
３月５日（水）
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一般質問◎

ただいまの出席議員37名であ○福田作弥議長

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、後

藤哲朗議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○後藤哲朗議員

ざいます。おせったいのまち、延岡市選出の後

藤哲朗でございます。

2014年度末までに、北九州―宮崎が開通する

予定の東九州自動車道の経済効果を生かすた

め、東九州の新時代に軸足を置いた積極予算案

が編成され、今議会に提案をされています。厳

しい経済情勢の中、地域の自立を実現するため

には税財政基盤の確立が不可欠であります。そ

のためには、本県の豊かな各資源を活用し、経

済の活性化を図ることが必要です。また、県民

の安全・安心を確保し、将来の発展基盤を確立

するためには、医療や福祉等を充実させ、暮ら

しの向上を実現することが必要であります。こ

のような経済活性化や暮らしの向上の視点と、

先人の熱い思いを引き継ぎ、つなぐ意味から

も、一般質問をしてまいりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

まず初めに、知事にお尋ねします。

高速道路開通で期待されることとして、物

流、観光などの産業振興、防災、医療面等で効

果があると思います。その反面に、地域間競争

の激化や情報発信力不足等の課題や懸念も顕在

化しつつあります。まさに、最大限の効果に知

恵と努力を注ぐ場面を迎えており、知事の一日

一日には「一所懸命」の精神が求められていま

す。そこで、東九州新時代への創造に向けた今

後の方向性について、知事のお考えをお伺いい

たします。

次に、「延岡花物語」についてお尋ねいたし

ます。本県では昭和34年から「全県下花いっぱ

い美しい郷土づくり県民運動」、いわゆる全県

公園化構想がスタートされています。昭和43年

に「みやざきフラワーショー」、平成６年と22

年には「全国花のまちづくり宮崎大会」、平

成11年には「グリーン博みやざき」が開催され

ています。現在は、観光客が花を楽しみながら

観光地や地域の文化にふれる旅「花旅みやざ

き」が推進されています。大地に絵を描くとし

て県内各地にさまざまな木や花の植栽を行った

本県「観光の父」と呼ばれている故岩切章太郎

氏の熱い思いがつながっているような気がいた

します。そして、つい先日まで新しい延岡の観

光地づくりとして、４つの花をキーワードとし

た「延岡花物語 このはなウオーク」が開催さ

れ、大盛況でありました。そこで、知事はこの

「花物語」を視察されましたが、感想について

お伺いいたします。

次に、「古典の日」についてお尋ねいたしま

す。

一昨年の９月５日、「古典の日」に関する法

律が公布施行され、11月１日が「古典の日」と

定められました。同法は、国民が古典に親しむ

ことを促し、国民の心のよりどころとして古典

を広く根づかせることにより、心豊かな国民生

活、文化的で活力ある社会の実現に寄与するこ

とを目的としています。また、この法律におい

て、古典とは、文学、音楽、美術、演劇、伝統

芸能などの古来の文化的所産であって、我が国

において創造され、または継承されたものも含

まれています。

平成26年３月５日(水)
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なお、地方公共団体はその趣旨にふさわしい

行事が実施されるよう努めるものとするとあり

ます。そこで、「古典の日」については県民に

余り知られていないと思われますので、周知広

報に取り組むべきだと考えますが、総合政策部

長に御所見をお伺いします。

次に、地域福祉の推進についてお尋ねいたし

ます。

地域福祉の担い手として御尽力いただいてい

る民生児童委員の３年に一度の改選が昨年末に

ありました。家族や生活の形が多様化し、地域

のつながりが希薄になっている中、住民の声を

拾って行政に橋渡しする民生児童委員の役割の

重要性は増す一方だと思います。民生児童委員

はつなぎ役で、支援が必要な住民がいないか声

かけや訪問で目配りし、相談に乗り、各専門機

関につなぐ。近年は、プライバシー問題、高齢

化も絡み、後任探し、なり手不足が全国的な課

題と言われております。国では昨年の秋に、な

り手不足の解消や負担軽減を目指し、活動環境

整備に関する検討会を立ち上げました。そこ

で、私は、住民にとって一番身近な支援者の民

生児童委員が活動しやすい環境を整備する上

で、民生児童委員に協力する福祉施策の連絡員

といった人材を育成することが必要と考えます

が、福祉保健部長に御所見をお伺いします。

次に、発達障がい児・者支援についてお尋ね

します。

発達障がい児・者を取り巻く環境は、年々、

支援センターへの相談や福祉サービスの利用が

増加傾向にあり、国においては障がい児支援制

度が改正されるとともに、支援センターの機能

の見直しが検討されるなど、大きく変化してお

ります。発達障がいが周囲に理解されにくいこ

とや二次障がいなど新たな問題に直面すること

などもあり、発達障がい児・者が日常生活上で

さまざまな困難を抱えたままになっていること

も少なくないと言われています。そこで、本県

の発達障がい児・者に対する支援方針につい

て、福祉保健部長にお伺いします。

次に、健康みやざき推進事業についてお尋ね

します。

健康寿命延長への取り組みは、医療費や介護

費の抑制、ひいては国民健康保険料や介護保険

料の低減等が期待できることからも、重要な施

策となっています。そのような中、県では、県

民の健康づくりの基本方針となる「健康みやざ

き行動計画21（第２次）」を策定されました。

生活習慣病の１次予防と重症化予防を進めるこ

とを主な目的としています。栄養・食生活や運

動などの10分野で具体的な数値目標を設定し

て、健康長寿社会の実現を目指して御努力いた

だいているところであります。そこで、「健康

みやざき行動計画21（第２次）」を推進するた

めの今年度の新規事業「健康みやざき推進事

業」の実施状況について、福祉保健部長にお伺

いします。

次に、東九州自動車道を活用した観光誘客促

進事業についてお尋ねします。

定住人口の減少と少子高齢化の加速で地域経

済が疲弊し、経済が縮小してしまうことが予測

されています。そこで、交流人口をふやし、内

需を拡大して地域経済を活性化させる方策とし

て、観光が東京オリンピック・パラリンピック

開催決定と相まってクローズアップされていま

す。国は、観光立国の実現を目指してさまざま

な政策を打ち出しています。県も、国内外の活

力を取り込む観光・交流の推進に積極的に取り

組もうとしております。また、県内の各市町村

におきましても、来年度は観光振興に前向きな
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予算案を編成しているとお聞きしています。そ

こで、東九州自動車道を活用した誘客について

は、市町村でもさまざまな取り組みが行われる

と聞いており、県の取り組みと十分連携を図っ

ていく必要があると思いますが、どのように対

応していかれるお考えなのか、商工観光労働部

長にお伺いします。

次に、農産物のブランド対策についてお尋ね

します。

農産物のブランド対策については、各県、各

産地が創意工夫しながら取り組まれており、今

や全国総ブランド化の様相を呈しています。中

でも、お隣の熊本県では昨年度より「くまもと

の赤」といったカラーブランド戦略に取り組ん

でおられます。「火の国熊本」と言われます

が、そのイメージから連想する赤色と、トマト

やスイカ、赤牛などの農産物や馬刺しなどの郷

土料理、さらには加工品まで、赤をキーワード

とした商品群をブランド化しようとする取り組

みであります。

私は、このようなイメージ戦略はわかりやす

く、一般消費者の皆様に訴えるには効果的な手

法の一つではあると思いますが、一方で、消費

者や取引先にしっかりと信頼を得られるための

差別化戦略も重要ではないかと考えておりま

す。本県では、平成４年度から全国に先駆けて

みやざきブランド対策に取り組んでおられ、生

産者と行政、農業団体が一体となりながら、生

産から販売、ＰＲまで、先導的な取り組みを進

めてこられたとお聞きしております。そこで、

今後の農産物のブランド対策をどのように展開

していかれるのか、農政水産部長にお伺いしま

す。

最後に、沿道修景美化推進対策事業について

お尋ねします。

本県はこれまで、道路が単に輸送施設である

ということにとどまらず、風景であり、情景を

つくる生活空間であるという、昭和44年、全国

で初となる沿道修景美化条例の理念に基づき、

また沿道修景美化に対する先人の熱い思いを引

き継ぎ、創意工夫しながら、花と緑にあふれた

道路環境の創出及び保全に努めていただいてき

ました。

この道路景観の保護育成を目的とした沿道修

景美化事業は、本県のイメージアップと観光振

興、そして美しい郷土づくりという美化に関す

る県民の意識向上に多大なる貢献をしていると

思います。また、修景用花木の維持管理につい

ては、厳しい財政状況から、より経済的な管理

方法を検討していく必要があると思われます

が、四季の花々が咲き誇る緑豊かな道路環境を

保護育成することは、県民はもとより、本県を

訪れる人々に潤いと安らぎを与え、住みよい社

会づくりに大きく寄与するものと思います。そ

こで、現在の沿道修景への取り組み状況につい

て県土整備部長にお伺いします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、質問

者席からの再質問をさせていただきます。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。

東九州の新時代についてであります。東九州

自動車道の整備の進展によりまして、九州の循

環型高速交通ネットワークが形成されますこと

は、残念ながらこれまで九州の西側とは高速交

通体系という面において大きな差があったわけ

でございますが、本県を初めとする東九州地域

が浮揚し、いわば新時代を迎える絶好のチャン

スであると考えております。

これから高速道路の整備効果を最大限に活用
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し、厳しい地域間競争を勝ち抜いていくために

は、動詞の形でキーワードとして挙げますと、

「みがく、つなぐ、まわす」という３つの方向

性が重要であると私は考えております。

まずは、高速道路の開通により地域が単なる

通過点とならないよう、本県が有する宝を磨

き、競争力を強化していくこと、また隣県等と

の広域連携を強化し、互いの強みをつないでい

くことで、人・物・金の流れを他の圏域から取

り込んでいくこと、そして時間短縮効果を活用

し、県内間の連携強化を図ることで地域経済を

うまく回していくということであります。

今回、「東九州の新時代へ～みやざき飛躍予

算」と銘打った来年度予算案には、観光、地域

産業・企業立地、交通・物流などの各分野に北

九州までの開通を見据えた攻めの施策を盛り込

んだところであります。今後、３つの方向性に

沿って官民一体となった取り組みを展開し、東

九州の新時代を牽引する県づくりを進めてまい

りたいと考えております。

次に、「延岡花物語 このはなウオーク」に

ついてであります。私は、１カ月間にわたって

開催された「延岡花物語」の中核イベント「こ

のはなウオーク」の最終日に会場を訪れたとこ

ろであります。メーン会場の菜の花と河津桜、

河津桜はまだそれほど大きくはないわけであり

ますが、300本植えられてこれからが楽しみであ

ります。また、本東寺の樹齢220年の慧日梅、城

山公園のヤブツバキと、それぞれの会場で延岡

の春を堪能することができたわけであります。

この「延岡花物語」は、東九州自動車道の開

通を観光客誘致につなげるため、官民一体と

なった実行委員会が地域の知恵とパワーを結集

して初めて実施されたものでありますが、関係

者の熱い思いというものをひしひしと実感した

ところであります。会場に参りまして、駐車場

いっぱいの車と、にぎわう会場を散策する方々

の笑顔、そしておせったいに励むスタッフの姿

を見て、ボランティアを含む関係者の皆様の大

変な御苦労、御尽力に対し、深い敬意とまた感

謝の気持ちを抱いたところであります。

今回の視察によりまして、地域の宝を観光資

源として活用し、それらを結びつけて面として

の広がりを持たせることは、観光誘客を進める

上で非常に重要であると改めて実感したところ

であります。まさに、東九州道の開通効果を生

かすためということで、先ほど申し上げました

「みがく、つなぐ、まわす」ということを具体

的に実践されたモデル的な事例であろうかとい

うふうに考えておるところでございます。

現在、県では地域の花をテーマにした取り組

みとして「花旅みやざき」を進めておるところ

でございますが、まさに全県公園化、花いっぱ

い運動、これにも相通ずるものであろうという

ことで、今後も、このすばらしい取り組みが継

続、発展していくことを心から期待をしている

ところであります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○総合政策部長（土持正弘君）

えいたします。

「古典の日」についてであります。「古典の

日」が定められました背景には、若者の間で、

また日常生活の中で、いわゆる古典離れが進行

していることがあると考えております。

県では、毎年、「文化を考える地区懇談会」

を開催しておりますが、その中でも、文化団体

の会員の減少や高齢化、伝統芸能の担い手不足

等が指摘をされているところであります。この

ため、「古典の日」を契機として、学校、職

場、地域等で県民が古典に親しむ機会を充実す

ることや、みずから文化活動に参画する県民の
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底辺の拡大を図りますことが大変重要であると

考えております。

県といたしましては、「古典の日」に関しま

して、県ホームページ等での広報に努めており

ますが、多くの県民の皆様に「古典の日」が一

層浸透していきますよう、市町村や文化団体等

とも連携をとりながら、さらに周知を図ります

とともに、古典も含めた文化の振興に努めてま

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○福祉保健部長（佐藤健司君）

えいたします。

まず、民生児童委員の活動についてでありま

す。少子高齢化の進行など社会情勢が変化し、

家族や地域社会のきずなが薄まる中で、地域に

おける福祉課題は複雑多様化するとともに、深

刻さを増しております。このため、住民の身近

な相談相手である民生児童委員の役割は拡大、

多様化しており、地域において民生児童委員の

活動をサポートする体制を充実していく必要が

あると考えております。

こうしたことから、現在、７つの市と６つの

町村、計13の市町村が独自に福祉協力員や福祉

推進員などを配置しており、県におきまして

も、こうした取り組みを支援しているところで

ございます。今後とも、市町村と十分連携を図

りながら、民生児童委員活動をサポートする人

材の育成などに取り組んでまいりたいと考えて

おります。

次に、発達障がい児・者に対する支援方針に

ついてであります。近年の制度改正や発達障害

者支援センターへの相談件数が増加するなど、

状況が変化していることから、現在、発達障が

い児・者への支援に係る計画の見直しを行って

いるところであります。

今回の改定に当たりましては、就学前、就学

期、就労期の各ライフステージに共通した支援

方針として、早期に発見し、早期に療育や支援

につなげる体制の整備、関係機関で適切な支援

が引き継がれる体制の整備、発達障がいに関す

る理解促進の３つの方針を掲げております。こ

の方針のもと、新しい計画では、就学前から就

学期へのつなぎや、鬱病などの二次障がいへの

対応など、各ステージごとの課題に対応した支

援を実施することとしております。

最後に、健康みやざき推進事業の実施状況に

ついてであります。まず、生活習慣病の予防対

策としまして、ことしの１月から２月にかけま

して、肥満の予防・改善、１日野菜摂取量のプ

ラス100ｇ、１日歩行数のプラス1000歩を啓発す

るテレビＣＭの放送やホームページの開設を行

うとともに、宮崎市内のショッピングセンター

において血糖値測定や体力チェックなどを行う

健康イベントを開催したところであります。

また、24年度の本県国保の特定健診受診率

が31.5％と、全国平均を2.2ポイント下回る状況

にあることから、受診率向上を図るため、市町

村国保、協会けんぽ及び県などで構成します宮

崎県保険者協議会におきまして、ポスター、テ

レビＣＭ、新聞広告などによる県民向け広報啓

発の強化に取り組んでいるところであります。

今後とも、県民の皆様の健康づくりを積極的に

支援し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〕○商工観光労働部長（茂 雄二君）

お答えします。

東九州自動車道を活用した誘客についてであ

ります。東九州自動車道北九州―宮崎間の開通

は市町村にとっても絶好の機会であり、例えば

延岡市では先般の「このはなウオーク」の開催
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やテレビＣＭを九州各県で放映するなどのＰＲ

活動の強化等に取り組むこととしております。

また、日向市は、福岡や中国・四国地方等での

観光宣伝事業を実施するとともに、県北の２市

１町等で構成する「ひむか日豊海岸観光推進協

議会」におきまして、モニターツアー「ひむか

の神話物語、伝統文化をむすぶ旅」を計画する

など、各市町村等でさまざまな誘客対策に取り

組まれるとお聞きしております。

来年度予定しております高速道路の周遊型割

引につきましては、魅力ある企画内容にするた

め市町村の協力が不可欠であります。そこで、

県といたしましては、これら各市町村の取り組

みを一つにつなぎ、連携した効果的な事業展開

が図られるよう、先月、市町村や関係団体等と

の合同会議を開催し、連携事業等について緊密

な意見交換を行ったところであります。

なお、県ではこれまでも、観光資源の磨き上

げや新たな観光資源の開発等に取り組む市町村

等に対し支援を行っているところであり、今後

とも、市町村や関係団体等と十分に連携を図り

ながら、積極的に誘客促進に取り組んでまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（緒方文彦君）

えいたします。

農産物のブランド対策についてであります。

本県のブランド対策は、全国に誇れる残留農薬

検査体制や全県的なＧＡＰの導入など、信頼さ

れる商品・産地づくりを基本に進めておりま

す。

本年度からは、従来の取り組みに加えまし

て、消費者の関心が高まっている健康を新たな

ブランドイメージの柱にすべく、ビタミンＣ含

有量が多い「みやざき健康ピーマン」の販売を

開始いたしました。さらに、マーケットインの

視点からの商品づくりに実績のあるアドバイザ

ーを招聘いたしまして、完熟キンカンを全国区

の看板商品に育てるための集中的なプロモー

ションなどにも着手したところでございます。

本県の農産物は、他県にない高いポテンシャル

を備えていると考えておりますので、消費者を

引きつけられるわかりやすい付加価値の発信を

意識して、今後の対策を強化してまいります。

以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お○県土整備部長（大田原宣治君）

答えいたします。

沿道修景の取り組み状況についてでありま

す。本県は、昭和44年に全国に先駆けて沿道修

景美化条例を制定しまして、県民はもとより、

本県を訪れる方々にも宮崎らしい潤いと安らぎ

を感じていただけますよう、花と緑にあふれた

道路環境の創出及び保全に努めてまいりまし

た。

これまで、国道388号の延岡から北浦間のソメ

イヨシノや国道10号の高鍋から新富間のパンパ

スグラスなどのように沿道修景植栽地区を指定

して、沿道修景の美化に取り組んでまいりまし

た。また、このほかにも、年間を通して全県的

に花と緑が絶えることのないように、約36万本

の四季折々の草花の植栽や約150万本に及ぶ樹木

の管理を行うことに加え、沿道におけるすぐれ

た自然景観や樹木をそのままの姿で残すように

努めてきたところでもあります。今後とも、厳

しい財政状況ではありますが、県民の皆様と一

緒に草花の植栽や植栽地の草刈りを行うなど、

良好な道路景観の保護と育成に取り組んでまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

それぞれに御答弁いただきま○後藤哲朗議員
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して、ありがとうございました。理解を深める

ために、提言、提案、要望を交え、再度、質問

してまいりますので、よろしくお願いします。

まず初めに、知事に東九州の新時代について

お尋ねいたします。御答弁に、「みがく、つな

ぐ、まわす」という３つのキーワード、方向性

が重要で、隣県等との広域連携を強化、県内間

の連携強化を図ることで地域経済をうまく回し

ていく、官民一体となった取り組みを展開し、

東九州の新時代を牽引する県づくりを進めたい

ということを述べられました。

さて、来年度末に予定されている北九州市ま

での開通により、北九州市を初め、別府市、大

分市、佐伯市、延岡市、日向市、西都市、宮崎

市、都城市、鹿児島市等の東南北間の交流軸が

できることに大きな期待があると思います。

そこで、今回、東九州自動車道の整備促進に

重要な役割を果たされました東九州軸推進機構

という組織がございます。この組織は、東九州

地域の関係機関・団体、企業等が一体となっ

て、地域連携軸としての東九州軸（北九州―大

分―宮崎―鹿児島）を構築することにより、産

業経済を初めとした地域社会の活性化を図り、

魅力ある東九州経済圏の形成に資することを目

的として平成３年８月に設立され、今に至って

おります。構成員は、東九州４県の県、市町

村、経済団体、企業であります。そこで、来年

度の北九州市―宮崎間の開通を控え、今後、東

九州地域のさらなる活性化のため、東九州軸推

進機構の機能の充実強化に取り組んでいくべき

と考えますが、知事の御所見をお伺いします。

東九州軸推進機構につ○知事（河野俊嗣君）

きましては、関係４県の官民の組織で構成され

たところでありまして、東九州地域が有する工

業や観光分野などにおきますすぐれたポテン

シャルを活用し、産業経済の活性化や魅力ある

広域経済圏の形成に長年取り組んできたもので

あります。

今回、その取り組みの中でも最重要課題であ

りました東九州自動車道の整備が大きく前進を

したということは、この地域の産業や経済、文

化などの交流、さらには九州の一体的発展の起

爆剤となるものであります。今後、まだまだ課

題として残ります宮崎市から志布志までの未開

通区間や九州中央自動車道の整備促進にも全力

を傾けていく必要があるということで、御指摘

のように、東九州軸推進機構の機能充実、強化

をしっかり図ってまいりながら、自動車、医療

機器産業、観光・リゾート、物流や広域防災な

ど、あらゆる分野で開通効果を最大限に発揮

し、東九州の新時代を牽引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。既存○後藤哲朗議員

の団体でありまして、商工会議所、商工会等、

今まで東九州道建設促進に御尽力いただいた団

体が中心ですので、ぜひ強化発展していってほ

しいと思います。よろしくお願いします。

続きまして、「延岡花物語」に関連してお尋

ねします。知事には、官民一体となった実行委

員会が地域の知恵とパワーを結集、おせったい

に励むスタッフの姿を見て、ボランティアを含

む関係者の皆様の御苦労、御尽力に敬意を表

し、感謝というありがたいお言葉をいただきま

した。

さて、今回のイベントは、観光協会を中心

に、国、県、市、各企業、ＮＰＯ団体、ボラン

ティアグループなど官民一体となった取り組

み、まさに協働の成果だと、そのように評価を

しているところであります。

ところで、昨年の３月に、ボランティアやＮ
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ＰＯ等、企業による社会貢献活動と行政を含め

