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18番 田 口 雄 二 （新みやざき）
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24番 外 山 衛 （ 同 ）
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26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）
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34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）
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39番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

欠 席 議 員（１名）

22番 丸 山 裕次郎 （自由民主党）
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◎ 一般質問

○十屋幸平副議長 ただいまの出席議員37名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、後

藤哲朗議員。

○後藤哲朗議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。後藤哲朗でございます。

傍聴席を見ますと、昨日と打って変わって閑

古鳥が鳴いておりますが、その中にウグイスみ

たいな家内が来ておりますので、二人三脚で頑

張らせていただきます。

なお、しばらくはこちらより質問をさせてい

ただきますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

知事におかれましては、二元代表制のもと、

持ち前の誠実さと行動力と先見力で、県民の安

全と福祉向上、そして所得向上にリーダーシッ

プを発揮していただきますよう、よろしくお願

い申し上げます。

さて、平成24年度当初予算では、厳しい財政

状況の中、地域経済の活性化を喫緊の課題とし

てとらえ、経済活性化対策「みやざき元気プロ

ジェクト2012」の中で、「緊急的な経済・雇用

の下支え」「公共事業等の適切な実施」等を掲

げております。疲弊した経済を何とかしよう、

何とかしないといけないという願い、思いが伝

わってくる予算編成であり、評価したいと思い

ます。

ところで、知事は、「対話と協働のもと、県

民総力戦を展開し、本県の再生・復興に手応え

が感じられる「光」を取り戻す年にしたい」と

所信を述べられました。また、地域経済循環シ

ステムを構築するため、行政、民間、県民等が

連携・協働して、地産地消県民運動、100万泊県

民運動、中山間地域をみんなで支える県民運動

などを展開されると述べておられます。この県

民運動が実を結べば非常に大きな効果が期待で

きますが、真の取り組みに至るまでに持ってい

くのはなかなか困難だと思います。県民一人一

人がみずからの課題として受けとめ、主体的に

活動を展開するところまで行って初めて、県民

の総力を集結した取り組みと言えるのではない

でしょうか。そこで、さまざまな地域の課題に

対して、どのようにしてみずからの課題として

受けとめていただくのか。どのように活動、実

践していただくのか。具体的な取り組みの展開

について、知事に御所見をお伺いいたします。

次に、記紀編さん1300年記念事業について、

２点お尋ねいたします。

「神話のふるさと みやざき温故知新ものが

たり」をコンセプトに、県を挙げて記紀編さ

ん1300年記念事業を展開するため、事業推進協

議会を設立されました。協議会では外山議長が

顧問に就任され、県議会も構成団体の一員と

なっております。費用対効果等でチェック機能

を発揮できるのか、責任を担ったものとプレッ

シャーを感じております。

さて、世界的な歴史学者として知られるアー

ノルド・トインビーは、「12～13歳くらいまで

に民族の神話を学ばなかった民族は、例外なく

滅んでいる」と述べています。終戦以降、民族

の神話を教えなくなった日本にとって、この指

摘は民族の滅亡を予言する恐ろしいものであり

ます。また、「戦後、連合国は、財閥や軍を解

体したばかりか、日本人と神道の関係を断ち切

り、建国と神話の教育をやめさせ、日本人の心
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の中から日本人の精神を抹消しようとした」と

指摘する史学作家もいます。そのような環境の

中、記紀編さん1300年に関心を持たれる人がど

れくらいいらっしゃるのか不安はありますが、

日向神話の里に生かされて住んでいる私ども

は、このたびの大きな節目を県勢発展の千載一

遇の大きなチャンスとして、前向きに積極的に

取り組まなければならないと思います。

ところで、温故知新ではありませんが、本県

は平成２年から４年にかけて、みやざきブラン

ド確立キャンペーンを実施しました。その中で

私の記憶に鮮明に残っておりますのは、「Ｍの

国」宮崎の神楽のポスターであり、高千穂町の

神話の里フェスティバルで開催されました山本

寛斎ファッションスペクタクル「ロックフロン

ト天地水」の開催等であります。「Ｍの国」宮

崎のＭは、宮崎の頭文字と同時に、マリン

（海）、マウンテン（山）、マインド（心・精

神）、そしてミステリアス（神秘な）等、本県

の特徴や魅力をあらわす言葉の頭文字だったと

お聞きしています。このみやざきブランド確立

キャンペーンは、見て読んでおわかりのよう

に、コンセプト等がわかりやすいものでした。

宮崎、そして神話の里のイメージづくり及び情

報発信に効果が高かったものと、その当時御苦

労された方々に敬意を表します。

そこで１点目として、知事、今回の記念事業

の展開コンセプトである「神話のふるさと み

やざき温故知新ものがたり」をわかりやすく御

教示ください。

また、今回の記念事業と比較しましたとこ

ろ、神話や神々の里をイメージ戦略に使われる

面で共通しており、ロゴマーク（案）のコンセ

プトについても、宮崎の頭文字「Ｍ」をモチー

フに山や海を表現するなど共通点の多いものに

なっています。２点目としては、記念事業の展

開に当たり、古きみやざきブランド確立キャン

ペーン当時の企画、運営等の取り組みの結果

を、新しき今回の企画に生かすべきだと思いま

すが、渡邊県民政策部長に御所見をお伺いいた

します。

次に、みやざき行財政改革プランについてお

尋ねいたします。

行政改革は不断に取り組むべき行政課題であ

るとの認識のもと、全庁的に積極的に取り組ん

でおり、成果を上げております。さて、みやざ

き行財政改革プランの改革プログラムでは「適

正で成果重視の県政運営」を掲げ、未来みやざ

き創造プランに掲げる施策に関する政策評価を

実施し、検証結果を次年度以降の新たな施策、

事業の構築に反映させるため、予算編成システ

ムとの連動を図ることとしています。未来みや

ざき創造プランに関しては来年度からの取り組

みになると思われますが、事業の検証結果を踏

まえることは予算編成における重要な視点であ

ると考えます。そこで、今回の予算編成におい

ては、今までの事業の実施状況をどのように検

証し、どのように反映されたのか、稲用総務部

長にお伺いいたします。

次に、部局間の総合調整機能についてお尋ね

いたします。事業効果を最大にするためには、

限られた財源をどの時点で、どの事業に振り向

けるのか、慎重に検討する必要があります。そ

のためには、事業を組み立てる過程においても

各部局の施策に係る事業の総合調整機能を充実

させることが重要と思いますが、渡邊県民政策

部長に御所見をお伺いいたします。

次に、県民ニーズの的確な把握と県政への反

映についてお尋ねいたします。広報広聴の重要

性が問われている中、この改革プログラムで

平成24年３月７日(水)
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は、「県民の声」、パブリックコメントの実

施、知事と県民との意見交換会の開催、公共事

業の計画・設計段階におけるパブリックインボ

ルブメント手法の活用の４つの実施計画を挙げ

ております。県政の重要政策の実施に当たって

は、県民の皆様からの意見や情報、専門的な知

識等を考慮した意思決定を行うためにパブリッ

クコメント手続を実施されています。昨年度の

パブコメの実施状況は、27件実施され、そのう

ちに０名、０件が６件、１名、１件が５件、１

名、２件が３件ありました。残念ながら、この

ように提出された意見の実数を見ますと、パブ

リックコメント手続が十分に機能していないよ

うな思いがありますが、渡邊県民政策部長に御

所見をお伺いいたします。

次に、少子化対策、婚活支援の取り組みにつ

いて、土持福祉保健部長にお尋ねいたします。

少子化対策については、雇用の場の確保や子育

て支援の取り組みを進めなければなりません。

また、少子化の主な要因の一つは未婚化、晩婚

化が進んだことと言われております。そこで、

出会いの機会が少ないことが影響していると考

えますが、婚活支援の取り組みの必要性につい

て、御所見をお伺いいたします。

次に、有害鳥獣の駆除、有害鳥獣捕獲班への

補助金の拡大について、加藤環境森林部長にお

尋ねいたします。近年のイノシシ、シカ、猿等

の野生動物による農林業被害は拡大の状況であ

ります。県北延岡市においても被害が恒常化し

ており、有害鳥獣捕獲班は年間を通じて駆除に

従事している状態です。有害鳥獣の駆除につい

ては、出動費として捕獲班に補助金が支給され

ていますが、出動回数が多いためにガソリン代

にも満たない状況であります。特に被害の多い

夏場は暑さと多湿で過酷な条件での駆除となり

ます。そこで、このようなことから、狩猟期間

の11月15日から３月15日まで以外に捕獲したイ

ノシシを、シカと同様に捕獲報奨金の対象にす

ることはできないものか、御所見をお伺いいた

します。

次に、台風時における流木等の処理対応につ

いて、加藤環境森林部長にお尋ねいたします。

このことについては、以前より県及び市等で事

象が起こるたびに協議がなされたものです。平

成19年の台風５号で多量の流木により水産業に

多大な被害が出て、事態が一変しました。県

は、港湾課を中心に地区ごとに流木等処理対策

マニュアルの策定を掲げましたが、県北では未

完成であります。一方、環境サイドは平成22年

より環境省の動きに対応し、循環社会推進課を

中心に宮崎県海岸漂着物対策推進地域計画を作

成しました。法的には海岸漂着物処理推進法に

より海岸管理者と市町村の役割が明記され前進

したところであり、関係者にとって大いに期待

しているところであります。そこで３点につい

てお尋ねいたします。

１点目、台風災害等により大量の流木等が海

岸に漂着した場合についても、流木等の処理責

任は海岸管理者にあるのか。

２点目、海岸漂着物対策推進地域計画におい

ては、海岸漂着物の円滑な処理を推進するため

市町村の協力義務等が定められているが、具体

的にどのような内容を想定しているのか。

３点目、回収された海岸漂着物の処理に当

たっては、市町村が処理能力の範囲、または受

け入れ基準を満たすものを、廃棄物処理施設で

処分する等の協力をすることを基本方針として

いるが、市町村で受け入れることができないも

のについては海岸管理者はどのようにして処理

を進めるべきなのかお尋ねいたします。
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次に、ものづくりにおける人材育成、技能士

の活用について、児玉県土整備部長にお尋ねい

たします。ものづくりにおける人材育成は、産

業分野の拡大に不可欠とされ、国の重要施策と

して位置づけられました。しかしながら、団塊

世代の退職によって優秀な技能者が去る一方

で、次代の技能者が育っていないと言われてお

ります。その一因に技能士の存在が軽んじられ

ている状況が挙げられております。

さて、昨年の２月定例会において横田議員

が、今回の私と同じような趣旨の質問をされて

おり、「今後とも、公共工事の品質確保はもと

より、伝統的な技術の継承にもつながる技能士

の活用を図ってまいりたい」と前向きな答弁が

なされております。そこで、国が行う官庁営繕

工事のうち、指定する工事作業については１級

技能士現場常駐制度が設けられ、技能士の活用

が図られていますが、県の公共工事において

は、営繕工事だけではなく、その他の工事にお

いても現場に資格を持った技能士の常駐制度を

積極的に活用できないか、御所見をお伺いいた

します。

最後に、ふるさと教育の推進として、このた

びの武道必修化に伴いまして、柔道家で十段、

磯貝一氏の紹介について、渡辺教育長にお尋ね

いたします。延岡市の先賢としては、歌人の若

山牧水、民間飛行士の後藤勇吉、そして柔道の

磯貝一氏がまず挙げられると思います。磯貝氏

の紹介を、昭和59年９月20日発行「柔道十段磯

貝一の生涯」の刊行を祝して当時の松形知事が

寄稿しておりますので、それを引用いたしま

す。「柔道は、明治15年、嘉納治五郎師範が、

「精力善用」「自他共栄」の指導理念のもと高

邁な理想と識見をもって創始され、この日本柔

道の黎明期、本県出身の磯貝一十段が、嘉納師

範とともにその普及発展に生涯をかけ今日の隆

盛の礎を築かれ、柔道界に大きく貢献されたこ

とは本県の誇りでもあります」とあります。磯

貝先生は京都にあって、武道専門学校の中心的

存在として、学校柔道の普及、指導者の育成に

当たられ、その功績、影響は極めて大きいもの

があります。私は、武道というものは、生きる

姿勢、心構えの問題ですから、そのためには哲

学とか歴史とかをしっかり勉強し、よく理解し

た上で指導することが大切なことだと思いま

す。そこで、武道の必修化で柔道を選択した学

校には、授業の中で、「ふるさと再発見・みや

ざきの百一人」の一人でもある磯貝一氏を紹介

することはできないか、御所見をお伺いいたし

ます。

以上で壇上からの質問を終わりますが、質問

者席からの再質問もさせていただきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。ありがとう

ございました。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、県民運動の展開についてであります。

お話のありました地域経済循環システムは、こ

の停滞する本県経済を何とか活性化しようとい

う思いから、県民みずからが県産品などの消費

に努め需要を拡大し、地域経済を支えるという

視点で取り組もうとしているものであります

が、この中では広い意味での地産地消などの県

民運動を展開していくこととしております。議

員御指摘のとおり、この取り組みを成功させる

ためには、県民の皆様がその意義を十分に理解

し、そして行動していただくことが何よりも大

切であると考えております。このため県におき

ましては、全庁的に取り組んでいくこととして

おりますが、あわせて、市町村に対しましても
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説明会を開催し、県と連携して取り組んでいた

だくようお願いをしておるところでございま

す。

こうした地産地消以外にも、100万泊でありま

すとか、子育てでありますとか中山間というよ

うな、さまざまな県民運動を提唱しておるとこ

ろでございますが、これは、県民の総力を結集

して、この宮崎をよりよい県にしていく、その

取り組みのために一つの方向を示して協力を呼

びかけているものでございます。この地産地消

につきましても、それを具体的な形にして進め

ていく必要がございますので、今月末を目途

に、県や市町村、経済団体などが参加した推進

会議を立ち上げることといたしておりまして、

県民運動の「知ろう・使おう・広げよう」とい

う基本理念について、県民の皆様にお願いした

い具体的な取り組み例をお示ししながら周知を

図り、協力をお願いしてまいりたいと考えてお

ります。

次に、「神話のふるさと みやざき温故知新

ものがたり」のコンセプトについてでございま

す。御紹介いただきました「Ｍの国」宮崎ブラ

ンド確立キャンペーンのように、これまでも神

話を初め宮崎の素材を活用した取り組みという

ものがなされてまいりましたが、古事記編さ

ん1300年というタイミングを活用してその集大

成を図ってまいりたい、そのような思いでござ

います。そして、それは一過性のものにしては

ならないという思いから、どのような姿勢で取

り組んでいくのか、その考え方を整理したもの

が「みやざき温故知新ものがたり」でございま

す。「温故知新」につきましては、神話伝説を

初め、本県の気候や風土、県民性を背景に大切

に引き継がれてきた貴重な宝というものを、県

民としても改めて見つめ直すこと、そしてその

磨き上げを行いまして、本県の魅力や、新しく

発展していくその姿を県内外にアピールしなが

ら、これからの県づくりにつなげていきたい、

そのような思いで使っております。過去と現在

を結びつけ、そしてそれを未来へつなげていく

という思い、まさに「古きをたずね新しきを知

る」ということでございます。これも、古事記

の上巻の序文に書かれております「稽古照今」

という言葉、読み下すと、いにしえを考えて今

を照らすということでございますが、古事記が

編さんされたその由来にも相通ずるものと考え

ておるところでございます。また、「ものがた

り」という言葉を使っておりますことは、古事

記も日本書紀も物語でございます。これが神

話、歴史として今の時代にも語り継がれており

ますし、今の宮崎の歩みというものをしっかり

と次の時代に語り継ぐとともに、これからの宮

崎の物語を県民総力戦で紡いでいこう、そのよ

うな思いを込めてつけておるものでございま

す。

この「みやざき温故知新ものがたり」、字数

も考えながら─「みやざき温故知新」で10、

「ものがたり」は５でございます。私が頭をひ

ねりながら考えたものでございますが、先日、

推進協議会の設立総会でも申し上げましたとお

り、一つの取り組み姿勢として提案させていた

だいたわけでございます。わかりにくいという

ことであれば、いろいろ見直しも考えられると

ころでございますが、いずれにしても貴重な宝

というものをそのような姿勢でもって大事に守

りはぐくんでまいりたい、そのような思いを込

めておるところでございます。以上でありま

す。〔降壇〕

○県民政策部長（渡邊亮一君）〔登壇〕 お答

えします。
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まず、過去に実施しました、みやざきブラン

ド確立キャンペーンの活用についてでございま

す。本県では、平成２年から「Ｍの国」宮崎ブ

ランド確立キャンペーンを実施しました。ちな

みにこのキャンペーンの企画、実施につきまし

ては、当時私は担当係長として参画してお

り、20数年ぶりに評価していただきまして、お

礼を申し上げます。また、このキャンペーンの

実施に当たりましては、民間業界、ホテル・旅

館、土産物屋、飲食店、商工関係者、農林水産

業関係者の多くの方と実行委員会を結成しまし

て、皆さんの熱心な取り組みと協力で展開しま

した。このような方々も大変喜んでいると思っ

ています。

先ほど議員から紹介がありました「Ｍの国」

というキャッチコピーのＭでございますが、い

ろいろ紹介がありました。宮崎の山、海（マウ

ンテン、マリン）、温暖な気候、穏和な人柄

（マイルド、マインド）、それからミステリア

スとかありましたけれども、神話もミスでござ

いまして、この神話のＭが決め手になってい

る。そして議員からもありましたように宮崎も

Ｍでございまして、当時の知事もＭでございま

した。そこで、このキャンペーンの内容でござ

いますけれども、東京山手線の列車やモノレー

ルの車内広告を一定期間宮崎一色にし、本県の

多彩な魅力を強力にアピールしまして、本県へ

の観光客誘致につなげるために実施したもので

ございます。この山手線の列車広告の貸し切り

でございますけれども、山手線は現在、11両編

成ですが、それを１列車すべて、車両の壁面広

告、つり広告を、宮崎のさまざまな観光地、土

産品、特産品などの広告で埋め尽くすというも

のでございまして、期間も２週間程度であった

と記憶しておりますが、首都圏のみならず全国

から東京に来られた方々が、この列車に乗ると

宮崎の空間に染まるというもので、当時かなり

インパクトのあるキャンペーンであったと記憶

しております。

それで、このキャンペーンでは神話を本県の

観光魅力の一つとしてとらえまして、神楽のポ

スターも多く活用したところでございます。日

本発祥にまつわる神話を本県のイメージに結び

つけ情報発信することによりまして、本県のイ

メージアップや誘客につなげようという点で、

今回の記紀編さん1300年記念事業の取り組みに

も通ずるものがあると考えております。この

キャンペーンからもう20年を経過しておりまし

て、その後の社会経済情勢や旅行形態、観光

ニーズや誘致宣伝手法等も変わってきておりま

すので、この経験がそのまま当てはまるもので

はないと思いますが、今回の事業の展開に当た

りましては、市町村や民間団体等と一体となり

まして、発信力があり、かつ効果的なＰＲをし

ていかなければならない、そういうふうに考え

ております。

次に、総合調整機能の充実についてでござい

ます。行政ニーズは各部局にまたがり、一部局

では対応ができない施策課題が多くございま

す。また近年、財政状況が厳しさを増す中で、

効率的かつ総合的な施策、事業の展開がとみに

必要になってきておりまして、従来にも増して

県行政における総合調整機能の発揮が求められ

てきております。例えば、中山間地域の振興を

図る上では、産業振興はもちろんでございます

が、交通、医療、教育、あるいは鳥獣被害対策

など、各部局の事業を総合的に調整して全庁的

な対応を図る必要があります。このほか、フー

ドビジネスなど産業振興策、エネルギー対策、

物流対策、情報・文化・国際化対策、そして記
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紀編さん1300年記念事業しかりでございます。

加えて、産学官連携等地域の知恵を結集した取

り組み、総合力の発揮がますます重要となって

おります。このようなことから今議会に、「県

民政策部」を「総合政策部」への名称変更、あ

るいは総合調整機能の強化を提案しているとこ

ろでございまして、各施策課題に応じまして関

係する部局が力を合わせ、全体として総合力を

発揮できるよう努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、パブリックコメントについてでござい

ます。パブリックコメントでの意見募集に当た

りましては、県のホームページへの掲載や報道

機関への情報提供に加え、今年度は、テレビ・

ラジオによる県政番組や、新聞広告「県政けい

じばん」の活用を徹底するなど、県民への積極

的な広報に取り組んでおり、その結果、１案件

当たりの意見数は昨年度に比べまして倍増した

ところでございます。しかしながら、議員御指

摘のように、案件によっては意見の少ないもの

もありますことから、県民の皆様の県政への参

画を進めるためにも、パブリックコメントの実

施部局に対しまして、適切な広報や募集期間の

設定等について、改めて周知徹底したいと考え

ております。以上でございます。〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

当初予算の編成についてであります。極めて

厳しい財政状況の中、今後とも必要な行政サー

ビスを提供し、地域の活力を高める取り組みを

進めていくためには、施策の集中化、重点化を

図るとともに、御指摘にありましたように、

個々の事業の取り組み状況等について厳しく検

証していくことが重要であります。このため、

平成24年度の当初予算編成におきましては、ま

ず、予算要求の前の段階で２カ月以上かけまし

て、すべての事務事業を対象に、それぞれの目

的に応じた達成状況はもちろんのこと、その効

果や県が事業を実施する必要性など、ゼロベー

スからの徹底した検証作業を実施し、予算額

で89億円余の見直しを行ったところでありま

す。その上で10月に予算編成方針を策定し、各

経費区分ごとに一定のシーリング枠を設けると

ともに、「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つの重点施策を設定し、財政改革の取り組み

を進めながらも重点的な予算措置をすることと

いたしました。このような一連の作業等を踏ま

えて算出した予算要求額につきまして、さらに

徹底した査定・審査を行い、限られた財源を、

真に県民福祉の向上に資する施策や事業の構築

に効率的、効果的に反映させるべく、きめ細か

な編成作業を行いまして、今回の当初予算案と

して取りまとめたところでございます。以上で

ございます。〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

婚活支援の取り組みについてでございます。

本県の未婚率につきましては、平成22年の国勢

調査によると、30～34歳で、男性が39.4％、約

４割、女性が30.5％、約３割となっておりまし

て、20年前と比較すると、男性が11.4ポイン

ト、女性が17.8ポイント上昇しております。こ

のような未婚化の進行は少子化の大きな要因の

一つであると考えられますことから、これまで

婚活支援を行う民間団体への助成を行うなど、

独身者の出会いの機会づくりに取り組んできた

ところでありますが、今年度はさらに、民間団

体の意見交換会や独身者の交流会を開催したほ

か、県のホームページにおいて、出会いに関す
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るイベント情報を随時提供しているところでご

ざいます。また、平成24年度におきましても、

民間団体の実施いたします事業への補助などを

行う「愛のキューピット支援事業」を実施した

いと考えております。県といたしましては、結

婚を応援する取り組みは未婚化対策の一つとし

て大変重要と考えておりますので、今後とも市

町村や民間団体と連携しながら取り組んでまい

りたいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○環境森林部長（加藤裕彦君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、有害鳥獣捕獲に対する報奨金について

であります。捕獲報奨金は、シカにつきまして

は、近年、生息数及びその被害額が急増したこ

とから、平成21年度から５カ年で３万8,000頭ま

で半減させるニホンジカ適正管理計画を策定

し、その捕獲を緊急に促進するため、市町村と

共同で、１頭当たり8,000円を支援しているとこ

ろでございます。一方、イノシシにつきまして

は、その肉を食べる文化が定着し、シカよりも

利用価値が高いことから、従来から人気のある

狩猟鳥獣であります。以上のようなことから、

イノシシにつきましては捕獲報奨金の対象とし

ていないところであります。

次に、海岸漂着物に関する一連のお尋ねにつ

いてであります。

まず、台風災害等により海岸に漂着した流木

等の処理責任についてでありますが、海岸漂着

物処理推進法において、海岸管理者等が回収、

運搬、処分などの必要な措置を講じなければな

らないとされております。

次に、市町村の協力義務等の内容についてで

あります。宮崎県海岸漂着物対策推進地域計画

においては、海岸管理者、国、県、市町村、さ

らには県民・団体等、多様な主体が適切な役割

分担と相互協力によって海岸漂着物対策を推進

することとされております。その中で、市町村

につきましては、海岸管理者等と連携して漂着

物の回収を行うこと、回収された漂着物を市町

村の廃棄物処理施設で処分すること等への協力

義務を定めております。さらに、台風被害等に

起因する大量の漂着物を処理する場合には、地

域住民等へのボランティアの呼びかけ等の協力

を行うことも定めております。

次に、市町村の処理施設で受け入れることが

できない場合の処理についてであります。大量

の漂着物が発生し、処理施設の受け入れ容量を

上回る場合、あるいは漂着物の性状や形状が受

け入れ基準を満たさない場合には、処理責任者

である海岸管理者等が民間の処理業者に委託し

て処理を行うなどの措置を講ずることになりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（児玉宏紀君）〔登壇〕 お答

