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◎ 一般質問

○中村幸一議長 ただいまの出席議員41名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、福田作弥議員。

○福田作弥議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。昨日は、私の地元、宮崎中央の家畜

市場でも子牛の競り市が再開されました。久し

ぶりに生産者の笑顔を見て安心をいたしまし

た。また、知事からはメッセージをお寄せいた

だきまして、ありがとうございました。口蹄疫

対策にかかわられた皆さん、長期間にわたる激

務、まことに御苦労さまでございました。知事

初め執行部の皆様には、並々ならぬ御尽力に深

甚の敬意を表し、心からお礼と感謝を申し上げ

ます。また、被災された畜産農家の皆様に、心

よりお見舞いを申し上げる次第であります。ぜ

ひ、県民一丸となって、早期の復興を図らなけ

ればなりません。ようやく８月27日に終息宣言

がなされました。そこで、どうしたら口蹄疫か

らの再生・復興が一刻も早くできるのか、ま

た、先般、県が示された再生・復興の方針の課

題について、一部提言も交えて質問をいたした

いと思います。

私は、長らく農業団体の役員として本県の畜

産にかかわり、その歴史とともに歩んできまし

たが、今回の口蹄疫ほどショックを受けたこと

はありませんでした。かつてのオイルショック

後の飼料価格の暴騰による大型畜産農家の倒

産、牛肉輸入自由化による価格暴落、そして10

年前の地元ＪＡ管内での口蹄疫の発生などなど

に遭遇してきましたが、今回の口蹄疫には、前

回とは比べ物にならないほどの大きな衝撃を受

けております。当時、私は常勤役員をしており

ましたので、その最前線で対策に取り組んだと

はいえ、発生の規模も小さく、終息も早かった

ので、92年ぶりの国内発生ということで大騒ぎ

にはなったものの、大事には至りませんでし

た。その後の原因究明なども、国際問題に発展

するとか、わけのわからない理由で完全になさ

れず、いつの間にか口蹄疫は私ども関係者の頭

の中からすっかり脱落していたのではないか

と、今日、私自身、猛省をいたしております。

今回もまず、原因究明や検証をすることが、宮

崎の畜産の再生に向けて最も重要なことと考え

ております。前回のように途中で断念すること

なく、原因究明を知事は国に徹底して求めるべ

きだと考えます。また、防疫の初動体制のつま

ずきを指摘されているのでありますが、まず第

１点は、県、市町村段階の対策本部にＪＡなど

の実務者を当初から入れなかったのはなぜなの

か。特に市町村段階では、最も現場を熟知して

いる人を欠いた対策は空回りであったと聞いて

おります。

もう１つ、企業畜産の存在が対策の大きなお

くれにつながったとの指摘もあります。県対策

本部長の知事は、この２つの件を当時どのよう

に認識されていたのかお聞きし、以下、質問者

席からお尋ねいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

口蹄疫の初動体制についてであります。ＪＡ

組織の活用につきましては、県本部では、畜産

課にＪＡ組織の支援員に常駐していただくとと

もに、川南町と新富町に設置した現地対策本部

にも職員を派遣していただくなど、県と一体と
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なって防疫対応に取り組んでいただいたところ

であります。なお、各市町村の現地対策本部に

おきましては、各首長の判断により構成員が決

定されることになりますが、地域によっては、

ＪＡ等も対策本部の構成員となっている例もご

ざいます。今後、県といたしましては、今回の

防疫対応等を検証した上で、市町村の防疫体制

につきましても、必要な指導助言を行ってまい

りたいと考えております。〔降壇〕

○福田作弥議員 予想しておりました答弁が

返ってきたわけでありますが、実は、やはり初

動体制の段階では、一部知事の答弁にもござい

ましたが、入っていなかったんですよね。それ

で私は、要請を受けて、当時、農政水産部長の

お部屋をお訪ねして、申し入れをしたと記憶い

たしておるわけでありますが、終わったことで

ありますから、今度はぜひ、実務をした者を対

策本部に入れて初期の対策を徹底的にやる、こ

れが大事ではなかろうかと考えておりますか

ら、くれぐれも、次期そういうことがあっちゃ

ならんわけですが、体制づくりについては、現

場を知った人間を使う、これが大事だと考えて

おります。先般、委員会で川南町を訪れまし

た。９月１日でございました。私は気にかかっ

ておりましたから、役場の担当課長にも聞きま

したが、それらしきことをやっぱりおっしゃい

ました。ぜひ、そのことは今回の教訓として、

しっかり頭に刻み込んでいただきたいと思いま

す。

それから、もう一つ、企業畜産の存在をお聞

きしたんですが。

○農政水産部長（髙島俊一君） 御指摘があり

ましたように、企業経営体につきましては、大

規模・多頭飼育を行っていることから、迅速な

殺処分・埋却作業等の防疫措置を講じる上で

も、地域や行政機関等との円滑な連絡・指導体

制等の構築が重要であると考えております。こ

のため、今後、県といたしましては、より積極

的に地元市町村や関係団体等から情報収集を行

うとともに、企業経営体に対しましては、各市

町村に設置されております自衛防疫推進協議会

を通じて、各種会議・研修会への参加を呼びか

け、さらに連携を図ってまいりたいと存じま

す。

○福田作弥議員 今回、お互いに大変な苦労を

したわけでありますが、やはり宮崎県の畜産構

造をもう一回、どういう分野にどういう企業が

入っているかということをしっかり調査される

必要があると私は考えております。後ほどまた

お尋ねをいたします。

引き続き、口蹄疫問題のシリーズでございま

すが、まず、検査体制についてでございま

す。10人ほどの皆さん方がこの本会議場で質問

されておりますから、答えはもう聞いておるわ

けでありますが、あの程度の対応でいいのかな

ということを私は考えております。実は、10年

前に本県で口蹄疫が発生し、また当時、ヨー

ロッパでＢＳＥが猛威を振るっておったのであ

りますが、そのとき、議会で超党派で10人ほど

各会派から参加をして調査をいたしました。そ

のとき、事もあろうに、今考えますと、口蹄疫

の研究所の総本山、パーブライト研究所に行っ

ているんです。この議場には、まだ６人残って

います。議員が６人、私を含めて。そのときの

資料をずっと引っ張り出しました。何ら変わっ

ていないですね。ウイルスの感染力や経路の分

析も始まったばかりであると、まだあんまり進

化していないと、人間のインフルエンザのよう

に、人に感染するおそれがある病気と比べて研

究がおくれていると言うんですね。特に分析す
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る体制が十分でなかった。10年前は、口蹄疫の

型を特定するのに、イギリスまで検体を送って

いたんですからね。今は東京の小平でできます

ね。これは進んだと思います。そこで、宮崎県

がこれからも畜産を主軸とした農業を展開する

には、検査や防疫体制が不十分であると指摘を

受けておるのでありますが、これは外部の指摘

でありますけれども、本県としては、どの程度

の検査体制を考えられておるのか、いろいろ口

蹄疫に関する緊急要望もここに出ているようで

ありますが、お尋ねをしたいと思います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回の口蹄疫

の防疫対応を踏まえますと、蔓延防止を図るた

めには、現場における迅速な検査体制を整備す

ることが、今後の大きな課題の一つであると考

えております。県といたしましては、今回の一

連の防疫対応の中で、多種多様な症例を経験い

たしましたことから、今後、今回の防疫措置を

検証した上で、症例集として取りまとめまし

て、関係者に周知するとともに、防疫マニュア

ルの見直しにも反映してまいりたいと考えてお

ります。特に最初の検査体制ということでござ

いますが、やはり簡易キット、これの実用化が

極めて重要だろうと思っております。現場での

迅速な初期診断を行う上では非常に効果的でご

ざいますので、早急に実現するように、国に要

望してまいりたいと考えております。

○福田作弥議員 国への緊急提言にも出ている

ようでありますが、この簡易検査キット、もう

ヨーロッパでは常備されているんですね。当

時、10年前も同じことが論じられたんですが、

まだ宮崎県には入っていないですね。これはど

れくらいの金額がかかるものですか。

○農政水産部長（髙島俊一君） お尋ねの簡易

キットでございますが、これは世界的に精度が

高くないということでございまして、ことし韓

国で発生の時点でも使用実績があるようでござ

いますが、問題点といたしましては、精度が非

常に低くて、陽性の事例を陰性と判定する可能

性があると。陰性を陽性と判定するようなこと

があれば、それは再チェックというふうなこと

ができるんですが、陽性の事例を陰性と判定す

るというようなことで、精度が非常に低いもの

でございまして、まだ実用化には至っていない

ということで、国のほうに精度の高いキットを

お願いしたいということで要望しておるという

ような状況でございます。

○福田作弥議員 まだ費用の面はおわかりでな

いようでありますが、とにもかくにもウイルス

の拡散の危険性から、検査については、なかな

か現実には難しいというお話でございました

が、日本の南北に長い国土の状況を考えます

と、イギリスでもそうでありますが、３カ所ぐ

らいの検査体制は必要だと言われています。ぜ

ひ、それはどこにおいても、しっかりしたウイ

ルス拡散対策をやらなければ、移動は難しいわ

けでありますから、その辺もこれからの研究課

題として取り組んでいただきたいと思います。

続きまして、これは西都の県民フォーラムで

も知事が少しお話しされましたが、入国管理の

強化、この議場でも質問が出ました。元ＷＨＯ

の公衆衛生管理官の藤倉さんが朝日新聞に寄稿

されていました。口蹄疫の再発防止の観点か

ら、入国管理の強化をしなさい。なるほどと思

う点があるんですね。日本の近隣であります中

国とか韓国などの近隣諸国は、口蹄疫が蔓延し

ているわけですね。常にある。そうしますと、

人や物を介してウイルスが持ち込まれる可能性

が十分にあるわけであります。そこで、畜産業

者、家畜生産者、獣医師、畜産技術者あるいは
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農業畜産研修生、こういう方々については、大

変失礼ではありますが、外国人であっても、あ

るいは日本人であっても、帰国されたときに

は、入国時検疫カードの申告をしていただくと

か、あるいはこれらの方々が入国された段階

で、故意に畜産地帯に入らないように、何らか

の法的な措置を国や自治体がしなければ、また

同じことが起こるんではないかという投稿がさ

れておりました。私は、参考になると思って、

知事の県民フォーラムでの発言と重ね合わせ

て、知事にお考えをお聞きしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 非常に重要な御指摘

だと思います。国がどの時点で水際作戦ができ

るか、あるいは県、自治体はどういう対応がで

きるか、今後整理して、それは国にできること

は国に強く要望していかなければいけないし、

県ができる対応としては十分に検討していかな

ければいけないと思っております。

○福田作弥議員 今からのことであるとは思い

ますが、ぜひ手抜かりなく取り組んでいただき

たいと思います。

続きまして、畜産関連の廃棄物の処理につい

て、これも10年前、私どもは、本県に導入しよ

うとしておりました鶏ふん発電所を、イギリス

のスカンソープ市に議会で視察をしました。と

ころが、行ったところは、鶏ふん発電はされて

いなくて、肉骨粉の処理がされていました。不

思議だなと思ったら、当時、イギリスはＢＳＥ

が蔓延しておりまして、その肉骨粉処理を、本

来ならば飼料とかあるいは肥料に使う非常に高

価なものでありますが、これをいとも簡単に燃

していましたから、直感的にこれはＢＳＥの発

生で販売不能になった飼料用の肉骨粉の処理と

感じたわけであります。本県も今回いろんな施

策を口蹄疫が蔓延する中でとってきたのであり

ますが、この食肉処理場の廃棄する、ごみ・皮

処理、内臓処理、これに大変困りました。宮崎

県は１カ所しかありませんからね。発生地域以

外に移動することに対して、非常に生産者初め

関係者の抵抗が強かった。困難をきわめ、一時

的に市内のエコクリーンプラザを使用したわけ

でありますが、巨大な食肉処理場が２つあるん

です。都城が２つありますから、都城を入れる

と３つになりますが、私は、日常は畜ふんの処

理、あるいは場合によっては可燃ごみの処理を

しながら、非常時にはこういう食肉処理場の残

渣の処理ができるような発電所を準備しておか

ないと大変なことになると、このように考え、

以前から、こういう業務は企業局もやらないこ

とはないなと考えておりました。今回も口蹄疫

対策で、ファンドのほうに20億円のお金を工面

いただいているようであります。ぜひ、時間は

かかりますが、本格的なそういう畜ふん発電プ

ラス食肉処理場の残渣処理ができる施設をお考

えいただきたいと思いますけれども、企業局長

の考えをお聞きしたいと思います。

○企業局長（濵砂公一君） 家畜の焼却も可能

な畜ふん発電施設について検討してはどうかと

いう御提言でございます。畜ふん発電施設につ

きましては、本県では全国に先駆けまして、鶏

ふんを燃料といたします２社の発電施設が既に

稼働しておりまして、また、先般の新聞により

ますと、そのうちの１社が、国内初の牛ふんと

鶏ふんを混合したものを燃料とする発電設備を

導入するという報道がございました。御提案の

ありました家畜の焼却にも対応可能な畜ふん発

電施設につきましては、焼却する前に、ウイル

スの関係で、運搬とかあるいは解体とかあるい

は水分を多く含むということで乾燥、そういう

乾燥等の処理が必要となるなどの課題がござい
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ます。私どもが新たな事業を行います場合に

は、県の事業、とりわけ公営企業として取り組

む必要性とか、あるいは事業の安定性、将来に

向けての継続性とか、そういうことを勘案する

必要がございますが、いずれにいたしまして

も、今回の口蹄疫の発生を踏まえまして、国あ

るいは農政水産部におきまして、殺処分する家

畜の埋却以外の新たな方法についても、何らか

の検討がなされるものと存じます。そこ辺の状

況も伺いながら、企業局内でも十分議論してま

いりたいというふうに考えております。以上で

ございます。

○福田作弥議員 局長は勘違いされて答弁され

ましたが、私は生体の焼却を言ったのではあり

ません。食肉処理場の残渣の処理について大変

厳しいものがあって、地域性がありますから、

それを言ったのであります。もう一回、その辺

を考えて、今後、検討をお願いしたいと思いま

す。あえて、用意がないようでありますから、

答弁は求めません。

続きまして、産業構造・産地構造の転換につ

いて、この方針の中に述べられておりますが、

この問題は、口蹄疫が発生する前から、本県に

おいては、やはり畜種群と耕種群のバランスを

とろうということで、随分以前からこの会議場

でも議論をされてきたところでありまして、当

時は畜産のウエートが55％ぐらいでしたから、

今ちょっと上回っていますね、57～58でしょう

から、実現していないんですね。むしろ高まっ

た。私は、今回は以前の検討段階とは違うと思

うんですね。その密度の高い児湯地区が壊滅し

たわけでありますから、この際、本腰を入れて

取り組まなければ、私はもう二度と畜種群と耕

種群のバランスをとることは難しいと考えてお

りますが、農政水産部長、どのようにお考えで

すか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 議員御質問の

とおりでございまして、耕種部門と畜産部門と

のバランスをいかにうまくとっていくか、こう

いうことが重要でございまして、今回も加工施

設等の整備等につきましても、いわゆる畑地の

露地栽培等も踏まえた、そういう展開を図って

いかなければならないということで、予定もさ

れておるわけでございまして、私どもは、そう

いう計画にも全力で国のほうに働きかけてまい

りたいと、そのように考えております。

○福田作弥議員 この基本方針に書いてありま

す内容は本当に立派です。これを100％とは言い

ませんが、かなりの部分実行していただけれ

ば、宮崎県の畜産の再生は言うに及ばす、宮崎

県の農業の発展につながるということで、私は

非常に大きな期待を寄せておるんですが、なか

なか進まないのが現実ということを、この30年

間にわたる長い農政活動で実感いたしておりま

す。しかし、今回はゼロからのスタートであり

ますから、ぜひ取り組んでほしいと思うわけで

あります。

さて、冒頭お尋ねをいたしました企業畜産の

問題でありますが、今、宮崎県の畜産のウエー

トを牛、豚、鶏、これで見た場合、ざっとどう

いう比率になっているのか、農政水産部長、お

聞きしたいんですが。

○農政水産部長（髙島俊一君） 申しわけござ

いません。ただいまその資料は手元にございま

せん。また後ほどお知らせしたいと思います。

○福田作弥議員 先般、私がいろんな方面でお

聞きしたところによりますと、豚と鶏について

は、圧倒的に企業畜産だということをお聞きい

たしております。特に牛については、家畜市場

の運営等もございますから、農家個々の経営が
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多いんですが、きょうは鶏は触れませんが、豚

については、圧倒的に企業畜産ですね。なぜ宮

崎県はこのように企業畜産がふえたのか、それ

を私なりに自問自答したんですが、私も長い間

その席におりましたから、わかりました。なる

ほどなと。飼料の供給がやはりそれにつながっ

ていくんですね。経営が厳しくなる、そうする

と、いつの間にか飼料供給、上部はインテグレ

ーションでありますから商社につながっていく

わけでありますが、その傘下に入って雇われ畜

産をするようになると。でありますから、今回

の豚だけに限ってみますと、70％以上の頭数が

企業のものであったと。この辺から、冒頭、知

事にお尋ねをしました、いわゆる企業畜産の壁

があったということをお聞きしたわけでありま

す。でありますから、今回の再構築、再生に当

たっては、ゼロからのスタートでありますか

ら、この企業畜産の問題、なかんずく養豚の問

題にしっかりと対策を打たなければ、また同じ

ようなつらい目に遭うと考えるのであります

が、そのあたりは知事、担当部からのいろんな

レクチャーは上がっているでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 意見交換はさせてい

ただいているところであります。企業畜産につ

いては、適正規模であるかどうか、あるいは議

員御指摘のように、地域ぐるみの消毒等に参加

していただく、あるいは定期的な立入検査をす

るとか、そういったものの改善がこれから図ら

れるべきだと考えておるところであります。

○農政水産部長（髙島俊一君） 先ほど御質問

がございました企業畜産の関係でございます

が、県内の企業畜産、いわゆる農業法人数は、

平成22年１月１日現在で、酪農が14経営体、肉

用牛が89経営体、養豚で111経営体、ブロイラー

と採卵鶏を合わせた養鶏で89経営体となってお

ります。特に養豚、養鶏では、全飼養戸数に占

める法人経営体は20％弱を占めており、他畜種

と比較して高いウエートを占めております。先

ほどの件は以上でございます。

○福田作弥議員 部長に答弁を求めなかったん

ですが、今、飼養戸数でおっしゃいましたね。

やっぱり実態は飼養頭羽数ですね。これを見な

いと実態はわからないんですよ。その辺をひと

つ念頭に、対策をとっていただきたいと思いま

す。

それから、粗飼料対策についてお聞きをした

いと思います。何回も質問が出ましたが、私

は、かなり前回の口蹄疫から粗飼料対策が本県

では進んだと考えておりまして、90％近くに来

たと言われております。しかし、これは稲わら

だけではございません。稲わらが一番良質な粗

飼料になるんですが、粗飼料を100％自給するこ

とによって、海外から、物について、飼料につ

いて口蹄疫のウイルスが本県に入ってくること

をシャットアウトする必要があると考えており

ます。そのためには、飼料用の稲、それからも

う１つ加工用の稲、この２つを、今、国の手厚

い助成があるうちに体系づくりをとっていただ

きたい。特にことしの米の状況を考えますと、

主食用の米の価格もかなり安いですから、必ず

主食用の米の作付と同じような収益の上がる対

策ができるはずであります。そのためには、何

回もお話を申し上げますが、低コストの米栽

培、田植えをしない直まき栽培、こういうもの

を飼料用稲やあるいは加工用稲に導入しない限

り、決して採算ラインに乗りません。この取り

組みもこれを機にぜひお願いしたいんですが、

農政水産部長、いかがでしょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 粗飼料の自給

は、安全で安心な畜産物を生産する上で大変重
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要でありまして、飼料生産受託組織の育成や飼

料用機械の導入支援等により、粗飼料の生産拡

大を図ってきたところでございます。現在、飼

料生産受託組織が38集団組織化され、トウモロ

コシや牧草等の飼料作物の作付面積は、全国３

位の３万900ヘクタールとなり、粗飼料の自給率

は、先ほどお話がございましたように、90％に

達しております。県といたしましては、今後と

も、水田利活用自給力向上事業や６月補正で措

置いたしました県産稲わら等生産供給体制緊急

整備事業などを活用いたしまして、飼料用米等

のさらなる作付拡大を図り、現在90％の粗飼料

自給率を将来的には100％を目指して取り組んで

まいりたいと、そのように考えております。

○福田作弥議員 飼料用の稲につきましては、

そのように取り組みをされているようでありま

すが、加工用米であります。これは商工観光労

働部に関係あると思いますが、熊本県が蒲島知

事を先頭に、今、大々的に米粉パンの宣伝を始

めておられます。九州島内のコンビニは、ほと

んど熊本県産の米粉入りのパンが並んでおりま

す。それもトップメーカーの山崎製パンを利用

してやっておりますから、かなり私は取り組み

が強いなというふうに感じておるんです。その

対策が本県は全くないんですね。米粉を製造す

る工場がない。熊本は、国の助成金を引っ張り

出して早目につくった。今回、農商工連携の一

環として、農業団体の搗精工場と商系の搗精工

場が合併して、ミヤベイ直販ができましたね。

この新工場、農業試験場の東側にできるんです

が、ぜひ、ここに微粒子の米の製粉ができる機

械の導入をして商品化を図りたい。そのために

は、農商工連携が大事であると思いますが、商

工観光労働部長、どのようなお考えをお持ちで

すか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県内の米

粉の流通量でございますが、玄米換算で約114.2

トン、これは平成21年、そのうち県内で加工し

ているのは19.2トンでございまして、今、議員

がおっしゃったように、例えば学校給食用なん

かは熊本県内で加工されていると、こういう実

態があります。現在、食品開発センターにおき

ましては、米粉食品の普及拡大を図るため、関

係部局や関係団体と連携しながら、米粉の製造

技術あるいは加工食品の開発等に取り組んでい

るところでございます。本県においては、原料

となる米粉のほとんどを、先ほど申し上げまし

たように、県外の業者に頼っている状況にござ

います。今後は、県内企業への米粉の加工技術

の移転を進めるほか、農商工連携事業等を活用

しまして、新商品開発、販路開拓等の支援等を

行ってまいりたい、こういうふうに考えており

ます。以上でございます。

○福田作弥議員 農政水産部長、設備の導入は

どうですか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 米粉用米につ

きましては、米の消費拡大や食料自給率の向上

につながるとともに、稲わらが粗飼料としても

活用できることから、その生産振興は非常に重

要と考えております。このため、県といたしま

しては、戸別所得補償モデル対策を活用した生

産促進や生産コストの低減等による原料米の低

価格化、県内における製粉調整から利用に至る

安定供給体制の検討などに取り組んでいるとこ

ろでございます。あわせまして、米粉用米の生

産振興を図るためには、より一層、米粉の需要

拡大が必要であることから、学校給食における

米粉パンの導入支援や学校の利用拡大に向けた

民間のパン業者との連携、うどん用めんの新た

な活用方法を検討しているところでございます
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が、施設整備につきましては、まだまだという

