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◎ 一般質問

○蓬原正三副議長 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、坂

口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。質問に先立ちまして、第53代知事に

就任されました河野知事に心からお祝いを申し

上げたいと思います。何もかもが大変厳しい中

でのかじ取り役になるんですけれども、ぜひと

も健康に留意されて、全力で県政の運営に邁進

していただきたいと思います。

それでは初めに、口蹄疫からの再生・復興に

ついてお尋ねをいたします。

我が国の家畜は、もともと国内にいた野生の

牛などを家畜にしたのではなく、家畜化された

牛馬が中国より移入されたと推定されており、

その歴史も古く、既に飛鳥時代には、中国から

の渡来人である善那という人が、初めて牛の乳

を搾って孝徳天皇に献上し、その子孫は代々搾

乳の役職についていたと言われております。ま

た、我が国では、仏教思想が浸透していたこと

による肉食の忌避や、主食である米に含まれて

いるアミノ酸は、小麦に含まれるアミノ酸と比

べ、栄養的にバランスに大変すぐれており、米

食では、動物性たんぱく質を補給することの必

要性が低いことなどもあってか、江戸時代まで

は一般的には肉食の習慣は余りなく、畜産物が

食べられるようになったのは明治維新の後のこ

とであります。そして、第二次世界大戦後、特

に高度経済成長を契機とする国民所得水準の向

上に伴って畜産物の需要がふえ、それにより畜

産の生産拡大が後押しされて、今日の畜産業が

形成されてきております。

さて、平成17年の国勢調査によりますと、全

産業に占める農業就業者の割合は、全国が4.4％

であるのに対し、本県は11.5％となっておりま

す。さらに、西都・児湯地域の農業就業者比率

を見てみますと、西都市25.4％、高鍋町12.1

％、新富町19.7％、木城町21.4％、川南町29.5

％、都農町27.4％となっており、本県、特にこ

の地域の農業への依存度の高さがうかがえま

す。また、全国第２位であった平成21年の農業

産出額では、産出額3,073億円のうち、１位は肉

用牛の512億円、２位がブロイラー499億円、３

位が豚470億円と、それだけで本県農業産出額

の48.2％を占めており、畜産業が本県の地域経

済上、重要な位置づけにあることもうかがえる

ところであります。中でも児湯地域は、畜産に

関して大変恵まれた環境のもとで、長い年月を

かけ、畜産を核にして、さまざまな産業が発展

してきましたが、先般の口蹄疫被害により、畜

産農家はもとより、あらゆる分野の経済活動に

重大な影響が出ています。冷え込んだ児湯地域

の経済振興のため、早急に産業の活性化を図ら

なければなりませんが、産業の柱となる畜産経

営を再開し、軌道に乗せるまでには相当な期間

を要することから、当然地域の経済や雇用への

影響も長期化することが懸念されるところであ

ります。このままでは口蹄疫からの復興も容易

ではないと思われますが、ここで知事にお尋ね

をいたします。昨年７月の臨時議会において、

児湯地域の経済活性化、地域振興に対する県の

考え方について質問したところ、口蹄疫からの

再生に向け、特に児湯地域については、復興対

策本部に地域振興班を設けて、総合的な観点か
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ら検討を行っているとの答弁をいただきました

が、その後の進捗状況についてお伺いをいたし

ます。

以上で壇上からの質問を終わり、後は自席か

ら行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

口蹄疫からの再生・復興についてでありま

す。

昨年の口蹄疫により、西都・児湯地域は甚大

な被害を受けましたことから、対策本部に地域

振興班を設置し、総合的な観点から復興対策の

検討を進めたところであります。昨年８月に策

定いたしました「口蹄疫からの再生・復興方

針」におきましては、当地域につきまして４つ

の基本方針を掲げております。すなわち、安全

・安心な畜産の再構築と産業構造の転換、雇用

の維持・確保と総合的な経済対策の実施、活力

ある地域づくり、そして安全・安心な環境の確

保と地域イメージの回復であります。その後、

この基本方針に沿って、観察牛の導入による安

全性の確保や特定疾病のないモデル地域の構

築、冷凍加工施設の整備、当地域を中心とした

雇用対策や公共事業の実施、埋却地周辺におけ

る環境影響のモニタリングなどに取り組んでい

るところであります。また、６市町における地

域振興などの企画・検討を後押しするため、そ

の費用の一部を助成する制度を設けたところで

ありまして、引き続き、地元市町村と連携し、

西都・児湯地域の再生・復興に取り組んでいく

こととしております。以上であります。〔降

壇〕

○坂口博美議員 ありがとうございました。地

域振興について言いますと、今、答弁いただき

ましたように、費用の一部を県費で負担するか

らということで、市町村に対して口蹄疫復興計

画の策定なんかをちょっと促されたことがあり

ました。その当時、県は300億規模の取り崩し型

基金をということで努力をされているさなか

で、当然それが具現化するものとの思いで、そ

の計画を組んだ市町村も幾つかあります。これ

が全く制度的な問題とか財政的な限界とかで実

現しなかったわけですけれども、そういった中

で、思惑が外れた町あるいは市の計画というの

があると思うんですけれども、今後どうやって

県はこれを支援していこうとされるのか、これ

は県民政策部長でいいんですかね、お願いしま

す。

○県民政策部長（山下健次君） ただいま知事

からも答弁がございましたように、各般の施策

を今講じておるところですけれども、特に口蹄

疫被害の集中した西都・児湯地域の復興に向け

た迅速な取り組みを支援するために、昨年９月

の補正予算によりまして、復興戦略の企画・検

討を行う西都・児湯地域の６市町に対しまし

て、必要な費用の一部を助成する制度を設けた

ところでございます。この制度を活用しまし

て、現在、高鍋町の「城下町の気風を活かした

景観まちづくり」あるいは都農町の「にぎわい

拠点整備」など、地域資源を生かした地域振興

策の検討が進められているところでございま

す。口蹄疫からの再生・復興は、県政の最重要

課題の一つでございますので、今後も市町村と

緊密に連携を図りながら、市町村と住民とが一

体となった地域振興の取り組みが進むよう対応

してまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 思惑が外れたといえば、一つ

には、これも前回の臨時議会だったんですけれ

ども、西都・児湯地域から牛、豚が１匹もいな

くなったということで、これは発想を変えて、
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空白地帯になったことで新たなグランドデザイ

ンができるんじゃないか、そういったデザイン

をやるために、ここを大きく言えば日本のモデ

ルの畜産産地となるような絵を描いたらどうだ

ろうと言って、それを構築したらということを

前知事に提案いたしましたところ、やはりそう

いった方向に向かって構築していく必要がある

んじゃないかという答弁をいただいておりま

す。しかしながら、それはあくまでも取り崩し

型基金があっての考え方なりであったと思うん

ですけれども、これが思惑が外れたわけであり

ますが、今でも口蹄疫に関しては、感染経路あ

るいはその原因というのが特定されていないと

いうことで、防ごうといったって防げないとい

う限界を超えた部分があると思うんですね、あ

る意味では自然災害的なことが。そういったこ

とからまた復興をやっていかなければならない

わけですから、これは全く災害と同じく、その

復興にかかる経費については、やっぱりこれは

国の責任において100％、責任を持って復興を国

が支援するという考え方がどうしても必要では

ないかなと思うんです。こういったことに対し

て、特別交付税で措置していくということをよ

く説明を受けるんですけれども、今回も突発的

な支出ということで、かなりな特交を宮崎に対

しても交付されたわけなんですが、まず、これ

までに口蹄疫に関して措置してきた関連予算と

いうのがどれぐらいあるのか、そのうち県費の

負担額がどれぐらいあるのか、これは総務部長

にお伺いをしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 口蹄疫対策関連予

算につきましては、今回提案しております２月

補正分を含めまして、計９回の補正によりまし

て、補正総額は1,710億1,540万9,000円となりま

して、このうち一般財源は177億7,686万3,000円

となっております。なお、この一般財源約177

億8,000万円のうち、口蹄疫復興基金への積立金

約34億2,000万円と、口蹄疫復興中小企業応援

ファンドへの貸付金のうち、企業局からの借入

金を充当しました20億円につきましては、消費

的な支出ではありませんので、これらを差し引

いた約123億6,000万円が実質的な県費負担額と

して考えているところでございます。

○坂口博美議員 その中で、今の123億何がしの

中で、特別交付税で措置された金額というのは

どれぐらいになるんでしょう。

○総務部長（稲用博美君） 口蹄疫対策関連経

費につきましては、特別交付税の対象とされて

いる経費につきまして、本来、措置率が５割ま

たは８割であったものを、昨年の口蹄疫対策特

別措置法の制定によりまして、８割または10割

に改善されました。その結果、昨年12月の段階

ですが、約108億7,000万円の交付を受けている

ところであります。

○坂口博美議員 この特別交付税については、

平成22年は地方交付税総額の６％、翌年から５

％に見直されたんですけれども、総枠として交

付するということになっているんですが、平

成22年度、それから23年度の特別交付税の総額

がどれぐらいになっているのか。それから、毎

年通常分で幾らか本県もいただいてきていま

す。これは通常分はどれぐらい今までもらって

きているのか。この２つについてお願いいたし

ます。

○総務部長（稲用博美君） 特別交付税、平

成22年度の全国枠の総額は、当初予算ベースで

は１兆138億円でありましたが、昨年11月の緊急

総合経済対策による補正の結果、約１兆318億円

となっております。また、平成23年度の全国枠

につきましては、地方交付税のうち、先ほどお
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話にありましたように、特別交付税の割合が６

％から５％に引き下げられたことによりまし

て、総額8,687億円となる見込みであります。本

県への配分につきましては、昨年までのここ数

年間は、約30億円前後となっております。

○坂口博美議員 地方交付税の推移というのが

ここにあるんですけれども、今お答えいただき

ましたように、大体本県30億前後、毎年平常分

として推移してきているようですね。これは市

町村も含めた全体枠というのが６％なり５％で

決まって、その中の都道府県分というのが常

に13％前後、1,200億ぐらいで推移してきている

みたいですね。だから、そこで、例えば今の答

弁で、通常30億だったけれども、今回10 8

億7,000万ぐらいの口蹄疫関連の特交を受けたと

いうことです。ただ、これは限られたパイの中

での108億という、3.6倍ぐらいになるんでしょ

うか。ということは、どこか全部、他の都道府

県なり市町村が調整をされて、それがここに集

まってきたということになるというので、この

仕組み上ちょっと矛盾点が生まれてくるんじゃ

ないかなという気がするんですよね。例えば今

回、鳥インフルエンザがたくさんの県で出まし

た。活火山もいつまでこういったものが続くか

もわからない。これは突発的な対応というもの

がどうしても必要になってくる。幾らかかるか

わからないという中で、これが仮にけた違いの

財政の出動が必要になったというときに、これ

を特交で今みたいな仕組みで給付していくとな

ると、他の都道府県なり市町村にしわ寄せがど

うしても行ってしまうんじゃないか。ここのと

ころが、いつも頭の中がすっきりしない部分な

んですね。こういったことについては、今の特

別交付税制度というのは、本当に地方が必要な

ものを積み上げて、臨時的な支出、突発的な支

出に的確に対応できるのか心配なんですけれど

も、これについて、知事の率直な見解を伺いた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） まさに御指摘のとおり

でありまして、特別交付税というのは、地方の

財政需要に何でもかんでも対応するためのポ

ケットでは決してないわけであります。御案内

のように、災害や寒害・冷害、市町村合併な

ど、普通交付税の算定に用いる算定方法では捕

捉できない特別な財政需要を満たすためのもの

であるわけですが、御指摘のありましたような

口蹄疫対策費のように、その費用の負担がやむ

を得ないものについては、基本的に国庫補助制

度の中で対応すべきものでありまして、国庫補

助制度の改正などでは十分に対応できないもの

は、そういう議論を尽くした上で、特別交付税

の対象にするということであります。昨年来の

議論で少し違和感を持っておりましたのは、何

でもかんでも特交、特交ということで、安易に

すぐに特別交付税に頼るという嫌いがなきにし

もあらずであります。ややもすれば、各省庁が

財務省に対して要望がなかなか通らない、じゃ

あとは特交で面倒見てくれというようなことも

なきにしもあらずでありまして、適切な形で特

別交付税というものを使われるべきであると。

地方交付税の算定方法の簡素化・透明化の中

で、特別交付税のあり方についても、さまざま

な議論があるところであります。その適正化が

図られるべきだというふうに考えております。

○坂口博美議員 ぜひそこらのとこがあると思

うんですね。今後、整理していくべき大きな課

題じゃないかなと思っております。たまたま108

億7,000万の交付がなされたというんですけれど

も、お答えにもありましたように、3,000億の補

正をやりましたよね。六三、十八で、それぐら
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いの金がたまたま出てきた、あるいは口蹄疫の

特措法の中で、精いっぱい県も頑張っていただ

いたということでの108億というような気がしな

いでもないですから、ぜひここらを今後の検討

課題にしていただきたいなと、国との協議にで

きれば持ち込んでいただきたいというような気

もします。

例えば国民健康保険税、これの特徴なんです

けれども、国保の場合は、例えば保険者であり

ます市町村、それからそこの市民、町民の方

々、そのどちらにも著しい責任がない。しかし

ながら、決算をしてみたら国保税に赤字が出て

しまって、国保会計に影響を与えるとなったと

きは、これは国庫から支出されますよね、あな

た方には責任はないんだと。具体的には、例え

ば病院が１個できる。すると、そこへ患者さん

が集中する。長期化になる。籍を移す。たまた

ま生活保護とか、そういった保険料が減免され

る人、当然町に財政負担が出てくるわけです

ね。だれの責任でもないけれども、財政が支出

される。こういったものに特特、特別の事情に

よる特別調整交付金という仕組みは、その枠の

中でしっかり国が責任、面倒を見てくれるとい

う仕組みもシステム的にあるわけですね。です

から、こういったものについては、僕は、何か

だまされたんじゃないかという疑問をいつも持

たせるような交付税あるいは特別交付税でなく

て、しっかりした別会計、特措法に伴った会計

というものがそこにこさえられて、その中で的

確にコスト積み上げで支出されていくシステ

ム、これはぜひ創設していただきたいなと思う

んですけれども、これについて、もし何かお考

えをお持ちであれば、知事の考えを聞かせてい

ただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県が直面しておりま

す口蹄疫を初め、鳥インフルエンザの問題、そ

れから新燃岳の噴火と、立て続けに大規模な災

害に直面し、そして大規模な財政需要がここに

生じておるわけであります。これらはいわば天

災でありまして、国家的危機ととらえ、国家防

疫の観点から、災害復旧と同様に、国全体の問

題として対処する必要があるかと思います。財

政的な対応につきましても、口蹄疫対策などに

関する経費につきましては、個々の地方公共団

体へ負担を求めるのではなく、国全体の問題と

してとらえるべきというふうに考えておりまし

て、このような大規模災害に的確に対応できる

国の制度が必要であると考えております。現

在、家畜伝染病予防法の改正案が議論なされて

おるところでございますが、家畜の補償金につ

きましても、従来５分の４であったものを今５

分の５にというような議論もなされているとこ

ろであります。その場合には、通報を怠った場

合にはペナルティー、一定の減額等が考えられ

ているところでありまして、そういうような国

のしっかりした制度の中で、この財政需要に対

する一定の対応を求めてまいりたいというふう

に考えております。

○坂口博美議員 ぜひともそこらは、透明性を

確保できて安心できる交付金のあり方というの

を、今のを詰めていくと、特交でこれだけ確か

に措置されていますよとか、すると今度は臨財

債なり交付税措置のある県債発行なり、後年度

しっかり普通交付税の中に入っていますよ、確

かに入っているんですね。でも、全体のパイが

ずっと下がってきている中で、最後の帳じり合

わせというのは、僕は、行政の費用単価の見直

しか、あるいは何らかの見直しによって帳じり

を合わされていく、すると自由度がだんだんだ

んだん小さくなってくるという、非常に窮屈な
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面が伴っているような気がするものですから、

ぜひこれについては時間をかけてでも解決をし

ていって、地方が安心できる今の財源の配分と

いうんでしょうか、そのあり方を新たに構築し

ていただきたいなと思っております。

次に、商工観光労働部長に、特に児湯郡地域

の景気あるいは雇用についてお尋ねしたいんで

すけれども、日銀の宮崎事務所、２月７日の公

表分ですけれども、これを見てみますと、「宮

崎県の景気は、雇用や消費の面で持ち直しの動

きが続いているものの、火山噴火の影響なども

あり、引き続き厳しい状況にある」としており

ます。また、個別の指標を見てみますと、ま

ず、個人消費ですけれども、「引き続き全体の

地合いは強くないものの、一部で持ち直しの動

きが見られる」、また、雇用環境につきまして

は、「依然として厳しいが、緩やかな改善を続

けている」などとなっておりまして、これらか

ら感じるところは、大変厳しいんだけれども、

少しは緩やかに改善の方向に向かっているとい

うような分析なんですね。でも、実際地元で肌

で感じるもの、あるいはいろんな人に会って話

をしていく中で、決してそうではないんです

ね。ますますこれは大変になってきているよと

いうのが私ども実感していることなんですけれ

ども、その実感とこの指標が違うというのは、

指標そのものがそこまで忠実に実際を反映する

ものでもないというところで、いたし方ないの

かなという部分もあります。

それから、もう一つには、特に西都・児湯地

域というのは、先ほどから申し上げていますよ

うに、口蹄疫で大変な被害を受けてしまいまし

た。その口蹄疫については、まず、家畜の手当

金というのが、これはほぼ100％支払いがされて

いるんですね。でも、ただ、家畜の手当金とい

うのは、次に家畜を導入する、あるいは今まで

の負債を整理するということで、これはなかな

か農家自身が消費に回せる金ではないんですよ

ね。そのたぐいの金として、経営再開に向けた

支援金というのがあるんですけれども、これは

生活にかかる金でありますとかいろんな固定経

費部分を、次の経営を始めるまでの間、支援し

ましょうという金ですね。これについても、大

体1, 3 0 0戸ぐらいの対象農家、戸数でいく

と1,200戸ですから、何ぼぐらいになるんでしょ

う、86％か87％ぐらいになるんでしょうか。戸

数では既に支払われているんですけれども、金

額で見ると、これは大体96億円ぐらいの支援金

支払い予定がまだ今の時点では58億円ぐら

い、60.68％だったですか、あと40億円ぐらいが

まだ、生活金に当たる部分が支払われていない

んですね。だから、これがおくれているという

のも一因かなと、悪いほうのですね。それか

ら、今度は逆に、下支えをしているものという

のが緊急雇用創出の２つの基金です。これで県

全体で3,400人ぐらいの雇用がことし図られる見

込みでありますから、関連産業あるいは畜産を

やっていて離れた人たちの雇用については、下

支えをしてくれているのかなと。そういったも

のが相まっても、なおさらこういうなかなか厳

しいものを感じて、一向に上向きの気配を感じ

ることができない。これは何なのかなと思うん

ですけれども、加えまして、今回の鳥フル、児

湯郡でも発生してしまいましたし、火山灰も都

農町あたりまで来ております。こういう大変深

刻な中で、県として、まずは児湯地域の景気・

経済・雇用、こういったものにどういった取り

組みを今後されていこうとしているのか、商工

観光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 児湯地域
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におきましては、現在、口蹄疫からの早期復興

