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◎ 一般質問

○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名であ

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。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、中

野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。傍聴者の皆さん、大変御苦労さまで

ございます。

知事に就任されて３年半、知事の答弁、発言

には巷間いろいろと言われておりますが、政治

家河野知事としての答弁をよろしくお願いした

いと思います。

まず、カジノについてであります。

長崎県知事は既にカジノ受け入れを表明され

ました。そして、いろいろと精力的に運動され

ているようでございます。河野知事、カジノの

受け入れの意思、そしてまたいつそれを表明さ

れるのか、そのあたりを明確に御答弁願いたい

と思います。

後の質問は質問者席から行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

カジノを含む統合型リゾート、いわゆるＩＲ

についてであります。ＩＲにつきましては、投

資や雇用、観光誘客など、地域経済にもたらす

影響、効果に大変興味・関心を持っているとこ

ろであります。今国会には、その骨格となりま

すＩＲ基本法案「特定複合観光施設区域の整備

の促進に関する法律案」が上程されておりまし

て、今後、具体的な検討が進んでいくことを大

いに期待しているところであります。

私としましては、国におきまして、健全性、

安全性が確保される制度設計等がなされること

を前提に、国の区域認定を視野に入れて前向き

に検討してまいりたいと考えております。その

ために、先般、庁内関係部局等によります行政

連絡会議を設置させまして、ＩＲ基本法案を含

めたＩＲに関する認識の共有化を図ったところ

であります。また、県内の民間団体等によりま

すＩＲ研究会において、本年度、ＩＲに関する

後援会、研修会や視察等が予定されております

ので、今後、県としても積極的に参加をし、関

係者の方々との議論を重ねてまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

○中野一則議員 いわゆるカジノ設置推進法

案、ＩＲ法案、これが通らないうちは表明され

ないという意味ですか、今の答弁は。

○知事（河野俊嗣君） 今、出ております法案

というのは手続法案であります。カジノにつき

ましては、先ほど申しましたように、さまざま

な地域経済の効果というものに大いに関心を

持って、期待をしながら見詰めておるところで

ありますが、さまざまな弊害というのも指摘さ

れておるところでありまして、そういったもの

に対するどのような制度設計がなされるかとい

うのが、現時点で明らかになっていない、それ

を踏まえた県民の間での議論を深める状況には

ないのではないかという思いがございまして、

しっかりと経済界とも連携を行いながら、情報

収集、また各地の先進地の視察等も踏まえなが

ら検討を進めてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 今の答弁は、さっきの答弁よ

りもっと後退したように聞こえました。いわゆ

るＩＲ法案が通れば、その受け入れ、その他を

表明されると思ったら、カジノ実施法案が通ら

ないうちは表明できないということですか。そ

平成26年６月16日(月)
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のようにも今聞こえましたが。

○知事（河野俊嗣君） 我々が関心を持って見

詰めており、何がポイントになるかということ

を御説明申し上げたところであります。受け入

れという表現をされておりますが、これは各自

治体が手を挙げるということ、申請をするとい

うことになる状況でございます。そういう手続

というものを踏まえながら、我々としてはしっ

かり情報収集と検討を進めてまいりたい、その

ようなことでございます。

○中野一則議員 宮崎市を含めて受け入れは表

明してもらわなければいけませんが、宮崎県全

体、いろいろ問題もあることですから、いろい

ろ調査されて、知事がそれを判断されて、受け

入れするかしないか、知事としてどこかで表明

しなければいかんと思うんです。既に他県は、

長崎を含め、知事がそれを表明して先頭を切っ

てやっているわけです。カジノ実施法案が通っ

てからでは―それが通れば即地域指定をしま

すよ。そして、オリンピック前に開始できるよ

うにという手続ですから、これでは宮崎県への

カジノの誘致というものは不可能だ、こう思い

ます。そう思いませんか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘を受けとめなが

ら、おくれないようにしっかりと状況を見きわ

めて、しかるべき対応をしてまいりたいと考え

ております。

○中野一則議員 その判断は、知事選を控えて

いるから、微妙な立場ではあられると思います

けれども、その辺は推してやはり判断されるべ

きだ、こう思っております。お願いしておきた

いと思います。

次に、農業政策の諸課題について質問してい

きたいと思います。

規制改革会議の農業のワーキンググループが

センセーショナルなことを発表されました。い

ろいろありましたが、そのあたりのことは今

回、議会でもいろいろと質問があって、また答

弁等もありました。農協を初めとする農業改革

は、この前、規制改革会議が答申をされまし

た。その前に自民党案もできました。これは、

当初のワーキンググループの提案と根本は全く

同じだ、このように思っております。ＴＰＰあ

るいは減反政策の廃止、農協改革、これは３点

セットでいろいろ政府が攻めていることだ、こ

う思っております。その裏には、報道もされて

おりましたけれども、やはり財界がおる、こう

いうことだと思います。いろいろと農業成長戦

略が云々言われますけれども、これは企業の成

長戦略のための提案、答申だ、このように認識

しているところであります。

そういう中で、今後、農業がどうなるのかと

いうことを非常に懸念いたしておりますが、私

は、農協の現状、役割ということについて、特

に指導事業のことに視点を置きながら確認とい

う形で進めていきたいと思うんです。まずその

前に農政水産部長に、今、宮崎県には農業にか

かわる指導員がどのくらいいるのか、その辺を

お聞きしたいと思います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 県の普及指導

員でございますけれども、８つの農業改良普及

センターの普及指導員と専門技術指導員を合わ

せて162名となっております。

○中野一則議員 既にＪＡは１月31日が決算で

総会もありました。13ＪＡの資料を全部取り寄

せましたが、それで見ますと、４月１日現在、

農協の営農あるいは経営の指導員が498名です。

県の指導員のちょうど３倍を抱えております。

支払う給料が20億円を超えている。人件費とす

れば、もっとこれよりかかるわけですから、か
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なりの負担をして、指導員を持っていろいろと

営農指導その他をやっているというのが現実で

あります。

部門別損益計算というのがありますが、その

合計をずっと見てみますと、営農指導事業にか

かる費用の合計が31億2,600万円であります。損

益計算では部門別に配賦しなければいけません

から、各事業に配賦すれば、販売・購買、いわ

ゆる経済事業だけで６億6,000万円赤字になって

しまう。いろいろ言われているこの経済事業

も、実際、指導員の給料等をやれば赤字になる

ということです。その分をどこで補塡するかと

いうと、信用共済事業で補塡しているというの

が現在の総合農協であります。信用事業とか共

済事業を総合農協としてＪＡ事業から切り離す

というようなことも、いろいろと言われており

ますけれども、もしこれを切り離せばＪＡの経

営は成り立たない。そのことが農家組合員の経

営に大きな影響を与える。そのことで地域の農

業、地域社会、いわゆる農村社会の崩壊につな

がる、私はそういう認識を持っているんです

が、知事の御認識をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 農協はグループとし

て、今おっしゃったように、トータルでのさま

ざまな機能を果たし、地域の農業の維持、また

地域社会の維持に重要な役割を果たしておられ

るというふうに考えております。今、御指摘が

ありましたように、規制改革会議での議論も踏

まえて、いろんな改革の議論が進んでおるとこ

ろでありますが、拙速な議論は避けるべきであ

り、特に本県のような農業を中心とする、基幹

産業とする地域における実態を踏まえた丁寧な

議論を求めてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 前の私の質問で担当部長は、

農業にやる気があれば農家も企業も支援してい

くというような答弁をされたことがあります。

企業の中にはいろいろありますから、その辺は

十分気をつけられてほしい、このように思いま

す。

次に、優良繁殖雌牛保留対策事業について、

農政水産部長にお伺いいたします。ことしも改

良基礎雌牛候補地域内確保対策事業というのを

やっておられますが、この目的をお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本事業は、次

世代の種雄牛づくりに必要な優良雌子牛を地域

内に保留することを目的としておりまして、選

定した優秀な雌子牛を地域内に保留するために

要する経費として、１頭当たり10万円を助成す

るものでございます。

○中野一則議員 昨年度の予算に対して、本年

度は3,000万円という計画が出ております。半分

以下になったわけですね。半減した理由をお尋

ねしたいと思います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 確保対策事業

につきましては、宮崎牛に代表される本県産牛

肉のブランド確立や、喫緊の課題となっており

ます生産基盤の維持強化を図る上で重要な取り

組みであると考えており、財源確保が大変厳し

い状況ではありますが、今年度、300頭分の予算

を確保したところでございます。一方、今年度

から、国の優良雌子牛の導入事業の要件が緩和

されまして、助成額もこれまでの８万円から10

万円に増額されましたので、この事業も活用し

ながら、市町村やＪＡ等と連携いたしまして、

優良雌子牛の確保に努めてまいりたいと考えて

おります。

○中野一則議員 半減したところを農畜産業振

興機構で補塡する。いろいろと事業内容が緩和

されたからということで、金額も今まで８万で
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あったものが10万になって、そしてまた条件も

よくなったとはいえ、この農水省の外郭団体の

財源は関税ですね。ＴＰＰとかＥＰＡとかＦＴ

Ａがどんどん進めば進むほど、その財源は確保

されなくなるということになると思うんです。

先細りのそういうところを頼って、県自体の予

算を半分にする。ましてや、この事業はずっと

昔からありましたが、全ては事業団の寄附金で

賄ってきて、県がみずから出すというのは口蹄

疫からですよ。全部寄附で賄っていた。せっか

く県が口蹄疫もあってやろうとするときに、こ

ういう先細りの機構を頼るというのは非常に危

険性がある、こう思っております。そういうこ

との懸念はないか、もう一度、農政水産部長に

お尋ねいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 御指摘のとお

り、この財源は、エーリックでございますけれ

ども、関税等を見込みますと、将来、原資が少

なくなる可能性はあると考えております。以上

でございます。

○中野一則議員 そういう可能性がある中で、

来年度はこれを中止しようという段取りという

か、方向であるんですね。なぜ中止する。末端

というか、地域の農家が、和牛生産農家がこの

ことを非常に心配しているんです。ことし半分

になった。来年以降は中止される。それをさっ

きの機構で補う。この政策はいかがなものかと

思うんです。ぜひ、優良雌子牛確保のために継

続してほしい、こう思っております。部長、も

う一度お願いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 現時点におき

まして、平成27年度以降の事業継続につきまし

ては申し上げることはできませんけれども、優

良雌子牛の保留対策は大変重要な取り組みであ

ると考えております。そのため、今後どのよう

な対応ができるか、検討してまいりたいと思い

ます。以上です。

○中野一則議員 ぜひ、継続をするように要望

しておきたいと思います。

次に、家畜防疫対策についてお尋ねしたいと

思いますが、家畜防疫については担当職員の皆

さん方が非常に真剣に真面目に取り組んでおら

れます。しかし、それなのに問題が発生してい

る。例えば、豚流行性下痢（ＰＥＤ）が物すご

く県下に拡大しました。山下議員は先日、13

億2,000万円の被害であるというのを試算されま

した。それから、ＰＥＤは畜産試験場川南支場

まで発生しました。これは口蹄疫も発生した場

所ですね。

４月13日でしたか、熊本で鳥インフルエンザ

が発生しました。そのときに結局、県内に３カ

所の消毒ポイントが設置されましたが、一番肝

心なところのえびのに設置するのが西米良に比

べて５時間半もおくれているんです。なぜだろ

うか。このことで、今、２～３言いましたが、

口蹄疫発生の教訓がなされているのかという気

もいたしております。それはなぜなのかと、私

なりに思っているんです。一つには、口蹄疫の

トラウマがまだあるんじゃなかろうか、それ

と、畜産担当者に潜在的に何か不満があるん

じゃないかなという気がしてなりません。とは

いえ、職員の皆さん方は、県下の畜産について

は我々が担っているという矜持が、プライドが

あるわけですね。ですから、その誇り、自信を

取り戻す、そのことがいろんな問題が発生する

ことの解消になる、そのような理解をしている

ところであります。

いろいろ聞くと、畜産所属の獣医さんの手当

と福祉保健部に所属する獣医さんの手当、これ

は出先ですけれども、非常に差がある。農政水
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産部のほうが安いということです。こういうの

は、どちらもある程度引き上げて同等にせない

かんのじゃないか。そうしないと、さっき言っ

たプライドが保たれない、こう思っておりま

す。

それと、ポストのことですが、農政水産部

長、農政担当次長、畜産新生推進局長、次長以

上のポストが３つあります。この３つの１つ

は、この際、畜産関係職員に与える、そのくら

いのことがあってもいいんじゃないか、こう

思っております。知事の英断を含めての御答弁

をお願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 畜産関係の業務につき

まして、今いろいろ御指摘がございました。こ

れまでも、口蹄疫、鳥インフルエンザ、ＰＥ

Ｄ、さまざまな家畜疾病が生じる中で、現場で

の生産性の向上や食の安全・安心の確保など、

重要な役割、大変困難な業務に取り組んでいた

だいているというふうに考えております。

今、給与の問題、処遇の問題に御指摘があっ

たところであります。給与につきましては、特

に給料の調整額や特殊勤務手当につきまして

は、業務の特殊性や困難性などの違いによっ

て、今御指摘もありましたが、勤務する所属に

よって異なる額が支給されているということで

あります。あくまで特殊性や困難性など現状の

把握に努めながら、業務の実態を反映したもの

になるよう、これまでも対応し、今後とも対応

してまいりたいというふうに考えております。

人事異動につきましての御指摘は、これも効

率的、効果的な行政運営を図るために、能力と

適性を踏まえた配置を行っておるところであり

ます。部長等の幹部についての御指摘もありま

したが、県政の重要課題に向けた高いマネジメ

ント力、知識、経験、調整力、判断力、そう

いったものを求められるところでございまし

て、御指摘を踏まえながら、今後とも、能力主

義というものを基本に、人材の配置に努めてま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 ぜひ、改善等をよろしくお願

いしておきたいと思います。

次に、教育政策についてでありますが、高校

再編についてちょっと触れておきたいと思いま

す。

今の10カ年計画の28年からの中期計画につい

て、ことしから県立学校教育整備計画で検討さ

れていると思うんですが、検討するところが宮

崎県学校教育改革推進協議会であります。そこ

の地区別協議会あるいは専門部会があります

が、地区別協議会は県下３カ所の教育事務所ご

とに設置をされている。今その人選中であるよ

うでありますが、非常に少子化が進んでいるえ

びのとか串間は、飯野高校、福島高校を抱えて

いるわけですけれども、その存続について一生

懸命取り組んでいるところであります。そうい

う声が届く、反映させるためには、今の教育事

務所単位では統括できないのではないかという

心配をいたしております。もともと７つの教育

事務所を統合するときに、末端の声をきちんと

これからも取り上げていくんだという話でした

から、前の教育事務所単位にこういう地区別協

議会はあるべきだ、こう思っておりますが、教

育長のお考えをお聞きしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県内の高等学校等の

あり方について、特に小規模校につきまして

は、地元の方々、自治体等の御理解、御支援も

いただいていることに、まず深く感謝を申し上

げたいと思います。

学校教育改革推進協議会におきましては、今

年度、宮崎県高等学校教育整備計画の中期実施
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計画策定のため、今後の高等学校教育改革など

について御協議をいただいているところであり

ます。この県レベルの協議会に地域の声を反映

させる観点から、県下一括の会だけではなく、

県内を３地区に分けて、市町村代表の方からさ

らに御意見をお聞きするために地区別協議会を

設けさせていただいているところであります。

そのため、地区別協議会の委員の人選につきま

しては、地域の実情をきめ細やかにお聞きでき

るよう、さまざまな立場の方を地域間のバラン

スにも十分配慮し、お願いいたしていくことと

しております。また、この協議会だけではなく

て、これまでも日常的に各学校などからの情報

収集に努めるとともに、地域から直接お寄せい

ただく、さまざまな御意見や御要望もお聞きい

たしているところであります。さらに、要請が

あれば、各地域の教育委員会等にも積極的に出

向いて、御意見をお聞きしていきたいとも考え

ております。今後とも、このような姿勢で、い

ろんなところで意見を聞かせていただくとい

う、積極的な対応をしてまいりたいと考えてお

ります。

なお、中期実施計画の素案につきましては、

県議会の御意見をお聞きいたしますとともに、

パブリックコメントを実施することにより、県

民の皆様の幅広い御意見をいただくことを予定

いたしております。

○中野一則議員 とにかく、飯野高校とか福島

高校を抱えるところの声が反映されるように、

少数意見という形で済まされないようにお願い

しておきたいと思います。

それから、教科書採択のことでお尋ねしたい

と思うんですが、平成27年、来年度は中学校の

教科書を採択する年になります。教科用図書採

択地区協議会専門委員が、今までは９教育事務

所単位に設置されておりましたが、今回、教育

事務所が３つになったということで、３カ所に

なるという懸念はないのかどうか、おそれはな

いかということをお尋ねしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 教科用図書採択地区

につきましては、法律及び国からの通知によっ

て、市町村教育委員会の意向を十分尊重しなが

ら、教科用図書選定審議会の意見も伺った上

で、都道府県の教育委員会が設定するものとな

されており、本県におきましても、関係法令や

通知の趣旨を踏まえ、県教育委員会で審議し、

採択地区を決定いたしております。

現在、本県では６つの採択地区を設定してお

りますが、これらの採択地区は、それぞれの地

域の地理的な条件や文化的な条件などを考慮す

るとともに、教科書の調査研究や採択事務の適

正な実施がなされることなども考え、市町村教

育委員会などの意見を把握した上で決定いたし

ております。現段階では、現在設定している採

択地区の変更について、各市町村や各採択地区

協議会から要望は伺っておりませんので、変更

の検討はいたしておりません。

○中野一則議員 ６カ所でやる方針だというこ

とでしたので、安心しました。

それから、教科書無償措置法が改正されて、

市町村単位にできるようになりましたが、それ

は今のところ上がってきていないということで

したので、できたら従来どおりの方向でという

ことでよろしくお願いしたいと思います。

次に、公営アイススケート場の件でお尋ねし

たいと思います。

先日、宮崎県アイスホッケー連盟等の陳情を

受けました。ニュースを見ておりましたら、教

育長にも陳情があったようであります。この人

たちの陳情内容は、公営のアイススケート場を
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建設してほしいという要望内容でありました

