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平 成 2 5 年 1 2 月 ３ 日 （ 火 曜 日 ）

午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）37
（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）4番 図 師 博 規 同

（ ）5番 西 村 賢 同

（ ）6番 黒 木 正 一 自由民主党

（ ）7番 内 村 仁 子 同

（ ）8番 岩 下 斌 彦 同

（ ）9番 後 藤 哲 朗 同

（ ）10番 右 松 隆 央 同

（ ）11番 二 見 康 之 同

（ ）12番 清 山 知 憲 同

（ ）13番 福 田 作 弥 同

（ ）14番 渡 辺 創 民 主 党 宮 崎 県 議 団

（ ）15番 田 口 雄 二 同

（ ）16番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17番 太 田 清 海 社会民主党宮崎県議団

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 星 原 透 自由民主党

（ ）20番 原 正 三 同

（ ）21番 井 本 英 雄 同

（ ）22番 中 野 一 則 同

（ ）23番 中 野 明 同

（ ）24番 横 田 照 夫 同

（ ）25番 十 屋 幸 平 同

（ ）26番 山 下 博 三 同

（ ）27番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）28番 徳 重 忠 夫 無 所 属 ク ラ ブ

（ ）29番 井 上 紀代子 民 主 党 宮 崎 県 議 団

（ ）30番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）31番 鳥 飼 謙 二 社会民主党宮崎県議団

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 自由民主党

（ ）34番 押 川 修一郎 同

（ ）35番 宮 原 義 久 同

（ ）36番 外 山 三 博 同

（ ）37番 坂 口 博 美 同

（ ）38番 中 村 幸 一 同

（ ）39番 丸 山 裕次郎 同

欠 席 議 員（１名）

（ ）33番 松 村 悟 郎 自由民主党

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 土 持 正 弘

総 務 部 長 四 本 孝

危 機 管 理 統 括 監 橋 本 憲次郎

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 堀 野 誠

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 梅 原 誠 史

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 福 田 直

教 育 委 員 長 齊 藤 和 子

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 白 川 靖 浩

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 内枦保 博 秋

事務局職員出席者

事 務 局 長 田 原 新 一

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 福 嶋 幸 徳

政 策 調 査 課 長 佐 野 詔 藏

議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

総 務 課 主 任 主 事 橋 本 季士郎

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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一般質問◎

ただいまの出席議員34名であ○福田作弥議長

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、中

野一則議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○中野一則議員

ざいます。私は、今議会の一般質問で、米の生

産調整、いわゆる減反政策の見直しに多くの質

問があり、活発な論議がされることを大いに期

待しておりました。しかし、昨日までの４日間

で、15名中３人の議員がこのことに一部触れら

れただけで、本格的な質問はありませんでし

た。私はまことに残念な気持ちで、一抹のわび

しささえも感じております。

今まで長いこと米は日本人の主食であり、日

本農業の根幹を成すものというのが我々の認識

であり、そのことが日本農業政策でありまし

た。残念ながら今日、米よりもパンの消費のほ

うが多くなってしまいました。米への認識が、

消費者も生産者も大きく変わってきたのでしょ

うか。確かに、平成23年の宮崎県の米の産出

額224億円は、農業産出額2,874億円の８％弱で

す。また、平成22年の名目での県内総生産額３

兆4,967億円のうち、農業の占める割合は、3.5

％の1,215億円です。推計ですが、米の県内総生

産額に占める割合は、わずか0.2％です。これ

が、宮崎県の稲作や米に関する現在の実態でも

あります。

ところで、宮崎県の水田面積３万7,300ヘク

タールは、耕地面積の54％を占めています。ま

た、米の販売農家は２万68 7戸で、そのう

ち8,916戸は米主体の農家です。多くの農家は、

今まで43年の長い期間、国の方針に従い減反政

策に協力してきました。日本の原風景と言われ

る、日本人のふるさとである美しい国土と農山

村社会を守ってきました。今回の政策方針に対

しても大きな反発もなく、半ば諦めの状態のよ

うにも見えますが、これを見て、全ての農家が

減反見直しの政策に理解を示したと思うのは、

早とちりというものです。政策を誤ると、日本

人の魂とともに、農山村のみならず、日本の社

会全体が崩壊していきます。政策の施行は拙速

であってはなりません。熟慮の上にも熟慮が必

要です。このことを申し上げて、今回の水田農

業の大転換である減反廃止の政策等について愚

直に質問をいたしてまいります。

では、５年後の平成30年からの生産調整、減

反政策の廃止や減反補助金の廃止、来年からの

主食用米から飼料用米への転作促進など、国の

新たな水田政策を宮崎県としてどう受けとめ評

価しているかを、農政水産部長にお尋ねいたし

ます。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（緒方文彦君）

えいたします。

国が決定した米政策についてでありますが、

その内容は、１つに米の直接支払交付金、いわ

ゆる減反補助金の減額、２つに飼料用米等への

支援の拡充、３つ目に日本型直接支払い制度の

創設などであります。これらのうち米の直接支

払交付金につきましては、現行の半額の7,500円

に削減されることから、昨年度の実績から見る

と、県全体で７億8,000万円程度の減少が見込ま

れます。一方で、支援が拡充される飼料用米

や、本県で交付実績の多い稲発酵粗飼料用稲、

平成25年12月３日(火)
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いわゆるＷＣＳ用稲、さらには県内で確実な需

要が見込まれる加工用米の交付単価等、支援制

度の詳細がまだ明らかにされていないため、現

時点で県内への影響を十分に把握することが困

難でありまして、評価はまだ難しい状況でござ

います。

いずれにいたしましても、国に対しまして

は、関係団体とも連携しながら、地域の特色を

十分に反映し、農業者にとって生産意欲が向上

し、将来的な経営展望が描ける制度の構築につ

きまして、あらゆる機会を通じて要望してまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

私は、今回の減反政策の見直○中野一則議員

し、これは単なる米の見直しではなくて、ＴＰ

Ｐの聖域のなし崩しにつながるものではなかろ

うかと、そういう認識をいたしております。重

要５品目がありますけれども、意外と米が最初

に狙われているんじゃないかなと、そう思って

いるわけであります。そうならないようには期

待いたしておりますけれども、どうもきな臭

い、そういう気がしてなりませんが、担当部長

としてその辺の御見解はどうでしょうか。

このたびの米○農政水産部長（緒方文彦君）

政策の見直しにつきましては、基本的な方向性

として、10年後の農業の成長産業化を見据え、

生産者や団体等の主体的な経営判断や販売戦略

に基づき、需要に見合った米生産を行うための

構造改革の一環として実施されるものと伺って

おります。このため、ＴＰＰ交渉にかかわらず

進められるものと承知しております。

今度の減反見直し政策、新聞○中野一則議員

等を注意して見ております。特に農業新聞等を

見ておりますけれども、大して反論というか反

発というか、反対のような動きもないし、さっ

きも言いましたが、諦めの状態というふうな気

がいたします。そのことが極めて危険なことだ

と、こう思っております。きょうも東京日比谷

で3,500名の集会があります。これはあくまでも

ＴＰＰへの反対というか、そういう行動で、農

協の青年部は、きのうから座り込みもしている

という話も聞いております。いわゆるＴＰＰの

妥結、これは仮に妥結しても、条約発効まで

は10年ぐらいあるんでしょう。その間に、米の

減反政策は、ちょうど半分の５年で終了する。

そして、残りまだ５年以上あるわけですが、何

かなし崩しに、この減反制度の廃止とともに、

ＴＰＰへの聖域の見直しというか米の除外、そ

ういうものがあるんじゃなかろうかなという気

がしてなりません。今、大して動きをしていな

い農家に対しても、あるいは農業団体にしても

覚醒を促して、とるべき措置をとらないと大変

なことになるよということを申し上げたいと

思っております。

それから、今回の見直しについて、いろいろ

と、いろんな人が取り組んでやっております

が、これを最初に言い出したのが10月24日の産

業競争力会議農業分科会ですよね。このメン

バーを見ますと、座長は甘利経済再生担当大

臣、この大臣は、ＴＰＰ担当の大臣も兼ねて、

一生懸命それに取り組まれております。今、３

日ばかり入院中だという報道もけさありました

けれども、これもおかしいなという気がいたし

ます。７日からシンガポールで閣僚会議があり

ますから、じっくりと内輪で話をする機会にし

ているんじゃないかなと、そういううがった見

方もしたいぐらいであります。それから、メン

バー11人を見ますと、ＴＰＰに非常に前向きの

閣僚４人、それから大学教授２人、あとは経済

団体の方たちで、いわゆる大手会社の社長さん
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たちであります。しかも、この人たちは大方Ｔ

ＰＰに積極論者の人たちであります。そういう

人たちが農業分科会で減反廃止を呼びかけたと

いうのが今回であります。

それで、ローソンの代表、新浪さんが、その

ことを口火を切って発言されたわけですけれど

も、このローソンというところは、３年前から

全国に、今のところ10カ所ありますが、農業に

参入をしております。ローソンファーム何々と

いう会社が、宮崎県にもことしの初めにできま

したけれども、そういう方が、減反廃止、補助

金・助成金廃止を呼びかけながら、自分の会社

で補助金をもらっていないかというと、そうで

もないですよね。その10カ所の総額補助金は幾

らかということを調べてくれということでお願

いしておきましたが、担当部長教えてくださ

い。

総額につきま○農政水産部長（緒方文彦君）

しては把握しておりませんでしたので、現在調

査中でございます。

せめて宮崎県の額を教えてく○中野一則議員

ださい。

ローソン○農政水産部長（緒方文彦君）

ファーム宮崎への補助金の状況でございますけ

れども、施設整備等の事業費約１億7,300万円に

対し、国庫補助金で約8,200万円、県補助金で

約1,900万円を交付しております。

なお、このローソンファームでございます

が、1.7ヘクタールの経営規模で、新たに10名を

雇用したキュウリの通年栽培を行っているとこ

ろでございます。

今、県が進めているフードビ○中野一則議員

ジネス産業、ここの優等生みたいな形で取り扱

われているようでありますけれども、よくよく

この人の発言を聞くと、注意すべき人物である

し、私としては、これからのこの会社の成り行

きを見守っていきたい、このように思っており

ます。

では、具体的に質問していきたいと思うんで

すが、これから先の米価の動向はどんなふうに

なるのか。現状が維持できるのか、それとも逆

に高くなってしまうのか安くなってしまうの

か、その辺の想定でもいいですから部長のお考

えを。また、実際、米の需給調整機能が新しい

制度で機能するのかどうか、そのことを含めて

お尋ねいたします。

今回の米政策○農政水産部長（緒方文彦君）

の変更によりまして、農家が米の生産調整を行

わず主食用米の作付を拡大した場合、主食用米

の在庫が大きく増加することが見込まれ、その

結果、米価が下落することも懸念されます。ま

た、米価が適正な水準を下回ると、担い手の減

少や高齢化の進行とも相まって、水田農業の維

持・発展は大変厳しくなるおそれもあると懸念

をしております。このため県といたしまして

は、新たな対策において、地域の作物振興の設

計図となる水田フル活用ビジョンを策定する中

で、自給飼料として需要の確実なＷＣＳ用稲

や、焼酎原料用として県内で需要が見込まれる

加工用米などの生産振興を通じて、主食用米と

それ以外の作物を組み合わせた収益性の高い水

田農業の確立に努めていきますとともに、人・

農地プランや農地中間管理機構など、関連する

制度の効果的な活用を通じて、水田農業の維持

・発展に努めてまいりたいと考えております。

答弁者は質問したことだけに○中野一則議員

答弁してください。質問していないことを答弁

したって意味がないですよ。こっちにも準備と

いうものがありますからね。

今、答弁されましたが、県下の耕地面積の54
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％、３万7,300ヘクタール、これが水田でありま

す。減反率が48.6％でありますが、現在の販売

農家は、先ほど質問して言ったんですけれど

も、２万687戸、うち米主体が8,916戸、こうい

う水田と、それから農家がおられるわけです

ね。そういう中でのこれからの水田稲作農業の

展開というものはどうあるべきか、どのように

思っていらっしゃるのかお尋ねしたいと思いま

すが。

知事も、新聞報道で見る限りでは、今度の減

反見直しのときのコメントは、「受けとめざる

を得ない」ということで、一定の理解を示され

ることを発言されておるようでありますし、こ

のことは、熊本県の「マイナス影響があって懸

念する」とか、鹿児島県の「時間をかけて検討

すべきだ。拙速はやめてくれ」という発言から

すると、いろんなことの、今までになく一歩踏

み出した発言をされております。

また、緒方農政水産部長は６月議会で、私の

質問に対して、「本県における企業の農業参入

は、積極的に推進する。今後とも、農業者ある

いは企業の支援に努めてまいりたい」と、いわ

ゆる企業中心の発言をされております。それか

らまた、水稲そのものは単作ではなかなか経営

が難しいということも、あわせて答弁をされて

おります。さっきも、ちょっとそのことの答弁

もあったようでありますが、宮崎県の水田農業

の展開をどのようにされるのか、再度お尋ねい

たします。

水田農業の展○農政水産部長（緒方文彦君）

開でございますけれども、今後、主食用米とそ

れ以外の作物を組み合わせまして、収益性の高

い水田農業の確立を図っていく必要があると考

えております。そのために、人・農地プラン、

あるいは今検討されております農地中間管理機

構など、関連する制度がございますので、その

効果的な活用を通じて、水田農業の維持・発展

を図ってまいりたいと考えております。

それから、先ほどちょっと触○中野一則議員

れられましたが、飼料用米のほうに転作をする

ということなんですが、これが宮崎県に果たし

て定着するのか。補助金８万円プラス・マイナ

ス２万5,000円でありますが、いまだに、どのく

らいの価格で販売されるのか、それがもみなの

か玄米なのか、加工料金も含めて販売できるの

か、その辺がまだはっきりとしておりません。

非常に農家も不安があります。そういう中で飼

料用米が宮崎県に定着するのかなという気がい

たしますが、どういう御見解でしょうか。

飼料用米につ○農政水産部長（緒方文彦君）

きましては、現在の経営所得安定対策の中で、

本県でも作付がなされておりますが、昨年の例

では、販売価格が玄米１キログラム当たり30円

程度となっております。そのため、販売額だけ

では利益が出ない状況となっております。飼料

用米の推進に当たりましては、飼料メーカーと

のマッチングや、飼料用米の集荷・流通・保管

施設などの流通環境の整備が課題でありますの

で、県といたしましては、需要動向や助成水準

など、飼料用米の推進に必要な情報の収集に努

めまして、慎重に判断してまいりたいと考えて

おります。

１キロ30円取引ということで○中野一則議員

ありましたが、もみ換算にすれば、もみ換算

率60％のときに50円ですよね。玄米で30円の場

合、反当500キロとれても１万5,000円しかしな

いという金額になります。そしてまた、飼料用

米への補助を今からどんどんやるということ

で、さっき言った金額があるわけですけれど

も、果たしてこれがずっと続くのか。主食用米
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に補助するのがけしからんと言ってそれを見直

