない政治経済の先生

でしたが、その先生が授業の中で、「君たちは

今、本を読むことはできないだろうが、せめて

大学に行ったら阿部次郎の「三太郎の日記」ぐ

らいは必ず読みなさい」と、受験勉強に明け暮

れる私たちを前に遺言のごとく言われたのを覚

えています。今考えると、その先生は、若者に

向かって受験勉強ではなく本当に教育というも

のがしたかったのだと思います。大学生とな

り、大学ではまだ学園紛争の名残もあり、ヘル

メットに身を包んだ友人もおりました。どう生

きていいかわからない時代でした。「三太郎の

日記」を読むことで自分の心を見詰める、他者

に思いをいたすということを学んだように思い

ます。今、議員として、市民、県民のさまざま

な課題解決の相談に乗ることがありますが、自

分の心を見詰める、そして他者に思いをいたす

ということに政治の世界を通して警鐘を鳴らす

ことができたらなと思っています。

さて、質問に移りますが、義倉という言葉が

あります。義倉というものは、昔、中国におい

て災害や飢饉に備えて米などの穀物を一般より

徴収し、富める者からも寄附を得て備蓄をする

ための倉庫だと言われています。日本では大化

の改新の際に、隋の国より導入されています。

国が行うこれら義倉に対して、地域の役所や民

間が主体となって義倉と同様な事業を行ったも

のとして社倉があります。吉田松陰らも社倉に

対して独自の構想を持ち、保科正之の会津藩も

導入し、それらの中には昭和の時代まで存在が

確認できるものがあると言われています。いざ

というときのために、そして国民が平穏な暮ら

しが送れるようにするために、富める者からも

寄附を得ていたと言われるこれら義倉、社倉、

その考えは現代においても税の徴収の仕方に多

くの示唆を含んでいるのではないでしょうか。

富める者からもいただくという機能、それはも

しかして、いわゆる所得再配分といってよい機
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能かもしれません。そのことは、知事が提唱す

る地域経済循環システムとも関連するものがあ

るような気がいたします。そこで、質問をいた

します。今、国においては、「社会保障と税の

一体改革」ということで消費税率の引き上げが

行われようとしていますが、知事はどう評価し

ておられるのか、お考えを伺います。

以上を壇上での質問とし、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〕 お答えいたし

ます。

「社会保障と税の一体改革」における消費税

率の引き上げについてであります。我が国の厳

しい財政状況や、急速に進む少子高齢化により

社会保障関係費が増大する中、国と地方が一体

となって提供しているさまざまな社会保障サー

ビスを将来にわたって維持していくためには、

安定的な財源の確保が必要でありまして、税収

が景気に左右されにくく、働く世代など特定の

者に負担が集中しない消費税率の引き上げは、

実施の時期、またその内容、進め方は別といた

しまして、避けては通れない検討課題であると

いうふうに考えております。一方で、消費税の

増税は、景気への影響が懸念されるというこ

と、また低所得者への配慮も必要となることか

ら、その実施に当たりましては、地域経済の状

況を十分考慮するとともに、低所得者に配慮し

た対策を講じる必要があると考えております。

国民生活に大きな影響を与える消費税の増税

は、何よりも国民の理解をどのようにして得ら

れるかが大変重要なことであるというふうに考

えておりますので、今後、十分な議論が尽くさ

れる必要があるものと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○太田清海議員 消費税については、今の答弁

を聞きますと、避けて通れないという言い方を

されたようですけれども、ということは、消費

税については導入ということが前提として避け

て通れないというふうに解釈してよろしいで

しょうか。

○知事（河野俊嗣君） いずれ避けて通れない

課題だという認識でございます。

○太田清海議員 地方６団体等でも、表現とし

ては消費税を含む税制の抜本的改革という言葉

を使って、消費税もにらみながら、税制の抜本

的改革というような言葉が使われておるわけで

すけれども、知事は抜本的改革というものをど

ういうふうにお考えなのか、お聞きしたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 社会保障との関係で

今、特に消費税というものが注目をされ、議論

されておるところでございますが、税というも

のは、その一部を動かすと一部にまた影響が及

ぶものでありまして、所得、消費、資産のバラ

ンスのとれた、やはり税全体の体系をにらんだ

見直し、改革というものが必要であるというふ

うに考えております。

○太田清海議員 後でまた消費税の話はします

が、その前に私の気になることは、いわゆる所

得課税制度が持っておるビルトインスタビライ

ザー─この言葉は意外と余り使われないので

すが、私は、これは大事な制度ではないかなと

常々思っておるわけですけれども、このビルト

インスタビライザー機能について、知事の所見

をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 個人所得課税には、今

御指摘のビルトインスタビライザー機能がある

というふうに言われております。一般的に、景

気が拡大をして所得が増加するときには、所得

の増加割合以上に税額が増加しまして、消費の
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拡大を抑制して景気の過熱を抑えるというこ

と、また一方で景気が後退し所得が減少すると

きには、所得減少割合以上に税額が減少しまし

て、消費を促進して景気の落ち込みをやわらげ

るなど、景気の変動に対応して自動的に経済を

安定させる機能ということで認識をしておると

ころでございます。経済安定のためには、こう

いったビルトインスタビライザーの機能を含め

て、さまざまな政策というものが組み合わされ

ること、これが大事だという認識でございま

す。

○太田清海議員 ビルトインスタビライザーと

いうのは、質問としては非常に初歩的な質問に

なったかもしれませんが、どうもこういった資

本主義社会の中に組み込まれているやわらかな

資本主義といいますか、むき出しの資本主義と

か、新自由主義とも言われていますけれども、

そういうものの中にやわらかく庶民の生活を救

済していくための制度として組み込まれている

ものが、今の世の中、どうもかなぐり捨てられ

ているような感じがして、確認させていただき

ました。私は、今までずっと所得税の税率の問

題についてはこだわって言ってきましたが、超

過累進税率、そこにこそ意味があるわけで、こ

ういった議論をしていただきたいなと思ってお

ります。

後でもそういう議論は出るかもしれません

が、議場配付しております資料を見ていただき

たいと思います。１ページ目は朝日新聞の、

ちょうど12年前の新聞記事であります。12年前

といいますと、５％になって間もなくのころで

あります。私は、よくこういう分析がしてある

なと思いました。12年前に指摘された事項なん

です。消費税を導入すると─もう説明はいた

しませんが、仕入れ課税控除という控除の制度

があるものだから、思わず雇う側は正規職員を

雇わずに、いわゆる派遣職員を雇う。人件費で

はなくて物件費として雇う、そういうことにど

んどん移行しますよというのが、12年前の朝日

新聞での指摘なんです。実際、この図解でも書

いてありますが、経営者側は消費税の節減のた

めにこういう派遣労働者に移行してしまいます

よという指摘、これ、今、私は如実に物語って

いるように思うんです。

心配するのは、今、「社会保障と税の一体改

革」と言われていますが、これが事実だとする

ならば、消費税を導入したことによって社会保

障制度は壊れていく。財源がなくなるわけです

から、特に年金―派遣労働者がふえればふえ

るほど、年金財源は正規雇用者の保険料で賄わ

れるんじゃなくて、低所得者の賃金で賄われて

いかなきゃいかん。パートなんかは、国民年金

以外は年金財源は特別納めない。となると、消

費税を導入することによって、さらに年金財源

を破綻させていく残念な方向に行くのではない

かなというふうに思います。これもいろいろ議

論されているところですが、今、知事が地域経

済循環システムの考え方を打ち出しておられま

すが、私もこれは賛同しております。前回もそ

う言いました。そういう考え方からすれば、消

費税の増税とか、例えば具体的に言うと、国家

公務員が7.8％でしたか、引き下げられるのがほ

ぼ決まりの動きになっておりますけれども、こ

れはマイナスになるのではないか、知事が主張

する地域経済循環システムと逆の方向に行って

いるんじゃないかと思いますが、知事はその辺

はどうお考えでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） こうした税制の見直し

にしろ、さまざまな経済対策にしろ、作用反作

用といいますか、いろんな影響が及ぶ。政策目
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的をにらんだ効果も上がれば、それ以外のいろ

んな作用も生じるというところでございます。

まさに、そういうことをにらみながら、全体と

してどのような政策目的、効果を達成していく

のか、そこをしっかり見きわめる必要があると

いうふうに考えております。消費税の増税につ

きましては、社会保障の安定的な財源確保のた

めに議論が進められているものであり、また国

家公務員の給与の引き下げは東日本大震災の復

興財源を捻出するという、それぞれの政策目的

のために実施されるものでございます。こうし

た消費税の増税等により、景気への影響という

ものが確かに懸念されるところでございます

が、本県としましては、地産地消の県民運動

や100万泊県民運動など、さまざまな場面での県

内の消費を喚起しながら、県内の経済の活性化

に取り組んでいきたい、そのように考えておる

ところでございます。

○太田清海議員 私も、こういった税の話につ

いてはもうそろそろ卒業しなきゃいかんかなと

は思っておるんですが、資料の裏のページ、２

ページ目を見てください。これは個人金融資産

の残高なんです。1990年から2008年まで上昇傾

向です。1990年から見ると、2008年というの

は400兆円、個人資産が、金融資産が残ってお

る。これは、本来ならば税の中でその年度に働

いた所得から税としていただいて、それを年金

とかいろんな事業に使っていくならば波及効果

も生まれて景気もよくなる、入札制度のいろん

な問題もなくなっていく可能性もあるのに、税

で取らなかったばかりにこれだけ残っておると

いう状況なんですね。これは本当にもったいな

いと思うんです。その辺、知事は、個人の金融

資産の残高を見てどう思われるか、ちょっと所

感だけでも……。

○知事（河野俊嗣君） 個人の金融資産残高と

いうものは、今、国債の発行残高が多額にわ

たっておりますが、それが何とか破綻をせずに

こういったところで賄いながら行われているわ

けでございますけれども、今の御指摘は、所得

課税の問題と絡めて十分な所得税を上げなかっ

たのがここにということでございますが、恐ら

く収入の中には資産による収入というのもござ

います。まさにあると思います。土地代とか、

そういうものもありますし、先ほど税のあり方

のところで申し上げましたけれども、やはり消

費、所得、資産、その全体をにらみながら、い

かに経済政策というのも絡めながら望ましい税

制体系を考えていくのか、その点が重要ではな

いかというふうに考えております。

○太田清海議員 地方自治といいますか、地方

自治体を経営される方でもありますので、今

度、50億円の特別枠をつくっていただきまし

た。本当に御努力されたことだと思うんです。

ただ、このふえた分の400兆円、これがどのくら

いのものかとして考えた場合、50億円で割る

と、年限でいうと８万年分なんですね。８万年

の年限分の50億円の分が余り活用されずに残っ

ておる。これは消費税ではなく、きちんと税で

いただいて、それをまた市中に、年金とか、先

ほど言ったいろんな福祉行政、いろんなものに

まいていくことでの波及効果を期待したほうが

いいのではないかなという意味では、今、地方

六団体の話も出ましたけれども、地方消費税を

できるだけ下さいという感覚だけではいけなく

なっているんじゃないでしょうか。地域は本当

に疲弊していると思います。後でまた入札制度

のところでも述べますけれども……。

私が今回の県の施策の中でいいなと思ったの

は、木造住宅耐震化リフォーム支援事業です。
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これは耐震化という安全も求めますけれども、

聞くところによると、そのことによって触発さ

れてリフォームしようという人たちの動きとと

もに、畳をかえようかなとか、波及効果をね

らっている。私、この制度はさすがだなと思っ

ているんです。こういう視点を自治体でやるた

めには、もうそろそろ国のこういう課税のあり

方等についても言わないと、本当に自治体運営

はつぶれていくのではないかなという危機感を

私は持っております。特に、消費税導入で、働

く人たちが派遣労働者のほうに行ってしまうと

いうことで、またその人たちを救うために消費

税で救わないかんというのはおかしな図式だと

思うんです。そういった矛盾を感じるところで

あります。地域経済循環システムを打ち上げら

れましたので、ぜひ、国の制度等についても地

方分権という立場で全国知事会等の中でもそう

いう議論をしてほしいというふうに思っており

ます。

次に、入札制度に移ってまいりますが、先ほ

ど民主党の新みやざきの田口議員も言われまし

たが、私たちも、地元での建設業関連団体との

懇親会といいますか、話し合いを持ちました。

そのときに、名ばかり営業所というのがあると

いうことを聞きました。入札において名ばかり

の営業所と言われているものがあると聞いてお

りますが、県はどのように認識しておられるの

か、県土整備部長にお聞きいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 一般競争入札

の実施に当たりましては、工事の規模や種類、

事業量等を勘案して、入札参加資格としての地

域要件を定めております。例えば建設工事で

は、原則として、設定された地域内に本店があ

ることを入札参加の要件としておりますが、測

量業務につきましては、当該地域内に営業所が

あれば参加を認めているところでございます。

このため、特に測量業務におきましては、入札

・契約手続におきまして、法人住民税の納税証

明書により当該市町村の課税対象となっている

営業所であることや、測量法に基づく登録制度

を活用し、配置予定の測量士が当該営業所に所

属していることなど、入札参加資格を満たして

いることを確認しているところでございます。

県としましては、今後とも、営業所の届け出や

当該営業所への有資格者の配置状況などの確認

を適正に行うことによりまして、公正な入札の

確保に努めてまいりたいと考えております。

○太田清海議員 測量設計業務等については

ちょっと扱いが違うんだということはわかりま

した。そういったところにちょっと不満が出た

りもするのかなと。地域で地域に金を回そう

じゃないかという思いの業者からすれば、県外

とか地区外のところがとるのは大変残念に思う

ところだろうと思います。

もう一つ声を聞いたのは、設計業者なんかは

特に設計図をかく。その中には、20年、30

年、100年も残す構築物もあるだろうし、そのと

きにやっぱり芸術性を求めたい、後世の人たち

からいい建物をつくったねと言われるような、

そういうプロとしての芸術性を求めているとこ

ろもあるわけです。県が発注する建築物や橋梁

などは、低コストを追求する余り、施設に芸術

性がなくなってきているという声を聞いている

わけですが、県としてどのように考えているの

か、お伺いしたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 私ども技術屋

も、昔のいろんな構造物を見ますと、そういう

ものをつくりたいなという思いはあるところで

ございますが、建築物や橋梁などの計画に際し

ましては、設計基準等に基づき必要な機能を確
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保しながら、コストのみならず、利用者の利便

