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◎ 一般質問

○蓬原正三副議長 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、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を行います。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、外山衛議員。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。知事とこうして一般質問の場で対峙

いたしますのも今回が最後かと思いますと、何

やら感慨深いものがございます。「どげんかせ

んといかん」との強烈なメッセージにマスコミ

を見事に巻き込み、トップセールス等でアピー

ルをされるさまは、芸能界風に申せば、いわゆ

る「つかみ」というんでしょうか。さすがであ

ると思います。そこで、この３年８カ月でどげ

んかなったとお考えかを伺います。

以下、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。

これまでの総括ということでありますが、私

はマニフェストに、県民の皆様の県政に対する

信頼を取り戻すとともに、郷土宮崎への自信と

誇りを高めたいとの思いを持って、新しい宮崎

を創造するための「県民総力戦」の提唱など、

基本理念とさまざまな政策をお示しした上で、

知事に就任させていただきました。その後、行

財政改革、県民のポテンシャルを引き出すため

の宮崎のＰＲ、安全・安心な暮らしの確保な

ど、県政運営に全力で取り組んでまいりました

が、官製談合等で失墜した信頼の回復、県産品

や観光地の定番・定着化、災害時安心基金の創

設や乳幼児医療費助成の拡大など、これらの点

ではおおむね県民の皆様の負託にこたえること

ができたのではないかと考えておるところであ

ります。また、例えば、いきいき集落の広がり

や、観光客へのおもてなし意識の向上、今回の

口蹄疫対策への取り組みなどを見ますと、県民

総力戦の浸透も図られてきたのではないかと考

えております。一方で、口蹄疫被害からの再生

・復興を初め、社会経済情勢の急激な変化等の

影響によりまして、十分な成果が得られていな

い企業誘致や雇用創出、医師確保など解決しな

ければならない諸課題、重要課題も山積してお

りまして、引き続き全力で取り組んでいるとこ

ろであります。〔降壇〕

○外山 衛議員 続きまして、以下のことは知

事にはこの議会、もう飽きておられると思いま

すので、答弁は結構でございますから、話を聞

いてもらいたいと思います。

今議会、知事の立候補についての質問が続い

ております。黒木議員の代表質問の答弁の一部

を御紹介いたします。「早く出処進退を明らか

にしなければ次の人が困るということですか

ね。それはいかがなもんですかと思いますが、

次期、私が出る出ない、出処進退にかかわら

ず、これからの宮崎に対するビジョンなり信念

があれば、いつでも手を挙げられることをお勧

めします。私が出る出ないに限らず、私が出る

から出ないとか、あの人が出ないから出ると

か、そういうことで自分の政治姿勢を示される

方は政治家としていかがなものか。私が出る出

ないにかかわらず、おれはこの宮崎をこうする

んだ、こういう信念で、こういうビジョンで、

そういう自信のある方はどんどん手を挙げてい

ただいて、そういう方が本物の次の世代の宮崎

を支えていく人材になると私は考えておりま
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す」との答弁がございました。確かにこれは皆

わかっております。十分わかっています。私ど

も県議も皆、志を持ってここにおりますので。

ただ、あのタイミングでまさに正論を持ち出さ

れては、黒木議員も返す言葉がなかったと思い

ます。

続けます。これは仮にですが、仮にですよ、

知事の判断材料の中に、国政またはちまたで言

われている都知事への転身の思いがあるとすれ

ば、黒木議員への答弁をそっくり知事にお返し

をしたい。知事は、その時期が来ればしっかり

と考えを表明されると思いますので、今やいか

なる決断も驚きません。楽しみにしておりま

す。

ただ、我々が出処進退を伺うのは、予算編成

がどうとか、次候補の都合で聞いているわけで

はありません。知事選まで３カ月しか残ってい

ないこの時期に、いまだに出馬をためらう理由

といいますか、決められていないことが理解で

きないということであります。県民総力戦、口

蹄疫からの復興、宮崎の再生─言葉のみが踊

り、足が地についていない感は否めません。報

道によりますと、90％以上の県民の支持がある

ようでありまして、それを背景に、出馬表明さ

えすれば当選が担保されているからとも思って

しまうわけであります。県民やマスコミの注目

を維持するための知事の卓越した戦略と理解を

いたしております。以上でございます。特にな

ければ結構です。

○知事（東国原英夫君） 特にございません。

○外山 衛議員 では、質問に入ります。米良

議員の関連質問と全く同じでありますが、再度

申し上げます。知事からは見直しの考えは難し

いとの答弁はいただいておりますけれども、一

般競争入札の導入状況でございます。数字を申

し上げます。九州各県を例にとりますと、福

岡5,000万、長崎3,500万、熊本3,000万、大

分4,000万、鹿児島5,000万、沖縄5,000万、また

県内の市におきましても、宮崎市が6,000万、都

城市3,000万、延岡市6,000万、日南市5,000万、

小林市2,500万、日向市１億5,000万、串間

市2,000万、西都市3,000万といった状況であり

ます。ただ、佐賀と宮崎のみが250万円以上とさ

れております。入札制度につきましては、県土

整備部の尽力によりまして改革が進んでいると

理解をしております。ただ、今回の口蹄疫の影

響は、畜産業界に限らず多方面にわたっており

ます。建設業界しかりであります。ある意味、

非常事態下と言えます。そこで、県内経済の活

性を図るためにも、予定価格250万円以上の建設

工事を条件つき一般競争入札とされている現状

を見直すべきと考えますが、県土整備部長のお

考えを伺います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 本県では、平

成19年３月に入札・契約制度改革に関する実施

方針を策定し、より公正・透明で競争性の高い

入札・契約制度を確立するために抜本的な改革

に取り組んでまいりました。しかしながら、建

設投資の大幅な減少や一般競争入札の拡大によ

る競争性の高まりに加え、景気の悪化によりま

して、建設産業を取り巻く環境は大変厳しい状

況となっております。このため、改革と並行し

て制度を検証し、幅広く意見を伺いながら、最

低制限価格の引き上げや、地元の業者が受注し

やすい本県独自の地域企業育成型総合評価落札

方式の創設・適用範囲の拡大など、必要な見直

しを随時行ってきたところであります。また、

公共事業における経済・雇用緊急対策として、

早期発注や受注機会の確保などの取り組みを行

うとともに、口蹄疫発生に伴う経済対策としま
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して、今議会において公共事業の追加補正予算

を計上しているところであります。県といたし

ましては、技術と経営にすぐれた業者が伸びて

いける環境づくりが重要と考えておりまして、

今後とも、一般競争入札の枠組みの中で、入札

制度のあり方も含め幅広く意見を伺いながら、

制度の検証と必要な見直しや改善を図ってまい

りたいと考えております。

○外山 衛議員 次に、国道220号の防災対策の

早期整備についてであります。このことにつき

ましては、昨日の長友議員の質問にもございま

したし、私も３月に質問をしております。国

道220号が災害等により通行どめとなった場合の

影響については、生活・交通安全全般、観光、

医療、教育等、幅広い分野にわたることはこれ

までも強く訴えてきたところであります。山田

前県土整備部長の「事業の凍結は極めて残念」

と涙ながらの答弁、というよりも訴えが忘れら

れません。県当局が国に対し強く働きかけてお

られるのは承知をしております。国交省におい

て、費用対効果のみを主な判断材料とせず、公

共事業における政策目標型事業評価についての

基本方針が示されたことは、地域の実情や課題

解消を目指した評価方法として期待をされると

ころですが、果たして思いが国に届き、また、

理解が得られるのかを県土整備部長に伺いま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 220号の青島か

ら日南間の防災対策の事業着手につきまして

は、県議会を初め、沿線自治体及び住民の皆様

方と一体となり幾度となく国に要望してまいり

ました。この結果、事業化に向けた詳細な調査

が行われることとなりましたが、平成22年度の

直轄事業予算には計上されず、前任の山田部長

同様、私といたしましても極めて残念な思いを

しております。このような中、本年８月に新た

に導入されました政策目標評価型事業評価につ

きましては、従来の費用対効果による評価とは

別に、災害や地域の声などを視点とする評価方

法も新たに盛り込まれております。しかしなが

ら、現時点では要綱など詳細が公表されており

ませんが、これまで訴えてきたことが仕組みと

してでき上がりつつあるのではないかと期待し

ているところであります。いずれにしまして

も、国道220号は、観光振興や地域の産業に寄与

し、沿線住民の生活や救急医療を支えるまさに

命の道であります。今後ともあらゆる機会をと

らえまして、防災対策の必要性と早期事業化に

ついて国に対し強く訴えてまいりたいと存じま

す。

○外山 衛議員 次に、油津港の港湾機能充実

について伺います。

全国103の重要港湾から43港が重点港湾とさ

れ、本県の細島港が選定されたことは大変喜ば

しいことであります。我が県の港は、北から、

細島、宮崎、油津、それぞれ県北、県央、県南

の物流拠点であります。また、そうあるべきと

強く思います。ところが残念ながら、油津港の

みが耐震強化岸壁が整備されておりません。宮

崎県地域防災計画の中でも、「県南部における

輸送拠点として油津港の耐震強化岸壁の整備を

図る」と記してあります。地元からの強い要望

もございます。今後の見通しを県土整備部長に

伺います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 油津港は、県

南地域の物流拠点として計画的に整備を行って

いるところでありまして、現在、港内の静穏度

を確保するため、東外防波堤の整備を進めてい

るところであります。耐震強化岸壁の整備につ

きましては、この東外防波堤の整備が完了した
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後に着手する予定にしております。厳しい財政

状況ではありますが、その必要性は十分認識し

ておりますので、早期に着手できますよう、今

後とも国に対し、油津港の整備予算の確保を要

望してまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 同じく油津港に関することで

ありますが、タグボートは、県の支援を受け、

宮崎港、細島港には配置がされております。し

かし、油津港には配置がされていないため、志

布志港などの県外の港から手配をしており、使

用料とは別に高額な回航経費が必要でありま

す。このことは、港湾利用企業の経営圧迫や

フェリー誘致活動にも支障を来すおそれがあ

り、大変危惧をしております。ちなみに平成20

年タグボート使用実績、約7,700万、内訳としま

して、作業料4,000万、回航料3,700万、平成21

年、6,700万、内訳、作業料3,400万、回航

料3,300万であります。つまり、ほかの港よりも

経費増となっている回航料はそれぞれ約3,500万

でございます。そこで、タグボートの配置がで

きないものか、または、配置が今のところ無理

であれば、回航経費の補助ができないものかを

県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） タグボート

は、大型船など自力で接岸ができない船舶を補

助する作業船で、全国では重要港湾の約６割の

港において、民間業者や港湾管理者によりタグ

ボートが配置されている状況にあります。タグ

ボートの配置につきましては、ポートサービス

として必要なものと認識しておりますが、現

在、油津港においては、タグボートを使用する

船舶が非常に少ない状況にありますことから、

県が配置することにつきましては困難であると

考えております。また、タグボートの回航経費

の補助につきましても、現時点では、厳しい財

政状況の中、難しいと考えておりますが、全国

的にも油津港と同じような港があることから、

今後研究してまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 地元からも強い要望がござい

ますので、御検討をお願いしたいと思います。

もう一点、都城志布志道路の整備が進められ

ております。穀物や飼料の流通につきまして

は、志布志港の整備状況から、利便性は向上す

るものと思われます。ただ、残念ながら、志布

志港は鹿児島県であります。宮崎の均衡ある発

展、県益を思えば、油津港の利用促進は重要で

あると考えますが、県土整備部長のお考えを伺

います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 油津港は、先

ほども申し上げましたとおり、県南地域の物流

拠点港として位置づけておりまして、県南地域

の産業や経済を支える重要な港と認識しておる

ところであります。議員御指摘のとおり、貨物

をめぐって志布志港など他の港との競争が激し

くなっております。このため、油津港の機能強

化と利用しやすい港を目指して、現在２棟目の

上屋の整備を行っているところであります。今

後は、東九州自動車道を初めとした背後の道路

網の整備も進んでまいりますことから、ポート

セールス活動により、さらなる利用促進を図っ

てまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 財政面とか大変厳しいですか

ら、事情はよくわかりますが、いろんな整備は

手おくれにならないようにお願いをしたいと思

います。

続きまして、中国との定期便について伺いま

す。

先日の日経新聞によりますと、沖縄県は中国

との定期便を新たに計画しているようでありま

す。上海便は既に那覇空港との間で飛んでおり
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ますが、中国政府は、新たに北京―那覇空港間

の路線開設を中国の海南航空に許可をしたとの

報道がなされております。本県では、台北線と

ソウル線の国際路線がありますけれども、今後

の中国観光客の増加を見通しますと、次は中国

であろうと思います。現在、南九州ではお隣の

鹿児島空港には上海便が入っており、宮崎とす

れば、北京との定期便等ということで鹿児島空

港とのすみ分けをすることも必要かもしれませ

んが、この中国との定期便就航について、今後

どのような取り組みをしようとなされているの

かを県民政策部長に伺います。

○県民政策部長（山下健次君） 宮崎空港の国

際線は、本県が目指しております東アジアとの

交流拡大を図っていくための重要な基盤と考え

ております。このため、本県初の国際定期便で

ございます宮崎―ソウル線の維持充実と、平

成20年に就航しました宮崎―台北線の定着に現

在取り組んでいるところでございます。中国に

つきましては、将来的に有望な開設先と認識を

しておりますが、当面は、このソウル線及び台

北線の定着に努めていくことが重要であると考

えておりまして、中国との定期便につきまして

は、中国人観光客の動向あるいは近隣の空港の

状況などにつきまして、引き続き情報を収集し

てまいりたいと存じます。

○外山 衛議員 次に、知事に伺いますが、県

政には目標がなければならないと思います。し

かも県民にわかりやすい目標がなければならな

いと思います。知事は宮崎のＰＲという点では

頑張ってこられた。それには大いに敬意を表し

ておりますが、トップダウンで構想を打ち立て

て、それを目標に県民一緒になって頑張ってい

こうといったことが余りないような気もいたし

ます。この中国との定期便への取り組みは、ま

さにグローバルな時代における今後の宮崎の取

り組みとして必要なものと考えます。新聞によ

りますと、沖縄では、知事が先頭に立って定期

便就航への取り組みを行っているようでありま

すが、知事の意気込みを伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私は、新みやざき創

造戦略の中で、東アジアとの定期航空路線開設

等のための働きかけ強化を掲げ、平成20年６月

に台北線を開設することができました。その

後、世界的な景気の悪化等により、一たん運休

に至りましたが、台北線再開に精力的に取り組

み、その結果、４カ月足らずでチャイナエアラ

インが新たに就航したところであります。中国

につきましては、著しい経済成長や人口規模等

を考えますと、将来的には有望な開設先と認識

しておりますので、引き続き、中国人観光客の

誘致や経済交流などを進めるとともに、それら

の動向、近隣空港の利用状況等を総合的に勘案

しながら慎重に検討していきたいと考えており

ます。

○外山 衛議員 次に、口蹄疫対策について伺

います。

感染経路の究明は大変難しいと思いますが、

現在の調査状況や今後の見通しはどうなってい

るのかを、国の検討状況も含めて農政水産部長

に伺います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 感染経路の究

明につきましては、先般、国の疫学調査チーム

が取りまとめました中間的整理におきまして、

ウイルスは、アジア地域から人あるいは物の移

動等に伴って我が国へ侵入した可能性が高いと

考えられるが、現時点ではその経路を特定する

に至っていないとされております。国におきま

しては、引き続き、侵入経路等について調査が

行われることとされておりまして、県といたし
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ましては、今後とも国の調査チームに協力いた