を図るために、プレミアム商品券の発行やイベ

ントの開催支援など、即効性のある対策を講じ

てきたところでございます。しかしながら、議

員からもお話がありましたように、ことしに

入ってからの鳥インフルエンザの相次ぐ発生等

によりまして、その復興が長引くおそれがある

など、さらなる影響を受けているところでござ

います。このため、農商工連携応援ファンドや

雇用基金等を有効に活用しまして、地元特産品

の販売促進、農水産加工品の開発、商店街のま

ちづくりやイベント等の取り組みへの支援など

に、一層力を入れていくこととしておるところ

でございます。また、今後は、東九州自動車道

の整備進展など、明るい材料もございます。企

業立地等による新たな産業の展開などにも取り

組むとともに、地域資源を生かした観光ルート

の開発など、域外からの誘客促進を図ることに

よりまして、児湯地域の経済の活性化、雇用の

創出にさらに努めてまいりたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いします。

それから、丸１年残ってはいるんですけれど

も、ちょっと気がかりなのが、3,000数百名の雇

用を確保できている緊急雇用関連の基金事業で

すね。これが平成23年が最終年度ですよね。１

年間でこれが、通常の雇用というんでしょう

か、基金事業以外の雇用の場にシフトできてい

けばいいんですけれども、申し上げましたよう

に、大変復興まで時間がかかるんじゃないかな

と。そんな中でこの事業が終わるとなると、ポ

スト基金事業あるいはこれの継続というのは、

どうしても今のうちから考えておく必要がある

んじゃないかと思うんですね。それで、この基

金事業の継続、緊急雇用創出のため、あるいは

ふるさと雇用再生のための基金事業、この継続

等については、どうお考えかをお聞かせいただ

きたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 緊急雇用

基金事業等につきましては、短期的な雇用対策

とはいえ、この事業のもたらしている効果は、

単に雇用創出面だけでなく、中山間地域を初め

とした本県の地域経済の活性化の大きな呼び水

にもなっておりまして、財政状況が厳しい本県

など、地方にとりまして大変有効な対策と考え

ております。平成20年秋のリーマンショック以

降、全国的に厳しい雇用情勢が続く中で、本県

におきましては、有効求人倍率が全国を下回る

など、さらに厳しい状況にあります。また、口

蹄疫や鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火の影響

等により、先行きが見えない状況でもございま

す。したがいまして、この基金事業が終了した

後の24年度以降の対策につきましても、その継

続等につきまして、今後、全国知事会等を通し

た要望など、さまざまな機会をとらえまして、

国に要望していきたいと考えております。

○坂口博美議員 次に、農政水産部長に、水産

問題でお尋ねをしたいと思うんですけれども、

今ここに、これは聞き取りによってつくられた

実態調査表というんですか、平成22年度の川南

の漁協の水揚げ等に関する実態調査の資料があ

るんですが、例えば小型漁船、５トン未満、こ

れの平均の年間水揚げ料というのが460万余り、

これから経費を引いた収入というのが200万ぐら

いなんですね。これは平均です。いい船、チャ

ンピオンクラスの船でも500万ちょっと、手元に

残るのが300万弱。それから、水揚げの悪い船で

は平均収入というのが16万、あるいは中クラス

で150万くらいというような状況にあるんです

ね。しかも、この経費を見てみましたら、年間
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のその他の経費というので、減価償却とか修理

費の部分ですけれども、これは80万しか見てい

ないということは、既に20年、25年、それ以上

たった、減価償却の全くない漁船だと思うんで

すね。これで今のような大変厳しい状況なんで

すが、ここまでくると、本当に産業として、今

後、水産業というのを維持していくことができ

るのかなというような心配がないでもありませ

ん。こういった状況の中において、例えば今

回、議会で何名かの質問の中にも答えられまし

たけれども、国のほうで、収入安定対策とコス

ト対策とを組み合わせた「資源管理・漁業所得

補償対策」でありますとか、あるいは水産物の

付加価値向上あるいは漁家所得向上のための漁

業・漁村の６次産業化といった、新たな施策を

打ち出されたところであります。まず、これに

本県としてもしっかり対応していくことが必要

であると思いますが、これらの対策に対して県

としてはどう取り組んでいかれるのか、農政水

産部長にお願いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） まず、「資源

管理・漁業所得補償対策」でございますが、こ

れの実施に当たりましては、国や県が作成する

資源管理指針に沿って、漁業者が漁獲量制限な

ど資源管理のためにみずから取り組む資源管理

計画を作成しまして、これを確実に履行する必

要がございます。このため、県といたしまして

は、資源管理指針の内容等につきまして、国と

の協議を進めるとともに、関係団体と連携いた

しまして、各漁協ごとに漁業者に対する対策の

説明会と、資源管理計画作成に係る指導・助言

を行っているところでございます。さらに、23

年４月の組織改正により、漁業・資源管理室を

新たに設置いたしまして、推進体制も強化する

こととしておりまして、今後とも、この対策の

円滑な安定に向けて進めていきたいと考えてお

ります。

次に、６次産業化の御質問、あわせてござい

ましたが、水産業を取り巻く環境が、今、御質

問ございましたように、大変厳しい中、漁業者

みずからが加工・販売に取り組み、漁獲物に新

たな付加価値をつけます６次産業化の推進は、

漁業者の所得向上とこれからの漁村地域の発展

にとって極めて重要であると、そのように考え

ております。児湯地域における６次産業化の取

り組みにつきましては、地元の要望を踏まえま

して、水揚げされます多様で豊かな水産物の特

徴を生かした商品づくりや販路開拓等につい

て、国の事業も活用しながら積極的に推進して

まいりたいと、そのように考えております。

○坂口博美議員 次に、同じく、今度は農業問

題について少しお尋ねしてみたいと思うんです

けれども、新燃岳ですが、これまで爆発的な噴

火だけで12回ですか、大変大きな被害を及ぼし

続けてきております。これについては、いつ終

わるのかわからないというのが、一つの大きな

恐怖であり、悩みであるかなと思っておりまし

て、噴火、降灰といったものに悩んでおられ

る、被害を受けておられる皆さんに、心からお

見舞いを申し上げたいと思います。この被害の

範囲なんですけれども、北諸・西諸地域はもち

ろんですが、申し上げましたように、遠くは児

湯郡の都農あたりまで降灰がありまして、大変

広い範囲に及んでおります。そして、またこれ

からだんだん風が南風になってきますと、さら

にこの範囲が拡大するんではないかなと心配も

しているんですが、テレビだったですかね、江

戸時代ではこれは１年半も続いたというような

話もあって、農家は相当悩んでいますよね、今

後どうなるんだろうということで。いつ終わる
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かもわからないというのが一番大変なのかなと

思うんですけれども、とにかくこれをしっかり

対応していって、ちゃんとした営農というもの

をやっていかなければいけないと思うんです。

今回、国の11億円の事業、それから今議会に提

案されている２億円近くの事業ということで、

降灰対策について、いろんな対応をしていただ

けるんですけれども、一つには、きのうの報道

だったですか、第９次の防災営農計画の中での

地域を追加していただいたということで、これ

は大変ありがたいことなんですけれども、それ

から、今後また第10次の防災営農計画というの

が、いよいよこの４月から始まるわけなんです

ね。ちょうどそのはざまにあるんですけれど

も、そこらも含めて、今後、県として、新燃岳

の降灰対策に対してどう取り組んでいこうとさ

れているのか、それらを含めて御説明をお願い

します

○農政水産部長（髙島俊一君） 今般の新燃岳

の噴火によりまして、先月25日に、高原町が活

動火山対策特別措置法の避難施設緊急整備地域

の指定を受けましたことから、県といたしまし

ては、直ちに国と協議を行いまして、現在の防

災営農施設整備計画を見直しまして、宮崎市、

西都市、新富町など、６市９町を降灰被害対策

事業の対象としたところでございます。この結

果、本議会にお願いしております「活動火山降

灰緊急営農対策事業」によりまして、茶の生葉

洗浄脱水機を初め、緊急に必要な施設・機器の

導入支援を行うこととしております。今後と

も、降灰の被害の状況を踏まえまして、降灰対

策事業の対象地域や対象品目等の見直しにつき

まして、国と協議をしてまいりたいと考えてお

ります。

○坂口博美議員 それから、もう一つなんです

けれども、この降灰、火山灰が、ペーハーが酸

性だということで、そこに対して、かなりな警

戒感というんでしょうか、心配をされている農

家も結構少なくないんですね。こういったこと

で、まず、酸性化した土の矯正というんでしょ

うか、中和化、こういったことについては、ど

ういう方策で臨んでいこうとされているのか、

これについても農政水産部長によろしくお願い

します。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回の火山活

動によります降灰につきましては、噴火によっ

てその性質が異なっております。１月26日の北

諸県から南那珂地域を中心としました火山灰

は、中性に近く、矯正の必要はないと考えます

が、28日の西諸県から中部・児湯地域にかけて

の火山灰は、酸性度が強いため、厚さ１センチ

以上の地域、例えば高原町の一部などにおきま

しては、苦土石灰を用いた矯正が必要でござい

ます。県といたしましては、農業改良普及セン

ターを中心に、火山灰に関する調査を行いまし

て、各地域に応じた土壌改良対策の方法をマニ

ュアル化して農家に配布するなど、堆肥施用等

の土づくりと合わせた適正な取り組みを支援し

ているところでございます。

○坂口博美議員 最後に、農業問題で知事に、

思いのほどというんでしょうか、その決意のほ

どというんでしょうか、お伺いしたいんですけ

れども、まず、今の新燃岳、それから鳥フルと

いうことで、余り話題に上らなかったんですけ

れども、昨日だったですか、松田議員、燃油、

重油の高騰の問題ですね。聞くところでは、

きょう、例えば80円を超したＪＡが７カ所ある

というような話も聞きまして、急騰し出したで

すね。重油が上がりますと、申すまでもないこ

とですけれども、肥料、農薬、それから直接的
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な暖房経費と、大変また経営に大きな圧迫に

なってきて、深刻な状況だと言えると思うんで

す。加えまして、せんだってからのＴＰＰと

か、今、グローバル化というんでしょうか、他

因的なことで翻弄と言っていいぐらい、農業は

常に大変な局面にさらされているということが

言えようかと思います。しかしながら、そうい

う状況にあっても、農というものは、しっかり

大地を見詰めて、一歩一歩大地に向かって土を

耕し、物を作付し、そして手入れをやって収穫

を持つという地味な作業、これを続けていかな

ければいけないわけであります。そんな中で、

よく農業というのは本県の基幹産業だと言われ

ます。基幹産業ということを改めて我々痛感し

たのが、先ほどから申し上げています口蹄疫で

もあったと思うんですね。畜産が被害に遭った

だけで、あらゆる産業なり県民生活、ことごと

く影響を受けてしまった。まさしく基幹中の基

幹産業、これが農業であって、この農業が頓挫

したら、たちどころに本県の経済なり暮らしと

いうものが立ち行かなくなると言っても過言で

はないぐらいの大切な産業であると思います。

先ほどから申し上げていますように、こういっ

た大切な産業、あるいは本県のそこに基盤とし

て成り立っている経済と言ってもいいんではな

いかなと思うんですけれども、こういう大変な

状況の中にあって、食料供給基地、農業を基幹

産業とする県という本県の知事として、こう

いった大変な状況の中で、農業をしっかり守っ

て振興していくよということについての知事の

決意というんでしょうか、お聞かせいただけた

らありがたいなと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県農業につきまし

て、先ほど土壌の議論もございましたが、もと

もと火山性土壌に覆われた農地であるというよ

うなことですとか、台風などの自然災害、また

さらに大規模消費地から遠いというような厳し

い条件がある中で、先人たちの知恵と工夫、努

力によりまして、集約的農業を展開してきた結

果、畜産と施設園芸を中心に、全国屈指の農業

県に発展してきたと。現在、生産額ベースでの

食料自給率が242％、全国１位となっているわけ

であります。しかしながら、今、御指摘のあり

ましたように、口蹄疫なり鳥インフルエンザな

どの被害、さらには燃油価格の高騰など、かつ

て経験したことのないような大変厳しい経営環

境に置かれていることのみならず、新たにＴＰ

Ｐの参加問題など、もはや生産現場の努力だけ

では対応し切れない、そういうような大きな荒

波にもまれている、そのような状況だと認識し

ておるところであります。このため、食料供給

県である本県といたしましては、まずは、基幹

産業として他産業への経済波及効果も大きい農

業分野での収益性の高い生産構造への転換など

を進めることが喫緊の課題であると考えており

ます。具体的には、産地間競争に勝ち残ること

のできる本県独自の品種改良や収量・品質向上

につながる技術開発・普及に努める、さらに

は、若者や多様な担い手が参入できる環境づく

りと規模拡大や経営の多角化ができる生産基盤

の強化でありますとか、消費者に信頼される安

全・安心の産地づくりや農を核とした農商工連

携や６次産業化による付加価値向上などに取り

組み、この難局を乗り越えてまいりたいという

ふうに考えておるところでございます。このよ

うな状況認識、また、大変厳しい状況にあると

いうようなことが、今回提案をさせていただい

ています副知事の人選に当たっても考慮させて

いただいた、本県の直面する行政課題というこ

とでございます。世界的に見ますれば、人口爆
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発に伴う食料不足、アグリフレーションという

ようなことも言われているような状況でござい

ます。国に対しましても、本県農業の役割や重

要性、そして、これらの改革に必要な政策提案

と財源確保などを強く今後とも訴えてまいりた

いと考えております。

○坂口博美議員 強い決意のほど、意気込みを

聞かせていただいて、ぜひ実現に向けて頑張っ

ていただきたいと思うんですね。ただ、やはり

財源が大きくこれにかかわってくると思うんで

すね。やろうと思えば、どうしても財源が必要

になってくる。その中で、今、知事おっしゃい

ましたけれども、生産額での自給率が242％と

おっしゃったですかね。カロリーベースでは60

％ぐらいだったと思うんですよ、本県の食料自

給率は。しかしながら、国が50％、これは以前

にも本会議で発言したような気がするんですけ

れども、50％を目指している。これはカロリー

ベースなんですけれども、口に入るときのその

価格で食べているんですよね。トウモロコシだ

何だという家畜の粗飼料をそのまま食べるので

はなくて、肉になったものを食べる。だから、

本県は、その2.4倍以上の国家・国民の食料の確

保、自給に貢献しているということが、自信を

持って言えるんじゃないかなという気がしま

す。それから、国が例えば50％のカロリーベー

スで食料の自給を目指すと、これは金額ベース

にしたら幾らになるかわかりませんけれども、

そのためには宮崎県も責任を持って２倍以上の

生産を上げるよと、消費の倍以上、半分は県外

の皆さんのために責任を持って供給するんだよ

と、命の糧をしっかり宮崎で生産して間違いな

く届けるんだと、だから、それに伴った税の投

入というものをやってくれというような考え方

が一つには出てこないとだめだと思うんです

ね。

もう一つには、ＴＰＰ、ＥＰＡ、いろんな国

際のルールの中での動きがあって、じゃ宮崎の

農業をこういうことで手だてをしていこうと

なったときに、貿易の障壁でありますとか保護

策とかで、また国際的に通用しない部分が、し

かしながら、これについても、世界は今、飽食

と言っていますけれども、全世界では食料が足

りない。こういったことを勘案したときに、自

国の食料は70％までは自給しろと、争いを避け

るためにも。そのために、70％自国民の食料を

供給するための国内策については、これは国際

間で争わないよと、ガットでも何でも。それは

自国の存亡のためにそういう国内策をやりなさ

い。残りの30％は、ＴＰＰでもＥＰＡでも、あ

るいはほかの交渉にでも、その30％については

世界のルールを守ろうじゃないかという、そう

いったような大きい転換をやっていかないと、

なかなか今、知事の決意、意気込みというのを

聞いたんですけれども、限界があり過ぎるん

じゃないかなと。これはちょっと話が飛躍して

しまいましたけれども、そういう心配も一方で

はいたしております。でも、いずれにせよ、こ

れは一つ一つ積み上げていって、ぜひとも一日

も早い復興、そして農業を基盤とした宮崎の経

済の発展、県民福祉の向上に寄与していただき

たいことをお願い申し上げまして質問を終わり

ます。（拍手）

○蓬原正三副議長 次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） きょうから

３月です。３月は別れ、また旅立ちの月であ

り、スイートピーの花がよく似合う月でもあり

ます。スイートピーの花言葉は、門出、旅立ち

でありまして、日南市はこのスイートピー生産

量日本一でございます。この３月をもって県庁
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を退職される方々へ、これまでの長年の御労苦

に対し、ねぎらいと深い感謝の気持ちを込め

て、スイートピーの花束をどうぞ皆さん、送っ

てあげていただきたいと思います。

また、我が会派の外山良治議員も、新たな旅

立ちを決意されております。何かしら明るい空

気を感じるのは気のせいかもしれませんが、外

山良治議員は余りにも無口でシャイでございま

すので、私がかわりまして皆様方にお礼を申し

上げる次第であります。これまでお世話になっ

た執行部の皆様、そして議員各位に、心から感

謝を申し上げる次第でございます。またほか

に、各会派の重鎮、お歴々が、今期限りで惜し

まれての御勇退とお聞きします。何とぞ御勇退

後もお体に留意されて、県勢発展のために、私

ども後輩に大所高所からの御指導、御鞭撻をよ

ろしくお願いいたします。

それでは、通告に従い質問を行ってまいりま

す。

知事の政策提言、所信表明、これまでの質問

にも出てきましたが、県と市町村の協議の場に

ついてお尋ねいたします。早速２月16日にその

協議の場を設置されたようです。私は一昨年11

月議会で、県と市町村との協議の場について、

「神奈川県自治基本条例のように、県と市町村

との協議の場を法制化されないのか」と質問を

しております。当時の東国原知事は、「市町村

との自治懇話会あるいは市長会、町村会、議長

会といった団体との間で意見の場を確保してい

る」と答弁されました。河野知事が設置された

協議の場は、従来の自治懇話会などとどう異

なったものか、知事にお尋ねします。

後は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

県と市町村の協議の場についてであります。

知事と市町村長が集う会議は、これまでも、御

指摘のありましたような自治懇話会であります

とか、市長会及び町村会との意見交換の定期的

な開催などが行われたところであります。た

だ、ややもすると、こういった会議におきまし

ては、県政報告でありますとか、陳情、要望の

場になっておったというような状況を踏まえま

して、さまざまな地方自治体を取り巻く行政課

題、複雑・多岐化する住民ニーズに的確に対応

するためには、重要課題の解決に向けて、県と

市町村が対等な場で、より具体的な協議・検討

を行う必要があろうと、そういう場として、市

町村と協議をした上、先月16日に「宮崎県・市

町村連携推進会議」を設置したところでありま

す。この会議におきましては、「県内における

地方分権の推進」というものを基軸に据えなが

らも、毎年度、個別テーマを設定しまして、県

と市町村の役割分担や連携のあり方につきまし

て、具体的な検討を行っていくこととしておる

ところでございます。先日は、危機管理という

テーマを設定いたしましたところ、やはり現

在、我々を取り巻くさまざまな事象を背景に、

市町村長さんからも切実な意見交換、議論がな

されました。また、こういう全体会議に加え

て、例えば去年は口蹄疫が発生したときには、

関係市町村だけで緊急会議などを行っておるわ

けでありますが、こういった全体の市町村のみ

ならず、ブロックごととか課題ごとに市町村長

さんに集まっていただく、そういった意見交換

の場というものをこの協議の場というような位

置づけを行いまして、これまで以上に対等・協

力な関係の中で、より機動的に開催をしてまい

りたいというふうに考えております。以上であ
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ります。〔降壇〕

○髙橋 透議員 その協議の場なんですが、先

ほども言いましたが、神奈川県自治基本条例の

ように法制化する必要はないのか、知事にお尋

ねします。

○知事（河野俊嗣君） この「宮崎県・市町村

連携推進会議」、今申し上げたような運営を

行ってまいりたいということでございます。年

２回程度の定期的な総会を開催するほか、個別

テーマごとに開催するということで、フレーム

はイメージを持っておるわけでございます。ま

た、必要に応じて、随時、特定地域や特定課題

ごとに協議を行うということでございまして、

そういう会議の運営を通して、協議の実効性を

高めていくという考えで今おるところでござい

ます。その中で、必要があれば、市町村と協議

の上で、法制化ということについても検討して

まいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 わかりました。県と市町村と

同様に、国と地方との協議の場も重要であると

私は考えますが、国会に一度提案をされて、

今、継続審議になっているようですが、その国

と地方との協議の場、知事のお考えをお聞きし

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） まさに重要でありまし

て、だからこそ地方が声を大にして、その協議

の場の設置を求めてきておるところでございま

す。住民に身近な行政は地方が担っておるとい

うことでありますので、地方自治や地方財政に

影響を及ぼすような政策につきましては、当事

者である地方の声が十分に生かされるよう、そ

ういう国と地方が対等な立場で建設的な議論を

行っていくための協議の場は大変重要であると

考えております。

○髙橋 透議員 菅内閣の最重要課題というこ

とで、社会保障と税の一体改革が今議論されて

おりますけれども、これは過日、新聞で見たん

ですけれども、地方の代表が入っていなくて、

知事会でも要望されたということの記事を見ま

したが、これは要望がなくても、議論する場に

最初から地方の代表の方を入れておく、参加さ

せるべきだなということを思ったところであり

ます。

そしてまた、国からの交付金によって今、基

金を造成して執行している事業が数多くありま

すけれども、例えば妊婦健康診査あるいは子宮

頸がんワクチン、これはずっと継続されていく

事業だと私は思いますが、この２つの基金事業

は期間の定めがありますよね。国の交付金が終

了するわけですから、その後どうなるのか、福

祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 妊婦健康診査

及び子宮頸がん予防ワクチン等接種の基金事業

につきましては、国からの特例交付金を受け

て、23年度までの事業を対象に行うものでござ

います。妊婦健康診査につきましては、国の重

要な子育て支援施策という観点からも、公費助

成の継続が必要と考えておりますことから、平

成24年度以降の継続的な財政支援について、さ

まざまな機会を通じて、国に要望しているとこ

ろであります。また、子宮頸がん予防ワクチン

等の接種につきましては、予防接種法の定期接

種へ位置づけられることが必要と考えておりま

すことから、今後も引き続き、国に対して要望

してまいります。なお、定期接種化されるまで

は、事業の継続について国に働きかけてまいり

たいと考えております。

○髙橋 透議員 ですから、国がお金をもうや

りませんよとなったときにどうするんですかと

いう私のお尋ねなんですが、部長。

平成23年３月１日(火)