た多様な主体の協働を促進するに当たって、中

長期的に進める施策の方向性を示すため、宮崎

県総合計画の部門別計画等として「みやざき社

会貢献活動促進基本方針」が策定されました。

キャッチフレーズが、まさしく今回の「延岡花

物語」を象徴しているように思えてなりませ

ん。そのキャッチフレーズは「私が主役 みん

なで協働 元気な宮崎づくり」であります。協

力して働くことで課題解決の可能性が高くなる

とともに、生まれたネットワークが将来の活動

に向けての大きなパワー、財産になるような気

がいたします。そこで、協働の推進に向けた取

り組みについて総合政策部長にお伺いします。

ＮＰＯや企○総合政策部長（土持正弘君）

業、行政などの多様な主体が協働してさまざま

な地域課題に取り組みますことは、将来にわた

り安心して暮らせる元気な宮崎づくりを進める

上で欠かせないものと考えておりまして、御紹

介のありました「延岡花物語」の取り組みなど

は大変すばらしい取り組みだというふうに存じ

ます。関係者の皆様方に心から敬意を表する次

第であります。

県では、「みやざき社会貢献活動促進基本方

針」を昨年３月に策定いたしまして、市町村を

初め多様な主体と連携しながら協働の推進に取

り組んでいるところであります。

具体的な取り組みとしまして、まずは行政、

民間の双方が協働の意義や効果について正しく

理解することが重要でありますことから、行政

向けには職員研修を行いますほか、県民向けに

は出前講座やパネル展等を開催いたしまして啓

発に努めております。また、協働の実践に向け

まして、ＮＰＯや企業と県が協働で実施します

モデル事業に取り組みますとともに、多様な主

体が交流・意見交換を行いながら協働の相手を

探す協働商談会を県内４地区で開催するなど、

相互理解と連携のための支援を行っているとこ

ろであります。

協働の推進は、これからの自○後藤哲朗議員

治体の経営戦略に本当に欠かせない重要な施策

になっていくものと思いますので、さまざまな

取り組みをよろしくお願いいたします。

続きまして、「古典の日」についてお尋ねし

ます。主質問の答弁に、「古典の日」を契機と

して学校、職場、地域等で県民が古典に親しむ

機会を充実することや、文化活動に参画する県

民の底辺の拡大を図ることが大変重要であると

考えておられるとのことでありました。

そこで、次の３点を述べまして、事業の推進

を提言いたします。

１点目は、「東京オリンピックへの展望 新

しい日本の創造へ」と題したセミナーでの下村

文部科学大臣の言葉です。「道徳教育を特別の

教科とするなど具体策を取りまとめつつありま

す。その中でも一つ紹介したいのが、土曜授業

の復活です。小学校からの英語教育は世界の流

れだと思います。しかし、幾ら英語がしゃべれ

るようになっても、自分たちの国、日本につい

て何も語れなかったら世界の笑い物です。日本

人としてのアイデンティティーをより強固なも

のとしていかなければ、このグローバル社会で

は生き残っていけません。そのためには、日本

の歴史、伝統、文化をしっかり勉強しなければ

なりません。そこで、土曜授業の活用を提案し

たいのです。日本の歴史、伝統、文化を教える

のは、何も教師に限る必要はありません。地域

のお年寄りに土曜日に学校に来てもらって、そ

のお話を聞くというような形でもいいのです。

東京オリンピック・パラリンピックと教育再



- 276 -

平成26年３月５日(水)

生、この２つは日本人の精神の再生というとこ

ろでつながっていると思います」と述べられて

います。

２点目は、知事及び担当部局は、記紀編さ

ん1300年記念事業で、古典の古（いにしえ）と

温故知新という言葉をよく使われています。

３点目は、「古典の日」制定の推進会議のメ

ンバーに河野知事が入っておられました。

以上の３点と、文化庁は、「古典の日」にち

なんで「地域発・文化芸術創造発信イニシアチ

ブ事業」と「文化遺産を活かした地域活性化事

業」の補助事業を準備しております。そこで、

古典をもっと知ってもらうことと、歴史、伝

統、文化を大切にするということが重要である

と考えますので、「古典の日」にちなんだ取り

組みについて総合政策部長にお伺いします。

県といたしま○総合政策部長（土持正弘君）

しては、法が制定されました一昨年の「古典の

日」に、古事記を題材にした小学校での出前講

座を開催したところであります。

古典に関しましては、今年度に記紀編さ

ん1300年記念事業の一環としまして、雅楽の公

演や神楽まつりなどを実施いたしますととも

に、日本の伝統文学である短歌を顕彰する若山

牧水賞等を毎年実施するなど、さまざまな事業

を展開しているところであります。また、市町

村でも、延岡市の「天下一薪能」や都城市の

「山之口麓文弥節人形浄瑠璃」を初め、茶道や

華道など、さまざまな古典に触れる機会の充実

に努めているところであります。

県といたしましては、古典を大切に守り継承

していくことは大変重要であると考えておりま

すので、今後とも、さまざまな事業や市町村等

への支援を通しまして、古典に触れる機会の充

実等を図りながら、「古典の日」の定着に努め

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した。日○後藤哲朗議員

本人の精神性の再生という大きなテーマが背景

にあるということを認識したいと思いますの

で、どうかよろしくお願いいたします。

続きまして、地域福祉の推進についてお尋ね

します。政務調査で、福祉先進県と言われてい

ます兵庫県の健康福祉部に１月に行ってまいり

ました。民生児童委員の協力員実務の手引をい

ただいたんですが、特徴は、民生児童委員の手

引書ではなく、協力員としての手引でありまし

て、現行の福祉施策をとにかく知ってもらって

民生委員さんにつなげるというものでした。

経済、財政状況が厳しい中にあって、福祉政

策の充実拡大がなかなか見込めないとなれば、

いかに既存の福祉制度を利用、活用するかとい

う視点がこれから重要になってくるんじゃない

か、そのように思っております。そこで、公的

福祉が必要な人に施策が適用されるように、民

生児童委員や福祉施策の連絡員といった人材が

適切につなぎ役を果たすことが大事なことでは

ないかと思いますが、福祉保健部長に御所見を

お伺いします。

地域におきま○福祉保健部長（佐藤健司君）

して、支援を必要としている方々を見守り支え

ていくためには、民生児童委員や福祉協力員な

どが中心的立場から身近な相談相手となり、適

切な福祉サービスへのつなぎ役となっていただ

くことが重要であります。

このため、県では、民生児童委員が充実した

活動ができるように、福祉制度をまとめた手引

などを配布するとともに、福祉に関する各種研

修を行っているところであります。今後とも、

民生児童委員や福祉協力員が福祉サービスへの

つなぎ役として十分な活動ができるように、市
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町村と連携しながら取り組んでまいります。

ありがとうございました。地○後藤哲朗議員

域福祉の推進を担っている方々というのは協働

の推進役だと私は思います。人と人がつながり

支え合う地域づくりのまさしくキーパーソンだ

と、そのように思いますので、活動しやすい環

境づくりに今後とも努めていただきますようよ

ろしくお願いいたします。

続きまして、発達障がい児・者への支援につ

いてお尋ねします。本県における支援につきま

しては、支援センターの設置状況、障がい児ラ

イフステージ支援地域展開事業、そして今回の

支援計画等の改定など、先進的な取り組みをさ

れていると私は評価しております。

先ほどの御答弁での支援方針の１つに、早期

に発見し、早期に療育や支援につなげる体制の

整備を挙げられておりました。そこで、未就学

の発達障がい児の早期発見・早期療育を図るた

めには、幼稚園や保育園等の職員の発達障がい

に対する理解や支援が必要であると考えます

が、取り組みについて福祉保健部長にお伺いし

ます。

発達障がい児○福祉保健部長（佐藤健司君）

の早期発見・早期療育を図るためには、議員御

指摘のように、集団生活を送る幼稚園、保育所

等での気づきが重要であると考えておりまし

て、発達障がいへの理解を促進するため、関係

職員へのリーフレット等の配布や、小児科医や

臨床心理士を講師とする支援スキル向上のため

のセミナーや幼稚園単位での研修会などを実施

しております。また、児童へ適切な療育支援が

行えるよう、発達障害者支援センター等が幼稚

園等を訪問して関係職員への療育訓練や助言指

導を行っております。平成26年度は、人材の育

成を一層推進するため、セミナーの回数をふや

しますとともに、発達障害者支援センターが設

置されております宮崎市、都城市、延岡市を中

心に、地域ごとに開催するなど、研修機会の拡

大を図ってまいりたいと考えております。

集団生活を送る幼稚園、保育○後藤哲朗議員

園等での気づきが重要とのことで、研修機会の

拡大充実を図っていかれるということですが、

どうぞよろしくお願いします。

なお、各園に、より専門性を持たれた担当

者、いわゆるコーディネーターを配置すること

が早期発見につながっていくという関係者の御

意見であり、要望として多いことを申し添えさ

せていただきたいと思います。

続きまして、健康みやざき推進事業について

お尋ねします。「健康みやざき行動計画21（第

２次）」では、位置づけとして、県は、健康増

進法に基づく健康増進事業を実施する市町村に

対して支援を行うとともに、市町村や関係団体

と連携し、広く健康に関する普及啓発を推進す

るとあります。市町村との連携と強調、そして

健康に関する指標値の情報の共有等も大切じゃ

ないかと思っておるところです。健康寿命日本

一を目指している奈良県では、県内市町村の各

指標値を一覧表にまとめて公表されておりま

す。そこで、県民の健康づくりを推進するた

め、平均寿命やがん検診受診率などの健康に関

する指標値を市町村ごとに目に見える形で公表

することはできないか、福祉保健部長にお伺い

します。

平均寿命やが○福祉保健部長（佐藤健司君）

ん検診受診率などの健康に関する指標値の市町

村ごとの公表につきましては、現在、宮崎県健

康づくり推進センター等のホームページにおい

て指標ごとに表やグラフを用いて掲載している

ところでありますが、各指標を一覧で見られる
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ような形にはなっておりません。

御提案のありました市町村ごとの目に見える

形の公表につきましては、市町村が健康づくり

の施策を推進する上で効果的であると考えます

ので、公表指標及び内容を充実させるなど、よ

りわかりやすい公表の仕方について今後検討し

てまいりたいと考えております。

今、御答弁がありましたよう○後藤哲朗議員

に、市町村ごとの目に見える形の公表は、まさ

しく認識、知識、意識という意味で非常に効果

が出てきますので、よろしくお願いしておきま

す。

続きまして、東九州道開通による観光の振興

についてお尋ねします。地域経済活性化の方策

の一つとして、今、観光がクローズアップされ

ているわけですが、特に来年度は大分県との連

携を図っていくとのことであります。価格競争

ではなく、ほかにない素材を出し合って価値競

争や、そこにしか見られない、食べられない、

大分・宮崎バージョンをつくらないといけない

んじゃないかなと思っています。

例えば、日本百名山の祖母山、久住山や、祖

母傾山縦走コース、大崩山、行縢山、由布岳等

の標高と見ごろの花等を掲載する、いわば山岳

コース、楽聖と言われる竹田市の滝廉太郎と歌

聖と言われる若山牧水、ちょっと外れますけれ

ども、柳川なんですが、詩聖の北原白秋の記念

館めぐりの文学ルート等であります。そこで、

県は大分県と共通の観光パンフレットなどを作

成するようですが、山岳ルート、文学ルートな

どを織り込んだ特徴的なパンフレットをつくら

れたらどうか、商工観光労働部長にお伺いしま

す。

大分県と○商工観光労働部長（茂 雄二君）

の共通の観光パンフレットにつきましては、東

九州の新たな魅力を発信するとともに、両県を

広域的に周遊してもらうための重要なツールで

あると考えております。

これまでも県北では、「東九州伊勢えび海

道」やアユやな、県北の海、山、川の魅力を体

験できる「ひむかツアー」などの魅力的な広域

周遊ルートの情報発信などに取り組んでまいり

ました。これに加えまして、県北は、大崩山、

可愛岳、行縢山、比叡山などの豊富な山岳資源

に恵まれ、若山牧水などの出身地でもあります

ことから、御提言のありました山岳ルートや文

学ルートなどにつきましても、まさに東九州自

動車道を活用した新たな切り口となるものと大

変興味深く伺ったところであります。今後、御

提言の趣旨も踏まえ、大分県や市町村等とも相

談しながら、両県の特徴を生かしたパンフレッ

トの作成に努めていきたいと考えております。

山岳・文学ルート、部長には○後藤哲朗議員

興味深く聞いていただきまして、ありがとうご

ざいました。阿蘇くじゅうといったら御存じの

ようにすごい観光客ですが、登山者の入り込み

客を狙うというのは開通効果で高いものがあ

る、そのように思っています。そして、今、健

康ブームでありまして、山歩きは長年、右肩上

がりでございますので、ぜひ山岳ルート、文学

ルートといった特徴のある観光パンフレットを

つくっていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

続きまして、農産物のブランド対策について

お尋ねします。健康を新たなブランドイメージ

の柱に、また消費者を引きつけられるわかりや

すい付加価値の発信を意識していくという、大

変時流に合った頼もしい答弁じゃなかったかな

と、そのように思っております。

ところで、本県は、農産物の栄養・機能性成
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分分析に他県に先駆けて取り組まれておりま

す。実績も確実に出してこられていると思いま

す。そこで、今後、健康認証商品の品目、ライ

ンアップはふやしていくべきだと考えますが、

農政水産部長にお伺いします。

本県は、豊富○農政水産部長（緒方文彦君）

な日射量などの気象条件に恵まれ、品質の高い

農産物の生産に適しておりますことから、日本

一の残留農薬分析技術を応用いたしました県産

農産物の栄養・機能性分析を精力的に進めてま

いりました。その結果、ピーマンを初め、ゴー

ヤやカンショなど、13種類の野菜のビタミンＣ

含有量が全国標準値より高いことが明らかに

なっております。

健康ブランドの成否は、消費者の心をつかむ

ようなわかりやすいＰＲ・表示がどれだけでき

るかにかかっておりますが、分析体制の強化に

加えまして、打ち出し方の検討も十分に進め、

健康認証商品のラインアップの拡充につなげて

まいりたいと考えております。

主質問の中で、熊本県のカラ○後藤哲朗議員

ーイメージ戦略ということで赤を出しました

が、カラーイメージで一番強いのは、御存じの

ように鹿児島県の黒ということなんですが、熊

本、鹿児島、宮崎と比べて、宮崎県のほうが品

目というか、アイテム数は絶対誇っているんで

す。そういうこともありまして、健康認証ブラ

ンドをふやしていくというのは今後農政では非

常に大きな課題じゃないかなと思っております

ので、どうかよろしくお願いいたします。

時間がないので、最後になりますが、沿道修

景美化事業についてお尋ねいたします。これま

での主な路線の植栽花木の経緯に、県境植栽が

ありました。串間市の国道220号、えびの市の国

道268号、延岡市北川町の国道10号等々でありま

す。これは、昭和54年、宮崎国体前に県外から

のお客さんを歓迎する意味で県境に植栽されま

した。まさにおもてなしの環境整備、そのよう

に思っております。

東九州自動車道開通により県外からの観光客

がふえることが予想されつつある今、沿道修景

美化事業の評価、効果が大変期待されるものと

思っております。そこで、この事業はしっかり

とつなげていく、守っていく必要があると考え

ますが、県土整備部長に御所見をお伺いしま

す。

沿道修景美○県土整備部長（大田原宣治君）

化条例は、県土全体を公園のように美しくす

る、いわゆる全県公園化を推進することを目的

としまして、全国で初めて制定されたもので、

こうした取り組みを後世に引き継いでいくこと

は大変重要であります。

このような中、条例制定から40年以上が経過

し、樹木の高木化や老木化により維持管理が難

しくなってきていることや、東九州自動車道の

開通などで観光客の動向も大きく変わりますこ

とから、沿道修景を図るべき地区などの見直し

も必要であると考えております。本県にとって

沿道修景は重要な観光資源の一つであり、本県

を訪れた観光客の方々に十分満足していただく

ためには、地域の皆様との協働が欠かせないこ

とから、今後とも、県民の皆様と一体となって

すばらしい宮崎の道路景観を守り育ててまいり

たいと考えております。

なぜ沿道修景美化事業を出さ○後藤哲朗議員

せていただいたかというと、今回の東九州自動

車道開通 ある新聞の「旅のひとこと」欄に―

も、宮崎のイメージはというと樹木のきれいさ

というのがよく出ております。今回、やはりど

うしても北が注目されてくるわけですが、日豊
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リアス式海岸とか、延岡―高千穂の神話街道と

か、以前、先輩方が愛称ロードとされた、これ

は本当に、今までいろんな方々に愛称的な、な

じみの深い道路でありまして、特に先ほどから

言います国道10号 高速道だけじゃない幹線―

道路というのが宮崎県を訪れる方々には非常に

注目度が高いんじゃないかと思います。

それから、おもてなしの環境整備という言葉

を使わせていただきました。おもてなしの言葉

は昨年の流行語でありましたが、本県で数十年

前からこの事業を通して、おもてなしというこ

とを実践しているわけでありますから、自信と

誇りを持って県土整備部の皆さんには沿道修景

美化事業に取り組んでいただきたい、そのよう

に思います。

最後にお願い申し上げまして、以上で質問を

終わります。ありがとうございました。（拍

手）

次は、右松隆央議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○右松隆央議員

の右松隆央でございます。

我が国の一般会計予算は、総額が92兆6,115億

円となっており、歳出においてそのうちの実

に31.4％の29兆1,224億円が社会保障関係費と

なっております。これは、我が国の防衛費、そ

して教育費、さらには公共事業費、この３つを

足して、さらに２倍にした数字であります。加

えて、毎年この額が１兆円も膨らみ続けており

ます。国家予算にとりましても、社会保障費の

増大は極めて憂慮すべき事態だと、そういう状

況になっております。

先日、自民党の宮崎県連のニューリーダー育

成塾「ひむか」の国政視察研修におきまして、

石破茂党幹事長から講義をいただいたのであり

ますが、その中で石破幹事長は明確に、アベノ

ミクスの第４の矢は財政規律を図ること、そし

て社会保障制度改革だと、強く述べておられま

した。安倍総裁御自身も伸長する社会保障費に

大きな懸念を示しており、自然増を含む社会保

障の歳出の合理化、効率化に最大限に取り組む

必要があると話されております。

昨年の12月５日、国会で成立しました「持続

可能な社会保障制度の確立を図るための改革の

推進に関する法律」の中身を見ましても、国は

これから地方自治体も巻き込んでの大きな社会

保障制度改革を行う、今まさにその施行段階に

入ったと言えるわけであります。危機感を持つ

国がこれから行う本格的な社会保障制度改革に

対して、本県は果たしてその準備ができている

のか、これからの質問で問うてまいりたいと

思っております。

まずは、福祉保健部長にお伺いしたいと思い

ます。本県の社会保障関係費の現状についてで

ありますが、後期高齢者医療制度が開始された

平成20年度の当初予算と今回の26年度当初予算

案を比較して、この６年間で歳出予算に占める

社会保障関係費がどのくらい伸びているのか、

その推移を伺いたいと思います。

後は質問者席にて質問を行わせていただきま

す。ありがとうございます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（佐藤健司君）

えいたします。

社会保障関係費の推移についてであります。

本県の福祉、医療、介護などの社会保障関係費

につきましては、平成20年度当初予算額が584億

円で26年度当初予算案では743億円と、この６年

間で159億円、27.3％増加したところでありま

す。また、予算額全体に占める割合は、20年度

に10.4％であったものが26年度には13.0％

と、2.6ポイント増加したところであります。以
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上であります。〔降壇〕

