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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名、全

員です。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、徳

重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。大変心配をしておりました大型台風

第16号は、おかげさまで大きな被害もなく無事

に通り過ぎていってくれました。ありがたく

思っております。おかげさまでと言ったらどう

かと思いますが、敬老会も16日、17日それぞれ

行われまして、議員の皆さん方もそれぞれに各

会場にお出向きになったことだと思っておりま

す。無事に終わったことを本当にうれしく思っ

ております。

それでは、通告しております項目に従いまし

て順次質問をしてまいります。明快な御答弁を

よろしくお願い申し上げておきたいと思いま

す。

まず、知事の政治姿勢についてお尋ねをいた

します。

県では昨年６月に、総合計画「未来みやざき

創造プラン」のアクションプランを策定し、現

在、これに基づきさまざまな施策を展開してい

るところであります。また、このアクションプ

ランは平成26年度までの４年間の行動計画と

なっており、その内容は、重点施策である「新

しい「ゆたかさ」創造プログラム」として10の

プログラムにまとめられております。さらに、

それぞれのプログラムにおいて、全体の成果や

達成度を確認するものとして重点指標という形

で数値目標が掲げられております。この数値目

標については、主要な統計データ等を選定し、

その４年後の目標を設定したと伺っております

が、これらの数値を見てみますと、４年後に本

当に達成されるのかどうか少々疑問に感じられ

る数値もたくさんございます。例えば、農業産

出額は3,300億円を目標に掲げておりますが、口

蹄疫や鳥インフルエンザの影響もあり、平成22

年度の農業産出額は、農業法人の加工販売によ

る付加価値額を加えたものでも3,037億円となっ

ており、アクションプランの残りの期間で、あ

と300億円程度伸ばすというのはなかなか厳しい

のではないかと考えております。また、製造品

出荷額につきましても、現下の厳しい経済情勢

の中で約2,500億円伸ばすということになってお

りますし、新エネルギーの総出力電力も倍以上

にふやすこととなっております。大きな目標を

立てることは悪いことではありませんが、県の

作成しましたさまざまな資料を見せてもらう

と、それぞれの数値目標を達成するために実施

される個別の関連事業などが列記されておりま

すが、これらの関連事業が数値目標の達成にど

のようにつながっていくのか、いまひとつ判然

としない部分があります。本県は、県民所得、

現金給与総額等の指標を見ましても、長年全国

の下位に位置づけられておりまして、こういう

結果を見せられますと、県民の中にもなかなか

元気が沸き上がってこないというのが現状では

ないかと思っておるところであります。

私は日ごろより、安定した県民生活を確保し

ていくためには、しっかりとした産業基盤を構

築し、雇用の確保を図りながら県民所得の向上

につなげていくことが大変重要であると考えて

おります。そのためには、県においてこれから

重点的に伸ばしていく柱を示して、そのために

こういう取り組みを進めていくんだというメッ

平成24年９月18日(火)



- 201 -

セージを県民に向けて発していくことが大切で

はないかと考えておるところであります。その

メッセージの一つがアクションプランになると

思いますが、そこで質問でございます。アク

ションプランにおいてさまざまな重点目標を掲

げておりますが、産業分野の重点目標は少し高

目の数値目標を掲げているように私は思いま

す。アクションプランの期間も今年度で折り返

しとなりますが、あと２年で目標達成は可能と

考えているのか、まず知事にお伺いをしておき

たいと思います。

後の質問は質問者席からさせていただきたい

と存じます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

アクションプランの数値目標の達成見込みに

ついてであります。御指摘のありました産業分

野の重点指標の目標値につきましては、過去の

それぞれの数字の推移などを勘案しながら、最

大限の努力と工夫を重ねることで達成可能とな

るレベルに設定をしておるところであります。

このような数値目標の設定につきましてはいろ

いろな考え方があろうかと思いますが、目標達

成を重視する余りにそのハードルを下げる、そ

れは意味のないことであるかと思います。可能

な限り背伸びをして、頑張って頑張って何とか

達成できるのではないか、そのような、まさに

御指摘のように高い目標を掲げて、今、頑張っ

て取り組んでおるところでございます。

この指標につきまして、国の施策の変更や全

国的な景気変動など、また、さらには世界的な

政治・経済情勢など、県の取り組み以外の要因

に影響を受ける場合もありまして、現時点での

達成の見通しを立てるのは難しいところであり

ますが、本県の産業・雇用の活性化を図るため

には、この高い目標の達成に向けて施策を総動

員し、全力を挙げて取り組むことが重要になる

ものと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。知事

から、高い目標を掲げて施策を実現していくん

だ、総動員で全力を挙げて取り組むんだという

姿勢が示されたところでございます。それで

は、今後、重点指標における数値目標、今掲げ

られた数値目標を達成するために、各項目、ど

のような事案について重点を置いて取り組もう

とされているのかを、再度お伺いしてみたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 各項目における重点的

な取り組みということで、少し長くなるかもし

れませんが、お答え申し上げます。

本県経済の活性化に当たりましては、早期の

経済・雇用の回復を図る、中長期的には人口構

造の変化や食料・資源不足といった将来の課題

を見据えて、本県の強みとなるような、核とな

るような産業を構築していくことが重要であろ

うということで、このアクションプラン、さま

ざまな重点目標を設定して展開をしておりま

す。まず、フードビジネス展開プログラムにお

きましては、６次産業化や産業間連携による高

付加価値化、また、みやざきブランドの新たな

展開などに力を入れております。農商工連携や

６次産業化の事例数を平成21年度実績の約６倍

の112件に伸ばすことなどを通しまして、農業産

出額を約５％増加させることを目指しておりま

す。

次に、「地域発」産業創出・雇用確保プログ

ラムにおきましては、太陽光発電や医療関連産

業の集積促進、また、４年間で100件の企業立地

に取り組むことなどを通しまして、製造品出荷
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額を２割増加させることを目指しているところ

であります。

また、環境・新エネルギーの先進地づくりプ

ログラムにおきましては、住宅用太陽光発電シ

ステムの世帯普及率を3.6％から６％に伸ばすこ

と、また、バイオマス発電の導入拡大を進める

ことなどを通しまして、新エネルギーの総出力

電力を平成20年度の約２倍に増加させることを

目指しております。

最後に、観光交流・海外展開プログラムにお

きましては、記紀編さん1300年記念事業の展開

でありますとか、スポーツキャンプ・合宿の受

け入れ団体・参加者を１割程度増加させるな

ど、本県ならではの観光資源を生かした取り組

みを進めることによりまして、観光消費額を約

１割増加させたいと考えております。こういっ

たそれぞれの課題につきまして、一定の目標を

立てて取り組んでおるところでございます。

○徳重忠夫議員 具体的にお示しをいただきま

した。ぜひこれが達成できるように総力を挙げ

て頑張っていただきたい、このように思いま

す。

それでは次に、シーガイアの経済効果につい

てお尋ねをしてまいりたいと思います。

ことしの２月、運営会社でありますフェニッ

クスリゾート社の全株式をセガサミーホール

ディングス社が取得をいたしました。子会社化

するとの発表がなされておりまして、突然の出

来事に驚くとともに、日本を代表するエンター

テインメント企業の進出に、観光業界はもとよ

り、県民一同大きな期待を寄せたところであり

ます。思い起こせば、平成11年、県議会におき

まして、会期を延長し深夜に及ぶ議論を経て、

国際コンベンション・リゾートみやざき振興基

金が創設されました。この基金からシーガイア

の支援を行ったところでありますが、宮崎県議

会は５日間にわたる慎重な審議を行いまして、

本県観光・リゾート産業振興という大局的な見

地から苦渋の決断を下したのであります。その

結果、一度は更生の手続をとりましたが、ホテ

ルやゴルフ場、レストラン、コンベンションセ

ンターなどから成るあの立派なリゾート施設が

存在し続け、今回、さらなる飛躍に向け新たな

スタートを切ったことを思うと、あのときの苦

悩は無駄ではなかった、判断は正しかった。ま

ことに感慨深いものがあります。

そこで、このシーガイア建設からこれまで、

本県経済にどのような効果をもたらしたのか、

商工観光労働部長にお伺いしておきたいと思い

ます。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） シーガイ

アは、国内外から数多くの観光客が訪れますと

ともに、国際会議を含む数々の大型コンベン

ションや、国内外のトッププロが集うダンロッ

プフェニックストーナメントが開催されるな

ど、本県を代表する観光・コンベンション施設

であり、国内だけでなく、海外で実施しており

ますセールス活動におきましても、知名度や評

価において極めて高いものがあります。また、

このような観光面の効果だけではなく、雇用面

や材料仕入れ等による関連産業への波及といっ

た面など、幅広い分野で本県経済に大きな効果

をもたらしてきているものと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。ただ

いま商工観光労働部長から答弁がありましたよ

うに、シーガイアは宮崎県に大きな経済効果を

もたらしたということであります。

昭和63年、「宮崎・日南海岸リゾート構想」

がリゾート法第１号の指定を受けまして、会社

が設立され施設が整備されたところでありま
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す。総事業費が2,000億円を超すと言われており

ます。当時の県の一般会計の予算総額が5,500億

円であったことから、その金額の大きさがおわ

かりいただけると思います。それだけ大きな投

資をされ、九州一、日本一のリゾートをつくら

れたわけであります。また、当時シーガイアグ

ループ全体で雇用されていた従業員は約3,000人

と言われております。こういうものが本県観光

の土台となって今日があるものだと思います。

シーガイアができる前と後でいろいろと比較

をしてみました。宮崎県を訪れる観光客は、平

成４年、シーガイアがオープンされる前の話で

ありますが、1,150万人でしたが、平成11年、こ

の年がピークになろうかと思いますが、1,270万

人まで増加し、外国人宿泊客については、平成

４年が約２万人であるのに対し平成22年11万人

と、約９万人も増加をいたしております。コン

ベンションの参加者数についても、平成６年度

は16万人だったのが平成22年度には29万人

と、13万人もの増加をしておるところでありま

す。

シーガイアの開業以来、国際大会や全国規模

の大会が数多く開催されておりまして、平成９

年には122カ国から延べ4,000人が訪れたトヨタ

世界大会が開催されております。平成12年には

九州・沖縄サミット宮崎外相会合が開催をされ

ております。また、本年10月には第64回中小企

業団体中央会全国大会が開催される予定になっ

ております。全国から約2,500人もの多くの方が

参加の予定と聞いておるところであります。ま

た、男子ゴルフの代表的なトーナメントであり

ますダンロップフェニックストーナメントにつ

いては今回で39回目となりますが、国内外の

トッププロのプレーを観戦しに多くのギャラ

リーが集まるとともに、全国にテレビ放映され

ております。この大会が続いているのもシーガ

イアのおかけだと、私はこう思っておるところ

であります。さらに、知事は東アジアからの誘

客を推進するお考えであると認識しております

が、そういった海外からの観光客を受け入れる

にしても、国際コンベンションの誘致にして

も、シーガイアの役割は大変大きいものがある

と思います。

ところで、本県の観光の基礎を築き上げた、

「宮崎観光の父」と言われる宮崎交通創始者の

岩切章太郎さんの御功績は大変偉大なものがあ

り、市役所の一角には立派な銅像が建立されて

おりますが、このシーガイアの初代社長であ

り、全ての私財をシーガイアにつぎ込み国内外

に誇れる施設をつくり上げ、本県観光の再生を

なし遂げた佐藤棟良さんの御功績もまことにす

ばらしく、私は心から敬意と感謝を表する次第

であります。そこで、シーガイアをつくり上げ

た佐藤棟良さんに対する評価について、知事の

考えをお聞きしておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、議員のほうから、

シーガイアのいろんな意義、またその効果、ま

さにお話がございました観光宮崎の核となる非

常に重要な施設でありますし、一つ一つの施設

の質も高く、またスケールの大きな、全体とし

て開発整備がなされたものと考えておるところ

でございます。それに取り組まれ、その中心的

な存在として推進されてきました、今御指摘の

ありました佐藤棟良さん、郷土宮崎の発展のた

めに、観光の進展のためにということで大変大

きな仕事をされたのではないか、そのように考

えておるところでございます。

○徳重忠夫議員 評価については十分お認めを

いただいておると思います。では、佐藤さんの

思いを聞くために、知事は直接お会いされるべ
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きだと私は思いますが、いかがでしょうか。宮

崎に来られてもう既に８年になろうとされてお

ります。今までに佐藤さんに会われたことがあ

るのかどうかも含めてお答えをいただきたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 佐藤棟良さんにこれま

でお会いする機会はなかったところでございま

すが、大変な御高齢だと、90歳を超えておられ

るという話でございます。今御指摘がありまし

たような、宮崎に対する、また宮崎の観光に対

するいろんな思いというのもお持ちでしょう

し、いろんなお考えもおありかと伺っておりま

すので、もし機会がありましたらいろんなお話

を伺ってみたいという思いも持っているところ

でございます。

○徳重忠夫議員 機会があったらお会いしたい

ということでありますが、８年間もいらっ

しゃったわけでございまして、知事もシーガイ

アに出向かれる機会が今までも何十回かあった

んじゃなかろうかと思っております。ぜひとも

お会いしていただいて、これは機会をつくらな

ければ会うことはできないと思いますので、ぜ

ひそのような機会をつくっていただきますよう

に強く要望を申し上げておきたいと思います。

次に、商工観光労働部長にお伺いをいたしま

す。シーガイア周辺の松林は約500ヘクタール、

全国有数の広さであります。これはサンマリン

スタジアムの170倍という広さであるということ

であります。全国的に松くい虫の被害が出てい

る中で、これだけの広さにもかかわらずほとん

ど松くい虫にやられておりません。もちろん

国、県の熱心な被害防除のおかげでもあります

が、500ヘクタールのうち約300ヘクタールを管

理しているシーガイアの努力があればこそでは

ないかと私は考えます。このように管理の行き

届いた美しい松林に、遊歩道を散策するなど観

光客も多く見受けられるところであります。そ

こで、これを観光資源として活用していく考え

はないか、商工観光労働部長にお尋ねしておき

たいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） シーガイ

ア付近の松林は、今、議員の御質問にございま

したように、美しい緑の景観を形成するととも

に、県民や観光客が散策やサイクリング、ノル

ディックウオーキングなどを楽しむことができ

る癒やしの場となっております。また、周辺に

は江田神社やみそぎ池など古事記ゆかりのス

ポットや、フローランテ宮崎、動物園などの観

光施設があり、シーガイア及びその周辺は、松

林も含めて本県の代表的な観光スポットであり

ますことから、県としましては宮崎市と連携し

ながら一層の情報発信に努め誘客につなげてま

いりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひそういう方向で努力をお

願いしておきたいと思います。

それでは、シーガイアについて２点ほど要望

を申し上げておきたいと思います。平成13年、

会社更生法の適用を受けて存続し、今年３月、

経営がセガサミー社に移りましたが、経営が存

続していることは大変ありがたいことでありま

す。雇用についても、現在もシーガイアだけ

で1,000人を超える雇用は維持されておりまし

て、また、他の関連企業も継続されておりま

す。さらに、納税の面でも大変貢献をされてい

るところであります。本県観光はもとより、本

県経済に大きな影響を与え続けております。

シーガイアは重要な企業として絶対に残さなけ

ればならない施設でありますので、今後とも県

とセガサミー社が連携を密にして存続が図られ

ることを強く要望しておきたいと思います。
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もう一つは、シーガイア・オーシャン45の

麓、松泉宮と言うところがあります。この入り

口に誠心の碑という石碑が建立されておりま

す。その石碑の裏側にシーガイア開発の歴史が

つづられているのは御存じでしょうか。いかが

でしょう、知事。

○知事（河野俊嗣君） 実際に拝見してはおり

ませんが、写真で見たことはございます。

○徳重忠夫議員 そこには佐藤棟良氏の思いが

詰まっております。一部御紹介しますと、「こ

の不世出のリゾート・シーガイアが幾多の難問

を克服し、いかにして実現し得たかその根源は

何か、私は真実を史実として後世に残すべくこ

こに明記する」と示されております。まず、宮

崎県、松形祐堯知事の県政への取り組み姿勢を

高く評価し、人間性を信頼したこと。２つ目

に、宮崎県議会、宮崎市議会、そして当時の長

友貞蔵市長の深い御理解と積極的な御支援を得

られたこと等々つづられており、当時、行政と

一体となりシーガイアを完成させたことや、お

世話になった方々への佐藤氏の感謝の意がつづ

られております。シーガイアをつくり上げた最

大の功労者は、私は佐藤棟良氏だと考えており

ますが、ここには自分の功績が一つもつづられ

ておりません。このことからも佐藤棟良氏のお

人柄があらわれているものだと考えておりま

す。宮崎を愛し、シーガイアに命をかけ、21世

紀に夢を託すお気持ちで、南北12キロにわたる

大リゾート群を完成させた佐藤氏への感謝の気

持ちを宮崎県民一人一人が忘れてはならないと

私は考えております。ぜひ一度、誠心の碑をご

らんいただき佐藤氏の思いに触れていただくよ

う、知事―副知事も一緒でございますが、要

望しておきたいと思います。

次に、就農給付金の後継者対策について、農

政水産部長にお尋ねをしていきます。

国は、現政権下の目玉施策として、青年新規

農業者の倍増を目指した青年就農給付金事業を

創設し、本年度からスタートしております。農

村地域の担い手不足といたしまして大きな期待

が寄せられている事業だと考えておりますが、

７月の新聞では、全国的に予定人員の２倍近い

申請が予想され、希望者の５割ないし６割しか

給付できない可能性があるとの報道でございま

した。そこで、本県における青年就農給付金事

業の現段階の要望に対する対応について、農政

水産部長にお尋ねをしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 青年就農給付

金のうち、既に就農を開始している方を対象と

した経営開始型では、制度の詳細が明らかに

なった後の７月に、市町村を対象に実施した要

望調査で209人の要望があり、現在、補助金の交

付に向けて準備を進めております。また、就農

に向けた研修中に県が給付する準備型では、７

月の募集で44人の応募があり、面接などの結果

を踏まえ、現在、38人に給付に向けた事務手続

を進めているところであります。いずれのタイ

プにつきましても、今年度、本県におきまして

は給付希望に見合った予算の執行がおおむね可

能な状況でございます。

○徳重忠夫議員 申請された方が全て受給でき

るような形になれば大変ありがたいことだと、

このように思っております。

それでは次に参りますが、私は先般、中国の

吉林省の農業情勢を視察する機会をいただきま

した。その視察では、数万ヘクタールものトウ

モロコシ畑の中を高速列車で移動いたしました

が、耕作放棄地は全くありませんでした。その

一方で、農地の少ない日本で耕作放棄地が問題

になることは、大変な矛盾を感じたような次第
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であります。県では、集落営農など組織的な農

地管理を推進されておりますが、その農地の受

託作業を引き受ける農業者も高齢化してきてい

るのが実態であります。そこで県は、将来の農

家戸数を何人と見込み、何人の新規就農者を確

保する必要があると考えているのか。また、そ

の農家戸数で農地を荒廃させることなく維持で

きると考えているのか、農政水産部長にお尋ね

をしておきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県では、第七

次農業・農村振興長期計画において、平成32年

には840の農業法人と8,000戸の主業農家が農業

生産の大宗を担う姿を展望しております。その

ため、平成23年度からの５カ年間で1,900人の新

規就農者を確保する目標を掲げ、多様な人材の

農業への定着が進むよう就農支援体制を強化す

ることとしております。将来の本県農業生産を

担うこれらの経営体への農地集積を加速させる

とともに、集落営農を支える若い担い手の育成

を図りながら、適切な農地利用の確保と本県農

業の持続的な発展に努めてまいりたいと考えて

おります。

○徳重忠夫議員 今、精いっぱい努力をしてい

ただいておりますが、先ほど部長の答弁により

ますと、新規就農希望者といいますか、就農給

付金を受ける方は209名しか申し込んでいらっ

しゃらない。そして今、部長は、第七次農業・

農村振興長期計画の中ではそれぞれの数字を出

されております。これによりますと１年間に380

人程度の新規就農者が必要だということがうた

われておるわけでありますので、これを考えま

すときに、209人は特別な形であろうかと思いま

すが、とても足りない。これからも最大限の努

力をしていただかないと農地は守れないという

ことになろうかと思いますので、御努力をよろ

しくお願い申し上げておきたいと思います。

それでは続きまして、都城志布志道路につい

てお伺いをいたしたいと存じます。

これまで何度となく質問をしてまいりました

都城志布志道路は、都城・曽於圏域に大きな経

済効果が期待されることから、県境を越えた市

町、民間団体から一日も早い整備を求めて強い

要望が上がっており、熱心な陳情活動が繰り返

し行われておるところであります。しかし、都

城志布志道路は鹿児島県との県境区間がいまだ

に整備に着手していないため、全線の開通をお

くらせる原因となっているのじゃないかと考え

ております。そこで、都城志布志道路の鹿児島

県境区間の整備について、知事はどのようにお

考えになっていらっしゃるのかお尋ねをしてみ

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この都城志布志道路、

都城インターチェンジと志布志港を直結すると

いうことで、南九州圏の経済基盤の強化に欠か

せない地域高規格道路でありまして、その効果

を十分に発揮するためには、早期に全線の供用

を図ることが大変重要であると考えておりま

す。５月の総合防災訓練のときに、第１会場で

ある都城市から第２会場である日南市の油津港

まで、外山議長と一緒にヘリコプターに乗りま

して、一度志布志港のほうに南下をし、まさに

この道路のルートをたどって、それから北上す

るというルートで飛ばせていただいたわけでご

ざいますが、上空から拝見し、両経済圏を連結

することの重要性というものを実感したところ

でございます。現在、唯一の未着手区間となっ

ております県境区間、諏訪山インターチェンジ

から県境間につきましては、これまで事業化に

向けた調査を進めてきたところでありますが、

今回、平成25年度の新規事業として国へ要求す
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ることとしたところでございます。今後とも、

