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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 ）
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11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （日 日 新）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

17番 太 田 清 海 （ 同 ）

18番 田 口 雄 二 （新みやざき）

20番 蓬 原 正 三 （自由民主党）

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 ）

欠 席 議 員（１名）

19番 星 原 透 （自由民主党）
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知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司
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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38名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、中

村幸一議員。

○中村幸一議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。きょうは、１番、２番と自

民党のロートルがやることになっておりまし

て、先にやらせていただきます。

私ども、今月16日でありましたが、防衛議員

連盟で沖縄に参りました。そのとき、田中聡沖

縄防衛局長が講演をされまして、そして熱く、

普天間基地を辺野古に移すと、しゃべっていい

ぎりぎりの状況までおしゃべりをなさって、大

した人だなと思って帰ってきたところでありま

したが、この前、オフレコで記者団と懇談され

て、私どもが酔っぱらっても口にできないよう

なことをおっしゃって更迭されるということに

なりました。多分、新聞記者が、こういうこと

でしょう、こういうことでしょうと誘導しなが

ら、それにうんうんと答えたのでこういうこと

になったんじゃないかなと、このように思って

おります。非常にかわいそうな人で─定かで

はありませんが、一説によると、ノンキャリア

でここまでこつこつと積み上げてきた人だとい

うことを聞くと─本当に１人の人を殺すの

に、何でもないことで殺されるんだな。職員を

やめるということは殺すことなんです。すぱっ

と首を切られるのと一緒です。こういうことが

できる取材陣というのは―自分の職責をもっ

と考えなくちゃいけないなというふうに思った

ところでした。また、今、言葉狩り、ひどいで

すね。この前もそうでしたが、大震災で死んだ

友達を思って、「あのばかやろう、何で死んだ

んだ」、こう言った。民主党の副大臣か何かで

した。また自民党の大島副総裁、「問題にしな

くちゃいけない」─だれだって言いますよ、

自分の親しい人が死んだら。「あのばかたれ

が、死んで」と言うはずですよね。こんな言葉

狩りが多くて、この日本はどうなっているんだ

というような気がします。

さて、さきの９月定例議会で、我が党の会長

であります中野議員から、「郷土の先覚者10人

の肖像画のうち上原元帥の肖像画が外されてい

る。これはどういうことか」というような質問

がありました。16年前に外されたそうですか

ら、私も議員としてこの場におったわけなんで

すが、全く知りませんでした。全く痛恨のきわ

みで、なぜえびのの中野議員から指摘されたの

か。都城の薩摩藩士である我々が気がつかな

かったというのは本当に残念でありますが。

いろいろ調べてみましたら、大体わかりまし

た。どういうことでそうなったのかというのは

わかりましたが、あるクレーマーが来ていろい

ろとしつこく、「外せ、軍服姿は似つかわしく

ない。軍国主義に走るような状況の軍服姿じゃ

ないか」というような話だったそうです。それ

で外されたんでしょう。何かと相談されたと思

いますが、ただ一人の県民からそういうことを

言われて、それを外すということ自体がおかし

い。そんなことで県政を揺るがされたら大変な

ことになると私は思うんです。ただ、今、その

方たちも定年されて安寧にお過ごしのことです

から、その方たちのことをとやかく言う人はあ

りませんが、今から、県庁の職員たるもの、そ

ういうようなことでおどおどしたらいけないん
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じゃないかなというふうに思っております。

そして、この前の新聞に載っておりました。

県の生涯学習課の職員のコメントとして、「先

覚者としてこちらが決めたのに、外してしまう

のは失礼だったかもしれない」─「だったか

もしれない」─失礼ですよね。また県秘書広

報課は、「再展示にはそれ相応の理由が必要で

はないか」─何が必要があるかと。いろいろ

な電話等が来ました。これも、私は絶対この２

人の職員はこんなことを言っていないと思うん

です。うまく誘導されて、この辺ばかり抜き出

して書かれたものだろう、大体おもしろおかし

く書いておるんだろうということで、県の職員

が言ったのではないと思っていますから、その

ように思ってください。

それで、県民政策部長にお伺いしますが、こ

の上原元帥の肖像画をどうされるつもりかお伺

いをいたします。

壇上からの質問をこれで終わりまして、質問

者席から質問させていただきます。（拍手）

〔降壇〕

○県民政策部長（渡邊亮一君）〔登壇〕 お答

えします。

上原勇作氏らの肖像画についてでございま

す。上原勇作氏は、都城市にみずからの蔵書を

寄贈した「上原文庫」を設置しました。また、

旧制都城中学校への優秀な講師招聘に尽力され

るなど、郷土の青少年育成に力を注ぐととも

に、陸軍大臣、元帥などの政府の要職を務めた

人物でもありまして、本県の先覚者の一人であ

ると認識しております。そのため肖像画につき

ましては、今後の対応を関係部局と協議いたし

ました結果、上原勇作氏を含めた10人の肖像画

を、置県百年記念事業で作成されたものとして

より多くの県民の方にごらんいただけるよう、

県総合博物館の了解を得まして、現在、当館に

展示するための準備を進めているところでござ

います。以上でございます。〔降壇〕

○中村幸一議員 早速すばらしい配慮をしてい

ただきまして、心から感謝申し上げたいと思い

ます。これで上原翁も浮かばれると思います。

さて、親ウナギ育成研究施設への支援につい

てお伺いをいたします。

10月14日でありましたが、美郷町南郷地区の

ＮＰＯ法人セーフティー・ライフ＆リバーの親

ウナギ育成研究施設の起工式が10月13日に行わ

れたということが新聞で報道されました。河野

知事も行かれまして祝辞を述べられて、世界的

なすばらしいことだというようなことをおっ

しゃったというふうに承っております。建設地

は美郷町の南郷区、旧渡川小学校校舎跡地を利

用するということで、何でこんな遠いところに

つくるんだろうかなと一瞬思いました。そして

また、有名な東京大学大気海洋研究所の塚本教

授が、本当にこの研究施設の所長としておいで

いただけるんだろうかと思いまして、これは見

ておく必要があると思って美郷町に行きまし

た。県庁から２時間かかりました。２時間かけ

て行ったら、美郷町の職員２人が待っていてく

れまして、そこからまた旧渡川小学校まで案内

いただいたわけですが、それからまた20分かか

りました。そういう場所で、これはちょっと宮

崎から遠いなということを感じたんです。しか

し、案内してくれた２人の美郷町の職員─県

庁職員もすばらしい人ばかりですけれども─

この２人の職員が本当にいい人たちで、私も初

めて会ったんですが、長年知っているような錯

覚に陥るぐらい親しくしていただいて、連れて

いってもらったところでした。それが非常にい

いのかなと思いましたが……。
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東京大学の塚本教授が所長に就任されるわけ

ですが、教授が会長をしておられる中国、韓

国、台湾、日本の４カ国で構成する東アジア鰻

資源協議会が推進している鰻川計画では、「東

アジア全域に鰻川を指定、100年にわたりシラス

接岸の科学的データを蓄積する。データサンプ

ルアーカイブの構築、共有、公開。親ウナギの

保護育成。河川環境の改善。ウナギのサンクチ

ュアリとする。市民による環境保全活動の拠点

とする」、このような項目を掲げて資源保護等

を進めていくということで、この研究施設は東

大のウナギの研究チームが主体となってやって

いくと。また、宮大あるいは九大の皆さん方も

お手伝いをされるということを伺いました。私

は、どうしても塚本教授に１回会いたいという

ことで会ったわけですが、それは置いておいて

……。

その前に、あそこをずっと職員から案内して

もらいましたけれども、渡川小学校というとこ

ろは２階建てで、研究施設あるいは宿泊施設を

つくるのには非常にいいところだろうと。ま

た、校長室があって体育館がありました。そし

て運動場もありました。この運動場に、フラン

スの画家モネの庭園を模した庭園をつくるんだ

と、この申請もやっているんだそうです。モネ

の庭園をつくるについては、フランスのほうに

ちゃんと許可を得ないと「モネ」という名前を

使えないんだ、その辺を一生懸命やっているん

ですという話。これで村おこしをしたい。そし

て今、盛んに田んぼや沿線に菜種を植えて、最

盛期には菜の花が見られるように一大観光地に

しようという計画を立てていらっしゃる。この

２人が一生懸命やっておりますので─ここの

出身の人もいるわけですが─なぜ美郷町なの

かというのがわかったのは、一つはそういう職

員が熱心に働きかけをしている、その成果かな

と思ったところでありました。

私も、段取りしていただいて、11月11日、11

時11分にお会いしましょうということで―全

然おもしろくないですね―会いました。東京

のあるホテルでお会いしたんですが、行ってみ

たら、新聞で見た写真の顔の人が、ジャンパー

着てズックを履いて一生懸命パソコンを打って

いらっしゃる。時間が来るまで待っていて、

「塚本先生ですか」と話したら「そうです」、

冒頭に名刺を交換して、「実は、県会議員の方

にお会いするんだったら背広で来ようと思った

んだけど、今から千葉県の川にウナギの生息等

について調査に行くものですから、お許しくだ

さい」というような話でありました。非常に

ざっくばらんな方で、私みたいな素人がいろい

ろ聞いたわけですが、「どの辺で生まれるんで

すか」「ここから2,000キロ離れた遠いところで

生まれるんですね」。その先生がおっしゃるの

には、1970年代からずっと先輩たちが調査を

やってくれたおかげだと。１回の航海で東京

ドーム２杯分ぐらいの水をすくってウナギの採

捕に努力をしてきた。今回見つけたというのは

奇跡的で大変なことだったんだという話をされ

ました。「しかし、先生、どの辺ぐらいのとこ

ろでウナギは卵を産むんですか、交尾したりす

るんですか」「深海だと思ったんですが、大

体200メートルの浅いところで、それも海底山脈

があるところで、そしてまた新月のときにそう

いうことが行われる」「ああ、そうですか。し

かし、ウナギというのは池におりますけれど

も、池でウナギの子供がかえるようなことはな

いんですか」「絶対ありません。全部海で生ま

れて帰ってくるんですよ」、こうおっしゃる。

「しかし、池に大きなウナギがいるじゃないで
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すか」「あれは全部川から遡上してきたやつが

