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平 成 2 3 年 ９ 月 ９ 日 （ 金 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 岩 下 斌 彦 （自 民 党 つ く し の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

8番 内 村 仁 子 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

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 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

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 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

県 民 政 策 部 長 渡 邊 亮 一

総 務 部 長 稲 用 博 美

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 四 本 孝

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 成 合 修

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 武 田 宗 仁

政 策 調 査 課 長 福 嶋 幸 徳

議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 一般質問

○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。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、後藤哲朗議員。

○後藤哲朗議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。後藤哲朗でございます。平成23年９

月９日午前10時過ぎ、初めての登壇でありま

す。地域経済の発展と安全・安心な住みよい県

土づくり等への目標、目的を明確にしまして、

議会人としての使命をしっかりと果たしていき

たいと思いますので、御指導、御厚情をよろし

くお願い申し上げます。

さて、来年のオリンピック、ロンドン大会に

金メダルの期待がかかる競泳の松田丈志選手、

そしてこの秋場所で定年を迎えます大相撲立行

司・木村庄之助氏、お二人とも努力と精進、ひ

たむきなチャレンジャー精神で、県民に感動と

元気、勇気を与え続けております。どうか引き

続き、なでしこジャパンと同様に御声援、御支

援を心からお願い申し上げます。

それでは、提言を含め質問をしてまいりま

す。

まず初めに、知事の政治姿勢についてお伺い

いたします。

３月11日に発生しました東日本大震災は、我

が国に未曾有の苦難を与え、半年たった今に

なっても、いまだに復興の見通しがつかない状

況にあります。しかし、千年に一度と言われる

大災害の中にあって、混乱に陥ることなく整然

と行動する日本人の姿に、世界の人々は改め

て、日本人の行動規範や倫理・道徳観の高さに

驚嘆したのであります。日本という風土文化、

そしてそこに生きる日本人に根づいている、い

わば精神の美しさに感銘を受けたのでありま

す。

さて、国においては、「新成長戦略～「元気

な日本」復活のシナリオ～」を平成22年６月に

閣議決定しており、その中で、「我が国独自の

文化財・伝統芸能等の文化遺産の活用は、地域

経済の活性化や雇用機会の増大の切り札であ

る」と位置づけました。このような観点から、

文化庁は本年度から「文化遺産を活かした観光

振興・地域活性化事業」を、県や市町村などの

実行委員会等を対象として実施しております。

この事業は、日本各地の宝である多様で豊かな

文化遺産を活用し、伝統行事や伝統芸能の公

開、後継者育成、重要文化財建造物等の公開活

用など、文化振興、さらには観光振興や地域経

済の活性化を推進すると説明されております。

一見、まことに耳当たりのよい言葉で、費用対

効果にも配慮した地域おこしに有効な発想であ

ると思いますが、私はこの事業は、政府の行政

刷新会議の事業仕分けにより廃止された伝統文

化こども教室助成事業を一部引き継いでいるも

のと理解しております。伝統文化こども教室助

成事業は、平成15年度から22年度まで８年間に

わたり、本県において多くの団体・保存会の皆

様方の御尽力で、次世代を担う子供たちにかけ

がえのない地域文化を純粋な気持ちで伝承しよ

うと取り組まれたものであり、経済性を重視し

た、先ほどの「文化遺産を活かした観光振興・

地域活性化事業」と異質なものと感じていると

平成23年９月９日(金)
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ころであります。

事業仕分けを受け、文化庁は文化の伝承に関

して大きくかじを切り、大きな方針転換をされ

ましたが、不安と心配、割り切れないものを抱

いているのは私だけではないと思います。東日

本大震災の映像の中で感じ、感銘を受けた、苦

境の中でも揺るぐことのない日本人のバック

ボーンは、費用対効果とは無関係な打算のない

純粋な気持ちで、長い歴史の中で伝統文化を

脈々と引き継いできた風土の中に生きる日本で

こそ培われたものと確信をいたしております。

そこで、大変大きな命題でありますが、聡明な

る知事に、日本の文化をどのようにとらえてお

られるのか。またその視点から、地域文化に対

する認識と伝統文化の保存・伝承に対する基本

姿勢をお伺いいたします。

次に、知事部局７部の政策課題研究について

お伺いいたします。

今、本県をめぐる状況は大変厳しいと言わざ

るを得ません。地域医療、中山間地域の問題、

災害への備え、雇用の確保・創出などさまざま

な課題が山積していますが、その一方で、長引

く景気低迷により県の財政はますます厳しく

なっております。また市町村も同様でありま

す。そのことを認識した上で山積する課題に対

応していかなければならないわけですから、み

んなの知恵を集めることは非常に大切であると

私は思います。また、市町村や経済界、さらに

は県民との対話と協働という考え方が総合計画

の中でもうたわれていますが、まさにそのとお

りだと思います。問題は、どのように実行して

いくのかであり、一口に知恵を集めると言って

も、それが有効に機能するためには、知恵を出

し合う仕組みや全体をリードしていく人が必要

であります。そのような中、県では現在、各部

次長をリーダーとする政策課題研究を実施して

いるところでございます。各部の次長がリー

ダーとなり、関係する部署の職員が一緒になっ

てその対策を検討するとのことで、職員の知恵

を集めるということ、職員の能力を高めるとい

うことの２つの点で大変意義ある取り組みであ

ると受けとめております。そこで、この政策課

題研究の取り組みとその結果をどのように県政

に生かしていかれるのか、県民政策部長にお伺

いいたします。

次に、新たな広域連携の取り組みであります

宮崎県市町村間連携支援基金設置事業について

お伺いいたします。

本年６月に、持続可能な地域づくりを進める

ことを目的として宮崎県市町村間連携支援基金

条例が制定されました。今後は、この基金を活

用し、県内における市町村間連携のあり方に関

する検討や、地域ごとの市町村間連携推進計画

の策定、及びその計画に沿った市町村間連携の

取り組みを支援されると伺っております。一方

県内では、県北地域において、延岡市を中心市

として県北９市町村で構成する圏域や、日向市

を中心市として日向市、東臼杵の５市町村で構

成する圏域、そして都城市を中心市として都城

市、三股町、鹿児島県曽於市、志布志市の４市

町で構成する圏域において、総務省の進める定

住自立圏構想に取り組んでおり、医療や産業振

興等の生活機能の強化を初めさまざまな取り組

みが進められております。県の進める基金設置

事業や定住自立圏構想は、基本的には新たな広

域施策の展開を後押しするものであり、これま

でのような各自治体に生活機能を満遍なく整備

するのではなく、圏域の市町村において連携し

ながら、蓄積された資源の効率的な活用や充実

を図り、圏域全体の生活機能を維持・向上させ

平成23年９月９日(金)
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ていこうというものであると考えられます。そ

こで、市町村間連携支援基金設置事業の目的と

内容はどのようなものか。また、定住自立圏構

想の取り組みを支援するものと位置づけてよい

のか、県民政策部長にお伺いいたします。

次に、安心・安全のまちづくり、セーフコミ

ュニティについてお伺いいたします。

セーフコミュニティとは、事故やけがは偶然

に起こるのではなく、予防できるという理念の

もと、行政と地域住民など多くの主体の協働に

より、すべての人たちが安心して安全に暮らす

ことができるまちづくりを進めるものです。こ

れは、ＷＨＯ（世界保健機関）が「世界じゅう

の人を健康に」という取り組みを進める中で、

日々の生活において安全が健康に大きな影響を

与えることに着目したのが始まりです。そこ

で、地域の人たちが協働で安全な環境づくりに

取り組んでいたスウェーデンの小さな町の試み

をモデルとして、地域のだれもがいつまでも安

全に暮らせるまちをつくろうという取り組みに

なったのがセーフコミュニティです。人々が平

穏に暮らせるようにするため、事故や暴力、そ

の結果としての外傷や死亡を、協働で科学的に

評価可能な手法により予防しようと取り組む地

域を、ＷＨＯセーフコミュニティ協働センター

がセーフコミュニティとして認証しています。

このセンターでは認証のための６つの指標を定

め、この指標を満たしているかを申請書と現地

調査により確認を行い、認証を行います。認証

は、事故やけがが減少したかどうかを見るので

はなく、地域住民、行政、企業などさまざまな

主体が連携・協働し安全な地域づくりに取り組

む状態になっていることに与えられます。この

セーフコミュニティ事業を研究・検討課題とし

て前向きに取り組んでいただけないか、県民政

策部長に御所見をお伺いいたします。

次に、現在、国が検討を進めている子ども・

子育て新システムについてお伺いいたします。

県は、本年３月に策定した「未来みやざき創

造プラン」の中で、子育て支援の充実のための

施策の基本的方向性として、地域全体での子育

て支援による不安や負担の軽減を位置づけ、乳

幼児から放課後児童まで成長段階に応じた多様

な保育サービスの充実や、地域における子育て

支援の体制づくりに努めるなどとして、子供と

子育て家庭をみんなで支え、安心と喜びが広が

る社会を目指そうとしております。その県の方

向性を受け、保育所や幼稚園では、地域の宝で

ある子供たちの教育、発達援助にかかわる、心

身の健康、人間関係、環境、言葉、そしてさま

ざまな体験を通して豊かな感性や表現力の醸成

に多大なる御尽力、御貢献をしていただいてい

るところでございます。子育て日本一の県を目

指す背景、素地には、これまでの関係各位の御

努力と成果があってこそだと思います。

そのような中、財源と明確な方向性を棚上げ

にしながら進められる税と社会保障の一体改

革、その中で浮上しています子ども・子育て新

システムに断固として反対の立場で質問をいた

します。私は、この新システムには多くの問題

点があると考えているところですが、時間の都

合上、一部のみを指摘したいと思います。最も

大きな問題点は、現在の児童福祉法第24条に定

められている市町村の保育義務、就学前児童の

擁護と教育を撤廃することを前提に制度設計が

なされようとしていることであります。具体的

には、１つ目は、保育の実施は市町村から指定

業者にかわり、保育スペース、職員配置等の最

低基準が守られなくなり、指定業者の参入と撤

退が容易になること。２つ目は、所得に応じた
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負担から利用量に応じた負担にかわり、低所得

者の負担が増大すること。３つ目は、契約は市

町村から営利事業者にかわり、利益追求型と

なっていき、子供や保育士さんへの処遇の悪化

が懸念され、子育ての市場化や格差が始まるこ

と。この新システムについては、保育の質の低

下への懸念などさまざまな課題が指摘されてお

りますが、福祉保健部長に御所見をお伺いいた

します。

次に、経済活性化対策「みやざき元気プロ

ジェクト」の中から２点についてお伺いいたし

ます。

１点目は、環境・新エネルギー先進県を目指

した取り組みについてお伺いいたします。本県

には、太陽光のほかにも豊かな木質バイオマス

資源があります。林業関係者の御努力により、

全国に誇れる林業県として揺るぎない地歩を築

いてまいりました。これまでは森林は木材とし

ての利用に主眼が置かれていましたが、これか

らは燃料としての活用においても全国に誇れる

ような宮崎方式の確立を急ぐ必要があると考え

ます。今、県北では、中核企業が木質バイオマ

スによる大型発電所を計画しており、この燃料

として五ヶ瀬川流域の間伐材や林地残材を初め

とする多くの木質バイオマスが利用されると聞

いております。まさにエネルギーの地産地消で

あり、第２期の薪炭林の時代が到来しようとし

ております。そうなりますと間伐が進み、次世

代に引き継ぐ宮崎の美林が形成され、中山間地

域の振興はもとより、水源の涵養や洪水時の流

木による漁業被害の低減、二酸化炭素の排出削

減などが期待できます。その効果は、県民はも

とより国民全体に及び、はかり知れないものが

あります。そこで、安価な化石燃料とコストの

かかるバイオマス燃料の価格差を縮めることが

重要であるが、木質バイオマスの新たな利用の

取り組みについて助成、支援はできないか、環

境森林部長にお伺いいたします。

２点目は、東九州メディカルバレー構想の推

進についてであります。この構想は昨年10月に

策定されましたが、今年度は構想推進のスター

トになる重要な年であると考えております。県

は、本年５月に開催されました企業立地推進本

部において、この構想の推進による医療機器関

連産業のさらなる集積を図ることが打ち出され

ておりますが、県内の産業界からも着実な推進

を望む声が上がっているところであります。ま

た、去る６月議会においては、本構想の推進に

欠かせないと考えられる総合特区制度の指定に

ついて、「指定を目指して国との事前協議を進

めつつ、提案内容に関して、大分県やメー

カー、大学などとの磨き上げを図っていく」と

の答弁があったところであります。総合特区の

第１次の申請受け付けは今月末日までと伺って

おりますが、現在の進捗状況や今後の見通しに

ついて、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

最後に、この構想推進における産学官の連携

についてお伺いいたします。本構想のそもそも

のスタートは、県北地域における医療機器関連

産業の集積を最大限に活用するという発想であ

ると認識をいたしております。延岡市において

も全く同様の発想から延岡市メディカルタウン

構想を策定して地域の活性化を図ろうとしてい

るところでありますが、この構想の最大のポイ

ントは、延岡を初めとする県北地域において東

九州メディカルバレー構想の取り組みが展開さ

れることを目指して、県を初めとする関係機関

との緊密な連携を図ることを主眼に置いている

ところであります。こうした延岡市の考え方が
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あったからこそ、県と延岡市との協力体制が構

築され、宮崎大学医学部の寄附講座の開設につ

ながったものと理解しております。延岡市とし

ては今年度より商工観光部内にメディカルタウ

ン推進室を設置し、タウン構想の推進はバレー

構想の推進そのものであるという考え方に基づ

いて、積極的に県との連携を図ろうという姿勢

を示しているところでありますが、こうしたや

る気のある市町村との連携のあり方について、

商工観光労働部長に御所見をお伺いいたしま

す。

以上で壇上からの質問を終わりますが、質問

席からの再質問もさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。ありがとうございま

した。(拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

文化についてであります。「文化」というの

は幅広い言葉でありまして、生活文化、芸術文

化というふうに使われることもあれば、企業文

化というように社会や組織において共有される

価値観のような使われ方もございます。御質問

にありましたような地域文化、伝統文化という

文脈の中では、この文化というものは、豊かな

人間性を涵養し、創造力と感性をはぐくむな

ど、人間が人間らしく生きていくための糧とな

るものでありまして、人々が真にゆとりと潤い

を実感できる心豊かな生活を実現していく上で

欠かすことのできないものであると考えており

ます。また、地域の生活や歴史の中で受け継が

れてきました神楽などの民俗芸能、祭りや伝統

行事などの地域の伝統文化は、郷土に対する誇

りや愛着を深めるものとして、県民の心のより

どころとなっているものでもあります。

私は以前、総務省に勤務しておりましたとき

に、地域伝統芸能の保存・継承を通じた地域づ

くりという仕事に取り組んでまいりました。哲

学者の梅原猛先生の御指導のもとに「地域伝統

芸能まつり」というイベントも担当しておった

わけでございますが、ＮＨＫホールに全国各地

から地域伝統芸能を呼んで支援をしたイベント

であります。本県からも、高千穂の夜神楽、ひ

えつき節、銀鏡神楽に出演をしていただいたと

思います。そういう事業に取り組む中で痛感し

ましたことは、こういった伝統芸能や祭りとい

うものが、単に季節ごとに行われるだけではな

く、地域のきずなを強め、世代を超えた交流を

促すなど、地域づくりの営みそのものであると

いうことでありまして、その保存や継承は大変

重要なことと認識をしております。また、特に

こういった祭りや伝統芸能の根底には、自然な

ど人間の力ではいかんともしがたいものに対す

る畏敬の念でありますとか鎮魂の念というもの

が流れておりまして、今回の東日本大震災を経

験した後、またその意義というものは高まって

いるものに感じておるところでございます。

現在、高齢化や過疎化の進行によりまして地

域の伝統文化の継承が困難となっている地域も

ございます。県といたしましては、市町村や関

係団体との連携を図りながら、学校や地域にお

いて伝統文化を学ぶ機会を提供したり、後継者

の育成に努めるなど、地域伝統文化の保存・継

承に取り組んでまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○県民政策部長（渡邊亮一君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、政策課題研究についてでございます。

厳しい財政状況が続く一方で県民ニーズが複雑

・多様化しております。そういう中で県政が抱

える課題を解決していくためには、組織の力や
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職員の知恵を結集して県庁総力戦で対応してい

くことが必要でございます。このため県では、

各部の次長をリーダーとするワーキンググルー

プを設置し、関係する分野の職員が一体となり

現状分析や解決方法について研究を行っており

まして、今年度は、「災害時における行政機能

の維持」や「地域経済循環システムの構築」な

ど各部が直面します７つのテーマを設定したと

ころでございます。研究結果につきましては、

それぞれ直接知事に報告を行うとともに、十分

な効果が期待できるものにつきましては事業化

に向けてさらに検討を進めることとしておりま

して、このような取り組みを通じまして、県政

が抱える課題解決だけでなく、職員の意識啓発

や組織の活性化にもつながることを期待してい

るところでございます。

次に、市町村間連携支援基金設置事業につい

てでございます。この基金は、人口減少、少子

高齢化等によりまして地域を取り巻く社会経済

情勢が厳しさを増している中で、持続可能な地

域づくりのために市町村が連携して行う取り組

みを支援することを目的として設置いたしまし

た。事業の内容としましては、今年度は、「市

町村間連携の在り方に関する検討会」を設置し

まして、持続可能な地域づくりとは何か、どの

ような連携の手法があるのかなどについて検討

していくこととしております。また、県内各地

域におきましては、市町村において地域の課題

や方向性を記載した市町村間連携推進計画を策

定していただくことにしておりまして、次年度

以降、この計画に沿った取り組みを支援するこ

ととしております。お尋ねの定住自立圏構想に

つきましても、市町村間連携の有効な手法の一

つであることから、その構想も含め、連携の取

り組みが一層推進されるよう基金を活用してい

ただければと考えているところでございます。

次に、セーフコミュニティについてでござい

ます。セーフコミュニティは、地域住民やＮＰ

Ｏ等との協働によりまして生活の安全と健康の

質を高めるまちづくり活動でございます。この

新しい取り組みは、子供や高齢者が被害者とな

る事故や犯罪、虐待、災害等が起こる背景に

は、人間関係の希薄化や人々の孤立化などの問

題があることから、人と人とのつながりや地域

のきずなといった地域力の向上が何よりも重要

であるとの考え方に基づいております。この

セーフコミュニティには、その活動に取り組む

市町村を対象にＷＨＯが認証する制度がありま

して、県といたしましてもアクションプランに

位置づけました地域有縁システムと方向性を同

じくするものであると考えております。したが

いまして、認証を受けた先進的な自治体の取り

組み事例などを参考にしながら、セーフコミュ

ニティにつきまして今後研究してまいりたいと

考えております。以上でございます。〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

子ども・子育て新システムについてでござい

ます。子ども・子育て新システムにつきまして

は、本年７月に中間取りまとめがなされまし

て、その中で幼保一体化につきましては、総合

施設の創設や国の給付の一元化、株式会社やＮ

ＰＯ法人を含めた多様な事業主体の参入などの

内容が盛り込まれているところでございまし

て、今後、国は具体的な制度設計を行っていく

とのことでございます。新システムへの移行に

つきましては不安や懸念を抱いておられる方々

の声も伺っておりますので、県といたしまして

は、今後の国の動向を注視いたしますととも

に、子供の立場や地域の実情を踏まえた制度と
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なるよう、市町村や保育所、幼稚園関係者の御

意見を伺いながら、全国知事会等の場を通じま

して国への要望を行ってまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○環境森林部長（加藤裕彦君）〔登壇〕 お答

えいたします。

木質バイオマス利用への支援についてであり

ます。木質バイオマスのうち、未利用間伐材な

どの林地残材につきましては、収集・運搬コス

トがかさみ採算が合わないことなどから、ほと

んど利用されてこなかったところであります。

このため県では、林地残材の利用を促進するた

め、平成21年度から市町村、森林組合等と連携

してモデル的な実証事業に取り組み、低コスト

な収集・運搬方法について検討しているところ

であります。また、エネルギー分野など木質バ

イオマスの新たな利用を促進するため、国の基

金事業である森林整備加速化・林業再生事業を

活用し、木質チップやペレットなど燃料加工施

設の整備に加え、燃料用間伐材等の購入経費も

支援しております。しかしながら、この基金事

業は今年度で終了することから、来年度以降の

事業継続・拡充につきまして、国に対し強く要

望しているところであります。今後とも、木質

バイオマスのより一層の利用促進を図るため、

これまで取り組んできた実証事業を踏まえ、さ

らなるコストの削減や安定供給体制の整備に努

めてまいりたいと考えております。〔降壇〕

○商工観光労働部長（米原隆夫君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、東九州メディカルバレー構想の進捗状

況についてであります。構想の推進につきまし

ては、本年３月に宮崎・大分両県の構想推進会

議を、５月には本県の構想推進会議を設置する

など、体制の整備を図ったところであります。

構想に掲げる拠点づくりの推進につきまして

は、本年度、議員のお話にありましたように、

県と延岡市が共同で産学官の研究開発拠点とな

る寄附講座を宮崎大学に開設することとしてい

るほか、地場企業の医療機器産業への参入を支

援するため、４月には医療機器に関する豊富な

経験を有する連携コーディネーターを九州保健

福祉大学内に配置するとともに、10月には、仮

称でありますが、医療機器産業研究会を設立す

ることとしております。さらに、人材育成に関

しましては、九州保健福祉大学におきまして４

月から、海外の医療技術者に対する医療機器の

トレーニングを開始したところであります。ま

た、構想の取り組みを促進するため総合特区の

活用を検討しておりますが、指定を受けるため

には、我が国の成長に資する先駆的な取り組み

であること、地域での必然性があること、国の

規制、制度改革の提案があることなどの要件を

クリアする必要があります。このため、現在、

第１回の指定申請に向けて、大分県や医療機器

メーカー、大学などと詳細な協議を行っている

ところであります。今後とも、産学官が連携し

て各拠点づくりに着実に取り組みますととも

に、構想推進会議で全体を調整しながら構想を

推進してまいりたいと考えております。

次に、延岡市との連携についてであります。

延岡市は、本年２月に延岡市メディカルタウン

構想を策定し、また４月には、先ほど議員のお

話にありましたように推進室を設けて、延岡市

の言葉をそのままおかりしますと、「東九州メ

ディカルバレー構想のメーンステージを目指し

た取り組み」を進めておられるところでありま

す。血液や血管に関する医療機器産業の多くが

集積している延岡市が、東九州メディカルバ

レー構想に呼応した取り組みを意欲的に実施さ
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れることは、大変心強く考えているところでご

ざいます。現在、延岡市には構想推進会議の委

員として参画いただくとともに、産学官の研究

開発拠点となる寄附講座の開設など共同して進

める事業もありますので、今後とも緊密な連携

を十分図りながら構想の推進に努めてまいりた

いと考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○後藤哲朗議員 それぞれに御答弁、ありがと

うございました。

再質問をしてまいりますので、よろしくお願

いいたします。

まず初めに、知事に、文化の振興への御所見

を再度お伺いいたします。2,000年続いてきた男

系皇位継承の維持は、日本の民族的な礎であ

り、国柄でもあります。そして日本には長い歴

史と固有の伝統文化があります。それらが国の

土台なのですから、現代を生きる者としてしっ

かりと守っていく責任というか義務があるので

はないか、そのように思っている次第です。未

来みやざき創造プランのアクション編では、重

点施策に「知の環境・スポーツ・文化の充実」

があります。実施内容として、「郷土に対する

誇りと愛着を高め、地域の絆を深められるよ

う、県内各地に残された神話・伝承、伝統芸能

・祭りなどの特色ある文化財・文化資源を保

護、継承するとともに、地域づくりや情報発信

など様々な分野での活用に取り組みます」、そ

のようにあります。地域のきずな、地域づくり

には文化の振興は欠かせないものがあると思い

ます。未来を築く新しい豊かさへの挑戦だけに

は終わらず、しっかりと形として取り組んでい

ただきたいと思いますが、再度御所見をお伺い

します。

○知事（河野俊嗣君） 地域文化、伝統芸能、

祭りなどの保存・継承の重要性、必要性につき

ましては、先ほど御答弁申し上げたとおりであ

ります。県はことし３月に、文化振興に関する

基本的な方向性を取りまとめまして「みやざき

文化振興ビジョン」を策定しております。この

ビジョンは、キャッチフレーズとして「文化で

つくる みやざきの新しい「ゆたかさ」」とい

うものを掲げております。文化の振興による心

豊かな暮らしの環境づくりにこれからも取り組

んでまいりたいと考えております。その際、地

域に密着した文化振興につきましては、まず地

元の市町村が取り組み、それを県、国がサポー

トしていくというふうに、それぞれ役割分担が

あると考えております。繰り返しになります

が、地域文化、伝統芸能等の保存・継承という

のは大変重要であるという認識のもとに、郷土

に対する誇りと愛着を高め、地域のきずなを深

めるという観点から、積極的にさまざまな文化

振興施策に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。

続きまして、宮崎県市町村間連携支援基金事

業についてであります。この事業は、県内を宮

崎と東諸県、南那珂、北諸県、西諸県、西都と

児湯、日向と東臼杵、延岡、そして西臼杵の８

つの地域に区分し、基本的にはその地域ごとに

機能の集約、役割分担、ネットワークの強化を

行うこととしております。県北においては、こ

れまでの地域における取り組みを踏まえ、県北

定住自立圏の市町村で今後の連携事業を行うこ

とができないか、県民政策部長にお伺いいたし

ます。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 市町村間連携

事業につきましては、地域の自主性に応じまし

て自由に連携の相手を決定できる仕組みとなっ
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ております。県北地域におきましても、これま

