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代表質問◎

ただいまの出席議員38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、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、県

民連合宮崎、髙橋透議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○髙橋 透議員

ざいます。県民連合宮崎、中山間地出身の髙橋

透でございます。会派結成初めての代表質問で

ございます。目指すものは同じだと思います。

県御当局、そして議長を初め議員各位、今後と

も、御指導、御鞭撻、よろしくお願い申し上げ

ます。

宮崎県の再置県という先達の功績から130年を

経た今、難局の続く宮崎の未来に希望の光を見

出し、県民一人一人がそれぞれの幸せや夢を追

求可能な社会を築きたいと考えます。同時に、

お互いを尊重し、多様な価値観を認め合い、全

ての人々に居場所と役割のある社会をつくりた

いと思います。そのことを踏まえ、私たち６名

の県議は、宮崎県議会においてみずからの役割

を明確に認識し、県政の健やかな発展に向けて

厳しいチェックの目を持ち、積極果敢な政策提

言を行うことを誓い、県民連合宮崎を結成した

次第であります。私たちは、国家主義的な風潮

が、潮が満ちるがごとく音もなく広がる現状に

危機を感じています。全体主義の風が吹き荒

れ、個の尊重が軽んじられる社会の到来がなき

よう、この宮崎の地において、中道・リベラル

の旗に集う者が力を合わせ、県勢発展、県民生

活・福祉の向上に取り組みます。国民主権、基

本的人権の尊重、平和主義を基調とした日本国

憲法の精神を尊重し、地方議員の立場から性急

な憲法改正の動きに反対します。

そこで、知事にお尋ねします。一昨年の政権

交代後、安倍首相は積極的平和主義を提唱され

ていますが、この言葉に異常な違和感を覚えま

す。中身をしっかり吟味しないと、多くの国民

は潮が引くかのごとく流されてしまいます。そ

の中身は、憲法９条を変えて自衛隊を軍隊に、

集団的自衛権の行使を狙うものだからでありま

す。安倍総理がこの間行ってきた、特定秘密保

護法制定の強行や周囲の反対を押し切っての靖

国神社参拝、そして集団的自衛権の解釈問題な

ど、国家主義的な一連の動きに対する知事の所

感を伺います。

次に、消費税増税の問題についてお尋ねしま

す。消費税は、４月１日から８％に増税されま

す。上がるのは消費税だけではありません。介

護保険料を含む社会保険料の負担も上がりま

す。県有施設などの使用料や各種の申請手数料

などを初め、公共料金も上がります。消費税増

税はさまざまな分野へ波及します。つまり、幅

広く国民へ負担を課すものとなります。一方

で、国民の所得が上がるかというと、不透明な

状況にあります。消費税増税が今後、県民生活

や企業活動にどのような影響を与えるのか、ど

のような対策を県として講じていくのか、知事

に考えを伺います。

また、消費税増税に伴う会計事務処理上の問

題が生じてくると思います。県においては、複

数年にわたる契約もあり、適用される税率が混

在するなど錯綜する点もあるのではないかと思

いますが、会計事務処理においてどのような影

響があるのか、会計管理者に伺います。

次に、過日示された「県内企業優先発注及び

県産品の優先使用等に係る実施方針」について

平成26年２月28日(金)
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であります。公共調達について、県産品や県内

企業へ優先発注する方針を定められましたが、

民間企業を含め、全県的に取り組んでこそ意味

をなすものであります。具体的な条件はどのよ

うに設定されるのか。その実効性について、総

合政策部長に伺います。

次に、公契約条例についてお尋ねします。入

札制度改革で建設業者が減少してきました。し

かし、最近の公共工事の急激な増加により、入

札の不落、不調が問題化されています。一方

で、下請業者との公正な契約についての問題も

根強く残っています。そこで、公共工事の労務

単価を引き上げる方針が検討されていますが、

建設業は下請構造が重層的で、熟練工であって

も長年の経験が賃金に反映されていません。下

請業者で働く賃金の構成基準を確立するため

に、公契約条例は導入できないのか、総務部長

にお尋ねします。

次に、森林バイオマス地域再生事業について

伺います。森林バイオマス発電に必要な林地残

材を継続的に県産材で賄うためには、収集が困

難な山間部からも収集が必要となります。そう

いう観点から、中間土場を11カ所整備するな

ど、木質バイオマス地域収集運搬等を支援する

事業は、分散している林地残材を役割分担で効

率よく搬出する取り組みだと評価いたします。

山元へ利益を還元するために、細かな支援が必

要と思われます。県はどのように取り組んでい

かれるのか、環境森林部長に伺います。

次に、企業局の新エネルギー導入事業につい

てお尋ねします。本県の地域特性を生かした環

境に優しい新エネルギーの有効活用を図るた

め、小水力発電等の導入に取り組まれていま

す。その第１号として、日南ダムの発電所工事

が平成26年度から始まります。県内の残り４つ

の治水ダムの活用について今後どう取り組まれ

るのか、企業局長へ伺います。

以下の質問は、質問者席から行います。あり

がとうございました。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

まず、安倍政権についてであります。議員御

指摘の点につきましては、現政権におかれまし

て、内政や外交、さまざまなことを考慮に入

れ、また、熟慮を重ねた上での判断であると受

けとめておるところでございます。国内外のさ

まざまな意見が報道されておるところでありま

すが、私としましては、重要なポイントとし

て、１つに、我が国が置かれている状況、新興

国の台頭により国際的なパワーバランスが大き

く変化している状況にありまして、やはり、日

米同盟を基軸とした安全保障戦略は非常に重要

な課題であるというような認識、もう１つ、議

論の進め方として、今、質問の中でも、国家主

義なり積極的平和主義、いろんな言葉があった

わけであります。これは、議員がそうだという

ことではないんですが、そういうラベルを張る

ことによって、単純に意味づけをしてしまうと

いうよりも、一つ一つのものについて丁寧な議

論を進めていくべきではないかと。その一つ一

つの内容について、特にこの問題が我が国の外

交や安全保障等をめぐる極めて重要な案件でご

ざいますので、国会を初め、丁寧な議論が積み

重ねられるべきものだというふうに考えておる

ところでございます。

次に、消費税引き上げの影響と対策について

であります。４月からの消費税率引き上げの影

響につきましては、家計負担の増加によります

個人消費の落ち込みや、駆け込み需要の反動減

に伴う産業活動の停滞、適正な転嫁がなされな
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いことなどが懸念されておるところでありま

す。

このため、県といたしましては、景気の腰折

れを防止するため、「経済の本格成長と雇用の

回復に向けた対策」を策定したところであり、

今議会に上程しております本年度補正予算案が

議決されましたら、消費税率引き上げの影響が

大きい来年度前半までに、事業を可能な限り前

倒しして執行するとともに、来年度当初予算案

に計上した事業も一体的に執行することで、消

費税率引き上げの影響を最小限に抑えつつ、本

県の経済・雇用の本格的な回復を図っていくこ

ととしております。さらに、関係部局におきま

して、民間企業における消費税の適正な転嫁や

表示に係ります「相談窓口や情報受付窓口の設

置」、県発注工事契約等における「適正な転嫁

対応」、また、低所得者や子育て世帯に対する

給付措置の「市町村への周知」などを実施する

など、国や市町村とも協力しながら、広報・啓

発を含めた適切な対策に努めてまいります。以

上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○総合政策部長（土持正弘君）

えいたします。

県内企業優先発注等についてであります。今

回の実施方針は、県の公共調達における地元企

業・産品の優先活用について、統一的な方針を

定め、「広い意味での地産地消」の意識定着と

推進を目的としております。また、議員御指摘

のとおり、地元企業活用等の推進には、民間事

業者などの協力が不可欠でありますので、公共

工事におきましては、引き続き、その受注者等

に対し、地元企業の下請への優先活用や資材の

県内調達について協力要請を行ってまいります

とともに、新たに公共工事以外の情報システム

や物品等の調達につきましても、同様の要請を

行うこととしております。あわせて、市町村や

経済団体等にも協力を求めることとしておりま

す。この方針は、来年度から実施することとし

ており、庁内を挙げて推進状況をしっかりと把

握し、可能な限りその実効性を高めてまいりま

すとともに、あらゆる機会を捉えて、関係機関

等に趣旨への賛同を広く呼びかけてまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えい○総務部長（四本 孝君）

たします。

公契約条例についてであります。賃金等の労

働条件につきましては、公契約であるか否かを

問わず、労働基準法等の関係法令を遵守しなけ

ればならないものと考えております。一方、我

が国では、国際労働機関の「公契約における労

働条項に関する条約」が批准されておらず、ま

た、公契約法も制定されていない状況でありま

すので、今後とも、関係団体の御意見もお聞き

しながら、国の動向等を注視してまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○環境森林部長（堀野 誠君）

えします。

木質バイオマスについてであります。現在、

県内においては、複数の発電施設の建設が進め

られており、これらの発電施設等に林地残材な

どを安定的に供給するためには、山元に利益が

還元される仕組みづくりが重要であると考えて

おります。平成26年度予算でお願いしておりま

す「森林バイオマス地域再生事業」では、個々

の林家が林地残材を自分の山から中間土場まで

収集運搬し、林業関係団体等がこれをまとめて

発電施設に運搬するような仕組みづくりを進め

ることとしております。このためには、林家や

林業関係団体、市町村などが、十分な合意形成
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のもとで役割を分担しながら、効率的な仕組み

づくりを進めることが重要ですので、そのため

の研修会の開催、また、必要となる中間土場の

整備や林地残材の重量測定器の導入などへの支

援を行うこととしております。今後、このよう

な取り組みを通じまして、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。以上でござい

ます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答え○会計管理者（梅原誠史君）

いたします。

消費増税の影響についてであります。消費税

導入から既に24年が経過し、その間、税率の引

き上げも行われておりますことから、会計事務

処理上の大きな影響はないと考えております。

しかしながら、例えば平成17年に制度が導入さ

れました長期継続契約のように、内容によって

適用される税率が異なり、契約を変更しなけれ

ばならない場合もありますので、個々の契約ご

とにその対応を確認する必要があると考えてお

ります。このため、会計管理局といたしまして

は、職員一人一人が適正な事務処理を行えるよ

う、想定される事例ごとの具体的な取り扱いや

留意点について周知を図るとともに、各所属か

らの相談に対応しているところであります。以

上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えい○企業局長（濵砂公一君）

たします。

治水ダムにおける小水力発電についてのお尋

ねでございました。企業局におきましては、東

日本大震災を契機とした再生可能エネルギー導

入の機運の高まりを受けまして、これまで培っ

てきた技術やノウハウを生かせる小水力発電に

積極的に取り組んでいるところでございます。

来年度着工を予定しております日南ダムの発電

所は、これまで利用されていなかった県内の治

水ダムで初めて発電事業に取り組むものでござ

いますが、これは流域面積が広く水量が豊富で

あること、ダムの近くに発電所を建設できる場

所が容易かつ十分に確保できること、さらに

は、電気を送り出すための配電線が近いことな

ど、立地条件が最も整っておりましたことか

ら、まず最初に着手するものであります。広渡

ダムなどほかの治水ダムにつきましては、引き

続き、県土整備部と連携し、水量、地形あるい

は採算性など詳細を調査いたしまして、可能性

が見出せるものであれば、検討を進めてまいり

たいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

それぞれ答弁ありがとうござ○髙橋 透議員

いました。知事以外に答弁された方の共通点が

ございます。おわかりだと思います。この３月

をもって卒業される方々であります。あと１カ

月ありますけれども、議会事務局長にもお願い

したいのですが、いつも高いところからお見守

りをいただきますので、御勘弁いただきたいと

思います。今登壇いただいた方々を初め、全て

の県の職員の方々、この３月末まで御苦労いた

だきましたことに本当に感謝を申し上げ、そし

てまた、今後とも、それぞれの立場で県政に御

指導、御鞭撻いただきますよう、よろしくお願

いします。それと、新しい旅立ちでありますか

ら、生産量日本一のスイートピーをそれぞれ退

職される方に差し上げていただきたいと思いま

す。

質問者席から再質問していきますが、まず、

企業局長にお尋ねしてまいります。県内治水ダ

ム初めての日南ダムの小水力発電の工事という

ことで、大変地元では喜ばれておりますが、日

南ダム周辺は公園化されていまして、桜の樹木
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なんかが植えてあるんですが、地元の方々を初

め多くの利用者がいます。工事に伴っての環境

整備がしっかり行われていくのか、企業局長に

お尋ねいたします。

日南ダムでの発電○企業局長（濵砂公一君）

所の建設計画でありますけれども、これまで区

長会などを通じて、地域の皆さんには具体的に

説明してきたところでございますけれども、着

工に際しましては、再度、説明会を開催する予

定にしております。今回の発電所の建設工事に

伴いまして、いわゆる緑地、広場の一部が発電

所の用地となりますけれども、その際に支障と

なる桜の木ですか、この取り扱い等につきまし

ては、地元の方々の御意向を伺いながら進めて

まいりたいというふうに考えております。

ありがとうございます。しっ○髙橋 透議員

かりよろしくお願いしたいと思います。

次に、消費税の問題ですけれども、先ほど申

し上げましたように、消費税増税、非常に根が

深くて、けさの宮日新聞にも載っていたと思い

ますが、いろんな値上げがあります。携帯電話

の料金も上がるようですし、電気、ガス、たば

こも上がります。社会保険料の負担、これは企

業は半分負担しますよね。ここもしっかり負担

が来るわけで、橋本内閣のときに３％から５％

にしたときにも、非常な不景気、マイナス成長

になって、あのときに、マイナス3.9％という数

字を見ました。民間の調査によりますと、今回

８％に引き上げたらマイナス４％になるよとい

うような記事も見たところであります。一方

で、壇上でも言いましたように、国民の所得が

その分上がっていくかというところが一つのポ

イントなんですね。

ただ、けさの宮日にも書いてありましたけれ

ども、大手のスーパーとかデパートは、やっぱ

りそこをしっかり見据えているような気がしま

した。したがって、いろんな対策を打っていま

すよね。イオンなんていうのは、3,000品目以上

の価格を据え置く、そんな対策もするようであ

ります。牛丼は10円値下げとか、そんな記事が

書いてありますが、これでまたデフレから脱却

できるのかなという感想も持つわけで、非常に

いろんな対策を、知事、先ほどの答弁で、予算

の前倒しで何とかそこをしのぐとか、相談窓口

なんかを設けて対策をとるということを答弁い

ただきましたが、やっぱり経済の主役は個人消

費、国民なんですよ。ＧＤＰの６割がそこを占

めているわけですから、ここを伸ばすかどうか

が、消費税増税後の経済がしっかり保たれるの

か、そこだと思います。その辺の情勢を見きわ

めた上で、消費税増税後の対策は一応準備され

ていますが、その後の２弾、３弾が、今後、知

事にとっても必要になってくると思います。で

きれば職員の方々の賃金を上げるとか、そんな

対策も私は必要じゃないかなというふうに思っ

たりしております。

次に移りますが、優先発注とか優先使用です

か、方針を出されたということで今答弁をいた

だきました。翌日の新聞に、知事の多少高く

なっても地産地消に努めたいということが載っ

ていましたが、やっぱり誘導する施策、いわゆ

るものをつけないと、ただお願いしますと言う

だけでは実効性が出るのかなと、そういう疑問

を持って私は質問したわけですけれども、かけ

声だけで終わらないように、何らかの根拠を

持ったものをしていかないと、絵に描いた餅に

なるというふうに思いますので、よろしくお願

いします。

あわせて、公契約条例、労働基準法を守れば

いいという世界じゃないと思うんです。労働基
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準法、最低賃金で生活ができる方も中にはい

らっしゃるかもしれません。しかし、圧倒的多

数はそれでは困っているから、今の日本のこの

社会になっているわけなんですよ。だから、私

がこれで申し上げたのは、公契約条例をとにか

くつくってほしいと。今までも質問したときに

は、答弁は全く一緒です。ＩＬＯの批准がまだ

ないとか、国内法がないとか、一歩も前に出て

いないんですね。非常に歯がゆさを感じます。

これでは弱い方々は、はい上がれません。大手

が少ない県であります。大手が逆に宮崎に来て

おります。そこに中小企業で働く人たちが吸い

取られている。そこを守るためにも、次に質問

するときには、前向きな答弁を準備しておいて

いただきたいと思います。

次に、知事にちょっとまた重たい質問をして

まいります。憲法の問題であります。ことし１

月に共同通信社が世論調査を行っております

が、53.8％の人が集団的自衛権の行使には反対

ということであります。集団的自衛権の行使

は、憲法第９条の放棄につながるというふうに

思うんですが、日本の産業構造とか経済とかい

うところを冷静に考えれば、中国とかアメリカ

とどうつき合うのか、私は本当に大事だと思う

んです。そういう意味では、いろんな場面で冷

静・沈着な言動が求められるというふうに私は

思っております。一連の今の動き、性急過ぎる

議論は、相手を利する外交になるというふうに

危惧しております。

そこで、知事の憲法観についてお尋ねをする

わけですが、自民党の憲法改正草案が出されて

おります。賛否ございます。紹介しますが、草

案には、よき伝統を子孫に継承するとした前文

や家族の助け合いを求める条文などについて、

「個人の価値判断を憲法に入れるべきではな

い」と識者は指摘しております。つまり憲法

は、国家権力から個人の基本的人権を守るため

にあります。自民党の憲法改正草案は、立憲主

義から乖離していると思われますが、知事はど

うお考えでしょうか、お尋ねします。

憲法改正、さまざまな○知事（河野俊嗣君）

議論がなされつつあるところであります。国の

根幹をなす最高法規でありますので、一字たり

とも改正すべきではないという立場ではなし

に、しっかりそこは議論すべきだというのがま

ずあるわけであります。自民党の憲法改正草案

につきましても、２年前に発表されたというこ

とで、一つの議論の喚起になるのではないかと

いうふうに思っております。また、憲法の性質

について、今、議員の御指摘がありましたよう

に、国家権力というものを規制するものであ

る、その本質はそのとおりであろうかというふ

うに思います。ただ、この議論につきまして、

個々の議論については、やはり一つ一つ丁寧に

尽くされるべきではないかというふうに思いま

す。立憲主義だ、どうだ、そうじゃないという

ような単純な決めつけ、仕分けの議論ではなし

に、個々の論点が多方面についてあろうかとい

うふうに思いますが、現行憲法が掲げておりま

す基本的人権なり平和主義、こういったもの、

国民主権、しっかりと守られるべきものがある

中で、どのような憲法改正というものがあるの

かという議論を積み重ねていくべきであろうと

いうふうに考えています。

今の知事の答弁を聞く限りで○髙橋 透議員

は、自民党の改正草案が立憲主義から乖離して

いるかどうかは明確におっしゃらなかったです

ね。いろんな議論をすべきだということの答弁

であったと思うんです。自民党の支援を受けて

東京都知事になられた舛添さんですけれども、
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ごらんになったと思うんですが、この方は、真

正面から自民党の憲法改正草案に注文をつけて

おられますよね、立憲主義から乖離していると

いうことで。やはりそういう姿勢というのは大

事だと思うんですよ。私は、知事はそういう法

律にお詳しい方だというふうに思っていますか

ら、立憲主義、そこのところをしっかりと踏ま

えて、今後のいろんな立場で発言していただき

たいと思います。

「法は道徳に踏み込まず」、こういう古代ロ

ーマ時代から伝わる格言があるそうですが、国

民生活で管理していく事柄を憲法で命じるべき

ではないという意味なんですよね。そこはやっ

ぱり私は踏まえるべきだというふうに思ってい

ます。さらに申し上げておきますけれども、憲

法解釈変更について、集団的自衛権の行使を容

認する憲法解釈の変更ですけれども、びっくり

する発言を聞きましたね。「最高責任者は私

だ」、こういう答弁が国会であったわけで、

「選挙で勝てば時の内閣が憲法の解釈を変えら

れる」、こういった考えは、立憲主義の理念を

否定するものだということを私は申し上げたい

のであります。加えて、改憲手続を経ずに憲法

を実質的に変えてしまうということを許せば、

立憲主義は完全に有名無実化いたします。この

ことも思い出しました。麻生副総理が以前促し

ました「ナチスドイツの手口に学べ」、これが

本当に現実のものとならないように申し上げて

おきたいと思います。

次に移ります。地方交付税のあり方につい

て、話題を変えて質問いたします。昨年11月議

会で坂口議員が質問されていましたけれども、

法人事業税の一部を譲与税として地方へ配分し

ている地方法人特別税制度があります。2008年

度から始まりましたが、都市と地方の財政力格

差を縮小するために、都道府県の法人事業税の

一部を取り上げて国税化して、税収の少ない自

治体に配るという特別譲与税なんです。今回、

消費税増税で、さらにこの格差が広がるという

懸念から、今度は法人住民税の一部を国税化し

て地方法人税とし、それを地方交付税として地

方自治体に再配分するということなんですが、

ここからが問題なんですね。地方法人住民税の

国税化・地方交付税化は、東京都などの都市部

の有力自主税源である法人住民税を国が一方的

に取り上げて、国税化した上で地方交付税とし

て地方に配分するものですが、これは都市部の

課税自主権と自治権の侵害だと私は思います。

税財源に乏しい本県などからすると、本当にあ

りがたいんですよ。喜ばしいことなのでありま

すけれども、冷静に見ると、地方税源を地方交

付税財源化するということは、今後、地方交付

税の大変質につながるおそれがあると私は思っ

ています。将来の地方交付税の必要増額分は、

全て地方税を財源として賄うことが強制されか

ねないということを危惧するわけであります。

基本に立ち返って、地方交付税の財源は、本来

の国税でしっかり確保すべきと考えますが、知

事の所見を伺います。

地方の自主財源を充実○知事（河野俊嗣君）

させる、課税自主権を尊重する、大変重要なポ

イントであろうかというふうに思います。今

回、地方消費税の税率が引き上げをされること

によりまして、交付税の交付団体は、基準財政

収入額が上がることにより交付税が減少してし

まうわけですが、都市部の不交付団体などは、

財源超過額がそのままふえてしまうという仕組

みになってしまう、丸もうけになってしまう、

それを何とか調整しなければということで、今

回の地方法人税の交付税原資化がされたという
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ことでありまして、地域間の税源の偏在性を是

正し、財政力格差の縮小を図るために実施され

るものであるわけであります。これまでも、全

国知事会を通じまして、偏在性が小さく税収が

安定的な消費税と、偏在性が大きく税収が景気

に左右されやすい地方法人課税との税源交換を

要望してきたところでありまして、今回の措置

は、基本的にその要望に沿ったものということ

で受けとめておるところでございます。いずれ

にしましても、地方交付税の財源調整機能等が

より一層重要になるということで考えておりま

すので、その総額の確保、また法定率の引き上

げなどにつきまして、引き続き強く訴えてまい

りたいと考えております。

私は、地方交付税の本旨を変○髙橋 透議員

えちゃいけないということを強く申し上げたい

わけでありまして、例えば、現行の35％を25％

に下げるという法人税の引き下げが話題になっ

ていますけれども、これは先送りされました。

なぜかというと、１％で4,700億円、10％で約５

兆円ですよ。こういった税収減になるから先送

りされたというふうに伺っていますけれども、

そもそもこの地方交付税は、法人税とか所得税

などを含めた国税ですよね。ここの一定割合が

地方公共団体に法律上保障されている、そうい

う仕組みのものであります。ですから、地方の

固有財源だという性格を有するものですから、

鳥飼議員も何回も言われてきました、地方財政

計画で定められているものの不足する分は、国

税５税でしっかり賄う、確保する、それでも足

らなければ、不足するのであれば、法定率を上

げたらどうかということの議論ですよね。そこ

は基本に立ち返って、いろんな場で知事は発言

していただきたいと思います。

次に移ります。脱原発と復興支援のおくれに

対する懸念といいますか、思いを申し上げてい

きますけれども、東日本大震災から間もなく３

年です。３月11日で丸３年が来ます。東日本大

震災、福島原発事故が私たちに問いかけたもの

は何だったでしょうかということを、私、ちょ

うど１年前も代表質問で、このことを壇上で申

し上げました。私たちが失いかけた大切なもの

に気づかされた、今まで奪い合っていた経済、

これを分かち合おうじゃないか、そういうこと

を教えてくれた。逆に、そういうところに転換

すべきじゃないかということを教えてくれた、

その起点になったんじゃないかということを申

し上げました。安倍政権に変わり、脱原発が後

退しておりますが、今日では、再稼働のことに

触れられて、世論づくり、動きが加速している

状況にあります。原発に頼らないエネルギー政

策を進めるべきだと思いますが、改めて知事の

考えを伺います。

これも極めて重要な課○知事（河野俊嗣君）

題であろうかというふうに思います。脱原発だ

とか卒原発だとか、いろんなものが、レッテル

といいますか、ラベルはあるわけであります

が、やっぱり物事の本質を見きわめた議論、丁

寧な議論が大変重要であろうかというふうに思

います。福島原発事故の教訓、また、その現状

を踏まえますと、英知を結集して、将来的に

は、可能な限り原発に頼らない社会を目指して

いくことが重要であるというのが、私の一貫し

た考えではあります。しかしながら、現時点に

おける燃料調達コストでありますとか、再生可

能エネルギーの現状などを踏まえますと、今た

ちまちすぐに国内の原発をゼロにすることとい

うのは、現実的には大変難しい状況であるとい

うのが認識でございます。本県としましては、

今後とも、豊かな自然環境や地域資源を生かし
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た再生可能エネルギーの普及拡大に積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。