はって池に入ったんだ」、その証拠に、ダムな

んかウナギが上るんだそうです。そういう話も

されました。いわゆる人工でふ化させていく技

術もできつつありますが、「えさはわかりまし

たか」「えさもわかりました」、プランクトン

の腐ったやつの綿みたいなのを食っているらし

い。そういう研究をやってみたら、それで生き

延びるんだけど、やっぱり何か足りないんだ、

奇形が生まれるという話で、これも研究しなく

ちゃならない。そのためには親ウナギを放流し

ないといけないんだという話をされました。親

ウナギの放流というのは遠大な構想で、日本に

戻ってくるかこないかもわからないものをそう

いうことをされるということは、本当に世界

じゅうが注目していると言っても決しておかし

くないというようなことなんですね。

ところが、今回、この問題で執行部の皆さん

といろいろ協議をしたんですが、河野知事が指

示もされなかったんでしょう。非常に冷たい反

応でした。そんなことがあるんですかみたいな

ことです。私も会社勤めをしていて、自分の社

長がきょうはどこに行くのかな、何を考えてい

るのかな、そういうことを考えます。測量会社

におりましたが、社長が来られて、「今回この

ような仕事を受けたので、ちょっと単価が悪い

んだけど、頑張ってやってください」「わかり

ました」。１カ月出張して測量しなければなら

ないんですが、それも朝、日の出から日没まで

測量をやって、夜は夜で計算をやってちゃんと

やりましょう、半月ぐらいで帰ってきて会社の

業績を上げましょう、こういう発想で民間の人

たちはおるんです。県の職員が優秀なことは十

分知っているんですが、河野知事が起工式に行

かれてあいさつされて……。行かれたというこ

とは、そのような方向で我々も動いていかなく

ちゃいけないな、そこまでは発想が至らない。

これは非常に残念。親分が動いているのに、ま

だ指示があるまで待っておかにゃいかん。指示

がある前に動くようでなくちゃ県庁は伸びな

い、県は伸びない。私は今回、質問の作成に当

たって、つくづくそれを思いました。これは言

うつもりはなかったんです。ちょっと脱線して

しまいましたが、そのように思った次第です。

やっぱり知事が動いたら、次はどういう指示が

来るのかな、指示が来なくても動かなくちゃい

けないなというのは、県庁職員は当然理解して

いかなくちゃいけない。教育委員会なんかでは

怒りました。「あなたたちは今から学校の校長

や教頭になるんでしょう。そんな物の言い方は

何だ」と言ったところでしたが、そういうこと

でした。

塚本先生に、「県として、産学官やらなく

ちゃいけないが」と言ったら、「産学は一生懸

命やっていきます。官が、今、美郷町が一生懸

命やっています」、「宮崎県は」ということは

出てこなかったんです。私は、「宮崎県で何か

やることはありますか。この世界的研究に対し

てお手伝いできることはあるんですか」と。も

しこれが成功したら宮崎は潤いますよ。それを

座して見ておったらいけないと思うから、わざ

わざ訪ねていった。先生がおっしゃるのに、

「船がありますか」「ええ。船は、海洋高校が

実習船で遠洋航海にハワイ沖ぐらいまで行って

いますので、大丈夫じゃないでしょうか」「そ

れを貸してもらうと、調査して、その航海中は

学生に私がずっと講義をして、学生もよくなる

と思うんですけどね」「ああ、いいことです

ね」「夏休みにはサマースクールをやって、宮

崎県の子供たちに、ウナギの生態から、そして
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また環境問題、そういったことをすべてレクし

ましょう」。そういう話をしたんですが、この

おじさんは何を言うちょっとやろかという感じ

で聞いていただきました。「海洋高校の船も２

回航海に行くので、とても貸せません。ドック

入りもしなくちゃいけません」、こうおっ

しゃった。「ああそうですか」。きのう先生か

ら電話が来て、「だめですよ、船は使えませ

ん。何も協力できないんじゃないでしょうか

ね」と話をしたら、「まだ遠いところまで行か

なくてもいいんだ。シラスがずっと遡上してく

る。それは黒潮に乗ってくるのか、何らか別の

原因で来るかもまだわかっておりません。です

から、その近海も調査したいんですが、その船

も出せないでしょうかね」、こういう話。宮崎

に船があるんですね。「みやざき丸」とかなん

とかいう海洋調査船か何かあるんですね。あの

船を利用できるのかなと思ったんですが、なか

なか固定観念にこだわられていると、貸す貸さ

んという問題も、「検討してみましょう。じっ

くり上司とも相談してみましょう。それでしか

るべき手を打ちましょう」、それが本当じゃな

いですか。その辺がちょっと今欠けているん

じゃないか。私は本当に腹が立ったから、きょ

うはもっともっとウナギのことを言ってまだま

だ知り得たことを全部お話ししたかったけど、

そういういきさつがあったから、あえてこんな

ことを申し上げました。

船のことについて、教育長、貸していただき

たいとおっしゃっていますが、貸せないようで

すから、一応答弁してください。

○教育長（渡辺義人君） 実習船「進洋丸」を

利用しての調査研究への協力ということであり

ますけれども、越えるべき課題として、今、議

員のほうからドック入り等の御指摘もありまし

たけれども、大きな課題の一つに、長期、短期

の航海実習等で、進洋丸については年間のスケ

ジュールが非常に厳しい、余裕がないという状

況があります。２つ目に、航海の安全面から現

在の航路が最適と考えておりまして、変更が難

しいという事情があります。３つ目には、調査

船ではなくてマグロはえ縄漁を目的とした船体

構造になっている、こういった越えるべき大き

な課題があると認識をいたしております。しか

しながら、本県の子供たちが一流の研究者の方

にじかに接して最先端の研究について講義を受

けたりするということは、子供たちの科学への

探求心や研究への夢を駆り立てるなど大変意義

があることというふうに考えておりまして、も

し高校生等に対してそのような講義等の機会を

いただければ、大変ありがたいと考えておりま

す。以上です。

○中村幸一議員 こういう打ち合わせの段階で

のことに時間を割いてしまいましたからあれで

すが、非常におもしろい話がありました。「卵

から生まれてどうなるんですか」と言ったら、

卵から生まれてプレ・レプトセファルス、それ

からレプトセファルス、シラス、黒子、黄ウナ

ギ、銀ウナギ、どんどん大きくなっていくんだ

そうです。初めて知りましたが、「31個の卵を

発見できたのは奇跡的だ」と、英国のネイ

チャーコミュニケーションズに載って高く評価

されたという話です。だから、繰り返しになり

ますが、座して宮崎県が加勢しなかったら大変

なことになるなと思います。

そこで知事、近海で調査したいとおっしゃっ

ているんですが、みやざき丸というのがあった

ような気がしますけれども、その辺を都合でき

ませんか。やっぱり検討するんでしょうが、検

討されますか。
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○知事（河野俊嗣君） まず、少し整理をして

答弁させていただければと思います。

本県は養殖ウナギの生産量全国第３位という

ことでございます。また最近、天然のシラスウ

ナギの採捕量が大変少ない状況にもございます

ので、東京大学、国の研究グループが産卵場の

特定などや種苗生産技術の開発を進められてい

るのは大変意義深いことであるということで、

注目をしておりました。こういう研究施設が、

しかも中山間地域で廃校の施設を有効活用され

るということで、大変意義深いものと思って、

私も起工式に参加をさせていただいたところで

あります。地元の担当者、ＮＰＯの代表者の

方、それから塚本教授からもそれぞれ話を伺っ

たところでございますが、具体的に県のほうに

対してこういうことをしてほしいというのは、

この段階ではお話を伺っておりませんでした。

ただ、お話を伺っておりますと、質問議員は県

で何かできますかという積極的な問いかけをさ

れて、いろんなお話がなされたということでご

ざいます。

県としてはこれまで、ウナギの資源保護を目

的としまして、採捕量や採捕時の気象データの

提供などを通じて国などの研究グループに協力

するとともに、採捕量の定量的な把握や資源の

効果的増殖手法の検討など取り組んでおるとこ

ろでございますが、塚本教授らの研究に県とし

てどのような貢献ができるのか、今後ともしっ

かりお話を伺いながら、できることをしっかり

見きわめて対応してまいりたいと考えておりま

す。

○中村幸一議員 今おっしゃったように、非常

にシラスウナギが枯渇していますよね。2008年

には1,430キロあったものが、2009年には545キ

ロ、2010年には422キロと激減している。これは

ジャポニカ種に限らず、アンギュラ種とかロス

トラータ種というのがあるらしいですけれど

も、世界的にそういう状況だという話も聞きま

した。ですから、やっぱりこちらからも働きか

けて─知事も起工式でああいう立派なことを

おっしゃったわけですから─やっていただき

たいなと。

まだやるつもりだったけど、時間がないので

次に行きます。知事は、11月定例会冒頭に提案

理由説明の中で、「今回の66回国民体育大会に

おいて本県が久しぶりに20位台という成果をお

さめた。個人もそうだし、団体もそういうふう

に努力していただいた。非常にありがたかっ

た」という話をされました。そして、宮崎県で

行われてから大分たちまして、あと15年たった

ら宮崎県の順番になるんです。鹿児島県はこと

し10位ということで、内々に内定があって、10

年後ですから準備をしなさいという内示を受け

ているんですね。我が県では15年後にある。そ

してまた準備も急々にはできないだろうから、

準備をしていかなくちゃいけないだろうと思い

ます。その中で、私が回りくどいことを言うの

は、何を言っているかというと、宮崎県に都

城、宮崎、延岡３つの都市がありますが、都城

だけ、全天候型のトラック、それから50メート

ルのプール、体育館もいいのがないんです。箱

物は原則凍結するということでありましょう

が、15年後を見据えてそろそろ準備も進めて

おったらどうかと私は思うんです。

県会議員になって20年余になりますが、ずっ

とこの県議会に携わって、延岡、宮崎に比べ

て、何と予算を都城地区に落とさないものかよ

とずっと思っております。県病院もない都城

市。平成19～23年の５年間を調べてみました

ら、宮崎地区に488億3,019万円、延岡地区に316
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億2,970万円、都城地区には237億8,635万円しか