- 271 -

○福祉保健部長（高橋 博君） 県といたしま

しては、引き続き、国のほうに要望してまいり

たいということで考えております。

○髙橋 透議員 恐らく、やらなきゃならない

という義務感をお持ちだと思うんですよね。だ

から、こういう大事な事業、いろんなものがあ

ります。国が勝手に決めることなく、しっかり

地方の意見を聞いて、財源もしっかりと備えた

上で実施をしていく。これは都道府県あるいは

市町村間で財政能力に格差がありますから、仮

に国が切って、あとやれるところ、やれないと

ころが出てくるので、ぜひそういうところ、私

たちもしっかりと意見を言って、国のほうにも

要望していただきたいと思います。

次に移ります。地域医療対策についてお尋ね

をしていきます。

小児科の医師の確保対策なんですが、県立日

南病院の小児科医確保、４月以降も派遣の決定

がされました。大変感謝いたしております。病

院局を初め関係各位に、心からお礼を申し上げ

る次第であります。小児科医の派遣、毎年心配

をいたすところでありますが、今後もこのよう

な不安を抱きながらの１年１年の確保対策にな

ると思うんですが、小児科医確保に決め手と

なった要因は何かを病院局長にお尋ねいたしま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） 日南病院の小児

科医の招聘につきましては、これまで宮崎大学

の小児科医局に派遣継続の要請を行ってきたと

ころでありまして、引き続き御配慮いただいた

ことに、心から感謝をいたしているところでご

ざいます。この決め手となりましたものは、何

よりも地元の日南市、串間市や医師会、そして

住民の皆さんの熱意にあり、こうした皆さんが

連携して、日南病院の医師の勤務しやすい環境

づくりに御尽力いただいている成果ではないか

と、このように考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。行

政、医師会、そして市民団体等が連携した結果

が医師派遣につながったということで、今後も

そういう働きやすい環境をつくり出す取り組み

を、また私も一緒に参加して進めていきたいと

思っております。

次に、県立日南病院では、平成11年度から毎

年、県病院祭に取り組まれております。開催の

きっかけについては、診療機能の充実、患者サ

ービスの向上、経営改善等につながる自主的な

調査研究から始まったと伺っております。毎

年1,000名を超える参加があるこの取り組みにつ

いてどう評価されているのか、病院局長にお尋

ねします。

○病院局長（甲斐景早文君） 議員御指摘の県

立日南病院祭でございますけれども、平成７年

度から９年度までの病院改築を契機に、もっと

住民の皆様に愛される病院にするために何かや

りたいと、こういう思いから、当時の看護師等

が中心となりまして、平成11年度から始められ

たものでございまして、今年度で12回という歴

史のあるものになっております。私もこの職務

を担ってから、毎年参加させていただいており

ますけれども、住民の皆さんが医療スタッフ等

との触れ合いあるいは手術室等の院内見学など

をされる中で、日南病院の地域に果たす役割も

御理解いただけているのではないかなというふ

うに思います。また、日南病院祭では、地元の

方々が歌あるいは踊りとか、そういったものを

ボランティアとして御協力いただいておりまし

て、住民の皆様と日南病院が一体となって運営

されているというふうな、そういう印象を持っ

ておりまして、このことに対して大変ありがた
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く思っているところでございまして、こうした

活動といいますか、こういったものを通じまし

て、日南病院を住民の皆さんで支えていこうと

いう機運が醸成されているんじゃないかという

ことで、大変心強く思っているところでありま

す。

○髙橋 透議員 まさしく今、病院局長がおっ

しゃったとおりだと思いますが、病院の職員み

ずからがボランティアでやっているわけです。

そして加えて、運営費を親和会、つまり職員が

負担しているということも私はお聞きしており

まして、非常にびっくりしたんですが、病院外

の支援も、今、病院局長お話がありました。ほ

かに、日南学園高校の看護科とか日南看護専門

学校の生徒たちも来て、運営に携わっているん

ですね。そして、日南学園高校の野球部は撤去

に来てくれているらしいです。おっしゃいまし

たように、いろんなステージアトラクションが

ありますが、出演者は無料らしいです。さまざ

まな市民の提供があるということ、まさしくこ

こに、知事がおっしゃっています県民との協

働、これが実践されているわけであります。公

立病院の経営は非常にまだ厳しいんですけれど

も、医療を提供する側、そして医療を受ける

側、県民ですよね、ここが連携していく、協働

していく、このことが県民の理解を得るという

ことになると思いますので、日南病院の取り組

みに知事も関心を持っていただいて、一層の御

支援をお願いしたいと思います。

次に、農林水産業振興対策についてお尋ねを

していきます。

特定疾病フリー地域支援事業についてお尋ね

をしていくわけですが、昨日、横田議員の質問

に対しまして部長答弁がありましたけれども、

「みずからの自主的取り組みで」と答弁されま

した。いわゆるこれは、児湯地域だけではなく

て、県内全体に広めていく趣旨の質問をされた

答弁でありますけれども、県全体へこの事業を

広めることは財政負担が大きいということは十

分わかるわけですが、やる気のある農家は自前

でやってくださいということには、私、少々疑

問を感じるわけであります。口蹄疫被害は、西

都・児湯地域を中心に集中発生しました。しか

し、本県畜産業全体かつ本県産業経済全般にわ

たる被害だったということで私は認識しており

ます。そういう認識でよろしいでしょうか、農

政水産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回の口蹄疫

の発生によりまして、西都・児湯地域を中心に

約30万頭もの家畜が処分されましたが、県とい

たしましては、ほかの地域におきましても、食

肉処理場の閉鎖及びこれによる出荷遅延など、

また、獣医師や削蹄師、人工授精師の業務自粛

など、畜産農家はもちろんのこと、関連産業に

も広く大きな影響が生じたものと、そういうふ

うに理解いたしております。

○髙橋 透議員 すべての畜産農家が参加でき

るかどうか、いろいろ研究なり今すべきなんで

しょうけれども、労力とか資金面とかで負担・

コストがかかるわけですから、導入時は何らか

の手だてが必要だと私は思うわけであります。

仮に西都・児湯地域のモデル事業が成功してい

けば、西都・児湯地域の畜産に付加価値がつく

わけですよね。ということは、県内における畜

産の新たな差別化が生まれるということなんで

すよ。私は、そうではなくて、本県畜産業全体

が再生できる取り組みにする考えが大事だなと

いうふうに思っているんです。すなわち、特定

疾病フリー地域支援事業について、西都・児湯

地域だけではなくて、県内全体に広げていくべ
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きではないか、知事に御見解を求めます。

○知事（河野俊嗣君） この事業において対象

としております牛白血病につきましては、全国

的に見ますと500～600頭ということで、近年増

加傾向にあるわけでありまして、畜産関係者の

中では理解が徐々に進みつつあるところであり

ますが、個々の農家の認知度、理解度という面

では、必ずしも高いものではないというのが状

況であります。したがいまして、まずは本事業

では、口蹄疫で大きな被害を受けた西都・児湯

地域を対象に、清浄化への取り組みをモデル的

に実施しまして、その手法を確立したいという

ことでございます。現在、家畜がいる地域での

清浄化の取り組みにつきましては、さまざま解

決すべき課題も多いものですから、少なくとも

各家畜市場ごとに、関係者を含めた一体的な取

り組みが不可欠であるというふうに考えており

ます。清浄化に向けた手法でありますとかその

メリットなどを、畜産農家を初め関係者に十分

説明しながら、本病に対する理解を深めてい

き、その上で、県内関係者みずからの自主的な

取り組みとして、順次、県下全域に広めてまい

りたいと、そのような段取りを考えているとこ

ろであります。

○髙橋 透議員 私は無理だろうなと思ったん

です。県下全域に広めていきたいということ

で、今、知事の答弁をお聞きしましたが、口蹄

疫被害、一連の防疫作業をみんなで頑張ったん

ですよね。競りも中止になりました。人工授精

も抑制、これは実質中断でした。みんな頑張っ

たんですよね。我慢したんです。だから、この

ことを忘れてはならないということ、今こうす

ることで、またいつ口蹄疫が発生するかわから

んとですよね。そのときに、また県内全体の畜

産農家を初めとする方々に協力をもらわなきゃ

いけない。そういう環境をつくるということは

大事だということを申し上げておきたいと思い

ます。

次に移ります。森林環境税の関係です。森林

環境税については、本年４月に宮城県が導入予

定ですが、ここ宮城県を含めると、31県になる

ようであります。いわゆる中山間地域対策の一

つである森林環境税、全国民が森の恵みを受け

ていることから、県税ではなくて国税にすべき

であると私は考えています。全国的に要望を

行っているのは島根県のみであると聞いており

ますが、本県は国への要望は上げていません。

知事の見解を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 森林環境税につきまし

ては、森林を県民共有の財産ととらえて、県民

全体で森林を支える仕組みということで、18年

度に導入したものでありますが、これまで森林

環境税を活用しまして、県民ボランティアや県

内外の企業など、多様な主体が参加した森づく

りや公有林化の支援など、新たな施策にも取り

組んでおりまして、アンケート調査の結果で

も、県民や企業から一定の評価をいただいてお

りまして、森林環境税を県税として導入しまし

た所期の目的は、現在、果たされているという

ふうな手ごたえを感じているところでございま

す。これを国税とすることにつきまして、国民

全体で森林を支えるという視点からは、意義の

ある方法、一つの視点とは考えられるんです

が、国税となることで、かえって税の使途や規

模などに制限が加えられたり、本県独自の森林

環境税による取り組みに支障が生じることがな

いかどうか、地方分権の推進という観点からも

検討が必要ではないかと受けとめております。

現在、国におきまして検討されております、森

林が果たす温暖化対策等のための税制改正の動
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向というものを注視してまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 いろいろ考え方があるようで

すけれども、大都市を抱える神奈川とか愛知県

は導入しているんですよね。東京とか大阪、こ

こも森の恵みを享受されているわけですから、

日本全体が導入できる、それはやっぱり国税か

なと思うんですけれども、ぜひ、森林環境税が

国税化されて、あと配分ですが、森林面積に比

例していただくとありがたいというふうに思い

ますので、それも含めて、今後、要望していた

だきたいと思っています。

それと、今出ましたけれども、森林環境税の

使途拡大についてであります。現在は植栽等に

限定して使用しておりますけれども、これは常

任委員会でもいろいろと議論させていただいて

きましたけれども、木材のＰＲとか啓発事業、

さらに森林が循環利用できるような取り組みに

活用すべきと考えますが、環境森林部長の見解

を求めたいと思います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 森林環境税に

つきましては、これまで県民参加と公益的機能

を重視した森づくりを中心に取り組んできたと

ころでございますけれども、手入れ不足等の森

林が依然として存在するということで、昨年12

月に条例を改正しまして、さらに５年間延長し

たところでございます。第二期の森林環境税の

使途につきましては、県民へのアンケート調査

あるいは有識者で構成します森林環境税活用検

討委員会の御意見をもとに、構想案を策定しま

すとともに、広くパブリックコメントも実施し

たところでございます。これらの結果を踏まえ

まして、第二期の森林環境税では、これまでの

取り組みに加えまして、地球温暖化防止に貢献

します資源循環の森づくりを新たな柱に据えま

して、県産材の利用を促進するための普及・Ｐ

Ｒや木育の推進などにも取り組みたいというふ

うに考えておりまして、そういうことによりま

して、今後とも、これらの取り組みを一体的に

進めることによりまして、山村地域の活性化や

森林環境の保全に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。ぜひ

拡大していただきたい。県民の理解は得られる

と思うんですよ。私たち社民党県議団は、昨

年12月に栃木県の茂木町に実は調査に行ってき

ました。中学校校舎の木造化でありますが、公

共建築物における木材利用の促進化が法制化さ

れました。ここの小中学校は、あと２～３年で

木造化と木質化が完了するというふうに言われ

ていましたけれども、つまりその最先端を行っ

ていたところでありますが、ここは森林環境税

をうまく活用されていまして、新築された木造

の中学校で使用されるいすとか机、これは森林

環境税で賄われていたというふうに聞きまし

た。町内の建具屋さんに発注してつくられたと

いうふうに聞きましたので、そういう使途のこ

ともありますから、ぜひ今後、公共建築物への

活用、木材利用啓発、御検討を十分お願いした

いと思います。

次に、水産業の関係で質問をしてまいりま

す。新みやざき漁業推進資金、既に質問が出て

おりますが、いわゆる近代化資金の末端金利を

引き下げるために利子補給する制度、事業なわ

けですが、22年度の制度でいうと、九州で一番

低い金利と伺っております。厳しい財政状況の

中で23年度どうなるかということで、水産関係

者もやきもきされていたところ、当初の提案に

のせてありますから、本当に厳しい財政状況の

中で、財政当局、関係部局に感謝いたしたいと
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思います。ここで私が質問するのは、先ほども

出ておりましたが、漁業所得補償制度の開始に

伴う県の取り組みをお聞かせいただきたいと思

います。４月から始まるこの補償制度、正式に

は「資源管理・漁業所得補償対策」という名称

なんですが、この「資源管理」、先ほど坂口議

員の質問に対して、農政水産部長が漁業量制限

をするというようなことをおっしゃっていまし

たが、この「資源管理」の意味について、もう

少し説明をいただきたいと思います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 現在、水産資

源の悪化によりまして、漁獲量が減少を続けて

おりまして、漁獲量制限などの資源管理を強化

し、水産資源の回復と持続的な利用を図る必要

が生じております。このため国は、資源管理の

取り組みを促進するため、「資源管理・漁業所

得補償対策」におきましては、漁業者による資

源管理の取り組みを本対策の条件としておりま

す。

○髙橋 透議員 私、これは昨年の９月議会で

質問をしておるんですけれども、結局、米の所

得補償と明らかに違うところは、受益者負担が

あるかないかなんですよね。いわゆる米の場合

は農家の手出しはありませんが、漁業の所得補

償は、共済組合を活用します関係で、実際に負

担をするわけですね。そして今、部長の説明

で、詳細はちょっとわかりませんが、漁獲量の

制限ということは、いろいろ方法があると思い

ます。例えば漁師みずからが漁に出ない日を設

けるとか、いわゆる魚をとって何ぼの世界なの

に、漁を休むということは当然収益は減るわけ

ですから、非常にこの制度は矛盾したところも

あるなと思いながら質問していくわけですけれ

ども、漁業所得補償制度と聞こえはいいんです

が、資源管理、このことのリスクがあるという

ことも、改めて私はここで申し上げておきたい

というふうに思っています。いわゆる掛金助成

とかいろんな方法があると思うんですよね。た

だ、貴重な財源ですので、県の負担というのも

なかなかそう簡単にできないということもあり

ますけれども、何もしないということでは、ど

うも私は水産の振興に対して非常に不十分だと

思うんです。先ほども燃油高騰、けさニュース

を見ていましたら、リビア危機で本当に燃油が

高騰しているようであります。そういう意味で

は、いろんな角度から研究して支援を行う必要

があると思うんですが、これは知事にお願いし

たいと思いますが、よろしくお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 漁業経営は、漁獲量が

資源の状況ですとか天候等の自然環境に大きく

影響される大変不安定なものであるということ

から、今回この国の「資源管理・漁業所得補償

対策」は、資源管理に取り組む漁業者を対象と

しまして、漁業共済の掛金負担を大幅に軽減す

るということで、共済加入を促進することによ

り、資源管理の強化と漁業収入の安定化を図ろ

う、一石二鳥を図ろうというような観点のもの

であります。県としましては、４月からの組織

改正におきまして、漁業・資源管理室を設置い

たしまして、円滑な推進に向けて体制を整える

とともに、関係団体と連携しまして、この対策

の内容の漁業者への周知と、資源管理の取り組

みなどに関するきめ細かな対応を行ってまいり

たいというふうに考えております。また、今

後、この対策の効果的な活用に向けまして、ど

のような取り組みが必要であるのか、これは関

係部局にしっかり検討させてまいりたいと考え

ております。

○髙橋 透議員 知事がおっしゃるように、い

ろんな角度から、何が、どんな支援ができるの
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か研究していく必要があると思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

次に、土木行政について質問してまいりま

す。

今議会でもたくさんの議員から質問があって

おります入札制度の関係でありますけれども、

総合評価落札方式、聞きますと、実績が多い建

設業者が受注しやすくなっているということも

お聞きします。いわゆる業者間に格差が出てい

るんじゃないのかということを伺いますが、県

土整備部長、答弁をお願いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 総合評価落札

方式でありますが、これは工事の品質確保を図

る観点から、価格とそれからまた技術力など価

格以外の要素を総合的に評価しまして、落札者

を決定する方式であります。この価格以外の要

素としましては、工事の実績や成績、それから

企業の地域社会貢献度などを評価項目としてい

るところであります。したがいまして、制度

上、技術力や地域貢献度の高い企業が有利とな

ります。その結果、そういう企業が受注しやす

くなる傾向にあるということでございます。

○髙橋 透議員 この総合評価落札方式、中身

が非常に複雑でわかりにくいといいます。私も

この機会にちょっと勉強させていただきました

けれども、業者もいろいろ苦労していると思う

んですね。いろいろ研究された結果が今の制度

だと思うんですが、これがベストだとは言えな

い面もあると思うんですね。こちらを立てれば

あちらが立たずということもあって、非常に悩

ましいところであります。地元からの声は、地

元の事業については地元の企業でとりやすくで

きないのかということも聞きますが、そうであ

れば、地域貢献度ですか、この評価点を高くす

るという方法をとったらいいんでしょうけれど

も、しかし、そうすると、地元の事業量が減っ

たときに地元外の仕事がとりにくくなる、こん

なリスクも伴うわけですから、非常に難しい。

ただし、企業努力をやっているのに、受注機会

が極端に減って格差が出ているのであれば、落

札業者が特定の業者に集中しないように、制度

の検証をして見直すことも大事だと思うんです

よね。パイが小さくなって非常に地方は難しく

なっていると思いますが、しかし、そういう配

慮、制度見直しが必要だと思うので、知事の見

解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 総合評価落札方式につ

きましては、工事の品質確保を図り、地域の建

設業者の育成にもつながる制度ではあります

が、一方では、企業の過度な受注によりまし

て、適切な施工体制が確保されない、そういう

ことも懸念されるため、企業の受注状況の評価

でありますとか、小規模工事における受注制限

を行っているところであります。この総合評価

落札方式の適用に当たりましては、実績の少な

い建設業者の受注機会確保などの観点もありま

すから、価格のみの一般競争入札との併用を基

本に行っていく必要があると考えております。

入札制度につきましては、今後とも、幅広く御

意見を伺いながら、限られたパイを適切な競争

のもとに、いかに建設業の指導育成のために活

用できるか、そういう観点を踏まえまして、制

度の検証と必要な見直しや改善というものを

図ってまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 特定の業者に受注機会がふえ

て、その周りの業者はどんどん淘汰されてい

く。このことによって、ずっと出ていますよう

に、危機管理のときにうまく展開できない。そ

ういうことも考えられますから、ぜひ見直すべ

きところは見直していただくことをお願いして
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おきたいと思います。

