
６月16日（木）



平 成 2 3 年 ６ 月 1 6 日 （ 木 曜 日 ）

午前 10時０分開議
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11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （日 日 新）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

17番 太 田 清 海 （ 同 ）

18番 田 口 雄 二 （新みやざき）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 押 川 修一郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）
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33番 横 田 照 夫 （ 同 ）

34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 十 屋 幸 平 （ 同 ）
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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員38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、押

川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。本日、トップバッターをあずかり

ました、自由民主党、西都の押川修一郎でござ

います。

ことしの早期水稲の田植えは、大変な水不足

でありました。ここ数日の雨があのとき半分で

も降ってくれればな、そんな思いでついつい空

を見上げる今日であります。また、ここ数日、

大変な雨が降っておりまして、近くを流れる三

財川を見ますと相当の増水でありまして、水害

の心配をしつつ、遠くにかすむ霧島新燃岳の土

石流の発生も心配をするところであります。

きょうは、足元の悪い中でありますけれど

も、地元西都市の皆さん方を初め、たくさんの

方が傍聴に来ていただいておりまして、心から

感謝を申し上げたいと思います。

それでは、通告に従いまして一般質問を始め

させていただきます。

まず、東日本大震災についてであります。

３月11日午後２時46分ごろに発生した東日本

大震災は、東日本の太平洋を中心に強い揺れと

大津波をもたらし、岩手・宮城・福島県の沿岸

地域は壊滅的な影響を受け、その後も余震が続

き被害が拡大し、自然災害のすさまじさを物語

るものとなりました。警察庁の６月14日現在の

まとめで、死亡された方が１万5,429名、行方不

明の方が7,781名、避難者８万3,951名に上って

おります。お亡くなりになられた方々の御冥福

をお祈りし、並びにお見舞いを申し上げたいと

思います。

また、被災地は１次産業が盛んであり、地域

経済に甚大な影響をもたらしました。農水省の

６月12日現在のまとめで、農林水産関係では１

兆9,511億円。これは、2004年の新潟県中越地

震1,330億円、1995年の阪神・淡路大震災900億

円を大きく上回るものであります。

私も、５月31日から６月２日にかけまして宮

城県山元町と南三陸町の２カ所を、茨城県アク

ト農場の関さん親子と茨城県荻津議員の４人

で、関さんの農場で栽培されている新鮮な野

菜、キャベツ、レタス、ミズナ、ミニトマトな

どを大型ワゴン車いっぱいに積み込み、宮城県

へ行きました。地元の案内は関さんの友達にし

ていただきました。最初に、県職員が派遣され

ています山元町を案内していただきました。宮

崎県から来ていただきと、大変感謝されて喜ん

でおられました。また、資材倉庫となっている

体育館の隣には仮設住宅があり、早速野菜を配

付したら、生野菜を食べられるということで大

変喜んでいただきました。あと２カ所、野菜は

南三陸町のホテルと避難所に届けさせていただ

きました。その後、被災現場２カ所に行きまし

たが、一部原型があったのは学校やコンクリー

トの家ぐらいで、あとは基礎と瓦れきの山であ

りました。南三陸町は庁舎も壊滅的でありまし

た。そして今回実感したのは、自然災害の破壊

力であります。人、物、産業すべてを奪い去る

すさまじいものでありました。また、海岸線が

本県とほぼ一緒、もし本県で同様の規模の震災

が起きたらと思うと、他県のことではないよう

な気がいたしました。そこで知事に、今回の震
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災をどのようにとらえられ、災害に強い県づく

りにどのように生かしていかれるおつもりか、

お伺いをいたします。

次に、県庁舎の耐震性と、災害時に的確に対

応できる庁舎のあり方についてであります。東

日本大震災においては、死者・行方不明者が約

２万4,000人という大きな被害となっている中

で、住民を２次的被害から守り、復旧に取り組

むための拠点施設となる県庁舎や市町村庁舎

も、大きな被害を受けていました。例えば福島

県庁は、もともと耐震診断で耐震補強が必要と

されていたところに、今回、震度５強の地震に

より庁舎が損傷したため立入禁止とし、隣接す

る自治会館に移転して災害対策本部の業務に当

たっているそうです。このような状況を踏まえ

ますと、県の危機管理や災害対策等を担う部局

の入る庁舎については、地震発生時にも業務の

継続ができるよう、耐震性を強化しておく必要

があると考えます。そこで、現在、知事部局所

管の庁舎の耐震性能はどういう状況になってい

るのか。また、本県においても、大震災を想定

し、災害対策拠点施設を含めた災害時に的確に

対応できる庁舎のあり方について検討する必要

があると考えますが、どのように考えておられ

るか、あわせて総務部長にお伺いをいたしま

す。

次に、水産業施設被害についてであります。

今回、宮城県山元町と南三陸町を訪問しました

が、想像を絶するものでありました。水産業が

基幹産業であります。漁港なども大変な被害で

ありました。跡形もないような状況でありま

す。私は、やはりこの地域は水産業の復興こそ

が地域復興の足がかりになると強く感じたとこ

ろであります。そこで今回、「がんばれ宮城！

水産業による経済復興支援事業」を提案されて

いますけれども、この事業に対する知事の思い

をお聞かせください。

以下、質問者席で質問させていただきます。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 まず、今回の

大震災についての認識であります。今回の東日

本大震災は、かつてない大規模な、しかも複合

的な被害が生じ、未曾有の大災害となっており

ます。この震災に見舞われた被災地が、過去の

経験から、行政や住民の地震や津波に対する防

災の備えでありますとか防災意識が比較的高い

地域であったということを考えると、自然災害

への対策の難しさを改めて認識いたしますとと

もに、知事として責任の重さを痛感しておると

ころであります。

このような災害において最も優先されるべき

課題というのは、命を守ることであります。ソ

フト、ハードそれぞれ対策があるわけでありま

す。今回の震災からの教訓はいろいろあるわけ

でございますが、例えば釜石市におきまして、

ギネスブックにも載ったような1,200億もかけた

防潮堤─波の到来を６分ほどおくらせること

ができた、また波の高さを減らすことができた

ということですが、それでもすべての命を守り

切ることはできなかったわけであります。ハー

ドだけで守ることはできない、ソフトの重要性

ということもございます。津波に対して「津波

てんでんこ」─とるものもとりあえず高台に

逃げよという教えもあるようでありますが、い

かに早く安全な場所へ避難するかということ

も、今回の教訓であったかと考えております。

県民一人一人が平常時から災害に対する十分な

備えをし、自然災害に対する正しい知識を持っ

て的確な判断と行動ができるようにすること、

これが大変重要なことであるというふうに考え
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ております。今回の大震災から学び取ることの

できるさまざまな教訓というものを社会の隅々

に行き届かせること、そしてそれを20年、30年

ではなしに200年、300年、何百年というオー

ダーで伝えていくこと、これが大変重要である

と考えております。

ちょっとわき道にそれるかもしれませんが、

けさ散歩をしておりましたら、蛇が道を横切っ

ておりまして、蛇が大変苦手で肝を冷やしたん

ですが……。蛇に対する恐怖というものは、根

源的なものとして遺伝子に刻み込まれているん

じゃないかと考えられるんですが、それと同じ

ような意味で、社会に、地震とか津波、さまざ

まな災害に対する恐怖感、どうしたらいいのか

というのをしみ込ませる、そういう作業が必要

ではないかということを考えておるところでご

ざいます。県といたしましては、県民の皆様へ

の周知徹底、また防災計画、減災計画の見直し

など、市町村、また関係団体、県民の皆様との

連携を図りながら、防災対策に最大限の努力を

してまいりたいと考えております。

次に、「がんばれ宮城！水産業による経済復

興支援事業」についてであります。今回の大震

災により、全国有数の水産都市であります宮城

県気仙沼市も壊滅的な被害をこうむっておりま

す。気仙沼は、日本一を誇る本県の近海カツオ

一本釣り漁業の主要な水揚げ港になっておりま

す。気仙沼で水揚げされるカツオの４割を本県

の船が水揚げしておるということでございま

す。三陸沖で操業する約６カ月もの間、船員の

生活の基盤となる地でもあることから、本県関

係者は「第二のふるさと」として慕い、古くか

ら非常に強いつながりを持ってきたところであ

ります。

このような気仙沼が被害に遭うに当たりまし

て、当初は、場合によっては住居を提供する、

仕事も提供するということで、「宮崎のほうに

集団で移転をしませんか」という投げかけもし

たところでありますが、現地の関係者は、「現

場に踏みとどまりたい。特に地域の再生・復興

の足がかりとして、宮崎県の船によるカツオの

水揚げをお願いしたい。それを受けることに

よって、自分たちも励みになり、元気になり、

復興に向けての力になるんだ」という話を受け

たところでございます。この思いを受けとめま

して、本県の漁業関係者も、カツオの水揚げに

必要な給油、えさの供給などの機能の回復に向

けまして、何度となく現地に足を運び調整を行

うなど、現地とともに取り組みたいという気持

ちを強く持っているところでございます。県と

いたしましては、被災地復興の起爆剤となるこ

とを期待して、これらの取り組みへの支援を行

うとしたところでございます。この支援は、こ

れまで気仙沼市を初め全国の人々から受けた、

口蹄疫や、さまざまな災害への復興支援に対す

る恩返し―今、「みやざき感謝プロジェク

ト」ということで取り組んでおりますが、その

一つの重要な柱になるものと考えておるところ

でございます。以上であります。〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

初めに、知事部局所管の庁舎の耐震性能につ

いてであります。平成７年の阪神・淡路大震災

による建物被害を受けまして、全庁舎の調査を

行い、特に耐震診断を行いました40棟のうち耐

震補強が必要と判断された23棟につきまして

は、すべて補強工事を終えており、建築基準法

に基づく耐震性能は確保されているところであ

ります。

次に、災害時に的確に対応できる庁舎のあり
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方についてであります。災害時に災害対策本部

が設置される１号館は、既に耐震補強工事を

行っておりますが、一方で老朽化が進んでおり

ますことから、震度６程度の地震に対して、建

物が倒壊することはないものの、ひび割れ等に

よりまして、業務での使用が困難となる事態も

懸念されるところであります。加えまして、本

庁の庁舎につきましては、狭隘化、分散化によ

り、災害予防・応急対策や復旧・復興対策を所

管する部局間の連携が図りにくいという問題な

ども抱えております。このような状況を考慮し

ますと、今後発生が予想されます日向灘地震や

東南海・南海地震を想定した場合、災害対策、

復興対策等を担う部局間の連携をさらに強化

し、県の総力を挙げて取り組めるよう、今以上

に耐震性のある施設の整備が必要であると考え

ておりますので、今後、新たな災害対策拠点施

設整備を含めた本庁舎のあり方について検討し

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○押川修一郎議員 それぞれ御答弁、ありがと

うございました。

実は知事、現地でこんな話を伺いました。あ

るデパート、従業員300名ぐらいの規模のところ

でありますけれども、そこで、社長命令で「帰

宅はしてはいけない」ということを出されたそ

うです。なぜそういうことをされたかという

と、デパートでありますから高いところがあ

る、食料がある。そして何より、津波でありま

すから、これはもう大変なことだということ

で、「とにかくそういう指示命令の中で難を逃

れて本当によかった」という声があったこと

を、その案内の方から伺ったところでありま

す。先ほど知事の答弁にもありましたとおり、

命を守ること、安全な場所への避難、判断と行

動力、まさしくそのとおりだと私も思ったとこ

ろでありまして、先ほどありましたとおり、今

後、部局横断はもちろんでありますけれども、

市町村あたりとも十分そこらあたりの防災対策

をしっかりして取り組んでいただければありが

たいな、そのように思ったところであります。

それから、「がんばれ宮城！水産業による経

済復興支援事業」でありますけれども、これも

先ほど壇上で少し言いましたが、山元町や南三

陸町の港は本当に悲惨なものだったというふう

に見てきました。跡形もないような状況であり

ます。そういう中で、東北地方でも拠点港の一

つに数えられるだろう気仙沼港の復興の足がか

りとなる支援を実施していただくことは、本県

並びに被災地の皆様方に元気ややる気が出てく

る。そして、今回のこの事業というのは、知事

においては本当に英断をされたのではないか

な、そのように思いますし、ここが復興のシン

ボルになればいいなと思ったところでありま

す。

それから、総務部長からお答えいただきまし

た、知事部局所管の庁舎の耐震性でありますけ

れども、実は南三陸町の佐藤町長ともお会いを

いたしました。見るも、庁舎はありません。防

災センターも壊れているような状況の中で、25

歳の女子職員の方が最後まで避難を呼びかけら

れたということで、本当に心を痛めていらっ

しゃいました。そのトップとして、そういうこ

とがあってはならないし、こういう災害を避け

るためには、こういったしっかりした施設の中

でやっていかなくちゃいけないということを、

私も思いましたし、先ほど総務部長からもあり

ました。知事には通告しておりませんでしたけ

れども、そういった思いの中で検討あたりをさ

れるかどうか、もし考え方があればお聞かせ願
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えればありがたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要なことだと

思っておりますので、命を守るためにそれぞれ

の機能をどういうふうに果たすかということ

で、今後しっかりと検討してまいりたいという

ふうに考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

ます。

それでは、平成23年度肉付け予算についてで

あります。

今回の補正予算、肉付け予算の基本的な考え

方について伺います。平成23年度予算編成に向

けては、我が自由民主党からも、昨年９月に

「県政に対する提言」として要望書を提出し

―知事は、当時、副知事でありましたが―

県当局に対してその実現を求めてきたところで

あります。そこで、みずからの政策提案を具現

化した事業として、どのようなものを重点事業

として考えておられるのか、知事にお伺いいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 今回の補正予算は、当

初の骨格予算を肉付けするもの、肉付け予算と

して提案をさせていただいておるものでありま

す。政策提案に沿って主な事業を申し上げます

と、まず、「口蹄疫からの再生・復興」という

課題については、これは急ぐんだということ

で、多くのものを当初の骨格予算の中で盛り込

んだところでございますが、その骨格のものに

加え、口蹄疫などにより深刻な影響を受けてお

ります本県観光の振興策としての誘客強化の事

業や、県民生活に身近で経済波及効果の大きい

公共事業、特に県単事業などへの配分というこ

とを考えておるところでございます。「産業・

雇用づくり」につきましては、大学や企業等と

連携した地域医療などの研究拠点づくり─こ

れは県北のメディカルバレー構想であります

─や、新たに「オールみやざき営業チーム」

を設置いたしまして、企業等と連携して取り組

むプロモーション活動。「人財づくり」に関し

ましては、社会全体で子育て・子育ち応援をす

る機運づくりを進める県民運動「未来みやざき

子育て県民運動」の展開でありますとか、児童

生徒の「活用する力」を高めるための取り組み

などを盛り込んでおります。さらに、「くらし

づくり」につきましては、医師確保を初めとす

る地域医療提供体制の整備でありますとか、東

日本大震災を踏まえた地震減災計画の策定事業

などであります。

○押川修一郎議員 ぜひ知事、そういう思いの

中でこの事業に邁進をしていただきますように

お願いをしておきたいと思います。

次に、知事選においては、県内ＪＡグループ

を初めとする経済関係10団体など多くの県民か

ら圧倒的に支持され、県政のさまざまな課題に

ついて提案や要望を受けておられると思いま

す。そこで、肉付け予算の中で、経済関係10団

体など県民のニーズに対し、どのような点に配

慮されているのか、知事にお伺いをいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） まず、基本姿勢といた

しまして、「県民本位の対話と協働の県政」と

いうものを掲げておるところでございます。就

任以来、県内各地におきまして、「知事とのふ

れあいフォーラム」などさまざまな県民の皆様

の意見を聞く機会をふやしたり、経済関係団体

との意見交換を行うなど、これまで以上に対話

を心がけているところでございます。その中で

県民ニーズを踏まえて、肉付け予算におきまし

ては、今申し上げましたような重点的な項目を

盛り込んだところでございます。重なる部分も
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ございますが、県単公共事業の追加的措置であ

りますとか、国内外からの誘客対策の強化─

特に大震災以降、海外からのお客さんも減って

いるところでございます。そういう強化などの

口蹄疫・経済復興対策というものを盛り込んで

おります。それから、県民にとって切実な問題

である地域医療の確保─そのための医師確保

のための地域医療提供体制の充実。さらには、

水産業の復興や農産物の提供など、被災地を支

援していく事業というものを盛り込んでおると

ころでございます。県民の皆様の暮らしを守

る、それから経済を活性化させる、立ち直らせ

る、そのためにさまざまな事業というものを考

案し盛り込んだところであります。

○押川修一郎議員 実は先日、県トラック協会

の総会と懇談会がありました。普通、知事など

の来賓の方は、あいさつをされるとすぐに退席

されるのが今までの慣例といいますか通例で

あったような気がいたしますけれども、お話に

もありましたとおり、河野知事は最後まで多く

の人と対話をされる時間を過ごしながら、有言

実行されているなというふうに私も感心したと

ころであります。そして、参加者の方々もびっ

くりしていらっしゃいましたし、そういうこと

をすることによって、県民との対話を重視され

る知事の思いというものがそういう方々に伝わ

るし、そのことが今後の県の政策なりに生かさ

れると思いますから、今後もぜひそのような姿

勢でやっていただければありがたいと思いま

す。

次に、県単公共事業であります。今回の予算

案を見ますと、我々が主張してまいりました県

単公共事業が、口蹄疫・経済復興対策及び新燃

岳活動火山対策として約22億円が措置されてお

ります。これは公共予算全体として前年度

比107.5％、県単公共予算では対前年度比124.1

％というもので、口蹄疫などにより疲弊する県

内経済状況から、ぜひとも配慮していただきた

かった予算措置であり、私もこれまで何度か取

り上げてきましたので、大変感謝をしていま

す。

そこで、今回、口蹄疫復興対策として実施す

る県単公共事業については、実施箇所などの地

域枠の設定があるのか、知事にお伺いをいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 今回の口蹄疫・経済復

