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◎ 一般質問

○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、河

野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。一般質問最終日、トップバッターの

公明党県議団、河野哲也でございます。今回の

各議員の質問は、知事の再出馬の意思確認とカ

ジノ誘致等、河野県政の次課題について問うも

のが多くありました。私は、安定した河野県政

の継続という観点で質問をさせていただきま

す。

先日、知事の政策提言を具現化した「新しい

「ゆたかさ」創造プログラム」について評価が

発表されました。７プログラムのうちＡ評価が

１つで、Ｃ評価１つ、ほかがＢでございまし

た。外部評価は、おおむねよしとのことでした

が、「観光交流・海外展開」プログラムについ

ては、Ｃという厳しい評価がなされました。今

回、多くの議員もその質問に集中したところで

ございます。河野県政の最優先課題として、積

極的にとらえていくのか、私は、今後注視して

まいりたいと思います。そこでまず、アクショ

ンプランの政策評価について、知事は、評価結

果をどう総括されるのか。また本日、私が質問

させていただくことに関連する「脱少子化・若

者活躍」プログラム、「将来世代育成」プログ

ラム、「安心で充実した「くらし」構築」プロ

グラムについて、知事の御所見をお伺いしま

す。以下、質問者席に着いて行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

アクションプランの重点施策であります「新

しい「ゆたかさ」創造プログラム」の２年目の

進捗状況につきまして、外部有識者による評価

委員会から、「個別の課題はあるものの、全体

としてはおおむね順調」との評価をいただいた

ところであります。このうち、御質問の「脱少

子化・若者活躍プログラム」につきましては、

「求職者のニーズに合った求人情報提供の工

夫」や「県民の意識には、まだ家庭よりも仕事

優先の実態が見られる」などの御指摘をいただ

きました。次に、「将来世代育成プログラム」

につきましては、「アジアなど幅広い地域への

関心を高める国際理解教育」や「ネットトラブ

ルの増加に伴うメディア教育」の充実などにつ

いて、また、「安心で充実した「くらし」構築

プログラム」では、「高齢者が絡む交通事故対

策の強化」や「地域に密着した自殺対策の必要

性」などについての御意見をいただいたところ

であります。これら以外の各プログラムにつき

ましても、現場や地域の実態を踏まえた貴重な

御意見・御提案を多くいただいたところであり

まして、こうした評価結果等を真摯に受けと

め、残り２年間の事業展開に有効に活用しなが

ら、プログラム全体に掲げる目標達成に向け

て、全力を傾けてまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○河野哲也議員 知事は、結果を真摯に受けと

めると答弁されました。真摯というのは、非常

に大事なキーワードじゃないかなと思います

が、まずは知事の意を酌んで、若年者支援につ

いて、幾つか商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。

平成25年９月18日(水)
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８月２日の県内就職説明会延岡会場を調査さ

せていただきました。担当の職員の方、企業の

方にお伺いしたところ、事業所のブースは、例

年より多いにもかかわらず、相談者が少ないと

のことでした。また、顔見知りの事業所の部長

から若年者の相談に対して、「一方的に説明を

させられることが多いねえ。相談者側の望むこ

とが意外と保守的だよねえ」とおっしゃってい

ました。最近読んだ若者支援のレポート、「求

められる若者の情報リテラシーの深化」で、金

沢大学の香坂准教授は、若者の傾向として誤解

されていることがあるとして、私見だと言いな

がら次のように述べております。１つ、実は若

者は、結構、社会貢献など地域にかかわりたい

という傾向がある、２つ目は、若者は案外何と

なく年功序列型の安泰を求める昭和の組織像を

描いている子が多い、３つ目は、大人は若者に

柔軟な発想を求めているが、それができるとは

限らない、というふうに述べられていました。

このレポートに、先ほどお話しした部長の言葉

と合致するものを見つけたところでございま

す。政策評価を見ると、24年度の県内就職説明

会の状況、またＵＪＩターン希望者マッチング

は不振だったようですが、本年の県内外で開催

した就職説明会の状況についてお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 就職説明

会につきましては、県外は、東京・大阪・福岡

の３カ所、県内は、宮崎・都城・延岡・日南・

小林・日向の６カ所で開催いたしております。

県外での説明会につきましては、５月の開催で

あったことや、本県出身の方へのメール配信、

県内の保護者に向けた広告など、周知徹底に取

り組んだこと等により、対前年比で約1.5倍

の288人の方に参加いただいたところでありま

す。一方、８月に開催しました県内の説明会で

は、参加企業が333社と過去最大となる中、参加

者数については868人と、対前年比で約２割の減

少となったところであります。従来、就職説明

会につきましては、景気が悪くなると離職等に

よる参加者がふえる傾向があり、近年では、リ

ーマンショック直後の平成22年にピークを迎え

ましたが、その後の景気回復により参加者の減

少が続いていたところです。今年度はさらに、

企業の採用意欲の高まりに伴いまして、新卒者

の内々定が早く出ていること、官民の積極的な

取り組みにより、昨年よりも多くの就職説明会

が開催され、参加者が分散したことも減少の要

因ではないかと考えております。県といたしま

しては、より多くの求職者に参加していただけ

るよう、開催時期や周知の方法等について、今

後とも工夫を重ねてまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 参加者が減ることはいい方向

ではないかという答弁だと思います。県外のほ

うはふえているとの答弁でした。ふるさと志向

の高まりなのかなというふうにも分析します。

一方では、延岡会場の説明会参加者に、再就職

を希望する方も見受けられました。若年者が本

来望んでいる仕事と生活の調和が崩れ、理想と

現実のギャップに悩む人が少なくないと考えま

す。このような状況を踏まえ、公明党青年委員

会は、本年春に各地でアンケート調査を実施

し、28万6,000人もの回答を得ました。この声を

もって、６月11日に、総理にいわゆる「ブラッ

ク企業」と言われる事業者に対する取り組みの

強化を訴えました。その結果、厚生労働省が大

きく動きました。そこでまず、本県のブラック

企業の実態をお教えください。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） いわゆる
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ブラック企業につきましては、明確な定義はな

されておりませんが、過重労働や賃金不払い残

業等により、若者の使い捨てが疑われる企業等

が社会問題となっていることを受けまして、現

在、国においてその実態把握に取り組んでいる

ところであります。宮崎労働局によりますと、

この９月を過重労働重点監督月間としまして、

電話相談を実施するほか、労働基準監督署等へ

寄せられた苦情や通報等をきっかけに、離職率

が極端に高いなど、若者の使い捨てが疑われる

企業等を把握し、監督指導を集中的に実施して

いるとのことであります。これらの取り組みを

通じまして、本県の実態が初めて把握されると

ともに、長時間労働の抑制などが進むものと期

待いたしておりますが、県といたしましても、

労働相談窓口等において、若者の使い捨てが疑

われる相談があった場合には、宮崎労働局と連

携しながら対応してまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 ９月１日に全国８ブロックで

無料の電話相談が実施されたそうです。この電

話相談には1,042件の相談が寄せられ、ブラック

企業の実態が浮かび上がるような残業代不払い

という相談が非常に多かったというふうに報告

がなされたようです。心折れることなく、就職

活動を続ける方は、県が開催する説明会等に参

加できる。ところが、ブラック企業の仕打ちに

より身動きできなくなった若年者、それから、

先ほどの香坂レポートの４つ目に指摘があった

のですが、偏った情報をうのみにしてしまう情

報リテラシーや情報源をきちんと評価できる能

力が備わっていない若年者、それと耐性が育っ

ていない若年者に対し、支援の必要性が高く

なっていることを実感いたします。開所して５

年目になる、みやざき若者サポートステーショ

ンには、どのような相談が寄せられているか、

お伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 厚生労働

省が設置する地域若者サポートステーションに

つきましては、働くことに悩みを抱えている若

者に対し、キャリア・コンサルタントなどによ

る専門的な相談、コミュニケーション訓練、企

業での就業体験など、就労に向けた支援を行っ

ております。相談の中には、「働きたいけど、

どうしたらよいのかわからない」といった働く

ことを前提とした相談だけではなく、「最近ま

でひきこもっていた」「かつてひきこもってい

た」という方からの、「人とコミュニケーショ

ンをとれるようになりたい」といった相談や、

母親から「仕事が続かず、子供の将来が心配

だ」といった相談があると伺っております。

○河野哲也議員 件数等を調査しようと思った

んですけど、やはり個人情報ということで、な

かなかできなかったんですけど、確実にそうい

う若者がふえているという実態、それに、24年

度の実績を見ると、相談窓口は宮崎県で20カ所

にふえているというふうな調査結果もありまし

た。若者のニーズに対応できるか、課題が大き

いようでございます。国の事業ですが、積極的

に若者支援を引き受けたＮＰＯ主体の宮崎県北

若者サポートステーションが、５月に延岡市に

誕生いたしました。延岡市議団と調査に訪問し

たところでございますが、民家を借用し、利用

者のニーズに合った活動がなされておりまし

た。詳細は、先ほど申し上げたとおり、なかな

か調査できませんが、２人が就職までつながっ

たようでございます。今の若者をしっかりとつ

かみ、自立への方向性を示していただいている

と実感したところでございました。ところで、

県北若者サポートステーションは、一民間の団
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体の積極的なかかわりで誕生しましたが、県と

して支援するお考えはないでしょうか。よろし

くお願いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 延岡市に

設置されました地域若者サポートステーション

につきましては、延岡・日向・東臼杵・西臼杵

の地域を対象エリアとして、ことし５月から相

談業務をスタートさせたところであります。開

設に当たりましては、受託者であるＮＰＯ法人

と事前に協議を行い、当面は活動の周知・広報

に取り組み、利用者の拡大を優先することとし

たところであります。県といたしましては、今

後、心理カウンセリングの実施など相談業務の

充実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 よろしくお願いしたいと思い

ます。県北に発達支援センターができたとき

も、私、問題提起させていただきましたが、調

査に入ったところ、県北というのは青年期の相

談が他地区よりも非常に多い、そういう実態が

ございました。大事な若者の拠点となると思い

ます。どうか充実をお願いしたいと思います。

文化振興についてお伺いいたします。

政策評価の中で文化振興の部分は、内部評価

がＡとなっていました。県では、文化に関する

県政運営の指針となる「みやざき文化振興ビ

ジョン」を策定しております。この「みやざき

文化振興ビジョン」では、本県文化の現状、課

題等を踏まえ、平成32年まで取り組むべき文化

振興施策を具体的に展開していくとしていま

す。

まずは知事に、「みやざき文化振興ビジョ

ン」の今後の方向性をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この「みやざき文化振

興ビジョン」でありますが、「文化でつくるみ

やざきの新しいゆたかさ」の創出を目的としま

して策定したものであります。このビジョンに

基づきまして、現在、宮崎国際音楽祭や若山牧

水賞を実施するとともに、美術館、博物館など

の機能充実に努めるなど、さまざまな施策に取

り組んでいるところであります。この文化の力

というものをまざまざと実感をさせられたの

は、平成22年、口蹄疫の終息宣言直後に開催さ

れました全国高等学校総合文化祭であります。

高校生の頑張る姿、そういったものを見て、ま

た文化の力というもので、よし、宮崎立ち直る

ぞと、そのようなメッセージを強く発すること

ができたのではないかというふうに思います。

文化には、人を元気にしたり、社会に活力や勇

気を与える大きな力があるというふうに考えて

おります。

この週末、たまたま私も県立芸術劇場で雅楽

の公演と、それから、白血病をテーマとしまし

た「友情」という劇を見る機会もありました

が、それぞれの意味において、文化の持つ力、

芸術の持つ力を実感したところでございます。

本県が開催を目指しております国民文化祭に向

けましても、この文化振興ビジョンが掲げる４

つの方向性、「県民が文化に親しむ機会の充

実」「県民の文化活動を支える環境の整備」、

また「文化財の保護・継承と活用」「特色ある

文化資源の活用」というものを積極的に推進し

まして、文化の振興・発展に努めてまいりたい

と考えております。

○河野哲也議員 維持ではなくて振興・発展、

充実・発展だということで方向性を確認しまし

た。

文化振興について、総合政策部長に何点かお

伺いいたします。県と市町村の文化振興経費の

推移についてお伺いいたします。
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○総合政策部長（土持正弘君） まず、県の文

化振興経費でございますが、平成22年度が、宮

崎県高等学校総合文化祭の経費を含めまして

約10億4,000万円、平成23年度は約７億7,000万

円、平成24年度は約７億4,000万円、平成25年度

の予算額は約７億9,000万円でございます。この

ほか、平成24年度に、本県文化振興のための事

業や県立芸術劇場における事業を推進するため

に、20億円の「みやざき芸術文化振興基金」を

創設したところであります。次に、市町村の文

化振興経費でございますが、平成22年度が約14

億3,000万円、平成23年度は約18億7,000万円、

平成24年度は、国の調査との関係でまだ概算で

ありますが、約16億円、平成25年度の予算は、

これも概算で約16億円でございます。

○河野哲也議員 県のほうは、知事がお約束し

ていただいたとおり充実ということで、予算は

若干ふえているようですが、やっぱり市町村の

ほうが財政的に削られているなというふうに思

います。答弁にありましたけれども、文化資源

の継承と、新しい宮崎ならではの文化芸術の創

造に、県民の皆様と一緒に取り組んでいく必要

があるとして、県では20億の「みやざき芸術文

化振興基金」を設立しました。前年度の評価委

員会の意見に、「心を育てる意味では、体力向

上とともに文化活動が大事である。展示会やコ

ンサート等の活動は、宮崎市内だけでなく県内

各地域で行われるよう配慮してほしい」とあ

り、県の対応としては、「地域芸術文化環境づ

くり支援事業」や「ミュージックランドみやざ

き展開事業」などの県内各地域での文化活動に

おける助成・支援を実施する云々とありました

が、みやざき芸術文化振興基金の状況と、「地

域の芸術文化環境づくり支援事業」の実績をお

伺いいたします。

○総合政策部長（土持正弘君） みやざき芸術

文化振興基金につきましては、平成24年度に約

１億2,000万円を取り崩しまして、さまざまな文

化振興事業を実施したところでございます。平

成25年度は、約１億1,000万円を取り崩す予定と

しておりまして、平成25年度末の残高は約17

億7,000万円となる見込みでございます。次に、

地域の芸術文化環境づくり支援事業でございま

すが、県内の市町村等が実施いたしますさまざ

まな文化事業に対して補助を行っておりまし

て、平成24年度の実績は、都城市など５市町の

６件の取り組みに対し204万9,000円の補助を

行ったところでございます。

○河野哲也議員 本年度、１億1,000万の取り崩

しの中で、地方に対して200万強ということです

ね。政策評価の指標にはなっていませんが、も

う一つビジョンに、目指す将来の目標というの

がございました。みずからの活動によって文化

に親しんでいると考えている県民の割合を、平

成21年度10.5％、平成30年度に30％に目標を設

定しています。ビジョン策定時のアンケートで

も明らかなんですけど、市町村での文化活動の

課題というのは活動費の不足だというふうに、

県も分析しています。

また、24年11月の我が会派の新見代表の「今

回、劇場法の成立を受けて、法の趣旨にのっと

り、県としても、市町村との連携を図りなが

ら、市町村のホールの活性化も後押しすべき

だ」という質問に対して、当時、総合政策部長

の稲用副知事は、「劇場法では、地方公共団体

が劇場や音楽ホールの積極的な活用に努めると

定められています」―ちょっと飛ばしますが

―「そのため県では、さらに、みやざき芸術

文化振興基金を活用し、市町村における芸術文

化を支援することによって、市町村のホールの



- 291 -

平成25年９月18日(水)

活性化を図ってまいりたい」と答弁されていま

す。そこで、実績があるにもかかわらず、資金

難の例えば市民オーケストラ等の市民文化団体

への支援は考えられないのか、答弁を求めま

す。

○総合政策部長（土持正弘君） 文化団体への

通常の運営費に対する補助はございませんけれ

ども、県では、先ほど説明いたしました「地域

の芸術文化環境づくり支援事業」により、文化

団体等が行うオーケストラ等の舞台芸術公演や

郷土の偉人・先人顕彰事業等の新規事業あるい

は周年事業に対しまして、市町村を通じて補助

を行っているところでございます。また、宮崎

県芸術文化協会を通じまして、文化団体が行う

先進的事業や地域性を生かした事業を県民芸術

祭参加事業として認定し、支援を行っておりま

す。また、国・公益法人等におきましても、文

化活動に対するさまざまな支援制度を実施して

いるところでございまして、県ではこれらの補

助事業等を紹介するハンドブックを作成し、各

市町村や文化団体等に配布いたしますととも

に、県のホームページにも掲載するなど、広く

周知を図っているところでございます。ぜひ、

そうしたさまざまな支援制度を積極的に御活用

いただきたいというふうに考えております。

○河野哲也議員 県が地方へということで、先

ほど６団体だったですね。県では、助成・支援

制度の活用促進のために、今答弁がありました

ように、「文化振興のための補助事業・助成事

業ハンドブック」を作成されております。県の

助成事業、それから文化庁や独立行政法人が実

施している助成・支援制度というのは、残念な

がら一市民文化団体の活動を支えるまでには

なってないというふうに考えます。知事、充実

・発展させるとおっしゃいました県内の一つ一

つの文化活動を、もう一度見直していただきた

いと要望します。

次に、教育現場に見る諸課題について、前回

の続きでお伺いいたします。

前回の一般質問でもお話しさせていただきま

したが、ＴＯＳＳ代表の向山洋一氏が下村文科

大臣との対談で、戦後の教育の問題点の１つと

して、日本の家庭教育が失われていることを挙

げられていました。親学につきましては、県も

積極的な取り組みをしていただきました。しっ

かりと検証させていただきます。

さて、先週、県内の生活保護の実態と対策に

ついて、右松議員が質問されました。重複する

部分がありますが、宮崎にとって対策のおくれ

がないよう質問させていただきます。まずは、

生活保護世帯の過去３年間の高校進学率を福祉

保健部長、教えていただきたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県内で、生活

保護を受けている世帯のうち、平成23年に中学

校を卒業した生徒は208名で、そのうち高等学校

へ進学した生徒は183名、進学率は88.0％となっ

ております。また、平成24年は、卒業者が177

名、進学者が163名で、進学率は92.1％、平成25

年は、卒業者が198名、進学者が178名で、進学

率は89.9％となっております。

○河野哲也議員 この推移のばらつきというの

は、やっぱり施策が安定していないことを示し

ているんじゃないかなというふうに、私は考え

ます。親から子への貧困の連鎖を断ち切れとし

て、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」

いわゆる「子どもの貧困対策法」が６月19日、

参院本会議で可決・成立いたしました。政府は

今後、専門家や支援者らの意見を聞いた上で大

綱を策定する予定になっております。「子ども

の貧困対策法」の主なポイントとして、年１
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回、子供の貧困や対策の実施状況を公表する、

大綱には、子供の貧困率や生活保護世帯の子供

の高校進学率などの指標を改善するための施

策、教育や生活支援、保護者の就労支援などを

定める、国と地方自治体は、貧困家庭の就学や

学資の援助、学習支援といった教育支援に取り

組む、各都道府県は、子供の貧困対策について

の計画を策定するとあります。「子どもの貧困

対策の推進に関する法律」に関して、県として

どう受けとめ、今後どう考えるか、知事にお伺

いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 「子どもの貧困対策の

推進に関する法律」でございます。この法律が

目指しておりますように、子供たちの将来が、

その生まれ育った環境によって左右されること

のない社会を実現していくことは、大変重要で

あるというふうに考えております。本県におき

ましては、これまでも、家庭環境や経済状況な

どに応じて、子供等に対する教育の支援や経済

的支援などを行っているところでありますが、

引き続き、これらに取り組んでまいりますとと

もに、今後、この法律に基づいて、国が定めて

公表することとなっております「子どもの貧困

対策に関する大綱」を踏まえ、県として必要な

施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 意見があるんですが、ちょっ

と抑えて……。本県の実態でも、高校や大学へ

の進学を希望しても経済的な理由で断念、専門

的な知識を習得できないまま大人になっても安

定した仕事につけず、結果、貧困から抜け出せ

ない状況というのがあります。現在、縦割り行

政で行われている教育支援、生活支援、保護者

への就労支援の施策を総合的な対策として進め

ていくことが、貧困解決への大きな一歩になる

と考えております。例えば、埼玉県で３年前か

ら実施している生活保護受給者チャレンジ支援

事業の教育支援の取り組みについて、福祉保健

部長の見解を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 子供たちの学

びの機会を確保することは大変重要であります

ので、生活保護世帯の子供たちに対しては、従

来から義務教育における教育扶助が行われてお

りますが、平成17年度からは高等学校等就学費

の給付が開始され、充実が図られてきていると

考えております。お尋ねの埼玉県の取り組みに

つきましては、生活保護受給者の自立を支援す

ることを目的としているものでありまして、参

考とすべき点もあろうかと思います。いずれに

しましても、生活保護世帯の子供たちを対象と

した教育支援のあり方につきましては、今後、

各県の状況等も調査し、その必要性を含め検討

してまいります。

○河野哲也議員 衆議院の予算委員会で、公明

党の斉藤幹事長代行の田村厚生労働大臣に対す

る質問の答弁の中に、埼玉県のような学習支援

というのは、全国でもう94自治体が実施してい

るとありました。もちろん、学習支援のみを

もって貧困対策していますというのは、確かに

問題です。しかし、制度化する前の埼玉県のよ

うな積極的な取り組みというのが、今後の生活

保護受給率の抑制につながるのではないか。ど

れだけつながるかということを考えると、先ほ

ど知事の答弁の中にあった、「子供たちの将来

が、その生まれ育った環境によって左右される

ことのない社会を実現することを旨として」と

いうのが、「子どもの貧困対策法」の基本理念

でございますので、どうか積極的な対応をぜひ

考えていただきたいと思います。埼玉県はもう

３年前から取り組んでいるんだということを考
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えていただきたいなと思います。

