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代表質問◎

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、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、県

民連合宮崎、田口雄二議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○田口雄二議員

ざいます。県民連合宮崎の田口雄二です。代表

質問２日目です。昨日、自民党のお二人から広

範囲にわたり質問がなされました。重複するも

のもありますが、代表質問ですので、あえて質

問させていただきます。よろしくお願いいたし

ます。

まず初めに、お断りをしておきます。やじを

飛ばしていただいても構いませんが、宮崎県議

会の品格が問われるようなやじはくれぐれも発

していただかないように。ある議会では危うく

辞任に追い込まれそうになった議員もおります

ので、御注意をよろしくお願いします。

さて、世界中に恥をさらしてしまった東京都

議会議員のセクハラやじ、日本中が仰天した政

務活動費に関する号泣記者会見後に辞任した兵

庫県議会議員、神奈川県議会議員の危険ドラッ

グ所持で逮捕、青森県平川市の市長選に関して

市議20人中15人が逮捕される等々、地方議員の

不祥事が連日報道されました。大方の地方議員

は、地道にこつこつと県政や地域の課題解決に

取り組んでいるんですが、一部の議員の不祥事

で議員全体が同様に見られてしまうのは心外で

す。特に私どもは、来年４月に、県民の審判を

受けなければならない統一地方選挙が控えてお

り、県民の声をしっかりと受けとめ、残された

期間、真摯な活動を続けていかなければならな

いと、気持ちを新たにしているところです。

そのような中、私どもよりも早く年内に選挙

を控えている河野知事の政治資金に関する記事

が、ここのところ紙面をにぎわしています。こ

れまでの知事の、スポーツマンで親しみやすく

清潔感にあふれたイメージを持っていた県民か

ら見ると、なぜ知事がと意外に思った方が多

かったのではないでしょうか。９月議会初日

に、知事より一連の問題について御報告がなさ

れました。今回は、全員協議会等で直接、知事

とやりとりをすることができませんでしたの

で、確認も含めて、疑問点や納得いかないとこ

ろを幾つかお聞きしたいことがございます。ま

ず初めに、知事選挙を控えたデリケートな時期

に、政治資金をめぐる問題が指摘されました。

県民の政治不信を招く可能性があります。議会

初日に知事より御説明がありましたが、今回の

一連の政治資金の疑惑に関して、再度知事の御

所見を伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えいたします。

私の政治団体等への資金提供に関する所見に

ついてであります。まず、この件につきまし

て、県議会の皆様を初め県民の皆様に大変御心

配をおかけしましたことを、心よりおわび申し

上げます。

初めに、私の政治団体に対する資金提供に係

る経緯について御説明をいたします。まず、産

廃会社元役員から、私を支援する政治団体の活

動に対し支援したいとの申し出があり、平成23

年７月に300万円の提供を受け、当時の会計担当

者であった政務秘書の元職員が受領し、これを
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２カ年にわたって会費及び寄附として会計処理

したところであります。しかしながら、当時の

会計処理の妥当性等について検討を行いました

結果、300万円を受領した23年の単年で会計処理

したほうが適切であると判断し、政治資金収支

報告書について修正報告するよう事務局に指示

したところであります。

また、当該会社が廃棄物処理法違反に問われ

るとともに、この元役員が新燃岳の降灰収集運

搬業務に係る詐欺容疑で逮捕、起訴されました

ことから、道義的な面から判断し、ことし７月

に元役員に返還を申し出たところであります。

なお、今回、調査を行う中で、元役員から平

成24年１月に１万4,000円の寄附が行われている

のを確認したので、これもあわせて返還したい

と考えております。

次に、元政務秘書に対する産廃会社からの資

金提供についてであります。平成24年12月から

平成26年３月まで、元政務秘書個人に対し、合

計で160万円の資金提供がありました。これは、

元政務秘書が個人として事務局を頼まれ、産廃

会社の元役員が主なメンバーになっていた異業

種交流会への参加に必要な経費でありました

が、この異業種交流会が解散となったことか

ら、元職員は、平成26年３月下旬時点の残金

約120万円を当該産廃会社に返還しておりまし

た。後援会の職員として、特に政務秘書として

重要な職務を担当している立場からすると、特

定の異業種交流会の事務局を任され、それに関

する資金の提供を受けることは適当ではなかっ

たと考えており、事務局の職員に対し十分注意

するよう指導したところであります。

私としましては、今回の２つの件を十分に反

省し、議員の皆様を初め県民の皆様との信頼関

係に基づいて、しっかりとした県政運営ができ

るよう、これまで以上に公平公正に留意し、気

を引き締めて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〕

引き続き、300万円の資金提供○田口雄二議員

について何点かお伺いします。知事は、300万円

の資金提供が行われたこと、いつその事実を

知ったのか。また、この300万円という金額は、

知事自身は高額と考えているのか、お伺いしま

す。

日付は覚えておりませ○知事（河野俊嗣君）

んが、平成23年の夏に元政務秘書から聞いたと

いうふうに記憶しております。また、平成23年

当時に元役員等からこういう資金提供を受けた

ことに、法律上の問題があるというふうに考え

ておりませんが、この支援に対しては、大きな

支援をいただいたものという受けとめをしたと

ころでございます。

新聞報道ではありますが、300○田口雄二議員

万円というのが全体の中でも７割というふうに

聞いております。そういう意味でも、これが

持っている意味というのは非常に大きなものが

あるんじゃないかと思っております。それだけ

知事としての関係が深くあったのかというよう

な思いもいたしますが。

では、次の質問をします。昨日の十屋議員の

代表質問で、300万円を寄附としての処理に記載

変更することを否定されましたが、産廃業者が

会費とした目的を知事はどうお考えになるの

か。また、知事の判断で、300万円の一部、12万

円を寄附に切りかえたときに、残りの288万円を

提供者の個人名が公にならない５万円以下の処

理にしたのはどうしてなのか、お伺いいたしま

す。

産廃会社の元役員か○知事（河野俊嗣君）

ら、先ほど申しました私を支援する政治団体に
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対し、会員として支援したいという申し出を受

けて、300万円というものを受けたところでござ

います。この政治団体は、300万円を２名分の会

費288万円と寄附12万円に分けて会計処理をした

ところであります。元役員から２つの団体に寄

附したいということでございましたので、結果

的に、それぞれ５万円以下になったところでご

ざいます。

今ちょっとお話がありました○田口雄二議員

が、この300万円以外には、会費収入を含め資金

提供はなかったのか。また、300万円の返還を本

年の７月に申し出たのはなぜか。また、その300

万円はその後どう処理されたのか、お伺いいた

します。

先ほど御報告したとこ○知事（河野俊嗣君）

ろでありまして、今回、調査を行う過程で、元

役員から平成24年１月に別途１万4,000円の寄附

が行われているのを確認し、これもあわせて返

還することといたしております。

返還の申し入れにつきましては、廃棄物処理

法違反の事件が発生した時点で、この資金の取

り扱いについても検討したところでございます

が、その時点で返還すると、産廃会社に対する

行政処分と関連して、さまざまな臆測を呼ぶお

それがあるのではないか、事態もいろいろ動い

ておりましたので、その推移を見守ってまいろ

うというような判断をしたところでございま

す。その後、当該事案に関する行政訴訟等が確

定し、また、詐欺事件につきましても公判が開

始されたということから、改めて検討を行った

上で返還の申し入れを行ったものでございま

す。

今の質問で、その300万円はそ○田口雄二議員

の後どう処理されたのかを教えてください。

大変失礼しました。こ○知事（河野俊嗣君）

の300万円につきましては、別途返還するよう

に、別の管理を今しておるところでございま

す。相手方に返還を申し入れて、今、保留とい

うことにされておりますが、私どもとしては、

今後とも、そのような申し入れというもので、

いつでも返せるように別途管理をいたしており

ます。

なぜ受け取ってくれないの○田口雄二議員

か、ちょっとそれは相手方がありますので、よ

くわかりませんが。

それでは次に、業者との関係についてお伺い

します。知事は４～５回会ったとのことです

が、業者と知事だけ、あるいは両サイドの関係

者で会ったのか。また、業者の主催する会合、

政策秘書が事務局を務めた異業種交流会には出

席したことはないのか、お伺いいたします。

当該元役員とは、飲食○知事（河野俊嗣君）

というものを含め、４～５回会ったことがあり

ます。その中には、産廃会社が職員や家族と一

緒に行う、一つの夏のイベントのような形で、

大会といいますか、そのようなところで挨拶さ

せていただいたところもございます。また、異

業種交流会には、私は出席したことはございま

せん。

それでは、業者が、行政処分○田口雄二議員

が重いと処分の取り消しを求めて県を訴えた

後、業者との接触はあるのかないのか、お伺い

いたします。

全くございません。○知事（河野俊嗣君）

それでは、元政策秘書の件に○田口雄二議員

ついてお伺いいたします。知事は、業者から、

秘書に月に10万円、16カ月にわたり資金提供さ

れていたのを知ったのはいつであったのか、お

伺いいたします。

今回の一連の報道を受○知事（河野俊嗣君）
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けて、初めて承知したところでございます。ま

た、これにつきましては、現在の後援会の事務

局職員が元秘書から聴取して、その事実も確認

したところでございます。

この秘書への月ごとの10万円○田口雄二議員

は、業者の水質検査記録改ざんが発覚した直後

から提供されております。最初に報道された記

事では、知事は業者の処分緩和を求める働きか

けを秘書から受けたと認めています。また、同

じ記事によると、元秘書は、不足給料の補充の

意味合いがあったと述べていますし、元社長が

「少なくて悪い」と言っていたと説明していま

す。再確認いたしますが、異業種交流会の事務

局経費だけの資金提供だったのか、お伺いいた

します。

この件につきまして、○知事（河野俊嗣君）

今申し上げましたように、後援会の事務局長が

元職員に対して聞き取り調査を行っておるとこ

ろでございます。具体的な振り込みの金額につ

きましては、先ほど御説明したところでござい

ますが、この振り込みというものが、産廃会社

の元役員が主なメンバーになっている異業種交

流会への参加に必要な経費ということで、個人

的に事務局を頼まれておったということで、毎

月の会費、そして飲食代をその中から支払って

いたということでございます。給料の補充とい

うような、今、そういう報道があったところで

ございますが、これは職員に確認したところ、

そのようなことはないということでございまし

た。

そういう事実はないというこ○田口雄二議員

とは、朝日新聞が間違えて書いたということな

のか、よくわかりませんが、それはちゃんと新

聞社のほうにも抗議しないといかんと思いま

す。

３月に政策秘書が返還したのは、それは事務

所の指示なのか、政策秘書の判断なのか。先ほ

どの話では、知事は、今回のことは報道されて

初めて知ったということでしたね。そういう意

味では、まさに事務所の指示なのか、政策秘書

が自分で判断したことなのか、それを教えてい

ただきたいことと、また、返還したという120万

円が本当に返還されているか確認はされている

のか、お伺いいたします。

あくまで異業種交流会○知事（河野俊嗣君）

の事務局というのは、その職員個人として頼ま

れたものでございます。私ども事務所のほうと

して、それを把握し、また、その返還を支持し

たということではございません。異業種交流会

の解散に伴い、残金としてあった120万円を産廃

会社に返還したということを本人に確認してお

ります。

確認したというのは、それは○田口雄二議員

確実に何か口座に入れたとか、そういうもので

確認しているんでしょうか。

事務局長が確認したと○知事（河野俊嗣君）

ころによりますと、自分自身、本人が産廃会社

にそれを持参し、返還したということでござい

ます。

持参したということですね。○田口雄二議員

そういう意味では、ちょっと腑に落ちないの

は、300万円はまだ保留されておるのに、120万

円はしっかり受け取ったということですね。

異業種交流会へのいわ○知事（河野俊嗣君）

ゆる毎月10万の振り込みは、産廃会社から提供

されたものということでございます。300万円と

いうものは、元役員等の個人から会費として受

け取ったものでありまして、その個人に対し

て、今、申し入れをしておるところでございま

すが、受け取りに関して、先ほど申しましたよ
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うに、保留されている状況でございます。

わかりました。このあたりで○田口雄二議員

質問は終わりますが、300万円はまだ手元にある

ということですので、受け取っていただいた時

点では、またはっきりと公表していただけたら

と思っております。よろしくお願いいたしま

す。

先ほども申し上げましたが、これまでの知事

の、親しみやすくスポーツマンで清潔感にあふ

れたイメージを持っている県民から見ると、な

ぜ知事がと意外に思った方も多いし、はっきり

言って、知事のイメージダウンになったのでは

ないかと思っております。県民の信頼回復に、

県政の課題解決に心血を注いで取り組んでいた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

それでは、次の質問に移ります。まず、国体

誘致の取り組みについてお伺いいたします。以

前より、国体誘致について、この議場でも質問

が出されており、また、各競技団体で話題と

なっていましたが、このたび、宮崎県体育協会

が一体となって、2026年に２巡目の国体誘致を

目指すことが確認されたようです。

第34回宮崎国体は、1979年、昭和54年に開催

されており、47年ぶりとなります。第34回国体

のテーマは「日本のふるさと宮崎国体」、スロ

ーガンは「伸びる心、伸びる力、伸びる郷

土」、選手宣誓は、日本の女子短距離界のホー

プ、前年に高校生で100メートルの日本記録を出

した宮崎工業高校陸上部の阿万亜里沙選手、県

民の大きな期待が集まった大会でしたが、直前

に県知事逮捕という県政を大きく揺るがした中

での開催となりました。松形県政のスタートの

ときとなりましたが、そういう事件があったか

らではありませんが、宮崎国体は台風の襲来で

予定が大きく狂い、競技にも支障が続出し、閉

会式が国体史上初の屋内で行われた、苦い思い

出のある大会でもありました。誘致を目指すこ

とがいよいよ決まりました。２度目の国体はす

ばらしい大会となることを期待したいものです

が、知事に２巡目の国体誘致に向けての取り組

みについてお伺いいたします。

昭和54年に本県で開催○知事（河野俊嗣君）

された、第34回国民体育大会「日本のふるさと

宮崎国体」でありますが、各県選手団と県民の

間に温かい友情を深め、数々の思い出と感動を

残し、そして本県のスポーツ振興の貴重な礎を

築いていただいたものと考えております。県と

しましては、２巡目国体を開催する場合には、

スポーツの振興はもとより、県民一人一人の健

康増進も含めた、スポーツランドみやざきにふ

さわしい大会、それを国内に、県外に向けても

しっかりと発信してまいりたいと考えておりま

す。国体招致に向けましては、検討しておく必

要のあるさまざまな課題があるところでござい

ます。県体育協会と連携を図りながら、機運の

醸成や競技団体等との調整、また並行して、さ

まざまな準備というものを進めているところで

ございます。

宮崎国体は、本県のスポーツ○田口雄二議員

施設が飛躍的に向上したのは事実ですが、宮崎

市以外の地域から見ると、宮崎国体から、県総

合運動公園を初めとする県央一極集中が始まっ

た苦い思い出があります。しかし、当時県内に

建設された県や各市町村のスポーツ施設は、多

くが老朽化しており、新たな建設やリニューア

ルが必要な状態です。国体を契機に、施設整備

を期待する声が大きくなってくるものと想像さ

れますが、２巡目国体を見据えて、スポーツ施

設の整備をどのように進めていくのか、知事に
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お伺いいたします。

県有スポーツ施設の多○知事（河野俊嗣君）

くが、昭和54年の宮崎国体前に、宮崎市の県総

合運動公園に整備したものであります。多くの

施設が30年以上を経過しているわけでありまし

て、厳しい財政状況であり、新たな施設の整備

というものが困難な中で、定期的な改修などに

よりまして、維持管理に努めている状況であり

ます。２巡目の国体も視野に入ってきておると

ころでありまして、市町村におけるスポーツ施

設の整備、これも以前と比べると、かなり進ん

でいる状況がございます。国体の各種目を、県

と市町村のどの施設で実施できるのか、また、

既存施設の改修や隣県の施設の活用、さらに

は、一時的な特設会場の設置も含め、どのよう

にすれば実施が可能なのかというようなことな

ど、総合的に検討していく必要があろうかと考

えております。

国体開催には多額の予算を必○田口雄二議員

要としますが、この厳しい県財政の中で、多く

の施設整備を行っていくことは、大変大きな負

担となります。しかし、市町村や各スポーツ団

体は、この大会の開催を契機に、スポーツ施設

の新設やリニューアルを希望するところが多く

あります。スポーツ施設整備を行う場合には、

かかる経費に国からの財政的な支援、補助があ

るのか、この件は教育長にお伺いいたします。

国民体育大会の競技○教育長（飛田 洋君）

施設については、国体の基本方針を決めている

日本体育協会が、国民体育大会開催基準要項細

則の中で、既存施設の活用に努め、新設・改修

等に当たっては、大会後の地域スポーツ振興へ

の有効な活用を考慮し、必要最小限にとどめる

ものと定めていることもありまして、国体のた

めの施設整備に係る国の補助金等はございませ

ん。しかしながら、施設の多くが老朽化してい

る本県の現状では、改修等の整備は必要だと考

えておりますので、その際に利用できる制度が

ないか、例えば社会資本整備総合交付金やスポ

ーツ振興くじ助成金などが活用できないか、研

究してまいりたいと考えております。

国が直接、財政的な支援もし○田口雄二議員

ないような大会を国体と言っていいのかなとい

うような、ちょっとやりきれない思いもいたし

ます。昨年開催の東京は別として、最近の国体

開催県も、本県同様の厳しい財政状況のところ

が多いかと思います。今回の２巡目までは受け

ざるを得ないのかもしれませんが、国体を今後

も継続して３巡目もやるのか、検討が必要では

ないかと私は思います。国体は、国全体の戦後

のスポーツ施設やインフラ整備、そしてスポー

ツの振興を図り、国民の体力向上等々、大きな

役割を担ってきたのかもしれません。しかし、

国や地方の状況を見る中で、国体の１巡目のこ

ろと現在では、開催の意味も大きく変わってき

たのではないでしょうか。

常に各スポーツの全国大会や地方大会が頻繁

に開催され、今さら国内のミニオリンピックみ

たいな国体を、多くの競技と競技者が一堂に会

して開催する意味があるのか、ちょっと疑問に

感じます。例えば、１県に大きな負担をかけて

開催するというより、南九州大会とか北部九州

大会として、地域で連携して開催等の工夫も、

今後は必要ではないかと思います。既に高校総

体は、このような形式で開催されるようになっ

たと聞いております。知事は、国体の３巡目以

降の開催について、国体の意義、開催形式につ

いてどうお考えか、お伺いいたします。

国民体育大会でありま○知事（河野俊嗣君）

すが、１巡目、２巡目という話がございまし



- 74 -

平成26年９月11日(木)

た。それぞれの時代状況に応じて、施設の整備

状況なり、スポーツの振興、普及の度合い、さ

まざまな状況の違いがあろうかというふうに思

います。これまで国体に向けては、一般的に施

設の整備を図る、競技力の向上を図る、そのよ

うな取り組みが各県においてなされているとこ

ろでありまして、広く国民の間にスポーツを普

及し、アマチュアリズムとスポーツ精神を高揚

して、国民の健康増進、体力の向上を図る、そ

ういった大きな貢献、効果があったように考え

ておるところでございます。

ことしの長崎大会で、この国体は69回を迎え

るわけでありまして、約20年後の平成45年に

は、全都道府県の２巡目開催が終了する見込み

となっておるところであります。46年以降の３

巡目国体につきましては、今、議員からもいろ

んな御指摘がございました。そのようなことも

議論がまたあろうかというふうに考えておりま

すが、その時代の情勢に応じて、そのあり方に

ついては議論されることになるものと考えてお

ります。

九州知事会や全国知事会等で○田口雄二議員

も、今後の国体の開催について、議論の場を設

けていただきたいものです。また、他県はどの

ような工夫をしながら財源を捻出したのか、十

分御検討いただき、また、過大な期待を寄せら

れないように、市町村や各スポーツ団体には実

情を十分に御説明いただきたいと思います。

それでは、次の質問に移ります。医療・福祉

行政についてお伺いいたします。

まず初めに、認定こども園についてお伺いい

たします。子ども・子育て支援新制度が平成27

年４月からスタートし、子供にかかわる事業や

仕組みが大きく変わる見込みです。この制度の

目玉として、幼稚園と保育園の機能をあわせ持

つ認定こども園への支援を拡充し、普及させる

方針です。来年度から実施予定の認定こども園

の本県の現状と新制度に向けた見通しについ

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

本県における○福祉保健部長（佐藤健司君）

認定こども園は、平成26年４月１日現在で42園

となっておりまして、九州では、長崎県の56園

に次いで、２番目に多くなっております。平

成27年度からの子ども・子育て支援新制度への

移行の見通しにつきましては、先般、国及び県

で実施したアンケート調査によりますと、新た

に70近くの幼稚園・保育所が、認定こども園へ

の移行を希望しているとの結果が出ておりま

す。認定こども園は、親の就労状況にかかわら

ず、柔軟に子供を受け入れることができるな

ど、子育て支援の充実に資するものであります

ので、今後とも、希望する施設がスムーズに移

行できるように、認可手続の迅速化を図るな

ど、適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

本県の認定こども園は九州で○田口雄二議員

２番目、全国的に見ても８番目に多く、非常に

移行に向けて積極的な県のようです。認定こど

も園は、幼稚園と保育園が併存する形で運営さ

れます。これまで幼稚園は文科省、保育園は厚

労省、新制度の導入で仕組みが変わることの影

響が考えられますが、園児や保護者が安心して

任せられる施設運営ができますように、御指導

よろしくお願いいたします。

自殺対策についてお伺いします。民主党政権

時の取り組みとして、大きく評価されていい政

策の一つが自殺対策です。平成24年に15年ぶり

に全国の自殺者数が３万人を下回り、２万7,766

人となりました。３万人と今まで簡単に口にし

てきましたが、県内でいうと、押川副議長の地
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元西都市、３万1,500人が毎年消滅するのと同じ

ぐらいの規模です。ものすごい損失です。平

成21年に創設された地域自殺対策緊急強化基金

により、市町村単位で自殺を防ぐ活動に取り組

みやすくなった効果が出ているなどと分析され

ているようですが、いまだに２万5,000人を超え

る自殺者です。引き続き対策は必要です。本県

においても自殺率が高く、長年の課題でありま

したが、同じ平成24年、ようやく16年ぶりに300

人を下回り、277人となりました。昨年度はさら

に減少しており、成果が出てきています。本県

の自殺者数が減少している要因について、福祉

保健部長にお伺いします。

自殺は、健康○福祉保健部長（佐藤健司君）

問題を初め経済問題などのさまざまな原因や動

機が複雑に関係して起こると言われており、自

殺者数が減少している要因を絞り込むことは難

しいと考えておりますが、平成18年の自殺対策

基本法の制定以降、国や各地方公共団体におい

て、さまざまな取り組みが継続的に行われてき

たところであります。本県におきましても、宮

崎県自殺対策行動計画に基づき、県、市町村、

関係団体等が一体となり、人材養成、相談体制

の充実、普及啓発活動など、総合的な自殺対策

を展開してきたところでありまして、このこと

が減少の要因の一つではないかと考えておりま

す。

きのう９月10日は「世界自殺○田口雄二議員

予防デー」で、10日からの１週間が自殺予防週

間です。当該期間中に集中的な啓発事業等の実

施を通じて、国民に自殺や精神疾患についての

正しい知識を普及啓発し、これらに対する偏見

をなくしていくとともに、命の大切さや自殺の

危険を示すサイン、また危険に気づいたときの

対応方法について、国民の理解の促進を図るこ

とを目的とするものです。平成19年に閣議決定

された自殺総合対策大綱で、国、地方公共団体

が連携し、幅広い国民の参加による啓発活動を

強力に推進することとされました。そこで、こ

の自殺予防週間での取り組みについて、福祉保

健部長にお伺いします。

県では、９○福祉保健部長（佐藤健司君）

月10日、昨日からの自殺予防週間におきまし

て、一人でも多くの県民の方に、命の大切さ、

自殺の危険を示すサインに気づいたときの対応

等を知っていただくために、市町村や関係団体

等と一体となって、相談対応や啓発活動を実施

しております。具体的に、今年度は、市町村や

関係団体が実施する相談窓口をまとめたリーフ

レットを県内に広く配布し、期間中一斉に相談

対応を行うとともに、先日は、県弁護士会や臨

床心理士会、自殺予防に取り組むＮＰＯ等に御

協力をいただきながら、法律・健康・福祉等の

幅広い悩みに応じるワンストップ相談会を開催

したところであります。さらに、精神疾患や自

殺予防等の正しい知識についてのパネル展や県

政番組、橘通りアーケードへのバナー設置等に

より、啓発を行っているところであります。

２年連続で300人を下回り、さ○田口雄二議員

らに減少していることは、大変喜ばしいことで

はありますが、全国的にはまだまだ自殺死亡率

は上位であります。昨年末から、私の親しかっ

た知人お二人が相次いで自殺しました。非常に

明るく自殺など想像もつかない方だったので、

なぜ人知れず悩んでいたことに気づいてやれな

かったのか、なぜ一言相談してくれなかったの

かと、無念な思いがしたものです。そこで、今

後の自殺予防対策について、福祉保健部長にお

伺いします。

本県における○福祉保健部長（佐藤健司君）
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自殺者数をさらに減らしていくためには、従来

の取り組みに加え、地域のきずなづくりや孤立

防止など、より地域に密着した対策を進めてい

く必要があると認識しております。このため、

今年度は、新たに、商工会議所、ＪＡなどの経

営指導職員や理容師・美容師に対し、気づきや

声かけに関する研修を実施するとともに、民間

事業者に日常業務の中で地域住民の異変を察知

してもらう「みやざき地域見守り応援隊」の活

動強化に取り組んでいるところであります。引

き続き、庁内関係部局とも連携しながら、市町

村や関係団体等と一体となって、住民一人一人

に寄り添うきめ細やかな対策を進め、自殺のな

い地域社会づくりに取り組んでまいりたいと考

えております。

昨日、厚生労働省の研究班の○田口雄二議員

自殺抑止の取り組みが紹介されており、いい効

果があらわれたことが新聞に取り上げられてい

ました。救命救急センターに搬送された自殺未

遂者に、医療や生活支援などの個別の問題に応

じた支援プログラムを提供したところ、６カ月

間は再発を抑止する効果が認められたようで

す。再発率が高く自殺の危険性が一番高い未遂

者への効果が高いと認められたことは、自殺者

の減少に大きくつながる対策となります。女性

や40歳未満の若者に大きな効果が認められたと

報じられていました。支援プログラム等も参考

にしていただき、貴重な命を一人でも多く救っ

ていただきたいと存じます。引き続き、自殺対

策の取り組み、よろしくお願いいたします。

次に、難病医療法の改正についてお伺いしま

す。原因がわからず効果的な治療法がない難病

と、小児がんなど子供の慢性疾患の医療費助成

の対象が拡大する、難病医療法と改正児童福祉

法が５月に可決・成立いたしました。難病につ

いては、制度が誕生してから42年ぶりとなる改

正で、指定難病を選定し、平成27年１月１日よ

り順次助成を始めるものです。医療費の自己負

担を３割から２割に引き下げる一方、軽症患者

を対象から外し、これまで自己負担がなかった

重症患者にも一定の負担を求めるものです。負

担額の上限は、症状や所得によって違います

が、最高でも３万円以下におさまるように変更

されました。具体的な対象疾患は、第三者委員

会となる厚生労働省の検討委員会が決めること

となりますが、現行の56疾患約78万人から約300

疾患約150万人に拡大する見通しです。先月、助

成を先行実施する第１次となる110の疾患を指定

難病として選定されました。残りの約190疾患

は、来年の夏までに指定される方針のようで

す。今回の法改正により、医療費助成対象疾患

が拡大されますが、本県の受給者数はどの程度

になるのか、お伺いいたします。

難病に関する○福祉保健部長（佐藤健司君）

施策は、これまで国の要綱に基づき実施されて

おりましたが、難病の患者に対する医療等に関

する法律、いわゆる難病医療法が、本年５月23

日に成立いたしまして、来年１月１日から施行

されることとなっております。法施行後は、医

療費助成の対象が56疾患から、来年１月には

約110疾患に、来年夏ごろをめどに約300疾患に

広がることになると聞いております。この約300

疾患に拡大した場合について、国が推計したデ

ータを本県に当てはめますと、本県の受給者

は、現在の約9,000人が約１万5,000人になると

見込まれております。

現在の患者数約9,000人から１○田口雄二議員

万5,000人となりますと、約6,000人増加という

ことになりますが、この財源は、消費税増税分

を充て、国と都道府県が半分ずつ負担すること
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になります。県の負担も当然ふえることになる