性、周辺環境との調和などを総合的に検討して

いるところでございます。その中で、特に周辺

の公共空間の景観に与える影響が大きい、例え

ば橋梁などでは、地元や専門家の意見を伺いな

がら設計を行っているところでございます。今

後とも、その施設の役割や特徴に応じて適切な

設計を行うよう努めてまいりたいと考えており

ます。

○太田清海議員 入札というのは本当に難しい

なと私たちも思いますが、ちょっと視点を変え

て、県の公の施設における指定管理者となって

いる事業者数はどうなっておるのか、あわせて

指定管理者となっている事業者における正規職

員数と非正規職員数など、雇用形態についてお

伺いしたいと思います。総務部長、お願いしま

す。

○総務部長（稲用博美君） 県では、平成23年

度当初時点で、25グループ、80の公の施設に指

定管理者制度を導入しておりますが、この中

で32の事業者が指定管理業務を担っておりま

す。従業員数の関係ですが、32の事業者の指定

管理業務における雇用者の総数は約500人であり

まして、そのうち正規職員が約300人、非正規職

員が約200人ということで、比率でいいますと、

正規職員が６割程度、非正規職員が４割程度と

いうふうになっております。

○太田清海議員 非正規が４割程度ということ

ですね。指定管理者の制度によって、だんだん

やっぱり安ければいいという意向が働くとする

なら、こういう傾向が生まれる可能性があると

私は思うんです。そのことで、知事が主張する

地域経済循環システムとの関係での矛盾が多少

出てくるような気がいたします。今、40％とい

うことですが、私が昨年11月議会ですか、あの

ときに確認した、全国的には非正規の職員比率

は34.3％ということで、それとの比較でいうと

高目になっておるということをちょっと危惧す

るところであります。

きのうの自民党の代表質問の中でも出てきま

したが、指名競争入札の復活、これは弱肉強食

ではなく地元を活性化するための移行だと思う

んです。私も、指名競争入札のある程度の復活

は必要ではないかなと思うんですが、県土整備

部長、その辺のところはどうでしょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） これまで知事

も答弁させていただいたところでございます

が、入札・契約制度につきましては、これまで

総合評価落札方式の適用拡大あるいは最低制限

価格の引き上げなど、見直しを随時行ってま

いったところでございまして、これまでの改革

を踏まえつつ、基本的には一般競争入札の枠組

みの中で、今後とも幅広く意見を伺いながら、

必要な見直しを行ってまいりたいと考えており

ます。

○太田清海議員 きのうの答弁でもわかりまし

たが、なかなかかたいなとは思っております。

ただし、私は、指名競争入札のある程度の復活

を図りながら、是正すべきところをきちんとや

ればいいんじゃないかなという思いで─後で

またそれは出してみたいと思いますが、その前

に、公共工事の設計労務単価は年々下落してお

りますけれども、県において独自の設計労務単

価とかいうものを設定することができないのか

どうか、その点について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） 公共工事の設

計労務単価は、国や県などが発注する工事にお

ける賃金支払いの実態調査をもとに、国が毎年

４月に設定をしております。補助事業等におけ
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る工事費の積算は、この単価を使用するよう定

められておりますことから、県独自の設計労務

単価を設定することは難しいものと考えており

ます。設計労務単価は、建設業者が現場の労働

者に対して支払う賃金を制約するものではあり

ませんが、県としましても、適正な労務単価が

設定されることが必要であると認識をしている

ところでございます。このため、引き続き、建

設業者への説明会を通じて実態調査の重要性を

啓発するなど、賃金支払い実績が適切に労務単

価へ反映されますよう努めてまいりたいと考え

ております。

○太田清海議員 設計労務単価は、言われたと

おり、毎年調査をしてということになっていま

すね。今、県も箱物をつくらないとか、そうい

う方針を出していますので、ますます調査した

結果は下がっていくだろうと思うんです。調査

すればするほど下がっていく。歯どめがかから

ない。これは現場の労働を制約するものではな

いという説明もありましたけれども、その制度

だったらどんどん下がって、最低賃金のところ

まで下がっていくんじゃないかという気もする

わけです。例えば生活保護だったら、１級地、

２級地、３級地とあるんですが、１級地は東

京、２級地は福岡あたりでしたか、宮崎は３級

地ということで、３つに分けられて、ある程度

の歯どめをかけているわけです。こういった設

計労務単価についても、調査した結果どんどん

下がっていくという仕組みじゃなくて、これだ

けが望ましいというようなことをやらないと、

現実に合わせていったら、特にデフレスパイラ

ルのときにはどんどん下がっていくと思いま

す。そういったことの改善をぜひ図っていただ

きたいと思うんです。

最後の質問にしますが、先ほど言った指名競

争入札の復活を図ってはどうかというその中

に、そこで働く人たちがその辺の賃金をもら

う、そのことで波及効果も地域に出ていくわけ

ですから、そこで働く人たちの賃金をできるだ

け引き上げる、歯どめをかけておくというよう

な、公の契約上やる場合にはここが最低だよと

か、そういうものを取り決めするような公契約

条例、これは以前、うちの代表の鳥飼議員も質

問しましたが、公契約のもとで働く人々の賃金

を保障するために公契約条例の制定、これが今

こそ必要であろうと思うんです。本当に下がっ

たら地域経済は疲弊しますよという思いで訴え

ておりますが、公契約条例の制定、総務部長、

どうお考えでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 公契約であるか否

かを問わず、賃金等の労働条件につきまして

は、基本的に労働基準法等の関係法令を遵守し

なければならないものというふうに考えており

ます。公契約条例に係る検討状況ということで

ありますが、我が国では、国際労働機関の「公

契約における労働条項に関する条約」の批准に

は至っておりません。国における公契約法もま

だ制定されていない状況にあります。そういう

状況もありますので、今後とも、関係機関の御

意見等もお伺いしながら、国の動向等も注視し

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 千葉県の野田市あたりでも、

全国に先駆けて公契約条例というのをつくっ

て、守ろうとしているわけです。やれないこと

はないんです。地域分権とも言われています

が、このときこそ地方の本領を発揮せないか

ん、地域分権としてやっぱりこういったのを先

駆けてやっていこうという姿勢を宮崎県として

も出さないかんのじゃないかなというふうに

思っております。これは意見で言わせていただ
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きます。

次に、教育行政についてお伺いをいたしま

す。

臨時的任用講師─私たちもいろいろ相談を

受けることがあるんですが─の安定的な雇用

のために、結論を言いますと、それぞれの教育

委員会の中に臨時的雇用の講師の人たちの担当

係を設けてやってはどうかというふうに思って

おりますが、教育長のお考えをお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 臨時的任用講師等に

つきましては、育児休業等の代替職員や、児童

生徒の減少により学級減が見込まれることへの

対応など、臨時的な必要性に基づいて任用して

いるところであります。任用希望者につきまし

ては、従来から、教職員人事の担当課におきま

して任用に関する相談に応じるとともに、登録

制度を設けており、任用の意向を把握して各学

校に対して必要な情報の提供を行っているとこ

ろでございます。また、学校に勤務している臨

時的任用講師等から各学校長に対して、任用に

関する相談があった場合には、今後とも、丁寧

に対応するように指導してまいりたいと考えて

います。以上です。

○太田清海議員 この人たちの身分というのは

基本的に１年とか有期なんです。３月になる

と、次に採用されるのかということで不安なん

です。はらはらなんです。そして中には、自宅

でお父さん、お母さん方を介護している人もい

らっしゃる。しかも、この情報が伝わるのは３

月末、採用されるかどうかもわからない。もし

なければ、また市県民税を１年おくれで払わな

いかん負担もかかってくるとか、精神的な負担

は大変あるわけです。これは悪い例なんです

が、校長先生からの情報ということだものです

から、場合によっては、校長先生が、おれの言

うことを聞かんとおまえの就職先はないぞとい

うようなことが暗に伝わるような─これはパ

ワハラ的なことにもなりますけれども─そう

いう現場であってはならんと思います。特に、

先生の業務を一緒にやってくださる人たちです

から、ここは何らかの改善を―みずから努力

して就職先を探しなさいということじゃなく

て、やっぱり教育委員会の中に―努力はされ

ていると思いますが―公平に情報提供した

り、相談役としてそういうものを置くべきでは

ないかなと私は思っています。特に人事の問題

については、私たちがくちばしを差し挟むよう

なことはいけないと思いますけれども、私は、

今のままではちょっとかわいそうだなと。以

前、私は、母子貸付資金業務の担当をしている

嘱託職員の改善について申し入れたところ、県

のほうも、１年雇用だけれども、一生懸命やれ

ば次も採用されますよと、そんなメッセージも

受けたものですから、母子貸付資金の担当の嘱

託職員は本当に安心していました。そのかわ

り、一生懸命仕事をしてくださいよということ

を私からも言っておきました。ぜひ、学校現場

でも講師等の人たちの待遇改善といいますか、

精神的な負担の軽減だけでも何かうまくやって

あげるようなことをするべきだというふうに私

は思いますので、今後、検討していただきたい

と思います。

次に、宮崎県立高等学校教育整備計画におい

て、全日制高等学校等の適正規模を１学年４学

級から８学級と定めておりますけれども、その

法的根拠について教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 御質問にありました

適正規模の関係でございますけれども、その前

に、「公立高等学校の適正配置及び教職員定数
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の標準等に関する法律」の中の第５条で、「公

立の高等学校における学校規模は、その生徒の

収容定員が、本校にあっては240人を下らないも

のとする」とされておりましたが、これは高等

学校の最低規模について規定したものでござい

ます。この規定につきましては、地方分権の流

れの中で昨年８月に廃止をされたところでござ

います。これは最低規模でありますが、一方で

適正規模については、法令ではこのような形で

の具体的な数値としては示されてはおりません

けれども、先ほど申し上げました法律の第４条

において、「都道府県は、高等学校の教育の普

及及び機会均等を図るため、その区域内の公立

の高等学校の配置及び規模の適正化に努めなけ

ればならない」と規定されていることから、新

たな高等学校の教育整備計画（案）におきまし

て、本県の高等学校の望ましい規模として、

「１学年の適正規模は、４学級から８学級を基

本とする」と示させていただいているところで

ございます。以上です。

○太田清海議員 地方分権の流れの中で、第５

条が廃止された、なくなったということです

ね。先ほど地方分権ということを言われました

が、適正規模の基準を変え、宮崎県の独自性を

出してもよいのではないか、それが地方分権と

いうことで求められておるわけですから、その

あたりの教育長の考えをお伺いしたいと思いま

す。

○教育長（渡辺義人君） 現在の平成24年度ま

での宮崎県立高等学校再編整備計画におきまし

ては、１学年の適正規模は４学級から８学級を

基本とするとしており、新たな教育整備計画の

策定に当たり開催いたしました宮崎県学校教育

改革推進協議会の報告において、「適正規模と

いう考え方は必要であり、現在の基準は妥当で

ある」との御提言をいただいたところでござい

ます。このことを踏まえながら、生徒同士の切

磋琢磨の機会や、生徒の希望するさまざまな部

活動の開設、生徒の進路希望に対応した幅広い

教科・科目の開設など、生徒にとってよりよい

教育環境を提供するという視点に立ちまして、

総合的に検討して、新たな計画（案）におきま

しても、１学年の適正規模は４学級から８学級

を基本とするとしたところであります。

○太田清海議員 この問題については、また一

般質問で我が会派の髙橋議員が質問をすること

になっておりますけれども、私たちも宮城県の

教育委員会のほうに調査に行ったんですが、そ

こでは２学級というのも実際あったわけです。

「それで部活とか生徒会活動はどうなんです

か。うまく機能するんですか」と言ったら、

「そんなことはありません」というようなこと

で、かなり県によっては温度差があるような気

がするわけです。そういう意味では、ぜひ、地

方分権ということで宮崎県の独自性をいろいろ

考慮していただきたいというふうに思います。

この質問については終わります。

次に、平成24年度からの武道の必修化であり

ますが、県内の中学校の実施予定種目の状況を

お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） ことし１月の調査し

た結果によりますと、県内137の公立中学校がご

ざいますけれども、複数の種目を実施する学校

もございますので、種目別として申し上げます

と、柔道が106校、剣道が38校、相撲が２校、な

ぎなた１校、弓道１校の実施予定となっており

ます。

○太田清海議員 これは今までもいろんな方が

質問されていますが、重複を避けながら言いま

すと、用具購入についての個人負担はどのよう
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な状況か、また衛生面での関係から保管場所、