親守詩（おやもりうた）についてです。「マ

マとよむ おやすみまえの おたのしみ すな

おになれる まほうのじかん」、これは７月28

日、親守詩静岡県大会で静岡県知事賞になった

作品です。親守詩とは、子守唄をもじって子供

が上の句をつくり、親が下の句でつなげる連歌

です。子供が親にふだんなかなか言えない思い

を五・七・五の歌に込め、その思いを受け、親

が七・七に心を込める、いわゆる「感謝」と

「親心」を表現する親子のキャッチボール短歌

です。このほか、第１回静岡県大会賞、「おと

うさん たたかいごっこありがとう あそんで

わかる このせいちょう」、テレビ静岡賞、

「お父さん 今日のテストもだめだった おま

えはきっと 大器晩成」とありました。ここま

での取り組みは、やはり学校での教育活動があ

りました。その実践例も報告されていました。

ところで、本県小中学校において、親子のきず

なを深めるための取り組みがどのように行われ

ているか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 親と子が心を通わせ

お互いのきずなを深めていくことは、子供の人

格形成の上で極めて重要なことであり、小中学

校におきましても、親子が一緒になって活動す

る取り組みを意図的に位置づけて取り組んでい

るところであります。例えば、子供が10歳とな

る小学校４年生で行う「２分の１成人式」や中

学２年生で実施する「立志式」、小学校６年生

や中学３年生の卒業の日の学級の時間などにお

いて、子供たちが親への感謝の気持ちを伝えた

り将来への決意を述べたり、例えば、心のこも

る花束を渡すとか、お父さんお母さんにメッセ

ージカードを渡すとか、そのような節目の時期

に、親と子がきずなを深める取り組みがなされ

ております。また、「みやざき弁当の日」の取

り組みで、親のアドバイスを受けながら子供が

弁当づくりに挑戦したり、さらには親子で参加

するレクリエーション、奉仕作業などの取り組

みの中で、親子がともに笑い、汗を流す活動を

共有したりすることで、親と子がそれぞれのよ

さや思いを十分に理解し合い、信頼をより確か

なものにしていくことができるような取り組み

がなされているところであります。

○河野哲也議員 今、答弁の中にありました

「２分の１成人式」、親が参観してサプライズ

で子供に手紙を渡すという実践も行われている

とお伺いしています。しかし、子供の思いに対

して、言葉で親が寄り添うという機会が非常に

減っているのではないか、そういうふうに感じ

ます。今回の静岡県大会で5,434作品の応募が

あったそうです。後援として、静岡県、静岡県

教育委員会、静岡市のほか、県内54市町と教育

委員会です。この親守詩大会は全国的な広がり

を見せています。各県の県知事賞の作品です。

埼玉県大会、「遠くの地 ひとりがんばる 父

恋し 長男坊よ 家族まかせた」。山口大会、

「抱っこだと 風邪がうつるよ お父さん 何

を言ってる 親子じゃないか」。北海道大会、

「毎日の 母の笑顔で 頑張れる ママの癒し

は あなたの笑顔」。10月20日、東京で文科省

後援の全国大会も開催されます。親守詩の大会

が全国的に行われていますけど、この取り組み

について教育長の見解をお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 私も、「お母さん

おいしいごはん ありがとう」という子供の句

について、「おばあちゃんから うけついだの

よ」というような歌を見つけましたが、親と子

がこのように心を通わせ、お互いのきずなを深

めていくことは、子供の成長にとっても、親が
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子育ての喜びを感じる上でも大変重要であると

考えております。家庭における親子のきずなづ

くりを推進するため、本県では、例えば読書を

通して家庭のコミュニケーションを図る家読

（うちどく）―家庭読書を略して「家の読」

と書いて家読という運動に取り組んでおりま

す。また、昨年度、親になるための学習につい

て議員に御指摘いただいたところであります

が、現在、親としての役割や親として子供へど

うかかわるかなどを学ぶ、家庭の教育力の向上

を図るための「みやざき「親学び」プログラム

事業」に取り組んでいるところであります。議

員が紹介されました親守詩は、子供から親への

感謝と親の我が子への思いを表現する短歌であ

り、親子のきずなを深めることのできる取り組

みであると認識しております。

○河野哲也議員 宮崎県教育委員会が主催する

となかなか難しいかもしれませんけれども、例

えば、延岡市には若山牧水青春短歌大賞という

のがあります。例えばその中でそういう部門を

つくるとか、いろいろな工夫を探っていただき

たいなというふうに思います。これだけ伝統

的、文化的な土壌のある県はないと思います。

どうかよろしくお願いします。

交通安全対策に入ります。交通安全対策につ

いて幾つか質問させていただきます。

９月21日から30日までの秋の全国交通安全運

動が始まります。子供と高齢者の交通事故防止

が重点運動のようですが、どうか関係各位の実

効性のある取り組みをお願いいたします。宮崎

県の後部座席シートベルト着用率19.2％、全国

ワースト２位、ちなみにチャイルドシートの着

用率も全国ワースト４位となっています。本日

はこの件についてはこれ以上触れません。政策

評価を確認いたしましたが、交通事故について

は、前年度より減少と言いつつも、高どまりし

ていること、高齢者の死亡の割合は、前年度を

上回っていることを考えると、県民全体の交通

事故に対する意識向上の啓発は、先ほどのシー

トベルトの実態も含め、現状でよしということ

にはなりません。

そこで、最近危惧する事案についてお伺いい

たします。多くの議員が実践していらっしゃる

ように、私も自分の修業と県民の皆様への感謝

の思いで、朝の辻立ちを行っています。最近、

携帯電話をかけながら運転するというドライバ

ーはほとんど見かけなくなりました。ところ

が、憲法記念日の街頭だったでしょうか、お昼

どきに見かけたドライバーに愕然といたしまし

た。視界を塞ぐぐらいの大きなペットを抱いた

まま運転しているのです。先日、同じ市民相談

を受けました。大きな事故になる前に取り締ま

りをということでございましたが、ペットを抱

いての運転は非常に危険だと思います。本部長

の見解、対策をお願いいたします。

○警察本部長（白川靖浩君） 議員御指摘の

ペットを抱いて運転する行為につきましては、

道路交通法上、これを直接禁止する規定はあり

ませんが、運転者の視野やハンドル操作を妨げ

ることもあり得ますので、この場合には、乗車

積載方法違反や安全運転義務違反に問われるこ

ともあります。県警察といたしましては、この

ような行為は、交通事故を引き起こすおそれも

あることから、ドライバーの皆様には控えてい

ただきたいと考えております。このため、街頭

活動を通じて、このような運転者を発見した際

には、指導取り締まりを行いまして、交通事故

の防止や、さらには運転マナーの向上に努めて

まいる所存でございます。

○河野哲也議員 結局ペットの命を奪う結果に
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ならないようにということで、どうか指導のほ

うをよろしくお願いしたいと思います。

今月上旬、高千穂町議選がございました。無

投票で、宮崎県で８人目の公明党女性議員が誕

生いたしました。久しぶりに高千穂に通い詰め

ました。国道218号を走ると、複数のトンネルを

通ります。その中で、日之影の中村トンネル

は、全長620メートルですが、非常に運転しにく

いところであります。地元の人からの声です

が、大きなカーブで道路幅に余裕がなく、側帯

がほとんどないため、原付バイクは怖くて走れ

ないと聞きました。思わず歩道部分を走りたく

なるそうです。日之影の国道218号中村トンネル

で交通安全を確保する手段はないのか、県土整

備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 国道218号中

村トンネルは、一部カーブ区間を有します延

長620メートルの２車線のトンネルで、制限速度

は時速50キロメートルとなっております。この

ため、トンネル内での安全な通行を促す目的

で、入り口にカーブをあらわす標識や減速マー

キングなどの交通安全施設を設置しているとこ

ろでありますが、議員御指摘のとおり、原付バ

イクも走行し、車両の追突事故等も発生してい

ますことから、さらに安全性を向上させるた

め、ドライバーに、よりわかりやすい標識等の

設置について、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 ありがとうございます。県

下、本当に運転しにくいトンネルがあるのでは

ないかと思います。また、点検等を行っていた

だいて善処していただきたいと、そのように考

えます。実は調べたところ、中村トンネルで

は、過去５年間で５件の物損事故、それと１件

の人身事故が起きています。25年も１件、貨物

自動車の事故が起きています。本当に早急な対

応をよろしくお願いしたいと思います。

ところで、知事は宮崎県交通安全推進本部の

本部長であります。交通安全対策にどのように

かかわっているか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 県交通安全対策推進本

部は、県内95の関係機関・団体で構成しており

まして、年７回の交通安全運動などを実施して

おります。また、啓発リーフレットの配布や、

テレビ、ラジオ、新聞等による広報・啓発を通

じまして、県民の交通安全意識の醸成に取り組

んでいるところであります。私も本部長としま

して、交通安全運動の開始式や街頭での交通安

全啓発キャンペーンに参加をして、直接、県民

の皆さんに交通安全の呼びかけを行っておりま

す。また、県内で残念ながら交通死亡事故が多

発した際には、本部長として、迅速かつ適切に

交通死亡事故多発警報を発令しまして、地域住

民の注意喚起を促すとともに、警察に対しまし

て、発令期間中の街頭指導の強化などをお願い

しております。交通事故の防止は県民すべての

願いであります。引き続き高齢者のかかわる事

故を大変憂慮しております。最近、敬老会など

に行きましても、必ず交通安全の注意をお願い

しているところでございますが、今後とも、関

係機関と連携しまして、県民総ぐるみによる交

通安全活動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 知事の多岐にわたる活動、本

当にありがとうございます。一方知事、ぜひ交

通安全にかかわるボランティア活動に目を向け

ていただきたいというふうに思います。ことし

の６月、東京で男児３人切りつけ事件の現場

で、71歳の交通指導員の男性が刃物男に立ち向

かっていったとの報道があったと思います。子
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供たちは軽傷で済んだとのことですが、もしこ

の交通指導員がいらっしゃらなければ、どう

なっていたでしょうか。延岡においても、34名

の交通指導員に、朝、児童生徒の登校時に安全

指導を行っていただいております。先日、関係

者とお話をする機会があり、活動の中でさまざ

まな課題があることを伺いました。まず、県は

県内の交通指導員の状況を把握しているか、総

合政策部長に確認します。

○総合政策部長（土持正弘君） 本県では、各

市町村がそれぞれ条例や規則等を定め、非常勤

職員として交通指導員を配置しておりますが、

定数や勤務形態、報酬等は各市町村で独自に設

定されているところでございます。県内では、

現在すべての市町村に合計386名の交通指導員が

配置されておりまして、条例等で規定されてい

る指導員の定数―これは上限を定めておりま

すが―これに達している市町村が６市町と

なっているところでございます。

○河野哲也議員 交通安全協会ではなくて、宮

崎県では交通指導員の連絡協議会というのをつ

くられています。全国的に結局自主的なボラン

ティア活動ということで、そういう組織化はな

かなかされていないんですが、宮崎はされてい

るということでした。その意見交換の中で、交

通指導員の必要性はどの市町村も認識している

と。しかし、ある意味、個人の自主性に任され

ているため、取り組みに温度差が出てきている

と、先ほど答弁がありました。ほとんどの市町

村で定数に達していないと、そういう声が上

がっています。交通指導員の士気を高めるため

に、資質の向上に資する援助や活動維持のため

の配慮等の支援が必要であると感じておりま

す。交通指導員の士気を高めるための処遇の改

善について、県は支援できないか、総合政策部

長にお伺いいたします。

○総合政策部長（土持正弘君） 議員御指摘の

とおり、この交通指導員の皆様の士気といいま

すか意欲を高めることは、大変重要であるとい

うふうに考えております。県では、交通安全に

関し顕著な功績のあった個人や団体、学校を対

象に、毎年度、知事表彰を行っておりますが、

これまで交通指導員の方が多数この表彰を受賞

されておりまして、指導員の皆様の献身的な御

努力に報いるとともに、活動への意欲の喚起に

寄与しているものと考えております。また、交

通指導員や市町村担当職員等を対象といたしま

した研修会を毎年度開催し、必要な情報や知識

の提供等の支援を行っているところでございま

す。県といたしましては、今後とも、交通指導

員の皆様を、側面的にではありますが、しっか

りと支援し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 前回も質問しましたけど、高

齢者の積極的な社会参加につながる支援になる

と思います。知事、どうか交通安全のために陰

で動いている指導員の方々の声を聞いていただ

いて、一層の改善を望みたいと思います。

次に行きます。脳脊髄液減少症患者支援につ

いてお伺いいたします。

９月５日の報道で、頭痛診断の世界的な解説

書と位置づけられる「国際頭痛分類第３版」

で、脳脊髄液減少症の診断基準が改定され、対

象となる患者が拡大される方向に変更されたこ

とがわかりました。今回は、改定される第３版

の大きな特徴として、頭を上げていると頭痛が

悪化するまでにかかる時間を診断の条件とはし

ないということ、第２版は、ブラッドパッチと

いう治療法で、発症原因別に72時間以内や７日

以内に頭痛が消えることを診断の条件にしてい
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たのですが、第３版は、治療後に頭痛が消える

までの時間を条件にしないということでありま

す。厚生労働省研究班のメンバーでもある脳脊

髄液減少症の第一人者、篠永正道教授は、「第

２版が、頭痛の悪化やブラッドパッチの効果に

関して設けていた時間的な条件は、裁判でも研

究班の議論でも大きなおもしになってきた。お

もしがとれたことで状況は一変する」と述べら

れていました。適正な診断が広がり救済される

患者がふえると、期待が高まっております。

さて、本県においても、昨年の12月に、患者

の会の代表が知事に対して要望書を提出いたし

ました。１、県立病院において先進医療の申請

と診療の開始、２、県主催で専門医を招き、勉

強会の開催及び患者救済のための意見交換会を

実施、３、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実施、４、子供の脳脊

髄液減少症の実態調査及び教師・保護者への啓

発を、との訴えがありましたが、県はどのよう

に取り組みを行っているか、福祉保健部長にお

伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 脳脊髄液減少

症は、交通事故やスポーツ外傷等を原因とする

症例が多いとされておりますが、まだまだ研究

も十分ではありません。何よりも大切なこと

は、医療、警察、学校などの関係者が、正しい

知識を持った上で、患者の方々の病状を理解

し、その苦しみに寄り添いながら、適切に対応

していくことにあると考えます。このため、現

在、宮崎県難病相談・支援センターが準備中の

医療機関や県民向けの研修会に助成を行うとと

もに、センターと連携しながら、県警本部、県

教育委員会など関係者にも、この研修会へ参加

いただくようお願いをいたしております。ま

た、ことし７月には、診察などが可能な医療機

関について再調査を行いまして、現状を把握い

たしますとともに、その結果や有効な治療法と

されております、いわゆるブラッドパッチ療法

等の情報、さらには、この病気の特殊性などを

県のホームページに掲載するなど、情報の提供

も図っているところでございます。さらに、ブ

ラッドパッチ療法につきましては、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、届け出基準を満たしていた

宮崎大学医学部附属病院に要請し、本年６月に

届け出を行っていただいたところであります。

県といたしましては、今後とも、要望を踏まえ

た対応に努めてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 やっと勉強会が実現します。

脳脊髄液減少症に関する実態調査と教師・保護

者への啓発、その後の取り組みを教育長にお伺

いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 各学校におきまして

は、児童生徒の疾患や健康状態の把握を行うた

めに、年度当初及び体育行事等に合わせて、す

べての児童生徒を対象に保健調査等を実施いた

しております。それらの調査を通して、脳脊髄

液減少症を含め、さまざまな疾患の疑いがある

場合には、必要に応じて個別相談を行い、学校

医との連携を図りながら、児童生徒の健康管理

に努めているところでございます。県教育委員

会といたしましては、脳脊髄液減少症に関する

文部科学省の通知文をもとに、すべての公立学

校に情報を提供するとともに、養護教諭研修会

などにおいて、学校における適切な対応が図ら

れるよう指導いたしているところであります。

今後とも、教職員や保護者へ一層の啓発が図ら

れるよう取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 宮崎もこれで一歩前進であり
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ます。答弁にありましたが、厚生労働省

は、2012年５月17日、脳脊髄液減少症に効果的

なブラッドパッチ療法を先進医療に指定しまし

た。どうか、患者さんが安心して治療を受ける

ことのできる環境づくりをお願いしたいと思い

ます。

最後でございます。冠水対策でございます。

国道10号が冠水することによって、交通が遮

断され、経済活動もとまってしまう。雨量に

よって高速道が通行どめになってしまうという

実態を２月議会でただしました。その早急な対

策を求めたところ、国との検討に入ると答弁い

ただきましたが、国道10号土々呂地区、船越交

差点付近の冠水対策のその後の状況について、

県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 国道10号の

土々呂地区及び船越交差点付近の冠水対策につ

きましては、昨年度から、道路管理者である国

におきまして調査が行われてきたところでござ

います。このたび、道路や河川、下水道など各

施設の管理者が一堂に会しまして第１回目の会

議が開催され、その中で、新たな排水溝の設置

や既設排水路の改修など具体的な対策案が示さ

れました。今後は、各管理者におきまして、具

体的な対策案をより詳細に検討していくことに

なりますが、県としましては、冠水対策が円滑

に進められるよう、国や関係市、町と連携しま

して取り組んでまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 ことしはまだ大きな被害があ

りませんが、ぜひ早急な対応をよろしくお願い

したいと思います。

夏休みに、実は、県北サポートステーション

協賛の「みやざき犬ひぃくん、むぅちゃん、

かぁくんとのラジオ体操」がありました。サポ

ステ前の公園で150名の子供たちとラジオ体操を

するということで、私も娘を連れて参加しまし

た。社会貢献の一つとして、利用者さんがス

タッフとして汗をかいていました。みやざき犬

は、ことしも「ゆるキャラグランプリ」にエン

トリーし、投票はきのうから11月８日までだそ

うです。私もポチッと昨日ワンクリックさせて

いただきましたが、あのダンスがあれば、日本

一が狙えるなと、甲子園に次ぐてっぺんへの挑

戦だと思います。知事は、県下をよく回ってい

ただいています。きのうも清山議員がおっしゃ

いましたが、副知事２人制にしたのですから、

ある意味、デスクワークの部分は副知事に任せ

て、もっとくまなく歩いていただきたい。外に

も飛び出していただきたい。それが県政の安定

につながり、２期目の期待につながります。以

上をもって質問のすべてを終わります。ありが

とうございました。（拍手）

○福田作弥議長 次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 先般通告し

ておりました項目について、順次質問をさせて

いただきます。

かつて青年団は、地域の若者の交流はもちろ

んのこと、地域の活性化の核であり、情報を発

信し、また地域を結び、県を動かし、若者同士

が切磋琢磨することにより、日本の勢いを生み

出していたと言ってもいい、すばらしい活動を

されていました。また、この青年団活動が社会

性や能力向上の場となり、数多くの有能な人材

を輩出してきた、そこに貢献してきたことは紛

れもない事実です。

しかし、近年は、団員の減少とともに活動が

低迷しており、青年団の存在感は年々小さく

なっております。それでも、諸塚村、西米良

村、椎葉村の青年団は、持ち回りで合同音楽イ

ベントを開催したり、串間市では、毎年盛大に
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ビーチバレー大会が開催されており、木城町で

は、青年団が中心となり、ＳＡＰや商工会青年

部らとともに、西日本最大級のマウンテンバイ

ク大会を開催し、全国各地から愛好者が集う大

会をつくり上げてくれています。まだまだ地域

で踏ん張っている若者はいます。そして、それ

を支える教育事務所の先生方もたくさんいらっ

しゃいます。

県としても、こども政策課が独身者の出会い

のきっかけづくりの事業を展開したり、中山間

地域政策課が地域の交流人口拡大の支援をして

いたり、総合政策課が多職種の若者ネットワー

クづくりのために取り組みをされていますが、

事業成果は見えにくく、部局横断的連携がとれ

ているとは言いがたい状況にあります。それら

若者に関する事業が凝縮されたものが青年団活

動であり、青年団が活発であれば、それだけで

婚活にもなり、少子化対策にも効果が上がるこ

とは間違いないのです。

私も、大学を卒業後、地元の青年団に入

り、15年ほど活動し、県内外の仲間とともに汗

を流せたことは、今でも大きな財産となってい

ます。今回、青年団に関する質問をつくるに当

たり、一緒に活動してきた仲間からは、「図師

は、いつになったら青年団の質問をするんだ。

青年団活動を通して現状を知っているおまえが

質問をせずして誰がする」と強く背中を押され

ました。青年団の活動の再興策については、現

役青年団員はもちろんのこと、青年団ＯＢも教

育関係者も大きな期待を寄せています。その関

係者の思いが教育長に届いていることを期待し

ております。

それではまず、青年団の現況とその状況と

なっている原因について、教育長にお伺いいた

します。後の質問は質問者席にて行います。

（拍手）〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えしま

す。

青年団活動の現況についてであります。宮崎

県青年団協議会が発足した昭和25年には、青年

団には団員数約２万人の登録があり、昭和28年

にピークを迎え、約３万5,000人を数えました。

平成元年に約2,500人、10年前の平成15年に

約1,200人となり、現在、県青年団協議会に登録

している団員数は約470人でございます。このよ

うな状況ではありますが、青年団は、各地域で

特色ある活動を行い、引き続き地域活動の中核

的な役割を担っていただいております。青年団

は、先ほど議員が御紹介いただいた力強い活動

例に加え、例えば、高原町青年団では、新燃岳

の灰を販売し、その益金を東日本大震災の義援

金として贈る活動や、小林市青年団では1,000人

を超す大合唱イベント、延岡市青年団ではウオ

ーキング大会など、地域を盛り上げるととも

に、地域の活性化につながる活動を誇りを持っ

て、力強く展開していただいております。以上

であります。〔降壇〕

○図師博規議員 今の教育長の御答弁にありま

した、残念ながらやはり時代の流れとともに、

青年団活動が数的には衰退しているという現状

ですが、時代のせいだけではなくて、私は、県

の政策にもその衰退の責任の一端はあると思っ

ております。

私が現役で活動していた平成10年代には、県

は、「若人ひむか活性化塾」という事業を立ち

上げてくれていました。この事業の内容は、近

隣の青年団が合同で活動を行う際に、費用の一

部が補助されるというもので、活動資金の捻出

に苦慮していた青年団にとっては、まさに血の

通う事業でありました。各市町村単位が基本で
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あった活動が、規模が大きくなることにより、