でしょうが、これまで治療法がなく、苦しみか

ら解放されず、資金的に困難に陥っていた難病

患者の皆さんが、少しでもよかったと思える法

改正となれば幸いです。

さて、難病医療法施行後は、医療費助成申請

に添付する診断書を難病指定医が作成すること

になります。県は、難病指定医の確保をどのよ

うにしていくのか、お伺いいたします。

難病指定医○福祉保健部長（佐藤健司君）

は、原則として、学会が認定する専門医資格を

有すること、あるいは県が開催する資格研修を

終了していることが要件になっておりますが、

平成28年度末までの経過措置として、５年以上

の臨床経験のある医師は、申請により指定医と

なることができるとされております。県といた

しましては、県内各地域の医師に指定の申請に

係る案内を行うとともに、指定に必要な資格研

修を積極的に実施することにより、患者がより

身近な医療機関で安心して適切な医療が受けら

れるよう、指定医の確保に努めてまいりたいと

考えております。

難病指定医も都市部に集中す○田口雄二議員

るのではなく、難病を抱えた皆さんのことを考

えて、地域的にむらがなく、各自治体単位で最

低でも１人の難病指定医を設置できるよう、よ

ろしくお願いいたします。

昨年２月に、県北の難病患者で構成される県

北難病患者交流会が発足し、今回の法改正によ

り、名称を県北難病交流会と改め、16人の会員

で新たにスタートしました。定期的に開催され

る交流会では、難病を抱える者同士が安心して

思いを語れる共有の場所、触れ合いの場所とし

て開催されています。病状の苦しさや悩みをみ

んなに聞いてもらい、また、参加者からいろい

ろなアドバイスをいただいたりするなど、さま

ざまな情報交換が行われています。

また、先日は、県北難病交流会が開催した

「小児難病のお母さんたちとの懇談会」、これ

には太田議員、後藤議員とともに参加させてい

ただき、日向市の３人のお母さんたちと意見交

換をさせていただきました。お母さん方から

は、高齢者の施設はふえているが、障がい者や

難病の施設が少ない、その数少ない障がい者や

難病施設も、障がいや症状が重くなると、施設

側から「もう責任が持てないので出て行ってほ

しい」と言われる、障がいや難病を持つ子供が

いると、その子から手が離せず、他の子供に

構ってやれず、かわいそうでならない等々、本

当に苦しい現実を聞かされました。

しかし、そのお母さん方も、同様の境遇の皆

さんと意見交換する場で話をすることにより、

気持ちがすごく楽になり、いい制度があるのに

全く知らず、意見交換の場で初めて知ったこと

など、交流会の大切さを訴えています。また、

災害時の救助のことを考えると、自分一人では

とても子供を連れて逃げることができない、近

所の方に手助けをしてもらわなければならな

い。我が家の実情を近所の皆さんにわかっても

らうためにも、地域行事を初めさまざまなイベ

ント等に、子供さんとともに積極的に参加する

ようになったとの御報告もありました。

ただ、このお母さん方は非常に前向きな方々

でしたが、難病のお子さんを抱え、ひとりで相

談相手もおらず、悩みながらいろいろな助成が

あることも知らず、ひっそりと暮らしているお

母さんがいると思うと、気が重くなります。懇

談会に参加したお母さん方も、人知れず悩んだ

り苦しいお母さんたちを交流会等に参加させた

いが、個人情報保護法の関連で貴重な情報がも



- 78 -

平成26年９月11日(木)

らえず、案内することができず、悔しい思いを

していることをお聞きしました。

そこで、日向市・東臼杵郡障がい者自立支援

協議会ハンドｉｎハンド部会主催の障がい児者

のママ・パパのおしゃべり会「ほっとカフェ」

の取り組みを御紹介します。いろいろな子育て

があるのだとお話しする場をつくりたいと

「ほっとカフェ」を企画。「子育てに悩みはつ

きものです。必要なのは、共感し合える仲間で

す。子育てが親にとっても楽しいものになるよ

うお話ししましょう。先輩のママ・パパからの

いろいろなアドバイスが聞けますよ。学校の先

生や相談支援専門員なども参加します。何でも

御相談ください」と、パンフレットには記載さ

れています。２カ月に１度開催しているようで

す。福祉保健部においても、各地域ごとに、障

がいや難病の皆さんや難病のお子さんを抱えた

お母さんたちの意見交換の場となる交流会への

御案内や開催等をぜひとも御一考いただきたい

と、そのように思っております。

次に、林務行政についてお伺いいたします。

日本最大の製材会社「中国木材」が、日向市

細島で６月より試運転を進めてきましたが、い

よいよこの秋から本格稼働を始めます。設備投

資額約100億円、バイオマス発電事業まで入れる

と、160億円と巨額です。従業員雇用計画は、全

事業で250名です。日本有数の森林資源を有する

宮崎県に、間もなくの高速道路の全線開通を見

込み、また良質の港湾、そして広大な土地があ

ることを認識して、みずから選択して来てくれ

たのは、実にありがたいことです。しかし、本

県の既存の製材業者とは余りにも体力が違い過

ぎ、本県製材工場は大丈夫なのかと心配する声

も聞こえてきます。そこで、中国木材の日向工

場が間もなく本稼働に入りますが、県内製材工

場の原木調達への影響はないのか、環境森林部

長にお伺いいたします。

中国木材につ○環境森林部長（徳永三夫君）

きましては、杉を中心に、年間30万立方メート

ルを消費する計画となっております。そのう

ち、小径木などの未利用材を含めまして、約20

万立方メートルを県内から調達することとなっ

ております。御指摘の地元製材工場への原木供

給につきましては、本県の年間素材生産量が、

この５年で30万立方メートル以上増加している

ことや、中国木材と３つの林業団体が安定的な

供給について覚書を締結しておりますので、そ

の影響は少ないものと考えております。県とい

たしましても、中国木材の進出は、本県の林業

・木材産業にとりまして好機と捉えております

ので、原木の流通など、今後の動向を見きわめ

ながら、地元製材工場と連携・共存できるよ

う、適切に対処してまいりたいと考えておりま

す。

以前、中国木材の伊万里工場○田口雄二議員

を会派で視察したことがあります。伊万里工場

に運ばれる原木は、多くが宮崎を中心とする南

九州からであると御説明をいただきました。つ

まり、伊万里や大分県の佐伯工場に流れていた

本県の原木が日向工場にかわると理解すればい

いのか、高い物流費が抑えられると理解すれば

いいのか。ただ、余りに取扱量が大きいもので

すから、ぜひソフトランディングできるように

十分注視しながら、対処していただきたいと思

います。

昨日も質問されましたが、森林整備加速化・

林業再生事業が今年度で終了する予定です。林

業県の本県にとっては、豊かな森林資源の有効

活用によって、林業再生に大きく寄与していま

す。木造公共施設等の整備、県産材の利用拡大
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などに大きな影響を与えます。この事業継続要

望について、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

森林整備加速○環境森林部長（徳永三夫君）

化・林業再生事業は、平成21年度の事業創設以

来、県内の39件の木造公共施設の整備に活用さ

れるなど、県産材利活用の推進に大きく貢献し

ております。この事業が終了いたしますと、県

産材の需要拡大はもとより、林業・木材産業の

成長産業化に向けた取り組みが減速し、本県の

経済活動にも大きな影響を及ぼすことが懸念さ

れます。このため、事業の継続を求める意見書

の採択など、県議会の皆様にもお力添えをいた

だきながら、県といたしましても、知事を先頭

に、あらゆる機会を通じて、事業の継続・拡充

を国に対して強く働きかけているところでござ

います。

新大臣も何かそのようなこと○田口雄二議員

を言っているとはお聞きしましたが、継続して

いただくことがまず第一です。森林整備加速化

・林業再生事業がもし仮に継続されなかった場

合には、県としてどう対処していくのか、お伺

いいたします

加速化事業に○環境森林部長（徳永三夫君）

つきましては、今後とも、県議会の皆様の御理

解と御協力を得ながら、継続・拡充に向けて、

強く国に要望してまいる考えであります。ま

た、事業継続の有無にかかわらず、公共建築物

等の木造化・木質化の促進は、本県林政の重要

な政策課題でありますので、国の補助事業等の

活用も含めて、必要な予算の確保に努めてまい

りたいと考えております。

しっかりよろしくお願いいた○田口雄二議員

します。

次に、地域活性化について何点かお伺いいた

します。

東九州道が延長されたことで、県内の人や物

の流れが大きく変わりつつあります。そのよう

な中、今回、西日本高速道路から、本県にとっ

て大変ありがたい企画が発表されました。九州

で初めての地域連携周遊割引「東九州自動車道

大分・宮崎ドライブパス」の実施です。この周

遊割引はＥＴＣ車限定で、大分県と本県内の高

速道路が、連続最大３日間または４日間、定額

で乗り放題となります。広島、山口、北九州、

福岡、長崎、熊本、鹿児島の各エリアから、ま

た、飛行機やフェリーでお越しになる方への空

港・フェリー限定も用意されているようです。

東九州自動車道を活用した観光誘客キャンペー

ンとして、大分・宮崎ドライブパスが９月から

始まりますが、具体的な内容と、県としてはこ

の企画をどのように活用していくのか、商工観

光労働部長にお伺いします。

大分・宮○商工観光労働部長（茂 雄二君）

崎ドライブパスは、九州各県や広島県などから

の観光客を対象に、本県及び大分県内の高速道

路が一定期間、定額料金で乗り放題となる大変

お得なキャンペーンとなっており、９月20日か

ら12月21日までの約３カ月間、実施を予定して

おります。このキャンペーンでは、高速道路の

料金割引とともに、県内の宿泊施設や観光施設

に御協力いただき、商品価格の割引や県産品の

プレゼントなど、利用者への特典も準備してい

るところであります。また、キャンペーンの周

知が重要でありますことから、大分県やＮＥＸ

ＣＯ西日本、九州観光推進機構などと連携を図

りながら、ＰＲを展開していく予定にしており

ます。

具体的には、ポスターやチラシの作成に加

え、キャンペーンブックを作成し、両県の魅力
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的なイベントや「食」などを紹介しますととも

に、新聞や情報誌、ウエブサイトへの広告掲載

など、メディアを活用して幅広くＰＲを行い、

利用促進に取り組むことにしております。県と

いたしましては、これらの取り組みにより、県

外から多くの観光客を呼び込み、県内のさまざ

まな観光地に足を運んでいただくきっかけにな

ることを期待しているところであります。

ちょうど大分県と宮崎県をま○田口雄二議員

たいで、今「東九州伊勢えび海道」も始まった

ところです。季節もちょうどいいですし、観

光、そしておいしいものをたくさん食べに来て

ほしいものだと思っております。また、同じく

西日本高速道路から、約３カ月間の限定で、外

国人に向けた、九州７県内の定額で乗り放題に

なるサービスも発表されました。西日本高速道

路では初の企画で、割安料金にして、九州に外

国人旅行者をふやす目的のようです。先ほどの

ドライブパスとともに、ありがたい企画であり

ます。

今、私どもには、２車線の高速道路を早く４

車線にしてほしいという声も大きく、要望しや

すい環境づくりのためにも、少しでも通行量を

ふやさなければならない。そういう意味では、

この２つのキャンペーンが大成功となりますよ

う、県当局の皆さんの御尽力をよろしくお願い

いたします。

同じく高速道路の開通に関しての質問です

が、北部九州には、日本を代表する主要な自動

車メーカーが集積しています。北部九州におけ

る県内自動車産業関連企業の取引拡大のため、

営業、情報収集・発信拠点として、フロンティ

アオフィスが８月初めに開所されました。県内

自動車産業関連企業に低料金で貸し出して、ま

た、現地自動車メーカーの職員等を取引推進ア

ドバイザーとして配置し、販路開拓等の支援を

行うものです。東九州自動車道の開通を契機と

して、県は自動車産業北部九州フロンティアオ

フィス運営事業に取り組んでいますが、その現

状を商工観光労働部長にお伺いいたします。

自動車産○商工観光労働部長（茂 雄二君）

業北部九州フロンティアオフィスにつきまして

は、東九州自動車道の開通を契機に、自動車産

業の集積が進んでいる北部九州の福岡県豊前市

に、本県自動車関連企業の活動拠点として設置

したところであり、現在、３社が入居しており

ます。去る８月４日には、知事、県議会議長や

自動車メーカー各社、国、地元自治体等の関係

者にも多数出席いただき、開所式をとり行った

ところであります。あわせまして、ダイハツ九

州株式会社に、販路開拓に向けてのトップセー

ルスも行ったところであります。

また、北部九州の自動車メーカーから、現役

の社員の方を随時アドバイザーとして派遣いた

だくなど、入居企業へのソフト面での支援がで

きる体制も整えており、現在、入居企業は、こ

れらの助言・指導等を受けながら、取引開拓に

向けて積極的に活動を展開しているところであ

ります。県といたしましては、オフィスを最大

限に活用しながら、北部九州の自動車産業との

取引拡大を推進し、本県の自動車産業の振興に

努めてまいりたいと考えております。

大分の中津にありますダイハ○田口雄二議員

ツ自動車の専務さんより、「宮崎と近くなった

ので、ぜひおつき合いしたい」とのお言葉をい

ただいたことも伺いました。今回、執行部から

いただいた資料を見てみますと、県内にこんな

にも自動車関連産業があったのかと驚きまし

た。70近くの企業で、改めて自動車関連産業の

裾野の広さを実感させられました。一日も早く
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実績が上がることを期待いたします。

次に、ＩＲ、カジノ併設の総合型リゾートに

ついて質問いたします。先日、世界最大のカジ

ノ運営企業、ラスベガスのＭＧＭリゾーツ・イ

ンターナショナルのミュレン最高経営者のイン

タビューが、朝日新聞に掲載されていました。

日本でカジノが解禁されれば、50億ドル（5,100

億円）投資する用意があると表明しました。日

本は有望な市場で、複数都市にカジノができれ

ば、400億ドル（約４兆1,000億円）、アメリ

カ、マカオに次ぐ市場規模になるとの見通しを

示しました。治安の悪化やギャンブル依存症増

加への懸念には、「カジノは施設の一部、ラス

ベガスでは売り上げの約８割がカジノ以外であ

る」と強調しています。

しかし、反面、厚生労働省の研究所は、ギャ

ンブル依存症の人が成人人口の4.8％、約536万

人に上るとの推計を発表しています。この数値

は、海外の調査と比較しても、非常に高い数値

となっています。ラスベガスのＭＧＭは、大阪

を有力候補にしてはいますが、ＩＲ導入につい

て、知事のお考えを伺います。

統合型リゾート、いわ○知事（河野俊嗣君）

ゆる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効果・影響に大変

興味・関心を持っているところでありまして、

私としましては、本県におけるＩＲの実現に向

けて、国の区域認定を視野に入れ、前向きに検

討してまいりたい、これが基本的な考え方でご

ざいます。秋の臨時国会では、ＩＲ推進法案に

つきまして、具体的な審議が始まることとなっ

ております。今後、ＩＲ推進法案の成立、施行

後の実施法案の検討過程において、重要かつ具

体的な内容が明らかになってくるものと考えて

おります。その中で、議員御指摘のように、地

方でも実現可能であるのか、都市型の大規模な

投資があるもの、それから地方型と、さまざま

なパターンがあるようでございますが、それが

可能なのか、また、依存症対策などＩＲ導入の

前提となる健全性・安全性が確保される制度設

計等がなされるのか、そういった点に注視して

いく必要があると考えております。

ありがとうございました。○田口雄二議員

次に、古事記と日本書紀の編さん1300年記念

事業が３年目に入りましたので、このことにつ

いてお伺いいたします。2012年度から2020年度

までの９年間で取り組む事業「神話のふるさと

みやざき温故知新ものがたり」の進捗状況につ

いてお伺いいたします。スタート当初は、準備

不足やＰＲ不足から、順調な滑り出しとは言え

なかったと思います。しかし、この間、私ども

は、会派や常任委員会の視察調査で、奈良県や

島根県の取り組みを見てまいりました。特に出

雲大社を目玉とする島根県は、非常に盛り上

がっており、60年ごとの式年遷宮とも重なり、

観光客も押しかけており、少し焦りを覚えたも

のでありました。

しかし、本県においても、いろんなイベント

等が企画実行され、少しずつ県民の認識も上が

り、観光客増にもつながってきたと思います。

このまま順調に推移してくれればと思っていま

したが、最近、尻すぼみと言っては失礼です

が、活動がおとなしくなったのではないか、余

り発信されていないようにも見えますが、記紀

編さん1300年記念事業の現在の取り組み状況

を、商工観光労働部長にお伺いします。

記紀編さ○商工観光労働部長（茂 雄二君）

ん記念事業の目標は、奈良、島根に並ぶ「神話

のふるさと」として、本県のブランド確立を図

るとともに、それを地域づくりや観光振興など
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につなげていくことであると考えておりまし

て、そのためには、まず「神話の源流がここ宮

崎にある」というイメージを県内外にいかに浸

透させるかということが何よりも大切でありま

す。そこで、ブランドイメージをアピールする

ためのポスター「神話の源流へ。」や、河瀨直

美監督によるプロモーション映像「美しき日本

宮崎」を制作しまして、県内外に発信してお

ります。

また、県外におきましては、首都圏の大学や

神話ゆかりの県と連携しました講座やシンポジ

ウムなどのほか、先月、九州国立博物館におい

て開催しました神楽イベントなど、さまざまな

仕掛けで、本物を見せること、本質を感じても

らうことに重点を置いて取り組んでいるところ

であります。県内におきましては、県民向けの

リレー講座や講演会、小中高生向けの出前授業

であります「記紀みらい塾」、さらに西都原考

古博物館での特別展の開催など、本県の神話や

神話にまつわる遺跡・史跡などの意義や価値を

しっかりと理解し、語り部となっていただける

よう取り組んでいるところであります。

ありがとうございます。本県○田口雄二議員

内では大きなイベントはありませんが、県内外

ではいろいろな取り組みをしているということ

がわかりました。尻すぼみなどと言って大変失

礼いたしました。私の地元延岡も古事記の舞台

の一つで、私自身は地元の歴史や神話に非常に

関心を持っています。ただ、延岡市民が余り関

心がなく、延岡には自慢するものがないとよく

言われるのが悔しいです。私ももっと地元で啓

発してまいりたいと思っております。ただ、島

根県は、皇室からお嫁さんが行かれて、またブ

ームになるというのはちょっと悔しい思いがし

ておりますけれども、これはお祝い事ですか

ら。

次に、記紀編さん記念事業の今年度の新たな

取り組みと、今後はどのような取り組みを行っ

ていくのか、商工観光労働部長にお伺いしま

す。

本県に関○商工観光労働部長（茂 雄二君）

心を持たれる方をふやしていくという視点で

は、首都圏の大学との連携講座について、昨年

度は、明治大学と東海大学の２校でありました

が、今年度は、早稲田大学、東京藝術学舎を加

えまして、４校で開催いたしますほか、奈良県

で開催の「大古事記展」、あるいは首都圏での

神楽の公演などを新たに行うこととしておりま

す。また、東京オリンピック・パラリンピック

競技大会の開会式セレモニーでの「天岩戸開

き」の採用について、関係機関へのアピールを

行ったところであります。

このほか、県民向けのリレー講座につきまし

ては、新たに、神社で宮司の話を聞くことがで

きるフィールドワークを追加するとともに、小

中高生向けの出前講座につきましては、開催校

を３校から５校にふやす予定であります。中で

も、延岡高校におきましては、昨年、文化勲章

を受章されました日本古典文学研究者の中西進

氏が、全国で展開されております「万葉青春

塾」とのコラボ事業として開催することとして

おります。今後も、県内外、そして国外へ向け

ましても、「神話の源流・宮崎」というブラン

ドイメージを浸透させていくため、さらに工夫

を加えながら取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

東京オリンピック・パラリン○田口雄二議員

ピックの開会式で天岩戸開きが行われました

ら、それは大変大きなニュースになると思いま

す。昭和39年の東京オリンピックの聖火リレー
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のスタートが、宮崎の平和台公園が起点の一つ

でした。そういう意味では、今回、天岩戸開

き、聖火リレーの起点をあわせて、同様の要望

をしっかりアピールしていっていただきたいと

思います。

次に、県などが主催して始まった神話巡りバ

スツアーの現在の状況を、商工観光労働部長に

お伺いします。

神話巡り○商工観光労働部長（茂 雄二君）

バスツアーにつきましては、平成24年１月にワ

ンコインバスツアーとしてスタートしておりま

すが、昨年度は、料金も含めまして、立ち寄り

先の見直しや御当地グルメの採用など、全面的

な見直しを行ったところであります。高千穂コ

ース、宮崎・西都・西米良コース、県南コー

ス、県西コースの４コースで運行し、１年間の

運行回数は274回、参加者数は7,465人、１回当

たりの平均参加者数は27.2人となっておりま

す。

さらに今年度は、東九州自動車道開通のメ

リットを生かしまして、新たに都農・日向・延

岡コースを新設しまして、全部で５コースを設

定いたしますとともに、各コースを運行期間を

区切って運行するというリレー方式で、６月か

ら実施しております。８月末時点の実績につき

ましては、運行回数は23回、参加者数は892人、

１回当たりの平均参加者数は38.8人となってお

りまして、昨年度以上に好調に推移していると

ころであります。

ありがとうございました。非○田口雄二議員

常に順調にいっているようで安心いたしまし

た。

記紀編さん1300年、宮崎県再置県130年等、13

という数字がここ数年、本県のキーワードと

なってまいりましたが、来年は若山牧水生誕130

年を迎えます。国民的歌人「牧水」は、北海道

から沖縄までの全国に300近い歌碑が建立され、

２番目に多い石川啄木が170基ほどですので、い

かに国民に広く愛されているかわかります。牧

水生誕の地「日向市」や、青春多感な時期を過

ごした延岡市では、これまでもいろんな行事が

進められてきました。

また、日向市では４年前から、高校生によ

る31文字の真剣勝負、「牧水・短歌甲子園」九

州沖縄大会を開催してまいりました。第４回と

なる今回からは全国大会へとグレードアップ

し、牧水の誕生日となる８月24日、全国の48チ

ームから予選通過した12チームが参加し、熱戦

が繰り広げられております。また、同じ８月24

日に、牧水シンポジウム「繁が牧水になった

町」が延岡で開催され、会場いっぱいの皆さん

が駆けつけ、牧水に対する関心も大きくなって

きております。

県でも、県教育委員会、延岡市、日向市から

構成される若山牧水賞運営委員会が主催する

「若山牧水賞」が平成８年に創設されました。

以来、短歌文学の分野で大きな功績を残された

歌人に贈られる賞として広く認められてきたと

ころです。そこで、来年、若山牧水の生誕130年

を迎えることとなりますが、県としては、何か

記念となるイベント等を企画する予定はないの

か、総合政策部長にお伺いいたします。

若山牧水○総合政策部長（橋本憲次郎君）

は、旅と酒を愛し、短歌文学史に偉大な足跡を

残した本県出身の国民的歌人でございます。県

では、ただいま御紹介いただきましたように、

若山牧水の生誕110年を機に、若山牧水賞を創設

いたしまして、短歌文学の分野で傑出した功績

を上げられた方に賞を贈ることで、我が国の短

歌文学の発展に寄与するとともに、県民の心豊



- 84 -

平成26年９月11日(木)

かな文化意識の高揚と本県のイメージアップを

図ってきたところでございます。若山牧水の生

誕130年となります平成27年度は、若山牧水賞に

おきましても、第20回を迎える節目の年であり

ますことから、県といたしましても、日向市、

延岡市など関係市、また関係団体と連携しなが

ら、さまざまな記念事業を検討してまいりたい

と考えております。

ぜひよろしくお願いいたしま○田口雄二議員

す。

次に、香港エアラインの宮崎就航についてお

伺いいたします。ここのところ、宮崎県の観光

推進にいい報告が重なっています。先ほどの高

速道のドライブパス、プロ野球のオリックスの

春季キャンプが宮崎市で実施されること、ま

た、ＪＲ九州がこれまでの要望活動でも難しい

と言っていたＩＣカードの利用が宮崎市で始ま

ること、そして、今回の香港航空の宮崎―香港

線の就航のニュースです。知事を初め、御苦労

いただいた関係各位の皆さんに、心から敬意を

表したいと思っております。

実は、宮崎、鹿児島、熊本の南九州３県議会

観光議員連盟は、合同でお盆明けに香港・マカ

オに観光調査に伺いました。宮崎、鹿児島の両

県議会は、この４月から就航した香港航空の鹿

児島―香港線を往復ともに利用いたしておりま

す。往復とも機内の乗客は、９割方は香港の皆

さん方でした。鹿児島空港では、大きなお土産

をみんなが手にしており、特に果物や農産物の

箱を積み重ねて持ち帰る状況は、日本人にはな

い光景で、特に印象的でした。

日本に香港人を一番旅行者として送り出して

くれています香港のＥＪＬツアーの袁社長と今

回も意見交換をしてまいりました。香港―鹿児

島線の170席ほどのうち、100席をＥＪＬツアー

で確保しており、94％の搭乗率を誇っており、

円安も後押ししているとのことでした。南九州

を４泊５日で回るコースが大人気のようで、袁

社長に「南九州のどこがいいのでしょうか」と

伺ったところ、「豊かな自然と食事、そして何

といっても南九州の人々の人情です」と、うれ

しいことを言ってくれました。宮崎では最高の

おもてなしをしてやらなければなりません。そ

こで、香港航空の宮崎―香港線の就航を踏ま

え、今後、香港からの誘客対策をどのように取

り組んでいくのか、これは知事にお伺いいたし

ます。

宮崎―香港線の就航で○知事（河野俊嗣君）

あります。香港からの観光客の増加が大いに期

待されるということでありますし、農産物等の

輸出拡大に向けた弾みにもなるということで、

県が進めております東アジア経済交流戦略にお

いて、非常に大きな前進であると考えておりま

す。中でも、香港というのは、訪日旅行のニー

ズが非常に高い、リピーター率も高い市場であ

る。また、来日された後の買い物、また飲食

代、ほかの国の方と比べても、大変多額のお買

い物等をされるということでありまして、経済

効果も大いに期待されるところでございます。

本県の豊かな自然環境や食文化など多彩な魅力

を生かして、そして、おもてなしの精神という

ことで、いかに香港から宮崎に誘客するか、そ

して満足して帰っていただけるか、大変重要な

ポイントであろうかと考えております。

県としましては、香港事務所の機能を最大限

に生かしながら、同じく香港航空が就航してお

ります鹿児島県や、九州全体の観光推進機構な

どと連携した観光キャンペーンを効果的に実施

することで、まずは香港での本県や南九州の認

知度を高めてまいりたいというふうに考えてお
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ります。さらなる誘客促進に取り組むととも