特に面とか、そういったものはなかなかだろう

と思いますが、どうなっているのか、お伺いい

たします。

○教育長（渡辺義人君） 武道の用具につきま

しては、各学校において市町村教育委員会と相

談しながら対応している状況にございますが、

引き続き、高等学校でも武道を実施している場

合が多いことなどから、柔道着や剣道の竹刀は

個人負担をお願いしている学校が多いようであ

ります。また、保管状況でありますが、柔道着

は個人で管理をし、剣道の防具等については武

道場や体育館の倉庫等に保管しており、定期的

に陰干しをするなど、衛生面に配慮した管理が

なされているようであります。

○太田清海議員 わかりました。特に衛生面と

か気をつけていただきたいと思っております。

武道必修化に伴って危険性が心配される、例え

ば柔道なんかもそうかなと思いますが、このあ

たりへの県の対応をお伺いしたいと思います

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会では、

来年度からの武道必修化に備えまして、平成21

年度から３年間で保健体育担当教員全員が受講

すべき研修として、武道指導者講習会を実施

し、安全に十分配慮した学習指導方法について

指導を行ってきているところでございます。ま

た、本年度から、武道指導経験の浅い教員が授

業を担当する学校に外部の武道指導者を派遣

し、安全で効果的な学習を進めますとともに、

教員の資質向上を図っているところでございま

す。県教育委員会といたしましては、引き続

き、外部指導者の派遣などを実施するととも

に、現在行われております文部科学省の安全対

策に係る検討状況や、他県の事例も参考にしな

がら、各学校におきまして、安全に十分配慮し

た学習指導が実施されるように指導、支援に努

めてまいりたいと考えております。以上です。

○太田清海議員 外部指導者を活用し、協力い

ただくということでありますので、ぜひ安全面

には気をつけていただきたいと思います。

次に、保護者からのクレームに対して、教職

員の負担軽減のために、「学校経営のための法

律相談事業」というのを実施しておりますけれ

ども、これまでの実施状況について教育長にお

伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 平成22年度から行っ

ております「学校経営のための法律相談事業」

は、学校が抱える諸問題への対応につきまし

て、県内３地区の担当弁護士に相談をして、法

律的な面からアドバイスを受けることにより、

教職員の負担軽減を図るものでございます。相

談状況につきましては、平成22年度は小・中・

高等学校合わせまして９校、延べ相談件数で17

件ございました。本年度は、本年の２月末現在

でありますが、小・中・高等学校合わせまして

８校、延べ相談件数16件でございます。相談の

内容につきましては、保護者への対応が大半で

ありますが、中には理不尽な要求や苦情もある

ことから、弁護士による助言を仰ぎながら、問

題の解決に当たっているところであります。な

お、この事業により、教職員が法的な根拠や対

応の仕方など具体的な助言をいただくことによ

りまして、精神的な負担感が軽減され、自信を

持って毅然とした姿勢で対処できるようになっ

たという学校現場の声が寄せられております。

以上です。

○太田清海議員 わかりました。安心感を持っ

て授業に専念できる、教育に専念できるという

環境づくりをされていると思います。

次に、延岡しろやま支援学校です。先ほども
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出ましたが、人事異動について今回特別に、来

年４月からああいう形で３校が集まるわけです

から、人事異動の発令といいますか、内示と

いったものを早目にしないと、どのようにやっ

ていいのかわからない、新しい人が来るのかと

か。そういう意味では、現場での混乱を避ける

ため、関係する職員の人事異動を早めていただ

きたいと思っていますが、どうでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 延岡しろやま支援学

校の人事異動につきましては、ことしの４月１

日の開校に向けた準備を円滑に進めるために、

３月末までの当面の措置として、１月１日付

で、校長及び一部の教職員の兼務発令を行った

ところでございます。また、４月１日付の人事

異動につきましては、ほかの学校と同様に３月

下旬に予告を行うことにいたしております。

○太田清海議員 人事については余り言えるも

のではありませんが、ぜひ、円滑な業務運営の

ための配慮といいますか、それは人事の中でも

していただきたいと思っております。

それから、養護教諭です。同じ延岡しろやま

支援学校の養護教諭の配置、これは何名になり

ますか。

○教育長（渡辺義人君） 延岡しろやま支援学

校の開校に当たりまして、聴覚、知的、肢体不

自由の障がいのある子供たちが安心して新しい

学校になじむためには、障がい種に応じた医療

的ケアや、突発的な発作、けがへの適切な対応

など、養護教諭の果たす役割が大変重要になる

と考えております。したがいまして、その配置

数につきましては、国の基準を基本としながら

も、特に開校当初における配慮が必要であると

考えておりますことから、３名の配置を予定し

ているところであります。

○太田清海議員 わかりました。配慮していた

だいたように感じられます。本当に安全に学校

運営をしていただきたいと思います。

次に、福祉保健部長にお伺いいたします。地

域医療についてでありますが、医師が県央部に

どうしても集中してしまうという状況があるわ

けで、それぞれの近隣、周りの市町村では、医

師を配置するために開業のための助成金とか出

しておりますけれども、県もそれに対して何ら

か支援ができないものかどうか、県のお考えを

お伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県では、人

口当たりの医師数が地域ごとに偏在しているこ

となどによりまして、医師不足が深刻化してい

る状況にございます。また、地域医療を確立す

るためには、地域の中核病院と診療所が役割分

担をしながら、連携していく体制を構築するこ

とが重要であります。御指摘の開業支援につき

ましては、これを行っている市もあると承知し

ておりますが、県全体の医師不足が大きな課題

となっている中で、県といたしましては、市町

村を初めとする関係機関と連携して、公的病院

等に勤務する医師の確保を最優先に、医師の招

聘や若手医師の養成、配置を進めることにより

医師の地域偏在等の解消に努めてまいりたいと

いうふうに考えております。

○太田清海議員 公立病院の充実を図るという

ことで県の責任を果たしていきたい、それもあ

ろうかと思います。ただ、ほったらかしておく

とどんどん中央に集まってくる、こういう今の

状況の中で、ある程度触発するために、県の支

援というものも今後考えていただきたいと思っ

ております。今後の検討をよろしくお願いいた

します。

それから、来年度の本県での臨床研修医、こ

れが増加するということで評価をしているわけ
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ですが、その評価と、今後、研修医を県内にど

う定着させていくのかということについて、福

祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県で臨床研

修を行う研修医が、宮崎大学を初め関係の皆様

の御努力によりまして、昨年に比べ大幅に増加

する見込みとなったことは、若手医師の減少が

続いている本県にとって、将来に向けた明るい

兆しであるというふうに考えております。ま

た、今回の結果を一過性のものとしないことは

もとより、今後は、臨床研修終了後の県内定着

を図っていくことも、ますます重要になってく

るものと考えております。このため、若手医師

が本県で医療を行うことに魅力を感じることが

できるように、宮崎大学を初め関係機関と協力

しながら、救急医療の充実など医療提供体制の

強化を図りますとともに、国内外の学会への参

加や専門医等の資格取得を支援するなど、若手

医師のキャリア形成の支援なども行ってまいり

たいと考えております。

○太田清海議員 臨床研修医がふえたことにつ

いては、さまざまな機関の努力だろうと思いま

すし、本当に評価したいと思います。今後、定

着させるということで頑張っていただきたい、

私たちもそういう支援をしていきたいと思って

おります。公的医療機関を持つ市町村で担当の

課もしくは係、地域医療を支えるための担当係

を持っている、そういう市町村はどういうとこ

ろが現在ありますか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在、専任の

組織を置いている市町村でございますが、５市

町村ございます。延岡市、小林市、日向市、西

米良村、美郷町でございます。ただ、医師の確

保につきましては、その組織にかかわらず、そ

れぞれの首長さんが先頭に立って御尽力をして

いただいておりますし、それぞれの病院の事務

局が地域医療対策を担っているというところも

たくさんあるという状況でございます。

○太田清海議員 公立病院を持っている市町村

に専門の部署を設けるというのは、県と市町村

との連携もできて、またいろいろ対応もできる

わけで、私はぜひ、県との連携を深めて、いい

形をとっていくためにも進めていただきたいな

という気がいたします。延岡のほうも専門の担

当室をつくってもらって、本当に県との関係も

よくなったという話を聞いております。ぜひ、

こういう形を進めるべきではないかと思います

ので、検討をお願いしておきたいと思います。

それから、ドクターヘリの問題について移り

ますが、ドクターヘリでも県北にヘリポートを

つくっていただくとか、そういった充実をして

いただきましたけれども、県立延岡病院での休

診科が３科ほどあるわけです。こういった充実

はどうしてもやっていかないかんと思いますの

で、難しい中ではあろうと思いますが、ぜひ頑

張っていただきたいと思っております。

ドクターヘリと消防力の問題についてお尋ね

をいたします。ドクターヘリは、本当に評価を

されてきていると思います。ただ、ドクターヘ

リの効果的な運航のためには、消防力もしくは

消防非常備町村での常備化を図るというのが大

切だと思うんですが、特に県北では非常備町村

が多いわけで、そこでの支援体制、それから無

線連絡等の指令室の機能、そういったものをど

う補完されていこうとしているのか。これまで

も言われていますが、ランデブーポイントで

は、ただヘリコプターが飛んでくるんじゃない

んですよと。飛んでくることの連絡を受けて、

そこに行って水をまいて、消防署、救急車等が

行って環境整備を図り、そしてヘリの受け入れ
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を待つという形をとらないかんということであ

れば、現場の消防署、救急隊、そういった人た

ちの負担も大変なんです。特に、非常備ではそ

ういったのが案じられると思うんですが、そう

いった支援体制、無線連絡体制、指令室の機能

をどうするのか、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在、県内に

は７つの消防非常備町村がございます。これら

の地域は、中核となる救急医療機関への搬送に

時間がかかりますことから、ドクターヘリが有

効に活用されることが期待をされるところでご

ざいます。このため、安全かつ円滑に運航する

ため、ドクターヘリの要請方法等について、当

該町村と協議を行っているところでございま

す。具体的には、ドクターヘリ要請等の指令的

な役割は、消防機関として位置づけられる役場

の消防担当職員が担い、ランデブーポイントで

の支援や患者搬送につきましては、役場の職員

や消防団員、町村病院等の職員が行うことと

なっております。現在、これらの消防非常備町

村を手始めに試験運航を行いまして、実践的な

訓練を実施しているところでございます。

○太田清海議員 消防団の人たちも、すっと対

応するのはなかなか難しいだろうと思うんで

す。私は、やっぱり常備化を図っていくという

ことが大事だろうと思いますが、西臼杵３町で

の消防常備化についての現状はどうなっている

のか、お伺いしたいと思います。これは総務部

長ですね。

○総務部長（稲用博美君） 西臼杵３町では、

平成20年度に検討会が設置されまして、これま

での間、西臼杵地区における消防の現状や課

題、常備化の方式などについて検討が行われて

まいりました。23年度には３町の副町長がメン

バーとなりまして、３回にわたり、組織体制や

財政負担など解決すべき課題についての協議が

重ねられておりまして、各町とも消防常備化の

実現に向けて前向きに取り組んでいるというふ

うに伺っております。県におきましては、これ

までも消防常備化に関する情報提供や助言を行

うとともに、要請に応じて協議の場にも参加い

たしまして、必要な支援を行ってまいりました

が、今後とも、西臼杵地区の消防常備化の実現

に向けて、県としての役割を果たしてまいりた

いと考えております。

○太田清海議員 前向きに動いておるというこ

とですが、例えば何年度までにとか、そういっ

たのはないんでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 明確な年度につい

ては、まだ私どものほうはお伺いしておりませ

ん。

○太田清海議員 前向きにということでありま

すので、一つの動きとしてはできたのかなと思

います。ぜひ、東臼杵、その地区でもこういっ

た動きをつくっていただきたいというふうに思

います。

ちょっと具体的な話になりますが、ドクター

ヘリは何人乗れるのか。医者とか、看護師と

か、中には手術をせないかんようになったりす

るときに家族の同意が要る、そういった対応が

できるのか、そういったヘリ自体の機能につい

てお伺いしたいと思います。福祉保健部長、お

願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

の搭乗人員でございますが、最大で７名となっ

ており、その内訳は、操縦士、整備士が各１名

ずつの計２名、医師、看護師が複数名、傷病者

が最大２名となっております。また、傷病者が

１名の場合、医師の判断によりまして、家族等
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付き添い１名の搭乗を認めることができること

となっております。

○太田清海議員 わかりました。７席というこ

とでありますから、家族の同乗もできる状態で

あるということでよろしいですね。

宮崎県では初めてですから、中には、ドク

ターヘリを呼んだんだけれども、そんなに大仰

なことはせんでもいいというようなことで断ら

れたりする場合があるやに聞いております。こ

れは高額な医療費がかかるんじゃないかという

誤解もあったりするわけです。ですから、ぜひ

ＰＲ、広報、そういったものが必要と考えます

が、県の取り組みについてお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

を円滑に運航するためには、県民の皆様に広く

ドクターヘリの役割等を理解していただくこと

が重要であるというふうに考えております。こ

のため県では、ドクターヘリの要請は消防機関

が行うことや、搬送のための費用はかからない

こと、現場やドクターヘリ内で行われた医療行

為については通常の公的医療保険と同様の患者

負担が発生することなどについて説明したチラ

シを作成いたしまして、県庁ホームページに掲

載するとともに、各市町村の広報紙に掲載をお

願いしているところでございます。また、来年

度は、県民向けのシンポジウムを県内３カ所で

開催いたしますとともに、ランデブーポイント

に看板を設置するなど、県民への普及啓発を

図ってまいりたいと考えております。

○太田清海議員 ぜひ、ＰＲをお願いしたいと

思います。ちょっと気になったのが、宮崎大学

医学部附属病院がドクターヘリの人員のための

募集をしておりました。それを見てみました

ら、看護師、助産師、非常勤職員というふうに

書いてあります。ドクターヘリの写真が載る中

でこういった広告が―非常勤職員で本当にで

きるのか、正規職員でないといけないんじゃな

いかという声があります。これについては福祉

保健部長、どのようになっておりますでしょう

か。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいまの件に

関しましては、宮崎大学に直接、確認をいたし

ておりますが、救命救急センターに配置される

看護師、これはすべて正職員とのことでござい

ます。

○太田清海議員 わかりました。正規職員であ

れば、本来そうだと思います。なぜこういう広

告が出たのかなと思ったところであります。

次に、消防力の整備指針に示されている市町

村の消防力について、宮崎県内ではまだ充足率

は低いようですけれども、充足率を引き上げる

努力をすべきだと思いますが、特にドクターヘ

リが入ってくると、そこがまた問われると思う

んです。そのあたり、総務部長、どうお考えで

しょうか。

○総務部長（稲用博美君） 消防庁が定めた消

防力の整備指針につきましては、市町村が目標

とすべき消防力の整備水準を示すものであり、

市町村におきましては、指針に定められた施設

及び人員を目標として、地域の実情に即した適

切な消防体制を整備することとされておりま

す。東日本大震災や各地での豪雨災害に見られ

ますように、近年の災害というのが大規模化、

複雑化しておりますので、県としましても、市

町村の消防力の充実強化については、大変重要

な課題であるというふうに認識をしておりま

す。このため県では、市町村の消防防災施設設

備の整備がより推進されるように、地域防災力

強化促進事業補助金により支援を行っていると

ころでありますが、今後とも、市町村と連携を
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図りながら、消防力のさらなる充実強化に努め