での地域における取り組みを踏まえまして、市

町村間で合意していただければ、県北定住自立

圏を構成する市町村での連携に取り組むことも

可能でございます。いずれにしましても、連携

対象につきましては、県があらかじめ枠組みを

定めるものではなく、地域の生活や交流の実情

を踏まえまして、各市町村が連携について自主

的、主体的に相手方を選択していただきまして

持続可能な地域をつくっていくことを期待して

いるところでございます。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。

続きまして、セーフコミュニティについてで

あります。先ほど主質問の中で６つの認証基準

があることをお話ししました。その中で最重要

なものが安全にかかわる分野の横断的な推進体

制、ネットワークを構築しまして住民との協働

に基づく活動基盤を持つことであると思いま

す。

実は私、資料やホームページ等では認証に向

けたきっかけ、経緯等がわからなかったので、

国内で最初の認証を受けました京都府の亀岡市

に行ってまいりました。最初のきっかけは阪神

・淡路大震災、被害者の治療に当たった京都府

立医科大学のドクターが、けが等の中に、日常

から注意しておけば軽減できたのではないかと

いう予防学の見地と、防災・減災意識から始め

られたそうです。この医師が暗中模索してたど

り着いたのがこのセーフコミュニティであり、

京都府の支援が始まり、府の働きかけで亀岡市

が事業に着手したようであります。なぜ亀岡市

なのか。市長が、安全・安心なまちづくりと市

民との協働をマニフェストに掲げていたそう

で、このセーフコミュニティ事業に着眼をし、

認証への取り組みを開始されたとのことです。

その後、各自治体で広がりが始まり、青森県十

和田市では、自殺予防など保健的な側面を重視

して健康推進課が担当し、ボランティア団体に

よる積極的な市民活動が展開されているとのこ

とです。神奈川県厚木市では、街頭犯罪の抑

止、防犯、交通安全強化など警察との強い連携

が特徴であり、生活安全課が担当されていると

のことです。九州では、福岡県久留米市、鹿児

島県は鹿児島市が認証への導入準備を開始して

いるとのことです。各行政の各部局の指導型、

県民との協働型、警察本部主導型といろいろな

ケースがあるとのことであります。特に亀岡市

では、３・11以降、問い合わせ、視察の申し入

れが殺到しているとのことで、このセーフコミ

ュニティ事業、この活動は安全・安心へのきず

な、連携づくりにも効果は高いものがあるので

はないか、そのように思っている次第です。

ところで、このセーフコミュニティ事業、例

えば消防団活動、自主防災組織、防災・減災等

についての効果があるということで総務部、高

齢者対策、災害時要援護者対策等、保健所、児

童虐待、民生委員さんとの連携等で福祉保健

部、バリアフリー化、急傾斜地の崩壊対策事業

の県土整備部、医師、医師会等で病院局、子供

の見守り、ＰＴＡ関係で教育委員会、防犯ネッ

トワーク、ＳＯＳネットワーク、自転車の安全

対策等で県警本部と、横断的な推進体制が重要

なため、各部局長に順次お聞きしたいところで

したが、県民政策部が取りまとめ役を担われる

ということ、右に倣えではありませんが、部長

発言に大変重みがあられるということでありま

して、視察とか研修のための職員派遣等スピー

ディーな対応、各部局の取りまとめも行わない

といけない、かなめの県民政策部長に切に要望

しまして、この点は終わります。よろしくお願
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いします。

続きまして、子ども・子育て新システムにつ

いて、再度、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。「財源なくして政策なし」という言葉があ

ります。財源なくして政策なし。今回のこのシ

ステム導入には約１兆円かかると。その１兆円

はどこにあるのかというのが第１点なんです

が、保育という就学前児童の養護と教育には国

が全責任を負うべきじゃないか、そのように

思っています。幼児期の養護と教育の充実は、

その後の小中高校、大学教育の基礎になるとい

う認識に立ってなぜ考えないのか、残念でなり

ません。指定制度の導入によって株式会社やＮ

ＰＯ法人の参入を認めると言っておりますが、

これはまさに保育の産業化であります。私は絶

対に保育の産業化は認めてはならない、そのよ

うに思っているところであります。そこで、こ

の新システムでは多様な事業主体の参入が可能

となり、保育の質の低下を招くおそれがあると

考えますが、県のお考えを再度お伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本年７月の子

ども・子育て新システムの中間取りまとめによ

りますと、総合施設を含めましたこども園（仮

称）につきましては、安定的、継続的な運営を

担保する観点から、撤退規制等の条件を設けた

上で、株式会社やＮＰＯなどを含めた多様な事

業者の参入を認める方向となっております。県

といたしましては、今後の国の動向を注視いた

しますとともに、新システムが、保育サービス

の質の低下を招くことなく、子供がよりよい環

境の中すくすくと成長していける制度となりま

すように、市町村や保育所、幼稚園関係者の御

意見を伺いながら国へ要望してまいりたいと考

えております。

○後藤哲朗議員 部長、実はもう９月です。冒

頭９月９日と言いましたけど、来年の４月導入

を目指そうとしているんですよね。いろんな面

で明確性が打ち出されないために、非常に私は

冒険的ではないかと思います。特に保育現場で

の無用な混乱、不安に陥ることで一番かわいそ

うなのは子供と保護者だと、そのように思って

いるところでございます。ですから、御答弁に

ありましたように、現場で子供たちのために一

生懸命頑張っておられる関係者の方々の御意

見、現場主義、現場の声が一番だと思いますの

で、いろんな声を収集しまして、ぜひとも現場

の声の把握、地方の実情・実態を政府にしっか

りと届けていただきたい、そのように思いま

す。

さて、地域主権改革一括法の成立によりまし

て、保育所の職員配置基準や施設の面積等の基

準については、今後県が条例を制定していくこ

とになりますが、条例制定に向けた基本的な考

えをお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 地域主権改革

一括法の成立を受けまして、現在、国では、県

が条例を制定する上で基準となります政省令の

改正に向けた取り組みが進められているところ

でございます。今後、県といたしましては、国

の進捗状況を見ながら具体的な検討を行ってま

いりますけれども、保育所の設備や職員配置な

どを定めました現在の国の最低基準を基本とし

ながら、関係者の皆さんの御意見も十分に踏ま

えた上で条例の制定を行ってまいりたいと考え

ております。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。ど

うぞよろしくお願いいたします。

続きまして、環境森林部長にお伺いいたしま

す。主質問で、エネルギーの地産地消、第２期
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の薪炭林、まき、炭の林の時代という表現を使

わせていただきました。県北の耳川以北には

―明治期に小林乾一郎という有名な方がい

らっしゃるんですが、小林乾一郎翁の活躍によ

り多くの民有林が残っており、かつては薪炭林

として利用され、木炭は関西地区に送られ貴重

な収入源となり、中山間地域には現在の２倍強

の人々が居住し活況を呈していたところであり

ます。しかしながら、エネルギーの革命や拡大

造林の終息とともに就労の場は少なくなり、高

齢化や林業従事者の減少により森林は荒廃し、

昔日の面影はありません。木質バイオへの期待

感は高いものがありますが、木質バイオマスを

資源化するためにはコストの削減が最重要課題

であります。そこで、効率的な森林施業や人材

育成が必要であると考えますが、その取り組み

について御所見をお聞かせください。お願いし

ます。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 木質バイオマ

スをさらに活用していくためには、御指摘のと

おり徹底したコスト削減が重要であると考えて

おります。現在、県では、コスト削減を図るた

め、効率的な伐採、搬出が可能となる列状での

間伐や林内路網の整備、高性能林業機械の活用

などを進めております。また、人材育成の面に

おいても、効率的な林内路網を作設できる現場

技能者や、搬出作業を低コストで行えるオペ

レーターの養成などに取り組んでいるところで

ありまして、これらのことは木質バイオマスの

さらなる活用にも資するものであると考えてお

ります。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。ど

うぞよろしくお願いいたします。

続きまして、東九州メディカルバレー構想の

推進について、商工観光労働部長にお伺いいた

します。構想に掲げる４つの拠点づくりの取り

組みを具体化するため、推進会議のほかに分科

会や研究会的な実行組織の設置が必要と思いま

すが、御所見をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） お話のと

おり、構想に掲げる４つの拠点づくりを進める

ためには、それぞれにテーマごとの取り組みを

具体的に検討し実行していく体制が必要である

と考えております。このため、「研究開発の拠

点づくり」につきましては、産学官の研究開発

拠点となる宮崎大学の寄附講座を中心とした研

究開発グループが、また、「医療機器産業の拠

点づくり」につきましては、この分野に参入す

る企業や支援機関で構成する医療機器産業研究

会を10月に発足させることとしており、これら

がその役割を果たすものと考えております。

「人材育成の拠点づくり」及び「血液・血管に

関する医療拠点づくり」につきましても、どの

ような体制が必要になるのか、今後、産学官の

関係者と意見交換しながら準備を進めてまいり

たいと考えております。

○後藤哲朗議員 最後となります。同じく東九

州メディカルバレー構想についてであります

が、本年度は、研究開発、人材育成等の体制の

検討や整備に本当に御努力をいただいていると

思いますが、昨年度開催されました医療機器産

業セミナーや企業立地セミナー等のＰＲ効果や

今後の見通しについて、再度、商工観光労働部

長に御所見をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 昨年10月

の構想策定以降、構想をＰＲし理解していただ

くための取り組みとして、11月には、延岡市で

関係者や一般県民など約450人を対象とした構想

推進大会を開催し、また本年２月には、東京と

大阪で県外企業を対象とした企業立地セミ
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ナー、それから延岡市で県内企業を対象とした

医療機器産業セミナーを開催したところでござ

います。そのほかにも、各種展示会への出展や

関係学会への出席などを通じて構想のＰＲに努

めてきたところであり、県内外で構想の認知度

が向上するなど一定の効果があったものと考え

ております。今後も、セミナーの開催や展示会

への出展など、あらゆる機会をとらえて構想の

周知を図ってまいりたいと考えております。以

上でございます。

○後藤哲朗議員 皆様方には、初めての登壇

で、ふなれといいますか、要望、お願いが多く

て申しわけありません。次回はしっかりと勉強

して質問させていただきますので、よろしくお

願いします。

ありがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 次は、右松隆央議員。

○右松隆央議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党、右松隆央でございま

す。多くの方々に傍聴いただきまして、心から

感謝申し上げます。ありがとうございます。

私は、今、宮崎県は、県が始まって以来の最

大の危機を迎えている、そのように認識をいた

しております。昨年の口蹄疫では、29万7,808頭

の家畜の命が失われました。そして、経済損失

は2,350億円という試算をされているわけであり

ます。そして、知事就任当日に鳥インフルエン

ザが発生しました。そして、新燃岳の断続的な

噴火がいまだに続いているわけであります。私

は、宮崎の現状には極めて厳しいものがある、

そのように認識をいたしているわけでありま

す。

私は今、宮崎は第２の創県の時期だと、その

ように認識をいたしております。第１の創県の

時期は、明治維新が起こって廃藩置県が行われ

ました。そして、明治６年に初めて宮崎県が誕

生したわけであります。そして、そのわずか３

年後、西南戦争の前に、宮崎県は鹿児島県に吸

収合併されたわけであります。宮崎の父と言わ

れる川越進翁は、今の清武町に生まれました。

旧飫肥藩士の家で生まれたわけでありますけれ

ども、川越進翁は、西南戦争で西郷軍に従事を

いたしております。西南戦争が終わって、宮崎

郡選出の鹿児島県議会議員として当選をされ、

鹿児島県議会の議長まで務められたわけであり

ます。当時、宮崎県、何としてでも鹿児島県か

ら分離独立をしなければいけない、再設置しな

ければいけないという、大きな分権運動が起

こったわけであります。その分権運動の中心に

いたのが川越進翁でありました。４年間にわ

たって、さまざまな苦難を乗り越え、みずから

の人脈を駆使し、そしてみずから私財を投じ

て、明治16年、ついに宮崎県は鹿児島県から分

離独立、再設置になったわけであります。私

は、今、この川越進翁に匹敵するほどの人物が

この宮崎に出てこなければ、宮崎の再生・再建

は非常に難しい、そのように強く認識をいたし

ているものであります。

これからのまさに４年間、数年間、宮崎の再

生・再建ができるかどうか、私はこの数年間に

かかっているというふうに思っております。こ

の数年間、まさしく河野知事をトップリーダー

として、私たち県議の一挙手一投足が将来の宮

崎を左右してくる、そのように私は強く認識を

いたしております。

河野知事の人柄はすばらしいものがありま

す。そして、事務能力も卓越したものがあるわ

けであります。ただ、これだけの厳しい難局を

乗り越えるためには、人柄や、あるいは事務能

力だけでは到底乗り越えられないわけでありま
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す。私は、強いリーダーシップが必要だと、そ

のように認識をいたしております。まさに、厳

しいこの県政運営の中で、かつてない県政改革

を河野知事に行ってもらわなければ、宮崎の再

生・再建は難しい、そのように強く認識いたし

ているわけであります。職員を束ねて全庁挙げ

て、かつてない改革に取り組んでいただきた

い、そのように強く申し上げたいわけでありま

す。

宮崎は今、本当に大きな課題をたくさん抱え

ています。破綻寸前の財政問題、あるいは経済

も、口蹄疫からなかなか復興できないでおりま

す。長引く景気低迷で、今、本当に民間企業は

大変な思いをしております。そして、県民の皆

さんはどうでしょうか。自殺率は全国でワース

ト２位です。九州圏内ではワースト１位です。

そして自己破産率、いろいろと問題になってい

ます。この自己破産率は全国でワースト１位で

す。県民の皆さんの生活の状況、この厳しさと

いうのは想像を絶するものがある、そのように

強く申し上げたいわけであります。

そういった中で、私は財政の問題に目を向け

ていきたいというふうに思っております。宮崎

の今の財政、長期債務残高、いわゆる借金であ

りますけれども、これは１兆580億円でありま

す。それに対して基金の分、これは貯蓄に当た

ります。財政調整積立２基金、こちらはわず

か386億円です。毎年のように負債、借金が大き

くなり、そしてまた積み立て、貯蓄の部分が少

なくなっているわけであります。このまま財政

が推移をすれば、平成26年、３年後にはマイナ

ス332億円。今、宮崎の財政規模からして、財政

再生団体に転落する一つの目安として、基金の

マイナス164億円が言われております。まさに、

このまま何もしなければ、３年後には宮崎県は

財政再生団体に転落するわけであります。当然

これではいけないということで、行政が一生懸

命動かれて、行財政改革プランが見直しをされ

ました。この行財政改革プランをそのまま進め

ていった場合でも、３年後は99億円の基金しか

残らないわけであります。そして、翌年度はま

さに基金が破綻をする。そして平成28年、５年

後にはマイナス180億円。財政改革プラン、今の

行財政改革を進めたとしても、５年後には財政

破綻をしてしまう、そういう状況にあるわけで

あります。

財政再生団体に転落をすればどうなるか。ま

さにそれは、かつて財政再生団体に転落をした

ところの、その後の自治体の経緯を見れば明ら

かであります。夕張市は、住民税個人均等

割3,000円から3,500円に値上がりになっていま

す。それから固定資産税も0.05％引き上げに

なっています。それから軽自動車税は５割増し

になっています。それから上下水道も８割値上

がりになっています。子育てにも極めて大きな

影響が出ています。毎年のように保育料が値上

がりになったわけであります。そしてわずか２

年の間に人口が１割減少したわけであります。

財政再生団体に転落して政府の管理下に置かれ

れば、まさしく宮崎県もそのような状況になる

わけであります。もうそうなってからでは手お

くれであります。そうなる前に、当然、私たち

政治家はこれを回避しなければならないわけで

ございます。

そこで、知事に質問させていただきたいと

思っています。行財政改革プランを着実に進め

たとしても、近い将来に財政破綻するかもしれ

ない、そのような状況もあります。そして経済

情勢も極めて厳しい中にあります。またさらに

は、県民生活も大変な状況にある。まずは、行
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財政改革プランを進めた中での今の財政の現

状、そして宮崎県全体の現状認識、そしてもう

一つは宮崎の再生・再建に何が必要なのか、

トップリーダーとしての心構えを伺いたいと思

います。

後は質問者席にて質問を行いたいと思いま

す。ありがとうございます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

本県の置かれている状況認識ということでご

ざいます。議員御指摘のとおり、本県には口蹄

疫や鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火が相次ぎ

まして、また県外では東日本大震災が発生する

など、想定し得ないような危機が次から次へと

発生し、またそれに直面し、これまで以上に暮

らしの安全・安心に対する不安が高まっている

状況でございます。同時に、こうした危機事象

が本県の地域経済に与えている影響、さらには

本県の財政運営に与えている影響というものも

甚大であります。したがいまして、まずは停滞

している経済活動及び雇用の回復を早急に図る

ことが重要であると考え、「みやざき元気プロ

ジェクト」などさまざまな経済対策に取り組ん

でまいりたいと考えております。また、暮らし

の面では、東日本大震災等の教訓を踏まえた危

機対応の強化でありますとか、地域医療の再

生、中山間地域対策など、現在の厳しい状況を

直視し、しっかりと取り組んでいく必要がある

と考えております。また、県の財政運営に関し

ましては、自主財源に乏しく、依存財源の占め

る割合が多い本県におきまして、持続可能な財

政運営を図るためには、歳入歳出両面にわたっ

て見直す財政改革に着実に取り組んでいく必要

があろうかと考えているところでございます。

県政運営を担う者として、私は、こうした県

政に対する考えを県民の皆様にわかりやすく訴

えてまいりますとともに、市町村、民間、そし

て県民の皆様の御理解、御協力をいただきなが

ら先頭に立って取り組んでまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○右松隆央議員 県債残高が１兆580億円、そし

てこれをいかに圧縮していくか。地方交付税が

三位一体改革の影響で大幅に減少いたしており

ます。現在でも従前の水準を下回っている状況

であります。そういった中で、現金での交付が

限界を迎え、臨時財政対策債を大幅に増額して

賄っているわけであります。この臨財債は県債

でありますから、私は借金には変わりないとい

うふうに認識をいたしております。普通債の部

分を幾ら下げたとしても、私はやはり、その分

がこの臨財債に大幅に回ってしまっては財政健

全化とは決して言えない、そのような認識でお

るわけであります。そこで、財政再生団体へ危

機意識を持たざるを得ない中、県債残高圧縮

と、財政調整積立２基金の残高増へどのように

取り組んでいくんでしょうか、総務部長にお願

い申し上げます。

○総務部長（稲用博美君） 本県では、平成15

年度に作成いたしました第１期の財政改革推進

計画からこれまで財政健全化のための取り組み

を進めてまいりましたが、長引く景気低迷によ

る税収の伸び悩みと社会保障関係費の増嵩等に

よりまして、今後も極めて厳しい財政状況が続

く見通しでありまして、議員御指摘のとおり、

県債残高の圧縮、そして基金残高の確保を図

り、より健全性の高い財政構造に転換していく

ことが大きな課題だと思っております。このた

めに、６月に策定をいたしました第３期の財政

改革推進計画によりまして、具体的には、総人

件費の抑制、投資的経費の縮減・重点化、ゼロ
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ベースからの事務事業の見直し、そして広告収

入の拡大等の積極的な歳入確保対策など、歳入

歳出両面からの徹底した見直しを行いまして、

臨時財政対策債など特例的な県債を除く県債残

高の圧縮、そして財政調整のための２基金につ

きまして一定の残高の確保を図ることとしてい

るところであります。これまでの取り組みに加

えましてさらなる見直しを行うというものであ

りますが、毎年度収支不足を圧縮し、基金の取

り崩しに頼らない持続可能な財政運営を目標

に、職員の意識改革を図りながら全部局一緒に

なって取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○右松隆央議員 歳入を増大させていく、歳入

をふやしていくということは、やはり人口減少

であったりとか、あるいは少子高齢化など社会

のあり方から考えるに、そしてまた宮崎の地域

経済の現状を考えますと、極めて難しいという

ふうに私は認識をいたしております。やはり、

歳出をいかに抑えていくか。その抑え方も地域

経済にマイナスにならないような、マイナスの

影響を与えないような、むしろ民間の仕事をふ

やす方向性で歳出を抑えていかなければならな

い、そのように考えております。そのことは後

ほど、３番目の行財政改革のところで質問をし

てまいりたいと思います。

また、財政調整２基金についても、シミュ

レーションでも数年後にまた危険水域に入ると

いうふうなことはわかっているわけでありま

す。今後、景気変動もあるわけでありますし、

それによって税収の急激な減も考えていかなけ

ればなりません。また、不測の事態が起こらな

いとも言えないわけであります。それに備える

ためにも、やはり基金は一定程度残高を保持し

ておかなければならない、私はそのように考え

ております。私は、基金造成を目指していく中

で、一定の目標額を設定するなど、さらなる

ハードルをこの基金には設けていくべきだ、そ

のように考えております。いま一度、総務部長

にお伺いしたいと思います。財政調整積立２基

金の新たな積み立て目標額を設定するお考えは

ありますでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） ６月に策定いたし

ました、先ほど述べました第３期財政改革推進

計画であります。これは、単年度ごとの基金残

高の目標というものは設定しておりませんが、

計画期間であります平成23年度から平成26年度

の間におきまして、歳入歳出両面にわたりまし

た徹底した見直しを行い収支不足額を圧縮する

ことによりまして、平成27年度の当初予算編成

時における財政関係２基金の残高として99億円

確保することを見込んでおります。なお、この

残高につきましては、達成すべき最低限の目標

として設定した数字でありまして、先ほどお答

えいたしました具体的な対策を一体的・集中的

に実施することによりまして―あくまでも先

ほどのは最低ですので―できるだけ多額の基

金残高の確保に努めてまいりたいと考えており

ます。

○右松隆央議員 臨財債についてですが、これ

は借金であることには変わりないと申し上げま

した。御承知のとおり、臨時財政対策債は、国

から地方自治体に現金で交付する地方交付税の

原資が足りなくなったため、その不足分の一部

をとりあえず臨時財政対策債として地方自治体

に借金をさせて窮状をしのぎ、借金の返済時に

地方交付税として地方自治体に返すという趣旨

で、平成13年度に設置されたものであります。

この臨財債、私は当然、地方自治体の責任で行

う借金であるというふうに認識いたしていま
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す。名前のとおり、臨時的な措置でありなが

ら、３年間の時限措置としていたにもかかわら

ず、その後も継続をされて現在に至っているわ

けであります。先ほど申し上げましたが、この

臨財債、地方自治体の責任において行う借金で

ある、すなわち自己責任が問われるわけだとい

うふうに思っております。

臨財債の発行可能額でありますけれども、平

成23年度560億1,410万円であります。これは全

額発行いたしております。そして、今年度の発

行額は419億7,681万1,000円であります。これも

全額発行する予定になっております。しかし、

この臨時財政対策債は、発行が可能であって、

発行しなければならないというわけではないわ

けであります。あくまでも各自治体の責任と判

断で発行するわけであります。実際、愛知県や

岐阜県はそれぞれ78％、85％の発行割合になっ

ております。宮崎県として、今後もこの制度が

続く限り、この臨財債の割当額は全額発行する

考えかどうか、まずは伺いたいと思います。あ

わせて、臨財債の見方、考え方、見解を伺いた

いと思います。総務部長にお願いします。

○総務部長（稲用博美君） 臨時財政対策債に

つきましては、地方財政計画の策定上見込まれ

ます財源不足額を補てんするために、本来、地

方交付税として算定される額の一部について、

先ほど言われましたように、特例的な地方債に

振りかえられた、いわば地方交付税の代替財源

でありますので、今年度におきましても、発行

可能額約420億円全額を発行する予定でございま

す。

地方交付税制度は、地方団体間の財政力の格

差を解消し、本県のように自主財源の乏しい団

体にあっても標準的な行政サービスの提供に支

障が生じることのないように、財源調整等の機

能を果たしているところでありますが、今後と

も、国全体の税収が伸び悩み、地方交付税財源

総額の確保が困難な状況におきましては、臨時

財政対策債は地方交付税制度の一部として必要

な役割を果たしていくものと考えております。

また、臨時財政対策債の元利償還金相当額につ

きましては、地方財政法におきまして、普通交

付税の算定基礎となります基準財政需要額に全

額が算入されることとなっておりますが、今後

とも、臨時財政対策債の元利償還金の取り扱い

につきましては、地方公共団体の財政運営に支

障が生じることのないよう、国に対し強く求め

てまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 この臨財債をどの程度発行す

るかは、あくまでも地方自治体の裁量であると

いうことを申し上げます。したがって、財政秩

序を確立するという観点から、私は適切な処理

が望まれるというふうに考えています。

また、国が、後年、地方交付税として補てん

をするから安心だという考え方は、私は、今の

国家財政をかんがみれば極めて危険な発想だと

いうふうに認識いたしています。この臨財債

は、国の仕分けでも、22年度末で34兆円を超え

ており、隠れ借金だというふうな大きな問題に

もなっているわけであります。国家財政をみず

から圧迫させる最悪の借金だと、私自身はその

ように認識をいたしているわけであります。そ

もそも、３年の時限的な措置でありながら10年

も借り入れを続けさせているわけであります。

この地方交付税の原資は、所得税であった

り、あるいは法人税、消費税、あるいは酒税、

たばこ税の一定割合が割り当てられるものであ

ります。この地方交付税が足りなくなったの

で、臨時財政対策債という県債を発行して借り

入れてくださいということは、要するに将来の
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世代の方々が納めていただく税金を今の世代が

