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◎ 一般質問

ただいまの出席議員37名。定○福田作弥議長

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、坂

口博美議員。

〔登壇〕（拍手） 「宮崎―北○坂口博美議員

九州 平成27年度につながる」 遅々として─

進まぬ本県の高速道路を何とかせねばとの一念

で、県内の津々浦々から結集しての総決起大

会、あるいは繰り返し繰り返し続けた要望活動

などなど、県民が一体となって膨大なエネル

ギーを注ぎ込んできている高速道路早期完成へ

の取り組みであります。そんな中での冒頭の報

道でありました。大いに歓迎すべきニュース

が、14日のテレビにより報じられたのでありま

す。

ところで、このような県民の大きな関心事な

どについての報道は、これまで歴代の知事は、

議会に対してはしかるべき形で、また県民に対

しては県政記者室での会見などマスコミを通じ

て伝えられてきております。しかしながら、今

回は東京発のニュースとして県民に届くなど、

私は大きな不快感を覚えたのであります。県政

の重大事や関心事などの議会や県民に対しての

情報のあり方について、知事の御所見をお伺い

いたします。

次は、骨太の方針についてであります。去

る14日、政府の中期的な経済財政運営に係る方

向性を示した、いわゆる骨太の方針が閣議決定

されました。そしてその中で、国際公約でもあ

る、国と地方の財政収支を2020年度までに黒字

化するとした目標を着実に達成することを明記

しております。また、その実現に向けた取り組

みについては、まず第１章で、デフレからの脱

却と日本経済の再生、そして目指すべき経済社

会の姿を示しており、第２章では、停滞経済か

ら成長経済へとつながるための種々の政策を進

めることで強い日本を実現するとした考え方が

示されております。また、後半の第３章及び第

４章では、財政健全化や来年度予算編成につい

て述べておりますが、その中で、地方の予算に

ついては、歳出抑制を図った上での必要な一般

財源総額を確保するとしております。つまり、

地方財政についても国の歳出見直しの対象とす

るなど、本県にとっては大変厳しい内容ではな

いかと懸念するところでもありますが、この骨

太の方針に対する知事の御所見をお伺いし、後

は自席から質問いたします。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えいたします。

まず、情報のあり方についてであります。私

は、県政の重要施策を推進していくためには、

県議会の皆様を初め市町村や県民の皆様と情報

を共有しながら、対話と協働を進めていくこと

が何よりも重要であると考えております。今回

の東九州自動車道の供用予定年度の前倒しなど

高速道路の整備促進につきましては、県政の最

重要課題として、これまでも、県議会はもとよ

り沿線自治体や民間団体の皆様と一体となっ

て、長年にわたり要望活動を進めてきたところ

であります。今回の公表に関しましては、あら

かじめ内田副知事を通じて一定の感触や可能性

というものはつかんでおったところでございま

すが、具体的な発表のタイミングやその方法に

ついては、事前に正確な情報がなく突然であっ

たことから、私自身にとりましても、大変うれ

しく思った反面、驚きもあったところでござい
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- 179 -

平成25年６月17日(月)

ます。本来であれば、県議会にまず御報告する

とともに、先日のスマートインターチェンジの

ときのように、地元の市長や町長とともに記者

会見を開催して県民の皆様にお知らせをすべき

ところでございましたが、当日は一般質問終了

後にすぐ上京せざる得なく 官邸での第１回―

目の防災対策実行会議がありました。そちらに

駆けつける必要性があったものですから、緊急

的な対応にならざるを得なかったところでござ

います。マスコミにはぶら下がりの形での会見

で対応させていただきました。いずれにいたし

ましても、こうした県民の関心の高い案件につ

きましては、議員の御指摘も踏まえ、より一

層、積極的な情報収集に努め、県議会の皆様に

も適時適切に情報提供しながら重要施策を進め

るよう、職員の意識づけも図ってまいりたいと

考えておるところであります。

次に、骨太の方針についてであります。今般

策定された「経済財政運営と改革の基本方

針」、いわゆる骨太の方針におきましては、日

本再興戦略による日本経済の持続的成長や、経

済再生と財政健全化の両立による好循環を通じ

まして、「再生の10年」を目指す安倍総理の強

い決意を感じたところでございます。

一方で、私は、方針に示された「地域・農林

水産業・中小企業等の再生なくして、日本の再

生なし」の言葉どおり、日本経済の真の再生の

ためには、本県のような地方における内需振

興、投資拡大等を図る施策が不可欠であり、そ

の基盤となる地方税財政の安定などが極めて重

要であると考えております。しかしながら、国

が財政健全化を優先する余り、本県を含む地方

が置き去りになるのではないかという懸念、不

安も抱いているところであります。国におかれ

ましては、成長産業の育成加速化や中小企業の

振興に懸命に取り組む本県の地域経済活性化の

芽を摘んでしまうことがないよう、国に先駆け

て取り組んでおります行財政改革への取り組み

等を最大限考慮の上、地域の経済再生を支える

地方税財政の安定に配慮いただくことを強く望

んでいるところであります。以上であります。

〔降壇〕

骨太の方針の中では、例えば○坂口博美議員

別枠加算を今後なくしますよというようなこと

をにおわせる文言でありますとか、行革努力と

か地域経済活性化、その効果を見ますよ、それ

を交付税算定のときのめり張りの観点にします

よというようなことが記されておりました。こ

れは解釈の仕方では、国が給料を下げていると

きは地方も下げなさい、産業振興のために投資

して、その分税収増につながらなかったら交付

税に響く、そういうことを言っているともとれ

るような記し方でもありまして、宮崎にとっ

て、ある意味では厳しいことを言っているのか

なと危惧しているところでもあります。

そういった中で、いよいよ参議院選が終わり

ますと、来年度の予算編成に向けた作業が始ま

るわけですけれども、知事は来年度の本県の予

算の獲得に向けてどのような考えで臨まれるお

つもりか、お聞かせをいただきたいと存じま

す。

地方交付税の見直しに○知事（河野俊嗣君）

ついてであります。地方交付税につきまして

は、これまでも地方の自主財源であるという性

格と、地方における自主努力、インセンティブ

をどう考えるかという議論の中で、いろんな見

直しがされてきたところでございます。いわゆ

る骨太の方針につきましては、国の財政健全化

を実現するために、交付税の別枠加算などを見

直すこと、さらには頑張る地方を支援するとい
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う名目で、行革努力や製造品出荷額、事業所数

等に着目した地方交付税の算定を行うことが盛

り込まれております。議員御指摘のとおり、地

方交付税の総額が削減されるなど、本県財政へ

の大きな影響が懸念されるところであります。

私としましては、本来、別枠加算などが地方交

付税の財源不足に対して法定率の引き上げで対

応できないところから設けられたという、これ

までの経緯を踏まえつつ、また本県の実態に即

した交付税措置が受けられるよう、改めて、地

方交付税の財源調整機能及び財源保障機能の充

実強化を図ること、また地方の安定的な財政運

営に必要な総額を確保すること、財源不足につ

いては、そもそも法定率の引き上げにより対応

すべきことなどにつきまして、国の予算編成ス

ケジュールを踏まえ、時期を逸することなく、

またより効果的な方法で強く要望してまいりた

いと考えております。

それからもう一点、次は、今○坂口博美議員

回の消費税増税分に関して、知事に考え方をお

伺いしたいと思います。今回の地方税法の改正

に伴いまして、市町村交付金の交付基準が決め

られたところであります。４月だったかと思う

んです。それによりますと、市町村の清算基準

は人口割とされておりまして、高齢化や過疎化

が進んでいる自治体には非常に不利な交付基準

になっていると思います。都道府県の分につき

ましても、おっつけその基準が決まることにな

ると思いますが、今回の引き上げ分につきまし

ては、法が定めている支出対象の人口割とすべ

きではないかと思うんですけれども、知事の御

所見をお伺いいたします。

地方消費税は多段階で○知事（河野俊嗣君）

課税を行いますことから最終消費地と納税地が

一致しないことから、最終消費地に税を帰属さ

せるために、消費に係る指標などによりまして

都道府県間で清算を行っているわけでありま

す。今御指摘がありました引き上げ分の地方消

費税の清算基準については、今回の引き上げ分

が社会保障財源化されたことを踏まえますと、

議員御指摘のとおり、高齢者人口などを用いた

基準とすべきというのは一つの考え方であろう

かと受けとめておるところでございます。しか

しながら、高齢者人口等を清算基準とすること

については、この引き上げ分が地方譲与税とい

う整理であれば可能かと考えておりますが、清

算によって、先ほど申しました最終消費地と税

の帰属地を一致させるという地方税の考え方を

踏まえると、現行分とは別に引き上げ分の清算

基準を設ける、別の基準を設けることについて

は、税の仕組みから難しいのではないかと考え

ておるところであります。

別の基準というと、例えば今○坂口博美議員

申し上げました市町村分、従前分については、

人口と事業所、従業者数でしたか、１対１です

ね。それが今回は人口だけになったから、それ

は県を経由していくからだということになれば

それまでなんですけど、できなくはないと思う

んです。また、今回の法改正は、当然、地方消

費税に関する規定も改正がなされたわけであり

ますけれども、その改正の中の大きな一つが、

今度の税率の引き上げ分の使途について、支出

先について定められております。この支出先に

つきまして、規定では「社会保障４経費につい

てのみ」と制限をしております。このことから

しましても、今度の増税分は明らかに目的税で

ありまして、地方消費税とは性格の異なるもの

であります。

したがいまして、それについては、例えば揮

発油税のように、消費税とは別個の税にすべき
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であると考えております。今までの５％という

のは一般財源に使える普通税です。それを増税

しますよといったところに間違いがあるわけで

ありまして、今度は目的税ですから、普通税の

増税じゃなくて、別の新たな税をつくりますと

いうのが本当なんです。だから、消費税という

同じ名前を使うのではなくて、知事が言われる

ように譲与税という税をつけて、「国民の皆さ

ん、新たな税を創設しました。社会保障に使わ

せてください」、これが本来のあるべき姿だっ

たと思うんです。でも、それを怖がった。新た

な税をつくると言ったら国民の反発が強いだろ

うということで、増税ということでごまかして

しまった。地方に何とかやらなきゃいけないと

いうけど、制度の枠の中に入れてしまったもの

だから、こんなことになるんだと思うんです。

そこのところをしっかり解決していかないと、

今 後 、 1 0 ％ が 1 5 ％ 、 2 0 ％ に な っ た と

き、1.0、1.2、1.5と足されていく部分は、今の

時点で1.2％で県と市町村合わせて大まかに平均

的に27億ぐらい損するわけです。倍になるとき

は50億、４倍になれば100億。ですから、これは

ぜひ整理をしていただきたい。このことを知事

に強く求めたいんですけれども、考え方をお聞

かせいただきたいと存じます。

今回の社会保障財源化○知事（河野俊嗣君）

の観点から、引き上げ分については異なる税制

にすべきであったという議員の御指摘も一つの

お考えだと受けとめておりまして、先ほど申し

上げました、国税として一度徴収をし、それを

都道府県に配分する地方譲与税の方法などが考

えられるところであります。一方で、地方自治

体が自立的な行財政運営を行っていくために

は、自主財源の確保という観点から、地方税の

充実を図っていくことも大変重要であると考え

ております。したがいまして、今回の地方消費

税率の引き上げについても、自主財源の確保の

観点からは一定の評価をせざるを得ないと考え

ておるところでありますが、御指摘のとおり、

それでもなお、社会保障関係費に係る税源の偏

在という問題は残るわけでありまして、そのよ

うな問題点について、今後の税制の制度設計の

あり方という観点から、全国知事会や国に対し

て意見を申し上げてまいりたいと考えておりま

す。

どうぞよろしくお願いしま○坂口博美議員

す。なかなか難しいと思うんですけれども、こ

れから先、人口が減少して過疎化が進むところ

なんてダブルパンチですから、ぜひこのことは

知事会の中で強く訴えていただきたいと思いま

す。

次に、子育て支援について伺います。

社会保障と税の一体改革の流れの中で、いよ

いよ残された時間も大変窮屈になってきておる

少子化への対応ですけれども、本県の知事とし

て、少子化への対応、子育てにどう取り組んで

いくべきとお考えか。また、今回の見直しは大

きい見直しになるんですが、このような大きな

見直しがなされることになった背景についてど

う考えておられるのか、あわせて御所見をお伺

いいたします。

急速な少子高齢化の進○知事（河野俊嗣君）

行に伴って少子化対策の重要性が高まる中、今

お話がございました社会保障と税の一体改革の

議論におきまして、消費税増税分を、年金、医

療、介護という従来の３分野に加えて、子育て

支援にも拡充するという方向性が示されたとこ

ろであります。これを踏まえ、昨年８月に制定

されました子ども・子育て関連３法では、未来

への投資を強化していくという将来像のもと
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に、新しい仕組みにおきまして、質の高い幼児

期の教育や保育、及び地域の子ども・子育て支

援を総合的に推進する内容となっているところ

でございます。本県としましても、元気な子供

を育む豊かな自然や文化、そして地域のきずな

が多く残されているなど、すぐれた子育て環境

にあるところであります。市町村と十分連携を

図りながら子育て支援施策の充実を図り、また

先日は若手知事による「子育て同盟」なども設

立し、お互いに情報交換をしながら世論喚起に

努めてまいりたい。また、切磋琢磨しながら新

しい施策というものも取り組んでまいりたいと

考えておるところでございます。誰もが安心し

て子供を産み、子育てが楽しいと実感できるよ

うな「日本一の子育て・子育ち立県」を目指し

て取り組んでまいりたいと考えております。

全国平均がちょっと上がった○坂口博美議員

ときに、わずかですけれども本県の出生率が下

がってしまった。日本一目指してぜひ頑張って

いただきたいと思います。

次に、福祉保健部長に伺います。今回、この

議会に宮崎県子ども・子育て支援会議に係る議

案を提案されているわけですけれども、この会

議は県の支援計画づくりにどのようにかかわっ

ていくことになるのか。その構成委員、あるい

は役割、そして審議内容などについて、市町村

の支援会議のそれとあわせてお答えをいただき

たいと存じます。

宮崎県子ども○福祉保健部長（佐藤健司君）

・子育て支援会議の役割でございますが、支援

計画の策定・変更の際にあらかじめ意見を述べ

るほか、子ども・子育て支援施策の推進に関し

て調査、審議することになっております。

また、県の会議の委員構成につきましては、

国の子ども・子育て会議を参考に、子供の保護

者や教育・保育関係者、事業主及び労働者を代

表する者、ＮＰＯ法人などの子育て支援事業関

係者、学識経験者などの分野から、バランスよ

く、かつ幅広く人選をすることにしておりま

す。市町村におきましても、県と同様に会議の

設置や計画の策定が求められておりますので、

国や県を参考にしながら、地域の実情を踏まえ

て、助言等を積極的に行ってまいります。

国の会議の構成といったら、○坂口博美議員

すごいですよね。これは、市町村が参考にはで

きるでしょうけど、それを自分らのあるべき姿

とすると間違うんじゃないかといった国の構成

になっておりました。より一層の適切な指導を

していきながら、立派な会議を立ち上げていた

だきたいと思います。

もう一点ですが、子ども・子育て支援法で

は、県、市町村に対しまして、それぞれが子ど

も・子育て支援計画をつくることを義務づけて

おります。県と市町村はいつまでに策定をする

必要があるのか、お答えいただきたいと存じま

す。

子ども・子育○福祉保健部長（佐藤健司君）

て関連３法でございますが、消費税が10％に引

き上げられることが施行の条件となっておりま

すことから、子ども・子育て支援の新制度は、

今のところ平成27年４月からの運用が想定をさ

れております。このため、市町村の計画につき

ましては、教育・保育の需要量の把握を今年度

中に、その確保方策を26年度の第１・四半期ま

でに、計画の取りまとめを26年度の上半期まで

に進めていただく必要がございます。また、県

の計画につきましては、市町村の計画をもとに

策定することとなりますので、市町村計画につ

いて、内容の妥当性の確認や地域間の整合性の

観点からの調整を行った上で、県の計画として
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平成26年度内に取りまとめることとなります。

