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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員39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、山

下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。通告に従い、順次お伺いをしてまい

ります。

３月11日、東北地方沿岸部を中心に未曾有の

被害をもたらした東日本大震災から３カ月が過

ぎ、亡くなった方１万5,434名、警察、自衛隊の

懸命の捜索にもかかわらず、いまだに約8,000人

以上が行方不明であり、収容された遺体のうち

約2,000人の方はまだ身元が判明されておりませ

ん。先月24日、同僚議員３名で宮城県へ視察に

行ってまいりました。被災された地元の皆様に

は、かける言葉も見つからない状態でありまし

た。また、いまだに約12万4,000人以上の方が避

難生活を送られております。心よりお見舞い申

し上げ、一日も早い復興を願うばかりでありま

す。

昨年、本県にとりましては、４月20日の口蹄

疫の発生、７月３日、都城市では１時間の降雨

量134ミリというゲリラ豪雨、そして明けて１

月21日、河野知事県政がスタートした日に４年

ぶりの鳥インフルエンザ発生、そして１月27日

の新燃岳の爆発的噴火と、かつて経験したこと

のない大災害の連続でありました。この１年、

知事を初め、執行部の皆様、警察、自衛隊、消

防団、そして多くのボランティアの皆様が県民

の安全・安心のため、努力いただきましたこ

と、また全国の方々から多くの激励と義援金や

寄附金をいただき、深く感謝を申し上げます。

特に、口蹄疫に関しては平成22年度に1,880億円

の復興対策費が講じられましたが、今、本県

は、全国の皆様からいただいた温かい御支援に

こたえるためにも、さまざまな災害に対して県

民一丸となった復興対策と災害防止策に取り組

まなければなりません。

そこで、先ほど申し上げましたが、今回の東

日本大震災の被害を教訓に、新たな防災対策が

必要となってまいりました。本県は、445キロに

及ぶ海岸線を持ち、津波被害が大変心配される

ところであります。そこで、知事にお伺いをい

たしますが、東日本大震災後、沿岸に住んでお

られる地域住民の方々から心配の問い合わせが

あったのか、何を心配しておられるのか、お伺

いをいたします。また、想定外のことも踏ま

え、どのような防災対策を検討されていくの

か、お伺いをいたします。

次に、総合計画に関連してお伺いしてまいり

ます。

本県は、今後20年を見通した長期ビジョン

と、知事の政策提案を踏まえた４年間のアク

ションプランから成る総合計画「未来みやざき

創造プラン」の策定作業を進めてこられまし

た。長期ビジョンについては、既に２月議会で

議決成立しており、今議会にはアクションプラ

ンが提案されております。私は、これからの10

年、20年は変化の時代であると考えておりま

す。国際的な経済情勢や人口構造の変化、資

源、環境問題などの要因により、社会や経済の

あり方もこれから大きく変わっていかざるを得

ないわけであり、我が宮崎県もこうした時代の

うねりに無関係ではいられないと思うのであり

ます。このような意味で、今回、長期的な視点
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から県が進むべき方向性を示したこと、そして

その礎づくりのため、アクションプランの中

で10の重点テーマを設定し、実行のためのプロ

グラムをまとめられたことについて、私として

は一定の評価をするものであります。

危機事象への対応と再生・復興や、将来世代

育成、持続可能な地域づくりなど、いずれも重

要なテーマが掲げられており、それぞれ戦略性

を持って取り組んでいく必要がありますが、将

来を考えていく上では、やはり本県の経済、産

業づくりが重要であると、私は思うのでありま

す。アクションプランにおいても、環境・新エ

ネルギーの先進地づくりや、フードビジネスの

展開、地域発の産業創出、観光交流・海外展開

などの方向性が示されておりますが、要は、そ

れをどのように実現していくのかであります。

そこで、本県の産業に関する長期的な見通し

や、その実現に向けて、この４年間どのような

ことに力を入れて取り組んでいかれるのか、知

事の御所見をお伺いします。

以上、壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、防災対策についてであります。東日本

大震災後に所管部局などにありました問い合わ

せの内容でありますが、例えば、「自宅が海の

近くにあるが、津波が到達するかどうか教えて

ほしい」でありますとか、「自宅の近くに高台

がないが、どこに逃げればいいのか」、また

「自宅のある場所の海抜を教えてほしい」と

いった、津波に関連した内容が多く寄せられて

いるところであります。今回の震災では、津波

による被害がクローズアップされたことから、

問い合わせの内容も、そのことを反映している

ものと思っております。

災害におきまして最も優先すべき課題という

のは、命を守ることであります。今回の震災で

の教訓の一つは、津波に対していかに早く安全

な場所へ避難できるかということであったかと

思います。防災対策は、ソフト、ハード、いろ

いろありますが、ハードだけでは防ぎ切れな

い、さらにそれ以外への備え、自助・共助・公

助─基本ではございますが、公助だけでは足

りない、自助・共助の必要性ということも明ら

かになったところであります。したがいまし

て、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こと、これが

最も重要であると考えております。県といたし

ましても、今回の大震災を踏まえたさまざまな

教訓というもの、防災に関する必要な知識とい

うものを、県民の皆様への周知徹底を図るとと

もに、防災計画、減災計画の見直しなど、市町

村とも連携を図りながら、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、本県産業の方向性、今後の取り組みに

ついてであります。口蹄疫や新燃岳の噴火の影

響などもありまして、本県経済は大変厳しい状

況にありますことから、まずは早期の経済・雇

用の回復を図ることが必要であり、さらには長

期的な視点からは、人口構造の変化やグローバ

ル化の進展に対応しながら、地域経済のエンジ

ンとなる産業を育てていくことが重要な課題で

あると考えております。このため、アクション

プランの中では、まず、「危機事象への対応と

再生・復興」を第一の重点テーマとして掲げま

して、即効性のある経済・雇用対策を講じてい

くこととしております。また、長期的な視点か

らは、太陽光、太陽熱など新エネルギー分野に
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おいて産業創出を図る「環境・新エネルギーの

先進地づくりプログラム」でありますとか、本

県の強み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プログラム」、ま

た、東九州メディカルバレー構想などを推進す

る「「地域発」産業創出・雇用確保プログラ

ム」などを掲げたところであります。さらに、

「観光交流・海外展開プログラム」によりまし

て、今後、成長が期待されるアジア市場に目を

向けた海外展開にも取り組みながら、将来の本

県経済の牽引役となる成長産業を育ててまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○山下博三議員 御答弁ありがとうございまし

た。今回の東日本大震災、私も行ってまいった

んですが、地震の被害より津波の被害がひど

かったんですね。沿岸部におきましては、家も

基礎しか残っていない。本当に悲惨な状況で

あったんですが、連日あの映像を見られまし

て、県民の皆さん方、特に沿岸に住んでおられ

る御家族の皆さん方は、本当に心配をされてお

ります。早急な防災マップの見直し等に取り組

んでいただきたい、そのように思っておりま

す。

続きまして、フードビジネスについて知事に

お伺いをいたします。私の出身地の都城市を含

む県西地域は、農業や食品関連産業の一大拠点

地域であります。地域の取り組みとして、地元

の農業者や法人、企業等が集まって、食や農業

に関連した新しい産業展開を起こそうとする動

きも出てきております。これから食料確保は重

要な課題になると予想される中で、まさに時代

の要請にこたえるものであります。そこで、特

にフードビジネスに関連して、地域の強みを生

かした食料供給事業の拠点づくりを進めていく

ことが今後重要になると思いますが、このこと

について知事の御所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 世界的な人口増加もあ

ります。安全・安心な食料の確保は今後、重要

な課題になってまいります。最近では、食料が

世界的な投機の対象にもなっておりますし、ラ

ンドラッシュと言われるような農地の争奪戦も

行われているところであります。そういう中

で、全国有数の食料供給県であります本県は、

我が国の食料の確保という大変重要な役割に大

きく貢献できるのではないかと考えておりま

す。農水産物の生産拡大はもちろんであります

が、それを生かした食品産業につきまして、今

後の産業振興の重要な柱にしていきたいと考え

ております。そのため、アクションプランの中

で、重点プログラムの一つに「フードビジネス

展開プログラム」を掲げまして、その中で特に

農水産業の６次化、農商工連携などによる食品

産業の振興に力を入れていくこととしておりま

す。

具体的な取り組みに当たりましては、農業生

産や製造・加工、流通・販売など、さまざまな

分野の力を結集することが大事だと考えており

ます。御質問にありましたように、農業者や関

係団体、企業の皆様の連携した取り組みが活発

化していくことは、事業化に向けて大いに期待

の持てることであると考えておるところでござ

います。こうした動きを活発化させまして、本

県が日本を代表する食料供給基地になるよう、

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 ありがとうございました。昨

年、県は、県北を中心に、旭化成を中心とする

東九州メディカルバレー構想の地域指定をされ

ました。私も商工の常任委員会におりましたか
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ら、そのオープンのときにも出席させていただ

いたんですが、今から県北は、医療の薬品、器

具等の開発分野で発展していくものと、そのよ

うに大変期待をいたしております。御案内のと

おり、本県の基幹産業は農業であります。特に

都城を中心とする県西地域については、肥沃な

農地が広がっておりますし、今後、フードビジ

ネスを進めていく上では、都城を中心に、広く

言えば大隅半島を中心とするフードビジネスの

あり方を真剣に考えていかなければならないと

きかなと、そのように思っています。アクショ

ンプランの中で─私たちも地元で議論し、こ

の政策の地域指定を目指しながら頑張っていき

たい、そのように思っています。

次に、第七次農業・農村振興長期計画につい

て、同じく知事にお伺いをいたします。

最近の農業情勢は、御案内のとおり、グロー

バル化の進展による国際競争の激化や、少子高

齢化による担い手の減少、地球温暖化の進展、

そして家畜飼料や燃油などの海外に依存した農

業生産資源の高騰、さらに最近では、東日本大

震災における放射能汚染や、食品衛生に係る食

の安全・安心の問題など、かつて経験したこと

のない多くの課題を抱えております。

このような中、今後10年先の本県農業を目指

す将来像、いわゆる長期ビジョンと、最初の５

カ年間の具体的な施策展開を盛り込んだ基本計

画で構成された農業・農村振興長期計画が、今

議会に提出されております。今回の計画が第７

次ということで、これまで過去６回の長期計画

や当時の情勢等について、少々長くなりますが

振り返ってみたいと思います。

最初の計画は、50年前の昭和35年に宮崎県防

災営農計画として策定されたのであります。こ

のころから、牛、馬による耕作から耕運機等に

よる機械化農業のスタートとなったのでありま

す。この防災営農計画は、当時、甚大な被害を

受けていた台風災害の影響を防ぐための営農方

式として、早期水稲、施設園芸、畜産の導入を

進めるなど、当時の農業産出額は全国第31位で

あったものを現在の第５位まで引き上げた、現

在の本県農業の原型を築く極めて革新的な計画

であったと考えております。その後、機械化の

進展や、畜産、園芸品目の選択的規模拡大が進

められ、本県の農業生産力も飛躍的に発展をし

ましたが、一方では、米を初め牛乳等の生産調

整の実施や、農畜産物の輸入拡大などの逆風も

数多く経験してまいりました。さらに、国内経

済が豊かになるに従い、消費の志向も、よりサ

シの入った牛肉や、より糖度の高い果物、規格

の整った野菜を求めるなど、消費ニーズに沿っ

たよりよいものの生産に努めるとともに、近年

は、産地偽装事件や農薬の残留問題などを受け

て、トレーサビリティーによる生産情報提供や

残留農薬検査体制の整備など、日本一安全・安

心な産地づくりを目指してきました。しかしな

がら、昨今の農業情勢はますます厳しさを増

し、さらに本県では、口蹄疫、鳥インフルエン

ザ、新燃岳の火山活動などのたび重なる災禍に

見舞われ、冒頭申し上げましたように、生産現

場は、農産物の価格低迷と資材高騰により厳し

い情勢を強いられる中、再生・復興とともに、

その打開策として提案された本計画は、本県農

業・農村の持続的な発展に向けた施策推進の羅

針盤となる極めて重要な計画であると考えてお

ります。そこで、今回提案された農業・農村振

興長期計画は、どのような特徴があるのか、さ

らに本県農業・農村の将来をどのように見据

え、どのような方向にかじ取りされるつもり

か、知事の考えをお伺いいたします。
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○知事（河野俊嗣君） 先ほど御指摘がありま

したように、県内各地がそれぞれ地域の特色な

り強みを生かして産業振興に取り組んでいく、

それが重要であるのと同様に、本県の強みであ

る農業をさらに磨き上げて取り組んでいく、そ

の観点からも、今回の農業・農村振興長期計画

は、これまでの数次にわたる計画と同様、今後

の農業の展開をにらんだ大変重要な計画である

という位置づけでございます。

特徴といたしましては、１つ目は、常在危機

という意識のもとに、口蹄疫の発生などを教訓

といたしまして、危機事象への備えと対応とい

うものをしっかりしていくこと、２つ目としま

しては、農を核とした他産業・地域などとの連

携による素材供給型の産地から加工・販売まで

の総合食料供給型の産地づくりへの転換を図っ

ていくこと、３つ目としましては、農家の所得

確保を最優先に、農業経営資源をフル活用する

ための関係者の結集を図っていくこと、４つ目

としまして、バイオマス資源や太陽熱など新エ

ネルギーの積極的な利活用などを掲げておると

ころであります。

また、本計画の中では、「儲かる農業の実

現」、さらには「循環型社会と低炭素社会への

貢献」「連携と交流による農村地域の再生」

「責任ある安全な食料生産・供給体制の確立」

という４つの視点を計画推進の柱として掲げて

おりまして、産業間の垣根を越えた連携と参入

によりまして、新たな付加価値を創出して、地

域経済をリードできるような成長産業に大きく

転換してまいりたいと考えております。先人の

たゆまぬ努力により、現在、全国第５位の農業

生産額を誇っておるところでございまして、農

業者が将来にわたって夢と希望を持てるような

本県の農業というものを築いてまいりたいと考

えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。

次に、６次産業化の振興策について農政水産

部長にお伺いをいたします。農村社会では高齢

化が進行し、本県では農業法人の育成や、建設

業からの農業参入を進めてきた結果、生産力は

何とか保たれていると思いますが、今まで以上

に生産性を高めていくには、いかに付加価値を

つけていくか、これを引き金として、いかに雇

用拡大による地域経済の活性化を図っていくか

が重要であると考えております。これを進める

上で大切なのは、人材の教育、育成であり、農

業法人でも経営規模が大きくなれば資産がふ

え、雇用の増や関連事業費が増大し、組織とし

ての高い経営管理能力が求められるわけであり

ますが、対応できるリーダーの育成が重要なか

ぎを握っているのではないでしょうか。また、

農村社会で安定した魅力ある労働対価が提示で

きる雇用機会を安定して継続するためには、こ

れまでの原料生産を主体とした産地から脱却

し、付加価値が高いものに加工して供給してい

く産地体制の整備が必要だと考えております。

現在、県内でも地場野菜を使った冷凍加工施設

等の整備が進んでおりますが、これらの動きを

含め、さらに口蹄疫からの再生・復興を進めて

いく上でも、今後ますます農を核とした６次産

業化の推進は極めて重要になると考えておりま

す。そこで、６次産業化の振興策をどのように

進めていかれるのか、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） 農業・農村に

おいて所得や雇用を確保し、地域経済を活性化

するためには、地域の特産物に着目して、生産

から加工・流通に至る一連の取り組みを強化す

ることによりまして農業の高付加価値を図る６
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次産業化、また農商工連携を推進していくこと

が大変重要であると認識しております。これま

で県では、農業振興公社を中心としたワンス

トップ相談窓口の整備、また商工部門との連携

による加工・流通に関する研修の実施などによ

りまして、６次産業化の事例の発掘や、経営管

理能力を有するリーダーの育成に積極的に取り

組んできたところであります。これに加えて今

後は、食品企業等に対しては、食料供給基地と

しての本県への立地の優位性をアピールし、地

域の具体的な案件に関しましては、関係機関・

団体等による検討会を開催するなど、農業者と

食品企業との連携や、事業化までのフォロー

アップに努めてまいりたいと考えております。

このような取り組みによりまして、「儲かる農

業」の実現と、農村地域の雇用につながる新た

な６次産業ビジネスモデルの創出を、積極的に

推進してまいりたいと思います。

○山下博三議員 ありがとうございます。なぜ

６次化を急ぐかということをちょっと申し上げ

たいと思うんです。都城管内でジャガイモの収

穫が終わったんですが、今、140町歩のジャガイ

モの栽培がされております。湖池屋というポテ

トチップスをつくる会社の、京都、埼玉の２工

場で加工されるんです。ことしは1 4 0町歩

で4,000トンのジャガイモの収穫がありました。

せっかく地元でこれだけのジャガイモ生産が定

着してきたわけですから、できれば企業誘致な

りして地元で加工して、都城から流通をしてい

ただく、これが今からの大事な６次化の目指す

姿であろうと思っています。そのことも踏まえ

まして、強力な農業振興策を中心とする中で、

６次化を目指す生産体制をとっていただくとあ

りがたい、そのように思っています。

次に入らせていただきますが、農村での新エ

ネルギーへの取り組みについて、同じく農政水

産部長にお伺いをいたします。今後のエネルギ

ー情勢につきましては、東日本大震災に端を発

した原子力発電の問題、中東の政治情勢などに

よる供給不安や、地球温暖化対策に向けた今後

の諸産業のあり方として、安全で地球環境に配

慮した対応を求める世論が日々高まっておりま

す。本県産業においても、今後、県民、さらに

は国民への安定した食料供給基地としてあり続

けるためには、生産現場で使うエネルギーの供

給を、産地の責務としても可能な限り県内自給

を図っていくべきであると考えます。そこで、

本県農業・農村の特徴を生かした新エネルギー

への取り組みについて、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） 本県農業にお

いては、現地実証試験等の成果をもとにしまし

て、マンゴー、ピーマン等でヒートポンプによ

る石油エネルギー低減の取り組み、また畜ふん

バイオマスの活用による鶏ふん発電などの新エ

ネルギーの導入について、全国に先駆けた先進

的な取り組みを進めてまいっております。今後

の取り組みにつきましては、県内の豊富な木質

や畜ふんなどのバイオマス資源の活用はもとよ

りですが、太陽光のエネルギー利用について、

畜舎の屋根などの農業関連施設の利用について

検討を進めることとしております。また、現

在、県総合農業試験場において、世界的な光学

技術を有します三鷹光器と共同で実施している

太陽熱利用技術の実用化に取り組み、本県農業

の持続的で環境に優しいエネルギー自給率の向

上を図ってまいりたいと考えております。

○山下博三議員 宮崎県は全国平均より５年間

早く高齢化が進んでおるわけです。特に、農村

社会ではさらに早く進んでおる状況でありま
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す。何か早く思い切った施策を農村部を中心に