興対策につきましては、口蹄疫により甚大な影

響を受けた県内の経済全般の回復を図るという

観点から、県下全域において公共事業を行いた

いというふうに考えておりまして、特に地域枠

等は設けていないところであります。

○押川修一郎議員 わかりました。

実は2009年、民主党の衆議院選のキャッチフ

レーズが「コンクリートから人へ」でした。し

かし、それはインフラ整備がほぼ終わったとこ

ろの話であって、宮崎のようなおくれている地

方は、コンクリートもまだまだ必要だというふ

うに思います。今回の政治家・河野知事の英断

に、私は感謝しておりますし、このことが県内

の経済復興につながればいいなというふうに期

待をしております。

次に、第３期財政改革推進計画であります。

長引く景気低迷により本県の税収が伸び悩む

中、社会保障関係費や公債費などが増加の一途

をたどり、収支の改善が図られない状況が続い

ております。大変な予算編成を余儀なくされて

いるということは十分承知をしているところで

あります。加えて、昨年度からの口蹄疫、高病

原性鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火、これに

伴う対策の実施といった特殊要因も生じており
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ますので、今後、さらなる財政健全化に向けた

取り組みは確かに必要だと理解をするところで

あります。そこで、今回の第３期財政改革推進

計画のポイントはどのような点になるのか、４

年間の収支改善の目標額であります約1,000億円

の達成は可能なのか、総務部長にお伺いいたし

ます。

○総務部長（稲用博美君） 財政改革につきま

しては、平成19年度から第２期の財政改革推進

計画に取り組んできたところでありますが、今

後とも社会保障関係費が毎年度数十億円単位で

増加していくことが見込まれるなど、引き続き

本県財政は厳しい状況にあります。数年のうち

には財政調整のための２基金が枯渇して予算編

成が困難となるおそれがあることから、今回、

新たに第３期の財政改革推進計画を策定したと

ころであります。ポイントとしましては、第２

期計画の成果等を踏まえ、総人件費の抑制、投

資的経費の縮減・重点化、ゼロベースからの徹

底した事務事業の見直し、広告収入の拡大など

積極的な歳入確保策の実施など、引き続き、歳

入歳出の両面からの徹底した見直しによる持続

可能な財政運営の確立に向けた取り組みを、着

実に進めていくこととしております。これまで

の取り組みに加え、さらなる見直しを行うとい

うことでありますので、大変だというふうには

思っておりますが、最低限クリアしなければな

らない目標と位置づけ、職員の意識改革を図り

ながら、県庁総力戦で取り組んでまいりたいと

考えております。

○押川修一郎議員 第３期の財政改革推進計画

については、昨年度、私が委員長をさせていた

だいた総務政策常任委員会においても、素案の

段階から説明をいただきました。厳しい財政状

況の中、このまま推進すると、平成25年度には

予算編成のできない状況に至るとのことであり

ますので、そうならないようにしっかり取り組

んでいただきたいというふうに思います。我々

議会も一生懸命頑張っていきたいと、そのよう

に思ったところであります。

次に、特定疾病フリーについてであります。

特定疾病フリー地域支援事業については、口

蹄疫発生に伴い無家畜地帯となった西都・児湯

地域において進められようとしているものであ

ります。「特定疾病の無い家畜の導入等に対す

る支援措置を引き続き講じるとともに、必要な

抗体検査等を実施し、特定疾病の無いモデル地

域として再生・復興を図る」とありますが、特

定疾病フリー地域支援事業の内容について、農

政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） この事業につ

きましては、口蹄疫の発生によりほとんど家畜

のいなくなった西都・児湯地域の再生に当た

り、豚ではオーエスキー病とＰＲＲＳ、牛では

ＢＬを対象として、生産性の低下につながる特

定疾病のない畜産地帯をつくろうとするもので

ございます。具体的には、豚につきましては、

清浄地域から繁殖豚を導入する場合に、通常よ

りも価格が高いことから、経費の一部を助成す

ることとしております。一方、肉用牛につきま

しては、競りに出荷される前の子牛を検査し、

陽性の場合に、その牛を肥育仕向けに転用する

際に生じる差損の一部を助成することとしてお

ります。

○押川修一郎議員 事業は理解をいたします。

しかし、地元の家畜を処分しなかった農家の皆

さん方は、「陽性子牛の価格補償が明確でな

い」「陽性頭数の多少にかかわらず、陰性の子

牛までが風評被害による価格の下落の懸念があ

る」など、今後十分な議論をしていただきたい
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ということでありますので、今の事業について

は、また常任委員会でも議論させていただきた

いというふうに思います。

そのことを受けて、西都市の家畜を処分しな

かった農家の方から、「牛においては、市場に

出荷する子牛検査ではなく母牛を検査すべき」

「児湯地域だけでなく県内全体で実施すべき

だ」といった声がありますが、県として、この

ような声を受けて今後どのように進めていこう

と考えておられるのか、同じく部長にお伺いい

たします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 牛における取

り組みにつきましては、これまで地域での説明

会や関係者との打ち合わせの中で、関係団体は

もとより畜産農家から、検査のあり方や陽性と

なった牛の対処方法等についてさまざまな御意

見をいただいているところでございます。県と

いたしましては、全国的に増加傾向にあるＢＬ

の発症リスクを低減することは、生産性の向上

に寄与するとともに、県産子牛の市場価値の向

上につながるものと考えております。したがい

まして、引き続き、生産者やＪＡ等の関係団体

とも十分協議を行い、より効果的な方法につい

て検討してまいりたいと存じます。

○押川修一郎議員 そういうことで、生産農家

の皆さん方の心配もたくさんありますので、今

後、今言われましたとおり、生産者、ＪＡ、関

係団体と十分議論していただいて、スタートは

そろえてほしいというふうに思いますので、お

願いをしておきたいと思います。

次に、防疫に必要な資材の備蓄状況について

お伺いをいたします。昨年の口蹄疫発生におい

て、消毒液など防疫に必要な資材が不足してい

るとの話をよく聞きました。そこで、万一、口

蹄疫が発生した場合、初動防疫に必要な資材の

備蓄は十分確保されているのか、同じく部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫が発生

した場合は、殺処分、埋却、消毒作業などの各

工程におきまして、防護服や薬剤などの消耗資

材を初め、殺処分機材や動力噴霧機など多種多

様なものが必要となります。現在、これらの防

疫資材は、宮崎、都城、延岡の３つの家畜保健

衛生所に分散して備蓄しており、万一、口蹄疫

が発生した場合でも、肥育牛2,000頭規模の防疫

措置は可能であり、さらに、口蹄疫の発生が拡

大する場合に備えて、調達先のリストアップを

行っているところでございます。今後とも、円

滑な防疫措置が行えるよう、万全の体制を整え

てまいりたいと思います。

○押川修一郎議員 備蓄、そして殺処分、埋却

というのが一番の対策だろうと思いますから、

そういう方向で十分お願いをしておきたいと思

います。

次に、経営再開状況についてお伺いします。

口蹄疫で殺処分された農家の経営再開状況は、

４月20日現在で戸数が50％、頭数で32％と、な

かなか再開が進んでおらない状況であります。

最近の経営再開状況はどのようになっているの

か。また、再開していない理由はどのようなも

のがあるのか、同じく部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 経営再開状況

につきましては、今後の見込みも含めたアン

ケート調査を５月末時点で実施しており、既に

経営を再開したのは、農家ベースで54％、頭数

ベースで40％となっております。また、詳細に

ついては現在分析中でありますが、「再開を予

定している」または「状況を見きわめている」

という農家が20％程度、経営中止を検討してい
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る農家が20％を超える状況となっております。

現時点で再開していない主な理由といたしまし

ては、韓国や台湾等での口蹄疫の相次ぐ発生な

どによる再発への懸念、飼料価格の高騰や枝肉

価格の低迷、高齢や健康上の不安や後継者がい

ないこと、また、耕種への転換などとなってお

ります。県といたしましては、調査結果を迅速

に分析し、できるだけ多くの方が再開できるよ

う、その支援のあり方などを検討してまいりた

いと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。

これからは、特に畜産と耕種のバランスのと

れた地域づくりが大変重要になってくるのでは

ないかというふうに考えております。そこで、

畜産と耕種のバランスのとれた地域づくりに向

けた現在の取り組み状況と、畜産農家の経営再

開に対する支援について、今後県としてどのよ

うに取り組んでいく考えなのか、牧元副知事に

お伺いいたします。

○副知事（牧元幸司君） 昨年の口蹄疫につき

ましては、県内の経済全体に非常に大きな影響

を及ぼしたわけでございます。このような中

で、畜産に大きく依存した産業構造の問題点と

いうものが明らかになったわけでございまし

て、これを契機にして、多様な軸を持った強固

な産業構造を築いていくということの重要性が

再認識されたわけでございます。そのようなこ

とから、口蹄疫からの再生・復興を進めるに当

たりましては、畜産の生産性向上や６次産業

化、畜産から耕種への転換、農商工連携などに

よる産地構造・産業構造の転換を進める必要が

あると考えているところでございまして、例え

ば、国、県合わせて約10億円の補助を受けて設

置されるＪＡ経済連の冷凍野菜加工施設を核と

いたしまして、付加価値の高い土地利用型農業

の推進などに取り組んでいるところでございま

す。県といたしましては、今後とも、畜産農家

の経営再開への課題などを分析するとともに、

農家の意向というものを十分把握しながら、御

指摘ございましたような、畜産と耕種のバラン

スのとれた地域づくり、地域経済の安定化に取

り組んでまいりたいと考えてございます。

○押川修一郎議員 畜産から耕種への転換や畜

産の６次産業化、農商工連携による産地構造・

産業構造の転換を進めていくということであり

ますし、牧元副知事、国から９億円もの助成金

を今回、宮崎のほうに持ってきていただいたの

ではないかなというふうに思いますので、今後

も国から十分な支援を引き出していただきます

ように要望しておきたいと思います。ありがと

うございます。

次に、緊急観光誘致促進事業であります。

口蹄疫、鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火等

により厳しい状況が続いている本県観光です

が、この事業により、韓国、台湾など海外に対

するイメージ回復のため、どのようにＰＲに取

り組んでいかれるのか、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（米原隆夫君） 昨年来の

口蹄疫、鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火で影

響を受けております本県観光が十分に回復に

至っていない中で、３月に発生しました東日本

大震災の影響により、全国的に自粛ムード、観

光需要の低迷が広がり、さらに厳しい状況に陥

るのではないかと強く懸念されますことから、

この事業は、緊急に国内外からの誘客増に向け

取り組むこととして、今議会にお願いさせてい

ただいているものでございます。

取り組む内容には、国内対策と海外対策があ

りますが、お尋ねのあった海外対策につきまし
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ては、現在、原子力発電所事故により、海外観

光客の日本への渡航が激減している状況にあり

ますことから、定期便が就航し、本県への観光

客が多い韓国、台湾を重点に置き、現地の旅行

会社等を訪問し、「宮崎の観光は安全である」

とのメッセージを強く発信するとともに、現地

旅行会社が行う本県への旅行商品造成や、マス

メディア等を活用した広告作成の促進を図るこ

となどによりまして、イメージの回復、誘客の

回復を図ってまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 確かに、海外の誘客に対し

て、特にＰＲの中で神楽などの人気が高いとい

う話を聞いたところであります。緒嶋議員の地

元であります高千穂神楽も物すごくいいわけで

すけれども、実は私の地元、銀鏡神楽もいいわ

けでありまして、こういったものを活用してほ

しいと思っております。実は今月の６月25日、

土曜日でありますけれども、国立劇場で銀鏡神

楽が奉納されるということでありまして、これ

は国立劇場から招待があったということであり

ます。銀鏡神楽―冬の静まりかえった山間に

神楽太鼓が一昼夜響き渡るとき、人々は神に神

楽をささげています。宮崎県のほぼ中央に位置

する西都市銀鏡の地に、自然を敬い、とうと

び、感謝する人々の神への祈りが込められた銀

鏡神楽が脈々と受け継がれています。毎年12月

に行われる銀鏡神楽の祭礼において、13日の星

の舞神楽に始まり、14日から15日に一晩かけて

奉納される全33番であります。神楽は、狩猟や

焼き畑など山の民などの神楽でありまして、今

回は22番までということでありますけれども、

ぜひ、こういったすばらしい地元にある郷土芸

能、地元の行事を活用していただいて誘客対策

にも取り組んでいただきますように、お願いを

申し上げておきたいと思います。

次に、口蹄疫復興中小企業応援ファンド事業

の進捗状況について、同じく商工観光労働部長

にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 口蹄疫復

興中小企業応援ファンド事業につきましては、

その運用益３億7,900万円を活用し、昨年度から

これまでに、16市町村に対してプレミアムつき

商品券の発行支援を、５市町に対しまして地域

活性化イベント支援を実施しており、合わせて

約２億円の交付決定を行っております。今後と

も、事業を活用していない市町村を中心に助成

していくこととしておりますが、県内経済の早

期浮揚を図るという観点から、各市町村や関係

団体に対しまして、事業のできる限りの前倒し

実施について働きかけているところでございま

す。

○押川修一郎議員 26市町村中21市町村という

ことでありまして、プレミアムあるいはイベン

トの支援ということで、自治体のほうでも大変

喜んでいらっしゃるようであります。私のほう

からもお礼を申し上げておきたいと思います。

それから、宮崎―西都サイクリングロード活

用についてであります。私は先日、久しぶりに

宮崎シーガイア─西都原までの約25キロのサイ

クリングロードを走ってみました。松林を抜け

ると一ツ瀬川河口付近で海岸線が間近に迫り、

潮風を受けながら上流に向かうと妻線跡のサイ

クリングロードに合流し、薗元バイパス付近は

非常に走りやすく、ファミリー向けでありま

す。残念だったのは、一部区間は雑草に覆わ

れ、また案内板も古く、約２時間のサイクリン

グ中、出会った人は10人ぐらいでありました。

そこで、一ツ瀬川河口から妻線跡までの間、特

に雑草が多く、子供などは自転車の通行に支障

があるのではと思いまして、草刈りや利用者が
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走りたくなるような案内板の設置はできない

か、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 宮崎から西都

間のサイクリングロードでありますが、今、議

員から御指摘がありましたように、私も、必ず

しもその維持管理は十分でないと考えておりま

す。この維持管理につきましては、５月から11

月にかけて年２～３回の草刈りを行うととも

に、定期的に自転車による巡回パトロールを実

施するなど、可能な限りの利用者目線の維持管

理に努めているところでございます。このサイ

クリングロードについては、議員のお話にもあ

りましたように、県民の貴重なレクリエーショ

ン資源であると認識しておりますが、完成から

約20年経過をしており、施設の老朽化が進んで

いるところでございます。今後は、議員の御提

案にありましたように、案内板設置も含め施設

の充実や更新につきまして、関係する市や観光

部局などとも連携しながら、検討してまいりた

いと考えております。

○押川修一郎議員 例えば案内板でありますけ

れども、その土地の歴史や文化、あるいはその

地域で生産をされておる野菜や果物などの紹介

等があれば、走られる方々もまた違った意味で

の楽しみ方もあるのではないだろうかと思いま

す。また、このサイクリングロードは県の財産

だと思いますから、ぜひこれを活用していただ

きたいし、整備に取り組んでいただきたいと思

います。

それから、サイクリングを活用した観光誘客

ということで、現在、宮崎シーガイア、使用料

有料で約150台、西都原、使用料無料で約30台の

自転車が設置されております。年々稼働率が高

まり、西都原は21年度利用者が1,271台、22年度

が2,579台の前年対比200％だそうであります。

宮崎市内の中心市街地では、リサイクル自転

車、有料によるレンタルも行われているよう

で、自転車利用者が多くなっているようであり

ます。また、来年３月には大阪で国内最大規

模5,000人のサイクリング大会が予定され、大阪

マラソンと肩を並べるイベントに育てていこう

とのことであります。そこで、トライアスロン

に参加されるなど自転車に親しんでおられる知

事に、サイクリングのイベントや大会を活用し

た観光誘客に本県も取り組む考えはないか、お

聞きをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 最近、環境や健康問題

に対する意識の高まりということで、自転車が

大変なブームということであります。通勤に使

う「通勤ニスト」という言葉も生まれたようで

ありますが、サイクリングのイベント、大会が

全国各地で開催されております。こういったイ

ベントなどでは、経済効果、ＰＲ効果がさまざ

ま期待できるところでありますが、一方では、

受け入れ体制の問題でありますとか、特にコー

ス設定に伴う交通規制が大変重要になってまい

ります。私も以前、「ツール・ド・しまなみ」

という、しまなみ海道を走るイベントですと

か、埼玉県におりましたときは「ツール・ド・

秩父」というのに参加したことがあるんです

が、「ツール・ド・秩父」などは、山梨からト

ンネルが開通したことによって通過交通量が多

くなる、安全が確保できないということで、残

念ながら中止になった経緯があります。どうい

うコース設定をするか、どういう交通規制があ

り得るのか、それが大変重要なポイントになっ

てくるところでございます。

本県におきましては、この３月に、全国か

ら1,500名の参加を得て、「宮崎アースライド」

というイベントが予定されておったところです
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が、残念ながら、新燃岳の噴火による降灰の影