国や鹿児島県、関係団体と連携し早期整備に努

力をしてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。実際

見ていただいて、大変ありがたく思っておりま

す。私は鹿児島県庁に先々日行ってまいりまし

た。鹿児島県もこの県境区間については非常に

関心を持っていらっしゃって、一日も早くこれ

が宮崎、鹿児島一緒になってできるようにと強

く願っておられますので、ぜひこれが実現でき

るように今年度の計画を進めていただきたい。

新年度から着工できるようにお願いを申し上げ

ておきたいと思います。

先日、私は、都城志布志道路を担当する宮崎

河川国道事務所に伺ったところであります。整

備の予算は大変厳しい状況にある、見通しが立

たないという話がありました。そこで、都城志

布志道路の国の施行区間の状況について、県土

整備部長はどのようにお感じになっていらっ

しゃるのかお伺いをしておきたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 国が施行して

おります国道10号都城道路につきましては、本

年３月に平塚インターチェンジから五十町イン

ターチェンジまでの約1.9キロメートルが完成供

用したところであります。残りの区間につきま

して、本年度は、乙房インターチェンジから平

塚インターチェンジ間におきまして用地買収や

構造物の設計などが進められますとともに、都

城インターチェンジから乙房インターチェンジ

間におきましては用地幅ぐいの設置が行われる

予定と聞いております。

○徳重忠夫議員 計画は進められているようで

ございますが、都城志布志道路の県内における

国の施行区間というのが非常に大きいわけであ

ります。延長の約６割を占めている、この事実

でございます。その整備は全線の進捗に大きく

影響することとなっており、計画的な整備を進

めるためには予算の確保が課題であります。し

かし、今年度、24年度の予算は、今おっしゃい

ました直轄区間では6.8億円、県の施行区間で

は4.7億円の11.5億円しかついておりません。鹿

児島県に至りましては、御案内のとおり、全区

間、県の施行区間であります。それなのに約30

億円が予算化されております。５年後の全線開

通を目指しておるということであります。その

差は、御案内のとおり明らかであります。特に

国の施行区間であります残事業が、未供用区間

の11.5キロメートル、総工費がまだ270億円残っ

ておるということでありまして、このままでい

くと全線開通までには10年を超すぐらいの年数

がかかるということであります。知事、御案内

のとおりであります。鹿児島県と同時期に供用

されることは困難ではないかと、私は大変危惧

しているところであります。

また、公共事業の妥当性を判断する指標であ

ります費用対便益費、いわゆるＢバイＣを見て

みますと、東九州自動車道の工事を進めておら

れる清武ジャンクションから北郷まで19キロ

メートルは、実は費用対効果というのは1.6であ

ります。都城志布志道路の梅北工区間は3.8であ

ります。その他の区間も3.0前後となっておりま

して、道路の規格が違うため一概に比較するこ

とはできませんが、都城志布志道路は高速道路

と同等の重要性があると私は考えておるところ

であります。東九州自動車道の整備の重要性は

十分認識しており、清武ジャンクションから北

郷間の現在工事を進めている予算の状況を見ま

すと、昨年度が60億円ついています。今年度

が95億円の予算が計上されておりまして、県

民、行政が一体となった熱心な取り組み、県の
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姿勢というものがあらわれております。

都城志布志道路は、都城市、北諸県、南那珂

を含め県の約３分の１の人口を占めておりまし

て、経済圏を縦断する地域経済を支える重要な

幹線道路であります。災害時における救援・救

助活動を支える緊急輸送道路としての役割も担

う道路であることは、先ほど知事がおっしゃっ

たとおりであります。このように地域にとって

重要な都城志布志道路は、国、鹿児島県、宮崎

県のそれぞれがおくれることなく整備を進める

ことが求められております。県の事業を着実に

整備することは当然ですが、東九州自動車道と

同様に県として力を入れて取り組むべきであ

り、予算確保が危惧される国の施工区間につい

ては、県においても積極的に働きかける必要が

あると考えます。そこで、都城志布志道路の国

の施行区間の整備促進に対する取り組みについ

て、知事にお伺いをしておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この早期完成を図るた

めには、県も国も一体となって取り組んでい

く、大変重要なことであろうかと考えておりま

す。国の施工区間の事業の早期促進につきまし

ては、７月に国に対する提案・要望活動に参り

ましたときも、道路局長に直接お会いして要望

したところですが、さらに８月も、また改めて

時間をいただいて、さらにポイントを絞って、

具体的なところということで県境区間の促進な

どお願いをしてまいったところでございます。

今後とも機会を捉えて、本県の重要課題という

ことで要望をお伝えし、予算の獲得、また事業

の早期完成に向けて粘り強く働きかけてまいり

たいと考えております。

○徳重忠夫議員 知事は、国に行かれたときも

それなりの行動を起こされてお願いをされてお

るというような御答弁でありましたが、私は、

まず一番初めに、予算の要望を行う国の出先機

関に対して、知事みずから足を運んで、いつま

で整備するのか、あるいは県としての道筋、こ

ういう計画で進めてほしいというようなこと、

そういった実情を―志布志道路の重要性につ

いても東九州自動車道と同等の熱意を持って予

算折衝に行く行動を起こす必要があるのではな

いかと考えておるところであります。やはり一

番先に計画を立てるのは河川国道事務所だと思

いますので、ここに行ってちゃんとお願いする

ことが、私は予算獲得の第一歩ではなかろうか

と考えるわけでありまして、知事は河川国道事

務所のほうに出向いていく考えがあるかどうか

をお伺いしておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 河川国道事務所長さん

には機会あるごとにお会いして、そのたびごと

にいろんな形でお願いをしておるところでござ

います。我々の要望というものはお伝えしてお

るところでございます。事務所へ足を運んだこ

とはないわけでございますが、議員の御指摘も

踏まえながら、いかに我々の要望を伝えるか、

また早期完成に向けての熱意を伝えるか、一つ

の提言として受けとめて、今後とも活動に取り

組んでまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひひとつ顔を出していただ

く。私がこの前行ったときも非常に喜ばれまし

た。知事がおいでいただいたということで、何

とかしなきゃいけないと河川国道事務所も思う

はずであります。どうぞよろしくお願いしてお

きたいと思います。

次に、県道都城霧島公園線の整備についてお

尋ねをいたします。

都城市鷹尾・蓑原地区は、住宅と大型スー

パーマーケットの商業施設が集積している、地

域住民の生活の拠点となっているところであり
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ます。周辺には小中学校、高校がありまして、

歩行者や自転車の行き来も非常に多いところで

あります。この地区の幹線道路としては県道都

城霧島公園線が通っておりますが、中心市街地

へつながる道路のため交通量が大変多い道路で

あります。買い物客や通学など日常的に利用す

る高齢者や小学生にとりましては、交通事故の

危険が非常に高い地域でもあります。さらに、

西側の区域は歩道が狭くて、６本の市道が一挙

に県道を交差しております。歩行者の安全な通

行の障害や交通混雑が発生している状況であり

ます。ぜひとも早急な整備が必要であると考え

ますが、都城駐屯地から西側の区間について、

今後の整備予定を県土整備部長にお尋ねしてお

きたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 県道都城霧島

公園線につきましては、市中心部へのアクセス

の向上と安全な交通の確保を目的に、鷹尾町か

ら陸上自衛隊都城駐屯地までの区間につきまし

て、平成４年度から順次整備を進めておりまし

て、現在は、駐屯地付近の約420メートルの区間

におきまして来年度の完成を目指し事業に取り

組んでいるところでございます。お尋ねの駐屯

地から西側の区間につきましては、交通量が多

い上に歩道も狭く、周辺の学校への通学者も多

いことから、整備の必要性を認識しているとこ

ろであります。このため現在、測量や設計を

行っているところでありまして、今後、事業化

に向け都市計画の変更など必要な手続を進めて

まいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。前向

きなお取り組みをいただいておりまして、感謝

いたしております。非常に厳しいところでござ

いますので、部長、現況を一遍ごらんいただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） これまでも現

地に行ったことはございますが、ただいま議員

からいただきました御意見を踏まえまして、再

度確認をいたします。

○徳重忠夫議員 よろしくお願いを申し上げて

おきたいと思います。

最後になりますが、小中学校のいじめについ

てお尋ねをしてみたいと思います。

いじめの問題につきましては、既にこれまで

の代表質問、一般質問において質問がされてお

りますが、私は、自身の経験したことをもと

に、私の思いを質問させていただきたいと思い

ます。２年前に北海道で、ずっと会えなかった

同級生に53年ぶりに会う機会がありました。実

は私、数年前から同窓会の幹事を務めさせてい

ただいておりますが、彼から届く同窓会の返事

には、毎回「欠席」と書いてありました。久し

ぶりの再開を果たしたので、話に花が咲く中、

「一度でも同窓会に出たらどうか」と切り出し

たところ、彼は、「当時、中学校時代、いじめ

に遭った。あのことが今でも忘れられない。そ

のことが頭の中から離れないので同窓会に行く

気がしない」と答えました。50数年前に受けた

あのいじめを今もなお背負っていることに大変

ショックを受けるとともに、いじめの深刻さを

改めて感じたところであります。

現在、滋賀県大津市で起きたいじめの自殺事

件、今もなお痛ましい事案が報道されておりま

す。人の見ていないところで行われることが多

いため、結果的に見逃してしまうこともあると

言われます。いじめによって、私の同級生のよ

うにその後の人生につらい思いを引きずるよう

なこと、ましてや命を失うことがあっては決し

てならないと思います。そのため、いじめは絶

対に許されない行為であることを子供たちに
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しっかりと示す必要があると思います。本県で

も、中学生が修学旅行中にいじめを受けて、動

画投稿サイトに掲示されて、報道されており、

大変残念に思っております。そこで、学校にお

けるいじめ問題について、教育委員長はどのよ

うにお考えになっていらっしゃるのか、考え方

をお聞かせいただきたいと思います。

○教育委員長（近藤好子君） いじめは、子供

たちの心身の健全育成に重大な影響を与え、た

だいま議員のお話にもございましたように、心

に負った傷が長い間癒えないこともあるため、

不登校や自殺などの背景ともなり得る深刻な問

題だと考えております。したがいまして、いじ

めはどの学校でも、どの子供にも起こり得ると

いうことを、ぜひ保護者の皆様にも認識してい

ただくとともに、自分の悩みを１人で抱え込ま

ず相談することの大切さを子供たちに伝えてい

くことが重要だと考えております。また、いじ

め問題が発生したときには、保護者と連携を図

りながら、先生方が一丸となって、いじめを受

けた子供には寄り添い守り抜いていくこと、い

じめをしてしまった子供には、なぜそのような

行為をしたのか、自分自身に気づきを持てるよ

うな指導や思いやりの心を醸成していくこと、

そしていじめに気づいている周囲の子供たちに

は、「いじめをやめよう」と言葉に出すこと

や、友達がいじめられていることを大人に伝え

る勇気を根づかせることなどに取り組んでいく

ことが大切だと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。

最後に、教育長にお尋ねをします。いじめの

問題が発生してからの対応だけではなく、いじ

めのない学校づくり、学級づくりの視点で取り

組むことによって、より効果があるものと考え

ます。そこで、各学校ではいじめの未然防止の

ためにどのような具体的な取り組みをされてい

るのか、最後にお尋ねをしておきたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） いじめは、発見しに

くく、わかりにくい面もあるため、各学校にお

きましては、どの学校でも、どの学級あるいは

どの児童生徒にも起こり得るという危機意識を

持ち、いじめの芽を見逃さないよう、全職員が

情報を共有しながらきめ細やかな対応に取り組

んでいるところであります。また、子供たちに

対しましては、よりよい人間関係を築くことが

できるように、自分の気持ちを上手に相手に伝

える話し方、相手を思いやり話をじっくり聞く

ことができることなどの指導を行いながら、自

分や友達のよさが実感できるような学校づくり

に取り組んでいるところであります。さらに、

児童会や生徒会が中心となって、異なる学年の

交流を行ったり、いじめ撲滅のための集会を開

催するなど、児童生徒の主体的な活動を通して

規範意識の高揚や人権感覚の育成に努めている

学校もございます。

○徳重忠夫議員 いじめについては、子供が一

番長い時間生活をしている学校、学級でしっか

りと議論して、いじめのない学校、学級づくり

に全力で取り組んでいただきますよう強く要望

申し上げ、私の一般質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 次は、清山知憲議員。

○清山知憲議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の清山知憲でございます。

昨年11月の議会において、私は、「100年たっ

ても変わらない宮崎県の価値」という言葉を用

いました。これは、そうした本質的な価値を河

野知事には見出し、発信していただきたいとい

う思いで申し上げましたが、今をさかのぼるこ
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とちょうど100年前、当時の第13代有吉県知事

は、知事に着任するや否や、我が国の建国の歴

史と深いかかわりがあるとされていた日向の史

跡を解明したいという思いで、西都原古墳群の

発掘調査に乗り出しました。当時、京都帝国大

学の坂口教授らの協力を得て行いましたこの調

査、史上初めての学術的調査だったと言われて

おります。今や、この西都原古墳群が宮崎県に

おいて誇るその重要性は言うまでもありませ

ん。河野知事におかれましては、当時の有吉知

事に倣い、100年たっても語り継がれるような事

績を残していただきたいと切に願っておりま

す。

しかし、その前に重要なことは、河野知事

が、我が県の歴史認識についてどのような考え

を持っておられるかだと思います。古事記や日

本書紀に記されている我が国の建国にかかわり

のある神話、多くがこの宮崎県が舞台になって

おりますけれども、残念ながら、この宮崎県内

の中学校の歴史教科書においては、昭和天皇が

神々の子孫であることを否定したという、現在

の皇室と神話の世界を断絶させるような虚偽の

内容が記されており、教え込まれております。

昨年、私の質問に対して知事は、「教科書検定

を通過している」と答えられるばかりで、その

内容の矛盾点についてははっきりとおっしゃっ

ていただけませんでした。改めて、現在の皇室

と我が宮崎県との関係につき、知事の考えをお

伺いいたします。

以下、質問者席よりお伺いいたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

皇室にかかわる御質問、最近の出来事から申

し上げますと、ことし２月に天皇陛下が入院さ

れた際には、県民の皆様からのお見舞いの記帳

と私からの電報をお送りいたしましたところ、

陛下からのお礼の言葉を、宮内庁長官を通じ、

賜ったところでございます。また、８月には、

西都原古墳群の男狭穂塚と女狭穂塚の整備など

を直接、宮内庁長官にも要望し、一部、一定の

整備が実現することとなったところでございま

す。

本県におきましては、現在、記紀編さん1300

年を契機としたさまざまな取り組みを行ってお

ります。古事記や日本書紀において、神武天皇

が生まれた地とされる本県を、数多くの神話や

伝説、史跡とともに県内外に広く紹介をしてい

るところであります。このように、本県にとり

まして、皇室は、他県に比べましても、より身

近な存在として考えているところであります。

今後とも、天皇陛下を初め、皇室の皆様方に対

しましては、常に心からの敬愛の念を持って接

してまいりますとともに、御来県の機会をいた

だければ、県民の皆様ともども温かくお迎え

し、親しく交流を深めさせていただきたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○清山知憲議員 身近な存在というのは、いま

いちパンチに欠けるメッセージだと感じるんで

すね。その歴史的なかかわりについて質問申し

上げたんですけれども、現に高原町や日向市

美々津町といったところは、はっきりと、堂々

と、神武天皇がお生まれになったところ、お船

出になったところとおっしゃっていますし、

もっと県全体を挙げてメッセージ性を打ち出し

ていただきたいと思うんです。もちろん、考古

学的な説を持ち出せば、学者の数ほどたくさん

あるんですけれども、我が国が正統な歴史と認

めたものを記したものを正史といって、その歴

史書は日本書紀ということになっているんです
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が、少なくとも、政府公認の歴史というのは日

本書紀に記載されている内容なんです。そし

て、明治時代の前半においても、神武天皇より

以前の神々、三代の神々─いわゆる日向三代

ですね─の陵墓を、宮内省の指定におきまし

て、鹿児島県内の３カ所に定めたところであり

ますけれども、もちろん、古代においては宮崎

県も鹿児島県も区別がありませんでした。何が

言いたいかというと、政府としても、今まで歴

代として、この南九州に皇室、日本国の発祥の

ルーツがあると認めてきた歴史があります。

はっきりと、初代天皇の出身地であり、日本国

発祥の地であるというメッセージを打ち出され

てはいかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） キャッチフレーズとし

ては、「神話のふるさと宮崎」という言い方を

しておるところでございますが、その神話とい

うものが、あまたある神話のうちの、御指摘が

ありますように、建国にまつわる神話というと

ころが大変重要なところでございます。キャッ

チフレーズ的に長くなりますので、「発祥」

「神話のふるさと宮崎」というふうなことで、

言葉には使っておりませんが、そのような思い

で、古事記、日本書紀に記された本県とのゆか

り、縁というものをしっかりと発信してまいり

たいと考えております。

○清山知憲議員 確認なんですけれども、宮崎

県を代表する県知事として、はっきりと今後、

初代天皇が出身なされた土地として、メッセー

ジを打ち出していくということで間違いないで

しょうか。

○知事（河野俊嗣君） 今、建国神話にまつわ

る、発祥にまつわるというところで申し上げた

ところですが、初代天皇、神武天皇のというこ

とですね。確かにそういう伝承はあり、古事

記、日本書紀に書かれておるところでございま

す。４月に講演をいただいた梅原猛先生は、本

県のいろんな調査をされた上で、「天皇家の“

ふるさと”日向をゆく」という本を出版された

わけでございます。このテーマなりタイトルに

つきまして、さまざまな研究者、さまざまな見

方から、場合によっては厳しい指摘があるかも

しれないけれども、恐れずにあえて書いたとい

うふうなことをおっしゃったところでございま

す。神武天皇、それから、それに続く９代まで

の８代というものは、研究者の間でもいろんな

見方がある。特に、その８代については「欠史

八代」というふうに言われておるところでござ

いまして、史実に基づく記録が残っているの

は、10代の崇神天皇以降というところもあると

ころであります。

ただ、だからといってそれを否定していると

いうことではなしに、従来ありましたのは、史

実肯定史観、史実否定史観、史実反映史観、い

ろいろあるわけでございます。全てが史実だと

考えておられた見方というものと、そうではな

い、全部作り物だという見方が、いろいろ議論

があったわけですが、今は、一定の史実が反映

されたものではないかというような物の見方が

なされているところでありますし、私もそのよ

うに考えておるところでございます。

したがいまして、否定をするということでは

ないんですが、神武天皇なり、その後の欠史八

代に対していろんな研究者の見方があるものに

ついて、今、御指摘がありましたような、すっ

ぱりと、神武天皇のお生まれになった天皇家発

祥の地というような言い方をするのは、なかな

か難しいのではないかというふうに私は考えて

おるところでございます。

○清山知憲議員 史実に関する議論は研究者に
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任せておけばいいんですよ。先ほど申し上げた