持ってこないと、ますます高齢化が進むものと

思っております。やはり農村社会に雇用の場が

なければ、大学進学や就職などで若年層の人口

流出がさらに続いていき、早く人口構造が変

わってくるものと思っています。長期計画、そ

して新エネルギーの農村社会の中で果たす役割

もひっくるめて、早くこの計画を進めていただ

ければありがたい、そのように期待をいたして

おります。

次に、口蹄疫の検証について、同じく農政水

産部長にお伺いをいたします。

今回、口蹄疫からの再生・復興方針が工程表

で示されました。今日においても、韓国、台湾

等における相次ぐ発生を踏まえると、口蹄疫に

ついてのウイルスリスクは減少しておらず、い

つ我が国で発生してもおかしくない状況であり

ます。昨年我々は、一たん口蹄疫が発生し、蔓

延状態にまで達すると、経済全体に甚大な影響

を及ぼすことを体験いたしました。口蹄疫から

の再生・復興は前例のない取り組みであり、ま

た推計で約2,350億円という大規模な影響からの

脱却という大変難しい課題への挑戦でもありま

す。今日まで、国、県の検証委員会においても

感染経路は解明されておらず、農家の皆様も、

今日も大変不安な気持ちで経営に取り組まれて

おります。発生地におきましても、今日まで経

営の再開に取り組まれた方は50％台ということ

であります。感染経路の究明につきましては、

いまだに解明されておりませんが、国、県にお

ける口蹄疫対策検証委員会の調査報告を踏ま

え、国内、県内、あるいは農場へのウイルス侵

入防止等の防疫対策についてお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 昨年の口蹄疫

について国の検証委員会では、特に、国、県、

市町村の役割分担を中心にさまざまな御指摘が

ありました。また、県の検証委員会において

は、防疫の各段階における具体的な対応や県の

危機管理体制について問題点の指摘をいただき

ました。これらを踏まえ、国においては家畜伝

染病予防法の改正を、県では防疫マニュアルの

改正や再生・復興の工程表策定を行ったところ

でございます。国内への侵入防止は、家畜伝染

病予防法の改正によりまして、水際防疫を強化

し、外国からの入国者に対する質問や、携帯品

の検査、消毒を行うこととしており、県内への

侵入防止は、防疫マニュアルに基づき、空港、

港湾における徹底した消毒等について関係機関

に協力依頼し、積極的に対応していただいてい

るところでございます。また、農場は農家みず

からが守るという観点から、飼養衛生管理基準

の徹底を図るため、その周知に努めますととも

に、本年度中には、家畜防疫員による全戸立入

検査を実施し、指導することとしております。

今後とも、一たんウイルスが侵入した場合のマ

ニュアルに基づく迅速な対応を含めて、防疫体

制の強化には一生懸命努めてまいりたいと考え

ております。

○山下博三議員 埋却地の確保について農政水

産部長にまたお伺いいたしますが、今回示され

た工程表の中に、埋却地の確保については、あ

くまでも個人の責任で確保することと明記をさ

れております。今回の蔓延の原因は、埋却地の

確保がうまく進まなかったことが一番の原因だ

と言われております。酪農家、和牛生産農家等

は自給飼料基盤がありますから、さほど心配を

いたしておりませんが、問題は、養豚、肥育牛

農家だろうと思います。今、その農家の人たち

が埋却予定地を求めようとすると、農地の耕作
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者でないために農地の購入ができないなど、問

題が生じておりますが、その確保に向けてどの

ように取り組みをされるのか、お伺いをいたし

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、万一の発生に備え、迅

速な防疫措置が講じられますよう、今後、国が

定めます飼養衛生管理基準において、農家に事

前に埋却地を確保する義務というのが課せられ

ることとなったところであります。一方で、埋

却候補地として、耕作を目的としない農地の取

得等が制度上難しいことは事実であります。し

たがいまして、まずは関連法制度の中で農地を

確保する方法など、農家ができるだけ少ない負

担で埋却地を確保できるよう、市町村や関係機

関と一体となって検討してまいりたいと考えて

おります。また、国に対しても、必要に応じて

迅速に埋却地の確保ができるよう、制度の柔軟

な運用等につきまして、要望を行ってまいりた

いと考えております。

○山下博三議員 都城管内で、酪農家が今、152

戸、和牛の生産農家が1,849戸あるんです。この

人たちは何とか埋却地の確保はできるというこ

となんです。しかし、養豚農家は151戸あっ

て、200農場あるんです。埋却地の確保調査を都

城市でされたそうなんですが、136戸の人たちか

ら回答が返ってきたそうです。そして、84

戸、62％の人たちからは確保が大丈夫だと回答

があったみたいなんですが、52戸の38％から、

「ない」という回答が返ってきたんです。農地

法の中に─同じ農業で養豚をされていても、

５反歩以上の耕作をしないと農地は買えないん

です。そこに法の穴があるんです。埋却地を確

保せよという行政主導のもとにやると、農地法

という国がつくった法律で壁ができているんで

す。畜産が主軸の本県でありますから、恐らく

児湯地域においても、同じ悩みを抱えた農家は

たくさんあるだろうと思うんです。ぜひとも国

と、何とか特例措置を求めていただくように交

渉していただくことをお願いしておきたい、そ

のように思っています。

続きまして、環境森林部長にお伺いをしてま

いります。本県林業の状況についてお伺いをし

てまいりたいと思いますが、我が国では、戦後

の伐採跡地への植林や昭和30年代以降の拡大造

林などにより、1,000万ヘクタールの人工林が造

成され、これらが成長した結果、森林蓄積は昭

和26年と比較して２倍以上の約44億立方となっ

ており、10年後には50年生以上の高齢級の森林

が67％にまで増加すると推測されております。

本県においても、杉を中心とする民有人工林

の68％が伐期を迎えているなど、森林資源は着

実に充実してきており、本格的な利用段階に

入ってきております。

このような中、国は平成21年12月に、我が国

の森林・林業を再生していくための指針となる

「森林・林業再生プラン」を策定いたしまし

た。プランでは、森林・林業の再生に向け

て、10年後の木材自給率を50％以上に引き上げ

る目標を掲げており、今後、路網の整備や森林

施業の集約化、必要な人材の育成等を進めると

ともに、木材の安定供給と利用に必要な体制を

構築することとしております。本県における木

材利用の現状と利用拡大の取り組み状況につい

てお伺いをいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 本県の平成22

年における素材生産量は、北海道に次いで全国

第２位の約155万立方メートルとなっており、そ

のうち約９割が県内で製材品などに加工されて

おります。また、製材品のほとんどは柱やはり
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などの住宅の建築資材で、約７割が県外に出荷

されております。こうした中、県では、県内の

公共施設等における木材利用に対する助成や、

木造住宅を建設する県民への県産杉の柱81本プ

レゼント、首都圏等の大消費地における知事の

トップセールスのほか、行政と民間が一体と

なって大口需要者に売り込む「チームみやざき

スギ」による取り組みなど、県内外での需要拡

大に取り組んでおります。また、韓国への輸出

拡大に取り組む団体に対し、商談会等への活動

支援を行っております。さらに、木材利用技術

センターでは、杉とヒノキのハイブリッド集成

材の開発支援など、新たな製品の開発等に取り

組んでいるところでございます。

○山下博三議員 ありがとうございます。次

に、集成材建築物の建設状況について、環境森

林部長にお伺いをいたしますが、その前に、６

月10日の宮日新聞に、「木材韓国輸出で連携」

との見出しで記事が出ておりました。南那珂、

都城、曽於の３地区の森林組合で、今月中旬、

杉、ヒノキ合わせて約2,100立方を、杉立方当た

り１万円、ヒノキ立方当たり１万3,000円から１

万5,000円の単価で、韓国の製材所に丸太で試験

輸出するとのことでありました。

私は、３つのことに疑問を持ちました。ま

ず、売り渡し価格であります。この価格でまず

林家の手元に残るお金が幾らになるのか、次

に、なぜ加工して出荷しないのかであります。

私は、この地区は日本一の製材所群があり、そ

して加工技術、木材の乾燥施設、すべて日本一

だと思っております。そして、国も県も莫大な

資金を投入しているはずであります。３点目

は、記事の中の、「人口減少などで国内住宅着

工戸数が年々減り、将来的に資源蓄積で飽和状

態となって丸太の販路が窮地に立たされること

を懸念。」との内容であります。確かに、昭

和30年代から拡大造林ブームに乗り、民有林、

国有林合わせて35万4,000ヘクタールの人工林が

造成され、その大半が伐期を迎えており、生産

過剰になっていることは理解をいたしておりま

す。しかしなぜ、日本にある資源を建築に有効

利用しないのか、官民挙げて、山の果たしてい

る多面的機能や、豊かな水、緑の資源を再生産

できる方向性が出てこないのか、いま一度、木

材利用を真剣に考えるべきではないでしょう

か。そこで、本県における集成材の建築物の建

設状況をお尋ねしたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 集成材は、乾

燥や強度等の品質や性能が明らかであるという

長所があります。県内では６つの工場で生産さ

れております。本県における集成材を使用した

事例としましては、大規模な建築物では、木の

花ドーム、サンドーム日向、南郷くろしおドー

ム、日向市駅舎などがあります。さらに、体育

館や幼稚園などの公共建築物や一般住宅などに

も幅広く活用されております。

○山下博三議員 同じく環境森林部長にお伺い

いたします。先ほど壇上からも申し上げました

が、私は先月24日、同期の黒木正一議員、松村

悟郎議員とともに、宮城県で大震災による津波

被害の調査をしてまいりました。皆様の手元に

資料として配付をさせていただきました。一番

上の写真から説明をしますが、場所は、今回の

東日本大震災において死者、行方不明者、そし

て被害状況が一番ひどかった石巻市に建ててあ

ります。海岸より60メートルの場所に建設され

ており、1985年完成であり、築26年になりま

す。スパン20メートル、けたゆき16メートル、

最高の高さ10メートル、建築面積880平米で、ご

らんのように２階建ての展示住宅がすっぽり入
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る形で、屋内展示場として利用されていたそう

であります。中にありますモデル住宅は売買が

成立し、その後は自社製品展示場として使用し

ていたそうであります。構造につきましては、

集成材アーチ構造で、北海道のエゾマツ、トド

マツが材料として使われており、強度等級は杉

を材にしたものと同じであります。３月11日の

大震災により10メートルの津波が押し寄せた後

は、石巻港を初め、以前の町並みの面影も全く

なく、何とも説明のしようもない愕然とする状

況でありましたが、消えた町並みの中にこの建

物が残っておりました。信じられない気持ちで

写真におさめましたが、悲惨な現場を前に、集

成材の強さを知ることができました。右の基礎

の部分をごらんください。想定外であったと言

われるあの大きな地震、津波の中、ゆがみもな

く、どの部分の接合金物もしっかりと土台を支

えておりました。私は建築のことに詳しくあり

ませんが、ただ、この建物がしっかりと残って

いるこの事実を、本県の木材利用振興につなげ

られないか、真っ先に感じるところでありまし

た。

そして、このことを５月31日、都城北諸の地

連協の場で紹介させていただきましたところ、

この建物は、都城にあります県木材利用技術セ

ンターの飯村所長の設計、施工指導でできたも

のであることが判明をいたしました。飯村所長

は、当時、三井木材工業株式会社東京本社にて

集成材アーチ構造のセールスエンジニアをされ

ており、2001年、センター開設と同時に、当時

の所長だった大熊先生の紹介で宮崎県に招聘さ

れたそうであります。そして、その後の本県の

集成材で建築された大型公共建築物に携わって

こられたそうであります。そこで、東日本大震

災の津波に耐えて残った集成材建築物に対する

見解をお伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 山下議員が撮

影された写真や、別の建物周辺地域を写した写

真を見まして、周辺施設が大きな被害を受け、

瓦れきが散乱する中で、津波や地震に耐え残っ

たこの建物には、大変感銘を受けたところで

す。当建築物は、大断面集成材を活用したアー

チ構造で丈夫であったことに加えまして、写真

にもありますように、集成材とコンクリート基

礎が、さびに強い亜鉛メッキの金具でしっかり

と固定されていることや、間口が広かったこと

などにより、津波に耐えられたものではないか

と推察されます。被災地の沿岸部にもかかわら

ず、津波や地震に耐えたこの建物は、木材利用

を促進する私どもにとりまして、自信と勇気を

与えてくれます。今後、被災地における建物に

つきましては、国の研究機関などにより、被災

要因等の検証がなされるものと思われますの

で、県といたしましても、引き続き、情報収集

に努めながら、集成材建築物のよさをさらに研

究してまいりたいと考えております。

○山下博三議員 実は集成材の歴史は昭和27年

ごろから始まっているんです。いろいろ私も飯

村所長と何回かお話をしてまいりました。そし

て、飯村所長の出された文献も拝見させていた

だきました。当時、北は北海道の三井木材、南

は都城の島津で集成材の歴史が始まったそうな

んです。都城にまだ残っているんですが、島津

の丸十産業の中にボイラー室があるんですけれ

ども、アーチ型の集成材で昭和37年にでき上

がったものがまだ残っております。非常に集成

材の歴史があることを知っていただきたい、そ

のように思っています。

続きまして、この建物の話をさせていただき

たいんですが、この建物の持ち主である山大産
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業株式会社は、資本金11億300万で、住宅建築用

木材加工、建材、資材、設備機器卸・小売販売

をされており、高橋常務さんと何回か電話でお

話をいたしました。まず、この建物は今後も十

分使えること、鉄骨だったらさびて、とても使

えないということであります。集成材建築は、

地震、津波、火事にも強いということを言われ

ました。なぜ火事に強いのかということを聞き

ましたら、燃えても表面だけが焦げて、後は炭

化するそうなんです。だから非常に集成材は強

いということを言われました。以前はコストが

高くつくこともありましたが、技術の進歩や、

重量が鉄骨に比べて軽いことから基礎の部分で

安くつくこと、日本には鉄骨の資源はないが、

木材の資源が豊富であること、先日、林野庁長

官が視察に見えたそうでありますが、大変驚か

れていたとのことでありました。今回、改めて

集成材の特徴を知ることができましたが、宮崎

県には豊富な森林資源があります。今回の東日

本大震災において、日本国民総力で復興に当た

らなければならないと思いますが、木材の利点

を生かし、災害復興に向け、本県県産材の利用

は考えられないか、また公共・民間福祉の分野

において集成材建築の普及拡大は考えられない

か、知事の御所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 被災地における復興段

階でのさまざまな木材需要につきましては、そ

の動向を注視いたしまして、可能な限り対応し

てまいりたいと考えております。さらに、今後

予想されます復興需要を背景とした全国的な木

材需要の高まりに対しましては、私が本部長を

務める「チームみやざきスギ」が中心となりま

して、民間と行政が一体となって、県産材の需

要拡大に向けて取り組んでまいりたいと考えて

おります。また現在、感謝の思いとともに、被

災地、被災者を支援していこうという「みやざ

き感謝プロジェクト」の中で、本県産の杉でつ

くった学童用の机といすを宮城県に送ろうとい

う取り組みをしておるところでございますが、

これも現地のニーズに対応した支援の中で、本

県産の杉、またその製品の優秀さをアピールす

るという取り組みであるわけであります。

集成材のこの建築につきまして、私もこの写

真を拝見して感動しておるところでございま

す。木材利用を促進しようとする本県にとりま

して、大変心強いことですし、手ごたえを感じ

られるものだと考えております。県におきまし

ては、「公共建築物等における木材の利用の促

進に関する法律」でありますとか、これに基づ

きまして、昨年11月に県の基本方針を改正して

おります。これを踏まえて、より一層の木造

化、木質化を進めることとしておるところでご

ざいます。公共・福祉分野におきましても、先

ほど来説明がなされております、集成材の長所

を生かした建築物の普及に取り組んでまいりた

いと考えております。

○山下博三議員 期待いたしております。よろ

しくお願いいたします。

鳥獣被害についても出しておりましたが、時

間がありません。お許しください。ありがとう

ございました。（拍手）

○外山三博議長 次は、中村幸一議員。

○中村幸一議員〔登壇〕（拍手） 久方ぶりの

質問であります。けさ、年をとると早く目が覚

めまして、ゆがんだ家から窓をあけて外を見ま

すと、アジサイの花が雨に打たれて咲いており

ました。アジサイの花というのは、花言葉で

「移り気」というんだそうですが、まさしく

今、日本の政治の移り気なところを言っている

のかなと思ったところでありました。
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さて、去年の今ごろ、口蹄疫の真っ最中であ

りました。去年のきょう、何をやっていたかと

いうと、ちょうど講堂で県議団と対策本部の責

任者等との意見交換会が行われた日でもありま

す。また、23日になりましたら山田農林水産大

臣がお見えになりまして、知事の控え室で意見

交換会が行われました。そのときは既に、前東

国原知事と山田大臣はバトルの真っ最中であり

ました。私も前東国原知事に、農水大臣に余り

いろいろなことを申し上げると予算が来ない

じゃないかという話を、苦言を呈しましたとこ

ろ、明くる日は早速、ブログに載せていただき

ました。ありがたいことでございます。

しかしながら、先ほどからいろいろ話があり

ますが、宮崎県は口蹄疫あるいは鳥インフルエ

ンザ、あるいは新燃岳の降灰等々がございまし

た。一番かわいそうな県というふうに思ってお

りましたが、３月11日、あの東日本大震災が勃

発して、すべてのものが飛んでしまったような

感さえしたわけであります。残念ながら、いろ

んな方がおっしゃいましたが、まだまだ行方不

明の方がおられます。心から、亡くなった方々

に哀悼の意を表し、そしてお見舞い申し上げた

いと思います。

それにつけても、201名の子供たちが両親を失

いました。いわゆる震災孤児ということになっ

たところでございます。この子たちを何とかし

てあげたいなという気持ちでいっぱいでありま

すが、いかんせん、私どもどうにもなりません

けれども、何とか支援できればいいなというふ

うに思っているところであります。地球の規模

からいいますと、長いスパンでこういう震災あ

るいは津波がやってくるわけです。100年、200

年、あるいは1,000年という規模でやってきま

す。人間というのは、長年生きたって100歳ぐら

いしか生きられない。その中でだんだん風化し

て忘れてしまう、そういうことではないかなと

思います。

日本人は、まだまだ忘れてはならないことが

たくさんあります。思い出してください。66年

前、第二次世界大戦の折であります。昭和20年

ごろでありますが、日本はアメリカによって本

当に大爆撃を受けて、大きな被害を受けまし

た。東京などは大空襲により約10万の人たちが

亡くなられました。そして、都城や宮崎、主要

都市にも爆弾の雨が降ったわけでありまして、

日本全国で都合24万人の人たちが亡くなりまし

た。また、それに追い打ちをかけるように、広

島、長崎に原爆が投下されました。広島に原爆

が投下され、14万人の方たちがお亡くなりにな

りました。長崎で７万人であります。本当に腹

立たしく思いませんか。非戦闘員ですよ。一般

の国民は非戦闘員です。この非戦闘員に対して

無差別攻撃をして多くの国民を死に至らしめ

た。これは明らかに国際法違反であります。こ

れは日本人として忘れてはならない。何です

か、トモダチ作戦。ちょこちょこやってきてし

てくれました。福島原発が危ない、飛んで逃げ

たじゃないですか。私たちはどこの国も本当に

信用していいのかどうか、今考えなくちゃいけ

ないと思います。この震災によって自助・共助

というのが芽生えつつあります。日本を何とか

しよう、どげんかせないかんということで、日

本国民が今考えつつあります。こういうときで

あるからこそ、日本を本当に今、立て直さなく

ちゃいけない、そういう時期に来ているんじゃ

ないかというふうに私は思います。知事にお伺

いするのは酷な質問かもしれませんが、この現

状を見てどのようにお考えか、知事の答弁をお

伺いいたしたいと思います。
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後は質問者席でさせていただきます。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