えいたします。

技能士の活用についてであります。県が発注

する公共工事のうち建築物などの営繕工事にお

きましては、大工工事や左官工事など16の工種

につきまして、工事の規模等に応じ技能士の活

用を義務づけております。また、土木工事にお

きましても、道路の区画線設置工事や橋梁など

の塗装工事につきまして、入札参加資格の中で

技能士の配置を義務づけしているところでござ

います。議員から御指摘がありましたとおり、

技能士の活用は大変重要でございますが、技能

士の常駐制度については、県が発注する工事件

数に対して、工種ごとの技能士の数などを考慮

する必要がありますことから、関係団体の意見

も伺いながら、今後ともその活用などを研究し

てまいりたいと存じます。以上であります。
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〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

磯貝一氏についてであります。延岡出身の磯

貝一氏は、柔道の最高段位である十段をきわめ

られ、日本柔道界の重鎮として後進の指導に尽

力された偉大な人物であり、中学校保健体育の

宮崎県版の副読本においても紹介されていると

ころであります。平成24年度からの新しい中学

校学習指導要領では、武道が必修となること

や、その特性や成り立ちなどを理解させること

が示されておりますので、磯貝氏を紹介するこ

とは、生徒の興味・関心を高めるなどの教育的

効果も期待できるのではないかと考えておりま

す。県教育委員会といたしましては、今後、県

が主催する武道指導者講習会を初め指導者研修

等で、磯貝氏の功績などの紹介に努めてまいり

たいと存じます。以上であります。〔降壇〕

○後藤哲朗議員 それぞれに御答弁いただきま

して、ありがとうございました。

理解を深めるために、提言、提案、要望を交

えながら再度質問を行ってまいりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。

まず初めに、知事に、県民運動についてお尋

ねいたします。「言うは易く行うは難し」「笛

吹けども踊らず」等の言葉がありますが、すべ

ての県民の協力を支えに展開しなければならな

い息の長い運動ですし、たくさんの県民運動、

数値化できる経済効果と数値化できない県民意

識の変化など、費用対効果を検証し説明するこ

とは大切だと思いますが、取り組み状況はどの

ように把握していかれるのか、御所見をお願い

します。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、一つ

の方向性を示すことも重要でありますが、それ

に沿って県民の皆様に十分理解していただいた

上で行動していただくこと、そして、その成果

というものを出していき、それを検証していく

ことは、大変重要な取り組みであると考えてお

ります。先ほど答弁いたしましたように、現

在、この県民運動を進めていくためのさまざま

な仕組みづくりを進めておりまして、民間団体

における事務局の設置など、連携のための体制

づくりを進めているところでございます。ま

た、県民運動に関連する取り組みについて幅広

く情報の収集を行っているところでございます

が、県民の意識や行動の変化、さらには経済効

果をどのように把握していくかということにつ

きましては、推進会議の場で各団体にも御意見

を伺いながら検討してまいりたいと考えており

ます。

○後藤哲朗議員 実はここに、こども政策課作

成の「未来みやざき子育て県民運動」のチラシ

を持ってまいりました。この表面ですが、「県

民の皆様へのお願い」として、取り組みの実践

例を挙げ、県民お一人お一人、事業所、そして

地域・子育て支援団体にお願いしております。

裏面を見てみますと、「我がまちの子育て応援

宣言！」として26市町村すべてが宣言してい

る。この背景を聞いてみますと、５月から７

月、８月にかけて、局長さん、課長さん、担当

の方々が出向いて説明をし、お願いしているん

です。ここは私は、姿勢というか心構えという

のが大事じゃないか、そのように思っている次

第でございます。例えば高千穂町「えらしーっ

ちゃが。うちんこも、よそんこも。神話の里

高千穂町 子育て応援宣言！！」、延岡市です

と「みんなではぐくむ地域の宝 こどもの笑顔

があふれるまち のべおか」。非常に地域性、

独自性を出されて、参加しようという意気込み
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があらわれている。これは非常に参考になると

思いますので、どうか―本庁、県庁では会

議、会議をやられるけど、出向いて、実際お願

いするという姿勢が県民運動には大事じゃない

かなと、提言をさせていただきます。

そこで質問に移らせていただきます。県民運

動について、市町村との連携を図っていくとの

答弁がありました。中山間地域をみんなで支え

る県民運動でありますが、中山間地域、いきい

き集落等を抱える市町村は、連携というよりは

当事者の立場であり、日々、公共工事の確保、

産業振興、雇用の確保、有害鳥獣の被害防止等

に苦慮しているところであります。中山間地域

の問題は、水源地を守る、あるいは林業特区な

ど国を挙げて取り組む課題であり、県民運動と

してはなじまないと思っているところですが、

中山間地域をみんなで支える県民運動の具体的

な取り組みについて、県民政策部長にお尋ねし

ます。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 中山間地域に

つきましては、これまでも国や県など行政にお

いてさまざまな対策が講じられておるところで

ございますけれども、本県中山間地域の厳しい

現状を踏まえますと、今後は、都市部住民も参

画した県民協働で支える取り組み、県民運動と

しての展開が必要であると考えたところでござ

います。このため、中山間地域振興計画におき

まして、中山間地域をみんなで支える県民運動

を展開することといたしました。

具体的な取り組みとしましては、中山間地域

が有する公益的機能などを周知するための小冊

子等を作成・配布し、地域づくり活動や学校活

動などでの理解促進に努めること。そして、

「中山間盛り上げ隊」等の活用によりまして、

中山間地域と都市住民との交流・連携を促進す

ること。また、100万泊県民運動と連動した取り

組み、さらには、広い意味での地産地消県民運

動の一つとして、中山間地域の特産品の消費の

促進など、中山間地域の経済活性化をみんなで

支援していくことが必要ですので、そういうこ

とに取り組んでいきたいと考えております。今

後は、県、市町村や民間団体で構成する中山間

地域振興協議会を各地域に設置しまして、そこ

を核として県民運動を展開してまいりたいと考

えております。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。

続きまして、記紀編さん1300年記念事業につ

いてお尋ねいたします。この記念事業の企画運

営委員会設置規定に「専門的な見地からの情報

や助言を求めるため、アドバイザーを置くこと

ができる」とありますが、このアドバイザーと

してどのような方をイメージしておられるの

か、県民政策部長にお尋ねします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） このアドバイ

ザーにつきましては、専門的な見地から企画運

営委員会に対し情報や助言をいただくため設置

するものでございます。平成24年につきまして

は、「古事記編さん1300年」をテーマに事業を

展開することにしておりますから、本県の神話

や古事記、文化財等に造詣の深い学識経験者や

専門家などにアドバイザーをお願いしたいと考

えております。

○後藤哲朗議員 それでは、この事業について

要望を３点させていただきます。１点目は、主

質問でも述べましたけれども、「Ｍの国」宮崎

ブランド確立キャンペーン─携わった部長初

めまだいらっしゃいますので、ぜひとも御意見

をいただいて、実績、反省等を含めて御活用い

ただきたいということであります。

２点目でございますが、地産地消、地産地
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活。県外のコンサルタントや大手広告代理店等

に企画を依頼するのではなく、県内にも優秀な

企画立案をされる方やメディアの皆さんがい

らっしゃいます。そして、アミューズメントの

ノウハウにたけた企業も進出されましたので、

その辺の御活用をぜひともお願いしたい。

３点目でございますが、記紀神話にまつわる

史跡や祭り等の例が先般の協議会の資料として

出されております。天孫ニニギノミコトが高千

穂に降臨され、イツセ（五ヶ瀬川）を下り、吾

田（延岡）の笠沙の岬でコノハナサクヤヒメと

出会ったという出会いの聖地、笠沙の岬が掲載

されておりません。また、可愛岳（えのだけ）

の御陵祭はありますが、宮内庁の陵墓参考地と

しての北川町のニニギノミコトの御陵墓は掲載

すべきではないか、そのように思っている次第

です。情報の収集につきましては、この機会に

県内くまなく網羅されますようお願いを申し上

げます。

それでは、質問に移らせていただきます。御

案内のように、日向神話や伝説、史跡などの歴

史資源が数多くありますが、一方では、シーガ

イアのような新しい観光資源もあります。私

は、真の温故知新とは古きものと新しいものと

の融合だと思います。この事業が、一部の歴史

・神話ファンのためでなく、世代を超えた全県

的な取り組みになってもらいたいという強い思

いがありますが、残念ながら、本県が古事記や

日向神話の舞台であることを知らない人もたく

さんいらっしゃいます。今まで関心がなかった

人に、どのように本県の貴重な宝を知っていた

だくのか、取り組みに参加していただくのか

が、事業を展開する上で大変大きな意味がある

んじゃないか、そのように思っております。そ

のためには、地道な取り組みに加え、新しいも

の、手法を取り入れたやり方や新たなニーズへ

の対応も必要と考えますが、すそ野を広げるた

めの取り組みをどのように展開していかれるの

か、県民政策部長に御所見をお伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） できる限り多

くの県民の皆様に、本県にまつわる神話や文化

等を学んでいただくため、市町村や民間団体等

とも連携し、県内各地域での講演会、展示会を

開催いたしますとともに、学校や地域におきま

しても神話や伝説など地域の魅力を学ぶ機会を

提供してまいりたいと考えております。また、

余り歴史や神話などに関心のない人に対して

も、その魅力を理解していただけるようなイベ

ント等のあり方─今議会では高千穂と高原の

高千穂峰の論戦を起こしたらどうかというよう

な提案もありましたけど、いろんなイベント等

を企画運営委員会で検討しながら、県庁内に設

置しています若手ワーキンググループの中でも

しっかりと議論してまいりたいと考えておりま

す。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。ど

うぞよろしくお願いいたします。

続いて、次の質問に移ります。災害時の流木

等の処理についてお尋ねいたします。「廃棄物

の処理及び清掃に関する法律」では、廃棄物の

野焼き禁止の例外規定は、風水害などの災害時

に適用されると考えられるが、本県の台風時の

流木漂着時における運用についてどのように考

えるか、環境森林部長に御所見をお伺いしま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 廃棄物処理法

では、原則として基準を満たす焼却施設以外で

の焼却を禁止しておりますが、震災、風水害、

その他の災害の予防、応急対策または復旧のた

めに必要な場合は、例外として焼却施設以外で
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の焼却が認められております。しかしながら、

周辺地域の生活環境の保全に支障が生じる場合

には、市町村長による指導の対象となります。

したがって、海岸に台風で流木が漂着した際に

海岸管理者等が焼却を行う場合は、地元市町村

と十分協議する必要があると考えております。

○後藤哲朗議員 次に、災害発生時に実際動け

る実質的なマニュアルが必要だと思いますが、

海岸管理者としてはどのように考えるのか、県

土整備部長にお尋ねいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 現在、マニュ

アルの整備を進めているところでございます

が、流木等被害が生じた際の迅速かつ適切な対

応を目的として定めようとしているものでござ

います。しかしながら、県北地区におきまして

は、市町村と議論が煮詰まっていない部分があ

りまして、まだ策定されておりません。今後と

も、県北地区についても必要でございますの

で、策定に向けて地元自治体等の関係者と協議

を進めてまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。実

は災害発生時の流木等の処理につきましては、

海岸管理者と地元自治体との協議が、今お話に

ありましたように、若干、平行線のところがご

ざいます。本県では、海岸管理者はすべて知事

が管理者、全責任を負う、そのようなことでご

ざいまして、特に県北では、車、重機の乗り入

れができない海岸、塩分を含んだ大きな流木等

の問題等、解決が難しいことは十分理解をして

いるところでございますが、やはり知事の調整

を願う時期に来ている、そのように思っている

次第でございます。

東北の瓦れき処理の受け入れいかんという大

きなテーマがある中、大変申しわけございませ

んが、県北の長年の課題である海岸漂着物の問

題を出させていただきましたけれども、知事の

リーダーシップ、調整、決断では、同じような

ことになりかねません。どうか知事におかれま

しては県北市町村の実態というものをお酌み取

りいただきまして、調整方よろしくお願いした

い、このように思っている次第です。

また、環境森林部長にお尋ねしたいと思いま

す。この漂着する流木は、地元の山から流れ出

た木材が多いという指摘もございます。これが

地元の山から出た流木であるとすれば、その対

策も考える必要があるのではないか。環境森林

部長に御所見をお伺いします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 本県は、急峻

な地形に加え脆弱な地質が広く分布しており、

台風や集中豪雨等により山腹崩壊等の災害が発

生しやすい条件下にあります。このため県で

は、広葉樹等の植栽や広葉樹の進入を促す間伐

を行い、針葉樹と広葉樹が混在する森林へ誘導

するなど、植生が豊かで根がよく発達した災害

に強い森林づくりを進めているところです。ま

た、災害で荒廃した山腹や渓流等において、緑

化や治山ダム等を施工して流木発生の未然防止

に努めているところであります。さらに、平

成19年の流木による被害を契機とし、新たに森

林環境税を活用して、渓流等に堆積した不安定

な流木等の除去にも取り組んでいるところであ

ります。今後とも、これらの事業を実施するこ

とによりまして、流木の発生防止に努めてまい

りたいと考えております。

○後藤哲朗議員 加藤部長、実はこの山の問題

は民有林だと私は思うんです。管理されていな

い民有林が問題であって、国、県、あるいは森

林組合等で管理されているところは問題ないと

思いますので、民有林にターゲットを絞ってい

ただきたい、そのように思っていますので、ど



- 272 -

平成24年３月７日(水)

うぞよろしくお願いいたします。

次に、婚活支援について、福祉保健部長にお

尋ねいたします。婚活支援の重要性を認識して

いただいていることを確認いたしました。先月

の25日、県内では初めての街コンが宮崎市で開

催されました。実は延岡市でも、新たな出会い

によるカップル誕生、そしてまちおこしにつな

げようと、民間主体の実行委員会が組織され、

８月に開催予定であります。高千穂町への神社

参拝ツアー等を盛り込んでの一大イベントを企

画中であります。このように各地で、商店街や

観光部門などとタイアップした民間活力を生か

したイベントが企画され、独身男女の出会いの

機会づくりが進むことに大きな期待を寄せてい

るところであります。中山間・地域政策課の

「がんばろう中山間！出会い創出事業」は、市

町村の取り組みを支援するという事業ですが、

御答弁いただきました愛のキューピット支援事

業につきましては、民間団体の実施する優良な

事業に対して補助を行う予定とのことです。ど

のような基準で選考されるのかについてお伺い

いたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 愛のキュー

ピット支援事業につきましては、婚活支援の活

動を行う民間団体を支援しまして、独身者の出

会いの機会づくりを促進するものでございま

す。詳細な補助要件につきましては、現在、検

討を行っているところでありますが、今後、実

施要領等を制定いたしまして、補助対象先につ

いては公募の上、選定をいたしたいと考えてお

ります。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。

続きまして、教育長にお尋ねいたします。学

力・体力の向上、心の教育、道徳教育等を柱に

各種教育の推進に、現場の先生方は本当に日々

頑張っている、励まれているなという感じがい

たしております。各種教育の推進では、人権、

環境、国際理解、情報、放送、福祉、特別支

援、食に関する指導、性教育、生活安全指導、

生涯学習、そして近年のキャリア教育、防災教

育、幼保小連携の取り組み、放射線学習、さら

に今回、私が提言しております、地域・郷土の

先賢、人材・素材を生かした教育活動の展開、

充実を図るふるさと教育の推進などなど、各種

教育の推進については、いろいろな声、提案が

届けられている状況ではないか、そのように

思っています。そのようなこともあり、現在の

学校、教育現場はハードな職場環境と思われま

すが、その実態をどのようにとらえていらっ

しゃるかお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 学校の職場環境につ

きましては、過去に実施したアンケート調査結

果によりますと、教職員の約８割が「忙しいと

感じている」と答えております。また、その主

な要因といたしましては、「授業や児童生徒と

接すること以外の事務作業が多い」「会議や学

校行事が精選されていない」「家庭で担うよう

な教育内容まで学校に求められる」などが挙げ

られております。教育の質の向上を図っていく

ためには、教職員が児童生徒に向き合い、やり

がいや充実感を感じながら、働きやすく、その

能力を発揮する環境をつくることが大切である

と考えております。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。

最後になります。同じく教育長にお尋ねいた

します。憲法があり、教育基本法、そしてそれ

ぞれの関係法令があり、県の教育振興基本計画

があり、市町村教育委員会が基本方針等を定め

ているわけでありますが、各方面からさまざま

な教育テーマが示される中で、市町村教育委員
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会には地域性を生かした独自の特徴ある各種教

育を推進する余裕がないのが実態だ、そのよう

に思っております。私どもの会派の部会で視察

した広島県教育委員会では、地域の人材を生か

したふるさと教育を全県的に推進し、教材は市

町村に任せておりました。ふるさと教育では、

地域の偉人を取り上げる際には、それぞれの身

近な地域の偉人を取り上げて指導したほうがよ

いと考えますが、教育長のお考えをお伺いいた

します。

○教育長（渡辺義人君） 子供たちにとって身

近な地域の偉人につきましては、小学校３・４

年生において、各市町村教育委員会が独自に作

成しました副読本をもとに、その業績について

調べたり、先人の願いや努力などを理解したり

する学習を行っております。また、総合的な学

習の時間における「ふるさと学習」におきまし

ても、学校によっては、偉人ゆかりの地の見学

や地域の方から話を聞くなど、創意工夫した取

り組みがなされております。このように、子供

たちにとって身近な地域の偉人を取り上げ、そ

の人物の生き方や教えに触れる学習が進められ

ているところであります。議員の御所見のとお

り、このような学習は、自己の生き方について

考えを深めるとともに、自分の地域に対する誇

りや愛情をはぐくむ上で大変意義あるものと考

えております。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。教

育長におかれましては、高校の先輩であります

ので、どうぞ今後ともよろしく御指導をお願い

いたします。

さて、最後に、パブリックコメントの感想を

申し述べさせていただきます。この導入は平

成15年だったと思います。地方議会においてさ

まざまな議論があったものでございます。実施

するならば、より実効性の高いものにしていか

ないといけませんが、やはり二元代表制と言わ

れる議会、議員の意見というものを真摯に受け

ていただきますよう、執行部の皆様に要望いた

しまして、以上で一般質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、 原正三議員。

○蓬原正三議員〔登壇〕（拍手） しばらくお

つき合いを願います。

我が国の総人口は、2004年の１億2,784万人を

ピークに、今後100年間で、100年前、明治時代

後半の水準まで減少する可能性があるという推

計があります。明治維新、1868年に3,330万人の

人口が、2004年12月のピークまで人口は右肩上

がりに急激に増加、そして2100年には逆にカー

ブを描いて4,771万人まで急激に減少するという

富士山型の人口グラフであります。もしこの推

計値どおりだとすると、今を境に前後100年間に

約7,000万人の人口が増減するという、かつてな

い人口変化を我々日本人は経験するということ

になります。人口の減少に伴う社会の構造変化

に合わせて、我々は社会の仕組みなどの設計変

更を余儀なくさせられていることは間違いない

ようであります。政治の責任の重さを痛感しな

がら、質問に入ります。

まず、知事の政治姿勢について、その政治資

金についてであります。年末から年始にかけて

知事の県政報告会が行われております。政治資

金パーティーだと聞いておりますが、首長は執

行権者の立場から、近年は浅く広く偏らず資金

を集めていると聞きます。またアメリカでは、

企業・団体ではなく個人から広く集めるのが普

通と聞いておりますが、知事は総務省出身でも

あります。政治資金のあり方に関する考えをお

聞かせください。また、河野知事の場合、この
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１年間の政治資金の収支状況はどうだったの

か、お聞かせいただきたいと思います。

後は、ちょうど真センターに座っております

ので、自席のほうで質問をいたします。よろし

くお願いします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

政治資金についてであります。私の政治活動

に要する経費につきましては、法令にのっとっ

て、後援会におきまして広く私の活動に御賛同

いただける方からの会費や寄附を募るほか、県

内各地での県政報告会の収入によっているとこ

ろであります。昨年の後援会の収入であります

が、確認をしましたところ、繰越金を含め合計

で2,000万円程度になります。大まかな内訳でご

ざいますが、会費が70万円、寄附金が260万円、

県政報告会の収入が970万円、借入金が300万円

ほどとなっておりまして、これらを後援会の維

持経費や県政報告会の開催経費などに充ててい

るところであります。以上であります。〔降

壇〕

○蓬原正三議員 随時聞いてまいります。次

に、消費税についてであります。消費税の増税

論者は、「財政赤字が拡大する一方で、来るべ

き少子高齢化社会に備えて、将来の社会保障の

安定財源を確保しておかなければならない。か

つての経済成長は見込めず、不況だからといっ

てためらっていては、いつまでたっても消費税

は上げられない」と主張し、一方、反対論者

は、「デフレ不況下での増税は景気をますます

悪化させ、増税しても税収はふえない。税金の

もととなる国民所得をふやすことで税収はふえ

る。先送りできない課題は、消費税の増税では

なくデフレからの脱却である」と主張しており

ます。しかも、政策を主導すべき政府・与党が

増税論、反対論２つに分裂し、ますますわかり

にくい状況を呈しております。知事は、先日の

太田議員の質問に対し、「避けて通れない課

題」と表現されておりますが、果たして宮崎に

おける影響はどうなのか、大変思い悩むところ

であります。改めて、政府の対応も含め、消費

税に対する知事の御所見をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 冒頭に、人口構造の変

化について御指摘があったわけでございます

が、こうした急速に進む少子高齢化の中で社会

保障関係費というものが増大をしております。

今後、国と地方がさまざまな社会保障サービス

も含めてしっかりと提供していくためには、消

費税の増税というものが、その実施の時期や進

め方は別といたしまして、避けては通れない課

題であるという認識でございます。一方で、今

御質問にありましたように、今日のデフレ不況

下で消費税を増税することが、国内経済はもと

より、口蹄疫などで疲弊した経済の回復を図る

本県にとりましても、その影響というものが懸

念をされるところであります。したがいまし

て、その実施に当たっては、国におきまして専

門的な分析・検討を経た上で、国内経済や地域

経済の状況、その影響というものを十分考慮す

るとともに、国民の理解が得られるよう今後十

分な議論が尽くされる必要があろうと考えてお

ります。

○蓬原正三議員 次は、地方公務員の給与につ

いてであります。先月29日成立した、国家公務

員の給与を7.8％削減する臨時特例法案には、

「地方公務員の給与について、自治体が自主的

かつ適切に対応されるものとする」との文言が

あると聞いております。２年間の時限立法では

ありますが、かなり微妙な問題であります。知

事の御見解をお聞かせください。一時は、政府

平成24年３月７日(水)
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要人の「地方交付税を削減する」などの報道も