段階でございます。

○福田作弥議員 やはり施設整備が先に来ない

と、米粉ができないわけでありますから、早急

に取り組んでほしいと思います。

次に移ります。細島港の重点整備が国から打

ち出されました。今まで県は、重要港湾が県内

に３つありますから、大変悩ましいことでござ

いまして、重点港の絞り込みがなかなかできな

かったと考えております。これは昨年の12月の

議会でも質問をいたしておりますが、幸い国の

ほうから指定がなされましたので、私はこれを

機に、本県の物流の再構築をもう一回考えるべ

きだと思います。細島を県内物流の基幹港とし

て考え、これに陸上を東九州自動車道の開通に

より加えることができるわけでありますから、

この一貫輸送体系をぜひ構築する必要があると

考えておるのでありますが、どのような構想を

お持ちなのか、県民政策部長にお尋ねをいたし

たいと思います。

○県民政策部長（山下健次君） 細島港が全

国43の重点港湾の一つに選ばれたことによりま

して、今後、細島港の整備が進むものと考えて

おります。その結果、大型船の寄港あるいは航

路の増便等への対応が可能となりまして、物流

の効率化に寄与することになると考えておりま

す。県といたしましては、一昨年、平成20年７

月に、知事を本部長といたしまして、各部長を

本部員とします物流対策推進本部を設置して、

産業界からのヒアリングあるいは物流量の調査

などにより実態把握に努めますとともに、荷寄

せへの支援、生産拡大の取り組み、インフラの

整備、これを県としての物流対策の主軸に据え

まして、方向性をまとめたところでございま

す。細島港の整備については、このインフラ整

備というところに係ると存じます。大消費地か

ら遠隔地にあります本県にとりましては、物流

の効率化は重要な課題であると認識しておりま

すので、今後とも、県と産業界との役割分担の

もと、部局横断的に取り組んでまいりたいと考

えております。

○福田作弥議員 十年一日のごとしの答弁でご

ざいまして、毎回同じような答弁をいただいて

おりますが、私は、過去あったものがなくなっ

ているわけでありますから、この再構築をやっ

ていただきたいとお願いしているんですね。過

去、何回も他県の事例等も紹介し、お願いして

いるんですが、実際、調査はされたんでしょう

か。

○県民政策部長（山下健次君） 再構築の中身

がちょっと判然としませんけれども、この物流

対策推進本部の際には、調査といたしまして

は、県内の物流の実態あるいはそれぞれの流通

関係の方々からのヒアリング、こういったこと

を調査したところでございます。

○福田作弥議員 担当者がくるくるかわります

から、私も長くこれに取り組んできております

が、テクノスーパーライナーの挫折以来、全く

進展していないんですよ。本県の重要課題でこ

れほどおくれているものはないんですね。例え

ば、農畜産物の輸送コストは、卸売市場価格

の25％かかるんですね。運送するだけで、大消

費地に持っていきますと、25％が飛んでしま

う。後に、流通経費―流通手数料ですね、そ

れから包装経費を抜きますと、５割ですよ。一

生懸命苦労してつくった青果物等が、市場で競

り価格の５割にしかならない。そういう状況を

考えますと、真剣に物流対策に取り組んでもら

いたい。１部で、あるいは関係部の連絡調整会

議だけではだめだ、こういうふうに考えまし
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て、この際、海上輸送を軸にした本県物流の再

構築のための専門部署を設置して、関係者が県

はだめだなと言っているんですから、関係者に

県のやる気を示す時期だと考えますが、知事、

いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 大消費地から遠隔地

にあります本県にとりまして、物流の効率化は

重要な課題であると認識しております。また、

物流は、農林水産業を初め産業全般にわたりま

して、荷主や運送事業者など関係先が多岐にわ

たりますことから、庁内の関係部局間はもとよ

り、民間事業者の実情も十分把握しながら、施

策を進めることが必要であると考えておりま

す。このため、庁内には物流対策推進本部を設

置いたしまして、部局横断的に物流対策に取り

組んでいるところでありますが、御質問の組織

につきましては、より効果的な推進体制のあり

方という観点から、今後、研究をさせていただ

きたいと思っております。

○福田作弥議員 過去あったものが、もう10年

以上も実現していないんです。専門部署をつ

くって推進する以外に方法はないと考えますか

ら、知事の強力なリーダーシップをお願いする

次第であります。

もう一つ、ＪＲの貨物基地であります。海上

輸送が県北の細島に一応内定するとすれば、や

はり貨物の発生地はこの中央部が多いですか

ら、小口貨物としてＪＲの基地を再生整備する

必要があると思います。この点について、これ

も長らく頓挫しているんですが、県民政策部

長、今も研究は続けておられるんでしょうか。

○県民政策部長（山下健次君） やはりこう

いった基地をつくる際には、当然需要と供給と

の関係で決まってまいります。ＪＲも当然、相

当の資本投下を迫られるということでございま

す。当然出と入りの貨物がそれなりにないと、

やはり産業としては成り立たない、事業として

は成り立たないということで、物流業者も当然

考えておられる。私どもも、その点はずっと追

跡をしているといいますか、引き続き検討して

いるところでございます。

○福田作弥議員 京浜のカーフェリーとＪＲの

コンテナ基地がなくなったことによって、貨物

発生地で、東京でせっかく築いた販売の市場を

今失いつつある、これがいわゆる農業団体の実

感であります。以前あったんですから、荷物が

減っているわけじゃないんですよ。工夫です

よ。ぜひ、この海上の京浜航路の問題とＪＲ貨

物のコンテナ基地については、もう一回、本腰

を入れて取り組んでいただくことを要望いたす

次第であります。

最後になりますが、知事の政治姿勢につい

て、通告をしておりましたから、一通りは触れ

ないといけないと思います。

次期知事選の出馬の有無について、既に10人

の登壇者のうち９人の議員が入れかわり立ちか

わりお尋ねしたのであります。まだ熟慮中との

ことでありますので、私はあえてこのことには

触れません。ただ、私は知事がいかなる判断を

されようとも、また、どのようなポストにつか

れようとも、政治家としての第一歩を記された

宮崎県のことを忘れられることはないと、この

ように考えております。例えば、国会議員の場

合は、立場上、口蹄疫の問題はもとより、県政

全般についての目配りができる。また、これも

巷間うわさされる問題でありますが、都知事に

もしなられた場合は、大消費地東京で、本県の

トップセールスマンとして、今まで以上の役割

を担っていただけると私は期待するんです。知

事、このような考えはどうでしょうか。
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○知事（東国原英夫君） 大変申しわけないで

すが、今、出処進退については熟慮中でござい

ますので、もうしばらくお時間をいただければ

と思っております。

○福田作弥議員 私の質問は熟慮する問題では

なかったんですが、残念ながらお答えがないよ

うであります。これ以上はお尋ねいたしませ

ん。

それでは終わりたいと思いますが、最後に、

きょうは口蹄疫シリーズでございましたから、

運よく残った名種雄牛、そして繁殖雌牛群、全

国に誇れる畜産技術陣、そして畜産農家、県・

市町村行政、ＪＡグループ、宮崎牛、豚の販売

流通に携わっておられる皆さん、一致団結し

て、みんなで宮崎の畜産の再生を図りましょ

う。そして、ともに悲しみ、励ましてくれた全

国の皆さんに、再生・復興の誓いを申し上げ

て、私の質問のすべてを終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。新みやざきの田口雄二でご

ざいます。まず初めに、口蹄疫による甚大な被

害を受けられました畜産農家や関係者の皆さ

ん、そして間接的に被害を受けられた皆さん

に、心からお見舞いを申し上げます。また、県

内はもとより、全国から猛暑の中、応援に駆け

つけてくれました皆さんに、感謝とお礼を申し

上げます。畜産農家の皆さんを初め、関係各位

の一日も早い復興を祈念申し上げます。県議会

も復興・再生に全力を尽くしてまいりますし、

二度とこのような被害が発生しないように、万

全の体制を構築していかなければなりません。

さらに、国に対して、財政的な応援もしっかり

と要請してまいります。

さて、私の住む延岡市は、60カ所を超える県

内一多くの消毒ポイントを設置し、延べ3,000人

以上のボランティアの応援が功を奏したのか、

口蹄疫の発生は幸い食いとめることができまし

た。もちろん、それでも畜産農家への影響は大

変大きいものがありました。また、宗茂さんが

「モスクワオリンピックに日本が参加辞退した

ときよりも残念である」と言った、２～３万人

の観客となる陸上競技の記録会「ゴールデンゲ

ームズｉｎのべおか」の直前での中止を初め、

まつりのべおか等々、市民が楽しみにしていた

イベント等が次々に中止され、経済的にも大き

な打撃を受けました。そんな中、実習用の牛、

豚が殺処分された高鍋農業高校の田村主将の始

球式で始まった甲子園、延岡学園高校が口蹄疫

の影響で対外試合ができなかったにもかかわら

ず、県代表として大活躍をしてくれました。初

戦は隣県、大分工業高校との延長戦を制し、２

試合目も延長戦の末、強豪校の仙台育英高校に

残念ながら敗れたとはいえ、その戦いっぷりは

すばらしく、打ちひしがれていた県民に大きな

希望と元気を与えてくれました。選手諸君に心

から感謝したいと存じます。また、この延岡の

夏を締めくくるように、８月29日の夕方から、

延岡のメーンストリートを歩行者天国にし、口

蹄疫からの復興イベント「元気のべおか復活

市民焼肉大会」が開催されました。私も家族で

参加し、宮崎牛を堪能いたしました。途中から

どしゃ降りになるあいにくの天候にもかかわら

ず、予想された5,000人を上回る約7,000人の参

加者で、復興への熱い思いがみなぎり、改めて

延岡の市民力を実感することになりました。県

内各地で同様のイベントが実施あるいは予定さ

れています。この思いがある限り、宮崎の再生

・復興は、県民総力戦で必ず乗り切れると確信
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いたしました。

さて、４月に新しい会派「新みやざき」を結

成して以来、私にとりましては初めての質問と

なります。今までの民主党だけの会派のとき

は、宮崎市と延岡市だけの選挙区、狭いエリア

での選出でした。今回は、日向市、西都市、西

米良村、都城市、小林市選出の仲間と一緒にな

り、都市部から中山間地まで県内を広く網羅で

きる会派になりました。広く多くの県民の声を

県政に反映できますよう、積極的に活動してま

いります。当初は、生まれも育ちも違うような

３つの会派が一緒になって、うまくやっていけ

るもんか等々の冷ややかな声があったことはも

ちろん存じています。しかし、ある意味での異

質、逆に違った経緯でやってきたことがいい刺

激となり、今までにない会派の勉強会や視察、

別の角度からの問題点の把握の仕方等々、大変

いい効果が出ています。今回の未曾有の被害の

出た口蹄疫の対策にしても、新会派で相次いで

首相や関係大臣、民主党役員等に陳情に行き、

また、関係団体から口蹄疫被害とその復興対策

の要望を聞くなど、一丸となって積極的な活動

を行ってまいりました。さらに、違った角度か

ら着目し、活動してまいりますので、どうかよ

ろしくお願いいたします。

それでは、一日も早い再生・復興を祈りつ

つ、通告に従い質問をいたします。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いをいた

します。

昨年の８月31日の総選挙で勝利し、９月16日

に鳩山新政権が発足し、歴史的な政権交代が行

われました。国民の大きな期待を受けてスター

トいたしましたが、経済状況が極めて悪く、大

きく税収が落ちる中、860兆円を超える借金を引

き継いで、初めての政権運営を行いました。そ

して、本年７月には、政権交代後、初の国政選

挙が行われ、結果は民主党政権にとって大変厳

しいものになり、知事にも「民主党に鉄槌が食

らわされた」と批判されました。衆参両院で多

数派が異なるねじれ国会となり、難しい政権運

営を余儀なくされることとなりました。消費税

関連の首相発言、政治と金の問題、米軍普天間

飛行場の移設問題、マニフェストの実行状況等

々に、国民の批判があらわれたものと思いま

す。しかし、選挙区、比例区ともに総得票数は

自民党を上回っており、自民党が復調したとい

うより、民主党に期待を込めて猛省を促したも

のと考えていいのではないかと思っています。

今後、国民の声に謙虚に耳を傾け、丁寧な政権

運営を実行していかなければ、国民の信頼を取

り戻せません。しかし、昨年の衆議院選挙で

は、全国一おくれていると言っても過言ではな

いインフラ整備しかできなかったにもかかわら

ず、自民党の国会議員を初め保守系の皆さんよ

り、民主党政権になったら、本県の高速道路建

設はストップし、細島港の予算も削られ、地方

に明るい未来はないかのように散々流布されま

した。しかし、結果はどうでしょうか。７月17

日の東九州自動車道の西都―高鍋間の開通、12

月４日の門川―日向間の前倒しの開通予定、参

院選の結果にもかかわらず、細島港の重要港湾

指定と概算要求44億円、高速道路の一部無料化

で幹線道路の大幅な渋滞の緩和等々、県民が実

感できるインフラ整備の進捗状況ではないで

しょうか。政権交代後のこの１年、民主党政権

を知事はどのように評価しているのか、率直に

お伺いをいたします。

次に、知事任期も残すところ４カ月となりま

した。私は、県議初当選直後の６月議会、この

議会から質問が一問一答式になったのですが、
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このとき、知事のマニフェストの達成につい

て、知事と議論させていただきました。スター

トする時点で、知事の「マニフェストは60％達

成できればいい」という発言に関連してです。

「始める前から60％発言はおかしい。県民との

約束のほごだ」と、知事の認識を伺いました。

それに対して、知事は「達成に全力を尽くす義

務がある。達成率を高めるには初めから数値目

標を低く設定すればいいが、目標を高く掲げ、

その達成に向けて一生懸命努力するのが政治家

のあるべき姿と私は考える」と御答弁いただい

ております。その評価をしなければならない時

期が近づいております。リーマンショックの経

済の激震があり、自然災害がありと、財政状況

がさらに厳しくなり、選択と集中を余儀なくさ

れました。その上に、本県を襲った口蹄疫、想

定外のことも連続いたしましたが、知事御自身

は、マニフェスト、つまり「新みやざき創造計

画」の達成度に関して、どのような自己評価を

なされているのかお伺いいたします。

以上で壇上からの質問は終わります。残りは

自席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

政権交代後の民主党政権に対する評価につい

てであります。１年前に、国民目線の政治、政

治主導、地域主権への転換等を掲げて誕生した

民主党政権に対し、私も多くの国民と同様に、

それまでの政治からの変化・変革を大いに期待

したところであります。この１年間、さまざま

な改革や政策に意欲的に取り組まれる一方で、

短期間で総理の交代が行われたことや、さらに

党の重要課題に位置づけられた地域主権改革の

停滞など、懸念を抱かざるを得ないところもあ

ります。しかしながら、我が国の現状は、経済

・雇用対策、財政再建、中長期成長戦略、社会

保障制度の確立、外交・防衛問題など、国家の

重要課題が山積しておりまして、さらに待った

なしの状況にある地方の疲弊、そして口蹄疫被

害からの再生・復興に向けた本県の状況を考え

ますと、民主党さんには、地方の声、地方の実

情を踏まえ、政治的リーダーシップを発揮して

いただき、さまざまな政策にスピード感を持

ち、果敢に取り組んでいただきたいと考えてお

ります。

次に、マニフェストの評価についてでありま

す。マニフェストの達成がいかに困難である

か、難しいかについては、民主党さん自身が一

番おわかりかと思っております。私は、マニ

フェストは、目標を少し高く設定し、そこに向

かって全力で取り組んでいくことが重要である

と考えております。私自身、これを実行してき

ましたし、残りの任期も、当然その達成に向け

て努力をしてまいりたいと考えております。現

時点でマニフェストの全体評価は行っておりま

せんが、私のマニフェストをベースにした「新

みやざき創造戦略」の重点項目56項目のうち、

Ａが23項目、Ｂが32項目とした外部評価の結果

は、私の成果のとらえ方とおおむね一致してい

るところであります。マニフェストに掲げまし

た項目のうち、例えば医療提供体制の充実とか

企業誘致などについては、全国的な医師不足や

世界的な景気後退の影響があったとはいえ、県

民生活の安定や向上を図る上では、もう少し成

果を上げるべきという思いもあります。一方

で、県政への信頼回復や宮崎のブランド力向上

などについては、一定の成果を上げられたので

はないかと考えておるところであります。いず

れにいたしましても、マニフェスト全体の取り

組みや成果につきましては、今後、検証を行
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い、その結果を公表してまいりたいと考えてお

ります。〔降壇〕

○田口雄二議員 御答弁ありがとうございまし

た。マニフェストに関しましては、民主党も負

けないように全力で頑張りますので、どうかよ

ろしくお願い申し上げます。

それでは、次に、国が経済対策の一環として

設置された基金の活用について、総務部長にお

伺いいたします。前政権時代にばらまきと批判

されながらも、生活対策、経済危機対策とし

て、一昨年度、そして昨年度と、国からの交付

金によって、期間限定の16の基金が設置されて

います。地方にとりまして、財政状況が逼迫し

ている中、合計で533億円の積立額があります。

しかし、年度後半に交付されたということもあ

りますが、５月31日時点で約92億円しか執行さ

れておりません。17.3％の執行率です。期間内

に執行できなければ、残った基金は国に返還し

なければなりません。せっかくごちそうを用意

していただいたのに、食べられずに取り下げら

れてはたまりません。味がよくないのか、食べ

にくいのか、どちらにしても、この基金の活用

を今後どのようにお考えか、総務部長にお伺い

いたします。

○総務部長（稲用博美君） 国の生活対策、経

済危機対策によりまして設置しました16の基

金、御指摘のとおり、21年度末での執行は約17

％にとどまっております。これは、国からの交

付が年度後半となったものが多かったことや、

例えば「安心こども基金」のように、国が定め

ました対象事業メニューが細かく規定されてい

る上に、そのメニュー間の流用が認められてい

なかったなどの理由で活用しづらいものもあっ

たこと等によりまして、全体的に執行がおくれ

ているところであります。その後、制度改善等

もありまして、平成22年度末での執行率は88.2

％を見込んでおります。今後とも、基金に係る

期間の延長や制度の改善について国に要望しま

すとともに、基金残額を国に返還することのな

いよう、活用期間までの全額執行に努めてまい

りたいというふうに考えております。

○田口雄二議員 先ほども申しましたように、

せっかく国が用意してくれた基金でございます

ので、しっかりと全部使うように、また市町村

とも十分連携をとりながら進めていただきたい

と思っております。よろしくお願いいたしま

す。

次に、医療福祉行政について、福祉保健部長

にお伺いいたします。

本県の医師の偏在による宮崎市を中心とする

県央地区以外の医師不足は深刻な状況です。１

つには、本県唯一の医師の養成機関である宮崎

大学医学部に本県出身者が少なかったことが挙

げられます。その打開策として、本県の地域医

療を担う人材育成のため、平成18年度から宮崎

大学の医学部に地域枠10人を設置いたしまし

た。その後、特別枠５人もさらに設定し、本県

出身者の比率は急速に拡大してきました。この

まま順調に推移して、医師不足の解消につな

がってほしいと思っていたところ、地域枠に合

格者がわずか２名というのが２月議会で問題視

されております。本県の出身の入学者が相当減

少したのではないかと心配されますが、では、

宮崎大学医学部に本県出身者は今年度、一体何

人入学したのか、また、ここ数年と比較して動

向はどうであるのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本年度の宮崎

大学医学部入学生110人のうち、本県出身者は34

人となっております。また、平成17年度が16人
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であったのに対し、地域枠が導入された平成18

年度以降は30人前後に増加しております。受験

者数につきましては、本年度の受験者553人のう

ち、本県出身者は130人となっており、ここ数

年、おおむね100人から150人程度で推移してい

るところであります。

○田口雄二議員 ありがとうございます。昨年

同様の入学者と聞いて安心しました。地域枠で

受からなかった方も一般入試で受かったという

ふうに聞いておりますので、その後、いろんな

ことで努力されたんだと思っております。地域

医療を担う医者として、早く育ってほしいもの

と思っております。よろしくお願いいたしま

す。

次に、県立病院の決算見込みに関連して、病

院局長にお伺いいたします。県病院局は、８月

９日に３つの県立病院の決算見込みを発表いた

しました。全体の収支は11億2,800万円の赤字

で、前年より大幅に赤字が増加しています。特

に医師不足でいつも問題になる延岡病院の赤字

が突出しており、８億5,000万円の赤字です。市

民が努力してコンビニ受診を自粛し、延岡病院

の外来患者が大きく減少いたしました。疲弊し

ている激務の医療スタッフには非常にありがた

いことであるにもかかわらず、これが収支の悪

化の一因となっています。しかし、最大の要因

は、医師不足により休診している科が多く、入

院患者が大きく減少していることです。2006年

度からの中期経営計画の最終年度の本年度の黒

字化は、大変高いハードルになってしまいまし

た。医師の確保が最善の収入の上昇につながる

のですが、それが一番難しい状況の中、今後、

収支の改善をどのように努めていくのか、病院

局長にお伺いをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 収支の改善、い

わゆる経営の健全化ということであろうと思い

ますけれども、御指摘のありましたように、平

成18年度以降、中期経営計画を定めまして、毎

年度、重点項目を掲げて取り組んでおります。

こうした大きな取り組みといいますか、こう

いったものはさらに推進しながら、今年度は大

きく２つの視点から取り組んでいるところでご

ざいます。まず、その１つの収益の確保でござ

いますが、今年度、診療報酬の改定が10年ぶり

にプラス改定となりました。こういった診療報

酬制度への的確な対応はもとより、いわゆるコ

ンビニ受診自粛の取り組みや、地域の医療機

関、医師会等との連携等によりまして、専門性

の高い高度・特殊医療への特化を図り、診療単

価の増額に努めているところであります。ま

た、もう１つの視点、費用の節減でありますけ

れども、業務委託の推進や薬品、診療材料、医

療器械等の共同購入、後発医薬品の採用の推進

など、一つ一つは地道な小さな取り組みではあ

りますが、常にコスト意識を持って徹底的に見

直しを図った結果、その積み重ねによりまし

て、中期経営計画の目標を上回る成果を得てい

るところであります。経営改善を着実に推進し

ていくためには、このような職員一人一人の主

体的な取り組みが最も重要でありますことか

ら、より一層、職員の経営参画意識の醸成を図

りながら、引き続き、職員総力戦で経営の健全

化に取り組んでいるところであります。

○田口雄二議員 ありがとうございました。先

ほども申しましたように、医師の確保が安心・

安全につながるとともに、収支の改善に一番の

特効薬であることはわかっているのですが、そ

れが一番難しい状況です。小さな積み重ねに職

員一丸となって取り組んでいただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。
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ところで、先ほどもちょっと話が出ました