県といたしましては、市町村の進行状況が県の

計画の策定時期に影響することも想定されます

ことから、県の計画策定はもとより、市町村の

計画策定に対しても適正な進行管理に努め、新

制度への円滑な移行に備えてまいりたいと考え

ております。

今の次世代育成法が終わりま○坂口博美議員

すと、いよいよ新たな法案と制度のスタートで

すけれども、順調にいけば平成27年度からとい

うことになっています。措置期間が終了して次

の法のもとに入っていくと、市町村の子ども・

子育て支援計画に記載された事業が財政支援の

対象となるとなっているようですけれども、支

援計画の内容のいかんが運営費の算定に影響す

ることになるのか、福祉保健部長にお伺いをい

たします。

平成27年度か○福祉保健部長（佐藤健司君）

ら運用が予定されております子ども・子育て支

援新制度でございますが、これは、関連法に基

づき教育及び保育を提供する各施設が財政支援

具体的には新制度では施設型給付といいま―

すが を受けるためには、市町村が策定する―

子ども・子育て支援事業計画に基づき市町村が

実施する確認手続を受けることが要件となって

おります。

大変大切な計画になっていく○坂口博美議員

わけですけれども、市町村の分もですが、子ど

も・子育て支援計画については議会の議決に付

そうとされているのかどうかを教えていただき

たいと思います。

県の計画の具○福祉保健部長（佐藤健司君）

体的な内容につきましては、現在、国の子ども

・子育て会議で議論されている段階でございま

すが、県内における教育・保育の量の見込み、

あるいはその提供体制の確保について盛り込む

など、大変重要な計画になると考えておりま

す。このため、議会での議決につきましては、

過去に議決いただきました計画の例も踏まえ、

今後、議会に御相談してまいりたいと考えてお

ります。また、市町村計画につきましても、県

の対応を踏まえて助言を行ってまいりたいと

思っております。

どうするかはこれから状況判○坂口博美議員

断をしていくということだったんですけれど

も、過去、前回の育成法のもとでの計画も議決

をとられているわけです。そうなると、県もで

すけれども、市町村についても議会の議決をと

ることになると思うんです。ところが、議会の

議決にかける法的根拠は何もないんです。そう

なったときに、我々議会運営委員会がどう扱う

かという判断、法的根拠のないものを議会で審

査、議決して責任を持つのかという問題を抱え

ることになります。それを乗っけようとすれば

重要な計画、長期計画については議会の議―

決を要するんだという議発条例を私たちはつく

りました。でも、これは列挙主義になっていま

して、そこに計画名が列挙されております。だ

から、議運にとにかく提出、提案するとした

ら、その条例で私たちは受けるしかない。そう

なると列挙した部分の一部改正が必要になって

くるんです。その期間が要るということです。

最後の議会の前にはやっておかないといけない

ということ、それが一つあるでしょう。

それから、市町村にとっては大変な作業とい

うのと、難しい問題、例えば弾力運用の問題で

ありますとか、幼保の定数の問題というんで

しょうか、たくさん大きい問題がありますか

ら、ぎりぎりの線に各市町村の計画をセットし

ていると間に合わない可能性があると思うんで
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す。どこかが先行して議決したら調整がきかな

くなります。それは動かせないです。そこのと

ころをもう一回、市町村を交えてしっかり分析

が必要じゃないかと思っております。これは要

望にとどめておきます。

次に、防災・減災について伺いたいと思いま

すが、５月28日、国の有識者会議は南海トラフ

を震源域とする巨大地震に関する最終報告を公

表しました。その中で、確率の高い予知は困難

であるということや、発生の際には１週間に及

ぶ地域での自活を余儀なくされることもあり得

るということを提言しております。これを受け

て防災大臣は、まず自助であり、そして共助で

あり公助であるということを言って、国民が自

分の命は自分で守るという認識に立つことが非

常に重要だという考え方を示しております。防

災・減災問題の初めに、まずは、この報告にい

う県の公助に係る知事の御見解をお伺いいたし

ます。

先般公表されました○知事（河野俊嗣君）

「南海トラフ巨大地震対策最終報告」につきま

しては、情報の伝達や避難対策などのソフト対

策、また海岸保全施設等のハード対策を総合的

に実施することが必要であるという認識のもと

に、国、自治体、関係機関、国民等が対処すべ

き事項を具体的、網羅的に示されたものと理解

しております。長い歴史の中で非常にまれに発

生するこのような巨大災害にどう備えるべき

か、英知を結集して対処すべき重い課題だと受

けとめておりまして、今御指摘のありました自

助、共助、公助をバランスよく推進していくこ

とが大変重要であると考えております。

県としましては、本年２月に津波浸水想定を

公表しましたが、今年度、震度分布や被害想定

を取りまとめ、被害をできるだけ少なくするた

めの減災計画を策定することとしております。

あわせて、まずは命を守ることを最優先としま

して、市町村と情報の伝達、建物の耐震化、沿

岸住民の避難等の対策を進めるとともに、救援

・救助等の初動対応が円滑に実施できますよ

う、関係機関と広域的な連携体制を構築するこ

ととしております。昨年来要望しておりました

南海トラフの特別措置法につきましては、今国

会に法案が上程されております。本県が東海地

方など他の地域よりおくれている現状を踏ま

え、的確な国の対応を求めつつ、ハード、ソフ

ト両面にわたる対策を進めてまいりたいと考え

ております。

県民の命を守ることを最優先○坂口博美議員

するんだ、本県はソフト、ハード両面にわたっ

ておくれているからということを念頭に置きな

がら対応していくんだという答弁であったかと

思います。具体的に言うなら、「いざというと

きは、とにかく皆さん逃げてください。県は皆

さんが逃げ込む場所を確保します。逃げ込むと

ころに通ずる道路を確保します」といったよう

なことかなと思っております。それから、当然

ですが、そこにたどり着くまでに許される時間

を少しでも長くしてあげますというハード対策

を県はやりますということであったかと思いま

す。そこで、まずハードですけれども、最初

に、津波を海岸でとめるべく、海岸の保全施設

の設計基準について、天端高あるいは応力に関

する考え方を含めて、県土整備部長にお伺いを

いたします。

海岸保全施○県土整備部長（大田原宣治君）

設の設計に当たりましては、国の技術基準等に

基づき、台風等で観測された高潮と過去の記録

に基づく津波高を比較しまして、高いほうを天

端高として設定し、これに作用する波浪等に対
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して安全な構造にすることとしております。こ

れまでの本県における海岸保全施設の天端高

は、全て台風等における高潮等により設定して

いるところです。

なお、東日本大震災を受けて、これからの津

波対策の検討に当たりましては、新たに２つの

レベルの津波を想定し、津波が超えた場合にも

施設の効果が粘り強く発揮できるような構造と

する考え方が国から示されたところでございま

す。このため県では、文献等に記録として残っ

ている津波の中で最大の高さであります、1662

年の外所地震で発生した５メーターの津波など

を参考にしまして、海岸保全施設の天端高の対

象となる、数十年から100数十年に１回程度起こ

るようなレベル１の津波高を検討しているとこ

ろでございます。

５メーターを最大の津波とい○坂口博美議員

うことを採用してレベル１の検討をやるという

ことになりますと、具体的に言えば、外所地震

での付近の津波高５メーターですから、熊野付

近を５メーターとセットして、宮崎県の海岸の

特性を入力しながらシミュレーションをやって

いって、それをメッシュなりでポイントを落と

してレベルを出していくことになると思うんで

す。その場合、５メーターの信頼度というのが

極めて重要になってくると思うんですが、文献

などからの数字を拾ったということでありまし

た。本県での外所地震の著書などを見てみます

と、探したところでは明治18年のものが一番古

いんです。それ以降、昭和、平成に入っての文

献でした。だから200年ぐらい経過したときの文

献でしかない。そういったものに頼ること、本

当に信頼するにたえ得るのか甚だ疑問でありま

す。県は津波対策の基本となる数字については

実績調査によるべきではないかと思いますが、

危機管理統括監の見解をお伺いいたします。

従来の地○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

震・津波対策は、過去に発生した最大規模のも

のを前提に計画されているところでございまし

て、本県の日向灘地震ではマグニチュード7.5、

最大震度６強、最大津波高約５メートルと想定

してきたところでございます。なお、過去の津

波記録を取りまとめた被害津波総覧という資料

に基づきますと、1662年に発生した外所地震に

おきましては４～６メートル程度の津波が発生

したという記載がなされているところでござい

ます。これに対しまして、東日本大震災でマグ

ニチュード９規模の巨大地震が発生したことを

踏まえ、過去に実際発生したかどうかにかかわ

らず、想定外をなくすという観点から、マグニ

チュード９程度の南海トラフ巨大地震の想定が

公表され、本県でも最大震度７、最大津波高17

メートルと、従来の想定を大幅に上回る数値が

示されているのが現状でございます。

なお、議員から御指摘がありましたように、

確度をどのように考えるかという問題について

は、なかなか難しい問題があろうかと思ってお

りまして、古文書では正確に何メートルという

ような記載がないのが正直なところでございま

す。先ほど申し上げました被害津波総覧におき

ましても、若干の内陸までの被害や人的被害が

あった場合を規模段階２として４～６メートル

と想定しているというところに基づいておりま

す。次の規模段階３になりますと10～20メート

ル程度、そういう意味では非常に幅のある表現

になっているのは事実であろうと思っておりま

す。

実績調査についてですけれど○坂口博美議員

も、古文書による津波記録については調査整理

したという答弁でした。痕跡調査については、
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かなりな時間と財源を要するから、今回はやら

ないことにしているということだったんですけ

れども、先ほどの県土整備部長の言われた５

メーターは、先ほど言いました明治18年の平部

嶠南という方の本に記されている。それから

ずっとおくれた、今の統括監にお答えいただい

た４～６メーターといったものもある。わずか

しか本県には残っていないんです。本県は発生

した時分からずっと記録がないんです。だか

ら、本当に信頼に足り得るかといったら心もと

ないと僕は思うんです。そして、南海トラフ巨

大地震の被害想定を大きく見直すことになった

きっかけといいますか、原因は、大分県佐伯市

とか大分市内においてボーリング調査、痕跡調

査、古文書調査、聞き取り調査いろんなことを

やった結果、大分県では過去８回大規模の津波

が来襲していることがわかった。それで、これ

は大変だということで、トラフが連動して動い

たということがわかってきた。それで今回の想

定の大幅な見直しなんです。隣の県でそういう

ことが起こっている。先ほど県土整備部長なり

統括監が言われたように、本県の設計基準の基

本を５メーターで設定することで本当にいいの

か。再度、統括監に、そのことに対して調査を

やる気はないのかお尋ねしまして、県土整備部

長には、本県は高潮時の潮位を計画海岸高にし

ているというんですけど、よその県は計画海岸

高の考え方というのはどんなことを基本として

持っているのか、あわせてお伺いをいたしま

す。

今回の南○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

海トラフ巨大地震の想定のように、発生頻度の

極めて低い津波想定を検討する上で、議員から

御指摘がありましたように、過去の古文書等に

よる津波記録の調査、地下の堆積物を調べる痕

跡調査は非常に重要であると認識しているとこ

ろでございます。今年の２月に公表させていた

だきました本県の津波浸水想定については、

「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく

義務として、国土交通省とも協議しながら策定

させていただきまして、その作業の中では、古

文書等による津波記録については調査、整理さ

せていただいたところです。痕跡調査につきま

しては、先ほど御指摘いただきましたけれど

も、実施にかなりの時間と予算を必要とするこ

とから、今回は実施しないという結論に至った

ところでございます。一方で、発生頻度が1000

年に一度といった津波の痕跡調査につきまして

は、津波の調査として今非常に注目されておる

ということで、最近では、高知県ないし、御指

摘いただきました大分県、あるいは原子力発電

所の立地場所などで、専門家により実施されて

いる状況と聞いているところでございます。本

県といたしましても、このような他県での調査

の結果や学術界における研究等も踏まえ、科学

的、専門的な知見に基づく調査、検討を、県と

して単独でやるというよりは、南海トラフ巨大

地震全般に係る問題ですので、国のほうでしっ

かりとやっていただきたいという要望をしてま

いりたいと考えているところでございます。

他県の考え○県土整備部長（大田原宣治君）

方についてでございます。少々古いんですが、

平成16年度の会計検査院決算検査報告によりま

すと、海岸保全施設の天端高は、37都道府県の

うち28の都府県につきまして、台風等により発

生した高潮等の高さに基づき設計しており、九

州各県も同様の考え方でございます。過去に発

生した津波の高さに基づき設計している自治体

は岩手県のみでありまして、残りの８団体につ

きましては、過去の津波高あるいは将来発生が
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想定される津波の高さと高潮等の高さと比較を

行い、いずれか高いほうに基づき設計しており

ます。

まず、統括監ですけれども、○坂口博美議員

痕跡調査はお金がかかると言われましたが、ほ

かにも調査の方法はある。まず、宮崎県の今

持っている資料からの推測というのは頭から消

したほうがいいです。信頼に足りる根拠がない

です。ただ当時の人が、「すごい波だった」と

か「あんなだったらしいと、昔、うちの祖先が

言っていたらしい」というのを集めただけです

から、それは一旦頭から消して。先ほど申し上

げましたように大分県はかなりやっています。

過去、大規模が８回も来ているんです。その痕

跡を持っています。高知県もかなりな調査を

やった。宮崎県では外所地震のことばかり言う

けど、これはマグニチュード7.6です。青島のす

ぐ近くです。だから、津波で立ち上げるだけの

距離がなかなかとれない。そのときの死者が200

人、倒壊した家3,800戸でしょう。もう一つ、津

波の高さは３～4.5メーターとなっていますか、

宝永の地震、外所の145年後です。これは室戸岬

の真東200キロ、串本の真南、宮崎から北東方向

に大体400キロのところです。マグニチュー

ド8.4、宮崎県での被害、不明。被害はわからな

いとなっているんです。津波高が３～4.5メー

ター、５より低いから、それは採択されていな

いことなんですけれども、距離やマグニチュー

ドから見ると、必ずそうとは言えないけれど

も、その波が高知、大分にぶち当たっている可

能性もある。

だから、風呂敷２つ持って切符買ってから大

分に２人ぐらいで行って、高知に２人ぐらいで

行ってコピーを持って帰れば、資料はたくさん

持っていて、それからシミュレーションできる

んです。まして宝永地震の大規模地震と同じと

きの痕跡があったら ポンコツ車じゃないん─

ですから、宗太郎峠を通って来るわけじゃない

んですから、大分から宮崎に入ります。金をか

けなくても、まずそれで精度を高めて、いよい

よ痕跡が必要となれば、ここらが一番やばかっ

たんじゃないかなというところ、そして余り掘

らなくても地盤は変わっていないなというとこ

ろ 掘る金は知れています。あとはそれをど―

う分析していくか。そこのところがなかなか大

変なんでしょうけど、方法としては金をかけな

くても知恵を出せばあると思うんです。ぜひそ

れはやっていただきたいと思うんです。

この前の東北の大震災だって、何度も報道さ

れました。岩手県の例を言われました。過去の

津波を参考にして全県域海岸保全施設をつくっ

ていると言われた。福島もそうでした。昔津波

がここまで来たという物証、聞き取りすればす

ぐわかるような証言、文献、たくさんあったけ

れども、それを見過ごしてきたことが今回の大

惨事につながったんだ、見過ごしが犠牲者をあ

んなに多く出したんだという指摘はたくさんな

されました。だから、宮崎の５メーターが正し

ければ幸いなんです。でも、心もとないから何

とかやるべきじゃないかということを言ってい

るんです。仮に１メーター間違っていたら、保

全施設が１メーター高かったら、この１メー

ター間の津波は防げるわけです。越しても１

メーター上がってくる時間は逃げる時間が与え

られるわけですから、ぜひともこれは再度精度

の高い調査をやるべきだと思いますけれども、

統括監にもう一回、考え方を変えることはでき

ないかお伺いをいたします。

非常に重○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

要な御指摘をいただいておりますが、頭の整理
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をいたしますと、まず、国のほうがハード、ソ