ように、政府の認めている正史としてそういう

記載があって、宮崎県として独自の見解を研究

を重ねることで発信することは、それは完全に

自由なんです。高原町にしても日向市美々津町

にしてもそうやってされているんですから。

知事は御存じかわかりませんけれども、ちょ

うど78年前の昭和９年には、神武天皇御東

遷2600年記念ということで、秩父宮殿下が来県

され、そして、昭和15年の皇紀2600年記念のと

きには高松宮殿下が来県されて、盛大に祝賀記

念行事がとり行われております。また、その同

時期に、宮崎県は、皇宮神社を初めとして、神

武天皇の足跡という土地を聖蹟伝承地と指定し

て、文部省に調査を行わせたり、記念施設を建

設したりしております。例えばこの皇宮神社、

知事公舎のすぐ近くにあるんですけれども、知

事、行かれたことありますか。

○知事（河野俊嗣君） 行ったことはありま

す。大変ひっそりとという感じの神社でありま

す。

○清山知憲議員 当時の県知事の石碑もありま

すし、皇軍発祥の碑という立派な碑もあるんで

すけれども、物すごく荒れ果てていて寂しいん

です。こういう神武天皇ゆかりの地をどんどん

整備して発信していくことこそ、本質的にこの

記紀編さん1300年事業を盛り上げていくことに

つながるんじゃないかと、そういう思いでおり

ます。何とぞよろしくお願いいたします。

続いて、関連して教育長にお伺いしますけれ

ども、宮崎県の価値を決定づけるものに、おい

しい食べ物とか自然環境とかいろいろあります

けれども、県にどういった文化財がどれほどの

数存在しているのかというのも重要な要素だと

思います。例えば県指定文化財について言う

と、鵜戸神宮近くの鵜戸千畳敷奇岩といった天

然記念物や、諸塚神楽や、三ヶ所神社本殿と

いったところが含まれておりますけれども、県

内にどれほどの数、県指定文化財があって、ど

ういった指定手続になっているのか、また、全

国との比較についてお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 県指定の文化財につ

きましては、建造物や美術工芸品などの有形文

化財、神楽などの民俗文化財、古墳などの史跡

等、歴史上または芸術上の価値が高いものとし

て認められた205件を指定いたしております。こ

れは全国の中では２番目に少ない指定件数と

なっております。指定のための手続につきまし

ては、宮崎県文化財保護条例に基づき、あらか

じめ指定しようとする文化財の所有者等の同意

を得て、地元市町村教育委員会から申請のあっ

たものを、県の文化財保護審議会で専門的な見

地から審議を行い、その答申をもとに、県教育

委員会において決定するものであります。

○清山知憲議員 我が国建国の歴史を有する宮

崎県が、北海道に次いでワースト２位であると

いう点、なかなか納得できないんです。国指定

文化財の数でいうと163点ということで、これ

は47都道府県堂々の最下位なんです。文化財と

いうのは、いかに文化的にも芸術的にも歴史的

にも価値の高いものを県が見出して、また、既

にあるものに関しては、学術的研究を加えて価

値を高めることで、積極的に指定に乗り出すと

いった県の強い意思が、文化財の数そのものに

も大きく影響すると思います。県は、どのよう

に今後この文化財行政に取り組まれていくの

か、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 私も、今回、議員の質

問でそういう数字の面で伺いまして、大変驚い

ているところでございます。国指定、県指定と
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いうものもこんなに少ないんだろうかというの

が実感であります。御指摘にありましたよう

に、県内には、長い歴史と豊かな風土に培われ

た文化財が数多く残されておるところでござい

まして、これをしっかりと次世代へ継承してい

くこと、また、その評価というものを訴えてい

くことというものは、大変重要であろうかとい

うふうに考えております。今後とも、国あるい

は県の文化財指定を視野に入れまして、文化財

の積極的な掘り起こしを行い、専門家の意見を

聞きながら、あくまで学術上の価値や保存状況

等の調査は必要なわけでございますが、そうい

う取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 国指定文化財については、当

然、国に対する働きかけ、情報提供というのも

必要です。先日、県内のある神社の方に伺った

ところ、一昔前の話なんですが、神社の保有す

る彫刻について、国指定文化財の価値があるけ

れども、当時の県庁がなかなか協力をしてくれ

なかったと、そういうことで指定に結びつかな

かったというエピソードもあるようです。検証

は難しいんですけれども、今後、記紀編さ

ん1300年記念事業もありますし、古事記にちな

んだような文化財等も積極的に見出して、「文

化財の少ない県」汚名返上を果たしていただき

たいと思います。

引き続き、知事の政治姿勢ということで、震

災瓦れきの広域処理についてお伺いいたしま

す。受け入れに関して検討を重ねているうちに

時間切れを迎えるという、大変お粗末な結末を

迎えてしまったんですけれども、県の判断を鈍

らせた最大の原因の一つに、健康に対する影響

をどう評価するかというものがありました。最

終的に県としてどのように評価、判断されたの

か、教えてください。

○知事（河野俊嗣君） 最終的にと申します

か、これまでもこの議会でも答弁しましたよう

に、国による専門家の判断に基づく取り扱い基

準、安全の基準というふうなものでございます

ので、我々としては、それを安全というふうに

受けとめるしかないというふうに考えて議論を

スタートしたところでございます。ただ、申し

上げておりましたように、国が示したそういう

安全な基準と県民なり地域住民が受けとめる安

心に乖離が生じている。それをいかに埋めるか

というのを、市町村と一緒になりながら作業し

てきた、そのように考えております。

○清山知憲議員 それ自体を判断するために

も、いろいろ専門家の意見をヒアリングされた

りしたんですよね。そして、確認なんですけれ

ども、最終的に受け入れをするに当たっての科

学的な安全基準というものは国の基準を認め

て、そして、県民の安心のために独自基準を設

けたという理解でよろしいでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） そのような形で議論を

進めようということで独自基準を設けたもので

あります。

○清山知憲議員 私も執行部の担当課に対して

しつこく聞いてきたんですけれども、やはり、

最終的に国の安全基準を県としても認めたわけ

ですよね。科学的な安全基準として国のものを

受け入れると。そこを今まではっきりと明示さ

れることはなかったですし、また、それをはっ

きりとおっしゃらないことで、いろんな不安や

誤ったメッセージを県民に対しても与えてし

まったんじゃないかなと思うんです。ちょっと

何かおっしゃりたそうなので、知事のお考えを

お伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 私の説明の仕方がその
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ような不安なり誤解を与えたのであれば、それ

は真摯に反省をする必要があるなというふうな

ことで、今、御指摘を受けとめたところでござ

いますが、これまでも申し上げてきたように、

安全と安心が乖離している状況の中で、でも何

とか協力できないかという思いを市町村と確認

して進んできたということですので、その安全

の基準が、最初から問題にならない、それに対

してもっと別な基準を国に示してもらいたいと

いうようなことを申し上げておったわけでもあ

りませんし、まずはそこを議論しながら、安全

と安心をいかに結びつけるかと、その取り組み

のためにいろんな調査をし、また、最終的には

県独自の基準を設定して議論を進めようとした

わけでございます。

○清山知憲議員 その議論が非常に私にとって

あいまいで見えにくかったと思います。県とし

ては、国の基準を科学的な安全性を認めるレベ

ルとして認めると、そういうメッセージが最初

にあれば、まだ市町村での議論もちょっと違っ

た形になったんじゃないかなと考えております

し、また、常に「慎重な検討を重ねる」という

ことを知事は大事にされておりますけれども、

今回の案件については、そうした大局的な判断

や決断のスピードそのものが問われたような案

件だったんじゃないかなと思います。ぜひ次に

生かしていただきたいと思いますが、何かあり

ますか。

○知事（河野俊嗣君） 議論の進め方、スピー

ド感、いろんな御指摘があるところでございま

す。安全な基準だということを表明すれば、も

しくは県知事が受け入れるという表明をすれ

ば、物事が進んだでしょうか。各県を見てみま

すと、受け入れると表明しても全く進まなかっ

た県、もしくは、地元との話で、かえってトラ

ブルになってしまった県もたくさんあります

し、今、受け入れが進んでいるところは、市町

村なり民間団体が判断したところを県としてサ

ポートするということだというふうに考えてお

ります。ただ、本県におきましては、県議会の

全会一致の決議を受けとめて、真摯に働きかけ

をする、何とか市町村と一緒になって道を探る

ということで取り組んできたところでございま

す。

○清山知憲議員 知事、そうおっしゃいますけ

れども、市町村に国の基準が本当に妥当かどう

か判断する能力を求めるのは、やっぱり僕は酷

だと思うんです。その面において、県は、しっ

かりと国の基準が妥当かどうかというところを

リーダーシップを持って示していただきたかっ

たなと思いました。もうこの件は終わります。

続きまして、福祉保健部長へお伺いしますけ

れども、先月８月15日、終戦記念の日に、私、

護国神社に行って、終戦記念報告祭と戦没者追

悼記念行事に参加してまいりました。改めて、

国や県のために殉じた先人の皆様方の冥福をお

祈り申し上げたところでございましたが、その

記念行事を主催されていたのは、ことし、日本

会議という団体だったんです。もちろん私も会

員の一人ですし、この行事運営は全く問題な

かったんですけれども、私は、これを県が行っ

ていなかったことに強い違和感を感じました。

宮崎県はどこかで戦没者追悼祈念行事を行って

いるのか、他県の状況もあわせてお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 戦没者の追悼

行事でございます。毎年、市町村や団体等によ

り県内各地で開催されておりまして、定着して

いることもあり、県としては主催をしていない

状況でございます。しかしながら、戦没者を追
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悼し、県民の皆様に平和について考えていただ

くことは、大変重要であると認識しております

ので、終戦50周年記念事業―これは平成７年

でございますが―として、県主催の追悼式を

行いましたほか、毎年、全国戦没者追悼式、そ

れから、ひむかいの塔追悼式に参列する戦没者

遺族の方々への支援を行いますとともに、８月

には、県立図書館で、戦没者の遺品等を集めて

「宮崎県平和祈念資料展」を開催するなどの取

り組みを行っているところでございます。

他の都道府県の状況でございますが、８月15

日に戦没者追悼行事を主催しております都道府

県が、東京都、福岡県など１都６県、また、８

月15日以外の日では、27の都道府県が主催をし

ておるところでございます。

○清山知憲議員 ありがとうございます。他県

の34の都道府県では主催しておりますけれど

も、宮崎県は主催していないという話でござい

ました。しかし、私は、戦没者の遺族や一部の

団体といった一部の人たちが追悼を続けていく

んじゃなくて、今を生きる県民全体が行ってい

くべきという意味では、県がやっていくべき

じゃないかなと思います。知事の考えをお伺い

します。

○知事（河野俊嗣君） 重要な御指摘をいただ

いたものというふうに受けとめております。犠

牲になられた方を追悼し、これを語り継いでい

くこと、平和への誓いを新たにすること、大変

重要な取り組みであるというふうに考えており

ます。この式典は、今、部長が答弁しましたよ

うに、大きな節目のときには行政がかかわって

きた式典はあったようでありますが、これまで

は、慣例として、日本会議等について御指摘が

ございましたように、民間団体による追悼式典

が行われてきました。県として積極的にそれを

行わないというようなスタンスであったという

ことではないわけでありますが、ことしのよう

に参加者が少ないというような、残念なという

声も聞かれたところであります。今後どのよう

に戦没者を追悼し、語り継いでいくかという課

題につきまして、これまで取り組んでいただい

ておりました関係団体の意見も聞きながら、望

ましい姿、県がどのように関わっていくことが

できるのか、それを考えてまいりたいというふ

うに考えております。

○清山知憲議員 ぜひ、関係各者と協議の上

で、県が追悼の責任を負っていくんだという思

いも持って臨んでいただきたいと思います。

続いて、総合政策部長へお伺いいたしますけ

れども、先日、県内の物流関係者の方々と意見

交換をさせていただいて、先般の高速ツアーバ

スの事故の後、トラックドライバーの方々の労

務管理の監督が大変厳しくなっていて、それが

現場の実情ともかけ離れており、トラック業も

物すごく厳しい状況になっていると伺いまし

た。また、一方で、東九州自動車道は、来年度

中に延岡までの区間が開通するということで、

南九州全体の物の流れも変わっていくことが予

想されます。今後、県としてどういった物流の

あり方を目指していかれるのか、考えをお聞か

せください。

○総合政策部長（稲用博美君） 物流、これに

関しましては、貨物の種類、それから出荷先、

また、納品時間等の輸送条件が種々であります

ので、輸送手段につきましては、それぞれの条

件に応じて、今現在、選択されているというふ

うに思っています。このような中で、県といた

しましては、大量輸送が可能な海上輸送あるい

は鉄道輸送の利用が、物流コストの削減、そし

て二酸化炭素排出量の抑制、さらには、今、御
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質問ありましたような長距離トラック運転手の

負担軽減などにもつながるということで、海上

輸送や鉄道輸送へのモーダルシフトを積極的に

推進していく必要があるというふうに考えてお

ります。

○清山知憲議員 今おっしゃっていただいたよ

うに、トラック業の方々も、フェリーを利用す

ることで、休息時間の確保、労働時間の短縮、

また、定時運行の確保といったさまざまなメ

リットがございます。また、フェリーというの

は、観光客を運ぶ唯一の海上交通機関としての

公共性も帯びておりますけれども、近年、原油

価格の高どまりにより、例えば宮崎カーフェ

リーさんの場合でいうと、この３年間、燃料費

だけで16億円、18億円、22億円と、物すごい規

模で経営を圧迫しております。トラック業やそ

のもとにある農産物の生産者等、そのすそ野の

広さや、また、海上交通機関としての公共性、

また、高速道路ネットワークが完成するにつ

け、この南九州内での各港湾の競争性も激しく

なってくるかもしれませんが、そうした意味に

おいて、今後、長距離フェリー業者等への支援

も考えられないのか、お伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 本県発着の長

距離フェリーは、農産物や工業製品を大消費地

に効率的に輸送するために、極めて重要な輸送

手段でありまして、企業誘致などに欠かせない

産業インフラであるというふうに考えておりま

す。また、今お話にありましたように、スポー

ツ合宿など多人数の団体移動に重要な役割を担

いますとともに、帰省あるいは旅行などで自家

用車を使う場合の移動にも欠かせない交通手段

であるというふうに考えております。現在、県

では、陸上トラック輸送から、県内発着の海上

・鉄道輸送にシフトした貨物に助成を行います

物流効率化支援事業などの活用によりまして、

長距離フェリーを初めとします海上輸送、鉄道

輸送の利用を促進しているところであります。

今後、地元市町村や関係団体と連携しながら、

さらなる長距離フェリーの利用促進に向けた支

援のあり方等を検討してまいりたいというふう

に考えております。

○清山知憲議員 例えば高知県なんかは、フェ

リーがなくなって大変困ったような状況もある

とお伺いしたこともあります。知事にもお伺い

しますが、県の経済成長戦略といった視点に加

えて、また、さきの東日本大震災においては、

フェリーは緊急の物資輸送などでも大活躍し

て、実際に今月、国土交通省の海事局から提出

された概算要求の中には、そうしたフェリーの

救援機能を充実・整備していくといった予算も

盛り込まれております。そうした防災といった

視点もありますけれども、知事として、こうし

たフェリー業、何か支援等考えられないのか、

お伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 大消費地から遠い本県

にとって、物流のあり方は大変重要でございま

すし、その中でも、海上交通というものは、本

県が海から享受するさまざまな恵みのうちの一

つであり、強みでもあろうかというふうに考え

ております。また、御指摘がありましたような

防災の観点での活用、いろいろ意義というもの

は非常に重要であろうかというふうに思いま

す。燃油価格の高騰なり厳しい状況が続いてお

りますが、何とかそれも応援をしていきたいと

いう思いも込めて、これまでなかったというこ

とですが、大阪から実際に宮崎まで、先日、私

も乗船しましてそれを実感し、また、いろんな

課題について担当者と議論をさせていただいた

ところでございます。今後、どういう支援のあ
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り方があるのか、全体の物流のあり方を考える

上で、一つの重要な課題として研究してまいり

たいと考えております。

○清山知憲議員 ぜひ、そういうことも含め

て、海上物流の強化等も検討していただきたい

と思います。

続いて、福祉保健部長へお伺いいたします。

宮崎県青少年健全育成条例というものがあっ

て、その第13条には、いわゆるわいせつな図

書、県が「有害な図書」と指定するものに関し

ては、青少年への販売が禁止されております

し、また、第16条によると、自動販売機に収納

することそのものも禁止されておりますが、県

内では、私が見るだけでも、明らかにわいせつ

な図書、明らかに有害な図書と見受けられるも

のを販売している自動販売機が、例えば江田神

社の近くだったり、日向に向かう途中の国道10

号線に非常に目立つような形で置かれておりま

す。実際に県内の自販機の数、そして、県によ

る指導状況についてどうなっているのか、お伺

いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県内の図書類

等の自動販売機の設置数でございますが、平

成16年度の161台をピークに、年々減少してきて

おりまして、平成23年度末現在、115台となって

おります。調査につきましては、お話のござい

ました条例、「宮崎県における青少年の健全な

育成に関する条例」でございますが、これに基

づきまして、収納状況を確認するための立入調

査を、警察や市町村などと連携しながら実施し

ているところでございます。その結果、条例に

違反する有害図書類等の収納が判明した自動販

売機につきましては、設置者に対して、当該有

害図書類等の撤去を指導しているところでござ

います。昨年度は、書店やコンビニ等への重点

的な調査・指導に取り組みましたこと等から、

自動販売機に関する指導の実績はありません

が、平成18年度から22年度までの５年間では、

延べ81件の改善指導を行ったところでございま

す。今後とも、条例違反の自販機の設置者に対

しまして、改善指導を粘り強く実施してまいり

たいというふうに考えております。

○清山知憲議員 警察本部長へお伺いいたしま

す。この第16条に違反して検挙された事例はあ

りますか。教えてください。

○警察本部長（加藤達也君） 検挙事例として

は１件あります。これは、平成13年に日南市内

において、県外の業者が、図書類自動販売機に

有害図書類に該当するビデオテープを収納して

いたことから、宮崎県知事において、同ビデオ

テープを収納しないよう改善勧告を行い、さら

に改善命令を行いましたが、これに従わなかっ

たことから、同年８月、経営者など２名を検挙

しております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。平

成13年にたった１件の検挙ということですが、

改善指導、そして改善命令に従わなければ、よ

うやく検挙に至るんです。そして、先ほどの部

長のお話によると、平成23年度は結局調査を

行っておらず、指導状況としてはゼロ件だと。

現実に115台の自動販売機で今なお明らかなわい

せつ図書が販売されていて、誰でも、子供でも

簡単に購入可能な状況になっております。そし

て、実際に指導を受けたとしても、その該当す

る図書を撤去さえすれば、すぐ翌日にわいせつ

な図書を入れたところで、次に県が指導に入る

のは数年後かもしれないんです。結局、県が指

導に来るまでは何でも置きたい放題になってい

て、この条例がざるになっているんです。例え

ば、違反を２回以上繰り返すような悪質な業者
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に対しては、罰則規定を設けるような条例改正

や、もしくは自動販売機による販売そのものを

禁止するような規制強化は考えられないか、お

伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 自動販売機

は、いつでも誰でも自由に利用できる利便性が

ある反面、対面販売ではないために心理的に購

入が容易でありますことから、自動販売機に有

害図書類等が収納されている状況、これは青少

年の健全育成の面から憂慮すべき問題であると

いうふうに考えております。このため、他県の

条例、取り組み状況等につきまして、御指摘の

件につきましては調査をいたしまして、効果的

な方策について検討を進めますとともに、その

立入調査の強化など、指導の徹底に努めてまい

りたいというふうに考えております。

○清山知憲議員 有害図書に関しては、おっ

しゃったように、いつでも誰でも自由に購入さ

れちゃ、やっぱり困るんですよ。そして、こう

いう悪いことに関しては他県の条例等見習う必

要はありませんので、ぜひ、他県に先駆けた先

進的な取り組み、特に指導を強化するだけじゃ

なくて、本当に実効性のあるような条例改正等

も含めて検討していただきたいと思います。さ

らに、こういった自動販売機は物すごく景観を

乱しております。何とぞ前向きの検討をよろし

くお願いいたします。

病院局長に続いて質問いたします。

最近、ドクターヘリとか、大学病院の救命救

急センターといったところが注目されておりま

すけれども、その一方で、基本的な救急医療の

充実に関しては取り組み続けなければいけない

課題だと認識しております。県立３病院におけ

る、救急車による救急患者受け入れ状況と受け

入れできなかった件数、やむを得ず断らざるを

得なかった件数について、直近３年間の状況を

教えてください。

○病院局長（渡邊亮一君） まず、救急車によ

る救急患者受け入れ件数でございますが、宮崎

病院が平成21年度1,961件、22年度1,985件、23

年度2,082件でございます。日南病院が21年

度1,038件、22年度が1,172件、23年度が1,139件

でございます。それから、延岡病院であります

が、21年度が2,078件、22年度が2,222件、23年

度が2,184件となっております。

次に、受け入れできなかった件数であります

が、宮崎病院が平成21年度315件、22年度421

件、23年度619件であります。それから、日南病

院でありますが、21年度34件、22年度57件、23

年度63件となっております。それから、延岡病

院でございますが、統計はとっておりません

が、ほぼ全てを受け入れているところでござい

ます。

○清山知憲議員 県立宮崎病院ですけれども、

受け入れできなかった件数が、315件、421

件、619件と物すごい数でふえておりますし、ま

た、平成23年度はその数自体も、県立延岡病院

のゼロ件、県立日南病院の63件と比べて物すご

い数、619件となっております。この原因は何で

しょうか。

○病院局長（渡邊亮一君） まず、全体的な傾

向としまして、近年、本県の救急車搬送件数、

これ自体が増加しておりますので、宮崎病院で

の受け入れ件数もふえております。また、受け

入れできなかった件数も増加傾向にあるものと

考えております。また、受け入れなかった主な

理由でございますが、重症患者を対象とする宮

崎病院以外の病院でも対応可能とした件数、23

年度は約４割を占めております。21年度の約2.3

倍と大きく増加していることが一因ではないか
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と考えております。一方、既に重症患者を複数