知事は脱原発であるという認○髙橋 透議員

識を改めて私はしました。今すぐ原発をゼロに

はできないだろうというふうにおっしゃいまし

たけれども、今ゼロなんですよね。それでも今

の日本社会は回っているんですよ。ただ、企業

活動のコスト論で原発再稼働が言われていると

思うんですが、きのうも国会でいろいろとあっ

たようですけれども、「原発依存度を可能な限

り低減する」と茂木大臣は答弁をしたようです

が、これを聞いたら、福島の方々は物すごく怒

―ると思うんですよね。可能な限り低減する

ゼロですよ。そのことを今度の基本計画では

しっかり盛り込んでいくべきだというふうに私

は思うんですが、非常に憤りを感じます。

瓦れき処理がやっと終わったようですけれど

も、福島だけは、まだ非常に課題が残っている

ようです。緒についたばかりの復興と聞きます

が、宮城県仙台市の仙台空港は、国際線が落ち

込んでいるようです。中国と韓国については、

いろんな政治的な影響もあるとは聞きますけれ

ども、仙台空港は福島から80キロらしいんです

よ。ということは、福島の周辺地、同じエリア

だということで海外からは見られている。そう

いうこともあって、国際線は非常に落ち込んで

いるということで、心配されているという記事

を見ました。

翻って鹿児島県の川内原発であります。ここ

も再稼働の問題があるわけでありまして、一度

事故が起きれば放射能が放出されて、必ず本県

に飛んでくるんですよね。多くの県民とか団体

の方々は、このことを懸念され、再稼働に反対

しています。県民の命を守るために、知事に

は、再稼働の動きに敏感に、適切に、的確な判

断を求めていきたいというふうに思っていま

す。

引き続き申し上げていきます。福島を中心に

復興が進んでいないということを今申し上げま

したが、建設業の人手不足の影響も非常にあり

ます。ただ、アベノミクス効果と言われる大都

市の好景気 アベノミクスの効果と言います―

けれども、もともと金持ちの人がタイミング的

に先行きがよくなるから使っているのが今の好

景気だと私は思っています。だから、これは先

ほど消費税の問題で申し上げましたけれども、

もしかしたら４月以降、「ク」がなくなるん

じゃないかというふうに思うんですね。アベノ

ミクスの「ク」がなくなったらどうなります

か。アベノミスになっちゃうんですよ。だか

ら、そのようなことにならないように、私たち

は対策 消費税増税にはタイミングとか、そ―

ういったところを申し上げてきたところであり

ますが、大都市の好景気、そして東京オリン

ピック・パラリンピック、ここを見据えたイン

フラ整備がいろいろと出ていますよね。一方

で、待てども待てども復興住宅が建設されな

い。そういうことで、やむを得ず住みなれた土

地を離れて県外へ転出された方も多くいらっ

しゃるらしいです。2020年の東京オリンピック

・パラリンピック、ぜひ成功しなきゃならない

と私も思っています。ただ、必要最低限の施設

整備、あるいはいろんな社会資本の整備、そこ

に届けて行われるべきであって、東日本大震災

の復旧・復興支援を優先すべきだと考えます

が、改めて知事に考えを伺います。

東日本大震災の発生か○知事（河野俊嗣君）

ら既に３年近くが経過しようとしている状況で

あります。今も約27万人もの方が避難生活を余

儀なくされているということで、不安や苦悩の
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中で暮らしておられますことに、私も大変胸を

痛めておるところでございます。先日、ベガル

タ仙台の応援で来県されました宮城県の副知事

と意見交換をする機会がございました。被災地

の復興の状況、仮設住宅の現状、また避難され

ている方の思い、いろんなお話を伺ったところ

でございますが、やはり課題は、もちろん懸命

に被災地では取り組んでおられるわけでありま

すが、なかなか難しい部分があろうということ

で実感したところでございます。

国におきましては、早期の復旧・復興に向け

まして、復興事業の工程や目標などを示しつ

つ、地元自治体と協力して、公共インフラの本

格復旧や住宅再建、高台移転など、さまざまな

復興事業を加速化させるとともに、将来の大規

模な災害に備えて、強靭な国づくりを進めるこ

ととしておるところであります。

一方、東京オリンピック・パラリンピック大

会につきましては、競技会場のコンパクトな配

置、建設施設の長期の持続利用、既存または計

画中の交通インフラの活用など、必要最小限の

整備費で最大限の効果を上げることとされてお

るところであります。私としましては、「被災

地の復興なくして日本の再生なし」という考え

方に立ち、被災地の一日も早い復興が実現しま

して、2020年の東京オリンピック・パラリン

ピック大会の開催があらゆる形で、意味で、被

災地への大きな後押しとなり、それが東北地

方、ひいては日本社会全体の再生を世界に向け

て発信できる契機となることを願っておるとこ

ろでございます。

巨大な国立競技場、私は要ら○髙橋 透議員

ないと思うんです。客席は仮設でいいと思うん

です。あるいは、羽田から成田を結ぶ鉄道です

か、そんなのも何か成長戦略には盛り込まれて

いるということも聞きましたが、とんでもない

話です。脱原発の小泉元首相の御子息の進次郎

さんがこんなことを言っていました。「2011年

の東日本大震災から日本は変わった。後世の人

々から、21世紀の日本をつくったのは東日本大

震災だったと評価されなくてはならないと思い

ます」、こんなコメントを見ましたけれども、

そのとおりだと思っています。ぜひ、東日本大

震災、３月11日、福島の大事故の悲惨さ、この3

・11を忘れない、このことをしっかりみんなで

認識したいと思っています。

次に移ります。当初予算の特徴についてお尋

ねします。厳しい財政状況の中で、当初予算は

積極的なものになっていますが、どんなやりく

りをされたのか、知事に伺います。

平成26年度当初予算編○知事（河野俊嗣君）

成に当たりましては、大変厳しい財政状況があ

るわけでありまして、それを踏まえて、積極的

な自主財源の確保を図るとともに、ゼロベース

からの徹底した事務事業の見直しを行うなど、

まずは、歳入・歳出両面から財政改革を着実に

実行したところであります。さらに、昨年か

ら、本県が必要とします国の予算、その財源の

確保に向けまして、私みずからも積極的な働き

かけを行ってまいりました。その結果、削減が

懸念されておりました地方交付税が一定額確保

されたことに加えまして、地域の元気臨時交付

金を相当な額確保することができたわけでござ

います。これらの財源を有効に活用しまして、

「地域経済活性化・防災対策特別枠」の100億円

の措置でありますとか、東九州の新時代を見据

えた地域振興事業など、これまで以上に積極的

な予算編成に取り組んだところであります。

いろいろと努力されて、特に○髙橋 透議員

財政改革が実ったといいますか、それがまた、



- 90 -

平成26年２月28日(金)

歳入のところが今回しっかり確保されたという

ことをおっしゃっていたと思うんですが、た

だ、優先順位があったと思うんですよ。私が気

になるのは、教育とか福祉の分野に、つけな

きゃいけないところの予算がつけられたか、そ

ういうところだと思うんですが、今後また随時

チェックをしてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。

次に移ります。福祉・保健・医療対策につい

てお尋ねしてまいります。

まず１点目は、病院依存から在宅医療へ転換

する方針を厚労省が出しましたけれども、特に

診療報酬の見直しは、今まで７対１看護が重視

されて、そこが厳しくなるような内容になりま

した。というのが、以前、急性期病床を手厚く

したときに、当初、厚労省は１割、７万床ぐら

いふえるだろうということで見込んでいたの

が、何と36万床に急増したんです。なぜかとい

うと、億単位でもうかるんですね。したがいま

して、あってはならないことですが、軽症患者

も入院していた。医療費の無駄もあった。一方

で、看護師の争奪戦もございまして、看護師不

足も非常に話題になったところでありますが、

今回、厚労省はそういう逆のことをまたやるわ

けですよね。

そこで、地域ごとに必要な急性期病床とかリ

ハビリ用病床数を正確に算出する「地域医療ビ

ジョン」、こういうものを策定することになっ

ているんですけれども、そこに至る前段の取り

組みとして、在宅医療介護ネットワーク構築事

業があると思います。地域の医師会等の関係団

体と協力しながら、医療施設や介護施設の情報

を共有する事業ですが、この取り組みの成果を

どう期待するのか、福祉保健部長にお尋ねしま

す。

在宅医療・介○福祉保健部長（佐藤健司君）

護ネットワーク構築モデル事業についてでござ

いますが、この事業は、今年度から３カ年事業

として着手しているものでございます。事業の

内容は、市町村が地域の医師会等の関係団体と

協力しながら、医療施設や介護施設の情報を共

有するソフトを開発いたしまして、その運用を

行うことにより、地域のネットワーク構築を図

るための取り組みでございますが、県といたし

ましては、これを支援するものでございます。

昨年11月に、延岡市と日南市をモデル市町村と

して、取り組みを始めたところでございます

が、今後は、モデル市町村の成果を踏まえ、他

市町村への取り組みの拡大につなげることによ

りまして、在宅医療・介護の充実を図ってまい

りたいというふうに考えます。

どうしても大病院にかかりた○髙橋 透議員

いとか、そういう風潮がまだまだあるんですよ

ね。だからこそ、かかりつけ医を持つ、本当に

安心できる地域医療、介護が必要となってくる

わけで、県の指導体制、本当にこれは大事に

なってくると思うんですよ。医師会の協力も不

可欠であります。その取り組みを今後どうやっ

ていくのか、福祉保健部長にお尋ねします。

在宅で安心し○福祉保健部長（佐藤健司君）

て療養生活を送るためには、医療や介護にまた

がるさまざまな支援が一体的に提供される必要

があると考えておりますが、現実はまだ緒につ

いたばかりであるというふうに考えておりま

す。したがいまして、先ほど申し上げました在

宅医療・介護ネットワーク構築モデル事業を実

施することとしているわけでございますが、こ

の事業により、市町村や医療・介護関係者によ

るネットワークの構築を支援してまいりたいと

考えます。加えまして、関係者のスキルアップ
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等に取り組むことによりまして、24時間対応可

能な在宅療養支援診療所や訪問看護ステーショ

ンなどの医療機関の参画も促してまいりたいと

考えます。今後とも、医師会や市町村などの関

係機関と連携を図りながら、在宅医療の推進に

積極的に取り組んでまいりたいと考えます。

○髙橋 透議員 現実は非常に厳しいと思うん

です。24時間の看護の仕組み―家には家族が

いても外で見てもらいたいというのが今の流れ

ですよね。高齢者の介護を見てもそのとおりだ

と思うんですよ。このことは、県民の意識を

しっかり変えていくとか、医師会とかの協力を

求めるということが大事になってきますので、

何とか達成いただきたいというふうに思いま

す。

次に、情緒障害児短期治療施設の整備につい

てお尋ねしてまいります。これまで、このよう

な施設に入所したいという子供は県外に行って

いたわけでありますけれども、今度初めて整備

されることは、本当に画期的なことで、喜ばし

いことであります。

昨年秋に、私は、鳥飼議員と京都府綾部町に
※

あります情緒障害児短期治療施設「るんびに学

園」に行ってまいりました。「るんびに」とい

うのは、ネパールの地名らしいです。お釈迦様

の生誕地だそうです。この施設建設に当たって

は、全国を探し求めたけれども、なかなか理解

を得られなくて、「命には、願い、希望、夢が

ある」、こういった創設者の熱い熱い思いで、

何とかこの綾部町に理解をいただいて建設に
※

至ったということでありますが、運営費は寄附

金と措置費です。入所の３割は発達障がいの子

供たちでありましたが、虐待によって―現状

は裁判所による決定に時間がかかるというこ

と、一方でまた、保護施設にあきがない、こん

なこともあって、一時保護の委託が多いという

説明を受けましたが、短期は通常２年ですよ

ね。でも、なかなか家に帰れなくて、大変苦労

しているという話を聞きました。施設には、小

中学校の分教室がありました。そして、子供が

取り組む、「るんびに太鼓」と言っておられま

したが、これは園が一つになるほどなんです

よ。子供たちがまとまって盛り上がるそうです

が、熱心に取り組んで。音楽療法というのがあ

りますけれども、ここを超える何かがあるとい

うようなことを園長が語っておられたのが大変

印象的でありました。

そこで、来年４月に開所いたします本県の情

緒障害児短期治療施設の概要について、説明を

お願いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 情緒障害児短

期治療施設は、児童虐待や発達障がい等が要因

となり、感情や行動などが不安定な状況にある

情緒障がい児について、心理治療・生活指導・

学校教育を総合的に行う児童福祉法上の施設で

ございます。国の方針により、各都道府県に最

低１カ所は設置することとなっておりますが、

本県では、これまで設置されておりませんでし

た。このたび、県北部の社会福祉法人が平成27

年４月開所を目指し設置することとなりまし

て、国及び県が施設整備に係る費用を補助し整

備するもので、施設の規模は、入所・通所を合

わせまして50名程度と伺っております。

○髙橋 透議員 教育施設が、通学になるの

か、あるいは分校になるか、分教室になるか、

まだわからないと思うんですけれども、特別支

援教育になるわけですが、その規定というのは

決まっておりまして、情緒障がい児の教育を実

際にやるには無理があるんですよ。そのこと

も、「るんびに学園」の園長、施設長はおっ

※ 100ページに訂正発言あり

平成26年２月28日(金)
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しゃっていましたけれども。だから、京都府か

ら規定よりも多くの２名の加配をもらっていま

すということをおっしゃっていました。それ

と、人事異動があるんですよね。だから、子供

がなれないということもあって、教育と福祉の

連携にまだまだ課題があるなということを、鳥

飼議員と考えたところでありました。

次に、この障害児短期治療施設と医療機関の

連携が非常に大事になってきますが、この連携

についてどうなるのか、福祉保健部長にお尋ね

します。

短期治療施設○福祉保健部長（佐藤健司君）

と医療機関の連携ということでございますが、

情緒障害児短期治療施設におきましては、医

師、心理士、看護師、児童指導員、教員など、

さまざまな職種の職員がチームとして対応する

とともに、医療、福祉、教育などの幅広い関係

機関との連携を図ることが求められておりま

す。中でも、児童の治療計画や処遇、退所後の

ケアなど、精神科や小児科等の医療機関や専門

医の理解と協力が欠かせません。連携が重要で

ございます。県といたしましては、こうした連

携体制の構築が円滑に進みますよう、適切に支

援してまいりたいと考えております。

児童虐待、発達障がい等に起○髙橋 透議員

因する情緒障がい児に対して、きめ細かな治療

・支援をお願いしていきたいと思っています。

次に移ります。生活困窮者自立支援法であり

ます。昨年末に法律ができまして、１年後の27

年４月１日から施行なんですが、これは、生活

保護費を削減した分の予算で、困窮者就職支援

あるいは家賃の給付、貧困家庭の子供の学習支

援などを行うものでありますが、その事業とい

うのは福祉事務所が担います。あるいは、社会

福祉協議会などのほうへ委託も可能になってい

ます。既にモデル事業も始まっていると聞きま

す。これまでも、福祉事務所でこういった相談

は受けてきたわけですけれども、この法律がで

きることによってどう違いがあるのか、説明を

求めます。

お話のよう○福祉保健部長（佐藤健司君）

に、生活困窮者への相談支援につきましては、

これまでも社会福祉協議会あるいは民生委員等

の協力を得ながら行われてきておりますが、今

回の法制定に至る議論におきまして、例えば分

野ごとの連携あるいは早期の自立支援の強化な

どが課題として上げられました。こうしたこと

を踏まえまして、国は新たな制度として生活困

窮者自立支援法を制定し、生活困窮者を早期に

発見・把握するための相談員の配置、あるいは

地域の中で多様な関係機関が連携した包括的な

支援を行うための支援調整会議の設置などを行

うこととしたというふうに聞いております。な

お、県の新年度予算案におきましても、相談体

制の整備を図る事業の予算を計上させていただ

いているところでございます。

他法優先の原理というのがあ○髙橋 透議員

りますよね。私もケースワーカーをしていまし

たから、この相談を受けて、そういう該当する

方向に導いてきたところでありますけれども、

聞くところによりますと、大都市では、こう

いった類いの相談が半端じゃないらしいんです

ね。それはそうでしょう、３分の１以上の人が

非正規で低賃金ですよ。首を切られるのは日常

茶飯事、だから手に負えない。丁寧に説明、支

援ができない実態があるんだなと私は思いまし

た。だから、これは大都市向けの法律なのかな

ということも思ったりするわけで、現場の圧倒

的な人員不足、結局そこはすぐ生活保護になっ

ている嫌いもあって、生活保護は膨れ上がる、
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水際で生活保護を切っていく、こんなことも裏

ではあるんじゃないかとも言われていますけれ

ども。いわゆる水際作戦ですよね。私は、丁寧

な相談ができる、そして相談した後の行き先が

ある、そういうところをしっかりやらないと意

味がないと思っています。

そしてまた、この中に問題点があるんですけ

れども、必須事業と任意事業とあるんですね。

必須事業については、相談あるいは住宅の確保

とかいうのがあるんですが、これは地方に負担

を求めているんですよね。４分の３が国庫負担

です。あと任意事業が４つあるんですけれど

も、任意事業になると、国庫負担が３分の２

だったり２分の１だったりして、持ち出しがま

たふえるんです。ということは、やればやるほ

ど実際の持ち出しがふえるから、やらない自治

体もあると思うんです。ということは、市町村

によって、自治体によって差が出てくる、こん

なことは考えられないのか、見解を求めます。

任意事業につ○福祉保健部長（佐藤健司君）

きましては、就労に必要な訓練を行う就労準備

支援事業とか、宿泊場所や衣食の提供を行う一

時生活支援事業などのメニューがございます

が、対象者の能力、状況に応じたさまざまな支

援内容となっていると考えます。これらの取り

組みにつきましては、都市部あるいは山間部で

ニーズが異なり、自治体間などで取り組みに差

が生じるものと思われますが、いずれにいたし

ましても、法の趣旨を踏まえ、地域の実情や課

題に応じた適切な対応を図っていくことが重要

と考えております。

これらの国主導でつくられた○髙橋 透議員

法律、施策なんですけれども、必須事業と任意

事業に分けて自治体判断に任せるというのは、

おかしいと思うんですよ。そこには絶対財政的

な事情が入ってくるわけで、支援の格差を出さ

ないためにも、各事業をこれは国庫負担、こう

いうふうに考えるんですが、お考えをお聞かせ

ください。

ただいまお話○福祉保健部長（佐藤健司君）

のございました点については、全国知事会とい

たしましても、第二のセーフティーネットとし

て国の責任で整備すべきものという考え方か

ら、任意事業につきましても、生活保護と同様

の国庫負担を要望してきたところでございま

す。国におきましては、この法律の施行後３年

をめどとして、生活困窮者に対する自立支援に

関する措置のあり方につきまして、総合的に検

討を加え、必要があると認めるときは、所要の

措置を講ずるとしていることから、国の動きを

注視するとともに、必要に応じ要望活動してま

いりたいと考えます。

よろしくお願いいたします。○髙橋 透議員

次に、「子どもの貧困対策法」についてお尋

ねしてまいります。この法律も、昨年、全会一

致で可決されたものでありまして、ことし１月

に施行であります。「子どもの貧困対策法」に

ついてお尋ねするわけですが、総合的に進める

ための基本方針となる大綱を国が作成し、その

大綱を勘案して、都道府県がこの計画をつく

る、貧困対策計画をつくるということになって

います。この計画の作成は努力義務というふう

になっていますが、県の方針を伺います。

お話しのよう○福祉保健部長（佐藤健司君）

に、都道府県の計画というのは努力義務規定と

なっておりますけれども、今後、法律に基づ

き、国が定める「子どもの貧困対策に関する大

綱」がことしの夏ごろに策定されると聞いてお

りますので、その内容を踏まえて検討すること

になると考えております。
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夏ごろ作成ですね。経済的に○髙橋 透議員

厳しい家庭の子供たちの高校進学率が大変低い

と聞いております。貧困の連鎖を断ち切ろうと

いう取り組みは本当に大切でありますから、日

々成長する子供にとって待ったなしの問題で

す。こういった例がありますよね。「原発事故

子ども・被災者支援法」、成立から１年たって

も基本方針すら策定されていません。同じこと

にならないように、急がれるべき大きな課題で

ありますから、取りかかっていただくようにお

願いしたいと思います。

次に、救急医療対策についてお尋ねをしてま

いります。医師が救急車両に乗って救急医療が

必要な現場に行くドクターカーというのがあり

ますが、この運用が県内でも始まっておりま

す。ドクターカーの魅力は、ドクターヘリが運

航できない夜とか、日中であっても悪天候のと

きに運行できることであります。このたび、県

立宮崎病院においても、４月１日からドクター

カー運用開始に向けて準備がなされていると聞

いております。本県医療機関のドクターカー導

入状況と、県立宮崎病院ドクターカーの運行形

態について伺います。それぞれ御答弁をお願い

します。

県内のドクタ○福祉保健部長（佐藤健司君）

ーカーの導入状況でございますが、ドクターカ

ーは、県内では、平成17年８月から都城市郡医

師会病院で、また、平成24年10月から心臓病専

用のドクターカーが宮崎市郡医師会病院で導入

されております。さらに、宮崎大学医学部附属

病院と県立宮崎病院におきまして、この４月か

らの運行を目指し、導入に向けた準備が進めら

れていると聞いております。

県立宮崎病院にお○病院局長（渡邊亮一君）

きましては、この４月からの導入に向けまし

て、現在、具体的な運行方法等を検討している

ところでございます。導入当初は、平日昼間の

時間帯において、医師、看護師が乗務し、宮崎

市消防局管内を中心に運行を行うことで、関係

機関と最終的な調整を行っているところでござ

います。

今の病院局長の説明による○髙橋 透議員

と、平日の日中、８時から５時というところで

しょうか。ドクターカーの役割というのに物す

ごく期待するわけですけれども、医師不足とい

いますか、救急医療の体制もあるでしょうか

ら、厳しいということは理解しますが、県立宮

崎病院の建てかえ問題があります。整備計画、

ここに合わせて、救命救急センターの人員配置

を計画的に図っていくべきだと私は思います。

図っておられると思うんですけれども、総合医

の資格を持つ救急医の養成、時間はかかるかも

しれませんが、どう取り組んでいかれるのか伺

います。

県立宮崎病院の再○病院局長（渡邊亮一君）

整備に際しましては、全県レベルの中核病院と

して、救急医療機能の向上や防災機能の強化を

図るため、救命救急センターの充実・強化にも

取り組んでいくこととしております。具体的な

整備内容につきましては、現在検討を行ってい

るところでございますが、ハード整備とあわせ

て、センター運営のかなめとなる救急専門医の

確保や看護体制の充実など、ソフト面の整備に

も取り組みながら、センター機能の強化を図る

こととしております。その中で、ドクターカー

の運用につきましても、運行時間の拡大などに

つなげていきたい、そういうふうに考えており

ます。

ありがとうございます。本県○髙橋 透議員

の医療圏を勘案したときに、県北地域にもドク



- 95 -

平成26年２月28日(金)

