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午前 10時１分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 図 師 博 規 （日 日 新）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 黒 木 正 一 （自由民主党）

6番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

7番 内 村 仁 子 （ 同 ）

8番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

15番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

16番 太 田 清 海 （ 同 ）

17番 田 口 雄 二 （新みやざき）

18番 西 村 賢 （ 同 ）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 横 田 照 夫 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

25番 押 川 修一郎 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 外 山 衛 （ 同 ）

34番 中 野 廣 明 （ 同 ）

35番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 中 野 一 則 （ 同 ）
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知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司
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会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 福 田 直

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 加 藤 達 也

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 内枦保 博 秋

事務局職員出席者

事 務 局 長 田 原 新 一

事 務 局 次 長 小八重 英

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 福 嶋 幸 徳

政 策 調 査 課 長 佐 野 詔 藏

議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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◎ 一般質問

○中野一則副議長 ただいまの出席議員38名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、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、星

原透議員。

○星原 透議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。今議会も代表質問から一般

質問まで、知事初め執行部の皆さんにいろいろ

な県政課題についての質問がありました。特に

県民は、知事の政治家としての先見性やリー

ダーシップ、言動や行動に強い関心と期待を

持って見ております。

それでは、通告に従い一般質問をいたしま

す。なお、今回通告しておりました「企業誘致

に向けての提案について」は、割愛をさせてい

ただきます。

初めに、領土問題についてであります。

毎日のようにテレビや新聞等で報道されてい

るのが領土問題であります。領土問題とは、あ

る地域がどの国家の領域に属するかをめぐって

国家間での争いが起きることであります。領土

問題は当事国同士での外交で解決されるのが望

ましいと言われておりますが、当事国間で解決

することが困難な場合においては国際司法裁判

所に付託することができますが、国際司法裁判

所への付託は、紛争当事国の一方が拒否すれば

審判を行うことができないことになっており、

つまり強制管轄権はないということでありま

す。現在、日本が抱えている領土問題は、ロシ

アとは北方領土、韓国とは竹島、中国とは尖閣

諸島であります。特に中国では連日のように反

日デモがあり日系企業等に大きな被害が発生し

ており、深刻で憂慮すべき事態となっておりま

すが、政府は冷静な対応と判断をすべきであり

ます。しかしながら、我が国は主権国家として

主張すべきことは明確に主張すべきでありま

す。

ところで、本県議会では議会初日に、「島根

県・竹島の我が国の領有権の確認と対韓国外交

の早期正常化を求める意見書」と「香港民間団

体による領海侵入及び尖閣諸島不法上陸に関す

る意見書」の提出が決まったところでありま

す。そこで、知事は政治家として、この領土問

題に対してどのような認識と見解かお伺いいた

します。

また、教育長には、我が国の領土に関する教

育は学校現場においてどのように行われている

のかお伺いをいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席からいたします。（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。

領土問題についてであります。最近、北方領

土、竹島、尖閣諸島において、我が国の主権を

脅かす事案が相次いで起こっておりますが、こ

れらの島々は、歴史的にも国際法上も我が国固

有の領土であると認識をしております。関係国

との交流にも影響が出ており、中国では反日デ

モが起こり日系企業が被害を受けていることな

どを大変憂慮しておるところであります。領土

問題は国の主権にかかわる極めて重要な問題で

あり、国には、冷静に毅然とした態度で関係国

と協議をし、平和的な外交交渉で解決を図って

いただきたいと考えております。昨日も日向に

クルーズ船が入り、観光客―中国を初めアジ

アから多くのお客さんに来ていただいておりま
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す。経済での結びつき、観光面での結びつき、

さまざまあるわけでございます。関係国がお互

いの信頼関係のもとに成熟した関係を構築して

いくことが、我が国、ひいてはアジア太平洋地

域全体の安定と繁栄につながるものと認識をし

ております。以上であります。〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えしま

す。

我が国の領土に関する教育についてでありま

す。領土について正しく認識することは、国民

として必要なことであり、学習指導要領におき

ましても、我が国の領土に関する理解や、不法

に占拠されている事実などについて的確に扱う

よう明示されております。このことを受けて、

小学校では、北方領土などの島の名称や我が国

の位置と領土について、地図などで具体的に捉

えさせる学習を行っております。また中学校で

は、北方領土や竹島、尖閣諸島など我が国固有

の領土についてその位置や範囲を確認させると

ともに、北方領土については、現在、ロシア連

邦に不法に占拠されており、その返還を求めて

いること、竹島については、我が国と韓国の間

に主張の違いがあることに触れるなどして、領

土・領域について理解を深めさせる学習を行っ

ております。さらに高等学校では、中学校まで

の学習を踏まえ、当面する領土問題について我

が国が正当に主張している立場を十分に理解さ

せながら、国境の持つ意義や領土問題が及ぼす

影響などについて考察させる学習を行っている

ところであります。以上であります。〔降壇〕

○星原 透議員 それぞれ答弁いただきまし

た。「領土問題は当事国同士での外交で解決さ

れるのが望ましい」と先ほど申し上げました

が、これまで政府は、外交の場において国際法

上も歴史的背景についても明確に主張してきた

のか。外交の弱さ、パイプのなさを露呈したと

思っております。先ほど教育長より、学校で

は、「領土問題について我が国が正当に主張し

ている立場を十分に理解させながら、国境の持

つ意義や領土問題が及ぼす影響などについて考

察させる学習を行っている」との答弁がありま

したが、我が国の領土に対する子供たちの認識

を深めていくためには、教育のさらなる充実が

必要と考えますが、教育長の考えをお伺いしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 将来の我が国を担う

子供たちに、自国の領土・領域に対する認識を

深めていくことは、国際社会における国家主権

のあり方という観点はもとより、海洋資源開発

や漁業の発展などの観点からも極めて重要なこ

とであり、重要なことはしっかりと教える必要

があることから、今回改訂された中学校社会科

の学習指導要領では、竹島に関する記述が新た

に盛り込まれたところであります。社会科では

時事問題を扱って学習を深めることも大切なこ

とでありますので、竹島や尖閣諸島などについ

ても、時事問題を取り上げながら子供たちの関

心を高める学習を行うなど、我が国の領土・領

域に関する教育のさらなる充実が図られるよ

う、教科の研修会等を通して指導してまいりた

いと考えております。

○星原 透議員 我が国の領土・領域について

の教育をしっかりとしていただきたいとお願い

しておきます。

次に、九州広域行政機構について伺います。

平成22年６月に、政府は地域主権戦略大綱を

閣議決定し、その中で「国の出先機関の原則廃

止」を明記しました。この政府の方針を受け

て、九州地方知事会では廃止される国の出先機

関の受け皿の検討を行ってきました。その結

平成24年９月19日(水)
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果、平成22年10月、出先機関の事務、権限、組

織、人員、財源等について丸ごと移譲を受ける

ための組織として九州広域行政機構（仮称）の

設立を目指すことで合意されております。機構

が設立されれば、知事等が県行政との関連の中

で総合的な判断を行い行政事務を遂行すること

で、政策の連携、相乗効果の発揮も期待できる

と言われております。さらに、省庁縦割りの出

先機関を機構が受け入れることにより住民が監

視しやすくなるとともに、税金の効率的で無駄

のない使い方ができると考えられております。

そこで、九州広域行政機構と道州制、九州広域

行政機構と広域連合との違いはどういうことな

のか。また、この３つのうちでいずれかを選択

するとすれば、宮崎にとってどれが望ましいの

か、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今の３つ、それぞれ地

方のあり方にかかわる問題でございますが、ま

ず、九州広域行政機構と道州制につきまして

は、道州制は、都道府県を廃止し、自治行政

権、立法権、財政権をあわせ持った、いわゆる

地方政府の確立を目指すものでありますが、九

州広域行政機構は、現在の都道府県制度を前提

とした、国の出先機関の廃止に向けた受け皿の

提案ということであります。

次に、九州広域行政機構と広域連合につきま

しては、広域連合は、構成団体の事務を持ち寄

り共同で処理することを目的とした制度、これ

は特別地方公共団体という制度として位置づけ

られております。権限移譲の対象は広域連合の

事務に関するものに限定をされているところで

あります。このため、国の出先機関の移管に当

たりましては、その事務・権限などを丸ごと受

け入れることができ、より地域・住民ニーズを

反映した意思決定に資する制度設計を構築する

必要があるという考えから、新たな仕組みとし

て提案したものが九州広域行政機構ということ

になります。

このように、それぞれの制度や構想は、その

前提や目的などが大きく異なる上に、その良

否、それがいいか悪いか、宮崎にとってどうで

あるかというものは、制度設計や運営のあり

方、どのような制度を設計するのかによって大

きく左右されてまいりますので、本県にとって

どの制度が望ましいかは一概には言えないもの

と考えております。今後、広域行政のあり方を

めぐって、さらには国と地方のあり方をめぐっ

てさまざまな議論が展開をされ、そのときにい

ろんな選択肢が出されると考えておりますが、

議員御指摘のように、宮崎にとってどうなのか

という視点を大事にしながら、軸足を宮崎に置

いて議論してまいりたいと考えております。

○星原 透議員 次に、機構が設立された場

合、各県の利害が絡む案件について適切な予算

配分等の調整ができるのか。また、地域間格差

は拡大するおそれはないのか、知事に伺いま

す。

○知事（河野俊嗣君） その点は非常に重要な

ポイントだというふうに考えております。政府

が掲げております出先機関の原則廃止は、その

権限、財源等を地方に移譲することにより、地

方の自主性、自立性を発揮した行政サービスの

実現を目指すものでありまして、九州知事会と

しましても広域行政機構の提案を行った際の議

論におきましては、各県の利害調整を要する案

件や予算案の決定などの重要事項につきまして

は、各県知事の合議により、社会資本整備のお

くれなど各地域の実情を踏まえ、九州の一体的

な発展の観点から政策決定を行う、そのような

共通認識に立っているところでございます。こ
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の構想の理念としましては、九州から遠く離れ

た霞が関で役人が意思決定をするよりは、地域

住民の負託を受けた首長なりがしっかり議論を

行い地域に根差した判断を行う、それが地域に

とって望ましい方向になるのではないかという

ものであったわけでございます。この関連法案

の国会提出を含め、今後の動向は不透明な状況

にありますが、本県としましては、出先機関の

廃止に当たっての組織や運営について具体的な

検討を行う際には、住民福祉の向上、地域間格

差の是正に資する意思決定が担保されますよ

う、議会や市町村などの意見も十分に踏まえた

議論をしてまいりたいと考えております。

○星原 透議員 私の地元でも市町村合併が行

われたんですが、合併の経緯や流れを見たとき

に、本当に合併してよかったのかどうかという

ものがあります。やはりこの問題もそういうこ

とじゃないかと思いますし、特に、最後には移

管に見合うだけの財源と権限がきちんと国から

機構に措置されるのかどうか、これが一番心配

であります。知事の考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） そこがまさに一番重要

なポイントであろうというふうに考えておりま

す。出先機関の廃止・地方移管というものが、

地方分権の名をかりた国の行財政改革の手段と

されてはならないと強く考えております。地域

の自主性、自立性を発揮した行政展開が可能と

なりますよう、移管に見合う事務・権限、そし

て財源というものが確実に国において担保され

ることが大前提であると考えております。九州

知事会としましても、移管対象の出先機関を存

続させることなく、原則として全ての事務・権

限を移管するよう求めるとともに、ここがポイ

ントなわけでありますが、国からの財源措置に

不服がある場合には、内閣総理大臣に意見書等

を提出することによりその是正を求めることが

できる仕組みでありますとか、事業費と人件費

を明確に区分し、それぞれの必要総額を国にお

いて全額確保することを明文化するよう、これ

は九州からの提案として求めておるところであ

ります。しかしながら、関係省庁との調整が難

航しておりまして、いまだ移管される事務・権

限の全体像が決定していない、また、国からの

財源措置につきましても、「所要の措置」と書

かれただけで不明確なままとなっておりますこ

とから、出先機関の全面的な移管、国からの財

源保障の明確化を、引き続き強く主張してまい

りたいと考えております。

○星原 透議員 知事から答弁いただいたとこ

ろでありますが、大規模災害が発生した場合

や、各県の知事の選挙公約、あるいは改選時期

が異なる中で適切な機構運営ができるのか。ま

た、組織の形態や設置の手続等多くの課題があ

るのではないか。また、国からの財源措置につ

いては不明確なままということでありますか

ら、これからしっかりと議論して判断いただき

ますよう要望しておきます。

次に、地域自主戦略交付金（一括交付金）に

ついてお伺いいたします。

地域自主戦略交付金は、国から地方へのひも

つき補助金を廃止して、基本的に地方が自由に

使える一括交付金にするとの方針のもとに、平

成23年度に創設されたものであります。これ

は、内閣府が一括して予算を計上して、各府省

の所管にとらわれず、地方自治体が自主的に選

択した事業に対して交付金を交付するというも

のであります。地方自治体にとっては、みずか

らの裁量で事業を選択できるということで、地

域の実情に即した使い勝手のいい交付金であり

ます。ところで、この一括交付金についてであ
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りますが、本県の平成23年度の配分額は72

億3,600万円、隣の鹿児島県148億7,500万円、大

分県105億円、佐賀県80億5,900万円となってお

ります。また、平成24年度の配分額は、本県

が84億1,700万円、鹿児島県155億4,600万円、大

分県124億4,100万円、佐賀県91億2,600万円と

なっております。しかし、本県は道路などの社

会資本整備がおくれ、県民所得も低く、やるべ

き事業も多い中で、九州において２年連続で最

下位であり、また最低額であります。この配分

額を見て、知事はどのように捉え判断されてい

るのかお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） この地域自主戦略交付

金の配分、厳しい御指摘をいただいておりまし

て、２年連続最下位、大変不本意な思いもして

おるところでございます。この交付金につきま

しては、社会資本整備総合交付金や農山漁村地

域整備交付金など既存の補助金や交付金の一部

が切り分けられて一括交付金化をされたもので

あります。各都道府県への配分額は、切り分け

られた補助金等に係る継続事業の見込み額と、

道路延長や財政力などの客観的な指標を用いて

算定される２つの柱があるわけでございます。

１年目でありました昨年度につきましては、全

体の９割が継続事業の見込み額を基礎に配分を

されたところであります。

本県への配分につきましては、対象となりま

した継続事業が交通安全対策や道路の修繕な

ど、これまで本県が国の補助金等を活用するこ

とが相対的に少なかった事業でありました。イ

ンフラ整備がおくれておりました本県は、道路

の修繕とかよりも道路の改良のほうに補助金な

どを活用して取り組んでおったということでご

ざいます。相対的に本県が余り使っていなかっ

た部分が切り分けられたという問題が一つと、

継続事業の見込み額の算出方法が明確化されな

かったことによりまして、厳しい配分になった

ものと考えております。これを踏まえて、２年

目となる今年度に向けましては、継続事業の見

込み額の再算定を行うとともに、各地域におけ

る社会資本整備の水準等を踏まえた配分とする

よう、国に強く要望してまいったところであり

ます。私が強く求めておりました、客観的指標

に道路の未改良状況を反映させることが認めら

れたことによりまして、全国に占める本県の配

分割合は幾らか増加をしたわけでありますが、

継続事業分の配分が昨年度の交付実績をベース

に算定されたことによりまして、大幅な改善に

は至っていない状況でございます。

○星原 透議員 いろいろ知事から説明あるい

は理由が述べられたところでありますが、私

は、九州で２年連続で最下位だった、その点が

大変残念だと思っております。そこで、来年度

の地域自主戦略交付金の確保に向けてどのよう

に取り組んでいかれるのか、知事に再度お伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） この地域自主戦略交付

金は、極めて重要な財源であるというふうに考

えておりまして、来年度に向けて、本県が必要

とする配分額の確保を図るためにということ

で、まずは国において、地方が必要とします交

付金の総額、全体のパイをしっかり確保してい

ただきたいということ。さらに、本県にとって

有利となります客観的指標による配分を―１

年目は１割程度、今年度は２割程度に上がって

きております。内閣府のほうも基本的にはそれ

を高める方向であるということでございますが

―さらに高めていただきたいというようなこ

と。さらに、社会資本整備のおくれている地方

の実情や財政力の弱い団体に配慮した配分方法
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とすることなどが非常に重要である。今のよう

なポイントにつきまして、７月に国の担当副大

臣にも要望し、さらには、内閣府に私みずから

参りまして事務方と意見交換をし、必要な見直

しを求めてきたところであります。私は全国知

事会の一括交付金部会の委員にもなっておりま

すので、引き続き、全国知事会を通じても必要

な意見を申し上げながら、社会資本整備総合交

付金等も含めた本県が必要とする交付金総額の

確保に向けて、さらに国に働きかけてまいりた

いと考えております。

○星原 透議員 知事にお願いなんですが、こ

のような新しい制度がスタートするときには

―やはり県民は、知事、副知事は中央から見

えているわけですから、中央とのパイプそうい

う政治的手腕に期待して知事を選んだ、そのよ

うに思っております。ぜひ来年度こそ１円でも

多くの交付金を確保する努力をしていただきま

すよう要望いたしておきます。

次に、商工会についてお伺いいたします。

商工会は、地域の事業者が業種に関係なく会

員となって、お互いの事業の発展や地域の発展

のために総合的な活動を行う団体であります。

また、国や道府県の中小企業施策はもちろんの

こと、小規模企業施策、経営改善普及事業の実

施機関でもあり、小規模事業者の皆さんを支援

するためにさまざまな事業をしております。と

ころで、県内の商工会会員は中小零細企業が多

い上、公共工事の減少等により、主要会員であ

る建設業者の倒産や廃業、さらに、市町村合併

にあわせて商工会の合併の話も出ております。

そこで、県内の商工会の現状と認識について、

商工観光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 商工会

は、身近で利便性の高い支援機関として、経営

・金融相談や講習会の開催等に加え、経営革新

や新規創業など地域商工業者のニーズに対応し

た取り組みを行っており、本県商工業の振興に

大変重要な役割を果たしていると考えておりま

す。しかしながら、商工会を取り巻く環境は、

少子高齢化による人口減少や消費行動の広域

化、多様化などにより事業所数や会員数が減少

しているなど、その運営は厳しい状況にありま

す。このような状況を踏まえまして、県商工会

連合会では昨年度、今後の商工会組織のあり方

を検討するために、地域ブロックを代表する商

工会会長から成る運営基本問題委員会を設置

し、今年３月に同委員会から提言がなされたと

ころであります。この提言では、「各商工会が

主体となって、経済圏や生活圏、さらには会員

事業者の利便性等に配慮した上で、将来を見据

えた最良のあり方を検討し、26年度中の新体制

のスタートを目指す」とされております。現

在、この提言を受け、各商工会においてそれぞ

れ検討がなされていると伺っておりますので、

県といたしましては、その検討状況を踏まえな

がら必要に応じて助言等を行ってまいりたいと

考えております。

○星原 透議員 次に、小規模企業は、地域経

済、地域社会において地元の資源や技術の活

用、雇用の場の提供等、地元に密着した活動を

通じて大きな役割を果たしてきております。一

方で小規模企業は、情報収集や資金調達、人材

確保など経営全般にわたってハンディキャップ

を抱えております。そこで、県が実施している

小規模企業に対する育成支援対策としてどのよ

うな事業があるのか。また、商工会の経営指導

員等の確保と今後の見込み、そして補助金の拡

充等について、商工観光労働部長にお伺いをい

たします。
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○商工観光労働部長（米原隆夫君） 小規模企

業を含む中小企業対策につきましては、本県経

済の活性化を図る上で大変重要な政策課題であ

ることから、さまざまな施策を展開しておりま

す。この中で特に小規模企業対策といたしまし

て、その中核的な役割を担う商工会等に対し人

件費や事業費を支援することにより、巡回指導

等による身近な経営・金融相談、経営革新や新

規創業等、専門的で多岐にわたる支援を行って

いるところであります。また、このような商工

会等の取り組みを支えている経営指導員等につ

きましては、厳しい財政状況の中ではあります

が、引き続き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。

○星原 透議員 次に、商工会と市町村は地域

の発展にともに協力して取り組んできておりま

すが、双方が連携して実施している活性化イベ

ント等の地域振興事業に対する県の支援と今後

の取り組みについて、商工観光労働部長にお伺

いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 商工会

は、地域振興事業として、市町村等と連携しな

がら商店街の大売り出し事業やプレミアムつき

商品券発行事業等に取り組んでおります。ま

た、県におきましても従来から、地域資源を生

かした商品開発や販路拡大事業のほか、観光Ｐ

Ｒ事業、スポーツによるまちづくり事業等、商

工会が行う地域振興事業に対して支援をしてき

ております。これらの取り組みはいずれも、商

工業の振興、ひいては地域活性化につながるも

のでありますので、引き続き支援を行ってまい

りたいと考えております。

○星原 透議員 地域の商工会は、本当に景気

が悪い関係で、店を閉めたり倒産したりという

状況の中で、会員の維持とこれからの地域の活

性化のために頑張っておるところでありますか

ら、できる限りの支援をお願いいたしたいと思

います。

次に、新たな成長産業への取り組みについて

伺います。

私は、本県の基幹産業である農畜産業を新た

な成長産業に育成していくためには、これまで

の素材供給型産地から抜け出して、素材を加工

して高い付加価値をつけ製品にして販売する方

法や、販売先の開拓まで取り組む必要があると

幾度となく言ってきました。一方、農業経営を

取り巻く情勢は、燃油や生産資材等の生産コス

トが高くなる中で、農産物価格は低迷し、回復

する兆しが見通せない状況にあります。今後、

本県農業者がもうかるためには、これまでのよ

うに生産に視点を置いた対策だけでは限界があ

ります。さらに、右肩上がりの販売額も期待で

きないことから、今後は、素材をそのまま販売

するのではなく、農商工連携や６次産業化のよ

うに、本県で生産から加工、販売まで一体的に

行う取り組みが必要であると考えております。

そこで、既に先進的な農業法人等では、６次産

業化や農商工連携を積極的に進めながら自社で

加工場を整備する法人も出てきております。こ

のような取り組みは、関連する産業の裾野が広

い分、地域経済にさまざまな効果が生まれるの

ではないかと期待をされております。そこで、

本県の農業法人等が農畜産物を加工して高付加

価値化に取り組んでいる現状と今後の方向性に

ついて、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県が実施いた

しました平成24年の農業法人実態調査によりま

すと、県内で92法人が加工等に取り組んでお

り、例えば、米粉を活用したお菓子など新商品

の開発と直売所・カフェの展開や、自社生産の
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銘柄豚の直売やレストラン経営、また、加工業