受け入れるなどして受け入れを断らざるを得な

かったケースも約４割となっておりまして、増

加傾向にあります。今後とも、宮崎病院の救急

機能の充実に努めますとともに、圏域内の救急

医療機関や消防機関との連携を一層深めていく

必要があると考えております。

○清山知憲議員 今の話をお伺いすると、必ず

しも単純に救急搬送事例がふえているだけでは

なさそうです。唯一、３つの県立病院の中で医

師定数を満たしている県立宮崎病院が、600件以

上断らざるを得ない状況になっていたと。そし

て、医師不足で大変な延岡病院がほぼ断ってい

る件数はゼロと。宮崎市内の救命救急センター

がこういう状況であることに、私としては非常

に強い危機意識を持っているんですけれども、

知事、率直にどう思われますか。

○知事（河野俊嗣君） 県民の期待の大変大き

い県立宮崎病院でありますので、数字としては

非常に大きいものがある。いろんな事情がある

ということでありますが、この数字というもの

を、何とかいろんな工夫なり連携なり、病院の

中での働き方の見直しなりで解消していくこと

はできないだろうか、そのような思いで今受け

とめたところであります。

○清山知憲議員 病院局長も、今後、救急機能

の充実に努めるとおっしゃっていただきまし

た。また、ことし４月には、ようやく救急専従

医の先生も来てくれましたし、何とぞ、県、病

院局挙げて、強い危機意識を持って取り組んで

いただいてほしいと思います。

この件、引き続きまして、危機管理統括監へ

お伺いいたします。救急患者さんの搬送及び受

け入れに関する判断基準というものが定められ

ていて、私もこの基準を拝見したんですけれど

も、例えば、宮崎市消防局管内において、緊急

に重篤な患者さんが発生した場合、その搬送依

頼をかける医療機関のリストに県立宮崎病院と

大学病院が含まれていないんです。これは含ま

れるべきじゃないかと思うんですけれども、お

伺いいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 議員御指

摘の実施基準につきましては、救急搬送におけ

る病院選定や傷病者の受け入れが迅速かつ適切

に実施されることを目的に、これは平成21年の

消防法の改正によりまして定めることが義務づ

けられまして、本県では、平成22年12月に策定

しているところでございます。この基準におき

ます医療機関リストは、関係機関から成る協議

会において議論を経て作成したところでありま

して、県立宮崎病院及び宮崎大学医学部附属病

院につきましては、受け入れ医療機関を確保で

きない場合の最終受け入れ先としての位置づけ

もあることから、御指摘のありますように、い

わゆる２号リストには掲載されなかったところ

でございます。なお、リストには、注意書きの

ところになりますけれども、「傷病者の状況等

によっては、上記医療機関以外への搬送を否定

するものではない」と明記されておりまして、

実際、両病院ともに、消防からの照会に応じ、

緊急性の高い救急患者を受け入れていただいて

いるという現状にございます。このような実情

を踏まえまして、両病院の取り扱いにつきまし

ては、定められた協議会において、関係機関と

協議してまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 再度お伺いいたしますけれど

も、今、説明していただいたように、最終的に

受け入れ医療機関が見つからないときに、その

２つの病院が受け入れるという取り決めはわか

るんですよ。これはたらい回しを防ぐための
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セーフティネットということで、全く別の話な

んですね。それとは全く別で、宮崎市内で緊急

に重篤な患者さんが発生した場合に、要請をか

けるべき医療機関のリストから、救命救急セン

ターを有するこの２つの病院が外れる理由には

ならないんです。本来、重症患者ほど一刻も早

く救命救急センターに運ばなければいけないと

いう事実からも矛盾しているように思われるん

ですけれども、改めてこの点につき、どう思わ

れますか。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 議員御指

摘のとおり、確かに６号リストのほうは、最後

のセーフティネットとして定められてこの２病

院が掲載されているところでございます。それ

が一方で、いわゆる２号リストということで、

それぞれの消防管轄内ごとに搬送する先にない

理由にはならないと、それはおっしゃるとおり

の面があろうかと思いますが、当時、たらい回

しが大変な議論になっている中で、法に基づい

てこういうリストをつくりましょうという中

で、当時の議論、つまびらかには記録がないの

でございますけれども、恐らく、当時の受け入

れ能力との関係で、最後のほうを優先するとい

うような議論があったやには推測しているんで

すが、議員から御指摘ありましたように、実際

には、両病院とも１回目からの照会にも十分応

じていただいておりますので、そういう実情を

しっかりと分析した上で、リストの掲載の是

非、これは２号リストに掲載するのか、６号リ

ストの表現ぶりを変えるのか、いろいろ議論の

余地はあろうかと思いますけれども、関係機関

としっかり議論してまいりたいと思います。

○清山知憲議員 ありがとうございます。ぜひ

関係各者と協議をしていただきたいと思いま

す。

続きまして、病院局長にお伺いいたします。

将来的に、中山間地といった僻地に勤務する予

定の自治医科大学卒業のドクターというのは、

今まで、県立宮崎病院で全員初期研修を行って

おりますけれども、そうした地域の命を守る責

任を負ったドクターというのは、やはり救急医

療の研修というのは非常に重要になってくると

思います。県立宮崎病院でどういった救急医療

の研修カリキュラムになっているのか、当直回

数も含めて教えてください。

○病院局長（渡邊亮一君） ２年間の初期臨床

研修において、救急研修は必修科目になってお

ります。３カ月以上の研修を行わなければなら

ないということになっております。県立宮崎病

院の救急研修は、救急患者が搬送された場合

は、救命救急センターにおいて、その診療、検

査、処置に当たり、救急搬送がない時間帯に

は、救命救急科の入院患者や、救急対応後に各

診療科に引き継いだ患者の診療を行うと。そし

て、他の診療科で治療中で意識障害など緊急を

要する症状のある患者の診療も行っているとこ

ろでございます。さらに、人形を使用した救命

措置のシミュレーション学習、あるいは救急対

応を行った患者カルテの検証を行うなど、救急

専門医を初めとする指導医のもとで、救急疾患

への適切な対応に必要な基本的な技術等を習得

するための研修を行っているところでございま

す。また、今年度の研修医の救急当直回数でご

ざいますが、１年次の研修医が月平均１回から

２回程度、２年次の研修医が月平均２回から３

回程度となっております。

○清山知憲議員 確認なんですけれども、先ほ

どの説明によると、初期研修の２年間は、救急

専従医の指導のもとで３カ月以上は救急医療の

研修に専念されると、そういう理解で間違いな
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いでしょうか。

○病院局長（渡邊亮一君） 国が定めました初

期臨床研修の規定ではそうなっております。

○清山知憲議員 規定ではなくて、県立宮崎病

院でそのようにされていますよねという確認で

すけれども、お願いいたします。

○病院局長（渡邊亮一君） そのようにやって

おります。

○清山知憲議員 今、伺った当直の回数等も、

日南、延岡等の数字も教えていただいたんです

けれども、ちょっと少ないように感じます。当

直の回数そのものが問題ではありませんけれど

も、どうか、十分な救急の研さんが積めるよう

御配慮を引き続きお願い申し上げます。

引き続き、県立宮崎病院では腎臓移植等行っ

ておりまして、緊急にドナーがあらわれた場合

は、急いで緊急手術等も行われるわけですが、

そうしたときに重要な役割を担われるのが、臓

器移植コーディネーターの存在だと思います。

宮崎県腎臓バンクに臓器移植コーディネーター

がおられますけれども、この方の任用期間と待

遇、そして職務内容につき、福祉保健部長へお

伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 臓器移植コー

ディネーターは、財団法人宮崎県腎臓バンクの

ほうで雇用しておりますが、１年ごとの更新で

雇用をしているところでございます。それぞれ

の待遇につきましては、日額が１万2,800円で

月16日の勤務、雇用保険、厚生年金、通勤費用

などについては、県の非常勤に準じているとこ

ろでございます。職務につきましては、臓器提

供事例が発生した場合、提供あっせんを行うこ

とが主な用務でございますけれども、通常は、

移植医療の普及啓発や、関係医療機関の訪問を

通した体制づくりなどに従事していただいてい

るところでございます。

○清山知憲議員 歴代コーディネーターの任用

期間について、実際どうなっているのかについ

てお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 過去５年間で

ございますが、19年度から21年度の３年間は３

人の方を雇用しております。22年４月に採用し

た方につきましては、ことし８月まで２年５カ

月勤務をしていただいたところでございます。

○清山知憲議員 結構短いローテーションで

コーディネーターの方々がかわっておられるん

ですね。短くなっている理由についてお伺いい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 臓器移植コー

ディネーターは、臓器の提供あっせんに当たっ

て、専門的立場で、臓器提供者の家族や関係医

療機関との円滑な調整を行う役割を担っており

まして、知識や経験の蓄積も必要でありますの

で、私どもといたしましても、一定期間勤務し

ていただくことが望ましいというふうに考えて

おります。ただ、歴代の臓器移植コーディネー

ターは、それぞれの事情により退職をされてお

られるわけでございますけれども、移植情報の

連絡に備えて、常時、専用電話の携帯が求めら

れるなど、心理的負担が大きいこと、また、任

用期間は１年ごとに更新をしていくという形で

ございますので、雇用として不安定な面がある

ことなどが要因ではないかというふうに考えて

おります。

○清山知憲議員 待遇も決していい仕事ではな

いんですね。確認なんですけれども、この８月

にやめられたということなんですが、今現在は

不在ということでよろしいでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在は不在で

ございます。その間の対応につきましては、本
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部のほうといいますか、日本臓器移植ネット

ワークのほうと話をいたしまして、そちらのほ

うでコーディネートを行うということで合意い

たしているところでございます。

○清山知憲議員 部長がおっしゃっていただい

たように、やはりある程度のノウハウの蓄積も

必要ですし、コーディネーターがいないとなる

と、最終的にしわ寄せを受けるのは患者さんで

あります。ただでさえ移植医療のハードルが高

い日本ですので、今後、どうか、このコーディ

ネーターの方々が安定的に勤務していただける

ような環境整備に努めていただきたいとお願い

申し上げます。

引き続きまして、先ほど研修医のお話をいた

しましたけれども、研修医の確保、そして医師

確保も引き続き重要な課題でございます。例え

ば在京宮崎県人会のように、首都圏において宮

崎県ゆかりのドクターのネットワークについて

構築し、そうした場を情報提供の場として活用

していくとか、そうしたお考えはないでしょう

か。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在、医師確

保対策の一つといたしまして、宮崎県地域医療

支援機構のホームページや医療情報誌等による

情報発信、みやざき地域医療応援団に登録いた

だいた66名の医師や本県出身の医学生550名に、

本県で活躍する医師等を紹介した広報誌を送付

するなどの取り組みを行っているところでござ

います。御指摘のありました首都圏での本県出

身医師のネットワーク構築でございますが、医

師確保を進める上では有効な方策でございます

ので、まずは、本県出身医師の情報収集に取り

組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。

○清山知憲議員 私の聞く限りにおいても、た

くさん本県ゆかりのドクターが首都圏にもおら

れますし、宮崎県のことを気にされている方も

おられます。今、医師確保担当職員もいろんな

ことをやっていきたいと、非常に意欲を強く

持っておられますので、ぜひ、その可能性から

探っていただければと思います。

続きまして、がん対策につき、教育委員長に

お伺いいたします。

昨年、私も委員の一人として、がん対策推進

条例というものを議会から制定させていただい

たところでございますが、その第11条には、

「県は、学校におけるがんに関する健康教育の

充実に努めるものとする」と書いてあります。

この条例を県教育委員会としてどのように受け

とめ、また、今後、どのような具体的な取り組

みをされていくのか、お考えをお伺いいたしま

す。

○教育委員長（近藤好子君） 近年、子宮頸が

んワクチンの接種が始まりましたが、私は、女

子児童生徒だけではなく、ワクチンを接種しな

い男子児童生徒も含め、全ての子供たちに接種

の意味を理解させることは、がんの予防に対す

る認識を深めるとともに、自分の健康や周りの

大切な人の健康に対する関心につながり、それ

が家族や周りの人を思う心を育てることにもつ

ながると考えております。県教育委員会といた

しましては、条例の趣旨を踏まえまして、教職

員の研修で指導力を高めることはもちろんです

が、子供たちが主体的に学ぶ機会を設けること

も必要だと考えております。例えば児童会や生

徒会活動などにおいて、子供たち同士でがんに

ついての知識を伝え合ったり、理解し合う取り

組みができるようになれば、健康教育の充実、

さらには、近い将来のがん検診を受診する姿勢

にもつながると考えております。
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○清山知憲議員 委員長らしい答弁かなと拝聴

いたしました。その中でおっしゃっていただき

ましたが、子宮頸がんワクチンですね、ワクチ

ンで予防できるがんもあるということでやって

いかなければいけないんですけれども、私自身

も保健の教科書を拝見したところ、どういった

名前のワクチンを何歳に何回打たなければいけ

ないといった、そうした具体的な記載が全く欠

けていて、一般的に、予防接種大事ですよねと

いう話しか書いていないんです。やはりそこま

で、具体的な内容まで踏み込んだ教育をお願い

したいと思います。

そして、ワクチンというのは、がんだけでは

なくて、本来、感染症を予防するためのもので

ございますが、残念ながら、今月、教職員の方

で麻疹を発生した方がいらっしゃいまして、そ

の周辺から、現時点で６名の麻疹患者が発生し

ております。本来、子供たちから感染症を守る

べき教職員の方々のそうした感染症に対する免

疫について把握するようなシステムはあるの

か、また、ワクチンは義務づけられているのか

どうか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 今、議員がおっ

しゃったとおり、今回、子供たちにとって、安

全・安心ということを一番大事にすべき学校に

おいて、教職員が感染力の非常に強い麻疹に罹

患し、臨時休校する事態に至りましたことは、

大変重く受けとめているところでありますが、

現在、県教育委員会におきまして、教職員の感

染症についての免疫状態の管理、それから、予

防接種の義務づけは行っていないところであり

ます。

○清山知憲議員 国立感染症研究所が作成した

「学校における麻疹対策ガイドライン」という

ものがありますけれども、その中においても、

学校の教職員は、麻疹に対して免疫が不十分な

者に関しては、ワクチンを受けるようにという

記載がはっきりと書かれております。これは、

本来、ワクチンの重要性を教えるべき教職員の

ほうでチェックが全く甘くて、一方で、生徒に

関しては、麻疹ワクチンが接種されているかど

うかという接種率はきちんと把握されているん

です。学生のほうは把握されていて教職員のほ

うは全くノーチェックというのは、ちょっとお

かしいんじゃないかなと考えているんですけれ

ども、この免疫について把握するようなシステ

ム、仕組みを考えるおつもりなのか、そして、

ワクチンについても義務化するなり何か取り組

みをされていくつもりか、お考えをお聞かせく

ださい。

○教育長（飛田 洋君） 教職員には、感染症

予防の高い意識が必要であり、予防接種は、感

染症対策上、極めて重要な役割を果たしており

ますが、全ての教職員の接種につきましては、

経費負担をどうするのかとか、一人一人の教職

員へどう理解を図っていくのかとか、市町村教

育委員会との調整など、さまざまな課題があり

ますので、現状では、接種を義務づけすること

までは難しいのかなと考えております。また、

教職員の免疫状態の把握につきましては、正確

さを期すための調査方法をどうするのか、その

後の対応をどうしていくのか、整理すべき課題

も多いことから、関係機関等と連携を図りなが

ら研究してまいりたいと考えております。現

在、すぐにできることをやろうということで、

今、議員がおっしゃったような点も含めて、教

職員の感染症予防の意識を高めるための資料の

配付を準備して、それを進めているところであ

ります。それから、保護者用にも、感染症予防

について理解を深めるための資料を作成してい
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るところであります。

○清山知憲議員 ありがとうございます。ぜひ

よろしくお願いします。これは、全国の学校に

おいて、教職員の感染症に対する問題、課題に

なっていると思うんです。例えば病院によって

は、就職するときにそうしたワクチンの接種状

況の提出が義務づけられていたり─それは就

職するときです。もしくは欧米なんかの大学で

は、大学入学において、ワクチン接種されてい

ないと入学を認めないとか、いろんなされ方が

あります。ぜひ、他県に先駆けて宮崎県はどう

取り組まれていくのか、注目されている部分も

あると思いますので、思い切った取り組み等を

よろしくお願い申し上げます。

また、がん対策推進条例について、引き続き

福祉保健部長へお伺いいたします。この第７条

においては、公共性の高い施設における禁煙も

しくは分煙の促進という条項が盛り込まれてお

りますが、県内における状況を教えてくださ

い。

○福祉保健部長（土持正弘君） 官公庁等にお

ける禁煙・分煙の状況についてでございます

が、まず、市町村立の小学校・中学校及び県立

学校でございます。条例制定から半年でござい

ますが、その前後で申し上げますと、条例制定

前の平成23年度の禁煙実施率99.3％に対しまし

て、24年度が99.5％、0.2ポイントの増となって

おります。換気扇等の排気設備を設けた喫煙場

所を設置して行っております分煙につきまして

は、両年度とも0.5％で変わりはございません

が、全ての施設で禁煙または分煙がなされてい

るというところでございます。

次に、県及び市町村の公的な病院でございま

す。23年度の禁煙83.3％に対しまして、24年度

が87.5％と4.2ポイントの増となっております。

分煙については、23年度が4.2％に対し、24年度

は０％でございます。

次に、県の庁舎での禁煙でございますが、両

年度とも84.8％、分煙は両年度とも12.4％と変

わりはないところでございます。

最後に、市町村の庁舎での禁煙であります

が、両年度とも70.6％、分煙は両年度とも13.7

％と変わりはございません。

以上のような状況でございますけれども、公

共的な空間については、原則として全面禁煙で

あるべきという国の指導に基づきまして、今後

とも、官公庁等に対しましては、全面禁煙を働

きかけてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○清山知憲議員 条例においては、少なくとも

分煙、禁煙または分煙を促進すると書かれてい

るんですけれども、ちょっと驚いたのは、県内

の公的病院、禁煙・分煙合わせて87.5％、そし

て、市町村の庁舎は85.3％と、割と低い数字で

推移していて、しかも、合わせた数字だと条例

制定前後で全く変わっていないんですね。協力

を呼びかけていく主体としては福祉保健部とい

うことで間違いないでしょうか。確認です。

○福祉保健部長（土持正弘君） 福祉保健部の

ほうで働きかけを行っております。各市町村の

担当課長さんを集めた会議等ございまして、そ

ういう中で働きかけを行っているところでござ

います。

○清山知憲議員 条例ができたわけですから、

ぜひ、今まで以上に積極的な取り組みをよろし

くお願い申し上げます。

続いて、警察本部長へお伺いいたします。が

んの患者さんがふえていくに従い、訪問介護と

か訪問看護といった訪問サービス事業の需要も

どんどんふえてまいります。そうしたときに、
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必ずしも、訪問するおうち１軒１軒が駐車場を