投下されていない。延岡地区と都城地区の差

が78億4,335万円ある。そのぐらい都城をほった

らかしておるわけです。であれば、やっぱり同

じく税金を払っている県民としては非常に不平

等である。我が田に水を引くようですが、ちゃ

んとしてもらわんと困る。同じ税金を払ってい

て、これだけ延岡との差があるというのは許せ

ないと思ったので、早く都城にもそういったも

のをつくっていただきたい。そしてまた、先ほ

ども都城商工会議所から電話が来て、やろう

じゃないか、こんなに虐げられた我が都城だっ

たら、むしろ旗立てて回ろうじゃないかという

話でしたので、そういうことのないようにして

いただくとありがたい。

それから、病院のプロパー化のことについて

でありますが、病院は苦しい経営を続けてまい

られました。最近の第１期５カ年計画が22年度

で終わり、業績も非常によくなってきました。

これはひとえに、病院局の皆さん、各病院の皆

さん、医師、看護師、またスタッフの皆さんが

一致協力して取り組んでこられたおかげだと思

います。局長も非常に御苦労されたことも十分

承知しております。だけど、この前の厚生常任

委員会で私は申し上げました。「院長先生、事

務局長が３年でころころ交代して、それで満足

な病院経営ができますか」と言ったら、先生は

はっきり答えられた。「それは長くおっても

らったほうがいい」、とおっしゃったんです。

局長も聞いていらっしゃいましたね。だから、

今からもう一つ病院局が伸びるには、31名県職

員がおりますが、どんどんプロパーに変えてい

くんです。そして、病院局長は院長とともに一

生懸命病院再建に取り組む、そういうことも打

ち出していかないと、一生懸命やられたんだか

ら、これから伸びようと思うとそれしかないと

私は思いますので、ぜひそれをやっていただき

たい。そして当分は局長を公募にして、それか

らどんどん育てていけばいいじゃないですか。

いかがでしょう。

○病院局長（甲斐景早文君） 現在、各県立病

院の事務局長を初めとする事務職員につきまし

ては、職務の内容や適性、経験、さらには各県

立病院長の意向等も踏まえまして、経営感覚に

富む人材や病院勤務経験者などを、知事部局か

らの交流により、議員御指摘のとおり、３病院

全体で31名配置いたしまして、病院運営のかな

めとして重要な役割を担ってもらっているとこ

ろでございます。御質問にありましたように、

事務職員のプロパー化につきましては、平成25

年度に経営形態の検討を予定していることもあ

りまして、県立病院経営を取り巻くさまざまな

経営の変化を踏まえながら、その効果や課題等

について慎重な検討が必要ではないかと考えて

いるところであります。今後とも、病院現場の

意見を踏まえながら、事務局体制の専門性の強

化など対応できるものにつきましては適切に対

応してまいりたい、このように考えているとこ

ろでございます。

○中村幸一議員 今の答弁では、余りやりたく

ないというようなニュアンスですよね。ただ

やっぱり、３年行って、半年か１年目は勉強で

す。２年、３年目に事務局長としての仕事がで

きて、はい、さよならと、３年でかわる。もち

ろん事務局長で行く人は県庁でも優秀な人が行

くのは知っています。だけど、私が知っている

民間の医者と事務長は何十年も一体となって

やっているんです。この前、一緒に飲んで語り

ました。「いや、うちの事務長がおってくれる

から、私は安心して仕事に没頭できます」、ま
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た事務長も、「いや、私は先生のおっしゃった

ことをまっしぐらにやっていくだけです」。こ

ういう連帯感がなければ赤字になるんです。民

間はつぶれるんです。だから私は、プロパー化

して、事務局長は院長と一体になって長く病院

経営に当たって病院をよくしていただきたい、

こういうことを言っているんです。ぜひ検討し

てみてください。

それから、皆さんは保護司という仕事を御存

じかどうか知りませんが、私は保護司を35年ぐ

らいやっています。殺人を犯した人、あるいは

覚せい剤で病んでいた人、いろんな人を見てき

ました。その中で、研修会があるということ

で、10月の26～27日に山口県の美袮市に行って

きました。今回は調査に行ったんですが、美祢

市に何しに行ったかというと、ＰＦＩの刑務所

ができているんです。刑務所に─初犯の人ば

かりですが─最初は男性500名、女性500名、

そしてＰＦＩですから、国から120～130名、200

名ぐらいは民間の近辺の人たちが働いていらっ

しゃる。そこの地産地消で全部賄っているとい

うことで、2,500～2,600人の人たちがそこにい

らっしゃるわけですから、その町は非常に潤

う。そういうことなんですが、全国からも、刑

務所が足りないからうちにというのはあるらし

いですけれども、この美祢市だって、企業誘致

に造成した土地で、どこも企業が来なかったの

でそういう誘致策をとったと。我が県もそうで

すね。企業誘致をしているけど来ないところが

ある。そこを利用したらどうかという話なんで

す。それを誘致する気持ちがあるかどうか、県

民政策部長。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 刑務所の誘致

についての御質問でございますけど、刑務所の

誘致については、広大な遊休地の活用が図られ

るというメリットもあります。また、必要な生

活物資の調達、あるいは職員とその家族の定住

をもたらす、こういう高い経済効果が見込まれ

ることも考えられます。それで、今御紹介があ

りましたように、これまでも県外の市町村によ

る誘致活動が行われ、また実現しているところ

もあります。ただ一方で、社会的不安や治安悪

化への懸念などを理由に地元住民の反対運動が

展開されるケースも多いと聞いているところで

ございます。この種の誘致につきましては、総

論賛成、各論反対といったケースになりがちで

ございまして、そういった点からも、まずは誘

致に当たって、実際に刑務所が設置される地域

の住民が刑務所のもたらす影響をどう評価する

のか。そしてさらに、それをもとにした地元市

町村の意向が何よりも重要であると考えており

ます。以上でございます。

○中村幸一議員 行ってみると塀がないんで

す。三重に電気的な設備で脱走できないように

されている。今おっしゃった安全かどうかとい

うことですけど、安全な証拠に、正門の前に幼

稚園がある。子供たちが歓声を上げてそこで過

ごしているんです。そういうところでした。だ

から、安全性の面についてそんなに問題ないと

思っています。

はしょっていきます。時間がありませんので

……。視察を終えて、車中で初めて自己紹介が

ありました。ある女性の方が、「きれいな花が

咲いていましたね。あの花を見ながら、この受

刑者たちは何を考え、何を思うんでしょうね」

と泣きながらおっしゃった。感性の豊かな方だ

なと思ったんですが、その感性豊かな方をもう

一人訪ねました。長門市の仙崎に向かいまし

た。ここに26歳の若さでこの世を去った金子み

すずさんがいらっしゃる。この方のところを訪
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ねたわけですが─もう時間がありませんので

はしょりますが─こういう題の詩を書いてい

らっしゃるんです。「大漁」といいます。「朝

焼小焼だ大漁だ大羽鰮の大漁だ。濱は祭りのや

うだけど海のなかでは何萬の鰮のとむらひする

だろう」。本当にこういう殺伐とした時期であ

るからこそ、思いやりを持って接しなくちゃい

けない。このとき、最近の記事で、「お茶くみ

社員」とか「お茶くみ職員」とか、あのような

ぎりぎりの差別用語を使って書いた人がおりま

したが、思いやり、そして人を思う心があれ

ば、こういうことは書けないだろうなと思いな

がら視察を終えて帰ってきたところでした。

以上で質問を終わります。（拍手）

○外山三博議長 次は、福田作弥議員。

○福田作弥議員〔登壇〕（拍手） 河野知事に

質問をするのは、知事御就任後初めてでありま

す。もっとも、副知事をされているときに一度

だけ質問をいたしました。誠実で丁寧に問題意

識を持って答弁される姿を、今思い出しており

ます。そのときの質問がきょうの質問とほぼ同

じ趣旨であります。何回も何回も海上物流問題

を取り上げますのは、本県の最大のネックであ

ります大消費地圏から遠隔地であるというハン

ディを、どうにかして少しでも克服したいとい

う私の長年の思いからであります。河野知事

は、私が本県の農畜産物の物流に密接に関係す

るようになりまして、既に５番目の知事になり

ます。河野知事は、本県の農畜産物物流の関係

で一番熱心だなと、副知事時代の答弁から感じ

ました。

東国原知事以外は、残念ながら鬼籍にお入り

になっております。過去の知事を振り返ってみ

ますと、全力で海上物流の構築に当たられた、

そして大きな実績を残された知事、努力はされ

たが、経済状況の激変のために新しい物流方式

が実現せず、また運航中のフェリーも休止とな

り、後退の状況の中退任された知事、あるい

は、短期の在任期間であったために、思いは

あったかもしれませんが、全く取り組みをされ

なかった知事、当時の記憶が脳裏をよぎりま

す。しかし、５人目の河野知事は、まだ就任

早々、なおかつ47歳という新進気鋭の知事であ

ります。さらに知事は７年にわたり本県に、総

務部長、副知事、知事とポストはかわりました

ものの重要ポストに在籍されており、本県物流

の問題を熟知されていると思います。半世紀

余、本県が取り組んできている海上物流の問

題、シンクタンクなどによる各種調査研究や関

係団体を含めての物流対策推進本部の設置など

は、今日まで莫大な費用と時間をかけて実施さ

れておりますが、最終的には方針の判断ができ

ずに現在に至っております。この問題を解決す

るだけで、私の試算では年間10億円近い物流コ

ストの削減ができると考えます。さらに、環境

禍のＣＯ２の削減にも大きく貢献できるのであ

ります。デフレ経済下、本県の経済的メリット

は大きいのであります。北海道で就航している

貨物専用のローロー船と同程度のものであれ

ば、京浜航路がデーリー就航をやめた時点、そ

してまた全面運航休止に至るまでのトラック陸

路での運賃差で、とっくに２～３隻の船が購入

できる計算になるのであります。以上申し述べ

ましたが、河野知事に首都圏の海上物流の再構

築について基本的なスタンスをまずお聞きし、

以下の質問につきましては質問者席よりしっか

りとお尋ねしたいと思います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。
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物流に対する県の取り組みについてでありま