フト対策をとるに当たって大きく２つ津波を想

定しております。１つは、発生間隔はおおむ

ね100～150年で、津波高は相対的に低いものの

大きな被害をもたらす津波、これをレベル１と

しております。また一方で、今回の南海トラフ

巨大地震のような発生間隔が1000年あるいはそ

れ以上で、最大クラスの津波を想定してレベル

２と言っているところでございます。過去の痕

跡調査をより正確性を高める、より確実にする

ということは非常に重要な視点だと思っており

ます。一方で、レベル２につきましては、過去

に記録があろうとなかろうと、考えられるレベ

ルを想定外をなくすという観点ですると。今般

の２月に公表した県の津波浸水想定について

は、この法律に基づいてレベル２を想定してお

りまして、県内では最大17メートルと申し上げ

ましたが、これは過去の記録が残っているもの

の数倍という規模でございますので、命を守る

観点としては、これを想定して頑張っていかな

ければいけないと思っております。

一方で、ハード整備をどのようにするかにつ

きましては、国の中央防災会議のワーキンググ

ループが公表した最終報告書によりますと、レ

ベル１について、海岸保全施設等のハード対策

を含め実施すると。ですから、レベル１の水準

が５なのか、それが７になったらもっと違うの

ではないかという議論になってくると思います

ので、そこは精査していく必要があろうかと思

います。一方でレベル２につきましては、地震

津波対策の前提とすることは現実的ではなく、

命を守ることを目標として、避難対策を軸に総

合的な対策を推進するとされているところでご

ざいまして、この２つのレベル１、レベル２に

どう立ち向かっていくのか。ハード、ソフトを

総合して頑張っていく必要があると思っている

ところでございます。

一方で、きょう御紹介いただきましたよう

に、堆積物調査などの新たな手法が出ておりま

すので、より正確な津波浸水深の把握の可能性

があるということで重要だと思っております。

我々もコンサルタントに聞いたんですが、湖沼

など適切な場所があるかどうかとか、新たな学

問分野で取り組まれている研究者も必ずしも多

くないという状況ではございますけれども、よ

り正確な数値把握のために、科学的、専門的な

知見の進展の状況について、私自身しっかりと

勉強してまいりたいと思っております。

レベル２、50センチ、30セン○坂口博美議員

チの違いで相当な人を救えるか犠牲にするかの

違いが出てくる可能性は十分あるんです。だか

ら、基本となる実績高はしっかりつかまえる必

要があると思います。

それから、レベル２対応でのソフトでの防御

ですけれども、津波防災地域づくり法によっ

て、県及び市町村に津波からの避難対策を行う

上での果たすべき役割が課せられております。

県の役割についてはどうなっているのか。これ

は知事にお願いします。

東日本大震災の教訓を○知事（河野俊嗣君）

もとに制定されました「津波防災地域づくりに

関する法律」は、従来の海岸堤防の整備など

ハード的な対策だけの防災ではなく ハード―

だけでは防ぎ切れないというのが今回の教訓で

あるわけでございます。ハード、ソフト施策を

組み合わせた多重防御による津波防災地域づく

りを推進することとされております。この中で

県の役割としましては、既に公表しております

津波浸水想定の設定、また、津波災害を防止す

るため、必要に応じ警戒避難体制を整備する津
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波災害警戒区域などの指定、さらには市町村が

防災対策を総合的に行うための推進計画の策定

支援を行うこととされております。県としまし

ては、既に昨年12月に私と沿岸の10市町の首長

で構成します宮崎県津波対策推進協議会を立ち

上げております。また、国、県、市町の実務者

レベルによる推進計画策定連絡会を設置し、関

係機関と連携を密にしながら、津波防災地域づ

くりを推進しているところであります。

この法では具体的には、県が○坂口博美議員

示した先ほどのレベル２の浸水想定に基づい

て、市町村はその地域の人たちが逃げ込める高

台を確保する、そこにつながる経路を確保す

る。避難可能な区域はそれで大丈夫なんですけ

ど、避難が困難なところについては、困難を可

能にするようにタワーなんかを整備して経路を

確保することが市町村に課せられております。

それでどうしようもないところについては、今

度は県が特別警戒区域に指定するということに

なっているんですけれども、この道は安全です

よと市町村が確保した。県もそうですねと認め

たところで、レベル２のときに、例えば道路の

陥没とかいろんなリスクを道路自体が持ってい

ます。道路の周りには民間の財産、住宅がたく

さん張りついていて、以前の阪神大震災のとき

に宮崎市が出した被害想定では、火災と倒壊住

宅、500人ぐらい市内で死ぬというのを出してい

ました。そんなのがあちこちで起こる。そこを

道路の機能が残るのかとなったら、機能は残ら

ない。それを確保するために保全していこうと

したときに、まず、道路管理者、国、県、市町

村、私道、農水省、国土交通省、それからそこ

らの張りついている家はみんな民間の財産、こ

れらはどうやって安全な道路に整備していくの

か、非常に難しい問題だと思います。この法律

で、そこに安全な地域を確保しろということ自

体に限界があると思うんですけれども、統括監

にお伺いをいたします。

住民の避○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

難対策については、従来から沿岸市町において

避難訓練等に取り組んでいただいているところ

ですが、今御指摘のありましたように、どのよ

うに安全な地域を確保するかというのは、まだ

まだ課題が多く見られるところであり、実際の

避難を担当される市町村においてよく整理して

いただく必要があると思っているところでござ

います。今、避難場所ルートの確保対策が行わ

れているところでございますけれども、県とい

たしましても、今月の４日に、宮崎県津波対策

推進協議会の幹事会を延岡市で開催し、沿岸市

町の現在の取り組み状況や課題等について情報

交換を行うとともに、現地調査も実施しなが

ら、今後の対応策を協議したところでございま

す。そこで出てきた課題といたしましては、安

全に避難できる場所が確保しにくい地域が確か

にあると。また、避難施設やルート整備のため

予算が多額にかかる。一方で、高齢化が進む地

域の中では迅速な避難が困難という課題が指摘

されたところでございまして、今後よく連携し

ながら、先進地の調査や実践的な訓練を行うこ

とが必要であろうと確認されたところでござい

ます。

先ほど申し上げました県の役○坂口博美議員

割のどうしようもないところを特別警戒区域へ

の指定となるんですけれども、これは病院とか

学校をつくってはだめな区域なんです、危ない

ですよということを県が指定することになるん

です。個人の住宅は市町村の仕事で別個になっ

ているというけど、「そこは危ない場所」と

言った途端にそこの土地の価格はゼロです。個
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人の財産です。レベル２、1000年に１回の確

率、来るか来ないかわからない確率で、実際個

人の財産に規制がかけられるのか。これは、そ

の当時作業をなされたと思うんですけれども、

内田副知事に御所見をお伺いいたします。

津波防災地域づくり○副知事（内田欽也君）

法に基づきまして津波災害特別警戒区域を指定

する場合には、建物の構造について制限が加わ

るなどの私権の制限、あるいは土地利用計画の

大幅な見直しなどを伴います。議員御指摘のよ

うに、地価への影響も含めてさまざまな課題が

懸念されているところでございます。このため

県といたしましては、区域を指定する際には、

地元市町村等の意見を十分に尊重しながら、慎

重に対応していく必要があると考えているとこ

ろでございます。

なかなか難しい問題だと思う○坂口博美議員

んです。個人の財産を可能性のあるもないもわ

からないことでただにしてしまうわけだからで

すね。

時間がなくなってしまったものですから、次

に移ります。まず、水産問題から入りたいと思

います。

まず一つには、福祉保健部長にですけど、県

外に行くと、朝市とか直販で魚を露店でざると

かに入れて氷の上で売っている。そこにすごく

人が集まってきて活力がある。ところが、本県

ではそれはできないと聞いているんですけれど

も、このことについて考え方をお示しいただき

たいと思います。

屋外のイベン○福祉保健部長（佐藤健司君）

ト等においての鮮魚販売ということでございま

すが、全国の状況を見ますと、本県も含め26都

県では、議員お話のようにイベント等での販売

を認めておりません。逆に21道府県では、冷蔵

設備等の設置を条件に認めております。本県に

おきましては、南国特有の気候条件であるため

食中毒の発生リスクも高く、原則イベント等で

の販売を認めてきませんでしたが、近年、冷蔵

技術の発達により低温管理が可能となっている

ことなども踏まえ、今後はイベント等において

も、一定の条件のもとではございますが、包装

した鮮魚の販売ができるように、現在その条件

整備を進めているところでございます。今後と

も、食品の安全・安心の確保を大前提ではござ

いますが、産業振興にも留意しつつ適切に対応

してまいります。

次に、農政水産部長、知事に○坂口博美議員

伺います。４月に協定した尖閣諸島付近での我

が国の排他的経済水域での台湾漁船の入漁問題

について５点伺います。

まず１点目、我が国は２つの中国は認めてい

ないとの外交上の立場にあると承知をしており

ますが、この協定はどことどことが結んだ協定

なのか。

２点目、この協定で台湾船はいかなる権利を

得て、逆に日本船はどのような不利益をこうむ

ることになるのか。

３点目、この水域での事件や事故、あるいは

争議事案などに係る司法権はどこが持つことと

なるのか。

４点目、これまでこの水域で発生している漁

具被害などについての状況はどうなっているの

か。

最後に５点目、この協定を合意するに至るま

でに、県はどのような情報を把握し、どう行動

してきたのか。

以上、１点目と５点目を知事に、残りを農政

水産部長にお伺いいたします。

まず、漁業取り決めの○知事（河野俊嗣君）
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締結者でありますが、外交関係がない日台間の

準公的なパイプ役を果たしております公益財団

法人交流協会が、同様の役割を果たす台湾側の

亜東関係協会と合意をしたものであります。こ

の取り決めに関しましては、県及び本県漁業者

は、日台漁業取り決めが締結された４月10日の

報道により初めて情報に接し、直ちに国に事実

確認を行ったところであります。県及び本県漁

業者への事前の説明がないままに取り決めが締

結されたことは、大変遺憾に受けとめておると

ころであります。県としましては、情報確認後

に国に対し、早急な本県漁業者への経緯の説明

と、今後の操業ルールづくりに本県漁業者の意

見を反映するよう要請したところであります。

今後とも、新たに設定されました台湾漁船の操

業可能水域における本県漁業者の利益が確保さ

れるよう、国との連携を密にしてまいりたいと

考えております。

まず、今般の○農政水産部長（緒方文彦君）

漁業取り決めによる水域設定の影響につきまし

ては、日台双方がみずからの排他的経済水域と

して主張してきた海域については、相手方の操

業を認める「法令適用除外水域」と、我が国の

法令のもとで台湾船の操業を認める「特別協力

水域」が設定されました。これによりまして、

台湾漁船の操業が増加し、我が国漁船は従来以

上に漁場の制約を受けることや、漁具被害の増

加などが懸念されるところでございます。

次に、当該水域における司法権についてであ

ります。漁業関係法令の適用につきましては、

法令適用除外水域では、日台ともにみずからの

漁業関係法令を相手側の漁船に適用することが

できませんが、特別協力水域では、台湾漁船も

我が国の漁業関係法令の適用を受けることとな

ります。さらに、その他の司法権につきまして

は、いわゆる公海と同じ扱いとなりまして、そ

れぞれの漁船の属する当局が司法権を持つこと

となります。

最後に、これまでの本県の漁業被害の状況と

今後の対応についてでございますが、漁業被害

につきましては、平成20年から24年までの５年

間に、はえ縄の切断やラジオブイの盗難など13

件の被害が報告されております。また、今後の

対応につきましては、国や関係団体と連携を図

り、当該水域における操業情報の収集に努めま

すとともに、漁業被害が発生した場合には迅速

な救済が図られるよう、国に強く求めてまいり

たいと考えております。

時間がないから次に移りま○坂口博美議員

す。ＴＰＰに関して総合政策部長に１点です

が、国の説明では、我が国、特に農業に関して

は５品目は絶対守る、聖域をちゃんと守るん

だ、例外とするんだということで交渉を進めて

いるとの説明です。一方で、一つにはＩＳＤＳ

条項があります。ですから、仮に例外を認めて

合意をとったときのＩＳＤＳ条項の効力の関係

はどうなるのか、説明をお伺いいたします。

御指摘の件に○総合政策部長（土持正弘君）

ついて内閣府のほうに確認をさせております

が、関税撤廃の例外品目やＩＳＤＳ条項の導入

については、参加国の交渉により決定されるも

のでありまして、日本が交渉に参加していない

現時点においては、交渉参加国がどのような交

渉、検討を行っているか不明ということで、回

答は困難ということでございました。私どもと

いたしましても、議員御指摘のような問題が生

じないように、国において今後の交渉にしっか

りと取り組んでいただきたいと考えているとこ

ろでございます。

情報が出てこないということ○坂口博美議員



- 192 -

平成25年６月17日(月)