が、収支の改善に期待が寄せられる診療報酬の

改定についてお伺いいたします。新政権の意向

を受けて、中央社会保険医療協議会で２年に一

度の診療報酬の見直しがなされ、今年度から実

施されています。地域医療の崩壊を食いとめる

ため、特に深刻な状況の救急医療や産科・小児

科医療の報酬が手厚くなりました。今年度から

の診療報酬改定が県立病院の収益に与える影響

はどれくらいの増収が見込めるのか、病院局長

にお伺いをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 本年４月に実施

されました診療報酬改定のうち、医師の技術料

などに当たる本体部分の改定率が1.55％のプラ

ス改定となっております。県立病院への影響に

つきましては、平成21年度の入院・外来収益

が206億円余でありますので、この改定率に相当

いたします1.55％収益がふえると仮定いたしま

すと、おおむね３億円程度の増収が期待できる

のではないか考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。昨年

同様の入院・外来と想定しての試算ではありま

すけれども、３億円も収入がふえるというのは

非常にありがたい話だと思っております。少し

でも赤字の減少につながってほしい、そのよう

に考えております。

次に、抗生物質が効かない多剤耐性菌の感染

対策についてお伺いいたします。インドやヨー

ロッパで感染が広がり、抗生物質がほとんど効

かない多剤耐性菌が、相次いで国内で検出され

ています。抗生物質が全く効かないというと、

とんでもなく恐ろしい耐性菌のように見えます

が、健康な人にはそれほど心配はしなくてもい

いようです。ただ、免疫力が落ちた病人や高齢

者には死に至る危険性があります。帝京大学病

院や獨協医科大学病院等々では感染患者が確認

され、多くの死者も出ています。言い方は悪い

のですが、もともと体調の悪い方が病院にいる

わけですので、さまざまな菌が病院には集中し

ていると思います。体調が悪い方がいるわけで

すので、免疫力が当然低下している方が病院は

多いと思います。このような環境の中で、本県

の高度医療を担う県立病院の院内感染対策はど

うなっているのか、病院局長にお伺いをいたし

ます。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立病院におき

ましては、院内感染を防止し、安全な医療を提

供するために、「院内感染対策マニュアル」を

作成いたしまして、日ごろから職員一人一人の

対策の徹底を図っているところであります。ま

た、各病院長をトップといたします院内感染対

策委員会を毎月１回開催いたしまして、院内に

おける耐性菌の検出状況や重大な感染症の発生

状況等を把握し、全職員への情報提供を行いま

すとともに、研修会や講習会を年に数回実施し

ているところであります。このような取り組み

によりまして、基本的な事項といいますか、こ

ういったものを常に再確認し合いまして、常に

危機意識を持って万一に備えているというとこ

ろでございます。仮にですけれども、万が一、

院内感染が発生した場合は、この委員会が関連

部署と協力して、速やかに感染防止対策に当た

ることにいたしております。今後とも、予防対

策に万全を期しまして、県民の皆様へ安全・安

心な医療の提供に努めてまいりたいと存じま

す。

○田口雄二議員 同様の質問を福祉保健部長に

させていただきます。一般の医療機関におきま

して、院内感染対策については、どのような指

導をなされているかお伺いいたします。
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○福祉保健部長（高橋 博君） 院内感染対策

につきましては、従来から、原因となった病原

体の特徴や対策に関する情報を県内医療機関等

に提供し、院内感染防止対策の徹底を指導して

おります。今回発生した多剤耐性アシネトバク

ター属菌による院内感染に関しましても、国か

らの通知を受け、日常的な医療環境や医療機器

の消毒の徹底など、感染防止対策について、直

ちに医療機関に周知したところであります。ま

た、毎年実施しております医療法に基づく病院

等への立入検査において、十分な院内感染防止

対策の体制がとられていない施設に対しては、

改善指導を行っているところでございます。

○田口雄二議員 病気やけがを治しに病院に

行って、もっと病気が重いものになっては仕方

ありませんので、院内感染対策、しっかりとお

願いいたします。

次に、児童虐待に関しまして何点かお伺いい

たします。先日、ホストクラブにうつつを抜か

し、育児を放棄し、３歳と１歳の幼い子供２人

を１カ月以上もマンションに放置し、水も食事

もない部屋でごみに埋もれるようにして死亡し

ていた事件が発覚いたしました。そのほか、三

世代同居した１戸建ての家で、医療に携わる看

護師の母親が幼児に食事を何カ月も与えない状

態で助け出されましたが、脳に大きな障害が残

り、現在の医学では回復の見込みがない植物人

間状態になってしまいました。また、１歳２カ

月の幼児を木箱に閉じ込め、窒息死させた等

々、胸が痛くなるような虐待事件が相次いでい

ます。本県においても、昨年、虐待等により幼

い命が２人奪われています。厚生労働省による

と、2009年度で全国の児童相談所が対応した児

童虐待事件は、これまでで最多の４万4,210

件、10年前の４倍にもなっています。ただ、10

年前はまだ社会的な関心も低く、その後、2000

年に児童虐待防止法が施行され、社会的な認識

も高くなり、通報がふえたこともあり、単純に

増加したとは言えませんが、深刻な虐待に進ん

でいるとしか思えません。2008年に児童虐待防

止法が改正され、児童相談所の家庭への立ち入

りも強化されました。にもかかわらず、悲惨な

事件は一向に減ることがなく、残虐性が増して

います。本県においても、昨年の死亡事例を検

証し、再発防止対策も進めていますが、改めて

本県の児童虐待事件の現状と虐待の種別、通告

経路について、福祉保健部長にお伺いをいたし

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成21年度の

児童虐待の通告件数は、前年度と比較して78件

増の365件と、全国同様、過去最多となっており

ます。虐待の種別としましては、保護の怠慢な

いし拒否が143件と最も多く、約４割を占め、次

いで身体的虐待が128件、心理的虐待が74件、性

的虐待が20件となっております。通告経路の内

訳としましては、近隣知人からが最も多く76

件、次いで市町村が69件、学校が62件、警察

が26件、医療機関が17件等となっており、さら

には、虐待者本人である実母からも21件の通告

を受けております。

○田口雄二議員 今、御報告ありましたよう

に、通告した中に虐待者本人である実母からと

いうのもありまして、これは21件あります。こ

れがまた虐待の問題の複雑なところだと思って

おります。前年と比較して78件増の365件と御報

告いただきましたが、この365件の内訳、年齢別

と主たる加害者はだれなのか、福祉保健部長に

お伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 365件の通告件

数のうち、虐待を受けた児童の年齢構成につき
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ましては、自分で被害を訴えることの難しい就

学前の児童が166件で約半数を占め、続いて小学

生が120件、中学生以上が79件となっておりま

す。また、主たる虐待者につきましては、実母

が206件で約６割を占め、続いて実父が69件、継

父や継母等その他の家族によるものが90件と

なっております。

○田口雄二議員 次に、児童虐待の対応につい

てですが、関係するさまざまなところと児童相

談所との連携強化によって防止していかなけれ

ばなりません。学校や警察、医療機関や地域と

の連携等々が考えられますが、児童相談所と警

察、学校との連携について、福祉保健部長にお

伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 児童相談所と

警察との連携につきましては、本県は、全国で

も早い時期から、情報の共有化と連絡体制の明

確化等の取り組みを進めまして、緊急性のある

場合などには、管轄の警察署に援助の要請を行

うことができるよう体制を整えてきたところで

ございます。また、学校との連携につきまして

は、健康診断や日ごろの生活指導の中で虐待が

発見されることも多いことから、校内における

児童の安全確認や保護に協力をいただくととも

に、リスクのある家庭の見守り等を連携して

行っているところであります。県としまして

は、虐待を受けている子供の早期発見や適切な

保護を行うため、関係機関が参加する要保護児

童対策地域協議会を積極的に活用しながら、引

き続き連携強化に努めてまいります。

○田口雄二議員 児童虐待につきましては最後

になりますが、世代間連鎖の予防についてお伺

いいたします。児童虐待の複雑なところは、Ｄ

Ｖと似たところがあります。身体的なことは当

然ですが、目には見えない精神的に与える傷が

非常に深く、虐待を受けた子供が親になり、今

度は自分の子供に虐待をする世代間の連鎖につ

ながる例が多いということです。虐待で児童擁

護施設に入所している子供の親は、自分自身も

子供時代に虐待を受けていた割合が高い調査が

あります。虐待で心を痛めた子供には、十分な

ケアをしないと連鎖していくことになり、この

連鎖の予防が重要です。現在、虐待を受けた子

供たちの心のケアはどのような状況か、福祉保

健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 虐待を受けて

育った人が他人に攻撃的になる事例は、本県の

児童福祉の現場でも報告されております。虐待

を受けた者のすべてが虐待者になるわけではあ

りませんが、早いうちに適切なケアと家庭支援

を行うことにより、このような負の連鎖を断ち

切ることができると考えております。このた

め、児童相談所では、虐待を受けた児童に対

し、通所や一時保護による継続的なカウンセリ

ング等を行うとともに、虐待を行った親に対し

ても、養育方法の指導や家庭の環境を整えるた

めの支援を行っているところであります。県と

しましては、今後とも、児童相談所の専門性の

向上と体制の強化を図るとともに、精神科医な

どの専門家との連携強化に努めてまいります。

○田口雄二議員 ありがとうございます。不幸

な子供が一人でも減るように、しっかりと対策

をよろしくお願い申し上げます。

次に、林業の活性化につきまして、環境森林

部長にお伺いをいたします。

林業を取り巻く環境は、木材価格の低迷、経

営者の高齢化、後継者不足等々、大変厳しい状

況であります。しかし、中国が日本を上回る世

界最大の丸太輸入国になり、一方で、輸出国で

あるロシアや東南アジアが資源保護に乗り出
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し、新たな可能性が見えつつあります。また、

新政権も国内の林業再生を重要な政策の一つに

しており、木材の自給率の向上に後押しがなさ

れます。そのような中、昨年の12月議会で、私

は県産材を公共的な場所で積極的に使ってほし

いと要望させていただきました。それに対しま

して、環境森林部長より、「飫肥杉を活用した

いすやテーブルなどが商品化されており、その

一部を宮崎空港のオアシス広場や東京で実施し

た知事のトップセールス会場に展示しＰＲし

た。今後とも、宮崎空港などの展示効果の高い

公共的空間におきまして、飫肥杉を使ったいす

やテーブルなどの設置を含めました県産材の利

活用を促進してまいりたいと考えている」と回

答いただいております。その後、県産材の活用

は進んでいるのか、その取り組みを環境森林部

長にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 県産材の需要

を拡大するためには、公共施設の木造化はもと

より、県民の皆さんが身近に木に親しんでいた

だくことが重要であるというふうに考えており

ます。このため県では、木のよさや木材利用の

意義を普及啓発するために、木と触れ合う県民

イベントであります「宮崎やまんかん祭り」

や、ことしで６回目となりますけれども、杉の

新たな利用方法について全国からデザインを募

集します「杉コレクション」への支援を行って

いるところでございます。また、最近の取り組

み事例といたしましては、日向市駅前の交流広

場に、県産材をふんだんに使った屋外施設が建

設されたほか、宮崎空港では、木製の送迎デッ

キが完成するとともに、手荷物検査場の内装木

質化につきましても、現在、その準備が進めら

れているところでございます。県としまして

は、今後とも、県民の皆様が身近に木材に触れ

合える展示効果の高い公共的空間におきまし

て、県産材の利活用を促進してまいりたいと考

えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。空港

の送迎デッキが木質化されているというのは

ちょっと知りませんでした。なかなか空港の屋

上に上ることがないものですから、今度上京す

るときには、ぜひ上って見せていただきたいと

思っております。また、手荷物検査場の木質化

が今準備されているという御回答がございまし

たが、なかなかちょっとイメージがわきません

けれども、個性的で木のぬくもりがあるよう

な、県産材のＰＲになるようなものができれば

と思っておりますので、非常に期待をしており

ます。ありがとうございました。

次に、農業行政について、農政水産部長にお

伺いいたします。

今回の口蹄疫は、ある意味で全国において

も、また県内においても、本県が全国トップク

ラスの畜産県である、また、高品質の子牛の生

産地であり、高品質の宮崎牛を知らしめること

にもなりました。そして、新たに畜産における

問題点も多数見えてきました。その一つに、畜

産の世界も医師不足であるということです。日

本獣医師会によると、獣医師の総数は、この10

年間で２割増加したようですが、公務員の獣医

師は４％減少しているようです。ペットなどを

扱う民間の獣医師に比べ、報酬など待遇面で劣

り、人気がないようです。県内の牛や豚など産

業動物を診察する獣医師も、家畜の飼育頭数は

増加しているにもかかわらず、減少しておりま

す。全国トップクラスの畜産を支える診療体制

が危機的な状況です。そこでお伺いいたしま

す。本県の獣医師の現状と確保対策、そして獣

医師のレベルアップをどう図っていくか、農政
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水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 昨年度の全

国16の獣医系大学卒業生の就業状況を見ます

と、全体の４割強が小動物臨床についており、

公務員獣医師や産業動物獣医師となる学生は、

ともに１割程度の状況にあります。このような

中、県職員獣医師の確保対策につきましては、

大学の訪問、インターンシップ学生の積極的な

受け入れ、奨学金の給付などを行っております

ほか、県職員採用試験におきましても、採用年

齢の引き上げや受験会場の複数化などを行った

ところでございます。一方、産業動物獣医師の

確保につきましては、昨年度、県獣医師会や畜

産関係団体、宮崎大学などを交え、確保対策に

ついて意見交換会を開催いたしまして、引き続

き検討していくことといたしております。ま

た、獣医師の育成につきましては、家畜保健衛

生所が開催する研修会や自衛防疫研修会等を通

じて、今回の口蹄疫で得た症例や病性鑑定結果

の情報提供等により、獣医技術のレベルアップ

を図ってまいりたいと存じます。

○田口雄二議員 ありがとうございます。私、

今回この質問をするに当たりまして、初めて全

国に16しか獣医師の養成校がないことを知りま

したし、それがこの九州においては宮崎と鹿児

島に２つあると、ある意味では、よその県に比

べたら恵まれているのかもしれませんが、大学

としっかりと連携をとりながら、獣医師不足対

策をしっかり行っていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

次に、交通網の整備について質問いたしま

す。

まず、日豊本線の車両について、県民政策部

長にお伺いいたします。大分・宮崎・熊本県議

会県境議員連盟では、例年、西日本高速道路、

国土交通省九州地方整備局、九州運輸局、そし

てＪＲ九州本社に要望活動を行っています。今

年度も、８月10日、11日の２日間、高速道路を

初めとする道路整備促進と日豊本線の高速化の

整備促進について要望してまいりました。ＪＲ

九州では、本郷常務取締役が応対していただき

ましたが、予定を大きく上回る時間をいただ

き、要望、意見交換をすることができました。

その際、再度、来年３月に九州新幹線が全線開

通すれば、「リレーつばめ」が不要になるの

で、ぜひ日豊本線に優先的に導入していただく

よう強く要請させていただきました。本郷常務

によると、現在「にちりん」や「きりしま」に

使われている485系型車両は、来年３月をもって

お役御免となるようです。ようやくあの昭和時

代の列車からリニューアルされるのかと期待を

したのですが、「リレーつばめ」になるかどう

かは言葉を濁されました。同じ特急料金でこれ

までお古の列車で我慢してきたのですから、こ

のチャンスを逃すわけにはまいりません。日豊

本線の新型車両の導入についてどのような状況

か、また、ＪＲ九州に対してどのような働きか

けをしているのか、県民政策部長にお伺いいた

します。

○県民政策部長（山下健次君） 御指摘のよう

に、ＪＲ九州では、来年３月の九州新幹線鹿児

島ルートの全線開業に向けまして、現在、全面

的な車両の再編を検討中と聞いているところで

ございます。このため、県におきましては、Ｊ

Ｒ九州に対しまして、日豊本線への「リレーつ

ばめ」車両の優先的な配置について、機会ある

ごとに働きかけを行っているところでございま

す。先日も、私が本社に出向きまして、要望を

行ったところでございます。今後とも、関係団

体等と連携しながら、ＪＲ九州に対して働きか
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けを続けてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。この

チャンスを逃すことなく、しっかりと快適に移

動できる列車をぜひ導入できるように、努力を

よろしくお願いいたします。それと、今回の要

望活動でわかったんですが、300円の追加料金

で、特急列車並みの所要時間で宮崎と延岡間を

走るライナーがあるのは、実は九州では唯一こ

こだけだということがわかりました。少しは宮

崎に対してＪＲも配慮してくれているんだなと

いうのがわかりましたが、新型車両が入ってこ

のライナーがなくなったのでは、ちょっと意味

もなくなりますので、この新型車両の導入と、

あわせてライナーの存続もよろしくお願いした

いと思います。

次に、県土整備部長にお伺いいたします。東

九州自動車道の門川―日向間が、予定より早ま

り、本年の12月４日に開通予定と西日本高速道

路から報告されました。そして、この開通に

よって、延岡市役所と県庁間の91キロメートル

が、これまでの２時間10分から17分ほど短縮さ

れることとなり、おおむね２時間以内で移動で

きるようになります。一日も早い全線開通を待

ちわびる県北の県民にとっては、実にありがた

いことです。ただ気になるのは、県事業の日向

インターチェンジから国道10号までのアクセス

道路の進捗です。インターチェンジを出た車が

スムーズに流れるのか心配です。そこで、県土

整備部長に、日向インターチェンジの利用交通

量をどの程度と想定しているのか、また、国

道10号までのアクセス道路の整備状況について

お伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 日向インター

チェンジの利用交通量につきましては、東九州

自動車道の全線開通時には、１日当たり5,000台

程度になるものと推計しております。また、国

道10号までのアクセス道路の整備状況につきま

しては、まず、県道土々呂日向線までの約400メ

ーター間については、東九州自動車道門川―日

向間の開通に合わせて、本年12月の供用予定と

しております。残る国道10号までの約500メータ

ー間につきましては、日向―都農間の開通に合

わせて、平成25年度の完成供用を目標として、

鋭意整備を進めているところであります。

○田口雄二議員 次に、警察本部長にお伺いを

いたします。実は、私は県議会に車で来るとき

は、これまでほとんど国道10号を走らずに、高

速道と広域農道を使って来ています。かなり遠

回りになりますが、渋滞が全くなく、時間が読

めるからです。特に、早朝の日向市の平岩地区

から美々津中学校入り口交差点までの６キロメ

ートルは、ジョギング並みのスピードでしか走

れません。日向市の中心部で渋滞することは、

ドライバーにとってはある程度納得いたします

が、中心部をようやく通り抜け、これからスム

ーズな走りが期待できると思った途端ののろの

ろ運転です。何で住宅もまばらになったところ

から渋滞するのかと、ストレスがたまる一方な

ので、私は広域農道を使っております。しか

し、その渋滞も、美々津中学校入り口交差点を

過ぎると、何もなかったかのように車の流れが

スムーズになります。この６キロの間には信号

機も多く、信号機の連動が悪く、また国道10号

の優先の度合いが低いのではないか。県北唯一

の大動脈ですので、何とか改良できないもので

しょうか。12月に門川―日向間の東九州道が開

通したら、もっと渋滞がひどくなるのではない

か。せっかく開通によって17分短縮されました

が、この間の渋滞で短縮された時間が消滅され

てはたまりません。警察本部長に、日向市平岩
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―美々津中学校間の朝夕の渋滞をどのように認

識し、渋滞対策はどう考えているかお伺いいた

します。

○警察本部長（鶴見雅男君） 国道10号線の日

向市平岩地区から美々津中学校入り口交差点ま

での約６キロメートルの間には、信号機が９基

設置されておりますが、主要幹線道である国

道10号線の交通の流れを優先にしながらも、通

学児童、それから地区住民の方々の安全確保を

するために、押しボタン式の信号機や半感応式

の信号機を設置・運用しているところでありま

して、朝夕の時間帯を中心に交通の流れが悪く

なっている実情にあります。その原因として考

えられますのは、付近にはバイパス的な道路が

少なく、交通流が国道10号線に集中しているこ

と、そして郊外地のために信号機同士が一部連

動していないことが挙げられます。今後につき

ましては、東九州自動車道の日向―門川間の開

通による交通流の推移も含めまして、交通の実

態を詳細に調査いたしますとともに、信号機の

表示時間の周期の調整、それから連動化などに

ついて検討してまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 再び県土整備部長に、道路整

備について何点かお伺いいたします。先ほど、

日向インターチェンジから国道10号までのアク

セス道路の件でお伺いいたしました。この道路

は、国道10号で小倉ヶ浜有料道路と連結するこ

ととなります。この小倉ヶ浜有料道路は、今回

重要港湾に指定され、物流の拠点として大きく

飛躍が期待される細島港のアクセス道路となり

ます。しかし、以前に比べると、日向市内の渋

滞がかなり改善されたため、私も最後に通行し

たのはいつだったか記憶にないほどです。以前

に比較すると、交通量もかなり減っていると思

います。そこで、小倉ヶ浜有料道路の概要と利

用と収支の状況、そして未償還額についてお伺

いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 小倉ヶ浜有料

道路は、260メーターの橋梁を含む総延長360メ

ーターで、建設費約11億円をかけて、昭和59年

３月に完成供用しております。平成21年度の１

日当たりの交通量は1,498台でありまして、収支

状況につきましては、21年度の料金収入が

約4,300万円となっており、約1,500万円を借入

金の返済に充てております。現在、完成時から

約26年経過しておりますが、平成21年度末の未

償還額は約６億8,000万円となっております。

○田口雄二議員 21年度末の未償還額が６

億8,000万で、21年度の借入金の返済が1,500

万、単純計算しても、返済が終わるまであと45

年かかることになります。しかし、最高の交通

量が１日3,800台あったものが、現在は半分以下

の1,500台です。今のままの有料方式を続けた

ら、さらに厳しい状況になることが予想されま

す。日向インターチェンジから細島港までのア

クセス道路としての活用策として、小倉ヶ浜有

料道路をぜひとも無料化できないかお伺いいた

します。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 小倉ヶ浜有料

道路につきましては、平成25年５月までに借入

金の返済を完了して、無料化する計画でありま

す。それ以前の無料化については、困難である

と考えております。現在、鋭意、借入金の返済

に努めておりますが、現時点の試算によれば、

料金収入の伸びが期待できず、期日までの返済

は厳しい状況であります。しかしながら、県と

しましては、東九州自動車道が開通し、細島港

の整備が進められる中で、本道路のより一層の

利用促進が図られることは重要であると認識し

ております。したがいまして、管理運営してお
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ります道路公社とともに、今後とも、借入金の