すのに、飼料用米はオーケーというのがずっと

本当に続くのか。後でまたこれもカットされる

んじゃないかなという気がしてなりません。い

ずれ、「飼料用米に補助するのは本末転倒」と

か、いろいろなことが言われかねない、こう

思っておりますが、そういう懸念はないでしょ

うか、お尋ねいたします。

この制度の改○農政水産部長（緒方文彦君）

革の具体的な詳細がはっきりしておりませんの

で、しっかりとは答えられないんですけれど

も、そのような懸念も考えまして、慎重に判断

してまいりたいと考えております。

結果的に、主食用米も、そし○中野一則議員

て飼料用米も補助金がカットされていくという

ことで、いわゆる完全なる補助金のない自由な

競争の中でする。価格はどんどん安くなって国

際競争力もつくとかなんとかと言われ、そうい

う見通しがつくとかいうことになってしまえ

ば、やはり最初言ったとおり、米はＴＰＰの聖

域から外されると、私はそんなふうになるん

じゃないかなと非常に懸念をいたしておりま

す。

次に、日本型直接支払い制度についてであり

ますが、農地維持支払い、資源維持支払い、こ

ういうことで取り組んでおられます。これもま

た、宮崎県に定着するかしないか、見通しをお

聞かせください。

日本型直接支○農政水産部長（緒方文彦君）

払い制度につきましては、経営所得安定対策の

見直しに合わせまして、国土保全や水源涵養、

景観形成など、農業・農村が有する多面的機能

の維持・発揮を図ろうとするものでございま

す。本制度は、農業を基幹産業とする本県にと

りましても重要な施策でありますが、制度の骨

格が現在示されただけで、交付対象となる具体

的活動や地方負担など詳細な内容は明らかに

なっておりません。このため、農業者が取り組

みやすく、制度導入が円滑に進むような制度設

計となるよう、引き続き、国に要望するととも

に、情報収集に努めたいと考えております。

飼料用米への転換とかこうい○中野一則議員

う直接支払い制度、農地を守ろうという大義名

分が立ってはおりますけれども、現実は非常に

厳しい。例えば現在の耕作放棄地が、宮崎県で

は水田の２％、699ヘクタールあります。それか

ら、県内の水田の未整備水田面積が２万2,273ヘ

クタール、全体の60％です。逆に言えば整地さ

れた農地は40％しかないと、こういうことであ

りますし、また土地改良区が管理している水

田、用排水路がありますが、これが１万7,524ヘ

クタールで47％です。53％は、土地改良区も

入っていない個人管理とか昔型の水利組合で農

地を管理している、こういうことになります。

それで私は、特に山間地の市町村のことを

ちょっと調べました。山間地というのは、西米

良村、美郷町、諸塚村、椎葉村、高千穂町、日

之影町、五ヶ瀬町、この７町村です。ここの水

田面積が3,185ヘクタール、そして水田整備の面

積が332ヘクタールであります。整備率10.4％。

それから、こういう条件の悪いところでありま

すが、さっき県全体では２％の耕作放棄地があ

ると言いましたけれども、ここは耕作放棄地

が1.2％なんです。条件の悪いところで一生懸命

農地を守ってされていると。もちろん減反にも

協力されている、そういう地域であります。し

かし、現実問題として、これから日本型の直接

支払い制度とか云々と言うけれども、米価の推

移にもよりますが、この地域がこれ以上水田農

業ができるのかどうか、非常に懸念する地域で
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ありますし、これから先は、高齢化とかいろん

な形で、水路の管理もできない、農地を耕すこ

ともできないということで、耕作放棄地がかな

り増大するのではなかろうかという、非常な心

配をいたしております。こういうところの出身

の同僚県議にも尋ねてみましたが、非常に心配

をされておりました。担当部長は心配ではあり

ませんか。

御指摘のとお○農政水産部長（緒方文彦君）

り、米をつくらない水田が有効に活用されなけ

れば水田の耕作放棄地化が進むと、私も大変懸

念をいたしております。

減反にかかわる問題は以上で○中野一則議員

終わりたいと思いますが、一言で言えば、今度

の制度は、将来の水田農業のみならず、日本の

農業に大きな禍根を残すことにもなりかねない

問題だと、こういうふうに思っております。最

初述べたとおりにならないように、ひとつ真剣

に取り組んでもらいたいと思います。

次に、畜産関係について若干触れていきたい

と思います。

まず、牛でありますが、子牛価格が大変高く

て、ずっと50万円台で推移いたしております。

大変喜ばしいことであります。ところが、繁殖

農家、いわゆる子取りの農家が、この10年間

で37％減少しております。それから、頭数にし

て27％の減です。この１年間だけをとっても、

県の調査では450戸、そして600頭減っている。

価格は高いのに現実はどんどん頭数が減ってい

ると、こういうことです。果たしてこれが高齢

者ということばかりが原因なのかなという気が

しておりますが、農政水産部長のお考えをお聞

かせください。

御質問の中に○農政水産部長（緒方文彦君）

ありましたように、県内の子取り用繁殖雌牛の

飼養戸数、飼養頭数とも減少いたしておりま

す。本県の肉用牛産業は、畜産産出額の約30％

を占め、飼養頭数も全国第３位の重要な産業で

ありますので、肉用牛繁殖経営の減少というの

は、本県畜産業の将来にとっても大変大きな問

題であると認識いたしております。

西諸でこの前、県の共進会が○中野一則議員

ありました。和牛の部門で西諸が３連覇という

ことで、そのお祝いがあったわけですが、10人

出品された、そのうちの８名は20代から30代の

青年でありました。私も大変うれしく、また逆

に元気づけられたわけですけれども、こういう

後継者もおります。おりますので、ぜひ生産農

家を維持、そして頭数も増頭するような対策

を、抜本的な対策をとってほしいと思うんで

す。カンフル剤的にも何か方法はありません

か、部長。

現在、市町村○農政水産部長（緒方文彦君）

やＪＡ等関係機関と連携しながら、各地域ごと

に、地域の実情に即した繁殖基盤のあり方につ

いて検討を行っております。また、国庫事業等

を活用して、規模拡大を図る農家や新規就農者

への施設整備支援に加えまして、ＪＡ等による

繁殖農家等の整備についても推進して、繁殖基

盤の強化に努めてまいりたいと考えておりま

す。

繁殖農家があれば、相対して○中野一則議員

肥育農家があります。地域内一貫経営というこ

とで、過去、肥育農家を育成しようということ

で県も農業団体も一生懸命取り組んできまし

た。県内で生産された子牛をほとんど、この地

域で肥育するというのが一番いい状態でありま

すけれども、肥育農家も実は非常に悲鳴を上げ

ていらっしゃいます。子牛価格の高騰とか餌

高、こういうことも言われますが、こればかり
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が原因なのかなと。肥育農家が１軒ぽしゃって

しまえばいろんな影響がある、このように思っ

ております。子牛価格が高いのも、こういう肥

育農家が健全であることが最大の条件ですよ

ね。しかし、実際は肥育農家が非常に経営的に

困っていらっしゃいます。その状況を御認識さ

れているかどうかを部長にお尋ねいたします。

本県の肉用牛○農政水産部長（緒方文彦君）

肥育経営を取り巻く環境でございますけれど

も、配合飼料価格の高どまり、あるいは本年４

月以降、肥育素牛価格が徐々に上昇しておりま

して、特に９月以降は平均価格が50万円を超え

るなど、前年同期と比べましても約10万円程度

高く、素牛導入も厳しい状況にあると認識いた

しております。

本質的には、ちょっと言いづ○中野一則議員

らいですが、経営という面からも把握して指導

するようにしてください。そうしないと肥育農

家、大変な結果になってしまうというのが私の

認識であります。それで私も、質問するからに

は現場に足を運んでいろいろと調査してきまし

たが、農家からは、どうしてもマル緊事業の継

続をしてくれとか、導入補助金について県もひ

とつ助成をやってくれとか、いろいろと出まし

たから、引き続きこの辺のことは継続して、あ

るいは検討していただくように、よろしくお願

いいたしたいと思います。

次に、養豚についてでありますが、枝肉がこ

こに来ていろんな状況で高くなってきておりま

す。ところが、相も変わらず養豚農家もやめら

れる方が後を絶たないというのが現実でありま

す。ひところからすると何十分の１になってい

るわけです。それで、今残っている方はそれな

りの経営者だというふうに思っておりますが、

それでも経営をやめられるという農家がありま

す。そのあたりの養豚農家の経営状況をお尋ね

いたします。

養豚経営につ○農政水産部長（緒方文彦君）

きましては、枝肉取引価格の低迷、あるいは配

合飼料価格の高どまりの影響で、大変厳しい状

況にあると認識いたしております。そのため、

県といたしましては、粗収益が生産費を下回っ

た場合に補填を行います養豚経営安定対策事業

に対し、生産者の負担軽減のため積立金の一部

助成を行うとともに、規模拡大や生産効率化の

ための施設整備への支援を行っているところで

ございます。

ＪＡ経済連グループの株式会○中野一則議員

社ミヤチクの直接農場であります都城御池農

場、これが先月の22日に落成式があったようで

あります。そして、もう既に導入も始まってい

るというふうにお聞きいたしております。約11

億かけてつくられましたし、県を窓口に、国庫

補助金も約２分の１出されております。ここは

母豚1,500頭で子豚を生産して、傘下の12戸の農

家に子豚を供給して、そこの農家が肥育してま

た出荷するという形でやるということでありま

す。私は非常にいい形でこれがあるなと思って

おります。

そして聞いたら、12戸の農家も、今まで全て

一貫経営であった人たちが、思い切ってこの

際、肥育経営に転換をされたわけです。そして

また、経営の中身も個々非常にすばらしい方が

ほとんどで、経営者も40代、あるいはそれ以上

の方は全戸後継者がいるという養豚農家であり

ます。しかし、肥育経営規模が12戸平均が1,155

頭であります。1,000頭以下が７戸ということ

で、これではちょっと、もっと規模の充実拡大

を図らないと、やがて経営が難しいんじゃない

かなと。今、肥育の豚は、借金が全くなく
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て2,000頭ぐらいでないと、預託料の収入では

やっていけないというのが相場でありますか

ら、そういうことも考えました。

また、養豚農家で一番の問題はふん尿処理で

す。ふん尿処理のあり方、これが一番ネックで

あります。そのことにかなり投資が要ると、こ

ういうことであります。ですから、せっかくこ

ういう形で12戸の肥育農家をこれから育成して

いくわけですから、県もこれが一つのモデルと

いうことで経営支援を、あるいはいろんな形の

農家育成をやってほしいと、このように思いま

す。できたらもっと規模拡大もすべきだと、こ

う思いますので、その辺のことを含めて担当部

長にお伺いいたします。

子豚の供給先○農政水産部長（緒方文彦君）

に計画されている12戸の農家でございますけれ

ども、御質問の中にありましたように、現在一

貫経営を営んでおり、今後、肥育専業経営への

転換をすることによりまして、繁殖部門にかか

る労働力の負担軽減が図られることに加え、

オールイン・オールアウト方式の導入により豚

舎の衛生管理が徹底され、慢性疾病の清浄化に

よる生産性向上が図られるということから、１

戸当たりの年間出荷頭数が現在約2,200頭でござ

いますけれども、これが3,000頭まで増加する

と、そういうことによって収益の増加が見込ま

れております。今後とも、この農家が安定した

経営が図られますように、関係機関と連携し

て、しっかりと支援してまいりたいと考えてお

ります。

そういうことで、支援をよろ○中野一則議員

しくお願いいたします。せっかく地域内一貫経

営という形でスタートしたわけですから、この

構図が絶対崩れないように、農家基本であるべ

きですから、そういう体制でずっと行くよう

に、よろしくお願いしておきたいと思います。

大分時間がなくなってしまいましたので、人

事の観点から職員の自殺について、いろいろ課

題があるようでありますから、総務部長に質問

してまいりたいというふうに思っております。

私がお願いして調査しました。この10年間、

いわゆる平成16年から本年度までの間に職員が

どのくらい自殺したかということで調べました

ら、31人の方が自殺をされておりました。そし

て16年、17年はゼロだったんですが、18年から

は毎年３人ないし４人が自殺をされているとい

う状況であります。ところが、ことしはもう既

に８名の方が自殺をされている。知事部局が２

人、教育委員会が２人、警察本部が２人、病院

局が２人、合わせて８名であります。総務部

長、この増加の原因あるいは現状をどのように

分析、認識されているかをお尋ねいたします。

今、議員がおっ○総務部長（四本 孝君）

しゃいましたような数で、特に平成25年は全部

局合わせて８名という自殺者が出ておるところ

でございまして、私も大変残念であり、心を痛

めているところでございます。これが増加した

原因というのはなかなか難しいわけでございま

すが。一方、鬱病等を発症して病気休暇をとっ

たり、あるいは休職をしたりという職員も相変

わらずふえておりますので、そういうメンタル

面の対策というのを今後十分とっていく必要が

あるものと考えております。

原因がはっきりしないようで○中野一則議員

ありましたが、仕事、業務上が原因で自殺とい

うケースは、ことしに限ってあったものかどう

かお尋ねします。

職員の自殺の原因○総務部長（四本 孝君）

でございますが、これは、それぞれさまざまな

要因が複合的に重なって起こっているものが多
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くありまして、なかなかその原因が、仕事だと