務用野菜を生産し大規模な冷凍加工施設で処理

加工、販売を行う取り組みなどの事例がござい

ます。農畜産物を加工、販売し付加価値を高め

る取り組みは、「儲かる農業」の実現や雇用の

確保、また、地域経済の活性化を図る上でも大

変重要でありますので、県としましては、農業

振興公社が派遣するプランナーによるきめ細や

かなサポートや、農業経営多角化チャレンジ塾

の開催によるスキルアップ対策等により、今後

とも積極的に支援してまいりたいと存じます。

○星原 透議員 次に、販路開拓や販売戦略の

重要性と今後の取り組みについて伺います。消

費者やスーパーなど量販店が何を求め望んでい

るのか、そのニーズを的確に見きわめ、価格や

加工、デザインなどの開発や情報を集めてマー

ケットニーズの把握をするなど、営業力が重要

であります。これまで県は、販売や営業に対す

る取り組みが欠けており、今後は、素材生産か

ら加工に至るまでの情報収集をしながら、ま

た、マーケットに情報を発信し有利な販売や営

業を進めていくために、県として、これまでの

部局縦割りではなく横断的な取り組みを進め、

販売戦略課や販路開拓課のような推進組織を設

置することが今こそ必要ではないかと考えてお

ります。これらを具体的に進めるには、行政組

織だけでは一定の限界がありますので、私は、

海外にまで販路を広げるためには商社ＯＢなど

の経験者を登用するなど、行政と産業界が一体

となれる組織の工夫も必要だと思います。そこ

で、マーケットニーズに対応した販売戦略の重

要性とその方向性について、総合政策部長にお

伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 本県の強みで

あります豊富な農水産物を生かして総合的な食

品関連産業の振興を図るためには、よいものを

つくれば売れるという考えではなく、市場の顧

客ニーズを酌み取った製品やサービスをつくっ

ていくという、いわゆるマーケットインの考え

方をもとに、生産、加工・製造、流通・販売の

全ての段階において販路を見通した取り組みが

重要でございます。これまでも農水産物や加工

品の販路開拓に取り組んできたところでありま

すが、地域間、国際間の競争が激化する中、戦

略的に販路拡大していくためには、マーケット

情報を集約し共有し合うためのネットワークの

構築や、産地情報、県内企業の加工技術情報の

集約化、さらには、マーケットニーズにこたえ

られる出荷体制、納品体制づくりが鍵を握ると

考えております。これまで関係部局と連携して

県内外の現地調査や課題の抽出等を行ってまい

りました。さらに現地調査や意見の交換等を重

ねながら、産業間や異業種との有機的な連携に

よります総合的な食品関連産業の構築に努めて

まいりたいと考えております。

○星原 透議員 次に、食品加工の取り組みに

ついて伺います。現在、ブロイラーについては

県内での処理が進んでおりますが、牛、豚につ

いては屠畜処理を県外に多く依存している状況

にあります。このため、その後の加工について

も関連産業の多くを県外に頼っており、本県の

豊富な畜産資源を十分に生かし切れていないこ

とが、結果として農家の所得向上に結びつかな

い要因の一つになっております。一方、県内に

おいては耕種部門において冷凍加工野菜工場の

整備等も進みつつあり、加工部門における耕畜

連携が重要になってきております。そこで、畜

産と耕種との連携を含めた加工事業への取り組

み事例、今後の方向性について、農政水産部長

にお伺いいたします。
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○農政水産部長（岡村 巖君） 県では、口蹄

疫での経験を生かし、本県農業の安定的な発展

を図るため、畜産と耕種のバランスのとれた地

域農業への構造転換の実現を目指すとともに、

６次産業化や農商工連携の取り組みを進めてい

るところでございます。このような中、ミヤチ

クにおいては昨年度、総菜製造ラインを整備

し、県産の食肉や野菜を使った加工品の製造を

始めるとともに、ピーマンの肉詰め等の開発も

進めております。また、県内の畜産農家が加工

した豚肉ハンバーグと耕種農家がつくった米粉

パンを使ったハンバーガーの販売が開始される

など、新たな取り組みも芽生えてきておりま

す。県といたしましては今後とも、生産におけ

る耕畜連携はもとよりですが、加工部門につい

ても積極的に連携を推進してまいりたいと考え

ております。

○星原 透議員 次に、本県は農業を基幹産業

にしており、安心・安全で新鮮なおいしい農畜

産物を有利に手に入れられる環境にあります。

そこで、素材供給型から高付加価値型への転換

を積極的に図ることにより、本県の加工を含め

た食品産業は今後さらに成長が期待できると考

えております。県や団体、農家を初め地元中小

企業等が連携して、生産から加工・製造まで裾

野の広い食品産業、フードサービスへの参入に

取り組むとともに、県内外の食品企業の誘致を

積極的に進めることで、県内一円において地域

経済の活性化や雇用の場の拡大が図られると考

えます。そこで知事に伺います。本県における

農業や食料品製造業の振興を通した地域活性化

や雇用拡大に向けた取り組みの方向性について

伺います。

○知事（河野俊嗣君） 国全体で見ましても、

食品関連の農業、製造業、飲食業、流通業等の

国内生産額はトータルで約100兆円と、我が国産

業の最大のセクターの一つとなっております。

良質かつ安全な食料の供給を通して豊かな生活

を支えておりますし、特に地域の産業や雇用を

支える重要な役割を担っているわけでありま

す。とりわけ本県について考えてみますと、我

が国有数の農水産物の供給県でありますととも

に、食品・飲料等の出荷額が製造品出荷額全体

の約３分の１を占めるなど、食品関連産業はま

さに本県の基幹産業であります。国内市場のみ

ならず、成長著しい東アジアの大市場をにらみ

ながら、雇用と付加価値を創出することができ

る新たな成長産業としてさらに発展させる必要

があるという思いを強く持っておるところでご

ざいます。

このため、アクションプランにおきまして

は、フードビジネス展開プログラムを重点施策

の一つに位置づけておりまして、農商工連携・

６次産業化の推進やみやざきブランドの新たな

展開、国内外への販路開拓・拡大の推進、食品

関連企業の立地促進等を一層強化し、総合的な

食品関連産業の構築に官民一体となって取り組

むことによりまして、本県の地域活性化や雇用

の拡大につなげてまいりたいと考えておりま

す。

○星原 透議員 それぞれ答弁いただきまし

た。知事にお願いでありますが、ぜひ販売戦略

課、販路開拓課等の設置と専門分野の民間人の

採用をしていただいて、販売等に積極的に取り

組んでいただきますよう要望しておきます。

次に、道路橋の耐震対策について伺います。

東日本大震災のような地震や津波が発生した

場合、道路や道路橋、トンネルなどの道路施設

がしっかりと機能を果たしてくれるかが、県民

にとって安心・安全な日常生活を送る上で最も
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重要であります。ところで、南海トラフや日向

灘地震が近い将来発生した場合、高度経済成長

期に建設された多くの道路橋の老朽化が心配で

あります。道路橋を適切に保全するために、点

検、維持、補修など実施されているとは思いま

すが、課題を的確に見つけて対応しなければ安

全性を確保できなくなります。そこで、県が管

理する道路橋の耐震対策の状況について、県土

整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 橋梁の耐震対

策につきましては、現在、災害時における救急

・救命活動を支える緊急輸送道路として指定を

しております路線を優先して整備を進めている

ところでございます。対象となります橋梁は149

橋ございまして、今年度中には工事を終える予

定であります。なお、県が管理しております橋

梁は全体で2,000橋ございまして、今後、緊急輸

送道路以外の路線につきましても、順次、耐震

性の調査をした上で対策を実施することとして

おります。

○星原 透議員 次に、通学路の危険箇所につ

いて伺います。本年４月に京都府亀岡市で発生

した、登校中の児童の列に車が突っ込み死傷者

が出るという痛ましい事故を初め、児童等が巻

き込まれる交通事故が相次いでおります。これ

らの事故を受けて、文部科学省、国土交通省、

警察庁では相互に連携し通学路の交通安全の確

保に関する取り組みを行うことになり、５月末

の関係省庁副大臣会議において、国レベルの連

携体制の強化、地域レベルの関係機関による連

携体制の整備、緊急合同点検の実施が決定され

たところであります。緊急合同点検について

は、公立小学校等を対象として、学校、道路管

理者、警察が連携し、保護者、地域住民等の協

力を得ながら８月末を目途に実施し、その後、

国に報告することになっているとのことであり

ます。そこで、本県の通学路の危険箇所合同点

検の実施状況について、県土整備部長にお伺い

いたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 通学路の点検

につきましては、県内の小学校及び特別支援学

校の257校を対象としまして、学校ごとに、教育

委員会など学校関係者を中心に道路管理者、そ

れに警察も加わりまして、幅が狭い道路や大型

車が頻繁に通る道路など、交通安全上危険と思

われる箇所の点検を合同で行ったところでござ

います。年内には関係者間で協議を行いまして

対策を取りまとめることとしておりまして、県

といたしましては、その結果を踏まえ必要な対

策を実施し、通学路の安全確保に取り組んでま

いりたいと考えております。

○星原 透議員 次に、地元の皆さんが、河川

に土砂が堆積して草木や竹等が茂っていること

から、台風や豪雨等により堤防崩壊の危険や２

次災害のおそれがある、そういうようなことを

申されております。ぜひ、この堆積土砂の撤去

に取り組んでいただきたいと思います。そこ

で、県管理河川の土砂の堆積状況と今後の取り

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） 河川における

土砂の堆積状況につきましては、議員御指摘の

とおり、堆積傾向の河川もある一方で河床低下

傾向の河川もございまして、地域ごと、河川ご

とに状況は異なっております。堆積した土砂に

つきましては、日常的な河川巡視などによりま

してその状況を把握し、家屋の浸水被害のおそ

れがあるなど治水上支障のある箇所において対

策を実施しており、過去５年間におきまして

は、おおよそ20億円の予算を投入し約130万立方
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メートルを除去したところでございます。県に

おきましては、昨年度までに、堆積土砂除去の

実績など維持管理の履歴を蓄積していきます河

川のカルテを作成したところでありまして、今

後、これを有効に活用することで河川の状況を

さらに的確に把握するとともに、地域の皆様か

らの情報もいただきながら適切な維持管理に努

めてまいりたいと考えております。

○星原 透議員 それぞれ財政的にも厳しい中

でありますが、ぜひ予算等も確保していただい

て、本当に身近な─県民が生活に苦労されて

いるわけですから、その点についてぜひ、予算

等を確保して進めていただきたいとお願いをい

たしたいと思います。

次に、最後になりますが、カジノ合法化につ

いてお伺いをしてみたいと思います。

「特定複合観光施設区域の整備の推進に関す

る法律案」、この法案は、カジノを含む特定複

合観光施設（ＩＲ）の整備を総合的・集中的に

推進する体制の構築を規定しており、昨年８月

に、民主党、自民党、公明党など超党派の国会

議員で構成する国際観光産業振興議員連盟の総

会で決定されております。さらに、法案は第１

章から第３章で構成され、第１条から第23条ま

でに取りまとめられており、その中の第３条の

基本理念では、「地域の創意工夫及び民間の活

力を活かした国際競争力の高い魅力ある滞在型

観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとと

もに、適切な国の監視及び管理の下で運営され

る健全なカジノ施設の収益が社会に還元される

ことを基本として行われるものとする」と規定

されております。また、法案では、ＩＲをカジ

ノや会議場、ホテルが一体となった施設で、特

別に認可された民間事業者が設置・運営するも

のと定義しており、ＩＲを整備できるのは、地

方公共団体の申請に基づいて国土交通大臣が認

定した特定複合観光施設区域のみとなっており

ます。法案の中身について述べてまいりました

が、まずは商工観光労働部長に、国会での状況

や他の都道府県の状況、法律に関する情報収集

の状況等についてお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） まず、国

の動きとしましては、議員の御質問にもありま

したように、昨年８月に、超党派の国会議員で

構成する議員連盟の総会において「特定複合観

光施設区域の整備の推進に関する法律案」が決

定し、その後、これを受けて民主党、自由民主

党両党の部門別会議等において検討が進められ

ておりましたが、これまでのところ法案の提出

にまでは至っていない状況であります。また、

都道府県の動きといたしましては、本県を含め

６都府県が参加しております地方自治体カジノ

協議会では、国の動向等について情報収集を

行っているほかは、近年、特に19年度以降大き

な動きがありませんが、このような中、全国的

には、例えば千葉県、大阪府、長崎県、沖縄県

などにおいて独自の調査研究や講演会の開催等

の取り組みがなされていると伺っております。

県といたしましては、このような国などの動き

について、引き続き情報収集に努めてまいりた

いと考えております。

○星原 透議員 できれば、ほかの都道府県に

先んじて、カジノの誘致を積極的に進めるため

に、庁内にカジノに関する情報収集や調査の研

究、誘致に向けて取り組むためのプロジェクト

チームをつくる考えはないか、商工観光労働部

長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 現状で

は、先ほどお答え申し上げましたように、前提

となります国における法整備の見通しが立って
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いない状況にありますが、当面、国の動向や関

係都道府県の取り組みなどを注視し、より一層

の情報収集に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○星原 透議員 私は、本県の観光施策の観点

から、カジノが地域振興や観光振興、経済や雇

用、税収面など大きな役割と効果をもたらすと

思っております。またあわせて、宮崎の魅力で

あるゴルフや温泉、観光地めぐりや農林水産物

などおいしい食を堪能してもらい、本県のすば

らしさをアピールする場が必要だと考えており

ます。そのことによって経済効果と雇用の増大

が大いに期待できるものと考えております。そ

こで、宮崎が生き残るためにはカジノ誘致が必

要だと思いますが、知事の考えをお伺いいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） カジノにつきまして、

私も昨年、トップセールスでマカオを訪れた際

に、そのにぎわいと活力を目の当たりにして、

非常にインパクトを受けたところでございま

す。モナコのカジノにも行ったことはあるんで

すが、それとはまた違った、ごくごくふだん着

の方が大勢テーブルに群がって、大変なお金が

動いているというふうなことでございまして、

アジアにおいて非常に大きな集客力、それによ

る地域経済や雇用面での効果も期待できるので

はないかと考えておるところでございます。一

方で、治安の問題だとか青少年に対する悪影響

などの課題も懸念をされておるところでござい

ます。私は、総務省におりましたときに、超党

派でカジノを研究しておられる勉強会の総務省

側の窓口の仕事をしておったこともあるわけで

ございますが、そのときにも、いろんな大きな

効果は期待できるもののいろんな心配もある。

国民の理解が得られるだろうか、そういうよう

な真剣な議論が展開されておったところでござ

います。

カジノ実現のためには、まずは国による法整

備が必要でございますが、現状ではまだまだ見

通しがつかない状況でありまして、関心を持っ

てその動向に注目しておるところでございま

す。大変今心配しておりますのは、「カジノ」

という名前、そのイメージだけで賛成だ反対だ

という議論がふわふわ動いてしまうことでござ

います。問題は、例えば道州制なり出先機関の

廃止と同じでありまして、いろんな問題が懸念

されていることに対して、どのような制度をつ

くって、自治体としてどうかかわって、例えば

収益がどういうふうに配分されてとか、そうい

う全体の仕組みを明らかにしていく作業が必要

なのではないかと思っております。カジノの誘

致という御指摘がありましたが、大事なこと

は、県民の皆様の御理解をいただくことが重要

だと考えております。国におきまして制度化に

向けた方針などが明らかにされる段階になりま

したら、県民の皆様と幅広い意見交換をさせて

いただきながら、しかるべき対応を図ってまい

りたいと考えております。

○星原 透議員 知事は今、国による法制度化

に向けた方針等が明らかにされるような段階に

なりましたら、県民の皆様と幅広い意見交換を

しながら検討してまいりたいという答弁であり

ましたが、昨年、法案はでき上がっておるわけ

であります。ですから、プロジェクトチームな

どを設置して、宮崎に必要かだめなのか、その

検討をしていく必要があるのではないかと考え

ておりますので、前向きに取り組まれるよう要

望いたしておきます。

ところで、今回の私の質問は、社会資本整備

がおくれ、県民所得が低く、また自主財源比率
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の低い本県にとって、何としても、財源を求め

るためには税収をふやす政策が必要であると

思っております。国や県の借金は年々ふえる状

況の中で、交付税などの補助金は年々減額され

てきております。そうなれば、今後は、少ない

予算をいかにうまく活用していくかとなります

と、アイデアや知恵を出し、新しい発想や感覚

で常に費用対効果を求めていくことが重要だと

考えております。費用対効果は、事業の効果を

上げる方法や、人がふえたり人材が育ったり、

また、住み心地がよく生活環境が豊かになるな

ど、県民の福祉向上になれば効果が発揮された

ことになります。そのためには、何としても景

気・雇用対策に力を入れていき経済を活性化さ

せることであります。若い人の働く場所の確保

や地域の小規模事業者が生き残っていくための

政策、そして第１次産業が元気になり夜の町が

にぎわいを取り戻す政策など、どうすれば宮崎

が元気になるのかということを、常に政策を実

行する場合には考えることが重要ではないかと

思いながら、今回の質問をさせていただいたと

ころでございます。どうか知事にはリーダー

シップを発揮していただきますようにお願いを

いたしまして、全ての質問を終わります。（拍

手）

○中野一則副議長 次は、蓬原正三議員。

○蓬原正三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。あと１時間おつき合いいただきたい

と思います。

ウナギの養殖量産技術が確立されつつありま

す。都城市から車で１時間、鹿児島県志布志市

にある独立行政法人水産総合研究センターが完

全養殖に成功いたしました。完全養殖とは、人

の手で育てたウナギから卵を産ませ、その卵か

らシラスウナギへと育て、卵を産める次の世代

の親ウナギまで育てることでありまして、この

研究には何と40年の歳月を要したそうでありま

す。世界初の快挙であります。養殖量産技術確

立となれば、もはやシラスウナギの採捕量に一

喜一憂する必要はありません。先月、同研究セ

ンターの見学に参りましたが、ことしはシラス

ウナギ不漁に悩まされた年であっただけに、目

からうろこの落ちる思いでありました。

以上、朗報を御報告申し上げ、知事には１

件、知事に就任して間もなく２年が経過しよう

としておりますが、御自身の政策提案「みやざ

き新生」をどのように評価されているのかお聞

かせください。

後は自席から行います。６番の理科離れは割

愛をいたします。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。

私の政策提案の評価についてであります。私

は、選挙の際に県民の皆様にお示しした政策提

案を具体化するために、総合計画を初めとする

各種の計画に、今後４年間重点的に取り組む施

策を設定し、具体的な展開を図ってまいりまし

た。その推進に当たりましては、工程表を策定

の上、スピード感を持って取り組みを進めてき

たところであります。知事に就任してのこの１

年７カ月を振り返りますと、就任直後より、ま

た当日から、鳥インフルエンザを初め新燃岳の

噴火、東日本大震災と大規模な災害が相次ぎ、

厳しい県政運営を余儀なくされたところであり

ます。まだまだ取り組むべき課題は多々ありま

すものの、先日の外部評価委員の評価結果にも

ありますとおり、取り組みはおおむね順調に進

んでいるものというふうに考えております。た

だ、御指摘がありましたような経済の問題、防



- 269 -

災対策の問題さまざまな課題につきまして、今

後とも残された任期、全力で取り組んでまいり

たい、そのように考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○蓬原正三議員 知事にあと１件伺います。多

くの議員の質問にもありますように、知事に強

いリーダーシップを求める声が強いようであり

ます。来年度の大きな目玉となる目標をお示し

いただきたいのであります。お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 本県におきましては、

相次ぐ災害による停滞した経済の問題、それか

ら災害等への対応を強化していくという大きな

課題が山積しておりまして、こうしたことを最

優先課題ということで今年度の当初予算の編成

をし、また全力で取り組んできたところでござ

います。アクションプランも今年度で折り返し

となるわけでございます。来年度の目標という

ことでございました。さまざまな災害からの復

興というものを掲げて取り組んでまいりました

が、今後は、「復興からさらなる新たな成長

へ」ということを合い言葉にしていく、目標に

していく必要があろうかと考えております。具

体的な課題設定といたしましては、先ほども議

論がございました、フードビジネスの展開であ

りますとか、環境・新エネルギーの先進地づく

り、あるいはメディカルバレー構想やアジア市

場の開拓など、こういったテーマにつきまして

県民一丸となって取り組んでまいりたいと考え

ております。

○蓬原正三議員 大きなスローガンみたいな目

標が欲しかったんですけど、今回はこの程度に

しておきたいと思います。

国民体育大会について、４点ほど伺います。

甲子園については後藤議員から詳しく質問があ

りましたので、省略します。

知事のみやざき新生の基本政策３「人財」づ

くり②の中に、国体での上位成績を目指すとあ

ります。そこで、まずお聞きしておきたいの

は、「上位」の定義であります。47位を３分割

して、１～15位を上位、16～30位を中位、31

～47位を下位、すなわち松・竹・梅としたとき

にどの位置を指して、つまり目標としておられ

るのかはっきりとお示しいただきたいのであり

ます。お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 昨年の国体の成績、久

しぶりに天皇杯順位が28位と大躍進をし、県民

の皆様に大きな感動、元気をいただいたものと

いうふうに考えております。そういったことか

ら、スポーツのもたらす元気、それから競技力

スポーツの強化という観点から、今御指摘があ

りましたような国体の上位ということを掲げて

おるわけでございますが、今申しましたような

各競技ごとの成績と全ての競技成績を合わせた

総合成績である天皇杯順位―それぞれの成績

と総合成績があるわけでありますが、私が国体

上位入賞というものを掲げたのは、まずはそれ

ぞれの競技で上位入賞、ベスト８を目指してい

ただきたいというものがございます。それから

全体の総合成績ということを申し上げますと、

本県の過去の実績などを踏まえまして、県の総

合計画で示しております天皇杯順位30位台を目

標にしているということでございます。議員の

整理に基づいて申し上げますと「梅の上」とい

うことになろうかと考えておるところでござい

ます。

それから、先ほどの答弁の中でスローガンの

ようなものという話がございました。少し分解

してお話をしてしまったわけでございますが、

合い言葉というかスローガンとしては、「復興

から新たな成長へ」ということをイメージして
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おるところでございます。以上であります。

