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◎ 代表質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員38名。全

員であります。定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、新

みやざき、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。新みやざきの井上紀代子でござい

ます。新みやざきを代表し、質問を行います。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いいたし

ます。

安倍政権は、金融緩和、財政政策、成長戦略

の「３本の矢」を打ち出し、長く続くデフレ不

況からの脱却を図ろうとしています。安倍政権

の経済政策「アベノミクス」は、現在のところ

市場に好感を持たれ、さい先よいスタートを

切ったと言われています。アベノミクス「３本

の矢」拡大路線の効果がいつまで続くかは不透

明ですが、ばらまき的経済政策が後々どのよう

な問題を残すかは国民は経験済みのことである

と言わざるを得ません。

かつて日本は一億総中流と言われたころがあ

りました。戦後からこれまで、日本は雇用労働

者の比率が高い雇用社会を築き上げてきまし

た。働く者は安定した雇用のもと、企業内で能

力開発を進め、それが企業の競争力の源泉と

なっていく仕組みがつくられていました。雇用

の維持拡大、労使の協力と協議、成果の公正配

分の生産性三原則を掲げ、労使のたゆまぬ努力

により経済成長を牽引する力を生み出し、雇用

社会の発展に貢献してきました。

しかし、今日ではこの基盤が崩れたことでさ

まざまな問題が噴出し、社会全体が不安定化し

ています。非正規労働者は全労働者全体の35％

を上回り、年収200万円以下で働くワーキングプ

アと言われる層は1,100万人近くに及び、生活保

護受給者は214万人以上になったと報道されてい

ます。働く者の雇用と生活を細かに見ていく

と、所得の低迷や格差の拡大など劣化に歯どめ

がかからずにいます。御存じのとおり、自殺者

は14年連続で３万人を上回っています。失われ

た20年、長期間のデフレの中で、完全に日本に

おける雇用社会が崩壊したというのは言い過ぎ

でしょうか。

今や、社会の不安定化は許容範囲を大きく超

えており、再び厚みのある中間層を取り戻すに

は、デフレからの脱却を可能にする対策の必要

性が強く求められています。アベノミクスのば

らまき的経済政策の効果は期待できるのか、普

通に生きられ、家族形成可能な生活を営むため

に必要な国民の雇用を安定させ、個人消費を活

性化し、かたい内需に支えられた経済と社会が

実現するためには何が必要なのか、政治の力が

試されています。まず、安倍政権をどう捉えて

おられるのか、知事にお伺いをいたします。

壇上からの質問を終わり、以下は質問者席か

ら質問を続けさせていただきます。（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。

新規政権についてであります。現在、我が国

におきましては、東日本大震災からの復興や経

済・雇用対策はもちろんのこと、防災や社会保

障制度改革、国と地方の財政再建、ＴＰＰ参加

や外交問題など、国家の根幹にかかわる難題が

山積をしております。

このような中、新政権におかれましては、長
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- 75 -

引く円高・デフレ不況からの脱却や国土の強靱

化による国民の命と暮らしの安心を図るため、

日本経済の再生を目指し、早々に大胆な金融緩

和に続きまして緊急経済対策として大型補正予

算を成立させるなど、スピード感のある政策を

矢継ぎ早に打ち出しているところでありまし

て、市場も好感しております。また私も、我が

国の再生に向けたこういう歩みにつきまして、

大いに期待をしているところでございます。

一方、ＴＰＰへの対応や地方分権の方向性が

どのようなものになるかなど、地方にとって極

めて影響の大きい課題もございます。現在、霞

が関を回っておりますと、政権だけの問題では

ないんですが、国会議員全体として、地方に対

する共感、地方に対する思いを持っておられる

先生方がだんだん少なくなっているのではない

か、地方の応援団が少なくなっているのではな

いかという危機感を感じておられるようであり

ます。ますます、我が県としての思いを届ける

こと、また六団体等と連携を図りながら、国と

地方の協議の場などを通じて地方の立場をしっ

かりと訴えていくこと、これが重要ではないか

というふうに考えておりまして、今後の政権の

動きを注視してまいりたいと考えておるところ

であります。以上であります。〔降壇〕

○井上紀代子議員 地方交付税は、地方公共団

体が住民の生活に必要不可欠な行政サービスを

安定的に提供するための財政基盤で、安定的な

確保というのが大切です。これまで地方自治体

は財政改革を必死に取り組んできましたが、平

成25年度予算において安倍政権は地方交付税の

削減を６年ぶりに強行します。地方自治体の財

政基盤を危うくすれば、地方はさらに疲弊する

ことになりますが、知事の見解をお伺いいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 平成25年度の地方財政

対策におきましては、７月から、国家公務員と

同様の給与削減を実施することを前提としまし

て、地方公務員の給与費が削減されたところで

ありまして、その影響などによりまして、地方

交付税が減少しているところであります。

地方財政対策におきましては、給与費削減の

見合いとしまして、緊急防災・減災事業費や地

域の元気づくり事業費等が措置されたこと、ま

た引き続き、地方交付税への別枠の加算措置が

講じられたことなど、評価すべき点もあるとこ

ろでありますが、給与費の問題につきまして

は、これまでも全国知事会などを通じて、これ

までの地方の人件費削減の取り組みなどを踏ま

え、削減は行わないよう強く求めてきたところ

でありまして、今回、地方との十分な協議を経

ないまま、一方的に地方交付税が削減されたこ

と、この点については極めて残念だというふう

に考えております。

○井上紀代子議員 また、23年度から導入され

た一括交付金についてですけれども、都道府県

向けの公共事業補助金を各省の縦割りでなくま

とめて配分して、地域の実情等に応じて、また

地域が抱えるさまざまな課題に対してどのよう

に事業を充てるかは都道府県の裁量で決められ

る、こういうことで一括交付金というのは大変

重要な一つの財源だったと思います。24年度予

算において、金額、対象自治体、事業メニュー

が拡大されるなど、改善がこれまで行われてき

ました。しかし、安倍内閣は緊急経済対策の中

で一括交付金制度を廃止し、ひもつき補助金を

復活させます。またしても中央集権的政治、利

権政治へ逆戻りをし、地域の実情に合わない施

策が強行されれば、地方はまた疲弊することに

なります。知事の見解をお尋ねいたします。

平成25年３月１日(金)
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○知事（河野俊嗣君） 地域自主戦略交付金に

つきましては、対象となる事業の中から、地方

が必要とする事業を自主的に選択する制度とし

て、全国知事会の要望などにより創設をされた

ものでありまして、地方分権という観点からは

一定の評価がなされるべきものというふうに考

えておるところでございますが、具体的な配分

額の算定方法は、これまでも議会の中でもいろ

いろ御議論がございました。私どもインフラ整

備がおくれているところに必ずしも手厚い算定

方法になっていなかったということで、見直し

の必要性を感じ、強く要望しておったところで

ございます。

平成25年度からはこれが廃止されたわけでご

ざいますが、廃止分につきましては、各省庁の

交付金などへ移管され、また移管に当たりまし

ては、移管先の各省庁の交付金の対象メニュー

の大くくり化でありますとか、新たなメニュー

の追加など、運用面などにつきまして、これま

での議論も踏まえた一定の改善措置が講じられ

ているところであります。今後は、移管先の各

省庁の交付金等の配分や運用面の状況を見きわ

める必要があるというふうに考えております

が、より地方にとって自由度の高い制度となる

よう、これからも必要に応じて国への要望を

行ってまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 知事が言われるように、楽

観視していいものかどうかというのは、これか

らの地方自治体のありようにかかわってくるこ

とかもしれませんが、ぜひしっかりとした対応

をしていただきたいというふうに思っていま

す。

次に、安倍内閣は、国会論議でも多く取り上

げられていましたが、国土強靱化の名のもとに

平成24年度補正予算で約4.7兆円、平成25年度予

算で約5.2兆円もの大規模な公共事業を実施いた

します。その中には、東日本大震災に対する対

応とか防災・減災対策にかかわる必要な事業が

あることも私は理解をしています。しかし、防

災・減災、老朽化対策等の名のもと、従来と変

わらず経済効果が薄い公共事業が数多くあるの

ではと疑念も持ちます。また、現実問題とし

て、建設現場の職人数がピーク時から大幅に減

少しています。地方公務員の担当者も大幅定員

削減されていますし、現行入札制度の手続を遵

守すると時間もかかり、建設資材等の価格設定

が難しい等々の理由から、今年度内に着手し来

年度に完成させなければならない状況では、執

行が間に合わない可能性があります。景気対策

としての公共事業には即効性が求められますか

ら、実施すべき箇所ではなく実施可能な箇所で

事業が施工されるであろうことは予想ができま

す。いたずらに借金をふやすだけではとの懸念

を持たざるを得ませんが、知事の見解を求めま

す。

○知事（河野俊嗣君） 公共事業のあり方につ

いては、一般論としていろんな御意見があると

ころでありますが、社会資本整備というものが

全国に比べて大きくおくれている本県におきま

しては、物流の効率化等によります産業の振興

はもちろんのこと、南海トラフ巨大地震の被害

想定を踏まえた防災・減災対策を強化する面か

らも、今後とも、インフラの整備につきまして

は、積極的に取り組んでいく必要があるという

のが基本的な考え方であります。

このような中、国におきまして、24年度の補

正予算と25年度の予算案が15カ月予算として一

体的に編成される中で、国の公共事業予算額が

大きく増加しており、また、公共事業等の地方

負担額を軽減するための、いわゆる地域の元気
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臨時交付金が措置されたことも踏まえまして、

私としましては、積極的に国の予算の確保を図

るよう指示し、また取り組んできたところであ

ります。

この結果、昨日提案いたしました24年度補正

予算案と25年度当初予算案を合わせました本県

の公共事業費は、24年度の当初予算と比べます

と、40％増の1,310億円としておるところであり

ます。今御指摘もありましたように、これまで

公共事業費が減少してきた中での大幅な増と

なっておりますので、今後の事業の円滑な執行

について十分留意してまいりたいと考えており

ます。

○井上紀代子議員 次に、昨日も聞かせていた

だきましたが、ＴＰＰ参加についての知事の見

解をお伺いしたいと思います。はっきり申し上

げて、アベノミクスの鍵は規制改革と緩和、そ

してＴＰＰ参加で完成すると言われています。

報道機関が評価したオバマ大統領との共同声明

の発出は、安倍総理がアメリカの悩みであった

り課題であった問題をアメリカに都合よくテー

ブルに載せたから、だから共同声明が発出され

たと思っていいと思っています。知事が政治家

としてＴＰＰの問題をどのように考えておられ

るのか、肉声を実感したことはありませんが、

安倍総理はＴＰＰ参加を決めています。知事の

見解を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 私の考え方がわかりに

くいとかいう、いろんな御指摘がある中で、Ｔ

ＰＰに関しましては、これまでも非常にわかり

やすく御説明してきたところであります。第１

次産業を基幹産業とする本県にとりまして、Ｔ

ＰＰ交渉に参加した場合、農林水産業のみなら

ず、地域の経済・産業全体への大きな影響が懸

念されるところであります。これまでも直接、

国や県関係の国会議員などに対しまして、各分

野への影響、対応方針等についての十分な国民

への情報開示、また丁寧な意見交換の実施によ

ります国民的な合意の形成、そして合意形成が

なされないままの拙速な参加表明の回避という

ものを繰り返し強く要請してきたところであり

ます。

まだまだ国からの情報が十分提供なされてい

ない状況でありますが、ＴＰＰにつきまして

は、ここに来て事態が日々急展開をしておると

ころでございますので、国がどのような方針で

臨み、どのように国民に対して情報提供を行う

かということを注視しながら、今後の事態の推

移を踏まえて、情報の収集や分析の強化、そし

て対応策を検討するために、庁内に部局横断的

な対応本部の設置を検討してまいりたいという

ふうに考えております。そして、引き続き、国

などに対しましては、地方の声を十分に踏まえ

た慎重な対応を求めてまいりたい、そのように

考えております。

○井上紀代子議員 部局横断的な対応本部、こ

れは丁寧なと言ったらおかしいんですけれど

も、ただ単に情報を収集するだけではだめなん

です。しっかりと我が県の産業との関係性とか

というのを―ただ国にＴＰＰを任せるのでは

なく、宮崎県としてもＴＰＰに対してどう対応

するかということを含めて、産業の育成を含め

て、しっかりとした目線がないと、国がこっち

に行ったからこうでということではちょっと残

念な思いがしてなりません。そこを丁寧に―

この部局横断的な本部がどのような対応をされ

るのかというのは、今後注視していきたいとい

うふうに思っております。

次に、私は、今回の平成25年度の知事の予算

の提案内容というのは非常に高く評価をしてい
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ますし、私好みの予算書になっていまして、私

は大変気に入っております。その中で一つ、知

事が今回、副知事２人制にされる理由を、何回

も聞いているので、本当のところ、聞いてもま

た同じかという感覚はしないでもないんです

が、その知事の思いというか、２人にされる思

いをお聞かせいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 予算に対しまして評価

をいただき、ありがたく思っておるところでご

ざいます。こうした予算の執行というもの、そ

れから予算が担っているものは、口蹄疫などか

らの再生・復興が新たな段階を迎えまして、来

年度からフードビジネスの展開や東アジア経済

交流戦略など、復興から新たな成長に向けた各

種の施策というものを、これまで以上に今こそ

攻めの姿勢で展開していくべきではないか、そ

のように考えているところでございます。

そのため、今回、私の補佐でありますとか職

員の指導、さまざまなプロジェクトの総括を行

う副知事につきまして、各部局単位に担当事務

を分けた２人体制とすることによりまして、所

管業務により専任的に当たることができるよう

庁内の執行体制の強化を図りたい、そのような

思いがございます。また、国、それから地元出

身者をそれぞれ起用することによりまして、国

とのパイプというものをしっかり太く保ちなが

らも、県議会を初め、市町村、関係団体などと

も、よりきめ細かな連携を図りながら、将来の

成長に向けた県政運営というものをしっかりと

行ってまいりたい、そのように考えておるとこ

ろでございます。これまでも各方面からいただ

いたいろんな御意見を参考にさせていただきな

がら、熟慮を重ね、今申し上げたような考え方

から副知事２人制の導入というものを決断した

ところであります。

○井上紀代子議員 次に、副知事にお伺いをい

たしたいと思います。ちょうど河野知事の任期

折り返し、そしてまた副知事にとりましても、

この２年間、宮崎で今、御一緒に折り返しを迎

えるわけですけれども、副知事として宮崎県を

どのように見てこられて、問題点も含めてそう

ですけれども、宮崎に対する思いといいます

か、宮崎にどのような印象を持たれ、今後宮崎

が抱える課題みたいなものについてはどのよう

にお考えなのか、それをお聞かせいただきたい

と思います。

○副知事（牧元幸司君） 私も副知事に就任し

て間もなく２年ということでございます。この

間、口蹄疫からの再生・復興、６次産業化、森

林・林業・木材対策、あるいは中山間の活性化

などを初めといたしまして、知事の補佐役とし

て県政全般に取り組んできたところでございま

す。この間、特に口蹄疫からの再生・復興に関

しましては、防疫体制の強化、あるいは畜産の

新生に重点的に取り組んでまいりまして、全国

和牛能力共進会での日本一連覇という成果も出

てきておるところでございます。

今後の課題ということでございますけれど

も、知事もかねがねおっしゃっておられます

が、宮崎としては伸び代が大変大きいといいま

しょうか、今後のいろんな発展可能性があると

考えておりますので、フードビジネスの推進な

ど、成長産業の振興に取り組んでいくことが重

要だと考えているところでございます。

○井上紀代子議員 牧元副知事は大変評判がよ

くて、いろんな方に聞くと、私の会派なんかは

特に牧元副知事は大変評価が高いんです。副知

事が宮崎に対する思いというのを強くしていた

だいていることに大変感謝を申し上げていると

ころです。
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私が知事に一つだけお願いを申し上げたいの

は、私の周りの方は女性の方が多いものですか

ら、その方が、「紀代ちゃん、副知事て何しや

る人」みたいなことを聞くわけです。なぜ２人

必要なのかということを再三にわたって、私と

しては、仕事の分割の問題とか、今ある課題に

ついてということで話はするんですが、知事が

いらっしゃらないときに補佐するだけみたいな

感じの……。ですから、やはり県民に対しても

もっと、なぜ副知事を２人にしたら─今回の

予算についてもそうなんですけれども─それ

が強化されていくのか、それが実効性を持って

迎えられるようになるのかということを、もっ

と強くメッセージしていただけるといいなとい

うふうに思っています。今回の予算の中で、

「楠並木ちゃんねる」とか、いろいろな広報媒

体をどういうふうに使うかというのが出ている

んですけれども、おしゃべりタイムではないん

ですが、そういう感じでコーヒーブレーク的な

ところでもいいので、なぜ副知事が２人いると

皆さんの生活の中がもっともっと活性化される

かということとかをメッセージしていただける

といいなと思います。単に、お金がかかって、

こうでというかたいメッセージの仕方ではな

く、副知事２人がいかに重要かということを

メッセージしていただくよう要望しておきたい

と思います。

次に、南海トラフ地震を初めとする大規模自

然災害に備えて、被害を最小限に抑えるために

は、ソフト・ハード両面から防災・減災対策を

強化する、これは絶対に必要なことだと思って

います。そして、県はそのために一生懸命頑

張っておられて、先日は津波の予想されるいろ

んなものを出されました。地図を直で見た住民

の方たち、例えば私もそうですが、自主防で避

難訓練とか行くわけですけれども、そのときに

一応みんなで地図を広げながら、いろんなこと

を話し合いするんです。あれをぱっと見たとき

に、すごいものが出たなという思いと同時に、

きちんとした地域の自治体のところからの説明

がないと、なかなか難しいのではないかなとい

うふうな印象を持ったのは事実です。県が取り

組む大規模災害を想定したソフト対策のほうな

んですけれども、やっぱり住民により近い市町

村と十分に連携していくという必要性があると

いうふうに思いますが、今後どのように取り組

んでいかれるのか、統括監にお尋ねをいたしま

す。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 大規模災

害への対応につきましては、住民により近い市

町村の取り組みが大変重要でございまして、十

分に連携して対策を講じてまいりたいと考えて

おります。今御指摘がありました浸水想定につ

きまして、今後、各市町村においてハザード

マップという形で詳細なものがつくられ、それ

ぞれの住民に説明されるということになってま

いります。

このような中、来年度は宮崎県大規模災害対

策基金を創設し、県内対策としまして、避難体

制の確保や防災訓練への支援、地域防災力の強

化に向けた人材育成、大規模災害時における広

域連携強化などの各種ソフト対策を組み合わ

せ、これらを緊急かつ総合的に実施する予定に

しております。今年度は、県と沿岸市町で構成

する津波対策推進協議会を設置したところでご

ざいますけれども、これらの今申し上げた事業

につきましては、市町村の御意見等も踏まえな

がら検討してきたところでございまして、実施

に当たっても、十分に連携を図り、事業効果が

より上がるように進めていくことが肝要だと考
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えております。

さらに、来年度は、市町村と共同で先進地等

の調査を実施するほか、12月を予定しておりま

すけれども、宮崎市生目の杜運動公園等の後方

支援拠点も活用し、宮崎市とも連携した実践的

な総合防災訓練にも新たに取り組んでまいりた

いと考えているところでございます。

○井上紀代子議員 ぜひお願いをしたいのは、

市町村の財政というのはすごく差があるんで

す。一つ総くくりではなかなかできない。自治

体の財政によって差があるところについて、や

はり手厚く対応していただけるようによろしく

お願いしておきたいというふうに思います。そ

こが住民との窓口になるということは事実です

ので、よろしくお願いしたいと思います。

次に、男女共同参画社会基本法の制定から10

年がたちましたので、男女共同参画社会づくり

について、知事にお尋ねをしたいと思います。

私ごときの人生を例にとるのは大変恐縮なん

ですけれども、最初の職場では、組合運動を基

盤として男女共同参画社会づくりについて提起

して、活動を実践してきました。県議会議員に

なりましてからは、より一層広がった県民の方

々とのつながりをベースに、議会や議員活動の

中において問題提起をさせていただいていまし

た。しかしながら、その成果というのははかり

がたく、私が描くものとはほど遠いもので、問

題設定そのものが複雑になるばかりで、現状は

余り変わらないことに気持ちが正直なえてし

まっていると告白せざるを得ない状態でした。

２月18日、宮崎日日新聞「記者ノート」の欄

で、足立記者が、「政治の場は男だらけでいい

のか」と問いかけ、「こんな社会に未来はある

のか。例えば、遅々として進まない少子化対

策。女性に仕事か子どもかを選ばせ、結果的に

現在の労働力と未来の国力である子どもを減ら

している現システムは、既に行き詰まってい

る。自然に意識が変わるのを待つ余裕はもはや

ない。重要ポストの一定割合を女性に割り当て

るクオータ制でもいい。まず環境を変えること

を優先すべきだ。それが政治だと思う。それを

男性だけに任せていていいですか、女性の皆さ

ん」、この記事の一文一文が、私は涙が出るほ

ど胸にしみました。逃げていた、諦めていた自

分が大変恥ずかしいと思い、反省をいたしまし

た。それで、もう一度気持ちを新たに取り組ま

せていただきたいと思いますが、今、現状がど

うなっているのかということと、県はどのよう

に取り組んでいるのか、お尋ねをしておきま

す。

○知事（河野俊嗣君） 男女の性別に関係なく

意欲のある人が個性と能力を発揮できる男女共

同参画の実現は、大変重要な課題だというふう

に認識しております。しかしながら、現状を見

てみますと、国全体で見ますと、昨年、世界経

済フォーラムが発表した「男女格差報告」で

も、日本は135カ国中101位となっております。

社会全体として女性の力を十分に生かし切れて

いない現状が見てとれるわけであります。ま

た、本県におきましても、県、市町村も含め

て、女性管理職、女性議員が１割にも満たない

状況でありまして、県民意識調査におきまして

も、「男女が平等である」と回答した方は２割

に満たない結果になっております。

大変残念な状況だというふうに受けとめてお

ります。今、気持ちがなえてというような話も

ありましたが、ただ、この10年で改善の方向に

向かっていることは間違いないわけでありま

す。さらに歩みを力強いものにしていく必要が

あるという認識のもとで、県では、推進拠点で
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あります県男女共同参画センターと一体となり

まして、広報・啓発、市町村支援などに取り組

んでいるところであります。特に今年度は、私

も取り組みの先頭に立ちまして、宮崎大学との

意見交換にも臨みました。また、ＤＶ防止啓発

のＣＭ出演など、さまざまな機会を捉えまし

て、県民への啓発を行ってきたところでござい

ます。

また、政策・方針決定過程への女性参画を推

進するために、県の審議会等への女性登用に力

を入れておりまして、23年度末現在、登用

率45.3％、これは全国第２位の数字というふう

になっておるところでございます。県が率先し

て引っ張っていくことは、県内の市町村、企業

等の取り組みの促進にもつながるというふうに

考えておりますので、審議会への登用も50％、

全国トップを目指して頑張ってまいりたいとい

うふうに考えておりますし、それ以外の項目に

ついても今後とも努力をしてまいりたいと考え

ております。

○井上紀代子議員 知事は完全に御存じだと思

いますが、新規採用者数の県庁の中の事務職の

推移というのは、私が県議会に来ましてから

今、22年になるんですが、最初のころに女性の

登用のことを申し上げると、該当する女性がい

ないんだということを再三にわたって言ってお

られました。ただ、そのころの女性の管理職に

なった方は、自分のほうから男女共同参画づく

りについて発信するような女性の方が多かった

ものですから、まだそれなりに存在感というの

がすごく認識できるような状態でした。私はよ

く、委員会室に女性の職員が全然来ないじゃな

いかと、いつも委員会室に行くと何人見えてい

るかを必ず数えるんです。きょうは２人かと

か、きょうは３人かとか、それと年齢層みたい

なのを見るわけですが、実際に事務職で採用さ

れているのは最初は数％だった方たちが今や40

％ぐらいに―40％といっても圧倒的に差がつ

いてしまうわけです、男女の差は。採用の段階

のときから人数が少ないわけですね。担当者の

人に聞くと、女性が受験しないんだみたいなこ

とを言っておられましたが、私が前いた国家公

務員の職場なんですけれども、そこでは女性の

ほうが優秀で、女性の採用のほうが格段に多

かったんです。そういうふうに現実に、ただ能

力だけというか、学力だけで切ってしまうと、

女性のほうがどんどん採用されちゃうというよ

うな状況もあるわけです。私はこれを見てい

て、まだ変わらないよなという印象が強いわけ

ですが、県庁の女性管理職の数は少な過ぎるの

で、思い切った登用を図るべきというふうなの

が私の印象です。そうしないと、女性の人たち

は、流れに乗って、ベルトコンベヤーに乗って

行きさえすれば、ほかの人と、同期で入った人

と、こうだからこうなんだよねという形でしか

物を見ないのか、それとももっと積極的にどう

かしようとするのか、その辺が私はいつだって

よくわからないんです、県庁あたりにいらっ

しゃる方たちを見ていると。

そして、私が一番気になるのは、男性の働き

方が今のままでいいとはとても思えないわけで

す。女性の人たちは、家族のことを考えたり、

いろんな地域とのことも考えたりしながら、24

時間という考え方をしているわけです。男の方

は何も考えずに全部労働で18時間ぐらい使った

りするわけです。帰りの飲み会も入れているか

もしれませんが。ですから、男性の働き方とい

うのをやはりチェックするべきところというの

があると思うんです。自殺したりするのは大体

男性の方のほうが割合的に多いんです。女のほ
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うが死なないんです。そういうこととか考える

と、やっぱり働く環境という考え方、それから

責任感のありようというのが、女性職員が絶対

能力がないとは言いませんが、何かそこに違い

があるというふうに思われるのか、よくわかっ

ていないところが私もあるんですけれども、思

い切った登用を図るべきだと思いますが、知事

の見解を。

○知事（河野俊嗣君） いろいろ御指摘ありま

したけれども、男女の得手不得手とか、それぞ

れあるわけでありますし、いろんな視点なり気

づきというものはあるわけです。まさにその力

を合わせて、よりよき社会をつくっていく、よ

りよき県庁の仕事をしていく、これが大変重要

だという基本的な認識でございます。今、職員

の採用について数字の変化、数％から４割とい

うような御指摘がありましたが、トータル、総

職員数で見ますと、本県においては２割弱に

なっておりまして、全国的にも低い割合になっ

ておるところでございます。従来から男女に関

係なく、職員の登用に当たりましては、能力や

意欲、経験を踏まえて、努めているところでご

ざいますが、何せその母数が少ないという状況

がそこに反映をされているということでありま

す。

ただ、そういう状況を踏まえて、昨年度改定

をいたしました「第二次みやざき男女共同参画

プラン」におきましては、副主幹以上の役付職

員における女性の割合を平成28年度までに12.5

％とする―現時点で9.3％であります。これ

を12.5％とするという数値目標を本県としては

初めて設定いたしまして、積極的な登用を図っ

ているところでございます。

今後とも、各種研修への参加促進やジョブロ

ーテーションなど、多様な職務経験などを通じ

まして、意欲と能力ある女性職員の育成を図り

ますとともに、職員採用や女性職員が働きやす

い環境の整備といった面にも配慮しながら、こ

の目標達成に向けて努力をしてまいりたいと考

えております。

○井上紀代子議員 男女共同参画社会づくりと

いうのは、やっぱりともに意識が変わらないと

だめだということは事実ですので、常に意識す

るというか、そのことをぜひやっていただきた

いというふうに思っています。

心残りですが、次に進みます。今回の予算書

の中で、前回、私は６月議会でも取り上げさせ

ていただきましたが、成長戦略の一つの大きな

目玉でもあるフードビジネスの推進のことなん

ですけれども、この推進に当たって、前回、私

は外部の人材を入れたらどうかという話をさせ

ていただきました。これに当たっては、他の産

業の力を呼び込んだ新たな農業ビジネスの展開

を求めるべきだというふうに私は思っていま

す。このことについて見解をお尋ねしておきた

いというふうに思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の強みで

あります１次産業を核としたフードビジネスの

推進を図る上では、産地みずからが高付加価値

化に取り組むことが基本となりますが、同時

に、御指摘のように、他産業が有する経営ノウ

ハウや販路、また資本等を呼び込んで活性化を

図る取り組みが大変重要になると認識をしてお

ります。他産業の力を呼び込んでいる具体的な

例といたしまして、既に全国に販売拠点を持つ

大手コンビニチェーンのローソン等が地元農業

者の生産技術と連携し、参入する動きがござい

ます。

県といたしましては、このような動きをさら

に加速化させるため、平成25年度新規予算とし
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て、「農と企業のみやざきフードビジネス創出