次に、国道220号の防災対策についてお尋ねを

していきます。地元から早期事業化をこの間何

回となく強く要望してきておりますが、現時点

で事業化されておりません。全く見通しが立っ

ていないのか、今後、県としてどのような対応

をしていくのか、知事にお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国道220号は、観光振興

や地域の産業に寄与し、沿線住民の生活や救急

医療を支える、まさに命の道であるという認識

のもとに、これまでも繰り返し強く国に要望し

てまいったところでありますが、青島から日南

間の防災対策、残念ながら、現時点では事業化

されておらず、極めて残念に受けとめておりま

す。この防災対策につきましては、昨年12月

に、沿線自治体や住民などで組織します「命の

道をまもる会」が、約14万人の署名を持って事

業着手の要望を行っておりまして、さらに先

月15日には、私も国土交通大臣に直接お会いし

て、平成23年度の事業化を要望したところであ

ります。先日、九州地方整備局長がいらっ

しゃったときも、重ねてこの件を要望したとこ

ろであります。県としましては、今後とも、あ

らゆる機会をとらえまして、沿線自治体及び住

民の皆様方と一体となりまして、防災対策の必

要性と早期整備につきまして、強く重ねて訴え

てまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 いろいろと大変なんですけれ

ども、よろしくお願いしたいと思うんですが、

この220号の防災対策、私たち土木行政に疎い者

からすると、いわゆる事業費を安くできないも

のかなというふうに考えたりするわけで、トン

ネルによってそういう防災対策をこの間やって

きたわけですけれども、御案内のとおり、国

道220号は日南海岸線を縫っておりまして、非常

に風光明媚な沿線なんですね。だから、私は、

できれば今の現道を利用した防災対策ができな

いものかなというふうに常々思っていて、トン

ネルは高くつきますよね。そういうところは非

常に国土交通省も考えていらっしゃるんでしょ

うが、景観にすぐれた現道を活用して、今問題

の170ミリ、異常気象時通行規制区間の解消がで

きないものか、これは技術的なものであります

が、県土整備部長、答弁をお願いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 220号の青島―

日南間の防災対策につきましては、現在、具体

的な計画は示されておりませんけれども、これ

まで国道220号は、観光宮崎のシンボルロードと

して、観光振興や地域の産業の発展に寄与して

おります。事業化に当たりましては、今、議員

のお話にもありましたように、すぐれた景観を

有しておりますので、現道の活用につきまして

も配慮していただきたいと思っております。し

かしながら、当地域は、脆弱な地質で急峻な地

形が多いことから、防災対策上、やむを得ずト

ンネルによりますバイパスの整備のほうが効果

的な区間もあるものと考えております。いずれ

にいたしましても、県としましては、通行規制

区間の解消のため、国に対しまして、早期事業

化を強く訴えてまいりたいと存じます。

○髙橋 透議員 早期事業化に向けての力強い

要望をひとつよろしくお願いしたいと思いま

す。

最後になりますが、教育問題について質問を

してまいりたいと思います。

まず１点目は、ひきこもり対策であります。

小中学校において、不登校あるいは不適応の状

態にある児童生徒を救済するために設置されて

います適応指導教室、このことについて、ひき

こもり解消などの不登校児童生徒対策に一定の
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効果があったのか、教育長にお尋ねいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 市町村が設置してお

ります適応指導教室におきましては、学校に登

校できない状態にある児童生徒の学校復帰を目

的として、一人一人の児童生徒の状況に配慮し

ながら、学習指導を初め創作活動や体験活動な

ど、さまざまな支援を行っているところであり

ます。現在、本県におきましては、県内の15の

市・町に、合わせて20カ所の適応指導教室が設

置されておりまして、本年１月末の状況で申し

上げますと、小学生で11人、中学生で158人の、

計169人の児童生徒が通っていると伺っておりま

す。県教育委員会におきましても、不登校児童

生徒の学校復帰を支援することを目的とする

「ヤングアシスタント派遣事業」によりまし

て、大学生のボランティアを適応指導教室の希

望に応じて派遣しているところであります。な

お、効果でありますが、適応指導教室に通う児

童生徒の過去３年間の状況により申し上げます

と、毎年、約４割が学校に復帰するなど、ひき

こもり対策という側面からも一定の効果が上

がっているものと考えております。

○髙橋 透議員 毎年４割復帰しているという

ことで、効果があったということでおっしゃい

ましたが、確かに宮崎県内における小中児童生

徒の不登校の比率というのは低いということで

新聞でも報道されているんですけれども、その

数の推移というのは横ばいですよね。これが減

ることが効果があったということで答弁される

べきだというふうに私は思うんですけれども、

一応調べてみましたら、適応指導教室、15市町

村に20カ所、宮崎市は合併した関係で、それぞ

れのやつをそのまま数として数えられているわ

けですが、中には合併してなくしたところもあ

るんですよね。大体１市町村に１カ所です。学

校はそれぞれ散らばっているわけですから、非

常に利活用しにくいんじゃないかなと思ったり

するんです。それと、ケース・バイ・ケースで

しょうが、学校内にこの教室があっても私はい

いと思ったりするわけですよね。確かに不登校

の子は学校に行きたくないわけですから、別な

ところにあって、そこに通ったらいいとは思う

んですが、しかし、それ以前の子たちがいっぱ

いいると思うんですよ。教室に入りたくない、

それが保健室であれば、それでまた御説明いた

だきたいと思うんですが、例えば日南の方から

お聞きしたのは、いわゆる今言いました１カ所

しかない教室に、なかなか子供が行かんように

なったと。でも、親は必死なんですよ。とにか

く家から子供を出したい。そこで親が探したの

が、障がい者を雇用している施設の方に頼ん

で、そこにボランティアで頼んでいらっしゃる

わけですよね。だから、いろんなところを活用

するべきじゃないかなと、そういうＮＰＯ法

人、いっぱいいらっしゃると思いますが、そう

いうところに専門員、いわゆる支援員を配置し

たりして、活用を図ることはできないのか、教

育長にお尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 適応指導教室につき

ましては、学校はもちろんのことであります

が、必要に応じて関係機関と連携を図りながら

運営されておりまして、また、指導員には、教

育の面で経験豊富な教職経験者等を活用されて

いると伺っておりますが、今後は、御提言のあ

りましたＮＰＯ法人のスタッフを派遣してもら

うなどの工夫も考えられるところであります。

適応指導教室の設置につきましては、市町村の

教育委員会が設置主体でありますので、不登校

や学校に適応できない状態にある児童生徒の状
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況を十分に把握しながら、適切に御判断いただ

きたいと考えております。以上です。

○髙橋 透議員 いろんな考えられる手だてを

私は研究してほしいなと。ここで救済しな

きゃ、この子供たちは後々はひきこもりなんで

すよね。結局親が生きている間は何とか生活で

きますが、その後がやっぱり私は心配です。公

で見るんですよ。私、この適応指導教室、なか

なか話題に最近なっていませんでしたけれど

も、ぜひ、特別支援員の数も少ないんじゃない

だろうかというところとか、いっぱい研究する

ところ、やっていただいて、何とかここで救済

する取り組みをお願いしたいと思っています。

次に、小規模校対策についてお尋ねをします

が、私も小規模校出身でありまして、酒谷中学

校、４月からは15名になるようです。とうとう

複式を導入されるようなことも伺っています

が、小規模校の児童数を維持するというのは、

少子高齢化というよりも私たちの地域は過疎化

なんでしょうけれども、各小規模校に魅力を持

たせることを今でも県教育委員会も取り組んで

こられたと思いますが、どんな工夫をされてい

るのか、ぜひ教育長にお尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 本県も少子化の影響

を受けまして、学校の小規模化等が進んでおり

ますけれども、小学校におきましては、小規模

校の課題といたしましては、子供たちに切磋琢

磨をする機会も少なくなって、活気と深まりの

ある教育活動が展開しにくいなどの課題がござ

います。このため、各市町村の教育委員会にお

きましては、小規模校の児童生徒の維持に向け

まして、当該市町村以外からの留学生を受け入

れる山村留学制度を取り入れたり、特定の学校

について、通学区域に関係なく、当該市町村の

大規模校から小規模校へ就学を認める小規模特

認校制度を設けたりするなど、地域の実情に応

じた工夫を行っているところでございます。ま

た、さまざまな工夫をして魅力ある学校づくり

に取り組まれている学校もございます。例え

ば、私も訪問いたしましたけれども、椎葉村の

不土野小学校、たしか児童数が４名だったと思

いますが、ここの学校では、初対面や大人数の

中でも苦手意識なく話ができるように、20年以

上前から落語に取り組んでいるところでござい

ます。また、議員の地元であります日南市南郷

の榎原中学校のように、少人数であるため、部

活動をバレーボール部一つに絞って、全校生徒

が一体になることで、例えば平成21年の全国大

会で３位に入賞するという輝かしい実績を上げ

ている学校もございます。以上です。

○髙橋 透議員 今、答弁の中にありました特

認校制度、これは大規模校から小規模校と説明

されましたが、その逆もあるんですかね、教育

長。

○教育長（渡辺義人君） 小規模から大規模へ

というと、ますます小規模化に拍車がかかって

いくような話になりますが、例えば当該学校で

いじめに遭っているとか、選べるような部活動

がない、学校にそういう部活動がないとか、そ

ういった例外的なケースはあると思いますが、

そういったケースについては、それぞれの市町

村委員会の御判断がそれぞれございますので、

そういうつまびらかな実態については私もよく

承知いたしておりません。

○髙橋 透議員 私もあんまり自信がなかった

からとりあえず聞いたんですが、多分あると思

うんですよ。だから、いわゆるやりたい部活動

がないから、酒谷中から別な大きいところに行

く、これはあるんですよ、たしか。だから、こ

れもやっぱり逆な結果をもたらしているような
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気がして、ちょっと疑問もあるところですが、

ちょっと時間が迫ってきましたので、次の場面

に移りますけれども、この小規模校について

は、また教育長と語りたいと思います。

普通科の通学区域、これも何回も私は質問し

てまいりまして、先日、一般入試の志願状況が

発表されました。見ていますと、普通科の定員

割れが目立つんですね。宮崎市とか延岡は1.0超

えていたみたいですけど、あとはほとんどが１

割れですよね。通学区域の撤廃に伴う影響はな

いのか、どのように評価されているのか、教育

長にお尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 本県におきまして

は、平成20年度の高校入試から普通科の通学区

域の撤廃をいたしましたが、一般入試の志願者

数が募集人員を下回った普通科高校を数として

申し上げますと、平成20年度が７校、平成21年

度が９校、平成22年度が８校でございました。

ちなみに、通学区域の撤廃直前の平成19年度

が10校でございましたので、数としてはほとん

ど変わりがないというような状況でございま

す。また、平成22年度入試における旧通学区域

外からの合格者数につきましては、約150名であ

りまして、これは普通科合格者全体の約4.3％に

当たります。通学区域撤廃の大きなねらいは、

それまで全県１区であった県立専門高校や私立

高校に加えまして、県立普通科高校において

も、中学生が行きたい学校を主体的に選択でき

るようにすることでありました。このことによ

りまして、中学生の進路意識や学習意欲の向

上、あるいは生徒が各高校の特色を十分理解し

た上で、通学距離等の条件も考慮しながら、個

性や能力、適性に応じた学校を適切に選択して

いるものと考えております。以上であります。

○髙橋 透議員 昨年11月議会で、井上議員の

高校再編の問題の質問に対して、教育長は次の

ように答弁されております。「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行っ

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」と答弁されております

が、これは高校のことをおっしゃったのかどう

かお察しできませんが、私は小規模校出身だと

いうふうに言いましたけれども、結局社会で通

用する人格形成を養うことが、教育、学びの使

命だと私は考えているわけですが、学校には、

小規模校とか中規模校とか大規模校、私はあっ

ていいと思うんです。その立場立場を認め合っ

て、そしてライバル心を燃やして、その中で切

磋琢磨して伸びていけばいい、学力もスポーツ

も、そんなところを私は、答弁を聞きながら、

「えっ」と思いながら、悩んだところでありま

した。教育長の見解を求めます。

○教育長（渡辺義人君） 悩みながら答えさせ

ていただきますけれども、県内にはさまざまな

規模の学校がありますが、それぞれによさと課

題があると考えております。小規模校を例にと

りまして恐縮でありますが、すべての職員が子

供たち一人一人を把握できて、それぞれの子供

に応じたきめ細かな指導ができるというよさが

ございます。反面、先ほど申し上げましたよう

に、子供たち相互の切磋琢磨する機会が少なく

なって、活気と深まりのある教育活動が展開し

にくいなどの課題がございます。特に高等学校

におきましては、魅力と活力のある学校とする

ために、ある程度の規模が必要ではないかと考

えているところであります。本県におきまして
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も、少子化の影響を受けまして、学校の小規模

化や統廃合は避けて通れない問題でありますの

で、子供たちにとって、よりよい教育環境を提

供するためにはどうしたらよいかという視点を

常に持って、学校のあり方を検討していかなけ

ればならないと考えております。

○髙橋 透議員 いろいろと悩みながら研究を

していただきたいなと思っていますが、次に、

知事の政策提言を見ますと、基本政策３に「人

財」づくりというのがありますが、「『全ての

大人は全ての子どもの教師たれ』の精神で、地

域の子どもは地域で育てる機運を醸成し」とい

うふうにあります。いわゆるその地域の子供は

地域で育てるというのは、義務教育まででしょ

うか、知事にお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 義務教育までと特に考

えている、限定しているわけではありません

で、本県で育つ子供たちというのは、保護者な

り、その家庭のみならず、地域の人に見守ら

れ、支えられ、地域コミュニティーの中でしっ

かりと育っていく、そのような気風があると考

えております。小村寿太郎を輩出した本県でも

あります。そういう地域で人材を育てていく、

そのようなことを義務教育に限らず進めてまい

りたいと、そういう思いであります。

○髙橋 透議員 おっしゃるとおりだと思うん

ですね。小学校、中学校を卒業して、今、例え

ば12歳で親元を離れる、いますよね。そういう

子供たちに、ふるさとを大事にしたい心が育つ

のかな、あるいはふるさとを思う気持ちがはぐ

くまれていくのかなということを、私、非常に

疑問に思うわけですよ。知事の政策提言にはこ

ういうくだりもありますよ。「新しい時代を築

く基本となるのは『人』であり、人と人との

『つながり』、『絆』であると考えます」とい

うふうにあります。せめて高校までは地域で学

べる、そういう育てる環境を私はむしろ皆さん

方につくっていただきたい、こういうふうに思

うわけであります。

あと、今議会で安藤県政がちらっと出ました

けれども、私、安藤県政に対してここで申し上

げたいことは、さまざまな評価があると思うん

ですけれども、その功績の一つを紹介すれば、

特別支援教育、多大な御尽力を安藤県政ではな

されたと思うんです。スクールバスの拡充もあ

りました。特別支援学校高等部設置、平成25年

で完了ですよね。もうそろそろ完了します。そ

の礎をつくられたのは安藤知事であったと思い

ます。まさしく、そのときの政治姿勢なり政治

判断で予算づけをなされたと思うんですね。そ

こで私、知事にお尋ねするのは、子育てには、

いわゆる教育の面あるいは福祉の面でいろいろ

とありますが、さまざまな行政課題、厳しい財

政状況の中で優先順位をつけていくのは悩まし

いです。でも、それでも教育と福祉あるいは医

療まで含めると、予算を削ることなく維持して

いくことが重要だと私は思っています。ぜひ知

事の御見解をここでお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本議会にも長期ビジョ

ンを提案させていただきまして、「新しいゆた

かさ」を目指すんだということを掲げておりま

す。そういったものを実現していくためには、

産業でありますとか雇用、そういった経済の面

だけでなく、ただいま御指摘のありましたよう

な未来を担う人材の育成、安全・安心な暮ら

し、大変重要な課題であると考えております。

そのような認識のもとに、私は政策提案の中

で、「人財づくり」、さらには「くらしづく

り」というものを基本政策の柱として位置づけ

ますとともに、来年度の当初予算におきまして
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も、骨格予算ではありますが、重点施策に「長

期的課題への対応」を掲げて、人材育成や医師

確保、地域医療対策などの事業を盛り込んだと

ころであります。６月を目途にアクションプラ

ンを策定することといたしておりますが、将来

世代の育成ですとか健康長寿社会づくり、そう

いった重要テーマを設定いたしまして、今後４

年間でどのような施策に重点的に取り組んでい

くか、整理をしてまいりたいと考えておりま

す。今後とも、県財政は大変厳しい状況が続く

と考えておりますが、緊急的な課題への対応で

ありますとか長期的に取り組んでいく施策とい

うのを総合的に判断しながら、予算の重点化を

図ってまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 教育面でいろいろと知事も教

育長も熱く語っていただきました。ありがとう

ございます。地域医療で、地域完結型を目指す

と言いますよね。いわゆる教育も高校までは地

域完結型、ここを目指す取り組みをぜひ今後も

やっていただきたいと思っています。

最後に、みんな仲よくというのは、いろいろ

と萩原議員がおっしゃっていましたけれども、

私は、みんな仲よくは目指すものであって、到

達点だと思っています。その過程を大事にした

い。いろんな人がいるということ、個性を大事

にする教育、背の高い人、低い人、できる子、

できない子、いっぱいいらっしゃいますよね。

足の速い子、遅い子、そういう個性、相手を認

める教育を、今本当に学校現場で、あるいは地

域で、家庭でやられているか。そのことをいま

一度、私は教育を見直して、じゃないと、いじ

めは昔からあったけれども、今みたいに人前で

傷つけるようないじめはなかったですよ。ぜひ

そういうところを、もう一度、原点に返って、

教育、お金は要りますけれども、底を上げる教

育、光が当たりにくいところに手を差し伸べま

すことをお願いしまして、質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

○蓬原正三副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時45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、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕(拍手） それでは、午

後のトップバッターといたしまして一般質問を

させていただきたいと思います。きょうは、私

の小学校時代からの同級生であります同志が１

人、わざわざ都城から駆けつけてくれました。

本当にありがとうございます。

それでは、質問をさせていただきたいと思い

ます。

まず、知事の政治姿勢についてお尋ねをして

まいりたいと思います。

昨年の知事選挙におきまして、得票率78％と

いう圧倒的な支持を受けられ、第53代河野知事

が誕生いたしました。まずは、知事の御就任を

心からお喜びを申し上げたいと思います。おめ

でとうございます。また、選挙において知事は

政策提案をされ、「明日のみやざきの礎づく

り」として、口蹄疫からの再生・復興、産業・

雇用づくり、人財づくり、くらしづくりなど、

４つの基本政策を挙げられております。私も県

議会議員として、また県民の一人として、その

実現に大いに期待をいたしておるところであり

ます。これまで、総務部長、そして副知事とし

て県政に携わってこられたわけですが、これか
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らは、知事として宮崎県発展のために大いに頑

張っていただきたいと思っておるところでござ

います。

その一方で、今日の宮崎県の状況を見ます

と、長引く景気低迷や、昨年の口蹄疫、それか

ら、鳥インフルエンザや新燃岳の噴火などによ

り、危機的な状況にあります。その状況から、

知事が政策提案に掲げられた政策を実行し、本

県発展のための基礎をしっかりと固めていただ

くことは相当難しい問題だと考えております。

少なくとも１期４年では絶対無理だと私は思う

のであります。本県の知事は、安藤知事、東国

原知事とそれぞれ１期しか務めておられませ

ん。宮崎県の未来を築いていくために大変重要

なこの時期に、知事が１期ごとにかわるという

事態は、県民の期待とはかけ離れているもので

はないでしょうか。宮崎に骨を埋める覚悟であ

るならば、私は、３期12年は続けていただい

て、あすの宮崎の礎づくりから本県の発展を実

現するところまで持っていっていただきたい。

県民の多くもそう望んでいると思うのでありま

す。そこで、まず、知事就任に当たっての決意

のほどを伺っておきたいと思います。

後は質問者席から質問をさせていただきたい

と存じます。(拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

県政運営の決意についてであります。さきの

知事選挙におきまして、県民の皆様から大変温

かい御支持を賜りまして、県政のかじ取りを担

わせていただくことになりました。深く感謝申

し上げる次第であります。今後、政策提案でお

示しをした基本姿勢及び基本政策を踏まえ、あ

すの宮崎の礎づくりに向けて、骨を埋める覚悟

で、全身全霊を傾けて県政運営に邁進してまい

る所存であります。

３期12年はというありがたい激励をいただ

き、大変恐縮しておるところでございます。確

かに４年ごとに完結できる仕事というのがどれ

だけあるだろうかという思いはあります。腰を

据えて中長期的観点から取り組むべき行政課題

があるということは認識をいたしております

が、私といたしましては、まだ知事に就任をし

て１カ月余りでありまして、まずは任期４年間

の一日一日に全力を尽くすことが、与えられた

使命、責務であろうかと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。腰を

据えて頑張るという決意、非常にありがたく受

けとめたいと思っております。御案内のとお

り、宮崎県は、黒木知事が６期されました。そ

してまた、松形知事も６期されました。それな

りの大きな実績を残されていることは御案内の

とおりであります。知事もそういった大きな目

標に向かって、12年を目標にして、これはやり

遂げるぞという信念を持って頑張っていただき

たいと思っております。

それでは、質問を続けさせていただきます。

まずは県民所得についてでございます。県内

総生産の推移を見ますと、平成11年の３兆6,910

億円をピークに下降線をたどっております。最

近のデータ、平成20年度では３兆5,507億円と県

内総生産が減っております。これにあわせて１

人当たりの県民所得も、平成12年度の232万円を

ピークに下がりぎみでありまして、平成20年で

は213万円と20万円も減っているところでござい

ます。総人口が減少する時代になりまして、高

齢化が進んでいけば、働く世代も減っていくわ

けであります。１人当たりの県民所得が減少す

る傾向にあることは、日本経済そのものが長期
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低迷していることを考えますと、このような数