処理について、さまざまな方策を検討してまい

りたいと考えております。

○田口雄二議員 ぜひとも検討をよろしくお願

いいたします。

次に、九州横断自動車道延岡線の建設促進に

ついてお伺いいたします。まず、延岡市を初め

とする建設促進団体が、正式名称ではありませ

んが、この道路の意味をもっと重きものととら

えていただくために、「九州中央自動車道」と

呼称し始めましたので、私もそのように呼ばせ

ていただきます。東九州自動車道の宮崎と大分

間は、順次開通区間もふえ、全線開通までのめ

どがついてまいりました。これからは、清武以

南の東九州自動車道と九州中央自動車道に力を

注ぐ必要があります。特に、細島港が今回重要

港湾に指定され、物流の拠点として、また広大

な工業用地を擁しており、企業誘致の面から

も、九州中央自動車道の早期整備が望まれま

す。また、九州中央自動車道なしでは、細島港

の存在価値も上がってまいりません。県北エリ

アだけではなく、本県全体の産業、経済、観光

等々の発展拡大に、非常に重要さを増してまい

ります。先日、町村会の役員の皆さんとお話を

させていただいたときも、本県にとっては、東

九州自動車道よりも、九州中央自動車道のほう

が本県にはプラスになると力説されていまし

た。そんな中、８月４日に延岡市北方町の蔵田

第２トンネルの起工式がとり行われましたが、

計画延長の７割以上は基本計画のままで、いま

だ整備のめどが立っていません。九州中央自動

車道の建設促進に向けて、今後どのように取り

組んでいくか、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 「九州横断自

動車道延岡線」というのは、法律で定められた

名称でありますから、変更はできませんけれど

も、「九州中央自動車」という愛称といいます

か、呼称、非常に結構だと思っておりますの

で、私もその名前で答弁させていただきます。

九州中央自動車道は、九州縦貫自動車道と東九

州自動車道を九州中央部で連結することで、循

環型高速道路ネットワークを形成し、重点港湾

「細島港」と一体となって物流効率化に資する

とともに、九州の広域的な観光ルートとしても

期待される重要な路線であります。しかし、現

在の供用区間及び事業中区間を合わせても、県

内計画区間のわずか37％にとどまっておりま

す。また、平成22年度の予算も前年度を大きく

下回るなど、大変厳しい状況にあると認識して

おります。さらに、高速道路の整備の過程に関

し、現行の国幹会議を廃止し、新たな仕組みを

構築するための法改正が国会で継続審議中であ

るなど、今後どうなっていくのか、大変不透明

な状況であります。県といたしましては、整備

のめどの立っていない区間に関し、これら国の

動向に注視しつつ早期整備着手を、また、現在

事業中区間に関し、早期整備に必要となる予算

の確保及び整備のおくれた地方への重点配分に

ついて、引き続き、国などの関係機関に対して

強く訴えてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 国の選択と集中によって、完

成が近い東九州自動車道に、集中的に予算が投

入されております。この道路が大体完成するこ

ろには、九州中央自動車道に予算が優先的に来

るように、私どもも積極的に活動してまいりた

いと思っております。どうぞよろしくお願いい

たします。

次に、教育行政について教育長にお伺いいた

します。
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まず、県立延岡高校の理数科をメディカル・

サイエンス科に学科改編すると、教育委員会は

７月５日に発表いたしました。医師不足が深刻

で、また県内一の工業集積地の延岡に、まさに

マッチした学科が設置されたと思っておりま

す。特に、地域医療を担う学生の育成にうまく

つながってくれればと、延岡市民を初め県北の

皆さんは大きな期待を寄せています。そこで、

学科改編の理由とメディカル・サイエンス科の

特色についてお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、学科改編の理

由についてでありますが、医師確保という地域

の喫緊の課題や、本県随一の工業集積地という

地域産業の状況等を踏まえまして、地域の医療

や、高度な技術を有する産業の将来を担う人材

を地域と一体となって育成するために、県北部

の理数教育の拠点となります延岡高校の理数科

をメディカル・サイエンス科へと改編いたしま

して、より一層、学科のねらいとするところを

明確に示したものであります。同学科の特色で

ありますが、県北部の誇れる産業等の地域資源

を活用いたしまして、１つには、病院や先端企

業等、現場への訪問やインターンシップ、２つ

には、大学や企業等の第一線で活躍されている

研究者や技術者による出前講座や講演会の実

施、３つには、メディカル学やサイエンス学な

ど同学科独自の科目を設けまして、地域の課題

解決や大学等での学びにつながる調査研究活動

を行うことなどが挙げられます。また、学級編

制にも特色を持たせます。２年次より学科内

に、生徒の進路目標を達成するために、メディ

カルコースを１クラス、サイエンスコースを２

クラス設けまして、理科、数学、英語で徹底し

た少人数指導を行うことにいたしております。

以上です。

○田口雄二議員 もう一つ、教育問題をお伺い

いたします。まだ仮称ではありますが、延岡総

合特別支援学校の進捗状況についてお伺いいた

します。この件に関しましては、以前、延岡の

特別支援学校の教育関係者と御父兄たちが設置

の要望に来たときに、延岡選出の県議団も同席

させていただきました。そして、その要望に対

して、当時の高山教育長が大変力強く「全国に

誇れるような、また全国から視察に来るよう

な、そんな学校をつくります」と述べられまし

た。それ以来、関係者の中では大きな期待が膨

らみ、どんな学校になるのか楽しみにしている

状況です。開校予定まで残り少なくなってまい

りましたが、進捗状況を教育長にお伺いいたし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 延岡総合特別支援学

校―仮称でありますが―につきましては、

平成24年度の開校を目標に、関係する３校の教

職員で構成します設置準備委員会において、保

護者の皆様等の御意見も伺いながら、教育課程

や組織運営等のあり方について検討を行います

とともに、施設等の整備につきましても計画的

に進めているところであります。具体的には、

平成21年度に、基本設計と実施設計の一部を

行ったところであります。また、今年度は、残

りの実施設計と管理棟の新築、聴覚障がい教育

棟の改修工事などを行うことにいたしており、

おおむね予定どおり進捗しているところであり

ます。これらの状況につきましては、本年の７

月から順次、保護者や地元の関係者の皆様に対

し御説明を行っているところであり、あわせ

て、子育て支援機能などの新しい機能につきま

しても、御意見をお伺いしているところであり

ます。今後とも、延岡総合特別支援学校の設置

について、保護者や地元関係者の皆様への情報
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提供に努めますとともに、開校に向けた準備を

着実に進めてまいりたいと考えております。以

上です。

○田口雄二議員 開校に向けて順調に進んでい

ると聞いて、安心いたしました。しかし、実際

には、開校時期ではなく、その中身が問題で

す。前例がない、つまりお手本がない学校づく

りとなります。さまざまな議論を十分に重ね

て、御父兄があの学校なら安心して任せられる

と思うような特別支援学校づくりをよろしくお

願い申し上げます。

それでは、それぞれ御答弁ありがとうござい

ました。以上をもちまして、私の質問を終了い

たします。（拍手）

○中村幸一議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時42分休憩

午後１時０分開議

○蓬原正三副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） お疲れさま

でございます。通告に従い一般質問を行いま

す。

口蹄疫によって家畜の殺処分を余儀なくされ

た畜産農家及び関係者の方々に、心からお見舞

いを申し上げます。と同時に、不眠不休の防疫

作業等に携わられた関係各位の御労苦に、心か

ら感謝と敬意を表するものであります。

安全宣言、終息宣言が出され、これからが正

念場です。宮崎再生に向け県民一体となって復

興支援対策に取り組んでいかなければなりませ

ん。今定例県議会に提案されています一般会計

補正予算は322億円余で、うち292億円余が口蹄

疫復興対策に関する経費として予算措置されて

います。口蹄疫被害を受けられた地域の復興支

援が最優先されることは当然のことでありま

す。しかし、口蹄疫の発生がなかった地域も、

競り市中止による畜産農家の収入減、風評被

害、イベント中止による飲食産業や観光産業の

落ち込み、防疫作業対策等で多大な支出を余儀

なくされた関係自治体の今後の財政運営など、

口蹄疫被害を受けた市町村と同様の状況にある

と思います。今後、有効な対策が必要なことは

明白であります。そこで、口蹄疫の発生がな

かった市町村に対し、これまでどのような対策

を行い、今後どのような経済復興支援策を講じ

ていかれるのか、知事に伺います。

後は質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

地域経済復興支援対策についてであります。

口蹄疫が発生しなかった市町村においても、家

畜市場の閉鎖に伴う畜産農家への影響は出てお

りますし、イベントの自粛や県外観光客の減少

等に伴うさまざまな事業者の売り上げ減少など

の影響が生じておるところであります。このた

め、県内６カ所で緊急的な経営相談を実施する

とともに、口蹄疫緊急対策貸付による金融対策

を講じてまいりましたほか、観光緊急応援事業

や「来て！みて！宮崎キャンペーン」など、全

県的な観光対策などに取り組んでおります。ま

た、家畜市場再開後の価格の暴落が懸念されま

したことから、子牛購入者に対する支援事業を

実施し、家畜市場の安定化を図っているところ

であります。今後の対策といたしましては、今

議会に提案しております中小企業応援ファンド

の活用等によるプレミアム商品券の発行支援や
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地域活性化イベントの支援、観光キャンペーン

の実施など、地域経済を活性化する対策に取り

組んでまいりたいと考えております。以上で

す。〔降壇〕

○髙橋 透議員 西都・児湯地域が一番被害が

あったわけですが、ここの畜産産出額、平成18

年で412億円だそうであります。全国21位である

静岡県の畜産産出額に匹敵をします。そこで、

西都・児湯地域へ支払われます家畜の殺処分に

対する補償金、おおむね500億円程度になると聞

いておりますが、その認識でよろしいでしょう

か、農政水産部長、答弁をお願います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 手当金等の補

償金につきましては概算払いがほぼ終了したと

ころでございまして、現在、最終的な精算払い

に向けて農家、団体等と精査を実施していると

ころでございます。

○髙橋 透議員 おおむね500億円程度になると

聞いておりますが、というのも、総額の補償額

が550億円だというふうに伺っています。９割強

が西都・児湯の殺処分の数ですので、0.9でおお

むね500億円という数字が出るんです。部長、そ

の認識でよろしいかということを尋ねたわけで

すけれども―うなずいていらっしゃいます。

そこで、この補償金の使途、私は復興のポイ

ントとなるというふうに思っています。畜舎を

建てかえられる方、あるいは新しく資材等を購

入されたり、大変な経済効果をもたらすという

ふうに思うんです。そのためにも大事に使って

いただきたい。そこで、口蹄疫の被害を受けた

農家の経営再建計画の策定と資金管理、どのよ

うに今後取り組みを行うのか、部長に答弁をお

願いします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 被災農家の経

営再建計画の策定につきましては、みやざきの

畜産経営再生プロジェクト支援事業によりまし

て経営再建を総合的に支援するチームを設置

し、普及センターや畜産協会を中心に、農協及

び飼料メーカー、市中銀行など関係機関と連携

を図りながら、個々の農家の実情に応じた総合

的な支援活動を進めております。県といたしま

しては、農家ごとに資金管理と経営再開シミュ

レーションを示しながら、関係機関と一丸と

なって経営再建計画の実現に向けて必要な支援

を行ってまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 おっしゃるとおりだと思いま

す。再建計画は資金計画が大事だというふうに

思っています。そこをしっかりと御指導方をよ

ろしくお願いしたいと思います。

次に、気になる数字があります。安全宣言が

なされた以降に競り市が開始されたわけです

が、お隣の鹿児島県の競りの子牛の値段、悪い

というふうにお聞きしまして、実はきのうの農

業新聞を見ても明らかになっているんですが、

都城の和牛子牛で平均が41万8,340円、前回より

か6,746円高いというふうにあります。お隣の鹿

児島曽於中央ですが、平均36万7,623円、前回比

で３万1,534円高い。ということは前回は33万円

何がしだったということです。正確には覚えて

いませんが、県内の地域では43万を超えたとこ

ろもあったわけで、10万の差がついているわけ

です。非常に隣県の子牛の値段も心配をします

が、本県は幸いにして予想以上の値段がつきま

した。その価格の差についてどのように県は分

析しているのか、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（髙島俊一君） 口蹄疫終息後

の９月の子牛競り価格につきましては、今お話

ございましたとおり、鹿児島県では約37万円、

大分県では約31万円であり、本県では約42万円
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となっております。これを口蹄疫発生前と比較

いたしますと、鹿児島、大分両県では約４万円

下落しているのに対し、本県では約２万円上昇

しており、特に雌の価格が高くなっているのが

特徴でございます。このような状況となりまし

たのは、家畜市場が消毒などの防疫対策を徹底

したことによりまして購買者が安心して来場で

きる環境を整えたことや、競り市の延期により

子牛を導入できなかった肥育農家が積極的な購

買を行ったこと、さらに、一時預かり施設を利

用して西都・児湯地域の繁殖農家が経営再開へ

向け購買を行ったこと等によるものと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 いろいろと事情があると思い

ますけれども、隣県への配慮というのは大事だ

なと思っているんです。本県が安全・終息宣言

をやった後に、知事が隣の鹿児島あるいは熊

本、大分の知事にあいさつに行かれたのかなと

いうこともちょっと心配をしていました。今、

国と協議中の基金、第２案で示されておるよう

ですが、南九州地域の復興支援対策も考えてい

ますよということが盛り込まれていますが、大

事なことだと思うんです。そういったところが

国の基金への財政出動、十分かかってくるん

じゃないかと思っていますので、ぜひ隣県への

配慮をお願いしておきたいというふうに思いま

す。

次に、壇上で申し上げましたけれども、口蹄

疫の発生がなかった市町村、同じように今大変

な状況にあります。今回の補正総額、申し上げ

ましたように11市町の対策が中心です。これは

大事なことです。それは当然だと思っています

が、要は今後、財政は厳しい中にあるかもしれ

ませんが、発生がなかった地域も時間差なくそ

の対策を講じられるのか、そこなんです。今後

の具体的な復興支援、実施されていくのか、知

事の所見をお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 本県の再生・復興に

当たりましては、特に家畜の処分により生産基

盤を失った地域について、今後どのように復興

していくのかということや、新しい産業構造を

どのように構築していくかに力点を置きまして

対策を講じていく必要があると考えておりま

す。

また、口蹄疫からの再生・復興方針の中で

「早急な県内経済の回復」を目標の筆頭に掲げ

ておりますように、さまざまな影響を受けた県

内経済を回復させていく対策は当然必要であり

ますので、プレミアム商品券やイベント開催に

対する支援などを行いますとともに、地域ごと

の状況を見きわめながら必要な対策について検

討していくことになると考えております。

○髙橋 透議員 今、プレミアム商品券の発行

支援のことも具体的にお話しされましたが、西

都・児湯地域、既に全国商工会連合会から６市

町には2,000万円ずつおりてきているということ

を聞きました。したがって、それ以外の地域は

優先的に、１番が日南、２番が串間、３番が高

千穂、こんな感じで今後検討いただくのもいい

かなと思いますが、ぜひ時間差なく復興支援を

やっていただきたいというふうに思っていま

す。

次に、これから、宮崎県知事、東国原知事の

復興に向けての責務ということでお尋ねしてい

くわけですが、まず一つは、知事の取材に対す

る確認ですけれども、マスコミが取材をされた

ときにこんなことを話をされています。「口蹄

疫がなければ、恐らく２期目をすんなりやって

いた」、この取材の事実について確認します

が、知事。
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○知事（東国原英夫君） 恐らくそうだったろ

うなという意味でお答えしました。口蹄疫が発

生したことによって、今後のことをどうあるべ

きか、あるいは今回の口蹄疫で、国と地方のあ

り方とか、その支援のあり方というのを非常に

考えさせられましたので、それに対して今熟慮

しているところでありまして、ですから、仮に

口蹄疫がなかったら、そのまま恐らくすんなり

２期目の出馬に向けて準備をしたんではないか

と思っておるところであります。

○髙橋 透議員 知事、一般的に、一般的に考

えれば、口蹄疫という大変なことが起きた。む

しろ私、今の知事のお考えと逆だと思うんで

す。宮崎県に非常事態が起きた。だからこそ改

めて、この復興の対策に立つんだという決意を

なされるんじゃなかろうかなと思うんです。口

蹄疫でダメージを受けた本県ですから、２期目

の不出馬はあり得ないだろうというのが一般的

な県民の見方だと思っているんです。とりわけ

知事を支援する方々の声ではないかと思うんで

す。「がんばろう 宮崎」と知事が先頭に立っ

てこぶしを上げている中で、「さらば宮崎、後

はよろしく」ということはないと思って、あえ

て申し上げました。知事の真意をいま一度お聞

かせください。

○知事（東国原英夫君） ちょっと私はそれと

は違う考え方です。今回、口蹄疫は、私にとっ

て国と地方を考えるいい機会であったと思って

いるんです。こういう国の体制で、果たして地

方の疲弊というのはとまるのだろうかと自分の

中で疑問を持ったんです。このままのシステム

でいくと、例えば地方自治法だの、法定受託事

務だの、地方と国の関係だの、緊急の法定伝染

病に対する国の危機管理だの、地方の役割配分

だの、さまざまなことをこのままでいいのだろ

うかと非常に強く考えたんです。ですので、私

の考え方は、この国の形を変えるために何か行

動しなきゃいけないんだろうかということを、

今強く思っているところであります。

○髙橋 透議員 私とはレベルが違うなと思い

ました。すごく高いレベルのところでお話をさ

れている気がいたします。

もう一点申し上げておきますけれども、知事

はこの間の代表質問、一般質問、マスコミ等で

もおっしゃっています。「出処進退については

本９月定例県議会中に皆様に明らかにしたい」

と、出馬表明について明らかにしたいというこ

とを再三おっしゃっていますが、私、先輩から

学ぶんですけれども、議会というところ、個人

的な選挙のことを、質問者の質問に対して答弁

以外で発表する場ではないと思うんです。知事

はこの前も、中立性、公平性おっしゃっていま

した。あくまでも個人的な政治的な決意を、議

員側からの求めもなく発言することはいけない

と思っています。したがいまして、私の質問に

お答えしてくださいという意味じゃありません

から安心していただきたいんですが、もう時間

がありません。あした、あさって、15日までが

一般質問の時間であります。ひょっとして知事

は、24日、29日、10月12日本会議があります

が、そのときにまさか手を挙げてということに

はならんと思うんです。議運もそうですが、議

長も認めないと思うんです。そんなことをしっ

かりと踏まえた上で、知事の出処進退、まだ質

問通告があるようですから、15日までが知事の

本会議場で答弁できる時間だと思っています。

次に移ります。産業の活性化でありますが、

水産業の振興について質問をいたします。

今度の口蹄疫被害、実は水産業関係者も頑張

りました。街頭に立って募金を行われました。
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既に御承知だと思うんですが、県及び経済連

に、総額約2,300万円ほどですか義援金を贈られ

ております。水産業は、御存じのように燃油高

騰です。しかも魚価が低迷をしております。し

かし、苦しんでいる中でも、本県を支える第１

次産業の仲間、そういう意味で支援をされたと

いうふうに思います。そこでお聞きしますの

は、以前も質問しましたが、国が来年度の概算

要求で示しております漁業所得補償対策この内

容について、農政水産部長、答弁をお願いいた

します。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今般、国の概

算要求で示されました漁業所得補償対策につき

ましては、規模や漁法の違いが大きく、多種多

様な魚介類を漁獲するという漁業の特性を踏ま

え、既存の漁業共済の仕組みを活用した対策と

なっております。具体的な内容といたしまして

は、計画的な資源管理に取り組む漁業者に対し

て、収入減少を補てんするために加入している

漁業共済の掛金助成を拡充するなどにより負担

の軽減を図り、漁業収入の安定化を図るもので

あります。

○髙橋 透議員 よくわかりましたというか、

簡単に言えば、既存の共済を活用するという内

容なのかなと思うんですが、掛金の助成という

ことをおっしゃいましたが。一方で米の所得補

償というのがあります。こことの違いはどうな

んでしょうか、農政水産部長お願いします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 漁業所得補償

対策につきましては、今お話し申し上げました

ように、既存の漁業共済制度を活用するため、

加入者には一定の掛金負担が必要となります。

一方、米の戸別所得補償制度につきましては、

生産に要する費用が恒常的に販売価格を上回る

米に対して生産費を補てんするものであり、加

入者の負担のない制度となっております。

○髙橋 透議員 今おっしゃいましたように、

受益者負担があるかどうか、これが農業と漁業

の大きな違いだと思うんです。農業は全く共済

制度とは別立てで価格補償するわけで、漁業の

場合には既存の共済、実際掛金をかけていま

す。ここの負担をちょっと軽減するというよう

な仕組みのようですが、漁業所得補償対策、ぜ

ひ県に頑張ってもらいたいなと思っているんで

す。まだ概算要求の段階ですから正式決定じゃ

ありませんが、仮にこの価格補償が実施されれ

ば、ぜひ漁業者の負担を軽減してほしいなと

思っているんです。なかなか燃油高騰のときも

真水のところで支援ができなかったはずなんで

す。この負担の軽減、何とか県が助成する考え

はないのか、知事、ぜひ考え方を答弁くださ

い。

○知事（東国原英夫君） 漁業経営につきまし

ては、水産資源の状況や天候等により漁獲量が

左右されるとともに、燃油価格や魚価の変動に

よっても収益に大きな影響が出るなど大変不安

定であることから、漁業所得補償対策が本県の

漁業経営の安定に資するものとなるよう期待を

しているところであります。いずれにいたしま

しても、本対策につきましては、今後国におい

て詳細な制度設計が検討されると伺っておりま

して、県といたしましては、まずは主幹漁業で

あります大型のカツオ・マグロ漁業が掛金助成

の対象となっていないなどの実情を踏まえまし

て、本県漁業にとって有益な制度となるよう国

に働きかけていきたいと考えております。

○髙橋 透議員 不十分な仕組みについては、

おっしゃるように国に働きかけをしていただく

ことが大事で、もう一方の県の財政出動ここの

ところも、きょうのところはなかなか答弁しに
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くいでしょうから、ぜひ研究、検討を進めて