○蓬原正三議員 「梅の上」ということでござ

いますから、30～47位を上中下でいきますと30

～35位、昨年はたまたま28位でしたが、これま

での過去９年はほとんど40位前後でありますか

ら、これもかなり頑張らないと到達はできない

と思いますが、そういう目標でひとつ一丸と

なって教育委員会も頑張っていただきたいと思

います。

そこで、昨年の山口大会では41位から28位に

急上昇いたしました。ここ10年来、初めて中

位、いわゆる竹グループに入ったわけでありま

すが、総合得点も729.5点から919点、189.5点の

伸びを示しております。この分析と評価をお聞

かせください。教育長お願いします。

○教育長（飛田 洋君） 議員おっしゃいまし

たように、昨年は総合成績である天皇杯順位

が28位となり、24年ぶりの20位台を達成するこ

とができました。好成績をおさめた要因としま

しては、ウエイトリフティング、カヌー競技が

着実に得点を獲得したこと、ソフトボールの成

年男子やバスケットボール少年男子の優勝を初

めとする団体競技での上位入賞の増加、少年種

別の活躍に加えて成年種別の健闘があったこと

などが挙げられます。私も激励に行ったんです

が、選手の皆さんとお会いしましたら、「口蹄

疫等で大変な状況にある宮崎に絶対元気を持っ

て帰りたい」というようなことを言ってくださ

いました。恐らくそういう思いが、競争すべき

ところで競り勝ってくれてベスト８入りを果た

してくれたと思います。一方で、男子に比べる

と女子の得点が少ない状況もあることから、女

子の強化が課題であると捉えております。今後

とも、関係団体としっかり連携してさらなる競

技力の向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○蓬原正三議員 オリンピックでは、なでしこ

ジャパン、女性のパワーが相当なものでありま

したが、本県の場合はまだまだ、ひむかなでし

こ宮崎の力が足りないようでありますから、そ

のあたりも大いに力を入れていただくとありが

たいと思っています。

次に移ります。過去10大会、40種目の全種目

区分別得点状況一覧表を確認してみました。そ

の年によってばらつきはありますが、スケー

ト、スキー、アイスホッケーなどのウインター

スポーツを初め、ラグビー、クレー射撃、相

撲、アーチェリー、なぎなた、ボートの９種目

が10年間無得点であります。ちなみにこの競技

連盟の会長は、井本議員が相撲協会長、横田議

員がなぎなたの会長、私は自転車競技連盟の会

長でありますが、ついでながらさらに申し上げ

ますと、十屋議員がバスケットの副会長、中野

廣明議員が馬術連盟の会長ということでござい

ます。ほかにいらっしゃるかもしれませんが、

あとは調べがついておりません。

一方、通算で得点が大きいのは、トップ10、

上から順に、先ほど出ましたウエイトリフティ

ング、カヌー、陸上、ソフトボール、レスリン

グ、柔道、弓道、サッカー、体操、バスケット

となっております。総じて未普及競技―我々

はマイナースポーツと申しますが―の得点力

が弱いのは間違いないようであります。また、

昨年のように、トップ10のソフトボール、バス

ケット、サッカーに加えて軟式野球などの団体

競技がまとまってよい成績をおさめたときは、

団体競技の配点が大きいために総合順位が上が

るという構図となっているように見えます。総

合順位を上げるためには、まず未普及競技の競

技力向上に力を注ぐことと、団体競技のさらな
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る競技力向上を図ることが重要だということが

見えてまいります。そこで教育長にお尋ねいた

します。総合順位アップのためには、未普及競

技の競技力向上を図ることと、各競技連盟の

トップ役員から一人一人の選手に至るまで、競

技力向上はもちろん、国体上位入賞という意識

の徹底を図る必要があるのではないかと思いま

すが、御見解をお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 県では、競技力向上

推進本部を設置し、総合的な競技力向上対策の

検討や効果的な取り組みの推進に努めていると

ころですが、競技人口や指導者の少ない未普及

競技の振興も課題の一つとして捉え、指導者の

確保や競技者発掘、さらにはスポーツ教室の開

催等を通して育成と強化に取り組んでいるとこ

ろであります。また、各競技団体の理事長や強

化委員長などによる選手強化対策会議の年３回

の開催や、選手が強い自覚を持つよう国体候補

選手を指定するなど、国体に向けた意識の高揚

を図っております。さらに、国体に向けての特

集を組んでいただくなどマスコミとの連携や

ホームページ等による情報発信に努め、県民の

皆さんの関心を高める取り組みを行っていると

ころであります。今後ともこれらの取り組みの

一層の充実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、施設について伺いま

す。後藤議員からありましたからダブるかもし

れませんが、改めて、重要なことだと思います

ので聞きます。競技力を向上させるためには競

技人口の裾野を広げることが重要だと言われま

す。そのためには施設の充実も大変重要なこと

であります。全県的に見て、市町村との役割分

担を明確にしながら、この地域にはこの施設な

どなど施設をバランスよく配置すべきだと考え

ます。財政状況が悪い中であればこそ、中長期

的なスパンでの計画を持つ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（飛田 洋君） 国体を初めとする全

国規模の大会等において活躍できる選手を育成

するためには、人材発掘や指導者の養成、施設

の充実が大切な要素であると考えております。

その一つであります施設につきましては、県有

のスポーツ施設だけではなく市町村のスポーツ

施設等も活用させていただいているところであ

りますが、特に県有スポーツ施設の多くは整備

後30年以上が経過し老朽化いたしております

が、可能な限り定期的な改修や維持補修を行

い、少しでもいい環境で活躍いただけるように

努めているところであります。今後、国体開催

の検討がなされる際に、県総合運動公園等の施

設の計画的な改修や整備について検討すること

が必要になってくるものと考えております。

○蓬原正三議員 国体については以上です。

あと一点、維新八策について知事にお尋ねす

るつもりでしたが、鳥飼議員から質問がありま

したので、省略します。ただ、都市だけに視点

を置いた地方切り捨ての論理には、知事もはっ

きりと、対抗する意思をさらに強く持っていた

だきますようにお願いして、次に移ります。

地域の要望について、数点お尋ねします。我

田引水的な質問でありますが、お許しくださ

い。

知事は、「知事とのふれあいフォーラム」を

県内各地で開催されております。県民との意見

交換を通じて、地域の抱える諸問題についての

認識が新たになることも多々あろうかと思いま

す。先般は三股町で開催されました。そこでお

尋ねいたします。都城北諸圏域についての振興
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策をどのように考えておられるのかお聞かせく

ださい。なぜかといいますと、各土木事務所別

の県公共事業量の過去５年間の投資額を人口比

で見た場合、当管内が最下位であること。ま

た、各農林振興局単位別の公共事業でも、中部

農林に次いで北諸農林が少ないとの指摘、声が

大きいからであります。お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 都城北諸圏域について

ということでございます。この前、三股町での

ふれあいフォーラムのときの議論におきまして

も、「盆地」というような言葉で広い意味での

圏域を捉えた御意見、御提言があったのが非常

に印象に残っておるところでございます。この

圏域は全国有数の食料生産基地であろうかと考

えておりまして、食品産業など製造業の集積す

る工業地域として本県を代表する産業地帯であ

りますとともに、関之尾の滝や長田峡など風光

明媚な観光資源にも恵まれている豊かな地域で

あろうと考えております。加えて、南九州の

リーディングシティを創造しようとしますサブ

シティ構想の推進でありますとか、さらには県

境を越えた長い地域連携の歴史を生かして、平

成21年度には全国で初めて県境をまたいでの定

住自立圏を形成するなど、将来を見据えた先進

的な広域連携の取り組みも意欲的に進められて

いる地域だというふうに考えております。ジオ

パークに向けた取り組みも大変興味を持って見

ておるところでございます。こうしたさらなる

振興を図るためには、このポテンシャルをしっ

かり生かしていく必要があろうかと考えており

まして、県としましては、市町村間連携の取り

組みを引き続き支援をしながら、フードビジネ

スなど地域の強みを生かした産業の育成、さら

には、九州新幹線の開業効果を生かした観光資

源のさらなる磨き上げや情報発信の強化に努め

るとともに、都城志布志道路の早期完成に向け

た取り組みなど、この圏域の振興というものを

積極的に図ってまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 次に、具体的な事項について

５点ほどお尋ねいたします。毎年、都城北諸圏

域では年度の初めに都城市・三股町行政懇談会

が開催されます。市・町長並びに市・町議会か

らは地域の抱える政策課題が提起され、意見交

換の場を経て後、知事への要望活動を行ってお

ります。また、自民党県議団においては、地域

振興・産業振興調査会が都城地区において意見

交換会を行いました。行政とは別な角度から各

種団体のさまざまな意見や要望を賜りました

が、行政懇談会の政策課題とあわせ、主要な課

題についての対応、考えをお聞きしたいと思い

ます。

そのうちの一つであります目前の大きな課題

は、山之口のスマートインターと都城志布志道

路の整備でありますが、今もお話にもありまし

たし、都城志布志道路については徳重議員から

質問がありましたので省略しますが、とにかく

早い整備をお願いしておきたいと思います。

次に、道路の整備に関して２件、都城北郷線

長田地区の歩道整備、並びに都城霧島公園線と

財部庄内安久線との交差点右折レーンの設置に

ついての取り組み状況をお聞かせください。県

土整備部長にお願いします。要望が上がってい

るはずであります。

○県土整備部長（濱田良和君） まず、都城北

郷線長田地区につきましては、歩道がなく、大

型車の交通量が多いことから、歩行者の安全確

保のため、これまでに長田小学校を中心に約１

キロメートルの歩道を整備しております。今年

度は、整備が完了している箇所から都城市側の

延長約300メートルの区間におきまして歩道整備
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を行うこととしております。

次に、都城霧島公園線と財部庄内安久線との

交差点につきましては、交通事故も発生してお

り、安全対策の必要性は認識しておりますの

で、今後、公安委員会とも協議を行い、その対

応につきまして検討してまいりたいと考えてお

ります。

○蓬原正三議員 次に、県西の救急医療拠点に

対する支援についてであります。都城市と都城

市郡医師会では、市街地の南に位置している３

施設、救急医療センター、健康サービスセン

ター、市郡医師会病院の位置的偏在の解消、施

設・設備の老朽化・狭隘化問題への対応、及び

県西までの広範囲な圏域を見据えた救急医療体

制の構築などの観点から、３施設をアクセス性

にすぐれた都城インターに近接したエリアに一

体的に移転整備することとし、現在、三股町と

も共同しながら、平成26年度開院を目指して事

業推進が図られております。この県西の救急医

療拠点に対する支援について、福祉保健部長の

御見解をお聞かせください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県西地域にお

ける救急医療につきましては、その拠点となる

都城市郡医師会病院及び救急医療センター等の

移転整備事業を、当該地域に係る地域医療再生

計画の最重点事業に位置づけておりまして、

約12億円の補助を行うことといたしておりま

す。このほか、周産期医療の中核施設でありま

す国立病院機構都城病院の産科手術室の整備

や、都城北諸県圏域11医療機関、西諸圏域２医

療機関が参加いたします周産期医療のネット

ワーク化などに対しましても助成を行っている

ところでございます。今後とも、地元市町村や

医師会等関係機関と十分連携を図りながら、救

急医療を初めとする地域医療提供体制の充実強

化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、浄化槽設置整備事業の

増額及び補助金の算定方法の見直しについてで

あります。三股町は、宮崎市と並び人口が日々

増加しております。しかも上流域の責任とし

て、町が浄化槽の設置を積極的に推進している

ことから、人口増加も相まって浄化槽設置の要

望がとても多い地域でございます。ところが、

ここ数年の県補助金の交付額の減少傾向に加え

て、交付要綱の改正により交付基準が財政力指

数のみとなったことも災いし、補助金が前年度

３割以上の減少となってしまい、８月には住民

からの交付申請に応じられない状況を呈してお

ります。三股町は過去、財政健全化に努めてき

たことから、他に比較し財政力指数の大変よい

町でありますが、財政健全化に努めてきたばか

りに、今度は県の補助金が削られるというのは

おかしな話ではないでしょうか。例えが悪いか

もしれませんが、「アリとキリギリス」の話で

アリさんが損をするでは困ります。補助金算定

の方法について見直しできないか。いや、すべ

きと考えますが、環境森林部長の御見解をお聞

かせください。

○環境森林部長（堀野 誠君） 浄化槽整備事

業につきましては、厳しい財政状況の中ではあ

りますが、平成26年度末の生活排水処理率の目

標である78.1％の達成に向けて、できる限りの

予算の確保に努めているところであります。ま

た、補助金の算定方法につきましては、本年度

から市町村の財政力をより重視した取り扱いに

したところであります。限られた財源の中で、

浄化槽整備を県全体で効果的に推進していくた

めに取り入れた方法でありますので、御理解を

いただきたいと存じます。

○蓬原正三議員 御理解はいただけません。お
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かしいと思います。財政健全化に一生懸命頑

張ってきた。その結果、今、財政状況はいい、

人口もふえている。それで、「あなたのところ

はお金があるからお金をやらない」というのは

おかしいと思います。先ほど「アリとキリギリ

ス」の話をしましたけど、アリさんが損する話

はおかしいと思いますので、後はまた委員会の

ほうにお願いをして、深く掘り下げていただき

たいと思います。

時間がありませんので、次に移ります。国

道222号牛の峠道路の工事再開の見通しについて

であります。この路線は、都城市から三股町を

経由して日南市につながる道路であります。

「牛の峠」の名のとおり、全線くねくねとカー

ブの多い道路でありましたが、17年前、日南市

側は整備が完了、一方、都城市側は三股町まで

新たな路線が整備されております。ところが、

三股町から先、日南市境のトンネルまで残すと

ころ７キロが未着工なのであります。12年前、

２市１町による協議会が組織、開催された後、

国道工事事務所も交えた検討会では、「諸般の

理由により当面は現道改良整備とし、新路線の

整備は休止」との結論を得ていたところであり

ますが、あれからじっと待つこと12年、東九州

の高速道路の完成も見通しがついた今、国にお

いてはそろそろ南に目を転じていただいて整備

再開のゴーサインを出してもらいたいと思うの

でありますが、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（濱田良和君） 国道222号牛の

峠道路につきましては、国の権限代行事業によ

りまして昭和42年度から事業が進められており

ましたが、このうち都城市尾平野から三股町寺

柱間の約７キロメートルのバイパス工事につき

ましては、多額の事業費が必要となるため、事

業効果などの観点から平成10年度に休止とされ

たところであります。このため県といたしまし

ては、国道222号の現道対策としまして、平成19

年度までに尾平野地区約１キロメートルを整備

し、現在、安久地区におきまして、大型車の離

合困難な箇所など５工区、約1.5キロメートルの

整備に取り組んでいるところでございます。現

在、県南地区におきましては、東九州自動車道

や国道10号都城道路及び国道220号の整備が国に

より進められておりまして、今後相当な事業費

が必要となりますが、県といたしましてもこれ

らの早期整備が重要な課題であると考えており

ます。したがいまして、このような状況を勘案

しますと、国道222号バイパス事業の再開は当面

困難であると考えております。

○蓬原正三議員 宮崎県の県議はたしか２名

だったと思います。にべもない返事でございま

したけれども、また、我々は我々なりに働きか

けをして頑張っていきたいと思います。

次に行きます。防災拠点について伺います。

ある団体の方から出された意見であります。一

つの大胆な発想としてお聞きください。都城盆

地は津波の心配は要りません。また、高速道路

が西九州や福岡につながる交通の要衝でありま

す。陸上自衛隊もあり、お隣、鹿児島県鹿屋市

には海上自衛隊も位置します。宮崎空港が津波

で使用不能となったとしても、約１時間のとこ

ろに鹿児島空港があります。津波被害の程度次

第ですが、これまた１時間の距離に海上輸送を

担う志布志港と錦江湾がございます。すなわち

防災機能は十分、いざというときの救援機能

を、地理的優位性からとても発揮しやすい地域

なのであります。人口も県内で２番目、大震災

時などにより県庁の機能の一部が損なわれた場

合に備えて、都城盆地にその機能を代替・補完
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するバックアップ拠点を検討してはどうかとの

意見でありますが、知事の御所見、感想をお聞

かせください。これは私見でございますが、そ

もそも戦国時代のその昔、いつ洪水に見舞われ

るかわからない河口などの平場にお城が築かれ

た例は珍しいのではないでしょうか。古来、有

名武将の城は高台などの戦略的要衝に築かれた

ものであります。知事お願いします。

○知事（河野俊嗣君） お話を伺いながら、こ

の圏域はポテンシャルの高い、すばらしいとこ

ろだということを改めて感じたところでござい

ます。

県におきましては、大規模な地震や津波、ま

たさまざまな危機事象が発生した場合に、県庁

の行政機能を維持することは大変重要な課題だ

という認識のもとに、今年度、県の本庁版ＢＣ

Ｐ（業務継続計画）を策定しまして、７月から

運用を開始したところであります。この計画の

中で本庁舎につきまして、大規模な災害、特に

地震の揺れに対する備えとしまして、早急に新

たな防災拠点施設を整備する必要があるという

ことで、外部の有識者の意見も聞きながら、現

在作業を進めておるところでございます。これ

に加えて、それでもなお本庁舎が使用できない

場合も想定をしておく必要があろうということ

で、このＢＣＰの中では、代替施設として使用

できるところを毎年度調査し、候補リストをつ

くって準備をすることとしております。この中

で具体的には、本庁周辺から県内各地に至るま

で５つの段階に分けて候補となる施設を例示し

ておりまして、県の都城総合庁舎もその中に含

めているということでございます。また、津波

被害で沿岸が被害を受けたときなどに、自衛隊

等の防災関係機関が集結する後方支援拠点につ

きましても県内各地に複数箇所設置することと

しておりまして、現在、具体的な候補地を選定

し、都城市とも協議を行っているところでござ

います。以上であります。

○蓬原正三議員 次に移ります。タンデム自転

車についてであります。タンデム自転車とは、

複数のサドルとペダルを装備し、複数人が前後

に並んで乗り同時に駆動することができる自転

車のことであります。通常２人乗りであります

が、３人、４人、５人乗りのものもあります。

道路標識などでは「タンデム車」と表記されて

おります。タンデム自転車に関し４点ほど、県

警本部長に伺います。

まず１点目は、自転車の乗車人員は、道路交

通法では乗車装置の数だけと決まっており、初

めから２人分の乗車装置の用意されたタンデム

車に問題はありませんが、地方自治体ごとに条

例、いわゆる道交法施行細則で細かいことが決

められていると聞いております。本県の施行細

則はどのような規制になっておりますかお聞か

せください。確認しておきたいと思います。県

警本部長。

○警察本部長（加藤達也君） 本県の道路交通

法施行細則でございますが、本県におきまして

は、タンデム自転車が通行できるのは自転車専

用道路または自転車歩行者専用道路でありま

す。なお、県内では、綾宮崎自転車道線及び宮

崎佐土原西都自転車道線などがございます。

○蓬原正三議員 タンデム自転車を観光地等で

見かけたことはあります。知人の話では、トラ

イアスロン等で視覚障がい者にタンデム自転車

が許可される例があると聞きましたが、本県で

タンデム自転車を許可したレースがあるのかど

うかお聞かせください。県警本部長。

○警察本部長（加藤達也君） 県内における自

転車レースは、昨年が２回、本年が３回開催さ
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れていますが、タンデム自転車は一般道路での

走行ができないことから、参加はありません。

○蓬原正三議員 いよいよ本題に入ります。東

日本大震災において自転車による移動や情報伝

達が有効であったことや、エコ、健康熱の高ま

りにより自転車の価値が大きく見直されてきて

おります。特にタンデム自転車は、高齢者や障

がい者など交通弱者にとってこの上ない手軽で

便利な乗り物であり、社会参加、いわゆるノー

マライゼーション社会の実現を促す意味でも大

変有効な手段であります。観光面においても、

近郊散策や近場の観光地めぐりをする上でその

利用価値は大変大きいと思われます。２人前後

に乗ることによって強い親近感が醸成されると

も聞きました。恋旅の地宮崎にはもってこいの

観光機材であります。これまでに５県が制限な

く走行可能と聞いております。本県において

も、ほか41県に先駆けて走行可能とすべきと思

いますが、県警本部長の御見解をお聞かせくだ

さい。

○警察本部長（加藤達也君） タンデム自転車

の規制緩和につきましては、これまで自治体や

自転車愛好者などから要望があり、また、既に

規制緩和をしている県もありますことから、現

在、タンデム自転車の安全性に関する調査や走

行実験を行っているところであります。

○蓬原正三議員 検討でなくて実験ということ

でございますので、実現の見通しは大変近いん

だなというふうに理解をいたしました。

次に、最後でありますが、自転車一般につい

て伺います。ヨーロッパでは、目的地までの遠

距離の自転車移動に、車両に自転車を持ち込め

ると聞いております。ＪＲ九州に対し行政の立

場から要望してほしいと思うのでありますが、

総合政策部長の御見解をお聞かせください。

○総合政策部長（稲用博美君） 自転車の列車

内への持ち込みにつきましては、ＪＲ九州によ

りますと、解体し、または折り畳んで専用の袋

に収納した場合以外は禁止されていると伺って

おります。ただ、一方で地方のローカル線など

一部の鉄道事業者では、自転車を折り畳まない

状態での持ち込みを容認して活性化につなげて

いる事例もございます。県といたしましては、

列車への自転車の持ち込みにつきましては、駅

ホームの改良の問題、あるいは安全性の確保な

どの課題がありますので、その実現可能性につ

きましてはＪＲ九州と相談してまいりたいと考

えております。

○蓬原正三議員 次に、農業についてでありま

す。

稲穂が頭を垂れつつ黄色く色づく季節であり

ます。害虫が発生していないかなど、ことしの

作況に気をもんでいるところに、台風16号の襲

来でありました。秋風にそよそよと吹かれてい

た稲も、一面地をはうかのようにすっかり倒伏

してしまいました。刈り取りまであと１カ月、

ことしの刈り取りには余分な汗をかかなくては

いけないようであります。

さて、平均以上に高齢化が進む農業・農村地

域の風景、田を見張る人々は皆70前後の人ばか

り、「あと10年じゃっど」という言葉がよく聞

かれます。あと10年もすると、地域の農業を支

える人はほとんどいないか、もしくはトラク

ターにも乗れなくなるという意味であります。

誰が地域農業を支えるのか、耕作放棄地になら

ないよう、誰が先祖伝来の土地を耕し守ってい

くのか。今、農村地域が抱える、近未来の処方

箋のない大きな課題であります。そこで、高齢

化、過疎化する農業・農村地域をどうやって守

るのか、果たして守れるのかとの観点から、以
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下３点ほど農政水産部長に質問をするものであ

ります。遅効性の漢方薬で結構ですから、処方

箋らしきものをお示しいただきたいと思うので

あります。

まず１番目、高齢化が進み、農村地域を支え

る人もいなくなる中、第七次農業・農村振興長

期計画で進めようとしている活性化策について

お聞かせください。私も穴があくほど読みまし

たが、確認をしておきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農村地域にお

いては、過疎化、高齢化等の進行により農業生

産活動や地域活力の低下が危惧されており、こ

の活性化を図っていくことは大きな課題となっ

ております。第七次農業・農村振興長期計画で

は、地域の営農を支えるために意欲ある多様な

担い手の育成を図るとともに、「連携と交流に

よる農村地域の再生」を一つの柱として掲げ、

農商工連携や６次産業化、都市と農村の交流な

ど幅広い取り組みを進めているところでござい

ます。また、将来にわたり農村地域が持続的に

発展していくためには、まず、農業が魅力ある

産業に成長し、他の産業や地域が有する人材、

技術、資金等の外部の経営資源を積極的に取り

込んでいけるようになることが何よりも重要と

考えております。

○蓬原正三議員 集落の優良農地を守るため

に、集落営農組織の育成や法人化が進められて

きました。これがこれまで有効な役割を果たし

てきたことに間違いはありませんが、先ほど申

し上げましたように、これまた組織の核になる

人々の高齢化によって将来の組織存続が危ぶま

れます。営農組織、法人化の現況と今後の見通

しについてお聞かせください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 集落単位で農

地の利用調整や産地振興を担う集落営農組織に

つきましては、地域農業の重要な担い手と認識

しており、農業改良普及センターを中心に市町

村やＪＡと連携しながら、強い指導力を発揮す

るリーダーの育成や組織化などを支援してまい

りました。この結果、平成23年度までに119の集

落営農が組織され、22組織では自立経営を目指

して法人化されておりますが、構成員の高齢化

の進展等により経営改善を図りにくい状況もご

ざいます。県といたしましては、今後の集落営

農の組織化、法人化の推進に当たっては、集落

の構成員である女性農業者や兼業農家などの多

様な農業者の参画を促進することで、集落単位

での６次産業化や契約生産による経営の多角化

を推進し、経営基盤の強化を図りながら若い担

い手の育つ魅力ある集落づくりに取り組んでま

いります。

○蓬原正三議員 先ほど「外部の経営資源」と

いう言葉もございましたが、これまで農村地域

には企業の参入について一種のアレルギーがご

ざいました。企業による土地保有が、転売等に

より農村集落を破壊してしまうのではないかと

の危惧からであります。ところが、先般の農地

法の所有はできないが借用はできるとの改正

で、状況は少しずつ変化してきたように感じま

す。まだまだ農業者の間に企業参入について理

解が深まったとは言えませんが、事ここに至っ

ては他産業からの参入もやむなき方策の一つで

あり、その方向にそろそろかじを切るべきとき

ではないかと感じます。本県の農業分野への企

業参入の現状と推進方策についてお聞かせくだ

さい。ちなみに、熊本県ではプロジェクトチー

ムをつくって企業を誘致、大分県では、専従職

員を置いて遊休農地など企業参入候補地を調査

するとともに、農機具購入費助成制度まで用意

していると聞いております。部長お願いしま
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す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県における