事業」をお願いしているところでございます。

今後とも、連携と参入による新たなビジネスモ

デルの創出をさらに進め、農業・農村における

所得の向上や雇用の確保に全力を挙げて努めて

まいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 常に意識しなければいけな

いのは、農業が業として成り立つかどうかとい

うところなんです。産業として成り立つのかど

うかというところです。ですから、儲かる農業

というのを常に意識しなければいけないという

ことは事実です。それと、私がこのフードビジ

ネスの推進に当たって非常に期待するのは雇用

の確保のところなんですけれども、今のとこ

ろ、これがこれほどのことを期待できるものか

どうかというのは、まだ見てみないとわかりま

せんが、これからそれについては非常に期待を

しておきたいと思いますので、よろしく取り組

みをお願いいたします。

次に、東アジアとの経済交流戦略、私も徹底

的に、これはいただいたものですから読ませて

いただき、この中身を精査させていただきまし

た。この交流戦略が悪いということではなく、

やはりこれを取り組むなら取り組むように実効

性のあるような施策として推進しなければいけ

ないということをお願いしたいと思うんです。

県産品の輸出促進について、まずはどのように

取り組んでいかれるのか、知事の考えをお伺い

しておきます。

○知事（河野俊嗣君） みやざき東アジア経済

交流戦略におきましては、輸出促進を図るため

に、県内企業・産地の輸出力の強化、輸出環境

の整備、輸出拡大の支援、この３つの施策を展

開していくこととしております。これらを推進

していく上で、海外拠点機能の強化が大変重要

となりますことから、今後、有望な市場である

香港に県事務所を設置し、農産物を中心としま

した県産品の販路開拓を強化するとともに、現

地の小売店舗内へのアンテナショップの設置を

通じて、県産品の認知度、知名度向上に取り組

んでまいりたいと考えております。

そのほか、台湾やシンガポール、これら重点

国におきましては、現地駐在員を置いておりま

して、これと連携して、フェアの開催や国際食

品見本市などへの参加によりまして、県内企業

の取引を支援しますとともに、自治体国際化協

会を活用しまして、シンガポールとソウルにも

県職員を派遣するなど、そういうスタッフの配

置も含めて施策の実効性を高めてまいりたいと

考えております。

さらに、こうした輸出促進の取り組みを強力

に推進するために、４月からは組織改正により

まして体制の強化を図りたいと考えておりまし

て、私みずからが先頭に立って、関係団体とも

一体となりまして、オールみやざきということ

で成果を上げてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 この交流戦略によると、数

値目標というのがしっかりしていまして、輸出

に取り組む中小企業数を平成28年度に80社、農

産物の輸出に取り組む産地数を10産地、木材輸

出額を２億4,000万、外国人宿泊客数を10万人に

したいというふうに出ているんです。これは数

値目標です。数値目標と当面の課題とはまた

ちょっと違うのかもしれませんが、しっかりと

した実効性のある施策として展開をしないと、

せっかくの交流戦略がもったいないことになる

というふうに思うんです。

ちょっと蛇足ですが、私は、香港事務所がで

きることを大変評価もしますが、やはりそのと

きに宮崎県民挙げてそこに行けるような状況を
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つくり出さないといけないと思うんです。佐賀

県は250人行ったとか、別に争うつもりじゃない

んですけれども、それには負けないぐらい、佐

賀とうちは財政力がそんなには差がないので、

行ってもいいじゃないかみたいな感じはしない

でもないんです。交流戦略ですから交流しなけ

れば、単に自分のところが商売しようだけでは

だめなんです。そこをしっかりと受けとめてい

ただきたいと思います。

今回、商工観光労働部長には全然聞いていな

いんですけれども、実は、観光庁が出した統計

によると、都道府県別国籍別外国人延べ宿泊者

数構成比となっているんですけれども、宮崎県

は香港から見えている方が33％、台湾が30％、

韓国16％、中国９％、アメリカ３％、その他と

いうふうになっているわけです。ところが、福

岡、佐賀、長崎、熊本は韓国から40％台以上、

そして大分県は韓国から60％見えているんで

す。路線の違いがあるので、そこを一概に言え

ないんですけれども。では、そこまで来ている

のならこっちまで来いよという話なんですが、

だからやっぱりこのアジア交流戦略をきちんと

成功させるには観光と一体となっていないとい

けないということですね。一つの戦略ではだめ

だと。一つの方向性だけではだめだと。

そして、学校の現場の方たちには―今回の

予算書の中を見てみると、教育旅行のあれが随

分たくさん書いてあるんです。よその県には

こっちに来いと言っているんです。よその県に

はこうするから来てくださいと。カーフェリー

もそうですね。全部そうなんです。では、我が

教育委員会はどこかに出かけているのか、どこ

に出かけているのか、政策を一つ実現するため

に、教育委員会というのはその位置づけはどう

なっているのか、いろいろ考えさせられること

がいっぱいあるわけですね。今回そこは問うて

いませんが、東アジア戦略をしっかりとしたも

のにするということは大変重要なので、そこは

実効性のある形でチェックを常にするというこ

とが大変重要だと思いますので、そこは丁寧に

やっていただきたいと思います。

次に、新たな国際航空路線を開設するには、

外国からの利用だけでなくて県民の積極的な利

用が必要と考えていますが、県の考えをお聞か

せください。

○総合政策部長（稲用博美君） 新たな国際航

空路線を開設するためには、今御指摘のよう

に、外国からの利用だけではなく本県からの利

用を高めまして、双方向の交流を深めていくこ

とが重要であるというふうに考えています。

県では、来年度の新規事業として予定してお

ります「東アジア新規航空路線誘致促進支援事

業」におきまして、国際チャーター便への運航

支援を行いますとともに、旅行会社に対する魅

力ある旅行商品造成の働きかけ、メディアの活

用やトラベルフェアの開催等を通じました就航

地の魅力の発信などに取り組むことによりまし

て、県民の海外旅行への機運を高めていきたい

というふうに考えています。今後、関係機関と

連携しまして、さまざまなアイデアを出し合い

ながら、効果的な取り組みを講じていくことに

よりまして、県民の積極的な利用を促進して、

国際航空路線の開設につなげていきたいと考え

ております。

○井上紀代子議員 先ほどの男女共同参画づく

りのところにちょっと戻るようで恐縮なんです

けれども、実は私は、県職員名簿というのを

しょっちゅう見ているわけですけれども、この

人は女の人でこうかとか、顔とお名前は一致し

ないんですけれども、そうやって見るわけで
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す。何で観光のところに女性が少ないんだろう

と、わけがわからないんです。お金を使うのは

というか、そういう施策の中で―大体旅行と

かというふうに考えれば、女の人のほうが絶対

に動くわけです。そして、小金持ちのおばちゃ

んがよく動くわけです。小金持ちのおばちゃん

はどうするかというと、必ずメリットがないと

行かないんです。私は再三にわたって、金を

使ってくれという話をよくするんだけれども、

金を使わないんです。メリットというのは、何

をメリットとするかなんですけれども、やっぱ

り観光分野のところには、もっと女性職員の人

が多くてもいいのではないかと。視点が違って

くるわけです。男の人の旅行と女の人の旅行と

は全然違うんです。そこを丁寧にやっていただ

けたらというふうに思っています。

次に、今回、私が非常に心を痛めている部分

でもあるんですが、本県の労働情勢について知

事はどう認識をされているのか、それを踏まえ

てまたどのように取り組まれているのか、まず

お伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 現在の労働情勢であり

ますが、バブル崩壊以降、日本経済の低成長が

続いております。国際的な競争も大変厳しく

なっておりまして、一層厳しい経営環境となり

ました国内企業におきまして、雇用の場が失わ

れると。賃金の抑制や非正規雇用者の増加とい

う状況、傾向があるわけであります。

このような中、本県におきましては、有効求

人倍率が全国平均を下回るなど、より厳しい状

況にあるものと認識をしております。このた

め、これまでも地場産業の振興や企業立地の促

進に取り組んできたところでありますが、今後

におきましては、「新しい時代を切り拓く「成

長産業」の育成」を重点施策に位置づけまし

て、先ほども御指摘がありました本県の豊富な

農林水産資源を生かしたフードビジネスを積極

的に展開していくほか、新エネルギー関連産業

や医療機器関連産業の先進地づくり、さらには

これらを支える中小企業の振興を図ることとし

たところであります。このような取り組みによ

りまして、県内経済の活性化を何としても図

り、県民の皆様が生き生きと働くことができる

雇用の場を創出してまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 次に、私は今回の予算書で

大変評価している内容でもあるんですが、農業

高校における６次産業化に対応できる人材育成

について、教育長のお考えをお伺いいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） ６次産業化に対応で

きる人材育成ということですが、農業教育、殊

に農業自営者を養成する教育というのは、社長

を育てるというような視点が必要だと考えてお

ります。これまでの農業高校の教育というの

は、どちらかというと生産技術を習得させるこ

とを中心といたしてきましたが、今後は、農場

で生産した農産物を活用して加工すること、あ

るいは商品化して販売すること、そういう６次

産業化に対応できる人材の育成も一層推進しな

ければならないと考え、本議会に関連する事業

をお願いしているところでございます。

まず、「県立高校の６次産業化人材育成事

業」では、６次産業化を実践されている専門家

の指導を仰ぎながら、経営の楽しさ、逆に厳し

さ、経営感覚、そういうものを養わせるととも

に、就農への志を高める取り組みを展開するこ

とといたしております。さらに、「復興から新

たな成長へ！農業教育充実事業」などにより、

口蹄疫で甚大な被害を受けた児湯地域にある高
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鍋農業高校において、畜産農家から栽培農家、

そういう形に経営スタイルを転換する際にも、

口蹄疫の被害を受けられる前、それ以上に飛躍

につながる取り組みとしたいというような思い

から、多くの品目の高品質な野菜栽培のための

施設整備や、流通・販売について実践的に学ば

せるための販売実習棟などの教育環境を整備さ

せていただきたいと考えております。

○井上紀代子議員 次に、農業を核とした多様

な地域産業の担い手の育成というのは、これも

重要だと考えますが、「農の新たな「人財」確

保促進対策事業」の目的と内容についてお尋ね

をいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君）農業者の減少や

高齢化が進む中で、農業を核とした地域産業を

担い育てる貴重な財産となる「人」の確保の重

要性はますます高まっております。このため、

本議会でお願いしております平成25年度新規事

業「農の新たな「人財」確保促進対策事業」で

は、産地の維持発展に必要な担い手を育成確保

する取り組みを包括的に支援することとしてお

ります。

具体的には、産地単位で人と農地の将来像を

明確にする産地継承プランの作成を支援すると

ともに、ハウスなど地域内の経営資源の担い手

への継承や、産地に新たに参入する人材の積極

的な誘致、さらには集落営農の組織化などに取

り組むこととしております。これらの取り組み

によりまして、地域みずからが担い手を育成確

保していく意識の醸成を図りますとともに、多

様な新規就農者の積極的な参入を進めながら、

地域の特色を生かした農業・農村の活性化に全

力で取り組んでまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 次に、商工観光労働部長

に、技能士の育成についてどのように取り組ん

でいかれるのかについてお尋ねをしたいと思い

ます。先日行われました第27回技能グランプ

リ、これは幕張であったんですが、渡辺議員と

一緒にこの技能グランプリを視察調査に行って

まいりました。常々、技能士の皆さんと交流が

あるものですから、そのことを含めて行ってみ

たんですが、30職種の皆さんで頑張っておられ

ました。そのグランプリの中で、フラワー装飾

で吉田真由美さんが優勝されたということは、

宮崎県にとっても大変うれしいニュースだった

というふうに思います。部長にはまず、技能士

の育成についてどのように取り組んでおられる

のか、そこをお尋ねしておきたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 技能検定

に合格された方は、実は県内に約３万5,000人い

らっしゃるんですが、ものづくりを初めとする

本県産業をそれぞれ支えていただいていると考

えておりまして、その育成は大変重要であると

認識をしているところでございます。

このため、県におきましては、職業能力開発

協会や技能士連合会と連携をして技能士の育成

に取り組んでおり、中堅技能者に対する短期訓

練を行うほか、技能五輪全国大会や、先ほどお

話のありました技能グランプリへの選手派遣を

支援しているところでございます。また、工業

高校等の生徒を対象とした熟練技能者による技

能指導を行うほか、若年者ものづくり競技大会

への選手派遣なども行っているところでござい

ます。さらに、技能尊重機運の醸成を図るため

に、小中学生を対象とする技能体験教室や、広

く県民の方々を啓発させていただく技能まつり

等を開催しております。近年、熟練技能士の高

齢化などによりまして、すぐれた技能継承が課

題となっておりますので、今後とも、技能士の

育成に積極的に取り組んでまいりたいと考えて
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おります。

○井上紀代子議員 次に、技能振興を図るため

に技能五輪全国大会を本県に誘致できないもの

かどうか、それを部長にお尋ねしておきたいと

思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 技能五輪

全国大会は、23歳以下の次代を担う青年技能者

の育成を目的に、技能レベルの日本一を競う競

技大会でございまして、技能レベルの向上のほ

か、すぐれた技能を広くアピールできるなどの

効果が期待されるところであります。

いろいろ調べてみたんですが、この大会は、

例えば和裁とか洋裁とか、あるいは料理といっ

たものから、旋盤、構造物鉄工、電気溶接な

ど、多岐にわたる40種目の競技が実施され、選

手、役員等を含めて約2,000名以上が参加する大

きなイベントでございまして、国において開催

地としての一定の要件が設定をされておりま

す。例えば、競技会会場については延べ床面積

２万5,000平米程度が必要とされまして、また工

作機械等の重量物の設置が可能であるかとか、

火や水が使用可能であるかなどといったさまざ

まな要件が施設や設備に求められているところ

でございます。このような開催要件の課題もご

ざいますので、他県でどのように対応されたか

など、開催状況をさらに調べさせていただきた

いと考えております。

○井上紀代子議員 次に、子育てのしやすい環

境づくりを推進していく上でも、保育士さんの

確保というのは大変重要なんです。もう一方

で、なぜ保育士として働く方たちが、資格は

持っているけれども、少ないのか、これはよく

考える必要があるのではないかと思っていま

す。保育士を確保できないということで、保育

所の皆さんは非常に困っておられるんですが、

緊急の課題としてどう取り組んでいかれるの

か、部長にお尋ねしておきます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 安心して子供

を生み育てる環境づくりを推進していく上で、

保育所の充実を図ってまいりますことは大変重

要であると認識をいたしております。このよう

な中、県内の保育所において保育士の確保に苦

慮されているとの声は、議員からもたびたび御

指摘をいただいておりますし、また保育団体と

の意見交換の場などで伺っておるところでござ

います。

このようなことから県では、平成25年度の新

規事業といたしまして、「保育士確保緊急対策

事業」をお願いしているところでございます。

事業の具体的な内容は、保育士の資格を有して

いながら就労していない、いわゆる潜在保育士

の就労意欲や雇用条件などの調査や、就労意欲

のある方を対象にした研修を実施することとし

ております。また、保育士の安定的な確保のた

めには、何よりも保育士が働きやすい職場環境

の整備が重要でありますので、県内に４カ所あ

ります保育士養成施設や保育団体などとの意見

交換を行いまして、相互理解や問題解決に努め

てまいりたいというふうに考えております。

○井上紀代子議員 次に、教育委員会にお尋ね

をしておきたいと思います。実は今、労働政策

について知事といろいろお話をして、個別具体

的に人材の育成ということでいろいろあったと

思うんです。職種というのはいろいろあるとい

うことも事実です。今回、自立した社会人・職

業人、これを育成というよりか、キャリア教育

をこれからも力を入れてやっていくということ

を教育委員会は言っておられるわけですが、教

育委員長にまずお伺いしたいのは、自立した社

会人・職業人というのはどのように捉えてい
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らっしゃるのか、それをお聞かせいただきたい

と思います。

○教育委員長（近藤好子君） お尋ねの自立し

た社会人・職業人とは、社会の激しい変化に流

されることなく、それぞれが直面するであろう

さまざまな課題に柔軟かつたくましく対応し、

社会の中で自分の役割を果たしながら、自分ら

しい生き方を実現していく人のことであると考

えております。そのためには、さまざまな体験

活動や探求的な学習などを通して得た知識や情

報を主体的に活用し、子供たち自身が自分で考

え、自分で選び、自分で決める力を身につけ、

仕事や地域活動を通して社会に参画していく態

度を養う教育を推進していくことが大切である

と考えております。

○井上紀代子議員 先ほど私は壇上からも申し

上げましたが、日本は雇用社会であって、安定

した雇用社会だからこそ日本は発展してきたん

だということを申し上げたと思います。失われ

た20年、デフレの15年、これによって労働環境

というのは非常に壊されていったというのも事

実なんです。ですから、例えばキャリア教育と

いう言い方の中に、今ある企業に適した人材を

つくるということがキャリア教育なんだと言わ

れると、全く違うというふうに思うんです。

今、委員長が言っていただきましたように、自

立した社会人・職業人としてどうあるべきかと

いうことを教えるということだと―教えてい

ただきたいと私は願っているわけですが、そう

いう自立した社会人をつくり上げるということ

が大事だというふうに思います。

働くことの意義を学ばせることがまず重要だ

というふうに考えますが、キャリア教育の中で

どのように進めていかれるのか、教育長にお伺

いしておきます。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会といた

しましては、キャリア教育をこれまで以上に、

より効果的に推進していくために、「自立した

社会人・職業人を育む宮崎キャリア教育総合推

進事業」を来年度の事業として本議会にお願い

いたしているところでございます。この事業の

取り組みの一つとして、学校と家庭、地域や企

業をつなぐコーディネーターの配置や、産業

界、学校、行政が連携した協議会の設置によ

り、地域の教育資源をより一層活用しやすい環

境を整えてまいりたいと考えております。

このような取り組みによって、例えば職場体

験やインターンシップなどの体験の場におい

て、現在、自分の仕事に誇りを持って働いてお

られる地域の技能士、いわゆる職人さんだと

か、商業や農業の従事者の方など、地域の方々

の働く姿に接し、志や心意気を感じさせ、先人

から若者へつなぐ志や心意気のリレーを行わせ

るとともに、職業人としてどうあるべきかと

か、働くことの意義、そういうことについて子

供たち一人一人に自分なりの考えを深めさせて

いきたいと考えております。

また、今年度作成した本県版の「キャリア教

育ガイドライン」を使い、小・中・高等学校

等12年間を見通した宮崎ならではのキャリア教

育を推進してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 私は前回もちょっと申し上

げたと思うんですけれども、デンマークで日本

大使館に行ったときに大使からお話を聞いたと

いうお話をしたと思うんですが、あちらでは社

会的なネットワーク、セーフティーネットとい

うのがしっかりしているので、高負担なので、

それがあるがために、いろんなところで学ぶこ

とができ、実際、異業種のところに行くことが

できるということをお話ししたと思います。デ



- 89 -

平成25年３月１日(金)

ンマークでは大体26.7歳が最終的な就職につく

ときだというふうに言われています。ＥＵをど

うこう言うわけではないんですが、あそこは働

き方についても、最低休息期間についてという

制度が整備されているわけです。退社して次の

出社まで最低連続11時間の休息を義務づけてい

ると。これはちょっと日本では考えられないん

ですけれども。

私が今一番望んでいるのは、普通の人が生き

ていけるというこのモデルをきちんとするべき

だというふうに思っています。教育、医療、住

居に関する適切な現物支給の福祉政策があれ

ば、低賃金でもナショナルミニマムを担保でき

るというふうにも思います。どんな企業に勤め

ていようと、最低賃金と国家福祉で通常の家族

形成可能な生活を営むことができるのではない

かというふうに思っているわけです。

もう一つ私が教育委員会にお願いしたいこと

は、今回、答弁は要りませんが、一応検討して

いただきたいという内容は、労働法教育の確立

と普及、これは大変必要なことではないかとい

うふうに思っています。クーリングオフ制度と

か、身に覚えのない荷物が送られてきたときの

対処法など、これは消費者教育なんですけれど

も、これはリアルで実感がこもった内容で生徒

たちには大変浸透してきています。そのことは

すごく私は評価をしているわけですが、それと

同じように、労働に関する権利行使の仕方を具

体的に教育をして、労働ＮＰＯやユニオンに対

する適切な知識を持てば、使い捨ての労働力に

なることはないのではないかというふうに思っ

ています。権利ばかりを教えると就職ができな

くなるとか、経営効率が落ちるという意見を聞

きますが、これは労働政策の未熟さをさらけ出

していることになると私は考えています。これ

は一考願えればというふうに思っているところ

です。

それでは次に、中小企業が取り組みやすい小

規模ソーラー発電所の設置をどのように進めて

いくのか、お尋ねをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 小規模ソ

ーラー発電所につきましては、メガソーラーと

比較いたしまして、投資額が少ないことや、固

定価格買い取り制度の設備認定手続が簡素で認

定までの期間が短いこと、維持管理費が少ない

ことなどから、中小企業が取り組みやすいと考

えております。また、発電所の設置が増加する

ことで施工業者の受注件数が伸び、太陽電池関

連産業の新たな展開が図られるものと考えてお

ります。

このため、県といたしましては、新たにアド

バイザー等を配置し、小規模ソーラー発電所の

設置運営に対し理解を深めるセミナー、設置を

考えている企業と施工を行う企業とのマッチン

グ会の開催、小規模ソーラーについて理解を深

めるための事例集やホームページの作成等を行

うこととしているところでございます。また、

ソーラー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中小企業を支援する

ため、昨年10月に金利や融資期間を優遇いたし

ました再生可能エネルギー関連の融資制度を設

けたところでございまして、これらの取り組み

によりまして、電力確保の一翼を担うととも

に、中小企業の活性化につなげていきたいとい

うふうに考えております。

○井上紀代子議員 続けて農政水産部長に、農

業用の水路を活用した小水力発電を県内全域に

広げるべきと考えますが、県の取り組みをお尋

ねしておきます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の豊かな



- 90 -

平成25年３月１日(金)

水資源を利用した小水力発電の推進は大変重要

であると認識しており、特に農業用水路を活用

した小水力発電では、売電収入による土地改良

区の維持管理費の軽減なども期待されまして、

農村の発展に寄与するものと考えております。

このため、県といたしましては、本年度に創

設した県単事業により、県全域にわたる賦存量

調査などの発電適地の掘り起こしや導入に向け

た具体的な調査を行いますとともに、発電施設

の整備も順次進めております。また、昨年末に

は、土地改良区や市町村、企業局などを構成員

とします連絡会議を設立し、研修会等を通じて

諸制度や最新技術などの情報の共有化を図るな

ど、関係者の意識啓発を進めているところでご

ざいます。今後とも、国庫補助事業の活用も図

りつつ、土地改良区や市町村等と連携し、企業

局の技術的な御支援も得ながら、積極的な導入

促進に努めてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ、環境とエネルギーの

ところをどんどん進めていって、産業として活

性化させるための努力というのをお願いしま

す。宮崎は企業局がしっかりとあるものですか

ら、企業局は大変なノウハウを持っています。

高いノウハウを持っています。小水力について

もですね。ですから、それをしっかりと生かし

ていくということが大変重要だと思いますの

で、企業局とも連携をしつつ、ぜひしっかり

と、エコ自治体をイメージさせるということも

含めて、大変これはいい取り組みになると思い

ますので、しっかりやっていただきたいという

ふうに思っています。

次に、福祉保健部長にお尋ねをいたします。

今後ますます増加するひとり暮らしの皆さんの

ことについてなんですが、昨日、中野 明議員

の代表質問でも、いかにひとり暮らしの世帯が

多いかということについては、私ども議場でも

改めて認識をさせていただいたところなんです

けれども、ひとり暮らしの方たちの中にはいろ

いろな問題がありまして、認知症を患っている

高齢者の方がお一人で暮らす場合もあります。

今回、「地域包括支援ネットワーク・権利擁護

支援事業」、これには私も大変な期待をしてい

るところですけれども、その目的と事業内容に

ついてお尋ねをしておきます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 「地域包括支

援ネットワーク・権利擁護支援事業」の目的に

つきましては、市町村によるネットワークの構

築等を支援し、その機能強化を促進するととも

に、高齢者の権利擁護等についても支援するこ

とによりまして、地域包括ケアの促進を図ると

いうものでございます。

その事業内容でございますが、行政機関、医

療機関、介護事業者や民生委員等の多職種の関

係者によりまして、個別ケースのケア方針の検

討などを行う地域ケア会議の開催を促進いたし

ますために、地域ケア会議への広域支援員や弁

護士等の専門職の派遣、モデル市町村の指定、

支援等により、その機能強化を図ることといた

しております。さらに、高齢者の権利擁護を支

援するために、法定成年後見制度の活用が図ら

れるように、市町村職員や後見人となる専門職

等に対する実務研修を行いますとともに、高齢

者の虐待防止等にも取り組むことによりまし

て、安全・安心で心豊かに暮らせる社会づくり

の推進に努めてまいりたいというふうに考えて

おります。

○井上紀代子議員 ここには積極的な取り組み

をお願いしておきたいと思います。実は、私の

前の職場の先輩が今、82歳なんですけれども、

その方が、係累が宮崎に全くいない。東京にお
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一人だけいらっしゃるけれども、その方も御高