値になることも仕方がないかもしれません。

しかし、この数年間を振り返りますと、国や

県、市町村は、緊急的な経済対策、雇用対策に

追われており、もう少し長い目で本県の将来を

考えたとき、宮崎県の産業をこのような方向で

伸ばしていこうといったようなものが見えにく

くなっているのも現状であります。将来の見通

しや目標を県民に示していくことは、行政の重

要な役割であると思うのであります。それが十

分に果たされていないと私は考えておるところ

でございます。

知事はこれまで、総務部長として、また副知

事として県政運営にかかわってこられました。

また、選挙を通じて県民の生の声をたくさん聞

いてこられたと思います。宮崎県の経済や産業

をどのようにしていくべきかということについ

ても考えてこられたことだと思っております。

県民の暮らしを豊かにしていく重要な要素であ

る県民所得を向上させるためにも、将来に向け

た県内産業の活性化は重要でありますが、その

ために知事はこの４年間をどこに重点を置いて

取り組んでいくのか、お伺いをしておきたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 確かに県民の安心で豊

かな暮らしを実現していくためには、所得の確

保は重要な要素の一つであります。その向上の

ためには県内産業の活性化が必要という認識で

あります。特に、中長期的な視点からの産業・

雇用づくりのためには、本県経済のエンジンと

なる産業を構築していくことが大事でありまし

て、食料、新エネルギー、医療関連分野など、

本県の強みや特徴を生かす分野としてこれから

大きく成長する可能性を持っていると考えてお

ります。

このようなことから、今議会でお示ししてお

ります長期ビジョンの中におきましても、本県

の豊富な農林水産資源を生かし、総合的な食料

供給産業を目指すフードビジネス展開戦略であ

りますとか、すぐれた日照条件、豊富な森林資

源を生かした新エネルギー分野や、県北地域の

工業集積を生かした医療機器関連産業など、新

たな産業の展開を目指します「地域発」産業創

出戦略などを掲げているところであります。こ

のような可能性を具体化していくためには、行

政、産業界、大学、県民などが知恵と力を結集

して、県民が一体となって取り組んでいく必要

がありますので、産業間、産学官の連携を促進

いたしまして、地域に根差した力強い産業づく

りに取り組んでまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 大変すばらしい夢を持ってい

ただいておるようであります。県民にそれが周

知徹底されるように、そして、県民が夢を持っ

て知事と一緒に歩いていくという気持ちになれ

るようなスローガンを立てていただきたい、こ

のように考えております。

それでは、次に移ります。口蹄疫からの復興

についてお尋ねをしてまいりたいと思います。

昨年の口蹄疫は、殺処分した家畜数は30万頭に

上っております。我が県に甚大な被害をもたら

しました。我が都城市でも早急な対応がなされ

たわけでありますが、残念ながら１件発生をい

たしております。また、被害は、口蹄疫が発生

した地域だけでなく、家畜市場の停止などを含

めると九州全域に影響を及ぼしたところでござ

います。畜産にかかわる産業だけでなく、商工

業や観光業も大きく落ち込んだほか、風評被害

まで発生し、まさに県民生活、県内の経済は、

これまで経験したことのない大きな痛手を受け

たところであります。昨年８月に作成されまし
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た復興方針では、県民生活や県内経済の回復が

うたわれておりまして、私も県民の一人として

一刻も早いその実現を願っておるところでもご

ざいます。そのために、まずは畜産農家の再生

が必要であると思いますが、畜産農家や畜産関

係の方々からお話を伺いますと、そう簡単には

いかないでしょうということであります。昨年

の口蹄疫の記憶がある中で、再開後の畜産経営

がうまく進んでいくのかといった不安があり、

また、一たんおさまったかに見えた口蹄疫が韓

国で再び蔓延していることも影響していること

だと、このように考えておるところでありま

す。また、畜産の再建が進まなければ、地域の

経済も口蹄疫が発生する前の状態にはなかなか

戻らないのではないかと私は考えております。

そこで、口蹄疫からの再生・復興についてどれ

くらいの期間で被災前の状態に戻そうと考えて

おられるか、知事にその見通しをお伺いしてお

きたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の口蹄疫では、畜

産業や関連産業のみならず、幅広く産業分野に

大きな影響が出ているところでありますが、ま

ず畜産業に関しましては、９月末の調査では

約80％の農家が再開を希望しているところであ

りますが、御指摘がありましたように、韓国に

おける口蹄疫の拡大などの影響もありまして、

現時点で経営を再開した農家が約40％にとど

まっているというところであります。今後、防

疫強化の観点から、適切な飼養密度などの検討

も必要になってまいりますが、そのようなこと

も含め、全体として畜産経営が再開し軌道に

乗っていくまでには、４～５年を要すると見込

んでいるところであります。また、県内経済全

般を見てみますと、12月までの各種の経済指標

では徐々に持ち直しの動きが出てきたところで

ありますが、その後の高病原性鳥インフルエン

ザや新燃岳の噴火等の影響も大変心配されると

ころでありまして、そういったことも含めて、

さまざまな対策を講じていく必要があると考え

ております。先日、県の口蹄疫対策本部会議が

開かれたわけでございますが、その中でも、防

疫の強化や再生・復興に向けた具体的な工程表

を策定いたしまして、スピード感をもって確実

に実行するよう庁内に指示をしたところであり

まして、今後とも、国、市町村、関係団体と連

携を図りながら、再生・復興に向けた効果的な

取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。ぜひ

少しでも早く復興ができるように、最善の努力

をお願い申し上げたいと思います。

次に、口蹄疫からの復興を進めていくために

は、畜産経営の再開だけではなく、防疫の強化

やプレミアム商品券への支援など、いろいろな

取り組みを行われることになろうかとこのよう

に思います。再生・復興を果たすまでの期間は

相当の投資が必要になると思われますが、その

規模はどれぐらい想定しておられるのか、知事

にもう一回お答えいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 口蹄疫からの再生・復

興の事業を実施していくため、さまざまな財源

の手当てというものを工夫したところでござい

ますが、まず、農畜産業の再生のための90億円

の国庫補助事業があります。それから、県単独

の30億円の取り崩し型の基金もあります。さら

に中小企業応援ファンドの運用益約４億円など

を確保いたしまして、畜産農家や関連事業者の

早期の事業再開や防疫の強化、あるいは落ち込

んだ消費を喚起するための取り組みなどを実施

しているところであります。また、３月を目途
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に新たに設立いたします口蹄疫復興財団を通じ

まして、約20億円で、市町村あるいは商工業や

観光の復興などの取り組みを支援していくこと

といたしております。今説明をいたしました財

源を全部合わせますと、額面の上では約144億円

となるわけでありますが、事業の実施に当たり

ましては、国庫補助事業の地元負担分に県単独

の取り崩し型基金を充当することもあります

し、取り崩し型基金からの約５億円に、県債等

を活用した財源を合わせて約30億円の公共事業

を実施するなどの取り組みも行っているところ

であります。今後とも、既存の事業や他の財源

も活用しながら、これまでの対策の効果や情勢

の変化、進捗状況等を見きわめながら、一刻も

早い回復を目指して全庁一体となって取り組ん

でまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。

続いてお尋ねをしていきます。さまざまな復

興支援に対する各種施策が講じられた結果とい

たしまして、心配されておりました子牛価格の

下落も、これまでのところ順調に推移しており

まして、生産者の方々も一安心といったところ

でございます。しかしながら、児湯地域での家

畜の再導入の状況を聞いてみますと、高齢化や

後継者不足による労力不足、隣国の韓国での口

蹄疫の発生状況、さらにはＴＰＰへの対応状況

への不安から、思ったほど復興への力強さやス

ピードが感じられないのは私だけではないと、

このように考えております。私は、ぜひこの機

会にしっかりとした経営基盤を固められ、いか

なる災害にも負けない足腰の強い児湯地区の復

興を、遠く都城から願っておるところでありま

す。私の住む都城市でも、新燃岳の噴火によっ

て、火山灰による営農や生活面での甚大な被害

が出ておることはもう御案内のとおりです。こ

れを契機に農業を中止される方々もいらっしゃ

るのではないかと考えております。こうした困

難を克服できるのは、やはり若手の農業後継者

の力強さ、エネルギーが頼りとなるところであ

ります。口蹄疫終息後、畜産農家において家畜

の導入が進められておりますが、一部には韓国

における口蹄疫の続発や経営不安などから、導

入することへちゅうちょしている農家もいると

聞いております。特に、ここ数年のうちに就農

を予定していた後継者などにおいて、就農への

不安を抱いている農家もおられるのではないか

と考えておるところであります。そこで、再生

・復興に当たって、後継者育成もあわせて行う

べきと考えておりますが、農政水産部長の見解

をお伺いしておきたいと思います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 口蹄疫からの

再生・復興に当たりましては、次世代を担う後

継者の確保や安定した経営体の育成に向けてき

め細かな支援を行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、本

議会にお願いをしております「みやざきの畜産

経営再生プロジェクト推進事業」により、営農

再開を希望する農場につきましては、経営再建

を総合的に支援するチームを設置し、経営再生

計画の策定や資金・補助事業等の活用相談、飼

養衛生管理の指導などを引き続き行ってまいり

たいと考えております。特に、後継者を含めた

新規就農者につきましては、従来より、施設・

機械導入への助成や無利子資金の貸し付けなど

就農開始に必要な支援や、就農後は、普及セン

ター等による巡回指導など経営定着に向けた支

援を行っているところであり、今後とも、これ

らの取り組みを総合的に実施することによりま

して、後継者の育成に努めてまいりたいと存じ

ます。
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○徳重忠夫議員 後継者育成というのが、これ

からの宮崎県の農業の最も大事な根幹をなすも

のだと、このように考えておりますので、ぜひ

頑張っていただきたい。よろしくお願いを申し

上げておきます。

続いて、鳥インフルエンザについてお尋ねを

いたします。韓国で続発するとともに、島根県

でも発生をいたしました。その時点では宮崎は

なかったわけであります。県内への侵入を大変

心配しておりました。ところが、本県では、過

去の経験から、養鶏農家や関係者が発生防止対

策を十分に行っていたと私は考えておったわけ

でありますが、大変残念でなりません。他県で

はそれぞれ発生をいたしましたが、愛知県以外

のほとんどの県で１例のみの発生で終わってお

るようであります。続発が確認されていない状

況にあります。そこで、口蹄疫は宮崎県内にと

どめたものの、鳥インフルエンザについては、

他県では１～２例にとどまる中で、12例と県内

全域で発生をしてしまいました。知事はこのこ

とについてどう総括しておられるか、お伺いを

しておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この高病原性鳥インフ

ルエンザ、ここ数年はほぼ毎年のように発生を

しておるところでございますが、今シーズンは

飛び抜けて全国各地で多発している状況があり

ます。その中で、議員御指摘のように、本県だ

けが12例も多発をしたということでございま

す。国の疫学調査チームの中間報告では、一部

の発生農場におきまして、専用の長靴に履きか

えずに鶏舎内に入ったり、ネズミが通れるほど

の穴やすき間、ネットの破れなどが確認される

など、飼養衛生管理基準が遵守されていないと

いう点が指摘されているところでございます

が、最終的に多発した原因につきましては、今

のところ特定をされている状況ではございませ

ん。ただ、口蹄疫等の経験も踏まえて、本県と

しましては、養鶏農家等とも一体になりながら

懸命に防疫に努めたにもかかわらずこのような

状況が生じていること、大変重く深刻に受けと

めておるところでございます。本県におきまし

ては、県内７カ所で死亡野鳥から鳥インフルエ

ンザウイルスが確認されておりまして、専門家

からは、本県において例年になく野鳥の飛来が

多いという意見もありますことから、野鳥の会

に対しまして、発生農場周辺の野鳥の生息状況

などに関する調査を依頼しているところであり

ますが、いずれにいたしましても、県として

は、今後とも専門家の意見を聞きながら、独自

の調査も交えて、侵入経路等の究明に取り組ん

でまいりたいというふうに考えておりますが、

野鳥なり渡り鳥なりがウイルスをいかに介在し

ようとも、農場への侵入を何とか防ぐと、そこ

が一番大事だというふうに考えておりますの

で、改めて養鶏農家に対しましては、飼養衛生

管理基準などの遵守の徹底というものを、関係

団体一致して連携をしながら指導してまいりた

いと考えております。

○徳重忠夫議員 知事は、副知事就任当初から

鳥インフルエンザ、口蹄疫、そしてまた鳥イン

フル、本当に息つく暇もなくこの問題に携わっ

ておられます。ぜひ原因究明を徹底していただ

きたい。そして侵入させないような対策をして

いただきたい。強く要望をしておきたいと思い

ます。

それでは次に、新燃岳の降灰対策についてお

尋ねをしてまいりたいと思います。

私たち西・北諸に住む者にとりまして、霧島

山はまさにシンボル的な存在でもございます。

常に風景の一部としてあります。仕事で外に出
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たときも、ふるさとに帰ってきたなとまず感じ

るのが、霧島山を見たそのときなのでありま

す。そして、我々は、自分の住むところから見

る霧島山の姿が最もすばらしいと皆それぞれが

自負しているところでもあります。しかし、

今、その我々の誇り、霧島山が通常と違う姿を

見せております。１月19日以降、新燃岳は、こ

れまでに12回の爆発的噴火を繰り返しておりま

す。北諸県・西諸県地域はもちろんのこと、遠

くは宮崎市、南那珂地域、児湯地域まで、22に

及ぶ市町村に大量の火山灰を降らせておりま

す。とりわけ都城市と高原町の被害は想像を絶

するものがあります。まさに文字どおり灰色の

町と言っても過言ではありません。私は、昭

和34年、まだ中学生だったと記憶しております

が、前回の噴火を経験いたしております。しか

し、今回の噴火は、前回のそれと比べることの

できないほどの大噴火であり、我々にとってか

つて経験したことのない未曾有の被害であると

確信しております。いつ終わるともしれない噴

火を前に、土石流や噴石、灰にまみれた生活を

余儀なくされている住民の方々の心労ははかり

知れないものがあろうと思っております。災害

に遭われました皆さんに対しても心からお見舞

いを申し上げたいと思っております。住民の方

々にとって一刻も早くもとの生活を取り戻した

いというのが偽らざる実感だと思っておりま

す。そのためには、できるだけ早期の災害復旧

対策の実施が不可欠であろうと思っておりま

す。また、復旧に係る経済的負担も、このよう

な未曾有の災害です、できるだけ軽減されるべ

きだと考えております。そこで質問ですが、新

燃岳の噴火に対しまして、都城市や高原町など

が危機対応しておりますが、複数の市町にまた

がる災害でありますので、県が積極的な対応を

すべきではないかと考えておりますが、総務部

長の見解をお伺いしておきたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 災害発生時におき

ます応急対応、これは第一次的には住民に最も

身近な市町村が実施することになります。今回

の新燃岳噴火におきましても、都城市や高原町

など関係市町におきまして応急対策を実施して

いるところでありますが、火山災害は全国的に

見ても余り例がなく、その対応に大変苦慮され

ておられます。このようなことから、県としま

しても、県庁ホームページなどにより、県民の

皆様へ、土石流対策や降灰対策、噴石対策を初

めとする情報提供の充実に努め、また、関係市

町へは、最新の火山情報の提供や土石流災害に

関する技術的な支援を行ってきたところであり

ます。降灰の除去作業や土石流に対する避難計

画の策定等、取り組むべき課題が数多くありま

すので、今後とも関係機関と連携しながら積極

的に支援してまいりたいというふうに考えてお

ります。

○徳重忠夫議員 御案内のとおり、火山の爆発

・噴火というのは、全国的に見てもそんなに例

のあることではございません。そう考えますと

きに、今回の新燃岳噴火災害は激甚災害に指定

されていいんじゃないかと思っております。こ

れから何年続くかわからない。しかし、大きな

災害になるということはある程度想定もされる

ところでありますので、激甚災害に指定される

可能性について、総務部長にお尋ねをしておき

たいと思います。そしてまた、もし指定された

場合のメリットがわかれば教えていただきたい

と思います。

○総務部長（稲用博美君） 今回の新燃岳の噴

火によります被害につきましては、これまでの

ところ降灰被害が中心となっております。近年
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の激甚災害に指定されました火山災害の場合

は、降灰被害のみで指定に至っておらず、火砕

流や土石流等によって道路、農地等に大きな被

害が生じたことにより指定がなされたと伺って

おります。なお、指定がなされれば、災害復旧

事業等への国庫補助のかさ上げなど、特定の財

政助成措置が講じられることになります。いず

れにしましても、激甚災害の指定につきまして

は、被害状況を把握することが必要であります

ので、今後とも情報収集に努めまして、指定に

備えて迅速かつ適切に対応してまいりたいとい

うふうに考えております。

○徳重忠夫議員 続いて、農作物被害について

お尋ねをしておきたいと思います。現地を歩き

ますと、飼料用のイタリアンライグラスが灰に

埋もれております。加工用のホウレンソウにも

多量の灰が付着しております。もう商品になら

ない、えさとして使えないという生産者の嘆き

の声も聞こえております。そこで、今回の新燃

岳噴火による農作物の被害状況について農政水

産部長にお尋ねをいたしておきます。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回の火山活

動では、１月26日と28日を中心とした大量の火

山灰により、７市９町で農作物等の被害が確認

されており、２月24日現在、被害面積で約１

万2,000ヘクタール、金額では４億9,000万円程

度となっております。内訳といたしましては、

ホウレンソウなどの露地野菜の被害が約２

億7,000万円、キュウリなどの施設園芸が約１

億2,000万円、飼料作物が約１億円となってお

り、火山灰や噴石による畜舎やハウスなどの施

設被害が124件発生しております。なお、今後の

火山活動の状況や茶などの作物によっては、さ

らに被害が拡大することも懸念されるところで

ございます。

○徳重忠夫議員 それでは、続いてお尋ねいた

しますが、国や県では、このような農作物の被

害に対してどのような支援を行うつもりなの

か、再度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） 県では、新燃

岳の噴火を受けまして、１月27日に各農業改良

普及センターにいち早く営農相談窓口を設置

し、降灰被害を受けた生産者の営農相談や現地

指導に取り組んでいるところでございます。こ

の中で、特に要望が強かった農作物等に付着し

た火山灰の除去対策といたしましては、国の新

燃岳噴火・降灰緊急営農対策事業の活用による

ブロアーや高圧洗浄機などの導入を推進すると

ともに、この事業の対象とならない茶の生葉洗

浄脱水機等につきましては、本議会にお願いを

しております活動火山降灰緊急営農対策事業に

よりまして、導入支援を行ってまいりたいと考

えております。なお、災害資金等は既に発動

し、経営再建に向けて支援をしているところで

ございます。

○徳重忠夫議員 新燃岳の噴火に関しまして、

去る２月22日、特に甚大な被害をこうむってお

ります都城市の長峯市長、三股町の木佐貫町

長、そして高原町の日高町長の三方が連名で知

事に要望されたようでございます。要望書の中

に、「今後も継続する新燃岳噴火による被害に

対して、基金を創設し、積極的な支援をお願い

します」と記載されております。これは多くの

火山専門家による知見、さまざまな観測デー

タ、あるいは過去の事例等から見まして、全く

終わりの見えない今回の噴火活動に対しまし

て、住民すべてが大変不安を抱いていることへ

の対応が必要であるということから出された要

望であると考えております。降灰被害は、灰を

除去していくだけで解決するものではありませ
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ん。農業に従事されている方々は、土壌の変化

への対応あるいはビニールハウスのビニールの

張りかえなど、灰が降るたびに繰り返さなくて

はならない、極めて多大な労力と資金を要する

作業であります。これがいつまで続くかわから

ないことが大変不安なのであります。飲食店の

方々がおっしゃいます。灰が降っている間はお

客さんがほとんど来なかったと、こういうよう

な状況もあります。閑古鳥が鳴いているのであ

ります。これは飲食店のみならず商店街でも同

じであろうと思います。このようなことは灰が

降らなくなるまで続くのであります。さまざま

な職業の方々が大変不安を抱いているのであり

ます。この不安を少しでも解消することが行政

の役割ではないかと思うのであります。口蹄疫

の例を持ち出すまでもなく、大きな災害の折に

は、自助・共助・公助の３つがそろわなくては

なりません。また、火山災害も口蹄疫と同じく

前例がないこともあり、支援制度にすき間と申

しますか、はざまみたいなものがあるように思

います。そのはざまを補うために基金の創設は

必要であると考えます。基金に際しまして、県

のみならず、相互扶助的な考えに基づいて、国

や市町村あるいは民間からの義援金など調整す

べき事柄は非常に多くあると思いますが、すぐ

に結論が出るものではないと考えます。現段階

での新燃岳に係る基金創設に対する知事の考え

をお伺いしておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 新燃岳の噴火につきま

しては、これまでは降灰による被害を中心に県

民生活に大変な影響が及んでおるわけでありま

して、今後の噴火活動がいつまで続くのか、ま

た、土石流への備えというのがいつまで続けな

くてはいけないのかということで、大変県民の

皆様の不安ははかり知れないものがあると考え

ております。県におきましては、国や地元の市

町と連携をしながら、これまでも少しでも不安

を取り除くことができるよう全庁的に対応して

まいったところであります。本日は、土石流の

降雨基準が４ミリから10ミリに見直されたとい

うところもあるわけでございますが、こういっ

た状況の変化を踏まえながらさまざまな対応を

凝らしているところでございます。当面必要な

対策に係る経費につきましては、２月の追加補

正予算に盛り込んだところであります。口蹄疫

のときには、終息があった後、その被害の状況

を見ながら、中長期的な視点も持って基金を設

置するということで対応したわけでございます

が、現在進行形である新燃岳の噴火対策への経

費的な対応というものは、今後の事態の推移を

見ながら、基金も一つの選択肢であるというふ

うに考えておりますが、必要な対策について、

機動的かつ的確な対応を図ってまいりたいと考

えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ前向きに検討をいただき

たいと、このように考えております。

それでは次に、梅雨前線豪雨からの災害復旧

についてお尋ねをいたします。

昨年の７月の梅雨前線豪雨におきまして、都

城市は甚大な被害が発生したことは御案内のと

おりであります。その復旧に当たっては、復旧

箇所が大変多いことから、さまざまな地形条件

での工事ということもありまして、工事施工が

大変な状況であると聞いております。新燃岳の

降灰により、建設業者が緊急を要する幹線道路

の降灰除去に手一杯であるということも聞いて

おるところでありまして、都城市における昨年

の豪雨災害の復旧に関する現在の状況を大変心

配いたしております。農政水産部長にお伺いを

いたします。
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○農政水産部長（髙島俊一君） 都城市におけ