いっていただきたい、そのことをお願いしてお

きます。

申し上げてきましたように、水産、大変な状

況にあるにもかかわらず、口蹄疫の問題では応

援をしました。風評被害もあったというふうに

聞きます。魚を積んでトラックで行って追い返

されたということも聞きました。県南の目井津

港にある港の駅、４月から６月で何と4,300人お

客さんが減っているんです。売り上げも当然

減っているわけなんです。それにもかかわらず

水産関係者は応援をしました。322億円の補正

額、口蹄疫中心の補正でありますけれども、見

てみましたら、水産関係の補正たった150万円で

す。150万円の補正が今回組まれていますけれど

も、もちろん口蹄疫被害からの早期復興、県民

だれもが望むところであります。今後は、県内

産業全般、県内全域を見た予算措置、査定をぜ

ひお願いしておきたいと思います。

次に移りたいと思います。教育問題でありま

す。

まず、高校再編整備に伴う跡地利用問題であ

ります。高校再編整備に伴って、来年３月、県

南の２つの長い歴史ある高校が幕をおろしま

す。創立113年でしょうか、日南農林高校。それ

と昭和50年代、陸上で実はインターハイを制し

ているんです。私の１つ先輩が全国で優勝して

いるんです。その当時、日南振徳商業高校は全

国に陸上で名を知らしめた時期があります。こ

の２つの高校が幕を閉じます。この２つの高校

の跡地活用について一定の方向性が出ていると

思いますが、その協議の中身について、教育長

にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 閉校を迎える県立学

校の跡地活用につきましては、平成19年度か

ら20年度にかけまして、教育庁内の再編整備プ

ロジェクト会議等におきましてその方針につい

て協議を重ねたところであります。この結果、

県の厳しい財政状況や再編に伴う費用を勘案い

たしまして、「閉校を迎える県立学校の跡地に

ついては、基本的には教育財産として活用しな

い」という方針を教育委員会として決めたとこ

ろでありまして、お尋ねの２つの高校について

もこの方針に即して対応していく必要があると

考えております。以上です。

○髙橋 透議員 あっさりおっしゃいました。

基本的には教育施設としては活用しないという

ことで、これは20年度の丸山議員の代表質問で

お答えされています。その次の段階があるとお

聞きしました。いわゆる県教育委員会として活

用しない場合には、知事部局の公有財産調整委

員会で検討していくということでありますけれ

ども、具体的にどのような議論がなされたの

か。公有財産調整委員会の委員長は副知事であ

ります。御答弁をお願いいたします。

○副知事（河野俊嗣君） この公有財産調整委

員会でありますが、公有財産の効率的な運用や

適正な管理を推進する観点から、公有財産の有

効活用、処分、取得及び適正な配置等につきま

して総合的な調整を行っているところでありま

すが、御質問のありました日南農林高校及び日

南振徳商業高校の跡地につきましては、教育委

員会の方針、ただいま教育長が述べたとおり

「教育財産としては活用しない」ということか

ら、平成21年10月と平成22年４月の２回にわた

りましてこの委員会に調整の依頼がありまし

て、全庁的に利活用を希望するか否かという照

会をしたところであります。この結果、当該地

の利活用を希望する部局等がなかったことか

ら、処分も可という方針を出したところであり
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ます。

○髙橋 透議員 ２回調整会議を行って、結論

としては、活用を行わず処分も可ということで

すね。そこ辺の意味が微妙なんですけれども、

農林高校ですので田畑、山林があります。施設

園芸もあります。かんきつ類の果樹園あり、そ

してまたマンゴーなどの亜熱帯果樹もありま

す。有効かつ貴重な資源を所有しているんで

す。この日南農林高校を見たときに、跡地利用

いっぱいあると思うんです。例えば観光農園な

どといったものに活用できないものか、そうい

う検討はなされなかったのか伺います。関係部

長お願いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 農政水産部に

おきましては、亜熱帯作物の試験研究施設とし

て日南市南郷に総合農業試験場亜熱帯作物支場

を有しておりまして、マンゴーや完熟キンカ

ン、花木等の生産性向上等に向けた研究に取り

組んでいるところでございます。また、亜熱帯

作物支場に併設した有用植物園や、日南市の民

間団体が運営する「道の駅なんごう」につきま

しては、体験・観光施設として多くの観光客に

利用されております。このように日南市南郷に

は農政水産部が管理する施設等が既にあります

ので、日南農林高校の施設は活用しないとの結

論に至ったところでございます。

○髙橋 透議員 これまたあっさり、ばっさり

の答弁でございましたが、私、今回質問するに

当たって、農林高校に調査に行ってまいりまし

た。農林高校は来年３月に卒業を迎える３年生

だけが在学しているわけです。したがって教職

員はひところの半分らしいですね。しかし、

びっくりしたのは環境整備が非常に行き届いて

いるんです。聞いてみますと、校長先生初め教

職員、そして生徒が協力し合って草刈り等やっ

ているんです。非常に環境整備行き届いていま

した。そして来年の卒業式―３年生だけです

けど、今新しく振徳高校ができて、そこに１・

２年生いるわけですが、そこの生徒たちが来て

くれるという話を校長先生がされていました

し、日南高校のブラスバンド部が友情出演をし

てくれるという、そんないきな計らいもあると

いうふうに伺ったところであります。

教育長からも農政水産部長からも答弁いただ

きましたけれども、知事、教育長、農林高校の

敷地全般を見られたことがあるのかなと思うん

です。ぜひ一度行ってみていただきたい。農林

高校が現在地に移転したのは昭和42年だそうで

す。その当時を知る方に聞いてみました。優良

農地をかなり買収したらしいんです。もちろん

実習田も畑も必要です。その水田、畑はまだ

残っています。一部はグラウンドとかに埋め立

てたりして農地から転用しましたけれども。そ

ういう優良農地をみすみす高校教育のためにそ

の所有者は手放した経緯だってあるわけです。

その農林高校を県有地からあっさり手放す。い

いことなのか、非常に危惧するんです。そして

また、高校教育から離れても、別な意味で活用

していくことも検討されていない、非常に寂し

いような気がします。さらに申し上げたいこと

は、農林高校は演習林、いわゆる山を持ってい

ます。ちょっと調べましたら何と43ヘクター

ル、広大な演習林があります。この活用も考え

ていらっしゃらないんでしょうか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 日南農林高校

の演習林につきましては、今おっしゃいまし

た、非常にまとまりのある面積であること、あ

るいは資源的にも充実していることから、森林

環境教育のフィールド、あるいはそのほかに県

が持っています県有林との一体的な森林経営な
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どの活用方法が考えられますので、今後関係部

局と協議してまいりたいというふうに考えてお

ります。

○髙橋 透議員 関係部局と協議したいという

ふうにおっしゃいましたけれども、これはやっ

ぱり県有林としてしっかり管理されていくべき

ものじゃないですか。環境森林部がそのときに

は所管部になるんでしょうけれども、ぜひ大事

にしていただきたいと思います。

私、ここで提案などもするわけなんですが、

教育長、例えばいじめなどで不登校になってい

る子供、教育の課題としてあります。いろんな

理由で中途退学したりする子が今います。その

子は今どこに教育を求めているかというと、通

信制であったり定時制であるわけです。そうい

う通信制教育を受けている生徒―先週の我が

会派の外山良治議員が代表質問したときにも申

し上げておりましたが、問題は休眠している生

徒が非常に多いということなんです。その休眠

している生徒のスクーリングの場、学習支援の

場としてこの農林高校を活用できないものか、

教育長、伺います。

○教育長（渡辺義人君） お尋ねの件でありま

すけれども、通信制教育を行っている学校とし

ては、本県では宮崎東高校と延岡青朋高校の２

校がございますが、スクーリング協力校を設け

て、県内それぞれの地域におきまして生徒が通

信教育を受けられるように配慮いたしていると

ころであり、このうち宮崎東高校に在籍する南

那珂地区の生徒につきましては、協力校となっ

ている日南高校におきましてスクーリングを受

講できるようにしているところであります。な

お、通信制に在籍をしながら学習の滞りがちな

生徒への支援のあり方につきましては、さらに

検討してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 通信制を選択する高校生、言

いましたように、いじめで不登校になったり、

発達障がいによって授業についていけない子供

とか、さまざまな要因があるとお聞きしている

わけですけれども、問題は、通信制の学びの拠

点は自宅ですよね、どうしても自宅では学習の

長続きがしないと思うんです。私、以前もこれ

は申し上げたことがあると思うんですが、目の

前に先生がいません。だから自宅では長続きし

ないということを申し上げてきたんですが、外

山良治議員も言いました。休眠生が増加して、

その対策に非常に苦慮されているんです。通信

制の方々が通う学校に活用してほしいなと思っ

ています。

そして、先ほどから言いますように田畑があ

るでしょう。農業体験ができるんです。心が病

んでいる子供たちに農業を必修科目として履修

してもらったらどうですか。人格の形成なり、

社会に通用する大人への生きた学習ができると

思います。あるいはそこに学食を置いてもいい

じゃないですか。自分でつくった米、野菜等そ

こで活用したらどうですか。あるいは県内の若

者が通える、そのために寮をつくってもいいで

しょう。そんな活用はいっぱいあると思うんで

す。高原畜産高校が閉校するのは３年後です

か、高原畜産高校もいろんないいものを持って

いるわけで、どうでしょうか知事、「全ての大

人は全ての子供の教師たれ」ということを、就

任時の所信表明ですごくこれが残っているんで

すが、そういう教育持論をお持ちの知事に、ぜ

ひ、今の私の思いに対する感想がありましたら

お聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 今の議員の御指摘

は、施設の問題、それとコストの問題だと思う

んです。東高校のスクーリング協力校は日南校
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ですから、そちらのほうでまとめてしていただ

くように集中していくのがいいのかなと思って

いるんですけれども、教育長も答弁されました

ように、教育委員会で十分検討されたもので

しょうから、これはいたし方ないことかなと

思っております。

○髙橋 透議員 もうちょっと夢のある答弁を

実は期待しましたが、知事も今心が病んでい

らっしゃるのかなという思いも持ったところで

あります。

もう少し言わせていただきますと、今、不明

老人が話題になっています。死亡しているのに

戸籍が抹消されていないことがメディア等にえ

らく取り上げられていますけれども、死亡して

いるのに葬儀を行わずに放置して、親の年金を

そのまま子供や孫がもらっている、このことを

すごく心配をします。親が死んでもほったらか

しにしてしまう、こんな社会でいいはずはない

です。その根底には貧困があるようですけれど

も。

高校を途中退学する子供は、教育長、減少し

ていないと思います。不登校の子も減っていな

いと思いますが、何とか高校卒業資格は取りた

いというその子供たち、通信制、定時制を選択

します。しかし、悲しいかな休眠生がふえてい

る現状なんです。将来この子たちが社会でどん

な位置に立つのか、非常に心配です。ニート、

フリーターにつながらない社会の仕組みづく

り、あるいは親に感謝する心を養う、まずはそ

の役割を教育が果たすべきではないでしょう

か。日南農林高校、今申し上げた問題を解決で

きる教育施設となり得ると、私は心から思いま

す。どうか県の教育施設などとして御活用を御

検討されることを、いま一度お願いしたいと思

います。

次に移ります。中学校における部活動の活性

化についてであります。学校における部活動、

生徒の心身を鍛えて社会性を養うなど非常に重

要と考えますが、一度廃部になった部活動を復

活させる場合の可能性とその手続について、教

育長にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 中学校の部活動につ

きましては、生徒のニーズを初め、保護者や地

域の方々の願い、指導者の状況、さらには今後

の生徒数の推移等を総合的に勘案した上で、各

学校において決定をされております。このよう

な中、生徒数が減少して部員の確保が難しい学

校におきましては、近隣の中学校との合同チー

ムを組むなど工夫がされてきておりますが、そ

れでもなおチーム編成や十分な活動ができない

場合におきましては、やむを得ず廃部せざるを

得ない状況もあるようであります。したがいま

して、一度廃部になった部活動の復活につきま

しては、それぞれの学校の置かれた状況も考慮

に入れながら、校長の責任のもとで適切に判断

されるものと考えております。

○髙橋 透議員 今、教育長の答弁で、一度廃

部になった部、そこの校長の判断で適切になさ

れるということでありましたが、適切になされ

ていない状況があるから質問するわけなんです

が、例えば陸上部で、陸上は個人種目もありま

すから大会に出ることも可能らしいんですけれ

ども、10名近く陸上をする子供たちがいるの

に、部を認めないという学校も中にはあるらし

いんです。「大会に出られるからいいがね」と

言ったものの、やっぱり子供たちの心の中には

差別という意識、引け目を持つらしいんです。

だから、何とか部の昇格というのができないも

のか。ある学校に行ったら校長が監督だった

り、ある学校であったら教頭先生が監督だった
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りして一生懸命やっていらっしゃるんです。先

生の数は足りているはずです。部の昇格、円滑

にいくように、ぜひ県教委からも一度調査をし

ていただけないかなと思っています。

最後に、産業の活性化で県産材の需要拡大を

上げておりましたが、先週既に質問があってい

ます。公共建築物の需要拡大、この件について

質問もあっていましたけれども、なかなか量で

言うとわからない面があって、床面積で言うと

わかりやすいんです。建築の木造率は、全国で

床面積ベースで7.5％で、本県は14.9％のようで

あります。本県14.9％で喜んでいいのかどうか

なんですけれども、私はまだまだ木造率という

のは低いと思うんです。

県産材の活用、正確なデータはないようであ

ります。そして飫肥杉の活用、これまた喜べる

ような需要ではないと思っております。飫肥杉

という木材は節が多くてやわらかいというのが

弱点にもなるかと思うんですけれども、これは

家を建てるときの建築士個々の腕にもよるとい

うふうに聞いたことがあるんです。例えば壁板

材、４メーターが主流らしいんです。４メータ

ーもとると、飫肥杉は節が多くて敬遠される建

築士がいらっしゃるんです。２メーターでもい

いじゃないですか。県が県産材活用をいろいろ

と言われている。建築士会との連携、どこまで

情報提供とかなされているのか、非常に危惧も

したりするわけであります。それと、飫肥杉の

弱点は言いましたけれども、これに圧力を加え

ることによって非常に魅力的な材になるらしい

です。節が物すごく小さくなるんです。そして

強度が均等になります。非常に活用も広がっ

て、品もよくて見た目もいいですから、非常に

今後期待できる製品じゃないかなというふうに

思っています。

そこで、時間がありませんから一方的に申し

上げますけれども、この立派な議場、県産材使

われているんでしょうか。資料がないからわか

らないというふうに聞きました。ひょっとした

ら飫肥杉は一本も使われていないんじゃないで

すか。県民の目に触れる啓発をぜひやってほし

いと思うんです。例えば議員の氏名標（名札）

これは県産材です。日向産のカヤらしいです。

何で黒く塗ったんでしょうか。無垢でいいじゃ

ないですか。飫肥杉を活用して、私たちの議席

にある名札を飫肥杉にしたら物すごくＰＲにな

ると思います。今度県議会のほうから予算要求

が出てきたときにはぜひ素直に認めていただい

て、そのときには黒く塗らずに無垢に、「髙橋

透」とお書きになるといいと思います。

時間が来たようであります。宮崎の農業とと

もに海も山も教育も頑張ろう宮崎、質問を終わ

ります。ありがとうございました。（拍手）

○蓬原正三副議長 次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 初めに、口

蹄疫被害に遭われました生産者並びに関連業者

の方々、心からのお見舞いを申し上げます。そ

して私たちの生活を守るために犠牲となった家

畜のすべてに冥福をお祈り申し上げまして、通

告に従いましての質問に入らせていただきま

す。

まず初めに、先日、都農町で開催されました

畜魂祭に行ってまいりました。あいさつに立た

れた河野町長は、冒頭から号泣をされ、畜産農

家並びに関係者、行政関係者、そしてすべての

町民へのねぎらいを述べられました。さらに、

「都農町復興のために前を向かなければならな

いと思いつつも、家畜が一頭もいない町になっ

てしまい、心に大きな穴があいたままで、悔し

くて悔しくて仕方ない」と、とめどなく流れる
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涙をそのままに言葉を続けられました。その河

野町長は先日、「口蹄疫からの復興を投げ出す

わけにはいかない」というかたい信念から、次

期町長選挙出馬の気概を示されました。

児湯再生、そして宮崎復興はこれからがスタ

ートです。先日、大手焼き肉チェーン店がＪＡ

高千穂と連携して熊本県全店で宮崎牛のキャン

ペーンを展開していただくという、うれしいニ

ュースも入ってきました。あわせて、私は正

直、いつまでも知事に頼る宮崎復興ではいかん

という気持ちもあります。ですが、今は、知事

の驚異的な支持率とトップセールス力をもって

県民を鼓舞していただき、農業県宮崎の旗を高

く掲げ、そして宮崎復興をなし遂げ、口蹄疫と

の戦いに真の意味で終息宣言が出せるそのとき

まで職責を全うしていただきたいという期待を

お伝えしておきます。

それでは質問に入ります。

まず、口蹄疫感染経路や口蹄疫の拡大がなぜ

あそこまで大きくなってしまったのか、それに

つきましては国の疫学調査チームの調査が進展

している―いや、していない。中間報告は

あったものの、まだ未確定なものが多いまま現

時点に至っていることにいら立ちすら覚えてい

ます。この解明なしには明確な対策も立てられ

ないのですから、一刻も早い詳細報告がまたれ

るところです。知事は、県独自の調査、検証を

進めるため、庁内調査チームと口蹄疫対策検討

委員会を立ち上げられました。その調査がどこ

まで進んでいるのかに関して伺います。

最も防疫レベルが高いであろうと思われてい

た県家畜改良事業団と畜産試験場川南支場での

感染が発表されたときは、畜産関係者のみなら

ず県全体が衝撃と落胆に包まれ、それゆえに

今、県有施設への感染経路の解明も大いに県民

が注視しております。早々に感染する県有施設

がある一方、爆心地にありながら、ワクチン接

種のそのときまで防疫された民間農場も幾つか

あります。その違いは何だったんでしょうか、

何をそこから学ばなくてはいけないのでしょう

か。そこで、知事は県有施設への感染経緯につ

いてどのような認識を持たれていますか。ま

た、庁内調査チームから現時点までどのような

進捗状況の報告を受けていらっしゃるのかをお

伺いいたします。

後の質問は自席にて行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

県有施設への感染と県独自の疫学調査につい

てであります。県有施設につきましては、口蹄

疫の発生以降、防疫措置をさらに徹底していた

ところでありまして、こうした中で口蹄疫の侵

入を許してしまったことは、まことに残念であ

り無念であります。県といたしましては、国の

調査チームに引き続き協力するとともに、宮崎

県口蹄疫対策検証委員会においても独自の調査

チームにより感染経路の究明に取り組んでいる

ところであり、畜産試験場川南支場や家畜改良

事業団等につきましても、９月末までにヒアリ

ングを行うなどしっかりと取り組んでまいりた

いと考えております。以上です。〔降壇〕

○図師博規議員 県有施設へのヒアリング、９

月末までということです。ぜひそれを一日も早

く実施していただき、解明に乗り出していただ

きたいと思います。今、県のほうで疫学班編成

をされて、患畜農家の292戸全部のサンプリング

を終え、さらにその調査を深めていらっしゃる

という報告も受けております。県民からの期待

も大きく寄せられております。国に頼らない、
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県独自での調査を大いに進めていただきたいと

思っております。

それでは続きまして、国に対し300億の財政支

援を要望している口蹄疫復興対策基金について

お伺いいたします。県は、今後５年間の県内経

済への影響額推計を2,350億としていますが、こ

れには繁殖雌牛や乳用牛、そして母豚などの家

畜資産の損失は含まれておらず、さらに製造業

の被害額も含まれていないため、実際の被害額

はさらに大きくなるということは明らかです。

この経済損失に対し対策金の額は300億で十分な

んでしょうか。今まで第５次にわたる口蹄疫対

策補正が行われ、今議会でもさらなる補正や義

援金などの費用投下が行われておるとはい

え、300億円の経済・雇用刺激策で2,350億の損

失が埋まるだけの効果が果たして見込めるの

か。そこで、経済復興対策基金創設に当たり、

どのような経済効果を生むという積算をされ国

への要望、交渉を続けていらっしゃるのか、県

民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（山下健次君） 今回の口蹄疫

の経済的影響は、家畜が処分されたことによる

畜産出荷額の減少や、イベントの自粛、観光客

の減等によるさまざまな事業者の売り上げの減

少といった形であらわれているところでありま

す。先ほど図師議員がおっしゃった部分は、出

荷額の減少という部分ではなくて、現にある資

産の減少というところではないかと思います。

このため、口蹄疫からの再生・復興を進める上

では、まず畜産の再生が大きな課題であります

が、家畜の処分に対しては手当金等が交付され

ますので、農家の方々がこれを活用して円滑に

経営再開できるようさまざまな支援を行います

とともに、衛生・防疫体制の強化等にも取り組

んでいくこととしております。また、停滞して

おります県内経済を活性化する取り組みといた

しまして、プレミアム商品券への支援等を実施

いたしますほか、公共事業等により県内経済の

下支えを行っていくことも必要でありますし、

本県のイメージアップやブランドの回復、さら

には環境対策などにも取り組んでまいりたいと

考えております。

これらの取り組みを継続的に実施していくた

めには相当の費用が必要でございます。国に要

望しております再生・復興の基金の経済効果に

つきましては積算をしていないところでござい

ますが、この基金のほかに、国の制度あるいは

補助事業を最大限に活用するなど、さまざまな

方法を組み合わせながら本県の再生・復興を

図ってまいりたい、このように考えておりま

す。

○図師博規議員 口蹄疫からの復興というの

は、被害を受ける前のレベルまで県の経済を立

て直すだけではなく、さらなる高みを目指して

効果ある費用投下をしていく必要があろうと思

います。ぜひ大局に立った人材育成や雇用の刺

激策のほうに重点的基金運用をしていただきた

いと思っております。

次の質問に移ります。国への要望事項の一つ

である復興特区の創設について伺います。被災

市町の早期復興を図るため、特区措置を設け経

済的に復興支援することが重要です。復興特区

の具体的な内容といたしましては、国庫補助事

業の補助率のかさ上げ、国の直轄事業の優先的

実施、さらには緊急雇用創出事業、臨時特例基

金事業の拡充などが挙げられ、被災市町はのど

から手が出るほど切望するような内容が並んで

おります。この特区創設に向け現時点で国とど

のような協議が進捗しているのか、また今後ど

のようにこれを実現していこうとお考えか、県
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民政策部長にお伺いします。

