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5番 西 村 賢 （新みやざき）

6番 図 師 博 規 （日 日 新）

7番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

8番 岩 下 斌 彦 （つくしの会）

9番 山 下 博 三 （自由民主党）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 中 村 幸 一 （ 同 ）

15番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 田 口 雄 二 （新みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 廣 明 （自由民主党）

20番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

21番 押 川 修一郎 （ 同 ）

22番 外 山 衛 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24 番 河 野 安 幸 （ 同 ）

26番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 太 田 清 海 （社会民主党宮崎県議団）

29番 満 行 潤 一 （ 同 ）

30番 水 間 篤 典 （新みやざき）

31番 濵 砂 守 （ 同 ）

32番 星 原 透 （自由民主党）

33番 中 野 一 則 （ 同 ）

34番 横 田 照 夫 （ 同 ）

35番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

36番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

39番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

40番 長 友 安 弘 （ 同 ）

41番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

43番 井 上 紀代子 （新みやざき）

45番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

46番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

47番 坂 口 博 美 （自 民 党 鳳 凰 の 会）

48番 萩 原 耕 三 （自由民主党）

49番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

50番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

51番 米 良 政 美 （ 同 ）

52番 外 山 三 博 （自由民主党）

53番 福 田 作 弥 （ 同 ）
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知 事 東国原 英 夫

県 民 政 策 部 長 山 下 健 次

総 務 部 長 稲 用 博 美

福 祉 保 健 部 長 高 橋 博

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

農 政 水 産 部 長 髙 島 俊 一

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

会 計 管 理 者 加 藤 裕 彦

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 太 田 英 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 岡 崎 吉 博

総 務 課 長 渡 邉 靖 之

議 事 課 長 武 田 宗 仁

政 策 調 査 課 長 日 髙 正 憲

議 事 課 長 補 佐 中 原 光 晴

議 事 担 当 主 幹 日 髙 賢 治

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 一般質問

○中村幸一議長 ただいまの出席議員40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に入ります。まず、濵

砂守議員。

○濵砂 守議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。２日目の一番最初に質問をさせてい

ただきます。早速、質問に入ります。

まず最初に、一ツ瀬川の抜本改修について伺

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号が未曾有の大災害をもたらした

のは御承知のとおりであります。それ以来、私

は、県議会一般質問で何度も西都市の市街地を

流れる一ツ瀬川の水害対策について訴えてまい

りました。二級河川一ツ瀬川は、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。平成17

年の台風14号の襲来では、堤防に18カ所の漏水

が発生しました。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４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。

昨年、平成21年11月議会の一般質問で、「私

はこれまで何度も一ツ瀬川の河川改修について

強く要請してきたが、いまだ抜本改修には至っ

ていない。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る。沿川住民は

一日も早い改修を望んでいる。一ツ瀬川の水害

対策に対して早急に取り組んでいただきたい」

との質問に対して、当時の山田県土整備部長

は、「一ツ瀬川の堤防の漏水は、地質調査の結

果、川の規模に比べて堤防の幅が狭い上に、堤

防の材料や老朽化が原因であり、県としては、

地域住民の皆さんの生命・財産を守る上で一ツ

瀬川の堤防補強は重要な課題だと認識してい

る。今後は、事業化に向けた河川整備計画の策

定と、堤防の強化に向けて国との協議を進めた

い」と答弁をされました。

また、ことし９月議会の一般質問で、「一ツ

瀬川は事実として非常に危険な状況にあり、災

害が発生してからでは間に合わない。一ツ瀬川

の抜本的な河川改修について早急に取り組んで

いただきたい」との私の質問に対して、児玉県

土整備部長は、「一ツ瀬川本川は、堤防のない

区間や堤防の幅が狭い区間に加え、漏水が発生

している箇所もあることから、大規模な堤防補

強など抜本的な河川改修が必要である。このた

め、詳細な検討を行い、河川整備計画の策定や

事業計画について国と協議を進めている。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いて堤防の補強工事をする

予定である」と答弁されております。

このような経過を踏まえ、県は去る11月９

日、公共事業評価委員会に諮問し、事業費56

億6,640万円、事業期間20年、全体計画は、整備

延長20キロメートル（杉安橋から一ツ瀬川河口

まで）、工事内容は、河川掘削、築堤、堤防補

強を行うものであります。公共事業評価委員会

では、浸水被害の解消、堤防の漏水防止を実施

することで、一ツ瀬川水系全体の治水安全性の

向上を図ることが適切と判断されました。これ
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により県は、国に対して、交付金事業における

広域河川改修事業で23年度新規要望するとして

おります。実に、台風14号襲来から５年を経過

した後のことであります。平成17年の台風14号

の被害に対する治水対策はどのような優先順位

で実施されてきたのか、県土整備部長に伺いま

す。

次に、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）

について、県民政策部長に伺います。

宮崎県議会は、今11月定例県議会開会日の18

日、「環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）

交渉への参加に反対する意見書」を議会満場一

致で可決、提出いたしました。ＴＰＰは、自由

化レベルが高い包括的な協定であり、物やサー

ビスの貿易自由化だけでなく、政府調達、貿易

円滑化、競争政策等の幅広い分野を対象として

おり、物品の関税は例外なく10年以上にほぼ100

％撤廃するのが原則であります。さらに、ＡＰ

ＥＣの目標を共有し、より広範な自由化を進め

ることが協定の目的であることから、将来、本

格交渉に参加することになれば、海外から安い

農林水産物が国内に大量に流入し、我が国の農

林水産業が壊滅的な影響を受けることは明白で

あります。本県においても、農業生産額や関連

産業の生産額の減少、多面的機能の喪失など

で2,975億円の損失があると推定されており、農

業県宮崎としては到底受け入れられるものでは

ありません。

農林水産省の試算では、ＴＰＰ参加で農業生

産額全体の５割近い4.1兆円が減少するだけでな

く、洪水防止などの農業が果たす多面的機能に

も3.7兆円相当の損失が出るとし、食料自給率

も13％まで低下すると試算しております。ＪＡ

全中は、例外を認めないＴＰＰを締結すれば日

本農業は壊滅すると。農林水産省試算では、主

食米の生産量が90％減少、小麦粉は99％、牛肉

が79％、豚肉は70％減少すると発表しておりま

す。さらに、国内総生産（ＧＤＰ）を約９兆円

減少させ、38万人が失業する大変な事態になる

としております。一方、経済産業省は、ＴＰＰ

に参加しない場合、ＧＤＰに８兆円を超える将

来損失が生じると予測し、日本経団連は、「Ｔ

ＰＰに参加しないと日本は孤児になる。アメリ

カ、中国に置き去りにされる。政府関係者には

国益をよく考えてほしい」と危機感を募らせる

など、さまざまな議論が展開されており、各省

庁の試算も食い違っております。

そこで、本県におけるＴＰＰに対する立場を

どのようにとらえられているのか、農業、林

業、水産業、商工業など、それぞれにおける影

響額をどのように試算されているのか、県民政

策部長に伺います。

次に、長引く林業衰退により限りなく消滅に

近い、消え行く山村の対策について伺います。

国土保全に水源の涵養、温暖化の防止、文化

の伝承、いやしの場の提供など、語られて久し

い中山間地域対策であります。傍らには既に子

供はいなくなり、高齢者のひとり暮らしがふ

え、隣の家も遠い。車もない。たまに来るのは

郵便配達員か農協職員、唯一の楽しみは離れて

暮らす子供や孫との電話であります。医療の確

保、生活用品の調達、交通の確保、情報通信網

の整備、何一つ満足なものはありません。加え

て、長期的な木材価格の低迷であります。消滅

寸前の山村過疎地域、この実態をどのように受

けとめておられるのか、県民政策部長に伺いま

す。

次に、商工観光労働部長に伺います。連続テ

レビ小説「てっぱん」の経済効果は100億円─

広島県尾道市などを舞台に、ことし９月下旬に
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放送が始まった「てっぱん」の経済効果は、日

銀広島支店の試算によると、県内の観光客が92

万人ふえると想定し、その効果は100億円として

おります。尾道市の観光客数は、瀬戸内しまな

み海道が開通した 1 9 9 9年に大幅にふえた

後、2001年ごろから低迷が続いていることか

ら、観光産業に大きな期待が寄せられておりま

す。

本県でも、口蹄疫により大打撃を受けた畜産

関係者を初め、本県産業、県民のみんなが再生

と復興を目指している中、これといった起爆剤

が発表されておりません。本県を舞台にした大

河ドラマや連続テレビ小説誘致の話も県民の間

でよく耳にいたします。県庁職員による提案も

報道されましたが、誘致ができればかなりの経

済効果が期待されるものと思われます。県にお

ける取り組みについてお聞かせください。

また、最近話題になっている格安航空会社

（ＬＣＣ）について、本県出身でもある全日本

空輸の伊東信一郎社長は、関西国際空港を拠点

にした格安航空会社の設立を決定し、運賃は既

存大手の半額程度で、2011年度下期に運航を始

めると発表しました。既に、徹底した低コスト

運航と安い賃金の提供を企業理念として、欧米

やアジアで飛躍的な成長を遂げている驚異的な

格安運賃に対抗するものと思われます。格安航

空会社の誘致について、県民政策部長にお伺い

をいたします。

次に、国衙跡の活用について、教育長に伺い

ます。

まず、西都市寺崎に所在する国府（国衙）跡

の整備の方針と進捗状況について伺います。

また、隣接する律令時代の国分寺、国分尼寺

も、重要な歴史、文化、観光の要素でもありま

す。国分寺跡と県立妻高校の敷地になっている

国分尼寺に対する今後の調査、整備についてお

聞かせください。

次に、この文化遺産を核にした観光振興につ

いて、商工観光労働部長に伺います。西都市に

は、前後する時代についても、古代時代では国

指定特別史跡の西都原古墳群、中世では国指定

史跡の都於郡城址があり、まさに全国有数の広

域史跡群となっております。既に機能している

西都原考古博物館、ルート指定されている「ひ

むか神話街道」や宮崎市の生目古墳群、新富町

の新田原古墳群なども含めると、豊かで多様な

日本を代表する、宮崎にしかない観光資源とし

て有力であります。県を挙げて積極的に取り組

むべきと考えます。商工観光労働部長の所見を

お聞かせください。

以上で１回目の質問を終わります。後は自席

から質問をいたします。（拍手）〔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、ＴＰＰ参加による本県産業への影響に

ついてであります。我が国の関税率を見てみま

すと、電気機器や自動車などの工業製品はほと

んどが０％、木材は、加工したもの以外は大半

が０％、魚類は大半が３～５％程度、また農産

物では、生鮮野菜は大半が３～５％となってい

る一方で、米は700％以上、牛乳・乳製品は300

％以上、さらに肉類は40％程度と、高い関税率

が設定されている品目もございます。ＴＰＰへ

の参加により関税が撤廃されますと、国際競争

力のある産業分野においては、市場拡大による

メリットが生じてまいります。本県では、直

接、輸出等を行っている企業は多くはございま

せんが、海外展開する大企業向けに部品を製造

している企業などを含めますと、本県において

も貿易自由化の利益を期待できる分野は一定程
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度あるものと考えております。その一方で、現

状のまま貿易自由化が行われる場合には、先ほ

ど御指摘ございましたように、畜産あるいは米

などの農業生産が壊滅的な打撃を受ける可能性

があります。関連産業を含めまして、甚大な影

響が懸念されるところでございます。分野別に

申し上げますと、例えば農業では耕種部門で236

億、畜産部門で1,293億、さらに水産部門で65億

といったことが懸念されるところでございま

す。また、農業関連分野を中心に雇用の場が失

われることになりますと、当然、県外への人口

流出が加速し、本県はますます厳しい状況にな

ると予想されます。ＴＰＰへの参加は、アメリ

カ市場における競争力の確保や、今後成長が期

待されるアジア市場への進出を目的として検討

されておりますが、産業への影響等については

長期的な視点で見ていく必要があると考えてお

ります。

次に、中山間地域の集落の実態についてであ

ります。本県はもとより、全国的に中山間地域

においては、若年層を中心とした人口の流出や

高齢化の進行等により地域の活力が低下してお

り、特に山間地における小規模集落においては

維持存続が危ぶまれる集落もあることから、集

落の住民が安心して生活できる地域づくりが重

要であると認識をしております。このため、県

におきましては、平成20年度から中山間地域対

策を重点施策に掲げまして、いきいき集落応援

事業を初めとして、集落の主体的な取り組みを

支援する施策を実施してきたところでありま

す。今後とも、住民みずから考え行動する意識

の醸成や、都市との交流の推進などを通じまし

て、集落の維持・活性化に取り組むとともに、

市町村とも連携しながら、住民の要望、意見を

十分に尊重し、集落の再編等を検討していく必

要があると考えております。

最後に、格安航空会社（ＬＣＣ）の誘致につ

いてであります。本県におきましては、ソウル

線と台北線の２つの国際定期便が就航しており

まして、現在、その維持充実に努めているとこ

ろであります。格安航空会社につきましては、

世界各地で設立されており、利用者も大きく伸

びている中、近年、日本へも定期便が就航して

注目されているところでありますので、県とい

たしましても、その動向について関心を持ちな

がら、引き続き情報収集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〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

まず、大河ドラマ等のロケ誘致についてであ

ります。本県では、過去、ＮＨＫに対して、大

河ドラマや連続テレビ小説等のロケについて要

望を行っておりまして、連続テレビ小説につい

ては、「わかば」が平成16年に日南市等でロケ

が実施されまして、全国に本県の魅力を発信す

ることができたところでございます。現在、ロ

ケ地候補地等を掲載したロケガイドブックや、

映画・ドラマの種コンテストの受賞作品などを

活用しまして、宮崎フィルム・コミッションが

中心になり、制作会社等に対しまして、ロケ誘

致活動を行っているところでございますが、Ｎ

ＨＫにも今後、大河ドラマ等を含め誘致を働き

かけていきたいと考えております。

次に、日向国府跡についてであります。日向

国府跡や日向国分寺跡の整備は、西都原古墳群

等に加え、西都市における新たな観光資源とな

り得、歴史観光あるいは教育旅行の促進など、

西都地域全体の観光浮揚に大きくつながるもの

と考えております。したがいまして、その整備

が進めば、県といたしましても、新たな観光ル
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ートの設定、観光客の利便性を向上させるため

の施設や受け入れ体制の整備など、地元自治体

と連携しながら積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○県土整備部長（児玉宏紀君）〔登壇〕 お答

えします。

平成17年の台風14号の被害に対する治水対策

の優先順位についてであります。平成17年の台

風14号では、県内各地の河川で甚大な浸水被害

が発生したところであります。このうち、費用

対効果―ＢバイＣと言っております─が１

を上回る河川で大淀川や五ヶ瀬川、三財川な

ど、堤防の決壊や越水により家屋の全壊や床上

浸水等の大規模な浸水被害が発生した箇所か

ら、限られた予算の中で計画的に事業に着手し

てきたところであります。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。

西都市における日向国府跡の整備等について

であります。議員御質問のとおり、西都市には

多くの史跡が所在しており、本県の歴史を考え

る上で重要な地域であると認識いたしておりま

す。現在、日向国府跡や日向国分寺跡につきま

しては、西都市教育委員会が主体となり、それ

ぞれの史跡の整備に取り組まれているところで

あります。

具体的には、日向国府跡につきましては、そ

の範囲が約２ヘクタールと考えられ、そのうち

の約１ヘクタールについては、平成17年７月に

国の史跡に指定され、今年度中にはすべての公

有化が図られますとともに、整備基本構想が策

定されることとなっております。来年度以降に

つきましては、残り１ヘクタールについての史

跡指定及び公有化のほか、発掘調査にも一部着

手されると伺っております。また、日向国分寺

跡につきましても、西都市教育委員会による調

査が平成７年度から実施されており、平成23年

度の国指定に向けて整備が進められているとこ

ろであります。なお、国分尼寺跡につきまして

は、現在、妻高等学校の敷地内にありますこと

から、当面は現状のまま保存することとしてお

ります。今後とも、県教育委員会といたしまし

ては、史跡の整備等につきまして、文化庁の指

導を得ながら、西都市教育委員会に対し、必要

な助言及び支援を行ってまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○濵砂 守議員 それでは、自席から質問をし

てまいります。

まず、県土整備部についてであります。一ツ

瀬川の件なんですが、平成17年の台風14号にお

ける主な河川の浸水被害状況を見ますと、県

内11河川のうち、県から国に対する河川改修事

業の要望は、一ツ瀬川が一番最後になっており

ます。国の採択要件を見ますと、十分果たして

おるにもかかわらず、国に対する要望が一番最

後になったというのは、財政的なものもあるか

もしれません。しかし、５年間そのまま─放

置されたということではない、手当てはしてい

ただいているんですが、今回、国に申請を新規

要望していただくということは非常にありがた

いことでもあるんですけれども、ただ、沿川住

民の人たちから考えると、なぜこんなに遅く

なったのかというのも一つの疑問なんです。こ

の点についてお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 平成17年の台

風14号の浸水被害につきましては、特に浸水被

害の激しかった大淀川、五ヶ瀬川では河川激甚

災害対策特別緊急事業に採択されまして、早期
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整備を図ったところであります。また、三財川