この６年間の推移は今の部長○右松隆央議員

の答弁のとおりでありますけれども、９年間の

推移でいけば、一般財源ベースでありますけれ

ども、平成17年の社会保障関係費が390億円に対

して、26年度、今回の当初予算案では659億円

と、実に1.7倍という数字に膨れ上がっておりま

す。県が実質的に負担をする一般財源ベースで

９年間で1.7倍という数字は、やはり深刻に受け

とめなければならない数字だというふうに考え

ております。

そして、さらに大事なことは、今後の推移で

あります。社会保障関係費の内訳で上位２つが

後期高齢者医療費負担金並びに介護保険財政支

援事業になるわけでありますけれども、これは

今後の本県の高齢化率とも密接な関係を持って

まいります。内閣府が出している「高齢社会白

書」では、20年後、私もちょうど換算される年

になりますけれども、本県の高齢化率は実

に36.9％で、これは全国でも上から７位という

ところまで押し上がる試算になっております。

そこで、福祉保健部長に再度伺いますが、本県

の社会保障関係費が今後どのような伸びを示し

ていくとシミュレーションされているのか、具

体的な数字で示していただきたいと思います。

社会保障関係○福祉保健部長（佐藤健司君）

費に大きな影響を与えると考えられます75歳以

上人口について、国の推計人口をもとに県独自

で推計した結果では、平成25年10月１日現在16

万7,000人であったものが、６年後の平成32年に

は18万1,000人となるものと見込まれておりま

す。

こうした年齢構成の見込みや、これまでの１

人当たりの医療や介護費用の伸び等を踏まえま

して、本県の社会保障関係費の３分の２を占め

ます国民健康保険助成費、後期高齢者医療費負

担金及び介護保険財政支援事業について推計い

たしますと、26年度予算案において合わせて440

億円であったものが６年後の32年度には約526億

円と、86億円、20％増加するものと推計してお

ります。

なお、これらの３経費を除きます残り３分の

１の社会保障関係費においても今後増加が見込

まれることから、全体ではさらに増大するもの

と懸念をいたしております。

今後の社会保障関係費の伸び○右松隆央議員

は、やはり高齢化率からしても全国の自治体の

中でも明らかに上位に入ってくると私は考えて

おります。この伸張する社会保障関係費の数字

を受けまして、そして本県の高齢化の伸び率を

受けて知事はどのように現状を認識されておら

れるか、伺いたいと思います。

今、部長が答弁しまし○知事（河野俊嗣君）

た３つの経費、これは毎年の予算編成で大きく

問題になる、課題となる、個々の単独の予算事

業としては最大規模の数字なわけでございま

す。

先ほども言及がございましたが、高齢化

率、65歳以上の人口の割合は平成25年10月１日

現在で27.6％でありますが、平成32年には33.1

％になるものと推計をしておりまして、ほぼ３

人に１人が高齢者という時代を迎えようとして

いるわけであります。急速に少子高齢化が進む

中、今後もこのような社会保障関係費は大幅に

増加するものと見込まれておりまして、危機感

を持って受けとめておるところでございます。

こうした医療、介護など確かな社会保障制度を

将来の世代にしっかりと伝えていくことが喫緊

の課題であると認識しておるところでありま

す。
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社会保障制度改革の大きな転換期にあります

今日、県としましても、県民が安心して生活で

きる活力ある社会を維持していくため、国や市

町村とも連携をしながら、着実に取り組みを進

めてまいりたいと考えております。

今の御答弁から知事は危機感○右松隆央議員

を抱いていると受けとめる次第であります。や

はりこれからの首長は、社会保障費の増大を自

然増という受けとめ方でこのまま手をこまねい

て推移を見守るといった、そういう甘い認識で

は務まるものではないというふうに考えており

ます。と同時に、今後の本県における社会保障

費の伸びをいかに緩やかに抑えていくのかとい

う極めて重い命題が首長あるいは私たち議員に

も問われているのだと強く認識している次第で

あります。

今回の一般質問を通して執行部に問うてい

き、また私も政策提言をしていく主眼がどこに

あるかといえば、国が大きな社会保障制度改革

を行う、その意図するところを読み取って、長

野県佐久市のような先進地域の取り組みをそ

しゃくし、高齢化が進む中で社会保障費を抑え

ていくという二律背反が成立するような、理想

とする医療や福祉のあり方をつくり出していく

ところにあるわけであります。そこで、社会保

障費を今後できるだけ緩やかな増加に抑えてい

くためにどの分野に力点を置くべきと考えてお

られるか、福祉保健部長に伺いたいと思いま

す。

社会保障関係○福祉保健部長（佐藤健司君）

費の増大の主要な要因となっております医療、

介護に要する費用を抑制していくため、県では

これまで、県民の皆さんが何歳になっても心身

ともに健康な生活を送ることができるように、

健康づくりや疾病予防、介護予防などに取り組

んできたところであります。

今後さらに、高齢者が予防、医療、介護等の

サービスを住みなれた身近な地域で適切に受け

ることができるように、地域でサービスを提供

する仕組みを構築することによりまして、後期

高齢者医療制度や介護保険制度などに要する費

用の増加を抑制していく必要があると考えてお

ります。

方向性については共有するも○右松隆央議員

のであります。やはり社会保障関係費で大きく

占める医療と介護の分野は一番に力点を置かな

ければならない、私も同じような認識を抱いて

おります。

そこで、国の動向でありますけれども、冒頭

で申し上げましたが、ちょうど今から３カ月前

ですけれども、12月５日に成立をした社会保障

制度改革プログラム法でありますが、この法律

は、社会保障制度改革の全体像やその進め方を

あらかじめ法律において明らかにしたものであ

ります。また、今後、実施の検討を進める改革

の方向性も記載されておりまして、この中には

極めて重要な改革のプログラムが示されており

ます。

まず、医療の分野でありますが、負担のあり

方をこれまでの年齢別から負担能力別に切りか

える。そのことで将来世代の負担を軽減するこ

とや、重要な方向性としては、病状に応じて住

みなれた地域で適切な医療や介護が受けられる

ように病院・病床の機能の分化、さらには後ほ

ど触れさせていただきますけれども、在宅医療

と介護の体制を整備すること、加えて大きなも

のとしては、市町村国民健康保険を３年後の平

成29年度までに都道府県に移管を進めることな

どが挙げられております。

そして、介護の分野では、所得が一定以上の
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介護保険利用者の負担を１割から引き上げると

ともに、所得が低い高齢者の保険料を軽減する

こと、またこれも後ほど議論いたしますけれど

も、地域包括ケアの推進、さらには特別養護老

人ホームへの軽度者の入所を制限するととも

に、軽度の要介護者を含む低所得の高齢者の住

まいを確保していくといった個別の法案が今後

順次提出される方針であります。そこで、今

般、国で成立した持続可能な社会保障制度改革

の推進法において、医療、介護、年金、少子化

の各分野のうち、国保や介護保険などの主な項

目について本県はどのように対応されていくの

か、知事に伺いたいと思います。

こういう社会保障の分○知事（河野俊嗣君）

野は、国が大きな制度設計をしながら、それを

県や市町村がどのように運営していくか、その

連携が問われるわけでありますが、昨年末に成

立しました社会保障制度改革プログラム法にお

きましては、全世代型の社会保障への転換を目

指した改革に向けた大きな動きが始まったとこ

ろであります。

今、御質問にありました、まず国民健康保険

制度の運営業務につきましては、財政運営を初

めとして都道府県が担うことが基本とされたと

ころでありまして、県としましても、国の今後

の議論、動向などを注視しながら、制度の適切

な運営が確保されるように取り組んでまいりた

いと考えております。

また、介護保険制度につきましては、在宅医

療と介護の連携強化などを初めとします地域包

括ケアシステムの構築に向けた措置が講じられ

ますことから、介護、医療、予防などにつきま

して、市町村や医療機関等との連携のもとに支

援の充実が図られるよう取り組んでまいりたい

と考えております。今後とも、医療、介護、少

子化対策などにつきまして、社会保障制度改革

推進法によります改革の方向性を見据えなが

ら、県としても工程表の作成を行うなど、積極

的な取り組みを進めてまいりたいと考えており

ます。

工程表の作成も含めて積極的○右松隆央議員

な取り組みを要望させていただきたいというふ

うに思います。

この法律は全４章66条から成り立っておりま

す。今後の制度改革のプログラムが書かれてお

り、必要な法律案が29年度を目途に順次提出さ

れていくわけであります。国が示す方向性を本

県が先んじて実現していけるのか、そのために

は、やはり明確なビジョンと、県が主体的に医

師会や大学病院をリードし、施策を大きく展開

していく必要があると考えております。施策の

展開につきましては、最後の医療先進県みやざ

きを目指しての項目でさらに議論を深めてまい

りたいというふうに思っております。

続いて、２つ目の項目に入りたいと思いま

す。本県の看護政策についてであります。

本県の看護の現場が今どれほど厳しい中にあ

るのか、人の命を預かる極めて重い責任を担っ

ていることに対して果たしてそれにふさわしい

待遇になっているのか、現場の声も含めてしっ

かりと議論をしてまいりたいというふうに考え

ております。

まずは、看護師の給与体系並びに給与水準の

問題を問わせていただきたいと思います。実

は、看護職の給与体系は非常に問題のある特色

を抱えております。

一つは、賃金の上昇率がほかの医療職種と比

較して極めて低いということであります。経験

を積めば積むほど賃金の上がりが悪くなるとい

う矛盾を抱えておりまして、昇給の幅が極めて
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狭いという給与体系になっているわけでありま

す。

もう一つの問題は、給与総額に占める基本給

の割合が低いということであります。基本給が

低いということは、すなわち賞与やあるいは退

職金の算出など生涯賃金にも当然影響が出てく

るものであります。

県内の看護師の現場の声をまとめた集計表か

らも毎回一番多く上がってくるのが、給与や各

種手当の支給額の低さやサービス残業が多いと

いう問題点であります。同様に、看護要員の不

足、そしてそれによる過重労働、この３つが一

貫して多いのが現場の声であります。

加えて申し上げれば、本県の給与水準が47都

道府県で最低であるという実態は、国家資格で

ありながらも地域格差が歴然としているという

問題を抱えていると言わざるを得ないわけであ

ります。そこでまずは、看護師の勤務環境並び

に給与水準の現状をどのように受けとめておら

れるか、福祉保健部長に伺いたいと思います。

医療機関の看○福祉保健部長（佐藤健司君）

護師につきましては、命にかかわる緊張感の

中、医療機関に特有の厳しい勤務環境で働かれ

ていると承知をいたしております。

看護師の給与体系等につきましては、現場で

は経験に基づく看護スキルの向上等が評価され

ないとの不満の声や、さらには勤務環境がきつ

いといった切実な声もあると伺っております。

また、本県の看護師の給与水準につきまして

は、厚生労働省の平成25年６月の賃金構造統計

調査によりますと、通常の給与額が看護師は全

国46位、准看護師は最下位であり、他県と比較

すると厳しい状況にあると認識をいたしており

ます。

やはり看護師も生身の人間で○右松隆央議員

ありますから、ワーク・ライフ・バランスを

しっかりとって、そして看護師が担っている責

任にふさわしい給与水準と体系が保障される、

このことは大事なことだというふうに考えてお

ります。当然、ベースアップについては、民間

病院では経営する医師や事務長に委ねざるを得

ないわけでありますけれども、何らかの改善の

道筋がつくれないものなのか、考えなければな

らないと思うわけであります。そこで、本県の

看護師の給与等の改善策として、例えば宮崎県

としての一定の指針を設けて広報を図るなどし

て、民間病院の自発的な改善を促すことはでき

ないものなのか、福祉保健部長に伺いたいと思

います。

医療を提供す○福祉保健部長（佐藤健司君）

る上で患者に寄り添う存在である看護師の確保

は、医療の質を向上する上でも大変重要であり

ますので、そのために医療機関が夜勤負担の軽

減など処遇の改善を図り、看護師にとって魅力

ある勤務環境づくりに取り組むことは効果的で

あると考えております。

看護師の処遇につきましては、それぞれの医

療機関等において設定されるものであります

が、医療機関の自発的な取り組みを促進するた

め、残業縮減や長時間夜勤の見直しなど、勤務

環境改善により職場が活性化した事例を広く紹

介するなど、関係団体等と連携してどのような

取り組みができるか、検討してまいりたいと考

えております。

現場の声で圧倒的に多い悩み○右松隆央議員

の声をぜひ正面から受けとめていただいて、改

善が図れる環境づくりに県としてでき得る限り

の尽力はしていただきたいと強く願う次第であ

ります。

続いて、本県看護職員の需給の見通しについ
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てであります。事前にいただいた資料では、充

足率が全国平均を５ポイントも上回る極めて高

い数値になっております。しかし、現場の声で

常に上がるのが、看護要員の不足を感じるとい

う実態であります。もう少し病棟に看護職がい

れば年休がとれるのにといった声や、スタッフ

が不足しているため夜勤をたくさん入れること

になり、家族とのコミュニケーションが不足を

して体調も壊してしまうといった切実な声があ

ります。そこで、本県看護職員の需給見通しに

ついて、その数値とそれが本当に実態をあらわ

していると考えておられるのか、福祉保健部長

に見解を伺いたいと思います。

厚生労働省の○福祉保健部長（佐藤健司君）

示した通知に基づきまして平成21年に策定した

第７次看護職員需給見通しによる需要数と、２

年に一度実施している看護業務従事者届に基づ

く常勤換算の看護師就業者数の比率は、病院

で96.7％、診療所98.8％、介護保険関係施

設135.2％となっております。

しかしながら、夜勤看護師を募集しても応募

者がいないといった求人と求職のミスマッチ

や、育休代替職員の確保が難しいことなどか

ら、県内の医療機関の現場では看護師の不足感

が強い状況にあると伺っております。

平成26年度は第８次看護職員需給見通しの調

査を実施することとなっておりますので、全国

調査のため一定の制約はありますが、本県独自

の工夫も取り入れながら、実態の把握に努め、

次の需給見通しに反映してまいりたいと考えて

おります。

ある看護師の方から、稼働し○右松隆央議員

ている病棟を見れば診療報酬による人員配置基

準の７対１ではなくて実際は10対１なのではな

いかといった話を聞いたこともありました。次

回の医療機関への需要数の調査方法は、先ほど

部長が言われましたように、実態がわかる工夫

もしっかり考えていただいて、ぜひ現場の声と

の乖離が小さくなるように努めてもらうことを

要望させていただきたいというふうに思ってお

ります。

続いて、本県の将来を担う人材がどれほど県

外に流出しているのか、またせっかく職場を得

ても離職してしまう問題について考えてみたい

というふうに思います。まずは、看護大学の新

卒者の県内就職状況並びに県内看護職員の離職

率の直近の数字を、福祉保健部長にお伺いした

いと思います。

県立看護大学○福祉保健部長（佐藤健司君）

の県内就職率は、平成13年３月に卒業した第１

期生は54.1％で、その後、年によって上下しな

がら推移をいたしております。最も高いのは、

平成16年３月に卒業した第４期生の62.5％、最

も低いのは直近の平成25年３月卒業の第13期生

で31.9％となっており、この数字は前年度よ

り14ポイント低くなっております。

また、県内の常勤看護職員の離職率について

は、直近の数字が平成23年の10.4％となってお

り、全国の10.9％よりやや低くなっております

が、新人看護職員の離職率は8.5％であり、全国

の7.5％より高い状況にあります。

昨年の県内就職率がわず○右松隆央議員

か31.9％、７割近くが県外に出ていってしまっ

ているということは極めて憂慮すべきことだと

感じております。前年度よりか14ポイント低く

なっている。日本看護連盟の元幹事長の石田昌

宏参議院議員と意見交換をさせていただく機会

があったわけでありますが、本県は看護師の輸

出県になっていると警鐘を鳴らされておりまし

た。宮崎県はターゲットにされており、看護大
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へのリクルートが大変激しく行われている実態

を伺った次第であります。

また、別な方から、医療職の人材派遣会社が

学生に手を出しておりまして、10万円上げるか

ら東京に来てほしいといった生々しい話も現場

の方から伺ったことがあります。今後、さらに

危機感を持って将来有望な人材の県外流出に歯

どめをかけるために努力を払う必要があると感

じております。そこで、看護師の県外流出並び

に離職者対策をどう講じていくのか、修学資金

貸付制度を充実させていく考えや、あるいは県

外に出ていった看護師を宮崎にまた呼び戻す取

り組みができないものか、福祉保健部長に重ね

て伺いたいと思います。

平成25年３月○福祉保健部長（佐藤健司君）

の県内看護師等養成所の卒業生の県内就職率

は54.8％であり、４割以上の学生が県外に就職

しております。

看護師の県内定着を促す制度の一つとして、

現在、看護師修学資金の貸し付けを行っており

ますが、各養成所を通して学生のニーズを把握

しながら、限られた予算を最大限有効活用でき

るよう、さらなる工夫が必要だと考えておりま

す。

また、関係機関と協議しながら、県内医療機

関による看護学生に対する積極的なアピール

や、出身学校と連携して一旦県外に就職した本

県出身者を県内に呼び戻す取り組み、さらには

新人看護師の研修体制の充実や働きやすい職場

環境づくりなど、離職防止対策について取り組

みを進めますとともに、新年度には県立看護大

につきましても、県内就職率を高めるための取

り組みを検討していく会議もつくって、具体的

な成果を出していきたいというふうに考えてお

ります。

ぜひ、しっかりと対策を早急○右松隆央議員

に講じていただきますよう、よろしくお願いい

たします。

続いて、看護師の確保についてであります。

今後の急速な高齢化を控えて、在宅医療、福祉

の切り札として看護師の確保に本格的に乗り出

した自治体があります。滋賀県では潜在看護師

の発掘や復職を支援していく目的で、訪問看護

ステーションの約70施設、これは本県の71施設

とほぼ同じでありますけれども、その施設の看

護職を４年後の平成30年までに300人増員すると

いう計画を立てております。本県では現在、訪

問看護ステーションに働いておられる看護師の

総数は251人であります。需給見通しでは５年間

で17名しかふえないという数字になっておりま

す。滋賀県の300名とまでは言いませんけれど

も、戦略的に目標数も設定をして、訪問看護師

の確保に乗り出していくべきと私は考えており

ます。そこで、在宅医療の切り札として本県も

看護師の確保に取り組む考えはないのか、知事

に伺いたいと思います。

一連の看護師について○知事（河野俊嗣君）

の御質問でございます。医療、福祉の現場を支

えるマンパワー、医師と並んで非常に重要な役

割を果たしていただいている看護師、ただこれ

もたびたび議論になりますように、医師不足と

同様に看護師不足も大変重要な課題であろう

と、看護師確保対策、これも全力で取り組んで

まいりたいという思いでございます。

今後ますます重要となる在宅医療の推進にお

きましても、看護師による訪問看護が大きな役

割を果たすものと受けとめております。現在、

宮崎県医療計画の中で、29年度までに訪問看護

ステーションの数を75とする数値目標を掲げて

いるところであります。
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このため、県としましては、これまで訪問看

護師を養成するための講習会、定員40名で行っ

ておるところでありますし、医療機関で退院支

援を行う看護師のための研修会などを毎年開催

しておるところであります。今後、さらに強化

をしていくという思いのもとに、今年度からの

３年間で地域医療再生基金を活用しまして県民

に訪問看護の魅力を普及啓発する、理解してい

ただくための講演会を県内全ての地区で開催す

るなど、取り組みの充実を図ってまいりたいと

考えております。

現在、国におきましては、在宅医療・介護連

携の推進など、地域包括ケアシステム構築に向

けた検討が行われておりますので、今後さらに

潜在看護師に訪問看護や在宅医療の現場で活躍

をしていただけますよう、目標数値の設定も含

めてしっかり取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

看護政策において最後の質問○右松隆央議員

になります。私は、看護師の役割の重要性を鑑

み、看護師の地位の向上をもっともっと図って

いくべきだと認識いたしております。そのため

には、これまで申し述べた給与水準あるいは職

場環境の改善のほか、24時間保育などの離職防

止、さらには潜在看護師の活用策、その一つ一

つをさらに充実させていくとともに、新たな看

護師への支援策も必要だと、そのように感じて

おります。そこで、本県独自の看護職員への支

援策を構築することはできないものか、重ねて

知事に伺いたいと思います。

御指摘がありましたよ○知事（河野俊嗣君）

うな看護師の離職防止、また潜在看護師の活用

策の推進は、大変重要な観点であろうと考えて

おります。県としましては、離職防止のための

環境づくりとしまして、現在、国の制度を活用

して病院内保育所の設置運営への支援を行って

いるところであります。25年度に運営費を支援

した医療機関は９施設にとどまっているところ

でありまして、そのうち24時間保育に取り組ん

だ施設数が２、病児・病後児保育に取り組んだ

施設はないなど、今後さらにこの制度の周知を

図っていく必要があろうかと考えております。

一方で、看護職員の確保などにつきまして、

新たな支援制度の創設が予定されておりますこ

とから、県の現状を踏まえた独自の観点を加え

ながら、離職防止のためにどのような施策が可

能なのか、支援制度のあり方についてさらに検

討してまいりたいと考えております。

また、潜在看護師の活用につきましては、国

において病院などを離職した看護師などが住

所、氏名等を届け出する制度を新設し、総合的

な支援を行うための法律案を今国会に提出中で

あります。その動向を踏まえながら、本県とし

ても積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

医療先進県みやざき」を目○右松隆央議員 「

指していく上で、その鍵を握る存在でもありま

す看護師の地位の向上並びに職場環境、待遇改

善に本県としてもしっかりとバックアップして

もらいますよう、強く要望させていただきま

す。

それでは、３つ目の項目に移りたいと思いま

す。地域福祉支援計画についてであります。

自治体にとって地域福祉の向上は極めて重要

な課題であります。昨今は、特に社会のあり方

が大きく変化してきており、その中で県民の誰

もがその人らしく安心して暮らせるような地域

をつくり出して、本県に生まれてきてよかっ

た、これからもずっと住み続けたい、そういう

県民の幸福度を高めていくことが県政にも求め
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られております。

本県では、宮崎県地域福祉支援計画を平成19

年３月に初めて策定し、その後、少子高齢化の

進行や、あるいは児童・高齢者の虐待の問題、

あるいは孤独死といった新たな福祉課題が顕在

化していることを踏まえて、平成23年３月に第

２期計画として改定をされたところでありま

す。支援計画の期間は、他計画との調整が必要

であることから、おおむね５年としておりまし

て、３年で見直すことが適当とされておりま

す。また、都道府県は、計画の実施状況を毎年

定期的に点検することとし、このためには計画

評価委員会のような計画の進行管理を含む評価

体制を確保するなど、評価の手法もあらかじめ

明らかにするようにとされております。そこ

で、福祉保健部長にお伺いしたいと思います。

本県では計画評価委員会は設置されていないと

のことでありますが、どのように評価を行って

いるのか、伺いたいと思います。

県の地域福祉○福祉保健部長（佐藤健司君）

支援計画は、広域的な見地から市町村における

地域福祉推進の取り組みを支援するために策定

したものであります。計画の推進に当たりまし

ては、毎年度、庁内各課や市町村などに照会し

て計画の取り組み状況の点検を実施し、数値目

標の達成状況を県庁ホームページにおいて公表

するとともに、取り組み状況の評価を踏まえな

がら、市町村に対し必要な助言を行っておりま

す。

庁内で点検をし、公表もされ○右松隆央議員

ているということでありますが、やはり第三者

も含めた評価体制の確保が奨励をされておりま

すので、現在の点検方法についてさらに充実し

てもらいますよう、お願いしたいと思います。

続いて、現在の計画は前回の改定からちょう

ど３年を経ているわけであります。見直すこと

が適当とされる時期を迎えて本県の計画の進捗

状況について今どのような現状であるのか、福

祉保健部長にお伺いしたいと思います。

地域福祉支援○福祉保健部長（佐藤健司君）

計画の進捗状況につきましては、県が取り組ん

でおります地域福祉コーディネーターの育成人

数や社会福祉事業従事者等の研修受講者数、市

町村が取り組む市町村地域福祉計画を策定した

市町村数や福祉避難所を設置した市町村数など

の項目は、平成24年度の中間目標をほぼ達成し

ており、おおむね順調と考えております。

一方、市町村社会福祉協議会が取り組む地域

福祉活動計画を策定した市町村社会福祉協議会

の数や、県民意識調査の結果による月１回以上

のボランティア活動者の率、住んでいる地域の

つながりが「強い」「少し強い」と思う県民の

割合などの項目については、中間目標に達して

おらず、今後とも目標の達成に向けて積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

計画に記されている各数値目○右松隆央議員

標における中間状況を私も確認いたしました。

部長が答弁されましたように、おおむね順調に

いっているとは考えております。ただ、気がか

りな点は、県民の意識調査において、設定され

た２項目とも中間目標どころか、改定時の現況

値よりも数字が悪くなっているという点であり

ます。この部分は今後の課題としてやはり真摯

に受けとめていく必要があるのかなと感じてい

る次第であります。

さて、都道府県の地域福祉支援計画は、市町

村が策定した地域福祉計画の取り組みを支援す

ることが目的となっております。厚労省の調査

では、24年３月31日時点で全国の1,742市町村の

うち29.3％の510市町村において計画が未策定と
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いう現状が公表されております。同じく、全国