参加してくる若者も交流人口もふえていきまし

た。また、このころは、若い学校の先生方も青

年団活動に参加していただき、また教育事務所

の先生方も、昼夜を問わず我々と一緒に汗を流

してくれていました。

この事業は、単なる補助にとどまらず、県内

を県北、県央、県南の３ブロックに分け、年に

１回ずつ団員が集結し、地場の農林漁業体験を

したり、シーガイアのサミットホールを貸し

切って活動報告会をしたり、とにかく盛り上

がった事業でありました。もちろん、これらの

イベントは、選抜された青年団の役員が企画・

運営、取り仕切りをする、また、それをするこ

とが勉強になり、団結力を生んでいた事業でも

あります。また、「若人ひむかリーダー養成

塾」という事業もあり、各塾の塾長が１週間ほ

ど国内の先進地を訪問し、全国の地域活性化団

体と交流、そして活動をともにし、学ぶという

機会もつくっていただいておりました。

この「若人ひむか活性化塾」に参加した仲間

が、今、国会議員になったり、市長になったり

しており、そのほかにも地域で脈々とリーダー

として活躍している仲間がたくさんいます。こ

の県が進めた事業は、青年団が勢いを取り戻し

ていることを肌で感じることのできるものであ

り、10年間はこの事業は継続され、将来的に

は、アジアの若者と友好関係を築いていこうと

いう壮大なビジョンが描かれていたものです。

その夢に向かって、県内の若者は突き進んでい

ました。

ところが、道半ばで青年団には何の説明もな

いまま、あっけなく事業は打ち切りとなってし

まいます。仲間がふえ、後継者も育っていたや

さきの出来事に愕然としたことを覚えていま

す。もちろん、いつまでも補助を当てにする活

動ではいけないことは承知しておりましたし、

補助がなくなっても継続できる活動を創出して

いこうと階段を上っておる、そんなときに、は

しごを外された感がありました。

県は、この「若人ひむか活性化塾」、また

「リーダー養成塾」というような事業をどう評

価されていたのか、その評価があった上で、な

ぜ途中でその事業が打ち切りになったのか、教

育長に再度お伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 「若人ひむか活性化

塾事業」は、青年層のネットワーク化を図ると

ともに、地域の21世紀を担う人材を育成するこ

とを目的に、平成13年度から実施した事業でご

ざいます。本事業６年間の取り組みによりまし

て、市町村の枠を超えて、新たに21の青年グル

ープが結成され、ボランティア活動や青少年育

成活動など、各地域の特色を生かした活動が行

われました。さらに、県内３ブロックにおい

て、本県の農業や林業などの実態について、体

験を通して学習し、約800人の塾生や県内の青年

が一堂に会して、元気な地域づくりについて夜

を明かして熱く語り合い、大きな盛り上がりが

あったと伺っております。この事業によりまし

て、本県の若者の活動全般に大きな刺激を与

え、その結果、地域の青年グループの連携が進

むとともに、多くの若者に地域づくりへの参画

意識が醸成されたと考えております。当事業

は、18年度をもって終了しましたが、そのよう

な活動というのは脈々と受け継がれておりまし

て、引き続き、地域において国際交流活動や清

掃活動に現在も取り組んでいただいているグル

ープもあり、継続的でかつ大きな成果が得られ

たと考えております。

○図師博規議員 ならば、何で途中でというと
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ころがあるわけです。あれがまだ、活性化塾の

事業が続いておれば、今の青年団が500人を切る

ような、そういう状況にはならず、さらに団員

数がふえていたという可能性もあるわけで、正

直申しまして、知事がかわったときに、この事

業は打ち切りとなっております。教育事務所の

先生方、また教育委員会の先生方も、この事業

には参画されておりましたので、熱い気持ちは

現場にはあったと思うのですが、知事までには

伝わっていなかった。河野知事ではありませ

ん。前の知事ですね。そのときの流れがなぜ切

れてしまったのかというのは、非常に残念で仕

方ありません。

でも、現在も青年団は、活動を脈々と続けて

いただいておりますし、地域には、青年団に合

流はしていないけれども、活動している団体も

あります。また、潜在的に活動したいけれど

も、どこでどう活動していいかわからない若者

もいるわけです。それらの若者をどう掘り起こ

し、どうつなぎ、その活動を支援していくの

か、再度、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 口蹄疫や東日本大震

災以降、地域のきずなの大切さが見直され、例

えば、川南町や都農町では、若者の団体が力を

合わせ、口蹄疫の際には、拡散を防止する消毒

活動に率先して取り組まれるだけじゃなくて、

その後も、復興支援を目的にロックフェスティ

バルを行う、そういうことなど多くの若者が街

を元気にするために頑張っていただいておりま

す。また、ツイッターやフェイスブックなどの

若者を結びつける新たなツールを利用して、イ

ンターネット動画番組を自主制作し、地元のよ

さを発信するなど、若者の活動の幅も広がって

おります。

東九州自動車道の整備が進む今、宮崎を飛躍

させる絶好の機会でもあり、若者の力を結集さ

せることが、地域の活性化を進める大きな力に

なるものと考えております。このようなことを

踏まえ、これまで、県青年団協議会や青年大会

などの行事や活動に支援を行っていくととも

に、私も機会あるごとに、そういう大会に伺っ

ております。ついせんだっては、県の青年大会

に知事も出席いただき、熱いメッセージを伝え

ていただきました。今後、変化する時代の状況

を踏まえながら、例えば、インターネットを

使った情報交換のサイトを立ち上げることはで

きないかとか、各地域で活動している青年グル

ープのネットワーク化が図れないかとか、さら

には、人材の育成支援はどうしたらいいかな

ど、どんな支援ができるかを含め、さらに検討

してまいりたいと考えております。

○図師博規議員 知事もおっしゃいました、県

づくりは人づくりだと。私もその言葉に全く同

感でございます。今の教育長の思いが、これか

らの事業化に、予算化につながることを大いに

期待しております。

それでは、次の質問に移ります。障がい者福

祉についてであります。

現在、県税条例において一定の要件を満たす

障がい者については、自動車税及び自動車取得

税の減免措置が設けられております。また、平

成20年からは、特別支援学校に通学する際に使

用する車については、療育手帳Ａだけでなく、

Ｂ１、Ｂ２も減免の対象となっています。この

対象の拡大は十分評価できるものではあります

が、一方で、同じ療育手帳を持ち、小中学校の

特別支援学級に通学するときに使用される車

は、減免の対象となっていません。保護者の方

々は、学校や教育委員会との話し合いの中で進

学先を選定されていきますが、遠方で公的な交
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通手段が確保できない場合は、保護者がみずか

ら運転して送迎をされています。同じ障がい者

や生活のしづらさを抱える子供たちの送迎であ

るにもかかわらず、県税の優遇措置に格差があ

るということはおかしいと思います。なぜこの

ような状況になっているのか、総務部長にお伺

いします。

○総務部長（四本 孝君） 身体障がい者等に

対する自動車税等の減免につきましては、自動

車が障がい者の日常生活に必要不可欠となって

おりますことから、障がい者の社会生活を税の

面から支援するものであり、特別支援学校等の

通学に対する減免につきましても、その一環と

して行っているところであります。このうち、

療育手帳Ａ判定など一定の障がいのある児童生

徒の通学に使用する自動車につきましては、障

がいの程度が重度でありますことから、特別支

援学校や特別支援学級を初め、学校への通学を

減免の対象としております。また、特別支援学

校において、療育手帳Ｂ判定の児童生徒が通学

に使用する自動車につきましても、特別支援学

校の通学者が県内の広範囲に及び、保護者の送

迎の負担も大きいということから、減免の対象

としているところであります。

○図師博規議員 特別支援学校に通学する方々

だけが減免の対象になっているというのは、地

理的な条件によるものというような内容の答弁

でしたが、中山間地に住まわれている方々は、

片道10キロも15キロもあるところから特別支援

学級に送迎されている方もおり、片や市街地に

住む方は、近距離に特別支援学校がある方もい

らっしゃいます。ですから、特別支援学級に通

学している生徒は、自宅から容易に通学できる

環境にあるという概念は改めていただきたい。

これらの不公平を是正するために、新富町で

は、裁量権のある軽自動車税について、特別支

援学級に通う場合でも減免の対象とすることが

議論され、準備が進んでいます。県も直ちに見

直しをすべきと考えますが、これにつきまして

は、教育長の見解をお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 小中学校に通う障が

いのある児童生徒が、安心で安全に通学できる

ことは大変重要であると考えております。通学

に使用する自家用車に係る自動車税等の減免に

つきましては、最終的には知事部局におきまし

て判断されるものでありまして、特別支援学校

の児童生徒の通学に使用する自家用車につい

て、以前、療育手帳Ｂ判定まで減免を拡大した

際には、保護者からの要望もあって、さまざま

な議論を経て実現したと聞いております。県内

の知的障がい特別支援学級は283学級あり、829

名の児童生徒が在籍いたしております。教育委

員会といたしましては、障がいのある児童生徒

への支援のあり方はどうあればいいのかという

観点から、先ほど申し上げました児童生徒の中

で、療育手帳がＢ判定であって、かつ専ら通学

に自家用車を使用している児童生徒が何名いる

のか、またどんな状態か、まずは対象となる児

童生徒の現状について把握してまいりたいと考

えております。

○図師博規議員 状況を把握していただいた後

は、速やかに制度の拡充をしていただくことを

求めます。

次に現在、精神障がい者やその家族、そして

地域の交流の場となっております元県立富養園

の活用についてお伺いいたします。富養園の跡

地については、現在、ＮＰＯ法人ハッピーデイ

ズが精神障がい者支援事業を展開されています

が、建物の老朽化に伴い、今回、大規模な解体

と運動場を含めた整地がされる予定となってい
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るようです。そこで、１点気がかりなことがあ

ります。それは、以前同じ富養園敷地を整備し

た際に、医療廃棄物などが大量に掘り出された

という情報を関係者から聞きました。その廃棄

物は、実際にどのようなものであったのか、ま

た、どの程度の量が出てきて、どう処理された

のかを病院局長にお伺いします。

○病院局長（渡邊亮一君） 平成20年度末に閉

院しました県立富養園の跡地につきましては、

平成24年１月に、その一部、約１万8,500平方メ

ートルを隣接する支援学校の用地として、県教

育委員会に所管がえを行ったところでございま

す。その後、同年５月─24年の５月でござい

ますが─県教育委員会から、医療廃棄物と思

われる薬品の瓶や注射器のガラス片などが出土

したとの報告を受けまして、現地調査等を行っ

た結果、昭和27年の開園当初から昭和39年ごろ

までの間に、一般廃棄物とともに医療廃棄物が

敷地内に埋却されていたことが判明いたしまし

た。昭和20年代から30年代ごろのこうした廃棄

物の自家処理は違法ではございませんでした

が、この廃棄物につきましては、廃棄物処理を

所管している県循環社会推進課と高鍋保健所の

指導を仰ぎながら、保健所及び隣接する支援学

校の立ち会いのもとで掘り起こしを行い、多量

の一般廃棄物、例えば牛乳瓶とか陶器の破片な

ど、生活関連の一般廃棄物も多量に含まれてお

りますが、全体で約24トンの廃棄物を焼却処分

しており、現在の法律に基づいて適正に処理を

行いました。なお、病院局では、出土した土地

を含め、所管がえした全区域につきまして、保

健所等の指導のもとに、県環境科学協会に委託

しまして、土壌調査を行うとともに、掘り起こ

し調査を行った結果、全ての調査地点で土壌汚

染の問題はなく、かつ、残存する医療廃棄物は

確認されませんでした。以上でございます。

○図師博規議員 24トンもの医療廃棄物を含む

さまざまなものが掘り出されたということです

が、その違法性はなく、また、その後も適正に

処分されたことは理解できました。

それでは、その廃棄物が掘り出された当時、

その掘り出された内容は、どこまで関係者に報

告をされましたでしょうか。病院局長、お願い

します。

○病院局長（渡邊亮一君） 医療廃棄物の出土

から焼却処分に至るまでの一連の情報につきま

しては、隣接する支援学校や保護者の皆様及び

県環境社会推進課、高鍋保健所等関係機関に対

し、発見当初の段階、土壌調査の段階、埋設場

所の特定の段階、掘り起こしの段階、焼却処分

の各段階で延べ20回にわたり、現地立ち会いや

文書を配布しての説明を行うなど、適時適切な

情報提供に努めたところでございます。また、

完了後に説明会を設け、保護者の皆様及び関係

者に一連の経過を説明したところでございま

す。

○図師博規議員 延べ20回もの現地の立ち会い

が行われたり、文書配布をされたということで

すが、議会には報告が上がってきておりませ

ん。せめて所管常任委員会には説明すべきだっ

たと私は考えます。

それでは、今回再整備をする部分、また運動

場も含めて整地が行われていくようですが、そ

の部分には、このような医療廃棄物を含む廃棄

物が埋められている可能性はないんでしょう

か、病院局長、お願いします。

○病院局長（渡邊亮一君） 昨年度、県教育委

員会に所管がえした区域につきましては、保健

所の立ち会いのもと、掘り起こしを行って処分

を終えましたが、今年度から解体を行う旧病棟
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など、施設周辺の区域につきましては、50年以

上も前のことで、当時の資料等も残っておりま

せんが、これまでの聞き取り調査を踏まえる

と、今後、新たに医療廃棄物が出土する可能性

は否定できないというふうに考えております。

○図師博規議員 実は私も、当時を知る古い職

員の方から聞きましたが、「多分まだ埋まって

いますよ」というようなことを言われておりま

した。では、病院局長さん、どれぐらいまで埋

まっているのか、そのあたり、どこまで把握さ

れているんでしょうか。もう一度、答弁をお願

いします。

○病院局長（渡邊亮一君） 今後、出土する可

能性があるとすれば、昨年度に出土したものと

同じような薬品の瓶、あるいは注射器のガラス

片などが想定されます。量については定かでは

ありません。

○図師博規議員 つまり、掘ってみないとわか

らないということですね。くれぐれもその際、

適切な情報公開と処理に当たっていただきた

い。そして、安心してその後利用できる環境を

整えていただきたいと思いますが、今後の対応

策につきまして、くどいようですが、再度、病

院局長にお伺いします。

○病院局長（渡邊亮一君） 今後、先ほど答弁

しましたように、来年１月から12月にかけて旧

富養園施設の解体工事を実施しますので、その

際に、改めて当時の関係者に対する聞き取り等

を行い、埋却の可能性があると思われる区域が

ある場合は、試掘調査を行うこととしておりま

す。なお、調査の結果、医療廃棄物が確認され

た場合は、現在の法令に基づき、適正に処理を

行うとともに、昨年と同様、地元の関係者の方

々を含め、必要な報告、説明を行いたいと考え

ております。また、今後、旧施設の解体に伴い

まして、跡地の処分等について検討し、県議会

にもその経過を御報告することになりますの

で、万一、医療廃棄物が確認された場合は、あ

わせて御報告したいと考えております。

○図師博規議員 関係者が納得いく医療廃棄物

の処理がされるということでありました。それ

が大前提ではありますが、今後、富養園跡地に

ついて、ＮＰＯ法人や地域の方々、そして新富

町とどのような調整がされていくのか、また、

どのように跡地を利用する計画となっているの

か、現時点の内容を教えてください。病院局

長。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立富養園跡地に

つきましては、既に全体面積５万5,000平方メー

トルの３分の１に当たる１万8,500平方メートル

を隣接する支援学校に譲渡しておりまして、残

る跡地約３万7,000平方メートルを病院局が管理

しているところでございます。病院局としまし

ては、先ほど答弁しましたように、来年１月か

ら12月までの期間で、ＮＰＯ法人に貸し付けて

おります一部施設を除き、旧病棟などの病院施

設の解体作業を行う予定にしておりますが、こ

の跡地については、病院局の事業としては、今

後利用する計画はございません。したがいまし

て、今後、病院局としましては、この跡地をこ

れまでの原則に従い、不用地として処分するこ

とになりますが、この跡地は、もともと県立富

養園建設の折、地元新富町から寄附された土地

がほとんどでございます。その際は、新富町に

譲渡することも検討する必要があると考えてお

ります。なお、あわせて病院局では、現在、今

年度までの事業として、この跡地を利用して、

精神障がい者の日常生活を支援する事業をＮＰ

Ｏ法人に委託して実施しておりますが、この事

業についての今後の対応も整理する必要がある
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というふうに考えております。

○図師博規議員 地域の障がい者のよりどころ

となっている場であります。くれぐれも利用者

の目線で、またさらにサービスが拡充されるこ

とを前提に、整備・整地を進めていただきたい

と思います。

それでは、次の質問に移ります。スポーツ振

興策についてであります。

現在、宮崎県はバスケットボール、サッカ

ー、野球と、全国から注目される出来事が続い

ております。今まさに県民のスポーツに関する

関心はピークであると言っても過言ではないで

しょう。そこで、今、このタイミングだからこ

そ、本県が２度目となる国民体育大会開催に手

を挙げる絶好のタイミングだと考えます。来年

は長崎県、そしてオリンピック開催の決まっ

た2020年には鹿児島県で国体が開催されること

となっており、九州で２度目の国体誘致に関す

る動きがないのは、沖縄と本県を残すのみとな

りました。国体は、手を挙げたらすぐに開催が

決まるものではなく、さまざまな準備と競技力

向上への取り組みを同時に進めていかなければ

なりません。そこで、国体誘致に関する手続に

ついては、具体的にどのようなものがあるの

か。また、県内において、どのような準備が必

要となるのか、これは教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） ２巡目の国体を開催

するに当たり、当面する課題といたしまして

は、選手強化、施設・設備の整備、実行委員会

や事務局の設置などが考えられます。手順は、

おおよそしか申し上げられないんですが、おお

よその手順といたしましては、１つは日本体育

協会の国体開催基準要綱というのがあります。

それから、最近開催が決定しました県の状況で

は、こんな感じでやっているということです

が、まず、県体育協会が招致を決議し、例え

ば、ここであれば、西日本16県の体育協会長の

同意を得た上で、知事、県議会、県教育委員会

に対して、県体育協会から開催要望書を提出い

ただくということがまず第一段階でございま

す。その要望書を受けて、次に知事が開催の意

向表明をされ、県議会、県教育委員会の招致決

議を経て、県、県教育委員会、県体育協会の連

名で、開催要望書を国及び日本体育協会に提出

することになります。これを受けて、国及び日

本体育協会で協議され、開催が決定されるとい

う運びになっております。

○図師博規議員 今説明がありました流れは一

例であります。それが全てではないわけです

が、私が調べましたところ、通常、申請手続を

始めて国体開催の内定が出るまでには約３年か

かります。日本体育協会では、約10年前をめど

に手を挙げることというのが慣例となっている

ようです。実際、前回の宮崎国体を誘致する際

にも、昭和40年７月の定例議会で黒木知事が国

体誘致を表明され、実際に開催されたのは14年

後の昭和54年９月です。

事務手続に関しても時間はかかりますが、国

体開催に当たり最も高いハードルとなるのは、

ハード面の整備でしょう。実際、1979年の宮崎

国体開催に合わせて整備した陸上競技場は、走

行レーンが８レーンです。ただ、近年、国体が

開催されている陸上競技場を見てみますと、９

レーンになっています。また、バレーボール、

バスケットボールが行われる県の体育館も老朽

化が進んでおったり、空調設備がないなど、改

修をするというレベルではなくて、建てかえを

しなくてはいけない状況となっていると考えま

す。

このように、国体誘致に当たり、県が取り組
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まなければならないハード面の整備には、どの

ようなものがあるのか、また、具体的な数字は

難しいと思われますが、おおよそどれほどの予

算が伴うものなのか、再度、教育長にお伺いし

ます。

○教育長（飛田 洋君） 国民体育大会を開催

するに当たりましては、市町村のスポーツ施設

も各競技の会場として使用するなど、県全体で

取り組まなければならないということですか

ら、概算を見積もるというのは非常に難しゅう

ございます。今言えますことは、国体開催に当

たっては、施設の状況について調査をすること

になりますが、例えば、国体の競技基準を満た

していない施設や老朽化が進んでいる施設につ

いては、改修などの対応が必要になってくると

いうことでございます。

○図師博規議員 具体的な数字は全く出ません

でしたので、近年、国体を開催している県がど

のような整備をしたのか、同等な施設整備をす

るならばどの程度費用がかかるのかを調べてみ

ました。陸上競技場の建てかえにつきまして、

それだけでもう約100億円かかります。県体育館

も建て直すとすれば、約100億円かかります。屋

根つきのプールを整備すれば、さらに100億円、

プラス、維持費に年間億単位の費用がかかりま

す。つまり、それだけの大事業がこの宮崎県に

は今後覆いかぶさってくる。いや、迫ってく

る。そういう状況になっているんです。この大

事業をやり切るには、やはり知事の決断力、そ

して関係者、市町村を引っ張っていくリーダー

シップが何よりも必要だと思います。知事の今

のお考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 議員がおっしゃいまし

たように、東京オリンピック、2020年開催も決

まりまして、スポーツに対する機運が大変高

まっている状況であります。国体への関心も大

いに高まるというふうに考えておるところでご

ざいますが、本県では昭和54年に、「日本のふ

るさと宮崎国体」をテーマにしまして、第34回

大会が開催されたわけであります。その後、競

技力の向上に伴って、全国で活躍する多くのア

スリートを輩出しております。また、そのとき

に整備されました県総合運動公園が、スポーツ

ランドみやざきを支える重要な施設として、

キャンプ等で大いに活用されております。昨年

度、プロ・アマ含めてスポーツキャンプが過去

最大の規模で開催されたわけでありまして、競

技力の向上、さらにはそういうスポーツの振

興、また観光誘客、いろんな面で大きな資産が

残されたものというふうに受けとめておりま

す。

２巡目の国体の開催時期、およそ10数年後で

視野に入ってきたという思いはあるわけでござ

いますが、開催する場合には、今申し上げまし

たような国体の効果というのをとらえて、スポ

ーツの振興はもとより、県民一人一人の健康増

進も含めた、スポーツランドみやざきのさらな

る推進につながるような大会にしてまいりたい

と、そのように考えております。

○図師博規議員 今、もう視野に入っていると

いう御答弁もありましたが、今の知事の答弁

は、開催誘致の宣言であるというふうな理解を

してもよろしいでしょうか、再度お願いしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 今、２巡目ということ

で、各県が東のブロック、西のブロック、中ブ

ロックと、持ち回りで決まっております。その

順々というサイクルを考えますと、本県も当

然、早くて十数年後にはということで、そうい

う意味で視野に入ってきているということを申
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し上げたところであります。国民体育大会の開

催までの手順につきましては、先ほど教育長が

言いましたように、決定までにさまざまな関係

機関との調整段階を経る必要がございます。そ

の検討を踏まえて、やっぱり大事なのは─こ

れは県だけでやる話ではございません。市町

村、競技団体、関係団体、企業も含めて、実行

委員会、事務局の設置、基金について、検討し

ていくことになるというふうに考えておるとこ

ろでございます。しっかりとスケジュール感を

持ちながら、我々としては準備を進めてまいり

たい、そのように考えておるところでございま

す。

○図師博規議員 それではもう、県の体育協会

への働きかけを含め、市町村も含め、知事は今

後、開催に向けた準備に入られる、働きかけを

するというふうに理解をさせていただきます。

今、知事の判断をあおるような質問になって

おりますが、既に全国には３回目の国体を誘致

しようというような動きをしている自治体もあ

ると聞きます。宮崎県が２回目をやれていない

のに、ほかの県は３回目をもう動き出している

とか、じゃ、それを知った県民は喜ぶでしょう

か。喜びません。国体については、県単位で開

催されることが通常ではありますが、前例とし

て、例えば、鹿児島県と徳島県が合同で開催し

たり、福島県、宮城県、山形県が合同で開催さ

れたという年もありました。沖縄県がそれを望

んでいるかどうかはわかりませんけれども、財

政状況を踏まえて、知事同士が腹を割ってお話

をされて、合同で開催するということも一つの

選択肢ではないかと、そういうことも考えてい

くべきではないかと思います。そして、何より

県民のスポーツ力向上につきましては、国体誘

致がゴールではありません。その先、未来へと

続く国際的な選手の育成のためにも、施設整備

はワールドクラスで行うことが望ましいことは

言うまでもありません。

そこで提唱したいのが、前回の一般質問でも

取り上げました、2019年に日本で開催すること

が決まっているラグビーワールドカップの本県

誘致についても視野に入れた施設整備に取り組

んでいただきたいと考えます。前回質問をした

際に、ワールドカップ開催に関する情報を収集

し、検討し、関係機関との協議を行う旨の答弁

をいただきました。試合会場誘致について、具

体的にどのような動き、取り組みをされている

のか、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 2019年に

日本で開催されますラグビーワールドカップの

開催会場につきましては、大会の準備・運営を

行う組織委員会が開催希望の自治体の中から選

定していくこととなっております。本県では、

試合開催会場の選定プロセスに参加する旨の意

思表明を、組織委員会に対し去る６月に行った

ところであり、これを受けて、組織委員会のニ

ュースレターを定期的に受信したり、８月には

県ラグビー協会と合同で、組織委員会主催の会

議に参加し、過去に開催された大会の概要等に

ついて説明を受けたところであります。今

後、10月には、大会会場として必要な設備、立

地等の条件を規定したガイドラインが示される

と聞いておりますので、その内容を精査した上

で、大会前の合宿も含めた誘致に向けて取り組

んでまいります。

○図師博規議員 力強い御答弁でありました。

来月いよいよガイドラインが出されます。そし

て、日本国内で12会場ほど試合会場が選定され

ます。その入札締め切りは１年後、来年の10月

であります。まだ時間はあります。関係団体と
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ぜひ協議を進めていただきたいと思います。ま