ただいまの御質問をお聞きいたしまして、議

員の国を憂える心というものがひしひしと伝

わってきたところであります。まさにこの大震

災、未曾有の被害を目の当たりにいたしまし

て、今、国民というものは、日本のあり方、そ

の将来というものを真剣に考える一つの大きな

ターニングポイントを迎えているのではないか

と考えております。政治のあり方、経済、外交

の問題、自然環境、エネルギー問題、さまざま

な課題があるわけでございます。そういった中

で、これまでの日本の歩みというものを振り返

り、そして今回の大震災のさまざまな教訓を踏

まえて、これからの国づくりを真剣に考えてい

く、そのような段階にあるものというふうに考

えております。大変重要なこととしましては、

災害に強い国土づくりを進めていくこと、それ

から今御指摘のありましたような助け合いの精

神、日本の一つの美徳である、本県にも強く残

されているきずなというものを生かしながら、

地域をつくっていく、社会をより強固なものに

していく、そのような取り組みが必要であろう

かと考えておるところでございます。以上であ

ります。〔降壇〕

○中村幸一議員 皆さんいろいろと被災地に

行っておられますが、私は４月24～25日、蓬原

議員とともに気仙沼に行ってまいりました。な

ぜかというと、御案内のとおりでありますが、

気仙沼にカツオの水揚げを40数％するというこ

とで、気仙沼の市長さんあるいは副市長さん、

県議会議長さんともお会いをしてまいりまし

た。そして、一日も早く水揚げができるように

努力をしていただけないか、また宮崎県として

もできることがあれば力をかしてあげたい、そ

のようなお話をさせていただきました。非常に

喜んでいただいて、対応していただいたわけで

ありますが、漁業組合長さんには、こちらの漁

業組合長の親書を携えてお願いに行ったところ

でございました。そして、るる申しませんが、

県議会議長さんが自分の車に私どもを乗せて、

被災地を案内していただきました。目を覆うば

かりの惨状でありました。皆さんおっしゃった

とおりであります。その中で、自衛隊の皆さん

が腰までつかって被災者を捜索されている。こ

れを目の当たりにして、本当に感動し、感謝を

いたしました。自衛隊を暴力装置などと言った

閣僚がおりましたが、そいつをひっ捕まえて、

ここで遺体の捜索に当たらせたいと強く感じた

ところでありました。

天皇皇后両陛下が被災地をお見舞いになられ

ました。あの優しい言葉をかけられて、どれだ

け被災地の皆さん方が感激し、やる気を出され

たかわかりません。その中で、天皇陛下がこの

ような言葉をおっしゃいました。なかなか固有

名詞を使っておっしゃらない天皇皇后両陛下で

ありますが、自衛隊、消防、警察の皆さんには

本当に感謝したい、非常に感謝していますとい

うことをおっしゃったのであります。そのこと

に関して本当に国民も胸を打たれたわけであり

ますが、私も、その後、１カ月たちまして、気

仙沼がどのようになっているのかなということ

で、同僚議員３人と、また三陸方面に行ってま

いりました。気仙沼は１カ月のうちに立派に片

づけが、ある程度されておりました。そういう

状態を見て、何とかなるんじゃないかなという

気持ちにもなったところであります。

このようにいろいろと皆さんが努力されてお
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る中で、今の政府は何でしょう。不信任決議

案、そして内部の抗争、我が自民党もいけませ

ん。そしてまた、いわゆる宇宙人とか市民運動

家が日本を本当にかき回しておる。こんなてい

たらくで本当にこの国はいいのだろうか。この

人たちは地元におるときはいいことを言うんで

すが、永田町に行ったらわけがわからなくなる

んじゃないか、このように思うのであります。

非常に残念であります。早く県議会議員が国会

議員に行ったほうがいいのじゃないか、このよ

うに思うときがあります。このことについて、

腹立たしい思いを知事はどうお考えか、お聞か

せいただきたい。

○知事（河野俊嗣君） いろいろな熱い思いを

伺ったところでございます。今の状況でござい

ますが、もちろん一番大切なことは、復旧・復

興をしっかり図っていくこと、一致団結をして

日本の再生を図っていくことであります。そう

いう中で、今、見ていて残念に思いますこと

は、まず一つは、政治不信、行政不信というも

のが極めて高まっているということでございま

す。これにしっかり政治も行政もこたえていく

ことが大事であろうかと思っております。ただ

一方で、そういう政治なり行政に対して国民が

一方的に批判をしておるわけですが、政治家な

り政治を選んだ責任は国民にもあるわけであり

ます。また、行政のただすべき部分をただして

いくということも必要でありまして、単に批判

だけをしていていいということではないと思う

んです。そういう意味で、復旧・復興へ向けて

今、心を一つにして、前向きな議論というもの

が必要ではないかというふうに思っておりま

す。

あともう一つ思いますのは、判断の幅がどん

どんどんどん狭くなっていって、二者択一であ

るかのような、白か黒か、すぐにレッテルを

張って決めつけてしまうというような議論があ

るところでございます。少し幅を持って懐深く

受け入れて、「小異を捨てて大同につく」とい

う言葉がありますが、日本の復旧・復興という

大きな課題に直面する中で、大同につく、その

ような議論が必要ではなかろうかと考えておる

ところであります。

○中村幸一議員 農政水産部長にお伺いしま

す。１カ月で大分復興していたということを話

しましたが、きょうの新聞にも載っておりまし

たけれども、今、最新情報は、どのようなとこ

ろまで復旧しているか、情報があれば教えてい

ただきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 気仙沼漁港

は、本県カツオ漁船の主要な水揚げ港でござい

まして、操業に必要な燃油やえさ等の供給など

を担う非常に重要な漁業基地でありますが、今

般の東日本大震災によりまして、岸壁の崩壊、

荷さばき施設の沈下、燃油タンクの流出など、

漁業基地としての機能が壊滅的な被害を受けて

おりますことは、お話しいただいているとおり

でございます。本県では、現地に職員を派遣

し、被災の状況を確認してまいりましたが、そ

の報告によると、想像を絶する状況にあり、今

回の震災被害の甚大さを実感しているところで

ございます。

気仙沼におきましては、６月中のカツオ水揚

げの再開を目指して、使用可能岸壁の選定や荷

さばき施設のかさ上げ、また燃油タンクの代替

施設の検討、電気・水道の復旧などが鋭意進め

られているところであります。現在の状況とい

たしましては、１日当たり50トン程度のカツオ

水揚げのめどが立ったところでございます。そ

の後、復旧に合わせて順次、取扱量をふやして
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いくということでお伺いしております。

○中村幸一議員 次に、副知事にお伺いいたし

ます。副知事は今回、気仙沼の対策にいろいろ

と携わっておられるという話を聞いております

が、先ほど農政水産部長から最新の情報をお伺

いしました。私が行って思ったのは、気仙沼の

皆さん方は、本県の漁船が入ると、まず燃油、

氷、えさ、そして生活全般のことを、会社とい

うか世話人というような人がやっていらっしゃ

る。そういう人たちとコミュニケーションを

とっていかなくちゃいけないと思いますが、本

県と気仙沼とのきずなというものについてどの

ように感じておられるか、そしてまた、気仙沼

に対する復興支援についてどのように取り組ん

でいかれようとしているか、お伺いいたしたい

と思います。

○副知事（牧元幸司君） 今、きずなというお

言葉が議員からあったわけでございますけれど

も、本県漁業者の皆さんと気仙沼の皆さんとい

うのは、本当に深いきずなで結ばれているとい

うふうに思うところでございます。本県のカツ

オ漁船の船団の皆さんというのは、１年の半分

近くを気仙沼とその周辺の海で過ごされて、カ

ツオがとれるたびに気仙沼に水揚げをして、町

で過ごすということでございまして、文字どお

り本県の漁業者にとって第二のふるさとと言っ

てよい存在かなというふうに思います。

そして、この深いきずなゆえに、昨年の口蹄

疫以来、本県が非常に厳しい状態にあったとき

には、気仙沼の皆さんは直ちに募金活動などを

やっていただいたということがあるわけでござ

います。また一方で、ことしに入りまして、東

日本大震災で気仙沼が被災すると、速やかに、

今度は逆に本県の漁業者の皆さんが募金活動を

やったり支援活動をやったりということでござ

います。まさに深いきずなというものを実感す

るところでございます。

それでは、気仙沼の支援に何が必要なのかと

いうことでございますが、それにつきまして

は、ともかくカツオを気仙沼に揚げるというこ

とが最大の復興だということを、気仙沼の皆さ

んがおっしゃっておるわけでございます。ま

た、本県の漁業者の皆さん方もその思いにこた

えたいという思いを強く持っているというふう

に聞いているところでございます。したがいま

して、県としても、気仙沼との深いきずなとい

うものを大切にいたしまして、支援をするため

には本県のカツオ船団が気仙沼で水揚げをす

る、そのための支援をぜひしていく必要がある

のではないかということでございまして、今回

の肉付け予算の中でも、「がんばれ宮城！水産

業による経済復興支援事業」というものを上げ

させていただいているわけでございます。この

ような事業を通じまして、漁業者の皆さん方と

ともに、現地の意向を踏まえた支援を行ってい

きたいというふうに考えているところでござい

ます。

○中村幸一議員 今度は話を変えますが、四役

の機能についてお伺いをいたしたいと思いま

す。

２月定例議会の折に、勇退されました萩原議

員が、「三役というのは、知事、副知事、出納

長で今までやってこられた。それでは今度は、

知事、副知事、県民政策部長が三役なのか」と

いう話をされました。その場で知事がお答えに

なったのは、「いや、今からは、知事、副知

事、県民政策部長、総務部長の四役体制でやっ

ていくんだ」、こういう話をされました。聞い

ていて、部長に格差をつけるのかなという感も

しましたが、それは為政者のあなたがされるこ
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とですから、とやかく言う必要はございません

が、この四役、そして担当部長とで協議をして

やっていくんだというような話をされました。

これはやっていただいているのか、うまく機能

しているのか、それをお伺いしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） まず、２月議会のとき

の四役体制という説明でございます。これにつ

きましては、今御指摘がありましたように、こ

れまで出納長も含めた三役であったものが二役

になったということ、その中で、大丈夫だろう

か、場合によっては副知事２人体制にしてはど

うかというような御提案もいただきました。ま

た今回、牧元副知事の就任に伴いまして、２人

とも本県出身ではない、また官僚出身である、

地元の声をくみ上げることができるんだろう

か、さまざまな御懸念をいただいたところであ

ります。そういう思いに対しまして、現体制の

中で、行革の観点もありまして、新たな特別職

の任命というのも大変難しゅうございます。現

体制の中で可能な限りの対応をするということ

で提案させていただいたのが四役ということで

あります。ただ、それは、今御指摘のありまし

たように、部長の中に序列をつけるという意味

合いではございません。これまでの仕事の実体

以上の位置づけをするというものではございま

せんで、県民政策部長であれば政策の総合調

整、総務部長であれば人事、財政、組織などを

持ち、全庁的な調整に当たっておりますし、こ

れまでも、予算、また議会に向けての勉強会

は、必ず県民政策部長、総務部長同席のもとに

進めておるところでございます。そういう観点

から、四役という位置づけの中でしっかりとし

た重要政策を各担当部長とともに進めてまいり

たい、そのような考え方で申したところでござ

います。就任後も、東日本大震災への支援策な

どをめぐって、四役なり必要な部長との調整と

いうものを行っておりますし、これからも、そ

ういう意味で新たな位置づけということではな

しに、現有体制の中での重要な意思決定という

ものを、そういう仕組みの中で、体制の中で進

めてまいりたい、そのような考えでございま

す。

○中村幸一議員 震災直後でしたが、私と副議

長、そして県議団の会長３人で文書を持って知

事のところにお伺いしました。東日本大震災の

復興についてどのような取り組みをされるか、

私ども文書で持ってまいりました。義援金を集

めてちゃんと被災者に送ろうじゃないかという

のが１つ、２つ目は、救援物資をたくさん集め

て送ろうじゃないか、今まで口蹄疫で全国の皆

さんから非常にお世話になったその恩返しだ

と、少々パフォーマンスでもやるべきだという

話をいたしました。そのとき知事は非常に冷た

い顔で、「いや、宮城県の副知事とは友達なん

ですが、今、何を望んでいるのか、まだ迷って

います。混乱のさなかですから、それはできま

せん」、そうおっしゃったんです。そういう言

い方でした。断定したらいけませんけれども、

そういう言い方でした。もう一つは、県営アパ

ート、市営アパートを洗い出して提供しましょ

う、我々の家庭でも余っている部屋がある、一

戸建てのところがある、それを提供しましょう

よ、１万戸ぐらいおいでくださいという話をし

ましょうよと。非常に乗り気のない、積極性の

ない言葉であったと私は記憶しているんです

が、その間にほかの県はどんどん物資を送っ

て、マスメディアにどんと載る。大分県が何を

送ったとか載るわけです。本県は全然そのパ

フォーマンスがなかったんです。私は、10団体
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の長の皆さん方から、「何やっているんだ。お

まえは議長のくせに知事に意見具申ができない

のか」と言われたんです。そんな状況で非常に

残念でしたが、いつも知事は、何事に対しても

スピーディーにスピード感を持ってやるんだと

言っていらっしゃいます。これはどういうこと

だったのか、お聞かせいただきたい。

○知事（河野俊嗣君） 18日の日に申し入れを

いただいたところでございます。そのときの私

の説明をそのようにとられたということに対し

て、大変残念に思っておるところでございま

す。この震災発生後に、私が勤務経験もある宮

城も含めてでございますが、被災地のことを考

え、被災地のニーズに合った対応をしてまいり

たいということで懸命に努めてまいりました。

救命救急が大事な段階から、必要な物資を送

る、それから人を送る、被災者を受け入れる、

義援金を送る、「みやざき感謝プロジェクト」

ということで取り組んできたところでございま

す。

パフォーマンスという言葉がありました。パ

フォーマンスというのは、辞書で調べますと、

人目を引く行為ということで、どちらかという

とネガティブな意味合いで使われたりするわけ

でございます。ただ、質問議員の御趣旨としま

しては、宮崎の口蹄疫以来お世話になったその

感謝の気持ちを伝える、そのために支援をして

いるんだということを県民の皆様、県内外の皆

様にお伝えする、その発信を適切にすべきでは

ないかという御指摘だと思っております。それ

につきましては、いろいろ工夫をしながら取り

組んできたところでございます。本県におきま

しても、さまざまな独自の取り組みをやってき

たところでございます。先ほど、冷たいだと

か、戸惑っているだとか、いろいろございまし

たが、発生直後から向こうの副知事―当時の

直属の上司でもありましたが―と、電話でも

連絡をとって、本当に何が必要ですかというこ

とを伺いながら、またそれ以外の担当者ともメ

ールでやりとりしながら、必要なことをやって

まいりました。

私が一番やるべきでないと思ったのは、アピ

ールなりをするために現場に迷惑をかけるこ

と、負担をかけることでありました。特に、発

生直後に個人の支援物資を送ると現場が大混乱

するというのは、これまでの阪神・淡路大震災

なり中越地震で経験のあるところであります。

そういったところをしっかりとコントロールし

ながら―当時はテレビを初めマスコミで現地

の悲惨な状況が伝えられます。県民の皆さんは

何とかしたい、何とかしたいという思いがある

わけですが、それは適切にコントロールしてそ

の思いを届けなければ、かえって現地に第二の

災害というような事態を引き起こしてしまう、

そういう判断のもとに取り組んでおりますとい

う御説明をさせていただいたところでございま

す。それが大変冷たいだとか、やる気がないと

いうようにとられたことは大変残念に思ってお

るところでございますが、これからもしっかり

と県民の皆様に、どういうことを考えてどうい

うことをしようとしているのかというのをお伝

えしてまいりたい、そこを心がけてまいりたい

と考えております。

○中村幸一議員 知事も残念であったなら、私

も残念でありましたね。官僚を長くされて、実

務の面においては、それはやりとりをされて、

今、迷惑ですよ、ああそうですか、それで済む

かもわかりません。大事なときに送りましょう

と。私が言うのは、政治家として、パフォーマ

ンスはお気に召さないかもわかりませんが、目
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立つこともやらなくちゃいけないんですよ。ほ

らも吹かなくちゃいけないときがあるんです。

私もほらも吹きます。最近、ほらは吹かないで

尺八でも吹こうかなと思っていますが、ひとつ

そういう知事としての実務―知事の誠実さは

高く評価しますよ。しかし、今からはそういっ

た部分も政治家として取り入れてほしいなとい

うことを要望いたしておきます。

それから、アクションプランについてお伺い

をいたします。

今回発表されたアクションプランに目を通し

てみますと、おおむね了とするものであります

が、県民がアクションプランを十分理解してい

ただくために、あえて厳しいことを申し上げた

いと思います。この中では、「地域」「地域の

絆」という言葉が全ページにわたって出てきま

す。どこか１カ所をあけると「絆」というのが

出てくるんですね。「絆」を拾ってみました。

最初にこのようなことが書いてあるんです。

「対話と協働による県民総力戦の推進」、これ

を紹介しておきましょう。「人間関係が希薄化

したと言われていますが、本県には、地域の絆

が十分に残されています。また、これまで取り

組んできた県民総力戦の精神はしっかりと根付

き、自発的な行動の輪は拡がりつつあります」

とあって、地域のきずながあることが前提でア

クションプランも成り立っています。地域のき

ずながあることが、全部あることが条件でこの

アクションプランは成り立っているということ

です。どれだけ全ページに出てくるか、ちょっ

と紹介しましょう。まず、「分権時代にふさわ

しい地域社会の構築」「地域防災」「消毒の日

など地域ぐるみの取り組み」「地域全体で子育

て・子育ちを支援する」「自立困難な若者を地

域全体で支援する」、読んだら長くなりますの

で読みません。全部すべてが地域、地域、さら

に「自殺のない地域社会づくり」「一人ひとり

が主役となる地域の「絆」づくり」、この中を

ぱっとあけたら「地域づくり」が出てくるんで

す。お伺いしますが、知事、本県には十分に地

域のきずなが残っておると思っていらっしゃい

ますか。

○知事（河野俊嗣君） 今の御指摘、いろいろ

なポイントがありますけれども、十分残ってい

るかといいますと、ほかの地域と比較して、ま

だきずなというものが残されている地域ではな

いかという認識でございます。それが１点と、

もう一つは、いろんな場面で、地域、地域とい

うのが出てくるということでございますが、そ

の地域での結びつき、つながりをより強めてい

くことが、それぞれの政策課題の中で、防災、

教育、子育て、福祉、非常に重要であるという

認識のもとに記述をしておるわけでございま

す。十分残されているから、それを前提に書い

ているということではないというところは御理

解いただければと思います。

○中村幸一議員 今、県民政策部長が手を挙げ

そうになりましたが、お聞きします。地域のコ

ミュニティーが構築されているというのは皆さ

ん方の過信ではないですか、お伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） ただいま議員

からいろいろ御紹介がありました、「地域全体

での子育て・子育ち」あるいは「地域の教育力

の向上」、地域、地域でございますけれども、

この地域の概念でございますが、そこに住む人

の営みや人間関係を含めた、いわばコミュニ

ティーと同様の意味合いで使っているわけでご

ざいますけれども、アクションプランに掲げて

いる個々の施策が、地域が十分に機能してい

る、あるいはきずなが十分に残っている、そう
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いうことを前提にしているわけではありませ