市町村に対して計画の策定の効果についてアン

ケート調査が行われております。それによる

と、策定効果の上位３つは、地域の要望や地域

福祉の向上における課題が明らかになった、地

域福祉関連活動や事業の推進につながった、３

番目が各種ネットワークの形成や連携強化の

きっかけとなったというふうにあります。今の

時代背景において地域福祉計画の策定は極めて

有益だというふうに考えております。そこで、

県内26市町村における地域福祉計画の策定状況

はどうか、福祉保健部長に伺いたいと思いま

す。

地域福祉計画○福祉保健部長（佐藤健司君）

につきましては、平成24年度までに19市町村が

策定しており、本年度は１村が策定中となって

おります。未策定の６町村につきましては、計

画最終年度の平成27年度までに全て策定を終え

る予定であります。

未策定の６町村において27年○右松隆央議員

度までには策定を終えるということであります

が、県として引き続きどのように助言をしてい

かれるか、重ねて伺いたいと思います。

県では、地域○福祉保健部長（佐藤健司君）

福祉計画の策定を支援しますために、市町村の

担当者を対象に地域福祉計画の必要性や策定方

法などの研修を実施しているほか、社会福祉協

議会や民生委員など福祉関係者を交えて地域福

祉の現状と課題などを議論し、計画策定のきっ

かけづくりとする地域福祉推進ミーティングを

実施しております。また、市町村の求めに応じ

て計画策定に関する専門的な助言などを行う地

域福祉専門アドバイザーの派遣も行っておりま

す。今後とも、全ての市町村において計画が策

定されるよう、必要な助言、支援を行ってまい

りたいと考えております。

この項目の最後になります。○右松隆央議員

計画期間が残り２年となった宮崎県地域福祉支

援計画をより充実させていくことは、近年の社

会変化に対応していく上で不可欠のことだと考

えております。そこで、宮崎県地域福祉支援計

画においてさらなる充実を図っていくために今

後どのように取り組んでいかれるか、知事に伺

いたいと思います。

県の地域福祉支援計画○知事（河野俊嗣君）

は、「共に支え合い、助け合う安心な福祉社会

づくり」を基本理念としまして、県民誰もが住

みなれた地域の中で安心して暮らしていける福

祉社会の実現を目指しているものであります。

今いろいろ御議論がございましたが、少子高

齢化が進展をして、家族の結びつきや地域にお

ける人間関係が希薄化し、地域力の低下が懸念

される中で、増大する医療や介護のニーズ、ま

た住民の孤立化などの課題へ対応していくため

には、市町村においてそれぞれが有する福祉や

保健・医療などの資源や人材を生かして、自

助、共助、公助をバランスよく機能させなが

ら、社会福祉の機能を充実させていくことが大

変重要であろうかと考えております。

県におきましては、こうした市町村における

取り組みを推進するために、社会福祉を担う人

材の育成や、福祉と保健・医療の連携促進など

におきまして、より効果的な支援ができますよ

う、今後、現状と課題の整理を行いまして、評

価の手法を明確にした上で平成27年度の計画改

定に取り組んでまいりたいと考えております。

よろしくお願いいたします。○右松隆央議員

それでは、最後の４つ目の項目に移りたいと

思います。「医療先進県みやざき」を目指して

であります。



- 290 -

平成26年３月５日(水)

私は、社会保障制度が税制改革と一緒に大き

な転換期を迎えている今、県として医療先進県

を目指していくという強い姿勢を示していくこ

とが将来において極めて重要なことだと認識い

たしております。

来月、４月からの消費増税は、御承知のとお

り、全額社会保障に充てられることになりま

す。地方消費税として全国の都道府県に交付さ

れる財源は答弁で80億円程度と言われておりま

したけれども、まさに都道府県ごとに特色のあ

る、いわば御当地医療をつくり上げるための財

源になると言っても過言ではないわけでありま

す。地方消費税の財源で県財政の社会保障関係

費のマイナス分を補うといった後ろ向きでネガ

ティブな発想ではなくて、医療・介護・福祉サ

ービスにおける提供体制の改革を推進するため

の財源として有効に活用していくと捉えられる

か、これから都道府県の力が社会保障の分野で

も問われてくるのだと、そのように受けとめて

おります。

国会で成立をした社会保障プログラム法に

よって環境が整備されて、都道府県の権限と責

任が大きくなりました。とともに、消費増税の

財源を充てていくという安倍総理のもとで進め

られている改革の方向性、そしてその意図がど

こにあるのか、本県はしっかりとつかんでいか

なければならない、そのように考えている次第

であります。まさに首長の力が問われている、

私はそのように考えております。医療先進県を

目指して、それにふさわしいビジョンと施策を

本県においても策定すべきだと考える次第であ

ります。

その施策とは、具体的に申し上げれば、１つ

は病院・病床の機能の分化、連携への支援であ

り、２つ目が急性期医療を中心とする人的・物

的資源の集中投入、３つ目が在宅医療・在宅介

護の推進であり、４つ目が地域包括ケアシステ

ムの構築に向けた医療と介護の連携、５つ目が

生活支援・介護予防の基盤整備、６つ目に認知

症対策、最後が医療人材の確保、この７つが重

要施策になってくる、そのように考えておりま

す。

そこでまず、本県の医療資源、体制が現状は

どうなのか、伺いたいと思います。人口10万人

に対しての医師数、救急病院数、病院・一般診

療所数、病床数、さらに看護師数を全国平均と

比較して福祉保健部長に伺いたいと思います。

人口10万人に○福祉保健部長（佐藤健司君）

対する現在数につきましては、医師数は、全国

平均237.8人に対しまして本県は240.6人、救急

病院数は、全国平均3.0施設に対しまして本県

は5.3施設、病院・一般診療所数は、全国平

均85.2施設に対しまして本県は92.6施設、病院

・一般診療所の病床数は、全国平均1,336.2床に

対しまして本県は2,008.6床、看護師数は、全国

平均796.6人に対しまして本県は1,093.6人と

なっております。

５項目とも人口10万人に対し○右松隆央議員

て医師数も含めて全国平均を上回る数値になっ

ております。医療先進県として定評のある岡山

県と比較をしましても、大事な問題ですけれど

も、医師の数以外は全て上回っているという結

果になっております。本県が医療先進県を目指

す、夢物語じゃなくて、医療資源、体制とも、

はなから太刀打ちできないような状況ではな

い、私はそのように前向きに受けとめていきた

いわけであります。福祉保健部長に重ねて、こ

れらの数値をどう評価し、その中で課題をどう

認識しておられるのか、伺いたいと思います。

それぞれの数○福祉保健部長（佐藤健司君）
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値につきましては、特に病院数、病床数は全国

平均を上回っているところでありますが、医療

に従事する人材や高度な医療を提供する施設が

県央部に集中するなど、医療資源の偏在といっ

た課題があると考えております。

特に医師については、平成16年度の新医師臨

床研修制度導入後、僻地はもとより、県全体で

若手医師の減少や医師の偏在が深刻化し、地域

医療体制にも影響が生じておりますことから、

今後とも、地域医療を担う医師の育成確保を最

優先に地域医療の充実に取り組んでいく必要が

あると考えております。

医療資源の地域偏在は、岡山○右松隆央議員

県はもちろんのこと、全国どこでも顕在化する

問題でもあります。その中で、部長の答弁にあ

りましたように、医師確保とあわせて地域医療

をどう充実させるのか、やはりここが重要に

なってくると考えております。

医師の確保につきましては、私はさきの９月

定例会で、地域医療支援機構の拡充であった

り、あるいは地域医療ミーティング、あるいは

研修医に魅力あるカリキュラムを構築する提言

をいたしました。

医療先進県を目指す上で２つの大きな方向性

があると私は考えております。１つは、本県行

政の主体的な立場のもと、再整備を行う宮崎を

含めた県立病院と大学病院を核にして、県内の

総合病院、専門病院が連携した新たなネットワ

ークを構築して、最高水準の医療の提供や臨床

研修を実施するということ。もう１つは、保健

・医療・福祉分野の連携を強化して、予防、診

療から介護、そしてみとりまで、切れ目のない

サービスを住民が受けられる仕組みで地域包括

ケアを確立することであります。

そこで、今の県行政の福祉保健部において、

医療薬務課と長寿介護課の縦割りの中で在宅医

療と介護の連携を進めていく難しさを担当の職

員の方からも伺った次第であります。県内の地

域の実情に応じたきめ細かい在宅医療、地域包

括ケアシステムの確立を図るためにも、組織の

改編あるいは庁内に総合拠点を新設する、部内

に総合拠点を新設する重要性を私は強く感じて

いる次第であります。そこで、福祉保健部長に

お伺いしたいと思います。地域住民のニーズに

応じて、保健・医療・介護・福祉サービスを一

体的に提供するために分野横断的な総合拠点を

県として設けるべきと考えておりますが、いか

がお考えか、伺いたいと思います。

地域住民に対○福祉保健部長（佐藤健司君）

して、保健・医療・介護・福祉サービスを一体

的に提供することは、高齢化の進行に伴い、今

後ますます重要になるものと認識しておりま

す。このため、改正が予定されております介護

保険法においても、在宅医療と介護の連携を一

層強化することが求められているところであり

ます。

国の想定によりますと、市町村に設置されて

いる地域包括支援センターと地域医師会などに

置かれる拠点機能とが相互に連携協力して進め

るものとされておりますので、県といたしまし

ては、このような連携協力の取り組みを円滑に

進めるためにも、どのような支援ができるか、

議員御指摘のことも含めて、今後、多方面から

検討してまいりたいと考えております。

ぜひ、検討していただきたい○右松隆央議員

と強くお願い申し上げる次第であります。

さらに深めてまいりたいと思います。在宅医

療並びに地域包括ケアは、言うまでもなくチー

ム医療であります。１人の患者さんに医師や訪

問看護師、訪問リハビリテーション、訪問歯科
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診療、訪問服薬指導など、多くの職種がかかわ

ることになります。

こういった在宅医療にかかわる医療人材、そ

の中でもとりわけ各市町村に地域リーダーを育

成していくことが大事だと私は考えておりま

す。具体的には、各市町村で在宅医療に携わる

医師や看護師、ケアマネジャーの方々を地域リ

ーダーとして育成することを目的に、地域ごと

に研修会を開いて連携構築の手法や在宅医療の

現状を学んで、グループワークを通じて情報や

課題を共有していく、そのような研修システム

を構築していく必要があると考えております。

そこで、福祉保健部長に伺いたいと思います。

多職種が協働する在宅のチーム医療を担う人材

の育成、とりわけ県内市町村における地域リー

ダーを育成していく研修システムを構築できな

いか、伺いたいと思います。

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、医療や介護などの

サービスが相互に連携し、多くの職種が参加し

た在宅医療チームを構築する必要があると考え

ております。

県としましては、医療・介護関係者が顔の見

える関係を構築しつつ、スキルアップを図るた

め、多くの職種が参加する研修会を開催し、在

宅医療先進地でリーダーの役割を果たしている

医師を講師とした講演会やグループワークを始

めたところでございます。在宅医療への取り組

みは緒についたばかりでありますので、今後、

こういった事業を各地域において取り組むこと

により、地域のリーダーとなる人材を育成する

とともに、そうした研修が県内全域において継

続して行われますよう、支援してまいりたいと

考えております。

ぜひ、地域リーダーの育成に○右松隆央議員

力を入れていただきたいと思います。

さて、医療の提供体制について考えてまいり

たいと思います。我が国は現在、高齢化の急速

な進展が顕著である中、これからは従来の病院

完結型の医療から、慢性疾患や複数の疾病を抱

える老齢期の患者さんを中心として、地域全体

で治し支える地域完結型の医療に変わらざるを

得ないと認識いたしております。

しかしながら、現状はどうかといえば、欧米

に比べて我が国の病院はベッド数は多いわけで

ありますけれども、各病院の役割分担がはっき

りはしておりません。また、リハビリや緩和ケ

アが得意な病院、介護施設、自宅を訪問して診

療する医師や看護師の数が不足していることは

言うまでもありません。このため、何が起きる

のか。高度な医療を提供する医師や看護師のい

る病院に、治療が一定程度済んでいるにもかか

わらず患者さんが滞留する、いわゆる社会的入

通院が起きているわけであります。

だからこそ、本県ならではの御当地医療とし

て、各市町村の地域の実情に応じて、在宅医

療、介護の連携を強力に進めていき、地域完結

型の医療を目指すという方向性が極めて大事に

なってくると考えております。そこで、知事に

伺いたいと思います。御当地医療という考え方

を県として強力に進めていく考えはないか、伺

いたいと思います。

御当地ソングとか御当○知事（河野俊嗣君）

地グルメ、こういう言葉は知っておりました

が、御当地医療は耳なれない言葉でありまし

た。国に設置されました社会保障制度改革国民

会議の報告書でも指摘をされておりますとお

り、医療、介護のあり方を地域ごとに考え、地

域の実情に応じて対応していくという考え方で

あるわけでありますが、地域により医療・介護
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需要のピークの時期や程度が大きく異なり、医

療・介護資源の現状の地域差も大きい実態があ

りますことから、御当地医療という考え方は重

要な視点であろうかと受けとめております。

県としましては、今後、高齢化が進み、医療

の担い手不足が懸念されますことから、限られ

た医療資源の中で各医療機関による機能分担、

連携を推進するなど、本県の特性を十分踏まえ

た上で、いつでも、どこでも必要な医療サービ

スが受けられる医療体制の確立に努めてまいり

たいと考えております。

地域の実情に合った御当地医○右松隆央議員

療をつくるために、国は都道府県の権限と責任

を大きくし、地方消費税の財源を充てていくわ

けであります。ぜひ、地域完結型の医療を目指

して、宮崎ならではの御当地医療を完成させる

べく、全力を尽くしていただきたい、そのよう

に考えております。

最後に、知事に伺いたいと思います。本県の

今ある各種の医療施策をパッケージとして一体

的にまとめて、また明確なビジョンを掲げて推

進力を高めていくということは、大事なことだ

というふうに考えております。本県のあるべき

医療の方向性をいろいろと議論してまいりまし

たけれども、今回新たな項目も加えた上で、

「医療先進県みやざきプロジェクト」として推

進をしていくことはできないか、最後に伺いた

いと思います。

本県が直面しますさま○知事（河野俊嗣君）

ざまな政策課題の中で、医療・福祉という分野

は、景気・雇用対策と並んで県民も関心が大変

高く、重要な分野であろうかというふうに考え

ております。

県ではこれまで、長期計画「未来みやざき創

造プラン」におきまして、健康づくりや医療提

供体制の充実、介護予防など、保健・医療・介

護にわたるさまざまな施策の推進に取り組んで

きたところでありますが、急速な少子高齢化

や、これに伴う社会保障費の増大に対応してい

くためには、明確なビジョンを持ち、一体的な

施策を推進していくことが大変重要であろうか

と考えております。

この一連のお尋ねの中で一つのキーワードと

しては、連携というものが大変重要であろうか

というふうに考えております。医療先進県みや

ざきということを今御提言いただいたわけであ

りますが、そういう高い目標を持ちながら、国

の社会保障制度改革が本格的に動き出した中

で、在宅医療と介護の連携強化や必要な人材の

育成、活用、地域福祉の充実などを図りなが

ら、本県の医療資源、福祉ネットワークなどを

最大限に生かしまして、高いレベルの医療、福

祉の連携提供体制を目指して取り組んでいくこ

とが極めて重要であろうかと考えておりまし

て、私が先頭に立ちまして、新たな施策の展開

につきましても、しっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

今年度は、私が厚生常任委員○右松隆央議員

会に所属していることもありまして、１年を通

じて医療と福祉の分野を徹底して質問させてい

ただいた次第であります。冒頭申し上げました

が、今、社会保障の分野はかつてない大きな転

換期にあります。本県がその方向性を先取りし

て、かつ果敢に新しい施策に挑戦をし、そして

確かな実績を積み上げて、数年後、全国が認め

る医療先進県に成長していくことを切に願いま

して、また今後も社会保障の分野にもしっかり

とかかわっていくことを決意申し上げまして、

私の今回の一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）
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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48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、徳重忠夫議員。

〔登壇〕（拍手） 通告してお○徳重忠夫議員

ります項目につきまして、順次質問をしてまい

ります。

まず、女性の活躍促進についてお伺いいたし

ます。

先日、国会の予算委員会の審議を聞いており

ましたところ、自民党の野田聖子議員が質問を

しておりまして、その中で、政府がアベノミク

スの３本の矢である成長戦略の中核に「女性の

活躍」を位置づけていることについて、安倍総

理にその本気度を尋ねておりました。これに対

し、総理は、「少子高齢化で労働力人口が減っ

ていく中で、日本が成長していくためには、

眠っている可能性を引き出していくしかない。

それが女性の力であり、女性の能力を開花して

いく以外に道はない。日本を世界で一番「女性

が輝いている国」にしていくために全力を挙げ

ていきたい」と答弁し、女性の活躍促進に不退

転の決意で取り組む意思を表明されました。

女性の活躍が促進され、その能力が生かされ

ることは、単に労働力人口の増加という観点だ

けでなく、埋もれている優秀な人材の確保や、

生活者の視点に立った新たな商品やサービスが

生み出され、企業の業績アップにつながるな

ど、我々の暮らしを豊かにするとともに、経済

を活性化させるものであり、本県においても積

極的に推進していく必要があると考えます。し

かしながら、「女性の活躍促進」といっても、

育児休業や短時間勤務がとりやすい職場環境を

実際に整備することや、結婚や出産を機に一旦

退職した女性が希望する仕事に再就職すること

は、中小企業の多い本県においては、決して容

易なことではないと思います。そのような中、

国が成長戦略の中核と位置づけた「女性の活

躍」を本県においても促進するためには、知事

がリーダーシップを発揮する必要があると考え

ますが、知事はどのように取り組むのかお伺い

したいと存じます。

次に、県における女性職員の登用についてで

あります。これから社会づくりを進めていく上

で、女性の視点は大変重要であり、このことが

言われ始めてから久しいわけであります。県と

しても、民間を含め県内での女性の活躍の場を

広げるための取り組みを積極的に進めてきまし

たが、私が思いますのは、まず、県が率先して

女性登用を積極的に進め、市町村や民間の見本

となることが大切であるということでありま

す。そうした目で我が宮崎県の状況を見ます

と、さきの代表質問で松村議員への答弁にもあ

りましたとおり、知事部局の課長級以上の女性

職員の割合は、5.2％となっております。決して

高いレベルにあるとは思えません。私も毎議

会、常任委員会などに出席しても、女性の幹部

職員が以前と比べてふえてきたという実感は余

りないのであります。もちろん県としても、

「第２次みやざき男女共同参画プラン」の中

で、副主幹以上の役付職員における女性の割合

を12.5％とする目標値を設定するなど、努力は

されているのだと思います。そこで、県職員の

女性登用の現状と、今後どのような考え方に基

づいて進めていかれるのか、総務部長にお伺い
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いたします。

また、県内の公立学校においても、女性が管

理職を希望し、実際に管理職に登用され、女性

としての視点を生かしながら学校経営をリード

していくことが、県内公立学校の活性化にもつ

ながるのではないかと考えております。そこ

で、県内公立学校における女性登用の状況と、

今後の登用に向け、どのような取り組みをされ

ようとしているのか、教育長にお伺いいたしま

す。

以上を壇上での質問とし、後の質問は質問席

からさせていただきます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

女性の活躍促進についてであります。先週閉

幕しました冬季オリンピックソチ大会における

日本女性選手のすばらしい活躍、その感動も記

憶に新しいところであります。「女性の活躍促

進」は、経済の活性化はもとより、活力ある豊

かな県づくりを進める上での大変重要な課題で

あると認識しております。

このような中、国が「女性の活躍」を成長戦

略の中核と位置づけまして、企業における管理

職への女性登用や雇用環境の整備などにつきま

して、積極的な支援策を打ち出しましたこと

は、「女性の活躍」促進への大きな推進力にな

るものであります。県としましても、我が意を

得たりという思いで、この国の事業を最大限に

活用しますとともに、来年度に創設することと

しております「みやざき人財づくり基金」も活

用して、今後、女性の一層の活躍に向けた支援

に取り組みたいと考えております。

特に、企業における女性の活躍を促進するた

めには、企業経営者の理解と自主的な取り組み

が重要であります。私もさまざまな機会を捉え

て、企業経営者などに直接訴えるなど、効果的

な啓発等に努めてまいりたいと考えておりま

す。

また、国の調査結果によりますと、県の審議

会等での女性の登用率は、平成24年度末で45.7

％となっております。また、県職員の採用者

（大卒程度）に占める女性の割合は33.1％と

なっておりまして、これはどちらも全国で３位

というトップクラスの数字となっておるところ

であります。今後とも、県が率先して取り組む

ことが、県内の市町村や企業などの取り組みの

促進につながるという思いのもとで、引き続

き、積極的な登用に取り組んでまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えい○総務部長（四本 孝君）

