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一般質問◎

ただいまの出席議員37名であ○福田作弥議長

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、星

原透議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○星原 透議員

ざいます。それでは、通告に従い一般質問をい

たします。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

安倍首相は、就任した平成24年12月と昨年

の12月を除く全ての月で諸外国を訪問され、首

脳外交を通じて安全保障や経済面で諸外国との

連携を強め、日本をアピールされております。

今月初めのバングラデシュ、スリランカ訪問

で49カ国となり、就任から１年９カ月で訪問国

が歴代トップになったとのことで、驚くばかり

であります。余談でありますが、これまでの

トップは、５年５カ月で48カ国を訪問された小

泉首相だそうであります。

安倍首相の外遊は、毎回経済団体の皆さんと

連携して、官民挙げてのトップセールスを実施

されております。首相は、「世界で存在感が薄

くなっていた日本が、官民一体となった取り組

みによって、今、世界の真ん中で輝く国になろ

うとしている」と語られております。このよう

な官民挙げてのトップセールスが功を奏し、日

本企業の海外での昨年度のインフラ受注額は、

一昨年度に比べて、３倍の９兆円余になってい

るとのことであります。安倍首相のトップリー

ダーとしての人を動かす力と先見性、決断と実

行力のたまものだと考えます。

ところで、知事は、間もなく任期４年が過ぎ

ようとしておりますが、政治家として、また

トップリーダーとして、県政に対し、どのよう

な考えで取り組んでこられたのか伺います。

次に、前東国原知事は、職員との人間関係が

希薄だったと伺っておりますが、県職員に対し

て、どのようなスタンスでかかわってこられた

のか伺います。

また、県勢の発展は、市町村との関係や連携

のあり方が重要だと考えますが、具体的にどの

ように取り組んでこられたのか、知事に伺いま

す。

以上で、壇上からの質問を終わり、以下は質

問者席からいたします。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

トップリーダーとしての考えについてであり

ます。私はまず、現場の声にしっかり耳を傾

け、十分なコミュニケーションを図ることが、

何よりも大切であると考えております。また、

戦略的な視点に基づきます将来に向けてのしっ

かりとしたビジョンを示す構想力、そして、み

ずからが先頭に立ち、さまざまな力を結集しな

がら力強く推進していく実行力、この２つが求

められるものと考えております。このような考

えのもとに、口蹄疫からの再生・復興を初め、

新たな成長に向けたフードビジネスの推進、ア

ジア市場の開拓、さらには、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

クトなど、さまざまな政策を提案し、県民の皆

様や職員と一体となって、その推進を図ってき

たところであります。

私自身、トップリーダーとしては、まだまだ

未熟な点もございますが、次期県政におきまし

ては、本県のさらなる前進に向け、熱い思いで

平成26年９月17日(水)
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私がこれまでの４年間で築き上げた成果という

ものをしっかりと継承し、大きく飛躍させてま

いりたいと考えております。

次に、職員との関係についてであります。今

申し上げましたように、私は、政治信条の一つ

として、現場主義というものを掲げておるとこ

ろでございます。県政を進める上で、行政の現

場を担い、まさに実務担当者である職員の役割

というのは、極めて大きいものがあるというふ

うに考えております。県勢の発展の志を同じく

する同志、いわば仲間でもあるわけでありまし

て、そのコミュニケーション、大変重要なもの

として大切にしておるところであります。職員

とのランチミーティングを行ったり、また職員

に対してメールでメッセージを送ったりと、さ

まざまな取り組みをしておるところでありま

す。職員一人一人がその能力を最大限に発揮で

きる環境をつくっていくこと、そして、みずか

ら考え、みずから動くことができるような県庁

全体の総合力を発揮できる職場づくり、環境づ

くりに努めているところであります。

このため、施策の企画・立案・実行に当たり

ましては、私の考えをしっかり伝える一方で、

職員の意見や考えを十分に酌み取るよう心がけ

ますとともに、今年度からは、各部局が設定し

たテーマについて深く議論する政策論議という

ような場を設けるなど、職員とけんけんがくが

く議論を行っているところであります。今後と

も、職員としっかりコミュニケーションを図

り、宮崎に対する思いというものをしっかり共

有しながら、全庁一丸となって県勢発展のため

にともに尽力してまいりたいと考えておりま

す。

次に、市町村との連携についてであります。

我が国の行政システムが、国、都道府県、市町

村という体制をとっている以上、現場を預かる

県と市町村が緊密な連携を図っていくことは、

極めて重要であると考えております。そのため

には、県政のリーダーである私と地域のリーダ

ーである市町村長の皆さんとが、日ごろからコ

ミュニケーションを図り、円滑な関係を構築し

ていくことが必要不可欠であると考えておりま

す。

このため、就任直後、県と市町村の協議の場

であります宮崎県・市町村連携推進会議という

ものを立ち上げたところでありますし、さらに

は、県内を５ブロックに分けて、地域が抱える

課題につきまして膝詰めで意見交換を行う円卓

トークなどを開催し、市町村長の皆様とさまざ

まな精力的な議論を行い、宮崎に対する思いを

共有するよう努めてきたところであります。お

かげさまで、県と市町村の連携体制は、これま

で以上に強まっているものと手応えを感じてい

るところであります。今後とも、市町村長との

対話を密にし、さまざまな課題について、日ご

ろから政治家同士で相談できる関係をより一層

深めてまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

今、知事のほうからそれぞれ○星原 透議員

答弁いただいたんですが、現場第一主義という

ことだそうでありますが、やはり人をいかに動

かしていくかだろうというふうに思います。県

の職員にしても、あるいは市町村との連携にし

ても、知事の思いがしっかりと伝わるようなコ

ミュニケーションをしっかりとって、その上

で、トップリーダーとして、しっかりした決断

で取り組むべきだと思いますし、取り組んでほ

しいと思います。

それでは、次に、アベノミクスについて伺い

ます。安倍首相は、日本経済の再生を目指し、
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最大の目標を経済回復であるとして、デフレか

らの脱却体制のために、３本の矢から成る経済

政策アベノミクスに取り組んでおられます。我

が国は、都市と地方では産業構造が大きく異な

り、都市部には大手企業や輸出関連企業が集中

し、円安や株価などの恩恵を直接受けておりま

す。これに対し、中小零細企業が大多数を占め

る地方では、恩恵を受ける企業は限られ、逆に

材料費や原料代、油等が円安で高くなり、厳し

い経営を強いられております。テレビや新聞等

で報道される都市部の大手企業の業績回復とは

大きな格差があります。今後は、経済成長につ

ながる施策を実行し、企業収益が伸びて、設備

投資や雇用が拡大し、また所得や給与がふえて

消費が活発になり、景気回復が都市部だけでな

く、地方まで確実に進むことが期待されており

ます。そこで、アベノミクスが本県経済に与え

た効果と評価について、知事の見解を伺いま

す。

いわゆるアベノミクス○知事（河野俊嗣君）

でありますが、これまで、我が国の経済再生や

景気回復に大いに期待感を抱かせたというこ

と、そして、株価の回復を初め、民間企業の設

備投資の好転や労働市場の活性化など、一定の

成果につながっているものと認識しておりまし

て、国内経済全体をとってみますと、プラスの

効果を生じさせていると考えております。本県

におきましても、鉱工業生産指数や有効求人倍

率などの雇用情勢に改善が見られるなど、消費

税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動はあり

ましたが、その影響も徐々に和らぎつつあると

考えておりまして、県内経済は、総じて持ち直

しの動きが続いているものと認識しているとこ

ろであります。

一方で、今、御指摘がありましたように、輸

入品価格の上昇に伴う関連産業の収益悪化の懸

念や、個人消費等にも一部に弱さが見受けられ

るなど、中小企業の多い本県にとりましては、

都市部と比較しますと、なかなか景気回復の実

感が得られにくい状況もあるところでありま

す。私としましては、現在、国が経済の好循環

を全国津々浦々にまで届けようということで、

地方創生の取り組みを始められたところであり

まして、これをしっかりと進め、地方の実情を

踏まえた各種施策の展開によりまして、本県を

含む地方の経済が浮揚するということを大いに

期待しているところであります。

ぜひしっかり取り組みをお願○星原 透議員

いしたいと思います。

次に、民間投資による成長戦略の重要な鍵の

一つがＴＰＰであると言われております。円安

に続いて貿易品目の関税撤廃が加われば、輸出

産業にとっては追い風になるのは確実でありま

す。しかし、本県のような農業県にとっては、

ＴＰＰ交渉等の進展は、輸入農産物との競争が

一段と厳しさを増すことになり、このままで

は、本県農業・農村は疲弊し、農業者は将来に

展望を持って農業に取り組むことができませ

ん。実際に、関税が引き下げられてからでは遅

過ぎます。今でも間に合わないかもしれません

が、担い手が夢を持ち、国際競争力に勝てる産

地づくりに、県はどのように取り組まれるの

か、知事に伺います。

本県は、先人のたゆま○知事（河野俊嗣君）

ぬ努力によりまして、ここまで全国有数の農業

県としての地位を確立しているところでありま

すが、御指摘のように、担い手の減少やＴＰＰ

協定などによります急速な国際化の進展など、

大きな転換点を迎えているところであります。

ＴＰＰ交渉に関しましては、重要５品目等の
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しっかりとした対策というものを守る交渉を進

めていただきたいというふうに思っております

が、一方で、国際競争力を持った産地構造改革

というものは、本県農業の振興を図る上で、重

要な課題だと認識しております。

このため、本県農業が有します安全・安心・

健康に着目した宮崎ブランドの取り組み、こう

いった強みを生かして、大胆な規模拡大や機械

化などによります生産コストの低減、また新た

な付加価値の創出、さらには大手量販店等との

契約取引の拡大など、戦略的な産地づくりを加

速させてまいりたいと考えております。また、

こういった産地を核としたフードビジネスの推

進により、厳しい競争を勝ち抜いていく必要が

あると考えております。県としましては、産地

改革に意欲的に取り組むＪＡの品目別部会など

を、本県農業の新たな発展を担う産地経営体と

位置づけまして、生産、販売、人材という３つ

の視点から一体的に後押しすることによりまし

て、今後とも、農家の皆さんが希望を持って営

農を展開できるよう、足腰の強い産地の育成に

取り組んでまいりたいと考えております。

農家の厳しい状況は当然変わ○星原 透議員

りませんが、しかし、農業をする人たちが夢を

持って、そして税金が納められる、そういう農

家をいかにつくるかだと思いますので、その点

も今後いろいろ工夫をいただければというふう

に思います。

次に、民間投資による成長戦略の中にカジノ

も含まれているようでありますが、アベノミク

スの第３の矢とされている、民間投資を「成長

戦略」に結びつけて、本県経済を活性化させる

ために、今後どのように取り組んでいかれるの

か、知事に伺います。

国の成長戦略、本県が○知事（河野俊嗣君）

取り組む新たな成長に向けた取り組みの、まさ

に追い風であろうというふうに受けとめておる

ところであります。就任以来、口蹄疫を初めと

するたび重なる災害により疲弊した本県経済の

復興に全力を尽くすとともに、任期後半となる

昨年からは、「復興から新たな成長」へとかじ

を切りまして、国の成長戦略とも連動して、フ

ードビジネス、また東九州メディカルバレー構

想など、成長産業の育成に重点的に取り組んで

きたところであります。また、あわせて、東九

州自動車道の整備の進展、また東京オリンピッ

ク・パラリンピックの開催などの追い風を最大

限に生かしながら、本県経済の底上げにつなげ

ていく取り組みを進めているところでありま

す。

国において、第３の矢「成長戦略」を加速化

させるため、地方の創生ということを最重要課

題として位置づけて、首相を本部長とする「ま

ち・ひと・しごと創生本部」が設置されたとこ

ろでありまして、従来の発想にとらわれない、

経済再生に資する施策を実施し、景気回復の効

果を全国に波及させることにより、地方の再生

に取り組むこととされておりまして、この動き

というものは、本県経済にとっても大きな追い

風になるものと期待しておるところでありま

す。今後は、このチャンスを生かしまして、本

県が地方創生を牽引する一つのモデルとなるこ

とができるよう、国に対し、さまざまな提案・

要望というものを積極的に行ってまいりたいと

いうふうに考えておりますし、成長産業育成の

さらなる加速化、また人口流出抑制のための効

果的な施策の取り組みなどを通じまして、本県

の本格的な景気回復と揺るぎない産業基盤の構

築及び雇用の創出に努め、「宮崎の新時代」を

築いてまいりたいと考えております。
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宮崎の新時代を築いていくと○星原 透議員

いうことでありますから、今後はそのことを

しっかり見守っていきたい、そのように思って

おります。

次に、みやざき東アジア経済交流戦略につい

て伺います。

我が国は、本格的な人口減少・高齢化社会を

迎えて、国内市場は今後ますます縮小し、消費

の伸びは期待できない状況にあります。そこ

で、富裕層や中間層が増大し、経済成長が大き

く進展している東アジアの国々の活力を取り込

んで、本県経済・産業の浮揚の足がかりにする

ための東アジア経済交流戦略は、大変重要な施

策であります。この戦略推進のために、官民、

関係団体が一体となって、東アジア市場の開拓

や経済・人的交流の拡大に取り組むことは必然

であります。しかし、国内の自治体が同じよう

な発想で取り組んでいるのが実態であり、他県

との差別化や競争に勝つためには、知恵を絞

り、そしてまた、目的を定めて果敢に挑戦す

る、強力なリーダーシップを発揮することだと

考えます。

そこで、みやざき東アジア経済交流戦略推進

のためには、予算額とその使い方をうまく工夫

することだと考えます。経済交流戦略推進のた

めの予算の状況について伺います。また、多く

の国との交流を目指すのではなく、可能性の高

い国に集中的に予算を配分することが必要だと

考えますが、知事の見解を伺います。

みやざき東アジア経済○知事（河野俊嗣君）

交流戦略は、今後、本県の経済発展を考える上

で、非常に重要なものという位置づけでござい

ますが、県産品の輸出促進、観光交流の推進、

経済交流の基盤整備を柱に掲げて、関係部局が

連携して取り組んでいるところでありまして、

平成26年度当初予算では、総額で約５億円を計

上しているところであります。また、今議会

に、香港線の安定的な運航や大型クルーズ船を

誘致するための環境整備に要する経費として、

約5,200万円の補正予算を提案しているところで

ございます。御指摘のように、日本国内の地域

間競争は、アジア戦略という意味でも激化して

いるところでございまして、戦略の推進に当た

りましては、輸出や観光といった分野ごとに、

各国の実情に応じた重点的な予算配分や取り組

みを行うことが大変重要であろうと認識してお

ります。

このため、まず、輸出につきましては、自由

貿易であり、特に有望な市場である香港に、昨

年度、県事務所を設置し、農産物の販路拡大、

また観光交流の推進に積極的に取り組んでいる

ところであります。昨日、議会でも話題になり

ましたＥＧＬツアーズの袁社長にも電話をいた

しまして、観光交流のお力添えを引き続きお願

いするということで、またコミュニケーション

を図ったところでございますが、こういうキー

パーソンとの連携というのも大切にしていきた

いというふうに考えております。

次に、観光につきましても、既に国際定期便

のある韓国・台湾を中心とした観光誘客のほ

か、中国からの大型クルーズ船の誘致など、タ

ーゲットを絞った取り組みを行っているところ

であります。今後とも、各国の情勢を十分踏ま

えながら、効果的・効率的な施策の展開に努

め、「東アジアに開かれ、東アジアとともに成

長するみやざき」の実現を図ってまいりたいと

考えております。

次に、先般、新たに香港との○星原 透議員

定期航空路線が決まったとのうれしいニュース

もありましたが、みやざき東アジア経済交流戦
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略の折り返し時期を迎え、グローバルな人材育

成や人脈づくりなどを含め、これまでの成果と

課題、今後の取り組みについて、知事に伺いま

す。

成長著しい東アジアの○知事（河野俊嗣君）

活力を取り込んでいこうということで進めてお

るところでございますが、官民一体となったオ

ールみやざきの体制で取り組みますとともに、

私自身も、香港、台湾、シンガポールなど、機

会あるごとに現地に赴き、トップセールス、関

係機関への訪問などを行ってきたところであり

ます。これまでの取り組みの成果につきまして

は、農産物の輸出額や外国人宿泊客数の増加な

ど、目に見える形であらわれているというふう

に考えておりますし、現地の政府機関や経済界

の要人との関係構築、今申し上げましたよう

な、さまざまなコミュニケーションを図ってお

るところでありまして、このような人的つなが

りが、今回の香港線の開設にも結びついたもの

と考えております。

今後の課題としましては、本県の認知度を向

上していく努力が引き続き重要であるというこ

とと、現地のニーズに合った県産品の開発・販

売を行うということ、それから、海外との交流

拡大のためには、国際ビジネスに精通した人材

の育成や人的ネットワークの構築が特に重要で

あろうかと考えております。今後とも、引き続

き、海外事務所を拠点としまして、情報収集、

現地プロモーション活動の実施、さらには、キ

ーパーソンの発掘などに精力的に取り組みます

とともに、私みずから訪問を重ねることにより

まして、人的ネットワークをより拡大し、より

密なものとして、一層東アジアとの経済交流を

推進してまいりたいと考えております。

外国とは、私も台湾とのつき○星原 透議員

合いをさせていただいておりますが、やはり人

的ネットワークをしっかりつくっていくことだ

と、そのように思いますので、さらなる努力を

お願いいたします。

次に、みやざきフードビジネス振興構想につ

いて伺います。

本県は、国内有数の食料供給基地であるとい

う強みを生かして、裾野の広い産業であるフー

ドビジネスを基幹産業として再構築し、食を通

じた産業競争力の強化と雇用創出等により、地

域経済の再生や地域活性化のためには、最も重

要な施策であります。これまでの素材供給型産

業からの転換を図り、生産者は、マーケットが

求める安全・安心な農林水産物を生産・供給

し、製造加工業者は、県内素材をもとに、多様

な加工と食品製造をして高付加価値化に取り組

み、販売業者は、販路開拓や流通改革に取り組

み、生産者等が利益を得られる価格で販売する

ことであります。これまで県は、国内外からの

企業誘致や地場企業育成、販路開拓等に積極的

に取り組んでいただいております。そこで、昨

年度からフードビジネスの推進にいろいろと力

を入れて取り組んでいただいておりますが、こ

れまでの取り組みの成果と課題について、知事

に伺います。

フードビジネスであり○知事（河野俊嗣君）

ますが、本県の強みである農業を核とした本県

経済の拡大によります生産者所得の向上や雇用

の創出を目指す、私の一丁目一番地の施策とし

て、昨年度から取り組みを進めているところで

あります。具体的には、「拡大」「挑戦」「イ

ノベーション」をテーマとしまして、10のプロ

ジェクトに取り組んでいるところでありまし

て、宮崎牛の海外輸出の拡大、さらには、焼酎

原料用加工米の生産に関する協定の締結、みや
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ざきキャビア1983の発売などの成果のほか、昨

年11月に設置しました「フードビジネス相談ス

テーション」には、設置以来、600件もの相談が

寄せられているところでありまして、本県フー

ドビジネスの拡大に向けて、はっきりとした手

応えを感じているところであります。大きな歯

車というものが動き出したなと実感しておると

ころであります。

一方で、フードビジネスのさらなる飛躍のた

めには、生産者所得の向上や生産力の強化、高

付加価値化による雇用の創出、あるいは消費者

との接点の拡大といった、構造的な課題の解決

に向けた努力が必要であるとともに、「食」に

かかわる人材や企業の育成にも取り組んでいく

必要があろうと考えております。このため、本

年度から、各プロジェクトごとに数値目標を設

けまして、成果を可視化する、見えることにす

ることにより、プロジェクトの着実な推進を

図っていこうとしておりますし、県内の食関連

企業などを対象としました人材育成プログラム

も実施しておるところであります。今後とも、

県内産学官金が密接に連携した総合的な取り組

みを進めまして、フードビジネス、食関連産業

というものが本県経済の成長を牽引する基幹産

業として成長するよう育成し、また取り組んで

まいりたいと考えております。

フードビジネスは、多岐にわ○星原 透議員

たるわけでありますから、その中で生産者な

り、あるいは関連した人たちが、利益が出る、

もうかる、そういう産業にいかにすべきかだと

思いますので、その努力もまたお願いしておき

ます。

次に、医療問題について伺います。

都城地域健康医療ゾーンの整備についてであ

りますが、この事業は、都城市及び三股町と都

城市郡医師会が総力を挙げて、地域の救急医療

体制の維持や２次救急を超える救急医療体制を

提供し、そして、位置の偏在解消と施設の老朽

化等により移転整備するものであります。昨年

９月に着工し、来年２月に建物を完成させ、４

月からオープンする予定だそうであります。

この施設は、都城救急医療センター（初期夜

間救急）と都城健康サービスセンター（検診検

査）は都城市が設置し、都城市郡医師会病院

（２次救急）は医師会が設置する施設でありま

す。場所は、都城インターチェンジと都城志布

志高規格道路の都北インターチェンジ（予定

地）から数分のところに建設中で、地域住民に

とっては、安全・安心の面で利便性が高くな

り、これまで以上の効果が期待されておりま

す。施設整備全体に係る事業費は、68億円を予

定しているようですが、最終的には、当初より

約10億円前後の経費増となりそうであります。

ところで、県内にある県立３病院は、改築に

際し、宮崎病院が162億円、延岡病院が252億

円、日南病院が194億円の建設費等を要してお

り、そのうち、毎年の企業債の償還金の一部に

対し、一般会計からの繰り出しが行われており

ます。そこで伺いますが、県内には、３次救急

病院として、県立延岡病院、県立宮崎病院、宮

崎大学附属病院の３病院があります。しかし、

県西部地域には、県立病院も３次救急病院もあ

りません。県は、都城圏域の救急医療、地域医

療の状況について、どのように考えておられる

のか、福祉保健部長に伺います。

都城北諸県医○福祉保健部長（佐藤健司君）

療圏における救急医療につきましては、２次救

急は、12の救急告示施設が入院治療を要する救

急患者の受け入れを行っており、初期救急は、

都城救急医療センターが深夜体制を構築するな
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ど、休日・夜間の救急医療体制が整備されてお

ります。また、地域医療につきましては、都城

市郡医師会病院と国立病院機構都城病院が、地

域のかかりつけ医との連携や機能分担を図る役

割を担うなど、都城圏域は医療計画に定める、

がん、脳卒中、急性心筋梗塞などの５疾病５事

業及び在宅医療に関する各分野の必要な医療資

源が、おおむね配置されているのではないかと

考えております。

次に、県西部地域に県立病院○星原 透議員

を設置する考えはないのか、福祉保健部長に伺

います。

県西地域にお○福祉保健部長（佐藤健司君）

きましては、都城市郡医師会病院や国立病院機

構都城病院、藤元総合病院等が、救急医療や災

害医療の拠点としての機能や高度医療を提供す

る地域の中核病院としての役割を、昼夜を分か

たず献身的に果たしていただいており、必要な

医療施設はおおむね配置されていると考えてお

ります。また、医療法上も、県内全域が医療計

画で定める病床の上限を超えておりますことか

ら、病院の新設は困難な状況でもございます。

県といたしましては、今後とも、地域の中核病

院と各医療機関の機能分担と連携を一層強化す

るとともに、全県的な課題でもあります医師確

保に取り組むことにより、県西部の医療の充実

につなげていくことが何よりも重要と考えてお

ります。

次に、都城市郡医師会病院○星原 透議員

は、県の医療計画で、脳卒中、急性心筋梗塞、

小児救急、救急医療の各分野の「急性期を担う

中核的な医療機関」等に位置づけられ、また、

災害拠点病院と感染症指定医療機関にも指定し

ており、県西部の医療拠点として、県立病院と

同等の役割が求められております。そこで、都

城市郡医師会病院に対する県の移転整備事業等

の支援はどうなっているのか。また、それらの

県費分の負担はどうなっているのか、福祉保健

部長に伺います。

都城北諸県医○福祉保健部長（佐藤健司君）

療圏の中核病院であります都城市郡医師会病院

の移転整備は、同圏域の地域医療の充実を図る

上で、大変大きな効果のある取り組みと認識い

たしております。このため、平成21年度に策定

いたしました都城北諸県医療圏の地域医療再生

計画、総額は25億円でありますが、そのうち12

億円を充てるとともに、その後も建設費用の高

騰等にも配慮して追加支援も行い、同病院の整

備に総額14億円余を支援することとしておりま

す。このほかにも、都城市郡医師会病院に対し

ましては、移転整備後も活用できるドクターカ

ーの配備や、地域の医療機関の連携に必要な

ネットワークシステムの導入支援も行っており

ます。また、小児救急医療拠点病院運営費や第

二種感染症指定医療機関の設備・運営費など、

災害医療や小児救急医療など拠点機能の役割に

配慮しながら支援を行ってきたところです。こ

のように、厳しい県の財政状況の中で、地域医

療再生基金や既存の国庫補助事業を活用しなが

ら、最大限の支援を行ってきたところでありま

す。

次に、県西部地域に県立病院○星原 透議員

建設の計画がないのであれば、これまでいろい

ろと述べてきましたように、「急性期を担う中

核的な医療機関」等に位置づけられ、県立病院

と同等の役割が求められているのであれば、私

は、県立病院を設置した場合の建築費の何分の

１かを県費から補助してもいいのではないかと

考えております。また、３県立病院には、一般

会計からの繰出金として、企業債の償還に対す
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る繰り出しを含め、毎年50億円前後が支出され