が、それを建設する計画があるのかないのかを

教育長にお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 本県では現在、冬季

のえびの高原のみしかアイススケート場はな

く、また、えびの高原でもアイスホッケーを十

分に練習できる環境にないことから、選手の皆

さんが県外へ練習に行かれている状況について

は、十分承知いたしております。そのような厳

しい練習環境にもかかわらず、日ごろから選手

強化に取り組んでいただいていること、また強

化をして、アイスホッケーは九州ブロックも突

破して国体に行っていただいているような状況

もありまして、そういうことに深く感謝いたし

ておりますと同時に、心から敬意を表するもの

であります。

県有のスポーツ施設については、その多く

が30年以上経過し、老朽化しておりますが、県

の厳しい財政状況の中で、施設の新設は難し

く、既存施設の改修を可能な範囲で行っている

状況でありまして、新たなアイススケート場の

建設が必要なことは十分認識いたしております

が、現時点では非常に難しいと考えておりま

す。

○中野一則議員 建設は大変難しいという考え

のようであります。また今、答弁で、えびの高

原での練習もできなくなっているということで

ありましたが、えびの高原の屋外アイススケー

ト場は、20年来あるわけですが、ことしは大変

なにぎわいで、最高の人出で、地元の一人とし

て大変喜んでいるところであります。えびの高

原のスケート場は、ことし抜本的な改修をする

ということで、フェンス等を中心にされるわけ

ですけれども、予算が約2,600万円です。フェン

スをレジャー用から競技用に変更すれば、競技

会場として使える、練習場に使えるというの

が、アイスホッケー連盟の皆さん方からの声で

ありました。予算が決まっておるわけですが、

もう少し上乗せをして、競技用のフェンスでの

抜本的改修はできないものかどうかを、商工観

光労働部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） えびの高

原アイススケート場につきましては、今年度行

う改修工事におきまして、フェンスのボードを

より強度の高いものに変更する予定であります

ので、アイスホッケーの練習に御利用いただい

ても問題のない構造になるというふうに考えて

おります。なお、利用いただく場合には、危険

防止のために、一般の方の利用がない時間帯に

なるものと考えております。

○中野一則議員 高度なものにフェンスをとい

うことでしたが、それが本当に練習に差し支え

ないのか、競技等ができるのか、この関係団体

等の声を聞いて、改修であれば、そういう意味

での改修をしていただきたい、こう思っており

ます。

次に、学校事務職員の採用のあり方について

お尋ねしていきたいと思います。

学校事務、いわゆる区分試験の廃止をされ

て、15年が経過いたしました。学校事務職員と

しての採用をしていないところ、つまり区分試

験を廃止したところの都道府県は全国で何県あ

るかを、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県と同様の形、す

なわち小中学校及び県立学校の全ての学校事務

職員を知事部局の職員として採用の上、出向さ

せている都道府県は、本県を含めて７都道府県

であります。

〔「都道府県と言われたけれども、道も

入っているんですか」と呼ぶ者あり〕
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○教育長（飛田 洋君） ７都県でございま

す。失礼いたしました。

○中野一則議員 知事にお尋ねします。教育長

が答弁されましたが、今、宮崎県がやっている

学校事務の採用の仕方は全国で７都県しかない

ということなんです。これも含めて、区分試験

を廃止したということと、知事部局との人事交

流で、学校現場でいろいろとトラブルがあるん

です。私だけでも何件か、そういうトラブルを

聞いて、その都度、今までいろいろと対処方を

お願いしてきました。そういうことで、学校現

場では、前に戻してくれという要望が非常に強

いということです。

何よりも学校事務というのは特殊性、専門性

がありますね。それを２～３年で異動の人が来

たって、優秀な職員が来ても、今でもトラブル

があるんですから、それはどうかなと思ってい

るんです。野球とかサッカーとか、その他全国

制覇をすれば、知事が何回も繰り返し発言され

るぐらいですから、そういうところを抱える学

校は、私立もそうですが、公立学校といえど

も、事務職員の人たちが大変な難儀、苦労をさ

れております。部活のいろんな予算の措置やら

運営やらいろんなことがあります。それを考え

ると、やはり学校では、プロパーの職員を採用

し、育成することが一番いいんじゃないか、こ

う思います。学校事務職員の採用は、もとの学

校事務区分試験に戻せないかどうか、知事にお

尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 学校事務職員でありま

す。子供たちへの愛情とか教育に対する深い理

解が不可欠なもとに、行政職員として、やはり

専門性を発揮する立場にある、学校を支えると

いう観点で非常に重要なところであるというふ

うに考えております。平成10年に学校事務職員

採用試験が廃止をされた。一定の考え方のもと

にそのような整理がなされたわけであります

が、その後、学校を取り巻く環境の変化等も

あったという状況を踏まえて、現在、教育委員

会におきましては、平成24年度から25年度にか

けて実施した「学校事務のあり方に関する庁内

検討委員会」の検討結果に基づきまして、学校

事務職員の任用のあり方や人材育成の方策につ

いて、さまざまな検討や取り組みが行われてい

るというふうに伺っております。学校事務職員

の採用につきましては、学校運営をしっかりと

支えていくことのできる人材を確保するという

観点を大切にしながら、教育委員会と関係部局

が連携して、十分に検討していくことが必要で

あろうと考えております。

○中野一則議員 ぜひ、私がさっきお願いしま

したその方向に改正されるように、よろしくお

願いをしておきたいと思います。

次に、限界集落の対策についてお尋ねしてい

きたいと思います。

自治体の消滅の可能性、限界集落の現状云々

ということは、今議会でも何人か質問されまし

た。その辺の答弁は聞きました。率直にお尋ね

いたしたいと思いますが、本県の限界集落の現

状について、総合政策部長にお尋ねいたしま

す。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 議員から御

質問がございました限界集落という概念自体

が、実は大野晃旭川大学教授が平成３年に提唱

された学術的な名称でございます。その定義と

しましては、過疎化などで人口の50％が65歳以

上の高齢者になり、かつ冠婚葬祭など社会的共

同生活の維持が困難になった集落と定義されて

おります。したがいまして、限界集落という表

現は公式の定義に基づくものではなく、冠婚葬
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祭など社会的共同生活の維持が困難になってい

るかどうかについての客観的な判断が困難であ

ることなどから、国、県ともに使っていないと

いうところでございます。

したがいまして、県では限界集落としての把

握はしておりませんが、御趣旨に沿って考えま

して、平成23年２月現在で中山間地域の1,873集

落について市町村に対して行った調査によりま

すと、高齢化率50％以上の集落は268集落となっ

ており、また、今後10年以内に消滅する可能性

がある集落が２集落などという調査結果がある

ところでございます。

○中野一則議員 限界集落という言葉が公式的

でないというばかりで、実態は限界集落への対

応がおくれている、こう思っております。しか

も、市町村のアンケート結果の数字ですから、

もっと県が積極的にすべきだ、こう思っている

んです。

限界集落というか、少子高齢化がもっと進ん

だのが無子高齢化というんです。49歳以下の女

性がいなくて、高齢化がどんどん進んで、結

局、消滅する運命にあるという集落、さっき２

つが消滅と言われましたが、その２つだけなの

かどうか、ほかは把握されていないかを、総合

政策部長にお尋ねします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 議員の御質

問にございました49歳以下の女性がいない集落

につきましては、現行の宮崎県中山間地域振興

計画策定の際に調査を行ったわけですが、その

観点からの把握はできていないというのが現状

でございます。しかしながら、現在進めており

ます計画の改定に向けた作業の中で、市町村に

対して集落状況調査を行っているところでござ

いますけれども、その状況を把握する観点か

ら、性別、年齢別の状況につきましても、把握

に努めてまいりたいと考えているところでござ

います。

○中野一則議員 把握に努めるという話であり

ましたが、「いきいき集落」事業を今はサポー

ト事業と言われておりますが、「いきいき集

落」という言葉も公式にあるんですか。公式な

言葉で事業を進めておられるわけですよ。その

中で、今、123が認定されておりますが、そのう

ち、高齢化率50％以上はわずか15％の19集落し

かないんです。「いきいき」だから、そういう

ことだろうとは思いますけれども、本当は俗に

言われる―公式に認めていないと言われるか

もしれませんが―限界集落というものに、

もっと本腰で取り組むべきだ、こう思います。

そういう対策をすべきだと思いますが、もう一

度、総合政策部長にお尋ねいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 集落は、そ

こで暮らす方々にとりまして、かけがえのない

生活の場でありますことから、地域に誇りを持

ち、安心して生活できるようにすることが必要

であると考えております。このため県では、産

業の振興、集落の活動支援とともに、医療、福

祉、交通、災害対策など、集落の維持・活性化

を図る施策に、全庁を挙げて取り組んでいると

ころでございます。

市町村に対して行った調査によりますと、本

県の集落の中には、今後、集落機能の維持困難

や消滅の可能性があると考えられる集落等があ

るというのは事実であり、またその対策につい

ては、大きな課題であるというふうに認識して

おります。そのような集落につきましては―

「いきいき集落」というのは、みずから積極的

に頑張っていただいている集落ということにな

りますけれども、必ずしも活性化していない集

落もあるという現状を踏まえますと―集落の
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現状や今後の課題を把握し、住民だけではなく

市町村を交え、集落の将来的なあり方を話し合

う集落点検、または中山間盛り上げ隊の派遣な

どにより支援していくというのが、重要な切り

口だと思っております。今後、人口の減少等に

よるさらなる集落機能の低下が懸念されます

が、県といたしましては、住民の方々の意向を

踏まえながら、市町村と十分に連携を図り、必

要な施策に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○中野一則議員 私は、当初言いましたＴＰＰ

とか減反政策の廃止とか、いわゆる農業政策の

大転換、こういうところをずっと見ていくと、

これから先の政策では、本当に農村がいよいよ

疲弊していく、集落がどんどんなくなると、非

常に心配をいたしております。集落の活性化、

再建策でありますが、これは、やはり小中学校

がなくなることも大きな原因だったと思います

ので、再開校することだなと思っております。

平成16年から今日までの11年間に、県下の小中

学校がどのくらい廃校になったものかと調査い

たしました。小学校が、これは一部、分校も入

りますが、わずか11年間に既に51校休廃校いた

しております。中学校が12校の廃校なんです。

平成15年までとすれば、かなりの学校が宮崎県

からなくなっているというのが現状だと思いま

す。

先日、報道されましたが、熊本県の多良木町

の槻木地区、ここは７年ぶりに小学校が再開校

いたしました。私も行ってきました。槻木地区

というのは、けさ、ここの役場に聞きました

が、戸数が５月31日現在で70戸、人口が133人で

す。ここに１人の入学者がおったということで

再開したんです。学校に行って聞きましたが、

校長と養護教諭は他校との兼務、教頭と教務主

任―この方が担任ですが―これは通常の勤

務、用務員１人は町が常用で雇用する、こうい

う形で再開校いたしております。町が槻木活性

化プロジェクトというものをつくって一生懸命

取り組んでこられました。熊大の教授も中に入

られたようでありますが、その成果のあらわれ

と。また、多良木町の町長、松本照彦さんとい

うんですが、この方はここの集落の出身なんで

す。今も役場に通っていかれておりますが、や

はり、その集落への首長の思いとか、再開する

という執念がないとなかなかこれは難しい、こ

う思っております。

教育長にお尋ねいたします。１人入学者がい

ても数名の先生を配置しなければならないわけ

ですが、さきの山下議員の質問にも必ず支援し

ていくということでしたが、再度、確認いたし

ます。１人入学があっても支援していくという

ことに変わりはございませんか。

○教育長（飛田 洋君） そこの自治体であり

ます市町村教育委員会が、学校設置について判

断され、学校を設置されるということになれ

ば、県教委としては当然バックアップしていく

ことになろうと思います。

○中野一則議員 総合政策部長、そういうこと

ですので、集落の活性化としては、こういう学

校の再開校を含めた取り組みが必要と思います

が、宮崎県も槻木みたいなモデル事業に取り組

むお考えはないかをお尋ねします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 議員から御

指摘いただきました熊本県多良木町の槻木地区

の事例というのが、地域活性化を図る観点か

ら、もともと集落支援員という方を配置した。

その際に、その方の関係で新１年生が入ったと

いうことで、外部から人が入ることによって小

学校を再開させた。また、それが地域の活力に
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つながるという点で注目を浴びているというふ

うに理解しております。今、それが始まったば

かりでございますので、今後どのように展開し

ていくのかというのは、重大な関心を持って見

てまいりたいと考えております。

それを一般化しますと、やはり集落再生のた

めには、定住人口、交流人口、そういうものの

増加、特にその中でも若者の増加というのが大

事であるという事例だと考えております。国の

集落支援員や地域おこし協力隊、外部人材の活

用も含め、移住政策も含めまして、市町村と連

携して積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○中野一則議員 四の五の言わずに、とにかく

強い県の指導で市町村を揺り動かして、こうい

うモデル事業があるわけですから、宮崎県のモ

デルをやってください。お願いしておきます。

次に、専決処分のあり方についてお尋ねしま

す。

いわゆる専決処分については３つの要件があ

ります。議会が議決すべき事項を議決しないと

き、議会が成立しないとき、特に緊急を要する

ため議会を招集する時間的余裕がないことが明

らかであると認めたとき、このときが専決処分

です。法律が制定されたのは昭和22年です。あ

れからすると、通信の方法、交通の状況も大き

く変わりました。今、議員で２時間半かかって

ここに来られる人はおりません。２時間半以内

でみんな来れるんです。そういう時代になりま

したので、専決処分のあり方も考えてほしいと

思います。以上のことから、今議会に提出され

ている承認の２件、専決処分は、本来は２月定

例議会に提出されるべきものであったと思いま

すが、総務部長、いかがでしょうか。

○総務部長（成合 修君） 議員御指摘のとお

り、地方自治法第179条によりまして、専決処分

につきましては、特に緊急を要するため議会を

招集する時間的余裕がないことが明らかな場合

ということで、非常に限定的になってございま

す。今議会に承認をお願いしております２件に

つきましては、１つは平成25年度一般会計補正

予算、もう１つが県税条例の一部を改正する条

例でございます。補正予算につきましては、昨

年度の２月補正予算編成時に、時間的制約から

見込むことができなかった、いわゆる義務的

な、退職手当の確定。歳入のほうでは、県税あ

るいは地方交付税の確定等に伴うものでござい

まして、例年の例に従いまして、やむを得ず専

決を行わせていただいたところでございます。

なお、議員の御指摘等も踏まえまして、専決

処分につきましては、真に緊急を要する場合、

時間的余裕がない場合に限るなど、今後も厳正

に行ってまいりたいと考えております。

○中野一則議員 時間的余裕がない場合は―

それでも厳正にという話でしたが―今回提案

されている議案、こういうのを専決処分してい

る都道府県は全国に幾つありますか。

○総務部長（成合 修君） 平成25年度末に補

正予算の専決処分を行っている都道府県は、本

県を含めまして19府県になります。

それから、税条例の改正でございますが、税

条例の改正につきましては、全国で37都道府県

となってございます。

○中野一則議員 予算のほう、19県しかないと

いうことは、28県は専決処分をしていないとい

うことですね。再度、確認いたします。

○総務部長（成合 修君） 平成25年度末の補

正予算については、残り28都道府県が専決して

おりません。

○中野一則議員 今はそういう時代になってい



- 193 -

平成26年６月16日(月)

るんです。だから、18年に法の改正もあったん

です。法に従って専決処分は避けるべきだと思

いますが、お考えはどうでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 今の補正予算の件に関

して申しますと、本県は年度末に可能な限り数

字を把握して専決処分をしておるわけでありま

すが、大方の県はその手続をせずに最終的な決

算の数字の整理で済ませており、２月議会に提

出しているという状況ではないということであ

ります。本県としては、年度末に可能な限り予

算の中で対応しているということでございます

が、いずれにしても、御指摘のとおり、専決処

分というものが、議決に要する時間的余裕がな

い場合に限るなど厳正に行う必要があるものと

いうことを踏まえて、今後ともしっかりと対応

してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 宮崎県が１県残ってしまいま

すよ。本当に真剣に考えてください。法は、そ

ういうことで専決処分をしない方向に改正され

ているわけですから、よろしくお願いいたしま

す。

過去の例をちょっと紹介しておきます。平

成17年10月３日専決した件であります。総額８

億1,333万3,000円の補正予算でありました。こ

れは、大きな被害が出た台風14号の被災者への

支援金であります。１戸20万円、あの件です

ね。これの専決処分のあり方、当時の９月定例

議会中でありました。このとき、議員からも何

とかならんかならんかという一生懸命な質問が

ありました。結果的にはお金がないということ

で、できないということでありました。ところ

が、９月議会は９月29日木曜日が閉会日であり

ました。専決処分したのは、翌週の月曜日、10

月３日でありました。４日目ではありますが、

土、日を挟みましたから、平日は中１日しかな

かったんです。それを専決処分したということ

は、これは被災者を人質にしたことだった。い

わゆる議会軽視、無視、地方自治法違反、私は

こう断言していいと思うんです。そういうこと

が過去にあったんです。そのときの総務部長が

誰だったか私は知りませんが、そういうことで

ありましたから、専決処分というものは、よほ

ど真剣に取り扱っていただきたい、こう思って

おります。

次に、国県道安全対策についてであります

が、国県道の歩道整備をしてほしいということ

であります。えびの市内で高速道路と国県道が

交差するところが６カ所あります。国道が１

件、県道が５件であります。そのうち、南那珂

の人には申しわけないんですけれども、既に38

年前、昭和51年３月に供用開始をいたしまし

た。そのうちの３件は交差点がいまだにありま

せん。通学道路あるいは生活道路であります。

ここにぜひ歩道をつくってほしいということで

あります。担当部長、御答弁をよろしくお願い

いたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 高速道路が

県管理の国県道をまたぐ場合につきましては、

西日本高速道路株式会社や国におきまして、県

と事前に協議を行い、必要となる国県道の幅員

を確保した上で、高速道路の整備を行っていた

だいているところでございます。高速道路につ

きましては、開通後約40年が経過した区間もあ

り、その中の国県道には歩道の未整備箇所もご

ざいますが、道路の交通量や利用状況等に応

じ、歩行者の安全を確保するため、グリーンベ

ルトや減速マーキングの設置などを行ってきた

ところであります。今後とも、県としまして

は、これらの対策に加え、路肩部の段差改善や

ドライバーへの注意喚起を促す標識設置など、
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必要な安全対策を進めてまいりたいと考えてお