に、おもてなしの体制づくりに努めてまいりた

いと考えております。

今、知事が言われましたよう○田口雄二議員

に ＥＪＬツアーの社長も言われておりまし―

たが 香港の人たちは、非常に日本、そして―

日本の食事や買い物が大変大好きだと。10回以

上も来ているリピーターも珍しくなくて、人に

よっては20回も来ている方もいるというぐら

い、すごく日本を愛してくれております。ぜひ

宮崎にほれ込んでいただくように頑張って、宮

崎にリピーターとして何度も来てもらうように

していかなければならないと思っております。

また、香港の人たちには、沖縄や軽井沢で結

婚式を挙げることが大人気のようでして、沖縄

は自治体が婚姻届も受け付けるようです。いつ

までも思い出の地になりますので、リピーター

になります。また、ロケーションでは宮崎も負

けないと思いますので、このあたりのノウハウ

もうまく勉強していかなければなりません。以

上で地域活性化の質問は終わります。

次に、農政水産行政について伺います。

悪夢のような口蹄疫の終息宣言から、原因が

わからないまま４年が経過いたしました。幸い

口蹄疫は日本においてどこにも感染していませ

んが、同じ家畜の豚にＰＥＤが全国的に発生

し、本県もまたしても大きな被害です。隣の熊

本では鳥インフルエンザが発生し、これからは

まさにウイルスとの闘いが続くことになりま

す。韓国では口蹄疫が再発しており、いつまた

日本に上陸してくるかわかりません。韓国にお

ける口蹄疫の発生状況と、本県の防疫体制はど

うなっているのか、農政水産部長にお伺いしま

す。

韓国は、本年○農政水産部長（緒方文彦君）

５月、国際機関である国際獣疫事務局から、ワ

クチン接種による口蹄疫の清浄国に認定されて

おりましたが、本年７月23日に３年３カ月ぶり

に口蹄疫が発生し、８月６日までに３カ所の養

豚農場で確認されております。

県としましては、今回の韓国での発生を受け

まして、直ちに家畜防疫情報メール等により、

畜産農家等に発生情報の提供及び注意喚起を行

いますとともに、空港や港湾などの水際防疫の

一層の徹底を図ったところであります。また、

緊急の家畜防疫対策会議を開催し、市町村、畜

産関係者等に対し、農場及び畜産関係施設の防

疫の徹底や、さらなる防疫意識の向上に努める

よう要請したところであります。

本県では、４年前の口蹄疫の発生以降、防疫

対策の強化に取り組んでおりますが、近隣諸国

を見ますと、口蹄疫ウイルスの侵入リスクが依

然として高い状況にありますので、引き続き、

市町村及び関係機関と連携し、二度と口蹄疫を

発生させないよう、地域一体となった防疫体制

の強化に努めてまいりたいと考えております。

今回の質問でわかったことな○田口雄二議員

んですが、韓国がワクチン接種で口蹄疫の清浄

国になっているということです。日本と違っ

て、口蹄疫のウイルスがなくなっているのでは

なくて、牛・豚に、かからないようにワクチン

を打っている。ですから、ウイルスが韓国本土

からなくなったわけではないということです

ね。だから、逆に言えば、韓国にはウイルスが

まだあるというわけで、今回かかったのは、ど

うも何かワクチンの接種漏れがあったのではな

いかと言われているようです。そういう意味で

は、非常にまだ危険であるということですの

で、ぜひともお願いしたいんですが 最近は―

温暖化のせいか、東京では今、デング熱の発生
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で戦々恐々としています。宮崎での３度目の発

生は必ず阻止をお願いしたいと思っておりま

す。

次に、魚についてお伺いしますが、カワハギ

の完全養殖についてお伺いいたします。フグに

似て美味のカワハギを卵から育てる完全養殖

に、九州各地が取り組んでいます。カワハギの

安定量産化を目指し、2000年代に人工種苗の研

究が大分県を先頭に九州各県で広がり始めまし

た。カンパチやブリは出荷までに約２年半かか

りますが、カワハギは１年から１年半で出荷が

見込めます。しかも、カンパチやブリ、マダイ

などは、養殖が一気に広がり、値崩れが起きて

います。

そんな中、卵から稚魚にする種苗生産と量産

化に取り組んできた宮崎県水産振興協会が、５

年前から稚魚の養殖に取り組み始め、他県に先

んじて、高い生存率と量産化にめどがついたと

お聞きしました。また、宮崎の温暖さが、この

カワハギ養殖の強みでもあるようです。水温

が13度から14度以下になると餌を食べなくな

り、12度以下になると死んでしまうようで、冬

場でも水温が大きく下がらない宮崎に適してい

ます。このままうまく量産体制が整えば、新た

な宮崎ブランドにもと期待したくなります。カ

ワハギの人工種苗の量産化技術開発について、

その成果と今後の取り組みについて、農政水産

部長にお伺いします。

養殖カワハギ○農政水産部長（緒方文彦君）

は、大きな肝とフグに似た身の食感が好まれ、

高値で取引されておりますが、天然種苗の確保

が不安定であることから、人工種苗生産による

安定供給が求められておりました。そこで、県

では、平成21年度から25年度まで、人工種苗の

量産化技術開発を一般財団法人宮崎県水産振興

協会に委託し、目標とする10万尾以上の安定供

給が可能となりました。

また、水産試験場におきましては、養殖現場

での課題を解決する研究に取り組みまして、養

殖技術のマニュアル化や、安定生産の大きな課

題である魚病対策のための市販ワクチンの有効

性確認も行ったところでございます。カワハギ

は、飼育に手間がかかる魚種ではありますが、

御指摘のとおり、水温の高い本県に適した一面

もございますので、今後は、種苗の安定供給を

行うとともに、得られた成果をもとに養殖指導

を行い、多彩な魚種展開による本県養殖業の振

興を図ってまいりたいと考えております。

流通、そして生産も考慮して○田口雄二議員

いただきまして、ぜひ宮崎ブランドとして育て

ていただきますように、よろしくお願いいたし

ます。

次に、チョウザメについてお伺いします。日

本一のチョウザメ養殖の本県、しかも他県にな

いシロチョウザメで、昨年末に販売されました

キャビアは、全国的にもニュースとなりまし

た。キャビアはまだ生産量も少なかったので、

あっという間に売れてしまい、県内でもキャビ

アを口にすることができた方は、ほんの一部で

した。ただ、すぐにこの生産量をふやそうに

も、卵がとれるまで長い期間が必要ですので、

すぐには増産がかなわないというもどかしさが

あります。チョウザメ養殖の課題と今後の対応

について、農政水産部長にお伺いします。

現在、本県の○農政水産部長（緒方文彦君）

チョウザメ養殖は、21業者が年間約２万尾の稚

魚を池入れする規模に拡大しまして、昨年11月

には、キャビアの発売に至るなど、順調に推移

しているところでございます。しかしながら、

養殖経営におきましては、キャビアによる収入
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が得られるまでに長い期間を要することから、

養殖コストの削減や、今後、徐々に増加する

キャビアの生産量に合わせた販路の拡大が、重

要な課題となっております。このため、県にお

きましては、シベリアチョウザメなどの養殖期

間の短い種類の種苗生産技術や、雌のみを生産

する技術の開発に取り組むとともに、国内市場

における販路を固めつつ、海外も視野に入れ

た、さらなる販路の拡大に努めてまいりたいと

考えております。

新たな魚種も追加して２万尾○田口雄二議員

体制までできているようですが、先日いただい

た資料では、確かに稚魚の配付は増加している

のですが、業者数が昨年と同数です。２万尾の

体制、多分これは100億円産業にしようと思った

ら、この何倍かまた必要になるのではないかと

思いますが、広範囲に業者の確保も必要です。

業者の確保対策はどうなっているのか、農政水

産部長にお伺いします。

チョウザメ養○農政水産部長（緒方文彦君）

殖の新規参入につきましては、養殖施設や水源

の確保はもとより、養殖期間が長く、運転資金

の調達が必要なことから、参入希望者の相談に

丁寧に対応しながら進めているところでござい

ます。県といたしましては、今後の生産拡大に

向けて、的確な情報提供や養殖期間の短縮な

ど、参入しやすい環境の整備に取り組んでまい

りたいと考えております。

今までは転職等を進めており○田口雄二議員

ました建設業者も、最近は忙しくなってきてお

ります。酸素不足に弱いチョウザメは、いつも

豊富な水を必要としています。業者選定と水資

源確保も考えながら取り組んでいただきたいと

思います。

次に、加工用米について伺います。国の農業

政策の変化で、加工用米に注目が集まっていま

す。本年の計画では、680ヘクタール3,200トン

でしたが、各市町村の計画書では、1,200ヘクタ

ール5,500トンの見込みです。大幅増ではありま

すが、焼酎製造に使用される量は、県内でこの

４～５倍必要なようであります。圧倒的に使用

するのは、生産量日本一の霧島酒造ですが、焼

酎製造に全て県内産が使用されているわけでは

ありません。まだまだ需要はかなりあります。

今後、加工用米をどのように推進していくの

か、農政水産部長にお伺いします。

県では、加工○農政水産部長（緒方文彦君）

用米の推進に当たりまして、県内で確実な需要

が見込まれる焼酎原料用を基本に、安定的に供

給できる体制を確立するため、本年２月に、

県、経済連、酒造メーカーとの間で「県内産焼

酎原料用加工用米の生産と利用の拡大に関する

協定」を結びますとともに、単価が低くても農

業所得が確保できるよう、収量の多い品種の普

及に向けて、種子の確保や現地実証を行ってき

たところであります。

今後は、各地域に設置することとしておりま

す「加工用米等生産・利用拡大推進に係る地域

会議」の中で、地域の酒造メーカー等との十分

な意見交換を踏まえつつ、加工用米需要のさら

なる開拓に取り組みますとともに、収量の多い

品種の普及拡大や作付の集団化、さらには収穫

乾燥の低コスト化など、効率的な生産・利用シ

ステムの確立に努めてまいりたいと考えており

ます。

収量の多い新品種は、３～４○田口雄二議員

割も増量になると伺っております。ただ、農家

は、来年度は直接支払交付金反当たり２万円が

下げられるのではないかと心配しています。生

産意欲が落ちないよう、交付金の要望活動もあ
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わせてよろしくお願いいたします。

次に、米の食味ランキングについて伺いま

す。日本穀物協会が毎年各県でつくられている

米の食味ランキングを公表しており、平成25年

産米の結果が出されました。残念ながら、本県

だけが九州内で、ここ３年間、一度も最高ラン

クの特Ａを獲得したことがありません。熊本県

が、ヒノヒカリ、森のくまさん、くまさんの力

何か米の名前とは思えないような品種を含―

んでおりますが ３つが特Ａです。佐賀が２―

品種、福岡、大分、鹿児島も特Ａが１つずつあ

ります。東北地方に特Ａが多いのはわかります

が、同じ九州で宮崎県だけないのは悔しい限り

です。特Ａ取得に向けた取り組みについて、農

政水産部長にお伺いします。

米の食味ラン○農政水産部長（緒方文彦君）

キングは、一般財団法人日本穀物検定協会が毎

年実施する、官能評価によるランキングであり

まして、その結果はマスコミ等でも大きく取り

上げられるなど、全国的な注目が集まっている

ものでございます。この審査の中で、最高ラン

クの特Ａを取得することは、米のブランド化に

つながることから、主産県においては、さまざ

まな取り組みがなされてきたところでありま

す。

このような中で、本県では、平成25年度は、

各地域に特Ａ取得に向けた展示圃を設置し、高

品質で味のよい米の生産技術の確立に努めます

とともに、今年度は、ＪＡグループと連携しな

がら、食味ランキングに出品する水田を選定

し、栽培から収穫、保管にわたる重点指導を行

いますなど、特Ａ取得に向けた取り組みを進め

ているところであります。県といたしまして

は、これらの取り組みを通じて、商品価値の高

い売れる米づくりを進めるとともに、県産米の

食味・品質について広くＰＲし、有利販売とブ

ランド化につなげてまいりたいと考えておりま

す。

このランキングは官能評価と○田口雄二議員

官能というと変なことを想像してしまいま―

すけれども。抜き出した米で評価するのではな

くて、特Ａ獲得に向けて、厳選された水田で大

切に育てたものを提出して評価を受けているよ

うです。ですから、その地域全体の米の評価と

いうわけではないようです。ただ、先ほども申

されましたように、今、マスコミにも非常に大

きく報道されます。イメージで購入する人も多

いものですから、全体のイメージアップのため

にも、特Ａ取得に向けて、取り組みをよろしく

お願いいたします。

次に、県土整備行政について伺います。

東九州自動車道と九州中央自動車道、それぞ

れの全体の進捗状況と今後の取り組みについ

て、県土整備部長に伺います。

まず、東九○県土整備部長（大田原宣治君）

州自動車道につきましては、北九州市から宮崎

市間で事業中の４区間のうち、佐伯―蒲江間な

ど３区間は本年度開通予定となっており、椎田

南―豊前間１区間が平成28年春の開通予定であ

ります。また、宮崎市以南で事業中の清武南―

日南間のうち、北郷―日南間が平成29年度の開

通予定となっており、唯一の未事業化区間であ

ります日南―串間―志布志間は、計画段階評価

が終了しまして、新規事業化に向けた準備が進

められていると伺っております。

次に、九州中央自動車道につきましては、熊

本県で事業中の小池高山―矢部間のうち、小池

高山―北中島間が平成30年度に開通予定であり

ます。また、県内では、北方延岡道路蔵田―北

方間と高千穂日之影道路が事業中であります
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が、そのうち蔵田―北方間が平成27年度の開通

予定となっており、これ以外の区間の中で、蘇

陽―五ヶ瀬―高千穂間については、現在、計画

段階評価が行われているところであります。県

としましては、高速道路のミッシングリンクの

早期解消は最重要課題の一つであると認識して

おりますので、今後とも、沿線自治体や関係団

体等と連携を図りながら、早期完成を国に対し

てこれまで以上に強く要望してまいりたいと考

えております。

福岡県内の一部が来年春の開○田口雄二議員

通に間に合わないのは残念ですが、距離が７キ

ロほどですので、所要時間がそれほどかかるわ

けではありません。実質、北九州までつながっ

たようなものです。県南地区の活性化と、重点

港湾に指定された細島港を活性化させるため、

今後の課題は、宮崎市以南の進捗と九州中央自

動車道の進捗です。取り組みをよろしくお願い

いたします。

次に、入札制度改革についてお伺いします。

知事の官製談合事件を受けて、東国原知事時代

に一般競争入札に移行いたしました。劇的な改

革は県民から歓迎されたものの、業者の皆さん

の大きな疲弊につながった要因の一つでもあり

ました。その後、総合評価落札方式等々の導入

で徐々に見直しが図られてきました。そして昨

年度より、一部指名競争入札が期間限定の試行

という形で復活してまいりました。指名競争入

札の試行状況と課題と評価について、県土整備

部長にお伺いします。

建設工事に○県土整備部長（大田原宣治君）

おける指名競争入札につきましては、昨年７月

から一部の工種で試行しておりまして、昨年度

は186件の指名通知を行い、今年度は250件程度

を見込んでいるところであります。昨年度は、

年度途中からの試行となりましたことから、件

数を十分に確保できない工種があるとか、同じ

地域で同じ時期に企業を選定する場合、指名が

偏る傾向が見られるといった課題が認められた

一方で、透明性・競争性に問題はなく、工事現

場に近い企業の受注割合が高くなるなど、一定

の効果が見られたところであります。また、昨

年度実施しました建設業者へのアンケートで

は、一般競争入札との併用を望む意見を含めま

すと、何らかの形で指名競争入札の実施を希望

する声が約73％あったところであります。

課題と一定の効果が確認され○田口雄二議員

たようですが、今後この試行の取り扱いはどう

するのか。当然、間もなく行われる知事選にお

いても争点になる可能性もあります。知事はこ

の指名競争入札を今後どうされるおつもりか、

答弁を求めます。

建設工事における指名○知事（河野俊嗣君）

競争入札でありますが、昨年７月から行ったと

いうことで、本年度、年度を通じた試行が行わ

れているということであります。災害対応力の

強化の観点から一定の効果が見られる一方で、

一般競争入札との併用を望む声も多く聞かれる

など、現在、さまざまな意見を丁寧に伺ってい

るところでございます。このため、指名競争入

札の今後の取り扱いにつきましては、建設業者

へのアンケートや関係団体との意見交換を踏ま

え、年間を通じて行った試行の結果というもの

を総合的に検証しまして、県議会や第三者委員

会であります入札・契約監視委員会の意見も伺

いながら判断する必要があるものと考えており

ます。

ありがとうございます。十分○田口雄二議員

吟味して検討していただきたいと思っておりま

す。
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次に、土砂災害対策に関連して何点か伺いま

す。広島市で70名を超える死者・行方不明者と

多くのけが人、そして多くの財産が失われまし

た。日本列島は自然災害大国で、特に最近は温

暖化のせいか、ゲリラ豪雨と称する局地的な大

雨の被害が激増しています。この質問をしてい

るきょう現在も、札幌や近畿・東北地方等に豪

雨が襲いかかっています。大きな被害が出ない

ことを祈っております。まずは、本県の近年の

豪雨の発生状況について、県土整備部長にお伺

いします。

本県は、年○県土整備部長（大田原宣治君）

間降水量が全国２番目の約2,500ミリと、全国有

数の豪雨地帯であり、近年では、平成17年９月

の台風14号により、美郷町神門で１時間71ミ

リ、３日間で1,321ミリの記録的雨量となってお

ります。また、平成22年７月の梅雨前線豪雨で

は、都城市夏尾で１時間115ミリの雨量を記録し

ており、さらに平成25年には、県内の気象庁雨

量観測所23地点のうち、宮崎市赤江の96ミリな

ど、４地点で観測史上１位の１時間雨量を記録

しております。このように、近年、気候変動の

影響により、本県においても局地的大雨が増加

する傾向にございます。

さすがに全国有数の豪雨地○田口雄二議員

帯、ものすごい降水量です。平成17年の台風で

は、私自身も被害者で、床上70センチの浸水を

しました。また、平成22年の都城の豪雨は、被

災後、視察調査に参りました。すごい被害に驚

きましたが、関之尾の滝にある土産物屋の写真

にも驚かされました。豪雨時、余りの水量で、

あれだけの落差がある滝がどこにあるのかわか

らないほどの写真が展示されております。本県

は、シラス台地など大雨には弱い地域や急傾斜

地も多く存在しますが、本県の土砂災害危険箇

所数と土砂災害警戒区域の指定数を、県土整備

部長にお伺いします。

本県には、○県土整備部長（大田原宣治君）

土砂災害危険個所が１万1,826カ所あり、その内

訳は、土石流危険渓流が3,239カ所、地すべり危

険箇所が2 7 3カ所、急傾斜地崩壊危険箇所

が8,314カ所であります。このうち、土砂災害警

戒区域については、平成26年７月末現在で2,824

カ所が指定されており、その内訳は、土石流危

険渓流が804カ所、地すべり危険箇所が７カ所、

急傾斜地崩壊危険箇所が2,013カ所であります。

今回の広島市の対応に関しま○田口雄二議員

して、広島地方気象台から送られた「広島県内

全域で１時間に最大70ミリの雨が降る」との気

象予測を受け取りながら、見落としていたこと

が判明しました。ファクスを送ったものが届い

たことはわかったんですけれども、その中身ま

でしっかり確認しなかった、それで対応しな

かったということのようですが、河川の水位上

昇への対応に追われており、気づかなかったよ

うです。緊迫した状況であったことはわかりま

すが、貴重な情報を見落とすことがあってはな

りません。本県においては、土砂災害警戒情報

発表時の情報伝達はどのように行われているの

か、県土整備部長にお伺いします。

土砂災害警○県土整備部長（大田原宣治君）

戒情報は、降雨による土砂災害の危険が高まっ

たときに、市町村長が避難勧告の発令を判断す

る際や、住民が自主避難する際の参考となるよ

う、都道府県と気象台が共同で発表している防

災情報です。県は、この情報を該当する市町村

へメールまたはファクスにより伝達し、情報が

伝達されたことを電話で確認しております。ま

た、気象台からも同様の情報が市町村長へ伝達

されております。今後とも、気象台と連携しな
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がら、的確な避難勧告等の発令につながるよ

う、確実な情報の伝達に努めてまいります。

次に、土砂災害の防止をする○田口雄二議員

ためのハード対策の取り組みをお伺いいたしま

す。

本県はこれ○県土整備部長（大田原宣治君）

まで、土砂災害への対策としまして、砂防施設

などの整備のハード対策により、被害軽減を

行ってきたところでありますが、先月、広島市

や、昨年、伊豆大島で発生しました土砂災害に

おいても、砂防施設が一定の効果を発揮してい

ることから、今後とも、ハード対策の推進によ

り、県民の生命、財産を守ることを基本として

まいります。

しかしながら、施設の整備には膨大な費用と

時間を要しますことから、県としましては、災

害履歴や災害時要援護者施設がある箇所などに

ついて、土砂災害警戒区域等の指定の状況も総

合的に判断して、計画的に整備に取り組んでま

いりたいと考えております。今後とも、県民や

市町村、国との連携を図りながら、「土砂災害

からの犠牲者ゼロ」を目指して、ハード・ソフ

ト両面から、総合的な土砂災害対策を推進して

まいります。

ことしは例年になく、既に宮○田口雄二議員

崎には３つも台風が来ておりますが、直撃する

ような台風があったにもかかわらず、幸いなこ

とに大きな被害は出ておりません。しかし、ま

だまだ台風やゲリラ豪雨がいつ来てもおかしく

ない季節です。ハード面の対策は財政上厳しい

ものがありますが、ソフトをしっかり吟味し、

対策を講じていただき、また、市町村や関係団

体との連携などもしっかりやっていただきた

い、そのように思っております。よろしくお願

いいたします。

それでは次に、教育行政についてお伺いいた

します。

まず初めに、今年度の全国学力テストの結果

が公表されました。小学６年生と中学３年生を

対象に、国語、算数、数学を基礎編、応用編に

分けてのテストが行われました。全国的に成績

の底上げが見られると文科省は評価しているよ

うです。今回の全国学力・学習状況調査の結果

をどのように受けとめているのか、教育長にお

伺いします。

今回の全国調査の結○教育長（飛田 洋君）

果ですが、まず教科に関する結果では、全国平

均をわずかに下回っている教科もありますが、

小中学校ともに、ほぼ全国の平均的な水準にあ

ると考えております。

次に、学習や生活に関するアンケート調査で

すが、これまでの調査と同様、望ましい習慣を

身につけている割合が高い状況にあります。こ

の調査をもとに、民間の研究所が３年ごとに発

表している「いい子どもが育つ都道府県ランキ

ング」では、本県は過去３回、１位、１位、２

位という状況であり、これは、学校、家庭や地

域が一体となって取り組んでいただいている成

果であると捉えております。

調査で一番大切なことは、何よりその結果を

どう生かすかということでありますので、県教

育委員会といたしましては、各学校が策定して

いる学力向上の実践計画書による取り組みがよ

り効果的なものとなるよう、学校を訪問して指

導助言をするなど、学力や生活習慣の向上につ

ながるさまざまな取り組みを、一層、積極的に

進めてまいりたいと考えております。

今回の結果に関しましては、○田口雄二議員

教育長はおおむね平均的な結果であると評価し

ているようですが、ただ、全体的に見れば平均
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的でも、地域的にはばらつきがあります。小学

生はそうでもありませんが、中学生はかなり格

差があります。低いところの分を高いところが

平均点を上げているというような状況です。地

域間の格差是正にもう少し力を入れていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

また、今、御報告いただきました「いい子ど

もが育つ都道府県ランキング」とは、生活習慣

や家庭生活、地域とのかかわりなど、「生活習

慣や学習環境等に関する質問紙調査」が学力試

験とともに実施されており、それを共立総合研

究所が「子どもの育ちの質」について総合的に

評価し、都道府県ランキングとして公表されて

いるものです。

先ほど話がありましたように、過去２回のラ

ンキングは本県が１位で、今回は少差で２位に

なっていますが、悔しいのは、成績でトップの

秋田県が、このランキングでも１位になったと

いうことです。しかし、生活習慣、意志・人

格、家庭、道徳・規範、地域、テレビ・ゲーム

・メール等、社会への関心、学校生活、学習意

欲・習慣、コミュニケーション能力、体験など

の項目を総合評価したものです。

その中で、宮崎は、家庭、地域、学校生活、

学習意欲・習慣の４項目でトップでした。宮崎

県民としては、トップの内容が非常にうれしい

というか、気恥ずかしいような結果です。これ

は宮崎県民の子育て環境がすばらしいというこ

とでもあると思っております。しかし、この結

果は余り公表されていないのではないか。県民

の自信にもなりますので、声を大にして、もう

ちょっと県民に報告していってもいいのではな

いかと思っております。私どもも、今後、挨拶

等の中で、これを披露してまいりたいと思って

おります。

次に、小中一貫校が全国的に増加しています

が、このことについてお伺いいたします。県内

においても、平成18年の日向市の平岩小中学校

が初めての開校でしたが、現在は15校存在しま

す。県内の小中一貫校の成果と課題について、

教育長にお伺いします。

小中一貫教育では、○教育長（飛田 洋君）

通常、同じ敷地あるいは隣接する敷地におい

て、一貫した教育を実施している施設が一体と

なった形の学校を小中一貫校と言っております

が、そのほかにも、敷地は別々で、教育内容に

おいて連携した教育を実施している学校もござ

います。

成果でありますが、小中一貫校においては、

小学校から中学校への円滑な接続ができるよう

になり、中学校入学時の不安感の解消が図られ

ますとともに、小中学校間での多様な交流活動

が実施されております。また、教職員が日常的

に授業やその他の活動で交流を図ることができ

ますので、小学校のよさ、きめ細かな指導と

か、中学校のよさ、より専門的な指導など、そ

れぞれのよさに学びながら、系統性・一貫性を

生かした学習指導・生徒指導が行われ、指導の

充実が図られております。

一方、課題でありますが、通常の小学校にお

いては、リーダーシップを一番発揮できる６年

生が、中学生がいることにより、リーダーシッ

プを育みにくくなったり、あるいは小学校卒

業、中学入学という節目で、自覚が深まりにく

いとか、あるいは感動を味わいにくいというよ

うなこともありますので、より一層の工夫が必

要だと考えております。

次に、夏休みを短縮する学校○田口雄二議員

がふえています。８月中に始業式を迎えた小学
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校の始業式風景が連日、テレビのニュースで流

れていました。私どものころは、小中高の学校

全てが夏休みは８月末まででしたが、最近は、

２学期の始まりが前倒しされる市町村がどんど

んふえる傾向のようです。学校関係者による

と、「より丁寧に教えるため、授業時間を確保

する狙いです」と言っています。ゆとり教育を

推進しながら、学校教育の世界は大きく変わろ

うとしています。県内の夏休み等を短縮してい

る市町村の状況と、なぜ短縮する学校がふえて

いるのか、その理由について、教育長にお伺い

します。

夏休みや冬休みなど○教育長（飛田 洋君）

の長期休業の期間につきましては、各市町村が

それぞれの学校管理運営規則で決めているとこ

ろであります。具体的な状況につきましては、

この10年間で見ますと、ほとんどの市町村で

は、従前と比較して、年間の長期休業の期間を

短縮している状況にあります。その理由です

が、先ほど御質問でもありましたとおり、学習

指導要領の改訂に伴い、増加した指導内容に丁

寧に対応するとか、あるいは台風等による臨時

休業など不測の事態が起こった場合にも、授業

時数が確実に確保できるようにするため、そう

いうことがなされていると考えております。

今の答弁を聞いていますと、○田口雄二議員

夏休みが短縮されているのは、学習指導要領の

改訂に伴い、増加した指導内容に丁寧に対応す

るためや、台風等による臨時休業などの不測の

事態が起こった場合にも、授業時数が確実に確

保できるようにするため、なされているものと

いうお答えでありましたが、わかりやすく言う

と、授業時間の確保ではないかと思うんです。

そこで、同様の取り組みと言ってもいいのでは

ないかと思っております土曜授業の取り組みに

ついて、お伺いします。

本県では、延岡市の北方学園だけで実施して

いる土曜授業が、全国的には急増しています。

文部科学省の調査で７月25日に報道発表された

もので、2014年度に土曜授業実施する公立小学

校は3,565校、中学校は1,794校に上り、全体

の17～18％になることがわかりました。昨年

の11月、土曜授業の実施要件を改正し、教育委

員会の判断でできるように大幅に緩和されたこ

とにより、2012年度の２倍近くにふえていると

いうことであります。

そのような中、延岡市は、北方学園だけの実

施から、来年度は土曜授業を全ての小中学校で

実施の意向です。この取り組みは、現場の教師

から、月２回の土曜授業のころが一番、子供た

ちとゆっくり授業に取り組むことができた、ま

た子供たちと密に接することができたとの声を

聞いてからです。忙し過ぎる先生とよく言われ

るようになりましたが、平日の授業を土曜日に

持っていくと、先生の平日の負担が軽減され

る。土日が完全休日になって以来、ひとり親や

土曜日が仕事の保護者も多く、子供が土日１人

で過ごすことが多くなっている実態もありま

す。

また、延岡市ＰＴＡ連絡協議会からも、延岡

市教育委員会に土曜授業実施の要望書が出され

ています。先生が子供たちと向き合う時間を拡

大・確保してほしい、家庭・地域との連携協力

による学校行事及び授業を実施してほしい、土

曜授業に伴う先生の確実な休日を確保してほし

いが、要望書の内容です。現場の教師や子供た

ちの声、そして保護者の声も聞きながら検討し

ていただきたいのですが、延岡市の全小中学校

での土曜授業の取り組みについて、どう考えて

いるのか、教育長にお伺いいたします。
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文部科学省によれ○教育長（飛田 洋君）