しますとともに、宮崎県口蹄疫対策検証委員会

におきましても、独自の調査チームにより感染

経路の究明に取り組んでまいりたいと存じま

す。

○外山 衛議員 横田議員の代表質問で副知事

に問われたことでありますけれども、口蹄疫対

策についての検証委員会が発足したとのことで

あります。その目的や調査内容、調査方法等に

つきましては理解をいたしましたが、その検証

委員会の下に庁内調査チームが発足したとのこ

とでありますけれども、その活動状況について

総務部長に伺います。

○総務部長（稲用博美君） 庁内調査チーム

は、検証委員会の議論を円滑に進めるために設

置したものでありまして、一定の客観性を担保

するということで、総務部を中心に５名の課長

で構成しております。さらに、一連の防疫対策

等について詳細に把握するために、農政水産部

において分科会を設置しまして、相互に連携を

図りながら作業を行うことにしております。庁

内調査チームでは、現在までに既に５回の会合

を重ねまして、検証委員会が決定いたしました

調査項目あるいは調査方法に沿いまして具体的

な活動に入っております。畜産農家や獣医師さ

ん、市町村、関係団体、その他一般県民の方々

も含めました広範なアンケート調査の作業を開

始いたしました。それとは別に現地調査や聞き

取り調査をやるということで、その調整も行っ

ているところであります。

○外山 衛議員 もう一点、本県としましても

十分な検証を行うべきと考えます。副知事には

検証委員会の委員にもなっておられますが、第

１回目の会議を踏まえて、その意気込みを伺い

たいと思います。

○副知事（河野俊嗣君） 今回の口蹄疫の問題

につきましては、29万頭もの家畜のとうとい犠

牲を払いましてようやく終息に至ったものであ

りまして、畜産農家を初め、多くの県民の皆様

の精神的苦痛や経済的損失、さらには全国から

寄せられた温かい御支援などを考えますと、こ

の教訓を決して無駄にしてはならないと強く

思っているところであります。検証委員会の第

１回目の会合におきましては、このような思い

を各委員が共有しまして、それぞれの立場か

ら、事実関係の究明や問題点の検証などにつき

まして積極的な意見が述べられたところであり

ます。今回の調査には強制力はないなどさまざ

まな課題はあるところでありますが、今後、国

の検証委員会や疫学調査チームとも連携及び役

割分担を図りながら、現場の実態を踏まえたき

め細かい情報収集や検証作業に努めまして、与

えられた役割をしっかり果たしてまいりたいと

考えております。

○外山 衛議員 よろしくお願いいたします。

口蹄疫に関連しましてもう一点伺います。非

常事態宣言のあり方、ありようについてであり

ます。今回の非常事態宣言につきましては、拡

大する口蹄疫を食いとめるため、やむを得ない

ものであったと理解しております。ただ、その

ありようにつきましては少し検討の余地がある

と考えます。具体的には、私の地元、日南にお

きましては口蹄疫の発生はなかったわけであり

ますが、非常事態宣言により、図書館の閉鎖や

地域の集会・イベントの中止といった影響、ま

た、高校野球においても、夏の甲子園の予選が

無観客試合となる残念な結果となったわけであ

ります。一方で、県内の大型商業施設において

は、消毒マットなどのある程度の防疫対策はと

られたものの、多くの人でにぎわっていたとい
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うのも事実であると思います。このような状況

がありますので、県民の生活、地域の経済など

に大きな影響を与える非常事態宣言について

は、地域の警戒レベルに応じて、例えばレベル

５、レベル３とかであらわすなどそのあり方を

検討してはどうかと思いますが、県民政策部長

に見解を伺います。

○県民政策部長（山下健次君） 非常事態宣言

は、発生農場の拡大がとまらなかったことか

ら、その時点での移動制限区域の外、あるいは

万が一にも県外に感染が広がるような事態を避

けるために行ったものでございまして、県内全

域でのイベントあるいは大会の延期・中止、特

措法がない中での一般車両の消毒の徹底などを

要請したものでございます。今回、御指摘のよ

うに過去に経験したことがない非常に深刻な状

況の中で、宣言の発出時には、あるいはその後

におきましても、どの程度の規制をどういう範

囲でお願いするのかということで大変苦慮した

ところでございますけれども、結果として県内

経済あるいは県民生活に多大な影響が及んだと

ころでございまして、今後、県の口蹄疫検証委

員会におきましても、宣言のあり方等について

検討をいただくこととしているところでござい

ます。なお、この委員会の検討結果等にもより

ますけれども、宣言の内容を県内外の方々に正

しく御理解いただき、適切に対応していただく

ためにも、御指摘がありましたように、あらか

じめ宣言のレベル等を数段階に分けてお示しを

した上で、現段階ではこの範囲でこのレベルの

協力をお願いするというような形にすることが

適当ではないかとも考えておりまして、今後の

マニュアルづくりの中で具体的な検討を行って

まいりたいと存じます。

○外山 衛議員 次に移ります。九州新幹線で

ありますが、いよいよ来年３月に全線開通とな

ります九州新幹線を使った本県の交通利便性の

向上策についての取り組み、これにつきまして

は、先日の田口議員への答弁がございましたの

で、割愛をいたします。県民政策部長、よろし

くお願いをいたします。

では、観光面での活用策についてはどのよう

に考えておられるのか、商工観光労働部長に伺

います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 新幹線

は、航空機に比べまして座席数が大幅に多いこ

とから、九州新幹線全線開通を見据えまして、

直通運転のある関西・中国地方を中心に、団体

旅行や修学旅行の誘致に活用してまいりたいと

考えております。また、宮崎発着の飛行機と新

幹線、あるいはフェリーと新幹線を組み合わせ

ることによりまして、関西から本県を訪れる観

光客に対しまして、南九州の周遊に多様な選択

肢を提供できることになりますので、ＪＲや航

空会社あるいは宮崎カーフェリーなどに対しま

して、こうした組み合わせの特別切符や旅行商

品造成の働きかけを行ってまいりたいと考えて

おります。さらに、九州新幹線の全線開通によ

ります移動時間の短縮は、観光客の周遊エリア

の拡大にもつながります。南九州の広域観光ル

ートの設定はもちろんでありますが、県内にお

いても、例えば日南から都井岬を含めたルート

の設定などに活用してまいりたいと考えており

ます。加えまして、九州新幹線全線開通は、本

県を含めた南九州の誘致宣伝には絶好の機会で

ございます。南九州３県の結束を強めまして、

一体となった誘客に積極的に活用してまいりた

いと考えております。

○外山 衛議員 よろしくお願いをいたしま

す。関連をいたしまして、日南線の観光特急
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「海幸山幸号」についてでありますが、平日に

も定期運行できないものか、県民政策部長に伺

います。

○県民政策部長（山下健次君） 「海幸山幸」

は、昨年10月から土日・祝日を中心に運行して

おりますけれども、春休みや夏休みには毎日運

行しておりまして、利用状況は大変好調と伺っ

ております。県といたしましても、「海幸山

幸」が毎日運行されることによりまして地域の

活性化につながると考えられますことから、現

在、「海幸山幸」の平日利用を促進するための

事業を行っているところでございます。今後と

も沿線自治体等と連携しながら、毎日運行に向

けた取り組みを進めてまいりたいと考えており

ます。

○外山 衛議員 次に、高文祭でございますけ

れども、まさに教育長ほか関係者の皆様、お疲

れさまでございました。すばらしい大会であっ

たと思います。また同時に、高校生の諸君にも

感心をいたし、感動をいたしました。本当にお

疲れさまでした。スポーツランドみやざき─

確かにキャンプ等は増加しているようですが、

施設面では不十分と言わざるを得ません。諸事

情の違いはありますが、沖縄と比較しても大き

な差があるようです。今回申し上げたいのは陸

上競技場についてであります。電光掲示板の設

置がございません。どのくらいの金額を要する

のか承知はしておりませんが、寂しい気がいた

します。設置は可能か否か、教育長に伺いま

す。あわせて、設備の老朽化がひどく、耐震面

も不安があるのではと思いますが、どのような

お考えかを伺います。もう一点、全国大会等の

大きな大会の開催となりますと、関係者が時に

恥ずかしい思いをしないこともないといった話

も聞きますので、所見を伺います。

○教育長（渡辺義人君） まず、陸上競技場の

電光掲示板の件でありますけれども、御指摘の

ように、現在、県総合運動公園の陸上競技場に

は電光掲示板が設置されておりません。した

がって、陸上競技大会等におきましては、音声

放送で選手の紹介などを行っているところであ

ります。大型画面で記録の表示や選手紹介が可

能になりますと、選手の意欲はもとよりであり

ますが、観客の方々の応援も盛り上がるなど大

会運営上の効果も期待されるところでありま

す。一方で、他県の設置例を見ますと、金額は

申し上げませんが、多額の経費を要しているよ

うでありまして、本県の厳しい財政事情を考慮

いたしますと、現段階での設置は大変厳しいも

のがあるというふうに思料いたしております。

それから、総合運動公園の陸上競技場は昭

和48年に完成をいたしまして、36年を経過して

おります。その間、県の教育委員会では、県土

整備部と連携しながら、施設の老朽化などに対

応するために、トラックの全面改修といった所

要の整備を行ってきたところであります。ま

た、陸上競技に必要な設備につきましても順次

更新を行ってきておりますが、現在、関係団体

からは、例えば、ハードルや順位測定器、走り

高跳び用高度計などの更新等の要望が寄せられ

ているところであります。県教育委員会といた

しましては、今後とも快適な利用環境の確保に

向けまして、緊急性や利用状況等を勘案いたし

まして、計画的な設備の充実に努めてまいりた

いと考えております。以上です。

○外山 衛議員 ちょっと早いんですが、最後

になります。今議会でしたか、知事が答弁の中

で、自分の出処進退あるいは出馬表明について

は、自分自身の人生にかかわることだからとい

うお言葉があったように記憶していますが、ま
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さにそのとおりでありますから、熟慮された上

で、皆が納得するようなきちっとした説明で

もって方向性を決めてもらって、冒頭申し上げ

ましたように、今さらいかなる結果が出ても驚

きませんので、早い時期の表明をお願いいたし

ます。

最後に、民主党菅代表が再選をされました。

政治・経済ともに、国際社会の中で厳しい状況

に日本はあると認識しております。国の進むべ

き道を誤ることなく、国政に当たられることを

望みます。また、国家観・哲学を持ってぶれな

い政治がなされることを期待して、一般質問を

終わります。（拍手）

○蓬原正三副議長 次は、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問を行います。

我が党の黒木覚市議員の知事の政治姿勢につ

いての代表質問の中で、「知事が今、最も関心

があるのは、宮崎県政か、例えば都政か、ある

いは国政か」という質問に対し、知事は、「私

が今、関心を持っているのは、この国の構造

を、基本をどう変えるかということです。この

国家構造を、統治システムを基本的に変えない

と、宮崎もしかり、疲弊する地方は再生できな

いと考えております」と答弁しております。私

はこの発言を聞いて、知事は国政に関心がある

と思いました。進退については、質問しても熟

慮中という答弁でしょうから、進退問題につい

ては質問いたしませんが、何か言いたいことが

あれば、進退について答弁しても構いません

が、知事が述べられた国家構造、統治システム

に大きな影響を与える地域主権戦略会議につい

てお伺いいたします。

地域主権戦略会議は、昨年11月に発足以来、

これまでに６回の戦略会議を開催し、６月22日

に地域主権戦略大綱が閣議決定されました。地

域主権戦略会議では、国から地方へのひもつき

補助金を廃止し、基本的に地方が自由に使える

一括交付金にすることの方針のもと、現行の補

助金、交付金の改革や国の出先機関の原則廃

止、権限移譲といった一見耳ざわりのよいこと

を並べております。しかし、地方の代表として

委員になっているのは、大阪府知事、北九州市

長で、都市部の意見だけを主張されているので

はと危惧しております。一括交付金での取り扱

いで一番気になるのは、配分と総額ですが、大

綱によると、基本的な考え方として「地方の安

定的な財源運営に十分配慮するとともに、効率

的・効果的な財源の活用を図る」「配分につい

ては、地方の事業ニーズを踏まえるとともに、

国の関与をできる限り縮小する。また、現行の

条件不利地域等に配慮した仕組みを踏まえた配

分とする」「総額は、一括交付金の対象となる

補助金・交付金等の必要額により算定する」と

なっており、実施手順として「配分に当たって

は、地方公共団体の事業計画に基づく配分と人

口や面積といった客観的指標による配分を用い

る。その際、継続事業や団体間・年度間の変動

に配慮する」となっておりますが、私には総額

・配分とも全く想像がつかず、大変心配してお

ります。数年前に行われた三位一体改革では、

結果的には地方だけが痛みを負った形になった

ので、今回の地域主権改革は、地方が、県民が

安心して暮らせる制度になってほしいと思って

おります。そこで、国の地域主権改革に対し

て、知事はどのようなことを主張してきたのか

お伺いいたします。

また、大綱が決定されたことに対して、埼玉

県上田知事は「100点満点中の90点」と高く評価

しておりますが、大綱を知事は100点満点中何点
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と評価されるのか、理由もあわせてお伺いしま

す。

あわせて、一括交付金についての知事の御意

見をお伺いいたします。

次に、国の出先機関の原則廃止に関してです

が、知事会の中間取りまとめとして、国家公務

員約32万人のうち約21万人が出先機関に在職し

ており、二重行政になっている地方移管分とし

て、約９万6,000人のうち、業務内容の見直しな

どにより、最終的には約５万5,000人を地方に移

管する方針を示しておりますが、これまで地方

が行革で人件費削減に取り組んできたのが水の

泡になってしまうのではないかと思ってしまい

ます。また、一括交付金並びに出先機関の廃止

が行われるのであれば、霞が関にいる職員の数

も減っていいのではないかと考えております。

国と県の二重行政としてわかりやすいのが、国

土交通省の河川国道事務所、農水省の畑かん整

備を行う水利事務所などであります。直轄事業

の全額の予算が一括交付金等で措置してもらえ

れば、国の出先機関からの職員が移管されなく

ても、近年の公共工事の縮減等を考えると、県

の職員で十分対応できるのではないかと思って

おります。そこで、国の出先機関の原則廃止や

各省庁の職員のあり方について、知事の見解を

お伺いいたします。

次に、口蹄疫について、農政水産部長にお伺

いいたします。

口蹄疫が発生したという情報が入ったのは、

西諸で子牛の競りが始まった４月20日で、私が

競り市場に着いたときでした。10年前の悪夢が

思い出され、これからどうなっていくのだろう

か、競りはどうなるのだろうかなど、さまざま

なことが頭を駆けめぐりました。次の日から、

川南で口蹄疫が発生したとか、きょうは何件の

検体を東京に送ったなどの情報が入るたびに、

ばたばたと過ごしました。発生当初のころ

は、10年前のように済んでほしいと思っており

ましたが、４月28日に何と75キロも離れたえび

の市で発生、さらに防疫を徹底しているはずの

畜産試験場川南支場で、豚に国内で初めての口

蹄疫感染という信じられない状況になってしま

いました。何でえびのに飛んだのかという反

面、どこで発生してもおかしくない状況なのか

と非常に不安を覚えました。その後はさらに感

染拡大が続き、非常事態宣言発令、我が国初め

てのワクチン接種など、口蹄疫の脅威を痛感い

たしました。今後、畜産の復興並びに新生して

いく上で、感染ルートの解明が是が非でも必要

です。国と連携した解明をまず強く要望してお

きます。

さて、口蹄疫疫学調査チーム第４回検討会に

おいて、ワクチン接種外への感染拡大の要因と

して、児湯地区の発生農場と同じ飼料運搬会社

の人・車両が、その発生農場への運搬と同日ま

たは連続した日に使用されていたことが確認さ

れていることから、この車両によりウイルスが

伝播し、感染した可能性があるとしておりま

す。飼料会社に勤める方から、口蹄疫が発生し

ても、○○例目、大字○○、肉用牛繁殖経営、

飼養頭数○○頭といった情報開示では、場所の

特定がおくれ、感染拡大につながったのは否め

ないと伺いました。そこで、感染拡大防止に

は、発生農家の氏名を含めた情報公開並びに関

係者への連絡体制の強化が必要だと考えます

が、見解をお伺いいたします。

次に、防疫体制についてお伺いいたします。

感染拡大防止のため、県内に最大400カ所を超え

る消毒ポイントが設置されたと聞いております

けれども、消毒槽、消毒マット、消毒液流下式
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などにより、全車消毒できるようになりました