ん。むしろ、今後築き上げていく部分もあると

いう思いを込めて、さまざまな施策を構築して

いるところでございます。ここは非常に重要な

ポイントでございます。個々の施策を見ていた

だくとわかるわけでございますが、例えば地域

防災、自主防災、議員も例を挙げられました。

アクションプランではどういうことを書いてあ

るかといいますと、ちょっと読み上げます。

「地域の防災力向上のため、自主防災組織の育

成や組織率の向上、消防団員や災害ボランティ

アなど地域における人材の育成・確保を図りま

す」、こういうふうに書いてあるわけでござい

ます。この記載からもわかりますように、地域

のコミュニティー力が高く、自主防災等に熱心

な地域については、さらにその取り組みを充実

させていただきたい。そしてまた、逆に、地域

のきずな、コミュニティー力が薄れている地域

につきましては、やはり自主防災組織も弱いと

考えられるわけでございますから、地域住民へ

の啓発や意識改革を促す、住民が地域防災に主

体的に取り組むような施策を打っていく、そう

いう意味合いのものと理解していただけたらい

いのではないかというふうに思います。

○中村幸一議員 余りぴたっと来るような感じ

ではわかりませんでしたが、アクションプラ

ン、ずっと見せていただきました。おおむねい

いと思います。しかし、例えば都城市ですら公

民館の組織率が62.5％、宮崎市が59.4％。時間

がありませんが、いろいろ調べてきています。

ただ、市町村合併があったればこそ、この数値

になっているんです。都城市で例えれば、市内

の中心市街地は低い。周りは、農村地域は100％

なんです。そういう状況を皆さん方は踏査しな

いで、地域のコミュニティーと言う。これで本

当に地域のコミュニティーがとれると思います

か。もう一遍聞きましょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） ただいま議員

から公民館の加入率等いろいろ例を出されまし

た。確かに公民館だけでなく、自治会の加入

率、こういうのが近年低くなっているのは事実

でありますし、地域のコミュニティーが弱まっ

ているということは否定できないと考えている

わけでございます。また、総合計画の策定に当

たりまして、我々は各地で地域別県民会議を開

いて、いろいろと御意見を聞きました。近所づ

き合いが少なくなったとか、あるいは祭りなど

地域の行事に参加する人が減ったなど、地域力

の低下を指摘する意見をいただいたところでご

ざいます。しかし一方で、今、議員がおっしゃ

いましたように、見方を変えれば、合併後の状

態かもしれませんけれども、都城市にもま

だ62.5％も加入している方がおられる。むし

ろ、我々はそういう方々に目を向けまして、生

かしていく、それを伸ばしていく、そういう視

点も必要ではないかと考えているわけでござい

ます。地域によって異なると思いますけれど

も、我が宮崎には、まだまだ人と人とのつなが

りを大切にする、あるいはさまざまな分野にお

きまして、地域づくりに参画しようという人が

おられるわけでございます。中村議員も毎朝、

都城市で通学の児童生徒に交通指導等をやって

おられます。そういう地域活動に熱心な人も数

多くおられるわけでございまして、私たち行政

につきましては、そのような方々がさらに活動

できるよう環境づくりを行っていこうと。そし

て、同時に、そのような活動の輪を広げてい

く、結果的に公民館加入率あるいは自治会の加

入率、そういうものが高くなっていくような取

り組みを地域づくりの大きなテーマとして進め

平成23年６月17日(金)



- 129 -

なくてはいけない、そういう心がこのアクショ

ンプランにはあるというふうに御理解いただき

たいと思います。

○中村幸一議員 毎日、朝立ちをしていること

を褒められましたからといって質問を緩めるわ

けにはまいりません。私も若いとき、公民館の

役員をしました。30代でしょうか。副館長も長

くさせていただきました。きょうは公民館長さ

んもお見えになっております。その中で、現場

を踏襲しないでつくるというのは机上の論理と

しか言えない。やっぱり現場を踏襲して、いろ

んなものに耳を傾けて聞かないと、机上の空論

に終わる。ですから、今もおっしゃいましたよ

うに、アクションプランを実行していくには、

やはりコミュニティーを図る運動も並行しなが

らやっていかなければ成り立ちませんよ。どこ

にそういうものが書いてありますか。コミュニ

ティーを並行して醸成していきましょうという

か、私はずっと読んでも全然見当たらなかった

んですが、どこかに書いてありますか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 議員の御指摘

のとおり、今後の県づくりに当たりましては、

住民や地域のきずなを再構築して、住民が主体

的に地域運営にかかわっていくことが、何より

も重要であると考えております。このため─

アクションプランで今どこに書いてあるかとい

うことでございますが─アクションプランの

４ページの「未来を築く地域創造システム」の

１つに─これは３つ挙げているわけですが

─「地域有縁システムの構築」というのを掲

げました。住民一人一人が地域の問題や未来に

関心を持ち、ともに力を合わせ、支え合いなが

ら、地域が運営される仕組みづくりに重点的に

取り組もうということでございまして、これは

全編に共通する一つの大きな横断的な考え方で

ございます。

具体的な行動としましては、個々のプログラ

ムに書いておりますけれども、子育て・子育ち

を応援する県民運動、あるいは地域の防災力の

向上、また日ごろから声かけや見守りなどのさ

まざまな施策を重点施策の各プログラムの中で

規定しておりまして、県民の皆様を初め、市町

村や企業、団体との連携・協働により取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。以

上でございます。

○中村幸一議員 わかりました。都城市が取り

組んでいるんですけれども、公民館に加入して

いないのは大体、貸し家、アパートなんです。

都城では不動産業者の皆さんと一緒になって、

入るときに、公民館に入ってくださいねという

ような運動をしているんです。ここでも取り組

みなさいと、この前、特別委員会のときに言っ

ておきましたが、早速、手を打ってみてくださ

いよ。不動産業者の皆さんと手を携えて、新し

く人が入るときは必ず公民館に入ってください

よと、そういう運動を展開するんです。大分上

がりますよ。これは提案いたしておきます。

そして、この中で欠落しているものがあると

私は感じたんです。本県の基幹産業は農業であ

ります。それに次いで建設産業だと私は思うん

です。建設産業は、社会資本の整備をやらなく

ちゃいけない、そういう大事な部署であろうと

思う。この建設産業を今からどういうふうに４

年間運営していくのか、どのように育てていく

のか、これを書かなくちゃいけないのが、ほと

んど触れられていない。県土整備部長はこのア

クションプランをつくるのに携わったんです

か。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 庁内における

アクションプランの作成段階におきまして、県
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土整備部が抱える現状や課題、優先的に取り組

むべき事項等につきまして、意見を述べてきた

ところでございます。

○中村幸一議員 述べるならだれでもできるん

です。後でちゃんと検証しなくちゃね。そんな

に網羅されていませんよ。そして、教えておき

ましょう。屈辱的な言葉が出ています。12ペー

ジを開いてください。「災害に強い県土づくり

の推進」という中で、「防災体制の構築に不可

欠な建設業者の育成を図り、連携を強化しま

す」。防災体制の構築に不可欠なんです。ほか

はせんでいい、防災対策だけすればいいととれ

るじゃないですか。こんな屈辱的な言葉をここ

に並べて、建設業の皆さんは怒りませんか。怒

りますよ。防災対策のときだけ必要だから育て

ましょうと。言葉じりだと言われればそれまで

だけれども、だれが読んでもそういうことじゃ

ないですか。このことについてどう思われます

か。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 今、議員御指

摘の文面の趣旨につきましては、災害時の対応

は建設業者の皆様がいて初めてできる、そうい

うものでありまして、昨年から本年にかけての

口蹄疫あるいは高病原性鳥インフルエンザの防

疫作業、さらには新燃岳の噴火に伴う道路等の

降灰除去作業、そういったものを通じまして、

災害時において建設業者の皆様が果たす役割が

いかに大きいものであるかを改めて痛感してい

るところでありまして、そういう趣旨で書いて

いるものでございます。

○中村幸一議員 まだ突っ込みたかったんです

が、時間がありませんのでいいでしょう。

次に、統一地方選挙についてお伺いをいたし

ます。

今回の統一選挙は、４月１日告示、４月10日

の投票日でありました。私も非常に苦戦をし

て、やっと軟着陸して６回目の当選を果たさせ

ていただきました。本当にありがたいことであ

ります。しかし、ふたをあけてみますと、宮崎

県全体の投票率が49.02％ですか、都城市です

ら42.97％、こんな数字ですね。新燃岳、鳥イン

フルエンザ、口蹄疫等で厭世気分があったのか

もしれません。しかし、有権者が本当に真剣に

ならないかん。今まで選挙をする人は有権者の

批判をしたことがない。しかし、有権者は悪い

んです。だから行っていないんです。選挙管理

委員長、投票率を上げるために、どのような手

だてを打って、今からどのようにされようと

思っていますか、お聞かせください。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） 今回の県議

会議員選挙におきましては、新たにインター

ネット広告とか、選挙公報を初めて発行するな

ど、有権者に投票参加を働きかけてまいりまし

たが、投票率の低下に歯どめがかけられず、先

ほどおっしゃいましたように、49.02％と過去最

低の投票率となり、県選挙管理委員会といたし

ましても大変危機感を持っているところでござ

います。投票率は、その時々の政治情勢、候補

者の政策や争点、天候など、さまざまな要因に

左右されますけれども、有権者の政治離れも相

当進行しているのではないかと危惧していると

ころでございます。このため、若者を初めとい

たします有権者が少しでも政治に関心を持って

いただき、自分の一票が世の中を変えるんだと

いう実感が持てるような、若者を対象としたリ

ーダー養成研修事業やフォーラム開催事業等を

充実しながら、有権者の政治意識の向上に積極

的に取り組みまして、投票率のアップを図って

まいりたい、このように考えております。

○中村幸一議員 よくマスコミあたりで、魅力
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ある人がいないから投票率が下がるんですとい

うようなことを言うことがあります。皆、魅力

ある人たちばかりじゃないですか。選挙管理委

員長もすばらしい人ですが、ひょっとして、魅

力がないから投票率が低くなったんだと思って

はいませんか、お聞かせください。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） 近年の投票

率の低下傾向には、主権者意識が低く、仕事や

行楽、趣味など、他の予定を優先しまして、安

易に投票を棄権する、また価値観の多様化によ

り無党派層が増加しまして、特に若い世代に政

治的無関心や政治離れなどが増加していること

など、さまざまな要因が絡み合っているという

ふうに考えております。

ちょっと資料が古くて恐縮なんですが、前回

の統一地方選挙のときに、こういう調査がされ

ております。道府県議の選挙で、「なぜ投票に

行かなかったんですか」という質問に対しまし

て、最も多かったのは、「ほかに用事があった

から」という方が約40％に上っております。そ

れから、先ほど御質問にもありましたように、

「適当な候補者がいなかったから」というのは

約10％でございます。この結果からもおわかり

いただけますように、魅力的な候補者がいない

から、少ないから、投票に行かないんだという

ことだけではないというふうに考えておりま

す。

○中村幸一議員 ところで、川崎委員長は、魅

力ある候補者がいなかったとは思っていらっ

しゃらないということですね。ありがとうござ

います。無理やり言わせたような気がしますが

………。しかし、有権者というのは本当にバラ

ンス感覚がいいと思います。一方で、例えば民

主党が余計とった、次は必ず自民党がとると

か、そういうバランス感覚には非常にたけてい

ると思うんです。ただしかし、余りにも選挙を

軽んじていると、投票率がだんだん下がってい

くと、いわゆるとんでもない人が首長に出て当

選してしまう。その人が当選してしまったがた

めに、その負の財産は有権者が背負わなくちゃ

ならない事態になってくるということを、ちゃ

んと心に銘記しなくちゃいけないと思うんで

す。投票行動こそが政治を変える、こういうア

ピールをやっていただきたいなと私は思うわけ

であります。

そして、威張って言う人がおります。「おれ

は10年も投票に行っていない」と。こういう恒

常的に投票権を行使しない人には─これは法

律的に無理だとわかっていて聞いているんです

が─ペナルティーを科してやりたい、そうい

うことはできませんか。できないでしょうね。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） 選挙権は国

民に与えられた権利でございまして、選挙権を

行使しないことによってペナルティーを科すと

いうことは、やはり現行法のもとでは不可能で

はないかというふうに考えております。

○中村幸一議員 委員長に余り聞くのもあれで

しょうが、後援会連絡事務所という看板があり

ますね。中村幸一と書いて、後援会連絡所と書

いてある。あれは１人で12枚張れるようになっ

ているんです。ちょうど選挙の真っ最中、忙し

いさなかに、選挙管理委員会から電話が来たん

です。あの看板を撤去してくださいと。何のこ

とはない、シールを張るようになっているんで

すが、このシールを張っていなかったんです。

私が悪いんだけれども、暇な人もいるものです

ね。あのシールを一回一回見て、あっちこっち

回って、私も都城全域に立てていたわけです

が、一個一個チェックして、都城志比田町のど

こどこに張っています、どこについています、
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全部撤去してくださいと。撤去しました。私だ

けじゃなくて何人もの皆さんが撤去されまし

た。その後にみんな立てていません。非常に景

観がよくなった。いっそこの際、国会議員、県

会議員、市町村議員、全部抜かせたらいいんで

す。町並みの景観がさわやかになる。それも法

律上できませんね。感想だけで結構です。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） もう皆様既

に御承知のように、政治活動のために使用する

事務所ごとに掲示される候補者の氏名等が表示

された立て札や看板は、公職選挙法によりまし

て、選挙管理委員会が交付する証票により表示

を行った上で、規定の枚数内において提示でき

るものとされております。今後、引き続き適正

な運用に努めていきたいというふうに考えてお

ります。

この場をかりましてですが、今、皆さんが

張っておられる証票は来年３月末で有効期限が

切れることになっております。それで我がほう

で、来年になりますと、今、証票交付を受けて

おられる皆さんには期限が参りますので、また

手続をお願いいたしますという文書を差し上げ

ることになっております。今の御質問の趣旨と

は全く反対で申しわけないんですが、そういう

ことで御理解いただきたいと思います。

○中村幸一議員 あちこち脱線していましたら

時間がなくなりましたが、県土整備部長にお伺

いをいたします。御池都城線の取りつけ道路、

上町の2587番地、鹿児島銀行付近の件でありま

すが、長年、陳情してまいりました。なかなか

であります。私も北側の駐車場の人とお友達に

なりまして、お願いしました。ぜひ売ってくだ

さいと。それが功を奏したどうかわかりません

が、うまくいきました。そして、そのときに言

われたのが、代替地が欲しいということだった

んです。ところが、皆さん方にお話をしたとこ

ろ、だめですよと、つれない返事でした。県と

いうところは、けんもほろろですね。やはり今

までみたいに、出納長的な役割をしていた調整

役がちゃんと調整して、本当に代替地として分

けられないのか、そういうことをすべきだと思

うんです。大体、北側のほうは終わった。次は

店舗側です。御案内のとおり、これは相続問題

でもめています。私と萩原議員は４年前から毎

日のように日参して陳情しました。部長が一生

懸命やってくれました。おかげでここまで来ま

した。後、収用の段階に入るようになりまし

た。ありがとうございます。ただしかし、もっ

とスピード化してほしい。収用も９カ月ぐらい

かかると聞いていますが、これをもっと早く

やってほしい、こういう要望をいたしておきま

す。答弁は要りません。時間がありませんので

……。

次に質問しますが、私の後援会長は獣医師で

ありまして、この獣医師さんとちょいちょい意

見を交わしながら飲むんですが、はしょって言

います。

１番、口蹄疫に対する対応は、宮崎県と鹿児

島県では取り組みがどうであったか検証された

か、両県で意見交換会をされたのか、また宮崎

県はどのように考えておるか、お伺いいたしま

す。

２番目、宮崎県が畜産王国を標榜するなら、

県獣医師職員の処遇改善が必要である。鹿児島

県と宮崎県の獣医師の採用試験を受けると、両

方合格した場合は間違いなく鹿児島県に行く。

なぜなら、鹿児島県のほうが処遇がよく、働き

やすいからである。就職するというのは、夢と

希望を持って働きたい、金だけがすべてじゃな

いんです。獣医師で採用されて、役付になるの
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に一般職と非常に差がある。部長職にはなれな

いと聞くが、なぜなのか、教えていただきた

い。

そして、臨床技術の向上。昨年の獣医師の注

射する映像を見て、なれていないなと感じたそ

うです。このことを深く申し上げると傷がつき

ますから言いませんが、県獣医師会との関係は

どのようになっているのか、お伺いをいたした

い。

○総務部長（稲用博美君） 獣医師が部長職に

なれないというようなお話でございますが、獣

医師につきましては、屠畜検査や家畜防疫と

いった資格を要する業務、畜産・衛生分野にお

ける企画、指導、許認可などの専門性を生かし

ました業務に従事することを基本としながら

も、本人の希望や適性等に応じまして、幅広い

経験ができるように配慮はしておるところでご

ざいます。御質問にありました本庁部長ポスト

につきましては、求められる知識や経験が多岐

にわたりますことから、一般行政職、専門職を

問わず、適材の登用に努めてきたところであり

ます。獣医師につきましては、平成５年度に農

政水産部長として起用した例がございます。ま

た、農政水産部次長や農林振興局長などの次長

級ポストにも従来から配置しておるところであ

りまして、処遇面において他の職種との大きな

違いはないのではないかというふうに考えてお

ります。今後とも、県政の課題解決のために、

適材適所の人事配置に努めますとともに、専門

職を含めた人材育成に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。

○農政水産部長（岡村 巖君） 宮崎県と鹿児

島県の取り組みについての検証とその後の意見

交換ということでございます。県の検証委員会

では、特に事前の防疫対策のあり方を検証する

という観点から、鹿児島県など隣接県の調査を

実施されたところでございます。その結果、例

えば鹿児島県においては、22年１月の韓国での

口蹄疫の発生を受けて、全農家に注意を呼びか

けるチラシを配布するなど、かなり具体的な注

意喚起を行っておりました。また、熊本県や大

分県でも、飼養衛生管理基準の遵守指導や農家

情報の収集等について効果的な対策がとられて

おりました。このような点についての検証委員

会の指摘を踏まえ、県では、農場衛生管理マ

ニュアルの全戸配布や、防疫メールというのを

つくりまして、その普及等を行うとともに、今

後、防疫マップの作成、また家畜防疫員による

全戸調査等を行っていくこととしております。

また、４月に実施いたしました新たな防疫マ

ニュアルに基づく説明会とか実動演習に、鹿児

島県からも多数参加していただいておりまし

て、その場で意見交換を行うなど、日ごろから

情報交換を行っているところでございます。今

後とも、毎年実施しております隣接県との防疫

会議などの機会をとらえて情報交換を行うなど

により、隣接県との協力関係を強化し、全国の

模範となるような防疫体制となるよう努力して

まいりたいと考えております。

次に、県の獣医師会との関係でございます。

昨年の口蹄疫では、感染拡大期において県内外

のさまざまな獣医師の方に応援いただきまし

て、殺処分やワクチンの接種等に従事していた

だきました。その中に、牛、豚の扱いの習熟度

にばらつきがあったことは事実でありまして、

家畜の扱いに習熟した獣医師の確保・育成の必

要性を認識したところであります。このため、

今回策定いたしました防疫マニュアルでは、宮

崎県農業共済組合連合会と防疫協定を締結しま

して、初動からＮＯＳＡＩ獣医師に派遣要請を
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行うこととしたところであります。また、日ご