○県民政策部長（山下健次君） この復興特区

を要望した理由は、今ほど議員がおっしゃった

とおりでございまして、補助事業の優先採択こ

ういったことをねらったわけでございますが、

現在、国との協議を進める中では、こういった

ことは前例がないということもございまして、

特区制度そのものについては十分な理解が得ら

れている状況ではありませんが、特例措置の個

別の内容につきましては、その趣旨を踏まえま

して、既存の制度の中での対応などを引き続き

要望してまいりたいと考えております。

なお、これは全く別の角度からでございます

が、ことしの６月に閣議決定されました新成長

戦略に基づきまして、現在、内閣府が総合特区

制度につきまして提案を募集しております。本

県の農畜産業の再生・発展を図るためのこれを

利用した特区提案にも取り組んでまいりたいと

考えております。

○図師博規議員 復興特区でも総合特区でも

どっちでもいいんです。とにかく県が再生する

ための実がとれるような交渉をぜひ続けていた

だき、一つ一つの要望事項がそれぞれ達成され

るような積極折衝を続けてください。

次に、知事にお伺いいたしますが、特区創設

要綱の中にも織り込まれている口蹄疫に係る手

当金等の非課税化についてです。もしこの手当

金等が課税となると、事業回復まで３年から５

年かかると言われていることに加え、施設整備

や家畜飼育に使用するえさ代なり支払いが継続

的に発生する生産農家には大打撃となります。

知事も国へ強く要望されている手当金等の非課

税措置実施について、現時点まで国とどのよう

な協議内容になっているのか、またその協議に

際して知事はどのような手ごたえを感じてい

らっしゃるのか、見解をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 発生農家並びにワク

チン接種農家に対して支払われる補償金につき

ましては、現在のところ課税されることとなっ

ておりますが、この補償金につきましては、畜

産農家の経営再開のための重要な資金であるこ

とから、県としてこれまでも非課税措置につい

て強く要望してきたところであります。国にお

いても現在、前向きな検討が行われているとい

う感触を持っております。県といたしまして

は、今後とも引き続き国に対して非課税措置に

ついて強く要望していきたいと考えておりま

す。

○図師博規議員 「前向きに検討」という政治

用語で濁されないように、ぜひ実をとるような

折衝を―我々もバックアップさせていただき

たいと思っております。現在、手当金、補償金

の支払いが県を通じて進められておるようです

が、全体の補償額から考えるとまだ３分の１程

度しか支払われていないという現状もあるよう

です。既に競りが再開されていますので、生産

者としては一刻も早く満額に近い支払いを受

け、そして事業再開に備えたいというのが実情

です。今その状況にある中、さらにこの非課税

化が実施されないというようなことになった場

合に、今後の経営再開、事業再開にも大きく影

響してくることは必至であります。何としてで

もこの非課税化をかち取るよう、また力を合わ

せていきたいと思います。

次の質問に移ります。次は、冷凍加工施設整

備による土地利用型農業への展開について伺い

ます。児湯地域は、畜産地帯であるとともに県

内有数の畑作地帯でもあることは周知のとおり

です。畑作農家の所得安定・向上はもちろんの

こと、この機会に畜産から耕種への転換を希望
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される方々への動機づけのため、そして６次産

業の拠点構築のためにも、冷凍加工施設整備は

達成されなければなりません。ここでは、冷凍

加工施設整備も含め土地利用型農業をどのよう

に展開していこうというお考えがあるのか、県

のビジョンをお伺いしたいと思います。農政水

産部長、お願いします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 口蹄疫からの

再生・復興を図る上で、畜産に大きく依存した

産業構造について、長期的視点に立って畜産か

ら耕種への転換や６次産業化を進めることは大

変重要な課題であると考えております。このた

め、畜産農家の飼料畑地等の有効活用や機械化

体系の導入などにより露地野菜等の土地利用型

農業を推進し、生産された野菜等を産地で加工

し販売する仕組みづくりを推進する必要がある

と考えております。したがいまして、県といた

しましては、その核となる冷凍加工施設の整備

の支援について積極的に国に働きかけるととも

に、加工施設に出荷されるホウレンソウ等の産

地化に向けて、現地における栽培試験や効率的

な収穫機械の導入に対する支援を行うなど、土

地利用型農業の新たな展開を図ってまいりたい

と考えております。

○図師博規議員 今、児湯地域をホウレンソウ

の産地化を目指すというような踏み込んだ御答

弁もいただきました。これが実現した後、いわ

ゆる加工場までつなげるということが一連のス

トーリーになります。復興のストーリーです。

これをぜひ実現していただきますよう、強力に

我々も応援します。

次に、川南で行われました県民フォーラムに

ついて、この内容をお伺いするものですが、

「消毒用の噴霧機を貸し出す制度をつくってほ

しい」という要望が生産者の中から上げられま

した。知事もこのときその問い合わせに直接応

答されていましたので、覚えていらっしゃると

は思いますが、実際、今、肉用繁殖農家で自動

噴霧機、動力の噴霧機を持たれている方は少な

いんです。地域で自主防衛を行おうとしてもか

なりの労力と時間を要します。そして今、口蹄

疫対策の初動体制のときや防疫ポイントで使わ

れた自動噴霧機が県の倉庫にかなりの数そのま

ま眠っているというような実態も確認しており

ます。そのような宝の持ち腐れにするんではな

くて、生産者が貸してくれと、自分たちでちゃ

んと防疫するから貸してくれという声が出てい

るわけですから、ぜひ噴霧機の貸し出し制度を

早急につくられていく必要があろうかと思いま

すが、知事の御見解をお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 畜舎や車両の消毒

は、口蹄疫などの家畜伝染病の侵入を防止する

最大の武器でありまして、個々の農家がしっか

りと消毒していただくことが重要であると考え

ております。毎月20日を「県内一斉消毒の日」

として、消毒の徹底を今後推進していくことと

しておるところであります。今回の初動防疫で

使用した動力噴霧機につきましては、家畜伝染

病予防法に基づき導入した経緯もありますの

で、これはいわゆる国のものなんです。補助目

的外使用とか会計検査という問題もありますの

で、農家の皆さんや市町村、団体など地域の要

望を踏まえて、国と協議をしてまいりたいと考

えております。

○図師博規議員 防疫の日の制定も決まって上

げられているようですので、その日に間に合う

ような形で、一刻も早く国との協議を進めてい

ただきたいと思っております。

次に、隣県との連携による防疫体制整備につ

いてお伺いいたします。今後、東南アジアや、
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特に中国、韓国からの旅行者増加が見込まれま

す。南九州一体となった防疫体制整備並びに検

査体制整備は生産者の悲願でもあります。検査

場設置につきましては、「各種ウイルスが集中

して集められるというリスクがあるため、速や

かな整備は困難」という答弁を前にされており

ます。しかし、それに匹敵する体制整備は必要

です。「簡易検査体制と対応マニュアルを隣県

で共有するなど連携を図り強化体制に努めてい

ただきたい」、この質問は以前の答弁が出てお

ります。重複いたしますので、答弁を求めるも

のではありません。

次に、今回、家畜保健衛生所の家畜防疫員を

中心とした懸命な防疫活動があったことは、だ

れもが認めるところであります。しかし、感染

拡大のピーク時は、獣医師不足により現場が機

能不全に陥ったり、また日常的に家畜診療をす

ることのない獣医師が、生産者に現場で注射の

打ち方を習うというような場面もあったという

のを聞いております。そもそも、県内３カ所に

配置されている家畜防疫員の数で、畜産県宮崎

を支えるだけの体制が本当にとれているのか、

そのあたりを伺います。

ちなみに、口蹄疫発生前、家畜防疫員１人当

たり何頭ほどの家畜担当をしていたことになる

のか、またその数が他県と比較してどのような

水準になっているのかを、農政水産部長にお伺

いします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 県内３カ所に

あります家畜保健衛生所に配置されております

家畜防疫員の獣医師の人数につきましては、現

在44名となっております。都道府県別に牛及び

豚の合計飼養頭数に対する家畜防疫員１人当た

りの頭数を見てみますと、本県は１人当たり約

２万8,000頭と最も多い状況となっており、次い

で鹿児島県が１人当たり約２万3,000頭、茨城県

が約１万6,000頭となっております。

○図師博規議員 茨城と比較すると１人当たり

の担当頭数は倍近くになっているということで

すから、生産者からは、「口蹄疫発生時に初動

体制がおくれているんではないか」「その対応

が適切だったのか」「診断に要した内容は本当

にあれでよかったのか」などの疑問も届けられ

ております。今の家畜防疫員の数では、日常業

務に追われてしまい、限界があるんじゃないで

すか。今後、家畜防疫員増員も視野に入れ、家

畜防疫員はもちろんのこと、開業獣医師のスキ

ルアップのための研修充実を図って、防疫体制

を強化していく必要があると思われますが、再

度、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 県におきまし

ては、防疫体制の強化を図るため、家畜保健衛

生所の機能を強化することとし、昨年度までに

宮崎家畜保健衛生所の総合的な整備を終了する

とともに、本年度は延岡家畜保健衛生所の移転

整備を実施しているところでございます。ま

た、各種研修等を通じて職員の資質向上にも努

めているところでございます。一方、国におき

ましては、今回の口蹄疫防疫を踏まえまして、

６月に新たな防疫マニュアルを制定し、この中

で、迅速かつ効率的な殺処分を行うため、積極

的に民間獣医師の有効活用を行うこととしてお

ります。このため県といたしましては、今後、

農業共済組合や獣医師会など関係機関と十分連

携し、民間獣医師の活用等による防疫体制の強

化に努めてまいりたいと考えております。

○図師博規議員 家畜防疫員の増員という答弁

は盛り込まれておりません。であれば、限られ

た人数で最大限の効果を発揮できる体制をぜひ

整えてください。
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それでは続きまして、口蹄疫からの再生・復

興方針の中にも織り込まれている特定疾病のな

いモデル地域の構築、いわゆるウイルスレス地

帯の構築についてお伺いいたします。今、児湯

地域には牛、豚が一頭もいないというつらい状

況でありますが、同時に、口蹄疫ウイルス以外

の牛のヨーネ病や牛白血病、豚のオーエスキー

病や呼吸障害症候群などの特定疾病のないクリ

ーンな地域と言いかえることができます。この

地域に、ウイルスレスの状態を維持しつつ家畜

の再導入が図られるならば、全国的なモデル地

域になることはもちろんのこと、新ブランドの

構築、そして加工品への高付加価値化にも一気

につながり、これまさにピンチをチャンスに変

えるという取り組みであると思われます。既に

若手生産者を中心に、西都・児湯新生養豚プロ

ジェクト協議会というものが立ち上がり、ウイ

ルスレス地帯構築のために導入ルールを策定す

る取り組みが始まっております。ぜひ、県もこ

のような動きに連動して、モデル地域構築へ取

り組むべきと考えます。そこでまず、このウイ

ルスレス地帯をつくるためにはどんな体制整備

が必要なのか。また、地域とはどのような連携

が必要なのか、現時点で農政水産部どのように

考えていらっしゃるか、お聞かせください。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回、児湯地

域におきましては無家畜地帯となったことか

ら、今後、特定疾病を持たない家畜を導入する

ことで疾病のない環境が整い、生産性向上や安

全・安心な畜産物の生産が可能となる環境下に

あると考えております。このため、今後県とい

たしましては、生産者を初め関係市町、さらに

は関係団体と連携しながら、本地域に特定疾病

の侵入を許さない体制を構築し、本地域が我が

国のモデル的な畜産地帯となるよう努めてまい

りたいと考えております。

○図師博規議員 もっと具体的にほしいんで

す。この地帯をつくれるということの意義は、

部長は十分御理解されていると思いますが、本

腰で取り組むんだという気概がほしい。復興計

画の中にも、これは緊急的に取り組む課題に

なっていないです。中長期的な取り組みで実施

していくというような位置に置かれておりま

す。じゃないですよね、これは喫緊に取り組ま

なきゃ、導入が始まってしまったら、そういう

政策は打てないわけですから。ですから、今

後、復興支援の計画が絵にかいたもちに終わら

ないために、いつまでに、どんなルールを策定

して、そのルールを生産者の方々に周知してい

く考えがあるのか、再度、農政水産部長にお伺

いします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 児湯地域にお

きましては、観察牛による農場の安全性の確認

を行った上で、11月から家畜の再導入を行うこ

とといたしております。このため、家畜の導入

元の検討、導入後の検査体制のあり方、特定疾

病のない地域を維持するための体制づくりな

ど、生産者を含め関係機関と協議を進めている

ところでございます。今後とも、生産者の意見

を十分踏まえ、関係市町や団体等と連携を図り

ながら、特定疾病のない畜産地域を構築してま

いりたいと考えております。

○図師博規議員 今の答弁、繰り返します

が、11月までに家畜の導入元の検討、そして導

入後の検査体制の整備まですると、かなり踏み

込んだ御答弁をいただいたと理解いたします。

その取り組みに期待しております。

それでは続いて、質問に移ります。アニマル

ウェルフェアへの取り組みについてお伺いいた

します。繰り返しになりますが、牛、豚のいな
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い児湯地域は、今真っ白な状態です。この白い

状態だからこそ描ける絵がある、打てる政策が

ある、今しか取り組めないというものがありま

す。例えば、埋却地確保を含めた農場間距離の

設定やリスク軽減のために、新たな畜舎を整備

する際に畜種のゾーニングなどをする取り組み

がそれに当たろうかと思います。さらに、国際

動物保健機構、いわゆるＯＩＥが提唱し、ヨー

ロッパでは広くその概念が取り入れられている

アニマルウェルフェア、いわゆる家畜福祉とい

う取り組みも重要かと考えます。このアニマル

ウェルフェアとは、家畜飼育環境の衛生管理の

徹底や、一定面積における飼育頭数を制限する

などして、家畜にかかるストレスを軽減するこ

とにより生産性が向上するといった取り組みで

あります。国も2009年にアニマルウェルフェア

の考え方に対応した飼養管理指針を公表し、周

知を始めているところです。全国的な畜産モデ

ル地帯を目指すに当たっては、この概念を取り

入れた畜産事業展開も重要かと考えますが、農

政水産部長の考えをお伺いします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 家畜をストレ

スのかからない快適な環境で飼育することにつ

きましては、家畜が健康であることによる安全

・安心な畜産物の生産はもちろんのこと、生産

性の向上というメリットも期待できると認識を

いたしております。このため、復興を目指して

おります西都・児湯地域の畜産再生に当たりま

しては、関係機関・団体とも十分連携を図りな

がら、アニマルウェルフェアの概念も取り入れ

た畜産生産のシステムづくりに努めてまいりた

いと存じております。

○図師博規議員 全国に例のない取り組みです

から、試行錯誤もあろうかと思われますが、ぜ

ひ積極的に取り組んでいただきたいと思いま

す。

次の新ブランド構築につきましては、前質問

と重複いたしますので割愛いたします。

それではその次、家畜共済制度の取り扱いに

ついてお伺いいたします。同じ殺処分の措置で

あったにもかかわらず、疑似患畜農家とワクチ

ン接種農家への共済金支給が同様に行われてお

らず、生産者の中に不公平感が生じておること

は多く声が上がっております。これは、疑似患

畜農家には家伝法により５分の４の手当てがさ

れたことを受け、県が速やかに経営再建支援補

助金５分の１を充てられました。ここまではよ

かったんですけれども、その後、特措法により

まして、ワクチン接種農家に５分の５が補てん

されることになり、共済制度の対象からは外さ

れてしまいました。そしてその後、疑似患畜農

家への県支援分が家畜評価額から外されること

になって、その５分の１部分が共済支給対象と

なったということで、結果、疑似患畜の農家が

５分の６受け取られる方も中に出てきたという

のが現状です。ここで、ワクチン接種農家が

―掛金等は返金されるというような措置もと

られたようですが、まだまだ納得されていない

生産者も多数いらっしゃいます。県共済からは

生産者への見舞金も支給されておるようです

が、生産者の中の不公平感を是正し、連携のと

れた畜産地域をつくっていくためにも、もう一

歩、県として踏み込んだ政策、援助なりがとれ

ないものか、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今お話にあり

ましたとおり、今回のワクチン接種農家に対し

ましては、口蹄疫対策特別措置法に基づき家畜

の評価額の全額が補てんされることから、家畜

共済金が支払われないことになりました。その

結果、共済金が支払われる場合もある疑似患畜
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発生農家との間で不公平感が生じたことから、

国におきましては、本県からの要望を踏まえ、

ワクチン接種農家に対しまして、残存期間にか

かる共済掛金の返還を特例として認めたところ

でございます。しかしながら、その後も現場の

農家の方々から、「不公平感が解消されておら

ず、共済に加入しているメリットが感じられな

い」などの声が寄せられていることも十分認識

いたしております。今後国においては、今回の

対応を検証した上で、さまざまな角度から議論

されると伺っており、県といたしましては、引

き続き関係団体とも連携しながら、国に対して

必要な要望を行ってまいりたいと考えておりま

す。

○図師博規議員 交渉をあきらめないというそ

の姿勢、評価いたしますので、今後も引き続き

協議をお願いします。

続きましての質問、義援金の使途について

も、重複いたしますので割愛させていただきま

す。

続きまして、商工業者への支援についてお伺

いいたします。８月31日をもって、中小企業向

けの口蹄疫緊急対策貸付制度が打ち切りとなり

ました。期間中700件を超える申し込みがあり、

８月末には駆け込み的に申請件数が伸びていた

ようです。今議会にも口蹄疫復興中小企業応援

ファンド創設が提案されています。その運用規

模は５年間で約５億円になるという答弁もいた

だいておりますが、それは、ぜひ集中的に中小

企業を支援するために運用いただけないもの

か。具体的には、県の商工会議所連合会から要

望されている口蹄疫緊急対策貸付制度創設案に

呼応するような運用はできないかと考えます。

連合会からの要望内容は、対象の企業といたし

ましては、従業員が20名以下、もしくは商業、

サービス業であれば５名以下で、貸付限度額

が5,000万円以下、それを無担保、無保証、無利

子で貸し付けをしてほしいという要望が上がっ

てきております。もちろん、この内容にすべて

を重ねた制度設計は難しいと思われますが、ぜ

ひ、セーフティネットにもかからない、セーフ

ティネットも利用できないような中小企業の方

々を救済するようなファンド運用を期待したい

んですが、商工観光労働部長、お考えをお示し

ください。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 中小企業

の一日も早い復興を図るため、口蹄疫復興中小

企業応援ファンド事業につきましては、運用益

を活用しまして広く需要拡大が期待でき、即効

性の高いプレミアム商品券の発行、あるいはイ

ベントの開催、あるいは県内外からの誘客対策

等を支援することとしております。

お尋ねの金融支援でございますが、県では口

蹄疫発生直後に口蹄疫緊急対策貸付を創設しま

して、９月８日までの信用保証協会の保証承諾

状況、738件の74億5,000万円余となっておりま

す。これにつきましては、小口資金の要望もか

なり受け入れておりまして、例えば500万円以下

が、全体で738件のうち424件となっておりまし

て、さらに100万円以下を見ますと83件と。そう

いうことで、小口の対応も十分やっておりま

す。それで大変多くの中小企業の方々に御活用

いただいたと思っています。さらに、多くの市

町村においても、それぞれの主体的な判断で利

子補給等を実施していただいておりまして、所

期の目的は達成できたものと考えているところ

でございます。

なお、今後につきましては、セーフティネッ

ト貸付を初めとする県の制度融資、あるいは政

府系金融機関による資金供給、さらには金融円
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滑化法にのっとった貸付条件の変更等、国や金