たあわせて、試合会場誘致のアクションを起こ

すことで、2016年に決まりますラグビーチーム

のキャンプ地の選定のテーブルにも着くことが

できます。九州内では既に、福岡や大分などが

大型の試合会場を整備して誘致活動にも名乗り

を上げていらっしゃいます。本県、言えばスタ

ジアムがないがゆえに、今後の誘致活動にも困

難を強いられることは明らかなんですが、大分

とは高速道路がつながりますし、宮崎空港から

はキャンプ候補地が近いという地の利がありま

す。ぜひこの地の利を生かした、また関係の市

町村とまさにスクラムを組んで、試合並びに

キャンプの誘致に今後も取り組んでいただきた

い。

それでは、次の質問に移ります。海外展開プ

ログラムについてお伺いします。

閉会中に、農業関係者の方々とインドネシア

に行ってまいりました。インドネシアは、人口

２億4,000万人余りと日本の倍ほどあり、ＧＤＰ

も欧米の経済危機に左右されることなく、６％

以上の安定した成長を続けています。国も、今

後、農畜産物の輸出に関して優先的に輸出解禁

の働きかけを実施する有望国にインドネシアを

挙げていることから、解禁となった際には、ど

の自治体よりも先に輸出できるよう、体制を整

えていくことが重要であります。農業に関する

調査内容につきましては、関係団体との調整が

つき次第、今後の一般質問で取り上げていきた

いと思っております。

今回のインドネシア訪問では、もう一つ重要

な活動を行いました。それは、経済連携協定

（ＥＰＡ）に基づく看護師、介護福祉士候補生

の養成の実態と、インドネシア国内における医

療ニーズの把握に関する調査です。現地では、

看護大学を卒業した学生が、１年間日本語教育

を受け、選抜された者だけが来日するシステム

が構築されており、優秀な候補生が育成されて

いました。平成20年度から始められたＥＰＡに

よる海外看護師及び介護研修生の国内受け入れ

数は、既に2,000人に上っており、医療福祉の現

場において大きな戦力となっているとともに、

国家試験に合格し、永住権を取得する者も着実

に増加しています。しかし、いまだ県内で海外

からの看護・介護研修生の受け入れ実績はあり

ません。そこでまず、本県における介護職員の

充足状況とその職員の人材確保について、どの

ような取り組みをされているのか、福祉保健部

長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 介護職の充足

状況を直接あらわす指標はございませんが、本

県における４カ月未満の臨時的な雇用を除く有

効求人倍率では、７月時点で、全職種が0.65で

あるのに対し、介護関係職種は1.29と高くなっ

ております。県におきましては、人材確保対策

として、福祉人材無料職業紹介やハローワーク

との共催による就職面接会、福祉の職場につい

ての広報・啓発等を実施いたしております。ま

た、宮崎県介護福祉士会が行っております、介

護分野での就労を考えている方などを対象とし

た研修事業等を支援することなどにより、福祉

・介護分野への就業促進を図っております。

○図師博規議員 圧倒的に介護職員の人材が足

りていないということが答弁の旨でありまし

た。

続きまして、県内の看護職員の充足状況と、

あわせて県病院の状況、そして人材確保策につ

いてどのように取り組まれているのか、それぞ

れ福祉保健部長と病院局長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県の看護職
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員需給状況では、病院・診療所における平成24

年末の充足率は97.2％となっておりまして、育

児休業等により代替の看護師を募集する場合な

どで、確保が困難な例も多いと聞いておりま

す。県といたしましては、ナースセンターによ

る無料職業紹介や再就業希望者に対する講習会

を実施するとともに、看護師の養成や院内保育

所の設置など、働きやすい職場環境の整備に助

成することによりまして、各医療機関における

看護師の確保・定着を支援しているところでご

ざいます。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立病院における

看護師の充足状況でございますが、平成25年8月

現在で、定数924名に対しまして定員60名を上回

る984名を配置しているところでございます。し

かし、ここ数年、80名程度が育児休業等を取得

している影響もあり、欠員が生じているところ

でございまして、臨時職員や非常勤職員等によ

る補充を行っておりますが、特に日南病院及び

延岡病院では応募者が少ない状況が続いてお

り、人員の確保に苦労しているところでござい

ます。こうした状況に対応するため、採用者確

保策として、採用試験の受験年齢引き上げや、

既に免許を有しております合格者の年度途中で

の前倒し採用、さらには、今年度から、日南病

院、延岡病院に勤務場所を限定しました地域枠

採用を行っているところであります。また、院

内保育の実施など、育児休業取得者が早期に職

場復帰しやすい環境づくりにも努めているとこ

ろでございます。

○図師博規議員 県病院ですら定員よりは多目

に採用はしているものの、産休・育休でそれを

上回る休職者が出るという状況があるようで、

特に県北・県南ではその臨時職員の確保も難し

いと。そして、県内の有効求人倍率のお話もあ

りましたが、その求人数の約半数が看護・介護

職であることから、その内容から判断しても人

材の不足は明らかで、診療報酬や介護報酬の改

定が行われ、さらなる人件費、給与の増額が図

られない限り、県内はもちろんですが、全国的

にこの看護・介護職の人材不足というのは解消

されることはないんです。ただ、そこで何も策

を打たず、国任せになっているのはいけないと

思います。そこで、打開策として私が訴えたい

のは、県病院や看護大学などでも、海外からの

看護・介護の職を目指す候補生を受け入れ、マ

ンパワーの増強と、資格を持って県内に定住し

てもらう人材の育成に努めてはどうかと考えま

す。県病院でそのような取り組みをされてはい

かがかと考えますが、病院局長のお考えはいか

がでしょうか。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立病院では、こ

れまで、海外からの看護研修生の受け入れは

行っておりませんが、その要因としましては、

県立病院では毎年、県内外の看護学校等から多

くの実習生を受け入れており、それに加えて、

看護学生向けのガイダンスやインターンシップ

なども実施しておりますことから、現状では、

こうした対応が病院職員にとって大きな負担と

なっていることが挙げられます。また、海外か

らの研修生にとっても、県立病院が高度で専門

的な医療を提供する急性期病院であることや、

看護師免許を取得しても、採用試験に合格しな

い限り県立病院で継続勤務できないことなど、

研修先としてふさわしいのかという点もござい

ます。こうしたことから、全国の受け入れ状況

を見ましても、公立病院での受け入れは少ない

ようでございますが、今後、グローバル化時代

における医療環境の変化、あるいは病院現場の

意見等も踏まえながら、さまざまな角度から検
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討してまいりたいというふうに考えておりま

す。

○図師博規議員 ぜひ、県病院が介護・看護職

の人材を輩出するようなシステムをつくってい

ただきたいという思いを込めての質問でありま

した。

次に、インドネシアにおける医療ニーズに関

する内容ですが、インドネシア国内で複数の総

合病院を経営する方々と意見交換をさせていた

だいた際に、日本の高い医療技術に強い関心を

示されました。特にインドネシアは、高度成長

により食生活が豊かになり、また、それに伴っ

て糖尿病などの患者も増加しているにもかかわ

らず、検査機器や医療機器が不足しているた

め、十分な医療提供ができていないという現状

にある。特に慢性腎不全の方々への人工透析治

療は、まだまだ行き届いておらず、救える命が

絶えている現状を語られました。

そこで、こちらからメディカルバレー構想、

東九州メディカルバレー特区の話をしたとこ

ろ、身を乗り出して話を聞かれ、とりあえずど

んな機器を取り扱っているのか英語版の資料を

送ってほしいと、大きな宿題をいただいたとこ

ろです。それにめげることなく、宮崎の九州保

健福祉大学では透析機器などを操作する臨床工

学技師を海外からでも受け入れる動きをしてい

ますよということを伝えますと、インドネシア

政府を通じて正式に申し入れをしたいという旨

の話までされました。事実、九州保健福祉大学

の和田学長も、「人口も多く、これから医療レ

ベルが上がってくる東南アジアの学生を育てる

ことにより、母国に帰るときに、延岡で勉強し

た機器を持って帰ってもらう。それをメンテナ

ンスし、新しくするときには、また日本の機械

を買ってもらうという流れは、今後大きな力に

なる」と語っていらっしゃいます。

さあ、ここでこの需要と供給の間をつなげる

のが県の役割ではないでしょうか。このような

アジアの医療ニーズにどのように対応していく

のか、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 東九州メ

ディカルバレー構想では、医療機器産業のなお

一層の集積とともに、医療の分野でアジアに貢

献することを目指しておりまして、その一環と

して、ことし５月にはＪＩＣＡと協力して、イ

ンドネシアなどアジア等の新興国８カ国から17

名、また６月にはＪＥＴＲＯと協力しまして、

タイから５名の医療関係者等をそれぞれ招聘

し、人工透析技術について、大学及び企業等の

見学研修を実施したところであります。さら

に、８月からは自治体国際化協会の助成事業を

活用しまして、タイの保健省直轄病院から看護

師２名及び技師２名を順次受け入れることと

し、それぞれ３カ月間、九州保健福祉大学を中

心に、主に人工透析関係の医療機器の操作及び

メンテナンス研修を実施しているところであり

ます。この研修がきっかけとなりまして、タイ

を初めとする新興国の医療技術が向上し、日本

の質の高い透析技術及び医療機器がアジアを中

心とする海外へ展開していくことを、大いに期

待しているところであります。

○図師博規議員 既にもうアジア各国から実習

生、研修生を受け入れている実績が報告されま

した。ならば、さらにそのパイプを太く強固な

ものにしていただきたいし、国などからの補助

がなくとも、医師や病院関係者らの研修も含め

た総合的な取り組みを県の重点施策として事業

展開すべきであります。海外からの人材を受け

入れ、海外へ医療技術と医療機器をいかに輸出

していくか、また今後それをどう進めるか、具
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体的なビジョンをもう少し、商工観光労働部

長、お答えください。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 日本の人

工透析医療は世界最高水準を誇っておりまし

て、東九州地域には、それを支える医療機器の

工場群が集積しておりますことから、ビジネス

チャンスの拡大といった視点からも、東九州メ

ディカルバレー構想における海外展開を推進し

ていくことは大変重要であると考えておりま

す。この取り組みを加速するためには、医療技

術者等の研修を引き続き実施してまいりますこ

とはもちろん、将来的には、対象国に日本式透

析システムのモデルケースとなる協力病院を確

保し、日本の透析医療技術や機器について理解

をしていただき、周知を図っていくことが必要

であると考えております。同時に、日本のすぐ

れた医療機器や技術、さらには医療を支える臨

床工学技士制度などをセットで海外に普及して

いくために、その有効な方策についてしっかり

と検討し、進めていくことも必要であると考え

ております。今後とも、構想の取り組みを評価

・支援していただいております、国やＪＩＣ

Ａ、ＪＥＴＲＯなどの事業を積極的に活用しま

して、医療機器産業の一層の集積や医療分野で

のアジアへの貢献を目指した構想の実現に向け

まして、これまで以上に努力してまいりたいと

考えております。

○図師博規議員 宮崎の税収にとっても、これ

はビッグビジネスになる事業だと思われます。

今後の戦略の展開に期待いたしまして、私の質

問を終わらせていただきます。（拍手）

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時53分休憩

午後１時０分開議

○福田作弥議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問をいたします。

18号台風によるマスコミの「数十年ぶりの

雨」との表現に実感がないまま、テレビ画面に

映る濁流に飲まれる町の様子に見入ってしまい

ます。最近の災害のニュースは、想像以上に大

規模で、災害に遭われた方も一様に「こんなこ

とは今までになかった」とコメントされていま

す。自然の猛威の前には非力であることを実感

せざるを得ません。台風18号で被害に遭われた

皆様へ心からのお見舞いを申し上げます。ま

た、我が県の大規模災害への防災が着実に進み

ますことを、県議会議員として肝に銘じたいと

思います。

さて、2020年に東京においてオリンピック・

パラリンピックが開催されるというニュース

は、喜びと楽しさを持って日本中に広がってい

きました。それぞれに喜びの感じ方はあるで

しょうが、私はこの機に確実な景気回復の幕あ

けであってほしいと願っています。実は、重ね

てうれしいニュースは、我が県の「戦略産業雇

用創造プロジェクト」の採択でした。地勢や雇

用・産業構造の違いなどさまざまな違いのある

中、各地域が効果的雇用を図ることは、並々な

らぬ政策的努力と工夫が必要です。製造業を中

心とした産業・雇用構造の転換等が伴う大規模

な雇用創造は、地域における経済・雇用を担う

立場にある自治体、企業、大学、金融機関など

が一体となった熱意のある取り組みがなければ

不可能です。今回、我が県の地域事情に応じた



- 312 -

平成25年９月18日(水)

創意工夫に基づき、関係者が一体となって地域

レベルの産業雇用創造政策として練り上げた

「食品製造業を中心としたフードビジネスの成

長産業化を通じた雇用創出プロジェクト」が厚

生労働省補助事業として採択されたことは、率

直にうれしいと感じています。安定した雇用こ

そ、何よりも県民が普通に暮らしていく上で欠

かせないことであり、安心な生活を持続する基

本であり、また、若者に落ち着いた人生選択を

させることのできる大きなよりどころでありま

す。今回のプロジェクトが、県の総合力を発揮

され、実効性のあるものになることを切に願っ

ています。宮崎県構想が採択されたことに対す

る知事の評価、期待、効果について伺います。

また、宮崎県構想においては、フードビジネ

スを根底から支え、他産業企業の農業への直接

参入や農業者との連携による新商品の新技術開

発が活性化するなど、成長産業に向けた農業構

造改革が必要と思います。そのためには、フー

ドビジネス宮崎県構想の理念と農業者の方々と

の思いが一致するよう、丁寧な取り組みが求め

られます。また、企業等の農業参入や農林漁業

者との新たな連携構築によるフードビジネス展

開、農業分野への革新的技術開発等の推進も欠

かすことができません。農政水産部長へ今後の

取り組みと決意を伺います。

以上で壇上からの質問を終わり、残りは自席

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。

「戦略産業雇用創造プロジェクト」について

であります。

フードビジネスにつきましては、本県の将来

の成長を担う重要な取り組みの一つであるとい

う認識のもとに、「食関連産業の成長産業化に

よる地域の活性化と雇用の創出」を目指しまし

て、県内の産学官金、関係者が一体となって取

り組んでいるところであります。

こうした中、厚生労働省の「戦略産業雇用創

造プロジェクト」に本県のフードビジネス振興

構想に基づく雇用創出プランが採択されました

ことは、本県のこうした取り組みが国の産業・

雇用政策においても有効という高い評価をいた

だいたものでありまして、大変心強く自信にも

なりましたし、私といたしましても、改めてフ

ードビジネス振興に向けての決意を新たにした

ところであります。また、大変厳しい本県の財

政状況の中で、平成27年度までの３年間で、最

大で総額20億円余の、しかも８割という高い補

助率の事業を獲得できましたことは、フードビ

ジネスを初めとする重点施策全体の推進に大き

な弾みがつくものと考えております。この振興

構想の取りまとめ、またプロジェクトの取りま

とめに当たって御尽力をいただいた関係者、県

の直接の担当者も含めてですが、心から感謝を

申し上げたいというふうに考えております。

今回、採択された11道府県の中で、実は最も

大きな事業規模が本県のものでございますが、

「食関連産業の振興」をテーマとしているの

は、本県と北海道のみとなっております。この

採択のメリットを最大限に生かし、食関連産業

の成長によります地域の活性化、雇用の創出の

フロントランナーとしまして、他県との差別化

も図りながら、国内のみならず海外市場にも積

極的に事業展開を図ってまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（緒方文彦君）〔登壇〕 お答

えいたします。

「戦略産業雇用創造プロジェクト」の活用に

よるフードビジネスの推進と農家の所得向上に
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ついてであります。フードビジネスによる農家

所得の向上を進めていく上で最も重要なのは、

これまでのような「つくったものを売る」か

ら、「売れるものをつくる」というマーケット

インの発想に転換することと考えております。

具体的には、マーケット情報に基づく高品質な

農産物のブランド商品づくりや、需要が拡大し

ている加工業務用のニーズに対応した加工食品

づくりを進めていくことが求められております

が、このためには、マーケットを熟知したプロ

のアドバイザーの存在が大きな助けとなること

から、今回の「戦略産業雇用創造プロジェクト

事業」を積極的に活用して、人材の確保を図っ

てまいりたいと考えております。県といたしま

しては、マーケットからの情報に対応して、求

められる品質や量を的確に供給できるような産

地の育成に努め、農業者の所得確保にまで確実

につながるようなフードビジネスを進めてまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○井上紀代子議員 答弁をいただき、ありがと

うございました。このプロジェクトは、どうい

う形の実施体制で進められていくのか、総合政

策部長にお尋ねしておきます。

○総合政策部長（土持正弘君） 「戦略産業雇

用創造プロジェクト」の事業実施主体は県でご

ざいますが、県内の企業など関係者との連携に

より事業を実施いたしますために、国の採択の

要件といたしまして、産学官金の関係者で構成

する協議会を設置することとされております。

また、本県の構想は、現在進めているフードビ

ジネスプロジェクトのテーマに沿った事業を展

開する予定でありますことから、この協議会に

ついては、既に設置しておりますフードビジネ

ス推進会議の実務者を中心に、県内24団体・機

関から成る「みやざきフードビジネス雇用創出

協議会」として９月３日に設置いたしまして、

３カ年の事業計画について合意を得たところで

ございます。今後、事業を実施するに当たりま

しては、総合政策部を中心に関係部局が一体と

なって取り組みますとともに、各分野ごとの企

業の雇用やマッチングに関するニーズ等につい

て、協議会を構成いたします機関を初め、外部

の専門家等と十分に意見交換を行い、各企業や

求職者の積極的な活用や参加を促すことで、フ

ードビジネスの振興と雇用の創出につなげてま

いりたいというふうに考えております。

○井上紀代子議員 やはり、この推進体制とい

うのは大変重要だというふうに思っております

ので、フードビジネス推進会議の中で、基本的

な方針の決定というところで、十分な議論がさ

れることを期待しております。

次に、今回、雇用目標として1,223名を掲げて

いらっしゃるわけですが、具体的にどのような

雇用を創出していくのか伺っておきます。

○総合政策部長（土持正弘君） 「戦略産業雇

用創造プロジェクト」に掲げました雇用目標数

は、構想に盛り込んだ事業を全て実施したとき

に、その効果といたしまして、対象業種の企業

の事業が拡大し、また、雇用が創出されること

を目指した数値でございます。今後、フードビ

ジネスプロジェクトのテーマに沿って、事業の

拡大を目指す企業を広く公募いたしまして、専

門人材の活用や中核的な人材の育成、さらには

関係団体と連携したマッチング等の支援を行う

ことで、例えば、食肉や農水産物加工、焼酎と

いった各分野の企業における販売増や工場増設

等を促し、雇用を創出いたしますとともに、若

年求職者に対しては、技能習得や体験就業の機

会を提供し、県内の食関連企業への就職支援も



- 314 -

平成25年９月18日(水)

行うこととしているところであります。また、

国においては、企業が事業所の設置・整備に伴

い一定以上の投資と雇用を行う場合、雇用助成

金を交付する制度がございますけれども、これ

につきましても、県の事業と連動する形で、こ

のプロジェクトに参加する企業については上乗

せ支給を行うこととしております。このよう

に、事業拡大の計画を持った企業やスキルアッ

プを目指す求職者に、県や国の事業を積極的に

活用していただくことで、県内の「食」にかか

わるさまざまな分野における雇用を創出いたし

まして、目標の達成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 これまでも、このプロジェ

クトだけでなく、事業主向けの雇用拡大用のメ

ニューというのはたくさんあったわけですよ

ね。それにもかかわらず、今回このプロジェク

トが採択されたということは、本当にラッキー

なことだったというふうに私自身は強く受けと

めているところなんですけれども、このプロ

ジェクトについて、商工観光労働部としてどの

ように取り組んでいかれるのか、部長にお尋ね

いたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 県ではこ

れまで、県内の雇用を拡大するため、県内中小

企業の育成と、企業立地による雇用創出を推進

してきましたほか、リーマンショックによる雇

用状況の急激な悪化に対応するため、緊急雇用

基金を活用した一時的な雇用の創出などにも取

り組んできたところであります。今回の「戦略

産業雇用創造プロジェクト」では、フードビジ

ネス振興構想に基づく雇用創出プランが採択さ

れたことから、商工観光労働部としましては、

これを最大限活用し、企業の営業力強化や販路

拡大につなげていきたいと考えております。具

体的には、来年開設予定のフードオープンラボ

を活用しまして、商品開発力や衛生管理の一層

のレベルアップを図るほか、焼酎の国内外への

新たな販路開拓などに取り組むことにより、他

県企業との差別化を進め、各企業の販売・生産

量の増大や工場増設等を促し、新たな雇用を創

出することといたしております。また、企業が

事業を拡大するために必要な人材づくりを行い

ますとともに、食料品製造業の育成と集積を加

速化し、フードビジネスを核とした安定的な雇

用の創出を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 今回の宮崎県構想が採択さ

れて以後、もう一度、平成25年度の当初予算の

概要というのをちょっと見せていただいたんで

すけれども、大変よく練られているというか、

本当に構想を制度化するために大変よくできた

予算書であったというふうに、私は改めてこの

予算書を読ませていただきました。よくぞここ

までよくつくり上げられたなというふうに思う

ところです。だからこそ、これを成功させると

いうことが大変重要だというふうに思っていま

す。そのためには、やっぱり総合力だと思うん

ですね。全体でどうフードビジネスの理念とい

うのを県民も含めて一体となって支えていくか

ということが大変重要だと、私はそういうふう

に認識しているわけです。

例えば、ちょっと新聞記事で読ませていただ

いたんですが、６月上旬に新宿高島屋で、35大

学の研究室で生まれた食品を披露するイベン

ト、「大学は美味しい！！」というのがあった

んだそうです。そこで、秋田県立大の生物資源

科学部が研究した低カリウムレタスというのが

今注目されているわけですが、それは発想が、

腎臓病だが家族と同じものを食べたいという声
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に応えて研究を進めていかれたそうです。そし