使っている、そのように私は認識しているわけ

であります。「子供に借金を残す政治は、詐欺

と同じだ」、この言葉を残したのは、アメリカ

の第３代大統領だったトーマス・ジェファーソ

ンであります。まさにこの臨時財政対策債は、

本来、子供が使うべき財源を先取り、横取りす

るのは泥棒と同じだ、そのように言えるもので

はないでしょうか。このようなことがいつまで

も続けられるはずがない、私はそのように考え

ております。いつか財政運営が破綻する、もし

くは大幅増税として県民の皆様にさらなる負担

増としてはね返ってくることは自明の理だ、そ

のように認識をいたしております。国が補てん

するから使えるものはどんどん使っていこうと

いう発想は、結果的には国家の財政破綻に加担

することにほかならない、そのように考えてい

ます。回り回って県民の負担増にみずから手を

かすことになっていく、そのように認識をいた

しているわけであります。

知事にお伺いしたいと思います。それでもな

お臨時財政対策債を発行し続けることが問題な

いとお考えでしょうか。そして、「この制度は

本来、国が果たすべき責任を果たさずに、地方

に借金を重ねて、いわばその場しのぎで、将来

に必ず禍根を残す制度だ。早急に制度を廃止し

て本来の地方交付税に戻すべきある」と、地方

自治体の首長の責任として国へ要望する考えは

ないのでしょうか。私は、それこそが先を見通

した賢明なリーダーシップのあり方だというふ

うに認識いたしております。知事お願いしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 臨時財政対策債につい

てのお尋ねであります。先ほど総務部長がお答

えしましたとおり、これは地方交付税の代替財

源ということで、その元利償還金は後年度、全

額交付税措置されることが法定をされている、

償還財源は確保される、制度的にはそのような

担保がなされておるわけでございます。ただ、

御指摘がありましたように、「臨時」という言

葉がついておりますとおり、本来、地方交付税

の財源不足額につきましては、地方交付税の法

定率の見直しなどにより対応すべきものと考え

ておりますが、国全体として税収の大幅な増が

期待できず、地方交付税財源総額の確保は極め

て困難が見込まれる中でのこの制度でございま

す。

13年度以降に導入された臨財債であります

が、12年度以前は、交付税特別会計が地方全体

として借金をして、それを交付税として配って

おったわけであります。地方の負担が生じると

いうことについては、交付税特会全体での借り

入れも、この臨時財政対策債も変わらないわけ

であります。ただ、交付税特会で借り入れる

と、地方全体の借金が積み重なっているにもか

かわらず、個々の団体は負担感を感じない、財

政規律が働かない。それは、臨財債を行うこと

によって、今ここで議論しているように、個々

の自治体でしっかりと財政規律を働かせていく

べきではないか。ただ、もともとは、言いまし

たように、国がしっかりとした財源を確保して

交付税率を高めるというのが本当でございます

が、今、残念ながら、国も地方も大変な貧乏な

状況でございます。そういう中での方策であっ

たということでございまして、臨財債をやるこ

とによって地方の新たな負担が生じたというこ

とではない、以前も見えない形で交付税特会に

地方全体の借金が積み重なっておったんだ、そ

こはぜひ御理解をいただきたいと思っておりま

す。
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その上で、本県といたしましては、臨時財政

対策債の元利償還金の扱いはもちろんのこと、

法定率の見直しを初め、地方交付税総額が安定

して確保される制度への改革につきまして、国

に対し、これまでも求めておりますが、今後と

も強く求めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 この臨財債については、これ

からもしっかりと私も研究してまいりたいとい

うふうに思っております。またいろいろと話を

させていただきたいというふうに思っておりま

す。いずれにしても私は、やはり大局的な見地

から、知事にはこの臨財債をとらえていただき

たい、そういう趣旨で御質問させていただいた

ところでございます。

続きまして、行財政改革について伺いたいと

思います。

まずは知事に伺いたいと思います。行財政改

革は何のために行うのか、目的は何なのか。も

ちろん宮崎県を再生・再建していくために財政

を健全化していくことが一つの目的になるわけ

でありますが、私はやはり、もう一つの目的が

あるというふうに思っております。それはやは

り、今、宮崎県は地域経済が大変疲弊をしてお

ります。民間企業が大変苦しんでいるというこ

とは、申し上げたとおりであります。この民間

企業を救うためには、当然、仕事をふやしてい

かなければならないわけであります。そのため

に行財政改革を行うという方向性、一方でそう

いうふうな考え方があってもよいのかなという

ふうに考えております。歳出を抑える手だてと

して、特に民間活用という観点に絞って、知事

の考え方を伺わせていただければありがたいで

す。

○知事（河野俊嗣君） 先ほどの議論にもござ

いましたように、県の財政状況が大変厳しい中

で、従来のように行政だけで効果の高い行政

サービスを提供することは大変困難になってい

るところでございます。そのようなことから本

県では、みやざき行財政改革プランの中でも、

県が実施するよりも民間などで行うほうがより

効果的、効率的であると判断されるような業務

につきまして、積極的にアウトソーシングに取

り組むこととしておるところでございます。例

えば、公の施設に指定管理者制度を導入したこ

となどによりまして年間４億円程度の県費削減

効果が得られるなど、財政支出を抑制する観点

からも、また多様化、複雑化する県民ニーズに

対応する観点からも、民間活用というものは有

効な手法の一つであると認識しております。

○右松隆央議員 御答弁にもありましたよう

に、民間活用という観点で一つはアウトソーシ

ングがあるわけであります。今、県では、アウ

トソーシングの推進ということで、公の施設に

ついて指定管理者制度を活用して民間事業者に

施設の管理を代行させ、行政コストの削減を

図っているわけであります。現在80施設、これ

を４年後には100施設にするという目標設定をし

ております。もちろんこれはこれでしっかり取

り組んでいくことは大切なことだというふうに

思っております。

と同時に、私は一方で、事業そのもの、県で

は今、事務事業が、平成22年度には知事部局

で4,127事業あり、今年度も3,860事業あるわけ

ですが、そういった事業そのものを民間に委託

できるものは民間に委託をしていく、あるいは

将来的に民間で行ってもらう方向で、当面は県

実施で予算をつけていくという、事業そのもの

のアウトソーシング、民間実施を全力で進めて

いくことが、行財政改革の面でも、そして民間

の活力を引き出していくという観点からも、非
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常に重要だというふうに私は認識をいたしてお

ります。いかに民間を積極的に活用していく

か、民間を元気にしていくかという観点で、総

務部長に、現在の民間委託の取り組み状況を伺

いたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） アウトソーシング

につきましては、民間など外部の有します資源

を県行政の運営に積極的に活用することによ

り、行政サービスの向上や行政コストの削減等

を図ることを目的といたしております。例え

ば、県が設置しております公の施設につきまし

ては、ＮＰＯや企業を初めとする民間事業者に

県にかわって管理をしていただく、先ほど言わ

れました指定管理者制度導入を積極的に進めて

おります。お話にありましたように、現在80施

設というふうになっております。また、県が管

理いたしております道路の巡視業務であります

とか、県立病院の医事業務などにつきまして、

順次民間への委託を進めてきたところでござい

ます。今後も県の業務について随時見直しを進

め、民間活力の活用をするほうがいいというも

のにつきましては、そういうことを図ってまい

りたいと考えております。

○右松隆央議員 そこで、４年前に行われた事

業仕分けについて、再度、総務部長にお伺いし

たいと思います。この事業仕分けの是非につい

てはいろいろあろうかと思います。ただ、行政

の視点とは異なった形で、特に民間の感覚、住

民の感覚で事業を点検するということは、決し

て不毛なことではないというふうに考えており

ます。加えて私は、そこに議員がかかわって事

業の点検作業をしていくことも、一つの手法と

して一考する値はあるというふうに考えており

ます。４年前に事業の仕分けを実施して随分時

間が経過しましたが、その後の経過報告と、ど

のように内部評価をしているのか、検証結果を

総務部長に伺いたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） ４年前の平成19年

度に行いました事業仕分けにつきましては、５

カ月にわたりまして延べ21回の作業部会等の検

討・協議が行われ取りまとめられました多岐に

わたる提言につきましては、以後の予算編成や

事業運営に最大限生かしていく旨、結論づけら

れたところでございます。その後、本県では毎

年度、当初予算編成の前に行います事務事業の

見直し作業におきまして、事業仕分けの成果や

手法等を踏まえ、すべての事業を対象にゼロ

ベースからの徹底した見直しを繰り返し実施し

ております。23年度予算編成に当たりまして

は54億円の財源を捻出するなど、実績、成果を

上げてきているというふうに思っております。

事業仕分けにつきましては、担当される委員の

権限のあり方でありますとか、その結論の拘束

性などにつきましてさまざまな御意見もありま

すが、社会経済情勢の変化等を踏まえまして、

民間との役割分担はもとより、国や市町村との

関係につきまして改めて見直すことができる契

機となったものと評価しております。当時とし

ては必要な取り組みであったというふうに考え

ております。

○右松隆央議員 私が特に注目しているのは、

４年前の仕分けの中で、その結果、対象198事業

のうち、民間で本来行うべきと判断された事業

が32事業あったということであります。現実的

な対応として、すぐには民間では実施できな

い。県の改善などに移りまして、最終的には３

事業に大幅に減っております。ただ、そういっ

た事業が16.2％あったということは、私はやは

り重要なことだというふうに考えているわけで

あります。民間の視点で、あるいは議員の視点
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で事務事業を総点検していく意義というもの

は、私は大きなものがあるというふうに認識い

たしております。歳出をあくまでも抑えるとい

う手だて、そして民間を積極的に活用していく

という手だてとしても、民間、そして議員が事

務事業の総点検、事業の仕分けをもう一度実施

したらどうかということについて、知事の見解

をお伺いしたいというふうに思っております。

○知事（河野俊嗣君） 本県では19年度に実施

したわけでございますが、このときは民間から

選ばれた委員によりまして行ったわけでありま

す。その事業仕分けの成果、手法というもの

を、現在は、予算編成の第１段階として実施を

しております「事務事業の見直し作業」に反映

をさせまして、一つ一つの事業について、その

必要性、緊急性について十分に検証するととも

に、本来、県が行う事業であるかどうかという

ものを、ゼロベースからの徹底した見直し―

これはあくまで県庁内部の作業でありますが

―を行っているところでございます。一方

で、行革推進会議ということで民間の有識者の

行革の御指摘をいただく会議もありまして、そ

こから民間の視点というものをいただいておる

ところでありますし、まさにこういう議会の場

で、議員の先生方からのいろんな形での行革に

向けたいろんな御指摘、提案をいただいている

ものと考えております。それぞれの役割分担と

いうものを、19年度の仕分けの成果も生かしな

がら取り組んでいるところでございまして、大

規模な事業仕分け実施後の事業見直しの方策と

しては、当面、現行方式が適切ではないかと考

えているところであります。

○右松隆央議員 さまざまな考えがあると思う

んですが、仕分け委員会を仮に設置するとすれ

ば、議員をそこに入れるとか、あるいは予算委

員会の再設置が負担であるということならば、

常任委員会において次年度の事業及び予算を点

検していくとか、工夫すればいろいろ知恵は出

てくるというふうに思っております。いずれに

しても、歳出を削減しながら、なおかつ民間活

用は積極的に進め、地域経済を活性化していく

ことの重要性を私は強く考える次第でありま

す。ぜひ、事務事業の総点検についてさらに踏

み込んだ手だてを考えていただければありがた

いというふうに思っております。

時間が大分過ぎてきましたが、続きまして、

危機管理の１つ目、地震・津波の防災対策につ

いて伺ってまいりたいというふうに思っており

ます。

私は、危機管理こそ政治が一番力を発揮しな

ければならない分野だと強く認識いたしており

ます。何よりも県民の生命・安全を守ることが

政治の要諦であることは申し上げるまでもない

わけであります。そしてあわせて、危機管理こ

そ自助の考え方が一番求められているものだと

考えます。これは地方自治体でも同じことであ

ります。国に助けを求めることも当然必要では

ありますけれども、まずはやはり郷土をみずか

ら守るという前提に立った考え方が自治体にも

求められているのだと考えております。宮崎を

危機から守る、その最高責任者、司令塔が知事

になるわけであります。まずは知事にお伺いし

たいと思います。危機が発生したとき、あるい

は危機管理能力という観点において何が大切な

のかをお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） トップに求められるも

のは、危機発生時のリーダーシップであるとい

うふうに考えております。そして、リーダーと

して留意すべきポイント、３点ほどあろうかと

考えておりますが、１つ目としましては、まず
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は最悪の事態を想定して、それを前提にその最

悪の事態の回避に全力を挙げることであろうか

と思います。２つ目としましては、可能な限り

起こっていることの情報というものを収集・集

約した上で、具体的な対応方針を明確かつわか

りやすく示していくこと。さらには３つ目とし

ましては、迅速かつ最大限に組織力―県庁、

国、市町村、団体等の連携ということもあるか

と思います―そういう力を発揮していくこと

であると考えております。また、そういった

リーダーシップ以外にも、将来的な事態の推移

を見通す洞察力でありますとか、それらを踏ま

えた対処方針を構築する戦略性、さらにはその

方策を実行する決断力、こういったものが求め

られると考えております。

○右松隆央議員 ありがとうございます。

考えられないことを考えていく、考えたくな

いことを考える、これが危機管理の本質だとい

うふうに考えております。知事もおっしゃいま

したように、最悪の事態を想定して、未然に、

かつスピーディーに手を打っていくということ

が、危機管理において必ず、必須な必要な能力

だと私は認識いたしております。未曾有の被害

を我が国にもたらし、現代日本における防災の

歴史は変わったと言っても過言ではない３・11

東日本大震災が起きまして、はや半年になるわ

けであります。３・11の前と後では防災対策の

考え方が大きく変わったものだと私は認識いた

しております。

そのような中、本県の地震のリスク及び防災

対策の現状について考えていきたいというふう

に思っております。日向灘地震の発生する確率

は、Ｍ7.1前後が10年以内で30～40％、30年以内

には70～80％、そして50年以内に至っては80

～90％という極めて高い発生確率になっていま

す。ここまで来れば、日向灘地震は近い将来必

ず発生するということを前提に防災対策を講じ

なければならないというふうに考えておりま

す。なおかつ、東南海・南海地震もいつ起こる

かわからない状況であります。ましてや日向灘

地震、そして東南海・南海地震が連動して起こ

る可能性も強く指摘をされております。そうな

れば、東日本大震災クラスの地震がこの宮崎で

発生しても全くおかしくない状況になるわけで

あります。もう想定外という言葉は使えないと

いうふうに認識いたしております。そこで、日

向灘及び東南海・南海地震における宮崎県の被

害想定について質問させていただきたいという

ふうに思っております。今現在、県の被害想定

は、東南海・南海地震で最大震度が６弱、津波

の高さが６メートル、そして日向灘地震の最大

震度は６強、さらには津波の高さが５メートル

というふうになっております。当然この被害想

定は大きく見直さなければならない。この県の

地震・津波の被害想定の見直しの進捗状況を、

まずは知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 東日本大震災の後、地

震・津波に対する県民の不安が大変高まってい

る状況の中で、早急に防災力の向上に努めてい

く必要があろうと考えております。日向灘地震

でありますとか東南海・南海地震に対する被害

想定の見直しにつきましては、今年度から来年

度にかけまして宮崎県地震防災戦略策定事業の

中で実施することとして、この作業に着手して

おるわけでございますが、７月には、今回の見

直しの基本的な方向性につきまして、専門家の

意見等を集めるための宮崎県防災会議地震専門

部会を開催したところであります。この会議で

の意見をもとに、想定を見直す上での課題を整

理し、必要な調査、資料作成の作業に取り組ん
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でいるところであります。これら地震・津波に

よる被害想定の見直しを行う中では、国の中央

防災会議が進めております東南海・南海地震な

どの連動によります大規模地震に関する科学

的、専門的な知見に基づく検討結果を踏まえる

必要があると考えておりますので、一定の時間

を要することとなりますが、今回の見直しは、

地震・津波の防災対策を県、市町村がそれぞれ

行う上での基本となる内容でありますことか

ら、可能な限り早く結果を出せるように努めて

まいりたいと考えております。

○右松隆央議員 本県でもいろいろ取り組みが

進んでいるということはわかりましたけれど

も、やはり、東日本大震災を受けて今、全国で

防災計画、津波対策の見直しが加速度的に進め

られております。中央防災会議の見直しを待つ

と、場合によっては来年になってしまうわけで

あります。ですから各自治体が、もう指をくわ

えて待つわけにはいかない、待っていてはだめ

だということで、できるところから着手すると

いう考えで、専門家あるいは地元の過去の文献

等を活用して、独自に見直しを進めていってい

るわけであります。住民を守るために早期対応

が迫られております。それにこたえるというこ

とは、住民を守るその最前線にいる地方自治体

の責務でもあると、私は強く認識をいたしてお

ります。

兵庫県は、想定する津波の高さを暫定的に現

在の２倍に引き上げるシミュレーション作業を

始めております。あわせて今月中には、県が暫

定的に浸水被害の予想図を公表する手だてに

なっています。大阪府も、津波の高さを暫定的

に２倍に引き上げ、その際の浸水域を想定し避

難対策準備を進めているわけであります。隣県

の大分県もそうであります。いまだこのような

方針を明確に打ち出せない本県の危機管理体制

に、私は、正直申し上げて疑問を感じているわ

けであります。さらには、県として県内各市町

村にどのような津波対策、防災指導をされてい

るのかも、正直申し上げて疑問に感じていると

ころであります。つい先日は、宮崎市の戸敷市

長が「地震・津波の被害想定の見直しを求める

要望書」を知事に手渡しをされているわけであ

ります。被害想定の見直しは中央防災会議での

結論を反映させて最終決定するとしても、なぜ

暫定的にでも津波の高さを引き上げる方針を打

ち出せないのでしょうか。来年の秋まで、それ

までひたすら待つわけでしょうか。もし仮にそ

れまでに大規模地震が発生をしたらどうなるの

でしょうか。確率からして、いつ起こっても不

思議ではないわけであります。県内の自治体も

動きが早いところが出てきております。延岡市

は、津波避難場所の見直しとして、高さを最

低11.5メートルに引き上げています。

危機管理は、まさにトップリーダーの首長の

判断一つで大きく動いていく、そのように感じ

ております。トップの危機管理能力が今こそ問

われていると認識いたしておりますし、県の危

機管理能力も今問われているんだ、そういうふ

うに認識いたしています。知事に再度質問いた

します。津波の高さというのは避難経路や避難

所を決める際の一つの大事な目安になってくる

わけであります。暫定的にでも県独自で津波の

高さを設定するなどのお考えはないのでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 被害想定の見直しの中

で、津波の高さについての御指摘でございま

す。これはえいやで、例えば15メートルなり10

メートルに設定するということもあるかと思い

ますが、この被害想定の設定に基づきまして、
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その後のハード、ソフトのさまざまな対策を講

じていき、県民の皆様にも理解なり備えを求め

ていくことになりますので、この想定をする上

では確かな科学的な知見をもとに設定をする、

具体的に設定をしていくことがかぎで、高さを

置いていくという、より大変重要なことである

というふうに考えております。

ただ、御理解をいただきたいのは、あくまで

被害想定の見直しに関しましては国の中央防災

会議等の検討を踏まえて順次やっていくという

ことでございますが、今、県内市町村と議論を

しておりますのは、短期、中期、長期というこ

とで、できることから取り組んでいこうと考え

ております。被害想定の見直しは専門家の意見

を踏まえて取り組むわけでございますが、まず

できることとしては、現在の避難経路のあり

方、避難場所の問題、それから沿岸地域におけ

る、場合によっては避難タワー、避難ビルのよ

うなものの見通しをつける、そういった作業と

いうものを、今できることというものはあるの

ではないかということで、それぞれ市町村で取

り組んでいただいておりますし、それぞれの地

域の標高を示す表示板というのを統一のデザイ

ンにして、わかりやすく県民の皆さんに訴えて

いこう、さらには沿岸地域を初めとして自主防

災組織率を高めるといったような、今できるこ

と、当面できることというものがございます。

こういった短期、中期、長期でできることを組

み合わせながら、本県の防災力の向上に努めて

まいりたい、そのように考えております。

○右松隆央議員 県民の命を守る最終責任は知

事にあるということをおわかりになっていらっ

しゃるかと思います。先ほど知事がおっしゃい

ましたけれども、津波避難ビルを指定し住民の

逃げ場を少しでも多く確保することなど、やる

べきことはたくさんあるわけであります。迅速

な対応と強いリーダーシップを心から望む次第

であります。

次に、先ほど知事のほうからお話がありまし

たように、自主防災組織についてであります。

この自主防災組織の組織率については、アク

ションプランの重点指標の一つに位置づけられ

ております。宮崎県地震減災計画における自主

防災組織の組織率の直近の数値も含めて、現状

と今後の取り組みの見通しについて、総務部長

にお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 平成23年４月１日

現在の組織率であります。これは速報値になり

ますが、約73.6％でありまして、昨年の４月１

日現在の63.5％から10.1ポイント増加しており

ます。４年前の19年４月１日現在は57.9％でご

ざいましたので、それからしますと15.7ポイン

トの増ということで、年々増加してきておりま

して、特に最近の増加率が大きくなっておりま

す。アクションプランにおきましては、平成26

年度末で組織率を70％としておりますので、こ

の分については、速報値ではありますが、これ

はクリアしたということであります。ただ、地

震減災計画、27年度末の目標値を80％というふ

うに設定をしておりますので、これにはまだ到

達していないということで、今後県で実施いた

します防災士の養成研修でありますとか、自主

防災組織の資機材の整備に対する補助なんかも

あります。それから、市町村の巡回指導などを

行いまして、目標達成できるように努めていき

たいと考えております。

○右松隆央議員 いろいろと資料も用意したん

ですが、今回、時間もありませんから─いき

なり前年度から自主防災組織の組織率が上がっ

ています。そのあたりも含めて細かいところに
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関しては、防災対策特別委員会でいろいろとお

話を伺いたいというふうに思っております。

この自主防災組織は中身も大変大事でありま

す。防災対策特別委員会の県内調査で、宮崎市

木花の島山地区、そして延岡市の別府町の自主

防災組織の方々と意見交換を行いました。２つ

の地域とも大変参考になる自主防災組織をつ

くっておられました。情報班、消火班、あるい

は救出・救護班、避難・誘導班、給食・給水班

と組織を構築されております。かつ島山地区で

は要援護者のリストも地域で作成をされておっ

て、だれが要援護者を助けに行くか、誘導する

のかもしっかりとシミュレーションされてい

る、非常に参考になる事例でございました。自

主防災組織の組織率向上とともに、組織の中身

も充実したものにしていけるようにお願い申し

上げる次第でございます。

それでは最後に、口蹄疫についてお話を伺い

たいと思っております。

口蹄疫からの復興、防疫体制について伺いま

す。昨年の口蹄疫は、本県を未曾有の危機に陥

れました。私たちはそこから何としてでも再び

立ち上がっていかなければならないわけであり

ます。しかしながら、代表質問でもありました

ように、畜産農家の経営再開状況は、農家数

で57％にとどまっております。まずは、畜産農

家の経営再開が57％にとどまっている理由及び

今後の見通しについて、農政水産部長にお伺い

したいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫により

家畜を処分された農家のうち、８月末までに畜

産経営を再開された農家の割合は、御指摘のと

おり57％となっております。再開されていない

農家の中で今後どの程度の方が経営を再開され

るかなどの詳細については、現在分析中でござ

いますが、経営再開を迷っている主な理由とい

たしましては、高齢や健康上の不安、また後継

者がいないこと、景気低迷や東日本大震災に伴

う枝肉価格の低迷や飼料価格の高騰、また、韓

国や台湾など隣国での口蹄疫の発生による再発

への懸念、さらには、畜産経営をやめて畑作等

へ転換するなどがございます。県としまして

は、できるだけ多くの方に再開していただくこ

とはもとよりですが、再開された農家の経営安

定、あるいは円滑に畑作へ転換できるよう、各

地域の市町村やＪＡ等と県で構成いたします畜

産産地再生推進会議地域本部の現地指導班を中

心に支援してまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 経営再開が思うほど進まない

理由を伺いましたが、高齢化や後継者問題、あ

るいは飼料高騰の問題、さらには資金難の問題

等いろいろあろうかと思います。そういった中

で再開が思うほど進まない理由の一つに、県の

防疫体制及び県の再発防止策に全幅の信頼を置

けずに、経営再開をちゅうちょする畜産農家も

おられるやに伺っております。代表質問でもあ

りましたように、韓国、台湾など周辺諸国で口

蹄疫が頻発しております。そして副知事から、

昨年の口蹄疫の感染源としてアジア地域の口蹄

疫発生国から人あるいは物を介して本県に侵入

してきたとの推定もされておられるというふう

な答弁がありました。しかし、これはあくまで

も推定の域を超えていないわけであります。い

まだに感染源あるいは感染ルートの解明には

至っていないと言わざるを得ないわけでありま

す。そこで、知事にお伺いいたします。口蹄疫

の感染源及び感染ルートについて、もうこれ以

上解明作業は必要ないと考えておられるでしょ

うか。

○知事（河野俊嗣君） 感染源、感染経路の特
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定が十分なされていない、難しいというところ