が、道路わきに呼び込むポイントでは、最後ま

で全車消毒は実施できませんでした。人員が足

りないとか渋滞が起きるからという理由でとい

うことでしたが、県が市町村、警察本部ともっ

と連携を図り、努力すべきではなかったかと思

いますが、改めて全車消毒が実施できなかった

のはどのような理由があったのか、実施するた

めにはどこを改善すればいいのかお伺いいたし

ます。

今回の未曾有の被害を教訓として考えてみま

すと、鹿児島県、熊本県、大分県など隣県との

消毒体制、県内市町村ごとの消毒体制につきま

しては、顕著な違いも多く見受けられました。

今後、口蹄疫の蔓延防止をするためには、近隣

市町村、隣県を含めた広域での防疫体制の構築

も重要だと考えております。そこで、主要な県

境・郡境をあらかじめ選定しておき、消毒ポイ

ントとして設置できるよう整備し、それらを活

用して、広域の市町村、隣県が一体となった全

車両消毒等の訓練を実施していくべきだと思い

ますが、見解をお伺いいたします。

防疫の基本は、畜産農家の日ごろからの消毒

が基本とは思いますが、畜産農家より、「今後

も畜産は続けたいが、今後はどのようなことに

取り組んだらいいのか」という質問を受けま

す。参考になるのは、口蹄疫が蔓延した川南町

でも感染しなかった農場があるということで、

私が聞いた範囲では、車両等の消毒はもちろん

徹底しましたが、牛・豚に対して免疫力を高め

るために、水にこだわった飼育を行っているこ

とを聞くことができました。県としましても、

川南町で発生しなかった農場がどのような対策

を行っていたかなどを調査し、口蹄疫感染に対

するリスク解除の検証をすべきと考えますが、

見解をお伺いいたします。

次に、種雄牛対策等についてお伺いいたしま

す。まことに残念ながら、我が国の畜産の宝・

財産でもある種雄牛55頭のうち50頭を失ってし

まいました。種雄牛をつくるには、10年近い時

間、技術、予算が必要であります。県種雄牛の

殺処分に係る手当金について、国より、県は蔓

延防止措置の実施責任者であることから、手当

の交付はできないという状況とのことですが、

全く理解はできません。県に一括して管理して

もらっていることで、他県と比べ品質が高い精

液を安価な形で提供できており、畜産農家に非

常に大きな貢献をしており、畜産農家の財産で

もあります。ぜひ国に強く手当金の要望を続け

ていただきたいと思います。種雄牛についての

リスク分散の質問は出ておりますので、ここで

は触れませんが、リスク分散と質の安定に配慮

した体制構築を早急に要望しておきます。

さて、種雄牛をつくる上では基幹雌牛も重要

ですが、今回の口蹄疫の発生により、児湯地区

を中心に殺処分された基幹雌牛がいると思いま

すが、その現状と、今後、基幹雌牛をどのよう

につくっていくのかお伺いいたします。

現在残っている貴重な精液を有効に活用する

方法として、受精卵の技術も今後伸ばしていく

必要があると考えますが、所見をお伺いいたし

ます。

口蹄疫関連の最後の質問になりますが、今後

の畜産支援策についてお伺いいたします。８

月29日から高千穂市場を皮切りに始まり、西諸

で競りを再開する９月２日に、口蹄疫に似た牛

がいるということで検体を送るという状況に

なったときは、はっきり言って宮崎の畜産は終

わるのではないかと非常に心配をいたしまし

た。検体の結果が白と出たときには本当にほっ
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としましたが、防疫の大切さを畜産農家を初め

関係者に改めて徹底できたのではないかと思っ

ております。

さて、終息宣言を受け開始された競り市場の

価格動向につきましては、当初、県外購買者の

減少や価格の下落などを心配しておりました

が、幸いにも昨年同時期を上回る高値で取引さ

れており、ひとまず安堵しております。しかし

ながら、将来的に見たときに、価格の安定対策

の充実などが強く求められており、県の３次補

正で予算化された「セリ価格下落補てん事業」

のような施策や基金対応事業の創設などが期待

されております。質問はいたしませんけれど

も、これらの制度の創設や拡充などにつきまし

ては強く要望しておきます。

さて、枝肉の価格を調べてみますと、東京市

場での雌Ａ―５で、平成17年８月に3,000円だっ

たのが平成22年８月には2,200円、800円低下、

雌Ａ―３で、平成17年８月で1,900円だったのが

平成22年８月では1,450円、450円低下となって

おり、低迷状況が続いており、肥育農家にとっ

ては、飼料の高どまりとあわせて、危機的状況

が続いております。枝肉価格が低迷している理

由として景気低迷もあると思いますが、近年の

増頭対策等で牛の絶対頭数がふえております。

農水省のデータによると、肥育牛頭数は、平

成17年２月で176万頭だったのが平成21年２月に

は184万頭となっており、約８万頭ふえており、

なおかつ、近年、増体のいい牛がふえてきてお

り、実質10万頭程度の供給増になっており、需

給バランスが崩れている状況ではないかと思い

ます。そこで、畜産全体を考え、今後の本県の

畜産振興のあり方と、需給調整施策についての

考え方について見解をお伺いいたします。

次に、先ほどまで質問しました口蹄疫の感染

拡大は、自然界から人間に対して何らかのメッ

セージではないかと考えております。昨年から

世界的に猛威を振るった新型インフルエンザに

ついて、知事並びに福祉保健部長にお伺いいた

します。

８月10日、ＷＨＯ（世界保健機関）のチャン

事務局長は、新型インフルエンザに関する声明

を発表し、世界的な大流行（パンデミック）が

終息期に入ったことを宣言しました。2009年６

月11日にパンデミック発生を宣言して以来、１

年２カ月ぶりの解除となりました。政府はＷＨ

Ｏの声明を受け、８月27日に新型インフルエン

ザ対策本部を閉鎖し、通常体制に切りかえてお

ります。そこで、本県の新型インフルエンザ対

策体制は現在どのようになっているのかお伺い

いたします。

ＷＨＯによれば、新型インフルエンザの感染

は８月１日現在で214カ国・地域で確認され、累

計死者数は１万8,000人以上と報告しておりま

す。よく言われることですが、1918年から19年

にかけ世界じゅうで蔓延したスペイン風邪は、

流行の第二派で病原性がさらに強まり、感染者

は６億人、死者は5,000万人とも言われておりま

すので、昨年発生した新型インフルエンザの病

原性が変異し、感染拡大が起これば、世界的規

模の危機的状況が起こるのではないかと大変危

惧しております。本県は口蹄疫で、家畜伝染病

予防法、指針、マニュアルに基づき防疫対策を

行ってきましたが、実態と合わないことで悩ま

された経験を生かし、新型インフルエンザに対

し、初動体制や感染拡大防止に全国に先駆けて

取り組むべきだと考えておりますが、知事の所

見をお伺いいたします。

また、県として、新型インフルエンザ対策と

して、昨年10月より、ワクチン接種や抗インフ
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ルエンザウイルス薬（タミフル、リレンザ）の

備蓄等を実施しておりますが、新型インフルエ

ンザに対する対策をどう総括し、その上で今後

の対策をどう考えているのかお伺いいたしま

す。

また、昨年度までに備蓄したタミフル等の活

用はどのような状況だったのかお伺いします。

あわせて、使用期限が切れるタミフル等の薬

剤をどのように取り扱うのかお伺いいたしま

す。

最後に、宮崎フリーウェイ工業団地につい

て、商工観光労働部長にお伺いいたします。

宮崎フリーウェイ工業団地は、私の地元の高

原町に平成11年４月に分譲を開始した工業団地

であり、分譲面積は約28.5ヘクタールの県内最

大規模の工業団地であります。これまで県当

局、高原町を初め、多くの方々の努力にもかか

わらず、いまだ２社の誘致企業にとどまってお

り、まことに残念であります。このフリーウェ

イ工業団地に全国のバイクのハーレーダビッド

ソン愛好家が一堂に集まる全国大会が、来月10

月９日から11日にかけて行われることが決まり

ました。口蹄疫が発生したこともあり、一時中

止もやむを得ないと思ったこともありました

が、県民の皆様の御協力のおかげで終息するこ

とができ、開催する運びとなりました。ちなみ

に、この大会は、主催者の予測では、口蹄疫に

苦しんだ宮崎を元気にしたいという思いの4,000

台から5,000台のバイク愛好家やその家族を含め

ると、約7,000人以上が全国から集まり、県内の

見学者を含めると、１万人以上が集まるのでは

と推計しております。高原町にとって大きな口

蹄疫復興イベントになるということで、高原

町、高原町商工会、観光協会、ＪＡこばやし等

が連携した、物産販売等を中心にした実行委員

会を立ち上げ、全面的に協力体制を構築しよう

と努力しております。この大会で、全国の方々

に宮崎に来ていただき、農産物のよさ、宮崎の

観光のよさ、宮崎の人のよさといった、宮崎の

よさを大きくＰＲできる機会にし、宮崎のファ

ンになってもらい、宮崎の農産物等の取引を引

き続き行っていただき、また、企業誘致につな

がる大会にしたいと思っております。そこで、

宮崎県として、この全国ハーレーダビッドソン

大会に関しての見解並びに支援をどのように考

えているのかお伺いいたします。

さて、宮崎フリーウェイ工業団体は、先ほど

述べましたとおり、分譲を開始してから10年以

上たち、当初は土地開発公社が所有者として企

業誘致に取り組んできましたが、ことしから所

有者が県になりました。我が党の黒木覚市県議

の代表質問の「フリーウェイ工業団地の今後の

手法は」という質問に対し、「新たなリース方

式や不動産鑑定評価による価格設定を新たに

行っていきたい」と答弁しておりますが、具体

的なリース方式や新たな分譲価格の設定につい

てどのようになっているのかお伺いいたしま

す。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

地域主権改革についてであります。私は、国

と地方が真に対等の立場の関係を築き、自己決

定・自己責任のもとで、地方が主体的に地域経

営を行う分権型のシステムの構築が必要である

と考えております。そのような観点から、私は

政府の地域主権改革に対して、政治の強いリー

ダーシップの発揮や実効性のある国と地方の協

議の場の設置、社会基盤の整備状況や財政力に
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配慮した自由度の高い一括交付金の制度設計な

ど、全国知事会を初めさまざまな機会を通じて

主張しているところであります。さらに、こと

し４月には、地域主権改革関連法案を審議する

参議院総務委員会に、地方代表の参考人の一人

として出席し、本県を初めとする地方の厳しい

実情を踏まえながら、地方分権の必要性等につ

いて強く訴えたところであります。

次に、地域主権戦略大綱の評価についてであ

ります。地域主権改革の方針をまとめた大綱

を、当初の予定どおり６月中に閣議決定された

ことは、政府の改革に対する積極的な姿勢のあ

らわれだと考えております。また、内容を見ま

すと、国による義務づけ・枠づけの見直しや基

礎自治体への権限移譲について、各省庁の抵抗

がある中でかなり前進が見られますし、広域的

な行政課題が増大する中、自治体相互の広域連

携への支援や道州制についての検討が明記され

ていることを評価しておるところであります。

しかし一方で、補助金の一括交付金化につい

て、国の関与が追加され、地方の自由度確保の

観点から後退した内容となっておりますし、地

方にとって最も重要な地方税財源の充実確保に

ついて、具体的な内容や工程が明記されていな

いことから、改革の実効性に懸念が残るものと

なっております。大綱の点数はつけかねます

が、各項目について、具体的な内容や工程を早

急に明示し、より実効性のあるものにするとと

もに、政治の強いリーダーシップを発揮してい

ただきたいと考えております。

次に、一括交付金についてであります。ひも

つき補助金の一括交付金化は、地方の自由裁量

を拡大させるとともに、実質的な地方の自主財

源に転換することを目的とするものでありま

す。しかしながら、６月に閣議決定された地域

主権戦略大綱では、ＰＤＣＡサイクルを通じた

制度の評価や会計検査院の活用など、国の関与

が追加されているのに加え、一部に国による財

源捻出の手段としてとらえられている向きもあ

り、三位一体の改革の二の舞になることも懸念

されるところであります。このため、私は、全

国知事会プロジェクトチームの会合において、

本県の制度設計案として、地方の自由裁量権の

拡大、並びに一括交付金の総額について、一括

交付金化の対象となる現行の補助金等と同額以

上を確保すること、また、配分については、社

会資本整備の進捗率、財政力の強弱など、地方

の実情に十分配慮すること等を提案していると

ころであります。

次に、国の出先機関の原則廃止等についてで

あります。出先機関の肥大化は、二重行政によ

る無駄や非効率、地域ニーズへの柔軟な対応の

欠如等の弊害をもたらすものであり、地方分権

を進めるに当たり、そのあり方を見直すのは当

然のことであると考えております。しかしなが

ら、現在、出先機関のあり方のみが議論されて

おりますが、社会経済情勢の急激な変化によ

り、課題が複雑化・広域化する中、従来の中央

集権的システムでは十分な対応が困難となって

いることから、出先機関のみならず本省も含め

た形で、国と地方の役割分担の見直しを行うべ

きであると考えております。また、その際に

は、国による徹底した行革の実施、地方への事

務移管に伴う財源の保障が大前提になります。

また、各省庁の職員のあり方につきましては、

職員の身分や処遇にかかわることであります

が、地方が廃止される機関の職員の単なる受け

皿になるのではなく、受け入れる人員、人材に

ついて地方が主体的に選考できる仕組み等につ

いて、国と地方において十分な議論が必要であ
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ると考えております。

次に、新型インフルエンザに対する取り組み

についてであります。本県では、平成17年に全

国に先駆け「新型インフルエンザ対応指針」を

策定し、抗インフルエンザウイルス薬であるタ

ミフルの備蓄を開始するなど、発生に備えてき

たところであります。昨年も、国における新型

インフルエンザの発生宣言を受け、海外で発生

した段階で、直ちに県の行動計画により、私を

本部長とします対策本部を設置し、全庁的な対

応を行ったところであります。新型インフルエ

ンザも口蹄疫と同様、原因はウイルスですの

で、その対応には万全の準備が必要であると考

えますことから、これまでの対応や検証を踏ま

え、今後とも、初動体制の整備や感染拡大防止

対策に取り組んでまいります。また、今後発生

が予想される強毒性新型インフルエンザの感染

拡大防止につきましては、県民の日常行動の制

限など、実効ある対策のために必要となる法整

備を、国に対して働きかけているところであり

ます。以上です。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

新型インフルエンザ対策についてでありま

す。今回の新型インフルエンザが、世界的な状

況として、季節性インフルエンザと同様の発生

傾向にあり、緊急的かつ総合的に対処すべき事

態が終息しつつあることから、国においては、

８月27日以降、厚生労働省による通常の感染症

対策の対応となったところであります。このこ

とから、県としましては、９月１日に知事を本

部長とします宮崎県新型インフルエンザ総合対

策本部を廃止し、以降は福祉保健部において対

策に万全を期すこととしております。

次に、新型インフルエンザ対策の総括につい

てであります。県内での新型インフルエンザの

推定累計患者数は15万から20万人で、残念なが

ら４名の方がお亡くなりになられましたが、患

者数のピークを季節性インフルエンザ並みに抑

えられたことや、医療現場において、患者受け

入れについて大きな混乱がなかったことから、

一定の成果が得られたものと考えております。

その要因としましては、県民一人一人の感染防

止対策や学校等における臨時休業措置、医療機

関の外来診療時間の拡充及び入院受け入れ体制

の整備など、さまざまな対策によるものと考え

ております。今後の対策につきましては、現段

階では、再流行の可能性やウイルスによる重症

化リスクが変わるものではないことから、これ

までの対応を生かしつつ、感染防止対策に努め

てまいります。

次に、県が備蓄したタミフル等の活用につい

てであります。昨年の新型インフルエンザ対策

として、ウイルスが弱毒性であると判明するま

での間に、患者との濃厚接触者等への予防投与

分として、タミフル3,000人分を発熱外来医療機

関等に配布したところであります。

次に、使用期限が切れるタミフル等の取り扱

いについてであります。現在、県が備蓄してい

るタミフル及びリレンザ20万4,300人分のうち、

タミフル４万4,480人分が平成25年９月に一番早

く有効期限を迎え、その後、順次、期限を迎え

ることになっております。このタミフル等は、

国の指導のもと、流通に不足が生じた場合に限

り放出することになっており、そのような事態

が生じない限り、期限切れを迎えることになり

ます。このため、現在、全国の都道府県から国

に対して、使用期限の延長や使用期限後の活用

方法等の検討を要望しているところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

平成22年９月15日（水）



- 341 -

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

まず、全国ハーレーダビッドソン大会につい

てであります。同大会につきましては、全国か

ら多くの方々が参加される口蹄疫復興イベント

として開催されるものでありまして、本県の観

光・物産はもとより、開催場所であるフリー

ウェイ工業団地をアピールできる機会でもある

と考えております。そのため、県といたしまし

ても、同大会開催期間中に、地元自治体と連携

しながら、フリーウェイ工業団地の企業立地環

境のアピールにも努めたいと考えております。

また、同大会に合わせて、地元実行委員会によ

る物産展が開催されることになっております

が、これにつきましては、みやざき観光コンベ

ンション協会が口蹄疫対策として設けた「観光

緊急応援事業」で支援を行うこととしておりま

す。県といたしましても、現地の環境整備など

を含め、できる限りの支援をしてまいりたいと

考えております。

次に、フリーウェイ工業団地についてでござ

います。フリーウェイ工業団地につきまして

は、今回、県有地になることを契機に、より企

業側の視点に立った抜本的な見直しを行うこと

としております。まず、リース制度につきまし

ては、企業の初期投資負担を軽減するため、初

めて導入するものでありまして、10年から30年

の範囲で、企業ごとに利用しやすい契約期間を

定めることとしております。また、分譲価格に

つきましては、今年度実施しました鑑定評価

額、平米当たり3,500円をもとに設定することと

しております。なお、リース料や分譲価格の面

で、近隣工業団地と比べて、より競争力のある

ものになりますように、地元高原町に助成制度

をお願いしているところでございます。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

えします。

口蹄疫に関連する一連のお尋ねについてであ

ります。

まず、感染拡大防止のための情報公開並びに

連絡体制の強化についてであります。今回の口

蹄疫の対応における農家に対する情報提供につ

きましては、国からの指示により、疑似患畜と

確定されてから公表しており、また、原則とし

て、発生農場の特定につながる情報につきまし

ては、発生農家の同意に基づき開示をしてまい

りました。しかしながら、口蹄疫のような感染

力の強い伝染病につきましては、蔓延防止の観

点から検証し、今後の連絡体制のあり方につき

ましても、国とも協議をしながら検討してまい

りたいと考えております。

次に、全車両消毒が実施できなかった理由と

改善についてであります。当初、消毒ポイント

における全車両消毒の義務づけにつきまして

は、法的根拠がないこと、また、幹線道路にお

いて大渋滞を引き起こすなど、県民生活に大き

な支障を及ぼすこと、さらに、全車両消毒に対

しての関係者のコンセンサスが得られていな

かったことなどから、畜産関係車両を対象とし

て消毒を行ったところでございます。しかしな

がら、その後、口蹄疫対策特別措置法が制定さ

れ、全車両消毒の義務づけが可能となったこと

から、全車両消毒を実施したところでございま

す。県といたしましては、今後とも、県民の理

解のもと、口蹄疫対策特別措置法等に基づき、

全車両消毒等の必要な対策を講じてまいりたい

と考えております。

次に、車両消毒の訓練についてであります。

車両消毒につきましては、発生地や主要幹線道
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路を中心に、噴霧器や消毒マット、消毒槽、散