たします。

女性の管理職登用についてであります。知事

部局における副主幹以上の女性職員は、今年度

は133名でございまして、その割合は、目標

が12.5％であるのに対し、9.6％となっておりま

す。また、女性職員の割合を年代別に見ます

と、40歳以上では１割程度であるのに対し、39

歳以下の年齢層については３割を超えておりま

して、女性登用の機会も徐々にふえていくもの

と考えております。今後、女性職員の登用は、

ますます重要になってくると考えておりますの

で、県といたしましては、さまざまな職務の経

験等を通じ、高い能力と意欲を備えた女性職員

の育成に取り組みますとともに、ワーク・ライ

フ・バランスの推進という観点からは、各種休

暇制度の周知や取得促進、育児休業取得者が復

帰しやすい環境整備などにも努めてまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（飛田 洋君）

します。
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公立学校における女性登用についてでありま

す。平成25年４月１日現在で、公立学校の教職

員のうち女性が占める割合は、小学校58.6％、

中学校43.5％、県立学校38.7％であり、全体

で48.3％となっております。女性管理職、これ

は校長・副校長・教頭でございますが、その割

合は、公立学校全体で8.9％となっております。

これに加えて、県立学校では管理職として事務

長を配置しておりますが、事務長にも２名、女

性を登用いたしております。いきなり管理職に

というのは、なかなか難しゅうございますの

で、女性の管理職増加を目指して、管理職とし

ての資質を育むために、貴重な経験となる主任

ポストへの女性教職員の登用に積極的に取り組

んでいるところでありまして、それらの取り組

みを進めた結果、主任のポストを女性が占める

割合は、現在24％まで増加いたしております。

今後とも、女性が働きやすい環境づくりに努

め、女性管理職の積極的な登用を図ってまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

前向きな御答弁、ありがとう○徳重忠夫議員

ございます。

続いて、県民所得についてお伺いしてまいり

ます。

私は、経済の活性化と雇用の安定は、県民が

安心して暮らしていくための大前提であると考

えておりまして、県政にとっても最重要課題の

一つであると考えております。先日、これに関

して、あるデータが発表されました。そのデー

タは、厚生労働省が発表した平成25年の賃金構

造基本統計調査の都道府県別速報であります。

この速報の内容を見ますと、本県を含む28都府

県で前年から減少が見られるとともに、金額の

上位は、東京都が36万4,600円、以下、神奈川

県、３位が大阪府と都市圏が並び、地方圏がそ

の後に続く中で、残念ながら、本県は最下位

で22万7,700円でありました。日々の仕事に懸命

にいそしんでいる多くの県民にとって、これは

実に残念な結果ではないかと考えております。

ところで、本県においての経済・雇用対策につ

いては、さまざまな振興策を講じてきたものと

考えられますが、しかしながら、県民所得の向

上にはなかなかつながりにくく、これまでも多

くの議員が県民所得の向上等をテーマに質問を

行ってきたところでもあります。そこで、ま

ず、本県における１人当たり県民所得及び賃金

構造基本統計調査における所定内給与額につい

て、過去５カ年の金額と都道府県順位の推移が

どのようになっているのか、総合政策部長にお

伺いしておきたいと思います。

まず、企業所○総合政策部長（土持正弘君）

得等を含む本県の１人当たり県民所得でありま

すが、おおむね220万円前後でこれまで推移して

おりまして、最近のデータであります平成23年

度、これは本日公表予定でありますが、220

万8,000円となっております。また、都道府県順

位は、46位もしくは45位で推移しておりまし

て、現時点で順位の把握が可能な平成22年度に

なりますけれども、45位となっております。次

に、賃金構造基本統計調査の所定内給与額であ

りますが、平成21年から平成24年までは23万円

台で推移しております。また、順位としまして

は、44位から42位で推移しておりまして、平

成25年は、22万7,700円で47位となっておりま

す。

ただいま答弁をいただいたと○徳重忠夫議員

ころでありますが、県民所得についても、本県

は全国的に下位にあるということであります。

特に所定内給与額については、今回は最下位と
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ランクを落としたこととなっております。県民

への心理的な影響も非常に大きいものと思われ

ます。私も県民の一人としてショックを受けた

ことは事実であります。そこで、こうした厳し

い状況を受けて、知事はこれをどのように受け

とめておられるのか、また、今後、どのように

対応していくおつもりなのか、お伺いしておき

たいと思います。

御指摘にありました雇○知事（河野俊嗣君）

用者報酬や企業所得等の総体である県民所得及

び所定内給与額の調査結果につきましては、本

県の経済や雇用が置かれている状況を示す重要

な指標でありまして、所定内給与額について

は、サンプルのとり方によって数値のぶれも多

少あるわけでございますが、それらが全国でも

下位レベルであるという結果については、まこ

とに残念であり、真摯に受けとめているところ

であります。

私は、この３年間、疲弊した本県経済・雇用

の早期回復、そして新たな成長路線への転換に

全力を傾けてきたところであります。最近で

は、アベノミクスという追い風などもありまし

て、本県の景気には徐々に明るさが見えてきて

いるところだろうかというふうに考えておりま

す。この流れをより力強いものとするために、

今般、国の経済対策の実施経費に伴う185億円余

を含む今年度補正予算案と、100億円の地域経済

活性化・防災対策特別枠を含む来年度予算案を

同時に編成したところでございます。

今後とも、予算の着実な執行や成長産業の育

成加速化等に努めてまいりますとともに、企業

所得の増を賃金の増に、そして消費の増につな

げるという、いわゆる経済の好循環を本県でも

実現すべく、経済団体の方々と意見交換する機

会などに私の思いを伝えることなどによりまし

て、県民所得や賃金の向上などにつなげてまい

りたいと考えております。

ぜひ最下位脱出を図っていた○徳重忠夫議員

だきたい。心からお願いを申し上げておきたい

と思います。

続いて、観光施策についてお伺いいたしま

す。

今議会において、東九州自動車道を活用した

観光客の誘致につきましては、多くの質問がな

されましたので、私のほうからは質問は控えた

いと思います。県北地域では、東九州自動車道

の開通を間近に控えて、今後の地元経済の活性

化や交流に期待感が高まっているようでありま

す。開通を記念して、さまざまな祝賀行事も予

定されているようで、大変うらやましい感じが

いたしております。

一方、私の地元、都城では、今回の高速道路

の開通に寄せる期待と同じように、九州新幹線

の開通効果を期待しておりましたが、残念なが

ら、余り実感がありません。この状況を何とか

打開しなければと地元でも頑張っております

が、なかなか決め手がないのが実情でありま

す。

そんな中、聞こえてくるのは、「やっぱり日

豊本線の高速化じゃっど」という声でありま

す。大量輸送が可能な鉄道の高速化が実現すれ

ば、九州新幹線を利用して鹿児島を訪れる多く

の観光客をまとめて宮崎に誘致できるんじゃな

いかと思うのであります。こうしたことから、

県議会も一緒になって、日豊本線の高速化ある

いは複線化をＪＲ九州に長年働きかけてまいっ

たところでありますが、残念ながら、一向に実

現する気配もないようであります。そんな中、

最近、知事は、東九州新幹線の整備に取り組む

旨を公言されました。鹿児島と都城、宮崎、そ
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して北部九州を結ぶこの新幹線が実現すれば、

その効果は絶大なものがあると期待はいたして

おります。そこで、日豊本線の高速化の取り組

みの現状と課題は一体何なのか、東九州新幹線

の整備とあわせて、知事の考えをお聞きしてお

きたいと思います。

整備が進展しておりま○知事（河野俊嗣君）

す東九州道、さらには都城志布志道路も含め、

道路の高速化は大変重要な課題でありますが、

鉄道というものは、定時性や大量輸送にすぐれ

ておりまして、日豊本線の高速化は、本県への

観光客やビジネス客の増加につながることが期

待できるものであります。こうしたことから、

本県では、鹿児島県と連携しまして、日豊本線

の宮崎―鹿児島間の高速化や複線化について、

ＪＲ九州に対して働きかけを行っているところ

でありますが、いずれも多額の費用がかかるこ

とから、具体化の見通しが立っておりません。

ＪＲ九州としましては、枕木のコンクリート化

など、線路の改良などにできるところから取り

組むというところにとどまっている状況であり

ます。

一方、新たな高速鉄道の建設につきまして

は、福岡市から大分市、宮崎市を経て鹿児島市

に至る東九州新幹線が昭和48年に基本計画路線

となりましたが、計画は凍結されたままとなっ

ているわけであります。その整備に当たりまし

ては、地元の財政負担、並行在来線の問題な

ど、克服すべき困難な課題もあるわけでありま

すが、九州一体となって発展する上で欠かせな

い交通基盤であると考えておりますので、今

後、鹿児島県など沿線となる地域と連携しなが

ら、将来への重要な政策課題として取り組んで

まいりたいと考えております。

また、新たな新幹線の整備は、息の長い取り

組みとなることが予想されますことから、日豊

本線の高速化につきましても、引き続き、ＪＲ

九州に対し、粘り強く働きかけてまいりたいと

考えております。

ぜひ、知事を先頭に、粘り強○徳重忠夫議員

く頑張っていただきたい、交渉を続けていただ

きたいと思っております。よろしくお願いいた

します。

次に、教育長にお尋ねいたします。都城市に

あります大島畠田遺跡につきましてお伺いいた

します。

大島畠田遺跡は、都城盆地のほぼ中央、大淀

川右岸沿いに位置しておりまして、平安時代中

期の地方有力者の邸宅跡であることが、これま

での調査研究で明らかになっております。ま

た、大型の建物や門などがある邸宅跡として

は、この時代に限って言えば、山形県の古志田

東遺跡と並んで、全国でたった２例しかないと

言われる遺跡であります。国においても、その

価値を認められ、平成16年には、約2.5ヘクター

ルの全域が国の史跡として指定されるととも

に、都城市教育委員会により公有化され、これ

まで保存措置が講じられてきたところでありま

す。

昨年11月、都城市教育委員会により保存整備

基本設計が策定されまして、来年度から歴史公

園として整備が始まろうとしているわけであり

ます。今回の整備基本設計を策定するに当たり

まして、都城市教育委員会が保存整備検討委員

会を設置し、これまで専門家による意見を聞い

て検討が行われたほか、文化庁を初め県教育委

員会からも、助言指導をしていただいたとお聞

きしております。そこで、県教育委員会として

は、この大島畠田遺跡をどう評価され、今回の

整備についてどのような助言を行ってこられた
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のか、教育長にお伺いしておきたいと思いま

す。

私も報告書を見せて○教育長（飛田 洋君）

いただきましたが、議員の御質問にもありまし

たように、大島畠田遺跡は、平安時代中期にお

ける地方豪族の館跡の全容が理解できる、全国

でも数少ない貴重な遺跡でございます。県教育

委員会といたしましては、県が実施した発掘調

査で判明したことを報告書にまとめ、資料を都

城市に提供させていただくとともに、都城市教

育委員会が設置した保存整備検討委員会にその

都度出席し、例えば、館跡の特徴や過去に実施

された全国の遺跡の復元事例の情報提供を行う

など、整備計画の策定に必要な助言を行ってき

たところであります。

私は以前から申し上げており○徳重忠夫議員

ましたが、文化財としての保存も重要でありま

すが、文化資源を生かした地域振興あるいは観

光振興といった面にも重点を置いて考えていく

べきではないかと考えておるところでありま

す。

都城市教育委員会の今回の整備計画を見ます

と、大型建物の柱の跡など平面的な設計であり

ます。どうせ整備するのであれば、平安時代の

都城盆地の有力者がどのような邸宅に住み、ど

のような暮らしをしていたのか、訪れた人たち

が容易に想像することができるような建物な

ど、全国にアピールできるようなものができれ

ばと考えておったところであります。

このことにより、本県を代表する観光地であ

ります西都原古墳群から都城市の大島畠田遺

跡、お隣の鹿児島県の縄文時代の遺跡でありま

す上野原遺跡をつないだルートを、遺跡街道と

して売り出せるのではないかと考えたわけであ

ります。そこで、今回の大島畠田遺跡の整備に

際して、都城市教育委員会の取り組みとあわせ

て、県教育委員会としてはどのような支援をし

ていくおつもりか、再度教育長にお伺いいたし

ます。

議員御指摘の大型建○教育長（飛田 洋君）

物の復元につきましては、これは他県の事例も

同じなんですが、文化庁より、「復元に必要な

根拠資料が存在しないことなどから認められな

い」という指導を受けているところでありま

す。このため、整備の基本設計では、いにしえ

の館跡の広さや構造などに思いをはせることが

できるような施設や、自然に触れ合う多目的な

広場など、市民の皆様にとって魅力的な史跡公

園として計画されているところであります。こ

の整備を契機に、議員の御提案のように、鹿児

島県の上野原遺跡や西都原古墳群をめぐるコー

スの一つとして活用されることは、大変有意義

であると思っております。

県教育委員会といたしましては、地元の方々

が遺跡のすばらしさを実感できるよう、発掘調

査で出土した土器などの資料を全て都城市教育

委員会に譲与したところであります。なお、県

内の指定文化財の保存整備につきましては、今

議会にお願いしております来年度予算におい

て、その経費の一部助成を考えているところで

あります。

今後とも、整備が円滑に推進できますよう、

文化庁との連絡調整を図りながら、適切な助言

等を行ってまいりたいと考えております。

ぜひ御支援のほどよろしくお○徳重忠夫議員

願い申し上げたいと思います。今後とも、県教

育委員会におかれましては、本県の貴重な文化

財である大島畠田遺跡を後世にしっかりと継承

していくとともに、県内外に広く情報発信をし

ていただきまして、都城市教育委員会とも十分
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連絡をとっていただきまして、御指導を賜りた

いと、このように思うところであります。よろ

しくお願いいたします。

続きまして、合併浄化槽の法定検査について

お伺いいたします。

浄化槽の法定検査は、浄化槽法において年１

回の実施が義務づけられておりまして、全ての

浄化槽管理者が受けるべきものであります。本

県の受検率は低迷しておりまして、平成23年９

月議会の一般質問でも指摘させていただいたと

ころであります。その後、確かに受検率は、平

成22年度の22.4％に比べ、24年度は42％と伸び

てはおりますが、私の感覚としては、まだまだ

低いと言わざるを得ません。また、九州におい

ても、長崎県では既に80％を超えているんで

す。そこで、このような高い受検率の県がある

中、本県の受検率が50％に満たない状況につい

てどう認識しているのか、環境森林部長にまず

お伺いしておきます。

本県の浄化槽○環境森林部長（堀野 誠君）

法定検査受検率につきましては、平成21年度

が14.2％と、全国平均の28.7％を大きく下回っ

ておりましたので、22年度から法定検査の未受

検者に対しまして、文書を直接送付して受検を

勧奨するとともに、法定検査の必要性につい

て、広報や啓発を行ってきたところでありま

す。その結果、受検率は、24年度に42.0％と、

全国平均の33.4％を９ポイントほど上回るまで

になりましたが、まだ十分ではないと認識して

おります。今後とも、市町村や関係機関との連

携を強化し、受検率の向上に向け、さらに努力

してまいりたいと存じます。

受検率は少しずつ上がってい○徳重忠夫議員

るようですが、まだまだ十分だとは言えないと

私は思っています。受検している人としていな

い人がいる状況で、不公平感が生まれているの

は事実であります。検査料金は５人槽で3,800円

と、全国的にも低い料金設定になっております

が、これを10年間支払い続ければ、約４万円、

既に払っているようなことであります。10年間

でですね。それが半分であります。半分の人は

払っていないという事実であります。受検して

いない人は、この４万円を支払わないことにな

るわけであります。私は受けているのに隣の人

は受けていないという状況があれば、地域コ

ミュニティーの崩壊にもつながりかねない。私

は、このことを最も危惧しているところでござ

います。このようなことから、早急に全ての住

民に法定検査を受検していただく必要があると

考えますが、受検率向上へ向けた今後の取り組

みについて、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

受検率が向上○環境森林部長（堀野 誠君）

しない理由としましては、法定検査の必要性が

十分認識されていないことや、浄化槽管理者

が、保守点検、清掃及び法定検査の契約をそれ

ぞれ行わなければならないことが指摘されてお

ります。このため、法定検査を浄化槽管理者に

とってわかりやすく受検しやすいものにするた

めの仕組みづくりについて、宮崎県浄化槽協会

や指定検査機関などと検討してまいりました。

この結果を踏まえ、西都市においては、本年１

月から、法定検査の受検申込手続を浄化槽管理

者にかわり保守点検業者が行う取り組みが始

まったところであります。また、小林市におい

ては、昨年11月から、浄化槽管理者が保守点検

業者や指定検査機関などと一括して契約する取

り組みが始まり、宮崎市と東諸県郡において

も、本年４月から開始される予定であります。

県といたしましては、今後も関係団体と連携
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し、こうした取り組みを県内全域に広げてまい

りたいと考えております。

ありがとうございます。○徳重忠夫議員

次に、いま一つお尋ねしたいと思います。本

県の浄化槽法定検査は、宮崎県環境科学協会が

一手に担っております。本部を宮崎市内に持

ち、もう一つ、延岡市にも事務所が設置されて

おりますが、浄化槽の設置基数の多い都城・小

林エリアには、事務所の設置がないと聞いてお

ります。また、本県には、14万6,000基の浄化槽

があります。24年度末の宮崎県内の受検数は約

６万2,000基であり、未受検の浄化槽が８万基以

上あるという状況であります。今後、この未受

検分の浄化槽についても検査することになるわ

けでありまして、現在の倍以上の浄化槽を検査

することになるわけであります。指定検査機関

においては、検査機器あるいは検査員等の体制

を確保することが今後の課題ともなります。そ

こで、指定検査機関における検査体制の状況は

どうなっているのか、また、県としては今後ど

のように支援を行っていくのか、環境森林部長

にお尋ねいたします。

指定検査機関○環境森林部長（堀野 誠君）

である宮崎県環境科学協会は、宮崎市及び延岡

市の２カ所に事務所を設置し、22名の検査員で

法定検査を実施しております。当協会におきま

しては、法定検査の必要性を県民に周知し、受

検率を高めていくために、広報活動や検査体制

の強化に取り組むとのことであり、この中で、

今後の検査基数増加に対応するため、新たな事

務所の設置について検討するとともに、浄化槽

管理士など、専門的知識、技能及び実務経験を

有した検査員を計画的に養成すると伺っており

ます。このため、県といたしましては、当協会

が検査員を養成するために必要な実務研修や浄

化槽管理士講習等について支援してまいりたい

と考えております。

計画的に進めていただきたい○徳重忠夫議員

と強く要望しておきたいと思います。

次に、農業問題について、農政水産部長にお

尋ねいたします。

２月上旬の宮日新聞に「肉用繁殖雌牛の減少

が続く」という記事が載っておりました。安定

した県産和牛づくりに欠かせない肉用繁殖雌牛

の県内飼養頭数が減り続けておりまして、原因

としては、高齢農家の廃業がふえ、若手農家の

規模拡大が追いついていかないことが主な要因

と書いてありました。

ところで、さまざまな形での食肉販売戦略が

展開されている中で、都城からも東京の芝浦市

場に生体の出荷を始めております。市場のほう

からは高い評価をいただいておりますが、一方

で、定時・定量の出荷をお願いされたとも聞い

ております。日本一の市場である東京市場での

知名度を確実なものにするためには、市場に宮

崎牛が継続的に出荷され、バイヤーの目にと

まって買っていただくことが大切ではないで

しょうか。肥育牛の頭数が減って安定供給でき

ないようでは、ブランド確立はおぼつきませ

ん。そのためには、宮崎牛のもととなる子牛の

確保、つまり肉用繁殖牛の頭数維持が最重要で

はないかと思うのであります。

今後の繁殖畜産農家の飼養頭数を維持するた

めには、その地において肉用牛の生産基盤を支

えるような大規模な畜産団地や繁殖センターあ

るいは子牛の保育施設といったものを設置し

て、畜産農家の負担を軽減するなど、対策が今

後、絶対必要だと私は考えているところであり

ます。そこで、このような大規模畜産施設の整

備に対する考え方について、農政水産部長にお
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尋ねいたします。

繁殖基盤の整○農政水産部長（緒方文彦君）

備につきましては、これまで、新規参入者や既

存農家の規模拡大に対する畜舎整備の支援に加

えまして、増頭のための導入に係る支援を進め

てまいりました。また、妊娠牛の供給施設や子

牛の預託育成施設等を建設し、農家の負担軽

減、分業化を図る取り組みが進められてきた地

域もございます。県といたしましては、今後、

このような肉用牛の繁殖基盤を支え、地域の核

となるような大規模施設の整備が必要になると

考えておりまして、それぞれの地域の実情に即

した取り組みにつきまして、ＪＡ等関係機関と

一体となって、国庫事業の活用を含めた検討を

行ってまいります。

続いてお尋ねしてまいりたい○徳重忠夫議員

と思います。次は、国の米政策の転換によりま

して、転作品目として、飼料用米や加工用米な

どへの支援が打ち出されたところであります。

しかしながら、飼料用米 餌ですね を消― ―

費する本県畜産の現況は、先ほど申しましたと

おり、和牛生産農家、肥育農家ともに戸数が減

少しておりまして、答弁いただいた対策は待っ

たなしで進めていただきたいと、こう考えてい

るところであります。

農家が離農していく原因には、「牛飼いを続

けたいが、機械が買えないので」とか「体力が

なく、飼料づくりができないから」など、やむ

を得ず経営を中止する農家も多くなると思われ

ます。また、先ほど御答弁いただいた大規模繁

殖施設など、飼料をいかに確保するかが課題に

なってくると思われます。飼料づくりのできな

い農家や経営体が今後も畜産経営を続けていく

ためには、飼料づくりの分業化が必要不可欠で

あると、こう思います。飼料づくりを担う専門

の組織に農地を集積し、低コストで飼料を生産

する手法として、中間管理機構の活用があると

考えております。そこで、家畜の飼養頭数の維

持には、飼料づくりの分業化が必要と考えます

が、県の今後の取り組みについて、農政水産部

長にお伺いいたします。

畜産農家等に○農政水産部長（緒方文彦君）

かわって飼料の生産を行う組織、いわゆるコン

トラクターの果たす役割は、飼料生産のための

基盤や労働力を持っていない農家、大型畜産セ

ンター等が安定した畜産経営を行う上で、今

後、ますます重要になってくると考えておりま

す。現在、本県では、45のコントラクターが農

作業受託を行っておりますが、県といたしまし

ては、これらコントラクターに対し機械導入支

援などを行いながら、その育成に努めておりま

す。今後は、新たに設立される農地中間管理機

構の事業を活用した農地の集約化を推進するな

ど、作業の効率化やコスト削減がより一層図ら

れるよう取り組んでまいります。

ありがとうございます。今○徳重忠夫議員

後、家畜の粗飼料生産については、分業化を進

め、生産規模の確保を図るとの答弁をいただい

たところでありまして、このことについては、

５年先とか10年先というのではなくて、モデル

的にでも早急に進めていただきたい。肉用牛の

少数飼養で本県畜産のベースとなる部分を担う

農家の生産安定に努めてもらいたいと思いま

す。少数飼養のベテラン農家は、牛を飼うこと

が楽しいのであります。また、これらの農家

は、長年の経験や技術を持っております。それ

なのに、体力がない、機械がないなどの理由か

ら、飼料づくりができずに離農するのは、地域

にとって大変な損失であります。本県は、全共

３連覇に向けて進み出しました。３連覇を達成
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するためには、少数飼養のベテラン農家の経験

