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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、中

野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。当定例議会、きょうが質問最終日で

ございます。それぞれ、知事が退任されるとい

うことでいろいろと質問があって、その繰り返

しになると思いますけれども、私も４年間を総

括する知事にその評価をお聞きしたいと思って

おります。一口に言って、東国原知事、異色の

知事であったと思っております。そのことが県

民あるいは国民に非常に新鮮に映って、そのこ

とが功を奏していい方向にいい方向に進んだの

ではなかろうかと、このような評価をいたして

おります。それで、知事にこの４年間を、東国

原県政の４年間を知事自身に自己評価をしてい

ただきたい。評価を頼めば、必ず、第三者がこ

う言ったというような答弁の繰り返しでしたか

ら、知事自身は東国原県政をどのように評価さ

れているのか。点数で、100点満点で何点かをお

聞きして、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。

自分の自己評価についてでありますが、余り

絶賛すると自画自賛と言われて、余り低過ぎて

も自信がないのかとか、そんな低評価なのか

と。何を言っても批判されるんでございます

が、一応、自己評価させていただきます。

私は、知事就任以来、県民の皆様とのお約束

であるマニフェストの達成はもちろんのこと、

さまざまな行政課題の解決に向けて、一日一日

全身全霊を傾けて県政運営に取り組んできたと

ころでありますが、その評価は、最終的には県

民の皆様の御判断に委ねたいと思っておりま

す。また、評価できる施策を一つということで

ありますが、マニフェストの最大の目標であり

ました、さまざまな県政改革を行い、官製談合

事件で失った県民の皆様の県政に対する信頼を

回復させること、そしてまた、宮崎を全国に情

報発信することで、本県の知名度を高め、県民

の皆様の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考えてお

ります。点数は差し控えさせていただきます。

〔降壇〕

○中野一則議員 何点かの点数はありませんで

したが、県民の負託にはこたえたと、このよう

な御答弁でありました。では、県政としてこれ

だけは最高の業績だったというのを１点だけ挙

げてほしいと思います。

○知事（東国原英夫君） 県民の皆様の一人一

人の意思というか、政治参画で政治・行政の雰

囲気が変わるんだなというようなことを皆さん

にお伝えできたのは、最大の成果だったかもし

れません。

○中野一則議員 ４年間で大分、東国原知事も

謙虚さが見えて男らしくなったなと、答弁を聞

きながら思ったところであります。

次に、第２次高等学校再編整備計画について

でありますが、現在、教育委員会では、高校の

新たなる再編整備計画策定の参考にするため

に、学校教育改革推進協議会に意見を求めてお

られます。このことについては既に数名の議員
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が、高校廃校の危惧の念から質問をされてこら

れました。教育長の「統廃合ありきの議論では

ない。高校の適正規模のあり方に適切に配慮を

する」という答弁を私は信頼はいたしておりま

すが、そもそも過疎や少子化に苦悩している中

央部から離れた純農山漁村の高校のあり方、特

に学級数や１学級の定員等の基本的なことに関

しては、県民から選ばれた政治家である知事

が、強い政治主導でリーダーシップを発揮して

道筋を立て、まず、新たな方針を示すべきだと

思います。知事の任期最後の仕事としてぜひこ

のことを取り組んでほしいと思うのですが、知

事に御答弁を求めます。

○知事（東国原英夫君） 新たな県立高等学校

の再編整備計画につきましては、少子化が進行

し、生徒の絶対数が減少する中で、生徒の多様

なニーズにこたえて、今後とも魅力と活力のあ

る教育環境を提供するために策定されるものと

考えております。策定に当たりましては、保護

者や教育関係者、学識経験者など、県民の皆様

の幅広い御意見をいただきながら、本県の高校

生によりよい教育環境を提供できるよう、教育

委員会において今後適切に検討されるものと考

えております。

○中野一則議員 私は、適正規模への改善の中

のただし書きを改めてもらって、ずばり、１学

年２学級を適正規模の中に明記してほしい、ま

た、１学級の定員削減も実現すべきと、このよ

うに思います。この２学級と定員削減は、「公

立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等

に関する法律」の第５条と第６条で認められて

おります。このように改正していかないと、小

中学校の廃校で集落が崩壊したように、ＴＰＰ

の参加が取りざたされている今日でありますか

ら、高校廃校で過疎に拍手がかかり、宮崎県内

の純農山漁村が消えてしまうおそれが大いにあ

ると、このように思っております。弱者や日の

当たらないところにこそ政治を施すのが政治家

であり、首長、知事の責務であると思います。

１学年２学級になれば、統廃合でなく新設も可

能になるのではないか。特に、高校のない入郷

地帯に高校開校の可能性もある。そのことで入

郷の過疎化に歯どめがかかるんじゃないか。入

郷地帯の場所をいえば、地理的からいえば、美

郷と椎葉の中間の諸塚ぐらいがいいなと、こう

も思っているところであります。ぜひそういう

ことで、このことの実現を知事にもう一度お聞

きしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私も、個人的私見と

してアイデアというのはいろいろ持っているん

ですが、やはり教育委員会が主体になっており

ますので、その計画等に基づきまして再編整備

というのはされるんだと思っております。その

策定に当たりまして、保護者や教育関係者、学

識経験者の方たちが適宜適切に判断・検討され

るものと考えておるところであります。

○中野一則議員 知事のマニフェストの具体策

の２番目が、流行語大賞になった「宮崎をどげ

んかせんないかんが」宣言であります。高校２

学級あるいは１学級定員削減への知事の政治決

定をどげんかせんないかんとじゃないかと、こ

のように思います。少なくとも学校教育改革推

進協議会の結論、報告を、政治主導で１年間は

延期をしてほしい。本年度中に結論を出すとい

うことですが、１年間はぜひ延長してほしい。

そのことを政治主導でしてほしい。知事、よろ

しくお願いします。

○知事（東国原英夫君） 執行部の長である私

と教育機関というのは、これは分離というのが

大原則でございます。権限が集中しないために
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そういうシステムになっているわけでございま

すので、教育というものは教育委員会に適宜適

切に判断をしていただくというのが私の立場で

ございます。

○中野一則議員 政治主導を発揮せんな、百年

の大計が教育なんですよ。人づくり、そのこと

が第一に来なければ、将来の宮崎県は非常に心

配だと思います。今、知事から全幅の信頼を置

かれた教育長、教育委員長、今申し上げたこと

は皆さん方にも申し上げたいことでありました

から、要望としておきますので、よろしくお願

いいたします。

次に、骨格予算について質問いたしますが、

来年度予算、平成23年度予算は骨格予算になる

見込みであります。経済対策や景気対策等のこ

とを考えると、本来ならば本格予算がよいと

思っております。それで、本格予算をするに

は、議会開会と新知事の就任の期間がどのくら

いあれば本格予算を組めるのか、総務部長にお

尋ねいたしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 新知事の就任後に

おきましては、施策方針や懸案事項等に係る各

部局との協議など、庁内用務を初めとしまし

て、就任に伴います多くの行事等に対応する必

要があります。新知事の意向を施策に反映させ

た予算編成の検討には、かけられる時間という

のが限られておりますことから、少なくとも１

カ月程度は必要ではないかというふうに考えて

おります。

○中野一則議員 新しい知事の就任から２月定

例議会開会まで１カ月はありません。また、新

しい知事が来月の26日に投開票があって決まる

わけですけれども、１カ月あれば本格予算が編

成されるという今、御答弁でありました。４年

に１回は必ず骨格予算、これは私は正常な姿で

はないと思っております。そこで知事にお伺い

いたしますが、知事自身に何かいい考え、いい

方策はないか、どげんかする方法はないか、知

事にお尋ねをいたします。

○知事（東国原英夫君） 平成23年度の予算案

につきましては、新知事がもちろん判断される

ことではありますが、一般的に考えれば、新知

事就任後２月議会までに、本格予算の編成や提

案準備などを行う十分な時間が確保できないこ

とから、義務的経費や経常的経費を中心とした

いわゆる骨格予算として編成し、新規事業や骨

格予算に含まれない経費などにつきましては、

いわゆる肉付け予算として６月補正予算による

対応をせざるを得ないということであります。

ただし、骨格予算とすることで県民生活に影響

が生じないよう、政策的な経費であっても、早

急な対応を要するものや継続的な事業等につい

ては、当初予算に所要額を計上することも可能

ではないかと考えております。

○中野一則議員 肉付け予算の審議は６月議会

になる。そうすると実際の執行は夏以降になる

と。政策的な云々と言われましたが、現実は宮

崎県の経済あるいは景気に影響がないことはな

いと思うんです。そういうことを考えたら、や

はり本格予算で２月定例議会のほうがいいん

じゃないかなと思うんです。それで知事に妙案

がないか、今お聞きしましたが、知事は１月20

日までが任期でありますが、任期満了で退任さ

れる予定でございましょうか。

○知事（東国原英夫君） 一応その予定であり

ます。

○中野一則議員 なぞかけていろいろ質問した

つもりでしたが、その辺は御理解を賜りたいと

思います。

次に、農業政策についてであります。
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まず、口蹄疫の問題、今月の24日に国の口蹄

疫対策検証委員会が最終報告をされました。県

の畜産試験場川南支場あるいは家畜改良事業

団、こういうところにウイルスの侵入を許した

ということで手厳しい内容でもありました。ま

た、飼養衛生管理基準が守られていなかった

り、この基準も緊迫感や具体性が欠けていたと

いう指摘等もありました。また、このことにつ

いては、畜産農家とか関係者の間でいまだに抗

議にも似たいろいろな不満があります。以上の

ことを担当最高責任者である農政水産部長はど

のようにお考えか、あるいは受けとめられるの

か、責任を感じておられるのかの御答弁をいた

だきたいと思います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回の口蹄疫

の発生は、県民生活に甚大な影響を与えまし

て、担当部長といたしましては、ほかに何かや

ることがあったのではないかとか、いろいろと

そこあたりは自問自答している状況でございま

す。全国からも支援をいただきまして、二度と

発生させないような枠組みを早急につくること

が極めて大事であると、そのように考えておる

ところでございます。以上でございます。

○中野一則議員 ぜひ再発しないようにいろい

ろと取り組んでほしいと思います。

今回の口蹄疫の発生、報告書では、アジア地

域からの人、物を介して我が国に侵入したと、

推察ということで載っておりました。しかし、

その発生原因あるいは侵入経路、伝播経路、こ

れは特定されておりません。まことに残念で

あったと私は思っております。こういうことを

受けて、県の口蹄疫対策検証委員会は最終報告

をいずれされると思うんですが、これはいつご

ろになるのか、総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 県の検証委員会は

これまで３回の委員会を持ちました。中間的な

整理を10月の29日に出したところですが、その

後、引き続きの調査を現在まだやっておりま

す。国の調査報告書の分析等も兼ねまして、ス

ケジュール的にいつまでということは、調査委

員会の各委員さんのほうで検討の上ということ

で、今ここで申し上げられませんが、できるだ

け早くそういう報告書をまとめていただきたい

と思っていますが、一方では、きちんとした報

告をやるべきだということもありますので、

しっかりとした追加の調査等をやった上で報告

書をまとめていただくものになるというふうに

考えております。

○中野一則議員 大変遅いという気がいたしま

すが、遅い分だけ真剣に検討していただきたい

と思います。

それで、県の報告では、発生初発の解明とか

感染源の可能性に言及されるのかどうか、お尋

ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 感染経路、感染源

につきましては、国の疫学調査チームの中間報

告にもありましたが、非常に難しいというのが

実際のところであります。科学的な根拠をもっ

て具体的に示すということが非常に難しいとい

うのが今の状況であります。しかし、その中で

いろいろな可能性といいましょうか、そういう

ことについては、今後、検証委員会のほうでい

ろいろな御議論の上で御報告いただけるものと

いうふうに考えております。

○中野一則議員 少なくとも県の施設で発生し

た、試験場なりあるいは家畜改良事業団その他

のことについて、特に豚で最初に発生した試験

場川南支場、ここの発生原因あるいは侵入経路

等は徹底した解明の必要がある。やはりこれは

県の責任があると思うんです。そのことは今
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言ったことをされるのかどうか、もう一度総務

部長にお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 県の施設等で発生

したということに対しまして、検証委員会でも

非常に重大な関心というのを持っておられま

す。そういう意味で、可能な限り調査を行いま

して、その原因が何であったのか、今後どうい

う対策をとればいいのかということ、これはど

こまでできるかというのは私のところで申し上

げることはできませんが、検証委員会の中で十

分に御議論いただけるというふうに考えており

ます。

○中野一則議員 ぜひ、県の施設のことだし、

将来のこともありますから、また農家も非常に

不満も持っていらっしゃいますから、なるだけ

具体的な解明をするように要望しておきたいと

思います。

次に、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協

定）のことについてお尋ねいたします。この件

については多くの議員の方が既に質問されまし

た。端的にお聞きしていきたいと思います。

県の試算では、農業産出額に大きな影響が出

ると。全体で47.1％減、金額にして1,529億円の

影響があるということです。米については産出

額236億円がゼロになる。畜産については70％減

で1,869億円の産出額が576億円になる。そのう

ち、県内の酪農家は、国内競争もせにゃいかん

ということから、ほとんど消滅をする。また肉

用牛等については、肉質４等・５等級は残ると

いう想定がされておりますが、これもいかがな

ものかなと。そればかり残るはずがないと思い

ます。豚、鶏も極めて厳しい状況です。県内の

農家２万5,000人が失業するという予測も立てら

れております。このような状況での宮崎県農業

は今後どうなるのかということを想定されるの

か。全体で47.1％金額が減になれば、残り

は52.9％ですが、その分については生き残れる

ということに暗になるのか、その辺のことも含

めて農政水産部長にお尋ねをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 農業への影響

というのは極めて大きいものがあるわけでござ

います。米や畜産等ほとんど甚大な影響を受け

ると、そのような状況は、ただいま議員、御質

問のとおりでございまして、その中で、国にお

きましては、先般、総理大臣を本部長といたし

ます「食と農林漁業の再生推進本部」が設置を

されまして、来年６月を目途に基本方針が策定

され、10月には日本農業の将来的なビジョンや

中長期的な戦略等が示されると、そういうふう

に聞いております。まだ現時点でははっきりし

たものがございませんので、どういうような影

響が出るのか、これはビジョン等見てからでな

いと今の時点では大変難しいものがあると、そ

のように考えております。

○中野一則議員 国が示す方針なりビジョンが

ないと立てられない、そのぐらい影響が大きい

厳しいものなんです。それで我々県議会におき

ましても、今議会の初日に、ＴＰＰ交渉への参

加に反対する意見書、これを賛成多数で可決を

いたしました。昨日は宮崎市の議会も全会一致

で可決したというのが報道されておりました。

また、ＪＡグループ宮崎においては、来月、来

月といっても５日後ですけれども、ＴＰＰ交渉

への参加阻止の緊急県民集会を開催するという

ことで、我々にも案内が来ております。押川議

員の質問で、知事は、この12月５日の決起大会

に出席されるというふうに答弁されておられま

すが、今もそれにかわりはないかを知事にお尋

ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 出席させていただく
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所存です。

○中野一則議員 出席するからには県の対応で

すね、主催者になるのか、あるいはどういう立

場になるのかということになりますが、口蹄疫

終息宣言の翌日に「新生！みやざきの畜産」総

決起大会、これにはＪＡグループ宮崎と県が主

催になりました。口蹄疫よりも今回のＴＰＰに

関しては損害額が大きいというのが想定されて

おります。それで、やはり宮崎県もこの主催者

になって知事が出席する。主催者にぜひなって

ほしいと思うんですが、知事のお考えをお聞き

したいと思います。

○知事（東国原英夫君） 貿易の自由化という

のは世界的な流れでありまして、ＷＴＯの場や

ＥＰＡなどで協議が進められておりますが、農

業も自由化の方向に進む可能性は高いと思われ

ます。食料の安全保障の観点も考慮いたします

と、我が国にとって、国際競争に負けない農業

の再構築というのは重要な課題になろうかと

思っております。現状のままでＴＰＰに参加し

た場合、農業や地域経済が大きな打撃を受ける

可能性があることから、まず、激変緩和措置に

関する方針とか、今後の農業戦略、食料戦略を

国がきちんと明示した上で、国民的な理解が得

られる必要があると思います。県民集会でもこ

うした私の考えを訴えますとともに、農家の皆

様の不安や地方の声をしっかりと発信、国に伝

えてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 今言われたのは、国が何かせ

んな自分たちの意見が述べられないというふう

に聞こえます。一歩引けていると。柳腰ではあ

りませんが、及び腰だなと思っております。そ

れで、要は、この食料基地宮崎県、日本の食料

基地宮崎県なんですね、農業が基幹産業、この

立場でやはり臨まなきゃいけないと思うんで

す。私は、県が主催者になってくれるのかどう

かということをお聞きしているんですから、そ

のことを御答弁ください。

○知事（東国原英夫君） 例えば農業戦略とか

食料戦略、ＴＰＰに参加したサービス業や２次

産業の利益というものが仮に10兆あるとして、

その半分の５～６兆を農業に回します、価格安

定に回します、農業成長戦略に回します、こう

いう話があったり、あるいは、ＴＰＰでも例外

を含めて関税を撤廃できる品目を交渉すると

か、それを確保するとか、そういった条件があ

れば、私は、国民的な議論にかけて理解が得ら

れるんじゃないかと思っているんです。ですか

ら今のままでは反対ですが、そういう条件を国

がきちっと出して、そして議論のステージとい

うかテーブルに乗せると、こういうことを私は

訴えていきたいと思います。

○中野一則議員 そういうことは先ほど答弁が

あったし、過去にも答弁がありました。私は、

宮崎県は今回のこの決起大会の主催者になるの

かならないかということをお聞きしているんで

す。あと５日後ですから、その去就というか、

その態度はもうわかっているんじゃないです

か。それを知事でなければ担当部長、なるのか

ならないかをお聞きします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今度の大会の

主催者になるかどうかということでございます

が、現在の主催者のほうから私どもにそういう

お話もないわけで、そこあたりは協議をしてま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 主催者から話がなかったとい

うが、我々がもらったのには、予定として後援

ということで宮崎県が載っておりましたが、後

援はされるんですか。

○農政水産部長（髙島俊一君） それにつきま
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しては今検討しているところでございます。

○中野一則議員 主催者はおろか、後援者にも

なるという意思がないんじゃないの。これは問

題ですよ。宮崎県の農業は大変なことになると

きに、その大会を農業団体がするときに、一緒

になってやろうじゃないか、頑張ろう、阻止し

ようというその大会に、農業団体からは後援者

になってくれと、予定になっているのに、後援

するかしないかもまだ決めていないんでしょ

う。なぜなれないの。知事。

○中村幸一議長 暫時休憩します。

午前10時32分休憩

午前10時33分開議

○中村幸一議長 再開いたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） ただいまの後

援の件ですが、まだ御返事をしていないという

ことでそういうお答えをしたわけですが、後援

につきましては、県といたしましては、回答と

いたしましては、後援をさせていただくという

ことで、返事はまだしておりませんが、今後さ

せていただくということでございます。

○中野一則議員 できたら主催者になってほし

いけれども、少なくともその後援はきちんと。

まだ今まで決めていなかったんですからね、そ

れを。知事はできたら反対の立場であいさつを

してほしいと。きのう農業団体からそのことで

要望がありましたね。テレビのニュースで出て

おりました。やはり反対という立場で旗幟を鮮

明にして決起大会に臨んで、知事が堂々とあい

さつをされる、そのことを切に要望をして次に

移りたいと思います。

次は、畑かんの問題、毎回毎回このことにつ

いて質問して申しわけありません。

宮崎県の国営かんがい排水事業、いわゆる畑

かん事業でありますが、国営事業は昭和32年に

事業開始をした。そして、関連事業、いわゆる

県営事業は40年にスタートした。宮崎県全体で

８カ所あります。受益面積が１万8,959ヘクター

ル。ところが、完成しているのは綾川１カ所だ

けなんです。ほかの７カ所はまだ未完成。そし

て未着手面積が8,620ヘクタールもあります。こ

れは受益面積の45.5％にもなっているんです。

例えば、２番目にスタートした一ツ瀬川地区県

営事業は48年度に事業開始をしました。これ

が37年経過して60.5％、まだ着手していない面

積が39.5％、1,400ヘクタールもあるんです。こ

れをあと16年間で完成する予定と、このように

なっております。未着手面積が非常に広いとい

うことやら、年数がかかり過ぎている。県はこ

れを本当に完成させる意欲があるのか、また、

その段取りなり体制なりはきちんとしているの

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） 農業を基幹産

業とし、農地の約半分を畑地が占める本県にお

きましては、水田営農とあわせまして、収益性

が高く競争力のある畑作農業を展開していくこ

とが極めて重要でございます。このため、県内

で７地区、約１万9,000ヘクタールについてかん

がい施設の整備を行う計画でございますが、近

年の公共事業予算の縮減等の影響によりまし

て、関連事業の進捗はおくれている状況でござ

います。県といたしましては、関連事業の予算

確保や重点配分を行いますとともに、推進組織

の強化を図りまして、事業の早期完成に努めて

まいりたいと、そのような決意を持っておりま

す。以上でございます。

○中野一則議員 近年の緊縮予算ばかりが原因

じゃないですね。長いことされていないという

ことは、高度経済成長とか、あるいはいろんな
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景気対策の公共事業をするときもあったのにこ