ば、土曜授業を初めとした土曜日の教育活動の

内容については、学校、家庭、地域が連携し

た、多様な学習や体験活動等を行うことが示さ

れているところでありまして、これらは、これ

まで以上に豊かな教育活動を提供する観点か

ら、意義があることだと考えております。市町

村立学校の土曜授業の実施については、地域の

実態等に応じて、市町村教育委員会が主体的に

判断されるものであります。

土曜授業は、新しい取り組みでありますの

で、県教育委員会といたしましては、現在、学

校教育改革推進協議会において、さまざまな観

点から御意見をお伺いいたしているところであ

ります。また、土曜授業を年間を通して、ずっ

と継続的に実施しようとする場合は、例えば、

教職員が夏休みなどにまとめて週休日の振りか

えができるよう、規定の変更など条件整備を行

うことが必要となりますので、その準備も進め

ているところであります。

福岡県の芦屋町教育委員会○田口雄二議員

は、九州の市町村で一番早く土曜授業を2012年

５月から取り組んでいます。ここの教育委員会

が、土曜授業の成果を公表しています。土曜授

業の導入で、週末の生活リズムが改善すること

で、月曜の欠席児童が減る傾向が見られるとい

うことです。これまでは、土日に塾や習い事が

集中するか、ゲームばかりするか全く何もせず

過ごすかの２極化の傾向が見られた。その結

果、週末の疲れや生活リズムの崩れから、月曜

が他の曜日より欠席や保健室来室が目立つこと

になったようです。

さて、延岡市の土曜授業の取り組みですが、

既に文科省が実施要件を改正し、教育委員会の

判断で実施できるように緩和しています。私は

基本的には、県の教育委員会は各市町村の考え

を尊重し、その取り組みを支援すべきであると

考えています。

先ほど教育長は、土曜授業を年間を通して実

施する場合は、「規定の変更など条件整備を行

うことができるよう、その準備を進めていると

ころである」と答弁されました。この件は、昨

年の今ごろ、私が教育委員会の担当者の方とや

りとりしたときも、２月議会の私どもの会派の

髙橋議員が代表質問した際も、「週休日の振り

かえ規定の変更など、条件整備を行うことが必

要であり、その準備に着手したところである」

と答えています。既に相当な時間を要している

ようですが、一体何をしているのかというのが

実感です。

実際に、延岡市が来年度から土曜授業を実施

する場合、市民への周知や各種競技団体等との

行事調整も必要ですし、また、土曜授業の内容

の検討に一定の時間が必要です。年度末に決め

られても対応できません。早い時期に条件整備

をすることが必要であると考えますが、教育委

員会はいつごろをめどに条件整備を整えようと

しているのか、教育長にお伺いします。

いつまでに方向性を○教育長（飛田 洋君）

県として決めるかというお尋ねでございます

が、土曜授業を実施する学校においても、それ

ぞれの学校においても、来年度のいろんな教育

計画を立てる時期が出てくることになります。

それで、新たな教育計画をつくることを考え

て、土曜授業や来年度のいろんな行事が円滑に

準備が進められますよう、平成27年度、次年度

の教育計画を作成する時期までには、週休日の

振りかえ期間の変更について方向性をお示しで

きるように、今、準備を進めているところでご

ざいます。
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この土曜授業の流れは全国的○田口雄二議員

な傾向です。今後、延岡市以外の教育委員会で

も同様の取り組みが当然考えられます。早急な

対応をよろしくお願いいたします。

次に、警察行政についてお伺いいたします。

坂口県警本部長、宮崎に縁あってお越しいた

だきまして、ありがとうございます。実は、初

めてお顔を拝見したときは、大変物静かな紳士

というイメージを持ったのですが 昨日、十―

屋議員もおっしゃっていたのですが ６日の―

宮日新聞の「ひと」のコーナーを見て驚きまし

た。その細身に見える体は、相当鍛え上げられ

ているんですね。内なる気概にあふれた方だと

認識いたしました。悪や不正とは敢然と立ち向

かい、安心・安全の宮崎にしていただきますよ

う、よろしくお願いいたします。

そんな中、社会的な弱者であるお年寄り等を

中心に狙っている卑劣な特殊詐欺が、一向に減

ることなく、さらに巧妙な手口で悪質化してい

ます。先日、都城市では何と１億1,000万円、延

岡市でも1,000万円を超える巨額の被害が報道さ

れていました。手口も、警察や役所を名乗った

り、またグループでやる劇場型手口など、いろ

いろふえてきております。特殊詐欺の現状と近

年の推移、最近の犯行手口の特徴についてお伺

いいたします。

本県における特○警察本部長（坂口拓也君）

殊詐欺の現状につきましては、平成25年中、件

数で50件、金額で約２億3,139万円の被害を認知

しております。本年は、８月末までに、件数

で41件、金額で約２億6,500万円の被害を認知し

ており、昨年同期と比較して、件数で13件、被

害額で約１億3,300万円増加しております。近年

の推移につきましては、平成21年以降、認知件

数、被害額ともに減少傾向にありましたが、平

成24年からいずれも増加に転じており、本年は

既に被害金額が過去最高となっております。

最近の犯行手口の特徴につきましては、利殖

をうたって架空のもうけ話を語り、さらには、

代理購入や名義貸しに応じた被害者に対して、

その行為は犯罪であるとおどすなど、だましの

手口が複雑・巧妙化しております。また、従来

の金融機関における振り込み型の被害に加え

て、現金を宅配便などで送付させたり、直接、

現金を受け取りに来るといった手口も増加して

おります。

手口も非常に悪質・巧妙化し○田口雄二議員

ておりますが、現在取り組んでいる特殊詐欺対

策について、県警本部長にお伺いいたします。

警察では、特殊○警察本部長（坂口拓也君）

詐欺の抑止のためには、検挙と予防の両面で取

り組むことが重要と考えております。検挙対策

としましては、例えば、被害者の協力を得て、

首都圏から現金を受け取りに来た被疑者を逮捕

し、そこから組織の中枢に迫る捜査をしている

ほか、通帳詐欺や携帯電話詐欺等の助長犯罪の

捜査を強化しており、それらを合わせて、本年

は８月末までに、合計20件、９名を検挙してお

ります。

他方、予防策としましては、各種広報媒体を

活用した情報発信や、犯行グループから押収し

た名簿に登載されている方への防犯指導、さら

には、犯人からの電話を撃退し被害を防止する

ことが期待できる自動通話録音機の貸し出しを

行っております。また、水際対策としまして、

金融機関で高額の現金を払い戻そうとする方に

対して、チェックシートを活用した声かけをし

ていただいたり、宅配便やレターパックなどに

よる送金を防止するため、警察で作成したポス

ターやリーフレットを活用した声かけをしてい
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ただくなど、関係機関等との協働に努めている

ところであります。

実はこの質問でやりとりをし○田口雄二議員

た県警の職員の方が、きのうテレビで金融機関

との取り組みをするシーンに出ておりまして、

早速やっていただいておるんだなと思って、心

強く感じたところであります。

自動通話録音機をつけるということでござい

ましたが、聞きますと、これは１社だけが今生

産しているということで、今、全国からオーダ

ーも来ているようです。なかなか間に合わない

のかもしれませんが、今、貸し出しは、リクエ

ストがあった人に貸し出しをするということに

なっております。もし、全てが貸し出しをさ

れ、効果が高いのであるならば 値段も聞き―

―ましたら、そう高いものでもないですので

お年寄りの方々等にもぜひ進めていただきたい

と思っております。１万円かちょっとぐらいで

何百万円もとられるのが防げると思えば、安い

ものだと思っております。

以上で、質問は、用意したものは全て終了い

たしましたが、最後にちょっと御報告といいま

すか、話をしたいことがあります。

以前から、本県は、総理大臣、横綱、甲子園

の優勝がないと言われてまいりました。しか

し、和牛の共進会２連覇や鵬翔高校のサッカー

全国制覇、そして昨年の延岡学園の甲子園準優

勝と続いてきました。全国的な活躍が続いてお

ります。ここにきて、横綱ではありませんが、

久しぶりに本県から関取が誕生するかもしれま

せん。

大相撲の関取、つまり十両以上の力士は、本

県からは、高鍋町出身の元関脇、栃光が昭和62

年５月場所で引退して以来、25年間不在です。

ちなみに、栃光関は、宮崎日大高校を中退して

相撲界に入りましたが、私の柔道部の先輩でも

あります。実は、その前の関取、延岡市出身の

小結、羽黒岩 大鵬の45連勝をストップした―

関取でありますが、私の東海中学校の先輩でも

ありまして、私は何か関取に妙に縁がありま

す。もう少しで十両にという幕下上位まで来た

力士もいましたが、残念ながら、関取になれた

本県出身者はその後いません。

しかし、大相撲の９月場所で、結果によって

は、久しぶりに関取が誕生するかもしれませ

ん。おじいさんが元十両力士で、延岡市出身の

琴恵光関です。今回、幕下３枚目にまで来てお

り、十両への挑戦をします。それほど大柄では

ありませんが、身体能力も非常に高く、知事と

違って脇もしっかり締まっているようですの

で、今後の活躍が楽しみです。ぜひとも県民を

挙げて応援していただき、久しぶりの関取誕生

につながればと思い、あえて紹介させていただ

きました。知事もいつも千秋楽に、表彰で土俵

に上がっております。25年ぶりの関取の誕生を

祈念して頑張ってまいりますので、ぜひとも応

援をよろしくお願いします。

以上で終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○福田作弥議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時56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、愛みやざき、有岡浩一議員。

〔登壇〕（拍手） 愛みやざき○有岡浩一議員

の有岡です。代表質問をさせていただきます。
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まず、知事の政治姿勢であります。

９月５日の議会初日に、今回の知事の政治団

体と産廃業者に関連して、説明とおわびの言葉

がありましたが、県政に対する不信感は払拭さ

れていません。そこで、県民の代表として、愛

みやざきとして、一つ一つ整理しながら質問を

してまいります。

まず、新聞報道によると、新燃岳の降灰処理

をめぐる詐欺事件で逮捕、起訴された産廃業の

元役員から2011年７月に300万円の資金提供を受

けたとあります。御承知のとおり、2011年１月

から新燃岳の噴火により、多くの県民の皆さん

が被害を受けました。それに対し、火山灰収集

料を総額6,500万円分水増しした、いわゆる詐欺

で得たお金が知事のもとに届けられたこととな

り得ます。県民の立場から言えば、詐欺事件の

業者から資金提供を受けた知事の政治姿勢に対

し不信感を抱くわけであります。このような県

民の心情に対し、知事の見解をお尋ねいたしま

す。

次に、職員の表情がどこか暗く、元気がない

と感じるのは私だけでしょうか。６月の一般質

問で私は、知事の給与の減額の目的と成果につ

いて質問しました。知事は、「行財政改革を進

めるためには、まずは牽引する立場にある者が

みずからの取り組む姿勢を示す必要があると考

え、給与の減額を行っている」と答弁されまし

た。しかし、職員の立場から今回の案件を見ま

すと、産廃業者から知事のもとへ資金提供300万

円の話を聞きますと、知事の場合、給与の減額

をしても他方から不足分が入ってくるわけで、

職員の模範となる牽引役にはほど遠いと思われ

ます。行財政改革に取り組む全ての職員に対し

どのような思いでいらっしゃるのか、知事の見

解をお尋ねいたします。

また、新聞報道で指摘されている政治団体

「河野しゅんじ後援会」と「みやざき新生の

会」の政治資金収支報告書、2011年、2012年を

閲覧してみました。「みやざき新生の会」で

は、2011年、会員10名、収入51万5,000円、2012

年、会員31名、331万5,000円がわかるだけで、

新聞報道の2011年、会費名目で元役員と同社関

係者２人から会費８口ずつ６カ月分48万円

や、2012年、20口ずつ12カ月分240万円は確認で

きませんでした。今回の新聞報道の分散記載の

内容は間違いがないのか、確認の意味でお尋ね

いたします。

次に、選挙管理委員長にお尋ねいたします。

新聞報道やこれまでの知事の説明、答弁か

ら、2011年７月に受領したものが、収支報告書

では2011年と2012年の２年に分散記載されてい

るようです。政治団体の収支報告書には毎年12

月31日時点での収入を記載するよう定めてい

て、年をまたいだ記載はできないと政治資金規

正法ではなっています。今回のように分散記載

をし、実態と違う報告をしたのであれば、明ら

かに虚偽記載と思われますが、選挙管理委員会

の見解をお伺いいたします。

次に、我々選挙に携わる者として知っておか

なければならないこととして、１口月5,000円の

会費で年間６万円となり、政治資金規正法の寄

附の場合は名前を公表しなければならない額で

あります。今回の問題では、2012年、40口の会

費であり、普通に考えれば40人分に当たります

が、このような会計処理は適当であると考える

のか、選挙管理委員会としての見解をお伺いい

たします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、質問

者席から再質問をさせていただきます。（拍

手）〔降壇〕
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〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

まず、私の政治団体等への資金提供について

であります。当時、私を支援する政治団体の活

動に対し支援の申し出を受けましたこと自体

に、違法性はないものと考えております。ま

た、その後に発生しました廃棄物処理法違反事

案におきましても、法令等に基づいた厳正な対

応をしており、公正性、公平性を逸したことは

決してございません。

しかしながら、このように県議会を初め、県

民の皆様に御心配をおかけしたことに関しまし

ては、不徳のいたすところであり、知事とし

て、また政治家として道義的な責任を強く感じ

ているところでございます。また、県民の皆様

にもおわびを申し上げたところであり、あわせ

て心配をかけたことに関し、職員に対しても大

変申しわけない思いであるところでございま

す。今後は、このような臆測を呼ぶような事態

を二度と引き起こすことがないよう、みずから

を律し、これまで以上に公正公平に留意し、一

層気を引き締めて県政を推し進めてまいりた

い、そのように考えているところでございま

す。

また、資金提供の処理の仕方につきまして

は、これまでも御説明しておるとおりでござい

ます。産廃会社元役員から私を支援する政治団

体の活動に対し会員として支援をしたいという

申し出がございまして、300万円につきまして、

２名分の会費288万円と寄附12万円に分けて会計

処理をしたということでございます。以上でご

ざいます。〔降壇〕

〔登壇〕 お○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

答えいたします。

政治資金規正法は、本来自由であるべき政治

活動に対する行政庁の関与を必要最小限度にと

どめるべきであるという考えに基づいておりま

す。このため、選挙管理委員会は、政治資金の

収支報告に関しまして、形式審査を行うことが

できるのみでありまして、事実関係を把握する

ための調査を行う権限を有しておりません。ま

た、政治団体における会費の取り扱いにつきま

しては、政治団体の自律性に委ねられており、

党費または会費の金額や設定方法につきまして

は、政治資金規正法上、特段の規制はないとこ

ろであります。以上です。〔降壇〕

今、答弁をいただきました○有岡浩一議員

が、知事に再度、御質問します。職員に対する

思いについての答弁をいただければと思ってお

ります。

先ほど申しましたとお○知事（河野俊嗣君）

り、このような御心配をおかけしている県民の

皆様に対しても深く反省しておるところでござ

いますし、職員に対しても、いろんな面で頑

張ってもらっている中で、このような心配をか

けることに対して大変申しわけない思いがいた

しております。

それでは、再度、質問をして○有岡浩一議員

まいりますが、資金提供についてでございま

す。知事御自身が産業廃棄物業者元役員に直接

会ったときに資金提供の話をされたのかどう

か、その点を再度、確認させてください。

私は直接そのような話○知事（河野俊嗣君）

は受けておりません。

いろいろな臆測が飛び交う中○有岡浩一議員

で、2010年12月の知事選挙や2011年度以前の活

動資金の提供はなかったのか、お尋ねいたしま

す。

そのようなことはござ○知事（河野俊嗣君）

いません。
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2011年、2012年の会費、少額○有岡浩一議員

寄附に分散処理したことについて、知事は関与

していないのか、再度、確認いたします。

会計担当の職員に対し○知事（河野俊嗣君）

ましては、しっかりとしたルールのもとに整理

をするように指示したところでございます。ま

た、このような分散、そして会費として処理し

たということは、政治資金収支報告書を取りま

とめる段階において報告を受けたところでござ

います。

今のお話の中で気になるの○有岡浩一議員

が、例えば政治団体の規約改正が行われていま

すが、2011年の会費の改正が知事の後援会のほ

うで行われています。そのことについては、ど

の時点で御存じだったんでしょうか。

正確な日時等は覚えて○知事（河野俊嗣君）

おりませんが、改正がなされた後に報告を受け

ているところでございます。

2011年８月12日に、会費を月○有岡浩一議員

額1,000円の固定制から月額１口5,000円に変更

されていますが、このことは知事は御存じだっ

たんでしょうか。

今申しましたように、○知事（河野俊嗣君）

規約の改正については、その後に報告をいただ

いております。

規約の変更はどなたが指示さ○有岡浩一議員

れたのか、お尋ねいたします。

後援会の中でさまざま○知事（河野俊嗣君）

な議論がございました。これまで後援会、さら

に新生の会という形であったわけであります

が、会費に余り差がなく、もっとしっかりした

形で支援をしたいというような申し出、いろん

な声があったというようなことで、さまざまな

他の事例といいますか、いろんなことを参考に

させていただきながら、そのような新生の会と

後援会の性格分けといいますか、整理をさせて

いただいたということでございます。

政務秘書が未熟であったとい○有岡浩一議員

うふうなお話もされているようですけれど

も、2011年７月に元役員から寄附をいただい

て、それに伴う規約の改正をせざるを得なかっ

たのではないかというふうに感じるんですが、

その点いかがでしょうか。

今申し上げましたよう○知事（河野俊嗣君）

な、当時、後援会、新生の会ということで、い

ろんな体制、ふなれな中でスタートしたわけで

ありますが、もっとしっかりした支援をしたい

という声もあり、その見直しというものは以前

より議論はしておったところでございます。

私たちで話をすると、県の総○有岡浩一議員

務部長経験の知事が政治資金規正法を知らな

かったということではなくて、熟知した上で、

今回の月額１口5,000円というような形で規約を

改正するといった準備をされたんじゃないか、

いわば巧みに意図的な収支報告を複数年に分け

て提出するよう指示されたんじゃないかという

ふうに思ってきたわけです。そういった経緯は

ないということでよろしいでしょうか。

この規約改正の経緯に○知事（河野俊嗣君）

ついては、今申しましたように、後援会の中、

またさまざまな声があったことを受けながら、

整理をさせていただいたということでございま

す。

その中で、後援会の会費、月○有岡浩一議員

の会費を１口5,000円として何口でも受けられる

という仕組み、これは事実上、寄附ではないか

というふうな声があります。政治資金に詳しい

大学教授の話でも、寄附に当たると批判を受け

ておりますが、今回の何口でも受けられるとい

う仕組みを履行された関係で、寄附に当たると
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いう解釈はございませんでしょうか。

先ほど選管の委員長か○知事（河野俊嗣君）

らも答弁がありました、寄附と会費等というこ

とで金額に明確な基準が、一般的な基準がある

わけではないということでございます。また、

複数口ということでの会費を納めていただいて

いるのは、ほかの例でもあるわけでございま

す。ただ、今回のこのようなさまざまな議論を

経る中で、今後、専門家とも御相談させていた

だきながら、会費のあり方について一定の基準

というものが必要なのではないか、そのように

今、考えておるところでございます。

2012年12月に水質検査記録改○有岡浩一議員

ざんが発覚した際に、業者から便宜を図るよう

知事の後援会政務秘書に依頼があり、弁明書に

しんしゃくしてほしいと元秘書から相談を受け

ているという話がございましたが、そのときに

資金提供された300万円の返金は考えなかったの

か、知事の見解をお尋ねします。

これにつきましては、○知事（河野俊嗣君）

先ほど答弁したとおりでございますが、行政処

分との関係で臆測を招きかねないということ、

また事態が動いておりましたので、一定の事態

の推移を見守るという判断をそのときはしたと

ころでございます。

2013年３月30日の事業停止処○有岡浩一議員

分について、環境森林部の関係課に対し、直接

的な働きかけ、問い合わせ等は知事がされたと

聞いておりますが、関係課に知事のほうから連

絡をした経緯がございますでしょうか。

これに関しまして、ど○知事（河野俊嗣君）

のような基準があるのか、他県でどのような処

分の事例があるのかということはしっかり踏ま

えた上で、それに基づいて厳密に処理をしてい

こうというようなことで意見交換をしたところ

でございます。

私どもが政治献金について解○有岡浩一議員

釈をいろいろしてみますと、政治資金の贈与

が、政治家が有する職務権限の行使に関する行

為と対価関係に立つ場合のみ、賄賂としての性

質を帯びることになるということがございまし

て、監督的立場にある知事から今回何らかの働

きかけがあったとするならば、その資金は政治

献金から賄賂となるというふうな解釈の仕方が

ございます。そういった意味で、知事の後援会

の政務秘書から弁明書のしんしゃくについて相

談を受けて、そして担当課のほうに何らかの形

で確認するという行為、これは場合によっては

賄賂性があるのではないか、政治献金じゃなく

て賄賂に近づいているんじゃないかという解釈

をしておりますが、知事はいかがでしょうか。

政務秘書のみならず、○知事（河野俊嗣君）

県政が行いますさまざまなことに関して支援者

もしくは知事にいろんな声を届けられる、その

うちの一つとしてあったというふうに記憶して

おります。ただ、大事なことは、これまでも繰

り返し申しておりますように、法や国の基準、

そういったものに基づいて厳正に処分するとい

うことが知事として求められる対応であるとい

うふうに考えておりますし、私は今回そのよう

に対応したということでございます。

今後、大変気をつけなければ○有岡浩一議員

いけない部分だと思いますが、職務と密接な関

係を有する行為であれば賄賂の対価と確定する

に足りると解釈する場合もございますので、私

どもはそういった方向に進まないよう気を引き

締めて取り組まなければならないと思っており

ます。

次に、政務秘書への資金提供についてお尋ね

いたします。異業種交流の事務局でありなが
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ら、なぜ個人の口座に毎月10万円、計160万円が

振り込まれたのか、知事はそのことについて了

解していたのか、お尋ねいたします。

この事実につきまして○知事（河野俊嗣君）

は、一連の報道があるまで承知しておらなかっ

たところでございます。改めて本人に確認をす

る中で把握したところでございます。

160万円の資金提供に対し120○有岡浩一議員

万円を返還したとされますが、ことし３月、そ

の返金と職員の退職との関係性はないのか、知

事にお尋ねいたします。

返金というのは、これ○知事（河野俊嗣君）

までも答弁しておりますように、異業種交流会

が解散したその残金ということで、その職員が

当該産廃会社に返金をしたということでござい

ます。退職に関しましては、その職員より申し

出があり、後援会としてそれを受けとめて退職

ということに至ったところでございます。

元政策秘書が、午前中もござ○有岡浩一議員

いましたが、朝日新聞の取材に対して「資金提

供の意図はよくわからない。秘書の給与の補充

のような感じではないか」と、新聞社のほうに

答えております。しかし、知事の説明では給与

の補充ではないと、大きく変わっております

が、給与の補充でないということは誰からの説

明なのか、お尋ねいたします。

そのような報道があっ○知事（河野俊嗣君）

たことを受けて、本人に後援会事務局長が確認

をし、聴取をしたところ、そのようなことは自

分は考えていないということでございまして、

これまでも御説明しておりますように、その振

り込まれた金額については、異業種交流会の会

費でありますとか飲食代等のために使ったとい

うようなことでございます。

新聞記者のほうにも確認しま○有岡浩一議員

したが、間違いなく秘書は、秘書の給与の補充

のような感じではないかと言ったということを

確認しました。この議論を幾らしても見えてこ

ない背景としましては、やはり秘書の方または

会計責任者から説明を受けないと見えてこない

のかなという感じがしますが、県民の中の声と

して、秘書任せで逃げるなという声もございま

す。そして、曖昧なまま幕引きでは政治不信を

招くんだ、これが我々県議会に課せられた県民

の声でございます。これまでの経緯、中身がわ

からぬまま、このまま終わってしまうべきなの

か、大変悩ましいところでありますが、やはり

事実をしっかりと認識し、クリーンな知事の姿

勢を貫かなければ県民はついてこないというふ

うに思っております。

最後にもう一度お尋ねしますが、議会冒頭の

初日の説明では責任のとり方が示されていませ

んが、どのような形で責任をとるつもりなの

か、再度お尋ねいたします。

これまでこの問題に関○知事（河野俊嗣君）

しましては、可能な限り事実を整理し、県民の

皆様に説明をするという姿勢で取り組んできた

ところでございます。この問題に関しまして

は、さまざまな多々反省するところがあるわけ

でございます。今、秘書任せにという話がござ

いましたが、政治資金規正法等のふなれな形で

の処理がされたということではございますが、

秘書だけの問題ではなしに、それをしっかり

チェックすべき政治団体の責任者として、私も

チェック機能という意味でしっかりと重くその

責任というものを受けとめておるところでござ

います。今後は、このような臆測を招くよう

な、また御心配をおかけすることがないよう、

公正公平をより徹底し、また身を引き締めて県

政に努めてまいりたい、そのように考えておる
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ところでございます。

これからの知事の姿勢が問わ○有岡浩一議員

れる案件ですので、しっかりとやっていただき

たいと思っております。

それでは、２番目の次の質問に入ります。川

内原発に対する安全対策についてお尋ねいたし

ます。

世界の原発大国は、原発事故に備えた計画を

立てております。その計画が発動された例が

チェルノブイリ原発事故であります。当時のソ

連は、核戦争時のマニュアルを実行し、30キロ

圏内を閉鎖し、数日で10数万人の住民を周辺地

域に避難させています。このような大規模な脱

出劇はマニュアルがあって初めて可能であり、

日本政府の事故を想定していなかった福島原発

では、対応のおくれがいまだに混乱を招いてい

ます。そこで、東京電力福島原発事故から多く

の教訓を受けましたが、川内原発に関して被害

を危惧する声が大きく聞かれる中で、知事はこ

の県民の声をどう受けとめているのか、御所見

をお伺いします。

原子力発電所の安全性○知事（河野俊嗣君）

に関して国民、県民から不安の声があることは

十分承知をしておるところでございます。県と

しましては、国に対しまして、原子力規制委員

会における慎重かつ厳格な審査と説明責任の重

要性、さらには防災対策につきまして国が前面

に立って継続的に充実強化を図ることなど、全

国知事会などを通じてさまざまな提言を行って

きたところであります。国や原子力規制委員会

におきましては、科学的、技術的な知見に基づ

く安全性の確保を大前提とした上で、原発の安

全性に係る審査過程等について、しっかりとし

た説明責任を果たしていただきたいと考えてお

ります。県としましては、今後とも、原子力規

制委員会の審査の状況を注視するとともに、国

や九州電力に対しまして、県民の生命や財産を

守る観点から、必要な説明と対応というものを

求めてまいりたいと考えております。

これは通告しておりません○有岡浩一議員

が、総合政策部長にお尋ねいたします。国や九

州電力に対し必要な説明と対応を求めていくと

ありましたが、鹿児島県では10月９日から住民

説明会を計画しております。本県では、県民に

対していつどのような形で情報提供する考えで

あるのか、お尋ねいたします。

川内原発の○総合政策部長（橋本憲次郎君）

再稼働に際しまして、住民向けの説明会を県と

して何らかの形で行う、そういう立場には現時

点ではないというふうに考えております。ただ

一方で、県といたしましては、九州電力ないし

は国に対して、どのような状況かという情報提

供を求めてまいりたいと思いますし、必要に応

じて、このような議会の場もありますし、いろ

いろな場面で、得られた知見はお知らせしたい

というふうに考えております。

知り得た情報は県民に伝え○有岡浩一議員

る、そういう努力はすべきだと思っていますの

で、今後、計画をつくっていただきたいと思い

ます。

次に、県民の安全を確保するための対策につ

いてお尋ねいたしますが、福島第一原発事故で

最も危惧されていたのは、実は、４号機の使用

済み核燃料プールが冷却機能を喪失し、大量の

放射性物質が放出されることでした。川内原子

力発電所に貯蔵されている使用済み核燃料は既

に890トンあります。常在危機として、原発の稼

働にかかわらず、既に大きな課題を抱えている

わけです。原子力災害に対し県民の安全を守る

ための対策について、危機管理統括監にお伺い
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いたします。