ターカーの配置が必要だと私は思います。県立

延岡病院に救命救急センターができましたが、

ここに配置が望まれるところでありますけれど

も、その配置へ向けた計画がありますでしょう

か、御答弁をお願いいたします。

県立延岡病院で○病院局長（渡邊亮一君）

は、昨年３月に、ヘリポートを備えました救命

救急センターの整備を行ったところでございま

して、本年度のドクターヘリ及び防災ヘリによ

る救急搬送件数は、１月末の時点で77件と、救

急患者の受け入れを中心に昨年度の２倍を超え

る状況となるなど、県北地域の救急医療の確保

・充実に寄与しているところでございます。ド

クターカーの導入は、救命率のさらなる向上を

図る上から導入が望まれるところでございます

が、延岡病院の医師が十分に充足されていない

現状では、早期に導入することは難しい状況に

ございます。今後とも、救急専門医等の医師確

保に引き続き努力しまして、救命救急センター

の一層の充実・強化に努めてまいる所存でござ

いますが、その中で、ドクターカーの導入につ

きましても検討していくことになると考えてお

ります。

ぜひよろしくお願いいたしま○髙橋 透議員

す。

次に、自殺対策についてお尋ねをしてまいり

ます。

地域で見守る「こころの健康サポーター」養

成事業というのがありますが、「こころの健康

サポート」協力店ということで、理容院 床―

屋ですね と美容室に要請する取り組みであ―

りますけれども、日ごろの接客の中で地域の見

守りをしていただくという事業なんでしょう

が、自殺対策を社会全体で取り組むということ

で、本当にいい事業だと思っています。気づ

く、きっかけづくりは、いろんなところで展開

していくべきだというふうに私は思っていま

す。例えば、不特定多数の人が利用されるコン

ビニですね。今、郵便から全てを賄えるところ

になりましたけれども、ここに「こころの電話

帳」を置かせていただく、あるいは啓発用ポス

ターを張らせていただくとか、そういった取り

組みも大事であると思いますが、今後の県の取

り組みをお尋ねいたします。

自殺対策にお○福祉保健部長（佐藤健司君）

きまして、自殺防止への意識啓発が重要である

ことから、鬱病などについての研修会を開催い

たしますとともに、各種相談窓口を掲載した

「こころの電話帳」を全世帯に配布したところ

でございます。また、３月の自殺対策強化月間

に、各種メディアを活用した啓発等も行ってお

りますが、今年度は、多くの県民が利用するコ

ンビニエンスストアなどにも啓発ポスターを掲

示することとしております。自殺対策は、行

政、民間、地域などが一体となって取り組むべ

き課題であり、特に、多くの店舗を有し、県民

に身近なコンビニエンスストアなど情報発信効

果も期待できる事業者等との連携も図りまし

て、積極的な啓発に努めてまいりたいと思いま

す。

行政、民間、一体となって今○髙橋 透議員

後も自殺対策に取り組んでいただくようお願い

いたします。

次に移りたいと思います。観光振興対策につ

いてお尋ねをしてまいります。

観光庁の統計によりますと、2012年、本県の

ビジネス客を含む年間宿泊客数は、延べ363万人

泊、全国で37位、これは沖縄が除いてあります

が、九州７件で６位。アクセスに恵まれない立

地条件があるにしても、隣接する３県と比べ
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て250万人泊以上の差があります。そこで、知事

が推進してこられました県民100万泊運動は、ど

のように成果が出ているのか伺います。

この100万泊県民運動で○知事（河野俊嗣君）

ありますが、宮崎の魅力を足元から見詰め直そ

うということで、県内の観光、また地域間交流

の促進を図る取り組みとして進めてきておると

ころであります。これまで、市町村や民間団体

と連携しながら、県民が実際に地域に足を運ん

でいただくきっかけとなりますように、観光地

やイベント開催など旬の情報を幅広く発信しま

すとともに、観光資源の磨き上げや県内の旅行

商品の開発、また、農家民泊などグリーンツー

リズムの推進など、県内の交流人口の増加につ

ながるさまざまな施策に取り組んできたところ

であります。

こうした中、今年度は、観光関係団体により

まして、県民向けの初めてとなる大型宿泊キャ

ンペーンが実施されたところでありまして、県

内の周遊観光の促進に向けて、民主体の新たな

取り組みにつながったことは、一つの成果、前

進ではないかというふうに考えております。こ

れは行政としてもしっかり取り組んでいくわけ

でありますが、やはり官民連携して、県を挙げ

て、また県民の意識づけに息長く取り組んでい

くこと、これが非常に重要なことではないかな

というふうに考えております。

この輪をさらに大きく広げ、経済効果や幅広

い地域への波及効果をもたらすために、県内の

周遊性が高まる東九州道の延岡―宮崎間の開通

を絶好のチャンスと捉えまして、「地産地消の

県民運動」、また「中山間地域をみんなで支え

る県民運動」とも連動させながら、引き続き、

効果的な取り組みを展開してまいりたいと考え

ております。

いろいろ努力はされてきては○髙橋 透議員

いらっしゃると思います。ただ、結果がなかな

か出ていない。本当に残念なところなんですけ

れども。観光立県と言っていますよね、これで

は観光立県と堂々と言える状況にはないと思い

ますので、いろいろと厳しい面もありますが、

一歩ずつ、おっしゃったように、後からも言い

ますけれども、チャンスが来ていますよね。

しっかりと捉えていただきたいと思っていま

す。

そこで、古事記編さん1300年、きのうも出て

いましたけれども、私も、いま一つ盛り上がり

を見せないままに何かあるような状況で、非常

に心配しているんです。私ども観光振興議員連

盟とホテル旅館組合との意見交換会を毎年やる

んですが、そこで聞かされたことに、「この事

業、いいんですよね。ただ、予算をしっかりと

つけましょうよ」と。「それと仕掛けですよ

ね、ここも大胆にやりましょうよ」と。もう

やっていらっしゃるんでしょうけれども、ホテ

ル旅館組合の方々との意見の違いも若干あるよ

うです。そこで、古事記は1300年たちました。

あとは日本書紀編さん1300年が当面あるわけで

すけれども、古事記が終わって日本書紀、ここ

に向けての宮崎ならではの対策、大きな予算で

大胆な取り組みをやるべきだと思いますが、商

工観光労働部長にお考えをお聞きします。

本県に○商工観光労働部長（茂 雄二君）

は、各地に多くの記紀ゆかりの神話や伝承が伝

えられ、大きな宝の一つである神楽が生活の中

に溶け込んでおり、このようなことを本県の特

徴や強みと捉えてアピールしてまいりたいと考

えております。日本書紀編さん1300年の節目で

あり、記念事業の最終年に当たる2020年は、東

京オリンピック・パラリンピックの年でもあ
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り、国としても、全国各地で文化イベントも開

催すると聞いております。このことは、我が国

の歴史や文化を再認識するとともに、世界に発

信する絶好の機会でもありますので、そのさま

ざまな効果を最大限に生かせるよう、アイデア

を出しながら、宮崎ならではの特色のある事業

展開を図ってまいりたいと考えております。

大きな声で気合の入った答弁○髙橋 透議員

で、意気込みを感じました。頑張っていただき

たいと思います。来年度は、知事もおっしゃい

ましたように、北九州まで開通する東九州道に

大きな期待が持たれるのであります。知事も

おっしゃっていますよね、「今あるものをみが

く、つなぐ、まわす」。全体に、こういうこと

で、都市間競争も激しくなりますけれども、東

九州の時代、このタイミング、チャンスをしっ

かり生かす取り組みを、商工観光労働部長、一

緒にやりましょう。

そこで、修学旅行誘致対策をまたここで申し

上げていくわけですが、定着すれば確実な宿泊

数というのが見込めるんですよ。ところが、な

かなか一歩前に出ていらっしゃらない。我が会

派の田口議員が昨年６月に質問していますよ

ね、東海小学校の例を挙げて。非常に評判がよ

かったということで紹介がありました。この取

り組みをどう広げていくかということで質問さ

れたんですが、25年度の取り組み状況を含め

て、教育長にお尋ねします。

東海小学校は、平○教育長（飛田 洋君）

成24年、25年、連続で宮崎県内で修学旅行をさ

れています。その取り組みにつきましては、修

学旅行の決定というのが、狙いとか意義を踏ま

え、安全性とか費用、そんなものに配慮しなが

ら、保護者の理解を得て、決定する主体は市町

村教育委員会や各学校であるということを考え

まして、実はこれまで、市町村の教育長へ紹介

するとともに、校長会や市町村教育委員会が実

施する教職員研修会などにおいて紹介させてい

ただきました。今後とも、いろいろな機会を捉

えて紹介させていただこうと思います。

平成25年度は広がっていな○髙橋 透議員

かったみたいですね、今の最後の小さな声から

すると。中学校は無理にしても、小学生レベル

では、県内の修学旅行というのは可能だと私は

思うんですよ。これはやっぱりやるべきであっ

て というのが、例えば高校を卒業する子供―

たちというのは、進学あるいは就職にしても、

多数の子供たちが東京を中心に出ますよね。彼

らは多分聞かれると思うんですよ。「高千穂っ

ていいところですね。どんなところですか」

「行ったことないから知らない」ということに

なっているかもしれませんよ。私も考えてみま

すと、高千穂に子供を連れていきましたけれど

も、多分幼少のころだから覚えていませんよ。

そういったところで、やっぱりこの取り組みは

大事な取り組み。後々またこれは波及する。市

町村教育委員会が決める、学校が決めるという

ことになっていますが、ぜひ、そこを何とか工

夫して広めていただきたいということを申し上

げたいと思います。

次に、航空ネットワークの活性化についてお

尋ねします。韓国の釜山の観光客も来ているわ

けですが、大半は福岡経由ですよね。実はその

周辺のゴルフと観光で終わっているようであり

ます。なかなか宮崎まで多くの方が足を運んで

くれていないという現状もあって、釜山周辺部

釜山自体は350万人の人口らしいですけれど―

も、その周辺部を入れると500万人ぐらいの人が

いるということで、大都会であります。ぜひ、

ゴルフ客などの多くの観光客を呼び込むため
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に、例えば、韓国釜山など国際定期便のない空

港からのチャーター便は、海外からの誘客につ

ながると思いますが、県としてどう考えていく

のか伺います。

本県にお○商工観光労働部長（茂 雄二君）

きましては、これまでも、本県との間で国際定

期便がない釜山や香港、中国などからのチャー

ター便の誘致について、旅行会社等へ働きかけ

を行ってきたところであり、釜山からのチャー

ター便につきましては、過去３カ年の合計で39

便の実績となっているところであります。県と

いたしましては、引き続き、釜山を初めとする

国際定期便がない都市からの誘客促進につきま

して、チャーター便の活用も視野に入れなが

ら、積極的に旅行会社等へ働きかけを行ってい

きたいと考えております。

ぜひよろしくお願いします。○髙橋 透議員

次に、東アジア観光誘客及び県産品の推進に

―絡んで質問します。東アジア経済交流戦略

現地に駐在員を置いて、相手国の商慣習とか消

費者ニーズに的確に対応していく取り組みであ

りますけれども、その意味では、今回のネット

ワーク事業は期待が持てるものであります。以

前はソウルに駐在員が配置された経緯があるわ

けですけれども、今、配置されておりません。

ＣＬＡＩＲによる派遣でありますけれども、独

自で職員を配置することも、東アジア戦略を考

えたときに必要だと思いますが、どう思われる

のかお伺いいたします。

韓国は、○商工観光労働部長（茂 雄二君）

関税障壁が高く、農産物等食品の輸出には制約

が多い一方で、本県との定期便がある強みを生

かした観光誘客、戸建て住宅向けの木材の輸出

などが見込まれますことから、東アジア戦略を

進める上で重要な国の一つと位置づけておりま

す。このため、観光誘客や物産の販路拡大等の

取り組みを強化している自治体国際化協会（Ｃ

ＬＡＩＲ）のソウル事務所に、平成25年度から

県職員を１名派遣するとともに、日本貿易振興

機構（ジェトロ）や日本政府観光局（ＪＮＴ

Ｏ）といった機関とも連携を図りながら、韓国

からの観光誘客や本県からの木材輸出等を推進

しているところであります。韓国における駐在

員につきましては、平成13年度にソウル事務所

を設置し、約10年間にわたる現地機能を生かし

た取り組みにより、民間主導での活動が一定程

度定着したものと判断し、平成22年度に閉鎖し

たところであり、今後、関税障壁や農産物輸出

制約の緩和といった情勢の変化等を見きわめて

いく必要があると考えております。

１月に観光振興議員連盟で大○髙橋 透議員

変お世話になりましたが、今おっしゃいました

ソウルに派遣されている職員の方は、大変勉強

されていまして、ガイドさんよりも詳しいんで

すよ。非常に相手国との人間関係もつくってい

らっしゃると思います。ただ、いかんせん専従

じゃありませんよね。宮崎が派遣している駐在

員じゃないから専従じゃありません。そういう

意味では、駐在員を置いて今後の展開を見きわ

めていただきたい。絶対、想定以上の利益をも

たらすと私は思いますから、今後検討していた

だきたいと思っています。

それでは、農林水産業振興についてお尋ねを

してまいります。

昨日も質問がありました農地中間管理機構支

援事業であります。今までも、話し合いで農地

の集積はやってきました。ただ、今45でした

か、44、そのぐらいの集積率なんですけれど

も、残っている農地は、恐らく条件不利、条件

的に不利な地域だけがなかなか話し合いでまと
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まらないというのが実態じゃないかと私は推察

するわけです。こういった話し合いでまとまら

なかった農地を今後、集積に向けて事業を進め

ていくわけですけれども、今回の機構事業で農

地集約が果たして進むのでしょうか、そのこと

をいま一度お答えください。

これまでの農○農政水産部長（緒方文彦君）

地集積は、農地の出し手と受け手の個別の相対

協議を基本としていたため、条件の不利な農地

では、受け手が見つからないという状況もござ

いました。今回の仕組みは、公的な機関である

農地中間管理機構が介在することで、地域全体

の農地の流動化を目指すものであり、地域でま

とまって農地を機構へ預ける場合には、集積協

力金が交付されることになっております。県と

いたしましては、この仕組みを十分活用しなが

ら、地域の話し合いの中で、個々の農家では守

れない条件が不利な農地も含めて、利用権を設

定できる集落営農組織の法人化とともに、多様

な担い手の確保について、市町村等関係機関・

団体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。

私は、条件不利な中山間地域○髙橋 透議員

などの農地、ここはやっぱり別の支援策をつく

らないと、なかなか買い手もないというふうに

思ったりするわけで、そこが一つの大きな課題

だと思います。県としてどう取り組んでいかれ

るのか、いま一度、答弁を求めます。

機構事業の基○農政水産部長（緒方文彦君）

本は、農地の出し手と受け手のマッチングを図

りまして、農地の集約化を目指すものでござい

ますが、県内各地域の実情に対応した取り組み

が重要であると考えております。このため、県

といたしましては、関係機関・団体と協力しな

がら、平成26年度は、各市町村ごとにモデル的

に取り組む地域や集落を選定いたしまして、事

業の検証等を行うことにしております。これら

生産現場での取り組みによりまして洗い出され

たメリット・デメリット等を十分精査しまし

て、さらに必要な対策等については、国に対し

機会あるごとに提案してまいりたいと考えてお

ります。

出し手と受け手のマッチング○髙橋 透議員

は、限界があると思うんですよ。だから、繰り

返しますけれども、条件不利な農地というの

は、何か別な手だてをしないと、なかなかまと

まらない。だから、今答弁されましたように、

そういうところの財源も含めて、国に今後要望

していただきたいというふうに私は思います。

地方負担についてお尋ねしますけれども、当

初、報道されたときには２分の１だったのが３

割になって、農地の集約度合いによっては、最

高５％まで地方負担が圧縮されるということ

で、きのうも答弁があったわけですが、私は、

これは全額国庫負担だというふうに思っていま

す。５年で見直しということでありますが、こ

れを前倒し、ここを迫ってでも地方負担をなく

すことをすべきじゃないか、部長に答弁をお願

いします。

国におきまし○農政水産部長（緒方文彦君）

ては、農地集積協力金等は国の定額補助を基本

とする中で、機構運営事業の一部は県の30％負

担としておりますが、機構事業の実績に応じ

て、御質問の中にもありましたとおり、５％ま

で軽減する制度としております。しかしなが

ら、農地中間管理機構による担い手への農地集

積は、我が国農業を成長産業にすることを目的

として打ち出された国の新たな産業政策であり

ますことから、地方の財政状況にかかわらず、

国の責任のもとで、着実に推進すべき取り組み
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と考えておりますので、さまざまな機会を捉え

ながら、さらなる地方負担の軽減を求めてまい

りたいと考えております。

ぜひよろしくお願いいたしま○髙橋 透議員

す。

次に、米の関係でお尋ねしてまいります。日

本穀物協会による「米の食味ランキング」が先

日発表されましたが、2013年産米の食味ランキ

ングで、食味がすぐれているとされる「特Ａ」

の評価が38を数えたらしいです。昨年が29です

から、またそれを更新したということでありま

すが、残念ながら、本県産米は選ばれていない

んですよね。隣の鹿児島は選ばれていました。

この食味ランキングの選考方法について、農政

水産部長にお尋ねします。

日本穀物検定○農政水産部長（緒方文彦君）

協会によりますと、食味ランキングにおける選

考に当たっては、県の奨励品種で、栽培面積が

一定以上の品種等について、検定協会の専門評

価員20名が、外観、味、粘り、かたさなどにつ

いて、基準となる米穀と比較し評価すると聞い

ております。その食味の総合評価の結果、基準

米よりも特に良好なものを「特Ａ」、良好なも

のを「Ａ」、おおむね同等のものを「Ａ′」な

どの５段階で評価し、食味ランキングとして取

りまとめ、毎年ホームページ上で発表されてい

るところでございます。

例えば、えびのの真幸米、お○髙橋 透議員

いしいですよね。評判はいいですよ。なぜ選ば

れないのかなというふうに非常に疑問を持った

のは、私だけじゃないと思うんですね。そこ

で、宮崎の米が選ばれない要因は何なのか。ま

た、日本穀物協会による米の食味ランキング

は、公的じゃないにしても全国的に注目されて

いるので、テレビにも出るし、ブランド化にも

つながりますから、特Ａランクに選ばれる米づ

くりに力を入れるべきだと考えますが、今後の

取り組みをお伺いします。

本県では、出○農政水産部長（緒方文彦君）

穂期以降の高温や台風の襲来などの気象条件に

よりまして、玄米のたんぱく質含量が高くなっ

て、食味・品質が低下することが懸念されま

す。このような中で、県では、高温による障害

を回避するために、栽培時期をおくらせるとと

もに、高温条件下であっても食味・品質のよい

新品種であります「夏の笑み」や「おてんとそ

だち」などの普及拡大に努めているところであ

ります。また、今年度からは、これらの品種を

活用した展示圃場を各地域に設置し、特Ａラン

クを取得するための安定的な高品質・良食味米

の生産技術の構築に取り組んでいるところであ

ります。

県といたしましては、これらの取り組みを進

めることで、「商品価値の高い売れる米づく

り」を基本に、宮崎米の食味・品質について広

くＰＲし、県産米の有利販売とブランド化につ

なげてまいりたいと考えております。

宮崎産米が特Ａにならなかっ○髙橋 透議員

た理由は、あんまり今おっしゃらなかったとい

うふうに思うんですが、部長、来年は特Ａをと

るということの意気込みを私は承りましたの

で、ぜひ頑張っていただくようにお願いいたし

ます。

先ほど、私は、情緒障害児短期治療施設の中

で、京都府綾部町と申し上げたようですが、綾

部市の間違いですので、訂正いたします。

次に、「地理的表示の保護制度」というのが

ありますが、2015年導入を目指していると伺っ

ています。この「地理的表示の保護制度」は、

産地名をブランドとして登録、保護する取り組
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みでありますけれども、国内戦略から世界戦略

へと農業の競争力を高める有効な取り組みじゃ

ないかと考えます。本県としても、制度導入

後、対応できる準備が必要だと思います。制度

の内容について、農政水産部長にお尋ねしま

す。

「地理的表示○農政水産部長（緒方文彦君）

の保護制度」とは、国際協定において、知的所

有権の保護を目的に 簡略化して申しますと―

「社会的評価が高い商品が、ある地域の気―

候や風土、培われたノウハウや伝統などと結び

ついている場合に、その地域名を冠した表示の

使用をルール化する制度」とされております。

この制度のあるＥＵの例を挙げれば、イタリア

の「パルマハム」は、パルマ地方の乾燥した気

候と独特の伝統的な製法により、まろやかな甘

みと独特の芳純な香りなどが特徴になっており

まして、この「パルマハム」という呼称が、地

域ブランドとして保護の対象になっておりま

す。日本におきましては、現在、政府において

立法に向けた検討を進めていると承知しており

ますので、その検討状況を注視してまいりたい

と考えております。

イタリアの「パルマハム」、○髙橋 透議員

私は知りませんけれども、シャンパンはわかり

やすいですよね。シャンパーニュのシャンパ

ン、これは日本では名前をつけられないですよ

ね。日本で使うとすれば、スパークリングワイ

ンということになります。そういう意味だと思

いますが……。日南の飫肥には、飫肥天という

甘いてんぷらがあります。厚焼き卵がありま

す。スイーツ感覚の飫肥の厚焼き卵は、全国的

に珍しく、大変個性がある商品だと思うんです

よね。日南といえば、飛び切り甘いしょうゆが

あります。漁師町の大堂津には、そのしょうゆ

の蔵が４軒あります。狭い町に４軒もあるとい

うのは珍しいということでありますが、しょう

ゆマニアの安住アナウンサーがお見えになった

と聞いています。内田副知事もおいでになった

とお聞きしますが、率直な御感想をお聞かせく

ださい。

私も東京におりまし○副知事（内田欽也君）

たときに、安住アナがその話をされていたこと

をラジオの放送でお聞きし、実は以前から大変

興味を持っていたところでありまして、昨年12

月に伺わせていただいたところでございます。

実際伺ってみまして、このつくり方も、脈々と

受け継がれた伝統的な手法で、手づくりで、

しっかりと丁寧におつくりになっていらっしゃ

るということ、また、伺ったときの温かいおも

てなし、このあたりにも非常に感銘を受けたと

ころでございます。近年、着地型観光という取

り組みが大変注目されておりまして、日南市で

もその取り組みを進めていらっしゃるというふ

うにお聞きしているんですけれども、そういう

観点からも、観光資源としても大変魅力的なも

のになる得るのではないかと考えているところ

でございます。

ありがとうございます。この○髙橋 透議員

大堂津のしょうゆの蔵が４つもあるよというの

は、私、実は副知事から 私は知っているん―

だけれども、別にという感じですよね。ずっと

知っているわけですから。やっぱり外から見る

とすごいんだなということのありがたさを感じ

ましたが、今のしょうゆの話は、油津のまちづ

くり団体のＮＩＣ21が、冊子にして何か今つ

くっているようでありますから、これも一つ

きっかけになったと思うんです。地域づくり、

活性化になりますよね。磨き上げは地元がしま

すけれども、後方支援は行政ですから、ぜひ今
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後とも、お知恵をかしていただきたいと思いま

す。

次に、尖閣諸島周辺海域における漁業被害対

策についてお尋ねします。沖縄県には100億円の

基金が準備されているようであります。本県の

マグロはえ縄漁船が被害に遭ったときの救済策

はどうなっているのか、農政水産部長にお尋ね

します。

尖閣諸島周辺○農政水産部長（緒方文彦君）

海域では、いずれも原因者が特定はされており

ませんけれども、平成20年から24年の間に、本

県マグロはえ縄漁船の漁具の破損や喪失が13件

発生いたしております。このため、国の平成25

年度補正予算におきまして、漁具被害が発生し

た際の救済措置に係る基金が、29億円から50億

円に積み増しされるなどの対策がとられたとこ

ろであります。県といたしましては、これらの

対策が円滑に運用されるよう、国及び関係団体

と連携を密にして取り組んでまいりたいと考え

ております。

漁師の方々の話を聞くと、○髙橋 透議員

やっぱり言葉の壁もあるわけですよ。実際に事

故に遭うと、そこでなかなか話もできないとい

うこともあって、いろいろトラブルは根が深い

ようですが、昨年１年間は、実は日南のマグロ

はえ縄船、漁を見合わせていたということもあ

るわけで、ことしはもう待てませんよというこ

とでありますから、そういうことがあったとき

には迅速な対応をお願いしたいと思います。

次に、さかなビジネス強化・拡大推進事業と

食品衛生についてお尋ねしてまいります。鮮魚

は、農産物と違って売り方に制約がありますよ

ね。いわゆる食品衛生法で厳しく規制されてお

るわけでありますが、特に本県のこの条例につ

いては、厳しい内容と言われています。しか

し、これまで屋外イベント等では鮮魚は売れま

せんよというのを変えていただいたようであり

ます。昨年10月に、条件つきで認めていただく

ようになりました。条件とは、冷蔵庫の必置義

務であります。ということは、電源が必要です

よね。いつでもどこでもということにはならな

い課題もあります。県として、この課題を解決

するためにどのような支援が考えられるのか、

農政水産部長、お答えください。

漁業者による○農政水産部長（緒方文彦君）

水産物の直接販売は、漁家所得の向上の観点か

ら、重要な取り組みであります。特にイベント

等での販売は、多数の人々が集まる絶好の機会

でありまして、県産の水産物のＰＲにもつなが

りますことから、より多くの漁業者が参画した

取り組みが行われることが必要であると考えて

おります。このため、県といたしましては、関

係市町村との連携を図りながら、漁協系統団体

等が行う取り組みにおきまして、参画する漁業

者の負担軽減など、鮮魚販売が円滑に行われる

よう支援してまいりたいと考えております。

ありがとうございます。屋外○髙橋 透議員

イベント等での露店販売において、冷蔵庫の必

置義務ということでありますが、10度以下の温

度を保てということのようであります。氷が十

分に入ったクーラーボックス、これじゃだめで

すかということもあるわけですよね。時間制限

なんかを設けて、一定の条件で不要とするな

ど、将来的にはこの辺を緩和するような検討は

できないのか、福祉保健部長、御答弁いただき

たいと思います。

屋外イベント○福祉保健部長（佐藤健司君）

等における鮮魚販売でございますが、お話のよ

うに、昨年10月に一定の条件 これは具体的―

には、常時、確実に温度管理のできる冷蔵設備
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の設置でございますが のもとに、基準の緩―