や耳川など、堤防の決壊や越水により家屋の全

壊や床上浸水等の大規模な浸水被害が発生した

箇所から、限られた予算の中で順次、事業に着

手してきたところでございます。

○濵砂 守議員 確認の意味でもう一つ質問し

ておきたいと思います。今回の一ツ瀬川の費用

対効果（ＢバイＣ）は9.44であります。事業期

間は20年、他の10河川における費用対効果と事

業期間をお示しください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 平成17年の台

風14号による主な河川の浸水被害の対応につき

ましては、これまでに県内10カ所で事業に着手

してきたところであります。それらの費用対効

果につきましては、河川激甚災害対策特別緊急

事業を除きますと、1.3から7.1程度となってお

ります。また、事業期間につきましては、５年

から20年となっております。

○濵砂 守議員 20年という期間なんですが、

既に災害発生から５年経過しております。20年

という期間が非常に長く感じるんです。地元の

人たちも、事業評価委員会の後にそういう説明

をしたんですが、20年というのが非常に長い、

いつ災害が発生するかわからんと。県内、たく

さん状況があるんでしょうけれども、その地域

については自分の屋根よりも高いところまで水

が上がる。そして、水が庭から噴き出すような

地域ですから、非常に心配をされている。これ

は何とか早目に、自分たちが生きているうちに

ちゃんと整備をしていただけんかというような

話なんですけれども、ぜひひとつその辺は地元

住民の意向も酌んでいただいて、なるだけ早い

期間に完工していただくと。まずは着工できる

のが先決なんですけれども、この期間は今後短

縮するとかいうのは可能なんでしょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 一ツ瀬川の河

川事業につきましては、公共事業費が大きく削

減される中、総事業費が大きいことから短期間

での事業実施は難しい状況であります。このた

め、一ツ瀬川の事業実施におきましては、予算

の確保に努めながら、漏水の発生した箇所や堤

防が決壊するおそれのある箇所など、緊急度の

高い区間から優先して早期整備に努めてまいり

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。先ほ

ど壇上で申し上げましたが、本年９月議会で私

は一般質問をさせていただきました。そのとき

に部長の前向きな答弁をいただいているんです

けれども、５年間ずっとみんな待ってきたもの

ですから、住民の皆さん方はこのままじゃ大変

だと。まだあの時点で決定ということではなく

て、９月13日の私の一般質問の時点では、まだ

評価委員会を通過しておりませんでしたから、

その後、11月９日に評価委員会に諮問されたと

いうことで、実は９月の末ぐらいから地域住民

が、「一ツ瀬川の早期改修を求める住民の会」

という発起人会をつくって─一番身近にある

穂北地区と妻地区の被害を受ける地域の方たち

なんですが─署名運動を現在始めておりま

す。けさ確認したところ、もう6,000人ぐらいの

署名が集まっているようです。それは沿川住民

の方たちばかりですから、そのような方たち

は、せつない、本当に命の叫びといいますか、

実際そこに増水したときには生きた心地がしな

いというような人たちなんです。この人たちが

署名運動を始めております。ぜひ、この署名運

動を重く受けとめていただいて、今までの期間

のどうにもならない、自分たちが何とかしなけ

ればいかんという叫びでありますから、ぜひ重

く受けとめていただいて、国に対しても、もち
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ろんその方たちも要望されるでしょうけれど

も、県からもぜひその地域住民の叫びを伝えて

いただきたい。ぜひ、23年度事業に組み込める

ように、住民の方々も一緒になって─県に対

してそういう要望が来ると思いますので、その

件について部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 現在、国の河

川事業に関する十分な予算枠の確保が望まれる

中で、新年度の予算も大変厳しい状況が見込ま

れております。お話のありました住民の会の皆

さんによる署名活動、そういった要望活動につ

きましては、地元の熱意を表現する一つの方法

でありまして、国に対して要望する際の後押し

になると考えております。また、事業着手時に

おきましても、地域のまとまり、協力体制が確

保されることで速やかな事業進捗が想定されま

すので、予算要求の要素として重要であると考

えておるところでございます。

○濵砂 守議員 ありがとうございます。よろ

しくお願いいたします。

次に、農政水産部長に伺います。ＴＰＰに参

加ということになった場合、最も影響が大きい

と言われる主要農産物の関税率について、農政

水産部長、お示しください。

○農政水産部長（髙島俊一君） 我が国を含め

まして、国の資料によりますと、各国ごとの品

目別関税の合計を品目数で割った単純平均で比

較しますと、100％を超えているのはインドとノ

ルウェーがともに124％でございまして、韓国

が62％、スイスが51％となっております。次

に、40％がインドネシア、メキシコ、30％台が

ブラジル、タイ、アルゼンチンなどの農産物輸

出国が名を連ねております。そして、ＥＵの20

％、マレーシアの14％の次に日本が12％で、米

国が６％となっております。

○濵砂 守議員 品目ごとには出ておりません

か。

○農政水産部長（髙島俊一君） 品目ごとでご

ざいますが、国などが公表いたしております資

料によると、日本における農産物の関税の状況

でございますが、無税も含め関税率20％以下の

品目が全品目の71.5％である一方、関税率が100

％以上の高関税品目が9.4％、200％を超えるも

のが7.6％を占めております。

具体的な高関税品目といたしましては、コン

ニャクイモが1,706％、米が778％、乳製品が360

％、粗糖─これはてん菜とサトウキビから抽

出しました糖でございます─が328％、小麦

が252％となっております。また、本県に関連す

る品目の例といたしまして、牛肉が38.5％、茶

が17％、カンショが12.8％、キュウリ、ピーマ

ン、トマトが３％となっております。

○濵砂 守議員 我が県の農業生産額、関連産

業の生産額の減少を見た場合、多面的機能の喪

失も含めてですが、2,975億円という試算額が出

されております。この2,975億円、多面的機能は

結構なんですが、それを除く試算額、内容につ

いてお知らせください。

○農政水産部長（髙島俊一君） 本県におきま

しても、基本的には国の試算方法に準じて試算

をいたしております。一部牛肉において、本県

は和牛の割合が高いことから、４等級以上の割

合や平均単価などで本県の実情を加味しなが

ら、影響額を試算いたしております。その結

果、米で全量が輸入品に置きかわることにより

まして236億円、畜産物の産出額では、乳用牛で

約９割の生産減少で88億円、同じように牛肉で

約７割強の429億円、豚肉も約７割強で428億

円、さらに鶏肉で６割の322億円、鶏卵で３割強

の26億円が影響を受けまして、合計で1,529億円
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の影響額と試算をしたところでございます。

○濵砂 守議員 ＴＰＰについては世界的な問

題なんですが、日本の関税率は高い高いと言わ

れておりますけれども、日本の関税率は世界の

先進国、ほかの国と比べたらどのくらいのラン

クになっているんでしょうか、お聞かせくださ

い。

○農政水産部長（髙島俊一君） ランクという

ことではありませんが、先ほどもちょっと申し

上げました、単純比較という形で、これは品目

別の関税の合計を品目数で割った単純平均とい

うことになるわけですが、100％を超えているの

がインドとノルウェーで124％、それから韓国

が62％、次に40％台がインドネシア、メキシ

コ、30％台がブラジル、タイ、アルゼンチンな

ど、ＥＵが20％、日本が12％、米国は６％、そ

ういう形になっております。

○濵砂 守議員 ありがとうございました。

それでは次に、商工観光労働部長に伺いま

す。格安航空会社（ＬＣＣ）についてはまだい

ろいろな問題点が残されておりますけれども、

主要な空港にはＬＣＣが就航する余地がない、

いわゆるハブ空港には余地がないということ

で、地域の空港にいろんな外国のＬＣＣが基地

を求めてきています。地方の空港が対象になる

ということで、地域の観光資源を最大限に活用

して国内外から格安運賃で招致できるというこ

とに─経営ができれば─なるわけですけれ

ども、本県もまさにアジア諸国に観光マーケッ

トを拡大するチャンスでもあると思えるんです

が、商工観光労働部長の所見をお聞かせくださ

い。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 本県につ

きましては、御案内のとおり、交通アクセスに

ハンディのある県でございます。また、航空運

賃も決して安くない。したがいまして、格安航

空会社の宮崎空港等への就航が実現すれば、本

県への国内外の観光客の増加に大きく資すると

考えております。観光部門としても大いに関心

があるところでございまして、その実現を期待

しているところでございます。

○濵砂 守議員 ちょっと調べてみますと、イ

ンターネットしか契約ができないらしいんです

けれども、中国の最初にできたＬＣＣ、茨城―

上海間で片道4,000円、あるいは韓国ですと往復

で１万2,000～１万3,000円、それからマレーシ

アに出ているんですけれども、マレーシアに３

泊４日ぐらいで飛んで３万円、非常に格安運賃

というか、価格破壊の航空会社の競争が激化し

てきているんです。そういう面から見ると、ク

アラルンプールあたりから宮崎空港に飛んでく

ることを想定しますと、１万円以内で飛んでこ

れる。そのようなものが実現すれば、東南アジ

アからの観光客誘致というのは非常に有利にな

るんじゃないかと思うんですけれども、まだ問

題点がたくさんあるようで、満杯になったら普

通よりも高くなるという話もありますので、そ

の辺も踏まえて、十分研究して今後の観光客誘

致対策に努めていただきたいと思います。所見

があればどうぞ。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 先般発表

しました観光動向調査でも、観光客は減少傾向

であります。こういう交通機関の利便性の向上

によって観光客がふえるということは、我々と

しても大変期待したいというふうに思っていま

すので、先ほど申し上げましたように、その実

現を、観光部門としては期待しているところで

ございます。以上でございます。

○濵砂 守議員 それでは、知事にお尋ねをし

たいと思います。私は、山村過疎集落の生き残
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り策ということで、松形知事、それから安藤知

事、そして東国原知事、３代、知事が私の議会

議員の間にかわられたんですけれども、松形知

事のときにも安藤知事のときにも訴えてまいり

ました。もう10年以上が経過いたしましたが、

何ら変わっていないんです。その地域に対する

振興策というのが何も変わっておりません。

やっぱり年をとるだけ、先ほど言いましたよう

に、子供は既にいなくなりました。当時60の半

ばぐらいが平均年齢だったんですが、既に70の

半ばに来ております。あと生きて10年、早けれ

ば５年ぐらいで消滅してしまう集落が幾つかご

ざいます。それはどこの地域にもあると思うん

ですけれども、そこに対する対策というのが何

もなされていない。非常に行政の弱さというの

を、私どもも自分自身で力のなさをつくづく思

い知らされておるんですが、非常に集落は穏や

かです。みんな仲よく力を合わせて生活してお

られますが、いざ、何かあったときには、ひと

り暮らし、何の連絡もできません。そこでじっ

と耐える、あるいは近所の人が見つけてくれる

まで待っていなくちゃいかん。そのような生活

をされておる、それもお年寄りの皆さん方がた

くさんいらっしゃいます。まさに生活難民とい

うか、生活する上で不平等の地域であります。

何か手を差し伸べるものがないのかなと思うん

ですけれども、時代の流れといえばそれまでで

す。ただ、これまで一生懸命働いて日本の国土

を支え、そして、その地を守ってずっと生活さ

れてきた。その方たちが最後に幸せにこの５

年、10年が暮らせるか、あるいは、やはりそう

いった病気や事故やいろんなものを心配しなが

ら生活されるかというところなんです。知事、

どう思われますか。知事はここに４年間いらっ

しゃいましたから、隅々まで御承知と思います

が、まだ、日本にはもちろんでありますが、宮

崎県にもそういうところがたくさんある。そこ

にはまだ何も行政として手を差し伸べていな

い。これについて知事、どのように感じておら

れるか、お尋ねをいたします。

○知事（東国原英夫君） 中山間地域の問題

は、本県だけの問題ではなく全国的な問題だと

認識をしているところであります。私は、中山

間地域の再生・振興なくしては本県の振興はな

いという思いを、就任以来持ち続けておりま

す。このため、中山間地域対策を重点施策に掲

げ、県民政策部に中山間・地域政策課を設ける

とともに、中山間地域対策推進本部を設置させ

ていただきまして、全庁的な推進体制で各種対

策に取り組んでいるところであります。しかし

ながら、地域に足を運んだり、県民フォーラム

等を通じて集落の現状を伺いますと、今日の社

会・経済情勢の影響もあってか、中山間地域に

おける日常生活の利便性、所得水準等の状況は

極めて厳しく、その解決は本当に容易ではない

ということを実感しているところであります。

このようなことから、現在策定中の新たな総合

計画におきましては、分野別施策に中山間地域

の活性化を掲げているところでありまして、引

き続き、集落に暮らす住民の方々の声を十分に

伺いながら、都市部住民も一体となって、県民

総力戦で中山間地域の振興を図っていく必要が

あると考えております。

○濵砂 守議員 知事もおやめになって次は、

東京に行かれるのか、こちらで生活されるのか

わかりませんけれども、現実の問題として、そ

ういうところがたくさんあるということだけは

ぜひ御承知いただいて、今後の政治活動をなさ

れるなら、そういうようなものも含めて、自分

の政治理論というものを持っていただきたいな
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という気がするものですから、よろしくお願い

します。

そこで県民政策部長、今、知事からお答えい

ただきましたが、実質的には国道にバスが走っ

ている、そのバス停から市道を通って林道を

通って作業道を通って家に帰るんです。車がな

い。歩くんです。自分の家にバス停から１時間

ぐらいかけて歩いて帰る、そういうところがた

くさんあるんです。しかも、高齢者になって配

偶者が亡くなる。ひとり暮らし。息子や娘はよ

そに住んでいる。しかし、そこに行こうにも、

なかなか行く条件がそろわない。出るときは死

ぬときか入院するときなんです。それしか出る

機会がない。そういう方たちのために何かでき

ないかということを、前からずっと訴えている

んです。廃校になった学校もたくさんありま

す。そういうところに、みんなが、何世帯かが

住めるような形の施設をつくっていただくな

り、あるいは年金程度で生活できるようなケア

施設をつくっていただくなり、そこにそういう

人たちが一遍に集まって生活しながら、医療も

交通もいろんなものが受けられる、普通の人と

同じように生活ができるという場面をぜひつ

くっていただきたいんです。もう10何年言い続

けています。ところが、一歩も前に進んでいな

い。この状況をどう考えておられるのか、部

長、もう一度聞かせてください。

○県民政策部長（山下健次君） 大変厳しい状

況が引き続きあるということは、十分認識して

おります。御指摘といいますか、御提案のござ

いました、そういった居住の仕方というのも一

つ、方法としてはあり得るのではないかと思い

ます。ただ、当然のことながら、これは住居の

移転を伴います。大方の方はその地で住みたい

という方で、そういったことも含めて十分、市

町村と一緒になって話し合いながら、進めてい

くべきことではないかと考えております。

○濵砂 守議員 住居の移転をさせないために

そういう話をしているんです。そこで住みたい

んです、みんな。最期もそこで迎えたいんで

す。だから、そこから動きたくない人たちがた

くさんなんです。動かんでいいように、その集

落の１カ所に拠点をつくって、そういう状況に

ある老人の方に対して手助けができないかとい

うことなんです。決して、その集落からよそに

行って、宮崎なり西都なりあるいはほかの町に

行って住めということじゃないんです。それは

したくないんです。そこで生まれたときから

ずっと生活されていますから、そこで生活され

るため、できるための方策が何かないでしょう

かということを言っているんです。もう一度お

答えください。

○県民政策部長（山下健次君） 廃校跡を利用

して、そこにグループで住むといいますか、そ

ういった形での御質問かと思いますけれども、

そうなると、当然、住居を移すということが前

提になると思います。現在、集落の移転等につ

いて、国の制度事業というのはございまして、

昭和40年代、50年代では相当活用がされたんで

すけれども、その後、昭和60年代になって以

降、本県、寒川というところで―濵砂議員十

分御承知かと思いますけれども、昭和60年代以

降、全国でもなかなかこの事業が活用されてお

りません。その事業の中のパターンに、御指摘

のようなシステムといいますか、そういった形

での移転というのはないようでございます。今

後、御提案も含めまして検討をしていきたいと

思います。

○濵砂 守議員 住居を移すということです

ね。住所を移したりじゃなくて、ケア施設とか
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グループホームとか、いろんなものがあるじゃ

ないですか。そういうことを言っているんで

す。家にも帰れる。そこにも住める。ただ、そ

こに住むにはお金が要りますから、年金程度で

住める、そういう施設はないのかなということ

を言っているんです。体が悪くて入院するん

じゃないんです。健康だけれども、仕事もでき

るんだけれども、そういう状況にある―車の

免許もない、人も来ない、そういうところで一

人で住んでいる人たちは非常に不安を持ちなが

ら生活している。その不安の解消のためにそう

いうものはできないのかということを言ってい

るんです。御検討いただいて、ぜひ、そういう

手の届いていないところにも行政の手を届けて

いただきますように、よろしくお願いをして、

少し時間が残りましたが、一般質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。

（拍手）

○中村幸一議長 次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問をいたします。

東国原知事、４年間、大変お疲れさまでし

た。鳥インフルエンザから始まり、不測の事態

の連続の中、「県民総力戦」を標榜して努力さ

れたことに敬意を表します。

さて、本年11月29日は、我が国に議会制度が

創設され、第１回議会の開院式が行われてか

ら120年目の節目に当たります。そのうち、最初

の56年半は明治憲法下の帝国議会、残りの63年

半は日本国憲法下の国会で、ほぼ半分ずつ２つ

の議会制度を経験したことになります。日本国

憲法によって創設された国会は、国民を代表す

る選挙された議員で組織される衆議院と参議院

から成り、国権の最高機関としての位置づけを

得ました。帝国議会と比べて議会政治が飛躍的

に発展したことは言うまでもありませんが、一

方で、二院制を初めとして幾つもの問題を抱え

込んだことも否定できません｡日本独自とも言え

る議会政治は、永久政権とも思えた自民党政権

を支える与党自民党と、これに対立する野党と

いう構造の定着によるものです。昨年、政権交

代が実現し、本格的非自民政権として民主党政

権が誕生しました。このことは、今後、ねじれ

国会が、政権交代可能な政治の時代の常態とな

ることをあらわしています。また、これへの対

応こそ、日本の国会政治の新たなチャレンジと

して期待するものです。

憲法93条は、自治体の首長と議決機関の議会

は、それぞれ直接住民の選挙で選ばれると規定

し、これが二元代表制の根拠で、首長と議会が

緊張関係と均衡の関係にあることを想定してい

ます。中央政界で二大政党へのいら立ちが募る

と、地方政界で議会不要論が台頭するのには、

ポピュリズムという共通の土壌があります。強

力なリーダーを待望し、一刀両断に物事を進め

ようとする首長が支持を受け、それに同調しな

い議会はおかしいといった空気になる、議会不

要論は説得力を持つことになります。しかし、

強力なリーダーだった小泉政権によって、社会

保障と地方が切り捨てられた歴史は、国民が忘

れてはならないことだと思っています。

知事とはいつも、ブラウン管、インターネッ

ト、新聞等々、つまり間接的というイメージが

あります。もっと直接的な議論がしたかったと

の自戒も込めて、知事はこの４年間、宮崎県議

会をどのように見ておられたのか、素朴にお伺

いをいたします。

以下は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた
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します。