すが、大都市から遠隔地にある本県にとりまし

て、議員御指摘のように、低コスト、大量輸送

が可能な海上輸送などの充実による物流の効率

化は大変重要な課題であると認識しておりま

す。京浜航路につきましては、ローロー船「南

王丸」が油津・細島港と東京港との間を週２便

運航しておりますが、このローロー船の細島港

寄港は、平成17年のカーフェリー航路休止を受

けて県が働きかけを行った結果、実現したもの

であります。また、宮崎・細島港と大阪の堺泉

北港との間を週３便運航しておりますローロー

船「はっこう21」が、平成21年４月から堺泉北

港で大王海運のローロー船と接続をいたしまし

て、間接的にではありますが、本県と京浜地域

を結んでいる、そのような状況にあるわけでご

ざいます。御指摘のように、京浜航路の増便、

新規航路の開設というものは、本県産業の振興

にとって非常に重要なかぎになるというふうに

考えておりますが、現在のところ、従前からの

課題であります、特に下りの荷物は、必要な貨

物の確保が困難な状況もございます。さらには

燃油価格が高騰しているような状況で、新規航

路等の開設は大変難しい状況にあるものと認識

しております。引き続き、物流効率化支援事業

などによる荷寄せへの支援でありますとか、企

業誘致等による新規貨物の創出に積極的に取り

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〕

○福田作弥議員 お答えを聞いておりますと、

事務方がつくった原稿をお読みになったようで

ありますが……。実は、お手元に資料を配付い

たしております。今、知事が答弁された内容が

記載してあったんですが、私の質問には直接関

係ありませんでしたから削除いたしましたら、

下のほうに、総合交通課資料をもとに私が作成

したことになっております。それはそれでいい

でしょう、削除したんですから。

私は、今日までの本県の海上物流、特に首都

圏の問題について振り返ってみたいと思うんで

す。昭和46年に日本カーフェリーが就航してい

るんです。これは、よく私がお話をしますが、

海上物流のお手本にいつも北海道を見るわけで

あります。北海道の炭礦汽船が本県に会社を設

立したものであります。その後、本県の海上航

路の経緯の資料に掲載されておりますとおり、

順調な運航がなされたわけであります。当時、

これは大ヒットの海上物流、旅客と貨物をあわ

せ持つ機能を持っておりましたから、評価も国

内、内航船では非常に高いものがございまし

た。

しかし、その後、経済情勢が大きく変化をし

た。その変化とは何か。まず、本県の新婚旅行

を中心とした観光ブームが過ぎ去った。当時の

カーフェリーはお客を乗せることを主流にし

て、その運賃収益を主に、それに付加する形で

トラックの積載運賃をいただいておったわけで

ありますが、これがうまく機能しなくなった。

県もそのときは気づいたんです。20年近く順調

に運航されておって、満船状態も続き積み残し

もあった。しかし、気づいた時点でてこ入れを

すればよかったと思いますが……。そこでちょ

うど登場しましたのがテクノスーパーライナー

です。皆様のお手元に配っています資料の最後

に載せていただきましたが、ＴＳＬの誘致運動

がございます。ちょうど川崎航路が曲がり角に

来たときに、このテクノスーパーライナーが国

の施策から登場してきたわけです。このとき、

私どもは既存のフェリーのことをすっかり頭か

ら脱落させてしまって、ＴＳＬの構想に飛び
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乗ってしまった。これが宮崎県の海上物流のボ

タンのかけ違いの始まりかな、こういうふうに

私ども県議会も反省しているんです。当時、知

事がいつもこの本会議場で、「関東平野の農業

を宮崎で」というキャッチフレーズを繰り返し

繰り返し発言されました。私はまだ脳裏から離

れません。あれが成功していればすばらしいも

のでありました。宮崎―京浜間を８時間で結ぶ

デーリー運航です。そして、宮崎で収穫した農

畜産物を東京市場で翌日販売できる、そういう

システムを構築しようというものでありました

から、それはすばらしいものでありました。テ

クノスーパーライナーの誘致期成同盟会もつく

られまして、一生懸命やりました。１回だけ宮

崎港にも試験就航してきましたから、歓迎の意

味で、知事以下みんな議会の関係者は出迎えた

んです。しかし、残念ながら実現しませんでし

た。その後、私はこういう問題を数回、本会議

で指摘をしましたが、いつまでも知事初め県当

局は、やっぱりＴＳＬにこだわられた。これも

私はまずかったと考えております。

そこでお聞きしたいのでありますが、今、執

行部は30年前と同じような答弁をされるわけで

あります。私は当時から、帰り荷については心

配していたんです。北海道のお手本を調査しま

しても、関東からの帰り荷にはやっぱり心配が

あるんです。しかし、みずから帰り荷をつくる

んです。例えば自動車の積載からシャシー積載

に変えて、帰りに空のシャシーを積載貨物とす

る、これも一つの手ですね。それから今、物を

大事にする時期でありますから、ワンウエーの

容器を数回繰り返し使えるものにするとか、そ

ういう考え。場合によっては、長距離フェリー

は南九州と北海道しかないわけでありますか

ら、これをうまく組み合わせて、北海道、東北

の物流を関東で中継するとか、いろんな考えが

あってしかるべきだと思います。

私は10何年間、理屈をお聞きしてきました

が、まず先頭に立って県が引っ張っていく姿を

見せてほしい、こういうふうに感じておりま

す。総合物流課がありますが、今までの流れを

ずっと見ておりますと、結局、安き方向に流れ

るんですね。先ほどの知事が答弁されました南

王丸につきましても、これは王子製紙の８割ス

ペースチャーターの船なんです。県が誘致した

ところじゃありません。王子製紙のチャーター

船なんです。２割残っている部分を私どもが使

わせてもらうということでありますから。この

際、知事がやるかやらないかはっきりしない

と、関係団体、関係者は困っているんです。今

度の知事はやってもらえるだろうなと思います

が、知事の正直なところを自分の言葉でお答え

になっていただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今のやるやらないとい

う御指摘は、新規航路の開設ということかと思

います。これは、先ほど答弁申しましたよう

に、荷寄せにつきましても、県の事業なり事業

者への働きかけに取り組んでおるところでござ

いますが、なかなか難しい状況がある。それか

ら、燃油価格の高騰というものが、さまざまな

会社にとっても、新規航路の開設に踏み出すに

は難しい状況だということでございます。今後

の経済状況の好転を期待しつつというところで

はありますが、そういったものを見ながら判断

せざるを得ないのではないかと思っておりま

す。現時点では、新規航路の開設というのは非

常に難しいものと認識をしております。

○福田作弥議員 前回の答弁からしますと随分

後退いたしましたが、宮崎県の経済的メリット

を考えますと、ぜひ取り組んでほしい大きな課
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題の一つであります。忘れないでいただきたい

と思います。

次に移ります。観光スポット、地域地産地消

の核としてファーマーズマーケットを、これも

長年私が訴え続けてきている案件であります。

この議場でファーマーズマーケットを質問した

のは私が最初だと思います。平成４年でした。

そのときの質問のきっかけは、リゾートと

ファーマーズマーケットを組み合わせて宮崎県

の観光の核をつくろう、そういう気持ちから

やったのでありますが、全く反応がありません

でした。当時、企画調整部長や農政水産部長か

ら答弁いただいておりますが、「先進地の事例

を調査し、関係市町、関係団体とも研究してみ

たいと思います」―関心がないですね。そこ

できょうは、まずファーマーズマーケットに対

するイメージを、関係します農政水産部長、商

工観光労働部長、教育長―教育長は後でもよ

ろしいです。県土整備部長、イメージを聞かな

いと答弁がちぐはぐになりますから、まずお聞

きしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） ファーマーズ

マーケットについてでございますが、欧米で人

気のファーマーズマーケットは、地元の新鮮で

安価な農産物を売る店が所狭しと軒を連ね、中

には趣向を凝らしたカフェレストランや音楽な

どのイベントが行われるなど、地域住民を初め

観光客にも人気の施設も多いと伺っておりま

す。まずはそのようなイメージを持っておりま

す。

また、本県では農産物直売所のイメージがご

ざいますが、現在、本県の農産物直売所の数

は、県民の地産地消の理解の高まりの中、県独

自の支援策も講じてきたことにより、個人や団

体等の多様な運営形態において約150件に達し、

年間１億円以上売り上げている施設も着実にふ

えております。これらの農産物直売所は、とれ

たての地域色豊かな農産物の提供のほか、各種

イベントや農作業体験等を通じた都市住民との

交流の場や、少量多品目を生産する高齢農業者

や女性の活躍の場、また地域情報発信の場とな

るなど、生産者と消費者とのきずなを深めると

ともに、農村地域のにぎわいを創出し、活性化

にもつながる大変有意義な施設と考えておりま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 全国の

ファーマーズマーケットの中には、農産物の直

売所だけでなく、加工施設、レストランやカ

フェ、さらには温泉などを併設した複合施設が

見受けられ、ショッピングや地元ならではの

「食」の楽しみ、あるいは野菜収穫の体験など

もできるといったことから、地元住民のみなら

ず多くの観光客が訪れている事例もあると伺っ

ております。このようなことから、ファーマー

ズマーケットは観光面からも魅力的なスポット

になり得ると考えております。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県土整備部に

聞かれるのは、恐らく、市街化調整区域にこう

いう大きな施設ができないかという観点でと思

いますので、そういう視点で答えさせていただ

きます。

市街化調整区域につきましては、建物の建築

など市街化を抑制すべき区域でありますので、

ファーマーズマーケットの設置に当たりまして

は、道路や公園等の基盤整備とともに、建築物

の用途などを定めた一定区域の地区計画として

都市計画決定するか、あるいはまた個別に開発

行為の許可を受ける必要がございます。県とい

たしましては、まちづくりの主体であり、これ

らの権限を有しているのは市や町となりますの
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で、そういったところから協議がありました場