和をいたしました。食の安全・安心の確保とい

うのが、私どもとしては第一と考えております

ので、現時点におきましては、冷蔵設備の設置

等の義務づけをさらに緩和することは困難でご

ざいますが、今後とも、食品に対する衛生管理

技術の向上などを把握しながら、適切に対応し

てまいりたいと考えております。

いろんな条件が緩和されれ○髙橋 透議員

ば、西諸、北諸あるいは入郷とか西臼杵とか、

この辺で鮮魚販売が活気よくできるんですよ

ね。いろんなハードルは高いかもしれません

が、知恵を出していただいて検討をお願いした

いと思います。

次に、防災対策と社会資本整備についてお尋

ねします。

高速道、きのうもお話しをいただきました。

東九州自動車道延岡―宮崎間が開通間近となり

ます。来年には北九州までつながるわけで、本

県はもちろん、東九州全体が盛り上がっており

ます。この盛り上がりを持続・継続することが

大事なことでありまして、開通効果を最大限に

引き出して、県南、いまだ開通のめどが立って

いないところの早期整備に弾みをつけていただ

くと大変ありがたいことであります。県として

今後どのように取り組まれるのか、答弁を求め

ます。

この県南区間でありま○知事（河野俊嗣君）

すが、事業中の清武南―北郷―日南間では、北

郷―日南間が平成29年度開通予定など、鋭意整

備が進められているところであります。また、

未事業化区間の日南―串間―志布志間では、現

在、新規事業化に向け、地域の皆さんの意見を

いただきながら、計画段階評価の手続が進めら

れております。そのような中、昨年７月と９月

に串間市で開催された総決起大会に私も出席し

ました。ともに1,000名を超える大変熱気にあふ

れる沿線住民の皆様の熱い思い、これは国土交

通省の道路局長も出席しておられましたが、大

変驚いておられました。伝わったなという思い

がしたわけでございますが、早期整備に向け

て、沿線の皆さんのこういう熱い思いが力にな

るんだということを確信したところでございま

す。今後とも、私が先頭に立ちまして、県南区

間の早期整備を、県議会の皆様を初め県民の皆

様と一体となって、国に対し強く訴えてまいり

たいと考えております。

昨日は、松村議員のほうか○髙橋 透議員

ら、今度は延岡―宮崎間開通後の４車線化の話

が出ましたが、私どもとしては、もう４車線化

の話ですかということで、ちょっと卑屈にはな

りましたけれども、前向きに、ともに県南まで

つながっていくことを、一緒に、その決意を申

し上げておきたいと思います。

次に、漁港・港湾等におけるプレジャーボー

トの放置問題を解決するため調査、未納者対

策、環境対策を行っていますけれども、その整

備状況について伺ってみたいと思います。あわ

せて、既に納付が始まっているところもありま

す。このプレジャーボート所有者から、不平と

か不満の声も聞かれます。どのように対応して

いかれるのか、お尋ねします。

漁港・港湾に○農政水産部長（緒方文彦君）

おけるプレジャーボート対策につきましては、

係留場所をめぐるトラブルや防災等の問題に対

処するため、県内合計38港のうち34港、約９割

の港で対策を講じておりますが、議員御指摘の

とおり、さまざまな御意見をいただいておりま

すので、地元説明会や個別の説明を通して、御

理解をお願いしているところでございます。未
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実施の港につきましては、係留施設の確保等の

問題もありますことから、関係部署・関係機関

と連携を図りながら、地元調整も十分に行い、

対策を講じてまいりたいと考えております。

お待たせいたしました。教育○髙橋 透議員

問題であります。

教育委員会改革をめぐる与党協議が大詰めを

迎えているようでありますが、大きな改革の一

つは、首長の権限強化あるいは教育長と教育委

員長を一元化した代表教育委員の新設などがあ

ります。なお、全国知事会は、この教育委員会

制度の改革案に対する意見書を出されているよ

うであります。内容は、首長を教育行政の最終

責任者とすることや、国の関与強化を行わない

ことを主張されています。今議論されている教

育委員会制度の改革は、教育の中立性への懸念

があります。知事、教育委員長へ、それぞれ見

解を伺います。

この教育委員会制度改○知事（河野俊嗣君）

革、いろんな議論がなされておるところであり

ます。知事会としては、そのような形で意見を

出された、総意として整理をしたところであり

ますが、本県における今の運用を考えますと、

現行の制度の中で、知事と教育委員会がそれぞ

れの役割を果たしながら、連携協力して教育行

政の充実に取り組んでいるものと認識しており

ます。今後、国の制度設計がどのような形にな

るのかわかりませんが、私としましては、教育

行政においては、政治的中立性、継続性、安定

性というものの確保が大変重要であり、教育委

員会制度につきましては、その制度をどう生か

すかというところが大事であろうと考えており

ます。

本県教育委員会○教育委員長（齊藤和子君）

におきましては、定例会等において十分な議論

を行うとともに、知事、副知事や公安委員、市

町村教育委員との意見交換や学校現場の訪問等

に積極的に取り組むなどしているところであり

ます。私といたしましては、どのような制度で

あっても、子供たちのための学校教育はもとよ

り、あわせて社会教育などの充実にも努めるな

どし、よりよい教育行政を進めていくことが何

より大切であり、与えられた役割をしっかりと

果たしてまいりたいと考えております。

教育長への罷免権と中立性の○髙橋 透議員

確保が一つのポイントとなるわけであって、地

方自治法では、第163条で、「副知事及び副市町

村長の任期は、４年とする。ただし、普通地方

公共団体の長は、任期中においてもこれを解職

することができる」、一方、現行の地方教育行

政法では、罷免権は第７条で、心身の故障、非

行、職務上の義務違反がある場合に罷免するこ

とができるとなっているわけです。同じ特別職

でも教育長は、政治的中立性から安易に罷免で

きないという、そんな縛りがあるわけですよ

ね。私は、いろんないじめの問題への対応でこ

の話題が起きたように思うんです。教職員の多

忙化が言われていますが、こういったところは

改善されていません。あるいは、学校内の風通

しはどうですか。全てとは言いませんけれど

も、校長がすごくワンマン、いわゆる批判勢力

がいないがために校長がワンマンで、なかなか

風通しがよくない。あるいは、今度は学校と教

育委員会との関係で、私はこんな話を聞きまし

た。ある技術職員が私に教えてくれたんですけ

れども、教育委員会が学校に見えた。玄関で校

長が挨拶する。そこで終わらずに、校門まで

走っていって、「ありがとうございました」、

こんなことなんですよね。こういう関係は、

やっぱりちょっといびつじゃないかなと思いな
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がら申し上げておきたいと思います。改善すべ

きところはいっぱいあるんですよ、見直さない

かんところは。そういったところをやるべき

で、首長の権限を教育へ持ち込むことで、今起

きている問題は解決できないということを申し

上げておきたいと思います。

次に、高等学校の普通科については、平成20

年に全県１区になりましたけれども、宮崎市以

外の学校で定員割れが生じております。教育委

員長と私の母校は一緒でありますが、日南高

校、ピンチですよね。その総括を踏まえたもの

が、第２次の高等学校教育整備計画における中

期実施計画に反映されていくのか、教育長に伺

います。

平成25年度の入試に○教育長（飛田 洋君）

おける県立高校全日制課程の定員充足率は、全

県下で96.5％でありました。これは、ここ数

年、同じような結果となっており、県全体では

おおむね定員を充足しておりますが、定員を満

たしていない学校もございます。このため、中

期計画の策定におきましては、生徒数減に応じ

た適切な定員管理とともに、魅力ある学校づく

りの推進を検討していきたいと考えておりま

す。例えば、生徒・保護者、地域のさまざまな

ニーズに適切に対応した新たな学科・コースの

設置及び学科改編などの検討や、学力向上や質

の高い専門教育の推進、キャリア教育の充実な

ど、全県的・総合的な視野に立ち、検討してま

いりたいと考えております。

せんだって全日制の最終志願○髙橋 透議員

状況が出されていましたけれども、日南高校と

福島高校の普通科の状況を見ると、定員割れが

すごいです。これは計算してみると、３クラス

分の人数どころか、80名を切っていますよね。

これで２クラスになるのかなという心配もする

んです。その辺はどうなるんでしょうか。

次年度のクラス編制○教育長（飛田 洋君）

につきましては、２次募集も今からあるんです

が、仮に募集定員を下回った場合でも、募集い

たしました定員に応じて決めております。した

がいまして、例えば120名という定員の場合は、

１学級が40名ということですので、３クラスの

編制とすることにしております。

だから、120名で３クラスだか○髙橋 透議員

ら、80名超えないと３クラスにならないという

のがあるんでしょう。だから、78名だったら３

クラスになるんですかということです。

最初の定員ベースで○教育長（飛田 洋君）

クラスは決定しますということでございます。

ですから３クラスです。

わかりました。○髙橋 透議員

時間がありません。土曜授業のあり方をお尋

ねします。一部改正がありまして、市町村の判

断で土曜授業をしてもいいということになった

ようですが、土曜授業の趣旨についてまず伺い

ます。教育長。

土曜授業は、これま○教育長（飛田 洋君）

で、特別の必要がある場合に実施することが認

められておりましたが、昨年11月に文部科学省

が、学校の設置者である教育委員会が必要と認

める場合は実施できるように、学校教育法施行

規則の一部を改正したところであります。その

狙いは、子供たちにこれまで以上に豊かな教育

環境を提供し、その成長を支えることが重要で

あり、学校、家庭、地域が連携し、役割分担し

ながら多様な学習の機会の充実を図ることがで

きるようにする、とされております。

国が示しています土曜の教育活動には３つの

形態があります。１つが「土曜授業」で、児童

生徒の代休日を設けず、全員に対して通常の授



- 106 -

平成26年２月28日(金)

業を行うもの。２つ目が「土曜の課外授業」で

すが、これは、学校が主体となって、希望者に

対して通常の授業で扱わない教育活動を行うも

の。それから、３つ目が「土曜学習」ですが、

これは、ＮＰＯとか地域の方々などが、希望者

に対してさまざまな活動を行うものでありま

す。

週40時間労働という決まりが○髙橋 透議員

あるんですよね。だから、そこを超えると働く

ことができないんですよ。その条件整備とか、

あるいは手を挙げている学校があるのか、お尋

ねします。

土曜日に通常の授業○教育長（飛田 洋君）

を行う「土曜授業」は、県内の公立学校では実

施されておりません。県立高校では、学力向上

や資格取得のための課外授業を実施したり、一

部の市町村では、希望者を対象とした「土曜学

習」を実施したりするなど、文部科学省の言う

土曜日の教育活動と同様の趣旨の取り組みは行

われております。次年度については、現時点で

把握している状況では、県立学校で土曜授業を

実施する予定はありませんが、小中学校では、

モデル校などを位置づけ、試行的に取り組みた

いと考えている市町村がございます。

土曜授業は、県または市町村の教育委員会の

判断で実施できることとなっておりますので、

年間を通じて実施する場合は、週休日の振りか

え規定の変更など、条件整備を行うことが必要

であり、その準備に着手したところでありま

す。県教育委員会では、今後、先進地の取り組

みや有識者の意見も踏まえながら、土曜授業等

について検討を進めていきたいと考えておりま

す。

よろしくお願いします。○髙橋 透議員

県立高校のエレベーター設置について、その

現状をお尋ねします。

県立高校のエレベー○教育長（飛田 洋君）

ターにつきましては、38校中６校に設置いたし

ております。設置されていない高校におきまし

ても、階段での移動が困難な生徒が入学する場

合は、段差解消などの施設面での整備を行うと

ともに、教室の配置がえや職員等による介助、

階段昇降車の配備など、運営面での体制を整え

ることで対応しているところであります。そう

した対応でも学校生活に支障を来す場合には、

エレベーターの設置を検討してきているという

ところでございます。

特別支援学校のエレベーター○髙橋 透議員

未設置対策もあるんですが、日南くろしお支援

学校だけがまだなんですが、答弁ください。お

願いします。

子供たちが安心し○教育長（飛田 洋君）

て、安全に学校生活を送ること、そういう施設

環境を確保することは大変重要であると考えて

おり、これまで特別支援学校におきましては、

必要に応じてエレベーターやスロープ等の整備

を行ってまいりました。御指摘の日南くろしお

支援学校につきましては、これまで教室の配置

がえなどで対応させていただいたところであり

ますが、今後、エレベーターの整備を図ってま

いりたいと考えております。

警察行政について。○髙橋 透議員

交通事故が近年増加傾向にあります。交通安

全対策に尽力されている交通安全協会が果たし

ている役割は大きいと思います。警察本部長に

答弁を求めます。

一般財団法人宮○警察本部長（白川靖浩君）

崎県交通安全協会は、民間の交通安全活動の中

核として、県民を交通事故から守る上で重要な

役割を果たしているものと考えております。特
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に、交通安全協会の交通安全指導員の方々は、

登校時間帯における通学路での街頭指導を初

め、幼稚園、保育所、学校、高齢者クラブなど

での交通安全教室、さらには、高齢者宅を訪問

しての交通安全指導などの、きめ細やかな活動

を行っていただいております。警察としまして

は、今後も、交通安全協会の重要性に鑑み、よ

り一層、連携、協働してまいりたいと考えてお

ります。

大変御貢献いただいている割○髙橋 透議員

には、指導員の方々の待遇が悪いんですよね。

勤続５年以上で13万9,650円です。５年以上とい

うことは、30年の人も一緒なんですよ。やっぱ

り、この辺はしっかり改善していくようにやっ

ていかないといけない。そのためには、補助金

が裏づけとしてあるわけでしょうけれども、そ

の辺も足らなければ要求する、そのことの対応

もお願いしたいと思います。

時間が来ました。以上で県民連合宮崎の代表

質問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○福田作弥議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時55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、公明党宮崎県議団、河野哲也議員。

〔登壇〕（拍手） こんにち○河野哲也議員

は。お昼の眠い時期でございますが、最後まで

おつき合いいただきたいと思います。公明党県

議団始まって以来かもしれないんですけど、

きょうは傍聴席にお客様を迎えることができま

した。最後まで元気いっぱい質問していきたい

と思いますので、どうか執行部の皆様、明快な

御答弁、よろしくお願いします。

公明党県議団を代表して質問をいたします。

知事４年目の県政運営についてでございま

す。

知事より、26年度に向けての県政運営の基本

姿勢をお聞きいたしました。河野知事におかれ

ましては、よくぞ口蹄疫から逃げず、県勢発展

のため尽力してこられました。率直に評価いた

します。

まずは、所信の中で、特に県内経済や雇用の

回復に精力を傾けたとありましたが、その成果

と最終年度の意気込みについてお伺いします。

県財政を支える、みやざき行財政改革プラン

の最終年度となりますが、県総合計画の基本目

標である「未来を築く新しい「ゆたかさ」への

挑戦」を支える持続可能な行財政基盤の確立が

基本理念として掲げられています。平成26年度

は、みやざき行財政改革プランに基づく行財政

改革の最終年度となっていますが、知事の所感

をお伺いいたします。

今回の予算案に対して、有識者は、「異なる

担当課が似たような事業を実施しているなど非

常に無駄が多い」、さらに、「コスト削減や県

民の利便性向上のためにも効率化すべきだ」と

指摘しております。公明党推進の一つの改革

に、公会計制度の改革がございます。現在の自

治体の会計では、地方自治法に基づき、単年度

の収入と支出を現金の動きとして、現金主義の

単式簿記により予算と決算の手続を行うことに

なっております。しかし、この単式簿記・現金

主義会計は、財務会計としては不備があるとし

て、企業会計ではほとんど使用されていないの

が現実です。こうした公会計の欠点を是正し、
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財政の見える化を進めるもので、具体的には、

複式簿記・発生主義会計の導入の取り組みでご

ざいます。現在、総務省が指針を出している総

務省方式改訂モデルは、単式簿記・現金主義会

計を決算後に読みかえる方式であるために、こ

の課題に十分に応えることが到底できない仕組

みになっております。東京都では、現在、複式

簿記をシステム化し、都全体のデータを会計

別、局別、部別、さらには事業別にまで落とし

込み、貸借対照表や行政コスト計算書を作成し

ております。これにより、一つ一つの事務事業

を客観的に評価し、事業の見直しを行うことが

できるようになっております。このシステム

は、将来の維持管理費用の評価や効率的な投資

計画策定の見える化につながると考えますが、

公会計改革の推進について、知事に、どう思わ

れるかお伺いいたします。

26年度重点施策として、人財、産業、地域づ

くり、そして地域経済活性化、防災対策特別枠

等挙げられています。特に地域経済対策につい

てでございます。

先日、日本総合研究所より、2014年版47都道

府県幸福度ランキングが発刊されました。第１

位は福井県、宮崎県は30位でした。ただ、これ

は2010年から2012年のデータを用いていますの

で、宮崎にとって厳しい時期であったことは考

慮しなければならないと考えます。60の指標で

比較されていましたが、総評を見ると、「ゆっ

たりした時間が流れ、心和やかな宮崎」とし、

「個人の積極的な取り組みを通じて健康が保持

されている」「精神的に安定した生活を支える

教育が行われている」と評される一方、「１人

当たりの県民所得45位」「信用金庫貸し出し平

均利回り46位」等で、「それらを支える生活基

盤ととともに、地域産業・経済の活性化が図ら

れることが期待される」とありました。ここか

らも、本県の26年度施策の視点として、地域産

業・経済の活性化が重要であることが示唆され

ているのではないかと考えます。

３月16日、いよいよ東九州自動車道日向―都

農間が開通いたします。先日開催された「東九

州の新時代」創造シンポジウムで、地域振興を

考えるさまざまな提案がなされました。しか

し、その取り組みが、残念ながら、地域振興の

かなめであるはずの関係事業所、観光事業所、

物流事業所の対応策につながっていないこと

が、県の実施したアンケートで明らかになりま

した。そこで、知事に、東九州自動車道開通に

向けた取り組みが極めて低調であるとのアンケ

ート結果をどのように受けとめ、今後どのよう

に対応していくか、お伺いします。

次に、防災・減災対策です。

防災・減災等に資する国土強靱化基本法の成

立を受け、巨大地震などの大規模災害が発生し

た場合に壊滅的な被害を逃れるための施策大綱

が決定し、防災・減災の取り組みが本格的にス

タートしようとしています。今後、政府にあっ

ては、国土強靱化基本計画が作成されると同時

に、県における計画策定の支援も開始される予

定と聞いております。地域の事情を踏まえ、災

害から生命を守る計画策定にしていかなければ

ならないと考えます。そこで、国が示している

レジリエンス強化の考え方を踏まえた、県とし

ての防災対策推進についてどう考えるか、知事

にお伺いいたします。

以上、壇上からの質問を終わり、後は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、この３年間を振り返りますと、任期の
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前半は、口蹄疫からの再生・復興に取り組む

中、鳥インフルエンザの発生や新燃岳の噴火、

さらには東日本大震災など、相次ぐ災害などに

より疲弊した県内経済や雇用の回復に全力を傾

けた２年間でありました。こうした中で、官民

挙げた努力が実を結び、宮崎牛の日本一連覇達

成や、東九州自動車道の一部区間の前倒しな

ど、本県の浮揚につながるチャンスが到来を

し、任期後半となる今年度からは、復興から新

たな成長へと県政の軸足を移しまして、成長産

業の育成・加速化などによります本県産業や経

済の底上げに、重点的に取り組んてきていると

ころであります。

これらの取り組みによりまして、農業産出額

が3,000億円台を回復したことを初め、産学官金

によるフードビジネスの全県的な推進体制の構

築、また、宮崎産キャビアの販売開始、メガソ

ーラーや木質バイオマス発電などの整備、東九

州メディカルバレー構想の進展など、徐々にそ

の成果が見え始め、確かな手応えを感じている

ところであります。

任期の最後となる来年度につきましては、東

九州自動車道の北九州までの延伸や、アベノミ

クスによる国全体の景気の回復傾向、さらには

オリンピック・パラリンピック東京大会の開催

決定といった追い風をしっかりと捉え、「東九

州の新時代」の幕あけにふさわしい大きな飛躍

の年とすべく、私が先頭に立ちながら、県民の

皆様とともに宮崎の一層の浮揚を図ってまいり

たいと考えております。

次に、行財政改革についてであります。行財

政改革につきましては、不断に取り組むべき行

政課題であるという認識のもとに、これまで

も、簡素で効率的な組織体制の見直しや適正な

定員管理、財政健全化などに積極的に取り組ん

でまいりました。県におきましては、本格的な

景気回復と揺るぎない産業基盤の構築に向け

て、各種施策に取り組んでいるところでありま

すが、厳しい財政状況の中でこれらの施策を着

実に推進するためにも、行財政改革はますます

重要になるものと認識をしております。このた

め、みやざき行財政改革プランの最終年度とな

ります平成26年度におきましても、引き続き、

限られた人員と財源を最大限に生かしながら、

県民の求める行政サービスができますよう、

しっかりと行財政改革に取り組んでまいりたい

と考えております。

次に、公会計についてであります。公会計制

度改革は、現金主義会計では見えにくいコスト

やストックを把握することによりまして、現行

の予算・決算制度を補完するものであり、本県

におきましても、総務省方式改訂モデルに基づ

き、発生主義の考え方を取り入れた貸借対照表

や行政コスト計算書などを、毎年度の決算ごと

に作成の上、ホームページ等で公開をしている

ところであります。また、複式簿記につきまし

ては、事業別や施設別といったより細かい単位

でのコスト分析などを可能にするものでありま

すが、多額のシステム改修経費を要するといっ

た課題もあることから、その導入時期等につき

ましては、総務省の研究会で今後さらに検討さ

れることとなっております。したがいまして、

今後の研究会における検討内容なども踏まえつ

つ、引き続き、本県における公会計の改善や充

実等を図ってまいりたいと考えております。

次に、東九州自動車道開通に向けた取り組み

についてであります。御指摘のアンケート調査

は、東九州自動車道の開通が県内の産業や交通

体系に及ぼす影響を把握するため、県が実施を

したものであります。それによりますと、高速
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道開通に向けた対応策を「とっていない」もし