ります。

○中野一則議員 このうちの１つは上江小学校

近くの交差点、実際は迂回路を通っておりま

す。市道なんですが、幅3.5メートル、そこも高

速道路の下を自動車が通っている。どこを通っ

ても危険があるんです。ぜひ検討してくださ

い。これは宮崎県ばかりの問題ではありませ

ん。えびのばかりの問題でもありません。全国

共通したものであります。ぜひ、国にも呼びか

けて取り組んでほしいと思います。要望してお

きます。終わります。（拍手）

○福田作弥議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。通告に従い、一

般質問を行います。

まず、知事の政治姿勢から伺ってまいりま

す。

第１に、集団的自衛権行使容認について伺い

ます。安倍首相は、国会会期末を目前にして、

歴代政権が禁じてきた集団的自衛権の行使を解

釈改憲で可能にしようと、しかも、それを今国

会中に閣議決定で行おうとしています。集団的

自衛権の行使は、日本に対する武力攻撃がなく

ても、他国のために武力を行使するというもの

で、戦後、憲法９条のもと、世界の信頼を積み

上げてきた平和の歩みを踏みつけにし、「海外

での武力行使をしてはならない」という憲法上

の歯どめを外すことにほかなりません。時の政

権、一内閣の判断で、憲法解釈を自由勝手に変

えることは、立憲主義の否定そのものです。憲

法上認められない集団的自衛権の行使を容認し

て、「海外で戦争する国づくり」を進めること

について、知事はどのようにお考えか、御見解

を伺います。

第２に、川内原発再稼働問題についてです。

政府は、川内原発を全国の原発再稼働の突破口

にしようとしていますが、立地地元の鹿児島県

民はもとより、被害地元になり得る宮崎県民、

そして、全国民が不安を抱いています。５月21

日、福井地裁は、関西電力に対して、大飯原発

３・４号機の運転差しとめを命じる判決を言い

渡しました。「一たび深刻な原発事故が起これ

ば、国民の生存を基礎とする人格権が極めて広

く侵害される」として、「具体的危険性が万が

一にも存在する場合には、差しとめが認められ

るのは当然である」というのが判決の基本的姿

勢です。さらに、「原子力発電技術の危険性の

本質と被害の大きさは、福島原発事故で明らか

になった」として、「福島原発事故後にこの判

断を避けることは、裁判所に課せられた最も重

要な責務を放棄するのに等しい」と断じていま

す。この福井地裁判決をどのように受けとめて

おられるか、知事の御見解を伺いたいと思いま

す。

第３に、教育委員会制度の改定問題について

です。政府は、教育委員会の制度を大きく変え

ようと、今国会でその法案審議が進められてい

ます。そもそも教育委員会は、国や自治体の長

から独立した行政組織であることに最大の特徴

があります。それは、戦前の軍国主義教育行政

の反省から、教育への政治介入を防ぎ、教育委

員会の自主性を尊重する制度として確立されま

した。ところが、今回の政府の法案は、その独

立性をなくし、教育委員会を国と首長の支配下

に置こうとするもので、自治体の首長が、国の

方針をもとに、教育大綱を決定し、教育委員会

に具体化させようとしています。さらに法案

は、教育委員会を代表する教育委員長をなく

し、自治体幹部である教育長に教育委員長の役
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割も与え、文字どおり教育委員会のトップに据

えようとしています。こうした教育委員会制度

の改定をどのように見ておられるか、知事の率

直な御見解を伺いたいと思います。

以上で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〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、集団的自衛権についてのお尋ねであり

ます。世界各地において、さまざまな紛争が生

じ、アジアにおいても緊張が生じております。

世界の安全保障環境が大きく変化していること

を踏まえますと、我が国の安全保障のあり方に

ついて改めて議論することは、極めて重要であ

ると認識しております。現在、集団的自衛権の

行使の是非やそれに係る憲法の取り扱いなどに

つきまして、政府与党を初め各方面で、さまざ

まな議論がなされているところであります。こ

れらの問題は、国の根幹にかかわる極めて重要

な問題でありますので、丁寧かつ慎重な国民的

議論がなされるべきものだと認識しておりま

す。

次に、差しとめ判決についてであります。御

質問の大飯原発などの原発に関する訴訟につき

ましては、これも関心を持ち、その推移を見

守っているところであります。現在、大飯原発

の訴訟については、控訴がなされているところ

でありますので、現段階で、司法の判決内容自

体に論評を加えることは、控えさせていただき

たいと存じます。

次に、教育委員会制度の改革についてであり

ます。本県におきましては、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、また、折に触れて意見交換をし、連

携協力して教育行政の充実に取り組んでいると

ころであります。先般、国会で、教育委員会制

度改革法案が可決・成立したところでありま

す。私といたしましては、教育行政において

は、政治的中立性、継続性・安定性の確保が重

要であり、教育委員会制度につきましては、そ

の制度をそれぞれの現場でどのように生かして

いくかという観点が大切であると考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれ知事のお考えを聞

かせていただきました。

まず、集団的自衛権の件ですが、「論評は差

し控えたい」というお話だったんですけれど

も、今、日本の国の曲がり角に来ているという

点では、私は、憲法上許されない集団的自衛権

の行使が認められるとお思いか否かだけをお聞

きしたいというふうに思っているんです。その

点ではどうですか。

○知事（河野俊嗣君） 「論評を差し控えた

い」と答弁させていただいたのは、大飯原発の

判決のほうでございまして、集団的自衛権につ

いては、やはり国民的な議論を丁寧に進めるべ

きだというのが基本的な認識であります。さま

ざまな論点等ございますので、それを簡単に答

えるのは非常に難しい問題であり、慎重かつ丁

寧な議論が必要だという認識であります。

○前屋敷恵美議員 私は、今言われたように、

知事そのもののお考え、認められるかどうかを

お聞きしたいというふうに思っていますので、

結局論評は避けたいということにつながると思

うんですが、いかがですか。

○知事（河野俊嗣君） この問題に関しまして

は、安全保障環境の変化をどのように捉まえる

かということ、そして、その中で、我が国がど

のような事態に対処し得るのか、そのために

は、さまざまな法的な手当てがどのように必要
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になってくるのか、今、政府においては、15の

具体的な事例等を示しながらされておるところ

でありまして、それについて、どのようなとこ

ろに法制度の手当て、または憲法上の手当てが

必要なのかというところは、非常に慎重な、ま

た丁寧な議論が必要であろうかというふうに思

います。その結論を踏まえた上で、それを憲法

改正なのか、解釈の変更なのか、法律による手

当てなのか、それは一つ一つ丁寧に見ていく必

要がありますので、なかなか一言で片づけるわ

けにはいかない問題であろうという認識でござ

います。

○前屋敷恵美議員 非常に残念なんですけれど

も、全国では、首長さんが、明確に御自分の立

場を表明されておられる方も何人もいらっしゃ

います。国民の命にかかわる問題、憲法上の問

題ですから、やっぱりこれは許せない、また閣

議決定だけで決めるということは許せないと

はっきり述べている方もいらっしゃいますの

で、ぜひ、知事もそういう立場で、御自分の御

意見を表明していただきたいというふうに思い

ます。

集団的自衛権行使を容認するということは、

先ほど壇上でもお話しいたしましたが、これま

で「武力行使をしてはならない」「戦闘地域に

行ってはならない」としてきた、この２つの歯

どめを外してしまうことになるんです。この歯

どめがあったからこそ、日本は戦後、国民の命

も奪われず、他国の人の命も奪わずに、平和を

守り通してきたわけです。この歯どめを外して

しまうと、アメリカが行う戦争に、自衛隊がそ

の戦闘地域に行って、殺し殺される局面に立た

されるということなんです。まさに「海外で戦

争する国」への大転換です。このような重大な

国のあり方を変えていくという大転換を、一内

閣の閣議決定で、憲法解釈の変更という手段で

強行するなど、到底認められるものではありま

せん。憲法破壊の暴挙は断じて許されない、こ

のことをしっかり申し上げておきたいというふ

うに私は思います。

次に、原発の再稼働問題ですが、県は、隣

県、鹿児島の川内原発において、万が一、原子

力災害が発生した場合に備えて、対策を立てて

おくことが必要ということで、地域防災計画に

新たに原子力災害対策編を新設するということ

を決められましたが、今回の福井地裁の判決で

は、「原発から250キロ圏内の住民は、直接的に

人格権が侵害される具体的な危険があると認め

られる」としております。先ほど知事は、まだ

係争中なので、判断は差し控えたいということ

でありましたけれども、しかし、福井地裁は、

画期的な判決だというふうに私は思っていま

す。それは、何よりも人の命をまず第一に、全

てのものに優先するんだ、これは当然のことだ

というふうに思うんですね。ですから、どうい

う場合でも危険性が想定される原発事故に対し

て、その備えもしっかりしておく必要があると

いう点では、新設しようとしております防災計

画、防災対策といいますか、これにどのよう

に、住民・県民の安全を守るという点では、考

慮していくのか、生かしていくのか、その辺の

ところをお聞かせいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 訴訟に関しての論評は

差し控えさせていただきますが、今御指摘があ

りましたように、安全・安心を徹底すること、

これは極めて重要なことだというふうに認識し

ております。現在、地方公共団体における原子

力災害対策というものは、原子力災害対策特別

措置法でありますとか、国が専門的・技術的な

観点から定めます原子力災害対策指針、防災基
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本計画に基づき、実施されることになっておる

わけでございます。県としましては、これらを

踏まえながら、県民の安全・安心を確保する観

点から、今回、原子力災害対策編を設けました

ように、必要に応じた対応というものを行って

まいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 私は、果たして、県民の安

全を本当に担保するような避難対策や避難計画

ができるんだろうか、そういうふうに思うんで

す。日本共産党は、６月の初めに、九州７県が

そろって、九電のほうに再稼働の中止を求める

申し入れを行ってまいりました。九電の皆さん

とやりとりをする中で、九電は、県民・住民の

ことは余り考えていない、避難対策も含め、そ

してまた、想定される地震対策、火砕流対策、

これも十分でないままに再稼働することを申請

するということですが、これは話にならないと

思うんです。しかも今、全国のトップを切って

進められようとしているだけに、本当に責任重

大だと言わなければならないんですね。しか

し、企業としての責任を果たそうという姿勢が

全く見られない。まさに問題だというふうに

思ったところです。

前にもお話しいたしましたけれども、宮崎県

は、九電の大株主、380万株所有するという株主

でもあります。本当に県民・住民の皆さんの安

全をいかに守るかという点では、はっきり意見

の表明をする必要があるというふうに私は思う

んですね。ですから、安全対策が講じられなけ

れば、九電としても、それには責任を負うと言

われるんですけれども、具体的にどう負うかと

いうことは、全く論じられなかったんです。で

すから、そういった点では、そういったものが

しっかり担保されない限りは、今ある原発その

ものの安全性も、そして、いわんや再稼働する

ためにも、その対策などが不十分という点で

は、再稼働の中止を求めることが、知事として

は必要ではないか。立地地元ではありませんけ

れども、被害が想定される地元の知事として

は、当然の態度表明だというふうに私は思うん

ですが、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 原子力発電所の再稼働

につきましては、国や原子力規制委員会の科学

的・技術的な知見に基づきます安全性の確保を

大前提とした上で、今、立地地元という言葉が

ございましたが、地元の意向等も踏まえ、最終

的に国が責任を持って判断していくべきものと

考えております。国や原子力規制委員会におき

ましては、原発の安全性に関する国民のさまざ

まな不安の声というものを真摯に受けとめてい

ただき、審査過程等において、しっかりと説明

責任を果たしていただきたいというふうに考え

ております。なお、県におきましては、安全神

話にとらわれることなく、先ほど申しましたよ

うに、万が一ということを想定して、再稼働の

有無にかかわらずということで、ことしの３月

に原子力災害対策編を策定するなど、県民の安

全・安心の確保を最優先として対応していると

ころであります。

○前屋敷恵美議員 県が避難対策、避難計画の

一定の具体的なものを示さない限りは、市町村

が対策を打つということも、なかなか困難だろ

う、ならないだろうというふうに私は思うんで

すね。そういった点で、今、市町村で対策を講

じているところがあれば、県内の状況をお聞か

せいただきたいと思います。危機管理統括監、

お願いしたいと思います。

○危機管理統括監（金丸政保君） 市町村にお

きまして、現時点で、避難計画を策定している

市町村あるいは策定中の市町村はございませ
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ん。また、お尋ねの地域防災計画というものが

避難計画とは別途ございますが、地域防災計画

につきましては、原子力災害対策につきまし

て、宮崎市が策定しているところでございま

す。

○前屋敷恵美議員 こういう状況ですから、再

稼働、再稼働と言われると、本当に住民は心配

が募るばかりなんですね。先ほども話しました

ように、川内原発の再稼働をめぐっては、十分

な対策がほとんど表明されない、担保されない

という中では、再稼働するべきではないんじゃ

ないかというふうに思うところです。九電も情

報提供は徹底すると言われますが、情報だけ流

されても、どのように避難していくのか、どう

するのか、まさに大混乱状態ですよ。そして、

福井地裁の判決で示されたように、250キロ圏内

が危険ということになれば、九州は全て危険範

囲に入るということになるわけですから、これ

は避難のときはどうなるか、火を見るよりも明

らかだというふうに思います。ですから、こう

いう危険性が払拭されない限りは、再稼働はも

ちろん認められない、こういう立場を明確に表

明していただくことを強く要望して、次に移り

たいと思います。

教育委員会制度の改定についてですが、知事

に見解を述べていただきましたが、あわせて、

教育委員長、そして教育長にも見解をお聞かせ

いただきたいと思います。

○教育委員長（齊藤和子君） 本県教育委員会

におきましては、現行制度のもとで、定例会な

どにおきまして十分な議論を行いますととも

に、知事・副知事との意見交換などを行い、連

携して、教育行政の推進に努めているところで

ございます。私といたしましては、今後とも、

宮崎の全ての大人が協力しながら、子供たちの

教育に取り組みますとともに、スポーツ振興や

社会教育の充実などにも努めていくことが大切

であると考えております。

○教育長（飛田 洋君） 教育委員会制度改革

についてのお尋ねでありますが、私といたしま

しては、いずれの制度のもとでも、自分に与え

られました職責を全うし、子供たちが宮崎の学

校に通ってよかった、保護者の皆さんが宮崎の

学校に通わせてよかった、社会教育とか文化・

スポーツ活動等で、宮崎県民の皆さんが宮崎で

暮らしてよかった、そう思っていただけるよ

う、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○前屋敷恵美議員 御見解を述べていただきま

したが、しかし、教育委員会制度の改定問題

は、本当に大きな課題を残すことになると私は

思っています。今回の教育委員会制度の改定が

具体化されれば、教育委員会の独立性は大きく

損なわれ、憲法に保障された教育の自由と自立

性を侵害することにつながってしまいます。戦

後教育の出発点を忘れて、今またゆがんだ愛国

心の教育と異常な競争主義を押しつけようとし

ていることに、全国の教育関係者や国民が危惧

の念を表明しています。世論調査でも、75％が

「政治家が教育内容をゆがめない歯どめが必要

だ」というふうに答えています。何より子供た

ちと日本の国のあり方にかかわる大問題です。

方向を誤らないように、正すべきはしっかり正

すことが殊さら今必要だということを申し上げ

ておきたいというふうに私は思います。

では、続けていきます。次は、子供の医療費

助成についてお伺いいたします。

子育て支援の大きな柱であります子供の医療

費助成の拡充についてですが、私は、この課題

はこれまで幾度か取り上げさせていただき、昨
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年６月議会でも、知事の「日本一の子育て・子

育ち立県」を目指すとされる施策の観点から

も、子供たちの健やかな成長を支える子供の医

療費助成の拡充を求めたところですが、知事の

就任以来、全く状況は変わっておりません。し

かし、市町村では、住民の子育て支援への強い

要望に応えて、独自で上乗せをして、小学校卒

業や中学校卒業までに拡大する、また、自己負

担をなくすなど、努力を続けておられます。県

はこの自治体の努力に応えることが必要だとい

うふうに私は思いますが、まず、各自治体での

取り組み状況をお聞かせいただきたいと思いま

す。福祉保健部長にお願いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県では、小学

校入学前までの乳幼児を対象として、医療費助

成事業を行っている市町村に対し、県の基準に

基づき算定された医療費の２分の１を補助金と

して交付しており、平成25年度実績としては、

県単独で約９億1,000万円を助成しております。

また、県内市町村の取り組み状況につきまして

は、多くの市町村において、対象年齢や自己負

担額等において、独自の基準を設けて助成して

いるところであります。

○前屋敷恵美議員 もう少し具体的に御説明い

ただきたかったんですけれども。今、県内26自

治体のうち、何らかの形で県の制度に上乗せを

しているというところは、私の調べでは、18自

治体あります。69.2％、約７割が、住民の皆さ

んの強い希望で助成を強めているところなんで

す。とりわけ今、子育て世代の労働環境は大変

厳しく、派遣やパートの非正規、低賃金の不安

定な雇用となっております。宮崎県の県民所得

は、ついに全国最下位を記録しました。最低賃

金も、これまた最低クラスです。こういう厳し

い中で、子育て世代は必死に頑張っているんで

す。子育て支援のかなめ、柱とも言える子供医

療費助成を拡大して、未来を担う宮崎の子供た

ちの命と健康は宮崎県がしっかり守る、こうい

う知事の決意と実行が、若い子育て世代を励ま

すことになるのではないかと私は思います。義

務教育の中学校卒業までは医療費無料化を求め

たいと思いますが、知事の御所見をお聞かせく

ださい。

○知事（河野俊嗣君） 子育て支援乳幼児医療

費助成につきましては、安心して子どもを生み

育てられる社会づくりを推進する上で、大変重

要な子育て支援策であると考えております。大

変厳しい財政状況の中ではありますが、県と市

町村で連携して、実施しておるところでござい

ます。都市部の財政的に余力のある自治体とは

いろんな差が生じている。そういう大変心苦し

いところはあるわけでございますが、可能な限

りの対応をしております。このような制度は、

本来、国の責任において、全国的に、統一的に

行われることが望ましいと今考えておるところ

でございまして、全国知事会におきましても、

また、先日行われました子育て同盟―全国の

子育てに取り組む11県の知事による同盟であり

ますが―そういう場を通じて、国に対し、標

準的な制度の枠組みの設定や必要な財源の確保

について要望しているところでございます。こ

れからも、そのような観点で、しっかりと要望

を伝えてまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 私も、国が責任を持って子

供たちを健やかに育てるという点では、国の責

任が大きいというふうに思います。ですから、

制度として国が進めていくように、県からもぜ

ひ、あわせて要望を強めていただきたいと思い

ます。

ここで、私は先進事例を一つ紹介したいと思
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います。恐らく子育て同盟に入っておられる県