てまた、これは量産化に向けて販売体制を整え

たというふうになっています。また、安心して

スイーツが食べたい、ダイエット中でもスイー

ツが食べたいという方にとってみれば─千葉

大学大学院の融合科学研究科と地元企業が共同

開発した脂肪分が少ない豚肉「ノンメタポー

ク」、これは、豚の尿やふんのにおい対策のた

めに開発した微生物を飼料にまぜたところ、に

おいを減らすだけでなく、肉中の赤身に対する

脂肪分の割合が通常より３割程度減ることがわ

かったということで、これがまた一つ商品化さ

れた。また、高齢者でも食べた後に胃もたれし

にくいといって、これは大変好評なんだそうで

す。６月末には、インターネット通販も始め

て、販売体制を順次拡大していくというふうに

言っておられます。そして、もう一つは、東京

家政大学の方たちが、小麦や卵、乳製品にアレ

ルギーのある子供でも安心して食べられるシュ

ークレープ、ロールケーキをつくったと。こう

いうふうにして、大学の皆さん方が大学発の食

品というのをつくっておられるわけですね。こ

れは大変注目に値すると思うんですね。

私どもと一緒に北海道も採択されているわけ

ですが、北海道に「おたる糖質制限キッチン」

というところがありまして、これは大変な人気

で、ダイエット中の女性の皆さんは、そこにア

クセスして、その品物を取り寄せて、実際痩せ

ておられるというようなことが起こっているわ

けですね。今、食品のところでいえば、いろん

な意味で私たちが開発できるものがたくさんあ

るというふうに思っています。それは、やはり

どこかで発想する人がいないといけないという

ことですね。何かに感じて、何か、それにヒッ

トするような商品をつくっていく。例えば、私

は、病院食、医療食、これは一つの狙い目でも

あるし、ダイエット食というのは、欠かさずこ

れは狙い目の商品だというふうに思っていると

ころです。ところで、私は、フードビジネスと

いうのは、単に食品業界だけの問題ではなく、

宮崎県全体として、これを成長産業化させてい

くということが大事だと思うので、このフード

ビジネスを支える人材をどう今後育てていかれ

るのかということを、まず教育長にお尋ねして

おきたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） フードビジネスを支

える人材には、潜在的な消費者を含むいわゆる

需要者の立場に立って必要とするものを提供す

るマーケットインの視点を持つことが必要であ

り、販売活動から生産・製造を振り返り、消費

者ニーズをつかんだり、付加価値を生み出した

りする力を育むことが大切だと考えておりま

す。そこで、高等学校におきましては、従来の

生産に関する学習に加え、県内はもとより、首

都圏等の県外における販売実習や流通研修を通

してマーケットの動向を把握させ、商品開発に

生かすなど、幅広い視点からの学習にも取り組

み始めているところであります。さらに、本県

のフードビジネスの展開や地域の農産物を使っ

た加工品について学ばせるリーディングスクー

ルとして、来年度、高鍋農業高等学校にフード

ビジネス科を新設することといたしておりま

す。このような取り組みを進め、フードビジネ

スに関連する知識や技術を習得した本県高等学

校の卒業生が、できれば県内に就職し、いや、

県外にあっても、本県の発展に貢献できるよう

な人材となることを期待いたしております。

○井上紀代子議員 今、教育長の言われたの

は、予算書の中で県立高校の６次産業化人材育

成事業、これは４校指定されているわけですけ
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れども、この中身はとてもいいんですよね。私

は、この予算書を見たときにも既に評価したと

ころなんですけれども、実はこれは、これにと

どめてはいけないというふうに思っているわけ

ですね。県立高校だけではだめなので、私が知

事にちょっとお尋ねしたいのは─フードビジ

ネスを推進するには、高校生を含めた人材育

成、だから、継続していく、つながっていく、

それがずっとつながっていって、理念みたいな

のが宮崎県内の中に広がっていくということが

重要であるというふうに思っています。それが

雇用につながっていくということで、大変大き

な力を持つのではないかというふうに思ってい

ます。

そういう意味では、私学の皆さんの中に、私

が存じ上げている学校では、調理科の皆さん

に、英語会話ができるようにずっとそれを指導

して、お料理のプレゼンをするとき、お料理を

御紹介するときに英語でも紹介ができるように

努力されている私学の皆さんもいらっしゃいま

す。だから、単に調理科といっても、その調理

科の中にいろんなおもしろさがあり、そこで発

想できるものをどうやって拾い上げていくのか

ということが大変重要なのではないかというふ

うに思っています。そういう意味では、県立高

校の６次産業化人材育成事業などとせずに、フ

ードビジネス推進校の指定みたいな形で、ある

意味、高校生の中からそういう人材をどんどん

育成していく力を持ったほうがいいのではない

かと思いますが、知事の見解をお聞かせくださ

い。

○知事（河野俊嗣君） フードビジネスの持続

的な成長を図る上で、御指摘の人材育成は非常

に重要な課題だというふうに思っております。

生産、加工、販売、それぞれの分野において、

宮崎の将来を担うんだという意欲に満ちた幅広

い年代層の人材を育成していくことが、このプ

ロジェクトの成否に大きくかかわってくるとい

うふうに考えております。

このフードビジネス振興構想におきまして

は、高等学校も含めた人づくりの取り組みとい

うものを一つの大きな柱として取り組んでおる

ところでございます。実際の具体的な動きとし

まして、先日、準優勝した延岡学園の生徒たち

が考えたメニューを道の駅で提供するとか、い

ろんな動きも今あるところでございます。ま

た、フードビジネスを進める上で、もちろん生

産から加工、流通ということで、幅広い食関連

産業、経済効果というのを担っていきたいと、

そこに着目するわけでありますが、さらには、

宮崎の食で、日本を、世界を幸せにするんだ

と、そういう思いでも取り組んでおるところで

ありまして、地域に対する誇りをも醸成する、

そういう取り組みにも結びついていくというふ

うに考えております。

そのような観点から、公立学校、私立学校を

問わず、食品加工や調理など、フードビジネス

に関連した専門的な分野の教育を行っておりま

す全ての高等学校とともに、裾野の広い人材育

成を図ってまいりたいというふうに考えておる

ところでありまして、農業高校のみならず、工

業科や商業科など、ほかの学科でもどんな取り

組みができるのか、教育委員会や私立学校の所

管部局とも協議しながら、有効な仕組みについ

て研究してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 私は、延学が準優勝したと

きの知事のコメントが忘れられないんですが、

そのときに、競技力向上の指定をしたというこ

とは大きな力であったと。あのときの監督さん

もおっしゃっておりましたが、この生徒たちが
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入ってきたときに、既に３年後には甲子園に行

くぞということを、しっかりと目標を決めて進

んでいったと、それが結果的にそういう効果を

生んだということをおっしゃっておりました。

ですから、やはり教える側の先生方にとって

も、そこをしっかりと見据えた上で教えていく

かどうかというのは、大きな違いが出てくると

思うんです。ここに大きな違いが出る。

だから、今回、私が教育委員会に人材の育成

ということについてお聞きしたのは、そういう

理念、フードビジネスを産業化していって、成

長産業の核にするんだというふうに宮崎県が

やっていくということを明確に言っておられる

わけだから、それを支えていく子供たちを育て

ていこうとするときに、先生方も意識改革をし

ていただかなければいけませんし、今回、フー

ドビジネスの採択によって、農業の構造改革も

しなければいけない。つまり、農家の皆さんの

ところに新規に企業の方たちが参入することも

認めてくださいよということを言わざるを得な

い。そういうことも含めて、技術の革新にも協

力をいただきたいというふうに言っているわけ

ですね。

そういう意味でいえば、私たちは大きな力

で、少なからず自分たちで今まではのみ込めな

いと思っていたものをのみ込まざるを得ないと

いうところが出てくると思うんですね。ですか

ら、農業者の皆さんにも意識改革をしていただ

かないといけないし、いろんな皆さんに意識改

革していただいて、一丸となってこれを─そ

して、今回、一番私が好きなプロジェクトの採

択の中身というのは、雇用創出というところな

んです。ここが安定的に雇用することができる

ようになれば、これは県民にとって大きな喜

び。そして、私たち県議会議員もよく受ける雇

用についての御相談が減っていくことを本当に

願いたいと思います。

さきに河野議員の質問のとき、若者たちにと

いうお話がありましたが、若者たちがなぜ未来

に対して希望が持てないのかというときに、雇

用というのは大きく立ちはだかる一つの壁であ

ることは事実なので、そこをクリアしていくこ

とができればというふうに思っております。再

度申し上げて恐縮ですが、私としては、フード

ビジネス推進指定校、こういう気持ちで、今回

のフードビジネスの仕上げを人材というところ

にするとしたら、そうしていただきたいという

ふうに思っています。大学の研究も大事です。

大学の研究も確かに大事なんだけれども、それ

を底辺で支える子供たちがどんどん大きくなっ

ていくことが大変重要なのではないかというふ

うに、熱く私自身も思っているところですの

で、よろしくお願いしたいと思います。

次に、観光振興について伺っていきます。

私は、前の東京オリンピックのとき、高校生

だったので、ショランダーとか、大変ミーハー

できゃあきゃあした年代なので、ちょっと心が

何かあれなんですが、東京オリンピックをオー

ルジャパンで盛り上げていくためには、本県の

得意とするキャンプとか合宿の受け入れなど積

極的にかかわるべきだと思いますが、知事のお

考えをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 前回の東京オリンピッ

ク開催のときに生後１カ月だった私も、うずう

ずしておるところでございます。今回の2020年

の開催決定というものは、長引く不況や震災の

影響から立ち上がろうとしておりました我が国

に、本当に勇気や元気をもたらしてもらったも

のというふうに考えておりますし、未来への大

きな夢であり、目標であり、また希望である。
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猪瀬知事は「新たな坂の上の雲だ」というふう

な表現をしておられましたが、まさにそのとお

りであり、国民全体にとって大きな目標をいた

だいた、希望をいただいたと思います。

御指摘のとおり、私も、開催地、東京だけで

はなく、日本全体、オールジャパンで大会を盛

り上げて、大会を成功に導く必要があると強く

感じておるところでございます。幸い本県は、

スポーツキャンプ・合宿のメッカであります。

昨年は、プロ・アマ含めて、これまでで最高の

数のキャンプが行われたわけでございます。ま

た、これまでも、ワールドカップサッカーのベ

ースキャンプでありますとか、男子柔道を初め

とします日本代表クラスなどが合宿された結

果、国際大会などで好成績を残していただいて

おるところであります。

また、そういう恵まれたスポーツ施設、環境

に加えて、今のフードビジネスの展開なり食と

いうのも、これまた大きなセールスポイントと

して、直前合宿等の誘致につなげてまいりたい

というふうに考えておるところでございます。

また、そういった合宿等に伴う経済効果のみ

ならず、やはり観光客というのもありますし、

それに向けて宮崎全体として何ができるのかと

いうものをしっかり考えてまいりたい。例え

ば、道路とか道路標識を外国のお客様向けに

しっかり整えていくということ、それから、フ

ードビジネスもそれに向けて新たなものを開発

していくということもありますし、県民が少し

でも英語も含めた外国語を習得することによっ

て、おもてなしができるようにというようなこ

とを、いろんなそれに向けた取り組みというも

のを考えて、県を挙げてやっていきたい。まさ

に、宮崎東京五輪おもてなしプロジェクトとい

うふうなことで進めてまいりたいと思っておる

ところでございますが、合宿についても、ぜひ

本県で実施して好成績を上げていただくこと

で、オールジャパンでの大会盛り上げに本県な

りの貢献をしてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 次に、農家民泊のことにつ

いてお尋ねしたいと思います。これは見逃せな

い、うちの観光の一つの大きな柱になるという

ふうに思っているんですけれども、農家民泊の

現状と今後の取り組みについて、農政水産部長

に、そして、これを観光振興の大きな柱にする

ことはできないのか、商工観光労働部長にお尋

ねいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 県内には、西

諸県地域や西臼杵地域を中心に、農林漁業者が

経営する宿泊施設が124戸あり、年々増加してお

ります。また、教育の一環として、農業体験や

調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、８月までの

５カ月間で、既に昨年度を超える583名の学生を

受け入れております。農家民泊は、地域や集落

の活性化に効果の高い取り組みでありますこと

から、県では、農家民泊開業希望者に対しまし

て、「農林漁業体験民宿開業マニュアル」等に

基づきまして、開業までの諸手続や安全管理・

衛生管理等の指導を行っているところでありま

す。今後も、地域の受け入れ体制やネットワー

クづくりの強化及び拡大に向けて、各地域の受

け入れ団体等の行う研修会の開催や誘客のため

のパンフレット作成等を支援するなど、市町村

等関係機関と連携しながら取り組んでまいりた

いと考えております。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 農家民泊

につきましては、豊かな自然や地域ならではの

資源を生かした新たな観光素材として全国的に

注目を集めており、本県におきましても、北き
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りしまを初め、各地域で取り組みが広がりつつ

ありますことから、本県観光振興の大きな柱の

一つになるものと期待いたしております。この

ため、県としましては、農家民泊を初めとする

体験・滞在型観光を「ゆっ旅」と称して、県内

外の一般客向けにアピールするとともに、農家

民泊を活用した教育旅行の誘致に積極的に取り

組んでおります。こうした中、近年、特にアジ

アなど海外からの教育旅行等において実績を重

ねており、国内からの本格的な受け入れも始

まったところであります。県としましては、引

き続き、市町村や関係団体等と連携を図りなが

ら、農家民泊を生かした観光誘客の促進に努め

てまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ありがとうございました。

北きりしま田舎物語推進協議会、西都市グリー

ン・ツーリズム研究会、くぬぎの里ツーリズム

推進協議会、フォレストピア高千穂郷ツーリズ

ム協会、五ヶ瀬山学校推進協議会、夕日の里づ

くり推進会議、とても評価できるこの方たちの

活動ですよね。これを本当に今後の─一番こ

れからは、体験交流というのは物すごく喜ばれ

る観光の一つのツールですので、これをぜひ磨

き上げをしていただくようにお願いしておきた

いと思います。

次は、どこのインターから乗っていただいて

もいいんですけれども、北のほうに向かって行

くと、川南にパーキングエリアがありますけれ

ども、実は、そのパーキングエリアがめちゃ私

のお気に入りなんです。あそこの川南パーキン

グエリアはおもしろいんです。上下線とも全部

乗り入れることができて、そして、そこの中

で、何か上から来た人、下から来た人が、そこ

でめぐり会ったりしてもいいわけですよね。い

ろんなことが考えられるパーキングエリアなん

ですね。

実は、会派の調査で、私は刈谷パーキングエ

リアというところに行ってきました。ここはめ

ちゃでかくて、これは普通の大きさじゃないん

です。そこで売られている「えびせんべいの

里」では、12億の売り上げをしているぐらいの

ところで、高速道路からも乗り入れて、そして

一般道路からも入ることができてという刈谷パ

ーキングエリア、私はここほどはまだ願っては

いないんですが、少なくとも、あの川南パーキ

ングエリアをそのままにしておくのは、大変

もったいないんじゃないかなというふうに思っ

ています。

あそこのちょっとした小さなあれは何だろう

と思ったら、実は防災コンテナなんだそうです

ね。あれが何かちょっと、皆さんが寄っていっ

たり、名産品があったり、川南漁港らしい何か

があったりすると、もっと楽しいのになとつく

づく思います。そして、観光情報を発信したり

周辺スポットに誘導するような工夫というのが

あそこでされるといいなと思っています。なぜ

かというと、高速道に乗ると、実際、車で走っ

てみるとわかるけれども、なかなかとまれない

ものです。ずっとそのまま行っちゃう可能性と

いうのはあるわけですね。どこか宮崎でおりて

もらいたいわけですよ。私としては、目的はこ

こだというふうに決まっている以外は、なかな

かおりていただけないのではないかなというふ

うに思います。この川南パーキングエリアを

もっと有効に活用する方法はないのかというこ

とを一つ考えたいと思います。

それともう一つは、私のお気に入りの道の駅

は、16ある中で最高にお気に入りは、えびのの

道の駅です。これは人を何人運んだかわからな

いぐらい、あそこのバイキングには、上客にな
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るぐらい、ずっと常時行っているような状態で

す。今度の日曜も、多くの小金持ちと大金持ち

をちょっと連れていきたいと思っているんです

が、そういうところで、えびのの道の駅という

のは物すごくいいですね。鹿児島方面の方、熊

本方面の方、宮崎方面の方、みんな入ってこら

れるわけですよ。その方たちにどうプレゼンし

ていくのかということ、それも一つ大事です

ね。もう一つ、私ども委員会で京町温泉の活性

化のためにということで、そこにも行きまし

た。やっぱり京町ってすごくいいんですね。温

泉はすごくいいです。ということを考えると、

いろんなことを今後考えていかなければいけな

いのではないかというふうに思います。道の駅

は全国でもすごい数あるんですけれども、道の

駅を一つ観光としての目玉に仕上げていくとい

うことは、大変重要なのではないかなというふ

うに思います。それともう一つは、ここにＲＶ

車のＲＶパークをつくったらどうだろうかとい

うのがあるわけですね。絶対にお金を出してい

ただいて、電源の料金も取って、そして近くの

温泉をしっかり活用していただいて、というこ

とができるようなＲＶパークなんかも一つえび

のの道の駅につくったらどうだろうかなと、勝

手に私はえびのの道の駅を描いてはいるところ

なんですけれども、県内のパーキングエリアや

道の駅の魅力をもっと高めて、観光に生かして

いく必要があると思いますが、商工観光労働部

長のお考えをお伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 高速道路

のサービスエリアやパーキングエリア、また道

の駅は、ドライバーなどの道路利用者のための

休憩の場であるとともに、道路情報等の情報発

信機能などを有する施設として整備されてきて

おります。また、最近では、地域のうまいもの

を初めとした特産品の販売やイベント開催など

を通じて、重要な集客拠点の一つとしても見直

されております。そのため、地域においては、

施設内に観光協会の事務所を併設したり、観光

情報の発信機能を強化したりすることにより、

訪れた方々を周辺の観光スポットへ誘導する取

り組みなどを展開されているところです。さら

に、議員のお話にありましたような御提案につ

きましても、新たな取り組みとして施設の魅力

アップにつながるのではないかと興味深く伺っ

たところであります。県におきましては、道の

駅などを拠点とした新商品づくりやイベントの

開催、観光ＰＲなどに対する支援を行っている

ところであり、これらの取り組みを通じまし

て、地元市町村や観光協会などと連携しなが

ら、地域の魅力向上に努め、県内観光の振興を

さらに図ってまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 力の入った答弁をいただき

まして、ありがとうございました。私もえびの

の道の駅を見たときに、道の駅ってこうあった

ほうが楽しいかなと思いました。私の自宅の前

の御夫婦が神奈川のほうからまた帰ってこられ

たんですが、必ず道の駅のいろんなところに

行っては私にお土産を買ってきていただくんで

す。私も必ず何か買ってきたら、そこにお土産

を差し上げるんですが、あの農産物の楽しさと

いうのは、直売所も楽しいのですが、道の駅の

農産物を買って帰るというのも、これもまた一

つの楽しみでもあり、地産地消と言いながら

も、こんなに楽しみながら地産地消ができると

いうのは、いい設定の仕方だなというふうに思

います。この道の駅をこのまま置いておくのは

本当にもったいないなというふうに思っており

ますので、ぜひよろしくお願いしておきたいと

思います。
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次に、これも私の大好きなテーマなんです

が、木質バイオマスについて質問させていただ

きます。

木質バイオマスを利用するメリットとして、

１、二酸化炭素の排出を抑制し、地球温暖化を

防止する、２、製材工場の残材や住宅解体材な

どのような廃棄物の発生を抑制する、３、エネ

ルギー源の多様化、リスクの分散との意味か

ら、エネルギー資源としての積極的な活用がで

きる、４番目が、森林は国土の保全や水源の涵

養等のさまざまな機能を持っているので、森林

がこれらの機能を十分に発揮するには、間伐や

伐期を迎えた樹木を伐採するなどの適切な森林

の整備が不可欠。未利用間伐材等が燃料として

価値を持つことができれば、林業経営にも、森

林整備の推進にもつながる。５番目が、森林由

来の間伐材などの地域の未利用資源をエネルギ

ーとして利用することで、資源の収集や運搬、

バイオマスエネルギー供給施設や利用施設の管

理・運営等、新しい産業と雇用がつくられる、

山村地域の活性化にも貢献する、新たな環境ビ

ジネスの創造も視野に入れて取り組むことがで

きる。これは納得いく内容ではないでしょう

か。木質バイオマスの活用は、山村振興と燃油

価格高騰対策としても重要な取り組みであると

言えます。

そこで、木質バイオマスを安定的に供給し

て、山元の利益につなげていくために、県はど

のように取り組んでいかれるのか、環境森林部

長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 木質バイオマ

ス発電施設等では、林地残材など大量の燃料が

必要となりますので、議員御指摘のとおり、こ

れらを安定的に供給する体制づくりや個々の林

家に利益が還元される仕組みづくりが大変重要

であると考えております。このため、県では、

今年度、林業関係団体や森林組合、市町村など

による連絡会議を２回開催し、供給体制等につ

いて意見交換を行いますとともに、事業者等へ

効率的な収集運搬の仕組みづくりについて、助

言や情報提供を行ってきたところであります。

また、山元へ利益を還元することなどを目的

に、森林組合、市町村等で構成される協議会が

県内全ての地域に設置されましたので、この中

で、個々の林家が参加できるような取り組み、

例えば、林家が軽トラックなどで林地残材を自

分の山から中間土場まで収集運搬し、森林組合

などがこれをまとめて大型車両で発電施設に運

搬するような仕組みなどについて検討を行うこ

ととしております。県といたしましては、引き

続き、助言や情報提供等を行いますとともに、

必要となる施設や機械の整備についても支援を

行うこととしており、このような取り組みを通

しまして、木質バイオマスの安定供給や山元へ

の利益還元につながるよう努めてまいりたいと

考えております。

○井上紀代子議員 また農政水産部長にお尋ね

いたしますが、化石燃料に依存した体質からの

脱却を図って、安定した施設園芸経営の確立を

目指して、木質バイオマス暖房機の導入を今推

進されています。木質ペレット暖房機の導入状

況、その燃料の確保状況、並びに今後の木質ペ

レット暖房機の導入計画についてお伺いし、も

う一つ、木質ペレット暖房機の低コスト化に向

けた取り組みについてもお伺いしておきます。

○農政水産部長（緒方文彦君） 木質ペレット

暖房機の導入につきましては、本年度から、重

油暖房機並みの価格で導入が図られる支援対策

と、県内のペレット製造工場で製造された木質

ペレットの供給体制の構築を一体的に取り組み
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始めたところであり、今年度は、新たに30台を