か何だとかというのを特定することは非常に難

しい面がございます。しかしながら、この問題

は、かけがえのない職員の命や御家族の人生に

かかわる重大な問題であると認識しております

ので、深刻な結果に至らないためにも、職員の

抱えるさまざまな悩みを早期に把握し対処して

いくことが、何よりも重要であると考えており

ます。

原因がわからんということで○中野一則議員

す。あえて聞きますが、病気が原因という方も

おられたものでしょうか。調べたら、８名の中

に休職中は１人ということでしたが、お尋ねし

たいと思います。

病気といいます○総務部長（四本 孝君）

か、特に精神的な、鬱病とかが原因で自殺の職

員が相当数おるものと考えております。

そういうメンタル的な面で、○中野一則議員

鬱病ということ等で自殺に至ったということを

暗に認められたような答弁でありましたが、そ

ういう人たちを人事の面で、特に異動の面で救

うというか、対応というか、そういうことはで

きなかったものかどうかも、あわせてお尋ねし

ます。

鬱病を初めといた○総務部長（四本 孝君）

しまして、メンタルダウンいたしました職員に

つきましては、本人の所属に加え、復職コー

ディネーターや保健師などによる復職に向けた

きめ細かな支援に努めているところでありま

す。また、そういった職員の人事異動というこ

とにつきましては、本人の病状を最優先に、異

動に対する具体的な本人の希望、あるいは適性

や能力、これまでの経験、家族の状況に加え、

異動先の所属における業務の内容や受け入れ体

制などを十分検討しながら、復職支援会議にお

ける専門医や主治医の意見も踏まえた上で、慎

重に対処しているところであります。

部長、そんな発言はないです○中野一則議員

よ。そういうことをしなかったから自殺した職

員もいるじゃないか。９月10日のこの例は、人

事異動をちゃんと配慮しておれば発生しなかっ

た。自殺を防止できたと私は思いますよ。そう

じゃなかったですか。部長の見解をお聞かせく

ださい。

人事異動が直接の○総務部長（四本 孝君）

自殺の原因であったかどうかということは、な

かなか断定できないと思いますが、少なくと

も、鬱病の病状が異動をきっかけとして悪化し

たということは考えられるところかと思ってお

ります。

辞令内示があったときの本人○中野一則議員

のあの苦渋に満ちた顔、瞬間の顔を見たとき

に、何とかしてあげたいと思うべきだったと思

うんです。残念でなりません。先ほど、生命の

重さ云々ということを言われましたが、そのと

おりであって、命というものは非常に尊厳なも

のでありますから、これからの異動について

は、このことをよくよく考えて配慮してくださ

い。１人でもこういう自殺者を減らすというの

が県の大きな課題だと思います。人をもって県

政をやっているわけですから、何もあちこち事

業をやっているというのが県ではありませんか

らね。病院局とか企業局とかそれは別ですけれ

ども、一般の職務は人が資本なんですから、財

産なんですから。一人一人は優秀な職員が採用

されてきて、それを100％生かして、そして県政

をもって県民に還元する、それが県庁ですから

ね。１人でもこういうことを減らすようによろ

しくお願いしたいと思います。

さっきからメンタル面で云々ということを言
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われてきましたが、今この状態、これは知事部

局だけでよろしいですが、鬱病などのメンタル

症状の職員が何人おられるのか。そしてまた、

休職中の職員が何人おられるのかを把握してお

れば、お尋ねいたします。

申しわけございま○総務部長（四本 孝君）

せん。ちょっと今、手元に数字がございません

ので、後でしたいと思います。

かなりの数字になるんでしょ○中野一則議員

うかね。

ある一定の数字に○総務部長（四本 孝君）

なっておりまして、しかも、なかなか減らない

状況が続いているというふうに認識しておりま

す。

そういう人たちは、さっきか○中野一則議員

ら言う人事面でちゃんとケアしてきたというこ

とになるんですか、されておるんですか。

昨年から復職支援○総務部長（四本 孝君）

アドバイザーというような職務を設けまして、

一人一人の職員について、職場、所属、それか

ら医師、保健師等いろいろ相談をして、回復の

状況を見ながら、復職なりのケアをしておると

ころでございます。

何回も言うように、ことしは○中野一則議員

８名というのは異常な数字ですからね。そして

また、３月まではしばらくまだ時間もあるわけ

です。これから先１人もそういうことがないよ

うに、そしてまた、これから先の人事において

も、そういう人をきちっとケアすることはもち

ろんでありますが、配慮した人事措置をされ

て、人事の面で、あるいは仕事の面で悩んで自

殺とか、そういうことにはならないようにして

ほしい。そのことを要望して質問を終わりま

す。（拍手）

次は、井本英雄議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） それでは、○井本英雄議員

一般質問に入ります。少々順番があちこちしま

すし、あと在宅医療を、もしかすると途中で時

間切れでやめるということもあります。

それでは、質問に入りましょう。まず、知事

の基本姿勢についてであります。

山本七平の「「空気」の研究」という有名な

本があります。それを踏まえて池田信夫さんが

「「空気」の構造」という本を出しておりま

す。この本によると、マッカーサーが第２次世

界大戦に勝って日本に乗り込んでまいりまし

た。そして、戦争を始めた人間を捉えようと

思っているわけであります。ドイツではヒト

ラー、イタリアではムッソリーニ、日本にもた

しかそういう人間がおるに違いないということ

で捜し始めたわけですが、最初は天皇裕仁じゃ

ないかということで調べたけど、どうも違う。

じゃ東条英機か。やっぱり調べて、どうも東条

英機じゃないみたいだなと。というのも、東条

英機というのは、開戦が決まった夜は「戦争を

とめられなかった」と言って男泣きに泣いたと

いう、そういう人でありますからね。結局誰が

戦争を始めたんだろうということで占領軍は

困ってしまって、結局、東条英機以下を戦犯に

してしまったという話である。

では、誰が一体戦争を始めたのかということ

になりますが、結局、そのときの空気が戦争を

始めたというのが、山本七平、それから池田信

夫さんの考えであります。ということは、当

時、日本にはリーダーがいなかったということ

になります。1939年、関東軍と旧ソ連軍が戦っ

たノモンハン事件、ここにおいて日本軍が惨敗

いたしました。そのときの敵の大将ジューコフ

は、「日本軍の下士官兵は優秀である。下級将

校は普通である。上級幹部は愚劣」というふう
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に評したそうであります。

日本は農耕民族のためか、指導者に強いリー

ダーシップを必要としてきませんでした。現場

の人間の判断に任せて「後はよきに計らえ」と

いうのが日本の指導者像であります。平和なと

きならこれで結構であります。しかし、危急存

亡のときにはこれは問題であります。記憶に新

しいところでは、福島第一原発の東京電力幹部

の対応などはこれに当たるのかもしれません。

明治維新においては、下級武士がリーダーと

なって強烈なリーダーシップを発揮して、国難

を乗り越えてまいりました。

問題は、今の世界であり、今の日本であり、

今の宮崎であります。アメリカ国家情報会議の

報告では、2030年までにはＧＤＰで中国はアメ

リカを追い抜くと予想しております。また、ア

ジアが国際社会・経済の主役になると予想して

おります。今、時代は大きな曲がり角に来てい

ると予想しているところであります。グローバ

リゼーションのさなかにあって、今、日本が対

応しなければならない問題はたくさんありま

す。今、強いリーダーシップを必要とする時代

だと私は思います。知事は今の時代をどのよう

に捉えておられるのか、そして、自分はどのよ

うなリーダーになりたいと思っておられるの

か、お考えをお聞きしたいと思います。

以上、壇上での質問を終わって、質問者席か

らの質問にしたいと思います。ありがとうござ

いました。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

現在の我が国では、人口減少社会の到来や経

済社会のグローバル化、地球環境問題に加えま

して、社会のあり方や価値観を根底から覆すよ

うな出来事となりました東日本大震災の発生な

ど、社会情勢が大きく変化をしております。ま

た今、議員から御指摘がありましたように、ア

ジアの急速な台頭、またインターネットという

ものが社会に及ぼす影響、本当に大きな地殻変

動、構造変化が起きている状況であろうかとい

うふうに思っております。宮崎を初め地方が、

それらにどのように対応し、明確なビジョンの

もとでいかに魅力や特性を伸ばし、課題を克服

しながら次の世代に継承していくか、今まさに

問われているものと考えております。

こうした中、我が宮崎県におきましては、地

域経済、雇用全体の底上げ、防災・減災への取

り組み、人口減少社会への対応など課題を抱え

ておるところでありまして、その課題解決に向

けて全力を挙げて取り組んでいく必要があろう

かというふうに考えております。一方で、東九

州自動車道や細島港を初め社会資本整備の大き

な前進、宮崎牛の日本一連覇達成など、東九州

地域、さらには東アジアへと視野を広げつつ、

新たな成長に向け大きく飛躍する絶好のチャン

スというふうに捉えることもできるのではない

かと考えておるところでございます。この機を

逃さず、大きく力強く帆を進めるべきときが来

ているものと考えております。

このようなときにありまして、私が思い描

く、リーダーにとって大切なことは３つござい

ます。１つには、こうした現状というものを

しっかりと把握し、将来を見据え、明確なビ

ジョンを示すこと、そして、事に当たっては迅

速かつ的確に判断して指揮をするということで

あります。明確なビジョンということでありま

す。２つ目は、県勢発展には、職員はもとより

県民の多様な力を発揮する、それを結集すると

いうことが大変重要であろうかと思っておりま

す。そうした県民の力を結集する、またさまざ
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まな力を宮崎に集めてくる、そのような環境を

つくること、そしてリーダーがその核、先頭と

なっていくことが大事であろうというふうに考

えております。そして３つ目は、リーダーが担

うべき重荷を担う覚悟ということ、そして結果

に対するしっかりとした責任を持つことである

というふうに考えております。今後とも、私と

しましては、「対話と協働」を基軸としまし

て、必要な場面におきましては果断な決断を

し、強いリーダーシップを持って、県民の皆様

の先頭に立って県政運営に当たってまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

ここに職員の不祥事について○井本英雄議員

の報告があります。知事はこれに対して、幹部

を呼んで訓告し、職員にメールを送ったという

ことでありますが、果たしてこれで効果がある

ものなのか、本当に疑問であります。まず第一

に、知事は何の責任も感じないのかということ

であります。昔の戦であれば、トップに立つ者

が誰であるかで、兵隊の士気が高まったり、あ

るいは弱まったりもしたものであります。また

規律もそうであります。こんなに職員の規律が

悪いのは、河野知事、自分がトップにいるから

だと考えたことはないのでしょうか。自分の責

任だと思わないのでしょうか。トップとして何

らかのけじめをつけるべきだと私は思います

が、知事のお考えをお聞かせください。

県民の県政に対する信○知事（河野俊嗣君）

頼を揺るがせかねないさまざまな不祥事の発生

に対して、まことに申しわけなく思っておると

ころでございます。トップとして、こうした不

祥事をしっかりと根絶をしていかなくてはなら

ない、そのような決意でおるわけでございま

す。これまでも、官製談合事件や不適切な事務

処理問題など、大変苦い経験をしているところ

でございまして、こうした不祥事を二度と起こ

さないという決意のもとに、コンプライアンス

意識の徹底に努めてきたところであります。ま

た、懲戒処分の基準の厳格化、また準公金につ

いても取り扱い基準を示すなど、不祥事が起こ

りにくい環境整備に取り組んできたところであ

ります。その結果、職員の処分件数、懲戒処分

の件数全体としては減少しておるところでござ

いますが、今御指摘がありましたように、こと

しに入りまして、酒気帯び運転や窃盗など県政

の信頼を損ねかねない事案が連続して発生をし

ておるところでございます。大変申しわけなく

感じており、再発防止に向けてしっかりと取り

組んでまいりたい。各部局長をメンバーとする

臨時会議を開催し、改めて服務の徹底を指示し

たところでございますし、私からも直接職員に

メッセージを発したところでございます。今後

とも、さまざまな工夫を凝らしてさまざま取り

組みを進めることで、この不祥事の根絶を、

しっかりと進めてまいりたいと考えておりま

す。

要するに、何のけじめもつけ○井本英雄議員

ぬということでありますね。

不祥事の数は減った。しかし、悪質なものが

ふえたと聞いております。なぜなのか。不祥事

を再発させないためには、ある程度原因を特化

してこそ、それに対する対応策もとることがで

きるのであります。知事は何が原因であると考

えておるのか、御意見を伺います。

職員の不祥事につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、例えば交通違反などは職員の規範意識

の不足、気の緩みなどが原因と考えられるとこ

ろであります。これらについては、コンプライ

アンス意識の徹底を繰り返し繰り返し行うこ

と、これに尽きるというふうに考えておるとこ
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ろでございます。一定の改善はされておるとこ