県議会と知事は、二元代表制のもとでともに

住民の負託を受けた車の両輪であり、この両輪

が機能しなければ車は真っすぐ前に進まない、

私はそのことを踏まえて県政運営に当たってき

たところであります。振り返ってみますと、厳

しい社会経済情勢や財政事情の中にあって、未

曾有の被害をもたらした口蹄疫の発生を初めと

する予期し得ない出来事もありましたが、県議

会の皆様と諸課題に真剣な議論を闘わせ、的確

に対応できたのではないかと思っております。

また、政治家として初心者でありました私を、

時には叱咤激励も交えて育てていただきました

ことに、心から感謝を申し上げる次第でござい

ます。

さらに、県議会におかれましては、議員定数

の見直しや政務調査費の透明化など、数々の議

会改革を進められていることにつきまして、敬

意を表したいと思います。

今後、少子高齢・人口減少社会の到来、グロ

ーバル化の進展など、地方を取り巻く状況はま

すます厳しくなることが予想されますが、本県

のさらなる発展と県民福祉の向上のために御尽

力いただけるようお願い申し上げたいと思いま

す。以上です。〔降壇〕

○井上紀代子議員 知事、御答弁ありがとうご

ざいました。民主主義は時間がかかりますが、

議会は必要です。知事とはともにという認識を

持てないまま時間が過ぎたことを残念に思って

おります。しかしながら、議会も可視化を進め

て住民への説明を怠らないようにしなければな

らないことをしっかりと気づかされ、議会改革

を大きく動かす力をいただいたことは事実だと

思っております。これからも宮崎県議会頑張っ

てまいりたいというふうに思っているところで

す。

次に、福祉保健部長にお尋ねをいたします。

ここ数年、医療崩壊に対するセンセーショナル

な報道が過熱をしています。私は、医療崩壊

は、医療供給体制の質的整備にかかわる構造的

な問題と認識をしています。戦後、日本経済は

目覚ましい発展を遂げて、1961年（昭和36年）

国民皆保険が実現するとともに、病院、病床数

ともに大幅に増大をし、医療供給体制の量的な

整備は進みました。日本の病床数は2009年、Ｏ

ＥＣＤによると人口1,000人当たり13.9、急性

期8.2と、ＯＥＣＤ急性期平均3.8と比較し群を

抜いて多いものとなっています。それに見合っ

た医師数は養成はされず、人口1,000人当たり医

師数は2.1であり、ＯＥＣＤ平均3.1より低い水

準にあります。御存じのとおりです。つまり、

質的な確保という視点から、医療供給体制の整

備が進んでいるとは言いがたい状況にありま

す。

医学部の定員増は医師数の絶対不足を補い、

勤務医の過重労働を多少軽減する効果もあるか

もしれませんが、医師の養成には８年以上の歳

月を要するため、現在の問題を解決することに

はつながりません。また、定員増は、教育体制

の確保のため、働き盛りの臨床医を教員として

医療現場から大学に戻すことにつながり、医師

不足の問題をより深刻にさせる可能性もありま

す。日本の平均在院日数は、慢性病床のみなら

ず一般病床も長いと言われています。医師の過

重労働を軽減し質の確保をするためにも、病床

再編、施設転換は、長期的な視点から必要で

す。医療の質的向上を図るために、医師確保と

医師が働きやすい環境の整備が必要と思います

が、そのことについて部長にお尋ねします。

と同時に、延岡で行われました「住民のコン
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ビニ受診をやめよう」という地域からの声とい

うのは、私は大変すばらしいことだと思ってい

ます。質を向上させるには、しっかりと自分た

ちの受診も考えていくことが大切だと思いま

す。これを広げるための努力はどのようにされ

ているのか、そこをお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県医療体制

の充実を図るため、県では、医師修学資金の貸

与や関係市町村と連携した求人情報の発信な

ど、医師の養成・確保に努めているところであ

ります。また、県民に対して、安易な時間外受

診の自粛を訴えるＰＲや、地域医療を住民みず

からの問題として考えていただくため、オピニ

オンリーダー育成事業に取り組むなど、住民意

識の啓発にも努めているところであります。さ

らに、医師の負担を軽減する医療秘書の導入促

進や、増加傾向にある女性医師が安心して育児

と仕事を両立できる体制づくりなど、引き続

き、医師会や市町村、宮崎大学等関係機関と連

携を図りながら、医師にとって働きやすい就労

環境の整備に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○井上紀代子議員 また、私どもがもう一つ考

えておかなければならないのは、病院の病床を

何が占めているのか。本来、患者として病気を

治すためにおいでになる必要がある方と、それ

から、以前も問題になりました社会的入院と言

われる方たち、そこのすみ分けというのをきち

んとやらなければならないと思っています。昨

日の図師議員の質問の中にもありましたが、病

院が福祉施設化してしまってはだめだというふ

うに私は思っております。福祉施設の整備計画

を充実させる必要があると思いますが、それに

ついて再度お伺いをさせていただきます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 現在、全国的

な医師不足を背景としまして、本県におきまし

ても、医師の荷重負担等により救急医療を初め

とする地域医療の確保に深刻な影響が生じてお

ります。また、今後の高齢化の進行を考えます

と、医療サービスと福祉介護サービスとの役割

分担や連携を図っていく必要があると考えてお

ります。このため県といたしましては、いわゆ

るコンビニ受診の抑制の取り組み等により、医

師への過度の負担を解消するとともに、福祉・

介護・サービス基盤の計画的な整備や、健康づ

くりなどの予防活動、さらには在宅福祉・医療

の支援に取り組んでいるところであります。今

後とも、予防活動の一層の充実や、医療・福祉

の連携による効果的な社会福祉サービスの提供

を図ってまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 昨日、図師議員が長野県と

宮崎県を比較して質問しておられましたが、長

野県は佐久総合病院というのが本当に大きな、

地域の住民の方の思想になるぐらいの病院に

なっています。ということは、食の問題、減塩

の食事をするだとか含めて、そういう意味では

地域になじんだ病院になっているということだ

と思うんです。医師をどうしていくのかという

ことは、地域住民がお医者様と一体となってい

ろんなことをやっていくことが大変重要だと

思っております。そういう意味では、お医者さ

んからのメッセージも大事でしょうし、住民側

からのメッセージも大事だというふうに思って

おりますので、そこをしっかりと結びつけてい

ただけるようにお願いしたいと思います。

先ほど私は、質的向上ということについてお

話をしましたが、もう一方では、臨床研修医を

ふやすということは疑いもなく必要なことです

ので、そのことにつきまして部長の見解をお聞

きいたします。
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○福祉保健部長（高橋 博君） 臨床研修医を

確保するため、県では、宮崎大学や県医師会等

と連携しながら、臨床研修病院の説明会や、す

ぐれた指導医の育成に取り組むとともに、国に

対し、都市部の臨床研修医の定員削減など臨床

研修制度の見直しを強く要望してきたところで

あります。しかしながら、依然として臨床研修

医の確保は厳しい状況が続いておりますことか

ら、関係機関で設置する宮崎県臨床研修運営協

議会等で魅力的な研修プログラムのあり方を協

議するとともに、県内外での臨床研修病院説明

会を開催するなど、本県出身の医学生への働き

かけを強化したいと考えております。また、国

に対しましても、地方における臨床研修医の確

保について強く要望してまいりたいと考えてお

ります。

○井上紀代子議員 私ども新みやざきは、自治

医科大等にも調査に行きまして、研修医の皆さ

んをどうやって確保していくのかという議論も

一緒にさせていただきました。ぜひ頑張ってい

ただきたいというふうに思っています。

実は、私が持っています「宮崎県の地域医療

の状況について」という資料は、私どもの政治

スクールに医療薬務課長においでいただきまし

て、宮崎県の状況を勉強させていただいたとき

の資料ですけれども、これは県内の医師の状況

等含めて本当に細かく分析をされており、宮崎

県がいかに熱心にこの問題について取り組んで

いるかということについては敬意を表している

ところです。１つ私がすごく気になりましたの

は、「性別の状況」というところがありまし

て、年齢別に見ると、30歳代の女性医師の割合

は24.1％、20代は39.9％と、年齢が若くなるに

つれて女性医師の割合が高くなっているという

ことを言われています。女性医師の方がずっと

働き続けていかれるような環境づくりをすると

いうことは、一つ大きなメリットがあるという

ふうに私は思っております。そこで、今回、病

院局長にお尋ねしたいんですが、宮崎病院の病

児等保育の状況と今後の展望についてお伺いを

しておきたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 病児等の院内保

育の状況でございますけれども、今後とも県立

病院が地域におきまして必要な医療を安定的あ

るいは継続的に提供していく上での最重要課題

であります、医師を初め医療スタッフの確保で

ございますけれども、議員御指摘のように、女

医さんの数が年々ふえておりまして、県立病院

においても増加傾向にあります。こういう中で

は院内の保育というのは大変有効であると、そ

のように認識をいたしているところでございま

す。また、最近の女性医師の増加、あるいは看

護師の多くが女性であることを踏まえますと、

今まで以上に育児に関するサポート体制を充実

する必要があると、このように考えておりま

す。

このため、非常に厳しい病院経営ではありま

すが、宮崎病院におきまして、病児を対象に24

時間いつでも対応することを基本に、先月、10

月20日から試行しているところでございます。

長期的視点に立ちますと、院内保育の実施等に

より職員の働きやすい環境が充実できれば、医

療資源の乏しい本県におきまして医師を初め医

療スタッフの確保につながり、そのことにより

まして病院事業全体の経営にも好影響を与える

のではないかと考えておりますので、院内保育

の運営に当たりまして、コスト的な検証あるい

は効率的な運営はもとよりでございますけれど

も、やはり、育児を行う職員が安心して働ける

環境づくりを最優先に努めてまいりたい、この
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ように考えているところでございます。

○井上紀代子議員 宮崎病院の病児等保育とい

うのは本当に評価したいと思っています。た

だ、「女性医師の方の」とか限定してしまう

と、非常に使い勝手の悪いものになると思うん

です｡そういう意味で言うと、じゃ、利用者が少

ないからなくしていきましょうという話になっ

ちゃうのが多いと思うんです。だけど、男性の

お医者さんの中でも、自分の子供さんをここに

連れてこられるような状況にしたい、また医療

スタッフの人も利用できるようにしたい、そう

いうことも含めて、これが縮小していくような

方向でのセッティングではなくて、広がってい

く、確実なものに、ステータスとして、ずっと

宮崎県立病院の中で、病児保育だけでなく保育

所が確定的にできるような状況をつくり上げて

いただきたい、これは要望しておきたいと思い

ます。

次に、商工観光労働部長に雇用の問題につい

てお尋ねをしておきたいと思います。

これは、「平成22年度の当初予算の概要」と

いうことで私たちに示されたものなんですけれ

ども、非常に多くの雇用対策の事業がありま

す。それがどう効果があらわれたのかというの

が、勉強させていただくと疑問がいろいろわく

わけです。政府は1990年代後半まで、バブル崩

壊後の不況を乗り切るために積極的に財政を出

動してきたんですけれども、これに対して、小

泉政権は小さな政府を掲げて、公共事業を抑制

し、市場競争を重視する構造改革に乗り出しま

した。ですから、小泉政権前と小泉政権後とい

うのが、今ちょうど比較できる状況になってき

ました。宮崎県における産業別従業者の増減と

いうことで、1996年から2006年の間でどんなふ

うに変化があったかということですが、建設業

は約１万5,000人減です｡製造業が１万7,000人減

です。そして卸売業・小売業が１万4,000人ぐら

い減です。そしてふえたのが宿泊業、飲食業、

サービス業、これが4,000人ぐらい、それから教

育学習支援業というのが大体２万人、医療・福

祉のところが２万5,000人、こういうふうにして

産業のありようというのがどんどん変わってき

ているんです。雇用対策というのがいっぱい並

んでいるわけですけれども、雇用対策の効果は

どのように出たのか、そのことについて部長は

どのような見解をお持ちかお尋ねします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県では、

「新規雇用創出１万人」こういう目標を掲げま

して、直接的な雇用創出効果が高い企業誘致、

あるいは農林水産業など諸産業の振興に県庁全

体で一体となって取り組んでおりまして、平

成19年度から21年度までの３年間で新規雇用創

出数計6,596人となっております。中でも国の交

付金を活用した雇用創出事業におきましては、

平成21年度は、県、市町村合わせまして２つの

事業で計1,791人の雇用を創出したところでござ

います。さらに今年度は、この事業で3,444人の

雇用を創出する計画となっております。大変厳

しい雇用情勢の中ではありますが、今後とも諸

産業の振興や雇用対策事業に全力で取り組みま

して、１人でも多くの雇用を生み出してまいり

たいと考えております。

○井上紀代子議員 執行部側もそうですし、私

ども県議会もそうなんですけれども、納税者を

いかにたくさんつくり上げるかということが大

事だと思うんです。できるだけ福祉対象者では

なく納税者を仕上げていくということが大変重

要だというふうに思っています。数字でいただ

いた分は、これはそうだと思います。だけど、

雇用がふえたという実感がないわけです。ここ
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に非常な問題点があると思うんです。福祉の貸

し付け制度があってお金を借りられて、それで

いいということではないんです。少なくとも自

分が働いたお金を手にしてそれを使いたい、こ

れが事実だと思うんです。そこを仕上げていく

ことが大事だと思っております。

部長には要望ですが、雇用対策の一つ一つを

もう一度見直していただきたい。中小零細企業

は絶対倒産させないということが大切ですし、

公的な機関として何ができるのかということが

もう一つあると思うんです。そこを含めて、私

どもがしっかりと雇用対策をしていくというこ

とが大変重要だと思いますので、そこは要望し

ておきたいというふうに思います。

次に、福祉保健部長にお願いをしたいと思っ

ています。これは私が今回質問するに当たり大

変力を入れてきた問題で、重症心身障がい児・

者をお持ちのお父さん、お母さん、それこそ年

配の方もいらっしゃるわけですけれども、非常

に希望しておられるのがショートステイです。

ショートステイを大変希望しておられます。い

ろいろな形での福祉施策があり、いろんなもの

を今皆さんが受けておられることは事実なんで

すけれども、在宅において重症心身障がい児の

方たちをしっかりと育てておられるし、しっか

りと一緒に暮らしておられるんです。ところ

が、何かが起こったときに、例えば育ててい

らっしゃるお父さん、お母さんのお父さん、お

母さん、いわゆる当事者からするとおじいちゃ

ん、おばあちゃんになるんですが、だれかが倒

れたときに、その人はどこで、だれが面倒見て

くれるのか。医療的ケアの必要な方は十分い

らっしゃるんです。その認識が本当に福祉保健

部のほうにあるのかないのか、そこも含めて部

長にお尋ねしておきたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 重症心身障が

い児・者の短期入所、いわゆるショートステイ

は、医療的ケアなど障がいの特性に応じた専門

性の高い対応が必要となるため、受け入れ施設

は限られております。また、対象者の中には、

人工呼吸器を装着されるなど相当重度な方もお

られ、その受け皿は専門の小児科医が相当数確

保される重症心身障害児施設が主体とならざる

を得ない状況があります。こうした中、県とい

たしましては、県内２カ所の重症心身障害児施

設がその役割を十分発揮できるよう、平成21年

度に医療スタッフの人材養成等に係る助成事業

を創設したほか、人工呼吸器等の整備費補助を

行っているところであります。今後とも、当該

施設を含め医療的ケアの可能な施設と連携し、

重症心身障がい児・者の医療・福祉サービスの

向上に努めてまいりたいと考えております。

なお、医療的ケアは、医師または看護師しか

対応できないという法令上の制約がある中、現

在、国において、介護職員が日常的な医療的ケ

アを実施できるよう法整備が検討されており、

受け入れ環境の改善につながるよう適切に対応

してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 次に、ちょっと読み上げた

い文章は、実際、訪問看護をされている訪問看

護師さんの書かれたものです。

私たち訪問看護師は、日々、母親の奮闘ぶり

を見ています。一生懸命に教育、医療措置、子

育てと大変だなと感じています。私たちが看護

できる時間は限られています。お母さんや御家

族の相談事など、できる援助はしていきたいと

考えています。しかし、御家族の不幸や慶弔事

など急な出来事もあると思います。そんなとき

どうしようと常にお母さんたちは考えられてい

ると思います。不安のない在宅生活を送ってい

平成22年11月25日（木）



- 94 -

ただきたいとひしひしと感じていますが、実際

にはそういった施設はなく、解決の糸口もない

状態です。地域に１カ所、常に受け入れできる

状態で医療措置も問題のないベッドの準備をお

願いしたいと思います。―この方は都城の方

なので―都城病院や医師会病院などに設置す

ることは不可能なのでしょうか。子供たちが安

心して在宅で生活が送れるようにできないで

しょうかというふうに言っておられます。

もう一人、これはお母さんなんですが、息子

は人工呼吸器を使用しているため、ショート先

は愛泉会しか利用できません。ことしの春、実

家の父が脳梗塞で倒れたときには本当に困って

しまいました。土曜の朝に連絡が入ったので、

息子は父親に頼んで土日は病院に行くことがで

きたのですが、月曜はどうする、父親は仕事で

休めない。それでは週に１度の訪問看護を長時

間の分を使おう。そして父のところに行きまし

た。親の最後もみとれないのかな、葬式は行け

るのかな、とても歯がゆく悲しい気持ちでいっ

ぱいです。愛泉会までは１時間半、引き継ぎ

に30分から１時間、それだけで４時間かかり、

それから実家へ行く。精神的にも体力的にもま

いっているのに、それしかないという現実です

とおっしゃっています。

もう一人。住んでいる町にはショートステイ

を受け入れてくださるところはありません。数

年前、療育センターにショートステイをお願い

したことがありますが、あのときは本当に助か

りました。リハビリ等お世話になっていて、先

々何かあったら、その都度お世話になれたらい

いなと思っております。ショートステイは家か

ら遠いですが、子供たちを安心して預けられる

ところですので、遠さは苦になりません。

多くのお母さん方からいろんなものをいただ

いているわけですが、今回、私は、医療機関で

受け入れをしていただいているところ、今後受

け入れをしようとされているところ、その方た

ちと行っていろんなお話もさせていただきまし

た。もちろんこども療育センターにも行かせて

いただきました。これは、地域で１カ所でいい

というふうにお母さんたちは言っておられるわ

けですが、それをつくることはそんなに不可能

でしょうか。もう一度お尋ねしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 在宅で重症心

身障がい児を見ていらっしゃる御家族の厳しさ

というのは十分認識をしております。ただ、重

症心身障がい児・者に係る施策というのは、高

度の医療的なケアに対応できる専門の医療ス

タッフが必要でありまして、その充実を一気に

図るということはなかなか厳しい、難しいもの

がありますが、市町村、関係施設と連携を図

り、また保護者の御意見も伺いながら、一つ一

つ課題解決に努めてまいりたいと考えておりま

す。

特に、県央地区において医療的ケアが行える

短期入所施設、もっと確保できないものかとい

うような御意見があるということも承知してお

りますけれども、医療的ケアに対応する短期入

所につきましては、県央地区では現在、こども

療育センターにおいて、日中一時支援を含め年

間約2,000人を受け入れているほか、昨年度、宮

崎市内の民間病院でその受け入れが開始された

ところでもあります。短期入所は、障がい児を

抱える保護者の負担軽減対策として重要な施策

の一つでありますので、事業者の確保につきま

しては、実施主体の宮崎市の意向も踏まえなが

ら対応してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 自立支援法でそれが改正さ
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れると、こども療育センターは、金看板である