ういうことですから、非常に難しい話だとは思

います。最後にスタートした西諸地区は、受益

面積が4,150ヘクタール、これは一番広い面積な

んです。国営事業があと４年すれば完了する。

県営事業も、平成42年を目途にしております

が、20年後には完成の予定とあります。そして

未着手面積がまだ3,200ヘクタールあります。こ

れが計画どおり完成するのかどうかを担当部長

にお尋ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 西諸地区の関

連事業につきましては、近年の公共事業予算の

縮減等によりまして、当初の完了時期の平成31

年度の計画に対しましておくれている状況にご

ざいます。このため、畑地帯総合整備事業など

の関連事業につきましては、農林振興局に配置

いたしております畑かん営農推進担当を核とい

たしまして、国を初め、関係市町や地元と協議

・調整を行い、普及センターやＪＡ等の営農部

門とも連携し、コスト縮減や事業の重点化を図

りながら、早期完成に努めてまいりたいと考え

ております。さらに、畑地かんがい施設整備の

必要性など、本県の実情を踏まえながら、関連

事業の予算確保を国に対しまして強く要望して

まいりたいと考えております。

○中野一則議員 特に米に頼っている田んぼ中

心のえびの、このえびのには県営畑地かんがい

推進モデルほ場設置事業がまだありません。そ

ういうことでえびのは完成が困難ではないかと

いうことを心配いたしております。９月議会で

も質問しました。モデルほ場事業は、えびの市

からの申請がないからできないという御答弁で

ありました。再度えびの市を説得する気がない

のかどうか、事業効果に向けての啓発等のこと

も含めてお尋ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 関連事業の推

進に当たりましては、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

が効果的な手段であることは十分に認識をいた

しているところでございます。畑地かんがいの

実証・展示につきましては、畑地かんがい推進

モデルほ場設置事業のほか、畑地帯総合整備事

業などの事業を活用して取り組む方法もござい

ます。えびの市では、畑地かんがい推進モデル

ほ場設置事業による整備の要望はなく、畑地帯

総合整備事業で整備いたしました圃場において

実証・展示に取り組む意向でございまして、本

年度は１地区で里芋の実証・展示を行うととも

に、来年度以降、新たに１地区で実施を計画し

ているところでございます。

○中野一則議員 そのモデルほ場事業の要望が

ないから説得できないかという質問をしている

んです。私もえびの市の担当に聞いてみまし

た。そうしたら、同モデルほ場設置事業は地元

負担が一番少ないと。７％ということだけれど

も、同事業に区画整理工がない。そういうこと

から取り組みの申請をちゅうちょしているんだ

というような話でありました。それで、この事

業内容の変更、見直しをすべきじゃないかと思

うんですが、農政水産部長、いかがでしょう

か。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今、議員から

お話がありましたとおり、畑かん事業は、地元

からの要望を受けてということになるわけでご

ざいまして、モデル圃場の設置事業でございま

すが、これをやりますと、早く水が来る、水の

利用ができるという利点もあるわけでございま

すが、モデルほ場事業を行いますと、暫定水源

をつくりまして、パイプライン等まではできる

と。水のほうは大丈夫でございますが、圃場整
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備がこれでやるとできないと。この畑かん事業

といいますのは、水を持ってくるということ

と、散在している土地を一カ所にまとめて、ま

た農道等も整備をしまして、そういう形の圃場

整備、これも非常に大きなポイントということ

になるわけでございまして、えびの市の場合

は、圃場整備ができないという選択は避けたい

ということで、あくまでも圃場整備を行うよう

な形で本体工事を進めて、早くできた部分をＰ

Ｒ効果に使うと、そういう形で考えているとい

う回答をいただいているところでございます。

○中野一則議員 えびのが、えびのがと、県営

事業をするんですから、前回もそういうことで

質問しましたが、やはり県営事業をスムーズに

するためには、その市町村が使い勝手のいいよ

うな、申請しやすいようなものに変えてほしい

ということですから、ぜひ検討しておってくだ

さいよ。お願いしておきます。

時間がありませんから、次に、環境行政につ

いて質問していきたいと思います。

産業廃棄物の問題についてでありますが、宮

崎県は、平成13年に、県外からの産廃の搬入を

阻止するために、産廃処分場の新設を抑制する

方針を決定されました。既に10年たっているわ

けですが、この間の新設はあったのかなかった

のかを、まずは環境森林部長にお尋ねします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 県外からの搬

入を抑制しているわけでございますけれども、

県外からの新たな新設についてはありません。

○中野一則議員 県外からの産廃処分場の新設

はないと。ということは、県内の方はつくられ

たということですか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 既に県内で営

業しています業者の方につきましては、そこの

最終処分場の埋め立てが終了するなり、あるい

は拡張するとか、そういう場合には認めている

例はございます。

○中野一則議員 新設はないんですね。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 新たな県外か

らの新設もないわけでございますけれども、県

内の、例えば公共関与のみやざきエコクリーン

とかそういうものはございます。

○中野一則議員 エコプラザとかできましたか

ら、公共関与等はあったと思うんですが、民間

では新設もないと、このように思います。それ

で、この方針は今後も変わらんわけですか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 現在の残余期

間といいますか、処分場の残余期間等、あるい

はまた、県外からのいろんな搬入の状況等々考

えますと、現在のところはこの考え方でいくと

いうことでございます。

○中野一則議員 そういうことで抑制をしてい

ながら、平成19年から県外からの産廃搬入が非

常に増加しているんです。９月議会でもそのこ

とを言いました。極端にふえているのは、一応

九州管内だけから入るということになっており

ますから、福岡県、熊本県、鹿児島県の３県が

非常にふえている。福岡県からは、平成20年度

は、平成13年度に比較して13.6倍、３万2,051ト

ンも産廃を搬入しております。宮崎県に搬入し

ているんですよ。それから、熊本県は、平成20

年度は13年度に比べて3.8倍、２万8,424トン、

鹿児島県の19年度は平成13年度の2.3倍、５

万221トン、こんなにたくさんのものがなぜか19

年度ごろから急に搬入がふえている。その理由

をお聞かせください。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 19年度から急

増しています福岡県等の理由でございますけれ

ども、福岡県につきましては、それ以前につき

ましては非常に少なかったわけでございますけ



- 235 -

平成22年11月30日（火）

れども、福岡県内の安定型最終処分場の処理能

力が不足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年から本県内への搬入を

新たに認めることとしたために搬入量が増加し

ているものでございます。鹿児島、熊本につき

ましても、多くの量が入ってきているわけでご

ざいますけれども、これにつきましては、最終

処分場の建設計画がそれぞれ両県であったわけ

でございますけれども、地元との合意形成等の

問題がありまして施設整備が現在まで進んでい

ないと。鹿児島県には現在でも管理型の最終処

分場がないと。あるいは熊本県においても管理

型最終処分場の処理能力が不足しているという

ことでございまして、両県からの搬入量が最近

増加しているところでございます。

○中野一則議員 13年度までゼロであった沖縄

県、この沖縄県からも平成18年度からは急増い

たしております。例えば20年度は4,577トンも宮

崎県に産廃が搬入されております。なぜわざわ

ざ海を渡って宮崎県へ搬入しているのか、全く

わかりません。どこの港に陸揚げをしているの

か、油津港なのか細島港なのか含めて、その理

由をお聞かせください。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 沖縄県につき

ましては、管理型最終処分場の処理能力という

のはある程度確保されているところでございま

すけれども、現在、沖縄は管理型のみの搬入を

認めているところでございます。どちらの港か

ら搬入しているかについては、現在資料を持ち

合わせておりません。

○中野一則議員 どこの港に入っているのかも

わからずに、それをどこでチェックしているん

ですか。私はてっきり、入ってくる港でチェッ

クされているとばかり思いましたが、本当に

チェックしているのかどうか。そして、それが

本当に産廃なのか、一般廃棄物は入っていない

のかどうかを担当部長にお尋ねします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 最終処分場に

持ってくるときのチェックにつきましては、そ

の現場でもって、処分場でもってチェックをし

ております。それから、適宜、抜き打ちでその

処分場に参りまして、申請どおり業務がなされ

ているかどうか、それもあわせてチェックをし

ているところでございます。

○中野一則議員 沖縄県は宮崎県に搬出してい

るんですが、宮崎県以外、どこの都道府県に搬

出しているかわかればお聞かせ願いたいと思い

ます。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 沖縄県が県外

に搬出している状況でございますが、県のほう

ではその状況をつかんでおりませんが、環境省

の広域調査によりますと、これは推計でござい

ますけれども、宮崎県以外には、熊本県、鹿児

島県のほうに沖縄県のほうは持っていっている

というような話を聞いております。

○中野一則議員 今の答弁はちょっと矛盾した

答弁をされましたね。鹿児島県は管理型云々が

ないから、建設がおくれているから、鹿児島県

のものを宮崎県に持ってくるというような話で

したが、沖縄県はなぜ鹿児島県に持ってくるん

ですか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 先ほど申しま

したように、鹿児島県は管理型の処分場は非常

に逼迫しているわけでございますが、沖縄県が

鹿児島県に持っていっているのは、安定型の最

終処分場に持っていっているものでございま

す。

○中野一則議員 宮崎県も、沖縄県からは安定

型のものばかりなんですか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 沖縄県から本
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県に来ておりますのは、一応管理型のものにつ

いて許可をしております。

○中野一則議員 その辺が環境省の調査とはい

え、はっきりしていないと思うんです。非常に

あいまいなところがある。沖縄を含め九州各県

から宮崎県に、平成13年度に搬入を抑制しよう

と打ち出したのに、そのために新規のところは

つくらないと決めておったのに、今わんさかわ

んさか、どんどんどんどん持ってきているのが

現実ですよ。これはおかしな状況だと思ってお

ります。県外からの産廃搬入を阻止するために

産廃処分場新設を抑制したんですから、それが

現実は、近年、極端に増加している。事前協議

が云々という言葉を使ってどんどんふえている

と思うんです。このことは極めて問題だと、容

認すべき問題ではないと思っております。です

から、平成13年度の抑制政策のあの当時に戻っ

た状況にするべきだと思っております。知事の

お考えをお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 先ほどからの中野議

員の御指摘、御意見を賜っていまして、何で都

道府県にそんなにこだわるのかなと。私は、県

のシフトというのは、このエリアというのはな

くしていかなきゃいけない。広域行政にしな

きゃいけないという考え方ですので、ちょっと

違和感がございます。共同でやらなきゃいけな

い、連携してやらなきゃいけない、助け合わな

きゃいけない、共助でやらなきゃいけない。例

えばごみの問題で、他県が引き受けられない部

分は、うちがもし余裕があるなら引き受ける。

医療、医師不足のことで他県から協力を願う

と。そういった連携が私は必要だと思っておる

んです。これは所感でございますが、ごみの問

題というのは、平成13年以降、他県からのとい

うことがありますから、余りごみを搬入してい

ただいても困るというところもありますから、

そこはバランスを考えて、今後検討して調整を

させていただきたいと思っております。

○中野一則議員 今の知事の所感といえどもそ

の発言はなっていないですよ。県は、平成13年

に、最初言ったとおり、県外からの産廃搬入を

阻止するために、産廃処分場等の新設をしない

ということで、あの当時、県外から何だかんだ

来る産廃のいろんな事件あるいは事故があっ

た。そういうことで抑制策をつくったんです。

そして審議会にかけた。５年ごとにこれを見直

していって、本年度３回目の見直しをしている

んです。その見直しもこの13年のにのっとって

やっているんです。それを所感といえどもそん

な発言はないですよ。広域行政云々、それはそ

れでわかるんですが、じゃ、今度の産業廃棄物

の処分については大きな方向転換をすべきじゃ

なかったんですか。

○知事（東国原英夫君） 私の所感というの

は、都道府県は、特に近隣等とは助け合ってい

かなきゃいけないと思っているんです。協力・

連携をしなきゃいけないと思うんです。今回の

口蹄疫もそうですね。県の枠というのは時代に

合わないと僕は思うんです。ごみの問題は御指

摘のとおりだと思いますけれども、これはちゃ

んとルールにのっとってやらなきゃいけないん

ですけれども、私の所感としては、哲学です、

これは、近隣とやはり協力し合ってやらなきゃ

いけないと、それが大きな前提になっているん

です。議員御指摘の内容はわかります。ですか

ら、それはきちんとチェックして、検討して体

制を整えなきゃいけないと思いますけれども、

大きな考えとしては、もう隣の県もくそもない

んですよ。皆さんで協力し合って、共同し合っ

てやっていくというのが広域行政、そういう時
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代なんです。

○中野一則議員 今言われたそのことですね、

担当部長、知事はそういうお考えがあるのにな

ぜこの計画はそのままなんですか、13年度のま

ま。あれから２回も変わっているじゃないです

か。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 議員御指摘の

とおり、平成13年にそういう規制をしているわ

けでございますけれども、一方では、本県から

搬出されました産業廃棄物の一部が、主に九州

各県へ搬出されて処理されている実態もござい

ます。そういうことも勘案しまして、九州内で

搬出された産業廃棄物に限りまして、そしてま

たかつ、搬出県内に処理する施設がないか、あ

るいは処理施設があっても処理能力が足りない

場合など、やむを得ないと判断された場合に限

りまして、特例として県内搬入を現在認めてい

るところでございます。

○中野一則議員 それは詭弁なんですよ。この

数量の中には省いているのもありますよ。例え

ば日本パルプが燃料に使うものがたくさん入っ

てくるんです。それをプラスすればまだ搬入量

は多くなります。あるいは旭化成等から出るも

のが大分県等に出ております。これはセメント

の材料とかそういうものに使われていく。そう

いうものを除いて、一般的というか、産業廃棄

物がこんなにやりとりされているということで

重要視して質問しているんです。それが事実

じゃないですか、担当部長。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 今おっしゃっ

たことももちろん織り込んで我々としては施策

を取り組んでいるわけでございますけれども、

先ほど言いましたことも踏まえながら考えてお

るわけでございますが、大きな流れといたしま

しては、県外産業廃棄物の不適正処理が全国で

多発したという経緯もありまして、自衛的な手

段としてこういう規制を現在しているところで

ございます。これからもそういうことのないよ

うに、十分に指導、チェックをしていきたいと

いうふうに考えております。

○中野一則議員 知事の思いと今の行政がやっ

ていることに違いがありますから、知事は一国

の主、一番頂点の人ですから、そういうのが政

策に生かされるようにもっと詰めて仕事をして

ください。残りがまだ２カ月あるわけですか

ら、環境行政は大変重要なことですので、よろ

しく要望しておきたいと思います。

次に、観光政策についてでありますが、えび

の高原の活性化ということでお尋ねしたいと思

うんですけれども、初日に外山三博議員から、

大変観光客が減ったということでいろいろと質

問がありました。えびの高原、平成２年が122万

あったものが、平成18年から21年は74万から81

万、80万人前後を推移しております。これを何

とか活性化せにゃいかんと思うんですが、宮交

グループがつくっておった高原ホテル、当初

は、しばらく休業するということで退却をされ

て、今はそのままになっております。現在は荒

れ放題でありますが、この跡地にどうしてもホ

テル等を誘致してほしい。そして、県営の国民

宿舎との相乗効果がそれで図られると、こうい

う思いがあります。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） 近年にお

けるえびの高原への入り込み減の大きな原因の

一つは、やはり宿泊能力の不足があると考えて

おります。したがって、今後集客増を図るため

には、えびの高原荘や霧島側のホテル・旅館と

のすみ分けを図りつつ、新たな宿泊施設を整備

することが重要であると考えております。えび
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の高原は国立公園内にあることから、基本的に

は土地の形状変更や工作物の設置などが制限さ

れておりますが、えびの高原ホテルの跡地につ

きましては、集団施設地区の指定を受けている

ため、新たなホテルや旅館の建設が可能となっ

ております。現在、この跡地に非常に関心のあ

る民間事業者も出てきておりますので、今後と

も引き続き、それらの事業者に対しまして新た

なホテル等の整備について積極的に働きかけて

いきたいと考えております。

○中野一則議員 大変いいことを聞きました。

ぜひその線で御努力をよろしくお願いしたいと

思います。

次に、京町温泉郷の再生ですが、ここも極端

に客が減りました。平成２年が58万、21年が33

万8,000人と激減であります。そして、11軒あっ

たホテル・旅館が、この１～２年間で３軒閉鎖

をされて、今は８軒であります。ここも何とか

再生せないかんというふうに思っております。

県のお考えなり、取り組み状況をお伺いしたい

と思います。どうぞよろしくお願いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県では昨

年度、えびの市京町地区を対象としまして観光

地総点検を実施しました。京町温泉郷の再生に

向けた今後の取り組みとしまして、まずは、田

園風景の中の温泉地としてのコンセプトを確立

すること、それから、各商店や宿泊施設の統一

的な装飾、それから、温泉めぐりの実施など新

たなメニューの提供等、さまざまな対応策をえ

びの市に提案させていただいたところでござい

ます。現在、地元えびの市におきまして、この

提案をもとに具体的な取り組みが検討されてい

るところでございまして、県も観光地づくり事

業を活用するなどして必要な助言を行いますと

ともに、アドバイザーの招聘にかかる経費等に

ついても支援を行っているところでございま

す。京町温泉郷は本県の貴重な温泉郷の一つで

ございます。県としましては、今後とも地元え

びの市と連携しまして、地域がみずから立ち上

がって再生しようという機運の醸成とその主体

的な取り組みにつきまして、積極的に支援して

まいりたいと考えております。以上でございま

す。

○中野一則議員 いろいろと市に提案されてい

るようでありますが、この地域の人たちのやる

気等も含めていろいろとまた御指導賜りますよ

うによろしくお願い申し上げまして、質問を終

わります。（拍手）

○中村幸一議長 次は、外山良治議員。

○外山良治議員〔登壇〕（拍手） 障害者自立

支援法は06年施行しました。これに対し、憲法

で保障された生存権を侵害しているとして、全

国14地裁に提訴、10年１月、原告側と政府は、

障がい者の意見を踏まえずに法律を施行させ、

尊厳を傷つけたのを政府が心から反省、新法制

定への障がい者の参画、低所得者の負担軽減な

どの内容で基本合意、４月までに和解が成立、

「わたしたちのことを、わたしたち抜きで決め

ないで！」を合い言葉に、同月、障がい者や家

族らを中心とした政府の障がい者制度改革推進

会議の総合福祉部会の議論がスタートしていま

す。その最中に改正案が可決されました。障害

者自立支援法違憲訴訟の弁護団と同法訴訟の基

本合意の完全実現を目指す会は、同法改正案に

反対する声明を発表しています。弁護団の藤岡

弁護士は、同法の改正について、基本合意文書

で示されている2013年８月までの同法廃止に反

するものと指摘、また、提案者は応益負担がな

くなるかのような説明をするが、現行の４段階

の負担区分を応能負担と言いかえただけだと批
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判、速やかな応益負担の廃止を明記した基本合