ろでございます。しかしながら一方で、事案に

よっては、社会情勢が大きく変化する中で、家

庭の問題や多重債務といったさまざまな悩みな

どが背景となっているケースもございます。こ

ういった不祥事が起きるのは、職場内の人間関

係が以前に比べ希薄になっているのではない

か、さまざまな原因、背景というのがあるので

はないかという分析もございます。こうした不

祥事は、個人的な要素も強うございます。全体

的に共通するような原因を突きとめるのは困難

でありますが、一つ一つ具体的な事案を踏ま

え、その教訓というものを次に生かしていくと

いうような思いで、今後、不祥事の防止に向け

てしっかり取り組んでまいりたいと考えており

ます。

答えになっておりませんが○井本英雄議員

ね。しようがない。先に行きましょう。

知事は再出馬の宣言をされました。知事は、

あらゆる質問に対してさらりさらりと答えてま

いります。しかし、何か物足りない。宮崎県出

身の知事だったらもうちょっと違うのではない

かと思うことがよくあります。ガッツみたいな

ものです。それはほんのちょっとの差かもしれ

ません。しかし、それが積み重なれば大きな差

となってくるでしょう。秋月藩出身の上杉鷹山

公は、それこそ人に言われぬ苦労をしたようで

あります。周りの人から、「かわいそうに、そ

こまでしなくてもいいのに」と言われたもので

あります。知事、あなたが上杉鷹山公のように

なりたかったら、宮崎県出身者の何倍もの努力

をしなければならないと思います。知事、その

覚悟はおありなのか。２期目を目指しての覚悟

を、もう一度お聞きいたします。

厳しく叱咤激励を賜○知事（河野俊嗣君）

り、真摯に受けとめておるところでございま

す。

私としましては、先ほど答弁しましたよう

に、本県は今、大きく飛躍するチャンスも迎え

ておるのではないかと。東九州自動車道や細島

港の整備、また宮崎牛の連覇というものがあり

ます。まさに東九州の新時代を迎えている、そ

のような思いがございます。これまで築き上げ

てきたものをしっかりと生かしながら、この東

九州の新時代を牽引する宮崎県をつくってまい

りたい、その先頭に私が立ってまいりたいとい

う思いで、再選出馬というものを決断したとこ

ろでございます。

今、県外出身という御指摘もございました。

県内出身の知事であればそれほど努力をしなく

てもいいということを言われたのではないとい

うふうに思っておりますが、私としましては、

土日も含めて地域に足を運び、県民の皆さんと

の対話というものを積み重ね、しっかりと県民

の力を結集する、そしてその核となるリーダー

たるべき自分というものをつくり上げていくた

めに、さまざまなネットワークをこれまで築い

てきたところでございます。そうした基盤とい

うものを生かす、国、県、市町村のしっかりと

した連携のもとに、さらなる宮崎の発展に対し

て、自分というものがしっかりとその先頭に

立って役割を果たしてまいりたい、そのような

決意でございます。

それでは……。○井本英雄議員

暫時休憩いたします。○福田作弥議長

午前11時４分休憩

午前11時９分開議

休憩前に引き続き会議を開き○福田作弥議長

ます。

平成25年12月３日(火)
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井本議員。

済みません。本当に。どこか○井本英雄議員

で原稿がですね。（発言する者あり）

質問者、お願いします。○福田作弥議長

済みません。○井本英雄議員

若者の雇用についてお聞きします。

今や非正規雇用が３分の１、若者の半分が非

正規雇用と言われております。これではまとも

な結婚もできません。福沢諭吉は、「福沢諭吉

心訓」の中で、「世の中で一番さびしいことは

自分の仕事がないことです」と言っておりま

す。本当に困った世の中になりました。雇用の

ミスマッチの問題、正規雇用・非正規雇用の問

題、終身雇用の問題、新卒一括採用システムの

問題、キャリア教育の問題、これらの問題は全

て相互関連しており、単独で解決のつく問題で

はないと理解するに至りました。私は前回、６

月の一般質問で、日本は既に成熟社会に入って

おり、経済の成長分野はほとんどないという話

をいたしました。ですから、決められたパイの

中で席の取り合いをしているかのような状態で

はないかと理解しております。そのような中で

の問題解決に向けての大切な一歩は、同一労働

・同一賃金の実施ではないかと思いますが、知

事のお考えをお聞かせください。

今御指摘がありました○知事（河野俊嗣君）

同一労働・同一賃金につきましては、同一価値

の労働に対する同一報酬の原則というのが、国

際労働機関憲章に盛り込まれた国際的な考え方

であるわけであります。一方、我が国の終身雇

用や年功序列賃金といった長期雇用制度のもと

では、正規・非正規という雇用形態の違いであ

りますとか、学歴、勤続年数による賃金格差は

適法であるとの見解もあるところであります。

こうした中で、国の産業競争力会議におきまし

ては、世界でトップレベルの雇用環境、働き方

を目指して、同一労働・同一賃金についても議

論が始まったところであります。幅広い観点か

らの議論も必要であると認識しておりまして、

その動向というものを注視してまいりたいと考

えております。

1974年が最も利子率が高く○井本英雄議員

て、今やゼロ金利の時代であります。本来なら

事業家は安い金利のお金を借りて事業を展開

し、そして金利を返していくものですが、今や

そのような産業はなく、経済成長の伸び代は少

ないという話を前回いたしました。

ところが、こんな中でも経済成長を続けてい

た先進国があったのであります。それは北欧諸

国であります。北欧も日本と同じように第２次

産業には限界が来ておりました。これを打破す

るために考えたのが、ゴールデン・トライアン

グルとかフレキシキュリティーという政策であ

ります。このフレキシキュリティーというの

は、「フレキシビリティー」と「セキュリ

ティー」を合わせた造語であります。産業は、

第１次産業から第２次産業へ、第２次産業から

第３次産業へと発展する傾向にあります。そこ

で政府は、意識的に労働人口を第２次産業から

第３次産業へとシフトさせることをやったわけ

であります。

まず第１番目に、フレキシブルな労働市場の

実現、これは労働者がやめやすい、あるいは労

働者をやめさせやすくするものであります。第

２番目に、仕事を失った労働者に手厚い給付を

行う失業保険制度の実現、第３番目に、失業者

の技術向上を目的とした職業訓練を伴う積極的

労働政策の実現であります。デンマークなどで

は、失業保険期間と職業訓練期間を合わせて４

年間、これを政府が保障するわけであります。
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これらが同時にセットして行われるところに特

徴があるのであります。

日本の生きる道があるとするなら、この道し

かないだろうという論者もおりますが、日本で

果たして通用するかどうか疑問もあります。知

事のお考えをお聞かせ願いたいと思います。

我が国が本格的な少子○知事（河野俊嗣君）

高齢化・人口減少社会を迎えようとしている状

況の中で、今後、労働人口の大幅な減少も見込

まれておるところでございます。女性や高齢者

も含む全員参加、全員が労働市場で重要な役割

を果たす、そういうような社会が求められてい

ると考えております。そのような中で成長産業

の育成を図るためには、優秀な人材の確保を図

ることが必要となりますので、議員御指摘の成

熟した産業分野から成長分野への労働移動が円

滑に行われることも重要であろうというふうに

考えております。

国の成長戦略におきましては、失業なき労働

移動の実現を目指しまして、失業給付を初めと

する雇用保険制度や職業訓練制度等によります

重層的なセーフティーネットを構築した上で、

労働者の再就職や非正規労働者である若者など

の学び直し、さらには成長分野で求められる人

材育成に対して積極的に支援を行うこととされ

ているところであります。県におきましても、

未来を切り開く成長産業を育成するため、例え

ばフードビジネス関連産業について、生産や製

造を行う１次産業や２次産業のみならず、海外

を含めたマーケット開拓など３次産業の拡大を

図ることにしておりまして、国の施策も活用し

ながら、こういった成長産業を担う人材の育成

に積極的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

キャリア教育についてお伺い○井本英雄議員

します。西欧での労働問題とは、常に若者の雇

用の問題でありました。西欧では仕事に人を充

てるというのが原則でありましたから、学校を

卒業したばかりの若者に仕事ができるはずがあ

りません。熟練者が仕事につくことになるので

あります。ですから、若者に仕事を与えんがた

めに、政府は公教育によって職業訓練をしてま

いりました。

ところが、日本では、真っ白な何色にも染

まっていない卒業したばかりの若者を会社は雇

用し、会社で教育したのであります。それが日

本特有の新卒一括採用システムというものであ

ります。これは高度成長期であるからできたこ

とでありました。しかし、時代は一変し、今や

企業に新人を教育する余裕がなくなっておりま

す。即戦力のある人を雇用する傾向が強くなっ

てきております。

そこで、キャリア教育の中身を見ますと、即

戦力を養うにはまだまだ不十分であります。

ヨーロッパなどではデュアルシステムという教

育方法がとられております。半分は学校で学

び、半分は企業の中で働きながら学ぶというも

のです。職業と教育がぴったりと密着してお

り、即戦力を養うものであります。キャリア教

育もこのようなデュアルシステムをとるべきだ

と思いますが、教育長のお考えをお聞かせくだ

さい。

暫時休憩をいたします。○福田作弥議長

午前11時17分休憩

午前11時21分開議

休憩前に引き続き会議を開き○福田作弥議長

ます。

井本議員、ロスタイム６分を質問時間から

カットしますので、御了承願います。
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では、教育長、答弁をお願いします。

お答えさせていただ○教育長（飛田 洋君）

きます。

学校と企業が連携して人材を育成するデュア

ルシステムは、即戦力となる人材を育成した

り、就職後のミスマッチを防いだりするための

有効な手段の一つであると考えております。本

県におきましても、このシステムが導入できな

いか検討いたした時期があったんですが、実

は、受け入れ企業の希望とか学校のカリキュラ

ムの調整などの課題も見られたところでありま

す。したがって、本格的な導入までには至って

おりませんが、本県でも実践的な職業技術を身

につけさせるために、インターンシップに加え

て課題研究という授業において、年間を通して

毎週１日または半日程度、進路希望に応じた事

業所での現場実習を継続的に行い、職業につな

がる知識や技術を学ばせ、このことについて単

位の修得を認める取り組みを複数の高校で進め

ております。今後、それぞれの学校や生徒の状

況、産業界の希望等を踏まえますとともに、デ

ュアルシステムのよさを参考にしながら、本県

の実態に即した職業教育のさらなる充実に努め

てまいりたいと考えております。

ありがとうございます。○井本英雄議員

メディカルバレーについてお聞きいたしま

す。この件につきましては、一般質問の初日に

田口議員が詳しくお聞きしました。私は違う切

り口でお聞きしたいと思います。

先ほどの若者の雇用の問題で、日本が経済成

長できる分野があるならば、それは高度な第３

次産業の分野であろうという話をしました。ア

メリカは、第２次産業に陰りが見えたときに、

第３次産業の金融産業に目をつけ、レーガン大

統領のときから準備をしてまいりました。安倍

総理はこれを意識してかどうかわかりません

が、第３次産業の医療分野に特化して、医療保

険制度から、病院から医者から看護師から、医

療機器から全てをセットとして、新興国に売り

出そうとしております。安倍総理がどんなコン

セプトでこれに特化したのか、その事情はわか

りませんが、日本人は器用であり、真面目で優

しいし、精密機械をつくるのも得意とするとこ

ろであります。もしかすると、これはうまくい

くのではないかという気がしております。そう

すれば、経済も成長し拡大し、若者の雇用の問

題もある程度解決されるのではないかと考えて

おります。

本県のメディカルバレー構想も、そのような

観点から捉えれば、単に特区に指定されたから

というだけでなく、宮崎を救うことになるかも

しれない希望ある産業であるという認識を持っ

ていただきたいと思うのであります。知事のお

考えをお聞かせください。

東九州メディカルバ○知事（河野俊嗣君）

レー構想でありますが、延岡を中心とした県北

から大分にかけて、この地域、血液・血管に関

する医療関連産業の集積、また研究機関がある

わけでございます。こうした医療技術を中心と

した産学官のポテンシャルを生かして、医療機

器産業の一層の集積などによりまして地域活性

化を目指すものであり、国においても成長戦略

に位置づけられている医療分野ということでご

ざいまして、本県経済の活力向上を図る上で極

めて重要な取り組みであると認識をしておりま

す。このため、本県が今取り組んでおります

「復興から新たな成長に向けた基本方針」にお

きましても、この構想を重点分野として位置づ

けておるところでございます。まさに東九州の

新時代を考える上での産業分野の一つの大きな
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柱となるものであろうというふうに考えており

ます。

今年度、新たに組織体制を強化し、研究開発

や販路開拓への支援など積極的に施策を展開し

ているところでありまして、今後とも、大分と

の連携もしっかり密に図りながら、本県医療機

器産業のさらなる拡大・進展を図るとともに、

本県で生産されました医療機器のアジアへの展

開などにより、本構想が、まさに宮崎県の経済

全体を支えるものとなるような発展が進みます

よう、全力を尽くしてまいりたいと考えており

ます。

何とかひとつよろしくお願い○井本英雄議員

申し上げます。

それでは、いじめ問題についてお聞きしま

す。特別委員会で滋賀県の対策について調査に

行ってまいりました。悲惨な事件の後、どのよ

うに対応するのか、滋賀県いじめ対策研究チー

ム会議による調査研究の中間報告書が出されて

おりました。今回はそれを参照して、気づいた

ところを何カ所か質問してみたいと思います。

以下、教育長にお伺いいたします。

まず、本県におけるいじめの現状についてお

伺いします。

昨年度、緊急に実施○教育長（飛田 洋君）

いたしました調査によりますと、昨年４月１日

から９月７日までの本県の公立学校におけるい

じめの件数は、児童生徒がいじめられたと感じ

ているものも含めまして1,477件でありました。

学校種別に見ますと、小学校951件、中学校280

件、高等学校218件、特別支援学校28件となって

おり、その後の聞き取りの状況から判断いたし

ますと、ほとんどが解消しているものと考えて

おります。

次に、いじめを発見するとい○井本英雄議員

うのは非常に難しかろうと思います。どのよう

にしていじめを発見しておられるのか、お聞か

せください。

いじめは、早期に発○教育長（飛田 洋君）

見し、迅速に対応していくということが大変重

要であると考えております。いじめは、どの学

校、どの教室、どの子にも起こり得るという強

い危機意識を持ち、定期的なアンケート調査、

教育相談の実施、相談窓口の周知など、児童生

徒がいじめについて相談しやすい体制を整える

とともに、全職員が情報を共有しながら、きめ

細やかな対応ができるよう努めております。ま

た、児童生徒の小さな変化に気づき、児童生徒

の発するいじめのサインを見逃さないようにす

るために、教師が、子供のどのような事実、行

動からどう気づいていくかなどについて、県の

指導資料「いじめ・不登校等への対応」などを

活用し、校内での研修も重ねながら、教職員の

いじめに対応する力の向上に努めているところ

であります。

学校には、いじめを隠そうと○井本英雄議員

する隠蔽体質があるということが盛んに言われ

ましたけれども、それについてどのようにお考

えなのか、お聞かせください。

先ほど申し上げまし○教育長（飛田 洋君）

たように、いじめは、どの学校、どの学級、ど

の子供にも起こり得る問題だという認識を持ち

ながら、決して隠すべきものではないと考えて

おります。そのような視点から、本県におきま

しては、いじめの報告が単に少ないことがいい

ということではなくて、むしろ、いじめを見逃

さず、いじめられていると感じている児童生徒

を早期に全て把握することが大切だという考え

に立って、定期的な調査や相談活動を行うよ

う、学校や市町村教育委員会に対して指導いた
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しているところであります。調査につきまして

は、いじめにつながる可能性があるものも含

め、全ての事例について残らず報告していただ

いているものと認識をしており、今後とも、こ

れまで以上に学校と市町村教育委員会、県教育

委員会が情報を共有し、一体となった取り組み

を進めていきたいと考えております。

いじめを場合場合によって類○井本英雄議員

型化、パターン化して対応しているのでしょう

か、お聞かせ願いたいと思います。

いじめの形態につき○教育長（飛田 洋君）

ましては、暴力を振るうなどの傷害罪に該当す

る行為、嫌なことを強要したりする行為、誹謗

中傷や悪口を言うなどの言葉を使った行為、無

視をするなどの精神的なダメージを与える行為

などに類型化することができます。これらのい

じめの中で、暴力行為や強要など法に抵触する

重大な事案につきましては、犯罪行為として取

り扱うべきものでありますので、直ちに警察に

通報し連携した取り組みを行うよう、各学校へ

通知しているところであります。また、法には

抵触しないものの解決が困難ないじめの事案に

つきましては、弁護士や臨床心理士などへも相

談を行いながら早期の解決に努めるとともに、

学校で対応が可能なその他の事案につきまして

も、保護者と十分に連携を図りながら解決に努

めるよう、学校を指導しているところでござい

ます。

養護教諭の活用は重要である○井本英雄議員

とお聞きしておりますが、十分に活用されてい

るのか、お聞かせください。

養護教諭は、身体の○教育長（飛田 洋君）

相談者であると同時に心の相談者であるという

認識をまず持つことが大事だと思います。養護

教諭は、児童生徒の身体的不調の背景に、いじ

めなどの心の問題が深くかかわっていること

に、いち早く気づくことのできる立場であり、

保健室は心のよりどころともなっております。

したがいまして、けがや病気などの対応だけで

はなく、いじめを受けたり、人間関係を壊し心

の変調を訴えたりする児童生徒にも積極的に対

応しているところであります。また、いじめの

相談を養護教諭が受けた場合は、その児童生徒

に親身になって寄り添うとともに、相談内容に

つきましては、学級担任はもちろんのこと、管

理職に報告し、必要な場合には、学校に設置い

たしております「いじめ不登校対策委員会」に

おいて関係職員へ情報提供するなど、いじめの

解消に向けて、学校全体で情報の共有をしなが

ら取り組んでいるところであります。

スクールカウンセラーなどの○井本英雄議員

専門家の活用や関係機関との連携は、先ほど

ちょっと出ましたけれども、どのようになって

いるのか、もう少し具体的にお願いします。

いじめを早期に発見○教育長（飛田 洋君）

し適切に対応していくために、県教育委員会に

おきましては、臨床心理士などの資格を持つス

クールカウンセラー、スクールソーシャルワー

カーなどの専門家を学校などに配置いたします

とともに、児童生徒がいつでも相談できるよ

う、「ふれあいコール」などの電話相談窓口を

設置し、教育相談を専門とする方々に対応いた

だいております。また、宮崎県人権擁護委員会

連合会では、「子どもの人権ＳＯＳミニレ

ター」を活用し、手紙による相談を実施いただ

いているところであります。さらに、学校は、

児童相談所などの協力を得て、当該の子供の課

題解決に向けたケース会議を実施したり、いじ

めが犯罪につながる可能性がある場合には、早

期に警察に相談し連携した対応をするなど、関
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係機関ともさまざまな連携を図っているところ