融機関と連携しまして中小企業の金融支援を

行ってまいりたい、そういうふうに考えており

ます。以上でございます。

○図師博規議員 言及は避けますが、部長が

おっしゃるとおり、確かに緊急対策貸付基金の

所期の目的は達成されたと思います。ただ、所

期の目的が達成されて景気が回復しているかと

いうと、これは全然別問題ですから、また新た

な貸付の創設をぜひ検討いただきたいと思いま

す。

それでは、次の質問に移ります。先日です

が、環境農林水産常任委員会にオブザーバー参

加させていただき、家畜の殺処分から埋却まで

の資料用映像を見せていただきました。改め

て、現場では心がつぶれるような光景が毎日続

いていたのかと思うと、目を覆いたくなるよう

なこともありましたが、同時に、この悲惨な状

況から目をそらしてはいけない、ここを礎とし

て復興をなし遂げるためにも、口蹄疫被害を風

化させてはいけないんだという意を強くしたと

ころです。知事もあの映像を見られたでしょう

か。現場にも足を運んでおられましたから、悲

惨な状況というのはよく覚えていらっしゃるか

と思いますが、資料用映像をそのまま使用する

のではなく―してしまえば消費者の購買意欲

に影響を与えることも懸念されますので、編集

をして選択をして、資料用の映像を広く県民の

方へ伝え、風化させていかない取り組みが必要

であると考えます。

そこで、今、高鍋町にある農業大学校に隣接

している農業科学公園内には空きスペースのあ

る立派な建物がそのままあります。これらを利

用して、口蹄疫被害の資料や映像を見ることの

できる施設整備ができないものか、知事にお伺

いいたします。

○知事（東国原英夫君） 今回の口蹄疫は、感

染の拡大によりまして、29万頭もの家畜を殺処

分せざるを得ない事態となりました。畜産農家

はもちろんのこと、畜産関連産業、商業、観光

業も含め県内経済や県民生活に大きな影響を与

えております。私も５月に殺処分等の現場を見

せていただきましたが、家族同然の家畜を殺処

分せざるを得なくなった農家の方々の無念さを

思うと、今後二度とこのような悲惨な状態を繰

り返してはいけないと思っておる次第でありま

す。今回の経験を後世に伝えていくことが極め

て重要であるという認識を持っております。こ

のため、口蹄疫に関する各種情報の発信や資料

等の保存・展示につきましては、口蹄疫復興に

関する緊急要望の中で提案しているところであ

ります。今後も国に対して要望していきたいと

思っております。

○図師博規議員 ぜひ、子供たちにこの被害を

受け継いでいくためにも、資料の常設というも

のは果たしていただきたいと思っております。

それでは、次の質問に移りますが、全国に類

を見ない悲痛な体験から多くを学び、それをま

た学び継いでいくという必要が我々にはありま

す。そのために、具体的には、小中高校生に、

口蹄疫被害から学ぶべき内容と、生命倫理や食

育、そして食物の連鎖や環境関連の内容を重ね

合わせたカリキュラムを導入できないものか。

また、もしそれができるとするならば、まさに

本県でしかつくり上げることのできない授業を

つくり上げていくことにつながると考えます。

そして、それに伴い副読本なりを作成いたしま

して教育の場に生かしていくことも重要な取り

組みかと考えますが、教育長の見解をお伺いい

たします。
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○教育長（渡辺義人君） 今回の口蹄疫の発生

から学んだことを教訓として、各学校におきま

して指導に生かしていくことは、つらい状況を

経験した本県だからこそできることであり、大

きな意義があると考えております。市町村や学

校によりましては、愛情を込めて育てた牛を

失った畜産農家の方を学校に招くなどして、口

蹄疫を教材とした授業を行ったところもござい

ます。県教育委員会におきましては、現在、来

年度からの小学校における新学習指導要領の全

面実施に向けまして、社会科副読本「わたした

ちの宮崎県」の改訂作業を進めているところで

ありますが、この中に、口蹄疫の怖さや被害の

状況、また畜産農家の方々の苦悩や復興への願

い、関係者の努力などについて取り上げること

を検討しているところであります。

○図師博規議員 今回の被害は、畜産における

世界的な被害になっております。これをぜひ子

供たちへも受け継ぎ、またそのことが、長年に

わたり世代を超えて防疫体制を維持していくこ

とにもつながると思いますので、ぜひ取り組み

を検討ください。

それでは最後に、今回の一般質問を作成する

に当たり、農政水産部の方々を中心に真剣な意

見交換をさせていただきました。口蹄疫発生以

降、昼夜を問わず勤務に当たられている職員の

方々には頭が下がります。と同時に、話を聞き

ながら、疲れがピークに達している職員の方々

もたくさんいらっしゃると、私は感じ取りまし

た。私は、県議会議員にならせていただく前

は、医療機関で、人の話を聞き、その人の会話

の内容やしぐさや表情からその人の精神状態を

読み解き、その援助をするという仕事をしてお

りました。正直申しまして、今回、つらい状況

にある職員の方々、つらい労働環境にある方々

が多くて―正直申します。病んでいる、病ん

でこれ以上仕事ができないぐらい限界に来てい

る方もたくさんいらっしゃると、私は話を聞き

ながら感じたところです。

そこで、知事、負荷がかかり過ぎている職員

さんというのは、現時点からでもある程度ピッ

クアップをされて、その職員さんに、心と体の

バランスがとれるような体制、もっと言います

と、予防的に診察ができる医療機関を受診でき

るような、課を超えた協力体制の整備を図って

いただいて、知事ももちろんですが、職員の方

々の健康なしにはこれからの復興はなし遂げら

れないわけですから、ぜひそういう配慮をして

いただきたいということを申し添えまして、私

の質問を終わらせていただきます。（拍手）

○蓬原正三副議長 ここで休憩いたします。

午後２時30分休憩

午後３時10分開議

○蓬原正三副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、濵砂守議員。

○濵砂 守議員〔登壇〕（拍手） 西都市・西

米良村選出の新みやざき所属、濵砂守でござい

ます。どうぞよろしくお願いします。

ちょうど眠い時間になりました。最後になり

ましたが、しばらくおつき合いをいただきたい

と存じます。

それでは、早速質問に入ります。

最初に、一ツ瀬川の水害対策について伺いま

す。

今から５年前の平成17年９月６日、本県に襲

来した台風14号は、死者13人、負傷者26人、住

家被害、全壊・半壊・一部損壊合わせて4,822

棟、床上・床下浸水4,364棟、土木施設、農地及
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び農業用施設など施設物の被害額1,236億7,600

万円、農畜産物などの生産物の被害額51億7,800

万円、合計被害額1,288億5,400万円という未曾

有の大災害をもたらしたのは、まだ記憶に新し

いところであります。西都市の市街地を流れる

一ツ瀬川は、流路延長88キロメートル、本県で

は大淀川、五ヶ瀬川、耳川に次ぐ県内有数の大

きな川であります。しかし、川の規模に比べて

堤防の幅が狭く老朽化しており、堤防の決壊が

心配されております。毎年大雨や台風の時期に

なると、穂北橋上流付近を初め、流域の多数箇

所で堤防の内側ぎりぎりの高さまで増水し、轟

音ととともに堤防の外側に立つ民家の屋根の高

さまで水位が上昇いたします。平成17年の台

風14号の襲来では、堤防の決壊こそなかったも

のの、一ツ瀬川堤防には18カ所の漏水が発生

し、民家の庭や畑の至るところで水を噴き上

げ、穂北地区、妻地区の2,303世帯6,932名に避

難勧告、240世帯739人に避難指示が出されてお

ります。また、平成19年台風14号の襲来時

も、1,458世帯3,828人に避難勧告・指示が出さ

れ、そのたびに住民は危険と恐怖にさらされて

おります。最近では、ゲリラ豪雨などによる災

害が頻繁に発生しており、もし堤防の決壊など

の災害が発生すると、住民の生命・財産に甚大

な被害をもたらすことは必至であり、一日も早

い改修が望まれております。私はこれまで、県

議会において、一ツ瀬川の河川改修について強

く要請をしてまいりましたが、いまだ抜本改修

には至っておりません。事実として、一ツ瀬川

は非常に危険な状況にあります。災害が発生し

てからでは間に合いません。一ツ瀬川の全面改

修について、現在の状況と今後の対策を県土整

備部長にお伺いいたします。

次に、口蹄疫とその対策について伺います。

本県に口蹄疫が発生し、出口の見えないトン

ネルに入ったのは４月20日、11市町に及ぶ農場

や施設などで殺処分し埋却した牛や豚などの家

畜は約29万頭に上りました。なぜこれほどまで

に口蹄疫が拡大したのか。本県には、10年前

の2000年に、国内では92年ぶりに発生した口蹄

疫を早期に根絶できた成功体験があります。前

回の発生現場では農場同士が接近していなかっ

た上、豚にも感染しなかったことが初動の封じ

込めに成功、被害規模は殺処分の牛が35頭にと

どまり、事態を迅速に収拾した国・県は世界的

に高い評価を受けました。ところが今回は、ウ

イルスの感染力が格段に強い上、畜産農家の密

集地域で発生し、管理が行き届いているはずの

県の施設で最初に豚に口蹄疫を発生させてしま

うなど、前回とは逆の状況が初期段階で次々と

起きてしまい、予想を超える最悪の事態に発展

してしまいました。口蹄疫そのものは天災です

が、発生後いかにスピーディーに終息させるか

は、危機管理能力の問題として素直に受けとめ

ることも必要であります。今回の教訓が生かさ

れなければ、処分された多くの牛や豚は浮かば

れません。感染経路などの全容解明と、国・県

の連携など危機管理のあり方や、どこに問題が

あったのかをきっちりと検証し、一日も早い本

県畜産の復興をなし遂げることこそ、本県に課

せられた使命かと存じます。このことについて

知事の感想をお聞かせください。

次に、総務部長に２点お尋ねいたします。

本会議を含め、口蹄疫対策関連予算として、

これまで６回にわたり総額884億4,700万円の補

正予算が組まれております。その主な内容と金

額、及びそれに係る国費の総額についてお聞か

せください。

次に、本県からの家畜に対する補償金の非課
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税化の要望を受けて、国において、農水省から

財務省に対して税制改正要望が出されているよ

うであります。対象となる税目についてお聞か

せください。

次に、農政水産部長に４点お尋ねいたしま

す。

県では、口蹄疫の感染疑いにより、待機牛を

含め55頭の種雄牛のうち50頭が殺処分され、そ

の他の殺処分されたすべての県所有の家畜につ

いても国に対し補償金を求めております。殺処

分した県有の牛、豚は何頭になるのか、また、

その損失額は幾らになるのかお聞かせくださ

い。

次に、本県の種雄牛は、数十年の時間をかけ

てつくり上げた日本に誇る種雄牛と聞きます。

現在までどのくらいの費用をかけて造成された

のかをお聞かせください。

次に、本県における21年度の精液ストローの

販売実績、本数、金額についてお聞かせくださ

い。

次に、農業の６次産業化についてでありま

す。６次産業という名称は、第１次産業の１、

第２次産業の２、第３次産業の３を足しても掛

けても６になることをもじった造語でありま

す。本県では、口蹄疫の終息後は、耕種農業へ

の転換を図り、畜産、園芸のバランスのとれた

農業地域にしようとの動きが進められておりま

すが、６次産業に対する県の取り組みについて

お聞かせください。

オホーツク海の風が吹き荒れる北海道網走市

の能取岬、中国で2008年末に公開され、大ヒッ

トした恋愛映画のクライマックスシーンはこの

岬で撮影されました。２年たった今でも人気は

衰えず、そのロケ地を見ようと道東には多くの

中国人観光客が訪れています。中国では09年、

日本への個人観光ビザが解禁されましたが、申

請者は年収25万元、日本円で約325万円、日本の

価値にあらわして約2,000万円以上の富裕層に限

られておりました。ことし７月１日の個人観光

ビザの解禁では、年収６万元、日本円で78万円

以上の中間層まで広がり、対象者はこれまで

の10倍の1,600万世帯に拡大し、訪日中国人は09

年の100万人からことしは150万から180万人ぐら

いまで大幅に増加すると見込まれております。

１人当たりの旅行予算は総額で27万7,000円、そ

のうちお土産代などの物品購入費は７万9,000円

と、欧米人の約３倍、買い物意欲も旺盛であり

ます。日経新聞社が実施した都道府県の観光政

策アンケートによると、宮崎県を含め30都道府

県が中国人観光客に絞った取り組みがあると答

えております。秋田、徳島県では、中国で観光

説明会を開き、観光客の数値目標を立て、石川

県、山梨県では知事が上海、無錫に出向きトッ

プセールスを展開、静岡県は北海道を参考にド

ラマのロケを誘致し、出演者、撮影スタッフの

県内滞在費は全額県が負担するなど、観光誘致

に向けての取り組みがうかがえます。県外から

本県を訪れた観光客数は、平成８年の57 4

万1,000人をピークに減少傾向にあります。平

成20年では昨年対比98.2％の448万4,000人であ

ります。

そこで、商工観光労働部長に以下３点お尋ね

をいたします。

まず、本県における平成20年の外国人観光客

数及び地域別にはどうなっているのか。また、

外国人観光客の誘致にはどのような取り組みが

なされているのか、お聞かせください。

次に、訪日外国人に対して行ったアンケート

調査で、「日本への初めての旅行で１カ所だけ

訪れるとすればどこがいいか」との問いに、東
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京、山梨、京都、神奈川、北海道の順に多く、

宮崎は43位にとどまっております。このことに

ついてどのように受けとめておられるのか、お

聞かせください。

次に、門司税関管内で国内における焼酎の輸

出シェアは、輸出総量では２年連続全国第１位

との記事を目にしました。また、同管内での港

別輸出シェアは、第１位が門司港、第２位が博

多港で、３位は細島港であります。門司港管内

からの輸出が多い理由として、貿易業界から

は、焼酎製造の盛んな宮崎県、鹿児島県、大分

県と地理的に近いことや、高速道路が整備され

ていることにより国内輸送時間が短いこと、ア

ジア向け定期コンテナ船が多数就航しているこ

となど、使い勝手がよいことが挙げられており

ます。県内でも、高速道路の早期開通や重点整

備港湾に指定された細島港の貿易取り扱いの増

加が期待されております。県内焼酎の輸出総額

は幾らなのか、また、このうち、門司港、博多

港、細島港、それぞれの輸出額をお聞かせくだ

さい。

次に、環境森林部長にお尋ねいたします。

本県の森林面積は58万9,702ヘクタールで、

杉、ヒノキの蓄積量は１億267万立方メートル、

林野率は76％、林業就業者は2,311人でありま

す。平成３年から19年連続で日本一の杉素材生

産量を誇っておりますが、木材価格の長期低迷

による就労者の減少や高齢化により、林業・木

材産業の持続さえ厳しい状況であります。その

ような中で、今後も順次伐採時期に達した杉、

ヒノキが増加してくるものと思われますが、こ

の有効活用は喫緊の課題であります。そこで、

昨年の杉、ヒノキの素材生産量及び平均価格を

お聞かせください。

また、いわゆる嫁入り前、お年ごろの伐期適

齢期以上の蓄積量は、現在どのくらいあるの

か、さらに、それを県はどのように活用される

おつもりか、お聞かせください。

次に、県民政策部長に２点お尋ねいたしま

す。

来年７月24日に予定されている地上波テレビ

の全面デジタル化に向けて準備が進められてい

る中で、さまざまな問題が生じていると聞きま

す。本県における地上デジタル放送の難視聴地

域数と世帯数についてお聞かせください。

また、難視聴世帯の多い市町村と、西都市・

西米良地区の状況についてもお聞かせくださ

い。

次に、県内における市町村の中で、地上デジ

タル放送の視聴対策として、国の支援制度を活

用したケーブルテレビ網の整備をしている市町

村もあると聞きます。その状況についてお聞か

せください。

以上で壇上での質問を終わり、後は自席で質

問をさせていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

口蹄疫の防疫対策等の検証や畜産の復興につ

いてであります。今回の口蹄疫は、前例のない

規模に拡大し、29万頭もの家畜を殺処分せざる

を得ない状況となり、県内経済や県民生活に甚

大な影響を及ぼしていることは大変残念に思っ

ております。その一方で、農家の皆様を初め、

国や各県、市町村や関係団体などたくさんの方

々の御尽力によりまして、他県への拡大を防い

だことは、宮崎県として誇りに思っていいので

はないかと考えておるところであります。

しかしながら、今回さまざまな反省点もあり

ます。例えば、中国や韓国で口蹄疫が発生した

段階での事前の防疫対策や、殺処分から埋却ま
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での迅速な対応ができたのかどうか、あるいは

現場での指揮命令系統や一般車両も含めた消毒

体制、情報提供体制等、一つ一つを検証し、国

への提案要望を含め、今後に生かしてまいりた

いと考えております。

また、本県畜産の再生に当たりましては、地

域ぐるみで徹底した防疫対策等を講じた新たな

畜産振興に取り組むべきであると認識してお

り、関係市町村や団体等とも連携し、特定疾病

のない畜産地域として全国のモデルとなる畜産

の再構築に努めてまいりたいと考えておりま

す。以上です。〔降壇〕

○県民政策部長（山下健次君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、県内の難視聴地区の状況についてであ

ります。総務省が本年の８月に公表いたしまし

た地上デジタル放送難視地区対策計画、これに

よりますと、家庭のアンテナで現在アナログ放

送は受信できるものの、デジタル放送は受信で

きない新たな難視地区、これは県全体で192地

区、1,810世帯となっております。この中で世帯

数が最も多いのは高鍋町で、１地区250世帯と

なっておりまして、西都・西米良地区は24地

区、141世帯となっております。また、辺地共聴

施設のうち、受信のために大幅な移設が必要と

なることなどの理由でデジタル化改修が困難な

施設は、県全体で19施設、272世帯となっており

ます。この中で世帯数が最も多いのは椎葉村

で、９施設、115世帯となっておりまして、西都

・西米良地区は４施設、18世帯となっておりま

す。

次に、ケーブルテレビ網の整備状況について

であります。昨年度は、ケーブルテレビ網等の

整備に係る市町村負担額の大半が、国の経済危

機対策による交付金で充当されることとなりま

したことから、電波状況の厳しい高千穂町や椎

葉村など８市町村が、地上デジタル放送への移

行対策として、国の補助事業を活用したケーブ

ルテレビ網の整備を希望いたしました。県とし

ては、各市町村からの希望を受けまして、事業

採択に向けた国との協議を行うなど積極的に支

援をしてきたところであります。この結果、整

備を希望したすべての市町村が事業採択の決定

を受けまして、椎葉村等においては事業が既に

完了したところでありまして、他の市町村にお

いても今年度中の完了を目指して事業が進めら

れているところであります。以上でございま

す。〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、６回の口蹄疫対策予算の内訳でござい

ます。緊急防疫対策として消毒ポイントの設置

や疑似患畜の殺処分などに約49億円、新たな防

疫対策としてワクチン接種家畜の補償金などに

約420億円、発生農家対策として疑似患畜の手当

金などに約71億円、畜産振興対策として家畜の

出荷遅延対策などに約21億円、復興対策として

復興対策基金や中小企業応援ファンドの設置な

どに約292億円、その他の対策に約31億円となっ

ております。なお、国費の総額は約453億円と

なっております。

次に、手当金等の非課税化についてでありま

す。県では、口蹄疫の蔓延により影響を受けた

畜産農家の経営及び生活の安定を図るととも

に、事業の円滑な再建に資するため、支給され

る手当金等について非課税化扱いとすることを

国に対し要望しております。これは非課税扱い

の対象とする税目を特に限定することなく求め

たもので、本県からの要望を受けまして、農林

水産省から財務省に対して提出されました税制
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改正要望では、国税であります所得税及び法人

税、地方税であります住民税及び事業税につい

て、所要の税制上の措置を講じることを求めて

いるところでありまして、今後、これらの税目

について必要な措置の検討が行われるものと思

われますので、その動向を注視してまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。

杉、ヒノキの素材生産量などについてであり

ます。平成21年の素材生産量につきましては、

杉が123万立方メートル、ヒノキが７万立方メー

トルでありまして、その平均価格は、柱用丸太

で杉が１万円、ヒノキが１万300円となっており
※

ます。また、伐採可能な蓄積量は、杉が6,996万

立方メートル、ヒノキが693万立方メートルであ

り、年々増加してきておりますので、この資源

の有効活用が大きな課題と認識しております。

このため、県としましては、乾燥材を初めとす

る品質、性能の確かな製品の安定供給体制の整

備や、県内外への販路拡大、木質バイオマスな

ど新たな利用拡大に努めることとしておりま

す。このような取り組みによりまして、山元へ

の利益還元も図ってまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

まず、海外からの観光客の動向と誘致の取り

組みについてであります。県内の外国人宿泊数

は、平成20年で約８万5,000人となっておりまし

て、地域別としまして、主に韓国が約４万8,000

人、台湾が約１万6,000人、香港が約１万人と

なっております。海外からの観光客につきまし

ては、為替相場やインフルエンザなどの流行な

ど、その時々の国際的な経済・社会情勢に影響

を受ける特殊性もありますが、平成10年は約18

万5,000人でありましたので、最近大きく減って

いる状況にあります。その原因としまして、オ

ーシャンドームの閉鎖などが挙げられるわけで

ございますが、海外からの観光客については、

今後、急激な経済成長を遂げているアジア地域

を中心にその伸びが期待できますことから、現

在、定期路線のある韓国、台湾を中心に、本県

の特徴である豊かな自然環境やスポーツ環境、

日本一の宮崎牛を初めとする食の魅力等につき

まして、テレビ、雑誌などを活用してＰＲする

ことや、航空会社、旅行会社とタイアップしま

して旅行商品を造成することなどに取り組んで

おります。また、昨年、個人観光ビザが解禁さ

れた中国につきましても、巨大な市場として今

後観光客の増加が期待されることから、クルー

ズ船の誘致やゴルフ環境のＰＲなど、積極的な

誘客活動に取り組んでいるところであります。

次に、海外観光客へのアンケート調査につい

てであります。議員が引用されましたアンケー

ト調査結果の43位という順位は別としまして、

海外からの観光客にとりまして、本県の知名度

が低いということは否めない事実であると考え

ております。海外観光客にとって定番・人気の

観光スポットは、圧倒的に東京や京都などであ

りますが、この本県の知名度の低さは、ＰＲ不

足があるかもしれませんが、観光資源という面

で本県の観光実態をある程度あらわしていると

謙虚に思ったほうがよいと考えております。海

外観光客の動向を見ますと、日本人に人気のあ

るところの多くは海外観光客にもやはり人気が

ありまして、外国への対応を初めとするソフト

対策は別としまして、国外対策と国内対策は相

通じていると考えております。

※ 255ページに訂正発言あり
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したがいまして、県としましては、国内・国

外対策を問わず、本県の観光資源を改めて評価

し、地味な、また気の長い取り組みになります

が、官民力をあわせてそれを磨き、宮崎の特徴

を際立たせ、例えば西都原公園では近年、四季

折々の花をテーマに整備をなされてきておりま

すが、今後、海外観光客にも通用する観光づく

りとなり得ると期待しているところであります

が、そういった取り組みを粘り強く進め、ま

た、九州各地の観光地との連携による周遊ルー

トの形成など、九州一体となった広域的な誘致

宣伝に取り組む必要があると考えております。

加えまして、外国語表記の整備や、国内のどの

地域にも負けない温かいもてなしなど、受け入

れ体制の充実にも積極的に取り組む必要がある

と考えているところでございます。

最後に、焼酎の輸出についてであります。県

が行ったアンケート調査によれば、県内の焼酎

の総輸出額は平成20年で約１億1,800万円となっ

ております。また、各港からの焼酎の輸出額に

つきましては、門司港が約700万円、博多港が

約1,200万円、細島港が約800万円となっており

ます。以上でございます。〔降壇〕

○農政水産部長（髙島俊一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、殺処分した県有家畜についてでありま