響で延期となったところであります。それ以外

に、自転車愛好家によるセンチュリーライ

ド、100マイル（160キロ）を走るという取り組

みが行われているようでありますが、大分には

「ツール・ド・国東」、鹿児島には「ツール・

ド・おおすみ」というようなイベントもありま

すので、本県におきまして、どういうコース設

定をとって、どういう交通規制なり安全が確保

されるか、そういうところがポイントだと思っ

ております。台湾線が開通したときに、台湾も

大変自転車愛好家が多いということで、「ぜひ

宮崎を走ってもらえませんか」という提案をし

て、何人かグループに来ていただいて、日南あ

たりを走ってもらったことがあるんですが、標

示の問題、それからコースの安全性の問題とい

うものを、いろいろ指摘いただいたところであ

ります。そういうさまざまな課題というものを

検討し、自転車愛好家などといろいろ相談をし

ながら、観光振興にどのように活用できるか、

今後検討してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。

今、知事からありました、御出身の広島県のほ

うでは、瀬戸内海のしまなみ海道、こういった

ものもありますし、今ちょうど、ＮＨＫのＢＳ

でありますけれども、心の旅ということで、火

野正平さんも自転車をこぎながら、あるいは電

車に乗りながら、手紙をいただいた方々のとこ

ろに訪ねていく、そういった活動をされていま

す。今まさしく、エコあるいは健康のためにも

いいのではないかなというふうに思っておりま

す。知事、そういうことで、いろんな問題点は

あろうかと思いますけれども、今後前向きに、

本県でサイクリングを使ったイベントができる

ように、お願いを申し上げておきたいと思いま

す。

要望にしますけれども、近年、運動不足や不

規則な食生活が原因で生活習慣病の人がふえて

おります。生活習慣病を予防して健康な生活を

送るために、運動は欠かせないものです。サイ

クリングは、身近で気軽な有酸素運動であるこ

とに加え、二酸化炭素の排出がなく、環境に優

しい自転車を利用することが注目されていま

す。そこで、健康増進や生涯スポーツ振興の観

点から、サイクリング人口の増加につながるよ

うな施策の検討をお願いしておきたいと思いま

す。

最後になりますけれども、浄化槽について質

問させていただきます。

先日訪問した宮城県山元町では、下水道施設

や浄化槽が被害を受け、各避難所ではリースで

設置したくみ取り式のトイレで大変御苦労され

ているようでした。私たちは毎日、多くの水を

使用しています。浄化槽は、微生物の働きによ

り汚水を浄化し、きれいな水にして、私たちの

大切な川や海へと流してくれます。下水道とと

もに、浄化槽は自然環境や生活環境を守るため

に大変重要なものであることを改めて認識した

ところであります。そこで、県内の浄化槽設置

数と浄化槽管理者の３つの義務について、環境

森林部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） まず、浄化槽

の設置基数についてですが、県内の浄化槽は、

平成21年度末で単独処理浄化槽約９万5,000基、

合併処理浄化槽約５万7,000基、合計15万2,000

基となっております。

次に、浄化槽管理者の３つの義務についてで

あります。浄化槽法において、１つ目が保守点

検、２つ目が清掃、そして３つ目が水質に関す

る年１回の法定検査、この３つが義務づけられ
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ております。このうち保守点検は、主にポンプ

・モーターの点検や消毒剤の補充などを行うも

ので、また清掃は、主に浄化槽内の不要な汚泥

の除去や機械類の洗浄などを行うものでありま

す。法定検査は、保守点検と清掃が適正に行わ

れ、浄化槽の機能が十分発揮されているかどう

かを確認するもので、浄化槽管理者が都道府県

知事の指定する検査機関に依頼し実施すること

となっております。

○押川修一郎議員 次に、ここ数年の浄化槽

法11条検査の検査率の状況と、検査率を上げる

ための取り組みについて、同じく部長にお伺い

をいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 11条検査でご

ざいます。法定検査と言っておりますけれど

も。法定検査につきましては、法律上の義務で

あることが十分に浸透していない等の理由か

ら、全国的に受検率が低く、平成21年度で28.7

％となっております。本県におきましても、平

成20年度は13.1％、21年度は14.2％と低い状況

にあります。このため昨年度は、21年度に実施

した浄化槽の実態調査をもとに、法定検査を受

けていない方々に対し、文書や電話により制度

について説明するとともに、受検していただく

よう啓発を行ったところであります。これによ

り受検率は大幅に向上し、22年度は約24％とな

る見込みであります。

○押川修一郎議員 最後になりますけれども、

検査率を上げるために、緊急雇用創出事業で浄

化槽設置者宅を訪問し法定検査のお願いをされ

ているとのことでしたし、「浄化槽の知識のな

い方が行かれても、逆に質問があると答え切れ

ない」という批判も聞いておるところでありま

す。また、ある日突然、浄化槽の法定検査につ

いての案内が届き、「今さら何だろう」と不満

の声も聞いておるところであります。実はこの

案内でありますけれども、「浄化槽の法定検査

について、皆様方には日ごろから、地域の環境

保全に御配慮いただくとともに、毎年法定検査

を受けていただいていますことを厚くお礼申し

上げます」というようなことで、今まで受けて

いない方々にこういったものが発送されていま

す。そういう中で、先ほども答弁でありました

けれども、県内約15万2,000基のうち24％、３

万6,480基が検査され、76％の11万5,520基が残

ることになるわけであります。この法定検査は

一過性じゃなく、検査率を上げる継続的なもの

ですし、検査率100％にすることこそが法定検査

の意味があるというふうに思います。そこで、

保守点検業者の方々は事業内容も理解しておら

れますし、設置されている場所もわかってい

らっしゃるわけでありますから、法定検査の業

務の一部を委託できるようなルールの見直しな

どを検討していただければというふうに考えま

すけれども、同じく環境森林部長にお伺いをい

たします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 法定検査の実

施につきましては、指定検査機関である財団法

人宮崎県環境科学協会において、検査員の増員

や検査機器の導入等により検査体制の充実強化

が図られております。また、地域の実情に詳し

い保守点検業者等の協力を得るなど、円滑かつ

効率的な検査の実施にも努められているところ

でございます。県としましては、宮崎県環境科

学協会に対し、今後とも検査体制の整備につい

て指導するとともに、県、市町村、関係団体の

連携・協力を進め、検査率の向上に向け検討し

てまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 今後、関係機関や保守点検

業者の皆さん方とも検討していただいて、検査
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率を上げるような努力をしていただくというこ

とであります。本当にありがとうございまし

た。

以上をもちまして、私の一般質問のすべてを

終わります。ありがとうございました。（拍

手）

○外山三博議長 次は、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 横田照夫で

ございます。おかげさまで、またこの場所に立

つことができました。感謝の気持ちの中で、今

から一般質問をさせていただきます。

今回の東日本大震災では、自然の驚異的な破

壊力の前に、人間の力がいかにむなしいものか

をつくづく感じさせられました。お亡くなりに

なられました皆様、また被災された皆様方に、

心から哀悼の意とお見舞いを申し上げます。

今回の震災では、10万人を超える自衛隊員が

被災地に派遣され、救助活動や捜索活動、復旧

活動、そして生活支援活動などに献身的な活動

をしてくれました。それも自分たちはテントで

野営をしながら、さらに缶詰などの非常食を食

べながらの活動です。本当に頭が下がります。

流された自分の家の周辺の捜索活動を見守って

いた女性が、自分の子供のランドセルを見つけ

てくれた自衛隊員に涙を流してお礼を言ってい

たそうです。どれだけ多くの被災者が、またど

れだけ多くの国民が、自衛隊の活動を心強く

思っていたことでしょうか。私たちは、そうい

う自衛隊員が自信と誇りを持って任務に精励で

きるような環境をつくってやるために、精いっ

ぱい頑張らなければいけない、そのように思っ

た次第です。

今回、すべてが瓦れきと化し、何にもなく

なってしまった被災地の様子を見て、津波の恐

ろしさを改めて思い知らされました。巨大防波

堤も破壊され、家も車もおもちゃのように流さ

れました。身内や仲間、自分の家などが目の前

で流される光景をどんな思いで見られたので

しょうか。平野に建てられたビニールハウスが

津波にどんどん飲み込まれていく映像は、一番

衝撃的でした。宮崎県の中央部には入り江はあ

りませんが、決して安心はできないと考えさせ

られました。さらに、津波の恐ろしさとあわせ

て、原子力発電の怖さもつくづく感じてしまい

ました。避難させられた福島の人たちは、一体

いつ帰れるのでしょうか。とはいっても、九州

の電力は40％を原発に頼っているということで

すし、宮崎県の電力自給率は60％くらいしかな

いらしいです。つまり、宮崎県も原発でつくら

れた電気をかなり使っているということだと思

います。そこで、河野知事にお尋ねしますが、

原発の長所や短所なども含めて、知事の原発に

対する認識をお聞かせください。

後の質問は質問者席からさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

原子力発電に対する認識についてでありま

す。原子力発電につきましては、これまで災害

時などにおける安全性が確保されているという

ことを前提に、経済性や電力供給の安定性の面

から、あるいは地球温暖化対策として有効な発

電方式であるというふうに言われてまいりまし

た。しかし、今回の福島第一原子力発電所の事

故におきましては、東日本大震災のような大規

模災害が発生した場合に、これまでの基準や考

え方によっては安全性は必ずしも確保されない

ということ、さらには、一たびこういう事故が

起これば、なかなか制御しがたいエネルギーで
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あるということ、さらには、その周辺に及ぼす

影響、国のみならず海外に向けてさまざまな影

響を及ぼすということが明らかになったところ

でありまして、原子力発電のあり方について、

改めて徹底的に見直しを行う必要があるのでは

ないかと認識しておるところでございます。そ

の一方で、今、御指摘のありましたように、我

が国の電源構成を見てみますと、原子力が３割

を占めている、九州管内におきましては４割を

占めていて、基幹的な役割を担っているという

ことも事実であります。本県におきましては、

太陽光発電を積極的に推進するということで、

ソーラーフロンティア構想を掲げて取り組んで

おるところでございますが、太陽光を初め、こ

うした再生可能エネルギーについては、その安

定性の問題、技術の問題、それからコストの問

題、さまざまな課題があるということをしっか

り認識する必要があろうかと考えております。

例えば、原子力をやめて、こういう再生可能エ

ネルギーを使うという場合に、どのようなコス

ト負担が生じるのか、また国民生活にどのよう

な影響が及ぶのか、経済活動にどのような影響

が及ぶのか、しっかりその辺を見きわめる必要

があろうかと考えておるところでございます。

また、原子力発電には、一つの産業として、雇

用の場であるという面もあります。さまざまな

要素があるところでございます。ただ、大事な

のは、やはり国民の安全をいかに守るかという

ことであります。その観点を中心に、基軸に据

えながら、エネルギー政策、原子力政策を今後

どうしていくのかということは、国の責任にお

いて決定される事項であると考えておりますの

で、今申し上げましたようなさまざまな事柄を

整理した上で、国としての方向性というものを

示していただく、場合によっては選択肢を示し

ていただく、それによって国民的な議論を行う

ことによりまして、今後の原子力発電所のあり

方というものを考えていく必要があろうかと考

えておるところであります。以上であります。

〔降壇〕

○横田照夫議員 ありがとうございます。これ

まで原発は、発電時に二酸化炭素などを出さな

いから環境に優しいとか、発電時のコストが安

いとかいううたい文句で推進されてきました。

でも、本当にそうなんでしょうか。原発は膨大

な量の冷却水を必要とします。我が国には大き

な湖沼とか河川がないために、すべての原発が

海岸沿いに立地しています。例えば川内原発で

は、すぐ隣を流れている川内川の流量と同じぐ

らいの海水が冷却水として使われています。取

水口の水温と排水口の水温は７度Ｃも違うそう

です。この川内川と同じぐらいの流量の７度Ｃ

も高くなった温排水が海水中の生物の生態に大

きく影響することは明白ですし、海水中に含有

される二酸化炭素も、海水が温められることに

より、かなりの量が大気中に放出されるそうで

す。つまり、二酸化炭素は発電時に出さないと

いうだけで、ほかのところで出しているんで

す。放射性廃棄物がいつまでも処理できないこ

となども考えると、決して環境に優しいとは言

えないというふうに思います。また、発電をと

めても、放射能にまみれた原子炉は、簡単には

廃炉とか解体はできないそうですし、膨大な費

用がかかってしまいます。放射性廃棄物の管理

や処理費用も含めて、一体だれが負担をするん

でしょうか。さらに、今回の福島原発のような

事故が起こった場合の補償費などを考えると、

そのコストは決して安いものではないというふ

うに思います。そこで知事に、九州内での原発

に関する動きについてお尋ねします。休止中の
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玄海原発２号機、３号機と川内原発１号機の再

稼働についてどう考えられますか。また、川内

原発の３号機建設についてどう考えられます

か、あわせてお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 原子力発電所は、安全

対策のために、13カ月に１回の割合で定期検査

を行う。したがいまして、九州では、６基ある

発電施設のうち３基が停止中ということでござ

います。また、川内原子力発電所の３号機の増

設につきましては、ことし１月に原子炉設置変

更許可申請が行われたということですが、その

後の手続については進んでいないということで

ございます。この問題につきましては、先日行

われた九州地方知事会におきましても、立地県

である佐賀県、鹿児島県の知事などともさまざ

まな議論を行い、さまざまな悩みを伺ったとこ

ろであります。手続の上におきましては、国に

おけるいわばゴーサインが出されているような

状況でございますが、最終的には、九州電力と

しましては、事実上、地元の同意というものを

求めているということでございます。そういう

地元の大変な悩み、御苦労があるということで

ございますが、原子力発電所についての先ほど

答弁申し上げました基本的な考え方は、安全性

というものを最優先に考えながら、さまざまな

考慮すべきことというのを、しっかりと国のほ

うの整理をして方針を出していただく。地元に

げたを預けるのではなしに、国としてしっかり

とした説明責任を果たして、国民的な議論のも

とに判断をなされるべきであるというふうに考

えております。

○横田照夫議員 議場配付させていただいた資

料をごらんください。この資料ですけれども、

最近、我が国のがんで死亡する人の数は右肩上

がりで増加していて、３人に１人ががんでの死

亡というふうになっております。2007年にドイ

ツ環境省が、ドイツ国内の16の原発周辺地域、

特に５キロメートル以内に住む５歳以下の子供

の小児がんと小児白血病の発症リスクが高いこ

とを立証しました。アメリカの統計学者、ジェ

イ・Ｍ・グールドが、全米3,053郡の40年間の乳

がん死亡数をすべて分類・調査した結果、原子

炉から100マイル─大体161キロメートルとい

うことですが─以内の郡では乳がん死亡者数

が増加、それより遠い郡では横ばい、もしくは

減少だったそうです。つまり、原発の通常運転

下でも、そこから放出される放射能の影響が出

ている可能性があるんです。

お手元に配付させていただきました日本地図

が描かれている図２をごらんください。国内の

各原発から半径100マイル円を描いてみると、日

本はほぼ埋め尽くされてしまいます。これを見

ると、我が国でがん死亡者数が右肩上がりにふ

えていることと因果関係がないとは言えないの

ではないでしょうか。「放射線レベルが低いか

ら安全」とか、「直ちに健康に影響を及ぼすも

のではない」といった専門家の解説には疑問を

感じてしまいます。毎日毎日の少しずつの蓄積

が健康に影響を及ぼしているんじゃないでしょ

うか。

次に、資料裏の南九州の地図が載っている資

料をごらんください。これは、20年前に川内原

発の近くから2,500個の風船を飛ばしました。放

射能がどちらに飛んでいくのかを調べるためで

す。地上の風は微風だったにもかかわらず、思

いもしなかった速さで広がり、４時間たたない

うちに県境を越えました。４時間で80キロメー

トル離れた都城市に届き、100キロメートル以上

離れた日南市にも届きました。こういうことを

考えたときに、宮崎県は果たして原発に関して
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静観でいいのだろうかと思ってしまいます。玄

海原発や川内原発の周辺自治体が連携協議を始

めました。宮崎県としても、特に直近の川内原

発に対しては、周りの自治体との連携協議に参

加をすべきと考えますが、知事、いかがでしょ

うか。

○知事（河野俊嗣君） いろいろ資料を提示い

ただいて、御指摘をいただいたところでござい

ます。私どもは、しっかりこういうデータも踏

まえながら、また科学的な知見というものを踏

まえて、今後のあり方というのを議論していく

べきだということを、改めて認識したところで

ございます。また、本県にとりまして、川内原

発、または伊方原発というものが近くにはある

わけでございます。そうしたものの影響を、こ

れまで以上にさまざまな情報収集をしながら、

知見というものを高めていく必要があろうかと

考えております。今たちまち、この連携協議へ

の参加ということを考えておるわけではござい

ませんが、さまざまな形での情報収集、または

問題意識としてとらまえまして、本県における

安全性というものをしっかりと考えてまいりた

いというふうに思っています。

○横田照夫議員 原発に関しては、先ほど知事

も言われましたように、一義的には国の決定す

ることとは思います。また、隣の県のこととい

うことで、遠慮があるのかもしれませんけれど

も、一たん事故が起こった場合は、隣の県のこ

とでは済まないわけでありますので、鹿児島県

とか周辺自治体としっかり連携協議をして、国

に態度表明をしていただきたいというふうに思

います。

今、放射性廃棄物はたまり続けていますけれ

ども、これは処理方法を棚上げにしたまま発電

事業を始めたツケだというふうに思います。ど

こにも持っていくところがないために、敷地内

にドラム缶に入れて保管しています。ちなみに

現在、全国でドラム缶約80万本以上が保管され

ているそうです。日向市でも、旭化成が研究に

使った放射性廃棄物がドラム缶で約1,600本

分、30年近く保管されています。我が国も、放

射性廃棄物を地下深くに埋めて処分する、いわ

ゆる地層処理を進めようとしておりますが、受

け入れ場所がなく、とまってしまっています。

実際に地層処理を進めようとしているのは、世

界じゅうでフィンランドのオルキルオトという

ところだけだそうです。放射性廃棄物は安全な

状態になるまでに10万年かかると言われており

まして、そのオルキルオトの地層処分場にカメ

ラを向けた「100,000年後の安全」というドキュ

メント映画では、実際にかかわった科学者たち

が、そんなに遠い未来の人間にこの処分場に埋

まっている廃棄物の危険性をどう伝えるのか、

頭を悩ませていました。ちなみに、10万年過去

はネアンデルタール人が生活していたころで、

逆に、そんなにも遠い未来の人たちに伝えるす

べはないのではないでしょうか。日本では、ま

だ地層処分のめどは立っていません。でも、そ

うしているうちにも、毎日毎日、高レベル廃棄

物はたまっていきます。廃棄物を減らすために

原発の利用を控えなくていいのか、そのために

どんな社会を構想していくのか、そもそもどれ

だけのエネルギーや資源を使うことが将来世代

に対して持続的なのか、みんなで考え判断して

いく必要があるのではないでしょうか。県庁内

での議論も期待したいというふうに思います。

九州電力は、当初呼びかけていた15％の節電

は緩和したものの、夏場の高温による電力需要

の急増や電力供給設備の故障発生時には、需給

バランスが崩れるおそれがあるとして、電力の



- 77 -

平成23年６月16日(木)