であります。今後とも、専門家の活用、そして

関係機関との連携を積極的に図っていきたいと

考えております。

滋賀県では第三者機関の設置○井本英雄議員

も考えているようでありますが、宮崎県におい

てはどのように考えておるのか、お聞かせくだ

さい。

本年９月28日に施行○教育長（飛田 洋君）

されました国のいじめ防止対策推進法には、

「いじめの防止等のための対策を実効的に行う

ようにするため必要があるときは、教育委員会

に附属機関として必要な組織を置くことができ

る」と明記されており、地域の実情に応じ附属

機関を設置することが望ましいとされておりま

す。この機関の主な役割は、いじめ防止のため

の有効な対策を審議いたしますとともに、重大

ないじめが発生した際には、通報・相談を受

け、緊急の調査を行いながら問題の解決に当た

ることとされております。この法律の施行を受

け、本県におきましては、公平かつ中立の立場

にある専門家などで構成する附属機関をあらか

じめ設置することについて、検討いたしている

ところであります。

ありがとうございます。○井本英雄議員

いじめの未然防止のために、学校の中ではど

のような手だてを講じておるのか、お伺いしま

す。

いじめ問題への対応○教育長（飛田 洋君）

の最も基本となるのは、いじめの未然防止であ

り、各学校におきましては、いじめを発生させ

ないための取り組みや、その土壌づくりに全力

を傾けているところであります。具体的には、

子供たちがよりよい人間関係を築くことができ

るようにするため、自分の気持ちを相手に上手

に伝える話し方や、相手を思いやり話をじっく

り聞くことなどについて、ワークショップの形

式で実際の場面を想定しながら、子供たちに体

験的に指導しているということでございます。

また、児童会や生徒会が中心になって、いじめ

撲滅のための集会を開催したり、異なる学年と

の交流を行ったりするなど、児童生徒の主体的

な活動を促しながら、規範意識の高揚や人権意

識の育成に取り組んでおります。さらに、お互

いを尊重し思いやる心の育成や、児童生徒同士

の心の結びつきを深める道徳教育の充実も図り

ながら、いじめの未然防止に学校で取り組んで

いるところであります。

同じく、未然防止のために地○井本英雄議員

域ではどのような取り組みをしているか、お聞

かせください。

親と子、先生と教え○教育長（飛田 洋君）

子という直接的な縦のつながりだけでなく、例

えば、さまざまな知識や経験を持たれる地域の

方々と子供たちが積極的に交流していくこと

は、子供たちの視野を広げ、豊かな人間関係を

育み、大変意義のあることであり、このこと

は、いじめをなくすことにもつながると考えて

おります。現在、県内におきましては、14の市

町村で学校支援地域本部が設置されており、地

域の方々による登下校時の見守り活動や教科学

習の指導補助など、子供たちが、保護者や教師

以外の地域の大人と触れ合う活動が展開されて

おります。また、多くの学校が、職場体験学習

を初め、地域の伝統的な行事やボランティア活

動など、地域の方々と一緒に行う活動に積極的

に取り組んでいるところでございます。学校や

市町村教育委員会のこれらの活動を支援するこ

とにより、子供たちの視野を広げるとともに、

地域の子供たちを地域全体で育てる機運の醸成
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を図ってまいりたいと考えております。

ネットいじめの対応は大変難○井本英雄議員

しいと聞いておりますが、宮崎県ではどのよう

に対応しているのでしょうか。

ネットいじめにつき○教育長（飛田 洋君）

ましては、平成23年度の調査では、誹謗中傷の

書き込みなど９件の報告を受けております。し

かし、現在話題となっておりますスマートフォ

ン向けのＬＩＮＥなど、いわゆるクローズドコ

ミュニケーションにおきましては、いじめにつ

ながる誹謗中傷や人間関係のトラブルなど、表

面には出にくい問題が増加しているのではない

かと危惧いたしております。

対策といたしましては、現在、誹謗中傷など

の書き込みをチェックするためのネットパト

ロールの実施や、ネットいじめに関する相談窓

口である「目安箱サイト」の設置、生徒指導や

情報教育の担当者を対象とした、ＬＩＮＥなど

具体的な事例を挙げた研修会、学校における情

報モラル教育の徹底などに取り組んでいるとこ

ろであります。あわせて、子供たちからの情報

収集が大切でありますので、児童生徒と教職員

が日ごろから信頼関係を築き、子供たちが困っ

たときや心配になったときにはすぐに相談でき

るような環境づくりも進めているところであり

ます。

最後にしますが、テレビでは○井本英雄議員

お笑いがはやっておりますが、人をいじめて笑

いをとるということがよく見かけられます。こ

れがいじめの風潮をもたらしていると言う人も

おりますが、これについてどう思われますか。

最近のテレビを見て○教育長（飛田 洋君）

おりますと、昔と比べて笑いをとるような番組

がふえてきているように感じる部分もございま

すし、中には、暴力的であったり、相手を軽視

したりするような場面も見られ、心を痛めるよ

うな場面もございます。笑いというのは、私た

ちの人生を豊かにしてくれる、なくてはならな

いものであります。笑いをとるような番組が全

て悪いというわけではないと思いますし、また

全てがいじめにつながるというわけでもありま

せんが、子供たちの日常的な言動に影響を与え

ているものも少なからずあるのではないかと考

えております。いじめは、人の尊厳を傷つける

卑劣な行為であり、人として絶対に許されない

行為であります。学校の対応はもちろんのこと

でありますけれども、我々大人が、子供たちに

しっかりとした後ろ姿を示し、大人としての責

任を果たす努力を社会全体で行っていくこと

が、何より大切であると考えております。

長々とありがとうございまし○井本英雄議員

た。

それでは、原産国表示の話に入ります。

加工食品では、原産国は表示する必要がない

という話を聞いたことがありますが、これにつ

いて農政水産部長お聞かせください。

製造業者等が○農政水産部長（緒方文彦君）

加工食品を消費者に販売する際には、「農林物

資の規格化及び品質表示の適正化に関する法

律」、いわゆるＪＡＳ法において、原料原産地

を表示することになっております。具体的に

は、品目ごとに異なりますが、国の告示で定め

る乾燥野菜などの22食品群及びウナギ加工品な

どの４品目については、原則として、主な原材

料が国産の場合は国産である旨を、輸入品の場

合は原産国を記載することが義務づけられてお

ります。

そういうことで、この法律は○井本英雄議員

結局表示しなくていいというのが原則であっ

て、表示するというのが例外だと。我々からす
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ると、普通は表示しなきゃならんのが原則で、

表示しなくていいのが例外というような感じが

するんだけど、そのように理解してよろしいん

ですか。

現在、22食品○農政水産部長（緒方文彦君）

群及び４品目に限って表示が義務づけされてお

りますことから、そのような解釈でよろしいか

と思います。

野菜ジュースなんかは、生を○井本英雄議員

搾っただけという感じがしますけれども、この

場合でも原産国を、例えば、中国産が悪いとい

うわけじゃないですが、中国産の果物や野菜を

ジュースにした加工品、そういうときは表示し

なくてよろしいんですね。

野菜等のジ○農政水産部長（緒方文彦君）

ュースにつきましては、先ほどお答えしまし

た22食品群及び４品目に含まれておりませんの

で、原料原産地の表示義務はございません。

遺伝子組み換え食品について○井本英雄議員

はどうなっていますか、お聞かせください。

遺伝子組み換○農政水産部長（緒方文彦君）

え食品は、食品の安全性を確保するため、食品

衛生法等に基づき、安全性が確保されたものの

みを国が承認する仕組みとなっております。な

お、遺伝子組み換え食品である場合、消費者が

選択できるよう、食品衛生法及びＪＡＳ法に基

づいて、表示の義務づけが定められておりま

す。

レストランでも加工するとい○井本英雄議員

うことになるんですが、この場合でも、食品の

原産国の表示はしなくていいということでいい

んですか。

ＪＡＳ法は、○農政水産部長（緒方文彦君）

一般消費者向けに販売される場合に運用する法

律となっており、レストラン等の外食店では、

原料原産地の表示義務は規定されておりませ

ん。

では、遺伝子組み換え食品で○井本英雄議員

も同じことですか。

遺伝子組み換○農政水産部長（緒方文彦君）

え食品についても同様に、表示義務は規定され

ておりません。

汚染米が問題になったとき○井本英雄議員

に、米のトレーサビリティーが非常に問題に

なって、米については非常に厳格にトレーサビ

リティーを規定してあります。将来において

は、米と同じように厳格にすべきではないのか

なと思うんでありますが、農政水産部長の御見

解をお聞かせください。

原料原産地表○農政水産部長（緒方文彦君）

示のあり方につきましては、国が、消費者、製

造・流通業者、学識経験者等から成る消費者委

員会を開催し、消費者、事業者双方の意見を集

約した答申を踏まえて、表示基準を検討する仕

組みとなっております。ことし６月に、食品表

示関連３法を一元化した食品表示法の制定の際

にも、加工食品の原料原産地表示の義務づけに

つきまして議論がなされましたが、合意に至ら

ず、今後の検討課題として位置づけられたとこ

ろでございます。県といたしましては、原料原

産地の表示のあり方につきましては重要な課題

と認識しておりますので、今後とも国の動向等

を注視してまいりたいと存じます。

ありがとうございました。○井本英雄議員

次の質問に入ります。地方道路ほかの問題で

あります。

北方の３つの県道、樫原細見線、大保下曽木

停車場線、上祝子綱の瀬線の進捗状況について

お聞きいたします。

お尋ねの県○県土整備部長（大田原宣治君）
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道３路線につきましては、現在、部分的な拡幅

工事や待避所などを設置します1.5車線的道路整

備に取り組んでいるところでございます。その

進捗状況でありますが、まず、樫原細見線につ

きましては、平成20年度から黒仁田地区におい

て事業を実施中でありまして、14カ所の整備箇

所のうち、これまでに２カ所を完了し、今年度

は３カ所で工事を行う予定としております。次

に、大保下曽木停車場線につきましては、平

成22年度から藤の木地区におきまして事業を実

施中であり、14カ所の整備箇所のうち、これま

でに４カ所を完了し、今年度は８カ所で工事を

行う予定としております。最後に、上祝子網の

瀬線につきましては、今年度から菅原地区にお

きまして事業に着手し、11カ所の整備箇所のう

ち、今年度は３カ所で工事を行う予定としてお

ります。今後とも、地元の皆様の御協力をいた

だきながら、これらの路線の早期整備に努めて

まいりたいと考えております。

県道稲葉崎平原線の南延岡駅○井本英雄議員

付近の渋滞対策について、県土整備部長のお考

えをお聞かせください。

県では、延○県土整備部長（大田原宣治君）

岡市街地における交通混雑の緩和を図るため、

市と連携しまして西環状線の整備に取り組んで

おりまして、現在、県道岩戸延岡線の中川原工

区の整備を進めているところです。お尋ねの県

道稲葉崎平原線の南延岡駅付近では、朝夕を中

心に日常的に渋滞が発生しておりまして、本年

１月には、県の主要渋滞箇所にも選定されたと

ころであり、この渋滞緩和を図るための整備に

当たりましては、本路線は都市計画道路であり

ますので、まずは市道など関連する道路も含め

た都市計画の変更が必要になると考えておりま

す。このため県では、今年度、将来交通量推計

を行った上で、本路線の概略設計や事業効果の

分析を行うこととしておりまして、今後とも、

渋滞緩和に向けた道路整備について市と連携を

図りながら、検討を進めてまいりたいと考えて

おります。

次に、高速道路関係について○井本英雄議員

お聞きします。東九州自動車道日向―都農間は

今年度内に開通できるのかどうか、県土整備部

長お願いします。

東九州自動○県土整備部長（大田原宣治君）

車道の日向―都農間につきましては、事業主体

である西日本高速道路株式会社に確認しました

ところ、順調に工事が進んでいると伺っており

まして、予定どおり今年度中に開通していただ

けるものと考えております。

東九州自動車道の宮崎市から○井本英雄議員

北九州市までは平成27年度に全線開通できるの

かどうか、お伺いします。

東九州自動○県土整備部長（大田原宣治君）

車道の宮崎市から北九州市までの区間につきま

しては、現在、整備中の区間が５区間ありま

す。国土交通省及び西日本高速道路株式会社か

らは、ほぼ順調に工事が進んでいると伺ってお

りまして、予定どおり平成27年度に全線開通で

きるものと考えております。

今、暫定２車線で供用してい○井本英雄議員

る東九州自動車道の４車線化はできないのか、

お伺いいたします。

東九州自動○県土整備部長（大田原宣治君）

車道の車線数につきましては、高速道路の新設

に関する整備計画等におきまして、「車線数

は、全区間４車線とする。工事は、差し当たり

２車線の完成をもって供用を開始し、交通量の

増加に応じ残りの２車線を完成するものとす

る」と定められております。このようなことか
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ら、県としましては、４車線化を図るには交通