くは「必要ない」と答えた民間の事業者が、全

体の約８割近いことが判明しまして、これには

私自身も正直ショックを受けるとともに、大き

な危機感を覚えたところであります。待望の高

速道路という競争の舞台がようやく整い、これ

からは、それを官民一体となってどう生かし、

県全体の活性化につなげていくか、今まさに正

念場を迎えていると認識しております。これを

最近、スキーのジャンプ台に例えてお話申し上

げておるんですが、我々が待望の巨大なスキー

のジャンプ台ができた。でも、できたことが目

的、最終地ではないということでありまして、

このジャンプ台を生かして、いかに高く美しく

遠くに飛ぶか、そこがまさに我々が問われてい

るところであるというふうに考えております。

県北地域におきましては、先日、私も視察を

させていただきましたが、「延岡花物語」のよ

うに、点在する観光資源をつなぎ、ストーリー

性や回遊性を持たせた民主導の新たな仕掛けに

よりまして、県内外から多くの観光客を集めた

事例もございます。あるいは、日向市が重点港

湾細島港を核に、港湾機能やアクセス機能の強

化、企業立地等に取り組んでいる事例など、高

速道開通を見据えた創意工夫や努力の積み重ね

が、地域の魅力向上や競争力強化につながって

いくものと考えております。

県としましては、引き続き、各市町村とも連

携の上、地域や民間事業者等が主体的に取り組

む環境の整備を図りつつ、行政みずからも積極

的に民間と協働しながら、「東九州の新時代」

の創造に向けた大きなうねりにしていく、そう

いった攻めの姿勢で高速道の開通効果を最大限

に発揮してまいりたいと考えております。

最後に、国土強靱化につきましては、昨年12

月に基本法が施行され、現在、地方への説明な

どが始まっているところであります。この法律

では、事前の防災・減災と、迅速な復旧・復興

に資する施策を総合的・計画的に実施すること

が重要であるという考え方のもとに、人命保護

を最優先とすること、また、社会の重要な機能

が致命的障害を受けずに維持されること、ま

た、国民の財産や公共施設に係る被害の最小化

に資すること、また、迅速な復旧・復興に資す

ることなどを基本方針としておりまして、来年

度初頭をめどに国が基本計画を策定することと

なっております。

この計画は、今後、防災対策を含む各種政策

の基本となりまして、都道府県では、これを受

けて地域計画を策定することとなっておりま

す。県としましては、地震・津波や風水害等の

災害に総合的に対処できますよう、こうした国

の動向を注視しながら、その内容を踏まえた防

災対策の推進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〕

知事におかれましては、県民○河野哲也議員

が幸福を実感できるようなさらなる努力を惜し

まないでいただきたいとして要望し、議論は委

員会でしたいと思います。

今回の予算案は、新規事業に人財づくりに関

することが多く、将来を見据えた意気込みが見

えると判断します。先般、私は、先ほどの都道

府県幸福度ランキング第３位の長野県の、レタ

ス生産量日本一、農家平均年収2,400万の川上村

に調査に入りました。お会いした藤原村長の村

政の最重点は、やはり人づくりでした。「周囲

からは、川上村の農業は収入があるから後継者

がいるとよく言われます。しかし、私は、地域

づくりとは、基本的に人づくりだと思っていま

す。だから、村では、下水道の整備促進、24時
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間オープンの図書館、文化センターの設置、24

時間の訪問看護ステーションなど、教育・文化

・福祉分野のインフラ整備に力を入れてきまし

た。川上村は、末永く野菜の産地であり続けた

いと考えます。それには新たな産業を切り開く

人づくりが必要です」と語られていました。こ

れを参考にできるところを考えながら、宮崎の

子供・若者・女性への支援についてお伺いして

いきたいと思います。

まずは、子供支援について、教育長にお伺い

いたします。宮崎の未来を担う児童生徒の生き

方、ライフスキル、そしてキャリア教育が再度

見直されているとお聞きします。特に、ともす

ると大学受験にウエートを置かれがちであった

普通科高校において、大学の向こうにある社会

を認識させようとする動きがありますが、普通

科高校におけるさらなるキャリア教育の推進に

ついてお伺いいたします。

キャリア教育は、自○教育長（飛田 洋君）

分の将来の生き方や働き方について、生徒一人

一人が考えを深め、それぞれが自立した社会

人、職業人となるための基礎を培うために、大

変重要であると考えております。普通科高校に

おいて、進路意識や目的意識が必ずしも明確で

ない生徒が見られるという実態を踏まえて、こ

れまで、普通科高校３校をモデル校に指定し、

その成果を県内の高校に普及してきたところで

あります。さらに、本年度は、普通科高校キャ

リア教育の担当者を県外のキャリア教育先進校

へ派遣するなどの取り組みを行っております。

また、来年度は、小・中・高等学校における

キャリア教育の実践例などを載せたガイドブッ

クを作成し、配付することを計画いたしており

ます。このような取り組みを進め、本県のキャ

リア教育の推進を一層積極的に行っていきたい

と考えております。

今後の取り組みに期待したい○河野哲也議員

と思います。

文科省の報告によれば、通常学級に在籍する

発達障がいの可能性のある特別な教育支援を必

要とする児童生徒の割合は、6.5％であったこと

は御存じのとおりです。しかし、医学的な調査

をしたら３％とも言われております。6,000人の

調査をした、毎回私が出す研究団体のＴＯＳＳ

は、10.8％としました。ここから言えること

は、医師と連携しなければ解決できない児童は

３％、あとの７～８％は、今、虐待による発達

障がいがありますけど、家庭的な要因を除け

ば、教師側の指導法の工夫で改善されるのでは

ないかと考えます。特に、教職員の専門性向上

の支援をお願いしたいと思います。

自閉症スペクトラム等発達障がいのある児童

に対して、関係機関の連携のもと、早期発見と

相談体制の構築、早期からの支援の充実、そし

て教職員の専門性向上が大切だと考えますが、

教育委員会の取り組みについてお伺いいたしま

す。

発達障がいのある子○教育長（飛田 洋君）

供が、将来の自立に向けてその可能性を十分に

伸ばすためには、早期に発見する、そして一人

一人の違いをきちっと押さえる、個々の特性と

発達段階に応じた支援が重要であると考えてお

ります。このため、本年度から、「「支援をつ

なぐ」特別支援教育エリアサポート構築事業」

において、医療、保健、福祉等の関係機関と一

層の連携を図るための会議の開催や、早期から

の支援の充実を図るため、小中学校の拠点校に

高い専門性と豊富な経験を持つ教員を配置し、

幼稚園、保育所や小・中・高等学校への巡回支

援や研修に取り組んでおります。今後とも、障
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がいのある子供たちが特性に応じた教育を受

け、さらに伸びていけるよう、また、教職員が

適切な指導・支援を行えるよう、専門性のさら

なる向上や、幼児期からの一貫した地域支援体

制の構築を図ってまいりたいと考えておりま

す。

少しずつ県下に広がっている○河野哲也議員

なと実感するんですが、先生方は今、混乱して

います。どうかしっかりと支援していただきた

いと。それが子供につながるということでよろ

しくお願いします。

佐賀・武雄市のＩＣＴ教育を調査いたしまし

た。武雄市は、子供たちがタブレットを使って

家庭学習した後、学校でその復習をする「反転

授業」を推進しています。家庭で予習したこと

について子供たちが学校で話し合い、一つの形

を導き出す、その積み重ねによって協働的問題

解決能力が育つとしております。実際に算数の

授業を参観させていただきました。私から見

て、やはり課題はたくさんあるなと思いました

が、授業者、学習者がタブレットを学習のツー

ルとして使いこなせたら、可能性が大きくなる

なと実感しました。本県では、タブレットは

やっと高等学校導入という段階ですが、県立学

校における教育の情報化の今後の方向性につい

てお伺いいたします。

教育の情報化は、教○教育長（飛田 洋君）

育の質を向上させる意味で重要であると考えて

おります。本県の県立高等学校では、本年度ま

でに普通科高校を中心とする18校にタブレット

と無線ＬＡＮを整備し、実証研究を進めており

ます。来年度は、専門高校と定時制・通信制高

校に対しましても、同様に機器整備を進めるこ

とができるよう計画をいたしているところであ

ります。今後は、機器整備に加え、その活用に

ついて広く普及させることが大切と考え、これ

までの取り組みにより蓄積された指導事例や成

果を、県立高校はもとより、小中学校も含め、

県内の学校で共有して、教員のＩＣＴ活用指導

力の向上を図り、授業の効率化とか授業の質の

改善、そういうことに取り組んでいきたいと考

えております。

ぜひ教員が追いついていく○河野哲也議員

もう子供は先に行っていますので、よろし―

くお願いしたいと思います。

次に、若者支援でございます。昨年９月の一

般質問で、「９月を過重労働重点監督月間とし

て、労働基準監督署等に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を把握し、監督指導

を集中的に実施する。県は、宮崎労働局と連携

しながら対応してまいりたい」と答弁されまし

た。そこで、若者の使い捨てが疑われている企

業について、宮崎労働局による過重労働重点監

督の結果と県の取り組みを、商工観光労働部長

にお願いいたします。

過重労働○商工観光労働部長（茂 雄二君）

重点監督の結果でありますが、宮崎労働局によ

りますと、本県では、若者の使い捨てが疑われ

る県内67事業所を対象に、重点的に監督指導を

実施し、このうち53の事業所で何らかの労働基

準法違反があり、是正を指導したとのことであ

りました。違反の内訳としましては、労働時間

に関するものが36事業所、賃金不払いの残業に

関するものが18事業所で、重大・悪質な違反は

確認されなかったと聞いております。国におい

ては、来年度から新たに、ハローワークで受け

付ける求人票に過去３年分の採用数と離職者数

を記入する欄を設けたり、監督指導後も是正を

怠った企業はハローワークで求人紹介をしない
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という措置を講じるなど、対策を強化すること

としております。県としましても、県内４カ所

に労働相談窓口を設置しておりますので、若者

の使い捨てが疑われる相談などに適切に対応し

てまいりたいと考えております。

ブラック企業に干されてし○河野哲也議員

まった若者の声を聞くことがあるんですけど、

何とかキャリアアップをして再度挑戦したいと

いう声が大変多いと思います。国において、非

正規労働者の待遇改善を促進する助成金、学び

直しを支援する教育訓練を拡充していますけ

ど、県として制度の普及啓発にどう取り組む

か、商工観光労働部長にお願いいたします。

非正規労○商工観光労働部長（茂 雄二君）

働者が増加する中で、国においては、経済対策

の一環として、正規雇用への転換や人材育成、

処遇改善などに取り組む事業主に対する助成金

を大幅に拡充するとともに、雇用保険法を改正

して、資格取得など専門的・実践的な教育訓練

に対する支援を強化することとしたところであ

ります。県といたしましても、若者の雇用対

策、とりわけ学び直しを含めたキャリアアップ

支援は大変重要と考えておりまして、国の制度

が十分に活用されるよう、県の広報紙やホーム

ページ等での情報提供に努めるとともに、「ヤ

ングＪＯＢサポートみやざき」で行いますキャ

リアコンサルティングの中で制度を紹介するな

ど、積極的に普及啓発に取り組んでいきたいと

考えております。

今後、人的な実態等も調査さ○河野哲也議員

せていただきたいと思いますので、どうかよろ

しくお願いします。

次に、女性支援です。昨日の代表質問でも指

摘されましたが、宮崎の再生の鍵も女性だと考

えます。女性が働き続ける環境を整えることに

よって、よりメリットが大きくなると考えま

す。例えば、仕事と家庭の両立支援に積極的に

取り組む企業に対する優遇制度の検討、育児休

業制度のルールを見直し、男性も女性も取得し

やすい制度への改善等が必要であると考えま

す。今回の予算案では、残念ながら、人財づく

りの中で女性支援に特化した新規事業が見当た

りませんでした。県内において、16社がポジ

ティブアクション、22社が女性活躍推進宣言を

しております。仕事と子育ての両立支援に取り

組む企業が少しずつですが、ふえていると実感

します。そこで、女性の活躍促進に向けた国や

県の支援策について、県がもっと積極的に啓発

していく必要があると考えますが、総合政策部

長、いかがでしょうか。

国において○総合政策部長（土持正弘君）

は、企業に対する新たな助成金の創設、税制上

の優遇措置、また先進的に取り組む企業の表彰

など、さまざまなインセンティブを付与するこ

とによりまして、企業における女性の活躍を促

進することといたしております。こうした支援

策は、本県における女性の活躍を促進していく

上で大きな推進力となるものであり、女性の再

就職や創業に関する県の支援等も含めまして、

積極的に情報を提供していく必要があると考え

ております。このため、県では現在、労働局や

商工団体等から成る連絡協議会を設けまして、

定期的に意見交換を行いますとともに、県内企

業の先進的な取り組み等を広く事業所や働く女

性に紹介するために、各機関がホームページ等

でリンクし合うなど、情報の共有化を進めてい

るところであります。今後とも、国や関係機関

との連携を図りながら、女性の活躍促進に向け

たさまざまな支援策や情報の効果的な発信に努

めてまいりたいというふうに考えております。
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先ほども述べましたが、残念○河野哲也議員

ながら、男性の育児休業取得率は依然として低

い。企業において育児休業を取得しやすい職場

づくりのために、県は今までも努力されたと思

いますが、どのように取り組んでいますか。商

工観光労働部長にお伺いいたします。

県では、○商工観光労働部長（茂 雄二君）

事業主や県民を対象とした講演会の開催、広報

紙、パンフレットの配布等により、育児休業制

度を初め、仕事と家庭の両立支援のための各種

制度の普及啓発を行っております。また、県職

員が企業を訪問し、「仕事と家庭の両立応援宣

言企業」の登録募集を行うことなどにより、働

きやすい職場環境づくりに向けた企業の自主的

な取り組みを促進しており、これまでに441件の

事業所に登録していただいたところでありま

す。今後とも、宮崎労働局とも連携を図りなが

ら、育児休業の取得しやすい環境づくりの促進

など、仕事と家庭の両立支援の推進に努めてま

いりたいと考えております。

きょうは議論しませんが、推○河野哲也議員

進主体の県庁の職員の育児休業取得率は相変わ

らず低いということで、何とか上げていただき

たいなというふうに思います。

先日、ＤＶ被害者の支援をされるＮＰＯの責

任者と懇談した際、特に、この被害によって自

分の可能性を潰される結果になってしまう女性

が多くなっていることを許せないとおっしゃっ

ていました。まずは福祉保健部長、女性相談所

における、一時避難するＤＶ被害者の推移をお

伺いしたいと思います。

女性相談所に○福祉保健部長（佐藤健司君）

おきます過去５年間のＤＶを理由とする一時保

護者の数は、平成20年度が27名、以降、26

名、29名、27名、そして、24年度が34名となっ

ております。

残念ながら確実にふえてきて○河野哲也議員

いるということで、ＮＰＯのほうも一時避難を

支援しているんですけれども、その所長さんは

最初から最後まで大変悔しがっていました。何

でここまで女性をということを言っていらっ

しゃいました。それで、また、自立支援につい

てどのような対応を行っているか、あわせてお

伺いしたいと思います。

先ほど申し上○福祉保健部長（佐藤健司君）

げました状況でございますので、女性相談所に

おきましては、専任職員２名、女性相談員４

名、ＤＶ被害者自立支援員１名を配置いたしま

して、被害者のさまざまな状況に応じたきめ細

やかな支援を行っております。具体的には、Ｄ

Ｖ被害者の自立のためには、まず、心の安定が

必要でありますことから、カウンセリングによ

る心理的ケアなどを行いますとともに、住居の

確保や生活支援として、福祉施設への入所等や

就業促進など、市町村や福祉事務所、ハローワ

ーク等の関係機関と連携を図りながら取り組ん

でおります。なお、現在、ＤＶ対策宮崎県基本

計画を改定中でございますが、改定後は、この

計画の内容を踏まえまして、ＤＶを受けやすい

女性に対する適切な支援にも努めてまいりたい

と考えております。

先ほど答弁にありましたが、○河野哲也議員

女性に対する支援、宮崎の成長戦略のかなめに

なるという思いでしっかりと立てていっていた

だきたいなと、そのように思います。

続いて、地域経済対策についてでございま

す。

フードビジネス戦略がスタートしています。

いよいよ感があり、チャンスが拡大しているこ

とを実感いたします。私は、特に、「食」によ
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る誘客と地産地消の拡大プロジェクトが成功の

大きな鍵を握っていると考えます。その中で、

特に、産地間競争、地域間競争、商品の間での

競争、販路拡大に挑戦しようとする事業者また

は挑戦している事業者に、県としてどう支援し

ていくかというのが大事じゃないかなと。さら

に、生産者である農家の方はどうしても生産が

軸になってしまいます。６次化に向ける仕組

み、マッチングのシステム、これは県が支援す

べきじゃないかと考えます。

全国的にそのマッチングをサポートする動き

が出てきています。例えば、海外の人を「食」

で呼び寄せるという「地産帰消」、そういう事

業をして、そのコーディネートを手がけている

という取り組みがございます。これは提案なん

ですけど、今、宮崎が提供している「食」の中

で、ユネスコの無形文化遺産に正式登録された

「和食」の発想というのは取り入れられないで

しょうか。日本の伝統的な食文化が評価されま

した。国の平成26年度の予算案では、日本食・

食文化の魅力発信と輸出の促進に約190億、料理

学校や海外の給食事業者と連携し、新たな和食

メニューを開発したり、レストランや病院で食

事を通じて日本食のよさをアピールできるよう

にしています。

そこで、宮崎のフードビジネスプロジェクト

に掲げた、「食」による誘客と地産地消の拡大

を進める上で、「和食」は、外国人観光客を呼

び込むための重要な素材となり得ると思います

が、県はどう考えるか、商工観光労働部長にお

伺いいたします。

「和食」○商工観光労働部長（茂 雄二君）

につきましては、御指摘のとおり、昨年12月に

ユネスコの無形文化遺産に登録されたところで

あり、国の観光立国施策のもとで訪日外国人観

光客の増加が見込まれる中、観光客を引きつけ

る重要な素材であると考えております。和食を

含めた「食」は、観光には欠かせない一つの重

要な要素でありますことから、本県のフードビ

ジネスプロジェクトの中でも、「食」による誘

客と地産地消の拡大をテーマに、今年度は、宮

崎牛すき焼きのレシピ開発や、ご当地グルメの

普及拡大などに取り組んでいるところでありま

す。また、本県の海外向けの各種ＰＲ活動にお

きましても、本県の自然環境などの観光素材と

ともに、宮崎牛を初めとした畜産品やイセエ

ビ、マンゴーなどについても紹介し、「食」の

魅力による海外からの誘客に取り組んでいると

ころであります。今後とも、宮崎の風土に育ま

れた本県自慢の食材を活用した「食」の魅力

アップによる国内外からの誘客促進に向けて、

ホテル旅館組合などの関係団体とも連携を図り

ながら、積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

今の答弁にありました積極的○河野哲也議員

な取り組みは、東京五輪おもてなしプロジェク

トのメニューの「ＭＩＹＡＺＡＫＩの魅力発信

の磨き上げ」という中で、国内外でのプロモー

ションに食文化を位置づけている。確かにこれ

は大事にしていっていただきたいなというふう

に思います。

視点を変えます。中小企業金融円滑化法は昨

年３月に失効いたしました。円滑化法にかわる

ものとして、平成24年８月には中小企業経営力

強化支援法が施行され、中小企業に対して専門

性の高い支援を行う体制は一応整備されており

ます。税理士などの専門家を交えて中小企業が

経営改善計画を策定し、経営力を強化すること

が可能になりました。また、経営者保証も、連

帯保証制度の改革があり、再挑戦できる可能性
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が生まれることになったわけですが、中小企業

経営力強化支援法の施行を受け、経営改善に取

り組んでいる県内中小企業の現状と、それを推

進する県の取り組みについて、商工観光労働部

長にお伺いいたします。

中小企業○商工観光労働部長（茂 雄二君）

経営力強化支援法は、商工団体、金融機関、税

理士等を中小企業の支援機関として認定し、専

門性の高い経営支援を実現することなどによ

り、経営力の強化を図るものであります。県内

では、現在、138の支援機関が認定され、この機

関を利用した経営改善計画の策定に係る国の補

助も、昨年度末から本年１月末までの約10カ月

間で23件が決定されるなど、中小企業による経

営改善の取り組みが徐々に進んでいるものと認

識しております。県におきましても、この法律

の施行の前から、相談体制の構築や、商工団体

と金融機関の連携強化に取り組んできたところ

でありますが、今年度は、中小企業が認定支援

機関を利用して経営改善に取り組む際の有利な

融資制度を設けるなど、関係団体と連携を図り

ながら、中小企業の経営改善を支援していると

ころであります。

きょうお昼のニュースでまた○河野哲也議員

倒産のニュースが入りましたけど、何とか食い

とめていただきたいというふうに思います。

済みません、だんだん声が出なくなってきま

した。聞き取りにくいと思いますが、よろしく

お願いします。

続いて、農業政策について３点、農政水産部

長にお伺いいたします。

先ほどの川上村の農業の件なんですが、詳細

を報告したいんですが、時間がありませんの

で、農業活性化研究所の大澤代表の言葉をかり

たいと思います。「川上村は、地域の強みを生

かせば、農業で大きな成功が得られることを示

しています。200兆円という世界一の経済規模を

誇る都市圏へ、収穫した新鮮なレタスをその日

のうちに届ける供給基地としての地位を川上村

は確立いたしました。地域の個性はそのまま競

争力の源泉となります。レタスの一点集中主義

です。全国を見渡せば、標高差のある中山間地

に農地が点在するような一見不利な環境でも、

そのハンディを逆手に、気温差で繁忙期の異な

る多様な農作物をつくって成功している地域も

あります。これは地域の個性を考える上で示唆

的です」とありました。まずは、本県農業産出

額が口蹄疫後、初めて上向きに転じましたが、

県は、攻めの農業の観点から、今後の農業振興

にどう取り組むおつもりか、お伺いいたしたい

と思います。

農業産出額の○農政水産部長（緒方文彦君）

動向は上向きに転じたところでありますが、一

方で、農業を取り巻く状況は、依然として大変

厳しい状況にあると認識いたしております。こ

のような中、本県農業の新たな成長産業化を進

めるためには、意欲ある担い手の育成強化が急

務となっていることから、品目や産地といっ

た、いわゆる産地単位で地域農業を牽引してい

く経営体の育成に取り組んでまいりたいと考え

ております。

同時に、フードビジネスを支える本県農業の

競争力を高めていくためには、力強い生産体制

の構築が重要でありますことから、マーケット

インの視点から、実需者ニーズに的確に対応し

た生産体制や、新たな販路の開拓に重点的に取

り組んでまいりたいと考えております。県とい

たしましては、御指摘にもございましたとお

り、中山間地域等の本県の多様な地域実態に応

じた担い手の育成や、フードビジネスの振興を
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積極的に推し進めてまいりたいと考えておりま

す。

次の２問は、きのう、きょう○河野哲也議員

と重複しておりますが、質問をさせていただき

たいと思います。

昨年11月、農林水産省主催の2013年度農林水

産祭・むらづくり部門で最高の賞「天皇杯」を

受賞した、えびの市の田代自治会を県議団で訪

問させていただきました。住民総出の水路の保

全活動、伝統文化の継承などが高い評価を得た

もので、地区の若者が活動の中心となって、世

代間のパイプ役として、住民一丸のむらづくり

に大きく貢献したというところが、大きな評価

対象だったようです。

田代地区では、全124世帯のうち、44％の54世

帯が農業を営み、地区内で管理する湧水を利用

した水稲や野菜の栽培が盛んに行われていま

す。しかし、以前は、豊かな自然を活用する一

方で、作物を栽培する農地は、区画が狭く散在

し、生産効率が悪いという課題もあり、その影

響で、次第に若者が集落から離れていったそう

です。こうした中、同地区では、住民の営農維

持に対する危機感から、平成４年に、市内の他

地域に先駆けて、国の中山間地域農村活性化総

合整備事業を活用し、農業生産と生活環境の基

盤整備を一体的に進めてきたとのことでした。

集落内での意思疎通を図った結果、集落の農地

は集落で守るという意識が芽生えたと話してお

られました。同事業の実施を契機に集約化がで

き、農業の生産性が向上し、農家の収入も増

加。地区内の認定農業者13経営体のうち、11経

営体で後継者を確保することができています。

まさにここは農地の集約化が成功したところ

でございますが、県内このようなところばかり

ではありません。国の攻めの農林水産業の展開

方向の中に、農地中間管理機構の整備・活用と

ありますが、現場はうまくいくかとの危惧があ

るようです。農地中間管理機構は、農地の点

在、所有者の分散・不在等、集約の難しい本県

の実態にそぐわないのではと危惧されています

が、農地の集約をどのようにしていくか、お伺

いしたいと思います。

これまでの農○農政水産部長（緒方文彦君）

地流動化の取り組みにより、担い手の経営規模

は徐々に拡大はしておりますが、個別相対で農

地の貸し借りが行われているため、担い手が利

用する農地の分散化が進みまして、生産効率が

上がらないといった状況がございます。

今回の農地中間管理機構では、いまだ集積さ

れていない農地だけでなく、既に担い手に集積

している農地も一旦機構が預かりまして、担い

手ごとに面的にまとめて再配分できることか

ら、県といたしましては、この機構の仕組みを

最大限に活用して、分散化した農地を集約化し

ていきたいと考えております。

そのためには、地域の中で誰がその農地を担

うのか等、農地利用の方向性をしっかり議論す

ることが重要と考えておりますことから、機構

の活用とあわせまして、地域の徹底した話し合

いによる人・農地プランの作成・見直しを推進

しながら、農地の集約化に取り組んでまいりた

いと考えております。

どうか現場の不安を払拭する○河野哲也議員

対策を打つよう要望したいと思います。

延岡家畜市場で実施されました１月期子牛郡

共進会に参加させていただいて、会場を回りな

がら、改めて畜産農家の現状をお聞きしまし

た。「2010年口蹄疫発生で、伝説の種牛と呼ば

れた「安平」初め、牛や豚が約29万頭殺処分さ

れたその悪夢から３年半、やっと子牛の価格も
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安定し、持ち直してきた」との声がありまし