てまいりたいと考えております。

○太田清海議員 努力をしてまいりますという

ことでありますが、本当に消防力の充実は図っ

ていただきたいと思うんです。過去の消防力の

充足率等を比較してみると、時々、適正な職員

数とか、そういったものが年度によってころこ

ろ変わっておる場合があります。統計として何

か信憑性がないような気がするわけですが、消

防力の職員数はどのように算定されているの

か、お伺いしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 消防力の職員数の

算定方法につきましては、整備指針に示されて

おるわけですが、消防本部が管理しております

消防ポンプ車などの消防車両の現有台数に対

し、消防職員が何人必要かということを基準に

し、また勤務体制等も勘案しまして算定されて

おります。例えば、勤務体制が２交代制であれ

ば、消防ポンプ車１台当たりの算定人員は、基

本的な搭乗人員であります５名に２を乗じ、さ

らに職員の教育訓練や年次休暇などを勘案して

の補正係数、おおむね1.5になりますが、これを

乗じまして、15名というふうになります。ま

た、救急車、救助工作車なども同様に、基本的

な搭乗人員に勤務体制及び補正係数を勘案して

算定いたします。これらに本部要員を合算して

職員数が算定されております。

○太田清海議員 消防力の充実でありますけれ

ども、そういった基準をきちっと現場のほうに

も説明していただきたいというふうに思いま

す。消防の職員が一生懸命頑張ろうとする中

で、何か作為的に数字が変わってくるようなこ

とではいけないと思いますので、消防力の整備

指針についての現場での説明を十分していただ

きたいと思っております。

それから、実は、消防救助技術指導会、私も

２～３回行きましたけれども、これが非常にタ

イムレースといいますか、小学校の運動会とま

では言わないけれども、県民の安全・安心、そ

して命を守っていこうとする人たちの競技とし

てそれを取り入れていいのかどうか。出発前に

はらはらするようなことをさせながらタイムを

競う、競わせるということで、これは県として

も何らか改善を図るといいますか、助言をすべ

きだと思いますけれども、県の考え方をお伺い

したいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 消防救助技術指導

会は、日夜あらゆる災害から地域住民を守る消

防隊員が、消防救助活動に不可欠な体力、精神

力、技術力を養うことなどを目的として、県及

び九州地区において実施されているものであ

り、この中で成績優秀な隊が全国消防救助技術

大会に出場することになっております。このた

めに、都道府県ごとに実施される指導会におき

ましても、全国大会と同様に訓練種目ごとに標

準の所要時間が決められておりまして、これを

クリアすることが一つの評価基準となっており

ます。県消防救助技術指導会のあり方につきま

しては、基本的に、指導会の目的を踏まえ、主

催者であります県消防長会において検討される

ものというふうに考えております。議員から御

指摘のあったことにつきましては、消防長会の

ほうにはお伝えしたいと思います。

○太田清海議員 消防長会の主催であるという

ことですが、そこでタイムレースとして争って

いる職員の表情とかを見た場合、そんなことで

はなくて、お互いもっと技術を高めようじゃな

いか、こういうやり方があるじゃないかとか、

そういったことのほうが私はいいのではないか

なと思うんです。
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延岡で自分のアパートで気を失って倒れた人

を救助するのに消防隊が来たんですけれども、

その部屋を出ていくときに、窓よし、台所よ

し、玄関よしと、かぎとか火のもとを確認して

ストレッチャーで運んでいったというのを、そ

の救助された女性から聞いたことがあります。

自分も気を失いそうだったけれども、消防職員

があんなにきちんきちんと、ぱぱっと確認をし

ていく、そのやり方を見て、気が遠くなりそう

だったけれども、本当に消防署の職員の人たち

に感謝する、安心しましたというようなことを

言われたことがあります。消防力を高めるとい

うのは、機材ももちろん充足してもらわなけれ

ばいけませんが、消防署としては当然のことか

もしれないけれども、そういった技術、安全

性、安心感を与えるための技術を向上させると

いうことにこそ意味があるんじゃないかなと思

いますので、ぜひ消防長会のほうにもお伝えい

ただきたいと思います。

次に、宮崎県の暴力団排除条例についてお伺

いいたします。

これも一部、新聞報道になっておりましたけ

れども、県内の市町村における暴力団排除条例

の制定状況についてお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 皆様に御理解と

積極的な取り組みをいただきまして、昨年のう

ちに県内すべての市町村において条例の制定を

いただきまして、昨日、３月１日付をもちまし

て全市町村で施行となっております。

○太田清海議員 全部の市町村でということ

で、当初、県が条例をつくられたときに、ぜひ

市町村に波及してほしいという願いがありまし

たが、私もぜひやってほしいという思いがあっ

たものですから、よかったと思います。私たち

がいろいろ地区を回ってみますと、クリーニン

グ業とか宅配業の支店に、暴力団の品物は扱い

ませんとかいうステッカーがよく張ってありま

す。よく頑張っていますねという話もしたこと

があるんですが、県民挙げてそういった取り組

みをしておるわけで、民間事業者にトラブルが

あった場合の県の支援というのが非常に大切だ

と思うんですが、そのあたりの取り組みについ

てお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 暴力団の排除機

運が高まる中で、暴力団排除に積極的に取り組

んでいただいている方々の安全を確保するとい

うことは、暴力団対策を推進する上で極めて重

要なことだと考えております。事業者の方を含

めて、県民の皆様方が暴力団排除に取り組むさ

まざまな過程において何らかのトラブルが発生

したような場合、ためらうことなく警察へ相

談、届け出をしていただきたいというふうに

思っております。警察では事案に応じた最善の

対策を講じることとしておりまして、例えば暴

力団から危害を加えられるおそれがあるような

場合、必要に応じまして、警察官による住居等

の警戒活動、また身辺警戒、場合によっては、

緊急通報装置や防犯ビデオ等の資機材の貸し出

しなどを行うこととしておりますし、暴力団相

手の民事訴訟が必要となるような場合、専門の

弁護士の紹介とか、宮崎県暴力追放センターと

の連携による助言指導を行うというようなこと

などで、県民の皆様の安全確保や事案の早期解

決に万全を期すこととしております。

なお、暴力団による行為につきましては、特

に積極的な事件化を図っておりますし、事件に

至らないような場合であっても、状況に応じ

て、警告とか行政命令で対処する強い姿勢で臨

むこととしております。今後とも、暴力団排除

活動が効果的に推進されますよう、県民の皆様
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との連携やその支援等に努めてまいりたいとい

うふうに考えております。

○太田清海議員 ぜひ、こういった県警からの

メッセージを県民に送っていただきたい、支援

しておりますよということをお伝えしていただ

きたいと思います。

次の質問に移ります。農林業問題についてで

ありますが、延岡市の祝子川地域で締結された

森林整備推進協定の概要とねらいについてお伺

いしたいと思います。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） 祝子川地域の

森林整備推進協定は、本年１月に宮崎北部森林

管理署が主体となって、国有林と隣接する民有

林が連携して森林共同施業団地を設定しまし

て、間伐の方法や路網の設置等に関する事項を

定めたものであります。団地の区域面積は

約3,800ヘクタールで、その約７割が国有林、残

りが会社有林や県有林等となっております。ま

た、この協定は、森林・林業再生プランを実現

するため、国有林と民有林が一体となって施業

の集約化による効率的な間伐等の森林整備を推

進することをねらいとしているものでありま

す。

○太田清海議員 これは、地元では一部報道さ

れたんですが、民有林所有者の人たちとかは知

らないんじゃないかなという思いもあって、私

も森林管理署のほうに行って、この概要を聞い

たわけですが、もっとＰＲすべきかなと思った

りもいたしました。路網の整備ということで、

合理的にいろんなところと、管理が違うところ

の路網の整備をする場合、事前にこういった話

し合いをすべきだなと思います。それは、環境

を守るためにもぜひ必要なことでありまして、

こういった森林整備推進協定の今までの取り組

みと、今後の県内での取り組みはどうなってい

くのか、質問いたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県内には、国

有林を管理する森林管理署と支署が合わせて５

つありますけれども、そのうち宮崎南部森林管

理署が、昨年10月に日南市富土地域の森林で南

那珂森林組合と協定を締結しておりまして、今

回の祝子川地域協定で２件目になります。残り

の３つの森林管理署と支署においても、ことし

３月末の協定締結を目標に準備を進めていると

聞いております。

なお、県といたしましても、これらの協定に

基づき、民間事業体が実施する間伐等について

指導を行うとともに、新たな協定の締結の動き

がある場合、森林管理署への民有林データの提

供等を行ってまいりたいと考えております。

○太田清海議員 この協定を活用することで今

後、日向とか、そういったところにもできるか

と思いますが、旭化成ケミカルズ、先ほども出

てきましたけれども、木質バイオマス発電に林

地残材、間伐材等を利用するということで経費

を節減していく、そういう活用はできないのか

どうか、お尋ねいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 今お話しの旭

化成ケミカルズの木質バイオマス発電施設が本

年７月に稼働するに当たり、延岡市と旭化成及

び延岡地区森林組合は、昨年９月から、木質バ

イオマスを安定的に調達するシステムを検討す

るための実証試験に取り組んでいるところであ

ります。この実証試験では、伐採現場から木質

バイオマス加工施設までの運搬距離に応じたコ

スト分析も行っておりますが、今回の協定地は

大分県境に近く、残念ながら延岡市内から遠い

ため、間伐材を発電の燃料として利用するには

運搬コスト等の課題があるというふうに認識し
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ているところであります。

○太田清海議員 わかりました。ぜひ、今後の

いろんな取り組みの中で生かしてほしいと思っ

ております。

最後の質問になりますけれども、100万泊県民

運動についてであります。

新聞報道を見たら、五ヶ瀬あたりでも貸し切

りバスの助成をするとかいう動きもあったよう

です。この100万泊県民運動は、観光業界、ホテ

ル業、旅館業協会の人たちも非常に関心を持っ

ております。それを地元で私たちも聞きまし

た。ぜひ、これを盛り上げてほしいということ

でありましたが、どのような取り組みを行う予

定か、伺いたいと思います。それから、先ほど

言ったように、何かそういった取り組み、泊ま

らせるということでの財政的な支援という意味

なんですが、そういったものはできないかどう

か、お伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） この事業

は、県内の方々に県内をよく知っていただき、

そして観光に出かけていただくことを促進する

ために、これに資する地元の取り組みを支援す

るとともに、県内観光情報の発信機能を強化す

るものでございます。

まず、県内各地の取り組みに対する支援であ

りますが、例えば県北の「フォレストピア広域

観光協議会」や県央の「ひがしこゆ観光ネット

ワーク」などにおいて、地域内でゆったりとし

た観光を楽しんでいただくための広域的な観光

の取り組みが実施されておりますので、今後、

このような取り組みが県下でさらに促進される

よう、アドバイザーの派遣を行うこととしてお

ります。また、県民が手軽に県内を観光してい

ただけるよう、地域を熟知した地元旅行業者が

行う新たな県内旅行商品の開発等を支援してま

いります。

次に、県民への観光情報の発信機能の強化と

しましては、最近利用者のふえているスマート

フォンを活用して、観光地周遊や宿泊を促進す

る観光情報サービスの提供などに取り組むこと

としております。

それと、先ほどお話がございましたが、地元

市町村への支援を行うものといたしましては、

地元市町村等が取り組む観光地づくりのプラン

策定やソフト・ハード事業については、「魅力

ある観光地づくり総合支援事業」により、また

地域外からの観光誘客の取り組みにつきまして

は、「口蹄疫復興対策ファンド」により支援を

行うなど、関連事業も活用し、県民が見たい、

あるいは行ってみたいと思っていただけるよう

な観光資源の発掘や磨き上げを促進してまいり

たいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。そういった支

援をしている市町村では、ごかせ観光協会、こ

れは調べてみましたら口蹄疫のファンド事業を

使ってということでありまして、県もいろいろ

やっているんだなと思いますが、ひとつ大いな

る期待を持っておりますし、私たち議員も、先

ほど田口議員からもありましたように、みずか

ら泊まって盛り上げていかないかんのかなと

思っております。

最後になりますけれども、私たちも、瓦れき

の処理の問題についても悩ましい問題としては

考えております。実は南相馬市のほうに行っ

て、桜井市長とお会いしてきました。「瓦れき

の処理はどうされますか」というふうに聞いた

ら、ここは防波堤をつくると。200メーター幅と

言われましたけれども、いろんな復興のための

ゾーンをつくるらしいんですが、そういう中

に、鎮魂という意味を込めてそこに活用してい
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きます、埋め込みますということなんです。私