量の増加が重要と認識しておりまして、ＥＴＣ

の普及啓発を行うなど県民の皆様への高速道路

の利用促進を図ることや、東九州自動車道並び

に九州中央自動車道の早期完成により、県内外

からの交通量をふやすことなどの取り組みを進

めてまいりたいと考えております。

九州中央自動車道蔵田―北方○井本英雄議員

間は平成27年度開通の予定でありますが、前倒

しはできないのかどうか、お聞かせください。

九州中央自○県土整備部長（大田原宣治君）

動車道の蔵田―北方間につきましては、平成27

年度の開通予定としまして、国土交通省におい

て整備が進められているところであります。工

事は順調に進んでいるとのことですが、一部用

地取得が難航しておりまして、時間を要してい

ると聞いているところです。県としましては、

一日でも早く開通できますよう、今後とも国へ

お願いしてまいりたいと考えております。

最後ですが、九州中央自動車○井本英雄議員

道蘇陽―五ヶ瀬―高千穂間の今後の見通しをお

伺いいたします。

九州中央自○県土整備部長（大田原宣治君）

動車道の蘇陽―五ヶ瀬―高千穂間につきまして

は、現在、国におきまして計画段階評価を行っ

ており、10月に九州地方小委員会の１回目が実

施され、11月24～28日には沿線３町の６会場

で、多くの地元住民参加のもとで意見聴取を行

います、いわゆるオープンハウスが実施された

ところです。今後の見通しとしましては、地域

の課題に応じた複数の概略ルート案が示され、

再度、地域への意見聴取が行われる予定と伺っ

ております。県といたしましては、今後とも、

沿線の関係団体や熊本県とも連携を図り、早期

の新規事業化に向け、国に対して強く要望して

まいりたいと考えております。

在宅医療が残っておりますが○井本英雄議員

……。

最後に、イザベラ・バードの「日本奥地紀

行」に書いてある一部をちょっと読ませてもら

いますが……。日本というのは、昔は上機嫌文

化と言われたんです。朝から晩までみんな機嫌

がよかった。そしてまた、子供天国とも言われ

た日本であります。「日本奥地紀行」にイザベ

ラ・バードが書いているのは、「私はこれほど

自分の子供をかわいがる人々を見たことがな

い。子供を抱いたり、歩くときには手をとり、

子供の遊戯をじっと見ていたり、参加したり、

いつも新しいおもちゃをくれてやり、遠足や祭

りに連れていき、子供がいないといつもつまら

なそうである。他人の子供に対しても、適度に

愛情を持って世話をしてやる。父も母も自分の

子に誇りを持っている」。

もう一人、モースという有名な大森貝塚を発

見した人ですが、「日本その日その日」という

のですが、「世界中で日本ほど子供が親切に取

り扱われ、そして子供のために深い注意が払わ

れる国はない。にこにこしているところから判

断すると、子供たちは朝から晩まで幸福である

らしい。日本人は確かに児童問題を解決してい

る。日本人の子供ほど行儀よくて親切な子供は

いない。また、日本人の母親ほど辛抱強く、愛

情に富み、子供に尽くす母親はいない。だが、

日本に関する本は皆、このことを繰り返して書

いているから、これは陳腐である」というんで

すね。

昔の日本には、おそらくいじめなんかもな

かっただろうし、知事の目指す「子育て日本

一」ですか、これなんかも本当にこういう世界

であるだろうなという気もしますけれども、な
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ぜ昔のものを失ったのか。そして、なぜ今、日

本はこれができないのか、不思議な感じがしま

すけど、本当に知事も頑張っていただきたいと

思います。

以上で質問を終わりたいと思います。

議事の混乱を招きましたこと、本当に申しわ

けありませんでした。これで終わりたいと思い

ます。ありがとうございました。（拍手）

議長からも一言申し添えたい○福田作弥議長

と思います。

ただいま質問者から皆さん方におわびがござ

いましたとおり、議場が少し混乱をいたしまし

て時間が延びました。大変申しわけなく存じま

すが、質問者が出られまして議場にお帰りにな

る際、私が「許可」という発言をしていなかっ

たようでございまして、改めて許可の件を申し

添えておきたいと思います。

それでは、以上をもちまして午前の質問は終

わります。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時54分休憩

午後１時０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、中村幸一議員。

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○中村幸一議員

んにちは。最後の質問になりました。好きこの

んで最後を選んだわけじゃないんですけれど

も、抽せんの結果、このような状況になったと

いうことで、最後になりました。

この前、12月１日は日曜日でしたが、日曜日

は、宮崎でずっと用事があったものですから、

７時10分ぐらいに都城を出て、高速道路に乗り

ました。高速道路がいつも400メートルに１台ぐ

らいしかいないような状況なんですが、都城か

ら宮崎に行くのに２車線が物すごい車でありま

して、びっくりしたんですが、聞いてみると、

航空ショーがあるということで、端的に言う

と、オスプレイを見に行くということを皆さん

がおっしゃっていました。私の友人が隣をすっ

と抜いていったんですが、手を振っていきまし

た。私の車の番号は111なものですから、知って

いたのでしょう。オスプレイ、オスプレイと

言っていましたから、オスプレイを見に行くん

だなと思っていました。オスプレイに反対する

発言もありましたけれども、私、大好きなんで

すね。そういったことで見に行ったところでし

たが。しかし、そのとき思ったのが、去年の、

ちょうど１年半ぐらい前でしたけれども、私が

階段から落ちて頭を打ったとき、危なかったん

ですが、生きておりますけれども、そのときテ

レビしか見るものがないものですから、テレビ

を見ていると、ＮＨＫは毎日朝、オスプレイ反

対をやるんですね。オスプレイとはこんな恐ろ

しい乗り物だと、ここでも事故を起こした、こ

こでも事故を起こしたとやっているんですね。

だから、ＮＨＫが言うのだから間違いだろうな

とは思っていましたが、全くそのとおりであり

ました。帰ってきた連中が言うのに、こんなす

ばらしいヘリコプター、飛行機はないよなと、

高度7,000メーターぐらい上がるそうでして、途

中で給油ができる、そしてまた、航続距離も長

いし、もちろん速度も速いということですね。

大勢の人間を乗せていくことができるというこ

とでありました。

そんなことを聞きながら、ＮＨＫのニュース

を思い出したわけですが、ここでまた余計なこ

とを言いますけれども、ＮＨＫはこの前、11

月28日でしたが、台湾でいろいろ報道を間違っ
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て 間違ったというか、20数名の人をつかま―

えて、ないようなことを報道して訴えられたん

ですね。それで、訴えられて、11月28日でした

けれども、ＮＨＫに有罪が決まったんです。そ

れで、100万円の罰金、訴訟に負けたということ

になりました。そういうＮＨＫでありますか

ら、えてして今のメディアというのは余りよく

ないなと思っているんですが、メディアという

のは、確かに物を伝える、そして間違いなく伝

えるということがメディアの役目なんですね。

メディアというのは辞書を引いたらそうなって

おります。だから、ちょっとメディアが今間

違ったメディアじゃないかなという気がするん

ですが、そういうことを感じたところでした。

今一番話題になっているのが、キャロライン

・ケネディさん、アメリカ大使、初めての日本

の女性大使ということでお見えになりました。

非常にあちこちで人気で、被災地にも行かれて

相当な人気だったということで、テレビを見て

おりますけれども、やはりジョン・Ｆ・ケネ

ディの娘さんでありますから、それは人気があ

るんだなというような思いがいたしておりま

す。

また、たまたまジョン・Ｆ・ケネディさん

が、11月22日でしたが、亡くなってからちょう

ど50年経過したんですね。アメリカという国も

いいかげんな国ですね。井本さんが言っていま

したけれども。なぜいいかげんかというと、自

分のところの大統領を暗殺するということであ

りますから、いいかげんな国かもしれません。

ケネディ大統領というのは本当に強い人であり

まして、ソ連に対しても物をぴしっと言って、

戦争も辞さないよというようなこともありまし

た。それでまた、平和主義者でもありました。

だから、アメリカ国民にとって平和主義でも困

るんだということだったんだと思います。そこ

の軍産複合体、こういったものが、やはり平和

であっては困る、いつもアメリカはどこかで戦

争をやっていないと成り立っていかないんだと

いうようなこともあったのではなかろうかなと

私は思うんですね。そういったことで、忘れも

しませんが、ちょうど日本とアメリカとテレビ

が通じ始めたのでしょう。アメリカからのケネ

ディ大統領が撃たれた雰囲気が、もろに我々の

目に入ってきました。そういう中で、本当に惜

しい人を亡くしたなというふうに思っておりま

すが、まだ知事はそのころ生まれていらっしゃ

いませんよね。50年前ですかね、私が二十のと

きでしたから。だから、あの優秀な人を葬ると

いうことは、これは大変なことだと。さっき言

い始めて忘れてしまいましたが、アメリカで

は、まだ調査したことを公表しないんだそうで

す。なぜかというと、かかわった人がそういう

調書に載っている部分があるから報道できない

んだと、こういう話を聞いたことがあります

が、やっぱりアメリカが大きなそういうことを

やったんだろうなというふうに思ったところで

ありました。

話は違いますが、ことしはまた、本当にいろ

んなことがある年でありました。まず、参議院

選挙がありました。参議院選挙は、高千穂から

串間まで応援弁士で走ったわけでありますが、

本当に忙しい毎日でありました。そしてまた、

ことしの夏は暑い暑い夏でありました。オリン

ピックも決まりました。そういったことで、も

う一つ忘れてならないのは、部活で学校の先生

が子供を再三殴って、その子供が自殺するまで

いったことがありましたね。そしてまた、ほか

の部活動でも、そういったことが頻繁に行われ

ているということでありました。日本の女子柔
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道も暴行があったということで、日本の柔道界

は、会長以下役員が全部交代するというような

ことでありました。

そこで、知事にお伺いしますが、知事はアメ

リカにも留学されました。ケネディ大統領につ

いては、生まれる前のことでしょうから、御存

じないかもしれませんが、非常に優秀な大統領

だったんですね。だから、留学の地でも聞かれ

たと思います。そしてまた、いろんな本なんか

でもケネディ大統領というのを読まれたと思う

んですが、指導者として、人を引っ張る力とし

て、どのようにケネディ大統領を理解されてい

るか、お聞かせいただきたいと思います。

それから、教育長には、いじめの問題等で１

年間いろいろありました。今、子供たちの中で

は、あれだけ先生がいじめの問題でやられて、

暴力を振るえなくなった、だから、先生に何を

言ってもいいんだというような風潮もあるやに

聞いております。これはまた許されないことで

すね。この１年間を振り返って、暴力と教育と

いうのがどういうことだったのかをお聞かせい

ただきたいと思います。

これで、私の壇上からの質問を終わって、質

問者席から質問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。

ジョン・Ｆ・ケネディ元アメリカ大統領は、

指導者として、私が上杉鷹山公と並んで尊敬す

る人物であります。一人の人物として、また政

治家として、いささか美化され、伝説化された

部分はあるのではないかという思いはしておる

ところでございますが、選挙で選ばれた史上最

も若い大統領として43歳で就任し、特に就任演

説における「祖国があなたのために何をしてく

れるかではなく、あなたが祖国のために何がで

きるかを考えてほしい」という名言があるわけ

であります。この言葉、その就任演説で述べら

れたことは、大変強いメッセージとして伝わ

り、また印象を受けたところでありますし、口

蹄疫を初め、相次ぐ災害に見舞われ、厳しい状

況から立ち上がり、新たな成長に向けて大きく

かじを切った本県におきましても、県民の皆様

とも共有したい大切なメッセージであると考え

ております。

ケネディ元大統領が大統領に就任された当時

は、冷戦の時代でありまして、大変厳しい状況

の中で、就任期間中には、ベルリン危機、また

キューバ危機などが起こったわけであります

が、その巧みな政治手腕などによりまして、事

態収拾を図ったばかりでなく、全面核戦争かと

言われる大変な危機を脱した経験をもとに、東

西の緊張緩和に向けた外交活動に力を尽くされ

たというふうに考えております。

大統領が残された名言の中には、ほかに「中

国語で危機は２つの漢字から成り立っており、

１つは危険をあらわし、もう１つは好機、チャ

ンスをあらわす」というものがございます。キ

ューバ危機などへの対応は、危機事象に対する

対処だけにとどまらず、事態を好転させていく

ためのまさにチャンスに変えられたわけであり

ます。「ピンチはチャンス」という言葉もござ

いますが、さまざまな災害に見舞われた本県に

おきましても、こうした言葉をかみしめて、今

後、取り組んでいく必要があろうかというふう

に考えております。私も、こうした大統領に少

しでも近づけるよう、また、県民の皆様の期待

に応えるべく、日々精進してまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（飛田 洋君）
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します。

教育の場において、暴力は絶対に許されない

行為であり、あってはならないと強く思ってお

ります。教職員一人一人が、これまで指導とい

う名のもとの暴力を見過ごしてこなかったかを

再度見詰め直し、確かな指導力を身につけると

ともに、みずからの人権感覚をさらに高めてい

くことが重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、今後とも、市町村教

育委員会と一層の連携を図りながら、必要な対

策に全力で取り組むとともに、体罰を発生させ

ない土壌づくりや児童生徒が安心して学べる学

校づくりに努めてまいりたいと考えておりま

す。

一方、先ほど議員がおっしゃったような、指

導に従わない児童生徒の対応につきましては、

何より教職員が一体となることが大切だと考え

ております。教職員が一体となって、ひるむこ

となく適切に指導することが大切であると考え

ております。正すべきはきちんと正す、鍛える

べきは鍛える、そういう毅然とした指導ができ

るような教職員の育成に努めてまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

中国のことでちょっとお伺い○中村幸一議員

したいんですが、今、我が国を取り巻く環境は

非常に厳しいわけであります。新聞、テレビで

報道もされませんが、尖閣諸島には、中国の軍

艦あるいはそれらしいものが毎日来ているわけ

ですね。私どもの海上保安庁もいつもあそこに

おって、早く撤去しなさいということを言って

いるわけであります。これを何回も繰り返しな

がら今来ているわけですけれども、中国は尖閣

諸島をとるまではやめないというようなことな

んでしょうが、そうはいかないと思っているん

です。

しかし、翻って、たまに家に早く帰って家族

とテレビを見たりしますと、名前は知りません

が、若い女の子が足を上げたりはねたりして歌

を歌っていますね。それを見る中年の男性も、

にこにこ顔で見ているような状況、また、この

日本人という人間は、こういう外交問題で日本

が尖閣諸島をやられているのに、本当に気がつ

いていないのかな、気がついたら、尖閣諸島は

中国のものになっていたという状況になりはし

ないかと思うんですね。私どもは本当に、これ

に非常に危惧を感じているわけでありますが、

韓国にしろ中国にしろ、今考えてみると、日本

の政府の状態が、外交状況が非常に悪かったと

いうこともあります。これは事実でありましょ

う。そしてまた、マスコミが非常に中国、韓国

には優しいし、そしてまた、言わんでもいいこ

とまで、日本政府が言ったことを、こんなこと

を言いましたよということで、わざわざ告げ口

をするような状況もありますね。こんなことで

果たして日本を本当に思っているのだろうか

と、いつも腹立たしく思っているんです。

この前、ある政府高官が都城に来られまし

た。そのとき、都城出身の県会議員は皆さんい

らっしゃったんですが、例えば、「韓国で今、

従軍慰安婦銅像をアメリカあたりにもつくるよ

うな運動をやっているじゃないか。こんなこと

を日本人は許していいんですか」と、「しか

し、あんまり大げさにすると、また日本がとい

うことになるから、これはあんまり言わなくし

ているんですよ」と、こういう言い方をされ

る。ここまで、「いや、それはおかしいんじゃ

ないですか」と言おうと思ったんだけれども、

偉い人ですから、私も黙っていました。そこま

でしか言えませんでしたが、私は、政府がそう

いう中国、韓国におもんぱかって物が言えない
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のであれば、やはり知事会あたりでもっと声を