ろから家畜の診療を行っている民間獣医師の皆

様につきましても、殺処分等の防疫作業におい

て、ぜひ御協力いただきたいと考えております

ので、今後、宮崎県獣医師会と、種々の課題等

を整理した上で、できるだけ早く防疫協定を締

結し、防疫体制の強化を図らせていただきたい

と考えております。

○中村幸一議員 獣医師のほかにも、医者、薬

剤師、こういった特別職がありますね。この辺

も配慮いただきたいと思います。

それから、県土整備部長、先ほど時間がない

と思いましたが、あと１分ありますので、お答

えいただきたいんだけれども、先ほど言った御

池都城線、北側の車庫のところは買収は終わり

ますね。今からどういう段取りであそこをされ

ていくか、その辺の流れをお聞かせください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 北側の用地に

ついてでございますが、ここは契約は既に済ん

でおります。ここにつきましては、物件の移転

完了が本年７月末までという予定で契約を結ん

でおります。現在、まだ物件の撤去が済んでお

りません。物件の撤去が済み次第、速やかにそ

の部分の歩道の工事に着手したいと考えており

ます。

○中村幸一議員 ありがとうございました。知

事、これは職員録―県民歌は御存じですね。

副知事も御存じですね。いきなりここに県民歌

が出てきたものですから……。今度、本会議の

ときは、国歌斉唱して、県民歌を歌って、厳か

にやりましょうよ。何を言おうとしたか忘れま

したけれども、ここに河野知事と副知事の写真

が載っていますね。裏を見てみたら白紙なんで

す。四役というんだったら、ここに県民政策部

長と総務部長の顔写真を載せればいいじゃない

ですか。これもだめでしょうけれども、次の機

会にやってください。要望です。

これで私の質問を終わります。（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48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、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。早速、一般質問

に入らせていただきます。

東日本大震災、福島第一原発の事故から３カ

月が経過をいたしましたが、依然として震災復

興、原発の収束にはほど遠いのが現状です。被

災された皆さんを思うと本当に胸が痛みます。

日本共産党も全国での救援募金活動を初め、現

地でのボランティア活動を続けています。全国

からもさまざまな支援が寄せられ、国民総力挙

げて被災者、被災地を支えることは言うまでも

ありませんが、何といっても政治がその責任を

全うすることだと思っています。私は、この大

震災、原発事故を目の当たりにして、命を大切

にする政治が何より大事であること、犠牲にな

られた方々の無念の思いに報いるためにも、こ

の惨事を教訓として県政にしっかり生かすこと

の重要性を痛感しております。

まず最初に、地震、津波に対する防災対策に

ついて質問をいたします。

東日本大震災を踏まえて、当然、地震や津波

の想定の見直し、それに基づく対策を、スピー

ド感を持って具体化することが重要です。地域
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防災計画の見直しについてどのように検討して

おられるのか、伺います。

後は質問者席から質問を行います。（拍手）

〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

地域防災計画の見直しについてであります。

地域防災計画の見直しにつきましては、地震、

津波に対する防災対策の見直しが最大の柱にな

ると考えております。このため、地震、津波等

の専門的な知識を有します県の地震専門部会に

よる検討や、国の中央防災会議での検討結果等

も踏まえ、また、今回の東日本大震災の対応の

課題等も検証・点検した上で、被害想定や減災

計画の見直しを行いたいと考えております。な

お、見直しに当たりましては、国の中央防災会

議が行う検討結果や、今回の震災被害に関する

さまざまな課題の整理に一定の時間を要すると

見込まれますので、来年度にかけて行うことに

なりますが、避難経路の見直しなど直ちに取り

組むべきものについては、早目に取り組んでま

いりたいというふうに考えております。以上で

ございます。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 地震・津波対策の具体的な

見直しについて、今、若干お示しいただきまし

たが、私は、正確な津波予想と情報の伝達方法

など警報のあり方、そして、減災対策、避難対

策、住宅や建築物、公共施設・学校の耐震化、

防災教育など、本当に多面的な取り組みになる

というふうに思っています。例えば避難対策に

ついて言えば、避難広場や避難路の整備、避難

ビルの設定、避難施設の効果的な建設、また要

援護者の避難対策など、それぞれの分野での検

証、そして検討が求められてまいります。それ

ぞれどのように検討しておられるのか、もう少

し具体的にお伺いしたいと思います。また、福

祉施設入所者の避難についての指導などについ

ても伺いたいと思います。総務部長、福祉保健

部長、お願いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 今回の東日本大震

災によります被害の状況を踏まえた地震・津波

対策としまして、地震、津波の発生情報が正確

かつ迅速に住民まで伝達されること、そして、

情報をもとに早く安全な場所へ避難することの

２点が、人命を守る上で最も重要であるという

ふうに考えております。今後進める地震、津波

の想定と対策の全体的な見直しには一定の時間

がかかりますが、このような情報伝達や避難に

関する点検と改善など、早急に取り組める部分

については、市町村とも連携して、スピード感

を持って取り組んでまいりたいというふうに考

えております。

なお、高齢や病気などさまざまな事情により

避難が難しい災害時の要援護者の対応につきま

しても、今年度内に県内すべての市町村で避難

計画が策定されるように働きかけてまいりたい

というふうに考えております。また、災害情報

を受け取りまして、適切な避難行動をとるため

には、平常時における県民への啓発が非常に重

要となりますので、自主防災組織の充実強化を

含め、県としましても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。

○福祉保健部長（土持正弘君） 社会福祉施設

は、地震、津波等の災害時に特に配慮を要する

高齢者、障がい者等が入所しているため、ふだ

んから十分な対策を講じておく必要がございま

す。このため、県におきましては、各社会福祉

施設に対しまして、指導監査の際などに、具体

的な避難計画の策定や避難訓練の実施を確認す

るなど、災害発生時に適切かつ迅速な行動がで
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きるよう指導に努めているところでございま

す。また、本年４月には、今回の東日本大震災

を踏まえた上での防災管理体制や避難経路の確

認の徹底など、各施設における防災対策の点検

を行っていただくとともに、実態に応じた避難

訓練をできる限り早い時期に実施していただく

よう、文書でお願いをしたところでございま

す。

○前屋敷恵美議員 私はこの５月末に、和歌山

県が新しく防災センターを建設して、東海・東

南海・南海地震を想定した防災対策、津波対策

で、県民減災運動や、津波警報受信と同時に水

門が自動的に閉まるシステム、また津波避難タ

ワーの建設などを取り組んでおられるというこ

とで、視察をしてまいりました。特に東日本大

震災を踏まえて、緊急点検を行う短期対策をこ

の６月末までに行い、緊急点検の結果に基づい

て予算措置を含んだ中期対策を今年度内に、そ

して国の見直しに対しての長期対策と、スピー

ディーに対策が講じられているのが印象的でし

た。また、細かな対策にも力を入れており、こ

れは大いに学ぶことだというふうにも思いまし

た。

本県でも、今後の地震・津波防災に対する見

直しのスケジュールが示され、先ほど対策の方

向も伺いましたが、もっと具体化を急いでいく

ことが必要だと私は思います。そして、常に自

助・共助の重要性が言われます。自分の身を、

命を守ることですから、当然のことです。しか

し、そこには公助が十分にあってこそ、より成

果ももたらされると思います。和歌山県では、

地震から命を守る方策として、「県民減災運

動」という名称で、木造住宅の耐震化、家具の

固定、ブロック塀の安全対策、この３つが家庭

でできる最も身近な対策として推進されており

ました。県が木造住宅の耐震診断を無料で行

う。補強設計や補強工事への一定の助成を行

う。家具固定の研修を無料で行う。ブロック塀

の倒壊で避難通路をふさぐことのないように、

補強するか生け垣に変更を促すなど、非常に身

近な具体的な取り組みが進められておりまし

た。本県でも減災対策の一環として、防災意識

を各家庭や県民一人一人に持ってもらうことと

あわせた取り組みにしていくと効果を上げるの

ではないかというふうに思いました。特に私が

申し上げたいのは、木造住宅の耐震化の促進を

図るということです。これは、昭和56年以前の

木造住宅ということになっておりますが、今、

宮崎での対象戸数、そして耐震診断の状況、耐

震改修状況についてお聞かせください。県土整

備部長、お願いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 木造住宅の耐

震化についてでありますが、平成17年度に補助

制度を創設しまして、まず、木造住宅の耐震診

断をやっております。この実績が、17年度の制

度創設以来404戸診断をしたところでありまし

て、このうち何らかの補強が必要と診断された

住宅が約９割ございました。その中の１割程度

が実際に改修を行っているという状況でござい

まして、この耐震化の促進策としましては、こ

れまでの耐震診断アドバイザー派遣に加え、住

宅所有者の耐震診断費用のさらなる負担軽減策

を本議会に提案中でございます。また、耐震改

修費の直接の補助につきましては、国の制度を

活用できることから、より地域に密着した市町

村が独自に取り組みを始めている状況でござい

ます。

○前屋敷恵美議員 対象戸数は何戸になります

か。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 今、数字が手
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元にございませんので、調べまして後ほどお答

えしたいと思います。

○前屋敷恵美議員 診断を受けたのが404戸で、

そのうち９割は何らかの改修が必要と。しか

し、そのうち１割しか改修をしていないと。非

常に耐震診断も耐震化率も低いというふうに思

います。阪神・淡路大震災で亡くなられた方の

８割が、建物の倒壊による窒息や圧死という状

況がございます。ですから、私は、もっとこの

耐震化の促進のために力を入れるべきじゃない

かというふうに思います。ですから、診断の無

料化であるとか、耐震改修への県の補助である

とか、一定の支援が必要と思いますが、いかが

でしょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 現在、まずは

耐震診断ということで取り組んでおりますが、

改修の補助については、先ほども申しました

が、社会資本整備総合交付金を活用できること

になります。市町村が今、取り組みを始めてお

りますので、私どもとしては、そういった情報

を市町村にお伝えして、まずは市町村で取り組

んでいただきたいということで、そういったお

願いといいますか、情報を市町村にお流しして

いるというような状況でございます。

○前屋敷恵美議員 実は私も、一般財源を投入

することはもちろんなんですけど、今、財政的

に大変な中ですので、国の社会資本整備総合交

付金というのを活用することを提案したいとい

うふうに思っておりました。今、市町村にもそ

ういう通達を出しておられるということです

が、実際、今、この取り組みでこういう事業が

始まっている自治体があるのでしょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） ちょっと手元

にございませんが、幾つかの県内の市町村で、

この交付金を活用して実際に耐震改修について

―個人の方がされるわけですが―その一部

を補助しているという事例はございます。

○前屋敷恵美議員 実は、私、以前、住宅リ

フォーム助成事業も提案をして、この事業にも

社会資本整備総合交付金を活用することで、財

源を生み出して、耐震化も含めて地域経済の活

性化にもつながるということも申し上げてきた

んですけれども、ぜひ県の施策としても積極的

に取り組んで、自治体と一緒にあわせて行うな

らば、今、非常に低い耐震化率をもっと高め

て、安心・安全なまちづくりに寄与することが

できるというふうに思います。ぜひ積極的に取

り組みを進めていただきたいと思います。

続いて、津波から命を守る避難対策について

伺います。先ほど御答弁もいただきましたが、

この避難対策について、和歌山県では、県が市

町村と協力して地震被害想定調査を行いまし

て、その結果、地震発生から津波到達までに安

全な場所への避難が困難だという津波避難困難

地域があるということを明らかにいたしまし

た。そして、困難地域への支援対策のプログラ

ムを策定して、新たな津波避難ビルの指定であ

るとか、避難目標地点を設定するとか、また、

避難路の整備、そして津波避難の施設─ここ

は津波避難タワーというものが建設されており

ましたけど─そういった整備などが着々と計

画的に進められておりました。宮崎も、日向灘

の沿岸は長いわけですし、津波による避難とい

うのは、午前中の知事の御答弁でもありました

が、多くの皆さん方が不安を持っておられま

す。津波避難困難地域を、いろんなシミュレー

ションをして設定し、まずは安全に津波から逃

げ切る、命を守り抜くということを大前提に、

かけがえのない命を守ること、そのための施策

をスピードを持って進めていくことが必要だと
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いうふうに思っておりますが、こうした点では

いかがですか。そのお考えを総務部長、お願い

します。

○総務部長（稲用博美君） 避難が困難となる

地域、これは、想定される津波の規模と市・町

が設定します避難場所の配置状況から判断でき

るのではないかというふうに考えております。

そういうことで、県としましては、被害想定の

情報あるいは資料を、提供できるものから随時

提供することにより、市町村を支援してまいり

たいというふうに考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ市町村とも協力をし

て、そういった方向性、対策を強めていただき

たいと思います。また、先ほど紹介しました津

波避難タワーの設置というのも、実際見て、ど

こにでも建てればそれで安全かというものでは

ないんですけれども、やはり効果的な利用の仕

方という点では大いに必要かなというふうに思

いました。ぜひこういった点も研究・検討もし

て進めていただきたいと思います。

次に、原発の問題についてお伺いをいたしま

す。

東京電力福島第一原発事故は、日本と世界の

人々に大きな衝撃を与えました。事故から３カ

月が経過をしても被害が拡大し続け、計画的避

難地域に指定された多くの人々が家から追い出

され、不自由な避難生活を強いられています。

いつになったら自宅に帰れるのか、農業ができ

るのか、事業が再開できるのか、全く先が見え

ないという状況に置かれて、目に見えない放射

能の不安におびえる毎日を過ごしておられま

す。日本の災害史上でも類を見ない深刻さを持

つ災害となって、原発に依存してきたエネルギ

ー政策をこのまま続けていいのかという重大な

問題を突きつけているというふうに思います。

そこで、知事に、この原発事故を踏まえて、原

子力発電についての御見解をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 福島第一原子力発電所

の事故でありますが、震災から100日たとうとし

ているのに収束をしておりません。さらに、収

束に向けた工程表が示されてから２カ月たちま

したが、その見直しというものも課題になって

おるところでございます。まだまだ長い時間が

かかるということでございますが、これまでと

同じ基準や考え方では、この原子力発電につい

ては国民の理解は得られないのではないかとい

うふうに考えているところであります。まず

は、今起こっていることを正確に国民に伝え

て、それから、ほかの場所に立地します原子力

発電所の安全性に対する考え方というものを

しっかりと整理して、国のほうから示していた

だく必要があろうかというふうに考えておりま

す。

一方で、電源構成の中で、全国でいきますと

３割、九州管内でいきますと４割、この原子力

が占めておるという現実に向かい合うことも必

要であると考えております。本県は、太陽光の

利用など再生可能エネルギーの促進に懸命に努

めておるところでございますが、技術面、コス

ト面、安定性、いろんな課題もあるところであ

ります。こういったもろもろをしっかりと整理

をする中で、今後のエネルギー政策、原子力政

策をどうするのかという国の方針をしっかり示

していただく、選択肢を示していただく、その

上で国民的議論を高めて、このあり方を考えて

いくというのが本筋であろうかと考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 1979年にアメリカのスリー

マイル島での原発事故が起こりました。アメリ

カ政府は、この事故の受けとめ、そして対策に
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ついて公表もいたしましたけれども、その中身

について御存じでしょうか。アメリカは、この

事故が起きる前から、原発事故が起きれば、10

マイル（16キロ）以内は直接人体に危害を及ぼ

す危険があること、また、50マイル（80キロ）

以内では、水源地や食料を汚染することで口か

ら放射能が体内に入ってくる、いわゆる体内被

曝の危険があるとしていましたけれども、この

スリーマイルの事故が起きてからは、事態はそ

れ以上に深刻だという認識に立ちました。アメ

リカは、事故からの最大の教訓を、「事故の根

源は安全神話にあった。原子力発電所は十分に

安全なんだという考えが根をおろしてしまっ

た。これを一掃しなければならない」というふ

うに公表いたしております。スリーマイルの事

故はレベル５という過酷事故でした。今度の福

島の事故はレベル７ですから、さらに深刻な事

態が予想されるところです。仮に鹿児島の川内

原発で事故が起きれば、県境のえびの市や小林

市あたりまで影響が及ぶのではないかというふ

うに思いますが、そういった認識はございます

か。県民政策部長、お願いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 今、質問の中

にありました半径80キロの区域を川内原発に当

てはめた場合、本県ではえびの市のほか、小林

市と都城市の一部がその範囲に入ってくる、そ

ういうふうに認識しております。

○前屋敷恵美議員 県内にも影響が確実に及ぶ

という中で、この川内原発があるだけに、原発

に対する不安というのが県民の皆さんの中にも

非常に広がっております。そこで、これまで知

事にもさまざまな形でその思いが届いていると

いうふうに思うんですけれども、どのように受

けとめておられますか。

○知事（河野俊嗣君） 原子力発電事故を受け

ての原発に対する不安というものは大変強うご

ざいますし、県民の生命、安全・安心を守るべ

き立場にある知事としては、大変重大な問題だ

というふうに受けとめておるところでございま

す。いずれにいたしましても、原子力発電所

を、これまでのような考え方で整備するのでは

なく、先ほど申し上げましたようなさまざまな

論点というものを整理し、国民的な議論を重ね

た上で結論を得ていくことが必要であろうかと

考えております。

○前屋敷恵美議員 そこで、私は、やはり何よ

りも県民の命と健康、暮らしを守るという知事

の立場から、川内原発の運転開始以来、30年に

なる１号機、２号機ですけれども、当面の総点

検とともに、計画的な停止、そして、新たな３

号機の増設計画については中止を求めることが

必要かと思います。それとあわせて、串間市で

も原発建設が持ち上がっておりました。事実上

住民投票はなくなりましたけれども、今、まだ

建設については白紙という状況を脱してはおり

ません。この宮崎県に危険な原発は持ち込まな

いという立場に明確に立って、県民の命と安全

を守ることが大切だと思いますけれども、そう

いった方向で国にも提言をし、また、宮崎県に

原発を持ち込まないという態度表明が知事とし

ても必要ではないかと思いますが、知事、どう

でしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 原子力発電所等を含め

た具体的な立地の話というものが、今、県内に

あるわけではございません。もしそういう原発

立地をめぐる議論があるのであれば、エネルギ

ー事情、安全性の問題、地元の意識というよう

なことをいろいろ考慮する必要がございます

が、いずれにせよ、具体的な話が今ない段階で

それについて申し上げることは困難であろうか

平成23年６月17日(金)



- 140 -

と考えております。いずれにいたしましても、

いかに県民の安全を守るかということが第一で

あるというふうに認識をしております。

○前屋敷恵美議員 現在の原発そのものは本質

的にまだ技術が未完成なもので、そして、使用

済み核燃料を始末するという方策も全く持って

いないという極めて危険性が高いもので、この

エネルギーに依存をしてしまうということが将

来危険を伴うことは、今、周知の事実だという

ふうに思います。これまでも論議がありました

が、やはり自然エネルギーへの転換を図ってい

くこと─特にこの宮崎は自然エネルギーの宝

庫だというふうに思います。多くの皆さん方が

そういう提案もされました。知事も言われる、

自然エネルギーに転換していくその先頭を走る

という方向性、さらに、原発ゼロという立場に

立って明確に進めていくという方向が必要かと

思います。ぜひそういう方向を推し進めていた

だきたいと思いますが、コメントがありました

ら、お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘がありまし

た中で、将来世代に対する責務というのは非常

に痛感をするところであります。何十年、何百

年先にわたってこの地球環境等も考え、先ほど

言いましたようなさまざまな論点を整理した上

で、原子力発電のあり方について考え方を整理

する必要があろうかと思います。その一方で、

今、御指摘にありましたような新エネルギーへ

の転換を積極的に進めてまいりたいと考えてお

ります。本県の恵まれた日照条件でありますと

か、さまざまなこれまでの蓄積によりまして、

太陽光発電、またはバイオマス発電などに先進

的に取り組んでおるところでございます。これ

からも将来をにらんだ、本県がリードできるよ

うな環境・新エネルギーの先進地づくりに取り

組んでまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 もう一点ですけれども、国

が抜本的にエネルギー政策を転換することが責

任ある立場だというふうに思います。しかし、

国がそういう立場に立つまでもなく、県民の命

を守るという立場に立てば、この原子力エネル

ギーの危険性も含めて、やはり転換を図るべき

だということを知事として国に進言することも

私は必要であると。国の方向を待つ、そういう

受け身の立場ではなくて、より安全性を求める

知事としての責任ある行動が必要かというふう

に思います。ぜひそういう立場に立っていただ

きたいと思います。

次に進めていきます。宮崎空港の騒音対策の

見直し問題についてお尋ねをいたします。

国は、宮崎空港の騒音対策区域を見直し、縮

小することを決めて、空港周辺の関係住民に周

知徹底を図ろうとされました。しかし、住民か

らは、「納得できない」、こうした声が地元説

明会でも大きく上がりました。国は、航空機の

低騒音化が進んだ、音が小さくなったというこ

とで、防音工事の助成や空調機の取りかえ工事

などの助成、ＮＨＫの受信料の助成、また地域

の共同利用センターなどの維持管理費などの助

成をなくすとしております。そういうことで、

対策地域として従来どおり残るのは、わずかに

月見ヶ丘３丁目だけ、あとは全く外されるか、

ごく一部が残るというような、まさに大幅な見

直しが提案をされました。自分の家の前の道路

で見直しの線が引かれるという人たち、同じ空

間で生活をしている方たちにとっては、生活実

感からいっても納得しかねることであるわけで

す。

そこで、私は、知事に対しても、これまで、

国が騒音対策地域の指定を解除することについ
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ての知事の国への意見書は、空港周辺の住民の