た。また、「畜産農家の高齢化が課題だが、地

域で団結し、安全で安心なブランド力を築いて

いる」と、活気が戻った市場に満足している関

係者もいました。しかし、一方で、「肉用牛繁

殖雌牛が減少している。５年もたない」という

声も聞いたわけです。県内で牛を育てるという

ことは、直接的な牛関係者だけではなく、獣医

師、人工授精師、削蹄師、運送会社など、20近

くの職業を守ることでもあります。繁殖農家の

安定が喫緊の課題であると考えますが、現状認

識と喫緊の課題である対策をどのように考えて

いるか。よろしくお願いします。

肉用牛繁殖経○農政水産部長（緒方文彦君）

営につきましては、本県も含めて全国的に、高

齢化等による離農が進んでおりますことから、

飼養頭数が減少しております。県といたしまし

ては、これまでも、新規就農や既存農家の規模

拡大を進めるための畜舎建設等に係る支援を初

め、増頭のための繁殖雌牛の導入支援など、さ

まざまな対策を講じてきたところでございま

す。今後は、これまでの対策に加えまして、Ｊ

Ａ等が運営する繁殖センターへの支援や、離農

による空き牛舎の利活用に向けた支援を進める

ことで、肉用牛繁殖基盤の維持強化を図ってま

いりたいと考えております。

とにかく農家の不安は、間に○河野哲也議員

合うかということでありますので、どうかよろ

しくお願いします。

「里山資本主義」という本で著者の藻谷浩介

氏は、「日本では、国にできないことを先に地

方からやってしまうことが事を動かす秘訣なの

だ」と述べています。私はこの本で、国産材活

用の手段として期待されているＣＬＴ（直交集

成板）の存在を知り、調査を始めました。ＣＬ

Ｔは、木の板を繊維方向から交差するように重

ねて接着し、かたい、厚い板にする技術です。

国産の杉など強度が弱い木から、高層建築でも

使えるほどの強度が高い建築材をつくり出すこ

とができるとされています。１月19日にＣＬＴ

の日本農林規格が施行され、ＣＬＴの国内利用

への第一歩を踏み出しました。耐震実験では、

阪神・淡路大震災と同じ揺れでも耐え、耐火実

験でも、1,000度以上で燃えている部屋の隣で常

温、燃える速度も１分間に0.6ミリと遅い。安全

性は圧倒的に高い結果が出ております。日本で

はまだ、ＣＬＴは建築基準法で構造材として認

証されていませんが、これが認められれば、国

内で耐火性能が評価され、普及は進むと考えま

す。既にＣＬＴを手がけておられる岡山の名建

工業の中島社長は、「平成29年ごろには７階建

てぐらいの木造建築が可能になる。そして、Ｃ

ＬＴは新しい付加価値を持った商品を提供でき

る技術になる。雇用につながり、地域活性化に

もなる。中山間地域から今までと全然違う動き

がいっぱい出てくれば、地方は元気になる」と

答えておりました。そこで、宮崎杉活用の手段

として期待されるＣＬＴについてどのように認

識しているか、普及に取り組む考えはないか、

環境森林部長にお伺いいたします。

ＣＬＴにつき○環境森林部長（堀野 誠君）

ましては、強度が高く、欧米を中心に中高層の

マンション等で使用されるなど、普及が進んで

おります。一方、我が国においては、建築基準

法上、ＣＬＴを構造材として使用するために

は、建築物件ごとに国土交通大臣の認定をとら

なければならないなど、普及に当たっては関係

法令等の整備が課題であります。しかしなが

ら、ＣＬＴは比較的低質の木材でも使えること

や、中構想の建築物において、コンクリート等
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にかわり、大量に利用される可能性があること

などから、県産材の新たな需要分野として期待

しているところであり、平成24年11月には、イ

タリアからＣＬＴの専門家を宮崎に招き、シン

ポジウムを開催したところであります。県とい

たしましては、ＣＬＴ構法の一般化に向けた検

討状況等について情報収集を行うとともに、引

き続き、木材利用技術センターを中心に、杉の

ＣＬＴを使った建築構法の研究などに取り組ん

でまいりたいと考えております。

今までも委員会等で、耐火性○河野哲也議員

を高める集成材技術、耐震性を高める構法等を

調査してきましたが、このＣＬＴと組み合わせ

ることで、宮崎の杉は大いに活用されると考え

ます。どうか真剣な取り組みをお願いしたいと

思います。

１月衆議院、井上幹事長の代表質問の答弁

で、太田国交大臣は、「公共事業の円滑な執行

には、人材や資材の状況をきめ細かく注視し、

対策を講じる必要がある。予定価格の積算に用

いる労務単価については、昨年、16年ぶりに大

幅に引き上げたが、技能労働者の賃金が上昇傾

向にあることから、引き上げを来月よりさらに

実施する」と答弁され、本来４月改定を２カ月

前倒しして労務単価の引き上げが発表されまし

た。本県の建設業の技術者不足等が深刻になっ

ている中、本県ではどのように対応されるの

か、県土整備部長にお伺いいたします。

国土交通省○県土整備部長（大田原宣治君）

では、最近の建設労働者の不足などに伴う賃金

水準の上昇を適切・迅速に反映するため、公共

工事設計労務単価について、例年の４月から２

カ月間前倒しを行い、２月に引き上げたところ

であります。これを受け、本県におきまして

も、労務単価を平均で6.6％引き上げ、１日当た

り１万8,517円とし、同じく２月から適用してい

るところです。建設産業は本県の重要な産業で

ありますことから、今回、労務単価が昨年４月

の改定とあわせ、前年度比で20％を超える大幅

な上昇となったことは、建設労働者の雇用環境

の改善や、地域経済全体の活性化に寄与するも

のと考えております。

雇用の改善、そして、これで○河野哲也議員

一つでも公共事業の入札不調が少なくなればと

願っております。委員会で今後も実績を確認し

ていきたいと思います。

続いて、防災・減災対策について、危機管理

統括監にお伺いいたします。

今月13日の県危機管理防災研修でありました

が、災害に強い情報伝達技術の研究開発が急務

であると感じました。災害時に役立つＩＣＴは

多様化し、今後も発展すると考えますが、県と

して、ＩＣＴを活用し、迅速・的確に被災状況

を把握し伝達する技術等を導入する考えがある

か、お伺いいたします。

大規模災○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

害発生時には、被災情報の迅速・的確な収集把

握と、関係機関・住民等へ伝達・共有すること

が、その後の応急対策、復旧対策を進める上で

極めて重要であると認識しております。このた

め、県といたしましては、今年度、市町村や気

象庁等から、さまざまな被災状況に関する情報

を収集するとともに、必要な内容を住民や市町

村に情報提供するための新たなシステムとし

て、災害対策支援情報システムの整備に取り組

んでいるところでございます。これらＩＣＴの

防災への活用につきましては、今後もさまざま

な新技術の開発などが進むものと考えておりま

して、国の事業を活用するなど、機会を捉えな

がら、本県への導入に向けて検討してまいりた
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いと考えております。

モデルが結構発表されました○河野哲也議員

けど、一つでも採用されればという感を持ちま

した。

今月８日に、我々県議団は、公明党の井上義

久幹事長とともに、３年前の新燃岳の噴火に

よって降灰被害を受けた小学校、それから、新

燃岳の降灰を利用している地元企業を視察し

て、地元公民館長との意見交換をしました。幹

事長の感想でもありますが、地域で団結し、風

化を防ぐ取り組みが進んでいると実感したとこ

ろでございます。そこで、新燃岳の噴火から３

年が経過いたしましたが、火山活動を注視しな

ければならない新燃岳について、防災訓練を含

めて、住民への情報伝達体制、避難支援に関す

る現状と今後の取り組みについてお伺いいたし

ます。

中央から○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

の関心がややもすると薄れる中で、３年経過す

る中で御視察いただいたことに感謝申し上げた

いと思います。新燃岳の火山活動は、現在、落

ちついた状態が続いておりますが、依然として

小規模な噴火が発生する可能性は残っておりま

して、引き続き注視する必要があると感じてお

ります。

このような中、近隣の都城市、小林市、えび

の市、高原町では、住民への情報伝達体制につ

いて、広報車による周知に加えまして、防災行

政無線の受信機を避難対象地域の各家庭に設置

したり、エリアメールを活用するなど、その強

化に努めているところでございます。さらに、

住民の避難対策につきましては、大規模な噴火

が起こった場合の災害区域予測図を作成し、各

家庭等に配布するとともに、避難指示の発令や

避難所の開設、災害時要援護者の把握など、詳

細にわたって避難計画を作成しているところで

あります。県といたしましては、今後とも、県

境を越えて関係自治体や防災関係機関等との連

携を図りながら、万一に備えた体制の維持に努

めてまいります。

昨日、マグマだまりが膨張傾○河野哲也議員

向にあるという報道がありましたけど、小学校

を訪問したときに、校庭でゲートボールをされ

ていた高齢者の方が、「もうあの怖い思いはし

たくない」と、本当に心底語っておられました

ので、どうか今後も注視して、しっかり手を

打っていただきたいというふうに思います。

今回の調査を通じて、自主防災組織の推進、

地域ぐるみの避難体制の促進等、重要性を再確

認いたしました。そこで、ボランティア活動の

活性化など環境整備を図るため、災害ボラン

ティア保険の保険料について公費負担を実現す

ることができないか、県のお考えをお伺いしま

す。

災害ボラ○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

ンティア保険は、その活動を円滑に進めるため

に大変有効なものであるというふうに認識をし

ております。本県でも、平成17年の台風14号災

害を契機に、翌18年度から３年間、公費負担を

実施し、20年度をもって一旦終了しているとい

う例がございます。23年１月に発生いたしまし

た新燃岳噴火の際には、高原町におきまして、

町の社会福祉協議会が費用負担をしておりま

す。また、３月に発生した東日本大震災におき

ましては、その被害の甚大さなどから、赤い羽

根共同募金会が同様の負担を行っている事例が

あるところでございます。このようなことか

ら、大規模災害が発生した場合には、公的にボ

ランティア保険を用いた対応を行うことは可能

であるというふうに考えておりまして、今後、
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社会福祉協議会や赤い羽根共同募金会などとも

情報交換を行いながら、対応を検討してまいり

たいと考えております。

どうかよろしくお願いしま○河野哲也議員

す。

昨日出ましたので、きょうは質問しません

が、消防団支援法に基づく消防団の充実、それ

から機能強化について市町村の支援、これもあ

わせて取り組んでいただくことを要望したいと

思います。

その他の重要な県政課題について伺います。

まずは、高齢者の安心・安全についてでござ

います。全国で振り込め詐欺の被害者の６割以

上が高齢者であると言われています。被害総

額160億とも言われています。県内においても、

高齢者の特殊詐欺事件が拡大しているようであ

ります。先日、宮崎市・70代女性は、ロト６当

選番号を事前に教えるなどとして580万だまし取

られる事件、延岡市でも70代女性が、宝石代理

購入で300万の詐欺事件があり、被害届が出され

ました。平成24年９月に、我が会派の新見代表

が質問していますが、急増しているこの現状に

警察本部長の答弁は、「高齢者等に対する防犯

広報や金融機関と連携した水際対策等の被害防

止対策につきましても、引き続き強化してまい

ります」とのことでありましたが、巧妙化する

振り込め詐欺事件等の特殊詐欺の現状と高齢者

の被害をなくすための対策を、警察本部長、お

聞かせください。

本県における特○警察本部長（白川靖浩君）

殊詐欺の現状につきましては、平成25年中、件

数で50件、金額で２億3,139万円の被害を認知

し、残念ながら被害金額は過去最高となってお

ります。また、一昨日、80歳代の女性でござい

ますが、ダイヤモンド代理購入契約名下で現

金3,500万円の被害が出ているところでございま

す。大変残念なことと、県警本部としても思っ

ております。

警察では、特殊詐欺の抑止のためには、検挙

と予防の両面で取り組むことが重要と考えてお

ります。検挙対策としましては、例えば、現金

受け取り型の特殊詐欺では、いわゆる「だまさ

れたふり作戦」というふうに申しております

が、被害者の御協力を得て、首都圏から現金を

受け取りに来た被疑者を逮捕し、そこから組織

の中枢に迫る捜査に努めております。他方、予

防策としましては、高齢者を中心に、被害状況

をタイムリーに情報発信するよう努めているほ

か、金融機関やコンビニエンスストアなどの協

力を得て、振り込みの未然防止にも取り組んで

おります。その結果、声かけなどにより被害を

未然に防止した、いわゆる阻止率は59.5％とい

うことになっております。県警察では、以上申

し上げた対策を総力を挙げて推進し、特殊詐欺

の抑止に取り組んでまいります。

実は、先ほど本部長のほうか○河野哲也議員

らありました事件は、市の職員を装ってという

か、信頼すべきところを使って、本当に巧妙化

しているということを考えると、詐欺行為集団

からの電話を阻止するということはできないの

かなというか、電話会社と提携して、そういう

サービスを利用したものとかできないのかなと

いうのを検討していただくとありがたいと思い

ます。

また、全国的に、消費生活に関する高齢者の

相談が依然として10万件を超えているとお聞き

しています。特に強制販売の相談が顕著で、電

話勧誘販売が19.9％、続いて家庭訪問販売

が14.7％となっています。県内の状況と取り組

みはどうなっているでしょうか、総合政策部
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長、お願いいたします。

平成24年度に○総合政策部長（土持正弘君）

県の消費生活センターに寄せられた苦情相談

は7,189件でありまして、年代別で見ると、60歳

代が1,052件、70歳以上が1,543件で、合わせま

して、60歳以上が全体の36.1％を占めておりま

す。また、その苦情相談の内容を見ますと、60

歳代では情報サイトの料金請求に関するも

の、70歳以上では健康食品に関する相談が最も

多くなっており、最近の特徴といたしまして

は、従来からの架空の投資商品等に関するもの

に加え、注文した覚えのない健康食品の送りつ

けといった悪質なものがふえている状況にあり

ます。このため、県消費生活センターでは、こ

うした高齢者等の消費者被害の未然防止を図る

ため、高齢者はもとより、民生委員や社会福祉

関係者等を対象に、県内各地で出前講座を行い

ますとともに、消費者行政活性化基金を活用い

たしまして、テレビ・ラジオでの啓発や映画館

等でのＣＭ放映、新聞広告など、広報啓発に努

めているところであります。悪質商法の手口は

ますます複雑・巧妙化の傾向にありますので、

今後とも、高齢者等の被害防止に向けて、的確

かつ効果的な広報啓発に取り組んでまいりたい

と考えております。

どれだけ高齢者がつらい目に○河野哲也議員

遭っているかということを考えると、対策を

しっかり打っていただきたいと思います。

最後に、県の調査によると、養護者による高

齢者虐待のうち、被害者の７割が要介護認定で

あると聞いています。県内の状況把握と虐待防

止の対策について、福祉保健部長にお伺いいた

します。

県が実施いた○福祉保健部長（佐藤健司君）

しました調査によりますと、市町村によって確

認されました、養護者による虐待を受けた高齢

者は、平成24年度が125人となっております。こ

のうち要介護認定者は80人であり、全体の64％

となっております。こうした極めて残念な状況

を未然に防止するため、県では、虐待の兆候に

気づきやすい立場にある訪問介護員や介護支援

専門員などの介護サービス従事者を対象に、虐

待防止をテーマとした研修を行っております。

また、市町村や地域包括支援センターの職員に

対する研修会を開催し、介護の負担を一人で抱

えている、あるいは近所づき合いがないなど、

虐待が起こりやすい養護者への対応能力の向上

等にも努めております。さらに、地域における

見守りも重要でありますことから、本年２月

に、電気・ガスや宅配業などの民間事業者の方

々と「みやざき地域見守り応援隊」を結成し、

見守り活動に取り組んでいくこととしておりま

す。

ちょっと１問飛ばして、地域○河野哲也議員

包括ケアシステムの構築について、引き続き３

点、福祉保健部長にお伺いします。

介護保険法の改正に伴って、第５期の介護保

険事業計画の中に地域包括ケア推進が盛り込ま

れました。高齢者が住みなれた地域で安心して

生活できるよう、医療、介護、予防や多様な生

活支援サービス等を、包括的・継続的に提供で

きる体制の整備が図られることになります。最

初に、このシステムの取り組みの視点につい

て、県の考え方を確認いたします。

高齢者の多く○福祉保健部長（佐藤健司君）

は、介護や支援が必要な状態になっても、住み

なれた地域で暮らし続けることを望んでおら

れ、また、今後増加が見込まれる認知症の方に

は、急激な環境の変化は症状の進行を早めるお

それがあると聞いております。こうしたことか
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ら、関係者が可能な限り住みなれた地域で生活

を営むことができるよう、現在、地域包括ケア

システムの構築を進めております。地域包括ケ

アシステムと言いましても、なかなかわかりづ

らいわけでございますが、医療、介護、予防、

住まい、生活支援の５つのサービスを、現在ま

ではそれぞれがそれぞれ頑張っていた。利用者

サイドから言えば、それぞれのサービスにすき

間があったといったことも反省し、高齢者を地

域全体で支えようとするものでございまして、

その構築には関係者の連携・協力が不可欠でご

ざいますので、県といたしましては、これらの

取り組みが円滑に進むよう、適切に支援してま

いりたいと考えております。

医療と介護の連携強化、一体○河野哲也議員

的に提供という視点がございました。市町村が

実施して、その連携強化を県が支援していくと

いうことになると思いますが、市町村によって

は、現時点での力量に差があると感じておりま

す。私が調査いたしました長野県の川上村は、

在宅みとり率、40～50％でした。ヘルシーパー

ク構想のもとに、保健、福祉、医療、介護の一

元化を図られて、一つの建物に、人的配置も含

めて全て網羅されてありました。宮崎はまだま

だ、医療、介護、福祉の連携がなかなかとれて

いない市町村があります。このシステムは、地

域包括支援センターの医療と介護のコーディネ

ート、ここの役割が一層求められる事業ではな

いかと思いますが、県として、医療と介護の連

携強化に向け、市町村をどのようにサポートさ

れていくか、お伺いいたします。

地域ケアシス○福祉保健部長（佐藤健司君）

テムを構築し、医療と介護の連携を強化してい

くためには、各市町村において、多職種のネッ

トワークをつくることが重要でありますが、そ

のネットワーク構築のため有効な手法とされて

いるのが、地域包括支援センター等による地域

ケア会議の開催であります。この会議は、個別

ケースのケア方針の検討などを行うため、行政

機関、医療機関、介護事業者等の関係者により

構成されるものですが、県では現在、広域支援

員や専門職の派遣、モデル市町村の指定などに

より、この会議を支援しております。さらに、

今回の介護保険法改正により、今後は、市町村

が主体的に在宅医療と介護の連携に取り組むこ

ととされておりますので、県としましては、県

医師会とも連携しながら、関係者の研修や関係

機関との調整など、市町村が円滑に対応できる

よう支援をしてまいりたいと考えております。

それぞれの地域地域でいい事○河野哲也議員

例があったら紹介し、全県下で地域包括支援セ

ンターの機能が強化されていくような取り組み

を推進していただきたいと思います。

次に、介護サービスの充実強化です。介護保

険サービスに新たに創設された定期巡回・随時

対応型の訪問介護看護事業というのがございま

す。公明党でも以前、介護総点検をやらせてい

ただきましたが、介護を受ける方、それから御

家族の介護をされる方、また若い人たちに、今

の介護の問題についてさまざまなアンケート調

査をしてみました。「最終的に自分自身がどこ

で見てもらいたいか」という問いについては、

「住みなれた自宅で」というのが一番多かった

わけですけど、それでも、子供に面倒をかけた

くないということで、施設入所を希望される方

もたくさんいました。在宅で見られている方の

中で、「どんな希望がありますか」というふう

な問いかけの中には、「ショートステイとかレ

スパイトといったものがいつでも使えるよう

に」というものがございましたが、「夜間、夜
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中に何かあったときにすぐ対応してほしい」と

いう要望もかなりありました。本県の導入の現

状と取り組みについてお伺いいたします。

定期巡回・随○福祉保健部長（佐藤健司君）

時対応型訪問介護看護は、介護と看護の一体的

な提供、いつでもこういったサービスが受けら

れると、そういう考え方のサービスであります

が、課題もございまして、例えば、必要な看護

師と訪問看護員を同時に確保する難しさ、また

採算性の問題、さらには、訪問看護ステーショ

ン等類似のサービスが既に実施されていること

などから、これまで参入する事業者がありませ

んでしたが、今月から、西都市内でのサービス

提供が開始されているところであります。県と

いたしましては、このサービスは、医療や看護

ニーズに臨機応変な対応も期待できますことか

ら、市町村や開設を検討している事業者に対し

て、県内外の事例の紹介や交付金の活用などに

より、事業の展開を促進してまいりたいと考え

ております。

済みません、先ほどの１問、○河野哲也議員

ちょっと時間ができたので、よろしいでしょう

か。

高齢者の安全・安心、それから包括ケアシス

テムの以上のことから、これから超高齢社会の

進展とともに、高齢者の日常の安心が保障され

るかということが大事な視点になってくると思

います。県の御尽力、どうかよろしくお願いし

たいと思います。

脳脊髄液減少症についてでございます。脳脊

髄液減少症への認識と患者への理解を深めるた

め、宮崎県難病団体連絡協議会主催の医療講演

会が１月17日、市の保健所で行われました。県

のオピニオンリーダー育成・強化事業を活用し

て開催され、国際医療福祉大学熱海病院・脳神

経外科の篠永正道教授を講師に迎え、県内の医

療や警察、学校関係者など170人が出席、公明党

県議団も参加させていただきました。講演の中

で篠永教授は、交通事故やスポーツ外傷などが

原因となる同症の主な症状について説明。治療

法であるブラッドパッチの現状についても解説

し、「講演会を通じて患者への理解が深まって

ほしい」と訴えておられました。県としては、

この講演会を踏まえて、今後さらなる支援をど

う考えているか、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

今お話のよう○福祉保健部長（佐藤健司君）

に、先月開催いたしました脳脊髄液減少症医療

講演会でありますが、脳脊髄液減少症の診療で

は第一人者の医師を県外から招聘し、さまざま

な観点から御講演をいただきました。参加した

多くの医療・介護、教育、警察関係者の間で、

脳脊髄液減少症への理解が深まり、スポーツ外

傷や交通事故処理などにおいて、この病気を念

頭に置いた、より適切な対応につながるものと

考えております。また、この講演会や患者の方

々の日常生活が報道されたことから、この病気

への県民の理解も促進されたと考えておりま

す。私も、この講演会を開催して大変よかった

なというふうに思ったところであります。な

お、この講演会資料につきましては、県のホー

ムページに紹介しておりますが、今後も、この

病気に関する情報提供の充実や関係者への啓発

を図りますとともに、宮崎県難病相談・支援セ

ンターを中心に、患者の方々の相談に適切に応

じていきたいと考えております。

促進をよろしくお願いしたい○河野哲也議員

と思います。

最後です。土呂久地区における公害健康被害

についてお伺いいたします。この問題は、土呂
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久鉱山から生じたヒ素中毒によって発生したも