齢ということで、なかなか大変な状態だもので

すから、前の職場の後輩たちが４人、チームを

組んで、彼女を積極的にサポートさせていただ

いています。でも、主たる介護者でもないし、

家族でもないわけです。ですから、なかなかそ

こが、踏み込むのが難しいわけです。入退院を

繰り返すんですけれども、そのときにも入院と

退院のお世話は私たちでできるけれども、その

後どうするかとかというのも難しいんです。先

日は金融機関に行って、彼女の持っているお金

の管理というのをもう一回４人がかりで行って

やったわけですが、それも金融機関のほうは、

まだ本人が何かができるからいいものの、先々

これはどういうふうに手を打つべきなのかなと

思って、大変困っているところです。

ひとり暮らしの方たちは早くに自分の老後の

ことについてきちんとしたものを書き残してお

いていただくようなことがあればいいんです

が、そして手だてを打てばいいんですけれど

も、なかなかそうなくて、現実に直面しない限

りだめだという状態になるわけですね。いろん

なケースがあると思いますが、専門職の人とい

うのも非常に少ない、人材的にも少ないかもし

れませんが、丁寧な推進をお願いしておきたい

と思います。

次に、生活扶助基準額引き下げについてお尋

ねをいたします。生活保護のうち、食費や光熱

水費等に充てる生活扶助の基準額が８月から引

き下げられます。自民党は、民主党政権下での

社会保障と税の一体改革をめぐる議論の中で、

自己負担による自助を第一とする考えを強調

し、生活扶助の支給基準を10％引き下げるべき

だと主張していました。今回の見直しは、その

方向を踏襲したものです。この基準引き下げの

影響は受給者だけにとどまらず、基準額が他の

公的援助適用の目安となるため、生活保護を受

けていない低所得者層にも大きな打撃となるお

それが予想されます。子供の関係をあえて挙げ

れば、就学援助、特別支援教育就学奨励費、幼

稚園就園奨励費補助、高等学校等就学支援金制

度、災害共済給付金、大学・私立小中高等学校

授業料減免、高等学校奨励金等々となりま

す。38ぐらいあるみたいですね。生活扶助基準

の見直しに伴って生じる影響についてどのよう

に対応されるのか、また単独で福祉対策を実施

されている市町村への対応についてもお尋ねを

いたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 生活扶助基準

の見直しにつきましては、８月の実施に向けま

して、現在、国において検討中ということでご

ざいます。この見直しに伴います他制度に生じ

る影響につきましては、今、議員御指摘のとお

り、国の資料―先般２月25日付の事務連絡で

いただいた資料でございますけれども、これに

よりますと、御指摘のとおり、就学援助、保育

料の免除、児童養護施設等の運営費など、38の

制度が影響を受けるとされておりますが、国に

おきましては、それぞれの制度の趣旨や目的、

実態を十分考慮しながら、できる限り影響が及

ばないよう対応することを基本的な考え方とす

るとされているところでございます。

県といたしましては、国から情報提供があり

ました対応方針を各市町村に周知いたしたとこ

ろでございまして、地方の単独事業につきまし

ても、同じように国の対応方針の中で国に準じ

てしっかりとした対応をということも入ってお

りますので、あわせて市町村のほうへも周知を

図ったところでございます。今後、国の動向に

つきましては、私どもといたしましても、十分
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注視をしてまいりたいというふうに考えており

ます。

○井上紀代子議員 厚生労働省の審議会の検証

では、多人数世帯の生活扶助基準額ほど一般の

低所得者の生活費を上回る傾向にあると指摘し

ています。確かに、勤労家庭の所得が生活保護

の収入を下回ってしまうのは理不尽に思いま

す。だがむしろ、真面目に働いているにもかか

わらず、生活保護の水準以下の所得しか得られ

ない、この雇用環境の現状こそ改善されるべき

で、単純に生活保護の水準を切り下げれば済む

という問題ではないと私は考えています。です

から、今後、市町村も混乱する可能性があるわ

けですね。そこを丁寧な対応をお願いしておき

たいと思いますが、再度、部長に答弁をお願い

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいま申し

上げましたとおり、県も含めまして、地方もそ

れぞれの独自の施策を持ち、またいろんな運営

費の負担等でこういった生保基準を準用してい

るところもございます。先ほど申し上げました

ように、とりあえず急ぎこの38の制度について

市町村のほうへ通知を申し上げたところでござ

いますけれども、そういう国の動きが、今後、

国の対応が具体的に定まってまいりますので、

その際には、市町村等もちゃんと集めまして、

その趣旨の徹底を図ってまいりたいというふう

に考えております。

○井上紀代子議員 次に、警察本部長にお尋ね

をいたします。平成24年度予算で整備された捜

査支援カメラの運用状況について、まずお伺い

しておきたいと思います。

○警察本部長（加藤達也君） 捜査支援カメラ

につきましては、要撃捜査支援装置として本年

１月29日付で運用要領を定めて運用を開始して

おります。本装置は、犯罪が連続して発生、あ

るいは犯罪が頻繁に発生する地域等に設置し、

その犯行を予測して撮影を行うなど、捜査支援

の一環として使用するものであります。管理に

つきましては、刑事企画課長を運用管理の責任

者として刑事企画課で保管管理をしており、使

用に関しましては、警察署長等からの申請に基

づき、刑事企画課長において、事件の緊急性、

重大性等を検討するとともに、設置場所等を慎

重に審査した上で決定することにしておりま

す。

○井上紀代子議員 警察ウオッチングじゃない

んですけれども、最近、私はちょっとはまって

いまして、今度、「プラチナデータ」という映

画が来るわけですが、東野圭吾さんの映画で

す。それはプロファイリングを展開させたすご

い―主役が「嵐」の「ニノ」だということも

あって、絶対行こうというふうに思っているわ

けですが、現実にプロファイリングの状況とい

うのは宮崎ではどういうふうになっているの

か、それをお聞かせいただきたいと思います。

○警察本部長（加藤達也君） プロファイリン

グとは、犯行の状況や手段、被害者等に関する

情報を統計データや心理学的手法等を用いて分

析することにより、犯人の年齢、職業、居住地

等の推定や次回犯行の予測等を行う捜査手法で

あります。

本県では、平成18年４月、刑事部科学捜査研

究所に手口分析の経験を持つ捜査員と心理学的

知見を有する技術職員で構成する犯罪分析係が

設置され、同一被疑者による連続窃盗事件や、

性犯罪、殺人、強盗事件等の凶悪事件で県民に

大きな不安を与えるような犯罪について、平

成24年までに約100件のプロファイリングを実施

しております。今後とも、強盗事件や性犯罪な
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どの重要事件はもちろんのこと、さまざまな事

件に対し犯人検挙に直結するプロファイリング

を実施して、効率的かつ効果的な捜査運用に努

めていく所存であります。

○井上紀代子議員 次に、何回も取り上げては

いるんですが、取り調べの可視化についてお伺

いをいたします。密室での被疑者取り調べは、

誘導的な取り調べを受けて真実と異なる供述が

なされる場合もあり、いわゆる厚生労働省元局

長無罪事件や、足利事件などの無罪事件、冤罪

事件が続出していることからも、その防止の観

点から適正な取り調べを担保する意味で可視化

は大きな意味を持つと私は考えています。

平成20年10月には国連の自由権規約委員会が

日本政府に対し、虚偽の自白を防止し、被疑者

の権利を確保するため、取り調べの全過程につ

いて体系的に録音・録画すべきとする最終見解

を採択しており、取り調べの可視化は国際的な

要請でもあります。また、公判において供述調

書の任意性、信頼性がしばしば大きな争点とな

り、裁判長期化の原因にもなってきました。平

成23年からは可視化の試行を拡大し、取り調べ

の可視化が一定程度進捗していることは評価で

きますが、現時点では明確な規定のない中での

運用レベルでの試行にとどまっています。取り

調べにおける可視化は、無実の者を誤って処罰

することほど重大な不正義はないとの刑事訴訟

法の要請に合致し、時代の要請でもあると考え

ますが、警察のお考えをお伺いいたします。

○警察本部長（加藤達也君） 取り調べの録音

・録画には供述の任意性等の的確な立証を可能

とする効果があると認識しております。他方

で、取り調べの全過程を録音・録画することに

ついては、被疑者と取調官との間で率直なやり

とりが困難になるなど、事件の真相や組織犯罪

の解明に支障を来すおそれがあること、犯罪被

害者等の名誉、プライバシーを侵害するおそれ

があること等の懸念もあるところであります。

警察庁においては、取り調べの録音・録画の

試行状況を踏まえつつ、第１次捜査機関として

の責務を全うするという観点から、法制審議会

特別部会においてしっかりと議論を行うととも

に、取り調べの録音・録画のあり方について引

き続き検討を進められるものと承知しておりま

す。

○井上紀代子議員 私の代表質問の中で最後の

質問になりますが、体罰の実態把握調査、この

ことについて教育委員長と教育長にお尋ねをい

たします。

今回、実態把握調査の実施に当たって教育委

員会ではどのような議論が行われたのか、教育

委員長にお尋ねをいたします。

○教育委員長（近藤好子君） 体罰の問題につ

きましては、今回の大阪市の事案が取り上げら

れる数年前から教育委員で議論を重ねており、

平成21年10月には、「体罰ゼロの学校づくり」

を作成し、体罰による指導の根絶を目指してま

いりました。

今回の調査の実施に当たり、教職員と児童生

徒、保護者との信頼関係が崩れるのではない

か、教職員を追い込むことになるのではないか

など、調査実施後の教職員の負担等も十分予想

されましたが、体罰により、とうとい命が失わ

れたり、つらい思いをする児童生徒を絶対に出

してはならない、そして児童生徒を守ることは

教職員を守ることにもつながるということを基

本として議論を重ねてまいりました。

お尋ねの議論の内容ですけれども、具体的に

は、教育委員の中から出た意見ですが、「保護

者の中には、子供が受けた体罰などで苦しんで
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いても声を上げられない保護者もいるのではな

いか。そのような保護者の声を一人でも多くア

ンケートで上げてもらいたい」、また「友達が

受けている体罰を見て傷ついている子供たちも

いるのではないか。その子たちの声も聞きた

い」、また「このような調査をした後は必ず学

校を支援していく体制も整えていかなければい

けないのではないか」というような意見が出さ

れたところです。

今回の調査は、保護者の方々においては子供

の状況を知る貴重な機会となり得ますし、子供

たちも、自分のため、友達のために声を上げた

ことに教職員がどう対応してくれるのか、期待

をしていると思います。子供たちを失望させる

ことなく、力を与えるものになるよう、今回の

調査が生かされることが何より重要だと考えて

おります。教職員の皆さんにはこのことを十分

に御理解いただき、調査の実施、調査後の対応

に努めていただき、必要に応じて教育委員会と

して適切に迅速に支援をしていきたいと考えて

おります。

○井上紀代子議員 きのうの十屋議員の質問の

中にもありましたが、教育委員会はどうあるべ

きなのかということについての問いかけに対し

て、教育委員会はこうあるべしというのを聞か

せていただいたところなんですけれども、今回

の体罰の問題を受けて、まして文科省から体罰

の調査をしなさいということを言ってきたとき

に、それを悩みながら決定したんだということ

は、委員長の答弁の中でわかるわけですけれど

も、今後、教育委員会はやはり変わるべしと、

変わる必要があるというふうにお考えなのかど

うか、そこをお聞かせいただきたいと思いま

す。

○教育委員長（近藤好子君） どの点を指して

変わるべしということというよりも、私は、教

育委員になったときから、教育委員として子供

たちのバックアップをしたいと思ってやってま

いりました。その中で、どう変わっていくべき

か、きのうお答えした部分もありますが、私た

ちの姿や思いがどう見えていくのかというとこ

ろだと思います。

今回の調査の中にも加えたもの―文科省か

らの指示もありますけれども、それだけではな

く、もちろん宮崎県のものをどう捉えていくか

というところで、先ほども申し上げましたが、

見ている子供たち、また保護者の中にも、自分

の子供ではないけれども、ほかの子供さんがそ

ういう思いをしていると聞いた、そういうもの

も、ぜひ私たちは取り上げたいと思いました。

そういう項目を加えて調査をしたところです。

ですから、そういうふうに私ども教育委員が

子供たちのため、教育現場のために何ができる

のか、決してそれは教職員を追い詰めるためと

か、教職員を処分するためにやっているのでは

ありません。先ほども申し上げましたが、私た

ちは、子供だけを守るということでは教職員は

救われないと思います。子供たちを守ること

は、ひいては教職員を守ることにもつながると

思います。そういう私たち教育委員の思いがい

ろんなところにちゃんと表現されるように取り

組んでいきたいというふうに思っております。

○井上紀代子議員 実態調査の実施の関係のこ

とは、たまたま林活議連で東北に行っておりま

したときに、新聞にちょうど載っておりまし

て、私はそれを切り抜いて持って帰ったわけで

す。宮崎でも同じような状況だったということ

なんですけれども、私としては、こういう実態

調査は難しいなと思いつつ、これをどのように

実施されるんだろうかというふうに思いまし
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た。

各県の様子を見てみたんですが、その中で、

文部科学省が出した分と同等の、同様の項目だ

けで出した部分と、宮崎のように２項目加えて

いる部分とありますが、この２項目加えたのは

なぜだったのか、どういう議論のもとで２項目

加えることになったのか、お聞かせいただきた

いと思います。

○教育委員長（近藤好子君） 先ほども教育委

員の意見の中で申し上げました、友達が体罰を

受けているのを見て傷ついている子供たちもい

る、あるいは教職員の中で、自分は体罰をして

いないけれども、ほかの職員が体罰をしている

姿を見て、これでいいのだろうかと思いなが

ら、どう声を上げていいかわからないという教

職員たちもいるのではないかということで、こ

ういう項目をつけ加えたところであります。

○井上紀代子議員 教育長にお尋ねをいたしま

す。今回の調査が学校にどのような影響を与え

ると考えておられるのか、それを教育長にお伺

いいたします。

○教育長（飛田 洋君） アンケートの実施に

当たりましては、教職員、そして保護者、何よ

り子供たちのことをさまざまな観点から配慮し

ながら実施すべきだと考えております。県の教

育委員会の事務局でも議論しました。それか

ら、教育委員さん方も入って議論していただき

ましたが、その中でも、こんな調査というのは

多分初めてだと思いますので、以前の記録まで

調べたわけではありませんが、議論の中で、い

ろんな意見がありました。一つだけ御紹介させ

ていただきますが、生徒指導上、非常に厳しい

学校があると。そこでも、正すべきは正すとい

うことで真摯に生徒と向き合いながら頑張って

いる職員がひょっとすると意欲を失うんじゃな

いかというような言葉もあって、非常に苦慮し

ました。

いろんな議論をしたんですけれども、しかし

ながら、どうしてもやらざるを得ないというの

は、国が言ったからということもありますけれ

ども、そうじゃなくて、今回の件は、体罰に苦

しみ、そういう体罰の背景があって、一人の高

校生が命を絶ったという事実があるわけです。

そして、その事実、苦しみ、つらさというのを

やっぱり深く受けとめるべきだと考えました。

先ほど委員長もお話しなさいましたけれども、

本県から、そういうような子供を絶対出しては

ならぬという議論をした中で、いろんなことを

配慮して、国が言っているとおりじゃなくて、

うちはうちのやり方でやろうと。厳封をして校

長まであけさせないというようなやり方をやろ

うと。

いろんな配慮をしました。例えば、友達の前

で書くというのは、書けない。あるいは、担任

の先生との関係が厳しい子は、ひょっとすると

本当のことを書かないかもしれない。人が見て

いるところでは書けないから、家でちゃんと書

けというような形にしたと。お父さん、お母さ

んとそういう会話もしてほしい。苦しみのこと

も、いろんな議論をして、そういう形にしまし

て、家庭で厳封をしていただいて、そして厳封

したものを校長に厳封したまま出して、校長が

開封すると。それから、開封した後に校長が見

たら、これはひょっとすると体罰かもしれな

い、あるいは行き違いかもしれない、しかしど

ちらの立場―子供、保護者にもちゃんと配慮

しながら話を聞く、それから先生にもちゃんと

話を聞く、そういうようなことを考えたわけで

す。

この過程に至りますまでには、例えば市町村
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教育長の何名かの代表の方々にも全部見ていた

だきました。それから、校長会の代表にも見て

いただきました。うちにはいろんな指導主事が

おります。高校から来た指導主事、中学校から

来た指導主事、小学校から来た指導主事、いろ

んな指導主事に、これでどうだろうということ

で見せました。そういうことを踏まえて、校長

会とか教育長会にも御理解をいただきました。

それから、今もまだやっているんですけれど

も、まだアンケートが配られていないところも

あるんですが、県下全公立学校の校長に、この

実施に当たっての留意点、配慮すべきことを説

明させております。そういう形で実施をしてい

るところであります。

この調査を機に、本県の教職員一人一人がこ

れまでのそれぞれの指導を振り返る、そして体

罰によらない、児童生徒の心にしっかり届く、

そういう指導力を身につけること、あるいは何

でもお互いに話せる―困っていてストレスが

かかるとか、あるいは指導がうまくいかないと

か、そういうことを職員同士がいろいろ話せる

ような環境、さらには子供たちが安心して学校

に行って相談できるような環境、そういうこと

を宮崎の教育に構築できていけば、そのきっか

けになればいいなと考えております。以上でご

ざいます。

○井上紀代子議員 本当に教育委員長も教育長

も大変悩みながら、この問題を解決しようとし

て努力いただいたことには敬意を表したいと

思っています。ただ、私のところにお電話な

り、それから直接私が、声をかけていただいて

行ったりというところで、私自身もなかなかそ

れに対してうまい回答をできないでいるところ

もいっぱいあるんですけれども、現実としてこ

ういう声があるということはお聞かせしておき

たいというふうに思います。

体罰というのは暴力であり、犯罪であると。

とするなら、それをアンケートでちゃんと言え

るというか、伝えることが可能なのかと。もう

１つは、年齢によっては、親と子供がアンケー

トを見ながら話したとしても、伝えるのがなか

なか難しいということとかを言っておられまし

た。例えば、嫌いな先生の場合に、何か先生か

らされたと。それを、勘違いすると言ったらお

かしいですね。そういう受けとめをした場合、

その方がおっしゃるには、親は事実かどうかと

いうのが確認しにくいということもあるわけで

す。それはアンケートに書けるような内容でも

ないというふうにもおっしゃっておりました。

ですから、今回できたアンケートが、データの

信憑性というのを問われるのではないかという

ことも、ちょっとおっしゃっておりました。

そして、アンケートをとられるわけですか

ら、現実に親も悩みながら何か書くわけです

ね。書かなかったりする場合もあるわけです

が、このアンケートの結果というのは公表され

るのかどうかということについても言っておら

れました。そこはまだ、きょうお話を聞いてい

ないのでわかりませんが、もし答弁が可能な

ら、そこは後で教えてください。

一番言われたのが、これが第三者に届くとい

いのにということでした。学校長に届くという

のじゃなくて、校長先生に届くんじゃなくて、

第三者に届くといいのにと。開封するときに校

長先生だけが開封するんじゃなくて、誰かほか

にいらっしゃるところで開封するといいのにと

いう、例えばという宛先が知事公舎だったり県

議会の議長に直接だったりするといいのにとい

うことを言っておられました。そして、そこで

開封するときは校長先生だけでなくて、第三者
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の人が入って複数で見てということを一緒に

やってほしいんだけどというような御意見とか

がありました。

なぜこんなにもという言い方は変なんですけ

れども、アンケートをこれほど重要に受けとめ

ていただいているかということが、ある意味、

学校と保護者の皆さんとの関係性とか、生徒と

先生との信頼関係とか、そこによるところが、

そこをほうふつとさせるものがすごくあるなと

いうふうに思ったところです。これは、実はそ

の話が物すごく長いので、長い中でこういうこ

とかなといって酌み取ったやつなので、ちょっ

と短くしておりますが、学校のことについて保

護者の方たちもいっぱいあるわけです。ところ

が、逆の言い方で言えば、先生方にもいっぱい

あると思うんです。例えば、校務クラウドシス

テムで、幾らそこで先生方が子供と向き合う時

間をつくろうということで教育委員会のほうで

も十分やっていただいたとしても、本当に実態

として先生が子供に向き合えるような状況に

なっているかどうか、そこもちょっと心配をし

ているところなんですけれども、今、私が申し

上げました保護者の方々の杞憂といいますか

―杞憂というものではないのかもしれません

が、心配については教育長はどのようにお答え

でしょうか。

○教育長（飛田 洋君）本当に細やかな視点で

のいろんなお声をお届けいただいて感謝申し上

げたいと思います。本当に苦慮しました。正直

申し上げます。10万弱の児童生徒のアンケート

にどう対応するかというのは非常に難しい問題

です。それから、例えばいつまでを調査範囲に

するか、やれるかとか、いろんなことに悩みま

した。

非常に悩んだことの一つに、きのうも答弁さ

せていただいたんですが、本県で、５年間で21

件、体罰によって処分をいたしております。そ

の体罰がわかった過程というのもいろいろであ

ります。例えば桜宮高校で言われているよう

に、なかなかいろんな関係で言えない生徒がい

ると。そのときに、外部からあれはどうだろう

というような通報を匿名でいただいて、実際に

県教委の職員をそこに派遣して、それと思われ

る職員にも聞き、そして生徒にも直接話を聞

き、両方きちんと調査をして、間違いないとい

うようなこともありました。逆に、こういうケ

ースもあります。ほかの子供に対して物すごい

仕打ちをしていて、先生が、おまえ、そんなこ

とをしたらいかんだろうというようなことを

言って、体罰だと親が言ってこられた。ここあ

たりは非常に微妙な問題もあります。いろんな

ことを考えながら、子供たちがやっぱりつらい

思いをしてはならない。あるいは職員も堂々と

毅然とした指導をしなければいけない。

それから、公表に当たっても、いろんなこ

と、子供たちのプライベートにかかわることは

公表できないこともあるし、どういう対応をす

るかというようなことは何らかの形で示すこと

になりますが、そのあたりも、これを受けて慎

重に検討しなければいけないと思います。

要するに、一番のポイントは、学校をよくす

る、子供たちが伸びていく、あるいは職員が頑

張れる、そういうことを大事にしながら、今

後、我々はその結果をどう受けとめるか、どう

対応するかだと思っております。

○井上紀代子議員 今の教育長の最後の言葉は

大変重要な言葉であるというふうに思います。

先ほど私は教育委員長に、変わろうとされてい

るのでしょうかというお話を聞いたんですが、

保護者の皆さんからよく出たのは、多くの皆さ
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んが言われたのは、先生方が、学校が変わろう

としているのだろうかという質問だったわけで

す。学校が変わるためには、学校側が変わると

いうことを保護者と一体とならない限りは、そ

こで一緒に働いている先生方もそうなんですけ

れども、教育委員会の旗振りだけではだめだと

いうことだと思うんです。今回のアンケートは

そのためのアンケートだろうかというふうな言

い方です。その割にはこういうことがこうなん

だけどという御意見が多かったことも事実で

す。

私は、「ビートたけしのＴＶタックル」とい

うのは余り見ないんですが、たまたま、体罰の

今回の調査をされた自民党の義家議員が出てお

られたので、見せていただきました。１時間余

りの「ＴＶタックル」ですか、そこもしんしゃ

くして聞いていただきたいんですけれども、そ

こで出た意見、１時間ほどでしたけれども、そ

れを見せていただきました。最終的に出た、そ

こで話された、そこで集約されたようなものと

いうのは、家庭の責任が大きい、家庭のありよ

うというのをもう一度考えようと。それから、

教育委員会制度はもう限界があるという言い方

でした。そして、もう１つは道徳教育の強化を

しなければいけないと。この３つを象徴的に

おっしゃって、その場面ですから、「ＴＶタッ

クル」だというふうに思っていただいて、テレ

ビのあれだというふうに思っていただいて結構

なんですが、でも、こういう話はこういう話と

して浸透する可能性というのは高いのではない

かと私は逆に思うわけです。もう既に自民党の

側から、学校は第三者機関に委ねてみたいなお

話とか出ているというふうに聞いているところ

なんですけれども、この言われた今の３点につ

いて教育委員長はどのようにお考えですか。そ

れをどう受けとめられますか。

○教育委員長（近藤好子君） 私、その番組を

見ておりませんので、どういう議論がなされた

かというのはちょっとわからないんですけれど

も、私の印象として、いろんなものが学校に求

められ過ぎているというのはずっと感じており

ます。これは家庭の部分じゃないか、これは地

域の部分じゃないかと。ただ、一番その場から

─こういう言い方はあれかもしれませんが、

逃げずにその場にいるのは学校であり、学校の

先生方だと思うんです。ですから、どうしても

そこに矛先が向くのかなという印象も持ってお

ります。

ただ、子供たちに平等に情報を与えられるの

も学校だと私は思っています。家庭によって

は、恵まれた家庭、恵まれていない家庭、いろ

いろあります。その中で、子供たちが毎日通っ

てきてくれる学校であれば、子供たちに同じよ

うに平等に、もちろん知識もですけれども、愛

情も、またいろんな情報も渡すことができる。

そういう場が学校であると思います。ただ、何

もかもが学校の負担になってくるようでは、や

はり学校の先生方は疲労感、疲弊感、多忙感と

いうことに包まれていくんだと思います。

今回、私、このようなアンケートをするの

は、議員のお話の中にもありましたけれども、

何か風穴をあけることになるような気がしてお

ります。ある保護者は─お父さんですけれど

も─私、お話を聞きましたら、このアンケー

トを子供と読み上げながら、久しぶりに学校の

ことを聞いたと。親も考えなきゃいけないと

か、子供がそれに加えて学校のいろんな話をし

てくれたと。だからこのアンケートは違う意味

でも意味がありますねというお話をしていただ

きました。そういう意味でも、何か一つ取り組
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むことが何かを変えていくきっかけになると。

ただ、確かに議員の御指摘のとおり、不十分

なところもあると思います。実施してみて初め

てわかる不十分さがあると思いますので、今

後、例えば一回きりでこれが済むことではない

と思います。この調査結果がどのように学校で

生かされたか、それを後を追って調査していっ

たり、もちろん視察した私ども教育委員が学校

に足を運んで見ていかなきゃいけない、あるい

は保護者との意見交換などもしていかなきゃい

けないんだろうなというふうに今感じていると

ころです。

○井上紀代子議員 今、教育委員長のお話を聞

いて大変納得する部分が多く、また保護者の皆

さんにはお伝えをしていきたいというふうに思

います。

問題は、やっぱり信頼関係だと思うんです

ね。教育委員会から発出するもの、例えば学校

側を通じてしか出ないものと、それから対外的

に教育委員会はこうしているという県民全体に

つながっていく広報の仕方というのも考えるべ

きではないかなというふうに実は思っていると

ころです。常に閉鎖的にとられているところ

が、問題がある、隠蔽体質があるというふう

に、常にそこが裏打ちされたみたいに議論され

るということに―やっぱり思い込みがあった

ために発出しているのではないかなと、すごく

心配をしているところです。広報媒体をどうし

ていくのかというのはなかなか難しいかもしれ

ませんが、それについては、教育長で結構です

が、何かありましたら……。

○教育長（飛田 洋君） おっしゃるとおり、

直接私たちがお伝えするということは非常に大

事だと思います。いろんな方法があると思いま

すが、メディアにお願いするという方法―実

は教育委員会では広報番組を持たせていただい

ておりまして、週３回いろんな形でテレビ放映

を今させていただいているところです。来年度

の事業にお願いしておりますのは、「You Tube

（ユーチューブ）」を使っていろんな学校とか

教育委員会の取り組みを発信していきたいと思

いますし、それから今、職員も、私自身も心が

けていることで、教育委員長もそうなんです

が、要請があれば可能な限りいろんなところに

行って直接お話をする、声を届ける、そういう

ことを積極的にやっているところであります。

それから逆に、アシスト企業という企業の方々

に教育委員会に登録をしていただいたり、ある

いは学校支援事業でいろんな方に学校に入って

いただいたり、双方向の交流をすることによっ

て、そういう方々がまた学校の思い、職員の思

い、教育委員会の思いを伝えていただく、そう

いうこちらから発信する部分、双方向の交流、

それからいろんなところへ足を運ぶ、これから

もさまざまな発信をしていきたいと考えており

ます。

○井上紀代子議員 先ほどから失礼なことも申

し上げたかもしれないんですけれども、私ども

が、例えば私はまた親の立場でもあったわけで

すが、学校側に本当に委ねている部分の多いこ

とも実感をしております。

先ほどキャリア教育のことを申し上げました

が、労働政策についても、教育の一番最初の入

り口のところを間違うととんでもないところま

で行ってしまうということもありますので、だ

からといって親が十分にそこを伝えることがで

きればいいんですけれども、なかなかそう伝え

られずにいるところに問題点がいっぱいまたあ

るようにも思います。

私のほうからお願いですが、先ほど私は労働
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政策のところで労働組合の大切さについても申