超える導入が予定されているところでありま

す。今後とも、暖房機の導入を支援するととも

に、県内の林地残材等を原料とした木質ペレッ

トを燃料として使用する「エネルギーの地産地

消」サイクルの安定化に向けて、関係者と一体

となった取り組みを早急に進めるなど、平成29

年度までの累計500台導入を目指しまして取り組

んでまいりたいと考えております。

次に、重油暖房機に比べ価格が高い木質ペ

レット暖房機の導入・定着を図るためには、そ

の低コスト化が非常に重要な課題であると認識

いたしております。このため、県では、県内の

木質バイオマス暖房機の関係機械メーカーで構

成されます団体を通じまして、低コスト化に向

けた研究・開発に取り組んでいるところでござ

います。今後とも、木質ペレットの安定確保と

あわせて、暖房機の低コスト化を図りながら導

入を進めまして、化石燃料に過度に依存しない

施設園芸の生産体制の確立に取り組んでまいり

ます。

○井上紀代子議員 農政水産部のこの取り組み

は、環境森林部の大きな大きな応援になるとい

うふうに思います。ここは外さず、ぜひ徹底し

てやっていただくといいと思います。山元の皆

さんが、新たな盛り上がりというか、そういう

ものを見つける可能性というのは非常に高いと

思います。これから宮崎県も、木質バイオマス

発電所というのが、今準備されているのがだん

だん稼働していきますが、問題は、木質バイオ

マスの燃料をずっと安定的に確保することがで

きるかどうかということだと思いますので、そ

こについても、十分な知恵を出していただきな

がら、木質バイオマスについては十分に取り組

んでいただきたいというふうに要望しておきた

いと思います。

続いて、男女共同参画社会づくりについて

は、前回ちょっと女性と防災の問題について

も、皆様方に提起させていただいたところなん

です。そして、政策的な決定をする場所にも女

性がもっといなくてはいけないのではないかと

いうことについても、皆様方に提起させていた

だいたところなんですけれども、今回ちょっと

時間の関係で、そこは全部割愛させていただい

て、後々、また11月にやりますので、そのとき

にしっかりとやらせていただきたいというふう

に思っております。

それでは次に、教育問題についてお伺いいた

します。

地方の教育委員会を廃止するとの議論が中央

教育審議会で始まっています。文部科学省の諮

問によれば、自治体の教育行政の責任を、これ

までの教育委員会から自治体の長が任命する教

育長へ移す方針のようです。この諮問の背景に

は、御存じのとおり、大津市の自死事件があ

り、現在の教育委員会制度では、教育行政の権

限と責任の所在が不明確で、地域住民や保護者

の意向を十分に反映していないので、責任体制

を確立したいとの改革案が出てきたと報道され

ています。しかしながら、本年１月に出された

大津市長のもとに置かれた第三者調査委員会の

報告によれば、中学生の自死に関し、大津市の

教育委員の方たちへ必要な情報が伝えられてお

らず、教育委員会の意思決定の権限と責任があ

るにもかかわらず、委員はらち外に置かれてい

たとあります。そこで今行われている中教審の

議論は、課題の多い教育現場の課題解決に本当

になるのであろうか、私には大津市の教訓が生

かされての議論なのだろうかとの疑問が残って

います。まず、教育委員会制度について、教育



- 323 -

平成25年９月18日(水)

委員長のお考えをお伺いいたします。

○教育委員長（近藤好子君） 本県におきまし

ては、現行制度の中で、教育委員が定例会等に

おきまして、それぞれの見地から活発に意見を

出し、十分な議論を行うとともに、教育委員が

設定したテーマによる勉強会や学校現場の訪

問、市町村教育委員会との意見交換などに積極

的に取り組んでいるところであります。一方

で、議員のお話にありましたとおり、国におき

ましては、これまでに発生したいじめや体罰の

問題等から、中教審での審議がなされていると

ころであり、真摯に受けとめなければならない

と思っております。私といたしましては、どの

ような制度のもとでも、しっかりと職責を果た

していくことが何より大切であると考えており

ます。また、今行われております審議が、子供

たちの未来につながる、よりよい教育行政とな

るよう、十分な検討をお願いしたいと考えてお

ります。また、私は、７月に行われました全国

都道府県教育委員長協議会におきましても、今

申し上げました私の考えにつきましては伝えて

まいりました。

○井上紀代子議員 大津市の事件から教訓とし

て学ぶとするなら、宮崎県教育界の現状、子供

たちの状況について、適切に情報を教育委員が

把握されているかが重要だと私は考えていま

す。定時制高校に来られていた西都市の70代の

おばあちゃん生徒は、入学の動機を「不登校に

なって傷ついた子供の話し相手にでもなれれば

いいな」と話してくださいました。不登校、中

退生、ひきこもりの子供たちはどこへ行けばよ

いのでしょうか。どこに心を受けとめてくれる

場所があるのでしょうか。通信制の生徒という

名前で残っている子供たちはどうしたらいいの

でしょうか。生活保護世帯の子供たちの学習支

援は、そしてまた、障がい児の皆さんの教育は

どうしたらいいのでしょうか。つまりは、我が

県の子供たちの現状をしっかりと見据えて教育

行政が行われる必要があり、時としては、保護

者や住民の声を直接聞く、校長会等を開催する

なり、教育委員の自立が教育界の課題解決に大

きな力となり得ると思います。教育委員の皆様

へ的確な情報は本当に十分に伝わっているので

しょうか、お伺いいたします。

○教育委員長（近藤好子君） 私ども教育委員

が、教育に関する基本方針を初め、さまざまな

施策などを決定するためには、必要な情報の把

握が何より大切だと考えております。そのた

め、私ども教育委員が課題を感じていることに

取り組んでいる県内外の教育現場の視察などに

は、事務局の担当職員と一緒に視察をしており

ます。そして、その機会を通してコミュニケー

ションを図り、事務局には、私ども教育委員が

日ごろから何を課題に感じて、子供たちに対し

てどういう思いを持っているのか、また、事務

局職員からは、その取り組みに対する説明、そ

れから、その取り組みに対する事務局の思いも

聞いております。そのようなコミュニケーショ

ンを図ることを通して、私自身は、教育委員と

事務局職員の信頼関係は築けていると実感して

いるところです。その関係を基盤にしまして、

必要な情報に関しましては、適時適切に、緊急

を要するときには、休みの日であっても、時間

外であっても報告を受けております。

○井上紀代子議員 定時制・通信制の生活体験

発表会というのがありますが、毎年、教育委員

長にはおいでいただき、また、ほかの教育委員

の皆さんもおいでいただき、そういう意味で

は、じかに自分たちで情報を得ようとされてい

る姿には私は敬服しておりますので、宮崎県の
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教育委員会は本当に大丈夫だなというふうに

思っているところです。

次に、高校の再編整備のことについては、常

に私は、少子化の影響等もありますので、大変

気がかりに思っております。職業系の専門校が

あったわけですけれども、それは総合制の専門

校になっておりますが、その現状と評価を、教

育委員長、そしてまた、教育長にお尋ねしま

す。

○教育委員長（近藤好子君） 私は、総合制専

門高校の一つである小林秀峰高等学校を視察い

たしました。そこでは、農業、工業、商業、福

祉という専門分野の違う学科が、それぞれの専

門学科の学びをしっかりと深めるとともに、例

えば、農業科の生徒が生産する、その土づくり

から、経営情報科の生徒が一緒に活動する、そ

れを踏まえまして、でき上がった農産物の商標

を経営情報科の生徒が考えて販売するなどの取

り組みの報告をいただきました。このように、

総合的な産業系の学びの中では、他の職種への

理解、他の職種とのつながりを感じることがで

き、次の展開を探求できる学びの形が進めてい

けるのではないかという期待を持っております

し、先ほど話題にもなっておりました、フード

ビジネスを支える人材育成にもつながるものと

感じております。また、生徒数が確保できると

いうことは、学校行事にも活気が生まれます

し、部活動あるいは教科を選択する際にも生徒

の希望に沿った選択ができるなど、よりよい教

育環境の提供につながると考えております。

○教育長（飛田 洋君） 本県では、総合制専

門高校として、日南振徳高等学校、それから小

林秀峰高等学校、２校を開設いたしておりま

す。両校は、農業、工業、商業、福祉の４つの

専門学科を適正規模の専門高校にするというこ

とで統合し、生徒が減少する中ではあるんです

けれども、魅力と活力がある、そういう学びの

環境を提供したいということで、地域の子供た

ちに提供するため設置いたしました。これらの

学校では、それぞれの学科の専門性を重視しな

がら、実践的な知識・技術を身につけさせると

ともに、例えば、商業科の生徒が工業科の指導

を受けて電気工事士の資格を取る、販売にもつ

ながっていくと、それから、農業科と商業科の

生徒が、先ほどのフードビジネスではありませ

んけれども、新たなドレッシングの開発、製

造、販売に取り組むなど、異なる学科の生徒が

一緒に学び合う姿とともに、学科間で競い合う

姿など、他校では見られない特徴が出てきてい

るところであります。今後とも、よき特徴が一

層引き出されるように、学校を指導してまいり

たいと考えております。

○井上紀代子議員 学校は今、大変な状況とい

うか、生徒たちも大変だけど、先生たちも大変

というような状態に陥っています。実際、すぐ

れた人材を確保するために、教員採用選考試験

においてどのような取り組みを行われているの

か、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県では、高い使命

感を持つとともに、実践的指導力があり、人間

性豊かな教員を採用したいと考えております。

そのため、採用試験では、筆記試験や実技試験

に加えて、例えば、指導になかなか従わない生

徒にどういう指導をするかというのを場面指導

でやってもらうのですが、場面指導とか模擬授

業、集団討論、個人面接を行うとともに、民間

の方に面接員をお願いし、多面的な評価もいた

だいております。本年度は、特に筆記試験にお

いて、単なる知識じゃなくて、生徒に指導する

ときにどういう指導をするかという答えを書い
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てもらう、そういうのをふやすとか、人物重視

の観点から、個人面接の時間の延長や質問内容

の工夫を行ったところであります。そのほか、

スポーツ・芸術分野等におけるすぐれた人材の

確保や障がい者雇用の観点から、特別選考試験

も実施いたしております。今後とも、採用試験

のさらなる工夫・改善を図り、本県教育の将来

を託すことができる人材を採用したいと考えて

おります。

○井上紀代子議員 次に、平成23年度衛生行政

報告によりますと、人工妊娠中絶件数は全国

で20万2,106件で、宮崎県は1,991件です。内訳

は、10代が235件、20代が650件、30代が858

件、40代が166件となっています。中絶の理由と

いうのは、性の乱れによるものだけでは絶対に

ないというふうに私は認識しています。妊娠中

に恋人に逃げられたり、夫がリストラに遭って

貯金が底をついてしまったり、事情はさまざま

です。そして、残念ながら、日本では、生まれ

てからの育児に対する支援はありますが、妊娠

した女性、特に望まれない命を宿した女性への

公的支援は皆無です。つまり、今回、男女共同

参画社会づくりについて私が取り上げたかった

のは、男女とも男女の関係性というのがしっか

りと学ばれていなければ、本当にともに優しい

関係でこの社会の中で生きていくことはできな

いということを、執行部の皆さんにお訴えをし

ていきたかったわけです。だからこそ、もちろ

ん学校における性に関する教育を取り組まれる

こともわかっていますが、性の問題というより

も、命の問題として取り組む必要性というのが

あるというふうに思っているところです。それ

について、教育長はどのようにお考えでしょう

か。

○教育長（飛田 洋君） 性に関する教育とい

うのは、生命のとうとさを基盤とした教育であ

ると考えております。その指導に当たっては、

中高生という若い世代が一人で悩むことがない

よう、そして、かけがえのない命を大切にする

ことを実感させることが何よりも重要であると

考えております。そのようなことを踏まえて、

学校におきましては、保健体育の授業や学級活

動の時間などを中心に、教育活動全体を通し

て、県教育委員会が独自に作成いたしました指

導資料「かけがえのない大切な命」を積極的に

活用しながら、指導に取り組んでいるところで

あります。また、県教育委員会では、性に関す

る悩みを持つ子供たちがメールや電話で専門医

に直接相談できるよう、相談先を記したカード

などを、全ての公立学校や図書館、公民館等に

配布し、その周知を図っているところでござい

ます。今後とも、そういう関係機関と連携をと

りながら、しっかりと指導を努めていきたいと

考えております。

○井上紀代子議員 今度、男女共同参画センタ

ーも、しっかりと私も調査させていただきまし

たし、各市町村が持っている女性相談所につい

ても、ちょっと調査をさせていただきました。

その中で、やはり相談するときに、どこかに相

談する場所がある、自分の思いを受けとめてく

れるところがあるということは、とても大事な

ことなんですね。学校での教育の中にそれをぜ

ひ取り入れていただきたいというふうに思って

います。実際、相談者がどういう形で相談する

場所を見つけるかというと、以前相談したこと

がある人からお話を聞くとか、先ほど言われた

ような広報物を見るとか、そして、もう一つは

ウエブなんですね。ウエブにひっかからなかっ

たら、絶対にそこではそれ以上わからないとい

うことなんですね。
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私が感心しましたのは、国富町という町が、

自分のところには女性相談所はないけれども、

国富町を引くと、国富町の中にしっかりと女性

相談所というので、宮崎県の参画センターや相

談センターを紹介しているという状態にありま

す。

ぜひ、どこかにあなたの声を待っている人が

いるんだ、あなたを受けとめる人がいるんだと

いうことを、学校教育の中でも伝えていただ

き、そのことを男の子にも女の子にもしっかり

と植えつけていただきたいというふうに思って

います。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○福田作弥議長 次は、蓬原正三議員。

○蓬原正三議員〔登壇〕（拍手） 30万キロ走

ろうとする乗用車が故障いたしまして、ツーシ

ーター、俗に言う軽トラックできのうときょう

参りましたが、軽トラックで高速道路を走るの

もこれまたおつなものであります。最後の質問

になりました。できるだけダブらないようにし

たつもりですが、おつき合いをいただきたいと

思います。

最近、「フェールセーフ」という言葉をよく

耳にするようになりました。意味は、装置、シ

ステムにおいて何らかの誤操作、誤動作による

障害が発生した場合、常に安全側に制御するこ

と、またはそうなるような設計手法で、信頼性

設計の一つであります。装置やシステムは必ず

故障するということを前提にしております。

ずっと昔、自動制御システム設計をしていたと

きに、まず一番に教えられたのがこの言葉であ

りました。例えば、自動車であればどんな故障

であれ安全に停止しなければならないし、そう

させることがフェールセーフであります。ただ

し、飛行機の場合はエンジンを停止させると墜

落してしまいますので、しばらくは滑空し無事

に着陸できるものでなくてはなりません。車と

は多少設計思想が異なります。そこで福島原発

事故について考えます。核分裂等の難しいこと

はわかりませんが、想定外の事故であったとは

いえ、フェールセーフの観点からすれば、原発

が安全に停止できず放射能を拡散させてしまっ

たことは、まことに残念なことであります。国

を挙げて、今は一刻も早い収束に向けて全精力

を傾注すべきときであると考えます。先月、福

島県南相馬市小高区の居住困難地区を訪問して

改めて強く感じたことでありました。

それでは質問に入ります。スポーツ振興につ

いてであります。

延岡学園の準優勝は、我々県民に多くの夢、

感動、元気、勇気、そして希望を与えてくれま

した。3,957校の第２位、大快挙であります。改

めましてお祝いを申し上げます。「念ずればか

なう」と申しますが、今回ほどこの言葉を実感

したことはありません。実はこの夏、私の地元

でもう一つ、「念ずればかなう」を実感したこ

とがありました。あるスポーツ少年団野球チー

ムが県大会で優勝、念願かなって４年ぶりに東

京の神宮球場で開催の高円宮・マクドナルド

カップ全国大会に出場できたのであります。甲

子園出場とは比較になりませんが、地元関係者

にとっては大きな喜びでありました。そのチー

ムはブルースカイといいますが、運命のいたず

らというべきか、不思議なことに、延岡学園の

エース横瀬投手が実はこの少年団チームの出身

であったのであります。

さて、甲子園の決勝戦、優勝まであと一歩の

ところまで迫りました。監督を中心に選手たち

は本当によく頑張ったと思います。心からエー

平成25年９月18日(水)
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ルを送りたいと思いますが、あと一歩、知事の

公約、甲子園優勝まであと一歩のところまで上

り詰めてまいりました。知事にお尋ねいたしま

す。甲子園優勝まであと一歩でありますが、今

後に向けた知事の決意をお聞かせください。

後は自席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

甲子園優勝に向けての取り組みということで

ございます。私も今回、実際、準決勝、決勝

と、教育長、また福田議長とともに甲子園のア

ルプススタンドから応援をさせていただいたわ

けでありますが、延岡学園の野球部が甲子園で

見せてくれた勇姿というものは、多くの県民に

感動とともに元気や勇気を与えていただいたも

のというふうに考えております。

この甲子園に向けての県大会予選、その開会

式におきまして、甲子園の優勝というものを富

士山に例えて生徒たちに話をさせていただきま

した。富士山の美しい姿というのは、頂点、雪

をいただいた頂は美しいんですが、その裾野も

三峰型のすばらしい形があってこそ富士山の魅

力があると。甲子園の優勝に向けた取り組み

で、その裾野は十分に今までつくってきた。い

ろんな形で蓄積はある。後はもうトップに立つ

だけだということを申し上げてきたわけでござ

います。登山に例えて言うと、48年ぶりのベス

ト４進出、いわば８合目に到達したわけであり

ます。歴史の重い扉を開いていただいたわけで

ありますが、頂点まであと一歩という９合目ま

で新たな歴史の１ページを築いていただいたの

ではないかなというふうに思っております。こ

れは、高校野球に携わる関係者、そして今から

目指そうという子供たちも含めて、大きな刺

激、そのほかのスポーツ、またそのほかのいろ

んな県民に与える元気というものは非常に大き

かったように思っておるところでございます。

甲子園、これまで夢物語の夢であったというよ

うなイメージもあったかもしれませんが、それ

が実際に手が届くんだ、現実的な目標になって

きたのではないか、その意識の変化というのは

非常に大きなものがあろうかというふうに考え

ておるところでございます。

また、今回、初優勝というタイトルは逃した

わけですが、初優勝というタイトルを得るチャ

ンスというのが、実は今、県下全校にもたらさ

れたと、チャンスなんだという思いで、よし次

は自分たちがという、これも励みになっている

のではないかなというふうに思っております

し、また、これまで指導者の問題もいろいろ言

われてまいりました。「県外から立派な指導者

を連れてこなきゃできないんじゃないか」、そ

れから「１つの高校に優秀な生徒を集めなきゃ

なかなか勝てないんじゃないか」、そんなこと

を言われたんですが、実は延岡学園の今回のベ

ンチ入りメンバーのうち県外は５人でありまし

て、たしか４人が大分、１人が京都だったとい

うふうに思っております。そんなに全国各地か

ら集めてきたというチームではなしに、まさ

に、三股も含めて串間だとか地元の選手を中心

にこれだけの成績を得ることができたのは大き

な自信になるというふうに考えております。今

後とも、この美しい頂を目指して、関係者一

同、総力を結集して取り組んでまいりたい、そ

のように考えております。以上であります。

〔降壇〕

○蓬原正三議員 前回は言霊という言葉を使わ

れましたけれども、その言霊が響いたのかな

と。出身地は串間だったり日向、延岡の選手が

多かったように思っています。
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教育長にお尋ねいたします。あと一歩のため

に今後はどうすればいいのか、何をすればいい

のか、いわゆる知恵を絞らなければならないと

きであります。予算も含めて今後どのような強

化に取り組んでいくのか、教育長のお考えをお

聞かせください。ただ、あと一歩の難しさは、

スポーツをする者であるならば誰もが知るとこ

ろでもあります。よろしくお願いします。

○教育長（飛田 洋君） 昨年度から甲子園優

勝という明確な目標を掲げ事業に取り組んでお

りますが、２年目のことし、延岡学園高等学校

の準優勝という大きな成果が出たことを、本当

にありがたいと思いますし、喜んでいるところ

であります。

県教育委員会といたしましては、その甲子園

準優勝の感動が覚めやらぬ中、今月の３日、県

の高校野球連盟、県の中学校体育連盟などと強

化対策会議を行い、これまでの事業の検証を

行ったところであります。その中で、中高連携

のより一層の推進や指導者の資質向上などの強

化策について、早速検討いたしたところであり

ます。今後も、このように関係団体等との連携

をさらに深め、夢から、もう一歩で手が届くよ

うになった目標に変わった甲子園優勝の実現に

向け、取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○蓬原正三議員 次に、実況中継についてであ

ります。サンマリンスタジアムの１回戦から準

々決勝までの全試合がケーブルテレビで実況中

継されました。準決勝はＮＨＫ、決勝はＮＨＫ

とＭＲＴの放送であります。聞くところによる

と、このケーブルテレビによる実況中継は平

成21年第91回大会から始まりました。ケーブル

メディアワイワイと宮崎ケーブルテレビの２社

でつくる宮崎県ＣＡＴＶ高校野球中継実行委員

会の御厚意によるもので、サンマリンスタジア

ムの第１回戦から３回戦までの全試合が放送さ

れました。実行委員長の久嶋寛ケーブルメディ

アワイワイ代表取締役専務は、「勝ち残って脚

光を浴びるチームよりも、努力しながら残念に

も負けてしまったチームの勇姿を多くの人たち

に届けたい。この中継が高校球児の自信と励み

につながり、宮崎県のスポーツ振興、地域活性

化につながれば」との談話を残しております。

翌年22年は口蹄疫が発生、全試合が無観客試合

となりました。そこで今度はＢＴＶケーブルテ

レビも加わり、「県内経済は深刻な状況だが、

こういうときだからこそ高校球児のひたむきに

頑張る姿を見てほしい」との思いで、準々決勝

までの28試合の生中継が始まったのでありま

す。中継機材はＭＲＴが担当し、実況はＭＲＴ

アナウンサーが務めておられます。

さてそこで、そもそもの中継の始まりはケー

ブルテレビ各社の御厚意によるものではありま

すが、惜しむらくはアイビースタジアムの試合

が放送されていないということであります。試

合の実況生中継は、選手はもちろんであります

が、父兄や地域の人々にとって大きな励みにな

ることであり、さらには県全体の優勝への機運

醸成にもつながることであります。そこで、教

育長にお尋ねいたします。甲子園優勝の機運を

高めるために、夏の甲子園大会県大会を全試合

テレビで放映することは一つの大きな手だてで

あると思いますが、教育長のお考えをお聞かせ

ください。

○教育長（飛田 洋君） 報道各社におかれま

しては、映像だけでなくて紙面等による情報発

信を通じて、県内のさまざまなスポーツの振興

に多大なる御尽力をいただき、選手や指導者、

関係者の大きな励みになっております。現在、
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夏の甲子園県大会は、サンマリンスタジアム宮