安定供給のために引き続きの節電を呼びかけて

います。県としては、節電に対して、県民や事

業者にどのような対応をしていく考えかを、環

境森林部長にお聞きします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県民や事業者

の皆様には、これまでも、地球温暖化防止対策

の一環として、節電を初めとした省エネルギー

への取り組みを呼びかけてきたところでありま

す。このような中、今回の東日本大震災によ

り、電力不足が懸念されていることから、まず

は県庁が率先して行動を起こすべきものと考え

まして、これまでの取り組みに加え、エレベー

ターの一部停止や執務室内での照明の15％以上

の消灯など、新たな取り組みを実施することと

しております。現在のところ、九州電力からの

具体的な節電要請はありませんが、県民や事業

者の皆様には、自主的に、なお一層の節電に取

り組んでいただきたいと考えているところでご

ざいます。

○横田照夫議員 例えば、精米業者などは、原

料のもみとか玄米を冷蔵倉庫に保管しています

けれども、もし半日でも停電になれば、結露し

て、品質の悪化とか廃棄とかになってしまうそ

うです。ですから、大規模停電などに絶対なら

ないように、節電を徹底してほしいということ

でした。県庁が率先して行動していくというこ

とですが、県民に大きく波及していくように取

り組んでいただきたいというふうに思います。

次に移ります。ソフトバンクが自然エネル

ギーの普及をさらに加速させることを目指し

て、自然エネルギー協議会を発足させ、宮崎県

もその協議会に参加することを表明されまし

た。ソフトバンクの孫社長は、「全国の休耕田

や耕作放棄地の２割にメガソーラーを設置すれ

ば、原子力発電の50基分に相当する5,000万キロ

ワットを確保できる」としています。電気事業

連合会によりますと、2009年12月末現在で、全

国54基の商用原発の合計出力は4,884.7万キロ

ワットですので、ソフトバンクの試算が正確な

らば、すべての原発をとめても電力の供給はで

きることになります。今まで原子力ありきで進

められてきたエネルギー政策は何だったんだろ

うかと思ってしまいます。黒岩神奈川県知事は

「圧倒的なスピードで普及を進めていく」、ま

た、川勝静岡県知事は「静岡は太陽に恵まれて

いる。用地を確保できれば一気に進めたい」と

述べられています。河野知事の自然エネルギー

協議会に対する思いをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 孫社長の構想につきま

しては、私も電話で直接お話をして、本県とし

ても積極的に参加していきたいということで、

方針をお伝えしたところであります。本県にお

きましては、製造から発電、それを利用すると

いうこと、そのすべてにわたって太陽光発電と

いうものに取り組んでいこうという、ソーラー

フロンティア構想を進めておるところでござい

ます。その方向性を同じくする取り組みである

というふうな認識でございます。詳細な内容に

つきましては、今後どのように進めていくかと

いうのはまだ明らかになっておりませんが、全

国に10カ所程度、メガソーラーの発電所を設置

したいというようなことでございます。それを

自治体と連携してということのようでございま

す。しっかりと他の自治体などと連携しなが

ら、この協議会の中で議論し、本県が進めてお

りますソーラーフロンティア構想にも資するも

のでありますので、積極的な参加、それから役

割というものを果たしてまいりたいと考えてお

ります。

○横田照夫議員 全国で10カ所程度ということ
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であれば、宮崎県として積極的に手を挙げてい

ただきたいなというふうに思います。この構

想、いろいろ考えてみますと、農地転用とかの

問題もありますので、難しい面もありますけれ

ども、19もの県が参加しているわけですので、

法律改正とか運用の見直しとかで何とかクリア

していこうじゃありませんか。頑張ってくださ

い。

次に、今年度新規事業であります「新エネル

ギーの拠点づくり事業」の目指すところについ

てお尋ねします。我々自民党会派は、昨年８月

に三鷹光器株式会社を訪問し、ビームダウン式

集光装置を研修しました。本県と三鷹光器がこ

んなにも早く連携できるようになったことを大

変うれしく思っています。水素と酸素が化合す

るときに出るエネルギーをそのまま電気に変え

る燃料電池は、二酸化炭素などの温室効果ガス

を全く出さないなど、次世代エネルギーの本命

と言われています。ビームダウン式集光装置を

使ってつくり出した高熱を利用して水から水素

を分解してつくる仕組みですが、自治体がこの

研究に乗り出すのは初めてということです。燃

料電池の実用化に向けて極めて画期的な取り組

みで、宮崎県を燃料電池生産の拠点にしていけ

ればすばらしいと考えますが、その可能性を県

民政策部長にお伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 新エネルギー

の拠点づくり事業でございますけれども、この

事業につきましては、大きく研究が２つありま

す。１つは、太陽光の最先端の集光システムを

使いまして、水から水素を取り出す研究であり

ます。それからもう１つは、高効率の太陽光発

電の研究開発を行うものでございます。いずれ

も最先端の研究開発でありますので、すぐに事

業化に結びつくものではありませんけれども、

水素製造に関する研究開発については、実際に

水素の量産化が実現すれば、次世代エネルギー

として大変有望であると考えているところでご

ざいます。また、水素を使った燃料電池につき

ましては、産業界において、事業化に向けた研

究開発あるいは実証等が行われている段階でご

ざいますが、本県での研究が順調に進めば、産

業界の関心は高まるものと考えておりますの

で、産学官連携して、その研究を推進してまい

りたいと考えておるところでございます。

○横田照夫議員 せっかく燃料電池のもとにな

る水素の量産化の研究開発をするんですから、

将来は全国の中での燃料電池の拠点を目指すと

いうぐらいの答弁が欲しかったと正直思いま

す。過去に、宮崎県はリニアモーターカーの実

用化の実験を行いました。そして、実用化のめ

どが立ったら、よそに持っていかれてしまいま

した。どれだけ県民ががっかりしたことでしょ

うか。今回の研究開発も最先端のものですか

ら、そのめどが立った後は、絶対宮崎県で生産

までしていくんだという強い気持ちで臨んでい

ただきたいと、このように思います。

同じく、三鷹光器と県農業試験場との共同研

究で、太陽熱のエネルギーを農業用ハウスの冷

暖房に活用するシステムの実証実験が始まった

と聞いております。マンゴーの場合、冬場でも

温度は24度以上に保つ必要があり、約60アール

で１シーズンの暖房費は650万円ぐらいかかるよ

うですけれども、このシステムが実用化され、

農家のコストダウンにつながればいいなと考え

ます。現在の開発状況と実用化に向けた可能性

について、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 太陽熱ハウス

冷暖房システムにつきましては、世界的な集光

技術を有する県外企業と特殊な蓄熱技術等を有
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する県内２企業により共同開発されたものであ

り、実証プラントも完成し、現在、県総合農業

試験場で実用化に向けた試験に着手したところ

でございます。本年度は、その第１段階とし

て、季節や天候等に左右されない安定的なシス

テム稼働の確保に取り組んでおります。今後、

第２段階として、施設園芸栽培における冬場の

暖房コストの大幅な低減や夏場の冷房技術の確

立による高品質・周年栽培の実現など、脱石油

型の生産技術の確立に取り組むこととしており

ます。さらに、第３段階の取り組みとして、実

用化に向け、システムの小型化やイニシャルコ

ストの大幅な低減に取り組んでまいりたいと考

えております。

○横田照夫議員 このシステムの説明を聞いて

いて、久しぶりに楽しくなりました。やっぱり

こういう夢のある話がどんどんふえていかなけ

ればいけないなというふうに思います。今、燃

料の未払いの多さが問題になっていますし、夏

場の冷房ができれば、作付の幅も大きく広がっ

てくるというふうに思います。農家がどれだけ

喜ばれることでしょうか。できるだけ早い実用

化に向けて、御努力をお願いしたいというふう

に思います。

次に、企業局長にお伺いします。企業局の企

業局新エネルギー導入事業では、祝子ダムの維

持流量を利用して、33キロワットのマイクロ水

力発電設備を１億2,520万円の事業費で設置する

ということですが、何年で元が取れる計算に

なっているのかをお伺いします。また、綾北ダ

ムでのマイクロ水力発電設備の事業化の可能性

も調査するということですが、その他のダムと

か農業用水路での可能性はどうなのでしょう

か、企業局長、お願いします。

○企業局長（濵砂公一君） 祝子ダムのマイク

ロ水力発電設備でございますけれども、これは

利用されていないエネルギーの有効活用という

観点から、企業局として初めて取り組んでいる

ものでございまして、来年１月の運転開始を目

指して、現在、整備を進めているところでござ

います。建設費のうちの約半分が国からの補助

を受けておりますので、残りが自己資金という

ことになりますけれども、その回収には、単純

に試算しますと、約17年を見込んでいるところ

でございます。また、ほかの場所でありますけ

れども、新エネルギーの導入については、低炭

素社会の実現という観点から、私ども大変重要

であると考えておりますので、積極的に取り組

むこととしており、これまでも、ほかのダムあ

るいは農業用水など、候補地の調査を行ってき

ております。その調査を受けての具体的な事業

化の判断に当たりましては、発電所の立地条件

等に伴う建設あるいは維持管理のコスト、ある

いは電力の買い取り価格などが経営上重要な要

素になりますので、これまでのところ、お話に

ありました綾北ダムが最有力と考えているとこ

ろでございます。今後の取り組みにつきまして

は、現在、国会に提出されております再生可能

エネルギーの全量買取制度法案─これは再生

可能エネルギーの買い取り価格ですとか期間、

そういう新しい枠組みを定める法案でございま

すが─の審議の動向を注視いたしますととも

に、経営上の観点を踏まえながら、積極的に取

り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。

○横田照夫議員 私としては、こういう事態に

なった以上は、バイオマス発電とか風力発電、

潮力発電など、あらゆる発電の可能性を貪欲に

追求していただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。頑張ってください。
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宮崎平野には、まだ宮崎平野が海底にあるこ

ろ、多くの有機物が堆積し、悠久のときを経て

つくり上げられた「かん水」という地下水があ

り、その中にヨウ素と天然ガスが含まれていま

す。この水溶性天然ガスは、古代に地中に埋も

れた有機物が、数百万年という途方もない年月

を経て、バクテリアによって分解されて生まれ

たメタンガスです。佐土原町にある伊勢化学工

業宮崎工場では、この地中からくみ上げられた

かん水を原料としてヨウ素を製造しています。

かん水は、地中からくみ上げられた後、ヨウ素

と天然ガスに分離され、天然ガスはパイプライ

ンを通じて、都市ガスなどのガス事業者や、パ

ナソニック宮崎工場とかホンダロックなどの企

業へも供給されています。伊勢化学工業は現

在、佐土原町と新富町に井戸を掘ってかん水を

くみ上げていますが、宮崎平野にはまだ多くの

埋蔵量があるということです。この天然ガスを

もっと有効利用できないものかと思いますが、

県の考えをお聞かせください。商工観光労働部

長、お願いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 宮崎平野

一帯の水溶性天然ガス埋蔵地は「宮崎ガス田」

と呼ばれておりまして、全国３位の埋蔵量と

なっております。現状では、県内において天然

ガスを事業化している企業は少なく、発電と熱

生産を複合的に行う天然ガスコージェネレー

ションや、先ほどお話のありました伊勢化学さ

んのように、ヨウ素の製造と付随する天然ガス

の供給などが行われているところでございま

す。また、これまでに県が行った各種調査によ

りますと、天然ガスはＣＯ２削減など環境改善に

大きく貢献することが認められる反面、設備投

資に見合う採算性などの課題が報告されており

ます。しかしながら、天然ガスの活用に関しま

しては、石油代替エネルギー、地球温暖化対策

への貢献も期待されておりますので、その有効

利用について、引き続き研究してまいりたいと

考えております。

○横田照夫議員 これまで自然エネルギーなど

新エネルギーに対する質問をしてきましたが、

先ほどちょっと知事も述べられましたけれど

も、この新エネルギーへの転換が産業の電力需

要に耐え得るものなのか、県民政策部長にお尋

ねします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 太陽光や風力

などの新エネルギーにつきましては、一般的に

は、気象条件に左右され、安定的な電力供給が

難しいとされております。また、発電コストが

高いなど、普及拡大のためには課題もあるとい

うふうに考えております。このようなことか

ら、産業の電力需要に対応できるような形で新

エネルギーへの転換を進めるためには、例えば

太陽電池パネルの発電効率の飛躍的向上につき

ましては、例えばソーラーフロンティア社、

今、国富に工場がありますけれども、これはＣ

ＩＳでやっているんですが、2010年の発電効

率15％、将来的には40％ぐらいに上げようとい

う研究がなされております。そういう発電効率

を飛躍的に向上させなければならない。あるい

は、蓄電技術のさらなる研究開発、スマートグ

リッドの導入、さらには太陽光やバイオマス、

風力以外の―先ほど来お話がありますけれど

も―新エネルギーの研究開発が必要でありま

して、そのためには、国による明確な方向づ

け、あるいは政策誘導が必要であると考えてお

ります。

○横田照夫議員 私も、新エネルギーで産業の

電力としてのパワーが十分確保できるのかなと

いう心配をしておりました。電力開発と同時
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に、そういった研究開発も行っていく必要があ

るなというふうに思います。

今、照明用途としてＬＥＤが注目されていま

す。日本語では「発光ダイオード」と言われて

います。ＬＥＤが注目されている最大の要因

は、白熱電球や蛍光灯と比べて、消費電力が非

常に少ないという点です。市販されている製品

では、蛍光灯の７～８割程度ということです

が、理論的には約半分になると言われているそ

うです。そのため、現在使われている発熱電球

や蛍光灯がすべてＬＥＤに置きかわったとした

ら、電力不足とか二酸化炭素排出による地球温

暖化といった問題を一気に解決できるのではな

いかということで、大いに注目されているとい

うことです。また、寿命が非常に長いという点

も特徴の一つだそうです。市販物で同程度の明

るさを持つ電球型蛍光灯の５倍も長もちすると

されています。さらに、発熱が少ない点も見逃

せません。発熱量は蛍光灯の４分の１ほどしか

ありません。そのために、部屋の温度上昇も抑

えられますので、空調コストも下げられること

が考えられます。環境森林部の今年度事業であ

る「太陽光発電システム導入促進事業」の対象

者要件に、ＬＥＤ照明器具を複合的に設置する

者という文言がありますが、この事業の内容を

詳しく教えてください。環境森林部長、お願い

します。

○環境森林部長（加藤裕彦君） この事業は、

県内の住宅に太陽光発電システムをＬＥＤ照明

器具とともに設置した場合に、１キロワット当

たり３万円を補助するもので、上限額は８万円

であります。なお、県産材を使用した新築木造

住宅にシステムを設置した場合、また、県内で

生産された太陽光パネルを設置した場合には、

上限額をそれぞれ２万円ずつ増額することとし

ております。予算額は約２億円、補助件数とし

ましては2,300件程度を想定しているところで

す。

○横田照夫議員 この補助事業は、前回も2,500

件ほどの枠があっという間に埋まってしまいま

した。今回も多分そうなるだろうというふうに

思います。県民の関心が非常に高い証拠であり

ますので、来年度もぜひ事業化していただくよ

う、御検討をお願いしたいと思います。

さまざまな利点がある照明器具ですので、私

は会社等の事業所へのＬＥＤ導入への補助事業

化も検討すべきではないかと考えます。先ほど

の太陽光発電システム導入促進事業は発電への

補助ですけれども、ＬＥＤ設置は節電への補助

ということで、方法は異なりますが、目的は同

じだと考えます。環境森林部長、いかがでしょ

うか。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県が推進して

おります「みやざきソーラーフロンティア構

想」におきましては、「家庭レベルからのエネ

ルギー自給率の向上」を一つの大きな柱に据

え、まずは、一般家庭への太陽光発電システム

の導入を、ＬＥＤの普及とあわせて取り組んで

いるところであります。また、国の住宅用太陽

光発電システム補助とのタイアップを図ること

で、より高い事業効果が得られることなどか

ら、現時点では、住宅用に着目した施策を優先

的に進めているところであります。御指摘のと

おり、ＬＥＤは省エネルギーを進める上で大変

有効な手段であり、コンビニエンスストア等さ

まざまな事業所におきましても、導入が拡大し

つつあります。県としましては、具体的な省エ

ネ効果やコスト削減効果等、ＬＥＤのメリット

を県民や事業者の皆様にわかりやすく情報発信

するなどして、ＬＥＤの一層の普及拡大に努め
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てまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 今回、私たちは、国に対し

て、ＬＥＤ照明設備の導入補助など、国民に対

して節電のメリットが実感できる施策を早急に

実施するよう、意見書を出す準備をしていま

す。国の補助事業を引っ張り出して、県として

もＬＥＤ設置に対しての補助事業をやれるよう

に一緒に頑張っていきましょう。

これまで原発ありきで進んできたエネルギー

政策は、私としては転換していくべきではない

かと考えます。川内原発も含めて、これ以上の

新規立地はやめるべきではないでしょうか。で

も、だからといって、原発をすぐに全廃するこ

とにはならないということは十分理解していま

す。しかし、先ほどのソフトバンクの孫社長が

言われるように、太陽光発電などで原子力分を

賄えるのであれば、その方向にシフトしていく

ことは当然考えていかなければいけないという

ふうに思います。それとあわせて、宮崎県民も

含めた国民の生活のあり方の転換もしていくべ

きだと思います。テレビも一日じゅう放送する

必要があるのでしょうか。コンビニなども24時

間営業する必要があるのでしょうか。そういっ

た意味合いでの県民への意識啓発も図っていく

べきだと考えます。宮崎県を新エネルギーの先

進県として推進していければいいなというふう

に考えますが、知事の思いをお聞かせくださ

い。

○知事（河野俊嗣君） ただいま御指摘のあり

ました国民の生活のあり方の見直しであります

とか新エネルギーの利用拡大の必要性、まさに

同感であります。本県におきましては、全国に

先駆けてソーラーフロンティア構想ということ

で、太陽光の利用に努めてまいりました。ま

た、豊富な森林資源を利用したバイオマス発電

などにも取り組んできたところであります。特

に太陽光発電に関しては、先ほども答弁しまし

たように、製造、発電、利用という三拍子そ

ろった太陽光の拠点を目指すソーラーフロン

ティア構想に取り組んできたわけですが、製造

に関していいますと、国富町には世界最大級の

太陽電池工場があります。それから、発電とい

う面からすると、これも全国に先駆けて企業と

連携したメガソーラーが都農町に稼働しており

ます。それから、利用の面でいいますと、住宅

用の太陽光パネルの設置が世帯別では全国２

位、人口比ではトップではないかというデータ

もあるところであります。それぞれの分野で、

宮崎の恵まれた日照環境でありますとか関係者

の御協力、御尽力によりまして、既に太陽光利

用という面では、県レベルの取り組みとしては

トップランナーではないかというふうな自負を

しておるところでございます。これをさらに進

めて、本県を環境・新エネルギーの先進地にす

べきではないかというふうに考えておるところ

でございまして、今回提案させていただいてお

りますアクションプランにおいても、これを重

要なテーマの一つとして掲げております。御指

摘のありました太陽熱を利用した水素製造の研

究、さらにはＣＯ２の削減に資する環境価値とい

うものを証書にして、それを市場流通させると

いうグリーン電力証書でありますとか、そうい

う取り組み、または森林の適正管理によるＣＯ２

の吸収をクレジット化するＪ―ＶＥＲ、そう

いったさまざまな取り組みも進めてまいりたい

というふうに考えております。そのような取り

組みを通じて、新エネルギーの先進地として本

県が認知されるとともに、それが産業面にもさ

まざまな効果を及ぼすような努力をしてまいり

たいと考えております。
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○横田照夫議員 昨年度までの宮崎県総合計画