で、見守っていくというか注文をつけていくし

かないと思うんです。それと、これは聖域をつ

くっても10年という時限があるということで

す。その間に通用するような足腰を鍛えること

ができるか、大きい課題だと思うんですけれど

も、全力でそこを目指して、いかなることがあ

ろうとも、10年後にはしっかり国際的に通用す

る農業を育成していただきたいと思います。

次に、フードビジネス関連で１問お伺いをい

たします。宮崎県ではこれまで、口蹄疫であり

ますとか新燃、鳥フル、何度も試練を受けてま

いりました。今ようやく復興に向けて大きくか

じを切ったばかりであります。そういったやさ

きの今のＴＰＰあるいは円安問題ですけれど

も、そういった中、県はこれら山積する課題を

クリアしながら農家の所得を向上させるんだと

いうことで、フードビジネスや６次産業化への

取り組みを今後力強く進めていくとしておりま

す。しかしながら、例えば加工業者など他の企

業などとの連携によって、農家の所得として、

そこで生まれた付加価値をどうやって農家に還

元するのか、本当にそういうことができるのか

甚だ疑問であります。そういった連携によって

高めた付加価値をどう生産者に反映させるの

か、そのシステムづくりについて知事にお伺い

をいたします。

フードビジネス振興構○知事（河野俊嗣君）

想においては、１次産業と２次産業、３次産業

の連携を重視するわけでありますが、２次産

業、３次産業にもうかってもらうためのものと

いうことではありませんで、今御指摘のよう

に、１次産業というものが、生産者の側が、単

に原料を提供する立場に甘んじることなく、み

ずからの技術の強みを認識し、その価値を真に

必要とする相手方と組むこと、お互いがパート

ナーを組むメリットを見出す関係を構築してい

くことが、生産者に還元するという意味でも大

変重要なことであると考えております。例え

ば、県外の業務用野菜加工メーカーの多くは、

安定的な原料調達と製造過程で発生する残渣処

理を課題としておりますので、安定的なロット

の確保が可能で、残渣を家畜の飼料や堆肥とし

て資源循環できる本県農業と組むことによりま

して、お互いの課題が克服され、新たな価値を

創出できるものと考えております。また、本県

が誇ります日本一の残留農薬分析体制による安

全・安心で、かつ栄養・機能性成分が豊富な農

産物生産など、宮崎ならではの強み、付加価値

をさらに伸ばし、発展性のある連携の裾野を広

げてまいりたいと考えておるところでございま

す。こういった取り組みを県、市町村を初め関

係機関・団体が一丸となって積極的に仲介、

フォローアップすることで、付加価値をしっか

りと本県に呼び込むことができ、生産者に還元

することができるような、新たなビジネスモデ

ルを構築してまいりたいと考えております。

あと幾つか通告していたんで○坂口博美議員

すけれども、時間が来ましたので、以上で質問

を終わりたいと思いますが、冒頭、高速道路の

供用の件で、情報管理のあり方について注文を

したわけですけど、今回、たびたび話題になり

ますように、スマートインターを３つ、接続の

許可をいただきましたし、せんだってのふるさ

と元気交付金だったですか、地元交付金も80％

を基準にということだったから、82％もらえれ

ば御の字かなと思っていたら、0.875というかな

り高い率の交付をいただけました。２人副知事

の成果を出していただき始めたのかなというこ

とで、大変期待をいたしております。

注文は注文で厳しくやっていきますけれど
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も、ぜひとも今後、知事を中心に一丸となって

本県の発展のために尽力していただきたいとい

うことをお願いしておきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いを申し上げまして、質問を終

わります。（拍手）

次は、有岡浩一議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） 愛みやざき○有岡浩一議員

の有岡です。３年目を迎えた子育て世代の議員

の一人として、次の世代を担う子供たちへの思

いを込めて質問をいたしますので、明快なる答

弁を求めます。

まず最初に、ことしの４月、靖国神社参拝の

帰りに出会った本があります。「神話がわかれ

ば「日本人」がわかる 古事記編纂1300年 古

事記は日本を強くする」というタイトルの本で

す。そこで、この本の中から一部を紹介しま

す。初めに、戦後最大の忘れ物「日本神話」と

あり、第１章では、今、なぜ「神話」が求めら

れるのかとあります。人工的な「堤防」で何で

も守れると思った日本人の過ちとして、岩手県

の田老湾の防波堤を紹介しています。「どんな

に大きな津波が来ても大丈夫と安心し切ってい

たとき、3・11の東日本大震災により、津波がそ

の防波堤をやすやすと乗り越えて、町を崩壊し

てしまった。つまり、日本人は、これまでは津

波のように押し寄せる全ての難問に対し、大堤

防で一生懸命防ごうとしてきた。だから、今、

日本人、特に若い人々は、これらの「堤防」で

は大切なものを決して守れないことを直感的に

知った。だからこそ、人工的に築いたものでは

ない、心のよりどころになる本当の「心の堤

防」を求めて、日本の土地そのものに根差す、

いわゆるパワースポットを求めている」とあ

り、結びに、古事記が伝える「きよき、なお

き」日本人のアイデンティティーについて解説

しています。「グローバル社会だからこそ必要

とされる「神話という背骨」、古事記神話に依

拠する「正直で素直」という日本人のアイデン

ティティーが、古事記神話によって脈々と、少

なくとも戦前までは受け継がれてきた日本人の

心のありようは、世界に類を見ることのできな

いすぐれたものである。一例として、日本で

は、損得勘定でなく「うそをつくと心が汚れて

しまう」と教えており、心の豊かさ、誇り高さ

を取り戻すために、今こそ、全ての日本人が

「古事記」神話を通じて、みずからのルーツ、

出発点を見直そう」と結ばれています。私自

身、共鳴するところが多くあり、神話の里宮崎

県として誇らしく思うとともに、忘れかけた心

の豊かさを、神話の里宮崎県から発信すべきと

考えております。

そこで、宮崎県民の豊かな心を信じ、県民総

力戦で取り組むことの大切さについて、知事に

お尋ねいたします。まず、宮崎県アクションプ

ラン、人財づくりの柱として、「日本一の子育

て・子育ち立県」の実現を目指すとあります

が、「日本一の子育て・子育ち立県」への知事

の強い思いをお聞かせください。

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〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

子育て・子育ちについてであります。本県

は、元気な子供を育む豊かな自然や文化、ま

た、今御指摘がありましたような神話ゆかりの

さまざまな資源もございます。そして地域の

「絆」が多く残されております。保育所の待機

児童がゼロであるなど、全国の中でも子育ての

しやすい環境にありまして、合計特殊出生率も

全国上位を維持しているところであります。ま
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た、文部科学省が実施しました「全国学力・学

習状況調査」のアンケート調査をもとに、ある

民間シンクタンクが発表しております「いい子

どもが育つ都道府県ランキング」において、本

県は２回連続で全国トップとなるなど、子供の

生活習慣や家庭生活など、「子どもの育ちの

質」においても、知・徳・体がバランスよく

育っていると評価されているところでありま

す。私は、こうした先人の努力により守られて

きた、本県のすぐれた子育て環境や人財を生か

しながら、県民総力戦で、宮崎ならではの誰も

が安心して子供を産み、子育てが楽しいと実感

できるような「日本一の子育て・子育ち立県」

を目指してまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

河野知事御自身が子育て現役○有岡浩一議員

でありますから、宮崎県の子育て環境のよいと

ころ、改善すべきところに気づかれていると思

います。宮崎県の子育て環境が大変いい、どこ

よりも自信を持ってよいということに、まず気

づいてほしいと思いますし、宮崎県での子育て

に自信を持ってほしいと、そう願っておりま

す。宮崎県には、誰にでも挨拶のできる正直で

素直な子供たちがいます。家庭教育において

も、人様にだまされない教育以上に、うそをつ

くと心が汚れてしまう日本人の背骨を身につけ

るよう、子供たちを見守りたいと再認識いたし

ました。

次に、子供が生まれてくる原点から質問をい

たします。メディカルバースセンターについ

て、福祉保健部長にお尋ねいたします。本年３

月につくられた宮崎県医療計画の周産期医療に

おいて、課題として産婦人科医師の高齢化が挙

げられております。施策の方向として示された

中に、今後も、地域産科医療機関、助産所を担

う産婦人科医師及び助産師の確保に努める必要

がある、さらに助産師の活躍の幅が広がってい

るとあります。現場の産婦人科医の先生から

も、高齢化の問題、定期的妊婦健診、さらに産

後ケアの必要性を伺っております。そこで、周

産期医療体制の充実と安心・安全な出産の確保

のためにも、助産師の活用を図るメディカル

バースセンターについて、今から検討していく

必要があると思われます。部長の見解をお願い

いたします。

本県の人口10○福祉保健部長（佐藤健司君）

万人当たりの産科医師数は、平成22年12月末現

在でございますが、9.7人で、全国平均の8.3人

を数の上では上回っておりますが、産科開業医

の平均年齢が既に60歳を超えております。この

高齢化が課題であると認識いたしております。

お尋ねの助産師を活用するメディカルバースセ

ンターにつきましては、類似の仕組みとしての

院内助産システムが、県内で２つの病院で実施

されておりますけれども、県としましては、県

民の皆様が安心してお産に臨むことができるよ

う、引き続き産科医の確保に努めるとともに、

さらに助産師の活用を進めてまいりたいと考え

ております。

医療計画作成時、次回の医療○有岡浩一議員

計画作成が行われると思いますが、そのときに

は、この問題は必要な課題になると思われま

す。助産師のスキルアップを含め、検討を要望

したいと思います。さらに先日、東京慈恵会医

科大学のほうにもちょっとお邪魔させていただ

きまして、図書を調べさせていただきました。

患者を守りトラブルを避けるための当直医の心

得として、産婦人科当直の問題、リスクの大き

さ、こういったものを図書で紹介されているほ

ど、やはりリスクの多い分野ですので、ぜひと
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も、安心して生み育てる環境を宮崎県でも維持

できるよう努力していただきたいと思っており

ます。

次に、県民総力戦の最後の問いとなります

が、メリケントキンソウの駆除関連について、

知事にお尋ねいたします。まず、私が外来植物

のメリケントキンソウについて知ったのは、最

近のテレビのニュースでした。そして、スポー

ツ少年団の小学生と一緒にグラウンドの芝生の

上でストレッチをしようと手をついたとき、か

たいとげが刺さり、あのニュースでやっていた

メリケントキンソウだと気づき、別の場所に移

動させました。帰宅後、県のホームページを開

いてみると、一昨年の12月には、メリケントキ

ンソウに注意してくださいと情報提供がなされ

ていました。その内容は、「５月から６月の時

期に、トゲを持つ、硬い種子を結実します。子

供たちが裸足で芝生を駆け回ったりした時、硬

いトゲが刺さって、思わぬ怪我をする恐れが指

摘されています。なるべく、４月末頃までに駆

除するのが良いでしょう」とありました。

私は、県の行政能力は、情報の速さや正確さ

は大変すばらしいと思っておりますが、反面、

お知らせの段階で終わってしまっている。お知

らせの段階から県民へ情報を発信し、みんなの

問題として県民に関心を持ち、一緒に行動して

いくこと、いわゆる協助の段階へ発展させてい

く仕組みが必要と考えます。協助とは、できる

ことから始める一歩です。特に子供たちのため

に協助を呼びかけることは、正直で素直な宮崎

県民のアイデンティティーに響くと思います。

そこで、「日本一の子育て・子育ち立県」を目

指すためにも、県民に呼びかけ一緒に取り組

む、協助による環境づくりについて、知事の御

所見をお尋ねいたします。

少子化が急速に進む中○知事（河野俊嗣君）

で、誰もが安心して子供を産み、子育てが楽し

いと感じられるような、実感できる環境づくり

を進めるためには、旗を振る行政の取り組みに

加えまして、県民や事業者、関係団体などが連

携・協働して、県民総力戦で子育て支援に取り

組んでいくこと、地域を挙げて取り組むことが

大変重要であるというふうに考えております。

こうした認識のもと、議員御指摘の協助 い―

わゆるともに助けるという意味でありますが

この環境づくりと方向性を同じくするもの―

だというふうに考えておるところであります。

県は一昨年から、未来みやざき子育て県民運動

を展開しておりまして、その運動の一環とし

て、毎月19日を「育児の日」と定めまして、家

庭、地域、職場において、それぞれの立場か

ら、子供・子育てについて考え、身近なところ

から行動に移してもらう環境づくりを推進して

いるところであります。もっともっと、いろん

な取り組みを進めて、ＰＲ、啓発に努めてまい

りたいというふうに考えておりまして、子供の

安全や健やかな成長を含め、県民全体で子供と

子育て家庭をみんなで支える宮崎づくりという

ものを推進してまいりたいと考えております。

今、知事のほうから答弁いた○有岡浩一議員

だきましたが、「日本一の子育て・子育ち立

県」を目指すならば、今までどおりではなく、

一歩も二歩も前に出る勇気を持って、県民総力

戦を実現することで、上杉鷹山公の「なせば成

る」の精神を持って挑戦していただきたい。宮

崎県のおやじとして、県民を引っ張っていただ

きたいと願っております。もう一度申し上げま

す。なせば成る、人が何かをなし遂げようとい

う意思を持って行動すれば、何事も達成に向か

うものである。その思いで、ぜひ県民を巻き込
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んでいただきたいと思っております。

次に、ＴＰＰ対策であります。

まず、本県におけるＴＰＰ協定による影響に

ついて、宮崎県ＴＰＰ協定対策本部での見解を

総合政策部長にお尋ねいたします。

ＴＰＰ協定で○総合政策部長（土持正弘君）

ございますけれども、物品の関税撤廃や削減だ

けではなく、投資や知的財産などの非関税分野

や環境・労働などの新しい分野を含む、高い水

準の自由化を目標とした包括的協定であります

ことから、産業経済から国民生活まで幅広い影

響があるものというふうに考えております。本

県におきましては、畜産物や米など農林水産物

の生産額減少や関連産業など地域経済全体への

影響が強く懸念されるところでございます。ま

た、残留農薬や食品添加物の基準、遺伝子組み

換え食品の表示義務など食品の安全・安心にか

かわる基準や、国家対投資家の紛争解決手続を

定めますＩＳＤ条項、さらには、安心して医療

を受けられる公的医療保険制度など、産業経済

活動や県民生活に重要な制度への影響も考えら

れる、そういったことについて、本部会議等で

議論しているところでございます。

次に、食の安全というテーマ○有岡浩一議員

で２年前にも質問をいたしましたが、遺伝子組

み換え食品の取り扱いについて、現状とＴＰＰ

による影響について、農政水産部長にお尋ねい

たします。

我が国におい○農政水産部長（緒方文彦君）

ては、科学的知見に基づき、安全性が確認され

た遺伝子組み換え食品のみが流通する仕組みと

なっており、そのうち、大豆やトウモロコシな

どの農産物８作物及びそれらの加工食品33群に

ついて、遺伝子組み換え食品である旨の表示が

義務づけられております。現在、ＴＰＰの作業

部会において、食品安全基準等について議論が

なされていると伺っておりますが、仮に、遺伝

子組み換え食品の表示の義務づけが不要になれ

ば、消費者がこれまで国内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。

私は、茨城県のつくば市にあ○有岡浩一議員

ります独立行政法人「農業生物資源研究所」の

ゲノム研究センターや遺伝子組換え研究セン

ター、遺伝資源センターなどへ、勉強に行って

まいりました。遺伝子組み換え農作物の利用状

況では、1996年から本格的な商業栽培が開始さ

れ、29カ国により、16年間で94倍の面積１

億6,000万ヘクタール、日本の国土の約4.2倍と

ふえ続けております。そこで、ぜひ、県民の皆

さんに対し、食の安全について関心を持ち、食

の大切さを考えていただきたいと願うものであ

ります。なぜならば、経済最優先の落とし穴と

して、バイテク企業と言われる多国籍企業の中

心には、ベトナム戦争に使われた枯れ葉剤やＰ

ＣＢを開発・生産した企業があるからです。今

でも、宮崎県内においても、ＰＣＢの保管事業

場が197カ所あり、平成39年度まで処理期限が延

期されております。このように、次の世代に影

響を及ぼす可能性がある経済最優先の取り組み

について考えるべきです。想定外とか知らな

かったでは許されません。そこで、今できる、

今からやっておくべき対策として、一代限りの

ハイブリッド種子が主流の現在、多様な遺伝資

源を確保するために、宮崎県としても遺伝子を

守るジーンバンクの取り組みを進めるべきと考

えますが、現状と見解を農政水産部長にお尋ね

いたします。

農作物の遺伝○農政水産部長（緒方文彦君）
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資源の保存・活用につきましては、県総合農業