も、今、太陽光発電とか、風力発電とか、自然

エネルギーを使おうという運動の中で、遠いと

ころから運ぶということがどうなのかなという

のも感じるんですが、南相馬市ではできるだけ

うちでやってみますということでありました。

ただ、埋めることについては国の許可が要ると

いうことで、そういう折衝をしているというこ

とでありました。心の中での思いとしては、助

けてあげようというのはあろうかと思います

が、現場ではこういった取り組みもされている

んだなということを感じたところであります。

以上で私の質問は終わりますけれども、今年

３月31日をもって退職される職員の方々、本当

に御苦労さまでございました。退職後も健康で

あられ、今後、県勢の発展のためにも御尽力を

いただきたいと思っております。私たちもさら

に頑張ってまいります。どうもありがとうござ

いました。（拍手）

○外山三博議長 ここで休憩をいたします。

午後２時21分休憩

午後２時39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、公明党宮崎県議団、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎

県議団の新見昌安でございます。通告をしてお

りました鳥獣被害対策については今回割愛し、

その他について、会派を代表し、順次代表質問

を行います。知事を初めとして、関係各部長、

教育長及び警察本部長に答弁をお願いいたしま

す。

初めに、知事の政治姿勢について何点か伺い

ます。

１点目は、知事のカラーについてでありま

す。就任されてから既に１年以上経過をいたし

ました。よきにつけあしきにつけ、前知事との

違いをさまざまな点から指摘され、また評価さ

れる中で、いろいろと御苦労もあった１年では

なかったかと拝察いたしますが、自分らしさ、

すなわち河野カラーを際立たせるために払拭に

努めた、あるいは逆に、自分にないものとして

取り入れるべきと考えた東国原カラーには、そ

れぞれどのようなものがあったか。その結果、

現在どのようになったと認識しているか伺いた

いと思います。

２点目は、政治認識についてであります。前

回の衆院選前後にも喧伝された日本の二大政党

制。その後、政権交代を果たした民主党政治に

対して失望し、閉塞感が漂う中、新党や新しい

政治勢力が台頭。それらに対する期待が高まる

たびに二大政党への支持は減退をしている。無

党派層の増大等を含め、現在この政治状況をど

のように認識しておられるのか伺いたいと思い

ます。

３点目ですが、昨日報道されておりました本

県の2009年度の１人当たりの県民所得は、206

万8,000円で全国45位。昨年末の別の新聞報道に

よりますと、現在と同じ方法で計算した1996年

度以降最低となったとありました。県民所得の

向上はまさしく喫緊の課題であります。どのよ

うに取り組んでいかれるのか、決意を伺いたい

と思います。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

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。

まず、カラーということについてでありま

す。十人十色と申しますが、人それぞれ持ち味
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があるものでございます。駅伝に例えますと、

上りが得意な人、下りが得意な人、平地が得意

な人ということで、やはりそれぞれの持ち味を

生かしながら、しっかりとたすきをつないでい

くこと、それが県政に当たっても重要ではない

かというふうに考えておるところでございま

す。前知事との違いということで、このカラー

について御質問いただいたわけでございます

が、私は自分自身ではそのような問題設定は特

にしておりませんで─現在、ほかにもさまざ

まな知事さん、また過去にもいろんな知事さん

がいらっしゃいます。また、それ以外にも会社

の社長さん方がいらっしゃるわけでありまし

て、むしろリーダーとはどうあるべきか、政治

家とはどうあるべきかというような自問をしな

がら、就任して以来、さまざまに取り組んでき

たところでございます。私としましては、県政

運営の基本姿勢として掲げております「対話と

協働」というもの、それから市町村を重視す

る、現場を重視する、そのような発想のもとに

新たな意味での「県民総力戦」に取り組んでい

るところでございまして、この１年というの

は、特に市町村や経済団体、またさまざまな県

民の皆さんのグループとの対話のチャンネルづ

くりに取り組んできた、そのように思っている

ところでございます。そのチャンネルを生かし

て、今後の県政運営に取り組んでまいりたい、

そのように考えているところでございます。そ

れともう１点は、これまでの宮崎県の知事とい

うものを考えてみますと、功なり名を遂げて何

期も務められた重鎮のタイプの知事さんであり

ますとか、頻繁にテレビに出て全国的にも知名

度がある、発信力がある、アピール力がある、

そのような人気者の知事であったりするわけで

すが、もっと自然体の普通の知事があってもい

いのではないかと。ふっと気づくとマラソン大

会に一緒に出ているとか、ふんどしを締めて祭

りに出ているとか、商店街で買い物をしてバス

に乗って帰っているとか─きのうはそうだっ

たわけでありますが─知事としての重責なり

県民の先頭に立って果たすべき役割というもの

を矮小化するという意味ではございませんが、

あくまでそういう自然体で県民との間の敷居が

低くある知事というものもあっていいのではな

いかというような思いで取り組んでおるところ

でございます。いずれにいたしましても、自分

の持ち味というものを生かしながら、私なりの

アプローチで、私なりの姿勢で県政に情熱を

持って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。

次に、政治状況についてでございます。現在

の政治状況の背景には、激動の時代にありまし

て、国民の価値観が多様化していること、さま

ざまな閉塞感が漂っていること、既存政党への

不満・不信等があるのではないかというふうに

考えております。現在、我が国には、東日本大

震災からの復興や原発問題への対応はもちろ

ん、経済・雇用対策、財政再建、社会保障制度

の見直しの問題、ＴＰＰの問題、外交・防衛問

題など、国家の根幹にかかわる難題というもの

が山積しております。大事なことは、この未曾

有の国難と言える状況にあって、リーダーをか

えれば何とかなるだとか、既存の仕組み、既存

の枠組みを壊せば何とかなるというような方向

に走るのは大変危険なのではないか、そういう

幻想に浸るのは危険なのではないかという思い

がいたしております。さまざまな立場や主義主

張の違いを超えて、皆が一致団結し、我が国の

再生・復興、国民の幸せのために、よりよい方

向に進むべきしっかりとした国民的な議論を進
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めていくこと、それが大事ではないかというふ

うに考えております。

最後に、県民所得の向上についてでありま

す。この県民所得の向上というものは、安定し

た県民生活を確保する上で一つの重要な要素で

ございますが、昨今の厳しい経済情勢の影響に

よりまして、ここ数年、県民所得は減少傾向に

ございます。このため、県としましては、昨年

以来、みやざき元気プロジェクトを立ち上げま

して、県内消費の喚起や中小企業の経営強化、

雇用の維持確保など、経済の活性化に取り組ん

でいるところであります。また、中長期的な観

点からは、地域に根差した産業を育成していく

必要があると考えておりまして、本県の強みを

生かしたフードビジネスの展開や東九州メディ

カルバレー構想の推進など、これからの本県経

済を牽引するエンジン産業の育成にも取り組ん

でいるところであります。このほか、広い意味

での地産地消や100万泊県民運動など、さまざま

な分野で県内の消費を喚起しながら、経済を刺

激しながら、地域経済の活性化を進めていくこ

ととしておりまして、このような取り組みを通

して、少しでも県民所得の向上につながるよう

努力してまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○新見昌安議員 ありがとうございました。知

事は、県政運営の基本姿勢の中で、ことしを

「再生・復興に手ごたえが感じられる「光」を

取り戻す年にしたいと考えている」と述べられ

ております。そして、テーマを古事記にかけて

「岩戸開き」というふうに表現しておられま

す。きのう、きょうと、この議場内は神話のオ

ンパレードでありましたけれども、私がこの岩

戸という言葉を連想するのは神話ではありませ

ん。景気のほうであります。岩戸景気、これは

調べてみますと、昭和33年７月から昭和36年12

月まで、42カ月間、３年半続いたそうでありま

す。まさしくあの「ＡＬＷＡＹＳ 三丁目の夕

日」のころでありますけれども、高度経済成長

時代の好景気のときであります。好景気によっ

て、若年のサラリーマンあるいは労働者の収入

が急激に増加し、国民の間に中流意識が広がっ

ていった。ホワイトカラーの増加、そして賃金

の大幅な上昇、これらが大企業のサラリーマン

を中間層に押し上げていった。そして、この中

間層が大量消費社会のリード役を果たしたとい

うふうにありました。時代の評価はさておい

て、何となく幸せという感じがあったときだっ

たんじゃないかと思います。長引く不況、また

非正規雇用の増加を背景に、現役世代の危機が

深刻になって、貧困や格差が大きな問題になっ

ておりますけれども、県民ひとしく、ささやか

でも幸せを感じられる宮崎県をつくっていかな

ければならないという思いを新たにしておりま

す。

以下、順次伺っていきたいと思います。ま

ず、商工業の振興についてでありますけれど

も、新技術活用促進システムについて、県土整

備部長に何点か伺っていきたいと思います。

この件については、平成20年６月議会に続い

て今回が２回目となります。ただ、いま一つ理

解できていない部分がありましたので、改めて

伺いたいと思います。まずは、このシステムの

運用目的、そして現在登録されている新技術は

どれくらいあるのか伺います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県土整備部で

は、平成17年度から新技術活用促進システムを

運用しております。公共工事におけるコスト縮

減や環境保全等の課題に対応しますとともに、

県産資材の利用促進を図る新技術や県内企業で
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開発された新技術などの公共工事への活用促進

を図っているところであります。このシステム

では、一般の公共工事で活用可能な技術やモデ

ル工事で活用効果を検証する技術など、これま

で363の新技術を登録しております。

○新見昌安議員 363、結構な数の新技術であり

ます。

ところで、登録された新技術の発表会が昨

年11月に開催されているようであります。前回

の質問のときには、この発表会はまだ実施され

ておりませんでしたけれども、たくさんの登録

技術の中からどのような基準で選定されるの

か。また、このような発表会を開催するに至っ

た経緯について伺いたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 登録技術発表

会でありますが、県内企業が開発や製造を行っ

た新技術の活用を促進し、ひいては地産地消の

取り組みにもつながることを期待して、平成22

年度から開催しております。発表会では、登録

している技術のうち、県内企業が開発にかか

わった工法や製品の特徴や施工方法、実績など

の紹介をしております。発表会には、県、市町

村の発注機関の職員のほか、県内の建設業者や

建設コンサルタントも参加しておりまして、地

産地消につながる新技術の一層の活用促進が図

られるものと考えております。

○新見昌安議員 県内企業が開発や製造を行っ

た新技術、これを優先的に発表していただいて

いるということですけれども、登録されている

新技術の中で、県土整備部発注の公共工事にお

いて採用されたものはどういったものだったか

伺いたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） このシステム

に登録している新技術につきましては、これま

で49技術で136件の活用実績がございます。主な

ものとしましては、間伐材を利用した車両視線

誘導標や新燃岳の灰などを利用した歩道用レン

ガ、そういったものがございます。

○新見昌安議員 ところで、「システム利用上

の注意」という欄がありますけれども、この中

に幾つかの注意書きがあります。登録された技

術や特許などを県が保証するものではないとい

うこと、掲載されている工法の採用に当たって

は、採用する事業者が適正を十分検討し判断す

ること、登録技術を採用した際にふぐあいが生

じても、県は責任を負わないということ、県が

このシステムに対しての工事の紹介やあっせん

はしていないということ、特許権等知的財産権

については、関係法令に基づいて取り扱っても

らいたいということなどであります。要する

に、すべて自己責任でやってくれと、つまり県

は一切責任を負わないということでありますけ

れども、開発者、申請者にとってこのシステム

に登録されるメリット、これについてはどう

いったものがあるか伺いたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） このシステム

に登録している新技術は、県庁ホームページで

紹介しておりまして、県、市町村等の発注機関

の職員だけでなく、民間事業者に対しましても

広く情報提供されております。そのため、公共

工事だけではなく、民間工事への活用も期待で

きますことから、申請者には大きなメリットが

あるものと考えておるところでございます。

○新見昌安議員 いずれにしても、「システム

の効果」という欄がありますけれども、ここに

も述べてあるように、県内の新技術が県内の公

共事業で活用され、ひいては県内経済の活性化

に結びつくように、特段の配慮をお願いしたい

と思います。

次は、観光の振興についてですけれども、特
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にスポーツを通した取り組みについて伺ってい