ております。そこで、都城市郡医師会病院に対

して、県立病院と同じように毎年運営費補助と

して支援できないのか、知事に伺います。

都城市郡医師会病院で○知事（河野俊嗣君）

ありますが、国立病院機構都城病院などととも

に、救急医療や災害医療の拠点となるなど、圏

域の中核病院として、地域医療の充実に多大な

貢献をしていただいているところでありまし

て、大変ありがたく思っているところでありま

す。御質問の運営費補助についてであります

が、県立病院もほかの医療機関と同様、独立採

算制が原則であります。しかしながら、県立病

院には、救急医療や高度医療など、収入をもっ

て充てることが困難な政策医療や不採算医療を

担う使命がありますことから、それらの費用

は、地方公営企業法により、一般会計等で負担

する、一定のそういうルールが定められている

わけでありまして、総務省の定める「地方公営

企業繰出基準」に基づいて、一般会計が負担し

ているところであります。

本県の極めて厳しい財政状況を踏まえます

と、個々の医療機関の運営について、支援を行

うのは困難と思われますが、県内の医療提供体

制の整備を図っていくことは、大変重要である

というふうに考えておりますので、今後とも、

必要な支援につきましては、補助制度等を最大

限に活用して、地元市とも十分連携を図りなが

ら、積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

そこなんですが、知事は、本○星原 透議員

県の極めて厳しい財政状況では、個々の医療機

関の運営については、支援を行うのは困難と思

われますとのことであります。厳しい財政状況

は、私も十分理解しております。先ほど述べて

きましたように、県立３病院の改築に対して

は、宮崎病院に162億円、延岡病院に252億円、

日南病院に194億円と、企業債の償還に対する繰

り出しを含め、毎年50億円前後が支出されてお

ります。都城市郡医師会病院の整備について

は、総額14億円余を支援することにしていると

部長は言われましたが、県病院と医師会病院の

支援額の格差が余りにも大き過ぎて、愕然とし

ております。それは、延岡病院と比較して、改

築費で延岡病院は252億円、市郡医師会病院は68

億円で、３分の１にもなりません。そして、毎

年50億円の支出ということなので、10年間で500

億円、30年間では1,500億円という計算になり、

単純に３で割れば500億円となります。

私は、医師会病院は、民間病院とはいえ、準

公立病院として認知してもいいほど、圏域の中

核病院として、救急医療、地域医療に貢献して

いると思います。医師会病院は民間病院なの

で、赤字経営にならないためには、医師や看護

師を我慢したり、医療機器の導入も我慢するこ

とになります。ということは、医師会病院の問

題ではなく、圏域で生活している我々の問題で

はないかと考えております。仮に毎年運営費と

して支援していただければ、技術の高い医師や

看護師の確保、また先端医療機器の導入等によ

り、医療レベルが格段に上がると思いますし、

圏域住民にとっては、命の安全・安心が保障さ

れることになるからであります。今回調査して

感じたのは、なぜこんなに格差があるのだろう

か、あっていいのか、不公平・不平等感を抱く

のは私だけでしょうか。いま一度、知事の見解

を伺います。

先ほど来、御議論があ○知事（河野俊嗣君）

ります県立病院の役割というものが、立地して

いる市もしくは周辺のみの医療を担うことのみ
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ならず、県下全域における政策医療であり不採

算部門であり、そういう機能を果たしていると

いうところをまずは御理解いただきたいと考え

ております。それで、県立病院のみでそれを担

うということではなしに、僻地・小児・救急医

療など診療報酬だけでは賄えない不採算分野

や、政策的に医療機能の充実等を図るべき分野

を担う中核的な医療機関に対しまして、各種補

助制度等を活用して支援を行うことにより、全

体として県内の医療提供体制の確保を図ってき

たところであります。

このような中、都城市郡医師会病院に対しま

しても、先ほどの部長答弁にありましたよう

に、地域医療再生基金や国庫補助制度を活用し

て、移転整備はもとより、小児救急医療拠点病

院運営費など、必要な支援を行ってきたところ

であります。御質問の医療機関の運営全般に対

する支援を行うのは困難であるというふうに考

えておりますが、県内の医療提供体制の整備を

図っていくことは、大変重要な課題であると考

えておりますので、今後とも、必要な医療機能

の維持・充実のための支援につきましては、補

助制度等を最大限に活用しながら取り組んでま

いりたいと考えております。

今回、医師会のこのことは、○星原 透議員

調べれば調べるほど不公平感があるなと、その

ように思った次第であります。我々の圏域は、

えびのから小林方面、あるいはまた、隣の鹿児

島県の曽於市、志布志市、エリアは大変広い中

であります。ですから、そういう広域的な機関

としても、活動といいますか、頑張っていただ

いていると、そのように思うわけでありますか

ら、いい医者を確保するにも、また、いい医療

機器を、高度の機器を入れるにも、やはりお金

だというふうに思うんですね。だから、その面

はぜひ検討いただいて、よろしくお願いしたい

と思います。今後、またいろんな機会でお願い

していきたいと思っております。

次に、土木行政について伺います。

本県のインフラ整備は、全国的にもおくれて

おり、その整備は喫緊の課題でありますが、一

方で、建設事業費の減少や競争の激化により、

建設業を取り巻く環境は悪化、また、現場の技

能労働者の高齢化や若者の働き手が減少するな

ど、いろいろな問題が生じております。ただで

さえ経営が厳しく技術者を雇えない状況の中

で、ある特定の時期に工事発注が集中すると、

人が足りず、受注ができない状況になります。

業界の皆さんの意見としてよく聞かされる願い

の一つが、公共工事発注を平準化できないかと

いうことであります。そこで、公共工事発注の

平準化について、何らかの工夫はできないの

か、県土整備部長に伺います。

公共工事発○県土整備部長（大田原宣治君）

注の平準化を図ることは、企業の受注機会の確

保につながりまして、ひいては、安定的な経営

に資するもので、大変重要であると考えており

ます。近年の発注状況につきましては、年度当

初から件数が徐々に増加し、９月ごろにピーク

となる傾向が見られますが、これは、新年度に

なりまして、国に対し補助制度に係る事務手続

を行い、その後の工事発注となることや、用地

ストックが減少していること、河川工事では出

水期に施工が行えないことなど、さまざまな要

因によるものでございます。県といたしまして

は、引き続き、調査や測量設計、用地買収の前

倒しを行いますとともに、国、県、市町村で構

成されます連絡協議会において、発注者間の情

報共有を図り、さらに企業の皆さんが発注情報

を容易に取得できるシステムの充実に努めるな
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ど、公共工事発注の一層の平準化を推進してま

いりたいと考えております。

次に、提出書類の簡素化につ○星原 透議員

いてでありますが、公共工事においては、提出

書類が多く、業者の負担になっていると聞いて

おります。また、提出書類が多いほうがよい点

数をもらえるという話も聞きます。工事は現場

の仕上がりを評価すべきであり、書類は最低限

にして、写真などは電子データで提出すればよ

いのではないかと考えます。そこで、提出書類

の簡素化が図れないのか、県土整備部長に伺い

ます。

公共工事に○県土整備部長（大田原宣治君）

おける提出書類の簡素化につきましては、日ご

ろから内容に検討を加え、継続的に取り組んで

きているところであります。その具体的な例と

しましては、安全関係書類などの提出を不要と

したことや、小規模工事における作成書類の軽

減等に取り組んだこと、さらに、昨年度から、

工事写真等を電子データで提出する電子納品の

試行も始めたことなど、受注者の一層の事務負

担軽減を図ってきたところであります。しかし

ながら、このような取り組みにつきまして、周

知が十分でない状況も見受けられますことか

ら、工事検査時においての周知、理解の徹底

や、建設業者を対象とします研修においての啓

発に努めるとともに、関係団体とも意見交換を

行いながら、今後とも、提出書類の簡素化に努

めてまいりたいと考えております。

よろしくお願いいたしておき○星原 透議員

ます。

次に、道路問題について伺います。国道221号

の高崎新田地区における歩道整備について伺い

ます。この道路は、都城市から小林市を結ぶ重

要路線であり、大型車を含め交通量が多いた

め、交通事故が心配されており、また、子供た

ちの通学路でもあります。一日も早い整備が期

待されておりますが、歩道整備の進捗状況につ

いて、県土整備部長に伺います。

国道221号の○県土整備部長（大田原宣治君）

高崎新田地区の交番前交差点から小林側の400メ

ートル区間につきましては、昨年度から新田工

区として歩道整備に着手しまして、これまで測

量や設計などを行ってきたところであります。

現在、建物調査などを行っているところであり

まして、年内には用地交渉に着手することとし

ており、今後とも、地元の皆様の御協力をいた

だきながら、整備を進めてまいりたいと考えて

おります。

次に、道路改良工事でありま○星原 透議員

すが、地域住民の悲願であります県道都城野尻

線の高崎町笛水地区で行われております道路整

備の進捗状況について、県土整備部長に伺いま

す。

県道都城野○県土整備部長（大田原宣治君）

尻線の高崎町笛水地区の未改良区間約1.7キロメ

ートルにつきましては、平成22年度から椎屋工

区としまして事業に着手し、これまでに測量や

道路設計が完了したところであります。今年度

は、集落のあります氏益橋から椎屋大橋までの

約１キロメートル区間の用地取得に着手するこ

ととしておりまして、引き続き、地元の皆様の

御協力をいただきながら、早期の工事着手に向

け、取り組んでまいりたいと考えております。

一日も早い完成を目指して頑○星原 透議員

張っていただきたいと思います。

次に、教育問題について伺います。

これまで、一貫校といえば私立の学校がほと

んどでありましたが、児童の発達に合わせた教

育をするためには、小学校と中学校で全く別な
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教育をするよりも、一貫性を持たせた教育をし

たほうがよいということで、公立の小中一貫校

が各地で徐々に開校してきております。一貫校

には、併設型中小一貫校や連携型一貫校などが

あります。

ところで、政府の教育再生実行会議（座長・

鎌田薫早稲田大学総長）が検討してきていた、

学制改革に関する提言の素案が明らかになりま

したが、その内容は、小中一貫教育学校（仮

称）の制度化が柱であります。その中身は、自

治体の判断で、小中６年・３年の義務教育９年

間を、５年・４年や４年・３年・２年などに区

切れるようにするという提言となっておりま

す。文部科学省は、提言を受けて、2016年度に

も小中一貫教育学校を制度化したい考えで、具

体的に制度を検討した上で、学校教育法の改正

を目指すとしております。そこで、本県には公

立の小中一貫校は何校あるのでしょうか。ま

た、どのような目的で教育が行われているの

か、教育長に伺います。

現在、県内には、15○教育長（飛田 洋君）

の公立小中一貫校があります。その設置の目的

は、小中学校種間の円滑な連携と接続を図り、

系統性・一貫性のある指導を行い、より質の高

い教育を子供たちに提供することを目指すもの

であります。各一貫校におきましては、９年間

を見通した系統的な指導のよさを生かし、学習

指導や生徒指導を行うことができますので、児

童生徒の個性やよさを一層伸ばすことができて

おります。また、比較的少人数だった学校で

は、一貫校にしたことで、小中の枠を越えた大

きな集団の中で、より多様で活気のある学校行

事等を行うことが可能となっております。

次に、この学制改革に関する○星原 透議員

素案の内容について、教育長の見解を伺いま

す。

御紹介いただきまし○教育長（飛田 洋君）

た学制改革に関する提言にありますように、仮

称ではありますが、小中一貫教育学校が制度化

され、学制の弾力化が図られるとすれば、その

地域や子供たちの実態に応じて、より柔軟な学

校運営ができますので、そのことを生かして、

学力向上や不登校の減少など、学校教育におけ

る課題の解決に向けての効果が期待されると考

えております。また、一貫教育学校では、小中

学校の両方で教員が指導することもあり、両方

の免許状の所有が必要になるとか、あるいは小

中の枠を越えて指導することによる教員の負担

がふえることなども指摘いただいているところ

であります。本県でも、それぞれの市町村で、

さまざまな実態に応じて、より効果的な一貫教

育が行われますよう研究がなされているところ

でありますので、県教育委員会といたしまして

は、高い関心を持って、国の動向を注視してま

いりたいと考えております。

次に、小中一貫教育学校が制○星原 透議員

度化された場合、制度の判断は自治体、学校経

営は校長先生、人事異動等は県教育委員会が配

置しております。そこで、制度化された場合の

県教育委員会のかかわりはどうなるのか、教育

長に伺います。

本県では、既に15の○教育長（飛田 洋君）

学校が小中一貫教育に取り組んでおり、小中一

貫教育は、本県の教育を推進していく上で、大

切なことであると認識しております。そこで、

今、県教育委員会といたしましては、小中一貫

教育推進協議会において、これまでの小中一貫

教育の取り組みの状況や成果と課題をまとめた

ものを、本年度から、事例集として県内の各学

校に配付するなどの取り組みを始めたところで
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あります。制度化された場合には、先ほどお話

しになりましたように、教員の採用だとか、あ

るいは指導、あるいは人事異動とか、いろんな

ことで検討すべきことがあろうと思いますが、

それは制度設計がはっきり見えてからしっかり

と対応したいと思います。当面、今後とも、そ

のような県内のよい事例などを情報収集して紹

介いたしますとともに、国からのさまざまな情

報を的確に把握し伝達していくなど、積極的に

市町村教育委員会の支援に努めてまいりたいと

考えております。

ぜひよろしくお願いいたしま○星原 透議員

す。

次に、学校給食について伺います。学校給食

は、児童生徒の心身の健全な発達と国民の食生

活の改善に寄与するために、学校教育活動の一

環として、集団的に実施される給食のことであ

ります。この目的を実現するため、学校給食法

は、学校給食の目標を、食事についての正しい

理解と望ましい習慣を養う、学校生活を豊かに

し明るい社交性を養う、生命及び自然を尊重す

る精神、環境の保全に寄与する態度を養う、食

料の生産・流通・消費について正しい理解に導

くことなどとしております。そこで、公立学校

の完全給食の実施率と献立に使われている県産

食材活用率並びに調理方式と外部委託の状況に

ついて、教育長に伺います。

公立学校における完○教育長（飛田 洋君）

全給食の実施率につきましては、小学校で100

％、中学校で98.5％となっております。また、

本県の学校給食における県産食材活用率につき

ましては、文部科学省が全国を抽出で調べてお

るデータがありますが、その平成24年度の「学

校給食栄養報告」によりますと、食材数ベース

で31.7％となっており、全国より高い状況にあ

ります。

次に、調理場の形態につきましては、学校で

つくる単独調理場方式が115校あります。また、

給食センターでつくり、近隣の各学校へ配送す

る共同調理場方式は47施設あり、256校に配食さ

れております。それらの調理場のうち、調理を

外部の業者に委託している施設は、単独調理場

方式では39校の施設、共同調理場方式では26施

設であり、その共同調理場から147校に配食され

ております。

次に、食品の安全・安心の面○星原 透議員

からも、県産食材を学校給食に使うことが望ま

しいと考えております。学校における食育教育

や地産地消を推進するためにも、多くの県産食

材を給食に使うことは大事であると思います

が、教育長の見解を伺います。

本県において、学校○教育長（飛田 洋君）

での食育は非常に大切なことだと考えておりま

して、積極的に取り組んでいるところでありま

すが、子供が自分でつくる「弁当の日」に取り

組む学校数は、現在、日本一であります。ま

た、これまで、給食の管理をする、そういう業

務としていた学校栄養職員が、新たに免許状を

取り直して、給食管理に加え、食育などの教育

を校内で推進する立場である栄養教諭となる職

員が、本県では年々ふえている状況にございま

す。学校では、この栄養教諭などが中心となっ

て、給食の時間や学級活動の時間において、食

に関する指導を行うなど、食育を具体的に推進

しております。また、直接生産者の方を学校に

招いて、給食を子供たちと一緒にとっていただ

きながら、作物を育てる苦労や喜びを語ってい

ただくことなどを通して、地域の産業や食文化

等に対する関心を高める取り組みも行っている

ところであります。
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学校給食に県産食材を活用し、地産地消を推

進することは、地域の食文化への理解を深めた

り、生産者への感謝の気持ちが育まれるなど、

食育の観点から教育効果が大きいことはもちろ

んですが、地場産業の振興という観点からも、

非常に重要であると考えておりますので、今後

とも一層推進してまいります。

次に、学校給食における県産○星原 透議員

食材活用率の全国平均との比較、また、その割

合をふやすための課題と取り組みについて、教

育長に伺います。

県産食材の活用率で○教育長（飛田 洋君）

すが、先ほど申し上げましたデータですが、食

材数ベースで全国平均は25.1％でありますが、

本県ではそれを上回る31.7％となっておりま

す。本県として活用率をもっと高めたいと考え

ておりますが、県産食材を活用することにつき

ましては、例えば、食材の価格が高いこと、そ

れから、給食で使うために量と規格がそろわな

いことなどが課題であります。そのため、市町

村によっては、安全な地元食材を安価で安定的

に取り入れることができるように、学校と生産

者が直接契約を交わしたり、生産者に対する講

習会を開催したりするなど、県産食材の活用を

促進する取り組みが行われており、活用率を高

めております。

県教育委員会におきましても、食育に関する

講習会等において、このようないい事例等を紹

介することなどにより、市町村に対して、県産

食材活用の一層の推進について奨励をしている

ところであります。今後とも、市町村や関係部

局等と連携を図りながら、学校給食における県

産食材の活用に努めてまいりたいと考えており

ます。

今、給食の件について、それ○星原 透議員

ぞれいろいろ答弁いただきました。私は、今回

のこれは、県産食材をいかに学校給食に使って

いるか、そういう思いで聞いたところでありま

すが、熊本県が独自に行っております平成25年

度の公立学校給食調査によりますと、熊本県で

は、献立に使われた県産食材の割合は50.5％を

占め、前年度の50％に続き、２年連続で５割を

超えております。本県は、国の抽出５校による

調査で31.7％となっており、熊本県と算出方法

が異なり、単純な比較はできないところであり

ますが、本県が農業県として、今、地産地消の

推進に積極的に取り組んでいるのであれば、教

育委員会と農政サイドがお互いに協力して、ど

んな課題・問題があるのか協議し、県産食材の

割合を引き上げるための努力をしていただきま

すように、これは要望しておきます。

終わりの質問になりますが、スポーツ少年団

について伺います。日本スポーツ少年団は、昭

和37年に、日本体育協会創立50周年の記念事業

として、「スポーツによる青少年の健全育成」

を目的に創設されました。「一人でも多くの青

少年にスポーツの歓びを」「スポーツを通じて

青少年のこころとからだを育てる組織を地域社

会の中に」というものでした。当時、近代化が

急激に進み、消費が文化と言われ、物質的には

豊かな生活が送れるようになっておりました

が、その反面、心と体に大きな問題が生まれ、

特に、子供たちの体力の低下や、少年犯罪の増

加や低年齢化といった社会問題が起こり始めて

いました。

こうした中、発育発達期にある子供たちに

とって、スポーツを継続的に行うことは非常に

大切であり、スポーツは、精神的にも身体的に

も望ましい効果が期待できます。将来に向かっ

て伸びていこうとする子供たちに、自分を見失
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わず、身近な地域社会の中で力強く生き抜く力

を育てることが、スポーツ少年団の役割と使命

であると考えます。そこで、ことしで50周年を

迎えた本県スポーツ少年団がこれまで果たして

きた役割について、どのように考えておられる

のか、教育長に伺います。

スポーツ少年団につ○教育長（飛田 洋君）

きましてですが、７月に行われました第50回県

スポーツ少年団中央大会の総合開会式に、私も

参加させていただきました。多くの県民の皆様

が参加され、盛大に開会式が行われており、50

年の歴史の重さを感じるとともに、整列してい

る子供たちの輝く瞳を見て、本県の子供たちが

心身ともに健やかに育っていることを実感いた

したところであります。また、夜は祝賀会にも

出席させていただきまして、これまでスポーツ

少年団にかかわってこられた指導者の方々の熱

き思いを直接伺い、感激いたしたところであり

ます。

スポーツ少年団の団員綱領を見ますと、団員

の務めが示されております。「私たちは、健康

な体と心を養います。他人に迷惑をかけない、

立派な人間になります。自分の力を伸ばす努力

をします。世界中の友達と力を合わせ、平和な

世界をつくります」、そんなことが示されてお

りますが、まさにスポーツ少年団は、長年にわ

たるスポーツ交流を通して、子供たちにこのよ

うな崇高な精神を涵養してこられたものと考え

ております。

まだ時間は残っております○星原 透議員

が、１時間を過ぎたところであります。本当は

スポーツ少年団の加入をぜひ勧めていただきた

い、そのような思いもありますので、このこと

も考えていただければと思います。

以上で私の全ての質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

次は、横田照夫議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） 自民党の横○横田照夫議員

田照夫です。通告に沿って一般質問をさせてい

ただきます。

先日、厚生常任委員会と自民党の厚生部会の

県外調査で、静岡県の京丸園株式会社と神奈川

県の日本理化学工業株式会社を調査させていた

だきました。どちらも、以前から障がい者雇用

に取り組んでこられた会社です。

京丸園は、水耕栽培で、ネギやチンゲンサ

イ、ミツバなどを１年を通して栽培しておられ

る農業生産法人です。スタッフは64名で、その

うちの54名が、知的、身体、精神、発達の障が

いを持った人たちです。事業理念は、「企業活

動はすべて、人の幸せのためにある」というこ

とだそうです。京丸園では、毎日の働きの中

で、「自分の存在が誰かの役に立っている」と

実感できる場面をつくり出すことを目標にして

おります。たとえ障がいを持っていても、どん

なに小さな力でも、働く一人一人に役割がある

こと、努力の目標があることを大切にしておら

れます。正直に働き、品質のよい農産物をつく

り、お客様からの仕事の評価をいただけるこ

と、そして、結果として、利益とやりがいを生

み出せることが真の社会参加になるし、幸せを

目標とした組織や人たちの関係の中に身を置け

ることは、かけがえのない安心となるはずだと

言われます。

京丸園は、障がい者一人一人に合わせた対応

の仕方を考えます。例えば、チンゲンサイの栽

培システムです。これまで一般的には、１人で

育苗から収穫まで完璧にこなすことが農業のプ

ロと考えられてきましたが、京丸園では、技術

的に難しい育苗はプロに生産委託し、その後の
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定植から後の部分は、細分化してそれぞれ違う