合には、地域の実情等に十分配慮しながら適切

に対応したいと考えておるところでございま

す。

○福田作弥議員 それぞれイメージについてお

答えを賜りました。前回の質問からすると随

分、内容を研究、調査いただいていると感謝を

いたしているわけでありますが……。

今、我が国においてファーマーズマーケット

は１兆円産業になりました。本県でも小さいの

を合わせますと100億内外売上金額があるかと思

うんですが、１兆円産業ですね。私は農水省の

資料を見たんですが、農家の総産出額が８

兆5,000億円ですから、１割を超えているんで

す。本県は、全国有数の農業県であり、しか

も、観光が衰退したとはいえまだ観光県なんで

す。しかし、不思議なことに40万の人口の県央

部にこれがないんです。なぜできないか―そ

れは、それをつくろうとする人がいないからだ

ろうとおっしゃるんですが、たくさんいるんで

す。ところがなかなかできない。先ほどの県土

整備部長の答えにもかかってきますし、後から

もお聞きしますが、このファーマーズマーケッ

ト、これからの農業の高齢化等に向けて、それ

から宮崎県の県央部の観光スポットとしてなけ

ればならない施設だと、他県の状況から見て考

えます。私は、福岡県、和歌山県、愛知県この

３つの施設を見てまいりました。なかなか苦労

があったようですが、完成した暁にはすばらし

い実績が上がっております。ぜひ私はつくって

もらいたいと思うんです。

そこで、ファーマーズマーケットの効用等に

ついては、それぞれ関係部長から御紹介がござ

いましたけれども、やはり小規模農家対策、こ

れはＴＰＰの問題も絡んできますが、高齢化の

農家の対策、あるいは、「ファーマーズ」とつ

いていますから農業だけではだめですね。やは

り漁業者とも手を組む、あるいは観光業者とも

手を組む、そういう姿が私の視察したファー

マーズマーケットにはございました。今はやり

の農商工連携、６次化のいわゆる具体例のよう

なものでしょうか。「６次化」という表現が適

切かどうかはわかりませんが、そういう効用を

見てとりました。

そこで農政水産部長、今、適切なファーマー

ズマーケットに対するイメージを申されました

が、そういう問題でまだ市町村からの相談はな

いですか。農水部長のところは、まず最初に農

地法の問題がありますよね、ファーマーズマー

ケットを設置する以前に。それから設置の問題

ですね。商工のほうはその次でしょうけど、農

水部門が解決してから初めて県土整備部のほう

に行く。そして最終的には知事の許認可であり

ますから、農地は今、４ヘクタールまでいきま

すね、農政局が合い議すれば。最後は知事で

す。その辺はどうですか。農水部長、相談は

あっていませんか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 現在のとこ

ろ、具体的な相談というのは承知しておりませ

ん。

○福田作弥議員 農水部長に相談がないという

ことであれば、市町村段階、特に土地利用規制

の段階で門前払いを食っているんですね。大体

こういう施設は、各県の事例を調べますと、最

初、門前払いをするんです。最後に決断してい

るのは知事なんです、どこも。福岡でも聞きま

したよ、知事。その当時の福岡の農政部長は宮

崎におられた方が農政部長で行かれていたよう

でありますが、私は名前も知りませんし顔も知

りませんからお会いしませんでした。その開設
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者に聞きましたら、知事が最終的に判断した

と。でありますから、ぜひファーマーズマー

ケットを―全国的には１兆円産業でありまし

て、宮崎県の高齢化した農業の再生につながる

と思いますから―実現してほしいと思うんで

すが、その前に、まず農振の解除、農地転用許

可、そして開発許可について農水部長に、それ

からもう一回、そういう相談が来たら、開発等

の問題について県土整備部としてしっかりと受

けとめるかどうか、あわせてお尋ねをしたいと

思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農地に建設す

る場合の規制ということでございますけれど

も、大型のファーマーズマーケットにつきまし

ては、農畜産物以外の物産販売、また観光施設

の設置なども想定され、これらは農用地区域内

においては農業用施設等として認められないと

いうことになりますので、農振除外及び農地転

用の手続が必要となります。また、２ヘクター

ルを超える大規模な施設の場合には、国と事前

協議などを行うこととなっております。県とい

たしましては、大型のファーマーズマーケット

の建設については、地域の農業振興の観点も十

分踏まえながら、市町村や関係機関と十分協議

して、適切に対応してまいりたいと考えており

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 議員から紹介

がありました他県の事例でございますが、市街

化調整区域内に大規模なファーマーズマーケッ

トと思われる施設が設置されている事例がござ

います。ここにつきましては、詳細は確認でき

ておりませんが、開発行為の許可基準である都

市計画法に基づきまして、開発区域周辺の市街

化を促進するおそれがない開発行為として、建

築物の用途等を限定した条例を定めて許可をさ

れたというふうに聞いております。この許可に

ついてでありますが、許可権限がいろいろござ

いまして、県が持っておりますのが国富町、門

川町のエリア、それ以外の宮崎市、延岡市、日

向市につきましては、それぞれの市が地域のま

ちづくりの方針に基づき、計画地周辺の市町村

への影響を考慮して、地元の合意形成を図った

上で制定するということになっており、最終的

には市町村の意向が大事でございますから、そ

ういったところと十分協議を進めてまいりたい

と考えております。

○福田作弥議員 そういう問題が現実に相談と

して上がってきたら、関係部長、そして最終的

には知事の判断でありますが、しっかり受けと

めていただけるでしょうか。知事、最後に。

○知事（河野俊嗣君） ファーマーズマーケッ

トという施設は、議員も御指摘されましたよう

に、農商工連携なり６次産業化というような効

果、また先ほど農政水産部長が答弁したような

さまざまな効果が期待できるのではないかとい

う大変意義深いものであると考えております。

小規模なものは県内にも幾つかできておりま

す。また最近では、都城インターをおりたとこ

ろにもそういったような施設ができたところで

ございますが、今後、具体的な案ができ上がり

ましたときには、その開設場所とか規模、どう

いったような構想なのか、その内容をよく吟味

した上で、先ほどるる説明がありましたような

さまざまな法的規制もございますけれども、関

係機関とも前向きにいろんな調整をしてまいり

たい、そのように考えております。

○福田作弥議員 ありがとうございました。

次に進みたいと思います。「フードビジネ

ス」という言葉が最近はやっていますね。６次

化、農商工連携も関係してまいりますが、私は
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この前の特別委員会で、県民政策部長から宮崎

県の産業構造についての説明を受けました。な

かなか適切な分析をされているなと感心をした

のであります。そこで、以前から私はフードビ

ジネスについての関心を持っておりまして、農

業県の宮崎が、食品のいろんな素材を持ってい

る宮崎県が、どうしてこんなに素材だけで県外

出荷しておるんだろうなと考えておりました。

ＴＰＰの問題以前に、口蹄疫絡みでようやく冷

凍野菜等のフードビジネスのはしりみたいなも

のができまして、今議会にも、続いて、西都の

ジェイエイフーズと規模が変わらないようなも

のが、今度は、長年県がもてあましておりまし

たフリーウェイ工業団地に民間サイドで立地す

ると、大変いいことだなと見ておるわけであり

ます。

そこで、この段階まではそう大きな付加価値

あるいは雇用は創出されないと考えるんです

が、基本的な宮崎県の農業産出額3,000億円余で

す。しかし、食料品製造業出荷額で見ます

と2,500億円内外。お隣の鹿児島、ちょっと宮崎

よりか農業県のボリュームが大きいんです、農

業産出額が4,000億台ですから。4,000億で食料

品製造業出荷額が6,000億台、大きいですね。宮

崎は農業産出額に対するパーセンテージでは80

％台、鹿児島は150％台、大きな差があるんで

す。この辺からも、きょうは県民政策部長にひ

とつ、この辺の数字を精査したものを、もう一

回本会議で説明いただきたい、そのように考え

ております。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 本県の産業構

造を見ますと、先ほど議員がおっしゃいました

ように、農業産出額が全国第５位となっている

一方で、これがうまく食品製造業に結びついて

いないために、その出荷額で、議員から御紹介

がありました、農業県である鹿児島の約半分、

それから、例えば佐賀県の農業産出額は1,274億

円でございます。ところが、食品製造業の出荷

額は2,940億円で宮崎より上でございます。いわ

ゆる農業産出額が宮崎県の３分の１程度なの

に、食品製造業は宮崎を超しているというよう

な実態があるわけでございます。それで、本県

の強みであります農林水産業をベースに、加工

や製造、流通・販売、各分野が効果的に今後連

携し、総合的な食料供給産業として本県のフー

ドビジネスを振興して、本県の産業振興をます

ます図っていく、これは何よりも重要であると

考えております。本県ではアクションプランを

策定しました。この中でフードビジネス展開プ

ログラムを重点施策と位置づけておりまして、

地域の特徴を生かすとともに、産業間の有機的

な連携を進めながら、県内各地で総合的な食料

供給産業を展開していくこととしていますの

で、今後とも積極的に事業推進を図っていきた

いと思います。以上でございます。

○福田作弥議員 大変心強い意見の開陳だと見

ております。そこで、直接の関係部長、農水部

長のお持ちの農政分野で、フードビジネスの展

開をどのようにイメージされているのかお聞き

したい。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の豊富な

農水産物を活用し、農水産業者と食品企業とが

連携いたしまして新商品の開発や販売に取り組

む、いわゆるフードビジネスを展開いたします

ことは、本県経済の発展に大きく資するものと

認識しております。このため農政水産部といた

しましては、地域農水産業者の新たな事業アイ

デアの掘り起こしや食品企業とのマッチング機

会の確保、また食品企業のニーズに対応する加

工・業務用野菜の生産振興、さらに、みずから
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加工や販売の分野に参入する農業法人等に対し