出してもいいんじゃないかと思うんですね。例

えば、尖閣諸島がある、竹島がある、あるいは

北海道の島がありますよね、ロシアがとってい

る島があります。こういったことについても、

知事会等で、日本がこういうふうな状態になっ

ているなということは、話し合いがなされたこ

とがあるものでしょうかね、それをちょっとお

伺いしたいと思います。

今、我が国を取り巻く○知事（河野俊嗣君）

安全保障の状況等、御指摘があったところでご

ざいます。先日、航空祭のときも関係者と話を

しておりましたが、大震災以降、スクランブル

で発進というのは大変多くなっているという状

況だということでございます。

こうした北方領土、竹島、尖閣の問題につき

ましては、本年11月８日に開催されました政府

主催の全国都道府県知事会議におきましても、

領土担当の山本一太大臣が出席され、こうした

領土問題について意見交換がなされたところで

あります。その中で、特に溝口島根県知事から

は、日本の領土をめぐる問題は厳しい状況が続

いており、政府において国際世論の理解を得る

ための対外発信に努めていただきたい旨の発言

があったところであります。このような発言の

ほか、知事会としましては、北方領土及び竹島

問題の早期解決につきまして、国への要望を

行っているところであります。

近年、我が国と近隣諸国との間では、領土な

どをめぐるさまざまな問題が生じておりまし

て、結果として、人的交流や経済活動にも大き

な影響が出ております。本県としても、ソウル

線、台北線を持っている、その搭乗率への影響

なども懸念される、また、実際に出ておる状況

でございます。領土問題は、国の主権にかかわ

る重大な問題でありますので、政府におかれて

は、関係国に対し、主張すべきはきちんと主張

していただき、また、我が国の主権を脅かす違

法行為に対しては、厳正に対処していただきま

して、平和的な外交交渉で解決を図っていただ

きたい、そのように考えております。

そしてまた、最近、防空識別○中村幸一議員

圏というのを、沖縄県、それから尖閣諸島、東

シナ海に設けたわけでありますが、これを考え

ると、私たち子供のころ、「うちのここは通る

なよ」とか言っていましたね。知事は言われた

かどうかわかりませんが、私は言っていたと

思って。「おい、ここ通るなよ」と、私も言わ

れたことがありますが、それと何ら変わらない

んじゃないかなと思うんですね。だから、もっ

と大きくなってもらわないと、これはつき合い

切れないなというような気がいたしておりま

す。だから、私は当分、中国、韓国には行かな

いことに決めております。行けば腹が立ちます

から、あそこで刺されたりしたら大変なことに

なりますから、行かないことにしておるんです

が、そういうことで、本当に近隣の諸国に対す

る考え方、つき合い方というのは大変だなとつ

くづく思います。我々だって近所でおつき合い

するのがなかなか大変なことであるように、近

所のつき合いというのは大変なのかもしれませ

ん。

次は、嫡出子と非嫡出子についてお伺いした

いと思います。

９月４日、最高裁大法廷で、民法第900条第４

号というのがあって、そこに、非嫡出子は嫡出

子の２分の１の相続権があるということに今

なっておりますが、憲法第14条第１項の中で、

全て国民は平等であるということがうたってあ

りまして、それを最高裁が取り上げて、これは
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明らかに法律違反だということになりました。

私は、ちょっとおかしいんじゃないかと思っ

たんですが、正式に法律婚をしている人がつ

くったというか、できた子供が、非嫡出子、事

実婚ですね、そういう人たちと相続が平等だ

と、果たしてこの日本の歴史の中でこれは許さ

れるものかという話をしたんです。ところが、

ヨーロッパ、あっちの方面に行くと、事実婚

が50％を過ぎていますという話がありました。

いや、外国は外国だろう、日本は日本であろう

という話をしたんですが、日本は今、歴史的に

も長いんですよね。物すごく長い歴史を持つ日

本ですから、それをまたおめおめと外国に合わ

せる必要は何もなかろうというふうに私は思っ

ていますが、日本の歴史というのは、今の時代

は、皇紀2673年になるそうですね。それで、天

皇家は今125代だそうです。これは私、調べてみ

たら、天皇家は神武天皇以来、ずっと家系図み

たいなのがあるんですよ。見てみたら、中に

は、長年、天皇を務められたときもありますの

で、125代かどうかちょっと定かでない部分があ

るんですが、そういったことを踏まえても、長

い日本であると私は思っていますから、これは

ちょっとおかしいなと思っています。

ただ、最高裁大法廷が決めたことにはいろい

ろいいことはあります。昭和44年でしたか、北

海道の網走のほうの自衛隊の基地で、基地を広

げようとしたときに、住民から訴訟が起こった

んですね。札幌地裁は、自衛隊のことに触れ

て、自衛隊は違憲だと言ったんですね。最高裁

の判決では、それには加担しないということで

退けたんですけれども、そういうようなことは

いいことであったのかもしれません。また、最

高裁が今回また一票の格差もいろいろと話して

おります。

いいこともあるんですが、私は、今回の嫡出

子と非嫡出子の問題は、どうもこれは解せない

なというふうに思っておりますが、担当部長の

説明をお願いしたいと思います。今は衆議院を

通過したわけですから、参議院を通過すると、

これは大急ぎで通るでしょう。宮崎県でもそう

いう人が、多分事実婚の人がおられて、こっち

にも子供がおるけれども、こっちにも子供がお

るという人がいらっしゃると思いますね。そう

いったことにどう対処していかれるのか、対処

といったって答えにくいんでしょうけれども。

また、この中にも、俺もおるなという人がいる

やもしれません。また、こっちにもいらっしゃ

るかもわかりませんが、これはちょっと法律婚

に劣るんじゃなかろうかなというような気がし

ます。それをお答えいただきたいと思います。

ちょっと難しいですけれども。

議員の御意見○総合政策部長（土持正弘君）

はごもっともでございまして、９月の最高裁の

決定までは、民法の相続規定は、嫡出子の立場

の尊重と非嫡出子の保護を図ったもので、民法

が法律婚主義を採用している以上、このような

立法理由には合理的な根拠があるということで

まいったものでございます。ただ、この考え方

は、平成７年の最高裁の大法廷で決定されたも

のでございますけれども、そのときに５名の裁

判官が既に反対意見を述べているという状況で

ございまして、いろいろと議論があった問題で

ございます。

今回、９月の最高裁大法廷決定でございます

けれども、決定理由において 決定文を引用―

させていただきますが 昭和22年民法改正時―

から現在に至るまでの間の社会の動向、我が国

における家族形態の多様化やこれに伴う国民意

識の変化、諸外国の立法の趨勢及び我が国が批
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准した条約の内容とこれに基づき設置された委

員会からの指摘 この条約につきましては、―

「児童の権利に関する条約」というのがござい

まして、児童が出生によっていかなる差別も受

けないという旨の規定がございます。そうした

もの、それから嫡出子と嫡出でない子の区別に

かかわる法制度の変化などから、家族という共

同体の中における個人の尊重がより明確に認識

されてきたことは明らかであるというふうに述

べております。

そのような認識、いわゆる家族という共同体

の中における個人の尊重がより明確に認識され

てきたという認識でございますけれども、そう

いうもとに、法律婚という制度自体は我が国に

定着しているとしても、父母が婚姻関係にな

かったという子にとっては、みずから選択ない

し修正する余地のない事柄を理由として、その

子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人

として尊重し、その権利を保障すべきであると

いう考え方が確立されてきているとして、今

回、最高裁大法廷、15人全員一致の意見という

ことで決定されたものでございます。

この決定を受け、現在、政府は、民法の関係

規定の改正案を今国会に提出いたしまして、現

在、審議されておりますが、法律上の整備につ

いては、国民のといいますか、国民の代表者、

また代弁者であります国会の審議を見守ってま

いりたいというふうに考えております。

それから、補足的に申し上げますと、この相

続につきましては、御承知のとおり、相続人が

その相続については決定するということが、基

本的にはございます。そういった意思が示され

なかったときのこの法の適用でございますの

で、先ほど県内にもそういう事例がたくさんあ

るというふうに言われましたけれども、基本的

なところでは、大きな変化はないというふうに

考えております。

この件は、部長にお聞きして○中村幸一議員

も非常に答えづらいことであろうと思いますか

ら、これ以上言いませんが、やっぱり日本の伝

統というものを守らないということには、非常

に大きな問題が出てくると思うんですね。先ほ

ど、皇紀2673年だというような話をしました

が、長い歴史のある中で、私が一つ今思うの

は、私も県会議員になって20数年になります

が、いわゆる仲人をしてくれというのが非常に

多かったんです。私は67回やっているんです

が、最近５～６年、それ以上になりますか、一

回もないんですね。この前、山下さんの結婚式

で仲人をやりましたけれども、そういう仲人な

しで人前結婚というんですか、そんなことで

やっていらっしゃいます。だから、そういうこ

とをされるから、結局別れる人が多いんです

ね、お別れになる人が。なぜかというと、仲人

がおって、盆、正月に行って報告をする、「そ

れはおまえが悪いがね」「それはあんたが悪い

よ」と仲人から言われて初めて直す部分がある

んですね。そういったことがないので、近ごろ

は、勝手に結婚して、勝手に別れましたという

ような状況になっております。これはやっぱ

り、日本の長年続いた仲人制度というのを廃し

たがために起こったものかなというふうに、私

は思っているんですが、それをもう一遍返せと

いうわけにいきませんけれども、日本の伝統は

大事にしないといけないなというふうに思った

わけでありました。

それから、東京オリンピックで私は質問をし

たかったんですが、４人の方から東京オリン

ピックについて質問されました。それでまた、

その４人の質問者の質問どおり知事が答えてお
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られれば、まだチャンスがあったんです。知事

はリップサービスで、聞かれもしないことまで

いろいろ質問にお答えになったので、私の分が

なくなったんです。だから、感想を述べるだけ

でも言おうかなと思っているんですが……。

一番最初、東京でオリンピックがあったのは

昭和39年でした。私が21歳でありました。まだ

非常に若かったんです。高度経済成長を助ける

べく一生懸命働いていました。和歌山県の住友

金属という製鉄会社でしたが、今は新日鐵住金

といいますが、大きな会社でした。なぜ行った

かというと、この都城におったら、とてももら

えない給料を向こうでもらえるということもあ

りまして、向こうに行ったわけですが、10年半

勤めさせていただきました。しかし、あの当時

のオリンピックというのは、本当に、高度経済

成長の中で、日本がこれだけ立派になったよと

いうのを見てもらいたいということがいっぱい

あったんだと思います。びっくりしました。新

幹線を通しましょう、オリンピックに間に合わ

せて新幹線を通したんです。そして、高速道路

も通しましょう、高速道路も通ったんです。こ

ういったことをやり遂げて、東京オリンピック

は盛大にぴしゃっとやられました。立派なもの

だなと思ったところでした。

この東京オリンピック、この前、ある人

が、93歳とおっしゃいましたが、「中村君、そ

ばに座っていいか」と言うから「いいですよ」

と、「ちょっと話がある」といろいろ話した中

で、「今何歳になりますか」、さっき言ったよ

うに「93歳になった」と、「俺はまだあと７年

生きないかん」とおっしゃったので、「100歳で

すね」と言ったら、「いや、東京オリンピック

を見らないかん。みんな仲間が今あと７年生き

ようぜと言っているんだ」と。だから、今の高

齢者の皆さんがこの後、東京オリンピックが

あってから、ばたばた逝くんじゃなかろうかと

思っているんですが、そこまで長生きされるの

かなというふうに思っています。

しかし、今度の東京オリンピックは、いろい

ろ質問が出ましたが、東京だけじゃなくて、宮

崎県でもちゃんとやれるような東京オリンピッ

クにしていっていただきたいなというふうに

思っております。

続きまして、企業局長にお伺いしたいと思い

ます。企業局長とは長いつき合いでして、私

が、昭和50年でしたが、土地家屋調査士・行政

書士事務所を始めたんです。38年前なんです

ね。そのとき、企業局長が都城土木事務所にお

られたんです。土木事務所におられまして、ま

だ24～25歳だったんでしょうかね、顔は全然変

わっていませんよ。私が境界立ち会いにお願い

に行きよったんですが、長年つき合いました。

私がそのとき持っていた車まで「黒でしたが

ね」とこの前言われてびっくりしたんですが、

聞いたら、「私もことしの３月ぐらいで終わり

かもわかりません」とおっしゃったので、じゃ

何か質問しなくちゃいけないなということで、

きょうは質問することになったんです。幸い

あったんですが……。

今度、11月13日でしたが、改正電気事業法が

成立しました。これは３段階に分かれておりま

して、２段階の中で書いてありますが、いわゆ

る大きな九州電力、ああいったものも小さくし

てしまおうと、あるいはまた、誰でも参加でき

るような電気事業にしてしまおうというような

ことが何カ所もありますが、そうなった場合

に、我が県は今、基幹産業ではありませんが、

電気事業を企業局がやっていらっしゃいます。

そのことで、何か障害とか、あるいはいろいろ
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あるものでしょうか、それをお聞かせいただき