崎での全試合がテレビ放映をいただいていると

ころでございます。この１回戦からのテレビ放

映というのは、先ほど議員が御紹介いただきま

したように、勝敗にかかわらず高校球児のひた

むきに頑張る姿を見てほしいという関係者の皆

様の熱き思いによるものであります。この思い

は、高校球児にとってどれだけ励みになったも

のかと考えているところであります。これらの

ことにより本県の高校野球のレベルアップが図

られ、あえて言わせていただければ、延岡学園

高等学校の準優勝にもつながったのではないか

と考えております。今後も関係機関と連携し、

報道各社から御協力をいただきながら、甲子園

優勝に向けて機運を高めてまいりたいと考えて

おります。

○蓬原正三議員 ちょっと話飛ばしまして、東

京オリンピックに入ります。東京オリンピック

の開催が決定をいたしました。恐らく国のプロ

ジェクトとして選手強化策が始まると思います

が、県はどのようにこのことに対応していくの

か、教育長のお考えをお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 国は、2020年夏季オ

リンピック・パラリンピックの東京開催決定を

受け、スポーツ行政を一元的に担うスポーツ庁

を創設し、本格的な選手強化策等について検討

に入るようであります。県教育委員会といたし

ましては、今後の国や日本オリンピック委員会

等の動向、どんな予算がつけられるのかとかい

ろんな情報が入ってくると思いますが、そうい

う動向を注視しながら情報収集に努めてまいり

たいと考えております。

○蓬原正三議員 東京オリンピックは７年後で

あります。今の小学校高学年、中学生、高校生

がちょうど出場対象年齢になります。東京オリ

ンピックで活躍するような選手を、本県として

もぜひ育成したいものでありますが、教育長の

お考えをお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 本県の選手の競技力

向上を図るために、指導者の養成・確保や選手

の育成強化、メディカルサポート体制などの環

境条件をさらに充実させることが重要と考えて

おります。今回、オリンピック・パラリンピッ

クの東京開催が決定されたわけでありますが、

本県としましても、７年後の主役となる小・中

・高校生を対象とした若き未来のエースを探し

伸ばす事業、この事業をタレント発掘事業と

言っておりますが、それに取り組むことによっ

て、小中高一貫指導体制の充実を図ることによ

り、世界の大舞台で活躍した郷土の先輩、柔道

の井上康生選手や水泳の松田丈志選手に続く

トップアスリートの育成に努めてまいりたいと

考えております。

○蓬原正三議員 知事の公約は野球の甲子園優

勝でありますが、本県の競技力向上のために

は、他の競技の全国大会優勝も目指したいとこ

ろであります。意外と優勝に近いところに女子

スポーツがあるのではないか、そんな気がしま

す。例えば女子サッカー、「やまとなでしこ

ジャパン」ならぬ「ひむか日向かぼちゃ宮崎」

で頑張ってみるのもおもしろいと思います。そ

して女子のソフトボール。競技力向上のための

高校女子スポーツの強化について、教育長のお

考えをお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 本県の女子スポーツ

界では、今、議員に御紹介いただきました競技

も本当にすばらしいと思いますが、それらに加

え、例えばゴルフ競技において、本県高校生が

日本代表選手として世界大会優勝、それから、

ウエイトリフティング競技における全国高校選
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手権大会優勝など、さまざまな競技で活躍する

姿が見られるようになってまいりました。県教

育委員会といたしましても、今後も高校女子ス

ポーツの強化を図るため、現在、全国的に高い

競技成績を上げているカヌー競技とか、先ほど

ありましたソフトボール競技などで取り組まれ

ている、学校の枠を超えての合同合宿とか合同

練習会などをモデルにしながら、競技団体と一

体となった組織的、計画的な選手育成に努めて

まいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 時間が押しておりますのでど

んどん参ります。テレビ放映に話を戻します。

教育長の全試合放映についての答弁は、今後も

関係機関と連携し、報道各社の御協力をいただ

きながら機運を高めていきたいとのことです

が、将来的には全試合が実際にテレビで放映さ

れるようになるといいと思いますが、具体的に

どうされるか、教育長のお考えをお聞かせいた

だきたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 全試合のテレビ放映

というのは、私もそうですが、県民の皆様どな

たもそんな願いを持っていらっしゃると思いま

す。かつては決勝と準決勝のみのテレビ放映で

あったと思いますが、先ほども御紹介がありま

したが、平成21年から、議員がおっしゃったと

おり、１回戦から３回戦の試合も可能な限り放

映していただく。それから22年からは、関係各

社の御努力により準々決勝までの試合も放映い

ただき、段階的に放映する学校をふやしていた

だいているところであります。私もそう思うん

ですが、どんどん段階的に放映がふえていった

ということは非常にありがたいところでありま

して、現在、全試合放映されていないというこ

とは、いろんな御事情もおありだと思います。

何らかの機会に、またそんなお話をしてみたい

と考えております。

〔「何らかの機会じゃいかん」と呼ぶ者

あり〕

○蓬原正三議員 「何らかの機会じゃいかん」

という声が出ていますが、具体的にお話をして

いただかないと話は進まないと思います。都城

は鹿児島のテレビが３社映ります。昔から鹿児

島はやっています。（「熊本も」と呼ぶ者あ

り）熊本もやっているそうです。ですから、そ

ういうところは宮崎県のベースとして、先ほど

富士山の裾野の話をされましたけど、裾野の広

がり、裾野がさらに広がって強さにつながって

いくんだろうと思いますから―知事はずっと

うなずいておられますが、予告はしていません

けど、もし感想があれば何かおっしゃっていた

だいても結構ですが、どうですか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり大変励

みになるというふうに考えております。それが

いろんな底支えになるのではということであれ

ば、関係者に話をしてみたいというふうに考え

ております。

○蓬原正三議員 ぜひ話をですね。名前は言い

ませんけど、恐らく宮崎県は株主になっている

はずですから、そのあたりもよく調べていただ

いて、お願いを申し上げたい。中継機材にお金

がかかるとかスタッフが要るとかいろいろある

そうです。聞きました。聞きましたが、恐らく

後ろにいらっしゃるマスコミの皆さん、うなず

いていらっしゃるんじゃないかと思いますの

で、これがまさしく県民総力戦だと思いますか

ら、一緒にお話をしていただくとありがたいと

思っています。

次に、部活動のけが対策についてです。

ある親御さんから、武道の必修化を前にセカ

ンドインパクトシンドロームの言葉を聞いてお
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りましたところに、８月21日、朝日新聞の１面

トップに、「部活で頭部大けが、年500件」の記

事を目にしました。記事の内容を要約すると、

「中学、高校の部活動中に、治療が必要なけが

が年26万件起きていることが、日本体育協会の

研究班の調査でわかった。骨折は７万5,000件、

治療費が月10万円以上かかった頭や首の重いけ

がも約500件、命にかかわる深刻なけがも少なく

ないことから、研究班は予防指針づくりに乗り

出した。サッカー、野球、バレーボール、バス

ケットボール、ラグビー、テニス、剣道、柔

道、体操、水泳、陸上競技の11競技で分析した

もので、部員数をそろえた発生頻度ではラグビ

ー、柔道、体操の順に多かった。頭のけがでは

脳震盪が最多で全体の４割近い。救命率が５割

以下とも言われる急性硬膜下血腫なども年間

約50件あった。脳震盪は一般的に５日から10日

で軽減するが、回復しない段階で再び打撃を受

けると致命的な脳損傷につながることがあ

る」。これが先ほど言いました、いわゆるセカ

ンドインパクトシンドロームのことだと思いま

す。研究班の福林早稲田大教授は、「部活動で

の予防の取り組みは不十分で、早急な対策が必

要だ」と話したというものであります。また先

日は、「神奈川県立高校で部活動中に倒れ脳障

害、８千万円で和解へ」の報道もありました。

学生、生徒の安全のみならず指導の先生方のた

めにも、本県として早急な対策が必要でありま

す。日本体育協会の予防指針完成を待ってはお

れません。以下４点ほど、教育長並びに総合政

策部長にお尋ねいたします。

本県の運動部活動中のけがの状況はどのよう

な状況なのか、教育長お聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 本県の私立学校も含

めた中学校、高等学校における運動部活動中の

けがの状況につきましては、３年間さかのぼっ

て調査をしてみましたが、けがの件数について

は、年ごとの変化があって若干の増加はありま

すが、命にかかわるような重篤なけがはまず起

こっておりません。それから、平成23年度と24

年度のけがの件数を平均して申し上げますと、

中学校では2,684件で、１つの部で見ると年間平

均約1.8件起こっております。また、高等学校で

は1,714件で、１つの部活動で見ますと年平均

約1.7件となっております。けがの状況を種目別

に見ますと、けがの発生には、競技人口が多い

とか、あるいは運動の強度とか身体接触などい

ろんな特性がありますので一概には言えません

が、24年度は、中学校ではバスケットボール、

サッカーの順に多く、高等学校ではサッカー、

野球の順になっております。

○蓬原正三議員 次に、運動部活動中における

けがに対してのこれまでの対策、どんな対策を

講じてこられたのか、教育長お願いします。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会では、

毎年、中学校、高等学校の運動部活動指導教員

及び保健体育担当教員を対象として、安全に十

分配慮した指導方法について研修を行い、けが

の予防に努めているところであります。また、

運動部活動では、教員だけじゃなくて外部の指

導者にも協力をいただいておりますことから、

医療関係者等を講師として招き外部指導者研修

会を実施するなど、安全管理に関する研修を

行っているところであります。

○蓬原正三議員 これまでの対策を聞いた後は

当然、今後どういう対応をとりますかというこ

とになるわけですか、早急な対応が必要と考え

ます。今後の対策についてお聞かせください。

教育長。

○教育長（飛田 洋君） 運動部活動における
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けがは若干増加しているということもありま

す。さらなる対策が必要であると考えておりま

す。県教育委員会といたしましては、けがを未

然に防止し、より一層安全な部活動とするため

に、引き続き、先ほど申し上げましたような各

種研修会を実施してまいりたいと考えておりま

す。今後はさらに、文部科学省が本年５月に示

しました、運動部活動での指導のガイドライン

等を十分活用し、学校全体としての万全の体制

がつくられるよう、指導・支援に努めてまいり

たいと考えております。

○蓬原正三議員 部活動中のけがへの対策は、

私立学校においても同様に必要なことでありま

す。県としてどのような対応をされているの

か、総合政策部長お聞かせください。

○総合政策部長（土持正弘君） 運動部活動

は、学校教育の一環として重要な役割を果たし

てきたところであり、運動部活動中のけがにつ

いても、各私立学校に対しまして十分な安全対

策を要請しているところでございます。また、

安全対策に係る文部科学省からの情報を随時提

供いたしまして、ただいま教育長のほうから御

紹介がございました、文部科学省の定めました

運動部活動での指導のガイドラインに基づく研

修を実施しているところであります。今後と

も、私立学校の運動部活動におけるけがの防止

対策の促進に、県教育委員会とも連携をしなが

ら努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○蓬原正三議員 私立の場合は、多少公立とは

やり方、勝手が違うかと思いますが、よろしく

お願いしたいと思います。

教育長に一言意見を申し上げておきたいと思

います。2,000以上ある部活のけがの状況につい

て把握するのは本当に難しいと思います。今回

は、残念ながら把握は余りできておりませんで

した。2,000以上ありますが、できたら、ある程

度の基準以上のけがについては報告していただ

くとかそういうことがあってもいいのではない

か、実態把握に努めていただくようにお願いを

して、次に移ります。

方言についてであります。

ＪＡグループ鹿児島は、県内どこでも使える

総合ポイントカードのサービスを始めるそうで

あります。愛称は「ＪＡＤＤＯ（じゃっ

ど）」、鹿児島弁で肯定的な意味合いを持つ

「じゃっど」とＪＡをかけ合わせたものであり

ます。都城盆地ほか西諸、えびの地方の方々に

はよく御理解いただける言葉であります。特に

中野一則議員には御理解いただけると思いま

す。先日、モンゴルから来た留学生に、最初に

覚えるべき方言として、たまたま「じゃっど」

を教えたばかりでした。どうやって英語で教え

ようか、片言の英語で､「I think so,too. That

is the point. I cannot agree more.」―知

事、これでよかったでしょうか。うなずいてい

ただきました―そう説明しまして大笑いをし

たところでした。

そして翌日、８月31日だったと思っています

が、読売新聞に「方言、見直される価値」と題

した編集記事を目にしました。東京女子大教授

で方言学、社会言語学が専門の篠崎晃一氏に方

言の現在を聞いたものであります。「共通語と

方言はうまくすみ分けていますか」との問い

に、「話し手が場面に応じて共通語と方言をう

まく切りかえてコミュニケーションをとれるよ

うになってきた。その背景には帰属意識のより

どころとして方言の価値が見直され、共通語と

対等のものと意識されるようになったことがあ

る。方言教育の重要性が言われるのも、単に言
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葉を学ぶというより地域の文化を学ぶというこ

とだろう。地方の時代に、生きた言葉としての

方言はしっかり残っていくと思う」と答えてお

ります。

そこで、教育長に３点お尋ねいたします。新

規事業に、次世代につなぐ「みやざきの言の

葉」継承事業がありますが、事業の内容につい

てお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 次世代につなぐ「み

やざきの言の葉」継承事業は、神話や民話など

の本県ならではの豊かな言語文化を次世代に語

り継ぐことを目的として取り組んでいるもので

ございます。この事業は、昨年度、県教育委員

会で作成した県内の神話や民話を集めた冊子、

「みやざきの言の葉」という冊子ですが、その

冊子と音声化したＣＤを活用して、本年度より

西都市、日南市において、神話や民話を語り継

ぐ専門家を養成する語り部養成講座や、子供に

神話や民話を理解させるための講座等を開催す

るものであり、今済んだ分で、これまでに延

べ389人の参加をいただいております。語り部養

成講座に参加された方からは、「声に出して語

り伝えることがこんなに楽しいものかと思っ

た。自信を持って語りたい｣、また子供たちから

は、「古事記にある神話の地が宮崎ということ

を知って、とても誇りに思っている」などの感

想が出されており、この事業が、郷土に対する

愛着や宮崎県人としての誇りを持つことにつな

がっているものと感じております。

○蓬原正三議員 「あまちゃん」で方言が注目

を浴び、都市部では若い世代を中心に、方言で

遊ぶブームが続いているそうであります。方言

コスプレなどと呼ばれ、例えば、「なんでやね

ん」で笑いをとり、「何々ぜよ」「何々でごわ

す」で幕末の志士っぽさを醸し出す。これは、

今までとは違う自分を演じてみたいとか、非日

常の模索、あるいは閉塞感の打破、そういうも

のとマッチしているのだとの解釈であります

が、今回のブームは割と広い世代に浸透してお

り、メールから日常会話にまで広がっており、

自分の故郷の方言を模倣される側も、方言のブ

ランド化としてプラスに受けとめているようだ

とも話しております。方言復活の兆しなのかも

しれません。さて、そのような中、篠崎教授は

「方言教育は文化を学ぶこと」と述べているわ

けでありますが、方言に対する教育長の御見解

をお聞かせください。私は10数年前にも、当時

の笹山教育長、松形知事、外山教育委員長に質

問いたしまして、特に知事には薩摩弁というよ

りえびの弁で、教育委員長には抑揚の大きい独

特の都城弁でお答えいただいたことが強く印象

に残っております。お願いします。

○教育長（飛田 洋君） 共通語と方言を私た

ちが着ている服に例えますと、共通語は改まっ

た場で着る、いわばよそ行き、外出着の言葉で

あるのに対し、方言は、何も飾らずに本音で話

せるふだん着の言葉というふうに思います。ま

た、方言は、地域に深く根をおろし、地域の文

化や風土を懐かしさをもって映し出す言葉であ

るとも考えております。県外から宮崎に帰って

きたときに、どこからともなく宮崎の方言が聞

こえてきますと、何だかほっとした気分になり

ます。東京の大学に行った私の友人がこんな話

をしてくれました。「寂しくなると入場券を

買って東京駅のホームに行く」と言うんです。

｢どこに行くとや」と聞いたら、年配の方は御存

じでしょうが、「高千穂」という急行列車が着

くホームに行って宮崎の人の言葉を聞くという

話をしてくれました。そのことは、まさに方言

がふるさとの言葉であり、地域のよさや味わい
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を実感させてくれるからだと思います。方言を

大切にすることは、その背景にある文化や伝統

を尊重することでもあると考えておりますの

で、ふるさとに伝えられている方言が、いつま

でも消えることなく大切に引き継がれていくこ

とを願っております。

○蓬原正三議員 教育長の言葉も抑揚があって

独特でおもしろいと聞いておりました。方言復

活の兆しと言いながら、現実にはお国言葉、お

国なまりは徐々に失われつつあります。過去、

標準語普及を推進する中で、方言撲滅、方言を

話すことは恥ずかしいことといった教育が行わ

れたことも問題であります。方言を話すことは

恥ずかしいことではなく、郷土の誇りとして堂

々と話し、残す努力をすべきものであると考え

ます。現行学習指導要領では、「共通語と方言

の違いを理解し、必要に応じて話すこと」と

なっていると聞いております。つまり国内２カ

国語を話せるバイリンガル教育の実践でありま

す。具体的にはどのように取り扱っておられる

のか、教育長お聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 方言につきまして

は、小学校５年生、６年生及び中学校２年生の

国語科におきまして、方言と共通語のよさや役

割について理解するとともに、必要に応じて使

い分けることができるようにするなど、学習指

導要領に沿った指導を行っております。また、

方言を使った宮崎の民話に触れさせたり、宮崎

の方言を使った読み聞かせを行っている学校も

あります。県教育委員会では「ひむか学」とい

うホームページを開設しているんですが、方言

について学習することがその中でできるように

しておりまして、例えばその中で、「よだき

い」という方言が実は都で貴族が使っていた言

葉であるといった方言のルーツや、方言が持つ

言葉の温かさや大切さを紹介しますとともに、

方言を使った宮崎の民話などについて、実際に

方言の音声、うまく方言をお話しになるお年寄

りの方の会話などを入れているんですが、そう

いう音声も聞くことができるようなつくりとし

ております。

○蓬原正三議員 「よだきい」が貴族言葉だと

は知りませんでした。ありがとうございまし

た。

言葉は時代とともに変化します。したがっ

て、方言を100％残すことは不可能かもしれませ

ん。ただ、方言でしか表現できない、方言なら

ではの絶妙な心象風景の表現というものが方言

にはあります。宮崎県は歴史的に幕藩体制が異

なり、鹿児島県と同じようにイコール薩摩弁と

いうわけにはいきませんが、それなりに宮崎を

代表する方言はあるのではないかと思います。

例えば新宿のＫＯＮＮＥ館は、もしかしたら宮

崎市近辺の「家に来ない」の「こんね」ではな

いかと推測しますが、先ほどありましたように

言葉のブランド化、すなわち宮崎らしい宮崎の

言葉を冒頭の「じゃっど」のように何かと結び

つけて宮崎をＰＲしていく、そういうことは考

えられないか、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 本県の方

言につきましては、例えば本県の食や旅など多

彩な魅力を紹介している情報誌に、標準語で

「そうだそうだ」に当たる「Ｊａｊａ（じゃあ

じゃあ）」という名称を使用したり、ただいま

の御質問にありましたように、標準語で「おい

でよ」という意味である「こんね」を本県アン

テナショップの名称に用いるなど、温かみのあ

る語感が本県の特性を表現することを期待し

て、県外へのＰＲに活用しているところであり

ます。私は、方言は大切なものだというふうに
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考えておりまして、今後とも、方言の活用を含