て専門家が具体的なアドバイスを行う体制の整

備や、機械・施設の整備に対する支援など、積

極的にさまざまな支援策に取り組んでいるとこ

ろでございます。このような取り組みを通じま

して、本県農水産物の生産から加工・流通に至

るまでの一連の高付加価値化をさらに強化いた

しまして、農業・農村における所得や雇用の確

保を図ることで、地域の活性化につなげてまい

りたいと考えております。

○福田作弥議員 オーソドックスな答弁をいた

だきました。私はもう少し具体的な踏み込んだ

個別の品目からお答えが出るものかなと考えて

おりました。もう少しという感じがいたします

が……。

そこで副知事─副知事は農水省で食肉行政

に携わってこられましたね。日本の国内の食肉

行政を実質的に取り仕切るポストにおられまし

た、食肉鶏卵課長ですから。グローバル、そし

てまた国内を全部見て、畜産県の本県でフード

ビジネスの展開としてはどういう可能性を―

全く新しいところからぽっと宮崎県の副知事に

就任いただいたわけですから、河野知事がそれ

を期待して招聘されたかもしれません。お聞き

したいと思いますが、副知事。

○副知事（牧元幸司君） 議員から御指摘ござ

いましたように、フードビジネスの展開という

のは本当に重要だと思っております。一つに

は、消費者にとっても非常にメリットがあると

いうことでございまして、食料の安定供給とか

豊かな食生活の面でももちろん貢献はございま

すし、また関係部長から今御答弁申し上げまし

たように、地域経済の牽引役としても極めて重

要ということでございます。とりわけ１次産業

が基幹産業である本県にとりまして、フードビ

ジネスの展開というものは非常に大きな役割を

果たすわけでございまして、その中で畜産とい

うお話もあったところでございます。畜産につ

いては、言うまでもなく本県農業の生産額の過

半以上を占める基幹的なものでございまして、

畜産の面でもフードビジネスへの展開を図るこ

とが非常に重要でございます。特に口蹄疫から

の再生・復興というものが本県の非常に重要な

課題になっているということでは言をまたない

わけでございますけれども、口蹄疫からの再生

・復興を果たす上でも、畜産のフードビジネス

の展開というものは必要だと思っております。

これは、これまでもいろいろと言われてきた

ことでございますけれども、具体的には、畜産

の中でも特に低価格部位─牛、豚であります

とももとか肩、あるいは鳥でありますと胸肉、

─にいかに付加価値をつけていくのかという

ことが非常に重要ではないかと思っておりま

す。このような面も含めまして、本県のフード

ビジネスの展開を積極的に推進すべきであると

考えてございます。

○福田作弥議員 特に畜産分野のフードビジネ

スの強化については御期待をしたい、こういう

ふうに考えております。

そこで知事には─けさでしたが、「新たな

成長産業化への挑戦」、これを見たんです。七

次の農業・農村振興長期計画。知事のあいさつ

文書をぽっと読みました。文章に書いてあるん

です。「本県農業を雇用と付加価値を創出し続

ける産業としていく」、知事が文面にぴしっと

位置づけをされております。具体的に知事とし

ても構想をお持ちで立派な冊子のあいさつ文を

書かれたと思いますが、お話をいただきたいと

思います。構想をお聞きしたい。

○知事（河野俊嗣君） フードビジネスの一連
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の御質問でございます。議員、冒頭の御指摘に

ありましたように、農業産出額と食料品製造業

の出荷額の九州各県においての比較という意味

でも本県がおくれをとっているというところ、

今後、非常に努力の必要なところであります

が、一方で伸び代があるという見方もできるか

と思っております。農業・農村振興長期計画に

おきましても、「儲かる農業」を目指していく

んだという方向性の中で、農商工連携、６次産

業化をしっかり進めていく、その上でフードビ

ジネスの展開を図っていくというのは重要な柱

としておるところでございます。今後とも積極

的に、本県のまさに強みを生かすという意味で

取り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。

○福田作弥議員 ぜひオール県庁でフードビジ

ネスを展開していただきたいと思います。

最後になりましたが、ＴＰＰと本県農業であ

ります。これは昨日、我が会派の山下議員に知

事が非常に詳しく答弁されていますから、それ

と重複を避けたいと考えております。

ＴＰＰがどうなるか定かではありませんが、

しかし、最悪の事態を考えて対策を打っておる

ことは本県農業の強化につながるという観点か

ら、いろんなことを思い起こしました。まず本

県は、口蹄疫で、さらにＴＰＰでダブルパンチ

の状況にあるんです。しかもＴＰＰで一番影響

を受ける畜産、そしてまた並んで本県の主力の

ハウス園芸、果樹等、県内経済に2,400億円程度

の影響があると言われております。18年前、細

川総理のとき、未明に総理が記者会見されまし

て米の自由化を発表されました。「ミニマムア

クセス米受け入れ自由化」というのが正しい表

現だと思いますが、あれ以上の農政上の激変が

あると考えております。しかし私は、知事のＴ

ＰＰに対する考え、態度は立派だと思います。

ことしの９月議会の答弁から、そしてまたＴＰ

Ｐ参加阻止大会のあいさつ内容を聞いていまし

て、一歩踏み込んでおりましたから、知事の腹

は座ってきたな、大丈夫という考えでおりま

す。知事の腹が座るということは、宮崎県一丸

となってＴＰＰ対応をやっていくということで

ありますから。

そこでお尋ねしたいんですが、今、大きくＴ

ＰＰ問題で言われています全国レベルの問題も

無視はできませんが、宮崎県の農業ということ

を考えてほしいと思います。畜産とハウス園

芸、この２つでほぼ100％に近いですね。これを

考えますと、競合相手はどこかといったとき、

今、畜産以外は余り表に出ていませんが、豪州

だろうと思います。米―宮崎県の早期水稲の

田植え時期に向こうは収穫期です。大干ばつだ

からないだろうとおっしゃいますけれども、私

は現地を見てまいりましたが、腰を抜かさんば

かりの状況です。一時期、干ばつで衰えており

ましたが、また息を吹き返しそうであります。

それからハウス園芸―宮崎県のハウス園芸、

施設園芸で暖房が要る時期に、向こうは露地で

いろんな野菜や果実ができます。まだ国内人口

がオーストラリアあたりは少ないですから、余

り大々的に栽培されていません。自国2,000万人

ぐらいの人口でしょうか、それに合わせた生産

だそうですが、いよいよＴＰＰが締結をされま

すと、それが一挙に怒濤のごとく日本に入って

くる。ちょうど宮崎から大消費地市場に持って

いく時間で、今、ローコストキャリアですか、

格安航空貨物が飛んでまいります。これを考え

ますと、大変な事態だと思います。もう一つ、

野菜ではニュージーランドもあります。ここは

ほとんど日本の商社が資材あるいは種苗を持ち
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込んで開発輸入の実験が終わっております。こ

の２つをしっかり踏まえて、畜産とハウス園芸

に対する対応をやってもらいたいと思うんです

が、主管の農政水産部長にお願いしたいと思い

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県は、温暖

な気候を生かすとともに、畜産や施設園芸など

の集約的な農業の振興に取り組み、農業産出額

で全国第５位の食料供給県に発展してまいりま

したが、今後のＴＰＰ協定交渉の動向が不透明

である中で、農業大国であるアメリカやオース

トラリア産の農畜産物には到底太刀打ちできな

いのではないかと考えております。こうした状

況におきましても、基本的には、本県農業がこ

れまで培ってきた技術やノウハウ等を最大限に

生かして、本県の土地、また気象条件に最も適

した農業を積極的に展開し、輸入農畜産物との

差別化を図っていく必要があると考えておりま

す。例えば、地域の実情に即して農地の集積や

機械の導入を進め規模拡大によるコスト低減を

図ることや、本県が全国に誇る残留農薬の検査

体制を生かした安全・安心を確保すること、さ

らには、６次産業化により県産農畜産物ならで

はの新商品の開発を進め高付加価値化を図るこ

となどが考えられるところでございます。しか

しながら、仮に関税撤廃となった場合、これら

の対策のみでは本県農業が壊滅的な影響を受け

ることが予想されますので、政府に対しまして

は、国民的な議論を踏まえた慎重な対応を求め

てまいりたいと考えております。

○福田作弥議員 私が現地を見て考えましたこ

とは、米でも野菜でも畜産でも全部、日本の商

社、種苗メーカー、日本人が手がけておるんで

す。ですから実質は国内競争と同じなんです。

つぶさに調査されまして、この対応を固める必

要があると思います。特に食肉については、日

本に入っている豪州産は全消費量の50％近いで

す。そのまた半分以上を日本の商社が現地で肥

育して出している。こういう件、牧元副知事は

農水省におられてよく御存じだと思います。本

県の黒毛和牛を中心とした畜産がこれに太刀打

ちできる方策を、恐らく中央省庁におられたと

きからいろんな思いをめぐらされていたと思い

ますが、ぜひ宮崎県においてこれをやっておこ

うということがあればお聞きをしたい。

○副知事（牧元幸司君） 本県の農業について

は、先ほど議員が御指摘のとおり、畜産とハウ

ス園芸が非常に重要だと思います。ただ、本県

の畜産については、全国ではもちろん、肉用牛

にしても養豚にしてもブロイラーにしてもトッ

プレベルということでございますけれども、先

ほど農政水産部長から御答弁申し上げましたよ

うに、国際競争力という点からするとまだまだ

課題が多いというのは事実だと思っておりま

す。

そういう中で、具体的な対応としてどういう

対応があるのかということでございます。もち

ろん、安全・安心を確保する、コスト低減する

というのは当然でございます。加えまして、先

ほどのフードビジネスの議論とも重なりますけ

れども、付加価値をつけていくことが非常に大

事ではないかと思っております。畜産の面につ

いて言えば、先ほどもちょっと申し上げました

ような、低価格部位を中心にいかに付加価値を

つけていくかということだと思っております。

その面では、本県におきましても既に幾つか各

地において取り組みがあると承知をしておりま

す。さらに、口蹄疫からの再生・復興というよ

うな面でも新しい動きが出てきていると承知を

しておりますので、そういう新しい動きをぜひ
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後押しをいたしまして、本県の６次産業化とい

いましょうか、付加価値をつけることについて

積極的な展開を図っていきたいというふうに考

えてございます。

○福田作弥議員 ありがとうございました。

以上をもちまして、私の質問を終わります。

（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時29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、松村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） それでは、