皆さんの納得が得られない限りは提出を見合わ

せることを申し入れてきました。しかし、この

４月21日、知事はこの意見書を国に提出されま

した。どのような内容で提出をされたのか、関

係住民の方々の意見が反映をされたものになっ

ていたのか、御説明いただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘のありまし

た騒音対象区域の見直しでありますが、航空機

の低騒音化や、離着陸における航行制限などの

騒音対策が進んだことにより、騒音対策区域と

実際の騒音影響範囲に乖離が生じているため

に、全国的に実施されているものであります。

この騒音対策区域の指定の基準については、関

係法令におきまして明確に規定がされており、

今回の見直しは、騒音測定の結果など、客観的

なデータに基づいて行われておりますことか

ら、「県としてはやむを得ないと考える」旨、

回答したところであります。また、この回答に

際しましては、地元宮崎市長の意見も伺った上

で、地元の意見として十分尊重するよう、国の

ほうにお願いをしたところであります。

○前屋敷恵美議員 航空機騒音の実態からやむ

を得ないとしたということが根拠のようであり

ますけれども、実際、政府が調査をしたのは、

１週間、２回だけなんですね。しかし、航空機

騒音の実態ですけれども、この地域では、国が

航空機騒音に係る環境基準を定めて、県はその

基準に基づいて、宮崎空港の航空機騒音を70Ｗ

以下にすることを告示しております。そして、

これは定期的な測定も行ってきているんですけ

れども、その実態はどうなっているのか、環境

森林部長にお尋ねをいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県では、宮崎

市月見ヶ丘の１地点において、宮崎空港に係る

航空機騒音の常時測定を行っております。これ

までの測定結果を見ますと、測定値はここ数年

低下してきておりますが、環境基準は未達成と

なっております。

○前屋敷恵美議員 事実上、この環境基準が守

られていないというのが地域の実態でありま

す。ですから、国がこういう規制を緩めるとい

うのではなくて、その環境基準をまず守ること

が大前提じゃないかというふうに私は思いま

す。また、騒音の対策という点では、ちょっと

話がさかのぼりますけれども、この県議会で昭

和47年以降、空港の拡張問題が論議をされてま

いりました。滑走路をどこに建設するかという

問題も含めて議論が行われ─当時は黒木博知

事でありました─離発着を海からの着陸、海

に向けての離陸で70～80％は騒音対策ができる

んだということで、滑走路は海のほうに延長さ

れることになったんですけれども、現在の飛行

の状況はどういうふうになっておりますか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 空港の御質問

にお答えします前に、先ほど数字を把握してい

なかった分について、まずお答えしたいと思い

ます。56年以前の木造住宅の戸数が、推計であ

りますが、13万7,000戸ございます。これが旧建

築基準でつくられた木造ということで、対象と

いう意味では対象でございます。それから、耐

震化改修の助成をしております市町村は、22年

度は宮崎市のみとなっております。

それでは、空港の問題でございますが、国土

交通省の宮崎空港事務所に確認をいたしました

ところ、航空機の離着陸については、航空機の

安全運航を図るため、基本的に風上に向かって

行っているということでございました。なお、

航空機の安全運航に支障とならない場合には、

海側からの離着陸を行うとともに、陸側への離
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着陸につきましても、急上昇方式を採用するな

ど、周辺環境に配慮した飛行が行われていると

いうふうに聞いております。

○前屋敷恵美議員 その頻度というのは、今の

御説明ではよくわかりませんけれども、事実

上、住宅の真上を常に飛んでいるということ

は、１日数十便あるわけですから、そういう実

態です。ですから、やはり騒音対策というのは

真摯な形で進めていかなければならない課題だ

というふうに思っています。それと、県議会で

の責任ある知事の答弁ですから、やはりこれは

しっかりと守っていただくことが必要だという

ふうに私は思います。

それともう一つ、騒音とは別に、テレビなど

の電波障害もあるというふうに、住民の方々は

説明会の場でも訴えておられましたけれども、

私は、改めてこの調査も行うことが必要じゃな

いかというふうに思いますが、県土整備部長、

いかがでしょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） テレビの電波

障害につきましては、平成14年度に国土交通省

が調査を実施しており、宮崎空港周辺において

は、対策を必要とする電波障害がないことが確

認をされたことから、平成17年４月からＮＨＫ

受信料補助対象区域の見直しが行われたという

ふうに聞いております。なお、空港周辺におき

ましては、航空機騒音に伴う障害は残っており

ますので、騒音対策区域においては、ＮＨＫ放

送受信料に対する補助が引き続き行われるとい

うふうに聞いております。

○前屋敷恵美議員 平成14年、15年に調査をさ

れたということですけれども、あれから10年近

くたっているんです。ですから、そのときの調

査結果、観測結果が今に通じるかどうか、ほか

があるのか。まさに私はお役所仕事だなという

ふうに感じざるを得ません。実際そこで生活を

している人でなければ、そういう実態はわから

ないわけですから、住民の声を尊重することが

何よりも必要だというふうに私は申し上げてい

るところです。そして、今度の見直しについて

も、そういった関係住民の理解を得る努力がこ

れからも必要だというふうに私は思っていま

す。騒音の環境基準がいまだに守られていない

中、長年にわたって騒音と事故の不安に苦しん

できた空港周辺の住民に対して、先ほどもお話

ししましたが、昨年わずか２回調査をして、音

が軽減をした結果が出たからといって、一方的

に対策区域を縮小するというやり方には問題が

あるというふうに言わなければなりません。そ

こに暮らす住民の方々が本当に騒音の軽減が実

感できないのでは、問題の解決にはならないと

いうふうに思うからです。知事には、こうした

騒音の中で毎日生活しておられる県民の立場に

立っていただきたい、そういうふうに思うわけ

です。実施は来年の４月、そして10月というこ

とになっております。まだ時間もありますの

で、ぜひそういう立場で、国にも、さらに住民

の納得、理解が得られる努力を進めていくこと

を進言していただきたいというふうに思います

が、知事、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 今回、見直しが行われ

るに際しましても、国が実施した説明会におき

まして、住民の皆さんから、テレビや電話が聞

こえにくいとか、そういう騒音の実態に関する

声があったというふうに伺っております。先ほ

ど申し上げましたが、国への意見書の中で、宮

崎市の意見を十分尊重するとともに、必要な環

境対策は、引き続き国の責任において適切に実

施するよう要望したところでありまして、これ

からもそのような姿勢で臨んでまいりたいと考
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えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ政府がそういう立場に

立って、住民の意見を受け入れる、履行ができ

るように継続的に、監督と言うとおかしいです

けれども、国に対してもそういう立場で臨んで

いただきたいというふうに思います。

次に、ＴＰＰ参加問題についてお伺いをいた

します。

東日本大震災で漁港や魚市場などの施設も壊

滅的な被害を受けて、漁が一部再開されている

のに補助金の交付は７月以降になるとか、１次

補正でついている瓦れきの撤去費用もすぐに底

をつくといった、漁業復興も深刻な状況になっ

ております。今、政府がやるべきことは、一刻

も早く２次補正予算を編成して、スピード感を

持って復興支援に当たることだというふうに思

います。こうしたときに、今、政府からは、日

本の農林漁業を壊すＴＰＰの交渉参加を早くと

いう話が浮上しております。関税が撤廃される

と、水産物の生産減少額は4,200億円程度、漁業

関連産業の就業機会の減少は10万3,000人程度に

なると、政府は試算を明らかにいたしました。

国産のヒジキやワカメはほぼ全滅、コンブ、干

しノリは７割の減です。ワカメ生産量は岩手県

が全国第１位、宮城県が２位、コンブ生産量は

岩手県が２位で、宮城県は３位など、多くの水

産物を被災地が担っているという状況です。Ｔ

ＰＰへの参加は、被災地に二重、三重に打撃を

与え、復興への足を引っ張ることになり、大事

な日本の水産業を崩壊させてしまうことになり

ます。ＴＰＰ参加は絶対にすべきではないとい

うふうに思っております。ＴＰＰ参加による本

県の水産業への影響はどうか、また、東日本大

震災による本県の水産業への影響なども伺いた

いと思います。農政水産部長、お願いいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） それでは、ま

ず、ＴＰＰ参加による本県水産業への影響につ

いてでございます。農林水産省の試算を踏まえ

て算出した結果、カツオ・マグロ類などの海面

漁業で28億円、ウナギ養殖で40億円の生産が減

少するなど、合計で本県の漁業総生産額の約15

％に相当します68億円程度の減少が見込まれて

おります。近年の本県水産業は、漁獲量の減少

や魚価の低迷などにより非常に厳しい状況にあ

り、関税が撤廃されれば、輸入品への需要のシ

フトや価格の低下等により、その経営がさらに

厳しくなるものと考えております。

次に、東日本大震災による本県水産業への影

響でございます。今般の地震で発生した津波に

よりまして、本県水産業は、養殖業等で約4,000

万円の直接的な被害をこうむったところでござ

います。また、東日本の多くの漁港が甚大な被

害を受けており、今後、三陸沖で操業いたしま

す本県のカツオ・マグロ漁業の水揚げに支障が

生じることが考えられます。さらに、福島第一

原発事故に伴う風評被害により、買い控えや価

格の下落等も懸念されるところであります。こ

のため、県といたしましては、本県漁業団体と

連携して、被災港の機能回復のための支援を行

い、円滑な水揚げの実現に努めてまいりたいと

考えております。また、風評被害対策につきま

しては、国と連携し、県漁業調査取締船「みや

ざき丸」による本県漁船の操業海域における漁

獲物の安全確認を実施するとともに、円滑な輸

出に支障が生じないよう、国に対応をお願いし

ているところでございます。

○前屋敷恵美議員 私は、一昨年の11月議会の

一般質問で、農業関連でのＴＰＰによる影響を

ただしました。宮崎の米は全滅、生乳のほとん
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どが消滅、肉質４等級・５等級の国産牛以外は

外国産に置きかわるといった事態が予測され、

宮崎の農業が立ち行かなくなることが明らかと

なり、知事には、ＴＰＰ参加に反対の立場に立

つことを求めました。また今、漁業関係者から

も、かなりの水産物が外国から入っている状況

の中で、今、部長からも御答弁いただきました

が、安い農畜産物が入ってきたら、魚価に影響

して大幅に魚価が下がってしまうだろうという

危機感が語られております。ことしの１月に

は、漁業を守ろうと、ＴＰＰ参加反対の1,000名

の集会を開いたというふうにも言われておりま

した。ＴＰＰ参加は、第１次産業を基幹産業と

し、また食料基地を自負する本県にとって、宮

崎の農林漁業を守り、地域経済を守ることは、

本当に重要な課題となっています。県として、

ＴＰＰ交渉参加に反対する立場を明確にして、

国に進言することが必要だというふうに思いま

すが、知事の御見解を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 食料自給率40％の我が

国にとりまして、食料の安全保障を確保してい

くことは、大変重要な国の課題であります。世

界的な人口増加に伴って、ますます食料需給は

逼迫していくわけでありますし、食料供給基地

である本県、また、さらにそれを生かした産業

振興を図っていくという観点からは、大変重要

な課題であるというふうに認識しております。

当初、国は、ＴＰＰなどの経済連携と食料自給

率の向上などの両立について、「食と農林漁業

の再生実現会議」におきまして議論を重ねて、

６月に基本方針を、10月に行動計画を示すとい

う予定でありましたが、今回の大震災の影響に

より、そのスケジュールも定まっていないとい

う状況でございます。基本的なＴＰＰに対する

スタンスは、これまでも申し上げてきたところ

でございますが、国が今後の農業戦略、食料戦

略というものを明らかにした上で、ＴＰＰ参加

いかんについて国民的な議論を行うべきである

というふうに考えておるところでございます。

そういったプロセスがなされていない今の段階

におきまして、ＴＰＰへの参加を表明、判断を

するということには反対をしておるところでご

ざいます。県といたしましても、この問題につ

いては、地方の視点から、国際競争に負けない

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維持方策などについて、

しっかりと検討してまいりたいと考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 食料も含めて自国で生産を

していくというのが基本だというふうに思って

おります。そのために、経済を守るということ

も含めて関税というものが設けられているわけ

です。今、この関税を撤廃することになろうと

しているときに、改めて関税の持つ意味という

のをもう一度考え直していくことが、食料、そ

して経済を守るという立場から、ぜひ必要なこ

とだというふうに思っているところです。私と

しては、ＴＰＰ参加ではこの宮崎の農業も漁業

も経済も立ち行かなくなってしまうことを明ら

かに示されている状況ですから、ぜひ知事には

そういう立場に立って、国にはしっかりと物を

言っていただきたいというふうに思います。よ

ろしくお願いいたします。

それでは、最後になりますが、特別支援教育

についてお尋ねをいたします。

宮崎市などが、国の緊急雇用対策基金を活用

して、発達障がいなどのある児童生徒に対して

学習指導や生活指導のサポートを行う特別支援

教育支援員の配置、また、重度の障がいのある

児童生徒が在籍をする特別支援学級において、
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学習指導や生活指導を行う非常勤講師の派遣な

どを行って、子供たちの教育の充実を図ってお

り、実績、成果を上げているという報告を聞い

ております。しかし、この緊急雇用創出事業

は、今年度で事業が終了をいたします。発達障

がいや自閉症の子供さんを持つ保護者の方々か

ら、来年度も引き続き支援員の配置をしてほし

いと、要望が強く出されているところです。市

町村が引き続き、子供たちの教育レベルの維持

のために事業を継続する場合、県が応分の支援

をすることが、私は重要、必要だというふうに

思います。市町村の要望を踏まえて、来年度の

予算化をぜひ図ってほしいと思っております。

教育長の御見解をお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 特別支援教育支援員

は、御紹介にありましたように、障がいのある

子供の学校生活上の介助や学習活動上の支援を

行うために、各市町村がそれぞれの判断により

まして小中学校等に配置をしているものであり

ます。こうした取り組みを支援するために、国

におきましては、すべての公立小中学校に特別

支援教育支援員の配置ができるように、市町村

に対する地方財政措置が講じられているところ

であります。また、支援員の配置のために、市

町村によりましては、国の緊急雇用対策基金事

業を活用している例もあると承知いたしており

ます。この特別支援教育支援員の配置につきま

しては、その制度の趣旨から、市町村において

適切な対応が図られるべきものと考えておりま

すが、県の教育委員会といたしましては、全国

都道府県教育委員会連合会を通じて、その配置

に係る地方財政措置の拡充について要望してま

いりたいと考えております。以上です。

○前屋敷恵美議員 事業は終了するけれども、

国の交付金があるから、それを活用することも

必要じゃないかというようなお立場だと思いま

す。保護者の方々は、「これまで担任１人では

とても大変だったけど、支援員の配置で、子供

たちの状態の把握や対応に手が届くようになっ

た」「１年生で学校生活も未経験なところから

来る不安感や緊張感が和らいで、学校生活が落

ちついてきた」「パニックになる状態が少なく

なってきた」というふうに喜んでおられ、こう

した体制を続けてほしいという要望を寄せられ

ているわけです。子供たちにとって、よりよく

学ぶ環境を整えることは、政治や行政の務めだ

というふうに思っています。確かに事業が終わ

る、しかし、国の交付金というものがあろうか

と思います。それは、やはりそこの自治体独自

の判断になるというか、交付金はどこに使って

も自由なわけですから、そこの自治体の考え方

によるだろうというふうに思います。また、こ

の支援員の配置を今すべての自治体で運用して

いるわけではないという状況も十分に知ってお

ります。しかし、実際、この支援員の方々の手

助けによって学校生活が安定し、子供たち一人

一人が楽しいものになっていくという成果は、

非常に大きな意味合いを持つというふうに思っ

ております。ですから、その教育レベルを下げ

ないためにも、やはりここは、交付金はありま

すけれども、県が一定の支援をするといいます

か、そういったものが本当に必要だというふう

に私は思っているところです。ぜひそういった

期待にこたえられるよう、検討、努力をしてい

ただきたいと思っております。どうぞよろしく

お願いをいたします。

あと、残り時間もなくなりました。今、地方

政治に、また国政には、東日本大震災や原発事

故、そういうものを踏まえて、本当に安心・安

全なまちづくりや暮らしそのものが求められる

平成23年６月17日(金)



- 146 -

という状況です。こういった県民の皆さんの不

安や期待にもこたえられるような県政運営をぜ

ひ進めていただきたい。このことを最後に強く

申し上げて、私の一般質問を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕(拍手） 小林市・西

諸県郡選挙区、自由民主党の丸山裕次郎でござ

います。選挙区の見直しにより、初めて小林市

を含む選挙区になり、選挙戦で私が訴えた事項

を中心に今回は質問させていただきます。河野

知事とは初めての議会での議論になりますの

で、どうかよろしくお願いします。また、執行

部の皆様方の明快な答弁を期待しております。

多少重複することがありますけれども、通告に

従いまして一般質問を行いたいと思います。

まず初めに、農商工連携についてお伺いいた

します。このことにつきましては、何度か質問

をした事項でありますけれども、改めて行わせ

ていただきます。

宮崎県は、食料供給基地として多くの農産物

を生産しておりますが、農産物の付加価値化を

積極的に行う目的として、農商工連携応援ファ

ンド、約25億円の基金が約２年前に創設されま

した。農産物を加工することにより、農家所得

の向上・安定はもとより、雇用の場の創出を図

ることは、今後の宮崎県の発展のみならず、日

本全体の食料自給率向上につなげなければいけ

ないと、私自身も自分なりにＰＲをしてきたつ

もりでありますが、思ったよりもこの農商工連

携応援ファンドの知名度は低いと感じておりま

す。県としましても、出先機関に農商工連携担

当を設置していただきましたが、相談があれば

受けるといった体制という感じですので、もっ

と市町村と連携し、地元の農家、商工業者との

意見交換の場を設置し、農商工連携の掘り起こ

しを積極的に行うべきではないかと考えており

ます。そこで、農商工連携についてどのように

取り組んでいかれるのか、知事にお伺いいたし

ます。

また、これまで農商工連携に認定された事業

についてのフォローアップが重要だと考えてお

りますが、あわせて担当部長にお伺いいたしま

す。

次に、新燃岳対策についてお伺いいたしま

す。

新燃岳が噴火いたしましたのは、１月26日で

した。約50年前にも噴火があったということで

ありますが、その当時は、１回の大きな噴火で

おさまったということでありましたけれども、

今回の噴火は、大きな噴火が数日続き、約300年

前に起きた噴火に相当するということを、火山

研究者の鹿児島大学准教授から聞きまして大変

びっくりいたしましたし、さらに、300年前は終

息するのに１年半かかったということも聞き、

非常にショックも感じたことを覚えておりま

す。

１月30日未明に、新燃岳の火口にできていた

溶岩ドームが一気に盛り上がり、大規模な火砕

流が発生する可能性が高まったということで、

高原町内に避難勧告が出されました。真夜中に

もかかわらず、役場職員、消防団、区長さんな

どの的確な呼びかけにより、無事に避難するこ

とができました。自助・共助の大切さを改めて

感じつつ、自助につきましては、急な避難勧告

でありましたので、多くの方々が着のみ着のま

まで避難したという感じで、日ごろから非常持

ち出し袋等は準備していなかったのが現実であ

りました。

先日も、私の地元高原町で県主催の防災訓練
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が行われ、さらには、３月11日に起きました東