きたいと思います。

国においては、スポーツ基本法が昨年の６月

に制定されております。また、観光庁がスポー

ツ観光推進室といったものを設置するなど、ス

ポーツを取り巻く新たな動きが活発になってき

ていると思います。また、まちおこしのコンテ

ンツの一つとして、マラソンなどの市民参加型

スポーツイベントあるいは観戦型スポーツイベ

ント、そういったものの開催、あるいはスポー

ツ合宿やキャンプ誘致などを通して生まれる経

済波及効果、こういったものに地域が注目して

いるようであります。宮崎県は「スポーツラン

ドみやざき」を立ち上げて、それらの推進にい

ち早く取り組んでいるところですけれども、他

県との競合が激しくなっているという現実もあ

ります。こういった中で、他県との差別化、優

位性の確保を図るために、どのように取り組

み、どんな効果があったと認識しているのか、

知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県では、平均気温や

日照時間、快晴日数が全国トップクラスである

という恵まれた気候や充実した施設を生かしま

して、スポーツキャンプや合宿等の誘致など、

いわゆる「スポーツランドみやざき」の推進に

取り組んでまいりました。このような本県の優

位性の確保とさらなる充実のために、市町村な

どと連携しまして、積極的な誘致活動を初め、

野球場の屋内練習場やブルペン、サッカー場の

冬芝など、受け入れ施設の整備促進にも取り組

んでいるところであります。あわせて、県民の

おもてなしの心を持って温かくお迎えし、歓迎

事業でありますとか県産品の贈呈などに取り組

んでいるところでございます。このような取り

組みの結果、県外からのスポーツキャンプ・合

宿の受け入れ実績は、おおむね順調に伸びてき

ておりまして、平成22年度の実績は、口蹄疫、

新燃岳などの影響がありましたが、例えば10年

前の平成12年度と比較いたしますと、団体数で

は49％、延べ参加人数では71％の増加となって

おりまして、右肩上がりの状況でございます。

経済的な効果や情報発信の面で大きな成果をも

たらしておるものと考えております。

○新見昌安議員 10年前との比較では大きな成

果があったということですけれども、先ほど全

国の状況を述べたのは、去年、電通と早稲田大

学が共同で地方自治体におけるスポーツ施策の

イノベーション調査というものを行っておりま

して、その中で、多くの自治体がスポーツを通

じた地域活性化に高い関心を持って、従来の健

康あるいは教育といった効果に加えて、観光・

スポーツ関連産業振興といった経済的な効果を

スポーツ施策の目的とするという自治体がふえ

ていると、そしてスポーツによる地域活性化と

その経済効果を求める自治体が今後さらに増加

するというふうに予測しているからでありま

す。これは他県との競争が今後ますます激化し

てくると、こういったことをしっかり認識して

おかなければならないんじゃないかと。また、

激化していく競争に打ち勝つためにも、県内市

町村、各種団体との連携・協働を一層強固なも

のにしていかなければならないというふうに思

います。本県の「スポーツランドみやざき」の

推進を図る上で、どのように取り組んでいかれ

るのか、同じく知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、恵ま

れた気象条件、それから競技施設、それにあぐ

らをかいて安穏としていてはいかんと思ってお

ります。他県、他地域との競争というものは激

化しておりますので、我々としては、さらに一



- 132 -

平成24年３月２日(金)

層おもてなし、また受け入れ体制の整備に努め

るということが大事だというふうに考えており

ます。受け入れ市町村やスポーツ大会の誘致窓

口、また主催者となる競技団体との連携・協働

というものを、さらに進めてまいりたいという

ふうに考えておるところでございます。これま

でも報道機関や医療機関、また体育協会などの

スポーツ分野、ホテル旅館組合などの観光分野

のさまざまな団体と一緒になりながら「スポー

ツランドみやざき推進協議会」というものを設

立して、関係団体間による情報交換や誘致活動

に努めながら取り組んできているところでござ

いますが、当然来てもらえるものだというよう

な思いではなしに、より一層、しっかりと工夫

をし、また我々としてのおもてなしの気持ちを

伝えながら、さらにこの活動に取り組んでまい

りたい。また、そのときには、今後の課題とい

たしまして、秋と春に集中しているキャンプと

いうものが、年間を通じて、また種目の上で

も、野球、サッカー、陸上などに偏っておるわ

けでありますが、その種目を広げていく、さら

には、その合宿の地にしても全県的な形で展開

していく。いろいろなことを目標にさらに工夫

を重ねてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 しっかりお願いしておきたい

と思います。

ところで、さいたま市では、「さいたまス

ポーツコミッション」というものが昨年10月に

設立されております。スポーツ分野で新たな観

光交流人口の拡大を図るために、市のスポーツ

に関するシティーセールスあるいは関連マーケ

ティング活動、こういったものを専門的に展開

していく、本格的なスポーツコミッションとし

ては国内初というふれ込みでありますけれど

も。今後さらなるスポーツの振興、そして観光

を初めとする地域経済の活性化を図るために

も、いわゆるエンジン役ともなるようなこう

いった専門的な組織が本県でも必要になってく

るんじゃないかと思いますけれども、見解を知

事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のありました

「さいたまスポーツコミッション」につきまし

ては、スポーツ大会やイベントを誘致するため

のプロモーション活動や宿泊の手配などをワン

ストップで担うなど、スポーツ分野での新たな

観光交流人口の拡大を図るための組織というこ

とでございます。本県におきましては、先ほど

も触れました「スポーツランドみやざき推進協

議会」が、財団法人みやざき観光コンベンショ

ン協会の中に事務局を置いて、基本的には「さ

いたまスポーツコミッション」と同様の機能を

提供しておるところでございますが、このさい

たまの事例等も学びながら、我々としても学ぶ

ことがあるかどうかというのもしっかり見きわ

めながら、今後とも各分野の関係機関と連携等

を図っていきたいというふうに考えておりま

す。また、国の観光庁においても今、スポーツ

ツーリズムの検討が進められておりますが、実

は国の観光庁自体も宮崎の取り組みを参考にさ

せてもらいたいということで、説明に行った経

緯等もございます。いずれにしても、今御指摘

のあったように、他県での取り組みもさらに一

層進んでまいるというふうに思いますので、そ

の競争に負けないよう、本県としての強みを生

かしていく工夫というのを、これからもしっか

りと取り組んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 次に、文化の振興について

伺っていきたいと思います。

恐るべし韓流ブームと思わせるような報道が

先日なされておりました。韓国の映画やドラマ
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の輸出、歌手の海外公演等による2011年の文化

産業収入は７億9,400万ドル、日本円で608億円

あったそうです。これは過去最高を記録する見

通しというものでありました。これは中央銀行

である韓国銀行の統計によるものですけれど

も、統計が始まった1980年以降、海外での文化

産業の収入がゼロの年が続いて、97年に初め

て500万ドル、日本円で３億8,000万円の収入を

記録した。その後、06年の収入は３億6,800万ド

ル、282億円だったそうであります。この５年間

で２倍以上ふえたということになります。な

お、この統計には、個別の映画あるいはアーチ

ストの収入は上がっていないということですけ

れども、文化の振興を図ることが大きな経済効

果をもたらすことにもつながっていくというこ

とであります。この報道を知事も見られたと思

いますけれども、どのような感想を持たれたか

伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この韓国の文化産業の

振興というのは、特に映画ですとかドラマ、

アーチスト─国家的な戦略というものを背景

にしながら、非常に積極的な展開をなされてい

るという感じがいたしております。追ってくる

ものの姿は非常に大きく見えてくるわけでござ

いますが、日本が追いつかれたのかどうか、そ

この数字の面ではちょっとよくわかりません

が。我が国におきましても、経済産業省が策定

しました「産業構造ビジョン2010」の中では、

ファッション、アニメ、食文化などの文化に関

連する産業は、これからの経済を牽引する可能

性が大きい分野の一つとして位置づけられ、取

り組まれておるわけでございます。クールジャ

パンというような取り組みも進められておると

ころでございます。議員御指摘のように、文化

というものの経済への貢献も大変大きいもので

あるというふうに考えております。本県におき

ましても、豊富な農水産物を素材にした郷土料

理の開発などの食文化の振興でありますとか、

神楽など伝統文化の継承、さらに各種文化イベ

ントの開催は、地産地消や観光面での貢献な

ど、地域経済に大きく波及効果をもたらすもの

ではないかというふうに考えております。もち

ろん、豊かな人間性や創造性をはぐくみ、地域

への誇りや愛着を醸成するという効果もあるわ

けでございますが、こういう経済への効果にも

視点を置きながら、これからも文化の振興に努

めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 公明党は連立与党時代に、日

本を文化芸術立国にしようということで、文化

芸術振興基本法の制定等もやってきました。ま

た、少子高齢化社会を迎えて、新たな経済成長

戦略が求められている中、文化芸術分野と密接

な関係のあるコンテンツ産業の育成を図ろうと

していたところでありました。基本法制定とと

もに、大きく文化庁予算が増額されたんですけ

れども、この文化庁の予算が、政権交代後のあ

の事業仕分けによって、縮減あるいは廃止と判

定されたことがありました。記憶に新しいとこ

ろでありますけれども、国においては、文化芸

術振興の重要性にかんがみて、文化芸術予算

を、しっかり守っていっていただきたいという

ふうに思っております。

本県の文化振興に目を移していきたいと思い

ます。来年度のゼロ予算施策というものがあり

ますけれども、この中に「文化振興のための補

助事業・助成事業ハンドブック」をつくるとい

うふうにあります。このハンドブックについて

は、初回の作成が20年６月でしたけれども、そ

れを見ると、さまざまな補助事業あるいは助成

事業が詳しく掲載されておりました。本当に内
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容的にも充実しているというふうに感じておっ

たところです。このハンドブックの活用につい

て、これまでどのような取り組みをしてこられ

たのか、県民政策部長に伺いたいと思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 御質問のハン

ドブックでございますけれども、これは国や県

あるいは公益法人等の文化振興に係る助成事業

などの概要あるいはその申請手続などを紹介し

ているものでございます。このハンドブックに

つきましては、各市町村や文化団体、文化関係

のＮＰＯ法人に配布しますとともに、その同一

の内容を県のホームページにも掲載し、広く周

知を図っているところでございます。また、毎

年開催しております「文化を考える地区懇談

会」の場におきましても、助成事業の活用を働

きかけるとともに、申請に係る相談にも応じて

いるところでございます。本県ではこれまで、

音楽公演、演劇・人形劇、伝統工芸技術の保存

など、県内各地で数多くの事業が採択・実施さ

れております。

○新見昌安議員 もう１点伺いたいと思いま

す。来年度の新規事業に「みやざき芸術文化振

興基金設置事業」というものがあります。基金

総額は20億円ですけれども、２つの対象事業、

すなわち「県立芸術劇場における事業」と「本

県文化振興のための事業」、このうち、後者に

ついて具体的にどのように取り組んでいかれる

のか、これは知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県には、今回の古事

記1300年記念事業でもハイライトが当たってお

りますロマンに満ちた日向神話や史跡、伝説、

神楽・芸能、魅力ある固有の文化がございま

す。こういったものをしっかりと継承─守り

育て、さらにつないでいくということ、その魅

力を発信していくことは大変重要なことという

ふうに考えております。今回お諮りしておりま

す「みやざき芸術文化振興基金」におきまして

も、これからも安定的・継続的に文化・芸術の

振興を図っていきたい、そのような思いでござ

います。そのうち、お尋ねの「本県文化振興の

ための事業」につきましては、これまでの宮崎

県文化賞、若山牧水賞を初めとした各種の文化

事業にも引き続き取り組んでいくということで

ございますが、新たに、市町村などが実施する

郷土芸能や音楽・演劇などのさまざまな文化事

業に対して、より県民に身近なところで行え

る、それぞれの地域の固有の文化を生かしてい

くような、「地域の芸術文化環境づくり支援事

業」などに取り組むこととしておるところでご

ざいます。さまざまな観点から、この文化・芸

術の振興に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 「本県文化振興のための事

業」、この事業名のとおり、本県の文化の振興

に資するような価値ある取り組みをお願いした

いと思います。

ここで、話を県民歌に移したいと思います。

宮崎県民歌が制定されて、ことしの６月30日

で48年になります。再来年は50周年ということ

で、今、県庁内では、電話の保留のときに県民

歌を流しておられます。この県民歌は、宮崎の

特性を端的にあらわした本当にいい歌だという

ふうに私は思っております。この県民歌につい

ては、私もこれまで２回ほど質問で取り上げま

した。普及啓発をお願いしたところであります

けれども、現在までの取り組み状況はどうなっ

ているのか。また、50周年に向けてはどうか、

何か記念した取り組みは行わないのか、県民政

策部長に伺いたいと思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県民歌につき
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ましては、現在、県民手帳や県のホームページ

へ歌詞や楽譜を掲載するとともに、直接音楽を

聞きたい方には、ホームページからダウンロー

ドができるほか、要望に応じてＣＤを送付する

など、その周知に努めているところでございま

す。また、今年度から新たにスポーツ大会を初

め各種の行事に活用していただきますよう、市

町村に対しＣＤも添えまして協力をお願いして

おります。県政テレビ番組や県広報紙でも積極

的なＰＲを行っており、普及啓発の強化に努め

ているところでございます。さらに、県庁内に

おきましても、毎週月曜日の朝に庁内放送で県

民歌を流しております。先ほどありましたよう

に、庁内電話の保留音を県民歌に変更するなど

の取り組みも行っております。再来年、県民歌

制定50周年になります。御提案のような趣旨も

踏まえまして、県民歌のさらなる普及啓発を考

えていきたいと思っています。

○新見昌安議員 50年、半世紀というのは、大

きな節目でもあります。ぜひとも前向きに取り

組んでいっていただきたいというふうに思いま

す。

ここで、ささやかな提案をしたいと思います

が、この県民歌をさらに普及啓発するために、

携帯電話の着うたとして県民歌を配信してはど

うかと思いますけれども、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） 御提案のあり

ました携帯電話着信音、いわゆる着うたでござ

いますけれども、この着うたへの県民歌の活用

につきましては、全国的には香川県などで行わ

れております。着うたにつきましては、県民歌

の普及啓発の有効な方策の一つと考えておりま

す。御提案、ありがとうございます。本県にお

きましても、着うた専用の音楽ファイルあるい

はダウンロードを行うための携帯版ホームペー

ジの作成など、早速取り組んでまいりたいと考

えております。

○新見昌安議員 一発回答、ありがとうござい

ます。今回の質問は、文化振興に伴う経済効果

から入っていきましたけれども、文化・芸術の

持つ本来の力も忘れてはいけないというふうに

思います。東日本大震災の発生から間もなく１

年になろうとしています。復興への取り組みが

本当に遅々として進まず、腹立たしい思いもす

るわけですけれども、そういった中で、たくさ

んの文化人、芸術家、芸能人が現地に入って、

被災者に寄り添う姿をテレビを通して見ること

ができました。被災者の皆さんが元気になって

楽しそうにしている様子を見るにつけ、被災地

が経済的に、またハード的に立ち直ることもも

ちろん大事ですけれども、被災地の皆さんの心

の復興が何より大事になってくるんじゃないか

と思います。このためにも、国においては、文

化・芸術の力を再認識していただいて、被災者

の皆さんがそれらと触れ合う機会を数多くつ

くっていただければというふうに思っていると

ころであります。

次に、少子化対策について伺っていきたいと

思います。

これについては、その一環として、24年度予

算案では、地域全体での子育て・子育ち支援に

よる不安や負担の軽減ということで、12億4,500

万円が計上されております。これは、子供が生

まれた後の環境整備など、安心して子供を生み

育てることに主眼を置いたものでありますけれ

ども、今回はその前の段階について伺っていき

たいというふうに思います。子供が欲しくても

妊娠しない、夫婦にとって切実な問題でもあり

ます不妊症については、詳しいことまではわか
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りませんけれども、一般的にこの名前は知られ