や技術は必要不可欠と考えます。このような農

家が長く経営を続けることができるためにも、

農家にかわって飼料づくりを行うコントラクタ

ーの育成と強化を早急に進めていただきたい

と、心からお願い申し上げておきたいと思いま

す。

さて、私は、常々担い手農家に農地を集積

し、団地化することによって、生産効率を上

げ、コストを削減することが重要であると申し

上げてまいりました。農政には、農地の集積や

団地化を進める施策が不足していたのではない

かと考えております。このような中、今回、国

が新たに打ち出しました農地集積・団地化を進

める農地中間管理機構を各県に設置する施策

は、今後の本県農業にとって非常に重要な対策

になるのではないかと考えております。ところ

で、農林業センサスによると、本県の経営耕地

の約７割が中山間地域にあり、担い手農家への

農地の集積を進めるためには、中山間地域での

取り組みをどのように進めるかが非常に重要な

ポイントになるのではないかと考えておりま

す。また、その地域は、高齢化が急速に進み、

担い手も平地よりも少ない状況にあります。そ

こで、中山間地域における今後の農地集積の取

り組みについて、農政水産部長にお尋ねいたし

ておきたいと思います。

御指摘のとお○農政水産部長（緒方文彦君）

り、本県は、小規模で不整形な農地が点在する

中山間地域を多く抱えておりますことから、地

域の実情に十分配慮した上で、農地中間管理機

構の活用による農地集積に取り組む必要がある

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・団体と連携しながら、各市町

村単位にモデル的に取り組む地域や集落を選定

し、「人・農地プラン」等を具体化する話し合

い活動を踏まえまして、担い手農家等への集積

や集約化を進めることといたしております。中

山間地域には、中山間地域等直接支払制度の集

落協定や担い手農家等による作業受託組織、集

落営農組織等が活動しておりますことから、こ

れら組織とも十分連携しながら、農地の集積を

推進してまいりたいと考えております。

ありがとうございました。よ○徳重忠夫議員

ろしくお願いしておきます。

次に、火災予防行政についてお尋ねしてまい

ります。

先日、私の近所の住宅で火災が発生しました

が、住んでおられた高齢の方が逃げおくれたの

か、残念ながらお亡くなりになりました。この

ような訃報に接するたびに、やはり火災では、

高齢の方々や病気の方、入院されている方な

ど、犠牲になりやすいのではないか、こうした

人たちが犠牲になることがないよう取り組んで

いく必要があるのではないかと思いを強くした

ところであります。

まず、住宅火災についてでありますが、住宅

用火災警報器は、消防法の改正によりまして、

平成23年６月１日から全ての住宅に設置義務が

課せられました。しかし、消防庁が公表してお

ります平成25年６月１日時点の都道府県別の住

宅用火災警報器の設置率を見ますと、本県の設

置率は75.5％で、全国平均の79.8％を下回る数

値となっております。しかし、県内で既に100％

のところがあるのであります。そうした市町村

の取り組みを参考にしながら、やはり行政とし

ては、設置率100％を目標に取り組んでいかな

きゃならないのではないかと思っております。

つきましては、３点ほど質問をさせていただき

ますが、まず、本県における住宅火災の発生件
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数及び死者数の推移はどうなっているのかお伺

いいたします。また、このうち、死亡者が出た

住宅火災で、火災警報器が設置されていたのは

どのくらいあったのか、危機管理統括監にお伺

いしておきたいと思います。

住宅火災○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

の発生件数は、統計データによりますと、平

成21年が192件、平成22年が185件、平成23年

が181件、平成24年が149件となっており、減少

傾向にあるところでございます。また、住宅火

災により死亡された方の数につきましては、平

成21年が６名、平成22年が18名、平成23年、平

成24年がともに11名となっているところでござ

います。このうち、死亡者が出た住宅火災にお

きまして、住宅用火災警報器が設置されていた

と確認できた件数、これは確認できないところ

もあったという前提ですけれども、平成21年が

６件中１件、平成22年が17件中３件、平成23年

が11件中０件、平成24年が11件中４件となって

おり、死亡者が出た住宅火災での住宅用火災警

報器の設置率は、それぞれの年において、県全

体の設置率に比べて低い数値となっているとこ

ろでございます。

ただいま統括監の答弁により○徳重忠夫議員

ますと、住宅火災で亡くなられる方を減らす上

で、住宅火災警報器を設置することが有効だと

いうことが、ただいまのお話のとおり、データ

の上からも証明されているんじゃないかと、こ

のように思います。

ところで、椎葉村では、住宅火災警報器の設

置率が100％となっておりますが、どのような取

り組みをされておるのか伺っておきたいと思い

ます。また、椎葉村の取り組みを踏まえ、住宅

火災警報器の普及に向けて、県としてどのよう

に考えているのか、危機管理統括監にお伺いい

たしたいと思います。

椎葉村で○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

は、65歳以上の高齢者世帯などを対象に、１個

当たり5,000円の住宅用火災警報器の設置に対し

まして、１世帯当たり上限１万円の補助金を交

付するとともに、消防団の方が全世帯を戸別訪

問することによりまして、設置の働きかけを

行ったと伺っているところでございます。椎葉

村の取り組みを踏まえますと、一般的な普及啓

発に加えまして、戸別訪問が有効であることか

ら、県といたしましても、市町村など関係機関

が集まる会議などを通じまして、消防本部や消

防団に働きかけてまいりたいと考えておりま

す。さらに、先般、宮崎県で、県の女性防火ク

ラブ連絡協議会が新たに設立されまして、今

後、活発な活動が期待されるところでございま

す。女性防火クラブとも連携して、住宅用火災

警報器の普及を一層推進してまいりたいと考え

ております。

亡くなるということほど残念○徳重忠夫議員

なことはないわけでありますので、人の命はみ

んなで救っていく、そして、そういう予防体制

というか、備えあれば憂いなし、ぜひこれを全

世帯に実現できるように最大限の努力をお願い

しておきたいと思います。

最後になりますけれども、昨年10月に福岡市

の整形外科医院において火災が発生し、入院患

者や前院長夫妻など10名が死亡し、５名が負傷

するという痛ましい事故が発生いたしました。

新聞報道によりますと、１階部分から出火し、

防火扉が必要な場所に設置されていなかったこ

とや、設置されていても正常な作動をしない状

況であったことから、人体に有害な煙が２階、

３階にまで一気に広がり、被害を拡大させたと

のことでありました。病院や入院施設のある診



- 305 -

平成26年３月５日(水)

療所などは、避難に際して介助が必要な、いわ

ゆる避難弱者と言われる方々が利用される施設

でありますので、防火設備の設置や維持管理が

適切に行われる必要があると考えます。この火

災を受け、全国の都道府県で病院・診療所の防

火設備の緊急点検が実施されました。そこで、

本県において実施した病院・診療所の防火設備

の緊急点検の結果とその後の対応について、県

土整備部長にお伺いしておきたいと思います。

防火設備の○県土整備部長（大田原宣治君）

緊急点検につきましては、２階建て以上で床面

積が300平方メートル以上など、一定要件に該当

する病院及び診療所が対象となっておりまし

て、本県では310件が該当したところです。この

点検の結果、約６％に当たる19件について、防

火扉の未設置など、防火設備において、建築基

準法令に違反する事項が認められました。この

ため、県としましては、宮崎市など特定行政庁

と連携しまして、違反が認められた施設につい

て、所有者に対し直ちに是正指導を行い、２月

末時点で13件が是正され、残りにつきまして

も、本年３月末までには是正を完了するよう強

く指導しているところでございます。なお、防

火体制の充実を図るため、医療施設のスプリン

クラー等の整備に対する補助金につきまして、

福祉保健部のほうで今議会に補正予算としてお

願いしていると伺っております。

ありがとうございました。○徳重忠夫議員

それでは、これで一応私の質問は終わります

が、２点ほど要望を申し上げておきたいと思い

ます。

１つは、合併浄化槽の法定検査でございま

す。前も、既に２回ほど質問しております。ま

だ８万基以上残っているというこの現実と、住

民に対して、県民に対して、不公平感が余りに

も大き過ぎると、２軒あって１軒は入っていな

い、納めないというこの現実を考えますとき

に、今、担当のほうで、いろいろ受検率の向上

に向けて努力をされておられます。小林市や宮

崎市、東諸県など、一括契約というような形で

の普及を進めようとされております。一括契

約、そして、さらには、市町村に対して受検指

導などの権限を移譲するとか、抜本的な対策を

ぜひ検討していただきたい。このことについて

は、知事もひとつ各市町村長に対してもお願い

していただきたいと強くお願いしておきたいと

思います。

２点目は、公立学校における女性管理職の割

合について、教育長に要望を申し上げておきた

いと思いますが、公立学校の女性職員の割合

は、全体で48.3％になっているということを先

ほどお話しいただきました。管理職はそれで

も8.9％と、非常に低い状況でありました。これ

に対して、九州各県の状況を見ますと、10％を

下回っているところは、本県を含め４県ありま

すものの、大分県では21.7％、続いて福岡県

は14.9％、こういう状況であります。最低10％

には早急に引き上げられるような、そういう指

導をしていただいて、優秀な先生方を引き上げ

ていただきたい、強く要望しておきたいと思い

ます。

以上で私の一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）

次は、十屋幸平議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） きょうは最○十屋幸平議員

後の大トリでありますけれども、多くの傍聴の

方が来られておりまして、最後の日にこうして

見えるのは珍しいなというふうに思っておりま

すが、ありがとうございます。それで、私が大

トリでありますけれども、かなり重複した質問
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がありますので、一つ一つすき間をくぐって、

ちょっと集めまして、ちり取りで拾いますの

で、あとはしっかり御答弁よろしくお願いした

いと思います。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

知事は、平成17年４月に総務部長で宮崎に来

られました。以来、県政史上これまでにないさ

まざまな出来事や事件を経験されて、宮崎のた

めに頑張っていただきました。そして、平成22

年12月に、政策提案「口蹄疫からの再生・復興

明日のみやざきの礎づくり」を掲げて県民の

審判を仰ぎ、県民の皆様から御支持をいただ

き、第53代 公選知事としては18代目 の― ―

宮崎県知事に就任されました。そこで、前回の

政策提案の自己評価と達成度について、知事は

どのように考えておられるのかお伺いいたしま

す。

また、さきの議会で、次期知事選出馬の表明

をされましたので、県のアクションプランはい

つ策定するのか、そして政策提案とどう連動さ

せるのか、知事にお伺いいたします。

次に、消費税についてお伺いします。先日

も、消費税について鳥飼議員と議論がありまし

たが、別の視点で議論をいたします。

消費税増税は、社会保障制度維持等を図るた

めには、税率を上げなければならないと理解は

いたします。一説には、現在の社会保障制度の

維持を図るためには、17.1％の税率にしなけれ

ば維持できないとの試算もあります。いよいよ

４月から消費増税が始まります。県民の生活面

では、これまでに、年少扶養控除の廃止や給与

所得控除の縮小や介護保険料のアップ、これか

らは、軽自動車税の増税、生活に関連する料金

や必需品も値上げされます。また、今議会の議

案として、県の使用料・手数料も増となるな

ど、さまざまな負担が重くのしかかります。

統計調査課の試算では、宮崎市の平均年収500

万円の２人世帯の１カ月当たりの負担増は6,244

円、年間７万4,928円の負担が増加します。ま

た、県民の所得に近い年収250万円未満では、５

万5,349円の増税となる試算がインターネットの

トレンドスタイルという調査で出ております。

このように家計への負担が増加する中で、国民

の理解を得るためには、軽減税率の導入や給付

つき税額控除の対策が必要と考えます。

そこで、税制改正大綱で明記されている軽減

税率の導入や給付つき税額控除について、知事

の考えをお伺いいたします。また、消費税につ

いて、エコノミストの意見は、消費税の10％の

引き上げは既に織り込み済みと述べられており

ます。そのときには、県の使用料・手数料は再

度改正するのか、知事にお伺いいたします。

以下の質問につきましては、質問者席から質

問をいたします。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

まず、私の政策提案の自己評価についてであ

ります。

私は、知事に立候補するに当たりまして、４

つの柱から成る政策提案を県民の皆様にお示し

したところであります。

まず、「口蹄疫からの再生・復興」につきま

しては、まだまだ課題はありますものの、宮崎

牛の日本一２連覇を経て農業生産額の3,000億の

復活など、本県畜産の新生に向けて一定の道筋

をつけることができたものと考えております。

次に、「産業・雇用づくり」につきましては、

元気プロジェクトなど経済活性化策に取り組み

まして、さらに復興から新たな成長へと県政の

軸足を移しまして、本格的な景気回復と揺るぎ
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ない産業基盤の構築に向けて、フードビジネス

や医療機器産業、東アジア市場開拓などの成長

産業の育成加速化に重点的に取り組んでいると

ころであります。また、「人財づくり」では、

県民全体で子供と子育て家庭を応援します未来

みやざき子育て県民運動の展開や、高校スポー

ツ界で快挙が続くなど、競技スポーツ力の強化

も図られてきているところであります。そし

て、「くらしづくり」におきましては、ドクタ

ーヘリの導入によります県民の皆様の安心・安

全な暮らしづくりや、えびの市田代地区の天皇

杯、西米良村小川作小屋村の国土交通大臣賞の

受賞など、住民主体の地域づくりも前進してい

るものと考えております。

いずれもまだまだ道半ばで課題も多々あるわ

けでございますが、全体で見れば、おかげさま

で、現在、県政は着実かつ力強く歩を進めてい

るものと考えているところであります。こうし

た取り組みをさらに推し進めるとともに、今後

は、南海トラフ巨大地震に関する本県独自の被

害想定等を踏まえた防災・減災対策の強化や百

年の計に立った官民挙げての人材育成などにも

取り組んでまいりたいと考えております。

次に、次期アクションプランの策定について

であります。

平成23年度から26年度までの現行のアクショ

ンプランは、20年後を展望した長期ビジョンや

私の政策提案などを踏まえて策定したものであ

ります。その見直し作業につきましては、来年

度に入ったらスタートさせますが、最終的に

は、私が次期県政の御負託をいただければ、新

しい政策提案の内容を盛り込んだ上で、27年度

から４年間の新アクションプランを、できます

れば27年６月の議会にお諮りしたいと考えてい

るところであります。

最後に、軽減税率等の導入についてでありま

す。

消費税率の引き上げは、低所得者ほど所得に

対する税負担の割合が大きくなりますことか

ら、その負担軽減につきましては、十分な配慮

が必要であると認識しております。

負担軽減の方策としましては、「軽減税率」

や所得税の税額控除と給付金を組み合わせた

「給付付き税額控除制度」があります。現在さ

まざまな議論がなされておるところでございま

すが、その導入の是非につきましては、それぞ

れのメリットやデメリットを広く国民に明らか

にした上で、検討する必要があるのではないか

と考えております。

特に、軽減税率につきましては、今後、国に

おいて議論が本格化していくところでありま

す。大変わかりやすい手法ではあるんですが、

実際行っていくに当たっては、対象品目をどの

ように選定していくかという問題、また、その

品目の選定に当たってのさまざまな行政コスト

もかかるわけであります。それから、中小事業

者の事務負担、それから軽減分の財源確保な

ど、さまざまな課題がありますことから、こう

した課題につきまして、具体的に検討を行って

いく必要があろうかと考えております。

いずれにしましても、低所得者の負担軽減に

ついて、十分な対策が講じられるということが

大変重要でございますので、全国知事会と連携

を図りながら、国に対して要望してまいりたい

と考えております。

また、消費税率が10％に引き上げられた場合

の使用料及び手数料徴収条例の取り扱いについ

てでありますが、今回と同様に、税負担の円滑

かつ適正な転嫁を図るための改正を行うことに

なるものと考えているところであります。以上
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であります。〔降壇〕

ありがとうございました。先○十屋幸平議員

ほどの政策提案のことでちょっと要望しておき

ますけれども、前回の分には、前県知事の名前

とかその政策を継承するような表現もたくさん

ありましたので、次回におきましては、御自身

の本当に考えていらっしゃることをしっかりと

訴えていただければというふうに思います。

それから、消費税に関しましてですけれど

も、午前中にも、いろいろ社会保障の関係の議

論で、地方消費税の分でお話がいろいろありま

した。全体的に県民が352億円の負担増というこ

とも出ておりますので、それと地方消費税、10

％にした場合は、231億円ぐらいの税収が県に

入ってくるというようなことも計算上は出ます

ので、そういうことを合わせますと、かなり県

は潤うけれども、県民は負担を強いられるとい

うことになりますから、県議会もさきの議会で

意見書を出させていただいておりますから、十

分知事も知事会のほうで御意見を述べていただ

きたいというふうに要望しておきたいと思いま

す。

次に、備えあれば憂いなしという視点で

ちょっと御質問させていただきたいと思いま

す。南海トラフ巨大地震について御質問いたし

ます。

東日本大震災から間もなく３年を迎えようと

しております。被災者は、今なお仮設住宅や避

難生活など、さまざまな面で御苦労をされてお

ります。本県でも、南海トラフ巨大地震が30年

以内に70％の確率でマグニチュード８から９が

起きると予想されております。特別強化地域指

定や津波避難対策緊急事業計画づくりなど、そ

の対策に県や各自治体は取り組まれておりま

す。

そこで、提案でございますけれども、阪神・

淡路大震災の教訓では、地震の被害を最小限に

とどめる予防・減災対策や地震被害を受けにく

いまちづくり、そして、発災後には速やかに復

興できる取り組みが必要であると言われており

ます。東京都は、首都直下型地震を想定して、

復興市民組織育成事業を立ち上げ、住民や行

政、専門家が参加して、地区協働復興模擬訓練

を実施して、復旧・復興事業に役立てようとし

ております。つまり発災後は、事前の復興まち

づくり計画をもとに、早急な復旧・復興に取り

組む必要があると考えます。そこで、本県も、

東京都が実施している事前復興まちづくり事業

を各市町村と連携して取り組めないか、危機管

理統括監にお伺いいたします。

防災対策○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

には、予防対策、応急対策に加えまして、復旧

・復興対策の３段階がございまして、地域防災

計画に具体的内容を記載しているところでござ

います。このうち、予防対策、応急対策につき

ましては、先般策定した新・宮崎県地震減災計

画において整理したところであり、今月改訂予

定の地域防災計画にも反映させることといたし

ております。一方、御紹介いただきました復旧

・復興対策につきましては、「大規模災害から

の復興に関する法律」がございまして、これに

基づいて、災害発生時に国が基本方針を、都道

府県は復興指針を定め、具体的な対策を進める

こととなっておりますが、事前に復興対策を協

議するスキームをつくっておくということは、

有効な手段であると思いますので、御紹介の東

京都の事例も参考にしながら、市町村と検討し

てまいりたいと思います。

ありがとうございました。先○十屋幸平議員

ほど、最初に申し上げましたように、備えあれ
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ば憂いなしでございますので、よろしくお願い

したいと思います。

それから、ちょっと地元の話をさせていただ

きます。日向市には、かなり大災害で被害想定

が大きなものが出されました。そして、地元に

県有施設がありまして、県職員の元単身寮があ

ります。その施設を、日向市のほうから災害時

の避難所兼コミュニティー施設として貸与の申

し入れがあれば、日向市へ貸与が可能かどう

か、総務部長にお伺いしたいと思います。

元日向単身寮につ○総務部長（四本 孝君）

きましては、単身者用の職員宿舎として使用し

ておりましたけれども、利用者の減少に伴いま

して、昨年９月に用途廃止しており、現在は、

県で利用する予定はないところであります。こ

のため、この元日向単身寮を日向市が避難所兼

コミュニティー施設などの公共用の目的で活用

したいということであれば、譲渡が原則ではあ

りますが、貸し付けを検討することも可能かと

考えております。

ありがとうございました。こ○十屋幸平議員

れは日向市の意向もありますので、十分そうい

うことも含めてお話をしたいと思います。

続きまして、日向市と共同で、元単身寮を活

用して、複合型の避難施設としてモデル的に整

備する考えは県のほうにないか、危機管理統括

監にお伺いしたいと思います。

本県の沿○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

岸市・町では、今後、南海トラフ特別措置法に

基づき、３月に特別強化地域の指定を受けた上

で、「津波避難対策緊急事業計画」を策定する

こととなっており、その中で、日向市において

も、避難施設等の具体的な内容が検討されるこ

とになってくるという段取りになってまいりま

す。御提案の元日向単身寮につきましては、場

所等も含めて、避難施設として利用が適当かど

うかも含め、日向市が検討される中で必要とい

うことになれば、どのような活用が可能か、一

緒に協議してまいりたいと考えております。

ありがとうございました。前○十屋幸平議員

向きな御答弁をいただきまして、本当にありが

とうございます。５メーター、６メーターの津

波が来る地域でありますので、そして、その周

りは住宅街で何にもありません。高い建物、一

切。ですから、強度もあるというふうに伺って

おりますので、ぜひ御協議いただければという

ふうに思います。

それで、ここで一つだけ次の課題としてお話

をしたいと思うんですけれども、今、町の市街

化区域とそれから市街化調整区域、これは昭

和48年ぐらいですかね、いわゆる人口がふえて

いく、そして経済も発展するということで、市

街化する場所とそれに規制をかける場所という

区分で、計画が都市計画上ありますけれども、

実際今から災害が起きたときに、その前に市街

化調整区域の中に引っ越すということも一応で

きないものかということも考えなければならな

いのではないかなと思います。いわゆる市街化

調整区域の見直しということも、事前にやって

おくことによって、減災につながったりするの

ではないかというふうに思いますので、この議

論はまた次の機会にさせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

次に、行財政改革についてお伺いいたしま

す。

「みやざき行財政改革プラン」について、こ

れまでの議論は、「必要な行政サービスを安定

的に提供するために、財政改革の取り組みを着

実に進め、基金取り崩しに頼らない財政構造に

転換を図る」と答弁されております。そして、
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今議会でも、「ますます重要で、今後もしっか