人に担わせることで、障がい者だけでもできる

システムをつくられました。このシステムのお

かげで、通常、年間10作程度の収穫だったもの

が、今では年間17作も収穫できるようになった

そうです。この部署の生産は障がい者のみで行

い、現在日量１万5,000本のチンゲンサイを生産

する部門へと成長し、スタートしてから５年で

黒字部門をつくり上げることができたそうで

す。障がいのある人のひたむきに働く姿勢は、

職場にいい影響を与えるそうです。障がい者は

作業が遅いので、早目に会社に出てきます。社

員はそれを見て、彼らが来る前に来て準備をし

ようとします。彼らの作業能力は、健常者より

も低いかもしれませんが、彼らがいることで、

会社全体が好循環になるということです。

日本理化学工業は、チョークを初めとする文

房具や事務用品を製造する会社で、チョークで

は国内トップのシェアを誇っておられます。あ

る団体の会合で紹介され、どうしても行ってみ

たいと思っていたものが、ようやく実現したも

のです。1960年に初めて知的障がい者を雇用し

て以来、一貫して障がい者雇用を進めてこられ

ました。現在、74名の社員のうち53名が知的障

がい者で、障がい者雇用割合は約７割になりま

す。製造ラインをほぼ100％知的障がい者のみで

稼働できるよう、工程にさまざまな工夫を凝ら

しておられます。工程を細分化し、わかりやす

くしたおかげで、知的障がい者たちは、余計な

ことに気を回す必要がなくなり、目の前のこと

に集中できるようになりました。彼らは安心し

て集中できるとわかったら、自分の持てる能力

を最大限に発揮し、決して健常者に劣らない仕

事をすることができます。大切なことは、働く

人に合わせた生産方法を考えることだそうで

す。

知的障がい者と健常者が一緒になって働いて

いると、それぞれが成長しようとし始めるそう

です。健常者は、知的障がい者のために頑張る

ことが張り合いになるし、知的障がい者は、健

常者の思いに応えることが張り合いになりま

す。そして、お互いに助け合う職場をつくり上

げるようになるということです。両企業は、こ

のように考えておられるようですが、まさに京

丸園と日本理化学工業の理念は同じところにあ

るのではないでしょうか。

でも、日本理化学工業の当時の社長（現大山

会長）も、最初のころは障がい者の気持ちが理

解できなかったそうです。彼らは、毎日、満員

電車に乗って通勤してくる。そして、一所懸命

に仕事に励む。どうしても言うことを聞いてく

れないときには、「施設に帰すよ」と言うと、

泣いて嫌がる。どうして施設にいれば楽に過ご

すことができるはずなのに、つらい思いをして

まで工場で働こうとするんだろうかと、不思議

でならなかったそうです。

そのころ、たまたま法事の席で隣に座られた

住職に、そのことを尋ねられたそうです。そう

したら、その住職は、「人間の幸せは物やお金

ではない。人間の究極の幸せは、人に愛される

こと、人に褒められること、人の役に立つこ

と、人から必要とされること、この４つだ。人

間の幸せは働くことによって手に入れることが

できる。人は仕事をすることで、褒められ、人

の役に立ち、必要とされるからこそ、生きてい

る喜びを感じることができる。家や施設で保護

されているだけでは、人間としての幸せを得る

ことはできない。だからこそ、彼らは必死に

なって働こうとする」と言われたそうです。こ

の言葉を聞いて、胸につかえていたものがすっ
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ととれた気がした、自分はこのことを知的障が

い者に教えてもらった、そのように言っておら

れます。この２つの会社の考え方、取り組みに

対する率直な感想を知事にお聞きし、後の質問

は質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

横田議員のお話を大変興味深く聞かせていた

だきました。京丸園の社長さんでありますが、

「全工程を１人でこなすことが農業のプロ」と

いう固定観念を柔軟に転換され、工程を細分化

・分業化することで、障がいのある社員だけで

完結するシステムを構築されたということでご

ざいまして、障がいのある方への思いの深さと

いうものを感じたところであります。また、日

本理化学工業の会長さんについて、障がいのあ

る社員がなぜつらい思いをしてまで働こうとさ

れているのか、不思議な思いをされていたとこ

ろ、住職の言葉に出会われたと。障がいのある

方にとっての働く意義に気づかされたというこ

とで、その思いに応えようということで、工程

を単純化するなどの工夫を重ねられたことに対

して、会長さんの熱い思いを感じたところであ

ります。

２社ともに、障がいのある方に真摯に向き合

い、さまざまな工夫を凝らすことで、働きやす

い職場環境をつくり、一方、障がいのある社員

も、その期待に応えて、ひたむきに働くこと

で、会社全体によい影響を与え、お互いが支え

合う職場になったということであり、本当にす

ばらしい会社である、すばらしい取り組みであ

ると、深く感銘を受けたところであります。障

がいのあるなしにかかわらず、ともに支え合

い、ともに生きる地域社会づくりの大切さを改

めて感じたところであります。こうした２社の

取り組みにも学びながら、その実現に向けて、

しっかり取り組んでいかなければならないと、

思いを新たにしたところであります。以上であ

ります。〔降壇〕

以下、日本理化学工業の大山○横田照夫議員

会長の言葉を引用しながら質問させていただき

ます。障害者雇用促進法ができたのは昭和35

年、当時は身体障がい者のみが対象でしたが、

昭和62年に知的障がい者が、平成18年に精神障

がい者が含まれるようになりました。制度その

ものは徐々に発達してきましたが、肝心の障が

い者雇用はなかなか広がっていないと言われま

す。先日の中野一則議員の質問で、県内企業の

法定雇用率の達成割合は約６割と示されました

が、達成できていない約４割の企業は、どのよ

うな理由で達成できていないのかを福祉保健部

長にお伺いします。

ただいまお話○福祉保健部長（佐藤健司君）

しのように、法定雇用率の達成割合というのは

正確には59.3％で、全国第２位なんですが、

おっしゃるように、約４割はまだ達成していな

いということでございます。この状況につきま

しては、宮崎労働局で把握されておりますが、

その理由といたしましては３つありまして、障

がい者に合った仕事がないこと、設備面など職

場環境が整備されていないこと、雇用後に指導

していく体制がないこと、などを挙げる企業が

多いと伺っております。しかしながら、これら

の課題は、先ほどの議員御紹介の会社の例を考

えますと、企業側が障がいに対する理解を深

め、発想の転換やさまざまな工夫で乗り越える

ことができるのではないかと思ったところであ

ります。

「「福祉」を広辞苑で引くと○横田照夫議員

「幸福」とある。福祉の「福」は主にお金も含
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めての物質的な豊かさをあらわし、福祉の

「祉」は主に心の豊かさをあらわす。だから、

福祉とは、物と心、両方の豊かさをあわせ持っ

た幸せということになる。であればこそ、企業

が障がい者の福祉（幸せ）を担い得るのではな

いか。企業は、福祉作業所よりも多くの給料を

支払うことができる。いわゆる物質的な幸せ

だ。そして、人は一般社会で働くことによって

こそ究極の幸せ、いわゆる心の豊かさを手にす

ることができる。特にこの「心の幸せ」は、企

業でなければ提供できないと考える。私たち

は、そろそろ障がい者の幸せは全て福祉行政が

担うという発想から抜け出すべきではないか。

むしろ企業も含めた社会全体で「障がい者の幸

せ」を実現していくことを目指したほうが、福

祉そのものが広がるし、公費の節約にもつなが

ると思う」とも言われています。このことに関

して、県としてどうお考えか、福祉保健部長に

お尋ねします。

障がいのある○福祉保健部長（佐藤健司君）

なしにかかわらず、人は働くことで生きがいや

幸せを感じるものであるという考えに、私も同

感するところであります。また、企業も含めた

社会全体で障がい者の幸せを実現するという考

えは、ことし１月に我が国が締結いたしました

障害者権利条約の趣旨に合致するものであると

考えます。もっともっと障がい者の就労支援に

力を入れなければならないと、思いを新たにし

たところであります。

県といたしましては、これまで県内７カ所に

設置している障害者就業・生活支援センターに

おいて、障がいのある方からの相談に対し、就

労や職場定着の支援に取り組むとともに、企業

を直接訪問し、職場改善に向けた助言等を行っ

ております。また、企業の理解促進を図る取り

組みとしまして、毎年企業向けセミナーを開催

し、優良企業の取り組みや環境整備に活用でき

る助成金などを紹介しております。今後は、宮

崎労働局など関係機関と一層の連携を図り、先

進的な優良企業の取り組みを広く周知を図りな

がら、議員御提案の趣旨も受けとめ、障がいの

ある方の一般企業への就労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。

企業も含めた社会全体で障が○横田照夫議員

い者福祉を担っていくという意識づけも大事だ

と思いますので、その意識醸成にも取り組んで

いただきたいと思います。

「憲法では、全ての国民の「生命、自由及び

幸福追求に対する権利」「勤労の権利」「健康

で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障

している。ところが、多くの人が「働く場」か

ら排除されている現実がある。「リストラ」は

企業が生き残るためにやむを得なかった側面も

あるが、首のつながった人々も「あすは我が

身」とおびえつつ過ごさなければいけない。リ

ストラの標的にされないために、せき立てられ

るように働かざるを得なく、長時間労働が常態

化し、心の病にかかる人もふえている。これで

は、「働く場」があったとしても、「働く幸

せ」を感じることは難しいと思う。働き盛りの

人が、なぜ幸せになるどころか苦しまなければ

いけないのか。もしかすると、「働く幸せ」を

感じられる人がどんどん減っているのかもしれ

ない。現在のような日本の労働環境は何か間

違っているのかもしれない。もう一度、働くこ

との原点を見詰め直す必要があるのではない

か」とも言っておられます。会社員だけでな

く、県庁職員とか教師にもメンタルダウンにな

る人がふえているようです。このことに関して

の知事と教育長の考えをお聞かせください。
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「働くこと」について○知事（河野俊嗣君）

のさまざまな御議論でありますが、対価として

報酬を得ることはもとより、職業を通じて企業

や地域社会の発展に尽くし、人として価値ある

生活を営む上で、大切な活動であると考えてお

ります。自分自身のことを今つらつら考えてお

りましたが、国家公務員という道を最初選び、

そして今、政治家としてということで仕事をし

ておるわけでありますが、稼ぐというよりも、

公に対して何とか自分として貢献したい、やり

がいを感じていたいという思いが、報酬を得る

こと、稼ぐことを否定するわけではありません

が、そちらに重きを得ながら、これまでの道を

歩んできた思いがいたしております。我が国を

考えますと、景気は回復基調にあるわけであり

ますが、バブル崩壊以降の景気低迷やデフレ経

済の中で、我が国の労働環境が長期にわたって

厳しい状況が続いてきたということで、働くこ

との意義も含めて、社会の閉塞感がもたらされ

たのではないかなという思いがいたしておりま

す。

議員御紹介の大山会長のお言葉、まさにこう

いう閉塞感がある時代だからこそ、響いてくる

言葉ではないかなという思いがいたしておりま

す。会長の言葉をお伺いしながら、アメリカの

心理学者のマズローの欲求段階説という話を思

い浮かべておりました。５つに分けて、生理的

な欲求、安全の欲求、所属と愛の欲求、承認と

尊重の欲求、それから自己実現というようなこ

とで、学者が整理すると、そういうふうなこと

になるわけでありますが、褒められ、人の役に

立ち、必要とされる、それで「働く幸せ」を感

じるということ、働くことの原点を再認識する

必要性を改めて感じたところであります。ま

た、障がい者の雇用に難しさを指摘する経営者

の言葉がありましたが、こういう２社の事例を

見ますと、強い思い、また熱い思いがあれば道

は開けるんだと、そういうようなことも示して

いただいているのではないかなと受けとめたと

ころでございます。県政を預かる立場といたし

まして、民間の会社員、県職員など、県民一人

一人が「働く幸せ」を実感できるような社会の

実現にこれからも全力で取り組んでまいりた

い、そのように考えたところであります。

人間の幸せ、「人に○教育長（飛田 洋君）

愛されること、人に褒められること、人の役に

立つこと、人から必要とされること」という御

紹介いただいた言葉と出合ったのは、10年ぐら

い前のことでした。障がいのある息子が就職で

きないかなと諦めかけていたときに、私の背中

を強く押してくれた言葉がこの言葉でありまし

て、ある強い思いを持って、機会あるごとに、

若い世代にこの言葉を引用した話をこれまでさ

せていただきました。

小さいころ、小学校ぐらいだったと思います

が、家族から「働く」ということは、「はた」

というのは周辺、周囲を「楽」にすることだ

と、周りを「楽」にすることが「働く」ことだ

と言って教えられたことがあります。まさに、

働くということは、人の役に立つこと、人に必

要とされることであり、これこそ人間の幸せで

あると思います。それぞれの個人が、社会の中

で自分が落ち着ける場、居場所を見つけ、それ

ぞれの持ち場で必要とされる役割をしっかりと

果たして喜んでいただける、決して派手な称賛

はされないかもしれませんが、言葉にならな

い、目には見えぬ、人々の感謝の気持ちを心で

味わい、社会に貢献できる、このような個人と

いうのは、小さな個人かもしれませんが、私は

小さな英雄だと思います。私は、子供たちが自
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分の居場所をきちんと見つけられる宮崎の社

会、日本の社会であってほしいと強く願ってお

ります。これからも、人から必要とされる小さ

な英雄をしっかりと育てていけるような宮崎の

教育を推進してまいりたいと考えております。

一方で、子供たちを取り巻く環境が変わっ

て、子供たちを指導する教職員というのは、さ

まざまな難しい課題と向き合う毎日であり、時

間的にも厳しい労働環境にあると考えておりま

す。教育長として、本県の教職員が誇りや働き

がいを見失うことなく、「働く幸せ」を感じら

れるよう、これからも働きやすい職場づくりに

積極的に努めてまいりたいと考えております。

教育長は今、「働く」とは○横田照夫議員

「はた」、つまり周りの人を「楽」にすること

だと言われました。実は、日本理化学工業の大

山会長は、「働くという字はにんべんに動くと

書く。つまり人のために動くということ」だと

言っておられます。「はた」を楽にすること

で、また、人のために動くことで、人のために

役に立ち、必要とされるのだと思います。これ

が「お金のため」とか「自分のため」では、そ

うはいかないということです。さらに、大山会

長は、「会社とは社員に働く幸せをもたらす場

所だ。会社を存続させるためには利益を出すこ

とも大事だが、利益第一主義で働く幸せを度外

視すると、会社が永続的に発達する力が失われ

てしまう」とも言っておられます。知事も言わ

れましたように、働くことの原点をもう一度考

えてみる必要があるように思います。

次は、資金の地域内循環についてです。

まず、地元商業者の声を紹介します。「宮崎

県でも、これまで経済対策として、大きな補助

金や優遇税制などを準備して、県外資本の企業

誘致などを進めてきた。しかし、このような企

業誘致は、本当に地域に富をもたらすのだろう

か。確かに、一定規模の雇用は生まれるし、投

資による一時的な経済効果はあると思う。しか

し、誘致企業が稼いだお金は、給与や税金を除

けば、その大半は本社に流れてしまう。逆に、

県外資本の大規模店舗が進出すれば、確実に地

元商業者は打撃を受ける。さらに、経済的メ

リットがなくなると、さっさと撤退し、その後

には廃墟が残るだけだ」というものです。

では、どうすればいいのでしょうか。私は、

資金の地域内循環を図るために、地元の業者に

お金を落とすシステムをつくっていくことだと

考えます。以前は、「たばこは地元で買いま

しょう」というような看板をよく目にしまし

た。地元購入キャンペーンを行政みずから行う

こととか、調達契約の入札で積極的に地元業者

を優先することなど、資金が地元で循環するた

めのあらゆる政策メニューを動員することが大

事だと思いますが、知事の考えをお聞かせくだ

さい。

御指摘のとおり、本県○知事（河野俊嗣君）

経済の活性化ということを考える上では、県外

・海外からの需要を取り込んで、外貨を獲得す

るという活動も大変重要でありますが、まずは

県内における生産と消費をつないで、域内の経

済を循環させていくこと、これも大変重要な取

り組みであります。そのためには、県民の皆様

一人一人が、日常生活のさまざまな場面で地産

地消の意識を持って実行していただくこと、そ

の積み重ねが大変重要であろうと、地域のよさ

に気づくことにもつながるわけであります。そ

のような思いから、「みやざき元気！“地産地

消”県民運動」を初めとします３つの県民運動

を立ち上げて、県全体で推進を図るために、県

内の経済団体や市町村など、官民挙げて循環型
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の地域経済の構築に向けて取り組んでいるとこ

ろであります。

ことし２月には、「県内企業優先発注及び県

産品の優先使用等に係る実施方針」を県のほう

で決定いたしまして、公共工事や物品調達以外

の分野でも、発注に当たっては、原則として県

内企業を優先することや、県産品の優先購入に

努めること、また、県内企業の受注機会の確保

に努めることなどを基本的な考え方とすること

を、県庁の各部局に指示したところでありま

す。市町村や各種経済団体などにも、同様の協

力をお願いしておるところであります。今後と

も、県内の中小企業、小規模事業者の育成や中

山間地域の産業の活性化などにより一層力を入

れながら、県内経済が効果的に循環する仕組み

の構築に努めてまいりたいと考えております。

地元資本のスーパーなどが新○横田照夫議員

たに店舗を出すときに、補助金や優遇税制は何

もなく、あっても低利の融資制度があるくらい

だという不満の声も聞いています。でも、地元

企業であっても、雇用は同じようにふえ、稼い

だお金は全て地元で回ります。地域内に富を蓄

積し循環させるために、県が積極的に地元商業

者の支援を行うべきであると思いますが、商工

観光労働部長はどのようにお考えでしょうか。

地域内で○商工観光労働部長（茂 雄二君）

資金を循環させるためには、できる限り、最終

消費が地元商店等で行われることが望ましく、

この受け皿として、地元商業者が持続的に営業

を続けていくことが重要であります。このた

め、県では、中心市街地、商店街振興を目的と

した、にぎわい創出や空き店舗解消などに対す

る助成を行っておりますほか、商店街を中心と

した若手リーダーの育成や、個々の商店の魅力

を高め、売り上げ増加につなげるための支援に

取り組んでいるところであります。

また、口蹄疫復興対策運用型ファンドを活用

した小規模事業者に対する支援、経営革新企業

が行う新商品・新サービス開発等への助成や、

商店・商店街に対する低利融資制度を実施し、

地元商業者の前向きな取り組みに対し支援を

行っております。さらに、国におきましても、

商業・サービス事業者や商店街活性化のための

さまざまなメニューを用意されておりますの

で、その活用促進も図りながら、地域商業の魅

力を高めてまいりたいと考えております。

商業者に対するさまざまな支○横田照夫議員

援策が用意されているようですけれども、地元

の商業者のリーダー的存在が出店・拡大し、地

元の集客力を高めていくことは大変重要ですの

で、ぜひ地元商業者とか商工会の声に耳を傾け

ていただき、何を望んでいるかをしっかりと把

握した上で、支援策を講じていただきたいとい

うふうに思います。

本県でも、現在、フードビジネスの推進をう

たっています。藻谷浩介さんの「里山資本主

義」で、域際収支のことが紹介してあります。

域際収支とは、商品やサービスを地域外に売っ

て得た金額と、逆に地域外から購入した金額の

差を示した数字のことです。農漁村を多く抱え

る県は、この域際収支が大きくマイナスになっ

ています。こうした地域がなぜ貧しいのか。そ

れは、働いても働いても、お金が地域の外に出

て行ってしまうからです。農林漁業などの第１

次産業は黒字となっていますけれども、意外な

ことに飲食料品がマイナスになっているんで

す。農林漁業は盛んなのに、それを加工した２

次製品は外から買っているからです。つまり、

資金が地域外に逃げていて、地域内で循環して

いないということです。これが県全体の赤字額
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を押し上げているんだそうです。フードビジネ

スは、生産から加工、販売まで地域で行うこと

によって、赤字となる品目を減らそうとする取

り組みで、域際収支のマイナス解消に大いに寄

与する代表的なものだと考えます。本県の域際

収支はどのような状況かを総合政策部長にお尋

ねします。

宮崎県県民○総合政策部長（橋本憲次郎君）

経済計算によりますと、本県の域際収支は、近

年、6,000億円台の赤字で推移しておりました

が、直近のデータであります平成23年度は、移

出額が約１兆3,607億円であった一方、移入額が

約１兆9,484億円となり、差し引き約5,878億円

の赤字でございます。

本県の域際収支を改善する方○横田照夫議員

策の一つであるフードビジネスにどのように取

り組んでいくのかを、同じく総合政策部長にお

尋ねします。

本県のよう○総合政策部長（橋本憲次郎君）

な素材供給型の産業構造の地域におきまして

は、一般的に生産財や製品の移入に対して、高

付加価値生産物の移出が少ないことから、域際

収支がマイナスとなる傾向にあり、その改善に

は、域内生産物の高付加価値化と有利な販売に

よる移出増、あるいは移入の縮減による方法が

考えられるところでございます。御指摘のあり

ましたように、本県の進めるフードビジネス

は、まず移出増の面からは、マーケットインの

視点に立ちまして、生産・加工の拡大や県産品

の高付加価値化に向けた製造業の強化、また、

海外輸出を初めとする販路の拡大や食による誘

客など、生産、加工、販売に至る裾野の広いビ

ジネスを創出・拡大することで、広い意味の外

貨の獲得を図っているところでございます。

また、移入減の面からは、例えば、焼酎原料

用加工用米の生産拡大や施設園芸におけるバイ

オマスエネルギーの導入など、生産資材の域内

調達を拡大する取り組みも進めているところで

ございます。今後とも、フードビジネスを推進

する上では、こうした外貨の獲得はもちろん、

地域内の経済循環の創出といった観点も踏まえ

ながら、本県の強みである農業を核とした県内

経済の拡大と、裾野の広い食関連産業の成長産

業化を図ってまいりたいと考えております。

人口減少傾向が続く中、郡部○横田照夫議員

から都市部へ、都市部から三大都市圏へ、人、

資源、資金などの流出が続き、地域間格差は一

層拡大しています。そういう状況下で、自立

し、持続可能な地域経済をつくるためには、よ

そから資金を呼び込み、それを地域内で循環さ

せる力をつけることが大事だと思います。その

ためには、そういう仕組みをつくり、その仕組

みを動かす人材を育てる必要があります。

国は、全国385万の中小企業の中でも、その９

割を占める小規模事業者は、地域の経済や雇用

を支える極めて重要な存在であり、経済の好循

環を全国津々浦々まで届けていくためには、そ

の活力を最大限に発揮させることが必要不可欠

として、「小規模企業振興基本法（小規模基本

法）」と「商工会及び商工会議所による小規模

事業者の支援に関する法律の一部を改正する法

律（小規模支援法）」をことしの６月27日に公

布し、小規模基本法は即日施行されました。

本県でも、昨年４月１日に施行された宮崎県

中小企業振興条例において、その第４条第３項

で、本県の企業数の88.1％を占める小規模企業

者については、特に経営資源の確保が困難であ

ることが多いことから、中小企業振興に関する

施策を講ずるに当たっては、小規模企業者に必

要な考慮を払うことが重要であることを規定し
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ています。この第４条第３項の具体的意味と、