し上げたというふうに思います。そのことをや

はり子供たちが知ることも大事だというふうに

も思っております。ですから、教育委員長も教

育長もできるだけ現場で働いておられる先生方

の声をしっかりと受けとめる、学校長だけでは

なくしっかりと受けとめるという、その態勢と

いうのを失わないでいただきたいと思います

が、教育長にまずよろしくお願いしておきま

す。

○教育長（飛田 洋君） おっしゃるとおりで

ありまして、私、教育長に就任しまして、いろ

んな学校を訪問させていただきました。そし

て、校長室には５分でいい、あるいは10分でい

い、各教室を巡回させてくれと。最初に行きま

したのが―特別支援学校と定時制の高校を全

て回りました。それから、実はその後に、私は

高等学校と中学校の教師をしていた時代が長い

んですが、小学校も見たいということで、複式

学級の学校とか、いろんな学校を見せていただ

きました。あるいは学校に支援をしていただい

ている延岡のボランティアのグループの方の活

動とか、例えばあるところに出張で出ましたと

きに、できたらそれだけじゃなくて、そこに付

随して学校を見る。学校も、できたら校長室だ

けじゃなくて、生徒たちが遊んでいる姿、ある

いは先生方が授業をしていらっしゃる姿、お掃

除の指導をされている姿を見せていただいてお

ります。先ほど教育委員長も申し上げました

が、教育委員さん方にも実際に学校に足を運ん

でもらう取り組みを積極的にやっているところ

です。今後とも、ぜひそうしていきたいと考え

ております。

○井上紀代子議員 ぜひ、よろしくお願いして

おきたいと思います。

最後に知事に、私の思いなんですけれども、

知事から任期４年の折り返しを迎えての所信を

聞かせていただきました。平成25年度は、「復

興から新たな成長へ」を基本的な考え方に、

「新しい時代を切り拓く「成長産業」の育成」

「地域経済の活性化」「安全・安心でゆたかな

地域づくり」の３つの柱を重点施策として、本

格的な景気回復と将来への揺るぎない産業基盤

の構築に向けて取り組むと表明をされていま

す。非常に支持したいというふうに思っていま

す。そして、知事が先頭に立って県民総力戦を

展開し、新たな成長へ礎を築こうと呼びかけて

おられます。

今回の代表質問で私は、日本が失った20

年、15年以上にも及ぶデフレの中で、普通に暮

らし、家族形成可能な生活の基盤となる雇用社

会が崩れてしまったことを訴えさせていただき

ました。働くことに最も重要な価値を置き、誰

もが公正な労働条件のもと、多様な働き方を通

じて社会参加ができ、社会的、経済的に自立を

し、相互に支え合い、自己実現に挑戦できるだ

けのセーフティーネットが組み込まれている参

加型の社会であり、新自由主義的な発想や際限

のないグローバル化に対置する社会の構築を私

は目指しています。だから民主党に所属をして

います。

知事提案の平成25年度予算案を私は期待を

持って読みこなしています。実効性がまずは問

われていくというふうに思っています。この着

実な知事提案の政策が実行されていけば、きっ

と雇用についても改善されていくということが

明らかだというふうに思っています。県民総力

戦は知事が先頭で頑張っていくというふうに

言っておられます。県民総力戦は、経済活動に

県民に参加してください、そのメッセージだと
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思います。まずは、家計の中で使えるだけのお

金があったら、地域の中で野菜を買ってくださ

い、そしてそのお金で旅行にも行ってください

と。そして、政策を実現するためにみんなで、

少しずつのお金を出し合っているかもしれない

けれども、そのお金が生きる形で経済として循

環して自分たちの税金として返ってくるように

努力をしましょうということを知事がおっ

しゃっていただいているというふうに思いま

す。県民がしっかりと財布のひもを緩めるに

は、やはりセーフティーネット、そして宮崎県

政がしっかりとしたものであるということが大

前提だというふうに思っています。今回の25年

度の予算を見ますと、必要なところにしっかり

とお金を使う、必要でないところは県民の皆さ

ん少しは我慢してくださいという、このメッセ

ージを知事がしっかりとされることを私は期待

しておりますし、それに宮崎県民は必ず応え

て、経済の発展というのを地域から、改めて宮

崎がモデルになるような地域経済の発展という

のをつくり出せるというふうに思っています。

今回、新年度予算を本当に評価しております

が、これが本当に実効性、効力のあるものとな

ることを期待いたしまして、私の代表質問を終

わらせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時に再開をいたします。

休憩いたします。

午前11時51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、公明党宮崎県議団、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 公明党県議

団の河野哲也でございます。公明党県議団を代

表いたしまして質問をさせていただきます。き

のう徹夜でしたので、ほとんど寝ていない状態

です。明快なる目の覚める答弁をよろしくお願

いします。

知事３年目の県政運営についてであります。

知事は、任期４年の折り返しを迎えました。

就任１年目、口蹄疫からの復興のさなか、高病

原性鳥インフルエンザ、その数日後の新燃岳の

噴火、さらに東日本大震災の発生など、緊張感

の中での県政運営、そして、２年目の口蹄疫か

らの再生・復興を初め、県内経済の活性化や防

災力の強化等の全力の県政運営であったと、所

信表明の中でも述べられていました。御自分の

描かれていた政策提案をどこまで実現すること

ができたのか、まずは、厳しかったであろう２

年間の県政運営における知事の政策提案の総括

を伺います。

我が党の山口那津男代表は昨年９月の党全国

大会で、「地域主権型道州制への移行によって

地域の潜在力を引き出す」と主張いたしまし

た。道州制を目指す議論は、有効性を失った中

央集権体制を乗り越え、地域の可能性を開花さ

せる新しい国の形を探る作業であるとも言われ

ました。公明党は、まず、首相の諮問機関とし

て道州制国民会議を設置し、約３年かけて議論

を深め、その後２年をめどに移行への法的措置

を講ずるプランを提示しています。道州制の具

体像として、平成20年３月の道州制ビジョン懇

談会の中間報告で、現在の47都道府県を廃止

し、全国を10程度の道または州に再編する。そ

の結果、国の形は、国、道州、基礎自治体、い

わゆる市町村の３層構造となる。要点は、道州
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を地方政府と位置づけること。そして、国は、

外交、防衛、通貨管理、司法など、国でなけれ

ばできない仕事を担う。道州は、自治立法権、

自治行政権、自治財政権を行使して、住民サー

ビスと地域活性化を主体的に実施できるだけの

地域主権を持つとありました。この構想は、公

明党の掲げる地域主権型道州制と同じ理念に基

づいています。

昨年６月の我が会派の重松議員の質問に対し

て、知事は、「道州制は、地方分権に向けた選

択肢の一つとして議論を深めていくことが必要

であろうかというふうに考えておりますし、地

方分権というのがなかなか遅々として進まな

い、それをいかに突き動かすかというところ

の、いわば運動論のような形で道州制というも

のを前向きに議論していくことは大変重要では

ないかというのが私の考えである」と、答弁さ

れていました。そこで、知事は政策提案の中で

も、政策推進の基本姿勢の一つとして地方分権

改革の推進を掲げていらっしゃいますが、改め

て知事の考える真の地方分権改革と道州制への

所見をお伺いします。

平成25年度当初予算案は、第三期財政改革推

進計画を着実に推進しながら、南海トラフ巨大

地震の被害想定などを踏まえた緊急的な防災対

策の強化や、医療の確保、教育・文化の充実な

ど、全ての県民の暮らしを守る取り組みを進め

るとともに、「復興から新たな成長」へ向け、

停滞している県内経済への本格的な回復と将来

への揺るぎない産業基盤の構築を図る「光あふ

れる未来へ向けて～元気なみやざき成長予算」

としたとのことであります。このような方針で

編成した結果、一般会計5,661億円、特別会

計1,158億2,858万2,000円、公営企業会計427

億3,628万1,000円となり、一般会計につきまし

ては、前年度の予算額と比較して1.2％の減であ

りますが、実質的な予算規模を比較するため、

前年度の公債管理特別会計の新設に伴う臨時的

な経費を除いて比較すると、0.1％の減と、ほぼ

前年度並み、追加補正予算案約483億円を合わせ

ると8.4％の増と、平成24年度を大きく上回る予

算とされました。そこで、平成25年度当初予算

及び平成24年度補正予算について、どのような

点に最も苦心されたのか、また、案の内容をど

のように御自分で評価されているのか、お伺い

いたします。

以上で壇上の質問を終わり、質問者席から質

問をさせていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、私の政策提案の総括についてでありま

す。私は、知事就任後、直ちに、選挙のときに

掲げました政策提案を具体化させるため、県の

総合計画を初めとする各種計画を作成しまし

て、４年間で重点的に取り組む具体的な施策を

挙げまして、個別のスケジュールを示した工程

表に基づき、着実に取り組みを進めてまいった

ところであります。

県政運営に当たりましては、スタート直後の

鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火、東日本大震

災、こうした相次いだ災害のために厳しい運営

を余儀なくされたところではありますが、さき

の全国和牛能力共進会における宮崎牛日本一２

連覇や、東九州自動車道の一部区間の前倒しで

の開通などを契機としまして、これから本県

は、復興から新たな成長へ向けて新しいステー

ジへと歩を進めようとしている、そのような段

階を迎えているものと今、受けとめておるとこ

ろでございます。

政策提案にもさまざまな項目を掲げておりま
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すが、例えば競技スポーツの強化というところ

では、甲子園での優勝というものを掲げており

ます。高校サッカーと書いておけば、今ごろ公

約達成だったのにと、そんな思いさえあるわけ

でございますが、こうした残された課題、取り

組むべき課題がまだまだございます。また、県

の置かれている社会経済情勢をしっかり受けと

めつつも、県全体に明るい兆しが感じられるよ

うになった現在の状況等を見ましても、任期前

半における取り組みというのは、おおむね順調

に進んできたのではないかと考えているところ

でございます。

次に、地方分権改革と道州制についてであり

ます。地方分権改革は、明治以来の中央集権型

の行政システムを打破し、国は、国家の存立に

かかわることなど、本来の役割に専念するもの

とし、国からの権限・財源の移譲等により、真

の意味で自立した地方が、みずからの責任と判

断で住民目線に立って住民福祉の向上を図ると

いう、まさに国と地方のあり方の改革であると

考えております。その際は、住民により身近な

市町村というものを重視すべきというのが私の

基本姿勢であります。これまで長年にわたり、

改革に向けた国、地方を通じた取り組みが進め

られてきておりますが、国と地方の役割分担の

見直しや明確化という原点に常に立ち返るとと

もに、地方分権の意義やメリットにつきまして

国民に幅広く発信し、しっかりと理解を得てい

くことが重要と考えております。

道州制につきましては、真の地方分権の確立

に向けた選択肢の一つとして前向きに議論すべ

きものと考えておりますが、さまざまなポイン

トがございまして、道州間の格差の拡大、ま

た、道州内での一極集中、財政調整のあり方な

ど、さまざまな課題への対応策を含めた具体

像、制度設計というものがきちんと示された上

で、本県の置かれた実情を踏まえながら、県議

会を初め、市町村や県民の皆様とともに議論を

深めていく必要があるものと考えております。

最後に、当初予算案等についてであります。

平成25年度当初予算案につきましては、社会保

障関係費が約30億円増加する中で、県税や地方

交付税等が大幅に減少するなど、極めて厳しい

状況の中での編成となったところであります。

このような中、私が喫緊の課題として捉えてお

ります経済の活性化と防災・減災対策につきま

して、どのように対応するのか、選択と集中と

いう観点でどのようにめり張りをつけるのかと

いうところに最も苦心をしたところでありま

す。特に、46億円の公共事業の追加措置や30億

円の「みやざき成長産業育成加速化基金」の創

設などにつきましては、極めて厳しい判断では

ありましたが、財政改革の取り組みとのバラン

スを見きわめながら、積極的な措置を講じるこ

ととしたところであります。また、追加の補正

予算案につきましても、国の緊急経済対策と歩

調を合わせて積極的に対応したところでありま

して、特に、公共事業につきましては398億円を

措置し、25年度当初予算案と合計した公共事業

予算額が、24年度当初予算から40％の増とな

る1,310億円を確保したところであります。この

ような措置により、今回の補正及び当初予算案

につきましては、復興から新たな成長へ向け、

積極的に取り組むことのできる予算として編成

することができたものと考えているところであ

ります。以上であります。〔降壇〕

○河野哲也議員 厳しい判断での予算編成であ

りながら、積極的な姿勢で臨まれていることを

評価しつつ、議論させていただきます。

我々公明党県議団は、25年度予算編成のさな



- 104 -

平成25年３月１日(金)

か、知事に対して、190余りの予算要望と政策提

言をさせていただきました。我々が特に強く訴

えたのが、大規模災害への備えと防災・減災対

策の強化に具体的な施策をということでありま

した。東日本大震災以降も自然災害に巻き込ま

れる緊張感にさらされています。道路や学校、

上下水道などの社会インフラは、自然災害に対

応する機能を備えています。しかし、その肝心

の社会インフラは老朽化が進み、その機能が低

下するものもふえつつあります。中央自動車道

の笹子トンネルで昨年12月に起きた天井板の落

下事故は、それを十分認識させるものであった

と思います。また、社会インフラの機能強化が

とりわけ急がれる中、南海トラフ巨大地震への

備え、南海トラフ巨大地震にあっては津波想定

等被災範囲が大きく見直されました。つまり、

社会インフラの強化は、老朽化対策及び県民の

命を守る両面で進めなければいけません。社会

インフラを機能性や耐久性、防災力などの観点

から見直し、補修や修繕の必要性、優先度を明

示していく必要があります。県においても、当

初予算の中で５億円規模の宮崎県大規模災害対

策基金を設置するとともに、この基金を活用し

た避難対策や地域防災力の強化などのソフト対

策と、政府予算案でも拡充されている命と暮ら

しを守るインフラの再構築などのハード対策等

を措置することとしており、総合的な防災・減

災対策の着実な推進を図っていくとしておりま

す。防災・減災対策の観点から、社会インフラ

の整備にどのように取り組もうとしているの

か、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 本県は、全国

有数の豪雨地帯であるとともに、地震、津波な

どの大規模災害のリスクが高く、県民の命と暮

らしを守るために、防災・減災の観点から、社

会資本整備を進めることは大変重要であると考

えております。このため、県といたしまして

は、土砂災害や浸水被害及び地震・津波被害を

未然に防止し、または軽減するため、河川や砂

防等の施設整備を初め、高速道路などの緊急輸

送道路の整備促進による災害に強い広域ネット

ワークの構築、さらには、県民への迅速な避難

情報の提供や土砂災害警戒区域等の指定など、

ハード、ソフト両面からの対策に取り組んでい

るところでございます。今後、本県におきまし

ては、南海トラフ巨大地震や深層崩壊などの大

規模災害の発生が想定されますため、これまで

以上に国や市町村との連携を密に図りながら、

県土強靱化の推進に向け、より一層の防災・減

災対策に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 危機管理統括監に、その他の

施策について何点かお伺いいたします。

このたび、中村幸一議員から激励いただきま

して、無事、公明党県議会議員３名とも防災士

の試験に通ることができました。御報告してお

きます。防災・減災対策の強化には、高齢者は

もとより、障がい者や女性に配慮することが必

要であると考えますが、県民防災力向上推進事

業の中ではどのように取り組んでいくのか、お

伺いいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 公明党県

議団の皆様、防災士の試験を受けていただきま

して、この場をおかりして改めて御礼申し上げ

たいと思います。ありがとうございます。

議員御指摘のように、災害が発生した場合に

は、障がい者などの要援護者や女性への配慮が

特に重要であります。本県でも、地域防災計画

の中で、要援護者を含めた円滑な避難対策や、

女性に配慮した避難所運営などについて記述は
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しているところでございます。この方針のもと

に各種対策を進めていくことが重要だと考えて

おります。例えば、現在実施しております防災

士の養成におきましても、これらの点に留意し

た研修を行うとともに、これまでに県内で約90

名の女性防災士が誕生し、それぞれの地域で女

性の視点を生かした活動を始めていただいてい

るというところでございます。また、来年度実

施予定の県民防災力向上推進事業におきまして

も、防災士の養成を行う中で、女性や高齢者な

どを含めた幅広い方々の参加を呼びかけるとと

もに、障がい者など災害時要援護者対策を推進

するため、福祉関係施設の方々にも資格取得を

働きかけていきたいと考えております。さら

に、地域防災計画にも、避難所運営の具体的な

留意点など詳細な記述を加えながら、今後と

も、女性や障がい者に配慮した防災・減災対策

の強化を図ってまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 県外に目を向けて、都道府県

を越えた災害時支援体制の構築についてどのよ

うに具体的に取り組んでいるか、お伺いいたし

ます。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 大規模災

害発生時における県域を越えた支援体制の構築

につきましては、これまでに、全国知事会、九

州地方知事会で相互応援協定を締結するなど、

連携体制の構築に取り組んでまいりました。特

に、今年度は、８月に設立されました南海トラ

フ巨大地震対策九州ブロック協議会を通じまし

て、本県が幹事県となって、九州各県や自衛隊

など防災関係機関との連携強化を図ってきたと

ころであります。来年度は、新たに設置する予

定の宮崎県大規模災害対策基金を活用させてい

ただきまして、大規模災害時における広域連携

強化事業を実施し、九州ブロック協議会や県内

沿岸市町との津波対策推進協議会などを通じ

て、県内外のさらなる連携体制の強化を進めて

まいりたいと考えております。さらに、県内９

カ所に設置いたしました後方支援拠点の環境整

備を進めながら、広域支援の受け皿を整えると

ともに、後方支援拠点等を活用した広域的・実

践的な総合防災訓練にも新たに取り組んでまい

りたいと考えております。

○河野哲也議員 今度は県内に目を向けて、県

総合防災情報ネットワークの整備、それから、

市町村が強く要望しているんですけど、防災行

政無線のデジタル化にどのように取り組んでい

くか、お伺いいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 無線のデ

ジタル化を図ることによりまして、チャンネル

数が増加し、双方向通信や画像、文字情報のデ

ータ伝送が可能となるなど、機能の向上が期待

されるところでございますが、一方で、多大な

整備費用がかかるというところもございます。

市町村が防災行政無線のデジタル化などを整備

するに当たりましては、現在、緊急防災・減災

事業というかなり有利な起債制度が用意されて

おりまして、これによる財政支援が主なところ

になっております。一方、県におきましては、

平成23年度から新総合防災情報ネットワークの

整備に取り組んでいるところでございまして、

市町村との電話回線の増加、また、ヘリテレか

らの映像ですとか河川状況等の映像の市町村へ

の配信が可能になるということになりますの

で、そのようなデジタル化の推進を図っている

ところでございます。また、整備事業の一環と

いたしまして、今回の補正予算でお願いしてい

るところでございますけれども、災害対策支援

情報システムを構築することによりまして、市

町村と災害情報を共有し、速やかな災害対応を
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行うとともに、災害情報が迅速・的確に住民に

伝達できることを目指しているところでござい

ます。今後とも、市町村と一体となって、デジ

タル化の推進に努めてまいりたいと考えており

ます。

○河野哲也議員 平成24年７月、県では、大規

模災害や深刻な感染症等が発生した非常時にお

いて、災害への対応や県民生活の安定確保等を

図るため、また、平常時の必要な備えや研修・

訓練を行うことにより、危機管理に対する職員

の意識や能力、全庁的な対応力の強化を図るた

めとして、全国に先駆けて宮崎県業務継続計画

（本庁版ＢＣＰ）を決定いたしました。中小企

業においても、専門家による策定支援等、積極

的なＢＣＰ策定作業を推進しているようです

が、今後、企業防災力向上の観点から、中小企

業ＢＣＰ策定への支援にどう取り組むか、お伺

いいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 今、御紹

介いただきましたように、本庁版ＢＣＰを策定

し、運用したところでございますが、その経験

を踏まえましても、企業防災力の向上の観点か

らも、業務継続計画、いわゆるＢＣＰの策定は

大変有効であると考えており、県としまして

も、今年度から支援事業に取り組んでいるとこ

ろでございます。具体的には、中小企業向けの

ＢＣＰ策定の研修会を県内３カ所で実施したほ

か、県内の中小企業５社をモデル企業として選

定し、実際にＢＣＰの策定支援を現在行ってい

るところでございます。また、策定したＢＣＰ

を県庁ホームページに公表するなどして、県内

への普及啓発を図っていきたいと考えておりま

す。さらに、商工観光労働部のほうで所管され

ております中小企業融資制度の中で、ＢＣＰを

策定した企業が所要の設備投資等を行う場合に

活用できるメニューも設けていただいていると

ころでございます。来年度は、これらの事業に

加えまして、新規事業として予定しております

宮崎県ＢＣＰ推進事業におきまして、市町村や

県内企業等を対象とした講習会の開催など、さ

らなるＢＣＰの普及啓発に取り組んでまいりた

いと考えております。

○河野哲也議員 大災害時、県立宮崎病院を初

めとする県内11の災害拠点病院の機能充実がま

ずは第一の生命線になってくると思います。災

害時に備えた食料・燃料の確保、高性能情報機

器の配備など、災害拠点病院の機能はどうなっ

ているのか、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） 災害拠点病院

は、災害時における救急患者の受け入れや被災

地の医療機関の支援等を行う病院でありまし

て、各医療圏ごとに11病院を指定いたしまし

て、必要な施設、設備等の整備が行われている

ところでございます。具体的には、自家発電装

置につきましては全ての病院が保有しておりま

して、必要となる燃料もおおむね2.5日分の備蓄

が行われ、食料についてもおおむね３日間程度

の備蓄が行われております。また、高性能情報

機器につきましては、昨年度、県から助成を行

いまして、全ての病院にデータ送信が可能な高

機能の衛星電話を整備しているところでござい

ます。県民の安全・安心の確保のため、今後と

も、大学、医師会、市町村等関係機関と連携を

図りながら、災害時の医療提供体制の充実強化

に取り組んでまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 厚生労働省の災害拠点病院の

整備基準については、平成24年３月21日に指定

要件の見直しを行って、経過期間を設けながら

診療機能を有する施設の耐震化を義務づけてい
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ますが、全国では、全ての建物が耐震及び免震

構造と答えた災害拠点病院というのは66.2％に

とどまっている中、宮崎は72％を超えていると

お聞きしました。今後ともどうか、拠点病院の

耐震化等の支援をお願いしたいと思います。

２点目に我々が強調したことは、緊急的な県

内経済・雇用対策についてでありました。県に

おいても、口蹄疫や東日本大震災の影響により

低迷が続く本県経済の回復を図るため、中小企

業の経営力強化のための融資制度の拡充や、緊

急雇用創出事業臨時特例基金を活用した雇用対

策等の県内経済への波及効果の高い事業の推進

など、経済・雇用対策に取り組むとされていま

すが、今回の緊急経済対策に伴う補正予算、25

年度予算において、打ち続く景気低迷下で、経

済振興策や雇用の確保にどのような配慮をされ

たのか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県の経済は、緩やか

な持ち直しの動きがあったわけでありますが、

足元で見てみますと、生産面を中心にその動き

が弱まっていると。また、雇用環境も依然とし

て厳しい状況が続いているわけであります。こ

のため、国の緊急経済対策に呼応するものとい

たしまして、「県民の暮らしと経済・雇用を支

える当面の対応方針」という考え方を緊急に取

りまとめまして、公共事業を中心とした追加の

補正予算案を提案したところであり、全庁一丸

となりまして、県民の暮らしの安全・安心の確

保や産業の振興のための基盤整備等に早急に取

り組んでいきたいと考えておるところでありま

す。また、平成25年度当初予算案におきまして

も、地域経済の活性化、安全・安心で豊かな地

域づくり、新しい時代を切り拓く「成長産業」

の育成の３つの柱を重点施策として、本格的な

景気回復と将来への揺るぎない産業基盤の構築

に向けて重点的に取り組むこととしておりま

す。なお、先般は、来年度以降の県政運営の基

軸に据えます「復興から新たな成長に向けた基

本方針」を策定したところでありまして、今

後、フードビジネスや新エネルギー、医療機器

産業の集積といった、核となる成長産業の育成

を加速化する取り組みというものを官民一体と

なって推進することで、地域経済、産業全体の

活力向上を図りまして、安定的な雇用の確保に

結びつけてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 公明党は、中小企業等金融円

滑化法につきましては、補正予算案に盛り込ま

れた経営改善計画策定支援や事業再生支援体制

の強化、セーフティネット貸付等の拡充による

資金繰り支援など、中小企業再生のための政策

手段を総動員するとともに、厳しい経済状況の

中でそれらの施策が効果を発揮するまでの間、

半年程度の延長も含めて検討すべきだというふ

うに主張しております。国の動きを注視するだ

けでなく、15カ月予算による切れ目のない対策

が不可欠と考えますが、宮崎ならではの施策の

着実な実行を経済浮揚策として、県内の中小企

業・地場産業の振興にどのように取り組むか、

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） 本県の中

小企業は、長引く景気低迷の中、地域間・国際

間競争の激化や少子高齢・人口減少の本格化等

により、非常に厳しい経営環境に置かれており

ます。このような中、本県経済を活性化し、県

民所得の向上や雇用の確保を図っていくために

は、地域経済に大きなウエートを占める中小企

業の振興が非常に重要であると考えておりま

す。このようなことから、今議会では、宮崎県

中小企業振興条例を提案させていただいたとこ

ろであり、これを契機に、新たな成長を促すた
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め、中長期的視点に立った産業人材の育成、経