他産業からの参入の状況につきましては、平

成24年１月の農業法人実態調査によりますと、

これまでに90法人が建設業や食品製造業等から

参入をしております。県といたしましては、多

様な経営資源を持つ他産業の力を呼び込み本県

農業の振興を図るため、平成21年度から宮崎発

・大地を活かす農商工連携ビジネスモデル創出

事業により農業振興公社に参入相談窓口を設置

しており、具体的には、県内外のＩＴ企業や貿

易商社等が本県農業者と連携して参入する取り

組みを対象に、施設整備や新規雇用に係る費用

の支援を行っております。さらに、フードビジ

ネスという従来の農業の枠を超えた観点から全

庁的な検討を進め、新たな農業ビジネスモデル

の構築による農業・農村の活性化を図ってまい

りたいと考えております。

○蓬原正三議員 前途は多難だと思いますが、

一緒にまた頑張りたいと思います。

最後に、商工観光労働部長にお尋ねいたしま

す。企業誘致と聞けば、製造業と情報産業何社

との報告でありますが、今後は農政水産部とさ

らにさらに連携を図り、農業に参入する一般企

業の誘致も視野に入れて推進してはと考えます

が、御見解をお聞かせください。なぜなら、一

般企業に関する情報は商工観光労働部がはるか

に多く持っておられるはずだからであります。

ついでながら、この際、一般企業からの農業法

人も誘致企業数にカウントしてもよいように感

じますが、これについては今回は質問外としま

す。お願いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） これまで

も、農商工連携等による取り組みを支援します

とともに、企業立地という観点からも本県の豊

富な農林水産資源を生かした食品関連産業を重

点分野の一つとして定め、農業法人の食品加工

施設などを立地企業として認定してきたところ

であります。議員の御質問にありました点につ

きましては、近年、商工業から農業分野に参入

する企業もふえつつありますので、商工観光労

働部といたしましても今後、このような方向性

について農政水産部と十分連携をしてまいりた

いと考えております。

○蓬原正三議員 最後になりました。再生エネ

ルギーについてであります。

原発事故を契機に電力買い取り制度が７月に

スタートし、太陽光・風力・地熱・中小水力・

バイオマス発電等再生エネルギー導入の機運が

高まっていることは、先日来の代表質問、一般

質問で御指摘のとおりであります。現在、日本

の自然エネルギーの割合は、発電量で約10％、

水力を除けば１％にすぎないと言われておりま

すが、将来的に原発比率を下げるとするなら

ば、反比例して自然エネルギーの割合をふやし

ていくべきは当然のことであります。本県の新

エネルギービジョンは、平成15年に策定、平

成25年度を最終年度としておりましたが、技術

は日進月歩、５年一昔、もしかすると３年一昔

と言われる昨今、それを１年前倒しで策定され

ることは、大いに評価に値するものと考えま

す。策定状況や骨子については、これまでの質

問に答弁がありましたので、以下、小水力・洋

上風力発電、バイオマス発電の導入実現の可能

性について、４点ほど伺います。

まず、小水力発電についてであります。鹿児

島県では、小水力利用発電推進協議会を立ち上

げ民間資本で発電会社を設立されております。

横田議員の情報収集と強力な提案によりまし

て、清山部会長以下、外山衛議員、そして私と
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で鹿児島県議会に調査に参りました。関連する

執行部職員にも同行いただいております。民間

発電会社の名は株式会社九州発電、大変大きな

名前です。年内に４カ所建設予定であり、訪問

した８月16日も肝属町（旧内之浦町）と立地調

印を済ませたばかりで、15億円かけて3,500世帯

分、1,560キロワットの発電所を建設するとのこ

とでありました。地元自治体には固定資産

税1,200万円を見込み、加えて地域振興対策費を

支払うのだそうであります。６年先には、300キ

ロワットから2,000キロワットの発電所も40カ

所、総事業費240億円、２万4,000キロワット、

５万世帯分の発電を計画、年間20数億円の収益

を見込んでいるとのことであります。ダムは不

要、自然の落差を利用します。同協議会には、

理事に鹿児島大学教授を初め、全国小水力利用

推進協議会役員や立地自治体の首長、そして出

資民間会社役員が、顧問として国土交通省河川

事務所所長や県庁内関連部門の環境林務部や土

木部、農政部等の職員が名を連ねておられま

す。この小水力発電は、地元集落に水路の点検

や維持管理の一部を委託し水路の使用料や委託

費を支払うことで、水路保全や中山間地対策に

も有効であり、あわせて雇用などの経済効果も

期待が大きいところであります。現在、本県に

おいても協議会の設立準備が進められておりま

す。県の予算は不要、純然たる民間活力、民間

資本による自然エネルギーの地産地消、地産外

商であります。県はどのようにして関与してい

かれるおつもりか、環境森林部長の御見解をお

聞かせください。

○環境森林部長（堀野 誠君） 小水力発電に

つきましては、安定的に電力を供給できる発電

であり、あわせて豊富な降水量や高低差のある

地形など、本県の地域特性に適していることか

ら、有望な新エネルギーであると考えておりま

す。このため、現在、見直し作業を進めており

ます新エネルギービジョンにおきましても、太

陽光やバイオマスとあわせて小水力発電を、重

点的に導入を進める新エネルギーの一つとして

位置づけることとしており、積極的に導入促進

を図ってまいりたいと考えております。また、

鹿児島県と同様の協議会が設置された場合に

は、県としましては小水力発電を促進する立場

から、県がどのような役割を果たしていくかな

どについて検討していくことになると考えてお

ります。

○蓬原正三議員 次に、企業局長にお尋ねいた

します。本県は水力発電先進地であることは当

然のことであります。小水力発電について、企

業局の現在の取り組み状況並びに今後の方針に

ついてお聞かせください。

○企業局長（濵砂公一君） 企業局におきまし

ては現在、ことし４月に運転を開始いたしまし

た祝子第二発電所に引き続きまして、綾北ダム

の維持放流水を活用した発電や、治水ダムとし

ては初めてでございますが、日南ダムにおける

発電について、必要な調査あるいは関係機関と

の協議を進めているところでございます。ま

た、市町村等が計画いたします農業用水を利用

した小水力発電につきましても、関係部局と連

携し、今年度、諸塚村を初めといたしまして複

数の市町村において技術面での支援を行ってい

るところでございます。今後とも、これまで

培った技術やノウハウを活用して県内の小水力

発電を積極的に推進してまいりたいと考えてお

ります。

○蓬原正三議員 小水力発電の開発の可能性に

ついて伺います。先ほど申し上げました協議会

の成否にかかわる大変重要なことであります。
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鹿児島県の場合、300キロワットから2,000キロ

ワットまでの規模を開発すると聞いております

が、同程度の規模の開発可能地点は、企業局が

把握している範囲でどの程度あるのかお聞かせ

ください。企業局長お願いします。

○企業局長（濵砂公一君） 本県の水力発電に

つきましては御案内のとおりでございますが、

古くからの長い歴史がございまして、主要な地

点については、これまで企業局あるいは九州電

力などが開発をしてきたところでございます。

お尋ねの300キロワットから2,000キロワットの

規模の開発可能地点といたしましては、企業局

においてはこれまでに10カ所程度の適地調査を

行いまして、このうち経済性の高い数カ所につ

きまして今後検討を進めてまいりたいと考えて

おります。

なお、企業局といたしましては、県内に小水

力発電を普及させるためには、地域に身近に存

在する、これらの規模よりさらに小規模なもの

についても開発を進めていくことが有効と考え

ますので、市町村等への技術的支援などに取り

組んでまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 10カ所のうちの数カ所が経済

性が高いのではというような調査結果のようで

ありますが、これは、先ほど来申し上げますよ

うに、鹿児島と同じような協議会をつくるかつ

くらないかという大きな岐路に立つ判断の材料

となることでありますので、非常に慎重を要す

ると思っておりますが、私もまた同じ委員会で

もありますので、あしたからの委員会の中で地

図等々も含めて細かく議論をして、この協議会

が成り立つものか成り立たないものかというこ

とについて方向性を示す大事な大事なことであ

りますので、後の委員会でしっかり企業局長と

議論をいたしたいと思います。

あともう少しです。洋上風力発電について、

環境森林部長に伺います。国は、平成10年度３

万キロワットの洋上風力を、30年に803万キロ

ワットに拡大する目標を掲げました。８月には

環境省が五島市沖で実証実験を開始、経済産業

省も福島県沖で実験開始したとの報道がありま

した。民間や大学に委託してのことでありま

す。一方、日立造船や東芝、ＪＦＥスチールな

ど大手企業も順次参入を表明しているとの報道

もあります。陸上は、景観や騒音、土地利用の

制約などから適地が少なくなってきたため、風

力発電は陸から海へと展開しつつあるそうであ

ります。風力発電は、部品点数が多く、自動車

産業同様の裾野産業を形成するため、産業集積

や雇用創出効果も見込めると期待をされます。

特に浮体式はノルウェーに１基しかなく、世界

をリードする可能性が高いというのでありま

す。まだまだ現段階では不確定要素の多い洋上

風力発電ではありますが、日立造船などなど大

手企業の将来参入を見込み、適地調査など可能

性調査をする気はないか、環境森林部長にお伺

いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 国は、平成21

年度から22年度に、全国を対象に洋上風力発電

を初め中小水力発電など４種類の再生可能エネ

ルギーの導入ポテンシャル調査を実施しており

ます。この中で洋上風力発電につきましては、

風速、陸地からの距離、水深の自然条件と国定

公園などの社会条件の両面から可能性調査が行

われており、その結果によりますと、本県では

県南の一部の地域で洋上風力の導入ポテンシャ

ルがあると報告されております。県といたしま

しては、現在策定作業をしております新エネル

ギービジョンの中で、洋上風力発電を含めさま

ざまな新エネルギーについて議論を進めるとと
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もに、今後とも情報の収集や情報提供に努めて

まいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 国が調査していることは私も

知りませんでしたが、県南の一部が導入のポテ

ンシャルが高いということで、希望もあるよう

でございます。前には岩下議員がいらっしゃい

ますけど、串間あたりに大きな企業が来ていた

だくと非常にいいんじゃないかと思います。

最後に、商工観光労働部長にお尋ねいたしま

す。農業についての質問と同じく、企業誘致に

発展させてのことであります。小水力発電は、

企業局があり水力発電先進地ですから、外部の

技術に頼る必要はありません。県内の企業を育

成すればよいことだと考えます。洋上風力発電

など県外、民間の活力、資本を活用すべき発電

については、企業誘致による再生エネルギーの

導入を図ることが非常にベターであると考えま

す。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） 発電その

ものは立地企業の対象とはしておりませんが、

これまでに太陽光発電パネルや木質ペレットの

製造工場などを立地企業として認定してきてお

ります。最近は、メガソーラーやバイオマス発

電事業を目的に工業団地等の問い合わせも来て

おりまして、このような場合には、関係部局や

市町村に情報提供するとともに、企業に対して

は雇用の確保などにつながるような事業展開を

あわせてお願いしているところであります。

なお、太陽光発電を初めとする再生可能エネ

ルギーの活用に積極的に取り組む県内の中小企

業を支援するため、融資制度の充実を現在検討

しているところであります。

○蓬原正三議員 ありがとうございました。融

資制度の充実まで御検討いただいていること、

本当にありがとうございます。恐らくあしたか

らの委員会でいろいろ議論があるんじゃないか

というふうに思っております。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○中野一則副議長 以上で、午前の質問は終わ

ります。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時52分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） それでは、

質問をいたします。

５年前、私は、県武道場で行われた県警察の

剣道大会に初めて招かれたことがあります。そ

のとき、剣道のルールの説明を受け、私はびっ

くりしました。その説明とは、剣道で一本とっ

たとしても、その後、ガッツポーズなどした場

合は、その一本は取り消しですと説明されたか

らです。私はびっくりするとともに、さすが剣

道は日本の武道精神を守り続けているんだなと

思いました。剣道は竹刀で相手を打つことです

が、そのことは、つまり、刀で相手の命をとる

ことでもあります。相手の命をとる剣道、そこ

には常に相手の命に対する尊厳や礼儀が必要で

あり、ガッツポーズなどは最もふさわしくない

行為であるからだろうと思いました。

明治維新の前年に来日したイギリス人のフラ

ンシス・ブリンクリーは、日本で遭遇した果た

し合いについて書き残しています。彼が目撃し

たのは、果たし合いに勝利した武士が、たった

今、自分が切り倒した相手の遺体に自分の羽織

をかけ、ひざまずくと、恭しく合掌した姿で
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あったそうです。このような日本武士道に感銘

を受けた彼は、その後、生涯を日本のためにさ

さげることになるのですが、このような果たし

合いのとき、討ち取った相手に自分の羽織をか

け、手を合わせて立ち去ったという話、実は多

少同じようなことを私は高校時代に経験したこ

とがあります。

高校の部活動であるテニス部に入部したての

高校１年生のときです。試合中に私の打った

ボールがネットに当たって、難しい回転のボー

ルが相手コートに入り、得点することがありま

した。私はそのとき、ガッツポーズをしたのか

もしれません。その後、平然と試合を進めよう

としたのですが、そばで見ていた先輩が試合を

とめ、そんな得点をしたときには、一度帽子を

脱いで、相手に「済みませんでした」と謝りな

さいと、その先輩から指導されました。このよ

うなスポーツ上の礼儀は中学生時代には教えら

れなかっただけに、高校に入ったばかりの私

は、高校生は中学生と違って大人だなと感じた

ことがあります。そのとき以来、私もそのよう

な大人として生きていきたいと思ったものでし

た。

ひきょうなことをしない、弱い者や敗者を思

いやる、そしてそのようなまなざしは、いじめ

や自殺者の問題が云々されている今日、人づく

りを目指す教育、そして国づくりを目指す政治

の世界においても大変大事なテーマではないか

と思います。いじめ、虐待、自殺の問題は、家

庭教育のあり方など個人的な問題もあるかもし

れませんが、今、日本が突き進んでいこうとし

ている社会の形、そして働くことが壊れようと

している社会の形が果たしてよいのかどうか、

そのような社会学的な問題もはらんでいるので

はないかと思います。いずれにしても、核心に

迫った解決策を早く見出していかなければなら

ないと思います。そこで、教育長に質問をいた

します。武道の授業や部活動を通して子供たち

にどのようなことを期待するのか、教育長の思

いを伺いたいと思います。

以下の質問は質問者席にて行います。（拍

手）〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

武道の授業や運動部活動についてでありま

す。ロンドンオリンピックで２つのメダルを獲

得された松田丈志選手が、「康介さんを手ぶら

で帰すわけにはいかない」という御発言をなさ

いましたが、長年にわたって日本の水泳界を

リードされてきた北島選手を強く尊敬される思

いから発せられた言葉の重みに私は身震いをす

る思いがいたしました。武道の授業や運動部活

動におきましても、技能や知識を習得すること

も大切ですが、礼儀や仲間との協力、相手の痛

みの理解など、望ましい人間関係を形成するた

めに必要な力を身につけてくれることを何より

期待いたしております。さらには、目標に向

かって困難を乗り越える力や、自分や仲間を信

じてチャレンジし、前向きに行動できる力など

も身につけてほしいと強く願っております。こ

れらの力は、「第二次宮崎県教育振興基本計

画」のスローガンである「未来を切り拓く 心豊

かでたくましい 宮崎の人づくり」を進めていく

上でも大切な視点であるものと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○太田清海議員 ありがとうございました。松

田選手の発言も本当に国民に感銘を与えた言葉

です。本当にありがとうございました。

確認の意味で質問いたしますが、武道が今年

４月から中学校において必修化されましたけれ
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ども、実施時期と実施時間数の状況についてお

伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 本年４月に全公立中

学校を対象に行いました調査によりますと、武

道の実施時期につきましては、各学校の指導計

画に基づき、早い学校で５月開始、遅い学校で

２月開始で計画されておりますが、中でも、９

月から11月の時期に開始する学校が多く、全体

の７割を占めております。実施時数につきまし

ては、必修化されたことによって、第１学年、

第２学年の２年間の両学年、またはいずれかの

学年で取り扱うこととなっており、２年間を通

して平均で約20時間が計画されているようであ

ります。以上でございます。

○太田清海議員 わかりました。４月から導入

されたものですから、もうそういう授業を入れ

て、ある程度の成果なり、もしくは教訓なりで

もあるのかなと思いましたが、大方が10月ごろ

だろうということであります。わかりました。

実は、今まで教育の問題、いじめの問題とか

家庭教育の問題等では、後藤議員の親の学びの

問題とか、河野議員のほうからは親学というこ

とでいろいろ議論がありまして、大変興味を

持って聞かせていただきました。また、十屋議

員の質問等の中では、教育長自身が、いじめが

あったことに対して学校側が発表を控えるとか

いうことではいけない、逡巡してはいけないと

いう言葉を発せられましたけれども、本当にそ

れはいいメッセージだろうと思うんです。恥と

思っちゃいかん、問題があったときにはさっと

言わにゃいかん、そういうメッセージとして受

けました。それから、もう一つ鳥飼議員とのや

りとりの中で、もっと学校の現場で文書を減ら

そうよと。余りレポートとか何かが多いじゃな

いかということ自体も教育長みずからが発せら

れて、そういったところをぜひ改善していただ

きたいと思うんです。

実は、私自身も感じるところなんですが、問

題がある家庭と言ったら語弊がありますけれど

も、いろいろ問題を抱えている家庭に、学校と

して聞いてもらいたい、参観日に来てもらいた

い、参観日にまた居残ってもらいたいと思って

いるのに、来ないんです、実際は。学校側の

メッセージがなかなか伝わらない。伝えたいと

ころに伝わらないという現実があって、私たち

自身もどうしていいのかなというふうに思うん

ですが、そのあたりを教育長はどういうふうに

お考えになりますか。これは一つの悩みだろう

と思うんですよ。

○教育長（飛田 洋君） 私は長い教師生活の

中で、どの保護者であれ、どの保護者も自分の

子供が伸びてほしいと願っていると強く確信を

しております。しかしながら、そう思いながら

も、学校へ行きたくても行けない保護者の方、

あるいは悩みがあって、子供のことが気になっ

てしようがないけれども、学校へ行こうとする

と足の重い方、いろいろな保護者の方々と出

会ってまいりました。そのとき、学校教育が一

番大事にすべきことは、そのような保護者の心

に寄り添うことが、そのことこそが大切だと

思っております。家庭訪問とか教育相談とか、

いろんなところを工夫して、保護者の気持ちを

受けとめるとともに、学校の思いや指導を届け

ていく、そういう努力をしていく必要があると

考えております。今後とも、ＰＴＡ等とも連携

しながら、さまざまな思いをお持ちの保護者の

方々と心を通わせるような取り組みに粘り強く

取り組んでいくことが大切だと思っておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。そこは本当に
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解き得ない悩みといいますか、私たちも感じる

ところでありますし、教育長の言葉で粘り強く

ということで考えていきたいとは思いますが、

もう一つ私、感じるのは、自分の子供を育てた

ときにも感じるんですが、自分の子供に、友達

を大事にせないかんぞ、いじめたらいかんぞと

か、正直にあらねばならんぞということを教え

ながらも、では、その子供を世の中に送り出す

ときに、この世の中でいいんだろうかと、この

子はうまく社会の中に入っていくだろうかとい

うような不安を感じるんです。学校の先生たち

は子供に理想を教える。理想を教えて、本当に

そのとおり生きてくれ、正直に生きてほしいと

言うんだけれども、世の中が、一つの現象でい

えばオレオレ詐欺とか、そういった何か人をだ

まし込んでいくような社会が蔓延している。そ

れでないと生き延びていけない人たちもいるよ

うな感じがする。そういう社会に送り出すとき

に、現実と理想の食い違いの中で先生方も悩ま

れるんじゃないかなという気がして、これもな

かなか解き得ぬ問題でありますが、教育長、ど

うお考えになりますか。

○教育長（飛田 洋君） 現在の教育において

は、安全等を重視することなどにより、いわゆ

る冒険とか、極めて厳しい取り組みをすること

はためらいがちな傾向があると思っております

が、このような状況の中にあっても、社会に面

したとき、その厳しさに折れない子供たちをつ

くっていくためには、例えば私の経験ですが、

私が校長をしていたときに部下が、「20キロ以

上、校長、歩かせましょうや」ということを提

案しまして、保護者の理解を得て、20キロ以上

生徒たちを歩かせるという取り組みをいたしま

したが、心も体も、鍛えるべきときは、ちゅう

ちょせず、しっかり鍛えていくことが重要であ

ると思います。また、たとえどんな世の中で

あっても、自分に誇りを持って正義を貫き、高

潔な人格を失わないような正しい生き方ができ

る子供を育てていきたいものだと考えておりま

す。宮崎の教育はこのような教育にチャレンジ

していきたいと、そう願い、「第二次宮崎県教

育振興基本計画」のスローガンを「未来を切り

拓く 心豊かでたくましい 宮崎の人づくり」と

させていただいたところであります。

○太田清海議員 わかりました。一つの現実的

な悩みとしては７・５・３という問題―一生

懸命就職をさせようとしても、社会にうまく

入っていかない子供たちもパーセントとしては

あるわけです。その辺あたりが本当に教育現場

で一生懸命やっている人たちの悩みだろうな

と。就職についても、受け入れる側がそれをう

まく受け入れてくれない、そういったところが

現実的な悩みなのかなという思いもしたところ

であります。

次に移らせていただきます。地方財政の問題

について知事にお伺いしたいと思います。

租税弾性値という言葉がありますが、非常に

これもまた初歩的な質問で申しわけありません

が、前回はビルトインスタビライザー機能につ

いてということでしたが、これもどうしても気

になる言葉でありまして、租税弾性値のあるべ

き姿について知事の所見をお伺いしたいと思い

ます。

○知事（河野俊嗣君） 租税弾性値、これは名

目経済成長率に対する税収の伸び率の割合とさ

れておりまして、例えばＧＤＰが１％ふえたと

きに税収が２％ふえれば租税弾性値は２という

ことになるわけであります。この数値は、国に

おきまして、毎年度の予算につきまして、次年

度以降の歳入歳出への影響を試算するための数
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値として活用されているものであります。