この条例に基づく施策に国が策定した小規模基

本法はどのように反映されるのかを、商工観光

労働部長にお尋ねします。

まず、中○商工観光労働部長（茂 雄二君）

小企業振興条例の小規模企業への配慮規定につ

いてでありますが、小規模企業は、設備や技術

等の確保が困難な場合が想定されますことか

ら、施策を講ずるに当たりましては、その状況

に配慮した施策を行うべきことを規定している

ものであります。

次に、本年６月に制定されました小規模企業

振興基本法でありますが、この法律は、小規模

企業が果たす地域経済や雇用を支える役割等の

重要性に鑑みまして、これまでの中小企業基本

法の基本理念であります「成長発展」に加え、

「事業の持続的発展」を基本原則に制定された

ものであります。本県におきましては、事業所

数の約９割が小規模企業であり、地域経済の持

続性を高めるためにも、その存在は大変重要で

あると認識しております。このため、県といた

しましては、小規模企業にとって身近な存在で

あります商工会等の経営指導員や税理士などの

支援機関、事業者の皆さんとの意見交換等を行

いながら、経営革新や販路開拓、さらには事業

承継など、小規模企業が抱える諸課題に対応で

きるよう、実効性のある施策を展開してまいり

たいと考えております。

小規模支援法は、商工会とか○横田照夫議員

商工会議所が、地域の小規模事業者の課題をみ

ずからの課題と捉え、小規模事業者による事業

計画の策定を支援し、その着実なフォローアッ

プを行う伴走型の支援を行う体制を整備すると

されており、小規模企業の支援を行う商工会等

の役割は、さらに大きくなってくると思われま

す。このため、県として、商工会等に対する支

援にこれまで以上に力を入れていくべきだと考

えますけれども、小規模支援法の改正により、

商工会等への県のかかわりは今後どうなってい

くのかを、商工観光労働部長、お聞かせくださ

い。

小規模支○商工観光労働部長（茂 雄二君）

援法の改正は、商工会等が行う小規模企業への

支援につきまして、従来の記帳指導や税務指導

から、適切な経営コンサルティングなど、経営

戦略にまで踏み込んだ支援に軸足を移すもので

あります。これまでも県と商工会等とは、連携

・協力して小規模企業の支援を行いますととも

に、経営指導員に対する研修などにより、指導

能力の向上等を図ってきたところであります。

今回の小規模支援法の改正によりまして、商工

会等の役割がこれまで以上に重要となり、一層

のレベルアップが必要とされますことから、支

援機関としての機能が効果的に発揮できますよ

う、商工会等に対して積極的に支援してまいり

たいと考えております。

本県企業のほとんどを占める○横田照夫議員

小規模企業は、地元購入先としてや地元産品の

加工場としてなど、資金の地域内循環を進める

上で欠かすことのできない存在でありますの

で、経営向上に取り組む小規模企業が伸びてい

ける環境づくりをしっかりと推進していただく

よう要望いたします。

次に、水素の供給基地についてお尋ねしま

す。

８月８日の宮崎日日新聞に「燃料電池車に300

万円補助」という記事がありました。経済産業

省が次世代エコカーの本命とされる燃料電池車

の普及を促すため、購入者に１台当たり200万円

から300万円の補助金を支給する方向で調整に
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入ったそうです。2015年度予算の概算要求で、

電気自動車など次世代自動車の補助金として数

百億円を盛り込む方針で、燃料電池車も補助対

象に加えるようです。

燃料電池車は、水素と空気中の酸素を反応さ

せて発電した電気で走行し、ＣＯ を出さない究２

極のエコカーとして注目されています。トヨタ

が2014年度中に一般向けに販売を開始し、それ

に続き、ホンダも日産自動車も売り出す予定だ

そうです。補助金がつけば、一気に普及が進む

と期待する声もあります。それを支える重要な

社会基盤である水素ステーション、いわゆる

「スタンド」にも、整備に対しての補助を手厚

くして、普及を後押しするそうです。家庭用燃

料電池も徐々に普及しようとしているようで

す。「エネファーム」という愛称で販売されて

いるそうです。燃料電池に対するこういう社会

の動きをどう考えておられるか、知事にお聞き

します。

国におきましては、こ○知事（河野俊嗣君）

とし４月に策定されましたエネルギー基本計画

などにおきまして、水素を日常生活や産業活動

で利活用する社会、すなわち「水素社会」の実

現を掲げておるところでありまして、水素・燃

料電池関連につきまして、産学官の強力な連携

のもとに、2040年ごろまでに技術開発と実用化

を目指すとされているところであります。九州

におきましても、本県もメンバーとなっており

ます、産学官のリーダーが集う九州地域戦略会

議の夏季セミナーにおきまして、水素の利活用

が分科会のテーマとして取り上げられるなど、

関心が高まっているところであります。

今後、燃料電池車を含む次世代の自動車や水

素ステーション整備費用などへの国の本格的な

支援が進み、水素の製造、輸送、貯蔵、利用の

各段階における技術的課題が残されているわけ

でありますが、その課題の解決が図られること

になれば、我が国の水素エネルギーに関する国

際競争力の強化はもとより、省エネルギーや環

境負荷低減に大きく貢献していく可能性がある

ものと考えているところであります。本県とし

ましても、水素エネルギー関連産業をめぐる動

向や水素エネルギー利活用に向けた国の政策に

つきまして、引き続き、大きな関心を持って注

視していく必要があるものと考えております。

宮崎大学は、昨年度から、宮○横田照夫議員

崎大学、宮崎県、新潟大学、三鷹光器の４者に

よる産学官連携プロジェクトとして設置され

た、ビームダウン式太陽集光装置を使った水素

製造に関する大型実証試験を始めました。まだ

試験の途中段階とは思いますけれども、現状と

将来の見通しを総合政策部長にお伺いします。

ビームダウ○総合政策部長（橋本憲次郎君）

ン式太陽集光装置につきましては、県もその建

設費用の一部を支援させていただきまして、平

成24年８月に宮崎大学に設置されたものでござ

います。現在、国の研究プロジェクトの事業採

択を受けまして、宮崎大学や御紹介いただきま

した共同研究者である新潟大学で、水素を発生

させる反応装置等の開発のほか、集光装置用の

効率的で低コストな熱計測装置の開発、シラス

を原料とした太陽電池用シリコンの生成など、

多分野にわたる研究が進められているところで

ございます。ビームダウン式太陽集光装置を実

際に使った水素製造の実験につきまして

は、2030年以降の実用化に向けまして、ことし

の冬にも開始されると聞いているところでござ

います。県といたしましても、引き続き、同装

置を活用した水素製造の研究が円滑に進むよ

う、協力してまいりたいと考えております。
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私は、このことについて、平○横田照夫議員

成23年６月定例会の一般質問で取り上げまし

た。「せっかく燃料電池のもとになる水素の量

産化の研究開発をするのだから、将来は全国の

中での燃料電池の生産拠点を目指すべきではな

いか」という質問に対しまして、県民政策部長

が「本県での研究が順調に進めば、産業界の関

心は高まるものと考えるので、産学官連携し

て、その研究を推進していきたい」と答弁され

ました。宮崎大学のこの試験を中心でやってお

られる西岡准教授は、「30年後には従来の車は

売れなくなる」との見解を持っておられます。

近い将来、間違いなく電気自動車と燃料電池車

の時代になると、そのように思います。実験だ

けさせられて、実を県外にとられたリニアモー

ターカーのようになってはいけないというふう

に思います。本県として、水素の生産拠点、燃

料電池の生産拠点を目指すべきじゃないかと考

えますが、知事の考えをお聞かせください。

水素社会の実現に当た○知事（河野俊嗣君）

りましては、さまざまな社会的メリットが挙げ

られる一方で、先ほど申しましたような、技術

面、コスト面、制度面、インフラ面など、まだ

多くの課題が存在している状況であります。国

におきましては、これらの技術的課題の克服な

どに向けて、今、計画的に研究等が行われてい

るところであります。

本県におきましても、今答弁申し上げました

ような、宮崎大学における新潟大学との共同に

よるビームダウン式太陽集光装置による水素製

造に関する大型実証実験でありますとか、日向

市におけるマグネシウム燃料電池の開発と太陽

炉によりますマグネシウム精錬の実証実験な

ど、本県の特徴であります太陽エネルギーを生

かした水素や燃料電池に関する研究開発が行わ

れているという状況でございます。それぞれ成

果が楽しみなわけでありますが、県としまして

は、こうした実績を踏まえつつ、水素利活用技

術の適用可能性や将来的な再生可能エネルギー

からの水素の製造などにつきまして、国や水素

エネルギー関連産業と連携を図りながら、「水

素エネルギーを有効活用する社会の実現」につ

きまして、研究を進めていく必要があるものと

考えております。

ビームダウン式の研究はまだ○横田照夫議員

緒についたばかりということで、まだ商業ベー

スの大量生産を望む段階ではないようですけれ

ども、太陽電池利用などのほかの製造方法も含

めて、将来の拠点づくりを目標に頑張っていた

だきたいと思います。

次に、デマンド交通について質問します。

８月15日の読売新聞のトップ記事に、「人口

減地域の足として予約型バスの普及支援を政府

方針として決めた」とありました。自治体が主

体となって予約で運行する仕組みは、デマンド

交通と呼ばれ、全国では、現時点で314市町村が

導入しているそうです。自動車を運転できない

高齢者がふえているほか、人口減でバス路線の

廃止が相次ぐなどして、ここ数年、注目が集

まっています。ドア・ツー・ドアといって、そ

れぞれの家を回って目的地まで送ってくれるの

が利点です。

私は、平成22年９月定例会で、オンデマンド

交通システムの導入について質問をしました。

そのとき、県民政策部長の答弁では、「県北地

区では、総務省の地域ＩＣＴ利活用広域連携事

業を活用して、デマンド方式のバス運行支援シ

ステムの構築に今後取り組むこととしているの

で、県としても、関係行政機関等と連携を図っ

てまいりたい」との答弁でした。現状はどう
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なっているのかを総合政策部長にお伺いしま

す。

デマンド交○総合政策部長（橋本憲次郎君）

通は、主に路線バスが運行されていない地域に

おいて、乗降場所をきめ細かく設定できるな

ど、利用者のニーズに応じた柔軟な運行が可能

でありまして、地域住民の移動手段の確保に有

効な方法であると考えているところでございま

す。このため、県では、今御紹介いただきまし

た、御質問のありました平成22年度以降、平

成23年度、24年度の２年間で、「未来につなぐ

地域公共交通ネットワーク創造事業」を実施い

たしまして、デマンド交通の導入を含む、市町

村の公共交通空白地帯解消の取り組みを支援さ

せていただいたところでございます。現在、県

内では、10市町村内の48コースでデマンド交通

システムを導入しておりまして、そのうち、パ

ソコンを用いて運行計画の作成等を行うＩＴ活

用型システムにつきましては、川南町で東京大

学のオンデマンド交通システム「コンビニク

ル」を導入しているという事例がございます。

国の方針が出た場合、今後ど○横田照夫議員

のように取り組むべきと考えるのかを、同じく

総合政策部長にお尋ねします。

国におきま○総合政策部長（橋本憲次郎君）

しては、ことし８月５日に「交通政策基本計画

中間とりまとめ」を公表しておりますが、その

中において、御指摘ありましたように、デマン

ド型バス・タクシーなどのデマンド交通の効果

的な導入を促進するとされているところでござ

います。デマンド交通につきましては、利用者

のニーズに応じた柔軟な運行が可能であるとい

うメリットがある反面で、利用するためには予

約が必要で、急な利用には適さないといった面

もございます。したがいまして、一般の乗り合

いバスや福祉バス、タクシーなど、さまざまな

選択肢がある中で、デマンド交通が地域の実情

に合った交通手段であるかを、地域ごとに十分

見きわめることも肝要ではないかと考えており

ます。

国では、今年度に「地域公共交通活性化再生

法」を一部改正しまして、市町村が地域全体の

公共交通のあり方を検討する際に、その取り組

みを支援するとしているところでございます。

県といたしましても、国とも連携しながら、デ

マンド交通も含めた最適な地域公共交通ネット

ワークの構築に向け、市町村の取り組みを支援

してまいりたいと考えております。

デマンドバスも経営的には厳○横田照夫議員

しいとは思いますけれども、交通弱者、買い物

弱者のために、積極的に取り組んでいただきた

いというふうに考えます。

次は、バイパス等の利益についてです。

東九州道開通の課題として、ストロー現象が

あると言われています。人が通過してしまっ

て、町が寂れるというものです。これと同じよ

うに、バイパス等の開通によってもストロー現

象が起こり、町が寂れることが考えられます。

例えば、私の佐土原町では、現在、広瀬バイパ

スの工事が進められておりまして、既存の春田

バイパスとつながったら、一ツ葉有料道路を経

由して、東九州道の西都インターと宮崎港、宮

崎空港がほとんど信号なしで結ばれ、非常に利

便性の高い道路となります。交通の便がよくな

るということは、人口増につながる要素でもあ

りますので、そのバイパスの周辺に宅地などは

できないものかと思います。

また、県道宮崎高鍋線も工事が進められてお

りますが、完成したら周辺地域との時間的距離

がすごく近くなり、沿線にあるスーパーに相当
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なお客さんが集まることが予想されます。佐土

原には昔から大いに栄えた本町商店街がありま

したが、全国の例に漏れずシャッター通りにな

りまして、さらには、閉じられた店が取り壊さ

れて住宅に変わり、シャッター通りさえなくな

りつつあります。昔の繁栄を知る人たちは、何

とかしてほしいと訴えられます。そこで、先ほ

どのスーパーを核として、その周りに新たな商

店街がつくれないものかと考えます。

しかし、バイパス周辺も、県道宮崎高鍋沿線

も、ほとんどが市街化調整区域になっておりま

して、現状では開発は難しい状況です。ではあ

りますが、地元住民の協力があってこそバイパ

ス等ができるわけですので、その地元の利益に

なるように、バイパス周辺の土地利用規制の見

直しを進めるべきと思うんですけれども、県土

整備部長はどうお考えでしょうか。

バイパスな○県土整備部長（大田原宣治君）

どの道路整備につきましては、市街地の渋滞緩

和、騒音の軽減、走行時間の短縮による利便性

の向上などを図るため、実施しているところで

ございますが、議員御指摘のとおり、バイパス

の開通に伴い、旧道沿線の商店街の活力の低下

も懸念されますことから、バイパスの開通効果

を地域全体の活性化につなげることは、既存集

落などの生活環境を維持していく上でも、大変

重要な課題であると考えております。

市街化調整区域は市街化を抑制する区域であ

りますが、市街化調整区域の既存集落の良好な

居住環境の整備やコミュニティーの維持・活性

化を図るため、市町村におきまして、これま

で、一定の区域で土地利用などの計画を定める

「地区計画制度」などを活用しまして、周辺環

境との調和を図っているところであります。県

としましては、今後とも、市町村との「まちづ

くり勉強会」などの場で、バイパス周辺の市街

化調整区域における土地利用のあり方につきま

して丁寧に議論し、市町村と一緒になって、魅

力あるまちづくりに努めてまいりたいと考えて

おります。

私も、宮崎市等と議論を重ね○横田照夫議員

ていきたいと思いますので、ひとつ後押しをよ

ろしくお願いいたします。

最後に、飼料用稲について質問します。

飼料用稲は、転作奨励品目として１反当たり

８万円出ておりまして、随分作付がふえてきま

した。これは、耕種農家と畜産農家の契約に

よって作付され、耕種農家が１反当たり８万円

もらい、畜産農家は刈り取り後ラッピングし

て、いわゆるＷＣＳの状態にしたわらをもらい

ます。田植え作業は耕種農家がして、刈り取り

やラッピングは機械を持っている畜産農家が行

いますが、畜産農家はそれぞれ何十町歩も請け

負っていて、ぎりぎりの作業をしているのが現

実です。３反分の稲がおおよそ１頭分とされ、

例えば、100頭規模の畜産農家は30町まで契約で

きますが、実際には、天候にもよりますけ

ど、20町ぐらいが能力の限界だと農家は言われ

ます。

一方で、米の価格は、全国的にも安くなって

いると聞いています。先日の代表質問の中にも

ありましたが、昨年より玄米60キロ当たり2,000

円も下がっているようです。原因として、新聞

等では、米の消費量の減退による在庫が過去最

高水準の222万トンと、２年連続で200万トン台

になっていることが大きな原因ではないかとい

うことです。このように、米価が安かったら、

来年度以降はさらに飼料用稲の作付がふえるこ

とが予想され、畜産農家の限界を超えることが

考えられます。そこで、飼料用稲の作付増加対
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策として、コントラクターの拡充を図るべきと

思いますが、農政水産部長はどのようにお考え

でしょうか。

畜産農家の負○農政水産部長（緒方文彦君）

担を軽減し、飼料用稲などの作付増加に対応す

るためには、コントラクターの果たす役割は大

変重要であると考えており、県では、機械導入

支援を行うなど、その育成強化に努めていると

ころでございます。現在、県内には、45のコン

トラクター組織がありますが、コントラクター

が育っていない地域もございます。それらの地

域では、収穫機械を所有する畜産農家が、他の

農家の飼料も収穫しており、特に収穫作業が集

中する時期には、負担が大きなものになってお

ります。このため、県としましては、今後と

も、市町村やＪＡ等と連携しながら、コントラ

クターの組織化と育成強化を図るとともに、そ

の利用促進に努めてまいりたいと考えておりま

す。

田んぼを荒らさないために○横田照夫議員

も、飼料用稲とか飼料用米、加工用米などを推

進していかなければいけないというふうに考え

ます。飼料用稲の作付が地元の需要を上回るよ

うな状況になった場合、県内一円で広く流通さ

せるシステムを早期に確立させる必要があると

考えますが、その可能性について、農政水産部

長にお尋ねします。

御指摘のとお○農政水産部長（緒方文彦君）

り、飼料用稲など県内で生産された飼料を、需

要に応じて広く流通させ、利用することは、飼

料自給率向上の観点からも、大事な取り組みで

あると考えております。このような中で、現

在、国の事業を活用いたしまして、平場で収穫

した稲わら等を飼料が不足している山間地域に

供給するなど、地域を越えて流通している事例

が県内にもございますので、県としましては、

このような事例を参考にしながら、地域の需給

状況を踏まえた飼料の流通体制の確立に努めて

まいりたいと考えております。

コントラクターに関しては、○横田照夫議員

先日、徳重議員も触れられましたけれども、私

も機会あるごとに取り上げてきました。現在、

子牛価格は非常に高値で推移しておりますが、

にもかかわらず、頭数は減少しています。高齢

化が主な原因と考えますが、そこで、作業の分

業化が必要だと思います。キャトルステーショ

ンも労力軽減のための分業化だと思います。重

労働の粗飼料関連の作業をコントラクターに委

託することで、高齢農家もさらに頑張れると思

いますし、若い農家もさらに規模拡大できるん

じゃないでしょうか。コントラクターの拡充整

備によって、肉用牛の生産維持と水田農業を

守っていきたいものだと思います。

ちょっと早口でしゃべりましたら、時間が

余ってしまいました。傍聴席の皆さんに心から

感謝申し上げまして、私の一般質問をこれで終

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57分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○福田作弥議長

ます。

次は、中野 明議員。

〔登壇〕（拍手） 今、安倍政○中野 明議員

権、頑張っております。安倍・自民党、議論す

る自民党であります。私も自民党の底辺議員と

して、ほどほどに質問をしていきたいと思って
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おります。

まず、宮崎県総合計画についてであります。

総合計画の長期ビジョンでありますが、改定

の理由はどのようなことか、総合政策部長にお

尋ねいたします。それから、アクションプラン

の成果はどのようなことか、これも総合政策部

長にお尋ねいたします。

次、知事にお尋ねいたします。知事の宮崎県

庁在籍は、総務部長、副知事、知事、９年５カ

月間になるわけであります。その間、安藤知

事、東国原知事にも仕えられたわけですが、そ

の間で、知事としてこれは俺がやったんだとい

うような、自負するようなことがあればお尋ね

いたします。

以下、質問者席からいたします。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

私のこれまでの取り組みについてでありま

す。平成17年４月に本県に参りましてから約９

年５カ月の間、私は、総務部長、副知事、そし

て知事として、県政を一歩でも前に進めたいと

いう思いのもとに「一所懸命」の精神で職務に

取り組んでまいりました。その中で最も心血を

注いだものの一つが、口蹄疫からの再生・復興

であります。二度とあのような事態を引き起こ

さないよう、日本一の防疫体制の構築や耕畜バ

ランスのとれた産業構造への転換など、さまざ

まな課題を真正面から受けとめ、復興へのシナ

リオを明示しながら、疲弊した本県経済、雇用

の立て直しに全力を傾けてまいったところであ

ります。また、相次ぐ災害に見舞われた本県に

ありまして、常在危機という意識を徹底する中

で、南海トラフ巨大地震などの大災害等を想定

し、危機管理体制の充実強化にも取り組んでき

たところであります。

さらに、もう一つの大きな取り組みとして、

復興から新たな成長へと県政推進のいわばギア

を入れかえ、フードビジネスの振興やアジアの

市場開拓などの成長産業の育成加速化に向けて

大きく踏み出したところであります。まだまだ

課題はありますものの、次期県政におきまして

も、引き続き、これらの取り組みを進めていく

こと、そして県政を前進させていくことが私の

責務だと考えているところであります。以上で

あります。〔降壇〕

〔登壇〕 お○総合政策部長（橋本憲次郎君）

答えします。

長期ビジョンの改定についてであります。長

期ビジョンは、基本目標と長期戦略で構成され

ており、本県の目指すべき姿である「未来を築

く新しい「ゆたかさ」への挑戦」とした基本目

標については変更しないものと考えておりま

す。

一方、基本目標の実現に向けた課題解決の方

策を示す長期戦略につきましては、現行計画策

定後の社会情勢の変化等を踏まえて見直す必要

があり、今回の改定に当たりましては、深刻さ

を増す人口減少問題に対し、減少に歯どめをか

ける取り組みや、経済縮小が見込まれる中での

循環型経済の構築など、なお一層の対策を講じ

ていく必要があると考えたところであります。

加えて、現行計画策定後に発生した東日本大震

災の経験を経て、大規模災害などの危機事象へ

の対応強化についても、長期戦略に位置づけて

いく必要があると考えております。

次に、アクションプランの成果についてであ

ります。アクションプランにつきましては、重

点施策である10のプログラムに、31の重点的に

取り組む項目を設定しており、その進捗や達成
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度を把握するための政策評価の実施に当たって

は、成果をはかるための目安として、各項目ご

とに設定した指標を参考に、達成状況を分析し

ております。

平成25年度の状況としては、林業産出額や県

外アンテナショップの売上額など、今後も努力

が必要な指標もあるところですが、1.72と全国

第２位の数値であった合計特殊出生率、同じく

全国第２位であった住宅用太陽光発電システム

の世帯普及率、3,000億円台を回復した農業産出

額に加え、大きく実績を伸ばした輸出数量や県

内外観光客数など、子育て支援や新エネルギ

ー、フードビジネス、観光といった多くの指標

で成果が見られたところであり、アクションプ

ラン全体としては、個別の課題はあるものの、

おおむね順調であるとの評価をしております。

以上です。〔降壇〕

知事、これまでの思いを聞き○中野 明議員

ました。ギアを入れかえるということでありま

す。ギアもいろいろあるんです。ローギアが

あったり、トップギアがあったり、問題はどこ

のギアになるのかと思います。知事の言われる

ことはわかるけれども、やはり我々が肌で感じ

るようなギアに入れかえてもらいたいと思うん

です。ぜひトップギアに入れて頑張ってくださ

い。

それから、総合計画の長期ビジョンでありま

すけれども、総合計画は、国でいえば憲法みた

いなものです。誰も見らん。この長期ビジョン

をどれだけの人が見るのかなと思うんですけれ

ども、20年のスパンの計画が、例えば安藤知事

のときに変わった。東国原さんのときに変わっ

た。知事が就任したら変わった。４年しかたっ

ていないのに、長期ビジョン、20年先、どこが

変わるのかというと不思議でたまらんのです。

よほど頭が違うのかなと思ったりするんですけ

れども、これはそんなに変わるものじゃないと

思っています。私の身の回りを見ても、産業

だって、観光だって、いろんな分野があります

けれども、この５年間でそんなに変わっていま

せん。例えば少子高齢化、人口減少、こんなの

は30年前から予測を立てている。この20年間と

いうのは長過ぎる。できたら10年間。20年間の

話をされても、俺はそのときはぼけておるか死

んでおるか、そんな話ですよ。もうちょっと興

味を持つためには10年ぐらいじゃないと、20年

先を考えても何も出てこん。ぜひしっかりそこ

ら辺は議論して それと４年、４年でつくり―

かえるのはおかしいですよ。その辺も含めて

しっかり検討してもらいたいと思います。

それから、アクションプラン、成果、私はこ

れについては最初から異議を唱えているんで

す。例えばアクションプランの９「持続可能な

地域づくり」とかあるんです。これはＢ。中身

を見た人に対して、どういうふうに解釈すれば

いいのか説明してください。

政策評価結○総合政策部長（橋本憲次郎君）

果としまして、10の分野につきまして、内部の

評価とそれを踏まえました外部評価を行ったと

ころでございます。今御指摘いただきましたプ

ログラム９で、「持続可能な地域づくり」とい

うところを取り上げておりますけれども、重点

項目としては、１の「地域の魅力を高める取組

の推進」については内部評価をＢとしておりま

す。また、もう一つ、「中山間地域の活性化」

につきましては、内部評価をＢとしており、そ

れを踏まえまして、総合計画審議会で外部評価

を頂戴したところでございますが、この外部評

価もＢとなっているところでございます。

このＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄについてでございますけ
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れども、Ａが「成果が出ており、取組の進捗を