試験場において、本県農業振興を進めていく上

で重要な水稲、野菜、花卉などの新品種育成を

目的に、約2,000点の遺伝資源の保存を行ってお

ります。また、糸巻き大根や佐土原ナス、地キ

ュウリ等の本県由来の地域作物につきまして

は、遺伝資源の保存とあわせて、地域特産化に

向けた品種育成等に取り組んでいるところであ

ります。県といたしましては、今後とも、県の

保有する遺伝資源の的確な管理と活用を進める

とともに、国や他県の試験研究機関等とも情報

交換を進め、新品種育成による本県農業の振興

や地域活性化に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

私自身、佐土原ナスを大変お○有岡浩一議員

いしくいただいている一人でございますが、本

県におけるＴＰＰの影響に対し、県民みんなが

関心を持ち、今考えられる準備を進めていき、

一緒に荒波を乗り越えていきたいと考えており

ます。

次に、さらなる荒波となる道州制についてお

尋ねいたします。

宮崎県中小企業振興条例が本年４月１日より

施行されましたが、その中でも今注目すべきこ

とは、ものづくりと考えます。日本のものづく

りの技術は、世界の最先端であります。中小企

業庁も、ものづくり中小企業支援などに取り組

んでおります。本県においても、道州制の議論

が進む中で、将来の雇用の場を確保し、宮崎県

が宮崎として生き残っていくために、県内企業

の技術力を向上していくことが重要です。そこ

で、本県における取り組みについて、商工観光

労働部長にお尋ねいたします。

県内産業○商工観光労働部長（茂 雄二君）

が、激しい地域間あるいは国家間の競争の中で

生き残り、発展していくためには、ものづくり

産業の振興は大変重要であり、そのためには、

技術力の向上が大きな課題の一つであると認識

しております。このため、県におきましては、

従来から、工業技術センターや食品開発セン

ター等において、技術開発やその成果の企業へ

の移転、技術指導に努めますとともに、産学官

共同で新技術や新商品の研究開発などを行う県

内企業を支援してきたところであり、例えば、

ＳＰＧ技術の活用による世界最小クラスのハン

ダ粒子の製造技術や、新たな焼酎酵母である

「平成宮崎酵母」を使用した新商品の開発など

に結びついているところであります。さらに、

県の事業による共同研究等をベースといたしま

して、国の公募事業の採択を受け、より高度な

研究開発に取り組んでいる事例もあります。今

後とも、国や関係機関と連携を図りつつ、効果

的な施策に取り組むことにより、地場企業の技

術力向上を支援してまいりたいと考えておりま

す。

ものづくり産業の振興におい○有岡浩一議員

て、厚生労働省では、人口減少や高齢化が進む

中、ものづくり産業においても、女性や高年齢

者等を活用する全員参加型を構築していくため

の課題や、労働生産性の向上に向けた能力開発

の取り組みなどの今後の方向性を示しておりま

す。ものづくりに取り組む企業・人材育成等、

課題はありますが、市町村との連携を含め、県

庁総力戦を期待しております。

次に、市町村合併の反省から道州制を想定し

たときに、中山間地や周辺地域の過疎化が進

み、並行して住民サービスの低下が懸念されま

す。そこで、公共サービスの民営化について検

討し、民間からの提案などを募集する取り組み

が実施できないか、総務部長にお尋ねいたしま
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す。

本県では、これま○総務部長（四本 孝君）

で、県が実施するよりも、民間等で行うほうが

より効果的・効率的であると判断される業務に

つきましては、アウトソーシングを行ってまい

りました。その一環として、平成21、22年度

に、御質問にもありましたような、県民の皆様

からの業務委託や民営化等の提案募集を行いま

して、昨年度に、若年者の就職支援窓口である

ヤングＪＯＢサポートみやざきの民間委託など

を実施したところであります。アウトソーシン

グは、民間資源の活用による行政サービスの向

上や行政コストの縮減等において有効な取り組

みでありますので、今後とも、県民の皆様から

の御提案もいただきながら、積極的に推進して

まいりたいと考えております。

ぜひとも、アウトソーシング○有岡浩一議員

もそうでしょうし、民間の活力を結集していた

だきながら、住民サービスの維持というものを

念頭に頑張っていただきたいと思いますし、

我々もそれに向かって邁進していきたいと思っ

ております。

次に、宮崎県の中山間地において、森林資源

をどのように活用し、守り残していくかが、大

きな課題になってまいります。そこで、今回の

補正予算に計上されております森林・山村多面

的機能発揮対策事業は、住民が協力して森林を

守る体制を支援する事業と伺っておりますが、

事業の内容について、環境森林部長にお尋ねい

たします。

森林・山村多○環境森林部長（堀野 誠君）

面的機能発揮対策事業は、今年度からスタート

した国の事業で、里山林の保全や山村の活性化

を図るため、地域住民が森林所有者等と協力し

て行う里山林を整備する取り組みや、まきや木

炭生産など森林資源利用に向けた取り組みなど

を支援するものであります。今回の補正予算で

は、この事業を推進するための県と市町村の推

進事務費についてお願いしているところであ

り、活動交付金は、国から、市町村や関係団体

等で組織する地域協議会を通して活動組織に交

付されます。地域協議会によりますと、これま

でに46の活動組織から要望が上がっており、県

といたしましては、市町村と連携しながら、こ

れらの活動組織の指導やさらなる掘り起こしに

努め、事業の積極的な推進を図ってまいりたい

と考えております。

本事業は、宮崎県の現状に○有岡浩一議員

合った、そして里山の活性化につながる事業と

感じております。ぜひ、県内各地の里山の生活

を守り、森林を守ることで、川や海を、宮崎の

自然を守ることができるよう期待する事業でご

ざいます。

では、次に参りたいと思いますが、観光行政

についてお尋ねいたします。

先月、北きりしま田舎物語推進協議会の修学

旅行農家民泊を視察してまいりました。まず、

最初に感じたことは、受け入れ側の農家の皆さ

んが元気がよく、数人のメンバーと一緒に中学

生をもてなす姿が、夏休みに孫が帰ってきてい

るかのように映りました。生徒の皆さんも素直

で、いろいろな体験を楽しんでおりました。私

も生徒のカメラを預かって、写真をよく撮る例

の芸能人の方のように、生徒さんの思い出づく

りに参加しておりました。県外・県内を問わ

ず、農家体験を受け入れることは、地域づくり

の力になると確信いたしました。そこで、農家

民泊の取り組みは、まだまだ伸びる可能性があ

り、受け皿をふやすことが必要と思われます

が、農政水産部長の見解をお尋ねいたします。
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農業体験や調○農政水産部長（緒方文彦君）

理体験等を取り入れた農家民泊は、年々需要が

高まっておりまして、本年度は、西諸県地域

で、関西方面の中学校４校から405人を教育の一

環として受け入れております。また、秋には、

西臼杵地域でも受け入れを予定しており、今

後、県内での需要はさらに伸びるものと考えて

おります。こうした状況を踏まえまして、県で

は、農家民泊の開業希望者に対しまして、平

成24年３月に策定した農山漁村生活体験に係る

実施方針に基づき、食事及び宿泊に関する安全

管理・衛生管理等の指導を行い、開業に向けた

支援を実施しているところでございます。ま

た、地域の受け入れ体制やネットワークづくり

を強化するために、各地域協議会等に対して、

各種研修会の開催や誘客のためのパンフレット

作成等への支援も実施しております。農家民泊

は、地域・集落の活性化に効果の高い取り組み

でありますので、今後も、受け入れ体制の強化

及び拡大に向けて、関係者一丸となって取り組

む所存でございます。

農家民泊が充実することに○有岡浩一議員

よって、県内の子供さんたちも体験ができる、

そういういろいろな多面的な機能が発揮できま

すので、ぜひ、今後とも努力していただけたら

と思っております。

次に、関連しまして、商工観光労働部長にお

尋ねいたします。宮崎のよさをアピールする意

味でも、この農家民泊への教育旅行の誘致を核

として、ますます観光県として推進が必要と考

えますが、部長の見解をお尋ねいたします。

教育旅行○商工観光労働部長（茂 雄二君）

につきましては、近年、体験学習や環境学習な

どを取り入れたメニューが注目されてきてお

り、農家民泊も教育旅行誘致の重要な素材であ

ると認識しております。このため、市町村や関

係機関と連携を図りながら、特に、新幹線開通

によりアクセスの向上した関西、中国地方への

誘致活動を行ってきたところであり、今年度、

国内からの本格的な農家民泊への受け入れとし

ては初めて、関西の中学校が北きりしま地域で

教育旅行を実施するなど、徐々に成果があらわ

れてきているところであります。今年度は、従

来からの取り組みに加えまして、宮崎県ホテル

旅館生活衛生同業組合に教育旅行専門の職員を

配置し、県外の旅行会社や学校関係者等に対す

るセールスや招聘事業等に重点的に取り組むこ

とにしており、引き続き、農家民泊を含む教育

旅行の誘致促進に積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

次に参ります。防災対策につ○有岡浩一議員

いてお尋ねいたします。

今月初め、会派の行政視察として、宮城県庁

の総務部危機対策課の担当者から、大規模災害

における行政の対応の実態について説明を受

け、現状を伺いました。そこでは、まず、自主

防災組織数は4,576が組織され、人材育成として

防災指導員養成講座を行っているとのことでし

た。そこで、危機管理統括監にお尋ねいたしま

す。大規模災害発生時の住民の安全を確保する

観点から、自主防災組織の人材を確保するため

の取り組みと課題についてお尋ねいたします。

本県で○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

は、平成17年の台風14号災害を踏まえまして、

大規模災害に対する備えの一環として、市町村

とも連携しながら、自助・共助の取り組みを強

化しているところでございます。その結果、本

県の自主防災組織活動のカバー率は徐々に上昇

し、昨年４月現在で76.5％となるなど、一定の

成果は得られているというふうに認識しており
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ます。一方で、単に組織活動のカバー率を上げ

るのみならず、実質的な活動強化につなげてい

くことがより重要であると認識しておりますの

で、自主防災組織の活性化を図るための人づく

りにも取り組み、専門的な知識や技能を有する

防災士の養成を積極的に進めてまいったところ

でございます。その中で、これまでに、地域の

リーダーや消防団員、看護師、会社員、公務

員、教職員など、多彩な職種や経歴を有する防

災士が、県内に約1,200名誕生しているところで

ございます。地域防災を推進するに当たりまし

ては、住民の高齢化や昼間の要員の不足など、

さまざまな課題がありますが、今後、防災士の

養成対象を福祉施設職員にも拡大しつつ、自主

防災組織と消防団、学校、企業、施設などが連

携・協力して活動を推進していけるよう、県と

いたしましても支援してまいりたいと考えてお

ります。

ただいま内容を説明していた○有岡浩一議員

だきましたが、宮城県においても、自主防災組

織の組織率は85.3％と高い水準でありますが、

やはりそれをまとめる人材、そういったものの

課題を指摘されておりました。ぜひ、宮崎県に

おきましては、防災士の育成、さらに常在危機

に対する意識、自主防災組織との連携、こう

いった人材を活用できる体制づくりを、今後と

も深めていただきたいと思っております。

次に、消防団員の現状についてお尋ねします

が、東日本大震災におきましては、宮城県で

は、消防団員が100名死亡、８名が行方不明と

なっております。しかし、被災地の消防団は、

捜索や夜間の見守りなど献身的に活動され、地

元消防団のおかげと関係者から大変感謝されて

いました。そこで、本県における消防団員確保

の現状とその取り組み、さらに消防団員の安全

確保について、重ねてお尋ねいたします。

本県の消○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

防団員数は、速報値でございますが、本年４月

１日現在で１万5,074名となっておりまして、人

口減少や就業構造の変化などにより、減少傾向

にございます。このため、県では、新聞広告等

を活用した普及・啓発を初め、消防団員を雇用

している建設業者への優遇措置を講じるなど、

団員確保に取り組んでおり、昨年度からは、広

報紙の発行など、新たな取り組みも行っている

ところでございます。今後とも、消防力の充実

強化を図るため、市町村と一体となって、団員

確保に努めてまいりたいと考えております。ま

た、消防団員の安全確保についてでございます

が、さきの東日本大震災の津波で、多くの消防

団員の方が犠牲となったところであり、南海ト

ラフの巨大地震の被害が想定される本県におき

ましても、大変重要な課題だと認識していると

ころでございます。現在、消防庁からも、退避

ルールの確立や情報伝達体制の整備などについ

ての考え方が示されているところでございまし

て、沿岸の市町に対しまして、消防団活動・安

全管理マニュアルの作成を引き続き働きかけて

まいりたいと考えております。

地域の消防団員の必要性とい○有岡浩一議員

うものが、実際に大きな災害を受けた地域でも

必要だとおっしゃっておりましたので、この消

防団員の確保という一つの課題につきまして

も、市町村と連携して御指導いただきたいと

思っております。

次に、行財政改革プランについて、総務部長

にお尋ねいたします。

平成23年６月作成の、みやざき行財政改革プ

ラン第三期財政改革推進計画の２年が経過しま

した。予算編成システムの見直しを行う上で、
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既定事業の見直しや事務費の節約等、翌年度の

予算編成にどのように評価しているのか、現状

をお尋ねいたします。

本県では、極めて○総務部長（四本 孝君）

厳しい財政状況を踏まえまして、事務事業の見

直しとして、事業等の必要性や緊急性、費用対

効果などについて、ゼロベースからの徹底した

検証を予算編成作業に先立って実施しておりま

すが、その中で、積極的な見直しや新たな歳入

確保を行う部局に対しては、翌年度の予算要求

額に一定の上乗せ措置を講じているところであ

ります。また、経費の節約を奨励するため、努

力や創意工夫により生じた一般事務費の執行残

額につきましては、翌年度予算額に一定の加算

措置を講ずるというメリットシステムを導入し

ているところであります。

ただいまお話にありましたメ○有岡浩一議員

リットシステムというものが、どの程度、職員

の中で浸透し、そのことで意欲を持って取り組

まれているのか、今後の課題だと思っておりま

す。平成24年度の宮崎県行財政改革懇談会の議

事録を拝見しますと、「社会保障関係費は、平

成15年度と平成24年度を比較すると、倍以上に

ふえている状況にある」とありました。社会保

障関係費など、現状を関係機関みんなが理解

し、県庁総力戦で臨まなければならない大きな

壁であるというふうに感じております。

そこで知事に申し上げますが、このような情

勢の中で、今、大変危惧しておるのは、人材育

成であります。夢が語れない環境の中で人材が

集まらないと、そういう危惧もする中で、国家

公務員におきましても、また宮崎県庁におきま

しても、人材がこれから夢を語って行政に携

わっていただける、そういう改革をしなきゃい

けないと思っております。そして、行財政改革

に取り組みながらも、これからの宮崎県の目指

す姿を職員と一緒に描き、目指さなければなら

ないと思っております。また、同じように我々

議会人は、県民の代表として、県民の皆さんに

宮崎県の進む方向を示さなければならないとい

うことで、お互いの役割に全身全霊傾注すべき

であるというふうに今回強く感じております。

そういう行革を進める中で、大変危惧する案

件でございますので、県土整備部長にお尋ねい

たします。設計違算についてでございますが、

３月の議会におきましても、右松議員から詳細

な指摘がありました。そこでまず、24年度の県

土整備部における違算等による入札中止の実態

とその対策についてお尋ねいたします。

平成24年度○県土整備部長（大田原宣治君）

の県土整備部所管の建設工事及び業務委託の発

注件数は2,214件、そのうち、入札中止は56件で

あります。入札中止につきましては、ほとんど

が違算によるものでありまして、その原因は、

積算基準や単価の適用誤り、必要経費の計上に

関する誤りなどであります。入札の中止は、応

札者にとりまして負担増となるものであり、ま

た、事業のおくれにもつながりますので、大変

申しわけなく思っております。県土整備部で

は、これまで、積算能力向上のための研修の実

施や、発生した違算事例に関する情報の共有化

を図りますとともに、昨年12月には、各発注機

関の担当リーダーで構成される違算対策検討部

会を設置し、より効果の高い精査方法などにつ

いて情報提供や意見交換を行い、再発防止に努

めているところでございます。

先ほどの56件の内訳としまし○有岡浩一議員

ては、建設工事が38件、業務委託が18件と伺っ

ております。このような違算をどのようにして

対策をとっていくのか、私も、担当部局、職員
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の方たちといろいろ議論しました。そして、出