である「新みやざき創造計画」の基本目標は、

「日本の原点 時代の起点 創造みやざき」と

し、日本の原点とも言える宮崎から日本を変え

るとの気概のもと、宮崎が大きな変革が求めら

れている時代の起点となって、新しいライフス

タイルや経済社会システムの創造を目指すとし

ておりました。今年度から宮崎県総合計画は

「未来みやざき創造プラン」となりましたが、

その中にも、知事も言われましたように、環境

・新エネルギーの先進地づくりの取り組みを積

極的に進めていくというふうにうたってありま

す。知事、今まさにそのときが来たんだと思い

ます。昨年度までの基本目標のように、この宮

崎がエネルギー転換によるライフスタイルとか

経済社会システムの変革の起点となって、宮崎

から新しい日本を創造していこうではありませ

んか。

これまでずっとエネルギー関係の質問をして

きましたが、今度は話ががらっと変わりまし

て、津波対策についてお伺いします。

先月の第４日曜日に防災訓練がありました。

海岸地帯では、津波からの避難訓練が行われま

した。６メートルの津波が15分後に来るという

想定でした。実際に訓練に参加した人の話で

は、高齢者などを連れての避難は、15分では到

底不可能ということでした。また、高台への避

難ということでしたが、６メートルの津波がど

こらあたりまで来るのか、さっぱりわからな

かったということでした。行政で津波ハザード

マップはつくられるとは思いますが、ハザード

マップをしっかり見て図上訓練などをする人は

限られているんじゃないでしょうか。そこで提

案ですが、道路標識や電柱、ビルの壁などに、

６メートルの津波の場合はここまで来ます

よ、10メートルの場合はここまでですよといっ

た標識をつくったらどうでしょうか。また、避

難ルートの標識もあったほうがいいと思いま

す。ハザードマップはなかなか見ませんが、常

日ごろの生活の中でそういう標識を見ていた

ら、無意識のうちに頭に入り、いざというとき

の行動に結びつくのではないでしょうか。いわ

ば「街中ハザードマップ」です。総務部長の見

解をお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 海抜表示等につき

ましては、一部の市・町や地域において、既に

取り組みが進んでおります。津波の被害が予想

される日向灘沿岸部におきましては、住民の生

活の中で意識されやすい場所に、海抜の表示や

避難場所の位置、方角を示すということが、住

民の避難に役立つばかりでなく、今、御質問に

ありましたように、平常時からの防災に対する

意識の高揚にも非常に効果的であるというふう

に考えます。沿岸10市町をずっと回ったときに

─私ではありませんが、危機管理課のほうで

回りました。そのときに、各首長さん等々から

もいろんな御要望をお受けしておるわけです

が、市・町において、そういうような表示もし

ていくという方向のようであります。これか

ら、そういう取り組みに対して、表示のデザイ

ン、そういうものについても示していただけれ

ばというようなお話もありますので、そういう

ことについて、今後できる限りの支援をしてい

きたいというふうに思っております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。防災

で一番大事なのは備えだというふうに思いま

す。街中ハザードマップで、いつ地震や津波が

来ても的確な行動ができるように、頭の備えを

したいものだというふうに思います。

今回はエネルギーに関することを中心に質問
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をさせていただきました。今回の福島第一原発

事故をきっかけにして、ドイツやスイス、イタ

リアなど、国外でも原発の是非について動きが

出てきました。当然、我が国でも、そして宮崎

県でも、そういう議論が活発に行われるべきだ

と思います。原発の是非とあわせて、代替エネ

ルギーの可能性、生活のあり方に対する意識転

換への議論も必要だと思います。もしかする

と、近いうちに、日本人の価値観とか進むべき

方向の転換点、いわゆるターニングポイントが

来るかもしれません。そのときに、我が宮崎県

の進むべき方向を決して見誤ることがないよう

に、しっかりと議論をしていこうではありませ

んか。

農業用水の改修についての通告もしておりま

したが、この件に関しては、また次回に回させ

ていただきたいと思います。以上で私の質問を

終わらせていただきます。ありがとうございま

した。（拍手）

○外山三博議長 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44分休憩

午後１時０分開議

○十屋幸平副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、中野廣明議員。

○中野廣明議員〔登壇〕（拍手） 質問に入り

ますけれども、大震災関係、津波のごとく質問

が出まして、質問しても大体答えは読めるよう

な感じでありますけれども、予定どおり、まず

宮崎県の地震・津波対策について質問をいたし

ます。

今回の東日本大震災、発生から３カ月が過ぎ

ました。３カ月たった今でも、見るも涙、聞く

も涙、だれしもが経験したことのない大惨事で

あります。今、頻繁に世界でも大震災が発生し

ております。本県も日向灘に震源があります。

地形は400キロの海岸線に面しており、いつ何ど

き大地震が発生するか、予想だにできません。

今回のような地震・津波が本県で発生した場

合、今回の東日本大震災の教訓を最大限に生か

すことが被害を最小限に食いとめる最善の方法

と、強く感じたところであります。そこで、知

事にお尋ねいたします。宮崎県の知事として、

大震災等を見られてどのような思いと決意をさ

れたか、お伺いをいたします。

後は、質問者席のほうからいたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

今回の大震災を受けての思いと決意というこ

とでございます。今回の大震災は、未曾有の大

災害となりまして、大変な被害が生じたわけで

ございます。そのようなことを踏まえて大切な

のは、命を守ること、そのために備えをしてい

くこと、しっかりしていくということが大事だ

と思っております。今、御指摘のありましたよ

うに、今回の大震災の教訓というもの、さまざ

まなことを学ぶことができると考えておりま

す。それをしっかりと後世に伝えること、20

年、30年というオーダーではなく、何百年とい

うオーダーで今回の教訓というものを伝えてい

くことは大変重要であると考えております。

今回の大震災の後に読んだのですが、戦前の

物理学者の寺田寅彦さんの、「天災は忘れたこ

ろにやってくる」という語のもとになったので

はないかと言われている「天災と国防」という

文章を読みました。それを読んでも考えたとこ

平成23年６月16日(木)
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ろでありますが、我が国の自然なり、風土、歴

史というものに謙虚になって、改めて自然の脅

威への備え、それからこういった教訓というも

のをしっかりと後世に伝えていくことが大事で

あるというふうに考えております。

常在危機ということを職員にも指示したとこ

ろでございますが、そういった意識を県民の間

にも広げて、さまざまな災害への備えを進めて

いくこと─災害の基本というのは自助・共助

・公助と言われておりますが、それぞれのレベ

ルで、改めていろんな形の見直しを進めてまい

りたいというふうに考えております。県民の皆

様と一緒になりながら、安全で安心な県土づく

りというものに取り組んで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〕

○中野廣明議員 何か事がありますと、やはり

リーダーシップ、リーダー次第であります。ぜ

ひ、いろいろ教訓を生かして、事あるときには

しっかりリーダーシップを発揮していただきた

いと思います。

県は、ことし、来年度で6,000万円をかけ、防

災計画を見直すことになっております。現在の

宮崎県防災計画における被害想定でありますけ

れども、東南海・南海地震の被害想定がマグニ

チュード8.6であります。最大震度６弱でありま

す。津波の高さが６メートルになっておりま

す。津波による死者が670名であります。日向灘

地震の被害想定は、マグニチュード7.5でありま

す。最大震度６強、津波の高さが５メートルと

なっております。津波による死者は最大670名で

あります。県は防災計画を２年かけて見直すと

いうことでありますが、地震はいつ何どき発生

するかわかりません。今回の大震災を教訓とし

て、県独自で早急にやるべきことがあるだろう

と、私は思います。そこで、現在の宮崎県防災

計画において、まず、県、市町村の役割分担は

どうなっているか、２つ目が地震の情報、津波

警報システムはどうなっているか、３つ目が通

信手段、４つ目が災害時の救援物資、５つ目が

避難場所・避難経路についてどうなっている

か、総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） まず、県と市町村

の役割分担でございますが、市町村は、住民の

生命・財産を保護するため、第１次責務者とし

て防災活動を行うことになっており、県は、広

域的な対応や市町村に対する支援、国や関係機

関との調整などを行うこととしております。

２点目の地震・津波の情報伝達につきまして

は、県の防災情報処理システムによって、24時

間体制で気象台等から地震データなどを自動受

信し、同時に市町村に伝達することとなってお

りまして、24時間体制で職員を配置し、災害監

視に当たることとしております。

３点目、県と市町村との通信手段につきまし

ては、県の防災行政無線による通信回路を確保

するとともに、中継局が破損した場合などに備

えまして、衛星系回線による二重化など、災害

に強い通信システムを構築することとしており

ます。

４点目の災害時の救援（備蓄）物資につきま

しては、市町村は避難所等において、食料、生

活必需品等の備蓄を行うこととしており、県に

おきましても、速やかな支援ができるように、

県の各総合庁舎等におきまして、例えば食料１

万食のほか、飲料水、毛布などの備蓄を行うこ

ととしております。

５点目の避難場所・避難経路につきまして

は、市町村がそれぞれの地域の状況を踏まえな

がら指定することとなっておりますが、県も避

平成23年６月16日(木)
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難場所として県有施設の利用を推進することと

しております。以上でございます。

○中野廣明議員 東北３県も同じような準備を

していただろうと思いますけれども、ああいう

ふうに大震災になりますと、元も子もないとい

うような状況であります。そこまで言うと何も

ありませんけれども、とにかく今の項目につい

て、でき得る限りの見直しをしていただきたい

と思います。私は、特に通信回路―衛星携

帯、衛星回路は最悪でも大丈夫かと思っていた

ら、これも雲が出ているときにはだめだ、そん

な話も聞いております。万全の備えをしていた

だきたいと思います。

２メートルの津波で木造住宅は全壊と言われ

ております。震度、津波の高さを見直すとして

も、対策は余り変わらんのじゃないかなと。と

にかく一刻も早い通報、一刻も早い避難が人命

救助の最良の手段だと思います。２年かけるの

は別として、今やるべきことは、とにかく津波

警報のあり方、避難場所・避難経路を再検討

し、県民に周知すべきであると思いますが、総

務部長の意見をお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 今、御質問ありま

したように、東南海・南海地震及び日向灘地震

による被害想定とその対策の全体的な見直しに

つきましては、国が進めております検討結果も

踏まえる必要があるということから、来年度ま

でかかるのかなというふうに思っております

が、直ちに取り組むべき対策につきましては、

それと並行して、早目に進めたいというふうに

考えております。

具体的には、今回の震災の津波被害で、避難

所や避難経路の浸水、破壊により、甚大な被害

が発生しておりますので、県内沿岸の市町に対

して、現在指定している避難場所・避難経路に

ついての早急な点検と必要な見直しをお願いし

たところであります。既に各市町では、これら

の見直しや海抜表示を新たに設置するなど、さ

まざまな取り組みが進んでいるようでございま

す。また、県の取り組みとしましても、先月５

月の県の総合防災訓練で、沿岸すべての市町で

津波を想定した情報伝達・避難訓練を行いまし

たほか、各地域における自主防災組織の充実強

化、マスコミや防災イベント、出前防災講座な

どによる県民の皆さんへの広報や啓発など、防

災に対する取り組みについて改めて進めてまい

りたいというふうに思っております。

○中野廣明議員 宮崎平野に５メートルの津波

が来たら、みんなどこに逃げるのかなと。とに

かく市内だったら高層ビルに逃げるのかなと。

国富に行けば大丈夫ですけれども、とにかく津

波が来たら逃げるが勝ちだと。そのためには、

避難場所を市町村と一緒になってしっかり確保

して、周知徹底方をお願いしたいと思っており

ます。

次に、きのうもテレビを見ていました。警察

官、自衛隊の方が胸までつかって遺体の捜索を

されております。本当に大変だと思います。警

官も今回の東北大地震で避難誘導しながら亡く

なられた、そんな話も聞いております。県警に

おける災害時対応はどのようになっておるか、

県警本部長にお尋ねいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 災害が発生し、

もしくは発生するおそれがあるような場合、警

察におきましては、災害情報等に基づく広報活

動、避難誘導を行うほか、災害が発生いたしま

した災害現場における情報収集、被災者の救出

救助、行方不明者の捜索、及び緊急交通路の確

保、そして被災地における犯罪の予防並びに取

り締まり等の警察活動を実施しているところで

平成23年６月16日(木)
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ございます。

○中野廣明議員 次ですけれども、学校も、校

舎の崩壊、生徒の死亡、行方不明等が発生して

おります。いまだに行方不明の我が子を捜す母

親の姿、避難するために斜面を登りおくれた子

供が津波にのまれた話等々、切りがありませ

ん。教育委員会は災害対応についてはどのよう

な取り組みをされるのか、お尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会といた

しましては、このたびの震災発生を受け、各学

校に対しまして、１つには、避難場所や避難方

法等について教職員で早急に確認すること、２

つには、災害発生時に児童生徒を保護者に引き

渡す要領を周知すること、３つ目に、防災体制

の緊急点検や避難訓練を早急に実施することな

どを通知するとともに、公立学校校長会におき

ましても、同様に指導したところであります。

また、震災後に作成をいたしました「津波災害

にともなう安全対策マニュアル作成指針」を県

立学校及び市町村教育委員会等に配付し、各学

校の実情に応じた防災体制の見直しをお願いし

ているところであります。教職員向けには、５

月に開催いたしました学校安全指導者研修会に

おいて、宮崎地方気象台から講師を招いて、地

震・津波発生の仕組みや危険から身を守るため

の方法などについて研修を行い、教職員の防災

意識の高揚と、防災教育における指導力の向上

を図ったところであります。さらに、迅速な情

報伝達への備えとして、県立学校におきまして

は、インターネットを活用した緊急地震速報

サービスを７月中に導入する計画としておりま

す。今後とも、関係機関や専門家等と連携を図

りながら、各学校における防災体制、防災教育

の充実に努めてまいりたいと考えております。

以上です。

○中野廣明議員 特にテレビ等で、小さい子

供、小学生、親を亡くした子供たちを見ると、

本当に胸が熱くなります。私は、孤児になった

人たち、本当にかわいそうだなと思っていま

す。いろいろ金持ちが寄附されます。何か育英

資金でもつくったらいいのになと思っていまし

たら、これはＰＲですけれども、建築家の安藤

さん、ノーベル物理学賞の小柴さん、ユニクロ

の柳井さん等々が発起人になられて、桃・柿育

英会というのができております。年間１人１万

円だそうであります。紹介だけしておきます。

今回の東北大震災で強く感じたことは、人命

第一。そのためには一刻も早い正確な情報と、

ふだんから県民一人一人が災害に対して危機感

を持つことである、そういうふうにつくづく考

えました。今回の教訓を生かして、ぜひ行政の

役割をしっかり果たしてほしいと思います。

次に、口蹄疫について質問をいたします。

口蹄疫については、昨年の話でありますか

ら、別にぶり返すつもりはありません。昨年の

口蹄疫は、宮崎に甚大な被害をもたらしまし

た。二度と同じことを繰り返さないためにも、

しっかりした検証が必要であると思っておりま

す。

そこで、お手元にグラフをお配りしておりま

す。虫眼鏡が要るかなと思いますけれども、数

字が見えない方は赤い棒グラフのところ、これ

をぜひ見ていただきたいと思います。私は、こ

の棒グラフを見ながら─よく国が、初動対応

は県がまずかったというようなことがありまし

たけれども─初動対応というのは大体４月30

日ぐらい、ワクチン、潜伏期間を見ますと、そ

ういうことかなと。ですから、４月30日ぐらい

に発症した疑似患畜は、４月20日前後にウイル

スが潜伏しておったのかなということでありま
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す。要は、このときにしっかり、24時間殺処