原子力災害○危機管理統括監（金丸政保君）

に関する国民の安全確保につきましては、原子

力規制委員会が、科学的、技術的知見に基づき

まして原子力災害対策指針を定めております。

この指針は、地方公共団体等が対策を円滑に実

施することを目的としており、原子力発電所か

らおおむね30キロメートル以内の区域につきま

して、具体的な対策が示されております。

本県は、原子力発電所の立地場所に最も近い

ところが、えびの市の約54キロメートルでござ

いまして、この30キロメートル以内に位置して

おりませんが、再稼働の有無にかかわらず、万

一の場合に備えておくことが必要であるとの考

え方から、本年３月に、宮崎県地域防災計画の

中に原子力災害対策編を新設いたしまして、緊

急時の情報の収集あるいは伝達体制などにつき

まして、基本的な考え方を盛り込んだところで

ございます。

なお、原子力規制委員会におきましては、現

在、30キロメートルを超える区域につきまして

検討が行われておりますので、この状況を見き

わめながら、今後、地域防災計画のさらなる改

正について検討してまいりたいと考えておりま

す。

昨日もこの話題が出ましたけ○有岡浩一議員

れども、川内原発からの放射性物質拡散をシミ

ュレーション、試算してみますと、風向きに

よっては、ここ宮崎市内にも拡散します。わか

りやすく言いますと、新燃岳噴火のときに多く

の地域で降灰があったときのような広がりがあ

ると考えるべきであります。避難計画を含め、

整備が必要であることは間違いありませんの

で、ぜひ検討し、計画を進められるよう要望し

ておきます。

続いて、県庁５号館の取り扱いについて総務

部長にお伺いいたします。

７月23日の総務政策常任委員会では、県庁５

号館のあり方について意見を求められたと受け

とめていましたが、翌日には地元新聞で、解体

後に外装材を再利用する形で整備すると報じら

れています。そこでまず、５号館取り壊しとな

ると、現在使用している県文書センター移転の

問題があります。県文書センターが保有してい

る歴史的価値のある公文書が、空調設備等の

整った安全な場所に移転する計画はどこまで進

んでいるのか、総務部長にお伺いいたします。

文書センターと○総務部長（成合 修君）

なっております５号館のあり方等につきまして

は、ことし11月策定予定の防災拠点庁舎整備基

本構想の中で、そのあり方、方針を決定するこ

ととしております。その前提で、５号館から文

書センターが移転する場合の取り扱いについて

答弁させていただきます。

文書センターが保有しております歴史資料と

して価値のある公文書は、明治初期からの貴重

なものが系統的にそろっておりまして、御指摘

のとおり、欠落が少ない等の理由で、全国的に

も高い評価を受けているところでございます。

このため、かけがえのない公文書等を保存する

文書センターのあり方などを検討するプロジェ

クトチームを庁内に先月立ち上げまして、現

在、移転先の選定、移転方法等について検討を

重ねているところでございます。文書センター

が、これまでどおりその役割を十分果たせるよ

うに、移転先での公文書等の適切な保存、管理

体制の構築などに努めてまいりたいと考えてお

ります。

今のお話でいきますと、県庁○有岡浩一議員

５号館の解体、外観の一部を保存するというこ
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とは、11月の基本構想の中で決めていくという

ことで、そういう説明だったかと思います。総

務部長にお伺いしますが、９月３日の新聞で

は、「５号館を解体し、防災庁舎の一部に」と

あり、コスト考慮、よい景観をつくるというこ

とで県がコメントしております。外観保存でよ

りよい景観をつくれる、このことは誰がどのよ

うな権限でコメントしているのか、総務部長、

お尋ねいたします。

常任委員会の翌日○総務部長（成合 修君）

に一部報道されたことは承知しております。今

回の保存方法につきましては、基本構想の中

で11月下旬に最終的に決定しますが、５号館の

あり方につきましては、現在のところ基本的な

方針ということで、７月23日の常任委員会の中

で 今回の防災拠点庁舎の整備が非常に重要―

なプロジェクトということでございまして、防

災拠点庁舎の整備の問題が始まって以降 県―

議会のほうにまず御説明をし、幅広く御意見を

いただきながら、各種の検討をしてきたところ

でございます。今回の件につきましても、まず

常任委員会に御報告し、幅広い御意見をいただ

き、さらに検討を現在進めているところでござ

います。

余り納得できる形ではないん○有岡浩一議員

ですけれども、我々、総務政策常任委員会の中

で説明をいただきました。しかし、他の議員に

対しての説明もなければ、県民に対する５号館

取り扱いについての意見を聞く場面もないとい

うことでありますが、５号館を取り壊す、解体

するということに対して、知事は了解している

というふうに理解してよろしいんでしょうか。

御指摘の５号館であり○知事（河野俊嗣君）

ますが、今の県庁本館より古い昭和元年の建物

でありまして、特に外観は特徴的で、本館やク

ス並木と一体となった非常に美しい景観を創出

しているものというふうに考えております。歴

史的、景観的価値のある建物というふうに受け

とめておるところでございます。

今回の保存方法につきましては、現在の建物

の材料をできるだけ再利用して復元するという

ものでありまして、貴重な建物を生かし、その

価値を現代的な状況の中で高めるための手法と

いうことで、これは全国的にも導入されて具体

的な事例があるものでございます。５号館を今

後も保存し、有効に活用していきたいという強

い思いから総合的に検討した結果であり、私と

しても適切な保存方法であると考えておるとこ

ろでございます。

取り壊すということは、もう○有岡浩一議員

復元できないということを理解していらっしゃ

るのかどうかわかりませんが、一部使うとかい

う考え方で今回対応されるようです。そこで、

一つ考えなきゃいけないのが、宮崎市の景観重

要建造物であるということで、県庁本館、県庁

５号館については、先月の宮崎市の景観審議会

の中でも話が出ましたし、その意向としまして

は、残せるものは残してほしい、しかし宮崎県

の所有だということで宮崎県のほうにお願いす

るしかないということでした。

景観に対する取り組みとして、平成16年に景

観法ができまして、本県も景観行政団体になっ

ています。平成19年４月には基本方針として、

歴史的な建築物や建造物の景観として県庁本

館、県庁５号館を明示しています。忘れてい

らっしゃる方がいらっしゃるかしれませんが、

県民の財産としての旧宮崎農工銀行、県庁本館

の保存というものを真剣に考えた上での結論な

のか、大変危惧しております。どこの場面で５

号館を解体するという結論が出せたのか。私
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は、本来は審議会等で審議するというスタンス

がなければいけないと思っております。そうい

う形式をとっていない本県の取り組みについて

大変疑問を持つんですが、総務部長、こういう

審議をする場面はなくてよかったのか、お尋ね

いたします。

５号館の歴史的、○総務部長（成合 修君）

景観的な価値につきましては、議員から御指摘

のありますように、本県に現存する数少ない近

代建造物であるということで、当時のれんが調

やルネサンス様式の装飾外観が特徴的でござい

まして、本館と一体となって楠並木通りと調和

した景観を形成しているというふうに十分認識

しているところでございます。

しかしながら、防災拠点庁舎の整備に当たり

まして、外来駐車場敷地を有効に使うためにさ

まざまな検討を行いました結果、５号館の調査

をいたしました。そして、構造体、部材に著し

い劣化があること、今後、多額の改修費用が必

要になること、また外観的には当時の面影を残

しておりますが、内装の半数以上を撤去してい

ること等々ございまして、歴史的、景観的価値

を踏まえて、できる限り保存活用するというこ

とで検討してきたところでございます。防災機

能の十分な確保、コストの抑制、さらには日本

庭園やクス並木との一体感、保存後の利活用を

考えたものでございまして、仮に11階建ての防

災拠点庁舎が北側に建ちますと、楠並木通り側

から見ると全て建物が隠れてしまう、そういっ

たこともありまして、５号館の解体後、内装・

外装材の再利用を図り、防災拠点庁舎と一体的

に整備、復元することにより、クス並木と日本

庭園が一体となった景観を形成できるのではな

いかということで、現在の県の基本方針として

おります。

また、この基本構想につきましては、今議会

の常任委員会で素案を御報告後、パブリックコ

メント等を実施するとともに、建築あるいは造

園、そういった専門家等々の方々の御意見も幅

広くお伺いしながら、最終的な決定をしたいと

考えております。

私は総務政策常任委員会で、○有岡浩一議員

どれぐらいの費用が今後かかってくるのですか

と申し上げましたが、５号館を取り壊すことに

よって、文書センターの移転費用、そういった

ものを概算で出していらっしゃればお尋ねいた

します。

文書センターの移○総務部長（成合 修君）

転につきましては、現在、先ほど申し上げまし

たように、プロジェクトチームで検討しており

ますが、移転先によってその費用は変わってま

いりますし、改修工事にどの程度かかるかとい

うことは、さまざまな案を今後考えながら、検

討してまいるということにしております。

費用的な問題が説明できない○有岡浩一議員

状態ではなかなか議論が進まないということを

常任委員会では申し上げましたし、例えば日本

庭園のこちら側が駐車場として利用できないの

か検討してほしいということを申し上げました

が、検討されたか、お尋ねいたします。

日本庭園でござい○総務部長（成合 修君）

ますが、昭和45年に整備されておりまして、樹

齢300年を超えるヤマモモの木など貴重な樹木も

植栽されているところでございます。防災拠点

庁舎の基本方針におきましては、将来的な県庁

舎のあり方等をイメージする中で、日本庭園に

ついては現在のままできる限り保存することと

したところでございまして、５号館移転を想定

した場合にも、日本庭園の活用については検討

を行っていないところでございます。
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私も日本庭園のほうに入って○有岡浩一議員

みましたが、必要ないとは言いません。しか

し、どれほどの活用がされているのか。５号館

については、取り壊すことによって価値が半減

する、そういう現状がある中で、日本庭園の見

直しを常任委員会ではお願いしたわけです。そ

れが検討していただけないということであれ

ば、再度要望しますが、まず日本庭園があの状

況で子供が入っても危ない、高齢者、車椅子も

入らない。その日本庭園をどれほど活用する計

画があるのか、そういったことも踏まえて、再

度検討していただくことを強く要望して、この

質問を終わりたいと思います。

幾つかのお話をさせていただきますが、広島

県の文書館に行ってまいりました。宮崎県の文

書センターの２倍ほどの敷地を持った文書館で

したけれども、それでも手狭になっているとい

う現状でありました。戦時中に公文書の貴重な

ものは疎開をしていた。しかし、戦後それを集

めて管理することができなかったために、結果

的にはその貴重な資料が紛失したり、残ってい

なかったというのを、反省としておっしゃいま

した。

今回の文書センターの移転におきましても、

慌ただしく引っ越しをしなきゃいけない現状

で、そういった貴重なものが紛失したり傷んで

しまうことがあってはいけないということを一

つ申し上げますし、そうならないための準備を

どれほどできるのか、プロジェクトチームにど

ういったメンバーが入っているかわかりません

が、やはり慎重にやらないと取り返しがつかな

いものです。防災拠点庁舎は100億、予算が組め

ました。できます。しかし、それ以外のもの

は、なくなった時点でもう戻ってこない。そう

いう貴重なものを管理するという意識がなけれ

ば、こういった資料は残していけないというふ

うに思っています。

先日、昭和天皇の話がありましたが、資料を

残していくための努力をしなきゃいけないとい

うことで、昭和天皇実録の中でも拝聴録がなく

なっていたということで、この中で、公文書が

国民の財産だという意識が未成熟だというコメ

ントが書いてあります。公文書というものが宮

崎県の財産であるという価値観を持って取り組

んでいかなければ 安易に取り組んで後々の―

貴重な資料が紛失する、なくなるということは

避けなきゃいけない。そういうリスクを負わな

いためにも、日本庭園も含めて検討することが

必要ではないか、今、慌てて引っ越しすること

のないようにすべきではないかというのが私の

見解です。

また、こういった貴重な資料、貴重な建造物

を残すためにはどういう手法があるのかという

ことで、紹介させていただきたいと思います。

大阪市の中央公会堂は国の指定を受けておりま

す。また、持続的な資金を集めるということ

で、熊本城では1997年から新一口城主制度で20

億円の寄附を集めている。全国から小口の資金

を集めるアイデアを出して、このような資金を

集めるような取り組みをやっています。

やはり宮崎県においても、今後、県庁本館を

どうするのか、これも議論しなきゃいけない。

今から取り組んで、10年、20年先に耐震ができ

る、そういった知恵を絞っていかないと、こう

いったものは残せない。傷んで補修が大変だ、

莫大な費用が要る、だから壊さなきゃいけな

い、そういう議論があってはならない。どう

やって残すかを今から準備していかなきゃいけ

ない、そういう知恵を絞っていただくことを強

く要望しておきます。
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それでは、４番目の移住促進とワンストップ

支援についてお尋ねいたします。

高知県では、平成22年12月から人口問題対策

プロジェクトチームを立ち上げ、提案を行って

います。その中でも、「高知県は、ひとつの大

家族やき。」「高知家」としてインパクトのあ

る移住促進をし、昨年が270組で、年々増加して

おります。県外からの移住者500組以上を目指し

て現在も取り組んでおります。本県の移住促進

への取り組みと現状について、総合政策部長に

お伺いいたします。

本格的な人○総合政策部長（橋本憲次郎君）

口減少社会を迎え、本県においても、高齢化や

人口減少による地域活力の低下が懸念される

中、移住の促進により県外からも人を呼び込む

ということは、コミュニティーや産業の担い手

となる人材を確保し、地域活力の維持増進を図

る上でも大変重要であると考えているところで

ございます。

こうした観点から、県では、移住情報ガイド

ブック等による情報発信、都市部での移住セミ

ナー、相談会の開催など、本県の魅力をＰＲす

るとともに、市町村が実施する移住促進に向け

た取り組みへ支援を行うなど、各種の移住施策

に取り組んでいるところでございます。

これらの取り組みの結果でございますけれど

も、「未来みやざき創造プラン」における目標

といたしましては、平成23年度から４年間で200

世帯を掲げておりますが、平成23年４月からこ

とし７月までの間で197世帯の移住が実現してい

るという状況でございます。

高知県の場合は昨年が270と申○有岡浩一議員

し上げましたが、その前が100台、今後500を目

指すということで、やはり県の姿勢が問われ

て、そういう県の姿勢がそのまま数字にあらわ

れてきていると思うんです。そういった意味

で、高知県の取り組みについてもう少し紹介し

たいと思いますが、第２期高知県産業振興計画

をつくっております。移住政策も結果的には産

業振興なんですね。そういう意味で、農業の分

野もありますし、産業にはそれぞれの分野がご

ざいます。そして、ワンストップ支援という表

現で市町村と県とのパイプ役をとったり、そう

いう取り組みをしております。積極的に移住施

策について取り組んでいるわけですが、本県に

おいても、例えば市町村が持っている空き家バ

ンク、これは一つ一つの市町村では大変少ない

数ですけれども、県内全域で情報を共有するこ

とで、安心して相談できるワンストップ支援窓

口が検討できるのではないかと思います。その

ことについて見解をお伺いいたします。

御紹介いた○総合政策部長（橋本憲次郎君）

だきました高知県を初めといたしまして、各県

が今、移住の促進に向けた取り組みを強化して

おりまして、地域間の競争が大変激化している

という認識でいるところでございます。

このような中で、本県といたしましても、

県、市町村、関係機関が一体となった組織づく

り、都市部住民へのより直接的な働きかけ、ま

た移住された方のその後のフォローアップの充

実など、移住者の視点に立った各種施策の強化

を検討していく必要があるというふうに考えて

いるところでございます。今後とも、地域間競

争の激化などの現状や課題をしっかりと見据

え、人口減少対策の柱の一つとして、移住の促

進に積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

福島原発の関係で宮崎に住ま○有岡浩一議員

われている方々から、宮崎県から大変いろんな

支援をいただいてありがたいという声を聞いて
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おります。要は、来られた方が満足する、また

フォローアップしてしっかりと助ける、そう

いった形をつくることが、宮崎県は安心して住

めるところだという宣伝になりますし、そうい

う取り組みができるように、ぜひワンストップ

支援サービスといったものを検討していただく

ことを要望して、次の質問に参ります。

橋梁工事について県土整備部長にお伺いいた

します。

アセットマネジメント導入により橋梁の長寿

命化が求められていますが、今後100年間のコス

ト縮減が試算されております。要は、点検、診

断、補修工事の一連の作業が必要となり、地元

業者育成の観点からも積極的な研修の導入が必

要と考えますが、現在どのような取り組みを

行っているのか、お尋ねいたします。

県管理の橋○県土整備部長（大田原宣治君）

梁につきましては、議員のお話にありましたと

おり、アセットマネジメントを導入し、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、診断、補修工事を実施しており、そ

のうち点検業務や補修工事につきましては、原

則、県内業者に発注しているところです。

診断業務につきましては、橋梁の健全性や劣

化状態を正確に判断する高度な技術力が求めら

れますことから、経験が豊富な県外業者に委託

してきたところでありますが、県内企業の技術

水準の向上を目的としまして、今年度から、県

外業者と県内業者から成る共同企業体による診

断業務にも取り組むこととしております。さら

に平成24年度からは、診断の専門的な知識を習

得することを目的に、県、市町村の職員や民間

コンサルタントなどの県内技術者を対象としま

す診断講習会を実施しているところであり、こ

れまで年間100名程度の方が受講されておりま

す。県といたしましては、県内業者のさらなる

技術力向上は重要な課題と認識しておりますの

で、今後とも積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

ぜひ、県内業者の育成という○有岡浩一議員

観点から取り組んでいただきたいと思います

し、知事が掲げる人財づくり基金も持っており

ますので、人材づくりにはどんどん手を挙げて

提案していただきたいと思っております。

次に、総務事務センターの契約の現状につい

てでありますが、このことについて26年度の契

約において業者の機器の保有状況を確認したこ

とによって、現状が見えてまいりました。何度

もこの件を取り上げまして、下請に出すだけの

技術ではなく、これからは技術で勝負できる業

者を育成することが必要であります。ほかの分

野ではございますが、県外の安い事業所に発注

したほうが利益が出るというようなことがあっ

てはなりません。地元業者育成を課題として取

り組んでいただくことを申し上げ、この質問は

これで終わりにさせていただきます。何度も何

度もこの質問をしたことで、一つの改善策がと

られたというふうに理解しておりますので、こ

の質問はこれで終わらせていただきます。

次に、７番目の農地中間管理事業についてお

尋ねいたします。

本年度からスタートした農地中間管理事業に

ついて、本事業の目指す本県農業の姿について

県の基本的な考えを、農政水産部長にお伺いい

たします。

農地中間管理○農政水産部長（緒方文彦君）

事業は、担い手の高齢化が進む中で、離農や経

営規模縮小のために農地を貸したい方が、安心

して農地を預けられる制度となっております。

また、農地が分散しているために農地を交換し
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てまとめたい担い手や、新規就農のために農地

を借りたい方などを対象に、まとまった農地を

機構が貸し付けることができることから、さら

なる規模拡大や作業の効率化を図る上で大変有

効な制度であると考えております。

県といたしましては、まとまって農地を流動

化させるには地域の話し合い活動が不可欠であ

ることから、地域の担い手と農地利用の将来ビ

ジョンである「人・農地プラン」を基本といた

しまして、地域集積協力金等を活用しながら、

農地を借り受ける担い手の生産対策や、出し手

と受け手の双方にメリットがある、宮崎の実情

に応じた取り組みを推進してまいりたいと考え

ております。

大きな農地政策の転換に当た○有岡浩一議員

りまして、出し手と受け手の双方にメリットが

あるということをなかなか理解できない現状が

あります。さらに、いろいろな制度が変わる中

で農家の方たちがその変化についていけない、

それほど次から次に改革が進められる現状であ

ります。そこで、この制度が理解されない中

で、中には農地をとられるんじゃないかという

イメージになってしまう方もいらっしゃるよう

です。そういった意味で、本制度の内容をどの

ように関係者に周知して、この制度を実のある

ものにしていこうとされているのか、再度、農

政水産部長にお伺いいたします。

現在、農地中○農政水産部長（緒方文彦君）

間管理機構であります宮崎県農業振興公社のホ

ームページや、市町村の広報紙等で情報発信を

行いますとともに、集落リーダー研修会などの

さまざまな機会を捉えて、制度内容等の周知活

動を展開しているところであります。さらに、

本制度を実際に活用した取り組み事例を早期に

取りまとめ、具体的に紹介していくことが、本

事業の推進を図る上で極めて重要であると考え

ております。このため県では、旧市町村ごと

に、本制度を先行して実施するモデル地区を選

定いたしまして、「人・農地プラン」の見直し

に向けた話し合いとあわせて、モデル地区での

課題の抽出や事業の検証を十分に行いながら、

各地域の実情に応じた取り組みを進めていると

ころでございます。

ぜひ、こういった新しい取り○有岡浩一議員

組みですので、農業委員の方たちにも理解をし

ていただきまして、農家の方同士でそういう情

報を共有できる形、そして今、部長がおっしゃ

るように、モデル地区を参考にしながら、しっ

かりと理解していただきまして、５年、10年の

スパンで取り組む事業ですので、しっかりと地

に根をおろした活動をしていただくよう要望し

て、次の質問に参ります。

木材の有効活用についてでございます。

私は、先月、オーストリアのウィーンに行っ

てまいりまして、ＣＬＴ建築でつくられた

ショッピングセンター等を見てまいりました。

木材の活用が盛んで、高速道路の防護壁や住宅

などに生かされています。木材の利活用の大変

すぐれた国でありまして、そういった意味で

は、杉の生産量日本一の本県においても、Ｂ材

の活用策としてＣＬＴ（直交集成板）を検討す

べきと思われますが、環境森林部長に見解をお

伺いいたします。

丸太には、Ａ○環境森林部長（徳永三夫君）

材、Ｂ材、Ｃ材という区分がございますが、こ

の区分は、丸太の曲がりぐあいで区分しており

まして、わかりやすく申しますと、丸太を転が

したときに、ころころっと転ぶのがＡ材、ごろ

ごろっと転ぶのがＢ材でございまして、ごろん

ごろんと転ぶのがＣ材というふうに覚えておい
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ていただければと思います。

質問にありましたＢ材でございますが、本県

では家の柱としてなかなか使えないということ

で、集成材、板材として加工されておりまし

て、今後増加が見込まれます大径化したＢ材の

需要先として直交集成板、いわゆるＣＬＴへの

活用が期待をされているところでございます。

ＣＬＴにつきましては、現在、国におきまし

て、建築基準法に基づく基準の策定に向け動き

出しておりますが、その施工方法など解決すべ

き課題が幾らかありますので、県では、都城の

木材利用技術センターにおきまして、県産杉を

活用したＣＬＴによる建築構法の研究開発など

に現在取り組んでいるところでございます。

たびたび高知が出てまいりま○有岡浩一議員

すが、高知県ではＣＬＴのパネル工場の整備も

計画に上がっております。そういった意味で

は、Ｂ材の活用策として、また県外に流出する

ものをとどめるという視点からも、早急にこう

いった計画をとりながら、民間と連携しなが

ら、ＣＬＴの研究にしっかりと取り組んでいた

だくことを強く要望しておきます。

次に、木質バイオマス発電の燃料となる林地

残材についてお尋ねいたします。木の宿場、林

地残材収集運搬システムというのがありまし

て、今、中国地方等でよく聞かれる名前です

が、四国でも早くから取り組んできた方法で

す。木質バイオマス発電の燃料となる林地残材

などの確保に向けて、他県で行われている林地

残材収集運搬システムを県内に広く取り組む考

えはないか、環境森林部長にお尋ねします。

現在、県内で○環境森林部長（徳永三夫君）

は、５カ所の木質バイオマス発電施設の建設が

進められておりまして、林地残材の利用に向け

た動きが本格化しております。このため県で

は、事業者等の関係者への助言や情報提供を行

うとともに、施設整備への支援を行っていると

ころであります。また、今年度から、御質問に

ありましたように、山元、いわゆる森林所有者

に直接、所得を還元するために、森林バイオマ

ス地域再生事業により、それぞれの林家が林地

残材を中間土場まで収集運搬し、それを森林組

合等が発電施設まで運搬する新たな仕組みづく

りも、全県下で進めているところであります。

今後とも、林地残材を含めて木材の利用促進に

努めてまいりたいと考えております。

Ａ材、Ｂ材、Ｃ材全てが活用○有岡浩一議員

されることによって、木材価格の安定化、そし

て有効利用になると思います。木に親しんだ宮

崎県でございますので、木を有効に活用するこ

とのできる宮崎県として取り組んでいただくこ

とを強くお願いしておきます。

９番目の平和教育と観光についてでございま

す。

まず、観光という点で紹介させていただきま

すが、ウィーンの市庁舎前に広場がございまし

て、そこで行われている映画祭、フィルムフェ

スティバルというのが先日ございました。これ

は、２カ月の間、毎日、大型スクリーンにオペ

ラやコンサート、バレエなど、それぞれのフィ

ルムを放映するのですが、無料で見れるという

ことで、多くの方が来られていました。来られ

た方は、地元の方もいらっしゃいましたが、や

はり観光客が自由に来られるという場所で、み

んながそこに集まって、フィルムフェスティバ

ルの映像を見るだけではなくて、そこにＢ級グ

ルメがたくさん並ぶことによって、みんながそ

こに集まって祭りを楽しむ、そういう雰囲気が

出ていました。私は１日しか行きませんでした

けれども、それを毎日２カ月間取り組む、そう
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いう姿を、ぜひ宮崎県でもできないだろうかと