り取り組む」というふうにも言われておりま

す。そこで、平成26年度が最終年度ですが、現

時点での達成度と評価と今後についてどう考え

るのか、総務部長にお伺いいたします。

本県では、平成23○総務部長（四本 孝君）

年度から26年度までの４年間を推進期間とする

「みやざき行財政改革プラン」に基づきまし

て、簡素で効率的な組織体制の見直しや適正な

定員管理、財政健全化に向けた取り組みなどを

推進いたしております。これまでの取り組みの

評価といたしましては、職員数の削減や予算編

成における収支不足の圧縮など、全体としては

おおむね順調に進んでいると考えております

が、県民の行財政改革に関する認知度など、プ

ランに掲げました数値目標などに未達成のもの

もありますことから、引き続き、新たな行政需

要への対応や行政サービスの向上などを図りな

がら、県民本位の行財政改革の推進に積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

それでは、ちょっと細かいお○十屋幸平議員

話をさせていただきますが、定員管理について

は、目標を達成したということで明記もされて

おります。それで、反面、定員削減が重要な県

民サービスに関してマイナスに作用していない

かという考え方も出てきます。それで、職員体

制もかなり厳しいようですけれども、適正な定

員管理についての考え方を総務部長にお伺いい

たします。

定員管理につきま○総務部長（四本 孝君）

しては、「みやざき行財政改革プラン」におき

まして、知事部局等の職員数を平成27年度当初

までに17年度当初比で１割程度削減するという

数値目標を設定しますとともに、新たな行政需

要にも対応できるよう、スクラップ・アンド・

ビルドを基本に、適正な定員管理に努めること

といたしております。この数値目標につきまし

ては、実は平成25年度当初の時点でほぼ達成し

ておりますことから、現行プランの推進期間中

は、この数値を維持しながら、新たな行政需要

に弾力的に対応するとともに、今後とも、複雑

・多様化する県民ニーズに的確に対応できるよ

う、必要な業務の質や量など、さまざまな要素

を十分勘案して、柔軟な人員の配置や採用を行

うなど、適正な定員管理に努めてまいりたいと

考えております。

今、定員管理の中でもありま○十屋幸平議員

した、複雑・多様化する県民ニーズへの対応

や、また、業務の専門性を強く求められている

現状であると。他県では、そういうことを踏ま

えて、人事異動のローテーションを、平均３年

ぐらいでかわっていかれると思うんですが、そ

れを長期化する取り組みも出てきております

が、人事制度についての考え方を総務部長にお

願いいたします。

人事ローテーショ○総務部長（四本 孝君）

ンにつきましては、人材の育成の観点から、職

員が多くの職務を経験することで、幅広い視野

や能力を身につけることができるように行う必

要があります。一方、御質問にありましたとお

り、住民ニーズが多様化・高度化する中で、効

率的な人員体制のもとで県政の重要な課題に的

確に対応するためには、職員の専門性を高めな

がら、一つの業務に長期間携わるように行う必

要があるところであります。そのため、人事異

動を行う上では、職員の人材育成の観点はもち

ろんのこと、必要な業務については、長期化も

含め、柔軟で多様な人事ローテーションに取り

組んでまいりたいと考えております。

ありがとうございます。必要○十屋幸平議員
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なところには長期にいていただくということも

念頭にあるということで理解させていただきま

す。

次に、庁内フリーエージェント制とは、とい

うことでお尋ねしたいと思います。職位や在籍

年数など一定の要件を満たした職員が、職員さ

んみずから手を挙げて、異動を希望する所属長

宛てに直接通告する仕組みであります。つまり

職員のやる気を引き出す制度だと考えますが、

どのように取り組んでいるのか、総務部長にお

伺いいたします。

庁内ＦＡ制度、い○総務部長（四本 孝君）

わゆる人事異動希望通告制度でございますが、

これは今お話にありましたように、職員が異動

を希望する所属に対し、業務に関する提案を行

い、これを受けた所属が直接選考を行った上

で、提案した職員の配置を行うという制度であ

ります。これの導入に当たりましては、どう

いった分野あるいは職位が制度になじむのか、

提案内容や成果をどのように評価するのか、あ

るいは、どうやって職員の適正なキャリア形成

を図るのかといった課題がありますことから、

今後、先進事例や実施方法について研究してま

いりたいと考えております。

行財政改革では最後に質問し○十屋幸平議員

たいと思いますが、これは歳入確保という視点

と事業費の確保ということを念頭に置いており

ます。記紀編さん1300年事業の一環として、記

紀編さん1300年記念宝くじを、平成32年度まで

の間、販売してはどうかと考えますが、総務部

長にお伺いいたします。

宝くじは、通常の○総務部長（四本 孝君）

宝くじ以外にも、その収益を災害対策や地方博

覧会の開催など、多額の財政負担が必要な事業

の財源に充てることを目的として発売すること

ができ、本県におきましても、平成23年度に口

蹄疫復興宝くじを発売しております。口蹄疫に

よる被害は甚大でございましたので、多くの国

民の皆様に関心を持っていただいたことから、

口蹄疫復興宝くじは全国での発売が可能とな

り、一定の収益が確保されたところであります

が、記紀編さん1300年記念事業の財源確保のた

めの発行ということになりますと、同様の発行

環境を整えるのは難しいのではないかと考えて

おります。しかしながら、歳入確保対策には積

極的に取り組む必要がありますことから、ふる

さと納税やネーミングライツを初めとして、引

き続き、さまざまな対策を講じてまいりたいと

考えております。

宝くじに関しては、歳入確保○十屋幸平議員

という視点で質問しましたけれども、一方で

は、全国へのＰＲという部分と県民の意識の醸

成ということも含めて念頭に置いておりました

けれども、なかなか制度上難しいということで

ありますので、そういう意味から、歳入確保は

図っていただきながら、また、記紀編さん1300

年事業につきましては、積極的に広報活動を

やっていただきたいなというふうに思います。

次に、中小・小規模地場企業の振興について

お伺いいたします。知事は、自民党会派、押川

会長の代表質問で、県中小企業等支援ファンド

の議論の中で、リーマンショックやデフレの長

期化などを理由に、ファンドの損失を８億9,000

万円余も出したことに対しまして、重く受けと

めると答弁いたしました。ファンドはあくまで

も金融支援の視点が中心で、経営支援は、売れ

る商品をつくって、売り上げをいかに伸ばすか

という視点のマーケティングの取り組みが不足

していたのではないかと思います。本県の経済

は、中小企業や小規模・零細企業が大半で、全
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国的にアベノミクスが叫ばれる中で、景気回復

のマインドは実感しますけれども、本県の賃金

アップ等の波及効果は、現在はあらわれており

ません。そういう意味において、本県の経済の

活性化は、企業誘致の取り組みも重要ですけれ

ども、地場の中小・小規模事業者の足腰を強く

する政策を強力に推進することも最重要だと考

えます。経済産業省も、中小企業の中でも小規

模事業者を重視する方針を今回打ち出しており

ます。そこで、経済産業省の中小企業・小規模

事業者ワンストップ総合支援事業、いわゆるよ

ろず支援拠点事業とはどういう事業なのか、そ

して県はどのように取り組むのか、あわせて商

工観光労働部長にお伺いいたします。

県内企業○商工観光労働部長（茂 雄二君）

のほとんどを占める中小企業・小規模事業者の

振興は、本県経済の活性化に大変重要でありま

すことから、これまで県としましては、公益財

団法人宮崎県産業振興機構に総合相談窓口を設

置し、中小企業等が抱えるさまざまな課題に対

して、機械・電気、フード、ＩＴなどに関する

専門性を有した６名のコーディネーターを中心

に、幅広く相談に応じてきたところでありま

す。このような中、よろず支援拠点事業では、

中小企業等の起業・成長・安定の各段階の課題

やニーズに応じた産学官金によるチーム編成、

適切な支援が可能な機関の紹介、手厚い専門家

派遣など、よりきめ細やかな対応を行うことと

しております。現在、国におきましては、よろ

ず支援拠点を設置する支援機関を公募中であ

り、本県では、産業振興機構が応募を検討して

いるところであります。今後とも、これまでの

取り組みに加えまして、国の事業等を有効に活

用しながら、より充実した支援を行ってまいり

たいと考えております。

先ほど、最初、質問の冒頭に○十屋幸平議員

知事の答弁をちょっと引用させていただきまし

たけれども、これまでのようなやり方ではだめ

だということで、新たにこういう国の政策が出

たと思うんですね。そして、小規模事業者、特

にそこに力を入れると。これは宮崎のみなら

ず、全国的にも中小企業が日本経済を支えてい

るということは御案内のとおりでありますの

で、今回のこの事業を十分に生かしていただい

て、しっかりと地場の企業の足腰を強くしてい

ただければと思います。

そこで、これは総合政策部のほうがフードビ

ジネス関係で企画されたと伺っておりますけれ

ども、３月20日、ＫＩＴＥＮ８階におきまし

て、富士市の富士市産業支援センターｆ-Ｂｉｚ

センター長の小出宗昭さん、この方がよろず支

援拠点の今一番トップで走っていらっしゃる方

だと思いますので、私もぜひ参加させていただ

きたいと思いますが、タイトルは「新規ビジネ

スはこうして挑め！小出流ヒット商品の作り

方」というのがありますので、こういうことを

全県下の皆さんに聞いていただいて、もっと

もっと今から政策的なものを県として取り組ん

でいただければというふうに思います。

次に、乾シイタケ対策について伺います。乾

シイタケについては、先日からの重松議員から

の質問もありました。消費拡大と生産者の確保

ということで質問いたします。まず、乾シイタ

ケの消費量のデータでは、１世帯２人でシイタ

ケの年間消費量が、平成20年、宮崎市では153グ

ラム、全国では86グラム、平成24年では、宮崎

市156グラムと横ばいで、全国は72グラムと減少

しています。つまり、全国では乾シイタケ自体

の消費量が減少して、それに原発の風評被害が

影響して価格も採算割れをしております。そこ
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で、価格対策につながる消費拡大対策について

どのように取り組むのか。また、風評被害撲滅

と消費拡大の取り組みとして、乾シイタケを生

産している各県の民間団体の「西日本乾しいた

けふるさと連合協議会」とそれぞれ各県が積極

的に連携して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。

乾シイタケに○環境森林部長（堀野 誠君）

つきましては、消費量の減少や原発事故に伴う

風評被害等による価格低迷が続いており、大変

厳しい状況にあると認識しております。このた

め、昨年11月に補正予算で措置しました「乾し

いたけ消費拡大緊急対策事業」によりまして、

ＪＡ等が行う大消費地でのＰＲ活動や直販によ

る販売ルートの開拓等への支援を行うととも

に、市町村に対し学校給食での利用促進などに

ついて要請を行ったところであります。また、

国に対し、安全性への信頼回復や消費拡大等に

ついての要望を行ったところですが、国におい

ては、平成25年度補正予算の中で、販路開拓や

機能性、安全性のＰＲ活動などへの支援事業が

新たに設けられております。平成26年度は、国

のこの事業を活用し、ＪＡ等の新商品の開発や

販路拡大活動を支援するなど、消費拡大に努め

てまいりたいと考えております。御質問の「西

日本乾しいたけふるさと連合協議会」は、主要

生産県の生産者団体で組織されておりますが、

このふるさと連合と各県が連携しながら広域的

に取り組むことは、効果的であると考えられま

すので、消費拡大への取り組みについて、今

後、協議してまいりたいと考えております。

次に、乾シイタケの生産者の○十屋幸平議員

確保対策について伺います。このまま価格が下

落した状況が続けば、中山間地で生産している

生産者は、厳しい労働環境のもとでの生産は継

続ができなくなるおそれがあります。そこで、

乾シイタケ生産者の確保対策について、環境森

林部長にお伺いいたします。

乾シイタケ生○環境森林部長（堀野 誠君）

産者につきましては、高齢化や価格低迷などか

ら減少傾向にありますが、このままの状況が続

きますと、今後の生産や中山間地域への影響が

出ることを懸念しているところであります。生

産者を確保するためには、消費拡大とともに、

採算性を高めていくことが重要でありますの

で、平成26年度は、コスト削減のための省エネ

シイタケ乾燥機の導入や、品質向上に必要な人

工ほだ場の整備などに対する支援を引き続き行

うとともに、新たに、国の事業を活用し、シイ

タケ生産の実証に取り組む団体に対して、種駒

や原木の購入を支援することにより、生産者の

経営意欲の向上に努めてまいりたいと考えてお

ります。また、新規参入者対策として、引き続

き、栽培技術等研修会やシイタケ中核指導林家

によるサポートを実施するとともに、無利子の

制度資金による施設導入の支援を行うこととし

ております。今後とも、市町村や関係団体等と

連携を図りながら、生産者の確保に努めてまい

りたいと考えております。

ありがとうございます。積極○十屋幸平議員

的にやっていただければと思います。私もよく

知らないことが、たくさんこの乾シイタケには

ありました。これは乾燥したものをもう一回天

日に干すと、５分でも10分でもいいんですが、

ビタミンＤがふえると。骨粗鬆症とか骨に関係

するのに効果がある。そして、全体的に我々も

悩んでおります血圧の効果もある。肥満防止、

不眠、肌荒れ、整腸、風邪にも効くというふう

に、いろいろシイタケの効能があります。これ

までしばらく、ここ一月ぐらい新聞を見ていま
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すと、消費拡大に向けた新聞の広告とか小学生

の取り組みとか、いろんなものが出ています。

でも、その効果とか効能というのがなかなか表

に出てきません。ですから、この前はレシピが

載っておりましたけれども、そういうものも含

めて、もっともっとＰＲすると、きょうの朝、

いろいろ健康の議論もありました。県民の健康

づくりに積極的に支援したいと、福祉保健部

長、取り組まれております。まずシイタケを食

べろということで、それも一つの方法だと思う

んですね。そういうこともＰＲしていただけれ

ばというふうに思います。

次に、ちょっと皆さんには耳なれない質問を

させていただきますが、ナマズの養殖について

ちょっと質問いたします。ここ５年間のシラス

ウナギの量は、平成20年度が1,430キログラム

で、平成24年度は168キログラムと急激に減少し

ております。不漁は、本県の養鰻業界にとって

深刻な問題であります。ウナギは、日本の食文

化として土用のうしの日もありますように、な

くてはならないものであり、世界のウナギの７

割から８割は日本人が食べています。しかしな

がら、エルニーニョ等の海流の変化や生息環境

等の悪化など、地球規模での自然環境の変化等

もあり、環境省は昨年、ニホンウナギを絶滅危

惧種に指定いたしました。つまり、将来にわた

りウナギを食べるための養殖技術も確立しつつ

ありますが、古来、日本人が食していたナマズ

を代替用として養殖をして、ウナギの乱獲を防

ぎ、資源管理をしながら日本の食文化を守る。

そのためにナマズの養殖を研究する考えはない

か、農政水産部長にお伺いいたします。

ナマズの仲間○農政水産部長（緒方文彦君）

は、白身の食用魚として世界的に注目されてお

りまして、東南アジアを中心に養殖が盛んに行

われております。国内では、従来より、複数の

県で養殖技術の研究に取り組まれており、現

在、関東や東北などで、年間数十トン程度生産

されていると推計されております。本県におけ

るナマズ養殖につきましては、現段階では、ウ

ナギと比較して生産性が劣り、販路が限られる

等、経営上の課題も多いことから、養殖業界の

意向も踏まえつつ、まず情報収集に努めてまい

ります。

ナマズは、売れても販路がな○十屋幸平議員

いし、なかなか高くで売れないというところが

ネックだと思います。

我々、総務政策常任委員会は、美郷町の「味

さと」という古民家レストランで昼食をとりま

した。そのときにフライが出たんですね、白身

の。「これは何ですか」と聞いたら「ナマズで

す」と、そのそばにある川でとれたナマズを調

理していただいて食べさせていただきました。

本当においしかったです。

この質問をするに当たって、インターネット

でナマズの検索をして買いました。１キログラ

ム945円、輸送料が1,100円で、どっちがいいか

なと思って、1,100円のほうでちょっと損したか

なという気分もありますが、ちょっとふわふわ

とした感触で、てんぷらにしたり、それから南

蛮にしたりとか、いろんな料理で食べました。

当然かば焼きにもして食べました。食べにくく

もなくて、全然違和感なくおいしく食べました

ので、ベトナムでは非常に盛んで、ヨーロッパ

のほうにも輸出されておりますが、今後、研究

をしていただければというふうに思っておりま

す。

何でこれを言うかというと、県北では、延

岡、日向のほうでは、子供のお食い初め、100日

のときに、ちょっとナマズを口にする、雑食で

平成26年３月５日(水)
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何でも食べて元気に育つということで、それが

一つの昔からのならわしみたいなもので、そう

いうことをやっておりました。私の孫にもこの

前ちょっと食べさせました。それはあくまでも

紙切れでしたけれども。そういうふうな風習も

残していくべきではないかということで御質問

させていただきました。また、この件につきま

しては、よろしくお願いしたいと思います。

次に、畜産についてちょっとお伺いいたしま

す。平成22年４月の口蹄疫被害で大打撃を受け

た本県の畜産業界、中でも繁殖並びに肥育等農

家は深刻な状況となりました。当時、繁殖のた

めの授精ができず、数年後の子牛がいなくなる

のではないかと非常に心配でした。今、高齢化

と相まって、その予想が現実となり、肉用子牛

が減少し、早急な繁殖基盤の強化が求められま

す。そこで、畜産農家の減少対策をどのように

進めていくのか。また、子牛の競り出荷頭数

は、平成20年度を100として、平成24年度は84％

と減少しています。そこで、県内家畜市場のあ

り方についてどのように考えるか、農政水産部

長にお伺いいたします。

県内の肉用子○農政水産部長（緒方文彦君）

牛の出荷頭数は、平成24年度で６万5,855頭と

なっておりますが、御指摘のとおり、口蹄疫の

発生や農家の高齢化等の影響もありまして、減

少傾向にあります。このため、県内各地におき

まして、地域の担い手としての肉用牛農家の育

成方針や、主体となる経営体を明確にする「人

・牛プラン」を現在策定中であります。ＪＡ等

が経営する繁殖センターなども活用して、繁殖

基盤の強化を図ってまいりたいと考えておりま

す。また、家畜市場につきましては、まずは、

肉用繁殖雌牛の維持・増頭により、安定した子

牛の上場頭数を確保することが重要であります

が、将来的なあり方につきましては、現在、市

場開設者と意見交換をしているところでござい

ます。

家畜市場につきましては、採○十屋幸平議員

算分岐する頭数が、一定数のところがあると思

うので、そういうことも含めて、今議会でもい

ろいろ生産基盤の強化ということがいっぱい出

ておりますが、先ほど出ましたように、「人・

牛プラン」、そういうことを十分検討いただい

て、対策を進めていただきたいというふうに思

います。

次に、薬草・地域作物センターの活用策につ

いてお伺いいたします。現在の社会情勢は、高

齢社会等に伴い、医療費の高騰が避けられず、

予防医学への関心が高まってきている状況だと

考えます。また、体のわずかな異常や変調を察

知して、病気になる前の異常、いわゆる未病を

治すという考えのもとに漢方薬が使われていま

す。西洋医学でも、多くの医師が漢方薬を使っ

ているという調査結果もあるようであります。

このような現状で、漢方薬の原材料の７割に当

たるカンゾウは、全て中国から輸入されていま

す。いわゆる第二のレアアースとも言われてお

ります。中国は、資源の枯渇を懸念して輸出規

制を始め、そういうものを受けまして、神奈川

県、富山県、奈良県は、薬草生産を産業化する

取り組みとして、一般社団法人漢方産業化推進

― ―研究会 これは仮称でありますけれども

を立ち上げて、企業と自治体が取り組み、10兆

円の産業に育てることを目指しております。そ

こで、本県では、薬草・地域作物センターを平

成13年11月に設立しておりますが、今後どのよ

うに活用していくのか、農政水産部長にお伺い

いたします。

薬用植物は、○農政水産部長（緒方文彦君）

平成26年３月５日(水)
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製薬会社の流通ルートが固定化していること