分、74時間埋却ができておれば、こんなに拡大

はしなかったんじゃないか。これはあくまでも

私の考え方であります。上をずっと見ていただ

きますと、４月20日、県対策本部設置、４月25

日が740頭を超える国内過去最大の規模になった

ということであります。４月24日、県外に獣医

師派遣要請。これは、知事の権限で全国の知事

に要請ができる、要請された知事は特段の理由

がない限り拒んではいけない、そういうことで

あります。５月１日が自衛隊派遣要請。次、２

ページですけれども、５月17日に国の現地対策

本部ができました。これは喜ぶことじゃないん

です。宮崎県に任せておったらだめだというの

で、国の対策本部ができた、私はそう思ってお

ります。５月25日、６万8,726頭、殺処分がた

まって、やっと埋却地買い上げが決定されて、

ここから県の金で埋却地の買い上げの話ができ

たということであります。そういうことを見ま

すと、とにかくこの赤線―埋却しなきゃいけ

ない未処分頭数がふえてきた。６月５日にふえ

ていますのは、ワクチン接種分の殺処分が始

まったということであります。そして、土地確

保ができて、大体終息したというようなことで

あります。

そこで、質問に入りますけれども、当時、知

事は口蹄疫対策本部の副本部長としての立場、

現在は知事としての立場ですが、特に改正家伝

法、埋却地について、口蹄疫に対する総括をお

願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 昨年の口蹄疫は前例の

ない規模になり、約30万頭もの家畜を殺処分せ

ざるを得ない状況になったわけでありまして、

県内経済、県民生活に甚大な影響を及ぼしたこ

とはまことに残念に思っております。当時、副

知事という立場でこの対策に携わってきた私と

しましては、まことに申しわけないという思い

がいたしておるところでございます。昨年の教

訓を踏まえて、口蹄疫からの再生・復興を推進

するに当たりましては、二度と同じ事態を引き

起こさないように、まずは防疫体制の充実強化

を最優先として進めてまいりたいというふうに

考えております。

今、グラフを含めていろいろ御指摘があった

ところでございますが、円滑な防疫対策、万が

一発生したときの防疫対策を遂行するに当たり

ましては、埋却地の確保というのが極めて重要

であると認識しております。これが一つのボト

ルネックとなって、なかなか処分が全体で進ま

なかったというところがあるわけでございま

す。最初の数例につきましては、処分が迅速に

進みましたが、やはり今、御指摘のありました

ように、ゴールデンウイークに入りましてから

大規模農場での発生、またウイルスの拡声機と

言われる豚での発症などによるもので、埋却が

追いつかなくなったという状況があるわけでご

ざいます。本年４月に改正されました家畜伝染

病予防法においても、家畜の所有者が遵守すべ

き「飼養衛生管理基準」の中に埋却地の確保も

規定するとされたところでございまして、都道

府県知事の責務として、土地の確保などに関す

る情報の提供、助言、指導、補完的に提供する

土地の準備などが規定されたところでありま

す。県といたしましても、この法の趣旨を踏ま

え、今後、市町村の協力を得ながら、埋却地の

確保─これは工程表にも位置づけたところで

ございますが─に努めてまいりたいと考えて

おります。

○中野廣明議員 国は検証委員会なるものを立

ち上げております。延べ17回開催されておりま
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す。その中の一部でありますが、「口蹄疫の一

義的な責任は都道府県にある。宮崎県は埋却地

の具体的な検討をしていなかった。発生後、埋

却地の確保を試みたものの、地下水が出たり住

民の反対などで早期の確保ができず、時間がか

かった。このことがウイルスの量をふやし、感

染を拡大させた一因となった」ということであ

ります。農水省出身の副知事、所見があれば聞

かせていただきたい。

○副知事（牧元幸司君） 本県における口蹄疫

というものにつきまして、過去に例のない大規

模な蔓延になったわけでございますが、要因と

しては大きく２点あるのではないかというふう

に考えているところでございます。１点目は、

やはり初期段階での同時多発的、面的な広がり

について、認識、対応―初動が大事というこ

とが常に言われるわけでございますけれども、

このあたりのところについて、国、県ともに十

分でなかった点があるということではないかと

思います。この反省を踏まえまして、先般作成

した新たな防疫マニュアルにおきましては、浸

潤状況調査などを迅速に行うことにしていると

ころでございます。

２点目については、今も御指摘ございました

埋却地の確保の関係ですけれども、これが非常

に困難をきわめて、殺処分のおくれが防疫作業

を進める上で大きな支障になったということで

ございます。これについては、工程表でもお示

しをしておりますとおり、今後、埋却地の早期

の確保に向けて取り組んでいくことにしておる

ところでございます。

なお、殺処分などの防疫措置につきまして

は、御案内のように法定受託事務となってお

り、国におきましては、的確な防疫方針を定め

ることなどがその責務ということでございま

す。一方、県につきましては、その方針に基づ

いて円滑な防疫措置を遂行することが求められ

るということでございます。

○中野廣明議員 今、殺処分は法定受託事務と

言われました。そこまではいいんです。権限で

殺した牛は、そのまま家畜主か県かで勝手にし

なさいと、後は自治事務になっているわけで

す。そこが一番の問題だと私は思っておりま

す。これは副知事に言っているわけではないで

すけれども……。

国の口蹄疫対策検証委員会の概要がまた出ま

した。口蹄疫清浄国では、早期発見及び迅速な

殺処分、埋却を基本として対策を講じていると

ころとなっております。診断確定後24時間以内

に殺処分、72時間以内の埋却ができなかったこ

とが感染を拡大させたということであります。

みんな宮崎県が悪いというようなことでありま

す。家伝法、防疫指針の不備は一文字も入って

おりません。そこで、家伝法は法定受託事務と

なっておりますが、簡単に言うとどういうこと

か、農政水産部長。

○農政水産部長（岡村 巖君） 法定受託事務

は、地方自治法によりまして、法律等に基づき

都道府県等が処理することとされる事務のう

ち、国が本来果たすべき役割に係るものであっ

て、国においてその適正な処理を特に確保する

必要があるものとして、法律またはこれに基づ

く政令に定めるものと規定されております。改

正家畜伝染病予防法においては、埋却地の確保

を除く殺処分や移動制限、また畜舎等の消毒な

ど、家畜伝染病の蔓延防止に係る事務が法定受

託事務とされております。

○中野廣明議員 それを受けまして、例えば昨

年４月の時点の家伝法、それから、それはだめ

だというので口蹄疫特措法が出ました。そし
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て、ことし３月、改正家伝法が出ました。埋却

地に関する条文はどのようになっているか、農

政水産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 埋却地につき

ましては、従来の家畜伝染病予防法では、確保

に係る具体的な記述はなく、「患畜又は疑似患

畜の死体の所有者は、遅滞なく埋却しなければ

ならない。」と規定されているのみでありまし

た。その後、昨年６月に制定された口蹄疫対策

特別措置法で、埋却の用に供する土地の確保等

について、「国は必要な措置を講ずるもの」

と、「地方公共団体は必要な措置を講ずるよう

努めるもの」とに規定されました。さらに、本

年４月に改定された改正家伝法では、埋却地の

確保についても、家畜の所有者が遵守すべき

「飼養衛生管理基準」の中に規定することとさ

れたところであります。また、都道府県知事の

責務としまして、「土地の確保等に関する情報

の提供、助言、指導、補完的に提供する土地の

準備等必要な措置を講ずるよう努める」と規定

されたところでございます。

○中野廣明議員 要は、法律の改正は、特措法

で一歩前進したかなと思ったら、改正家伝法で

はまた一歩後退、そんな感じであります。

次に、県は今回、マニュアルを作成いたしま

した。今回作成したマニュアルどおり対応すれ

ば初動対応は実施できるか、農政水産部長にお

尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今回のマニュ

アルでは、原則として24時間以内の殺処分や72

時間以内の埋却完了を目標として、防疫措置を

迅速に行うための事前準備、また早期発見・早

期通報を確保するためのルールの明確化、そし

て迅速な殺処分等を行うための手順などを定め

たところであります。しかしながら、埋却候補

地について、その確保が十分でなかったり、周

辺住民の同意や掘削時の湧水の影響などで実際

に埋却地として活用できない事態が生じると、

防疫作業のおくれにつながることも予測されま

す。したがいまして、今後、関係機関と一体と

なって各地域の実情に合った埋却地の確保を進

めることにより、迅速な初動防疫の実施ができ

るよう、全力で取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○中野廣明議員 要は、埋却地があればオー

ケーですよ、埋却地がなければまだわかりませ

んと、そういうことだと思います。昨年の口蹄

疫での埋却地の確保状況はどうなっていますで

しょうか、農政水産部長。

○農政水産部長（岡村 巖君） 昨年度の口蹄

疫の発生に伴い、埋却地として活用した土地

は、全体で268カ所、総面積は97.5ヘクタールで

あります。このうち個人埋却地は204カ所、50.1

ヘクタール、県農業振興公社が農地保有合理化

事業を活用して買い入れした埋却地は52カ

所、38.9ヘクタール、国、県などの公有地は12

カ所、8.5ヘクタールとなっております。なお、

個人埋却地の確保については、自己所有地が主

体であり、またそれ以外の埋却地も民間の取引

でありますことから、要した費用等は把握して

おりませんが、農地保有合理化事業で買い入れ

した金額は２億4,500万円余りとなっておりま

す。以上でございます。

○中野廣明議員 要は、どこが金を出したかわ

からんような買い方になっておるわけです。農

地保有合理化事業、これは県が保証人になって

国の保有合理化事業のもとから借りている。こ

の返す金は、埋めた土地を10年ぐらい使って、

売って返すということですから、既に不良債務

です。そういうことで何とか土地は取得したと
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いうことであります。

次に、県がマニュアルで埋却地の選定条件を

定めております。１つが農場敷地内、周辺であ

ること、２つ目が人家、飲料水、河川、道路に

近接しないこと、３つ目が水源等がないこと、

４つ目が最低３メートル程度の掘削が可能であ

ること、５番目が機械・資材の搬入が容易であ

ること、６番目が周辺住民及び地権者の理解と

協力が得られることとあります。こんな条件で

農家に土地を用意せえと言って、果たして確保

できるのかなと思うんですけれども、部長の見

解をお聞きいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今回の家畜伝

染病予防法の改正では、今後、国が定める飼養

衛生管理基準において、万一の発生に備え、迅

速な防疫措置が講ぜられるよう、農家に事前に

埋却地を確保する義務が課せられることとなっ

たところであります。しかしながら、御指摘の

とおり、昨年の発生時においても、埋却候補地

について周辺住民の同意が得られなかったり、

試掘の結果、湧水や、れき、岩が確認されるな

どの事例も数多く見られ、埋却地の確保に困難

を来したところでございます。埋却地の確保は

簡単なことではございませんが、今後、国が定

める飼養衛生管理基準の内容等も踏まえなが

ら、市町村や関係機関と一体となって確保に努

めてまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 次に行きます。昨年の口蹄疫

対策費、約600億円であります。殺処分手当―

補償金ですね―530億円となっております。県

取得の埋却地代約２億5,000万円、個人分は土地

代と言わんで環境対策費、ごまかしてこんな言

い方で国は借地料を払っておるわけです。宮崎

の経済に与える影響等を考えれば、私は、土地

代は知れているなと思うんです。口蹄疫拡大を

防ぐためにも、早急に市町村と埋却地の予定地

確保をすべきであると思いますけれども、知事

の見解をお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 埋却地の確保は極めて

重要な要素であります。先ほど申しましたよう

に、再生・復興方針の工程表におきましても、

すべての農場で埋却地を確保するということを

目標として設定しているところであります。具

体的な推進に当たりましては、農家の理解と市

町村の協力が必要であると考えております。７

月上旬には、支庁・振興局単位で市町村と、埋

却地の確保対策に関する協議を行う予定であり

ます。ＪＡなど関係機関の協力を得ながら、県

と市町村が一体となって、それぞれの地域の実

情に合った対策を推進して、埋却地の確保に努

めてまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 本当に個人個人が確保して

おって、もし去年のようなことがあったら、も

う農家の畑は牛の墓ばかりになってしまいま

す。また、そうなりますと、これは個人で探

す、つくるのは難しいと思います。昨年の二の

舞にならないようにするためには、共同埋却地

等の確保に全力を注いでほしいと思いますけれ

ども、知事に再度お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 現在の家畜伝染病の防

疫指針におきましても、埋却地に関してです

が、発生地の付近において埋却を行うという方

向が出されているところでございます。これは

防疫の観点からということであります。先ほど

お答えいたしましたように、県と市町村、関係

団体が一体となって埋却地の確保に努めるわけ

でございますが、その際には、当該農場に近接

し、かつ発生していない地域へのウイルスの散

逸防止が十分図られるというような観点の防疫

上の必要条件を考慮した上で、複数の農家が活
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用する共同埋却地も含めて取り組んでいくこと

になるのではないかと考えておるところでござ

います。また、各農家において確保した土地

が、水や岩が出るなど実際には埋却に適さない

事態というものを想定した上で、県、市町村の

公有地あるいは国有地について利用可能なもの

のリストアップ、活用のルールづくりを進めて

いくこととしているところでございます。

○中野廣明議員 とにかく、昨年のことを忘れ

ちゃいかんと思います。ぜひ、埋却地取得につ

いて全力を投球していただきたいと思います。

それから、「口蹄疫からの再生・復興方針」

工程表、副題が「再生・復興に向けたロード

マップ」というのができております。私はこれ

を見て、どうも再生・復興の焦点がぼやけてい

るような気がいたします。私は余り好きじゃあ

りません。そういうことで、口蹄疫からの再生

・復興というからには、まずは畜産の復興はど

うか、そして宮崎の経済浮揚はどうか、そこら

辺に区分して議論したほうがいいんじゃないか

と思います。

まず、畜産の復興でありますけれども、畜産

農家の再開状況は、ことしの４月で約50％、633

農家、殺処分頭数―子牛・子豚を除いて―

の32％とされております。畜産産出額は、農業

産出額の約55％を占めております。それだけ畜

産は本県の農業に対するウエートが高いという

ことであります。農政水産部長、口蹄疫の再生

・復興ということですけれども、まずはそうい

う復興等を考える前に、県内の畜産の頭数、農

家数とか、こういう数字がしっかりとれている

かどうか、お尋ねします。

○農政水産部長（岡村 巖君） お答えいたし

ます。

肉用牛飼養頭数及び農家戸数については、毎

年度、全国一斉に２月１日時点の数値を調査

し、７月に公表されることとなっております。

したがいまして、本県の肉用牛頭数の直近の公

表数値は、昨年２月１日現在の29万3,200頭であ

りますが、口蹄疫により約６万7,000頭が減少

し、経営再開後の導入頭数を考慮しますと、現

時点では約24万頭と推計されます。年齢別の農

家数につきましては、平成18年３月の宮崎県繁

殖農家調査のデータが直近のものでございまし

て、39歳以下が310戸で3.3％、40歳代・50歳代

が3,137戸で33.0％、60歳以上が6,058戸で63.7

％となっております。なお、家畜伝染病予防法

の改正により、今後は毎年、農家から飼養状況

等について報告を求めることとなりますので、

その機会等も活用して、正確なデータの収集に

努めてまいりたいと思います。

○中野廣明議員 部長は４月からですから、余

り言いませんけれども、とにかくこういう議論

をするときに、もとになる数字が２年前とかア

ンケート調査とか、そんなのじゃ話にならん。

耳輪とか、ああいうのでもとれるわけですか

ら、しっかり頭数を早急にとってください。で

ないと、計画も何もあったものじゃない、私は

そう思います。

次に、口蹄疫からの再生・復興というなら

ば、高齢化の進んでいる中で、口蹄疫発症前の

畜産規模にどのようにして復興させるのか、こ

のような観点に立って復興計画をつくるべきだ

と私は思いますが、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の肉用牛

飼養頭数は、口蹄疫の発生に伴い減少しており

ますけれども、一方で、肉用牛経営は本県農業

を支える大変重要な産業でございます。特に、

県土の９割を占める中山間地域においては貴重

な所得確保部門となっていることから、今後と
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も、生産基盤の強化を図っていく必要があると

考えております。このため、本議会に提案させ

ていただいております第七次農業・農村振興長

期計画においては、飼養衛生管理基準の遵守や

防疫体制の強化に努めながら、自給飼料基盤の

確立や導入促進などを図り、５年後の平成27年

には、口蹄疫発生前と同水準の29万9,000頭を目

標にしているところでございます。

○中野廣明議員 とにかく、農業は高齢者とか

いろんな問題を含んでおりますから、まずしっ

かりデータをとっていただきたいと思います。

私は議員になって、都市計画の調整区域をラ

イフワークとしてきました。これは大体、今、

７割ぐらいですけれども、今度、この畜産振興

と埋却地取得については、私はまたライフワー

クにして毎回意見をお聞きしますので、しっか

り頑張ってください。

それでは、宮崎の経済浮揚についてでありま

す。昨年は、口蹄疫、鳥インフルエンザ、新燃

岳、しかも日本はリーマンショックから抜け出

していない状況下での出来事でありました。県

内経済は自粛自粛で本当に疲弊したものでし

た。そして、今回の東日本大震災の発生─

今、本県にとっても確かな景気浮揚策が必要で

あります。景気浮揚策の基本は需要と供給の差

を埋めることと、よく言われております。その

ためには、復興財源60億円を使い、思い切った

施策を打ち出すことが即、宮崎の経済復興につ

ながると思います。３年もかけた経済対策は余

り効果がない。経済対策は短期がいいと思いま

す。既に宮崎で実施されていますが、プレミア

ムつき商品券の発行は、宮崎の経済浮揚の効果

的な事業だと思っております。プレミアム１割

でも10倍の金が流通する。10億つければ100億円

の金が流通するわけであります。私は、ちまち

ました小刻みではなかなか経済回復にはつなが

らないと思います。知事、若いんですから、思

い切ったプレミアムつき商品券等の発行をどん

と何かやったらどうですか。今、宮崎の経済は

疲弊しています。思い切って何か……。

○知事（河野俊嗣君） たび重なる災害により

疲弊した県内経済を浮揚させるためには、早急

に消費需要の喚起を図る必要があるというふう

な認識でございます。こういった経済の活性化

を図り、商工業の復興に資するため、口蹄疫復

興中小企業応援ファンド事業によりまして、プ

レミアムつき商品券の発行支援を今行っており

ます。地域の実情や市町村などのニーズをお聞

きした上で、各市町村ごとに助成を行っており

ますが、現在、既に16市町村において取り組ん

でおられます。相当な即効性や波及効果が上

がっているというふうに伺っているところでご

ざいます。こういった市町村や関係団体に対し

まして、なるべく早くそのファンドを活用した

事業の前倒しの実施というものを働きかけてい

るところでございます。これに加えて、３月に

設立されました口蹄疫復興財団では、造成した

運用型ファンドを活用して、市町村あるいは商

工・観光団体などが行う復興への取り組みなど

についても支援をしていくというふうに考えて

おります。今後、経済情勢を見きわめるととも

に、関係団体の意見も聞きながら、再生・復興

に向けた効果的な支援策に取り組んでまいりた

いと考えております。

○中野廣明議員 今のプレミアムつき商品券発

行ですけれども、県で１億6,900万、それがちま

たでは12億900万ぐらいで発行されております。

また、全体の経済損失は2,350億円と言われてお

ります。そんな数字には届きませんけれども、

知事、とにかくここは思い切った対応をしてい
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ただきたい。この30億も年に換算すると６億で