あったところであります。お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 今回の国家公務員の給

与削減につきましては、その背景なり目的とい

うものをしっかりと見据える必要があろうかと

思いますが、国の厳しい財政状況と東日本大震

災に対処するという必要性から、その財源捻出

のために行われたものということでございま

す。これを本県に照らしてみますと、財政状況

という点につきましては、本県ではこれまで既

に、極めて厳しい財政状況というものを踏ま

え、独自の給与の見直しや定員の大幅な削減な

ど、国に先んじて行財政改革に取り組んでいる

ところでございます。一方で、東日本大震災の

被災地への支援ということにつきましても、口

蹄疫や鳥インフルエンザ、新燃岳などの災害に

際して、全国から支援をしていただいたことに

感謝し、恩返しをするために、「みやざき感謝

プロジェクト」ということで、県内市町村、民

間団体、さまざまな皆様と一体となって支援に

積極的、継続的に取り組んできたところでござ

います。県といたしましては、今後とも、みず

からの判断に基づいた自主的な取り組みという

ものを適切に進めてまいりたいと考えておりま

す。

○蓬原正三議員 国家公務員の協約締結権付与

について。政府・与党には公務員に協約締結権

を付与する法案の検討もされているやに聞いて

おります。もし国家公務員に付与となれば、お

のずと地方公務員にも付与となるかと思います

が、このことについて、元国家公務員でもあり

ます知事の御見解をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） これは大変議論のある

ところでございます。国家公務員の協約締結権

につきましては、関係法案が昨年の通常国会に

提出をされ、今国会におきましても継続審議を

されているということで、こうした中、地方公

務員については昨年６月に、国と同様に協約締

結権を付与し人事委員会勧告を廃止するという

制度改革案が国から示されまして、全国知事会

など地方６団体との間で現在意見交換が行われ

ている状況でございます。現在、国が示してい

る案では、制度改革の必要性や効果というもの

が明確に示されておらず、また、国と異なって

おりまして、都道府県から市町村まで規模や任

命権者がさまざまであるという地方の実態を十

分踏まえていないのではないかということも考

えられますので、議論が尽くされているとは言

いがたい状況ではないかという認識でございま

す。

今回の改革というものが、行政運営はもとよ

り、住民生活にも影響を与える抜本的な制度改

革となるところでございますので、慎重に検討

すべき課題と考えております。今後、国民的な

議論を喚起するためにも、国と地方の協議の場

を設けて、オープンな場で地方の実情等もしっ

かり踏まえた上での議論をしていく必要があろ

うかと考えております。

○蓬原正三議員 知事カラーについてでありま

す。新年度の予算編成において、知事は河野カ

ラーを出すことに当然のこととして腐心された

ことと思いますが、知事のカラーなるものは予

算のどこにどういうふうに反映されているの

か、お聞かせいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 24年度当初予算案、カ

ラーということでございますが、私の思いの込

もったところということで３点ほど挙げさせて

いただきます。

まず１点目としましては、これまでも申し上

げておりますとおり、本県の直面している大き

平成24年３月７日(水)
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な課題というものが、防災力の強化、さらには

経済の活性化だという認識のもとに、地域経済

の活性化、防災対策の推進に取り組むこととし

ております。50億円規模の地域経済活性化・防

災対策特別枠を設けまして、県内全域できめ細

かな発注を行うことができる県単公共事業の上

積みを初めとしまして、県立学校耐震化の前倒

しや木造住宅の耐震化リフォームなどに取り組

むこととしたところでございます。

２点目としましては、厳しい社会経済情勢が

続く中ではありますが、やはり県民に元気や夢

を届ける必要があろう、さらに本県の未来を築

く取り組みというものも必要であろうという認

識のもとに、例えば、新たに基金を設けて取り

組む芸術文化の振興やスポーツの振興、さらに

は、古事記1300年ということをとらえて本県の

宝を磨いていこうという事業の展開であります

とか、東九州メディカルバレー構想、また農業

の６次産業化などに重点を置いて取り組むこと

としたところでございます。また、１点目の経

済活性化とも相通ずるところでございますが、

地産地消の県民運動でございますとか、私が提

唱した100万泊県民運動などにつながる県内観光

の活性化など、地域経済循環システムをやりな

がら元気を出していこう、そのような取り組み

を重点に置いたところでございます。

３点目としましては、財革計画の着実な推進

というのも重要でございまして、極めて厳しい

財政状況の中、持続可能な財政運営が必要であ

ろうということで、県債残高を可能な限り縮減

するということで財政改革の取り組みを進めた

ところでございます。そういった３点に配慮し

ながら、全体的にバランスを図ったところが、

思いを込めたところでございます。

○蓬原正三議員 かなりの河野カラーが出てい

るようでございますが、その予算組みについ

て、新年度の予算には、公債管理特別会計の新

設や、外部団体からの寄附を主たる財源とする

文化とスポーツの振興に係る２基金の設置な

ど、従来の予算との違いがあります。これは具

体的なことですから総務部長にお尋ねしたいと

思いますが、特別会計設置の意味について。も

う一点は、芸術文化振興基金及びスポーツ推進

基金の財源はどのようになっているのか、また

県の基金として改めて設置した意味とメリット

は何なのか。総務部長、この２点についてお聞

かせください。

○総務部長（稲用博美君） 公債管理特別会計

につきましては、県債の償還と借換債の発行を

管理する特別会計であり、この特別会計を設置

することによりまして、県債に係る元利償還金

の経理の明確化を図ることはもちろん、借換債

の発行を特別会計で対応することによって、年

度によっては100億円以上増減する、借換債の発

行に伴います一般会計予算額の大幅な変動を避

けることができ、適切な一般会計の予算規模を

お示しすることができるようになります。さら

に、満期一括方式の県債の償還に備えまして、

毎年度、一定割合の額を一般会計から特別会計

に繰り出し、基金に積み立てることによりまし

て、実質的な公債費負担の平準化に取り組むこ

ととしております。

それから２基金についてですが、より幅広く

積極的に当該事業の展開を図ることができるよ

うにということで、関係団体と協議の上で、県

の出捐等による基金について、一たん寄附して

いただき、一般財源等を追加措置することによ

り一定額を確保し、新たな県の基金として設置

するものであります。芸術文化振興基金につき

ましては、従前の事業のより安定的、継続的な

平成24年３月７日(水)
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実施に加えまして、新たに市町村等が実施する

郷土先覚者の顕彰や郷土芸能などのさまざまな

文化事業に対し助成を行うこととしておりま

す。スポーツ推進基金につきましては、より多

くの県民がスポーツに親しむことを目指す県民

運動の展開やスポーツメディカルサポート体制

の充実など、新たな視点から、本県における生

涯スポーツのさらなる推進と、高校野球を初め

各種競技力の一層の向上を目指すこととしたも

のであります。県の基金としたことによりまし

て、基金へ寄附した場合の税制上の優遇措置が

受けられますことから、広く寄附を募ることに

より、県民と行政が一体となった芸術文化の振

興やスポーツ推進の機運づくりにも大きな効果

があるものと考えております。

○蓬原正三議員 今のお話ですが、２基金です

けれども、我々から見ると埋蔵金のようなイ

メージがあるわけです。だから、ほかにもそう

いう団体等に眠っている埋蔵金がまだあるので

はないか。あるとすれば、今後どのようにして

いくのか。総務部長の御見解をお聞かせいただ

きたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 団体等に設けてお

ります基金等につきましては、それぞれの目的

に沿った事業を行うため、県の拠出等により造

成しているものであります。これまで、団体等

の解散や事業の終了等によりまして、その残額

を県へ寄附や返戻していただくことはありまし

たが、現在のところ、今回の２基金以外、改め

て県の基金として活用することを予定している

ものはございません。今後とも、関係団体等に

対し県が拠出している資金等につきましては、

その活用や運用状況等について常に見直しを行

い、必要に応じ適切に対応してまいりたいと考

えております。

○蓬原正三議員 次に移ります。諸基本計画に

ついてであります。「宮崎県行政に係る基本的

な計画の議決等に関する条例」に基づき、議会

の議決に付すべき県の計画には、総合計画を初

め、産業科学技術振興指針など20件の計画やプ

ラン、ビジョンがございます。知事就任後、県

総合計画「未来みやざき創造プラン」が昨年３

月に策定以来、国際化推進プランや森林・林業

長期計画や農業・農村振興長期計画、水産業・

漁村振興長期計画などなど、９件の計画等がこ

れまでに議会の議決に付されてまいりました。

私は、新エネルギービジョンについては、原発

のこともあり強い関心がありましたので、読み

たいと思い、それがきっかけで、ほかのすべて

の計画書を集め、斜め読みではありますが、一

通りすべての計画書を読んでみたところであり

ます。部屋に缶詰、２日を要しました。新エネ

ルギービジョンについては１年前倒しでおつく

りになるということでありますが、他の計画書

の中には、作成年次がかなり古いものや、時代

や社会環境の変化にそぐわないのではと思われ

るものがございます。そこで各部長に、それぞ

れの計画書についてお尋ねをいたしたいと思い

ます。

まず、みやざきボランティア活動促進基本方

針についてであります。16年前、平成８年に策

定され、目標年次もございません。特に災害時

のボランティア活動の体制づくりについては、

東日本大震災や新燃岳噴火を教訓に改定すべき

ではないかと思いますが、県民政策部長にお考

えをお願いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 今、議員が御

指摘されましたそのとおりでございまして、早

速、改定作業に着手したいと考えております。

○蓬原正三議員 明快な答弁で、ちょっとびっ
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くりしましたが……。

人権教育・啓発推進方針について、平成17年

１月の策定で７年が経過しております。ＩＴ化

の進展による人権侵害が顕著になり、児童虐待

やＤＶなどの防止に関する法律等が一部改正さ

れました。時代の変化に合わせ改定すべきでは

ないかと思いますが、県民政策部長にもう一回

お願いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） この人権教育

・啓発推進方針でございますが、現在、国にお

いて「新たな人権救済機関の設置等に関する法

案」が検討されており、この方針にも影響を及

ぼすということが想定されているものですか

ら、今、その動向を見守っているところでござ

いまして、この国の動きを注視しながら、また

新たな人権課題等も勘案しながら、適切に対応

していきたいと考えております。

○蓬原正三議員 観光・リゾート振興計画につ

いてであります。平成17年度から26年度までの

計画となっております。九州新幹線の開通や大

震災、円高など社会がかなり大きく変化し、当

然、観光の動向も大きく変化したはずでありま

す。また、本県は古事記編さん1300年を記念し

た観光策を講じようとしている最中でもありま

す。この際、改定すべきではと思いますが、商

工観光労働部長、お考えをお聞かせください。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 観光・リ

ゾート振興計画につきましては、お話のように

平成17年度から26年度を計画期間とし、「地域

の資源を生かした観光地づくり」や「スポーツ

ランドみやざきの展開」及び「効果的な情報発

信」を柱とする10カ年計画であります。このよ

うな中、昨年の未来みやざき創造プランの策定

に際し、長期ビジョンを定めるとともに、平

成26年度までのアクションプランにおいて、知

事の政策提案や社会情勢の変化等を踏まえて具

体的なプログラムを作成したところであり、全

体として観光・リゾート振興計画の柱や方向性

などもにらみながら、整合性を図ったところで

あります。したがいまして、当該計画につきま

しては、終期となる平成26年度の段階において

見直しを行ってまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 次に、「都市計画に関する基

本方針」について。合併が進んで市街地の状況

が大きく変わりつつあります。さらに、大店舗

の進出により中心市街地は完全に空洞化。しか

も文章中には「44市町村」の表現もまだ残って

おります。用をなしていないのではと率直に感

じましたが、県土整備部長にお考えをお伺いい

たします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 「都市計画に

関する基本方針」につきましては、おおむね20

年後を目標とする都市づくりの方向性を示すも

のとして、平成16年に策定しております。その

後、都市計画法を初めとするまちづくり三法が

改正されたことに伴いまして、平成20年３月

に、当基本方針を補完する「宮崎県まちづくり

基本方針」を策定したところであります。県と

いたしましては、東日本大震災に伴い制定され

た「津波防災地域づくりに関する法律」や、今

後予定されております都市計画法の改正等も踏

まえ、都市計画に関する基本方針の見直しを検

討してまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 ありがとうございました。実

は、申し上げたかったのは次のことでありま

す。それぞれの基本計画は、法令との関係等制

約があるとは思いますが、策定年度はばらばら

であります。時代の変化も早いし、特に近年の

マニフェスト選挙においては、知事の交代に

よって基本方針も大きく変わります。そこで、
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議決に付すべき基本計画すべてを知事マニフェ

ストに沿った総合計画に時期をそろえ、４年ご

とに見直し改定をしてはどうかと思うのであり

ます。１月に知事選挙、次いで４月に県議会議

員選挙、時期はほぼ同じであります。むしろ、

準備期間を考えると、知事就任の３月前は好都

合なのかもしれません。４月以降、人心が一新

したところで基本計画を知事が提案、議会が諸

計画を審議、議決した後、執行部と議会双方が

ともに基本的な方針を共有しながら県政推進に

当たることができるというわけであります。県

政の活性化につながることと思いますが、知事

の御見解をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 今いろいろ計画の見直

し等について御指摘をいただいたところでござ

います。まず、県の計画というものは中心的に

なるのが総合計画でございまして、長期的な視

点から本県の進むべき方向性を示した長期ビ

ジョンと、私の政策提案を踏まえた４年間のア

クションプラン、この２つで成り立っておるも

のがございます。この総合計画を中心にしなが

ら、各部局が策定する部門別の計画があるわけ

でございます。この総合計画につきましては、

アクションプランは４年間の計画でございます

が、長期ビジョンについてもアクションプラン

に合わせて見直しを行い、必要に応じて改定す

るということを明記しておるところでございま

す。部門別計画につきましては、今御指摘もあ

りました、法律により計画期間が定められてい

るものとか、上位計画である国の計画に合わせ

て改定する必要のあるものがありますので、一

律に県の計画を４年ごとに改定していくことは

難しいと思っておりますし、計画に伴う安定

性、継続性をいかに保つかという視点も重要で

あろうかと考えておりますが、御指摘の趣旨を

踏まえて、それぞれの計画について改定をすべ

きか否か、状況の変化を踏まえながら常に検討

していくということが必要であろうと考えてお

ります。

○蓬原正三議員 見直しをしてはいけないとい

う規定はないはずですから、１回クリーニング

にかけ、そして新たに４年間やっていけばいい

のではないか、ぜひ御検討いただきたいと思い

ます。

将来の姿についてであります。未来みやざき

創造プラン（長期ビジョン）では、 2 0年

後、2030年における人口、経済活動を推計して

おります。その中で就業人口については、現状

のままで推計した場合のケース１と、高齢者や

女性等の就労がふえる場合のケース２で比較

し、ケース１では20年後約42万人、今より13万

人の減少、ケース２では約46万人、今より９万

人の減少となると推計し、人口全体が減少して

いく社会にあっては、その差が生産活動や県民

所得に与える影響は大変大きいとしてありま

す。その内訳は、生産活動、県民所得では、

ケース１の場合１人当たり20万円減少、ケース

２では逆に14万円増加する。そして社会保障に

ついては、ケース１で約2,500億円の財源不足、

ケース２では約750億円の財源不足と推計してあ

ります。すなわち、将来の社会活力を維持する

ためには、大いに高齢者や女性の就労等の社会

参加が望ましいという結論が導き出されており

ます。そこで、県民政策部長と福祉保健部長に

お尋ねいたします。今回、みやざき男女共同参

画プランと高齢者保健福祉計画の変更案が議案

として上程されておりますが、高齢者と女性の

社会参加をどう図っていくのか、お考えをお聞

かせください。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 女性の社会参
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画の推進につきましては、現在提案しておりま

す第２次みやざき男女共同参画プランにおい

て、女性の政策・方針決定過程への参画をより

一層促進するとともに、女性のチャレンジに対

する支援、男女の平等な就業環境の整備や仕事

と家庭の両立などを支援することとしておりま

す。これを受けまして新年度予算では、男女共

同参画センターによる啓発研修を初めとしまし

て、女性の起業や再就職、キャリアアップ等に

関する情報提供・相談を行う「輝く女性応援事

業」や、多くの分野で女性の参画が少ないこと

から、地域の女性リーダーのレベルアップを図

る「地域で進める男女共同参画実践塾」を引き

続き実施することとしております。また新規事

業といたしまして、男女共同参画への理解を促

進するために、メディアの活用や街頭キャン

ペーンによる広報啓発や、モデル市町村の取り

組みへの支援を行う「理解と共感を広げる男女

共同参画啓発事業」に取り組むこととしており

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 少子高齢化が

今後ますます進行する中で、地域活力の維持・

向上を図ってまいりますためには、高齢者の大

多数を占める元気な方々が、社会を支える一員

として、これまで培ってきた知恵や経験などを

生かし活躍できる社会をつくっていくことが重

要な課題の一つと考えております。このため、

新たな宮崎県高齢者保健福祉計画におきまして

も、「高齢者が活躍する社会の推進」を目指す

べき施策の柱の一つに位置づけ、これまでの

「シニアパワーを生かした社会参加の仕組みづ

くり」等に加えまして、来年度から新たに、団

塊世代を初めとする高齢者に対して多様な社会

参加の機会を広く紹介し、ＮＰＯ等の立ち上げ

や活動参加の支援等を行う「団塊パワー発見・

発揮支援事業」などに取り組んでいくこととし

ております。県といたしましては、今後とも、

高齢者が社会活力の担い手としてシニアパワー

を十分発揮し、生き生きと活躍する社会づくり

に努めてまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 次に、将来の経済の活力とい

う観点からお尋ねをいたします。知事は提案理

由説明の中で、ことしのテーマを「岩戸開き」

と表明されました。人口が減少する中にあって

も、相応の経済活動を維持すべく、将来への礎

となる安定的な経済システムを築いていかなけ

ればなりません。平成20年度の本県の県際収支

は約5,400億円の赤字、いわゆる移入超過であり

ます。つまり、いかに外貨を稼ぎ県内の経済循

環をよくするかということが、本県経済活性化

の大きなテーマであることは言うまでもありま

せん。平成24年度の予算において、将来の県際

収支の改善、あるいは県内経済循環のアップに

つながる事業をどのように展開しようとされて

いるのかお聞かせください。県民政策部長、お

願いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 厳しい経済情

勢が続く中、何とか光を取り戻すために、来年

度予算の重点施策に「産業・雇用づくり」を掲

げたところでございまして、御指摘のとおり、

本県経済の活性化を図る上で、県外からいかに

稼ぎ、また県内では、資金や価値が効果的に地

域を循環する仕組みをいかにつくるかが重要で

ございます。このため来年度は、東九州自動車

道や細島港など産業振興の基盤整備を進めます

とともに、農業の６次産業化や食品分野の新事

業創出促進等によるフードビジネスの展開、東

九州メディカルバレー構想の推進、さらにはア

ジア市場に目を向けた輸出促進など、将来のエ

ンジン産業の育成を図ってまいります。また、
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地域経済循環システムの構築に向けましては、

広い意味での地産地消や100万泊県民運動、さら

には記紀編さん1300年記念事業などを通しまし

て、県内のことを「知ろう・使おう・広げよ

う」という考えについて周知を図るとともに、

具体的な行動につながっていくように取り組ん

でまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 ありがとうございました。高

知県の産業振興計画というのがあって、おもし

ろい言葉がありましたので、紹介をして次に行

きたいと思います。「地産地消」という言葉は

よく使いますけれども、高知県の場合は、大き

くうたっているタイトルが「地産外商」、地ど

れのものを外に売っていこう、いわゆる外貨に

つながる。だから地産地消と地産外商、そうい

うことになるのではないかと思いまして、いい

言葉だと思いましたのでおつなぎをいたしまし

た。

それで、外貨を稼ぐというような観点から、

観光に関することですが、お尋ねしておきたい

と思います。国際コンベンションの誘致という

ことについてであります。かつてサミット外相

会議が行われたころ、国際コンベンションの誘

致活動はとても盛んに行われておりました。

が、近年、余り話題に上ることはありません。

県は国際コンベンションの誘致にどのように取

り組んでいかれるのかお聞かせください。シー

ガイアがフェニックスリゾートからセガサミー

ホールディングスに経営権移動はいたしまし

た。移動はいたしましたが、かつては県として

巨額の投資をしたこともある立派な施設であり

ます。これはやはり活用すべきではないか、そ

ういうふうに考えますが、御意見をお聞かせく

ださい。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） コンベン

ションの開催は、宿泊や飲食などによる経済効

果や、国内外に向けて本県のＰＲが図られます

ことから、県では、みやざき観光コンベンショ

ン協会や関係市町村と連携をし、誘致に取り組

んでおります。その結果、今年度を例に見ます

と、国際コンベンションは、海外７カ国が参加

しました太陽光発電関係の国際会議を初め、第

２回アジア細胞治療学会学術会議など15件が、

本県で開催または開催予定となっております。

国際コンベンションの誘致に当たりましては、

開催決定権を持つキーパーソンの本県への招聘

や国内外の商談会でのＰＲ、旅行エージェント

へのセールスを行うとともに、平成21年度から

は、各種学会の事務局責任者や学会の指導的立

場にある大学教授などを対象とした誘致懇談会

も開催しているところであります。今後とも、

観光コンベンション協会等と連携を図り、国内

外でのＰＲや人的ネットワークを活用した情報

収集に努め、国際コンベンションの誘致に取り

組んでいきたいと考えております。

○蓬原正三議員 次は、スポーツ振興に移りま

す。６点ほど伺います。

１番目は、スポーツ推進基金積立金の目的に

は、「スポーツの一層の推進と競技力向上を図

るため」とありますが、何ゆえにスポーツを推

進し競技力の向上なのか、その基本となるとこ

ろの理念、考えをお聞かせください。この際、

その本質的なところを明確にしておきたいと思

います。教育長、お願いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 昨年７月に、サッ

カー「なでしこジャパン」のワールドカップで

の優勝が、東日本大震災で被災した日本に元気

と勇気を与えてくれたことは、記憶に新しいと

ころであります。このようにスポーツには、

人々の心を動かす大きな力があり、個人の心身
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の健康の保持増進はもとより、次代を担う青少

年の体力の向上や人格の形成、地域の一体感と

活力の醸成など、さまざまな価値や意義がある

と考えております。このようなことから、国に

おいては、昨年８月にスポーツ基本法を施行

し、スポーツ立国の実現を目指し、各種の施策

を総合的、計画的に推進していくこととしてお

ります。また、本県におきましても、昨今の県

民の健康に対する関心の高まりや、競技スポー

ツに対する機運の盛り上がりなどを受け、宮崎

県総合計画のアクションプランや第二次宮崎県

教育振興基本計画に「県民総参加型のスポーツ

の推進」と「感動と夢を生み出す競技スポーツ

の推進」を位置づけ、重点的に取り組みを進め

ることとしたところであります。その具体的な

推進を図るために、今回、宮崎県体育協会の協

力を得て、スポーツ推進基金を県に設置するこ

ととしたものであり、県教育委員会といたしま

しては、基金を有効に活用し、官と民が一体と

なり、スポーツを通して宮崎を元気にしてまい

りたいと考えております。

○蓬原正三議員 次に、基金事業、みやざき競

技スポーツ特別強化対策事業についてでありま

す。事業の内容は、県中学生選抜チーム支援事

業、大学・社会人スポーツ支援事業、競技力向

上支援事業、ジュニア日本代表支援事業という

ことで、すべてが「支援事業」となっておりま

す。何をどうするのか、もう少し具体的にわか

りやすく中身の御説明をお願いいたします。教

育長。

○教育長（渡辺義人君） 平成24年度の新規事

業としてお願いしております「みやざき競技ス

ポーツ特別強化対策事業」は、４つの事業で構

成されております。１つ目の事業は「競技力向

上支援事業」であります。これは、県体育協会

に県内の競技スポーツの状況に詳しい支援員を

２名配置し、有望社会人の受け入れを促進する

とともに、競技団体への巡回指導を行い、組織

強化や選手強化を推進するものであります。２

つ目の事業は「ジュニア日本代表支援事業」で

あります。これは、本県在学中の中高校生で各

競技の全日本ジュニアチームの一員として活躍

する選手の遠征費への補助を行うものでありま

す。３つ目の事業は「県中学生選抜チーム支援

事業」であります。これは、中学生の県選抜

チームで行う合宿や遠征試合への補助や、指導

者研修会に対する運営費の補助を行うものであ

ります。４つ目の事業は「大学・社会人スポー

ツ支援事業」でありまして、本県の国民体育大

会青年競技力の向上を図るため、大学、企業が

行う合宿や遠征試合に対して補助を行うもので

あります。

○蓬原正三議員 競技スポーツ特別強化対策事

業であります。遠征費等の補助を行うというこ

とでありますけれども、単なる支援ではなく、

何かはっきりとした目標を設定して取り組んで

いくべきではないかと考えますが、教育長の御

見解をお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 御指摘のとおり、目

標を設定して取り組むことは大変重要なことで

ございます。したがいまして、県の総合計画

（アクションプラン）にも位置づけております

とおり、競技スポーツにおける具体的な目標と

して、国民体育大会の天皇杯順位30位台を掲げ

ているところであります。また、各競技団体に

おいても、この共通の目標に向かって、それぞ

れの置かれた状況を踏まえながら、短期的、長

期的な個別の目標を設定し、その達成に向けて

鋭意取り組んでいただいているところでありま

す。県教育委員会では、毎年度、こうした各競
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技団体の取り組みについて、県体育協会と連携