が、畜産の再生・復興に向けて農家の皆さんに

大変な不安を与えているというふうな認識でお

るところでございます。この究明につきまして

は、これまでもさまざまな形で取り組んでござ

います。今御指摘がありましたように、国の疫

学調査チーム─これは県のメンバーも加わっ

てのチームでありますが─の昨年11月の中間

取りまとめにおきましては、「アジア地域の口

蹄疫発生国から人あるいは物を介して我が国に

侵入したと推定される」、そこまでの指摘にと

どまっているわけであります。県におきまして

も、独自に設けました検証委員会において、さ

まざま聞き取り調査を行いました。私も副知事

在職当時に、短い期間ではありましたが、委員

として加わり、現地で農家の方のヒアリングな

ども行ったところでございますが、感染経路の

特定には至っていないところでございます。口

蹄疫で家畜を処分されました畜産農家が安心し

て再開するためにも、また今後の防疫を強化す

るためにも、感染経路等の究明は大変重要であ

ると考えておりまして、国においては現在も疫

学調査を継続し、児湯地域での感染拡大の要因

などについて─これは県も協力しながらとい

うことでありますが─聞き取り調査を行って

いるところでありまして、今後これらの調査結

果などを踏まえた最終報告がなされるものと聞

いております。

また、ことし10月に宮崎大学に設置予定の産

業動物防疫リサーチセンターにおきましては、

本県での口蹄疫につきましてさらに詳細な疫学

分析を実施いたしまして、感染拡大の要因分析

や発生シミュレーションなどの研究を行うと

伺っておるところでございます。県としまして

は、その研究に協力しますとともに、宮崎大学

と連携して適切な防疫対策を講じてまいりたい

と考えております。

○右松隆央議員 畜産農家の思い、声に最後ま

でこたえていただくのが知事の役割だというふ

うに認識いたしております。近い将来、感染経

路が解明されることを心から願う次第でありま

す。

最後に、ことし４月に作成された宮崎県口蹄

疫防疫マニュアルについて伺いたいと思いま

す。口蹄疫が万一また発生したとき、昨年の厳

しい経験からも、迅速な初動でウイルスを封じ

込めることが極めて重要になってくるわけであ

ります。その初期段階でウイルスを封じ込める

対策として、このたび作成された口蹄疫防疫マ

ニュアルが十分なものであるのかどうか、農政

水産部長にお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 昨年の口蹄疫

発生時における防疫対応の経験を踏まえまし

て、ことし４月に改定いたしました県の口蹄疫

防疫マニュアルにつきましては、まず、発生前

の、空港や港湾における、いわゆる水際防疫

や、農家の衛生指導、早期発見・早期通報体

制。次に、万一の発生に備えた動員体制や備蓄

資材、重機の手配。また、発生時における防疫

措置や消毒ポイントの設置から記者発表時の情

報提供のあり方など、発生を経験したからこそ

記載できる詳細な内容になったと考えておりま

す。また、現在、本マニュアルを踏まえた支庁

・振興局ごとの防疫マニュアル、また市町村マ

ニュアルの策定も行っているところでございま

す。一方、本年４月には、マニュアルに基づき

ました実働演習を実施し検証を行ったところで

あり、11月にも全市町村を対象とした防疫演習

を行うこととしております。その検証結果や地

域からの御意見等も踏まえまして、必要に応じ
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てマニュアルの見直しを行うとともに周知徹底

を図りながら、迅速かつ的確な防疫措置が図ら

れる体制づくりを、今後とも一生懸命進めてま

いりたいと考えております。

○右松隆央議員 昨年の口蹄疫での初動体制で

の問題点としてたくさん挙げられたわけですけ

れども、その中で、一つは道路封鎖のおくれも

ありました。県道沿いで発生をして、さらにす

ぐさま県道の交通どめができなかった。あるい

は消毒ポイントの態勢が不十分だというふうな

指摘も挙げられました。畜産関係車両の交通が

多い農道に消毒ポイントが設けられなかったと

いう声も伺っているわけであります。さらに

は、情報の共有化がしっかりされていなかった

という問題点もあるわけであります。この防疫

マニュアルを、今後もしっかり改良に改良を重

ねて万全なものに仕上げていただきたいと願っ

ております。

ひたすら宮崎のために、私もやはり身を粉に

して、これから一生懸命頑張ってまいりたいと

思います。どうかこれからもよろしくお願い申

し上げます。

以上で私の一般質問を終わらせていただきま

す。まことに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43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、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） それでは、

午後のトップバッターとして登壇をさせていた

だきます。

まず、台風12号によります紀伊半島の豪雨災

害で被災されました皆様に心からのお悔やみと

お見舞いを申し上げる次第であります。

それでは、通告に従いまして順次質問をさせ

ていただきます。

初めに、知事の政治姿勢についてでありま

す。

ことし１月に河野県政がスタートして、はや

８カ月が経過をいたしました。知事は、就任

早々からいろんな出来事や情勢の変化に直面さ

れました。実に200年ぶりとなる新燃岳の大噴火

は県民のだれも予想していなかった事態であ

り、また時期を同じくして発生した高病原性鳥

インフルエンザなどにより、県民生活や県内経

済は大きな被害を受けました。そして、３月11

日には東日本大震災が発生いたしました。県外

での出来事とはいえ、想像をはるかに超えた余

りに大規模な災害に対し、私たちは大きな衝撃

を受けたのであり、加えて、被災地の復旧・復

興がなかなか進まず、多くの被災者の方々は今

もって厳しい生活を強いられております。知事

就任前には予想できなかったであろうこのよう

な事態が次々と起こっておりまして、知事はそ

の対応に懸命に取り組んでこられたことと思い

ます。直面する新しい局面に対応していくこと

は県政のリーダーとして当然の役割であります

が、一方で、知事は選挙の際に政策提案を示さ

れました。県民はその考えに賛同し、知事に一

票を投じたわけでありますから、いろいろな情

勢の変化があるにしても、公約の実現に向けて

取り組んでいかなければなりません。これま

で、新たな総合計画を策定し、また６月には知

事の考えに基づいた肉付け予算も成立したとこ
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ろであり、現在、公約実現に向けて取り組んで

おられるところだと思っております。そこでま

ず、政策提案に示された４つの基本政策につい

てどのようなものを目指しておられるのか、ま

たその実現に向けてこの８カ月間どのように取

り組んでこられたのか、知事にお尋ねをいたし

ます。

後の質問については質問者席からさせていた

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。

私の基本政策などについてであります。私が

選挙時の政策提案に示しました４つの項目につ

きましては、アクションプランの施策目標とし

てそれぞれ掲げたところでございます。まず、

１つ目、「危機事象への対応と再生・復興」に

つきましては、危機への備えと口蹄疫等からの

再生・復興を図ることとしております。２つ目

の「産業・雇用づくり」では、落ち込んだ県内

の経済活動や雇用を回復させるとともに、「食

の王国みやざきづくり」を初め、地域の強みを

生かした新たな成長産業を育成することとして

おりまして、新規企業立地100社、あるいは農業

産出額3,300億円などの数値目標を設定しており

ます。また、「人財づくり」では、「日本一の

子育て・子育ち立県」を初め、県民が連携・協

働し、地域経営に参画する環境づくりを、さら

に「くらしづくり」では、豊かな自然や安全・

安心な生活環境に恵まれた豊かさを実感できる

暮らしの実現を目指すこととしております。

次に、この８カ月の取り組みについてであり

ます。知事に就任した当初は、高病原性鳥イン

フルエンザ、また新燃岳など危機事象への対応

に取り組んでまいりました。しばらくの間、防

災服を着っ放しであったということを覚えてお

ります。その後、就任50日目に当たる日に東日

本大震災が発生をいたしまして、大きな被害が

生じましたことから、「みやざき感謝プロジェ

クト」として復旧支援にもさまざまな形で取り

組んでまいり、また一方で本県の防災力の向上

にも、市町村、関係団体と連携しながら、取り

組んできたところでございます。

一方で、本県の経済は昨年の口蹄疫以来大変

厳しい状況が続いておりますことから、先般、

経済活性化対策「みやざき元気プロジェクト」

を取りまとめまして、県内の経済活動の回復や

雇用対策に取り組んでいるところであります。

このほか、医師確保に向けた組織体制の強化

や、宮崎大学、医師会及び市町村と連携した地

域医療支援機構の設立に向けた取り組みであり

ますとか、「未来みやざき子育て県民運動」の

開始、さらに「オールみやざき営業チーム」に

よる官民挙げての県外プロモーション活動など

に取り組んできたところであります。まさにこ

の８カ月間、無我夢中で駆け抜けてきたところ

でございますが、今後とも、具体的な取り組み

をさらに加速化しながら、県政の推進に努めて

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 ぜひ、目標に向かって頑張っ

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、口蹄疫からの再生・復興についてお尋

ねをしてみたいと思います。

知事は、政策提案としまして示された４つの

基本政策の中でも、口蹄疫からの再生・復興を

最大の政策課題として取り組まれる決意である

と言っておられます。しかしながら、１月の知

事就任以来、高病原性鳥インフルエンザの発生

など相次ぐ危機事象に見舞われまして、口蹄疫
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復興対策に加え、これらの危機事象の対応に精

力的に当たってこられたわけでありまして、こ

うした中、去る８月27日で口蹄疫の終息宣言か

ら１年が経過をいたしました。昨年４月に発生

しました口蹄疫は、1,200戸余りの農家から家族

の一員と言うべき家畜を奪いまして、農家に

とっては大変大きなダメージであったわけであ

ります。心を痛めたところでもあります。ま

た、口蹄疫の防疫では、畜産農家の懸命な消毒

作業を初め、市町村や関係団体を含め、全国か

ら防疫作業に多くの支援をいただき、およそ３

カ月後の７月27日に県内移動制限が解除されま

して、その後の８月27日には終息宣言が出され

ました。

この間、畜産はもとより、県内のあらゆる産

業、経済に大きな影響が出たことも御承知のと

おりであります。発生から１年半、終息から１

年がたっても、口蹄疫の影響はまだ続いており

まして、今後も畜産業を含めて県内経済が元気

を取り戻すためには相当な時間が必要だ、この

ように思っております。畜産農家の再開状況で

いえば、終息宣言から１年を経過した８月末で

の経営再開状況は、私としては決して順調とは

言えないと考えておるところであります。知事

は口蹄疫発生時は副知事として、途中で農政水

産部長兼務として口蹄疫の防疫に対応されたわ

けでありますが、現在の復興状況について知事

はどう考えておられますか、またいつまでにど

の程度の復興をする目標にしていらっしゃるの

か、お尋ねをしてみたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 口蹄疫からの復興状況

についてであります。まず、畜産経営の再開

は、農家ベースで57％、頭数ベースで47％と

なっているところでございます。県内経済全般

について見てみましても、東日本大震災等も含

めたさまざまな要因もございまして、回復の基

調にあるという状況ではない、大変厳しいもの

と認識をしております。県としましては、昨年

８月に再生・復興方針を、ことし５月にはその

工程表を作成いたしまして、これに沿って各地

域での意見交換など、現場での意見を踏まえな

がら、再生・復興に向けた取り組みを進めてき

たところでありますが、情勢の厳しさを踏まえ

ますと、まだまだこれからやらなければならな

いことがたくさんあると考えておるところでご

ざいます。

復興の目標につきましては、県内の経済全般

及び県民生活におきましては、できるだけ早く

口蹄疫前の状態に戻すことが必要であると考え

ておりまして、口蹄疫復興対策運用型ファンド

でありますとか、中小企業応援ファンドなどを

活用して迅速に対策を推進してまいりたいと考

えております。観光面、宿泊客数などは何とか

前の状況に戻りつつあるという傾向も見られる

ところでございます。

一方、畜産におきましては、工程表の中で西

都・児湯地域における経営再開を農家ベースで

７～８割程度、頭数ベースで９割程度というふ

うに想定しておるところでございますが、現在

の状況を考えますと、相当の努力、またそれな

りの時間がかかるものと考えております。した

がいまして、畜産農家の再開や経営安定の支援

を行うとともに、耕種への転換や畜産を核とし

ました６次産業化の取り組み、農商工連携など

を鋭意進めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。どう

ぞ前向きにお取り組みをいただきたいと思いま

す。

終息宣言から１年が経過した８月末での経営

再開状況は、おおむね半数ということでありま
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す。再開が進まない理由としては、畜産の先行

き不安や、韓国での口蹄疫の発生など、農家の

経営再開をちゅうちょせざるを得ない状況も考

えられるわけであります。そのような中、経営

を再開される畜産農家の方々が安心して経営が

できるよう、県としてしっかりと取り組んでい

ただきたい。お願いをしておきたいと思いま

す。

一方で、畜産経営の再開を断念された農家

が300戸以上いらっしゃるということでございま

す。これらの農家が再開されない理由について

実態調査などを行っているのかどうか、農政水

産部長にお伺いしておきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫により

家畜を処分された農家に対しましては、経営の

再開状況等について聞き取り調査を実施してお

ります。詳細につきましては、現在、分析中で

ございますが、８月末現在で経営を再開されて

いない農家は全体の43％となっております。畜

産経営を断念する、あるいは再開を迷っている

主な理由といたしましては、先ほど議員のほう

からもありましたが、まずは高齢や健康上の不

安、また後継者がいないこと、景気低迷や東日

本大震災に伴う枝肉価格の低迷や飼料価格の高

騰、さらには韓国や台湾など隣国での口蹄疫の

発生による再発への懸念、また畜産経営をやめ

て畑作等へ転換するなどとなっております。

○徳重忠夫議員 今、300戸以上、40％の方が再

開できていないということでございますが、畜

産経営を維持していた方々が再開しないという

ことになりますと、いろいろ課題が生じるので

はないかと懸念するところであります。畜産経

営を中止する農家は、農業そのものを中止した

り、その他の作目へ転向したりすることになる

と思いますが、口蹄疫から再開しない農家に対

してはどのような対応をしていこうとされてい

るのか、お伺いをしてみたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫により

家畜を処分された農家に対しては、各地域の市

町村やＪＡ等と県で構成いたします畜産産地再

生推進会議地域本部の現地指導班を中心に、個

別の巡回等を行っているところでございます。

畜産経営を中止される農家の中には、高齢等の

理由から農業そのものを中止される方もおられ

ますが、一方で畜産から他の作目への転換を希

望する農家もありますので、現地指導班を中心

に、導入品目や栽培技術などについて、助言・

指導等を行うこととしております。県といたし

ましては、畜産経営を再開される農家はもとよ

り、他品目に転換される農家につきましても、

その意向等を踏まえ、関係機関と一体となって

支援をしてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。よろ

しくお願いしておきます。

それから、口蹄疫から再開しない農家には、

相当な面積の土地があるわけであります。300戸

といいますと、２町平均にしますと600ヘクター

ルというような大きな農地があると思います。

再開しない、あるいは他の作物に転向しようと

なったとき、農地をどのように活用するのか、

そのことが大きな問題であろうと私は考えてお

ります。そこで、畜産経営を断念された300戸の

農家の経営転換と農地の有効利用を図るため、

児湯地区に畑作野菜の大規模な実験圃場をつ

くって、具体的に農家の目に見える形で示し

て、指導することが大事であると私は考えま

す。畜産から耕種農業へと大変厳しい条件かと

思いますが、百聞は一見にしかず、目で見せな

ければわからない、こう思いますときに、県が

率先してそういう試験農場をつくる考えはない
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のか、お尋ねをしておきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫からの

復興と畑作農業の振興を図るため、大規模な実

証圃を設置するというお話ですが、それは、新

たに野菜栽培を開始する農家の不安解消、また

栽培技術を定着させる上で大変有効な手段であ

ると認識しております。このため県では、昨年

度、児湯地区を中心に８カ所、約15ヘクタール

の大規模実証圃を設置しまして、ホウレンソウ

や里芋等の機械化一貫体系や品種に関する検討

を行いますとともに、現地研修会や実績検討会

を開催し、その成果を生産者や関係者に広く周

知したところでございます。本年度も引き続

き、５カ所、約13ヘクタールの実証圃を設置す

ることとしておりまして、今後も、大規模実証

圃を最大限に活用しながら、農地の有効利用や

耕種への転換を支援し、畜産と耕種のバランス

のとれた産地の確立に努めてまいりたいと考え

ております。

○徳重忠夫議員 ぜひ、そういう方向で頑張っ

ていただきますようにお願いを申し上げておき

ます。

続いて、環境森林部長にお尋ねをしてまいり

ます。浄化槽の法定検査についてであります。

県では昨年度から、浄化槽管理者に対し、法

律で義務づけられている年１回の法定検査を受

けるよう指導されておられますが、保守点検・

清掃と法定検査との違いがわかりにくいとの声

が県民の間からたくさん聞こえてきておりま

す。また、法定検査をさらに受けることによっ

て浄化槽管理者の負担が多くなります。そこで

まず、浄化槽管理者に義務づけられている保守

点検・清掃と法定検査の違いは何か、またこれ

らにかかる費用は幾らになるのか、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） まず、保守点

検・清掃と法定検査の違いについてでありま

す。保守点検はポンプの点検や消毒剤の補充な

どを行うもので、清掃は不要な汚泥の除去など

を行うものであります。そして、法定検査は、

これらの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水質

検査などにより確認するものです。

次に、費用につきましては、浄化槽の使用状

況や維持管理を行う業者にもよりますが、最も

多く設置されている５人槽の場合、年額３万か

ら４万5,000円程度となっておりまして、このう

ち法定検査の料金は3,800円で、九州では最も低

くなっております。

○徳重忠夫議員 浄化槽管理者の方からは、こ

れまで維持管理はしっかりしてきたんだと、大

体２カ月に１遍、清掃公社等が回ってきてちゃ

んとしてきたんだと、突然、法定検査を受ける

ような指導があったことについて、今さら何だ

ろうという不満の声が多く聞かれるわけであり

ます。法定検査はいつから義務づけられている

のか、また浄化槽管理者に対する法定検査の指

導の経緯と受検率の推移について部長にお伺い

をいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 法定検査は、

昭和60年の浄化槽法施行当初から年１回の受検

が義務づけられております。県におきまして

は、テレビや新聞などによる広報活動のほか、

浄化槽を設置する際には事前の講習を受けてい

ただくなどして、法定検査の受検を促してまい

りましたが、受検率は伸び悩んでおりました。

また、全国的にも低迷が続いていたため、平

成17年に浄化槽法の改正が行われ、都道府県知

事の浄化槽管理者等への監督権限の強化が図ら

れたところです。県では、平成22年度から法定
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検査の未受検者全員に対し、文書や電話による

受検指導を行っており、平成22年度には県内に

設置されている約14万8, 0 0 0基のうち、３

万3,000基程度が受検し、受検率は平成21年度

の14.2％から22.4％に向上しております。

○徳重忠夫議員 続いてお尋ねしていきます。

全国的に法定検査の受検率が低いという状況に

あるようであります。県によっては受検率が高

いところもあるんです。改正指導があってから

５年たっているということもありまして、高い

ところもあります。私は、法定検査が法的義務

であるならば、受検している人としていない人

との不公平感を解消するためにも、このような

他県の例を参考にするなどして受検率100％を目

指すべきだ、こう考えております。そこで、法

定検査の受検率の向上のために今後どのような

指導をしていかれるのか、部長にお伺いをして

おきたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 法定検査につ

きましては、浄化槽法において受検が義務づけ

られておりますので、本来すべての浄化槽管理

者が受けるべきものでございます。しかしなが

ら、現在のところ、保守点検との区別がわかり

にくいといったことや、新たな費用負担につな

がるといったことなどから、受検率は低い状況

にあります。このため県といたしましては、今

後、さらに市町村等と連携して指導啓発に努め

るとともに、指定検査機関や保守点検業者等と

の連携による検査を受けやすい新たな仕組みづ

くりに努めるなど、すべての浄化槽管理者に法

定検査を受けていただくよう積極的に取り組ん

でまいります。

○徳重忠夫議員 電話やチラシ等で法定検査を

受けるようにということで、積極的に努力する

ということでございますが、現在、この法定検

査を行っているところは財団法人宮崎県環境科

学協会１社となっております。検査効率などを

考えますときに、県内を３つのブロックぐらい

に分けて検査所をつくっていく考えはないの

か。他県では指定検査機関を複数設定している

ところがあるようであります。５社あるところ

もあれば、３社あるところもある、２社あると

ころもある、そういった状況であります。本県

で複数指定についてどのように考えておられる

のか、環境森林部長にお尋ねをしておきます。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 指定検査機関

の指定につきましては、浄化槽法において検査

業務を公正、適正かつ確実に実施するためのさ

まざまな要件が定められております。検査機関

指定についての相談があった場合には、これら

の要件に適合しているかを確認するとともに、

現在の検査体制などさまざまな状況を勘案し、

生活環境の保全及び公衆衛生の向上の観点から

適切に対応していきたいと考えております。

○徳重忠夫議員 部長のほうでは精いっぱい努

力をしていく、しているんだ、こうおっしゃい

ました。どうも私は納得できませんので、これ

からの質問については知事にお答えをいただき

たい、このように思います。法定検査の受検率

向上に関しまして御答弁をいただきましたが、

法律で受けなければならないと決まっているこ

の法定検査を受けない方に対する指導監督の責

任者はだれなのか、知事にお伺いしておきたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 平成17年に改正された

浄化槽法12条の２の規定によりまして、指導監

督するのは都道府県知事とされております。

○徳重忠夫議員 それではまた、知事にお尋ね

いたします。岩手県では保守点検・清掃を行っ

ている業者と連携しまして、全国で一番高いん
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だそうでありますが、88％を超しているという

受検率になっているようであります。また、私

たちは隣の鹿児島県のお話をよく聞くわけであ

りますが、私は鹿児島県に直接電話して聞いて

みました。受けなきゃならない人は、27万戸あ

るんだそうです。５年間に１回だけですけれど

も、全部受けているんです。聞いてみましたら

５年に１回、次からは４年に１回します。みん

な平等でなければいけないということで、これ

を５年間で27万戸全部やったということであり

ます。不公平感を生じないよう配慮していると

いうことで、精いっぱいの努力をされているよ

うであります。岩手県や鹿児島県における取り

組みについて知事はどのようにお考えなのか、

お尋ねをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 法定検査の受検率が高

い県におきましては、全国で見ますと、５％を

切るところから、御指摘のような88％というと

ころまであるわけでございますが、そういう高

いところにおきましては、さまざまな工夫や努

力がなされているというふうに思いますので、

私ども、しっかりそういったところを勉強させ

ていただきながら、今後、受検率の向上に努め

てまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ところで、21年、昨年から22

年度にかけての受検率を見てみますと、宮崎県

環境科学協会のほうにお願いして、伸び率が10

％のようであります。10％といいますと、１割

です。この状態でいきますと、10年かかるとい

うことになります。さらに、御案内のとおり、

県はこの協会のほうに22年から23年度にかけま

して１年間に9,000万円という委託料を払って、

勧誘されているわけです。9,000万円ですよ。そ

して、１万2,000軒ぐらいしか勧誘されていない

んです。１軒当たり7,000～8,000円の計算にな

ろうかと思います。それだけ金が出されている

わけであります。これを10年使ったら１億円近

くの金が要るんだという私の概算であります。

法定検査を受ける人、10年間も受けないで受け

ませんと言っている人、これを考えますと、10

年間、3,800円─一番安いとおっしゃいます

が、４万円ぐらいのお金を払う人と払わん人と

出てくるわけです。私は、これはいかがかな

と、こう思っています。地域の中で法定検査を

受けている人とそうでない人が実際にいること

は、またそのことによって地域のコミュニ

ティーが壊れるんですよ。あの人は払ってい

る、私は払っていない、それでもいいんですよ

ということになったら、地域のコミュニティー

が壊れて、あれは納めない、こういうことにな

る。私は、これが一番恐ろしいような気がして

ならないのであります。

知事は、総務部長、副知事、そして知事とし

て、今から10年間トップにいらっしゃって指導

されるわけであります。私は、法定検査を受検

している人としていない人との不公平感を早期

に解消するためにも、知事の任期中にこれを解

消していくためにも、管理者に法定検査をさせ

ていくべく取り組むべきだ、こう思っておりま

すので、知事のそれに対する決意をお聞きして

おきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県のこのような受検

率の状況、大変低い状況にございまして、これ

までの指導啓発については必ずしも十分ではな

かったと深く反省をしておるところでございま

す。その反省を踏まえて、本県のきれいな川や

海を次の世代に引き継いでいくためには、一人

一人が生活排水の適正処理に取り組んでいくこ

とが大切であると考えておりますし、法律で年

１回と定められたものにつきまして、なるべく
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多くの皆様に御協力をいただくように、受検率