先機関もいろいろ指導していただきながら、こ

れからの違算対策を進められると信じておりま

す。再度確認いたしますが、設計違算によっ

て、現在の疲弊している県内業者や応札者の負

担がふえること、そして事業がおくれることに

よるさらなる負担増、再度の入札準備の時間や

労力、コストの無駄、行政への不信感など、得

るものは何もありません。我々議会の努力不足

もあり、改善が進まないと大変反省しておりま

す。今回の質問に当たり、関係課や出先機関と

十分協議されたと伺っています。それぞれの

チェック体制等、真摯な対応が実行されること

を信じまして、次回の12月議会で再度この成果

をお尋ねしたいと思っております。

では、続きまして、最後の質問になります

が、教育長に発達障がいとワークフェアについ

てお尋ねいたします。

まず、特別支援学校全校に、保護者の念願で

もありました高等部を設置していただき、お礼

を申し上げます。大きな一歩を踏み出したと感

じます。そこで、本年度取り組まれる「「支援

をつなぐ」特別支援教育エリアサポート構築事

業」の趣旨や効果について、教育長の事業導入

への思いをお尋ねいたします。

発達障がいを含め障○教育長（飛田 洋君）

がいのある子供たちにとって最も望ましいとい

うのは、将来自立して生活できるようになるこ

とだと考えております。英語で障がいのある方

のことをチャレンジドパーソンという言い方が

ありますが、チャレンジすること、子供たち

が、社会的自立、職業的自立に向かってチャレ

ンジすること、そして自立に向け一歩でも二歩

でも近づいていってくれることというのが、何

より強く願っていることであります。そのため

には、関係機関が連携して、早期に障がいにつ

いて気づき、その特性を的確に把握すること、

そして一人一人の可能性を十分伸ばすために、

個々の特性と発達段階に応じた支援をしていく

ことが重要であると考えております。そこで、

本年度から取り組みます「「支援をつなぐ」特

別支援教育エリアサポート構築事業」では、幼

稚園、保育所や小・中・高等学校等に、専門家

が巡回したり、専門家による研修を行うことに

よって、障がいのある子供たちをその学校でよ

り一層伸ばせるような手だてをとることができ

るよう、校内の支援体制の充実を図るととも

に、幼児期から小・中・高等学校まで一貫し

て、地域で、地域の実態に即して支えていける

体制の構築を目指してまいりたいと考えており

ます。障がいのある子供と保護者の思いを、そ

して願いを十分に受けとめる努力を続けるとと

もに、一人一人の子供たちを一層伸ばせるよう

な取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

ぜひ、この構築事業が、県内○有岡浩一議員

全域のサポートをしていただきながら、子供た

ちの幸せのために一翼を担っていただくことを

願っております。なぜ今回、このテーマにワー

クフェアを入れたかと申しますと、実は就労支

援の現場に伺ったところ、現在、就労支援で対

応に追われている中で、発達障がいと思われる

若者が就労に苦労しているということでした。

子供のうちからの気づき、適切なサポートがな

かったためと言われます。今回の事業により、

特別支援教室の段階で、気づきと適切なサポー

トが行われるとしたら、一人一人の特性を伸ば

す支援が期待できるわけです。ワークフェアと

は、仕事で生きがいを感じるという意味であり

ますが、事業者への理解を含め、支援をつなぐ
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意味でも、大変大きな構築事業になると期待し

ております。

もう一つ御紹介いたしますが、私は山形県の

新庄市に行ってまいりました。会派の研修とい

うことで行ってまいりましたが、株式会社ヨコ

タ東北アメニティセンターというところがござ

いまして、家庭から出る食品トレーを回収し、

福祉施設で種類ごとに分別した後、ペレット状

に加工し製品化する、食品トレーリサイクルシ

ステムという制度をとっております。このお話

を伺う中で、例えば、宮崎市の規模であれ

ば、300人程度の雇用が可能ではないかというお

話もされました。本県においても、障がい者就

労支援の仕組みづくりに、民間と一緒に、お互

いが社会の一員として役割を果たす仕組みづく

りが必要です。本県においては、まず、今回の

サポート事業を充実し、早期発見により自立へ

の準備期間となることを期待し、我々も次の

ワークフェアの取り組みを勉強してまいりたい

と思っております。

まだ話を続けさせていただきます。今回は子

育てを中心に質問をしてまいりましたが、子供

は成長し、青年期を迎えます。そこで、教育長

に一つ要望しておきたいと思いますが、先日、

宮崎県東京学生寮に挨拶を兼ねて寄らせていた

だきました。市ヶ谷駅から徒歩で５分の利便性

のいい場所にあります。鉄は熱いうちに打てと

いいます。私は、自分の経験から、この東京学

生寮の２人部屋生活、２年間の寮生活は、人生

の大きな財産になると思っております。宮崎県

は、貴重な経験ができる場所を提供できること

を誇りに思い、ぜひ、東京に進学等で住まわれ

る若者に紹介していただきたいと思っておりま

す。これは要望にかえさせていただきたいと思

います。

また、幾つかの要望をさせていただきます

が、観光におきましても、よく新聞の窓の欄で

今声が出ているのが、ＩＣカードを宮崎でも利

用できるようにしてほしいと。よくＰＡＳＭＯ

（パスモ）やＳｕｉｃａ（スイカ）、ＪＲ九州

ではＳＵＧＯＣＡ（スゴカ）という共通利用券

がありますが、こういったこともこれからの課

題として、やはり県がリーダーシップをとっ

て、各民間との協力をしながら、こういったＩ

Ｃカードの導入、これも一つの方法だと思いま

す。逆に、ローカルはローカルの取り組み、宮

崎の県産杉を使って通行手形をつくるとか、

もっとローカルの方法もあると思います。いず

れにしても、宮崎県の観光がますます発展し、

宮崎に来てよかったと言ってもらえるような、

また、スポーツランドみやざきとして、宮崎に

行って利便性が高くなったと、そういう声が来

年度もぜひ聞かれるような取り組みを今から実

施していただきたいと思っております。

また、航空関係者の方とお話しする機会がご

ざいまして、これからは地方都市の航空路のつ

ながりも必要じゃないかと。宮崎と宮城県が今

いろんな形でつながっておりますが、チャー

ター機を使って宮宮交流のような交流をすると

か、そういう地方都市間の交流、これも一つの

取り組みではないかという提言をいただきまし

た。宮崎県の高いポテンシャルとおっしゃるそ

の力を結集すること、県民総力戦に持っていく

こと、これが大変重要だと思っておりますし、

鹿児島空港や熊本空港に行かれる県内の方も多

いと聞いておりますので、宮崎県の皆さんが宮

崎の公共施設を利用しやすい、そういう施策も

今後の大きな課題であり、宮崎県民総力戦の一

つのテーマではないかと思っております。

最後になりますが、一言お話しして終わらせ
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ていただきます。林活議連の調査の際に少し寄

り道をしまして、日向市東郷町の坪谷小学校の

若山牧水の歌碑を見に行ってまいりました。そ

の中から私の好きな一句を紹介したいと思いま

すが、「若竹の伸びゆくごとく子ども等よ真直

ぐにのばせ身をたましひを」の願いを込めて、

私の質問を終わります。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○福田作弥議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時56分休憩

午後１時１分開議

休憩前に引き続き会議を開き○福田作弥議長

ます。

次は、河野哲也議員。

〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎○河野哲也議員

県議団、河野哲也でございます。午後は１人の

登壇ということです。静かに議論していきたい

と思いますので、静かにお聞きください。

「ぐらっときたら、まずあなたは何をします

か」、４月に地元で議会報告会を開催した折、

最初に発した私の言葉です。机の下に隠れると

か、火を消すとか、はたまた貴重品を持って飛

び出すとか、笑いを誘う御意見もありました

が、非常に関心の高いセミナーとなりました。

当初、２月議会の報告をする予定でした。しか

し、案内に回って気づきました。海抜1.6メート

ルのこの地域の関心事は、私の報告より、３月

内閣府発表の南海トラフ巨大地震の被害想定

（第二次報告）でした。急遽、防災セミナー的

な内容に変更し、冒頭の出だしとなりました。

政府の地震調査委員会は５月、南海トラフ巨

大地震に関する新評価について、その中でマグ

ニチュード８以上の地震発生確率は、今後10年

以内に20％程度、20年以内に40～50％、30年以

内に60～70％と発表しました。これまでにも東

日本大震災を教訓に、南海トラフ巨大地震につ

いて、震度６弱以上の強い揺れが24府県で起こ

り、高さ10メートル以上の巨大津波が非常に短

い時間に各地を襲うことを想定し、昨年８月に

は、死者が最悪で32万3,000人、うち津波による

死者は23万人、ことし３月には、220兆3,000億

円の経済被害が出るとしました。

南海トラフ巨大地震の特徴は、局地的に強い

揺れを観測した阪神・淡路大震災と津波による

大被害をもたらした東日本大震災の両方の特徴

をあわせ持ち、さらにその規模を非常に大きく

したもので、津波からの人命の確保、ライフラ

イン、インフラ、住宅、一般建物への甚大な被

害の復旧、6,800万に及ぶ被災者数など、超広域

にわたる被害への対応、国内外の経済に及ぼす

甚大な影響の回避などが求められ、多種多様な

被害を想定して、国、自治体、企業間など新た

な防災体制の見直しが必要と、最終報告でも見

解が示されたところでございます。まずは、こ

れまでの報告を受け、県ではどのような取り組

みを行っているのか、知事にお伺いします。

以下、質問者席で質問を行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

南海トラフ巨大地震に関する被害想定につき

ましては、昨年８月に建物被害と人的被害、本

年３月に施設等の被害及び経済的な被害の推計

結果が公表されたところであります。また、こ

の中では、建物の耐震化、家具などの転倒・落

下防止や早期避難などの対策により、被害が相

当程度軽減できることも示されております。

これらの報告を受け、本県では２月に詳細な
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津波浸水想定を公表したほか、現在、震度分布

や被害想定の取りまとめを行っております。今

年度中には、被害をできるだけ軽減するための

減災計画を策定することとしております。

さらに、住民の命を守ることを最優先としま

して、本年度設置した大規模災害対策基金を活

用し、市町村が行う避難場所の整備や避難訓練

などに対する支援を進めるほか、関係機関との

広域連携の体制構築などを図りながら、諸施策

を推進してまいりたいと考えております。

あわせて、昨年から要望してまいりました南

海トラフ特別措置法の制定につきましては、今

国会に法案が上程されておりますので、今後、

法案の早期成立や、この法案に基づく各種対策

への支援スキームの創設などを国に強く求めて

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

先ほどのセミナーで、続い○河野哲也議員

て、「災害から身を守るために必要なのは教育

の力である」として、群馬大学片田教授の「釜

石の奇跡」となった実践を紹介いたしました。

そして、福島第一原発事故政府事故調の委員長

をされた「失敗学」の畑村洋太郎先生の言葉か

ら、防災啓発の大事さを報告いたしました。先

生は、「災害の記憶は、個人では３日で飽き

て、３カ月で冷めて、３年で忘れる。６年で地

域が忘れる。そして300年で社会から消える」と

語っています。さすがに、「３・11東北大震災

もそうなるのか」と声が上がったほどでござい

ました。

宮崎には忘れないための先人の知恵がありま

した。午前中もありましたが、２月議会の危機

管理統括監の答弁にもありましたが、350年前の

外所地震でございます。1662年10月31日、日向

灘沖を震源とするマグニチュード7.6の大地震

で、県内の大部分が震度５以上の揺れがあった

とされ、高さ４～５メートルの津波が襲来した

とされています。死者多数、倒壊家屋3,800戸と

記録されているそうです。

特に被害の大きかった今の宮崎市熊野周辺は

地盤沈下し、水没。唯一、今の島山あたりが

残ったとされています。今、その島山に地震・

津波供養碑が７基建立されています。一番新し

いのが、被災から345年になる2007年に350年碑

が建立されています。先人が350年にわたり防災

の大切さを後世まで伝えよと、50年ごとに供養

碑を建ててきたためでございます。

最終報告を知る限りでは、防災・減災対策の

ために膨大な時間と事業費が必要です。我々県

民は、こうした貴重な災害文化を伝承していく

とともに、防災に関する啓発活動、訓練等で防

災知識の普及徹底こそ今できることと考えます

が、知事の御所見をお伺いいたします。

東日本大震災の教訓を○知事（河野俊嗣君）

踏まえますと、巨大地震・津波対策としまし

て、住民の防災意識を高めておくこと、それも

数十年とかいう単位ではなしに、数百年も、千

年以上にもわたる長い間伝えていくことは、大

変重要なことであるというふうに考えておりま

す。

県としても、いろんな機会を捉えて啓発活動

を行っておりまして、具体的には、５月の第４

日曜日の「県防災の日」や11月５日の「津波防

災の日」などに合わせまして、そういう機会を

捉えて、啓発イベントや県民参加型の訓練を実

施するほか、危機管理局職員が各地に出向いて

行う出前防災講座や地域防災力強化のための防

災士の養成など、さまざまな形での事業を展開

しているところであります。

さらに今後は、南海トラフ巨大地震の津波浸
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水想定に基づいた避難体制の確立も急務であり

まして、沿岸市町、またいろんな地域におい

て、現在、さまざまな訓練等検討が行われてお

りますが、住民の自助・共助の取り組みも強化

していく必要があるというふうに考えておりま

す。

大規模な災害は長い歴史の中でまれにしか発

生しないということで、ともすれば、いずれ忘

れ去られる危険性をはらんでおるところでござ

います。寺田寅彦の「天災は忘れたころにやっ

てくる」という炯眼を、改めて私どもは肝に銘

じながらも、啓発活動も息の長い取り組みとし

て進めていくことが肝要であるというふうに考

えております。

防災啓発が継続できる具体的○河野哲也議員

な支援を期待します。

５月12日、私の住んでいる区で初めて避難訓

練がありました。132世帯の区で100名近くの参

加がありました。区長が延岡竜巻被害から一大

発心されて、区民の命を守ると、６年間かけ自

主防災組織をつくり、今回の開催となりまし

た。区長が、挨拶のとき、感きわまって泣かれ

ていたことが非常に印象的でございました。避

難の後、津波避難ビルに指定されたアパート

に、住民の許可をとり、実際に皆さんで上って

みました。最上階部分は30名で満杯となり、後

の方は階下になってしまいました。一斉避難の

困難さを知ることができました。

このように、沿岸地域の市町では現在、各地

で津波避難対策が避難ビルになっているところ

がございます。県では、この県営住宅を住民の

津波避難ビルとしてしっかりした機能を持たせ

るための対策をどう考えているか、県土整備部

長にお伺いいたします。

津波避難ビ○県土整備部長（大田原宣治君）

ルは、津波発生時に地域住民が緊急的、一時的

に避難する施設でありまして、現在、宮崎市を

初め３市１町において、19団地97棟の県営住宅

が指定されております。しかしながら、県営住

宅につきましては、本来、津波避難ビルとして

想定されておりませんので、施設整備や利用・

運営の方法などについて関係市町や地域住民と

十分協議しながら、今後、検討してまいりたい

というふうに考えております。

先ほども答弁にありました○河野哲也議員

が、先日、南海トラフ地震対策特別措置法案が

衆議院に提出されました。今の件も含めて、ぜ

ひ早期の成立を国に要望していきたいと思いま

すが、どうかよろしくお願いしたいと思いま

す。

地域経済の活性化に向けて。

先日、太田国交大臣が来宮し、宮崎市内を視

察、松下政務官の会合に出席した後、県内の各

界のリーダーとともに公明党主催の懇談会に参

加してくださいました。その中で大臣は、「明

確に第３のステージに入ったと申し上げたい。

日本の歴史の中で初めて、防災・減災、老朽化

対策、メンテナンス、耐震化というものが公共

事業のメーンに入った。今回の補正予算も実

に、老朽化を中心にした防災・減災、耐震化、

メンテナンス、維持修理などに費やした予算

は63％になる。また、25年度予算も５月に成立

したが、防災・減災、老朽化対策などの予算

は47％に上る。これらあらゆる対策を行うこと

で日本の新たな豊かさを創出するという安倍内

閣の３本の矢の中核である財政政策は、この私

が担う公共事業が中核である」と述べられまし

た。確実に地方に流れが来ると実感できたので

ありますが、時期が大変問題です。

ところで、金融対策等の国の対策がとられる
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中で、本県の中小企業及び小規模事業者にはど