備えていないという問題があって、常にそうい

う車両をどこにとめるかというのは問題になっ

ております。こういう事業者が利用できる許可

制度と許可状況について教えてください。

○警察本部長（加藤達也君） 訪問看護、訪問

介護に使用される車両の駐車許可につきまして

は、警察署長の許可としております。本年８月

末現在、宮崎市内で許可されている件数は、訪

問看護128件、訪問介護34件であります。

駐車許可の具体的手続につきましては、訪問

看護等の用務を証明する資料、自動車検査証、

駐車場所の見取り図及び運転免許証の写し等を

申請書に添えて、管轄する警察署に申請するこ

とになっております。警察署においては、駐車

日時、場所及び用務のほか、その場所に駐車せ

ざるを得ない特別な事情について、適切に審査

を行った上で許可の判断をしております。な

お、手数料は無料となっており、許可証の有効

期間は最長６カ月で、継続する場合は更新の手

続が必要となります。

○清山知憲議員 今教えていただいた手続です

ね、どうしても一般県民の視点からすると、割

と煩雑で大変だと思います。そして、患者さん

によっては、末期、ターミナルの患者さんもい

て、そうした方々が急変されたときは、そうい

う許可申請を行う余裕もないときがあるんです

けれども、そうした緊急時にどういった対応を

すればいいのか。そして、この許可制度そのも

のが、さまざまな誤解や周知徹底されていない

部分が今回あると感じたんですけれども、今後

どのように周知徹底されていくのか、お伺いい

たします。

○警察本部長（加藤達也君） 緊急な訪問看護

等が必要な場合には、訪問先を管轄する警察署

に、口頭または電話により許可申請することが

できます。申請を受けた警察署においては、訪

問先や緊急性等確認して許可の判断をしており

ます。また、これらの手続につきましては、県

警ホームページへの掲載や関係機関との連携に

より、周知をしてまいりたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 ぜひ、警察としても協力して

取り組みをよろしくお願いいたします。

最後になりますが、知事に伺います。

社会の産業構造や就業構造がどんどんダイナ

ミックに変化していくに伴い、必ずしも全ての

学生が大学に進学してその後就職活動といった

パターンではなく、中学、高校の間に職業意識

を強く持って、その後、実践的な知識や技能の

習得を得、その後の適切な社会的・職業的自立

につながることがございます。現に、昨年、宮

崎県内の県立高等学校を卒業して進学された学

生5,158人のうち、最多の1,486人の学生が専修

学校に進んでいて、大学に進んでいる数よりも

多いんです。そして、専修学校を卒業された学

生も就職率が非常に高くて、平成23年度でいう

と、1,868人の学生が卒業しているのに対し

て、1,569人が就職するというように、約85％強

の就職率を誇っていて、まさに地域社会を支え

る人材育成を担っていただいていると思いま

す。大阪府においては、平成21年に「職業教育

ナンバー１戦略」という戦略を打ち立てて、こ

の分野における意気込みも非常に強いものを感

じるんですけれども、知事のこの実践的な職業

教育にかける思い、お考えをお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 時代が大きく変化する

中で、若者がその能力を十分に生かして希望す

る職業につくためには、こういう職業教育、ま
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ずは、その重要性というのはますます高まって

いるという状況がございます。御指摘ありまし

た専修学校には、現在、県内で4,700人を超す生

徒が学んでいると。平成元年には2,990人であっ

たわけですから、かなりふえているという状況

がございます。これは、時代の変化に対応した

柔軟で実践的なプログラムを提供している、そ

して、御指摘があったような就職率の高さ、そ

ういったもの、資格の取得、そういうところに

魅力を感じての状況かというふうに考えており

ます。

私が先日、学校訪問した高等学校、それは私

学でありましたが、そこにおきましても、専修

学校との連携を図って、資格の取得などの職業

教育を実践しておられました。大変いい取り組

みだなというふうに考えておったところでござ

います。こういった取り組みをほかの学校にも

しっかりと紹介しますとともに、職業教育の推

進に係るさまざまな取り組み事例なども紹介を

しながら、積極的に推進をしてまいりたい、そ

のように考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。専修

学校は、学校教育法第１条に定めるところの学

校ではなくて、我が県議会も昨年、この１条に

定めるところの学校と認めるよう、国に対して

意見書を提出したところでありますけれども、

専修学校で学ぶ学生さんたちが、堂々と勉強し

て社会に出ていけるよう、県としても力強い支

援をよろしくお願い申し上げます。

また、そのためには、県教育委員会としての

連携や協力も必要かと思いますが、教育委員長

にお考えをお伺いいたします。

○教育委員長（近藤好子君） 自立した社会

人、職業人を育むためには、全ての学校におい

て、キャリア教育や職業教育を推進し、学校の

学習内容と将来の職業とのつながりを考えるこ

とが大切であります。私がこれまで訪問した高

校におきましても、専修学校から専門講師を招

いて、高度な資格取得講座やビジネスマナー講

座を実施していました。このように、高校と専

修学校が連携・協力することは、職業教育への

理解や専修学校への理解につながるものと考え

ております。

○清山知憲議員 ぜひとも、今後とも協力、連

携をよろしくお願いいたします。

用意した質問は以上でございますが、最後

に、改めて、知事、先ほど、欠史八代という言

葉をお出しになられましたが、ちなみに神武天

皇は含まれておりませんから、欠史八代は。神

武天皇の事績に関しては物すごく詳しく、その

御東征の歴史まで日本書紀に記載されていて、

政府が正統な歴史と認めているものは日本書紀

の内容なんです。だから、先日も僕は担当の県

の職員、記紀編さん1300年記念事業にかかわる

職員に、「県と皇室との関係はどう考えている

んですか」と聞いたら、「行政としてはそこは

お答えできません」とお答えになられて、非常

にがっかりしたんですけれども、ぜひ、例えば

日向市美々津町とか高原町とか、堂々と神武天

皇生誕の地であるとアピールしているように、

県としても、記紀編さん1300年記念事業に合わ

せて力強いメッセージを打ち出していただきた

いと思いますし、そこは研究者の研究や議論と

は切り離して、どこまで県として言えるのかど

うか検討いただきたいと思います。

以上で私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 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時に再開いたします。休憩いたしま
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す。

午前11時53分休憩

午後１時０分開議

○中野一則副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、十屋幸平議員。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） 久しぶりに

登壇いたしまして、１年９カ月ぶりだと思いま

す。それですので、知事以下、執行部の皆様に

は、明確な御答弁をよろしくお願い申し上げま

す。通告に従いまして一般質問を始めます。

まず、知事の政治姿勢から始めます。

知事は、行政マンから県知事という政治家に

なられて、早くも１年半以上が過ぎました。知

事はこれまで、議会では慎重に発言や答弁をさ

れて、失点はなかったと思います。しかしなが

ら、県政のさまざまな課題において、例えば震

災瓦れき処理の受け入れについて、河野知事の

考えを多くの議員が質問いたしました。これま

での答弁では、「安全と安心の乖離をなくすた

めに、何とか協力できないか」という思い、

「賛否をめぐり県民間で分断の種がまかれない

ように」など発言がありました。結局、賛否の

表明をされずに、国の要請があった広域処理に

ついて、本県の受け入れの検討は終了しまし

た。また、消費税や大飯原発再稼働は、国レベ

ルのテーマかもしれませんが、答弁では「動向

を注視してまいりたい」、いわゆる見守る姿勢

だけを答弁して、知事の考えを表明されませ

ん。そのような点では、私を初め県民の中に

は、物足りなさを感じている人もいるのではな

いでしょうか。知事は、昨年の議会で、甲子園

優勝を目指す決意を言霊で表現しました。「古

代より、発した言葉どおりの結果をあらわす力

があるとされている言霊ですね。文字に落とす

ことにより、また、口に発することにより、何

とか達成をしたいんだと、そういう気持ちを表

に出して」云々と述べております。つまり、今

話題の橋下大阪市長とはいかないまでも、強い

リーダーシップを発揮する意味で、知事自身の

考えを知事の言葉で積極的に表明すべきだと考

えます。知事のお考えをお伺いいたします。

次に、「未来みやざき創造プラン」の重点施

策の評価が発表され、外部評価委員会から多く

の提言がありました。知事は、この評価結果を

どのように受けとめ、提言等も含めて今後の施

策にどのように生かしていくのか。また、その

他の意見で、選択と集中に関し、事業実績が上

がっている施策に投資して、結果が出ていない

施策は中止すべきだという意見もありました。

９月９日の朝日新聞「波聞風問」のコラムで、

「足をすくわれた選択と集中」という記事があ

りました。この言葉は、90年代後半、アメリカ

のゼネラル・エレクトリック社は、シェア１

位、２位の事業に集中投資して業績を上げて、

選択と集中という言葉がはやったそうです。一

方、シャープは、黒字の半導体を捨て、98年に

赤字の液晶テレビに集中投資してシェアトップ

になり、08年は過去最高の利益を出し、選択と

集中の成功例となりました。しかしながら、成

功体験に固執し、高収益に育った液晶に集中す

る目先の判断に感性が働いてしまい、現在の経

営状況となったということであります。つま

り、集中さえすればいいものではなく、未来を

見た多角化も必要であるというコラムでした。

私は、選択の誤りが今の経営状況を招いたもの

と考えます。県勢の発展には、本県の強みを生

かした集中投資も必要だと考えます。知事は、

選択と集中という考えを今後の施策展開にどの
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ように生かしていくのか、お伺いいたします。

次に、職員の意識改革について伺います。こ

れまでも何度となく議論されてきていますが、

目に見えて成果が出るものでなく、なかなか難

しいテーマであると考えます。そのために、あ

るべき職員像として、専門性、創造性、柔軟

性、豊かな人間性や県民の信頼を得る職務能

力、また、高い倫理観や責任感など、多岐にわ

たっています。このように羅列しますと、スー

パーマンしか公務員にはなれないと思いがちで

すが、決してそうではないと思います。職員一

人一人が前例踏襲や縦割り意識、成功体験など

を捨てるように意識を変え、県民の皆様のさま

ざまなニーズに耳を傾けて、できない理由を探

すのではなく、何とかできないかという前向き

の姿勢で臨む必要があると考えます。そこで、

マインドマップ研修などによる職員一人一人の

意識改革を図る必要があると考えますが、知事

の見解をお伺いいたします。

以下の質問につきましては、質問者席に着い

て行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まずは、政治家として、自分自身の考えを明

確に発信すべきではないかという御指摘であり

ます。言霊ということについてのお話もござい

ましたが、私がこれまで発してきた言葉につい

てのいろんな御指摘を真摯に受けとめながら、

お話を伺ったところでございます。私は、政治

家として、知事としての言葉には、ポイントが

３つあると思います。１つは、何を語るかとい

う中身の部分であります。２つ目は、その中身

というものをいかに伝えるか、いかにわかりや

すく的確に伝えるかということ。３つ目は、そ

の中身が固まって的確に伝える技術があった上

で、政治家というのは、その考えたものを100

％、それをそのとおり、いろんなタイミングも

はからずに、ただ伝えていいわけではないんだ

というふうに思います。その中身の中で、どう

いう内容を、どういうタイミングで、どのよう

に伝えていくか、そこも非常に重要なのではな

いかというふうに考えております。以前、埼玉

県庁に勤務しておりましたときに、参議院議長

も務められた土屋知事にお仕えをしたことがあ

りますが、土屋知事のイエスには３つのイエス

があるというふうなことも言われたことがあり

ます。思っておることをそのままストレートに

言うのではなしに、いろんな思い、いろんな効

果を考えながら発信していく、そのようなこと

が政治家としてあるのかなというふうに思った

ところでございます。今後とも、今の３つのポ

イントを踏まえながら、議員の御指摘がありま

したように、自分の考えをいかに県民に的確に

お伝えし、そして共通意識を持ちながら、宮崎

をよりよい方向に導いていくことができるの

か、政治家として、その言葉の磨きというもの

に尽力していきたい、研さんを積んでいきた

い、そのように考えておるところでございま

す。

次に、政策評価結果と選択と集中についてで

あります。「新しい「ゆたかさ」創造プログラ

ム」の初年度の評価としましては、「おおむね

順調」とのことでありますが、個別の内容につ

きましては、「県内経済の回復が実感できな

い」といった厳しい御意見のほか、「本県の強

みを生かした産業振興」や「アジアの活力の取

り込み」あるいは「災害に強い県土づくりの前

倒しでの推進」といった提案など、貴重な御意

見をいただいたところであります。改めて、客

観的、多面的な評価の重要性を強く感じたとこ
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ろであります。私としましては、「おおむね順

調」という評価に一定の手応えを感じつつも、

むしろ、このような具体的な御意見、御提案と

いうものを真摯に受けとめて、いかに今後の施

策展開に生かしていくかが、この評価制度の重

要なポイントではないかと考えております。こ

のようなことから、今、御指摘がありました選

択と集中という理念のもとに、今般の政策評価

での検証を初め、喫緊の課題や将来を見据えて

の政策課題等を総合的に勘案した上で、毎年度

の重点施策を設定しまして、限られた財源の中

でめり張りをつけることで、より効果的な施策

展開につなげてまいりたいと考えております。

最後に、職員の意識改革についてでありま

す。県職員は、常に県民の皆さんの声を真摯に

受けとめることはもちろん、前例や組織の枠に

とらわれない発想や判断、あるいは困難な課題

に果敢に挑戦する姿勢を持つ必要があるものと

考えております。そのため、さまざまな場面

で、私から直接職員に対しさまざまな話をする

ことで意識喚起をしているほか、職員提案「か

えるのたまご」のような制度も行っておりま

す。さらには、私も含めた所属長から直接メッ

セージを発信する、さらには職員研修などによ

る意識改革に努めているところであります。御

提案のありましたマインドマップにつきまして

は、発想力や多面的な見方を身につける効果が

ありますことから、昨年度より自治学院研修の

一部の講義で使われておりまして、本年度は70

名程度の若手職員が受講する予定となっており

ます。引き続き、今こういった手法など、さま

ざまな手法を活用しながら、職員の意識改革に

努めますとともに、創造力豊かで柔軟な発想を

持った職員の育成に取り組んでまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○十屋幸平議員 ありがとうございます。知事

の言葉ということでは、先ほど、知事御自身で

御答弁されていたと思います。ありがとうござ

います。しかし、我々は、いつもこの議会で

やっているように、本当に知事に期待して─

知事のメッセージの発信の仕方は３通りあるか

もしれませんけれども、そこにやはり感じるも

のがあるんですね、物足りなさというところ。

ですから、それをしっかりと言葉で発信してい

ただきたい。

次のテーマとして、知事が考えを求められて

います九州広域行政機構、これも我々議会とか

各首長さんとか経済団体の方々とは、意見が完

全に県の執行側と一致しているとは感じられな

いんです。そういうところを含めて、知事御自

身の言葉で表明される考えはありますでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 九州広域行政機構につ

いては、これまでもいろいろ御説明しておりま

すとおり、国が進めるという出先機関の廃止に

対して、九州として提案した内容でありますの

で、今は、国におきまして、それも踏まえた出

先機関改革をどうするか、そこの議論が大事で

あろうかというふうに思っております。その中

で、今、御指摘がありましたような、これまで

の九州知事会での議論というもの、考え方、方

向性に対して、本県において、議会、市町村、

さまざまな慎重意見があるということを認識し

ておるところでございます。これまでも答弁し

ておりますように、宮崎県知事としての軸足と

いうものを確かめながら、県としての意見とい

うものを伝えてまいりたい、そのように考えて

おります。

○十屋幸平議員 次に、先ほどの創造プログラ

ムの評価等の中で、丸山議員の代表質問で、知
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事は、「県内の経済の活性化は喫緊の課題であ

る」、そして「優先度の高いものに積極的に取

り組む」というふうに答弁されております。そ

の中でも、丸山議員のほうから、「経済の活性

化のために、公共投資予算を増額すべきじゃな

いか」ということも質問がありました。そこ

で、ちょっとお聞きしたいんですけれども、こ

れだけの災害が想定される中で、県民の生命と

財産を守る意味で、安心・安全を優先して、コ

ンクリートが人を守るという公共投資を積極的

に行うべきだと思います。そこで、知事は、公

共投資に対して経済効果があるかどうか、どの

ように考えておられるのか、お伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 公共投資につきまして

は、これもこれまで御説明しておりますとお

り、地域における雇用、また産業、建設資材の

需要の拡大はもちろんのこと、インフラ整備、

防災の観点、さまざまな重要な役割を果たして

いる、地域経済に大きな波及効果をもたらすも

のというふうに考えておるところでございま

す。したがいまして、停滞している県内経済を

何とかしたいという思いのもとに、今年度の当

初予算におきましても、50億の特別枠を設ける

なり、特に県単公共事業につきましては、厳し

い財政状況の中でありますけれども、２年連続

で伸ばしてきたところでございます。国の予算

の削減、特に補助公共事業の削減によりまし

て、全体としては厳しい状況が続いております

が、そういったところの財源確保にも、今後と

も全力を注ぎながら、公共投資に重点を置いて

取り組んでまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。行革

も大事なんですけれども、今、知事がおっしゃ

いましたように、県内の景気はかなり悪い状況

でありますので、ぜひ、また来年度予算につい

てもお願いしておきたいというふうに思いま

す。

それともう一つ、職員の意識改革ですけれど

も、私たちが県の皆さんと仕事をする上で、ど

うしても縦割りという意識がなかなか抜け切れ

ないところを随所に見ることがあります。です

から、いわゆるマトリックス組織のような横の

連携─総合政策部長がおられますけれども

─そういうところを図っていただいて、縦割

り行政ではなくて、やはり総合的に横の連携を

とっていただきたいということも、あわせて要

望しておきたいと思います。環境森林部の名称

ですけれども、これだけ議会でも森林に関する

議論がたくさんあります。であるならば、名前

を、環境を決して下に置くというわけじゃなく

て、森林環境部でも私は県の姿勢としていいと

思うんですよ。そのぐらいの意気込みを示して

いただきたい。この議論はまた別なときにやり

たいと思いますので、よろしくお願いします。

次に、災害対策についてお伺いいたします。

今回、南海トラフ巨大地震の被害想定が出さ

れて、最悪のケースでマグニチュード９では、

死者４万2,000人、津波や火災での建物全壊が８

万3,000棟と、九州で最悪の規模の被害想定が発

表されました。しかしながら、宮崎大学の原田

教授は、「発表は最悪の想定ではない。さらに

被害が大きくなるおそれがある」とも言われて

おります。また、第１番目は、「強い揺れを感

じたら逃げること」とも述べられております。

このような点からも、一秒でも早く県民へ情報

を伝えることが重要であり、防災行政無線の戸

別受信機は、災害時等の情報伝達手段として有

効であると考えます。そこで、県や市町村、個

人がそれぞれ負担して戸別受信機を購入する補
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助制度を創設してはどうかと考えますが、危機

管理統括監、よろしくお願いします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 災害情報

を迅速・的確に把握し、住民に伝えることが、

県民の生命、財産を守るために大変重要なこと

であるというところは、議員御指摘のとおりで

ございます。このためには、地域の実情に即し

た複数の伝達手段の確保が重要であると考えて

おりまして、その中でも、戸別受信機も災害時

の有効な情報伝達手段の一つと考えられます。

現在、市町村が戸別受信機を整備するに当たっ

ては、起債制度の活用による財政支援措置が行

われているところでございます。県といたしま

しては、新総合防災情報ネットワーク整備の一

環といたしまして、災害時の情報配信の自動化

を行い、さまざまなメディアを通じて、直接地

域住民に迅速かつ効率的に災害情報を提供でき

る仕組みの導入を検討しているところです。引

き続き、市町村と一体となって、災害情報を迅

速・的確に住民に伝達できるよう努めてまいり

ます。

○十屋幸平議員 これは、よろしくお願いして

おきたいというふうに思います。

次に、津波避難タワーの設置についてお伺い

いたします。海岸線が400キロにも及ぶ本県で

は、南海トラフ巨大地震で浸水深が10メートル

を超える市町もあり、甚大な被害が想定されて

おります。神奈川県では、津波避難タワー検討

会をつくり、迅速な情報伝達、日ごろの防災教

育、津波避難ビルなどへ避難することを基本に

検討した結果、おおむね５分程度で避難するこ

とを可能にするために、津波避難タワーを緊急

避難施設として位置づけ、その整備に向けた計

画が進んでおります。本県でも、津波避難タ

ワーが必要だと考えますが、どのように取り組

むのか、危機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 市町村に

おきまして、高台や既存のビルなど、避難場所

となり得るところが確保できない地域におきま

しては、今後、津波避難タワーの設置につきま

しても、検討課題になるものと考えておりま

す。県といたしましては、まずは、このような

課題がある地域を特定できるよう、国とも協議

しながら、できるだけ早期に津波浸水想定区域

の見直しを進めてまいりたいと考えておりま

す。その上で、市町村との協議会などの場を通

じまして、津波避難タワーのあり方についても

十分協議し、国への要望等を検討してまいりた

いと考えております。

○十屋幸平議員 市町村との協議ということで

すけれども、津波避難タワーは、第一義的には

市町村という位置づけが明確にされております

ので、そのあたりで垂直的な補完で県のほうも

しっかりとやっていただきたいというふうに

思っています。先日の右松議員の質問の都市防

災総合推進事業や、漁村などは漁港防災対策事

業なども既にありますので、そういうものを含

めて検討をお願いしておきたいというふうに思

います。

次に、後方支援拠点についてお伺いいたしま

す。代表質問への答弁では、候補地を複数箇所

リストアップして、市町村と年度内に協定を締

結したいという答弁がありました。本県におい

ては、南海トラフ巨大地震はもちろん、台風災

害や新燃岳噴火災害など、大規模災害発生時の

後方支援拠点として、どこを想定しておられる

のか、危機管理統括監にお伺いしておきます。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 後方支援

拠点につきましては、大規模・広域的な危機事

象に対しまして、救急・救助や被災者の支援な
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どを、迅速かつ円滑に進めることを目的とし