しながら、ヒアリングを行うとともに結果の分

析を行い、必要な対策の見直しを行っていると

ころであります。今回お願いしております特別

強化対策事業は、こうした見直しを踏まえて取

り組むことにしたものでありまして、今後と

も、事業の成果について検証を行いながら、必

要となる効果的な競技力強化対策に全力で取り

組んでまいります。

○蓬原正三議員 関連してもう一件、総合型地

域スポーツクラブであります。このスポーツク

ラブとの連携が、スポーツ振興を図るためには

大変意味が大きいと思いますけれども、総合型

地域スポーツクラブの現状と、今後、全市町村

への設置を目指してどのように取り組んでいか

れるのか、教育長の御見解をお聞かせくださ

い。

○教育長（渡辺義人君） 本県では現在、13市

町で22の総合型地域スポーツクラブが設立さ

れ、クラブ設立に向けた準備が進んでいる町村

が２つございます。それぞれのクラブでは、会

員のニーズに応じて各種スポーツ教室や世代間

交流を図るイベントを開催するなど、会員が知

恵や力を出し合い、スポーツを通したコミュニ

ティー活動に積極的に取り組まれております。

県教育委員会といたしましては、現在のところ

設立の動きのない11町村に対しまして、県体育

協会のクラブ育成アドバイザーと連携を図り、

計画的に訪問して、クラブの意義や運営面等に

関する説明を行い、クラブ設立への働きかけを

行っているところであります。総合型地域ス

ポーツクラブは、地域スポーツ推進の核となる

組織でありますので、市町村、県体育協会等と

さらなる連携を図りながら、県内すべての市町

村でのクラブ設立を目指してまいりたいと考え

ております。

○ 原正三議員 スポーツ少年団についてお尋

ねいたします。少子化に伴い団員数が減少して

おります。小学生のみの数では、平成５年１

万8,949人が、平成23年１万3,626人、5,323人が

減少しております。加入率は、平成16年24.5％

をピークに、平成23年21.3％、3.2ポイントの減

少。加入率は極端には下がっておりませんが、

やや下がる傾向にございます。学校によって

は、団員数が減少し試合ができないチームもあ

ります。かつて宮崎県は、福岡県をしのぐ団員

数を誇っておりました。スポーツの振興を図り

競技力を向上させるためには、小さいころから

スポーツに親しむ環境をつくることが必要であ

り、特にトップアスリート育成を目指すのであ

れば、ゴルフの石川遼や宮里藍、卓球の福原愛

選手たちのように、幼児期からの指導も必要な

ことであります。本来、スポーツ少年団は健全

育成を目的とする団体ではありますが、長期的

に見れば、スポーツの振興と競技力向上に果た

す役割は大変大きいと考えます。少年団の加入

率を上げ団員数をふやすことが望まれます。指

導者の皆さんはボランティアで頑張っておりま

す。行政面からのさらなる支援が必要でありま

す。今、減少に歯どめをかけなければいけませ

ん。教育長の御見解をお聞かせください。私は

三股町のスポーツ少年団の本部長です。隣の星

原さんは都城市のスポーツ少年団の本部長であ

ります。しっかり聞いております。お願いしま

す。

○教育長（渡辺義人君） お力を発揮いただき

まして、ありがとうございます。

スポーツ少年団は、「スポーツを通じた青少

年の健全育成」という理念に基づきまして、子

供たちにスポーツの楽しさや喜びを味わわせる
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とともに、社会性や協調性を身につけさせるこ

とができる有意義な教育的活動であると考えて

おります。スポーツ少年団の加入者は、議員の

御指摘のとおり、近年、少子化の影響や子供や

保護者の価値観の多様化などから年々減少傾向

にありまして、地域によっては既存の少年団を

統合したり廃止したりせざるを得ない状況にあ

るようであります。このような現状を踏まえま

して、宮崎県体育協会や各市町村のスポーツ少

年団本部等では、指導者やリーダーを養成する

講習会や各種交流大会の開催等を通して、ス

ポーツ少年団活動の充実を図り、加入者の増加

等に努められております。県教育委員会といた

しましても、今後とも市町村や関係団体等と十

分連携を図りながら、各種大会への助成や優秀

指導者の表彰など、スポーツ少年団の支援に努

めてまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 市町村対抗駅伝についてお尋

ねいたします。第２回大会が１月初旬に、県と

県教育委員会後援、宮崎日日新聞社主催で、宮

崎市において実施されました。今回はコースを

新たに設定しての大会で、全市町村が参加し白

熱したレースが展開されました。沿道からの応

援も多く、大変盛り上がった大会となりまし

た。３つの区間で応援をいたしましたが、ス

ポーツ振興を図るためにも、今後さらに県民総

参加型の大きな大会になればと思った次第で

す。知事のあいさつもあったと聞いております

が、ここは担当部局の教育長、大会の評価をお

聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 市町村対抗駅伝大会

は、従来行われてきました県駅伝大会が平成22

年度にリニューアルされ、小学生から50歳以上

までの幅広い世代が、市町村の代表としての誇

りやふるさとを愛する気持ちを１本のたすきで

つなぐという、地域に根差した特色ある大会と

なってきております。大会にはそれぞれの市町

村が合同練習を重ねて参加されるなど盛り上が

りを見せており、県といたしましても、知事に

スターターを務めていただいたほか、区間賞ト

ロフィーの提供や大会運営に携わるなど、さま

ざまな形での支援をしているところでございま

す。また、県内の教職員や高校生の陸上部員も

運営スタッフとして協力し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、本大会

が、ジュニア選手の育成や県内各市町村の交流

の促進、スポーツを通した地域の活性化に貢献

することから、今後、宮崎の新春を彩る風物詩

として定着をし、多くの県民の皆様に愛される

大会となるように、引き続き支援を行ってまい

りたいと考えております。

○蓬原正三議員 結果は、１位が宮崎市、２位

が小林市、３位が都城市、４位が三股町、５位

が高原町でありました。なぜか合併していない

市町村が、町村の部では１位と２位でありまし

た。また前夜祭で、ある村長さんの言葉だそう

でありますが、又聞きですから名前は申し上げ

ませんけれども、「我が町は2,000数百人の人口

で１チーム出しているんだ。大きな町はもっと

いっぱい出せ」と言われたと、そういう言葉が

あって大変受けたという話でございました。

もっともっと呼びかけて、多くの参加があるよ

うにお願いいたします。

最後に、１市町村１スポーツイベント運動に

ついてであります。スポーツ推進基金の趣旨を

広く県民に浸透させるために、１市町村１ス

ポーツイベント運動を展開してはどうかと思い

ますが、教育長の御感想をお聞かせください。

例えば、日向市であればソフトボール、都城市

であればバレーボールと自転車競技、高千穂町
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と高原町は剣道、延岡市は長距離走などなど、

お家芸的なスポーツを各市町村は持っているは

ずであります。当然、知事ないし教育長は、後

援の立場から大会に赴いてスポーツ振興を督励

しなければなりません。多少の予算補助も必要

になるかと思われますが、教育長にお伺いしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 今、一部御紹介がご

ざいましたが、市町村によっては、「剣道のま

ち高千穂」や「ソフトボールのまち日向市」

「バレーボールのまち都城」などのキャッチフ

レーズを掲げて、地域の特色を生かしたスポー

ツの振興に取り組まれております。また、平

成21年度に開催しました全国スポーツ・レクリ

エーション祭宮崎大会等を契機として、えびの

市のターゲットバードゴルフや日南市の綱引き

など、市町村と競技団体が連携して地域に根差

した大会が開催されているスポーツもございま

す。１市町村１スポーツイベント運動を展開し

てはどうかとの御提案でありますが、市町村に

おいて、こうした特色あるスポーツを振興して

いくことは、地域住民のスポーツへの関心を高

めますとともに、地域の一体感や活力を醸成す

るなど、さまざまな効果が期待できるものと考

えております。県教育委員会といたしまして

は、各市町村での特色あるスポーツイベント等

の取り組みにつきまして、ホームページでの紹

介など周知・ＰＲを行いながら、奨励してまい

りたいと思います。

なお、基金を活用した事業については、来年

度４つの事業をお願いしておりますが、今後の

展開につきましては、県民のニーズなどを踏ま

え、さまざまな観点から総合的に検討していく

ことになろうと考えております。

○蓬原正三議員 次に移ります。新幹線効果、

Ｂ＆Ｓバスについてであります。

九州新幹線が開通して間もなく１年になりま

す。九州経済調査協会が実施した宿泊・レ

ジャー施設のアンケートによりますと、新幹線

効果を享受できているのは福岡、熊本、鹿児島

の３県のみで、ほか４県はマイナスととらえる

事業者のほうが多いという報道がございまし

た。つい先週、私の地域の人たち17名が指宿の

ホテルに宿泊したところ、ロビーは関西弁の観

光客が多く見られ、仲居さんはてんやわんや

で、「忙しい。新幹線の効果でしょうか」と話

していたそうであります。さて、その新幹線効

果を呼び込むべく、新八代―宮崎間に高速バス

「Ｂ＆Ｓみやざき」が運行開始して、約１年に

なります。運行主体は宮交、産交、ＪＲバスの

３社でありますが、先月、ＪＲ本社を訪問した

際、社長以下役員の皆様方との意見交換会での

話によりますと、今のところまだまだ認知度が

低く、乗車率もあと一歩とのことでありまし

た。このバス路線は、鉄道と並び新幹線効果を

本県に呼び込む効果的な２次路線であると考え

ます。ＰＲや利用増進も含めて、県として何ら

かの支援、協力はできないのか。商工観光労働

部長の御見解をお聞かせください。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） Ｂ＆Ｓ

は、お話のようにビジネス面や観光面等で有効

な交通手段であると考えております。観光面に

ついて申し上げますと、ＪＲ九州等が旅行商品

を造成しているほか、県におきましても、ＪＲ

九州や宮崎市などと連携しながら、関西・中国

地方等でのＰＲや、利用者に対する本県の特産

品のプレゼントキャンペーンなどの利用促進に

取り組んできたところであります。今月のダイ

ヤ改正で、新大阪発着の「さくら」の新八代駅

での停車が増加しますとともに、博多―宮崎間
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の所要時間が短縮されるなど利便性が向上しま

すことから、新幹線効果をさらに取り込むと

いった観点に立って、ＪＲ九州や沿線自治体な

どと連携して、Ｂ＆Ｓの観光客への周知を図

り、誘客に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○蓬原正三議員 「Ｂ＆Ｓみやざき」に関して

です。以前から議論のあったことであります

が、高速バス停留所付近の駐車場を求める声が

多くあります。特に都城北バス停は鹿児島県志

布志あたりまでの広いエリアを対象としてお

り、利便性の向上を図ることが乗車率アップに

つながることは間違いないことであります。

せっかくの新幹線に接続する有効な２次路線で

あります。利用促進を図ることが路線運行の安

定を図り、ひいては新幹線からの宮崎への誘客

につながることになろうかと思います。駐車場

の拡充について、県民政策部長の御見解をお聞

かせください。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 「Ｂ＆Ｓみや

ざき」の利用促進につきましては、県民へのＰ

Ｒなどに努めているところでございますが、さ

らなる利用促進を図るためには、駐車場の確保

や路線バスとの接続など利便性の向上も重要で

あると考えております。御質問のありました駐

車場については、現在、地元自治体や民間企業

により整備されておりますが、まずは地元自治

体とともにその利用実態と課題の把握にしっか

りと努めていきたい、そしてどのような対応が

必要なのか協議してまいりたいと考えておりま

す。

○蓬原正三議員 次に移ります。道路保全につ

いて、１件だけお尋ねいたします。最近、車の

振動による騒音や、振動により屋根がわらがず

れるなどの苦情が、県道の沿線住民から多く寄

せられております。車の大型化が進行したこと

もありますが、舗装の傷みが原因と思われま

す。「予算が不足し改修がおぼつかない」との

声も聞きますが、つくった道路は人が利用しま

す。舗装補修の予算を十分に確保する必要があ

ると思いますが、県土整備部長の御見解をお聞

かせください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 舗装補修につ

きましては、公共事業全体の予算が減少してい

る中でも一定の予算を確保し、取り組んでいる

ところであります。しかしながら、舗装の劣化

によりまして、議員御指摘のようなさまざまな

苦情も寄せられているところであります。この

ため、引き続き、優先的に整備すべき箇所の選

定や適切な工法の採用を行うなど、より効果

的、効率的な舗装補修に取り組み、道路の安全

確保と沿道環境の改善を図ってまいりたいと考

えております。また今後は、施設の老朽化など

により補修や更新に要する経費が増大すること

が想定されますので、計画的な道路の維持管理

に取り組みますとともに、必要な予算の確保に

努めてまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 最後になります。儲かる農業

について。

人は生きるためには食わなければなりませ

ん。人類の歴史は飢えとの闘いでもありまし

た。時は過ぎ豊かになって、今や多くの日本人

は食のありがたささえ忘れ、ある大臣などはＴ

ＰＰに関し、工業製品がＧＤＰの数％の生産額

しかない農業の犠牲になっていいのかという旨

の発言をするありさまであります。かかる人々

は、食の歴史に思いをはせることもなく、食の

ありがたさや食料生産に携わる人々の苦労さえ

知ろうともせず、恐らくは、石油ショックなら

ぬ食料ショックでも来ない限り、農業のありが
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たさに気づくことはないのかもしれません。世

界的な大干ばつや大紛争、あるいは疫病の大流

行等によって食料の供給がままならぬ状況と

なったとき初めて、かかる人々は、空腹のつら

さに耐えながらテレビでもかじりつつ、農業を

おろそかにしたことを大いに反省するのかもし

れません。しかしながら、そのときは「時既に

遅し」であります。我が宮崎県こそは、日本人

が子々孫々の代まで飢えることのないよう、生

きる基本である食、すなわち農業も大切にした

いものであります。そこで、来年度予算に係る

儲かる農業に関する施策について、４点ほど農

政水産部長にお尋ねいたします。

昨年６月策定された第七次宮崎県農業・農村

振興長期計画では、４大施策の第１番目に、

「儲かる農業」の実現という大きな目標が計画

推進の柱に掲げられております。ページを繰っ

てみますと、随所に「儲かる」「儲かる」の言

葉が踊る計画となっております。私も田を耕し

米をつくってはおりますが、そのほとんどは縁

故米、「儲かる」となるとなかなか簡単にはい

かないというのが実感であります。しかしなが

ら、高齢化が進行し後継者不足が顕著な今、今

後の継続的、発展的な農業経営を考えるとき、

「儲かる農業」の言葉が大切なキーワードであ

ることは間違いありません。そこで、計画実施

初年度の平成24年度において、この「儲かる農

業」の実現に向けて、どのように予算に反映し

政策を展開しようとしているのか、お伺いした

いと思います。

まず、ブランド対策についてであります。

「儲かる農業」の実現の項、（３）多様なニー

ズに応える「攻めの生産・流通・販売」の総合

展開の、③健康と環境に着目した「みやざきブ

ランド」の展開の中で、「いのちの恵みに感謝

する県、みやざき」を基本コンセプトにブラン

ド力の向上を図るとあります。本県農産物の付

加価値を高めることは重要なことであります。

どのような政策を講じられるかお聞かせくださ

い。農政水産部長。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県産の農産

物については、例えば、ピーマンやゴーヤーを

初めとする多くの野菜類で、ビタミンＣやベー

タカロテンといった栄養成分や機能性成分の含

有量が、全国の標準値に比べて1.2～1.5倍にな

るなど高い傾向にあることが確認されておりま

す。これは、日射量が全国トップクラスであ

り、豊かな太陽の恵みを受けている宮崎ならで

はの特徴であり、消費者の健康志向が高まる中

で、他産地にはまねのできない付加価値になる

と考えております。今後は、このような宮崎な

らではの付加価値を農家所得の向上に結びつけ

ていくため、これまでに蓄積した調査データを

もとに栄養成分や機能性成分の表示に取り組む

など、消費者ニーズを的確にとらえた本県農産

物のイメージアップを図ってまいります。

○ 原正三議員 次に、同じくブランドについ

てであります。ブランドといえば、完熟マン

ゴーや、きんかん「たまたま」でありますが、

先月、宮城県仙台市に被災地視察に行った際、

「宮崎から」と言うと、返ってきたのが「キン

カンを食べてみたい」との言葉でありました。

「キンカンは宮崎」のイメージが定着しつつあ

ると感じた一瞬であり、後日、見舞いがてら

「たまたま」を送りましたら大変喜ばれまし

た。折もよろしく、月末の朝日新聞には、「果

樹の消費拡大」と称して、新事業の日向夏の

カットフルーツ販売のことが報じてございまし

た。消費者ニーズの変化により生鮮果実の消費

が減少しているとも聞きますが、日向夏などの
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本県果実の需要拡大をどのように進めていくの

かお聞かせください。農政水産部長。

○農政水産部長（岡村 巖君） 生鮮果実の消

費が減退する中で、本県果樹の需要拡大を図る

ためには、これまでのＰＲ・販売対策に加えま

して、手軽に必要な分だけ食べたいといった消

費志向への対応や、付加価値を高める６次産業

化の推進が大変重要であると考えております。

このため県では、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「果樹だからできる

６次産業化チャレンジ事業」において、日向夏

やマンゴーを中心に、全国に先駆け、加工・流

通メーカーとの連携によるカットフルーツへの

参入を進めることとしております。また、クリ

やユズなどの地域特産果樹を活用した新たな加

工食品の開発や、日向夏を８月ごろまで貯蔵し

て夏場の果物として利用拡大を図るなどの取り

組みも進めてまいりたいと考えております。こ

れらの取り組みにより、本県果樹の全国量販店

などでの消費拡大や、学校給食、外食産業など

新たな業務需要の開拓につなげ、「儲かる果樹

農業」の実現を図ってまいりたいと考えており

ます。

○蓬原正三議員 次に、「儲かる」ための試験

研究についてであります。本県では、国により

７地区でダム幹線水路などの畑地かんがい施設

整備が進められており、既に５地区が完了して

おります。私の地元都城盆地でも国の事業は完

了し、あとは末端の施設整備が望まれるところ

であります。今後、受益面積の増加が予想され

る中、土地利用型農業の展開について研究を進

めておくことは大変重要なことと思われます。

幸い都城には県の畑作支場がございます。畑か

ん施設を有効活用した高収益な畑作物の生産技

術開発の取り組み状況について、お聞かせくだ

さい。

○農政水産部長（岡村 巖君） 温暖化が進み

集中豪雨や干ばつが頻発する中で、整備が進む

畑地かんがいの水を有効に活用した安定生産技

術の開発は極めて重要であると考えておりま

す。このため県におきましては、総合農業試験

場畑作園芸支場において、全国的に出荷の端境

期に当たり、生産拡大が求められている加工業

務用の春どりキャベツや、収量向上が求められ

ているジュース原料用ニンジンの畑かんの利用

などによる安定生産技術を開発し、現在、生産

現場での実証・普及に取り組んでいるところで

ございます。また、平成24年度からは、同一圃

場に里芋やホウレンソウなどを年２作、３作、

体系的に作付し、農地をフル活用する高収益輪

作技術の開発などに取り組むこととしておりま

す。県といたしましては、近年需要が拡大して

いる加工業務用ニーズに的確に対応するために

も、今後とも、安定的で生産性の高い畑作農業

の技術開発に積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

○蓬原正三議員 ありがとうございました。ぜ

ひ頑張っていただきたいと思います。

私どもは民間企業でこんなことをよく言われ

ました。「知恵を出せ、知恵を。知恵の出ない

者は汗を出せ。知恵も汗も出ない者は、静かに

去れ」、大変厳しい言葉なんです。これは民間

企業の新人教育の場などでよく聞かされる言葉

であります。どうぞ大いに知恵を出していただ

いて、すばらしい試験研究の成果が出ますよう

に期待をいたしております。

最後になります。同じく畑地かんがいを活用

した「儲かる畑作営農」についてであります。

口蹄疫からの復興に向けて、畜産と畑作など耕

種のバランスのとれた農業構造への転換が求め
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られている中、畑地かんがいを活用した収益性

の高い畑作営農の展開が必要と考えております

が、新規事業の中でどのように取り組んでいか

れるのかお聞かせください。農政水産部長、お

願いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 畜産と耕種の

バランスのとれた農業構造に転換していくため

には、安定的で生産性の高い畑作営農の確立を

図る必要があり、先ほど申し上げました試験場

における新しい畑かん営農技術の開発とその普

及に向けた実証・啓発が重要であります。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「畑かんで進める地域農業再生

事業」において、新たな畑かん営農技術の確立

のため、畑地かんがいを活用した新たな輪作体

系や大規模営農に対応した散水作業の省力化な

どの実証を行うこととしております。また、こ

れらの技術を広く普及していくため、畑かん営

農の推進役となる「畑かんマイスター」の認証

制度の創設や、輪作体系などを踏まえた新たな

畑かん営農技術マニュアルの策定などを行い、

県や市町、ＪＡ、農業者など地域が一体となっ

た普及・推進体制の強化を図ることとしており

ます。これらの技術開発、実証、普及啓発と

いった一連の取り組みにより、畑地かんがいを

有効に活用した収益性の高い畑作営農を推進

し、儲かる農業の実現を目指してまいりたいと

考えております。

○蓬原正三議員 ありがとうございました。

以上でありますが、この畑地かんがいについ

ては、末端というべきか先端というべきか、す

べてが計画どおり完了するまで、まだあと10年

かかるというふうに聞いております。あと10年

たちますと、農業をやろうという人が既にいな

くなってしまう可能性がありますので、あと10

年をできるだけ短縮できるようにやっていただ

かないと、万里の長城化することにもなりかね

ませんので、ぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。

以上申し上げ、私の質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

○十屋幸平副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩をいたします。

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、井本英雄議員。

○井本英雄議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、御

苦労さまでございます。あと２人だけになりま

したので、お疲れと思いますけど、少しばかり

我慢して聞いていただきたい。食後であります

から、眠くなると思いますが、眠いときは眠っ

てください。

まず、知事に、基本的姿勢をお聞きしたいと

思います。知事に就任されて１年になりまし

た。我々との蜜月時代もこの辺で終わりにし

て、ちょっと厳しいことを言わにゃいかんなと

思います。まず、この前の知事選挙のときのこ

とを思い出していただきたいのであります。

ちょうど私は浪人中でありましたけど、東国原

前知事が、やめるやらやめぬやら、ずるずるず

るずると引き延ばして、結局選挙の直前になっ

てやめると言い出しました。実は知事選に出た

いという人もおられたんですよ、県内に何人

か。そのためにその人たちが結局出られません

でした。こんな選挙が行われたことは宮崎県に

とっては本当に残念なことだと、不幸なことだ
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と私は思っております。河野知事には本当に失

礼ですけど、本来なら、河野知事よりもっとふ

さわしい人がおったかもしれん。それはわから

ん。日産のカルロス・ゴーンという人が言って

おります。「私は、人を選ぶときはどういう基

準で選ぶかというと、能力で選ぶんじゃない、

やる気、情熱で選ぶんだ」、こう言っておるん

です。知事は広島県出身であります。本当に宮

崎県人以上に宮崎県を愛していると、そのやる

気、情熱、これが本当にあるのか。知事は能力

もあるし、人柄もいい。問題は、宮崎県人以上

の、ここに生まれた人以上の宮崎県を愛する

心、そういう心が知事の中にあるか。知事の支

持率はいいけど、しかし、大方の人は、「知事

さんは何期かやったらまた広島に戻るんだろう

な」と。あの東国原前知事も「骨を埋める」と

言ったんですが、やっぱり行ってしまった。本

当にここは、腰かけ気分じゃ困るんです。知事

の覚悟のほどをちょっとお聞かせ願えたらと

思っております。

次に、知事としての先見性についてでありま

す。私は、ここで二度ばかりブータンについて

取り上げたことがありました。この前の３・11

の事件の後、ブータンの国王がお見舞いに来ら

れました。そのときマスコミなんかが取り上げ

ていただいてブータンブームが起こりました。

私も少しばかり先見の明があったかなと思って

いるわけであります。

私は、世界は今、大きな歴史の曲がり角に来

ているんじゃないのかという気がしてしようが

ないんです。それで知事に先見性について聞く

んですが、小林一三という阪急電鉄を興した実

業家がおりますが、彼は、実業家には５年、10

年の先見性があればいいんだと言うんです。50

年、100年先を見るほどの先見性は要らないと

言っております。ところが、我々政治家はそう

であってはいかんと思うんです。知事ももう役

人じゃない、政治家でありますから、50年

先、100年先を見通すような先見性がなければな

らないのではないかと思うのであります。宮崎

には立派なお手本があります。綾町の郷田町長

でありますが、綾町はかつて家出の町と言われ

たことがあります。郷田町長は、当時、雑木を

切って杉を植えようとするのに断固反対して照

葉樹林を残しました。有機農法などあり得ない

時代に断固やり通して、今のような立派な綾町

にしたということであります。50年先を見てい

たということであります。

私がなぜ知事に先見性を問う気になったかと

いいますと、ことしの正月、テレビを見ており

ましたら、知事が出ていました。そうしたら、

知事は─ことしの目標と書いてあったような

気がするんですが、３項目書いてありました。

全部、要するに経済のことしか書いていないん

です。経済をどうしようという話。経済はもち

ろん大切なんですけれども、しかし、私は、も

う時代は、経済、経済という時代ではないん

じゃないだろうかという気がしてしようがない

んです。この前、朝日新聞で、「エダノミクス

対マエハラノミクス」と題して、枝野経済産業

相と前原政調会長の経済に対する考え方が３回

のシリーズにわたって載っておりました。枝野

さんは、もう経済、経済という時代じゃないん

じゃないかという立場でありました。前原さん

は相変わらず、どんどんと行けという立場で

あったようでありますが、私の考えはどちらか

というと枝野さんの考えに近いわけでありま

す。知事としては50年先、100年先をどう見通さ

れているか。宮崎の将来をどのように描き切っ

ておるのか、その辺のところをお聞かせ願えた
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らなと思っております。