早速質問に入ります。今回は４つの項目につい

て質問をさせていただきます。

まず、前回の６月議会の質問に引き続き、観

光資源の磨き上げについて質問いたします。

宮崎の観光は、古くは新婚旅行のメッカとし

て多くの県外観光客が訪れ、本県経済の牽引力

となった時期もありました。また、近年、特に

冬場の温暖な気候に恵まれた環境を活用し、プ

ロ野球やゴルフなどのスポーツキャンプが年々

盛んになり、テレビやスポーツ紙に取り上げら

れる場面も多く、観光宮崎のイメージは全国に

認識されているものと思っていましたが、先日

出されました統計データを見てみますと、県外

観光客の推移は、21年度を10年前と比較する

と、約100万人減少の440万人、観光消費額は190

億円減少の567億円であり、統計上は決してよい

とは言えない数字であります。スポーツキャン

プは、団体数、人数ともに増加傾向にあります

が、スポーツキャンプの誘致をめぐる各県との

競争は激化しており、今後、厳しくなることが

予想されます。21年度の延べ宿泊者数も243万人

泊と、全国38位という状況にあります。さらに

は、本県では、昨年の口蹄疫、鳥インフルエン

ザ、新燃岳の噴火の影響による大きな打撃も加

わり、観光関連業界の苦悩はいかばかりかと大

変心配しております。この状況を打開するため

には、ここで何としても観光再生への積極的な

施策を打つ必要があるのではないでしょうか。

６月議会でも話をさせていただきましたが、

ミシュラン・グリーン・ガイドブックに本県が

取り上げられ、神話や歴史などの宮崎県に本来

ある観光資源が高く評価され、さらには、九州

では本県だけがミシュランマンによるプレゼン

テーションを企画するなど、大きな話題であり

ました。これまで以上に、宮崎ならではの魅力

を生かした観光地づくりに取り組んでいけるの

ではないでしょうか。また、ここにきて特に驚

いたのは、日本最大級のファッションイベント

である「東京ガールズコレクション」の開催に

こぎつけたことであります。この東京ガールズ

コレクションは、特に20代前後の女性に絶大な

人気を得ておりますが、12月23日にシーガイア

での開催となりました。主に東京を中心に開催

され、本県以外では名古屋と沖縄でしか開催さ

れていません。北京やパリでも開催されるな

ど、海外からの注目度も高く、パリコレクショ

ンをしのぐ勢いで、外務省や観光庁も後援する

など、日本を挙げてクールジャパンを発信しよ

うとしているプロジェクトであります。このよ

うに、「宮崎恋旅」とのコラボをきっかけに、

東京ガールズコレクションをターゲットに絞り

込み、本県開催誘致に成功するなど、本県の積

極的な観光戦略が見てとれますが、宮崎観光再
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生の観点から、本県の観光振興のあり方につい

てのお考えを知事にお伺いいたします。

後は質問者席にて行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

観光についてであります。本県は、豊かで変

化に富んだ自然、日本発祥にまつわる神話や伝

説、豊富な食、そして一年じゅうスポーツが楽

しめる環境など、多彩な観光資源を有しており

まして、それぞれ高いポテンシャルを持ってい

るものと考えております。これら本県観光の優

位性を生かし─以前、新婚旅行という話もご

ざいましたが─今の時代状況に応じた観光客

のニーズを踏まえながら、現在、体験型観光資

源を活用しました「ゆっ旅」や、マリンスポー

ツを体験する「波旅」、さらに恋や愛にちなん

だ神話スポットなどをめぐる「恋旅」、この

「三旅」を推進しておりまして、観光客の誘客

に努めているところであります。このうち、宮

崎恋旅につきましては、その切り口のおもしろ

さが、今、御指摘のありましたような東京ガー

ルズコレクションの主催者の側からも高い評価

をいただきまして、今回、宮崎での大規模イベ

ントの開催が決定するなど、大きな広がりを見

せているところであります。ただ一方で、この

ガールズコレクションの開催を契機に、先日、

恋旅をめぐる県内外の関係者との意見交換の場

にも出たんですが、特に県外の関係者からは、

まだまだ恋旅をめぐるＰＲ、県外に向けての発

信が足りないのではないか、県内部にとどまっ

ているんじゃないかというような厳しい御指摘

もいただいたところでございます。こういった

声もしっかり受けとめながら、また、先日、台

湾、香港等を回ったときに、国外から見たとき

の宮崎の観光の魅力というものも、新たにいろ

んな気づきがあったところでございます。観光

というものは、宿泊、飲食、それからお土産な

どの物産振興という幅広い経済効果も期待でき

ますし、本県のイメージアップ、また、受ける

我々の側の地域の活力、元気にもつながる大変

幅広い効果のあるものだというふうに受けとめ

ておるところでございます。口蹄疫の影響等に

よりまして、厳しい状況も見られるところでご

ざいますが、より柔軟な発想を持って新たな挑

戦をしていくんだと、そのような心がけで観光

振興に全力で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〕

○松村悟郎議員 ありがとうございました。恋

旅の県外、国外での認識については、まだまだ

これから努力していくというお話でございまし

た。よろしくお願いいたします。

そこで、宮崎の観光を売り出す新たな商品と

して、県内の縁結びスポットなどを活用し、20

代から30代の女性をターゲットにして、宮崎恋

旅プロジェクトを一昨年よりキャンペーン展開

していますが、具体的にはどのような取り組

み、商品開発をしているのか、商工観光労働部

長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 宮崎恋旅

は、ただいま議員からお話がありましたよう

に、本県独自の恋や愛にちなんだ神話等を活用

して、主に女性をターゲットに本県への誘客を

図ることを目的として、21年度から取り組んで

いるものであります。具体的には、県内24カ所

の縁結びなどにゆかりのある神社等をめぐる周

遊企画や、旅行会社等が造成する「宮崎恋旅」

をテーマにした旅行商品への支援を行いますと

ともに、全国に対して情報発信を行うため、メ

ディアや企業等とタイアップしたＰＲなどに取
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り組んでいるところであります。また、民間事

業者などから構成される「恋旅スイシン委員

会」で出された意見をもとに、民間において

も、県内の飲食店等による宮崎恋旅と関連づけ

たグルメやお土産の開発、ホテル・旅館による

宮崎恋旅を使った宿泊プランの造成等が行われ

ているところであり、いわば恋旅ブランドが本

県観光の新しい顔として次第に定着しつつある

と考えております。以上でございます。

○松村悟郎議員 さて、繰り返しになるかもし

れませんが、東京ガールズコレクションが宮崎

で開催されることは本当に驚きであります。皆

様に配付の資料をごらんいただきたいと思いま

すが、東京ガールズコレクションの公式ホーム

ページからの抜粋であります。12月23日開催の

宮崎恋旅サポートのイベント案内が出ておりま

す。その下に、北京やパリなど海外での過去の

開催と、さらに下の方には、パートナー企業と

して、そうそうたる企業とともに、我が宮崎恋

旅も掲載されております。そして、何といって

もその下、外務省や観光庁までがサポートして

おります。まさに、国を挙げて、日本のアパレ

ルやファッション、文化を海外に売り込もうと

していますし、アジアを初め世界が注目するエ

ンターテインメントであると思います。裏をご

らんください。裏にはたくさんの過去の開催が

入っておりますが、東京ガールズコレクション

は、これまで代々木体育館や埼玉アリーナなど

東京を中心に開催されてきました。今回の宮崎

開催は─名古屋、沖縄は特別枠でございまし

たが─まさに地方開催としては初めてと言っ

てもいい開催ではないかと思います。このよう

に、世界へ発信する東京ガールズコレクション

をよく引っ張ってこられたと思います。誘致に

当たった職員チームの企画力・営業力は本当に

大したものだと、私は思っております。なぜこ

の宮崎で開催されるのか、どのようにして誘致

できたのか、その経緯について商工観光労働部

長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 東京ガー

ルズコレクションは、日本最大級のファッショ

ンイベントでございまして、20歳から30歳代の

女性を中心に絶大な支持を受けているものであ

ります。このように、東京ガールズコレクショ

ンのターゲット層が一致すること、それから強

力な情報発信力を持つことに着目いたしまし

て、昨年の３月からコレクションの運営企画会

社と接触を開始したところ、運営会社さんのほ

うからも宮崎恋旅の取り組みを高く評価してい

ただき、宮崎恋旅との連携が実現したものであ

ります。その第一弾が、昨年９月に口蹄疫から

の復興支援として行った東京ガールズコレク

ション会場内における宮崎恋旅のブース出展で

ありまして、その後、本年３月、それから９月

にも同様な取り組みを行う中で、今回の宮崎開

催につながったものであります。

○松村悟郎議員 若い女性にたくさん来県して

いただきたいとの思いだと思いますが、この東

京ガールズコレクションとコラボすることで、

宮崎恋旅の誘客戦略にどのような効果があるの

か、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 東京ガー

ルズコレクションにつきましては、イベントの

開催時だけではなく、ウエブ、雑誌等で情報を

提供するなど、強力な情報発信力がありますこ

とから、本年４月から９月にかけて、宮崎恋旅

とのコラボキャンペーンを実施したところであ

ります。このように、ターゲットとする誘客層

に直接訴えることができる東京ガールズコレク

ションと連携することによって、宮崎恋旅の認
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知度が高まり、女性を中心とした新たな観光客

の誘客が進んだものと考えております。

○松村悟郎議員 私には高校３年生の娘がおり

ます。先日、インターネットの前にずっと座っ

ておりました。何をしているのかと思ったら、

インターネットで先行予約のための予約どりと

いうんですかね、それをやっていました。この

東京ガールズコレクションの先行チケットとい

うのがあります。5,000人規模のビッグイベント

なんですが、わずか５分で完売です。娘も残念

ながらとれませんでした。娘の友達にはとった

子もいましたけれども、なかなか手に入らない

プラチナチケットになっているようでございま

す。この圧倒的な人気のイベントでございます

けれども、今回開催ということですが、来年、

再来年、引き続き開催できる、このようなこと

は県としては考えられているのか、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 今後につ

きましては、まだ決まっていないところでござ

います。まずは、今月のイベントの成功に向け

て、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○松村悟郎議員 恋旅、最後でございますけれ

ども、宮崎恋旅プロジェクトでは、若い女性の

恋心をくすぐるような新たな観光ルートが提案

されていますが、実際に来県されるお客様によ

り満足していただくためには、それぞれの観光

スポットのさらなる磨き上げや宮崎オリジナル

の「食」、お土産の開発なども必要であると思

います。その取り組みについて、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 宮崎恋旅

におきましては、現在、24カ所の恋旅スポット

から５つのルートをモデルコースとして設定

し、市町村等とも連携しながら、観光地の周遊

促進に取り組んでいるところであります。ま

た、県内の飲食店等では、宮崎恋旅と関連づけ

たグルメやお土産の開発など、取り組みの輪が

広がっているところであります。また、先

般、100人を超える関係者の方々が集まった、先

ほど知事のお話にもありましたような「宮崎恋

旅サミット」が宮崎市で開催されるなど、官民

の垣根を越えた盛り上がりが見られるところで

あります。今後とも、市町村や民間事業者等と

連携を深め、本県観光の新しい顔として、さら

なる磨き上げに取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○松村悟郎議員 よろしくお願いしておきま