て、整備を考えておるところでございます。先

進地の事例を見ますと、新たに施設整備を行う

のではなく、既存の公園等を有効活用している

という知見を得ているところでございます。そ

のような状況を踏まえまして、現在、交通アク

セスがよく、災害の影響を受けにくい場所であ

ること、また、自衛隊等の活動拠点として広い

面積を確保できることなどを条件といたしまし

て、候補地の検討や調整を行わせていただいて

いるところでございます。具体的には、県内を

大きく県北・県央・県南・県西の４ブロックに

分け、例えば県北でありますと、延岡市や高千

穂町の総合運動公園などを候補地として想定し

ております。今後、該当する市町村等の御理解

もいただきながら、年度内には協定を締結する

などして、県内にバランスよく複数箇所決定し

てまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 この大きな課題、道路網の整

備とかもありますので、その点は十分に配慮を

お願いしておきたいと思います。

次に、液状化についてお伺いいたします。東

日本大震災では、岩手県南部から神奈川県まで

の震源地から遠い関東でも、広範囲に液状化現

象が見られました。私ども自民党県議団が調査

した浦安市では、マンホールがせり上がり、道

路がゆがみ、ビルの入り口などは段差ができ

て、浦安市の面積の約17平方キロの約４分の３

に当たります埋立地で液状化が確認されまし

た。少なくとも約480戸が全半壊となったそうで

あります。液状化は、震度６から７の強い地震

で起きると言われております。南海トラフ巨大

地震では、県内全域が立っておられないほどの

震度６弱から最大の７が想定されております。

そこで、県内の液状化調査は行っているのか。

行っておれば、その調査結果をどのように活用

していくか、危機管理統括監にお伺いいたしま

す。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 県内の液

状化の危険度に関する調査につきましては、現

在、県で行っている地震・津波の被害想定の検

討の中で実施しているところでございます。具

体的には、過去、行われました県内約１万2,000

カ所のボーリングデータ等をもとに、50メート

ルメッシュで地震の揺れに伴う液状化の危険度

分布図を作成することとしております。さら

に、その結果をもとに、液状化の影響による建

物被害の推計を行い、今後の対策を検討する上

での基礎資料としたいと考えております。

○十屋幸平議員 液状化のいわゆるハザード

マップをつくられるということで、その後の対

策ですよね。つくっても、その後の対策をちゃ

んとやらなければ、何の意味もないと思ってお

ります。その一つの提案として、今、環境パイ

ル工法―建物を建てて、その地下に、杉材と

かヒノキとか防腐・防蟻処理をした、そういう

ものを打ち込んでいくという工法もあるようで

あります。ですから、これは提案としてですけ

れども、新しく建てられる、液状化が心配され

る建物の下には、何らかの形でそういうことを

やっていく。大きな建物でしたら、コンクリー

トのくいを打ち込んだりとか、そういう工法が

既にとられていると思いますけれども、そうい

うことも含めて検討していただければというふ

うに思います。これをそれぞれ個人負担でやっ

たり企業の負担でやったり、かなりコストがか

かるかもしれませんが、国のほうの防災の対応

でできる事業もあれば、そういうものも含めて

検討をお願いしておきたいと思います。

次に、（仮称）合同防災庁舎についてお伺い
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いたします。大規模災害発生時に復旧のための

重要な輸送拠点となる重要港湾、細島港には、

その港湾機能の中枢となる県や国の出先機関

は、北部港湾事務所を初め日向海上保安署、宮

崎北部森林管理署など、６機関の施設がありま

す。いずれも耐震性や耐波性などの機能が十分

ではなくて、災害復旧の拠点としての役割が担

えない状況が危惧されます。そこで、細島港な

どの港湾及び周辺地域の企業や工場の従業員の

緊急避難場所確保の意味でも、県や国の出先機

関を集約した防災拠点施設として、（仮称）合

同防災庁舎の整備を図ることを国へ要望する考

えはないか、危機管理統括監に伺います。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 先日、国

が示した南海トラフ巨大地震の想定では、長い

海岸線を有します我が県では、最大約１万2,000

ヘクタールが浸水するという大きな規模の見込

みとなっております。特に海岸に面した港湾や

その周辺地域などでは、その危険性が高くなっ

ているところでございます。沿岸部における避

難場所の確保は、一義的には市町村の責務とい

うことになっておりますけれども、今後設置す

る予定の市町村との協議会においても、重要な

議題になってくるのではないかと考えていると

ころでございます。お尋ねの仮称の総合合同庁

舎の設置につきましても、市町村との協議を踏

まえ、国への要望等を検討してまいりたいと考

えております。

○十屋幸平議員 今までの一連の質問は、国絡

みのことでありますので、検討とかまだ調査中

とかいろいろありますが、緊急を要することも

たくさんありますので、ぜひスピード感を持っ

て取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。

次に、九州中央自動車道の整備状況について

伺いたいと思います。本県議会、宮崎県議会

も、昨年は全国議長会の国土交通委員会に所属

しまして、東九州自動車道の供用開始年度の前

倒しなどについて、現地調査や政府へ要望活動

をしてまいりました。また、九州中央３県議会

議員連盟―県北地域の議員が参加しておりま

すが―も同様に、九州中央自動車道の整備等

を強力に政府やＮＥＸＣＯへの要望活動に取り

組んでまいりました。九州中央自動車道は、

徐々にでありますが、着実な事業の進捗を見て

おります。しかし、本年４月に公表された「道

路調査の見通し」では、国土開発幹線自動車道

の中で九州中央自動車道だけが欠落しておりま

して、今後の事業の進捗が懸念されます。九州

中央自動車道の整備状況と今後の取り組みにつ

いて、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 九州中央自動

車道につきましては、熊本県側の嘉島ジャンク

ションから矢部インターチェンジ間及び本県側

の高千穂日之影道路と北方延岡道路で事業が進

められているところでございます。残る未事業

化区間につきましても、国が公表しました「本

年度の道路調査の見通し」の主な調査箇所とし

ては、議員御指摘のとおり、九州中央自動車道

は例示されてございませんが、国において、他

の箇所と同様に、事業化に向けた準備や調査を

進めていると聞いております。県といたしまし

ては、事業中区間の一日も早い完成と未事業化

区間の早期事業化を、熊本県などとも連携しな

がら、今後とも国に対し強く訴えてまいりま

す。

○十屋幸平議員 次に移りたいと思います。次

は、いわゆる「くしの歯作戦」ということにつ

いて、ちょっとお伺いしたいと思います。東日

本大震災では、東北地方整備局が緊急に道を開
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く啓開作業、いわゆる瓦れきなどの障害物を取

り除き、緊急車両が通れる道を開く作業にいち

早く着手しました。それで、１週間で東北地方

の国道などのうち97％が通行可能となりまし

た。これが「くしの歯作戦」と言われ、人命救

助や物資の輸送、情報通信システムの確保な

ど、災害復旧に大いに役立ったと言われており

ます。本県は、南海トラフ巨大地震が発生した

場合、「くしの歯作戦」が行えるような国県道

路の改良率ではなく、非常に県民の生命が脅か

される状況であります。そこで、例えば、国

道327号、219号、265号等の整備状況と今後の取

り組みについて、県土整備部長にお伺いいたし

ます。

○県土整備部長（濱田良和君） 大規模な災害

に対応するためには、東九州自動車道と連携し

まして、広域的な救助・救援活動や復旧・復興

を支える九州中央自動車道や国道等の整備によ

る「くしの歯」としての道路ネットワークの強

化が不可欠でございます。このため県では、国

道327号や219号、265号におきまして、11工区、

延べ延長約24キロメートルの改良工事を進める

など、中山間地域と都市部をつなぐ「命の道」

の重点整備に取り組んでいるところでございま

す。県といたしましては、引き続き、必要な予

算の確保に努めますとともに、選択と集中を図

りながら、計画的、効率的な道路整備を推進し

てまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 この道路の中で、この前から

新聞報道でありますように、深層崩壊というの

が熊本県境と宮崎県境の境に本当にたくさんあ

るということで、改良する部分も非常に心配が

ありますが、それはまた別な議論をさせていた

だきたいと思いますけれども、今の答弁で、必

要な予算を確保して選択と集中を図り、計画

的、効率的に道路整備を進めると。例えば、国

道の未整備の距離とか大まかな事業費の全体像

を示して、計画を立てて取り組む必要があると

考えますけれども、今後、どのように整備する

のか、再度、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

○県土整備部長（濱田良和君） 県が管理する

国道の未改良区間の延長は、平成23年４月１日

時点で約214キロメートルでございまして、その

整備には、莫大な事業費が必要となります。こ

のため、県におきましては、平成22年度に見直

しを行いました「宮崎県中長期道路整備計画」

におきまして、中期５年間、長期10年間の整備

目標を設定した上で、計画的、効率的な道路事

業の推進に努めているところでございます。

○十屋幸平議員 あと214キロ、これは場所にも

よるでしょうけれども、中山間地とか急峻な山

の中では、平場でやるより相当のお金がかかる

ということで、単純にキロ当たりを計算し

て、10億から30億の幅の中の真ん中をとって20

億としたときには、4,280億ぐらいかかるんです

ね。これを平均的に、県内の道路予算の今度の

が155億ぐらいですから、その半分としたとき

に、78億で割ると、あと55年間かかる。非常に

長いことでありまして、このあたりも、先ほど

言われた選択と集中をもう一度見直すことも必

要かと思います。これは県道に直すと、とても

じゃない数字になりますので、申し上げません

けれども、ぜひそこらあたりを重点的にやって

いただければと思います。

次に、国道327号の日向インターチェンジから

東郷間のバイパス計画について伺います。この

計画は、日向インターチェンジから日向市街地

を通過せずに椎葉村から熊本県へ通じ、地域発

展や観光、経済・人的交流など、大変重要と考
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えられます。また、平成25年５月末で小倉ヶ浜

有料道路も無料となり、日向市は、定住自立圏

構想など、入郷町村と連携を図るためにも、早

期の整備が望まれます。そこで、国道327号日向

インターチェンジから東郷間のバイパス計画に

ついて、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 国道327号バイ

パスにつきましては、椎葉、諸塚、入郷地域か

ら東九州自動車道へのアクセス機能の向上はも

とより、日向市内の交通混雑の緩和を図る上か

らも、整備が必要であると認識しております。

お尋ねの日向インターチェンジから東郷間につ

きましては、現在、今後の事業化に向けまし

て、道路の構造や経済性などの観点から、最適

なルートの検討を行っているところでございま

す。

○十屋幸平議員 次に移ります。沿岸部の急傾

斜地崩壊防止施設がある集落の避難路確保につ

いて伺います。本県の沿岸部の近くで暮らす県

民は、南海トラフ巨大地震の被害想定の津波に

対する危機感が増大していると思います。そこ

で、急傾斜地崩壊防止施設の避難路確保対策は

どうなっているのか、県土整備部長にお伺いい

たします。

○県土整備部長（濱田良和君） 急傾斜地崩壊

防止施設は、崖崩れ等から人命を守るために整

備するものでございますが、沿岸部におきまし

ては、津波が発生した際の避難路として有効に

活用できる場合もあると考えております。今年

度、日南市油津におきまして、試験的に既設の

急傾斜地崩壊防止施設に階段を設置することと

しておりまして、この避難路を地元の防災訓練

等で活用していただくことによりまして、その

効果を検証することとしております。今後、沿

岸部のその他の地区におきましても、施設の点

検を行いますとともに、階段等の設置による避

難路の確保策について検討してまいりたいと存

じます。

○十屋幸平議員 調査と検討をしっかりやって

いただきたいというふうに思います。

次に、（仮称）予備警察官の制度創設はでき

ないかということで、警察本部長にお伺いいた

します。東日本大震災では、全国警察から多く

の応援部隊が派遣され、全国警察一体となった

体制を確保し、厳しい環境の中で、被災者の避

難誘導や救出・救助、行方不明者の捜索、原子

力災害への対応などといった幅広い活動が展開

されました。その後遺症で、被災地３県の警察

官が、惨事ストレス、ＰＴＳＤに悩まされてい

ることが、アンケートで判明もいたしました。

現役の警察官や自衛隊員等は、大変な御苦労と

心痛だったと思いますが、このような大災害時

には、被災者は現役の警察官等が頼りでありま

す。そのような現場とは別に、遺失物の手続の

事務処理や被災者からの相談対応など、さまざ

まな対応もありますので、警察官ＯＢの皆様に

もぜひお力をかしていただきたいと考えます。

そこで、自衛隊の予備自衛官制度と同じような

制度が県警察でもできないか、警察本部長にお

伺いいたします。

○警察本部長（加藤達也君） 現在、昨年の東

日本大震災の教訓をもとに、警察庁におきまし

ては、国内の大規模災害発生時に、都道府県の

枠を超えて、広域的に被災者の救出・救助活動

等を行う広域緊急援助隊を増員し、さらに、被

災地のパトロール部隊、交通整理部隊、各種の

相談対応部隊等の一般部隊を新たに編成するな

ど、体制強化を図っているところであります。

一方、本県警察におきましても、相当の警察職

員が相談業務や遺失・拾得事務に従事したとい
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う東日本大震災の教訓を受け、本年６月に、退

職警察官等で組織する宮崎県警友会から警察業

務への支援を得るために、「大規模災害発生時

の支援に関する協定」を締結したところであり

ます。大規模災害の発生において、警察業務に

精通した警察ＯＢから支援を得ることで、一人

でも多くの警察官を現場に出し、救出・救助や

捜索活動等の災害警備活動を円滑に推進してま

いりたいと考えております。

○十屋幸平議員 この制度は、あくまでも個人

の意思ということでありますので、私が申し上

げたいのは、公的な位置づけをして、それぞれ

財政負担はあるかもしれませんけれども、年に

１回の訓練をするとか、大災害時に即応体制が

とれるような整備をする必要があるんじゃない

かということです。これは県単独では制度化は

難しいと思いますけれども、国のほうにも、本

部長のほうからまた意見なりを言っていただけ

ればありがたいというふうに思いますので、よ

ろしくお願い申し上げておきたいと思います。

次に、福祉行政に移ります。

高齢者や障がい児者等の訪問歯科診療及び巡

回歯科診療について伺います。昨年、県議会の

提案で、宮崎県歯・口腔の健康づくり推進条例

を策定しました。それに基づきまして、宮崎県

歯科保健推進計画が今議会に上程されておりま

す。推進計画では、歯科口腔ケアの重要性は十

分に理解されて、高齢期、障がい児者の現状と

目標値が示されております。そこで、高齢者や

障がい児者等への訪問歯科診療や口腔ケア対策

が重要と考えますが、福祉保健部長の見解をお

伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘のとお

り、歯・口腔の健康は、全身の健康の保持増進

に重要な役割を果たしております。特に、高齢

者は口腔機能が低下しやすく、障がい児者は治

療が難しいことも多いことから、歯・口腔の健

康を保つために、口腔清掃や飲み込む機能の維

持向上を目的とした口腔ケアを行うことが非常

に効果的であります。また、通院が困難な高齢

者や障がい児者に対し、在宅や施設で行う訪問

歯科診療も大変重要であるというふうに考えて

おります。

○十屋幸平議員 今後、特に僻地とか中山間地

域では、高齢者や障がい児者への訪問歯科診療

等の対策を総合的に取り組んでいく必要がある

と考えますが、今後、県として、歯科保健対策

をどのように推進していくのか、福祉保健部長

にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県ではこれま

で、僻地住民の歯科保健・医療の確保を図るた

め、県歯科医師会に委託しまして、巡回診療を

実施いたしますとともに、高齢者や障がい児者

への訪問歯科診療を推進するため、平成21年度

から23年度まで、県内の歯科診療所に対して、

訪問歯科診療用機器の整備支援を行ったところ

でございます。また、障がい児者歯科診療につ

いては、専門の歯科診療施設である宮崎歯科福

祉センターへの運営支援を行っており、僻地や

中山間地域からの方も含め、年間約6,700名の患

者を診ていただいております。さらに、セン

ターを有効に活用いたしますために、センター

での診療終了後、僻地や中山間地域を含めた県

内各地域においてフォローを行います協力歯科

医の養成にも取り組んでいるところでございま

す。県といたしましては、高齢者や障がい児者

への歯科保健対策は大変重要と考えております

ので、これまでの取り組みを推進いたしますと

ともに、僻地や中山間地域の診療のあり方も含

めまして、歯科保健対策を総合的に検討してま
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いりたいと考えております。

○十屋幸平議員 しっかりとやっていただけれ

ば、全身の健康にも役立つと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

次に、いじめの現状についてお伺いしたいと

思います。これまでそれぞれの議員が質問しま

したので、私は、いじめ等の問題行動に対する

出席停止制度の内容と、その制度の活用につい

て県教育委員会としての考えを、教育長にお伺

いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 出席停止制度は、学

校教育法に規定されておりまして、本人の懲戒

という観点からではなく、学校の秩序を維持

し、ほかの児童生徒の義務教育を受ける権利を

保障するなどの観点から設けられた制度であり

ます。例えば、学校が最大限の努力を行っても

状況が解決しない、周りの児童生徒の教育が妨

げられている場合は、市町村教育委員会が保護

者の意見を聴取した上で、児童生徒の出席停止

を命ずることができることになっております。

いじめや非行等の問題行動が発生した際には、

まずは学校が保護者や関係機関と連携して、そ

の解決に努めることが大切だと考えておりま

す。その上で、なお状況が改善されない場合に

は、学校と市町村教育委員会が、その教育的効

果などについて十分に検討した上で、出席停止

の措置を講じていくこともあると考えておりま

す。

○十屋幸平議員 そういうことがないように

願っておりますけれども、そういうことが出た

場合は、ちゃんと規則にのっとってやっていた

だければと思います。それで、このいじめの問

題なんですけれども、我々素直に考えると、学

校と子供にいじめがあり得るということで、い

ろいろ答弁いただいているんですが、では、な

い学校はどういう学校なのか、いじめがない学

校はどういう学校がない学校と言うのかとい

う、そのあたりに、ちょっと私たちにはわから

ないところがあるんですね。先ほど、教育委員

長のほうから、徳重議員の質問に対して、「学

校や子供にはいじめはどこでも起こり得る。そ

れを保護者に認識していただきたい」という御

答弁がありました。であるならば、先ほど言っ

たように、何もなければ学校にはいじめがない

んだというふうに保護者も思っていると思うん

ですよ。それを教育委員会としては、どこでも

起こり得る、あるんだという、例えば、いじめ

を受ける児童生徒が、自分が思えばいじめだと

いう判断でやっていらっしゃるので、そのあた

りの行き違いといいますか、それはかなりある

と思うんですね。ですから、そこを認識共有化

するためには、保護者に対して、どうその認識

を共有するか、そのあたりをちょっと教育長に

お伺いしたいんです。

○教育長（飛田 洋君） 仮にいじめがない学

校があるとすれば、子供たちの道徳性とか規範

意識が高く、あるいは職員の細やかな行き届い

た指導がなされている、あるいは地域・保護者

の方々の支援をいただいて、本当に理想的な学

校だと思いますが、現在よく話題になっている

ことを踏まえましても、いじめがないというこ

とじゃなくて、いじめがないというのは、報告

がないという学校はありますが、いじめがない

学校が果たしてあるのかという見方をすべきだ

と思います。どの学校でも、どの教室でも、ど

の児童生徒でも、あるいはどんなときでもある

んだということをきちっと踏まえて、危機感を

持って対応することが大切であって、むしろそ

ういう意味におきましては、いじめを早期に発

見すること、そしてきちんと向き合うこと、そ
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して子供たちが将来きちっと社会人として生き