日本大震災を契機に、県民の防災意識は高まっ

ていると思っております。しかし、実際に避難

生活をした私としても、日がたつにつれ、防災

意識が薄れがちになってしまうときもありま

す。常に防災意識を持っている防災士等の地域

リーダー育成が重要だと考えております。そこ

で、総務部長に、県としてのこれまでの地域防

災リーダー育成の状況と今後の取り組みについ

てお伺いいたします。

また、あわせて、大規模災害を考慮し、市町

村間及び県を越えた連携も必要となってくると

考えておりますが、現状をお伺いいたします。

避難勧告が出てから、私自身も高原町新燃岳

噴火災害対策本部に夜遅くまで詰め、避難所に

帰る生活がありました。そのときに、避難所生

活をしている方から要望がありましたのは、正

確な情報が欲しいという声が一番多かったので

あります。避難所で生活している人は、テレビ

などのマスコミの取材は受けますが、実際には

テレビを見ることができない状況があります。

高原町としても精いっぱいの努力をして情報を

流しておりましたが、実態は先ほど言いました

とおり、非常時にはなかなか正確な情報が伝わ

らないのが現実であります。今回発生した東日

本大震災でも同じだったというふうに思ってお

ります。そこで、非常時での住民に対する情報

伝達方法を検討する必要があると考えています

が、総務部長の見解をお伺いいたします。

住民からは、「新燃岳はこのままおさまるん

だろうか」「いつ噴火するの」という質問をよ

く受けます。昨日午後６時５分に約２カ月ぶり

に小さい噴火をしていたということを、本日11

時に気象庁が発表しておりますが、多少、情報

発表のおくれに違和感を感じております。新燃

岳の最新情報、特にマグマだまりの状況・地盤

のひずみ（ＧＰＳ調査）、傾斜の状況及び堆積

土砂について、総務部長にお伺いいたします。

今回の新燃岳噴火で苦労したのは、避難所で

生活していた方々のほかに、降灰により被害を

受けた方々として、ホウレンソウ、お茶、シイ

タケ等を栽培している農家、温泉・旅館業並び

に飲食業の自営業の方がいます。前年同月から

すると半分以下になった方々も多くおり、生活

ができない状況に追い込まれている方々も多い

わけであります。県として、緊急融資等の支援

をしていただいておりますが、被害を受けてい

る方々からしますと、直接的な援助が欲しいと

いうのが率直な意見であります。県では、新燃

岳火山活動被害に対する義援金を募集していた

だいており、義援金が全国より集まっていると

聞いておりますが、配分するときには、先ほど

述べた方々に手厚く支援できないかと考えてお

ります。そこで、新燃岳火山活動被害に対する

義援金の状況と今後の配分についての基本的な

考え方を、福祉保健部長にお伺いいたします。

次に、地震・津波対策についてお伺いいたし

ます。

３月11日に発生しました東日本大震災、大津

波により、残念ながら命を落とされた方々、ま

た、いまだに行方不明になっておられる方々の

御冥福をお祈り申し上げます。また、被災され

た方々に心からお見舞いを申し上げます。

さて、地震等の災害時の対応として、自助・

共助・公助のそれぞれの役割があります。お互

いが十二分に役割を果たすことにより、減災に

大きな差が出てきます。災害発生当初は、自助

・共助が大きな役割を果たし、その後に公助が

続くと私は思っております。公助としてまず取

り組むべきことは、正確な被害状況などの把握
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を行い、正確な情報を住民に伝えることが大き

な役割であろうと考えております。今回、東日

本大震災が発生し、特に福島原発の問題では、

政府は情報収集・伝達という極めて重要な公助

を行ってきたのか、非常に疑問を感じておりま

す。

本題に戻ります。県の危機管理局が入ってい

る県庁１号館でありますが、耐震補強は済んで

いるということです。恐らく震度６前後であれ

ば倒壊するおそれはないと思いますが、日向灘

沖地震で想定している震度６強もしくはそれ以

上の地震が来た場合、地震発生後、本当に宮崎

県全体の情報収集ができるだけの強度があるの

か、お伺いいたします。

また、情報収集する上で非常用電源の確保も

重要だと考えておりますが、あわせてお伺いい

たします。

また、情報伝達として防災無線が重要な役割

を果たすと考えております。現在、防災無線の

デジタル化の検討に入っていると聞いておりま

すが、耐震化及び電源確保を含めどのように進

んでいるのか、あわせて総務部長にお伺いいた

します。

次に、地震等で負傷した被災者の治療拠点に

なる県立病院の耐震化、及び非常時の電源確保

及び薬剤等の医療資材の確保はどのようになっ

ているのか、病院局長にお伺いいたします。

次に、被災者の救助や情報収集などを行う警

察本部並びに各警察署の耐震化の状況、並びに

非常時の電源確保はどのようになっているの

か、警察本部長にお伺いいたします。

次に、口蹄疫復興対策についてお伺いいたし

ます。

昨年度は、口蹄疫一色と言ってもおかしくな

いくらいの年でありました。県、市町村職員、

ＪＡを初め畜産関係者、防疫作業等に従事して

いただきました自衛隊、建設関連業を初め、多

くの県民の協力により終息することができまし

た。終息後の子牛競りも口蹄疫対策事業により

比較的に高値で推移し、ほっとしておりました

が、東日本大震災後、枝肉価格の低迷がさらに

続き、その影響で子牛価格の低迷が生じ、畜産

全体の活力が減退しております。特に繁殖農家

より、「人工授精業務ができなかった約３カ月

間の影響で適時に種つけができなかったため、

受胎率の低下や分娩間隔の延長といった影響、

さらには、ことしの年末などに子牛の出荷がで

きない時期が発生し、収入がなくなる。また逆

に、同時期に人工授精業務を行ったことによ

り、来年の３月ごろに大量の子牛が出荷される

ため、価格低迷があるのではないか」という不

安の声を多く聞きます。ちなみに、私の地元の

西諸畜連での子牛競りは、年11回開催だったの

が９回になり、ことしの11月競り並びに来年の

１月競りは開催できず、２月競りでは繁殖農家

に通常より早い出荷をお願いし、それでも通常

の半分程度の約800頭が出荷予定であります。３

月競りでは、２月の早期出荷があったにして

も、約1.5倍の2,200頭が一気に出荷される予定

になっております。そこで、県として、人工授

精業務自粛に伴う子牛出荷不均衡などにどのよ

うに対応していくのか、農政水産部長にお伺い

いたします。

次に、鳥インフルエンザ対策についてお伺い

いたします。

残念ながら、ことし全国で24件発生した鳥イ

ンフルエンザのうち、本県で発生したのが13例

で、全国の半分以上を発生させてしまい、約101

万羽の鶏を処分し、食鳥処理場などの被害を含

めて約102億円という損失をこうむりました。
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「何で宮崎だけがこのように発生するのだろ

う」という思いを持った方も多くおられると思

います。また、私の地元で種鶏業をしている方

から、清浄性の確認を行った上で防疫を徹底す

ることを前提に、卵の移動制限措置などの見直

しについて農林水産省に要請を行ったというこ

とを聞くことができました。そこで、今回の発

生、経験を踏まえて、本県として、家畜伝染病

防疫指針の見直しに際し、どのような要望を考

えているのか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

壇上からの最後の質問として、行財政改革に

ついてお伺いいたします。

行財政改革は、近年の大きな課題であり、早

急に解決の道筋を示す必要があるということ

で、平成21年度に設置された行財政改革特別委

員会に所属し、委員長として行財政改革につい

て取り組みました。特別委員会として、議員発

議で、「宮崎県の出資法人等への関与事項を定

める条例」を制定することができ、この条例が

本格的に機能していくのがことしからというこ

とで、県議会のチェック機能が強化される元年

でもあります。

さて、今回提案された「みやざき行財政改革

プラン」についてでありますが、前回出された

プランと同様、現状分析として、県債残高の急

増や基金残高の激減などの厳しい財政状況につ

いて詳細な問題提起をしていることは、ある程

度評価できます。しかし、今回も、切りやすい

投資的経費につきましては、ことしだけはある

程度確保した状況になっておりますが、次年度

以降は大きく削減するようになっていたり、固

定経費の人件費については大きな削減はなく、

だれのための行財政改革だろうと感じてもしま

います。財政状況が厳しい中、住民ニーズに対

応していく上では、行政のコアな部分以外は原

則、民間活力に可能な限りシフトし、行政を可

能な限りスリムにしていくべきだと考えており

ます。そこで、行財政改革を進める上での民間

活力の活用について、県の基本的な考え方を知

事にお伺いし、壇上からの質問を終わります。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、農商工連携に対する取り組みについて

であります。農商工連携は、農林漁業者と中小

企業者が連携いたしまして、新たなビジネスを

生み出すことで本県の豊かな農畜産物の付加価

値を高め、「食」産業の振興を図る重要な施策

でありまして、本県のこれからの経済活性化を

考える上で非常に重要な、有効な方策であると

考えております。このため、県におきまして

は、取り組みを円滑に推進するために、産学官

で構成されます「農商工連携推進ネットワーク

会議」などの推進体制を整備するとともに、

「農商工連携応援ファンド」を活用した支援

―２年間で41件の採択をしておりますが―

に努めておるところでございます。また、西臼

杵支庁や各農林振興局単位に推進組織を設置い

たしまして、地域の農業者や商工業者の持つシ

ーズ・ニーズの掘り起こしでありますとか、

マッチングなどにも取り組んでいるところであ

ります。今後とも、このような掘り起こしや、

応援ファンドを含む関連事業の周知徹底に努め

ますとともに、市町村や関係機関などと一層の

連携を図りながら、農商工連携の取り組みを積

極的に推進してまいりたいと考えております。

次に、行財政改革についてであります。民間

活力の活用につきましては、さきの「行財政改

革大綱2007」の中でも、「協働改革」の一つと
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して積極的に取り組んでまいりました。具体的

には、県が管理する公の施設のうち、80の施設

で指定管理者制度を導入しましたほか、介護支

援専門員実務研修受講試験の業務でありますと

か、県立病院における医事業務など、各種業務

の民間への委託を進めるなどの改革を行ってき

たところであります。今議会で提案をいたして

おります「みやざき行財政改革プラン」におき

ましても、「県民等との連携・協働」というテ

ーマの中で、企業や大学など多様な主体との協

働を推進していくこととしており、今後とも県

の業務のアウトソーシングの推進も含め、積極

的に民間活力の活用を図ってまいりたいと考え

ております。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。

まず、地域防災リーダーの育成についてであ

ります。地域の防災力を高めるためには、リー

ダーの育成が最も重要であるとの認識のもと、

平成18年度から自主防災組織リーダー研修会

を、平成21年度からは防災士研修を実施してき

たところであります。この間、地域等のリーダ

ーとなる防災士につきましては、平成18年度

に10名、19年度15名、20年度78名、21年度に104

名、22年度76名を県で養成したところでありま

す。今後も引き続き、年間100名の養成を目標と

して防災士研修を実施し、最終的には県内の自

治会数と同数の3,000人を養成し、地域防災力を

向上させたいと考えております。

次に、大規模災害の場合の連携についてであ

ります。市町村を越える災害時の連携につきま

しては、県内の全市町村間で宮崎県市町村防災

相互応援協定を平成８年に締結しているところ

であり、大きな災害時の場合は、県といたしま

しては、市町村間の調整等を適切に行い、迅速

に対応したいと考えております。県を越えた連

携につきましては、平成７年に締結されました

九州・山口９県災害時相互応援協定をもって大

災害等に備えております。大災害時におきまし

ては、大規模な救助・救援活動が必要であり、

この応援協定を最大限に活用してまいりたいと

考えております。

次に、避難者への情報の提供についてであり

ます。災害等の非常時において、住民にとって

正確な情報の入手は極めて重要なことだと認識

しております。このため、県におきましては、

報道各社との間で放送要請に関する協定を、ま

た、新聞各社との間で報道要請に関する協定を

結び、緊急時の情報伝達に努めているところで

あります。住民に対する情報の提供について

は、基本的に、直接的には市町村が行うことに

なりますが、新燃岳の災害の場合、例えば高原

町におきましては、避難対象地域の全世帯に個

別受信機を配布し、情報伝達できるようにして

いるほか、ＦＭラジオで聞ける放送を高原町役

場から放送しております。そのほか、ケーブル

テレビの設置が６月末に完成するということで

あり、その活用もできるものと考えておりま

す。今回の新燃岳災害や東日本大震災の例を見

ましても、避難所における迅速・的確な情報提

供は、避難者の不安の軽減や円滑な災害対策の

ために重要と認識しておりますので、今後、市

町村等とも連携を図りつつ、そのあり方につい

て検討してまいりたいと考えております。

次に、新燃岳の火山活動についてでありま

す。１月26日から本格的なマグマ噴火が始まり

ました新燃岳は、４月19日以降、噴火は発生し

ておりませんでしたが、先ほど御質問にありま

したように、昨日、ごく小規模な噴火が発生し

たところであります。火山噴火予知連絡会によ
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りますと、マグマだまりは、ＧＰＳ観測では、

１月26日から２月１日の本格的な噴火に対応し

て急激に収縮いたしましたが、現在は、2009

年12月以降と同程度の割合で緩やかな膨張を続

けていると発表されております。また、堆積土

砂につきましては、新燃岳火口東側の内壁で

は10メートル前後の厚さの噴出物が堆積し、そ

の近傍ではおおむね４メートルの厚さで堆積し

ていると報告されております。

次に、県庁の耐震化等についてであります。

県庁１号館は、平成８年度及び平成16年度に耐

震補強工事を行い、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。しかし

ながら、老朽化が進んでおりますことから、日

向灘地震で想定されている震度６強もしくはそ

れ以上の地震が発生した場合に、建物が倒壊す

る危険性は低いものの、ひび割れ等によりまし

て、県全体の情報収集など業務が困難となる事

態も懸念されます。万が一そのような事態と

なった場合は、緊急的な対応としまして、耐震

性能が比較的高い本館の講堂等に災害対策本部

を移すなどして対応してまいりたいと考えてお

りますが、今回の東日本大震災を踏まえまし

て、災害時の行政機能の維持を図るため、今

後、新たな災害対策拠点施設の整備を含めた本

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。

また、非常用電源につきましては、庁舎の一

部の電力を賄う非常用発電機とは別に、防災行

政無線の発電機を１号館の屋上に、災害対策室

用の発電機を議会棟西側に設置しており、商用

電力の供給が絶たれた場合でも、情報収集や災

害対策が行えるよう電源を確保しております。

次に、防災行政無線についてであります。現

在の防災行政無線は、前回の整備から14年が経

過し、機器の老朽化が進んでいることから、デ

ジタル化を含むシステムの全面的な更新を行

い、情報通信機能の強化を図る必要があると考

えております。このため、平成20年度に電波伝

搬調査、そして、平成21年度に基本設計を行っ

たところであります。今後、実施設計、更新工

事を行い、数年のうちに整備を完了したいと考

えております。なお、県庁、総合庁舎及び中継

局に設置しております無線機等の電源は、常用

電源、非常用発電機及び直流電源装置で三重化

しております。非常用発電機は１回の給油で４

日以上運転可能であり、仮に非常用発電機に不

具合が生じた場合でも、直流電源装置で10時間

以上、運用可能になっております。また、現在

の中継局舎及び鉄塔の耐震化につきましては、

震度６強の地震、風速60メートルの台風にも耐

え得る強度で建設しております。以上でござい

ます。〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えします。

新燃岳火山活動被害義援金についてでありま

す。新燃岳火山活動被害義援金につきまして

は、３月10日から７月29日までの募集期間と

なっており、６月10日現在ではありますけれど

も、県内外の多くの方々から約8,400万円の義援

金が寄せられているところであります。心から

感謝申し上げる次第でございます。義援金の配

分につきましては、現在、重大な人的被害や住

居被害は発生しておりませんが、引き続き、大

雨による土石流被害等も懸念されるため、募集

期間終了後に被害全体を見きわめた上で、有効

に役立てる方向で、配分委員会において協議・

決定してまいりたいと考えております。以上で

ございます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（米原隆夫君）〔登壇〕
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お答えいたします。

農商工連携事業のフォローアップについてで

あります。県におきましては、産業支援財団に

設置した「みやざき農商工連携応援ファンド」

を活用いたしまして、新商品や新サービスの開

発及び販路開拓の取り組みに対して助成を行っ

ており、事業の計画段階からの助言、計画書策

定時のブラッシュアップ、採択後の進捗管理や

各種支援策の活用など、段階に応じたアドバイ

スを行っているところであります。先ほど知事

もお答えしましたとおり、ファンド創設後の２

年間で計41件の事業を採択しており、その中

で、例えば、ウナギの養殖池における水質管理

コストの削減や、生産量増に効果のある浄化装

置の開発、養鶏場と食品会社が連携いたしまし

た、県産地鶏の余り使われない胸肉を活用した

ウインナーの開発、それから、水産会社と印刷

会社が連携いたしました、産地やブランドの偽

装を防ぐ偽装困難なセキュリティラベルの開発

など、すぐれた事例が生まれてきており、いず

れも市場化または市場化準備中の状況にござい

ます。今後とも、このような事例が続きますよ

う、関係機関と連携を図りながら、計画、研究

開発、販路開拓の各段階で効果的なフォロー

アップを行ってまいりたいと考えております。

〔降壇〕

○農政水産部長（岡村 巖君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、農商工連携に認定された事業のフォロ