意文書に反する改正だと強調しています。

障害者差別禁止条例の早期制定についてであ

ります。平成21年６月議会で、条約の早期批准

と差別禁止条例の制定について質問をしていま

す。知事答弁は、「この条約は、障がい者に対

するあらゆる差別を禁止し、社会参加を推進す

るため、教育、労働、文化等の分野で各国が守

るべき事項について定めたものと理解。昨年12

月、県議会でも意見書採択されています。当面

は国の動向を注視していく」と答弁されていま

す。国、都道府県等の動向と本県の取り組みに

ついて答弁を求めます。

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〕 障害者差別

禁止条例等についてであります。障がいのある

方が障がいを理由とする差別を受けることな

く、個人の尊厳が配慮され、住みなれた地域で

社会の一員として自立して生活できる社会づく

りは、大変重要であると考えております。この

ような社会づくりを進めるために、国において

は、障害者権利条約の批准に向けた法整備の一

つとして、障害者差別禁止法案の平成25年通常

国会への提出を目指し、去る11月22日に、障が

い者制度改革推進会議の差別禁止部会の初会合

が開催されたところであります。また、都道府

県の条例制定状況は、制定済みが２道県、制定

予定が５府県となっております。本県といたし

ましては、国の具体的検討が始まりましたの

で、その動向を注視してまいりたいと考えてお

ります。〔降壇〕

○外山良治議員 知事は地域主権を唱えておら

れます。同様の質問をしたのはつい最近でし

た。人権意識の強い知事主導で条例制定化が広

がっています。熊本も来春に条例化されると聞

いております。新知事に期待をしなければなら

ないのは非常に残念でございます。策定中の新

たな総合計画によると、20年後を目指す基本目

標、分野別施策の方向性、アクションプランと

しています。将来推計と予測では、ケース２を

満たす場合では、就業人口は05年が約55万

人、20年後は46万人、県内総生産額は、減少は

約3,000億円にとまり、１人当たり県民所得は14

万円増加と予想しています。

口蹄疫による2,350億円もの経済損失は向こう

５年間影響を及ぼすものとしています。この額

は県民経済計算による産出額合計６兆2,843億円

の2.3％に相当し、この率を１人当たり県民所得

に当てはめると約５万円とされています。これ

らは推計にカウントされているか、答弁を求め

ます。

○県民政策部長（山下健次君） 今回の口蹄疫

により、本県経済は大きな被害を受けておりま

して、御指摘のように、特に壊滅的な打撃を受

けました被災地域の畜産を再生するためには、

経済全体として４～５年程度は必要であると考

えております。また、蔓延防止のためのイベン

トの自粛などのほかに県外観光客数の減少もあ

りまして、22年度の生産活動への影響は約1,500

億円程度になる可能性があると考えておりま

す。

一方、現在、策定作業を進めております新た

な総合計画の将来推計は、一定の条件設定を

行った上で、20年後に人口や生産活動、平均所

得などがどのようになるのかを計算したもので

ございます。この条件設定の中では、畜産を初

め、県内の経済活動は５年程度でもとに戻るこ

とを想定しておりますので、20年後の生産活動

や平均所得等について口蹄疫の影響はないもの
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として計算しているところでございます。

○外山良治議員 前提条件（国試算の場合に準

じて設定）として、ＴＰＰ参加による本県農業

への影響、米・牛肉を中心に総額1,529億円程度

とされています。これはカウントされているか

答弁を求めます。

○県民政策部長（山下健次君） 御指摘のよう

に、農林水産省が行いました推計方法では、本

県農業への影響は1,500億円程度、関連産業を含

めると2,300億円程度となっております。しかし

ながら、この試算は、現状のままですべての品

目の関税が即時撤廃された場合の影響額、米な

どの重要品目の取り扱いあるいは国内において

どのような対策が講じられるのかといったこと

によって、本県経済への影響額は大きく違って

くるところがございます。また、ＴＰＰへの参

加そのものが決定しているわけではありません

ので、新たな総合計画の将来推計の中に現時点

ではＴＰＰ参加の影響は含めておりませんが、

今後の動向につきましては、引き続き注視をし

ていく必要があると考えております。

○外山良治議員 05年を起点として、過去20年

間の行政総投資額と、推計及び数値目標等を達

成するために必要とされる総行政投資額につい

て答弁を求めます。

○県民政策部長（山下健次君） 昭和61年度

（1986年度）から平成17年度（2005年度）まで

の20年間における県の普通会計歳出決算額累計

で約11兆7,000億円となっております。これに市

町村の決算額を加えますと約21兆円でございま

す。この20年の変化をデータで見ますと、人口

は平成８年をピークに減少に転じまして、２

万2,000人減少している一方で、高齢化率は11.2

ポイント増加をしております。また、この間の

県内総生産ですが、約１兆3,000億円の増加、１

人当たりの県民所得は約54万円の増加となって

おりますが、バブル崩壊後の景気低迷あるいは

人口減少時代の到来、リーマンショックによる

経済危機などもありまして、本県を取り巻く環

境は近年厳しい状況にあると考えております。

新たな総合計画では、国、県、市町村とも財

政状況はますます厳しくなることを前提として

おりますので、将来像を実現するための施策あ

るいは行政投資について、これまでの20年間に

比べて厳しい判断が必要になると考えておりま

す。長期ビジョンの実現に向けた具体的な施策

につきましては、アクションプランあるいは部

門別の計画の中で整理をして、毎年の予算編成

において事業化を図っていくということになり

ますけれども、その際には、効果検証を行いな

がら、これまで以上に選択と集中を図るととも

に、民間団体あるいは県民の皆様との連携・協

働をいかに進めていくのかが重要なポイントに

なると認識をしております。

○外山良治議員 担当部長、この総計は来年の

２月、議会提案されますか。総計は２月議会に

提案されるんでしょう。

○県民政策部長（山下健次君） その予定でご

ざいます。

○外山良治議員 議会提案ということは、議会

が責任を持つ可能性も多分にある。20年後の宮

崎県の将来像が数値目標化されている。数値目

標化されているのにＴＰＰについてはカウント

していない。ある程度県が推察をしている総

計2,000数百億円、これがなかった場合の影響に

ついてもやっぱり出すべき。計算だけでもして

おくべき。でなければ、議会は来年の２月に判

断をしなければならない。どうですか。

○県民政策部長（山下健次君） 先ほどＴＰＰ

の関係と口蹄疫の影響について御説明申し上げ



- 241 -

平成22年11月30日（火）

ましたけれども、基本的には口蹄疫の影響への

考え方と同じだと思います。ただ、御指摘のよ

うな県民経済計算においてこのＴＰＰがどう

いった影響があるのかということは、長期計画

の御説明とは別に私どもとしても考えたいと思

います。

○外山良治議員 もう一点。例えばアクション

プランで示すとおっしゃいました。アクション

プランはだれがつくるんですか。

○県民政策部長（山下健次君） アクションプ

ランの作成は、新しい知事のもとにつくるもの

でございます。

○外山良治議員 中期ビジョンと総計とアク

ションプランというのは、マニフェストをもと

につくるわけですから、総計とどういう関係に

なるんですか。

○県民政策部長（山下健次君） 現在、新しい

長期計画をつくっておるところですけれども、

その中での４年間のものについてはアクション

プランで、そのアクションプランは、もちろん

長計が基本になりますけれども、当然、新しい

知事のマニフェストも織り込んだ形になるとい

うことで考えております。

○外山良治議員 アクションプランと総計は全

く別物。知事がマニフェストで、私はこう思い

ますということを県民に示して、当選か落選

か、当選した場合はそれをやる義務があるわけ

でしょう。総計はもう決まっているわけでしょ

う。来年の２月。それと一緒に考えられます

か。一緒である場合もあるでしょう。違う場合

もある。だから、一緒にということは論理的に

成り立たないわけでしょう。

○県民政策部長（山下健次君） 論理的に成り

立つようにつくるということでございまして、

長期計画の大きな方向は踏まえた上で、アク

ションプランというのは、新しい知事のマニ

フェストを織り込んでつくるということになる

というふうに思います。

○外山良治議員 ほとんど意味不明。これは将

来推計ですか、努力目標なんですか。どっちな

んですか、この８項目ぐらいの数というのは。

○県民政策部長（山下健次君） 20年後の推計

と、推計というのは２つ、ケース１とケース２

ということで出しておりますが、ケース１とい

うのは現状のまま推移した場合、つまり何らの

行政施策も施さない場合、そしてケース２の場

合が、いろんな施策を講じた場合に、少なくと

もここを目指しましょうということで提示をし

ているものでございます。

○外山良治議員 だから、ケース１、ケース

２、ケース２でこれは数値目標なんですかとい

うことが第１点。先ほど行政投資額は幾らです

かということを聞いた。答弁がなかった。そ

れ、答弁してください。

○県民政策部長（山下健次君） 数値目標とい

うのは、数値で出せる部分の目標は数値目標と

して長期計画の中で提示をしますが、それ以外

の部分も当然、相当広範囲にわたります。そう

いう意味で、すべての分野を網羅した数値目標

というものではございません。

数値であらわされるものと必ずしも数値では

あらわされないものというのが行政目標として

はございます。そのことを申し上げました。

（「投資額」と呼ぶ者あり）

行政投資額と県民経済計算なりの県内生産と

の間の相関関係というのはよくわかりません。

そういう意味で総投資額というのは―基本的

な考え方として、これから財政状況というのは

非常に厳しいだろうと。そういう意味で、長期

計画の目標を達成するにはいろんな選択と集中
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とが必要であろうということを総論として申し

上げたところでございます。

○外山良治議員 議会審議できますか、それ

で。

○県民政策部長（山下健次君） 過去の総合計

画ではそういうことで御理解をいただいておる

ところでございます。

○外山良治議員 過去は議会に提案義務なかっ

たでしょう。いつからですか。私、びっくりし

ました。

○県民政策部長（山下健次君） 議決の対象と

はもちろんなっていなかったんですが、県の施

策を御説明する段階で御理解をいただいている

と、そういうふうに考えております。

○外山良治議員 おたくが、過去に了解をして

いただきましたと。議会に提案をしなくてもよ

かったわけですから、単なる説明だけですよ。

議会で諮って可決ということは一回もしていな

いんですよ、過去においては。了解も何もない

でしょう。議事録を修正されたほうがいいん

じゃないですか。まあ、いいですわ。新聞に発

表されている数字だけ見ても非常に厳しい。

びっくりするところも多々あります。ですか

ら、新知事のもとに総力戦で取り組んでも非常

に厳しいだろうと、私は個人的には思います。

だから、ぜひ、県民政策部長、頑張ってくださ

い。

職員の過重労働についてお伺いをします。40

代の職員が亡くなられました。さきの議会で、

「あなたは残業時間知っているのか」という問

いに対して、「私は知らん。あなたは知ってい

るのか」。このやりとりを聞いて、宮崎県議

会、これをなぜ議長がとめなかったのか、僕は

非常に残念ですよ。と申し上げますのは、反問

権、あなたは知っているのかというのは反問権

ですよ。議員が「あなたは御存じですか」とい

う問いというのは質問ですよ。答弁しなければ

ならない。それに対して「私は知らん」として

座り込む。こういうやり方というのは議会にな

じまない。例えばそこにおる答弁代理者、知事

が、総務部長なら総務部長に答弁をいたさせま

すということで座る。これが通常の議会。そこ

で、亡くなった方の前年度の残業時間、有給消

化日数、知事、答弁してください。

○知事（東国原英夫君） 反問権がないのは本

当に残念です。入れなきゃいけないと思ってい

ます。

当該職員の昨年度の時間外勤務の状況は、月

によってばらつきがありますが、月平均約80時

間となっており、年次有給休暇につきましては

約15日取得しておりました。また、亡くなる前

１カ月の時間外勤務は約64時間、年次有給休暇

は約１日取得しております。

○外山良治議員 こういう過酷な労働─亡く

なられた方に、こういった静かな議会答弁。

「御冥福をお祈りします」ということで終わっ

てほしかったなという思いが今もして、突然質

問をしました。公務員バッシングと言われて非

常に個人的にむかつく。というのは、有給消化

率、宮崎県は知事部局で何％でしょうか、担当

部長。

○総務部長（稲用博美君） 昨年度の年間の年

次有給休暇取得日数は約11日でございます。

○外山良治議員 何日あるんでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 付与日数が約38日

でございます。

○外山良治議員 県警はどのくらいでしょう

か。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察職員の昨年

度の平均的な時間外勤務は１カ月当たり約16時
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間、年間の年次休暇取得日数は約９日でござい

ます。

○外山良治議員 県警本部長、宮崎県、公務員

で一番低いのが県警。９日でしたね。本当は38

日から40日ある。本当に気の毒。もっと人員増

を図られたらどうでしょうか。こっちのほうに

ちょっとうるさく言ってください。実は私の兄

貴も県警におりました。

高齢者虐待の現状についてお伺いをします。

高齢者虐待防止法第１条「目的」で、「この

法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあ

り、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対す

る虐待を防止することが極めて重要であること

にかんがみ、高齢者虐待の防止、養護者に対す

る支援等に関する施策を促進し、もって高齢者

の権利利益の擁護に資することを目的とする」

として、平成18年度に施行されています。同

法25条により、平成21年度高齢者虐待結果が公

表されています。虐待の傾向、特徴等を詳細に

答弁を求めます。区分ごとにお願いをします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成21年度に

おいて、県内の市町村によって確認された高齢

者虐待の件数は165件、虐待を受けた高齢者数

は165人となっております。このうち、養護者に

よるものが163件、要介護施設従事者等によるも

のが２件となっております。これを虐待の種別

で見ますと、身体的虐待が105件で最も多く、続

いて、年金を無断で使用するなどの経済的虐待

が56件、入浴や食事をさせないなどの介護放

棄、いわゆるネグレクトが45件、暴言などの心

理的虐待が36件、性的虐待が２件の順となって

おりまして、このうち、身体的虐待、介護放

棄、経済的虐待が特に増加しているところであ

ります。また、虐待を受けた高齢者のうち約８

割が女性となっております。一方、虐待を行っ

た者の内訳は、息子が88人、夫が40人、孫が23

人となっており、このうち孫が特に増加してい

るところであります。

○外山良治議員 警察相談において、高齢者虐

待に関するような相談受理と対応状況について

答弁を求めます。

○警察本部長（鶴見雅男君） 本年10月末現在

で警察が受理しております警察安全相談、これ

は防犯とか民事とかございますが、約１万5,800

件。このうち高齢者虐待に関するものは、身体

的虐待、経済的虐待、また言葉の暴力等による

精神的虐待などがございますけれども、27件と

なっております。

受理しました相談の対応状況でございますけ

れども、いわゆる高齢者虐待防止法の第７条に

基づきまして、19件を市町村に通報しておりま

す。なお、警察におきましては、このうちの２

件を暴行・傷害事件として検挙し、５件につい

て指導・警告の措置をとっているところでござ

います。今後とも、県、市町村等関係機関との

連絡を密にいたしまして、高齢者の安全確保を

最優先とした対応をしてまいりたいと考えてお

ります。

○外山良治議員 変死体65歳以上、件数の推移

についてお伺いをします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 県内における65

歳以上の方の死体取扱件数でございますけれど

も、過去10年で見てみますと、平成11年が511件

であります。平成20年が902件、昨年は880件で

ありますけれども、傾向としては年々ふえてい

るという状況にございます。本年中の死体取扱

件数につきましては、10月末現在で取扱総数

が1,188でございますけれども、そのうち65歳以

上の方が769件という状況でございます。

○外山良治議員 500人が900人。恐ろしい。腐
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乱・白骨化した変死体は死亡原因究明が困難だ

と思いますが、養護者等の虐待が含まれている

かもしれません。十分な検死をお願いいたしま

す。

特養・養護・軽費老人ホーム待機者はそれぞ

れ何人か、対応等について答弁を求めます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 特別養護老人

ホームの待機者数は、平成21年４月時点で3,150

人となっております。また、養護老人ホームと

軽費老人ホームの待機者数については、特別養

護老人ホームの待機者の方も含まれております

が、本年10月時点でそれぞれ約450人、約200人

となっております。待機者解消への対応につき

ましては、市町村とも協議しながら、特別養護

老人ホーム併設のショートステイ床の定床化

や、昨年度創設した介護基盤緊急整備等臨時特

例基金を活用した小規模特別養護老人ホームや

認知症高齢者グループホーム等の整備を進めて

いるところであります。さらに、ショートステ

イの活用や訪問介護等の在宅サービスの利用促

進にも努めてまいりたいと考えております。

○外山良治議員 介護保険料の値上げも言われ

ております。それからまた、施設等についても

こういう悪い環境。ますます養護者による虐待

が増加するであろうということが推察されま

す。ある協議会へ参加した方のお話を聞きまし

た。「氷山の一角ですわ、あの数というのは」

と言葉が返ってきました。人間が生まれ、あす

が短い。私も含めて。そういった人間が、生ま

れてきてよかった、そういうふうなことが実感

できる老後であってほしい。それを担っておら

れる福祉保健部長、虐待ということからしっか

りと守っていただきたいというふうにお願いを

します。

精神障がい者対策についてお伺いをいたしま

す。全国320万人、40人に１人が精神疾患である

のが我が国の現状であります。入院医療中心か

ら地域生活中心へと国は大転換を進めていま

す。国は、精神保健医療の改革ビジョンで、

「地域を拠点とする共生社会の実現」として、

関係機関の連携のもとで医療・福祉等の支援が

推進されています。しかし、本県の現状は、県

内の在宅の精神疾患が5,500人、退院可能な社会

的入院が1,000名、合わせると6,500名中、現在

就労者24人、サービス事業所利用者が315人、医

療法人が運営している地域生活支援センターか

病院のデイケアを利用している人も一部います

が、大多数は自宅での生活となっています。

現状を踏まえれば、地域で気軽に過ごせる場

所をつくり、退院者及び在宅者が自由に交流、

回復するプログラムを取り入れ、社会参加、社

会貢献が実現できる居場所が必要だと考えま

す。地域における居場所の不足及び既存の施設

のあり方に対してどのようにお考えか、答弁を

求めます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 精神障がい者

の皆さんが、住みなれた地域で安心して生活す

るためには、居住の場の確保や就労に向けた支

援等が必要であると考えております。このた

め、共同生活を行う住居で日常生活上の援助が

受けられるグループホーム等の整備や、就労に

向けた支援等を行う障害福祉サービス事業所の

整備などを進めております。また、地域におい

て自立した日常生活や社会生活が営めるよう、

必要な援助や交流の促進を図ることを目的とし

て、地域活動支援センターも設置されておりま

す。しかしながら、長年にわたり入院中心の対

策がとられてきたため、地域で生活するための

受け皿づくりが十分とはいえない状況にありま

すので、今後とも市町村等と連携しながらその
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整備に努めてまいります。