方を確立できるように、その機会を捉えて指導

することが大切でありまして、いじめがないと

いうことにこだわって、むしろいじめの報告を

逡巡するような状況はあってはならないと思っ

ております。だから、子供たちが報告をしな

い、子供たちが言えない、声にできない場合も

ありましょうし、また、学校が見逃している、

顕在化していない、潜在化しているいじめもあ

る、そういう危機意識を持って臨むべきだと思

います。以上でございます。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。しっ

かりとよろしくお願いしたいと思います。

次に移ります。日向工業高校の専攻科の設置

等についてお尋ねいたします。高等学校で学ん

だ基礎的・基本的な知識や技術に加えて、さら

に高い専門性を習得することで、地域の企業

ニーズに応える即戦力の人材の育成ができると

考えますが、日向工業高校に専攻科の設置と学

校施設整備の充実について、教育長の見解をお

伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 工業系の専攻科につ

きましては、現在のところ、全国で９校の全日

制公立高等学校に設置されておりますが、多く

の学校で専攻科卒業生としてのキャリアに見合

う就職先の開拓に苦労している状況にあり、生

徒の確保が難しいことや、そのほかにも施設設

備の充実や指導スタッフの確保などの課題があ

ると伺っております。このようなことから、本

県での専攻科設置につきましては、現時点で

は、慎重な見きわめが必要であると考えており

ます。これまでも、日向工業高校を初めとする

職業系高校では、通常の授業において、実験・

実習を重視するなど、専門教科の指導の充実を

図るとともに、関連する資格取得の指導にも力

を入れているところであります。また、施設設

備につきましては、これまで国の補助制度等も

活用しながら整備を進めてきたところではあり

ますが、今後も引き続き、整備・充実に努めて

まいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 この件では、またいろいろと

議論をさせていただきたいと思います。

次に移りたいと思います。マインドマップ教

育の取り組みについてお伺いいたします。この

教育は、頭の中の右の脳と左の脳を効率的に

使って、絵や線やイラストや、それから本当に

いろんなものを使ってあらわしていく。その中

で、実際、教育現場の導入事例として、自己分

析のための自己啓発のツールとして、埼玉県熊

谷市中条中学校は、平成19年から全クラスに導

入しております。また、東京都江東区香取小学

校では、国語、道徳などの思考を広げる授業や

理科や社会などの授業で情報を整理するのにも

使っております。徳島県立阿南工業高校が３年

生の進路指導とかにも使っておられます。本県

も、先ほど知事から答弁がありましたように、

職員研修に使っておられます。そこで、県教委

としてマインドマップ教育に取り組む考えはな

いか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） マインドマップは、

柔軟な発想によって新たなアイデアを生み出し

たり、思考を整理したりする上で、有効な一つ

の手法であると考えております。現在、各学校

における授業では、教師の説明を聞くだけでは

なく、児童生徒が考えたことや調べたことなど

を図式化しながら、個人やグループで整理し、

表現し合う活動が積極的に行われております。

このような活動を取り入れた学習手法は、教科

書にも具体的に取り上げられており、みずから

の発想力や創造力などを高めていく上で効果が
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あるとされております。マインドマップも、そ

のような意味で、意義のある手法の一つであ

り、国の教員研修センターで作成された資料の

中にも紹介されておりますので、これらも参考

にしながら、教職員向けの研修の中で生かして

まいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 ありがとうございました。ぜ

ひ活用していただきたいというふうに思いま

す。

交通事故の現状についてお伺いいたします。

全国的には、集団登校など通学時における交通

事故、それから脱法ハーブの吸引による事故な

どが発生しております。痛ましい交通事故は今

もって後を絶ちません。県内の交通事故の件数

は減少傾向になっておりますが、逆に高齢者の

交通事故は増加傾向にあると伺います。交通事

故の現状と高齢者対策について、警察本部長に

お伺いいたします。

○警察本部長（加藤達也君） 本年の県内にお

ける交通事故情勢でありますが、昨日現在、発

生件数は7,295件で、前年同期比マイナス223

件、マイナス3.0％、死者数は32人で、同じくマ

イナス５人、マイナス13.5％、負傷者数は8,715

人で、同じくマイナス237人、マイナス2.6％

で、いずれもが減少しております。しかし、依

然として予断を許さない厳しい状況にありま

す。本年の交通死亡事故の特徴としましては、

全死者32人中、高齢者が20人と、高齢者が占め

る割合が全国平均の49.6％を13ポイント上回

る62.5％と、高い割合で推移しております。こ

のような情勢を踏まえまして、高齢者宅訪問に

よる交通安全指導を強化するとともに、新た

に、高齢者にかかわりの深い医師会、薬剤師会

を初め、関係機関・団体に対し、交通安全情報

をメール送信し、その業務を通して、高齢者へ

の一口アドバイスを直接行っていただく「高齢

者交通安全情報ネットワークみやざき」を構築

し、本年６月から運用を始めたところでありま

す。警察といたしましては、今後も関係機関・

団体との連携を強化し、高齢者の交通事故防止

対策をさらに推進してまいりたいと考えており

ます。

○十屋幸平議員 ありがとうございました。予

定しておりました質問は終わりましたけれど

も、ちょっと意見を述べさせてもらいたいと思

います。私、随分若いとき、18歳ぐらいのとき

に、イザヤ・ベンダサンの「日本人とユダヤ

人」という本を読ませていただきました。その

中の第１章目が「安全と自由と水のコスト」で

ありまして、ユダヤ人は安全を求めて高級ホテ

ルに泊まって質素な生活をすると。概略すると

そういう話でありました。そのときに、最後の

ほうの話ですけれども、「この世の中のあらゆ

ることは、生命の安全があって初めて成り立つ

―中略―この安全のためには、あらゆることを

削れるだけ削ったとしても、当然のことではな

いでしょうか」ということが書かれてありま

す。これは昭和20年から30年のときのことを題

材としておりますので、その当時、まだ日本は

安全と自由と水はただで手に入るというふうに

思っておりました。しかし、現代社会において

は、なかなかそれもコストがかかる。災害の話

もそうです。交通安全もそうです。さまざまな

ものが─安全とそれから水、この水も議会で

議論がありますように、コストがかかるような

時代になっております。ですから、こういうと

ころで、県政の課題もたくさんあるかと思いま

すが、先ほど、知事は選択と集中という言葉を

使われました。そこの選択と集中の視点をどこ

に置くかということで、政策のコストのかけ方
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が変わってくるのではないかというふうに思っ

ております。最初に申し上げましたように、県

議会も県民も、河野知事の強いリーダーシップ

と、先ほどあった発言をしっかりと聞いて、県

政の課題はあると思いますけれども、かじ取り

をよろしくお願い申し上げまして、私の一般質

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）

○中野一則副議長 次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） それでは、

先般、通告しておりました項目につきまして、

順次質問をしてまいります。

まず、精神障がい者に関する医療福祉の実態

と展望についてであります。

厚生労働省が、精神疾患をがん、脳卒中、心

臓病、糖尿病と並ぶ５大疾病に位置づけ、重点

政策を展開していくことを決めたのは、既に周

知のとおりであります。精神疾患者は、全国

で323万人に上ります。これは237万人の糖尿病

者を大幅に上回っていますし、全国３万人を超

える自殺者のうち、約９割は精神疾患者か、ま

たその疑いがあるという統計も出ております。

今後、都道府県ごとに、患者を減らすための予

防策や医療機関との連携強化などを盛り込んだ

新たな医療計画が策定されていきますが、特に

本県においては、他県にも増して積極的に政策

展開をしなければならない現状があり、今回、

医療現場から情報収集をしていく中で、新たな

大きな課題も突きつけられたところでありま

す。日本の精神科医療をひもといてまいります

と、今からさかのぼること約100年前、精神病者

の処遇に関して大きな影響を与えた呉秀三さん

という方がいらっしゃいました。この方が精神

病者に関する全国調査をされ、まとめられた報

告書の一節にこのような言葉があります。「わ

が国十何万の精神病者は、この病を受けたる不

幸のほかに、この国に生まれたる不幸を重ぬる

ものというべし」、これは当時、劣悪な環境で

療養を余儀なくされていた多くの精神病者を憂

い、国へその処遇の改善を訴えたもので、この

報告書により、日本の精神科医療は大きな転機

を迎えることとなります。それでは、現代にお

ける精神障がい者を取り巻く本県の状況です

が、決して先進的な状況にあるとは言えず、選

択肢のないまま、病棟の療養が続いている方々

がたくさんいらっしゃいます。国は平成16年

に、「精神保健医療福祉の改革ビジョン」にお

いて、「入院医療から地域生活中心の環境整備

へ」と、大きな看板を掲げました。10年をかけ

てこの大転換をなし遂げようとする計画です

が、既に８年余りが過ぎようとしています。そ

の大きな課題はどこまで改善されているのか、

達成されているのか。そこでまず、本県には

約6,000床もの精神科病床があります。近年、そ

の数がどのような推移となっているのか、福祉

保健部長にお伺いします。

以下の質問は質問者席から行いますが、「宮

崎何万もの精神病者は、その病を受けたる不幸

のほかに、この県に生まれたる不幸を重ぬるも

のというべし」ではなく、「この宮崎に生まれ

たるがゆえに幸福に包まるるというべし」、そ

ういう環境がある、そういう精神科医療が展開

されるという答弁になりますよう期待をしてお

ります。（拍手）〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

精神病床の患者数についてでございます。厚

生労働省の病院報告によりますと、本県の精神

病床における人口10万人当たりの１日平均患者

数は、平成12年に498.7人であったものが、17年
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には491.8人となり、22年には490.8人と、やや

減少しているところでございます。以上でござ

います。〔降壇〕

○図師博規議員 今の御答弁、万対ベッド数で

答弁いただきましたが、入院から地域へという

方針が既に打ち出されて８年にもかかわらず、

全く横ばいであるという数字が示されました。

単にその数字が横ばいであるということに落胆

するわけではなく、宮崎県では３年前に、約300

床規模の県立富養園という病院が閉院になって

います。にもかかわらず、この万対ベッド数が

横ばいということは、退院が促進されているど

ころか、入院がさらに促進されているという現

状になっていると言わざるを得ない。10万人当

たり490人もの方が入院患者でいるということ

は、全国平均の数値と比較いたしましても、倍

近く大きな数値であり、これは鹿児島、長崎に

次いで全国ワースト３位なんですね。さらに、

宮崎県の精神科病床利用率を見てみますと、全

精神科病床の95.1％が利用されている。この利

用率は全国１位です。本県と諸外国の精神科病

床数を比較すると、本県の病床数は、フランス

の５倍、アメリカの15倍、イタリアの何と50倍

多いんです。それだけ閉鎖的な環境の中で、精

神病者の方々は療養を送らざるを得ない状況に

なっています。さらに、この状況を深刻化させ

ているのは、社会的入院の実態です。社会的入

院とは、地域での受け入れが整えば退院が可能

となるにもかかわらず、入院を余儀なくされて

いる方々のことです。大阪府の精神保健福祉審

議会においては、この社会的入院に関しまし

て、「長期間の社会的入院は人権侵害であり、

精神病院の中にしか生活の場を確保してこな

かったのは、行政施策のあり方に起因する」

と、しっかり指摘をされております。大阪府

は、この指摘に即座に対応され、国よりも早く

地域移行政策を展開され、成果を上げられてい

ます。この社会的入院なんですが、全国的には

６万人とも７万人ともいう方が、今その状況下

にあると言われております。それでは、本県に

はどれほどの方がその入院状況にあるのか、福

祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 社会的入院に

つきましては、定義がさまざまでございますけ

れども、平成19年に策定いたしました第２期宮

崎県障害福祉計画では、厚生労働省の示した推

計方法に基づきまして、住居の確保等の条件が

整えば退院可能な精神障がい者を1,005名と推計

いたしたところでございます。

○図師博規議員 1,005名の方が退院できるにも

かかわらず入院を強いられているという状況で

す。しかも、その社会的入院の方々は、10

年、20年、30年という長期入院の方々がたくさ

んいらっしゃいます。その1,000人もの方々の退

院の可能性が放置されたままになっているとは

言いません。現場の専門職員の方々との意見交

換をすると、精神障がい者の方々の生活に寄り

添って、よりよい質の高い生活環境を提供しよ

うとして、日夜頑張っていただいております。

しかし、現場から聞こえてくるのは「患者さん

の前に差し出せるカードがない」、つまり選ん

でいただく選択肢、援助のカードがないという

ことなんです。事実、地域において、精神障が

い者を受け入れてくれる社会的資源の中心は、

行政サービスではありません。家族です。家族

の方々が長期入院になっている患者さんを幾ら

引き受けようとしても、やはり家族の方にも限

界がある、高齢がゆえに受け入れられない、そ

ういう状況も多々見受けられます。その家族の

方を支え、また家族のよりどころとなる精神障
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がい者家族会という組織が、県下に組織化され

ております。この組織、家族会に対して、県は

どのような働きかけを行っていらっしゃるの

か、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、精神

障がい者やその家族で構成される地域の家族会

の連合体であります宮崎県精神福祉連合会、こ

こに対しまして、直接支援を行いますととも

に、一部、地域の家族会に対しましては、市町

村を通じて支援を行っているところでございま

す。具体的には、家族会が実施する研修会や映

画上映会などの交流事業や電話相談事業に対し

て支援を行いまして、会員相互の交流等を促進

しているところでございます。特に電話相談事

業、これは家族会の皆様に大変御苦労いただい

ておりますけれども、月曜日から金曜日の午後

１時から７時まで、家族の皆さんが交代で相談

に当たり、平成23年度は、病気や家庭問題など

年間401件の相談を受けていただいております。

県では、今後とも、宮崎県精神福祉連合会と連

携を図りながら、家族会の育成・支援に努めて

まいりたいと考えております。

○図師博規議員 家族の方は、家族同士で支え

合おうと必死で頑張っていらっしゃいます。さ

らなる家族会へのサポートをお願いしたいと思

います。

続きまして、20年、30年、長期入院されてい

る方が多いがゆえに、家族の方が高齢化してい

る、そして家族会の会員数も間違いなく減少し

ています。私は、地元の家族会の賛助会員とし

て、微力ながらサポートをさせていただいてい

ますが、会員数も少なく、活動も非常にささや

かです。地域で支えるという観点からも、より

広く県民全体に精神障がい者の家族会を周知し

ていただくということが大切だと考えます。ま

た、その家族の方々の心配事は、受け入れたく

ても、家族として一緒に暮らしたくても暮らし

切れない身内に、せめて安全な病院で、安全な

環境で療養してほしいということです。東日本

大震災の後、特に鍵をかけられる病棟や保護室

にいる災害弱者の方々、その避難に関する対策

も、より重要視されるようになりました。本県

における施錠される保護室や閉鎖的な病棟にお

られる方々の避難計画や避難訓練の実施はどの

ようになっているのか、福祉保健部長にお伺い

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 病院における

防災対策につきましては、毎年度、保健所が医

療法に基づく医療監視において指導を行いまし

て、定期的な避難訓練が行われているかなど、

病院の防災体制について確認をしているところ

でございます。また、東日本大震災を踏まえま

して、関係医療機関に対しまして、防災対策の

点検、避難訓練の実施について指導する通知を

行ったところであります。精神科病院における

防災対策につきましては、今後とも、関係機関

と連携を図りながら、御指摘の施錠された病棟

からの避難誘導を含め、指導を行ってまいりた

いというふうに考えております。

○図師博規議員 特に今、海岸線沿いにある医

療施設も少なくはありませんので、さらなるそ

の強化をお願いしたいと思います。

それでは、続きまして、入院生活の安全性の

確保というのは大前提でありますが、最初から

言っておりますように、今後は、家族に頼り過

ぎない地域での生活を実現することが、まず行

政の課題であります。そして、その課題をクリ

アしていく一つの条件は、まず住む場所、そし

て働く場所の確保です。精神障がいの方々は、

いきなり地域でひとり暮らしをするというの
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は、大変大きな障壁があります。それがため

に、地域において、小規模で集団生活をする場

の整備はかなり有効です。いわゆる精神障がい

者も入所できるグループホームの整備というの

を、本県においてもさらに拡充していく必要が

ありますが、現在、精神障がい者も入居できる

グループホームの整備状況はどうなっています

でしょうか、福祉保健部長、お願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、精神

障がい者を初め、障がい者の皆さんの生活の場

でありますグループホーム等の整備を推進する

ため、宮崎県障害福祉計画において、目標とす

る定員を定め、その充実に努めておるところで

ございます。平成19年３月に策定いたしました

第２期計画では、平成18年度の定員390人を、23

年度に925人とする目標に対しまして、23年度末

には、目標の86％に当たります定員797人分の整

備がなされたところでございます。また、本年

３月に策定いたしました第３期計画において

は、市町村による新たな需要調査に基づいて積

み上げた結果、平成26年度の定員を895人とする

数値目標を掲げております。このため県では、

グループホーム等を新設、改修する事業者に対

して支援を行いますとともに、賃貸物件の敷金

・礼金に対する補助を行っているところでござ

います。県といたしましては、今後とも、障が

い者の皆さんが地域において安心して暮らせる

よう、グループホーム等の整備促進に努めてま

いりたいと考えております。

○図師博規議員 今の御答弁で、年次的に確実

な数字が積み上げられているとは理解しており

ますが、今回、障がい者のグループホーム経営

者とも意見交換をさせていただきました。その

とき、医療法人が設置するグループホームは、

日中院内のデイケアに通っていただき、症状が

悪くなると、そのまま入院に移行するという、

いわゆる完結型のサービスを提供することで、

グループホーム経営の安定化を図っていらっ

しゃるところが多かったです。これが悪いとは

言いませんが、医療法人以外の経営者に話を聞

きますと、精神障がい者は、知的障がい者と比

較して、障がい認定基準が低いがゆえに、障が

い者の方々がグループホームを利用したときに

入ってくる給付金が低額になってしまう、知的

障がい者よりも精神障がい者が利用したときの

ほうが給付金が少ないというような現状がある

ということも聞きました。がゆえに、精神障が

い者だけのグループホームでは、経営が成り立

たないというような現状もあるようです。そこ

で、地域生活への移行をさらに進めるために

も、医療法人以外の民間のグループホーム経営

の方々との連携強化を図っていただきたい。

続きまして、働く場についてであります。厚

生労働省は、約16年ぶりに障がい者の雇用率の

見直しを行いました。1.8％から２％ということ

は皆さん御存じだと思うんですが、これに合わ

せまして、精神障がい者の雇用も義務化という

方向性を出していただきました。これにより、

県内の雇用率の見直しももちろんされますし、

精神障がい者の雇用促進につながることは明ら

かだと思われます。それでは、この精神障がい

者の現在の就労状況はどうなっているのか。ま

た、県として、障がい者の就労支援にはどのよ

うなビジョンを持たれているのか、続けてです

が、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の精神障

がい者の就労状況についてでございます。宮崎

労働局の調査では、ハローワークを利用した就

職者数は、平成21年度が142人、22年度が197

人、23年度が281人と、大きく伸びております。
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主な就職先といたしましては、平成23年度は、