水車による消毒など、市町村、関係団体などそ

れぞれの立場で、また警察の御協力をいただき

ながら、懸命の取り組みを行っていただいた結

果、隣県への拡大防止はもちろんのこと、県内

でも全域への拡大防止が図られたものと考えて

おります。県におきましては、これまでも各振

興局が中心となり、市町村と調整をしながら、

大型車両の誘導や停車可能なスペースが確保で

きるかなど、消毒ポイントの適地選定に取り組

んでまいりましたが、御質問にありました消毒

ポイントの事前整備や隣県とも連携した広域の

全車消毒の訓練の実施につきましては、今後の

検証作業を踏まえ、関係機関とも十分協議して

まいりたいと考えております。

次に、発生を免れた農家の防疫措置の検証に

ついてであります。今回、口蹄疫の発生が拡大

した川南町内等においても、発生がなかった農

家もあり、こうした未発生農家がとった防疫措

置を検証することは、今後の再発防止対策を講

じる上で、非常に重要であると認識をいたして

おりますので、今後、発生農家に加え、未発生

農家も含めた関係者へのヒアリングなどを行う

ことといたしております。今後、県といたしま

しては、この検証結果を防疫マニュアルの見直

し等に反映させてまいりたいと考えておりま

す。

次に、今後の基礎雌牛についてであります。

基礎雌牛につきましては、種雄牛造成に活用す

るため、毎年、県内の繁殖雌牛から能力の高

い350頭を選定しておりますが、今回の口蹄疫に

より、このうち66頭を失ったところでございま

す。県といたしましては、今後、新たな種雄牛

を造成していくことが急務であり、基礎雌牛の

選定や地域別の割り当て頭数などについて、関

係機関・団体と十分協議してまいりたいと考え

ております。

次に、県有種雄牛についてであります。今

回、50頭の県有種雄牛を失った本県にとりまし

て、残った精液は貴重な遺伝資源として考えて

おります。したがいまして、県といたしまして

は、貴重となった県有種雄牛の凍結精液を利用

した受精卵移植技術を活用し、種雄牛の造成や

優秀な雌牛の生産に努めてまいりたいと思いま

す。

最後に、畜産振興のあり方についてでありま

す。本県の畜産の再生に当たりましては、家畜

防疫に配慮した畜産経営の構築や、特定疾病の

ない畜産地域の構築、さらに環境に優しい資源

循環型畜産の構築などの対策に取り組み、全国

の畜産のモデルとなることを目指すことといた

しております。なお、御指摘の需給調整施策に

つきましては、全国的な取り組みとして行われ

ることによって効果が発揮されるものでござい

まして、国において、関係法律等に基づき、畜

産物の価格安定を図る観点から、各種対策が講

じられているところでございます。以上でござ

います。〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 ありがとうございました。

時間がありますので、再質問を行わせていただ

きますが、まず、フリーウェイ工業団地関連で

質問させていただきます。

これまで高原町がこのフリーウェイ工業団地

を誘致したという経緯もありまして、団地内の

町道整備、工業用水整備に約５億3,000万円、フ

リーウェイ協議会というお互いに促進する協議

会であるんですが、これにこれまでに8,600万

円、また、10年間、固定資産減免をしていたわ

けでありますけれども、これに約１億数千万

円、これまでに２件、分譲の中に約2,000万ぐら
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い、高原町に補てんをしていただいておりま

す。合わせますと、約７億円以上、手出しして

いる状況だと私は思っております。今回、所有

者が県となったということで、県がもっと責任

を持って分譲価格の設定などを行っていただ

き、できる限り地元高原町の費用負担とかが少

ないようにお願いしたいと思いますが、今後の

企業誘致の意気込みを含めまして、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） フリー

ウェイ工業団地の分譲につきましては、従来か

ら、地元高原町も分譲促進のための補助金を措

置していただいた、そういう経緯等もありま

す。今回、抜本的な見直しに当たりましても、

企業立地をさらに促進するよう、引き続き、補

助制度の実施をお願いしているところでござい

ます。フリーウェイ工業団地につきましては、

地元高原町の大きな期待があります。今回の抜

本的な見直しを生かしまして、地元自治体とも

連携しながら、できるだけ早期の企業進出な

ど、地域産業の振興に寄与する大きな経済効果

を生み出せるよう、重点的かつ効果的な誘致活

動に全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○丸山裕次郎議員 確かに、抜本的な改革とし

て、これまでは標準価格が１平米当たり１

万2,000円だったのを3,500円にしていただい

て、本当にこれは大きなことであろうというふ

うに思っております。しかし、今回は、繰り返

しになりますが、県の所有になりましたので、

責任を持って高原町と連携しながら、企業誘致

を進めていただくことを要望したいと思いま

す。

次に、口蹄疫に関してなんですけれども、口

蹄疫の発生によりまして、感染拡大防止を理由

といたしまして、県の自粛要請に基づき、約３

カ月、人工授精業務ができませんでした。繁殖

雌牛に発情が来たのに人工授精ができなかった

ため、ただ働きだった上にえさ代までかさみ、

次に発情が来ても、人工授精してもなかなか受

精しない、いわゆる繁殖障害を抱えてしまうと

いうリスクを畜産農家は抱えてしまいました。

また、３カ月間、人工授精ができなかったこと

によりまして、今から言いますと、約15カ月後

の平成23年の年末には、競りをしたくても子牛

がいない状況で、収入がゼロの期間がまた出て

まいります。このようなことで、人件費、えさ

代、繁殖障害など、大きな被害が出たというこ

とで、畜産農家が試算いたしまして、先月、知

事並びに議長のところに、西諸・北諸・南那珂

・東臼杵地区の畜産農家が要請した際、知事か

らは国と協議していくということでしたが、ど

のように対応されているのか、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） 口蹄疫蔓延防

止の観点から、約３カ月にわたり、家畜人工授

精業務の自粛をお願いしたところでございまし

て、畜産農家には大きな影響が生じたものと認

識をいたしております。８月９日には、県内の

和牛生産部会等の役員、それから畜連、農協等

から、畜産農家への支援や地域家畜市場の活性

化対策について要望をいただいたところでござ

います。県といたしましては、国や県の事業に

より、購買者に対する支援を行い、家畜市場の

活性化を図っているところでございますが、畜

産農家への支援措置につきましては、口蹄疫復

興に関する緊急要望の中で、飼料代等の助成に

ついて、国に対して提案もしているところでご

ざいます。

○丸山裕次郎議員 人工授精ができなかったい
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わゆる空き腹対策を、よく畜産農家のほうでは

お願いをしていると思うんですけれども、今は

割かし競りの値段が高くて、安心したというふ

うにひょっとしたら行政のほうは思っていらっ

しゃるかもしれませんけれども、具体的に結果

が出てくるのは、先ほど言いましたけれども、

これから15カ月後の平成23年の年末でありま

す。出てくると、競りができないと、収入がま

たないと、本当に大きな形になるというふうに

思っておりますので、口蹄疫による被害であり

ますので、全力で取り組んでいただきたいと思

います。

次に、壇上からも述べましたが、西諸畜連で

競りが再開される直前になりまして、口蹄疫の

症状に似た牛がいるということで、東京に検体

を送ったということで、急遽９月２日の競りは

中止になってしまいました。その発表を聞きま

した地元畜産農家はもとより、県外から来られ

ました購買者から、どよめきと同時に驚愕の声

が上がり、一時、市場はパニック状態になって

しまいました。競り再開寸前で西諸畜連の競り

が中止になり、特に県外からの購買者対策や獣

医師確保、警備、畜産農家への連絡などで、西

諸畜連のほうは多額の経費が必要となりまし

た。また、４月の競りでも３日目の競りが中止

になったということで、今回と同様の対策に加

えて、さらに３カ月の係留経費等、多額の経費

を負担せざるを得ない状況となっております。

今回の９月２日に検体を送ったという状況は、

今後ひょっとしたら、またほかの競り場でも起

こる可能性があると思っております。でありま

すので、この競り場といいますのは、畜産農家

と一体となった組織ではあるものの、損失補て

んについては手だてがない状況であり、その補

てんにつきましては、基金対応を含めた検討を

ぜひともお願いしたいと思っておりますけれど

も、農政水産部長の見解をお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 県内の家畜市

場の開設者であります畜連や農協は、口蹄疫の

発生を受けまして、４カ月間、競りの中止また

は延期を余儀なくされまして、経営的にも大き

な影響を受けていると認識いたしております。

このため、県といたしましては、国や県の事業

により、購買者に対する支援を行い、家畜市場

の活性化を図っているところでございます。し

かしながら、家畜市場の経費に係る直接的な支

援につきましては、現在、活用できる制度がな

いため、口蹄疫復興に関する緊急要望の中で、

家畜市場から搬出されずに係留されていた家畜

の飼養管理に係る助成について、国に対して提

案をしているところでございます。

○丸山裕次郎議員 ちなみにですが、今回の９

月２日の競りが中止になったことで、西諸畜連

のほうでは、購買者に迷惑金ということで180万

円程度、人件費でも60万以上、合計280万円以

上、経費がかかってしまっております。本当に

これは競りがまともに行われれば、必要な経費

でありますので、こういったことを十二分に把

握していただき、今後、起こり得るかもしれま

せんので、このような市場に対しても配慮をお

願い申し上げまして、私の一般質問を終わりま

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32分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。
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次は、河野安幸議員。

○河野安幸議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の河野安幸であります。お許しをいただきまし

たので、一般質問をさせていただきます。

代表質問、一般質問合わせて６日間の日程で

ありました。いよいよきょうが最終日でござい

ます。私が23番目であります。それぞれ質問も

出尽くしまして、私が考えておりますことはす

べて質問がなされましたので、２～３点だけお

伺いを申し上げ、終わりたいと思います。

まず、今年４月20日に確認された口蹄疫ウイ

ルスも、西都、児湯郡を中心に大暴れをし

て、130日間の制限をもって８月27日にようやく

終息宣言がなされたところであります。約29万

頭の家畜が処分されるなど、あらゆる産業に多

大な影響を及ぼし、深刻な事態に陥っていると

ころであります。この29万頭の家畜に対し心か

ら冥福をお祈りし、被災者の皆様方に心からお

見舞いを申し上げます。

この29万頭の家畜については、殺さなくても

よい牛が大半を占めていたと思われますが、ま

ず原因究明を急がなければと思うものでありま

す。疫学チームの中間報告も出ましたが、４

月20日の確認以前に10農場以上に感染していた

と言われております。その後の疫学チームの調

査進捗はどこまでいっているのか、知事にお伺

いをいたしたいと思います。

次に、県内農産物の輸出促進対策についてお

伺いいたします。

本年７月26日の農業新聞に、農水省が目標達

成年度を３年前倒しして、農産物輸出額を平

成20年度までに１兆円にふやすことを目指すと

いう記事が載っておりました。これまで世界同

時不況などの影響により減少傾向で推移してい

た農林水産物の輸出額が、平成21年に4,464億円

となり、輸出額を毎年11％ふやせば１兆円に達

成できると見ているようでございます。輸出先

は、香港、アメリカ、台湾、中国、韓国が上位

５カ国となっており、地域別には、アジアが約

７割、北米が約２割を占めております。現在の

主な輸出品目は、タラ、サバなどの水産物、そ

して粉乳、アルコール飲料、牛肉、リンゴ、緑

茶などでございます。国では輸出促進対策とし

て、米・米加工品、野菜・野菜加工品、果実・

果実加工品など11の主要品目を定めるととも

に、その中で重点的に輸出促進を図る重点個別

品目、重点国、そしてまた地域を決め、さらに

集中的に支援措置を実施する特定重点品目・重

点地域として４つ掲げておりますが、東アジア

向けで米、野菜、果実、木材、東南アジア向け

で食肉、水産物、北米向けで食肉、茶、水産

物、中東向けで加工食品を設定し、各種輸出促

進施策を重点的に実施することとしておりま

す。具体的には、平成22年度の輸出促進事業と

して総額12億円を予算化し、市場調査や試験輸

送などの経費の半分を補助する２分の１補助事

業や、海外においてマッチングの場を提供する

取り組みについて定額補助を行うマッチング支

援事業などを取り組んでおるところでございま

す。

一方、本県では、農産物輸出の状況を見ます

と、平成16年度から香港、台湾、マレーシア等

の東アジアをターゲットに輸出可能性調査を行

うとともに、香港、台湾、シンガポールの量販

店で「みやざき農産物フェア」を開催し、県農

産物に対する消費ニーズの把握に努められてお

ります。カンショ、完熟キンカン、里芋、ゴボ

ウが香港、シンガポールなどへ継続的に輸出さ

れておるようでございます。平成17年度は「み

やざき農水産物海外輸出促進協議会」を設置さ
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れ、輸出に向けた体制整備や輸出情報の共有化

を図っておられるところでございます。

他県の取り組みを見てみますと、福岡県では

平成４年から13年度まで香港でアンテナショッ

プを展開し、16年からは台湾、17年には中

国、18年にはシンガポール、アメリカ、19年に

はタイへと、主にイチゴ、ブドウなどの輸出を

しておるようでございます。輸出額も平成15年

度の２億円から年々増加し、平成19年度は10

億4,000万円に達しております。平成20年には県

と農協４連で出資し貿易会社「福岡農産物通商

株式会社」を立ち上げ、22年度の目標を20億円

に設定し、輸出拡大を強力に推進しておるとこ

ろでございます。この福岡県の取り組みは本県

でも参考にするべきと思います。県と農協でつ

くった貿易会社、いわゆる商社でございます

が、この商社をフルに活用して、本県農産物を

初め日向夏ジュースなど本県農産物の加工品を

海外に輸出することが、本県農業の６次産業化

の確立にもつながると思われます。

そこで、農政水産部長に３点お伺いいたしま

す。宮崎県における近年の農産物輸出の実績は

どうなっているのか。また、農産物輸出促進に

対してどのような対策を講じておられるのか。

さらにまた、今後、福岡県のように農協と合同

で貿易会社を設立する考えはないのか、御答弁

をお願いいたします。

次に、米の消費拡大についてお伺いいたしま

す。

本年７月30日に国の食料・農業・農村政策審

議会食糧部会が開催されました。この中で農水

省は、平成21年７月から22年６月の需要実績

は、前年実績を14万トン下回る810万トンと発表

しました。これは昨年、需要見通しで示してい

た821万トンよりも11万トンも減少しておりま

す。したがいまして、22年７月から23年６月ま

での米の需要見通しを、昨年11月に示した当初

見通しから８万トン減らし、805万トンに下方修

正をしたところであります。この数字はこれま

でで最も少ない水準であります。また、平成22

年６月末の米の在庫量は、政府保有、民間在庫

合わせて316万トンになり、１年前より18万トン

増加し、過去７年で最も多い水準になるとのこ

とであります。この在庫量の増加に伴い、平

成21年産米の相対取引価格も、６月の全銘柄平

均価格が60キロ当たり１万4,120円となり、出来

秋の昨年９月より約1,000円も下がり、過去最低

の平成19年産の53円安となっておるそうであり

ます。さらに今後、21年産の過剰在庫が放置さ

れたままになれば、今年、平成22年産新米が想

定以上の価格下落につながりかねないと懸念さ

れるところであります。既に県内では早期米の

出荷が終わりましたが、価格は昨年と比較する

と、仮渡金が30キロ（１袋）当たり約1,000円も

安いようであります。今年度から米の戸別所得

補償モデル事業がスタートし、22年産の値下が

り分についてはある程度補償されるようであり

ますけれども、この制度も財源確保の問題等か

らいつまで続くか不安な面もあります。

米価下落の主な要因は米の在庫量の増加であ

り、在庫量の最大の要因は米の消費量の減少で

あると思われます。昭和40年には国民１人当た

りの消費量は111.7キログラムでありましたが、

以降年々減少を続け、平成元年が70.4キログラ

ム、平成20年には59キログラムまで落ち込みま

した。１日当たりにすると約160グラムです。お

茶わん１杯の米の量は約65グラムですから、単

純計算では朝、昼、晩合わせて１日に２杯しか

御飯を食べていないということになります。こ

れもあと１杯みんながおかわりをすれば米の在
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庫量も大きく減ることになろうと思います。し