○外山良治議員 このような現状を踏まえて、

訪問医療を中心としたＡＣＴ（包括型地域生活

支援プログラム）が地域で導入されて、非常に

評価をされています。国としてさらにこれを推

進すべく来年度の概算要求に盛り込まれていま

す。ＡＣＴは、単なる訪問医療・看護ではな

く、生活訓練や就学・就労支援を含んだ生活全

般の支援を、専門職が一緒にチームをつくっ

て、地域での退院者及び在宅者を支援する体制

でございます。ＡＣＴ事業を導入し、在宅福祉

の充実を図る必要があると思いますが、知事の

答弁を求めます。

○知事（東国原英夫君） 精神障がい者への支

援につきましては、平成16年に出された国の精

神保健福祉の改革ビジョンにおいて、「入院医

療中心から地域生活中心へ」という大きな流れ

が示されておりますが、さらに、昨年秋に出さ

れた「精神保健医療福祉の更なる改革に向け

て」という報告書では、精神障がい者同士の支

え合いなどを重視した、「地域を拠点とする共

生社会の実現」という大きな理念が加えられ、

我が国の精神保健医療福祉の方向性がより明確

化されたところであります。このため、現在、

精神障がい者の皆さんが、住みなれた家庭や地

域の中で快適で豊かな生活を送るための基礎づ

くり、基盤づくりに努めているところでありま

す。御質問にありました包括型地域生活支援プ

ログラム、いわゆるＡＣＴにつきましても、地

域生活を送る上で有効なサービスの一つである

と考えております。県といたしましては、今後

とも、市町村や関係機関とも連携しながら、地

域移行の推進を初め、精神障がい者や家族の皆

さんに必要なサービスを提供するための施策を

積極的に推進してまいりたいと考えておりま

す。

○外山良治議員 ありがとうございました。Ａ

ＣＴ事業、本当に推進をしていただきたいと思

います。今、全国にたしか13ＡＣＴだと思いま

す。福岡が来年ごろに導入というふうに聞いて

います。九州は非常に入院患者が多い。在宅福

祉が進んでいないのが九州でございます。そう

いった意味を含めてぜひ積極的な対応をお願い

いたします。

次に、支援学校３校統合についてお伺いをし

ます。きのうかおとといでしたが、延岡に行っ

てきました。保護者の意見、本当に厳しいもの

がありました。住民参加といったってほとんど

内容がわからない。基本構想はすばらしかっ

た。しかし、今聞く内容については、例えば187

項目の意見を聞いた。187項目の要望・意見に対

しての回答というものは、工夫せよ、予算がな

い、今後協議、それの羅列でした。福祉関係、

就労関係、その関係者すら参画していない。本

当なら、福祉部門、ワンストップで対応という

ものは延岡市が担う。これが基本的なあり方だ

と思います。教育長、この現状、もう一度延岡

市のほうに行って当事者、保護者と話し合うつ

もりはないか、答弁を求めます。

○教育長（渡辺義人君） 延岡総合特別支援学

校の基本構想については、延岡市の福祉関係課

も入っております。それから、我々も事あるご

とに延岡市当局に対しては、担当室のほうが参

りましていろいろと協議は行ってきたところで

ありますし、この特別支援学校については、延

岡市の３つの特別支援学校を再編統合するとい

う形で進めるものでありますので、今後とも、

さまざまな意見に十分耳を傾けていきたいとい

うふうに考えています。

○外山良治議員 時間も迫っていますから、本
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当はちゃんとしたいなという気持ちはあるんで

すが……。

つい最近、東京の多摩市の支援学校に行って

きました。すばらしい。木工室も立派に木造建

築で、そして、知的障がいと発達障がい、機能

訓練、療育センター、こういったものが完備さ

れていました。せっかくこういうものをつくる

なら、福祉部と商工観光労働部、そして教育委

員会と三者、四者でまず構想を練って、パース

へ起こして、そして、それを地域住民、関係

者、障がい当事者、保護者から意見をいただ

く。こういうことでやってもらいたい。勝手な

言い方かもしれませんが、１年間おくれてもい

い。今、保護者たちがおっしゃっておられるの

は、「前のほうがいい。今で何で悪いの」、こ

ういうような意見がほとんどでした。一度、何

回となくこの話を当事者としていただきたいと

思います。

教職員のうつ病対策についてであります。

文科省は、精神疾患で休職をする先生が増加

している。原因は、教育の内容の変化に対応で

きない、教員同士のコミュニケーション不足、

孤立する、保護者からの要求が多様になって応

じ切れない等々で、精神疾患を罹患するという

ことが言われております。本県の場合、どうな

んでしょう、教育長、答弁をお願いします。

○教育長（渡辺義人君） ただいまの質問にお

答えする前に、延岡の総合特別支援学校の件で

ありますけれども、我々としては、延岡西高跡

地の敷地条件と現在の西高跡地の建物の有効活

用という視点から、延岡市内の３つの学校が抱

えている緊急課題に対応することも含めて、教

育委員会として現在の構想を策定したものであ

ります。先ほど議員がおっしゃいましたような

福祉的な課題については、教育の分野とは一線

を画すべきところがあると思いますので、この

点については延岡市の福祉当局なりに、きょう

の議員のお話も含めておつなぎをしておきたい

というふうに考えます。その上で今の答弁をさ

せていただきます。

教職員の病気休職者等の状況でありますが、

数字で申し上げますと、平成19年度の病気休職

者80人おりまして、そのうちに精神性疾患者

が46名であります。20年度については、同じく

病気休職者95人のうち、精神性疾患者は51

名、21年度が、病気休職者100名に対し、精神性

疾患者は、うち61名となっております。

病気休職者、精神性疾患者だけでよろしかっ

たでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○外山良治議員 教育長、今までこういったも

のは何回も取り上げてきました。その都度、

「対策を講じております」という答弁が返って

きます。ところが、精神疾患の教職員はふえて

いる。40人が、たしか現在では61人。20人ぐら

いふえている。何のために対策したのと。悪く

なるような対策を講じたのと。よくなっていけ

ば、ああ、頑張ったんだなと。しかし、40が60

になって、頑張ったんだなとは到底言えない。

何が不足をしていたんですか、答弁をしてくだ

さい。

○教育長（渡辺義人君） これは宮崎県に限っ

たことではないんですが、全国的に―決して

これは逃げで言っているわけじゃないんですけ

れども―確かに精神性疾患者は、特に教職員

は、知事部局も一緒なんでしょうけれども、ふ

えてきております。そのために我々教育委員会

としても、予防の見地からのさまざまなメンタ

ルヘルスの講習会ですとか、早期発見・早期対

応という視点からの職員相談、あるいは専門の
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相談機関を設けたり、さまざまな対策をとって

きております。何もやっていないというわけで

はありません。ただ、やはり学校現場というの

は―これは議員十分御承知かと思いますけれ

ども―いろんな保護者の要求あるいは地域と

の関係、それから、いじめ、不登校、非行等の

問題行動、あるいは近年の発達障がいの対応と

か、さまざまな教育課題というのが今現場で出

てきております。そういったことの中でいろん

な複合的な要因が絡んで、そういった精神性疾

患者がふえているんだろうなというふうに思っ

ております。ただ、これをよしとせずに、今後

ともしっかりとした対策を講じていきたいとい

うふうに考えています。以上です。

○外山良治議員 例えば会議のカット、事務量

のカット、30％減じる。これは具体的に30％減

じましたか。

○教育長（渡辺義人君） 平成23年度を目標に

会議等の縮減等の取り組みを行っております

が、平成18年度と21年度の実績を比較いたしま

すと、調査等については15％、会議等について

は24％の削減を図ったところであります。先ほ

ど言いましたように、目標年度である23年度に

向けまして、引き続き、調査内容・回答方法の

簡略化や会議開催の見直し等図って、さらに教

職員の負担軽減に努めてまいりたいと考えてい

ます。まだ努力途中ということであります。以

上です。

○外山良治議員 努力途中、たしか最終年度は

今年度まで、18年から５年間だったと思うんで

す。ちょっと努力が足りませんよ。これは人の

死に関することでございますから。ちなみに自

殺者は何人ですか。

○教育長（渡辺義人君） 教職における自殺者

の状況でありますけれども、過去３年間で申し

上げますと、平成19年度が２名、20年度が１

名、平成21年度が２名となっております。大変

残念な結果であります。

○外山良治議員 ごく最近も自殺をされていま

すね。これは精神疾患から自殺に走るというこ

とになりますから、まじめに真剣に考えていた

だきたい。

タンポリの廃船処理、抜本対策についてお伺

いをいたします。

この件については何回も質問をしてきまし

た。31隻あったタンポリの廃船及び沈船は処理

していただきました。ありがとうございまし

た。現在のタンポリの現状について答弁を求め

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 津屋原沼、い

わゆるタンポリにつきましては、国が先月行っ

たプレジャーボート全国実態調査の速報値で、

廃船11隻、沈船１隻を確認しております。ま

た、県内全体では、廃船116隻、沈船14隻を確認

しております。これらの処理責任はもちろん所

有者にありますが、環境や景観上の問題があ

り、管理者としても看過できない状況でありま

すので、まずは所有者の調査を徹底して行い、

適正な処理を促してまいりたいと考えておりま

す。

○外山良治議員 31隻はすべて処理していただ

きました。しかし、処理していただいたが、今

ではまた11隻プラス１。タンポリ以外では116

隻、前回は県内は48隻でした。えらいまたふえ

たもんですな。この対処方法はどうされるんで

しょう。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 議員言われま

したとおり、我々も処理をしておりますが、そ

れ以上にふえているのが実情でございまして、

そういったものについては、先ほど申しました
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が、まずは所有者を探して、そちらに処分して

もらう。だめな場合に、見つからない場合とか

そういった場合に県で処分するということで進

めておるところでございまして、予算の許す範

囲内で、可能なものから簡易代執行等により順

次処分してまいりたいと考えております。

○外山良治議員 部長、放置自転車規制条例と

いうものを御存じですか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 具体的に直接

把握しておりません。

○外山良治議員 放置自転車、これは警察法で

すけど、放置自転車を放置小型船舶に条文を置

きかえればすべてこれで対応できます。条例化

を検討されませんか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 条例化につき

ましては、全国で「プレジャーボートの係留保

管の適正化に関する条例」等の名称で独自の条

例を制定している自治体もあると聞いておりま

す。既存の港湾、漁港等に関する条例に、プレ

ジャーボートに関する規定を盛り込むことで対

応している自治体もあるということでございま

して、今後の対応につきましては、全国の状況

を見ながら検討してまいりたいと考えておりま

す。

○外山良治議員 全国の自治体を見なくても、

知事を見てごらんなさい、地域主権だ、身近な

問題は県でやるんだと。全国のを何で見らにゃ

いかんとですか。担当部長、もう一度お願いし

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 現在、プレジ

ャーボートにつきまして、係留施設が十分に収

納するほどの状態になっておりませんので、ま

ずは利用者の方々、港湾の管理者等も含めて、

プレジャーボートをどうするかということで今

協議を進めている段階であります。そういった

協議が調ったところから、係留していい場所と

係留できない場所を決めまして、そういった中

で取り締まり等もやっていきたいと考えており

ますので、そういったことが先決かなと考えて

おります。

○外山良治議員 だから、放置自転車規制条例

を読んでください。そういう条文が全部載って

います。変えればいいだけと、自転車と小型船

舶を。

時間が来ました。これで終わります。（拍

手）

○中村幸一議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時59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。

次は、松田勝則議員。

○松田勝則議員〔登壇〕（拍手） 「注連引け

ばここも高天原なれや集まり給へ八百万の神

々」、本県一円で唱和されております神楽のと

きの神楽歌であります。やおよろずと言われる

神々を私たちの住まえる里にお迎えし、一夜を

神楽でおもてなしをして、神と人がともにその

年の豊作を喜び、感謝し、そして来る年のさら

なる海・川・山野の恵みをお願いいたしまして

行う一大イベント、神人総力戦の祭り、それが

夜神楽であろうかと思います。私たちの先祖が

いにしえより舞い伝えてきた伝統あるこの夜神

楽、長い歴史の中には不作の年も悲しい年もあ

りました。当然その年は、神楽は取りやめたと

聞いております。ことしはまさに本県にとって

悲しい年でありました。夏の神楽は、苦悩する
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畜産農家の方々をおもんぱかって、県内一円ど

こでも中止になったと聞いております。その苦

しみ、悲しみを吹き飛ばすべく、今、県北、私

たちの住まえるこの宮崎では、夜神楽が盛んに

舞われております。観光客でにぎわう夜神楽も

あれば、戸数わずか20戸の村で、がんぜない子

供からお年寄りまでが一丸となって舞い明かす

神楽もあります。その夜神楽の場、それを

神 庭と言いますが、その神庭でたくさんの質
こうにわ

問、県にこんなことを言ってくれという県民の

要望をいただきました。きょう私がこの壇上で

皆さん方にお願いする、あるいはお伺いする質

問は、すべて神様からいただいた御下問だとと

らえて、頑張って質問させていただきます。実

り多き答弁を期待しつつ、質問に入ります。

では、ただいまから通告に従いまして順次質

問をさせていただきます。

まず、知事に政治姿勢について２点お伺いい

たします。

平成19年１月に行われました宮崎県知事選挙

において、知事は「どげんかせんといかん」と

いう思いを訴え、県民からの多くの支持を受け

て知事に就任されました。官製談合事件で失墜

した県民の信頼を取り戻すべく、しがらみのな

い県政づくりを目指し─多くの県民がイエス

・ウィ・キャンとは言わなかったと思いますが

─それこそ県民総力戦で知事とともに頑張ろ

うと、多くの県民が本県のかじ取り役を東国原

英夫さんに託したのであります。知事就任後

は、マスコミを利用した県産品や観光スポット

のアピール、入札制度改革に取り組む一方で、

鳥インフルエンザや裏金問題、そして今回の口

蹄疫など、山あり谷ありの４年間を全力で職務

に当たってこられたと思っております。しかし

ながら、本県の状況に目を移しますと、中山間

地域では、少子高齢化の進行による将来に希望

が持てない疲弊した状況があり、医師不足、高

速道路の整備など、県政課題が山積みしている

中で、口蹄疫からの再生・復興もこれからとい

う状況があります。そういう状況の中で、地元

を回っておりますと、「どうして２期目をやら

んとじゃろうかい。宮崎県のためにまだまだ

やってほしいことがある。やれることは幾らで

もあるが」と、今でも多くの声を聞きます。知

事が１期４年で退任することを表明したその理

由の中に、「県知事として限界を感じた」とす

るものがあったと仄聞しますが、県知事として

何に限界を感じたのか、まず、知事にお伺いい

たします。

以下、質問席より質問をさせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

国、地方とともに厳しい財政状況の中、急速

な社会情勢の変化に対応し、地方が発展してい

くためには、地域の持つ資源やポテンシャルを

生かし、それぞれの実情に応じた施策を展開し

ていくことが重要であります。しかしながら、

日々行政課題の解決に取り組む中で、国と地方

の税財源配分と歳出のアンバランス、地方への

義務づけ・枠づけやひもつき補助金など、さま

ざまな国の関与や画一的な基準によって、地域

の自主性や創意工夫が十分に発揮できないこと

を痛感してまいりました。また、これまで県政

の諸課題について、地域の切実な実情や思いを

十分に理解してもらうために、国等に陳情を

行ってまいりましたが、可能な限り陳情に頼る

ことなく、各自治体が主体的に施策を展開する

ことができるようにするべきだと常々考えてき

たところであります。このため、私は、国と地
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方の役割分担を見直すとともに、それに見合う

権限及び税財源を地方に移譲することにより、

地方がみずからの意思と力で地域経営を行う分

権型システムを早急に構築することが不可欠で

あると考えておるところであります。〔降壇〕

○松田勝則議員 県政に向けたパワーを国にと

いうふうに理解をしているんですが、次に２点

目です。時は過ぎ行く知事は去る、されど県政

は永遠に。しがらみは継続しなくてもいいんで

すが、行政とは継続であろうと思います。当然

ながら、次期の知事は、新知事の考えのもとで

県政運営を行っていくものと考えますが、東国

原英夫知事の経験を生かしてほしいとも思って

おります。知事がこの１期４年間で培った経験

や反省などをもとに、次の県政への教訓、アド

バイス、いわば贈る言葉があればお伺いいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 現在、喫緊の課題で

あるところの口蹄疫からの再生・復興を初め、

雇用対策や子育て・医療対策、中山間地域対策

など、山積する課題に全力で取り組んでおると

ころでありますが、解決のためには、継続的か

つ新たな視点での対応が求められると思いま

す。また、本格的な少子高齢・人口減少社会を

迎え、生産力及び地域活力の低下や財政状況の

逼迫、グローバル化の進展に伴う国際競争の激

化など、今後、長期的に対応すべき課題も山積

しております。このような中、本県が将来にわ

たって個性と活力に満ち、真に自立した地域と

して発展していくためには、可能性にあふれる

本県の資源や特性を最大限生かした産業づくり

や住民主体の地域づくり、本県発展の基礎とな

る人材の育成など、長期的な展望を持ち、戦略

的な施策を講じていく必要があると考えており

ます。さらに、地方分権の進展、多様化する行

政需要に的確に対応していくために、県及び市

町村が自己決定・自己責任のもとで、地域独自

の施策を展開できるよう人材や組織づくりを進

めていくことや、行政と住民の協働を推進して

いくことが、今後ますます重要になるものと考

えております。以上申し上げましたように、さ

まざまな課題がありますが、新しいリーダーに

は、県政に対する確かなビジョンのもと、主体

性を持って全力で取り組んでいただきたいと考

えておるところであります。

○松田勝則議員 知事の、遺言じゃないです

ね、メッセージ、しかと承りました。

次に、医師確保について伺います。

全国で医師が２万4,000人不足だそうです。本

年の９月、厚生労働省が行った医師偏在調査の

結果、初めてこの数字が明らかにされました。

全国の医療機関で働く医師の数は16万7,000人と

されております。それに対して医療機関では、

あと２万4,000人が必要だというふうに訴えてお

ります。倍率で言うと、1.14倍が不足している

ということになるんですね。全国平均の倍率

が1.14倍、それに対して本県は1.17倍ぐらい

と、数字の上では平均値に近いのですが、言う

までもなく、本県は医師の偏在が著しい。県

北、県南、県西と、ほとんどの地域で医師が欲

しいと悲痛の声を上げております。それも地域

医療を担う公立病院あるいは中核病院といった

病院の勤務医の不足に悩んでおります。さて、

本県では、ここ数年来、医師確保のために格段

の努力を積み重ねておられること、本当に衷心

より深甚の敬意を表したいと思います。しか

し、平成16年、新医師臨床研修制度に端を発す

るという医師不足には、歯どめはかからない状

況であります。他県で行っている医師確保の施

策は、ほとんど本県でも行っていることを他県
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への調査で確認いたしました。現在、幾つかの

県では、最後の切り札的な施策で、医師を確保

する、確保というか招聘ですね、医師をお招き

するための専門の部署を設置して、一層の予算

と力を傾注しております。そこまで医者が来な

い時代になってしまったんですね。本県でもこ

の流れに乗りおくれることなく、医師確保対策

局とか医師確保対策室のようなセクションを設

置して、医師の招聘により一層の努力をされる

べきだと思いますが、いかがでしょうか、福祉

保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 医師確保につ

いては、医療薬務課の地域医療担当を中心に、

昨年度、担当職員を１名増員して取り組んでい

るところですが、全国的な医師不足の中で、地

域間競争もさらに激化するなど、厳しい状況が

続いております。このため、今後どのような体

制で医師確保に取り組んでいくべきか、他県の

状況等も十分踏まえながら検討してまいりたい

と考えております。

○松田勝則議員 地域医療担当を１人ふやすと

いうことは、現行５人ですから６人ということ

ですね。厚労省は、地域医療支援センターを各

県ごとに設置することを検討して、事業費とし

まして、来年度予算の概算要求に17億円計上い

たしました。本県も2,500万ぐらいの予算がつく

と伺っておりますが、また地域医療支援センタ

ーやなんかと相まって、より一層の御努力をい

ただきたいと思います。

次に移ります。地域医療再生基金25億円掛け

る２本の50億を本県は活用して、ドクターヘリ

を初め、さまざまな医療関係の道を開いたとこ

ろですが、本年度の国補正予算の地域医療再生

基金の拡充分については、どのような取り組み

を行うお考えか、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 地域医療再生

基金の拡充につきましては、先週末、国の補正

予算が成立いたしましたが、詳細な内容、スケ

ジュール等がまだ明らかになっていない状況に

あります。ただ、今回の補正は、３次医療圏で

ある都道府県を単位とした広域的で高度な医療

課題の解決が対象と聞いておりますので、今

後、宮崎大学や医師会、市町村等、関係機関の

意見を伺いながら、対応してまいりたいと考え

ております。

○松田勝則議員 知事のメッセージにもありま

したように、行政、民間の連帯を強く取り持っ

ていただきたいと思います。

次に、年度末を迎えまして、私たちの住む延

岡市でも、県立延岡病院の医師の異動に関し

て、大変市民の関心が高うなってまいりまし

た。総括になるんですが、医師確保に向けて、

これまで具体的、また組織的にどのような形で

取り組んでこられたのか、福祉保健部長、病院

局長、それぞれにお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 医師確保の具

体的な取り組みとしては、宮崎大学や県教育委

員会の協力のもと、医学部入学試験への地域枠

や地域特別枠の導入を図るとともに、宮崎大学

への地域医療学講座の設置など、本県の地域医

療を担う医師の養成に努めております。また、

関係市町村と連携して、求人情報の発信や「み

やざき地域医療応援団」への登録呼びかけ、病

院説明会の開催など、医師の確保にも積極的に

取り組んでおります。さらに、県医師会や臨床

研修病院等から成る宮崎県臨床研修運営協議会

において、臨床研修体制の整備充実や臨床研修

医等の確保にも協力して取り組んでいるところ

です。今後とも、県の関係部局はもとより、市
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町村や医師会、宮崎大学等、関係機関と組織的