の向上に向けて、できるだけ早く全員の皆様に

受けていただくような努力をしてまいりたいと

考えております。

○徳重忠夫議員 知事、ぜひあなたの任期中に

―あと３年しかありません。ぜひ３年間でや

り遂げるぞという気持ちで頑張っていただきま

すようにお願いをしておきたいと思います。

それでは、新燃岳の噴火に伴う対策について

お尋ねをしてまいります。

新燃岳の今回の噴火において、最初に爆発的

噴火を観測したのはことしの１月27日のことで

あります。あれ以来、小康状態を思わせる期間

もありましたが、現在も噴煙を上げておりま

す。いまだ終息に至ったとは考えられません。

また、初期段階の爆発的噴火などにより降り積

もった火山灰による土石流の危険性も声高に叫

ばれておりますが、幸いにして、これまでに大

規模な土石流の発生は観測されていないもの

の、雲仙普賢岳の例を見るまでもなく、安心で

きる状態にはほど遠いのではないかと危惧して

いるところであります。

このような中、都城市においては、２月以

降、幾度となく避難準備情報や避難勧告が出さ

れております。しかしながら、実際に避難した

方々は0.9％から5.8％にとどまっております。

もちろん、このほかにも親戚や知人の家に避難

されておられる方々もおるとは思いますが、そ

れにしても低い数値と言わざるを得ません。先

ほど私が申し上げましたように、新燃岳の噴火

災害は現在も継続、進行しているのでありま

す。この低い避難率の解消を図らなくては、人

的被害を完全に防ぐことはできないと考えてお

りますが、避難率の向上のために県としてはど

のようなことを考えておられるのか、まず知事

にお伺いしておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の新燃岳の噴火に

おきましては、高原町では１月30日に火砕流に

対応するために避難勧告を発令しまして、約50

％の住民が避難をされておるところでありま

す。一方、都城市におきましては、避難計画を

作成するとともに、土石流に対応するために、

２月以降、基準を超える降雨が予測されるたび

に避難準備情報や避難勧告を発令して、住民の

生命の安全を図っているというところでござい

ますが、住民の避難率は、議員御指摘のとお

り、低い状況でございまして、実際に大規模な

土石流が発生した場合に被害が発生するという

ことを大変危惧、心配しておるところでござい

ます。

避難の指示・勧告につきましては、災害対策

基本法において、住民に最も身近な市町村長が

行うこととされているところでございます。県

といたしましては、気象台や国土交通省などと

連携を密にしまして、気象の情報などを迅速的

確に市町に伝達しますとともに、日ごろ、関係

市町と連携をしまして、火山や土砂災害などの

専門家を招いて防災講演会を開催するなど、住

民の皆さんに避難の重要性というものを改めて

認識していただく、そのような啓発活動に取り

組んでまいりたい─これまでも行っておりま

すし、これからも取り組んでまいりたいと考え

ております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。

それでは、総務部長にお伺いをしておきたい

と思います。さて、私自身が噴火災害の中で最

もおそれを抱いているのが火砕流であります。

雲仙普賢岳において多くの犠牲者を出しました

火砕流が、今後、新燃岳において発生する可能

性はあるのか、専門家の意見を踏まえていろい
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ろ勉強されていると思いますが、総務部長にお

答えいただきたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 新燃岳が１月に噴

火してから今日まで、規模の大きな火砕流は観

測をされていない状況であります。しかしなが

ら、火山噴火予知連絡会の検討結果によります

と、新燃岳のマグマだまりへのマグマの供給は

続いておりますので、１月下旬から２月上旬の

噴火に匹敵する活動が起こることも考えられま

す。さらに活発化した場合には、火砕流の発生

も懸念されるところでございます。

○徳重忠夫議員 大変心配するところでござい

ます。やはり危険性は残っているとのことでご

ざいますが、今後も警戒を怠ってはいけない、

このように考えております。新燃岳の噴火に伴

う火山灰の堆積によりまして、土石流の発生が

懸念されております。これまでに、国及び県に

おいてどのような緊急対策工事が行われたの

か、その内容と金額について県土整備部長にお

伺いをしておきたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 緊急対策の工

事でありますが、国土交通省と連携を図りなが

ら、都城市及び高原町の土石流被害が想定され

る区域におきまして、ことしの２月から実施し

てきたところであります。国土交通省では、15

カ所におきまして、約11万9,000立方メートルの

土砂除去工事や、コンクリートブロックによる

仮設導流堤工事のほか、監視カメラやワイヤー

センサー等の設置を行っておりまして、総工事

費は約10億円と伺っております。また、県で

は、22カ所で約３万6,000立方メートルの土砂除

去工事や土のう積み導流堤の工事等を行ってお

りまして、総工事費は約１億5,000万円となって

おります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。

それでは、次に進めてまいります。さきの台

風12号では、和歌山県や奈良県を中心に、多く

のとうとい命が奪われるなど、大きな被害が発

生しております。この被害の中には、集落の対

岸にある山で土砂崩れが発生して、その土砂が

川をせきとめたために、川の流れが変化して集

落を襲ったという想定外と言うべきものもあり

ました。

私は、御池小学校から都城市の吉之元のほう

にかけて国道223号をよく車で通るわけでありま

す。周辺の形状や土地の状況についてもよく理

解していると思っておりますが、仮に国道の上

流域で土石流が発生した場合、土砂や石などが

木々をなぎ倒し、それらが谷を埋塞することに

よって、本来の流れとは異なる方向に土石流が

流れ込み、被害を拡大させるのではないかと心

配しているところであります。このような可能

性についてどのように考えておられるのか、県

土整備部長にお伺いをしておきたいと思いま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 議員が御指摘

されたとおりでございまして、土石流の発生規

模によりましては、土石や倒木が谷を埋塞する

ことによりまして、被害が拡大する可能性も想

定されるところであります。また、先ほどお答

えいたしました緊急対策工事でございますが、

これは、土石流被害の軽減や避難時間の確保を

目的とした、あくまでも緊急的な措置でありま

す。今後、国におきましては、さらに安全性を

高めるため、砂防堰堤の新設工事などを計画的

に実施していく方針と伺っておりますが、その

整備には相当の期間を要するものと思われま

す。したがいまして、関係する住民の皆様にお

かれましては、気象情報や各市町から出される

避難に関する情報に引き続き注意をしていただ
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くとともに、早目の避難を心がけていただくこ

とが大変重要であると考えております。

○徳重忠夫議員 避難が最も大事なことだとい

うことでございますので、ぜひそういった方向

で、地元に周知徹底をお願いしたいと思いま

す。

次に、都城志布志道路についてお尋ねをいた

します。

私もライフワーク的な気持ちの中で今日まで

質問をしてまいりました。県の施行区間である

五十町インターチェンジから梅北インターチェ

ンジまでの約３キロメートルについては、平

成13年度に事業着手して、本年４月に宮崎県区

間では初めて開通となったところであります。

私たち地元の者としましても、喜びもひとしお

であります。国の直轄事業区間においても、平

塚インターチェンジから五十町インターチェン

ジの間1.9キロが、今年度中に供用予定と聞いて

おりますが、まだまだ全線開通までには長い時

間がかかると思われます。私も地元の皆さんか

ら、いつ完成するのか、いつ用地買収に入るの

かなどとよく聞かれます。そこで、都城志布志

道路の整備に対する知事の考えをお聞きしてお

きたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 都城志布志道路でござ

いますが、都城インターチェンジと志布志港を

直結し、物流の効率化に資することはもちろん

ですが、広域救急医療の整備充実などを掲げま

した都城広域定住自立圏構想を実現するために

も、大変重要な幹線道路であると認識をしてお

るところでございます。国と県で重点的に整備

を進めておりまして、今御指摘のありましたよ

うに、ことし４月に五十町インターチェンジか

ら梅北インターチェンジ間の約3.2キロが完成供

用し、大きな一歩を踏み出すことができたわけ

でございます。今年度中には、国施行区間の平

塚インターチェンジから五十町インターチェン

ジの1.9キロメートルも供用が予定されていると

ころでございます。大変厳しい公共事業を取り

巻く状況でございますが、県としましては、今

後とも、国や鹿児島などと連携しまして、整備

促進に努めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。これ

までもいろんな場面でお話ししておりますよう

に、都城志布志道路は、日本の食料基地である

都城・曽於地域と国際バルク戦略港湾でありま

す志布志港を直結する道路であります。沿線の

地域に大きな経済効果が期待されるものであり

ます。しかし、道路はつながらなければその効

果を発揮することはできません。本路線では、

ほとんどの区間において事業が展開されている

ところでありますが、唯一、宮崎、鹿児島の県

境区間だけが整備着手していない状況にありま

す。しかし、鹿児島県は、この県境区間に早期

に事業を着手できるよう県単独で3,000万の調査

費を計上したと、私はじかに行って聞いてまい

りました。県境区間は一日も早い事業着手が必

要と考えますが、都城志布志道路の県境区間の

取り組みについて、県土整備部長にお尋ねをし

ておきたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 現在、整備を

進めております梅北工区に続きます諏訪山イン

ターチェンジから、今、議員からお話がありま

した、県境までの区間、県内が約2.5キロメー

ターございますが、この区間につきましては、

本県も昨年度から事業化に向けた調査を行って

おりまして、本年度も引き続き、1,500万円の補

助調査費で道路環境調査を進めているところで

あります。なお、鹿児島県側、約２キロメート

ルも事業未着手となっておりますことから、県
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境区間の整備につきましては、今後とも、鹿児

島県と連携を図りながら、事業着手に向けた取

り組みを進めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。全区

間着手された、このように理解いたしておりま

して、ぜひ頑張っていただきたい、このように

思います。

宮崎県内の区間の事業費は、今年度の予算を

見てみますと、約12億円と落ち込んでおりま

す。今後の整備が心配されるところでありま

す。一方、鹿児島県においては、整備に必要な

予算が確保されていると聞いておるところであ

りまして、鹿児島県の当初予算24億円に対して

宮崎県は半分でございます。少ないと思いま

す。国の区間も含め、道路の整備は計画どおり

進むのか、県土整備部長にお伺いをしておきま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 本年度の都城

志布志道路の当初予算でございますが、今、議

員からお話がありましたとおり、鹿児島県側

は23億6,000万、それから宮崎県側は国と県合わ

せまして12億1,000万となっております。しかし

ながら、両県におきますこれまでの総投資額で

は、ほぼ同額程度となっておるところでござい

ます。県施行区間では本年４月に五十町から梅

北間が完成供用したところでありまして、現

在、それに続く梅北から諏訪山間、約2.5キロ

メートルにおきまして、調査設計、測量などを

行っております。また、国の施行区間では、先

ほど知事も答弁いたしましたように、平塚から

五十町間が本年度中の供用予定となっていると

ころであります。公共事業を取り巻く環境は大

変厳しくなっておりますが、県といたしまして

は、今後とも、本路線の計画的な整備促進に努

めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。志布

志道路につきましては、ぜひとも隣県の鹿児島

県と力を合わせて同時開通を目指していただき

たい。心から強く要望を申し上げておきたいと

思います。

国道221号の歩道整備についてお尋ねをいたし

ます。

都城市高崎町新田地区は、旧高崎町の中心市

街地として商店街や住宅街を形成し、古くから

の町並みが続いておりますが、地区の真ん中を

貫く国道221号沿いの歩道整備が遅々として進ん

でおりません。買い物や通学時に日常的に利用

する高齢者や小中学生にとりましては、交通事

故等の危険性が高い状況にあります。このた

め、地区中央部の約650メートル区間につきまし

ては、現在施行中の新田土地区画整理事業によ

り、幅の広いゆとりのある自転車道や歩道が両

側に整備されておりまして、地区民が大変感謝

し、喜んでいる状況であります。しかしなが

ら、新田土地区画整理事業以外の区域について

は、都城市が新たな土地区画整理事業を行う予

定でありましたが、諸般の事情により、土地区

画整理事業が困難とされました。そのため、接

続する前後の区間は、車道側溝部を利用した簡

易な構造で、不規則な段差やわずかな幅員のた

め、高齢者や小中学生の安全な通行の障害と

なっております。危険かつ不便で、早急な整備

が必要な区間と言わざるを得ません。そこで、

国道221号高崎新田地区における土地区画整理事

業の前後区間の歩道整備を県で取り組めない

か、県土整備部長にお伺いをしておきたいと思

います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 御質問の区間

につきましては、交通量が多く、通学路にも指

定されておりますことから、歩道整備が必要で
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あると認識をしております。しかしながら、現

在は、土地区画整理事業による住環境の改善ま

で視野に入れたゆとりある歩道として計画され

ております。今後、この区間を県が交通安全の

観点から歩道整備に取り組むためには、経済性

あるいは利用者の安全確保を考慮した歩道幅員

等の見直しが必要でございます。このため、ま

ちづくりの主体であります都城市において、地

元の合意形成を図っていただいた上で、都市計

画変更の手続を進めていくこととなります。県

といたしましては、今後、都城市と十分連携を

図りながら、事業化に向けて検討してまいりた

いと存じます。

○徳重忠夫議員 どうぞ前向きによろしくお願

い申し上げておきたいと思います。

最後になりましたが、中学校における武道の

必修化について、教育長にお尋ねをしたいと思

います。

私は、今の子供たちに対し、武道の精神、い

わゆる相手を尊重する心や自律の精神などを学

ばせることは、とても意味のあることだと考え

ております。３月の東日本大震災において、被

災者が水や衣服などの必要物資を配給される際

にきちんと並んで受け取る姿や、避難所での様

子を見て、外国のメディアが絶賛しておりまし

た。太平洋戦争後の日本の飛躍的な発展も、こ

の日本人の心があったからだと思います。そこ

で、教育長に、平成24年４月から中学校におい

て武道が必修となりますが、その背景や目的を

伺っておきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 武道必修化の背景で

ありますが、平成18年の教育基本法の改正を受

けまして、中学校の保健体育科では、平成20年

の中央教育審議会答申におきまして、「武道の

指導を充実し、我が国固有の伝統と文化に、よ

り一層触れることができるよう指導のあり方を

改善する」ことと示されたところであります。

これを受けまして、改訂されました学習指導要

領では、１つには、基本動作や基本となるわざ

ができるようになること、２つ目には、相手を

尊重し、伝統的な行動の仕方を守ろうとする態

度を養うこと、３つ目には、武道の特性や成り

立ち、伝統的な考え方などについて理解するこ

となどが、武道の授業におけるねらいとされた

ところであります。以上です。

○徳重忠夫議員 武道のねらいについて今、教

育長からお話があったとおりだと思います。そ

のねらいを達成するためには、指導者の役割が

大切であると私は考えております。そこで、武

道のねらいを達成するために、教員の資質向上

にどのように取り組んでいかれようとしている

のか─武道の先生がそんなにたくさんいらっ

しゃるものか、ちょっと私にはわかりません

が、お答えをいただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会では武

道の必修化に対応するために、平成21年度から

３年計画で、すべての保健体育科教員を対象

に、武道に関する講習会等を開催し、指導方法

や指導計画作成上の留意点等につきまして、指

導を行ってきているところであります。さら

に、本年度からは、関係団体の協力を得なが

ら、希望する中学校に武道の専門家を派遣し、

基本となるわざや伝統的な行動の仕方などを指

導していただくことにしておりますので、教員

の指導力向上にもつながるものと考えておりま

す。今後とも、市町村教育委員会と連携しなが

ら、各学校の武道の授業の充実が図られるよう

に、教員の資質向上に努めてまいりたいと考え

ております。以上です。

○徳重忠夫議員 ぜひ、立派な先生方、指導者
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をお招きいただきたい、このように思います。

武道につきましては、４月から必修化されます

が、現在、中学校において選択で行われてい

る、このように聞いております。柔道や剣道が

行われているようでありますが、中学校におけ

る武道の実施状況はどのようになっているの

か、また24年度、来年度からの必修化に伴いま

して、各中学校は今後どのような種目に取り組

もうとしておられるのか、お伺いをしておきた

いと思います。

○教育長（渡辺義人君） 平成22年度に調査し

た結果によりますと、県内すべての国公私立中

学校並びに中等教育学校147校のうち、その78％

に当たります115校で武道を実施しております。

複数種目を実施している学校もございますの

で、種目ごとに学校数を申し上げますと、柔道

が86校、剣道が34校、相撲が３校、空手道が２

校となっております。また、同じく平成22年度

の調査結果では、武道が必修となります平成24

年度につきましては、柔道が114校、剣道が38

校、相撲２校、空手道２校、弓道１校の実施予

定となっております。以上です。

○徳重忠夫議員 柔道が多くて剣道が少ないと

いう状況でございます。これにはそれなりの理

由があろうか、こうも思うところであります

が、実は、剣道は防具も高い、そしてそれなり

の準備も必要だと。いろんなこともあろうかと

思います。ところが、やはり剣道の基本は木刀

だということを聞いております。形をするとき

に、あるいは昇段試験では必ず木刀を使ってい

るんだと、こう聞いておりまして、全日本剣道

連盟の武安会長がホームページでこういうこと

を書いておられます。木刀を活用して、「剣道

基本技稽古法」を行うことを奨励しておられる

ようであります。このことによって教育効果が

非常に高まる、こう言われております。そこ

で、剣道の授業において教育効果を上げるため

にも、県産品であります木刀を活用した授業が

考えられないか、教育長にお尋ねをしておきた

いと思います。

○教育長（渡辺義人君） 中学校第１・第２学

年の剣道の授業では、新学習指導要領の技能の

指導内容として、基本動作や基本となるわざを

学ばせることになりますが、相手との攻防を通

して技能を習得することが重視されております

ので、竹刀や防具を使用することが基本となり

ます。しかしながら、木刀を、剣道指導の最初

の段階、あるいは各授業の初めの時間等で取り

入れることにより、正しい握りや構えといった

基本動作を習得させる上で効果的な指導につな

がることも考えられるところであります。県教

育委員会といたしましては、剣道の授業におけ

る木刀の活用につきまして、文部科学省や関係

団体からの情報の収集に努めますとともに、県

主催の講習会等で、活用方法の紹介などを行っ

てまいりたいと考えます。以上です。

○徳重忠夫議員 ぜひ、よろしくお願いを申し

上げておきたいと思います。

１分少々残っておりますので、知事に要望を

申し上げてみたいと思います。と申しますの

も、都城志布志道路のことでございます。22年

度の当初予算が11億5,800万円しかついておりま

せんでした。ところが、国の経済緊急対策で９

月27日、都城志布志道路に８億円つきました。

そして、22年度補正予算、ことしの１月に、年

度末に11億5,000万つきました。総計31億800万

ついたわけであります。考えますときに、こと

しは鹿児島の半分しかついておりません。ぜひ

とも補正予算なり、そういった関係省庁に、去

年はこれだけつけたじゃないか、ぜひやってく
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れということをお願いしていただきたい、これ

を強く要望しておきたい、このように思いま

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）

○十屋幸平副議長 次は、宮原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） お疲れさま

です。傍聴席ゼロですが、しっかりとした答弁

をよろしくお願いしたいというふうに思ってお

ります。

それでは、通告に従い質問をさせていただき

ますが、時間の関係もありまして、道路問題に

ついては、次回に回させていただきたいと思い

ます。これまでの代表質問、一般質問と重複し

ている部分もありますが、私なりに質問をさせ

ていただきたいと思います。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いをいた

します。

今回の民主党新代表選挙において野田氏が選

出され、８月30日の衆参本会議において第95代

内閣総理大臣に選出されました。代表選挙にお

いては５名の方が立候補され、１回目の投票の

結果は、野田氏が102票に対して、海江田氏

が143票とトップとなりましたが、過半数に達し

ていないということから、１、２位の決選投票

となり、野田氏215票、海江田氏177票で、野田

氏が新代表に就任されています。しかし、当初

の世論調査では前原氏に対する期待が最も高

かったわけでありますが、結果は、外国人から

の違法献金などの問題もあり、１回目の投票で

３位となり、決戦投票へと進めませんでした。

国民の支持は前原氏に最も期待、民主党として

は海江田氏に最も期待という結果でありました

が、結果は野田氏が代表に、そして首相に選出

されています。人柄については、低姿勢で、下

積みを積み、泥臭い人のようであります。９月

２日、３日に共同通信が行った世論調査で

は、62％という高い支持率であります。支持の

理由は、「首相を信頼する」「ほかに適当な人

がいない」「低姿勢で挙党一致態勢や野党との

対話を訴える首相の姿勢に国民の期待があらわ

れた」などとなっております。そこで、今回の

民主党代表選挙、１回目の結果、２回目の結果

と、民主党代表選挙における世論調査の結果に

ついて、知事はどのような感想を持っておられ

るのか、まずお伺いをいたしたいと思います。

次に、国内的には、東日本大震災からの早期

復興、東京電力福島原発問題、米軍普天間飛行

場移設問題、ＴＰＰ問題や財源確保のための増

税問題など、どの問題をとりましても、首相の

首が飛ぶような難問だらけであります。本県に

おいても、口蹄疫からの復興を初め、さまざま

な問題を抱えておりますが、知事は野田新首相

に何を最も期待されておりますか。

次に、観光についてお伺いをいたします。河

野知事体制になって半年が過ぎ、東国原前知事

の影も薄くなり、県庁前広場からバスが消え、

県庁観光客も大幅な減少傾向、さらに県内の観

光客も減少し、物産館の売り上げも減少となっ

ております。県庁が前知事就任前の状況に戻っ

たと考えれば何てことはないわけであります

が、このような県庁を初めとする県内への観光

入り込みの状況と今後についてどのように考え

ておられるのか、知事にお伺いをいたします。

次に、本県で発生した口蹄疫や東日本大震災

での原発問題もあり、宮崎牛の消費も伸び悩

み、このごろ、みやざき地頭鶏も余り話題に上

がらなくなり、さらには東国原前知事が最も売

り込んでいたマンゴーも景気悪化等から、価格

がピーク時からキロ単価2,000円以上の値下がり



- 173 -

平成23年９月９日(金)

と聞きます。さらには、林業・漁業界について

も、県産材のＰＲ、魚のブランド化など、積極

的に取り組んでいただいておりますが、価格面

等で厳しい局面を迎えております。このよう

に、これまで築いてきた宮崎全体の地域ブラン

ド力に陰りが感じられると考えますが、今後の

宮崎の地域ブランドの売り込みについて、知事

のお考えをお聞かせください。

次に、本県は、県民所得が全国下より３位、

新規学卒者の就職についても県内に企業が少な

いことから厳しく、国民健康保険税の収納率

も90％がやっとという状況、国民年金の納付率

についても平成21年度分が63.2％から平成22年

度分が60.7％と、どちらも年々減少傾向にあ

り、各種税金等の滞納も年々増加傾向でありま

す。高齢者になっても年金もなく、生活保護世

帯が今後大幅に増加する気配であります。こう

した状況から、県の財政も扶助費が毎年大幅に

増加しているようでありますが、知事はこの現

状をどのように考えておられますか、お聞かせ

ください。

次に、県職員の諸問題についてお伺いいたし

ます。先日の押川議員の代表質問等とも重複す

る点もありますが、大事な点ですので、再度質

問をさせていただきます。

地方において、一般職員、教員、警察官、病

院局、企業局等の県職員に採用されたとなれ

ば、だれもがうらやましがる職場であります。

県職員に求められる資質は、責任感、協調性、

県民の手本となる行動であると思います。今

回、知事の提案説明の冒頭に、県職員による横

領事件、盗撮事件など複数発生しているとして

謝罪をされました。職員の服務規律の保持につ

いて、日ごろより指導、コンプライアンス意識

の徹底、金銭物品管理についても適正な事務処

理、チェック体制の徹底を図り、再発防止に全

力で取り組むとされております。知事の言われ

ていることは、公務員としてでなく、人間とし

て当たり前のことであります。事件を起こした

職員だけ処分されて済む問題ではなく、その家

庭も崩壊してしまう危険性もあります。県の信

頼を失うこととなり、県の業務に大きく影響す

ると考えられます。そこで、知事は再発防止策

としてどのようなことを具体的に考えておられ

るのか、お聞かせください。

次に、本県の財政が悪化して、数年前より県

では行財政改革を進めております。改革を進め

るに当たっては、職員の削減もかなり進んでお

り、各担当課においては少ない職員で効率よく

業務をこなしていただいており、感謝するもの

でありますが、メンタル面での休職職員がかな

りの数いらっしゃるようでありますが、どのよ

うな点が問題で休職されていると分析をされて

いるのか、さらには職員がメンタル面でダウン

しないための予防策と、ダウンした職員に対す

る早期復帰の対策はどのようになされているの

か、総務部長、企業局長、病院局長、教育長、

警察本部長、それぞれお聞かせください。さら

に、職場で複数の職員がダウンされた場合の業

務上の対応はどうされているのか、それぞれお

聞かせください。

次に、職員の異動についてお伺いをいたしま

す。職員の異動については、喜ぶ方、泣く方、

いらっしゃると思います。異動により家族全体

が一緒の生活ができなくなる家庭や、希望して

の部署への異動の方、希望と反する場所への移

動であったりと、さまざまであると思います

が、職員の異動についての仕組み―年数を含

みまして―と基本的な考え、また職場に向き

不向きがあると考えますが、どうしても向かな
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かった場合の対応をお聞かせください。総務部