医療・福祉・サービス業が38％、卸売・小売業

・飲食店が34％となっております。また、精神

障がい者の方を含めた障がい者全般の就労支援

につきましては、障がい者が身近なところで相

談ができ、必要な支援が受けられる体制の整備

や、企業の障がい者雇用に対する理解の促進が

重要であるというふうに考えております。この

ため、障がい者の就業・生活に関する相談窓口

であります障害者就業・生活支援センターを、

県内の７つの障がい保健福祉圏域全てに設置い

たしますとともに、９月の障がい者雇用支援月

間を中心に、企業向けセミナーの開催や企業に

おける職場実習の受け入れ促進などの取り組み

を進めているところでございます。県といたし

ましては、大変厳しい雇用情勢の中ではありま

すが、今後とも、宮崎労働局等の関係機関と連

携いたしまして、障がい者の就労支援に積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

○図師博規議員 今の数字も着実な伸びを示さ

れておりますし、精神障がい者に介護ヘルパー

の免許も取らせていただくような支援もいただ

いていると聞いております。しかし、障がい者

の就労は、就労することがゴールではなく、や

はり継続していただくということが大切です。

障がい者の就労に関しては、離職率もすごく高

いですね。３割、４割という方が、１年以内に

離職されているという数字も出ております。で

すから、今後、企業との連携強化のためにも、

ジョブコーチを増員するなどして、さらに支援

体制の整備を進めていただきたいと考えます。

続いて、一生懸命地域での自立生活をしなが

らも、経済的に困窮するなどして、やむなく法

に触れてしまう障がい者もいらっしゃいます。

いわゆる触法障がい者であったり、繰り返して

しまう累犯障がい者と言われる方々です。これ

はもちろん精神障がい者に限ったことではな

く、知能指数が70未満の知的障がい者の方も含

めると、年間の新規受刑者の約20％を超えると

いう統計が出ているときもあります。本県にお

いて、触法精神障がい者及びその疑いがある検

挙者数を調べてみましたところ、全検挙者に占

める割合はさほど大きくはありませんでした

が、再犯・累犯率を見てみますと、平成22年度

が56.3％、平成23年度は70.8％と、かなり高い

数字になっております。このように、地域にお

いて、行き場のない弱い立場にある障がい者の

方々へ、社会復帰や自立生活を続けていただく

ために、県はどのようなサポートをしているの

か。また、そのサポートがどのような実績を上

げているのか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、高齢

または障がいのため、福祉サービス等を必要と

する刑務所等出所予定者を支援するために、地

域生活定着支援センターを設置いたしておりま

す。センターでは、保護観察所から依頼を受

け、出所予定者で要件を満たす方に対して、必

要な福祉サービスの確認等を行い、受け入れ施

設のあっせん、または福祉サービスの申請支援

等を行いますとともに、出所した後に、本人及

び受け入れ施設に対して、必要な助言を行って

いるところでございます。本県では、宮崎県社

会福祉事業団に運営を委託しておりまして、平

成22年６月の開所以来、これまでに30人に対し

支援を行ってきたところでございます。今後と

も、保護観察所等関係機関と連携しながら、障

がい者等の社会復帰の支援と再犯防止に努めて

まいりたいと考えております。

○図師博規議員 再犯、累犯を防ぐためには、

地域で見守っていただく保護司とか民生委員の
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方々にも、精神障がい者を理解してもらう研修

をしていただくなどして、きめ細やかな対応を

期待したいと思います。

それでは、ここから、入院医療から地域生活

中心への転換を推し進めていくための具体的な

政策ですが、国は平成18年度から精神障がい者

地域移行・地域定着支援事業を立ち上げて、本

県でもその事業を展開されています。この事業

は、各地域に地域体制整備コーディネーターな

どを配置できることに加え、訪問活動や地域住

民の方々への啓蒙のための支援事業なりが行え

るものであります。この事業の実践内容と成果

について、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、本年

３月に策定いたしました第３期宮崎県障害福祉

計画において、１年未満の入院者の平均退院率

を、平成20年度の68.7％から平成26年度まで

に73％に引き上げる数値目標を掲げまして、入

院中の精神障がい者の地域生活への移行の推進

に努めているところであります。このため、精

神障がい者等の皆さんに対して、自立に向けた

相談等の支援を行います地域移行支援事業所を

県内６カ所に設置しておりまして、１年以上入

院されている方を対象とした退院促進事業で

は、平成19年度から23年度までに111名の方を対

象に支援を行いまして、47名の方が退院に至っ

たところでございます。

○図師博規議員 非常に大きな数字ではありま

せんが、これも着実な実績を上げられておりま

す。

続きまして、地域での生活をサポートする精

神障がい者のアウトリーチ推進事業について伺

います。この事業は、治療を中断している精神

障がい者や治療的かかわりが必要と思われる方

に対して、医師、保健師、看護師、精神保健福

祉士、作業療法士などがチームとなって訪問支

援を行うもので、再入院や新たな入院を防ぐ効

果は大いに期待できます。本県では、児湯地域

をモデル地域として、この事業を展開していた

だいておりますが、今年度からは、全県下的に

このアウトリーチ事業を展開しておられるよう

です。それでは、その効果はいかがでしょう

か、福祉保健部長。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘のとお

りでございますが、県では、平成23年度から、

精神障がい者に対するアウトリーチ事業をモデ

ル的に実施いたしておりまして、初年度は、高

鍋保健所管内の３町18名を対象に、自宅訪問を

行いますとともに、個別相談やケース会議を開

催するなどの支援を行ったところでございま

す。対象者の中には、これまで治療を受けてこ

られなかった方で、支援の結果、医療や福祉

サービスにつながり、在宅で生活を続けている

方もおられます。県では、この事業を今年度か

ら、各保健所を窓口に全県下で実施いたしてい

るところでございまして、地域の実情に合った

モデル的な精神保健医療体制を構築してまいり

たいと考えております。

○図師博規議員 これは行政主導で動いている

事業でありますが、ぜひ同様な事業が民間でも

手を挙げていけるような体制整備というのも必

要かと思われます。

それでは、今回、質問を組み立てていく上

で、幾つかの医療機関から情報提供をいただき

ましたが、その中で、患者動向に関する実態が

浮き彫りになりました。それは、グループホー

ム整備や就労支援、地域移行や定着事業、アウ

トリーチ事業を駆使しても、なぜ宮崎県におけ

る入院患者が減らないのか。いや、今の部長の

答弁にもありましたとおり、精神障がい者の退
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院促進は、着実に成果を上げていらっしゃるに

もかかわらず、精神科病院への入院患者数は

減っていない。つまり、今、精神科病院には、

精神障がい者のかわりに認知症の方々が続々と

入院されている。だから、入院統計をとると、

入院者数は減っていない、減らない。というこ

とは、この状況を改善しない限り、本県の精神

科病床数は、いつまでたっても世界トップレベ

ルを維持し続けることになります。国は、ここ

に来て、ようやく認知症初期集中支援チームに

関する事業を立ち上げて、認知症の早期発見・

早期対応をするための体制整備と、身近型認知

症疾患医療センターの設置計画を示しました。

今ごろですね。地域での生活維持をサポートす

る体制を強化しようとするものであるとは評価

できますが、本県においても、いち早くこれら

の事業に手を挙げ、また、認知症の方々が精神

科病院に入れられないような、できるだけ地域

で生活が維持できるような、そのような行政

サービス体制を構築していくことが不可欠かと

考えます。県は、認知症対策について、どのよ

うなビジョンを持っていらっしゃるのか、福祉

保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘の認知

症対策につきましては、先般、厚生労働省が早

期診断・早期対応などを内容とする５か年計画

を公表したところであります。この計画により

ますと、家庭訪問などを行う「認知症初期集中

支援チーム」を地域包括支援センター等に配置

することを予定しておりまして、平成25年度か

ら26年度にかけて、全国10から20カ所程度でモ

デル事業を実施いたしまして、27年度以降、全

国普及のための制度化が検討されるということ

となっております。また、早期診断などを行い

ます身近型認知症疾患医療センターにつきまし

ても、25年度までに認知症サポート医の活動状

況等を含めた調査を行いまして、この結果を踏

まえて、身近型センターの機能の検証が行われ

ることになっております。県といたしまして

は、認知症高齢者支援策の充実を重要な施策の

一つとして取り組んでいるところでありますの

で、これらの制度化の動きを十分注視してまい

りたいというふうに考えております。

○図師博規議員 これは注視するだけではなく

て、ぜひ、ここに何とか食らいついていただき

まして、事業を引っ張ってくる気概を示してい

ただきたい。

精神障がい者に関する医療福祉の実態を掘り

下げてきました。その中で、認知症の方々への

環境改善も同時に取り組まなければならないと

いう、その必要性にぶち当たったところです。

病院経営者の意見としては、雇用を守るために

も著しい退院促進もしかねる。また、認知症対

応のグループホームや小規模多機能施設の経営

者も、問題行動がある認知症の方々は、どうし

てもほかの入所者との兼ね合いもあって限界が

あるがゆえに、精神科病院に入院をお願いせざ

るを得ない、その連鎖になっているわけです。

今回、この質問をつくり上げていく際、執行部

の方々とも、けんけんごうごう話をさせていた

だきました。しかし、精神障がい者と高齢者と

いう法的な縦割りの弊害があったり、グループ

ホーム整備に関しては、県の予算ももちろん伴

いますし、市町村にとっては、認知症対策につ

きましては、介護保険の運用にも影響が出てき

ます。それでも、今、部長答弁があった国はこ

れからなんですね。そういう認知症対策を県が

追い越して、県で担当課を超えた横断的プロ

ジェクトチームを編成し、また、さらに医療法

人などがグループホーム事業やアウトリーチ事
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業に積極的に参入できる財源的裏づけを持った

環境整備をする、そのことで入院から地域に患

者さんを帰す。勢いよくしゃべってしまいまし

たが、要は、そういう流れをつくるのは、部や

課で単独で動いているんじゃだめなんですね。

そこを横でつなぐ─先ほども質問でありまし

たが─そういう流れをつくっていかなきゃだ

めですし、それができるのは、知事の判断によ

るところが大きいんです。今、長い療養生活を

強いられて、精神障がい者が非常に人権侵害の

ある環境で生活をされています。それをひたす

ら家族の方は支えようとしています。そして、

その現場で矛盾を抱えながらも懸命に患者さん

を援助する職員の方々がたくさんいらっしゃ

り、また、その職員の方も心が折れそうだと

言っていらっしゃいます。どうか知事、ここは

ひとつ、現場に届く、今後の精神科医療、そし

て福祉の展望について見解をお示しください。

○知事（河野俊嗣君） これまで国の示した改

革ビジョン、地域医療、地域生活中心へという

方向で、県としましても、居住の場や就労支援

などの基盤づくりに取り組んできたところでご

ざいますが、今、議員からも、現場の実態、い

ろんなデータも含めた御提言がありまして、具

体的な御提案もいただいたところでございま

す。この精神障がい者や認知症の方々の地域生

活への移行について、支援の充実に市町村や関

係機関と連携しながらさらに努めていく、その

方向ではしっかり考えてまいりたいというふう

に考えております。また、組織横断的なチーム

という御提言もありましたが、県庁では、さま

ざまな組織横断的な課題について、いろんな対

策会議なりチームができたりというようなこと

で、これまでも取り組んでおります。先日も、

四役会議のような場で、それがそれぞれ本当に

機能しているんだろうかというような議論もし

たところでございますが、今回御提言いただき

ました精神保健福祉の関係につきましても、精

神障がい者や家族の皆さん、さらには関係機関

の方々の御意見も伺いながら、今の御提言も踏

まえて、地域生活移行の促進という観点に沿っ

た対応というものをしっかりと考えてまいりた

いと思います。

○図師博規議員 お言葉を返すようですが、質

問の中でも申したとおり、ここに立たせていた

だくまでに、当事者の方、家族の方、それを取

り巻く医療機関、専門職種、そして執行部の

方々とも意見を交わしながら、どんな政策なら

この地域を、この現場を変えられるんだろうか

という、その意見を積み上げてきて私は質問さ

せていただいているわけです。また知事がここ

に来て、当事者や家族の方と意見を交わしなが

らと言うと、そこは同じところを通るだけなん

ですよ。ですから、ここは、10年、20年、30

年、その病棟で生活されている方々がどんな状

況なのか、これは想像を絶します。実際どうな

ると思いますか、人が30年もその病棟の中で生

活されていくと。人はそんな環境の中で生活す

ると、表情が乏しくなります。心が動かなくな

ります。そして、その病棟の中で生活するだけ

の社会的スキル、いわばその病棟の中でしか生

活ができない技術しか残されていかない。いわ

ゆる無為のような状態になっていく。人権を守

る、人権を大切にする行政の役割は、全くそこ

に日が当たっていない。知事、もう一つ、今、

部局横断的なプロジェクトチームも幾つかある

とおっしゃいましたし、ここは、精神保健福祉

の領域、認知症の領域をドッキングさせて、そ

して財政当局も巻き込んだ形での、先ほど国の

事業も引っ張ってくると、そういうような一歩
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進んだ、もっと具体的な答弁を何かいただけれ

ばと思いますが、お願いします。

○知事（河野俊嗣君） この問題に関するさま

ざまなこれまでの取り組みに敬意を表して、問

題意識というものをしっかりと受けとめなが

ら、今後、対応してまいりたい、全力で取り組

んでまいりたいと考えております。

○図師博規議員 後を追います。この事業がど

ういうふうに具体化されていくかをしっかり見

守っていきたいと思います。

続きまして、先日、ドクターヘリの現状につ

きまして、宮崎大学医学部附属病院の金丸先生

と意見交換をさせていただきました。その際、

ドクターヘリの事業が、死亡率や重度後遺症が

残ることを軽減するのに大きな成果を上げてい

るということの報告を受けました。しかし、依

然として救急専門医が他県と比較して圧倒的に

少ないことや、救急医療センターへの搬送時間

が全国ワースト４位であるということなど、救

急力の低さを指摘されたところです。また、ド

クターヘリの成果を上げるために、消防職員の

救急スキルアップの研修の必要性も強く訴えら

れました。そこで、救急力の裾野を広げるた

め、救急現場での適切な判断力を養うための病

院前外傷診療教育プログラム、いわゆるＪＰＴ

ＥＣの継続的実施を求められました。このＪＰ

ＴＥＣとは、外傷患者がいる現場において、生

命危機にかかわる処置を行い、直ちに現場を出

発し、適切な処置が行える医療機関に、適切な

搬送手段を用いて、早期に搬送する方法を学ぶ

ための教育プログラムです。本県において、Ｊ

ＰＴＥＣの研修がどのように行われているか、

実績はどうなっているのか、福祉保健部長にお

伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県における

ＪＰＴＥＣ研修の開催状況でございます。昨年

度は、県が支援しております宮崎大学が主催す

る研修や、救急隊員や医師、看護師が会員と

なっているＪＰＴＥＣ九州支部協議会が主催す

る研修が、それぞれ１回開催されておりまし

て、計37名の救急隊員が受講しております。な

お、今年度は、宮崎大学主催により４回、ＪＰ

ＴＥＣ九州支部協議会主催により１回の、計５

回の開催が予定されているところでございま

す。

○図師博規議員 計５回、千葉県では、年23回

行われております。先進地でありますから、宮

崎県はそれを追っかけなくてはいけないんです

が、今は他県からインストラクターを招かない

と研修が行えなくて、少なくとも、あと２年続

けてＪＰＴＥＣの研修会を開催すれば、その受

講者がインストラクターとなり、県内スタッフ

だけで研修会が行えるようになります。ですか

ら、ぜひその継続をしていただきたいというこ

とと、また、ＪＰＴＥＣのみならず、やはり救

急現場で大きな役割を担う看護スタッフのスキ

ルアップも重要で、ドクターヘリの研修を含め

た看護師に対する救命看護研修というものも実

施していただきたいと考えます。しかし、

ちょっと懸念されることがあります。それは、

このドクターヘリの事業を含め、今の運用に関

しては、地域医療再生基金を取り崩す形で運営

されておりますが、この基金が来年度で打ち切

りとなる方向性が出されております。ドクター

ヘリの運用並びに関連スタッフの育成やスキル

アップの研修は、引き続き行われていくことは

必然かと考えますが、今後どのような展望を持

たれているのか、福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘のとお
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り、ドクターヘリの運航やＪＰＴＥＣ研修に対

する支援に活用しております地域医療再生基

金、これが平成25年度までの時限的なものと

なっております。ドクターヘリやその運航を支

える医療スタッフ及び救急隊員のスキルアップ

は、本県の救急医療の充実を図る上で大変重要

なものでありますので、その財源の一部を市町

村に協力をお願いすることも含めて、宮崎大学

等関係機関と十分連携を図りながら検討してま

いりたいと考えております。

○図師博規議員 早目の市町村への周知をよろ

しくお願いいたします。

続きまして、地域の救急医療を守る観点か

ら、国は、ことし行われる医療計画制度の見直

しにおいて、新たな医療圏設定の考え方を示し

ております。これですと、国は、その医療圏域

において、人口20万未満で、他の医療圏域へ20

％以上患者が流出している地域においては、医

療圏の設定の再検討を行うように促していま

す。この条件に当てはめますと、県内では、西

諸医療圏、日向入郷医療圏、そして西都児湯医

療圏が見直しの対象となります。先日、西都市

で行われた「西都・児湯救急医療を考える会」

に参加させていただきました。押川議員もとも

に参加されましたが、その際、地域住民から医

師も含めた意見の中で、「２次医療圏が見直さ

れることになると、医師や医療機関の偏在に拍

車をかけるばかりか、現在設定されている救急

指定病院や災害拠点病院までも見直しにつなが

るのではないか」という、鬼気迫る意見が出ま

した。このまま医療計画の見直しが行われてし

まいますと、住民生活をも脅かす事態となって

しまいます。医療計画見直しに伴う医療圏設定

に関する権限は県にあります。この２次医療圏

についてどのような見識を持たれているのか、

福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘のあり

ました２次医療圏につきましては、現在、特に

患者流出の大きい西都児湯医療圏のみを見直し

検討の対象にすることといたしまして、議論い

ただいているところでございます。一方、国の

指針では、２次医療圏の見直し検討に際して

は、地域の実情を考慮する必要があるとされて

おり、あわせて、圏域の設定を変更しない場合

には、当該圏域における医療の需給状況の改善

に向けた検討を行うこととされております。こ

のため、８月に地元市町村や関係団体、地元住

民との意見交換を行い、その中で、現在の医療

圏内で入院できる体制を整えるためには、県を

初め地元市町村や医療関係団体等が一体となっ

て、医師確保や救急医療体制の充実などに取り

組む必要があるとお伝えしたところでございま

す。県といたしましては、今後とも、地元市町

村や関係団体、地元住民の御意見を十分にお聞

きした上で、慎重に検討していきたいというふ

うに考えております。

○図師博規議員 地元住民の方々は、既に連帯

感は高揚してきております。行政、特に県との

連携は、今後も強化していきたいと思っており

ます。

それでは、続いて、救急医療や高度医療に関

する知識醸成にもつながる若年者層への献血普

及活動についてお伺いします。少子高齢化の影

響もあって、献血協力者の確保は全国的な課題

となっていますが、特に10代、20代の献血は、

減少の一途をたどっています。そこで、県内の

大学と高校の献血協力体制を調べましたとこ

ろ、昨年度は、大学が９校中９校、私立高校

は16校中６校が、献血協力していただいていま

す。では、県立高校はと調べましたところ、40
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校中わずか４校でした。以前は、全県下的に協

力体制がとられておったようですが、ここ数年

は非常に低調な協力にとどまっています。学校

献血を受け入れるか否かは、学校側の判断によ

るようですが、どのような要請をされ、また、

相互協力や助け合いの精神を醸成するため

の、10代、高校生への働きかけをどのように

行っていらっしゃるのか、福祉保健部長にお伺

いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の献血者

全体に占める10代の方々の割合でございます

が、平成４年度に25％を超えていたものが、平

成23年度は4.7％に減少しております。このた

め、県では、新聞、テレビ等における各種広報

やイベントでのボランティア学生による働きか

け、献血推進キャラクターの積極的な活用な

ど、さまざまな啓発活動を行っております。特

に、高校生の献血につきましては、10代での体

験がその後の献血への協力に大きく影響するこ

ともあり、各高校への年２回の啓発ポスター掲

示や、高校２年生を対象とする教材配付等によ

る啓発を行っているところでございます。御質

問の高校での献血につきましては、昨年度から

男性の400ミリリットル献血の対象が18歳から17

歳に引き下げられたことにより、これまで以上

の効果が期待されますので、高校生が献血に触

れ合う機会をふやす意味からも、その拡大に向

けて、関係機関等に積極的な働きかけを行って

まいりたいと考えております。

○図師博規議員 今の答弁を受けて、教育長、

コメントをお願いします。

○教育長（飛田 洋君） 昭和61年だったと思

うんですけれども、それまで高校生はたくさん

献血をやっておりました。400㏄にそのとき移管

して、23年からやっと400㏄が18歳から下になっ

たと、そういうようなことがありまして、現

在、少ない状況ですが、高等学校におきまして

は、保健の授業の中で献血の意義について触れ

るとともに、学校によっては、文化祭のときな

どに機会を捉えて、先ほどの数字のような献血

をやっているところであります。献血は、高校

生にとって身近なボランティア活動であり、自

分が健康であることで人の命を救うことができ

るという、生きることの喜びや価値、助け合い

や人としてのきずなの大切さを強く実感できる

ものであると考えておりますので、今後とも、

関係機関と連携しながら、啓発活動への協力を

行っていきたいと思います。社会貢献する活動

を通して、高校生が社会の一員として責任を果

たすための資質を磨いていくことは、大切なこ

とだと考えております。

○図師博規議員 以上で質問を終わります。

（拍手）

○中野一則副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれにて散会いたします。

午後２時41分散会