る昨年の梅雨前線豪雨で被害を受けた農地・農

業用施設の災害復旧工事につきましては、市に

おきまして、現在までに324カ所中288カ所の入

札が執行され、すべて受注業者が決定をいたし

ております。都城市では、残る被災箇所につき

ましても、極力営農に支障がないよう、工事が

可能な箇所については早期に発注していくと聞

いております。

○徳重忠夫議員 私は、昨年の９月の議会にお

いても、ことしの作付に間に合うのかというこ

とをお尋ねしたところでありますが、今かなり

の速度で工事が進められておりますが、まだ30

数カ所残っているという話も聞いているところ

でございまして、水稲植えつけが非常に心配を

されるところであります。このことについて、

水稲の植えつけが可能かどうか、もう一遍お尋

ねをしておきたいと思います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 都城市では、

農地・農業用施設の復旧につきましては、本年

の作付までには極力完成するよう、３月上旬ま

でに、災害箇所の324カ所中９割以上となる303

カ所の発注を終えることといたしております。

しかしながら、丸谷川沿いの災害復旧におい

て、河川災害関連事業等の用地買収等により３

月までに発注できず、水稲作付に間に合わない

箇所が約20カ所見込まれます。これらの箇所に

つきましては、都城市や県土整備部と十分連携

しつつ、可能な限り裏作の作付には間に合うよ

う、早期復旧に努めてまいりたいと考えており

ます。なお、災害復旧箇所においては、今回の

新燃岳の噴火による降灰被害が重ねて生じてお

りますが、県といたしましては、応急工事等に

よる一体的な復旧工事ができるよう、国と調整

をしているところでございまして、極力工事の

進捗におくれが生じないように対応してまいり

たいと考えております。

○徳重忠夫議員 農家は、米をつくること、作

物を植えることが生命線であります。ぜひひと

つできるだけたくさんの人が耕作できるように

よろしくお願いをしておきたいと思います。

続いて県土整備部長にお尋ねをいたします。

国道221号の歩道整備についてお尋ねをしておき

たいと思います。

都城市内の中心部から小林・えびの市方面に

抜ける国道221号は、県西部の重要な幹線道路の

一部をなしておりまして、それがゆえ、通過車

両台数も恒常的に大変多いのが実情でありま

す。また、トラック等の大型車両も頻繁に通行

するルートにも当たっております。今回質問い

たしますのは、この国道沿いの主要拠点であり

ます、都城市・小林市のちょうど中間点にあり

ます都城市高崎町大牟田地区の歩行者、自転車

の安心・安全に関する課題であります。御承知

のとおり、この地区は、旧高崎町の中心市街地

として商店街や住宅街を形成しておりまして、

古くからの町並みが続いておりますが、地区の

真ん中を貫く国道221号沿いの歩道整備が遅々と

して進んでおりません。買い物や通学時に日常

的に利用する高齢者や小中学生にとりまして交

通事故等の危険性が高く、また、商店街を活性

化する上からも好ましくない状況にあります。

このため、地区中央部の約650メートル区間につ

いては、現在施行中の新田土地区画整理事業に

より、幅員４メートルの自転車歩行者道が両側

に設置されておりまして、地区の住民から大変

感謝されていると聞いておるところでございま

す。

しかしながら、それに接続する前後の区間

は、車道側溝部を利用した簡易な構造でありま
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して、不規則な段差やわずかな幅員のため、高

齢者や小中学生の安全な通行の障害となってお

り、危険かつ不便で、早急な整備が必要な区間

と言わざるを得ません。特に新田地区土地区画

整理事業の北側区間約800メートルは、商店街を

形成しており、近隣に在住する高齢者等の往来

が多いことから、早急な取り組みがぜひとも必

要と思われます。そのような中、現在施行中の

土地区画整理事業は、平成24年度中に完成する

見込みと聞いております。そこで、この北側未

整備区間800メートルを次なる土地区画整理事業

にあわせて歩道を整備することを検討する時期

に来ているのではないかと考えるのであります

が、新たな土地区画整理事業の見込みを県土整

備部長にお尋ねしておきたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 都城市では、

商店街の活性化や宅地の利用増進を図るため

に、平成８年度から旧高崎町の30.7ヘクタール

の区域におきまして、新田土地区画整理事業を

施行しております。今年度は、国道221号沿線の

建物移転などを行っておりまして、現在、事業

全体の進捗率が事業費ベースで約90％となって

おります。御質問にありました、その北側に隣

接する地区の土地区画整理事業の見込みであり

ますが、都城市からは、財政状況や土地価格の

低迷などにより資金計画のめどが立たないこと

から、事業化は非常に厳しい状況であると聞い

ております。

○徳重忠夫議員 諸般の事情によりまして区画

整理事業を立ち上げることが非常に難しいとい

う説明が今あったところであります。そうなり

ますと、この北側区間800メートルは危険性が最

も高い地区でありますので、高齢者、小中学生

の安全な歩行環境を早急に確保する意味から

も、国道221号の歩道設置を先行して着手できな

いか、再度お尋ねをいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 御質問の区間

につきましては交通量が多く、通学路にも指定

されていることや、前後の歩道の連続性を考慮

しますと、歩道整備が必要であると認識をして

いるところであります。このため、土地区画整

理事業施行までの暫定的な交通安全対策とし

て、路肩のカラー化や、カーブ区間となってい

る約120メートルの区間におきまして、片側に歩

道を整備してきたところでございます。しかし

ながら、土地区画整理の事業化が厳しい状況に

ある中、歩道整備を先行して着手することに当

たりましては、都市計画の見直しも含め、今後

の道路整備につきまして再検討を行う必要があ

ると考えております。したがいまして、県とし

ましては、都城市と十分連携を図りながら歩道

整備について検討してまいりたいと存じます。

○徳重忠夫議員 次に、ＴＰＰ参加における影

響についてお尋ねをしたいと思います。

昨年10月、唐突感はありましたが、菅総理

は、環太平洋パートナーシップ、いわゆるＴＰ

Ｐ協定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ことを表明してはや４

カ月がたちました。この間、農林水産省、本県

を初めとする全国の半数ほどの都道府県から、

ＴＰＰ参加による農業への影響試算が公表され

たり、地方議会や市町村、さらには農業関係団

体から、ＴＰＰ参加反対の決議・要請活動が全

国で展開されております。また、ある農業誌の

中で、政府の一部閣僚からは、「米だけ関税撤

廃の例外ができれば国内農業は守れる。ＴＰＰ

参加問題は一気に進む」といった意見も出てい

るとの記事を目にいたしました。これこそ、国

内農業生産の実情は各地区で違うことを全く理

解されていないということであります。まして

平成23年３月１日(火)



- 293 -

全国の市町村で全国一の畜産出荷額を誇る我が

地元都城市を初め、南九州や北海道など畜産主

要地帯の農家の皆さんは、この言動にはあきれ

るばかりではないでしょうか。そこで、まず、

仮にＴＰＰに参加した場合の本県農業全体と畜

産への影響額等と、その影響で農家戸数がかな

り減るんじゃないかと予想されますが、農政水

産部長の見解を伺っておきたいと思います。

○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

する米や畜産物を中心に大幅な生産減少や価格

の低下等により、農業全体の影響額が1,529億円

と見込まれ、そのうち、畜産では、肉用牛が429

億円、乳用牛で88億円、豚で428億円、鶏で348

億円となり、影響額全体の85％を占めておりま

す。また、関連産業への影響等で832億円、農業

の生産活動の停止等による多面的機能の喪失額

として614億円の、合計で2,975億円に及ぶもの

と試算をいたしております。さらに、本県農業

産出額が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

域農業や地域経済に甚大な影響が予想され、産

業連関表を用いて試算いたしますと、直接的な

農業就業人口で約３万人、関連産業等で約5,000

人の就業者の減少が見込まれるところでござい

ます。

○徳重忠夫議員 大変な状況になるということ

でございます。外国から安い農産物がどんどん

輸入されれば、国内の農業生産は減少し、地域

経済の疲弊や農村社会の崩壊を招くことは当然

であります。我が国のＴＰＰ参加問題は、本県

農業への甚大な影響が危惧されることから、私

は絶対に阻止すべきだと思っております。昨年

の口蹄疫発生からようやく再生・復興への第一

歩を踏み出したばかりのときに、さらに追い打

ちをかけるように鳥インフルエンザの続発、さ

らには新燃岳火山災害と立て続けに、なぜ宮崎

ばかりと首をかしげたくなるほどのたび重なる

災禍で本県農業は疲弊しておりますが、こうい

う非常事態だからこそ、全国を代表する農業県

宮崎の知事として、ＴＰＰ参加反対への先導的

役割を担うべきと思いますが、知事の決意をお

伺いしておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の質問の冒頭の県

内経済の活性化のお尋ねの中で、本県経済を牽

引していく一つの重要な産業として食料を掲げ

まして、本県の豊富な農林水産資源を生かして

総合的な食料供給産業を目指すフードビジネス

展開戦略に取り組んでまいりますということで

答弁申し上げたわけでございますが、このよう

に、今後伸ばしていくべき最も重要な分野の一

つとして、本県の基幹産業の農林水産業を挙げ

ておりまして、現状のままＴＰＰに参加して即

座に関税が撤廃された場合、この大事な農林水

産業が大きな打撃を受ける可能性が高く、本県

にとって大きな問題でありますし、現状のまま

ＴＰＰに参加することについては反対でありま

して、まずは国が今後の農業戦略、食料戦略を

示した上で、国民的な議論が行われる必要があ

ると考えております。国は、本年６月を目途に

ＴＰＰへの対応を決定する方針でありますが、

県といたしましては、現状のままＴＰＰに参加

した場合の問題点を引き続き訴えてまいります

とともに、国際競争にも負けない農業を構築す

るための対策でありますとか、農業の持つ多面

的機能の評価及び維持方策などにつきまして、

地方の視点から分析・検討を行いまして国に提

案してまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひお願いをしておきたい

と、このように思います。
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最後に、都城中央西通線についてでございま

す。要望申し上げて終わりたいと思います。昨

年９月の議会で一般質問をさせていただきまし

た。その際、用地取得に時間を要して事業進捗

がおくれているということでありました。粘り

強く要請をするということでございました。県

土整備部長が現地に赴かれたり、土木事務所も

地元の方々とじっくり話し合いを重ねた結果と

して、理解が進んでいると聞いております。こ

れは70メートルの区間でありますが、残され

た230メートルもありますので、全線開通へ向け

ての努力を続けていただきますよう強く要望し

て質問を終わらせていただきたいと思います。

ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、武井俊輔議員。

○武井俊輔議員〔登壇〕（拍手） 自由民主

党、武井俊輔でございます。この任期、そして

私にとりましても最後の任期となりました。最

後に河野新知事と相まみえられますことを大変

光栄に思っております。また、傍聴席にも多く

の皆様がお越しをいただいております。大変感

謝を申し上げます。

さて、先週末でございますが、私は西都の都

於郡城の跡に行ってまいりました。知事は行か

れたことはございますでしょうか。地元の押川

議員がいらっしゃいますので、御案内いただけ

るものと思いますので、ぜひ一度足を運んでい

ただけるとよいかと思います。

都於郡城は、宮崎の観光地の中でも私は最も

好きな場所であります。三財川に映すその姿は

大変美しく、「春は花 秋は紅葉に帆をあげて

霧や霞に浮き舟の城」と呼ばれたと言われて

おります。今は建物等もなく、土塁が残るのみ

でありますが、戦国時代、日向の国中心部を支

配しました伊東三位入道義祐という武将がおっ

たんですが、ここを本拠に伊東四十八城と言わ

れる48の城を構え、その中心部として繁栄をし

た場所であります。ここで遠く米良の山々を眺

めて目を閉じますと、当時のほら貝の音や馬の

ひづめが聞こえてくるような気がいたしまし

た。いつの時代も、この日向の国に、宮崎に、

夢や思いをかけた人たちがおりました。私もそ

の連綿たる歴史の一翼を担えたのか、常に自問

自答の日々でございますが、今回は私の質問の

集大成として取り組んでまいりたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。

では、早速質問に移らせていただきます。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いいたし

ます。

行革についてお伺いいたします。知事は、政

策提案の中で、ゼロベースで見直すということ

をおっしゃっております。この議会でも２基金

の枯渇等の可能性も再三に指摘をされておりま

す。私もそれを踏まえ、過去にも質問をしてま

いりましたが、例えば人件費の見直し等の話に

なりますと、鹿児島県が給与削減しているがと

聞きましても、人件費の占める割合は低いな

ど、途端に後ろ向きの答弁が多かったように感

じます。私は、この1,500億円を超える人件費の

見直しにある程度踏み込まなければ財政再建は

不可能であると考えます。聖域ない見直しにつ

いて、知事の思いと決意をお伺いしたいと思い

ます。

続きまして、副知事人事についてお伺いいた

します。知事は今回、副知事候補として、今議

会に農林水産省の牧元幸司氏を提案されており

ます。知事は今議会の一連の質問において、部

局横断的に口蹄疫等の畜産振興に取り組むため

と、その理由を述べておられますが、それであ

れば、畜産振興局のような部を既存の組織とは
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別につくり、部長級でお呼びするということも

あっただろうと思うんです。知事は、総務部

長、県民政策部長あわせ４役と表現されました

が、議会の議決を受けた副知事と部長では全く

意味合いが違いますし、そもそも部の優劣をつ

けるような表現は、幹部のみならず一般職員の

皆さんへの影響も少なくないと思います。慎重

にお考えいただきたいと思っております。

話を戻しますが、副知事は、畜産のみなら

ず、事務責任者であり、医療・福祉を初め、県

民政策全般に責任を負うポストであります。に

もかかわらずなぜ副知事なのか、また副知事で

なければならないのか、理由をお伺いいたしま

す。

また、知事も副知事も宮崎の人ではないのは

おかしいのではないかという声が少なからずあ

るのも事実であります。私は、人事は知事の専

権事項だと思っておりますし、その審判は４年

後の知事選挙でお受けになるものだとは思って

おります。しかし、そのような県民の皆様の率

直なお声に対し、新副知事が選任されたとすれ

ば、二人でどのようにこたえるのか、また、こ

たえていこうとされるのか、お伺いをいたしま

す。

続きまして、国の幹部職員の受け入れについ

てお伺いをいたします。そもそも私は、国の官

僚を幹部職員として県が受け入れるのには反対

であります。部長は部長で、課長が課長で来る

のであればまだしも、役職が大きく上がってこ

られますし、本県でも20代の課長が派遣されて

くるということも頻繁にあります。このどこに

国と地方の対等な関係があるのでしょうか。人

事交流の必要があれば、むしろ地方から積極的

に中央に人材を出向させればよいと私は思って

おります。東国原知事にもこの問題を質問いた

しました。前知事は、将来的には減らしていく

べきと認識を持っておられましたが、河野知事

は、御自身の来歴でもあり、聞きづらいところ

もあるんですが、あるべき論としてどうお考え

か、見解をお伺いいたします。

続きまして、県職員ＯＢの再就職等について

お伺いをいたします。この議会でも今まで質問

をしてまいりましたが、例えば同一ポストを県

庁で同一役職だった方が代々就任をしたり、ま

た、再就職先での報酬が現職時代の役職によっ

て差がついているなど、率直に言いまして、な

かなか東国原県政では、安藤元知事の公社等改

革以降、余り改革が進んでこなかったというの

が現実であろうと思います。私は、この再就職

先になっていること等が公社等改革が進まない

原因の一つとも考えておりますが、例えば公募

等ももっと活用し、民間人にもその門戸を開い

ていくということが大変大事であると考えてお

ります。知事は、このような公社等改革につい

てどのようなお考えをお持ちか、お伺いいたし

ます。

最後に、東国原前知事との関係であります。

知事は、当時の東国原知事の事実上の後継者と

して立候補されました。宮崎県知事を退任した

東国原前知事の政治動向はわかりません。場合

によっては全国知事会で同僚になるということ

もあるかもしれませんし、また、新たな政治行

動を起こすということもあろうかと思います。

一方で、宮崎観光大使でいらっしゃいますか

ら、本県ＰＲにまだまだ活躍していただきたい

部分もあります。河野知事は、東国原前知事

と、知事として、政治家として、また個人とし

てどのような関係性を持っていこうとお考えで

あるか、お伺いをいたします。

続きまして、選挙管理委員長にお伺いいたし
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ます。

今回の知事選挙の投票率は何と40.82％、前回

の64.85％から大きく低下をいたしました。あわ

や30％台という大都市圏とほとんど変わらない

ような状況になってしまいました。しかも現職

の信任投票的な色合いならばまだしも、現職の

退任後の選挙、しかも大変知事を初め魅力的な

候補者が出ておられるにもかかわらず、この低

投票率は私はいまだにもって信じられません。

年末という時期が厳しかったこともあろうかと

思いますが、選挙管理委員会はこの原因と理由

をどのように分析されているか、お伺いをいた

します。

続きまして、あわせて選挙啓発についてお伺

いいたします。この低投票率という結果は、選

挙という民主主義の機能低下にもつながりかね

ない大変深刻な問題であります。つきまして

は、現在のＣＭ等のあり方、明るい選挙推進協

議会のあり方等も含め、広報も抜本的に見直す

必要があるのではないかと考えておりますが、

見解をお伺いいたします。

以上、壇上の質問を終わり、以下は質問者席

で質問いたします。どうもありがとうございま

した。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、行財政改革についてであります。平

成19年度から第２期の財政改革推進計画に着手

をいたしまして、この４年間、財政改革の取り

組みを推進してまいりましたが、本県財政は引

き続き厳しい状況にありまして、数年のうちに

は財政関係２基金が枯渇し、予算編成が困難に

なるおそれがあるところであります。このた

め、現在、第３期の財政改革推進計画の策定を

進めているところでありまして、骨子といたし

ましては、特別職の給与減額を初め、一般職を

含めた総人件費の抑制に努めていくことにして

おりますし、公共事業を中心とした投資的経費

の抑制、ゼロベースからの徹底した事務事業の

見直しによる一般行政経費の抑制など、さらに

効率的・効果的な歳出の実現を図りますととも

に、県税収入確保の一層の推進や未利用財産の

売却・貸し付け等の促進、ネーミングライツ収

入の積極的な確保など、歳入における財源確保

の強化を図りまして、基金の取り崩しに頼らな

い持続可能な財政運営を目指しまして、聖域な

く積極的に取り組んでまいりたいと考えている

ところであります。

次に、副知事人事に当たってでございます。

今回の副知事の選任に当たりましては、口蹄疫

からの再生・復興や鳥インフルエンザ対策、新

燃岳噴火に伴う農業被害対策などへの対応を考

慮いたしまして、畜産を初めとする農業政策に

精通し、農水省とのパイプ役を果たしていただ

く観点から人選を行ったものでありますが、こ

れらの課題に取り組むに当たりまして、農政水

産部長としてではなく、副知事の立場から、総

括的、庁内横断的に指揮監督していただく必要

があるだろうということでありますとか、本県

の経済社会が農林水産分野と密接不可分であり

まして、中山間地域対策や雇用対策、新たな産

業づくりなど、県政の諸課題に柔軟かつ的確に

対応できる広い視野と豊富な経験を有する人材

を求めたという観点で、また、部局横断ポスト

にほかならない副知事職に農水省からの人材を

求めたわけであります。昨年の口蹄疫、大変な

思いをしたわけでございますが、今後の我が国

の畜産にその経験を生かしていくためには、国

と宮崎県がより連携を深めて、昨年の教訓を踏

まえた徹底的な口蹄疫対策なり、復興のモデル

平成23年３月１日(火)