すけれども、６億を毎年使うぐらいだったら、

３年ぐらいで30億使ったほうがよほど効果があ

ると私は思っております。30億円使うのに財団

なんかつくって一々会議せんでも、みんなで考

えれば知恵は出てくると思うんですけれども、

部長、何も考えんようになったんじゃないです

か、こういうので決めてしまうから。ちょっと

はみんなで考えんとだめですよ。何でも外に投

げかけて……。ぜひみんなで議論して─出し

たものでまた決まるわけですから、しっかり議

論していただきたい。思い切った施策をお願い

したいと思います。

それから、もう一つ、そういう復興の手段と

して、横田議員の持論でもあります住宅リ

フォーム事業、こういうのにも30億円の余剰

金、こういうのも使っていいんじゃないかな

と。国でもいろいろエコポイントとかやってお

ります。今、建築業も、新築もなくて冷え切っ

ております。建築業、工務店に、今まで県が何

か補助したような記憶はありません。本当に冷

え込んでおりますから、そういうリフォームも

ぜひ考えていただきたいと思います。

次に、地方分権、道州制についてお尋ねいた

します。

昨年の口蹄疫、ことしの東日本大震災を見て

いますと、政府の対応は、何か口蹄疫と大震災

は似ているなと。とにかく、法律にない限りは

金は出せない、そんなことで非常に共通点が

あって、おくれているなと思うわけでありま

す。そんなことを考えますと、ニア・イズ・ベ

ターという言葉があります。行政は住民に近け

れば近いほどよいということであります。政府

は小さい政府―立法、防衛、外交を所管すれ

ばいいのではないかと思います。地方分権、道

州制、九州広域行政機構（仮称）について、ま

ず知事の所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） まず、基本的な考え方

としましては、急激な社会の変化に対応して、

住民のニーズにきめ細かく対応していくには、

これまでのような画一的な中央集権システムで

はない分権を進めていくべきだ、住民の身近な

ところでできる限り地方が権限も担っていくと

いうことを進めてまいりたいというような基本

的な考え方であります。その地方分権改革の一

環として検討されている国の出先機関改革につ

きましては、地方との二重行政、ガバナンスの

欠如など、さまざまな問題点が指摘されておる

ところでございます。地方への権限・財源移譲

を進める実践的な手法となり得るのではないか

ということで、現在さまざまな検討、議論がな

されているところでございますが、九州知事会

におきましては、その受け皿として九州広域行

政機構の設立を目指すということで、今、議論

を進めております。関西におきましては広域連

合での受け皿ということで、こういったそれぞ

れの地域における議論というものを国に伝えま

して、今後どういうふうに進めていくか、国と

ともに議論を進めております。

○中野廣明議員 私は、地方分権、道州制は、

本当に少しずつですけれども、必ず進んでいく

と思っております。しかし、地方分権、道州制

になりますと、必ず抵抗勢力というのがあるわ

けです。代議士もそうであります。各省庁の官

僚もそうであります。そこで副知事、代表して

所感をお伺いいたします。抵抗勢力じゃないで

すよ。

○副知事（牧元幸司君） 私もこれまで、兵庫

県庁あるいは鹿児島県喜界町役場といった地方

勤務を経験させていただいておりまして、これ
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らの経験を通じて、地方分権の必要性というも

のを実感いたし、地方の繁栄なくして国の繁栄

なしと考えている者の一人でございます。あわ

せまして、複雑化、広域化する行政課題に、御

指摘のように県境を越えて取り組むということ

も重要でございます。道州制というお話もあっ

たところでございますが、例えば南九州３県の

農業産出額は北海道にも匹敵するというような

ことで、十分なスケールメリットというものが

生かせるのではないかということでございま

す。このように、道州制を初めとする広域の自

治制度につきましても、県民の皆様とともに議

論を深めていく必要があるというふうに考えて

おります。

○中野廣明議員 よくわかりました。知事、九

州知事会は「九州はひとつ」と言うけれども、

私の知っている限りでは、何か一つでもしたこ

とはないと思うんです。ぜひ知事、九州知事会

等で、この地方分権等には先頭に立って頑張っ

ていただきたいと思います。

それから、これは質問じゃなくて要望になり

ますけれども、実は知事選の時期変更について

というのを入れております。昨年の12月26日が

知事選だったと思います。私は27日に飲み方が

あったんです。帰りに代行車に乗って運転手さ

んに、「ことしの暮れはどげな」と聞いたら、

「きょうからが商売ですわ」と。「何でや」

「きのうまで知事選じゃった」という話なんで

すね。旅館・ホテル、飲食業は、知事選の暮れ

の一番稼ぎどきは大変な時期なんです。何人か

の人から、何とかならんじゃろうかという話が

ありました。私は単純ですから、知事が宮崎県

のために任期の３カ月前ぐらいにやめて、また

選挙すれば、新しい任期が始まるのかなと思っ

ていたんです。そうじゃなかった。そんなこと

をしたら、通っても後の任期になるということ

で、これはだめだと。後は不信任決議案しかな

いな、これもだめだということで、これはやっ

ぱりどうしようもないなと。一つあることは、

知事が宮崎県にいてもだめだ、限界を感じたと

やめられるときがあれば、３カ月ぐらい前にや

めてもらえば、それが一番いい方法かなと。そ

の場合、退職金は３カ月前にやめれば３カ月の

７割、その分だけ退職金が減るということであ

りますけれども、それは宮崎県への恩返しとし

て寄附してもらえばいいんじゃないかと。そう

いうことで、そういう話があったということだ

けをお話しして、きょうの質問を終わらせてい

ただきます。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、重松幸次郎議員。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、

こんにちは。公明党宮崎県議団の重松幸次郎で

ございます。順次質問をさせていただきます。

初めに、防災対策についてであります。

未曾有の大地震と津波が襲った東日本の大震

災から３カ月以上がたちました。私も、河野議

員とともに宮城県石巻市へ瓦れき処理のボラン

ティアに参加してまいりましたが、廃墟と化し

た海岸近くの集落は、瓦れき、車、漁船が無残

な姿で放置されたままの状況で、その惨状は想

像以上でありました。復興までの長い道のりを

感じて帰ってきたわけであります。

さて、国会では東日本大震災復興基本法案が

衆議院を通過しましたが、その内容は、法律の

名称を初め、１、復興庁の創設、２、復興特区

の整備、３、復興債の発行が盛り込まれるな

ど、公明党の東日本大震災復旧復興ビジョンの

提案が随所に反映されたものであります。その

基本理念には、「東日本大震災からの復興に当

たって最も重要なことは、物理的、物質的な復
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旧・復興はもちろんのこと、日本国憲法に定め

られるところの「幸福追求権」並びに「生存

権」を念頭に置き、一人ひとりの人間に焦点を

当てた「人間の復興」を目指すこと」とありま

す。大災害を初め、想定外の事態はどの地域で

も起こり得ます。また、宮崎は新燃岳の降灰に

よる土石流も予断を許しません。県内各地の防

災計画も抜本的な改善を図り、ハード面、ソフ

ト面から二重、三重にも検証し、万全な防災対

策に取り組まなければならないと思う次第であ

ります。我が党も、住民の皆さんの安全・安心

な生活を確保すべく、これからも全力で取り組

んでまいります。

昨日、河野議員より、「地震・津波の防災に

関する見直しを行うか」との質問に対し、「想

定する地震の規模や範囲、被害想定の考え方を

改めて検討し、また社会的環境変化についても

新たに調査を行い、最新の状態でのシミュレー

ションによる地震・津波の被害想定と、被害を

最小とするための減災計画の策定まで実施した

い」という答弁をいただきましたので、これを

受けて、以下３点、質問させていただきます。

１つ目は、被災者支援システムの普及・活用

についてであります。このシステムの内容は、

本年４月28日に総務省から本県の情報政策担当

課あてに文書が送られてきていると思います

が、ここで少し内容を紹介いたします。このシ

ステムは、1995年の阪神・淡路大震災で壊滅的

な被害を受けた兵庫県西宮市が独自に開発した

ものであります。同システムは2006年から無料

公開され、2009年に総務省がＣＤ-ＲＯＭとして

全国の自治体へ配付しています。そのシステム

の仕組みは、災害発生時の住民基本台帳のデー

タをベースに被災者台帳をつくり、１、家屋の

被害、２、避難先、３、犠牲者の有無、４、口

座番号、５、罹災証明書の発行状況などを一元

的に管理し、氏名などを端末に打ち込めば被災

関連情報をすぐに見つけ出すことができます。

例えば、被災者が義援金などを受け取るために

必要とされる罹災証明書の発行には、住民基本

台帳、家屋台帳、被災状況という３つのデータ

ベースを確認・照合する必要があったため、発

行に手間がかかり、窓口が込み合うことがしば

しばありました。これに対し、同システムで

は、データを一括して管理することで、その都

度、確認・照合する手間が省け、スムーズな発

行業務につなげられます。事例を紹介します

と、震災後に同システムを導入した宮城県山元

町では、データベースが統合され、ここに住家

の被災状況を追加すると、罹災証明書がスムー

ズに発行でき、罹災証明書の申請件数に対する

発行件数は、現在で既に約９割に上っているよ

うであります。同町の保健福祉課によると、

「一度登録してしまえば、一元管理により、義

援金の支給などについても再度申請の手続は要

らない。行政にとっても住民にとっても助か

る」と、罹災証明だけでなく、義援金、支援金

の支給、固定資産税の減免等においても同シス

テムが効率を発揮していると語っておられま

す。この被災者支援システムを県内各市町村に

導入されますよう、県としても積極的な対応が

必要と思われますが、総務部長にお尋ねいたし

ます。

以上、壇上での質問を終了し、以後は自席に

て質問を行います。（拍手）〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

阪神・淡路大震災の被災の経験をもとに作成

された被災者支援システムにつきましては、平

成21年に総務省から市町村に対して、ソフトウ
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エアの提供及び各自治体でのシステム導入を推

奨する旨、連絡があったところでございます。

本システムは、今の御質問にもありましたよう

に、主に被災者の基本情報の登録を行うことに

より、被災者証明書の発行や、義援金の交付処

理を管理するなどの機能を有しております。県

内市町村におきましては、ソフトウエアの持つ

機能性と、システム運用に伴う負担との関係な

どを考慮の上、導入、活用について検討される

ものと考えておりますので、県といたしまして

は、過去の活用事例などの情報提供や、導入に

際しての助言などの支援を行ってまいりたいと

いうふうに考えております。〔降壇〕

○重松幸次郎議員 ぜひ、同システムの市町村

への導入に向けた積極的な取り組みをお願いい

たしたいと思います。

次に、地方自治体における事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）の策定についてであります。東日本大震

災を機に、ＢＣＰ（事業継続計画）が注目を集

めています。ＢＣＰとは、地震のような大規模

な災害やテロといった不測の事態が発生して

も、企業や行政機関が重要事業を継続できるよ

う、事前に立てておく計画のことであります。

事業継続に重点を置いていることが、一般的な

防災対策とは異なります。地方自治体において

は、万が一での災害時に行政機能が一時的にで

も失われること（庁舎の損壊など、人・物・情

報及びライフライン）も含めて、資源に制約が

ある状況下においても、応急業務や非常時優先

業務など、万全な体制を平時から準備する必要

があります。このＢＣＰについては、平成21年

９月に我が会派の新見議員より、新型インフル

エンザによる対策において一連の質問がありま

した。その後、県と市町村におけるＢＣＰ策定

の進捗状況はどうなっているのか、総務部長に

お尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 県におきまして

は、平成21年度に新型インフルエンザの流行に

備える形でＢＣＰの策定に着手し、優先して実

施すべき事業の洗い出しを行うなど、策定を進

めてきたところでありますが、昨年度の口蹄疫

の対応などに追われ、完成には至っておりませ

ん。また、市町村におきましても、一部を除

き、策定がおくれているようでございます。

○重松幸次郎議員 そうであるならば、東日本

大震災の教訓を受け、改めて県と市町村も事業

継続計画（ＢＣＰ）の策定をしておくべきだと

考えますが、総務部長に再度お伺いいたしま

す。

○総務部長（稲用博美君） 大規模な災害に見

舞われた際に、行政や企業に必須の業務、機能

を継続するとともに、早期の復旧を図るため、

事業継続計画、いわゆるＢＣＰの策定は、非常

に重要であるというふうに認識をしておりま

す。県といたしましては、作業が中断しており

ますＢＣＰの策定をできるだけ早急に行うとと

もに、市町村においても策定が進められるよ

う、連携を図ってまいりたいというふうに考え

ております。

○重松幸次郎議員 ぜひ、導入の検討をお願い

したいと思います。

次に、オストメイトへの災害時支援について

であります。昨日も災害時における要介護者の

支援のあり方について議論がございましたが、

障がい者団体からの要望も御紹介いたします。

先日、オストミー協会宮崎県支部の方と意見交

換をさせていただきました。東日本大震災の避

難所で生活されていた同会員の様子を伺いまし

たが、ストーマ装具がないため、排せつ処理が

うまくできない不自由さと、共同作業にも参加
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できないとのことで、とても肩身の狭い思いで

避難所生活をされていた方がおられたようであ

ります。御存じのとおり、オストメイトの皆さ

んはストーマ装具を使い、排せつをされており

ます。災害時における避難所生活を余儀なくさ

れた場合、協会を通じて専用の装具が届くこと

になっておりますが、１週間から10日は時間が

かかる場合があるようです。したがって、その

間の装具を県で備蓄してもらいたいとの要望書

が、東日本大震災後の３月22日に県障害福祉課

へ提出されているようです。要望事項は、１、

福祉避難所に災害用ストーマ用品の備蓄、２、

災害時ストーマ用装具の緊急支給、３、オスト

メイト対応のポータブルトイレとなっておりま

すが、これらの要望にどのように対応していた

だけるか、福祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） オストメイト

の方が災害時に避難所での生活に支障を来さな

いよう、行政機関、関係団体、住民の方々が連

携いたしまして、必要な避難支援体制を整えて

おくことは、大変重要であるというふうに考え

ております。ただいまお話しいただきました要

望事項について、避難所を管理運営いたします

市町村とも十分意見交換を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。また、

団体の方に伺いますと、現状では、オストメイ

トの方に対する正しい理解や啓発が十分ではな

いことから、さまざまな支障が生じているとの

ことでございます。このため、日本オストミー

協会宮崎県支部ではこの秋に、オストメイトや

その家族、医療・福祉関係者、市町村職員等を

対象に、災害対応をテーマとした講演会を開催

される予定でございますので、県といたしまし

ても、同支部と連携して、オストメイトに対す

る正しい理解や啓発にも努めてまいりたいとい

うふうに考えております。

○重松幸次郎議員 ぜひ、対応をよろしくお願

いしたいと思います。そして、オストメイトの

皆さん以外にも、障がいをお持ちの方の災害時

の対応に十分に配慮を行っていただきたく、要

望をいたします。

続きまして、エネルギー対策についてであり

ます。

先日、公明党県議団で宮崎ソーラーウェイ都

農太陽光発電所に行ってまいりました。全長

約3.9キロメートル、リニアモーターカーの実験

線として使われていた高架上に１万2,962枚のパ

ネルを設置したメガソーラー発電所は、本年２

月に完成し、合計で1,050キロワットの発電規模

で、これは一般的な住宅に設置する太陽光発電

の約300軒分に相当する規模であります。実際、

高架の上まで上り、見学をさせていただきまし

たが、未来社会のインフラを象徴しているよう

に見えました。エネルギー問題や地球環境問題

に対応するために宮崎県が進めているみやざき

ソーラーフロンティア構想は、2009年３月の策

定から２年が過ぎました。３つのプロジェクト

のうち、メガソーラー全県展開プロジェクトと

個人住宅ソーラーパネルについて、現在の進捗

状況を県民政策部長にお尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） まず、メガ

ソーラーの全県展開については、議員から先ほ

ど御紹介がありましたように、都農町の旧リニ

ア実験線を活用した都農第２発電所の１メガ

ワット、ソーラーフロンティア社の宮崎第２工

場の１メガワット、同社の国富第３工場の２メ

ガワット規模の発電を行っておりまして、これ

まで県内で３件のメガソーラーの立地が実現し

ているところでございます。

また、ソーラー住宅の普及促進につきまして
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は、国の補助制度に加え、県におきましても補

助や融資等を行っており、住宅用太陽光システ

ムの補助件数は、平成21年度に1,357件、平成22

年度は2,535件と、順調に増加しております。

なお、参考でございますが、平成20年度の調

査では、本県の人口1,000人当たりの住宅用太陽

光発電システムの導入による発電量について

は、全国１位となっております。以上でござい

ます。

○重松幸次郎議員 徐々に効果があらわれてい

るようであります。そこで、クリーンエネル

ギーのさらなる普及拡大のために、グリーン電

力証書のさらなる活用を要望したいと思いま

す。以前にも議会で取り上げられたグリーン電

力証書でありますが、改めて普及活動を推進し

ていただきたく紹介いたします。

グリーン電力証書とは、風力や太陽光、バイ

オマスなどのグリーン電力が持つ環境価値を証

書化して取引することで、再生可能エネルギー

の普及拡大を応援する仕組みのことでありま

す。国内のグリーン電力証書取引は、平成12

年11月に開始以来、年々取引量が増加し、平

成19年度から平成20年度にかけましては、取引

量が２倍に急増しました。平成21年には発行量

が２億キロワットアワーを超えました。この背

景としましては、自公政権下の平成21年度環境

省施策（当時、斉藤環境大臣）として、グリー

ン電力証書の需要創出モデル事業を推進したこ

ともあり、地方自治体におけるイベント等での

グリーン電力証書の活用が広がっています。

先進事例としましては、愛媛県松山市が平

成21年に、自治体としては初めてとなるグリー

ン電力証書を発行する事業をスタートさせ、注

目を集めました。これは、生産者側と購入者

側、ともに少量でも取り扱いが可能な制度であ

り、家庭から企業、自治体まで幅広い参加が期

待できる施策であります。グリーン電力を使い

たくても、発電施設を設置するには多額の費用

がかかります。また、自然エネルギーでつくっ

た電気を、電力会社のエリアを無視して送って

もらうにはさまざまな障害があります。そこ

で、企業や団体が直接、グリーンエネルギー電

力を使わなくても、グリーン電力発電者などが

発行した証書を購入することで、環境対策とし

て活用できる仕組みが考え出されました。

そこで、環境森林部長にお伺いしますが、県

でも既にこのグリーン電力証書を購入し、イベ

ント等に活用されたとお聞きしております。つ

きましては、これまでどのようにグリーン電力

証書を活用され、今後どう進めていかれるの

か、そしてどのように広報されるのか、お聞か

せください。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県では、平

成21年度にグリーン電力証書を５万キロワット

アワー分、約100万円で購入したところでありま

す。このグリーン電力証書は、県内の太陽光発

電によって生み出された環境価値が証書化され

たものであり、「スポレクみやざき2009」等の

イベントで使用された電力の一部として賄われ

たところであります。また、新たなグリーン電

力証書を購入するための予算100万円を今議会で

お願いしているところです。ＰＲ効果の高いイ

ベント等で活用してまいりたいと考えておりま

す。グリーン電力証書の活用は、太陽光発電を

初めとする再生可能エネルギーを普及させる上

で、有効な手段の一つであると考えておりま

す。県といたしましては、各種広報媒体を使っ

ての情報提供や、セミナーなどを通じて事業者

や各種団体等の皆様への周知を図り、グリーン

電力証書の普及拡大に努めてまいりたいと考え
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ております。