ではないかというふうに思うんですが、「所得

制限も自己負担もなしで、入院・通院とも中学

校３年生まで無料」としている、これは群馬県

です。少子化対策や子育て環境の充実を図るた

め、県内どこに住んでいても子供の医療が無料

で受けられるようにと、平成21年10月から対象

範囲を中学校卒業までに引き上げました。群馬

県の知事は、子育て支援は「未来への投資」だ

と一番の施策に掲げて、全庁で予算をやりくり

して、今年度は何と40億円の補助金が予算化さ

れています。

保護者のアンケートを見ますと、「早期に十

分な治療が受けられることは、重症化を未然に

防ぎ、ほかのお子さんへの感染を予防してい

る。税金で賄われていますが、このまま制度を

継続できれば、少子化対策になる上、子供たち

の将来の健康につながると思う。小さいときか

ら健康に気を配っていれば、大人になったとき

や老後も健康に過ごすことができ、結果的に医

療費を抑えられると思う。自分の子供がぜんそ

くとアレルギーを持っているが、ひどくなる前

に受診して、ぜんそくの発作なく、今、運動部

で頑張っています」と、母親の率直な思いが寄

せられていました。

知事、宮崎県も未来への投資を行おうではあ

りませんか。県が制度を拡充することが、市町

村の制度をさらに充実させることにつながって

くるというふうに思います。要は、知事の決断

ではないでしょうか。知事が何を大事にして県

政運営を行うかです。私は、中学校卒業まで

は、医療費は無料にすべきだというふうに思い

ますが、段階的に小学校卒業まで無料にできな

いか、知事の英断を再度求めたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 何を大事にするかとい

う御指摘がありましたが、やはり人づくり、

「人財づくり」は非常に重要でありまして、そ

の中でも、子育て支援策、日本一の子育て・子

育ち立県を目指してまいりたいと頑張っておる

ところでございます。今後とも、取り組んでま

いりたいというふうに考えております。

今御指摘のありました群馬は、子育て同盟に

加盟しているところではありませんが、今御指

摘がありました取り組みについては、深く敬意

を持って受けとめたところであります。財源的

にも相当厳しいものがあるというふうに考えて

おりますが、ただ、それが例えば合計特殊出生

率の改善等にすぐにつながっているわけではな

い。事ほどさように、子育て支援策というの

は、医療費支援もありますが、いろんな施策を

トータルで、また地域の実情に応じてやってい

くことが必要ではないかというふうに考えてお

るところでございます。今後とも、御指摘のあ

る医療費につきましては、先ほど言いましたよ

うに、国として、全体的な、統一的なものを図

るべきではないかということを申し上げなが

ら、要望を続けながら、本県としては、それ以

外のさまざまな地域での子育て支援策というも

のに力に入れてまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 子育て支援というのは、本

当に息の長い事業だというふうに思うんです。

未来を担う子供たちですから、健やかに育てて

いくという点では、本当に力を入れていく部署

じゃないかというふうに思っております。国に

当然要求することもしながら、今言いましたよ

うに、具体的に経済的な支援を側面から行うこ

とが今、何より求められているというふうに思

いますので、ぜひ検討課題にのせていただくよ

う強く要望したいと思います。

次に、国民健康保険税について伺います。
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高過ぎる国民健康保険税が、今、どの自治体

でも住民の暮らしに大きな負担となっていま

す。今年度、国保税をさらに引き上げる自治

体、何とか据え置く自治体などありますが、い

ずれも高い国保税であることには変わりはあり

ません。どこでも高過ぎて払いたくても払えな

い、こういう悲鳴が上がっています。県内各自

治体の状況はどうか。国保税の最高額と最低

額、また平均額、滞納世帯数と滞納額、短期保

険証、資格証明書の発行状況、差し押さえ徴収

状況など、県内の状況をお聞かせいただきたい

と思います。福祉保健部長、お願いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 御質問の国民

健康保険関連のデータでございますが、まず１

人当たりの国民健康保険税は、平成25年度の算

定時において、最高額が12万540円、最低額が７

万3,556円、平均額が10万44円となっておりま

す。また、平成25年６月１日現在で、国保税の

滞納世帯数は、県全体で３万485世帯、未収額

は99億7,771万円余となっており、短期被保険者

証を交付されている世帯数は１万6,995世帯、資

格証明書を交付されている世帯は1,545世帯。平

成24年実績でありますが、差し押さえ件数

は3,253世帯となっております。

○前屋敷恵美議員 私は宮崎市に在住ですの

で、宮崎市の状況で少しお話をしたいと思いま

す。宮崎市は今年度、大幅に保険税が引き上げ

られることになっています。１人当たりで１

万1,575円引き上げられて、11万3,030円になり

ます。現状でも、高過ぎてまともに払えずにい

る滞納世帯は、およそ２万数千世帯に及んでい

るというふうに聞いています。例えば、今回の

引き上げで、両親が40歳以上、子供２人の４人

家族で所得200万円の場合、国保税は41万3,400

円になって、何と年収の20％以上を国保税に充

てなければならない、こういう状況です。何と

か保険税を納めても、今度は病気になっても医

療費３割負担が払えない、こうした状況です。

ましてや、滞納が続くと保険証が渡されず、窓

口では医療費全額を支払わなければ受診するこ

とができません。

全日本民医連加盟の医療機関での調査により

ますと、昨年度、経済的理由による受診のおく

れで状態が悪化して死亡した事例が、57例に上

る調査結果が発表されました。その内訳は、国

保税が高過ぎるために国保加入の手続をしてい

なかった人、滞納したために保険証が取り上げ

られていた人が合わせて78％を占め、65歳未満

の就労状況を見ますと、無職、非正規雇用で収

入が不安定な人が75％に上っています。県内で

もこうした死亡事例が起きています。全ての医

療機関で調査をすれば、その数はもっと多いも

のになるでしょう。命が本当に大事にされなけ

ればなりません。そのためにも、高過ぎる国保

税の引き下げ、窓口負担の軽減、自治体の窓口

相談や職員体制の充実などが今求められており

ます。

県内の各自治体は、冒頭申しましたように、

基金の取り崩しや一般会計から繰り入れをした

りして、何とか国保税を上げない工面をしてお

られますが、住民の皆さんは、値上げしないの

はもちろんのこと、支払えるように引き下げを

してほしい、こういうふうに願っています。そ

もそも国民健康保険制度は社会保障制度です。

相互扶助で運営するような制度ではありませ

ん。支払う限度を超えている国民健康保険税を

引き下げるために、県も法定分以外に支援をす

ることが求められているというふうに私は思い

ます。そして、何よりも削り続けている国の負

担割合をもとに戻して、国の責任を果たさせて



- 202 -

平成26年６月16日(月)

いくこと、このこともとりわけ重要です。県か

らも強く国に求めていくこともあわせて、知事

の見解を求めたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ただいま部長が答弁し

ましたように、県におきましては、市町村に対

し、多額の財政支援を行っている、また、これ

が年々、基本的に増加傾向にあるということで

ございます。新たな負担というものは困難な状

況にあるわけでありますが、こういった医療・

介護等の社会保障関係費を長い目で見て抑制し

ていくための健康長寿社会づくり、これにしっ

かりと着実に取り組む一方で、こうした国民健

康保険制度における財政上の構造的な問題につ

きましては、引き続き国に対して、抜本的な解

決を図るよう強く求めてまいりたいと考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 財政が厳しいということ

は、十分に認識しているところです。しかし、

人の命にはかえられないという問題も、しっか

り受けとめていただきたいというふうに思うん

です。県民がどういう暮らしの状況にあるか、

県民の痛みに心を寄せて、常にしっかりと把握

して施策に生かしていくことが、県政に求めら

れていると私は思います。「できない」と一蹴

するのではなくて、検討する姿勢を持たなけれ

ば、県民からかけ離れた行政運営になってしま

うのではないでしょうか。そこをしっかりと念

頭に置いて、ぜひ国保税引き下げのための県の

助成を俎上にのせて検討いただきたいというふ

うに思うところです。よろしくお願いいたしま

す。

引き続いて、国保の広域化問題について伺い

たいと思います。平成24年に国民健康保険の広

域化が打ち出され、平成29年の実施に向けて、

各都道府県での広域化支援方針の策定が義務づ

けられ、本県も策定を行っているというふうに

思います。全国知事会でも論議を呼んでいると

聞いておりますが、広域化の目的、そして現在

の議論の状況など伺わせていただきたいと思い

ます。福祉保健部長、お願いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 国民健康保険

の都道府県単位への広域化につきましては、目

的は財政基盤を安定させることでございます

が、現在、国の社会保障審議会等で、国保の財

政基盤強化策とあわせまして、保険料の賦課徴

収や保健事業の実施などについての都道府県と

市町村の役割分担など、具体的な制度設計に向

けた議論がなされております。県としまして

は、広域化の前提として、財政上の構造的な問

題が解決され、安定的な運営が可能な制度とな

ることが必要であると考えております。

○前屋敷恵美議員 あわせて、広域化に対する

県の考え方についても伺いたいというふうに思

います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいま申し

上げたつもりなんですが、要は、広域化するに

際しては、財政上の構造的な問題、いわゆる財

源の確保がなされませんと、広域化されても安

定的な運営はできないということでございます

ので、財政上の構造的な問題を解決できるよう

な制度設計にしていただきたい、また、都道府

県と市町村の役割分担をしっかり現実的なもの

に定めていただきたい、そういう考えでおりま

す。

○前屋敷恵美議員 ありがとうございました。

今、広域化については、今後の課題ということ

なんですが、迫っているという状況です。財政

基盤を安定させるのが大きな目的であるという

ふうに言われましたけれども、果たしてそれが

県民にとってどうなのかというところをしっか
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りと押さえていかなければならないと思ってい

ます。県民が不利益をこうむるような制度に

なってしまったのでは本末転倒ということです

ので、県からもしっかりと意見を持って、不利

益をこうむることのないように、そして健康を

損なうことのないような、そういうものにして

いくという点では、県の努力も必要かというふ

うに思います。また、そういうことで、それが

なされないというような状況に至れば、広域化

の問題については、やはり進めることは問題で

はないかというような意見もしっかりと述べて

いただきたい、このように思います。よろしく

お願いいたします。

次に、松枯れの対策について伺います。

昨年11月議会でも、この松枯れの問題は取り

上げさせていただきました。補正予算も組んで

対策を講じてきた経過はございますが、抜本的

な解決には至っていないのではないでしょう

か。改めて、現在の松枯れの状況、これまでの

対策、今後の課題について、どのように検討し

ておられるのか、環境森林部長にお答えいただ

きます。

○環境森林部長（徳永三夫君） 松くい虫の被

害量については、ここ４～５年、横ばい状況で

ありますが、昨年度は、記録的な猛暑と少雨に

より、海岸沿いの松林におきまして、まとまっ

た被害が出たところでございます。また、松く

い虫の防除対策につきましては、これまで、海

岸地域等を重要松林として位置づけ、薬剤散布

による予防対策と、被害木を伐採し焼却処分す

る伐倒駆除対策を実施しておるところでありま

すが、先ほど御指摘がありましたとおり、昨年

度は被害が激しかったことから、11月補正によ

り対応させていただいたところでございます。

今後とも、被害の状況を見ながら、地域の方々

や森林組合等と連携いたしまして、被害木の早

目の処理に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 松枯れについては、昨年、

対策も打っていただいたんですけれども、やは

り地元の方々が大変心配もしているという状況

があります。特に宮崎の松林の景観というの

は、観光宮崎のシンボルとも言えるものだとい

うふうに思うんです。宮崎の松は、全国的にも

希少価値の大変高い美林ということが言われて

いるだけに、松をしっかり守っていくという県

の役割が必要だというふうに私は思っておりま

す。今、部長のほうから、松枯れの伐倒駆除な

どについてお話しいただきましたけれども、間

髪を入れずに一気に対策を講じていく、こうい

う方向を目指しておられるお話もありました

が、集中した対策を講じるということが本当に

大事だと。専門家の皆さんですから、十分に対

策はおわかりだろうというふうに私は思うんで

す。要は、位置づけの問題、それと予算の確保

だというふうに思っています。再度、環境森林

部長に、予算の確保も含めて明確な御判断をい

ただきたいと思います。

○環境森林部長（徳永三夫君） 伐倒駆除につ

きましては、先ほどもお話をしましたように、

防潮・防風など、公益的機能の高い松林を中心

に実施しております。本県の松林、専門的には

松林（まつりん）と言うんですが、海岸松林

は、一ツ葉海岸が日本の白砂青松100選―これ

は白い砂と青い松が醸し出す原風景の100選でご

ざいますが―に選定されるなど、本県の海岸

につきましては、防風林としてだけでなく、御

指摘がありましたように、観光や景観上も非常

に大切な森林資源でありますので、今後とも、

被害の状況を見ながら適切に対応いたしまし
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て、その保全に努めてまいりたいと考えており

ます。

○前屋敷恵美議員 ぜひよろしくお願いいたし

ます。

では、最後になりましたが、非婚のひとり親

への寡婦控除適用について伺います。

私のところへ、ひとり親で子育てをしている

お母さんから訴えが寄せられました。非婚のシ

ングルマザーで、働きながら子育てをし、資格

を取るための勉強もしておられる方でした。必

死で頑張っておられる様子が本当にひしひしと

伝わってくるお話でした。現在、ひとり親を支

援する寡婦控除の制度がありますが、非婚のひ

とり親を控除の対象にはしておりません。寡婦

控除は、経済的に苦しいひとり親を救済する目

的があります。非婚のひとり親の経済事情は、

他の母子家庭と変わらないどころか、より深刻

な状況にあるというふうに思います。現在、ひ

とり親世帯は何世帯おられるのか、また、非婚

の世帯は何世帯おられるのか伺いたいと思いま

す。福祉保健部長、お願いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県内における

ひとり親世帯数は、少々古い調査でございます

が、国勢調査で把握しておりまして、平成22年

の国勢調査によりますと、１万6,630世帯となっ

ており、このうち、未婚、いわゆる結婚されて

いないひとり親世帯数は1,736世帯となっており

ます。

○前屋敷恵美議員 私は、婚姻歴がないという

理由で寡婦控除の適用を受けられず、不利益を

受けるというのは、不合理だというふうに思い

ます。日本弁護士会（日弁連）も、「法のもと

の平等にも違反する」と、法改正を求めて政府

に要望書を出しておりますが、現時点では、非

婚のひとり親にみなし適用を実行することが求

められているというふうに私は思います。ぜ

ひ、県も積極的にこのことを受けとめて、県営

住宅の家賃などの減額に適用できるよう、寡婦

控除のみなし適用を実行していただきたいとい

うふうに思いますが、いかがでしょうか。県土

整備部長にお答えいただきたいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県営住宅の

家賃を算定する際の寡婦控除につきましては、

公営住宅法に基づき、所得税法を準用すること

とされておりまして、婚姻歴のないひとり親

は、寡婦として認められておりません。県とし

ましては、寡婦控除のみなし適用につきまして

は、所得税法の改正が必要であると考えており

ますので、今後、国等の状況を見守ってまいり

たいと考えております。

○前屋敷恵美議員 現時点では、法改正がなさ

れておりませんので、この適用にはならない。

だから、よりお尋ねしているわけで、みなし適

用ができないか、ぜひ検討を進めていただきた

い、積極的に受けとめていただきというふうに

思うところです。県内では、延岡市がみなし適

用の実施を行っているというふうに聞いており

ます。当面、県も含めて、全ての自治体でみな

し適用の実施が図られることが必要ですが、何

より、寡婦控除が全てのひとり親に適用される

ように、政府に法整備・改正を図るよう求める

ことだと思います。この国への要望について、

福祉保健部長の答弁を求めます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 婚姻歴のない

ひとり親につきましては、所得税における寡婦

控除が適用されないことから、所得税額等に応

じて料金が算定される県営住宅の家賃や保育料

などにおいて、ほかのひとり親と比べ不利益と

なる場合もありますので、これまでも、九州各

県と連携し、国に見直しを要望しております
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が、引き続き要望してまいりたいと考えており

ます。

○前屋敷恵美議員 今、県土整備部長から御答

弁をいただいたんですけれども、ぜひ県も積極

的に受けとめるという形で、寡婦控除のみなし

適用が県の段階でもできないか、ちょっとこれ

は通告しておりませんでしたが、知事の御判断

をいただきたいというふうに思います。

○知事（河野俊嗣君） 部長が答弁しましたよ

うに、いろんな制度的な問題もあります。いろ

んな御指摘等を踏まえながら、しっかりと国へ

の要望というものも考えてまいりたいと思いま

す。

○前屋敷恵美議員 先ほど延岡市の事例を挙げ

ましたが、延岡市は積極的に受けとめたんです

ね。議会でのそういう要望があったということ

を私は伺っております。県内でそういう自治体

があるわけですから、そういった点では、県が

率先して寡婦控除のみなし適用をする。こうい

うことを先頭を切ってやることが、県内自治体

の全てのみなし適用にも弾みがつくというこ

と、そして法の改正にも大きく弾みをつけてい

く、こういうことになろうかというふうに思う

んですけれども、無理でしょうか、どうぞ。

○知事（河野俊嗣君） 御意見として承るとこ

ろであります。

○前屋敷恵美議員 検討していただくよう期待

しておりますので、よい結果を出していただき

たいというふうに思います。本当にひとり親で

頑張っているんですよね。そういうところにも

しっかり目を向けた県政運営を進めていただき

たいと思います。

時間がなくなってまいりました。今回の質問

は、国のあり方が問われる問題と同時に、今も

お話ししましたように、県民の暮らしをどう守

るかという点で、高過ぎる国保税や子供の医療

費助成等子育て支援、これらの課題は、ことし

になって幾つも自治体の選挙がありましたけれ

ども、どこでも住民の皆さんから要望が大きく

出されたことばかりであります。本当に切実な

ものでした。県政が県民の暮らしと命を本気で

守る、この地方自治体本来の役割が果たせるよ

う、私は再度、知事の積極的な施策の追求を求

めていきたいと思っておりますので、期待して

おります。

以上で質問を終わります。（拍手）

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時43分休憩

午後１時０分開議

○押川修一郎副議長 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） では、通告

に従いまして、一般質問を行います。通告いた

しておりました知事の政治姿勢については、重

複をいたしましたので、割愛をいたします。

ことし１月のダボス会議での安倍首相の発言

以降、法人実効税率の引き下げを基軸とする法

人税改革議論が、国の経済財政諮問会議や政府

税制調査会などにおいて活発に行われてきてお

ります。具体的には、現行約35％の法人実効税

率を、アジア諸国並みの約25％にまで引き下げ

る方向での議論であります。なお、これに関す

る財務省の資料によれば、法人税率を10％引き

下げるには約５兆円もの財源が必要となるとし

ております。そのような中、甘利経済財政担当

相が、去る６月13日、「来年度から法人実効税
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率の引き下げに着手する」との文言を、今月下