す。今回、口蹄疫の発生により、畜産試験場川

南支場、農業大学校、高鍋農業高等学校、家畜

改良事業団において、多くの家畜が殺処分され

たところであります。殺処分された頭数につき

ましては、牛321頭、豚767頭、ヤギ２頭であり

ます。また、その損失額につきましては、財産

管理台帳と今回作成した評価基準を活用して試

算をいたしますと、牛は約１億5,400万円、豚は

約3,400万円、ヤギは４万4,000円であり、合計

で約１億8,800万円となっております。

次に、種雄牛になるまでの費用についてであ

ります。本県の種雄牛造成につきましては、宮

崎牛の銘柄確立のために昭和48年に一元管理体

制を整備し、県内の肉用牛農家と関係団体の協

力を得ながら、能力の高い種雄牛の選抜を行っ

てきたところであります。県有種雄牛の造成に

は約６年の長い年月がかかるとともに、推計で

１頭当たり約2,000万円もの多額の費用がかかっ

ており、種雄牛は県民の貴重な財産と考えてお

ります。

次に、精液ストローの販売実績についてであ

ります。平成21年度における県有種雄牛に係る

凍結精液ストローの販売実績につきましては、

譲渡本数は約14万8,000本で、販売金額は約４

億900万円となっております。

最後に、６次産業化の推進による耕種農業へ

の転換についてであります。畜産と耕種部門と

のバランスのとれた生産振興と、本県農業の６

次産業化による新たな産業展開を図ることは、

雇用の確保や地域経済の活性化の観点から、口

蹄疫の復興対策として大変重要であると認識を

いたしております。特に、本年、農業団体が着

工を予定している冷凍加工施設の整備について

は、素材供給型の産地から高付加価値型の産地

構造への転換を進める上で極めて重要な取り組

みであると考えております。したがいまして、

県といたしましては、この冷凍加工施設整備の

支援につきまして国に強く働きかけるととも

に、畜産農家の飼料畑等の有効活用も図りなが

ら、加工施設向けのホウレンソウ等の産地づく

りを推進するなど、地域農業の構造転換並びに

畜産農家の経営安定に努めてまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（児玉宏紀君）〔登壇〕 お答
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えいたします。

一ツ瀬川の河川改修の現在の取り組み状況と

今後の対策についてであります。一ツ瀬川本川

は、議員御指摘のとおり、堤防の幅が狭い区間

や漏水が発生している箇所に加え、堤防のない

区間もありますことから、大規模な堤防補強な

ど抜本的な河川改修が必要であると考えており

ます。このため、詳細な検討を行い、河川整備

計画の策定や事業化について国と協議を進めて

いるところであります。また、本年度は、県単

独事業で早急に対策が必要な下水流橋付近にお

きまして、堤防の補強工事を実施する予定とし

ております。今後とも、地元の方々の御理解、

御協力をいただきながら、河川改修の事業化に

向けて努めてまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 失礼

します。先ほど杉、ヒノキの平均価格を間違え

ましたので、訂正させていただきます。杉が１

万円、ヒノキが１万5,300円でございます。どう

も失礼しました。〔降壇〕

○濵砂 守議員 それでは、自席から質問をし

てまいりたいと思います。

まず、口蹄疫対策ですが、総務部長にお尋ね

をいたします。口蹄疫の被害を受けた畜産農家

への手当金、補償金ですけれども、これが非課

税に申し入れをしていますが、非課税にされる

とした場合、所得税と法人税、そして地方のい

わゆる県税、市町村税という形になりますね、

この場合、県税や市町村税の税収に対してどの

ような影響が出ると思われているのか、お尋ね

をいたします。

○総務部長（稲用博美君） 手当金等の非課税

化がなされました場合に、県税や市町村税の税

収に少なからず影響を及ぼすものというふうに

考えていますが、その影響額につきましては、

もとになります資料がないために試算は困難で

ございます。さらに、口蹄疫の発生によりまし

て、その他幅広い業種への影響もあると思われ

ますが、今後の県税及び市町村税の税収を現段

階で見通すということは難しいというふうに考

えております。なお、税収が減少した部分につ

きましては、地方交付税の算定におきまして、

基準財政収入額に算入しない取り扱いとなりま

すことから、減収分の75％が普通交付税として

措置されることとなります。

○濵砂 守議員 地方交付税で75％の措置がさ

れるということなんですが、平成19年に国から

地方の税源移譲が１兆円規模で行われました。

本来所得税で徴収すべきものが地方税に回って

きた。同時にこれが―勘違いしないように前

もって話をしておきますが、決して非課税が悪

いと言っているわけではありません。非課税は

ぜひしていただかなくちゃいけない。けれど、

地方に対する税収入がどの程度減ってくるのか

というのが一つ心配されるところであります。

見込みが全くないままにこういう申し込みをさ

れたと。どのくらいの金額かわからないという

のでこういう申し込みをされたと。緊急ですか

ら、そういうこともあったのかと思いますが、

ある程度の試算も必要だったのではないかとい

うような気がするんです。それは答えられんで

しょうから、それでいいですけれども、そのこ

とで、福祉保健部長、国民健康保険税です、国

民健康保険税では、ほとんどの市町村で、所得

金額の割合、つまり資産割、均等割、人数割、

所得割ということで配分されています。しかも

各市町村単位でこの保険税制度は守られてい

る。その中に所得税がゼロということになりま

すと、地方税もゼロですから、所得税に換算し
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て地方税が課せられるわけですね。賦課され

る。しかし、これがゼロということになります

と、国民健康保険税の所得割もゼロといいます

と、プールした場合に、少ない町なら少ない町

ほど、国民健康保険に加入している人が少なけ

れば少ないほどほかの人が負担をしなくちゃい

けない、入っているほかの人たちがこの人たち

の分をということなんですよ。どのような影響

が出るのか、わかっていればお答えいただきた

いと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 国民健康保険

税は、国民健康保険を運営するために要する費

用の総額に応じて保険料として賦課すべき総額

を定め、これを各種の方法により被保険者に案

分する総額案分方式で算定することとされてお

ります。手当金等が非課税とされ、国民健康保

険の運営費に不足が生じることが見込まれる場

合、保険者である市町村においては、国民健康

保険税の引き上げや、一般会計から国民健康保

険特別会計へ繰り入れを行うといったことが考

えられます。

○濵砂 守議員 問題点を後に残さないように

ちょっと話をさせていただいたんですが、今回

の補償金全額に対する一括の非課税という方法

も確かにあるんですけれども、もう一つは、費

用が棚卸し的に免税されていくように、所得を

一括計上しなくて、３年なり５年なりの中で復

興していくとするなら、例えばの話、5,000万円

の補償金を受けたなら、５年間かけて1,000万ず

つ取り崩しをしていくというようなやり方もあ

るんじゃないかと思ったものですから。ただ、

税制上はそれがないようですから、ひとつ参考

程度に。これが一番いい方法だというものも県

民にはやっぱり知らせにゃいかん。本来のある

べき非課税のあり方というものも少し検討した

ほうがいいのかなという気がしたものですか

ら、指摘をさせていただきました。

それから、知事にお尋ねをいたします。天災

だとは言いながら、結果的には県所有の多くの

家畜、牛・豚が殺処分されて多額の県の損失を

こうむり、残念なことでありますが、こういう

結果になってしまいました。県民に対する責任

はどのように感じておられるか、知事の御意見

を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 今回の口蹄疫発生に

よりまして、畜産試験場川南支場、農業大学

校、高鍋農業高等学校、家畜改良事業団で飼育

されていました県民の貴重な財産である多くの

県有家畜を殺処分するに至ったことにつきまし

ては、まことに残念であり、無念であります。

今後このようなことが二度と発生しないよう、

感染経路の究明や今回の防疫対応等について検

証を行い、今後の防疫措置や防疫マニュアル等

の見直しに反映させていただきたいと考えてお

ります。

○濵砂 守議員 次に、商工観光労働部長にお

尋ねをいたします。口蹄疫復興対策の一つとし

てプレミアムつき商品券が発売をされておりま

すが、発行されておる市町村数と発行総額、ま

たどの程度の経済効果が期待できるのか、お尋

ねをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） プレミア

ム商品券につきましては、９月８日現在、発行

済みまたは発行予定の市町村は23市町村であり

まして、発行総額は約61億円となっておりま

す。

次に、経済効果につきましては、分析するに

当たりまして、商品券が飲食業、小売業、サー

ビス業等どのような用途に使われたかのデータ

が必要となりますが、現在、進行中の事業でご
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ざいまして、今すぐには出せない状況にありま

す。参考までに他県の過去の分析例を見てみま

すと、発行総額のおおむね1.2倍程度の経済波及

効果が見込まれるとの推計がなされているよう

であります。

○濵砂 守議員 次に、知事にお尋ねします。

口蹄疫の発生や、それに伴う非常事態宣言、３

カ月以上あったわけですが、その間、人、物、

金の動きがとまってしまいました。そのような

ことで地方の商店街も大打撃を受けておるわけ

でありますが、このような商店街の復興対策を

どのように今後取り組んでいかれるのか、お尋

ねをいたします。

○知事（東国原英夫君） 口蹄疫の長期化によ

りまして、県内各地域で商店街への客足が遠の

き、各店舗での売り上げも激減していることか

ら、商店街の売り上げ回復に向けた復興対策が

急務であると認識しております。このような

中、既に各市町村におきましては、商店街にに

ぎわいを取り戻し、購買力の回復を図るため、

プレミアム商品券の発行や復興イベントに取り

組んでいるところであります。しかしながら、

県内の景気は引き続き厳しい状況にありますこ

とから、県といたしましては、さらなる消費需

要を喚起し、商工業者の収益増に結びつくよう

な支援が必要であると考えております。具体的

には、総額250億円の口蹄疫復興中小企業応援

ファンドの運用益を活用し、市町村や商工団体

等と連携を図りながら、プレミアム商品券の発

行支援や地域活性化イベントの支援を行うこと

によりまして、商店街の復興につなげてまいり

たいと考えております。

○濵砂 守議員 次に、環境森林部長にお尋ね

をいたします。本県の製材品における人工乾燥

材の比率はどうなっているのか。また、人工乾

燥と自然乾燥にかかる費用の差、それに販売価

格の差はそれぞれどのようになっているのか、

お尋ねをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 平成20年の製

材品における人工乾燥材の比率は36.8％となっ

ておりまして、需要の高まり等から年々増加し

ているところでございます。次に、人工乾燥と

天然乾燥にかかる費用の差でございますけれど

も、１立方メートル当たりで人工乾燥が約１万

円、天然乾燥が約4,000円であります。人工乾燥

のほうが6,000円ほど多く費用がかかるというこ

とでございます。また、販売価格の差につきま

しては、１立方メートル当たりで人工乾燥の柱

材は約４万7,000円、天然乾燥の柱材は約３

万8,000円でありますので、人工乾燥のほう

が9,000円高くなるということでございます。以

上です。

○濵砂 守議員 もう一点お聞かせいただきた

いと思いますが、本県における木材の人工乾燥

機の導入を一遍にしたわけですが、その導入状

況とこれまでの投資額について、環境森林部長

にお尋ねをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 本県の人工乾

燥機の導入実績でございますが、平成20年時点

で51工場の233基となっております。そのうち、

林業構造改善事業等の国の制度事業を活用した

ものが147基ございまして、事業費は約43億円、

補助金は約25億円でございます。

○濵砂 守議員 もう一度、環境森林部長にお

尋ねいたしますが、本県の木材は、いわゆる伐

期に来た、嫁入り前と言いますが、お年ごろの

木がたくさんまだ備わっております。切っても

切っても後が太ってくるものですから、その量

は減らないと。先ほどの話の中で、杉の21年の

生産量は123万立方、ヒノキが７万立方ですか
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ら、伐採可能な蓄積量が杉6,996万立方……。50

年以上今のまま切り続けても、杉の木はだんだ

ん太って減らない。ヒノキは100年近く切っても

減らない。そのような状況なんです。そのよう

な中で、ちょうど適齢期に来ている木がたくさ

んある。これを事前に切って、１年、２年前に

前倒しで切って、葉枯らしの乾燥から持ってき

て人工乾燥する。人工乾燥して１年前倒しにし

てサイクルを上げていくと、立方当たり9,000円

の利益が出るということになります。そうすれ

ば山元に残るお金も自然にふえるわけで、そう

いうふうに取り組んでいくのも一つの方法では

ないかと思うんですが、部長のお考えをお聞か

せください。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 本県の乾燥材

につきましては、ほとんどが人工乾燥により生

産されているところでございまして、一部には

おっしゃいましたような、伐採木を枝葉のつい

たまま森林内に放置して水分の蒸発を促す葉枯

らし材の生産にも取り組んでおるところでござ

います。伐採後、枝葉を落として丸太の状態で

１年ぐらい乾燥させるということにつきまして

は、含水率の管理とか、あるいは保管場所の確

保とか、いろいろとまだ課題があると考えてお

ります。しかし、他県で先進的に取り組んでい

る事例もあるようでございますので、その効果

等について今後研究してまいりたいと考えてお

ります。

○濵砂 守議員 済みません、もう一度確認し

ますが、人工乾燥のほうが天然乾燥よりも販売

価格は高いということだったんですかね。そう

ですか。新聞で出ていたんですけど、大分県日

田市、ここに輪がけ乾燥をしている会社がある

んですが、行く時間がなかったものですから、

直接電話をして話を聞きました。そうします

と、金額はほとんど変わらないというんです

よ。１年間寝かせる。下はこそぐだけでいい

と。製材したものを収納するということですか

ら、虫が入るとかいろんな話がありますが、１

年間は梅雨時期を通しても、２年経過しなく

ちゃ大丈夫だと。使用者の話を聞くと、香りが

いい、しかもつやがある。そのような話を聞き

ますので、この会社では有利販売ができるんで

すよという話を直接製材所の方から聞きまし

た。ぜひ一考いただいて少しでも、今のこうい

う林業の状態ですから、山元に利益が残るよう

に対策をお願いしたいと思います。

それから、次に、県民政策部長にお尋ねをい

たします。地上デジタルテレビの移行対策を実

施する中、地域によってそれぞれ個人負担の違

いが発生をしておると聞いております。個人負

担の多いところではどのくらいの負担が見込ま

れているのか、県民政策部長にお伺いをいたし

ます。

○県民政策部長（山下健次君） 基本的に、国

は各世帯当たりの負担額を、３万5,000円を超え

る場合を各種補助制度の適用要件としていると

ころでございます。しかしながら、辺地共聴施

設の整備に当たりましては、当然、世帯数が少

なかったり、あるいは大規模な改修が必要な場

合には、御指摘のように多額の負担が生じる懸

念がございます。この額でございますけれど

も、現在、国及び放送事業者と地元との間で直

接対応策の協議が個別に進められておりますの

で、県としては個別具体的な負担額については

把握をしていないところでございます。

○濵砂 守議員 各市町村によってかなり隔た

りがあるようなんです。西都市の例なんですけ

ど、特に山間僻地、経済的弱者、高齢者、重

なっているんですが、こういう辺地なところほ
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ど１軒当たりの負担額がふえておる。これが半

年ぐらい前まで１軒当たり40万とか50万という

話だったんですが、大分制度が改革されてき

て、今でも最高10万円なんです。こういう負担

額がある。しかも、町の中の環境のいいところ

に住んでおられる人たちは負担は要らない。経

済的あるいは地理的に弱者の人たちのところに

負担が生ずるというのが今の現状なんです。そ

ういう状況なものですから、言われるように、

各世帯の負担額が３万5,000円を超える場合が国

の支援対象となっております。地域によっては

その何倍もの負担を―だんだん減ってきて、

現在でも10万円なんです―強いられておると

いう状況であります。当然にみんな日本の国民

であります。宮崎の県民でもあります。各世帯

の負担は平等に３万5,000円を限度として、あと

は国なり県なり市町村なりの行政で支えていく

べきだと思いますが、知事のお考えをお聞かせ

ください。

○知事（東国原英夫君） 地上デジタル放送へ

の移行は、国の政策により推進されているもの

ですから、一義的には国に責任があるのではな

いかと。また、国の対応が図られるべきだと考

えておるわけであります。国の支援制度は、地

方の声を踏まえて拡充はなされてきているもの

の、現行の制度においてもなお不十分であると

いうことは言わざるを得ないと思っています。

県といたしましては、各県との連携を強化しな

がら、国に対し、個人負担の軽減が図られるよ

う、引き続き対策の充実を強く要望してまいり

たいと考えております。

○濵砂 守議員 よろしくお願いします。

次に、農政水産部長に再度お尋ねをいたしま

す。西都市に建設が予定をされておりますＪＡ

の冷凍野菜加工施設の整備についてであります

が、以前に何人か質問がありましたけど、いま

だ国の予算措置がなされていないという話であ

りますけれども、現状についてどういう状況に

なっているのか、お尋ねをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回の冷凍加

工施設の整備につきましては、先般策定いたし

ました口蹄疫からの再生・復興方針の中心とな

るプロジェクトとして位置づけ、国に対して繰

り返し支援の要請を行っているところでありま

す。県といたしましては、事業採択に向けて本

施設整備の必要性について、引き続き国に対し

強く訴えてまいりたいと考えております。

○濵砂 守議員 このことについて、農林水産

省では今度の補正予算に盛り込みますという連

絡を受けておるんですが、ただ、財務省との折

衝が今後どうなっていくかというのはまだわか

りません。最大限努力しますということなんで

すが、連絡が入っていないですか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 詳細は承知し

ておりません。

○濵砂 守議員 後は折衝の問題も含めてとい

うことになるでしょうから、ぜひ知事、頑張っ

ていただいて、何とかしなくちゃ、会社もつ

くって、用地も確保して、どうにもならんけれ

ばＪＡ独自でもやりたいということを言ってお

られるようなんですが、ただ、独自でやると10

年間は赤字が続くということなんです。口蹄疫

で大打撃を受けて、そして、尾鈴農協、児湯農

協、西都、経済連も含めてですが、非常に経営

的にも大変な時期に来ていますので、独自でや

るというのはなかなか大変だろうと思うんです

が、ぜひ知事、頑張っていただいて、予算獲得

をいただきたいと思います。知事、お話があれ

ばお願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 恐らく基金の要求の
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項目の中に入れておったと思うんです。記憶が

定かじゃないんですが、後で確認してみます。

入れておったと思います。同時に、ＪＡさんか

ら伺った話は、独自の補助制度か何かを使って

進められるという話も聞いておったものですか

ら、どちらを並行していくかちょっと今定か

じゃないので、後で確認してお知らせしたいと

思います。

○濵砂 守議員 その補助が使えなかったら、

別の補助もというような話も聞いておりますけ

れども、いいのは、当初の半額の助成金が一番

いいわけで、ぜひひとつ頑張っていただきたい

と思います。

それから、次は口蹄疫関係なんですが、避難

先として西都市の尾八重牧場跡地を選定されま

した。主力種雄牛６頭のうち５頭への感染は辛

うじて逃れております。このことで種雄牛とい

う貴重な資源の保存が保たれたところでありま

すが、避難先の選定の経緯について農政水産部

長、教えてください。また、報道によります

と、５頭のうちの２頭は高原町に既に移動して

おると。あとの残りの３頭は年末に高鍋町の家

畜改良事業団に帰すという話を聞いております

が、今後の分散管理の考え方について農政水産

部長、お答えください。

○農政水産部長（髙島俊一君） 当初の経緯で

ございますが、当初、西米良村のほうに避難を

するという予定にしておりましたが、周りに牛

がいるという事実が判明いたしまして、急遽、

尾八重のほうにお願いをいたしました。関係各

位の皆様方、急々のことでもありましたけれど

も、快く受け入れていただきまして、心から改

めて感謝を申し上げたいと存じます。

県有種雄牛の管理につきましては、これまで

経済性とか効率性の観点から、高鍋町に所在い

たします県の家畜改良事業団において一元的に

行っておったところでございます。しかしなが

ら、今回の口蹄疫の発生によりまして、事業団

所在地の周辺が畜産の密集地帯であること、ま

た、種雄牛が１カ所で管理されていることから

集団感染のリスクが非常に高いこと、などなど

の課題が浮き彫りになったところでございま

す。このため、次世代の候補牛を含めまして、

今後の県有種雄牛の管理につきましては、リス

ク分散も考慮しながら、適正な配置ができるよ

う、家畜改良事業団を初め関係機関・団体と十

分協議してまいりたいと、そのように考えてお

ります。

○濵砂 守議員 よろしくお願いをいたしま

す。西都市の尾八重地区に種雄牛の避難先の話

があったときに、緊急性から、土地の地権者28

人おるわけですけれども、この28人に了解をと

らない前に代表者が快く土地を提供したという

話を聞いております。ところがこの土地の提供

者の代表者も牛を持っているんです。牛がおる

んです。それもしかし、あえてこういう緊急事

態だからというので、その代表者の方は快く

使っていただいたというふうに言われておりま

す。しかし、この土地の所有者の方々が、この

地域が避難箇所として環境が非常にいいという

ことで、役に立つなら、ぜひこのまま種雄牛を

置いてくださいという要望を県に提出をされて

おります。そういう状況であるにもかかわら

ず、報道でいきなりこういうものがなされたも

のですから、地元の人たちが大変驚かれて、ど

うなっているんだという問い合わせが何度も来

ました。そういうようなことで、内容につい

て、農政水産部長、どのような内容だったのか

お聞かせください。

○農政水産部長（髙島俊一君） 尾八重のほう
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に避難をしておりました種雄牛５頭のうち２頭

につきましては、高原町のほうに移動するとい

うことで、地元の方々にもお話を申し上げて

おったところですが、残りにつきましては、報

道等もされておりますが、詳細につきましては

関係団体とまだ協議中ということでございま

す。以上でございます。

○濵砂 守議員 報道でそうされたものですか

ら、心配されてそういう話が出ております。部

長はまだ尾八重牧場に行かれたことがないと思

いますが、この尾八重牧場は、ひむか神話街道

のちょうど途中にあるんですけど、日本一の有

楽椿があるところなんです。標高約700メート

ル、宮崎市が一望に見えるんです。花火大会も

ここから見えます。もともと市営牧場として活

用されていたんですが、環境はいいし、空気も

おいしいし、避難先の牛に聞いてみますと、と

ても居心地がいいから、ここにずっとおりたい

と言っているんです。部長も聞いていただきた

いんですが、といっても牛がしゃべるはずあり

ませんから、専門家の話によると、非常に体調

もいいと、状況もいいということでありますの

で、協力していただいた地元の皆さんへの配慮

もお願いをしたいというふうに思います。高鍋

に絶対帰すなということではないんですが、少

しずつでも分散しながら危機管理もしていただ

きたいと思います。地元の方たちのそういった

熱意と、それから配慮もぜひ受けとめていただ

きたいと思いますが、部長のコメントがあれば

お願いをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 私、農政水産

部長になりまして、本来ならば、各地域の実情

なり出先機関等、２回りぐらいしておかなけれ

ばならないわけですが、一歩も外に出ていない

というような状況でございまして、出るときは

まず尾八重のほうにおじゃまいたしまして、地

元の皆様方にお礼を申し上げなければならない

と、心から思っております。近いうちに、この

議会が終わったら尾八重のほうにおじゃました

いと、そのように考えておりますので、よろし

くお願いいたします。以上でございます。

○濵砂 守議員 よく状況はわかっております

ので、ぜひ今後の口蹄疫復興に対して、また、

もう一つは、今の尾八重の種雄牛の分散管理に

ついてもよろしくお願いを申し上げたいと思い

ます。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○蓬原正三副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時９分散会
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