営革新・新規創業、販路開拓の取り組みへの支

援などに特に力を入れていきたいと考えており

ます。また、先ほど知事がお答えしました「復

興から新たな成長に向けた基本方針」に沿いま

して、本県経済を将来にわたって牽引する産業

として、フードビジネスの展開や東九州メディ

カルバレー構想の推進、アジア市場の開拓等に

も積極的に取り組んでいくこととしており、こ

れらの取り組みを持続的に推進していくこと

で、本県中小企業の振興を図ってまいりたいと

考えております。

○河野哲也議員 今、お答えの中の事業で、ど

うか中小企業の潜在能力というのを引き出し、

そして、試作開発等の支援事業、これは特別に

今回予算が国からもついていると思いますの

で、そういうところでしっかりと進めていただ

きたい。そして、中小零細企業ですから、使い

勝手のいい、そういうシステムにぜひしていた

だきたいなというふうに思います。

若年雇用対策については、前回の議会で議論

してきたところでございます。今回提案の予算

案にも反映していただきましたが、若年無業者

の対策、いわゆるニートについて、もう一歩の

感がございます。地域若者サポートステーショ

ンについて調査させていただいたところ、24年

度で延べ1,745名の来所者があり、66名の就職者

があったとのことでございます。ただ、県北、

県南の若年者は置き去りにされているのではな

いかというふうに危惧していますが、地域若者

サポートステーションの現状と、今後どう拡充

されるか、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） 地域若者

サポートステーションは、働くことについてさ

まざまな悩みを抱えている若者の就労支援を行

うため、国が設置し、民間に委託して運営され

ております。サポートステーションは、現在、

全国で116カ所設置されておりますが、若者の職

業的自立支援を強化するため、平成25年度に

は160カ所に拡充することとされております。本

県におきましては、平成20年度から宮崎市にお

いて運営されておりますが、設置箇所の拡充に

ついて、現在、国において検討が行われており

ます。県といたしましては、県内の設置状況を

踏まえながら、地域若者サポートステーション

と連携・協力し、若者の就労支援に努めてまい

りたいと考えております。

○河野哲也議員 若年者が年齢を重ねてそのま

ま無業者として生きるとなると、そういうこと

を考えると、もっと県は真剣に取り組んでいた

だきたい課題だというふうに思います。

この項の最後で、知事に、政策提案のうち、

新規企業立地100件、うち県外新規30件と5,000

名の雇用創出について提案されていますが、現

状と今後の取り組みを伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 企業立地の促進は、地

域経済の活性化と雇用の確保に即効性がある重

要な施策ということで、今、御指摘がありまし

たような厳しい状況ではありますが、高い目標

を掲げて取り組んでいるところであります。知

事就任以降、これまでの約２年間に、企業立地

として認定した件数が64件、うち県外新規が18

件、そして、立地に伴う新規雇用予定者数

が2,512人となっておりまして、おかげさまで着

実に成果が上がっているものと考えておるとこ

ろであります。長引く景気低迷に伴う企業の投

資意欲の低下など、企業立地を取り巻く環境は

大変厳しい状況にあるものと考えております

が、これからも私みずから企業を訪問するな
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ど、引き続き積極的な立地活動を展開してまい

りたいと考えております。

○河野哲也議員 いろいろ調べてみました。島

根県は、企業の注文から工場を設計して、昨年

４月から、オーダーメイド貸工場家賃等補助金

制度というのを新設し、そして特定の工業団地

に新たに注文建築した貸し工場に入居する場合

にはその家賃を補助するとか、攻めの企業誘致

活動というのを展開しているなと思います。ま

た参考にしていただくとありがたいです。

３点目は、農林水産業対策について提案をさ

せていただきました。24年度補正予算案におい

て、農業農村整備事業の拡充を初め、新規就農

・人材育成支援対策や輸出促進対策などが盛り

込まれ、攻めの農業が着実に前進することが期

待されております。ただ、本県、特に県北にお

いてその出鼻をくじかれているのが、鳥獣被害

だと思います。鳥獣による平成23年度の農作物

の被害額だけでも、市町村からおよそ３億5,300

万円余との報告を受けておりますが、私が従事

者から相談を受けた限りでは、報告されていな

い被害も大きいのではないかと考えます。県と

しては、鳥獣被害防止計画に基づいて、市町村

が地域の実態に即した取り組みを主体的に進め

ていくために、被害実態については、平成24年

度、「地域で守る鳥獣被害みえる化事業」で全

県的な被害状況の調査を行い、その結果を地図

情報として見えるようにし、市町村や集落にお

ける今後の対策に活用していく。捕獲対策につ

いても、支庁、振興局が中心となった地域特命

チームが主体となり、鳥獣被害対策実施隊と有

害鳥獣捕獲班との連携など、体制の充実を図

り、実効性のある対策を推進していくとしてお

ります。また、平成22年度から鳥獣被害対策緊

急プロジェクトを立ち上げ、23年度までに設置

した19のモデル集落で成功事例を創出し、他地

域に波及させるとしていますが、鳥獣被害対策

について、これまでの成果と今後の取り組みに

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） 鳥獣被害対策

につきましては、平成22年度から、鳥獣被害対

策特命チームを本庁と各地域に設置しまして、

被害防止対策、捕獲対策、生息環境対策に全庁

挙げて取り組んでいるところであります。ま

た、今年度からは、鳥獣被害対策支援センター

を設置しまして、きめ細かな技術面の支援を行

いますとともに、今、御質問の中にもありまし

たように、より効果的な対策につなげるため

に、県下全集落でのアンケート調査を実施する

など、各地域における被害の実態の把握に努め

ているところであります。これらの取り組みに

よりまして、県内各地におきまして224名の技術

指導員の育成が図られるとともに、県内19のモ

デル集落におきましては、効果的な防護柵の設

置や鳥獣を寄せつけない集落環境の改善が進み

まして、住民みずからも被害対策を実施する機

運が醸成されつつあるのではないかというふう

に考えております。今後とも、関係機関が相互

に連携を図りながら、適切な捕獲とともに、モ

デル集落の成果を県下全域に波及させるなど、

地域住民と一体となった総合的な対策を展開し

てまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 これからを期待するというこ

とで……。

林活議連による県外調査で、山形市に本社を

置く株式会社シェルターを視察させていただき

ました。この会社は、接合金物を使ったＫＥＳ

構法での木造建物を建設しており、さきの東日

本大震災で、コンクリート構造物でさえも一瞬

のうちに消失してしまった中で、唯一、強い浮
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力のかかる津波で流されなかった木造建物を建

築したとして、一躍注目を浴びるようになった

会社でございます。さまざまなオリジナルコネ

クターがＫＥＳ構法の接合部分を担う重要な金

具になっておりました。この金具が、コンクリ

ートの基礎を初め、柱やはりが強い強度によっ

て接合され、耐震性や断熱、遮音性にもすぐれ

ているとのことでございました。この構法もさ

ることながら、視察に値したのは、全国各地か

らの設計建築の依頼を受けての施工では、必ず

そこの県産材を使用しているということを確認

できたことでございました。視察の帰りに、山

形市の中心市街地にあり、防火地域に指定され

ているため、本来、木造建築物は建てられない

地域にもかかわらず、この構法での木造建築物

が建てられたのを見せていただきました。今回

の視察を通じて、さらなる木造住宅の建設促進

に直接結びつくようなインパクトのある施策が

必要であるというふうに考えました。

そこで、県ではこれまで、産直住宅への支

援、木材利用技術センターにおける本格的な木

材の試験研究を進めてこられましたが、さらに

県産材の需要拡大を図るため、県産木造住宅の

普及促進に今後どのように取り組まれるのか、

環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 県では、新築

・リフォームにおける県産材購入経費の助成

や、木材業界と住宅業界の連携グループによる

大径材を活用した家づくりに対する支援を行う

など、県産木造住宅の普及促進に努めてきたと

ころであります。今後の取り組みといたしまし

ては、先月、「みやざき木づかい県民会議」を

設立したところであり、この会議を通じて県民

の方々に県産材のよさを知っていただき、県産

材の地産地消を推進することとしております。

さらに、来年度は、県産材をふんだんに使用し

た家を「環境貢献型みやざきスギの家」として

認定する制度の創設を新規事業でお願いしてい

るところであります。また、従来、鉄骨コンク

リートづくりなどで建造しておりました２階か

ら４階建ての中規模建築物を、杉で建造する構

法の開発などの研究にも取り組むこととしてお

ります。このような取り組みによりまして、県

産木造住宅の普及促進に一層努めてまいりたい

と考えております。

○河野哲也議員 もう１つ、視察で勉強したこ

とというか学んだことなんですが、山形県は、

産業連関表分析により、県産木材産業の特徴と

課題を把握して、木材関連産業の自給率向上に

よる経済波及効果を、５％の向上で69.5億と試

算して、県産木材の循環利用施策の具体例を提

案してありました。この方策を本県木材産業の

分析にぜひ利用してみて─河野知事の提唱し

ている地域循環型システムとの関連で、経済波

及効果につながっていくのではないかと考えた

ところでございます。また、そのシステムのど

こかでふぐあいが生じれば、そこに的確な施策

を打っていけばいいというふうに考えますが、

山形県の産業連関表を使った木材産業の経済波

及効果の試算について、本県も同様の試算をし

てみて施策立案に生かしてはどうかと考えます

が、環境森林部長に所見をお伺いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 産業連関表

は、産業間の取引や消費などの関係を一覧表に

まとめたもので、産業構造の分析や経済波及効

果の算定に利用されるものであります。御質問

にありましたように、山形県では、この産業連

関表を用いて、自給率が５％向上した場合の木

材産業における経済波及効果を試算していると

聞いているところであります。施策を遂行する
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に当たっては、波及効果を測定することは重要

でありますので、どのような形で活用していけ

るか、今後検討してまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 今回は考え方をお聞きしたと

ころでございましたが、難しいのは、この試算

は17年度のデータで行っているということで、

実際との乖離が予想されると思いますけど、前

向きになってくるんじゃないかということで考

えを質問させていただきました。

本県水産関係者によると、水産振興施策の要

望として、水産資源の回復に向けた取り組み、

収益性の向上に向けた取り組み、漁業者を支え

る漁協基盤強化に向けた取り組み、次代の水産

業を支える担い手育成・確保の取り組みについ

ての支援要望がされたとお聞きしました。県

は、水産関係団体の要望を平成25年度予算にど

のように反映していくのか、特徴的なことを農

政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 水産関係団体

からは、水産資源の回復、漁業の収益性向上、

また漁協系統基盤強化などについて要望を受け

ており、平成25年度予算においては、このよう

な要望を踏まえまして各施策を講じることとし

たところでございます。まず、水産資源の回復

に関しましては、資源状況の科学的評価と魚種

ごとの資源管理手法を検討するための調査や、

現在取り組んでいる宮崎海域カサゴ資源回復計

画の実践を支援することとしております。ま

た、収益性向上に関しましては、次世代型カツ

オ一本釣り漁業の操業モデルを確立するための

実証や、カンパチ人工種苗の安定供給体制づく

りなどを行うこととしております。さらに、漁

協系統基盤強化に関しましては、漁協・系統団

体による市場の拠点化や信用事業の統合等の取

り組みを円滑に進めるための支援などを行うこ

ととしております。県といたしましては、近年

の水産業の厳しい状況を踏まえ、今後とも関係

団体と連携しながら、水産業の抱える課題を共

有し、その解決に向けて積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

○河野哲也議員 ４点目ですが、福祉・医療・

障がい者施策の充実について、福祉保健部長に

お伺いいたします。

宮崎県では、休日等の夜間において、小児救

急患者の保護者等からの電話による相談を受け

る事業を実施しています。平成21年12月から、

携帯電話からも♯8000で相談できるようにな

り、平成22年４月から相談日を拡充して、毎日

午後７時から午後11時まで相談できるようにな

りました。本事業は、県医師会、県小児科医会

や看護師の御協力によって実施しているところ

でございます。若い親御さんたちのよりどころ

になっているところでございます。ただ、全国

的に見ますと、翌朝までの相談というところも

出てきております。九州では長崎、大分が行っ

ておりました。そこで、小児救急医療電話相談

事業（♯8000）の利用状況と今後の拡充につい

てお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 小児救急医療

電話相談につきましては、県医師会の協力をい

ただきながら、平成17年11月から、土曜、日

曜、祝日、そして年末年始の19時から23時まで

実施し、御指摘ございましたように、平成22年

４月からは毎日対応に拡充したところでござい

ます。相談件数につきましては、おおむね１日

当たり11件から12件程度で推移しており、電話

相談によってほとんどの方が納得されたという

結果が出ております。相談時間等の拡充につき

ましては、重要な課題と考えておりますが、対
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応いただく小児科医や看護師の体制、また、新

たな財源の確保などの課題がありまして、県医

師会等関係機関と十分協議する必要があると考

えているところでございます。

○河野哲也議員 小児科医の少ない宮崎県に

あって、医師会の協力なしではできない事業で

ございます。協議等よろしくお願いいたしたい

と思います。

昨年12月18日、脳脊髄液減少症患者支援の会

宮崎代表の西村さんらが県庁を訪れ、知事に、

脳脊髄液減少症の啓発と治療法の確立に関する

要望書を手渡しいたしました。我々も同席させ

ていただきました。これまで議会で何回か取り

上げさせていただきましたが、脳脊髄液減少症

は、交通事故やスポーツ外傷等、身体に強い衝

撃を受けることにより、脳脊髄液が漏れて発症

し、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、めまい、吐

き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症

状、睡眠障害、倦怠感等のさまざまな症状が複

合的に発現する病気でございます。これまで、

この病気については、なぜこのような症状が発

現するのか、どのように脳脊髄液が漏れるのか

等の基礎的な研究が大きく立ちおくれているた

め、怠け癖あるいは精神的なものと診断される

ケースが多く、患者やその家族の苦しみは、は

かり知れないものがございました。

平成23年５月、厚生労働省研究班により、脳

脊髄液減少症の診断治療の確立に関する研究の

報告に、交通事故を含む外傷が約３分の１の５

例に認められ、外傷が契機になるのは決してま

れではなかったことが明らかになったと明記さ

れ、今までの医学界の常識を覆す結果となりま

した。昨年９月５日には、文部科学省より、

「学校におけるスポーツ外傷等による脳脊髄液

減少症への適切な対応について」と題して、脳

脊髄液減少症に対して、より一層の理解と適切

な対応を行う通知が出されました。こうした現

状のもと、西村代表は、県主催で専門医（患者

も含む）を招き、勉強会の開催及び患者救済の

ための意見交換の実施、県内交通事故担当の警

察官に対し、脳脊髄液減少症の勉強会の実施、

専門相談窓口の設置及び就業支援・生活支援の

確立などを要望いたしました。そこで、知事

に、この要望を受けて、脳脊髄液減少症につい

て県でできる支援策についてお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 脳脊髄液減少症であり

ますが、今、御指摘がありましたように、現在

でも、怠け病あるいは精神的なものと誤解され

るケースが多いと。患者の皆様は、病気による

苦しみばかりではなく、精神的にもこうした誤

解の中からつらい立場に置かれているというこ

とを、要望の際に直接お聞きしたところであり

ます。これは、交通事故やスポーツ外傷等を原

因とする症例が多いことから、医療、学校など

の関係者が脳脊髄液減少症に関する正しい知識

を持ち、患者の方々の病状に配慮した適切な対

応ができるように、研修会などを開催してまい

りたいと考えております。また、有効な治療法

とされておりますブラッドパッチ療法につきま

しても、先進医療の届け出を行うことで保険の

併用ができるようになりますことから、県内で

対応が可能となっている医療機関へ届け出の働

きかけを行いまして、患者負担の軽減を図って

まいりたいと考えております。

○河野哲也議員 ありがとうございます。早速

報告をさせていただきたいと思います。

本年４月、地方公共団体に対して、障害者施

設の受注機会の増大を図ることを決めた「障害

者優先調達推進法」が施行されます。現在、国



- 113 -

平成25年３月１日(金)

などが業務委託等をする場合は、競争入札が原

則になっており、民間企業に比べ障害者施設が

契約するのは難しいのが現状です。そこで、障

がい者の自立、就労支援の観点から、県におい

て、障害者就労施設等の受注機会の拡大に積極

的に取り組む必要があると考えますが、御所見

をお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 障害者就労施

設等の受注機会を拡大いたしまして、施設等で

作業に従事する障がい者が受け取る工賃の向上

を図りますためには、施設等への官公需の発注

拡大は大変重要であるというふうに考えており

ます。このため、県といたしましては、これま

でも、庁内各部局や市町村等に対しまして、県

内全ての障害者就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業所

が提供できる物品の種類や役務の内容等をまと

めた冊子を先般作成いたしまして配布するな

ど、情報提供を行いますとともに、積極的な取

り組みを要請してきたところでございます。ま

た、このような取り組みの中で、より詳細な情

報を求める声もありましたことから、施設の商

品や技術力等の情報の発信強化にも現在取り組

んでおります。このような中、障害者就労施設

等からの物品等の調達方針の作成や実績の公表

などを規定いたしました「障害者優先調達推進

法」が、御指摘のとおり、本年４月に施行され

ますことから、今後とも、庁内各部局や市町村

等と一層の連携を図りまして、障害者就労施設

等への官公需の発注拡大に積極的に取り組んで

まいりたいというふうに考えております。

○河野哲也議員 ぜひお願いしたいと思いま

す。

医療費助成の対象疾患を大幅に拡充する難病

対策の新制度につきましては、昨日、十屋議員

のほうから質問がありましたので、私のほう

は、もう一つの難病患者支援について質問をさ

せていただきます。「障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律」、いわ

ゆる障害者総合支援法が平成24年６月に成立

し、25年４月１日から施行されます。この法律

では、制度の谷間のない支援を提供する観点か

ら、障害者の定義に難病を追加して、障害福祉

サービスの対象とすることとしております。こ

れからは、難病に苦しむ患者さんは、身体障害

者手帳の有無にかかわらず、障害程度区分の認

定を経た上で、障害福祉サービスを受けられる

ことになります。これも難病に苦しむ皆さんが

待ち望んでいたことでございます。このたびの

障害者総合支援法での支援サービスがこれらの

助成に加わることとなりますが、４月１日から

の施行に遺漏がないよう、万全の準備をお願い

したいと思います。そこで、障害者総合支援法

で難病患者が障害者の範囲に加わることについ

てどのように周知していくか、お伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本年４月から

施行されます、いわゆる障害者総合支援法で

は、障害者の範囲に130疾患の難病患者が加えら

れたところでございます。新たに対象となる難

病患者は、身体障害者手帳の有無にかかわら

ず、障害程度区分の認定などの手続を経た上

で、市町村において必要と認められた障害福祉

サービスを利用できるということになります。

対象となる難病患者の方に必要なサービスを速

やかに受けていただくためには、御指摘のとお

り、制度の周知が何よりも重要でございます。

このため、県では、先般、市町村や県保健所の

担当職員に対しまして、制度概要や難病患者に

配慮した障害程度区分の調査、認定に係る説明

会を開催しましたほか、難病患者団体に対しま



- 114 -

平成25年３月１日(金)

しても、障害福祉サービスの内容や手続の説明

を行ったところでございます。県といたしまし

ては、引き続き、制度の周知を図りつつ、難病

患者に必要な福祉サービスが適切に提供される

よう努めてまいりたいというふうに考えており

ます。

○河野哲也議員 難病患者の皆さんは、普通に

生活ができるような在宅での療養生活を支える

サービスの充実を切実に望まれております。ど

うかよろしくお願いいたします。

特別支援学校の保護者の最も不安が強いも

の、これは子供の卒業後の就労でございます。

学校としては、早い段階からの就労体験等、積

極的就労支援を行っていただいておりますが、

特別支援学校における就労支援について今後ど

のように取り組むか、教育長にお伺いいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 特別支援学校におけ

る就労支援についてでございますが、それぞれ

の特別支援学校におきまして、保護者や子供た

ちの夢や希望をかなえ、将来、社会人、職業人

として自立できるよう、キャリア教育の推進な

どに取り組んでいるところです。また、県教育

委員会といたしましても、特別支援学校５校に

就労支援相談員６名を配置し、職場開拓や就労

後の支援など、就労支援の充実に努めてきたと

ころでありまして、昨年度末の高等部卒業生の

就職率は、過去最高の21.2％となりました。こ

のような現在の取り組みに加えて、来年度は、

就労意欲や職業スキル向上のための技能検定の

導入、地域の商工会議所や企業等との連携によ

る自立支援協議会の設置、卒業後の余暇活動等

の充実を図るためのアート教室やスポーツ教室

等の開催など、就労支援はもとよりですが、卒

業後の生活の質の向上など、自立や、より豊か

な社会参加に向けた支援の充実を図るため、改

善事業として、「夢にチャレンジ！特別支援学

校自立支援推進事業」をお願いいたしていると

ころであります。

○河野哲也議員 多彩なメニューで、子供たち

のためにぜひ効果を上げていただきたいと思い

ます。

教育問題に移りたいと思います。

平成24年４月に京都府亀岡市で発生した、登

下校中の児童等の列に自動車が突入する事故を

初め、登下校中の児童等が死傷する事故が連続

して発生したことを受けて実施された通学路の

緊急合同点検について、取り組み状況が１月25

日に報告されました。本県において、実施状況

としては、点検実施学校数235校、点検実施箇所

数982カ所、対策必要箇所数855であることがわ

かりました。また、公表済み市町村については

公表率100％、公表済み学校数は昨年末時点

で213校で90％まで行っています。各自治体のホ

ームページ上で、学校ごとに、箇所名、通学路

の状況、対策内容、事業主体が公表されていま

す。11月末までの対策案検討でありましたが、

大変スピード感のある動きであるというふうに

思います。ただ、これまで、地域、保護者の方

々が何年もかけて要望された箇所も対策がなさ

れているのでしょうか。そこも含めて、通学路

における緊急合同点検の結果を受けてどのよう

な取り組みを行っているのか、県土整備部長、

教育長、警察本部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 昨年８月に開

始しました合同点検で、対策が必要とされた箇

所のうち、県管理道路にかかわるものは246カ所

でございまして、そのうち、防護柵や区画線の

整備など、早期の対応が可能であった46カ所に

つきましては、点検が終了する昨年11月末時点
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で既に対策を完了しており、本年度は、さら

に124カ所の安全対策を実施する予定としており

ます。中には歩道を新設する場合などもござい

まして、そういった場合には用地買収で時間を

要する箇所もございますが、通学路の安全対策

は喫緊の課題でございますので、教育委員会や

警察などとも連携しながら、早期の整備に取り

組んでまいりたいと考えております。

○教育長（飛田 洋君） 今回の緊急合同点検

の結果を受けて、昨年12月に、県土整備部、警

察本部、教育委員会の関係課が一堂に集まりま

して、通学路の交通安全に係る連携会議を開催

し、登下校の安全確保に向け、各機関の具体的

な取り組みや今後の対策について共通理解をす

る取り組みをしたところであります。県教育委

員会といたしましては、これまでの取り組みに

加え、危険箇所に対する定期的な点検や交通指

導を行う場所を変更すること、児童生徒の発達

の段階に応じた危険予測・回避能力の育成、警

察等とのさらなる連携など、地域や学校の実情

に応じた適切な取り組みがなされるよう、市町

村教育委員会及び県立学校に対しまして再度指

導いたしております。また、各学校において

は、点検結果を踏まえ、通学路の変更や交通安

全について注意を促す看板の設置、地域の学校

安全ボランティアによる見守り活動の強化など

に取り組んでいただいているところでありま

す。

○警察本部長（加藤達也君） 通学路における

緊急合同点検の結果、警察としての対策が必要

なところは349カ所でありました。その内訳とし

ましては、横断歩道や一時停止の設置など、新

たな交通規制を必要とするところが33カ所、道

路標識や道路標示が見えにくいなど、標識、表

示の見直し・補修を必要とするところが312カ

所、また、交差点における事故防止を図るため

の歩車分離化など、信号機の改良等が必要なと

ころが４カ所でありました。これら対策が必要

なところのうち317カ所につきましては、既に新

たな交通規制を行ったり、標識・表示の補修な

どの工事発注を行っており、今月中に完了予定

であります。なお、通学路の中には、道路の改

良等を行わなければ対策がとれない箇所もあり

ますことから、道路管理者と連携を図って対応

することとしております。

○河野哲也議員 亀岡市の事故等があったから

この素早い対応じゃなくて、一過性の対応に終

わらせないで、今回のように、常に通学路の安

全をフォローしていく体制をつくり上げていっ

ていただきたいというふうに要望いたしたいと

思います。

今回の補正予算で、学校施設の耐震化対策を

中心に、天井材や内壁、照明器具、窓ガラスな

どの非構造部材の耐震化、施設の老朽化対策な

どを前倒しして実施し、執行後には、耐震化率

が約93％まで向上する見込みとしているところ

であります。地震等発災時において応急避難所

となる学校施設は、児童生徒だけでなく、地域

住民の命を守る地域の防災拠点であり、いわゆ

る最後のとりで、その安全性の確保、防災機能

の強化は待ったなしの課題でございます。そこ

で、公立学校施設の非構造部材について、早急

な点検と耐震化の対策が必要であると思われま

すが、どのように考えているか、教育長、お願

いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 学校施設の非構造部

材の耐震化につきましては、児童生徒の安全及

び災害時の応急避難場所の確保を図る上で大変

重要であると考えております。県立学校につき

ましては、非構造部材の点検及び必要な耐震対
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策を今年度末までに完了することとしておりま

す。また、市町村立学校におきましても、現

在、点検や耐震対策が進められているところで

あります。今回、国は、緊急経済対策により予

算措置を行うとともに、各自治体に対し、取り

組みを加速するよう要請し、非構造部材の耐震

対策について早期の完了を図ることとしており

ます。県教育委員会といたしましても、より一

層、耐震化の取り組みが促進されますよう、市

町村に対し、情報提供や助言を行うなど、働き

かけてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 スピード感のある市町村の対

応というのとちょっと遅い対応と、差があるよ

うですので、そこら辺の県の指導をよろしくお

願いしたいと思います。

セロトニン５（ファイブ）は御存じでしょう

か。セロトニンというのは脳内ホルモン、リ

ラックスしたときに出るもので、幸福感、安心

感を与えると言われています。脳科学者の平山

諭先生が提唱した、セロトニンを出させる指導

者の５つのスキルのことでございます。見詰め

る、ほほ笑む、話しかける、さわる―頭とか

肩とか手をさわる、ほめる、この５つのことを

やると脳の扁桃体がよく育つ。そして、この５

つは、３歳までにたくさんやっていることが大

切だと言われております。このたび、教育施策

の一つに親学プログラムの事業を位置づけてい

ただきました。率直に感謝し、今後しっかりと

注視してまいりたいと思います。

井上議員も午前中指摘されましたが、本来、

子供たちにとっての学校は、豊かな心を育む学

びの場であり、教師こそ最大の教育環境である

と。これは、私が一貫して言い続けてきたこと

でございます。教育の原点は子供たちの幸福で

あり、安心して教育を受けられる体制づくりが

求められています。深刻ないじめや体罰など、

教育現場は今、子供たちが安心して教育を受け

られるとは言いがたい。いじめや体罰の問題

は、教育現場で、未来を託す大事な子供の命を

預かっているという意識が希薄になっているこ

との象徴だと私は考えています。午前中も議論

がありましたが、今、第三者委員会設置等が議

論されています。私の考えとしては、それはあ

くまでも補完的なものであって、子供と直接接

している教師、学校、この向上的な成長がなけ

れば、外側で叫んでも解決しないというふうに

考えます。私は、評論家は現場には要らない

と。先ほどのセロトニン５を意識した学級経営

をしている教師の教室では、いじめは発生した

としても解決します。体罰問題は起こらないん

です。子供を変容させる術を知らない教師が残

念ながらいらっしゃいます。しかし、教師が学

ぶには今、本当に忙し過ぎます。節目節目で身

につけさせることが私は大事だと考えています

が、そのための外部支援、これは必要だと思い

ます。そこで教育長にお伺いしますが、教職員

の資質向上プランの策定を踏まえて、今後、教

職員の資質向上にどのように取り組んでいくの

か、お伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 学校における最大の

教育環境というのは教職員であり、その指導力

こそ、最大、大切にすべきことであると考えて

おります。教師が自己肯定感を持ち、やりがい

を持って、今おっしゃったように、セロトニン

５を出すような環境ができたらいいなと、本当

に思います。そのためには、教職員の一人一人

が実践的指導力等を高めるとともに、今後の大

量退職に伴う知識・技能の継承、それから、新

しい課題、キャリア教育の充実などがあります

が、そういう対応が必要です。そのとき、一番
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大切になるのは、やっぱり教師それぞれが一人