長、企業局長、病院局長、教育長、警察本部

長、それぞれお伺いをいたします。

これから先につきましては、自席で質問をさ

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。

まず、民主党の代表選挙についてでありま

す。今回の民主党代表選挙は、党の選挙ルール

に基づきまして、党所属の国会議員の皆様の御

判断により選ばれたところでございます。国難

と言える状況の中で、党の代表でもあります

が、実質的に我が国のリーダーを選ぶ選挙でも

ありましたので、時間に限りがあったとはい

え、もっと国民に見える形での政策論争、例え

ば東日本大震災からの復旧・復興、それからエ

ネルギー政策のあり方、円高対策の問題、さま

ざまな政策課題がございます。政策論争が行わ

れてもよかったのではないか、そのような思い

がいたしておるところでございます。

世論調査に反映されます総理への期待という

ところでございますが、挙党態勢の部分であり

ますとか、さまざまな分野での丁寧な対応とい

うものを今、心がけておられます。ドジョウと

いうような言葉でみずからのイメージを語って

おられます。私も何かに自分のことを例えてい

れば、影が薄いとか言われなくて、イメージを

与えることができたのではないかというふうに

思っておるところでございます。以前、ピッ

チャーが急にいなくなって、それをリリーフす

るキャッチャーに例えたことがあったわけでご

ざいますが、いろんなことを考えているところ

でございます。

次に、野田総理への期待についてでありま

す。国内外に課題が山積してございます。まさ

に国難という状況でございます。我が国のリー

ダーとして、何よりもこの国難を乗り越えるた

めの具体的な方針、政策を明確にしていただ

き、それを断固実行していただきたいというふ

うに思っておりますし、政権内部における意思

決定のシステム、内閣と党の関係、党の内部の

決定のシステム、そういったところを整理して

取り組んでいただきたいという思いがございま

す。そして、何よりも、宮崎から申しますと、

口蹄疫からの再生・復興、新燃岳、さまざまな

課題を抱えて厳しい状況にある本県を初め、千

葉出身ということでございますが、地方の現

状、地方のつらさ、大変さというところにも理

解をいただき、共感をいただけるような政策運

営というものを期待したいと考えておるところ

でございます。

次に、本県への観光入り込みの状況と今後に

ついてであります。新燃岳の噴火、大震災等に

よりまして、２月から４月にかけては大きな影

響を受けたところでございます。県としまして

は、国内外に向けての観光プロモーションや旅

行会社に対する旅行商品化などの働きかけに取

り組みまして、私も７月にＪＲ西日本を訪問、

８月には韓国でのプロモーションや、ＪＲ九州

と連携したイベントに参加するなど、国内外で

のトップセールスに努めてきたところでござい

ます。

最近の主要ホテル・旅館宿泊者数の動向を見

ますと、７月は回復傾向を見せております。対

前年度比で120％程度と、前年は口蹄疫の影響も

ございますので、対前々年度と比べても99.6％

というところでございます。またさらに、８月

も、宿泊施設や旅行会社等の関係者に伺います

と、本県出身で人気の川越達也シェフを招いた

イベント「みやざきグルメとランタンナイト」
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など、これは10万人のお客様があったというこ

とでございますが、にぎわいが戻りつつあると

いうことでございます。先ほどのホテル宿泊者

数の数字で申しましても、８月は前年度比で119

％、前々年度と比べても105％程度というところ

で、徐々に回復傾向にあるのではないかという

ことでございます。今後とも、プロモーション

の展開、旅行会社への旅行商品造成支援に取り

組みますとともに、10月からのＪＲグループ等

と連携したデスティネーションキャンペーンで

ありますとか、集客力の高いイベントを実施す

ることによりまして、さらなる観光誘客に取り

組み、観光振興につなげていきたいと考えてお

ります。

次に、宮崎の地域ブランド力についてであり

ます。ここ数年の宮崎ブームの定着・定番化

と、口蹄疫被害等からの復興やイメージ回復を

さらに推進することが重要であると考えており

ます。このため、例えば農業分野におきまして

は、安全・安心の確保を徹底しながら、消費者

のニーズに即した農畜産物の生産、販売を推進

しますとともに、林業分野では、行政と民間が

一体となって県産材を大口需要者に売り込みま

す「チームみやざきスギ」などの取り組みを

行っているところであります。こうした各分野

ごとの取り組みに加えまして、本県のさまざま

な魅力を束にして、分野の垣根や、行政、民間

などの枠を超えまして、一丸となって情報発信

や販売促進活動を展開いたします「オールみや

ざき営業チーム」の取り組みをスタートさせた

ところであります。その第１弾としまして、去

る７月に実施いたしましたイオン九州における

プロモーション活動では、私も福岡の会場に赴

きまして、関係企業や団体の皆さんと一緒に

なって、宮崎の魅力、さまざまな魅力の面をア

ピールしたところでございます。今後とも、市

町村、企業、団体はもとより、県外企業、マス

コミ、みやざき大使、県人会などの口コミの力

をおかりしながら、さまざまな機会を通じて、

またさまざまな皆様の総力を結集して宮崎を売

り込んでまいりたいと考えております。

次に、本県を取り巻く経済等の現状について

であります。雇用情勢や生活保護の状況などを

見ましても、本県の現状は大変厳しく、低迷し

ている本県の経済情勢を反映しているものと考

えております。中長期的にも、少子高齢化の進

展に伴いまして、社会保障関係費などがさらに

増大していくと見込まれておりまして、しっか

りとした行財政運営が必要だと考えておりま

す。このため、本年６月に策定しましたアク

ションプランにおきまして、食品加工産業など

の振興を図るフードビジネスの展開であります

とか、新エネルギー・医療機器関連産業など、

本県経済のエンジンとなる産業の育成など、さ

まざまな経済振興策を掲げますとともに、生涯

を通じた健康づくりや、若者が県内に定住でき

る環境づくりなどを推進することとしたところ

であります。また、落ち込んでいる県内の経済

・雇用情勢の早急な回復を図るため、先般、

「みやざき元気プロジェクト」を取りまとめた

ところでありまして、これらを総合的に推進す

ることによりまして、本県経済の一日も早い回

復に全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。さらに、先般まとめました「みやざき行

財政改革プラン」を着実に推進することにより

まして、効率的な行財政運営と県民サービスの

向上に努めてまいりたいと考えております。

最後に、不祥事の再発防止策についてであり

ます。職員の服務規律の保持につきましては、

日ごろから厳しく指導してきたところでござい
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ますが、今回の一連の不祥事の発生を受け、コ

ンプライアンス推進委員会委員長である副知事

から全職員に対して通知を出し、改めて強く指

導を行ったところであります。公務員倫理の確

立には不断の意識づけが必要でありますので、

今後とも、粘り強く職員の指導に取り組んでま

いりたいと考えております。また、職員が非行

の原因となるストレスや悩みを抱えることのな

いよう、風通しのよい職場環境の整備にも努め

る必要があるものと考えております。さらに、

再発防止につきましては、個々の事務処理方法

につきましても、不正が発生する可能性をさま

ざまに検証して必要な見直しを行う、具体的な

仕組みづくりを行うということで、例えば以前

の準公金等の取り扱いの問題に関しましては、

一人だけで扱うんじゃなしに、さまざまな視点

でダブルチェックを行う、さまざまなチェック

を行うということによりまして、そういう非行

防止の仕組みづくりに取り組んだわけでござい

ます。これからも、そのような実効性の高い再

発防止策を講じ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、休職職員についてであります。メンタ

ルダウンの原因としましては、仕事上のストレ

ス、家庭生活など仕事外の要因など、さまざま

な原因があるものと考えております。

職員に対する予防や早期復帰対策についてで

ありますが、まず、１次予防といたしまして、

精神疾患についての理解を深めるため、職員を

対象として啓発や研修を行っております。次

に、２次予防といたしまして、精神科医や臨床

心理士を配置しまして、精神疾患を早期に発見

し治療に結びつけるための相談体制を整えてお

ります。早期復帰対策につきましては、休職中

の療養相談や、職員本人、専門医、保健師、今

年度新たに配置いたしました復職コーディネー

ター等によります復職支援会議をもとに、試し

出勤を行うなどの復職に向けた支援を行ってお

ります。

次に、休職に伴います業務の対応についてで

あります。職員が病気休職等により不在となる

場合には、業務の割り振りの見直しや、所属内

での配置がえ、あるいは臨時・非常勤職員の任

用などにより対応しているところであります。

また、職員不在の期間が長期間にわたり、業務

に著しい支障が生じる場合は、人事異動によっ

て補充の職員を配置するなど、業務執行体制を

確保しているところであります。

次に、職員の異動についてであります。人事

異動は、公平公正、適材適所を原則として、本

人の能力と適性を踏まえ、職員が最も力を発揮

できる配置を念頭に行っているところでありま

す。その期間につきましては、３年間を基本と

しつつ、本人の意向や業務体制上の必要性など

も考慮の上、弾力的に対応しているところであ

ります。また、若手職員など能力を伸ばす段階

にある職員につきましては、多様な業務を経験

させることはもとより、あえて苦手とするよう

な業務分野も経験させるなど、計画的なロー

テーションを行うことによって中長期的な人材

育成を図ることが重要であるというふうに考え

ております。したがいまして、人事配置後は、

まずはその職場において業務習熟に努め、職員

としての能力を高めていただくことが第一と考

えておりますが、職務によります精神的、肉体

的な負荷によって体調を壊すなど、やむを得な

い場合は、本人の要望や職場の業務体制を踏ま

えまして、配置がえなどを行って柔軟に対応し
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ているところでございます。以上でございま

す。〔降壇〕

○企業局長（濵砂公一君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、職員のメンタルヘルス対策等について

であります。企業局におきましては、現在のと

ころ、精神疾患による休職者はおりませんけれ

ども、メンタルヘルス対策につきましては、ま

ずはそのような職員を出さないように日ごろか

ら努めるということが大変重要と考えておりま

す。したがいまして、企業局におきましては、

特に予防対策に重点を置きまして、知事部局と

連携した各種研修や相談事業に加えまして、企

業局独自のメンタルヘルス研修を実施している

ところでございます。また、所属長に対しまし

て、何でも相談できる風通しのよい職場づく

り、あるいは職員の日ごろの勤務状況について

目配りを怠らずに、必要に応じて声かけや相談

など、早目早目の対応を行うことなどに努める

ように指示しているところでございます。

次に、職員の異動についてでございます。企

業局におきましては、現在、局独自の職員採用

は行っておりませんので、知事部局との交流に

より人事異動を行っております。異動の基本的

な考え方につきましては、先ほどの総務部長答

弁と大体同様でありますけれども、職員の能力

と適性を踏まえまして、本人の希望や家庭環境

等を考慮しながら、適材適所を基本に行ってい

るところでございます。また、異動後につきま

しては、各所属において当該職員が早期に職務

に適応できるように努めておりますけれども、

職務に起因して精神的あるいは身体的な不調を

来しまして、やむを得ない場合は、本人の希望

や職場の業務体制を踏まえまして、必要に応じ

て業務分担の見直しあるいは配置がえを行うな

ど、柔軟な対応を行っ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。

まず、メンタルによる休職の原因と予防、早

期復帰対策についてであります。休職の原因と

しましては、家庭内の問題や個人の生活に起因

するもの、職場でのストレスなど、さまざまな

要因があるものと考えております。また、予防

対策として、病院局独自の研修を実施している

ほか、知事部局開催のメンタルヘルス研修会へ

の参加、精神科医等の専門相談員による相談窓

口の活用などによりまして、予防、早期発見に

努めているところであります。休職中の職員に

つきましては、それぞれの状況に応じた試し出

勤プログラムを作成し、その内容を実施するこ

とによりまして、円滑な職場復帰と再発防止を

図っているところであります。

次に、職員がメンタルダウンした場合の対応

についてであります。職員が休職した場合に

は、業務に支障が出ないよう、臨時または非常

勤職員を任用することにより対応することとし

ております。

最後に、職員の異動についてであります。病

院局におきましては、職場の活性化と医療水準

の向上を図るため、適材適所を基本に人事異動

を行っております。人事異動に際しては、その

職員の能力、適性、希望や家庭環境等を十分に

勘案し、配置しているところでありますが、人

事配置後に、職務により精神的、身体的な変調

を来した場合は、本人の状況を十分把握した上

で、必要に応じ、業務の見直しや配置がえを行

うなど、柔軟に対応しているところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた
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します。

まず、メンタル面での休職の原因とその予防

や早期復帰対策についてであります。教職員の

精神性疾患による休職につきましては、本人や

その家族に深刻な影響があるばかりでなく、児

童生徒への指導に支障が生じるなど、学校現場

における大きな課題の一つであると認識をいた

しておりますが、その原因につきましては、職

場でのストレスや家庭内の問題など、さまざま

な要因が複雑に関係しているものと考えており

ます。県教育委員会といたしましては、公立学

校共済組合と連携をしながら、予防対策とし

て、一般教職員や管理職を対象とした研修会の

開催や保健指導員の派遣等を行っております。

また、早期発見・早期対応のために、専門の教

職員相談員を配置したり、４つの相談医療機関

を指定するなど、相談体制を整えております。

さらに、休職中の教職員につきましては、円滑

な職場復帰と再発防止を目的として、徐々に職

場になれるための職場復帰トレーニングを平

成17年度から実施しているところであります。

次に、複数の職員がメンタルダウンした場合

の対応についてでありますが、教職員につきま

しては、授業等に支障が生じることのないよう

に、休職者が出た場合には、その都度速やかに

臨時講師等を任用することにより対応している

ところであります。

最後に、職員の異動であります。教職員の人

事異動につきましては、学校の活性化を図り、

本県教育水準を維持向上させるため、全県的な

適正配置を基本方針として実施しております。

具体的には、教員は原則として同一校勤続５年

以上の者を、また事務職員は同じく３年以上の

者を対象に、市町村教育委員会や校長と十分協

議しながら、適材適所の異動を行っておりま

す。また、異動後の担当業務により、精神的、

身体的に不調の見られる教職員につきまして

は、まずは各学校におきまして、本人の状況を

十分に把握した上で、業務分担の見直しなどを

行っております。それでもなお困難な状況があ

る場合には、本人や校長の意向を踏まえなが

ら、必要に応じ、異動の措置を講じるなど、柔

軟に対応しているところであります。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。

まず、メンタル面によります県警職員の休職

の原因でありますが、健康状態、家庭の問題、

異動に伴う職場環境の変化等によるストレスが

関係しているものと考えております。予防対策

につきましては、幹部に対する研修や、全職員

に対しまして、メンタルヘルスに関する正しい

知識を持たせるためのハンドブックを配付する

などの啓発活動を行っておりますほか、専門相

談員や臨床心理士による相談窓口の設置等によ

り、早期発見・早期対応に努めているところで

あります。また、早期復帰対策につきまして

は、本部厚生課、関係所属の健康管理担当者、

保健師等を構成員といたします病状審査委員会

を開催いたしまして、職場復帰トレーニングを

行うなど、組織的な支援体制を構築し、円滑な

職場復帰と再発の防止を図っております。

次に、職場内で複数の職員がメンタルダウン

した場合の対応についてであります。そのよう

な場合は、担当業務を他の職員で再配分した

り、必要であれば新たな職員を配置するなどの

対応をとることとしております。

最後に、人事異動についてであります。県警

におきましては、県民の皆様の安全と安心を確

保する精強な第一線警察を構築するために、適



- 179 -

平成23年９月９日(金)

材適所を基本に人事異動を行っております。人

事異動に際しましては、職員の能力、適性、希

望及び家庭の事情等を十分に勘案し、配置して

おります。また、人事異動後、早期に所属長等

による個別の面接を行っておりまして、担当業

務の適応状況を聴取し、職員のケア等に努めて

いるところであります。なお、業務にうまく対

応できないというような場合、その原因を究明

いたしまして、必要に応じて業務の見直しや配

置がえなどを行っているところであります。以

上であります。〔降壇〕

○宮原義久議員 ありがとうございました。知

事の政治姿勢ということで、それぞれお伺いを

させていただきました。本県は、これまで観光

宮崎として売り出してきたわけでありますが、

高速道路、鉄道網の整備のおくれや、景気の悪

化、口蹄疫の関係、新燃岳の噴火と、観光面、

各種のみやざきブランドにも大きな影響を受け

ております。こうした影響が県民所得にも大き

く影響していると考えております。厳しい時代

であると思いますが、知恵を絞っていただき、

知事を先頭に全力で取り組んでいただきますよ

う、よろしくお願いしたいと思います。

職員の不祥事につきましては、先日も答弁が

ありましたけれども、綱紀粛正に努めていただ

いて、県職員全体で取り組んでいかないといけ

ないと思いますので、再発防止に向けて全力で

取り組んでいただきますよう、重ねて要望して

おきたいというふうに思います。

職員のメンタル面につきましては、各部局長

にそれぞれ答弁をいただきましたが、任命権者

が違うということでありますが、答弁に大きな

差はありませんが、今回、大変重要な問題であ

るととらえましたので、時間短縮のために壇上

から一括して質問をさせていただいたところで

あります。メンタル面については、各部署の状

況をそれぞれ私も聞き取りで調査させていただ

きました。各部署にダウンしている方が大変た

くさんいらっしゃるということがわかったとこ

ろであります。労働の対価として給与が支払わ

れているわけであります。ダウンされた穴埋め

を、先ほど答弁ありましたように、臨時であっ

たり、非常勤職員、臨時講師の任用で対応され

ているということでありますが、一般企業であ

れば退職となっている状況であろうと思います

けれども、県職員というのは県民のために働い

てもらわなければなりません。ダウンされた職

員の給与とその穴埋めのための費用を単純に計

算すると、数億単位の金額になるようでありま

す。大変大きな金額が県民のために活用されて

いないということになります。そしてまた、ダ

ウンされた方の仕事がたまってしまうと、今度

は協力し、加勢した人がまたダウンするという

ような状況があっては困るというふうに思いま

すので、気をつけていただきたいと思います。

病気休職や妊娠出産での休職という方もたくさ

んいらっしゃるわけでありますから、そういう

ことを考えると、大変多くの金額が県民のため

に活用されていないということになりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。県職員

がダウンすることなく伸び伸びと県民のために

働ける環境を、しっかり整備していただきたい

というふうに要望しておきたいと思います。

職員の異動については、答弁にありました年

数等で異動することとなりますが、その年数で

せっかく築いた貴重な人脈であったり、そう

いったものが異動で切れてしまうということに

なりますので、人脈づくりも、個人の人脈から

組織としての人脈づくりにつなげていただきた

いというふうに思っております。適所適材をも
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とに県勢発展のために、人脈が、せっかくつ

くったものが切れないような対策もとっていた

だきますよう、よろしくお願い申し上げておき

たいと思います。

それでは次に、質問をさせていただきます

が、県職員の諸問題の中でさせていただきたい

と思います。優秀な職員というのは、コンプラ

イアンスを遵守し、いろいろなことに積極的に

取り組み、県の立場に立って上司の意見に口答

えをせず忠実に従う、こういった職員かなと考

えますが、コンプライアンスの遵守は当然であ

りますが、間違ったことであれば上司と意見を

言い合える人材であったり、さらには県民とひ

ざをつき合わせ意見を聞ける人材、こういった

職員が、今、県民が何を望んでいるのかを一番

理解し、そして各種施策に結びつけることがで

きるのではないかと考えております。県職員も

積極的に各種の会合に出席していただき、県民

との意見交換をされております。そうした総会

や会議の後に意見交換を含めた懇親会が開催さ

れる場合が多いわけでありますが、ほとんどの

県職員の方は、地方での会合におきましては、

アルコールを拒否されます。宮崎市や延岡・都

城方面での会合になると、多分飲まれるんだろ

うと思うんです。なぜなのかということを分析

しますと、大体住まいが宮崎市内にありますの

で、鉄道の便利がよかったり、自宅に帰れると

いうことが原因かなというふうに思っておりま

す。地方では酒を酌み交わすことで信頼関係が

増すというふうに言われておりまして、物事を

スムーズに行うために地元の声をしっかりと聞

くためには、意見交換は大変重要と考えます

が、そのような場合に県職員が各種会合で県内

に宿泊することは認められていないのか、総務

部長にお伺いをしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 職員の宿泊につき

ましては、勤務時間外に業務に従事したり、あ

るいは今お尋ねにありましたような行事で公務

に位置づけられたものに参加するような場合

に、所属長が、用務の内容でありますとか、時

間、場所、公共交通機関の運行状況などを考慮

した上で、宿泊が必要であると判断した場合に

は、県内外にかかわらず認められる取り扱いに

なっております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。答弁

としては認められるということになりますが、

事前に所属長が、用務の内容や時間、場所、交

通機関の状況などを考慮─調べちょかないか

んということになると思いますので、用地の担

当であったりすると、交渉がうまくいったか

ら、きょう飲みなさいよと言われて、きょう飲

めませんと言ったら、もう御破算でいいという

話も出てくる状況があるわけですよ。そういう

ことを考えると、やっぱりある程度は、飲み過

ぎろとは言いませんが、多少は個人で判断がき

く、大人ですから多少の判断はきくんじゃない

かなと思いますので、そのあたりについては

ちょっと検討していただけるとありがたいなと

いうふうに思っております。積極的な姿勢のあ

る職員の行動でありますが、職場や車の中で一

夜を明かすということも耳にするんですが、そ

のような状況があるということを知事はどのよ

うに考えておられますか。

○知事（河野俊嗣君） 私は、そのような実態

があるということを必ずしも十分把握しておら

なかったわけでございますが、そういう職場や

車での宿泊は、健康管理上また庁舎の管理上か

らも好ましくないものというふうに考えており

ます。日本の社会では、「飲みニケーション」

という言葉もありますように、お酒を一緒に飲
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みながら語り合うことが、親交を深めたり、人

間関係を円滑にしたり、また重要な意見交換を

したりすることができて大変貴重な機会である

ということを、私自身の経験も踏まえて感じて

いるところでございます。お尋ねのケースで

も、職員はそういう思いで懇親会に参加したの

でありましょうし、地元の皆様の理解を得なが

ら職務を進めようというその姿勢は、大変評価

できるものだと考えております。その取り扱い

というのは大変難しゅうございますが、あらか

じめ宿泊施設を確保するなり、だれかがハンド

ルキーパーとして対応するなり、場合によって

は飲酒せずに懇親会に参加するとか、そういう

工夫をしながら取り組んでいただきたいという

ふうに思います。

○宮原義久議員 ありがとうございます。知事

から言われましたように、「飲みニケーショ

ン」という言葉があるぐらいですが、ハンドル

キーパーをちゃんと準備もしなさいということ

でありますけれども、あなたも飲みなさいと言

われたときには、にっちもさっちもいかん状況

でありますので、認められない、なかなか厳し

いのであれば、各部署に、セキュリティーの問

題もあるんでしょうけれども、各所属される部

署に仮眠をとれるぐらいの、宿泊できるぐらい

の簡単なスペースがあってもいいんじゃないか

なと。車に寝るというのはやっぱり異常かなと

思いますので、検討方をお願いしておきたいと

いうふうに思います。

これまで職員の諸問題ということでいろいろ

と質問をさせていただきましたが、私たち議員

が執行部と各種の意見交換や勉強会をする際

に、部局をまたがるような質問をしますと、な

かなかうまく調整がいかないのが県庁という職

場の悪いところであるというふうに思います。

知事がいつも言われる、県民総力戦と言われる

割には、まじめな職員の方々が多いわけであり

ますから、他の部署に少しでも関連することに

なるとしり込みをされる傾向があります。縦の

つながりが強く横のつながりが弱いということ

がよくわかるというふうに思っておりますの

で、横の連携がとれる職場であってほしいなと

思います。一般の方が県の職員を見ると、バッ

ジがついているだけで県の職員に県に関するこ

とを頼むとすべてわかってもらえるというふう

に思うんですけれども、それぞれ所属が違うか

ら、そこは私じゃないとも言えないので、私た

ち議員もいろんな質問を受けるんですけれど

も、いろんな相談も受けますが、知らんと言え

ないんです。県の職員も一緒だと思いますの

で、そのあたりについては、県職員としてとい

う部分では、縦じゃなくて横のつながりも十分

とってやっていただけるとありがたいなという

ふうに思います。先ほどの、任命権者が違うと

いうことでしたけれども、５つの担当の方にそ

れぞれ人数などを聞かせてもらうのに、複数ま

たがると、なかなか苦労するんです。そういう

ことがありますので、十分御配慮をよろしくお

願いしたいというふうに思っております。

次に、地下水問題についてお伺いをいたしま

す。

これまで自動販売機の中の中心は、炭酸飲料

の時代からウーロン茶、それから緑茶の時代

へ、そして近年、ミネラルウオーターの利用が

非常に増加しております。小林市には、出の山

湧水というのがありまして、多くの湧水があり

ます。上水道や農業用水に活用されております

が、小林市の一番高いところが分岐点になって

おりまして、西側に流れると川内川に、東側に

行くと大淀川へと流れているところでありま
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す。標高が高いということで当然、水がきれい