のように影響が出始めているか、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

本県企業○商工観光労働部長（茂 雄二君）

の状況につきましては、九州財務局宮崎財務事

務所が先日発表した法人企業予測調査におい

て、４月から６月にかけての景況判断、つま

り、「景気が上昇した」と答えた企業の割合か

ら「景気が下降した」と答えた企業の割合を引

いた差のことでございますが、この数値が３カ

月前よりも18.4ポイント改善して、プラス6.8ポ

イントとなるなど、輸出に関連する産業を中心

に明るい動きも見られますが、一方で、輸入原

材料の高騰による影響も懸念されているところ

であります。県としましては、今後の動向を引

き続き注視していく必要があると考えておりま

す。

私も、景気の動向を身近に実○河野哲也議員

感できるところは大阪だと思いまして、先月、

東大阪で延岡出身の方がテント製造販売をされ

ている事務所に調査に行かせていただきまし

た。その会社は、６年前、塗装業から転換され

た方でございました。そして、３年前、テント

製造で複数の特許を申請中でありました。そし

て、今回、建設業関係から仕事が多数舞い込

み、間に合わない状態で、外注もしている、そ

ういう報告を受けました。一方、６年前、示唆

に富んだ多くの話をしていただいた食料品の卸

業をされていた会社に挨拶に行ったところ、今

回は、けんもほろろの対応でございました。

「また来月から値上げだ。あんたら何やってん

ねん」と厳しい言葉を浴びせられました。業種

間の格差、中小零細業内での格差、地域に根差

し、厳しい中小企業の側に立つ、きめ細やかな

支援が今こそ大事であると思って戻ってまいり

ました。

そのような中、一筋の光明として、ものづく

り企業にとって、特に今回の補助金制度、「も

のづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支

援補助金」をどう生かし切るかを考えます。そ

こで、国のものづくり補助金の状況と、この事

業により今後どのような成果が期待できるの

か、商工観光労働部長にお伺いいたします。

国の、い○商工観光労働部長（茂 雄二君）

わゆる「ものづくり補助金」は、中小企業等の

競争力強化を支援し、ものづくり産業の基盤の

底上げを図るため、溶接、塗装、メッキ、電子

部品、発酵など22分野の技術を活用した試作品

の開発や、生産施設の導入・更新にも使える設

備投資に対し、これまで以上に手厚く助成をす

るものであります。既に１回目の募集が行われ

まして、県内企業から37件の応募があり、超微

小半導体チップの最先端メッキ技術の開発や、

特殊技術を使った医療用ラベルの開発など、15

件が採択されております。

この「ものづくり補助金」に採択された企業

が、市場ニーズに合った新製品を開発し、新た

な市場を開拓するとともに、設備整備により生

産効率の向上が図られ、今後の本県経済が活性

化されることを期待しているところでありま

す。

現在、２回目の募集が行われているところで

ありますが、県といたしましても、多くの中小

企業等がこの事業を活用されるよう、国から事

業を受託しております中小企業団体中央会等の

関係機関と連携しながら、制度の周知、申請企

業の掘り起こしなどに積極的に取り組んでいる

ところであり、多くの応募を期待しているとこ

ろであります。

先週、二見議員も問題提起さ○河野哲也議員
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れていましたので、ここはしっかりと取り組ん

でいただきたいと思います。

太田大臣を宮崎に迎え、１週間。県北の経済

活性化につながる２つのビッグニュースがあり

ました。１つは門川南スマートインターの連結

許可、そして東九州道の須美江―北浦間建設２

年前倒しの27年供用等。実は県北はもう１つ期

待していることがあります。あす、先輩議員の

ほうから、がつんとただしていただけると思い

ますが、延岡南道路の無料化でございます。経

済効果もですが、最近、南インター周辺の交通

事故が急増しています。人身事故だけでも無料

実験期間の67％増でございます。期待の中、先

日、国の審議会の中間答申がありました。その

中でも、高速道の有効活用の観点から有料・無

料の整理を検討すべきとされました。南道路の

無料化の推進に声を上げていただきたいと思い

ますが、知事の見解をお伺いします。

国道10号の渋滞が慢性○知事（河野俊嗣君）

化し、沿線住民の経済活動や日常生活に大きな

影響を及ぼしている状況にあるということ、そ

して、これを解決する一つの手段として延岡南

道路の無料化があるということは十分承知をし

ておるところでありますが、一般有料道路の制

度上、さまざまな課題があるわけであります。

御質問にありましたとおり、現在、国の審議

会等におきまして、高速道路の有効活用の観点

を含めた高速道路政策の今後のあり方が検討さ

れているところであります。内田副知事からも

随時、いろんな議論があるということは報告を

受けているところでございます。今、議員の御

指摘のような思いを抱きながらも、まずは国に

おけるこうした議論あるいは施策の動向という

ものを見守ってまいりたいと考えております。

県北にとって、スマートイン○河野哲也議員

ター、東九州道県北全通までのつなぎとしても

大事であることを確認しておきたいと思いま

す。

高齢者の活力を生かす社会づくりについて福

祉保健部長にお伺いいたします。

まず、老人クラブの課題でございます。延岡

市内の老人クラブ会長さんから、「県内の老人

クラブが減少し、加入者も減っている。老人ク

ラブの今後のあり方を県はどう考えるね」と問

われました。この地域の老人クラブの現状は、

会長の努力で多数の参加者があり、有意義に時

間を過ごされているようでしたが、県全体のお

話を聞いたときに、想像以上のものであると感

じました。実際、調査したところ、県全体とし

て23年３月末、クラブ数1,2 8 1、会員数５

万8,237名であったものが、24年３月には1,247

に減り、会員数も５万5,231名と、およそ3,000

名減っている状況でございます。60歳以上人口

に対する老人クラブへの加入率の減少を認識し

ているか、お伺いいたします。

老人クラブ○福祉保健部長（佐藤健司君）

は、高齢者に最も身近な自主活動団体でござい

まして、日ごろから取り組んでおられます友愛

訪問活動、社会奉仕活動、健康づくり活動や子

供たちの見守り活動などは、地域に貢献する大

変意義深い取り組みであると考えます。しかし

ながら、今、議員お話しのように、その加入率

は県全体で平成20年には18.7％でございました

が、24年は14.2％、25年は13.3％と、減少傾向

が続いているところでございます。

会長との懇談の中で、老人ク○河野哲也議員

ラブの課題として見えてきたものは、クラブは

何十年という長い歴史にもかかわらず、リー

ダーシップのとれる中心者がいないと組織とし

て成り立たない状況になっているということ、
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単純にお年寄りの集いの場としての認識にとど

まって、地域のかかわりが薄くなっているとい

うことでありました。県は加入率が減っている

原因をどのように考えているか、お伺いしま

す。

老人クラブの○福祉保健部長（佐藤健司君）

加入率が減少している原因といたしましては、

老人クラブの加入対象年齢が60歳以上となって

おりますが、現在は60歳以上でも現役で働かれ

る方がだんだんふえていることが一つの要因で

ございます。もう一つは、高齢の方々の価値観

が多様化いたしまして、老人クラブ以外のボラ

ンティアグループ、あるいは音楽とかスポーツ

などいろんな趣味の会等で活動されている方が

多くなっていることなど、ライフスタイルの変

化が影響しているものと考えております。

会長との懇談、またその中○河野哲也議員

で、減少の主な原因ではないとは思うんですけ

れども、国と県、市から補助金というのが出て

いますが、１老人クラブ当たり４万円そこそこ

だと。規模によって若干違うんですけれども。

わずかな補助金の交付にとどまっているにもか

かわらず、単位老人クラブに対して、毎年、詳

細な事業計画書とか予算書、結果報告書とか決

算書の提出が求められているそうです。これで

は、単位クラブに対しての事務の負担が覆いか

ぶさっているんじゃないかなと思うんですけれ

ども、事業計画書の作成など、単位老人クラブ

の事務的な負担が大きいことについて改善策と

いうのはないでしょうか。

単位老人クラ○福祉保健部長（佐藤健司君）

ブへの活動支援補助は、今おっしゃいましたよ

うに４万5,000円程度なんですが、これは国庫補

助事業を活用して補助させていただいておりま

す。その関係で、国への申請あるいは報告を行

う必要がございまして、各種活動の実施回数な

ど詳細な報告が求められております。しかしな

がら、単位老人クラブからの申請書等の書式

は、市町村により独自に定められておりまし

て、工夫できる面もあるかと思いますので、内

容の簡略化あるいは書式の見直しなどについ

て、今後、市町村に働きかけてまいりたいと考

えております。

高齢者の社会参加のもう一つ○河野哲也議員

の視点として、県社会福祉協議会が主催する宮

崎ねんりんピックについてお聞きしたいと思い

ます。2013年の大会が５月19日から、雨の中、

開催されました。今年度の参加人数、エピソー

ドについてお伺いしたいと思います。

ことしのねん○福祉保健部長（佐藤健司君）

りんピック2013は、県総合運動公園をメーン会

場として５月19日から20日にかけまして、3,557

人の選手が参加して開催されました。グラウン

ドゴルフ、ミニテニスなど26種目が行われてお

ります。参加された選手の方々は、当日早朝か

ら雨でございましたが、開会式にも多くの方々

が参加され、また競技では日ごろの練習の成果

を遺憾なく発揮すべく、熱心に挑まれておりま

した。中でも、ゲートボール、ペタンク、四半

的弓道には90歳を超える方々が出場されまし

て、選手と観客の両方から大きな歓声を浴びな

がら、年齢を感じさせない、生き生きとしたプ

レーをしておられました。

雨の中、大変盛況だったとい○河野哲也議員

うことです。24年度公社等経営評価シートの県

社会福祉協議会のところに、ねんりんピックの

参加目標値が掲載されていました。23年度の目

標値3,300人、結果が3,409人、そして25年度の

目標値も書かれてありました。１人もふやさず

目標値3,300人、それに対して今答弁のよう
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に3,557人の参加です。老人クラブの参加は減少

傾向、ねんりんピック等の高齢者参加のイベン

トは増加傾向。県は高齢者の活力を生かす社会

づくりに取り組んでおられますが、今質問した

状況も踏まえて、今後の方向性について、知

事、お願いします。

私も、ねんりんピック○知事（河野俊嗣君）

や老人クラブの大会に激励のために出席をした

ところでありますが、選手の皆さんのはつらつ

としたプレーや活発な活動をしておられる方々

にいつも触れて、逆に元気をいただいておると

ころでございます。

ことしのねんりんピックの開会式は、今答弁

しましたように、雨模様だったんです。私は朝

出発するときに、こんな雨のときに老人の方が

開会式を屋外でやっていいんだろうか、中止す

べきじゃないかという話を申し上げたんです

が、いやいや、去年が雨で中止になった、大会

のいろんな種目の役員の皆さんはぜひことしは

やりたいんだということで、皆さんレインコー

トで、やる気満々でありました。本当にすごい

なというパワーをいただいたところでありま

す。ねんりんピックは参加者が増加傾向にあり

まして、スポーツや文化種目の競技会を通じ

て、健康づくり、また地域間交流に大きく寄与

しているのではないかというふうに思っており

ます。

また、老人クラブは、今、加入率の減少とい

う御指摘がありましたが、健康、友愛、奉仕の

理念に基づきまして、社会奉仕や子供の見守り

など、地域においてさまざまな活動を地道に熱

心に展開されておりまして、大変重要な取り組

みであるというふうに考えております。

今後一層、高齢化が進む中で、高齢者の皆さ

んがその知識、経験、能力を発揮して、社会を

支える一員として活躍していただくことは大変

重要であるというふうに考えております。

県としましては、ねんりんピックや老人クラ

ブに対する支援を引き続き行うとともに、シニ

アパワーを生かした事業や、団塊世代の社会参

加を後押しする事業などのさまざまな取り組み

を通しまして、健康長寿社会づくりを推進して

まいりたいと考えております。

今後も、高齢者の社会参加は○河野哲也議員

議論をしていきたいなというふうに思います。

フェイスブックで友達になっている県職員の

方がいらっしゃるんですけれども、その方は、

この前、見たら、自分の区内で老人クラブとの

花壇づくりに参加していたことを報告していま

した。これは、直感的でしたけれども、課題解

決の一つの道かなという気がしました。

河川の環境保全についてお伺いいたします。

県北を流れる北川は、昨年、たかはし河川生

物調査事務所所長、高橋勇夫先生の調査で、ア

ユの産卵場は浮石もあり、とてもよい状態だっ

たということがわかりました。全国トップクラ

スだと絶賛していただきました。

これは、北川漁協の組合員の方々が河川周辺

に雑木林450ヘクタールを保全し、濁水の発生防

止、河川への土砂流入防止に努めたこと、また

マイストーン作戦によってアユがコケをはむ石

を守ってきた結果であると考えます。また、延

岡土木事務所も協力していただいていて、10年

前から河川工事においては、現場にある大きい

石は河床に残すような施工を行っているとも聞

きました。このことをより多くの人たちと共有

するために、北川では、環境保全河川清掃、マ

スつかみ取り大会とか伝統漁法継承アユちょん

がけ大会、ふれあい魚釣り大会など、北川を生

かしたイベントを開催して、我々の財産として
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自覚できるような催しを多々開催していただい