め、県外への効果的なＰＲに努めてまいりたい

と考えております。

○蓬原正三議員 方言にばかりこだわっておれ

ませんので、次に行きます。新エネルギーにつ

いて。

８月、環境農林水産常任委員会で福島県南相

馬市のソーラーシェアリング事業について現地

調査を実施、福島県農業担い手からの説明を受

けました。平成25年３月31日付農村振興局長通

達によれば、この事業は、農地に撤去可能な支

柱を立て、営農を継続しながら上部空間に太陽

光発電設備等を設置する場合、当該支柱につい

て、農地法第４条または第５条の許可の可否を

判断するものであります。農作物の年間収穫量

が２割減ってはならないことが条件で、千葉県

から始まり、愛知県、三重県、そして茨城県に

広がりました。農地に太陽光発電を設置するた

めの苦肉の策でありますが、これまで農地法が

大きな壁になっていたことを思うと、大変あり

がたい制度であります。太陽光を設置すること

が農家の基礎的、安定的な収入源となれば、お

のずと農業・農村は活性化することとなりま

す。地代だけでも年間20万円になるとの福島県

の話でありました。そこで、農政水産部長に１

点お尋ねいたします。福島県では太陽光パネル

下の牧草栽培は転用可能であるとの話を聞きま

した。では、本県においてソルゴー等の飼料作

物の栽培を行う場合、営農継続型発電設備の設

置は農地転用許可制度上認められるのかどう

か、お考えをお聞かせください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農地転用許可

により営農継続型太陽光発電設備の設置が認め

られるかどうかにつきましては、御質問の中に

ありました、本年３月31日付の農林水産省の通

知によりまして、設備の下部の農地における営

農の適切な継続が確保されるかどうかを踏まえ

て判断することになっております。具体的に

は、下部の農地における農作業の効率性や作物

の生育に適した日照量を確保した上で、さら

に、おおむね２割以上の収穫量の減少や、作物

の品質に著しい劣化のおそれがないことが転用

許可の条件となります。これまで、本県におい

て営農継続型太陽光発電設備が設置された事例

はございませんが、農地転用許可申請があれ

ば、栽培作物の種類を問わず、これらの要件を

確認した上で設置の可否を判断することになる

と考えております。

○蓬原正三議員 恐らく来年までだろうと、こ

のブームが続くのはですね。買い取り制度の値

段の問題とかありますから。そういうことが言

われておりますが、そのときはよろしくお願い

したいと思います。

次に、環境森林部長にお尋ねいたします。

「経済産業省の発表によると、固定価格買い取

り制度が始まって約１年で自然エネによる発電

設備が約15％ふえた。ただ、国が設置を認めた

のに建設を始めない事業者が多いことも明らか

になり、国は実態調査に乗り出す」との報道が

ありました。実際に発電が始まった設備は、国

が認めた発電設備の７分の１以下しかないのだ

そうであります。買い取り価格は設置が認めら

れた時点での価格で、10年間は同じ価格に据え

置かれるため、買い取り価格が高いうちに建設

の認定だけを受けておき、建設費用が十分下が

るのを待って建設を始めようという発電事業者

がいるからだそうであります。いわゆる権利買

いと言われるやり方でありまして、特に悪質な

業者には認定を取り消すとあります。まず、本

県の実態について、環境森林部長お聞かせくだ
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さい。

○環境森林部長（堀野 誠君） 御質問の報道

は、８月に行われた資源エネルギー庁の発表を

受けたもので、発表の内容は、平成25年５月末

現在、運転を開始している太陽光発電の設備容

量が、国の認定した容量の９％程度にとどまっ

ており、このため着工のおくれている案件につ

いて実態調査を行うというものであります。固

定価格買い取り制度に基づく申請や認定は、事

業者と国の間で直接行う仕組みとなっているた

め、県におきましては、その認定件数と出力総

数は国のホームページで確認はできますが、事

業者名や、御質問の着工がおくれている理由な

どは把握できておりません。固定価格買い取り

制度は、再生可能エネルギーの導入促進に大き

な効果を発揮していますが、その原資は電気利

用者が広く負担する賦課金でありますことか

ら、制度は適正にかつ透明性を持って運用され

る必要があると考えております。今後、国にお

いて実態調査が行われる予定ですので、その結

果を踏まえまして、必要な対応をされるものと

考えております。

○蓬原正三議員 この制度にはその目的がある

わけですから、ずるいやり方はいかんと思うん

です。ところが、県の場合は、ホームページを

見るだけで、権利買いの実態を把握できないと

いうことのようですが、県は新エネルギービ

ジョンもつくって推進を一生懸命しています。

ところが、今度の経済産業省のシステムによる

と、県には情報が来ない、自分でホームページ

を見ないといけない。それも、認定はしたが、

着手していないところはわからないということ

ですから、これは制度設計上の不備ではないの

か。知事、私はそう思いますし、実際、無視さ

れている県は、連絡が来ない県は、国に対して

制度設計の不備があるよということは教えてい

いんじゃないか。例えば現地でトラブルがあっ

た場合、県の担当者は知らないということにな

るわけですから、これはやっぱりおかしいだろ

うと。意見として申し上げておきますが、機会

がありましたら、ぜひ経産省のほうに要望、陳

情をお願いしたいというふうに思っています。

制度設計が必要です。

次に、農業問題について。

高齢化が進み、後継者のいない農業・農村地

域を見るにつけ、先祖代々受け継がれてきた農

地、水は一体誰が守るのか考えさせられます。

確実に衰退する農業・農村。もしＴＰＰへ参加

となれば、調査をまつまでもなく拍車がかかる

ことは必定であります。我が県はＴＰＰ参加に

は反対の立場であります。しかしながら、我々

が反対することと世界的な情勢の中で国が参加

すること、参加せざるを得ないこととは別問題

であります。もしＴＰＰ参加となればどうする

のか。反対を叫びながらも、一方ではその備え

をしっかりしておかなければならないのも現実

であります。また、この厳しい現状を打開して

いくためには、先ほども井上議員から発言があ

りましたが、農業においても他産業並みのイノ

ベーション、技術革新が必要だと考えます。こ

の視点を踏まえて、知事にお尋ねいたします。

ＴＰＰ後の本県農業・農村のあるべき姿を見据

え、県はどのような予算を来年度打ち出そうと

しているのかお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 本県の基幹産業である

農業にとって、ＴＰＰというのは大変重要な課

題であります。交渉の先行きが不透明な状況の

中で、全体的な影響を現時点で予想するのは困

難でありますが、５年後、10年後、そういう将

来の本県の農業の姿というものを見通します
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と、御指摘がありましたように、ＴＰＰ交渉の

展開のいかんにかかわらず、農業者数が減少し

ていく中で、農業生産を支えていく担い手の確

保・育成というものが最重要課題になるものと

考えております。とりわけ、経営拡大意欲のあ

る担い手に対する環境整備でありますとか、産

地や地域全体を経営する感覚を持った経営体の

育成・強化の視点が重要であると考えておりま

して、先日行いました全農家を対象とした農業

実態調査の結果や、農業の成長産業化に関する

有識者会議での議論を踏まえて、新たな本県の

農業をつくり上げていく道しるべとなるような

骨太の対策というものを構築してまいりたいと

考えております。また、産業としての農業が持

続的な発展を遂げるためには、御指摘がありま

した、いわゆるイノベーションによる技術革新

といった視点も重要になってまいります。農業

と他産業との連携・融合によりまして、活発な

イノベーションを引き出そうとするフードビジ

ネスの取り組みを初め、新たな分野、発想での

チャレンジというものを積極的に進めてまいり

たいと考えております。

○蓬原正三議員 骨太な対策ということであり

ますから、来年２月、私はまた一般質問でやり

ますので、御期待申し上げ、そのときまた深く

議論をいたしたいと思います。期待をいたして

おります。

次に、髙橋議員からも質問がありましたが、

地頭鶏にスポットライトを当ててみたいと思い

ます。地頭鶏が天然記念物に指定されたのが昭

和18年、そして今から28年前の昭和60年に県畜

産試験場川南支場で研究が開始されました。平

成16年に、「みやざき地鶏」から「みやざき地

頭鶏」へ名称変更、平成18年には県商品ブラン

ドとして認定され、現在に至っております。成

長・出荷までの流れは、種鶏の改良と増殖を畜

産試験場が行い、ひなの生産を小林・日南・日

向・綾ひなセンター、そして県内生産者へと３

段階体制が確立されております。生産者53の

人、法人で「みやざき地頭鶏事業協同組合」が

設立され、成鳥出荷羽数は43万羽、年間売上高

約11億円、これは平成24年度です。徳島の阿波

尾鳥、名古屋コーチン、秋田の比内地鶏に次い

で第４位であります。一組合員の年間売上高

約2,000万円、出荷羽数は、リーマンショックで

一時落ち込んだものの、順調に右肩上がりに伸

びております。指定店も235店、個人またはＪＡ

を通じて県内外、関西、関東、九州などに販路

を広げつつあります。将来はひな生産体制100万

羽を目指すということであります。川南支場を

初め関係者の皆さんのこれまでの御苦労に敬意

を表しながら、以下２点質問いたします。

農政水産部長にお尋ねいたします。みやざき

地頭鶏の流通―髙橋議員は「生産」というこ

とでお尋ねになりました。私は「流通」という

ことで―今は個人とＪＡであります。この流

通の現状と課題について県はどのように認識さ

れているのか、御見解をお聞かせください。

○農政水産部長（緒方文彦君） みやざき地頭

鶏につきましては、生産者で組織する「みやざ

き地頭鶏事業協同組合」と行政が一体となっ

て、県商品ブランドの認証、地域団体商標の登

録、さらには県内外の販売指定店との意見交換

会などによる消費動向の把握に努めながら、生

産・販売体制の構築に取り組んでいるところで

あります。このような取り組みにより、みやざ

き地頭鶏の販売指定店は、本年７月現在、県内

外に235店舗まで拡大しており、そのうち関東地

域が84店舗と全体の３割以上を占めるなど、首

都圏を中心に人気が高まっております。このよ
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うな状況を踏まえまして、今後は、個々の販売

先における取引の安定化や、多様な販売チャン

ネルの構築などに取り組む必要があると考えて

おります。

○蓬原正三議員 多チャンネルの構築、よろし

くお願いいたします。

みやざき地頭鶏の出荷額は、農産物全体の割

合からすればほんの微々たるものであります

が、リーマンショック時を除いて確実に右肩上

がりに伸びていることからすれば、みやざき地

頭鶏はまさしく、知事のよく言われる成長産業

と言えるのではないかと思います。しかも宮崎

と言えば地鶏と焼酎、そしてマンゴーと言われ

るほど、宮崎の観光ＰＲにも一役買ってまいり

ました。大いに支援すべきであると思います。

農政水産部長にお尋ねいたします。みやざき地

頭鶏の今後の展望と取り組みについて、県のお

考えをお聞かせください。

○農政水産部長（緒方文彦君） みやざき地頭

鶏につきましては、畜産試験場川南支場で研究

を開始して以来、20年以上にわたる年月を経て

本県ブランドの一翼を担う品目にまで成長して

まいりました。みやざき地頭鶏が持つ独特のう

まみが高く評価され、これまで順調に生産量を

伸ばしておりまして、今後もさらに需要の拡大

が見込まれております。このようなことから、

県といたしましては、生産者団体とも十分連携

をとり、生産体制の強化を図りますとともに、

効果的なＰＲ活動や多様な加工品の開発によっ

て、より知名度の向上を図り、名実ともに日本

を代表するトップブランドの地鶏へと大きく飛

躍できますよう取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○蓬原正三議員 あと２つです。学校つり天井

対策について。

「小中学校の体育館などに設置されているつ

り天井が東日本大震災で落下事故が相次いだこ

とを受け、文部科学省は2015年度までの撤去や

落下防止対策の実施を各教委に要請。九州、山

口、沖縄では少なくとも798棟に上るが、９割近

くは対策が済んでいない」との報道がありまし

た。これは９月３日の読売新聞であります。宮

崎県には415棟の体育館等があり、つり天井のあ

る体育館29棟のうち24棟が未対応となっており

ます。つり天井は、屋根から骨組みや石こうボ

ードなどをぶら下げた構造で、防音効果がある

とされておりますが、一方、震度に弱く、地震

などの際に落下して、多数の児童生徒に被害が

出る危険性が指摘されております。教育長にお

尋ねいたします。市町村立小中学校の屋内運動

場等に設置されているつり天井について、本県

の実態をお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） つり天井を有する屋

内運動場─これは体育館とか武道場というこ

とですが─等のうち点検が完了していないも

のは、先ほど議員が御指摘されましたように文

部科学省が公表しているところでございます

が、平成25年４月１日現在で県内10市町の小中

学校に24棟ございます。市町村ごとの内訳は、

日南市が９棟、都城市が４棟、宮崎市が３棟、

えびの市が２棟、延岡市、西都市、高鍋町、木

城町、川南町、日之影町がそれぞれ１棟となっ

ております。

○蓬原正三議員 そのつり天井の落下防止対策

を早急に行うべきではないかと思いますが、教

育長のお考えをお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 小中学校の屋内運動

場などにつきましては、児童生徒の教育の場で

あると同時に、多くの地域で避難所にも指定さ

れておりますことから、建物の耐震化だけでは
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なく、天井材等の落下防止対策に取り組むこと

も極めて重要であると考えております。国は、

大地震発生時に大きな被害が危惧される屋内運

動場などのつり天井について、早急な点検の実

施と平成27年度までの対策の完了を目指すこと

としており、県教育委員会といたしましても、

市町村に対して、国の補助制度や対策事例など

情報提供や必要な助言を行い、今後とも、学校

施設の安全性の確保が図られるよう働きかけて

まいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 よろしくお願いいたします。

最後になりました。凶悪犯罪対策について。

先月末、三重県朝日町の空き地で女子中学生

の遺体が発見されるという事件が発生しまし

た。県警は殺人事件として捜査中とのことであ

ります。また、７月には山口県周南市金峰の集

落で男女５人が殺害されました。犯人は同じ集

落の63歳の男性で、殺害・放火事件として報道

されております。ほかにもリンチ事件や通り魔

事件などがありますが、これらの事件を聞いて

思うことは、すぐ近くにいるごく普通の人が、

いとも簡単に殺人の罪を犯しているように感じ

るということであります。すぐそばの身近なと

ころでいつ起きてもおかしくないのではない

か、そんな不安を覚えずにはおられませんし、

そういう声をよく耳にします。そこで、県警本

部長にお尋ねいたします。凶悪犯罪の全国及び

本県の現状と推移についてお聞かせください。

○警察本部長（白川靖浩君） 殺人、強盗など

の凶悪犯罪の現状と推移でありますが、全国で

は昨年、認知は6,961件、検挙は5,368件で、検

挙率は77.1％でございました。これは10年前と

比較いたしますと、認知でマイナス6,697件と半

数近くの大幅な減少となっておりまして、検挙

率においてはプラス16.8％と良好に推移してい

ると言えるかと思います。

なお、本県におきましては、昨年、認知は36

件、検挙が35件で、検挙率は97.2％でございま

した。同じく10年前との比較におきましては、

認知でマイナス66件と全国をさらに上回る大幅

な減少となっておりまして、検挙率におきまし

てもプラス９ポイントと、これも全国同様に良

好に推移している状況と考えております。ま

た、本県の本年８月末の状況につきましても、

認知は11件でございまして、昨年同期比マイナ

ス13件とさらに減少傾向が続いておりまして、

検挙は11件、したがいまして検挙率100％で推移

しております。なお、殺人につきましては、本

県は毎年10件前後の発生を見ておりますが、こ

としは１件も発生を見ていないところでござい

ます。引き続き凶悪犯罪の徹底検挙に取り組ん

でまいります。

○蓬原正三議員 ありがとうございました。マ

スコミの報道のせいもあるのかもしれません

が、意外と減っているんですね。そして、びっ

くりしたのは検挙率が100％ということで、宮崎

県の警察が優秀だというのがよくわかりまし

た。これからも我々のために、治安維持のため

に、よろしくお願いを申し上げておきたいと思

います。

一言意見を申し上げておきたいと思います

が、知事は、今回の政治姿勢の中でいろいろ質

問を受ける中で、知事選再出馬をゴルフに例え

られました。ヘッドアップ─いわゆるボール

をよく見よ、今に集中せよと。我々も下手くそ

ですがゴルフをしますので、そういうことだと

思いまして、非常におもしろい表現だと思いま

した。ただ、ゴルフにはもう一つ大事なことが

あります。スクエアに構えるということです。

体は平行に、フェースは直角にということでご
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ざいまして、この方向を誤るとボールはとんで

もない方向へ飛んで、大たたきするのもゴルフ

の難しさであります。なぜこういうことが起き

るかというと、周囲の景色に惑わされるのが原

因でありまして、ヘッドアップにこだわり過ぎ

てギブアップにならないように頑張っていただ

きますよう御忠告申し上げまして、私の質問を

終わります。（拍手）

○福田作弥議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案に対する質疑

○福田作弥議長 ここで、今回提案されており

ます議案に対する質疑の通告がありますので、

これを許します。

質疑についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり１人10分以内といたします。前屋

敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。一般質問に続いてです

が、今議会に提出をされました議案第１号「平

成25年度宮崎県一般会計補正予算（第２号）」

について、質疑を行いたいと思います。今回の

補正は、一般会計で67億3,104万7,000円が計上

されております。県民の暮らしや福祉の向上、

また地域経済の活性化などにつながるよう期待

をするものです。

それでは、質疑をさせていただきます。

まず、新規事業で、みやざきフードビジネス

雇用創出プロジェクト推進費１億5,508万3,000

円が計上されておりますが、その中で行うみや

ざきフードビジネス就職支援事業920万円につい

て、どのような事業内容を進めていかれるの

か。そして、どのように就職につながっていく

のか、お聞かせいただきたいと思います。

次に、福祉関連で、介護基盤緊急整備等臨時

特例基金事業１億7,402万5,000円について、事

業内容を具体的に伺いたいと思います。

次に、新規事業で、精神疾患急性期対策強化

事業2,630万円の事業内容についてお聞かせくだ

さい。

同じく新規事業、重症心身障がい児（者）・

小児精神医療体制強化事業1,045万7,000円につ

いての事業内容についても伺いたいと思いま

す。

次に、在宅歯科医療推進事業438万3,000円の

事業内容についてお聞かせください。

また、高次脳機能障がい相談・支援拠点機関

事業75万6,000円の事業内容についても伺いま

す。

最後に、教育関連で、問題を抱える子ども等

の自立支援事業73万円についての事業内容につ

いてお聞かせください。

以上で壇上からの質疑を終わります。〔降

壇〕

○総合政策部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

フードビジネス就職支援事業についてであり

ます。フードビジネス就職支援事業につきまし

ては、本県の食関連産業を支える人材を育成す

るため、求職者を対象に、食文化や流通、商品

開発といったフードビジネスに関する基礎的な

知識を習得するセミナーや講座を実施いたしま

すほか、実際に求人をしているフードビジネス

関連企業の見学会を行い、求職者と企業との

マッチングを支援することといたしておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（佐藤健司君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業
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についてであります。この事業は、地域におけ

る介護ニーズに対応するため、認知症高齢者グ

ループホームなどの小規模事業所の新設等を支

援するものでありますが、今回の補正では、既

存施設のスプリンクラーの整備や、特別養護老

人ホームなどのユニット化改修工事への支援、

及び市町村などが行う地域支え合い体制づくり

事業などを支援するものであります。

次に、精神疾患急性期対策強化事業など４つ

の事業につきましては、全て地域医療再生基金

を財源として実施するものでございます。ま

ず、精神疾患急性期対策強化事業は、入院患者

を早期に退院させ社会復帰を促進するため、精

神科病院の精神病棟について、集中的な治療を

行う急性期治療病棟に転換させる際の整備・改

修に対する補助事業でございます。

次に、重症心身障がい児（者）・小児精神医

療体制強化事業は、重症心身障がい児（者）の

医療に必要な人材の育成などの取り組み、及び

年々増加する発達障がいの相談に対応するた

め、発達障害者支援センターの体制強化や支援

にかかわる人材の育成を行うものであります。

次に、在宅歯科医療推進事業は、高齢化に伴

う在宅歯科医療の増加に対応するために、県歯

科医師会が実施する在宅歯科医療従事者への研

修に必要な、ポータブルユニットや飲み込みの

様子を観察できる嚥下内視鏡等の機器の整備を

支援するものであります。

最後に、高次脳機能障がい相談・支援拠点機

関事業は、高次脳機能障がい者の在宅での療養

等を支援するため、14の支援協力病院の作業療

法士等を対象とした専門研修を開催する経費で

あります。以上であります。〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

問題を抱える子ども等の自立支援事業の事業

内容についてであります。本事業は、不登校な

どの課題を抱える子供たちへの対応に関する調

査研究を行い、その取り組みの成果を県内の小

中学校へ普及することにより、学校に適応する

ことが困難な児童生徒への支援に生かしていく

ものでありまして、２つの内容で構成されてお

ります。１つは、「児童生徒の学校適応支援」

であり、その内容は、５つの市や町において、

不登校児童生徒への訪問相談や訪問学習指導な

どはどのようにあればよいか、調査研究を行う

ものであります。もう１つは、「魅力ある学校

づくり調査研究」であり、その内容は、モデル

中学校区を調査研究地域に指定し、校区内の小

学校や関係教育委員会とも連携しながら、不登

校などの未然防止の取り組みについて研究する

ものであります。今回、国の委託決定におい

て、訪問指導の旅費や新たに作成するリーフ

レットに係る経費73万円の増額が認められまし

たので、増額補正をお願いしております。補正

後の予算総額は712万3,000円となります。以上

でございます。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 ２点ほど再質疑をさせてい

ただきたいと思います。

まず最初の、みやざきフードビジネス就職支

援事業です。一般質問、代表質問で、かなりフ

ードビジネスのお話がありまして、就職につな

がる方向性が示されているんですが、今回、こ

の就職支援事業920万円ですけれども、求職者を

対象に講座、セミナーなどを行うということ

だったんですけれども、どの程度このセミナー

を行っていくのか、対象は何人ぐらいにしてい

るのか、その辺のところ、もう少し詳しく中身

を、そして、どのように就職につながっていく

のかというところが見えるような形でお願いし

平成25年９月18日(水)



- 342 -

たいと思います。

○総合政策部長（土持正弘君） この事業の内

容といたしましては、先ほど御説明しました

が、１つが、フードビジネスの技術等の研修事

業ということで、またこれが２本の事業から

成っておりますけれども、１つが、一般的なセ

ミナーになりますが、フードビジネスに関する

基礎知識とか販売、マーケティングについての

セミナーを予定しております。これが大体50人

規模で３回ほど開催する予定でございます。そ

れからもう１つ、これは少し専門的になってま

いりますが、フードビジネスコーディネーター

養成のための流通、商品開発、ブランディング

等の基礎講座を実施することにしております。

１つの講座で20時間程度を予定しておりますけ

れども、20人程度を対象に２回ほど予定してお

ります。それともう１つが、フードビジネス

マッチング支援でございますけれども、これ

は、実際に求職する人が、求職者を求めている

企業等を見学するというバスツアーの実施でご

ざいます。これにつきましては、30人程度の参

加で、２回ほど予定をしているところでありま

す。以上であります。

○前屋敷恵美議員 ありがとうございました。

それともう１点は、高次脳機能障がいの相談

・支援拠点機関事業75万6,000円ですけれども、

高次脳機能障がいというのは、私たちにはなか

なか難しい症状といいますか、外からはわかり

にくいような症状の病気というふうに聞いてい

るんですけれども、講習会を進めるということ

は非常に大事なことだというふうに思っていま

す。今、14の支援協力病院を対象に講習会、研

修会を行うという予算になっているんですけれ

ども、一般的にも認知が、理解を深めてもらう

という点だとか、また家族も含めてこの症状を

理解するという点では、広く講習会にも参加で

きるといいなというふうに思っていて、14の協

力病院以外には対象にならないのか、また御家

族も含めてとか、そういう方々がこの講習会へ

の参加対象にはならないのか、もっと広く認識

してもらうという点ではいい機会だというふう

に思っているので、その辺のところをお答えく

ださい。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 今お尋ねの、

一般の方というか家族の方もこの病気について

知っていただくことは、本当に大事だと思って

おります。ただ、今までこの研修は、ドクター

を対象にはやっていたんですが、今回、地域医

療再生基金の財源もあったということ、それ

と、従来から、セラピストと言われる作業療法

士、理学療法士、言語聴覚士、心理士の皆さ

ん、いわゆる専門家の皆さんの研修も必要だと

いう課題はありました。ただ、その方々との意

見調整がなかなかつかずに、いろいろ協議する

中で、そういう研修をみんなでやろうという合

意形成ができたので、今回この予算をお願いし

ているということでございます。お尋ねの一般

の方、家族の方の研修は、今後の課題かなとい

うふうに捉えております。

○前屋敷恵美議員 ありがとうございました。

以上で質疑を終わります。

○福田作弥議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で質疑は終了いたしました。

◎ 議案第10号から第17号まで採決

○福田作弥議長 次に、さきに提案のありまし

た人事委員会委員及び土地利用審査会委員の選

任または任命の同意についての議案第10号から

第17号までの各号議案を、一括議題といたしま
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す。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第10号から第17号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第９号まで及び請願

委員会付託

○福田作弥議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第９号までの各号議案及び新規請

願は、お手元に配付の付託表のとおり、それぞ

れ関係の委員会に付託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす19日から26日までは、常任委員会及び特

別委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、27日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時12分散会
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