たがいまして、今後、稲作経営が維持発展でき

るまでに米価を向上、安定化させるためには、

米の消費拡大を図ることが有効な手段の一つだ

と思っておるわけでございます。これは消費拡

大対策の一例でありますが、米どころ新潟県三

条市では、平成20年度から市内の学校給食を地

場産コシヒカリの完全米飯給食に切りかえたそ

うであります。完全米飯給食により児童生徒の

生活リズムが戻り、朝食の欠食や間食も減った

そうであります。

米は日本人の主食であり、稲作は2,400年以上

の長い歴史を持ち、日本の伝統文化の源となっ

ております。また水田は、米を生産するだけで

はなく、洪水防止機能や水源涵養機能などの多

面的な機能を有する日本の重要な財産でありま

す。未来永劫にわたりこの水田の機能が維持さ

れるよう稲作経営の安定化を図っていくこと

が、国及び県の使命ではないでしょうか。そこ

で農政水産部長にお伺いいたします。稲作経営

の安定化のためには米の消費拡大対策が不可欠

であると思いますが、県としてどのような米の

消費拡大対策を講じられているのか。その効果

はいかがなものか、御答弁をお願いいたしま

す。

次に、教育長にお伺いいたします。県内の小

中学校における完全米飯給食の実施校の割合は

どのくらいか。また、今後、完全米飯給食への

移行を推進する考えはないか、御答弁をよろし

くお願いいたします。

次に、国産ソバの振興についてお伺いいたし

ます。

ソバは日本古来の伝統食でありながら、自給

率は20％で推移しておるところであります。輸

入は、国産より低価格の中国産が７割を占めて

おりますが、最近は中国国内でも、ソバが健康

によいという理由で消費がふえ、ソバの輸入価

格も値上がり傾向にあるようでございます。ソ

バにはルチンという栄養素が多く含まれ、この

ルチンは血圧降下作用、血管を強化する働きが

あり、脳溢血を防止する作用があるとされてお

ります。１日に50ミリグラムのルチンをとれ

ば、そば粉１グラムには２ミリグラムのルチン

が含まれておりますので、１日25グラムのそば

粉を食べれば脳溢血が防げると言われておりま

す。ソバをよく食べるネパールの高地民族には

高血圧症が少ないそうであります。また、宮崎

のような南方の日射量の多い地域で栽培された

ソバのほうが、北方のソバよりルチン含量が多

いとのことであります。このようにソバは体に

よい食べ物でありますが、雑草より発芽も早

く、すぐに地面を葉っぱで覆うため、雑草の発

生も少なくさせる効果があり、田畑によい作物

であります。こんなよいことずくめのソバであ

りますから、今後本県でもソバを振興させるべ

きではないかと思うわけでございます。さら

に、宮崎県産のソバが、中国産はもとより、北

海道や長野のソバよりルチン含量が高いという

ことであれば、新たな宮崎の特産品になるので

はないでしょうか。

農林統計を見てみますと、全国のソバの作付

面積は、20年前、平成２年には２万7,800ヘクタ

ール、10年前の平成12年には３万7,400ヘクター

ル、昨年、平成21年が４万5,000ヘクタールと年

々作付面積がふえて、50年前の作付面積４

万7,300ヘクタールに近づいており、輸入品に比

べ風味、色合いなどが格別にすぐれる国産ソバ

には、実需者からの引き合いも強いとのことで

あります。今年３月には日本蕎麦協会が東京で

第１回そばサミットを開催、生産者、製粉・製
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めん業者、そば店、そば愛好家などが一堂に会

し、お互いの連携強化により国産ソバの生産振

興と業界全体及び地域の活性化を図っていくこ

とを確認したところであります。一方、宮崎県

の状況を見てみますと、20年前、平成２年が798

ヘクタール、10年前の平成12年が529ヘクター

ル、昨年、21年が353ヘクタールと減少傾向が続

いており、全国とは逆に、50年前の3,540ヘクタ

ールの約１割にまで減っているのであります。

ソバは収益が低い作物でありますが、栽培期

間が短く、病害防除、追肥など途中の栽培管理

は一切必要なく、収穫前の鳥害さえ注意すれば

よいという利点もあるわけであります。平成19

年からスタートした農地・水・環境保全向上対

策でも、遊休農地などを利用してソバの作付に

取り組まれている団体も多いようであります。

実を申しますと、私の地区でもこの農地・水事

業を活用して毎年ソバの作付を子供会と一緒に

行っております。年末にはそば打ち体験を行

い、子供たちも大変喜んでおるところでありま

す。宮崎県には総合農業試験場が数年前に育成

した「宮崎早生かおり」という、春まき、秋ま

きどちらでも栽培できる非常に品質のよいソバ

の品種がございます。このソバを宮崎ブランド

として全国に広めようではありませんか。

ソバ栽培の一番のネックとなっているのは収

穫であります。稲用のコンバインでは生刈りが

できません。すぐに詰まってしまいます。と

いっても、事前に刈って田畑に島立てしておく

とカラスやスズメのえさになってしまいます。

そこで、集落単位の共同利用機械としてソバ専

用のコンバインを助成することで、本県のソバ

栽培面積が大幅に拡大すると思うのでありま

す。国内作付の70％が水田で栽培されるソバ

は、今年度から始まった水田利活用自給力向上

事業の対象重点作物にもなっております。県と

いたしましても何らかの振興策を講じられる必

要があるのではないでしょうか。そこで農政水

産部長にお伺いいたします。宮崎県として今

後、ソバの振興策としてどのような対策を講じ

ておられるのか。また、共同利用機械としてソ

バ専用コンバインを助成される考えはないか、

明確な答弁をお願いいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

国の疫学調査チームの調査についてでありま

す。先般、８月25日に国の疫学調査チームが取

りまとめた中間的整理におきましては、「最も

早い感染例では、３月中旬において既に口蹄疫

ウイルスが侵入していたと考えられるが、現時

点では我が国への口蹄疫ウイルスが侵入した経

路を特定するに至っていない」とされておりま

す。国においては引き続き調査を行うとしてお

りまして、必要に応じ関係者からのヒアリング

など現地調査を実施しているところでありま

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、県の検証委員会にお

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ます。以上で

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、本県農畜産物の輸出実績についてであ

ります。県では農業団体と連携し、香港やシン

ガポール等の東アジアを中心に、平成16年度か

らカンショや完熟キンカンの輸出に取り組むと

ともに、平成18年度からは宮崎牛の輸出も行っ

ているところでございます。その結果、直近３
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カ年の輸出量及び金額は、農業団体等からの報

告によりますと、平成19年度が159トンの３

億7,000万円、20年度が207トンの４億7,000万

円、21年度が243トンの７億2,000万円と年々増

加してきているところでございます。

次に、輸出促進対策についてであります。少

子高齢化等により将来的には国内市場の縮小が

見込まれる中、農畜産物の輸出につきましては

新たな販路拡大として非常に重要であると考え

ております。このため県では、みやざきブラン

ド連携型輸出促進事業により、海外の販売店等

でのフェアや、輸出相手国の流通関係者を本県

に招聘した商談会を開催するなど、本県農畜産

物の認知度向上や安定的な取引の推進に努めて

いるところでございます。また、鮮度や品質保

持の観点から、除湿効果の高い包装資材の検討

など輸送技術の改善についても取り組んでいる

ところでございます。

次に、貿易会社の設立についてであります。

輸出拡大のためには、輸出向け農産物の調達力

や相手国との調整力を備え、流通販売に関する

煩雑な事務手続等を円滑に進めることができる

体制づくりが重要でございます。このようなこ

とから、本県では現在、関係機関・団体から成

る東アジア販路拡大戦略会議を設置し、平成21

年３月に策定いたしました「みやざき県産品東

アジア販路拡大戦略」のフォローアップを行う

とともに、全国の都道府県や関係団体等が参画

する農林水産物等輸出促進全国協議会等を通じ

輸出情勢の情報収集・提供等に努めているとこ

ろでございます。今後とも農業団体や物産・商

工関係者等との連携を密にしながら、県内企業

の輸出力強化や輸出支援体制の強化を図ってま

いります。

なお、御質問の福岡県の取り組みにつきまし

ては、参考事例として調査研究してまいりたい

と考えております。

次に、米の消費拡大対策についてでありま

す。県では、関係機関・団体で構成します宮崎

県米消費拡大推進協議会を中心に、「手軽なご

はん食コンテスト」等のイベントを活用した御

飯食の普及啓発や、小学生を中心とした田植

え、稲刈り等の米づくり体験を通じ米の大切さ

を理解してもらう取り組み等により、米の消費

拡大に努めているところでございます。また、

米の新たな消費拡大に向けた取り組みとして、

小麦粉の代替となる米粉の普及定着を図るた

め、パンや洋菓子、めん類等の米粉食品のＰ

Ｒ、学校給食への米粉パン定着に対する支援等

を実施しており、学校給食では現在、年間約40

トンの米粉が利用されております。県といたし

ましてはこのような活動を通じ、御飯食に対す

る県民の理解促進と米粉パン等の新たな米の利

用促進が図られているものと考えており、今後

とも引き続き、学校給食会や農業団体、消費者

団体等と一体となって米の消費拡大に向けたさ

まざまな取り組みを進めてまいりたいと存じま

す。

最後に、ソバの振興についてであります。ソ

バにつきましては、気象災害等の影響を受けや

すく、価格の変動も大きいことから、県内での

作付面積は減少傾向にありますが、近年、地域

おこしや特産物としてソバ栽培に取り組む事例

も見られております。先般国が公表した来年度

予算の概算要求において、ソバにつきまして

は、本年度から水田利活用の観点から行ってい

る助成に加え、畑作物の所得補償対策として助

成対象となるとともに、所得補償制度の本格実

施に当たり、ソバ等の専用コンバインに対する

助成が盛り込まれております。県といたしまし
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ては、このような国の制度を有効に活用しなが

ら、省力・短期作物であるソバのメリットを生

かした作付体系への導入推進を図りますととも

に、先ほどお話にもございましたが、新品種の

「宮崎早生かおり」につきましても、種子の安

定供給を図りながら生産拡大に努めてまいりた

いと存じます。以上であります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

米飯給食についてであります。平成21年度の

調査では、県内すべての小中学校で米飯給食が

実施されており、その回数は、週５日のうち平

均で3.2回であります。そのうち完全米飯給食を

実施している学校は小学校７校、中学校２校の

合わせて９校で、その割合は2.3％となっており

ます。米飯給食は、児童生徒が日本の伝統的食

習慣を学び、本県の基幹産業である農業や生産

者の思いを身近に感じるという教育的な意義が

あります。県教育委員会といたしましては今後

とも、子供たちの要望や、より多様な食材を知

るという側面にも配慮しながら、市町村や関係

部局との連携を図り米飯給食の促進に努めてま

いりたいと考えております。〔降壇〕

○河野安幸議員 ありがとうございました。

農政水産部長にお伺いいたしますが、口蹄疫

の疫学チームの中間報告では、６例目が最初の

発生農場であったと言われておりますが、６例

目は水牛であります。その根拠は何でしょう

か。

○農政水産部長（髙島俊一君） 国の疫学調査

チームが取りまとめました中間的整理の中で、

６例目の農場について感染時期の報告がなされ

ております。その内容といたしましては、疫学

関連で調査する中、３月31日に６例目の農場か

ら採材していた検体について、国で遺伝子検査

を実施した結果、陽性と診断され、３月中旬に

ウイルスが侵入していたものと推定されたとこ

ろであります。

○河野安幸議員 また、現時点では、我が国へ

の口蹄疫ウイルスが侵入した経路を特定するに

至っておらず、今後、アジア地域から人や物の

動きについてさらに詳しく情報を集めることと

されているが、特に人の動きや物の動きなどに

ついての可能性はないのかお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 国の疫学調査

チームが取りまとめました先ほどの中間的整理

におきましては、「ウイルスは、アジア地域か

ら人あるいは物の移動等に伴って我が国へ侵入

した可能性が高いと考えられるが、現時点では

その経路を特定するに至っていない」とされて

おります。また、「初期の発生事例を中心に、

アジア地域からの人や物の動きについて、さら

なる情報収集を進めていくことが必要である」

とされており、国において引き続き調査が行わ

れているところでございます。

○河野安幸議員 知事にお伺いいたしますが、

知事は水牛農家にかかわるインターネットをご

らんになられたでしょうか。

○知事（東国原英夫君） はい、拝見しており

ます。

○河野安幸議員 きのうも権藤議員が厳しく触

れておられましたが、そのインターネットの中

に、水牛農場に某国会議員が韓国人の研修生を

無理やりに入れたというようなネットの情報で

ございます。私は信用しがたいんでございます

けれども、12日の宮崎中央農協の家畜の競り市

場でそういう話を耳にいたしましたので、申し

上げたところでもございます。

何といいましてもこの口蹄疫につきまして

は、原因追及に懸命になって、悪い言葉ですけ
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れども、まず犯人を捜さなければ、29万頭の牛

は浮かばれない、成仏しないというふうに考え

ておりますから、その旨、知事とされましては

疫学チームのほうに御進言を願いたいというふ

うに要望しておきます。

次に、今回の口蹄疫発生に関しまして初動の

おくれが指摘されておりますが、４月20日口蹄

疫が発生、日に日に牛から豚へと疑似患畜がふ

え、家畜保健獣医師だけでは人手不足の中で、

殺処分に対し、地元の共済組合獣医や開業獣医

師への協力の呼びかけが10日ぐらいおくれ、５

月初めだったとお聞きいたしておりますが、何

ゆえにおくれたのか、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） 家畜伝染病予

防法におきましては、他県に対して家畜防疫員

の派遣を要請することができることとされてお

ります。本県といたしましては、発生初期であ

る４月24日に大規模農場での疑い例が確認され

たことを受けまして、国及び各県に対して家畜

防疫員の派遣を要請したところでございます。

しかしながら、５月の連休後に感染が急激に拡

大し、防疫措置がおくれ始めたことから、本来

の診療業務を行うために発生農場での防疫作業

への従事を控えておられました、農業共済組合

や開業の獣医師さんにも協力をお願いしたとこ

ろでございます。

○河野安幸議員 地元の獣医師に協力要請がお

くれたということは、やっぱり地元の獣医師さ

んは要請を待っておられたようでございます。

その旨お伝えだけしておきたいと思います。

次に、県土整備部長にお伺いをいたします。

清武町大久保木崎線バイパス改良についてでご

ざいますが、大久保木崎線は東九州自動車道に

接点を置く利用度の高い道路でありまして、現

在改良が進められておるところであります。そ

の中で、谷の口工区においては平成12年に地元

説明会が行われましたが、その後何の説明もな

く、交差点部分については今年着工したのであ

ります。10年前の説明では平面図での説明であ

りまして、現道、いわゆる旧道との段差がつく

とはわからなかったようです。地元住民も大き

な不満が出ておりまして、私も７月19日に地元

と土木事務所との打ち合わせに立ち会いました

が、現道と1.2メートルの高低があることがわか

りました。現場で地元住民と話し合いの上設計

変更することになりましたが、そこで、谷の口

工区の整備状況と、現道との取りつけ処理につ

いてどういった状況かお聞かせください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県道大久保木

崎線の谷の口工区につきましては、東九州自動

車道清武インターチェンジと宮崎大学や県の総

合運動公園とのアクセス道路として平成12年度

に事業着手しております。当工区は延長が

約1,000メーターのバイパス区間でありまして、

これまでに約400メーターを供用しております。

御質問の現道との取りつけ処理につきまして

は、道路の勾配を緩和したことによりまして地

元の皆様の理解を得て、既に工事に着手してお

りまして、来月の完成供用を目指しておりま

す。

○河野安幸議員 ありがとうございました。

それでは次に、宮崎北郷線中野工区について

お伺いいたします。北郷線につきましては、現

在着々と工事も進行しているところであります

が、開通を期待しているところであります。中

野工区が開通しますと交通量も増加すると思わ

れ、清武の工業団地につなぐ産業道路として重

要な道路となると喜んでおるところでございま

すが、工事も難航のようでございます。いつご
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ろ開通の見通しかお聞かせください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県道宮崎北郷