「肢体不自由児施設」を外せる可能性は非常に

高いと思うんですが、こども療育センターの今

後というのはどのようにお考えなのでしょう

か。

○福祉保健部長（高橋 博君） こども療育セ

ンターでは、重度・重複化する利用者のニーズ

に対応しまして医療的ケアが必要な方の受け入

れをできる限り行っており、また、常勤の小児

科医師の確保や酸素吸入設備の整備など受け入

れ機能の強化にも努めているところでありま

す。重症心身障害児施設など総合的なセンター

につきましては、小児科医を初め相当の医療ス

タッフを新たに確保する必要があるほか、高度

な設備の整備など解決すべき課題が多く、極め

て厳しい財政事情の中、その整備は難しい状況

にありますので、御理解いただきたいと存じま

す。

○井上紀代子議員 先日、こども療育センター

に行きましたら、若いお母さんたちが障がいの

ある小さな子供さんたちを抱えて、みんなで集

まっていろんなことを話しておられて、一生懸

命育てようという気持ちというのは非常に伝

わってきて、大変うれしく思いました。一軒一

軒、私も御自宅とかに訪ねていくんです。県内

であってもお訪ねしたりするんですが、女性と

して耐えられないのは、障がい児を産んだこと

が原因で離婚されたりしているわけです。その

中で兄弟児もいるわけです。

高岡町に住んでおられるお母さんのところに

先日行きましたら、上は健常児の方が２人いら

して、下が障がいのある子供さんなんですが、

そのことが原因で離婚をしておられます。上の

お兄ちゃんたち２人がちょうど思春期でもある

ので、その子供たちとどう向き合っていいの

か、そこに非常に迷いを持っておられるんで

す。自分が障がいのある子供さんに集中して愛

情をそこに注いでいるかのように、子供さんた

ちは微妙にそれが出てくるというんです。だけ

ど、何かがあるとお兄ちゃんたちが出てきて、

障がいのある女の子を必ず面倒を見たりはして

くれるんだそうです。本当に胸が痛くなるんで

すけれども、できたら兄弟児たちとの時間を

しっかりと持ちたい、そこも持って育てていき

たい。だからといって育児放棄しようというふ

うに思われているお母さんはいないんです。で

すから、そこをどうやってサポートできるの

か。

きょう、私もちょっとしつこいのかなと思い

つつ―医療現場にいらっしゃる方たちのお話

も聞いていると、本当にみんな精いっぱいやろ

うとしている気持ちは伝わってきたので、よく

理解はできているんです。福祉施設にいらっ

しゃる方たちも、「報酬は単価が違うけれど

も、頑張る」というふうに言っておられるの

で、それはありがたいなと思っているんです。

やっぱりここは、文字で書いた答弁ではない、

本当の意味で血の通った答弁というのが、この

際あるべきではないのかなと思います。部長が

決してそんな方ではないというのは私も重々わ

かっているわけですけれども、もう一度、部

長、ここは本腰を入れてやっていただきたいと

思っておりますが、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 私自身、児童

相談所の経験がありまして、重症心身障がい児

を抱えていらっしゃる在宅訪問というものも経

験をしておりますので、どういう状況の中で養

育がなされているか、そしてどういう厳しさの

中で生活されているかということも、ある程度

理解はできているつもりです。そういう中で、

平成22年11月25日（木）



- 96 -

先ほどからお話にありましたような、いわゆる

緊急時も含めて短期入所の受け入れについての

円滑化を図るためには、そういう事業を行って

いる事業者側と、それを利用される利用者側相

互の情報交換、あるいは理解促進のための場と

いうのがもっともっと必要ではないかと考えて

おりますので、双方の関係者とも十分連携して

対応していく必要があるというふうに考えま

す。

○井上紀代子議員 どうぞよろしくお願いしま

す。お気持ちは本当によく伝わってまいりまし

た。

お母さん方が言っておられたのは、宮崎の教

育界は、特別教育支援学校では、医療的な先生

方からのお話を聞けば、だんだん先生方も医療

的なことができるようになってきた。「宮崎の

教育ってすごくいいですよね、ありがとうござ

います」と言っていただいたんです。だから、

一つ一つの施策があれほど生きるということ

は、お母さん方、お父さん方、おじいちゃん、

おばあちゃん方をしっかりと私たちが支えると

いうことを、どうぞこれからもよろしくお願い

しておきたいと思います。

私、今回ちょっと欲張った関係で、口蹄疫か

らの再生と次世代育成については、次回に回し

たいというふうに思っております。

続けて、森林環境税のことについて、環境森

林部長にお尋ねをしたいと思います。

実は私、林活議連の一員でもありますので、

一生懸命これについては支援をし、設立された

ときにもこれがぜひできるようにということで

頑張ってきた者の一人として、これはぜひ続け

ていただきたい。でも、税金を取る以上、この

税がどのように生きているのかということにつ

いては説明責任があるというふうに思っており

ます。今回出ております議案の森林環境税のこ

れまでの取り組みとその事業効果はどのように

あったのかを、部長にお尋ねしておきたいと思

います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 森林環境税を

活用した取り組みでございますけれども、県民

参加と公益的機能の重視という２つの視点に

立って森林づくり事業を展開しているところで

ございます。

まず、「県民参加の森林づくり」につきまし

ては、森林づくりボランティア団体の育成、あ

るいは企業による森林づくりの支援、また、子

供たちが森林の役割を学びます環境教育にも取

り組んでいるところでございます。このような

結果、森林づくり活動に取り組むボランティア

団体が、導入前の70団体から、導入後４年目の

平成21年度には116団体に増加しております。県

民の県民によります森林づくり活動の広がりが

見られてきておるというふうに考えておりま

す。

公益的機能を重視した森林づくりにおきまし

ては、水源地等の上流部に長期間放置されまし

た森林等を対象にいたしまして、広葉樹の造林

とか、針葉樹と広葉樹が入りまじった森林へ誘

導するための間伐等を行ったわけでございます

が、それに加えまして、公益上重要な森林を公

有林化する取り組みの支援などを行った結果、

約1,900ヘクタールの森林の整備・保全が図られ

たところでございます。これらの取り組みによ

りまして「県民参加の森林づくり」活動の拡大

につながりますとともに、災害の防止など公益

的機能の高い森林の整備が促進されたものと考

えております。

○井上紀代子議員 それでは、森林環境税の内

容とか使途について、県民にどのように周知を
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しているのか。そしてまた、今後どのように取

り組んでいかれるのかについてもお尋ねしてお

きたいと思います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 森林環境税の

内容や使途につきましては、これまで県の広報

あるいはホームページ、新聞やテレビ等のメ

ディアによる広報活動を行っておるところでご

ざいますが、さらに、毎年度の森林づくりの活

動報告書をつくりまして県内市町村等に配付す

るなど、その周知に努めておるところでござい

ます。また、特に昨年度は、県内８地域におき

まして県民との意見交換会を開催し、直接県民

の皆様に、森林環境税を活用した取り組み等に

ついて説明して御意見を伺ったところでござい

ます。しかしながら、昨年度実施いたしました

アンケート調査によりますと、20代、30代の若

者層を中心に森林環境税に関する認知度が低い

ということから、まだまだ周知が十分とは言え

ない状況にあると考えておりまして、今後とも

関係部局、市町村とも連携しながら、引き続き

新聞、テレビ等のメディアを通じたＰＲを実施

しますが、認知度の低い若年層対策といたしま

して、大学や専門学校、若者が集うイベント等

の場を活用するなど、あらゆる機会をとらえて

県民への普及・ＰＲに努めてまいりたいと考え

ております。

○井上紀代子議員 私も、本日いただいた答弁

をもとに広報してまいるとお約束したいと思い

ます。

次が、取り調べの可視化について、これはい

い答弁がいただけるとは思いませんが、厚生労

働省の村木局長の事件というのは、本当にセン

セーショナルなものでしたので、これについて

県警本部長の所見をお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 取り調べの可視

化の問題でございますけれども、これにつきま

しては現在、国家公安委員長主催の「捜査手

法、取調べの高度化を図るための研究会」等に

おきまして調査研究が行われているところであ

ります。私ども県警察といたしましては、その

検討の状況を踏まえつつ適切に対処してまいる

考えでございます。

○井上紀代子議員 続いて、商工観光労働部長

に、私、存じ上げずに失礼いたしました。ソウ

ル事務所の閉鎖の理由、今回の勃発で南と北と

の戦争を予期しておられたわけではないでしょ

うけれども、ソウル事務所の閉鎖の理由をお伺

いしたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） ソウル事

務所につきましては、県観光コンベンション協

会の海外事務所として平成13年度に設置しまし

て、約10年間にわたりまして、現地情報の収集

・提供あるいは観光・コンベンションの誘致な

どに取り組んできたところでございます。この

間、旅行会社等との交渉や関係づくりのノウハ

ウが蓄積されまして人的ネットワークが形成さ

れますとともに、独自の営業活動を行う事業者

が出てくるなど、現在は民間主導での交流が定

着・拡大している状況にありまして、一定の成

果を得たと思っております。また、厳しい県の

財政状況や東アジアに向けた今後の海外戦略等

を踏まえますと、選択と集中という観点から海

外事務所のあり方を見直す必要があると考えて

おります。このような理由から、ソウル事務所

につきましては、今年度末をもって閉鎖するた

めの手続を現在進めておりまして、今後の海外

事務所機能につきましては、成長著しい中国市

場へ軸足を移してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○井上紀代子議員 今後どういう事態が起こる

平成22年11月25日（木）



- 98 -

かもわかりませんが、この10年間、大変よく

やってこられたと思っておりますので、評価し

たいと思っております。

次に、最後ですが、2009年11月県議会で教育

長は、高校の新たな整備計画の必要を認めて、

活気ある学校行事や部活動ができる観点からの

考慮が必要ということで、2013年度以降は、１

学年３学級以下の学校は、その観点に加え、通

学の利便性や地域ニーズを踏まえ、学校教育改

革推進協議会や県民等の意見を伺って検討する

と答弁されて、高校再編の問題を提起されてお

ります。これは2009年12月に出されたもので、

今後もこれについては変わらず、この方向性を

もってやっていかれるというふうに認識するも

のですが、今日までの協議会の議論は統廃合あ

りきの議論であったのかどうか、そこをお尋ね

しておきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 背景として、まず申

し上げますと、今日、少子化が急速な勢いで進

行いたしております。その影響で、数値として

申し上げますと、中学校卒業者数は、平成元年

３月では約２万人でありましたが、平成22年、

本年３月には４割減の１万2,000人程度となり、

さらに平成31年には約半分の１万人程度となる

ことが予測されております。また、本県の高等

学校等への進学率が98％となる中で、生徒の能

力や適性、興味・関心、進路希望等が多様化し

てきております。このような状況を踏まえまし

て、新たな高等学校再編整備計画につきまして

は、生徒の多様なニーズにこたえるとともに、

生徒が切磋琢磨や学び合いができるような魅力

と活力のある教育環境を提供することを目的と

して策定するものであります。

なお、統廃合ありきの議論とかいうお話であ

りましたけれども、現在の再編整備計画におき

ましては、学校規模の適正化につきまして、高

等学校の所在地や学校種、生徒・保護者・地域

のニーズ等に適切に配慮する旨の考え方を盛り

込んでおり、現在、お話にありました学識経験

者等から構成されます宮崎県学校教育改革推進

協議会におきまして、委員の皆様にこの考え方

をお伝えした上で幅広く御意見をいただいてい

る、こういう状況であります。

○井上紀代子議員 今言われている基準に従え

ば、日向工業、西都商業、高城、飯野、福島、

海洋の６学校は対象となる可能性が高いんで

す。串間市、えびの市からは県立高校がなく

なって、多くの生徒が遠距離通学を強いられる

ことになります。それで、新たな再編計画での

統廃合の基準を変更するという考え方はないの

でしょうか

○教育長（渡辺義人君） 新たな再編整備計画

につきましては、ただいま申し上げましたとお

り、学校教育改革推進協議会におきまして、

「今後の高等学校教育の在り方」という協議事

項の中で、高等学校の適正規模等も含めて御意

見をいただいているところでありまして、今後

検討してまいりたいと考えております。以上で

す。

○井上紀代子議員 ちょっと観点違って、基準

から言えば、部活動含めていろんな意味で活気

のある学校をつくるということで、１学年３学

級なければ活気がないと、逆に言えばそういう

言い方なんですけど、１つ疑問なんですが、

五ヶ瀬中等教育学校は小規模なんです。これは

なぜ再編の対象外なのかお伺いしたいと思いま

す。

○教育長（渡辺義人君） 非常に鋭い御指摘か

と思いますが、五ヶ瀬中等教育学校につきまし

ては、恵まれた自然環境のもとで、さまざまな
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体験活動や寝食をともにする全寮制を生かし

て、特色のある６年間の中高一貫教育を実践す

るために、設立の当初より１学年１学級の学校

規模で、全国に先駆けて開校した学校でありま

す。児童や保護者のニーズも高くて、入試倍率

は約３倍を超えている状況でありまして、今後

とも全寮制の中高一貫教育校として特色ある教

育を進めてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 これは言い方がちょっとあ

れかとは思いますが、五ヶ瀬中ほどの人的な配

置と、それから教育が持っているいろんな力を

発揮すれば、活気のある学校は地域でつくれ

る、逆に言えばそういうことになるのではない

でしょうか。ですから、お金のかけ方、資源の

やり方が、バランスが悪いと言えばバランスが

非常に悪いのではないかなというふうに思うわ

けです。

先ほど濵砂議員のほうから、地域の活性化と

いうのはどうやってつくっていったらいいの

か、そこにいらっしゃるおじいちゃん、おばあ

ちゃんが死ぬのを待てというのかみたいな御発

言までありました。地域の中で何が必要かと

いったら、子供の声というのは大きいわけで

す。元気よく子供の声が響き渡ると地域が物す

ごく元気になっていく。これは将来を見たとき

に、子供たちがいっぱいいると思えばこそ未来

があるわけです。将来があるわけです。実は大

塚の神社の秋祭りがあって、お獅子がいっぱい

出たんです。思いがけないほど子供たちがいっ

ぱいいるわけです。そして朝の７時から夕方ま

で、子供たちずっとおさい銭箱抱えたり、その

地域のお祭りの中に参加をしていくわけです。

それがあるから、今度はおじいちゃん、おばあ

ちゃんは道路に出て、街の真ん中の大塚町で人

が出てくるわけです。そしたら地域が元気に

なって活性化していくということなんです。

一方では、地域活性化のために、中山間地の

活力のためにと言って、施策としていろんなこ

とをやっているわけです。一方では、そこにあ

るせっかくの資源である学校というのを引き揚

げていくわけです。これって矛盾してないです

か。だから、残すために何ができるのかという

議論が必要であって、学校教育の施設がないと

いうことで、おじいちゃん、おばあちゃんを残

して若夫婦がどこかに出ていって移住するとい

うこと、これはおかしくないですか。それが一

つあります。もう一つは、地域に医者がいてほ

しいとおっしゃっているわけです。お医者さん

が来て、「学校がないんですよ」と言ったら来

ますか。これもちょっとおかしいと思うんで

す。もう一つは、ちょっと辺地に住むと、教育

費がより一層親の負担がふえていくというの

は、これもおかしくないですか。すべてがおか

しいんです。だから、地域にあるものを引き揚

げればいいのではなくて、議会もそうですけれ

ども、地域、自治体で今一番必要なのは創意と

工夫なんじゃないですか。知恵を出すというこ

とだと私は思うんです。だから、残すための議

論がなぜできないのか、政策的なことと合致し

てなぜ話ができないのか、そこに疑問を持つも

のなんですが、そこをお尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 高等学校の再編整備

計画について、先ほど申しましたように学校改

革推進協議会において幅広く御意見をいただい

ているところでありまして―井上議員のほう

は統廃合ありきではないかというような視点で

恐らく言っておられるんじゃないかと思います

―全く白紙の状態で学校改革推進協議会のほ

うに実はお願いをしているという状況でござい

ます。
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それで、濵砂議員も先ほどるる、中山間地域

の抱える課題等について切実なお話をされまし

た。私は、中山間地域にある学校というのは、

まず一つ押さえておかなきゃいけないのは、世

の中全体として少子化といういかんともとめが

たい大きな流れがある。子供を産まなくなっ

た、あるいは産む数が少なくなった、これが一

番の根本的な原因だと思うんです。それともう

一つは、中山間地域では過疎化。親たちが住ん

でも子供が外に出ていってしまう、都市部に流

れてしまうということがあります。結果として

高齢化が進む、そういう厳しい現実があるわけ

です。こういった厳しい現実を踏まえながら、

そこの中にいる子供たちにとってよりよい教育

環境を提供するにはどうしたらいいのかという

ことで、いろんな懊悩があるわけです。各市町

村の小中学校をどうするのか、存廃問題につい

ても相当な議論をした上で、相当な苦渋の判断

の上で、やむなく休校あるいは廃校という判断

をされたと思うんです。それは厳しい社会的な

背景があるからそうなっているわけです。我々

のほうとしては、どうすれば子供によりよい教

育環境を提供できるのかという視点で、高等学

校の再編整備―再編という言葉が響きが悪い

のかもしれませんけれども、そういう視点で考

えているということであります。

それから、余計なことかもしれませんけれど

も、高等学校を出て大学、専門学校等の上級学

校へ進学をする、あるいは直接社会に出て就職

をする。そうしたときに、小さな学校でそのま

ま社会に出ていって、果たして大人の社会で、

社会人として、職業人としてうまく自立をして

いけるのか、そういった余計な心配もしながら

いろんなことを考えながら検討しているという

状況であります。以上であります。

○井上紀代子議員 きょうは教育長にそういう

ふうなお話をさせていただきましたが、先ほど

私が、雇用対策の費用というのが本当に生きて

いるのかというふうに申し上げたのはそこなん

です。すべては雇用が中心になっているんで

す。実際、働いて金があってそこで暮らせれ

ば、それが一番いいわけです。自分で自由にな

るお金を持っていればいいわけです。ですか

ら、雇用対策というのはもっと考えないといけ

ないということなんです。マンパワーをそこに

なぜ集中できないのかということを、私は主張

したいというふうに思います。

今回、大変盛りだくさんで申しわけなかった

と思いますが、知事、本当に４年間お疲れさま

でございました。これからもまた宮崎県民のた

めにもよろしくお願いしたいと思います。

以上で私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。（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45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、山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） それでは、