- 297 -

というものを築き上げていくことが重要と考え

ておりまして、そのための人事という観点もあ

るわけであります。

知事、副知事がいずれも他県出身という御指

摘につきましてであります。心情的、感情的に

は理解をするところでありますが、これまでも

申し上げておりますように、大切なのは、どこ

で生まれ、どこで育ったかではなしに、どうい

う情熱を持ち、どういう知識、経験を生かして

具体的にどういう仕事をしていくかというとこ

ろでございまして、これからの仕事ぶりという

ものをしっかりとチェックをいただきたいとい

うふうに考えております。地元の実情に疎いの

ではないか、地元のパイプがないのではないか

という御指摘に対しましては、御説明申し上げ

ましたような県民政策部長や総務部長あわせた

４役という位置づけで補い、重要な政策決定を

行っていきたいということで申し上げておると

ころでございます。

部の優劣という御指摘がございましたが、こ

れは、知事、副知事が欠けた場合に部長が代理

をするという順位が決まっておりまして、優劣

というよりは、そういう観点から、順序として

は県民政策部長と総務部長、また職務の内容か

らいきましても、県の総合政策を定める、ま

た、県の組織、人事、財政等を預かる両部長と

いうものが４役という位置づけで、担当部長と

連携をしながら政策決定、意思決定を行ってい

く、それにふさわしいのではないかということ

で考えているところでございます。

いずれにいたしましても、対話と協働を掲げ

る私といたしましては、これまで以上に現場に

出向き、市町村、関係団体の皆さんときめ細か

く丁寧な対話を重ねることで、県民の皆様と一

体となった県政運営に努めてまいりたいと考え

ておるところでございます。

国からの幹部職員の人事についてでありま

す。多岐にわたる県政の重要課題に的確に対応

していくためには、豊富な知識と経験を有する

人材を、国であろうと民間であろうと幅広く求

めて登用していくことが大変重要であると考え

ております。このような考え方に立ちまして、

今回の副知事を含めて、本県におきましては、

国に対し、職員の派遣要請を行い、登用してい

るところであります。議員の御指摘は、国と地

方が対等という分権型社会のあり方に逆行する

のではないかという趣旨ではないかと受けとめ

ておるところでございますが、国から権限や財

源を求めるのと同様に人材を求めるという視点

というのも、決して理屈に合わない不自然なこ

とではないというふうに考えております。問題

があるとすれば、国から押しつけのような形

で、知識、経験や能力等にかかわらず職員の派

遣を受けるようなことがあってはもちろんいけ

ないと思っておるわけでございますが、これま

で行われている人事交流というものは、あくま

でも本県の必要に応じて、国から豊富な知識と

経験を有する人材の派遣を求めるものでありま

して、行政課題への対応はもとより、職員の育

成や連携の強化の面からも大変有効と考えてお

るところでございます。すなわち、県職員の育

成指導という面に加えまして、派遣される国の

職員にとりましても、地方の現場を経験する貴

重な機会となっておりまして、派遣終了後は宮

崎の実情を把握した宮崎シンパとして、これま

でも国と宮崎県との重要なパイプ役を果たして

いただいているところであります。今後とも、

国との人事交流につきましては、県の側の必要

に応じて実施をしてまいりたいと考えておりま

す。
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次に、公社等による公募制度についてであり

ます。公社等における必要な人材の確保は、そ

れぞれの公社等で業務運営や組織管理等の観点

から、適当と判断された方法によって行われて

いるところであります。したがいまして、御意

見のありました公募制度を含めて、どのような

手法で人材を求めるかにつきましては、それぞ

れの公社等において判断されるものであります

が、県といたしましては、公社等に対する人事

関与を見直す観点から、昨年２月に策定をしま

した新宮崎県公社等改革指針におきましても、

公社等からの要請に基づく県退職者の推薦につ

きましては、当該職員の知識と経験が真に公社

等の経営に有効と判断される場合に行うととも

に、透明性を高めるために、再就職の状況を毎

年度公表することとしているところでありま

す。

最後に、東国原前知事との関係についてとい

うことでございます。前知事は、知事を退任

後、どういう立場にあろうとも、生まれ育った

ふるさと宮崎のために力を尽くしたいとのこと

でありました。そのため、その強力な発信力、

アピール力というのも生かして、さまざまな機

会をとらえて本県をＰＲしていただくために、

みやざき特命大使への就任をお願いしたところ

であります。なお、私との政治的な関係はとい

うことでございますが、今のところ、特段の政

治的な連携ということを考えておるわけではご

ざいませんが、知事あるいは政治家の一先輩と

して、今後必要に応じて意見交換をさせていた

だいたり、助言をいただければと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○選挙管理委員長（川崎浩康君）〔登壇〕 お

答えいたします。

まず、知事選挙の投票率についてでありま

す。投票率は、県民一人一人の価値観や社会情

勢、政治情勢、また候補者の政策や選挙の争

点、あるいは選挙の時期や投票日当日の天候な

ど、さまざまな要因によって左右されるもので

あると思われます。県選挙管理委員会におきま

しては、昨年末の県知事選挙において、テレビ

や新聞などを使った広告や街頭啓発活動を通じ

て、有権者の方々に対しまして積極的な投票参

加を呼びかけたところであります。しかしなが

ら、投票率が御指摘のとおり、40.82％という大

変低い数字となったことは厳しく受けとめてお

ります。選挙が県民にとりまして政治に参加す

る大切な機会であることを考えますと、大変残

念であります。

次に、選挙啓発の見直しについてのお尋ねで

あります。県選挙管理委員会では、昨今の選挙

におきまして、投票率の低下傾向が続きます若

者を対象とした啓発として、昨年初めて県内６

大学に横断幕を設置いたしました。また、コン

ビニでの啓発資材の配布、ホームページによる

情報提供など、さまざまな取り組みを行ってき

たところであります。また、４月の県議会議員

選挙におきましては、新たにインターネット広

告を使った選挙期日の周知等を行いますととも

に、全選挙区におきまして、初めてでございま

すが、選挙公報を発行する予定といたしており

ます。今後とも、さまざまな創意工夫や絶えず

必要な見直しを行いながら、若者を初めとした

有権者の政治意識の向上につながるような、効

果的かつ効率的な啓発に積極的に取り組んでま

いります。なお、投票率の向上に向けまして、

大型店舗への期日前投票所の設置などにつきま

しても、引き続き、市町村選挙管理委員会と連

携しながら検討してまいりたいというふうに考

えております。以上であります。〔降壇〕
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○武井俊輔議員 ありがとうございました。

では、引き続き質問してまいりますが、壇上

で聞くところがありましたので、１つ追加で知

事にお伺いいたしますが、副知事時代に、行政

改革事案として土木事務所の再編案が否決され

たということがございました。その是非につい

ては、議会の民意ですから、それはここでは触

れませんけれども、行政サイドの事務執行の責

任者として、やはりぎりぎりまで通すという努

力をもっとされてもよかったのではないかと考

えますが、この土木事務所の再編案が否決され

たことについてどのような反省、分析をし、こ

れからもまたこういった事案は多数あろうかと

思いますが、今後の行政改革にどのように取り

組んでいくのか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この土木事務所の再編

案につきましては、地元の皆様からの請願や御

意見などを踏まえまして、統合した後も出張所

を残すことで、住民サービスや安全・安心の確

保が図られるよう、その提案に向けてさまざま

な配慮をしたところでございますが、御理解を

いただけなかったこと、まことに残念であり、

否決をされたというその結果につきましては真

摯に受けとめているところでございます。大変

厳しい財政状況の中で、行政組織体制のスリム

化、効率的な組織体制の構築、大変重要な課題

であると考えておりますので、今後とも県議会

はもとより、市町村や関係団体、そして県民の

皆様とも十分な対話を行いながら、県民が真に

求める行政サービスを提供することができるよ

うな行政改革にも積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

○武井俊輔議員 続きまして、４年間私がいろ

いろ訴えてきたことの中から何点かお伺いをし

ます。ちょっと論点が飛び飛びになりますこと

をお許しください。

まず、組織改革についてでございますが、私

が４年間県議をしておりまして率直に感じまし

たのは、こちらに企業局長と病院局長が並んで

お座りになっていらっしゃいますが、病院局の

ほうで非常に血のにじむようなコストカットの

話題が続き、一方では、企業局では一般財源

に160億円の繰り入れがあったり、水源涵養林の

購入とかゴルフ場の話とか、何といいますか、

余裕のあるような話も感じるわけであります。

そういった中で、病院局は県民の財産を守るも

のであり、一方で企業局は水という宮崎県の資

源で利益を上げているわけですが、例えば思い

切って両局を合併させて、病院企業局のような

形で、県民の生命・財産である病院財政の安定

化を図るということもできないのかなと思って

おります。行財政改革といっても打ち出の小づ

ちがあるわけではありませんから、それぐらい

の大胆かつ思い切った改革をされてはいかがか

というふうに思いますが、知事の見解を求めま

す。

○知事（河野俊嗣君） 御提案のありました企

業局と病院局の合併につきましては、地方公営

企業法におきまして、原則として事業ごとに特

別会計を設けて管理をすることとされておりま

して、病院事業について、ほかの事業と合算し

て処理することは困難かというふうに認識をし

ております。病院事業は大変厳しい状況の中で

赤字を出しておるわけでございますが、その赤

字を企業局の黒と足し合わせて表面的に黒にし

ても、かえってその赤というものが埋没してし

まうのではないか。赤は赤でちゃんと見ながら

しっかりと経営改革に取り組んでいく、そのよ

うな姿勢が必要かというふうな認識でおりま

す。
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○武井俊輔議員 申し上げたいのは、それを黒

にしていくというのは非常に難しい現状もある

わけですので、そういった中で、組織の枠を超

えた柔軟な発想をぜひ持って考えていただきた

いと思っております。

では、続いて宮崎国際音楽祭について、何度

も伺ってきましたので、最後に１点だけ伺いた

いと思います。その後、音楽祭を考える懇談会

なども設置をされまして、いろんな議論をいた

だいたことは新たな一歩であったと思っており

ます。文化・芸術が重要なことは言うまでもあ

りませんが、河野知事におかれましても、ぜひ

県民の声を、いわゆる組織団体の長の方だけで

はなくて、特にボランティアなどで一県民とし

て取り組まれている、参加されている方、いろ

んな方とおつき合いされていらっしゃると思い

ますが、そういった方の声を真摯に聞きなが

ら、改革に不断に取り組んでいただきたいと考

えますが、見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎国際音楽祭は、県

民の皆様に質の高い音楽の鑑賞機会を提供する

ということを初めとしまして、本県のイメージ

アップですとか、子供たちの情操教育、さらに

は、宮崎国際ストリート音楽祭と連携した中心

市街地の活性化など、非常に幅広い役割を果た

しておりまして、本県を代表する音楽文化イベ

ントという認識でおります。これまで、民間有

識者、公募委員から成る懇談会などでの意見を

踏まえまして、今回の第16回音楽祭ではさまざ

まな見直し、改革に努めてきたところでありま

す。また、今御指摘のありましたボランティア

の皆様、大変熱い思いでこの音楽祭を支えてお

られまして、私もコンサートに参りましたとき

に、いろいろ熱い意見を伺っておるところでご

ざいます。今後とも、大切な事業でありますの

で、県民の皆様のさまざまな御意見を伺いなが

ら、より幅広い方々に愛され、支援される音楽

祭となりますよう、創意工夫を加えながら実施

してまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。よろ

しくお願いします。

続きまして、環境森林部長にエコクリーンプ

ラザみやざきにつきましてお伺いいたします。

浸出水調整池の破損問題はこの議会でも大きな

議論となりました。その後、工事の追加なども

どんどん続いており、一体いつまで、一体幾ら

かかるんだろうかという不安を大変感じます。

このエコクリーンプラザみやざきは、総工費381

億円で完成をしたわけですけれども、その後、

この事故発生以降、一体幾らかかったのか、そ

してまた、今後幾らかかると予測されるのか、

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） エコクリーン

プラザみやざき問題に係ります費用につきまし

ては、浸出水処理水を宮崎市の下水道処理施設

へ搬出しておりまして、その処理するための費

用、それから、現在施工中の浸出水調整池補強

工事費用、施工業者等に対します民事訴訟に要

する費用など、これまでに18億2,000万円余を執

行しておるところでございます。今後につきま

しては、新たに着手いたします浸出水処理水の

下水道放流施設整備工事費用に４億3,000万円余

や、浸出水調整池の防食防水塗料見直しに伴い

ます約１億円などが明らかになっておるところ

でございます。浸出水調整池補強工事の工期延

長に伴います工事費の増額あるいは民事訴訟継

続のための費用など、まだ今後必要なものも出

てきますので、現時点では全体の見込み額はま

だ明らかにはなっておりません。以上でござい

ます。
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○武井俊輔議員 幾らかかるのかわからないと

いうのは大変不安に感じます。ぜひ適宜適切な

情報公開をお願いしたいと思います。

このエコクリーンプラザみやざきは、浸出水

調整池で処理をした水を冷却水として使用する

という、水を出さないクローズドシステムとい

うものを採用しておりました。当時は、環境施

設の先進的な事例として大きくＰＲされたもの

であります。ただ、今の答弁でもありましたと

おり、今は宮崎市の下水処理施設に搬出をして

いるわけであります。今後もこの状況が続くと

いうことであれば、このクローズドシステムは

もう維持できない。つまり、事実上破綻をした

ということになるかと思いますが、そのような

理解でよろしいのかどうか、環境森林部長にお

伺いします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） エコクリーン

プラザみやざきでは、浸出水処理水をすべて施

設内で再利用しまして、施設外へは排出しない

クローズドシステムを採用しておったわけでご

ざいますけれども、平成17年の台風14号により

ます大量の災害ごみを処理したことなどにより

まして、浸出水処理水中に含まれます塩化物イ

オン濃度が処理システムの能力を超える状況と

なっておるところでございます。このため、現

在、処理システムで処理し切れない浸出水処理

水につきましては、暫定的な措置といたしまし

て、宮崎市の下水処理施設へ搬出されておると

ころでございます。このようなことから、既に

クローズドシステムではなくなっている状況で

あるというふうに言えるわけでございますが、

地元の皆様には御心配や御迷惑をおかけしたも

のと思っております。今後、公社におきまして

は、恒久的な対策といたしまして、浸出水処理

水を公共下水道へ放流することにしておりまし

て、できるだけ早く施設整備に着手したいとし

ておるところでございます。

○武井俊輔議員 これもなかなか大変なことで

ございます。当時は理想的な施設だということ

をうたってできた施設なんですが、こういうふ

うになってしまいました。結果責任としても小

さくないものがあろうかと思います。とにかく

くれぐれも今後この重みを知事におかれまして

も受けとめていただいて、住民の皆様がより安

心していただける施設になるようにお願いをし

たいと思います。

続きまして、きょうもいっぱい来てくれてい

ますけれども、大学生の皆さんの地域活動につ

いてお伺いをいたします。先日、河野知事に

も、宮崎公立大学の学生などが中心で中心市街

地で取り組んだ「ドマンナカクエスト」、これ

はドマクエと呼んでいますが、見ていただきま

した。街の中で大学生が頑張っている姿を見て

いただいて、大変みんなにも励みになったよう

でございました。全国的に見ますと、このよう

な地域活動が大学の授業として位置づけられ、

単位として認めているところも少なくありませ

ん。県は、県内の大学の連絡組織である大学コ

ンソーシアム宮崎に取り組んでおりますが、そ

のような中で、このような地域活動をもっと学

習の中核として単位化するような位置づけがで

きないのか、そういう提案ができないか、県民

政策部長にお伺いをいたします。

○県民政策部長（山下健次君） 活力ある地域

社会を築いていく上で、地域住民だけでなく、

ＮＰＯや企業、大学などさまざまな主体が地域

活動にかかわっていくこと、あるいは若い世代

の皆さんが地域の問題に関心を持って、その解

決のために地域の一員として行動していただく

ことは大切なことでございます。御質問ありま
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した高等教育コンソーシアム宮崎、これは県内

の大学あるいは短大等の相互の連携・協力を深

めるとともに、産業界や地域とも連携しまし

て、本県における高等教育の向上を図ることを

目的として、単位互換とか、あるいは就職活動

の支援、研修会の開催のほかに、県内企業や行

政機関でのインターンシップ事業などを実施し

ているところでございます。

御指摘のありました学生の地域活動をカリキ

ュラムの一部として位置づけるという措置につ

きましては、それぞれの大学で検討していただ

くということでございますが、地域づくりへの

貢献は、このコンソーシアム宮崎の目的の一つ

にもなっておりますので、コンソーシアム宮崎

としてどのような地域貢献が可能なのか、意見

交換をしてまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 ぜひまたいろんな提案をお願

いしたいと思います。

続きまして、昨年の６月議会で取り上げまし

た平和台公園平和の塔の開放について県土整備

部長にお伺いをいたします。質問後、前向きに

努力をしていただきまして、昨年の11月21日に

公開が行われました。素早い対応に大変感謝を

申し上げます。参加した知人からも極めて好評

で、今後にも期待が寄せられております。さ

て、この平和の塔の内部公開につきまして、そ

の結果と今後の方向性について県土整備部長に

伺います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 平和の塔の内

部公開についてでありますが、平成21年度から

年１回試行しておりまして、21年度が264名、本

年度は310名の参加がございました。その際に実

施したアンケートによりますと、「塔の内部を

初めて見てよかった」とか、あるいは「定期的

に開催し見学機会をふやしてほしい」、そう

いったさまざまな御意見をいただいているとこ

ろでございます。今後の公開につきましては、

塔の内部に石こうのレリーフ等がありますの

で、そういったものの保存等の観点から常時の

公開は困難でありますが、より多くの方々に見

学していただけますような公開の方法につきま

して検討してまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 続きまして、ちょっと順番を

変えまして、ステンドグラスの紛失の問題につ

いてお伺いをいたします。

まず、議員の皆様には資料のほうをお配りい

たしております。両面ありますので、ごらんを

いただきたいと思います。この問題は、現在の

日本庭園の場所にありました宮崎県の旧公会堂

に設置をされていたステンドグラスが紛失をし

ているという問題であります。写真にもありま

すが、公会堂の下のほうの写真でありますが、

上のほうの電灯の横、４カ所の天窓にはまって

いたものでありまして、宮崎県の代表的な景色

を描いた霧島、青島、油津梅ヶ浜、美々津河口

の４枚がありました。その後、公会堂は解体さ

れまして県で保管されておりまして、資料のほ

うにもあります記念誌の１ページですが、宮崎

県置県100年事業において開催された巡回展、こ

のときに県内各地で代表的な展示物として掲示

をされました。当時は、裏面のカラーのやつな

んですけれども、これを絵はがきにしまして関

係者に配布をしました。ですから、非常に貴重

なものとして位置づけられていたものでありま

す。

このステンドグラスがなくなっているという

御相談がありまして、総務課に問い合わせたと

ころ、調べたけれども、ありませんということ

でございました。ステンドグラス史を研究され

ている横浜市の田辺千代さんという方がいらっ
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しゃるんですが、朝日新聞の取材に、大正期の