旬に出されると思われる、いわゆる「骨太の方

針」の素案の中に明記したとの報道がなされる

など、今後、いよいよ法人税改革の議論が煮詰

まっていくものと思います。しかしながら、国

税における法人税のうち、その34％は地方交付

税の原資であり、これに法人事業税や法人住民

税といった地方の取り分を加えますと、法人関

係の税のうち約６割は地方の取り分が占めてお

り、法人税改革に関しては、国以上に我々地方

こそが大きく声を上げていくべき問題だと考え

ます。

ところで、今回の改革に係る政府見解の中

に、引き下げによる減収分は経済成長によりカ

バーできるとする、いわゆる法人税パラドック

スが機能するとの考え方も示されております

が、果たして法人税逆説が本当に成り立つもの

なのか、しかも恒久的にとの疑問は、私には限

りなく大きいのであります。そしてまた、税率

については、中国や韓国などアジア諸国並みを

目指すとも言われていますが、もともとアジア

諸国には、社会保障にお金をかけず、経済成長

を優先している低福祉国家が多いのが実態であ

り、そのような国の税制を我が国が目標にする

のを問題だとする指摘もあります。ちなみに先

進国では、アメリカが約40％、フランス約33

％、ドイツが約30％となっております。本県財

政を預かる知事としては、今回のような経済対

策を目的とするような法人税改革をどう思われ

るか、御見解をお伺いいたします。

あわせて、法人実効税率引き下げによる税収

減の代替財源として、経済情勢の好転による税

収増や、課税ベースの拡大による財源の確保を

行うとの意見もありますが、どのようにお考え

かお聞かせください。

以上で壇上の質問を終わり、以下自席にて行

います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

現在議論されております法人実効税率の引き

下げは、企業の国際競争力等の観点から、その

方策の一つとして検討されているものでありま

す。こうして経済対策に税制を活用する―も

ちろんそういう手法というのはあり得るわけで

ありますが―場合には、税の原則であります

公平・中立・簡素との整合性をどのように図る

かということ、また、政策効果の検証でありま

すとか、代替財源の確保といったことを総合的

に勘案して検討していく必要があると認識をし

ております。

次に、法人実効税率引き下げの代替財源につ

いてであります。代替財源については、幅広く

検討していく必要がありますが、法人実効税率

の引き下げは恒久的な制度であることから、地

方に対しても大きな影響がありますので、持続

性のある安定的な財源が望ましいと考えており

ます。

このため、全国知事会におきましては、代替

財源の検討に当たって、例えば租税特別措置の

見直しを初めとする課税ベースの拡大でありま

すとか、企業活動の規模に着目して課税する外

形標準課税の拡大といったような手法が考えら

れるのではないか、可能な限り法人課税の中で

の税収中立を優先して進めていくことが望まし

いのではないかといったような議論がなされて

いるところであります。

週末、古川財務副大臣と意見交換する機会も

あったわけでありますが、今回の見直しによる

地方への影響に対して、十分注意をしなくては

ならないのではないかというようなことを申し
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上げて、意見交換をしたところであります。い

ずれにしましても、本県にとりましては、代替

財源の確保をいかに図るかが重要と考えており

ますので、今後とも、全国知事会等と連携を図

りながら、必要な地方税財源を確保し、地方歳

入に影響を与えることのないよう、国に対して

強く要望してまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○坂口博美議員 代替財源として租税特別措置

の見直しというのに触れられた。しかしなが

ら、租税特別措置の課税ベースというのは全額

見ても9,000億です。それからもう一つには外形

標準課税というのもおっしゃいましたけれど

も、例えば平成24年の統計ですが、宮崎県の企

業総数を見てみますと、これは会社、企業数の

みでありますけれども、約１万2,700社、その中

の99％以上、１万2,585社というのが資本金１億

円以下の中小企業であります。それから、この

数字を平成21年調査と比べてみますと、576社

減っております。どういうことかというと、毎

年新規の企業も立地するけど、それ以上に廃業

していく企業が、宮崎県には多いということに

なろうかと思うわけであります。こういった中

で、外形標準課税というものを拡大していって

これらに掛けるとなりますと、具体的には資本

金あるいは給与総額というのが参考にされるわ

けですから、なかなか本県の企業には厳しい状

況、さらに経営環境の悪化につながるのではな

いかというふうに考えておりますが、知事の御

所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、法人

事業税の外形標準課税は、企業が支払う給与な

ど、企業活動をあらわす客観的な指標により課

税するものでありまして、基本的には、応益性

の原則や税収安定の観点から、望ましい課税方

式であると考えているところであります。しか

しながら、今回の法人税改革が、国際競争力の

強化などの観点から議論が行われているという

こと、また、現在、中小企業の経営に対する配

慮から、法人課税の税率が低く設定されている

ということを踏まえますと、御指摘のとおり、

外形標準課税の中小企業への拡大ということに

ついては、慎重に検討していく必要があろうか

というふうに考えております。いずれにせよ、

税制全体の中でしっかりとした検討を進められ

る必要があろうと考えております。

○坂口博美議員 国際競争力という話もあった

んですけど、例えば、税が安くなるだけで日本

に企業が来るか、あるいは日本の企業が帰って

くるか、競争力があるかというと、問題は消費

地までの輸送コスト、それから原材料を輸入す

る輸送コスト、ここだと思うんです。そういう

意味では、日本は非常に立地条件が悪い。だか

ら、税が下がって果たして思惑どおりにいくか

というのは、非常に疑問であります。ただ、こ

れは国のことですから、これで議論は終わりま

す。

次に、防災・減災対策について伺いたいと思

います。病院局長に伺います。

巨大地震などの大規模災害時におきまして

は、その際に発生するであろう重篤な傷病者の

救済というのは、決して避けることはできな

い、待ったなしの課題でありまして、また欠く

ことのできないものでもあります。特に災害拠

点病院となっております県立病院では、さまざ

まな重篤な患者の受け入れなど、県内医療機関

の中心となって県民の命を守る責務が求められ

ることになろうかと思います。そういった意味

からも、日ごろから、災害時においてもその機

能が維持をされて目的が果たせるような防災対
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策や、災害救急医療を提供するための医療体制

の整備というのが急がれると思います。現在、

県立３病院の災害対策への取り組みはどうなっ

ているのか、お聞かせください。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立病院では、災

害用備蓄倉庫や受水槽など、災害に備えた所要

の整備を行ってきたところでございますが、東

日本大震災以降、非常用発電設備を高層階に増

設したほか、県立延岡病院では、御案内のとお

り、屋上ヘリポートを有する救命救急センター

を整備するなど、大規模災害時におけるさまざ

まな状況を想定し、対策を進めているところで

ございます。今年度は、地下水浄化システムや

太陽光発電設備を整備するほか、ＤＭＡＴ等の

災害派遣医療チームのさらなる充実など、引き

続き災害対策の強化を図ってまいりたいと考え

ております。

○坂口博美議員 加えまして、県立宮崎病院

は、今申し上げましたような責務のほかに、県

内のいずこにおけるいかなる災害にあっても、

傷病者、被災された方の受け入れ、それとあわ

せまして、他の医療機関の支援医療機関として

の役割というものも出てこようかと思います。

そういった中で今、県立宮崎病院については、

その整備についての検討をなされているわけで

すけれども、今回の整備に際しまして、防災機

能の強化はもとよりでありますが、災害時医療

の機能についても、その向上が強く期待される

ところであります。これらの条件を満たして

の、一刻も早い再整備の必要性を強く感じるわ

けでありますけれども、今どういった検討のさ

なかにあるのか、教えていただきたいと存じま

す。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立宮崎病院の再

整備につきましては、本年１月に県議会の厚生

常任委員会で報告しましたとおり、全面改築と

大規模改築の２つの案をベースに、現在検討を

進めているところでございます。具体的には、

老朽化や狭隘化への対応はもとよりでございま

すが、耐震性の向上や浸水対策など防災面の機

能強化、救命救急センターの拡充やヘリポート

の設置など、救急・災害医療の充実等につい

て、病院スタッフとともに鋭意検討を行ってい

るところでございます。

県立宮崎病院は、基幹災害拠点病院として、

県下全域の災害医療の中心的な役割を担う使命

がありまして、大規模災害の発生が予測困難な

現下の状況、またさらには、老朽化に伴い、病

棟を初めとする施設の維持管理の経費が年々か

さんできている現状を踏まえますと、早急な整

備が必要であると認識しているところでござい

まして、今年度内を目途に基本構想を策定した

いと考えております。

○坂口博美議員 ぜひ、これは急ぐ必要がある

と思いますので、精力的に取り組んでいただき

たいと思います。

次に、防災拠点庁舎の整備について、総務部

長に伺います。拠点庁舎の整備につきまして

は、いよいよ今年度内には基本構想を策定する

ということになっておるわけでありますが、そ

の際、昨年の常任委員会で、平常時における来

庁者への配慮でありますとか、災害が発生した

ときに近辺にいる方々が防災拠点庁舎に向けて

避難をしてきた、こうした人たちを受け入れな

がらも、なおかつ本来の業務に支障を来すこと

がないように、これをあわせて成立させてほし

いといったような要望がなされました。このこ

とについて、その後どういったぐあいに検討さ

れ、進捗しているのか、今後の整備計画スケ

ジュール等についてはどうなっておるのか、あ
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わせてお答えください。

○総務部長（成合 修君） 防災拠点庁舎の整

備につきましては、昨年度策定した基本方針を

踏まえまして、年内の基本構想策定に向けて、

現在、関係部局や関係機関との連携を図りなが

ら、策定作業に取り組んでいるところでありま

す。現在、詳細な建物の配置や、災害対策関係

諸室、一般避難スペース等の災害時に必要な機

能のほか、来庁者等のための利便施設の設置等

についても検討を行っているところであります

が、まずは、大規模災害時に県民の生命や財産

を守る防災拠点としての機能を十分に確保する

ことが重要であると考えております。今後の整

備スケジュールにつきましては、年内に基本構

想を策定しまして、基本・実施設計を行い、平

成29年度の着工、30年度の完成を目指している

ところでございます。

○坂口博美議員 どうもありがとうございまし

た。

では次に、地震災害時の２次災害について、

危機管理統括監にお伺いをいたします。私たち

の周りには、一定の条件のもとでしか、所有を

したり使用したりすることができないといった

ものがたくさんあります。それらの多くは、常

に私たちの身近にありまして、私たちに大変便

利で、あるいは大変豊かな生活を支えてくれて

もおります。しかしながら、感謝すべきこう

いったものも、一旦その条件を損なえば、瞬時

にして周りを地獄へと導いてしまう、こういっ

た別な顔もまた、あわせ持っているわけであり

ます。その最たるものというのが、今回の福島

県での原子力発電所からの放射能漏れでありま

しょう。

しかし、放射能だけでなくて、それ以外にも

大きな課題がたくさんあります。東日本大震災

では、地震や津波に起因する火災が330件も発生

をしております。これは、地震で損傷した家屋

の電気配線のショートでありますとか、津波で

浸水した車の漏電等による出火、あるいはＬＰ

ガスボンベからのガスの噴出、倒壊した石油タ

ンク等から流出した油への引火など、さまざま

な原因であります。あの押し寄せてくる波の中

で家屋が燃えている、今でもあのときの光景と

いうのが鮮明によみがえるわけでありますけれ

ども、地震等に際して、こういった２次災害に

つながる危険物には一体どういったものがある

のか。そしてまた、東日本大震災では危険物施

設にどのような被害が発生したのかをお伺いい

たします。

○危機管理統括監（金丸政保君） ２次災害の

拡大が懸念される危険物として、まず、消防法

上の重油、ガソリン、灯油、軽油等がございま

す。東日本大震災後、消防庁は、これらの危険

物を貯蔵する施設等を対象に、被害状況調査を

実施しております。その結果を申し上げます

と、岩手県や宮城県など１都１道14県内に設置

されておりました約21万の危険物施設のうち、

約3,300の施設で配管の破損等が生じまして、そ

の結果、危険物が流出したり火災等が発生した

事例がございます。このほか、地震が発生した

場合に２次災害の拡大が懸念される危険物とし

ましては、ＬＰガスなどの高圧ガスやダイナマ

イトなどの火薬類、さらにはＰＣＢ廃棄物など

も該当するものと考えられます。

○坂口博美議員 では、そういった危険物につ

いての所在でありますとか管理、これについて

はどういうぐあいに把握をされておるのか、関

係部長にそれぞれお伺いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 重油やガソ

リン等の消防法上の危険物につきましては、一
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定数量以上の貯蔵等を行う施設を設置する場

合、原則として、市町村長に対し、設置の許可

申請等を行うこととされておりますので、市町

村がその際に保管場所を把握することになりま

す。また、高圧ガス及び火薬類につきまして

は、一定数量以上のものを貯蔵または販売しよ

うとする場合は、それぞれ関係法令等に基づき

まして、知事または市町村長に対して許可申請

等を行うこととされておりますので、その際、

保管場所を把握することになります。

○環境森林部長（徳永三夫君） ＰＣＢ廃棄物

等につきましては、ＰＣＢ廃棄物特別措置法に

よりまして、毎年、保管する事業者等が、所在

地、種類、量及び処分の状況等について県に届

け出ることとなっておりまして、これにより把

握しているところでございます。

○坂口博美議員 東日本大震災では、絶縁体に

ＰＣＢを使っているものが合計で200台、津波で

流出しております。本県にもそういった施設を

持っておる事業所というのが246事業所ありまし

て、その中の72事業所、３割は、津波浸水想定

区域の中にあるわけであります。ＰＣＢについ

ては、せんだってから最終的な処分期限という

のが延ばされまして、平成39年度までというこ

とになりました。これに限らずですけれども、

いずれにしましても、あらゆる危険物について

の適切な管理というものが求められるわけです

けれども、どのように対応されているのか、再

度、関係部長にお伺いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 消防庁で

は、東日本大震災後の被害状況調査の結果を踏

まえまして、危険物施設の事業者が適切に震災

対策を実施するため、本年３月に震災等対策ガ

イドラインを作成しておりまして、その中で、

施設の耐震性能の確認、あるいは災害発生時の

行動手順など、対策の留意点を取りまとめてお

ります。県や市町村では、これらの施設への立

入検査を実施しておりますので、今後は、この

ガイドラインに則した対策が確実に実施されま

すよう、連携を図りながら適切な指導に努めて

まいりたいと考えております。

○環境森林部長（徳永三夫君） ＰＣＢにつき

ましては、ＰＣＢ廃棄物特別措置法及び廃棄物

処理法に基づきまして、立入検査を定期的に

行っておるところでございます。その指導に

は、ＰＣＢの飛散、流出、地下浸透の防止など

保管基準に基づきまして、適正な保管と、あわ

せて廃棄物の早期処理を行うよう指導している

ところでございます。

○坂口博美議員 よろしくお願いします。

先ほどお答えいただいた危険物のほかにも、

例えば産業用の劇物でありますとか毒物、ある

いは動物園とかマニアが飼っている中の特定動

物など、さまざまなものが危険物として考えら

れるわけでありまして、これについてはしっか

り把握して、万全を期していただきたいと思い

ます。

では次に、地域医療支援機構についてであり

ますけれども、これについては先日、内村議員

が質問をされて重複いたしておりましたので、

割愛をしまして、今回、医師の地域偏在問題に

ついてのみ伺っていきます。

おおよそ医師不足地域において求められる医

師というのは、高齢化が一層進む中にありまし

て、複数の疾病でありますとか慢性的な疾病、

こういったものを持つ患者を総合的に診ること

ができる医師、いわゆる総合医の確保が大変重

要ではないかと思っております。昔だったら恐

らくこの人は助からんかっただろうなという、

極めて重篤な患者が命を取りとめる。周りでそ
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ういった話をされるのを聞いたことがある人と