この数値でありますが、景気の影響を受けや

すい国税の基幹税目である所得税、法人税、そ

ういったようなところもありますし、税制改正

の影響も受ける、さまざまないろんな特殊要因

の影響も受けるということではあります。それ

で大きく変化する場合もあるわけであります

が、歳入の中長期的な動向を分析・検討する上

で重要な指標であろうかと考えております。

○太田清海議員 弾性値というのは、私は高い

ほうがいいと思うんです。知事も消費税につい

ては避けて通れないということで、消費税はほ

ぼ弾性値は１だろうと思うんです。経済にぶれ

ないからですね。そういう意味では─景気の

いいときに税金を余計いただいて、不況のとき

に備えておくという意味では、弾性値は高くし

ておいて備えておくべきだろうというような気

もするわけです。

この項目の最後に質問いたしますが、内閣府

の資料では1988年には弾性値が1.38です。2011

年、0.97というふうに国税の弾性値が落ちてき

ている。私はそれを考えるときに、これはかつ

て一つの例としては、高額所得者の最高税率

が、昔、75％であったのが、今、40％に落ちて

いる。そこも弾性値が落ちているように感じら

れるんですが、知事、この辺はちょっと国税の

話でありますが、そのあたりの知事の認識をお

伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今の具体的に挙げられ

ました1.38、0.97、その辺の数字は、今おっ

しゃったようないろんな制度改正、税制のあり

方の変化の状況も反映しているものかというふ

うに考えております。それは、中長期的な税制

のあり方を検討する上での一つの指標かと考え

ております。

ただ一方で、この15年間の単純平均をすると

４だというような数字があるようであります。

それは定率減税の廃止だとか、いろんな大きな

制度改正の影響で数字がどんと大きく出てくる

ものであります。そういった特殊要因をある程

度除いた上でどうなるかというところを見た、

その意味におきましては、非常に意義のある数

字だろうかというふうに考えておりますし、そ

れをなるべく大きくしておくことというのは一

つの大事なポイントかというふうに考えます。

○太田清海議員 その辺の議論はもうとめてお

きますけれども、４という弾性値があると発表

しているのは竹中平蔵さんだろうと思うんで

す。この方がどういう人かなという感じもする

わけですが、私は、弾性値というのはやわらか

くあるべきではないかなというふうに思ってい

ます。

次に、消費税のことについてお尋ねしたいと

思いますが、総務部長、企業局長、それから病

院局長に同じような質問になるかもしれません

が、県の一般会計及び特別会計における消費税

等の負担額と、税率が10％に引き上げられたと

きの負担見込み額、企業局のほうには、消費税

の納付額及び同じく10％に引き上げられた場合

の影響、病院局においては、消費税の納付額及

び消費税率が10％に引き上げられた場合の影

響、それぞれ答弁をお願いいたします。

○総務部長（四本 孝君） 県の公営企業会計

を除きます一般会計と特別会計が負担する消費

税及び地方消費税につきましては、業務執行に

際して行うさまざまな取引が課税対象であるか

どうかなどによりまして、異なった取り扱いと

いうことになります。一般的に、消費税等を負

担していると考えられます物品等の購入費、業

務の委託料、建設工事の請負費などの総額は22
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年度決算ベースで1,200億円程度でありますが、

これは課税対象とならない取引を含む額であり

ます。このため、正確な消費税等の負担額を算

出することは困難でございますけれども、税率

の引き上げに伴ってその額はふえるものと考え

ております。

なお、増加する負担額に対しては、適切な地

方財政措置が講じられるものというふうに考え

ております。

○企業局長（濵砂公一君） 企業局における平

成22年度決算ベースでありますけれども、消費

税及び地方消費税の納付額は約１億3,400万円余

となっております。税率が５％から10％になり

ますと、当該納付額は約２倍になると考えられ

ますけれども、企業局の場合は、消費税等は売

電料金等に転嫁されますことから、経営に影響

を与えることはないというふうに考えておりま

す。

○病院局長（渡邊亮一君） 病院事業でござい

ますが、平成22年度の消費税及び地方消費税の

納付額は、いわゆる差額ベッド代や診断書等の

文書料、さらには検診料などにより徴収した額

でございまして、約1,000万円となっておりま

す。

次に、消費税が10％になった場合の影響につ

いてでございますが、現行税率５％であります

ので、納付額は２倍の約2,000万円になるものと

考えております。

なお、診療に必要な医薬品などを購入する

際、毎年度おおむね５億5,000万円ほど消費税を

購入相手先に支払っております。現行制度にお

いては、この支払った消費税のほとんどは控除

することができない制度となっております。消

費税が10％となった場合、控除できない消費税

額は概算で２倍の約11億円になるものと考えて

おりますが、この控除対象外消費税につきまし

ては、これまで行われてきた診療報酬の改定に

おいて診療報酬に上乗せされてきたところでご

ざいまして、消費税率が引き上げられた場合に

おきましても、適切に診療報酬に手当てされる

ものと考えているところでございます。

○太田清海議員 わかりました。一般会計のほ

うは1,200億ということですが、これは課税され

ない部分もあるので、正確にこの数字だけをと

いうことは見られないということですが、いつ

か精査していただきたいなという気持ちもあり

ます。

実は、静岡市でありますが、ここは2,786億円

の予算規模を持っている一般会計のところで、

５％で31億というふうな、議事録として６月議

会で載っておりました。これが２倍になるだろ

うと。静岡市と県を比べることはできません

が、そういうかなりなものがかかっておる、出

す側に、歳出の側にということになろうかと思

います。

それから、今、病院局のほうからお伺いしま

した支払い額が５億5,000万ほどふえるというこ

とですが、これは診療報酬の中に転嫁されるこ

とだろうということでありますけれども、この

辺が今、医療界の中では問題になっておる負担

なんですね。診療報酬に転嫁されなければみず

から負担せないかんわけです。これはなぜかと

いうと、もう言われたとおりで、俗には損税と

いう言い方であらわされていますね。病院会計

はそういうものを持っておると。どこに消費税

を請求していいかわからない税が残って、みず

から負担をしなきゃいかんということですか

ら、病院局のほうもいろいろ計画を立てて黒字

化を図ろう図ろうとしている中で、こういった

５億程度の負担があるというのは本当に残念な
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ことだろうと思うんです。そういう影響がある

ということもぜひ見ていていただきたいなと思

います。

次に、総務部長にお伺いしますが、これまで

の質問でもある程度出たんですが、消費税等の

引き上げに伴う本県の地方消費税の影響額等に

ついてお伺いしたいと思います。

○総務部長（四本 孝君） 今回の消費税率等

の引き上げ分５％のうち、地方消費税分は1.2％

とされております。この本県への影響額であり

ますが、地方消費税は現在、国におきまして、

都道府県間の清算基準について見直しが検討さ

れているところでありますので、あくまで現行

制度をベースにして考えますと、120億円程度の

増収になるというふうに見込まれます。

○太田清海議員 わかりました。120億円程度の

増収ということですが、これはそのとおりにな

るように願っておりますが、将来の景気動向と

か、そういうのが影響されるかなと。それか

ら、何か国会のほうでも算定基準の見直しがさ

れているというような話も聞いていますが、こ

れも地方に有利なようにされていくのかどう

か、どうだろうかなという思いもあります。

そこで、知事にお伺いしたいと思いますが、

これまでもたびたび訴えてきたことであります

が、地方財政というものを考えた場合、将来、

このままいった場合、本当に今の形の中でやり

切れるのかどうか。消費税が入れば─ちょう

ど2015年が10％になりますけれども、大体、今

までの震災とかで復興予算が効き目を出してき

たのは２年間しかないんです。関東大震災、神

戸の震災でも２年後にはまた不況に陥るんで

す。ちょうど2015年というのがその年に当た

る。そのときに消費税を10％に入れ込んでいっ

た。そんないろいろ考えると、それから本当に

地方交付税というものが豊かなものとしてパイ

があるかどうか、私、余り展望として描けない

んです。地方分権と言われていますから、ＴＰ

Ｐの問題で知事が国に訴えたように、地方交付

税をくれくれと言うだけじゃなくて、地方交付

税をふやすような、そういう税制であるべきで

はないかということをもうそろそろ訴えられ

にゃいかんのじゃないか、そういう思いがする

わけですが、そういう要望を国に行っていくべ

きだと思いますが、知事、どうお考えでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 地方税財源の充実とい

うものは、本県にとりましては非常に重要な課

題の一つということで、全国知事会などと一緒

になりながら、強く訴えている項目の一つであ

ります。そういう中で、今御指摘ありました地

方交付税の原資は、これまでも答弁申し上げて

おりますように、国と地方がお互い貧乏同士が

何とか綱引きをしながら折り合いをつけている

というのが毎年の地方財政対策でありまして、

御指摘のように、まずはそのパイを広げる、国

民に理解をいただきながら、その財源を確保す

るということが、原資を確保するということが

非常に重要かというふうに考えております。そ

ういう中で、地方交付税の原資となる国税５

税、いろいろあるわけでありますが、それをど

のように考えていくのか。それから、税の体系

は、所得、消費、資産という３つがあるわけで

あります。簡素、公平、中立というような原則

に沿って所得税のあり方についてもどう考える

か。税制全体の体系の中でこれも考えていく必

要があろうかと思います。そのような観点もい

ろいろ踏まえながら、今後は、税財源の充実と

いうことをしっかり議論してまいりたいと考え

ております。
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○太田清海議員 今、知事の言葉に、国と市町

村、自治体、貧乏同士がというような表現があ

りましたけれども、私、国は本来は貧乏ではな

いと思います。確かに赤字ではあるけれども、

取るべきものを取っていない。片や、個人金融

資産が1,500兆でしたか、どんどんふえている。

取るべきところを取っていないから、国が貧乏

に見えるだけであって、そこをきちっと取って

いただく。それをもう一回世の中に回すとい

う、いわゆる宮崎県が発表した地域経済循環シ

ステムですか、あの思想にのっとってやれば、

景気もよくなるし、税収も上がるわということ

で、貧乏者同士というのは違うんじゃないかな

と私は思うんです。というところにしておきま

す。

次に、地域医療について病院局長にお伺いし

たいと思います。

県立病院の看護師採用試験について今年度見

直しをしたそうですが、看護師不足、なり手が

いないということですね。これまでの新卒者を

対象とする人事委員会試験と経験者を対象とす

る病院局試験を本年度から病院局に一本化をし

て、試験実施時期の前倒し、受験資格の緩和、

試験科目の削減などの見直しを行ったようであ

るけれども、その効果等について病院局長にお

伺いしたいと思います。

○病院局長（渡邊亮一君） 看護師採用試験に

つきましては、全国的な看護師需給の逼迫の影

響などもありまして、受験者数が年々減少して

おりましたことから、先ほど議員が言われまし

たように、本年度から、新卒者等を対象とする

人事委員会試験と病院局が実施する経験者対象

の試験を病院局に一本化して、必要な見直しを

行って実施したところでございます。その結

果、受験者数は昨年度から５名増加しまし

て、137名となりまして、近年の減少傾向に歯ど

めがかかったところでございます。また、今回

の試験では、新規学卒者の県内就職の場を確保

するという観点から、免許取得予定者の採用区

分を設けましたが、来春卒業予定者の受験者数

は昨年度の約1.5倍の67名に増加しまして、一定

の成果があったものと考えております。今後と

も、県立看護大学を初めとする県内の看護師養

成機関の学生や、県外に就職している本県出身

者に向けまして、県立病院の魅力と採用試験の

ＰＲに努めまして、受験者数の確保と優秀な人

材の採用に努力してまいりたいと考えていると

ころでございます。

○太田清海議員 わかりました。ある一定の効

果が出ておるというふうに解釈をしたいと思い

ます。

もう１つ、いろいろ聞いてみますと、県立病

院の看護師さんたちは県内の３つの県立病院を

異動せないかん、異動があるということで、そ

れが少し負担になっているような話を聞いたこ

とがあります。ですから、採用試験を地元採用

といいますか、異動のない人たちを採用する、

そういう採用の仕方もあるんではないかなとい

うふうに思うんですが、いかがでしょうか。

○病院局長（渡邊亮一君） 看護学生の中に

は、３つの県立病院を経験できることを魅力と

とらえる声もありますが、御指摘のように、異

動があることで県立病院を敬遠する声があるこ

とも承知しております。この背景としまして

は、看護師は業務の特殊性として夜勤がありま

す。こういうことから異動に伴う転居や遠距離

通勤に対する負担感があるのではないかと推測

しております。この点につきましては、県の他

の出先機関の職員とは異なっていると考えてい

るところでございます。
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お尋ねの各病院ごとの異動のない採用枠を設

定することについては、そうした異動の負担感

の解消のみならず、１つの病院に勤務すること

で自分たちが支える病院として愛着を持ってい

ただく、そして結果として良質な医療の提供を

図る上でも有益であると考えております。これ

はまた特に、県北、県南地域への看護師の定住

にもつながるわけでございまして、地域振興に

資するという側面もございます。しかしながら

一方で、人事異動の目的である職員の資質向

上、あるいは人事の刷新を図るという点で問題

はないのか、さらには現職の看護師を含め、希

望する勤務地が県央部に偏っている状況もござ

いまして、地域偏在のない形で有用な人材が確

保できるか、そういう危惧もございます。今

後、看護師確保のための方策の一つとしまし

て、また各県立病院の円滑な運営の観点から

も、病院現場の意見を聞きながら検討してまい

りたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。ぜひ、採用の

地域枠みたいなものの検討といいますか、調査

をお願いしたいと思います。

それから、夜勤体制の話が今出ましたけれど

も、夜勤体制がまだ充実していないところがあ

るやに聞いております。看護師さんが少ないと

いうこともあろうかと思うんです。そういった

夜勤体制の改善も、看護師の方々がふえること

によって改善されるのではないかと思います

し、ぜひ夜勤体制についても改善を考えていた

だきたいと思っております。

それから次に、同じく病院局長に、診療報酬

制度に的確に対応した取り組みというのが求め

られていると思います。これまでにも、がん治

療連携計画策定料とか、特定集中治療室管理料

とか、そういった取り組みもされておるという

ことについては評価をしたいと思いますが、ま

た施設基準、いわゆる診療報酬の点数を上げる

という意味で、施設基準の中には人的な配置を

必要とするものや、資格を必要とするものな

ど、取得が容易ではない基準もあると聞いてお

ります。具体的にお尋ねしますと、リハビリ

テーションに関する施設基準の中には、専門の

研修を修了した医師や理学療法士等を配置し、

がん患者に対するリハビリテーションを実施し

たときに加算が得られる施設基準があると聞い

ております。この施設基準の取得のために県立

病院としてはどのような対応をしているのか、

お尋ねしたいと思います。

○病院局長（渡邊亮一君） 診療報酬上におい

てがん患者リハビリテーション料を徴収できる

施設基準、これを取得するためには、医師、看

護師、理学療法士等の専門研修が必要となりま

すが、がん診療連携拠点病院である県立宮崎病

院において現在、10月からの取得に向けて準備

を行っているところでございます。

なお、この施設基準の取得によりまして、が

ん患者に対する診療機能の充実強化が図られる

とともに、１回のリハビリテーションの提供に

つき200点の診療報酬が得られるなど、収益確保

につながるものと考えております。今後とも、

高度で良質な医療の提供及び収益の確保を図る

観点から、新たな施設基準を取得するなど、診

療報酬の改定に的確に対応してまいりたいと考

えております。

○太田清海議員 宮崎病院で今、研修をしてい

るといいますか、資格取得の対応をされている

ということですが、これは３つの県病院に将来

配置していくことができるということを意味し

ているんですか。それとも宮崎病院だけという

ことで考えておられるんでしょうか。
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○病院局長（渡邊亮一君） 先ほど答弁しまし

たように、この施設基準を取得するためには、

医師、看護師、理学療法士等の専門研修、ある

いは専門スタッフが必要となります。したがい

まして、その基準に沿うような形の人員体制が

整っているところからやっているということで

ございまして、現在、宮崎病院をやっている

と。当然、延岡病院、日南病院もそういう方向

に向けて取り組んでいかなければいけないとい

うふうに考えております。

○太田清海議員 わかりました。

次に、福祉保健行政についてお伺いしたいと

思います。

今議会に議案として上程されています宮崎県

歯科保健推進計画（案）では、「宮崎県歯・口

腔の健康づくり推進条例」よりもフッ化物洗口

を推進しているような表現となっております

が、これはどういうふうに解釈されますか、福

祉保健部長。

○福祉保健部長（土持正弘君） 虫歯予防のた

めのフッ化物応用につきましては、世界的にも

その安全性、有効性が認められておりまして、

厚生労働省、日本歯科医師会などにおいても推

奨していますことから、県ではこれまでもフッ

化物応用の推進に取り組んできたところでござ

います。また、「宮崎県歯・口腔の健康づくり

推進条例」も制定をされましたので、その趣旨

にのっとって、県歯科保健推進計画（案）を策

定することにより、今後とも、フッ化物応用を

推進してまいりたいというふうに考えておりま

す。

なお、学校におけるフッ化物洗口でございま

すけれども、これは実施主体である市町村等の

判断で実施することとなりますけれども、実施

に当たって、学校、保護者、学校歯科医などの

十分な理解を得た上で取り組むこととされてお

ります。

○太田清海議員 実は、条例第10条第２項に、

市町村がフッ化物応用等により行う場合には県

はそれを支援するといいますか、実施するとい

うことで、この第10条第１項から何項まであり

ますか、10項目ぐらいあったと思いますが、

「場合は」という言葉が入っているのはフッ化

物応用のところだけなんです。「場合は」とい

うのが入っているところが、市町村がやろうと

したときには県はそれを支援しますよというこ

とで、市町村の主体性というものを、やるかや

らんかも含め、重んじているわけです。私は、

今度の計画の中でフッ化物洗口ということに対

して、まだ疑義のあることに対して数値目標が

示されていることについてはどうも違和感を感

じるわけです。その辺のところは、フッ化物洗

口とフッ化物塗布の違い、この定義の違いをき

ちっとさせてください。

○福祉保健部長（土持正弘君） フッ化物洗口

は、フッ素濃度が225～900ppmの洗口液を用いて

うがいをするものでございまして、週１回法や

週５回法がございます。４歳以上のうがいので

きる子供が対象となり、効果は５年以上の継

続、永久歯の虫歯を40～60％予防することがで

きると言われております。

次に、フッ化物塗布でございますけれども、

フッ素濃度が9000ppm―0.9％ということにな

りますが―のフッ化物を歯面に直接塗る方法

で、年３～４回程度行います。これは４歳未満

の者やうがいのできない者など、フッ化物洗口

を実施できない者に勧められておりまして、効

果は乳歯の虫歯を20～40％予防すると言われて

おります。

○太田清海議員 フッ化物洗口、口の中をうが
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いするというのと塗るというのは、これ、どこ

でやりますか。洗口はどこでやろうとしている

のか、塗布というのはどこでやられてきたの

か、その違いをお願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） フッ化物塗布

は医療行為になりますので、これは歯科医院、

診療所のほうでやるものでございます。フッ化

物の洗口につきましては、特に医療行為ではご

ざいませんので、家庭でもできるわけでござい

ますが、今考えておりますのは、学校で実施す

るということを考えております。

○太田清海議員 私は、フッ化物塗布、医者が

塗る、歯科衛生士というんですか、あの方たち

が塗ったりするのは医療行為として、それはい

いと思うんです。親御さんが医療機関を訪ねて

いったり、もしくは検診のときに医者が直接

塗ってあげるわけだから、それは私は問題ない

と思います。私の娘も塗らせましたので、それ

は親の責任でそうしたほうがいいよと言って塗

らせたわけです。洗口の場合は、学校で集団的

にやるということですから、部長が言われたよ

うに、保護者の同意をきちっととらないかん

し、やれやれやれといってとるようなことでは

いけない。十分なインフォームド・コンセント

というのがないといけないものだと思うんで

す。ですから、私、ここにちょっと頭をひねっ

たのは、フッ化物洗口というところは数値目標

を挙げるべきものではないのではないかなと。

塗布はぜひ挙げて、目標値を定めるというのは

いいと私は思うんです。その辺の違いをぜひ

―学校で集団的にやらせるということについ

ては、かつてのインフルエンザの注射事故で国

家賠償をせざるを得なかった事件もあって、医

療機関に全部インフルエンザの注射も移行させ

て、学校ではさせないという、そのあたりのと

ころの問題を慎重に考えるところもあったら尊

重していただきたいというふうに思っておりま

す。これはまた常任委員会の中での議論にもな

るかもしれませんので。

次に移らせていただきますが、ポリオワクチ

ンが今回、取り扱いが変わってきたということ

を聞いております。今までは生ワクチンで、い

ろいろ細菌が生きておったということでしょう

か、事故も起きたということで、９月から不活

化ワクチンに切りかえられたというふうに聞い

ております。その変更の経緯とその内容につい

てお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 生ワクチンは

免疫をつける力がすぐれている一方で、副反応

としてごくまれに麻痺症状があらわれることが

ありましたので、ことし、平成24年７月に予防

接種法実施規則が改正されまして、９月１日を

もって生ワクチンから麻痺症状の心配のない不

活化ワクチンに一斉に切りかえられたところで

ございます。変更の内容につきましては、生ワ

クチンは集団接種により口から飲むワクチンを

２回投与しておりましたけれども、不活化ワク

チンは原則として医療機関での個別接種により

注射を４回行うということとなったところでご

ざいます。

○太田清海議員 不活化ワクチンに変更される

と市町村の財政負担はふえるというふうに聞い

ております。国による市町村への財政措置につ

いて現状はどうなっておるのか、お伺いしたい

と思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ポリオの予防

接種は予防接種法の定期接種に位置づけられて

おりまして、実施主体は市町村で、その費用の

一部について市町村へ交付税措置がなされてい

るところでございます。不活化ワクチンの導入
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で１人当たりの接種費用が約1,200円から約３