線の中野工区につきましては、現道の幅員が約

４メーターと狭い上に急勾配であることから、

普通車の離合も困難な状況であります。その解

消などを目的として平成12年度に事業着手して

おります。当工区は延長が約1,100メーターのバ

イパス区間でありまして、これまでに約200メー

ターを供用しており、残る県道高岡郡司分線ま

での区間につきましては本年度末の完成供用を

目指しております。

○河野安幸議員 ありがとうございました。

そこで、同じ北郷線でございますけれども、

清武川にかかる上使橋がございます。歩行者や

自転車の安全性が全くありません。上使橋には

歩道の整備はできないものかお伺いをいたして

おきたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 歩道の整備に

つきましては、通学児童や高齢者などを交通事

故から守り、安全で安心な交通環境を実現する

ために重要な課題であると認識しております。

このため県としましては、厳しい財政状況の

中、自動車や歩行者等の交通量や交通事故の状

況を勘案しながら、緊急度の高い通学路から整

備を進めているところであります。御質問の上

使橋につきましては、通学路に指定されていな

いことや、歩行者の交通量など総合的に勘案し

ますと、現時点では早急な歩道の整備は困難で

あると考えておりますが、今後、県全体の歩道

の整備状況や、先ほど御質問にありました中野

工区開通後の交通量の変化等を見きわめながら

検討してまいりたいと存じます。

○河野安幸議員 ありがとうございました。

もう一点、最後にお伺いしておきたいと思い

ますが、清武町船引川の改修計画についてお伺

いいたします。船引川は川幅が狭く、大雨のた

びに洪水に遭い災害が出ているところでありま

す。上流には100町歩以上の畑がありまして、圃

場整備も終わり、その排水をすべてこの川が受

けているところであります。地元住民から、以

前から改修の要望があっているところであり、

地権者の同意もすべてとっておりますが、今後

どのような見通しになっているのかお伺いして

おきたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 船引川におき

ましては、平成13年度までに、清武川の合流点

から県道高岡郡司分線の島内橋上流までの約460

メーター区間について、国庫補助事業により河

川改修が完了しております。また、その上流の

八幡前橋までの約90メーターの区間につきまし

ても、用地取得の難航していた箇所が平成21年

度に解決したことによりまして、災害復旧事業

に県単独事業を加え、今月工事が完了する予定

としております。さらに、八幡前橋から上流の

改修につきましても、限られた予算の中ではあ

りますが、今後とも地元の方々の御理解、御協

力をいただきながら計画的に事業を進めてまい

りたいと考えております。

○河野安幸議員 それぞれ前向きの御答弁、ま

ことにありがとうございました。

それでは、これで私の質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

疲れさまでございます。いよいよ私の番になり

ました。知事、私の後に質問する議員はだれも

おりません。出処進退の件、熟慮の結果をお話

しできませんか。よろしくお願いいたします。

ところで、ことしの夏は大変暑い夏でありま

した。口蹄疫が発生した宮崎県はもちろんであ
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りますが、全国どこも異常気象で大変暑い毎日

でありました。しかし、９月も中旬になりまし

て、朝夕肌寒さを感じるころとなったところで

あります。秋が来れば、えびのに限らず黄金の

稲穂、カキの木は実も熟れてきます。秋が深ま

ればカキの実はおいしい熟柿になります。熟柿

はやがて枝から必ず落ちます。残念ながら、地

面に落ちた熟柿は、形も壊れるが、おいしさも

価値もなくなります。熟柿はカキの枝にあると

きにその価値があります。知事はこの議場にお

られるときが一番で、その存在価値がありま

す。熟慮は熟思とも言います。では改めて、知

事の出処進退の熟慮の結果をお尋ねして、後は

自席から質問いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

いろいろなことを総合的に勘案しながら、現

在熟思中であり、いまだ結論に至っていないと

ころであります。県議会の皆様、そして県民の

皆様には大変申しわけありませんが、いましば

らくお時間をちょうだいしたいと存じます。こ

の９月議会中に、県民の代表であります県議会

の場で挙手して発言の機会をいただいた上で、

私の態度を明らかにいたしたいと考えておりま

す。以上です。〔降壇〕

○中野一則議員 知事がお答えになりませんの

で、ここで、私の推察でありますけれども、知

事は再選に向けて出馬はされないと、こう思っ

ております。その理由を申し上げます。まず一

つ、この期に及んで率直に出処進退を明言され

ていないこと、それから、昨年３月19日の知事

自身のブログで２期以上の自治体の首長を批判

されていること、そして、先月１日の高校総合

文化祭総合開会式での知事のあいさつ、高校生

の構成劇「船出」を取り上げられて、高校生に

「新しい時代への船出を期待する」と話されま

したが、私には、神武天皇、伊東マンショの次

は、知事自身が宮崎から東京に向けて船出をす

ると決意されたように聞こえました。知事、ず

ばりいかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 議員の御指摘は大変

参考になりました。以上です。

○中野一則議員 次に、日米共同訓練について

お尋ねいたします。

ことしの12月、えびの市の霧島演習場で日米

共同訓練が実施されると、９月８日の新聞で報

道がありました。それで、えびの市内ではこの

受け入れにちゅうちょする動きがあります。そ

の理由を挙げますと、えびの駐屯地24普通科連

隊の縮小あるいは存続がされないのではないか

という懸念があること、霧島演習場ＶＬＦに関

する覚書の不履行これに不満があること、沖縄

普天間基地移設問題あるいは口蹄疫の発生、こ

ういうことで今ちょうどタイミングが悪い、こ

のようなことであります。これらの課題がある

中での日米共同訓練を知事はどのように思われ

ますか。

○知事（東国原英夫君） 今回の共同訓練に関

しましては、具体的な期間や規模、訓練内容等

を日米間で調整中とのことでありまして、例え

ば隊員の宿泊場所とか、ヘリコプターや実弾の

使用の有無などの詳細が判明していないため、

地元に対して具体的にどのような影響が生じる

か明確でない状況であります。一方、霧島演習

場における共同訓練は平成10年度以来のことで

ありまして、地元の不安もあろうかと存じます

ので、先日、九州防衛局が事前説明に来られた

際に、危機管理局長より安全・安心の確保を要

請したところであります。今後、訓練の詳細が

わかり次第、騒音や事故の防止対策など、県民

平成22年９月15日（水）



- 354 -

の安全・安心の確保について万全を期されるよ

う、改めて国に対して強く申し入れたいと思っ

ております。

○中野一則議員 えびの市民も宮崎県民であり

ますので、この課題解決、あるいはえびの市民

の安全・安心のために、ぜひ仲に入って労を

とっていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 国家防衛にかかわる

ことは国のマターであると認識しております。

自治体としては、住民の方々に安全・安心をど

う確保するか、それが問題でありますので、そ

ういったものを確保されるよう国には強く要望

していきたいと考えております。

○中野一則議員 ぜひそのようにお願いいたし

ます。

次に、口蹄疫の問題について２～３お尋ねい

たします。

まず、感染ルート原因の究明でありますけれ

ども、今回の口蹄疫の発生この確認であります

が、４月20日に発生したと、４月21日の県広報

に公告をされております。しかし、国の口蹄疫

疫学調査チームは中間報告の中で４月上旬に発

生したとも示唆されているわけですけれども、

これからいろんな公文書を発行したり報告書を

作成する中で、正式の発生日はいつだというこ

とをきちんとまとめる必要がある。それからす

るとこの発生日の特定を―今のところ４月上

旬ですけれども、そのように変更する必要があ

るんじゃないか、また公告する必要があるん

じゃないかと思いますが、いかがでしょうか、

知事にお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） ウイルスが侵入した

経路、日付等々は解明されるべきだと思います

ので、今後も検証委員会、国、県初めそういっ

たところに強く要望してまいりたいと思ってお

るところであります。

○中野一則議員 次に、要望になりますが、宮

崎県としての公告をするわけですから、きちん

としていただきたいと思います。

次に、副知事にお尋ねしたいと思いますが、

国の調査、最終的には明確なことはされないで

あろうというふうに、中間報告を読む限りでは

思います。しかし、徹底した調査をすべきだ

と。幸いに宮崎県に宮崎県口蹄疫対策委員会が

あります。それに副知事も名を連ねておられる

わけですけれども、特に以下の点について徹底

して調査をしていただきたい。

まず１点でありますが、遠隔地あるいはワク

チン接種区域以外で発生した、えびの、都城、

宮崎、西都、日向、ここの徹底した調査をして

いただきたい。国富も加えてしていただきた

い。

それから、国の調査、中間報告では、「病原

体の侵入防止対策が不十分であった」との指摘

がされました。そこに、県の施設であります、

豚として１号の発生がありました県畜産試験場

川南支場と、50頭もの種雄牛が殺処分に追い込

まれた、社団法人であります県家畜改良事業団

は徹底した調査の必要があると思いますので、

その決意を含めて副知事にお尋ねいたします。

○副知事（河野俊嗣君） 重要な御指摘だと

思っております。ただいま御指摘のあったも

の、初発の発生事例、それから飛び火の事例、

それから徹底的な防御をしていたはずの事業団

なり川南支場につきましては、今月中に現地調

査及びヒアリングというものを行ってまいりた

いと考えております。

○中野一則議員 これとは逆に、発生しなかっ

たところ、発生した隣にありながら発生しな
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かったところもたくさんあるわけです。ここの

調査も徹底していただきたい。川南町あれほど

発生しましたが、それでも発生しなかった農家

があるわけです。えびのにもその事例がありま

す。きのう、星原議員もちょっと指摘をされて

おりました。今後の防疫対策のことはもちろん

でありますが、免疫学上にも参考になると思い

ますので、このことも副知事にお尋ねしたいと

思います。

○副知事（河野俊嗣君） この点につきまして

は、第１回県の検証委員会におきましても意見

として出されまして、これも先ほど申し上げた

事例とあわせて、特に西都・児湯地域の未発生

農家におきましても聞き取りをさせていただき

たいと考えておるところであります。

○中野一則議員 次に、発生農場の情報開示に

ついてであります。個人情報保護法ということ

で当然だとは思うんですけれども、プレスリリ

ースが余りにも秘密性が高かった。そのおかげ

でデマ発生、情報が混乱して、発生地域は大変

混乱をいたしました。私は、家畜防疫員が検体

を動物衛生研究所海外病研究施設に送ると決意

したときに情報は開示すべきだと、こう思って

おります。また発生農家にも２～３聞きました

が、そのことに異論はないということでしたの

で、これは農政水産部長にお尋ねしますが、そ

の考えはどうでしょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 議員が今お話

がありましたように、これまで公表しておりま

したのは、疑似患畜と確認してからということ

で、国のほうの強い指導もございましてそうい

う形になっておりました。ただ、強い感染力の

ある法定伝染病は、どの時点でするのか、そし

て場所をどこまでするのか。特に場所につきま

してはかなり詳細にしたほうが、強い感染力か

らするといいんじゃないかという意見も強うご

ざいますので、そこあたりは国のほうと今後

しっかり協議をしてまいりたいと、そのように

考えております。

○中野一則議員 これから先、また発生すると

いけませんけれども、した場合のためにぜひ検

討をしていただきたい、国とも協議をしていた

だきたいと思います。

それから、私は非常に不思議でならんことが

まだあります。これは何かというと、28万8,643

頭すべて殺処分したわけですけれども、非常に

疑問が残るんです。ＯＩＥということももちろ

ん私も考えるわけですし、農家を守るという立

場から、価格を守るという立場から考えている

わけですけれども、これほど世の中が進み、医

科学というもの、あるいは獣医科学というもの

が進歩しているんだと、こう思っているんで

す。あるいは口蹄疫が発病しても治癒するとい

う現実もありますよね。また、発生がアジア、

アフリカ、世界的に広がっているという事実。

牛、豚という貴重な食料としてのたんぱく源な

んです。言うなれば、家畜の命をいただいて我

々は生きている、生かされているというかそう

いう立場。また動物愛護という立場から、いま

だに、こんなに時代が進んだ中で全頭殺処分し

なければならないということに疑問があるわけ

ですけれども、担当部長いかがお考えでしょう

か。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回のワクチ

ン接種につきましては、国の防疫方針に基づき

まして、蔓延防止のため家畜伝染病予防法に基

づいて実施したものでございます。しかしなが

ら、接種家畜が感染してウイルスを持ち続け

る、いわゆるキャリアになること、それからＯ

ＩＥによる清浄国復帰のためには殺処分が必要
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なことから、全頭処分を前提として今回のワク

チン接種ということになったわけでございま

す。いわゆる汚染国のままという形になります

と輸出もできないわけですが、非汚染国からの

輸入分が入ってくるということも考えられるわ

けで、できるだけ清浄国に復帰することが極め

て大事だというような考えもあるわけでござい

ます。以上でございます。

○中野一則議員 そのことはわかっての質問で

した。時代が進んでいるわけですから、医科

学、獣医科学というものをもっと進歩させてほ

しいなと、こう思っているわけです。宮崎県だ

けでも800億を超えるお金を費やしているわけで

すから、それだけあれば研究はできると思うん

です。これから先のことを含めれば、ぜひ、副

知事も国に帰られたときに真っ先に言ってくだ

さい、お願いしておきます。

次に、種雄牛の対策についてであります。種

雄牛は今まで家畜事業団で一本化して飼ってお

りましたが、そこが逆に災いをしたわけであり

ます。それでリスク管理上、危険分散するとい

うことで、当然な措置として分散管理をしたい

ということでありますが、これは臨時的な措置

なのか、これから集中管理から分散管理を定着

するという考えなのか。基本的なことですの

で、まずは知事にお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 県有種雄牛の管理に

つきましては、経済性や効率性の観点から、高

鍋町に所在する県家畜改良事業団において一元

的に行ってきたところであります。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、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の課題が浮き

彫りとなったところであります。このため、次

世代の候補牛を含め、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、県家畜改良事業団を

初め関係機関・団体と協議してまいりたいと考

えております。

○中野一則議員 高原町の産肉能力検定所に２

頭を移動されましたけれども、ここには牛が全

部で381頭おります。これで種雄牛の管理上安心

なところかな、安全なところかなという疑問も

あるわけです。事業団と、この試験場だけで

は、種雄牛の安全管理とは言いがたいという気

がいたします。せめて４カ所以上は分散すべき

だ、このように思っておりますが、いかがで

しょうか。これは担当部長お願いします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今後の分散の

あり方につきましては、関係団体がいろいろご

ざいますので、検討してまいりたいと思いま

す。現在５頭でございますが、これをさらにふ

やしていくと、時間はかかるわけですけれど

も。数がふえた段階でどんな形になるのか、何

カ所にするのか、そのあたりがまた今後出てく

るんだろうと、そのように思っております。

○中野一則議員 今回の口蹄疫の発生、種雄牛

に関してでありますが、集中管理、一元管理が

このような問題を露呈したわけですけれども、

危険の分散、競争の原理、独禁法との関係等

々、鹿児島県が取り入れている民間参入も、こ

れからの動きで視野にあるのかどうかを、知事

にお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） リスク分散の観点、

そしてまた、今、議員御指摘の独禁法の関係等

々もございますので、関係団体あるいは関係組

織の御意見等々も十分にくみ上げて、今後検討

していきたいと考えております。

○中野一則議員 次に、種雄牛の造成について
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２～３質問したいと思います。種雄牛50頭を殺