な連携体制を十分とって、医師確保に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○病院局長（甲斐景早文君） 議員御指摘のと

おり、医師の確保は喫緊かつ最重要の課題であ

りますことから、病院局におきましては、昨年

度から、医師給与の大幅な引き上げや研究研修

費の増額、医療秘書の導入などを行い、さらに

今年度からは、救急医療に従事した際の手当創

設や臨床工学技士の増員を行うなど、医師の待

遇改善と負担軽減にできる限りの対応を行って

いるところであります。また、医師確保対策に

係る体制の強化を図るため、昨年度、部長級の

医監を設置するとともに、宮崎大学を初め各大

学の医局等に医師を招聘するための私どもの取

り組みを説明し、理解を得ながら、各病院長と

もども医師派遣を粘り強く要請するなど、さま

ざまな手だてを講じながら、医師確保に向けて

全力で取り組んでいるところであります。

○松田勝則議員 今、局長から医監という言葉

がありました。そこで、医師確保対策に関し

て、即戦力が要るんじゃなかろうかと思うんで

すね。即戦力として医師を活用してはどうか、

医師を行政職として採用してはどうかというこ

と、また、宮崎大学医学部の退官教授、先生を

活用できるのではなかろうと思うんですが、い

かがでしょうか、福祉保健部長。

○福祉保健部長（高橋 博君） 医師確保に当

たりましては、医師同士のつながりや情報交換

が非常に重要と考えております。このため、福

祉保健部内に所属する医師もメンバーに加えた

医師確保対策チームを設置し、宮崎での勤務に

関心のある医師に対し、メンバーの医師から県

内の医療事情を説明するなど、医師の活用を

図っているところであります。また、宮崎大学

医学部を退官された医師の活用につきまして

は、宮崎大学にも現状等を確認してみたいと考

えております。

○松田勝則議員 そこで、部長、局長に提案な

んですが、地域医療担当の方にしても、病院局

の医師確保の対策にしても、大体３年のサイク

ルでかわるじゃないですか。最初の１年という

のは、病院に行ったら専門用語の羅列で、また

特殊な人間関係がありますから、大変苦労され

ると思うんですよ。いよいよ自分がなれてき

て、あと２年なんですけれども、２年ぐらいの

人間関係じゃ、どうしてもお医者さんをよそか

ら、あるいはこのセクションの方をここの病院

というのは難しいということを聞いておりま

す。人事のことに関しますけれども、やはり一

番大きな県民の課題ですから、そのセクション

を担当される方は、ある程度長い期間、腰を据

えてやっていただくことはできないかというこ

とを要望して、次の質問に移らせていただきま

す。

次に、臨床研修医が日本で一番少ない宮崎県

という報道がありました。これは宮崎県が一番

少ないことに甘んじているのではなくて、他県

が努力をして医師の数をふやしたというコメン

トもあったように思っておりますが、要は現場

の若手医師の声を県はどのように今聞こうとし

ているのか、福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県では、僻地

勤務をしている自治医科大学卒業医師や医師修

学資金の貸与を受けた臨床研修中の医師、さら

には宮崎大学医学部に勤務する若手医師との面

談等を通じて、さまざまな意見を伺っていると

ころでございます。具体的には、本県の救急医

療体制の充実や多くの症例を検討できる症例検
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討会の開催を望む声、あるいはみずからの技術

の向上につながるような病院への勤務を希望し

たいといった声が聞かれます。このような若手

医師の意見を伺いながら、魅力的な医療環境の

整備に、今後とも関係機関と連携しながら取り

組んでまいりたいと考えております。

○松田勝則議員 同じ質問を病院局長にお願い

いたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院現場の意見

に耳を傾けることは大変重要でありますので、

各県立病院においては、院長、副院長が日常的

に各診療科長等を通じ、現場医師との意思疎通

に努めますとともに、医師全員で構成する医局

会などの場を活用し、意見の把握等を行ってい

るところであります。また、私も就任以来、現

場優先を念頭に、毎月１回を目標に各県立病院

を訪問いたしまして、その際に、院内の医師な

どと意見交換を行って、現場と思いを共有する

よう努めているところであります。さらに、現

場の意見を業務改善に反映するため、医師を初

め職員全員を対象に病院経営の改善策を提案し

てもらう「１人１改善運動」を実施していると

ころであります。こうしたさまざまな取り組み

により、先ほども申し上げましたように、医師

の研究研修費の増額ですとか医療秘書の導入な

どにつながっているところであります。

○松田勝則議員 私も現場に─県病院でござ

いますけれども─参りますと、部長、局長が

─いわばどぶ板営業という言葉がありますが

─本当に足しげく通ってこられる、また宮崎

大学におかれましても、今までにないように足

しげく通っていらっしゃるということは耳にし

ておりまして、本当に頭の下がる思いでござい

ます。佐久総合病院、これは私たちの医療対策

特別委員会のほうで訪問いたしました。ここに

来られる臨床研修医が地元に残るという要因の

一つに、地元とのコミュニケーションが大変深

うございました。年に１回、病院祭を開いて、

若手男性医師はみんな女装して踊るとか、そう

いった自分の殻を越えて表現するような場、あ

るいは日ごろから地域の方々との飲みニケー

ションが盛んだということも聞いております。

そういうことを今、延岡でも地域医療を守る会

の方が提唱するんですが、どうしても県立病院

に派遣されていらっしゃる医師の方々はお忙し

いということで、そこまでの深いつながりはで

きておりません。これはどこが指導すべきかと

いうのは別といたしまして、まずは県政の重責

にある皆さん方から、もっと突っ込んだコミュ

ニケーションをとられてもよろしいんじゃなか

ろうかと思っております。

続いて、次の質問に参ります。シカでござい

ます。シシでございます。猿でございます。

「奥山に紅葉踏み分け鳴く鹿の 声聞く時ぞ秋

はかなしき」。同じく神楽歌なんですが、シカ

の被害が大変ひどい、深刻だということは、皆

さんおわかりかと思います。特に県北において

は、明治以降この方、いわゆる廃村といった集

落が消滅した事例はないんだそうですが、いよ

いよあと５年、10年のうちに、そういった集落

が出るかもしれないというところに来ておりま

す。それは、一にも二にも住民が少なくなっ

て、お二人そろっていれば、何とか田を耕し、

山を肥やし、そして仏さんのお守りをするんで

すけれども、お一人になってしまったら山をお

りざるを得ないということもあるんですが、そ

れに追い打ちをかけるようにシカの被害があり

ます。自分たちが丹精を込めた作物が根こそぎ

べらくりやられてしまうという現状です。本県

のシカの数は、平成17年の約４万2,000頭から、
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平成20年には７万7,000頭へ急増しています。こ

のため、県では、平成21年にニホンジカ適正管

理計画、25年度までと聞いておりますが、これ

を策定して約３万8,000頭まで減らすと、７

万7,000頭を３万8,000頭まで半減させるという

ことを目標にしております。平成21年度は、こ

の計画に基づいて、大変多くの努力をいただい

ておるわけですが、さて、本県の野生鳥獣によ

る被害の現状と被害防止対策に要する予算額に

ついて、県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（山下健次君） 野生鳥獣によ

る被害でございますが、平成18年度以降、年々

拡大しておりまして、平成21年度における被害

額は２億9,000万円余になっております。被害の

多い作物等は、野菜、水稲、それから人工林、

この３つで被害全体の60％を占めております。

また、獣種別では、やはりシカによる被害が最

も多く、次にイノシシ、猿を合わせた被害、こ

れが全体の85％に及んでおります。さらに、生

産意欲の減退あるいは作付の断念といった数字

でははかれない影響も地域に及ぼしておりまし

て、早急な対策が求められているところであり

ます。こういったことから、本年度から全庁的

な体制で「鳥獣被害対策緊急プロジェクト」に

取り組んでおりまして、専門家の招聘や特命チ

ームの設置などを行います「鳥獣被害防止地域

力パワーアップ事業」やシカ・サル対策指導捕

獲員の配置を行います「有害鳥獣被害防止緊急

対策事業」などに、総額２億9,000万円余の予算

措置を行っているところでございます。

○松田勝則議員 被害が２億9,000万円余、それ

に対して予算措置が２億9,000万円余ということ

で、大変多くの予算を計上しなくてはいけない

本県の現状があります。では、今後、本県の鳥

獣の被害防止対策をどのように進めていくの

か、県民政策部長、続けてお伺いいたします。

○県民政策部長（山下健次君） 野生鳥獣の被

害防止対策につきましては、防護さくの設置あ

るいは有害捕獲による対策を行ってきたところ

でございますけれども、思うような被害軽減に

は至っていないところでございます。このた

め、今年度から、これまでの対策を補うための

新たな視点ということで、鳥獣を寄せつけない

ためのえさ場の撤去や徹底的な追い払いなど、

地域ぐるみ、集落ぐるみでの取り組みを強化い

たしますとともに、冬場のえさ源ともなってお

ります林道等ののり面や路肩の適正管理、ある

いは多様な森づくりの推進に取り組むこととし

たところであります。こうした対策にあわせま

して、引き続き、補助事業による防護さくの導

入あるいは集落周辺に定着している鳥獣の適切

な捕獲を実施することによりまして、総合的か

つ効果的な被害対策につなげてまいりたいと考

えております。

○松田勝則議員 ポイントになりました適切な

捕獲ということで、７万7,000頭を３万8,000頭

まで半減させる、これは並大抵の努力じゃあり

ません。じゃ鳥獣被害を減らすためにどのよう

な捕獲対策を行おうとしているのか、環境森林

部長、お伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 県ではこれま

で、シカ、猿、イノシシなどの野生鳥獣による

被害を防止するために、市町村の有害鳥獣捕獲

班や野生猿特別捕獲班への助成、あるいは捕獲

用わなの購入助成によりまして、捕獲の強化を

図ってきたところでございます。特にシカの有

害捕獲につきましては、今年度から、シカ捕獲

促進事業において捕獲単価を引き上げ、4,000頭

を捕獲するとともに、緊急雇用創出臨時特例基

金を活用いたしまして、シカ・サル対策指導捕
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獲員46名を配置し、積極的にわなによるシカや

猿の捕獲に努めているなど、捕獲対策の充実を

図っているところでございます。また、今年度

から、有害捕獲に関します許可基準日数を従来

の30日以内から90日以内に延長するとともに、

捕獲頭数を原則10頭以内から必要頭数が捕獲で

きるよう捕獲基準を緩和したところでありま

す。今後とも、市町村や関係機関と連携しなが

ら、より実効性のある鳥獣被害対策に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○松田勝則議員 今、部長のほうから「わな」

という言葉がありました。実は、狩猟班の方々

に伺いますと、狩猟の免許更新は、「次はおっ

だ、もうよだきいぞ」ということを言います。

なぜかといいますと、実射、実技が課せられた

ことによって、高齢者がほとんどを占めるハン

ターの方々、次はもう更新しないという方が多

いんですね。そうなると、ひっきょう、わなと

いうものが大きな役割を占めることになろうか

と思います。私も、次はわなの資格を取って

─実際山に入るかどうかは別なんですけれど

も─免許を取りまして、幾らかでも役に立ち

たいと思っております。また、そういったとこ

ろも観点を持っていただきたいと思います。

次に、環境森林部長に続けてお伺いいたしま

す。県民から500円ずついただいておる森林環境

税の使途なんですが、これは鳥獣捕獲という

か、被害対策には使えないんですよね。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 森林環境税に

つきましては、その税を取る制度の趣旨とか、

そういうのを踏まえまして、直接的には鳥獣捕

獲に使うようにはしておりませんけれども、一

応、森林環境税で広葉樹等を植えていきます

が、それの防除するための防護さく、そういう

ものには使っておるところでございます。

○松田勝則議員 防護さくを使っているという

ことで、この森林環境税を使った植林のところ

は、さくがあるからシカの被害はないというふ

うに聞いているんです。では、次期の森林環境

税の使途についてはどのような検討を今行って

いるでしょうか、お教えください。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 森林環境税に

ついては、平成18年度に導入いたしまして、課

税期間が今年度までとなっておるところでござ

いますけれども、森林を取り巻く現況は非常に

まだまだ厳しいものがございまして、県民の生

活になくてはならない多くの機能を有する森林

を、県民共有の財産として、引き続き守り育て

ていくことが重要であると考えております。そ

れとともに、昨年度実施いたしましたアンケー

ト調査あるいは県民との意見交換会などで、多

くの県民から継続に賛同との御意見をいただい

たことから、本議会に５年間の延長を内容とす

る条例の改正をお願いしているところでござい

ます。その税の今後のあり方につきましては、

特定財源である森林環境税の趣旨を踏まえまし

て、有識者で構成されている森林環境税活用検

討委員会の御意見等も反映しながら、次期の森

林環境税の構想案を取りまとめて、現在、パブ

リックコメントを実施しているところでござい

ます。その構想案の中で、これまでの県民参加

と公益的機能を重視した森林づくりに加えまし

て、新たな使途といたしまして、山村地域の活

性化、ひいては地球温暖化の防止に貢献する県

産材の利用促進などの取り組みを検討している

ところでございます。

○松田勝則議員 山村、林業へも少しは貢献で

きるような策を講じていらっしゃるということ

で伺いました。一つ提案なんですけれども、山

学校をこれでやったらどうかと思うんですね。
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今、子供たちは、農家の子でもくわを握ること

がありません。山里の子でもなた一本持ったこ

とがない。私たちは、山に入ったら必ずたきも

んを一つ抱えてきて、持って帰ると、ばあさん

に頭をなでてもらえたという喜びがあるんです

が、今の子供たちは実際、平地にある林でつく

られた人工林での体験はあるやにしても、本当

の山里の中での生活を知りません。そういった

ところで、子供たちに山の生活を教える。そし

て、野生鳥獣といっても、シカ、シシ、猿、と

うとい命です。それを人間のために奪わなくて

はいけない、そういったことも含めて啓蒙する

ようなことにお使えいただけたらどうかなと思

いますが、提案をさせていただきます。

次に、農政水産部長に伺います。最近の記事

でこんなのがありました。国連環境計画は19

日、「2050年までに地球上のほぼすべての水域

で漁獲量が減少し、大型魚（マグロやカツオな

ど）はほぼ消滅する」と予測する報告書を、名

古屋市で開催中の国連地球生きもの会議で発表

いたしました。漁獲量の減少の原因としては、

乱獲、それから気候変動による海水温度の上

昇、海水の酸性化、未処理で流される生活排

水、あるいは農業で使う肥料に含まれる窒素の

増加による水質汚染を掲げております。確か

に、県内の漁獲量を見ましても、ここ３年で

減っております。また、魚価が低迷しているこ

とによりまして、海を守る─いわば漁師の方

々は、自分たちは地球防衛軍といったような、

海を守っているんだという自負もあるんですが

─そういった方々の生活を脅かしておりま

す。まずは、本県沿岸域における漁場整備の状

況についてお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 本県の沿岸域

は、単調で魚が集まる岩礁帯が少ないといった

地理的条件下にありますことから、漁業を持続

的かつ効率的に営んでいくためには、漁場整備

が必要不可欠であると考えております。このた

め、本県では、水深などの海域条件や対象とす

る漁業種類を考慮し、計画的な漁場整備に取り

組んでおります。具体的には、ごく浅い海域で

は、稚魚の隠れ家などの増殖礁を、水深100メー

トル程度までの海域では、コンクリートまたは

金属製の高層魚礁を、さらに深い海域では、浮

き魚礁を用いるなど、日向灘の立体的な漁場整

備を実施いたしております。本年度は、４カ所

での漁場整備を継続いたしますとともに、新た

に美々津沖で、高層魚礁を用いた漁場の整備に

着手したところでございます。

○松田勝則議員 確かに、魚礁は大変熱心に取

り組んでいただいていると思います。漁師の方

々に伺いますと、魚礁に対する見方がいろいろ

あるんですが、「魚礁は魚を集めるアパートに

なるんだけど、そこから魚がふえることにあん

まりつながってないんじゃなかろうか」と。魚

をそこに集めることに力を持って、そこから大

量にわくということはないというふうにも聞い

ております。そういう中で、本県における枯渇

するというふうに言われてしまった海洋資源を

ふやす取り組みについて、どのように取り組ん

でいるのか、続けてお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 本県では、関

係機関と連携を図りながら、マダイ、ヒラメ、

カサゴ等の稚魚を生産し、年間100万尾程度の放

流に努めております。特に今年度からは、安定

的な収益が見込めるため、漁業者のニーズが強

いヒラメを重点的に放流しております。また、

緊急に資源回復が必要なカサゴにつきまして

は、第１期資源回復計画の成果を踏まえまし

て、安定的な水準まで資源量を回復させるため
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に、今年度から５カ年間の第２期計画へ移行し

たところでございます。この計画では、従来の

禁漁期の設定や漁獲物の体長制限に加え、さら

に漁業者との協議を重ねまして、操業海域別の

漁獲量管理など、より厳しい資源管理に取り組

んでいるところでございます。

○松田勝則議員 続けて、県として、漁業所得

の確保に向けては、どのように取り組んでいる

のかお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 漁業所得の確

保につきましては、資源の適切な管理や漁場の

整備による安定的な生産を確保するとともに、

収益性を向上させることが重要であると認識い

たしております。このため、省エネ型漁船の導

入や操業方法の改善等による操業コストの削

減、みやざきブランドの確立や多様な販路の構

築等による魚価向上に向けた取り組みなどを支

援いたしておるところでございます。県といた

しましては、今後とも、関係機関・団体との緊

密な連携を図りまして、漁業所得の確保に向け

て、積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○松田勝則議員 先ほど、カサゴという魚の養

殖についてということを伺いました。これをガ

ガラと私どもは申しますが、これは大変いい成

績を上げているようなんですけれども、た

だ、17ある漁協では、やはり食いつきが違うと

いうことなんですね。ほかの漁協で確かに成果

を上げているんだが、ほかのところはなかなか

それに賛同しないという現状もございます。先

ほど知事がおっしゃったように、やはり行政と

地域に住まわれる方々の連携が大事だと思いま

す。特に漁村、漁師の方々は、なかなかお忙し

いということもあったり、あるいは行政の言う

ことを、せせこましいと言って聞かない嫌いが

あるやに聞きますけれども、できれば、２日、

３日泊まり込みで、「こんなに成果が上がって

いるんだから、おたくもやりませんか」という

ぐらい売り込みを、職員さんがされるような、

そういった熱意でもって、ぜひ、よい成績を上

げているものについては、啓蒙・普及に努めて

いただきたいと思います。

続いて、県土整備部長にお伺いいたします。

入札制度というふうにうたってありますが、こ

の間、県外に行っておりますときに、地元の建

設業者の方からこんな電話をいただきました。

落札をしたんだそうです。大変喜びました。関

連の業者さんとかあるいは家族を集めて、従業

員と一緒に酒盛りをしていた。それぐらい今、

なかなか落札ができないんだ。ところが、そこ

に一本の電話があって、落札を取り消しますと

いうことであった。入札、落札を取り消すとい

うことですね。その理由というのが、業者のほ

うにミスがあったのではなしに、県のほうでミ

スがあったということで、翌日すぐに担当の課

長が謝りに来られたんですけれども、それだけ

で終わってしまったというようなことで、これ

はまれなことではなく、間々あるんだというふ

うに、この業界の方々から聞いております。県

土整備部において、落札後の入札の取り消しは

何件あり、そのうち県のミスによるものは何件

か、また、なぜそのようなミスが起きるのかお

伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 建設工事等の

入札手続におきまして、県の積算や図面等に誤

りがあり、落札者の決定に影響するなど、適切

な入札でないと判断される場合は、入札の公正

性を確保する観点から、当該入札手続を中止す

ることとしているところであります。県土整備

部におきまして、開札後に入札手続を中止した
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ものは、昨年度17件、今年度上半期は９件であ