阻害する課題への対応を行っている」、Ｂが

「一定の成果が出ており、課題への対応を行っ

ている」、Ｃが「現段階で成果は見えにくい

が、課題への対応を行っている」、Ｄが「成果

が見えず、課題への対応まで至っていない」と

いうところで、大くくりでの評価を頂戴してい

るところでございます。

ただ、成果がＢと出ておりま○中野 明議員

すけれども、これは中山間地、過疎地域が主に

なっていると思うんです。今、Ｂだということ

ですけれども、では成果は何か。実態は、毎年

毎年人口が減ってきているんです。毎年、Ｂ、

Ｂ、Ｂをつけている間に、そのうち集落がなく

なりますよ。それにどんな意味があるのかと思

うんです。そんなことを考えますと、これは成

果ですけれども、今まで各部各課でやっている

事業の評価ですよ。これは課長とか部長がしっ

かり見ればいいんです。これをつくるのに各部

各課、かなりの労力を使っていますよ。それと

比較した場合には、それほど考えることがある

のかなと。そうでしょう、知事。Ｂ、Ｂ、Ｂと

つけている間になくなっていく。何の意味があ

るのか。ぜひここら辺もしっかり再度、見直し

をしていただきたいと思います。

続けていいですか。次に、献金問題でありま

す。

これは暗い話ですから 明るい笑いの中に―

真実があると私は思うんです。臭いものにはふ

たをしろとよく言われます。私は、臭いものが

あると何のにおいかなと嗅ぎたくなるんです。

そんなことで、自分のも見たことがないのに、

収支報告書、知事のを見せていただきまし

た。570円かかりました。原価が70円ぐらいかな

と、ぼろもうけしているなと思ったわけですけ

れども。議会で使えば無料かと思ったら570円で

す。これは記念にとっておこうと思うんです。

そういうことで、収支報告書、結果からいい

ますと、一連の今回話題になっている数値、こ

れはとれませんでした。全然成果がなかった。

出てきたのは７月下旬に300万円受領したという

ことですが、はっと思ったのは、７月15日、45

万円、東国原知事に寄附、用途は事務所相当分

となっているんです。もう一つ気づいたのは、

寄附者の名簿がわかりました。その中に こ―

れは何も違法じゃないんです。違法じゃないけ

れども、政治連盟、その下部組織を見ると、や

はり県からかなり補助金が行っている団体かな

と思いました。それだけです。

そういうことで質問に入りますけれども、知

事、私は８年前の安藤事件を思い出すんです。

中身は違いますけれども、そういう中で、知事

はその当時総務部長で、選挙管理委員会の事務

局長としての市町村課長を統括する立場にあっ

たわけです。しかも、旧自治省出身という経歴

を考えると、何でこんなことになるのと不思議

でたまらんのです。知事の真意のほどをお聞か

せください。

これまでも御説明させ○知事（河野俊嗣君）

ていただいておるところでありますが、私は常

に法令に基づいた厳正な対応を行っておるとこ

ろでありまして、行政処分も含めて、知事とし

て行うべき業務について、公正性、公平性を逸

したことは一切ございません。また、今回、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、違法性はないという

ふうに考えておるところでございます。

しかしながら、今回、私の政治団体に関する

件でさまざまな臆測を呼ぶことになり、県議会

を初め、県民の皆様に御心配をおかけしました
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ことを、改めておわび申し上げるところであり

ます。この件につきましては、私の認識不足な

ど不徳のいたすところでございまして、知事と

して、政治家として、道義的な責任を強く感じ

ているところであり、今後、しっかりと脇を引

き締めて、強く気持ちを引き締める中で県政運

営に当たってまいりたい、そのように考えてお

るところでございます。

次に行きますけれども、事実○中野 明議員

確認させてもらいます。私の知る限りは、新聞

報道しかないんです。新聞報道を見ますと、23

年７月下旬、秘書が300万円受領、みやざき新生

の会と河野しゅんじ後援会の収支報告書に23年

に50万、24年に250万を記載、制度への理解不足

のミスでぎりぎり法に抵触しない、こういう記

事が載っているんですが、言い方は別として、

おおむねこれは真実でいいんですか。

これまでも、今議会の○知事（河野俊嗣君）

冒頭でも丁寧に御説明申し上げたとおりでござ

いますが、300万受領したものについて、そのよ

うな処理を当時行ったものということでござい

ます。

私も自分の立場で考えてみる○中野 明議員

と、元秘書からそういう紹介があって、300万

円、俺だったらもらったかなと、やっぱりも

らったと思うんです。私、不思議なのは、ここ

で行政処分が出ているわけですね。確かに私も

確認しましたけれども、これはしっかりやられ

ておりました。この行政処分があったときに、

何でここで300万円返さんかったのかなと、それ

で返しておれば何の問題もなかったと思ってい

るんですけれども、その辺の気持ちを 何も―

なかったら、もらい得になって済んだのかなと

思ったりするんですけれども、何でそこで返さ

なかったかということ。

御指摘のとおり、廃棄○知事（河野俊嗣君）

物処理法違反があった時点で、本件、資金提供

の取り扱いについても検討はしたところでござ

います。ただ、行政処分との関係でさまざまな

臆測を呼ぶことになってもいけない。また、い

ろんな事態は動いておりました。訴訟も起こさ

れたということで、その事態の推移を見守ると

いうことで、その後、当該事案に関する裁判と

いうものが一つ確定したということ、その後に

起こった詐欺事件についても公判が開始された

というような状況を踏まえて、再度検討を行っ

た上で、返還の申し入れを行ったものでありま

す。

先ほど言った東国原前知事へ○中野 明議員

の寄附、これは説明しておいたほうがいいと思

うんですけれども、どうですか。

私は、前知事の後援会○知事（河野俊嗣君）

の事務所が置かれていた場所に、引き続き私の

後援会事務所を置いたところでございます。そ

の際に事務所の備品をあわせて引き継いだとい

うことでございまして、その備品相当額を東国

原英夫後援会に寄附としてお支払いしたという

ものが、今の御指摘の金額であります。なお、

事務所の鍵については、その後つけかえをして

おるところでございます。

ちょうど同じ時期にそういう○中野 明議員

のが出ますと、いろんな臆測が出るんです。何

でこれが事務費として計上できんかったかなと

私は思うんですけれども、まあ、わかりまし

た。

年度をまたがって分散記載、これは収支報告

書では確認できなかったんです。私もちょっと

もらっていますけれども、そういうテクニック

があれば、名前を出したくないんですけれど

も、これはどういう内容で、出てきていないけ
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れども、分散処理されたのか。

まず、300万円というも○知事（河野俊嗣君）

のを平成23年７月に受領したものということで

ありますが、会計担当者がそれを預かり金とし

て一時管理し、23年９月に50万、そして24年１

月に250万円を受け入れ処理したということでご

ざいます。これについて、資金提供いただいた

元役員の側から会費として支援をしたいという

申し出があったということで、300万円というも

のを、２名分の会費280万円と寄附12万円に分け

て会計処理したということでございます。

なお、これらの金額につきましては、今御指

摘がありました23年、24年の私の政治団体収支

報告書の中に記載されております会費及び寄附

の中に含まれているということでございます。

そこら辺が、ぎりぎり法に接○中野 明議員

触するかせんかとか、300万円を一回もらって、

そういうふうに小分けして出したということ

が、やっぱり問題かなと。私は専門家ではない

からわかりません。

今回ずっと聞いていて、異業種交流会の実態

が何も出ていないんです。実態があれば、10万

もらったという話がわかりますけれども、実態

がなくて10万円もらったということになれば、

これはやはり給料の一部立てかえとか、そんな

感覚でとられても仕方がないと思うんですけれ

ども、この異業種交流会の実態というのは、知

事の知っている範囲でどういう実態ですか。

詳細は把握しておりま○知事（河野俊嗣君）

せんが、さまざまな民間会社の関係者が、まさ

にそういう異業種の関係者が集まって情報交

換、意見交換する場だというふうに伺っており

ます。

この段階で、今の答弁で異業○中野 明議員

種交流会の実態はわかりません。これ以上質問

できません。

それから、選挙管理委員長にお尋ねいたしま

す。300万円受領してから250万円を記載するま

での間、知事は最初の答弁で預かり金という言

葉を使われたんです。これだけ記憶があるんで

すけれども、この預かり金という概念、これは

収支報告書の中ではあるんですか。

収支報告書○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

に、お尋ねのような預かり金という記入項目は

ございません。

今聞きましたとおり、預かり○中野 明議員

金があるとすれば商業簿記ぐらいです。贈収賄

だったら預かり金なんて言葉は絶対通用しませ

ん。ここら辺が、知事が言うぎりぎり法に抵触

しないところ辺の話かなと思うんですけれど

も、いずれにしても、これ以上 私の聞きた―

いことはありますけれども、とにかくこれは迷

惑な話です、それも議会前にね。しっかりガー

ドを締めるという話なのか、よくわかりません

けれども、ちゃんとしっかり整理したほうがい

いなと思います。政治家になるといろんなうわ

さがあります。特に知事は執行権があるわけで

すから、ぜひガードを締めるというか、しっか

り整理してください。

それから、日豊本線の現在の改良等の取り組

みはどのようなことか、総合政策部長にお尋ね

します。

日豊本線○総合政策部長（橋本憲次郎君）

は、本県の産業振興はもとより、県民の地域交

通手段として、また観光客の移動手段としても

重要な役割を果たしている交通基盤だという認

識でございます。このため県では、ＪＲ九州に

対して、これまでも快適性の向上を初めとしま

して、さまざまな要望を行ってきており、その

結果、レールの交換ですとか、枕木のコンクリ
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ート化などの対策を講じていただいたところで

ございます。鉄道利用者の快適性を向上させる

ことは、利用促進の重要な要素でありますこと

から、県といたしましては、県議会の皆様にも

御参加いただいております宮崎県鉄道整備促進

期成同盟会を通じるなどして、市町村や関係団

体とも連携を図りながら、ＪＲ九州に対して要

望を行っているところでございますけれども、

今後とも、粘り強く取り組みを進めてまいりた

いと考えております。

私は、宮崎県のインフラ整備○中野 明議員

は鹿児島に新幹線が通るまではまあまあかなと

思っていたんですが、新幹線が通ったらかなり

差を感じます。今後、観光とか、やっぱり快適

さだと思います。ただ具体的に、要望だけじゃ

進みませんよ。応分の負担をするぐらいの覚悟

で、知事、これも先頭に立ってやってくださ

い。少しは出し前を出さんと話は進みません

よ。そういうことで、ぜひ日豊本線改良をやっ

ていただきたいと思います。

次に、知事は、いろいろ選挙前で忙しいかな

と思うんですけれども、「知事とのふれあい

フォーラム」「円卓トーク」「役場でくるまthe

談義」の概要と成果についてお尋ねいたしま

す。

対話と協働というもの○知事（河野俊嗣君）

を一つの政治信条として掲げている中で、さま

ざまな形で県民の皆さんの意見を伺っているも

のでありますが、「ふれあいフォーラム」は、

地域の住民の皆さんとの対話集会でありまし

て、毎年10程度の市町村で開催し、地域の実情

や県民の皆様の御意見などを直接お伺いするも

のであります。

また、県内５ブロックで行っております「円

卓トーク」は、市町村長と県政や地域の抱える

課題、将来の展望などに関しまして、懇親の場

も持ちながら、ざっくばらんに意見交換をする

ものであります。

そして、ことしから始めた「役場でくるまthe

談義」でありますが、これは、私が全市町村を

訪問して、役場の幹部職員と、市町村の抱える

課題について意見交換をしているところであり

まして、これまで19市町村で開催しているとい

うことであります。

これらの取り組みは、地域の皆さんから、さ

まざまな地域における課題、また意見、県政に

対する要望などを伺うという場であるととも

に、私の考え、また県の取り組みについてその

場でお伝えをするという、双方向のコミュニケ

ーションの場になっているのかなというふうに

考えておるところであります。いただいた御意

見、御要望は真摯に受けとめまして、その思い

をできる限り県の施策に生かすよう、各所属に

指示しておるところでございます。今後とも、

対話と協働という中で、さまざまな形での意見

の吸い上げ、またコミュニケーションというも

のを図ってまいりたいと考えております。

市町村は、県からいろいろ話○中野 明議員

がありますと、嫌とは言えんでしょう。私も円

卓トークを聞きました。そこに出席した課長な

んかは、町長が出ているのに余り意見は言えん

わなと、そういう感じです。いろいろ具体的な

成果はなかったですけれども、やるからには本

当に必要かどうか、目的、成果が出るか、やっ

てもらったほうがいいのかなと思っておりま

す。

次に、本県の畜産の現状についてお尋ねいた

します。

知事答弁等で畜産王国、食料基地という言葉

が使われますが、どのような意味合いで使われ
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ているのか、知事にお尋ねいたします。

本県の農業は、昭和35○知事（河野俊嗣君）

年の防災営農計画というものを原点としまし

て、畜産や施設園芸の振興を中心とした先人の

皆さんのたゆまぬ努力によりまして、当時全

国30位であった農業産出額が現在７位となるな

ど、全国有数の農業県としての地位を築いてき

たところであります。

食料供給基地という表現につきましては、こ

のような日本の食料供給を担う産地としての位

置づけということを、また畜産王国という表現

につきましては、全国３位の産出額を誇る本県

畜産業の位置づけを強調して表現しておるもの

でございます。いずれも、本県の基幹産業であ

る農業の重要性というものを、生産者を初め県

民と共有しながら、生産者の皆さんに自信と誇

りを持っていただきたい、そのような思いで

使っておるところであり、またそれをさらに前

に進めていきたいという思いでも使っておると

ころであります。

商標登録になれば、やっぱり○中野 明議員

王国は鹿児島ですよ。例えば畜産産出額、鹿児

島は2,400億円、宮崎の1.5倍、畜産製造品出荷

額2,900億円で宮崎の２倍、肉用牛産出額、これ

は鹿児島は１位、宮崎の２倍です。使うのはい

いけれども、安易にただ使って、畜産王国だと

言っているけれども、実態はいろんな問題を抱

えている。全体を考えて本当に王国なのか、そ

ういう意識をして使ってもらうのならいいけれ

ども、安易にそういうのをすると、みんなそう

いうふうに思う。使うなとは言いませんけれど

も、まだまだ王国には、いま一つですよ。

それから、食料基地、これだって九州で米は

６番目です。やっぱり食料といえば米ですよ。

宮崎でピーマンとかキュウリとか上位にありま

すけれども、これも昔の話で、今、農業なんて

基地なんて言っているようなところはどこにも

ないです。使うのは構わんと思うんですけれど

も、その辺を含めてしっかり現状を意識してい

るのかというのが私の考えなんです。

次に、国と本県の畜産（子牛・肉用牛）の現

状と将来計画はどのようになっているのか、農

政水産部長にお尋ねいたします。

肉用牛の現状○農政水産部長（緒方文彦君）

につきましては、飼養戸数が、全国、本県とも

高齢化の進展等により減少傾向で推移している

中で、飼養頭数も平成21年をピークに減少して

きており、現在、全国で256万7,000頭、本県で

は25万頭と、平成21年と比較して、全国が約12

％、本県が約16％減少しております。

また、肉用子牛の出荷頭数につきましては、

口蹄疫や東日本大震災等で減少した以降は増加

しておりましたが、全国では平成25年度に減少

に転じ、現在、約35万1,000頭、本県では昨年度

と横ばいの約6万6,000頭となっております。ま

た、平成21年度と比較してみますと、全国が

約10％、本県が約15％減少し、現在の子牛価格

高騰の要因となっております。

このような中、国では、平成32年度の肉用牛

飼養頭数の目標を296万頭としており、また本県

では、第七次農業・農村振興長期計画におきま

して、平成32年度の肉用牛飼養頭数の目標を30

万300頭、子牛出荷頭数を約９万4,000頭として

いるところでございます。

数字等を見ますと、21年度ぐ○中野 明議員

らい、そこら辺をピークに下ってきておりま

す。それから、牛の飼養頭数、年齢とか、70歳

以上が35％とか、飼養頭数が１頭から５頭の小

規模の農家がふえておりまして、これは先が

しっかりしないと大変だなと思うんです。
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その辺を含めてまた質問しますけれども、ま

ず県内の肉用牛の出荷頭数であります。宮崎県

の出荷頭数が８万5,000頭、これは全国３位、県

内出荷が４万1,000頭、56％、県外に３万7,000

頭出ているんです。最終的には県内屠畜が５

万9,000頭となっております。鹿児島を見ます

と10万6,000頭、これは全国２位、10万6,000

頭、出荷しているんです。そのうちの７万8,000

頭、73％は県内で、また県外から来る。最終的

に鹿児島の屠畜は10万4,000頭になっているんで

す。私が言いたいことは、出荷頭数では鹿児島

と２万頭しか変わらない。最終的に屠畜数にな

りますと４万5,000頭の差がつくんです。このよ

うなことをどういうふうに部長は分析している

か。

○農政水産部長（緒方文彦君） まず、本県に

比べ鹿児島県の屠畜頭数が多い状況につきまし

ては、鹿児島県には屠畜場が12カ所ございまし

て、本県より６カ所多いことに加え、大手食肉

メーカー系列の食肉加工場が数多く立地してお

りますことから、本県を含む他県から集荷され

る頭数も多いことが要因であると考えておりま

す。以上でございます。

○中野 明議員 これは数じゃないんです。宮

崎県の屠畜場はまだ６割しか稼働していない。

４割は余裕があるんです。これを屠畜場のせい

にしてはだめです。全然分析していない。３

万7,000頭というのは１日にすると102頭、これ

を稼働日200日当たりで見ますと、１日185頭ぐ

らいの宮崎牛が県外に出ているんです。この実

態、どのように部長は考えていますか。

○農政水産部長（緒方文彦君） 出荷頭数の

約33％の３万7,000頭が県外出荷されるというこ
※

とについては、大きな課題と考えております。

そのため、食肉事業者等、関係機関と十分に協

議しながら、県内の屠畜率の向上や地域の食肉

関連産業の育成等、課題解決に向けて取り組ん

でまいりたいと考えております。

○中野 明議員 目の前でこれだけの牛が出て

いるんですよ、知事。これは何とかせんと、宮

崎県の畜産が宮崎県に及ぼす経済波及効果、よ

そにいいところが行っているんです。これは

しっかり検証して対応すべきだと思います。

次、部長に聞きます。今、畜産後継者の育成

は大変重要だと思っているんです。農用地区域

での畜舎に併設した住居は原則禁止されている

んです。畜産後継者もいないのに、畜産をやり

たい、家も建てたいというのが原則ノーだとい

う話になる。こんなのは特例を生かして、部

長、積極的に対応すべきだと思っているんです

けれども、部長の考えをお聞かせください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県の畜産の

振興を図る上で、担い手の確保とその労働環境

の整備は大変重要な課題であると認識いたして

おります。特に、畜産の管理作業は昼夜を問わ

ず行われますことから、できるだけ畜舎に近接

した農家住宅の確保が望ましいと考えておりま

す。御指摘の農振法の施行規則には、農用地区

域内の農地であっても例外的に農家住宅の建設

が可能となる規定があり、その適用に当たりま

しては、市町村が、案件ごとに「地域の農業の

振興に関する地方公共団体の計画」を策定し、

その中で、農家住宅を農業振興に必要な施設と

して位置づける必要がございます。市町村がこ

の計画を策定するに当たりましては、住宅建設

で農業振興を図るべき地域設定の方法、あるい

は地域にもたらされる農業振興上のメリット、

定期的な農業振興成果の検証方法などが判断の

基準となりますことから、県といたしまして

は、市町村と意見交換を行う中で必要な助言等

※ 305ページに訂正発言あり

平成26年９月17日(水)
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を行い、市町村と連携して円滑な計画策定を進

めてまいりたいと考えております。

これは本当におかしな話で、○中野 明議員

畜舎を建てて家を建てる話は市町村の権限だと

いうことです。だけど、最終的に市町村は県に

相談に来ているんです。要は、農政水産部とし

てどういうスタンスでおるか、前向きに対応す

るのか、あくまでも四角四面にいくのか。今

言った検証する事項なんか、検証する必要はな

い。どんなメリット、デメリットか、わかって

いる。たくさん耕作放棄が出てきている。農業

用の住居はできて、何で畜産用ができんかとい

うことです。ぜひ部長、積極的に、こういう案

件が出たら、県議が口ききせんとできんよう

じゃだめですから、しっかり対応してくださ

い。最後、決意のほどを聞かせてください。

先ほど答弁し○農政水産部長（緒方文彦君）

たとおりでございますけれども、今後、適切に

対応してまいりたいと考えております。

適切じゃなくて、部長の気持○中野 明議員

ちを聞いているんです、気持ちを。

畜産振興は非○農政水産部長（緒方文彦君）

常に大事な本県の産業でありますので、私とし

ましては、畜産振興が図られるように、いろん

な施策がございますので、それを総合的に組み

合わせながらしっかりと対応してまいりたいと

考えております。

部長、農政水産部でも土地を○中野 明議員

守るほうは守ることしか考えていないんです。

中身がしっかり統制がとれていない。これは部

長がばっと決断して、やれと言えばみんなやる

んです。そういうことで、ぜひ頑張ってくださ

い。

次に、農業産出額と食料品製造出荷額を、い

ろいろ畜産県と言われるところと比較してみま

した。まず、宮崎の農業産出額は2,900億であり

ます。これが食料品製造出荷額になりますと0.8

倍、減っております。鹿児島は4,100億円が最終

的には1.3倍になっています。佐賀県の産出額は

わずかに1,200億なんです。これが最終的に食料

品製造出荷額になりますと、宮崎と同じぐらい

の2,700億、2.2倍になっています。熊本県

が3,100億円の産出額ですけれども、最終的に

は0.8倍、熊本と宮崎は似ているような形態かな

と思っています。山形、米沢牛ですが、農業産

出額が2,200億円、何と食料品製造出荷額になる

と2,600億円、1.2倍、宮崎を超えています。岐

阜県、飛騨牛ですが、農業産出額は1,100億円、

食料品製造出荷額が2,800億円、2.5倍に膨れ上

がっています。三重県、松阪牛ですが、1,100億

円の産出額が3.4倍、3,700億円に膨れ上がって

います。兵庫の神戸牛は 私、桁を間違った―

かなと思って 兵庫県で生産される牛は1,500―

億円しかない。これが何と最終段階で１兆3,000

億円になっているんです。私はぶったまげたで

すね。９倍。そこで、総合政策部長、フードビ

ジネス担当ですけれども、このような割合、他

県と比較して非常に低いということについてど

のように考えているか。

食料品製造○総合政策部長（橋本憲次郎君）

業が集積する要因といたしましては、水産加工

品など地域の特産品の製造が従来から盛んに行

われているといった歴史的な経緯、また大消費

地や物流拠点に近接して食品製造業の立地が進

むなど地理的な要因、このような要因があるの

ではないかと考えております。

本県におきましては、従来から、特徴ある青

果の生産とブランド化を主眼に取り組んできた

結果、全国有数の農業生産県としての地位を確

立するに至っておりますが、その一方で、御指
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摘がありましたとおり、水産加工が盛んな鹿児