いうのは、恐らくそう少なくはないんじゃない

かなと思うわけであります。大変小さく専門

化、細分化された科目ごとの専門医がチームを

組みまして、そこへドクターヘリで患者を搬送

して、その施術がなされる場所には高度な医療

機器というものが整備され、お医者さん同様、

高度な専門性を持つ看護師、あるいは関連する

医療スタッフ、こういう人たちがしっかり連携

を組みまして、ここならではこそ助かった命と

いうのがたくさんございます。人間誰しも命は

惜しいわけでありまして、できればやっぱりそ

ういう場所で施術を受けたい。しかしながら、

そこには限界があるわけであります。

実は、私ごとになりますが、20歳に至るぐら

いまでのころ、随分前の話ですけれども、当

時、僕の町は富田村といって、合併前の村であ

りました。そこに比江嶋三郎さんという先生が

おられまして、村民の命あるいは健康を守って

いただいていたんですけど、夜泣きがとまらな

い赤ちゃんを夜中に連れていっても快く診てく

ださる。あるいは高齢の方に対しても往診をし

て、まさに、みとり的な診療というのをしてく

ださるといったお医者さんでした。僕はおやじ

のときにも体験しているんですが、その先生の

紹介先というのは、当時、随分前ですから、宮

崎県立病院が多うございました。三郎先生の紹

介状を持っていくと、「三郎先生の診断なら、

うちで精密検査するよりも精度が高い。だから

本当は検査の必要はないんだけれども」と言い

ながら、お医者さんは、その検査をやっておら

れました。それぐらい大変高い見立ての識見を

持っておられたと思います。

それからもう一つ、これは私自身が経験した

ことでありますけれども、うちの次男が３歳の

ときでありました。預けていた母親から電話が

入りまして、「どうも子供の様子がおかしい、

すぐ高鍋町の長友病院に連れていけ」という電

話が入って、僕は泡食って帰って子供を見た

ら、そんなに大したことないんです。少し顔色

は悪いかなというような感じだったんですけ

ど、母親の顔がちょっと普通じゃない。「わか

りました」ということで長友先生のところに連

れていった。そしたら先生は、聴診器を当てる

とすぐに、ばっと何か手配してくださって、

「すぐ僕が指示する病院に行きなさい」という

ことで、そこに連れていったら、そこでは高圧

かん腸が準備されて、即手術室に入れて手術が

終わったんですけれども。鶴という先生で、宮

医大から高鍋に病院を出された先生だったんで

すけど、「坂口さん、あんた運がよかったな。

まず、あの時点で診療所に連れていったことが

運がよかった。また、行った先が長友先生のと

ころだから運がよかった。これは腸重積症と

いって、なかなかわかりにくい。おくれると命

にかかわる重大な病気なんだ。子供さんは運が

よかったよ」という話をしてくださいました。

そういった前置きをしまして、これは一般的

な話ですけれども、例えば、今病院にかかる患

者の中の80％は、単純な熱でありますとか腹

痛、頭痛といった、近くにある診療所あたりで

日常的な診療を受ければ十分対応できる患者だ

と言われております。残りの２割、この方々

も、ちょっと高度な検査ができるような病院に

行って、かくかくしかじかで大丈夫ですよとい

うようなことにほとんどつながる。問題は、全

体の中の３％ぐらいの人たちが、専門医のチー

ムを組んだ総合力でもって医療を受けなければ

いけない方々。ただ、３％ぐらいだということ

であります。そういったことをあわせ考えます
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ときに、特にこれからの地域のお医者さんの確

保ですが、私は、そういった見立ての上手な総

合診療医みたいなお医者さんの確保が有効では

ないかなと考えるんですけれども、御見解をお

聞かせください。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 高齢化の進行

に伴い、複数の疾患を抱える患者の増大が予想

されるとともに、地理的条件等から医師を確保

することが困難な中山間地域を多く抱える本県

にとりまして、多様な疾患等に対応できる総合

医の養成・確保は大変重要であります。私も、

議員の思いに深く共感するところでございま

す。

こうした状況を踏まえ、昨年４月に宮崎大学

と連携して設置いたしました、県立日南病院の

地域総合医育成サテライトセンターにおいて

は、僻地医療等を熟知した熱意ある指導医など

のもと、内科系から外科系まで広範囲の診療科

を初診から救急まで幅広く経験させながら、福

祉や保健等との連携もできる地域総合医の育成

に取り組んでおります。今後とも、これらの取

り組みが着実に進展するようしっかりと支援す

るとともに、現在、国において検討が進められ

ております総合診療専門医制度の動向も見守り

ながら、総合医の確保に全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

○坂口博美議員 平成25年の４月22日ですけ

ど、「専門医の在り方に関する検討会」の報告

では、総合的な診療能力を有する医師の必要性

というものを述べておりまして、専門医の一つ

として総合医は加えるべきだという報告をして

おります。そして、お聞きするところでは、平

成29年からその養成が始まっていって、早けれ

ば32年にも専門医としての総合医の認定が始ま

るとも聞いておりますので、ぜひここにも注目

しておきたい、あるいは連携をとっていただき

たいということをお願いいたしておきます。

次に、農政問題について伺います。

県は、「儲かる農業」を実現する方向の一つ

として、フードビジネスの振興でありますとか

農業の６次産業化に取り組んでおられます。し

かしながら、これは本県だけがやっていること

ではなくて、全国の都道府県がしのぎを削って

いる方策でもあります。こういった中で、本県

が勝ち残って、なおかつその付加価値配分が農

家にまで還元されるためには、消費者や加工業

者が、「宮崎産の原材料を使ったものでなくて

はだめだ」と認めるところまでたどり着く必要

があろうかと推察をいたします。そしてこれ

は、加工分野に限らず、生鮮分野でも同じこと

が言えるのではなかろうかと思います。つま

り、「みやざきブランド」を不動のものとして

確立するためには、本県のオリジナル品種によ

る徹底した差別化が、その成否に大きく響くと

考えますが、総合農業試験場でこれまでに開発

した我が県のオリジナル品種と、今後の展開方

向について、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 総合農業試験

場では、本県独自のオリジナル品種として、ス

イートピーやキンカンなどの８品目について29

品種を種苗登録しておりまして、本県の特色あ

る産地づくりに大きく貢献しております。一

方、今日の品種開発は、マーケットニーズの把

握や育種スピードの向上、知的財産の保護が成

功のポイントとなっております。このため総合

農業試験場では、国内外のバイヤーによる評価

のほか、開発期間を短縮するためのＤＮＡマー

カー技術の活用や、開発段階での現地実証の実

施、知的財産保護のための品種判別技術の開発

など、より体系的な新品種の開発に取り組んで
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おります。県といたしましては、独自の技術革

新を進めることで、積極的な産地改革を推進

し、担い手が将来に夢の持てる本県農業の創出

に取り組んでまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ８品目で29品種というのが多

いか少ないかというのは、ここで評価すること

を避けまして、これからの方向としてはそうだ

ろうと思います。特に、品種判別技術を言われ

たんですけど、これは知的所有権を守るという

意味からも、これを含めた体系的な開発といい

ますか仕組みというのが肝要だと思っておりま

すので、ぜひよろしくお願いします。

ところで、本県は、率直に申し上げまして、

加工用の畑作分野では決して先進県とは言えな

いのではないかと考えますが、畑作園芸支場で

のこれまでの成果について、あわせてお伺いい

たします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 畑作園芸支場

では、これまで、農業法人や農業機械メーカー

等と連携した実践的な研究に取り組んでおりま

す。主な取り組みとしましては、キャベツの端

境期である４月から５月に出荷できる栽培技術

や、ジュース用ニンジンの収量を倍増させる栽

培技術、里芋の収穫・調整作業機械の開発な

ど、現場ニーズに対応した課題解決に取り組ん

でおります。また、国の研究機関等と連携し

て、土壌病害に強い高収益を可能とする輪作体

系の確立などの技術開発にも取り組んでおりま

す。今後の加工業務用野菜のニーズの多様化に

対応するため、新品種の育成や作業機械の開発

などの研究に、引き続き取り組んでまいりたい

と考えております。

○坂口博美議員 次に、薬用作物について伺い

ます。これについては、これまでは薬事法の問

題でありますとか流通システムの問題など、大

変高いハードルがありまして、この分野で産地

を形成していくのは非常に困難だと言われてい

た分野であります。しかしながら、近年の国内

産を志向する高まりでありますとか、さらに

は、その主な輸入先であります中国が今後とも

原料を出せるかといったような問題から、急に

国内産の供給見通し、将来に向けての供給期待

というのが大きくなってきた領域ではなかろう

かなと思っております。そして、試験研究機関

である県の薬草・地域作物センターですけれど

も、ここでのこれまでの成果と今後の展開方向

についてお伺いをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 薬草・地域作

物センターでは、これまで、ミシマサイコやウ

コンなどの薬用植物の収量向上技術の開発や、

佐土原ナスなど県内の地域作物の収集・優良系

統の選抜、ハーブ類を活用した天敵の増殖技術

等に取り組んでまいりました。近年、国産薬用

作物の需要が高まる中で、製薬企業や健康食品

企業等と連携した共同開発をスタートさせたと

ころでありまして、本年度は、地元の農業者や

製薬企業等で構成する協議会を設立し、薬草栽

培技術の確立と普及に取り組んでおります。今

後、さらに拡大する需要に対応するため、機能

性に着目した薬用植物や地域作物等の栽培技術

の開発や、高付加価値化に取り組んでまいりた

いと考えております。

○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いします。

ここで知事に伺いますけれども、今それぞれ

尋ねてきましたように、全国が勝ち残りをかけ

て競争している、そんな中にあるわけですが、

ここで差別化ができる品種というものを宮崎が

専有できるということになれば、これは宮崎に

とって非常に有効な有利な手段になるのではな

いかなと思います。まして、先日でありました
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か、国の成長戦略案の農業分野で、今後15年で

すか、2030年には農業輸出を今の10倍にするん

だ、その手段としてはブランドを統一してい

く、どこどこブランドじゃなくてジャパンブラ

ンド一本でいくんだ、一元化をするんだという

ようなことが報道されました。そうなればなお

さらであります。やっぱり「ジャパンブランド

はみやざきブランド」というぐらいのことを挑

戦していかなければいけないんじゃないかなと

思っております。

そうは言いましても、ブランド競争、品種改

良競争というのは、競争というより、むしろ戦

争と言っていいぐらい大変熾烈でありまして、

例えばイチゴでありますが、今、イチゴの国内

登録されている品種というのは273あります。そ

の中のメジャー的な品種というのは７つしかあ

りません。ここで日本一のしのぎを削る争いが

起こっているんですけれども、福岡県が1983

年、「とよのか」という品種を開発いたしまし

た。それまでは栃木県が「女峰」といった、大

変なすごい開発だったんですけど、そういった

ものを出したりしながら栃木が日本一の座を

守ってきていたんですが、1983年に福岡がこれ

を抜いて日本一になった。そうしたら今度は、

その後、1994年にはまた栃木県が「とちおと

め」という品種を出して、また日本一に返り咲

いたわけです。何くそというので、今度は2001

年に福岡県が「あまおう」を出しました。今、

日本一の産地だと言われております。ところ

が、昨年、栃木県は「スカイベリー」という大

変すばらしい、拳ぐらいになる大きなイチゴな

んだそうですけれども、これを開発して、いよ

いよことしはこれをデビューさせる、そしてま

た日本一になるんだということに100％自信を

持っておると言われております。

このように極めて厳しい品種改良競争の中に

あるわけですが、ここで本県が他県に勝利する

ためには、他県に比べて絶対的な差別化が図ら

れる新品種の開発しかないと言っても過言では

ないと思います。本県のオリジナル新品種の開

発力強化に向けた取り組みについて、知事にお

伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、地域

間競争は激化しております。競争力のある産地

づくりを進める上では、オリジナル新商品の育

成は極めて重要な課題であると考えておりま

す。例えば、トップセールスなどをいろんなス

ーパー等でしておりましても、キンカンの種な

し「宮崎夢丸」に対する期待というのは大変強

いものがございます。消費者の現場のニーズに

沿った新品種を開発していく必要性を強く実感

しております。新品種の育成には、膨大な遺伝

資源の分析研究など長い年月も必要ですし、さ

らには研究者の高い能力、資質も必要となって

まいります。このため本県では、博士課程の取

得を推進することで、中核的な研究員の育成を

図りますとともに、国などの競争的資金を活用

して、大手種苗メーカーや大学などとの共同研

究に取り組んでいるところであります。

先ほど御指摘がありました薬草・地域作物セ

ンター、これも本県の強みであり、これから大

いに期待をされる薬草研究の拠点であると考え

ておりますので、このさらなる活用であります

とか、日本一の残留農薬や機能性成分の分析技

術を育種に活用することで、本県特産の農作物

や地域作物の機能性に着目した新品種の育成を

促進して、新しい産地、さらにはフードビジネ

スの振興・展開を図ってまいりたいと考えてお

ります。

○坂口博美議員 激しい競争がもう既に始まっ
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ているわけですけれども、大変熾烈な戦いを今

後やっていくことになろうかと思いますので、

ぜひとも力を入れて取り組んでほしいと思って

おります。

それから、今、日本一を誇る我が県の分析技

術を活用して、これを育種に戻して品種改良を

やるんだと言われたんですけれども、これに

は、それなりの人的なものを含めた体制整備と

いうのがなければ、今の体制ではちょっと厳し

いのではないかなと思っております。これにつ

いて、具体的な話になりますから、農政水産部

長に見解をお尋ねしたいと思います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 総合農業試験

場では、420の農薬成分、120の機能性成分を２

時間で分析できる特許技術を持っておりまし

て、本年４月に、島津製作所やデリカフーズ、

日本冷凍食品検査協会、宮崎大学、ＪＡ経済連

等で構成します研究組織「みやざきフードリサ

ーチコンソーシアム」を設立したところであ

り、今後、さらなる技術の高度化や多様な分析

サービス等を行うこととしております。現在、

試験場内に研究施設の整備や専任人材の確保等

の準備を進めており、今後、この組織の分析結

果を最大限に活用いたしまして、総合農業試験

場において、機能性に着目した育種選抜や栽培

技術の開発に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○坂口博美議員 どうぞよろしくお願いしま

す。

次に、土木問題について、部長にお伺いをし

ます。

今、小戸之橋のかけかえというか解体がなさ

れています。これは市の工事ですけれども、こ

の橋梁は50年たって、そこでのコンクリートの

強度試験なんかをやりたいということで、今、

解体に伴っての調査・研究がなされていると聞

くんですけれども、詳しいことを御存じでした

ら教えていただきたいと存じます。

○県土整備部長（大田原宣治君） 小戸之橋に

つきましては、ただいま議員からお話がありま

したように、現在、宮崎市におきまして、かけ

かえのための撤去工事が進められているところ

ですが、完成から既に50年を経過しております

ことから、コンクリートの劣化状況などを把握

するために、宮崎市と宮崎県生コンクリート工

業組合が共同で調査を行っていると伺っており

ます。具体的な内容としましては、現場でコン

クリートと鉄筋を採取しまして、これらが現在

どの程度の強さを有しているかを計測するた

め、コンクリートの圧縮強度試験や、鉄筋の

引っ張り強度試験などの材料試験を行っている

と伺っております。

○坂口博美議員 市はそうなんですけど、県に

おいては、こういった解体時なんかに同様な試

験というか取り組みをやったことは、これまで

あるんでしょうか、お聞かせください。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県では、平

成14年度から平成18年度までの５年間をかけま

して、宮崎大学と共同で、老朽化や河川改修等

により解体することとなった橋梁を活用した研

究に取り組んだ事例がございます。この研究

は、橋梁の解体時に、今回の小戸之橋と同様、

橋桁からコンクリートのコアを採取して、劣化

状況等を調査することにより、現在かかってい

る橋梁の健全度を把握する技術資料とすること

を目的としておりまして、その成果は、現在、

宮崎大学で学術的な資料として活用されている

ところであります。

○坂口博美議員 そういった中で、設計時に想

定をしていなかった以上のふぐあい、ひびが
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入っているとか、逆に設計時に期待していた以

上の品質のよさ、こういった事例もあったので

はないかと思うんですけれども、そういったも

のがあれば、そのときの分析結果等含めて教え

ていただきたいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 土木構造物

の設計・施工に当たりましては、各種技術基準

に基づきまして適正に実施しているところです

が、昭和41年に架設され、交通量も増大した橋

梁の補修工事におきまして、工事完成直後に舗

装面にひび割れが発生するというまれな事象が

ありました。このため、橋梁専門家などで構成

されます検討会を立ち上げ、現地調査やコンク

リートの強度試験などを行い、ひび割れの発生

は、当時使用された骨材の大きさが原因である

と特定し、補強工事を実施しているところであ

ります。また、想定以上の品質が確保されてい

る事例としましては、宮崎大学との共同研究を

実施した中で、橋梁のコンクリート劣化状況が

予測より進行していない事例がありましたが、

これは、丁寧な施工がなされた結果、十分なコ

ンクリートの品質が確保されたことによるもの

ではないかと考えております。いずれにしまし

ても、このように原因を解明し、さまざまな知

見を蓄積しながら、今後の長寿命化対策に活用

していくことが大変重要であると考えておりま

す。

○坂口博美議員 今の答弁では、亀裂について

は原因は断定できた、もう一方の品質のほうに

ついては推測の域であるということになろうか

と思うんです。この質問を僕が今回やろうと

思ったのは、実は港湾における消波ブロックが

ぽっきり折れた面を見たんです。そうしたら、

一方のほうは骨材が入っている、一方はモルタ

ルが多くなって―表面のきれいさなんかから

見たときに、上のほうは水分が多い。何かとい

うと、検査のときに見ばえを求める。そうなる

とばんばんバイブレーターかけて、たたきをや

る。重いものは下に沈んでしまう。力がかかっ

たら、ぱっきんとその境目から折れるんです。

それは僕の推測ですが、多分たたき過ぎだろう

な、その原因はやっぱり見ばえを求める検査だ

ろうなと。でも、それをばんと２つに割って中

を見たら断定できていたと思います。だから、

せっかくつくったものを壊すときには、そこか

ら何かを得てほしいというので、今の質問をや

りました。

例えば、きょう清山議員がいますけど、医療

の現場では、死亡でありますとか病気、こう

いった原因解明のために病理検査というのを

やって、そこからの知見を蓄えて、それを次に

生かしていくということがなされております。

土木の分野においてもぜひそういう取り組みを

してほしいと思っております。再度、県土整備

部長に、そういった考えについての見解をお聞

かせいただきます。

○県土整備部長（大田原宣治君） 橋梁などの

構造物の設計や施工に当たりましては、各種技

術基準に基づくとともに、過去の経験や受け継

がれた技術を生かしてきたところでありまし

て、特にこれから老朽化した公共土木施設など

がふえてくる中、解体工事の際に得られる情報

や知見により、技術力や品質の向上を図ること

は大変重要であると考えております。このため

県としましては、今後も解体工事などの際に

は、大学などの研究機関に研究の場として活用

していただき、学術的な知見が蓄積され、ひい

ては技術や品質の向上につながるよう、さらに

連携を図った取り組みを行ってまいりたいと考

えております。
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○坂口博美議員 品確法というものを尊重し