色ガラスは輸入物でしかなく、大量生産もでき

ない中でございまして、長崎の教会にもあった

けれども、戦災で焼失したので、歴史的価値は

大きいといったようなことも述べられておりま

す。ですから、非常に価値の高いものであった

ということであります。

紛失についてはしっかり調べていただいた結

果であろうと思い、その旨を御相談いただいた

方にもお答えしておったんですが、続けて調べ

ていきますと、大変残念な事実でありました。

このステンドグラスはあったんです。鹿児島県

志布志市にお住まいの方が所有をされておりま

した。私は志布志市を訪問しまして、この男性

の方にお話を聞いてまいりました。そうします

と、この男性は、このステンドグラスを都城市

の古物屋から購入をしたとおっしゃっておりま

した。すなわち、宮崎県の貴重な財産であるこ

のステンドグラスが、県が調査して見つからな

いと言っていたものが、いつの間にか古物屋さ

んにあったということであります。すなわち、

だれかがこれでお金を得た可能性も極めて高い

と思うんですが、まず、県はこの事実をどのよ

うに把握し、また受けとめ、そしてその後どの

ような対応をしたのか、総務部長に伺います。

○総務部長（稲用博美君） お尋ねのステンド

グラスにつきましては、平成19年、「県民の

声」をきっかけに所在を探していたところであ

りますが、今お話にありましたように、平成22

年の２月に、新聞報道を見られました鹿児島県

の方が、業者から購入し、現在所有しているこ

とを名乗り出られまして、初めてその所在がわ

かったところであります。その後、担当職員が

所有者宅を訪問いたしまして調査をいたしまし

た。探しておりました４組のうちの２組に間違

いないというような報告を受けたところであり

ます。このステンドグラスの取り扱いにつきま

しては、その後さまざまな角度から検討を行い

ましたが、明確な活用方法が見出せないことな

どから、所有者からの買い取りはしないという

ことにしたところであります。ただ、このステ

ンドグラスの問題につきまして、昭和44年に県

公会堂を解体した時点、さらには置県100年展の

展示後で、重要なものであれば備品として、不

用であれば廃棄するなどの適切な措置をしてお

くべきであったというふうに思っております。

また、時期は不明でありますが、保管していた

ものが遺失したということにつきまして、適切

に管理をしておくべきであったということにつ

いて反省をしております。

○武井俊輔議員 大変残念に思うんですね。さ

まざまな角度というのがどういうことかわかり

ませんが、公の財産がこういうふうになってい

るということでございます。この志布志市の男

性が県庁にお見えになっていろいろ相談をされ

たんですけれども、当時は、これは建築資材だ

から価値はないといったような回答をどうもし

ておりまして、対応も半年以上放置されたとい

うような話もあったようでございます。男性は

そういった姿勢に非常に不信感をお持ちでい

らっしゃって、私が自宅を訪問したときには、

だれでも知っている有名な鑑定番組があるんで

すけれども、これに出すとおっしゃっておりま

した。また、インターネットオークションにも

出品をされておりました。このような鑑定番組

に出されますと、まさに宮崎県の本当に恥ずか

しいことでもございますし、オークションで落

札をされるということになれば、世界中どこに

行ってしまうかもわからないわけであります。

ですから、私は、お願いして、それはやめてい
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ただけないかということで理解をいただいてい

るというのが現状であります。その後、総務課

長もこの男性とお会いになったということでご

ざいましたが、まだまだそういう状況ですか

ら、予断を許さない状況にあるわけでありま

す。これは政治判断に類すると思いますので、

知事に伺いますが、このステンドグラスを、県

が判断した適切な値段で構わないと思うんです

が、もう一度買い取るとかそういう形で県の再

所有をする努力、検討をしていただきたいと思

いますが、知事の見解を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 大変悩ましいところで

あります。そもそもこのステンドグラスという

ものが、例えば美術品のように備品として台帳

管理されておったようなものではないというこ

とで、来歴を調べてみましても、県職員がデザ

インをしたらしいというところは伝わっておる

んですが、どこの工房でどれぐらいの経費をか

けてどういうふうな経緯でつくられたか、その

来歴が定かではないわけであります。したがい

まして、今言いましたように、一つの建築資材

というような位置づけがあったというところで

ありますが、このステンドグラスは、平成６年

に宮田町会館ですか、県庁別館としておった会

館が解体されるまで、その会館の中で保管され

ていたということですが、その後の経緯は不明

となっておるところでございます。いずれにい

たしましても、県としては、資産価値やその位

置づけが明らかではないものの、置県100年の記

念行事の際に展示し、その後保管していたもの

が遺失したという事実につきましては、管理体

制上の問題として重く受けとめる必要があると

いうふうに考えておるんですが、このステンド

グラスにつきましては、その客観的な価値、来

歴というものが不明でありますし、今後県とし

て利用するという見込みが今ないものですか

ら、今、個人の方が大切に保管されているとい

うことであり、買い取りをするというところま

では考えていないところであります。

○武井俊輔議員 個人の方も、今後外国に行っ

てしまうかもしれませんし、どうなるかわかり

ませんので、非常に気をもんでおるんですけれ

ども、とにかくそういう状況ですから、その方

がしっかり持っていらっしゃるうちはまだいい

と思いますので、また今後もしっかりと情報交

換しながら管理をしていただきたいと思いま

す。そういうことですから、次に進みます。

次に、九州新幹線についてお伺いをいたして

まいります。何点か伺ってまいりたいと思いま

す。

本県の県央、県南、県西地区の玄関口とし

て、いよいよ今月、新幹線が開業になるわけで

すが、熊本県の新八代駅が位置づけられており

ます。確かにこの新八代駅が最も近く、また九

州自動車道も近接していることから、宮崎交

通、熊本県の九州産交、ＪＲバスなどが共同で

１日16往復宮崎から新八代までのバスを運行す

ると。まさに宮崎県のゲートウエイになること

になりました。

ところが、この新八代駅ですが、東海道新幹

線でいいますと、どちらかというとこだま号の

停車駅になるような感じでございまして、肝心

の広島・大阪方面との直通列車は、新大阪発で

１日２本、新大阪行きはたったの１本しかない

んです。しかも、新八代発６時58分で新大阪に

着くのが夜の10時49分と、非常に使いづらいと

いうことでございます。ですから、これです

と、せっかく連絡バスをつくっても非常に厳し

い状況が目に見えているんですが、そこで、県

として、熊本県八代市及び人吉・球磨地方あた
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りとも連携をしまして、新八代駅への大阪方面

からの直通列車の停車本数の増加をＪＲ九州に

働きかけていくべきではないかと考えますが、

県民政策部長の見解を伺います。

○県民政策部長（山下健次君） 誤解ではない

んですけれども、誤解を与えるといけませんの

で、確かに直通としては１日に３本しかとまら

ないんですが、博多―鹿児島中央間で運行され

るのが別に41本とまるということで、合わせ

て44本はとまるということは御認識いただきた

いと思います。もともとこの九州新幹線停車駅

の問題は、速達性を確保する、つまり早く目的

地に到着する、そういう新幹線の特性というこ

とを確保するという一方で、関係自治体からの

要望も勘案して決定されたというふうにお伺い

しております。一方で、先ほどおっしゃられま

したように、宮崎―新八代間で運行される高速

バスと新幹線との結節点ということでございま

すので、より多くの直通列車が新八代駅で停車

するということは、中国・関西方面からのお客

さんとか、あるいはそちらに行く県民の方、こ

の方たちにとっては利便性の向上につながると

いうことであります。

新八代駅への直通列車の停車をふやすために

は、やはりＢ＆Ｓを使った宮崎からのお客さん

あるいは宮崎へのお客さん、この方たちが利用

されるという実績をつくる必要があるのではな

いかということで、今後とも、次回のダイヤ改

正に向けて、関係自治体等とも協議しながら、

この増加について要望をしてまいりたいと考え

ております。

○武井俊輔議員 直通というのは非常に大事な

んですね。だからこそ九州の各県の駅がみんな

うちにとめてくれと。乗りかえであればはっき

り言って今と余り変わらないわけですから、そ

ういった意味で直通がとまるということは非常

に大事なことだと思いますので、今後とも継続

した努力をお願いしたいと思います。

続きまして、警察本部長に、八代からのスピ

ードアップも、ほかの意味合いもいろいろあり

ますが、高速道路の速度規制の緩和についてお

伺いをいたします。現在、宮崎自動車道は、宮

崎から高原インターまでが80キロ制限、高原か

らえびのは100キロの制限解除、そしてまた、え

びのからの九州道が上りが八代まで下りは鹿児

島まで、それぞれ80キロの制限となっておりま

す。この中で、例えば宮崎から人吉までが100キ

ロの制限解除になりますと、バスなどですと所

要時間で約13分短縮をすることができます。先

ほどお話をしましたが、新八代からのバスも１

時間台で運行することができるようになるとい

うことになるわけですが、そういった意味でお

金のかからない観光対策にもなっていくと考え

られますが、宮崎ですから、宮崎自動車道の部

分の制限速度の緩和の可能性について警察本部

長にお伺いをいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 宮崎自動車道に

つきましては、規制速度の見直し対象路線とし

ておりまして、現在、道路管理者から道路構造

データを収集するなど、規制緩和区間の設定を

初め、所要の検討を進めているところでありま

す。なお、規制緩和に当たりましては、トンネ

ルやカーブなどの道路構造の問題のほかに、国

土交通省の案として、宮崎自動車道が、本年の

６月ごろから高速道路の無料化実験対象路線に

追加をされるということも聞いておりまして、

これに伴う交通量や交通事故の増加なども予想

されますので、これらの点も踏まえつつ、引き

続き道路管理者と協議をしてまいりたいと考え

ております。
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○武井俊輔議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。

続きまして、九州新幹線についてもう一点だ

けお伺いをします。大阪からの新幹線の所要時

間が、新大阪から新八代で３時間50分、バスが

２時間10分ということですから、乗りかえなど

も含めると大体６時間半ぐらい大阪からかかる

ということになります。さっきも申し上げたと

おりで、新幹線も乗りかえしなきゃいけないと

なるとまたさらに時間がかかるわけです。私

は、以前の会社で国内旅行企画課というところ

におりまして、いわゆる旅行のチラシをつくっ

ておりました。６時間移動するというと、その

日は移動日になってしまうんです。ほか何にも

観光とかできない。移動して終わりというふう

になってしまうわけなんですが、飛行機が伊丹

から宮崎は１時間ですから、そういうことを考

えますと、新幹線に乗ること自体が目的であれ

ばともかく、やはりなかなか使いづらいという

ことがあろうかと思います。私は、そういった

意味で、宮崎が新幹線のメリットを最も生かし

得るのは、４時間台で到着ができる広島、岡山

などの山陽地方であろうと思っております。県

として山陽地方からの誘客、非常に大事だと思

うんですが、どう取り組むか、これは広島県出

身の河野知事にお伺いをしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 九州新幹線の直通運転

が行われる地域の中でも、本県との航空路線が

ない広島、岡山などの山陽地方につきまして

は、開通で利便性が高まるということがありま

す。また、これまで観光客の誘客につきまして

は、北部九州というものがかなり大きな割合を

占めておりましたが、時間距離という面から

は、この山陽地方、中国地方は、本県への誘客

の重要なターゲットエリアになってくるものと

考えております。このため、現在、中国地方に

おきまして、旅行会社に対しまして、九州新幹

線を利用しました旅行商品の開発を働きかけて

おりますとともに、観光ＰＲなどを実施してい

るところでございます。近々私の出身地である

広島県におきましても、中四国地域で最大手の

量販店と連携したトップセールスも行う予定に

しておるところでございます。知事が交代しま

して東国原前知事目当ての観光客が激減をする

中で、せめて私の出身地である広島から、親類

縁者や知人、友人が大挙して来てくれないかな

という小さな希望を抱いておるところでござい

ますが、いずれにしても、中国地方に向けて積

極的にＰＲに努めまして、新幹線を利用した本

県への観光客の増加に努めてまいりたいと考え

ております。

○武井俊輔議員 河野家の皆様の宮崎へのお越

しをぜひお待ちしたいと思います。

最後に、この鉄道について、新幹線活性化と

並んで県内のローカル鉄道の活性化等について

お伺いをいたします。観光特急「海幸山幸」の

人気には、やはり鉄道が持つ潜在能力の高さを

改めて強く見せつけられました。県内にはほか

にも魅力的な鉄道がたくさんあります。例えば

都城から吉松を結ぶ吉都線でございますが、今

は新燃岳の関係でなかなか難しいようですが、

先々月、ＪＲ九州が企画をしました、都城から

吉松に行って、吉松から肥薩線で隼人に行って

都城に戻るという、海幸山幸の車両を使った企

画などは大変好評であったと聞いております。

山を一周できる鉄道というのは全国でここしか

ないということだそうです。例えばこういった

ようなもの。あと、直通の普通列車が１日３往

復しかないと。これは九州でも一番少ないんで

すが、延岡―佐伯間。宗太郎駅の駅ノートなん
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ていうのも大変有名であります。こういったも

の。あと、最近は「鉄女」と呼ばれる女性の鉄

道ファンも多くなりましたし、また、公共交通

もなく乗降客がほとんどない駅、本県ですと日

南線の谷之口駅というのが旧南郷町にあるんで

すが、こういった秘境駅と呼ばれるようなとこ

ろをめぐる旅も好評を博しております。このよ

うな県内のローカル鉄道の活性化について観光

の面からどう取り組むのか、商工観光労働部長

にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 全国には

多くの鉄道ファンがおられます。また、近年、

各地の観光列車が幅広い層で人気を博しており

まして、新たな旅の目的ともなっております。

今、議員がいろいろと御紹介されました。県内

でも日南線の海幸山幸でございますけれども、

日本経済新聞の調査では、全国でも乗りたい観

光列車の上位、４位になっております。また、

肥薩線でございますけれども、「幸せの鐘」で

有名なえびのの真幸駅は、鉄道ファンにも一般

の観光客にも人気があるところでございます。

このように、本県でも鉄道が観光資源として活

用されておりまして、加えて沿線にも魅力的な

観光地があります。したがいまして、これらを

組み合わせながら、本県が進めております

「ゆっ旅宮崎」の鉄道版として、沿線自治体や

ＪＲとも協力しながら、宮崎ならではの鉄道の

旅の魅力発信や観光列車の運行促進等に取り組

んでまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。ぜ

ひ、せっかく新幹線がこうやってできるわけで

すので、うまく鉄道という素材を生かしたＰＲ

をお願いしたいと思います。

最後に、教育長に何点かお伺いをしたいと思

います。

私は、以前、シンガポールにおったことがあ

るんですが、そのときに非常に痛感しましたの

は、国際人というのは、決して英語ができるだ

けではないということだということでございま

す。自分の国の成り立ちとか歴史を語れるとい

うのが、私は、これから国際人として重要だと

思っておりますが、日本の教育というのはその

辺をしっかりやってこなかったのではないかと

いう思いを最近とみに強く持っております。ま

ず、そのような国の成り立ち、特にこの宮崎は

神話の国ですから、日向神話の学習等について

どのように行われているのか、お伺いをいたし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 現在、神話について

の学習は、小学校や中学校の社会科において、

ヤマトタケルや国譲りなどの神話を扱いなが

ら、国の形成に関心を持たせたり、昔の人々の

信仰や物の見方などを気づかせたりするなどの

学習を行っているところであります。また、平

成23年度から使用される小学校の国語の教科書

には、海幸彦・山幸彦などの神話が取り上げら

れ、音読などを通じまして古典に親しませるこ

とになっております。本県には、国の起こりに

かかわる神話や伝説が数多く残っているところ

であります。それらは本県の重要な観光資源で

あるとともに、貴重な教育資源となっておりま

して、これらの神話や伝説を取り入れた教育

は、各地域の実態や子供の発達の段階に応じて

各学校で行われているところであります。例え

ば総合的な学習の時間の中では、県教育委員会

が開設しております「ひむか学」のホームペー

ジから、自分が生活する地域に伝わる神話を題

材として取り上げ、学習したりしている学校も

あると聞いております。県教育委員会といたし

ましては、児童生徒に、ふるさとに誇りや愛情

平成23年３月１日(火)



- 308 -

を持つ心を育てていくことは大変重要なことで

ありますので、我が国の起こりと密接にかかわ

る神話や伝説なども取り上げながら、あすの宮

崎を担う子供たちの育成に努めてまいりたいと

考えております。以上です。

○武井俊輔議員 続いて教育長にお伺いいたし

ますが、特に大事なのは、第２次大戦、大東亜

戦争などの近現代の学習というのが非常に大事

だと思っております。さっきシンガポールの話

をしましたが、大変驚いたのは、第２次大戦で

日本がここに進出をしたんだと、そういったこ

とすら知らない人というのが本当に多いという

ことでして、向こうはやはりそれで殺された人

とかいっぱいいるわけです。ですから、そう

いった中でやはり日本人の―幾ら英語はでき

てもということで非常に驚いたことを覚えてお

ります。今、御案内のとおりで、中国、ロシア

等との関係も非常に緊張感を持ったものになっ

ております。国際感覚、国際情勢というものに

対する意識、感覚というものが非常に今強く求

められていると思っておりますが、その前提と

しましても、みずからの歴史にしっかりと向き

合うということが私は大変大事だと考えており

ますが、教育長はその重要性についてどのよう

な見解をお持ちか、お伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 中学校の社会科、高

等学校地理歴史科の学習指導要領では、近現代

史の学習が従前に比べて重視されるようになっ

てきておりまして、中学校、高等学校におきま

しては、このことに留意した歴史学習が行われ

ております。江戸時代末期の開国以降の歴史を

取り扱います日本の近現代史を学習すること

は、国際社会に主体的にかかわる日本人として

の自覚や資質を養うために重要でありまして、

その指導に当たりましては、子供たちを客観的

かつ公正な資料に基づいて、事実の正確な理解

に導くことが大切ではないかというふうに考え

ているところであります。

○武井俊輔議員 非常に難しい話ではあるんで

すけれども、やはりそこをしっかりと逃げずに

取り組むということは、これから非常に大事だ

と思いますので、ぜひ御検討をお願いしたいと

思います。

続いて、お話をいただいていた件を１点御質

問いたします。修学旅行に行かせたかったんだ

けれども、お金がなくて経済的な理由で行かせ

られなかったと。本人もそれが一因となり、不

登校になり、その後、退学をするというような

ことがあったということでございました。私は

全部終わった後で聞いたものですから、大変残

念であったんですけれども、修学旅行は最高の

思い出になりますので、何とか行かせてあげた

かったなと思っております。

県の調査では、昨年平成22年度、県立高校に

おける修学旅行不参加の生徒が97名、そのうち

家庭の事情、経済的な理由が全体の３割、30名

に及びました。そこで教育長にお伺いします

が、このような経済的な理由で修学旅行に行く

ことができない高校生に対し、例えばそのよう

な旅費を臨時的に育英資金等で貸し付けると

か、そういったようなことはできないのか、検

討できないか、お伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県立高等学校におけ

る修学旅行につきましては、保護者の経済的な

負担が過重にならないように配慮しながら、各

学校において実施をしているところであります

が、家庭の経済的理由等により参加できない生

徒がいることは認識しているところでありま

す。県教育委員会では、経済的理由により修学

が困難な生徒に対しまして、県育英資金事業を
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行っておりますが、その貸与額は、修学旅行等

の学校行事の経費も考慮に入れて設定している

ところでありまして、また、保護者の家計が急

変した場合におきましても、緊急採用制度によ

りまして、年度途中における随時の貸し付けも

行っておりますので、育英資金の活用について

今後ともより一層の周知に努めたいと考えてお

ります。

○武井俊輔議員 何とかこの30人がゼロになる

ように、また、実際行かなかった人でも別の理

由で、お金がないから病気とかいうような人も

いるんじゃないかと思いますので、とにかくや

はり極力、みんな行けるんだぞと、行きたい人

は行けるんだよというようなことで御努力をい

ただきたいと思います。

最後に、冒頭で投票率向上について選挙管理

委員長にお伺いした点に関しまして、さきの９

月議会でも伺いましたが、学校での政治教育に

ついて再度伺います。私は、18歳まで学校で政

治を身近に触れさせずに、20歳になってさあ投

票に行きましょうというのは、そもそも無理な

話だし、これは大人のエゴだと考えておりま

す。そこで、ぜひ学校での模擬投票の取り組

み、そしてまた、高校生にもこの県議会の傍聴

に来ていただくとか、そういうことにも積極的

に取り組んでいただきたいと思いますが、あわ

せてお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、模擬投票であ

りますが、昨年の９月議会後に実施いたしまし

た教科指導のための県立高等学校訪問におきま

して、他県の模擬投票の実践事例や指導案を各

学校へ紹介しているところであります。また昨

年の10月には、すべての県立学校の進路指導主

事が参加する会におきまして、生徒たちの将来

の社会的な自立に向けまして、公民科の授業で

選挙公報を読み、模擬投票を行っている事例を

紹介し、各校へ啓発を行ったところでありま

す。

また、県議会の傍聴についてでありますが、

みずからの生活と政治がつながっていることを

身近に感じることは意義のあることでありまし

て、市町村立学校では、実際の議場を使用して

子供議会を開催しているところもございます。

県立高校においては、以前は県議会の傍聴を

行っている学校がございましたけれども、議会

の開催時期と学校行事との調整が難しいなどの

課題がありまして、現在は残念ながら中止とい

うことになっているようであります。子供たち

に議会制民主主義の仕組みや政治参加の重要性

を理解させ、主権者として望ましいあり方を身

につけさせる学習は大切でありますので、今後

とも、社会科や公民科の授業を中心に、政治へ

の関心を高める指導の充実に努めてまいりま

す。

○武井俊輔議員 どうもありがとうございまし

た。４年間いろいろと御不快な質問も多々させ

ていただいたかと思いますが、普通に暮らす県

民の普通の視点を大事に訴えてきたつもりであ

ります。特定の個人の利益やだれかのためとい

うことではないことだけは、４年間それだけは

自信を持ってやってきたつもりであります。今

後とも河野知事を先頭に、宮崎県政のますます

の発展をお祈りし、私の最後の質問とさせてい

ただきます。どうもありがとうございました。

（拍手）

○中村幸一議長 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。

平成23年３月１日(火)
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