島県や、御紹介いただいた中では佐賀県がござ

いましたが、こちらはパン、弁当などの生産が

多いという特徴がございます。そういう県と比

較して、食料品製造業の集積が十分とは言えな

いという状況と認識しております。

このため、こうしたすぐれた農産物の生産を

基本としつつ、より高い付加価値をつけ、効果

的に販売することで、生産者の所得の向上や雇

用の創出を図ることを目的に、フードビジネス

振興構想を策定したものでございます。これを

もとに、現在進めておりますフードビジネスプ

ロジェクトにおいては、宮崎牛の海外輸出の拡

大や県産牛・豚の実践的な販売戦略の構築、市

場ニーズに対応した生産加工の強化などに取り

組んでいるところでありまして、今後とも、農

産物の高付加価値化を初めとするフードビジネ

スの成長産業化を図ってまいりたいと考えてお

ります。

今のは、農業産出額と食料品○中野 明議員

製造出荷額を比較しました。今度は、畜産（肉

用牛・豚）産出額と畜産製造品出荷額を比較し

てみました。宮崎は畜産産出額が820億あるんで

す。ただ、付加価値は20％ぐらいしかありませ

ん。畜産製造品出荷額を見ますと550億、0.7

倍、生産額よりか製造品出荷額のほうが減って

いるんです。鹿児島は畜産産出額が1,500億、こ

こは1.3倍になっています。肉用牛産出額は鹿児

島が１位。私は佐賀をざっと見ていたけれど

も、頑張っています。畜産産出額は190億ですけ

れども、製造品出荷額になりますと410億円、宮

崎に近づいてきている。2.2倍なんです。熊本

は480億円、0.9倍、宮崎と一緒です。山形は畜

産産出額が220億しかないのが畜産製造品出荷額

は630億になって、2.9倍になっています。東北

の山形です。それから、岐阜、飛騨牛、畜産産

出額が160億円に対して畜産製造品出荷額が290

億、1.8倍になっています。三重は畜産産出

額120億円が畜産製造品出荷額を見ますと2.3

倍。兵庫はすごいです。120億が8.5倍になって

いる。このような状況をどういうふうに考える

か、農政水産部長にお尋ねします。

答弁の前に訂○農政水産部長（緒方文彦君）

正をさせていただきます。先ほど出荷頭数の

約33％の３万7,000頭が県外出荷とお答えいたし

ましたけれども、43％の間違いでございました

ので、訂正しておわびいたします。

御質問にお答えいたします。本県では、屠畜

から販売までを系列的に行う大手食肉メーカー

が少ないことから、県内で生産されました牛・

豚の４割以上が県外の食肉センターで処理・加

工されておりまして、御指摘のとおり、本県畜

産の産出額に対する製造品出荷額の割合が、他

県と比較して低い状況にございます。畜産を基

幹産業の一つとする本県にとりまして、県内で

生産された畜産物を県内の食肉センターで処理

・加工する体制を構築し、付加価値を高めてい

きますことは、本県経済の活性化や雇用創出を

図る上でも重要な課題であると認識いたしてお

ります。

部長、食肉センターの体制を○中野 明議員

構築すれば解決する、こんな簡単な問題じゃな

いんです。まだ県内はあきがいっぱいある。４

割はまだあいているわけです。この件について

は、しっかりまた議論せんといかんと思います

が、いかに宮崎県の畜産のいいところが県外に

行っているかということです。これは難しいけ

れども、困難だけれども、これに切り口ぐらい

あけなきゃ、宮崎県は畜産県とは言えないと思

います。
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次、私、これはわからんのですけれども、ブ

ランドという言葉はどういうふうに認識されて

いるのかと思います。ブランドの認識について

お尋ねいたします。

本県を代表す○農政水産部長（緒方文彦君）

るブランドであります宮崎牛につきましては、

消費者に対して高品質で安全・安心な本県産牛

肉の認知度向上を図り、商品価値を高めること

で高値取引につなげることによって、農家の所

得を向上させることを目指しているものでござ

います。このため、今後とも、全国和牛能力共

進会２連覇で得られました「日本一」の称号を

活用した販売プロモーションや、東京食肉市場

への生体出荷など、関係団体一体となった取り

組みによりまして、消費者や市場、卸売業者等

の評価向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。

ブランドの指標は何を見れば○中野 明議員

いいのか、私もわからんのです。さっきも言っ

た加工率とか出荷率とか、そういうのが影響し

ているのかなと思うんです。これは本当に皆さ

んに悪いけれども、全国和牛能力共進会２連

覇、これはすごいことだと思います。だけど、

こういう実態を考えると、もろ手を挙げてうれ

しいとは思わんのです。この品評会で優等賞に

なった、そんな同じ系統の牛がどんどん県外へ

行っている。そういうことで、ここら辺につい

ては、ブランドということについてしっかり認

識をせんといかんと思います。

次に、宮崎県の牛・豚産出額が818億円あるわ

けですが、仮にこれを鹿児島県と同様な製造品

出荷額率に上げれば、約500億円浮いてくるんで

す。目の前に500億円眠っているんです。このお

宝がフードビジネスの最たる目的だと思うんで

す。これは難しいけれども、やっぱり取り組ま

んといかんと思うんですが、部長の見解を。

本県の農業○総合政策部長（橋本憲次郎君）

産出額の３割を占めます牛・豚につきまして

は、御指摘がありましたとおり、飼料の生産か

ら２次加工品の製造・流通など、生産・加工・

販売を通じた関連産業の集積を図ることで、高

付加価値化と地域の雇用を創出する大きな効果

が見込まれるものだと認識しております。

このため、県内屠畜率の向上とそれに付随す

る産業の強化は、本県のフードビジネスにおけ

る重要な課題の一つと認識しているところでご

ざいまして、県産牛・豚の実践的な販売戦略の

策定と県内屠畜率の向上を、プロジェクトの重

点項目として位置づけているところでございま

す。これを受けまして、県産牛・豚の販売戦略

の策定に向けた、全国的な食肉消費動向や、御

紹介いただいた県の米沢牛、佐賀牛といった著

名ブランドの流通実態、また県産食肉の市場評

価などの調査を実施するとともに、国の地域経

済循環創造事業交付金を活用し、県内の肉用牛

加工施設の整備に対する支援も行っているとこ

ろでございます。

このような取り組みを進める一方で、県内屠

畜率向上に向けた食肉処理施設のあり方につき

ましては、関係団体や企業との調整が必要であ

ること、販路や販売先も含めた検討が必要であ

ること、また多額の設備投資を要するものであ

ることなどから、腰を据えた取り組みも必要と

考えております。今後とも、関係企業などとも

しっかりとした議論を行いながら、畜産業を中

心とした関連産業の集積による高付加価値化に

取り組んでまいりたいと考えております。

多額の金は要ります。だけ○中野 明議員

ど、これは先行投資ですよ。設備投資が高いと

言うんだが、私は今、防災拠点庁舎、消極的賛
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成なんです。これは金を稼がんのです。対策で

あれば、やっぱり先行投資ですよ。一般公募債

なんかとれば、10年間、利息だけ出しておけば

いいわけです。これは部長、腰なんか据えてい

る間はないですよ。ちゃんと立って頑張ってく

ださい。大事なことです。

最後に、表に余り出ないけれども、畜産を取

り巻く環境は非常に厳しいと私は思っているん

です。私は今回の質問で、製造品出荷額をいか

に上げるかを議論しようと思ったんですけれど

も、時間も短い。執行部も資料がない。私も

持っていません。例えば、以前から宮崎にも話

題があった、自由にバイヤーが出入りするよう

な枝肉市場、例えばＪＡ飛騨ミートとかありま

すけれども、そういうのをつくったらどうかと

いう話もあったんです。これは２月の継続質問

です。いかに付加価値を上げるために何をすべ

きか、しっかり勉強してもらいたい。お互い

に、どういう問題点があって、どうやればいい

かという議論をしたいと思うんです。農政水産

部長、次、２月議会ぐらいまでしっかり勉強し

てもらいたい。

県産農畜産物○農政水産部長（緒方文彦君）

の高付加価値化に向けまして、他県の取り組み

等を調査し、課題を整理する、あるいは生産者

や食肉業者等とも十分に協議しながら、県内屠

畜率の向上や地域の食肉関連産業の育成等に、

関係部局一体となって取り組んでまいりたいと

考えております。

これをやらなくては宮崎の畜○中野 明議員

産は衰退しますよ。幹部の中でも気づいている

人もおるんです。しっかりやってください。私

も勉強会を立ち上げて、同じ考えの人がおるだ

ろうと思いますから、やりたいと思います。

最後に、知事、これは部長たちがやると言っ

たって、やっぱり知事の決断、考え方が必要で

す。もう選挙前ですよ。こんな花火を打ち上げ

ていいかなと思うんです。最終的な知事の本気

度、今の件に対して知事の所見をお伺いいたし

ます。

フードビジネスを、一○知事（河野俊嗣君）

丁目一番地というような位置づけの中で取り組

んできたところでございますが、本県の強みで

ある農業を核として展開していく、その中でも

畜産が占める割合も大きいということ、それか

ら高付加価値化というものが非常にまた影響力

も大きいわけであります。本県では新たな成長

に向けて、畜産新生プラン、今御指摘があった

ようなことも踏まえて、さまざまな取り組みを

計画し、また実施しておるところでございます

が、より力強く進めていき、しっかりと高付加

価値化を実現してまいりたい、そのように考え

ております。

今回の議会で、私が先頭に○中野 明議員

なってと何回か聞こえて、いいなと思ったんで

す。今回は出なかったですけれども、とにかく

頑張ってください。

こういう問題は、今の何とかに位置づけたと

か、そんなことで解決する問題じゃないんで

す。計画なんかで解決する問題じゃありませ

ん。どこかで誰かが風穴をあけなきゃできな

い。ぜひ頑張ってください。

次に、スマートインターチェンジの進捗度に

ついて、部長にお尋ねします。

昨年度から○県土整備部長（大田原宣治君）

国富町で事業中でありますスマートインター

チェンジにつきましては、西日本高速道路株式

会社と県が一体となりまして整備を進めている

ところでありまして、これまでに地形測量や地

質調査が完了し、現在、詳細設計等を進めてい
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るところであります。今後は、用地測量や用地

取得等を順次進めていくこととしております

が、当事業箇所におきましては、埋蔵文化財調

査や軟弱地盤対策に時間を要することが想定さ

れております。このため、県といたしまして

は、できる限り事業期間を短縮できますよう、

庁内の関係部局と調整を図りますとともに、西

日本高速道路株式会社や国富町などとも十分に

連携しながら、早期完成に努めてまいりたいと

考えております。

一日でも早い完成を期待して○中野 明議員

おりますので、頑張ってください。

次に、事務合理化と経費節減についてお尋ね

いたします。

管内の旅行命令のやり方をさらに合理的に改

善すべきではないかと思いますけれども、総務

部長にお尋ねします。

職員の出張に当た○総務部長（成合 修君）

りましては、用務、出張先、期間等について所

属長の決裁を受けた旅行命令が必要となりま

す。また、旅行命令につきましては、万が一、

出張中に事故等が発生した場合に、当該職員が

旅行命令どおりに業務を行ったことについて確

認したり、旅費を支給する際の証拠書類となり

ますことから、原則として、書面として所属長

の決裁を受けることとしております。議員の御

指摘にありました改善につきましては、出張に

もさまざまな形態がございますので、職員が機

動的かつ効率的に業務を行うことは大事なこと

でありますので、出張する際の事務処理方法に

つきまして改善できないか、検討してまいりた

いと思います。

何でこんな質問をするかとい○中野 明議員

うと、いろいろ出先、土木事務所に行きます

と、２キロ先の管内の現場に行くにも一回一回

出張命令を、１日５回行けば５回出さんといか

んのです。笑い話じゃないけれども、出先の所

属長は、昼からは毎日印鑑押しですわと、そん

な話です。職員服務規程18条で、出張するとき

には所属長の了解を受けなければならないとい

うことです。私が言いたいのは、東京に行くの

も、県外に行くのも、土木事務所の職員が２キ

ロ先の現場に行くのも、一緒じゃおかしいで

しょうと言っているんです。これは部長、やる

気の問題とか、人件費の問題もあります。効率

的にまだまだ改善できると思いますから、ぜひ

やってください。

次に、庁舎の照明についてはＬＥＤへの切り

かえを計画的に進めるべきだと思うが、総務部

長の考えをお聞きいたします。

県庁舎のうち本庁○総務部長（成合 修君）

舎の照明につきましては、平成22年度に執務室

内の照明器具を、ＬＥＤではございませんが、

省エネ型のインバーター式蛍光灯に、また廊下

やエレベーターホール等のダウンライト式照明

器具の大半をＬＥＤ照明に切りかえたところで

ございます。出先機関につきましては、今年

度、総合庁舎の照明のＬＥＤ化に向けた調査を

始めることとしておりまして、今後、ＬＥＤ照

明器具の市場価格の動向も見ながら、ＬＥＤ照

明への切りかえを検討してまいりたいと考えて

おります

何で私がこんな くだらん○中野 明議員 ―

とは言いませんけれども 質問をするかとい―

うと、仕事で出先に行きます、行ったとき真っ

暗なんです。真っ暗じゃないが薄明かり、外か

ら来たら見えんのです。あるところに行ったら

ついている。何でか。お客さんから苦情が来た

からつけていると。本庁へ行ったら昼は消えて

いる。みんな寝ているか、うつ伏せしている
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か、これは職員管理上どうかなと思ったんで

す。ＬＥＤにかえますと30ワットの蛍光灯だっ

たら３分の１で済むんです。80ワットだった

ら、昔のねじ込み、５アンペアぐらい、これは

節約になります。かえれば、昼の時間、明々と

つけたって、まだつりが来ます。部長、これは

職員管理上もよくないと思うんです。昼休みは

何もできん、本も読めん、これじゃどうかと思

うので、ＬＥＤにかえる金はあるわけですか

ら、２～３年すれば元を取りますよ。ぜひ積極

的に取り組んでいただきたいと思います。

もうちょっとありましたけれども、時間が来

ましたので、終わります。（拍手）

次は、鳥飼謙二議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） 県民連合の○鳥飼謙二議員

鳥飼謙二でございます。

私は、来期の県議会議員選挙には出馬しない

ことを表明いたしましたが、多くの方から慰留

の言葉などをいただき、大変ありがたく思って

おります。しかし、７期24年となるため、けじ

めをつけることとしたところでございます。議

員の任務は県民の暮らしの向上を図ることであ

り、そのために本会議で発言し、県政をチェッ

クすることが極めて重要ではないかと思うので

あります。残る任期中、積極的に発言してまい

りますので、よろしくお願いいたします。

本日、最後の質問となり、お疲れと思います

が、通告に従い質問をいたします。

まず、知事の政治資金についてであります。

知事は、2011年１月の選挙で民選18代目の宮

崎県知事に就任され、口蹄疫からの復興や本県

経済の再建などに取り組んでこられました。世

論を一色に染めようとする動きがある今日、私

は、リーダーシップにやや欠ける嫌いはあるも

のの、一党一派に属さず、リベラルで真面目に

県政に取り組むその政治姿勢を高く評価してお

りました。改選の時期を間近に控え、今回の問

題が浮上したことに政治的な思惑を感じるとと

もに、クリーンなイメージが損なわれたことを

大変残念に思います。知事は、300万円の政治資

金の処理を寄附として処理する考えはないかと

の十屋議員の質問に対して、会費として処理す

ると答弁されました。私は、知事が産廃業者を

かばっているような、まだ話せない何かがある

のではないかというような感じを受けたのであ

ります。なぜ寄附としてではなく会費として処

理されるのか、再度お尋ねいたします。

次に、人口減少問題についてであります。

元岩手県知事・元総務大臣の 氏増田寛也

は、2013年12月号「中央公論」で「壊死する地

方都市」を、2014年５月、「日本創成会議・人

口減少問題検討分科会」座長として「ストップ

少子化・地方元気戦略」を、「中央公論」６月

号に「消滅する市町村523」を発表しました。増

田氏はその中で、いわゆる限定正社員やホワイ

トカラーエグゼンプションの導入などで労働条

件を引き下げて雇用を確保するなどして少子化

をストップし、大都市への人口集中に歯どめを

かけ、選択と集中により地方に若者に魅力のあ

る地域拠点都市を整備し、地方を再生すべきだ

としています。

小田切徳美明治大学農山村政策研究所代表は

「世界」９月号で、青山彰久読売新聞特別編集

委員は「ガバナンス」６月号で、「選択と集中

は地方切り捨てにつながる。背景には経済界と

霞が関の実質的な支援がある」などと述べ、そ

の後も次々と批判が続いています。そこで、増

田レポートを含む一連の動きについて知事の認

識をお尋ねします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

平成26年９月17日(水)
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手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、会費としての会計処理についてであり

ます。本件は、相手方から会費としての申し出

を受け、それを処理したものであります。政治

資金規正法上、会費とは、政治団体の規約等に

基づく金銭上の債務の履行として政治団体の構

成員が負担するものを意味しておりまして、金

額等の多寡によって会費と寄附を区別する基準

はないところであります。あくまでも本件は、

資金提供者の、会員として政治団体の活動を支

援したいとの意思に基づくものでありまして、

規約に基づき会費として扱うことが妥当である

と考えておりまして、今回のケースにつきまし

ては、さかのぼって寄附に修正することは考え

ていないところであります。

なお、今後、政治資金につきましては、今回

のような疑念を抱かせることが二度とないよ

う、その扱いにつきましては、十分検討してま

いりたいと考えておるところでございます。

次に、人口減少に係る発表等についてであり

ます。人口減少問題をめぐりましては、日本創

成会議の報告などによりまして、東京一極集中

や雇用・産業の大都市偏在といった我が国の構

造的課題と少子・人口減少問題との関係、さら

には地方の人口減少問題の背景にある社会動態

などに対して光が当てられた側面がありまし

て、その解決に向けた国民的議論が喚起された

ことについては評価をしているところでありま

す。

このような提言を受け、国においては今般、

安倍首相を本部長とします「まち・ひと・しご

と創生本部」が発足し、地方創生担当大臣も設

けられたところでありまして、今後、地域の特

徴を生かして自律的で持続的な社会の創生を目

指す地方創生の具体化に向けた取り組みが本格

化していくものと期待しているところでありま

す。私としましては、今回の動きが、御質問に

ありましたような地方切り捨てということでは

なく、真の意味で地方の創生となるよう、国に

地方の声をしっかりと届け、さらに特色ある政

策の提案を行い、この動きを本県の浮揚につな

げてまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

毎月の会費5,000円、１年間６○鳥飼謙二議員

万円、24口、合計144万円、２名分で288万円、

残金12万円を分割し、１人年間３万円の２年で

各６万円の寄附として名前が出ないように処

理、県民から、なぜ寄附者の名前が出ない会費

としての処理を続けるのだろう、まだ何かある

のではないかと思われることは、クリーンな知

事がとるべき態度ではないと思われるのです

が、いかがでしょうか、再度お尋ねします。

今、答弁申し上げたと○知事（河野俊嗣君）

おりでございます。当時の相手方の申し出が会

員として支援をしたいというものであったとこ

ろでございます。それを年度に分けたというと

ころに関しましては、事実とそごがあるんでは

ないかというようなところで修正をさせていた

だくところでございますが、当時の申し出に

沿った処理をするというような整理でありま

す。

次に、人口減少問題でござい○鳥飼謙二議員

ます。

一般質問の最初に後藤議員の定住自立圏構想

等の紹介がございましたけれども、その指摘は

非常に的を射ているというようなことを感じま

した。いずれにしましても、人口減少、地域活

性化は本県にとって大きな課題であります。本
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県での地域おこし協力隊や集落支援員の活動状

況と県の取り組みについてお尋ねします。

地域おこし○総合政策部長（橋本憲次郎君）

協力隊は、地方自治体が都市住民を受け入れ、

特産品の開発や農林業の支援などの各種活動に

従事していただきながら、当該地域への定住・

定着を図る国の制度でございまして、現時点で

は県内６市町村に20名が設置されているところ

でございます。また、同じく国の制度でありま

す集落支援員は、市町村職員と連携しながら、

集落の目配り役として集落を巡回し、状況把握

や住民の話し合いの支援等を行うもので、現時

点では県内６市町に62名が設置されておりま

す。

県といたしましては、地域おこし協力隊や集

落支援員は、集落や地域の維持活性化に向けて

大いに活用すべきと考えておりますので、市町

村に対しこれらの制度を周知し、導入を働きか

けるとともに、集落支援員が集落点検を実施す

る場合はその人件費等の一部を補助するなど、

支援を行っているところでございます。

集落支援員とか地域おこし協○鳥飼謙二議員

力隊は偏っているような感じも受けますので、

もうちょっと広げていただくようにお願いした

いと思います。

人口減少・地域活性化特別委員会で調査をい

たしました熊本県の事例では、ことし３月に移

住定住促進戦略を策定し、全市町村の概要や生

活・交通環境、買い物環境、医療環境、子育て

・教育環境などを説明した「移住ガイドブッ

ク」を作成し、各市町村へつないだり、４億円

の県単予算を確保して、住まい、仕事探しの支

援等、移住・定住を本格的に取り組んでおられ

ました。そこで、本県の取り組みについてお尋

ねします。

本県では、○総合政策部長（橋本憲次郎君）

移住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

者向けの空き家物件情報を提供する空き家バン

ク事業や実際に宮崎での生活を体験していただ

くお試し滞在事業等の移住促進に向けた取り組

みへ支援を行うなど、市町村と連携し、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、未来みやざき創

造プランにおける目標「平成23年度から４年間

で200世帯」に対しまして、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

るところでございます。

ありがとうございました。い○鳥飼謙二議員

ずれにしましても、相談しやすいといいます

か、そういう体制をつくっていただきたいとい

うふうに思います。

次に、人口減少地域における学校の役割につ

いてであります。学校は、地域にとっては地域

統合の象徴であり、子育て世代が居住する最低

の条件ではないかと思うのでありますが、学校

の果たす役割について教育長の認識を伺いま

す。

小中学校の廃校状況等については割愛をいた

します。

また、串間市は、2017年度から６つの中学校

を１校に統合すると発表されました。複式学級

や適正規模等の悩ましい問題がありますが、地

域の衰退に拍車をかけるのではないかと懸念し

ております。そこで、統廃合の現状と課題につ

いて教育長の認識をお尋ねします。

地域の中で学校とい○教育長（飛田 洋君）

うのは、子供たちの願いや思いをかなえるため

の力を子供たちに育み、夢や希望を未来へつな
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げていくための学びの場であり、将来、地域を