たいと思います。

まず、御質問いた○企業局長（濵砂公一君）

だきまして、まことにありがとうございます。

今議会唯一の答弁の機会を与えていただきまし

た。私も、かれこれ40年近く前の駆け出しのこ

ろを今懐かしく、先生のお話を伺いながら思い

出しているところです。先生の顔も全然変わっ

ていらっしゃいません。

この電力システム改革でございますけれど

も、戦後間もなく、現在の大手電力会社による

電力供給体制、いわゆる独占的な供給体制であ

りますけれども、これが整って以来、約60年ぶ

りの抜本的な改革と言われております。その内

容は、今、議員がお触れになったところであり

ますけれども、これから平成32年ごろまでを目

途に、家庭向けの電力販売の自由化あるいは電

力会社からの送配電部門の分離・別会社化、あ

るいは小売料金の全面自由化、今、総括原価方

式で計算しても認可が要りますけれども、これ

の自由化等の改革を行うこととされておりま

す。これによりまして、大手電力会社によるい

わゆる地域独占体制が崩れまして、電力市場全

体が大規模な競争の時代を迎えるというふうに

言われているところであります。

企業局への影響でありますけれども、企業局

はこれまで、電力会社に長期にわたり総括原価

方式による安定した価格で電気を供給するとい

う、いわゆる卸規制と言われていますけれど

も、そういう制度のもとで、安定的な経営を確

保してまいりました。しかし、この制度が、改

革が３つの段階で進められますが、第２段階で

廃止されることになっております。そうします

と、必要な原価が確保できなくなるのではない

かとか、あるいは入札が一般的になると思いま

すので、入札により売電することで収入が変動

し、経営が不安定になるのではないかとか、さ

まざまな影響が生じることが懸念されるところ

であります。改革の具体的な制度設計はこれか

らでありますけれども、企業局といたしまして

は、安定経営を維持し、引き続き、地方公営企

業としての役割と責任を果たしていくというこ

とを第一義といたしまして、改革の推移を注意

深く見きわめながら、適切に対応してまいりま

す。

こういう改正が出てきたわけ○中村幸一議員

ですから、逆に今までやってきた水力発電の考

え方もありますよね。そういったことも検討し

ていただくとありがたいなというふうに思いま

す。

もう一つあるんですが、平成２年に地域振興

事業を開始されて、３つの事業を20年余、展開

してこられました。このことについて、今から

この３つの事業、１つはゴルフのあれもありま

しょうが、どうしていかれるのか、それをお聞

かせいただきたいと思います。

今、新しい３つの○企業局長（濵砂公一君）

事業をやっていますけれども、それ以外の新し

い分野への進出のお話だと思いますが、そのた

めには、１つは、まず県が、行政じゃなくて、

特に我々公営企業として参入する必要性がある

こと、２つ目には、将来にわたり、経営の安定

性、継続性が見込めること、それから３つ目

に、民間の事業と競合するものでないこと、こ

ういうことを基本的な条件として考慮する必要

があると考えております。

このような点を踏まえながら、これまでも局

内におきまして、さまざまなレベルで勉強会と

か検討をやってまいりましたけれども、現在の

高度に発達した社会経済情勢のもとでは、なか
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なか適当なものが見つからないという状況でご

ざいます。現在のところ、基幹事業である電気

事業に関しまして、先ほどお答えいたしました

電力システム改革がスタートしたところであり

まして、その動向をしっかりと見きわめる必要

があると。また、県内に今13カ所の発電所を

持っておりますが、老朽化した設備の更新等に

これから大きな資金が必要となります。そうい

うようなことから、当面は新分野への展開には

慎重な対応が必要というふうに考えておるとこ

ろでございます。

したがいまして、小水力発電など、現在の事

業の枠組みの中で、可能な新規事業には積極的

に取り組みながら、新しい分野につきまして

は、引き続き、幅広く情報を収集しながら、可

能性を検討してまいりたいというふうに考えて

おります。

知事にお伺いいたします。10○中村幸一議員

月の土曜日から11月の土曜日にかけて、宮崎県

の各大学に、講義を受けないかというお知らせ

があって、私も受けたんですが、15名お見えに

なったんですが、その中で１日目の１時間目は

宮崎市長がお見えになって、一番最後の３時間

目は知事がお見えになりました。学生が「非常

にすばらしい知事ですね」ということを私に

言ったんですが、ここでこうしてお答えされる

知事に比べて、ああいう学生を前にお話しされ

た知事については、非常に好感が持てる、いい

話をされました。これは何もごまをすっている

わけでも何でもないですが……。

こんなこともおっしゃいました。私、いつも

言われるんですが、広島県の出身ですと、だけ

れども、宮崎に８年おりますと、もう宮崎がふ

るさとなんですよという話で、みんな、がくっ

ときたみたいでしたが、そのぐらい一生懸命取

り組んでいらっしゃるということに対して敬意

を表したいというふうに思っております。

さきのケネディ大統領じゃありませんが、目

指して頑張っていただきたいと思っておりま

す。その中で、ある１年生の学生だったと思い

ますが、知事に「ケネディ大使がお見えになり

ましたね。ケネディ大使にお会いして宮崎を売

り込んだらどうですか」と話をしました。そう

したら、知事は「えっ」というような顔をされ

ましたけれども、何と答えられたかわかりませ

んが、そのことを約束したんですが、ひとつど

うかアメリカ大使館に行かれて、日本一の宮崎

和牛とか、あるいはいろんな宮崎で有名な品物

を土産に持っていって、そしておつき合いされ

てみて、ＴＰＰの牛肉も要りませんよと、これ

だけおいしいんですから、あなたの母国にも

ちゃんと輸出しているんですよというようなこ

とでもお話ししてみたらどうかと思うんです

が、あの学生が聞いたことに対して、どう思っ

ていらっしゃいますか、お伺いしたいと思いま

す。

まず、私の講義に対し○知事（河野俊嗣君）

まして、過分なお言葉をちょうだいして、恐縮

しておるところでございます。大学生を相手に

講義をしようと思って教室に入ったら、その一

番前に中村議員が座っておられる、その姿を見

たときの私の驚きというものは推して知るべし

ということでございますが、本当に学ばれる姿

勢に敬意を表するところであります。

今、御指摘がありましたように、議会におけ

る答弁、また県民の皆さんに対するメッセージ

でも好感を持っていただけるように、精進して

まいりたいというふうに考えております。

今、ケネディ大使の御指摘がございました。

あのとき、学生の間から、そのような質問もい
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ただいたところでございます。昨年、ドイツの

フォルカー・シュタンツェル大使、古典文学に

造詣が深いということで講義をしていただき、

また、その後もいろんな、実は家族ぐるみでも

交流があったところでございますが、先日、ド

イツ統一記念日にも大使館に招かれて、いろん

なパーティーで、ほかの大使ともいろいろ意見

交換をさせていただく機会がありました。そう

いう各国の大使の皆さんとの交流、接点を持つ

ことによるいろんな宮崎のＰＲ、大変効果は大

きいのではないかなというふうに思いますし、

今、大変注目を集めておられますキャロライン

・ケネディ大使に対して、そのようなアピール

をすべきではないかというのは、一つの着眼点

であろうかなというふうに思っておるところで

ございます。

先日、福岡にありますアメリカ領事館の首席

領事が来られまして、意見交換をしたんです

が、ぜひ宮崎にも大使においでいただきたいと

いうことを申し上げておったところでありま

す。ケネディ大統領は、聞くところによると、

上杉鷹山公を大変評価しておられたという話で

もございますし、そういう上杉鷹山の出身地で

もある宮崎というような形でアピールをしたと

ころであります。

今、宮崎牛は、アメリカへの輸出を全国に先

駆けて平成２年から行っておったところです

が、口蹄疫で一旦中止になって、昨年の９月か

ら再開しておるんですが、おかげさまで非常に

順調に伸ばしておるという状況もございます。

そんな実態もお話しをしながら、また、先日、

ダンロップで２連覇を果たされたルーク・ドナ

ルド選手の宮崎牛に対する評価は大変高いとい

うようなエピソードもぜひお伝えして、いろん

な形でアピールをすることができればなという

ふうに考えております。

ぜひ学生の意向も聞いていた○中村幸一議員

だきたいというふうに思います。

それから、フォレストピア学びの森、五ヶ瀬

町の中高一貫教育校なんですが、私はあのこ

ろ、ちょうど議会におりまして、今の文教警察

企業常任委員会におりました。元知事の松形知

事が、本当に文部省 当時の文部省ですね―

に逆らってまで中高一貫教育校をつくろう―

という努力をされました。本当に涙ぐましい努

力だったと思います。あの当時、ずっと聞いて

おりましたが、高校・中学一貫校でも、高校は

あれですが、中学は普通教育ですから、その費

用はどうするのかというところまで議論はあっ

たところでした。また、おもしろい議論は、た

くさん入学希望者はあるだろうけれども、その

希望者は、選抜試験じゃなくて全部抽せんにし

なさいと言う人もおられましたけれども、そう

いう話がいろいろありました。

しかし、立派な中高一貫教育校ができまし

て、文部省も許したわけでありますが、今、特

に小中一貫校までできるような状況になってお

ります。ところが、だんだんだんだん人間が少

なくなってきていますね。というのは、我々の

中学校、小学校のころが、大王小、小松原中学

校におったんですが、大体320～330名ぐらい

だったんですよ。今、１学年、80名から90名し

かいないんです。ということになると、もっと

減ってくるでしょうから、真っ先にやられるの

は 今、一貫校が３校ありますよ。宮崎、都―

城、それから五ヶ瀬。都城、宮崎は、今でも４

倍、５倍の人たちが来ますから残るだろうと。

だから、五ヶ瀬は遠いし、寮生活、向こうの人

もおりますけれども、大変だろうなという話な

んですね。だから、中高一貫教育校に外国人を



- 250 -

入れて、日本で一番の中高一貫教育校にしたら

どうかと私は思うんですね。

調べてみましたら、大学ですが、９年前に開

校したんですが、秋田県の国際教養大学という

のがあります。これはすばらしいですね。170名

ぐらいしかいないんですが、すばらしい大学だ

そうです。そういったところとも話し合いをし

ながら、五ヶ瀬中高一貫教育校の子供たちが、

秋田のそういう教養大学に行けるようなシステ

ムがつくれないのかな、これは一生懸命骨を

折っていただけないかなと思うんですね。ま

ず、宮崎県の中高一貫教育を日本一にする、そ

して、その教養大学とも手を組んで、宮崎県か

ら優秀な人材を送り出していく、こういったこ

とが必要じゃないかなと思いますが、これは教

育長と知事の両方に答えをお願いしたいと思い

ます。

五ヶ瀬中等教育学校で○知事（河野俊嗣君）

ありますが、山里の豊かな自然、また人材とい

うものを生かして、さまざまな体験学習を通し

まして、「感動」と「感性」の教育の中で、21

世紀を担う創造力豊かな、国際社会で活躍する

人材を育成するという教育理念を持って設立さ

れたわけであります。今、御指摘がありました

ように、フォレストピア構想というしっかりし

た理念のもとに、さまざまな制度の壁というも

のを乗り越えて、大変な努力をされながら、松

形知事のときに、関係者の御尽力により設立さ

れたものでありまして、敬意を表するところで

あります。

設立当初から今日まで、本県のみならず全国

の教育をリードしてきた学校でありまして、こ

れからもぜひそうあり続けてほしいと願ってお

りますし、常に日本の教育の先駆けとなるん

だ、また、日本の教育のモデルであり続けると

いう気概を持って、将来を見通して発展的に進

んでいくべきものというふうに考えておりま

す。

先日、五ヶ瀬に泊まりましたときに、実は、

五ヶ瀬の学校の中とか、それから朝もその様子

を見たんですが、子供たちが学校の後ですか

ね、何か太鼓の練習をしておりました。伝統芸

能、大変すばらしいことだなと思いましたし、

朝は早い時間から子供たちが学校の前の道路を

掃除しておりました。すばらしい教育が行われ

ているんだなというのを、まさに実感したとこ

ろであります。人づくりは県づくり、まさに人

が財産という思いで、百年の計に立って、未来

への投資として、力強く教育、人づくりに努め

てまいりたいというふうに考えております。

五ヶ瀬中等教育学校のあり方も含めて、今後、

県教育委員会ともしっかり意見交換をしなが

ら、本県の教育の将来像というものを描いてま

いりたいと考えております。

五ヶ瀬中等教育学校○教育長（飛田 洋君）

は、平成６年に「フォレストピア学びの森

五ヶ瀬中学校・高等学校」と、別な形で開校し

て、その後、確かな歩みを重ねてきました。宮

崎から発信した特色ある教育が全国から評価さ

れ、国の制度を動かして、平成11年に全国初の

中等教育学校となり、実は、ことしで開校した

ときから数えていくと20年目を迎えておりま

す。

これまで、個性豊かでクリエイティブな発想

を身につけた人材を数多く輩出してきたところ

でありますが、今後ますます国際化が進む、グ

ローバル化が進む中で、外国人との交流などを

通して、国際社会で先頭に立って活躍する人材

を育成することが一層重要になってきていると

いうことは間違いないと確信いたしておりま

平成25年12月３日(火)
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す。

先ほどお話にありました国際教養大学という

のは、留学生を積極的に受け入れるとともに、

特色ある語学教育、日常の中に国際社会がある

というようなこと、あるいはコミュニケーショ

ン能力の教育も独特なものをされておりまし

て、実践力のある人材が育成されているという

ことで高い評価を得ておられますが、このよう

な新しい大学の改革にも学びながら、五ヶ瀬中

等教育学校の将来像につきましては、どう発展

させることができるか、研究してまいりたいと

考えております。

私も、秋田県の国際教養大学○中村幸一議員

は読んだだけですので、一回見に行ってきたい

というふうに思います。また、もう一つつけ加

えますと、五ヶ瀬の皆さんが、フォレストピア

学びの森の中高一貫教育校に多大な御尽力をい

ただいているんですね。あそこに入学した子供

たちは、親は遠く離れていますから、親がわり

にいろいろとつき合っていただいているという

ことで、緒嶋さんのためにも、それもつけ加え

ておきたいと思います。どうか、教育長と知事

と話し合いながら、松形知事に負けないよう

な、いい学校をひとつつくっていただくことを

お願いして終わりたいと思います。ありがとう

ございました。（拍手）

ここで、総務部長より発言の○福田作弥議長

申し出がありますので、これを許可いたしま

す。

午前中に中野一則○総務部長（四本 孝君）

議員から御質問がありました、知事部局におけ

る本年度の傷病休暇取得者数及び休職者数につ

いてでありますが、平成25年10月末までの数字

を申し上げますと、30日以上の傷病休暇取得

者59名のうち精神疾患が34名、休職者38名のう

ち精神疾患が33名となっております。

以上で一般質問は終わりまし○福田作弥議長

た。

議案第26号から第29号まで採決◎

ここで、さきに提案のありま○福田作弥議長

した教育委員会委員、収用委員会委員及び同予

備委員の任命の同意についての議案第26号から

第29号までの各号議案を一括議題といたしま

す。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○福田作弥議長

ように決定いたしました。

質疑及び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26号から第29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〕

御異議なしと認めます。よっ○福田作弥議長

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25号まで及び請願◎

委員会付託

次に、今回提案されました議○福田作弥議長

案第１号から第25号までの各号議案について、

質疑の通告はありません。

当該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

平成25年12月３日(火)
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たします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす４日から９日までは、常任委員会、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、10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１時53分散会