処分したわけですけれども、これに対する手当

金、補償金は国は交付しないようであります。

川南支場の豚もそうなのかということと、これ

について県はこれから先まだ要求をされるのか

どうか、もう断念されているのかどうかを、農

政水産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 基本的に県の

所有の牛、豚は補償の対象にならないというの

が国の見解でございまして、私どもは粘り強く

今後も要望してまいりたいと、そのように考え

ております。

○中野一則議員 この殺処分された50頭の種雄

牛に投下した経費というか金額は10億3,900万

円、川南支場の豚の評価が2,500万円、合わせ

て10億6,400万円の県の資産が口蹄疫で消えたわ

けです。このほか県の財産がありますが、これ

だけでこういう金額になったわけですけれど

も、県の責任というものと、県民への報告のあ

り方というものはいかがされようとしているの

か、農政水産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回の口蹄疫

の発生によりまして、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

で飼育されていた、県民の貴重な財産である多

くの県有家畜を結果として殺処分することに

至ったことは、担当部長としてまことに残念で

申しわけなく思っております。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

反映をさせていきたいと、そのように考えてお

ります。

○中野一則議員 家畜改良事業団あるいは川南

支場の再建の道筋、完全復帰のめどはいつごろ

になるのかをお尋ねいたします。部長お願いし

ます。

○農政水産部長（髙島俊一君） ただいまの事

業団の今後の復興といいますか計画につきまし

ては、今のところ検討中ということでございま

して、まだ明確に出ているという段階にはなっ

ておりません。

○中野一則議員 これはやはり役割があるわけ

ですので、一日も早く復帰できるように取り組

んでいただきたいと思います。

次に、宮崎県の和牛精液ストローの価格のこ

とについてお尋ねしたいと思います。午前中に

質問された某議員とは反対の意見なんですけれ

ども、いろいろと農家から宮崎県の精液ストロ

ーは高いという指摘があるんです。それで私も

調べてみましたが、宮崎県のランクは、Ａラン

クが5,000円、Ｂランクが4,000円、Ｃランク

が3,000円、Ｄランクが2,000円、Ｅランク

が1,000円、Ｆランクが300円なんです。それで

九州管内を見ますと、各県の最高価格は、鹿児

島県が宮崎県のＣランク以下、佐賀県、長崎

県、熊本県はＤランク以下、大分県はＥランク

以下、平均で680円なんです。すべて高い、極め

て高い、これが実態であります。しかも、よく

よく調べてみたら、事業団は大変もうかってい

るんです。もうかっているがゆえに、最低でも

毎年１億円、12年間続いておりますが、12年間

に約15億9,000万円、宮崎県に寄附をしているん

ですよ、寄附を。これは、結果的に生産農家が

負担している、別な意味で税金を払っていると

いうことになると思うんです。その分だけでも

いいから引き下げをすべきだと思います。担当

部長いかがでしょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 家畜改良事業

団のストローの価格でございますが、今お話が
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ありましたように、本県はＡランクからＦラン

クまでございまして、5,000円からＦランク

が300円ということになっております。確かに鹿

児島県の状況は、高いもので3,000円となってお

りますが、民間種雄牛につきましては、子牛販

売価格の２％という例もあるようでございま

す。

１億円の寄附でございます。これは、優秀雌

牛を毎年選んでおりますが、ここの手当てに充

てるということで、結局、事業団は非常に優秀

な雌牛を確保して、この雌牛の子牛を管内にと

どめ置いた場合には補助金を出すような形で、

県外に出さない、管外に出さないというような

形で取り組んで、さらに優秀な種牛をふやして

いく、県内の優秀な子牛をふやしていく、そう

いう観点でこの金はすべて使われているわけで

ございまして、いわゆる優秀な牛を残していく

と、そういう観点でございますので、御理解を

賜りたいと思います。

○中野一則議員 今言われたことのもとは、寄

附をしたことでされているんであれば、農家が

それをしているということになります。そうい

うことではだめだと、今言われたようなことは

どこの県も県みずからがやっているんです。そ

のことをよく理解して、高い精液ストローの価

格を下げるということで、事業団が再開するま

での間には検討してください。お願いしておき

ます。

次に、西諸地区畑地かんがいの事業について

お尋ねしたいと思います。

西諸県郡内の4,150ヘクタールを畑かんしたい

ということで事業が進んでおりますが、国営事

業、先日調べましたら、進捗率が64.3％、１期

のダムが平成26年には完成をすると。それから

用水路の第２期の工事、これも26年後、数年の

うちには完成をすると、こういうことでありま

した。それに引きかえて、県営の事業もあるわ

けですけれども、こっちのほうは関連事業とし

て58地区を、今からいろいろと事業を加えて

やっているわけですけれども、完成したのはま

だ４地区、採択率も事業費ベースで22.6％であ

ります。全体が完了するにはあと何年かかるの

か、平成何年にでき上がるのか、農政水産部長

にお尋ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 畑地帯総合整

備事業などの関連事業につきましては、国を初

め関係市町村や地元と協議・調整を行うととも

に、普及センターやＪＡ等の営農部門とも連携

を図りながら推進をしているところでございま

す。近年の公共事業予算の縮減等によりまし

て、関連事業の完了時期につきましては、平

成31年度の計画に対しておくれぎみであると認

識をいたしております。このため、コスト縮減

や事業の重点化を図るとともに、畑地かんがい

施設整備の必要性など本県の実情を訴えなが

ら、関連事業の予算確保や本県への重点配分を

国に強く要望し、事業の早期完成に努めてまい

りたいと考えております。

○中野一則議員 31年計画がおくれるというこ

とでありましたが、31年計画であっても、国の

事業からすると５～６年遅いわけです。これが

おくれるということでありますが、私は、今の

状態では、これよりもおくれると思うんです。

一戸一戸の農家の承諾を得ないと、この事業は

進まないわけですから。よろしくお願いしてお

きたいと思います。

それで、えびの市への県営畑地かんがい推進

モデル圃場設置事業、これは再三、この議会で

もお願いしてきたところであります。また、昨

年６月議会でもお尋ねをしました。また、過去
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も機会あるごとにずっと要請、要求をしてきた

わけですけれども、私は去年の答弁を聞いて、

本年度の事業で、えびのにもこの推進モデル圃

場ができると思ったら、予算が計上されていな

い。それで、いつできるのかなと、スタートさ

れるのかなと思っているわけですが、今お願い

しておけば、来年度中には間に合うと思います

が、いかがでしょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 関連事業の推

進に当たりまして、モデル圃場を設置し、作物

の収量増加や品質の向上など、水利用効果の検

証や展示を行うことが効果的な手段ということ

は、十分承知をいたしておるところでございま

す。このことから昨年は、畑地かんがい推進モ

デル圃場設置事業につきまして、えびの市へ働

きかけを行って協議を重ねてまいりましたが、

えびの市のほうからは、畑地帯総合整備事業な

どの関連事業の中で実証・展示に取り組んでい

くとの意向でございました。

○中野一則議員 この事業はえびの市の事業で

すか。県の事業ですよ。

○農政水産部長（髙島俊一君） この事業は、

地元の御理解や合意形成がありまして、市から

の事業申請が必要になっておりますことから、

御理解を賜りますようにお願いを申し上げたい

と思います。

○中野一則議員 それではえびののこの畑かん

事業は絶対進まないと思うんです。だから10年

も前からお願いしてきて、順番にこの方向に来

て、昨年はいかにも今すぐやるような答弁まで

もらっているんですよ。それを後退したよう

な、えびの市に難癖をつけてできないような、

そんな答弁じゃだめですよ。後退ですよ、後

退。もう一度発言のし直しをしてください。

○農政水産部長（髙島俊一君） 昨年６月議会

で議員が御発言いただいて、当時の部長が、

「えびの市のほうに働きかけてまいりたい」と

いうことで答弁をいたしております。私ども

は、議員のこの発言、それから部長の答弁を重

く受けとめまして─これは昨年の６月17日の

一般質問でございます─６月の末には早速え

びの市のほうに働きかけをしまして、その後も

数度にわたって働きかけをしたところでござい

ますが、成果が出なかったことはまことに申し

わけなく思っております。どうか御理解を賜り

たいと存じます。

○中野一則議員 成果が出なかったから引っ込

めるんですか、行政というのは継続性でしょう

が、前任者が決めたことは、またその前の人が

答弁して決めたことは、ずっと発展的にするの

が行政じゃないか、継続性じゃないか、こう思

うんですが、知事いかがですか。

○知事（東国原英夫君） 働きかけをしており

まして、基本的に、えびの市が受益者や関係機

関との協議を重ねられた結果、採択された関連

事業の中で畑地かんがい営農の効果の実証・展

示に取り組んでいくという意向が示されている

ところであります。先ほども部長答弁にありま

したが、基本的に原則、市から上がってこなけ

れば、県は能動的にできないということであり

ますので、ぜひその辺を理解していただきたい

と思っております。

○中野一則議員 あきらめずに徹底してやって

ください。県の事業ですよ、県の事業。えびの

市の事業じゃないの。えびの市の負担もこっち

のほうが安いんですよ。きちんと説明されまし

たか。試験圃場をつくった後もずっと、その成

果を、どんどん県の指導員が来て地域を指導し

ながらやっていくんです。そういう事業なんで

す。それをえびのでしないと、これから先の圃
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場事業がえびのにおいては進まない、それを懸

念しているんです。だから、そういうことを含

めて、もう一度やってください。知事、約束で

きますか。えびの市を説得するということです

よ。

○知事（東国原英夫君） 働きかけ、あるいは

協議はしていきます。基本的には市の考え方を

尊重させていただきたいと思っておりますの

で、市のほうに働きかけ、議員のほうからもよ

ろしくお願いいたしたいと思います。

○中野一則議員 私も、もちろん協力して努力

していきますが、県の事業を進めるので、市町

村が賛成しなかったから云々で取りやめたとい

う事例もあるかもしれませんが、それでも進ん

だという事業のほうが多いと思うんです。この

事業も、そういう意味合いでよろしくお願いし

ます。絶対いい効果が出ますので、お願いして

おきます。

次に行きます。商工政策について。県の伝統

的工芸品の指定、伝統工芸士認定についてであ

りますが、その目的は、「伝統的工芸品製造に

従事する人々の意欲の向上を図るとともに、利

用者に正しい知識を与え、伝統的な工芸の維持

発展を図り、もって県民生活に豊かさと潤いを

もたらすことを目的とする」と、こういうこと

で昭和58年にスタートして、もう約30年になろ

うかとしているんです。ところが、この指定・

認定の要件がそのままなんです。だから、もう

そろそろここで要件を緩和すべきときではなか

ろうかと、こう思っております。「降る雪や

昭和も遠くなりにけり」と私は言いたいですけ

れども、要件の中に大正時代までが入っている

から、昭和も入れ込んでほしいということと、

さきに「みやざきの匠」というのができて、そ

の表彰も10年近くなりました。こういうものも

その要件の中に入れて、新しい開拓というか、

工芸品の指定なり工芸士認定をどんどん広げて

いっていただきたい、このように思っておりま

す。商工観光労働部長いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 大変ポイ

ントをついた御質問だと思っています。伝統工

芸品の指定に当たりまして、要件の一つに「伝

統的技術又は技法により製造されたこと」とい

うのがありまして、この「伝統的」の解釈につ

いては、今、議員がおっしゃいましたように、

「技術又は技法が大正期以前に確立しているこ

と」となっております。創設は昭和58年でござ

いますので、当時は58年でよかったわけでござ

います。それからもう27～28年たっているわけ

でございまして、今は95年以上でなきゃいけな

い。我々としましても、この御指摘を受けまし

て、今後、専門委員会等もありますので、そこ

の御意見を聞きながら、全体的に見直しをした

いと思っています。以上でございます。

○中野一則議員 やはり、ありがたいです。答

弁とはこういう答弁が欲しいですね。ありがた

い答弁でありました。

次に、産業廃棄物についてであります。

ちょっとはしょっていきたいと思うんですが、

県が管轄する産業廃棄物、平成16～18年度と平

成19～20年度の平均を比較しますと、県外への

搬出量、県外へ出ているほうが２万5,000ト

ン、18.4％減、しかし、県外から搬入する量は

５万720トンふえている、193％、２倍近くふえ

ているんです。この搬入急増の理由は何なのか

を環境森林部長にお尋ねします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 平成19年度か

ら県外産業廃棄物の搬入量が増加しているわけ

でございますけれども、この理由といたしまし

ては、福岡県内の最終処分場の処理能力が不足

平成22年９月15日（水）



- 361 -

しているということで、福岡県の要請を受けま

して平成19年度から本県内への搬入を認めるこ

ととしたこと、また同じく、最終処分場の処理

能力が不足しております熊本県、鹿児島県から

の搬入量が増加したことによるものでございま

す。

○中野一則議員 県がわかりましたが、搬入急

増で、産業廃棄物の業者、特定の業者に集まっ

ているということはないですか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 特定の業者に

集まっているというか、県内の最終処分場につ

きましては限られておりますので、そちらに集

まっていると言えば集まっているところでござ

いますが、県外の福岡県を初めとする排出事業

者のほうからの要請で、こういうことになって

おります。

○中野一則議員 搬入した産廃については、き

ちんとチェックがされていると思うんですが、

その中に危険物あるいは有害なものはあるのか

ないのか、あれば品目を教えていただきたいと

思います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） いわゆる搬入

されたものの安全性でございますけれども、搬

入されるものにつきましては、事前協議におき

まして産業廃棄物の種類とか数量を確認すると

ともに、実際に処分場に搬入される産業廃棄物

につきまして、廃棄物の適正処理を確保するた

めに、化学などの専門職員、あるいは県警から

の出向職員等によりまして、施設への立入検

査、指導を行っているところでございます。さ

らに、最終処分場におきまして、廃棄物処理法

による定期的な水質検査が処分業者に義務づけ

られておりますけれども、その検査結果を確認

するとともに、別途、県が任意抽出で水質検査

を行うことで、安全性の確保に努めているとこ

ろでございます。

○中野一則議員 搬入したものは全部、県民の

安全のために厳格なチェックをしていただくよ

うに要望しておきたいと思います。

続きまして、裁判に絡む問題を２点ほど質問

したいと思うんですが、まず、エコクリーンプ

ラザの告訴に係る問題であります。先日、だれ

かも質問されておりましたが、昨年の３月に、

宮崎県環境整備公社の元役職員を背任罪の容疑

で告訴されました。１月に、５人は嫌疑不十分

ということで不起訴になった。しかし、公社と

しては、不起訴処分を不服として宮崎検察審査

会に審査申し立てをすることを決定したという

ことでございますが、これについて、元役職員

のうち１人は、公社に文書で抗議、あるいは弁

護士会に人権救済申し立てもされているという

のも、新聞で報道されておりました。それで、

この検察審査会に審査申し立てをせざるを得な

かった理由と、そのことで検察官が起訴する、

あるいは最終的には強制的起訴ということにな

ると思うんですが、その可能性、その見通しを

お尋ねしたいと思います。そして、それはまた

時間がかかる問題だと思うんです。どのくらい

時間がかかるのか、何年ごろ決着するのか、こ

れを担当部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 公社が審査申

し立てをした理由ということでございます。公

社のほうは昨年３月に告訴したわけでございま

すけれども、この告訴に対しまして、ことし１

月に宮崎地方検察庁のほうが、公社に損害を与

えるという目的が立証できなかったことなどを

理由に、嫌疑不十分で不起訴処分ということに

なっておりますが、先月の公社の理事会におき

ましては、役職員の行為が公社に損害を与えた

ことは事実であることなどを理由といたしまし
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て、申し立てを行うことを決定したところでご

ざいます。県といたしましては、公社の今回の

審査申し立ては、県民の理解を得るために、徹

底した真相の究明と責任の所在を追及すること

が必要であるという認識に立って、民意を反映

した判断を仰ぎたいという意思のもと行われる

ものと理解しております。

どれぐらいで解決するか非常に難しいところ

でございますけれども、一つには、検察審査会

は年数回開かれております。その中で、検察審

査会のほうの調べといいますか、そういうもの

でもって、この審査会の申し立てに対する判断

はされると思います。しかし、県民の理解を得

るための徹底した真相の究明といいますか、こ

の裁判トータルといいますか、公社に対するこ

ういうものにつきましては、現在、民事訴訟も

起こしておりますので、そういうものから考え

ますと、相当の期間がたつんではなかろうかと

いうふうに考えております。

○中野一則議員 今、答弁の中で公社が民事訴

訟と言われましたが、これは４月28日に工事請

負業者４社に対して約16億円の損害賠償を求め

る訴えを宮崎地裁にされた、そのことだと思い

ます。それはそれなりに承知いたしております

が、この元職員については、今もまた答弁で言

われましたとおり、背任で公社に損害を与えた

という事実があるということでございました。

そしてまた、県民への理解を得るためというこ

とでしたけれども、損害を与えたんであれば、

賠償の請求をこの５人にもしないといかんと思

うんです。審査申し立てのほうを待っておれ

ば、時効ということもどんどん進んでいくと思

うんですけれども、この５人に対して損害賠償

等の民事訴訟をされるお考えがあるんですか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） そのことにつ

きましては、今回の検察審査会の結果、あるい

は今、議員もおっしゃいましたけれども、別

途、業者のほうに民事訴訟を公社が起こしてお

りますので、それの結果、裁判の状況等を踏ま

えながら公社において検討されるというふうに

考えております。

○中野一則議員 やはり県民への理解というこ

とになれば、与えた損害を回復してもらうとい

うことのほうが理解になると思うんです。待っ

ておれば時効という絡みもありますから、その

ことを早く判断されたほうがいいんじゃないか

なというふうに思います。これは私の意見で

す。

もう一つの事件のほう、これは都城市高城に

ある産廃業者に許可をしたことへの取り消しを

せいということで、県が訴えられております。

私も新聞でその報道を知りました。それで、当

局にお願いして、原告の訴状、県の答弁書を読

ませていただきました。県に瑕疵はないと私も

思います。思いますが、読んでおると不思議な

こともあるんです。法務局に字図、公図がな

かった。ところが、土地の登記はしてあるんで

す。まことに不思議な状況になっているという

ことでございます。そしてまた、土地について

の売買の事実もあると。ですから、被告である

県は、このことをいつごろ知ったんだろうかな

と。許可する側ですからね。そしてまた、この

会社はそのことを承知して申請したものだろう

かという、素人としての疑問が残るわけですけ

れども、そのことについて部長の御答弁をお聞

きしたいと思います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 今おっしゃい

ました土地の存在につきましては、いろいろと

難しい部分もあるんですけれども、少なくとも

設置許可を申請なされたときには、そのことに
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つきまして、県としては把握しておりませんで