一人学び続ける姿勢、みずから学ぶ姿勢だと考

えております。そういうことを考え、教職員の

資質向上実行プランを年度内に策定し、中長期

的な視点に立った教職員の資質向上を図ってま

いりたいと考えております。

具体的には、これまでの取り組みを基盤にし

ながら、新しい事業としてお願いしております

「学び続けよう！！教職員資質向上推進事業」

によりまして、校内での学びを一層促進した

り、教員を志す学生等を対象にした研修の充実

や、ベテラン教員を対象にした若手教員への指

導力向上のための研修を実施するとともに、若

手リーダーの育成やすぐれた教育実践の普及等

を行うこととしております。このような取り組

みによりまして、教職員の資質・能力の向上を

積極的に推進し、やりがいを持って仕事ができ

るような職場づくりを進めたいと思います。

○河野哲也議員 先週の土曜日、県北の東海小

で、五色百人一首大会というのが─ＴＯＳＳ

宮崎の先生方がボランティアで開催して、約150

名の子供たちが集って百人一首の大会があるん

です。学年は問われません。２年生の子が６年

生と対戦したりするんです。特徴的なことは、

５色の百人一首ですから、１色20枚なんです。

それで勝負していくということで、その大会の

持ち方というのは、原則、教えて褒めるという

のを貫かれていました。だから、体育館で大会

を行ってもしいんとしているんです。さまざま

な子供たちが。昨年は発達障がいの子も参加し

ていましたが、決して多動的な行動はなかった

です。これは、先ほどの原則、セロトニン５と

いう原則に基づいて、その教師集団がしっかり

とそれをルール化して進めたということで、子

供たちというのは変容していくということを見

せてくれているなと、今、実感しています。教

師のそういう学びの機会を何とか多くつくって

いただいて、そして力をつけていただきたい

と。私たち公明党の５番目の重点施策として、

質の高い教育というのをぜひ目指していきたい

と、そういうふうに考えております。

平成24年12月20日に東京都調布市の小学校

で、食物アレルギーを有する児童が、学校給食

終了後亡くなるという事故が起きました。死因

は、アナフィラキシーショックの疑いというふ

うに報告されております。当日の給食の献立

は、生地にチーズを練り込んだ韓国風お好み焼

き「じゃがチヂミ」でしたが、女の子用にはチ

ーズを抜いたチヂミを１食分だけ用意した。お

かわりを求められた際に、女児に食べさせては

いけないチーズ入りだったことに教師は気づか

なかったという報告でした。女児が食べられな

い料理には献立表にバツがつけられていたんで

すけど、確認を怠ったため、おかわりを求めら

れた際、女児に食べさせてはいけないチーズ入

りを食べさせてしまったと。教師は気づかな

かったという証言をしているようです。さら

に、教職員が、アナフィラキシーを抑えるエピ

ペンの注射をためらったということもわかって

います。この学校は、一昨年10月にも、別の児

童が誤って給食を食べて、アレルギー症状を起

こして病院に救急搬送されたという事実も明ら

かになっているようです。楽しいはずの学校給

食で命を落とすようなことは絶対あってはなら

ないと考えますが、学校給食における食物アレ

ルギーへの対応と今後の取り組みについて、教

育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 学校給食における食

物アレルギーへの対応につきましては、文部科

学省が監修している「学校のアレルギー疾患に
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対する取り組みガイドライン」を各学校に配付

して、ガイドラインに沿った適切な対応を行う

よう通知するとともに、研修会等で説明し、そ

の徹底を図っているところです。さらに、昨

年10月には、アレルギー疾患への対応の充実を

図るため、教職員や保育関係者等を対象に、文

部科学省や厚生労働省の専門官による「学校等

におけるアレルギー疾患に対する普及啓発講習

会」を開催したところであります。県教育委員

会といたしましては、食物アレルギーの問題

は、子供の命に直接かかわる問題という強い認

識を持って、今後とも、食物アレルギーに関す

る研修会を開催するなど、市町村教育委員会や

保護者、学校医等と連携を図り、安全・安心な

給食の実施に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 自治体によっては、緊急時に

スマホを活用して発症後の症状を学校医に送信

して、対処の指導を仰ぐシステムづくりをして

いるというふうに聞いています。

教育相談の中に、学校の特別支援学級卒業生

の進路について、高等学校に特別支援学級の設

置をという声がございました。軽度発達障がい

の生徒の進学先が今、限定されています。もう

１つ気になるのは、県立学校の不登校生徒が平

成23年で308名とお聞きしています。原因のトッ

プが、不安などの情緒的混乱ということでござ

いました。このままでは在宅児童生徒がふえか

ねません。法的な制限があることはわかってい

ますが、高等学校等における特別支援学級の設

置についてどう考えるか、教育長の御意見を伺

います。

○教育長（飛田 洋君） 高等学校におきまし

ては、お話にありましたように、現行制度上、

小中学校の特別支援学級のような特別の教育課

程を編成することはできません。このため、国

においては、高等学校における特別支援学級の

設置について検討する必要があるとされている

ところでありまして、その動向を見守りたいと

考えております。本県におきましても、県立高

等学校における特別支援教育の推進は大切であ

ると考えておりまして、研究推進校を指定する

など、その取り組みを進めているところであり

ます。現在、障がいの特性に応じた個別の指導

計画の作成や教科指導の工夫改善、専門性を高

めるための職員研修の充実、中学校との連携の

強化などを行っております。また、生徒の多様

な学びのニーズにより対応できるよう、単位制

の課程や通信制の課程を設置しているところで

あります。今後とも、発達障がい等のある生徒

も含め、障がいのある生徒一人一人が十分に持

てる力を発揮できる教育環境を整えていくこと

が大切であると認識しておりますので、校内支

援体制などの一層の充実に努めてまいりたいと

考えております。

○河野哲也議員 高等学校の推進校の発信を注

視していきたいと思います。

安心・安全な地域づくりということで最後に

質問させていただきます。

最近の報道等を見てみると、本県において

も、地域における犯罪抑止力の強化について

は、刑法犯認知件数を見ても─平成17年度か

らのデータで私、判断したんですが─減少す

るなど、治安をあらわす指数面では回復傾向に

あるものの、性犯罪等については依然として発

生が見られるのではないかと、私自身感じてい

るところでございます。県民の体感治安の回復

には至っていない状況ではないかと考えます

が、犯罪や事故の起こりにくい社会の実現のた

め、積極的に取り組んでいっていただきたいと
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考えます。本県における性犯罪及び迷惑防止条

例違反の発生状況についてお伺いいたします。

○警察本部長（加藤達也君） 性犯罪につきま

しては、平成24年中の認知件数は46件で、前年

比17件の減少となっております。迷惑防止条例

に規定されます痴漢行為等の卑わいな行為につ

きましては、平成24年中の認知件数は15件で、

前年比８件の減少となっています。いずれも減

少傾向にあるとはいえ、悪質な事案であります

ので、未然防止対策を徹底するとともに、発生

時における徹底検挙と被害者の心情に配意した

被害者対策に努めてまいります。

○河野哲也議員 ぜひ不断の努力をお願いした

いと思います。

これも新聞等で知ったんですけれども、徳島

県警は、大規模災害に備えて、停電時でも作動

する信号機の整備を県内の主要交差点で進めて

いるという記事を見つけました。停電しても数

時間は点灯し続けるよう、蓄電池やディーゼル

エンジンを内蔵した非常用電源装置をこれまで

に81基設置、平成25年度も11基を新設する予定

だというふうにありました。災害に強い交通イ

ンフラの整備を進めていく上で、停電時でも信

号が機能していく交差点を住民の方が知ってお

けば、速やかな避難につながるのではないかと

思いますけど、宮崎での災害に備えた信号機対

策の推進について、本部長にお伺いします。

○警察本部長（加藤達也君） 災害に備えた信

号機対策としまして、本年度は、リチウムイオ

ン電池を付加した信号機の新設２基、自動起動

型の発動発電機を付加した信号機の補修２基を

行ったほか、リチウムイオン電池と自動起動型

の発動発電機の双方を付加した、いわゆるハイ

ブリッド式の信号機を全国に先駆け開発するな

ど、災害時の停電に伴う信号機対策を推進した

ところであります。警察としましては、今後と

も、電源付加装置つき信号機の増設など、災害

に備えた対策を推進していくこととしておりま

す。

○河野哲也議員 ぜひとも、全国に先駆けて開

発したハイブリッド式信号機が広がるように、

よろしくお願いしたいと思います。

今回はまさに一問一答になってしまいました

が、きょうの答弁を受けて委員会のほうでしっ

かり議論してまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いします。

以上で質問を終わります。（拍手）

○外山三博議長 ここで休憩いたします。

午後２時22分休憩

午後２時40分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、社会民主党宮崎県議団、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 代表質問、

最後になります。社会民主党でございます。

きょうから３月です。長きにわたり県勢の発展

のために御尽力をいただいてきた方々が今月末

に退職されます。長年の御労苦に敬意を表し、

感謝を申し上げます。新たな門出、旅立ちをさ

れる方々に、生産量日本一、日南のスイートピ

ーを花束にして贈っていただきたいと思いま

す。

さて、21年前、1992年のバブル崩壊後の真っ

ただ中、時の宮沢喜一首相は、「生活大国５か

年計画 ―地球社会との共存をめざして―」を

発表されました。経済大国から生活大国へ転換

しようというものであります。今思えば、的を

射た響きのよいすばらしい提案であったと思い

ます。しかし、宮沢首相の失脚でこの計画は頓
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挫し、膨大な借金を重ねる経済大国の道へ再び

突き進むこととなりました。失われた20年はこ

のころからでございます。今月11日は、未曾有

の大震災から丸２年になります。今国会で審議

中の成長予算について、私たちが冷静になって

考えなければならないことがあります。東日本

大震災、福島原発事故が、私たち人類に、日

本、そして世界へ問いかけたものは何だったの

かということです。3・11は、私たちが失いかけ

ていた大切なものに気がつき、奪い合いの経済

から分かち合いの経済へと転換していく、その

起点になっていくものではなかったのかという

ことを申し上げたいのであります。脱原発も後

退しております。アベノミクスで国民が踊らさ

れ、結局は膨大な借金だけが残ったということ

にならないことを心から願うものであります。

そこで知事に伺います。本県の25年度当初予算

は、国の経済対策に伴う追加補正を合わせる

と、6,000億円を超える積極・成長予算でありま

す。河野知事が目指す成長産業育成によって、

どう雇用が拡大し、税収増が図られていくの

か、そこまで見据えた戦略が必要だと思いま

す。見解を求めます。

後は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

当初予算案についてであります。平成25年度

当初予算案につきましては、私の任期折り返し

の予算として、「復興から新たな成長」へ向

け、停滞している県内経済の活性化などを図る

取り組みに重点的な措置を講じたところであり

ます。具体的には、「新しい時代を切り拓く

「成長産業」の育成」を特別重点施策に位置づ

け、新たに設置した30億円の「みやざき成長産

業育成加速化基金」を活用しながら、今後５年

間で、フードビジネスの展開、環境・新エネル

ギー、医療機器関連産業の先進地づくり、アジ

ア市場の開拓など、本県の核となる成長産業の

育成の加速化と、これらの成長産業等を支える

県内中小企業の振興を図ることとしたところで

あります。これらの取り組みによりまして、フ

ードビジネスを初めとする成長産業の基盤整備

を推進しますとともに、アジア向けの県内農産

品等の輸出や観光誘客を促進し、成長産業を支

える県内中小企業の振興と相まって、地域にお

ける雇用の確保が図られ、税収面につきまして

も、ある程度の期間は必要と思いますが、一定

の効果が生じてくるものと考えているところで

あります。以上であります。〔降壇〕

○髙橋 透議員 知事が今おっしゃったように

なるように全力で取り組むことになると思いま

すが、安倍総理が06年から07年まで総理を務め

たときに、戦後最長景気のピークでありまし

た。円安が進んで輸出も伸びて、何と日経平均

株価１万8,000円を超えたんですよね。しかし、

株価は上がっても内需は低迷しました。なぜ

か。働く人の所得がふえなかったからでありま

す。いわゆるアベノミクスでインフレになって

も、国民の収入がふえて、将来の不安が薄まっ

ていく、そうならないと消費は冷え込んだまま

になると思うんです。これは本当にわかり切っ

たことなんですが、だからこそ、一部にお金が

集まる流れを大きく転換する、政策の転換です

よね。例えば、非正規雇用の待遇改善とか税制

改革などを、本当に幅広く目配りして変えてい

かないといけないということを申し上げたいの

であります。金融緩和でお札をいっぱい刷った

ところで、使う人がふえないと景気はよくなら

ないんですよね。このことを申し上げたいので
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あります。

昨日、十屋議員が、公務員の賃金の引き下げ

を懸念される質問をなさいました。公務員の賃

金を引き下げるなということを自民党の代表質

問でお聞きしました。懐の深さに改めて敬意を

表しますが、私も全く同感でありまして、２つ

問題がありますよね。１つは、十屋議員も指摘

されましたように、いわゆる交付税を人質に

とって公務員の賃金を下げるというこの手法で

すよね。そして２つ目に、やっぱり地域経済を

心配する、いわゆる公務員の賃金引き下げでど

うなるかということであります。平均7.8％の引

き下げですから、知事もおっしゃいましたが、

地域経済に配慮する、検討する必要があるとい

うことでありました。まさにそのとおりであり

まして、リスクを伴うかもしれませんが、冷静

な判断をお願いするものであります。いま一

度、知事の見解を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 本県職員の給与は、こ

れまで人事委員会勧告に基づき決定をしてきた

ところであります。厳しい財政状況のもと、管

理職手当の給与カットでありますとか人員削減

に取り組みまして、17年度からの累計で、人件

費につきましては、約100億円を削減してきたと

ころであります。このような中、今御指摘があ

りましたように、国から地方公務員の給与削減

について要請があったところでありますが、今

回のように、一律に地方交付税を削減し、給与

の削減を強いるということは、極めて遺憾であ

ると言わざるを得ないと考えております。ただ

一方で、国において閣議決定がなされたと、そ

して来年度の基準財政需要額に算入される給与

費の削減等によりまして、それに見合った本県

の地方交付税等が削減されるという現状につい

ては、重く受けとめる必要があるというふうに

考えております。議員御指摘の地域経済への影

響につきましては、私も同様に懸念しておると

ころでございますし、だからこそ本県も、また

知事会、六団体等も、これまで国に対して、こ

の議論の中で、その懸念について伝えてきたと

ころでございます。職員の給与削減につきまし

ては、今後見込まれる緊急経済対策の効果や本

県の財政需要、また職員の士気の確保といった

さまざまな点も考慮しながら、慎重に検討して

まいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 本当に慎重に対応する必要が

あると思います。公務員も消費者ですから、お

金を使います。こういう宮崎みたいな公に頼る

地域は、購買力がますます低下していくんです

よ。ぜひ今知事がおっしゃったように慎重に、

アベノミクスならずアベノリスクは、地方自治

体あるいは公務員が犠牲を負わないように、

しっかりとよろしくお願いしたいと思います。

次に、副知事２人制についてお尋ねしていき

ます。役割分担については既に説明がありまし

たので申し上げませんが、昨日の答弁で、２人

制は各方面の意見を聞いて判断したということ

をおっしゃいましたが、各方面とはどんな方々

でどんな意見だったのかお聞きします。

○知事（河野俊嗣君） 副知事２人制につきま

しては、例えば県議会におきましても、この議

場で、たびたび議員の皆様から、その必要性に

ついての御意見、また御提言もいただいたとこ

ろであります。また、県内の経済界からも同様

な御意見をいただいたところでございます。ま

た、地元出身の副知事を登用することによりま

して、きめ細かくいろんな形での連携を図る体

制を強化すべきではないかといったような御意

見を頂戴したところでございます。そういった

ことも踏まえ、また、本県の置かれているさま
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ざまな政策課題の状況を踏まえて、私なりの判

断をさせていただいたということでございま

す。

○髙橋 透議員 議会、経済界等々とおっしゃ

いまして、確かに議会で質問もありましたね。

我が会派の鳥飼議員も、質問を２年前、２回し

ているんですよね。そのときに言ったことを、

私、議事録をコピーしてきましたので、チェッ

クさせていただきますが、鳥飼議員は、ちょう

どそのときに、牧元副知事の提案があるとき

で、口蹄疫の復興の時期だから、暫定的に副知

事を２人にしたらどうかという意見、提案だっ

たんですよね。暫定的に。ところが今回、よう

お答えにならないと思うんですが、何か副知事

は２年の折り返しをされないような報道がある

ものですから、それなら、地元出身者１人採

用、選定して、１人制で十分賄えるんじゃない

のかということも、私たちの理屈からして申し

上げたいんですね。いろんな各方面からの意見

があって、私も絶対反対とは言いませんけれど

も、ただ、県民は即、目に見える成果を期待し

ているんですよ。こういう厳しいときですか

ら、２人にするのかという疑問は確かに持たれ

ると思うんですね。先ほども申し上げましたけ

れども、職員の退職金も今条例の改正提案が

あっていますよね。給与削減のことも目の前に

来ている。タイミングは今なんですかというこ

とも申し上げたいし、職員の士気が上がるのか

ということも申し上げたい。私は、副知事２人

の体制をしくなら、いわゆる職員の底辺のとこ

ろ、ここもふやす、そんなことを、そういう人

員配置にも目を配ったほうが、もっと宮崎県が

よくなるような気がしてならないのでありま

す。頭でっかちじゃなくて、人員の底上げも

やっていただきたい。知事の見解を求めたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の２人制の決断に

当たりましては、先ほど言いましたような国と

のパイプもしっかり保ちつつ、県議会とも、も

ちろん市町村とも、またさまざまな団体との円

滑な連携を図っていきたい、そして、現在、我

々が直面しているのが、復興から新たな成長へ

向けて攻めに転じると、さまざまなプロジェク

ト等をこれからやっていく上で、体制を強化し

たいという思いのもとに、提案をさせていただ

いておるところでございます。職員の士気の高

揚、これも大変重要な課題であるというふうに

考えております。先ほど、人件費の削減のとこ

ろで、職員の定数の削減等にずっと取り組んで

きたところでありますが、かなりそれも行き着

くところに行っているのではないかという部分

もあるところでございます。その体制も含め

て、今後、さまざまな政策課題に積極的に打っ

て出るには、副知事も、それから職員の体制も

含めて、検討していく必要があろうかという認

識でございます。

○髙橋 透議員 副知事２人制に伴う予算の新

たな出動とかありますね。職員に換算すれば何

人雇えるのになということもあるんでしょうけ

れども、いろんな総合的な判断で決断されたと

いうことですが、またいろいろと、時間があり

ますから議論させていただきたいと思います。

次に、エネルギー政策についてお尋ねしてい

きます。壇上でも申し上げましたように、脱原

発が後退しているというふうに思います。安倍

総理も、民主党政権時代に2030年代に原発をゼ

ロにするとしていたものを、白紙から見直すと

いうことで主張されております。これは安倍総

理の公式見解じゃないかもしれませんが、「新

規原発は40年前の福島第一原発とは違う。国民
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の理解を得ながら新規につくる」ということを

発言されています。安倍総理の原発推進の考え

方をどう思われるのか、知事に見解を求めま

す。

○知事（河野俊嗣君） エネルギー政策のあり

方について、今の発言も含めて、いろいろな考

え方なり方針、また施政方針演説の中でもお考

えが表明されておるところであります。福島第

一原子力発電所の事故によります生活や環境へ

の甚大な影響などを踏まえますと、英知を結集

して、原発に頼らない社会を目指していくのは

大変重要なことであるというのが基本的な認識

であります。ただ一方で、燃料調達コストの問

題、再生可能エネルギーの現状、また地球温暖

化対策、さまざまな観点を考えますと、原発が

担っていた基幹電源としての役割を直ちに他の

発電方法に切りかえることは、現実的には大変

難しいのではないかというのが私の認識であり

ます。一定の期間は頼らざるを得ないのではな

いかという認識であります。エネルギー政策、

本当にいろんな論点があって、多様な議論が必

要かというふうに思っております。国民生活、

産業の維持・発展、我が国の将来にかかわる非

常に重要な課題でありますので、あくまでも安

全確保というものを大前提としつつ、安定的供

給や、先ほど言いました地球温暖化への影響な

ど、さまざまな要素を勘案した上で、全体的な

バランスを考慮して、国民的な選択が必要であ

ろうかというふうに思っております。

○髙橋 透議員 私は河野知事の意見を聞いて

いるんですね。国民的議論はそりゃするんです

よ。国民的議論はした上で物事は決まるんです

ね。ただ、政治家河野さんが、知事が、脱原発

なのか原発推進か私は聞くんですよ。

○知事（河野俊嗣君） 脱原発とか推進という

ふうに単純に２つに分けてということではない

かというふうに思います。冒頭、考え方を申し

上げましたように、将来的には、理想としては

原発に頼らないエネルギーというものを望むべ

きだ、また、それを目指して努力すべきだとい

うふうに考えておりますが、一方で、現実問

題、当面は、一定の期間は頼らざるを得ないの

ではないかというのが、私の考えであります。

○髙橋 透議員 新規につくるという安倍総理

の発言をどう思われますか。

○知事（河野俊嗣君） 新規の建設云々という

よりも、エネルギー政策全体の中に原子力発電

というのをどう位置づけるのか、その中で新規

のものがどのように必要なのか、そういう議論

がなされるべきであるというふうに思っており

ます。今、私がたちまち新規のものが必要か必

要でないかというところまでを判断し切る材料

までは持っていないところであります。

○髙橋 透議員 材料を持っていないというの

は、あなたに明確な方針がないと私は理解せざ

るを得ないんですよ。だから、当面、そりゃ私

だってわかりますよ。一気に自然エネルギーに

かえるなんてできませんよ。ただ、壇上でも言

いましたけれども、もうすぐ丸２年ですよね。

この時期に、このタイミングで─まだ16万人

福島原発事故に伴う避難者がいるでしょう。そ

ういう方々のことを思えば、新規につくる発言

はしていいんでしょうかねということも、私は

考えなくちゃいけないと思って申し上げまし

た。

これだけに時間はとれませんので、次に移り

ます。次は明るい話題に変えますので、明るい

笑顔でよろしくお願いしたいと思います。新聞

に載りましたが、王子製紙日南工場の敷地内

に、国内最大規模だそうですが、年間発電量150
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ギガワット―４万世帯分らしいです―のバ

イオマス発電所が15年３月稼働の予定で建設さ

れます。廃材を年間23万トン使用するそうです

が、鹿児島、大分からも調達するということが

書かれていました。本県で全量を賄えないの

か、環境森林部長に答弁を求めます。

○環境森林部長（堀野 誠君） 王子製紙日南

工場のバイオマス発電につきましては、約23万

トンの木質資源を確保する必要があることか

ら、計画では、県内を中心に林地残材や建設廃

材等を原料とするチップを調達することとして

おりますが、加えて、従来から取引のある他県

の業者からも調達すると伺っております。本県

では、林地残材が自然乾燥状態の重量で年間

約57万トン発生しておりますが、必要としてい

る約23万トンは、水分を含んだ重量であります

ので、自然乾燥状態では約12万トンとなりま

す。このことから、計算上は十分対応できます

が、林地残材には収集運搬コストの課題もあり

ますことから、効率的な仕組みづくりについ

て、助言や情報提供などを行いながら、県内で

の調達を働きかけてまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 いろいろと御事情があると思

いますけれども、建設予定のバイオマス発電

は、林業活性化はもちろんですけれども、地域

振興にも大いに貢献していただけるんですよ

ね。県として、やっぱりいろんな支援をしてほ

しいんです。今後、どのような支援をしていく

予定があるのか答弁ください。

○環境森林部長（堀野 誠君） 王子製紙日南

工場のバイオマス発電は、燃料として大量の木

質資源を利用することから、本県の木材産業・

林業の振興の面からも大いに期待しているとこ

ろであります。また、議員がおっしゃったよう

に、地域振興からも重要であると考えておりま

す。このため、先ほど申し上げました助言や情

報提供に加えまして、今後、国の事業を活用し

た施設整備への支援についても検討してまいり

たいと考えております。

○髙橋 透議員 王子ホールディングスのグリ

ーンソース株式会社が建設するんですね。85億

円の投資ですよね。雇用が生まれるわけで、３

交代と聞いております。運送あるいは加工業に

も広がりますから、大変な投資効果になるんで

すね。建設に当たっては、建設資材とか労働力

が県内で調達できる、そういうことが期待でき

るわけです。知事も１月末には行かれた話を聞

きましたが、また再度、そういう方面からお願

いに、日南市長も一緒に行っていただくといい

んですけれども、日南市長、どなたになるかわ

かりませんけれども、私もそのときは行きたい

と思いますので、ぜひお声がけいただきたいと

思います。

次に行きます。道州制について伺っていきま

すが、市町村合併の検証がまだまとまっていな

いということで、私もいろいろと質問する段階

で悩んだんですが、今度、基本法が上程されて

できるらしいですけれども、ということは、道

州制のスピードが早くなる、そういうイメージ

を持たなくちゃいけないと思うんですね。た

だ、私は、道州制がいまだ宮崎にとってメリッ

トがあるかどうかというのがわかりません。そ

れで、仮に道州制に移行せざるを得ない、そう

いうことを考えたときに、住民サービスの維持

向上とか、そんなのにいろいろと配慮しなく

ちゃならんわけで、まだ西臼杵３町とか児湯５

町とか、合併をせずに自主独立しているところ

がありますね。そこはそこでいろんな広域連携

で効率化を図れば、何とかやっていけるという
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ふうに私は思ったりするわけですけれども、道