いうふうな気持ちで見てまいりました。周辺が

うるさくて困るとか、そういう発想じゃなく

て、みんなが集まって、そこでひとときを楽し

む、外国の方が来られて、そこで楽しんでもら

うような、旅行者を楽しませる、そういう土壌

がありました。

そういった意味では、宮崎県に来られた方が

市内に出るときに、宮崎に行ったらフィルム

フェスティバルというのがあるよ、その時期

だったらあれを見に行ったらいいよと、そうい

うものを企画していくような場所として、この

県庁周辺を活用できるんじゃないかなというふ

うに期待しております。そういった意味で、以

前も申し上げましたが、若い職員はどんどん国

内だけじゃなく海外にも行って、いろんな活用

できるようなものを見て吸収してきてほしいな

と思っていますし、若い職員を育てて、自分が

在職中に何とかこういうことをやってみたいと

いう夢を持って職務に専念できるような、そう

いう環境をつくっていただきまして、宮崎の基

礎をつくっていただきたいと思っております。

それでは、観光についての質問をさせていた

だきますが、これは商工観光労働部長にお尋ね

いたします。教育旅行の新たな展開策として一

つの例で紹介しますと、定期路線のない、地域

でいいますと宮崎県と宮城県、こういったとこ

ろをチャーター便などを活用して「宮宮交流」

として相互に交流し、体験型教育旅行の磨き上

げや、社会人になってからもずっと交流し合え

るような、そういう旅行を促進する取り組みは

考えられないのか、商工観光労働部長にお尋ね

いたします。

本県にお○商工観光労働部長（茂 雄二君）

きましては、平成２年以降、減少傾向にありま

した教育旅行の受け入れを、まずは着実に回復

軌道に乗せるべく、各地からのアクセスや予算

等の基準を考慮しまして、関西・中国地方や北

部九州などを主なターゲットに、ニーズが高

まっております体験・交流型の素材を柱にした

誘致活動に取り組んできております。このよう

な中、近年、宮崎市や北霧島地域を中心に受け

入れが増加してきているなど、これまでの取り

組みが実を結び始めたところであります。県と

いたしましては、受け入れの定着・拡大に向け

まして、引き続き、農家民泊やマリンスポーツ

体験などに重点を置いた素材開発、磨き上げに

取り組みますとともに、新たな市場の開拓、掘

り起こしに向けた調査研究にも努めてまいりた

いと考えております。

次は、関連質問を西村議員に○有岡浩一議員

お願いいたします。

通告がありますので、関連質○福田作弥議長

問を許します。

なお、発言時間は、主質問者の質問時間の範

囲となります。西村議員。

教育委員会に質問いたしま○西村 賢議員

す。教育旅行として最も多いテーマの一つに、

戦争遺産や平和を学べる施設を訪問するものが

あると思いますが、まず本県から他県への教育

旅行の行き先として、鹿児島県の知覧特攻平和

会館もしくは長崎や広島の原爆資料館等がある

と思います。私は文教警察企業常任委員会に属

しておりますが、先月は沖縄県営の平和祈念資

料館を訪問いたしました。非常に日程が詰まっ

ておりましたので、ゆっくりと見学はできな

かったんですが、沖縄戦の非常に悲惨な状況が

わかりまして、その恐ろしさが伝わってくる施

設でもありました。先日、南九州市の知覧も訪

問してまいりましたが、知覧という地域は、御
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存じかと思いますが、特攻基地があった地域で

もございます。

現在、我が国は周辺諸国との緊張関係が続き

まして、また国内でも集団的自衛権の議論等に

よって、国民の中にも、いざ戦争へ近づいてい

るんじゃないかという危機感を持たれている方

もいらっしゃいます。また、テレビ番組等々で

は非常に過激な発言をされる方もおりますし、

ヘイトスピーチのような、また別の民族間の問

題もございます。

私は、このような状況下では、しっかりと子

供たちに戦争への歴史や悲惨さといったものを

引き継いでいくことが重要ではないかと思いま

すが、来年はちょうど戦後70年に当たりま

す。20歳で戦争を終えた方々がもう90歳になる

年になりました。戦地に赴いた方々、また戦争

を体験した方々も徐々に少なくなってきており

ます。平和学習、平和教育がますます重要に

なっていると思いますが、まず教育委員長に平

和学習についての考え方を伺いたいと思いま

す。

日本は、現在は○教育委員長（齊藤和子君）

平和な国ですが、それは、過去の戦争体験を踏

まえ、平和な国づくりに取り組んでこられた方

々の真摯な御努力によるものであり、これから

の社会を担う子供たちには、平和の大切さやあ

りがたさについてしっかりと学んでほしいと考

えております。

先日、五ヶ瀬中等教育学校の生徒が、平和に

ついてのスピーチコンテストにおいて最優秀賞

に輝いたニュースが報道されました。その生徒

は、実際に戦争を体験された方にお話を伺った

り、自分で文献調査を重ねたりしながら、平和

の大切さについての学びを深め続けてきたそう

です。このように、今の時代に生きる子供たち

にも、過去の戦争から学び、みずから考えるこ

とで平和のとうとさを強く実感してもらい、ぜ

ひ、世界の平和や人類の幸福に貢献していこう

という気概を持つ人材に育ってほしいと願って

おります。

ありがとうございました。○西村 賢議員

先日、会派で勉強会を行いまして、竹田恒泰

先生をお呼びいたしまして、宮崎市で約300人の

県民の方々と話を聞く機会がありました。その

中でも竹田先生から、過去の戦争で多くの日本

人が犠牲になられたが、日本人は犬死にしたわ

けではなくて、多くの日本人の命を守り、また

日本を守り、そして日本人の誇りを守ってくれ

たという話がありました。こういう話を聞く

と、右系の話だとか、そういうふうに聞きがち

になるんですけれども、やはり一つは、平和教

育、平和学習とばかり言ってしまうと、時には

自虐史観のように昔の日本人は悪かったと言い

がちになってしまいます。それも教育の一環と

して必要な場合もあるかもしれませんが、やは

り平和教育は、戦争の悲惨さというものを伝え

ながら、また自虐史観にならないように、近代

史で日本がどのような立場に置かれていたのか

ということをしっかりと教えていかなければな

らないと思います。今、県内の小中学校におけ

る平和学習としてどのような取り組みがなされ

ているのかを、教育長にお伺いいたします。

平和のとうとさにつ○教育長（飛田 洋君）

いて小中学生のうちから学んでいくことは、平

和で民主的な国家や社会を築いていこうとする

心を育てる上で、非常に大切なことだと考えて

おります。小中学校では、例えば小学校の社会

科において、空襲の悲劇や原爆の悲惨さなどに

ついて具体的に調べたり、中学校の社会科にお

いて、近現代の歴史もしっかりと学びながら、
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我が国が掲げる平和主義の意義について理解を

深めたりするなどの学習を行っております。ま

た、道徳教育を通して世界平和に貢献する心を

育むとともに、修学旅行などの学校行事、さら

には総合的な学習の時間などにおいて、実際に

戦争を体験された方から直接、講話をいただい

たり、戦争の悲惨さを伝える映像資料などを活

用したりしながら学びを深めるなどして、さま

ざまな機会を生かし、平和学習に取り組んでい

るところであります。

今、教育長の答弁の中にはご○西村 賢議員

ざいませんでしたが、我々が子供のころに受け

た歴史の授業よりも、今の子供たちのほうが40

時間ぐらい、近代史を学ぶ時間がふえたと聞い

ております。そういうことを踏まえながら、近

代史というのは非常に重要だと思いますし、平

和学習にもつながるものでありますから、ぜひ

とも教育委員会としての取り組みを今後ともお

願いしたいと思います。

続けて、教育長に再度質問いたしますが、今

の答弁でも、各学校もしくは市町村の教育委員

会、それぞれの取り組みに任せているところも

あると思います。私も先日、宮崎空港隣の特攻

基地慰霊碑などを見に行きました。赤江地区の

子供たちは、そこを訪問して平和のとうとさを

学んだりするということも聞きましたが、逆

に、その地域以外の学校に通っている方は、あ

そこを訪問する機会も非常に少ないということ

も聞いております。そのようなことも踏まえま

して、県の教育委員会から各市町村に、こうい

う施設があるから見に行ってはどうですかと

か、もしくは来年は70年目の節目に当たります

から、こういう教育にもっと力を入れましょう

といったような、県教育委員会からの平和学習

の方針というものは打ち出せないものか、お伺

いをいたします。

今お話がありました○教育長（飛田 洋君）

ように、来年は戦後70周年の節目の年でもあり

まして、平和的な国家社会の実現に向け、戦争

や原爆を体験したことのある我が国の歴史や現

代の世界情勢など、さまざまな視点から学びを

深める必要があると考えます。

我が国の教育の一番のよりどころとなってい

る教育基本法の冒頭に、教育の目的が示されて

おりますが、教育の目的として、平和で民主的

な国家や社会の形成者として必要な資質の育成

を目指すということが、まず掲げてあります。

学習指導要領にも、そのことを受けて具体化す

るための平和学習に関する資料が示されている

ところであります。県教育委員会といたしまし

ては、先ほど申し上げました教育基本法などの

趣旨を十分に尊重し、県立学校、市町村立学校

それぞれの学校で平和学習がさらに充実するよ

う、積極的に指導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。ま○西村 賢議員

すます教育においての平和学習は重要になると

思いますので、ぜひともその充実をお願いした

いと思います。特に来年の70年という節目を重

く受けとめていただきたいと思います。

次に、福祉保健部長にお伺いをいたします。

本県出身の戦死者も、満州事変以降、約３

万6,000人とも言われております。宮崎市内には

遺族会館内に県平和祈念資料展示室や護国神社

の遺品館といった、遺品などを展示していると

ころがございます。県平和祈念資料展示室では

約2,000点を収集し、その一部、300点を展示し

ております。そのことも踏まえ、私も訪問して

話を聞いてみましたが、その遺品は非常に年月

がたち、管理が難しくなってきている。もしく
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は親の世代までだったら必死に形見としてとっ

ておいたものが、祖父の時代とか、２代、３代

と離れてくると、もう持ち切れなくなって、持

ち込まれる方が非常に多いということを聞きま

した。今になって、祖父祖母が亡くなって持っ

てこられる方が多いということもあります。こ

れらの戦争遺品というものは非常に価値がある

ものでありますし、今後ともそれを保存してい

かなければならないものであると思います。

先ほどお話も出したような、知覧であったり

沖縄の平和祈念資料館にも、多くの遺品が展示

されておりました。また、別の視点にもなりま

すが、遺族会館は今、非常に小さい施設です

が、年間訪れる方が昨年で952人、約1,000人弱

であります。知覧は、いろんな映画の影響も

あってか、ことしの１月から４月の４カ月間

で18万4,000人と聞いております。比べるにも余

りにも次元が違いますが、決して交通アクセス

もいいところに建っているとは思いませんでし

た。申し上げたような大型の平和祈念施設とい

うものをつくるのは難しいかもしれませんが、

本県の戦争遺品や平和の拠点となるような施設

を県は整備することができないのかを、福祉保

健部長にお伺いいたします。

戦没者の遺品○福祉保健部長（佐藤健司君）

等の展示につきましては、戦争の悲惨さや平和

のとうとさを考える上で大変重要でありますの

で、お話にもございましたが、県では平成13年

度に、遺族会館内に平和祈念資料展示室を整備

いたしております。この整備に当たりまして

は、平成10年度から３カ年かけまして、県内の

戦没者の遺品を約2,000点収集し、この中から専

門家の意見も踏まえ、千人針、軍隊手帳、遺書

など展示価値の比較的高い300点を選定し、常設

展示しているところでございます。こうした経

緯や現状等もあり、お尋ねの、新たに施設の整

備をすることは難しいと考えますが、管理等の

問題などさまざまな課題があることも承知して

おります。いずれにしましても、戦争体験を適

切に継承するという観点に立ちまして、今後、

より多くの県民の皆様に御利用いただけるよう

な方策について、関係者等と意見交換を行って

まいりたいと考えております。

最後に、知事にも感想を伺い○西村 賢議員

たいと思います。いろんな平和祈念施設 も―

ちろん広島の御出身でありますから、広島の原

爆資料館等々もお詳しいかと思いますが、やは

り宮崎県内にも太平洋戦争のときには多くの特

攻基地がありましたし、確かに宮崎からも多く

の特攻兵の方が出られた過去もあります。当

然、県内にも空襲に遭われた地域もあったと思

いますし、そういうものをしっかりと次の世代

に残していくというのは非常に重要じゃないか

なと思いますが、知事の御感想を伺えればと思

います。

一連の御質問、大変重○知事（河野俊嗣君）

要な御指摘をいただいておるものというふうに

受けとめながらお伺いしたところであります。

ことしの８月15日、県内の戦没者の追悼式に参

りまして、ことしは終戦69年、来年が70年とい

うことに思いをいたすとき、31年後は100年とい

う時を迎える。そのとき私自身もいるかどうか

わからない。ましてや戦争を直接体験された方

というのは本当に少なくなっている状況の中

で、それをどういうふうに次世代に伝えていく

のか。私自身は直接、祖父母、また両親から、

呉の空襲の体験の話を聞いたところであります

が、では自分の子供にその話をするかという

と、なかなかしない部分があるわけでございま

す。ただ、そのように直接体験、また二次体験
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といいますか、それがなくなったとしても、今

御指摘がありましたような遺品でありますと

か、いろんな体験談をいろんな形で伝えること

は大変重要ではないかという思いがしておりま

す。

今、平和祈念資料展示室のお話もございまし

た。それ以外に、そこにあります遺品を例えば

図書館のロビーで、ことしも従軍カメラマンの

写真とあわせて遺品の展示なども終戦の日の前

後に行ったところでございますし、インター

ネットでのそういう情報提供なども行っており

ます。今後、いろんなそういう工夫を重ねるこ

とにより、いかに伝えていくかということを、

これからも工夫してまいりたい、そのように考

えております。

重ねて申しますが、70年とい○西村 賢議員

う来年、その節目をやはり一つの節目として大

きく生かしていくことが重要であると思います

し、先ほど言ったように、遺品というものがあ

ふれているのであれば、例えば各小学校の空き

教室であったりとか、児童が減って教室の使わ

ないところがあれば、そのスペースを利用した

りすることでも非常にいい使い方があるのでは

ないかなと思います。これは各部各課にまたが

ることですから、ぜひとも全体で検討していた

だければと思います。修学旅行の誘致にも非常

に効果があるんじゃないかなと。宮崎から出て

いくばかりではなくて、宮崎にも来てくれるの

ではないかなという期待も込めておったんです

が、また今後とも検討していただければと思い

ます。

以上で関連質問を終わります。

代表質問を終わらせていただ○有岡浩一議員

きます。（拍手）

ここで休憩いたします。○福田作弥議長

午後２時23分休憩

午後２時39分開議

休憩前に引き続き会議を開き○福田作弥議長

ます。

次は、公明党宮崎県議団、重松幸次郎議員。

〔登壇〕（拍手） 公明党宮○重松幸次郎議員

崎県議団、重松幸次郎でございます。

公明党は、本年11月17日に結党50年を迎えま

す。これまでの温かい御支援に心から感謝申し

上げ、これからも地域に根を張り、県勢発展の

ために一丸となって働いてまいります。

そして、平和の党・公明党として申し上げま

す。本年７月１日に、「国の存立を全うし、国

民を守るための切れ目のない安全保障法制の整

備について」の閣議決定がなされ、今後の基本

方針が示されました。我が党の山口那津男代表

はこれを受け、国会内で記者会見し、大要次の

ように述べました。

「我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対

応して、国民の命と平和な暮らしを守るため

に、切れ目のない安全保障に関する立法措置の

方向性が明確になり、この閣議決定は非常に大

きな意義があります。この中で最も大事なこと

は、平和主義という憲法の柱を堅持し、憲法９

条のもとで許容される自衛の措置の限界を示し

ました。すなわち、専守防衛はこれまでと全く

変わらず、今後も貫かれるということでありま

す。与党協議での公明党の役割は、従来の政府

の憲法解釈との論理的整合性、法的安定性を維

持し、憲法の規範性を確保する役割を果たすこ

とができました。憲法９条に関する政府の基本

的な見解のベースとなる1972年見解の基本的論

理を維持したことが、論理的整合性を保つ上で

のポイントだと思います。つまり、外国の防衛
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それ自体を目的とする、いわゆる集団的自衛権

は今後とも認めない。憲法上許される自衛の措

置は、自国防衛、つまり国民を守る目的のみに

限られる。いわば個別的自衛権に匹敵するよう

な事態にのみ発動されるとの憲法上の歯どめを

かけ、憲法の規範性を確保したと考えます。

これまでの政府の憲法解釈の基本的論理は維

持されたことから、憲法９条に関し、この基本

的論理を変える解釈変更はできないとして、そ

の限界を示したということ。つまり、その場合

は憲法改正が必要だということを明確にしたと

いうことであります。

今後の取り組みとしては、国会審議などを通

じて、国民の皆様に御理解いただけるよう、さ

らに説明責任を果たしていく。抑止力の強化と

並んで、外交力の強化が重要な柱であり、党を

挙げてこの点に力を尽くしていきたい」と、こ

のように述べました。

この点について、憲法・防衛法が御専門であ

る三重中京大学・浜谷英博名誉教授は、「日本

を戦争のできる国にするものだという批判があ

るが、憲法の掲げる平和主義の理念は全く変

わっていない。むしろ、その理念を今この時の

国際安全保障環境に合わせて具現化し、自衛の

措置がどこまで認められるのかという限界を示

したのが今回の閣議決定だ」と、高く評価され

ており、このほかにも多くの識者から賛同の

メッセージが届いております。

再度、山口代表は、「日本の置かれた現状を

直視して、国民の心配も真正面から受けとめな

がら、どう憲法の柱を守り、歯どめをかける

か、これを現実に行う公明党の平和の党として

の役割は重要だ」と強調しております。

憲法の平和主義を堅持し、これからも公明党

は「大衆とともに」の立党精神を胸に、次の50

年を目指して、大衆福祉と平和のために全力で

戦ってまいります。

それでは、質問に入らせていただきます。知

事を初め、執行部の皆様の明快な御答弁をお願

い申し上げます。

９月３日、第２次安倍改造内閣が発足しまし

た。経済最優先でデフレからの脱却に向けて、

ベテランと中堅、そして歴代最多に並ぶ女性５

名の入閣で、バランスを重視した体制ですが、

単刀直入、知事に、今回の安倍改造内閣に対す

る率直な感想と期待するところをお伺いいたし

ます。

以上で壇上の質問とし、以下は質問者席から

行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

新内閣に対する感想と期待についてでありま

す。このたび発足された安倍改造内閣におかれ

ましては、私ども地方の暮らしに密接にかかわ

る「地方創生」というものを非常に重要な課題

として掲げられ、地方創生担当大臣が新設をさ

れましたことや、女性が積極的に登用されまし

たことなど、総理が目指される「元気で豊かな

地方の創生」や、「女性が輝く社会の実現」に

向けた姿勢や意気込みというものが明確に示さ

れたものと考えておるところでございます。ま

た、太田大臣を初め、重立った閣僚が残留をさ

れたところでございますが、実はここ１年の間

に宮崎を訪問され、私も直接、御挨拶をし、ま

た宮崎の実情を話をさせていただくことができ

た大臣が何人も残っておられるということは、

大変心強く思っておるところでございます。ま

た、先日、たまたまではございますが、組閣

後、羽田空港で太田大臣にお会いする機会があ

り、今後ともぜひよろしくお願いしたいという

平成26年９月11日(木)
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ことを申し上げたところでございますが、これ

までの経緯というものを十分踏まえていただい

た上で、それぞれの分野において御活躍いただ

くよう、期待をしておるところでございます。

地方におきましては、経済・雇用対策はもち

ろんのこと、人口減少問題や少子高齢化対策な

ど、重要課題が山積をしております。新内閣に

おかれましては、引き続き、本格的な景気回復

に向けた取り組みというものを力強く進めてい

ただきますとともに、地方が抱えております人

口減少や過疎化、社会資本の整備など、構造的

な課題の解決に向けて、地方と十分に連携をし

ながら、全力で取り組んでいただきたいと考え

ているところであります。以上であります。

〔降壇〕

ありがとうございました。○重松幸次郎議員

我が党も、「魅力ある地域・支え合う地域・安

心な地域・そして活力ある地域づくり」を掲げ

て取り組んでおります。また、今月１日、第９

回九州・沖縄未来創造会議に会派を代表して参

加させていただきました。意見交換の中で、

「国土のグランドデザイン2050」と題して、将

来目指すべき国土の方向性を国交省の方から御

説明いただきました。知事は、中長期的な観点

から、どのような宮崎を構築されようとしてい

るのか、そのビジョンをお伺いしたいと思いま

す。

本県を取り巻く環境で○知事（河野俊嗣君）

ございますが、少子高齢・人口減少社会の進行

による地域活力や生産力の低下でありますと

か、地域間競争や国際競争の激化、さらには国

・地方を通じた厳しい財政状況など、時代状況

が大きく変化をし、また、中長期的に対応すべ

き課題というものが数多く存在しているという

のが認識でございます。

このような課題を見据え、2030年を目標年度

とします「未来みやざき創造プラン」の長期ビ

ジョンにおきまして、本県の目指す将来像や、

それを実現するための８つの長期戦略を掲げて

取り組んできたところであります。その結果、

フードビジネスなどの成長産業の育成や、東ア

ジア市場の開拓、さらには、県民の悲願であり

ました東九州自動車道の宮崎―延岡間の開通な

ど、一定の成果というものを着実に残してくる

ことができたのではないかと考えておるところ

でございます。

今後は、こうした新たな成長に向けた動きと

いうものを一層加速化させるとともに、経済・

雇用対策や人口減少問題を初めとする構造的な

課題に対しまして、宮崎のポテンシャルという

ものを十分に生かしながら、中長期的かつ戦略

的に取り組む必要があると考えております。

私としましては、一つには、急速な人口減少

にしっかり歯どめをかけるということ、そして

一つには、そのために地域に根差した産業・雇

用を育てていくということ、そして、さらに

は、人のきずなや暮らしやすさといった宮崎の

よさを生かして、人々や自然が調和し、ともに

生きていく社会をつくることが非常に重要であ

ろうというふうに考えておりまして、これらの

施策に全力で取り組み、活力にあふれた宮崎の

新時代を築いてまいりたい、そのように考えて

おるところであります。

アジア市場の開拓、または○重松幸次郎議員

広域連携、活力あふれる宮崎づくりをぜひ進め

ていただきたいと思います。

さて、今般の知事の政治資金受領の件につい

て、昨日から先ほどまで質問がございました

が、重複は避け、１問だけ。知事は、今回の政

治資金受領に関して、県民が納得できる説明が
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できたと考えていらっしゃるか、それをお伺い

いたします。

まず、私の政治団体等○知事（河野俊嗣君）

への資金提供に関しまして、県議会を初め、県

民の皆様に御心配をおかけしていることを深く

おわび申し上げます。

この件につきましては、定例県議会の冒頭で

説明の機会をいただくとともに、これまでの代

表質問への答弁や記者会見など、説明責任を果

たすべく、真摯に説明をさせていただいたとこ

ろでございます。今後とも、そのような姿勢と

いうものを貫いてまいりたいと考えておりま

す。

政治家である知事として、県議会を初め、県

民の皆様との信頼関係というのを大切にしなが

ら、しっかりとした県政運営ができるよう、一

層気を引き締めて取り組んでまいりたいと考え

ております。

どうか最後まで説明責任を○重松幸次郎議員

果たしていただきたいというふうに思います。

それでは次に、投票率のアップの取り組みに

ついてお尋ねいたします。

いよいよ本年12月には県知事選挙、そして来

年は統一地方選挙が行われます。これまでも、

投票率の低下現象を危惧して、多くの議員から

質問がございましたが、政党や政治家が発信力

を高める努力をするとともに、有権者が投票し

やすい環境整備へ対策強化が求められていま

す。まず、昨年実施された参議院選挙の宮崎県

選挙区における全体の投票率と20代、30代の投

票率について、選挙管理委員長にお伺いいたし

ます。

昨年実施さ○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

れました参議院議員選挙の宮崎県選挙区におけ

る全体の投票率は、49.82％となっております。

そのうち、年代別の投票率につきましては、各

市町村の一部投票所から抽出した結果に基づき

推計したものでありますが、20代が29.09％、30

代が41.79％となっております。

このように、年代別、20代○重松幸次郎議員

は29.09％、20代は３人に１人しか投票に行って

いないということでございます。全国平均でも

宮崎は下回っているということでございます。

全世代の投票率が下がっておりますが、早稲田

大学の森川友義教授は、「政策的にも高齢者重

視の傾向が強まるなど、国政への影響が著しく

低下している。選挙を棄権する若者がふえる

と、若者にとってさらに不利益をこうむること

になる」と警鐘を鳴らしております。青年と女

性の活躍、これを成長戦略にもうたっているの

は国も地方も一緒でございますが、まずは若者

の政治参加意識、ここから取り組まなければな

りません。いろんな若者アンケートを見ても、

投票に行かない理由はさまざまで、投票に行く

暇がない、投票所が遠い、政党や議員がよくわ

からない、住民票を移していない、政治に関心

がないなどでございます。さまざまな対策を講

じていくことが重要だと考えます。若者の投票

率アップに向けて、どのような取り組みを行っ

ているのか、選挙管理委員長にお伺いいたしま

す。

選挙管理委○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

員会では、若者の投票率向上を図るためにさま

ざまな取り組みを行っておりまして、昨年の参

議院議員選挙におきましては、フェイスブック

やツイッター、ユーチューブといった、若者に

親しみのある媒体を活用した選挙の情報提供

や、県内の大学生で構成する学生選挙サポータ

ーと連携した、大型ショッピングセンターや県

内各大学における投票呼びかけなども実施した
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ところであります。

また、選挙時以外にも、日ごろから常時啓発

に取り組んでおるところでありまして、政治と

生活とのかかわりについて若者が意見交換を行

う「しゃべり場せんきょ」や、政治や選挙に関

し、若者の視点で発表する「わけもんの主張」

などを実施しているところであります。

さらに、長期的な観点からは、将来、有権者

となる子供たちに、早い段階から政治や選挙に

対する関心を持ってもらうことが重要となりま

すことから、児童生徒を対象とした選挙啓発ポ

スター・書道作品展の実施や、市町村が行う小

学校等への出前授業の促進にも取り組んでいる

ところであります。

選挙管理委員会といたしましては、今後と

も、教育委員会を初め、関係機関等と連携を図

りながら、若者の投票率向上に向けた効果的な

選挙啓発に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

御答弁にありましたよう○重松幸次郎議員

に、昨年の参議院選挙から解禁されましたイン

ターネットの活用でございます。ソーシャル・

ネットワーキング・サービスの活用で、政党・

候補者の訴えや、動画投稿サイトをホームペー

ジにアップロードすることが可能になりまし

た。ここでまたもう一つ提案したいのが、期日

前投票で、秋田県などは、大型ショッピングセ

ンターなどでも投票が行えるようになったよう

であります。今後は、本県でも、ショッピング

センターやデパート、また中心商店街でのイベ

ント会場、駅やバスターミナルの広場でも投票

ができると便利だと思いますが、期日前投票を

他県では大型ショッピングセンターなどで行っ

ているが、本県でも考えられないか、選挙管理

委員長にお伺いいたします。

期日前投票○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

所を大型ショッピングセンター等に設置しよう

とする場合、施設の協力を得ることはもとよ

り、投票の秘密を守るため、周囲から独立し、

必要な設備が設置できるスペースを確保するこ

とや、二重投票防止のための選挙人の投票状況

を随時確認できるネットワーク環境の整備な

ど、技術的に解決しなければならないさまざま

な課題がございます。しかしながら、選挙人が

投票しやすい環境を整備していくことは大変重

要でありますことから、投票事務を担当する市

町村に対しまして、他県における先進的な事例

の情報を提供するとともに、課題解決に向け、

適切な助言を行っ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○重松幸次郎議員

に複数の県でも行われているということでござ

います。インターネットからの記事には、国政

選挙の秋田県での期日前利用率は、2005年衆議

院選挙から全国トップを維持、2009年衆議院選

挙では倍近くにはね上がり、２位の愛媛県を大

きく引き離したと。県選管は、「他県からもな

ぜこれほど高いのかと聞かれる。駅やショッピ

ングセンターなど、利便性が高くて人の集まる

場所に設置した自治体にその効果があらわれて

いる。制度が広く有権者に定着したようだ」と

いうふうに話しているそうであります。ぜひ御

検討いただきたいと思います。

また、本年６月に憲法改正国民投票法が施行

になり、４年後の平成30年６月21日以降に国民

投票があれば、18歳から参加ができ、あわせて

選挙権年齢や成人年齢の18歳への引き下げも検

討されることになりました。若者への政治参加

を高めるために、教育機関や行政、民間への情

報発信をお願いしたいと思います。
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次に、防災対応についてであります。