壇上での質問を終わりたいと思います。あり

がとうございました。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

迫力ある叱咤激励ありがとうございます。心

から感謝申し上げます。

まず、知事としての意気込みについてであり

ます。私が生まれて育ち、高校生までを過ごし

た広島も、また、公務員から政治家へと育てて

いただき、その道を与えていただいたこの宮崎

も、ともに私にとって大切なふるさとでありま

す。感謝の思いとともに、体全体にしみわたる

ような愛着また愛情を抱いておるところでござ

います。一昨年、口蹄疫からの再生・復興など

本県の正念場に際し、これまでの経験を何とか

生かしたい、大変お世話になった宮崎の皆さん

のために力を尽くしたい、そのような思いで国

家公務員としてのキャリアをすべてなげうっ

て、知事としての道を歩ませていただくことに

なったわけでございます。広島出身、総務省の

出身ということが言われるわけでありますが、

これから先、帰る場所として広島なり総務省が

あるわけではありません。私にはもう戻る場所

はないわけであります。「一所懸命」という言

葉があります。「一生懸命」のもととなった言

葉であります。まさに、私にとってこの宮崎が

一所懸命であります。このふるさと宮崎の発展

のために、宮崎県民の皆様の御期待にこたえる

ために、これまで経験したことのすべてをこの

宮崎に注いで、全身全霊、発展のために尽くし

てまいりたいと、そのように考えておるところ

でございます。

次に、先見性についてでございます。将来の

見通し、50年先、100年先のことを確たることと

してお話しするのは、だれにとっても難しいこ

とだというふうに考えておりますが、一つ確か

な確度を持って言えますことは、やはり人口構

造の変化であるというふうに考えております。

ここから少なくとも数十年先のオーダーで、我

が国が人口減少また少子高齢社会というものを

迎えていくと。さらには世界に目を転じていき

ますと、中国、インドを中心としたアジアに人

口重心また経済の重心が移っていく。また、世

界での人口爆発に伴いまして、食料、さまざま

な資源、エネルギーの問題というものが確実に

生じてくるということかというふうに思ってお

ります。その中で、この宮崎がどのような立ち

位置を持ち、より発展を遂げていくか、そこが

大きな課題であるという認識でございます。先

ほど綾の郷田町長の話もございました。先見性

を持って先を見据えて取り組んでいく。将来の

方向性を確かなものを見据えて取り組んでい

く。大変重要なことでございますが、そのため

には、一つ過去に学ぶということも大事であろ

うかというふうに考えております。今回、古事

記1300年では、「温故知新」ということをコン

セプトに、過去に学びながら、古きをたずねて

新しきを知っていきたいということを申し上げ

ておりますし、郷田町長を初めさまざまな先人

の知恵、また古典をひもとき学ぶこと、これも

大変重要なことというふうに考えております。

そして、何よりも大事なことは、この宮崎とい

うものを改めて見詰め直し、宮崎の温暖な気候

から人情味豊かな県民性から、すばらしいもの

はたくさんあるというのは、この議会でも繰り

返し議論がなされておるところでございます

が、それを私ども改めて見詰め直し、世界の大

きな構造変化の中でどのような役割を果たして

いくかということを考えていくということだと
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いうふうに思っております。その中で、やはり

宮崎の得意分野である農林水産業というものを

生かしながら、フードビジネス、将来の食糧不

足にも対応していく産業構造をつくっていくこ

と、これを今やっていくというのが大変重要で

あると考えております。

多くの皆様のお知恵をいただきながら、県民

の皆さんの力を合わせて、50年先、100年先をも

見据えながら、この宮崎の立ち位置、また宮崎

の将来というものを今後とも考えてまいりた

い、そのように思います。以上であります。

〔降壇〕

○井本英雄議員 どうもありがとうございまし

た。

それでは次に、教育の再生についてお聞きい

たしたいと思います。

まず教育長に、学力とは何か、その辺から始

めたいと思いますが、よろしくお願いします。

○教育長（渡辺義人君） 変化の激しいこれか

らの時代を主体的、創造的に生きていくために

は、子供たちに、確かな学力をしっかりと身に

つけさせることが必要であります。学力につき

ましては、さまざまなとらえ方があろうかと思

いますが、県教育委員会といたしましては、学

校教育法で定められていますように、１つに

は、基礎的・基本的な知識・技能、２つには、

知識・技能を活用して課題を解決するために必

要な思考力、判断力、表現力、３つには、主体

的に学習に取り組む態度、この３つでありまし

て、これらをバランスよく身につけた力、それ

が学力であるというふうに考えております。

○井本英雄議員 わかりました。要するに知識

を単に丸暗記するだけが学力じゃないんだとい

うことでありますね。ゆとり教育のときにも、

とにかく、21世紀を切り開いていくたくましい

人間をつくるんだということで、自分で考えて

そして自分で切り開いていく。そういう人間を

つくり上げていくために、それが学力だという

ことで、同じことだと思いますが、実はこの学

力というのは、ＯＥＣＤのＰＩＳＡで試されて

いるものでありまして、これについて、フィン

ランドが３回連続して、それこそトップで走っ

ております。フィンランドの教育が何でこんな

にうまくいったのかということを調べてみます

と、ともかく一にも二にも教員だと、先生だと

いうことを言っております。今、いろいろ問題

が多い教育関係でありますけど、いろんな問題

を解決するのに、私はやっぱり、先生を育てる

ということが大切じゃないかなと思っておりま

す。フィンランドでは、ともかく手間も暇も金

もかけて一人の先生を育てていくということを

やっております。そして、教師の社会的地位が

物すごく高いんです。弁護士やお医者さんと同

じように見なされる。教育の専門家として、プ

ロとして扱われるということでありまして、あ

る小学校なんかでは、先生一人一人に控え室と

いうか部屋が与えられているというふうなとこ

ろもあるそうでありますが、とにかく先生とい

うのにみんななりたがっている。尊敬されてい

るということであります。

例えば、フィンランドには教科書検定制度と

いうのがないんですね。それはなぜかという

と、どんな教材を使うかというのは先生たちが

全部選ぶようになっているということで、フィ

ンランドには教科書検定制度がない。要するに

先生が信頼されているということであります。

そんなことで、私もこの前、「いま、先生

は」という本を読みました。教育長も読まれた

んじゃないでしょうか。朝日新聞社から出て、

えらく評判になった本らしいですけれども、そ
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れを読みますと、ともかく、モンスターペアレ

ントや学級崩壊、いじめの問題や不登校の問

題、いろいろありまして、本当にこれは困った

ことだな、どうしたものかなと思っております

が、先ほど申しましたように、この教育問題を

解決する糸口、それはフィンランドのように、

先生にあるんじゃないのかという気がするんで

す。対症療法的に解決する方法はあるかもしれ

ませんけど、根本的に教育をもう一回再生させ

るためには、やはり私は、立派な先生をつくり

上げるということに力を注いでみたらいかがか

と思っているわけであります。聞きますと、教

育予算には国からの縛りがありますけれども、

教師をどのように育成するかということについ

ては縛りはないとお聞きしておりますので、プ

ロとしての教師にふさわしい人材を選び、それ

を育成することにもっと手間と暇とお金をかけ

てみてはどうかという提案であります。国家百

年の計であります。宮崎独自の教育改革をやっ

てみたらいかがだろうかと。教育長、最後の置

き土産としてひとつお願いできんかという私の

提案でありますが、よろしくお願いします。

○教育長（渡辺義人君） なかなか気のきいた

ことが言えなくて申しわけありませんが、今、

議員の御紹介にありましたフィンランドの教育

制度ですけれども、非常に先生に対する評価が

高いということでありまして、前、聞いたとこ

ろでは、隣の国がスウェーデンですから、ス

ウェーデンに対する対抗意識があの国は非常に

強いというふうなことを聞いたことがありま

す。それで国民全体の教育の底上げを図らな

きゃいけないということで、国民総教育的な視

点で、そういう中で先生の力というものに光を

当てて、国家全体として育て上げているという

ような状況だと認識をしております。

そういう中で、フィンランドの教育制度も含

めて、まずは先生になるためには大学での養成

というのが必要になりますけれども、養成課程

等も含めまして、そのことについては国がその

役割を担っており、現在、中教審の中で、「教

職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的

な向上方策」について検討がなされているとこ

ろでありますので、我々も十分な関心を持って

これを見詰めたいと思っております。

その上で、本県としてどのような取り組みが

なされているか、していっているのかというこ

とについてお答えをさせていただきます。議員

の御指摘のとおり、社会の変化はこれから激し

くなりますけれども―今も激しい状況であり

ますが―教育には、子供たちにたくましく生

き抜く力をはぐくむことが求められておりまし

て、そのためには、「教育は人なり」あるいは

「教育は人次第なり」というような言葉があり

ますように、すぐれた資質を備えた教職員を採

用することが大変重要であると考えておりま

す。

その中で、県教育委員会の主な取り組みとい

たしまして、実務的な話になって恐縮ですが、

まずは、採用前におきましては、本県独自の取

り組みとして、大学と連携を図りながら、教職

を希望する学生に対して、教育実習に先立って

学校での体験機会を提供するとともに、大学の

講義へ県教育委員会から講師を派遣しておりま

す。それから、次の段階であります採用段階で

は、使命感や実践的指導力、人間力を見るため

に、個人面接や集団討論、模擬授業の試験を実

施しておりまして、受験者１人当たり、民間の

方を含め10人以上の試験官により評価をしてい

るところであります。また、採用された後であ

りますが、県の教育研修センター等や各学校の
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指導教員のもとでの年間400時間以上に及ぶ初任

者研修を初め、体系的・計画的な研修を実施し

ております。さらに、本県独自の授業力向上対

策としまして、すぐれた教育実践力を持つスー

パーティーチャーによる模範的な授業の公開等

に年間400人以上の教員が参加しますとともに、

若手教員を１年かけて育てる授業力リーダー養

成塾に取り組んで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、今後とも、

教職員の採用、育成につきまして、さまざまな

工夫・改善を図りながら、積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。

なお、きのう、質問にお答えしましたよう

に、やはり教育を担うのは人でありますから、

議員の御所見にもありましたように、教員に情

熱が欠けては教員の資格はないと思っておりま

す。その上で、子供たちにしっかりと、長いこ

と燃えるような感動を与え続ける存在、それは

先生だと思います。まさしくそれが「先生」と

呼ばれるゆえんだと思いますので、そういった

先生づくりに、我々もしっかり取り組んでまい

りたいと思います。以上であります。

○井本英雄議員 ありがとうございます。宮崎

県は宮崎県で、それなりにできる範囲で一生懸

命やっていくということでありましょう。本当

に４年間御苦労さまでした。ありがとうござい

ました。

次に、ＶＥ（バリューエンジニアリング）に

ついてお聞きしたいと思います。

一昨年になりますが、「情熱大陸」という番

組で、横田尚哉さんという人のＶＥが取り上げ

られておりました。お隣の大分県佐伯市のトン

ネル工事の件でバリューエンジニアリングを

やっていったわけでありますが、30億円かかる

ところを20億円にしてしまったという話であり

ました。我が宮崎県におけるＶＥのこれまでの

取り組み件数と、具体的コスト縮減事例を教え

ていただきたいと思います。県土整備部長にお

伺いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） ＶＥでありま

すが、これは、製品やサービスの機能を低下さ

せずにコストを縮減する、または同等のコスト

で機能の向上を図ることを目的としますことか

ら、公共事業を初め、さまざまな分野において

その手法を活用することは、非常に有効である

と認識をしております。このようなことから、

公共事業を進めるに当たりましては、コスト縮

減等の効果が最も高いとされる設計段階におき

まして、改善、見直しを行う設計ＶＥに平成18

年度から取り組んできたところでございます。

これまでに６カ所で実施をしておりまして、こ

のうち椎葉村で現在施工中の国道327号の石原バ

イパスでは、ルートの見直しによりまして、概

算設計額で約６億円のコスト縮減が見込まれて

おります。

○井本英雄議員 ありがとうございます。私も

昨年はＶＥリーダーという資格を取りました。

ＶＥに対する取り組みは大分県が最も進んでい

るようであります。宮崎県における人材育成の

取り組み状況と資格の取得状況について、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） 設計ＶＥを推

進するための人材育成の取り組みにつきまして

は、平成16年度から、県及び市町村の技術職員

を対象に、概要を理解するための講習会と、そ

れからまた、実践演習を中心とした研修会を毎

年開催しております。ＶＥに関する資格としま

しては、ＶＥ活動を実践するために必要な基礎

知識を有する人材として認定されましたＶＥ

リーダー、それから、ＶＥ活動の責任者となり
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得るＶＥスペシャリスト等がございます。議員

も資格を取得されたということでございます。

私はまだ取っておりませんけれども、県職員で

は現在25人がＶＥリーダーの資格を取得してい

るところであります。県土整備部としまして

は、ＶＥスペシャリスト等の資格取得につなが

る環境の整備に今後とも努めてまいりたいと考

えております。

○井本英雄議員 このＶＥは、単に建設産業だ

けに適用されるものではなくて、すべてのもの

に適用できるものでありますので、ＶＥに全庁

的に取り組むつもりはないのか、総務部長にお

伺いします。

○総務部長（稲用博美君） ＶＥの普及等につ

きましては、県土整備部を中心に、研修会の開

催等に取り組んでいるところでありますが、物

やサービス等の価値を高めようとするＶＥの考

え方、これは行政運営全般にも通じるものであ

るというふうに認識をしております。現在、県

では、その趣旨に沿うものとしまして、職員の

意識改革や事務改善のための職員提案制度、あ

るいは県民サービス向上運動等に取り組むとと

もに、事務事業の見直しや政策評価、県民との

協働などを通して、予算の効果的・効率的な執

行に取り組んでいるところであります。御質問

のＶＥにつきましても、その取り組み例や考え

方などを全庁的に紹介するなどして、行政サー

ビスの向上に努めたいというふうに考えており

ます。

○井本英雄議員 ありがとうございました。

次に、地域医療についてお伺いしたいと思い

ます。

来年度は、県内の臨床研修医が増加すると聞

いております。本当に喜ばしいことでありま

す。この増加した要因は何なのか、そして、こ

れを持続していくということが肝要でありま

す。私たちも委員会で、沖縄の中部県立病院の

「屋根瓦方式」というシステムを見てまいりま

した。こういうシステムをつくり上げていくこ

とが今後大切じゃないかと思われますが、福祉

保健部長のお考えをお聞かせください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 来年度の臨床

研修医が大幅に増加する見込みとなった要因と

いたしましては、平成18年度に宮崎大学で導入

いただきました地域枠により、医学部における

本県出身者の割合がふえたことが考えられると

ころでございます。また、宮崎大学各診療科の

先生方を初めといたします臨床研修関連病院等

の関係の方々の熱心な取り組みのたまものであ

ると考えております。

お話にありました沖縄の中部病院のシステム

については、全国的にも認められておりまし

て、長い歴史のもとに築き上げられてきたもの

というふうに考えております。今後、県や県医

師会、それから臨床研修病院等で構成いたしま

す臨床研修運営協議会において、今回の結果を

しっかりと分析いたしまして、沖縄県を初め他

県の先進的な事例も参考にしながら、より魅力

的な研修システムづくりや、優秀な指導医の養

成に取り組んでまいりたいと考えております。

また、県外に進学した本県出身の医学生に対

しても、本県で臨床研修を行ってもらえるよう

に、ホームページや臨床研修病院説明会等を通

じまして、本県の臨床研修環境の魅力等を積極

的に発信してまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございます。地域

医療でいつも問題になるのが県北の地域医療、

とりわけ県立病院でありますけれども、これが

増加することによってどういう効果が県北の地

域医療にあるのか、その辺のことを具体的に聞
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かせていただけたらと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 今、御指摘のと

おり、大幅な研修医の増加が見込まれますけれ

ども、こうした皆さんが、宮崎大学附属病院や

県立病院などの臨床研修病院で、それぞれの優

秀な指導医による直接の指導や臨床現場での数

多くの多様な経験を通じて、本県の医療に貢献

したいという思いを高めていただくことで、研

修終了後に県内に定着する医師がふえるものと

考えておりまして、県立延岡病院の医師確保に

もつながるものと大いに期待をしているところ

でございます。また、県立病院におきまして

も、宮崎病院では８名、延岡病院においては４

年ぶりに１名という受け入れが見込まれており

まして、研修医が倍増する見込みであり、近い

将来の医師確保に明るい兆しが見えてきたもの

と認識をしているところでございます。

病院局といたしましては、今後一層の確保を

図るため、昨年度から参加しております病院説

明会に加え、新たな説明会への参加や、医学生

がよく目にする医学情報誌へのＰＲ記事の掲載

などにより、県立病院の臨床研修を広く紹介す

るとともに、研修プログラムの充実や指導医の

養成に取り組んでいくこととしております。

○井本英雄議員 県立病院の経営改善のために

は、事務局長をプロパー職員化、もしくは在職

期間を長期化することが大切だと思われます

が、病院局長のお考えをお聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） たびたび御意見

をいただいておりますけれども、各県立病院の

事務局長は、病院運営のかなめとして重要な役

割を担っておりますことから、病院事業経験者

を初め経営感覚に富む人材を、知事部局からの

交流により配置しているところでございます。

事務局長の在職期間の長期化につきましては、

適材適所の考え方に基づき検討していく必要が

あろうかと存じますが、プロパー化につきまし

ては、平成25年度に経営形態の検討を予定して

いることもあり、その効果や課題等について慎

重な検討が必要ではないかと考えております。

今後とも、病院現場の意見を踏まえながら、事

務局体制の専門性の強化など、対応できるもの

については適切に対応してまいりたいと、この

ように考えております。

○井本英雄議員 25年度に経営形態を再検討す

るということでありますが、これは民営化ある

いは独立行政法人化ということを考えての話で

あるんでしょうか。ちょっとお聞かせくださ

い。

○病院局長（甲斐景早文君） 平成21年度に実

施いたしました県立病院の経営形態の検討にお

きまして、22年度から24年度までの３年間、現

行の経営形態でさらに経営改革に取り組み、そ

の結果を踏まえて、25年度に再度、経営形態の

検討を行うことといたしているところでござい

ます。こういったことを踏まえまして、経営形

態の検討に当たっては、今、御意見にもありま

したように、前回同様、現行形態の継続あるい

は地方独立行政法人化、公設民営化、民間移譲

等が考えられるわけでございますが、こうした

すべての形態を選択肢として検討することにな

るものと考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございました。

次に、地震・津波対策についてお聞きいたし

ます。

このたび、防災対策特別委員会において、東

日本大震災を踏まえた宮崎県防災対策推進条例

の改正を行おうと考えておりますが、これにつ

いて知事のお考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のありました宮

平成24年３月７日(水)



- 297 -

崎県防災対策推進条例は、本県に甚大な被害を

及ぼしました平成17年の14号台風、その経験を

踏まえて、本県で初めて議員発議により設置を

された条例でございまして、防災対策に関する

基本的な考え方が示され、さまざまな対策に取

り組んできたところでございます。東日本大震

災の教訓というものをいかに生かしていくか、

特に、南北400キロの海岸線を有する本県にとっ

て大変重要な課題でございますが、この教訓を

踏まえて、今年度、防災対策特別委員会におき

まして、いち早くこの条例に盛り込むというこ

とで作業していただいております。大変心強く

思っておりますし、県・市町村の行政のみなら

ず、地域での防災の取り組みに関して大きな指

針となるもので、大変意義深いものと考えてお

るところでございます。県といたしましても、

今回の条例改正において示される考え方という

ものを今後の施策に生かしながら、災害から県

民の生命・財産を守る、何よりも県民の命を

守っていくんだという強い気概でもって取り組

んでまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 幾つか質問を並べたいと思い

ます。

次に、自主防災組織についてでありますが、

自主防災組織の果たす役割は非常に大きいもの

があります。そのためには、地域のきずなやつ

ながりを築くことが大切でありますが、県とし

てはどのように取り組んでいくのか、総務部長

にお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 自主防災組織は、

住民の隣保協同の精神に基づきまして、自分た

ちの地域は自分たちで守るという理念を有する

自発的な組織であります。その育成は、地域防

災力向上のために大変重要であるというふうに

考えております。市町村の努力もありまして、

近年、県内の組織率は上昇しまして、組織の増

加や活動の強化が見られるところであります。

県といたしましては、活動時の講師の派遣、防

災資機材の調達補助、リーダーとなる防災士養

成研修等を通じまして、その育成強化に努めて

いるところであります。しかしながら、自主防

災組織の母体であります自治会に未加入の世帯

があることや、自主防災組織は組織しておりま

すが、活動が活発でない組織もあります。その

ため、今年度は、宮崎県宅地建物取引業協会

に、新規に入居される世帯の自治会加入協力を

お願いしたり、あるいは市町村におきまして

も、広報紙等によりまして、未加入世帯の自治

会加入を呼びかけているところであります。ま

た、危機管理局職員が直接、全市町村に出向

き、自主防災組織の結成と活性化を継続的に指

導しているところでありまして、今後ともさら

に市町村と連携して、地域のきずなやつながり

を強化していきたいというふうに考えておりま

す。

○井本英雄議員 次に、消防本部がなく消防団

のみがある消防非常備町村は、全国で30ありま

すが、そのうち７つは宮崎県であります。消防

非常備町村の常備化と消防団の充実強化に対す

る取り組みについて、総務部長にお伺いしま

す。

○総務部長（稲用博美君） 非常備町村では、

常備化の必要性については十分認識しておられ

るところでありますが、厳しい財政状況の中

で、大きな財政負担が生じるなどの課題から、

常備化になかなか踏み切れないとのことであり

ます。これまで県では、常備化に関する情報提

供や助言を行うとともに、要請があった場合に

は協議に参画するなど、必要な支援を行ってま

いったところでありますが、今後とも、非常備
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町村と連携を図りながら、常備化に向けて県の