ということになりますが、近年、多くの井戸が

掘られ、ミネラルウオーターとして出荷をされ

ているようであります。そこで、ミネラルウ

オーターを製造している事業所は県内に幾つあ

るのか、また市町村ごとの事業所数はどうなっ

ているのか、県民政策部長にお伺いをいたしま

す。

○県民政策部長（渡邊亮一君） ミネラルウ

オーターを製造している事業所は、工業統計調

査によりますと、従業者数が４人以上の事業所

で平成21年12月31日現在、県全体で７事業所と

なっております。また、市町村別では、小林市

が３事業所、えびの市が２事業所、延岡市と美

郷町がそれぞれ１事業所となっております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。延岡

も町の中じゃないだろうと思いますので、大

体、標高の高いところがそういう状況で井戸を

掘るなりされて、ミネラルウオーターとなって

いるんだろうというふうに想像がつきます。

次に、限りある水資源を守る意味で、小林市

において小林市水資源保全条例が10月１日より

施行されることになっております。そうした中

で、小林市内では駆け込み的に井戸を掘る状況

があるというふうにも聞きます。県外ナンバー

が３台ぐらいとまっていたので、あるとき見て

いたんですけれども、既に井戸を掘っているん

です。そういう状況があるようであります。市

内の企業進出予定地には、進出企業に対して反

対の意見もある状況があります。法的規制や県

条例での規制もない状況でありますし、黒木正

一議員だったと思いますが、山林を外国資本が

買収するということが懸念されるという質問も

県議会のほうで出ておりますので、水源を外国

資本が押さえるともこのごろ言われております

ので、製造したミネラルウオーターは国外へと

出荷されるというふうにも言われているようで

あります。企業が進出するということは、雇用

の場の確保という観点からすれば歓迎すべきこ

とであると思いますが、水資源を守るべきとい

う声もありますし、今後の対応を含めて県はど

のように考えておられるのか、県民政策部長に

お伺いをしたいと思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 本県は、豊か

な森林を背景としまして、全国的に見ても水資

源が豊富でありますが、地下水等の水資源は、

一たん失われますとその再生には長い年月を要

しますことから、企業立地などの経済活動への

影響も勘案しつつ、適切な保全を図ることは重

要な課題であると認識しているところでござい

ます。このため、今議会に審議をお願いしてお

ります宮崎県中山間地域振興計画（案）におき

まして、水資源の保全を掲げておりまして、市

町村と連携しながら、持続可能な地下水の保全

に努めることとしており、今後とも、水資源の

適切な利用に留意してまいりたいと考えており

ます。また、現在、国会におきまして、特に地

下水の利用規制が必要な地域を指定しまして、

地下水の採取に対しまして、届け出義務を課す

とともに、地下水採取の禁止、制限などを規定

する「地下水の利用の規制に関する緊急措置法

案」が審議されているところでございまして、

このような国の動向にも注視してまいりたいと

考えております。

○宮原義久議員 先ほど言いましたように、山

を外国資本が押さえる―水源は一緒だという

ふうに思っておりますので、十分そのあたりに

は気をつけておいていただきたいと思います。

部長が一番最初に言われたように、地下水等の

水資源は一たん失われますとその再生には長い
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時間を要します。一たん人の手に渡ってしまう

と取り返しができないという部分もありますの

で、よろしくお願いをしたいと思います。

次に、農業問題についてお伺いをいたしま

す。

口蹄疫の終息宣言から１年が経過したわけで

ありますが、牛、豚を処分された1,238戸のうち

の704戸が畜産を再開され、頭数ベースで47％と

なっているようでありますが、農家の現状は、

資金面を初め、畜種によってもさまざまな問題

を抱えているようであります。知事として経営

の安定化に向けて全力で支援するとされており

ますが、現在の再開状況については、畜種ごと

についてはどのようになっているのか、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） ８月末時点で

の再開戸数は全体で57％であり、肉用牛は57

％、酪農は85％、養豚は47％で、酪農と比較し

て肉用牛と養豚の再開割合が低くなっておりま

す。頭数では全体で47％であり、肉用牛で44

％、酪農で69％、養豚で52％となっており、肉

用牛の導入頭数の割合が低くなっております。

再開農家は、導入家畜の更新や安定的な出荷等

を考慮いたしまして、計画的な導入を行ってお

り、それぞれの経営において飼育頭数が戻るま

でにはしばらく期間が必要だと考えておりま

す。

なお、再開していない農家等の状況を含め、

詳細については、最新の意向調査結果をもとに

現在分析中でありますが、肉用牛、養豚ともに

規模の小さい農家や高齢農家の経営中止の割合

が高くなっているようでございます。県といた

しましては、今後とも、個別農家の意向等を踏

まえながら、経営再開や経営の安定化に向けて

全力で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 次に、畜産の廃業は、発生し

処分された地域だけの問題ではなくて、私の地

域でも小規模の畜産農家は高齢化が進み、そし

て生きがい的部分もあったんですが、そういう

位置づけもありましたけれども、農家の方の高

齢化、体力的な限界、さらには口蹄疫の発生を

きっかけにやめる方が増加しておるようであり

ます。県の畜産の今後の目標については、「第

七次宮崎県農業・農村振興長期計画」におい

て、基準年の平成21年と目標年の平成27年にお

いて、厳しい状況ではありますが、現在の頭数

を維持または微減という状況で目標を設定され

ているようでありますが、口蹄疫により多くの

家畜を今回失うこととなりました。処分された

畜産農家の再開の状況を考えた場合、見直しも

やらなければならない状況じゃないかとも考え

ますが、今後の考え方について農政水産部長、

お示しをいただきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 畜産を取り巻

く状況につきましては、担い手の減少、また高

齢化の進展を初め、さまざまな課題が山積して

おりますし、現在の再開状況等を踏まえます

と、長期計画の目標頭数を達成することは容易

ではないと認識しております。しかしながら、

畜産を取り巻く多くの関連産業の活性化を含

め、本県経済の安定的な発展を図る観点から

も、頭数を一定の水準に維持することは大変重

要であると考えております。本県におきまして

は、口蹄疫からの再生・復興を契機とし、家畜

防疫体制の強化や生産構造の再構築を図り、全

国に誇れるモデル的な畜産県を目指していると

ころでありますので、繁殖性の改善や事故率の

低減など、生産性の向上等を図ることで目標頭

数の達成に努めてまいりたいと考えておりま
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す。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

それでは次に、今回の補正予算でも口蹄疫の

再発防止に向けてさまざまな対策がとられてい

るようでありますが、一般農家においても現在

でも消毒については徹底されているようであり

ます。県内の幹線道路に常設の消毒設備の設置

の要望も過去にあったように記憶をしておりま

すが、鹿児島県湧水町には国道268号沿いに常設

の消毒槽を設置されているようであります。本

県においても、畜産関係車両を中心に消毒する

常設の消毒施設も必要と考えますが、県及び県

内市町村においてそうした動きはないのかお伺

いするとともに、常設消毒施設についての県の

考えを、農政水産部長にお伺いいたしたいと思

います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 地域における

常設消毒施設の設置につきましては、これまで

市町村や関係団体等から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。口蹄疫等の

発生予防、蔓延防止のためには、徹底した農場

防疫に加えまして、飼料運搬車や家畜運搬車等

の畜産関係車両の所有者等において、みずから

の車両が病原体の伝播の原因とならないよう、

しっかりと消毒を行っていただく必要があると

考えております。その上で、常設消毒施設の設

置につきましては、どのような車両を対象とす

るのかや、ウイルス等を地域に入れないための

効率的な設置場所の選定、また継続的に活用す

るための運営主体のあり方などのさまざまな点

を検討する必要があると考えております。した

がいまして、今後、市町村や関係団体等と十分

意見交換をさせていただきまして、検討してま

いりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。口蹄

疫の発生が宮崎県を想定して鹿児島県は宮崎県

との県境につくっているような状況があるわけ

ですから、宮崎が今度、別のところから入った

ときにどうするかということも考えておかなけ

ればならないと思います。なかなか難しい問題

だろうと思いますけれども、そういう意見が過

去にあった経緯があるわけですから、十分な検

討をしていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いをしたいと思います。

次に、これは何人かの方から質問が出ており

ますけれども、口蹄疫発生に伴う人工授精業務

の自粛対策についてお伺いをいたしたいと思い

ます。本県では４月23日に県内全域で人工授精

を自粛する要請がなされております。その結

果、人工授精ができなかった関係もありまし

て、５月以降に分娩が集中しているわけであり

まして、そうしたことから、本年12月、来年１

月の競りの上場頭数が激減ということでありま

す。来年３月期は分娩が集中し、子牛が集中的

に出てくるということになっております。つま

り、本年12月、来年１月の競り市では出荷頭数

が少なく、購買者の減少が予測され、価格の下

落が心配される。逆に、３月以降は通常より出

荷頭数が増頭するということで価格の下落が心

配されるということで、ＪＡや畜連等から子牛

の価格の安定化を図るために、早期出荷で競り

市の出荷頭数を平準化するということで価格の

下落をとめてほしいという要望を受けているわ

けであります。こうした要望を受けて、私ども

自由民主党も８月26日に知事に対して三役で申

し入れをさせていただいております。ＪＡや畜

連においては、競り市の開催予定や出荷頭数の

調整を図らなくてはならない時期でありますの

で、農家側とすれば、早期出荷の経験がなく不

安があるわけであります。早期出荷の要請が
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あったとしても、今の状況ではなかなか理解が

得にくい状況なのかなというふうに思っており

ますが、まずはＪＡや畜連、生産者団体から、

早期出荷に対する対策の要望はあったのかな

かったのか、農政水産部長にお伺いをいたした

いと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 子牛市場への

出荷頭数が大きく増減することによりまして、

価格の下落を招くのではないか等の懸念から、

昨年度、さらに今年度に入りましても、生産者

団体等から県に対し、早期出荷に対する奨励策

や価格安定対策等の要望が提出されておりま

す。さらに、ＪＡ等各関係機関の会議において

も、同様の要望、提案等が行われているところ

でございます。

○宮原義久議員 ありがとうございます。今、

答弁にありましたように、ＪＡ、畜連、生産者

団体等から早期出荷に対する対策の要望があっ

たということであります。対策についての質問

を予定しておりましたが、押川議員初めほかの

方から質問がありましたように、農畜産業振興

機構に設置されている口蹄疫畜産再生基金の活

用ということを国と調整されているという答弁

がこれまでありましたので、やっぱりぎりぎり

のところだというふうに思っているんです。だ

から、県としては、なるべく早く調整が図られ

ないと、問題を先送りの状況にすると、どんど

んどんどんリスクが大きくなるというふうに

思っておりますので、大変だということは十分

承知をしておりますけれども、そういう農家な

り畜産関係者の声に耳を傾けていただいて、部

長だけではなくて、知事を含めて、副知事にも

努力いただきたいと思っております。どうかよ

ろしくお願いをしたいと思います。

次に、東京電力福島原発問題から牛枝肉価格

の下落が続いております。和牛去勢Ａ５のピー

クの年の平成18年にキロ単価で2,472円であった

ものが、本年７月には、セシウム問題もありま

してキロ単価1,928円、544円の下落になってお

ります。和牛去勢Ａ４で736円の下落、Ａ３

で810円の下落と、大変厳しい状況のようであり

ますが、本県にとっても枝肉の下落というの

は、口蹄疫からの復興、肥育農家の再開にも大

きく影響する問題でありますが、現在の肥育農

家の経営状況についてお伺いをしたいと思いま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の肉用牛

肥育経営につきましては、昨年の口蹄疫の影響

に加え、配合飼料価格の長期にわたる高どまり

の中で、東日本大震災や原発事故に起因する牛

肉の流通問題や消費低迷等に伴う枝肉価格の低

迷等により、大変厳しい状況にあると認識して

おります。このような中、肥育経営のセーフ

ティネットとも言うべき肉用牛肥育経営安定特

別対策事業、いわゆる新マル緊事業につきまし

て、国に対し、地域の実態を踏まえた運用の改

善を要望しておりましたが、地域の相対取引

データの採用や、７月からの毎月算定等の改善

が図られまして、肉専用種では１頭当たり第１

・四半期では３万3,200円が交付され、また７月

分では７万4,200円が交付されることとなってお

ります。県といたしましては、新マル緊事業へ

の加入を促進するために生産者積立金の一部助

成を行ってきたところでありまして、より地域

の実態を踏まえた制度の運用がなされるよう、

引き続き国へ要望を行うとともに、牛肉の消費

拡大対策等にも取り組みながら、肥育経営の安

定に努めてまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。肥育

経営農家の経営状況によっては、今後の子牛価
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格に大きく影響してまいりますので、資金面を

含めた経営指導、営農指導にそれぞれ当たって

いただいて、しっかりとした対策が打てるよう

に、よろしくお願いしておきたいというふうに

思います。

最後になりますが、西諸畑地かんがい事業に

ついてお伺いをさせていただきます。これまで

も、早期整備について何回となく質問をさせて

いただいておりますが、西諸畑地かんがい事業

は、小林市、えびの市、高原町の4,150ヘクター

ルの整備を進めております。平成22年までにダ

ムの堤体コンクリート打設も完了しており、整

備が形となって見えてきたところであります

が、西諸１期工事の平成22年度の事業費が54

億6,000万円に対して、平成23年度が22億3,000

万円、そして２期工事が、平成22年度事業費

の17億1,000万円に対して、平成23年度事業費が

当初予算で６億1,700万円の予算でありました

が、東日本大震災の影響から２期工事の２億円

がさらに減額となっておりまして、国は農業農

村整備事業予算を大幅に削減しており、その影

響から西諸畑地かんがい事業も大きく影響を受

けることとなりました。西諸畑地かんがい事業

における国営事業の今後の整備の見通しと予算

確保に向けた取り組みについて、農政水産部長

にお伺いをしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 国営かんがい

排水事業西諸地区につきましては、１期地区の

浜ノ瀬ダムの工事は、今後、取水施設や管理施

設の整備、また試験湛水などを行い、平成27年

度には水の利用が可能になると聞いておりま

す。しかしながら、２期地区のパイプラインや

貯水施設、いわゆるファームポンド等の工事に

つきましては、予算が縮減され、完成時期のお

くれが懸念されているところでございます。こ

のようなことから、県としましては、関係市

町、農業委員会、ＪＡ等で構成します西諸地区

農業水利総合開発事業促進協議会と連携して、

予算確保に向け、国等への要望活動を行ってい

るところでございます。今後とも、引き続き関

係機関と一体となって、国営事業の早期完成に

向け、必要な予算の確保を強く国へ要望してま

いりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、関連しまして、県営畑

地帯総合整備事業など残り43地区の関連事業が

畑地かんがい事業の整備とともに残っておりま

す。今後、こういうふうに予算がかなり削られ

てくるわけですが、どのように推進していく考

えがあるのか、あわせて農政水産部長にお伺い

をしておきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 関連事業の推

進につきましては、畑地かんがいの効果の早期

発現が重要でございますので、地域の実情に応

じた事業計画づくりに向け、早い段階から地域

での話し合い活動を実施するなど、計画的に取

り組んでいるところでございます。また、事業

推進のためには、水を有効に活用した畑かん営

農の啓発普及が重要であると考えており、県、

市町、ＪＡなどの関係機関が一体となって組織

する西諸地区畑作営農改善推進協議会を中心

に、実証圃場の成果を踏まえた水利用の効果を

農家の方々に丁寧に説明するなど、積極的に取

り組んでいるところでございます。県としまし

ては、関連事業の計画的な推進を図るため、今

後とも、関係機関と連携し、事業予算の確保と

畑かん営農の啓発普及に積極的に努めてまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。国営

の１期工事が68.6％、２期が62.9％という進捗

率でありまして、もうダムも見えてきて、いよ
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いよというときに予算が３分の１ということで

は、水が通らないということになりますので、

このあたりにつきましても、畑地帯の整備とと

もに、予算確保には御努力をいただきますよう

お願い申し上げまして、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）

○十屋幸平副議長 ここで休憩をいたします。

午後２時59分休憩

午後３時９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、岩下斌彦議員。

○岩下斌彦議員〔登壇〕（拍手） きょう最後

の質問者になりました。私は、串間市選出、自

民党つくしの会の岩下斌彦でございます。

このたびの台風12号でお亡くなりになりまし

た方々、並びに被災者の皆様方に衷心よりお悔

やみとお見舞いを申し上げます。

さて、私の青年時代、1984年、昭和59年当時

でありますが、宮崎県では、県民運動として

「なんでも挑戦・みんなが参加」の標語のも

と、新ひむかづくり運動が提唱されました。

「人づくり・物づくり・心づくり・街づく

り」、これが呼びかけられました。このこと

は、県民はもとより、私も大きな感動をいただ

きました。この呼びかけをきっかけに、やれば

できるという思いになり、希望と勇気がわいて

まいりました。

私は、青年会議所運動を通して仲間と地域の

皆様方とともに、いろいろな地域おこし運動を

展開してまいりました。２～３、例を挙げます

と、当時は大きな市内の祭りであるのに太鼓の

音も聞こえませんでした。市民の皆様方に日本

人の心を取り戻そうと呼びかけをさせていただ

きまして、継続的に収益事業を行うことにより

和太鼓一式を購入して、名前も「新ひむか太

鼓」と名づけ、祭りでは打ち鳴らし、盛大に盛

り上げました。

また、都井岬でございますが、その地形を生

かしまして、「新ひむかジョギング都井岬」を

開催いたしました。多いときには1,800人を超え

る参加者が市外から見えました。後に続く仲間

たちが通算19年間、実施、継続してくれまし

た。

昭和60年には筑波万博が開催されましたの

で、県内各地に呼びかけをさせていただきまし

て、小学生、中学生、500名以上の参加をいただ

きまして、科学の粋を集めた万博を見に行こう

ということで、４泊５日の「ちびっこ新ひむか

丸の旅」というのを実施いたしまして、日向港

から出港いたしました。

これらの取り組みが結果的には、「人づくり

・物づくり・心づくり・街づくり」につながっ

たのではないかと思います。いろいろ行事をし

まして、自宅に帰って疲れをいやしております

と、電話が鳴りました。「もしもし、松形で

す」。なじみがないものですから、「えっ、ど

なたですか」「県知事の松形です。きょうは御

苦労さんでした。大変だったでしょう。御苦労

さまでした」という声の電話をいただきまし

た。そのときは本当にびっくりいたしましたけ

れども、疲れも吹っ飛びました。今では懐かし

い思い出ではありますが、県内各地でさまざま

な県民運動が実施され、地域活性化が図られた

ものでした。

河野知事におかれましては、対話ときずなを

掲げられ、積極的に県内各地に出向かれている

と伺っております。今後とも、宮崎県のトップ

リーダーとして御指導のほどよろしくお願いを
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いたします。私の地元の方々から、「今度の知

事はどうですか。どんな方ですか」と聞かれま

す。私は次のように答えます。「東国原前知事

を、総務部長として、また副知事として支えて

きた方であるし、誠実で県民の話をよく聞かれ

る方で、これからが楽しみですよ。宮崎県、串

間はよくなりますよ」というぐあいに答えてお

ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、本題に移ります。私は４月の選挙で

は、串間の声、県民の声を県政に生かすと訴え

させていただきまして、当選させていただきま

した。これから地域の声、県民の声に沿って質

問をさせていただきます。

それでは、県南地域の経済浮揚についてお伺

いいたします。

県南、特に串間市は、自然に恵まれ、海、山

に囲まれ、生活するには最高の場所だと言われ

ておりますが、課題があります。雇用の場がな

く、少子高齢化、過疎化が進み、人口減少に歯

どめがきかない状況で、今や串間市の人口は、

市でありながら、２万67人という状況でござい

ます。そこで、河野知事に、県南地域の経済浮

揚を図るため、県としてどう対応していかれる

のか、お伺いをいたします。

次に、商工観光労働部長にお伺いします。厳

しい経済状況にある県南地域でありますが、九

州新幹線の開通、イルカランドのオープンな

ど、観光面では明るい話題もあり、追い風も感

じております。そこで、県南地域、中でも串間

地域の観光振興に県はどう取り組まれるのか、

お聞かせください。

以下の質問につきましては、質問者席からさ

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。

県南地域の経済浮揚についてであります。県

南地域には、温暖な気候を生かしたカンショや

スイートピーのほか、漁獲量日本一を誇るカツ

オやマグロ、飫肥杉など、魅力ある農林水産資

源が豊富にございます。また、日南海岸国定公

園や都井岬、マリンスポーツ環境や森林セラ

ピー基地など、多彩な観光資源もあります。ま

た、私も以前、何度か参加させていただきまし

たビーチバレーの大会とか、スポーツイベント

もございますし、火祭り、そういうお祭りイベ

ントもございます。さらに、このたび、イルカ

ランドがオープンしたところでございまして、

九州新幹線鹿児島ルートの開通を追い風としま

して、観光客の誘致に弾みがつくものと大いに

期待をしているところでございます。地元の皆

様の頑張りと相まって、串間は必ずよくなると

確信をしておるところでございます。

県としましては、県南地域の豊富で多彩な農

林水産資源を生かした農商工連携や６次産業

化、あるいは食や健康など、新たな切り口によ

る観光資源の磨き上げや情報発信の強化に取り

組みますとともに、今年度新たに設置をいたし

ました市町村間連携支援基金を活用した地域づ

くり支援など、県南地域の活性化に積極的に努

めてまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（米原隆夫君）〔登壇〕

お答えいたします。

県南地域の観光振興についてであります。県

南地域は、日南海岸国定公園を初めとする豊か

な自然、温泉、歴史・文化、マリンスポーツの

ポイント、さらには豊富な海の幸、山の幸な

ど、多くの観光資源に恵まれております。この

ような中、日南市南郷町のジャカランダの森、

飫肥地区の「食べあるき・町あるき」などは、
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その個性を生かしたユニークな取り組みにより

県内外から多くの観光客が訪れております。ま

た、串間市に本年７月にオープンしました、先

ほどお話のありましたイルカランドにつきまし

ては、事業者の想定を大きく上回る入場者数と

伺っておりまして、県南地域の新しい観光の核

として大いに期待しているところでございま

す。さらに、串間市におきましては、本県の代

表的観光地の一つであります都井岬について、

都井岬再興プランを策定し、これに基づく都井

岬の魅力向上や岬の駅の運営などに取り組まれ

ており、県としても支援を行っているところで

ございます。今後とも、県南地域につきまして

は、新たな観光資源の発掘、磨き上げや、サー

フィンや森林セラピーなどの体験・滞在型観光

の推進、他地域と連携した広域的な観光ルート

の開発など、地域に根差した観光振興の取り組

みを支援してまいりたいと考えております。以

上でございます。〔降壇〕

○岩下斌彦議員 どうもありがとうございま

す。このたびは志布志湾大黒イルカランドがグ

ランドオープンして、イルカとの触れ合い、あ

るいはいやし効果も相まって大盛況でございま

す。さらに、将来、東九州自動車道の県南ルー

トが完成すれば、鹿児島、桜島、志布志、都

井、日南、宮崎と、九州新幹線効果を呼び込む

魅力的なルートができ、串間が宮崎県の南の玄

関口となる明るい兆しが見えてくるようでござ

います。どうぞよろしくお願いを申し上げま

す。

次に、関連で県民政策部長にお伺いをいたし

ます。このたび、地域創造計画第３号の串間市

の認定、まことにありがとうございます。地域

創造計画第３号認定の「南国みやざき最南端！

くしま跳ね駒プロジェクト」の内容についてお

伺いをいたします。また、県はどう支援してい

かれるのか、お伺いしたいと思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 串間市の今回

の計画案は、市を取り巻く現状と課題を踏まえ

まして、地域住民と一体となって５つのプロ

ジェクトに取り組むこととしております。主な

柱としましては、物産館や宿泊施設など都井岬

観光の拠点整備等を行う「観光リーディングプ

ロジェクト」、町なかにあります古い民家等の

活用や案内看板の設置等を行う「まちなかクロ

スプロジェクト」など、串間市の豊富な地域資

源を最大限に活用しまして、新たな魅力を創出

することによりまして、地域の活性化に向けた

大きな効果が期待できるものとなっておりま

す。県としましては、去る９月１日にこの計画

を地域創造計画として認定を行ったところでご

ざいますが、今後も、串間市や関係部局と連携

を図りながら、計画に記載された事業のさらな

る練り上げと具体化を進め、県や国の補助事業

等の集中投入の検討を行うなど、計画を積極的

に支援してまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。市

民の大きく期待がかかる事業でございますの

で、よろしくお願いを申し上げたいと思いま

す。１号の日之影、あるいは２号のえびの、成

果をいろいろ上げておられるということでござ

います。串間市も一丸となって取り組む、その

決意でございますので、よろしくお願いを申し

上げます。

それでは、県立福島高等学校の存続について

教育長にお伺いをいたします。

福島高等学校は、女学校がもとでございまし

て、80有余年の歴史を持ち、これまで多くの人

材を輩出してまいりました。串間市民は、県立

福島高校が廃止されるのではないかと心配をい
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たしております。地元串間市では、串間市長