て、そこらに結びつけていただきたいと思うん

です。過去に何度か経験があるんですけれど

も、箱物のジャンカを何回か見たことがある。

当然なんです。階段の下のほうのジャンカであ

りますとか、窓枠の下のほう、バイブレーター

も入らないし、たたいたってセメントは落ちて

こない。一つには建築では、昔は平屋根でよく

漏水がして、どこから漏れたかわからない。こ

ういうのも知見の積み上げで、とんがった屋

根、勾配をつける屋根になりました。コンクリ

ートの建物。ジャンカですけど、私は素人なん

ですが、例えば窓なんかも、四角い窓をつけて

も、下のほうの型枠というのは、丸みを持たせ

れば、そこにコンクリートが全部詰まっていく

わけです。たたきができない、バイブが入らな

いものは、幅をとってあげて、かぶりもとって

やる、強度もとってやる。こういったもの、そ

こから吸収して設計に生かすべきだと思うんで

す。県の物量作戦、なかなか限界があると思う

んですけど、47都道府県連携とったり、国と連

携したりすれば、何らかのものが生まれると思

いますので、ぜひこれはお願いをいたしておき

ます。

では次に、水産問題について伺います。

カツオなんですけれども、昨年は、その前の

年の半分か３分の１ぐらいの漁獲でしかなかっ

たということで、カツオの不漁を大変嘆かれま

した。ところが、ことしになりまして、初ガツ

オシーズンになって、昨年どころか、ことしは

全くカツオが揚がらないということで、カツオ

漁に出る船もいないぐらいの状況であります。

それからもう一つ、これも不思議なんですけ

ど、15年ぐらい前になりますか、京都の舞鶴港

あたりで一遍にサワラが揚がり始めたんです。

昔は日本海域にはサワラというのは水揚げがな

かったんです。ところが急に、平成10年かその

当時ぐらいから、日本で水揚げされるサワラの

半分は日本海産ということになった。海の中で

何か変化が起こっていると思うんです。ですか

ら、海洋環境の変化が一体どういった影響を本

県の漁業に及ぼしているというふうに考えてお

られるのか、御認識を伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県沿岸の海

洋環境の変化につきましては、継続的な海洋観

測を実施し、その変化の把握に努めているとこ

ろでございます。この結果、日向灘において

も、過去50年の間に、秋から冬にかけての表層

水温の上昇が認められ、その影響が懸念される

ことから、水産資源への直接的な影響や、魚類

の回遊量の変化などについても分析を進めてい

るところであります。また、養殖場において

も、有害プランクトンの増加が懸念されるた

め、従来の現地調査に加えまして、自動観測ブ

イでのモニタリングにより、必要な情報を提供

するなどの対策を講じているところでありま

す。いずれにいたしましても、海洋環境の変化

は、漁業の質的・量的な変化や漁業被害を引き

起こすおそれがあるために、極めて重要な問題

であると認識いたしております。

○坂口博美議員 そういった変化が起こってい

るわけですけれども、今後、宮崎の漁業という

ものをどういうぐあいに展開していこう、対応

していこうと考えておられるのか、お聞かせく

ださい。

○農政水産部長（緒方文彦君） 海洋環境の変

化は、地域の漁業経営に大きな影響を与えると

考えられますため、その変化を正確に把握し、

これに適応した漁業の構築を図っていく必要が

あると考えております。特に操業範囲の狭い沿
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岸漁業や養殖業において、その影響が顕著であ

ると考えられるため、引き続き、海洋環境の変

化を把握するとともに資源の評価を行い、その

変化に応じた新たな漁法の導入や養殖業の支

援、これに関連する漁業権や漁業許可の創設な

ど、柔軟な対応を行ってまいりたいと考えてお

ります。

○坂口博美議員 簡単に言いますけど、漁業権

だ技術だといっても簡単にいかないんです。な

かなか大変。でもこれを乗り切らなければいけ

ないので、ぜひともちゃんと対応してほしいと

思います。

海況変化ですけれども、例えば、せんだって

山下議員がエルニーニョの話をしました。エル

ニーニョになると、西太平洋で雨が極端に少な

くなる。そうなると塩分濃度が上がる。上がる

とウナギの産卵場所を避けて、南に行って産卵

してしまう。南に行ったウナギの稚魚が上ろう

とすると、違うところに行き着く潮に乗ってし

まうとか。逆に、アリューシャン寒気団が発達

すると、すごく冷えて親潮の勢いが強くなる。

ごおんと黒潮に当たって、暖まることで下から

重い水が上昇してくる。プランクトンが湧くか

らカタクチイワシとかが一遍にふえるとか、す

ごく海は敏感です。だから、ここらの情報を

しっかりやりながら、本当に今のままの漁業で

いいのか。許可を切りかえるということもなか

なか大変です。海域の権利を更新したり、また

すみ分けさせたり、これもなかなか大変です。

生活の場ですから。でも、将来を見据えて漁業

には取り組んでほしいと思います。

以上で一般質問を終わります。（拍手）

○押川修一郎副議長 次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 先般通告し

ておりました項目に沿って質問してまいりま

す。

まず、攻めの高齢者福祉政策についてであり

ます。

介護保険制度が施行された2000年当時、75歳

以上の後期高齢者数は全国で約900万人でした

が、現在は約1,400万人となっており、今から10

年後の2025年には、何と約2,200万人となり、こ

の日本は後期高齢者2,000万人社会となっていき

ます。2010年から2025年までの15年間で75歳以

上の高齢者増加数が上位の自治体は、東京都、

神奈川県、大阪府、埼玉県、千葉県、愛知県

で、この６都府県だけでも15年間で、約373万人

の75歳以上の人口が増加します。この期間、全

国の増加数は約760万人ですので、６都府県で半

分を占めることになります。増加数が一番多い

のはやはり東京都で、2010年からの15年間で123

万人から197万人となり、実に74万人が増加する

ことになります。このように高齢化の問題は、

高齢化率だけで捉えるのではなく、高齢者の絶

対数に注目すべきで、医療・介護などのニーズ

数は高齢者数の絶対数に連動して大きくなって

いきます。

今から40年から45年前、金の卵として地方か

ら都市部へ流入した人々の受け皿とするため、

団地や集合住宅の建設、また宅地開発が都市部

の各地で行われましたが、同一世代が一斉に入

居する形態であったために、現在、局地的に一

斉かつ急速に高齢化が進展しており、今まさに

都市部においては、団塊の世代が75歳を迎え

る、いわゆる2025年問題というものが大きくク

ローズアップされております。そこで厚生労働

省は、昨年５月に「都市部の高齢化対策に関す

る検討会」を立ち上げ、待ったなしの現状に強

い警鐘を鳴らすとともに、今後の対策に関して

明確な方向性を打ち出しております。
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その中で検討された柱の一つに、広域型施設

整備の圏域間調整があります。具体的に申しま

す。これは、東京都と静岡県との連携で、東京

都杉並区が静岡県南伊豆町に保養地型特別養護

老人ホームを設置するということが検討されま

した。都市部では、地価が高く施設整備費用が

かさむため、新たに特養などをふやすことは難

しい実情があり、これから2020年の東京オリン

ピックに向け、地価や建設資材費が上がれば、

この状況はますます悪化することが明らかで

す。そこで杉並区は、南伊豆町に保有していた

教育施設跡地に、区民が優先的に入所できる定

員80名程度の特別養護老人ホームを建設するこ

とを打ち出しました。この計画に静岡県も南伊

豆町も連動し、町側で建設、また運営をする社

会福祉法人の公募をし、杉並区と静岡県と南伊

豆町が建設費などの補助をしていくということ

になっております。

何よりこの取り組みのすばらしいところは、

施設入所後も住所は杉並区に置いたままでよ

く、介護保険運用は杉並区が行うことにより、

南伊豆町の介護保険料の増額には全く影響がな

いということです。本県において介護保険適応

の高齢者施設整備が進まないことは、施設を設

置することにより市町村の介護保険料が高騰す

ることが一番のネックになっていることは、周

知のとおりです。杉並区と南伊豆町の事例では

その心配はありません。ましてや、受け入れる

静岡県と南伊豆町では、雇用の創出と地元農畜

産物の消費拡大につながると、高齢者福祉の先

進地事例構築に前向きに取り組まれています。

杉並区におきましても、2,000人もいる施設入居

待機者の解消の一助になると、早速、南伊豆町

への入所アンケートを実施したところ、既に120

名もの方々から入所希望が寄せられているとい

うことです。まさに両自治体がウイン・ウイン

の関係を構築され、国の制度を引っ張ってい

く、そのような形で今、高齢者政策の新たな取

り組みが始まっております。

なお、都市部の高齢化対策に関する検討会に

おいては、今後、都道府県をまたいで同様な取

り組みが実施される場合には、関係する都道府

県間において、双方の保険事業、特に介護保険

事業の支援計画で明確に形にし、それから事業

化する。そして、移住や帰郷を望む高齢者自身

の意向を最大限尊重するとともに、重度の要介

護状態になったときでも、その地域から切り離

されることがないよう、配慮を求められていま

す。

それではまず、ここで、このような都市部に

おける高齢化問題を、知事はどのように捉えて

いらっしゃるのか御答弁を求めまして、以下の

質問につきましては質問者席から行います。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

都市部での高齢化の問題についてでありま

す。都市部における高齢化問題の一つとしまし

て、一斉かつ急速に後期高齢者の増加が始まる

という特徴があります。具体的には、先ほど議

員も説明されましたが、改めて整理をします

と、介護を受ける割合の比較的高い75歳以上の

高齢者が、2010年から2025年までの15年間で、

全国で約760万人増加し、その半数が東京都、神

奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府の６

都府県で占められると言われております。ま

た、都市部では、用地不足や地価が高いことな

どを背景に、特別養護老人ホームなどの施設建

設は容易でない状況になると想定をされており

ます。先日来県されました日本総研の藻谷浩介
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さんからは、県内の市町村におきましても、例

えば人口が伸びている宮崎市、三股町などは、

将来における高齢者対策というものが非常に大

きな重要な課題になってくるというような御指

摘もあったところでございます。このような都

市部の特徴から来る課題は、地方における医療

・介護サービスの需要・供給のバランスにも大

きな影響を及ぼすことが予想されますので、県

としても大いに関心を持って見守ってまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○図師博規議員 今、知事の御答弁、大いに関

心を持って臨んでいきたいという御答弁でし

た。では、静岡県以外にも、既に都市部から高

齢者を受け入れるために動いている自治体があ

ります。千葉県、茨城県、山形県など複数あっ

て、国への高齢者受け入れの規制緩和を求める

福祉特区も申請されている自治体もあります。

と同時に、杉並区と同じように高齢者施設不足

に悩む東京都豊島区、ここは区以外のところに

施設設置を検討しているという情報もありま

す。日本の高度成長期をたくましく支えてくれ

た本県出身者が今、東京都で定年を迎えられ、

できることなら生まれ故郷宮崎で生活をした

い、もしくは温暖な気候の中で老後を過ごした

いと夢描かれている高齢者はたくさんいらっ

しゃるんです。何より、都市部において施設整

備に苦慮している自治体は数々あるわけですか

ら、本県も、東京都と静岡県との連携のよう

に、国の制度を動かし、積極的に受け入れを進

めてはいかがかと考えますが、ここでは福祉保

健部長の見解をお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 御紹介のあり

ました東京都杉並区の例は、杉並区内の施設を

静岡県内に設置するケースでありますが、昨

年、厚生労働省の有識者検討会の中で議論をさ

れております。その中で、杉並区民の保養所が

南伊豆町にあったことなどによる住民同士のつ

ながりや、自治体間連携を背景にした特別な事

例として扱われております。また、この検討会

の報告書の中では、都市部の高齢者が入所する

施設を地方に整備することについて、本人の意

思に反して入所を強いる形となるおそれや、地

方における医療・介護サービスの需要・供給に

ギャップが生じる可能性があることから、慎重

に検討すべきとされております。県といたしま

しても、現時点では、県民のための医療・介護

資源に不足を招くおそれがあるなど、さまざま

な課題があると認識しているところでありま

す。

○図師博規議員 今の御答弁、厚生労働省は、

今回のこの事例に関してノーを言っているわけ

ではないんです。条件はつけつつもイエスを出

しているんです。ですから、今後このような事

例が出てきても、厚労省は進めざるを得ないよ

うな方向性を検討会で出しています。ハードル

が高いことは百も承知で質問しております。介

護の人材不足が現在県内でもあること、そして

既存の制度では限界があることも理解をしてい

ます。それでも、この施設誘致がかなえば、経

済波及効果もあるわけですから、それをもって

県内福祉事業の底上げにつなげていくことも可

能で、何より、このまま政策を打たず、他県に

先を越されて後追いするようなことがないよ

う、今まさに都市部の高齢化問題を、しっかり

県政の課題に、また視野に入れていただきた

い。

行政主導の対応が困難なのであれば、民間と

連携した高齢者移住促進を図ることも可能で

す。千葉県千葉市には、国内初となる本格的ア
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クティブシニア・コミュニティであるスマート

コミュニティ稲毛が2010年に誕生しています。

既に多くのマスコミで取り上げられましたの

で、御存じの方もいらっしゃると思いますが、

ここ稲毛は60代、70代のシニアの方々の第二の

人生を謳歌する環境が整っており、戸数は810

戸、約1,500名を受け入れている、まさにシニア

タウンであります。24時間体制でのセキュリ

ティーと保健室の設置、提携病院による対応、

そして介護サービスの提供はもちろんのこと、

１万坪を超えるクラブハウスやグラウンド、ゴ

ルフ練習場、テニスコート、プールなどのスポ

ーツ施設などが多彩にそろえられており、アク

ティビティーは完璧です。さらに、食事は一流

料亭なだ万が監修しており、味と健康面に配慮

されたメニューが提供されています。このシニ

ア世代の理想郷と言えるコミュティーの入居費

用なんですが、入居時の費用は1,5 0 0万か

ら2,000万と安くはありません。しかし、月額の

利用料は、食事と共有施設の使用料込みで10万

円程度に設定してあります。まさにスケールメ

リットを最大に生かした施設運営がされている

んです。このコミュニティ創造事業は、まさに

都市部の高齢化問題に即応しており、行政と民

間が連携したモデル的取り組みでもあります。

そして、この千葉県における取り組みと類似

する計画が本県にもありました。松形県政時代

に打ち上げられた宮崎ニュー・シルバー基本構

想であります。この構想は、県と大手民間企業

による共同調査・研究により、県内複数箇所に

拠点コミュニティーを構築し、高齢者夫婦５万

世帯、10万人を受け入れ、構想推進に伴う雇用

ほか関係者世帯を含めると16万人もの移住者を

見込んでおり、開発総面積2,000ヘクタール以

上、総建設費１兆2,500億円と、壮大な内容であ

りました。拠点コミュニティーのハード及びソ

フトサービス内容は、先ほど紹介した稲毛とほ

とんど重なるもので、まさに時代を先取りし、

全国から注目を集める構想でもありました。し

かし、この構想は平成３年に凍結されていま

す。この宮崎ニュー・シルバー構想のようなス

ケールの大きさでは、今、検討は無理だとは思

いますが、今後、民間と共同して誘致する可能

性があるものとして、カジノを含む総合型観光

リゾートがありますが、これで都市部と競争す

るよりは、スマートコミュニティ誘致に関して

都市部と連携するほうが、より現実的選択だと

私は考えます。ちなみに、スマートコミュニ

ティ稲毛の代表取締役社長は、元ゲームソフト

開発会社の経営者でもあります。知事、まさに

今、都市部の自治体と民間企業とともに共同調

査・開発をするプロジェクトチームを立ち上げ

るそのときだと考えますが、知事のお考えはい

かがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘がありました宮

崎ニュー・シルバー基本構想は、温暖な気候や

人情味豊かな県民性といいました本県の特性を

生かして、高齢者が安心して第二の人生を本県

で送ることができるように、民間活力を利用し

て、居住環境や健康増進環境などの機能充実、

また、そのための新たな拠点開発等を目指した

ものということであります。確かに壮大な、非

常に意欲的な構想であるというふうに受けとめ

ておるところでございますが、このような考え

方は、高齢者の移住により、医療・介護分野を

中心とした雇用の創出や、元気な高齢者による

経済活動を通じまして、地域経済・雇用への一

定の波及効果が期待されるところであります。

全国の、どちらかというと地方部の知事の集ま

りである、ふるさと知事ネットワークにおいて
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も、そのような考え方のもとに積極論を展開さ

れる知事もいらっしゃれば、一方で、医療・介

護にかかわる人材の確保、また、特に医療・介

護保険制度における県、市町村の自治体負担な

どの問題が大きいことから慎重な意見もあり、

いずれにせよ、国における一つのグランドデザ

インがなされた上での、丁寧な制度設計という

ものが必要ではないかというふうに考えておる

ところであります。現在、人口減少問題を契機

としまして、都市と地方の関係が、国において

議論されているところであります。本県としま

しても、人口減少への対応が県政の最重要課題

の一つとなっておるところでございます。高齢

者というお話がございましたが、若い世代も含

めて幅広い世代を県外から呼び込むための施策

について、しっかり取り組んでいく必要がある

と認識しております。

○図師博規議員 知事、前向きな御答弁をあり

がとうございます。

このままでは、県は少子化も過疎化も進んで

人口はどんどん減少していく、これは皆さん御

承知のとおりですが、都市部には行き場を求め

る多くの高齢者がふえています。しかし、高齢

者の中でも15％は何らかの介護が必要な方で、

あとの85％の方々は自立をされており、社会・

経済活動参加も可能な方々です。そこで、本県

にも平成18年から「宮崎に来んね、住まんね、

お誘い事業」という事業があり、団塊の世代の

ふるさと回帰、もしくは自然回帰を誘発すると

ともに、都市部の高齢者にグリーンツーリズム

やブルーツーリズムを体験していただいて、都

市部と田舎に二地域居住を促進するという目的

で事業展開もされていましたし、今もなおＵタ

ーンやＩターンの方々を受け入れる事業は継続

されております。では実際、これらの事業で宮

崎には何世帯、何人の方々が移住していただい

ているのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 本県では、

移住促進のため、全国のあらゆる世代に対し、

ホームページなどによる情報発信や都市部での

移住セミナーの開催など、本県の魅力をアピー

ルするとともに、実際に宮崎での生活を体験し

ていただく「お試し滞在」事業など、市町村と

連携して各種の移住施策に取り組んできている

ところでございます。これらの取り組みの結

果、移住につきましては、人数単位では把握し

ておりませんで、世帯単位の把握になります

が、調査を開始しました平成18年10月から昨年

度までに、392世帯の移住が実現しているところ

でございます。今後とも、市町村や関係機関と

十分に連携を図りながら、移住希望者の世代や

ニーズに応じた的確な情報発信や相談対応を行

うことにより、県外からの移住促進に積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○図師博規議員 ８年間で392世帯の移住という