役割を果たしていきたいというふうに思ってお

ります。

次に、消防団の充実強化でありますが、消防

団は、消火や防災など、地域に密着した活動を

行います地域防災のかなめであります。住民の

安心と安全を確保するためには、なくてはなら

ない存在であると思っております。しかしなが

ら、近年は、団員の減少、高齢化など、消防団

を取り巻く環境は大変厳しいものとなっており

ます。このようなことから、県では、消防団が

使用いたします資機材の整備に係る補助のほか

に、団員の士気高揚や加入促進など、消防団の

充実強化に取り組んでいるところであります。

今後も、市町村と連携を密にしまして、効果的

な事業を推進してまいりたいと考えておりま

す。

○井本英雄議員 防災対策にかかわる専門的県

職員の育成を行うべきであると思いますが、総

務部長の御見解をお聞かせください。

○総務部長（稲用博美君） 県の防災対策は、

県民の生命・財産を守るという意味で、非常に

優先順位の高い職務でありまして、それに携わ

る職員には、専門的な業務知識、迅速かつ的確

な判断力、また、関係機関との連携のための高

い調整能力などが要求されると考えておりま

す。現在、危機管理局では、災害対策に従事す

る職員につきましては、実践的な経験を有する

警察、消防の職員や、自衛隊ＯＢ職員を配置し

ており、それ以外の行政職員につきましても、

さまざまな訓練・研修を受講させるとともに、

大雨警報の発令時などの災害対応を実務として

繰り返し経験することによりまして、必要な知

識やスキルを身につけながら対応しているとこ

ろであります。御指摘のような防災対策の重要

性を踏まえまして、職員が参加する訓練・研修

の受講率など、目標設定の検討を行いまして、

今後とも、職員の資質向上や専門性の高い人材

の確保に努めてまいりたいというふうに考えて

おります。

○井本英雄議員 防災対策においては、マスコ

ミとの連携が必要不可欠であります。その強化

についてどのように取り組んでおられるのか、

総務部長にお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 報道機関は、災害

が起こる前の啓発・教育、また災害発生時の住

民への災害情報の伝達、さらには災害発生後の

被災者へのさまざまな情報提供など、防災対策

上、大変重要な役割を果たすものというふうに

考えております。県ではこれまでに、地域防災

計画において、報道機関を指定公共機関として

位置づけ、県主催の訓練にも参加していただ

き、また、住民への情報提供に関する協定の締

結など、日常より連携を密にしておりまして、

実際の災害時にも迅速に対応していただいてお

ります。今後とも、今年度の防災対策特別委員

会での調査・検討の結果、また他県での取り組

みなども参考にしながら、報道機関との連携強

化に努めてまいりたいと思います。

○井本英雄議員 災害要援護者のための福祉避

難所指定の進捗状況を、福祉保健部長にお伺い

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 福祉避難所

は、高齢者や障がい者などの災害時要援護者に

対しまして、介助員等の配置など特別な配慮を

行う避難所でありまして、あらかじめ指定して

おくことにより、要援護者への迅速な対応が可

能となります。福祉避難所指定の進捗状況でご

ざいますが、平成22年度末、４市町で11施設が

指定されておりましたが、平成24年２月末現
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在、先月末現在で、７市町22施設となっており

ます。さらに、今年度末までには、宮崎市、都

城市、延岡市など５市町が指定を予定しており

まして、合計12市町が指定済みとなる見込みで

ございます。なお、来年度からは、新たに福祉

避難所を指定した市町村に対しまして、支援物

資の備蓄や備品の整備等に対する助成を行うこ

とによりまして、福祉避難所の指定を一層推進

することといたしております。

○井本英雄議員 災害に対する危機意識を低下

させないために、静岡県では毎年意識調査をし

ておりますが、宮崎県ではどのように取り組ま

れるのか、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 東日本大震災を含

めました過去の大規模災害の大きな教訓が、自

分の命は自分で守るという観点での自助・共助

という考え方であり、この自助・共助を発揮す

るためには、危機意識の向上が必要であるとい

うふうに考えております。御指摘のとおり、災

害の記憶や意識というのは、時間の経過ととも

に薄れてしまうという点もあります。これがま

た、過去の災害からの教訓の一つでもあるとい

うふうに思っております。災害に対する危機意

識を低下させないための取り組みは大変重要で

あり、また難しい課題でもありますが、これま

での防災講座とか防災訓練などの普及啓発を地

道に継続していきたいと思っております。ま

た、企業防災や地域における防災の取り組みへ

の支援などにも取り組んでまいりたいというふ

うに思っております。御提案のありました県民

の防災意識に関する調査については、今いろい

ろと御答弁申し上げましたが、その普及啓発あ

るいは今後の地域防災計画の見直しの上でも、

大変有効であるというふうに考えておりますの

で、実施に向けて検討したいと思っておりま

す。

○井本英雄議員 では最後に、津波の際の住民

の避難に役立てるために、道路についても標高

に関する情報を提供する必要があるのではない

かと思われますが、県土整備部長にお伺いしま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 議員御指摘の

とおりでありまして、標高に関する情報は、津

波からの避難を考える上で重要でありますが、

特に、道路につきましては避難路となることか

ら、その必要性は高いものと考えているところ

でございます。このため、県では、道路利用者

や地域住民の方々への情報提供を目的として、

沿岸部の県管理道路におきまして、標高表示板

を設置することとしており、本年度中にも一部

の道路において設置できるよう準備を進めてい

るところであります。なお、実際に津波警報等

が発令されました場合には、浸水のおそれのあ

る区域への進入の抑制や、速やかな避難を促す

ため、道路情報板への表示や進入防止のための

注意喚起看板の設置を行うなど、適切な情報提

供に努めてまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございました。

それでは次に、建設業についてお聞きいたし

ます。

先日、延岡市の建設業関連団体との懇談会が

ありまして、既に田口議員、太田議員が質問し

たところでありますが、少し残ったところを私

も質問したいと思います。

外壁改修工事の発注を、以前は塗装工事業者

にも発注していたそうでありますが、これをも

とのようにできないのかという陳情でありま

す。県土整備部長、お願いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 外壁改修工事

は、建物の経年劣化に対応して、外壁の安全性
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や耐久性を確保するために行う工事でありまし

て、モルタル補修や樹脂注入、塗装など工事の

種類が複数に及びますため、建築一式工事とし

て発注をしているところであります。なお、

プールや体育館の屋根の塗りかえなどの専門工

事につきましては、塗装工事業者に発注をして

いるところであります。今後とも、工事内容に

応じた適切な発注に努めてまいりたいと考えて

おります。

○井本英雄議員 次に、電気工事については、

下請での施工実績を入札参加資格における施工

実績として認めることはできないのか、県土整

備部長にお伺いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県発注の工事

における元請業者には、安全管理や工程管理な

どはもとより、下請の専門業者や関係機関、あ

るいは関係住民などとの総合調整が非常に重要

でありますことから、入札参加資格に元請での

施工実績を求めております。このため、電気工

事におきましても、元請での施工実績を入札参

加資格としているところであります。なお、電

気工事では、発注工事全体における民間工事の

比率が高いことから、民間工事における元請で

の施工実績も認めているところであります。

○井本英雄議員 次に、建築士会のＣＰＤ、こ

れは、技術者が継続して研修会などで学び、自

己研さんを積む制度のことを言うそうでありま

すが、これを、建築工事における総合評価落札

方式で配置予定技術者の評価項目に追加するこ

とはできないのかというお願いであります。県

土整備部長、お願いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 建築士会ＣＰ

Ｄは、建築関係技術者の知識、技術の向上に資

する制度であるものと認識をしております。し

かしながら、ＣＰＤの講習内容が多岐にわたり

まして、例えばまちづくりに係るワークショッ

プなど、配置予定技術者の技術力の評価になじ

まないものもございます。このようなことか

ら、今後、関係団体の御意見も伺いながら研究

をしてまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 次に、本県では、知事が指定

した構造計算適合性判定機関のうち、県内に事

務所のある機関はわずか１カ所のみだそうで

す。選択肢をふやす観点から、今後、県内の機

関の指定拡大を図っていく必要があると考えま

すが、県土整備部長のお考えをお聞かせくださ

い。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 大規模な建築

物は、建築確認申請におきまして、構造計算を

より厳格にチェックするため、知事が指定した

構造計算適合性判定機関の審査が必要となりま

す。本県では、判定機関として現在５社を指名

しているところでありまして、そのうち、県内

に事務所がありますのは１社となっておりま

す。指定に当たりましては、資格を持つ判定員

が複数名配置されていること、適正な業務体制

や安定した経営ができること、そして、兼業の

制限などの基準が定められております。また、

近年、県内の大規模な建築確認件数が年間90件

程度でありまして、全体として需要が少ない状

況になっていることもありまして、平成22年１

月以降、新たな申請はなされておりません。県

としましては、今後とも、指定した５社の活用

につきまして周知を図ってまいりたいと考えて

おります。

○井本英雄議員 いろいろとありがとうござい

ました。

では最後に、県北地域の道路整備についてお

聞きします。時間が足らんのじゃないかと思っ

て急いだら、結構時間があるなと今思っており
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ます。今度は少し余裕でやりたいと思います。

まず最初に、国道10号土々呂地区付近の渋滞

緩和策であります。この件については、過去に

何度となく私も、また他の議員も取り上げてま

いりました。御存じのように、土々呂地区付

近、国道10号と真ん中にＪＲが走って、その横

にまた県道が走っているわけですが、これが朝

と夕方の通勤通学時、それから帰るとき、危な

いんですね。そのためにこそ延岡南道路をつ

くったんですけれども、それが有料ということ

でみんな通らなかったんです。ところが、この

前、無料化実験をしたときに、今まで全然行か

なかった人がほとんど上を通るようになって、

恐らく９割方ぐらいは上に全部上がっていった

んじゃないでしょうか。そのために、こっちの

県道も、そしてまた、鉄道をまたいだ国道のほ

うも、それこそがらがらになってしまって、民

主党も少しはいいことをするなと思っていたわ

けであります。ところが、これをまたとめてし

まったものですから、もとのもくあみという

か、行かれるとわかると思いますが、特にこっ

ち側の県道のほうは通学路にもなっているんで

す。だから、そこを何とかひとつ―渋滞さえ

緩和してもらえば一番いいんです。ところが、

延岡市の試算では、この渋滞を緩和するために

道路改良したら500億ぐらいかかるということも

あって、ちょっとそれは難しいんじゃないか。

それだったら、南道路のほうを開放してもらえ

んかと。そうすることが一番簡単で、金はどの

ぐらいかかるかわかりませんが、一番いい方法

ではないかと思っている次第であります。何と

か国のほうにお願いしてもらえないかというこ

とであります。県土整備部長のお考えをお聞か

せください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） これまで県で

は、県内の高速道路に未整備の区間が多い状況

にありますことから、国に対して、まずは整備

予算の十分な確保を要望してきたところであり

まして、延岡南道路の無料化を含む高速道路の

今後の料金につきましては、財源や負担のあり

方など、国における議論あるいは施策の動向を

見きわめてまいりたいと考えておるところであ

ります。また一方で、県としましては、国道10

号の渋滞対策は、今、議員からもいろいろござ

いましたが、重要な課題であると認識をしてい

るところでありますので、今後の高速道路の開

通等に伴う交通状況を見ながら、国道10号土々

呂付近の渋滞対策について、国土交通省と協議

を行ってまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 次に、県道上祝子綱の瀬線に

ついてお聞きします。この県道上祝子綱の瀬線

というのは、上祝子と上鹿川をつなぐ路線に

なっております。これは20年近く前に県道とし

て認定されたものであります。ところが、認定

されたものの何の音さたもなくほうったままで

ありまして、地域住民は本当に待ちくたびれた

というか─上鹿川のほうはいきいき集落にも

認定されているんです。どちらも行きどまりな

んですよ、上祝子も上鹿川も行きどまり。これ

をつなげば周回道路になる。そうすると、住民

ももちろん助かるし、そこを回る観光客も出て

くるんじゃないかと私は思っているんです。こ

れを何とかつないでもらえんかというお願いで

ありますが、まず、知事は上鹿川に行かれたこ

とがあるのか、お聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） まだ伺ったことはない

ところでございます。今後、機会をとらえて現

地に足を運んでまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 きのうかおとといか、現場主

義とか何とか言って、そして、いきいき集落を
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認定するのは、だれが一体認定しているんです

か。課長クラスが行ってみて、そして認定して

いるということなんですか。ちょっとその辺を

聞かせてください。現場にはだれも行っていな

いということはないですね。だれかが行ってい

きいき集落として認定したんでしょう。県民政

策部長、お願いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） いきいき集落

でございますけれども、これは各集落から市町

村を通じて応募が上がってくるわけです。認定

に当たりましては、うちの部から必ず現場に行

きまして、認定している。この間100件目があり

まして、そのときは知事も行っていただきまし

た。そういうことで現場主義を徹底しておりま

す。

○井本英雄議員 現場主義という言い方もいろ

いろあるけど、やっぱり上の人たちが行かんこ

とには、下っ端が行った、それで現場主義だと

言うなら、それは現場主義じゃないですね。

やっぱり知事みずからあるいは副知事みずから

が─この間、副知事が言ったでしょう、現場

主義というのは。現場主義と言うなら一度見て

いただきたい。

あそこに比叡山という山、矢筈岳というのが

あるんですが、一度行かれると、こんな山が日

本にあったかというような立派な山です。上鹿

川のほうにはチェーンソー一刀彫りというのが

ありまして、フクロウやワシをかたどったもの

がずっと置いてあります。比叡山を見て、

チェーンソー一刀彫りを見て、今度は上祝子の

ほうに抜けたら、あそこでお風呂に入って帰っ

てくる。それがいいんじゃないかと、私はひそ

かに思っているわけでありますが、どうかひと

つ、知事、ここを何とかつないでいただきた

い。これは悲願であります。お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 以前も、議員が地元の

皆さんとともに要望に来られまして、今また熱

い思いを伺ったところでございます。この県道

上祝子綱の瀬線は、総延長約33キロメートルで

ありまして、平成７年に県道認定をしておりま

す。上祝子地区から上鹿川地区までの約16キロ

メートル区間が未供用となっておりまして、そ

のうち車が通行できない区間が約６キロメート

ル、直線距離をとると３キロメートルでありま

すが、非常に急峻な地形でアップダウンがある

と。標高差も非常に大きく500～600メートル程

度あるというところでございます。事業費も、

多大な事業費を要するのではないかというとこ

ろでございますし、現地が祖母傾国定公園に指

定されており、自然環境保全の観点などから

も、この区間の道路整備は非常に厳しい状況な

のではないかというふうに考えておるところで

ございますが、当面、現地の状況というものを

詳しく把握させていただきたいと考えておりま

す。

○井本英雄議員 ひとつよろしくお願いしま

す。これは、実は私の師匠であります松井繁夫

先生が、ここを何とか抜きたいということで一

生懸命やって、ふるさと何とか線のお金を全部

北浦のほうに持っていったという経過があるん

です。それで、そこにできなかったということ

で、私は地元に行くと、松井先生のことで小言

を言われるんです。私は松井先生の弟子ですの

で、「何とかここは私が責任を持ってつなぎた

いと思いますから」と言っているわけでありま

す。知事、ひとつ助けてください。よろしくお

願いします。

最後になりましたが、県道北方北郷線の川水

流橋の今後の整備予定について、県土整備部長

にお伺いしたいと思います。この橋は、50年ぐ
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らい前にかけているんです。そして、しかも今

度は、延岡市の新最終処分場がすぐそばにでき

るようになりました。やっと車が離合できるよ

うな橋でありますので、何とかこれをかけかえ

ていただきたいという願いが来ております。県

土整備部長、お願いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） この北方北郷

線は、総延長が5.6キロの主要地方道でありまし

て、五ヶ瀬川にかかる、今お話のありました川

水流橋以外の区間は、これまでに２車線で整備

が完了しております。川水流橋につきまして

は、幅員が4.5メーターと非常に狭く、大型車の

離合が困難でありますため、橋梁のかけかえに

ついて検討を進めております。現在、地形測量

や道路予備設計を進めているところでありま

す。今後は、橋梁の予備設計あるいは地質調査

を行いまして、事業化に向けた検討を進めるこ

ととしております。

○井本英雄議員 ちょっと時間がありますが、

以上で終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。（拍手）

○外山三博議長 次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 大変長らく

お待たせいたしました。本議会最後の質問であ

ります。

１年の６分の１が過ぎ、３月です。３月とい

えば……（「スイートピー」と呼ぶ者あり）ま

だ早いんです。別れ、旅立ちの月であります。

そして、スイートピーの月でもあります。ス

イートピーの花言葉は、門出、旅立ちでありま

す。この春に新たな旅立ちをされる方々にどう

か皆さんから、生産量日本一、日南のスイート

ピーの花束を贈っていただきたいと思います。

さて、2012年のことし、「坂の上の雲」―

世界の一等国を目指した明治が終わって100年、

そして敗戦後、占領国から独立をしたサンフラ

ンシスコ講和条約の発効からちょうど60年であ

ります。五木寛之氏が「下山の思想」という著

書で次のように述べられています。「私たちは

明治以来、近代化と成長を続けてきた。それは

たとえて言えば、山に登る登山のようにあった

といえるだろう。だからこそ、世界の先進国に

学び、それを模倣して成長してきたのである。

しかし、今、この国は、いや世界は、登山では

なく下山の時代に入ったように思うのだ。私た

ちが今学ぶべきは、先進諸国にではない、すで

に下山した国々、今下山中の国々の現実ではあ

るまいか。下山の先進国、という言い方は変だ

が、ギリシャもイタリアも、英国も、すべて下

山の先進国である。そして今下山にさしかかっ

た大国がアメリカだろう。私たちがもしアメリ

カに学ぶべきものがあるとすれば、発展と成長

の過去ではなく、大国が急激な下山をどう成し

遂げるかを注目すべきなのだ」とあります。

私たちは下山に差しかかったところで思わぬ

大惨事に遭いました。機能すべき政治も混迷し

ております。ひところは政治腐敗が言われ、今

は政治の劣化が危惧されています。国難のと

き、しがらみや対立を乗り越え、結束して、今

もなお苦しんでいる方々を救うべく、政治は、

あしたに生きる元気と希望を国民に与えなくて

はなりません。「日は堂々と西へ沈み、また上

る」。下山の先にも希望という新たなスタート

地点があります。

それではまず、広域行政機構について知事に

お尋ねをいたします。

九州広域行政機構は道州制を前提とした組織

ではないということで始まったと認識しており

ますが、熊本県知事は、「機構が九州府実現の

ための一里塚であると共有できた」と、九州市
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長会との意見交換後に評価するコメントをされ

ています。知事はこの発言をどのようにとらえ

ているのか。また、本県では、市町村会や経済

団体等が国の出先移管に反対です。その陳情も

知事へありました。知事は積極的な立場と認識

してよろしいのか、伺います。

以上、壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、機構と道州制との関係についてであり

ます。各県知事個人としての思いというのはそ

れぞれあるわけでございますが、議論を整理い

たしますと、九州広域行政機構は、閣議決定さ

れた出先機関の原則廃止という方針を受けまし

て、九州知事会があくまでもこの受け皿とし

て、一つの案として提案をしているものでござ

いまして、道州制とは切り離して検討を進め

る、そのような整理でございます。この点につ

きましては、昨年本県で開催された九州地方知

事会議におきましても、私のほうから特に発言

を求め、改めて知事会としての確認がなされた

ということでございます。機構というものは、

あくまでも国の出先機関が地方移管される際の

受け皿としてとらえ、議論に参加しているとこ

ろでございます。

次に、機構に対する私のスタンスでございま

す。関連法案の提出を含め、今後の動向は不透

明でありますが、私としましては、機構設立あ

りきではなく、具体的な制度設計に当たって

は、財源の確保や各県間の利害調整などの懸念

や課題が解消されることが大前提であるという

ふうに考えておりますので、引き続き、政府に

おける検討状況を注視してまいりたいと考えて

おります。なお、政府からその素案が示された

場合には、その内容を十分に精査し、本県の実

情、また県議会を初め県民の皆様の御意見等を

十分に踏まえた上で、宮崎県知事として本県に

軸足を置いた判断をしてまいりたいというふう

に考えております。機構に積極的な立場という

御指摘がございましたが、あくまで分権を確立

するという観点から、座して待つのではなく、

自主的、自発的に取り組む必要があるというこ

とで、議論自体は積極的に行ってまいりたい、

そのようなスタンスということで御理解を賜れ

ばというふうに考えております。

なお、スイートピーの関係で、１点御報告が

ございます。この３月11日、各地でいろんな慰

霊の式典が行われるわけでございますけれど

も、本県からは、気仙沼市と山元町にスイート

ピーを贈りまして、本県の思いを、みやざき感

謝プロジェクトの位置づけで取り組もうとして

おるところでございます。以上であります。

〔降壇〕

○髙橋 透議員 スイートピーの件はありがと

うございます。

九州広域行政機構についての熊本県知事の発

言は事実なんです。私は正直、熊本県知事が

言った一里塚―私は当初から申し上げてきま

したけれども、九州広域行政機構は道州制の一

里塚というふうに熊本県知事は言ったわけで、

結局、福岡と熊本の州都争い、この位置づけに

なっているんじゃないかなというふうに非常に

心配をしています。

そこで、引き続き質問するんですけれども、

本県は新幹線どころか日豊本線も単線です。高

速道については、特に清武以南、日南から串

間、志布志まで見通しが立っていないんです。

そういう中で、九州内で一番おくれている宮崎

県でありますから、知事も今おっしゃいました
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けれども、この機構の話し合いの中で、社会資

本の整備が本県に優先的かつ重点的に行われる

予算措置の確約がとれるのかどうか、知事の答

弁をお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘がありましたよ

うに、残念ながら本県のインフラ整備のおくれ

というところがございますので、重点的にミッ

シングリンクの解消などを図っていく必要があ

ろうと。これは本県にとって重要な課題でござ

います。今、この機構の案の中でこれを重点的

に措置する確約がとれるかということでござい

ますが、これはあくまで素案を、九州としての

案を出した段階でございますが、この機構の設

立に当たっては、各県知事で構成する執行機関

と、各県議会の代表者で構成する議事機関を設

置することとなっておりまして、九州全体とい

うものの均衡、バランスを図りながら、取り組

みを進めていくという一つの共通認識が、素案

の中ではなされておるわけでございます。これ

を受けて国がどのような案をつくっていくか、

ここは非常に重要でございまして、先ほど申し

上げましたように、本県の思い、本県のさまざ

まな声というものが届くような形で、今後とも

議論をしてまいりたいというふうに考えていま

す。

○髙橋 透議員 わかりました。他県との議論

に負けないように、よろしくお願いをしたいと

思います。

次に移ります。県土の均衡ある発展を歴代の

知事はおっしゃってきたと思いますが、その均

衡ある発展が崩れつつあるというふうに思いま

す。せんだって、統計調査課から平成22年国勢

調査の宮崎県の概要が送られてきました。これ

は大正９年からスタートしているようで、大正

９年の人口を見てみましたら、本県は約60万人

であります。市の合併前の宮崎からえびのまで

見てみたら、少し紹介しますけれども、宮崎市

が７万1,000人、都城も７万1,000人、延岡、こ

こは正確に言いますが、４万5,478人、日南市が

３万4,757人、そんなに格差がないんです。せん

だって串間の岩下議員がかなり訴えていらっ

しゃいました。串間は２万6,319人なんです。一

番人口が少なかったのは日向で２万1,233人、

びっくりしたのは、小林よりもえびのが多いん

です。えびのが２万5, 0 0 0人で、小林は２

万3,000人だったようです。その後の人口の推移

は、もう言わなくともおわかりのとおりであり

ます。人口の関係で、県内７ブロックに分けた

ときに非常に気になります。県南地域の人口減

少、域内総生産の減少、事業所数の減少率、最

も高いところを調査してみました。県税収入は

最下位、県土の均衡発展どころか、均衡が崩れ

て格差は広がる一方だということであります。

知事はこの現状をどうとらえていらっしゃるの

か、お答えください。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、宮崎

県全体をとらえてみましても、一極集中という

ものがだんだん加速をしている。九州全体でと

らえてもそうですし、我が国全体をとらえても

というところがございます。あらゆる場面でこ

の集中状況という、一方で地域の過疎化、人口

減少、経済の低迷というところが進んでおるわ

けでございまして、それを何とかしなければな

らないというのが地方分権なりの考え方という

ことでございますが、特に御指摘のあった県南

地域は、県平均を上回る人口減少や域内生産の

減少などがあるわけでございます。

このような状況を何とか打破するためには、

やはりそれぞれの地域が持つ特色、ポテンシャ

ル、特徴というものを生かして、今後、地域づ
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くりを進めていくというのが大事な観点であろ