万9,000円になります。市町村の財政負担は大幅

にふえることとなりますが、国は、今年度の増

額分については財政措置を行わず市町村の費用

負担とし、来年度以降の財政措置については検

討するというふうに聞いております。県といた

しましては、定期予防接種の変更等に当たって

は、市町村の財政負担がふえないよう国におい

て必要な財源確保を行うことを要望してまいり

たいというふうに考えております。

○太田清海議員 今、部長の発言の中に、不活

化ワクチンに対しては交付税措置がされている

というふうに聞いていいんですか。今度変わっ

たことに対して交付税措置はされているんだよ

という意味でとらえていいんですか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現行は一定の

交付税措置がされているということになりま

す。不活化ワクチンに変わった後にどの程度の

交付税措置がされるかということが問題になる

と思いますので、そこはしっかり要望していき

たいというふうに考えております。

○太田清海議員 わかりました。これまでの生

ワクチンのときの交付税措置が残ったままとい

うふうに理解をしていきたいと思います。とい

う意味で交付税措置がされているのかなという

ふうに解釈をしたいと思います。

次に、急速充電施設の確保について、これ

は、ある県民の方から相談がありました。電気

自動車を買いたいと思っておるんだが、ＣＯ２の

問題もあるので協力したいと。ところが、遠出

をしたときに、熊本方面に行ったり、大分方面

に行ったりするときに、ところどころに急速充

電器がないものだから不安であるという声なん

です。県内に満遍なくあるべきだろうと思うん

ですが、電気自動車の急速充電施設について、

これまでの県の取り組みと県内の設置状況につ

いてお伺いしたいと思います。

○総合政策部長（稲用博美君） 急速充電施

設、この整備に当たりましては、充電器本体に

対する国の補助制度がありますが、その制度で

は周辺工事にかかる経費が補助対象となってお

りませんでした。また、平成22年度末の時点で

はその施設が県内に３カ所ということでしたの

で、この点を踏まえまして、県におきまして

は、国の制度を補完する補助事業を創設しまし

て、公募をしました上で、五ヶ瀬町と川南町に

おいて設置の助成をしたところであります。そ

の後、電気自動車の普及と相まって販売店にお

いて順次整備が進んでおりまして、本年７月末

現在、県内10カ所に設置をされております。設

置がされてきておりますので、今後は、その設

置箇所に係る情報、これを集約してホームペー

ジ等によっての情報提供、こういうことに努め

てまいりたいというふうに思います。

○太田清海議員 わかりました。実は、きの

う、おとといでしたか、その方からまた情報が

ありまして、大分の三重町で、あるディーラー

さんが設置をしたそうです。大分方面は多少助

かりましたという報告がありましたけれども、

熊本方面とかいうときにまだ手薄かなという感

じがいたします。県もそういう取り組みをされ

た結果だろうとは思いますが、ディーラーさん

が取り組むのが本来なのかなとは思いますが、

ぜひ促進する形で訴えていただきたいと思って

おります。

それから次に、獣医師の確保についてであり

ますが、口蹄疫の発生、その対応の反省から、

獣医師体制の充実というのが求められていると

思うんですけれども、これまでの県職員の獣医

師の現状と、獣医師確保対策として取り組んで
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いる修学資金の給付状況とその効果について、

農政水産部長にお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県におきまし

ては、現在、157名の獣医師職員が家畜衛生業務

や公衆衛生業務等に従事しておりますが、今後

５年間で33名の退職者が見込まれ、獣医師確保

が喫緊の課題となっております。一方、獣医系

新規卒業者の就業が都市部の小動物分野に集中

する傾向が続いていることもあり、公務員獣医

師の確保は依然として困難な状況にございま

す。このため、平成21年度から、国の制度を活

用した「獣医師養成確保修学資金貸与事業」に

取り組み、これまでに修学資金を給付し、大学

を卒業した４名のうち、獣医師免許を取得した

３名は皆、本県に入庁しております。さらに、

獣医師を安定的に確保するため、給付期間の拡

大や給付対象者を増員すること等の修学資金制

度の拡充を本議会にお願いしているところでご

ざいます。

○太田清海議員 今度の議会で改善ということ

で、産業獣医師確保就業資金給付事業というの

を提案されておられますが、今までの取り組み

の給付については評価しますが、獣医師の確保

対策についてほかにどのような取り組みがある

のかということをお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 獣医師確保対

策につきましては、これまで、大学の獣医学部

などで就職の説明会や特別講義に参加し、公務

員獣医師の業務について理解醸成を図りますと

ともに、平成21年度からはインターンシップ学

生に対する研修費の一部助成等を行ってまいり

ました。また、県採用試験の受験年齢の引き上

げや初任給調整手当の支給などの対策も講じて

いるところでございます。さらに、今年度から

は、確保対策の強化を目的とした「宮崎県獣医

師確保対策チーム」を庁内に設置し、地元大学

との連携や学生への勧誘活動などの取り組みを

推進しております。高校生に対しても早い段階

から獣医師への意識づけを行うため、県内の高

校を訪問し、生徒や進路指導の先生と意見交換

会を行うなど、さまざまな対策を講じてまいり

ます。

○太田清海議員 これは医師確保等も同じよう

なテーマで言ったことがあるんですが、恐らく

給付というのは口座振り込みとか、そういうこ

とだろうと思いますが、その本人と宮崎県との

接触がなくてもいかんかなと思って、そういう

人たちを集めて年に１回オリエンテーションを

するとか、何か和むような、宮崎県になじんで

もらうような、そういう形をとってもらいたい

なと。そういう取り組みもされているのでしょ

うが、そのあたりはどんな感じがありますか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 給付をしてい

る方たちとのいろんなやりとりというのがござ

いますが、今後は、今御提案にありましたよう

なことを検討してまいりたいと思っておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。

次に、教育長にお伺いしたいと思います。教

育機関におけるバスの利用についてでありま

す。

実は、新聞報道で知ったわけですが、九州運

輸局宮崎運輸支局の方々が教育長をお訪ねに

なって、優良バス―優良事業者認定・認証制

度をとったところが、宮崎県にもそういう事業

所があるので、ぜひそういうバスを使ってもら

いたいという申し入れをされましたね。そのと

きに教育長も、何らかの機会にそれぞれのとこ

ろに使うように周知していきたい、そういうこ

とを言われておるようですけれども、どのよう
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な要請をしたのか、教育長にお伺いしたいと思

います。

○教育長（飛田 洋君） 先日、県教育委員会

に九州運輸局宮崎運輸支局長が来所され、運輸

事業について最も優先すべきは安全・安心であ

ることの説明や、日本バス協会が実施している

優良運輸事業者の認定・認証制度についての概

要説明、さらには県立学校が学校行事等でバス

を利用する際は当該制度を参考にしてもらうた

め、周知を図ってほしい旨の要請がありまし

た。学校行事は保護者から児童生徒の命を預

かって実施するものであり、安全に十分配慮す

る必要がありますことから、その趣旨が伝わり

ますよう、今回の要請を受けまして、各県立学

校に対し、文書で通知を行ったところでありま

す。なお、要請をいただいたときに、宮崎運輸

支局長に対しまして私のほうから、どのバスの

業者でもきちっと安全を確保してほしいという

お願いをしたところであります。

○太田清海議員 これは、運輸局―国土交通

省ですが、そこがみずからこういった運輸業行

政の中に規制緩和をして、その行き過ぎが関越

道の事故とか、さまざまな事故が今どんどん起

こっていますけれども、その反省の上に立っ

て、公の機関が公の機関である宮崎県教育委員

会に申し入れをしたというのは、みずからのこ

れまでの行政がいかんかったのかなという思い

で、私は、異例のことだろうなという気がいた

します。それほど子供さんたちのいろんな移送

に関しては、十分安全を確保してほしいという

危機感からもあっただろうと思うんですけれど

も、貸し切りバスを利用する場合の学校行事に

ついてどんなものがあるのか、その選定の方法

についても教育長にお尋ねしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 貸し切りバスを利用

いたします学校行事には、修学旅行、遠足、宿

泊研修などがあります。これらの学校行事等で

使用するバスの料金は原則、保護者負担となり

ます。バス業者の選定につきましては、児童生

徒の安全面はもちろんのこと、保護者の負担も

考慮し、入札等により各学校が選定いたしてお

ります。

○太田清海議員 その選定方法、多少安ければ

いいということでは問題があるという一つのア

クションだろうと思うんです。ぜひ、子供さん

たちの命を預かるいろんな事業ですから、ひと

つ警鐘を鳴らしておきたい、そうであってほし

いと思っております。

それから、学校行事において県外の事業者の

バスの利用というのがふえておるようですけれ

ども、そういった実態を把握しておられます

か。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会では各

学校にバス業者の報告を求めておりませんの

で、いずれの貸し切りバス業者を利用している

かについては把握いたしておりません。ただ、

例えばセンター試験や高校総体など全県下の高

校生が動く行事などでは、なかなかバスの確保

が難しいというよう声は聞いております。

○太田清海議員 わかりました。地域経済循環

システムといいますか、地場産業、地場の事業

者を使っていくということも大変大事なことで

ありますので、教育長が今言われましたが、全

ての事業者が安全を保ってほしいというのは本

当にそうだろうと思います。ぜひ、貸し切りバ

ス事業者安全性評価認定制度というそうです

が、そういったところがふえてくるように期待

をしたいと思います。ぜひ、子供の安全という

立場を考えて、果たして安ければいいという風

潮は少しずつとめていただきたいなと思いま
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す。事故があったらこれは大変ですよ。

次に、障がい児教育についてお伺いします。

障がいのある児童生徒の小中学校から特別支

援学校への転学については、小中学校、それか

ら市町村教育委員会、就学指導委員会とも言う

ようですが、それから特別支援学校でそれぞれ

の役割、意見が違った場合なんかはどうするの

か、その調整をどう図られるのかということに

ついて教育長にお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 小中学校に在籍する

児童生徒の特別支援学校への転学につきまして

は、本人や保護者の希望を踏まえ、まず小中学

校の校内就学指導委員会において、障がいの状

態、学習や日常生活における支援の状況等をも

とに、転学についての検討が行われます。ま

た、転学先となる特別支援学校におきまして

は、きめ細かな対応が図られるよう、小中学校

や市町村教育委員会と綿密な情報交換を行い、

学校見学会や保護者との面談等を実施し、障が

い状況の把握や、本人と保護者の意向を確認す

るとともに、特別支援学校の教育内容について

理解を深めていただくように努めております。

このような事前の調整を行いながら、市町村教

育委員会が設置した教育、医学、心理等の専門

家で構成される就学指導委員会等に意見聴取を

行い、総合的、客観的な判断のもとに市町村教

育委員会が最も適した就学先を決定することと

なっております。

○太田清海議員 わかりました。三者対等であ

ろうかなという思いで、今言われたのは市町村

教育委員会のほうが最終的に決定するというこ

とでありますので、わかりました。

それでは次に、最後になりますが、防災マニ

ュアルについてであります。

保育所、幼稚園を経営されている方から、今

度の震災を受けて、どうしたらいいんだろう

か、どういうふうに子供を避難させようかとい

うことでいろいろ問い合わせがあります。宮崎

県はあるのかなと思ったんですが、どうも、保

育所、幼稚園の防災マニュアルの手引書、そう

いったものがないようでありますが、高知県で

はそれを作成しているというところもありま

す。本県の状況はどうなっているのか、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） 東日本大震災

の被害を踏まえ、地震や津波などの災害から次

世代を担う子供たちの命を守るための防災対策

の充実、これを図ってまいりますことは大変重

要でございます。このため、幼稚園につきまし

ては、本年３月に国のほうから、学校防災マニ

ュアル作成の手引が幼稚園を含む各学校へ配付

され、地震・津波災害を想定した防災マニュア

ルの見直し作業が要請されておりますので、学

校法人検査などの機会を通じ、マニュアルの見

直しや避難訓練の実施等を指導しているところ

でございます。また、保育所につきましては、

年１回、現地で実施しております指導監査の

際、各園の防災マニュアルの内容や避難訓練の

実施状況などの確認、それから指導を行ってい

るところでございます。先般、南海トラフ地震

による被害想定が公表され、新たに大規模な津

波対策に係る視点を強化していく必要がありま

すことから、今後、県といたしましては、市町

村や幼稚園、それから保育所関係者などと意見

交換を行うなど、連携を図りながら、大規模津

波を想定した手引の作成について検討を進めて

まいりたいというふうに考えております。

○太田清海議員 わかりました。いろいろ議論

させていただきましたが、教育基本法の第10条

第１項、子供の教育については、父母、その他
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保護者に第一義的な責任があるということで、

本当にそうだろうと思います。家庭教育につい

ては、きちっと家庭でやろうとする。そういっ

た子供さんが育っていく。そして、その子供さ

んたちが社会の中に入るときに、社会の受け入

れの形が、非常に優しい社会であったり、いい

社会であればいいがなという思いを持って、そ

の辺は政治家の責任かなというふうに思いま

す。そういうことを述べながら、以上で質問を

終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。（拍手）

○外山三博議長 次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 新みやざき

の田口雄二です。

いよいよ最後の質問になりました。私は延岡

で遠いものですから、傍聴者が少ないと御心配

していただいたのか、井上紀代子議員のお姉さ

んたちが傍聴に来てくれました。遠慮されて

端っこのほうに座っておりますけれども、どう

もありがとうございます。

市議会議員時代を通じましても、最初と最後

の質問はまだ経験したことがありませんでした

が、とうとう一番最後のくじを引き当ててしま

いました。今回は既に代表質問があり、広範囲

に質問がなされており、また延岡市選出議員の

５人のうち既に３人が質問をしております。重

複をできるだけ避けながら質問をしてまいりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、先週はロンドンオリンピックで活躍し

た松田丈志選手に県民栄誉特別賞、そして指導

する久世由美子コーチに知事感謝状を贈呈して

いただきました。知事、まことにありがとうご

ざいます。松田選手は私の東海中学校の後輩で

もあり、次男、長女ともに東海スイミングクラ

ブで一緒に練習をしていた関係もあり、実に感

慨深いものがありました。延岡市選出の議員

は、昨年の大相撲の最高行司を務めた第35代木

村庄之助さんの県民栄誉賞に続き、２年連続で

厳粛でかつ最高の名誉ある式典に参加すること

ができました。オリンピックではもう１人、延

岡学園高校出身の新鍋理沙選手も女子バレー

ボールの銅メダル獲得に大きく活躍してくれま

した。県民を熱くしてくれた２人の手形が延岡

駅前のオリンピック出場選手の手形・足形モニ

ュメントに新たに追加されます。お二人の今後

ますますの御活躍をお祈りいたします。丈志君

の言葉ではありませんが、私も手ぶらで延岡に

帰るわけにはいきませんので、元気が湧いてく

るような答弁をよろしくお願いいたします。

それでは、まず初めに、知事の政治姿勢から

お伺いします。

太陽光を初めとする再生可能エネルギーで発

電された電気を一定の期間、固定価格で買い取

ることを義務づける「電気事業者による再生可

能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」

が成立し、固定価格買い取り制度が７月１日か

らスタートしました。全国３位の日照時間と恵

まれた条件の本県は、大きな可能性を秘めてい

ます。県内にも既にメガソーラーの建設や計画

が進められていますが、知事のこの制度に関す

る感想をお聞きします。

以上で壇上からの質問は終了し、残りの質問

は質問者席からとり行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

県内へのメガソーラー建設に関する考えにつ

いてであります。本県では平成21年３月にソー

ラーフロンティア構想を策定しまして、メガ

ソーラーの立地や住宅用太陽光発電の普及、太
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陽電池関連産業の振興によります太陽光発電の

拠点づくりを進めてきたところであります。本

年７月から、再生可能エネルギーの固定価格買

い取り制度が開始されたことが起爆剤となりま

して、県内においても民間企業による新たなメ

ガソーラーの建設が相次いで進められていると

ころであります。また、具体的な計画も発表さ

れているところであります。県としましては、

今後とも、低炭素社会の実現や本県の恵まれた

自然環境を生かしたエネルギーの地産地消への

貢献という観点から、事業者への情報提供や相

談への対応などを通じまして、メガソーラーを

含む太陽光発電の導入を積極的に促進してまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○田口雄二議員 ありがとうございました。メ

ガソーラーの建設はありがたいのですが、雇用

創出という面では非常に厳しいものがありま

す。安易に工業団地には誘致せずに、地域経済

が潤う企業の立地に努めていただきたいと思っ

ております。ただ、知事も当然御存じのよう

に、固定価格買い取り制度は、1991年に導入し

たドイツでは巨額の助成金を投入してきました

が、既にさまざまな問題が出てきており、買い

取り価格の大幅な値下げなど、制度の見直しを

進めています。国民全体に大きな費用負担を強

いた割には、それに見合う発電量が得られてい

ません。太陽光パネルの国内メーカー製造の使

用限定などの規制がなく、安い中国や韓国製品

が大量に流れ込み、ドイツの太陽光発電のトッ

プメーカー、Ｑセルズ社は倒産しています。し

かし、今回の日本の制度はドイツの苦い経験を

生かしたものとはなっておらず、新エネルギー

政策の柱になるのか疑問です。

将来のエネルギー選択の議論の中で、原子力

発電のあり方にさまざまな意見が出ていま

す。14日に政府は、「革新的エネルギー・環境

戦略」をまとめ、2030年代に原発稼働ゼロを目

指すことを決定しました。私は民主党に所属す

る議員ですが、この決定には全く同感できませ

ん。原発停止により現在の発電の主役は火力発

電になっています。その分、原油や液化天然ガ

ス等の化石燃料の輸入が数兆円単位で急増し、

欧州債務危機に伴う世界経済の減速とあわせ

て、日本の貿易収支は大幅な赤字に転落してい

ます。現在の火力発電の中東依存は25％を超え

ており、政情不安な地域に頼り過ぎです。円高

が日本の景気の伸びを阻害しているようにも言

われますが、円高でなかったら化石燃料の購入

費が大きくかさみ、貿易赤字はもっと大変なこ

とになっていたことでしょう。もう少し日本全

体が冷静になって日本の置かれている現状を

しっかりと認識し、原発の再稼働を含む多様な

エネルギー政策を進めるべきと私は考えます

が、知事のお考えをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今のメガソーラーのあ

り方についての問題、それから原発ゼロを含む

今後のエネルギーのあり方についての御指摘、

大変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。国のエネルギー・環境

会議で決定をされました「革新的エネルギー・

環境戦略」におきましては、2030年代に原子力

発電所の稼働ゼロを目指す方針が示されておる

ということでありますが、これまでの議論の中

では、今、議員も御指摘がございましたが、原

発をゼロとする場合の課題といたしまして、電

力需給の逼迫でありますとか、電気料金の大幅

な上昇、さらには化石燃料調達リスクの増大、

産業空洞化への懸念、また地球温暖化対策への

影響というさまざまな懸念が指摘されていると
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ころであります。このような課題は、国民生活

や産業の維持発展など、我が国の将来にかかわ

る重要な案件であるというふうに考えておりま

すので、国においては十分な説明責任を果たし

ていただくとともに、その対策をしっかり示し

ていただきたいというふうに思っております。

実は午前中、閣議決定がなされたということ

ですが、このエネルギー・環境戦略につきまし

ては、参考資料という扱いで決定から外されて

いるということでございます。方針を決めなが

らも、それを閣議決定まで至らなかった。いろ

んな事情があるとは思うんですが、非常に何か

腰の定まらない対応に国民からも、それから国

外からも見えてしまうのではないかと、大変

今、不安に思っておるところでございます。

今、議員の御指摘がありましたように、エネル

ギー政策は大変重要な問題であり、原発依存度

を減らしていくとか、その方向性については国

民の多くが望んでいることかもしれませんが、

それに伴うさまざまな負担なり影響というもの

をしっかり踏まえた上で、国民的な、腰を定め

た決断というものが必要ではないかということ

を強く感じるところであります。

県といたしましては、そういう議論にも参画

をする、県としての思いを伝えるということ

と、県ならではの再生可能エネルギーの普及促

進へ、太陽光発電を初め、しっかりと取り組ん

でまいりたい、そのように考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。この

方が好きか嫌いかは別にしまして、石原東京都

知事は、「ただ観念的に原発の是非のみを問

い、その結果が錦の御旗がごとく力を持つなら

ば、国を滅ぼす危険なことになりかねない」と

都議会で述べています。私もそのとおりだと思

います。

次に、既にこの議会で何度も質問が出ていま

すが、瓦れきの受け入れについてお伺いしま

す。私は２月議会の代表質問で知事に受け入れ

要請をしたこともあり、再度、確認をさせてい

ただきます。知事の申し入れに対して市町村か

ら拒否された最大の要因は何であったのか、お

伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国が示した基準につい

て昨日来もいろいろ議論がございましたが、ま

ずは受け入れ判断の主体、いわゆる市町村とい

うものが、その国の示した基準というのを市町

村がどう判断するかというのが一つのポイント

としてあります。その先に、処理に当たる施設

の周辺の住民の皆さんはそれをどういうふうに

理解するか、さらにはその周辺住民の皆さんの

理解が得られた上で、外側からの、例えば観光

客でありますとか、そこの物産を買うお客さん

に対する風評被害への懸念、さまざまないろん

な課題があるわけでございますが、市町村にお

いて今回の判断というものは、施設がない、施

設の余力がないといったような個別の事情もあ

るわけでありますが、今言ったような国の基準

をどう受けとめて、それをさらには地域の住民

へ説明していくのかというところにおいて、健

康への影響や風評被害に対する懸念がある中

で、施設を設置するに当たっての市町村におけ

る地域の住民の皆さんとのこれまでのいろんな

経緯でありますとか、地域住民との関係を考慮

されて、将来にわたって責任ある判断をしなけ

ればならない―なかなか前に踏み切ることが

できなかったのではないかというふうに考えて

おります。県としては、国の基準より厳しい独

自の基準を示して、それを一歩進めるための議

論に取り組んでまいりたいというふうに考えて

おったところでございますが、国において最終
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的な新しい団体への要請はしないということに

なりましたので、最終的に検討を終えることと

したところであります。

○田口雄二議員 要するに、自治体の皆さん

は、放射能に関係するものはやはり御免だとい

うことだと思うんですが、私はそのことは全く

問題ないと思っているんですけれども、仮に放

射能が心配という瓦れきが山積している被災地

に、職員を送り出している県内の自治体が幾つ

もあり、また県庁職員や警察官、教職員等の多

くの皆さんも現地に入り、長期に及ぶ職員もい

ます。瓦れきの放射能が心配だと言っておきな

がら、その渦中の場所に送り出していますが、

職員の健康問題等は全く気にしていないのか、

私は矛盾を感じますが、知事はこの件に関して

どうお考えですか。

○知事（河野俊嗣君） 今、答弁では、市町村

がどのような理由でということで申し上げまし

て、市町村自身がどう判断するか、それから地

域の住民の皆さんにどう理解していただくか、

それから風評被害というようないろんな段階を

追って説明をしたところでございますが、今御

指摘がありました東日本大震災被災地に対する

職員派遣というものは、未曽有の国難と言うべ

き状況に対し、一刻も早い被災地の安全の確保

と被災地復興のために、国や全国知事会などか

らの要請に応じて全国の自治体が対応している

ものでありまして、本県としましても、市町村

としても、可能な限りの人的な対応、支援を

行ってきたものであります。全国知事会なり市

長会等を通じての派遣要請におきましても、健

康被害等問題のないところへの派遣ということ

での要請をいただいておりますし、また改めて

個別の派遣が決まった場合には、その自治体に

対して、勤務地における業務の内容や当該地域

の放射線量の状況等を確認して、重ねて確認を

して、健康に影響のない範囲であるとの回答を

いただいた上で派遣をしているところでござい

ます。

なお、派遣職員につきましては、県の場合、

派遣終了後、必要に応じて健康相談を実施して

おりますが、放射線の影響による健康上の問題

は生じていないところであります。

○田口雄二議員 私も宮城県にも入りました

し、被災地の人はそこに住んでもいますので、

私も問題ないと思っておりますので、ぜひ人の

応援はやっていただきたいと思っております。

ただ、こんなことがございました。先日、県

当局からの要請もありまして、私ども民主党県

連は、口蹄疫による家畜の埋却地の土壌改良に

係る経費を来年度予算に盛り込んでいただくよ

う郡司農水大臣に直接申し入れに行き、色よい

返事をいただいたと、あるところで報告いたし

ました。すると、出席者の中から、口蹄疫で国

にお世話になりながら、国の要請には全く応え

ず、勝手のいいことばかりよくお願いできたな

と、県は何を考えているんだと痛烈に批判され

ました。私たちもそのことが気にかかり、一抹

の引け目を感じながらの要望でもありましたの

で、この言葉にはかなり私は参りました。瓦れ

きの受け入れ要請は既に終了いたしましたが、

今後、できる限りの支援で東北地方の再生・復

興に手を差し伸べていただきますよう、よろし

くお願いいたします。

次に、医療福祉についてお伺いをいたしま

す。

危機的な県北の医療状況は少しずつ改善され

つつあり、感謝申し上げます。県立延岡病院に

ことし４月から、心療内科・精神科が４年９カ

月ぶりに再開され、さらに来年４月には、平
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成20年９月から休診されていた消化器内科が再