ります。いずれも県の積算等に誤りがあったも

のであります。これらは、予定価格の算出過程

等において、積算基準や単価の適用誤り、必要

経費の計上漏れなどによるものであります。入

札手続の中止は、建設業者等にとりましては負

担増となるものであり、事業のおくれにもつな

がりますので、大変申しわけなく思っておりま

す。

○松田勝則議員 昨年度17件、今年は上半期で

９件、県のミスによる、しかも全部が県のミス

だったということですよね。私が伺った業者さ

んは、じゃ積算の見積もりミスは幾らだったか

と問いましたら、数千円であったそうです。し

かも２回目も同じことを繰り返されたと。たま

らんとですよね。関連の業者さんに頭を下げて

調整をして、社運をかけて入札に臨んでいる。

それが天国から地獄に落とされるわけです。そ

れが数千円のミスだった。でも、県には何のお

とがめもないわけですよね。例えば、ポイント

がつくわけでもありません。また一から入札し

直しになるという現状を、この業者さんも大変

嘆いておられます。確かに、大変積算が多くて

間違いはするんだろうと、さはさりとて、秘密

の保持から、民間に積算を依頼することもでき

ないんでしょうけれども、県としては、入札の

中止が生じないよう、どう対応していかれるの

かお聞かせください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 建設工事等の

発注に当たりましては、従来から、各発注機関

に対して、正確な積算と十分な精査を行うよう

指導してきたところであります。しかしなが

ら、今年度も、積算誤りによる入札手続の中止

は生じておりますことから、精査体制の充実強

化を図るとともに、同様の積算誤りが起きない

よう、事例の周知に努めるなど、違算防止に向

けて、さらに指導を徹底してまいりたいと考え

ております。

○松田勝則議員 それだけですかと言いたいと

ころなんですが、人間のやることだから許され

ないというのは通用しないですよね。これは業

者のほうがミスをしたら、県は絶対認めないわ

けでしょう。それと同じことを県の方々も十分

認識していただきたい。本当に積算ミスが起こ

るんであったら、どこか遠いところに、県外で

もいいから委託をするとかいう形で、本当に細

心の注意を払っていただきたい、このように

思っております。本当に心からお願いいたしま

す。

次に、今回の口蹄疫に話を戻しますけれど

も、本当に建設業界の方々に御尽力いただいた

ということは、部長のみならず、皆さんが御承

知のことと思います。地震など自然災害の発生

時を含めて、現場の最前線で地域を守る担い手

はだれなのかというと、やはりこれは、宮崎県

のある意味１次産業にも含まれるであろう建設

業の方々であると言っても過言ではないと思い

ます。また、中山間地域の生活を下支えしてい

るのも、やはりこの建設業の方々です。入札制

度のことに関しましては、再三再四、この議会

でも取り上げておりますし、また、業界の中で

も、さまざまに意見は分かれておると聞いてお

りますが、一例といたしまして、3,000万円以下

の工事については、指名競争入札を一部試験的

に復活する考えはないか。試験的ですので、時

計の針を戻すことにはならぬと思うんですが、

いかがでしょうか。部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 本県では、19

年３月に「入札・契約制度改革に関する実施方

針」を策定しまして、より公正、透明で競争性
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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

と並行しまして、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、国の経済対策

に呼応しまして、今議会におきましても、公共

事業の追加補正予算をお願いしているところで

ございます。県としましては、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、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。

○松田勝則議員 ぜひ、それこそ多くの方々の

意見を取り入れて、改善というか、本当に着地

点を見出していただきたいと思っております。

続いて、今度は教育長にお伺いいたします。

午前中、教職員の自殺という数で、ここ３年が

１人、２人、１人というショッキングな数を明

らかにしていただきました。聞きづらいんです

けれども、県内における児童生徒の自殺の状況

についてお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 文部科学省が実施い

たしました調査結果によりますと、本県の公立

学校におきましては、平成20年度、21年度は、

それぞれ高校生が１人みずから命を絶つとい

う、大変痛ましく、残念な状況となっておりま

す。なお、過去10年間におきましては、毎年１

人、多いときは２人から３人が報告されており

ますが、小学生については、報告を受けていな

いところであります。

○松田勝則議員 県内におけるいじめや不登校

の状況について伺おうと思ったんですが、自殺

の問題はプライバシーに関しますので、深くは

ここで言えませんけれども、ほとんど学校とは

関係ない家庭の問題に起因するということも

伺っております。さはさりながら、家庭に居場

所のない子供が、どうして学校で居場所を求め

られないのかということも思ったりするんで

す。自殺防止のために、学校や教育委員会はど

のような取り組みを行っているのかお伺いいた

します。教育長。

○教育長（渡辺義人君） 自殺防止につきまし

ては、児童生徒一人一人に命のとうとさを自覚

させ、自分や他者の命を大切にする心や態度を

育成することが大変重要であると考えておりま

す。そのため、各学校におきましては、道徳の

時間に、生命誕生の喜びなどを教材とした授業

を実施いたしますとともに、乳幼児との触れ合

い活動や動植物の飼育栽培等を取り入れた体験

活動を行うなど、すべての教育活動の中で、命

を大切にする教育の充実に努めております。ま

た、児童生徒の小さなサインを見逃さないよう

にするために、定期的にアンケート調査や教育

相談を実施したりしながら、きめ細かな対応も

行っ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、スクールカウンセラーやスク

ールアシスタントの配置を行うとともに、悩ん

でいるときにいつでも相談のできる「ふれあい

コール」や「心の架け橋子ども専用電話」など

の相談窓口の電話番号を掲載しましたカードを
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県内すべての児童生徒に携帯させるなどしなが

ら、相談体制の充実に努めているところであり

ます。今後とも、学校や家庭はもちろんであり

ますが、関係機関とも十分連携を図りながら、

「命はかけがえのないものである」というメッ

セージを伝えてまいりたいと思います。以上で

す。

○松田勝則議員 児童生徒の小さなサインを見

落とさないようにと、確かにそうだと思いま

す。その小さなサインの一因として、いじめと

か不登校というものは看過できないと思うんで

すが、改めまして、県内におけるいじめや不登

校の状況について、教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） 文部科学省が実施い

たしました調査結果によりますと、平成21年度

の本県の公立学校におけるいじめの認知件数

は、小学校31件、中学校55件、高等学校47件、

特別支援学校４件の計137件であり、平成20年度

と比べまして、68件減少いたしております。い

じめの認知件数につきましては、平成19年度以

降、３年連続で減少傾向にございます。また、

平成21年度の本県の不登校児童生徒数につきま

しては、小学校128人、中学校768人、高等学

校353人の計1,249人でありまして、平成20年度

とほぼ同数であります。なお、本県のこの状況

を割合で見てみますと、児童生徒1,000人当たり

約10人という状況になります。本県のいじめの

認知件数及び不登校児童生徒数の割合は、全国

との比較をいたしますと、いずれもここ数年、

低い水準で維持できているところであります。

○松田勝則議員 今の答弁の中で、ややもする

と、他県と比較すると、ということなんです

が、これは比較する必要はないですよね。教育

日本一をうたう宮崎県であったら、ゼロでなく

てはいけない、それぐらいの思いであってほし

いと思います。そこで、今回、以前の質問でも

取り上げました教員の不祥事ということで、教

育長は今年度、異例の、教職員がどのような事

例で処罰されたかという一覧表をつくって、県

内の教職員に配付されました。また、前回、２

年前には、教育長みずから「教師として生き

る」というメッセージを書かれて、それを各校

に配付された。それは、学校によっては、大き

く拡大コピーをされて職員室の入り口に張って

あったり、あるいは各人がコンパクトにして

持っていたりということであります。子供の世

界もそうでありながら、なかなか先生の世界も

大変だということは、私たちもわかっているん

です。さはさりとて、じゃ、それを監督する県

教育委員会が、市町村の教育委員会―今回も

児湯郡の教育委員会の先生でしたよね―に

メッセージを発信したときに、二重行政になっ

ているんじゃなかろうか。教育長が熱い思いを

持って発せられたメッセージがどう届いている

んだろうかと、最近は甚だ疑問に思っておりま

す。教育長、いかがでしょうか。いま一度、ど

のような形で、宮崎県の教育、この子供たちの

環境にねじを巻くために、どのようなおつもり

でいらっしゃるのかお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 子供の教育に関しま

しては、県教育委員会、市町村教育委員会、そ

れぞれ法律的な意味での役割分担というのがあ

るわけなんですけれども、事、子供の教育に関

しては、その垣根がないといいましょうか、こ

の議会でも、よくいじめとか不登校とか、いろ

んな御質問を賜りますけれども、そういう意味

では垣根がないのかなと、それが教育の姿なの

かなというふうに思っています。そういう中

で、特に教師は、子供と直接接して、子供を将

来の立派な社会人として育成していかなければ
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ならないし、そういういわば人間として生き

る、その尊厳にかかわる崇高な営み、それが教

育であると思っています。そのことのために、

よくこれは萩原議員がおっしゃいますけれど

も、教員ではなくて教師であるべきだというこ

とだと思うんです。その教師としての意味をか

みしめてほしいということで、昨年の８月だっ

たと思いますが、「教師として生きる」という

メッセージを県内すべての学校の教師に対して

お届けしたわけでありまして、県教育委員会、

市町村教育委員会、それぞれ立場はありますけ

れども、ここの部分においては全く一緒だと思

います。また、市町村の教育委員会も当然ある

わけですから、いろんな機会を通じて、教師と

して生きる意味をそれぞれの先生方一人一人が

しっかりとかみしめて、子供たちの教育に当

たってほしいと、そのように願っております。

以上です。

○松田勝則議員 教育の現場、教える側、教え

られる側、ともに楽しく、そしてお互いが信頼

できる教育環境をおつくりいただきますよう。

また、私の好きな言葉に、知事がおっしゃいま

した「すべての大人はすべての子供の教師た

れ」と、まさにそうだと思っております。その

教師になるべく、私たちも精進したいと思って

おります。

次に、県経済の振興について、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

東国原知事就任後の企業立地の件数及び最終

雇用予定者数はどうなっているのか、お伺いい

たします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 東国原知

事就任後、本日現在で企業立地件数99件で、最

終雇用予定者数は5,239人となっております。

○松田勝則議員 そうしますと、立地企業への

フォローはどうなっているのか、また、本県に

対して企業からどのような要望等があるのか、

お聞かせください。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 立地企業

へのフォローアップにつきましては、地元市町

村でも実施しているわけでございますが、県と

いたしましても、市町村や県外事務所などとも

連携しながら、誘致企業を定期的に訪問してお

ります。平成20年度からは、専任職員を配置す

るなど体制の強化を図ったところでございまし

て、昨年度は364社、今年度は10月末で191社を

訪問したところでございます。また、訪問した

企業からは、主に人材の育成・確保や取引先の

拡大、新商品の開発に関する相談等が寄せられ

ております。このような相談・要望に対しまし

ては、ふるさと人材バンクからの人材紹介や各

種研修等を案内するとともに、産業支援財団の

相談窓口をあっせんするなど、地元市町村や関

係機関と連携しまして、積極的にその解決に向

けて取り組んでいるところでございます。

○松田勝則議員 では、立地した企業のうち、

閉鎖・撤退した企業はどれぐらいあるのか、続

けて部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 最近10年

間の状況を申し上げます。立地件数が212件と

なっておりまして、このうち閉鎖に至ったもの

が19件で、おおむね１割程度となっておりま

す。

○松田勝則議員 １割程度が撤退されていると

いうことなんですが、フォローということで一

つ提言をいたします。お隣の大分県、ちょうど

自動車産業が大変盛んなときに、幾つかの企業

を訪問させていただきました。企業担当者に聞

きますと、出てくる言葉が、「大分県の職員さ

んのフォローが大変いい。かゆいところに手が
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届くごと電話をしてきてくれる」、それぐらい

の信頼関係にあったんですね。だからこそ、撤

退するときも、いち早く、言いづらい情報で

あっても県のほうに伝えていたとか、そういっ

たお話も聞きました。先ほど、医師確保のほう

でも、人員配置のことについて少し言及いたし

ましたが、企業立地に関しましては、普通の人

事配置というか異動ではなしに、やはり腰を据

えて、東京、大阪、福岡の職員さんを含めて、

企業立地あるいは企業誘致に取り組んでいただ

けたらと思います。

続きまして、県外から立地した企業は、宮崎

県のどのような点を評価しているのか、それを

部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 立地しま

した企業の多くから評価していただいているも

のは、土地価格や物価の安さ、水資源や農畜産

物などの地域資源の豊かさ、空港と市街地との

アクセスのよさ、豊富で質の高い人材などでご

ざいます。

○松田勝則議員 そのような評価があるという

ことですが、私はほかに、宮崎県の方が使う言

葉のやわらかさというのを聞いたことがありま

す。コールセンターとか電話業務においては、

方言の抑揚が大変少ないということもあって、

ほかの県より言葉の矯正というかレッスンがし

やすいということなんですね。であれば、ある

意味、視点を変えて、教育の現場、高校で電話

のかけ方なんかも、県の取り組みとして授業に

盛り込んでみてもいいんではないかと思ってお

ります。そういうところで高い評価をいただい

ていることを聞いて、大変うれしく思いまし

た。

商工観光労働部長には最後の質問になりま

す。こういうふうに４年間で100社１万人という

目標に、99社まで達している、すごいなと思う

んですけれども、一方、県内では、「県外企業

の誘致ばかりではなく、県内企業の育成に力を

もっと入れるべきだ」という声も聞いておりま

す。この点はいかがでしょうか、部長にお伺い

いたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 本県の産

業振興のためには、県外企業の誘致だけでな

く、地場企業の経営基盤の強化や事業の拡大、

新分野への進出等を図ることが本当に重要だと

考えております。このため、現在、地場企業に

対しましては、新商品開発支援などの各種の支

援策を講じるとともに、事業拡大などによる工

場増設等の立地につきましても、企業立地促進

補助金の対象としているところでございます。

今後とも、本県のポテンシャルを生かして、太

陽電池などの新エネルギー産業や食料品産業、

さらには、先日構想を策定しました医療機器産

業などにつきまして、地場企業の事業参入、取

引の拡大及び新商品開発等を支援するなど、戦

略的、効果的な施策の展開を図っていきたい、

そのように考えております。

○松田勝則議員 戦略的施策ということなんで

すが、一番県民が求めている、各団体が求めて

いるのは─特に建設業の方々が農業に転換し

たりということを提唱されましたよね。確かに

作物はできるんですよ。ただ、販路がないと。

いろんなところでいろんなものをつくっても、

販路の開拓というのが我が宮崎県人は苦手であ

るという分析があります。まず、販路の開拓、

外貨を稼ぐじゃありませんけれども、その部分

にも企業誘致と同じぐらいの力を割いていただ

けたらと思っております。

最後に、知事にまたお伺いいたします。任期

終了まで全力で走られるということを聞いて安
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心しておりますが、さて、知事の任期はいつま

ででございましたか。

○知事（東国原英夫君） 来年１月20日までだ

と理解しております。

○松田勝則議員 知事の発言の中で、「宮崎県

に骨を埋める」という発言もありました。また

今回は、「人間至るところ青山あり」じゃあり

ませんけれども、心の墓所を宮崎県に求めてい

るんだなと理解することで、１月20日までは知

事がこの宮崎県政に君臨していただけるものと

思っているんですが、さはさりとて、県民の中

には、「知事はもう東京にも事務所をつくった

し、今の補正予算が決まったら、すぐ東京に行

かれるんじゃなかろうか」という、本当に心配

している声も聞かれます。余計なお世話かもし

れませんけれども、知事が任期満了前に辞職す

るなど、知事が欠けた場合の取り扱いは公職選

挙法上どうなっているのか。もしここで知事が

おやめになったら、知事と隣の副知事の席は２

つともあいてしまうという、考えられない事態

が起こるかと思いますが、選挙管理委員長、い

かがなっているでしょうか、お聞かせくださ

い。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） 知事の任期

は、公職選挙法上、選挙の期日―選挙の投票

日でございますが―の前日以前に欠けた場合

は、選挙の投票日から起算することになってお

ります。また、選挙の期日後、知事が任期満了

の日までに欠けた場合には、その欠けた日の翌

日から任期を起算することとなっております。

○松田勝則議員 欠けた日の翌日から任期とい

うことは、次に知事になられる方が繰り上がり

というか、すぐに知事に就任されて、知事の席

があくことはないというふうに理解いたしまし

た。それでいいんですよね。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） そうでござ

います。

○松田勝則議員 我が宮崎県行政は寸断するこ

となく継続することを確認いたしまして、今回

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 次は、黒木正一議員。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） 本議会の最

後の質問者となってしまいました。しばらくの

間、おつき合いをよろしくお願いいたします。

ＴＰＰ交渉への参加による本県への影響につ

いてでありますけれども、このことにつきまし

ては、複数の議員から質問があり、その影響の

試算、問題点について答弁がありましたが、特

に農林水産業が基幹産業になっております中山

間地域においては、壊滅的な打撃を受け、やっ

ていけないのではないかと、そういう考えがあ

るものですから、質問をいたします。

我が国は戦後、輸出産業奨励策によって経済

成長をなし遂げてきました。1970年ごろから、

我が国の主要産業であった鉄鋼、電気、自動車

などが劇的に輸出を拡大した結果、アメリカが

莫大な貿易赤字を抱えることになり、農林産物

の市場開放を求められ、さらに輸出拡大による

我が国の経常黒字増大に対する他国からの圧力

によって、公共事業を中心とした内需拡大策が

とられ、それが衰弱する農林業の代替策として

も行われ、それがさらに農林業の体力を失う結

果となり、繰り返されてきた市場開放策によっ

て基幹産業が衰退、農山村の財政状況は、財政

再建策による地方交付税改革とも相まって、現

在の厳しい状況となっております。このような

中、国は農林水産業の成長産業化を掲げ、10年

後の自給率を50％にするなど、指針を策定した

ばかりであり、それとどう整合性を図るのか。
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町村会などは、今必要なことは、足腰の強い農