した。ただ、設置許可の後に、平成17年のいわ

ゆる業としての許可、産業廃棄物処理業の許可

を出される前に、当該処分業者のほうから、

「不動産登記法に基づく地図には載っていない

けれども、土地登記簿は存在するものがある」

との報告は受けております。

○中野一則議員 登記というのは、第三者に対

抗するためにしてあるんです。議長はその専門

家でありますけれども。そういうことから、ま

ことに不思議なことなんですよね。それで

今、17年に許可されたと言われましたが、17年

の何月何日に許可されたんですか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 産業廃棄物処

理業の許可は17年10月25日でございまして、

今、裁判で争っているのは、いわゆる設置許可

でございまして、設置許可につきましては、平

成15年の11月でございます。

○中野一則議員 そうしますと、どっちのほう

が営業期間に入るんですか。営業期間の満了は

いつになるんですか。５年たてば─ことしが

５年になるんですけれども。

○環境森林部長（吉瀬和明君） いわゆる営業

の許可といいますと、平成17年に営業の許可を

出したところでございますので、本年に来る更

新につきましては、業の許可のほうが今年度来

ます。

○中野一則議員 いわゆる更新がことし12月に

あるということです。訴えられているわけです

が、裁判で更新に影響というものがあるんで

しょうか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 一応、今回の

は設置許可に対するお話でございますので、こ

のことにつきましては、議員もお考えを述べら

れましたとおり、我々としても何ら瑕疵はない

というふうに考えております。更新につきまし

ては、また更新が出てきた段階で考えていきた

いと思います。

○中野一則議員 県が訴えられるというのが新

聞等に載るということは、非常に不愉快な気持

ちになります。一県民としても。ですから、速

やかに裁判等が終わるように、解決されるよう

に、御努力をよろしくお願いしておきたいと思

います。

次に、福祉行政についてでありますが、ま

ず、高齢者所在不明等の問題。今、非常に話題

になっております。くしくも、ちょうどきょう

は９月15日、老人の日ですね。「長寿国日本」

と言われておった日本に、非常に残念な結果

だったな、話題だったなと、こう思っておりま

す。これは８月のデータですが、宮崎県内に

は100歳以上が589人おると、こういうことでご

ざいます。それで、話題の、県内に100歳以上の

長寿者で不明者はいないということですが、こ

の前ＮＨＫを見ておったら、全国に350人もいる

という話でした。逆に今度は、戸籍上まだ生き

ていると、生存しているというのもあってびっ

くりしました。最初は宮崎県にはいないという

話でしたけれども、県内にも2,113人いると。し

かも、延岡の人は安政６年生まれで今151歳だ

と。全国には100歳以上の人が23万4,354人、実

に宮崎県の５分の１の人が戸籍上100歳以上でま

だ生きているんです。しかも、150歳以上が884

人もいると。失礼ですけれども、西米良村の人

口ぐらいじゃないですか。それ以上だったかも

しれません。そういうことで、100歳以上はわか

りましたが、100歳未満80歳以上で高齢者の所在

不明というものはおられないかどうかを、担当

部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 80歳から100歳
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未満の高齢者につきまして各市町村のほうに照

会をいたしましたところ、対象となる高齢者の

全部または一部について、13の市町村が所在の

確認を行っているところでありますが、これま

でのところ、所在不明の高齢者についての報告

は受けていないところでございます。

○中野一則議員 こういうことで、年金受給に

関して刑事事件までも発生している案件があり

ますが、高齢者所在不明の原因は、核家族化、

三世代同居の減少、地域間のきずなの減少、こ

ういうこと等をこの前ＮＨＫで報道されており

ました。孤立する高齢者が増加しているという

ことでありますが、宮崎県において、80歳以上

でひとり暮らしの高齢者は何人いるのか。ま

た、県内の三世代同居の割合は何％かお尋ねし

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成17年10月

の国勢調査によりますと、ひとり暮らしをされ

ている80歳以上の高齢者の方は１万5,085人と

なっております。また、県内における三世代同

居の割合についてでございますけれども、これ

も平成17年10月に行われました国勢調査によれ

ば、三世代同居の割合は世帯全体の５％となっ

ております。

○中野一則議員 次に、子宮頸がんワクチン接

種についてでありますが、これは我々、６月議

会で意見書を可決した手前、言いにくいわけで

すけれども、９月３日の新聞に、岡山大がアン

ケートをとったと。それによると、「接種が適

切か」というのに対して、養護学校の教諭のわ

ずか４％が「適切だった」と、それから「副作

用の不安は」ということについて、養護学校の

教諭の85.4％が「不安」と回答されておりま

す。ある組織の代表者からは、「ワクチン投与

は限定的で副作用の可能性がある。子宮頸がん

の原因、ＨＰＶでない可能性がある。また、製

薬会社がワクチンビジネスで動いている。ワク

チン接種が性交渉の若齢化を加速する」などと

説明されました。少々というか大変心配であり

ますが、本当にこの子宮頸がんワクチン接種は

大丈夫なのかどうか。県内では集団接種をして

いるところもあるわけですから、人体への影響

等について、ワクチンの安全性について、担当

部長の御見解をお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 子宮頸がん予

防ワクチンにつきましては、ほかの医薬品と同

様に、国において厳重な審査を経て安全性が確

認された上で、医薬品として承認をされており

ます。しかしながら、幾つかの副反応は報告さ

れておりまして、その内容としまして、注射部

位の痛みやはれ、全身性の症状として、疲労、

筋肉痛、頭痛などのほか、まれにショック症状

があるとされております。なお、これらの副反

応は、ほかのワクチンでも見られるものでござ

います。以上です。

○中野一則議員 不安のないように御指導をよ

ろしくお願いしたい、このように思います。

以上で質問を終わります。（拍手）

○中村幸一議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

ここで休憩いたします。

午後２時37分休憩

午後２時50分開議

◎ 議案に対する質疑

○中村幸一議長 それでは再開いたします。

ここで、今回提案されております議案に対す

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１人10分以内と

いたします。前屋敷恵美議員。
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○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。一般質問に続いてです

が、提出議案に対しての質疑を行います。

議案第１号「平成22年度宮崎県一般会計補正

予算（第７号）」について、今回の補正は、一

般会計で322億6,000万円余が計上されました。

今回の補正予算が、甚大な口蹄疫被害からの再

生・復興に、また落ち込んだ経済や雇用の創出

などに有効活用され、直接県民の暮らしの支援

につながるよう期待をするものです。

その上に立って、まず、口蹄疫復興対策基金

設置事業30億円について、畜産再生、環境対

策、地域振興などに活用するとしております

が、その具体的な事業内容について伺います。

また、地域住民の方々が自主的に企画する地

域振興のプランなどへの直接支援も検討される

のか、基金活用の考え方について伺いたいと思

います。

次に、口蹄疫復興対策に係る公共事業につい

て、県単公共事業など30億円余が計上されてお

ります。どの地域に、どのような事業が行われ

るのか。また、地域経済への影響、効果につい

てどのような配慮がなされているか、その事業

内容について伺いたいと思います。

次に、口蹄疫復興中小企業応援ファンド事

業220億円について、運用益や安全性の担保な

ど、運用方法、その事業内容の詳細について伺

いたいと思います。

次に、議案第８号「国民健康保険広域化等支

援基金条例及び宮崎県後期高齢者医療財政安定

化基金条例の一部を改正する条例」について、

どのように条例を改正するのか、その内容につ

いて伺います。

また、関連して、国民健康保険の広域化に向

けた国民健康保険法改正の内容について伺いた

いと思います。

次に、議案第９号「宮崎県住民基本台帳法施

行条例の一部を改正する条例」について、その

条例改正の内容について伺います。

また、住民基本台帳ネットワークシステム、

いわゆる住基ネットの全国での利用状況につい

て伺います。

また、この住基ネットにおいて個人情報の保

護は十分図られるのか、あわせて伺います。

次に、議案第10号「宮崎県認定こども園の認

定基準に関する条例の一部を改正する条例」に

ついて、その改正の内容を伺います。

以上で壇上からの質疑を終わります。各関係

部長の御答弁をお願いいたします。〔降壇〕

○県民政策部長（山下健次君）〔登壇〕 お答

えいたします。

口蹄疫復興対策基金についてであります。今

議会に提案しております復興対策基金は、本県

の再生・復興を図るために必要な施策に活用す

ることとしておりまして、基金の使途としまし

ては、本県畜産の再生、畜産から耕種への転換

や６次産業化、イメージ回復、環境対策、市町

村や経済団体等の取り組みに対する支援、経済

・雇用対策、その他必要な事業など８つの分野

を定めているところであります。今議会におき

ましても、この基金を活用しまして、観察牛の

導入や消毒体制の整備を初め、復興イベントや

イメージ回復のための事業、環境影響調査な

ど、緊急的な対策といたしまして８億円余の事

業をお願いしているところであります。今後と

も、さまざまな状況を勘案しながら、必要な対

策を検討して事業の予算化を行っていくことに

なりますので、イベントへの支援等も含めまし

て、各部局とも十分に連携して、本県の再生・

復興につながる効果的な事業を構築し実施して
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まいりたいと考えております。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、宮崎県住民基本台帳法施行条例の改正

内容についてであります。これまでは、住民基

本台帳法で定められております65の法定事務に

限って、住民基本台帳ネットワークシステムの

本人確認情報を利用してきたところであります

が、今回、県民の皆様の負担軽減や行政事務の

効率化を図るため、本県独自の本人確認情報を

利用する事務等を、条例の定めにより拡大する

ものであります。具体的には、各種県税の賦課

徴収に関する事務や選挙管理委員会による公職

選挙法関係事務など計16事務を、本県独自利用

事務として規定いたします。このほか、住民基

本台帳法に規定されている本人確認情報の保護

に関する審議会や、情報提供手数料に関する既

存の関係条例・条項を整理するものでありま

す。

次に、住民基本台帳ネットワークシステムの

全国での利用状況についてであります。総務省

の調べによりますと、パスポートの発給申請や

厚生年金、国民年金等の支給事務処理に関し、

年間１億1,000万件を超える本人確認情報の提供

が行われております。また、住民の方々の転入

・転出を処理する際に、住民基本台帳ネットワ

ークシステムを利用することにより、年間410万

件の市町村間の転入通知の簡素化も図られてお

ります。

次に、住民基本台帳ネットワークシステムに

おける個人情報の保護についてであります。住

民基本台帳ネットワークシステムにつきまして

は、保有情報や利用の制限、内部の不正利用の

防止、外部からの侵入防止など、セキュリティ

ー確保のためのさまざまな措置が講じられてお

りまして、平成14年８月５日の稼働後、ハッキ

ングや情報漏えいなどの事件や障害は一度も発

生していないところであります。県といたしま

しては、引き続き適切な運用管理を行うととも

に、業務端末を利用する所属への内部監査や、

端末使用者を対象としましたセキュリティー研

修の実施など、多方面にわたる個人情報保護対

策の強化を図ることとしております。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

基金条例の一部を改正する条例の改正内容に

ついてであります。まず、「国民健康保険広域

化等支援基金条例」の改正は、国民健康保険法

の一部改正を受け、この支援基金を、広域化等

支援方針の作成及びこの方針に定める施策の実

施に要する経費に充てることができる旨の追加

を行うものでございます。

次に、「後期高齢者医療財政安定化基金条

例」の改正は、「高齢者の医療の確保に関する

法律」の一部改正を受け、保険料の増加の抑制

を図るため、この安定化基金を後期高齢者医療

広域連合に対する交付金に充てることができる

旨の追加を行うものでございます。

次に、国民健康保険の広域化に向けた国民健

康保険法改正の内容についてでございます。今

回の国民健康保険法の一部改正では、都道府県

において、国民健康保険事業の運営の広域化、

または国民健康保険の財政の安定化を推進する

ための市町村に対する支援の方針、すなわち、

先ほど申し上げました、広域化等支援方針を定

めることができる旨の規定が設けられたところ

でございます。

次に、認定こども園の認定基準に関する条例
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の一部改正についてであります。保育所におけ

る食事の外部搬入につきましては、本年６月か

ら、満３歳以上の子供に限り、衛生や栄養面で

の質の確保が図られることや、食育への配慮が

十分なされること等の要件を満たす場合に可能

となったところですが、認定こども園において

も同様の取り扱いとするため、今回、条例の一

部改正をお願いしているところであります。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。

口蹄疫復興対策に係る公共事業についてでご

ざいます。環境森林部の公共事業補正予算のう

ち口蹄疫復興対策に係るものは、治山事業と林

道事業合わせまして１億9,629万6,000円であり

ます。その内容につきましては、口蹄疫の発生

しましたえびの市や日向市など６市町におい

て、緊急性の高い人家裏の山腹工事等10カ所を

行うほか、西都市のひむか神話街道において、

地元からの要望の強い２路線ののり面改良工事

を行うものであります。事業の執行に当たりま

しては、早期発注に努めるとともに、地域企業

育成型落札方式の活用などによりまして地元企

業の受注機会の確保に努め、地域の活性化と雇

用の創出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〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

口蹄疫復興中小企業応援ファンド事業につい

てであります。まず、原資につきましては、国

の中小企業基盤整備機構から200億円及び企業局

から20億円を無利子で、金融機関からの30億円

を年利0.25％、年間750万円の利子で借り入れ、

産業支援財団において、政府系金融機関である

商工中金の金融債券を購入し、５年間、固定利

回りで運用することとしております。

なお、運用益につきましては、債券の購入時

点で決まるため不確定でありますが、事業期間

中に４億から６億程度を見込んでおります。事

業内容につきましては、プレミアム商品券の発

行やイベントの開催、県内外からの誘客対策等

に対して支援することとしておりますが、中小

企業の一日も早い復興を図るため、事業期間は

５年間でありますが、今年度から来年度にかけ

て集中的に行う予定でございます。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

えします。

口蹄疫復興対策に係る公共事業についてであ

ります。農政水産部におきましては、口蹄疫が

発生した中部、児湯地域の市町や都城市、えび

の市を対象に、水田の圃場整備や畑地かんがい

施設の整備などの土地改良事業を前倒しで実施

するため、12億287万7,000円の補正をお願いす

るものであります。なお、事業の実施に当たり

ましては、早期発注に努めるとともに、現行の

入札制度を踏まえ、地域企業育成型の活用など

地元企業の受注機会の確保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

えいたします。

口蹄疫復興対策に係る公共事業についてであ

ります。これは、西都・児湯地区を中心に口蹄

疫が発生した市及び町において、県道拡幅や歩

道設置、また浸水被害を軽減するための河道掘

削など、地域に密着し住民に身近な公共事業を

行うもので、16億7,030万円を計上しておりま

す。また、発注に当たりましては、早期発注に

努めるとともに、地域企業育成型総合評価落札

方式の活用などにより、地元企業の受注機会の
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確保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〕

○前屋敷恵美議員 それぞれ御答弁いただきま

した。１点再質疑させていただきたいと思いま

す。認定こども園の給食の外部搬入の件です

が、法改正に伴う条例改正によるものだという

ふうに思っております。今回、すべての園で満

３歳以上の子供の食事の外部搬入が可能になる

わけなんですけれども、この条例改正は、いわ

ゆる施設の基準緩和を行うというもので、結果

的には、本来、子供たちの保育にとって必要と

していた基準が外されていくことになるわけ

で、子供たちの健やかな発育を保障する食育な

どを損なうことにはならないか。一定の安全性

の確保がされた上で認められるということであ

りましたけれども、これまでに、そういった弊

害や問題などが全くなかったのか、その辺を伺

いたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県内では現

在、公立保育所に係る特区によりまして２カ所

で実施しておりますが、衛生や栄養面での質を

確保するとともに、食育にも十分配慮されなが

ら適切に実施されているところでございます。

○前屋敷恵美議員 ありがとうございました。

後はその他で深めさせていただきたいと思いま

す。

以上で終わります。

○中村幸一議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で質疑は終了いたしました。

◎ 議案第16号から第23号まで採決

○中村幸一議長 次に、さきに提案のありまし

た、人事委員会委員及び土地利用審査会委員の

選任または任命の同意についての議案第16号か

ら第23号までの各号議案を議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、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〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

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16号から第23号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、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〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議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15号まで及び請願

委員会付託

○中村幸一議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第15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します。

あす16日から23日までは、常任委員会及び特

別委員会のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、24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８分散会
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