通告に従い順次お伺いしてまいります。

４年前、「どげんかせんといかん」と訴えて

宮崎に新風を起こし、見事知事に就任されまし

た。初めは大いなる戸惑いと半ば危惧の念を

持っておりましたが、当時、鳥インフルエンザ

の嵐の中、額に汗をかきながら県内各地を走

り、この鶏肉は食べても大丈夫というマスコミ

発信にて、かえって消費が伸びたことも、つい
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先日のことのような気がいたします。また、大

変な激務の中、東京でのテレビ出演や宮崎での

各種マラソン大会に参加されるなど超人的な動

きは、県民に大きな勇気と希望、なせば成る強

い心を与えていただいたと思っております。特

にマンゴーを初めとする農産物のトップセール

スは、実に東国原知事の独壇場と言える効果的

なパフォーマンスでありました。しかし一方

で、地方経済は最悪とも言える状況であり、イ

ンフラ整備を含め、多くの県政課題が山積して

いる現状の中で、東国原知事は１期４年で退任

する意思表示をされました。今日まで90％前後

の県民支持率を維持され、また、口蹄疫の被害

から復興に向けて県民一丸となって取り組もう

というとき、まことに残念であると思います。

本当に宮崎に骨を埋める覚悟があったのか、県

民も疑っておられます。大きな課題を残された

まま退任されるに当たり、今日までの県政運営

についての所感をまずお伺いいたします。

また、マニフェスト全体の達成度について、

知事の自己評価は70点とされております。第三

者評価も全体で80点と、一定の評価のようであ

りますが、マニフェストは、地域ビジョンやそ

れを実現するための具体的な政策について、数

値目標や期限などをできるだけ明示し、県民に

約束するものでありますが、当選後、実際に行

政運営を行うに当たって、状況の変化により、

取り組む政策の優先順位に再検討を加えなけれ

ばならなかったり、自身のマニフェストに縛ら

れることで、最良の行政運営を妨げられること

はなかったのでしょうか。１期４年で退任され

るに当たり、知事はマニフェストそのものをど

う評価されておられるのかお伺いし、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。

これまでの県政運営についてであります。私

は、知事就任以来、県政改革、宮崎のＰＲに全

力で取り組んできたところでありまして、マニ

フェストの最大の目標であった県民の皆様の県

政に対する信頼回復と郷土宮崎への自信と誇り

を高めることについては、おおむね県民の皆様

の負託におこたえすることができたのではない

かと思っておるところであります。また、厳し

い社会経済情勢や財政事情の中ではありました

が、県民の皆様の安全・安心な暮らしの確保や

環境エネルギー対策、教育の振興など、マニ

フェストに掲げさせていただいた諸施策につい

ても、一定の評価をいただいているところであ

ります。一方で、口蹄疫からの再生・復興はも

とより、景気・雇用対策、医師確保などの課題

もありますことから、これらの課題に対して一

定の道筋をつけた上で、次の県政へ橋渡しがで

きるよう、最後まで全力を尽くしてまいりたい

と考えております。

マニフェストについてでありますが、マニ

フェストはその性格上、政権や政策を支える反

面、必要以上に拘束されると政策が硬直化する

という面もあるとは思っておりますが、マニ

フェストは県民の皆様とのお約束であり、その

達成が政治家としての責務であると考えており

ます。したがいまして、私は知事就任以来、マ

ニフェストの実現に全力で取り組むとともに、

マニフェスト作成時には予想できなかった社会

経済情勢の変化、不測の事態による新たな行政

課題にも適時的確に対応すべく、県政運営に努

めてきたところであります。残された任期はわ

ずかではありますが、マニフェストを掲げ知事

に選んでいただいた以上、県民の皆様とのお約

束を果たすべく、引き続き、全力を尽くしてま
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いりたいと考えております。以上です。〔降

壇〕

○山下博三議員 引き続き、知事にお伺いした

いと思います。知事を退かれた後の知事の宮崎

への思いと、宮崎との今後のスタンスについて

お伺いをいたします。知事は今日まで、御自身

のブログやマスコミ等でも、財源や権限の移譲

がうまく進まないこと、そして知事としての改

革を進めるにしても壁があること、今回口蹄疫

の発生に伴い、国との交渉がうまくいかなかっ

たことなど、特に11月13日付の朝日新聞・オピ

ニオンインタビューにて、１期目でやめる理由

を詳しく述べておられます。おでこをきらりと

光らせて、次は何をどげんかするのか、政治家

・東国原英夫はどこへ行く、多くの県民の大変

大きな期待と不安があるのも事実であります。

国会議員や閣僚、それとも東京都知事でしょう

か。いずれにしましても、ぜひ知事はあらゆる

分野で宮崎の応援団長であり続けていただきた

いと思いますが、いかがでありましょうか。知

事の見解をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 宮崎は、私の生まれ

育った土地であるとともに、政治家として第一

歩を踏み出し、政治家としての私を育てていた

だいた土地でもあり、だれにも負けないぐらい

郷土愛はあります。このたびは、県民の皆様、

そして県議会の皆様には申しわけございません

が、国のあり方、国の統治システムを見直すこ

とで、本県や地方が抱える行政課題を抜本的に

解決し、地方の衰退に歯どめをかけたいという

一心で、知事を１期限りで卒業、退任させてい

ただくこととしたところであります。今後、い

かなる立場になろうとも、愛してやまないふる

さと宮崎のために、応援団長はおこがましいで

すが、宮崎の応援団の一人として、私にでき得

る限りの応援、協力、支援をさせていただきた

いと考えております。

○山下博三議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。

引き続きまして、口蹄疫の検証についてお伺

いをしてまいります。

７月の臨時議会において、対策については十

分議論をさせていただいております。今議会に

おいては、多くの県民の皆様がまだ不安に思っ

ておられる幾つかの点についてお伺いをしてま

いります。大変心配しておりましたが、和牛の

子牛競り市も順調に開催されておりまして、安

堵いたしておるところであります。４月の発生

以来、半年ぶりに被災地に牛の導入が始まり、

一部の農家でありますが、活気が戻りつつあり

ますことは大変うれしいことであります。しか

しながら、まだまだ被災された農家や地域の商

工業の方々が多くの問題を抱えておられること

もお聞きいたしておるところであります。農家

の再開に向けた問題点や商工業の皆様の活気を

図るため、どのような施策を実施していくの

か、それぞれ農政水産部長、商工観光労働部長

にお伺いをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 被災農家の経

営再開に向けては、家畜の導入や飼料購入のた

めの適切な運転資金の確保や、新たな家畜の導

入後は直ちには販売収入が得られないことか

ら、生活面での支援が大きな課題となります。

このため、経営再開に当たっては、国や県の融

資制度により、農家の負担軽減を図るととも

に、県畜産協会から支払われることとなってお

ります経営支援互助金や経営再開支援金によ

り、被災農家の経営や生活の支援に努めること

といたしております。さらに、経営再建を総合

的に支援するため、「みやざきの畜産経営再生
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プロジェクト支援事業」によりまして専門チー

ムを設置し、農家ごとに経営再開のためのシ

ミュレーションを行うなど、関係機関と一丸と

なって、農家の実情に応じた総合的な支援活動

を進めているところでございます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） まず、商

工業者の売り上げ増、消費需要の喚起を図るた

めに、県内外の物産展や特別フェアを12月にか

けて集中的に実施していきたいと思っていま

す。また、10月に組成しました250億円の口蹄疫

復興ファンドを活用しまして、年末からのプレ

ミアム商品券の発行と地域活性化イベントの開

催支援をするなど、商工業者の活気を取り戻す

ためのさまざまな取り組みを行っていくことと

しておるところでございます。また、観光対策

につきましては、現在、旅行会社等と連携した

旅行商品の造成支援等を行っているところでご

ざいますが、今後とも、このような取り組みを

継続していくこととしております。以上でござ

います。

○山下博三議員 ありがとうございます。

次に、総務部長にお伺いをいたします。現

在、国、県において、口蹄疫対策検証委員会が

行われております。農家の皆様は、どうしても

発生原因の究明や口蹄疫対策はどうあるべき

だったか解明していただきたいとの強い要望が

あります。県の検証委員会の検証状況について

お伺いをいたします。

○総務部長（稲用博美君） 県の検証委員会で

は、８月25日に第１回委員会を開催して以来、

アンケート調査や現地調査、ヒアリング調査を

通して実態の解明に努めるとともに、一連の対

策について、問題点や改善策の検討を行ってい

ただいているところであります。そのような中

で、去る10月29日に開催されました第３回委員

会において、「中間的な論点整理」という形で

中途の段階での発表を行うとともに、国の検証

委員会とも直接意見交換を行うなど、積極的な

活動を展開していただいているところでありま

す。県の検証委員会では、今後、必要な事項に

ついてさらなる調査を実施するとともに、「中

間的な論点整理」において提示されました課題

等を中心に議論を深めまして、最終的に「調査

報告書」という形で、できるだけ詳細に取りま

とめを行って公表していただく予定になってお

ります。

○山下博三議員 昨日、国の検証委員会の公表

がありました。かなり厳しい、県の今回の発生

についての検証がなされておるようであります

が、ぜひ国と県とともに検証をしっかりとして

いただいて、二度とこういう発生がないような

対応をお願いしておきたいと、そのように思っ

ています。

次に、埋却地確保の義務化について、農政水

産部長にお伺いをいたします。今回の口蹄疫の

拡大の原因に、埋却地の確保がうまくいかな

かったことがあります。本県は畜産県でありま

す。それぞれの畜産農家においては、国の方針

がどう決まるのか、大変不安を持っておられま

す。特に養豚・肥育牛農家等、自給飼料基盤の

ない農家など、早急な対策、対応が必要かと考

えますが、見解をお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回の防疫対

応を振り返りますと、迅速な防疫作業の観点か

ら、埋却地の確保は大きな課題であると認識し

ておりますが、発生農場近隣における農家みず

からの確保とする現在の法制度は、農家に大き

な負担を強いる面があること、また、事前に県

・市町村が準備しておくことは、農家ごとの農

場規模や地理的な条件がそれぞれ異なることな

平成22年11月25日（木）



- 104 -

ど、依然、解決すべき課題は多いと考えており

ます。国におきましては、口蹄疫対策特別措置

法に基づきまして、平成24年度までに埋却地の

確保に必要な法制度の整備を検討するとされて

おりますので、国や市町村とも連携いたしまし

て、適切な手法を検討してまいりたいと考えて

おります。

○山下博三議員 きのう、養豚経営者協会の総

会がありました。私も呼ばれて行ったんです

が、過去、平成13年に家畜の堆肥の野積み禁止

法が発動されました。いわゆる適正管理を行い

なさいという法律ができ上がったんですが、や

はり家畜を飼う以上は、この埋却地について

は、法律のもとにぴしっと個人があくまでも責

任を負うのか、市町村で責任を負っていくの

か、早急な方向決めが必要かと思っております

から、ぜひとも、その方向を早く被災地の県と

して国のほうに意見を申し上げていただきます

ようにお願いを申し上げておきたいと存じま

す。

次に、県有種雄牛の確保と管理におけるリス

ク分散についてお伺いをいたします。特例措置

におきまして、辛うじて５頭のスーパー種雄牛

が助かりましたが、次代を担うはずだった49頭

は感染してしまいました。長年の努力で宮崎牛

ブランドをつくり上げ、全国から高い評価をい

ただいている今日、さらに歴史をつくり上げて

いく必要があるかと思いますが、今後の種雄牛

確保に向けた取り組みと、管理におけるリスク

分散の取り組みについてお伺いをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 本県にとりま

して、県有種雄牛の確保は、喫緊の課題である

と認識をいたしております。現存している17頭

の候補牛や、無償譲渡の申し出があった国の家

畜改良センターの直接検定終了牛の中から候補

牛を選抜し、早期の種雄牛造成を図ってまいり

ます。また、残っている本県基幹種雄牛の凍結

精液や、他県から無償譲渡を受けた凍結精液も

あわせて活用しまして、種雄牛の造成に努めて

まいりたいと考えております。一方、県有種雄

牛の管理につきましては、今回の口蹄疫発生を

踏まえ、リスク分散の観点から、複数箇所での

飼育管理が極めて重要でありますので、管理コ

ストや作業効率も踏まえ、適正な配置につい

て、関係機関・団体等と検討を進めているとこ

ろでございます。

○山下博三議員 今回は高鍋の事業団で一極集

中であったんですが、今回この教訓のもとに分

散をするということでありますから、かなりな

費用と人というのが絡んでくるだろうと思うん

ですが、万全な体制をとっていただきますよう

にお願いを申し上げておきたいと存じます。８

月22日から23日にかけて、９月より開始されま

す子牛競り市の購買誘致に行ってまいりまし

た。都城が地元の星原透議員、ＪＡ都城の新森

組合長、都城市の副市長とともに、岐阜、三重

県へ行ってまいりました。県庁、農家の方々と

懇談してまいりましたが、宮崎県で競り市が開

催されない期間、北海道を初め素牛市場に購買

に行ってみたけれども、やはり系統がはっきり

しない、品質がそろわない、そして長年のつき

合いがない、人を知らないなど、安心して牛を

買えないということでありました。そしてやは

り、宮崎の市場は、出場する９割の牛の系統が

はっきりしているということでありました。

「早く回復して、いい牛づくりをしてくださ

い」と言われ、また、スーパー種雄牛が残った

ことを大変喜んでおられました。種雄牛を残す

特例措置に大変な批判もあったことも理解して

おりますが、しかし、全国から、「宮崎牛のス
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ーパー種雄牛を残してくれ」と、多くの意見が

届けられたのも事実であります。種雄牛をリス

ク分散して飼育することは、大変な経費と人材

が必要となりますが、一致団結して今後とも種

雄牛造成に努力いただきますよう、重ねてお願

いを申し上げておきます。

次に、青森県より提供のありました種雄牛

「第１花国」の有効利用について、農政水産部

長にお伺いをいたします。今月１日に青森県よ

り、東の横綱と言われております「第１花国」

の精液100本が、三村青森県知事の「宮崎に「青

い森」からの熱き思いを届け、友情の輪を広げ

たい」というメッセージとともに届けられまし

た。以前、本県の伝説の種牛「安平」と青森県

の「第１花国」は、100本ずつ改良のために交換

された間柄だそうでありますが、本当にありが

たいことだと思っております。そこで、「第１

花国」の有効利用についてお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（髙島俊一君） 御質問にあり

ましたように、平成17年には本県の「安平」と

青森県の「第１花国」の凍結精液を交換した経

緯がございまして、種雄牛造成に活用した結

果、「華盛桜」という候補牛として検定中であ

りましたが、今回の口蹄疫により、殺処分を余

儀なくされたところでございます。このような

ことから、今回、青森県から寄贈いただきまし

た「第１花国」の凍結精液につきましても、種

雄牛造成に活用し、本県肉用牛の復興に役立て

てまいりたいと存じます。

○山下博三議員 次に、ＴＰＰ（環太平洋パー

トナーシップ協定）についてお伺いをしてまい

ります。

少々長くなりますが、所感を述べさせていた

だきます。去る10月１日、菅総理大臣は所信表

明演説の中で、「ＴＰＰ交渉への参加を検討

し、アジア太平洋自由貿易圏の構築を目指す」

として、唐突にＴＰＰへの参加を打ち出しまし

た。その後、民主党内の反発など紆余曲折を経

ながらも、先日のＡＰＥＣ（アジア太平洋経済

協力）首脳会議において、ＴＰＰを含む多国間

の経済連携を２国間のＥＰＡ交渉と並行して進

める考えを示した上で、「貿易自由化を目指す

方向は一貫している」と、いわゆる「平成の開

国」を宣言されました。マスコミによります

と、多くの首脳たちがこの「平成の開国」宣言

を歓迎したとのことであります。突然に貿易自

由化を目指すＴＰＰを進めるとした菅総理の言

動を見ると、昨年末の沖縄に駐留する在日米軍

の移転に関する政府方針の迷走、尖閣諸島の衝

突事件を中国人船長の超法規的な釈放で決着し

ようとした政府の危機管理意識、さらには北方

領土へのロシア大統領の抜き打ち訪問など、さ

まざまな外圧を受け、国を開くことを思いつい

たのではないかと思わざるを得ません。

これまでの政府の論調は、「例外なき関税撤

廃してでも世界の潮流に乗らなければ、日本の

経済界は大きな損失をこうむる」「ＴＰＰの参

加は国民の生活と元気な日本の復活につなが

り、必ずプラスになる」との強い意欲があらわ

れており、農業団体などが懸念している農業に

ついても、貿易自由化と農業との両立を図ると

いうものであります。果たして、政府がおっ

しゃるように、貿易自由化と「持続可能な強い

農業」の両立を図ることができるのでしょう

か。両立できるか否かは、政府と与党が一体と

なって、国のあり方を明確にしたビジョンを示

すとともに、国民に正しい情報を提供、議論を

通じて共通認識となって初めて両立できるか判

断されるものであります。しかしながら、今回
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の「平成の開国」は、政権与党である民主党内