開の運びとなり、宮崎大学から２名の専門医を

派遣していただくことになりました。ドクター

ヘリの４月就航に続き、現在、県立延岡病院に

は、新救命救急センターが平成25年度の供用開

始を目指して建設中です。これまでの７倍の面

積で医療機器も充実したものになり、３階の屋

上にはドクターヘリが離発着できるヘリポート

も整備されます。先日の宮原議員の質問で、浸

水対策においても必要最低限の医療機能が維持

できるとの答弁もいただきました。県北地域の

２次、３次救急医療体制の中心を担う救命救急

センターの充実、機能アップに大きな期待が寄

せられています。そこで、新救命救急センター

の医療スタッフの配置はどうなるのか、病院局

長にお伺いをいたします。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立延岡病院の救

命救急センターの体制でございますが、現在、

平日の昼間は、救命救急科の専門医師１名及び

救急研修中の研修医と、救急病棟の日勤看護師

で対応しております。また、平日夜間と土日等

休日につきましては、医師が、内科系の医師１

名、外科系の医師１名、研修医１名の計３名、

看護師は、病棟の看護師長１名と外来担当の看

護師２名の計３名が交代で対応しております。

県立延岡病院の救急機能につきましては、今年

度の救命救急センターの改築によりまして、

ハード面の充実が図られますので、これとあわ

せて体制面の充実を図るために専門医の確保に

現在取り組んでいるところでございますが、全

国的な医師不足の中、なかなか確保できない状

況にございます。延岡病院は、県北地域で唯一

の第３次救急医療を担う中核病院として地域住

民の方々の期待は大変大きいものと認識してい

るところでございます。今後とも引き続き、専

門医の確保や看護師等の体制充実等に努めまし

て、新しい救命救急センターの機能が十分発揮

できるよう取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○田口雄二議員 施設も７倍になり、医療機器

もいいものになり、ドクターヘリも離発着する

ようになるのに、医療スタッフは変わらないと

いうことですね。昨日の清山議員の質問でも、

県立３病院の中で救急患者の受け入れも一番多

く、全ての患者に対応しているということもわ

かり、大変頑張っていただいているということ

はわかりました。医師確保が大変厳しい中では

ありますが、肝心の医療スタッフが当然、増員

になるものと思っておりましたので、ちょっと

残念ではあります。とはいっても、急に、施設

が７倍になったからといって、救急患者が７倍

ふえるわけではありません。高度な医療機器が

入り、レベルの高い治療が行われるようにな

り、また広いスペースになり、医療スタッフの

仕事がしやすくなったと理解しなければならな

いのかとも思います。引き続き、今、病院局長

が御答弁いただいたように、救急医療のさらな

る充実のため、マンパワーの確保に努めていた

だきたいと思います。そして、延岡病院には休

診している神経内科、眼科がありますので、そ

の医師確保にも御尽力賜りますようによろしく

お願いいたします。

次に、４月から就航したドクターヘリの出動

についてお伺いします。これまで何度も出動回

数が報じられ、順調に利用が進んでおり、期待

した効果が発揮されていると思っています。道

路事情が悪く、医療環境も厳しい県北地区がや

はり予想したとおり出動も多いようです。た

だ、これまで報告された出動状況は、なぜか延

岡地区はランデブーポイントからの現場搬送で
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はなく、全て病院間の転院搬送ばかりです。私

は勝手に、延岡病院には脳梗塞等に対応する専

門の神経内科医が不在のため重篤な患者が運ば

れているのかなと思ったりしておるんですが、

なぜこのような状況なのか、延岡地区には特別

な要因でもあるのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

の出動件数につきましては、運航開始しました

４月18日から９月17日までの153日間で、現場出

動が86件、転院搬送が61件の計147件となってお

ります。そのうち延岡地区は16件で、今御指摘

のとおり、全て転院搬送となっておるところで

ございます。この転院搬送された案件の中に

は、一たん救急車で市内の医療機関に運ばれた

ものの、処置が困難で、他の高度医療機関への

転院搬送の要請がなされたものもあるようでご

ざいます。なお、現場出動のほうも、５件の要

請が行われておりますけれども、いずれも運航

時間外や重複要請のため、出動できなかったと

のことでございます。

○田口雄二議員 延岡は出動要請から到着まで

に30分ぐらいかかりますので、ドクターヘリを

要請したが、その間、病院で応急治療をしてお

こうということもあるのかもしれませんね。状

況がわかりました。ありがとうございます。

次に、臨床研修医の件でお伺いします。これ

まで本県の医師確保は、いかに本県出身者を宮

崎大学医学部に入学させて、本県で臨床研修も

済ませてもらい、そのまま宮崎県内で医師とし

て働いてもらうことが大きな施策の一つでし

た。そのために宮崎大学医学部に、地域枠や地

域特別枠、そして学生向けに奨学金等を導入し

てまいりました。ようやくその成果が上がり、

宮崎大学医学部の約４割を本県出身者が占める

ようになり、今年度の研修医は58名と、過去最

高になりました。非常に喜ばしいことではあり

ますが、研修医確保ばかりが話題になっていま

したが、臨床研修の２年を経過した医師がその

まま本県にどれぐらい残っているのかは聞いた

ことがありません。今年度、県内で臨床研修を

終えた医師数と、そのうちどれほどが県内に

残ったのか、また県外に行った医師の原因等は

つかんでいるのか、福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） ことし３月に

本県で臨床研修を修了した医師が35名でござい

ます。そのうち27名の医師が県内に残っておら

れます。臨床研修修了後の進路等につきまして

は、各研修病院で個別面談を行っていただいて

おりますが、その中では県外に出ていかれた理

由として、「地元に戻る」「県外でキャリア

アップを図りたい」などの声があるというふう

に聞いております。県といたしましては、研修

医の定着を図りますため、若手医師等に対する

学会出席や専門医資格取得に要する経費の助成

等を行っており、今後とも、各研修病院と連携

を図りながら、宮崎で勤務いただくよう働きか

けてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 平成16年に研修医制度がス

タートし、18年に最初の研修期間を終えており

ますので、18年度以降のデータをいただきまし

た。おおむね７～８割の医師が残ってくれてい

るようですが、県立宮崎病院で研修した医師の

残留率が余りよくありません。平成23年は８人

の研修医のうち５人が県外へ、24年が６人のう

ち４人が県外に出ていっております。研修内容

がお気に召さなかったのか、あるいは県外でさ

らに高度な技術をつけて、いずれ本県に戻って

くるならいいのですが、原因をしっかりと調査
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して今後につないでほしいと思っていますの

で、よろしくお願いいたします。

次に、政権交代後、ヒブワクチン、小児用肺

炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防ワクチンの接

種が平成22年から国と市町村の補助で無料化さ

れました。特に、中学１年生から高校１年生の

女子を対象にした子宮頸がん予防ワクチンは、

がんを予防できる数少ないワクチンです。しか

し、補助がなければ５～６万円の費用がかか

り、以前から助成を求める要望の強いワクチン

でした。若い女性に急増しているがんでもあ

り、お母さん方には非常に喜ばれているワクチ

ンです。県内の対象となる小児や女子のヒブワ

クチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん

予防ワクチン接種状況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） 御指摘のとお

り、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、

子宮頸がん予防ワクチンにつきましては、平

成22年度から国の特例交付金を活用して無料で

の接種が開始されたところでございます。これ

らのワクチンの接種状況でございますが、平

成23年度末現在でございますが、ヒブワクチン

につきましては、対象者のおよそ５割程度であ

ります３万1,240人、小児用肺炎球菌ワクチンに

つきましては、対象者のおよそ６割程度である

３万6,045人、子宮頸がん予防ワクチンにつきま

しては、対象者のおよそ８割以上である２

万5,464人がそれぞれ接種を開始いたしておりま

す。

○田口雄二議員 せっかく無料で接種できるよ

うになったのですから、一人でも多くの対象者

に接種してほしいと思っております。さすがに

子宮頸がんは、関心が高かっただけに非常に接

種率も高くなっておりますが、先ほど申しまし

たが、一人でも多くの命が助かるように普及啓

発をしていただきたいんですが、ワクチン接種

についての普及啓発はどのようにしているの

か、再度お伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、ホー

ムページや県の広報紙、テレビ・ラジオを活用

いたしまして、ワクチン接種についての周知を

図りますとともに、予防接種の円滑な実施のた

め、市町村、医療及び教育関係者を対象とした

ワクチンに関する最新の動向等についての研修

会を開催しているところでございます。また、

医師会の協力のもと、居住市町村以外の県内ど

こでもワクチン接種が受けられる体制を整備し

ております。ワクチン接種は疾病の予防に大変

効果的でありますので、今後とも、市町村、医

師会等との連携を図り、接種の推進に努めてま

いりたいと考えております。

○田口雄二議員 市町村や医師会、関係団体と

連携をしながら、しっかりと普及啓発に努めて

いただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。

延岡医師会は、限られた医療資源にもかかわ

らず、延岡市夜間急病センターの深夜帯の診療

を６月からさらに木曜日も追加していただき、

週４日体制になりました。高齢化が進む延岡医

師会の御尽力には心から感謝を申し上げます。

来年度には延岡と宮崎間の高速道路が全線開通

する予定です。また、宮崎大学近くの清武南ま

でつながるのは大変ありがたく、夜間の医師の

派遣を宮崎大学がふやしていただけるのではな

いかと期待しているところで、延岡医師会の負

担が少しでも軽くなってほしいと思っていると

ころです。また、聖心ウルスラ学園高校が来年

４月に、５年一貫の定員40名の看護科を県北で

初めて開設していただくことになりました。県
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北地域で慢性的に不足している看護師を養成す

る学科がつくられることは大変ありがたく、心

から感謝申し上げまして、医療福祉に関する質

問は以上にいたします。

次に、教育行政についてお伺いいたします。

2009年10月に延岡市岡富中学校でスタートし

た学校支援地域本部事業「はげまし隊」につい

てお伺いします。現役時代に化学や電気等の分

野で働いていた旭化成ＯＢ会の皆さん22名が、

ボランティアで中学生の数学や理科の授業の補

助をするものです。５年目の今年度からは新た

に２校が加わり、４校で実施されています。地

元企業と連携による授業支援は、全国でも例の

ない延岡独自の取り組みとして大きく注目され

ています。私は７月に、今年度から始まった母

校の東海中学校の「はげまし隊」の授業を参観

してまいりました。60～70代の旭化成のＯＢ会

の皆さんは１クラスに３名入っており、教室内

を回りながら、生徒からの質問に答えたり、問

題にてこずっている生徒の手助けをしたり、居

眠りをしている生徒に声をかけ、授業に参加さ

せようとしていました。先生は30代半ばで、ま

さにＯＢ会の皆さんから見たら自分の子供の世

代、そして生徒は中学１年生で13歳、まさに孫

の世代で、３世代が同じ教室で数学の問題に一

緒になって取り組むおもしろい光景を目の当た

りにし、実にほほ笑ましいものを感じました。

また、先生も、いつも参観日のようで気の抜け

ない指導になり、いい刺激を受けているようで

す。「はげまし隊」は約70名の会員となり、週

４時間ほどを受け持ち、１クラス３～４名が入

り、授業支援をしています。成績アップにもつ

ながっているようで、各学校から支援を求める

声が大きくなり、全市的な実施を目指して、５

月にＮＰＯ法人「学校支援のべおかはげまし

隊」が設立されました。役員には、市役所Ｏ

Ｂ、校長会のＯＢ、企業の幹部等が入り、今

後、幅広い人材確保を目指し、実施校を徐々に

ふやしていくようです。教育長はこの延岡市で

の取り組みをどのように評価しているのか、ま

た学校支援地域本部事業の概要と事業費につい

てお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 学校支援地域本部事

業は、学校と地域が連携協力を図り、地域住民

がボランティアとして学校を支援する事業で、

本年度は県内15市町村35地域で実施され、全体

の事業費は2,816万6,000円となっており、うち

延岡市の「学校はげまし隊」の事業費は教材や

資料代など120万円であります。この延岡市の

「学校はげまし隊」は、企業を退職された方々

が中学校の数学や理科の学習支援等に取り組ま

れているもので、学校からは、「理科実験での

企業レベルの安全指導は助かる」「企業目線で

校内の危険箇所を指摘していただき、ありがた

い」、さらに生徒からは、「授業の理解が一層

深まった」「励ましていただき、成績が伸び

た」などの感謝の声があり、まさに延岡ならで

はの、しかも今までのさまざまな経験や高度な

知識を生かしていただいた実にすばらしい取り

組みであると評価いたしているところでありま

す。

○田口雄二議員 ＯＢ会のボランティアの皆さ

んは、もちろん教員免許は持っていない方がほ

とんどです。熱心に事前準備、つまり予習を

しっかりやっており、丁寧に御指導いただいて

おります。ある方に声をかけましたら、気持ち

に張りが出てきて、ぼけ防止にちょうどいい

と、にこやかにおっしゃっていました。この取

り組みは延岡以外でも十分可能です。特に、高

学歴集団の県庁のＯＢの皆さんなどを活用する
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ことも十分考えられます。まず、教育長、週４

回、５つの中学校で実施されていますので、延

岡に足を運んだ際はぜひ一度視察していただき

たいと思いますので、どうかよろしくお願いい

たします。

次に、延岡しろやま支援学校についてお伺い

します。４月13日に飛田教育長が声高らかに開

校宣言をし、「この学校が全国の先駆けモデル

としてよき学校になることを期待してやまな

い。本校の子供たちの可能性が延岡のシンボル

城山の鐘のように大きく広がることを祈りま

す」と、晴れやかに御挨拶されました。残念な

がら、その後の教育長は頭を下げるシーンばか

りでちょっと気の毒だなと思っておりますが、

それはさておきまして、聴覚、知的、肢体不自

由の３つの特別支援学校を統合するのは、全国

で初めてです。そのほかにも、これまでにない

取り組みが幾つも入っており、大きな注目を浴

びながらスタートして、既に半年が経過いたし

ました。期待と不安の中でのスタートであった

と思いますが、この半年を振り返って現在まで

の状況をどのように評価し、また開校に間に合

わず24年度にずれ込んだ駐車場整備やグラウン

ド整備の進捗状況を教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 延岡しろやま支援学

校は、「地域とともに子どもたちの自立する心

と力を育み、可能性を高め、未来を拓く総合的

な専門教育の実現」を理念として設置いたしま

した。私も、準備段階での視察に加え、ことし

に入りまして、２度ほど本校を訪問いたしまし

たが、校内においては、異なる障がいの子供た

ちが一緒に行動したり、コミュニケーションを

図るなど、３校統合による効果が見られてきた

と感じたところであります。

半年を経過した学校の状況は、九州保健福祉

大学との連携により、理学療法士等の配置をす

るとともに、就労支援の充実を図るために、就

職先の開拓や企業への学校見学会を実施するな

どいたしております。また、地域教育支援セン

ターが中心となって、地域の障がいのある子供

に関する相談活動を月平均100件以上行うなど、

地域支援の充実も進んでおり、開校後半年を経

過したスタートの段階としましては、おおむね

順調に進んでいるものと考えております。

それから、今年度計画しておりました整備の

うちについてですが、既に安全対策用の囲い等

の設置は終え、現在、排水工事を行っていると

ころでありまして、運動場のトラック・フィー

ルドの整備や駐車場の舗装等につきましても、

全て年度内に終了する予定としております。工

事期間中の体育等の授業につきましては、延岡

西高等学校が使用しておりました広い体育館を

整備して使用していただいているところであり

ます。

○田口雄二議員 御父兄等からの要望もありま

して、８月６日、新みやざきの会派で学校に視

察に行ってまいりました。昼食に関する御要望

が多かったので、給食が始まる前に現場に入り

ました。学校そのものは宮崎杉をふんだんに

使っており、落ちついた感じのいい施設です。

肢体不自由のわかあゆ棟には給食を食べる専用

のランチルームがなく、４時間目に４つの教室

のランチルームへの模様がえを教職員が行って

いました。そして、ちょっと遠いなと感じる調

理室からワゴン車で給食を運んできて、配膳し

ていました。授業時間中に教職員が給食のため

にかかり切りになるというのはいかがなものか

と、視察した会派の一同が感じたものです。そ

の後、調理室を拝見させていただきましたが、

調理室手前には給食を運ぶワゴン車が所狭しと
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置かれており、調理員が窮屈そうにワゴン車の

間を移動していました。視察した会派の意見

は、わかあゆ棟の隣のスペースが大きくあいて

おり、ここに厨房やランチルームを設置したら

問題は解決するのではないかと考えますが、教

育長に御見解を伺います。

○教育長（飛田 洋君） 厨房につきまして、

狭いのではないかという御指摘をいただいたと

ころでありますが、新しい衛生管理基準に対応

した余裕のある仕様となっており、県内の特別

支援学校の中でも最大の広さとなっておりま

す。また、給食場所まで遠いというところと

か、配膳についてのことがお話にありました

が、教室や多目的室など給食をとる場所への運

搬につきましては、教職員が児童生徒への指導

に専念できるよう、調理委託業者が行う契約と

なっております。給食の配膳につきましては、

通常、生活指導の一環として子供たちと教職員

が一緒に行うこととなっており、肢体不自由棟

におきましても、児童生徒の障がいの状態に応

じた指導を行っております。このようなことか

ら、現在の実施体制で対応できているものと考

えております。また、ランチルームにつきまし

ては、現状においては今の給食をとる場所で支

障はないと考えておりますが、今後、児童生徒

数の推移など、そういう状況を見守りながら、

必要性について判断してまいりたいと考えてお

ります。

○田口雄二議員 現時点では厨房もランチルー

ムも新たにつくる必要はないということです

が、御父兄や教職員の皆さんの御意見を今後も

しっかりと聞いていただきまして、ぜひ御検討

いただきますようによろしくお願いいたしま

す。

次に、肢体不自由のわかあゆ棟の廊下に関し

てですが、新しくつくられていますので、幅も

十分にあります。しかし、せっかく広くつくら

れた廊下は、車椅子や補助用具がずらりと並ん

だ状況で、スペースが死んでしまっています。

廊下の両サイドに手すりがついているのに、片

方の途切れ途切れになっている教室側の手すり

しか使えない状況です。車椅子や給食を運ぶワ

ゴン等が来たときは、視察している私どもは用

具と用具の間に体を移動して通り過ぎるのを待

つ状況です。災害時の緊急避難にも大きな支障

が出るのではないか、心配です。どうしてこん

なことになっているのかと関係者に聞くと、教

室が狭くて置くスペースがなく、廊下に置かざ

るを得ないとのことでした。せっかくのスペー

スを有効に使うためにも、防災面からも対策が

必要と考えますが、教育長に御見解を伺いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 肢体不自由棟を初

め、延岡しろやま支援学校の全ての廊下につき

ましては、バリアフリー基準を超える通路幅を

確保しており、車椅子を使用する児童生徒が十

分行き交うことのできる広さとなっておりま

す。ただし、肢体不自由のある児童生徒は、訓

練等において運動機能を高めるための補助用具

などを多く用いるため、一時的にそれらを廊下

に置くことがあり、車椅子同士の離合を妨げる

可能性があると聞いておりまして、そのような

状況だったんだろうと想像しております。防災

上の問題もありますので、余裕スペース、例え

ば余裕教室だとか昇降口の車椅子置き場、そん

なものもあるんですが、そういう余裕スペース

を活用するなど、よりよい教育環境となるよう

改善を図っているところであります。

○田口雄二議員 少しでもスペースを有効に使

えるようによろしくお願いいたします。
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今回の延岡しろやま支援学校の特徴の一つ

は、副校長に民間企業に勤めていた方を本県で

は初めて任用し、就労支援をすることです。早

瀬副校長は、これまで宮崎銀行に勤められ、転

勤で県内各地に赴任されたようで、広い人脈を

持ち、今後の活躍が期待されます。そこで、統

合前の旧３校の卒業生の進路状況について教育

長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 平成23年度の卒業生

の進路状況につきましては、延岡わかあゆ支援

学校及び延岡たいよう支援学校の高等部卒業

生、合わせて36名のうち、就職が５名、就職を

目指して職業訓練を行う就労移行支援事業所の

利用が９名、生活介護や自立訓練等を行う福祉

施設の利用が20名、その他が２名となっており

ます。また、延岡ととろ聴覚支援学校は中学部

までの設置でありましたので、卒業生の多く

は、都城さくら聴覚支援学校高等部に進学いた

しております。なお、都城さくら聴覚支援学校

に進学し、平成23年度に卒業した生徒は２名で

ありまして、地元企業への就職と福祉施設利用

となっております。

○田口雄二議員 なかなか就労が難しいことは

よくわかりましたが、大変厳しい内容だと思っ

ております。ただ、副校長先生は、しろやま支

援学校の前身の延岡西高校の出身で、母校で仕

事ができることを意気に感じているようでし

た。一人でも多くの就職がかなうようにこれま

での経験を生かしてほしいものだと思っており

ます。

次に、昨年に引き続き、ことしも宮崎大宮高

校で開催された普通科高校サマーセミナーを会

派で視察しました。私学を含む各普通科高校３

年生を対象に、約700名が参加し、指導力向上支

援教員を講師として、成績アップを図ります。

目指す大学や学部ごとに分かれて３日間の集中

講座で、制服の違う生徒たちが同じ教室でいつ

もと違う先生の指導を受け、切磋琢磨していま

した。参観をする先生も多く、先生方もいい刺

激を受けています。私は昨年、視察をした後、

北部教育事務所を含めた県の出先機関の幹部と

延岡市選出県議会議員との意見交換会の際に、

サマーセミナーは非常にいい取り組みで、この

県北地域か延岡市内での取り組みはできないか

と提言をさせていただきました。すると、既に

県南地区ではこの春から同様の取り組みをして

いるようです。日南高校、福島高校、そして日

南学園の各１年生30名から40名の計100名を超え

る生徒が集まって、３校の教師が講師を務め、

進学を意識しながら、学力向上に励んでいるよ

うです。県内地区の３つの高校が合同学習会を

開始したが、これはどこがどのように企画した

のか、またこの学習会をどう評価しているの

か、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 南那珂地区合同学習

会は、南那珂地区の高校生の学力向上に寄与す

ることを目的として、今お話にありましたよう

に、日南高校、福島高校、日南学園高校の３校

で組織する協議会が実施いたしております。こ

としの３月に１年生を対象とした合同学習会、

８月には２年生を対象として合同宿泊学習会を

開催しており、宿泊費等の経費は生徒の自己負

担であります。この学習会は、県立、私立、そ

の垣根を越えて、それぞれの学校が独自に協力

し合う、これまでにない意欲的なものであり、

同じ地域に学ぶ高校生の学力向上を目指すいい

取り組みであると高く評価をいたしているとこ

ろであります。期待もいたしております。

○田口雄二議員 大分県も同様の取り組みを積

極的に行っているようです。しかし、県南のこ
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の取り組みは、聞くところによると普通科高校