（野辺市長）が会長となり、31団体、そして市

当局が参加をいたしまして、「県立福島高等学

校を育てる会」が昨年発足をいたしまして、い

ろいろ協議を重ねております。私も参加をさせ

ていただきました。そういった意味におきまし

て、まず高等学校再編について検討がなされ、

今年度中に結論が出ると伺っております。検討

状況についてお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 平成25年度以降の県

立高等学校の教育整備計画につきましては、現

在、教育庁内に策定委員会を設置し、検討して

いるところであります。この計画につきまして

は、学識経験者等から構成されます学校教育改

革推進協議会からことし２月にいただきました

報告を踏まえ、高等学校の各学科の特色づくり

や高校入学者選抜制度の改善、さらには小規模

の学校のあり方など、今後の本県高等学校教育

の姿を総合的に示す計画として策定することと

しております。今後、いかにして生徒にとって

魅力と活力のある教育環境を提供できるかとい

う視点で、平成25年度以降の本県高等学校のあ

り方について本年度中の公表を目途に検討して

いくこととしております。以上です。

○岩下斌彦議員 串間の地域現状、いろいろ話

をさせていただいておりますけれども、生活、

経済状況、大変厳しい状況があります。その中

で、それではほかの学校に行けばと、簡単には

言えない状況でございます。串間市民、心配を

しておりますので、どうぞよろしく御検討のほ

どお願い申し上げます。

そこで、私は、福島高等学校の件で、廃止あ

りきで検討するのではなく、宮崎県が設置者で

ございますので、県教委が設置者でございます

ので、設置者として福島高等学校の振興策に努

めるべきではないかと考えております。教育長

にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 平成25年度以降の県

立高等学校教育整備計画を策定するに当たりま

しては、廃止ありきの議論ではなくて、まずは

いかにして生徒にとって魅力と活力のある教育

環境を提供できるかという視点に立って検討し

ているところであります。県教育委員会といた

しましては、福島高校の活性化について、これ

までさまざまな取り組みを行ってきておりま

す。

例として申し上げさせていただきますが、ま

ず１つ目には、進学と就職の両面から、それぞ

れの生徒の幅広い進路希望を実現するために、

普通科ではありますが、複数の商業の教員を配

置しまして、２年次から進学コースと商業系の

情報ビジネスコースを設置するなど、体制を整

えております。その結果として、就職率100％や

難関大学合格を達成するなどの成果を上げてい

るところであります。２つ目に、平成22年度か

ら、普通科高校におけるキャリア教育推進校３

校のうちの１校に指定をいたしまして、生徒み

ずからが企画するインターンシップや外部から

の講師を招いての講演会など、将来のあり方、

生き方を考える進路指導の充実も図っていると

ころであります。３つ目でありますが、宮崎県

高等学校競技力強化推進校に平成23年度も指定

をいたしまして、学校全体の部活動のさらなる

活性化を推進しており、さまざまな部活動の生

徒が各種大会やコンクールにおきまして上位入

賞を果たすなど、成果を上げているところであ

ります。４つ目に、小・中・高一貫教育におき

ましては、指導主事を指導助言等で派遣するな

ど、串間市との連携も深めながら、地域全体の

学力向上を図りますとともに、人材の育成に取
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り組んでいるところであります。例示としてい

ろいろ申し上げましたけれども、県教育委員会

といたしましては、引き続き、地元である串間

市の関係者の皆様方の御理解、御協力をいただ

きながら、特色ある学校づくりに努めてまいり

ます。以上です。

○岩下斌彦議員 教育長から話をお伺いいたし

まして、ほっとしたといいますか、廃止ありき

ではないんだなというのを聞かせていただきま

して、大変安堵をいたしております。串間にお

きましても、地元の福島高校を育てるという意

味、あるいは母校を大事にという思いは強いも

のがありますので、今後ともよろしくお願いを

申し上げます。

それでは、続きまして、県立芸術劇場につい

て県民政策部長にお伺いをいたします。

アイザック・スターンとか、テレビなんかで

も前、流れていたのを思い出しますけれども、

県立劇場、いろんな催しをされておられます。

宮崎県の芸術文化の殿堂としてその評価は高い

ものがありますが、平成21年度と平成22年度の

催しの数と入場者数をお願いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県立芸術劇場

のホールの利用状況についてお答えしますが、

平成21年度は、主催事業として、宮崎国際音楽

祭、あるいはライプツィヒ・ゲヴァントハウス

管弦楽団の演奏会、あるいは文楽公演など、72

の公演を実施していまして、２万7,444人の入場

者がありました。また、貸し館事業では309公演

が実施されまして、入場者数は11万8,409人でご

ざいまして、合計の入場者数は14万5,853人であ

りました。また、平成22年度は、主催事業とし

て、音楽祭やウィーン・フィルハーモニー管弦

楽団の演奏会、松竹大歌舞伎など、68公演を実

施しまして、入場者数は２万7,185人、貸し館事

業では284公演が実施され、入場者数は13万626

人で、合計の入場者数は15万7,811人となりまし

た。以上でございます。

○岩下斌彦議員 宮崎県の皆様方の文化に対す

る関心は高いというふうに思っておりますし、

お聞かせいただいて納得できます。

そこで、関連して質問をいたします。市民の

声でございます。私は先月、串間市の文化協会

に所属されている方から途中で呼びとめられま

した。そこで話を伺いましたら、県の芸術劇場

をよく利用していると言われましたけれども、

駐車場がいつもいっぱいで車がとめられないと

のことでございました。県民政策部長に伺いま

す。このように、コンサートやイベント時に駐

車場が不足して困る、何とかしてほしいという

要望がかなり以前からあったと聞いております

が、駐車場不足に対しどのように対応されてい

るのか、お尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） ただいま議員

がおっしゃいました串間市など遠方から来られ

る方々のそういうお声があるということは十分

承知しております。県立芸術劇場の駐車場につ

きましては、美術館、図書館、県民広場等、各

施設の共用施設として総合文化公園内に531台分

のスペースを確保しております。また、総合文

化公園北側に、催しの重なる休日などに利用す

るための駐車場150台程度を平成18年に整備した

ところでございます。しかしながら、公園利用

者すべての駐車スペースの確保が困難な場合も

あります。そのため、芸術劇場利用者に対しま

して、公共交通機関の利用をお願いするととも

に、宮崎国際音楽祭や芸術劇場の主催事業等の

場合には、臨時に近隣の駐車場等を確保するな

どの対策もあわせて講じているところでござい

ます。今後とも、芸術劇場利用者にはできる限
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り公共交通機関を利用していただくなどの御協

力をお願いするとともに、臨時駐車場の確保や

適切な誘導等によりまして、利用しやすい環境

づくりに努めてまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 どうぞ、利用者が気持ちよく

できますよう御配慮をお願いいたしたいと思い

ます。

それでは、就学前教育について福祉保健部長

にお伺いをいたします。

国では、認定こども園の普及を呼びかけ、総

合施設として幼児の教育と保育の一体化をさせ

たこども園構想を掲げ、2,000園をめどに推進い

たしております。国は、認定こども園の認定に

際し、最終的には幼保連携型を目指すこととい

うふうにしておりますけれども、宮崎県では幼

保連携型の認定が進んでおりません。昨年の11

月の定例会でも要望をいたしております。議事

録の一部を読み上げさせていただきます。「福

祉保健部長には幼稚園の県内の状況をつぶさに

見ていただきまして、将来を担う子供たちのた

めに、教育と保育の充実を目指す認定こども園

の幼保連携型の認可等、ぜひとも検討いただき

まして」、途中を飛ばしますが、「幼児教育は

大事だということで一生懸命頑張っている団体

でございます。ぜひとも今後、宮崎の子供たち

のために幼保連携型ということを御検討いただ

きますよう要望いたしまして」というふうに発

言をいたしておりました。福祉保健部長にお伺

いをいたします。幼保連携型認定こども園の認

定が進んでいない理由を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在、県内で

は認定こども園が22カ所ございまして、このう

ち幼保連携型につきましては、２カ所となって

おります。お話のとおり、全国的に見まして

も、少ないほうだというふうに思っておりま

す。本県で幼保連携型認定こども園が増加しな

い要因といたしましては、幼稚園が幼保連携型

を目指す場合には、保育所の待機児童が存在し

ないことから保育所の認可が困難であるという

こと、また保育所が幼保連携型を目指す場合

は、幼稚園の多くが定員割れをしておりまし

て、幼稚園の認可が困難であることなどの状況

が考えられます。また、同一の経営者が幼稚

園、保育所双方の運営を行っておりましても、

経営者の理念といいますか、お考えによりまし

て、認定こども園を志向しない場合や、幼稚

園、保育所の距離的な問題―一日のうちで子

供を寄せる必要があるわけでございますけれど

も、その子供たちの移動時の安全確保への懸念

などがあるというふうに伺っております。

○岩下斌彦議員 今お答えをいただきましたよ

うに、宮崎県では待機児童がいない、存在しな

いというふうに表現をされておりますけれど

も、待機児童というその表現の中に、それに該

当するのは、保育園に入園を希望して入園でき

ない乳幼児を対象として待機児童がいないとい

うふうに解釈をされているんではないかと思い

ます。幼稚園に在籍している幼児の約半数以上

でございますが、共働きでございます。その子

供たちは、保育園と同じように、親の都合によ

りまして預かり保育を実施いたして、受け入れ

をしている状況でございます。どうか宮崎県内

の子供たちの幸せのために、健やかな成長のた

めに、ぜひとも専門家を交えて前向きな取り組

みをお願いしたいと思います。

ここで、幼稚園教育のことについて、けさも

後藤さんのほうからも中身について話がありま

した。幼稚園の教育は、ただ自由奔放に遊ばせ

ているわけではないのでございます。幼稚園の

教育は、発達段階を踏まえて、意図的、計画的
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に遊びを通して心身の健康に関する健康の領

域、あるいは人とのかかわり合いに関する人間

関係の領域、身近な環境とのかかわりに関する

領域として環境、言葉を獲得するのに関する言

葉、及び感性と表現に関する領域の表現とい

う、５つの領域を考慮しながら保育教育をやっ

ているところでございます。福祉保健部長にお

伺いいたします。人間形成の大事な幼児教育に

携わっている学校法人立幼稚園に、今後、支援

策を強化していく必要があると考えますが、県

の考えをお願いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県内の幼稚園

に現在、約9,800人の園児がおりまして、そのう

ち９割を超える約9,200人が私立幼稚園に在籍し

ております。このため私立幼稚園は、本県の幼

児教育や子育て支援の重要な役割を担っていた

だいているところでございます。県といたしま

しては、これまで、厳しい財政状況の中、私立

幼稚園振興費補助金や預かり保育推進事業の拡

充、さらに障がいのある幼児への教育を実施し

ている園への県単補助事業の実施や、幼稚園教

諭を対象にした各種研修の充実などに取り組ん

できたところでございます。私立幼稚園を取り

巻く状況は、少子化の進行などに伴いまして、

大変厳しい環境にあるものと認識しておりま

す。県全体の幼稚園の状況でございますけれど

も、現在、在園されている園児が定員の６割と

いう状況でございますので、大変厳しい経営環

境にあるということは十分認識をいたしており

ます。引き続き、県といたしましても、関係者

の方々と意見交換を行いながら、可能な限りの

支援を行ってまいりたいというふうに考えてお

ります。以上でございます。

○岩下斌彦議員 総務課文教から、幼稚園の担

当としてこども政策課、福祉保健部のほうに担

当の方が異動されて今、取り組みをされており

ます。幼稚園と保育園のそういった状況をしっ

かりつかんでいただいて、状況がわかる皆さん

方でございます。「鉄は熱いうちに打て」と申

します。いかに幼児期が大事か、またさらに御

支援のほどよろしくお願いを申し上げます。

次に、県南地域の企業誘致について商工観光

労働部長にお伺いをいたします。

企業誘致は、経済発展にかかわる雇用の場を

つくる上で重要な案件でございます。過去10年

間の県南地域の企業誘致の実績をお尋ねいたし

ます。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 平成13年

度から平成22年度までの10年間で、県南地域に

おきましては12社が立地し、従業員数は、正社

員やその他の従業員等を合わせて現在、約600名

となっております。

○岩下斌彦議員 商工観光労働部長にお伺いい

たします。企業立地に積極的に取り組まれてい

るのは承知をしておりますが、串間におきまし

ては、男子の雇用の場がなく、疲弊をいたして

おります。一極集中ではなく、県全体でバラン

スがとれた企業誘致をお願いしたいと願ってお

りますが、県としてどのように取り組んでおら

れるのか、お聞かせください。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 企業立地

は、雇用の拡大と地域経済の活性化に大きな効

果が期待できますことから、県内の各地域で立

地が進むことが望ましいと考えております。こ

のため県としましては、用地や人材の確保な

ど、企業のニーズを的確に把握するとともに、

各地域の特性や立地環境を生かした立地活動に

努めているところでございます。一方、市町村

における受け入れ環境の整備等も不可欠でござ

いますので、今後とも、市町村と十分連携を図
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りながら、各地域への立地につなげてまいりた

いと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございます。

続いて、また商工観光労働部長にお伺いしま

す。近年の経済状況から、今後、容易には企業

誘致は進まないというふうにも思いますが、雇

用を確保するためには、今まで誘致した企業を

しっかりとフォローする必要があるのではない

かと考えます。その企業で１人でも２人でもま

たさらに雇用が生まれるとありがたいなという

ふうに思いますが、どのように取り組んでおら

れるのか、お尋ねします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 立地企業

へのフォローアップにつきましては、平成20年

度から専任職員を配置するとともに、市町村や

県外事務所、総務商工センター等とも連携をし

て、立地企業の県内事業所はもとより、県外の

本社、親会社などを訪問しているところであり

ます。昨年度は337事業所を訪問いたしまして、

企業からの取引先拡大や地元での人材確保等の

御要望、御相談に対して、関係機関と連携して

対応したところでございます。今後とも、立地

企業のフォローアップに積極的に取り組むこと

によりまして、立地企業の地元定着と、おっ

しゃいますような事業の拡大等を促進してまい

りたいと考えております。以上でございます。

○岩下斌彦議員 それでは、続きまして、県土

整備部長にお尋ねいたしますが、まずもってこ

の場でお礼を申し上げたいと思います。県土整

備部の関係の皆様方あるいは串間土木事務所の

方々にいたしましても、市民の声を伝えます

が、そういった中で時間調整をしていただい

て、現場に来ていただいて説明をされます。

「これは県の仕事でありません。これは市がす

るものです。市のほうではこの方、こういった

担当がされておりますので、その方と連絡をと

り合ってやってもらうといいですね」というぐ

あいに、本当に親切にかかわりを持っていただ

いております。この場をおかりしまして厚くお

礼を申し上げます。

続きまして、港湾・漁港の整備についてお伺

いをいたします。

まず、福島港の整備計画について県土整備部

長にお伺いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 福島港につき

ましては、串間市の地域振興の拠点として昭

和58年度から岸壁３バースを備えた埠頭の整備

を進めまして、平成14年度に完成したところで

あります。現在は、木材チップや砂利等が取り

扱われ、地域産業の活性化に寄与しているとこ

ろでありますが、さらに漁業者の水揚げや漁具

積みおろし作業の効率化を図るため、昨年度か

ら港整備交付金事業によりまして、延長25メー

ターの浮き桟橋の整備を進めているところであ

ります。また、埠頭用地におきましては、港湾

利用者の利便性の向上を図るため、県単独事業

によりまして、野積み場の舗装を行ったところ

であります。今後とも、地元と一体となりまし

て、福島港の利用促進と機能充実に努めてまい

りたいと存じます。

○岩下斌彦議員 私も福島港に行ってきました

けれども、県産材を製材した資材が今、福島港

に積んであります。どうにか港らしくなってき

たなという感じがいたします。これから福島港

の活用にもぜひどうぞＰＲ方お願いをいたしま

して、何とか中国・韓国ルートができますよう

に、またお力添えもお願いしたいと思います。

次に、都井漁港では、40海里だったでしょう

か、その場所に魚礁があります。また、20海里

の地点に魚礁を設置していただきまして、漁師
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の皆さんは大変喜んでおります。まだ魚はそこ

にはついておりませんけれども、将来楽しみだ

というぐあいに皆さん言われております。今、

都井漁港あるいは市木漁港のほうでは定置網が

盛んでございますし、またイセエビ漁で都井漁

港は活気づいております。そこで、都井漁港、

市木漁港の整備について農政水産部長にお尋ね

をいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 都井漁港と市

木漁港につきましては、港内の静穏度を確保す

るために防波堤を設置することとし、平成22年

度から調査設計を進めてきたところでございま

す。本年度、都井漁港では、立宇津地区の工事

に着手するとともに、毛久保地区の調査設計を

進めているところであります。同様に、市木漁

港におきましても、舳地区の工事に着手し、築

島地区の調査設計を進めているところでござい

ます。今後とも、予算確保を図りながら、事業

の推進に努めてまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 どうもありがとうございま

す。都井漁港、市木漁港に所属されておられる

漁業従事者の方々は意欲を持って取り組まれて

おりますので、どうぞ御支援のほどよろしくお

願いを申し上げます。

ここで要望があります。福島港並びに都井・

市木港の施工の関係にいたしましては、できる

だけ地元の業者が受注できますよう、御配慮い

ただきましたらありがたく思います。よろしく

お願いします。

次に、太陽光発電補助金について環境森林部

長にお伺いをいたします。

東日本大震災により一段と自然エネルギーへ

の関心が高まっているように思いますが、県の

住宅用太陽光発電システム補助金について、宮

崎市、都城市、延岡市と、その他の市町村に分

けて平成22年度の交付件数の実績をお伺いしま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 平成22年度の

住宅用太陽光発電システム補助金の交付件数

は、全体で2,535件でした。その内訳ですが、宮

崎市が912件、都城市が381件、延岡市が331件、

その他の市町村が合計で911件となっておりま

す。なお、市町村ごとの交付件数は、おおむね

人口割合に比例したものとなっております。

○岩下斌彦議員 関連して質問をさせていただ

きます。この補助金の目的は太陽光発電の普及

にあると考えますが、補助金の額は、１キロ

ワット当たり３万円で、上限額８万円が基本と

のことでございます。県内産パネルの製品設置

者については、補助金の上限額が２万円引き上

げられると聞いております。県内で太陽光パネ

ルを製造するのはソーラーフロンティア社のみ

でありますので、実質的にはソーラーフロン

ティア社に対する優遇措置であります。ソー

ラーフロンティア社に対しては、さきの６月議

会で企業立地補助金として30億円の予算が成立

いたしておりますが、県民の声として、また他

社の製品を扱う方々から、30億円の補助金を出

すのに、さらに住宅用太陽光発電の補助金でも

他社の製品に比較して上限を２万円引き上げる

とは、余りにも不公平ではないかという批判の

声が聞かれております。そこで、環境森林部長

に伺います。太陽光発電は、メーカーの三菱、

シャープ、京セラ、三洋、パナソニック、その

他でしのぎを削ってすぐれた製品があるのに、

なぜソーラーフロンティア社を優遇する必要が

あるのか、お尋ねいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県では、製

造、発電、活用、この三拍子そろった太陽光発

電の拠点づくりを基本理念とした「みやざき
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ソーラーフロンティア構想」を推進していると

ころです。今回の措置は、この構想の基本理念

のうち、県内での太陽光パネルの製造に着目し

た措置でありまして、県内雇用の確保、県内経

済への波及効果が期待できることなどから、平

成23年度に新たに設けたものでございます。

○岩下斌彦議員 今年度は既に受け付けも始

まっているそうでございますので、制度の変更

は難しいと思いますが、来年度以降の補助金に

ついて検討する際には、県民の中にはこのよう

な意見があることを十分認識していただきまし

て、優遇策について再検討をお願いしたいと思

います。

次に、猿害対策について農政水産部長に伺い

ます。

県南、特に串間の海岸線の農地は、耕作放棄

地が目立っております。理由を聞きますと、高

齢化に加えまして、猿の被害に遭っている、意

欲が減退しているということでございます。そ

こで、県内における野生猿による農産物被害の

状況をお聞かせください。また、野生猿による

農作物被害対策にどのように取り組んでおられ

るのか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 平成21年度の

野生鳥獣による農作物被害額は、約２億4,000万

円であります。これは全県ということなんです

が、このうち野生猿によるものは約3,200万円と

なっております。猿は、ほかの鳥獣に比べ、学

習能力や運動能力が高いため、防護さく等を設

置しても田畑に侵入されやすい状況にあり、そ

の対策には特有の難しさがございます。このた

め県といたしましては、「鳥獣被害対策緊急プ

ロジェクト」の中で、集落ぐるみでの追い払い

や野生猿に侵入されにくい猿用ネットさくの設

置など、地域が一体となった総合的な被害防止

対策に取り組んでいるところでございます。

○岩下斌彦議員 再度、農政水産部長にお尋ね

いたします。野生猿の農作物被害対策として、

モデル的に技術実証展示圃を設置している綾町

の例を常任委員会で視察してまいりました。大

変すばらしい取り組みであると思います。あの

取り組みを県全体に積極的に普及させるべきで

はないかと思いますが、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） 猿害対策のモ

デル的な取り組みとして、今お話ございました

綾町割付地区におきましては、集落全体の日向

夏果樹園を対象として、問題点を洗い出す点検

を行い、その結果に基づきまして、侵入経路の

特定のための監視カメラや、猿が登りにくく、

安価で、高齢者でも容易に組み立てられる侵入

防止さくの設置、集落住民による一斉追い払い

研修会の実施などの集落ぐるみの活動を行って

おります。その結果、当該地区では被害が低減

され、住民からも高い評価を得ているというこ

とでございます。現在、このような取り組みを

県下７地域の地域鳥獣被害対策特命チームが設

置するモデル集落で推進するとともに、鳥獣被

害対策マイスターの育成研修などでそのような

事例を紹介するなど、全県に普及できるよう取

り組んでいるところでございます。

○岩下斌彦議員 どうもありがとうございまし

た。なかなか話を聞いていても実際にはその様

子がわかりにくいのではないかなと思います

が、グラスファイバーを使って猿が登りにくい

網がしてあるということで、大変すばらしい装

置でございますので、ぜひ力を入れて普及して

いただきたいというぐあいに思います。

さて、通告いたしました質問は以上で終わり

ますが、要望としてお聞きください。災害の関
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係につきまして、防災はどうだ、あるいは災害

に遭って、水が来たときには何メートルとか、

いろんな話題が出ました。ただ、宮崎県に、私

は調べておりませんが、避難住宅はあるのかな

と。例を聞きますと、40分あるいは50分で２～

３人が住める仮設住宅というのも工夫されてあ

るようでございます。そういった意味では、仮

設住宅を在庫としてとっていただいて、いざと

いうときに５軒なり10軒なり、そういったもの

を保管しておかれると、緊急の場合に役に立つ

のではないかなというぐあいに思います。

もう一つでございます。郡部のほうに住んで

いますと、なかなか県の方々にお会いする機会

というのはないのでございます。まして、部長

さん方に串間の市民の皆さん方が会う機会があ

るかというと、ほとんどないのではないかなと

いうぐあいに思います。各部長さん、なかなか

お忙しくて難しいでしょうけれども、出前講座

ということではなくて、ぜひ県のいろんな考え

方なり、そういったことを、何か講演会みたい

なものを、構えるのではなくて、交流を図って

いただいて、宮崎県ではこう考えているんです

よ、一緒にやりましょうやと各部長さんにお話

をいただくと、県と県民の間が本当に近くなる

ような気がいたします。今現在は串間市民含め

て郡部のほうでは、偉い方だものですから、部

長さんたちとなかなか話もできない状況でござ

います。機会がありましたら、ぜひ郡部のほう

にも足を延ばしていただいて、相対話していた

だくと、さらにその方々も勇気が出るのではな

いかなと思います。

以上をもちまして、私の質問を終わります。

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、12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４時２分散会