ているのではないかと思います。ただ、妊娠は

するけれども、流産や死産を２回以上繰り返し

て、結果的に子供を持てない状態、これを不育

症というそうですけれども、この不育症につい

ては、余り知られておりません。そこでまず、

本県における不育症の患者は何人ぐらいいると

推計されるのか、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいまお話

がございましたように、厚生労働省の調査・研

究によりますと、不育症とは、妊娠した後、流

産や死産等を２回以上繰り返す場合を指してお

ります。不育症の患者数につきましては、全国

で年間約３万人と言われておりますので、本県

では年間約300人と推定されるところでございま

す。

○新見昌安議員 患者数が年間３万人という表

現がなかなかわかりにくいところですけれど

も、名古屋市立大学の研究、また厚生労働省が

まとめた調査によると、年間３万人が発症し

て、全国で140万人の患者がいると見られるとい

う表現もしてあります。しかしながら、この不

育症は、社会的な認知度がまだまだ低いと言え

ます。この認知度を高めるための広報活動が重

要であると考えますけれども、県としてはどの

ように取り組んでいかれるのか。また、認知度

が高まってくると、おのずと相談したい人もふ

えてくるのではないかと考えますけれども、相

談体制等についてはどのようにとっていかれる

のか。以上、福祉保健部長に伺いたいと思いま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県といたしま

しては、不育症の認知度の向上を図るために、

県のホームページを通しまして、不育症に悩む

方への情報提供を行っているところでございま

す。また、来年度においては、不育症に関する

リーフレットを配布するなど、引き続き正確な

情報の提供に努めてまいりたいと考えておりま

す。また、不育症に悩む方への相談でございま

すが、県が設置しております「不妊に悩む方へ

の相談窓口」において、不育症の相談にも対応

しているところでございます。今後とも、啓発

カード等を使いまして、相談窓口の周知につい

ても取り組んでまいりたいというふうに考えて

おります。

○新見昌安議員 御本人あるいは家族によって

は、流産あるいは死産は病気ではないと思っ

て、医療機関に相談しないケースもあるという

ふうに聞いております。不育症への関心、また

認識が高まるように、しっかり取り組んでいっ

ていただきたいというふうに思います。

ところで、不妊治療については、特定不妊治

療費助成制度等によって、経済的な負担を軽減

する措置がとられております。本県において

も、不妊治療費助成事業ということで、来年度

は7,400万円が計上されております。しかしなが

ら、不育症治療においては、ことしの１月１日

から、ヘパリンの在宅自己注射―ヘパリンと

いうのは不育症の治療に有効なものだそうです

けれども―が保険適用になったと、スタート

したと。これはこれで朗報であるわけですけれ

ども、公的助成を行っている自治体はまだまだ

少ないようであります。しかしながら、少子化

対策の一つの観点から、また、若い夫婦の負担

軽減を図るためにも、県として何らかの助成制

度をつくるべきではないか。また、国へも働き

かけていっていただきたいというふうに考えま

すけれども、これについても福祉保健部長に伺

いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 不育症には多
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くの原因がございまして、現段階では、標準的

な検査や治療法等が定まっていないことから、

国においても、不育症治療費の助成制度につき

ましては、方向性が示されていないという状況

でございます。県といたしましては、まずは国

における検討の動向等を注視してまいりたいと

いうふうに考えております。

○新見昌安議員 動向を見守るだけじゃなく

て、声も上げていっていただきたいというふう

に思います。

次は、再生可能エネルギーの普及推進につい

てであります。

先月20日、福井県にある関西電力高浜原発３

号機が定期検査に入り、西日本の商業用原発は

これですべて停止したことになるということで

あります。日本には原発が54基あるそうですけ

れども、このうち52基は既に停止している。残

りの２基については、新潟県の東京電力柏崎刈

羽原発６号機が今月26日、北海道電力泊原発３

号機が来月下旬に定期検査に入るということ

で、４月には国内のすべての原発がとまる事態

になるかもしれない。本当にこれが現実味を帯

びてきております。この冬は原発がなくても乗

り越えられる見込みが大きいというふうには言

われておりますけれども、今後は多岐にわたる

発電方法を導入するということもしっかり考え

ていかなければならないんじゃないかと思いま

す。国においては、現在、この夏をめどに、エ

ネルギー政策基本法に基づいたエネルギー基本

計画の見直しを進めているというふうに聞いて

おりますけれども、この焦点となるのは、原発

のあり方、そして再生可能エネルギーの普及で

あります。一方、県においては、来年度の新規

事業として「新エネルギービジョン策定事業」

があります。これはきょうの質問でも、本県の

新エネルギー行政の基本計画である「宮崎県新

エネルギービジョン」を１年前倒しで見直し

て、より有効な新エネルギー施策を展開すると

いうふうにありました。そこで伺いたいんです

けれども、この策定事業、国の基本計画の見直

しの動きがある中でどのように進めていかれる

のか、これは知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の「新エネル

ギービジョン」は、平成16年３月に、平成25年

度までの10年間を計画期間とするものとして定

めて、取り組んでまいったところでございます

が、東日本大震災以降のエネルギーを取り巻く

状況が大きく変化したこと、その前提条件が変

わってきたということを受けて、来年度、新た

な「新エネルギービジョン」を１年前倒しで策

定することとしております。この考え方といた

しましては、まずは現行計画の評価・検証を

しっかり行うことが必要だというふうに考えて

おります。その上で、国のエネルギー政策の見

直しというものを踏まえながら、本県における

新エネルギー導入の課題や可能性について、県

民の皆様から幅広く御意見を伺って策定するこ

とが大切だというふうに思っております。全国

トップクラスの日照環境でありますとか、豊富

なバイオマスなどを有しておりますので、この

ような本県の強みや可能性を生かして、この

「新エネルギービジョン」というものを策定し

てまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 これもきょうの質問に出まし

たけれども、ことしの７月から再生可能エネル

ギーの固定価格買取制度がスタートします。法

の施行後３年間は、集中的な再生可能エネル

ギーの利用拡大を図るために、再生可能エネル

ギーの供給者の利潤に特に配慮するというふう

になっております。このスタートの３年間が極
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めて重要になってきます。県としては、この３

年間、どのように取り組んでいかれるのか、同

じく知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この固定価格買取制度

は、再生可能エネルギーを用いて発電された電

気を、一定の期間、一定の価格で電気事業者が

買い取ることを義務づけるものでありまして、

再生可能エネルギーの導入が加速するものと、

大いに期待しておるところでございます。御指

摘のありましたように、制度開始後３年間は、

買い取り価格の設定に当たりまして、電力供給

者の利潤に配慮することとなっております。国

として、その背中を後押ししながら、一つの再

生可能エネルギーの利用促進への流れをつくっ

ていくものであるというふうに考えておりまし

て、この流れに乗って、さまざまな取り組みを

進めていくことも大変重要であるというふうに

考えております。民間事業者においても、いろ

んな動きがあるわけでございますが、県として

も、それを支援、後押しするような形で、例え

ば木質バイオマス発電施設への補助であります

とか、農村地域における水路等を利用した小水

力発電の導入支援などに取り組み、早期の発電

開始というものを支援してまいりたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 この夏に懸念される電力不足

を考えますと、再生可能エネルギーとともに、

省エネルギーへの取り組みも重要になってくる

んじゃないかと思います。県として、県内の企

業あるいは事業所などへの省エネ投資にも何ら

かの支援をしていくべきじゃないかと考えます

けれども、これについては環境森林部長に見解

を伺いたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 九州電力のす

べての原子力発電所で停止の状況がこのまま続

きますと、ことしの夏の電力需給は、昨年の夏

にも増して厳しくなると予想されております。

このため、多くの電力を使用する工場や事業場

では、省エネへの取り組みがますます重要にな

ると認識しております。これまで県では、地球

温暖化防止対策の観点から、事業者を対象に具

体的な省エネのノウハウを紹介する省エネセミ

ナーの開催や補助制度など、事業者にとりまし

て有益な情報の提供に努めているところであり

ます。今後とも、これらの取り組みの充実を図

りながら、事業者のニーズを踏まえ、省エネに

関する取り組みを支援してまいりたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 最後に１点伺いたいと思いま

す。新年度から、住宅用太陽光発電システム融

資制度の融資期間が10年から15年に延長される

ようですが、改定に至った経緯をお示し願いた

いと思います。また、どのような効果を期待す

るのか、同じく環境森林部長に伺いたいと思い

ます。

○環境森林部長（加藤裕彦君） この融資制度

は、県内の金融機関が県の預託金を活用して設

けているもので、県内在住の方が自宅に太陽光

発電システムを設置する経費に対し、300万円を

限度に、保証料込みの利率2.9％で融資が受けら

れるものであります。融資期間は最長10年とし

ておりましたが、県民の皆様から、毎月の負担

を軽くするため、融資期間延長の要望があり、

各金融機関と見直しの協議を行ってきたところ

であります。この結果、平成24年度新規融資分

から、了解いただいた金融機関において、限度

額や融資利率はそのままで、融資期間を15年に

延長する予定であります。このことによりまし

て、県民の皆様にとって、この融資制度が利用

しやすいものとなり、本県における住宅用太陽
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光発電の普及拡大がさらに図られるものと考え

ております。

○新見昌安議員 私も、利率は少し上がっても

いいから期間延長してくれという要望を受けて

おりましたので、この取り組みはありがたく

思っております。

次に、県有施設の管理について伺っていきた

いと思います。

国や地方自治体が管理する社会資本、本当に

たくさんあると思いますけれども、それらの老

朽化がこれから深刻な問題として浮かび上がっ

てくるというふうに言われております。国土交

通省の資料によりますと、国と地方合わせて、

例えば港湾は997港、上水道は約62万キロ、下水

道は約42万キロ、河川管理施設は約１万カ所に

上るそうであります。このうち、2030年に建設

から50年を迎える港湾は全体の49.5％、下水道

は21.7％、40年を迎える上水道は59.8％、河川

管理施設は79.6％に達するそうであります。老

朽化という危機がじわりじわりと忍び寄ってく

るような感じもいたしますけれども、公共事業

関係の予算が削減される中で、避けて通れない

老朽化に対して、いかに効率的に対処していく

か、今後、大事な視点になってくるんじゃない

かと思います。そこで、県が所有する建物はど

れくらいあるのか、あわせて延べ床面積はどれ

くらいあるかについて、まずは総務部長に伺い

たいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 平成23年３月31日

現在の数字でありますが、県有建物の箇所数

は864施設、延べ床面積は約214万平米でありま

す。東京ドームに換算してみますと、約46個分

に相当いたします。

○新見昌安議員 合わせると、かなりの広さに

なるたくさんの建物があるということがわかり

ました。これらは当然建設年度もそれぞれ違う

でしょうし、そういった中で、それらの劣化状

況についてはどのように把握しておられるの

か、これについては、県土整備部長に伺いたい

と思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県有建物につ

きましては、平成18年度から３年をかけて、床

面積がおおむね200平方メートルを超える建物、

延べ約171万平方メートルにつきまして、建築等

の技術職員による、屋根や外壁を初め主要な建

築設備などの劣化状況の調査を実施したところ

でございます。調査結果につきましては、「劣

化状況等調査報告書」として施設管理者に報告

するとともに、その内容などを踏まえまして、

平成21年度に、関係部局と連携して、県有建物

保全計画を策定したところであります。この調

査は継続して実施しているところでありまし

て、保全計画も３年ごとに更新していくことと

しております。これらの取り組みによりまし

て、建物の計画的な修繕を行うことなどが可能

となり、県有建物のより効率的な維持管理が図

られるようになったものと考えております。

○新見昌安議員 関係部局との連携のもとで、

保全計画を策定して効率的な維持管理に努めて

いるということで、一応安心はしましたけれど

も、本県においても他県と同様、これから施設

・建物などの社会資本の老朽化が急速に進んで

くるんじゃないかと思います。そのことを考え

ると、さらに一歩進んだ取り組みが大事になっ

てくるんじゃないかというふうに考えます。そ

のための有効な手法の一つが、ファシリティー

マネジメントというふうに呼ばれるものであり

ます。ファシリティーとは、建物、設備、土地

のことで、これらを総合的に管理・活用するこ

とによって、長寿命化、また有効活用、維持管
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理コスト削減などにつなげる手法というふうに