支えていく人材を育成する役割が大きいと考え

ております。

串間市の中学校の再編の検討につきましてで

すが、公立小中学校の統廃合につきましては、

設置者である市町村が地域の実情や保護者及び

地域住民の方々の御意見を十分に踏まえた上

で、学校の果たす役割もしっかり考慮し、子供

たちにとって魅力ある環境はどうあるべきかを

考え、判断していただくことが大切であると考

えております。

串間市の統廃合問題は、高等○鳥飼謙二議員

学校の統廃合と同根ではないかと思います。教

育委員会は、平成15年度から宮崎県立高等学校

再編整備計画を制定し、学校再編に取り組んで

こられましたが、人口減少地域での高等学校の

再編整備の方向性についてお尋ねします。

生徒数の減少等によ○教育長（飛田 洋君）

り高等学校の小規模化が進むと生徒同士の切磋

琢磨や学び合いの機会が減ったり、活気ある学

校行事や部活動が展開しにくくなったりするな

どの課題が生じると考えられます。県立高等学

校の再編整備につきましては、このような課題

を踏まえながら、何よりも子供たちにとって魅

力と活力のある教育環境を今後とも提供するこ

とができるかという視点を中心に、地域の実態

にも配慮しながら、そのあり方や方向性につい

て検討していくことになると考えております。

地域の活性化についても少し○鳥飼謙二議員

は思いをはせていただきたいなと思っておりま

す。

次に、高齢化と地域医療の充実についてであ

ります。

高齢化に伴う医療と介護の連携については、

数年後には団塊の世代が後期高齢者となるな

ど、対策は急務となっています。国においても

医療と介護の連携強化を図る組織が設置されま

したが、本県においても、例えば医療介護局な

ど組織体制の整備が必要と思われますので、福

祉保健部長にお尋ねします。

本県の高齢者○福祉保健部長（佐藤健司君）

数がピークを迎えていく中で、御質問のありま

した執行体制の充実は必要性が今後高まってい

くものと考えますが、県としましては、まずは

地域での在宅医療と介護の連携に係る協議会や

研修会の開催など、医療と介護の連携を図る取

り組みを推進してまいりたいと考えておりま

す。

わかりました。しかし、十分○鳥飼謙二議員

検討をお願いしたいと思います。

次に、医師、看護師等の医療スタッフの確保

についてであります。2012年末の本県医師数

は2,709名で10万人当たり240.6人と、全国平均

をやや上回っていますが、県央部に約60％が集

中し、一部を除いて地方は極端な医師不足の状

態にあります。県医師会の機関誌「日州医事」

９月号では、常勤医師263名、非常勤医師67名、

合計330名の求人が出されて求職者はわずか４

名、うち充足していると見られている宮崎市

は40％の132名が募集されておりました。このよ

うに医師不足は深刻な状況となっています。ま

た、看護師についても、２次、３次病院を中心

に常勤看護師や新人看護師の離職が相次ぎ、慢

性的に不足する状態が続いています。そこで、

医師、看護師の確保についての取り組みについ

てお尋ねします。

県では、医師○福祉保健部長（佐藤健司君）

の確保と地域偏在の解消を図るため、医師修学

資金の貸与や宮崎大学医学部地域医療学講座へ

の支援等を行うとともに、県内外での病院説明
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会等を通じた臨床研修医の確保、自治医科大学

卒医師の適切な配置や県外からの医師の招聘な

どに取り組んでいるところであります。看護師

確保につきましては、養成所の運営支援や看護

学生に対する修学資金の貸与のほか、病院内保

育所の整備とともに、ナースセンターによる無

料職業紹介や潜在看護師の講習会を実施するな

ど、看護師の復職支援を行っているところであ

ります。

厚生労働省では医療機関に対○鳥飼謙二議員

する総合的支援を行うとして医療勤務環境改善

支援センターの設置を求めていますが、本県の

検討状況についてお尋ねします。

医療従事者の○福祉保健部長（佐藤健司君）

確保を図るためには、その勤務環境を改善する

ことが大変重要でありますので、これまでも、

労働局や県医師会、看護協会など関係団体との

協議の場を持ってきたところであります。こう

した中、本年６月に改正されました医療法にお

きまして、都道府県は医療勤務環境改善支援セ

ンター機能の確保に努めることとされたところ

でございます。このため、県といたしまして

は、ただいま申し上げました協議の場を活用し

て、同センターの設置につきまして、関係団体

と具体的に協議を始めることとしているところ

であります。

しっかり準備をお願いしたい○鳥飼謙二議員

と思います。

次に、救急搬送に当たる消防職員についてで

あります。これまでも再三、消防職員の不足が

指摘され、救急隊が119番通報を受けて現場到着

に要した時間や病院搬送までに要した時間が長

くなるなど、一分一秒を争う救急医療では致命

的であるとさえ言えます。要因は、救急隊、救

急隊員の不足にあると思われますので、消防力

の整備指針での充足率とあわせて危機管理統括

監にお尋ねします。

救急隊の救○危機管理統括監（金丸政保君）

急現場への到着所要時間につきましては、平

成24年の平均で本県が9.5分、全国は8.3分と

なっております。この要因につきましては、消

防署やその出張所の配置状況、救急車や救急隊

員の数が考えられるほか、救急出動件数が増加

していることなど、複数の要因が関係している

ものと考えております。

御質問のありました消防職員の充足率につき

ましては、消防車両の現有台数に対しまして消

防職員が何人必要かということを基準にしてい

るところでございますが、平成24年４月現在で

全国平均の76.5％に対しまして本県は72.4％と

下回っており、順位では全国21位という状況に

あります。救急車が現場に到着するまでの一分

一秒は傷病者の生死を分ける時間帯でありまし

て、重く受けとめておりますので、消防職員の

充足率を含めまして、今後、要因の分析や対策

につきまして、各消防本部と検討を行ってまい

りたいと考えております。

よろしくお願いを申し上げま○鳥飼謙二議員

す。カーラーの救命曲線というのがあるそうで

すけれども、心臓停止で３分間、呼吸停止で10

分間で死亡率が50％以上になるというようなこ

とがございますので、ぜひ充実を図っていただ

きたいと思います。

次に、ドクターヘリの運航状況についてであ

ります。救急医療体制が不十分な中山間地の住

民にとっては、ドクターヘリは最後の命のとり

でであります。2012年度に導入されたドクター

ヘリの運航状況についてお尋ねします。また、

地域医療再生基金終了後のドクターヘリの運航

について、その後の検討状況についてお尋ねし
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ます。

まず、ドクタ○福祉保健部長（佐藤健司君）

ーヘリの運航状況でありますが、昨年度の出動

件数が458件で、対前年度比91件の増となってお

り、消防非常備町村を含む県内全ての消防本部

から出動要請があっております。

次に、ドクターヘリの運航につきましては、

現在は国庫補助金と地域医療再生基金で負担を

いたしておりますが、基金が終了する平成28年

度以降も運航は当然続ける必要がありますの

で、その財源確保につきましては、これまでも

市町村長が集まる場、具体的には市町村連携会

議等の場におきまして負担のお願いをしており

ますが、今後、具体的な負担額をお示ししなが

ら、一部負担をお願いしてまいりたいと考えて

おります。

よろしくお願いいたします。○鳥飼謙二議員

次に、県立病院事業について病院局長にお尋

ねをいたします。先日、病院局が発表しました

昨年度の病院事業決算見込みによりますと、18

年ぶりに黒字決算になったとのことであり、病

院局長を初め、現場の医療スタッフの懸命の努

力によるものと高く評価をしたいと思っており

ます。そこで、黒字決算となった要因について

どのように分析しておられるのか、病院局長に

お尋ねいたします。

県立病院事業の黒○病院局長（渡邊亮一君）

字化につきましては、平成18年度の地方公営企

業法の全部適用以降、２期８年にわたる中期経

営計画に基づきまして、医師や看護師など医療

スタッフの確保を図りながら、収益の向上や費

用の節減といった経営改善に職員が一丸となっ

て取り組んだ結果と考えております。具体的に

は、収益の面では、重症度の高い患者に対応し

たより手厚い看護体制の構築など、新たな施設

基準の取得や高度な手術件数の増加等により、

平成17年度と比べまして、約16億円の収益増が

図られたところでございます。また、費用の面

では、薬品・診療材料等の共同購入や業務委託

の推進、後発医薬品の採用推進等によりまし

て、同様に約16億円の費用節減が図られ、これ

らによりまして病院事業全体での黒字化が達成

できる見込みとなったものでございます。以上

でございます。

次に、診療報酬改定について○鳥飼謙二議員

であります。厚生労働省はことし４月、２年ぶ

りに診療報酬改定を行いました。それによりま

すと、病床機能の分化や在宅復帰率による新報

酬システムの導入、消費税引き上げ等を考慮し

ますと診療報酬全体でマイナス1.26％という厳

しいものとなったようであります。そこで、今

回の診療報酬改定の評価と影響についてお尋ね

します。

今年度の診療報酬○病院局長（渡邊亮一君）

改定は、国の医療制度改革を受けまして、医療

機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実

等、地域完結型医療を促進する方向で行われた

ところでございます。その中身を見ますと、７

対１入院基本料の算定要件が厳格化されるな

ど、急性期病床の削減に向けた内容も盛り込ま

れておりまして、急性期医療を担う病院にとっ

ては厳しいものとなっております。また、改定

率は、診療報酬本体と薬価部分を合わせた全体

でプラス0.1％となっておりますが、消費税増税

分の対応分1.36％を除きますと、実質マイナ

ス1.26％となっておりまして、本県の病院事業

で収入ベースで約３億円のマイナスの影響が生

じるものと見込んでおります。

なお、消費税増税により医薬品等の購入に係

る税負担も増加いたしましたが、これにつきま
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しては、先ほど申しました診療報酬の上乗せに

より対応できるものと考えております。

次に、宮崎病院の救命救急セ○鳥飼謙二議員

ンターについてであります。宮崎病院の平成24

年の救急自動車搬送数は、救急科の整備もあ

り、2,462件と急増していますが、救急患者の受

け入れ状況と救命救急センターの診療体制につ

いてお尋ねします。また、救急医療体制の充実

は最重要課題でありますが、宮崎病院の再整備

の中でどのように位置づけられているのか、病

院本体の再整備の検討状況とあわせてお尋ねし

ます。

まず、宮崎病院の○病院局長（渡邊亮一君）

救急患者受け入れ件数でございますが、平成23

年度が5,099件、24年度が5,717件、25年度

が6,492件と増加傾向にございます。

次に、救命救急センターの人員体制でござい

ますが、ことし３月に救急医を１名増員すると

ともに、４月には看護師の夜勤体制を３名から

４名にするなど充実を図っておりまして、９月

１日現在で医師２名、看護師33名、救命救急士

１名の計36名体制となっております。

宮崎病院の再整備につきましては、現在、基

本構想の策定に向け作業を行っており、その中

で救命救急センターの機能拡充も大きな課題と

なっているところでございます。このため、こ

れから行います再整備を念頭に置きながら、セ

ンター運営のかなめとなる救急医のさらなる確

保を図るとともに、診療報酬上の施設基準取得

も踏まえた看護体制の強化、あるいは研修医の

積極的な確保と活用などにも取り組んでまいり

たいと考えているところでございます。

救命救急センターの医師がこ○鳥飼謙二議員

としから２名になったということで、ウオーク

インの方も入れて約6,400というようなことでご

ざいました。しかし、宮崎大学附属病院の救命

救急センターは医師が20名、救急専門医が６

名、看護師が47名というふうになっておりま

す。ぜひ、充実をお願い申し上げたいというふ

うに思います。

次に参ります。前回の病院の整備では現場職

員の意見が余り反映されず、使い勝手が悪いと

看護スタッフからは不評でありました。今回の

再整備に当たっては現場スタッフの意見を十分

反映させるべきと思いますので、対応について

お尋ねします。

県立宮崎病院の再○病院局長（渡邊亮一君）

整備に当たりましては、県民の皆様に良質で高

度な医療を提供するため、診療機能の強化や療

養環境の充実とともに、病院スタッフが働きや

すい環境づくりが不可欠であると考えていると

ころでございます。このため、病院の問題点や

改善策等につきまして、昨年来、各診療部門等

へのヒアリングを行うなど、状況の把握に努め

てきたところでございます。また、現在、病院

長を委員長とし、看護部長など現場スタッフも

委員にしました県立宮崎病院再整備基本構想策

定検討委員会を設置し、院内の意見集約を図っ

ているところでございます。今後とも、病院運

営の特殊性等を考慮しまして、病院スタッフの

意見も十分に踏まえ、基本構想の策定作業を

行ってまいりたいというふうに考えておりま

す。

特に延岡病院では今でもこう○鳥飼謙二議員

いう使い方は悪いということで、一昨年です

か、太田議員などと調査に行きましたけれど

も、ぜひ充実したものをつくっていただくよう

にお願い申し上げたいと思います。

患者の高齢化、重度化の中で、仕事の悩みや

心の病を抱えた職員がふえ、メンタルダウンす
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る職員もふえているようであります。精神的な

悩みや育児休業等からの職場復帰する上での悩

みなどを気軽に相談できる窓口が必要だと思い

ますが、現状についてお尋ねします。

県立病院は、昼夜○病院局長（渡邊亮一君）

を問わず患者に対応するストレスの多い職場で

すので、職員の心の健康管理は大変重要な課題

であります。このため、病院局主催のメンタル

ヘルス研修を毎年実施するとともに、各職場に

おいては、仕事で悩みがある場合は各病棟の看

護師長や副師長などが相談相手となりまして、

特に心の病が心配される場合は院内の臨床心理

士によるカウンセリングも行っているところで

ございます。また、深刻なケースにつきまして

は、病院の看護部や事務部の職員も連携しなが

ら、対応を行っているところでございまして、

今後とも、知事部局の専門相談員による窓口相

談や指定専門医による相談事業なども活用しな

がら、職員の心の健康管理対策に努めてまいり

たいと考えているところでございます。

教育現場でのパワハラ・セク○鳥飼謙二議員

ハラの議論もありまして、相談しやすい体制を

という議論がございました。ぜひ、そういう体

制をつくっていただきたい。私の携帯には現場

からのＳＯＳがよくやってまいります。ぜひ、

よろしくお願い申し上げたいと思います。

最後になりますが、18年ぶりの病院黒字化に

ついて知事の所見を求めます。

県立病院事業が黒字を○知事（河野俊嗣君）

達成する 19年ぶりということでございます―

が 見込みとなりましたことは、平成18年の―

地方公営企業法の全部適用を契機としまして、

各病院長を初めスタッフが一丸となって、より

一層の医療機能の向上や経営改善に取り組み、

それが実を結んだものと考えているところであ

ります。今回の黒字化は、県立病院が今後とも

県民の皆様に高度で良質な医療を安定的に提供

する上で大きな意義があるものと思っておると

ころでございます。

急速な少子高齢化の進展や医師不足など、本

県医療を取り巻く環境は依然として厳しいもの

があります。そのような中にあって、日南病院

のさらなる収支改善でありますとか、延岡病院

等の休診科の解消、あるいは宮崎病院の再整備

など、さまざまな課題も残されておりますの

で、引き続き、医療機能の充実や経営改善に努

めながら、本県の医療を担う中核病院として安

定的な病院運営に努めてまいりたいと考えてお

ります。

19年ぶりでした。どうも失礼○鳥飼謙二議員

いたしました。

次に参ります。児童相談所の機能強化につい

てお尋ねします。

ことし７月、長崎県佐世保市で県立高校１年

生の女子生徒が同級生の女子生徒から殺害さ

れ、遺体の一部が切断されるというショッキン

グな事件がありました。猫を解剖したり、父親

をバットで殴り、けがをさせたり、継母に人を

殺してみたいと言ったりするなどの行為があっ

たため、犯人の女生徒を治療していた精神科医

師から、このままでは人を殺しかねないと佐世

保こども・女性・障害者支援センターに電話が

あったものの、不十分な対応であったと報道さ

れました。現在、関係機関による精神鑑定など

が行われていると聞いていますが、事件の真相

を解明するには数年の期間を要するものと思わ

れます。本県でも同様の事件が発生しないとは

限りません。福祉保健部長はこの事件をどのよ

うに受けとめ、児童相談行政に生かしていかれ

るのか、お尋ねいたします。
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今回の事案○福祉保健部長（佐藤健司君）

は、とうとい子供の命が失われ、同級生が逮捕

されるという極めて痛ましく深刻な事案であ

り、決して二度と起こしてはならないと考えま

す。家庭や子供が抱える問題が複雑化、深刻化

する中で、子供の安全が守られ、健全に育成さ

れるためには、児童相談所、市町村、学校、警

察等の関係機関が意識や情報を共有し、それぞ

れの役割をしっかりと果たすことが今後ますま

す重要になってくると考えております。このた

め、県といたしましては、全市町村に設置され

ております要保護児童対策地域協議会等の場を

通じて、関係機関とさらに緊密に連携を図って

まいりたいと考えております。

先日、厚生労働省は、全国の○鳥飼謙二議員

児童相談所での2013年度の虐待相談件数は７

万3,765件で昨年度より10.6％増加していると発

表しました。本県での児童虐待への対応と現状

についてお尋ねします。

ところで、2012年度の３児童相談所の業務概

要によりますと、相談全体の取り扱い件数

は3,786件、内訳は知的障がいなどの障がい相談

が41.4％の1,568件、虐待などの養護相談が21.8

％の827件、家庭内暴力や不登校などの育成相談

が20.8％の788件、虞犯、触法行為などの非行相

談が6.7％の253件と、多種多様な相談、指導が

行われています。今後、なお一層複雑で困難な

相談が増加するものと思われ、児童相談所の専

門性を高めていくことが極めて重要と思われま

すので、お尋ねをいたします。

児童虐待相談○福祉保健部長（佐藤健司君）

対応件数は、平成23年度410件、24年度443

件、25年度560件と、年々増加をしてきておりま

す。虐待相談につきましては、24時間365日対応

できる体制を整えており、相談を受けた場合に

は市町村等の関係機関と連携して速やかに子供

の安否を確認するなどし、的確な対応を行って

おります。

次に、児童相談所の専門性を高めるために県

では、指導的職員として経験豊富な職員を配置

し、経験の浅い職員の指導等に当たらせるとと

もに、福祉職や心理職、保健師などの専門職を

配置し、組織としての専門性の確保に努めてお

ります。また、個々の職員の資質を高めるた

め、専門機関での研修を計画的に受講させてい

るところであります。

児童福祉司を倍増といいます○鳥飼謙二議員

か、それから３児童相談所で一時保護所をその

まま継続しているとか、評価するところはたく

さんあるというふうに思っております。人もふ

えてきたというふうに思っておりますが、問題

はキャリア不足にあるんではないかと思ってお

ります。県の職員は優秀で熱意がある。一生懸

命頑張られるんですけれども、私の感じとしま

しては、やはり10年程度の経験が平均として必

要なんじゃないかなというような気がいたして

おります。このことについてはまた別途やりた

いというふうに思っておりますけれども、ケー

スワーカーはいつも精神的に追い込まれてい

る。日曜日でも休みの日でも夜でも家庭にいる

ときもそういうのが現状でございます。さらに

また、教育委員会の出向については、25年の２

月に申し上げましたけれども、単に３年間の経

験だけで済ますというのはいかがなものか、児

童相談所に専門性が蓄積していかないというふ

うに思っておりますので、検討をお願いしたい

というふうに思っております。

次に、認知症対策についてお尋ねします。

ことし４月、徘回していた愛知県内の認知症

の男性が線路に立ち入って列車にはねられ死亡
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した事件で、ＪＲ東海が遺族に対し振りかえ輸

送費などの損害賠償を請求していた裁判の控訴

審判決は、認知症患者を持つ家族や社会に大き

な衝撃を与えました。当時、男性は91歳、介護

度４、介護していた介護度１の85歳の同居の妻

に対して監督不十分だとして360万円の支払いを

求める判決であったからでございます。１審は

別居の長男に対しても同額の損害賠償を求めた

わけでございますけれども、介護の社会化に水

を差す判決ではないか、裁判所は認知症患者を

おりに入れて閉じ込めておけとでも言うのだろ

うかというふうに思いました。

県内でも、昨年９月にえびの市で認知症の高

齢者が自動車を運転し、小学生３人をはねる人

身事故を起こし、１人の子供は今でも意識不明

という痛ましい事故が起き、ことし８月には３

億6,000万円の損害賠償を求める訴訟が提起され

ています。また、昨年暮れ、延岡市で若年性認

知症男性が公務執行妨害で逮捕され、処分保留

で釈放されるという事件も起きています。今

後、認知症患者はさらに増加すると見込まれて

おり、その対策は喫緊の課題となっておりま

す。そこで、認知症患者の現状と対策について

福祉保健部長にお尋ねします。

日常生活にお○福祉保健部長（佐藤健司君）

いて見守りを必要とします認知症の方は現在、

県内に３万人程度と推計しておりまして、今後

ますます増加する深刻な課題であると考えてお

ります。このため、県におきましては、医療相

談や専門医療の提供を行う認知症疾患医療セン

ターを県内３カ所設置したほか、地域で認知症

の方やその家族を支える認知症サポーターの養

成支援や、住みなれた地域で暮らすためのグル

ープホームなどの整備に対する助成を行ってい

るところであります。また、今年度からは、認

知症の早期発見・早期対応に重要な役割を果た

すかかりつけ医や病院看護師を対象とした研修

を実施することとしております。

認知症患者さんの運転は、認○鳥飼謙二議員

知機能の低下により飲酒運転と同じであるとい

うふうに言われています。本人の理解はもちろ

ん、家族、社会が認知症への理解を進めること

が大変重要であると思っています。そこで、警

察本部での高齢者等への運転免許自主返納の取

り組みについてお尋ねします。

運転免許証の自○警察本部長（坂口拓也君）

主返納につきましては、運転の必要や自信がな

くなったなどの理由によりまして、平成25年中

に1,429件、前年比プラス79件、本年は８月末現

在で1,048件、前年同期比プラス133件の運転免

許全部の取り消し申請を受理しております。

認知機能の低下など安全な運転に支障のある

運転者については、交通事故の当事者はもとよ

り、運転免許更新者に対する病状等の質問、自

動車学校における高齢者講習など、あらゆる機

会を通じて把握に努めているところでありま

す。また、把握した運転者については、警察官

が本人や関係者と面接を行い、日常の運転状況

などを聴取して運転免許証の自主返納を含めた

安全指導を行っております。その他、運転免許

センターと警察署では、認知症などに罹患した

運転者を心配される御家族や関係者からの運転

適性相談にも応じております。警察といたしま

しては、今後とも、認知症など病気等にかかわ

る悲惨な交通事故が発生しないように医療・福

祉関係者と連携強化を図ってまいりたいと考え

ております。

よろしくお願いいたします。○鳥飼謙二議員

最近、マスコミ報道で何年も行方不明となっ

たいた認知症患者さんの身元が判明するという
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報道が相次ぎました。特に、群馬県で７年前に

保護された女性がＮＨＫ報道で東京都の67歳女

性と判明した事件、私はこれをテレビで見て

おったんですが、保護された当初は笑顔が見ら

れていた患者さんが判明した時点では全く無表

情となっていて、愕然といたしました。もっと

早く家族のもとへ帰してやれなかったのだろう

か、個人情報の保護で本人の顔写真などが出せ

ないため、どうしても捜すことができないとい

うのは、誰のための法律なのかと思うわけであ

ります。本県の認知症行方不明者の届け出と警

察の対応についてお尋ねいたします。

本県の認知症ま○警察本部長（坂口拓也君）

たは認知症の疑いのある行方不明者の届け出受

理状況についてでありますが、統計をとり始め

た平成22年から平成26年７月末までの総受理件

数は166件の166名であります。

警察ではこのような行方不明者の届け出を受

理した場合には、人定事項、身体特徴、服装等

に加えて、氏名や住所が言えるか、あるいは徘

回が予想される場所があるかなど、手配に必要

な事項を入念に届け出人から聴取いたします。

その上で、部隊を編成して消防団等関係機関と

の連携による捜索、警察犬の投入や警察ヘリに

よる捜索、徘回高齢者ＳＯＳネットワークによ

る県内市町村に対する手配、全国警察への行方

不明者手配などの活動を行っております。ま

た、御家族等から同意を得た場合には顔写真を

含めた公開手配も行っております。今後とも、

認知症または認知症の疑いがある行方不明者を

初め、事件や事故に遭遇しているおそれのある

行方不明者につきましては、早期の発見、保護

に努めてまいります。

徘回高齢者ＳＯＳネットワー○鳥飼謙二議員

クや警察等関係機関の連携でかなりの確率で認

知症行方不明者は発見されているようでありま

す。警察本部から事前にいただいた資料で、最

近の４年間で140件の届け出があり、発見された

のは137人、そのうち16名の方は残念ながら亡く

なられていて、宮崎県の方は３名とのことで

す。この中に、いわゆる新聞で報道された太郎

さんのような事例が含まれているのではないか

と心配されます。そこで、身元が判明しない認

知症患者の行方不明者を発見した場合、警察で

はどのように対応しておられるのか、お尋ねい

たします。

身元の判明しな○警察本部長（坂口拓也君）

い認知症または認知症の疑いのある行方不明者

等の、いわゆる迷い人を発見、保護した場合の

警察の対応についてでありますが、まず県内の

全警察署及び市町村への行方不明者の有無の照

会や、全国警察に対する迷い人照会を行いま

す。その後、24時間以内に身元が判明しない場

合には、当該迷い人を市町村へ引き継ぐととも

に、身元確認のために保護施設等との継続的な

情報交換や全国警察への再照会を行っておりま

す。警察といたしましては、今後とも、迷い人

を発見、保護した場合には、関係機関と緊密な

連携を図りながら、積極的に身元解明を行うな

ど、御家族のもとに早期に引き渡しができるよ

うに努めてまいります。

迷い人と言うんですね。初め○鳥飼謙二議員

て聞きましたが、ぜひ発見に努めていただきた

いというふうに思います。

本格的高齢社会を迎えて、認知症患者さんを

家族が自宅で介護するという事例が今後急速に

増加することが見込まれており、本人、家族、

社会が、認知症とは何か、認知症患者さんにど

う接すればよいのか、理解を深めることが急務

となっています。患者さんを支援する団体など
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は講座を開き、認知症サポーターの養成に取り