州制にもし仮に移行すれば、基礎自治体は残し

てもいいんじゃないかということも考えるわけ

ですが、知事の見解を求めたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） まずは、道州制の導入

いかんにかかわらず、効率的・効果的な行政サ

ービスのあり方を常に意識して、住民サービス

の維持・向上に努めるべきものということは、

大前提としてあるわけであります。そして、仮

に道州制が導入された場合には、都道府県で

担っている事務・権限の多くが市町村にも移譲

されるというようなことが、制度設計なりにも

よるわけでありますが、そういうことが想定さ

れます。そういう状況の中で、市町村におきま

しては、地方分権に対応し得る体制の充実・強

化を図るため、現在においても、事務の共同処

理や機関などの共同設置などについて検討が行

われておるところであります。今、合併につい

て御指摘がありましたが、合併もその体制強化

の一つの選択肢ということではあるわけであり

まして、必ずしも道州制があればすぐに合併と

いうようなことではないというふうに思ってお

ります。いずれにしましても、最終的な行政体

制の決定、また、さらに行政サービスの充実に

どのような手法を用いるかということは、それ

ぞれの市町村の意思が尊重されるべきものとい

うふうに考えておるところであります。

○髙橋 透議員 日本の人口はざっと１億2,700

万ですね。それで、いわゆる基礎自治体は1,742

になりました。アメリカは人口約３億1,000万弱

なんですよ。日本の市町村の機能を持った数

は、基礎自治体は８万4,400ですよ。フランスの

人口は日本の半分、何と基礎自治体は３万6,569

あるんですよ。パリが何百万いるから、１自治

体、1,000から2,000のレベルですよね。それだ

け日本と違ってアメリカとかフランスというの

は、政治が、行政が近いということが言えるん

ですよ。市町村合併が進んでいくときに、ある

人が、「道州制に将来なるのであれば合併せん

でもよかったんじゃないだろうか」と言う人も

実はいました。そんなことも考えながら、今回

質問したところであります。

次に移っていきます。福祉・保健・医療対策

についてお尋ねしてまいります。

医療計画の策定がなされるわけですけれど

も、今回の医療計画を見てみますと、地域振興

小児科の拡充が示されております。そこで、地

域振興小児科はどういったもので、目標値が２

カ所、現在のものを４カ所に拡充するというこ

とでありますが、そのふやされる２カ所も含め

て答弁をいただきたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 新たな医療計

画における小児医療の体制につきましては、日

本小児科学会の構想を踏まえまして、三次医療

を担い、医療人材の育成等も行います中核病院

小児科、二次から三次医療を担います地域小児

科センター、そして地域小児科センターのない

二次医療圏には、それに準ずる地域振興小児科

の整備を図ることとしております。その配置に

つきましては、中核病院小児科といたしまして

宮崎大学医学部附属病院を位置づけ、地域小児

科センターとして、県立宮崎病院、県立延岡病

院、国立病院機構都城病院、都城市郡医師会病

院を、そして地域振興小児科として、県立日南

病院及び国立病院機構宮崎病院を位置づけるこ

ととしております。なお、日向入郷医療圏と西

諸医療圏につきましては、今後、中核病院小児

科や地元市町村、関係団体等との連携・協力に

よりまして、地域振興小児科の整備に努めてま

いりたいというふうに考えているところでござ
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います。

○髙橋 透議員 今聞いていまして、西諸と日

向入郷、このところに地域振興小児科を新たに

設置できるような御答弁だったと思います。つ

まり、こども医療圏４つありますけれども、私

も去年の11月の議会で要望として、いわゆるこ

ども医療圏を二次医療圏レベルに広げることが

一番いいんじゃないんですかと申し上げまし

た。今の答弁を聞きますと、その範囲までカバ

ーする医療計画になると理解してよろしいんで

しょうか。再度答弁ください。

○福祉保健部長（土持正弘君） そのように考

えております。全ての二次医療圏に、少なくと

も地域小児科センターか、地域振興小児科のい

ずれかを配置したいというふうに考えていると

ころでございます。

○髙橋 透議員 小児科医の不足は非常に懸念

されますけれども、本当にすばらしい計画であ

りますから、よろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、災害時の医薬品備蓄体制についてお尋

ねしてまいります。現在、県内３カ所3,000人分

の医薬品が備蓄されているというふうに聞いて

おりますが、これで備蓄量が十分なのか、まず

そこをお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 大規模災害時

の医薬品につきましては、九州各県で「九州・

山口９県災害時相互応援協定」に基づきます広

域応援体制を整備しておりまして、九州・山口

全体で５万7,000人分の医薬品を備蓄しておりま

す。この備蓄数量につきましては、阪神・淡路

大震災の負傷者の割合が人口の0.95％であった

ことから、人口が最も多い福岡県の人口の１％

相当の５万7,000人分を備蓄することで、九州・

山口での災害時の医薬品を賄えるとの想定によ

るものでございます。なお、本県の3,000人分と

いう数量は、九州・山口の人口に占める本県の

人口の割合に基づくものでありますが、県内外

での災害発生時には、防災救急ヘリや自衛隊の

航空機も含めた緊急輸送を行うことで対応でき

るものと考えているところでございます。

○髙橋 透議員 九州内から調達するから、宮

崎県で３カ所とおっしゃいましたよね、だから

大丈夫だろうと。私も自衛隊のヘリコプターの

機能まではわかりませんもので。ただ、私のイ

メージするヘリコプターは、夜間飛びません、

雨天時だめですよということだから、災害はそ

う言ってはおれませんよね。スピードも要求さ

れますから。そういうことを考えれば、備蓄体

制は、これまた二次医療圏レベルまでやったほ

うがいいんじゃなかろうかという素朴な疑問を

私は持つんですが、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘のとお

り、災害はいつ、いかなる場所で発生するか想

定できないために、県内各地域に分散して、一

定量の医薬品を備蓄していくことが望ましいと

いうふうに思われます。しかしながら、現実的

に、保管場所や品質管理の問題、あるいは九州

・山口の被災県への迅速な輸送といった理由か

ら、各県とも、おおむね１カ所当たり1,000人分

の備蓄を行っているところであります。このた

め、本県では、県内３カ所の薬剤師会内に備蓄

しているところでございますけれども、今後と

も、九州・山口各県や県内関係機関と連携いた

しまして、適切な供給体制が確保できるように

努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○髙橋 透議員 備蓄体制を充実すればコスト

もかかりますから、いろいろとあるんでしょう

けれども、できるだけ十分な医療を災害時、緊
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急時に提供できるような取り組みを今後検討し

ていただきたいと思います。

生活保護の見直しについては、それに伴う他

制度への影響、先ほど井上議員も御指摘されて

答弁をもらいましたが、市町村にも国の方針を

しっかり周知して対応するということであった

わけですが、財源の問題がありますよね。財源

の問題を、国が今そのことをしっかりと担保す

ると言っているかといったら、言っていません

よね。25年度、国の制度で、ほかのやつはそれ

はいいんでしょうけれども、市町村に移譲され

た保育料、就学援助費とかありますけれども、

そういったところまではあくまでも市町村の判

断というふうに、私は資料を見たときに思った

んですよ。だから、市町村にひょっとしたらア

ンバランスが出るかもしれない。そのことを非

常に心配します。いま一度、どう徹底していく

のか、周知を図るのか、福祉保健部長に答弁を

求めます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 私どもも、市

町村の単独事業については、その実態を把握し

ておりません。ただ、午前中申し上げましたよ

うに、国のその影響を及ぼす38にわたる制度に

つきましては、具体的に国のほうで今後その対

応を示されると思いますが、それに伴って、そ

れぞれの市町村での財政負担といいますか、収

入が減少する部分とかが出てくると思います

が、それについて、財政措置がどうなるかとい

うことについては、まだ私どもも把握していな

い状況でございます。ただ、今後、国のそう

いった制度に合わせて、市町村での対応につい

ても、国に準じた対応をお願いしたいという政

府としての決定がなされておりますので、その

趣旨につきましては十分─私ども文書も既に

発出しておりますけれども、そういう機会を今

後、国の制度の具体的な取り扱いが決まった時

点で、再度そういう市町村への徹底というもの

は行ってまいりたいというふうに考えておりま

す。

○髙橋 透議員 貧困の連鎖につながらないよ

うに、しっかり対応していただくようお願いい

たします。

次に、難病支援についてお尋ねしていきま

す。河野議員も先ほど御質問されていました

が、障害者総合支援法の周知について問いかけ

があったわけですけれども、私は、障害者総合

支援法施行に伴って、難病患者に対する福祉サ

ービスが向上すると思うんですが、その中身に

ついて御答弁いただきたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現行の障害者

自立支援法に規定されております障がい者の範

囲は、身体障がい者、知的障がい者、精神障が

い者に限られておりまして、疾病によって一定

の障がいがありながらも、症状の変動などによ

りまして身体障害者手帳が取得できなかった、

いわゆる難病患者の方は、障害福祉サービスの

対象外となっていたところでございます。本年

４月から施行されます、いわゆる障害者総合支

援法では、制度の谷間のない支援を提供すると

いう観点から、当面の措置として、障がい者の

範囲に130疾患の難病患者が加えられることとさ

れたところでございます。これによりまして、

新たに対象となる難病患者につきましては、身

体障害者手帳の有無にかかわらず、障がい程度

区分の認定などの手続を経た上でございますけ

れども、市町村において必要と認められた障害

福祉サービスを利用できるようになるというこ

とでございます。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。内部

疾患を持つ難病患者の中には、外見から難病で
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あることがわかりにくい方もいらっしゃるんで

すね。今回の法改正で手帳の交付が見送られた

ということは残念なんですが、今後、身障手帳

のような公的な証明書、こういったものが発行

可能となるのか、その見通しについて、おわか

りであれば御答弁いただきたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 議員御指摘の

とおり、公的な証明書によりまして、難病患者

が公共交通機関等の運賃割引制度などの支援制

度を簡便に利用できる環境を整えることが重要

であると考えております。難病対策全般の法制

化に向け検討を行っております国の難病対策委

員会において、現在、県が発行しております難

病の医療受給者証に、症状の程度や本人証明機

能を付与する方向性が示されておりますので、

県といたしましては、今後の国の動向を十分注

視してまいりたいというふうに考えておりま

す。

○髙橋 透議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。ちょっと別なことになりますが、実

はきのう、大林未来ちゃん、御存じだと思うん

ですよ。心臓疾患で難病の小学１年生、７歳の

子ですよ。募金活動をされて、新聞にも載った

から御存じだと思います。河野知事にも協力要

請があったと思うんですが、１億1,700万を目標

に今頑張っていらっしゃるので、そのことも

あって、いい機会でしたので、また県議会も議

長のほうから要請があると思いますが、よろし

くお願いしたいと思います。

次に、県立病院のほうに移りますが、25年度

は中期経営計画の最終年度であります。何とそ

の最終年度に、17年ぶりの黒字予算ということ

になるようでございます。その根拠となる要

因、今後の見通しについて、病院局長に御答弁

をいただきたいと思います。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立病院では、平

成18年度に病院局を設置して以降、２期に及ぶ

経営計画を策定しまして、職員の経営参画意識

の醸成を図りながら、新たな施設基準の取得あ

るいは疾病ごとの包括請求方式でありますＤＰ

Ｃの導入等によりまして、収益の確保を図る一

方で、費用面では、医療器械や薬剤等の共同購

入あるいは後発医薬品の採用など、経費削減に

取り組んでおりまして、収支改善が着実に図ら

れているところでございます。こうした取り組

みの成果を踏まえまして、平成25年度当初予算

におきましては、計画に掲げております病院事

業全体での黒字化という目標を達成するため、

平成８年度以来、17年ぶりとなる収支均衡予算

を編成したところでございます。今後の経営の

見通しにつきましては、現在も休診中の診療科

があるなど、病院事業を取り巻く環境は決して

楽観視できないと認識しております。引き続

き、医師確保に全力を挙げますとともに、診療

報酬改定に即した、より収益性の高い医療提供

体制を構築するなど、さらなる経営改善に取り

組んでいく必要があると考えております。

○髙橋 透議員 楽観はできないということで

ありますが、これまでのいろんな御努力、御苦

労、現場の方々の死に物狂いの御苦労だったと

思うので、本当にありがとうございます。

次に移りますが、自殺対策についてお尋ねし

てまいります。

無縁社会というふうに言われていまして、そ

の機能は本当に弱まっていると思いますが、対

人支援基盤整備といいますか、その辺をどうす

るかということが問われていると思います。今

度のいろんな事業計画でも、地域の絆を強化す

る取り組み、そんなものを掲げておりますが、

地域の絆を醸成する行政組織は生涯学習課だと
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私は思っております。社会教育を所管する教育

委員会と十分な連携を図られているのか、福祉

保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、「「自

殺ゼロ」プロジェクト推進事業」において、居

場所づくりや声かけ活動などの「地域の絆の強

化」を推進しており、さらに、平成25年度から

は、新たに「市町村自殺対策緊急強化モデル事

業」を実施することとしております。この新規

事業では、これまでの総合的な対策に加えまし

て、市町村が住民の心の健康に関する調査等を

実施し、独自の自殺対策行動計画を策定するこ

とで、地域に密着したきめ細やかな取り組みを

推進していただくこととしております。これら

の取り組みをより実効性あるものとするために

は、その「地域の絆」づくりを担っていただい

ております公民館とか自治会等による地域活動

を自殺対策に生かしていくことが大変重要でご

ざいますので、教育委員会、そして市町村や民

間団体等とも十分連携しながら、事業の推進に

努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○髙橋 透議員 人と人がつながっていた本当

に当たり前の社会を社会教育が後押ししてい

た、そういう時代があったと思うんです。時代

背景が急激に変化して、効率とか競争とかある

いは採算が重視されていく中で、いつの間にか

社会教育も廃れていったというか、縮んでいっ

たような気がいたします。そこで教育長にお伺

いしますが、自殺対策の上からも、地域の絆づ

くりは本当に大切であります。公民館活動を初

めとした社会教育の底上げが重要と思います

が、教育長の見解をお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 地域の方々がきずな

を深めていただき、気軽に声がかけられる関係

をつくっていくことは、自殺防止に大きな効果

が期待できると私も確信しております。このよ

うなことから、県教育委員会では、地域コミュ

ニティーづくりに欠かせない社会教育全体を盛

り上げる取り組みを進めているところでござい

ます。例えば、公民館や自治会などのリーダー

を対象にした公民館研究大会やセミナーの実

施、さらには、地域づくりに取り組む婦人会や

青年団などの社会教育団体をつなぐネットワー

クづくりなどを進めております。また、私自身

も、青年団とか婦人会とか社会教育に関するさ

まざまな会合に積極的にお伺いし、激励と感謝

の言葉を申し上げますとともに、講演等をさせ

ていただくときには、社会教育に期待する思い

をお話しさせていただいているところでありま

す。今後とも、市町村と連携をしながら、公民

館などの社会教育団体の一層の活性化を支援し

てまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 教育長、文部科学省の中の筆

頭局はどこでしょうか。

○教育長（飛田 洋君） 文部科学省に確認い

たしましたところ、生涯学習政策局が筆頭局で

あるというお答えをいただいております。

○髙橋 透議員 生涯学習政策局ということ

で、私、それを存じ上げていました。県教育委

員会の位置づけはどうなっているのかなと思っ

て、予算説明資料の序列から見てみましたら、

教育庁総務課が一番最初に来て、財務福利課、

学校政策課、そして生涯学習課は６番目なんで

すね。意味がないのかもしれませんが、一応申

し上げておきたいと思います。公民館活動ある

いは自治会活動が活性化すれば、自治会加入

率、今、非常に懸念されていますが、これもお

のずと上がっていくと思うんですよ。人のつな

がりも深まれば、先ほど御質問しました自殺問
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題とか、あるいは孤独死とか防災とか防犯対

策、ここも幅広く解決してくれるというふうに

私は思っております。生涯学習の活動は本当に

重要ですから、これまで以上に教育委員会の総

力を挙げる生涯学習政策になるようにお願いし

ておきたいと思います。

次に、観光振興対策についてお尋ねしてまい

ります。

この前、車の中で聞いていましたら、国内の

観光産業は50兆円ぐらいあるというふうに報道

しておりましたが、50兆円というと、自動車産

業に匹敵するらしいですね。たまたまそこでも

言っていましたが、北海道ニセコ町というのが

あります。ここは雪の質が物すごくよくて、た

だ、その雪がない時期にどうするかということ

でいろいろ努力された結果、外国人観光客が年

間延べ25万人来ているらしいです。そしてま

た、この外国人観光客、金を使うらしくて、飛

行機代は別で１人当たり25万円ですよ。単純

に25万を掛けないほうがいいと思うんですけれ

ども、それなりのお金がニセコ町には落ちてい

るということなんですね。格安航空会社（ＬＣ

Ｃ）の効果もあるようです。そこで、本県への

外国人観光客の現状を、商工観光労働部長、答

弁ください。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 平成23年

で申し上げますと、本県の訪日外国人の観光入

り込み客数は、宿泊客が２万6,000人、日帰り客

が５万4,000人、合計で８万人となっておりま

す。

○髙橋 透議員 私、事前に数字を聞いていま

せんでしたが、ちょっとがっくりしました。向

こうはニセコ町ですよね。私が聞いた数字は宮

崎県ですので、非常に少ないと思うんです。ぜ

ひ今後いろんな取り組みをしていただきたいと

思うんですが、本県に滞在している留学生は170

人いるみたいですね。国際交流員などが76人、

外国人登録者を数えてみますと4,275人だそうで

す。そういう方々にいろんな機会を通じて宮崎

観光のアピールをしていただく役割が何かでき

ないのかなと。宮崎を物すごく知ってもらっ

て、そういう観光ＰＲを行っていただく事業、

母国に帰られて宮崎を宣伝していただく、そう

いった企画も効果があると思いますが、いかが

でしょうか。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 海外から

の観光誘客を図る上で、お話のように、留学生

や国際交流員など本県で暮らす外国人の方が、

本県の豊かな自然、多様な食、歴史について見

聞を深め、情報発信していただくことは効果的

だと考えております。例えば、美郷町南郷区で

は、国際交流員の方が地域に語り継がれた百済

伝説につきまして、地元の方々とともに情報発

信等を行ったことによりまして、20年以上にわ

たり、韓国との交流が継続している事例もござ

います。県におきましては、国際交流員や外国

語指導助手などが任期を終えて帰国する際に

─これは18年度からの取り組みでございます

が─宮崎海外特派員として委嘱し、本県の積

極的なＰＲを依頼しているところでありまし

て、今後もこのような取り組みを活用してまい

りたいと考えております。

○髙橋 透議員 いろんな角度から研究され

て、この外国人、お金を使うそうですから、誘

客に取り組んでいただきたいと思います。

次に、国民文化祭誘致の関係で質問をします

が、2020年の国民文化祭、私は、ほぼ間違いな

くこれは誘致が決まると思うんです。ただ、26

市町村が参加するオール宮崎の祭典にしなけれ

ばならないと私は思うんですね。今後どのよう
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な取り組みをしていくのか、知事、答弁をお願

いします。

○知事（河野俊嗣君） この国民文化祭、今現

在取り組んでおります記紀編さん1300年記念事

業の集大成として、平成32年に実施したいとい

うことで、先日、１月28日に近藤文化庁長官に

要望してまいったところでございます。今のと

ころ、ほかに手を挙げている団体はないという

ことでございますので、その数年前には内定を

得る見込みがあるのではないかというふうに考

えておるところでございます。この国民文化祭

は、芸術文化の振興のみならず、例えば神楽を

初めとする伝統芸能や史跡など地域の文化資源

の磨き上げを行うことで、地域の活性化を促進

する上でも大きな意義があるというふうに考え

ておりまして、今御指摘がありましたように、

本県での開催が内定した場合には、全ての市町

村で事業に取り組んで、それぞれの地域の独自

の文化活動でありますとか「宝」というものを

全国へ発信してもらいたい、そのように考えて

おります。実際、近年の開催府県では、全ての

市町村で事業が行われている状況でございま

す。今後とも、この誘致活動に取り組みますと

ともに、市町村に対して情報提供や意見交換な

どを行いまして、市町村が参加する国民文化祭

の機運醸成に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 お金がかかるかもしれません

が、懸垂幕を早く掲げるとか、26市町村が一斉

にやるとか、いろんな取り組みをお願いしたい

と思います。

次に、新規事業の「めざそう世界無形文化遺

産！みやざきの神楽魅力発信事業」についてお

伺いしたいと思います。この世界無形文化遺産

に登録するということは、本当に大変な道のり

があるというふうに私ちょっと聞きましたが、

どんなハードルがあるのか。本県の神楽が無形

文化遺産になる道筋について、これは教育長、

よろしくお願いします。

○教育長（飛田 洋君） ユネスコ無形文化遺

産登録につきましては、原則としては、文化庁

が国の重要無形民俗文化財等に指定されている

ものの中から、指定年次の古い順にユネスコへ

提案するという形をとっています。多くの本県

の神楽のユネスコ無形文化遺産登録を目指した

いと考えますが、そのような原則から、まずは

国の重要無形民俗文化財に指定されております

米良神楽を初め、高千穂の夜神楽、椎葉神楽、

高原の神舞（かんめ）が候補として考えられる

と思います。それから、その前になりますが、

国の重要無形民俗文化財の指定につきまして

は、成立の由来、歴史的な背景、地域的特色を

示すもの、地域の人々の生活に根づき、守り伝

えられていることが重要な要素となります。今

議会に「めざそう世界無形文化遺産！みやざき

の神楽魅力発信事業」をお願いしております

が、その中で、新たな国の指定も視野に入れな

がら、県内全ての神楽につきまして、調査・研

究や映像等による記録保存を行い、次世代への

継承の促進に努めてまいりますとともに、内外

に向けてみやざきの神楽の魅力を情報発信し、

ユネスコ無形文化遺産登録を目指して取り組ん

でまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ということは、宮崎県内に存

在する神楽の全てを対象に、無形文化遺産に登

録を目指すということで理解していいんですよ

ね。

○教育長（飛田 洋君） 国の文化財として登

録されることがまず前提条件になりますから、

市の文化財、県の文化財、国の文化財、そして
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世界に行くというようなステップを考えていく

ことが必要になります。ぜひそういう方向で、

できるだけ多くのものがそういう形になってい

くことを目指して、記録保存等に努めていきた

いと思っています。

○髙橋 透議員 国の指定にならないと、次の

ユネスコの世界無形文化遺産、そこはないとい

うことですから、時間差はできるかもしれませ

んが、全ての宮崎県内の神楽がここを目指せる

とすごくいいなと私は思うんですよ。どちらか

というと神楽は地味ですよね。それでも中高生

とか青年たちを説得して、地域で一生懸命神楽

をやっている神社とかあります。私も行ってみ

ました。そういう世界無形文化遺産という高い

目標があれば、今頑張っている中高生とか青年

たちも、また意識も高まって、地域も盛り上が

ると思うんですね。ぜひそこに登録できるよ

う、宮崎県内の神楽全体がそこを目指せるよう

に、また今後とも取り組みをお願いしたいと思

います。

次に、教育旅行の誘致対策なんですが、旅館

組合からいろんな要望が来ていると思います。

なかなか隣県から修学旅行が来なくなって久し

くなってしまって、だったら、県内での修学・

教育旅行ができないかという要望があると思う

んですね。教育委員会としてどんな取り組みを

されてきたのか、お尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 小学校の修学旅行に

つきましては、その狙いや教育的な意義を踏ま

え、安全性、経済的な負担、児童の実態等にも

配慮し、保護者の理解を得ながら、市町村教育

委員会や各学校が、主体性を持って実施されて

いるところであります。地域の歴史、それから

自然に触れ、宮崎のよさに気づき、宮崎をしっ

かりと理解させる教育を進めていくことは、と

ても大切であると考えておりますので、県とい

たしましても、ふるさとを知り、郷土に対する

誇り、それから愛着を育むことができるような

内容を含んだ小学校社会科副読本などを作成

し、そういうよさを伝える努力をしているとこ

ろであります。また、そういうことを踏まえな

がら、各学校において、総合的な学習の時間や

教科の学習、遠足や宿泊を伴う学習など、さま

ざまな機会を通して、宮崎のよさに一層触れる

ことが大切であることを校長会等で説明してい

るところであります。

○髙橋 透議員 決めるのは学校、保護者の意

見を聞きながら学校が決めることですから、な

かなか現実は難しいと思いますが、いろいろま

た取り組んでいただきたい。

そして、観光サイドから教育委員会と連携し

て誘致する、教育旅行を県内で動かす、そうい

うことも必要でしょうが、どういった取り組み

をされてきたのかお尋ねします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 修学旅行

の誘致につきましては、これまで隣県はもとよ

り、新幹線開通によりアクセスの向上した関西

・中国地方を中心に、学校や旅行会社等に対し

て積極的な誘致活動を展開しております。こう

した中、教育委員会には、従前より、修学旅行

の誘致を図るためのパンフレットを作成すると

きに、教育的な視点に基づいた助言をいただく

とともに、一昨年からは、誘致セールスを行う

際に、教育委員会職員も一緒に、隣県の鹿児島

県、大分県の教育事務所や校長会など10数カ所

になりますが、訪問いただきまして、本県の修

学旅行向けの素材の教育的な意義を説明してい

ただき、また相互交流を呼びかけるなど、全面

的な協力をいただいているところであります。

今後とも、教育委員会を初め、市町村や関係機
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関と連携いたしまして、修学旅行の誘致促進に

取り組んでまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 県内のホテル、老舗のホテル

とか旅館が、店を閉めていますよね。そういう

ことですから、いろんな知恵を出して、教育旅

行に限らず、誘客に取り組んでいただきたいと

思います。

次に、農林水産業の振興についてお尋ねしま

す。

まず、ＴＰＰに対する考え方なのであります

けれども、関税撤廃されたときの損失というこ

とにすごく今注目されて、議論もされていると

ころでありますけれども、それ以外のところを

県民の方が知っているかといったら、なかなか

そうじゃないところもありまして、せんだって

も、私は自営業の方から「ＴＰＰはいいがね」

と言われました。「関税以外にも、例えば食の

安全とか医療の問題とかあるんですよ」「ええ

そうか」ということで話をしたことがあったん

ですが、ＴＰＰに参加するときの関税に限らず

懸念される点、まずは農政水産部長に答弁をお

願いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 現在、ＴＰＰ

交渉では、食品安全基準に係る分野といたしま

しては、衛生植物検疫分野が設けられ、食品の

安全を確保するルール等について協議されてい

るものと承知しておりますが、この分野におけ

る交渉の内容次第では、我が国が適切と考える

食の安全・安心に係る水準を確保することが難

しくなるということも考えられます。例えば、

残留農薬基準の内容が拙速に他国のものと平準

化されたり、また遺伝子組み換え食品の表示の

義務づけが不要となった場合、消費者がこれま

で日本産の農産物に対して抱いていた安心・信

頼感のイメージが揺らぎ、生産現場を含めて大

きな影響を受けることが懸念されると考えてお

ります。

○髙橋 透議員 残留農薬基準とか世界レベル

での決まり事があるらしいんですが、しかし、

物によって日本はより厳しくしている基準もあ

るらしいですよね。だからそこを下げなさいと

か、そういうことはあるし、今おっしゃったよ

うに、遺伝子組み換えなんて、これはもう表示

ができない、それをしなきゃ賠償請求される、

そういう条項もあるわけですから、そういう問

題がありますね。もう一つは医療の問題、なか

なかわかりにくいところもあって理解ができな

い面がありますが、どんな影響が考えられるの

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） ＴＰＰに参加

した場合の医療への影響につきましては、情報

がない中で、現段階では判断が難しいところで

すが、日本医師会が主張しておられるところで

ございますけれども、民間医療保険の参入や株

式会社の医療への参入、薬価決定プロセスへの

参入などにより、公的医療保険制度が崩壊する

ことを懸念されているところでございます。我

が国の国民皆保険制度は、全ての国民が平等に

安心して医療を受けられる世界に誇れる制度で

あり、国民皆保険制度を堅持していくことは極

めて重要であると考えております。このため、

ＴＰＰへの参加に関しましては、公的医療保険

制度に影響がないよう対応していただきたいと

いうふうに考えております。

○髙橋 透議員 今説明がありました点、これ

は宮崎県として反対であるという明確な姿勢が

ないと、これもしっかり県民に周知できないと

思うんですよ。だから、知事がＴＰＰに対する

考え方をしっかりアピールして、問題点を全て

県民に─これは想定される問題点、想定でも
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いいと思うんです。そこをしっかり県民に周知