ので、鉱山の閉山から50年以上経過した今でも

症状に苦しんでいる患者がいらっしゃって、ま

た、今、やっと新たに認定される方もいます。

私は、この問題は決して過去の問題ではなく、

現在の問題であると認識しております。そこ

で、これまでの認定患者の状況と認定基準はど

うなっているか、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

土呂久地区の○環境森林部長（堀野 誠君）

公害健康被害につきましては、公害健康被害の

補償等に関する法律等に基づき、昭和47年８月

から現在までに190名の方を認定しており、現在

の認定患者数は47名となっております。専門の

医師によりますと、慢性ヒ素中毒症は、発症ま

で相当の期間がかかる場合があり、平成24年度

においても、３名の方が新たに認定されており

ます。

認定の基準につきましては、まず、ヒ素濃厚

汚染地域に居住され、長期にわたりその影響を

受けられた方で、ヒ素中毒症に特徴的な皮膚症

状などを有することとされております。また、

認定に当たりましては、健康被害者からの申請

に基づきまして、公害に係る健康被害に関し学

識経験を有する専門家で構成する公害健康被害

認定審査会の意見をお聞きしまして、知事が

行っております。

土呂久慢性ヒ素中毒患者はゼ○河野哲也議員

ロではないということ、24年度の大検診でも74

名の方が受診されていました。最近、報道等

で、イタイイタイ病、水俣病患者救済に動きが

ありましたが、土呂久健康被害の問題とこの２

つの違いは、土呂久地区健康被害は、原因企業

が現在存在しないということです。つまり、県

が救済しなきゃならないということになりま

す。そこで、県は現在どのような支援を行って

いるか、環境森林部長にお伺いいたします。

土呂久地区の○環境森林部長（堀野 誠君）

公害健康被害の認定患者の方につきましては、

法律に基づく補償制度として、医療費や障害の

程度に応じた障害補償費等が支給されておりま

す。県の取り組みといたしましては、認定患者

や土呂久地区の住民の方々に加えまして、鉱山

の操業当時に土呂久地区に居住されていた方を

対象に、毎年、高千穂保健所で健康観察検診を

実施し、その結果に基づきまして保健指導を

行っております。また、県内に居住されている

公害健康被害の認定患者の方につきましては、

年１回、２万5,000円を限度に、温泉保養等に要

する費用を支給しております。県としまして

は、認定患者の方々は高齢化されておりますの

で、今後ともきめ細かな支援に努めてまいりた

いと考えております。

認定患者の皆様も高齢化して○河野哲也議員

きています。どうか少しでも患者の痛み、苦し

みを和らげる努力を、今後もしっかりとお願い

したいと思います。

以上で代表質問を終わらせていただきます。

（拍手）

ここで休憩いたします。○福田作弥議長

午後２時23分休憩

午後２時40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、愛みやざき、図師博規議員。

〔登壇〕（拍手） 愛みやざき○図師博規議員

を代表いたしまして、先般通告しておりました

質問項目につきまして、順次質問をしてまいり

ます。
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まず、知事の政治姿勢及び漁業者支援につい

てお伺いいたします。

県内の漁業に多大な被害を及ぼしている日本

と台湾の漁業交渉の内容についてですが、今ま

で、先島諸島及び尖閣諸島周辺水域を含む沖縄

県西側水域、いわゆる久米西と呼ばれる水域

は、本県のカツオ一本釣り漁業とマグロはえ縄

漁業において格好の漁場であり、重要な水域で

あります。

その水域が、昨年４月10日の日台漁業交渉で

締結された内容では法令適用除外水域とされ、

日台双方がみずからの漁業関連法を相手側に適

用しない水域、つまり同水域において台湾船も

自由に操業できることとなり、台湾側に大幅に

譲歩した形での水域設定が行われました。

特に、このときあわせて設定された特別協力

水域を含む北緯27度線以南、尖閣諸島周辺から

東の水域は、明確な我が国の排他的200海里水域

であるという認識のもと、これまで本県漁業者

も集中的に操業を行ってきた水域であります。

ところが、今回の日台交渉は、本県のみなら

ず、日本の水産漁業に激しい影響を及ぼす事態

であるにもかかわらず、漁業者を初め、漁港に

も、漁業協同組合連合会にも、さらには行政関

係者にも詳細な情報が知らされることなく、頭

越しに国と台湾当局が勝手に合意した内容で

す。このような暴挙は到底許されるものではな

く、県漁連も即座、昨年５月２日に、農林水産

大臣及び副大臣、水産庁長官へ日台交渉の白紙

撤回を求める抗議文を出されています。

しかし、国は合意内容を見直すことなく、５

月10日に日台漁業取り決めを発効し、漁業者の

声を踏みにじる決定を下しました。その後、国

は、日本と台湾の漁業者間会合を設定したり、

水産庁が説明会や意見交換会を開催するなどし

て、台湾との操業ルール案の構築に努めてはい

ますが、全くの本末転倒で、台湾側からは、日

本から操業ルールが策定できるまで漁を自粛す

るように求められたが、そんなことは取り決め

前にすべきことで、日本側が漁業者から理解を

得ていなかったことが問題だと、全く相手にさ

れず、今まさに日本の漁場であった水域に大量

の台湾船が押し寄せています。この敗北的譲歩

は、対台湾だけでなく、今後、中国や韓国との

水域交渉においても大きな影を落とすことは間

違いありません。

私の手元に、実際、沖縄周辺水域へ漁に行か

れた漁師さんが撮られた写真があります。これ

を資料として配付できないことはまことに残念

ですが、写真には数十隻の船団を組んで日本の

水域を我が物顔で操業する外国船が写っていま

す。これが日台漁業取り決め以降激変した漁業

水域の実態です。

このような県内漁業者の生活を切り捨てる一

方的な日台漁業取り決めの内容を含め、漁業関

係者のみならず、我々行政関係者をも無視し、

国益を大きく損なう合意をした日本の国の政府

の動向について、知事はどのような見解をお持

ちか伺います。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

日台漁業取り決めについてであります。日台

漁業取り決めとは、平成25年４月、日本の排他

的経済水域内に、台湾漁船の自由操業を認める

法令適用除外水域や、我が国の法令下で操業を

認める特別協力水域が設定されたものでありま

す。

この中で、特別協力水域は本県のマグロはえ
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縄漁業にとっても重要な漁場でありますので、

取り決めが、本県漁業者への十分な説明もな

く、また操業ルールの構築もなされないままに

締結されたことはまことに遺憾であります。

このため、県では直ちに国に対しまして、本

県漁業者への十分な説明と操業ルール策定に係

る協議への参加について強く要請をしたところ

でございます。以上であります。〔降壇〕

ただいま知事が国の対応につ○図師博規議員

いて大変遺憾であるという意思表示をされたこ

とは、少なからず漁業者には伝わっていくもの

と思いますが、さらに踏み込んだ取り組みをお

願いしたいと思います。

本県の漁業者が甚大な被害をこうむっている

のは、水域だけの問題ではないんです。先島・

尖閣諸島周辺は、メバチなどの好漁場であり、

またマグロはえ縄船の本県からの操業もすごく

盛んでした。しかし、10数年前より台湾船によ

るマグロはえ縄の切断や盗難、さらには網など

の設置標識として設ける電波を発するラジオブ

イというものがありますが、これらの盗難が相

次ぐなど、漁具の被害も深刻です。今後、台湾

船が日本水域に入り込むことにより、漁具被害

が増大することが予想されます。

事実、日台漁業取り決め直後に、日向漁港の

「日の出丸」が、台湾船からはえ縄を切られ、

ラジオブイを盗まれたり、川南漁港の「光宝

丸」が、はえ縄を浮かべるためのビン玉という

ものがありますが、これを故意に切られ、網が

沈められ、複数のラジオブイが潰されるという

被害が出ています。ちなみに、ラジオブイは１

個15万円から30万円もする高価な漁具です。

さらに問題なのは、本県漁業者は外国船が近

くで操業することに対して強い嫌悪感を持って

おられ、要らぬ被害を恐れ、せっかく漁場まで

２日かけてたどり着かれても、漁船を発見する

と、ほかの漁場に移られるとか引き返すことを

余儀なくされているという実態があります。

燃油の高騰が続く中、宮崎から沖縄県西側水

域まで往復すると４日かかり、大体８キロリッ

トルから10キロリットルもの重油が必要とな

り、それだけでも100万円程度の経費が発生する

のです。このことにより、先島・尖閣諸島水域

での本県マグロはえ縄船の操業船数も操業日数

も年々減少しています。髙橋議員も言われまし

た。日南からは昨年、漁には１隻も出られな

かったんです。

外国船から被害を受けた漁具に関して国の対

応は遅く、「日の出丸」もいまだ何ら補償を受

けることができていません。ましてや、漁場が

荒らされ、占領されていることにより漁ができ

ないという漁業補償については、法整備すらさ

れていません。さきにも述べましたが、日台合

意は法令適用除外水域があり、文字どおり双方

の法令を適用しなくていい水域なわけですか

ら、今後、台湾船の横行が増加することは明ら

かです。知事は、このように県内漁業者が漁具

被害に遭っていることや、被害を避けるため操

業を断念せざるを得ない状況に追いやられてい

る、その現状に対してどのような認識やどのよ

うな憤りをお持ちか、お伺いいたします。

日台漁業取り決めの対○知事（河野俊嗣君）

象海域におきましては、いずれも原因者が特定

されてはおりませんが、平成20年から24年の間

に、漁具の破損や喪失が13件発生いたしており

ます。

また、日台漁業取り決めが発効した昨年の５

月10日以降は、本県漁業者が台湾漁船とのトラ

ブルを避け、この水域での操業を自粛したた

め、結果として、漁具被害は減少したものの、
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今御指摘がありましたが、漁場利用に大きな制

約を受けたところであります。

このため県では、直ちに国に対しまして、本

県漁業者の安全な操業を確保するよう要請した

ところであり、平成26年１月の日台漁業委員会

におきまして、本県漁業者の従前どおりの操業

を可能とするルールが合意、決定されたところ

であります。さらに、平成25年度補正予算にお

きまして、漁具被害が発生した際の救済措置に

係る基金が積み増しをされたところでありま

す。

これまでの経緯、またそれに伴う漁業者の方

の大変な御苦労があったわけでありますが、一

定のルールが整い、この後の操業を底支えす

る、支援する基金ができたということでござい

ますので、漁期となる４月以降の操業再開に向

けた基本的な環境が整えられたものと考えてお

ります。

今、知事の答弁にありました○図師博規議員

が、従来どおり操業できる環境が整えられたと

いう認識は誤っていると私は思います。

事実、特別協力水域は北緯26度線を境にし

て、北が日本、南が台湾の操業方法で漁ができ

ることと決められたんです。日本がこの水域を

南下する場合には漁業制限が課せられていま

す。ですから、到底、従来どおりの操業ができ

るということにはなりません。

今回、質問をつくり上げる上で、多くの漁業

者からお話を聞かせていただきました。その内

容は、鬼気迫るものばかりで、それらの言葉は

失望と怒りと悲しみに満ちておりました。とて

もこの本会議場では表現できないほど緊張感も

あり、一触即発となりかねない過激な内容もあ

りました。

この日台漁業問題については、沖縄県仲井眞

知事も怒りをあらわにされており、内閣総理大

臣に対し、知事名で日台漁業取り決めの見直し

を求める要請書を出されたり、また漁業者とと

もに水産庁に乗り込み、県民の暮らしを守るた

めの直訴をされています。

宮崎県として何をすべきか、今また何ができ

るのかを真剣に考えなければなりません。せめ

て漁業者が安心して操業できるように、外国船

から県内漁船や漁具が被害を受けた場合には速

やかに補償する制度をつくるなり、漁場まで

行ったにもかかわらず操業できなかったときの

燃油の補助、助成をするなどしてほしいという

のが漁業者の生の声です。県として漁業者に届

く支援をどう構築していくお考えか、農政水産

部長にお伺いします。

日台漁業取り○農政水産部長（緒方文彦君）

決めの対象海域は、本県のマグロはえ縄漁業に

とって極めて重要な海域であると認識しており

ます。先ほど知事がお答えしましたように、国

におきまして、漁具被害の救済や本県漁業者の

漁場確保に関する措置が講じられたところでご

ざいます。県といたしましては、これらの対策

が円滑に運用されるよう、国及び関係団体と連

携を密にして、しっかりと取り組んでまいりた

いと考えております。

私は、「県として」というと○図師博規議員

ころを強調して質問させていただいたところで

すが、安心して操業できない環境が今後も続く

と考えられます。このような環境下で漁業者の

後継者は育つでしょうか。本県の漁業者の就業

者数は、昭和55年当時、いわゆる１世代前に

は7,0 0 0人以上おられたのが、平成20年に

は3,300人余りと、実に53％も減少しています。

現在も毎年100人ずつ漁業組合からの脱退者が出

ておりますし、それと反比例するように漁業者
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の高齢化は進み、今、４割ほどが60歳以上の方

々です。年間水揚げ金額もここ20年間で33％減

少しており、現在、約300億円余りまで落ち込ん

でいます。

この状況に追い打ちをかけるような今回の日

台漁業合意ですが、沖縄県に対しては、仲井眞

知事の働きかけの成果もあり、漁業者の経営安

定を図るため、外国船による漁具被害の援助や

救済のため、また漁場の調査などを行うため

に、100億円の基金が今年度創出されました。

本県には、その10分の１でも何らかの補償が

具体的にあったのでしょうか。ないんです。県

単独での制度構築が困難であれば、国を動かす

ための働きかけが必要です。カツオ船、マグロ

船の漁期は４月から始まります。もう待ったな

しです。今後、知事は漁業者救済のため、どの

ような決意を持ち、また動かれるのか、再度お

聞かせください。

水産業の振興、またそ○知事（河野俊嗣君）

の業についておられる方をしっかりと支援して

いくのは、県としても重要な役割だというふう

に考えております。

今回の日台漁業取り決めは、日本と台湾、国

レベルの高度なさまざまな事情を背景とした取

り決めがなされたわけでございますが、私とし

ましては、台湾漁船の操業ルールの遵守という

ものが極めて重要であるというふうに考えてお

るところでございます。本県漁業者の安全な操

業を確保するために、実効性のある取り締まり

の実施など万全の対策を講じるよう、国に対し

て強く求めてまいりたいというふうに考えてお

ります。さらに、新たな問題が発生をした場合

には、国や関係団体と連携を図りながら、迅速

にその解決に取り組み、漁業者を支援してまい

りたいと考えております。

今、おっしゃったように、や○図師博規議員

はり取り締まりの強化というのが大きな課題だ

と思います。日本と台湾の漁業方法が違うがゆ

えに、特別協力水域の中でも、台湾船の網が潮

の流れに沿って日本の領域に入ってくるという

ことが、今の段階でもわかっているそうです。

このような状況をぎりぎりのところで抑えてい

ただく、そういう取り締まりが国のほうにも求

められるところですが、ぜひ、知事のほうから

も、部長のほうからも、このあたりの具体的な

対応策についての要望を国に上げていただきた

いと思います。

漁業者から、これだけは知事に伝えてくれと

頼まれたことがあります。それは、「俺たちは

子供たちのために漁場を守っている。子供たち

の未来のために安全に漁ができるようにしてく

れ。行政が動かんのだったら、俺たちが体を張

る覚悟はもうできている」、それぐらい漁業者

の方は強い危機感を抱いていらっしゃいます。

つらく悲しい事件、事故を起こさないために

も、漁業者の方々の悲痛な訴えをしっかり受け

とめていただき、行動に移すときです。

不安の中で行政に怒りを抱かれているのは、

漁業者だけではありません。国は、ＴＰＰ交渉

において１ミリたりとも譲歩しないと言ってい

た重要５品目でさえ、先日閉幕したシンガポー

ルにおける閣僚会合で、通常より低い関税で牛

肉を輸入する特別枠を設けたり、低価格帯の豚

肉の輸入がふえるようにしたりする譲歩案を用

意するなど、国民を裏切る交渉を進めようとし

ていました。

この動きに県内の畜産関係者には大きな動揺

が広がっており、私に対しても、県は国にどれ

だけ働きかけをしているのか、また詳細な情報

提供をするように強く迫られます。その都度、

平成26年２月28日(金)
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県議会としても６度にわたり意見書を提出し、

重要品目を関税撤廃の対象から外し、国益が損

なわれないことを大前提に、国民の不安に対し

て説明責任を果たすことを全会一致で決議して

いるんですよという説明をするんですが、そん

なことは到底納得してもらえません。

そこで、県民の不安や不満を代弁するととも

に、最新の情報を得ようと、成長産業・ＴＰＰ

対策特別委員会で上京し、内閣官房ＴＰＰ政府

対策本部内閣参事官から情報収集を行ったとき

でも、冒頭から秘密保持の制限を突きつけら

れ、通り一遍の説明を聞かされただけで、何ら

核心に迫ることができませんでした。政治に携

わる者として、農業県の議員として、マスコミ

情報でしか交渉内容を確認できないということ

に強い憤りを感じています。県当局におかれま

しては、現在動いているＴＰＰ交渉についてど

のような具体的な情報を得られているのか、知

事にお伺いします。

ＴＰＰ協定は、国民生○知事（河野俊嗣君）

活や経済全体、とりわけ農業を基幹産業としま

す本県経済に大きな影響を与えることが懸念さ

れますので、私は再三再四、国に対し、関税撤

廃の例外品目の確保や、国民への的確な情報提

供と丁寧な対話に努めることを強く訴えてきた

ところであります。これまでも交渉の節目節目

に、国からの情報提供の場として全国知事会主

催の説明会が開催されたところでありますが、

交渉参加国との秘密保持契約によりまして、政

府の交渉官からは概括的な説明があったのみ

で、交渉の詳細や核心部分についての情報提供

は得られていない状況にございます。

本県の農林水産省江藤副大臣にも直接お会い

する機会もいろいろございます。やはり守秘義

務があるわけでありまして、具体的なお話を伺

うわけにはいかないわけであります。私は、い

つも顔色をうかがうような思いで接しておると

ころでございますが、なかなかそういう厳しい

状況がございます。

交渉妥結に向けて精力的な交渉が重ねられて

いる中、県としましては、今月７日にＴＰＰ対

策本部会議を招集しまして、各部局長には、ア

ンテナをさらに高くして、連携して情報収集に

取り組むよう指示したところでありまして、今

後とも、可能な限りの情報収集や、それを踏ま

えた分析、対策に努めてまいりたいと考えてお

ります。

閣僚会合では合意には至らな○図師博規議員

かったんですが、既に70％から80％もでき上

がったというような発言もあったにもかかわら

ず、この時期に知事にすらその内容が概要でし

か伝えられないという、本当に残念な状態であ

ります。一体どの交渉分野がどこまで進展して

いるのか、また日本の譲歩案として、ミニマム

アクセス米や国家貿易品目の麦の輸入をふやす

案が政府内で浮上していたり、乳製品の一部品

目が関税撤廃に追い込まれるかもしれないな

ど、生産者の不安をあおる情報が錯綜していま

す。

これにより、生産者は規模拡大を考えていて

も踏み切れず、後継者に経営を引き継ぎたいが

廃業せざるを得ないのではないかと、瀬戸際に

立たされている方々もたくさんいらっしゃいま

す。４月にオバマ大統領が来日される予定で

す。そこに向けて再び日米協議が激化するもの

と思われ、今までに増して一歩たりとも後退し

ないという気概を示すのが今です。

昨年、北海道の高橋知事を先頭に全国31道県

の首長で国に対して抗議活動を行い、知事もま

さにそこに参戦されておりました。交渉内容が
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深刻化する今ですから、なおのこと、生産者か

らの怒りや不安の声が知事にもどんどん届いて

いると思います。今後、県民の暮らしを守るた

め、知事はどう具体的に動かれるのか、再度お

伺いします。

ＴＰＰ協定交渉の大き○知事（河野俊嗣君）

なテーマである関税の取り扱いに関しまして、

今月22日からの閣僚会合前に、農産物、とりわ

け本県への影響が懸念されます牛肉、豚肉の関

税に関する報道がなされまして、県内の畜産関

係者にはさらに大きな不安が広がっていると認

識をしております。

本県畜産農家におきましては、口蹄疫等から

の再生・復興を目指して努力を続けているとこ

ろであります。また、飼料の高騰など畜産を取

り巻く経営環境は大変厳しい状況が続いており

ますし、ＰＥＤ（豚流行性下痢）の広がりな

ど、防疫上の課題にも直面しているところであ

ります。さらに、県や市町村、農家、関係団体

が一体となって、生産性の向上や首都圏等への

販路の拡大など畜産新生に取り組んでいる最中

にあるわけであります。国におかれては、本県

の置かれたこれらの厳しい状況をぜひとも踏ま

えていただき、畜産物を初めとする重要５項目

の関税堅持の姿勢で今後の交渉に臨んでいただ

きたいと考えております。

県としましては、今後とも、緊張感を持って

事態の進展を見きわめ、必要に応じて県議会を

初め、関係団体、県関係国会議員などとも十分

連携をしながら、国等に対し、適時的確な要望

や働きかけを行ってまいりたいと考えておりま

す。

ぜひ、知事が言われた適時的○図師博規議員

確に対応を行う、それが手おくれにならないよ

うに、私のほうも全力で支援していきたいと思

います。

次に行きます。宮崎県中小企業等支援ファン

ドについての損失責任に関する質問をいたしま

す。

８億9,376万3,000円もの損失補償が生じてし

まうこの事業は、当時経営難だった企業の雇用

を継続できたことには効果があったものの、結

果的に県民に負担を強いることになってしまい

ました。当時は、この事業の対象企業以外にも

経営難に陥っている企業は多数あり、また、こ

の10年間で、さまざまな業種でリストラされた

従業員は何千人もいたわけですから、この事業

は、支援した企業を存続させるだけでなく、県

内経済を活性化させたという結果を残さなけれ

ばならなかったはずです。県民からは、この損

失を招いたことの責任の所在を明確にすること

を求める声が噴出しています。まず、県は産業

再生機構を通じ情報収集をした上で、企業に対

し責任を求めることにどう関与したのか、これ

までの経緯を含めて商工観光労働部長にお伺い

いたします。

このファ○商工観光労働部長（茂 雄二君）

ンドは、平成15年当時、不良債権処理の加速化

等により、金融機関による円滑な資金供給が困

難な状況にあったことから、事業再生を支援す

るために県が主体となって設立したものです。

ファンドの投資先につきましては、公平公正

の観点から公募を行い、それぞれの再生計画に

ついて専門家の意見を踏まえて決定するととも

に、公表も行ったところであります。また、投

資先の企業は、再生計画に基づき、経費節減は

もとより、不採算部門からの撤退、資産の売却

あるいは経営者の交代など、経営改善のための

取り組みを行ってまいりました。

県においても、投資先企業を直接訪問し、ヒ
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アリングを行ったほか、ファンドを通じて状況

を随時把握し、必要な助言などを行ってきたと

ころであります。しかしながら、国内不況の長

期化、相次ぐ自然災害の発生など、外的要因も

加わりまして、再生が当初の予定どおりには進

まなかったところであります。この結果、多額

の損失補償が必要となったところであります。

今の答弁では、投資先の企業○図師博規議員

に対しては、経費の削減や経営者の交代などを

促したということですが、それだけで企業は責

任を果たせたと言えるのでしょうか。

拠出金が回収できないままの同じ企業に、今

後も県の補助金が投入されていくというケース

があります。ファンドの特性や対象企業の地域

性を考慮しても、投資を回収できていない企業

にまた補助金をつぎ込んでいく、そういう状況

は、ああ、そうですかと、すぐ納得できるもの

でもありません。今回の多額の損失補償が生じ

たことは、企業側にももちろん責任があります

が、県にも責任があると考えます。知事の御見

解をお示しください。

このファンドにつきま○知事（河野俊嗣君）

しては、平成15年当時、大変厳しい状況の中、

不良債権処理が加速化して、貸し渋り、貸し剥

がしというようなことがよく言われたところで

ありまして、金融機関の体力が低下し、民間ベ

ースではなかなか円滑な資金供給ができない、

そういう厳しい状況の中で、本県の中核的企業

の再生が図られない場合の県内経済全体への影

響と、一時的に経営に支障が生じた企業を対象

とする再生ファンドの損失リスクとを十分考慮

した上で、県としてぎりぎりの選択の中で必要

不可欠との判断をしたものであります。

このファンドにより、支援した全ての事業が

継続され、地域における雇用の維持が図られる

などの成果があったところでありますが、結果

として多額の損失補償が必要となったことにつ

きましては、重く受けとめているところでござ

います。今後の地域経済と雇用を考える上で、

中小企業等の重要性はますます高まるものと考

えておりますので、その振興についてニーズを

的確に把握しながら、しっかりと取り組んでい

くことが責務であろうと考えております。

今の知事の答弁を、県政の両○図師博規議員

輪でもある議会もしっかり真摯に受けとめ、ま

た今後、県民から求められれば、丁寧な説明責

任は果たしていかなければならないと思いま

す。

次の質問に移ります。農地中間管理機構の働

きと農業振興地域の管理についてです。

本県における農地中間管理事業の実施につい

て、現状40％台の農地集積率を90％台にまで引

き上げるとともに、農地集積面積を純増加分だ

けでも年間3,160ヘクタール集積し、10年間で３

万1,507ヘクタールの集積を達成するという、と

てつもなく高いハードルが設定されています。

本県の農地の集積や集約においては、田畑の

割合がおおむね半々で、生産品目が多岐にわ

たっていることや、集落機能が低下していた

り、そもそも中山間地ではメリットが受けにく

いなどなど、顕在化している課題が幾つもあり

ます。これらの課題をいかに乗り越え、管理機

構を運営していこうとお考えなのか、農政水産

部長にお伺いいたします。

担い手の高齢○農政水産部長（緒方文彦君）

化やリタイアが加速する待ったなしの中で、今

回の農地中間管理機構の設置によりまして、今

後、農地ごとに、農地を誰が担い、どのように

利活用していくかを議論することは、担い手の

農地集約化に向けた具体的な行動を起こす大き
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なきっかけになるものと考えております。