組んでおられるようで、私も受講しまして、こ

のオレンジのものなんですが、バンドをいただ

きましたけれども、そしてまたかかりつけ医や

スタッフの研修を始められたとのことでありま

す。県職員、警察官はもちろんのこと、認知症

についての県民の理解を深めるための今後の取

り組みについて福祉保健部長にお尋ねします。

ただいま御指○福祉保健部長（佐藤健司君）

摘いただきましたように、広く県内に認知症へ

の理解を進めていくことは大変重要であります

ので、引き続き、市町村が行う認知症サポータ

ーの養成を支援してまいりたいと考えておりま

して、特に養成数の少ない市町村に対し県内の

先進事例を紹介いたしますとともに、養成講座

の指導者育成のための研修を共同で実施するな

ど、積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。なお、県職員につきましては、まずは

今年度、業務のかかわりが深い福祉保健部本庁

職員を対象に養成講座を実施いたしまして、64

名が受講いたしたところであります。

ありがとうございました。県○鳥飼謙二議員

職員、それから警察官の皆さんもぜひこのサポ

ーター養成講座を受けていただいて、理解を深

めていただきたいと思います。今月21日は、世

界アルツハイマーデーでございます。認知症の

人と家族を支える会では講演会の 10月20日―

になりますけれども 聴講を呼びかけておら―

れますので、御紹介をしておきたいと思いま

す。

次に、エネルギー問題について、最後になり

ますが、お尋ねをいたします。

世界自然エネルギー白書によりますと、国内

の全発電量は１兆1,014億キロワットアワー、そ

のうち自然エネルギーは設備容量で1,700万キロ

ワット、発電量で446.7億キロワットアワー

の4.06％と、世界の21.7％を大きく下回ってい

ます。また、2012年７月には固定価格買い取り

制度（ＦＩＴ）が導入され、９月には革新的エ

ネルギー・環境戦略として2030年に全発電量

の30％を再生可能エネルギーとすることが閣議

決定され、原発ゼロが目標とされましたが、そ

の後の政権交代で大幅な見直しを余儀なくされ

ているのが現状でございます。しかし、ＦＩＴ

制度の導入は、雇用を生み出し、我が国のエネ

ルギー事情を大きく変えようとしています。

まず、原発についてお尋ねいたします。原子

力規制委員会は、日本を壊滅させたかもしれな

い３・11東京電力福島原発事故の原因も解明さ

れない中で、また同委員会の火山活動専門家会

合で巨大噴火のリスクの指摘に何らの対応もし

ないまま、川内原発再稼働にゴーサインを出し

ました。事故が発生した場合、影響があるので

はないかと県民にも不安が広がっています。知

事はどのような影響があると思われますか。ま

た、県民の不安を解消し、安全を確保するた

め、知事は行動すべきと思いますので、知事の

所見を求めます。後は知事に質問をいたしま

す。

原子力発電所につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、国民、県民の間から、その安全性を不

安視する声があることは承知しておるところで

あります。国や原子力規制委員におきまして

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

査過程など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、国に対し、安全性に関する明確か

つ丁寧な説明、さらに国が前面に立ち、防災対

策の充実強化を図ることなど、全国知事会等を
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通じてさまざまな提言を行ってきたところであ

ります。今後とも、引き続き、県民の生命や財

産を守る観点から、国や九州電力に対し必要な

情報提供や対応というものを求めてまいりたい

と考えております。

次、行きます。ことし３月、○鳥飼謙二議員

県は地域防災計画に原子力災害対策編を追加し

ました。それによると、安全神話にとらわれず

に、被害の軽減及び拡大防止のため、予防・応

急・復旧対策を定めるとしていますが、県の取

り組み状況についてお伺いをいたします。

原子力災害に関する地○知事（河野俊嗣君）

域防災計画についてであります。現在、原子力

発電所から30キロメートルを超える区域につい

て策定は求められていないわけでありますが、

本県におきましては、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

編を新設し、緊急時の情報収集や伝達体制、住

民避難などの防護活動などについて基本的な考

え方などを盛り込んだところであります。この

うち情報収集や伝達体制につきましては、昨年

度、県と市町村の連絡体制を整備しまして、訓

練を２回実施したところであります。今後は、

新設した原子力災害対策編に基づき、住民への

情報伝達を想定した、より実践的なものにして

いく必要があると考えておるところでありま

す。現在、原子力規制委員会では、30キロメー

トルを超える区域について防護措置を実施する

範囲及び判断基準などの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、地域防災

計画のさらなる改正についても検討してまいり

たいと考えております。

具体的な避難計画もなく、避○鳥飼謙二議員

難訓練も行われないまま、原発を再稼働するこ

とに問題はないのでしょうか。田中俊一原子力

規制委員長は参議院の予算委員会の質問に対し

て、「新規制基準と防災が車の両輪だと認識し

ています。防災・避難計画を策定するのは内閣

防災が所掌ですし、それを実行するのは地方自

治体で、住民の方が安心できなければ稼働に結

びつかないだろうという意味で車の両輪ですと

申し上げました」と答弁されています。しか

し、政府、規制委員会、自治体の３者が責任を

明確にしないまま、来春には川内原発が再稼働

されようとしていますが、このような無責任状

態のまま再稼働を行うべきではないと私は思っ

ております。

７月にえびの市から県と県議会に要望書が提

出されました。要望書では、万が一事故が発生

したら、規模や風向きにより、はかり知れない

影響を受けるおそれがあるとして、１、速やか

な情報提供と伝達手段の構築、２、広域避難所

設置等を求めています。また、市民団体からも

再稼働について反対を表明してほしいなどの要

請が知事に対して行われています。市町村や県

民の不安にどのように知事は対応されるのか、

お尋ねします。

えびの市からは７月○知事（河野俊嗣君）

に、原子力災害発生時におきます防災情報の伝

達及び避難所の指定などに関する県の支援につ

いて要望をいただいたところであります。この

うち防災情報の伝達につきましては、昨年７月

に県と九州電力で覚書を締結し、事故が発生し

た場合などの情報が入手できることになりまし

たので、得られた情報を直ちに市町村及び住民

に伝達することとしておるところであります。

また、避難所の指定などに関する県の支援につ

きましては、先ほど申し上げましたとおり、原

子力規制委員会により30キロメートルを超える



- 322 -

平成26年９月17日(水)

区域について検討が行われておりますので、こ

れを見きわめた上でしっかりと対応していきた

いと考えております。原子力発電所の安全性に

関して県民等から不安の声があることは承知を

しておるところでありますが、今後とも、県民

の安全・安心が確保できますよう市町村や関係

機関と十分に連携を図ってまいりたいと考えて

おります。

次に、小林市の太陽光発電事○鳥飼謙二議員

業の中止については徳重議員から既に質問があ

りましたので取りやめますけれども、当初は了

解されていたものが中止となったことは極めて

問題ではないかと思っております。電力会社は

公営企業と同等であります。積極的に再生エネ

ルギー推進を図るべきというふうに思っており

ます。事業者としても問題解決に取り組むべき

ではないかということを指摘しておきたいと思

います。

昨年３月に策定されました新エネルギービ

ジョンについてであります。九州電力等により

ますと、本県の電力需給状況は39億7, 2 4 2

万1, 0 0 0キロワットアワー、消費電力は94

億7,581万キロワットアワーとなっています。そ

のうち県外送受電電力量は55億338万9,000キロ

ワットアワーで、県内における発電は九電や企

業局の水力発電、旭化成の自家発電等を含めま

して、自給率は42％となっています。新エネル

ギービジョンでは、電力使用量に対する自給率

は2010年度が2.8％、目標年の2022年度は約14.8

％となっていますが、導入状況について、ここ

は環境森林部長にお尋ねをいたします。

新エネルギー○環境森林部長（徳永三夫君）

ビジョンにおきまして、発電につきましては、

ビジョンの最終年度であります平成34年度の目

標を御質問にありましたように本県の電気使用

量総量の約14.8％に当たる83万4,000キロワット

と設定しておりまして、平成25年度の実績は

約36万キロワットで、達成率は43％となってお

ります。この結果、平成25年度の新エネルギー

による自給率は電力使用量の約6.7％となりま

す。

環境エネルギー政策研究所と○鳥飼謙二議員

千葉大学の「永続地帯2013年版報告書」により

ますと、民生部門（家庭・業務）と農林水産部

門電力需要と比較した都道府県別の自然エネル

ギー供給の割合が10％を超えているのは、大分

県など11県となっています。大分、鹿児島、熊

本が10％以上ですが、宮崎県は佐賀県に次い

で19位となっています。熊本県では、総合エネ

ルギー計画で県内で消費する家庭部門の電力消

費量を目標とするなど、県民や企業にもわかり

やすい設定がされています。導入機運を高める

ための取り組みについて知事にお尋ねします。

新エネルギーにつきま○知事（河野俊嗣君）

しては、太陽光など３つの新エネルギーの導入

とエネルギーの地産地消による地域・産業づく

りに取り組んでいるところであります。この結

果、現在、本県の住宅用太陽光発電の普及率や

木質バイオマスの発電規模に関して言います

と、全国トップクラスとなっているところであ

ります。新エネルギーの導入をさらに推進して

いくためには、県民、事業者等それぞれに理解

を深めていただくことが重要であると考えてお

ります。「みやざき元気！地産地消県民運動」

の一環としてこれを位置づけるとともに、昨年

度、国から認定を受けました「次世代エネルギ

ーパーク」を活用した見学会や研修などに取り

組んで、その普及啓発に努めているところであ

ります。新エネルギーは、地球環境への負荷が

少なく、本県の豊富な地域資源を生かせるエネ
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ルギーでありますことから、今後とも、県民等

と一体となって宮崎らしい環境・新エネルギー

先進地づくりに取り組んでまいりたいと考えて

おります。

一通り質問を終わりました○鳥飼謙二議員

が、知事に申し上げておきたいと思います。地

域防災計画では原子力災害の場合は30キロ以上

は求められていない、今、検討中だということ

でございます。だけども、この地域防災計画の

中につくったんだというふうに言われておりま

す。しかし、川内原発は恐らく動いていくだろ

う。事故が起きた場合はどうするのか。東北の

福島原発では現実に100キロ以上超えて影響を受

けて、今でも避難している人がおるわけですか

ら、それは今から考えますよというのは理屈が

通らない。知事は私を論破できないというふう

に思います。ぜひ、県民の安全を第一に考えて

いただいて、行動、発言をお願いしたいと思い

ますし、冒頭申し上げました政治資金の問題に

つきましては、やはり知事に対するクリーンな

イメージというのが県民の間にありますので、

それを裏切らない形で明確にしていってほしい

ということを申し上げて、時間が若干残りまし

たけれども、終わりたいと思います。ありがと

うございました。（拍手）

以上で一般質問は終わりまし○福田作弥議長

た。

議案に対する質疑◎

ここで、今回提案されており○福田作弥議長

ます議案に対する質疑の通告がありますので、

これを許します。

質疑についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり１人10分以内といたします。前屋

敷恵美議員。

日本共産党の前屋敷恵美で○前屋敷恵美議員

ございます。一般質問に続いてですが、今回提

案されました議案についての質疑を行わせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。今回

は自席から行います。

まず、議案第１号「平成26年度一般会計補正

予算（第２号）」で提案をされた中での事業に

ついて幾つか伺いたいと思います。

１つは、「みやざきの空」航空ネットワーク

活性化・利用促進事業2,312万円についてです。

補正後は１億3,122万円になるということであり

ますが、航空会社に対する運航経費支援の増額

となっていますが、どのようなときにこうした

補正を行うのか、伺いたいと思います。

航空会社に○総合政策部長（橋本憲次郎君）

対する支援の考え方でございますけれども、国

際定期路線を運航する航空会社に対する補助に

つきましては、路線の状況等を踏まえまして、

その都度検討を行っているところでございまし

て、従来、ソウル線、台北線につきましても、

必要な支援を行ってきたところでございます。

香港線につきましては、全くの新規路線開設で

あり、設備投資や路線の周知など就航にかかる

コストが航空会社の負担となることから、安定

的な運航を図るため、運航経費の補助を行うこ

ととし、今議会にお願いしているところでござ

います。

今回のこの補助が安定運航○前屋敷恵美議員

につながるということであれば、その使途につ

いては会社の自由に使えるという中身になるん

ですか。

理念といた○総合政策部長（橋本憲次郎君）

しましては、先ほど答弁申し上げましたよう

に、設備投資、路線の周知などコストがかかる

というところでございますけれども、具体的に
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は航空会社に対する支援という形で支出する予

定でございます。

次に、砂防事業について伺○前屋敷恵美議員

います。今回、公共砂防事業費に４億2,185

万2,000円、公共急傾斜地崩壊対策事業費に５

億4,420万円が計上されております。今回のこの

補正で事業箇所数などはどのようになるのか、

その状況を伺いたいと思います。

砂防関係事○県土整備部長（大田原宣治君）

業の事業箇所数についてでありますが、砂防施

設などの整備につきましては、今回の補正によ

りまして、当初の64カ所から86カ所の整備に取

り組む予定としております。また、土砂災害警

戒区域などの指定のための基礎調査につきまし

ては、当初の約700カ所から約1,400カ所につい

て調査を実施する予定であります。

広島県での土砂災害を目の○前屋敷恵美議員

当たりにしたばかりのときだったので、こう

いった急傾斜地対策などは積極的に取り組んで

いただきたい、そのように思っているところで

す。

次に、新規事業の特別支援学校スクールバス

整備事業4,400万円の事業内容と本県特別支援学

校におけるスクールバスの現状についてお聞か

せいただきたいと思います。

県教育委員会では、○教育長（飛田 洋君）

特別支援学校のスクールバスとして８台を所有

いたしておりますが、そのうち３台が今年度に

入り老朽化のため故障が相次いでおりまして、

このままの状態が続いて安定した運行ができな

くなりますと、利用している子供たちに安全

面、さらには健康面で重大な支障が生じますこ

とから、緊急に更新することについて御審議を

お願いしたところであります。具体的な内訳で

すが、明星視覚支援学校、延岡しろやま支援学

校の各１台の普通バスの更新、延岡しろやま支

援学校の車椅子用のリフトつきバス１台の更

新、計３台の更新をお願いするものでありま

す。

特別支援学校のスクールバスの現状ですが、

県内13校中８校で16台のスクールバスを運行い

たしております。そのうち８台につきまして

は、スクールバスを県が所有し、運行は業者に

委託しております。残りの８台は、車両と運行

その両方を業者に委託しております。

バスの配置がないというと○前屋敷恵美議員

ころも聞いているんですけれども、保護者の皆

さんからかなりの要望も出ているというふうな

ことも聞いていますので、ぜひ検討方もお願い

したいというふうに思っているところです。

次に、子ども・子育て支援新制度というのが

来年４月から施行されることに伴って、議案第

７号で「宮崎県幼保連携型認定こども園の設備

及び運営の基準に関する条例」というのが出さ

れております。このことについて少しお尋ねを

したいんですが、全体的に見まして、国の示し

た基準をもとにした条例となっているというふ

うに思っているんですけれども、数点伺いま

す。

まず１つに、職員の配置にかかわって、第８

条の２項で、特別の事情があるときは保育教諭

等について専任の副園長、教頭が兼ねたり、助

保育教諭や講師をもってかえることができると

いうふうな規定になっているんですが、かえる

ことができる場合というのはどういう場合を言

うのか、お伺いしたいと思います。

幼保連携型認○福祉保健部長（佐藤健司君）

定こども園には、各学級ごとに担当する専任の

保育教諭等、これは具体的には幼稚園教諭の免

許を持っておられて、なおかつ保育士の資格を
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持たれている方ということでございますが、こ

ういう方を１人以上置かなければならない。こ

れが基本的な考え方でありますが、兼ねること

ができる場合というのは、例えば保育教諭等が

病気、育児休業等のため、一時的に離職する場

合などを想定いたしております。

わかりました。○前屋敷恵美議員

次に、同じく第８条の４項で、調理員の園で

の配置を義務づけながら、調理の外部委託も認

めるという内容になっていること、また同じく

第８条の５項において、職員の配置を義務努力

というふうにしています。副園長、教頭などの

配置について、現状とあわせて伺いたいと思い

ます。

給食につきま○福祉保健部長（佐藤健司君）

しては、施設内での調理が原則となっているた

め、調理員の配置義務を規定しておりますが、

満３歳以上の幼児に対する食事の提供につきま

しては、安全・衛生面及び栄養面等での質の確

保が図られる場合には外部委託を認めているこ

とから、そのような場合には調理員の配置につ

いても規定を緩和いたしているところでありま

す。また、副園長、教頭などの職員配置の現状

といたしましては、十分な配置ができていない

状況はありますが、主任の配置など組織的な対

応により、いずれの園も支障なく運営されてお

ります。

なお、副園長、教頭等につきましては、法律

上は配置が義務づけられてはおりませんが、教

育・保育の質の向上等の観点から、県の条例で

は努力義務としているものであります。

調理の外部委託、いわゆる○前屋敷恵美議員

食事の外部搬入についてなんですけれども、

今、部長がお答えいただきましたように、条例

では、衛生面や栄養面を保障する契約であれば

外部搬入がよしということにされているところ

です。しかし、栄養面を保障するという点での

基準をどこに置くのかという点での明確な規定

もありませんし、特にアレルギーやアトピーな

どの子供がふえるという状況の中で、やはり適

切にそういった子供にも対処できる自園の調理

が望ましいというふうに思うところなんです

が、そういう論議というのは、この条例をつく

るに当たっては出なかったものなのでしょう

か。

議員が今おっ○福祉保健部長（佐藤健司君）

しゃったように、子供に対する給食というのは

非常に大事ですので、そのあたりにつきまして

は、これは条例でございますが、アトピーとか

アレルギーとか、そういったものにもきちんと

対応できるようにという考え方は規則の中で示

して、後は具体的な監査等の中できちんと指導

していきたいと思っております。

次に、設備の基準につい○前屋敷恵美議員

て、第11条で園舎は２階建て以下を原則とする

とされているんですけれども、特別な事情があ

れば３階建て以上にすることを可能にしており

ます。その特別な事情というのはどういう場合

なのか、また園舎の面積などについては従来の

基準と比較してどうなっているのかもお聞かせ

ください。

園舎の階数に○福祉保健部長（佐藤健司君）

つきましては、２階建て以下が原則でありま

す。ただ、地形の特殊性あるいは土地利用の現

況等を考慮する必要がある場合は３階建て以上

とすることも可能としているところでありま

す。また、園舎の面積につきましては、従来の

幼稚園、保育所の面積基準を踏まえた内容と

なっております。

３階建て以上にする特殊な○前屋敷恵美議員
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例なんですけれども、３階建て以上となります

と、ビルの中の一角を保育の場にするケースが

あるとか、建物そのものを新設して３階以上に

するという場合だとか、既存のビルを利用した

りとか、そういうことも考えられるところなん

でしょうか。であれば、一定こういうものを満

たせば３階以上も可能だというふうな条例には

なっているんですけれども、子供たちの安全性

などを担保するという意味では、よりベターな

形で、本来、平屋が望ましいというふうに思う

んです。そういう規定にしたという点では、国

の政令が示してあるということもあるんですけ

れども、やはり地方での具体的なニーズに合っ

たような形での条例の中身が必要ではなかった

かなというふうにも思うところです。

続けます。次に、園舎の設備についてですけ

れども、第12条で目的の設備を義務づけなが

ら、保育室と遊戯室などの兼用はありだという

ふうなことで認めていますけれども、兼用する

ことができるというのはどういう場合を想定す

るのかをお聞かせください。

特別な事情が○福祉保健部長（佐藤健司君）

あるときの兼用の例でございますが、例えばダ

ンスとか演奏会など集団で行ったほうが教育効

果が見込まれる場合に、保育室と遊戯室を一体

的に利用することなどを想定して兼用を認めて

いるものでございます。

では、この兼用を認める場○前屋敷恵美議員

合というのは、常に一体的に使うということを

想定しているのではないというふうな考え方で

いいんでしょうか。

次に、第14条で、園の設備の一部を他の学

校、社会福祉施設等の設備に兼ねることができ

るというふうにしているんですけれども、どう

いうふうに解釈をすればいいのか、具体的にお

聞かせください。

この場合は、○福祉保健部長（佐藤健司君）

同一の設置者が幼保連携型認定こども園も経営

し、なおかつ、例えば高齢者施設も同一敷地内

で一体的に運営されている場合ということで、

そういう場合において、例えば職員室や保健室

の併用により、効率的な運営を図る場合などを

想定し、設備を兼ねることができるというふう

にいたしております。

福祉の施設はそうですが、○前屋敷恵美議員

学校というのはどういう概念を考えればいいん

ですか。

幼保連携型認○福祉保健部長（佐藤健司君）

定こども園は学校等も実際運営されるわけです

ので、それぞれ別の学校を運営されているケー

スも想定して、こういうことを規定させていた

だいております。

これは通告していないんで○前屋敷恵美議員

すが、今後の課題にしたいというふうに思うん

ですけれども、15条に掲げてある教育及び保育

を行う期間及び時間について、１号認定、２号

認定、３号認定と、子供たちの保育が複雑多岐

にわたっている、こういう子供たちが同時に入

所するわけです。そういった中で、集団保育を

する上でさまざまな矛盾や困難が予想される点

もあるんじゃないか、そういう点もちょっとお

聞きをしたかったんですが、１号認定は３歳以

上の教育を希望する子供、２号認定は３歳以上

の保育を希望する子供、いわゆる保育の時間は

１号認定が４時間、２号認定は８時間から11時

間、３号認定では３歳未満の保育で８時間か

ら11時間というふうに、非常に形態が違ってい

るんですね。そういう子供たちを一緒に入所さ

せて保育するという点では、やはりさまざまな

矛盾だとか問題が発生するのではないかという
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ふうに思うところなんです。入所して保育を受

ける子供たちがどうなのかという視点も、この

条例の中にはその辺を気遣ったような条例にし

ていくことも必要ではないかというふうにも

思っているところなので、来年４月からの施行

になるということなんですけれども、もう少し

中身についても検討させていただいたりしたい

というふうに思います。きょうは質疑ですの

で、今回出されました条例について、中身につ

いて御説明をいただいたところでした。

以上で終わりたいと思います。ありがとうご

ざいました。

ほかに質疑の通告はありませ○福田作弥議長

ん。

以上で質疑は終了いたしました。

議案第17号採決◎

次に、さきに提案のありまし○福田作弥議長

た、人事委員会委員の選任の同意についての議

案第17号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○福田作弥議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第17号についてお諮りいたします。

本案については、同意することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○福田作弥議長

て、本案は同意することに決定いたしました。

議案第１号から第16号まで及び請願◎

委員会付託

次に、今回提案されました議○福田作弥議長

案第１号から第16号までの各号議案及び新規請

願は、お手元に配付の付託表のとおり、それぞ

れ関係の委員会に付託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす18日から25日までは、常任委員会及び特

別委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、26日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時17分散会