うというふうに考えております。例えば、温暖

な気候を生かしたカンショやスイートピーな

ど、先ほど御指摘のあったものですとか、漁獲

量日本一を誇るカツオやマグロ、飫肥杉など、

農林水産資源は豊富にあるわけであります。こ

れをいかに儲かる農業にしていくか、儲かる食

料品製造業を築いていくか、これも大変重要な

課題でございます。また、日南海岸国定公園や

マリンスポーツ環境、森林セラピー基地や飫肥

城下町、鵜戸神宮など、多彩な観光資源がある

わけでありまして、これを一層活用していく、

知恵を出していくということであると思ってお

ります。

県としましては、これらの農林水産資源を生

かした農商工連携や６次産業化、あるいはこと

しの古事記編さん1300年を契機といたしました

神話にまつわる観光資源のさらなる磨き上げ

や、県外に向けての情報発信などにしっかりと

取り組んでまいりたいというふうに考えており

ますし、今年度設置いたしました市町村間連携

支援基金を活用した支援策というのも考えてお

りますので、県南地域の活性化にも積極的に努

めてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 いっぱいブロックを言いまし

たから、県南と西諸を一つ紹介しますと、昭

和30年に、町は入れませんが、日南市と串間市

で12万4,000人ほどいるんです。えびのと小林で

８万8,000人です。今、日南と串間で７万8,000

人、小林とえびのは７万9,000人、ざっと８万人

を切ったぐらいです。それぐらい逆転をして差

がついている。いろいろと知事が今おっしゃい

ましたけれども、冷静に考えてみると、ハード

面でかなり差をつけられているなというふうに

思います。

続けて言いますが、懸案事項であります油津

港とか東九州自動車道の整備を今からお尋ねし

ていくわけですけれども、油津港のタグボート

の件は当初予算で補助事業をつけていただきま

した。お礼を申し上げたいと思います。次なる

大きな課題が実はあるんです。油津港の耐震強

化岸壁の整備、いわゆる県の防災計画では県内

防災拠点港ということで計画としてあるんです

が、油津港だけはまだ未整備なんです。整備の

見通しについて県土整備部長にお尋ねいたしま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 油津港につき

ましては、県南地域の物流拠点として計画的に

整備を行っているところでありまして、現在、

港内の静穏度を確保するため、東外防波堤の整

備を鋭意進めているところであります。お尋ね

の耐震強化岸壁につきましては、この東外防波

堤の整備が完了した後に着手することとしてお

りますが、厳しい財政状況の中、その整備がお

くれておりますので、早期完成に向けた所要の

予算確保を国に対し強く働きかけているところ

であります。

○髙橋 透議員 今、部長の答弁で東防波堤の

完了後とおっしゃいましたけれども、いつ完了

するんでしょうか。そこがまず問題であると思

います。東防波堤の予算も年を経るごとに減っ

ていますね。ということは、東防波堤の完成は

どんどん先送りされているということなんで

す。それが終わって油津港の耐震強化岸壁の整

備になれば、またおくれる。非常に心配をして

いるんですが、いろんな関係者から話を聞きま

すと─昨年、上屋を建てていただいて大変あ

りがたく感謝をしていますが、その関係で、

ヤード、いわゆる荷物を運び込むところが狭く

て、こんな声も聞きました。船会社から問い合
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わせがあっても要望にこたえられない、断ると

いうことになっているわけです。そこが一つ。

それと、クレーンが非常に古いらしいです。細

島港にガントリークレーンというのがあります

けれども、作業時間が1 . 5倍かかるそうで

す。1.5倍作業時間がかかるということは、船会

社にとってはデメリットです。長時間船を滞留

させないかん。岸壁使用料をいっぱい払わない

かん。だから船会社は嫌がるんです。東防波堤

の完成を待っての着手ということであれば、非

常に将来は暗いなと私は思うんです。並行し

て、まず方針をしっかり出していただけない

か、いま一度、部長に答弁をいただきたいと思

います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 先ほども申し

上げましたが、外防波堤も港内の静穏度を確保

するために大変重要な施設であります。一方

で、今御質問がありました耐震強化岸壁という

のも、今回の東日本大震災を受けまして、重要

性は非常に高まっているというふうに認識して

いるところであります。そういった非常に予算

が限られている中で、現時点で県としまして

は、まず防波堤を整備して、その次にとは考え

ておりますが、早くこの耐震強化岸壁に着手す

るためにも、やっぱり予算の総額確保というの

がまず大事だというふうに考えております。そ

のために、なるべく早期に着手できるよう、地

元の皆様方とも一体となりまして、油津港の整

備予算の確保を、今後とも国に対し強く働きか

けてまいりたいと考えているところでございま

す。

○髙橋 透議員 船会社が嫌がって油津港に荷

をおろさない。ということは、荷物はあるけれ

ども、その荷物が油津港におりずにほかに逃げ

ているわけです。流れているわけでしょう。こ

の現実をしっかり知事も認識いただいて、これ

を何とかしなくちゃならない、そういう気持ち

を持っていただきたいと思います。

次に、東九州自動車道清武以南については、

先ほども言いましたけれども、見通しが立って

いないと新聞にも大きく出ました。清武の芳ノ

元トンネルですか、再評価もあって、この前、

報告もあったようですが、事業再評価を受けて

の展望と課題について、県土整備部長にお願い

いたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 清武―日南間

の整備の見通しということでよろしいでしょう

か。東九州自動車道の清武以南につきまして

は、平成24年度に清武ジャンクション―清武南

間の供用が予定されておりますが、清武南―日

南間につきましては、国からは具体的な供用予

定が示されていないばかりか、日南―志布志間

は、いまだ事業化もされておりません。また、

清武南―日南間につきましては、地質の悪い区

間を通過することから、今お話がありましたよ

うに、トンネル区間で工法の変更や地すべり対

策が必要となり、大幅に事業費が増加しまし

て、今後の事業進捗のおくれが懸念されるとこ

ろでございます。このため、県としましては、

事業中区間の十分な予算の確保による早期整備

と、事業化されていない区間である日南―志布

志間の早期事業化を、国に対して、今までにも

増して、地元自治体や経済団体等と一体となり

まして強く訴えてまいりたいと考えておるとこ

ろでございます。

○髙橋 透議員 もう多くは申し上げません

が、今、部長の最後の言葉に、今までにも増し

てという強い決意をいただいたところでありま

すけれども、先ほど言いました油津港の整備

と、今お話ししています清武以南の高速道の開

平成24年３月７日(水)



- 308 -

通、これ、セットで完成しないと意味がないん

です。そのことをしっかりお考えいただいて、

今までに増しての強い要望活動をお願いしたい

と思います。

次に移ります。郷土の偉人顕彰と観光振興対

策についてお尋ねしていきますが、まず知事に

お尋ねいたします。郷土の偉人をあえて３人挙

げるとしたら、どなたを挙げられますか。

○知事（河野俊嗣君） ３人というのは大変厳

しゅうございます。明治以降でいってもすぐに

頭に浮かぶのは、やはり小村寿太郎侯でござい

ますが、高木兼寛、若山牧水、さらには岩切章

太郎さん、瑛九さん、川越進さん、本当に数多

くの方がいらっしゃるわけであります。その中

でも、やはり小村寿太郎侯というものが、以前

も申し上げましたが、私ごとながら、日本でも

アメリカでも大学の先輩に当たりますし、私も

以前、外交官を志しておったこともありますの

で、特別な思いを持っております。また、ポー

ツマス講和条約―大変内外の厳しい状況の中

で、国益ということを考えて、我が国の平和、

それから繁栄のために立派な仕事をされた、本

県を代表する偉人であるというふうに考えてお

ります。

○髙橋 透議員 倍の６人挙げていただきまし

たけれども、真っ先に小村寿太郎の名前を挙げ

ていただきました。ありがとうございます。た

だ、小村寿太郎侯の顕彰が非常に不十分じゃな

いかということを、私は最近思うのでありま

す。若山牧水の名前も出ましたけれども、若山

牧水と比べて名前を聞くことがないというふう

によく聞くんです。それぞれどのように顕彰ま

たは予算措置されているのか、県民政策部長に

お尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 若山牧水に関

しましては、平成24年度の県予算額は、県教育

委員会、宮日新聞社、地元延岡・日向市と共同

で主催しております若山牧水賞、この負担金

の330万円でございます。次に、小村寿太郎侯に

関しましては、小村寿太郎侯を初めとする郷土

先覚者の顕彰事業として補助事業等がありまし

て、予算額は122万円余を計上しております。な

お、財団法人宮崎県奨学会が、高校生を対象と

した小村寿太郎候顕彰弁論大会を毎年実施して

おります。

○髙橋 透議員 若山牧水は330万円、小村侯

は122万円余とおっしゃったけれども、これは郷

土の先覚者の銅像の７人分ですね。７で割って

ください。約17万4,000円です。少のうございま

す。小村侯に対する宮崎県としての思い入れ

を、私は余り感じないんです。知事は、尊敬す

る方ということで非常に高く評価もされている

ようですが、世界を相手にした方なんです。

もっと私たちの手で国内外にアピールする必要

がある、そういう人物だと思っています。

そういう方なものですから、一つ紹介してお

きますが、明治22年の外務大臣は大隈重信だっ

たみたいですけれども、条約改正案をまとめる

のに、その中に治外法権を撤廃するという妥協

の産物として、大隈大臣は大審院に外国人判事

を入れるということで妥協しようという考え

だったらしいです。小村は当時、外務省の一局

長でありました。小村はこれを国辱と考えて、

ひそかに案文をロンドンタイムズに漏らして暴

露し、世論の反発を喚起し、この案を葬ったそ

うであります。もちろん、これがわかれば彼は

首ですね。即刻、首です。その危険をあえて冒

したわけですが、小村は、少なくとも国益、日

本の名誉のために一身のことなど眼中になかっ

た、そのぐらいの人物だということ、俗に、名
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声を得て、あるいは立場を利用して蓄財を得る

政治家とか役人とか数多くいらっしゃると思い

ますが、小村侯は借金だらけで何も残さなかっ

た、そういう人物であったということを紹介し

ておきます。

先ほど県民政策部長のほうから出てきました

が、小村寿太郎侯の顕彰弁論大会、その詳細に

ついて教育長、御答弁ください

○教育長（渡辺義人君） 小村寿太郎侯顕彰弁

論大会は、宮崎県が生んだ明治の偉大な外交官

小村寿太郎侯の偉業に思いをいたし、これを顕

彰するとともに、国際問題等について高校生の

関心を高め、国際平和、国際親善に寄与するこ

とを目的としまして、毎年開催されておりまし

て、今年度で30回を迎えたところであります。

大会は、財団法人宮崎県奨学会、財団法人宮崎

県国際交流協会、小村寿太郎侯奉賛会が主催

し、外務省、宮崎県、宮崎県教育委員会、日南

市などが後援をしております。今年度は、県内

の高等学校等から10校76名の応募がありまし

て、原稿審査で選抜された10名により、日南市

国際交流センター小村記念館で８月に開催さ

れ、審査員の一人として県の教育委員も参加を

いたしまして、来賓である日南市長及び地元の

中学校長や高等学校長などを含め、約80名の来

場者がありました。

なお、この大会の最優秀者は、県代表とし

て、外務省等が主催しております「国際理解・

国際協力のための高校生の主張コンクール」に

出場し、これまで外務大臣賞などの優秀な成績

をおさめた複数の生徒が、その報奨として国連

本部を訪問しているところであります。以上で

す。

○髙橋 透議員 今、教育長からるる説明があ

りましたが、皆さん、これがあることを御存じ

ですか。終わった後に新聞で、ああ、あったん

だなというぐらいのレベルだと私は思うんで

す。今、教育長が言われましたように、県から

どなたか来賓で呼ばれていますか。知事も行っ

ていない。教育長も行かれていない。審査員で

教育委員がいらっしゃるそうですけれども、80

人のお客さんで、そのぐらいのレベルなんで

す。若山牧水は、宮崎観光ホテルで盛大にやっ

ているじゃないですか。私も２回ほど参加させ

ていただきました。世界の小村の弁論大会で

す。ぜひ、新たにというよりは、まずはこの小

村寿太郎侯顕彰弁論大会をもっと大きなもの

に、宮崎県民のすべてに知れ渡る、知ることの

できる、そういう内容にしていただいて、小村

寿太郎侯の顕彰を深めていただきたい。

実は昨年、小村寿太郎侯没後100年でありまし

て、命日の11月26日に日南市で式典がございま

した。私、行きまして、ステージの右におりま

したが、県からの出席がないんです。非常に残

念でしたが、やっぱり県として、しっかり顕彰

していく場があれば、そこに参加をすべきだと

いうふうに思っています。もっともっと顕彰す

るために何ができるか、何をしたらいいか、知

事に答弁を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、出身

地の日南市におかれましては、国際交流セン

ター小村記念館を拠点としまして、さまざまな

啓発事業や、国際社会に対応できるような人材

育成など、毎年、顕彰を実施されておるところ

でございます。県の新規事業としてお諮りをし

ております「地域の芸術文化環境づくり支援事

業」などによりまして、こうした市町村の顕彰

事業を支援していくということもできるのかな

と今思っております。

それに加えて、県としてどのような顕彰がで
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きるかということでございますが、このような

郷土の偉大な先覚者というものを県民に広く

知っていただき、後世に語り継ぐということ

は、大変重要な取り組みということで認識をし

ております。先日もＮＨＫに参りまして、大河

ドラマの要望をしてまいりましたときも、本県

の素材として取り上げる候補としてはというこ

とで挙げさせていただいたのは、小村寿太郎侯

ということでございます。今後とも、さまざま

なそういう機会、またアイデアを凝らしまし

て、その功績というものを県の内外に幅広くア

ピールをしてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 地元の日南市もアピールが不

十分だった面もあったと思います。私もうっか

りしていまして、たまたま11月に質問がありま

せんでした。タイミングを逸して……。ただ、

幸いなことに、有岡議員がＴＰＰと関税自主権

を絡めて質問をしてくださいました。ありがと

うございました。小村寿太郎、名前がいいじゃ

ないですか。ことぶきたろう、寿太郎ですよ。

お祝いです。縁起がいいんです。小村寿太郎を

いろんな面で活用いただけると思うんです。商

工観光労働部長、観光誘致についても活用でき

ると思うんですが、その辺の見解を求めてまい

りたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 小村寿太

郎侯につきましは、出身地である日南市飫肥地

区で取り組まれております「食べあるき・町あ

るき」という取り組みがございますが、この中

で、飫肥城趾や武家屋敷の散策のほかに、小村

侯の足跡をたどることのできる小村記念館、こ

れを組み込んでおられまして、観光客に大変好

評でございますので、またこれを教育旅行の素

材の一つとしても売り込んでいるところでござ

います。県といたしましては、小村侯のような

郷土の偉人、先覚者ゆかりの地などは本県の貴

重な観光資源となりますことから、引き続き、

関係自治体とも協力しながらＰＲに努め、観光

客の誘致につなげてまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 ぜひ、郷土の偉人小村寿太郎

侯だけでなくて、それぞれいらっしゃる方々を

顕彰いただいてＰＲしていくことで、観光客あ

るいは修学旅行がふえていくことも考えられま

すので、タイミングよろしくそれぞれの地元を

後押しいただくようにお願いしたいと思いま

す。

２月14日はバレンタインデーでありましたけ

れども、私もチョコレートプラス、娘からネク

タイをもらいました。きょうは締めてきており

ますが、絵柄が実はキティちゃんが入っている

んです。突然ですが、知事、キティちゃんの性

別をお答えください。

○知事（河野俊嗣君） 厳しい質問でございま

す。キティちゃんですか。性別ですか。女の子

だというふうに思っておりました。

○髙橋 透議員 正解です。双子の妹がいるん

です。左耳のリボンがキティちゃんで、右耳の

リボンがミミィちゃんらしいですけれども、

ちょっと私も調べてみました。なぜこのことを

聞くかといいますと、本県のゆるキャラ「みや

ざき犬」、私は最初、３兄弟と思っていたんで

す。そうしたら、説明書きに「ひぃ」「むぅ」

「かぁ」の「むぅ」ちゃんは雌らしいと書いて

あるんです。説明がなきゃ、私は３兄弟と思っ

ていました。私は、常任委員会でも申し上げた

んですけれども、例えばリボンを頭につける、

髪形を三つ編みにするとか、あるいはスカート

をはかせるとか、派手派手な洋服にするとか、

そういった工夫をするといいのかなというふう
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に思っています。実はキティちゃんは整形した

らしいんです。もともとはもうちょっとほっそ

りしていたのが、今、丸っぽい四角みたいな感

じで、そこから売れたらしいんです。「みやざ

き犬」は昨年生まれたばかりでしょう。整形は

しなくても、成長しますから、変わってもいい

んじゃないですか。工夫して、若干お金も要る

かもしれませんが、将来大きくなった「みやざ

き犬」が楽しみであります。

次に移ります。食の安全と地産地消につい

て。

今、肥満とか糖尿病が食事と関連しているこ

とは既に明らかになっておりますが、他の病気

にも食事は関連しているというふうに言われて

おります。例えば、精神疾患がふえておりま

す。４大疾病のがん、脳卒中、急性心筋梗塞、

糖尿病に加えて、医療計画では５大疾病になる

ということでありますが、最近では発達障がい

もふえてきているということを現場の保育士か

ら聞いたことがあります。増加する心身の病気

は、食の変化に起因しているという研究もなさ

れておると聞きますけれども、県はどのように

認識をして、その対策に取り組まれるのか、福

祉保健部長にお願いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 食の変化と心

身の病気との関連性について、精神疾患におい

ては明らかでございませんけれども、糖尿病や

脳卒中などの生活習慣病では関連性が認められ

ますことから、栄養、食生活などの生活習慣の

改善を図ることは大変重要なことであるという

ふうに考えております。

県では、健康づくりの基本指針であります

「健康みやざき行動計画21」において、野菜摂

取量の増加や健康に関する情報の収集などを県

民の実践指針として掲げているところでありま

す。この計画に基づきまして、生活習慣を改善

するための健康教育の実施や、健康づくり指導

者の育成等に取り組んでいるところであります

けれども、今後とも、県民の皆様の健康づくり

の支援を積極的に行ってまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 私は、一昨年の２月議会だっ

たと思いますが、いわゆる油のとり過ぎ、トラ

ンス脂肪酸について質問しました。今回は、食

品添加物のリン酸塩について取り上げてみたい

と思うんですが、この手は坂口議員が得意とす

る分野でしょうけれども、少し説明させていた

だきます。リン酸塩については、体内に吸収さ

れないということで、毒性がなく安全というふ

うにされてきました。だから、使用制限がなく

て、用途も広くあるそうでございます。ただ、

ミネラルを多く含む食事をしても、リン酸塩は

その大事な栄養素とくっついて体外に出される

らしいんです。だから、リン酸塩が含まれる食

事をとると、せっかく栄養をとっても抜け出

ちゃう、そういうことであります。現代は、カ

ロリーは足りているらしいんですが、大事な栄

養素、いわゆるミネラルとかビタミンが不足し

ている人が多い。こういう人を新型栄養失調と

言うらしいんですけれども、「食事でかかる新

型栄養失調」という本で詳しく説明されており

ますので、ちょっと私も読んでみました。

中国とかベトナム、ここで安く食材を調達し

て安い人件費でカットをします。そのほとんど

は水煮処理、そして国内でまたさらに調理する

段階で水洗いをされる。ほとんどその時点でミ

ネラルがなくなるらしいんです。そして、それ

に巧妙に味つけがされて、消費者に食べられ

る。結局、満腹感だけですね。極端に安い弁当

とか牛丼があります。なぜ売ることが可能なの
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かなんです。安い、早い、うまい、こういった

フードビジネスの裏に隠されたものがあるとい

うことを私たちは見抜く必要があるということ

を申し上げたいのであります。食品からミネラ

ルが抜け出る、いわゆる栄養素を一緒に出して

しまうということを申し上げましたが、という

ことは、調理される食材チェックが一つのポイ

ントになると思うんです。ちょっと厳しいかも

しれませんが、病院食とか、学校給食とか、そ

れぞれのチェックはどうなっているのか、伺い

ます。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院の給食は治

療の一環として重要な役割を果たすものであり

ますので、県立病院におきましては、管理栄養

士が、使用する食材ごとに日本食品標準成分表

に基づき、御指摘のミネラルはもとより、さま

ざまな栄養価を分析するなど、患者さんの状態

に合わせた適切な栄養管理を行っているところ

であります。また、食材につきましては、地産

地消の推進にも留意しながら、可能なかぎり

しゅんのものを利用しておりまして、冷凍食品

や加工食品などの利用は極力控えておりますの

で、患者さんにとって安心・安全な食事を提供

できているものと認識いたしております。

○教育長（渡辺義人君） 学校給食では、児童

生徒の心身の健全な発達を図るために、栄養教

諭や学校栄養職員が、使用する食材ごとにミネ

ラルなどの栄養価を算出した食品成分表を用い

ながら、学校給食法に定められた摂取基準に基

づく適切な栄養管理を行うとともに、毎月16日

に「ひむか地産地消給食の日」を設けるなど、

地場産物活用の取り組みも進められておりま

す。議員御指摘のように、食事は健康な生活の

基盤でありますことから、今後とも、栄養バラ

ンスのとれた豊かな食事が提供され、学校給食

の充実が図られるように指導してまいりたいと

考えております。

それから、私、先ほど答弁の中でちょっと答

弁不足のところがありましたので、補足答弁さ

せていただきたいんですが、小村寿太郎侯顕彰

弁論大会でありますが、私も平成20年には審査

員の一人として参っておりまして、そのときに

高校生の発表が大変すばらしかったものですか

ら、これはぜひほかの教育委員の皆さん方にも

聞いていただきたいという趣旨で、毎年、教育

委員さん方は交代でその審査会の委員として出

席をさせていただいています。私の答弁が

ちょっと足りないところがありまして、申しわ

けありませんでした。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。それ

ぞれしっかりと仕事をされているなというふう

に思いましたが、ただ、100％じゃないわけで

す。物理的に難しいところもあるんでしょうけ

れども、例えばこんな隠された法律の抜け穴が

実はあります。例えば、かまぼこの製造者が、

魚を買って魚肉すり身をつくるときにリン酸塩

を使ったら、表示義務があるんです。ただ、リ

ン酸塩入りの魚肉すり身を買ってかまぼこをつ

くれば、これは表示義務免除なんです。これは

キャリーオーバー制度というんですけれども、

こういうので抜け道があるわけです。だから、

リン酸塩を使わない冷凍食品はごく一部しかな

くて、リン酸塩を添加した食品を使いながら、

キャリーオーバーを利用してリン酸塩の表示を

していないという冷凍食品はいっぱいあるらし

いです。チェックが物理的に非常に困難なこと

は私もわかります。だから、提供する側が安全

なものを出すように規制をかけることなんで

す。法律もしっかりそこら辺を見直してもらう

ことが大事だというふうに思っています。ＴＰ
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Ｐもいろいろと議論されていますが、私が一番

怖いのは、遺伝子組み換え食品がいっぱい入っ

てくるだろうと。それも今は規制があります

ね。アメリカがこの規制を緩めろというふうに

言ってくるはずです。現に、オーストラリアは

それを迫られています。やっぱり私たちは危機

感を持ってＴＰＰを食いとめないといけないと

いうふうに思っております。

そこで、教育長からも答弁いただきました

が、いろいろとこの議会でも出ました「弁当の

日」、大変すばらしい取り組みで、教育長は、

子供が家事を手伝うことで家族のきずなをつ

くっていることも答弁されています。子供が実

際に調理をするということは、食材に触れると

いうことです。食材をチェックする機会を持つ

ということで、食の教育の貴重な一こまがここ

にあると思います。学年に応じて、食材の

チェックなどの意識づけができる取り組みが期

待できると思いますが、教育長のお考えをお聞

きします。

○教育長（渡辺義人君） 「弁当の日」は、食

に対する関心や意欲を高め、つくり手や食材に

対する感謝の心をはぐくむとともに、自分の食

を自分で考えていくために必要な実践力を培う

ことができる、食育の推進上、有効な取り組み

であると考えております。また、子供たちは、

家庭科等の学習におきまして、栄養バランスを

考えて品質のよい食材を選ぶことの大切さなど

を学んでおりまして、ほとんどの学校がこうし

た基礎的な学習と関連づけながら、「弁当の

日」の取り組みを行っているところでありま

す。実際に取り組んだ学校からは、例えば「食

事のときに栄養のことを考えて食べるように

なった」ですとか、「夕飯の買い物に無関心

だった子供が、品質表示を見ながら買い物をす

るようになった」などの成果も報告されており

ます。県教育委員会といたしましては、「弁当

の日」の取り組みは、このように食材を見きわ

めようとする意識や、そのために必要な実践力

を身につけさせる上でも大いに活用できるもの

と考えておりますので、今後とも、引き続き積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。子供

が買い物に行って、どこどこ産という意識、そ

れと、どこどこのおじちゃん、おばちゃんの野

菜だ、そういうことで安心なんだという環境が

普通に生まれてくれば幸いだと、私は思ってい

ます。かかりつけ医がありますように、かかり

つけ農家、かかりつけ農場があっていいと思い

ます。

次に移りますが、先日、県有施設の照明灯の

電力にグリーン電力証書を活用するというニ

ュースを見ましたが、グリーン電力証書につい

て環境森林部長の説明をお願いしたいと思いま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 太陽光発電な