言われておりますけれども、地方自治体におい

ても、このファシリティーマネジメントを導入

するところがふえてきております。本県におい

ても、ファシリティーマネジメントに取り組ん

でいく必要があるんじゃないかと思いますけれ

ども、これについては、総務部長に見解を伺い

たいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 本県の厳しい財政

状況の中で、県有建物を適切に管理運営してい

くためには、コストの最小化と効用の最大化を

目指すファシリティーマネジメントは有効な考

え方であると認識しております。これまで県有

建物の長寿命化や維持修繕コストの縮減・平準

化を図るために、修繕を計画的に実施するな

ど、効率的な保全業務を推進してきておりま

す。また、東京ビルの一部を県内中小企業のオ

フィスとして貸し付けるなど、県有建物の効率

的な活用も図ってきております。さらに、老朽

化した県営住宅や職員宿舎につきましては、統

廃合を推進するとともに、利活用の見込みのな

い県有財産につきましては、処分を行い、保有

資産の縮小に努めてきているところでありま

す。今後とも、県有建物の利活用と効率的な維

持管理につきましては、ファシリティーマネジ

メントの考え方に立ちまして、関係部局とも連

携を図りながら取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

次に、教育行政について、教育長に伺ってい

きたいと思います。

まずは、育英資金貸与事業についてでありま

す。高等学校等奨学金事業が日本学生支援機構

から各都道府県に移管されたのは、平成17年度

の入学者からであります。経済的な理由等で修

学が困難になった学生・生徒にとって、県の育

英資金貸与事業は、勉強を継続していく上で有

効な制度であります。また、セーフティーネッ

トとしての役割も持っているんじゃないかと思

います。そこでまず、今回、県債の元利償還金

等を管理する公債管理特別会計というものが設

置されましたが、この陰に隠れて目立ちません

けれども、来年度の特別会計に、育英資金の貸

与などを行う育英資金特別会計を新設されてお

ります。この新設した理由を伺いたいと思いま

す。また、この当初予算の財源の内訳について

もお示しいただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 今回、育英資金につ

きましては、一般会計から特別会計へ移行する

条例案の審議をお願いしておりますが、特別会

計にすることで収入と支出をより明確化し、育

英資金貸与の円滑な運営とその経理の適正を図

るものでございます。育英事業の当初予算総額

は14億6,448万円でありますが、その財源内訳

は、基金繰入金が６億8,003万円、一般会計繰入

金が３億9,076万5,000円、貸付金元利収入が３

億9,368万5,000円であります。

○新見昌安議員 特別会計については、公債管

理特別会計と同じような考え方だというのはわ

かりました。

ところで、昨年９月の新聞報道で、会計検査

院が行った高等学校等奨学金事業に関する調査

で、将来事業が立ち行かなくなるおそれがある

ところがあるというふうにありました。それに

よると、調査は20府県を抽出して実施したそう

です。そのうち、茨城、神奈川、長野、愛知、

京都、大阪、兵庫、愛媛、福岡、長崎、熊本、

この11府県で、回収率の低さから、文部科学省

の交付金と返還金だけでは事業が継続できない
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ことがわかったというものでありました。本県

はこの調査対象とはならなかったようですけれ

ども、2010年度末現在で、育英資金の返済滞納

額が累計で２億円、償還率も67％という報道も

あったところであります。本当に厳しい状況に

あるということは推して知るべしじゃないかと

思います。現在の厳しい経済・雇用状況の中

で、卒業しても就職先がない、結果、返済がで

きないという切実な事情もあるんじゃないかと

思いますけれども、将来にわたって事業を安定

的に継続していくためには、回収事務もきちっ

と実施していく必要があるというふうに思いま

す。今後、どのように取り組んでいかれるのか

伺いたいと思います。また、現在は行っておら

れない口座振替での返還、これも有効な回収方

法の一つでありますし、ぜひ実施していくべき

だと考えますけれども、見解を伺いたいと思い

ます。

○教育長（渡辺義人君） 育英資金事業は、日

本学生支援機構が実施してきた高等学校等奨学

金事業が、御質問にありましたように、平成17

年度入学者分から都道府県に移管され、貸与者

が年々増加してきたことに伴い、返還金の滞納

者も増加している状況にあります。このため、

現在、育英資金貸与時に学校を通して、貸与者

本人への返還の意識づけを徹底させますととも

に、専任職員による滞納者や連帯保証人への直

接訪問や電話督促などにより、回収に取り組ん

でいるところであります。今後は、返還金の回

収促進を図るために、債権管理体制の強化を図

るとともに、御指摘のありました口座振替の導

入や悪質な滞納者への法的な対応等、抜本的な

対策について鋭意検討しているところでござい

ます。

○新見昌安議員 これから宮崎の大事な人材に

なる後輩たちのためにも、この奨学金事業が継

続できるように、利用者には返済に努めていた

だきたいし、県においては、回収事務にしっか

り万全を尽くしていただきたいというふうに思

います。

教育行政についてもう１点、放射線教育につ

いて伺いたいと思います。放射能を浴びると

か、放射能に汚染されるとか、ごくごく今まで

日常の会話の中で使ってきたわけですけれど

も、この使い方が間違いであるということを

知ったのは、本当に恥ずかしいんですけれど

も、最近のことです。放射線は物体を突き抜け

る光や粒子、放射線を出す物質を放射性物質と

いい、放射線を出す能力は放射能、放射能の強

さはベクレルであらわし、放射線の人体に対す

る危険度はシーベルトであらわす。本当になか

なか理解するのが難しい。難しいがゆえに、過

剰に反応して怖がったりもいたします。原発事

故によって福島県から避難した子供が、「放射

線がうつる」と言われて、避難先でいじめに

遭ったという報道も見たことがあります。こう

いったものを目にするにつけ、学校現場におい

ても、子供たちに正しい放射線の知識を身につ

けさせることが重要じゃないかと思います。放

射線教育にしっかりと取り組むべきだと思いま

すけれども、見解を伺いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 放射線に関する学習

につきましては、子供たちに正しい知識を身に

つけさせることが大切でありますことから、現

在、中学校３年生の理科においては、エネル

ギーの有効活用や、放射線の性質と利用につい

て学んでおります。また、文部科学省が、放射

線について、小・中・高等学校等の各段階に応

じて、正しい基礎知識を学ぶ教材として作成し

ました副読本が、近々、児童生徒に配付される
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ことになっております。県教育委員会といたし

ましては、この副読本も活用しながら、放射線

に関する学習が適切に行われるように指導して

まいりたいと考えております。

○新見昌安議員 教育現場での知識習得への取

り組みを、よろしくお願いしておきます。大人

に対する知識習得の場の提供も大事になってく

ると思いますけれども、こちらについては、ま

た別の機会に取り上げたいというふうに思いま

す。

最後に、犯罪から子供を守る対策について、

警察本部長に何点か伺っていきたいと思いま

す。

まずは、フィルタリングについてでありま

す。２月16日の新聞報道によりますと、本県に

おけるインターネットの出会い系サイトあるい

はコミュニティーサイトを通して犯罪被害に巻

き込まれた18歳未満の子供の数が、2011年は17

人に上り、前年の２倍以上にふえたというふう

にありました。そして、被害者の９割以上は、

有害サイト閲覧を制限するフィルタリングを利

用していなかったということでありました。こ

のフィルタリングの有効性は以前から言われて

もおったし、青少年を有害情報から守る切り札

というふうに言われながらも、普及は十分でな

いという現状があります。警察庁が昨年、全国

の携帯電話販売店を対象に、警察官らが身分を

明かさずに、子供に携帯電話を持たせるという

名目で、フィルタリングの利用促進について調

査をしたというふうに聞いております。この中

で、フィルタリングが遅々として進んでいない

実態が明らかになったようであります。説明が

不十分あるいは熱意も感じられない、中には、

フィルタリングをかけないで済む抜け道を説明

した販売店もあったそうです。これには本当に

あきれてしまいます。この携帯電話を購入する

ときがフィルタリング設定の絶好のタイミング

というふうに思うところですけれども、本県に

おける販売店の実態調査、その結果はどうで

あったのか伺いたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） フィルタリング

の一層の普及を図るために、今御質問のよう

に、携帯電話販売店における取り組み状況の検

証等を目的とした実態調査をしております。本

県の状況でございますけれども、一昨年実施し

た１回目の調査では、県下で32店舗を抽出して

実施いたしましたけれども、フィルタリング利

用を促す説明もおおむね十分で熱意も感じられ

たという店舗が19店舗、いずれかが不十分で

あったという店舗が13店舗という結果でござい

ました。昨年実施した２回目の調査では、30店

舗を抽出して実施しましたけれども、その結

果、説明もおおむね十分で熱意も感じられたと

いう店舗が22店舗、いずれかが不十分であった

という店舗が８店舗という結果でありました。

説明もおおむね十分で熱意も感じられたという

店舗は、第１回目が59.4％であるのに対して、

第２回目は73.3％という状況でありました。

○新見昌安議員 説明が不十分な上に熱意も感

じられない販売店、これは抽出した店舗の中に

はなかったということであり、また、フィルタ

リング利用に前向きな販売店がふえてきている

という実態はわかりましたが、これについて

は、今後も同じような調査を適時実施していた

だければありがたいと思います。

次に、同じ新聞報道によりますと、本県の小

中高別のフィルタリング利用実態が示してあり

ましたが、それは全国と比べてどのような状況

なのか伺いたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 昨年２月から３
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月にかけまして、全国一斉に実態調査を実施し

ております。それによりますと、本県のフィル

タリングの利用状況でございますけれども、小

学生が全国平均より9.6ポイント高い85.5％、中

学生が全国平均より1.8ポイント高い69.2％、高

校生は全国平均の52.0％よりも10ポイント低

い42.0％という結果になっております。

○新見昌安議員 年齢が上がるごとにフィルタ

リングの利用率が低下すると。これは全国的に

同じような状況であると思いますけれども、高

校生の利用実態が全国平均より10ポイント低い

というのは、ちょっと衝撃であります。改正出

会い系サイト規制法が施行されて３年が過ぎま

した。規制が強化された出会い系と入れかわる

ように、携帯型ゲーム機あるいはスマートフォ

ン、これらの普及と相まって、ゲームサイトあ

るいはプロフなどの非出会い系サイト、これを

通して被害に遭う子供たちがふえてきているよ

うであります。フィルタリングの網にかからな

い非出会い系サイトといったものもあるようで

すけれども、フィルタリングの有効性は変わら

ないというふうに思います。保護者に対する啓

発を初めとして、フィルタリングを100％普及さ

せる、これを目指してしっかり取り組んでいっ

ていただきたいというふうに思いますけれど

も、見解を伺いたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） フィルタリング

は大変有効なものだというふうに考えておりま

す。フィルタリング100％普及を目指した主な取

り組みといたしまして、警察では、県下のすべ

ての携帯電話販売店に対しまして、昨年２回に

わたって、フィルタリング普及のための取り組

みの徹底と、保護者が安易にフィルタリングを

解除しないような措置について要請をしている

ところであります。また、保護者や児童に対し

ましては、入学及び卒業、またサイバーセキュ

リティカレッジや非行防止教室の開催等の機会

をとらえまして、フィルタリングの必要性につ

いて啓発を行うとともに、コミュニティーサイ

ト利用による被害防止のため、その被害実態を

知ってもらうということ、また、みだりに相手

に会わないというようなことの注意喚起をして

いるところでございます。今後とも、これらの

取り組みとあわせまして、児童が被害者となる

犯罪の取り締まりを強化していく所存でござい

ます。

○新見昌安議員 くれぐれもよろしくお願いし

ておきます。

最後の質問となります。昨年８月１日から宮

崎県暴力団排除条例が施行されております。先

ほどの太田議員の質問にも、答弁にもありまし

たけれども、その後、市町村においても条例が

施行されているようでありますが、県あるいは

市町村、事業者を初めとした社会全体で暴力団

を排除していく機運が高まったということは、

非常に喜ばしいことだというふうに思っており

ます。

ところで、この条例の第３章は、「青少年の

健全な育成を図るための措置」ということで規

定されております。子供たちが暴力団の被害に

遭わないようにする、暴力団に加入させない、

こういった強い熱意のもとで、成長過程の早い

段階から意識づけをする取り組みは、本当に大

事じゃないかと思います。暴力団を排除する機

運、これは当然全国的に高まってきているわけ

ですけれども、福岡県では、現在、県内のすべ

ての中学校、高等学校を対象に、県の臨時警察

職員―暴排先生と呼んでいるようですけれど

も―による暴力団排除教育というものを実施

しておりまして、１月中旬までに受講者数は20
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万人を超えたというふうに聞いております。福

岡県は、暴走族グループ数あるいはシンナー乱

用率、少年非行率、これはいずれも全国上位と

いうことであります。犯罪を通して青少年が暴

力団と接触する危険が懸念されており、そのよ

うな背景から、こういった取り組みを始めたよ

うであります。福岡県と宮崎県は、青少年を取

り巻く環境、土壌が異なりますけれども、この

福岡県の取り組みも参考になります。宮崎県警

察としては、この暴力団排除条例の第３章、特

にその第11条の規定に基づいて、具体的にどの

ような取り組みを行っておられるのか伺いたい

と思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 宮崎県警の具体

的な取り組みといたしましては、まず、中学生

や高校生に広く暴力団の実態や悪性を理解して

もらうために、資料として「青少年を暴力団か

ら守れ」と題するリーフレットを作成いたしま

した。そして、各警察署の担当警察官―刑事

課長や係長等―が、管内の中学校、高校に出

向きまして、この資料を活用し、暴力団の実態

や暴力団に加入させない、また暴力団員による

被害に遭わないための啓発等に関する講話を

行っております。なお、現在までに、中学校、

高校、合計16校、生徒約4,600名に対して実施し

ているところでございます。

○新見昌安議員 宮崎の将来を担って立つ青少

年を守っていく取り組みを、これからも地道に

着実に継続していっていただきたいというふう

に要望いたします。

時間が少々余りましたが、以上で質問のすべ

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 以上で代表質問は終わりまし

た。

次の本会議は、５日午前10時開会、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時54分散会