ております。もちろん、河川というのは魚族の

繁殖の場であります。このような県内の河川流

域の地元の努力によって、さまざまに環境保全

がなされていますが、県は、河川環境を保全す

るために、林道工事において河川汚濁防止対

策、また河川工事における濁水軽減対策をどの

ように行っているか、それぞれ関係部長にお伺

いいたします。

林道工事にお○環境森林部長（堀野 誠君）

きましては、「林道工事における河川汚濁防止

対策等マニュアル」に基づきまして、地形や土

質等を十分考慮の上、切り取り土量の少ない線

形や縦断勾配にするとともに、のり面の早期緑

化や適切な排水施設の設置など、濁水の原因と

なる土砂が流出しないような設計を行っている

ところであります。また、施工中に濁水の発生

が懸念される場合には、沈殿池等の設置などの

設計変更によりまして土砂の流出防止対策を

行っており、施工業者においても、共通仕様書

に基づく雨天時の対策として、切り土面や盛り

土面への防水シートの設置や土砂掘削工事等の

一時中断などの対策をとっております。今後と

も、施工業者とともに河川汚濁防止対策に取り

組んでまいります。

河川工事に○県土整備部長（大田原宣治君）

おける濁水軽減対策につきましては、県の土木

工事共通仕様書に基づき、工事着手前や工事実

施時の各段階において十分検討し、環境保全に

努めているところです。具体的には、濁水の発

生が想定される場合、濁水が直接河川に流れ出

さないように沈砂池を設けたり、工事施工箇所

の周りに汚濁防止フェンスを設置するなどの対

策を行っております。今後とも、濁水軽減対策

につきましては、しっかり取り組んでまいりた

いと存じます。

共通仕様書を、私、今回この○河野哲也議員

質問をするに当たって読ませていただきまし

た。ただ、やっぱり環境保全という観点で見る

と課題があるのかなという気がしまして、これ

は国の問題ですので、国のほうにも強く言って

いかなきゃいけないなというふうに思います

が、環境保全を意識した工事にするためにも、

工事費に環境保全費という考えを導入すべきで

はないかと思いますが、県土整備部長、いかが

でしょうか。

河川工事等○県土整備部長（大田原宣治君）

の積算は、国の積算基準に準拠した土木工事標

準歩掛かりに基づいておりまして、濁水軽減対

策等の環境保全に係る費用としては、現場の状

況に応じて、汚濁防止フェンスの設置費用など

の適正な経費を計上しているところでございま

す。県といたしましては、今後とも、多自然川

づくりの研修会等を通じ、河川環境保全に対す

る意識や環境対策技術の向上に努めるととも

に、環境対策につきましては、土木工事共通仕

様書等に基づき適切に対応したいというふうに

考えております。

よろしくお願いします。○河野哲也議員

時間の関係で、先に、教育現場に見る諸課題

について教育長にお伺いしたいと思います。

学力向上について。３月23日、東京で、日本

教育技術学会会長で全国一の教育研究団体ＴＯ

ＳＳの代表の向山洋一氏とお会いし、今日の教

育課題についてお話をいただきました。向山氏

は、まず、大臣要請で２月６日、下村文科大臣

と会談されたことを紹介されました。教育再生

と学力向上についての問題点の改革案を直接具

申したことをお話しいただきました。

私は５年前、向山先生が提言された算数の問

平成25年６月17日(月)
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題解決学習の弊害について議会でただし、ノー

ト点検を提案したことをお話しさせていただき

ました。向山氏は、「算数がわからなくなって

落ちこぼれていっている子供が非常に多い。算

数以外の教科は短い期間で追いつくことも可能

だが、算数だけは短期間では追いつけない。毎

日毎日の授業が大切なのである。算数の学習が

大丈夫というのは、教科書の全ての問題ができ

るようになっているということだ。算数の授業

をきちんとしてくれる先生なら、ノートは６冊

か７冊になっているはずだ。ところが、ちゃん

とやっていない先生が多い。宿題にして授業を

していない。算数の教科書の全ての問題は授業

として教室で教えるべきだ」と語っていらっ

しゃいました。

学校教育法を読みます。34条、「小学校にお

いては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書

又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図

書を使用しなければならない」。同じく49条、

「第34条の規定は中学校にも準用する」となっ

ております。

学校教育法では、教師は教科書を使って授業

をすることが定められています。かつて教科書

を教えないで免職された裁判所の判決がありま

す。プリントは教科書ではないと言及されてい

ます。教科書が机の上になければならないこと

も裁判で示されています。

実は私、歴代の教育長にただしてきました

が、今回も質問します。小中学校の算数・数学

の授業において、教科書の問題がノートに全て

書かれてあるのか伺いたい。教育長、お願いし

ます。

算数・数学の教科書○教育長（飛田 洋君）

に取り上げられている問題というのは、議員の

お話にありましたように、児童生徒に学習内容

を定着させる上で大切にすべきすぐれた教材で

あると考えております。

児童生徒に確かな学力を身につけさせること

は重要なことであり、特に、学習指導要領の改

訂に伴い言語活動の充実が求められている中

で、思考力、判断力に加えて表現力等を養成す

る観点からも、ノート指導の充実を図っていく

ことは重要だと考えております。このようなこ

ともあり、県内の小中学校におきましても、ほ

とんどの教師が教科書の問題を取り扱い、ノー

ト上で解かせているものと認識しているところ

であります。

教育長は、教科書はすぐれた○河野哲也議員

教材だと答弁していただきました。なのに、先

生方は子供にわかりやすくするためにプリント

を作成しているんです。すぐれた教材なのにプ

リントを作成しています。中学校でプリント学

習が主流になっているという保護者の声を聞い

ています。我流のプリントをつくろうとするか

ら子供に向き合う時間がなくなる、そのように

私は考えます。教育長、ぜひ調べてみてくださ

い。

向山先生が大臣に提案したものに、叱って育

てる発達障がいの子供への対応のひどさなど、

新任への指導で形式的な指導を強要している実

態がある、だめの再生産が行われていると訴え

たそうでございます。現実、発達障がいの子へ

の指導法の研修は、教育委員会主催の研修に非

常に少ない。私はそのように感じます。初任者

研、教職経過研で外部の教育セミナーへの参加

も選択肢の一つとして認めることができるか、

お伺いします。

私は、学び続けるこ○教育長（飛田 洋君）

とができる人こそ教える資格があると思ってい

ます。人というのは、誰一人、完全な人という

平成25年６月17日(月)
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のはいないわけで、未完成の人格しか持ち得な

い人である教師が、人格形成の途上にある子供

たちを指導するという営みが学校教育でありま

して、そのような意味から、教えるプロとし

て、資質の向上や指導力の向上を図ることは欠

かせないことだと考えております。

10年経過研修などの教職経験者研修では、さ

まざまなプログラムを取り入れて、県教育研修

センターでの講座はもとより、県の関係機関や

大学、民間企業等からその道の専門家や有識者

などを講師として招き、受講者のニーズに幅広

く対応するとともに、選択研修も位置づけるな

ど、研修の幅を拡大しているところでありま

す。

教職経験者研修は、教育公務員特例法により

定められている研修であり、県教育委員会が主

体となって実施いたしますが、例えば外部で

やっている研修、宮崎大学が実施する研修だと

か、県教育委員会が共催する教科研究会など、

外部の研修も対象として認めているところであ

ります。

今後も、受講者の評価等を踏まえながら、研

修内容の見直しを行うなど、より充実した研修

となるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。

共催していただければいいと○河野哲也議員

いうことですね。例えば、「ＴＯＳＳ全国1000

会場教え方セミナー」というのがあります。宮

崎でも開催されました。このセミナーは、37都

道府県教育委員会、それから500以上の市町村教

育委員会が後援しています。共催しています。

下村文科大臣も安倍首相も応援しているセミ

ナーです。北海道では新規採用教師の研修の単

位の１つとして、福島では文部科学省復興教育

支援事業として採択されたセミナーです。現場

の先生は教育技術を学べる場がないと聞きま

す。教育理念も大変大事ですが、例えば外科医

がこの患者のがんを治したいと思っている。技

術があれば治せるがんなんだと。ところが、技

術を学ぶ機会がなかったために患者を見殺しに

してしまった。こんなことは医学の世界にあっ

てはなりません。教育の世界にもあっちゃなら

ないんだと。なぜ、このセミナー、県教委は申

請を受理されなかったのか、ちょっとはてなで

す。教育長、教育委員長、それから知事、ＴＯ

ＳＳの先生方は今後、「子ども寺子屋」とか

「五色百人一首大会」を企画されているようで

す。ぜひ、参加してみてください。その運営を

しているＴＯＳＳの先生方の姿を見ていただき

たいと思います。どれだけ子供をいとおしく思

い、かかわっているか、その目で確かめていた

だきたいと思います。

いじめ対策、体罰防止対策についてというこ

とで、時間がなくなりましたので、ちょっとは

しょります。本県の小・中・高等学校におい

て、いじめ対策を教育計画の中に位置づけてい

る学校の割合はどうなっているか、教育長、お

伺いします。

いじめ対策につきま○教育長（飛田 洋君）

しては、すべての公立小学校、中学校、高等学

校が教育計画の中に位置づけており、各学校と

もそれぞれの計画に基づいて定期的に、いじめ

対策委員会を開催したり、アンケート調査や教

育相談を実施したりするとともに、教職員の研

修にも取り組むなど、いじめの未然防止、早期

発見、早期解決に努めているところでございま

す。

学校長は年度当初、保護者に○河野哲也議員

対して、いじめ対策についてどのように説明し

ているか、お伺いしたいと思います。

平成25年６月17日(月)
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県内の学校におきま○教育長（飛田 洋君）

しては、校長は、年度当初のＰＴＡ総会の場や

学校便りを活用しながら、学校の経営方針や学

校の教育計画に位置づけられているいじめ対策

について、保護者の皆様方に御説明させていた

だいているところでございます。

また、学級担任も校長の命を受け、４月当初

の学級懇談において、学級や学年の児童生徒の

状況に応じて、いじめ問題に関連する説明を行

うなど、学校として組織的に対応しているとこ

ろであります。

さらに、年度途中におきましても、修学旅行

の保護者説明会などの機会を捉えて、お互いを

尊重することや、きずなづくりの大切さについ

て、子供たちに指導していることを説明し、い

じめ問題に対する理解を深める取り組みを行っ

ているところであります。

この質問で趣旨確認のとき○河野哲也議員

に、明文化されている、いじめ対策が位置づけ

られている、学校経営案とか教育計画案の提示

を求めたところ、素早い対応で資料をいただき

ました。

教育長、これがいじめ対策の最低限度の計画

だと私が思ういじめ対策案を熊本の小学校から

手に入れましたので、いただいた資料とちょっ

と読み比べたいと思います。聞いていてくださ

い。もし感想があればお聞きします。

いじめ発見のシステム部分は省略します。い

じめ問題対策委員会の指導の部分を読みます。

まず、いただいた資料です。「１つ目、校長を

中心に速やかに対策委員会を開き、当該学級担

任より、被害者・加害者より聞いた事実の背景

とその経過について説明をしてもらう。２つ

目、いじめの事実を詳細に知り、今後の指導法

を確認する。３つ目、学校、学年、学級担任と

して、それぞれが果たす役割分担を明確にし、

連携のとれた指導法を話し合う。４つ目、全職

員がいじめの事実を詳細に知り、対策委員会で

話し合われた指導法とあわせ、今後の指導法、

対応を協議し、共通理解、共通実践を図る」と

いう明文化されたものがありました。

熊本の小学校の案です。「１、発見から24時

間以内に委員会を設置する。２、最終責任者は

委員長の校長である。３、学級担任はその日の

うちに委員長に概略を報告する。４、具体的な

事実を確認し、具体的な方針を立てて、具体的

に対処する。５、５日以上たっても改善が見ら

れない場合は、別途具体的方針を立てる。６、

いじめを受けた子供とその保護者がいじめが解

決されたと認識するまで続く。７、いじめが解

決されたという確認は校長が行う。８、学級担

任は、いじめを受けた子供の１週間後、１カ月

後、３カ月後の様子を報告する。９、年度末

に、報告を受けた子供に対して文書でまとめて

おき、生徒指導部担当が保管し、次年度に引き

継ぐ」ということでした。教育長、御感想をお

願いします。

今、お話を伺ってお○教育長（飛田 洋君）

りまして、熊本県のその学校は幾つかすばらし

いことがあると思います。例えば、時系列で時

間を区切って書いてあることとか、取り組みが

具体的に示してある。宮崎県もそういう意識は

持っておりまして、実は本県でも、県内の全学

校、全教職員、教員向けに指導資料をつくって

おりますが、その中で具体的にこういうことを

言っております。例えば、校長を委員長とする

いじめ対策員会の緊急開催、いつ、どこで、誰

が、誰を、なぜ、どうしたなどの正確な事実確

認、さらには全教職員の共通理解をもとにした

具体的な役割分担と指導方法など、発生時から
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の具体的な対応のあり方についてその資料に載

せて、それに基づき、各学校へ指導していると

ころであります。現在、その資料をよりいいも

のに改訂したいと思って、改訂に取り組んでい

るところでありますので、今お話しいただきま

した資料もぜひ参考にさせていただきたいと思

います。それから、去年からのことで、国か

ら、あるいはいろんなことを資料としていただ

いております。例えば、警察などの関係機関と

の連携に関する取り組みなど、いじめに関する

通知文等も参考にして、よりいいもの、より具

体的なものをつくって指導していきたいと思い

ます。

ちょっと時間がなくなったん○河野哲也議員

ですが、実は体罰の問題が発生したときに、

ちょうど卒業前でした。文科省のほうから教育

委員会に通知がありまして、各学校の三者アン

ケートをとれと、忙しいあの時期にそういうこ

とをしました。ところが、その時期にいじめ対

策の提言が出たんです。その中で何と言ってい

るかというと、４番目だったんですけれども、

いじめられた子供を守り切れというのがあった

んです。守り切るというのは、例えば経営案一

つとっても、具体的に最後の最後まで校長が責

任を持ってやるというのが経営案の中にあるか

どうかというのを確認したかったところでござ

います。

子どもの権利条約第19条を読みます。「締結

国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護

する他の者による監護を受けている間におい

て、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴

力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取

扱い、不当な取扱い又は搾取（性的虐待を含

む。）からその児童を保護するためすべての適

当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置

をとる」。

夜回り先生、水谷修先生は、「いじめは人権

侵害という観点が文科省から抜けている」と指

摘されました。法務省が人権侵害の中にいじめ

を入れたことに触れ、いじめ問題について法務

省の人権擁護局の積極的な活用を提案されてお

ります。平成25年度予算において、いじめ問題

等の解決に向けた外部専門家活用事業が計上さ

れています。人権擁護委員並びに人権擁護局を

積極的に外部専門家として活用することができ

るとされています。いじめ問題について、地方

法務局の人権擁護担当局と連携をとっている都

道府県というのは８割、市町村が５割、連携と

いっても実際はかなり差があると思いますが、

いじめ、体罰、虐待は子供への人権侵害であ

り、その対応に当たっては、法務局、人権擁護

委員の活用を推進すべきと考えますが、教育委

員長の見解をお伺いします。

子供への人権侵○教育委員長（近藤好子君）

害の対応にとどまらず、子供たちの健全な育ち

のために法務局など関係機関と連携を図ること

は、大変重要なことと考えております。

現在、小中学校では、法務省の人権機関が実

施しています、子供たちが手紙にみずから相談

事を書いて投函し、後日、直接返事が届くとい

う「子どもの人権ＳＯＳミニレター」を全ての

児童生徒の手に届けておりますし、人権擁護委

員の方々などに、いじめや悩み事の相談に電話

で応じていただける「子どもの人権110番」の活

用を促しております。また、地域の人権擁護委

員に講師をお願いし、人権意識を高める研修や

授業を実施している学校もございます。今後と

も、法務局や人権擁護委員の方々との連携を推

進していくとともに、子供たちに、相談できる

相手、相談できるところ、またいろいろな方法
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があることを伝えていくことが重要だと考えて

おります。

委員長の最後のお言葉が、今○河野哲也議員

回の事業の大切な点なんです。この制度は、い

じめとか体罰の調査に内部で活用できるという

んです。外じゃなくて内部で、解決までかかわ

らせることができますよということなんです。

学校が変わると思います。学校内での相談体制

にぜひ利用していただきたいということを申し

上げて、質問を終わります。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○福田作弥議長

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時54分散会
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