県では先般、各市町村を回りまして、各地域

の実情に応じ、どうしたら機構をうまく活用で

きるか等につきまして、市町村長との意見交換

を終えたところでございます。その意見等も踏

まえまして、まずはモデル事例を各地域で起こ

しまして、現地検証結果等を踏まえて、県内に

広げていこうと考えているところでございま

す。

また、地域、集落でのより綿密な「人・農地

プラン」の作成、見直しを進めるとともに、各

種の集積協力金の活用や、ＪＡ等が行う農地利

用集積円滑化事業とも十分に連携を図りなが

ら、担い手への農地集約を加速化させてまいり

たいと考えております。

今後、県内の農地集積化に際○図師博規議員

し、その集積目標が非常に高いという困難さの

ほかに、県内に増加している使えない農振農用

地及び農業振興地域をどう取り扱っていくかと

いう問題もあります。既に山林化していたり、

整地されているものの生産性がゼロに等しい農

業振興地域が大量にあるという実態が横たわっ

ています。集積率90％を達成するには、これら

生産性の低い農地をいかに生き返らせるか、も

しくは、農地からの転用を促進し、他産業が利

用しやすい環境を整えていく必要があります。

そこで、毎年、各農業委員会が行う農地調査に

おいてつけ出されます、再生するためにそこに

資金投入しても費用対効果が合わない農地、い

わゆるＢ分類に該当する農地を含む耕作放棄地

が、県内にはどの程度あるのか、農政水産部長

にお伺いします。

市町村農業委○農政水産部長（緒方文彦君）

員会による調査では、平成24年の本県の耕作放

棄地面積は2,606ヘクタールで、全耕地面積の

約3.7％となっております。このうち、森林化し

ていることなどにより物理的な条件整備が困

難、あるいは農地として復元しても継続して利

用することが困難であると見込まれる農地

が1,087ヘクタールとなっております。

今の答弁にありましたが、○図師博規議員

2,606ヘクタールもの耕作放棄地がある。たかが

５％以下の数字ではないですね。これが本当に

県内各地に点在しているということです。市町

村としては、今答弁いただいたＢ分類以外に

も、第１種農地であっても、押し寄せる鳥獣被

害を食いとめられず耕作できない農地や、将来

にわたっても借り手を探すことが不可能な農地

を転用して、太陽光などの他産業を誘致、そこ

に参入しやすい環境に取り組むため、農地除外

申請を県に随時上げているようです。

しかし、県の対応は、「10ヘクタール以上あ

れば、米粒が一粒も生産できない農地であって

も、農地からの見直しはできません」とか、

「国の今の方針のままでは、100年たってもここ

は農地のままなんです」、そういう国の示す内

容を盾に、市町村からの申し出を画一的にはね

のけているということを聞きます。

この状態が続けば、農地中間管理機構が掲げ

る農地集積率90％を達成することも、100年たっ

ても無理だと思います。機構の事業展開を現実

的にするためにも、国に対し、地域の現状と乖

離してしまっている農地法の見直しや、農振地

を含む農業振興地域の基準緩和を訴えていく必

要があると考えます。管理機構の業務が数年で

行き詰まってしまわないように、今後、各関係

部局が積極的に国へ働きかけていくことが必要

だということを申し述べまして、次の質問に移

ります。

通学路を含む歩道整備と渋滞対策について伺
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います。

県当局が限られた財源の中で効果的なインフ

ラ整備を進めておられることには敬意を表する

ものですが、ともすれば自動車優先となりがち

な整備を、住民目線、地域目線での整備につな

げていくために、地元児湯郡の例を挙げながら

質問いたします。

まず、新富町と西都市を結ぶ県道18号です。

ここは、国道10号から東九州自動車道西都イン

ターチェンジはへのアクセス道として利用され

ており、年々交通量がふえている路線です。沿

道には幼稚園、小中学校があり、通学路指定も

されており、全線の歩道設置には至っていない

んです。交差点改良に伴う整備計画はあるんで

すが、まだ未整備のままです。

ほかにも、以前質問でも取り上げました県道

高鍋美々津線における都農町都南橋の歩道設置

についても同じです。この県道は国道10号の東

バイパス的役割を果たしており、近年の沿線の

改良が進み、交通量がやはり増加しておりま

す。

都南橋、覚えていらっしゃいますか。欄干の

かさ上げをした工事の際に橋の中の歩道部分が

なくなり、歩行者は欄干の基礎コンクリート部

分に上がって、子供たちはそこに上がって通学

していくということを余儀なくされていまし

た。一般質問で取り上げた後に、安全対策とし

て、橋梁内の車道の幅をそれぞれ縮めてもら

い、50センチほどの歩道部分は確保していただ

きましたが、やはり地元からは、ちゃんとした

歩道の敷設をしてくれということが切望されて

います。

このように県内全域の歩道などの整備につい

ても、警察本部や土木事務所、市町村や各学校

との連携により危険箇所の調査も進み、年次的

な整備が進められていくものと考えますが、今

後どのように取り組まれていくのか、県土整備

部長にお伺いいたします。

法定通学路○県土整備部長（大田原宣治君）

の安全対策につきましては、平成25年３月まで

に、県管理道路650キロメートルのうち約72

％、467キロメートルの歩道整備を完了したとこ

ろです。

また、昨年度には、京都府などで発生しまし

た登下校中の児童などが巻き込まれる交通事故

を受け、教育委員会を中心に通学路の緊急合同

点検を実施したところ、県内では対策が必要な

箇所が855カ所ございました。このうち県管理道

路では246カ所が対象となり、平成26年１月まで

に237カ所について防護柵設置などの対策を行っ

ており、残る９カ所についても、来年度までに

着手する予定でございます。県としましては、

通学路の安全対策を着実かつ効果的に実施して

いくため、法定通学路の歩道整備を図りますと

ともに、教育委員会、警察、市町村などと連携

を密にして、通学路の定期的な点検、検証を行

い、内容の見直しを図りながら、継続的な安全

対策に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、渋滞対策につき○図師博規議員

ましては、有岡議員のほうからの関連質問とさ

せていただきます。

通告がありますので、関連質○福田作弥議長

問を許します。

なお、発言時間は、主質問者の質問時間の範

囲内となります。有岡浩一議員。

関連で質問させていただきま○有岡浩一議員

す。

昨年の議会から毎回のように質問されていま

す、宮崎市小戸之橋のかけかえ工事に伴う交通
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渋滞についてであります。

通行どめは昨年11月１日から本日で４カ月と

なります。その間、小戸之橋周辺の朝夕の渋滞

は予想以上に激しいものとなっており、渋滞に

巻き込まれている住民の方からは、渋滞するこ

とがわかっていながら行政は何をしているのか

と、厳しい声が上がっております。そこでま

ず、県としてこれまでに交通渋滞対策について

どのような取り組みを行ってきたのか、県土整

備部長にお尋ねいたします。

小戸之橋の○県土整備部長（大田原宣治君）

かけかえに伴います渋滞対策につきましては、

宮崎市の要請を受け、警察本部、県の三者で協

議を重ね、昨年11月までに小戸之橋周辺の主要

な７カ所の交差点において、右折レーンの設置

などの対策を実施したところであります。ま

た、宮崎市が通行どめを行った後に実施した交

通量調査の結果等を踏まえ、ことし１月には、

大王町交差点の市道部におきまして、右折レー

ンと左折レーンの見直しが行われたところであ

ります。

これらの対策によりまして、主要な交差点に

おける渋滞緩和に一定の効果があったと伺って

おりますが、赤江大橋南詰めの交差点などにお

いて朝夕の通勤通学時の渋滞は解消されておら

ず、今後も引き続き、宮崎市、警察本部、県の

三者で対応策を検討することとしております。

ただいま交差点の改良等を○有岡浩一議員

行ったとの答弁がありました。県警におきまし

ても、周辺交差点の信号現示調整などを行った

と伺っております。しかし、答弁にあったよう

に、赤江大橋南詰めなどでは現在も朝夕の渋滞

が見られております。

さらに問題とすべきことは、11月議会の一般

質問の際に知事が答弁された考え方の中で、時

間帯の分散や通るルートによって渋滞が幾らか

緩和されるのか、いろんな通行帯の工夫が可能

なのか、渋滞緩和に向けた取り組みを進めたい

と答弁されました。

ところが、現状として大変危惧していること

― ―は、11月以降 通行どめ後になりますが

渋滞する本線から近道を探して生活道や通学路

へ一般車両の進入がふえており、地元自治会か

らも、車の進入による生活道における支障や通

学路の安全対策を危惧する声が上がっておりま

す。

また、本線の交差点では、進入した車が、渋

滞のために交差点の横断歩道上で信号が変わ

り、横断歩道を塞いでしまい、通学時の児童が

車両の前後を通るということがあったと聞いて

おります。ドライバーが交通ルールのマナーを

守る努力だけでは解決できないという現状がご

ざいます。そこで、県教育委員会ではこのよう

な通学路の実態を把握し、宮崎市教育委員会と

認識を共有できているのか、教育長の見解をお

尋ねいたします。

小戸之橋のかけかえ○教育長（飛田 洋君）

工事に伴い、通勤の方などの車が、恒久小、潮

見小などの通学路を迂回路として利用されてい

るため、登下校時の交通量が増加いたしている

ということにつきましては、承知しておりま

す。

あわせて、これらの学校におきましては、交

通安全に関する児童への指導の取り組みが、こ

れまで以上に徹底してなされているということ

を、宮崎市教育委員会から伺っております。

児童生徒への交通安全指導を○有岡浩一議員

行っている、これは大変大切なことではござい

ますが、一つの例を申し上げますと、以前、私

の知る高校生が、下校時に交差点で大型トラッ



- 136 -

平成26年２月28日(金)

クの後輪に自転車ごと巻き込まれて亡くなりま

した。このような事故がございましたが、交通

弱者が注意していても起きてしまう事故がござ

います。現在のような渋滞が続けば、このよう

な事故が起こるのではないかということを、地

域の方は懸念していらっしゃるわけです。高校

でありましても、現状では自転車通学の高校生

は、やはり渋滞の影響で接触事故の危険性が増

しているという話も伺っております。児童生徒

の命を守るという視点から、安全対策について

教育現場の立場からもぜひ声を上げていただき

たい、そのように考えております。

そこで、再度、県土整備部長にお尋ねいたし

ます。渋滞対策解消へ抜本的な対策が望まれる

中で、22年11月から渋滞対策協議会を８回行っ

たと伺いました。約４年前からこのような協議

会を行っていたということで、宮崎市の都市整

備部を事務局として、県道路建設課、県道路保

全課、県都市計画課、県警察本部交通規制課、

宮崎土木事務所などがメンバーとなっておられ

ます。渋滞対策について多岐にわたり協議し、

専門的な見地から実施可能な渋滞対策を行った

わけですが、今後、県として、通学路、生活道

路の安全確保や、一ツ葉有料道路の利活用を含

めた渋滞対策についてどのように取り組んでい

かれるのか、見解をお伺いいたします。

通学路や生○県土整備部長（大田原宣治君）

活道路の安全確保につきましては、宮崎市が中

心となり、必要な対策を行っているところです

が、県道においては、小戸之橋を利用していた

自転車通学生の多くが大淀大橋に集中すること

が見込まれますことから、自転車の通行につい

て左側一方通行とし、自転車や歩行者の安全確

保を図ったところであります。

また、一ツ葉有料道路の利活用につきまして

は、多額の未償還金があるなど解決すべきさま

ざまな課題はありますが、現在、宮崎市におい

て、11月と２月に実施した交通量調査の分析

や、有料道路を利用した場合の周辺道路の交通

状況のシミュレーションを行っていると伺って

おりますので、今後、宮崎市から提案があった

場合には、その可能性等について検討してまい

りたいと考えております。

今、部長のほうから答弁がご○有岡浩一議員

ざいましたが、宮崎市から提案があった場合に

は実施可能性について検討してまいりたいとい

う、大変縦割りというのでしょうか、現状とし

てはわからないわけではありませんが、少なく

とも対策協議会のメンバーに県が入っているわ

けですね。４年も前から協議をして現在に至っ

ているが、シミュレーションとは若干違った、

やはり渋滞が激しいという現状があるわけで

す。その中で、市がやるべきことだ、これは県

じゃない、こういうすみ分けを考えていらっ

しゃるかもしれませんが、住民は市民であり、

県民なんです。住民は市に対しての不満を持ち

ます。そして、県に対しても不満を持っていま

す。それが現状です。

ですから、やはり協議会の中で、できること

を真剣に議論して、何ができるのか、それを市

に任せるのではなくて、協議会の中でしっかり

と提案をして後押しする、そういう姿勢がない

と前に進まないと私は思っています。これから

約７年以上かかる工事でありますが、４カ月

たった中で、県民からは、市も県もつまらんと

言われてしまっています。何をしているんだ

と、それが正直な声です。まだ爆発はしていま

せんが、少なくとも目に見える形で取り組まな

きゃいけないというのも事実でございます。

再度申し上げますが、わかっていながらでき
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ていない。一事が万事であります。これからい

ろんな課題があって、わかっていながらうまく

いかない、できない、やはりその準備ができて

いないということではないかと思っておりま

す。そういった意味では、今回のこの現状を一

つ一つ精査しながら、市と協力しながら、県も

対策を持っているんだ、そういう姿勢で臨んで

いただきたい、そういう思いでございます。今

後の検討を要望しまして、関連質問を終わらせ

ていただきます。

それでは、続きまして、教育○図師博規議員

長のほうに読書教育についてお伺いしてまいり

ます。

子供たちは本を通じて、みずからの人生を豊

かにし、いろんな自分の課題を解決したり、未

知の分野に挑戦する動機づけなどを得ていきま

す。進路を決めるに当たっても、自分の判断基

準を持つことにしても、社会に出てさまざまな

困難を乗り越えていくときにも、頼りになるの

は、みずからの体験に加えて、読書を通じた知

識や間接体験であります。

生活面での自立とともに、知的自立を促す生

活習慣を身につけるように導くことが教育の重

要な課題であり、大人の責務だとも考えます。

その拠点となるのが図書館であり、特に子供た

ちの生活の中にある学校図書教育の充実は、知

的自立の源流となり得る大切な場所でもありま

す。県として、学校図書教育を初め子供たちへ

の読書教育推進についてどのように取り組んで

いらっしゃるのか、教育長に伺います。

県では、幼児期から○教育長（飛田 洋君）

の読書活動が大切であると考え、平成15年度に

第１次、22年度に第２次「子ども読書活動推進

計画」を策定し、さまざまな施策を推進してい

るところであります。

具体的には、親子のコミュニケーションを深

める家読（うちどく）の推進、読み聞かせボラ

ンティアなどの養成、学校における異学年交流

などでの読み聞かせの推奨等、読書を推進する

環境づくりに取り組んでおります。また、県立

図書館において、読書週間等でさまざまなイベ

ントを行い、読書活動の広報啓発にも取り組ん

でおります。さらに、ことし１月には、子供読

書活動関係者約1,000人が参加いただき、「みや

ざき読書ネットワークフォーラム」を開催し、

子供の読書活動に取り組む機運の醸成を図るな

ど、総合的に読書活動を推進いたしているとこ

ろであります。

今、答弁にありました「みや○図師博規議員

ざき読書ネットワークフォーラム」など、来年

度全国展開される事業を、県は率先して前倒し

で予算獲得されたというような話も聞いており

ます。非常に積極的に取り組んでいらっしゃる

内容は理解しているところですが、今、教育長

には、読書活動の全体像についての答弁をして

いただきましたが、次は、学校図書にフォーカ

スした質問をさせていただきます。

学校図書教育のキーパーソンとなるのは、子

供と本をつなぐ図書司書の職員です。学校図書

館法第５条では、12学級以上の学校には、専門

的講習を受け、資格を得ている司書教諭の配置

が義務づけられており、また現在、学校図書教

育における担当には、今申しました司書教諭か

学校図書館担当事務職員、いわゆる学校司書の

どちらかの職員が当たるようになっています。

ちなみに、島根県においては 先ほど図書―

館法の内容を示して12クラス以上に義務づけら

れているというお話をしましたが 11クラス―

以下の小規模の公立小・中・高校及び特別支援

学校に司書職員が全て配置されています。100％
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配置されています。学校司書を含めた数字で

は、沖縄県や佐賀県の学校でも90％を超える配

置率となっており、クラスの数にかかわらず学

校図書教育に力を入れる体制が整えられていま

す。それでは、本県における司書教諭及び学校

司書の配置状況はどうなっているのか、教育長

に伺います。

本県では、読書活動○教育長（飛田 洋君）

の中核的な役割を担う司書教諭を12学級以上の

全ての学校に配置いたしております。11学級以

下の学校では設置義務はありませんが、小学校

８％、中学校７％、高等学校16％で配置してお

り、配置率は現在、増加していく傾向にありま

す。

それから、図書館の図書の貸し出し等を行う

学校司書は、学校の設置者の判断で配置されて

おり、昨年度の調査では、専任の方だけについ

ていいますと、公立の小学校で約５割、中学校

は約３割、高等学校は約８割の配置率となって

おります。専任の職員を配置していない学校に

おいても、非常勤職員やボランティアなどの協

力も得て対応いたしております。特別支援学校

では、さまざまな児童生徒の実態に応じて図書

を学級で活用する場合が多いため、学級担任や

司書教諭が対応いたしております。

県内には、１校12クラス以上○図師博規議員

ある規模の学校よりも11クラス以下の小規模校

のほうが多く、小学校では11クラス以下が138

校、中学校も95校あって、今、教育長の答弁で

は、そのうちわずか小学校には８％、中学校に

は７％しか司書教諭の配置がされておらず、県

立高校でも16％程度では、増加傾向にあるとい

う答弁をいただいても、伸びていますねと感心

するということには至りません。司書教諭のか

わりに学校司書の配置が進んでいればいいので

すが、小学校でも50％、中学校でも30％、こち

らも高い割合ではありません。

島根県では、小・中・高校、特別支援学校も

含めて100％の配置がされています。本県は司書

職員率が低い、司書職員の数が少ないがゆえ

に、市内の小学校を１人の司書職員が１週間か

けて巡回している市があったり、高鍋町のよう

に、小中学校ごとに司書職員を雇用し配置して

いるところがあったり、県内の図書教育体制に

は間違いなく格差があります。

司書教諭や学校司書を配置すれば図書教育が

強化されるというものではなく、司書業務に当

たる方の働く環境を整えることも大切で、鳥取

県では片山知事の時代に、全県立高校と県立図

書館司書を正規の職員として一括雇用し、市町

村図書館との人材交流までされています。ま

た、司書教諭の負担軽減策として、授業時数の

軽減や部活動の担当についての配慮、または司

書教諭業務をサポートするために非常勤講師を

加配するなど、職員への配慮も充実していま

す。

そして、学校図書推進というのは、司書職員

だけが背負うものでもありません。校長以下、

全教職員が学校図書の重要性を認識し、学校全

体での機運醸成も必要です。その一つの取り組

みとして、「宮崎県子ども読書活動推進計画」

にも織り込まれている、小中学校における一斉

読書の取り組み状況はどうなっているんでしょ

うか、教育長に伺います。

今年度の全国調査で○教育長（飛田 洋君）

は、県内において一斉読書を毎日実施している

学校は小学校で９％、中学校で40％となってお

りますが、週１回以上実施を含めますと、小学

校では約90％、中学校では約71％が取り組んで

おります。そのほかにも、読書週間の設定や図
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書館便りの発行、読んだ本について語り合う

ブックトークの実施など、図書に対する児童生

徒の関心を高めるための取り組みを行っている

ところであります。さらに、保護者やボラン

ティアによる子供たちへの読み聞かせや、親子

で同じ本を読んで語り合う時間を設けたり、家

庭読書、家読（うちどく）を推奨するなど、家

庭と地域とも連携しながら、読書活動を積極的

に推進しているところであります。

毎日一斉読書をしている学校○図師博規議員

の割合を全国平均と比較してみますと、全国平

均、小学校では19％が実施しています。教育長

の答弁にありました、県は９％。中学校は65％

が全国平均ですが、宮崎県は40％。小学校で

も10％、中学校では20％以上も実施割合が低い

というのが実態なんです。

冒頭にも申しましたが、学校図書教育は、知

的自立を促すとともに、全国学力・学習状況調

査においても、学力向上に成果を上げている都

道府県では一斉読書を毎日行っている割合が高

いという統計も出ております。ぜひ、ゼロ予算

でできる一斉読書はさらに推進すべきです。

そして、新年度予算には、知事の肝いりで、

本県の発展を支えるための総額20億の「みやざ

き人財づくり基金」の提示がされています。教

育長に答弁いただいた、今後の県の読書教育ビ

ジョンを実りあるものにするためにも、小中学

校のことは市町村任せにするのではなく ３―

度目ですが、島根県では、市町村が学校司書を

配置する際の補助制度を県がつくったり、ま

た11クラス以下の学校に司書教諭を加配する際

にも、その人件費の補助を県が予算化している

んです。具体的に人財づくり基金が運用される

ことを期待するところでありますが、知事の掲

げられる人財づくりにおいて、学校図書を活用

した読書推進活動は不可欠だと考えます。知事

の人づくりとは何なのか、人財づくりとは何な

のかというところを改めてお聞かせいただきた

いと思います。

人財づくりの重要性、○知事（河野俊嗣君）

本県の発展、また我が国の発展を担う人づくり

の重要性、それに鑑みてこの基金も設置をし、

取り組んでいきたいという思いでございます

が、その中でも読書の果たす役割は大変重要で

あろうかというふうに思います。やはりその中

でも、子供の読書活動、自分の子供のころを考

えましても、また自分の子供たちのことを考え

ましても、幼少期における読み聞かせでありま

すとか、本に親しむ環境づくりは大変重要であ

ろうかと考えておりまして、しっかりまた教育

委員会とも連携をしながら、そういう取り組み

も進めてまいりたい。そういうことを強力に進

める上でも、図書館の中の図書館という位置づ

けであります県立図書館の名誉館長に今回、歌

人の伊藤一彦先生、ぜひにということで就任を

していただいたわけでありますし、著名な方と

の対談も含めて、読書活動のさらなる広がり、

また子供の読書活動の推進にも努めてまいりた

いというふうに考えておるところでございま

す。

公立学校における司書教諭等につきまして、

先進的な、積極的な取り組みが進められている

事例というものを紹介いただいたわけでござい

ますが、私どもも、しっかりそういうところも

十分勉強しながら、厳しい財政状況の中で、非

常勤の方とかボランティアの方の御助力をいた

だきながら、今、環境づくりに取り組んでいる

ところでございます。本県としてどのようなこ

とができるのかというのは、人財づくりという

思いで今後とも考えてまいりたいと思います。
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子供たちには、ただ本を読め○図師博規議員

ではだめなんです。その子のバックグラウン

ド、家庭環境、また地域の状況、その子供が今

どんな精神状態なのか、心のバランスはどうな

のか、こんなときにはこんな本が効果的です

よ、この本を読めば勇気づけられますよ、あな

たの進路にはこういう本がいいんじゃないです

か、そういういわゆる本のソムリエ的な役割を

されるのが司書教諭であり、学校司書の方々で

す。ですから、充て職で、ではあなたが片手間

でやっていなさいというような学校現場でもな

く、やはり専門の知識を得た方を学校の司書と

して配置されるということを強く要望いたしま

す。知事の今の答弁が速やかに学校現場につな

がることを期待いたしまして、代表質問を終わ

ります。（拍手）

以上で代表質問は終わりまし○福田作弥議長

た。

次の本会議は、３月３日午前10時開会、一般

質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時46分散会