にも大きな波紋を投げかけており、さきの農林

水産大臣が会長を務める「ＴＰＰを慎重に考え

る会」には100人を超す議員が集まり、反ＴＰＰ

の動きを加速化させているとのことでありま

す。いずれにしましても、国としてのあり方が

明らかにされない中で、国民的議論もしないま

ま、ＴＰＰ参加がなし崩し的に進められた場

合、国内農業はどうなるのか。ＴＰＰ交渉にお

いては、単に関税の例外なき撤廃のみでなく、

郵政民営化の見直しやＢＳＥ対策としての米国

産牛肉の輸入月齢制限など、いわゆる非関税障

壁なども視野に入れた交渉となってくることは

必至であります。果たして、菅総理が言われる

ように、ＴＰＰ参加が国民の生活と元気な日本

の復活につながり、必ずプラスになるのでしょ

うか。

本県の基幹産業は農業であります。我が国の

食料供給県として、優良な農地を活用しなが

ら、安全・安心な農畜産物の生産にひたむきに

取り組んでいる県であります。しかしながら、

地域農業を見ますと、高齢化や担い手不足と

いった構造的な課題に対して、集落営農や農業

生産法人など、地域の特色を生かしながら克服

しようと精いっぱい努力をいたしております。

また、農業は、単に農産物を生産するだけでな

く、農業、商業、工業が連携しながら、農産加

工、販売といった新たな産業を目指す６次産業

の動きも活発になっており、すそ野の広い産業

であります。今回のＴＰＰへの参加は、このよ

うな地域農業に対して壊滅的な打撃を与えるも

のであり、その影響は単に農業生産にとどまら

ず、商業、工業、伝統文化の継承など、地域社

会の崩壊につながりかねない大変危険なもので

あると考えます。以上、基本的なことを申し上

げ、これまでの貿易自由化に向けた取り組み状

況やＴＰＰに向けた具体的な課題など、農政水

産部長にお伺いをしてまいります。まず、今日

まで日本は、12カ国とＥＰＡを合意、締結して

きておりますが、米、牛肉、乳製品等、重要品

目については、すべて例外措置としてきており

ますが、現状についてお伺いをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 我が国のＥＰ

Ａ締結の状況につきましては、平成14年１月に

シンガポールと初めて締結をして以来、現在、

アジアを中心に11の国や地域と締結をし、ま

た、最近では、インドと大筋合意に達している

状況にございます。こうした状況の中で、御質

問にありましたような我が国農業への影響が大

きい米などの重要品目につきましては、関税撤

廃の対象外として合意・締結をしており、現在

でも維持されております。

○山下博三議員 同じく農政水産部長にお伺い

してまいります。２国間協議は、平成14年以

降、自民党が政権与党であった時代から交渉を

加速化させてきたところであります。先ほどの

答弁で、日本が交渉中であるという韓国につき

ましては、アメリカやＥＵなどとの自由貿易協

定（ＦＴＡ）に積極的に取り組んでいるようで

ありますが、一方では、国内の農業対策も多額

の国費を投入していると聞いております。韓国

におけるＦＴＡ、ＥＰＡの取り組みと、農業対

策としてどのような対策を講じておられるのか

お伺いをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 韓国政府

は、2003年から輸出市場の獲得や外国に進出し

た自国企業のビジネス環境の改善などを目的

に、巨大市場を有する先進国や経済成長が見込

まれる新興国を対象として、積極的にＦＴＡ交

渉を推進してきており、現在、ＥＵ、米国とも
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交渉が妥結し、協定発効に向けた作業が進めら

れております。こうした交渉を進める中でも、

韓国政府は、米を自由化例外品目として交渉す

るとともに、一部の農産物には、関税割り当て

や緊急輸入制限品目を残す措置等を講じており

ます。また、韓国農業は我が国の３分の１程度

の生産規模でありますが、国内農業を守るため

の対策として、2003年には10カ年間で約８

兆3,300億円規模、さらに2007年に妥結した米国

とのＦＴＡ発効に向けた補完対策として、同様

に約１兆4,280億円規模の支援対策が決定された

と伺っております。これら対策の具体的な内容

につきましては、被害品目への直接支払いや廃

業支援、輸入に対抗できる専業農家への所得補

償や経営規模拡大支援、食品産業育成、バイオ

技術研究支援や農村活性化等となっております

が、その取り組み状況等の詳細は不明でござい

ます。

○山下博三議員 答弁ありがとうございます。

韓国では、アメリカとのＦＴＡにより、数千品

目の関税が撤廃され、数十億ドルもの年間貿易

額の増加を見込んでいると言われる一方で、韓

国の農業生産者13万人の職と市場開設に伴い、

２兆ウォン（2,400億円）もの損失を予測する調

査結果もあるということでありますが、いずれ

にしましても、２兆7,000億円の農業産出額に対

して９兆円の国内対策を打ったとのことであり

ます。このような中で、市場開放の結果、職を

失うことを恐れる農民や労働者の間では、ＦＴ

Ａ締結に抗議する声が広まっておりまして、Ｆ

ＴＡに反対する者が割腹自殺する騒ぎが起こっ

たりしているということであります。先日、テ

レビ報道でもあったようであります。国のとっ

た政策に反発した国民が、抗議のためにみずか

ら命を絶つということは、政治をつかさどる者

にとっては、最も避けなければならないことで

あり、極めて不幸なことであります。日本では

そのような抗議は起こってほしくないと思って

おりますが、その影響ははかり知れないものが

あると危惧いたしております。影響の大きなも

のとして、日本が現在、高い関税を課して国内

農業を守っておる米、小麦、乳製品の国際価格

と国内価格はどうなっておるのか、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） 国の資料によ

りますと、まず、米につきましては、輸入品価

格が１キログラム当たり57円、国内価格が同じ

く247円であり、内外価格差が４倍強となってお

ります。次に、小麦については、輸入品が１キ

ログラム当たり45円、国産が同じく113円であ

り、内外価格差が２倍強となっております。さ

らに、乳製品については、バター等の原料乳価

格で同じく19円と63円で、３倍強の内外価格差

となっております。

○山下博三議員 いずれも国際価格に比べて３

倍から６倍の価格ということであります。裏を

返せば、現在、スーパーなどで買う価格の３分

の１から６分の１で買えるということでありま

す。一向に回復しない経済状況、デフレの中

で、低価格志向の進む消費者にとっては、一時

的な恩恵はあると思っております。しかし、そ

のような低価格の農畜産物が国内にあふれたと

しますと、果たしてどれぐらいの農畜産物が国

内に入ってくるのか、米、小麦、乳製品につい

てお伺いをいたします。また、その場合の国内

農産物の価格低下も予想されますが、どのよう

にお考えかお伺いをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 国の試算によ

りますと、まず米では、国内生産量の約90％が

輸入に置きかわり、外国産との差別化が可能な
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新潟産コシヒカリや有機米といった、いわゆる

こだわり米等が約10％残るものの、１キログラ

ム当たりの国産価格は、288円から177円に低下

するものとされております。同様に小麦では、

国産100％をセールスポイントにしているものが

約１％残るのみで、価格低下の影響はないもの

の、残りの国内生産量のすべてが輸入に置きか

わるものとされております。さらに乳製品につ

いては、国産のほぼ全量が外国産に置きかわる

ため、これまで乳製品向けに出荷されていた北

海道産の生乳が、都府県の飲用向けに供給され

るため、都府県の生乳生産は壊滅的な打撃を受

けるとされております。

○山下博三議員 すべてのものに影響が出る、

壊滅的な状況になるという報告が今なされたと

ころでありますが、かなりの海外農畜産物が輸

入される見通しが示されましたが、輸入農畜産

物に国内産地が駆逐された後、残るのは広大な

耕作放棄地と、価格決定権を握られ、農畜産物

の安全性や価格高騰のおそれを感じながら、農

畜産物を購入せざるを得ない消費者の姿があり

ます。果たして、そのような状況となった場

合、食料の安定供給の確保や多面的機能の発

揮、農業の持続的な発展、農村の振興に関する

国民の理解をさらに深めるとともに、食料・農

業・農村基本法の理念はどうなるのでありま

しょうか。万が一、ＴＰＰに参加することと

なった場合の農業生産への影響については、去

る11月12日に県に公表していただきましたが、

再度確認の意味で農政水産部長にお伺いをいた

します。

○農政水産部長（髙島俊一君） ＴＰＰに参加

し、関税が完全撤廃された場合、輸入品と競合

する米や農畜産物を中心に、大幅な生産減少や

価格の低下等により1,529億円、関連産業への影

響等により832億円、さらには農業の生産活動の

停止等による多面的機能の喪失として614億円、

これら合計で2,975億円に及ぶ影響が生じるもの

と試算をしております。なお、本県農業産出額

がほぼ半減することにより、離農者の増加や耕

作放棄地等の増大が懸念されるとともに、地域

農業はもとより、地域経済に甚大な影響が予想

されるところであり、産業連関表を用いて試算

いたしますと、直接的な農業就業及び雇用人口

で約３万人、関連産業等で約5,000人の就業者へ

の影響が見込まれるところでございます。

○山下博三議員 ありがとうございます。

それではここで、関連でありますから、民主

党の目玉であります農政改革の戸別所得補償制

度の見直しや予算要求の状況、さらには制度が

想定している基準単価等について、同じく農政

水産部長にお伺いをいたします。農業生産だけ

で1,529億円程度の影響があり、関連産業を含め

ると2,361億円ということであります。来年から

政府与党は、米でモデル的に進めてきた戸別所

得補償制度を米以外の品目にも広げるとしてい

ますが、米など生産しても売れない状況が懸念

されます。米の所得補償制度は、御存じのよう

に、経常的に米の生産費が売り上げ額を上回

る、すなわち赤字であるため、定額部分10アー

ル当たり１万5,000円の助成と、変動部分とし

て、販売価格を下回った場合のその差額が助成

されることとなっております。ちなみに、所得

補償制度元年である本年の米の販売状況を見ま

すと、消費量の減少や卸売業者の在庫が増加し

たことなどから、ＪＡ都城の販売価格は10アー

ル当たりヒノヒカリ１等米１万円と、かつてな

い低い価格となっております。米の販売関係者

や農協関係者の話を統合すると、米の消費が

減っているのに、在庫対策や政府買い入れなど
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の十分な需給調整をしないため、販売価格が低

迷しており、卸売業者の経営も限界に来てい

る、一方、農家には戸別所得補償制度により一

定の所得が補償されているということから、卸

売業者が米の価格を引き下げているのではない

かということであります。

近年、米の価格が下がり続けている中で、地

元の農業者と意見交換するたびに、農業者の生

産意欲の減退や地域の活力低下などを心配する

声が噴出し、これからの地域農業の行く末を考

えると、不安どころか危機感が募ってきます。

価格が下がれば所得補償制度で補てんするから

それでいいのだという民主党の考え方かもしれ

ませんが、農業者はお金が欲しいのではありま

せん。みずからが汗を流し、八十八もの手間を

かけてつくった米を適正に評価してもらうこ

と、すなわち、少しでも高く販売することが米

づくりの喜びであり、安くても国が補てんする

からいいではないかと、その喜びを無視するよ

うな制度は、農業を理解している政策とは思え

ないのであります。万が一、ＴＰＰに参加する

ことになっても、自給率向上を目的の一つとす

る所得補償制度は実施されるものと信じます

が、その際の10アール当たりの補償額は、定額

部分と価格の下落分を加えて10万円を超すので

はないかと見込まれております。たとえ売れな

いとわかっていても、所得補償制度を当てにし

て、現在と同様の面積で米がつくられた場合、

本県だけでも200億円を超す助成が必要となって

まいります。全国15 0万ヘクタールでは１

兆5,000億円が必要になってくる計算になりま

す。戸別所得補償制度は、米価が下落し続ける

中で、来年度の本格実施に向けて見直しが行わ

れているそうでありますが、制度の見直しや予

算要求の状況、さらには制度が想定している基

準単価などについて、農政水産部長にお伺いを

いたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 国におきまし

ては、平成23年度の概算要求におきまして、新

たに麦、大豆等の畑作物に対する所得補償や地

域振興作物の生産、団地化の推進等に活用でき

る「産地資金」などを盛り込み、総額で約8,000

億円の要求が行われております。この要求の中

で、米の所得補償につきましては、定額部分や

変動部分の交付単価を算定する際の基準単価の

考え方や予算額などについて、本年度から実施

しているモデル対策とほぼ同じ形となっており

ます。しかしながら、今回の米価下落やＴＰＰ

協議をめぐる動きの中で、規模拡大に対する加

算措置などが検討されるとの報道があります

が、詳細につきましては、まだわからない状況

でございます。県といたしましては、米価の低

下による農家経営への影響が懸念されることか

ら、今後とも、引き続き、国の対策の検討状況

を注意深く見守るとともに、国に対して、地域

の実情が十分反映され、農業者にとって生産意

欲や将来的な経営展望が描ける制度となるよう

要望してまいりたいと存じます。

○山下博三議員 続けて質問していきます。先

日開催していただきました政審会政策調査会

で、農政水産部長から示されましたＴＰＰ影響

額を試算した資料の中で、肉用牛については、

国の試算に準じて輸入牛肉と競合する肉質等級

３等級以下の国産牛肉が外国産に置きかわり、

肉質等級４、５等級の国産牛肉は残るとして試

算されております。しかし、畜産農家の経営を

見ますと、影響はそれだけでは済まないのであ

ります。経済連のデータによりますと、年間約

２万5,000頭を屠畜する中で、Ａ―４以上の上物

と言われるのは55％であります。例えば100頭の
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肥育牛農家の場合、ＴＰＰの影響を受けないの

はＡ―４以上でありますから、55頭ということ

であります。100％という農家は１軒もおられま

せん。とすると、１軒の肥育経営で飼養頭数

の55％は大丈夫だが、残りの45％の牛は輸入品

に置きかわるということであり、販売先がな

い、すなわち、飼養経費だけがかかるというこ

とになり、経営全体には大きな影響を与えるこ

とになります。このようなことからしても、Ｔ

ＰＰへの安易な参加は、本県農業生産のみなら

ず、農村社会全体に深刻な打撃を与えるのでは

ないかと考えますが、農政水産部長の御認識に

ついてお伺いをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 関税撤廃を前

提とするＴＰＰへの参加につきましては、農業

や食品加工などが県内経済の基幹産業であるこ

とから、地域経済に深刻な影響が予想されるこ

と、また、世界的な人口増加に伴い、将来の食

料不足が懸念される中で、我が国の食料自給率

が大幅に低下する可能性が大きいこと、さら

に、農業や農村が担っている国土保全など多面

的機能が失われること等の問題点が懸念される

ところでございます。一方、経営規模の拡大等

による国内農業の生産力強化を図りながら、農

業構造の改革を推し進めることは、喫緊の課題

ではございますが、国土面積など自然的条件を

踏まえれば、ＴＰＰ参加予定国である米国や豪

州のような大規模経営との競争には限界がある

こと、また、米国やＥＵ等の農産物輸出国で

は、輸出補助金や直接支払い等の農業支援策が

充実・強化されていること等の点につきまして

も留意していく必要があると考えております。

いずれにいたしましても、こうした状況を踏ま

えながら、国に対しては、今後の農業戦略や食

料戦略をしっかり構築し、その道筋を示した上

で、国民的議論がなされる必要があることを強

く訴えてまいりたいと考えております。

○山下博三議員 商工観光労働部長にお伺いし

ていきたいんですが、もう時間が押し迫ってお

りますから、かいつまんで質問させていただき

たいと思います。ＴＰＰはデメリットだけでは

ないということでＴＰＰを推進しようとしてい

るのは、国で言えば経済産業省サイドであると

思っております。この中で、ＴＰＰ参加国、日

本を入れたら10カ国になるだろうと思うんです

が、この予想される参加国の人件費、これがど

れほどになっておるのか、おわかりでしたら商

工観光労働部長にお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 総務省統

計局の資料をもとに、ＴＰＰ参加国、これは現

在４カ国でございますが、製造業の月平均賃金

の把握ができる国についてはチリでございまし

て、為替レート換算で試算しますと、2008年度

におきまして約６万9,000円となっています。ち

なみに、日本の月平均賃金が約29万3,000円であ

ります。なお、参加を検討している韓国では、

約25万8,000円となっております。以上でござい

ます。

○山下博三議員 もう一点、商工観光労働部長

にお伺いいたしますが、本県商工業におけるＴ

ＰＰ参加における影響をどのように算定されて

おられるかお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 商工業へ

の影響でございますけれども、例えば製造業に

つきましては、輸出依存型の企業から内需型の

食品関連企業など幅広くあるわけでございまし

て、また、企業ごとに多くの取引先を持ってお

り、個々の原材料等の調達過程あるいは製品の

最終販売先を把握することが難しい状況にござ

います。また、商業・サービス業は、その取り
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扱う商品内容は多種多様でございます。したが

いまして、本県商工業の影響額を具体的に算定

することは大変困難でございます。いずれにし

ましても、本県の基幹産業であります農畜産業

への影響が見込まれる中で、県産業全体への影

響も懸念されますので、今後、本県の商工業分

野にどのような影響が生じることになるのか、

情報収集に努めるとともに、国の動向を注視し

てまいりたいと考えております。

○山下博三議員 最後の質問になりますが、知

事にお伺いしたいと思います。私が東国原知事

に質問するのは、今議会が最後になります。知

事が今後進まれようとする道は、ちまたで言う

ように、国政なのか東京都知事であるかは、知

事のみぞ知るであります。しかし、農業県宮崎

の知事として４年間務められ、その間、農畜産

物のブランドＰＲはもとより、鳥インフルエン

ザ、口蹄疫の発生の経験を踏まえた上で、国は

ＴＰＰに対してどのように取り組んでいくべき

とお考えかお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 国際的な経済連携協

定を結ぶ場合には、参加国それぞれが異なる状

況にあることを考慮し、域内における経済連携

の利益が偏在しないよう配慮することが必要で

あります。特に、農業分野を完全自由化する場

合、企業的経営の事業体だけが生き残ることと

なりまして、農業国であっても自営農家は淘汰

されていく可能性があることなどの理由から、

それぞれの国ごとに重要品目を指定し、自由化

の対象から除外するといった措置が講じられて

おります。また、世界的な人口増加に伴う食料

不足が見込まれる中で、農産物の国際価格は上

昇傾向にありますが、域内の農産物の関税撤廃

は、さらなる国際価格の上昇を促す可能性が指

摘されておりまして、食料自給が困難な状況に

ある途上国では、食料確保が一層厳しくなるも

のと考えられます。国には、このような状況を

十分に踏まえるとともに、我が国においても、

農業分野には多大な影響が予想されますことか

ら、国際競争にも負けない農業の構築や、重要

品目の除外など農業自由化に伴う影響の緩和措

置等について、しっかりとした方針を立て、国

民の理解を得られるよう努めていただきたいと

考えております。

○山下博三議員 農業県宮崎でありますから、

このＴＰＰが、国民の合意のもとに、本当に食

料を海外に90％も依存していいかどうか、その

審判だろうと思っております。民主党さんのほ

うでいい議論の場を出していただきましたか

ら、お互いに日本国として道筋を示していく大

きな議論の場になると思っております。宮崎県

は農業県でありますから、農業を守るために精

いっぱいみんなで努力していきたいと、そのよ

うに申し上げまして一般質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。（拍手）

○蓬原正三副議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。通告に従って一

般質問を行います。

まず最初は、農業関連でＴＰＰ交渉参加問題

について伺います。

菅首相がＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）へ

の参加・検討を突然言い出し、11月９日、閣議

決定を行い、ＡＰＥＣに臨みました。このＴＰ

Ｐ交渉は、アメリカ、オーストラリアなど９カ

国によるもので、自由化の例外を一切認めず、

関税の完全撤廃を参加国に迫るものです。仮に

も日本が参加すれば、アメリカなど農業大国か

らの輸入も完全自由化されることは避けられま

せん。政府の試算では、国内の農産物の生産額
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の減少は４兆1,000億円、食料自給率は40％か