林水産業を確立することであるとして、ＴＰＰ

参加検討は言行不一致と撤回を求めておりま

す。食料供給県の知事として、反対の先頭に

立って行動する考えはないのか、見解をお伺い

いたします。

以下の質問は自席から行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

御質問のとおり、これまでの貿易自由化の流

れの中で、日本の農業は大変厳しい状況に置か

れておりますが、そのような中にあっても、本

県は、食料供給県として全国有数の農業生産を

維持してまいりました。しかしながら、ＴＰＰ

への参加により、即時に関税撤廃されますと、

本県農業は大きな打撃を受ける可能性がありま

す。国は、来年６月を目途にＴＰＰへの対応を

決定する方針でありますが、その前に、まずは

大きな影響が予想される産業分野や地方の不安

が解消される必要があり、そのためには、今後

の農業戦略、食料戦略を明確にした上で、国民

的な理解が得られることが必要であります。特

に、国はことし６月に「新成長戦略」を策定

し、その中に農林水産業の成長産業化を位置づ

けるとともに、食料自給率・木材自給率50％、

農林水産物・食品の輸出額2.2倍といった目標を

掲げており、ＴＰＰに参加した場合、これらの

目標をどのように達成するのか、その道筋が示

される必要があると思っております。県といた

しましては、こうした地方の声を国にしっかり

と訴えてまいりますとともに、国際競争にも負

けない農業を構築していくために必要な対策

や、農業の持つ多面的機能の評価及び維持方策

等について、地方の視点から分析、検討を行

い、国に対し提案していく必要があると考えて

おります。〔降壇〕

○黒木正一議員 今回、ＴＰＰへの参加の問題

が突然出てきて、みんなの目に改めて明らかに

なったこともあると思います。例えば、平成の

開国だと言って農業が鎖国をしているような言

い方がされる中、約７兆円に達する食料輸入

額、平均11.7％の低水準な農産物関税率、その

結果としての食料自給率の40％、そして特に林

業に関しては、丸太は早くから関税が撤廃され

ており、新聞紙上でも「早々と壁を外された林

業の二の舞は避けたい」とか「どう育成するか

という政策がないまま丸裸にした結果、国内林

業は崩壊した。一たん崩れたものを立て直すの

は難しい」など、今日厳しくなった林業が早く

からの完全自由化によるものとして取り上げら

れております。林業における影響額については

長友議員から質問がありましたが、林産物関税

引き下げの推移、影響について、環境森林部長

にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 丸太の関税に

ついては、今おっしゃいましたように、戦後の

復興のため急増した木材需要に対処するため

に、昭和26年に撤廃されております。その後、

昭和36年には輸入量の規制もなくなっておりま

して、丸太輸入が全面的に自由化されたところ

でございます。また、合板や集成材等の木材製

品につきましては、まず、その輸入量の規制が

段階的に軽減され、昭和39年には撤廃されたと

ころでございます。その後、我が国に輸入され

る木材製品の関税につきましては、最高で20％

となっておりましたけれども、これまで数度に

わたり国際的な貿易交渉を経て引き下げられ、

現時点では最高10％の関税率となっておりま

す。このような中、ＴＰＰ参加による本県木材
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産業への影響額につきましては、先般、国が公

表した方法に準じて試算いたしますと、県内に

おける合板及び集成材の生産額の11％に相当す

る２億5,000万円程度の減少が見込まれるところ

でございます。

○黒木正一議員 次に、林業政策についてお伺

いをいたします。

林業労働災害対策について質問したいのであ

りますが、まず、全国と本県の産業別の労働災

害の状況について、商工観光労働部長にお伺い

します。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 厚生労働

省の調べによりますと、平成21年における労働

災害による主な産業別の死傷者数は、全国で

は、製造業が２万7,995人、建設業が１万6,268

人、運輸業が１万6,555人、林業が2,306人と

なっております。一方、本県では、製造業が324

人、建設業が179人、運輸業が139人、林業が84

人となっております。なお、平成19年就業構造

基本統計調査を参考に、就業者1,000人当たりの

労働災害発生割合を試算しますと、多い順に、

全国は、林業が約46人、運輸業が約５人、建設

業が約３人、製造業が約２人となっておりま

す。一方、本県は、林業が約34人、運輸業が約

６人、製造業が約４人、建設業が約３人とな

り、全国、本県ともに、林業における労働災害

発生割合が高い状況となっております。

○黒木正一議員 ただいまの答弁のとおり、就

業者1,000人当たりの労働災害発生割合は、全

国、本県ともに、他産業に比べ圧倒的に林業が

高くなっております。平成19年の資料が示され

ましたが、本県においては、1,000人当たり災害

発生は運輸業が約６人、製造業が約４人、建設

業が約３人に対し、林業が約34人ということで

ありますから、100人のうち約３人は、林業の場

合、労働災害に遭っているということになりま

す。一方、死亡災害の発生状況を見てみます

と、21年度、全国で林業で43人が亡くなってお

りますが、70歳以上が30％、60歳以上を加えま

すと50％を占めており、林業の高齢化の現状が

あらわれております。最近の林業労働災害の死

亡者の特徴は、高年齢者の他産業からの参入に

より、林業経験が浅い者が被災している状況が

あります。また、建設業等の他業種からの新規

参入を背景にしている事案があるとも聞いてお

ります。平成15年度からの緑の雇用担い手対策

による新規就業者の確保も進んでいますが、急

傾斜地での危険な作業が多いことから、就労環

境の整備が重要であると考えられます。災害防

止策にどのように取り組んでいるのか、環境森

林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 林業労働災害

の防止対策につきましては、林業労働安全衛生

に関する専門的知識を有しています安全衛生指

導員による現場巡回指導や、労働災害を未然に

防止するためのリスクアセスメント研修等を実

施しまして、防災意識の普及啓発を図るととも

に、林業技術センターにおいて、林業機械の操

作や伐採方法などの各種研修による技術の修得

を促進することなどによりまして、安全衛生教

育の普及に努めているところでございます。ま

た、林業担い手対策基金等を活用いたしまし

て、高性能林業機械の導入など機械化の推進

や、労災保険の事業主負担への支援等による就

労環境の改善にも取り組んでいるところでござ

います。建設業など他産業からの新規参入者や

若い林業労働者を確保・定着させていくために

は、安全で安心な就労環境を整備していくこと

が大変重要であると考えておりますので、今後

とも、宮崎労働局を初め関係機関と連携を図り
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ながら、林業労働災害の防止に努めてまいりた

いと考えております。

○黒木正一議員 10月の中ごろか末だったと思

うんですけれども、緊急雇用対策として、県有

林の整備ということで、70人を３カ月間という

ことで募集がありました。私、たまたま宮崎県

森林組合連合会の事務所に用事があって行った

んですけれども、若い人からかなりの高齢の方

まで、次から次という感じで応募に来ておりま

した。それを見まして、いかに宮崎の雇用状況

が悪いのかというのを改めて感じたのでありま

す。あの方たちはそれほど危険な仕事はしてお

られないだろうというふうに思うんですが、

今、高校生の中でも、雇用状況の悪さもあるで

しょうけれども、かえって林業をやりたいとい

う人がおります。ぜひとも今後、安全な労働環

境整備への取り組みをしていただくように、お

願いをしておきたいというふうに思います。

公共建築物の木造化についてお尋ねをいたし

ます。この件については、髙橋議員のほうから

質問がありましたが、需要の拡大がなければ山

の仕事もなくなるわけで、その積極的な取り組

みが必要となってきます。公共建築物を木造化

する国の木材利用促進法の施行に伴い、県も公

共建築物への県産材の利用促進へ目標値を定め

て取り組むと聞いておりますが、どのような考

えで取り組むのか、環境森林部長にお伺いいた

します。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 県産材の需要

拡大は、林業の活性化や山村地域の振興を図る

上で大変重要であると認識しております。その

ようなことから、県では、県外への販路拡大を

図るために、大消費地でのトップセールスなど

に取り組み、今では本県製材品の３分の２が県

外に出荷されているところでございます。一

方、県内におきましては、木造住宅の建設促進

などに取り組みまして、本県の住宅分野におけ

る木造率は71％と高くなっておりますけれど

も、公共建築物など非住宅分野の木造率が低い

ことから、この分野の木造化・木質化の促進

を、今後の需要拡大策の中核として取り組んで

いくことが重要であるというふうに考えており

ます。このため、県といたしましては、公共建

築物を可能な限り木造化・木質化を図ること等

を内容とします「県産材利用推進に関する基本

方針」の改正を行ったものでございます。この

方針を着実に実行していくために、関係部局や

市町村と綿密な連携を図りながら、木材の利用

技術の開発や安定供給体制の整備等を進めると

ともに、民間施設の木造化の促進へもつなげて

いく考えでございます。

○黒木正一議員 次に、鳥獣害対策についてお

伺いいたします。先ほど、松田議員から、この

対策についてはいろいろ質問がありましたが、

重ならない部分を質問していきたいと思いま

す。ことしは、クマが人里に出没する話が全国

で相次いでおります。ことし４月から10月末ま

でにクマに襲われるなど被害を受けたのは、全

国で120人、うち４人が死亡しているとのことで

す。びっくりしたのですが、富山県に行ったと

きに見た北日本新聞には、「クマ出没情報」と

いうコーナーがありまして、10月25日だけで14

カ所の目撃情報が寄せられておりました。本県

においても、13日に大分県境において、絶滅と

されておりますクマの目撃情報があると聞いて

おります。しっかりと確認してもらいたいと思

います。さて、シカや猿などによる被害の拡大

は、とどまるところを知りません。先日、ある

病院の待合室の本棚で、知事が書かれた本を見

つけました。手にとってページをめくっており
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ますと、知事が子供のころのシカの思い出が書

かれてありました。お父さんと山歩きをしてい

るときの話でありまして、大変失礼かもしれま

せんが、引用させていただきます。「山歩きの

途中、一度シカに追われた。父は私を追い越し

て一気に走り出した。真っ先に木によじ登り、

「英夫！英夫！登ってこい」と叫んでいた。普

通は親が子供を守る場面だ。今でもシカに対し

ては、物すごい恐怖心がある」「奈良公園でシ

カにかまれたこともある」とも書いておられま

した。前にも紹介しましたが、昭和46年の県議

会で、椎葉村出身の椎葉保議員は、「シカは九

州ではカモシカとともに非常に珍しい野獣の一

つとなった。保護しなければ、ツキノワグマの

ように絶滅が心配される」と訴えております。

知事が子供のころシカを見たときは、珍しい動

物だったのではないかと思います。県議会でシ

カの保護を訴えてから40年が過ぎた今、鳥獣害

対策を求める住民の声が、これまでにも増して

厳しくなっております。この問題についての知

事の見解をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 野生鳥獣による農林

産物等への被害につきましては、全国的な問題

と考えておりますが、私が就任以来、県内をく

まなく回り、地域の方々を声を伺いますと、鳥

獣被害が県内の至るところで発生しておりまし

て、被害金額として数字にあらわれない心理的

なダメージも受けているなど、大変深刻な状況

にあると実感させていただいているところであ

ります。こうしたことから、今年度、県の重要

施策であります中山間地域対策の４本目の柱に

鳥獣被害対策を掲げるとともに、関係部に指示

をさせていただきまして、全庁を挙げて対策に

取り組む体制を整備した上で、専門家の指導の

もと、各地域での取り組みを実施しているとこ

ろであります。鳥獣被害対策は、被害に遭って

いる農家だけでなく、地域が一体となって、あ

るいは県境を越えて隣県とも協力しながら、対

策を講じなければならないと考えております。

今後とも、全県的な課題として、県民総力戦に

よる取り組みを進めてまいりたいと考えており

ます。

○黒木正一議員 ただいまの答弁にありました

とおり、鳥獣害対策というのは、単独県それぞ

れが行うより、県境を接する複数の県が連携し

て行うのがより効果的であり、狩猟者からもそ

ういう声が聞かれます。また、シカの確認方法

がそれぞれ異なっており、統一へ向けた取り組

みが進んだと聞いております。どのように改善

しているのかお伺いします。また、捕獲したシ

カの写真撮影については、スプレーやカメラ、

画用紙か黒板などを狩猟中持ち歩かなければな

らず、険しい山中での作業は困難であるとの指

摘がされておりますが、変更する考えはない

か、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 有害捕獲した

シカにつきましては、大分県、熊本県、それと

本県の３県で、昨年度、協議いたしまして、今

年度から、確認する部分をしっぽとすることで

統一したところでございます。また、本県では

大分県と同様に、雄、雌の確認や有害捕獲の証

明といたしまして、実績報告に当たって、適正

な事業執行の観点から、捕獲したシカの写真を

添付することをお願いしております。今後と

も、隣県や市町村等と連携を図りながら、円滑

な有害捕獲に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○黒木正一議員 全国的には狩猟者数は、2009

年４月に銃刀法が改正され、免許取得や更新時

の技能講習会の受講などが義務づけられたこと



- 268 -

平成22年11月30日（火）

が影響してか、第１種免許を持つ人は次第に減

少しておりまして、このまま減少が続けば、５

年後には法改正前の約半分になる見込みと言わ

れております。本県においても減少が続いてお

ります。昨年も狩猟者確保対策についての質問

を行いました。そのとき、免許試験の休日実施

や県内複数会場での実施など、受験機会をふや

す取り組みを行うという答弁がありましたが、

その成果はどうなっているのか。また、高齢化

も進んでいる中で、わな免許などにより受験し

やすい環境づくりが必要と思いますが、環境森

林部長に考えをお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 平成21年度の

狩猟免許保有者数は、前年度と比べて500名程度

少ない約6,400名でありまして、このうち60歳以

上が約７割を占めており、狩猟者の減少・高齢

化が進んでおるところでございます。このた

め、県では、これまで新規の狩猟者を確保する

ことを目的といたしまして、免許試験の休日実

施や複数会場での実施など、受験機会をふやす

取り組みを行ってまいりましたけれども、今年

度から、試験会場に高千穂町を追加して４会場

とするとともに、来年１月末を目途に、特に希

望の多い「わな猟」の免許試験を追加して実施

することとしております。また、受験希望の初

心者を対象に事前講習会を開催するとともに、

狩猟免許試験や事前講習会の開催に当たりまし

ては、テレビや新聞などを通じて広くＰＲに努

めているところでございます。今後とも、市町

村等と連携を図りながら、受験しやすい環境づ

くりを進め、狩猟者の確保に努めてまいりたい

と思います。

○黒木正一議員 次に、集落活性化対策につい

てお伺いをいたします。これまで農山村の人口

の減少が続く中で、若者の定住政策、工場誘致

政策など、さまざまな取り組みが行われてきま

したが、ほとんど効果がなく、1990年代ごろか

ら、定住人口がふえないなら、交流人口をふや

すことによって農山村の活性化を図ろうという

ことで、都市農村交流事業、観光事業の振興、

グリーン・ツーリズムなどさまざまな施策が、

人口減少に悩む多くの市町村で行われてきてお

ります。本県でも各種施策を行っております

が、その成果について、県民政策部長にお伺い

いたします。

○県民政策部長（山下健次君） 中山間地域の

集落の活性化には、内発的な活力の向上に加え

まして、都市からの支援と交流が有効であるこ

とから、交流人口の拡大を図る施策が重要でご

ざいます。このため、県では、体験・交流イベ

ントを通しまして、外部の視点を活用して地域

資源を再発見する「宮崎魅力再発見出会い・ふ

れあい交流事業」、あるいは「中山間盛り上げ

隊派遣事業」などを実施しているほかに、「地

域連携グリーン・ツーリズムビジネスモデル支

援事業」などによりまして、さまざまな主体に

よる交流体験活動を支援して、都市住民との交

流拡大を図っているところでございます。こう

いった取り組みによりまして、集落の自主的な

活動による地域づくりの動きが見られるととも

に、都市住民の中山間地域に対する意識の醸成

にもつながっており、一定の成果が見られてい

ると考えております。

○黒木正一議員 ことしの10月の終わり、石川

県羽咋市の神子原地区というところに、会派の
はくい みこはら

部会で調査に行ってきました。そこは、「４年

間で限界集落から脱却した山村集落」というふ

れ込みで、私の住む諸塚村と比べると、なだら

かな普通の農村といった風景に見えましたが、

聞いてみますと、豪雪地帯で、15年間で人口が
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半減し、村を離れる人、農業をやめる人が増加

し、耕作面積110ヘクタールに対し、耕作放棄地

が46ヘクタール。この集落の活性化計画をつく

り、集落をやる気にさせるさまざまな戦略を実

行し、高齢化率54％を４年間で47.5％にしたと

いう、戸数169戸の集落でした。

そこには、やはりリーダーがおりました。放

送作家をしていたという市の職員、その方が企

画・演出して、集落の住民が主演者となってい

るように思われる、物語性のある交流事業に多

く取り組まれております。例えば烏帽子親制

度、これは農家民宿であります。烏帽子親制度

というのは、古くから能登半島にある風習だそ

うですが、農家民宿が抱えておる旅館業法、食

品衛生法、建築基準法などを、古来の伝統とい

うことで法の規制をクリアしている農家民宿

で、都会の大学生、中には酒の飲める女子学生

だけを対象とした企画などもありまして、いろ

いろな交流事業をやっておりました。また、空

き家対策も、農地とセットで月額２万円。希望

者が多い場合には、地元住民が、地域とつき合

いができるかどうかということで入居者を選ん

でおりまして、決して頭を下げない。そういう

空き家対策もやっておりました。その他さまざ

まな取り組みをしておりまして、今のところ、

どちらかといいますと、都市住民の安価で安易

なレクリエーションの場となって、受け入れ地

区が疲れているところが多いと思われる交流事

業のあり方を考えさせられました。

そこでは、なぜ限界集落化するのかを考え、

それは農業所得が低いからだという結論に達

し、「サラリーマンの年間所得400万円、農家所

得は100万円。これでは農業をやれというのは無

理である。自分たちで農産物の価格を決めて売

ろう」ということで、年間45回の会議の末、農

家131戸が出資して株式会社をつくり、農産物直

売所を設け、農産物の高付加価値化にも取り組

み、１俵４万2,000円の米を販売するなど、売り

上げは8,000万円を超える見込みだということで

ありました。

本県においても、多くの農産物直売所がで

き、所得の向上にも、都市と農村の交流の場と

もなっており、地域の活性化に貢献していると

考えられますが、現況について、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） 農産物直売所

は、少量多品目の販売を通じ、高齢農業者や女

性の活躍の場となることや、流通コストの削減

等による所得向上、また、加工や観光との連携

による農産物の付加価値化や雇用の確保など、

さまざまなメリットがございます。また、これ

らのメリットに加え、県といたしましては、農

産物直売所を核として、地場のとれたての農産

物や特産品などの販売を通じた都市住民との交

流の場が提供されていることや、小中学校との

連携により、学校給食に地場農産物を安定的に

供給する地産地消・食育の取り組みなどの活動

により、農村地域の活性化が図られている現状

があると認識いたしております。したがいまし

て、今後とも、施設の整備や販売品目の拡充に

向けた加工品等の開発、さらには都市と農村と

の交流等の取り組みに対しまして、積極的に支

援を行ってまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 現在、金や物より、人の支援

によって地域を活性化しようという取り組みが

行われ、国においても、総務省の「集落支援

員」「地域おこし協力隊」、農水省の「田舎で

働き隊」など、仕事内容、活動期間がそれぞれ

異なる政策が行われております。本県では、集

落支援員が設置されていますが、その状況と活
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動内容について、県民政策部長にお伺いいたし

ます。

○県民政策部長（山下健次君） 集落支援員に

つきましては、県の中山間地域集落点検モデル

事業などを活用いたしまして、諸塚村、日之影

町など、県内５市町村が設置しているところで

ございます。この集落支援員は、集落の巡回あ

るいは点検などによりまして、現状把握、課題

の抽出などを行って、その上で、集落の現状、

課題についての共通認識、今後のあり方につい

て話し合うなど、住民や市町村職員とともに集

落対策に取り組んでいるところであります。こ

の取り組みは、住民が地域の課題をみずからの

課題としてとらえて、市町村とともに集落の維

持・活性化対策を図る上で大変重要でございま

すので、今後とも、積極的に支援をしてまいり

たいと考えております。

○黒木正一議員 本県においては、「中山間盛

り上げ隊」派遣事業が実施されております。私

の地元にも、短期から長期の県職員の派遣ま

で、大変な活躍をしていただいております。県

内の実施状況について、県民政策部長にお伺い

いたします。

○県民政策部長（山下健次君） この「中山間

盛り上げ隊」派遣事業には、３つの形態がござ

いまして、隊員が日帰りでボランティア活動を

行う「短期派遣」、これは11月15日現在です

が、258名の隊員登録がありまして、今年度は、

日之影町、西米良村など６つの市町村から派遣

の依頼を受けて、合計17回、延べ115名を派遣し

ているところであります。次に、中山間地域に

数カ月滞在する「中長期派遣」というのがござ

いますが、ことしの11月から１名を諸塚村に派

遣しておりまして、隊員は村内に在住して、集

落等でさまざまな地域活動の支援を行っており

ます。また、「県職員派遣」につきましては、

西米良村、諸塚村、日之影町にそれぞれ１名、

計３名を派遣しているところでございます。

○黒木正一議員 日帰りの短期派遣は、道路の

草刈りや祭りの手助けなど、人手の足りない集

落にとって非常に重宝がられており、地区の人

にとって、だれかから気をかけられているとい

うことが心の支えにもなっていると思います。

また、長期派遣は、ここまで現場に飛び込むの

かと思うぐらい活躍されておりまして、地域の

評価も高いものがあります。ただ、人が入り込

むだけで簡単に集落の活性化が図られるもので

はなく、長期的な視点に立ったサポート体制が

今後必要であるというふうに思われます。

続きまして、中山間地域等直接支払制度につ

いてお伺いいたします。使途に制約が少なくて

自由度が高い交付金ということもあって、全都

道府県と100％近い市町村が制度の効果を高く評

価され、農用地の保全や多面的機能の確保と

いった直接的効果のほかに、集落の活性化など

間接的な効果も報告され、圧倒的な継続を要望

する声を受けて、第３期が始まっています。こ

の第３期は、高齢農家に配慮した制度と聞いて

おりますが、どのような要件が緩和されたのか

を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） 本年度からス

タートいたしました中山間地域等直接支払制度

の３期対策につきましては、今後、高齢化が一

層進行することを踏まえ、要件の見直しが行わ

れたところであります。具体的には、将来、高

齢農家が農業を続けることが困難になった場合

に、本人以外の第三者が管理することをあらか

じめ集落で取り決めることで、交付単価が増額

となる「集団的サポート型」の新設や、これま

で１ヘクタール未満の飛び地は交付の対象外で
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ありましたが、これらを取り込んだ面積の合計