東日本大震災から本日９月11日でちょうど３

年６カ月になりますが、ことしの５月に、我が

会派の河野議員と２人で、宮城県気仙沼市に水

産振興の調査と、震災後の状況を見に宮城県南

三陸町、そして災害ボランティアに入らせてい

ただいた雄勝町へも３年ぶりに行ってまいりま

した。更地になったままの海岸線、その集落を

見ても、また、本日の新聞記事の、24万人以上

の方が避難生活を余儀なくされているという記

事を見ても、復興支援をさらに加速するとの我

が党の方針を改めて痛感した次第であります。

先月、広島県北部で局地的に降った猛烈な雨

により、広島市では30カ所以上で土砂崩れが発

生、多くの住宅が巻き込まれ、多くの死者・行

方不明者を出す惨事となりました。亡くなられ

た方、被害に遭われた皆様に、心から、お悔や

みとお見舞いを申し上げたいと思います。

本県でも過去10年間で555件の土砂災害が発生

し、ことしも既に33カ所の崖崩れがあっている

ようです。これまでも議論がございましたが、

抜本的な土砂災害対策には多くの時間と費用が

かかります。ハード整備も重要ですが、ソフト

対策をさらに進めていかなくてはと考えます。

９月１日の防災の日を記念して、太田国土交

通大臣は記念フォーラムで、「災害が残した教

訓は大きいが、何よりも肝に銘じたいのは、日

ごろからの準備の大切さだ。今、自分が住んで

いる地域はどういう地質・地勢で、どのような

弱点があるのか、そうしたことを日ごろから十

分に知り、わきまえ、準備しておくことが大事

である。と同時に、市民一人一人の自主的・積

極的・能動的な参加が欠かせないのも事実だ。

となると、やはり求められるのは、日ごろから

の近所のつながりだ。自助・共助・公助と言う

が、もう一つ、近所ならぬ「近助」（近くで助

ける）があってもいい。日ごろから近所づき合

いの中に危機管理を意識した近所づき合いとい

う項目を入れて、官民挙げての防災・減災対策

を強烈に進めていきたい」と、このように語っ

ておられました。

このように、地域の特性を知りながら日ごろ

から備えるために、近所間での危機管理意識を

共有することが大切だと思いますが、県では地

域防災にどのような取り組みをしているのか、

危機管理統括監にお伺いいたします。

防災対策の○危機管理統括監（金丸政保君）

推進に当たりましては、自分の命は自分で守る

「自助」、住民同士が助け合う「共助」、ま

た、国や地方公共団体が行う「公助」の３つが

柱となっております。このうち、県が現在行っ

ております自助・共助の取り組みを申し上げま

すと、例えば、１点目には、防災活動の地域の

リーダーを育てるため、防災に関する基本的知

識と技能を持つ防災士を養成しております。ま

た、２点目には、防災に関する出前講座におき

まして、自治会等の要望に応じて、危険な箇所

や避難ルートはどこにあるのか、あるいは高齢

者や障がい者はどこにおられるのか、そういっ

た確認を行う図上演習を実施するなど、地域の

方々に防災に関する認識を共有していただくよ

う努めております。

御質問にありました、近所間での危機管理意

識の共有につきましては、特に災害が発生した

直後の、命を守る、命を救う、そういった緊迫

した局面におきまして、大きな役割を果たすも

のと考えておりますので、引き続き、このよう

な取り組みの充実に努めてまいりたいと考えて

おります。

日ごろから訓練しておかな○重松幸次郎議員
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いと、いざというときには体は動かない。シェ

ークアウト（一斉防災行動訓練）などを取り入

れて、自助（我が家で）、共助（御近所で）、

この備えを万全にと呼びかけていただきたいと

思います。また、早急に取り組んでいただきた

いと思います。災害時においては、避難誘導や

避難所での対応など、障がい者に対して適切な

支援や配慮が必要と考えますが、県の取り組み

を福祉保健部長にお伺いいたします。

障がいのある○福祉保健部長（佐藤健司君）

方に対する情報の伝達方法や避難誘導のあり方

などにつきましては、災害時において特に特別

な配慮が必要でございます。このため、県にお

きましては、視覚障がい者団体、聴覚障がい者

団体など、多くの障がい者団体等の御協力をい

ただきながら、障がいの特性に応じた日ごろか

らの災害への備えや、避難誘導、避難所での対

応等をまとめた「防災マニュアル」を作成し、

市町村や福祉施設、関係団体等に配付して、障

がいのある方や避難誘導等を支援される方々に

御活用いただいているところでございます。

その上で、緊急時や災害○重松幸次郎議員

時、ちょっとした手助けが欲しいときなど困っ

た際に提示して、周囲の配慮や手助けをお願い

しやすくする「ヘルプカード」を作成し、配付

する動きが全国の自治体で広がりつつありま

す。東京都が先駆的にこのヘルプカードの普及

を進めていますが、一部の自治体では、これま

でもそれぞれの独自カードを作成してまいりま

したが、一般的には認知度が低く、今回、統一

した様式を設けたカードです。具体的には、表

は、名刺サイズのカードに、大きく「ヘルプカ

ード」と「プラスとハートマーク」のロゴが

入っております。それに１行、「あなたの支援

が必要です」と赤文字で書かれています。裏面

には、氏名、住所、連絡先（呼んでほしい人の

名前）、また、病名、特徴、血液型、服用薬な

どが記載できるようになっております。これを

カードホルダーに入れて携帯し、お手伝いいた

だきたいとき、また緊急時に提示して使ってい

ただくようになっています。そこで、東京都が

取り組んでいるヘルプカードは、障がい者が周

囲に支援を求める手段として一つ有効と思いま

すが、県の考えを福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

障がいのある○福祉保健部長（佐藤健司君）

方やその家族が、緊急時の連絡先や必要な支援

等についてあらかじめ記入しておき、困ったこ

とが起きた場合に周囲の方に提示し、手助けを

求めるための携帯用のカードは、大変有効な取

り組みであると考えております。現在、県にお

きましては、先ほど申し上げました防災マニュ

アルの中で、災害時に活用するため、障がいの

種類やかかりつけ医など、必要とする支援等を

記入しておく防災カードの作成・普及に取り組

んでおりますが、災害時に限らず、日常生活に

おいて支援を求めているというメッセージが周

囲の方に伝わりやすいカードのあり方につきま

しても、市町村や関係団体と意見交換を行って

まいりたいと考えております。

本人にとっての安心、家族○重松幸次郎議員

・支援者にとっての安心、情報とコミュニケー

ション支援、障がいに対する理解の促進に期待

できますので、各市町村への導入も進めていた

だきたいと思います。

続けて、医療費抑制の取り組みについて福祉

保健部長にお尋ねいたします。

福岡県では、飲み忘れなどで余った薬を有効

活用し、新たに処方する薬の量を減らすこと

で、薬代を２割ほど節約できる「節薬」の取り
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組みが先駆的に実施されており、国や全国の薬

剤師会から注目されているようです。患者が残

薬を「節薬バッグ」に入れて薬局に持ち込み、

薬剤師が使用期限などをチェックし、医師と調

整して使える残薬を再利用して、新たな処方薬

の量を控える。これは、昨年春の診療報酬改定

で薬剤師の残薬の有無の確認が求められるよう

になったことが取り組みのきっかけになり、北

九州市でスタートいたしました。九州大学の調

査では、有効活用率は83.7％で、全国に当ては

めると年間3,200億円が削減できると試算してお

ります。医療費抑制の一つとして、薬局による

節薬という取り組みが有効であると考えます

が、本県の状況はどうか、福祉保健部長にお伺

いいたします。

薬剤師は、本○福祉保健部長（佐藤健司君）

来の業務として、患者に薬の効果や副作用の説

明をするほか、薬を正しく飲めているか、飲み

残した薬がないかといった確認を行うことと

なっております。本県のいわゆる節薬の状況に

つきましては、県薬剤師会が昨年９月に実施い

たしました飲み残しの実態把握の調査結果で

は、薬剤師が担当医師に確認の上、飲み残され

ていた薬の約７割を再利用できたとのことでご

ざいます。

そのように大変有効である○重松幸次郎議員

ようです。ですから、県内の各薬局による節薬

の取り組みを県としてＰＲしてはどうか、再

度、福祉保健部長にお伺いいたします。

病気の治療の○福祉保健部長（佐藤健司君）

ためには、薬を医師の指示どおりに服用してこ

そ、その効果が発揮できるものでございますの

で、まずは、患者がそのことを正しく理解する

ことが重要と考えております。しかしながら、

飲み忘れにより薬が残ってしまう場合もあろう

かと思いますので、そのような場合に飲み残し

の薬を再利用することは、医療費抑制にもつな

がると考えます。県としましては、議員のお話

も含め、薬剤師会と連携しながら、今後も薬の

適正使用に関する啓発に努めてまいりたいと考

えております。

生活習慣病などの薬は、薬○重松幸次郎議員

価が高い分、節約効果が高いということであり

ます。本来は、きちんと薬を飲まなくてはなり

ませんが、どうしても余る。「余った薬がふえ

ると飲み間違う危険性も高まる。早い段階で薬

剤師に相談することが大事。在宅訪問による残

薬の掘り起こしも必要だ」と、福岡市薬剤師会

からのお話です。ぜひ本県でもさらに推進して

いただきたいです。

あわせて、ジェネリック医薬品の活用につい

て、厚生労働省のホームページから、「後発医

薬品（ジェネリック医薬品）の普及は、患者負

担の軽減、医療保険財政の改善に資するものと

考えられますが、欧米諸国と比較して普及が進

んでいません」とありました。そこで、ジェネ

リック医薬品の使用も医療費抑制に有効と思い

ますが、本県の状況はどうなのか、再度、福祉

保健部長にお尋ねいたします。

ジェネリック○福祉保健部長（佐藤健司君）

医薬品の普及は、議員お話のように、患者の経

済的負担の軽減や医療費抑制に資するものであ

りますので、県では、医療関係者や消費者団体

等をメンバーとする「宮崎県ジェネリック医薬

品安心使用促進協議会」を設置し、啓発パンフ

レットの作成・配布等の各種事業に取り組んで

おります。

本県の状況でありますが、調剤薬局における

ジェネリック医薬品の使用割合は、平成25年度

末で55.1％となっており、全国平均の51.2％
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を3.9ポイント上回っている状況にあります。今

後も、関係機関と連携を図り、ジェネリック医

薬品の使用促進に努めてまいりたいと考えてお

ります。

国は、数量シェアの目標値○重松幸次郎議員

を60％以上（平成30年３月まで）にすることを

掲げています。年々ふえ続ける社会保障費です

けれども、先ほどの節薬とあわせて、医療費抑

制のために取り組みをお願いいたします。

次に、公会計制度についてお尋ねいたしま

す。

公明党の提言の一つである公会計制度の導

入、財政の見える化を推進してまいりました。

本年２月にも河野議員が導入の取り組みについ

て質問されておりますが、その後、本年５月に

総務省からの通達が各都道府県・市町村に届け

られて、原則として、平成27年から29年の３年

間で、複式簿記と固定資産台帳の整備の導入が

要請されました。改めまして、公会計制度導入

の目的、理念について、総務部長にお伺いいた

します。

公会計制度の目的○総務部長（成合 修君）

でございますが、現行の予算・決算制度を補完

するものとして、現金主義会計では見えにくい

行政コストや公共施設などの資産の状況等を明

らかにするために、地方自治体においても導入

が進められているところであります。さらに、

財務書類を資産・負債の管理や予算編成、行政

評価等に有効に活用することで、財政のマネジ

メントが強化されるとともに、財政状況がより

わかりやすく開示されますことから、財政の透

明性の一層の向上が期待されるところでありま

す。このため、本県におきましても、これまで

総務省方式改訂モデルによりまして、決算数値

をもとに、発生主義の考え方を取り入れた貸借

対照表や行政コスト計算書等を作成の上、ホー

ムページ等で公開してきたところであります。

今、御答弁いただいたよう○重松幸次郎議員

に、実際の保有資産であるストック情報や、コ

スト情報であれば、個々の種別や構造に応じて

設定される耐用年数により算定された減価償却

費も計上され、信頼性が高く、民間企業との比

較が可能になります。これまでは、決算数値を

当てはめて貸借対照表などの財務計算書を作成

されていたとお聞きしましたが、これからは、

発生の都度、または期末一括の複式仕訳が始ま

ります。統一的な基準による地方公会計制度導

入に当たっての課題、今後の取り組みについ

て、総務部長にお伺いいたします。

ただいま議員の御○総務部長（成合 修君）

質問にありましたように、今後、国より、原則

として平成29年度までに、全ての地方公共団体

において、統一的な基準による財務書類等の作

成が要請される予定でございます。このこと

は、６月24日に閣議決定されました「経済財政

運営と改革の基本方針2014」、いわゆる骨太の

方針にも明示されているところであります。

導入に当たっての課題といたしましては、よ

り本格的な発生主義、複式簿記の導入により、

発生の都度もしくは期末一括による仕訳や、財

務書類作成の前提となります全ての公共施設に

関する固定資産台帳の整備等が必要となります

ことから、システム整備等に相当程度の経費負

担が必要となることに加え、職員の育成あるい

は事務負担等が大きな課題となるものと考えて

おります。

なお、これらの課題については国も十分に認

識しており、財務書類等の具体的なマニュアル

作成やシステムの構築、ソフトウエアの開発な

どが検討されておりますので、国の検討状況を
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注視しつつ、公会計制度の導入の趣旨・目的を

踏まえ、円滑な導入に向けて、まずは庁内の体

制整備や固定資産台帳の整備などの検討を進め

てまいりたいと考えております。

当面は、経費負担があろう○重松幸次郎議員

かと思います。通達には、「ＩＣＴを活用した

標準的なソフトウエアを開発し、平成27年度の

できる限り早い時期に地方公共団体に無償で提

供したいと考えております」とうたってありま

した。このソフトを各自治体がカスタマイズす

ることで、当初危惧されていた開発経費、開発

費用が抑えられると考えられます。が、しか

し、完全運用までは、御答弁のように、労力と

経費が必要だと担当者からもお聞きしました。

各市町村への適切な助言、また財政運営活用の

ために、よろしくお願いをいたします。

次に、観光振興、特に外国人インバウンドの

取り組みについてであります。初めにお伝えし

ました九州・沖縄未来創造会議の意見交換の中

で、観光は、我が国の力強い経済を取り戻すた

めの極めて重要な成長分野である。非常に裾野

の広い経済波及効果があり、旅行業のみなら

ず、運輸業、宿泊サービス、観光お土産品、飲

食サービス、テーマパーク観光施設、そしてイ

ベント・コンベンション業など、地域経済、雇

用機会の増大に加えて、外国との相互理解も期

待できます。「観光立国実現に向けたアクショ

ン・プログラム」の実施に官民一体となって取

り組んだ結果、昨年の訪日外国人旅行者数は

約1,036万人と、目標であった訪日外国人旅行者

数年間1,000万人を突破いたしました。史上初め

て達成いたしました。そして、2020年オリン

ピック・パラリンピック東京大会の開催という

大きなチャンスに向けて、訪日外国人旅行

者2,000万人を目標に掲げ、それに向けての全国

各地の取り組み事例を話されておりました。外

国人旅行者受け入れ数、2013年では、日本は世

界で27位、アジアでは８位であり、まだまだ伸

び代があるというふうに言われております。そ

こで、インバウンド対策は、東京オリンピック

を見据え、非常に重要になっていると思いま

す。県として今後どのように強化していくの

か、知事にお考えをお伺いいたします。

我が国は、人口減少、○知事（河野俊嗣君）

少子高齢化が進展しているわけでありまして、

そういう中で、急速な成長を遂げる東アジア等

から外国人観光客を誘致していこうと。これ

は、交流人口の拡大によりまして地域の活力を

維持し、本県経済の活性化につながるものであ

りまして、極めて重要であろうと考えておりま

す。このため本県では、官民連携によります

「みやざき東京オリンピック・パラリンピック

おもてなしプロジェクト」を立ち上げたところ

でありまして、直前合宿の誘致や選手の強化な

どと加えて、本県の美しい自然景観や歴史・文

化、豊かな食などを生かした、世界に通用する

魅力ある観光地づくりを進めますとともに、Ｗ

ｉ－Ｆｉや道路標示など、外国人旅行者が移動

・滞在しやすい環境の整備に向けた取り組みと

いうものを強化したいと考えております。ま

た、今議会で補正予算をお願いしております、

国際定期便の就航が決定しました香港からの誘

客対策とともに、大型クルーズ船の誘致促進に

も取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。また、近々予定しております駐日各国

大使の視察の受け入れ、これも長い目で見てそ

れに資するものでございますし、本県が観光・

経済活性化の柱として取り組んでおりますＭＩ

ＣＥの誘致につきましても、2016年のＧ８サ

ミット関係閣僚会合の開催地に立候補するな



- 125 -

平成26年９月11日(木)

ど、東京オリンピックを見据えた外国人観光客

の誘致対策につきまして、さまざまな観点から

強力に推進してまいりたいと考えております。

ちなみに、外国人受け入れ○重松幸次郎議員

の世界第１位はフランスで約8,300万人、第２位

はアメリカで約7,000万人、３位はスペイン、そ

して中国、イタリアと続いております。今後の

対策として、外国人受け入れには、まず、成熟

した欧米から、中国・インドなどアジアにシフ

トし、施設表示や道路案内板の多言語化やフリ

ーＷｉ－Ｆｉの整備、また観光アプリの情報活

用など、改良点を積極的に調べて観光行政に生

かしていくべきと、ポイントを話されておりま

した。そして、国内外の旅行者に共通して、ニ

ューツーリズムやリアルな体験、地域の特性を

生かした結びつきの旅ニーズが高まっておりま

す。そして、これは宮崎県とか何々県の単独で

の取り組みではなく、それではまだ知名度が低

いと。東京、京都はともかくとして、北海道、

九州といったくくりで展開するのが大事だとい

うふうに言われていました。インバウンド対策

は、九州一体となって広域的に取り組む必要が

あると思いますが、具体的にどのように取り組

んでいくのか、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

外国人観○商工観光労働部長（茂 雄二君）

光客の誘致促進を図る上で、九州全体や隣県と

連携した広域的な対策に取り組むことは大変重

要であると考えております。このため、九州各

県と経済団体が共同して組織しました九州観光

推進機構を中心として、「九州はひとつ」の理

念のもと、海外での観光説明会や合同商談会を

開催するとともに、海外の旅行会社やメディア

関係者の招聘事業などに、九州が一体となって

取り組んでいるところであります。また、熊本

県及び鹿児島県と設立しました南九州広域観光

ルート連絡協議会では、これまで、南九州チャ

ーターツアーの販売促進事業などに取り組むと

ともに、例年、鹿児島県と共同して台湾で商談

会を開催しております。さらに、大分・宮崎ド

ライブパスとは別に、外国人観光客を対象とし

て、国と九州各県、ＮＥＸＣＯ西日本が連携し

まして、一定期間、九州内の高速道路を定額で

何回でも利用できるキャンペーンを、この10月

から新たに実施することにしております。今後

とも、九州や南九州というスケールメリットを

生かした、効果的な誘致宣伝等による認知度向

上、誘客対策に積極的に取り組んでいきたいと

考えております。

地域間の連携が多様性を生○重松幸次郎議員

むと、講演でもありました。さまざまな素材、

人材、また情報の交流で取り組んでいただきた

いと思います。

旅行に関連して、私たちも東京、大阪の大都

市圏での移動では、Ｓｕｉｃａ（スイカ）やＰ

ＡＳＭＯ（パスモ）といった交通系ＩＣカード

で自動改札を通ることが常になりました。一々

切符を買わなくても、モノレール、ＪＲ、地下

鉄、そしてバスなど、とにかくすいすい改札を

通過できるのは、ストレスを感じず大変便利な

ツールであります。先月末の新聞に、いよいよ

宮崎地区内に交通ＩＣカード、ＳＵＧＯＣＡ

（スゴカ）が導入されると発表がありました

が、具体的な内容を総合政策部長にお伺いいた

します。

ＪＲ九州の○総合政策部長（橋本憲次郎君）

発表によりますと、平成27年秋以降、日豊本線

佐土原―田野間や宮崎空港線など、宮崎駅を中

心とした12駅にＳＵＧＯＣＡシステムを導入

し、ＩＣカード乗車券として利用可能になると
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いうことでございました。これまで本県は、全

国相互利用型ＩＣカードを利用できる交通機関

がない、ＩＣカード空白県でございましたが、

来年度中に、宮崎交通におかれましても、同様

の全国相互利用型ＩＣカードｎｉｍｏｃａ（ニ

モカ）を県内全域に導入予定でありますことか

ら、１枚のカードでバスも鉄道も利用可能な環

境が整う予定となっております。なお、今回発

表されました鉄道乗車券としてのＩＣカード利

用につきましては、鹿児島県や長崎県なども同

様なんですが、県内全域が利用可能エリアとは

なっていないところでございます。また、県外

にまたがっての利用はできないというふうに

伺っているところでございます。

ＳＵＧＯＣＡとかｎｉｍｏ○重松幸次郎議員

ｃａが使えると、先ほどＳｕｉｃａとか言いま

したけれども、全国共通のＩＣカード10種類が

全て使えるとのことです。電子マネー機能も搭

載されていますので、コンビニやショップなど

での決済も便利になります。これを待ち望んで

おりまして、これから第一歩が始まるというこ

とでございます。ちなみに、ＳＵＧＯＣＡとい

うネーミングは、「Smart Urban GOing CArd」

のＳ、Ｕ、ＧＯ、ＣＡをとった、九州弁で「す

ごい」を「スゴカ」というふうに名づけて名前

がつけられたということであるそうです。た

だ、今御答弁いただいたように、宮崎空港駅で

ＩＣ乗車をしても、佐土原駅から上りの高鍋、

日向、延岡、そして大分駅、また、田野駅から

下りの都城、鹿児島中央駅へは、その区間の駅

が未整備のため、残念ながら使えないというこ

とであります。これは、県外からの旅行者に

とっては大変わかりづらい、また不便なことだ

と思います。そこで、国土交通省御出身の内田

副知事へ、ＳＵＧＯＣＡの利用可能エリアを一

気に拡大するために、県としてＪＲ九州への働

きかけや予算措置を行うべきではないか、御答

弁をお願いいたします。

ＪＲ九州が宮崎地区○副知事（内田欽也君）

に導入予定のＳＵＧＯＣＡですとか、あるいは

宮崎交通が県内全域に導入予定のｎｉｍｏｃａ

につきましては、これまで空白地域だった本県

への初の導入という大きな前進であり、県民の

利便性向上はもとより、2020年の東京オリン

ピック・パラリンピックに向け、県を挙げて取

り組んでおりますおもてなしプロジェクト、こ

の推進などによる国内外からの誘客に向けて弾

みになるのではないかと考えております。

利用可能エリアの拡大につきましては、先

日、知事からもＪＲ九州の青柳社長に直接お願

いしたところでございますが、県といたしまし

ては、さらなる県民の利便性向上のため、今後

とも市町村と連携をしながら、ＪＲ九州に対し

て強く要望しますとともに、予算の確保につき

ましても、国に対して情報収集を行うなど、必

要な働きかけを行ってまいりたいと考えており

ます。また、利用可能エリアの拡大のために

は、ＪＲ九州の投資意欲の喚起、これも重要で

ありますことから、沿線自治体などと連携いた

しまして、県内鉄道の一層の利用促進にも取り

組んでまいりたいと考えております。

新幹線導入とか日豊本線の○重松幸次郎議員

複線化も大事でありますけれども、しかし、観

光誘客、ビジネス、通勤・通学、これはもっと

現実的で必須的な取り組みだと考えますので、

次の一手、早期の取り組みをぜひお願いしたい

と思います。

外国人インバウンドに戻りますが、今後は、

旅行の形が団体旅行型から個人参加型に変わり

ます。将来、ますます外国語でのコミュニケー
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ションが重要になってきますが、まず、英語

力、会話力のアップです。そこで、教育長に、

県の目指す英語教育についてお伺いをいたしま

す。

今後ますます加速す○教育長（飛田 洋君）

ると予測されるグローバル化への対応など、実

際に英語を使って積極的にコミュニケーション

を図ることができる児童生徒を育成すること

は、非常に大切なことであると考えておりま

す。そのため本県では、教員の英語の指導力向

上を図るために、各種研修を行うことはもとよ

り、学校での指導が実際の使える英語につなが

るように、例えば、生徒が実際に英語で自己紹

介ができるとか、英語で道案内ができる、そう

いう具体的な目標を示したリストを活用して授

業をやりなさいという指導をしているところで

あります。それから、小学校においては、英語

を専門とする教職員が少ないため、本県として

しっかりとした対応ができるように、本年度よ

り、小学校教員の採用試験において、初めて定

員の一部を英語枠として設定いたしまして、人

材の確保にも努めているところであります。今

後、東京オリンピック・パラリンピックなども

見据えて、小中学校の発達段階に十分配慮しな

がら、英語教育の一層の充実を図ってまいりた

いと考えております。

議長、ここで、河野議員よ○重松幸次郎議員

り関連質問がございます。

通告がありますので、関連質○福田作弥議長

問を許します。

なお、発言時間は、主質問者の質問時間の範

囲となります。河野哲也議員。

国は、昨年末より、平成32○河野哲也議員

年、2020年オリンピック・パラリンピックを見

据え、グローバル化に対応した英語教育の改革

に乗り出しました。グローバル教育研究所理事

長・渥美育子氏は、グローバル化とは、地球単

位で世界全体を見る発想、視点、動きのことだ

と言われています。グローバル視点を保つため

に必要なことの一つに、実際に多国間で交流す

るときのグローバルリテラシーであり、具体的

には、異なる文化・文明の性質を理解するこ

と、自国の伝統的なよさを具体的に知ること、

ＩＴと英語を活用して情報を入手し、理解し、

発信し、対話する能力を保つこととしておりま

す。グローバルリテラシーとしての英語教育は

どうあればよいか、考えるべきだと思います。

今回の関連質問は、実は、お盆で帰省した私

の友人の娘さんの話を聞いたことがきっかけで

す。今、その娘さんは、将来、国連職員等の職

につき、世界の人々に貢献をしたいと、ただい

ま大学の法学部で勉学に励んでおります。その

娘さんから、中学時代に自治体のプログラムで

海外に行ったこと、高校時代はマレーシアの貧

困層の訪問をしたこと、大学３年時で国連本部

での研修をみずから企画し、国連職員との意見

交換を実現したこと、そして、世界の貧困に課

題を持ち、フィリピンの大学に留学したこと等

お聞きしました。これらのきっかけは、実は小

学校時の担任の先生の流暢な英語に触れたこと

からだと話をしていました。また、日本の当た

り前は海外では通じないことがあるというこ

と、ルールやメンタリティーなど驚きの連続

だったということ、そして、同じ人間なんだと

実感したそうです。まさにグローバルリテラシ

ーの必要性を実体験していました。

新たな英語教育のあり方として、小学校の英

語教育は、小学校中学年が活動型として週１こ

まから２こま、小学校５年、６年は教科化され

週３こま程度、専科教員の積極的活用をうたっ
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ております。中学校においては、話題の理解、