どのクリーンなエネルギーによる電力は、火力

発電などの化石燃料による電力と比べて二酸化

炭素の排出量が少ない分、環境に優しいという

付加価値、つまり環境価値を有しております。

お尋ねのグリーン電力証書は、この環境価値を

証書化し、取引可能にしたものであります。グ

リーン電力証書を購入した場合、証書購入者は

クリーンなエネルギーを使用しているとみなす

ことができ、環境貢献へのアピールなどに活用

することができます。また、クリーンなエネル

ギーによる電力の環境価値を売った者は、その

収益を太陽光発電施設などの設置経費に充てる

ことができます。このようにグリーン電力証書
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は、クリーンなエネルギーの普及促進につなが

る有効な仕組みの一つであります。

○髙橋 透議員 結局、電力を買う、プラスそ

ういった環境価値も買うということだと思うん

です。農業はどうしてもこういった数字的にあ

らわすというのが難しいものですから、ただ、

この間ずっと言われてきていますように、いわ

ゆる多面的機能を持っているわけです。景観を

保つとか、洪水防止機能とか、いっぱいありま

す。そこで、こういったグリーン電力証書の理

念に照らして、農業が有する多面的機能や環境

に優しい農業生産活動を推進して、農畜産物を

高く買ってもらう、そういったための消費者に

対する取り組みが重要だと思われますけれど

も、県の対応状況について農政水産部長、お答

えください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 地球温暖化な

ど、地球規模での環境問題が深刻化する中、農

業においても環境に配慮した生産活動を推進す

ることは大変重要であると認識しております。

このため本県では、生産対策とブランド対策が

一体となって、木質ペレット利用による化石燃

料使用等の抑制や、二層カーテンによるハウス

内暖房の効率化に努めるなど、環境保全型農業

の推進や二酸化炭素の排出量削減の取り組みを

進めているところであります。また、消費者の

方々に、このような環境に配慮した取り組みを

十分理解いただいた上で商品を購入していただ

くため、青果物では全国で初めて、生産から流

通・消費の過程における二酸化炭素の排出量を

あらわす「カーボンフットプリント」を表示し

た販売、いわゆる「見える化」の取り組みを、

ピーマンの一部で始めたところであります。今

後は、ピーマンやキュウリなど、本県の主力野

菜を中心にこの取り組みの普及拡大を図り、消

費者に選ばれる商品づくりに努めてまいりたい

と考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。スイ

スでは、子供が平気で１個80円する国内産の卵

を買っているらしいんです。農業の多面的機能

をしっかり子供から理解しているらしいんで

す。そういったことで、スイス等で実施されて

いる農家への直接支払い等のような所得補償制

度が重要であると思いますが、県の考え方につ

いてお答えください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業・農村の

持つ多面的機能につきましては、国民への食料

供給の機能のほか、洪水防止機能や自然環境の

保全、文化の継承など、まさに多岐にわたる、

お金ではあがなうことのできない重要な機能で

あると認識しております。このため、多面的機

能の維持増進に向けまして、国において、中山

間地域等直接支払制度や農地・水保全管理支払

制度が創設され、県内でも積極的な推進によ

り、広く地域住民の方々が参画したさまざまな

活動が展開されているところであります。一

方、御指摘のあったスイス等の直接支払いにつ

きましては、所得補償と環境保全等の観点か

ら、国民の理解を得た大変有益な制度であると

認識しております。現在、国において米等の戸

別所得補償制度が実施されておりますが、本県

農業の主力品目である畜産や園芸作物等におい

ても、農家所得を安定的に確保することは大変

重要でございますので、今後とも、国に対し新

たな制度創設を要望し、農業者が将来にわたっ

て安心できる経営展開が行えるよう努めてまい

りたいと考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。国の

新たな事業である青年就農給付金、いわゆる新

規就農者にお金を給付するという事業ですけれ
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ども、国の予算額、そして各県も同じような取

り組みを計画しているのか、部長に答弁をお願

いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 青年就農給付

金は、国が昨年10月に取りまとめた「我が国の

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計

画」を実現するための重要な施策として、「人

・農地プラン」とともに掲げられ、平成24年度

から新たに実施するもので、国の予算額は104億

円となっております。また、年間150万円の給付

など、基本的な事業要件は既に国から示されて

おりまして、各県とも同様な内容で事業を行う

予定であると伺っております。本県におきまし

ても、若い就農者の育成確保は大変重要であり

ますので、この給付金の効果的な活用や、給付

要件となっている「人・農地プラン」の円滑な

作成を進めながら、本県農業の担い手の育成確

保に努めてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 聞き漏らしました。109億でし

たか、部長。

○農政水産部長（岡村 巖君） 104億です。

○髙橋 透議員 104億で、全国も大体同じよう

な展開になるということで、新規就農者が減っ

ているから給付金をつけて就農してもらうとい

うのは、これ、どっちかといったら対症療法で

すね。やっぱりその先にある、生産される作物

が安定した値段で売れてこそ、就農というのは

続くと私は思うんです。よく財務省が認めたな

と思いながら、副知事と目が合いましたけれど

も、知事、どう感想を持たれますか。

○知事（河野俊嗣君） 担い手の高齢化、担い

手不足という待ったなしの状況において、農業

をこれからどうしていくのか、我が国の農業を

考えていく上で一つの重要な取り組みというこ

とで、若い人の就農を支援していこうというこ

とでこの事業を組まれたものだというふうに

思っております。御指摘のように、本県を初め

我が国の安全・安心な農産物が、しっかりと流

通をして回っていく、それが評価される、そし

て農業というものの経営がしっかり成り立って

いく、そのような仕組みをつくっていくという

のは大変重要なことだというふうに思っておる

ところでございますが、その担い手というもの

を、このような一つの、拍車をかけるといいま

すか、支援ということでのメニューが組まれた

ということで、本県の実情に合わせて、それら

を十分に活用してまいりたいというふうに考え

ております。

○髙橋 透議員 国から来るお金、８億8,000万

円ぐらいありますか、これをぜひ使ってほしい

んですよ。ただ、先のことでまた私、意見を申

したわけで、どうかまたいろいろと意見を国に

言っていただきたい。もっと時間があれば、地

域で支えている農業のいろんな例とかを言いた

かったんですが、例えば、私どもで行きました

宮城県の大崎市鳴子、ここでお米を、農家の手

取りが60キロ１万8,0 0 0円になるように２

万4,000円で販売しているんです。こういった対

症療法ではない地域で支える農業、多面的機能

が消費者に理解してもらえるような施策、こう

いうことにお金を使って農業を再生させる、そ

ういうことにかじを切らないと、お金が幾ら

あっても足りないというふうに私は思います。

次に移ります。教育問題であります。

時間がありません。高等学校の整備計画、私

は、宮崎県は統廃合のハードルが高いと思って

おるんですが、教育長の考えを伺いたいと思い

ます。

○教育長（渡辺義人君） 現在策定中の高等学

校教育整備計画案におきまして、生徒にとって
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よりよい教育環境を提供するという視点に立ち

総合的に検討いたしまして、１学年の適正規模

は４学級から８学級を基本とするとしたところ

でございますが、この適正規模への対応に関し

まして、１学年４学級以下の高等学校について

は、大幅に定員を満たさない状況が続くなど、

さらに１学級の削減をせざるを得ないことが予

測される場合には、統廃合を検討することとし

ております。その趣旨でありますが、直ちに統

廃合ありきということではなくて、例えば学級

減をして３学級または２学級で存続させていく

こと、また連携型の中高一貫教育校へ移行する

ことなどの新たな方策を講じることなど、幾つ

かの選択肢を含めて検討することになるという

ことでございます。

なお、適正規模への対応につきましては、一

律に適用されるものではなくて、先ほども申し

上げましたが、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ながら、高等学校

の所在地や設置学科、生徒、保護者、地域の

ニーズ等に適切に配慮しながら、そのあり方を

検討していくこととなると考えております。以

上です。

○髙橋 透議員 議場配付の資料をちょっと見

ていただきたいと思うんですが、秋田県で説明

をします。２学級で定員の３分の２の状態が２

年連続して、統合・募集停止となっていま

す。80人の３分の２ということは53人以下で

す。54人で認めているんです、２クラス。宮崎

県はそれを認めていないんです。これが認めて

あれば日南農林高校は存続したんです。まだ展

開があったと思うんですが、いろんな特色を出

さないと人口は減るばかりです。県南地域に、

例えば日南高校に理数科設置とか、そういう考

えはないのか、教育長にお尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 県立高等学校の特色

づくりにつきましては、これまで普通科系専門

学科や総合学科、中高一貫教育校の設置、定時

制高校への単位制の導入などに取り組んでいる

ところであります。県南地区には県立の普通科

高校が２校ございますが、各学校におきまして

は、生徒の実態に応じ、例えば難関大学・学部

への進学を目指すコースや商業系の情報ビジネ

スコースを開設するなど、生徒にとって魅力の

ある学校となるように努めているところであり

ます。新たに理数科などの普通科系専門学科等

を設置することにつきましては、今後、生徒、

地域の実態等を踏まえるとともに、全県的、総

合的な視野に立ちまして、設置が必要であるか

検討してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 この問題については今後、ま

た質問していきたいと思います。

最後になるかと思いますが、エネルギー問題

について質問します。

９月の代表質問で昨年、私、質問しているん

ですが、買い取り価格が、７月から施行すると

いうことで、まだ金額とか期間は決まっていま

せんけれども、小水力発電をやるということで

当初の予算にも盛り込まれました。答弁が１回

あっているんですが、いま一度、治水ダムでの

発電可能性調査の予定箇所について、大きな声

で企業局長、お願いします。

○企業局長（濵砂公一君） 治水ダムの発電可

能性調査につきましては、来年度から新たに取

り組むこととしておりますが、来年度はまず最

初の有望地点として─大きな声で申します

─日南市の酒谷川にある日南ダムから着手し

てみたいと考えているところでございます。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。日南

市酒谷にある日南ダムということで、ありがと
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うございます。治水ダムが県内５カ所あるみた

いですが、日南ダムを最初の調査箇所として選

ばれた理由をお聞かせください。

○企業局長（濵砂公一君） 今回の調査は、既

に存在する既設の治水ダムに水力発電所を設置

するための調査でございまして、その立地条件

といたしましては、まず第一に水量が豊富であ

ること、ダムの近くに発電所を建設できる場所

が確保できること、電気を送り出すための電力

会社の配電線が近くを通っていることなどが考

えられます。日南ダムにつきましては、このよ

うな観点から見てみますと、県内にある５つの

治水ダムの中で、これらの立地条件が最も整っ

ているということから、最初の有望地点として

想定しているところでございます。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。電力

の地産地消を進める上で、発電可能性のある治

水ダムは、まだあります。砂防ダムもありま

す。すべてに発電導入を図るべきと思います

が、どうでしょうか。

○企業局長（濵砂公一君） 治水ダム等の水を

発電に活用しますことは、未利用資源の有効活

用という観点から大変意義深いことと、私ども

は考えております。したがいまして、来年度に

実施いたします可能性調査の結果、あるいはこ

の夏ごろ明らかになる予定の買い取り価格、買

い取り期間等の状況を踏まえつつ、ダム管理者

とも協議しながら、可能性の見い出せるところ

から順次検討してまいりたいというふうに考え

ております。

○髙橋 透議員 もう時間が来ましたので、最

後はやっぱり小村寿太郎で締めていきたいと思

います。明治維新から1945年の敗戦まで77年、

敗戦から77年というと2022年であります。あ

と10年です。私利私欲を捨て国家の運命を切り

開いていった小村寿太郎侯を初めとする明治の

先人に学び、出処進退を恐れない度胸と覚悟を

持ち、その職を賭して国づくりへ突き進む政治

姿勢が求められています。これから10年が極め

て大事なときです。未曾有の大災害を経験し、

私たちは失いつつあった大切なものに気がつき

ました。平和、人権、環境、そして食を改めて

見詰め直すスタートの10年。10年後の宮崎県の

立ち位置はどうあるべきか、河野知事のリー

ダーシップに期待しながら、平成23年度宮崎県

議会締めくくりの質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案に対する質疑

○外山三博議長 ここで、今回提案されており

ます議案に対する質疑の通告がありますので、

これを許します。

質疑についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり１人10分以内といたします。前屋

敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。一般質問に続いてであり

ますが、質疑をさせていただきます。今定例議

会に提案されました議案についての質疑を、続

けて行わせていただきます。関係部長並びに教

育長に、それぞれ御答弁をいただきたいと思い

ます。

まず、議案第56号「平成23年度宮崎県一般会

計補正予算（第６号）」についてです。今回、

既存の基金について、国の補正予算第３号及び

第４号の成立に伴う交付金の積み増しや事業期

間延長の条例改正が提案をされております。そ

れらは、医療施設耐震化臨時特例基金、緊急雇
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用創出事業臨時特例基金、障害者自立支援対策

臨時特例基金、地域自殺対策緊急強化基金、妊

婦健康診査支援基金、ワクチン接種緊急促進基

金、安心こども基金、社会福祉施設等耐震化等

臨時特例基金、森林整備地域活動支援基金、森

林整備加速化・林業再生基金、そして高等学校

等生徒修学支援基金です。これらの基金にそれ

ぞれ積み増しを行います。しかし、実質の事業

実施は新年度となります。また、期間延長もあ

りますが、１年後にはまた新たな課題が迫ると

いうことにもなろうかというふうにも思いま

す。まずは、各基金の総額、いわゆる本年度末

の基金残高の見込みと、その活用について、来

年度の主な事業について伺いたいと思います。

次に、議案第67号「宮崎県条例及び平成22年

４月以降において発生が確認された口蹄疫に起

因して生じた事態に対処するための手当金につ

いての個人の事業税の臨時特例に関する条例の

一部を改正する条例」についてです。今回提案

されましたこの条例改正の中で、個人県民税均

等割が500円加算されることの提案がございま

す。この増税する期間は限定もされております

が、押しなべて県民の税の負担をふやすことに

なります。増税期間も含め、その内容について

御説明いただきたいと思います。

次に、議案第１号「平成24年度宮崎県一般会

計予算」について伺います。まず、新規事業の

木造住宅耐震化リフォーム支援事業5,000万円に

ついてですが、本事業は大変おくれている木造

住宅耐震化の促進を図る上でも重要ですし、住

宅リフォーム事業の一環としても全県で活用さ

れることが必要と思います。市町村の対応状

況、取り組みの目標など、事業内容を御説明く

ださい。

また、同じく新規事業の県立学校緊急耐震対

策事業６億5,695万円について伺います。学校耐

震化計画を平成24年度、25年度に前倒しをして

事業を進めるとのことですが、その事業計画、

事業内容について伺いたいと思います。

次に、議案第24号「使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例」についてですが、今

回の改正において新規及び変更は何件になるの

か、またその影響額はどれほどになるのか、お

示しいただきたいと思います。

最後に、議案第30号「宮崎県介護保険財政安

定化基金条例の一部を改正する条例」について

伺います。今回、介護保険財政安定化基金の一

部を取り崩すことが提案されております。その

目的及び内容について御説明をいただきたいと

思います。

以上で壇上からの質疑を終わり、残りの時間

は自席から行います。〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

初めに、県税条例の改正についてでありま

す。個人県民税均等割加算による県税への影響

額につきましては、平成22年度の納税義務者数

をもとに試算しますと、年間約２億4,000万

円、10年間で約24億円の増収が見込まれます。

増税となる期間は、平成26年度から平成35年度

までの10年間であります。この税収の使途につ

きましては、東日本大震災に伴う特例法に基づ

き、平成23年度から平成27年度までに本県で緊

急に実施する必要のある防災のための施策等に

充てることとしております。

次に、使用料及び手数料徴収条例についてで

あります。今議会に提案しております使用料及

び手数料徴収条例の改正案につきまして、新設

や額の改正等を行うものは、ふぐ処理営業認証

書の交付手数料や工業技術センター等の機械器
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具の使用料など、新設が58件、額の改正が10

件、廃止するものが51件となっております。こ

れらの影響額は、増減合わせまして、全体で

は169万3,000円の増となっております。以上で

あります。〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

初めに、平成23年度補正予算に係る福祉保健

部関係の基金であります。８本ございます。ま

ず、医療施設耐震化臨時特例基金であります

が、本年度末の基金残高の見込みは16億7,684

万5,000円で、来年度も引き続き、災害拠点病院

等に対し耐震化整備の補助を行う予定でありま

す。

次に、緊急雇用創出事業臨時特例基金であり

ますが、本年度末の基金残高の見込みは４

億6,315万2,000円で、引き続き、離職で住居を

失った方等に対し住宅手当の支援等を行う予定

であります。

次に、障害者自立支援対策臨時特例基金であ

りますが、本年度末の基金残高の見込みは２

億4,018万3,000円で、引き続き、障害福祉サー

ビス事業の基盤整備への支援等を行う予定であ

ります。

次に、地域自殺対策緊急強化基金であります

が、本年度末の基金残高の見込みは１億1,366

万2,000円で、引き続き、市町村や民間団体が取

り組む自殺対策への支援等を行う予定でありま

す。

次に、妊婦健康診査支援基金でありますが、

本年度末の基金残高の見込みは２億8,9 7 6

万4,000円で、引き続き、妊婦健康診査に取り組

む市町村に対し補助を行う予定であります。

次に、ワクチン接種緊急促進基金であります

が、本年度末の基金残高の見込みは５億1,052

万2,000円で、引き続き、子宮頸がん予防ワクチ

ン等の接種に取り組む市町村に対し補助を行う

予定であります。

次に、安心こども基金でありますが、本年度

末の基金残高の見込みは35億3,736万4,000円

で、引き続き、保育所整備や認定こども園への

運営費補助等を行う予定であります。

最後に、社会福祉施設等耐震化等臨時特例基

金でありますが、本年度末の基金残高の見込み

は３億7,230万6,000円で、引き続き、社会福祉

施設に対し耐震化整備の補助等を行う予定であ

ります。

次に、介護保険財政安定化基金の取り崩しに

ついてであります。介護保険法の改正によりま

して、平成24年度に限り、保険料の増加の抑制

を図ることなどを目的として実施するもの

で、15億円を取り崩すこととしております。そ

の使途でありますが、法改正に基づき、取り崩

し額の３分の１に相当する５億円を保険料の増

加の抑制を図るため市町村に交付し、５億円を

国に納付することとしております。残る５億円

につきましては、県の一般財源に繰り入れた上

で、介護保険に関する事業に充てることとして

おります。以上でございます。〔降壇〕

○環境森林部長（加藤裕彦君）〔登壇〕 お答

えいたします。

平成23年度補正予算に係る環境森林部関係の

２つの基金についてであります。まず、森林整

備地域活動支援基金の本年度末の基金残高の見

込みは５億7,008万9,000円で、来年度は、計画

的に森林整備を推進するための森林経営計画作

成や作業路網改良等への支援を行う予定であり

ます。

次に、森林整備加速化・林業再生基金の本年

度末の基金残高の見込みは61億4,370万2,000円
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で、来年度は、間伐や路網の整備、製材施設・

バイオマス施設等の整備や素材生産に必要な人

材の育成等への支援を行う予定であります。以

上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（児玉宏紀君）〔登壇〕 お答

えいたします。

木造住宅耐震化リフォーム支援事業について

でございます。これは、耐震基準を満たさない

木造住宅の耐震性を向上させるために行う事業

でありまして、耐震診断や耐震改修への補助を

行う市町村に対し事業費の補助を行うものでご

ざいます。木造住宅耐震化リフォーム支援事業

で行います耐震改修に対する補助は、現在、６

市町で独自に行われておりますが、今回の制度

創設により、事業を実施するすべての市町村を

支援の対象とするものであります。また、事業

規模につきましては、耐震診断に200戸程度、耐

震改修に400戸程度を考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えをい

たします。

まず、教育委員会関係の基金でありますが、

宮崎県高等学校等生徒修学支援基金でありま

す。本年度末の基金残高の見込みは４億2,655

万1,000円で、来年度も引き続き、高校奨学金事

業、私立高校授業料減免事業、東日本大震災に

よる被災児童生徒等への就学支援事業を行う予

定であります。

次に、新規事業県立学校緊急耐震対策事業に

ついてであります。平成24年度に、耐震設計を

９校16棟、耐震補強工事を11校14棟、平成25年

度には耐震補強工事を10校17棟実施する計画と

しておりまして、平成25年度ですべての県立学

校の耐震対策が完了する見込みとなります。以

上であります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれお答えいただきま

して、ありがとうございました。

１件お尋ねをいたします。木造住宅耐震化リ

フォーム支援事業で、この事業は、先ほども申

しましたが、リフォーム事業の第一歩となる事

業かなというふうにも思っているんですけれど

も、耐震診断、耐震改修への補助を行う市町村

に対して行うという条件がついておりましたの

で、現在、６市町でその事業が行われていると

いうことで、ここだけでは県の事業が行き渡ら

ないなというふうに思っておりましたが、今の

お答えで、すべての市町村で取り組まれること

にというお話だったんですけれども、もうそれ

は既に、県としてはつかんでおられるんでしょ

うか。各自治体も新年度の予算に計上しないと

事業が進められない、それが完了しないと県の

この事業が活用できないということになります

ので、その辺のところがわかっておればお答え

ください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 既に県内すべ

ての市町村に話をしておりまして、この６市町

村以外でも当初予算で予算を組まれるところ、

それからまた、住民から申請があった際に補正

予算を組んで対応する市町村、やり方はいろい

ろありますが、すべての市町村で対応していた

だくようになっております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、この制度の周知徹底

なども行っていただいて、十分に活用ができる

ことを望むものであります。

それともう１件、介護保険財政安定化基金の

取り崩しですけれども、保険料がこの４月で高

くなるということで、宮崎も5,000円を大幅に上

回るということが今、明らかになっていて、大

変な状況になろうとしているんですけれども、

今回取り崩す額が15億円ということで、その３
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分の１を市町村に交付する、返還するというこ

とになっているんですが、基金の総額としては

どの程度あるんでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在の基金残

高は約32億8,000万円でございます。

○前屋敷恵美議員 現在高が32億円で、約半分

なんですけれども、この一部取り崩しというの

は、その比率も含めて、規定のもとに15億円を

取り崩すということなんでしょうか。これは法

に定めてある取り崩し額ということになるんで

すか。

○福祉保健部長（土持正弘君） これは、基金

の本来の目的を維持するために必要な額がござ

いますので、国のほうからの指導に基づきまし

て、一定の算定方法がございます。それに基づ

いて本県に当てはめて出しましたのが15億円と

いうことでございます。もともと、この基金

は、それぞれ国、県、市町村が３分の１ずつ出

資してつくっているものですから、その15億を

３者に５億ずつ返すという趣旨でございます。

○前屋敷恵美議員 この取り崩しは自治体から

の要望も上がっていたというふうに私も認識し

ているところで、一部取り崩すことができて、

それが保険料の引き上げを、少しでもそれを引

き下げるためのものになるかなというふうに思

うんですけれども。全体を見ますと、全体で５

億円だものですから、わずかな金額かなという

ふうにも思っておりますが、県の５億円は、基

盤整備だとかいろんなところに回すというお話

でもありましたが、できれば保険料のほうへの

引き下げに、自治体への交付という形にはなら

ないものか、それが法的にできないのか、お聞

かせいただきたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 先ほど申し上

げましたように、それぞれ出資した分をお返し

したということでございまして、県につきまし

ては、一般財源に繰り入れた上で介護保険等の

事業に使わせていただくということを考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 わかりました。

以上で質疑を終わらせていただきます。後は

委員会で深めさせていただきます。ありがとう

ございました。

○外山三博議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で質疑は終了いたしました。

◎ 議案第１号から第81号まで及び請願

委員会付託

○外山三博議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第81号までの各号議案及び新規請

願は、お手元に配付の付託表のとおり、それぞ

れ関係の委員会に付託をいたします。

次の本会議は、３月12日午前10時開会、平

成23年度補正予算関係議案についての常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時15分散会
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