ことでありましたが、スマートコミュニティ稲

毛は、１事業で810世帯、1,500人の方々を受け

入れるほどの事業になっております。今までの

事業成果は、もちろん評価をするところであり

ますが、多いと考えるのか少ないと考えるの

か。また、今後新たな手だてが必要なのも明ら

かです。やはり都市部からの受け入れを現実的

なものにするためには、拠点となる施設整備が

必要なのです。

本県のシルバータウン構想は実現しませんで

したが、同じバブル期にシルバータウン構想を

立ち上げ、それを今もなお継続させ、形にして

いる自治体があります。秋田県です。秋田県で

は、昭和55年に県庁内にプロジェクトチームが
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設けられ、平成３年までに約60億円の費用を投

じ、秋田県南部シルバーエリアという総合福祉

施設を開業させています。ここは、高齢者専用

マンションに加え、養護老人ホーム、特別養護

老人ホームなどが集積されており、診療所やリ

ハビリセンター、そして大浴場にレストラン、

テニスコート、室内練習場、理容室、美容室ま

で完備され、一般県民も利用できることから、

世代間交流の場としても広く利用されていま

す。現在、秋田県では、このような拠点コミュ

ニティーを県北、県央、県南の３カ所に整備し

ており、今もなお民間活力をそこに注入してサ

ービスの拡充を図っています。同じ財政規模の

自治体が、同じ時期にシルバータウン構想を策

定し、スケールは違えども、構想を実現できた

秋田県と実現できなかった本県の高齢者を取り

巻く現状は今、大きく違っています。

本県の現在の高齢者福祉保健計画という計画

がありますが、市町村の施設及び在宅サービス

の数字を積み上げるだけが県の数値目標として

示されているのが実態です。ゆえに、介護保険

適応の高齢者施設は、冒頭に言いましたとお

り、宮崎県では頭打ちのまま、ほとんど伸び代

はありません。それにかわって有料老人ホーム

の乱立が今行われており、入居時の料金と、そ

こで提供されるサービスの格差がどんどん大き

くなっているという、いびつな高齢者サービス

の実態があります。一説では、本県は県民１人

当たりの有料老人ホームベッド数が日本一多い

と言われております。今後ますます、県の高齢

者保健福祉計画にのっとらない高齢者サービス

が拡大していくことが考えられますが、知事、

このような実態を踏まえ、総合的に、今後この

宮崎県が目指す高齢者保健福祉計画、高齢者保

健福祉政策というものはどういうビジョンをお

持ちなのか、お聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） いわゆる団塊の世代

が75歳以上となる2025年に、県民の３人に１人

が高齢者になるという見込みがあるわけであり

ます。このため、社会の活力を維持・発展させ

ていく取り組みとともに、高齢者保健福祉に対

する取り組みを着実に進めていくことは大変重

要であろうかというふうに考えております。議

員からも御指摘のありました、今の高齢者の方

々は、健康で元気な方々も多く、まずはそう

いった方々が、社会から支えられる側ではな

く、みずから社会を支える側に回る、そして活

躍していただけるような社会を築いていくこ

と、健康長寿の社会づくりをしっかり進めてま

いりたいと考えております。

一方で、介護を必要とされる方々もふえてき

ますことから、引き続き、介護基盤の整備や福

祉に携わる人材の育成・確保、特にこの人材の

育成が大変重要であろうというふうに思ってお

ります。市町村やサービス事業者などの関係機

関と連携しながら、高齢者のニーズに合ったサ

ービスの提供に努めてまいりたいと考えており

ます。急速に高齢化が進む中ではありますが、

市町村、また関係団体、県民の皆様と手を携え

ながら、安心で心豊かに暮らせる社会づくりに

取り組んでまいりたいと考えております。

○図師博規議員 今の知事の御答弁が具体的な

形になることを期待しております。今回は高齢

者福祉の政策の質問ではありましたが、私が描

く高齢者福祉政策のプレゼンテーションの一端

でもありました。これがどれだけ知事初め関係

部局に届くのか、期待したいところですが、県

だから、行政だからできるシルバービジネスが

あるという視点を、今後の政策展開にぜひ組み

込んでいただきたいと考えております。

平成26年６月16日(月)
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少しここで時間をとり過ぎてしまいましたの

で、次に用意しておりました児童養護事業の展

望については、今質問では割愛させていただき

まして、また次回の一般質問で詳細に取り上げ

させていただきます。

続きまして、中小企業振興について伺いま

す。きょうも地元商工会の若手の方々が、知事

並びに関係部長の答弁を聞くために、わざわざ

来ていただいております。

まず、この４月に消費税が引き上げられまし

たが、本県にとってはアベノミクス効果が届か

ないままでの増税でもありました。各種産業に

影響が出ているものと考えられますが、実際、

４月以降の本県の商工業の実態、状況につい

て、まず商工観光労働部長に答弁を求めます。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） ４月から

の消費税率引き上げにより、本県でも個人消費

等において、駆け込み需要やその反動減が見ら

れたところであります。例えば、大型小売店販

売額においては、消費税率引き上げ直前の３月

には前年同期比15.0％のプラスと、駆け込み需

要が見られ、４月は前年同期比10.5％のマイナ

スと、反動減が見られました。乗用車の新車登

録・届け出台数につきましても、３月は前年同

期比19.3％のプラス、４月は3.6％のマイナスと

なったところであります。また、県が５月中旬

に県内事業者を対象に実施したアンケート調査

の結果では、例えば、小売・飲食関連業の約８

割で、４月の売り上げが前年同期と比べ減少し

ております。一方、５月以降の業況につきまし

ては、緩やかではありますが改善傾向を見込む

企業が多くなっており、また、日本銀行宮崎事

務所等の分析におきましても、「駆け込み需要

の反動減は想定の範囲内で、持ち直しの動きは

続いている」とされていることから、今般の消

費税率引き上げに伴う影響は、おおむね限定的

であるものと考えております。

県といたしましては、さきのアンケート調査

において、「一部、駆け込み需要の反動減によ

る売り上げ減少が今後も続くのではないか」と

心配する声や、税率引き上げに伴った原材料費

等のコスト増を懸念する声などもありましたこ

とから、引き続き、個人消費等の動向を十分注

視してまいりたいと考えております。

○図師博規議員 県内の小売・飲食業の８割に

影響が出ているということが報告されたところ

です。国は法人税の減税を打ち出してはいます

が、その恩恵があるのはほとんどが大企業で、

本県の大部分を占める中小零細企業において

は、今後来る消費税10％の第二波でさらに追い

込まれていくことは必至です。さらに、ＴＰＰ

の推移によっては、農畜産業のみならず、関連

産業及び飲食業にもさらに影響が出てくること

も明らかです。

こんな中、地域の小規模事業所を支え、地域

振興の中核として重要な役割を担っている商工

会の組織再編が検討されているようです。具体

的には、会員の少ない商工会を合併させる動き

や、現在配置されている経営指導員や経営・情

報支援員を削減することが実施されるようで、

実際、ことしの４月から、西都市三財商工会と

日南市の北郷商工会の経営・情報支援員が１名

ずつ削減となっております。ほかの商工会にお

いても、退職者が職員で出た場合でも補充をし

ない、いや、できないというような方向性まで

出ているようです。この方針に、地域の商工会

からは、「商工業振興だけでなく、地域の祭り

や各種行事運営を担ってきたのは商工会である

ことを、県は認識しているのか｣や、「構造改革

で壊された地方の商工業再生が県行政の課題で
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あるのに、何をやっているんだ」など、強い憤

りが噴出しています。小泉政権下で構造改革が

行われ、国からの商工関係補助金は地方交付税

に包含され、商工会連合会への運営費の補助額

は県の裁量となりました。当初10億円ほどあっ

た連合会への補助金も年々減少しており、現在

は８億円ほどとなっております。このままで

は、地域の若い企業家や小規模事業所の芽を摘

んでしまうどころか、今ふえつつある買い物難

民の増加にも加担しかねません。県は商工会の

組織編成と人員削減についてどう捉えているの

か、再度、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 商工会の

組織体制の見直しにつきましては、平成24年度

から、県商工会連合会が中心となり、商工会の

経営支援機能の強化を主な目的として、検討を

行われていると伺っております。具体的には、

商工会の経営指導員等が１人で担当する小規模

事業者数に、地域間で大きな格差がありますこ

とから、複数の商工会で職員を共有する合同設

置や、商工会の合併などにより職員を再配置す

ることで、商工会間のアンバランスを解消し、

経営支援サービスの平準化を図るというもので

あります。そのほかにも、職員の研修体系の見

直しや、具体的な業務を通して先輩職員が新任

職員を継続的に指導する、いわゆるＯＪＴの活

用等、多様化・高度化する小規模事業者の経営

支援ニーズへ的確に対応できるよう、商工会が

みずから、組織体制の見直しについて検討を行

われているものであります。

○図師博規議員 あくまでも商工会連合会側内

部だけでの計画であり、県からの影響はないか

のような答弁ではありましたが、実際、この連

合会側の再編計画には、今、部長の答弁にあり

ました、専門員の偏在を解消することが目的で

あったり、そういうことはもちろんうたわれて

いるわけなんですけれども、経営指導員や支援

員の配置基準を決めているのは県であります。

また、県予算のマイナスシーリングがゆえに、

編成と人員削減を余儀なくされているという一

因もあると思います。今後、商工会の機能―

町の末端まで血を送る、お金を送る、経済を活

性化するために働いてくれているこの商工会、

また、それに属している会員の方々のモチベー

ションを維持するためにも、県の補助金や専門

員の維持・拡充というのは必要であると考えま

すが、知事のお考えはいかがですか。

○知事（河野俊嗣君） 地域経済を担うとい

う、地域社会の中で非常に重要な役割を商工会

は果たしていただいておりますので、県におき

ましては、厳しい財政状況ではありますが、こ

れまで、商工会に対する補助金について、可能

な限り配慮してきたところであります。このよ

うな中、先ほどの部長答弁にもありましたとお

り、県商工会連合会を中心に商工会の組織体制

の見直しというものが検討されているところで

あります。この取り組みは、小規模事業者の経

営支援ニーズの変化に加えまして、商工業者会

員数の減少や厳しい財務体質など、厳しさを増

す運営環境というものを見据えて、商工会みず

からが、将来の商工会のあり方について真剣に

検討されているものでありまして、既に一部の

商工会では、合併に向けた検討も始まっている

と聞いております。私自身も、それぞれの商工

会を訪れて、いろんな意見交換、また御意見も

伺っているところでありますが、県としては、

そのような商工会の考えや取り組みを十分に尊

重し、新たな体制で商工会機能を効果的に発揮

するためには、どのような支援が有効かという

ことにつきまして、商工会連合会とも密に連携
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を図りながら検討を行い、今後ともしっかりと

支援してまいりたいと考えております。

○図師博規議員 今の知事の答弁、具体的な御

答弁だとは思うんですが、部長の答弁とかみ合

うかどうか、またお聞きします。

県は昨年、宮崎県中小企業振興条例を策定

し、中小企業の振興を県政の重要課題と位置づ

け、県のみならず、中小企業にかかわる関係機

関、そして市町村、県民を含め、県民総力戦で

振興を図っていくことを示しています。そして

その13条と14条では、中小企業から意見を聞く

機会を設け、中小企業振興に関する施策に反映

し、必要な財政上の措置を行うと明記してあり

ます。ここで言う「中小企業にかかわる関係機

関」とは、まさに商工会や商工会議所を指し、

ここに「必要な財政上の措置を講ずる」とある

わけですから、各商工団体からの要望を受けと

め、組織の維持と専門員の増員に努めるべき

で、最低でも現状維持ができるよう努めること

があってしかるべきと考えます。中小企業振興

条例の内容を踏まえた取り組みの状況と今後の

展望について、再度、商工観光労働部長にお伺

いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 宮崎県中

小企業振興条例に基づく取り組みにつきまして

は、昨年度は、従来の取り組みに加えまして、

条例策定の過程で中小企業者や商工団体等の皆

様から御要望のありました、人材育成・確保、

経営革新・新規創業、販路開拓の各分野の新規

事業に取り組んだところであります。また、県

内各地域に職員が出向きまして、中小企業者や

商工団体等との意見交換を延べ12回実施いたし

ました。意見交換では、「さまざまな施策を県

は実施しているが、事業者にはわかりにくい」

ですとか、人材育成の必要性、新ビジネス創出

の環境づくりなどについて御意見等をいただい

たところでございます。このため県では、昨年

から運用を開始いたしました「宮崎県中小企業

支援ポータルサイト」により、県、国及び関係

機関の施策内容や相談窓口をわかりやすく紹介

し、情報提供に努めたほか、今年度の新規事業

といたしまして、新たな創業を支援する「未来

を担うみやざきの起業人」応援事業などに取り

組んでおります。県といたしましては、今後と

も、中小企業者の皆様の現場ニーズを把握し、

実効性のある施策の展開に取り組んでまいりた

いと考えております。

○図師博規議員 この場での具体的答弁、予算

に関することの御答弁を求めるのが難しいのは

よくわかっておりますが、地域においては、市

町村合併によって吸収合併された小さいところ

の自治体、これとイコールに今、商工会が映っ

ているわけです。またここで合併されてしまう

と、町自体がさらに疲弊してしまう、そういう

ような危機感を抱いている地域が多数あるとい

うことを、ぜひ部長も知事も御認識いただきた

い。そして、この編成計画は、今年度策定され

て、もう来年度から実施の予定なんです。今年

度中に、商工会連合会もしくは地域の商工会と

の密な連携をとっていただきたい。よろしくお

願いします。

それでは続きまして、次の質問に移ります。

昨年９月議会でも取り上げました、ラグビーの

ワールドカップ誘致についてお伺いをいたしま

す。

今まさにサッカーワールドカップが世界的な

盛り上がりを見せてはおりますが、東京オリン

ピックが開催される１年前の2019年には、ラグ

ビーのワールドカップが、ここ日本で開催され

ます。国内会場は12会場ほどが予定されておる
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ようで、その大会誘致に向け、県もラグビー協

会と連動し、日本組織委員会の会議に参加され

るなどして情報収集に努められてきたことは、

理解をしております。そして、いよいよ試合会

場誘致の立候補締め切りがことしの10月に迫っ

てきたことから、ラグビー関係者を初め県の関

係者には、今、県がどう動いてくれるのかとい

うことに注目が集まっております。先日は、ラ

グビー日本代表の合宿が宮崎のほうで行われる

などして、宮崎の環境の質の高さは既に実証済

みです。ぜひこの流れで試合会場誘致へ立候補

していただき、スポーツランドみやざきを国内

外にアピールする機会をつかみ取っていただき

たい。そこで、先日、大会を開催する開催地の

要件、ガイドラインというものが日本組織協会

のほうから発表されましたが、この内容につい

て御理解いただいているのか、商工観光労働部

長にお伺いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 2019年ラ

グビーワールドカップの開催都市ガイドライン

で示された主な要件といたしましては、観客席

が最低でも１万5,000席必要であるほか、夜間照

明設備や、電光掲示板としてテレビ放送並みの

品質を備えた60平方メートル以上の大型スクリ

ーンなどが必要となっております。また、選手

控え室、テレビ・ラジオ実況放送室や記者室な

どが整備されていることも要件となっておりま

す。

なお、他県の整備実績等から、ガイドライン

の要件にある夜間照明設備や電光掲示板を整備

するだけでも、10億円を超える整備費用がかか

ると見込まれております。

○図師博規議員 他県の整備実績まで調べてい

ただき、概算も算出していただいておりま

す。10億程度ということではありますが、観客

席１万5,000席というのは、私も試算してみまし

た。現在、芝生部分があります。この陸上競技

場の芝生部分を活用すれば、また長椅子がある

んですけれども、これを３等分して１席、２

席、３席として、それを勘案していけば、１

万5,000席はクリアできます。あとは、今、部長

の答弁にありました大型スクリーンや夜間照明

設備などの設備をどう整備していくかですが、

これはラグビーワールドカップにとどまること

ではないんです。東京オリンピックに関連する

大会の誘致や、何度も取り上げられています２

巡目の国体誘致に関しても、この整備はいずれ

必然になってくるわけです。また、キャンプ地

とか親善試合などを誘致するにも積極的に手を

挙げていただきたいけれども、これを挙げるに

関しても、今の設備というのはあってしかるべ

き設備です。

キャンプとか親善試合を誘致するのも、シー

ガイアとか県有施設とか限られた会場だけでは

なくて、市町村と連携して地域開催、地方開催

を実現し、地域の浮揚、地域の活性化になるよ

う働きかけていただきたい。ワールドカップ大

会の誘致には、本県はまだ手を挙げると決めて

おりませんが、大分県や福岡県はもう既に手を

挙げると決まっております。そして、その大分

県や福岡県から高速道路なりを利用して、ぜ

ひ、県央だけじゃなくて県北や県西地区でも

キャンプや親善試合が開催されるような働きか

けをしていただきたいのです。

今回、質問をつくり上げるに当たって、スポ

ーツランドの担当職員と激論、熱く闘わせてい

ただきました。現場の職員さんは、誘致したい

気持ちはあるんです。ましてや日本のラグビー

の代表が来てくれているわけです。そこにつな

げていくにも、今、判断していく必要があると
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いうことを、職員さんは語ってくれておりまし

た。この語りが部長にも届いておると信じまし

て、再度、商工観光労働部長に答弁を求めま

す。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 先ほど答

弁いたしましたとおり、夜間照明設備や電光掲

示板など、開催都市のガイドラインの基準が高

く、残念ながら開催都市としての応募は困難な

状況であります。一方本県では、昨年の11月に

行われましたラグビートップリーグに所属する

パナソニックワイルドナイツの合宿や、ことし

４月に行われました日本代表チームの合宿の実

績などを積み重ねてきております。県といたし

ましては、これら合宿の継続拡大を図りますと

ともに、その実績を生かしながら、県ラグビー

協会や関係自治体と連携して、大会直前の海外

代表チームのキャンプ誘致に向けて、積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○図師博規議員 困難なのはもうわかっている

わけですね。それを今からしたいという職員さ

んがいらっしゃる、準備をしたいという方がい

らっしゃるにもかかわらず、そこが動かないと

いう歯がゆさを感じます。大会開催のガイドラ

インに合わないからといって、今から大会誘致

は動きませんと言っているのであれば、整備が

終わっている他県とは全く競争すらできないわ

けです。そういう状況を改善していくために

も、知事を初め関係部局の財政を含めた抜本的

な見直しというものをしていただきたいと思い

ます。今後、計画的、迅速な整備を求めまし

て、私の質問を終わらせていただきます。（拍

手）

○押川修一郎副議長 以上で本日の質問は終わ

りました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時39分散会