通学区域撤廃による優秀な生徒が宮崎市に多く

流れるようになり、地元の高校を選択してもら

うその対策も兼ねているようです。教育長の評

価は非常に高いようですが、このような地域に

おける取り組みを拡大することは考えていない

か、見解をお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 合同学習会につきま

しては、県教委では、確かな学力強化推進事業

におきまして、県下の高校生を対象として合同

学習会として例年８月に、先ほど御視察いただ

いたというお話がありましたが、高校３年生向

けの普通科高校サマーセミナーと、高校２年生

向けのパワーアップセミナーを開催しておりま

す。今後、南那珂の取り組みはすばらしい取り

組みでありますので、その取り組みにつきまし

て、校長会や副校長・教頭会等の場において紹

介する予定といたしております。また、南那珂

地区以外で地域の状況に応じて近隣の学校が協

議を行い、このような学習会の取り組みを始め

るというようなケースの場合には、積極的に情

報提供や指導助言に努めてまいりたいと考えて

おります。

○田口雄二議員 サマーセミナーもすばらしい

のですが、参加者がかなり絞られます。地域で

の合同学習会であればもっと対象が広がります

ので、全体の底上げにもなると思いますので、

今後の取り組みをよろしくお願いいたします。

次に、「朝課外等への従事に係る兼職・兼業

等の取り扱いの変更について」という文書が教

育長から各県立学校長に通知された件でお伺い

をします。内容は、勤務時間外に実施する朝課

外等について兼職・兼業の手続を受けずに報酬

を得て事業に従事することは、その職務の信頼

性や公正性を損ないかねない。よって、今後

は、朝課外等はＰＴＡの依頼を受けた学校が実

施からＰＴＡ主催に、これまで不要であった兼

職・兼業の承認が必要となり、謝礼金を報酬と

して取り扱うよう９月１日からの実施を求める

ものです。この通知に基づき、各ＰＴＡが朝課

外等の主催者になることで、戸惑いが生じてい

ます。まず初めに、朝課外費やＰＴＡ会費等の

学校徴収金は年間でいかほどか、また使途目的

についてお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） ＰＴＡ会費等の徴収

金額についてでございますが、県立高校におき

まして、１年間に納めるＰＴＡ会費等の学校徴

収金の額は、修学旅行費など実費負担となる経

費等を除いたおおよその平均額で申しますと、

普通科高校で約６万3,000円、専門高校で約４

万7,000円となっております。

学校徴収金の使途目的でありますが、ＰＴＡ

活動、生徒会活動、部活動など、学校のさまざ

まな教育活動の支援を目的としております。

○田口雄二議員 県立高校では、ＰＴＡ負担で

よく話題になるのがエアコン等の空調設備です

が、本県の県立高校の設置状況と運用に係る経

費の負担はどうなっているのか、お伺いをいた

します。

○教育長（飛田 洋君） 普通教室の空調設備

につきましては、県立高校40校のうち25校に設

置されております。この25校のうち６校につき

ましては、宮崎空港や新田原基地の周辺におい

て騒音対策が必要な学校に設置されたものであ

り、設置費用と運用経費は国の補助を受けて県

で負担しております。残りの19校につきまして

は、夏季休業期間中に実施される課外授業にお

いて生徒の学習能率向上のために、教育財産の

目的外使用許可による設置を保護者が希望され

たものであり、設置費用と運用経費は保護者に
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負担をお願いしております。なお、九州各県に

おきましても、本県と同様の取り扱いとなって

おります。

○田口雄二議員 以前、私は、息子が県立高校

在学中にＰＴＡの監査役をしていたことがあり

ます。会計監査のときに、なぜこれがＰＴＡ会

費の中から支出されるのかと疑問に思ったもの

がありました。校長先生等の名刺代です。その

ときは校長先生から、他校でも、またこれまで

も同様の対応をしてきたと押し切られてしま

い、もう一人の監査役と納得のいかないまま印

鑑をついたのを思い出します。今、マスコミ等

で、徴収金が県によって大きな格差があること

や不適切な支出が指摘されていますが、本県の

場合、取り扱いのマニュアルがあるのか、また

そのチェック体制についてお伺いをします。

○教育長（飛田 洋君） 学校徴収金につきま

しては、事務処理の適正化や保護者の経済的負

担の軽減等を図るため、県教育委員会では平

成19年４月に、学校徴収金等取扱マニュアルを

作成し、それに基づいた指導を各学校に対して

定期的に行っております。また、チェック体制

につきましては、今お話にあったように、保護

者から選出された監査員による内部監査の実施

はもとより、準公金として公費に準じた取り扱

いをしており、県監査事務局による監査も実施

されているところであります。

○田口雄二議員 県監査事務局による監査が行

われておりますので、今は名刺代などは当然マ

ニュアルで除外されて適正な支出になっている

と思います。

次に、先ほど申しましたように、朝課外等が

ＰＴＡ主催になったことでＰＴＡ役員が困惑し

ているのは、朝課外等に教職員が従事した場合

に公務災害や通勤災害が適用されるのかされな

いかによって対応が変わってくるからです。こ

の適用はどうなるのか、また朝課外等の謝礼金

が報酬に変わりましたが、謝礼金と報酬の違い

は何なのかをお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 本県県立高校の朝課

外や、土曜日、日曜日の課外等につきまして

は、ＰＴＡとの協議の中で各学校で実施されて

きた歴史があり、生徒の進路実現に多大な貢献

をしてきたものと考えております。お尋ねの公

立学校教職員の公務災害及び通勤災害につきま

しては、認定機関である「地方公務員災害補償

基金」において、法令に基づき、これらに該当

するかどうかの認定が行われております。同基

金に確認いたしましたところ、ＰＴＡが主催す

る朝課外等につきましては、その業務がＰＴＡ

用務であり、公務でないため、これに起因して

教職員がけがなどをした場合には公務災害とし

て認められないとのことであります。また、出

勤・退勤時における災害については、認められ

る場合と認められない場合があり、例えば朝課

外等に引き続いて授業等の公務がある場合に

は、通勤災害として認められることがあるとの

ことであります。

朝課外等の謝礼金と報酬の違いについてであ

りますが、一般に、謝礼金とは相手に感謝の気

持ちをあらわすためのものであり、報酬とは労

働の対価として支給されるものであります。な

お、本県県立学校の朝課外等につきましては、

ＰＴＡからの要望に応えて各学校で実施されて

きたものであり、ＰＴＡからの謝礼金が支払わ

れておりましたが、本年５月の文部科学省の通

知等により、朝課外等の謝礼金も報酬とみなさ

ざるを得ないという考え方が国から示されたこ

とを踏まえ、今回、報酬として整理したところ

であります。
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○田口雄二議員 朝課外の場合は通勤災害が認

められる可能性が高いということがわかりまし

たが、公務災害が適用されない場合もあるとい

うことです。万が一のためにＰＴＡ等には対応

はどう指導していくのか、お伺いをいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） ＰＴＡが主催する朝

課外等に従事する教職員がけがなどをした場

合、公務災害または通勤災害として認められな

いことがありますので、万が一のことを考慮し

まして、保険加入の対応を行うことが望ましい

と考えております。このことを踏まえ、既に多

くの普通科高校では相応の保険に加入している

様子でありますが、今後、全ての県立高校の対

応状況を改めて把握し、必要な情報を提供した

り、各学校からの相談に応じたりするなど、Ｐ

ＴＡ主催による朝課外等が円滑に実施されるよ

う助言をしてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 これでＰＴＡに関する質問は

終わりますが、また改めて教育には金がかかる

なというふうに実感いたしました。高校授業料

無償化は、ばらまきと批判されましたが、経済

的な理由での退学者が減り、逆に復学する生徒

が増加しています。先進国の中で高校の授業料

が今どき有料の国のほうが珍しく、今まで無償

にしなかったことが問題だと思います。９月11

日、ＯＥＣＤが教育施策に関する調査を公表し

ました。日本の全教育支出に占める私費負担の

比率は31.9％で、チリ、韓国に次いで３番目に

高いことがわかりました。ＯＥＣＤの平均は16

％で、いかに日本は親が教育費にお金をつぎ込

んでいるかがわかります。先ほどの普通科高校

の徴収金は約６万3,000円です。これに修学旅行

費も入れると大きな支出になります。これまで

の国の予算編成が余りに教育費が少な過ぎた影

響もあるかと思いますし、日本の人材育成は親

の財布にかかるところが大き過ぎます。次代を

担う子供たちに予算をふやさなければと今回は

改めて思いました。

以上で教育行政の質問は終了し、交通網の整

備についてお伺いをいたします。

我が会派の西村代表、そして私もこの議場で

何度も訴えてきた小倉ヶ浜有料道路が来年５月

に無料化することが決まりました。細島港への

アクセスはもちろん、観光スポット馬ヶ背や大

御神社への利便性も向上し、観光にも大きな効

果が出るものと思います。ありがとうございま

す。

一方、国道10号土々呂地区の渋滞解消につい

て、これまで延岡市選出の議員が何度も何度も

質問してきましたが、これらは一向に解消しま

せん。渋滞する国道10号はこの間だけ２車線

で、並行する県道土々呂日向線は全く拡幅工事

が行われず、特に延岡市と門川町の境界あたり

は離合するのも大変です。先日、黒木正一議員

が、「ここを走っていたら車のドアミラーが落

ちていました。離合するときに衝突して落下し

たんだろう」と言われました。それほど危険で

狭隘な道路です。県北地区の長年の課題である

国道10号の土々呂地区の渋滞対策を県当局はど

う考えているのか、県土整備部長にお伺いをい

たします。

○県土整備部長（濱田良和君） 土々呂地区の

渋滞対策につきましては、まず国におきまし

て、これまでに国道10号の土々呂漁港入り口交

差点など２カ所に右折レーンを設置されたとこ

ろでありまして、本年度は引き続き、詳細な渋

滞原因の調査や対策の検討を行う予定と聞いて

おります。また、県としましても、県道土々呂

日向線におきまして、今年度より、船越地区の
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延長約240メートルの区間におきまして、道路拡

幅に取り組んでいるところであります。なお、

現在事業中の東九州自動車道及び国道10号延岡

道路が全線開通いたしますと、この土々呂地区

の渋滞解消にも寄与すると考えておりまして、

県といたしましては、今後の交通の状況を注視

しながら、国とも連携しまして、渋滞緩和に取

り組んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。船越

地区の240メートル区間において道路拡幅に今後

努められるということで、今までこの件に関し

て質問した中では初めていい回答を得ました。

ありがとうございます。拡幅工事までにはもう

少し時間を要するようですけれども、ようやく

少し前進をしたような気がします。ありがとう

ございます。

同じく延岡市内の渋滞緩和の期待がかかって

いる延岡西環状線は、この春に五ヶ瀬川に橋梁

もかかり、整備が進んできています。車の流れ

も変わりますし、延岡消防署、そして延岡警察

署ともつながっているので、緊急出動にも大き

な効果が出る道路となります。延岡西環状線の

進捗状況について、また未整備区間の今後の予

定について県土整備部長にお伺いをいたしま

す。

○県土整備部長（濱田良和君） 延岡西環状線

の整備につきましては、延岡市と連携しまし

て、重点的に取り組んでおりまして、本年３月

には五ヶ瀬大橋が開通いたしまして、平成23年

度末で延長約8.7キロメートルのうち約5.1キロ

メートルが整備済みとなっております。県にお

きましては、未整備区間のうち、富美山団地北

側から祝子橋までの延長約1.3キロメートルの区

間について整備を進めておりまして、このうち

団地北側から約360メートルにつきましては、平

成25年完成を目指しております。また、残る祝

子橋までの区間につきましては、昨年度事業に

着手しまして、今年度は用地調査等を行うこと

としております。なお、延岡市が取り組んでお

ります約2.3キロメートルの区間につきまして

は、岡富地区など約1.2キロメートルが本年度末

に完成予定と聞いております。県といたしまし

ては、今後とも、市と連携しまして、早期整備

に向け、取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 ありがとうございます。

次に、商工観光行政についてお伺いします。

先日、香港で開催されました国際食品見本市

「フードエキスポ2012」を視察してまいりまし

た。アジア有数の見本市は、世界26カ国と地

域、1,000以上の企業や団体が参加する巨大なイ

ベントで、その規模の大きさを見るだけでも東

アジアの勢いを実感することができます。質の

高さと安全性で日本の食材への関心は高く、宮

崎ブースもにぎわっていました。本県からは９

つの企業が参加していましたが、どのような手

応えを感じていたのか、商工観光労働部長にお

伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 今回の香

港フードエキスポには、本県からは、乳製品、

調味料、漬物、焼酎など、初出展６社を含む９

社が参加し、期間中の商談によりまして、成約

が４件、成約見込みが38件あったところであり

ます。また、出展企業からは、「さまざまな情

報を得ることができた」「中国などへの足がか

りをつかむことができた」などの手応えや、

「試しに飲んでもらうためのサンプルをもっと

充実させて成約に結びつけたい」「言葉の違い

で取引に時間がかかる」などの今後に向けた御

意見があったところであります。今後とも、こ
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のような成果を踏まえまして、県内企業の販路

拡大に向けた取り組みを支援してまいりたいと

考えております。

○田口雄二議員 今のお話、うまくまとまれば

いいんですが、ちょっと今心配なのは、せっか

くの話が今回の日中関係が悪化していることで

足踏み状態にならないことを祈るばかりです。

時間がなくなりましたので、もう質問をやめ

ますが、上海に行きましたとき、上海の県人会

の方とお話をいたしました。ことし10周年を迎

えるそうでございまして、秋に式典を行うよう

です。ぜひ、知事に来てほしいという要望もご

ざいましたし、スケジュール調整をして何とか

足を運んでいただきたいと思います。ただ、そ

れも日中関係が良好なものになっていないとな

かなか難しくなるかもしれませんが、やはり日

本との関係は非常に大きな国でありますので、

このままうまくおさまってくれればと思ってお

ります。

ちょっと質問が残りましたけれども、以上で

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す

が、よろしくお願いいたします。提出をされま

した議案について質疑を行います。

議案第１号「平成24年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号）」について伺いたいと思いま

す。今回の補正は、一般会計で57億3, 2 8 5

万3,000円が計上されております。今回の補正予

算が地域経済の活性化に、県民の暮らしや福祉

の向上につながるよう期待をするものです。そ

こでまず、地域経済活性化や雇用対策の新規事

業として、再生可能エネルギー等導入推進基金

積立金９億円が計上されております。どのよう

な事業に活用されるのか、具体的な事業内容を

お聞かせください。

また、同事業において今年度の活用として、

市町村が実施する事業を助成する経費に１

億3,060万8,000円が計上されております。支援

予定の自治体数及び自治体名、金額などについ

てお聞かせください。また、支援の上限につい

てもいかほどか、伺いたいと思います。

次に、木材価格対策事業として森林環境保全

直接支援事業１億円、また原木出荷調整資金２

億円が計上されています。具体的な事業内容と

その効果について伺いたいと思います。

次に、公共土地改良事業の県営畑地帯総合整

備事業において今回９地区の事業に２億9,756万

円の補正が計上されておりますが、その地区

名、及び特に尾鈴北部第１地区の事業の進捗状

況、事業効果についてお聞かせいただきたいと

思います。

次に、公共港湾建設事業で長寿命化計画策定

事業１億6,256万7,000円が計上されております

が、その事業内容について伺います。

最後に、特別支援教育に関して新規事業で複

数障がい種に対応した教育課程実践研究事業

に100万円が国の委託事業で計上されております

が、その事業内容について伺いたいと思いま
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す。

以上で壇上からの質疑を終わります。〔降

壇〕

○環境森林部長（堀野 誠君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、再生可能エネルギー等導入推進基金積

立金についてであります。この積立金は、国か

ら再生可能エネルギー等導入推進基金事業の９

億円の内示を受けたことから、既設の環境保全

基金に積み立てるものであります。この積立金

は、平成24年度から28年度までの５年間で活用

することとしておりますが、災害時における必

要な電源を確保するため、地域の防災拠点や避

難施設等となる市町村の庁舎や学校などの公共

施設、医療機関などの民間施設への太陽光発電

設備や蓄電池などの導入を支援するものであり

ます。

次に、基金を活用した事業内容についてであ

ります。平成24年度は４町村の公共施設の整備

を支援する予定でございます。補助額は、予定

でありますが、国富町が2,600万円余、門川町

が4,400万円余、椎葉村が3,200万円、五ヶ瀬町

が2,600万円余の合計１億3,000万円余でござい

ます。また、補助の上限額につきましては、国

の交付要綱等におきましても設けられておりま

せんので、本県におきましても設ける予定はあ

りません。

次に、木材価格対策の事業内容と効果につい

てであります。森林環境保全直接支援事業は、

国の補助事業を活用して森林整備に対して補助

するもので、今回の補正は、森林組合等におけ

る自主的な生産調整を支援するため、下刈りの

２回刈りを補助対象として拡大するものであり

ます。この事業により、素材生産に携わる作業

員の雇用の場が確保できるものと考えておりま

す。また、原木出荷調整資金は、出荷調整に必

要な短期資金を２億円を限度に低利で融資する

もので、今回の補正は融資枠を３億3,000万円か

ら６億3,000万円に拡大するものであります。こ

の制度資金により林業事業体の経営安定化が図

られるものと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○農政水産部長（岡村 巖君）〔登壇〕 お答

えいたします。

県営畑地帯総合整備事業についてでございま

す。今回の補正予算では県営畑地帯総合整備事

業について、川南町から都農町にまたがる尾鈴

北第１地区、都城市の払川第１地区、横尾原地

区、大井手地区、万ヶ塚地区、牧之原１期地

区、小林市の小林北部第１地区、南ヶ丘第１－

１期地区、八所地区の９地区を対象としており

ます。このうち尾鈴北第１地区につきまして

は、受益面積590ヘクタールを対象に平成13年度

に事業着手し、平成26年度完了を目指している

ところでありまして、今回補正を含めて事業費

ベースで約59％の進捗率となります。畑地かん

がい施設の整備等により、収量の増加や品質の

向上、新規作物の導入、干ばつや霜による被害

の防止、市場ニーズに応える計画的な作物生産

などが可能となり、需要に即した加工業務用野

菜等の土地利用型農業の確立や防霜によるお茶

の生産振興など、高収益・高生産性農業の展開

が可能になるものと考えております。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○県土整備部長（濱田良和君）〔登壇〕 お答

えいたします。

港湾の長寿命化計画策定事業についてであり

ます。県が管理しております岸壁や防波堤など

主要な港湾施設は、細島港を初め、15港湾で

約310施設ございまして、20年後には建設後50年
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を経過する割合が半数を超え、施設の急速な老

朽化が懸念されているところでございます。こ

のため、状態が悪くなる前に補修を行います予

防保全的な維持管理へ転換することとしまし

て、必要な施設の機能を維持しつつ、将来のコ

スト縮減や平準化を図るため、長寿命化に資す

る計画を策定するものでございます。具体的に

申し上げますと、岸壁や防波堤など港湾施設の

変状や劣化度を調査し、施設の点検計画や維持

管理方針を示した長期的な維持管理計画を策定

するものでございまして、平成20年度からこの

事業に取り組んでおり、本年度が最終年度と

なっております。これまでに約70の施設で策定

済みでございまして、本年度は残りの約240施設

で実施する予定としております。〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

複数障がい種に対応した教育課程実践研究事

業についてであります。本事業は、文部科学省

の委託を受け、聴覚障がい、知的障がい、肢体

不自由の３つの教育部門を持つ延岡しろやま支

援学校におきまして、部門別や部門間の連携に

よる専門性の高い教育システムの構築を図るた

めに実践研究を行うものであります。内容とい

たしましては、一般就労に向けて、企業等から

講師を招聘しての職業教育に関する技術指導の

あり方や、理学療法士等と連携した機能訓練に

おける専門性向上のあり方などについて研究を

行うものであります。以上であります。〔降

壇〕

○前屋敷恵美議員 時間がありますので、再質

を少しさせてもらいたいと思います。

２点ほどお伺いをしたいんですが、再生可能

エネルギー導入の９億円の積立基金の運用につ

いてなんですけれども、５年間でこの９億円を

取り崩して活用するということです。目的が地

域経済の活性化や雇用の創出ということもある

ので、積極的な活用も必要かというふうに思う

んですけれども、毎年決まった額で活用してい

くのか、申請に応じて年度年度でその金額の使

い方は違うのか、早目に終わってしまえば５年

待たず取り崩すのか、そういう運用のあり方、

その辺をお聞かせください。

○環境森林部長（堀野 誠君） この支援の考

え方なんですけれども、それぞれの市町村から

要望をとって、その要望の中身というのは、年

度ごと、何年度にどういった施設を整備する

か、また太陽光発電の機能なり蓄電池の機能な

り、それぞれ異なってまいります。したがいま

して、年度によって多い少ない、不規則といい

ますか、一定額じゃない状態が出てくると思っ

ています。

○前屋敷恵美議員 ありがとうございます。

もう１点、畑地かんがい事業についてです

が、特に尾鈴北部第１地区については26年度が

完成予定ということで、13年間、事業がかかる

わけですね。農業を取り巻く情勢というのも

刻々と年々変わってきている状況もあって、果

たしてこの事業が効果的に生かされるのかとい

うところもあるんですけれども、現段階ではど

うでしょうか。約６割が進捗状況、進んでいる

ということで、あと数年で終わるのかなという

気もするんですけれども、その辺の状況だけお

聞かせいただきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 13年度から始

まって、26年度完了を目指して、まだあと何年

かございますけれども、やっているところでご

ざいまして、私どもとしては、先ほど申し上げ

ましたように、収量の増加、生産性の向上と

か、非常に効果が大きいものですから、少しで
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も早くできるようにということで、最大限の努

力をしてまいりたいと思います。

○前屋敷恵美議員 それぞれ御答弁ありがとう

ございました。以上で終わります。

○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12号から第23号まで採決

○外山三博議長 次に、さきに提案のありまし

た公安委員会委員、教育委員会委員及び公害審

査会委員の任命の同意についての議案第12号か

ら第23号までの各号議案を一括議題といたしま

す。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第12号から第23号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第11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11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。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす20日から26日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、27日午前10時開会、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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