することが大事なんですよ。改めて、ＴＰＰに

対する知事の姿勢をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰ交渉に参加した

場合に、第１次産業を基幹産業とする本県にと

りまして、農林水産業のみならず、地域の経済

・産業全体への大きな影響が懸念されると、

今、食の安全・安心なり医療なりということで

答弁申し上げたわけですが、情報がない、わか

らない、いろんな不安がある、いろんな懸念が

ある、まさにそういう状況かと思います。だか

らこそ、これまでも国や県関係の国会議員など

に対しまして、各分野への影響、対応方針等に

ついて、十分な国民への情報開示を求める、さ

らに丁寧な意見交換の実施による国民的な合意

形成を求める、合意形成がなされないままの拙

速な参加表明の回避ということを繰り返し要望

してきたところであります。それが基本的な考

え方であります。ＴＰＰにつきましては、先日

の日米首脳会談を経て、日々事態が急展開して

おります。さまざまな情報が流れておるわけで

ありますが、今後、国がどのような方針で臨

み、どのような説明なりどのような情報提供を

されるのかということを、私どもは注視してお

るところでございますし、今後の事態の推移を

踏まえまして、そうした情報の収集や分析の強

化、さらには今後の対策というものを検討する

ために、庁内に部局横断的な対応本部の設置を

してまいりたいというふうに考えております。

引き続き、国などに対しましては、地方の声を

十分踏まえた慎重な対応を求めてまいりたいと

考えております。

○髙橋 透議員 だから反対なんですよね。な

かなかそういう答弁がいつも聞かれないもので

すから……。反対と言ってください。

○知事（河野俊嗣君） 十分な情報提供がなさ

れず、国民的な議論がなされないままの拙速な

参加表明については反対だということは、明確

にこれまでも申し上げてきたところでございま

す。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。新年

度予算に伴ういろんな事業の中でも、フードビ

ジネスは大きな事業だと思いますが、後ほどま

た質問していくんですけれども、このフードビ

ジネス構想、ＴＰＰ参加で吹っ飛ぶんじゃない

か。これはちょっと言い過ぎかもしれません

よ。ただ、一部、ひょっとしてこれは将来的に

影響が出てくるんじゃないかと心配するんです

よ。知事、そういったところはどうですか。

○知事（河野俊嗣君） フードビジネスにしま

しても、例えば、多くの関係者の力により勝ち

取った宮崎牛の２連覇、それを今から積極的に

活用して展開していこうと、その中で、このＴ

ＰＰ交渉ということで、将来に対する不安が広

まっているというのが今、現状ではないかとい

うふうに考えております。その不安にしっかり

私ども向き合いながら、国に対して、しっかり

とした情報提供と慎重な対応を求めてまいりた

いというふうに考えております。

○髙橋 透議員 知事もアクションを起こして

ほしいなと思うんですよね。私たち県議会も早

速アクションを起こしますよ。だから、北海道

知事はすぐアクションを起こしましたね、高橋

さんは。いろんな意味で抗議をしていただきた

い。そんなことを申し上げておきたいと思いま

す。

そこで、25年度予算の重点施策の一つ、先ほ

ど言いましたフードビジネスの展開についてお

尋ねしていきますが、生産から加工、流通、販

売までの取り組みを強化しますということに
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なっています。これまで農商工連携とか６次産

業化で取り組みをしてきたわけですが、その違

いを明らかにしてほしいなと思うんです。わか

りやすく簡単に説明いただくと助かります。知

事、お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 食というテーマに関し

ましては、これまでも良質で安全・安心な農林

水産物の生産に努める、さらには食品加工産業

の育成支援などに努めてまいりましたし、昨今

では、御指摘がありましたように、農商工連携

や６次産業化による付加価値の向上にも取り組

んできたところであります。しかしながら、食

に関連する産業というのは、今申し上げました

ような農林水産業や食品製造業にとどまらず、

流通・販売業、さらには飲食業、観光業、また

関連資材の製造業など、まさに裾野が極めて広

い総合産業であるというふうに考えておるとこ

ろでございます。したがいまして、これら食に

関連する産業間の連携・融合をさらに深めまし

て、市場のニーズに適応した新しいビジネスモ

デルを創出していく、さらには販路を見据えた

体制を再構築していく、また、地産地消はもと

より、国内外へ売り込む地産外商を展開してい

く、そのような観点から、フードビジネス、総

合的な食関連産業としての成長産業化を図って

まいりたいという考えでございます。このた

め、新設しますフードビジネス推進課がこの構

想の司令塔となりまして、庁内の各部局、さら

には産・学・官・金―金は金融ですね―の

各分野が有する経営資源を結集させて、課題解

決に向けた実務者や外部専門家も含めたプロ

ジェクトチームを軸にしながら、本県の成長産

業の核となる食産業づくりに取り組んでまいり

たいと考えております。

○髙橋 透議員 これまでの取り組みの課題

は、販売力だったと思うんですよね。そこをど

う解決、クリアしていくのかというところだと

思います。展望について、いま一度、知事に見

解を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 販売力は本県にとって

そうであります。まさに素材供給型であったわ

けでありますが、それをやはりしっかり売って

いく、さらにはいろんな加工もしながら販路を

拡大していくことは非常に重要でありまして、

そのときの視点として大事なのは、市場が求め

るものをつくるという、いわゆるマーケット・

インの視点に立つことかというふうに考えてお

ります。生産から加工、最終的な販売に至るま

で、そのマーケット・インの視点に立った一貫

したシステムを構築していくことが大変重要だ

ろうというふうに考えております。このため、

「みやざきフードビジネス振興構想」の具体的

な展開に当たりましては、消費者でありますと

か取引先、そういう実需者のニーズをしっかり

把握した上で、外部の専門家も交えながら、商

品の企画・開発の段階から、市場に受け入れら

れるものをという視点で取り組んでまいりたい

というふうに考えております。さらには、戦略

的なマーケティングでありますとか商品のブラ

ンド力を高めるブランディングの強化、外食産

業や量販店など新たな需要先の発掘、さらには

成長著しいアジア市場への展開など、攻めの姿

勢で販路の開拓・拡大ということに重点を置い

てまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 これまで答弁があった中に、

コンビニにも販売していく、置いていくという

ことですから、私はコンビニはあんまりよしと

しない面もあるんですが、24時間営業というの

は。しかし、今あるものを―コンビニ産業は

発展している産業ですよね―ぜひ活用してい
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ただくことは、本当に販売力が高まるというふ

うに思います。

「農業と生活」という冊子がありますよね。

農技連が出している冊子が。たまたまきのう、

３・４月号が机の上にありました。これをぺら

ぺらと見てみましたら、プロスポーツイベント

を通した日本一宮崎牛のＰＲが載っておりまし

て、表紙には大相撲の優勝力士に贈る宮崎牛ブ

ロンズ像、たまたまそれの写真は旭天鵬でした

けれども、あのときはまだ日本一じゃなかった

んですよね。ただ、日本一になりましたから、

あのブロンズ像にかけてある布、あれに宮崎牛

日本一２連覇というような、そういう文字とか

は載っているんでしょうか。農政水産部長。

○農政水産部長（岡村 巖君） 全国和牛能力

共進会での２連覇を受けまして、昨年の11月場

所からは、表彰状の文面におきましても、「全

国和牛能力共進会において２連覇を達成した日

本一の宮崎牛」と変更したところであります。

さらに、この１月場所からは、今御指摘にあり

ました台座の前のパネルについても、日本一２

連覇宮崎牛のロゴマークに変更してＰＲに努め

ております。

○髙橋 透議員 パネルは、部屋の人が持って

帰るんでしょうか。多分宮崎県が持って帰るん

じゃないでしょうかね。あの宮崎牛のブロンズ

像の背中にかけてある布、あれは宮崎牛と書い

てありますね。あそこにはないわけでしょう。

私が言いたいのは、パネルは持って帰らない、

ブロンズ像は多分優勝した力士の部屋に飾るの

かな、ということは、そこにお客さんが来たり

ファンが来たりするから、それを見ますよね。

だから、何かその辺をうまく工夫できないのか

なと思いますが、答弁ください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 御指摘を踏ま

えて検討してみたいと思います。

○髙橋 透議員 ５年間有効ですよね。２連

覇、日本一というこの文字は、宮崎県しか使え

ないんですよ。ぜひやっていただきたい。

それと要望なんですけれども、私、試食販売

にも力を入れていただきたいなと。大相撲の両

国国技館、あといろいろ福岡場所とかあるんで

すけれども、試食させたらどうかと思うんで

す。焼肉、販売もするんですよ。ただ、火を使

うから、多分主催者側がだめかなと思うんです

ね。宮崎牛弁当でも売っていただくような、そ

んなこともやると、お客さんに物すごく宣伝で

きると思うので、販売力は宣伝力と表裏一体で

す。ぜひ御検討いただければと思います。

次に、燃油高騰対策についてお伺いしてまい

ります。円安で大変自動車産業などは潤ってい

るようですけれども、反面そうでない産業があ

るわけですね。農林水産業、いろんな物流業で

あります。燃油高でいろんな大変な状況であり

ますが、まずは、今度も事業で提案されていま

すが、施設園芸における木質バイオマスの暖房

機への転換は、ペレットと重油価格との比較が

ポイントになると思うんです。農家が木質バイ

オマス暖房機に転換できるコスト削減としてメ

リットがあるのか、そのことについて、農政水

産部長に答弁をお願いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県ではこれま

で、化石燃料にかわるエネルギーといたしまし

て、木質バイオマスへの転換を進めるための実

証を行っており、現在のエネルギー価格のもと

では、燃料コストは約15％削減されるという試

験結果を得ております。今後とも、世界的な政

治・経済情勢の変化等に伴い、長期的には燃油

価格の上昇が懸念されておりますので、木質バ

イオマスへのエネルギー転換で、より一層経営
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の安定が確保されるものと考えております。県

といたしましては、平成25年度新規事業とし

て、今議会にお願いしております「施設園芸用

燃料の木質バイオマス転換加速化事業」によ

り、暖房機の導入支援を強化することとしてお

り、関係機関との連携による安価な木質ペレッ

トの安定供給体制も構築しながら、化石燃料に

依存しない、力強い園芸産地への転換を加速さ

せたいと考えております。

○髙橋 透議員 次に、水産業の燃油対策をお

聞きしますが、漁業経営セーフティーネット構

築事業というのがあります。効果がどのように

あらわれているのかということが１つ。そし

て、水産業の方は、１リッター当たり40円時代

のことをどうしてもおっしゃるんですね。ここ

との比較をされるものですから、基準設定価格

をもっと下げられないかという要望が非常にあ

ります。どう対応されているのか伺います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 水産業におい

ては、操業コストに占めます燃油経費の割合が

非常に高く、燃油価格の高騰は、漁業経営に大

きな影響を与えますことから、国におきまして

は、平成22年度に「漁業経営セーフティーネッ

ト構築事業」を創設したところですが、最近の

燃油価格の高どまりの中では、補塡が発動され

にくいという状況がございました。このため、

業界等の要望を受け、平成24年度に補塡基準の

見直しが行われたところであり、その結果、今

年度の第３四半期を例にとりますと、従来の基

準では補塡が発動されなかったものが、今回の

見直しにより、１キロリットル当たり4,580円の

補塡が発動され、基準見直しの効果があらわれ

てきております。しかしながら、最近の円安等

により、燃油価格がさらに上昇傾向にあること

から、県といたしましては、今後とも、燃油価

格の動向や漁業経営への影響も注視しながら、

国に対する積極的な要望も含め、本県漁業の経

営安定に必要な対策の実施に努めてまいりたい

と考えております。

○髙橋 透議員 よろしくお願いします。漁業

関係で、産地市場を集約される事業が今回提案

されていますよね。14から８つの市場に集約さ

れるようですが、どんな効果があるのかお尋ね

します。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県には産地

市場が14カ所ありまして、いずれの市場も漁協

が運営しておりますが、多くの市場では、水揚

げ量が減少しているため、集荷を初めとする産

地市場機能の低下とともに、市場運営に必要な

経費を確保するため、漁業者負担が増加するな

どの課題を抱えております。このため、漁協及

び系統組織が中心となり、統廃合による市場の

拠点化や、複数漁協による共同運営等の方向性

が決定されたところでございます。これらの取

り組みを行うことにより、コストの削減が図ら

れ、漁協経営の合理化や漁業者負担の軽減につ

ながりますとともに、集荷機能の強化による魚

価向上も期待されるものと考えております。

○髙橋 透議員 次に移ります。社会資本の整

備について申し上げますが、２月19日付の宮日

新聞、すーぱーワイド県北版に「さんしょの

実」というのがあるんですね。ここに目がと

まったので、ちょっと読み上げますが、「宮

崎、大分県知事ら両県の関係者が出席して開か

れた東九州道蒲江―北浦の開通式典。祝辞を聞

いていて、気になることがあった。４年後まで

に北九州─宮崎がつながることを踏まえ、「全

線開通」という言葉が並んだ。ふと、県南のこ

とを思い浮かべた。東九州道は北九州市を起点

に大分、宮崎を通って鹿児島市を結ぶ。今でこ
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そ開通が相次いでいる県北だが、宮崎市以南で

は工事の槌音（つちおと）は聞こえない。全線

開通の話どころではないのだ。県南に１日も早

く高速道路を通すには、県内全体の盛り上がり

が必要。長年、高速道路を待ち続けてきた延岡

市はその事情がよく分かるはず。経験を生かし

て積極的に動いていい。」ということなんです

ね。私も県南のいろんな関係者から聞いたのは

─これは私、いいことだから、別にどうのこ

うのはないんですけれども、ただ、宮崎県とし

て、清武以南が開通していない、また志布志ま

での構想もまだ計画段階であるということ、だ

から、つながってこそ全線開通です。県全体の

悲願、県全体の課題として共有できているの

か、知事にそのことを伺います。

○知事（河野俊嗣君） 東九州道の清武南以

南、これにつきましても、南海トラフ巨大地震

が想定される中で、人命救助や救援物資の搬送

における「命の道」として、大変大きな役割が

期待されておりますし、その早期整備の必要性

につきましては、県北と何ら変わりはないも

の、大変重要なものというふうに考えておりま

す。だからこそ、この16日に蒲江―北浦間の開

通式典に出席したときに、私の挨拶の中では、

国土交通省の幹部とか地元選出の国会議員がい

らっしゃる目の前で、基本的には開通区間に対

するお礼なりを申し上げる場ではありました

が、忘れてもらっては困るという思いで、県南

部の整備の促進についても、発言させていただ

いたところであります。今後とも、県政の最重

要課題であるということを認識して、官民一体

となって、県議会の皆様の御協力をいただきな

がら、整備促進に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。きの

うの代表質問の中でも、実は全線開通という発

言もありまして、私の後ろにいらっしゃる串間

の岩下議員とか最上段の緒嶋議員とかのお気持

ちも考えていただいて、本県ではまだまだ全線

開通という言葉は禁句にしていただきたい。そ

のことをまずお願いしたいと思います。

次に、清武以南のすぐ、芳ノ元トンネルがあ

ります。ここの工事が再開されるんですけれど

も、非常に難工事だと聞いております。予算を

物すごく積めばスピードが速まるのか、技術的

な問題があるのか、その辺のところを県土整備

部長にお伺いしたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 芳ノ元トンネ

ルにつきましては、地すべり等の問題の発生に

よりまして、平成21年６月に工事が中断され、

その後、国に設置された学識経験者を交えたト

ンネル施工検討会におきまして、トンネルの施

工方法や地すべり対策が取りまとめられたとこ

ろでございます。これを受けて、ことし１月に

工事が再開されましたが、国からは、現地の地

質条件を踏まえ、今後も慎重な施工が求められ

る状況であるというふうに聞いております。

○髙橋 透議員 技術的な問題があるのであれ

ば、これは私のあくまでも個人的な意見として

聞いていただきたいんですけれども、日南から

掘っていく方法もあると思うんですよ。そし

て、芳ノ元トンネルを同時にやってもらう。そ

して、日南、志布志の計画区間が事業区間とな

れば、また串間からつくっていけばスピードが

速まる。途中で宮崎北郷線という県道とリンク

しますけれども、そこを供用して早目に使って

もいいわけですよ。そんな方法論もあるがなと

いうことで、またいろんな機会があったら、一

日でも早く高速道路が開通できる道を探ってい

ただきたいということを申し上げておきたいと
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思います。

それでは、教育問題について質問してまいり

ます。

教職員の負担軽減、いろんないじめとか体罰

問題で、先ほど河野議員も、教師力を高めるこ

とだよということをおっしゃっていました。私

もそのとおりだと思っています。その原因に教

師の多忙化があるということも再三言われてき

ました。それで、児童生徒と教諭の結びつき、

ここを何とかうまくしていくために、多忙をき

わめる教諭の負担を軽減する取り組みを北海道

教育委員会がやっていまして、先月、私は鳥飼

議員と調査に行ってきました。内容は、校内業

務を見直して、教諭が子供と向き合う時間をふ

やすために、学校の事務職員をふやす。その学

校の事務職員が、学校のホームページとか学校

便りの作成などを通じて、学校と地域の結びつ

きを深める、そういう橋渡しの役目をやってお

ります。効果は─いろんな細かな事務とかも

やっているんですよね。管理職で２時間、その

他の職員で１時間強軽減できたということの説

明を受けたところであります。宮崎県の取り組

みについて、この加配事業を北海道は取り組ん

でいましたが、もし取り組まれていれば、その

状況と効果についてお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県におきまして

は、市町村教育委員会が指定した県内67地区に

おいて、複数の小中学校の事務職員が週１回程

度集合して、共同で事務処理を行う「学校事務

の共同実施」に取り組んでおります。また、共

同実施の中心となる学校には、その規模等に応

じて、事務職員を複数配置いたしております。

共同実施の具体的な取り組みといたしまして

は、予算等の執行審査や物品の共同購入、教員

が行っていた校外学習にかかる経費の一括見積

もりなどを行っておりまして、事務の合理化や

予算の効率的な執行が図られるとともに、先ほ

どお話にありましたように、教師の事務負担軽

減にも間接的につながっておるところでござい

ます。

○髙橋 透議員 宮崎のほうも取り組んでい

らっしゃるんでしょうけれども、北海道と宮崎

の大きな違い、身分が違いますね。それと、北

海道の小中学校は専門性がある。いわゆる目的

採用なんですよ。宮崎は、知事部局とのいわゆ

る交流ですよね。聞きますと、平成10年度から

採用されていないということなんですよ。だか

ら、そこら辺の違いがあるんじゃないかなと思

いますが、事務職員の採用状況と加配職員の身

分について、教育長にお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 学校事務職員の任用

につきましては、平成10年度にその試験区分を

廃止して、知事部局との人事交流によりまし

て、さまざまな職務経験を通じ幅広い視野を持

つ柔軟性のある人を育成するというようなこと

から、そういう取り組みをしております。先ほ

どの加配の話ですが、共同実施につきます人員

配置については、国がその年度だけの予算措置

をして、その年度に限って定数をつけるという

制度になっております。したがって、臨時的任

用職員で対応しているというような状況にござ

います。以上です。

○髙橋 透議員 北海道も加配職員、いわゆる

国の事業を活用しているんですね。23年度

は、50人のうち半数は正職員で採用しているん

ですよ。あと半分は、もちろん財源の関係も

あって、全ては正規職員で雇えないんですね。

宮崎も正規で採用すべきじゃないんですか。

○教育長（飛田 洋君） 正式な採用ができる

と一番いいと思うんですが、結局単年度ごとの
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予算枠をいただいている、それから、学校がそ

の後どうなっていくかとか、統廃合のことと

か、退職者がどうなるかというようなことがあ

りますので、国がもし定数改善計画を５年な

り10年なり中期で示していただくと、そういう

ことは検討できると考えております。

○髙橋 透議員 わかりました。国の財源なの

か県の財源なのかわかりませんが、財源が伴え

ば正規職員が望ましいんだよという教育長の見

解ですよね。

○教育長（飛田 洋君） 専門職として、いろ

んな職務経験をしておったり、あるいは多様な

能力を持った人が望ましいことは言うまでもあ

りませんが、その人を継続して採用していく保

障ができなければ、そこはまた慎重に検討する

という意味で先ほどお答えしました。結局単年

度の加配の予算であったら、その人を採用して

来年はどうなるかわからないというようなこと

があるということでございます。

○髙橋 透議員 財源が伴えば、正規職員の採

用も可能だということですよね。

○教育長（飛田 洋君） 財源が伴って、それ

が確保できれば可能でありますが、国のことな

んかがきちっとして、そういうことができた

ら、その後の採用計画とか、そういうことを検

討していくということになると思います。

○髙橋 透議員 いろいろと検討いただきたい

と思います。よろしくお願いします。

時間がなくなりましたので、次に移ります

が、私、せんだって、先週の土曜日でしたか、

ひきこもり支援者全国交流会というのが、ＪＡ

アズムと南九州大学でありまして、１日だけで

したけれども、参加してきました。そこに、ひ

きこもりで何とか立ち直って仕事ができている

という当事者の方の話を聞くことができまし

て、いろいろと勉強になったんですが、その人

にいわゆる支援者がつくわけですよ。すると、

マニュアルどおりの指導しかしないと。人に

は、外向きな人、内向きな人がいる。自然、外

に出て遊ぼうよといったって、そりゃ中で本を

読んだりする人もいる、それが好きな人もいる

んですよね。そういう同じ目線で支援している

のか、いろんな疑問を持つよということおっ

しゃっていました。それで、先ほど、これは国

の事業らしいですけれども、地域若者サポート

ステーションが拡充されて、私が聞いたところ

によると、何か３カ所にふやして、アウトリー

チで学校に、いわゆるひきこもり予備軍の方々

の支援をしようということらしいんですが、そ

ういったところの理解でよろしいんでしょう

か。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 地域若者

サポートステーションは、ニートなど働くこと

について悩みを抱えている15歳から39歳までの

若者が就労に向かえるよう、専門相談等の支援

を行う施設であり、国が設置し、民間に委託し

て運営されているものであります。今議員から

御指摘がありましたように、国によりますと、

今後、サポートステーションでは、学校との連

携体制を構築し、中退者に対する支援を強化す

るとともに、新たに不登校の在学生に対する訪

問支援なども行うこととされております。県と

いたしましては、臨床心理士等の配置などにつ

いて、引き続き、地域若者サポートステーショ

ンの運営主体に委託することにより、ニートな

どへの就労支援を行ってまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 学校のひきこもり予備軍もい

ろいろ支援いただくそうですが、教育委員会に

は、スクールカウンセラーとかスクールアシス
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タント、そういう事業がありますよね。そうい

うところとうまく連携すればいいのにと私は

思ったりするんですよ。スクールカウンセラー

とスクールアシスタントの配置による学校運営

上の効果についてお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 今年度は、スクール

カウンセラーを70校の中学校に、スクールアシ

スタントを40校の中学校に配置しております。

スクールカウンセラーにつきましては、教育に

関するカウンセリングに専門的な技量を有する

臨床心理士等に、児童生徒及び保護者への相談

活動や教職員への相談・研修活動など、主に校

内の教育相談の充実に、また、スクールアシス

タントにつきましては、青少年の健全育成など

に熱心な地域の方々に、地域住民の立場から、

いじめ・不登校など、生徒指導に関して、学校

と家庭・地域との連携など、さまざまな学校教

育活動の支援に取り組んでいただいているとこ

ろであります。このように、それぞれの立場で

学校運営に貢献いただいており、児童生徒や保

護者の悩みの解決や、学校と家庭、地域社会と

の連携の強化など、児童生徒が安心して生活で

きる学校づくりに大きな役割を果たしていただ

いていると考えています。

○髙橋 透議員 スクールアシスタントのほう

は、地域のいろんな方にお願いしているらしく

て、25年度から市町村への補助事業にするらし

いですね。何かお金がないということもあっ

て。ただ、アシスタントのほうが、地元の人な

ものだから、生徒とか家庭のことはよく御存じ

らしいんですよ。だから、こっちの方のほうが

物すごくいいんだけどなという御意見も承りま

した。

次に、犯罪関係で、いわゆる少年犯罪は全体

的に減っているんでしょうけれども、凶悪犯罪

はふえたという報道を聞きましたが、宮崎県内

の状況をお聞かせください。

○警察本部長（加藤達也君） 平成24年中にお

ける刑法犯少年の検挙人員は518人であり、前年

と比べて102人、16.5％の減少となっておりま

す。また、凶悪犯罪では、強盗事件で１人を検

挙しておりますが、前年と比べて７人の減少と

なっております。県内の少年非行の特徴としま

しては、全国と同様、再犯者率が10年前の平

成14年には20.7％であったものが、昨年は28.4

％と増加傾向にあるとともに、少年非行の低年

齢化が認められるところであります。このよう

な少年非行の背景としましては、少年自身の規

範意識の低下やコミュニケーション能力の不

足、家庭や地域社会の教育機能の低下などがあ

るものと考えられます。

○髙橋 透議員 少年犯罪の防止、とりわけ再

犯を防止するための対策に、警察でも何かいろ

いろと取り組まれていると聞きます。御答弁い

ただきたいと思います。

○警察本部長（加藤達也君） 次代を担う存在

である少年の非行問題は、将来の社会全体の趨

勢にかかわることでありますので、現在、警察

におきましては、少年の規範意識の向上と少年

を取り巻く地域とのきずなの強化を図るため、

「非行少年を生まない社会づくり」を推進して

いるところであります。その取り組みの中で、

特に少年の再非行防止を図るため、過去に警察

において非行少年として取り扱いのあった少年

に対して、警察から積極的に連絡をとり、保護

者の同意を得て、定期的な連絡、相談、家族へ

の助言、少年が参加する社会奉仕活動や生産体

験活動の機会の供与などを行う「少年に手を差

し伸べる立ち直り支援活動」を実施したり、少

年の規範意識の向上を図るため、教育委員会、
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学校と連携した児童生徒に対する非行防止教室

を開催したりするなど、積極的な取り組みを推

進しているところであります。

○髙橋 透議員 時間が来たようですが、目で

聞き耳で見るということがありますけれども、

問いには複数の答えがあっていいということな

んですが、いわゆる理屈や理論づけをせずに、

皮膚や耳で得た直感を大事にしないと、真実は

見えてこないということであります。つまり五

感が今劣化している。日常生活に余裕がないか

ら、そういうことになっているんですが、教育

分野は、いじめとか体罰とかいろんな問題を抱

えています。目で聞いて耳で見る、こんなこと

もいま一度見詰め直してほしいなと思います。

以上で代表質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○外山三博議長 以上で代表質問は終わりまし

た。

次の本会議は、４日午前10時開会、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時14分散会