ら13％に低下、農業の多面的機能は３兆7,000億

円程度喪失、関連産業への影響は、国内総生産

で８兆4,000億円程度減少、340万人の雇用が失

われるという、日本農業に壊滅的打撃を与える

驚くべき数字が示されました。当然、農業を基

幹産業とする本県にとっても、その影響は避け

られません。まず、ＴＰＰへの参加で宮崎県の

農業分野に及ぼす影響はどうか、農政水産部

長、試算をお聞かせください。

次に、口蹄疫復興対策について伺います。

昨日の農水省の検討委員会の最終報告のまと

めは、国の責任も厳しく指摘しておりますが、

終息宣言から３カ月、被災農家の皆さんも、よ

うやく再建に向けて第一歩が踏み出されようと

しています。しかし、さまざまな課題も派生

し、今しっかり支えていくことが必要ですし、

その現状をしっかり把握することから始まりま

す。まず、被災農家の再建に向けて、その現状

についてお聞かせください。農政水産部長にお

願いをいたします。

次に、国民健康保険の広域化問題について伺

います。

国民健康保険をめぐっては、支払い能力を超

える高い保険料に悲鳴が上がっていますが、厚

生労働省は、市町村が運営する国民健康保険に

ついて、全年齢を対象に都道府県単位の運営に

移行する広域化を、全国一律で期限を定めて実

施する方針を示しました。また、後期高齢者医

療制度にかわる新制度について、75歳以上の高

齢者の８割、約1,200万人が都道府県単位で財政

運営する国保に加入し、市町村単位で運営する

現役世代とは別勘定で、その次の段階で国保の

広域化を行うとしています。現実問題として、

市町村国保は滞納世帯の増大など厳しい状況に

ありますが、国はなぜ国保の広域化を進めよう

としているのか、また、この広域化方針につい

て県はどのように考えているのか、まずお聞か

せいただきたいと思います。福祉保健部長にお

願いをいたします。

次に、雇用対策について伺います。

依然として景気低迷の中、デフレ経済が進行

する中で、年の瀬を迎えようとしています。有

効求人倍率は低迷が続き、極めて厳しい状況で

す。一度職を失うと、再就職はなかなか容易で

はありません。生活の安定のためにも、雇用の

確保は最重要課題となっています。この間、県

は、さまざまな基金による緊急雇用創出事業、

ふるさと雇用再生事業など取り組んでこられま

したが、まず、この事業成果について、商工観

光労働部長に伺いたいと思います。

次に、住宅リフォーム助成制度の創設につい

て伺います。

住宅リフォーム助成制度は、住宅の増改築・

リフォーム工事に一定の財政支援を行う事業で

す。住宅関連事業は、多くの業種がかかわる点

で波及効果が高く、特に建設業者の仕事起こし

につながり、この景気低迷の中、県内経済の活

性化を図ることが十分に期待できる事業です。

この住宅リフォーム助成の事業は、広く全国で

も取り組まれています。既に県内でも過半数の

自治体で実施されており、地域経済の活性化に

大きく寄与しているところです。ぜひ本県での

住宅リフォーム助成制度の創設を求めるもので

すが、県民政策部長にお答えをいただきます。

次に、県内で繰り広げられている日米共同訓

練の問題について伺います。えびの市と鹿児島

県湧水町にまたがる自衛隊霧島演習場で、12月

６日から15日まで、日米共同訓練を実施するこ

とが防衛省から伝えられています。今回の日米
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共同訓練は、ことし５月に発表された日米共同

発表の一環であり、危険な米海兵隊の訓練を全

国にばらまくものにほかなりません。また、日

向灘沖合で、今月14日から昨日24日まで、日米

共同掃海訓練が実施されてきました。さらに、

新田原基地では、既に米軍の移転訓練が強行さ

れており、米軍基地化とも言える基地の強化が

推し進められ、滑走路のかさ上げ工事や200名規

模の米軍宿舎建設が進められています。地元住

民は、耐えがたい騒音とともに、常に危険に脅

かされながらの生活を余儀なくされています。

まさに、宮崎の陸も海も空も、アメリカのたく

らむ無法な戦争への軍事演習の場と化し、日本

はそのアメリカの戦略にしっかりと組み込まれ

ています。県は、県民の生命・財産、安全を守

る責任ある立場から、こうした危険きわまりな

い日米軍事演習を受け入れるべきではありませ

ん。きっぱり拒否するよう求めるものです。知

事の御見解を伺いたいと思います。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席から続けていきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

日米共同訓練につきましては、我が国の平和

と安全保障に関することであり、日米両政府の

合意のもと、国の責任において実施されている

ものと認識しております。県といたしまして

は、県民の生命・財産を守る立場から、訓練が

実施されるたびに、安全対策や騒音問題等の生

活環境に係る保全対策など、県民の安全・安心

の確保に万全を期されるよう、国に対して要望

しているところであります。〔降壇〕

○県民政策部長（山下健次君）〔登壇〕 お答

えいたします。

住宅リフォームに対する助成についてであり

ます。住宅リフォームは、御指摘もありました

ように、関連する業種も多く、経済波及効果が

高いことは理解しておりますが、その一方で、

個人資産に公費を投入することに関しての公益

性の判断や市町村との役割分担など、慎重な検

討が必要であろうと考えております。また、直

接ではないんですが、県では、ＣＯ２削減に資

するということを目的として、住宅用太陽光パ

ネル設置に対する補助を行っておりまして、昨

年度が１億5,000万円、今年度が２億5,000万円

の予算を措置しているところでありますが、こ

の事業は、県内の経済、雇用にも少なからず寄

与しているのではないかと考えております。住

宅リフォームに対する助成につきましては、宮

崎市を初め、県内の複数の市、町で実施されて

おりますが、県といたしましては、現下の厳し

い財政状況や市町村との役割分担、あるいは国

による経済対策の活用などを考慮しながら、適

切かつ効果的な経済活性化策を検討してまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

国民健康保険の広域化についてであります。

国は、国民健康保険制度の安定的な運営のため

には、将来的に地域保険として一元的な運用を

図る必要があるとの観点から、現在の市町村単

位の運営を都道府県単位に広域化することが必

要としているところであります。しかしなが

ら、現時点において、国の考える広域化の姿が

財源等の問題も含め不明確であるため、県とし

ましては、今後とも、国における検討状況を注

視していきたいと考えております。以上でござ

います。〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕
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お答えします。

緊急雇用創出事業臨時特例基金事業等につい

てであります。この基金事業の成果といたしま

しては、雇用創出数につきましては、平成21年

度は、県、市町村合わせて、緊急雇用基金事業

で1,348人、ふるさと雇用基金事業で443人、合

計で1,791人の雇用を創出したところでございま

す。今年度は、２つの事業で計3,444人の雇用を

創出する計画となっております。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、ＴＰＰについてであります。本県農業

への影響額につきましては、関税撤廃による輸

入品等への置きかえや価格の低下等によりまし

て、米で236億円、畜産物で1,293億円の合計

で1,529億円となり、本県農業産出額の約半分近

くが減少すると試算しております。また、関連

産業への影響で832億円、国土保全等の農業・農

村の多面的機能の喪失で614億円の影響が生じる

と見込んでおり、これらすべての合計で2,975億

円の影響が生じるものと試算しております。さ

らに、これら農業生産活動の減少による就業・

雇用への影響といたしましては、産業連関表を

用いて算出いたしますと、約３万5,000人の影響

が生じるものと試算しております。

次に、被災農家の再建に向けての現状につい

てであります。被災農家を対象に、経営再開の

意向や再開に向けた要望等の調査を実施した結

果、回答を得た1,070戸のうち、約８割に当た

る865戸が経営再開の意向を示しており、11月22

日現在、４市５町の約380戸で家畜が導入され、

経営が再開されております。なお、経営再開に

当たっては、発生農場176戸に観察牛を配置し、

異常がないことを確認するとともに、県で作成

した再導入マニュアルに基づきまして、農場の

防疫対策の確認を行った上で、家畜の導入を

行っているところです。さらに、導入後にも家

畜の健康観察を行うなど、安全・安心な経営再

開に向けて万全を期しているところでございま

す。以上であります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれ御答弁をいただき

ましたが、まず、ＴＰＰの問題について、再

度、御質問をさせていただきたいと思います。

ＴＰＰ参加による本県への影響予想が今示さ

れました。まさに深刻な事態に直面しようとし

ております。政府は、第３の開国などと言っ

て、関税の撤廃で完全な貿易自由化に道を開こ

うとしておりますけれども、今、主要国の農産

物の平均関税率はどうなっているかお聞かせく

ださい。

○農政水産部長（髙島俊一君） 国の資料によ

る主要国の関税率の状況につきましては、各品

目ごとの関税率の合計を品目数で割った単純平

均で比較いたしますと、インドとノルウェーの

２カ国が120％台と高く、韓国が62％で、スイス

が51％であります。次に、40％台がインドネシ

ア、メキシコ、30％台がブラジル、タイ、アル

ゼンチンなどの農産物輸出国となっておりま

す。そして、ＥＵの20％、マレーシアの14％の

次に、日本が12％で、米国が６％となっており

ます。

○前屋敷恵美議員 今、関税率をお示ししてい

ただきましたが、日本は11.7％、約12％で、ア

メリカに次いで世界で２番目に低いという状況

にあります。日本は鎖国どころか、十分過ぎる

ほど国が開かれているというふうに思います。

そして、この関税の低さが、今日の日本農業の

疲弊、困難の主要な原因をつくってきたという

ふうに思っています。ですから、主要農産物の
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緊急輸入制限、いわゆるセーフガードなどの発

動を求める声が、この間、大きく起こってきた

ことも事実です。ＴＰＰへの参加は、それに追

い打ちをかけて、国民の食の安全と安定供給を

根底から破壊することになるというふうに私は

思います。ＴＰＰ参加による宮崎の農業や産

業、地域経済、さらには環境などの将来像はど

うなると考えますか。そしてまた、それを踏ま

えて、県としてはどのように対処、対応できる

と考えておられるかお伺いしたいと思います。

県民政策部長。

○県民政策部長（山下健次君） ＴＰＰへの参

加は、アメリカ市場における競争力の確保や、

今後成長が期待されますアジア地域への進出な

どを目的として検討されているところでありま

す。このため、参加のメリット、デメリットや

本県への影響については、長期的な視点からと

らえることが必要でありますが、今後の世界経

済の動向やアジア市場の成長等により、どのよ

うな変化が起こってくるのかについて、現時点

での把握は難しいところがございます。しかし

ながら、本県にとりましては、農業分野等への

影響が大きいと予想されますことから、ＴＰＰ

への参加によりまして、地方経済が甚大な影響

を受ける可能性があること、さらに地方の不安

にこたえるためには、今後の農業戦略、食料戦

略を早急に構築し、将来の道筋を示した上で、

国民的な議論を行う必要があるということを国

に訴えてまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 今、本当に甚大な被害が予

想されるという御答弁でありましたけれども、

まさにそうなんですね。今、示されているだけ

でも、農業関連で、宮崎の米は全滅、生乳のほ

とんどが消滅、肉質４等級、５等級の国産牛以

外は外国産に置きかわるといった事態が予測さ

れております。これでは宮崎の農業が立ち行か

なくなるのは必至であります。ですから、ＪＡ

宮崎中央会を初め、県内の農業諸団体、そして

農家の皆さんが、こぞってＴＰＰへの参加に反

対の意思を表明しておられますけれども、私は

極めて当然のことだというふうに思います。し

かも今、地球的規模の食料不足が大問題になっ

ているときです。ＴＰＰへの参加で豊かな潜在

力を持ったかけがえのない農林漁業をつぶすな

どは、国民や県民の願いにも世界の流れにも反

することで、食料主権の確立こそ今すべきでは

ないか、これが世界の流れだというふうに私は

思っています。しかも、ＴＰＰの影響は農業だ

けにとどまりません。金融、保険、公共事業の

入札、医師や看護師、介護士などの労働市場の

開放まで含まれておりますから、広く経済的な

弊害は必至と見込まれるところです。ＴＰＰへ

の参加は、本県にとっても、こうした甚大な被

害が予測されることは、今るるお示しいただい

たとおりです。しかも宮崎は、口蹄疫からの復

興に向けて、その取り組みが始まったばかりで

すから、なおさらだというふうに思っていま

す。県としては反対の立場を明確に示すべきだ

と思いますが、知事の見解を求めたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） 貿易の自由化は、世

界経済全体の成長を促すためには必要なことで

あるとは思っておりますが、一方で、それぞれ

の国や地域が直面している状況や課題はさまざ

まであります。特に、農業分野の完全自由化

は、農業国であっても企業的経営の事業体だけ

が生き残ることになり、自営農家は淘汰されて

いく可能性があります。また、食料に関する安

全保障の面も考慮すると、ＴＰＰであってもそ

れぞれの国ごとに重要品目を指定し、自由化の
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対象から除外するなど、各国の事情に配慮した

措置が講じられる必要があると考えておりま

す。国際的な経済連携は自然な流れでもあり、

将来に向けては貿易自由化の方向に進んでいく

ものと思いますが、県といたしましては、今後

の農業戦略、食料戦略の必要性と地方の声を

しっかりと国に訴えてまいりたいと考えており

ます。

○前屋敷恵美議員 今、知事は、貿易自由化の

方向に進む、まさに世界の流れだというふうに

思っておられるという御回答でありましたけれ

ども、しかし私は、貿易自由化ではなく、さっ

きも言いましたように、今、各国の食料主権を

守る、これが世界のルールになってきていると

いうふうに思っています。2004年の国連人権委

員会で、各国政府に対して食料に対する権利を

尊重し、保護し、履行するよう勧告するという

内容の「食料に対する権利に関する特別報告

書」の決議が行われました。加盟国は53カ国

で、これにはもちろん日本も入っておりまし

て、日本を含む圧倒的多数の賛成で採択をされ

たんです。しかし、その中で反対をしたのがア

メリカ、棄権をしたのがオーストラリア、この

２カ国だけでした。ですから、世界の流れは、

本当にその国の食料は自国で守るというこの食

料主権が、世界の圧倒的多数の意思であるとい

うことが今確認をされた状況だというふうに

思っています。ですから、関税撤廃が今度のＴ

ＰＰですけれども、今こそ関税そのものの意味

が大きく問われているというふうに私は考えて

います。地域経済を支え、雇用を支え、国土と

環境を守るかけがえのない多面的な役割を果た

しているのが農林漁業です。ＴＰＰへの参加

は、結果的にこれらをすべて犠牲にすることに

なることは、既に皆さんの懸念のとおりだとい

うふうに思っています。ＴＰＰ参加で利益を得

るのは、一部の輸出大企業だけです。今こそ、

こうした食料主権を保証するルールをつくっ

て、農林漁業を真に再生することが求められて

いるというふうに私は思っているところです。

少なくともこの宮崎は、日本の食料基地を自負

する県でございます。そうであれば、宮崎の農

業を守ることは、県としても当然のことではな

いでしょうか。ＴＰＰ交渉参加に反対する立場

を今こそ明確に示して、県民と一緒になって、

宮崎の農業、日本の農業、そして国民の食料を

守るという立場を明確に示すことを強く求めた

いと思いますけれども、もう一度、知事の見解

をお示しください。

○知事（東国原英夫君） 「国際的な経済連携

は自然な流れでもあり、将来に向けては貿易自

由化の方向に進んでいくものと思いますが」

と、これは私は潮流だと、流れ、トレンドだと

思います。ただ、食料に関しては、食料戦略、

農業戦略をきちっと、必要性、その重要性を改

めて申し上げたことであって、全体的な流れと

しては、そちらの方向、余りにも保護貿易とい

うのは、どういうふうな世界の情勢になるかと

いうのは歴史が証明しています。そういった中

で、国際社会の中で、どういう立ち位置を示す

かというのは、日本国が、政府がきちんと考え

なきゃいけない。その中で重要なのは、やっぱ

り食料問題、そういったものがとりわけ重要で

あるということを申し上げたんです。

○前屋敷恵美議員 その食料問題がまさに今度

のＴＰＰの大きな課題ですので、やはり宮崎の

者としては、この宮崎が、食料そのものも含め

て、経済もあわせて疲弊するかどうかという岐

路に立たされているということを真剣に受けと

めて、県としての立場を明らかに示していくこ
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とが必要だというふうに思っているところで

す。

次に、口蹄疫対策に移りたいというふうに思

います。

先ほど、被災農家の現状をお伺いいたしまし

たが、口蹄疫の影響を受けた畜産関連業や飲食

業など、地域経済の回復状況はどういう状況に

あるのかお聞かせください。

○県民政策部長（山下健次君） 口蹄疫の終息

後、家畜市場が再開されまして、畜産農家の経

営再開も始まっており、県内経済は徐々にでは

ありますけれども、回復に向け動き出している

ところでございます。今月の11日に日銀の宮崎

事務所から公表されました金融経済概況という

のがございますが、この中で、「個人消費につ

いては、口蹄疫復興支援の効果もあって持ち直

しの動きが一部に見られ、また、観光でも10月

はイベント等の効果から県内客を中心に入り込

み客数が増加した」とされているところであり

ます。しかしながら、全国的にも景気が低迷す

る中で、本格的な経済回復には遠い状況である

と認識しているところでございます。今後、県

内の経済活動をいかに早く回復できるかという

のが重要な課題であると考えておりますので、

現在、国において審議が進められております経

済・雇用対策への対応を含めまして、全庁的に

本県の経済回復に取り組んでいく必要があると

考えております。

○前屋敷恵美議員 口蹄疫の復興、これからと

いうところなんですけれども、口蹄疫復興は国

の主導で国が責任を持つことがまず基本だとい

うふうに私は思います。しかし今、国の復興支

援を見てみますと、極めて不十分だというふう

に言えると。県としてはどのように考えておら

れるのか、今後どのように国とは向き合ってい

くのか、知事にお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 10月に国において方

針決定されました口蹄疫復興対策では、畜産再

生等を図るための国庫補助事業等として約90億

円、また、商工業や市町村への支援等を行うた

め、県において1,000億円の運用型基金を設置す

ることなどが示されましたほか、畜産農家に支

払われます手当金等についても免税の措置が講

じられたところであります。本県から要望した

内容がすべて認められたというわけではありま

せんが、畜産再生や環境対策、イメージ回復や

市町村支援等の事業については、国から示され

ました対策について、その活用を工夫していく

ことにより、おおむね実行可能であると受けと

めておるところであります。なお、復興を進め

ていく中で、新しい事態の発生や情勢の変化等

も想定されますことから、国に対しましては、

引き続き、適切かつ柔軟な支援を講ずるよう、

働きかけてまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 私、特措法の精神からいっ

ても、非常に国は後退しているというふうに思

います。今後、復興に向けては、まだまださま

ざまな課題が出てくるというふうに思います。

ですから、引き続き、国には積極的に県民の立

場からさまざまな要望も進めていくことが肝心

だと思いますので、ぜひそういう方向を堅持し

ていただきたいというふうに思います。

次に、感染経路の解明の到達状況をお伺いし

たいんですが、これまでの御質問の中で到達状

況は示されました。なかなか解明は難しい状況

にあるという御回答もいただいているんですけ

れども、私は、感染の原因がわからないでは安

心して畜産の再開はできないし、また規模拡大

にも踏み切れない、こういうことだというふう

に思います。国と県、本当にこれからも協力を
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して、その原因解明、感染ルートの解明も含め