情報交換、表現能力を養うとともに、授業を英

語で行うとし、高等学校においては、ある程度

英語話者と流暢にやりとりができるとともに、

発表、討論、交渉など言語活動の高度化を目指

しています。つまり、小・中・高を通じて一貫

した学習到達目標を設定して、英語によるコミ

ュニケーション能力を確実に養うとしていま

す。教育長、先ほどの答弁で、東京オリンピッ

ク・パラリンピックなどを見据えてと答弁され

ておりましたが、宮崎、間に合うでしょうか。

今回の改革は、人的な教育環境に非常に力を入

れることになっています。

そこで、まず外部人材の活用促進についてお

尋ねいたします。これまで本会議でも何度とな

く議論を繰り返しています。どうも本県では、

外国語指導助手（ＡＬＴ）について効果が検証

されていない気がいたします。特に、23年本会

議で、ＪＥＴプログラムによるＡＬＴの質が問

題視され、民間会社のＡＬＴに移行している教

育委員会もあるとの議論がありました。県内の

民間から雇用している市町村教育委員会は、Ｊ

ＥＴプログラムは当たり外れが大き過ぎるの

で、あえて大きな支出を伴うにもかかわらず、

質が高く安定している民間雇用にしているとの

指摘があり、県も、よりよい雇用形態のあり方

について、今後、調査・研究するとの答弁であ

りました。そこで、現在の県と市町村のＡＬＴ

の雇用状況について、教育長にお伺いいたしま

す。

ＡＬＴの雇用です○教育長（飛田 洋君）

が、県教育委員会では、英語教育の充実と国際

理解教育推進のため、関係する政府機関と協力

しながら実施しております外国青年招致事業、

いわゆるＪＥＴプログラムを利用して、外国語

指導助手（ＡＬＴ）36名を雇用いたしておりま

す。市町村教育委員会におきましては、ＪＥＴ

プログラムにより28名、また、直接雇用や民間

企業を介して63名の計91名がＡＬＴとして任用

されております。

実は23年度の議会で、教育委○河野哲也議員

員会の答弁では、ＪＥＴプログラムでのＡＬＴ

は37名、そして、市町村教育委員会は、ＪＥＴ

プログラムによる採用が27名で、直接雇用また

は民間企業を介してのいわゆるｎｏｎＪＥＴ

が64名。ほとんど変わっていない。１名の増減

ということですけど、雇用についての現状はほ

とんど変わっていないということになります。

確かに今回、私は、ある自治体で、ＪＥＴプロ

グラムにより雇用しているＡＬＴの実態という

か課題を調査いたしましたが、私は課題につい

て見つけることはできませんでした。ただ、美

郷町でｎｏｎＪＥＴのＡＬＴの方が大麻所持し

た事件が発生しましたが、雇用形態ということ

よりも、それぞれのＡＬＴへのアプローチ、こ

れが問題なのかなという考えがあります。再度

確認しますが、さきの改革実施計画では、ＡＬ

Ｔ配置拡大等のガイドラインの策定が今後計画

されています。また、高度な指導力を有するＡ

ＬＴが単独で授業を可能にするとの施策もあり

ます。指導力向上研修が必須となると考えます

が、ＡＬＴの雇用・研修に関して、今後のお考

えを聞かせていただきたいと思います。

ＡＬＴの今後の雇用○教育長（飛田 洋君）

・研修についてですが、ＪＥＴプログラムによ

り任用されております県及び市町村のＡＬＴの

研修につきましては、来日した直後、まず東京

で個人個人と面接をいたしております。それか

ら、オリエンテーションにおいて、果たすべき

役割や服務規律などの基本的事項について指導
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の徹底、それから、どういう期待をするか。

y expectati私、こんな話をしたんですが、「M

on is rather high. It is my hope that you

will help Miyazaki students learn to have

といmeaningful conversations in English.」

うのを最初、着任式のときに言いました。ただ

挨拶ができるぐらいじゃなくて、ちゃんと会話

のできるような、ちゃんと中身のある話をして

くれという話をしたんですが。また、そういう

こともしながら、果たすべき役割とか服務規律

などの基本的事項についての指導の徹底を図っ

ております。また、年に３回の学習指導方法や

服務に関する全体研修、年に１回の個別指導を

行っております。さらに、県立学校に配置した

ＡＬＴにつきましては、各学校において、勤務

実績の評価を含む管理職による個別面接指導を

年に４回実施するとともに、指導担当者による

日常的な指導も行っております。

各市町村のＡＬＴにつきましては、ＪＥＴプ

ログラムによらない方もいらっしゃるんです

が、そういう方につきましては、市町村や委託

している民間企業が、それぞれ必要な研修等を

行っていると伺っております。県教育委員会と

いたしましては、今後、「グローバル化に対応

した英語教育改革実施計画」など、国の動向も

踏まえながら、研修及び指導のさらなる充実に

努めてまいりますとともに、ＡＬＴのよりよい

雇用形態のあり方について調査・研究を継続し

ながら、英語教育等の充実に努めてまいりたい

と考えております。

丁寧な御答弁、ありがとうご○河野哲也議員

ざいます。ＡＬＴの方に聞くと、やっぱり孤立

化している状況が見られるということで、今の

教育長の研修内容、また期待していきたいと思

います。

もう一つ、中・高等学校における指導体制強

化の中で、国は、外部検定試験を活用し、県ご

との教員の英語力の達成状況を定期的に検証す

るとあります。具体的には、全ての英語科教員

について英検準１級、ＴＯＥＦＬ80点以上を確

保していますと。確保していくということで計

画に載っていますが、まずは、本県の現在の中

・高等学校教師の英語力の状況をお伺いいたし

ます。

英語教師の英語力の○教育長（飛田 洋君）

状況ですが、先ほどお話にありました英検準１

級、これはＴＯＥＩＣでいえば730点に相当する

わけですが、このことについて、それに達して

いる教員の割合を国が公表しております。25年

度のデータでありますが、それによりますと、

中学校で、全国平均が27.9％であるのに対しま

して、本県は28.2％で0.3ポイント高い。それか

ら高等学校は、全国平均の52.7％に対し、本県

は66.5％で13.8ポイント高く、中高いずれも全

国平均を上回っております。

６年後に全ての英語教員がこ○河野哲也議員

の基準までということで国は目指しているわけ

ですけれども、少なからず全国に比べ目標に近

いところにありますので、緊張感を持って人材

育成、どうかよろしくお願いしたいと思いま

す。教育長も、子供の最大の教育環境は教師自

身だというふうに語っていただいたことがあり

ますが、まさに教育環境の教師自身の質の向上

ということで、どうかよろしくお願いしたいと

思います。本県にとって、先ほどの目標、高い

ハードルでございますが、今後の取り組みにつ

いて、最後にお伺いしたいと思います。

全ての英語教員の英○教育長（飛田 洋君）

語力を高めていくことは、今お話しいただきま

したように大切であると考えております。現行
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の学習指導要領では、英語で高校の授業は行う

と。それを原則とするということになっていま

すが、さっきお話がありましたように、「グロ

ーバル化に対応した英語教育改革実施計画」に

おいては、将来、中学校においても英語の授業

は英語で行うということが示されております。

これまで以上に一層高い英語力、そういうレベ

ルを指導者に求めたいと考えているところです

が、県教育委員会では、かなりいろんな研修に

そのために取り組んでおりますことと、もう一

つは、採用試験において、さっきは準１級でし

たが、その準１級より１つ上が１級ですが、１

級を取得している人は優先的に採用しますと。

採用試験を別なやり方でやりますというような

ことを示しまして、英語力の高い教員を採用し

たいというアピールを、大学とか受験者に向け

てもやっているところでありまして、今後とも

そういうアピールをしながら、一方では検定試

験を受けましょうということを奨励したりしな

がら、教師の英語力の強化を図っていきたいと

考えております。

先進県北海道では、中学校に○河野哲也議員

おいて、英語でのモノローグ、対話によるディ

ベートが実践されているとお聞きします。英語

力の高い教師集団が英語指導の確立を目指して

います。ＩＲも非常に大事な議論であります

が、例えばシンガポールの最先端小学校は、小

学生全員がタブレットを持っています。授業は

小学校１年から全て英語で行われています。小

学校高学年では流暢な英語で対話ができるとい

うふうにお聞きしました。10年後、20年後、こ

の子供たちと宮崎の子供たち、対等に向き合う

ことができるのかということを御指摘して、関

連質問といたします。

それでは、林業振興につい○重松幸次郎議員

てお伺いいたします。

公共工事の発注がふえつつある中、木材など

建設資材の需要も伸びることが予想されます。

エネルギー循環シフトをさらに加速せねばなり

ません。そこで、本県の木質バイオマスや木材

の活用を含め、林業再生に向けた知事の意気込

みをお伺いいたします。

本県におきましては、○知事（河野俊嗣君）

戦後の拡大造林など先人のたゆまぬ努力の成果

として、豊富な森林資源を有しているところで

あります。このポテンシャルを生かすために、

これまで、生産基盤の整備などさまざまな施策

を積極的に進めてまいりました。その結果、杉

の素材生産量が23年連続して日本一であるとい

うこと、また、製材品の出荷量が全国第３位で

あるということでありまして、全国有数の林業

県として確固たる地位を築いているところであ

ります。これに加えて、木材利用技術センター

などの木材の利活用技術、これも大変高いもの

があり、全国的にも評価をされているところで

あります。

木材価格の低迷、担い手の減少・高齢化、さ

らには森林の再整備など、さまざまな課題に直

面している状況ではございますが、中国木材日

向工場の稼働でありますとか、木質バイオマス

発電施設の建設が進むなど、本県の林業という

ものが、まさに新たな時代を迎えようとしてい

るのではないかと受けとめておるところであり

ます。

また、東京オリンピック・パラリンピックで

活用される施設に、本県の有する杉の利活用技

術を提案することとしておりまして、これが実

現すれば、日本のおもてなしにも貢献しつつ、

ひいては県産材の需要拡大にもつながる、さら

には、森林資源の循環利用というものを国外に
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もアピールできることになるのではないかと、

またとない機会になるものと期待して取り組ん

でいるところであります。

これらを林業再生に向けた絶好のチャンスと

捉えまして、本県の豊かな森林というものを次

世代にしっかりと託していく、引き継いでいく

こと、これが重要であろうかというふうに考え

ております。森林資源を最大限有効活用するこ

と、人材育成をすること、そして再造林等にも

取り組むことということで、山村地域の振興は

もとより、日本林業の推進役、宮崎が日本林業

を引っ張っていくんだと、そのような気概のも

とに、これからも取り組んでまいりたいと考え

ております。

先月５日に、会派３名で美○重松幸次郎議員

郷町にある宮崎県林業技術センターにおじゃま

いたしました。短時間でありましたけれども、

河野所長を初め職員の皆さんより、技術センタ

ーでの事業や研究・研修の概要を御説明いただ

きました。同センターでは、植栽作業の効率性

を高める手段として有効であるとして、Ｍスタ

ーコンテナ苗を用いた研究が特徴だと伺いまし

た。本県の再造林を効率よく進めていく上で、

Ｍスターコンテナ苗が有効であると考えられて

おりますが、その特徴や今後の可能性につい

て、環境森林部長にお伺いいたします。

県林業技術セ○環境森林部長（徳永三夫君）

ンターが独自に開発いたしましたＭスターコン

テナ苗は、ポリエチレン製シートを筒状にした

容器にバーク堆肥などを入れて育成された苗木

でございまして、その特徴といたしましては、

取り扱いが容易で、一年を通して出荷・植栽が

可能であること、植えつけの作業効率がよいこ

と、それから、苗木の根の活着がよいこと等が

ございます。林業採算性の悪化や担い手の減少

・高齢化が進んでいる中にありまして、Ｍスタ

ーコンテナ苗は、低コスト化と省力化に大変有

効であると考えておりますので、県といたしま

しては、今後とも、その生産拡大と普及に努

め、「切って、使って、すぐ植える」という、

宮崎ならではの循環型林業の実現に取り組んで

まいりたいと考えております。

すばらしい育苗システムの○重松幸次郎議員

開発・実用化と研究成果であります。このほか

にも、育林環境や特用林産の先進的な研究、鳥

獣被害対策など、林業全般に取り組んでおられ

ました。また、先日、県森林組合連合会主催の

上映会「ウッジョブ」を鑑賞しました。都会育

ちの少年がふと踏み込んだ林業の世界で、ひ弱

青年から次第に男らしく成長していく、人間愛

・自然愛にあふれた痛快エンターテインメント

映画でございました。林業は、次の世代へ引き

継がれる壮大な未来事業なのだという内容であ

りました。どの業種も青年の人材育成が大事で

す。この映画の中でも、林業にかかわる人を育

成する研修所が紹介されておりました。県で実

施する「みやざき林業青年アカデミー」と「基

幹林業作業士養成研修」の取り組みについて、

環境森林部長にお伺いいたします。

「みやざき林○環境森林部長（徳永三夫君）

業青年アカデミー」は、林業就業を希望する者

を対象といたしまして、森林・林業や林業経営

に関する基礎的な知識に加え、苗木づくりから

造林・伐採まで実践的な技術を習得させるもの

で、将来の本県の林業を背負って立つ若手林業

後継者の確保・育成を目指して、ことし４月に

県林業技術センター内に開設し、現在、５名の

研修生が受講をしております。

一方、「基幹林業作業士養成研修」は、既に

林業に就業している者を対象に、高性能林業機
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械の運転技術の習得や小型移動式クレーンの運

転資格などを取得させるもので、昭和56年度か

らこれまで約520名を養成したところであり、こ

としは26名が受講しております。

いずれの研修も、次世代を担う技術者を養成

する上で大変重要でありますので、今後とも、

研修内容の充実・強化を図りながら、人材の育

成に努めてまいりたいと考えております。

さらなる人材の拡大を願っ○重松幸次郎議員

ております。このセンターには、森林植物園な

どのふれあい施設があり、園内には110種類、

約600本の桜が植樹されていて、２月から５月ま

で楽しめるということでありました。来年春、

遅咲きの桜を見に、またゆっくりとセンターを

訪れてみたいです。

続きまして、土木行政について、先ほども、

「みやざき林業青年アカデミー」について伺い

ましたが、若い人が集う人材育成の県有施設の

中には、県立産業技術専門校（本校と高鍋

校）、県立農業大学校、県立高等水産研修所、

そして県産業開発青年隊がございます。このほ

かにも、県では、「将来の発展と地域を支える

人財づくり」を掲げて、教職も含め、各業界団

体への人づくりに取り組んでおられますが、今

回は、土木・建設・造園の一流の技術者を育成

する県産業開発青年隊についてお尋ねいたしま

す。定員割れが続いている現状についての認識

と今後の取り組みについて、県土整備部長にお

伺いします。

産業開発青○県土整備部長（大田原宣治君）

年隊は、建設技術者を養成するための機関とし

まして、昭和26年の発足以来、約4,700名の修了

生を送り出し、県内の建設業を支えてきたとこ

ろですが、少子高齢化の進行や建設投資額の減

少等に伴い、議員御指摘のとおり、入隊者が少

ない状況が続いております。このため、青年隊

の募集につきましては、学校訪問やオープン

キャンパスの開催、県政テレビ番組での紹介な

どにより、指定管理者と連携しながら取り組み

を進めているところであります。その結果とし

まして、10数名から20名程度まで落ち込んでい

た入隊者が、平成22年度に指定管理者制度を導

入して以降、30名前後で推移しており、また、

今年度のオープンキャンパスは多くの高校生に

参加いただくなど、一定の効果が出てきている

と考えております。若手建設技術者の育成・確

保が喫緊の課題である中、産業開発青年隊の役

割はますます重要となってきておりますことか

ら、今後とも、教育訓練内容の充実や入隊者確

保の取り組みの強化を図りながら、より若者に

魅力のある養成機関となるよう努めてまいりま

す。

長い歴史と伝統を築き、多○重松幸次郎議員

くの人材を輩出しておられます。一年間訓練に

耐えた規律正しい、たくましい姿を、私も卒業

式で拝見し、感動を覚えています。すばらしい

取り組みですので、宮崎に青年を呼び寄せ、人

脈拡大の上でも、もう少し県外からも多く募集

していいのではないかなと考えていたところで

ございます。

さて、東日本大震災や豪雨災害からの教訓

で、道路などのインフラ整備の事例を確認しま

す。震度５を超えますと、下水管周辺で埋め戻

し砂が沈下したり、港湾・埋立地が液状化し、

通常時の10倍以上の空洞化が多発する実態が明

らかになったり、また、豪雨で冠水した水が一

気に引いたために、地中で空洞化が進んでいる

おそれがあります。また、経年劣化して老朽化

した道路も同じく、空洞化が進んでいる可能性

が高いとのことです。万一の災害で、緊急輸送
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や避難道路が陥没して通れなくなる事態は、で

きるだけ防がなくてはなりません。目視では気

づかない路面下での空洞化を探知して、陥没な

どの事故発生を未然に防ぐ予防保全の観点か

ら、危険な空洞を見つけ出す調査を行っている

自治体がふえています。そこで、県が管理する

道路の路面下の空洞化調査について、どのよう

に取り組んでいるのか、県土整備部長にお伺い

します。

県管理道路○県土整備部長（大田原宣治君）

の路面下の空洞調査につきましては、平成25年

度に道路ストック総点検を契機としまして、宮

崎市街地の交通量や地下埋設物が多い路線にお

いて、レーダー探査車による調査を試験的に実

施したところです。調査の結果、空洞化の可能

性が高いと判断された箇所につきましては、対

策を実施したところでありますが、レーダー探

査による調査につきましては、現在のところ、

技術開発が進められている状況でありますの

で、今後、幅広く情報収集を行いながら、調査

の進め方について検討してまいりたいと考えて

おります。道路管理につきましては、日常的な

道路パトロールによる路面変状の早期発見や落

石の除去など、通行の安全確保に努めていると

ころであり、今後、空洞調査も活用するなど、

適正な維持管理に努めてまいりたいと考えてお

ります。

今後、さらに同様の調査が○重松幸次郎議員

始まると予想されます。実際の調査は、空洞探

査機を搭載した車両を走らせながら、マイクロ

波を使って路面下の空洞や橋の内部の劣化箇所

を発見するわけですが、調査会社によって、そ

の危険箇所を見つけ出す精度、技術力が問われ

ることが出てくると思います。発注する際に

は、競争入札（コンペ）ではなく、事前のプレ

ゼンかプロポーザルで、例えば、同じ道路の調

査キロ内でどれだけ検索ができ、試掘か、カメ

ラを入れて検査実証が確認されるかを評価する

方式を採用するべきだと考えます。道路のみな

らず、全ての防災・減災点検調査の最優先は、

管理者ではなく、利用者目線で決めてほしいと

考えますので、このことを要望いたしておきま

す。

続きまして、農業振興について、地元新聞に

「ハウス栽培にペレット」という見出しで記事

があり、高騰が続く重油価格に左右されない農

業経営を目指して、県内でハウス栽培に木質ペ

レットを活用する動きが進んでいるという内容

でした。施設園芸は農産品の中核になっており

ますので、この木質ペレット暖房機の導入の状

況と推進上の課題について、農政水産部長にお

尋ねいたします。

木質ペレット○農政水産部長（緒方文彦君）

暖房機につきましては、平成24年度末で、県内

で12台が導入されておりましたが、25年度から

国等の事業にあわせて、県と農業団体が連携し

た「施設園芸用燃料の木質バイオマス転換加速

化事業」を実施し、重油暖房機並みの価格で導

入ができるよう支援を行ったところ、25年度末

で累計116台の導入が図られたところでありま

す。現在、29年度までの５年間で、累計500台の

導入を目指して取り組みを進めているところで

ありますが、導入を推進する上では、木質ペ

レット暖房機は、重油暖房機に比べて導入価格

が３倍程度高いこと、ペレットの原料となる林

地残材の安定的な確保や、ペレット価格の上昇

への懸念などの課題があると認識いたしており

ます。

暖房機そのものが高いとい○重松幸次郎議員

うこと、そして、木質ペレットの価格と原材料
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の安定化が課題ということですが、木質ペレッ

ト暖房機の今後の導入推進に向けてどのように

対応していくのかを、再度、農政水産部長にお

伺いいたします。

木質ペレット○農政水産部長（緒方文彦君）

暖房機の導入を推進する上での課題に対しまし

て、まず、木質ペレット暖房機の低コスト化を

図るため、平成25年度から、県内の木質ペレッ

ト暖房機メーカー３社に対して、低価格で効率

の高い暖房機の開発を支援しておりまして、今

後は、現地における実証試験を行い、本格的な

普及を図っていきたいと考えております。

次に、ペレット原料の安定確保やペレットの

低価格化については、地域の実情に応じて、効

率的な原料調達の仕組みづくりに取り組んでい

くとともに、例えば、山林全体を原料生産地と

して持続的に循環活用する仕組みづくりも検討

していく必要があると考えております。

県としましては、引き続き、農林業の関係団

体や企業等で構成いたします「宮崎県施設園芸

木質バイオマス利用促進協議会」を中心に、化

石燃料依存から脱却した産地の確立に向けまし

て、木質バイオマス暖房機の導入促進に努めて

まいりたいと考えております。

再び、記事によりますと、○重松幸次郎議員

再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度

（ＦＩＴ）の開始などで、木質ペレットの需要

は年々高まっていくと予想され、暖房機に補助

事業が始まった昨年度は1,000トンを使っていた

のに対し、仮に500台がフル稼働すると１万トン

以上が必要ということであります。またさらに

は、公共施設や福祉施設でのボイラー空調関係

にも需要が伸びると言われております。よっ

て、農産も林産も、ともに宮崎県の木質ペレッ

トを活用した繁栄が築かれて、全国に名をはせ

ることができますように、取り組みのほど、よ

ろしくお願いいたします。

次に、農地中間管理機構についてでありま

す。地域の担い手にまとめて貸し出す「農地集

積バンク」とも言われる活動が始まっておりま

す。先ほど、有岡議員からも御質問がございま

したが、農地中間管理事業の活用の考え方と事

業の取り組みの状況について、農政水産部長に

お尋ねいたします。

農地中間管理○農政水産部長（緒方文彦君）

事業では、離農や経営規模の縮小を考えている

方の農地のほか、農地が分散している担い手の

方についても、農地中間管理機構に預けていた

だき、担い手に再配分することで、より使いや

すい形に集積・集約化する仕組みとなっており

ます。また、地域でまとまって農地を預ける場

合に、地域集積協力金が交付されますことか

ら、基盤整備や担い手対策など、地域農業の発

展に役立てていただきたいと考えております。

本県では、現在、旧市町村ごとにモデル地区

を設定し、市町村等を中心とした推進チーム

が、事業活用について集落役員等と協議を進め

ているところであります。具体的には、「人・

農地プラン」の見直しに関する地域の話し合い

の中で、主要品目ごとの効率的な農地利用や集

落営農の推進等について、しっかりと議論して

いただきながら、地域の実情に応じた推進を

図っているところでございます。

一つの大きな農業政策のあ○重松幸次郎議員

らわれでございます。農地の集約・大型化が進

み、効率のよい農業経営が確立されることを期

待しております。

国の農政改革を受けて、県としてどう取り組

んでいくのか、知事に、これからの意気込みを

お伺いしたいと思います。
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本県の農業であります○知事（河野俊嗣君）

が、これまでさまざまな厳しい環境条件の中

で、防災営農の推進やブランド産地づくりなど

の改革に取り組んできたところであります。長

年にわたる先人の取り組み、また、農家の皆さ

ん、農業団体のこうしたたゆまぬ努力の結果、

農業産出額、以前は全国30位台でありました

が、第７位という地位を築いてまいったところ

であります。本県の農業を取り巻く環境という

もの、ＴＰＰ協定交渉の進展や燃油・飼料価格

など、極めて不透明な状況にありますが、今こ

そ先人の努力に学び、宮崎の農業というものを

しっかり守り、そして発展をさせて次の世代へ

つないでいく。それが我々にとっての重要な責

務であるというふうに受けとめておるところで

あります。

農業・農村が人口減少という大きな変革の中

で、国においても農政改革に取り組んでおられ

るわけでありまして、これを地域の実情に合わ

せて有効に活用するということ、また、これと

あわせて、本県独自の新たな改革にも取り組む

必要があろうと考えております。このため県で

は、担い手が将来展望を持って営農できる力強

い産地づくりに向けまして、生産力の向上、販

売力の強化、さらには人材の育成という３つの

施策を柱としました産地構造改革に、積極的に

取り組んでいるところであります。また、農業

を核とした多様なフードビジネスの創出を推進

し、本県農業の成長産業化というものに取り組

んでまいりたいと考えております。

ことしの４月、会派３名で○重松幸次郎議員

県総合農業試験場を訪問し、「みやざきフード

リサーチコンソーシアム」の取り組みを伺いま

した。残留農薬の成分分析で全国トップレベル

の技術を、産学官の７機関で研究されておりま

した。この技術を応用して、担い手づくりから

農産品加工、そして販路拡大まで、フードビジ

ネスの力強い大前進を、これからもよろしくお

願いいたします。

最後に、消費者教育について２点お伺いいた

します。

初めに、若者の消費トラブル対策です。10

代、20代を中心にスマートフォンが爆発的に普

及する中、投稿写真や文章が取り返しのつかな

い事態になる一方で、消費者を惑わす誇大表示

など、ネットによる消費トラブルが社会問題に

なっております。小・中・高の生徒さんの対策

につきましては、昨日、十屋議員から教育長に

質問がございましたので、私からは、高校を卒

業した青年を対象に、県消費生活センターにお

ける若者からの消費生活相談の件数と特徴につ

いてお伺いします。また、どのような対策を

とっているのか、総合政策部長にお伺いしま

す。

平成25年度○総合政策部長（橋本憲次郎君）

に県消費生活センターに寄せられた苦情相談

は7,422件でございますが、このうち、高校卒業

後ということに限ったデータでございません

が、18歳から29歳までの若年世代ということ

で、その年代の相談件数は717件となっていると

ころでございます。

特徴といたしましては、ワンクリック請求を

初めとするインターネット利用料の不当請求な

どに関する相談が172件と、ほかの案件に比べる

と突出して多くなっている状況でございます。

また、このほかに、表面に出てこない被害数は

さらに多いことも想定されますことから、若年

者の被害防止対策は大変重要であると考えてい

るところでございます。

県といたしましては、若年者に対し、消費生
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活センターにおいて、大学等における出前講座

やパネル展の実施、また、就職や進学を控えた

高校３年生全員へのパンフレットの配布など、

ターゲットを定めた啓発も行っているところで

ございます。さらに、現在、消費者教育推進法

に基づき策定を進めております消費者教育推進

計画におきまして、幼児期から高齢期までの各

年代や、家庭、学校、職場、地域などのそれぞ

れの場に応じた消費者教育を体系的に実施する

こととしておりまして、その中でも若年者の被

害防止にも取り組んでまいりたいと考えており

ます。

小・中・高校生、そして青○重松幸次郎議員

年、また高齢者に向けて、ネット犯罪、詐欺に

巻き込まれないように、切れ目なく注意喚起、

また、各地、各事業所窓口でのタイムリーな啓

発を行っていただきたいと思います。

最後に、全国的に、高齢者に対する特殊詐欺

の件数、金額が減らない現状でございます。午

前中も田口議員から質問があり、被害額が増加

しているとの答弁でございましたが、再度、特

殊詐欺抑止のための最近の取り組みについて、

警察本部長にお伺いいたします。

特殊詐欺の抑止○警察本部長（坂口拓也君）

対策としましては、検挙と予防の両面で取り組

んでいるところであります。特に最近の予防策

としましては、自動通話録音機の貸し出しや、

高額現金払い戻し時チェックシートを活用した

金融機関の職員の方による声かけの強化をお願

いしているところであります。

自動通話録音機につきましては、電話の着信

前に警告メッセージを発信する機能や、会話内

容を録音する機能を有するもので、犯人からの

電話を撃退し、被害を防止することが期待でき

ます。今月１日に50台を配備し、おおむね65歳

以上の高齢者が居住する世帯に貸し出しを始め

ております。

高額現金払い戻し時チェックシートにつきま

しては、金融機関の窓口で、高額の現金を払い

戻そうとする方に対して、最近の犯行に使われ

ているだましの言葉をキーワードとして列挙し

ましたシートを提示して、被害防止のための声

かけを行うものであり、今月３日から、県内の

全金融機関において取り組んでいただいている

ところであります。県警察では、今後も、これ

らの対策を推進し、特殊詐欺の抑止に取り組ん

でまいります。

警察本部長、ようこそ宮崎○重松幸次郎議員

にお越しいただきました。これからも、安心・

安全の宮崎にするためにしっかりお願いいたし

ます。

以上で質問の全てを終了いたします。大変あ

りがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○福田作弥議長

した。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時６分散会