が１ヘクタール以上になれば、制度の対象と

なったところです。県といたしましては、今後

とも、関係市町村と一体となりまして、本対策

を積極的に推進し、中山間地域の農業・農村の

振興に努めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 これまでこの交付金の使い道

は、おおむね２分の１以上を集落の共同取り組

み活動に充てる、そのように指導してきており

ますが、現状はどうなっておりますか、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） 本県における

平成21年度の交付金額は７億4,300万円で、この

うち、共同取り組み活動分が４億2,500万円、個

人配分が３億1,800万円であり、割合にいたしま

して、おおむね３対２となっております。ま

た、共同取り組み活動の具体的な事例といたし

ましては、農道補装や水路等の維持管理、コン

バイン等の共同利用機械の購入や、堆肥舎等の

共同利用施設の整備による集落営農の展開、ま

た、集落が一体となって取り組む鳥獣害防止対

策等が実施されておりまして、中山間地域にお

ける継続的な農業生産活動の体制づくりに有効

に活用されているとともに、集落機能の維持や

多面的機能の確保が図られているところであり

ます。

○黒木正一議員 この３期対策については、高

齢化がますます増加することが予想される中、

農作業受託など、より共同活動が容易となる要

件変更がなされたと考えられるのですが、農業

者個人への配分を２分の１以上にするよう指導

するよう、方針を変更したとも聞いておりま

す。このことは、農家の所得増にはつながるも

のの、一方で、共同取り組みによって守られて

きた農地が耕作放棄地になりやすい可能性もあ

り、慎重に是非を考えていく必要があるという

ふうに思います。

続きまして、携帯電話のエリア拡大について

お伺いをいたします。世帯へのカバー率が著し

く100％に近づく中で、山間地域等では、なおカ

バーできない地域が広くあります。さきに労働

災害の中で、林業災害の割合が高いという質問

をしましたが、林業地帯ほどカバー率は悪く、

事故の場合の救急体制、また、最近ふえている

登山者の遭難時に、携帯電話の通話エリアであ

るかどうかが人命を左右する可能性もあること

から、山間部のエリア拡大は重要であると考え

られます。エリア拡大の状況、見通しについ

て、県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（山下健次君） 県におきまし

ては、これまで市町村と連携して、国の補助事

業の活用等により、エリアの拡大を図ってきた

ところでありまして、その結果、県内で携帯電

話が１社も使用できない、いわゆる不感地域

は、平成21年度末で約2,000世帯、率にする

と0.4％となっております。しかしながら、残さ

れた不感地域は、世帯数が少ないことなどか

ら、携帯電話事業者の参画が厳しくなってきて

おりますとともに、世帯のない山間部へのエリ

ア拡大は、国の補助事業が活用できないことか

ら、さらに困難な状況にございます。また、国

におきましては、最終的には衛星携帯電話を活

用して、不感地域の解消を図ることとされてお

りますけれども、初期費用あるいは利用料が高

額なために、防災用など限定的に活用されてい

る状況にございます。このため、県といたしま

しては、まずは世帯のある地区の不感地域解消

に向けて、市町村との連携をさらに強化してま

いりたいと考えております。

○黒木正一議員 次に、地上デジタル化への状
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況と利活用についてお尋ねをいたします。この

問題につきましては、もう４回目ぐらいになろ

うかと思いますが、いよいよ来年７月の完全移

行に向けて８カ月となりました。最初の質問の

ときは、山間僻地において本当に対応できるの

かどうか、大変心配しておりましたけれども、

私の地元でもケーブルテレビ網の工事が進んで

おります。経済危機対策としての地域活性化・

経済危機対策臨時交付金などを充てることがで

きるようになったことが大きいと思います。た

だ、なお難視聴地域が残ると聞いております

が、県内の状況と今後の対策についてお伺いし

ます。また、多大な費用をかけて張りめぐらさ

れたケーブルテレビ網を、何かほかの分野への

利用はできないものかと思います。例えば、急

病などの非常時に、ボタンを押すだけで電子メ

ールを送る緊急通報システムを設置するなど、

高齢者が安心して暮らせるサービスを行ってい

るところもあるようでありますが、他用途への

利活用をどのように考えているのか、あわせて

県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（山下健次君） 地上デジタル

放送につきましては、全国的には、辺地共聴施

設あるいはマンション・アパートにおける共聴

施設の改修などの課題が指摘されておりますけ

れども、本県におきましては、現在、各世帯の

アンテナでテレビを視聴できているにもかかわ

らず、デジタル放送は視聴できなくなるとい

う、いわゆる「新たな難視」が大きな課題と

なっております。県内においては、移行までに

対策が間に合わず、放送衛星による暫定的な視

聴対策が行われる世帯が、ことしの10月25日時

点で256世帯となっておりまして、さらに増加す

ることが懸念されます。この地デジへの移行と

いうのは、国の政策として行われるものであり

ますが、県といたしましても、国、各県、それ

から市町村等との連携をさらに強化しながら、

円滑な移行に努めてまいりたいと考えておりま

す。また、ケーブルテレビ網の他分野への利活

用につきましては、本年度、延岡市のケーブル

テレビ事業者の提案が国の事業に採択され、県

北の２市４町において、高齢者の見守りサービ

スや買い物支援サービスなどを実施することと

しておりまして、県、地元自治体、商工団体等

が一体となって、システム構築へ向けた具体的

な協議を進めているところでございます。この

ケーブルテレビ網などの情報通信基盤の利活用

というのは、安全・安心な県民生活の向上に不

可欠でございますので、市町村や事業者等との

連携を強化しながら、積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

○黒木正一議員 過疎地域など条件不利地域を

抱える市町村の中には、難視聴対策として、や

むを得ずケーブルテレビの整備に取り組んでい

るところもあります。今後、毎年発生する維持

管理費が非常に大きな負担となり、特に小規模

な自治体にとって、今後の財政運営に大きく影

響してくることは免れない状況であります。国

の放送事業の大きな転換に、自治体が巻き込ま

れているという矛盾があります。地上デジタル

放送施設の維持管理については、交付金制度、

地方財政措置の充実について、国に強く働きか

けるべきと考えますが、どう考えるか、県民政

策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（山下健次君） ケーブルテレ

ビなどに利用する情報通信基盤の整備を行った

市町村は、御指摘がありましたように、そのほ

とんどが条件不利地域にあることから、運用開

始後の維持管理費用が、脆弱な財政基盤を圧迫

していくことが懸念されるところでございま
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す。このため、県におきましては、昨年度から

各県と連携いたしまして、国に対して、維持管

理費用に対する支援措置を求めているところで

ございます。また、今年度は、維持管理費用の

中で大きな割合を占めます電柱利用料の減免を

要望に追加したところでございます。県といた

しましては、引き続き、県内の市町村はもとよ

り、各県と連携を強化しながら、市町村の維持

管理経費の負担軽減が図られるよう、あらゆる

機会をとらえて、国に要望してまいりたいと考

えております。

○黒木正一議員 よろしくお願いいたします。

続きまして、企業誘致対策についてお伺いを

いたします。

まず、土壌汚染対策法についてであります。

この法律は、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染

による人の健康被害の防止を目的として施行さ

れた法律で、ことしの４月に大幅に改正が行わ

れたと聞いておりますが、その概要について、

環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 土壌汚染対策

法につきましては、平成15年から施行されてお

るところでございますけれども、法の適用を受

けない開発行為等の際に、土壌汚染が数多く判

明するなど、問題点が明らかになってまいりま

した。このため、土壌汚染を把握するための制

度の拡充や、汚染土壌の適正処理の確保を内容

とする大幅な法改正が行われまして、本年４月

から施行されたところでございます。今回の改

正によりまして、3,000平方メートル以上の土地

の造成などを行う場合は、知事への事前の届け

出が義務づけられ、土壌が汚染されているおそ

れがあるときは、土地所有者等による土壌汚染

状況調査が必要となったところでございます。

また、この調査において、基準を超える汚染が

判明した場合には、汚染土壌の除去などの対策

を講じた上で、建設工事等を行うことになりま

す。今後も、法の周知に努めるとともに、問い

合わせや相談に適切に対応しながら、法の目的

でございます健康被害の防止に取り組んでまい

りたいと考えております。

○黒木正一議員 3,000平米以上の土地の造成な

どを行う場合は、届け出が義務づけられて、土

壌汚染のおそれがあるときは、土地所有者など

による土壌汚染調査が必要、汚染が判明した場

合、対策を講じなければならない。このような

法律ということでありますが、本県も、全国そ

うであるように、熱心に企業誘致に取り組み、

雇用の場の確保に努めております。本県だけの

問題ではありませんが、本法によって、企業の

立地がおくれたり中止になったりすることがな

いように、対策を講じる必要があると考えま

す。商工観光労働部長の考えをお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 企業の立

地に当たりましては、業種、規模、立地環境な

どによりまして、都市計画法、農地法、水質汚

濁防止法など、さまざまな法規に基づく規制や

手続がかかわってきます。このため、立地を検

討している企業に対しましては、それぞれに関

連する規制や手続について、所管課とも連携し

ながら、情報提供や手続の指導等を行っている

ところでございます。今回の土壌汚染対策法の

改正につきましても、こうした対応によりまし

て、企業立地が円滑に進むよう努めてまいりた

いと考えております。

○黒木正一議員 この法律のことを取り上げま

したのは、今後、大きな問題になるのではない

かと考えるからであります。ある土地所有者

が3,000平米の土地を所有していたとします。そ
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の土地を土地開発者に売却しようとして、土壌

汚染調査を行ったところ、土壌汚染浄化費用は

土地の価格の２倍以上と算定された。つまり、

土地所有者がこの土地を売却すると、土地価格

の２倍以上の汚染対策費用が必要となることに

なります。所有者は、売却益どころか、土壌汚

染対策費用を支払う必要が出てくることになり

ます。また、土地開発者は、この土地の土壌汚

染対策費を負担して、通常購入し得る土地の価

格の３倍以上の価格で購入するよりは、ほかの

土地を探したほうがよいと判断することにな

り、この土地は遊休化してしまう。このような

土地のことをブラウンフィールドと言うのだそ

うですが、20年も30年も前から土壌汚染問題に

取り組んできたアメリカでは、相当な面積に及

んでいると聞いております。日本においても、

土壌汚染により、土地取引や円滑な土地の利活

用が進まない例が生じており、トラブルもふえ

ていると聞いております。

環境省が平成19年に行った「土壌汚染をめぐ

る問題の実態等についての中間取りまとめ」に

よりますと、国内で土壌汚染が存在する土地の

面積を約11.3万ヘクタール、その資産規模を

約43.1兆円、必要な汚染対策費を16.9兆円と推

定されると試算しており、土壌汚染対策費が土

地価格の３割を超えると土地売却が困難にな

り、土地価格の低い地方都市ほどブラウンフィ

ールド化する確率が高いと推定しております。

ブラウンフィールドの増加は、環境問題として

の側面のみならず、土地利用、産業振興、地域

開発への影響など、多くの側面で問題となって

くる可能性があり、この問題は、環境施策のみ

ならず、総合的な観点からの対策が必要と思わ

れます。県におかれましても、部局横断的にこ

の問題を検討されますようお願いしておきたい

と思います。

次に、中国木材の進出についてお伺いしま

す。このことは、さきに新聞紙上で、大分県佐

伯市に国産材の加工工場を新設するとの報道が

ありました。細島への進出を期待する林業関係

者などは、そのことに不安を持っている人もい

るようでありますが、このことについてどう

なっているのか、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） 中国木材

に確認しましたところ、今回の報道につきまし

ては、「地元の加工工場を買い取ったもので、

投資規模も小規模であり、日向市での計画には

影響はなく、進出の意向も変わっていない」と

いうことでございました。したがいまして、県

といたしましては、引き続き、関係部局や地元

日向市と連携を図りながら企業訪問を重ねるな

ど、早期の進出を働きかけてまいりたいと考え

ております。

○黒木正一議員 引き続き、よろしくお願いい

たします。

続きまして、教育長にお伺いしたいと思うん

ですが、農山漁村交流プロジェクトについてで

あります。このプロジェクトは、総務省、文部

科学省、農林水産省が連携して、全国の小学校

が毎年１学年単位で農山漁村に子供を送り出

し、１週間程度の宿泊体験活動を行おうという

国家的一大プロジェクトで、平成20年度にスタ

ートしたものであります。昨年度までの取り組

み状況と今後の見通しについて、教育長にお伺

いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 子ども農山漁村交流

プロジェクトにつきましては、平成20年度か

ら、農林水産省、総務省、文部科学省の３省共

管事業として実施しているものであり、本県に
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おきましては、平成20年度と21年度の２カ年間

にわたり、合計いたしまして、小学校４校が推

進校として取り組んでおります。これらの中に

は、受け入れモデル地域におきまして、農家で

の民泊を行いながら、自然体験や農業体験等の

活動に取り組んだ学校もあります。本年度につ

きましては、文部科学省の事業が、これまでの

全額補助事業から都道府県や市町村の負担を伴

う仕組みに変更されたことや、実施期間が３泊

４日以上となったこと、必ず民泊を位置づける

こと、２年連続して同一校への補助は行わない

ことなど、実施条件が極めて厳しくなっており

ます。加えまして、県内のほとんどの小学校で

は、青少年自然の家などにおいて、集団宿泊学

習を実施していることもありまして、本県の市

町村や学校からは、推進校の希望がなかったと

ころであります。今後の見通しにつきまして

は、国におきまして、このプロジェクトを新た

な事業体系に組み入れて実施することについて

検討していると伺っておりますので、今後の国

の動向を見守ってまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○黒木正一議員 この事業は、日本の教育を変

えるという大変な意気込みでスタートした国家

的一大プロジェクトであったと思います。それ

だからこそ、農林水産省、総務省、文部科学省

の３省が連携しておりますし、今置かれている

子供の教育環境の改善、また遠回りではあって

も、農山漁村の振興にもつながるものと大いに

期待をしておりました。予算を削減され、ハー

ドルを高くされて、推進校の希望もなくなった

という状況とのことですが、残念です。事は日

本の教育の問題です。確かに、授業時間の問

題、教師の負担の問題、受け入れ体制の問題な

ど、多くの困難は予想されたのでありますが、

今後の展開について、前向きな方向での取り組

みを期待したいというふうに思います。

続きまして、総合学科について、教育長にお

伺いをいたします。総合学科は、普通科と専門

学科の両方の科目が学べる新しいタイプの学科

として、本県では平成12年に３つの高校でスタ

ートしております。全国的には251校が開設して

いると聞きます。本県においては聞いていませ

んが、県外においては、進学にも就職にも向か

ず中途半端だ、さまざまな選択科目を自由にと

れることから一体感がなく、人間関係が問題

だ、中退者も減らないなどの問題点も指摘され

ております。現在の非常に厳しい就職状況の

中、本県においても、就職希望者の内定率は、

普通科よりはよいものの、専門学科に比べると

悪く、就職が決まるのが遅くなる傾向にあるよ

うです。本県においては、その目指す目的が十

分に生かされた教育が行われているのか、その

実績・評価について、教育長にお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 総合学科は、普通

科、専門学科に並ぶ新たな学科として、本県で

は平成９年度より、都農高校を初め、本庄高

校、門川高校の３校に順次設置してまいりまし

た。総合学科では、１年次に、将来の生き方や

進路を考える基盤を固めさせるための科目であ

る「産業社会と人間」をすべての生徒に学ば

せ、企業見学や社会人講話、進路に関する調査

研究など、多彩な学習に取り組ませておりま

す。また、２年次からは、幅広い選択科目の中

から、それぞれの生徒が興味や関心に応じて科

目を選択し、学習できることも特色でありま

す。このような特色ある学習活動により、生徒

は新たな自分自身の可能性に気づき、個性や適

性に合った進路実現を図るために努力しようと
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する姿勢や、卒業後も学び続けていこうとする

志が高まってきております。また、生徒が地域

行事やボランティア活動等に積極的に参加する

ことにより、地域づくりに貢献するなど、地域

からの評価も高まりつつあるところでありま

す。なお、この状況につきましては、よく地元

新聞に掲載されているので、ごらんいただいて

いるかと思います。一方、御指摘のとおり、総

合学科におきましては、就職状況等、一層努力

すべき点もございますので、県教育委員会とい

たしましても、総合学科の特色を生かした、よ

り魅力と活力のある学校づくりの推進や、それ

ぞれの学校の生徒の進路実現に向けた取り組み

等を、今後もさまざまな角度から支援してまい

りたいと考えております。以上です。

○黒木正一議員 続きまして、ダム湖の有効利

用についてお伺いをいたします。この件につき

ましては、先日、美郷町に調査に行かれた先輩

議員のほうから、「美郷町のダムは何とか利用

できんのか」ということを言われまして、質問

するものであります。国土交通省が行ってい

る、スポーツ、水遊びなどの河川及びダム湖の

利用実態調査などによりますと、多くの人が多

様な利用をしている状況がうかがえます。本県

は水力発電のメッカとも言われ、多くのダム湖

があります。本県でのダム湖利用の観光振興な

ど、利用状況はどうなっておりますか。美郷町

のダム湖では、ウェイクボードの九州大会が行

われるなど、水上スポーツの芽が生まれており

ます。マリンスポーツの振興など、海のレジャ

ースポーツとあわせて育てていく考えはない

か、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） 県内には

数多くのダム湖がありますが、地域において

は、観光振興等を図るため、イベントの開催、

親水公園・レクリエーション施設の整備などに

取り組まれておるところでございます。例え

ば、美郷町の石峠レイクランドでは今、ただい

ま議員から御指摘があったとおり、さまざまな

取り組みをやっておりまして、ダム湖畔の宿泊

施設等と相まって、県北における観光の魅力

アップに大きく寄与しているところでございま

す。本県は豊かな河川に恵まれておりまして、

それを観光資源として活用することは、本県観

光の特性を出す上で大変意義のあることと考え

ております。県といたしましては、今後とも市

町村と連携を図りながら、ダム湖など河川を活

用した観光資源の発掘に努めるとともに、スポ

ーツイベント等の開催などを積極的に支援して

まいりたいと考えております。以上でございま

す。

○黒木正一議員 東国原知事に対しましては、

最後の質問者となってしまいました。東国原知

事におかれては、どこに行かれましても、決し

て宮崎のことを忘れることなく、健康で希望の

ある人生を送られまして、どうか御活躍される

ことを御祈念申し上げまして、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。

◎ 議案第17号から第20号まで採決

○中村幸一議長 ここで、さきに提案のありま

した教育委員会委員、収用委員会委員及び収用

委員会予備委員の任命の同意についての議案

第17号から第20号までの各号議案を、一括議題

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
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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。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第17号から第20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13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13号までの各号議案について、

質疑の通告はありません。

当該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12月１日から６日までは、常任委員会並

びに特別委員会等のため、本会議を休会いたし

ます。

次の本会議は、12月７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０分散会