て、感染源の解明には努力をしていただきたい

というふうに思っているところです。

それともう一つは、なかなか感染源がわから

ないという中では、どうしようもないと思うん

ですね。ですから、今、想定されていることに

は、やはり最大限それぞれ対処をしていくこと

が必要だというふうに思います。当然海外から

侵入してくる家畜伝染病に対して、県ではどの

ような防疫対策を行っていくのか。昨日の質問

の御回答では、飛行場における足踏みマットと

か消毒槽ということがありましたけれども、私

はヨーロッパ並みの徹底した対策が必要じゃな

いかというふうにも思うんですが、知事、いか

がですか。

○知事（東国原英夫君） 口蹄疫や高病原性鳥

インフルエンザなどの海外悪性伝染病の防疫体

制につきましては、港や空港でのいわゆる水際

対策が非常に重要であると考えております。こ

のため、従来、宮崎空港の国際線や細島港にお

いては、消毒マットの設置等による靴底消毒を

行っていたところですが、今回の発生を受け

て、国内線や油津港も含め、さらなる防疫対策

の徹底をお願いし、対応していただいていると

ころであります。今後とも、県といたしまして

は、このような取り組みにより、水際対策の強

化を図るとともに、国に対しては、国家防疫の

観点から、海外悪性伝染病が二度と侵入しない

ように、抜本的な対策が講じられるよう要望し

ているところであります。

○前屋敷恵美議員 ぜひこの防疫対策は、国の

責任として、県の責任として、しっかり進めて

いただきたいというふうに思います。

それから、今、復興に向けて、さまざまな問

題が発生しているんですけれども、一つは、預

託農家への手当金の配分が問題にもなっており

ます。どのように把握し対応しているのか伺い

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） 家畜の所有者

から委託を受けて事業を営む預託経営につきま

しては、畜産経営の一つであり、このような預

託農家の経営安定を図ることも重要であると認

識いたしております。今回、口蹄疫の発生によ

り、預託農家が飼育する家畜が殺処分されまし

たが、その手当金等は、家畜の所有者である預

託元に支払われることとなっております。しか

しながら、手当金等の中には、家畜を飼養する

ために必要な経費が含まれておりますので、生

活や経営再建等に支障が生じている預託農家に

対して適切な対応をとるよう、預託元に指導助

言を行っているところでございます。

○前屋敷恵美議員 ぜひ状況も把握して、問題

解決につながるような指導・援助を積極的に

行っていただきたいというふうに思います。

次に、被災農家の経営再建において、一定収

入がない時期が出てくるわけです。そういった

意味では、手当金ではなく生活費として、その

手当金は牛や豚の購入とかに回っていくわけで

すから、生活支援が必要と思いますけれども、

どのような対応をなされているのか、農政水産

部長、あわせてお願いします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 被災農家への

生活支援につきましては、新たな家畜の導入後

も、直ちには販売収入が得られないことを考慮

し、経営支援互助金や経営再開支援金が支払わ

れることとなっております。また、被災農家の

経営再建につきましては、普及センターに営農

に関する相談窓口を設けるとともに、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
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して、経営再建を総合的に支援する専門チーム

を設置し、農家ごとに経営再開のためのシミュ

レーションを行うなど、関係機関と一丸となっ

て、農家の実情に応じた総合的な支援活動を進

めているところでございます。

○前屋敷恵美議員 それぞれいろんなケースが

あろうかと思いますけれども、それぞれに親身

な援助、相談も含めて受けていただきたい、そ

してまた、援助していただきたいというふうに

思います。

それからもう一つ、国保税の減免措置の問題

なんですけれども、当然被害を受けた農家に対

してもですが、やはり口蹄疫の被害はさまざま

な面で影響を及ぼしておりますので、そういっ

たところで国保税の減免措置が図られないかと

いう問題で、福祉保健部長、お願いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 国保税の減免

については、各市町村の条例や規則に基づい

て、各市町村長の判断により行うこととされて

おります。県としましては、市町村に対し、適

切な対応を行うように助言指導を行っていると

ころであります。

○前屋敷恵美議員 今回の口蹄疫被害の場合

は、通常の経済の落ち込みとか経営の落ち込み

とはまた違うわけですよね。ですから、やはり

私は、これは口蹄疫復興対策の一環として、問

題解決に当たるべきじゃないかというふうに思

うんですけれども、これは国のほうにもそうい

う形で、交付税措置も含めて、ぜひ要望してい

ただきたいと思いますが、いかがですか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 国保税につい

ては、税の特例扱い、いわゆる免税扱いとはさ

れておりません。厚生労働省において、何らか

の措置の検討を行っているところであるという

ふうにも聞いておりますので、情報収集に努め

てまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 この口蹄疫の復興は、今申

しましたように、さまざまな課題や不安を抱え

ながら口蹄疫被害から立ち直ろうと、今、農家

の方も、そして地域の方々も、必死になって頑

張っておられる状況です。しかし、これがどれ

ほどかかるのか、それがまだ見えないという状

況の中では、今後とも、こうした方々に寄り

添ったきめ細かな支援を進めていくことが必要

だというふうに思っております。そのことが一

日も早い復興につながっていく、再建につな

がっていくというふうに思いますので、その農

家や地域の皆さんに寄り添ったきめ細かな支援

を続けていくという必要性について、知事の見

解を述べていただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 口蹄疫からの再生・

復興を図るため、これまで、観察牛の導入など

畜産農家の経営再開支援や、埋却地周辺の環境

調査といった緊急的な課題を中心に対応してま

いりましたが、二度と同じ事態を引き起こさな

い防疫体制の強化や、特定疾病のない畜産モデ

ル地域の構築など、本県畜産の再生・復興を

図っていく上で重要なポイントとなる取り組み

については、これからの課題であります。本県

の畜産再生や県内経済の回復を図っていく中

で、当初想定できなかったような状況が出てく

ることも考えられますので、御指摘のとおり、

口蹄疫で被害を受けた方々が安心して経営を継

続していくことができるよう、引き続き、きめ

細かに対応していく必要があると考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 ぜひよろしくお願いいたし

ます。

では次に、国保の広域化の問題について質問

をさせていただきます。
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国は、県に調整交付金の減額措置をしないこ

となどを示しながら、広域化等支援方針の策定

をこの12月末までにと求めているというふうに

伺っておりますけれども、県の対応について伺

いたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 広域化等支援

方針は、本年５月、国民健康保険法の一部改正

により、都道府県は国保事業の運営の広域化ま

たは財政の安定化を推進するため、市町村に対

する支援の方針を定めることができることとさ

れたものであります。広域化等支援方針におい

て策定する事項は、国保の現状及び将来の見通

し、国保事業の運営の広域化または財政の安定

化の推進に関する基本的事項や施策等となって

おります。県としましては、この方針を策定す

ることは、市町村国保の財政の安定化に資する

ものであるとの考えから、保険税収納率の目標

設定や収納率改善についての措置のほか、市町

村の意見が集約できた事項等について、本年12

月末までに策定することとしております。

○前屋敷恵美議員 この方針の策定ということ

になれば、広域化に一歩踏み込むということに

なってくるんじゃないかなというふうに私は思

うんですね。先ほど、この広域化の中身が見え

ないということを言われましたが、確かに今の

時点では、そういう状況があるだろうというふ

うに思います。しかし、さまざまな課題も今、

見え隠れするといいますか、出てきている状況

があるんですけれども、今の段階で県として考

えられるような課題、問題点などがあれば、お

聞かせ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

の広域化につきましては、先ほど申し上げまし

たように、国の考える広域化の姿が不明確であ

るため、広域化の課題を把握することは難しい

ところでありますけれども、医療機関の偏在に

よる医療給付費の地域間の新たな格差拡大など

について、抜本的な解決を図ることが重要であ

ると考えております。なお、医療保険制度の最

終的な責任者である国の財政的な役割について

も、議論が行われる必要があると考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 今、国民の前に中身を明ら

かにしないというところは本当に問題だと思う

んですけれども、私が前段、申し述べましたよ

うに、今、市町村国保は押しなべて財政難にさ

らされております。その原因は、今、国の負担

の問題、責任の問題を言われましたけれども、

国庫負担金の大幅な削減によるものでありま

す。国の予算を削減したまま財政困難な国保を

寄せ集めても、弱い者同士の痛みの分かち合い

にしかならず、財政や制度の改善にはつながら

ないというふうに思っています。しかも、広域

化になりますと、これまで市町村で一部、一般

財源からの繰り入れをするなどして、独自の手

だてで保険料の引き上げを抑えるという努力が

なされてきたんですけれども、それができなく

なるという点では、国保税はさらに高騰して、

今後、医療給付費がふえるのに応じて、際限な

く引き上げられるということになって、まさに

国民負担が引き上げられるということになって

います。国の負担責任が明確に示されないで

は、広域化は問題解決できないし、国民負担だ

けが今言ったように重くのしかかることになり

ます。さまざまな課題を抱えた広域化の問題で

す。これから徐々に明らかにしていかなければ

なりません。私は、国民の立場に立った国保に

するかどうかということが、今、大きく問われ

てくるというふうに思っています。こういうこ

とを指摘して、今後に臨んでいきたいというふ
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うに思いますので、県としても、国民のための

国保になるように、国にもいろいろ提言をして

いただきたいというふうに思います。

次に、雇用対策について伺います。

ただいま、基金事業での成果についてお伺い

をいたしました。しかし、この基金事業がなか

なか短期間の雇用ということもあったりして再

就職につながらない、そこが問題だというふう

に思うんですね。ですから、安定した職の確保

に向けて、県も基金事業だけでなく、さまざま

な工夫やまた施策も打ちながら、雇用の確保に

ぜひ努めていただきたいというふうに思いま

す。

それから次に、若年者の雇用対策について伺

いたいと思います。政府の調査では、来年３月

卒業の大学生の就職内定率は、前年より4.9ポイ

ント下がって57.6％、高校生の内定率も、激減

した昨年を少し上回ったものの、一昨年より10

ポイント以上低い40.6％にとどまっています。

まさに超氷河期という状況がございます。です

から、私はぜひ、県内で体力のあるとりわけ大

企業、旭化成だとか九電だとかが挙げられると

思うんですけれども、そういう会社が積極的に

求人を出して、社会的な責任を果たしてもらう

という、そういう雇用拡大の要請を行うことが

必要かというふうに思うんですけれども、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） 県では、

宮崎労働局や県教育委員会と連携しまして、県

経営者協会等の経済団体を通じ、県内企業に対

しまして、新規学校卒業者の求人枠の確保・拡

大について要請を行っているところでございま

す。また、本年10月には、宮崎労働局が中心と

なりまして、宮崎新卒者就職応援本部が設置さ

れたところでありますので、今後とも、関係機

関との連携を強化しながら、事業主団体への採

用拡大の要請など、新規学校卒業者の就職支援

に積極的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○前屋敷恵美議員 ぜひ積極的な取り組みをよ

ろしくお願いしたいと思います。

次に、県立高校生の就職内定状況をお聞かせ

いただきたいと思います。

また、就職対策をどのように行っているのか

も、あわせてお答えください。

○教育長（渡辺義人君） まず、県立高校生の

就職内定状況でありますが、10月末現在の状況

で申し上げますと、県内就職希望者が50.0％、

県外就職希望者が65.9％の内定率であり、全体

といたしましては、57.4％となっております。

これは昨年同期と比較いたしますと、0.8ポイン

ト増加いたしておりますが、一昨年同月の内定

率と比較いたしますと、9.4ポイント減少してお

りまして、昨年同様、大変厳しい状況が続いて

おります。

次に、就職対策でありますけれども、県立高

校生の就職対策につきましては、県教育委員会

といたしましては、本年も６月に県経営者協会

を初め主要な経済４団体に対しまして、宮崎労

働局や商工観光労働部と連携いたしまして、求

人の確保・拡大の要請を行ったところでありま

す。また、７月と８月には、高校生の採用実績

のある県内企業のうち53社に対しまして、さら

に11月には、宮崎県工業会、中小企業家同友

会、それから各地の商工会議所等の関係団体

に、私を含め教育庁の幹部職員が直接出向きま

して、求人要請訪問を行うなど、繰り返し高校

生の求人の確保・拡大を要請しているところで

あります。また、各学校におきましては、県立

高校に配置した29名の進路対策専門員と全教職
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員が一丸となりまして、高校生の求人開拓や就

職支援に懸命に取り組んでいるところでありま

す。今後とも、学校や関係機関と連携いたしま

して、粘り強く求人開拓を行いますとともに、

一人でも多くの生徒の進路実現ができるように

全力を尽くしてまいります。

○前屋敷恵美議員 ぜひよろしくお願いしたい

と思います。

ここで、私は一つ、この深刻な雇用情勢の中

で、和歌山県での取り組みを紹介したいと思い

ます。高校生の就職支援の取り組みなんですけ

れども、新規高校卒業者緊急雇用対策臨時職員

として県が臨時雇用する制度を和歌山では実施

しております。高校を卒業しても未就職となる

新規高校卒業者を対象に、正規就職までの橋渡

し、いわゆるセーフティーネットとして、県や

教育委員会が事務補助職員として臨時的に雇用

する制度なんですけれども、非常に功を奏して

いるといいますか、結果を出しております。ぜ

ひ本県でも検討して実施していただきたいとい

うふうに思いますけれども、商工観光労働部

長、お願いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 基金事業

を活用しての県での臨時的任用ということでご

ざいますが、基金事業では、現在、平成22年３

月の新規学校卒業者の未就職者等を対象に、民

間企業等に委託しまして、職場実習や外部研修

等を通じた職業スキルの向上による就職の支援

に取り組んでいるところでございます。県での

臨時的任用につきましては、昨年検討した経緯

もあります。新規学校卒業者にとって次のス

テップにつながりにくいという課題があるとい

うことで、こういう対応はしていないところで

ございます。

○前屋敷恵美議員 それぞれの県の取り組みで

結果が違うということもあるんでしょうけれど

も、しかし、いい結果も出しているということ

がありますので、昨年そういうことだったかも

わかりませんけれども、さらに引き続き実行し

ていくということも必要じゃないかなというふ

うに思いますので、ぜひ和歌山の取り組みなど

も研究していただいて、本当に私は卒業生を泣

かせる春になってはならないと、社会に踏み出

す一歩から就職できないということにならない

ように、ぜひそれは、私たち大人が、また行政

の責任としても、卒業生を手助けしていく、そ

ういうことで進めていただきたいというふうに

思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、住宅リフォーム助成制度について引き

続き質問をいたします。

非常に難しいというお答えをいただいたんで

すけれども、しかし、この経済効果はお認めに

なられたところであるというふうに思います。

これも今、県の段階では、秋田県が住宅リフォ

ーム緊急支援事業として、ことしの３月から実

施している、この状況を調べました。秋田で

は、県内19の自治体で独自のリフォーム助成制

度を創設して、県の制度と併用して行っている

ということなので、より一層その効果があらわ

れているんじゃないかなというふうに私は思い

ます。県内経済の波及効果は240億円と推計がな

されています。また、県の取り組みで、当初予

算を上回る利用状況だったために、追加の補正

予算も組まれまして、対象戸数を7,000戸から１

万5,0 0 0戸に拡大する、また予算も当初12

億6,000万円から21億600万円に、８億4,600万円

追加補正をして、この事業を進めるという取り

組みをなされているそうです。本当に個人の資

産に資するという考え方も、それはなきにしも
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あらずだと思いますけれども、単にそこだけに

矮小化するんじゃなくて、やはり中小企業、建

設業の皆さんの仕事起こしにもつながります

し、地域の経済に大きく波及効果を及ぼすこと

は、結果が全国でも示されておりますので、ぜ

ひ私はこの宮崎で実施していただきたいという

ふうに思っています。この景気低迷の中、何度

も申しますが、特に宮崎は口蹄疫の影響が追い

打ちをかけているところです。ですから、住宅

投資の波及効果による県内経済の活性化、既存

住宅の居住環境の質の向上を図るという目的も

あわせて、ぜひこの事業を緊急な経済対策事業

として実施していただきたいと私は思います。

今申しましたように、地域の仕事をふやして、

建設業の皆さん、そしてこれは雇用の維持・拡

大にもつながるということですから、経済効果

抜群の住宅リフォーム助成事業創設を検討して

いくことは必要じゃないかなと思いますけれど

も、いま一度、県民政策部長。

○県民政策部長（山下健次君） 確かに、非常

に経済効果というのは高いということは、壇上

で申し上げたとおりでございます。秋田県の場

合は、やはり財源がどうも生まれてきたという

ところがございまして、全国でも秋田しかやっ

ていないというところがございます。ただ、御

指摘もありましたように、今後、国の経済対策

等を当然県で、あるいは市町村で受けて、いろ

んな形で展開していくという中で、どういった

経済活性化策があるかという点では、一つ検討

の対象にはなろうかと思っております。

○前屋敷恵美議員 事業の規模はそれぞれ違っ

てくるというふうに思いますけれども、まずは

やってみる、結果を出してみるということも必

要かというふうに思いますので、ぜひ御検討、

御努力いただきたいというふうに思います。

最後になりますけれども、日米共同訓練の問

題ですが、知事は国の専権事項ということから

離れられないというふうにお伺いをいたしまし

た。しかし、地方分権を表する知事ですから、

やはり県民の立場で物事も考えていくというこ

とは重要じゃないかというふうに思っていると

ころです。本当に今、こういった軍事演習が必

要なのかどうかということも含めて、日本の憲

法も引き合いに出しながら、そういった点で

は、宮崎で陸・海・空すべてにわたって軍事演

習の場になる、こういう異常な宮崎県の状態を

このまま放置することはできないというふうに

私は思っておりますので、ぜひ、そういった立

場からも、日米共同訓練の受け入れ、県民の立

場で中止していくことを国にも言っていただき

たいというふうに思います。以上、質問を終わ

ります。（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２時47分散会
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