ーアップについてでございます。農商工連携

は、地域の多くの農業者が参加する地域ビジネ

スにつなげていくことで、農業・農村における

所得向上や雇用創出に大きく貢献するものであ

り、認定後のフォローアップは重要であると認

識しております。県では、これまで、県単独事

業の「宮崎発・大地を活かす農商工連携ビジネ

スモデル創出事業」によりまして、東京のＩＴ

企業や三重県の商社と県内農業者との連携によ

るミニトマトやデルフィニウム栽培の先進的な

取り組み、また、千葉県の農業法人との連携に

よる冷凍加工事業の取り組みなど、４件を採択

したところでありますが、これらの事例につき

ましても、現在、人材の育成確保に係る支援

や、原料供給を担う新規産地の育成、生産技術

の高度化の支援などを行っているところであり

ます。今後とも、関係機関・団体との一層の連

携のもと、西臼杵支庁、各農林振興局における

農商工連携の推進体制を通じまして、生産から

加工・流通に至る一連の流れが確立する新たな

農商工連携モデルの創出とフォローアップに努

めてまいりたいと考えております。

次に、家畜人工授精の自粛に伴う影響への対

応についてであります。口蹄疫発生時に家畜人

工授精を自粛していただいたことにより、例え

ば、本年２月から４月にかけて子牛生産頭数が

激減し、その後に急激に増加するという現象が

生じており、今後の一定期間は、競りの上場頭

数や開催日程等に影響することが懸念されてお

ります。このため、県といたしましては、「口

蹄疫からの再生・復興方針」工程表において

も、「畜産経営再開への支援」の課題の一つと

しまして、「人工授精の自粛に伴う対応」を位

置づけ、競り市場開設者等とも十分協議しなが

ら、早期出荷の奨励策等について検討してまい

りたいと考えております。

最後に、家畜伝染病防疫指針の見直しについ

てであります。高病原性鳥インフルエンザが一

たん発生しますと、防疫指針に基づき、原則10

キロメートルとする移動制限区域内の家禽や卵

の移動制限、食鳥処理場、ふ化場など、養鶏関
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連施設の閉鎖などを行うこととなります。これ

らの制限により、養鶏場や関連産業に大きな影

響を及ぼすことから、現行制度でも、一定の清

浄性が確認された時点で、食用卵の出荷が認め

られるとともに、移動制限区域が５キロメート

ルに縮小されますが、この場合も、移動制限区

域内の食鳥処理場や、ふ化場については、業務

再開が認められておりません。県といたしまし

ては、防疫対策をしっかりと行いながら、一方

で、経済的損失をできるだけ少なくすること、

また、区域内の感染リスクを減少させることな

どの観点から、移動制限区域の範囲を狭めるこ

とや、一定の条件のもとで食鳥処理業務などを

認めるよう、国へ要望しているところでござい

ます。以上でございます。〔降壇〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

県立病院の災害対策についてであります。各

県立病院の建物は、いずれも現行の耐震関係規

定に適合しており、耐震性は確保されておりま

す。また、災害用の医薬品につきましては、３

県立病院ともおおむね３日分に相当する医薬品

を備蓄しており、災害時に必要となる簡易テン

トやベッド等の医療資材につきましても、相当

な量を備蓄しているところであります。非常時

の電源確保につきましては、いずれの病院も自

家発電装置を備えており、基本的には十分対応

できると認識しておりますが、東日本大震災の

ような津波災害にも備えるため、現在、より確

実に電源を確保できる方法を検討しているとこ

ろであります。県立病院は、御指摘にもありま

したように、災害時における救急患者の受け入

れや、被災地の医療機関の支援等を行う災害拠

点病院としての役割を担うこととされておりま

すので、今回の大震災の被災状況等を踏まえ、

今後とも災害対応機能の強化を図ってまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○警察本部長（鶴見雅男君）〔登壇〕 お答え

します。

耐震化の状況でありますが、警察本部庁舎

は、平成10年度に建設しており、十分に耐震基

準を満たしたものとなっております。また、県

内の13の警察署でありますけれども、11警察署

は既に建てかえや耐震補強工事を行いまして、

現行の耐震基準を満たしたものとなっておりま

す。残る警察署のうち、日向警察署につきまし

ては、御理解をいただきながら、現在、建てか

え計画を推進中であります。非常時の電源確保

につきましては、警察本部及び各警察署に、停

電になると自動的に起動いたします非常用発電

機を設置しております。加えて、警察本部に

は10階に大型バッテリーを備えた無停電電源装

置を設置いたしておりまして、被災者の救助、

情報収集に必要な対策をとっているところであ

ります。以上であります。〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 多少時間がありますので、

再質問をさせていただきますが、まず、新燃岳

関連であります。昨日も大雨が降りまして、土

石流の発生があるのではないかということで避

難準備情報などが出されましたけれども、大雨

が降るたびに土石流が発生するんじゃないかと

非常に心配しております。現在のところ、大き

な土石流等は発生しておらず、安堵しておりま

すけれども……。国のほうで、立ち入りが可能

な箇所について現地調査を行うと聞いておりま

すけれども、現在の新燃岳噴火による降灰の状

況並びに各渓流の状況をどのように把握されて

いるのか、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） 先ほど総務部
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長の答弁にもありましたが、新燃岳の火口近傍

では、最大10メートル程度の厚さで噴出物が堆

積している状況にあります。また、立ち入りが

可能である霧島山系の14渓流におきまして、国

が現地調査した結果、高千穂峰付近で最大10セ

ンチメートル程度、火口から３キロメートル離

れました高原町側で３センチメートル程度の厚

さの火山灰が確認されております。また、都城

市山田町周辺の21渓流におきましては、県が現

地調査をやっておりますが、その結果、２セン

チメートル程度の厚さの火山灰を確認いたしま

した。これらの35渓流では土石流発生のおそれ

があることから、国と県では、一定規模以上の

降雨があった場合、現地調査を実施しておりま

すが、これまでのところ、土石流の発生は確認

されておりません。先日も時間雨量69ミリとい

う大雨が降ったわけですが、けさからずっと現

地調査しておりますけれども、今のところ発生

の状況は確認されていないところでございま

す。しかしながら、今後の梅雨前線豪雨あるい

は台風の襲来により、これまで以上の降雨が予

想されますことから、引き続き土石流に対する

警戒が必要であり、県といたしましては、今後

とも、国や都城市、高原町などと連携して、土

石流被害の防止に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○丸山裕次郎議員 ありがとうございます。ぜ

ひ万全の対応をお願いしたいと思っています。

次に、地震・津波対策についてお伺いいたし

ます。先ほど、危機管理局がある県庁１号館の

耐震化の答弁の中で、総務部長のほうから、

「建物が倒壊する危険性は低いものの、ひび割

れ等により、県全体の情報収集など業務が困難

となる事態も懸念され、緊急的に耐震性能が比

較的高い本館の講堂等に災害対策本部を移すな

どして対応してまいりたいと考えている」とい

う答弁がありましたけれども、大きな地震が発

生した後に、仮に使えないとして、「緊急的に

対策本部を本館の講堂等に移す」と、簡単に答

弁されましたけれども、実際はなかなかできな

いのが現実ではないのかなと思っております。

災害時はやはり初動が重要だと言われておりま

すので、災害対策本部の機能を果たすために、

混乱が起きないためには、早急に何らかの対策

が必要だろうと思っております。「新たな災害

対策拠点施設の整備を含めた本庁舎のあり方を

検討してまいりたい」という答弁でありまし

た。確かに現在、財政的に厳しい状況と理解し

ておりますが、私は、早急に特命チームを立ち

上げるべきではないかと思っております。知事

の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 大事なポイントであり

まして、災害時の行政機能の維持、また復旧・

復興対策のために、新たな災害対策拠点施設の

整備を含めた本庁舎のあり方について、しっか

りとした検討をする必要があると考え、担当の

ほうに指示をしたところでございます。御意見

にありましたように、早急に関係部局から成る

プロジェクトチームを立ち上げて、検討してま

いりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ早急にプロジェクトチ

ームを立ち上げていただきたいと思っておりま

す。また、本年は、県議会の中に防災対策特別

委員会が設置されまして、井本委員長のもと、

さまざまなことを調査研究したいというふうに

思っておりますので、プロジェクトチームが立

ち上がって、行った業務につきましても、県議

会のほうにも適宜、報告をお願いしたいと思い

ます。

実は、私も宮原県議とともに、「チーム小
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林47」というボランティアチームの一員とし

て、宮城県石巻、気仙沼に行ってまいりまし

た。そのときに感じましたのが、割とスムーズ

に被災地に行けたということでありました。道

路整備の重要性も感じたところであります。そ

こで、災害発生時の緊急輸送路の確保が重要だ

と感じておりまして、現在の本県の緊急輸送路

の状況と耐震化の進捗状況について、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） 緊急輸送道路

は、地震などの災害発生後、応急復旧や救援の

ための物資輸送など、応急対策を実施する上で

重要な道路であり、地域防災計画において位置

づけられたものであります。本県におきまして

は、主な都市間及び重要港湾、空港などを連絡

する第１次緊急輸送道路と、これらの道路と市

町村役場等の防災拠点を連絡する第２次緊急輸

送道路として、高速道路を初め、国道、県道等

の40路線の1,567キロメートルが指定されており

ます。県では、これまで、緊急輸送道路の機能

強化を図るため、道路改良や橋梁の耐震補強、

落石防止等の防災対策を重点的に実施してきた

ところであります。このうち、橋梁の耐震補強

につきましては、対策が必要な橋梁が149橋あ

り、現時点で対策工事が完了した橋梁が116橋と

なっております。進捗率としましては77.9％と

なっておるところです。今、議員のお話にもあ

りましたように、大変重要だと考えております

ので、今年度については26橋の対策工事を予定

しておりまして、進捗率としては95.3％となる

見込みであります。また、橋梁以外の道路施設

につきましては、被災時の復旧が比較的容易で

あること、また経済性から、一部の重要施設を

除き、地震時の影響を考慮した設計とはなって

おりません。今回の東日本大震災では、救援ル

ートの確保が非常に重要であると再認識したと

ころでありまして、今後はさらに、橋梁耐震化

の早期完了など、地震に強い緊急輸送道路の重

点整備に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○丸山裕次郎議員 緊急輸送道路として大きな

役目を果たすのは、やはり高速道路とか高規格

道路だというふうに思っております。本県で

は、未整備の東九州道、横断道、志布志道路

等、早急な整備が必要な道路がまだまだありま

すので、これは国のほうにも強く要請をしてい

ただきたいというふうに思っております。

次に、津波の被害を受けやすい場所として、

港湾付近があると思っています。また、港湾付

近には多くの事業所等もありますが、津波対策

はどのようになっているのか、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） 港湾での津波

対策につきましては、これまでも、事業所や関

係機関と合同で、情報伝達訓練などを実施して

おりますが、今回の東日本大震災を受けて、新

たに津波の特徴についての講習や、港湾区域内

の標高を示した地図の提供などを行いまして、

情報の共有や防災意識の高揚を図っているとこ

ろであります。今後とも、地元自治体や防災関

係機関と連携を密にしまして、事業所ごとの緊

急避難先や避難ルートの安全性の確認を行うな

ど、さらなる津波対策に取り組んでまいりたい

と存じます。

○丸山裕次郎議員 東日本大震災では、津波被

害が大きく報道等で取り上げられています。地

震による被害で住めないような危険な家が約１

万戸以上あるというふうな報道も聞いているん

ですが、それを考えますと、住宅の耐震化は極

めて重要だと考えております。そこで、現在の
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本県の住宅耐震化の状況と今後の対策をどのよ

うに考えているのか、あわせて県土整備部長に

お伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 住宅の耐震化

の状況は、平成20年時点での国の推計によりま

すと、全国平均が79％、本県は72％となってお

り、昭和56年の建築基準法改正以前に建築され

た木造住宅につきましては、耐震性の向上を図

ることが重要な課題となっております。県とし

ましては、耐震化を進めるためには、まず耐震

診断が必要であることから、住宅所有者に対し

て補助を行う市町村を支援するとともに、耐震

化を促進するためのアドバイザー派遣事業につ

きましても、市町村に本制度の活用を働きかけ

ております。今後の対策としましては、本議会

に提案しております住宅所有者の負担軽減策を

活用することにより、耐震診断を積極的に推進

するとともに、建築物防災展など、より一層の

広報・啓発を行い、木造住宅の耐震化を促進し

たいと考えております。

○丸山裕次郎議員 住宅の耐震化は重要である

と思っております。今、防災意識が高まってお

りますので、積極的に進めていただきたいとい

うふうに思っております。

また、東日本大震災復興のために巨額な災害

復旧が行われると思っておりますけれども、本

県の建設関連業者の方々から、復興支援に寄与

したいという意見を多く聞きます。県としても

建設産業団体と連携し、被災地支援を行うべき

だと考えておりますが、県土整備部長の見解を

お伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県の建設業協

会では、被災地の支援につきまして、全国建設

業協会の要請に基づき、可能な限りの協力を行

う予定であると伺っております。また、被災地

でボランティア活動を行うために編成されまし

た「みやざき県民復興協力隊」に、会員企業の

技術者等を隊員として派遣いただいているとこ

ろであります。県におきましても、被災地の要

請に応じ、土木技術職員を長期派遣しておりま

して、今後は、これらの現地に派遣された隊員

の方々や県職員などを通してインフラ整備の状

況を把握するなど、情報収集に努めながら、今

後予想されるハード整備のための支援要請など

に適切に対応できるように、建設産業団体との

緊密な連携を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○丸山裕次郎議員 県内の投資的経費の伸びが

今後なかなか見込めない中でありますので、で

きれば、今回の東日本大震災の復興に当たって

は、県内の建設業者も活用しやすい環境づくり

をぜひお願いしたいと思いますので、そちらも

よろしくお願いしたいと思っております。

また、大きな地震を引き起こす可能性がある

ということで、活断層が最近よく報道されてお

ります。その中で、関東の立川断層が多く取り

上げられておりますが、宮崎県内にはこの活断

層があるのかないのか、私自身もわからないも

のですから、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 国では、地震の震

源として特定できる主要活断層による地震や海

溝型地震について、今後30年以内に地震の発生

する確率を予測し、毎年公表しております。主

要活断層として全国で110カ所が対象となってお

りますが、本県は含まれておりません。なお、

文献によりましては、本県にも活断層があると

されているものもありますが、いずれも存在が

確実なものではなく、推定のレベルのものでご

ざいます。

○丸山裕次郎議員 多少安心いたしましたが、
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今後もしっかり調査をしていただきたいという

ふうに思っていますし、今回の地震で、津波で

はなくて、ため池の破壊による山津波も発生し

ていると聞いております。これは恐らく活断層

も影響しているのではないか。地震で断層がず

れたというふうに思っておりますが、ため池等

の耐震化も重要と考えております。そこで、本

県のため池の耐震化の状況と今後の対策につい

てどのように考えているのか、農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県におきま

しては、699カ所の農業用ため池があり、そのう

ち359カ所を危険ため池として指定しまして、国

の耐震設計基準に基づき、緊急性の高いため池

から鋭意改修を進めており、現在、162カ所の改

修を完了したところであります。今後とも、計

画的な改修を進めるとともに、適切な管理につ

いて、市町村や管理団体である土地改良区等と

も連携を図りながら、その安全確保に努めてま

いりたいと考えております。なお、地震発生時

におきましては、国が策定した「地震後の農業

用ため池緊急点検要領」に基づき、管理団体等

において、異常の有無を緊急に点検し、必要に

応じて応急措置を講ずることとしております。

○丸山裕次郎議員 危険性が高いため池359に対

して整備済みが162でありますので、まだ半分以

下ということであります。これは、予算獲得、

また土地改良区との連携を含めて、早急にしっ

かりと取り組んでいただきたいと思っておりま

す。

地震災害では最後にしたいと思っております

が、東日本大震災後、福島原発問題による計画

的な停電や全体的な自粛ムードにより、本県の

主要品目であるキュウリ、ピーマン、メロン、

マンゴー、スイートピーの価格低下があらわれ

ているということであり、さらに、ことしは寒

かったということで、原油高騰等もあり、農家

所得低下が懸念されております。県として、品

目ごとにどのような把握を行っており、今後ど

のような対策を考えているのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 東日本大震災

の発生により、関東以北の物流が停滞しまし

て、量販店などの稼働率が低下したため、全国

的に青果物価格が下落しており、本県主要野菜

につきましても、４月のキログラム当たり単価

が、キュウリでは前年の312円から175円へ、ピ

ーマンでは613円から359円に低下するなど、大

きな影響を受けております。スイートピーにつ

きましても、卒業式や謝恩会の中止などによ

り、３月の価格が前年の約７割と低迷いたしま

した。アールスメロン、マンゴーにつきまして

は、母の日など贈答向け需要の荷動きが悪く、

４月以降の価格が前年の７割から９割となって

おります。県といたしましては、このような状

況を踏まえ、野菜価格安定制度による交付金の

支払いを迅速に進めるとともに、農業団体と一

体となって実施しているＰＲ対策を強化し、さ

らなる需要の喚起と販売促進を図ってまいりた

いと考えております。さらに、最近の重油高騰

が農家経営の負担となっていることから、省エ

ネ設備の導入を推進するなど、農家経営の向上

に、さらに努めてまいりたいと考えておりま

す。

○丸山裕次郎議員 次に、口蹄疫復興関連に移

ります。先ほどの答弁で、「人工授精の自粛に

伴う対応を位置づけ、競り市場開設者等とも十

分協議しながら、早期出荷の奨励策等について

検討してまいりたい」ということでありますけ

れども、２月・３月競りに間に合わせるために
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は、ことしの８月から９月に行われる生産検査

までに県の具体的な施策を示さないと、生産者

は安心して出荷できないと思いますが、農政水

産部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今後、一定期

間は、子牛生産頭数の時期的な変動により、競

り日程や子牛競り価格等への影響も考えられま

す。子牛価格への影響を軽減するためには、早

期出荷等を奨励し、子牛出荷頭数の平準化を図

ることが、大変重要な課題と十分認識しており

ます。このため、関係機関と協議し、その具体

的方策についてしっかりと検討してまいりたい

と考えております。

○丸山裕次郎議員 しっかりと検討していただ

きたいと思いますが、先ほど述べましたとお

り、早急に具体的な施策を示していただきたい

と思っております。早期出荷等の奨励とあわせ

て、できれば、口蹄疫が終息したときに出され

た生産農家、肥育農家への支援とかを含めて

やっていただきたいというふうに思っておりま

すし、今回の早期出荷により、逆に言います

と、生産農家と肥育農家の連携がうまくいくな

り、ピンチをチャンスに変える時期であるかも

しれませんので、畜産技術指導もどうかよろし

くお願いいたします。

最後に、行財政改革についての再質問であり

ます。今回出されたプランによりますと、アウ

トソーシングを行っていくということでありま

す。前回は、県では、県民提案型市場化テスト

を含めたアウトソーシングを行うということで

ありましたが、この市場化テストが消えてお

り、行財政改革が後退したような感じがするん

ですが、知事の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 市場化テストという項

目についてでありますが、さきの行革大綱の指

針に基づき、検討を行ってまいりました。これ

は根拠法がございまして、法律の定める県の導

入事務の対象というものが、納税証明書の交付

事務のみでありまして、限定的なものとなって

おったわけであります。そこで、本県では、県

独自の方法といたしまして、県のすべての業務

を対象としたアウトソーシングの提案を、県民

の皆様から募集したところであります。その結

果、ＩＴ調達や公用車の管理など26件の提案が

ありまして、そのうち６件について現在具体化

に向けた検討を行うとともに、それ以外の提案

についても実施可能性を探っていくこととして

おるところでございます。今回提案しておりま

す「みやざき行財政改革プラン」におきまして

は、ＮＰＯはもとより、企業や大学など多様な

主体との協働を進めることとしております。そ

ういった多様な主体との協働提案公募型事業の

実施など、県の業務のアウトソーシングにつき

ましても積極的に取り組んでまいることとして

おります。

○丸山裕次郎議員 今回のプランが真の改革に

なることを御祈念しまして、私の一般質問を終

わります。ありがとうございました。（拍手）

○十屋幸平副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

次の本会議は、20日午前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53分散会
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