や、収量や価格など収益面の課題から、県内で

の栽培は、これまでごく一部にとどまっている

状況にあります。しかしながら、御指摘の国外

情勢の変化に伴い、本県の薬草・地域作物セン

ターにも、製薬会社等から国産の薬用植物生産

に向けた相談が寄せられておりまして、現在、

これら企業と連携した共同研究に取り組んでい

るところであります。薬草・地域作物センター

におきましては、薬用植物の国産需要拡大とい

う状況を追い風として捉えまして、これまで構

築してきました製薬会社等との連携をさらに深

めますとともに、平地から山間地域における適

応性試験や栽培技術の開発に積極的に取り組

み、本県の薬用植物に関する情報・生産技術の

拠点として活用してまいりたいと考えておりま

す。

部長、きょうの毎日新聞に、○十屋幸平議員

「薬草栽培 自治体が熱視線」というタイトル

で出ています。こういうことで、せっかくつ

くったセンターを生かしていかなければ何にも

ならない、本当に。薬草ですから、役に立てて

いただかなければ何にもなりませんので、しっ

かりと取り組んでいただきたい。その中で、体

制は５人と聞きました。５人の中で、しっか

り、今言われた、追い風と捉えて積極的に取り

組みたいという表現をされておりますが、それ

で足りるのかということもあるんですね。総務

部長も聞いておられると思いますが、そういう

あたりも、人事体制も含めて、これからこうい

うところに注目が集まってくる。これは、新聞

に書いてありますのは、耕作放棄地対策とか中

山間地対策とか、そういうことも含めて、今

回、私は質問させていただいておりますので、

十分に御検討いただきたい。積極的に取り組ん

でいただければというふうに要望して終わりた

いと思います。

それから、次に、港湾計画及びインフラ整備

について伺います。

県内インフラ、いわゆる道路舗装、橋梁、ト

ンネルに限って御質問いたします。高度経済成

長時代に多くの社会インフラが整備されて今日

を迎えております。そして、これからは、国土

強靭化もさることながら、インフラの維持、補

修、改修など、多くの財政負担が必要となりま

す。そのような中に、先日の新聞報道では、国

土交通省は、これまでのインフラの老朽化対策

の統一基準を平成26年度から導入すると発表し

ています。そこで、本県の道路舗装、橋梁、ト

ンネルの老朽化対策について、県土整備部長に

お伺いいたします。

道路施設を○県土整備部長（大田原宣治君）

適切に管理していくためには、現状を的確に把

握するとともに、施設全体の長期的な維持管理

を見据えた計画を策定し、効果的な対策を行っ

ていくことが重要であります。このため、橋梁

につきましては、平成22年度に策定しました長

寿命化修繕計画に基づき、点検・修繕を実施し

ているところでありますが、劣化状況につい

て、当時の評価と実態に相違が散見されました

ことから、現在、総点検を実施し、計画の見直

しに着手することとしております。また、道路

舗装やトンネルにつきましては、日ごろから道

路パトロールなどで発見した損傷については、

早急に補修を行ってきたところでありますが、

今年度から新たに路面のひび割れやトンネルの

漏水などの詳細点検を実施しておりまして、平

成27年度までには、維持管理計画を策定するこ

ととしております。県としましては、現時点で

は、国の道路維持管理基準の内容が明確でない
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ことから、国の動向を注視し、引き続き、県民

の安全・安心を確保するとともに、維持管理費

の平準化を図るため、計画的な老朽化対策に取

り組んでまいりたいと考えております。

次に、建設産業の若年技術者○十屋幸平議員

の「人財づくり」ということで質問いたしま

す。長年続いたデフレと厳しい財政状況のもと

で、公共工事の悪玉論が叫ばれ、公共工事の縮

減や、本県では急激な入札制度の改革で、建設

業界は厳しい経営環境となり、結果、経営の見

通しが立たない中で、建設資機材の売却や、最

も大切な「人財」を維持することができなくな

りました。また、このような悪循環のもとで建

設技術者の高齢化が進展する中、若年技術者の

確保が難しい業界となっております。また、南

海トラフ巨大地震が予想され、台風等の自然災

害が多い本県で、第一線で活躍していただく建

設産業の「人財」を確保することは、大変重要

な課題であると考えます。そこで、建設産業の

若年技術者の「人財づくり」について、県はど

のように取り組むのか、県土整備部長にお伺い

いたします。

議員御指摘○県土整備部長（大田原宣治君）

のとおり、若手技術者の育成・確保は、喫緊の

課題であると認識しております。このため、県

では、産業開発青年隊による若手技術者の育成

を初め、建設技術推進機構による資格取得のた

めの研修などに取り組むとともに、社会保険等

への加入促進や労務単価の引き上げ、総合評価

落札方式における新規学卒者の評価など、若手

技術者の確保に積極的に取り組んでいる企業へ

の支援を行っているところであります。あわせ

て、本年度からは、関係団体と連携しながら、

建設工事の現場見学会の開催など、建設産業の

魅力につきまして、若い世代へ広くアピールす

る事業に取り組んでいるところであり、さら

に、新年度に向けましては、緊急雇用創出事業

臨時特例基金を活用し、企業みずからが若年層

に訓練・研修を行い、正規雇用に結びつける取

り組みについて、関係団体と協議を進めている

ところであります。今後とも、若手技術者の育

成・確保につきましては、関係機関・団体など

と十分連携を図りながら、積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。

ぜひ積極的にお願いしたいと○十屋幸平議員

思います。

次に移ります。県内港湾計画の取り組み状況

についてであります。先日も西村議員から同じ

質問が２点ありましたが、地元の郷土愛だとい

うことで御理解いただきたいと思います。本県

には、重点・重要港湾３港があり、来年度予算

においても、油津港の新規事業、大型クルーズ

船誘致環境整備事業や細島港整備事業などの予

算が盛り込まれております。そこで、改めて、

それぞれの位置づけについて、県土整備部長に

お伺いいたします。

本県の３つ○県土整備部長（大田原宣治君）

の重要港湾につきましては、それぞれの地域の

産業や経済を支える港としまして、企業立地や

雇用創出に寄与するほか、近年増加しているク

ルーズ船就航などの観光面からも、重要な役割

を担っているものと考えております。細島港

は、九州の扇のかなめに位置しておりまして、

県北の工業地帯で使用される原材料や製品の輸

出入を初め、原木の輸出など、外国貿易を中心

とした東九州の物流拠点港として位置づけてい

るところであります。また、宮崎港は、宮崎の

海の玄関口でありまして、フェリーを中心とし

て、農畜産物や石油、雑貨などの県民生活に密

着した内貿貨物を扱う南九州の物流拠点港とし
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て、さらに、油津港は、日本有数の製紙会社を

中心とした県南地域を支える物流拠点港として

位置づけているところであります。

改めて伺いましたのは、そう○十屋幸平議員

いう方向性がきちっと出ていますので、それに

向けてビジョンをつくって、体制を整えて、

しっかりと取り組んでいただければというふう

に思います。

次に、今議会の河野知事の答弁で、東九州自

動車道の開通により、細島港のポテンシャルが

一段と高まって、飛躍的な県内の発展が期待で

きる等の発言をされております。そこで、細島

港では、こういう高速交通体系の整備や企業の

進出など、周辺を取り巻く状況が変化してきて

おります。ほかにも、防災の観点から防波堤の

強化が必要となるなど、さまざまな課題が出て

いると思いますが、今後どのように展開されて

いくのか、県土整備部長にお伺いいたします。

細島港にお○県土整備部長（大田原宣治君）

きましては、現在、大型岸壁や沖防波堤の整備

を着実に進めており、津波に対しましては、減

災効果のある防波堤を粘り強い構造にするなど

の検討を行っているところであります。議員が

おっしゃいましたように、細島港を取り巻く状

況は大きく変化してきているため、昨年１月に

細島港長期構想検討委員会を立ち上げ、細島港

の将来あるべき姿や港湾計画の見直しについて

検討を行っているところであります。具体的に

は、この委員会において、手狭になってきてい

る細島港について、貨物の集約化や新たな企業

進出を見据えた用地確保、さらには、４万トン

を超える大型船舶対応の岸壁の必要性などにつ

いて御議論いただいているところであります。

今後とも、利用者や地元住民の方々の御意見を

十分に踏まえながら、細島港が九州の扇のかな

めとして、その優位性を最大限に発揮できます

よう、より安全で利便性の高い港を目指してま

いりたいと考えております。

ありがとうございました。○十屋幸平議員

今、部長の答弁にもありました、細島港を核と

して、扇のかなめということが長年言われてお

りました。それに合わせて、細島のほうには、

中国木材工場が急ピッチで建設されておりま

す。その好循環のためにも、木材を輸送する大

型トラックの交通量も大幅に増加することが予

想されます。そして、当然混雑も予想されま

す。日向インターチェンジの西側の国道327号バ

イパス計画について、早急に整備する必要があ

ると思うんですが、県土整備部長にお伺いいた

します。

入郷地域と○県土整備部長（大田原宣治君）

細島港及び日向インターチェンジとを結ぶ道路

としましては、国道327号が重要な幹線道路と

なっておりまして、東九州自動車道などへのア

クセス機能の向上や日向市内の交通混雑の緩和

を目的に、バイパス道路を計画しているところ

です。日向インターチェンジから西側の現国道

までの区間につきましては、現在、土地利用状

況や経済性などを勘案し、ルートの検討を行っ

ているところであります。県といたしまして

は、今後の事業化に向け、まずは、その前提と

なります最適なルートの選定作業を早急に行

い、費用対効果の算出などの必要な調査を進め

てまいりたいと考えております。

予定しておりました質問は全○十屋幸平議員

部終わったんですが、一つだけ御意見を述べさ

せていただきたいと思います。

今、細島港の話をさせていただきました。そ

こに入ってくるもの、輸入するものは余りなく

て、出ていくほうが多いんですね。そのときに
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必要なものは何が必要かというと、空になった

コンテナ、これが必要です。その空になったコ

ンテナはどこにあるかというと、志布志にあっ

たり、ほかの港にあります。それを持ってくる

のに２万から３万かかります。要は、そこにど

ういうふうに空コンテナを集めるかということ

で、これは全県庁的に取り組んでいただかない

といけませんが、今度、何か５本か６本ぐらい

畜産のわらが入ってくるそうです。ですから、

そういうものを、今、志布志に置いているもの

を、県北、川南、こっちのほうは、県北のほう

は、そういう細島におろして、そこから空コン

テナをあけて、また物を出すと、そういうシス

テムを考えなければいけないというふうに思っ

ています。

このテーマにつきましては、また次回、議論

させていただきますが、そういう港には空コン

テナがないと物流は動かないということであり

ますので、その点も含めて、県のほうとして

も、しっかりと取り組んでいただきたいなとい

うふうに思います。

私の質問は以上で終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

以上で一般質問は終わりまし○福田作弥議長

た。

議案に対する質疑◎

ここで、今回提案されており○福田作弥議長

ます議案に対する質疑の通告がありますので、

これを許します。

質疑についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり１人10分以内といたします。前屋

敷恵美議員。

〔登壇〕 日本共産党の前屋○前屋敷恵美議員

敷恵美でございます。一般質問に続いてです

が、通告のもとに、今定例県議会に提出されま

した議案に対する質疑をさせていただきます。

まず、議案第１号「平成26年度宮崎県一般会

計予算」についてです。

４月から消費税率が８％に引き上げられよう

としておりますが、県財政への影響について伺

いたいと思います。議案第22号から第33号まで

及び第43号、第44号において、消費税率の引き

上げに伴う県の使用料・手数料及び利用料金の

改定が提案されております。この値上げによる

増収はどれほどになるのか伺います。

あわせて、平成26年度の地方消費税清算金の

収入について、どの程度見込んでおられるの

か、前年度と比較して、どれほど増収になるの

かも伺います。

また、消費税引き上げに伴い、公共工事及び

物品購入などについて、県の税負担はどれほど

になるのか、24年度実績に基づく試算で結構で

すので、お聞かせいただきたいと思います。

次に、事業・施策について伺います。死者３

万5,000人、倒壊家屋８万9,000棟が予想される

とする南海トラフ巨大地震対策について、適切

な危機管理のもとに、スピード感を持っての対

応が求められております。平成26年度予算で

は、どのような事業に取り組まれるのかお聞か

せいただきたいと思います。

また、木造住宅耐震化を図るための「木造住

宅耐震化リフォーム促進事業」の予算に、昨年

と同様の1,000万円が計上されています。事業内

容と耐震化促進の取り組みについてお聞かせく

ださい。

次に、議案第34号及び第35号の条例の一部を

改正することについてです。

同議案はいずれも、職員の給与及び市町村立

学校職員の給与等に関して、給与構造改革に伴
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う経過措置額の廃止等を行うものとされていま

すが、廃止に係る具体的な内容をお聞かせくだ

さい。また、この措置による職員への影響など

についてもお聞かせください。

次に、議案第38号「宮崎県後期高齢者医療財

政安定化基金条例の一部を改正する条例」につ

いて伺います。

今回の条例改正の理由と内容についてお聞か

せください。

次に、議案第60号「平成25年度宮崎県一般会

計補正予算（第４号）」についてです。

今回の補正額は、一般会計で82億5, 1 1 0

万4,000円が計上され、うち185億7,565万5,000

円が国の経済対策の実施に伴う経費となってい

ます。この今回の補正のうち、多額の減額補正

が行われています。その中でも、多額の減額補

正となっているのが、民生費46億9,500万円余、

商工費44億9,400万円余、教育費53億5,100万円

余などです。それぞれについて、減額補正の主

な内容と理由について、福祉保健部長、商工観

光労働部長、教育長から御説明いただきたいと

思います。

また、国の経済対策に伴う補正により、積み

増しを行う６つの基金がありますが、それぞれ

の基金について、積立額と25年度末の基金残高

見込み額について伺います。

また、この基金の中で、新規である農業構造

改革支援基金について、その活用内容について

お聞かせください。

以上で壇上からの質疑を終わります。〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えい○総務部長（四本 孝君）

たします。

まず、使用料・手数料の増収についてであり

ます。今議会に、使用料及び手数料徴収条例等

の改正を提案いたしておりますが、平成26年４

月１日からの消費税率引き上げに伴う単価見直

しにより、使用料及び手数料は、約4,300万円程

度増収になる見込みであります。

次に、地方消費税清算金の収入についてであ

ります。平成26年度の地方消費税清算金の収入

につきましては、248億4,494万6,000円を見込ん

でおります。これは、平成25年度当初予算と比

較いたしますと、地方消費税率の引き上げもあ

り、額にして39億1,666万9,000円、率にし

て18.7％の増となっております。

次に、消費税率引き上げに伴う県の負担につ

いてであります。県の業務執行に際して負担し

ております消費税及び地方消費税につきまして

は、当該業務に伴う取引が、課税取引であるか

どうかなどにより、異なった取り扱いとなりま

す。このため、正確な額を算出することは困難

でありますが、県の歳出総額のうち、一般的に

消費税等を負担しているものは、物品等の購

入、役務の提供、業務の委託、建設工事の請負

などとなりますので、その相当額について負担

増になるものと考えております。

次に、議案第34号「職員の給与に関する条例

等の一部を改正する条例」についてでありま

す。

県におきましては、平成18年度に、国に準じ

て新しい給料表に切りかえる、いわゆる給与構

造改革を実施し、その結果、職員の給料が平均

で約５％引き下げられたところでありますが、

その際、激変緩和のため、改正後の給料月額

が、昇給等によりまして、改正前の給料月額に

達するまでは、その差額を支給するという経過

措置を設けたところであります。この経過措置

について、国は、平成26年３月末に廃止するこ

ととしており、本県においても、昨年の人事委
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員会勧告で廃止するよう勧告がなされたことな

どから、今回、条例の一部改正をお願いするも

のであります。これにつきましては、職員に一

定の影響があるわけでございますが、その負担

の軽減を図るために、７年間の期間を設けて、

段階的に減額していくということにしておりま

す。

次に、基金についてであります。今回の補正

予算案において、国の経済対策の実施に伴う補

正として、６件の基金積み立てを計上しており

ますが、それぞれの積立額と平成25年度末残高

見込み額は、消費者行政活性化基金について

は、積立額が2,000万円で、残高見込み額も

約2,000万円、安心こども基金については、積立

額が３億6,170万円で、残高見込み額が約21

億4,600万円、森林整備加速化・林業再生基金に

ついては、積立額が37億1,200万円で、残高見込

み額が約39億7,300万円、緊急雇用創出事業臨時

特例基金については、積立額が20億円で、残高

見込み額が約28億6,300万円、農業構造改革支援

基金については、積立額が６億5,972万1,000円

で、残高見込み額も同額、高等学校等生徒修学

支援基金については、積立額が１億4,8 0 6

万7,000円で、残高見込み額が約２億2,300万円

となっております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

お答えします。

南海トラフ巨大地震対策につきましては、新

たな地震減災計画に基づき、実施主体や時期を

区分し、毎年度進行管理を行いながら推進する

こととしております。この中で、来年度予算で

は、宮崎県大規模災害対策基金を活用し、防災

士の養成やＢＣＰの推進、市町村の津波避難場

所確保対策の支援等に、引き続き取り組むこと

としております。さらに、新たに、県民への正

しい防災知識の普及や防災意識の啓発、災害時

の初動対応における自助、共助の強化、年間を

通して実施する総合防災訓練などの事業にも取

り組むこととしております。全庁的には、大規

模災害時の救急医療対策や、学校における防災

教育等のソフト対策、建物の耐震性向上や防波

堤等の整備強化、通信網の充実等のハード対策

にも計画的に取り組み、減災計画に掲げる目標

が達成され、一人でも多くの県民の安全が確保

されるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。以上です。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（佐藤健司君）

えいたします。

まず、後期高齢者医療財政安定化基金につい

てであります。この基金は、保険料収納率が予

定を下回った場合や、医療給付費が見込み以上

に増加したことにより生じる財源不足につい

て、宮崎県後期高齢者医療広域連合に対して、

資金の交付・貸し付けを行うために設置してい

るものであります。基金の拠出率については、

２年ごとに国が定める拠出率を標準として、県

の条例で定めることとされております。今回の

基金条例の一部改正の理由は、国が保険料の収

納率及び医療給付費の実績を勘案し、標準拠出

率を10万分の44と定めたことに伴いまして、本

県の拠出率を１万分の８から10万分の44に改正

するものであります。

次に、民生費の減額補正46億9,500万円余の主

な内訳とその理由についてであります。主なも

のとして、まず、高齢者医療対策費13億2,606

万2,000円の減額でありますが、これは、後期高

齢者の医療費が見込みを下回ったことなどによ

るものであります。次に、国民健康保険助成

費10億8,153万7,000円の減額でありますが、こ

れは、市町村への財政調整交付金が見込みを下
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回ったことなどによるものであります。最後

に、介護保険対策費６億7,060万4,000円の減額

でありますが、これは、介護給付費が見込みを

下回ったことなどによるものであります。以上

であります。〔降壇〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（茂 雄二君）

お答えいたします。

商工費の減額補正44億9,000万円余の主な内訳

とその理由についてであります。主な内訳のう

ち、まず、中小企業融資制度貸付金の減額30億

円につきましては、大規模災害等の発生の際

に、緊急的な融資を行うための貸付原資であり

ましたが、今年度は、対応の必要がなかったた

め、減額するものであります。次に、宮崎県産

業振興機構損失補償金の減額５億323万6,000円

でありますが、これは、宮崎県中小企業等支援

ファンドの清算が昨年11月に完了し、損失補償

額が確定したため、減額するものであります。

最後に、企業立地促進補助金の減額５億8,011

万8,000円でありますが、これは、今年度の申請

額が当初予定しておりました予算額を下回る見

込みとなったため、減額するものであります。

以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（緒方文彦君）

えいたします。

農業構造改革支援基金についてであります。

この基金は、平成26年度から、全国で一斉にス

タートする農地中間管理機構において、担い手

農家への農地集約の取り組みに活用するもので

ありまして、具体的には、機構の体制整備及び

その活動費のほか、機構へ農地を預ける個人及

び集落等への協力金や、農地を集積する上で重

要となる農地基本台帳の整備費等でございま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お○県土整備部長（大田原宣治君）

答えいたします。

「木造住宅耐震化リフォーム促進事業」につ

いてであります。主な内容としましては、１つ

目が、事業周知のための新聞広告や木造住宅耐

震診断士養成講習会などを行う「耐震化普及事

業」として86万円、２つ目が、住宅所有者に耐

震化の助言を行う「アドバイザー派遣事業」と

して７万円、３つ目が、耐震診断を行う住宅所

有者に、対象経費６万円を限度に９割を補助す

る「耐震診断事業」として221万円、４つ目が、

耐震改修を行う住宅所有者に、対象経費150万円

を限度に最大２分の１を補助する「耐震改修事

業」として686万円、合計で1,000万円の事業を

予定しております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（飛田 洋君）

します。

まず、議案第35号「市町村立学校職員の給与

等に関する条例等の一部を改正する条例」につ

いてであります。

給与構造改革に伴う経過措置の廃止につきま

しては、先ほど総務部長がお答えしました、議

案第34号「職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例」と同様の改正をお願いするもの

であり、職員の負担軽減を図るため、７年間の

期間を設け、段階的に減額いたしていくことと

しております。

次に、教育費の減額補正53億5,124万円の主な

内訳とその理由についてであります。教育費の

減額補正の主なものは、学校職員の給料や職員

手当など職員費の減額42億1,283万9,000円であ

ります。その学校種別の内訳は、まず、小学校

が17億6,217万6,000円、次に、中学校が９

億6,207万5,000円、次に、高等学校が10億9,872

万7,000円、最後に、特別支援学校が３億8,986

万1,000円であります。これらは、どの校種いず



- 323 -

平成26年３月５日(水)

れも、主に給料減額措置により減額するもので

あります。以上であります。〔降壇〕

それぞれ御答弁いただきま○前屋敷恵美議員

して、ありがとうございました。１点だけお話

ししたいんですけれども、消費税に関してで

す。総務部長がお答えいただきましたように、

県が新たに負担する消費税の額は、積み上げて

いくのが困難だということで、引き上げ率の相

当額は負担することにはなると言われたんで

す。当然県がいろいろ執行する事業について支

出するのは、それにかかってくるのは当然のこ

となんですけれども、その額がどの程度になる

かというのは、最低限でも大枠をつかんでおく

ことが、やはり健全な県財政の運営について

も、私は必要じゃないかというふうに思うんで

す。来年10％にもなるということで、先ほど新

たな転嫁をするという回答もありましたけれど

も、さらにまた引き上げになるという点では、

全て税金で賄っていくこの消費税ですので、そ

ういった点では、県の収入については把握する

けれども、支出についてはわからないというの

では、健全な運営はできないということにもな

ろうかというふうに思いますので、ぜひ今後、

努力していただきたいというふうに思います。

以上で質疑を終わらせていただきます。後は

委員会その他で深めさせていただきます。あり

がとうございました。（拍手）

ほかに質疑の通告はありませ○福田作弥議長

ん。

以上で質疑は終了いたしました。

議案第１号から第81号まで及び請願◎

委員会付託

次に、今回提案されました議○福田作弥議長

案第１号から第81号までの各号議案及び新規請

願は、お手元に配付の付託表のとおり、それぞ

れ関係の委員会に付託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす６日から９日までは、常任委員会等のた

め、本会議を休会いたします。

次の本会議は、10日午前10時開会、平成25年

度補正予算関係議案等についての常任委員長の

審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時10分散会