○重松幸次郎議員 ぜひとも新エネルギー普及

啓発のために、グリーン電力証書を活用して、

官民一体となって進めていただきたいというふ

うに思います。

続きまして、食品ロス、食品残渣の利活用に

ついてであります。

日本の食料自給率はカロリーベースで40％

と、多くの食料を輸入に頼っております。一方

で、世界の食料需給は、人口増加や経済発展に

より不安定な状況となっております。日本が今

後とも安定的な食生活を送るためには、食料自

給率を上げて食料供給を安定させることが重要

であります。また、その観点からも、県の重点

推進事業であるフードビジネス展開プログラム

を推進し、本県の基幹産業である農業、水産業

の振興を図り、農水産物の付加価値を高めて、

産業活性化と生産力・自給率向上に大いに貢献

していくことに期待しております。その一方

で、食品産業、流通から排出される食品のロス

に対応することもまた重要であります。そこ

で、食品ロスの発生状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（岡村 巖君） 食品ロスと

は、本来食べられるものが廃棄されている食品

量のことであり、その発生状況については都道

府県ごとのデータはございませんで、農林水産

省において、平成18年度に国全体で推計したも

のが公表されております。具体的には、製造業

や外食産業等の食品関連事業者からの廃棄物

が1,100万トンで、そのうち賞味期限切れや返品

による食品ロスが300～500万トン、また一般家

庭からも同じく1,100万トンが廃棄され、食べ残

しや調理残渣等で200～400万トンございまし

て、全体の食品ロスが500～900万トンとなって

おり、結果的に、約9,000万トンの食用仕向け量

のうち、５～10％が食品ロスと推計されており

ます。また、食品関連事業や一般家庭から排出

される2,200万トンの廃棄物のうち、800万トン

が飼料や肥料として再生利用されておりまし

て、残りが焼却または埋立処分されているとい

う状況にございます。

○重松幸次郎議員 それでは、食品残渣の利活

用についてのこれまでの取り組みについて、も

う一度、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県における

食品残渣の利活用につきましては、平成17年度

に宮崎県食品残渣飼料化推進協議会を設置し、

特に本県で発生の多い焼酎かすをエコフィード

として利用する家畜の飼料化を推進してきたと

ころでございます。その結果、焼酎かすの飼料

化プラントが県内12カ所で整備され、県内で産

出される焼酎かすの約半分が、牛、豚などの家

畜の飼料として利用されていると推計しており

ます。また、養豚農家におきましては、約60戸

が、焼酎かすのほか、パンくず、野菜くず、菓

子などを飼料として利用しているという状況も

あります。今後とも、生産コストの低減や飼料

自給率の向上を図るとともに、資源循環型農業

を推進するという観点から、食品残渣の有効活

用を図ってまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 わかりました。なおかつ、

可食部分と考えられる量が、先ほどありました

推計で500～900万トン、食品ロスが処分されて

いるようであります。そうした食品ロスの削減

の取り組みから、フードバンクについて紹介を

させていただきたいと思います。

フードバンクとは、包装の破損や印字ミス、

賞味期限に近づいたなどといった理由から、品

質には問題がないにもかかわらず廃棄されてし
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まう食品・食材を、食品製造業や食品小売業等

から引き取り、福祉施設等へ無償で提供する団

体や活動のことを言います。フードバンクは、

アメリカでは既に40年の歴史があり、年間200万

トンの食品が有効活用されております。日本で

は2000年以降、フードバンクが設立され始めた

ところでありますが、ようやく宮崎でも１団体

が昨年９月に事業をスタートしたようでありま

す。どうか、こうした活動を後押しする意味か

ら、県としてもフードバンクの動向を注視して

いただきますよう、本日は要望とさせていただ

きます。

続きまして、入札制度についてお伺いいたし

ます。

入札制度改革の中で、地元（県内）業者への

公共工事発注が地域経済の活性化に大きな役割

を果たしているのは、言うまでもありません。

そこで、地元（県内）企業への優先発注への基

本的な考え方を、県土整備部長にお伺いいたし

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県発注の建設

工事等につきましては、地域における建設産業

の果たす役割等を考慮しまして、特殊な橋梁等

の、県内においては施工可能な業者が少ない工

事など、競争性が不足する場合を除き、原則と

して県内業者に発注することとしているところ

でございます。

○重松幸次郎議員 わかりました。では、その

取り組みを始めた結果、現状はどうなのか。建

設工事、業務委託の両面から、県内企業の発注

件数と落札金額、そして県内発注割合の推移、

平成19年度と22年度の比較でお聞かせを願いた

いと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 公共三部の建

設工事における競争入札での県内業者への発注

につきましては、平成19年度2,075件で、その落

札価格は507億円、22年度1,934件で530億円と

なっております。また、県内業者への発注割合

は、件数ベースで平成19年度は93.7％、22年度

は96.6％、落札価格ベースで平成19年度は91.7

％、22年度は95.5％となっております。

次に、建設関連の業務委託における競争入札

での県内業者への発注につきましては、平成19

年度1,038件で35億円、平成22年度1,159件で47

億円となっております。また、県内業者への発

注割合は、件数ベースで平成19年度は81.6

％、22年度が87％、落札価格ベースで平成19年

度は72.4％、22年度は76.2％となっており、建

設工事、建設関連業務委託のいずれにおきまし

ても、県内業者への発注割合が増加しておりま

す。

○重松幸次郎議員 もう一つ確認させていただ

きます。建設工事は、発注件数、落札金額とも

おおむね95％で地元発注がなされております

が、一方で、業務委託は落札価格で76.2％と

なっております。この差が生じている要因は何

なのか、もう一度お尋ねいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 建設関連業務

につきましては、その後に実施する工事の品質

に大きな影響を与えることから、一定の技術力

や同種業務の実績を有する企業に発注するな

ど、品質確保に努めているところであります。

このため、高度な技術力を要する橋梁設計、あ

るいは地すべり調査・解析業務等につきまして

は、県外業者を入札参加者に含める場合があ

り、結果として、建設工事に比べまして、県外

業者の受注割合が高くなっているところであり

ます。県といたしましては、公共事業の品質確

保を図りつつ、今後とも、県内業者への発注に

努めてまいりたいと考えております。
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○重松幸次郎議員 年々改善が図られており、

努力をしておられると思いますが、引き続き、

県内業者への優先発注の取り組みをよろしくお

願いいたします。

続きまして、商工観光行政についてお尋ねい

たします。

初めに、商工費の予算につきまして、商工観

光労働部長にお尋ねいたします。支出予算の款

別区分では、商工費を見てみますと、平成23年

度は補正後総額で約439億8,175万円、平成22年

度は約490億8,930万円で、51億700万円余の減額

であります。増減率で見ますと、マイナス10.4

％の下げ幅は、ほかよりも一番多くなっており

ますが、その減額の主な要因をお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 補正後の

商工費予算の減額についてでありますが、その

主な要因といたしましては、平成22年度当初予

算において、臨時的な経費として計上しました

宮崎フリーウェイ工業団地の買い取り等に要し

た経費46億円余について、本年度、予算計上し

なかったことによるものでございます。

○重松幸次郎議員 さらに、中心商店街におけ

る直接の商業支援事業予算が２つございますけ

れども、１つは、大規模小売店舗適正化事業費

でありますが、これは1,000平米以上の店舗が出

店を届けた場合の審査会予算と伺いました。ま

た、もう１つは、まちなか商業再生支援事業で

ございますが、少し圧縮された感がありますの

で、減額になっているのはなぜか。このほかに

も商工費予算の中で、商店街及び中小小売・

サービス業に関連する支援策としてはどのよう

なものがあるのか、あわせてお伺いをいたしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） まず、ま

ちなか商業再生支援事業につきましては、商店

街等の課題を踏まえ、事業内容の見直しを図っ

たものでございますが、この中で、大きな課題

となっております次世代のリーダー育成事業を

新たにメニューとして加えたところでございま

す。

次に、商店街へのその他の支援策としまして

は、消費需要の喚起を図るため、口蹄疫復興中

小企業応援ファンドを活用し、プレミアム商品

券発行や地域活性化イベントに対する助成を

行っているほか、店舗・駐車場等の新増設や空

き店舗への移転等を行う中小商業者向けの低利

融資、専門家派遣等による経営相談、さらには

国の中小商業活力向上事業を初めとする各種補

助事業に関する情報提供など、さまざまな支援

に努めているところでございます。

○重松幸次郎議員 わかりました。昨年、県内

主要商店街の事業所に県商店街連合会がアン

ケートをとられました。その調査結果を簡潔に

申し上げますと、１つは、後継者及び従業員向

けの研修事業の実施、２つ目が、専門的な知識

を持ったコンサルタントからの指導を望む、３

番目に、資金的な支援及び今以上に低利融資等

の制度融資が求められているということでござ

いました。この視点でもさらなる取り組みをお

願いしたいと思います。

さて、私は、宮崎市内におきまして小売業を

営む傍ら、商店街役員として中心市街地の活性

化に携わってまいりました。しかし、中小小売

業を取り巻く環境は、長引く経済不況を初め、

モータリゼーションの発達により郊外型ショッ

ピングセンターの出店や、インターネット販

売、通販等の拡大により、ますます厳しさを増

しております。そして、昨年の口蹄疫、本年は

鳥インフルエンザ、また新燃岳の噴火降灰によ
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り、畜産農家を初め、すべての産業に甚大な被

害を及ぼし、商工、観光、飲食などのすべての

サービス産業におきましても、経済の低下に一

段と拍車がかかってきております。

県の統計アラカルトによりますと、県内の小

売店舗数においては、10年間で2,521店舗が減少

しております。１年間で約250店舗が閉店してい

ることになり、シャッターが閉まったままの店

舗が市内中心部でも目立ち始めております。し

かし、このまま手をこまねいていてはいけませ

ん。昨年の口蹄疫発生以来、全国の皆様からさ

まざまな温かい応援をいただきました。そし

て、その恩返しと東日本の復興のためにも、ま

ずは宮崎から元気を発信していかなくてはなり

ません。宮崎県内の各市町村の商店街をいま一

度活性化させるその思いにつきまして、知事の

見解を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 私も、広島県呉市の商

店街の家具屋の息子であります。商店街の重要

性―商店街は本当に街の顔であり、人々が集

う場、交流の場、経済活動の場、また子育て、

さまざまな機能を有するわけでありまして、街

の活力を維持するためには、商店街の活性化を

図ることが大変重要であるというふうに認識し

ております。ただ、全国的に見て、今、御指摘

のありましたように、郊外型の大規模店舗の問

題でありますとか、空き店舗の増加、それから

後継者の問題―私自身も後を継がなかったわ

けでありますが、弟が後を継いでおります。さ

まざまな厳しい状況がある。それに加えて、本

県におきましては、昨年の口蹄疫以来のさまざ

まな災害ということで、厳しさが増している状

況と認識しておるところでございます。商店街

の活性化は、全国でもさまざまな成功例もある

わけですが、やはり地域の皆さんが一体となっ

てアイデアを出して、ビジョンをつくって、力

を合わせて、人を何とかして呼び込むという取

り組みが必要なのではないかというふうに考え

ておるところでございます。

本県におきましては、これまでも、商店街な

どが行う「まちづくりビジョン」の策定であり

ますとか、空き店舗活用などの事業に対して支

援を行うとともに、口蹄疫復興中小企業応援

ファンドなどを設けまして、消費需要の喚起な

どに努めてまいったところであります。今後と

も、商店街の活性化に向けた取り組みに対しま

して、地元市町村とも連携をしながら取り組ん

でまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 ぜひとも、商店街活性化に

向けて一層の取り組みをお願いしたいと思いま

す。

そして、これまで活性化事業といいますと、

ハード面ではアーケードや街路灯の補助、また

ソフト面では、お祭り、イベント、講習会等の

支援など、さまざまな取り組みが行われてきま

したけれども、新たなプランを求められている

と思います。そこで、これからの持続可能な地

域づくりを単刀直入に申し上げれば、九州経済

産業局が提案する医商連携によるまちづくりの

推進という新たなキーワードでございます。同

報告書によれば、医療の「医」と「商業」が連

携する。ただし、ここで言う「医」というの

は、病院や診療所などの医療機関に限定せず

に、それに加えて福祉や介護にかかわる施設や

機関、また子育て支援にかかわる施設や機関も

含めて、その総称として「医」と名づけられて

おります。今後の地域の状況を考えたときに、

子供たちを育て教育すること、そして高齢者が

急速に増加する中で安心して生活できる場所を

提供していく、さらには多くの地域住民が生活
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習慣病等を克服し、健康で、しかも心豊かで、

安心して行ける場、そうした場を形成していく

ことが必要になってまいります。すなわち、総

称としての「医」と商店街の「商業」が連携

し、お互いが協力しながら、新たな取り組みを

展開していく。そこには必ずさまざまなＮＰＯ

やボランティアの皆様との交流もあり、その新

たなコミュニケーションの場が広がってまいり

ます。

事例を一つ紹介いたしますと、福岡県久留米

市内で一番街商店街に、「まちなか保健室

ほっとステーションマリア」が、空き店舗活用

事業の一環として平成21年２月に開設をされま

した。ここには、聖マリア学院大学看護部の教

員（看護師・保健師・助産師等の有資格者）が

輪番制で市民からの健康相談に対応しておりま

す。また、キッズスペースは、子育てに関する

情報交換の場にもなっております。学生、ボラ

ンティアの参加も含めて、大学側としても、地

域貢献、社会連携の観点から積極的な運営がな

されております。今後、多くの来街者が商業振

興にも資することが期待をされております。

翻って、自然環境が豊かで温暖で、水も空気

も美しく、いやしとおもてなしの心を持ったこ

の宮崎が、どこよりも安心で、その街に住みた

い、そして何度でも訪れたいというまちづくり

のために、「医」・「商」双方へのアプローチ

と基本フレームづくりを県が主導され、医商連

携によるまちづくりが発信できればと思います

ので、知事の見解をいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 商店街の振興のために

は、まずはそこに足を運んでもらう、集まって

もらうということが大変重要だと思っておりま

す。そういう観点からは、御質問にありました

医商連携というものは、商店街のにぎわい創出

でありますとか、安全・安心なまちづくりにつ

ながる有効な方策の一つであると認識をしてお

ります。これまでも本県におきまして、市町村

が取り組む、空き店舗を活用した健康相談室で

ありますとか、高齢者交流施設の設置などに対

して─これは日南や西都で事例があるようで

ありますが─支援を行っているところであり

ます。県といたしましても、今後の商店街振興

は、従来の商業の枠を超えた多様な主体との連

携という視点が大変重要であると考えておりま

すので、こういった医商連携の取り組みに対し

ましても、引き続き支援に努めてまいりたいと

考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。医

商連携の立場から、今後は医療観光へも取り組

み、より多くの人々を宮崎に呼び込むことが、

本県の観光振興を図る上でも必要となるのでは

ないでしょうか。既に各旅行会社がＰＥＴ検診

などを企画し、取り組んでいる事例が幾つかあ

ります。ヘルスケアツアーやスポーツメディカ

ル等、医療を活用して国内外から誘客をふやし

ていけないかと考えますが、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（米原隆夫君） 現在、人

間ドックや先進医療での治療目的で長目の滞在

をし、滞在中に観光やゴルフ、ショッピングな

どを楽しむヘルスケアツアーや、スポーツ選手

等が医学的な指導のもとに体のメンテナンスが

できるスポーツメディカル等、医療を活用した

誘客の取り組みが各地で実施されていると伺っ

ております。このうち県内でも、先ほどお話の

ありましたようなＰＥＴ検診などの検診を中心

としたヘルスケアツアーについては、幾つかの

病院が取り組まれているところでございます。

また、国におきましても、平成22年６月に閣議
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決定をいたしました新成長戦略の中で、医療と

観光を組み合わせた、いわゆる医療観光を新た

に開拓する戦略分野と位置づけ、実証事業や研

究会を開催するなど、研究を進めているところ

であります。本県においては、豊かな自然環境

や、ゴルフ場などのスポーツ施設といった観光

資源に恵まれており、これらを医療と組み合わ

せた取り組みについては、一つの観光客誘致方

策ではないかと考えておりますが、一方で、受

け入れ体制などの課題もあると伺っております

ので、引き続き、情報の収集に努めてまいりた

いと考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございました。

これから、まちづくり、そして宮崎県全体の活

性化のためにも、またお互いに努力してまいり

たいと思います。これからもどうぞよろしくお

願いいたします。

以上で私の質問を終了いたします。ありがと

うございました。（拍手）

○十屋幸平副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時34分散会

平成23年６月16日(木)