す。

次に、同じく観光についてでありますが、西

都原古墳群についてであります。宮崎県に

は2,000基の古墳があります。そのうち約６割が

県央部に集中しております。小丸川、一ツ瀬川

流域の茶臼原古墳群、新田原古墳群、持田古墳

群、川南古墳群などでありますが、中でも国指

定特別史跡の西都原古墳群は、300基以上の古墳

が集中して分布する日本有数の史跡だと思いま

す。周辺の自然景観との調和も配慮され、整備

も行われてきております。毎年100万人近い観光

客が訪れる宮崎県を代表する観光地ともなって

おりますが、西都原古墳群の歴史的価値や観光

資源としての位置づけや取り組みについて、商

工観光労働部長及び教育長にお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 西都原古

墳群は、全国最大規模の古墳群でありまして、

特別史跡公園として整備されておりますことか

ら、悠久の歴史や古代ロマンを身近に感じられ

る歴史文化遺産として高い評価を受けておりま
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す。また、その周辺には、約2,000本の桜のほ

か、菜の花、ヒマワリ、コスモス等が植栽さ

れ、年間を通じた花の名所として、年間100万人

近くの観光客が訪れる、本県を代表する観光地

の一つでございます。このため、県といたしま

しては、歴史観光や教育旅行等の促進のための

貴重な観光資源として、国内外に向けて積極的

な情報発信を行っているところでございます。

○教育長（渡辺義人君） 西都原古墳群は、昭

和９年に国の史跡に、さらに昭和27年には特別

史跡として指定されております。また、古墳群

としては、全国でも２例しかない貴重な特別史

跡でありますとともに、我が国における古代史

を解明する上においても重要な遺跡と考えてお

ります。県教育委員会といたしまして、昭和40

年代には、「風土記の丘保存整備事業」により

まして、土地の公有化や墳丘の復元など、史跡

公園としての基盤を整えてきたところでありま

す。また、平成７年度からは、国の補助事業を

活用した史跡整備を実施し、遺構を保存するた

めの覆屋の建設や、鬼の窟古墳や100号墳など、

発掘調査の成果に基づく古墳の保存・修復を

行ってきたところであります。

○松村悟郎議員 西都原古墳群の中でも、特に

際立つ価値を持つのは男狭穂塚と女狭穂塚です

が、男狭穂塚は我が国最大の帆立貝形古墳であ

ります。また、女狭穂塚についても、九州最大

の前方後円墳であります。それにもかかわら

ず、本当に残念なんですが、樹木に覆われて、

その姿、全容を見ることができないのでありま

す。西都原古墳群は日本を代表する古墳群だと

思いますし、宮崎県内ではナンバー１の観光資

源だとも思います。そこで、男狭穂塚、女狭穂

塚の整備あるいは調査はどのようにされてきた

のか。また、その結果をどのように公開して活

用されているのか、教育長にお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 陵墓参考地でありま

す男狭穂塚、女狭穂塚の調査につきましては、

宮内庁の許可を得て測量や地中探査を行い、議

員のお話にもありましたように、男狭穂塚が日

本最大の帆立貝形古墳であることや、女狭穂塚

が九州最大の前方後円墳であることが解明され

るなど、貴重な成果を得ることができたところ

であります。男狭穂塚、女狭穂塚の調査の成果

につきましては、報告書を作成いたしまして、

市町村教育委員会はもとより、県内の図書館や

資料館などに配付いたしますとともに、西都原

考古博物館におきまして、男狭穂塚、女狭穂塚

の大型模型や地中探査の成果をわかりやすく展

示公開しているほか、県民を対象とする講演会

を行うなど、広く県内外への公開、活用に努め

ているところであります。以上です。

○松村悟郎議員 男狭穂塚と女狭穂塚は、御陵

墓参考地ということでございます。そこで、宮

内庁で管理されているということですので、去

る10月26日、自民党会派の商工観光部会の５名

で宮内庁に行ってまいりました。御陵墓参考地

を所管する宮内庁書陵部の岡部長に直接お会い

することができ、西都原古墳群の男狭穂塚、女

狭穂塚の歴史的資源の活用について意見を交換

させていただきました。宮内庁では、御陵墓に

ついては、鎮守の森として、あるいはあるがま

まの姿として管理するという、基本的な御陵墓

の管理のあり方についての御意見でございまし

た。また、下刈りや除間伐は継続して実施して

いくということでございました。このような意

見をいただいた中ではありますが、本県として

は、男狭穂塚、女狭穂塚の取り扱いについて、

宮内庁に対して、これまでどのように働きかけ
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を行ってきたのか、教育長にお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 宮内庁は、陵墓参考

地について、今お話がありましたように、その

静安と尊厳の保持を管理の基本とされておりま

すことから、陵墓参考地内への立ち入りや樹木

の伐採については、大変厳しい状況にございま

す。しかしながら、県教育委員会といたしまし

ては、男狭穂塚、女狭穂塚につきましては、西

都原古墳群の中でも中心的な古墳であり、南九

州の古墳時代や日向古代史を理解するために

は、その調査は欠かすことができない重要なも

のであると認識いたしておりました。このため

に、宮内庁に対しまして、事業の目的や古墳群

の保護・継承を行ってきている地元の状況のほ

か、県が実施してきました古墳群保存整備事業

の実績などを説明し、協議を進めてまいりまし

た。その結果、宮内庁として、これまでの実績

や調査の意義を最大限に御理解していただきま

して、陵墓参考地としては、まさに特例中の特

例として、昨年度まで実施してきた測量や地中

探査につきまして、全国で初めて許可をいただ

いたものであります。以上です。

○松村悟郎議員 ありがとうございます。西都

原古墳群の中心にあるこの巨大な古墳の姿が見

えないというのは、本当に残念であります。宝

の持ち腐れになるのではないでしょうか。男狭

穂塚、女狭穂塚の樹木を全部伐採することは、

そのすばらしさを認識させ、観光資源としての

価値も高まると考えております。そのために、

知事を先頭に宮内庁へ陳情活動を行っていくお

考えはないのか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この西都原古墳群の位

置づけの重要性、また、男狭穂塚、女狭穂塚の

重要性については、今、説明答弁を申し上げた

とおりでございます。この活用について大変興

味を持っておるところでございますし、以前、

外山議長と意見交換をしましたときにも、この

伐採という案に大変強い関心を示しておられた

ところでございます。私もぜひ現地へと思いま

して、先日、西都古墳まつりのとき─これは

１年で唯一、一般開放されるということで、何

十メートルか立ち入ることができるわけでござ

いますが─私も参りまして、自然豊かな静ひ

つな中に独特の雰囲気があるすばらしいところ

だというふうに受けとめたところでございま

す。そのときに、男狭穂塚、女狭穂塚を管理さ

れるのが、京都にあります桃山陵墓監区事務所

でありまして、その所長さんが現場に来ておら

れました。その所長さんに対しまして、県民の

間から有効活用に対する強い声があるというこ

とを申し上げたんですが、先ほど言いましたよ

うな静安と尊厳の保持を基本とした管理という

ことで、大変ガードがかたいところがございま

した。樹木の伐採等は大変困難な状況ではない

かと考えておりますが、西都原古墳群のすばら

しさというものを国内外に発信し、本県におけ

る貴重な観光資源としての活用にも寄与できる

ような環境整備を何とか図ることができない

か、機会をとらえて、アイデアを練りながら働

きかけをしてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 ありがとうございました。積

極的な観光戦略をよろしくお願い申し上げま

す。

次に、西都・児湯の地域振興対策についてで

ありますが、高鍋町にあります持田古墳群に隣

接する県の観光遺産である高鍋大師は、今回の

口蹄疫復興ファンドを活用した地域振興対策の

取り組みで、一帯を花木で飾る花守山事業をス

タートさせ、さらなる交流人口をふやすための
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観光資源の磨き上げを図ろうとしております。

そのほか、西都・児湯地区でも復興ファンドを

使った地域振興への取り組みがなされようとし

ておりますが、そのほかの地域での取り組みに

ついて、その考え方について、農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 西都・児湯地

域におきましては、域内市町村が協議に基づ

き、地域活性化の目標といたしまして、「地域

資源を生かした産品・拠点づくりによる交流人

口の拡大」という統一コンセプトを定めたとこ

ろでございます。具体的な取り組みといたしま

して、高鍋町の花守山整備事業や都農町のにぎ

わい拠点整備事業などの各市町村の地域資源を

活用した事業を実施することとしており、口蹄

疫復興財団といたしましては、各市町村から提

案のあった事業に対して、運用型ファンドによ

り助成することとしております。また、統一コ

ンセプトの実現に向けては、各市町村の取り組

みが有機的に結びついて、より大きな相乗効果

が得られることが重要でありますので、地域内

の関係者が一体となって、広域的な連携を企画

・実施するような取り組みに対しても支援を予

定しているところであります。今後とも、市町

村や関係団体等と緊密に連携を図りながら、運

用型ファンドによる支援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。

○松村悟郎議員 地域の連携というのは本当に

大事だと思います。そこで、10月20日にルピナ

スパークで開催されました東児湯鍋合戦、これ

は４回目の開催になりましたが、今回は東児湯

５町以外にも、西都市や北浦町、そして米沢市

などからも参加した11チームで競い合い、２万

人以上の来場者がそれぞれ自慢の鍋を堪能し、

大変好評だったということでした。主催する

「ひがしこゆ観光ネットワーク」は、児湯５町

の新たな観光ルートづくりを手がけるなど、地

域連携に果たす役割は大変大きいと思っており

ます。そこで、ひがしこゆ観光ネットワークの

成果や課題、それからこれからの役割につい

て、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 「ひがし

こゆ観光ネットワーク」につきましては、平

成19年の設立以来、地域一体となって、東児湯

鍋合戦を通じた食と農の情報発信やモニターツ

アーの実施など、幅広い観光振興策を展開され

ております。特に、先ほどお話がありましたル

ピナスパークで開催された先日の鍋合戦では、

過去最高となる２万2,000人の人出でにぎわい、

地域の魅力発信に大きな効果があったものと考

えております。東児湯地域における広域観光の

推進に当たりましては、これまで以上に各市町

村の観光資源を広域的に結びつけ、面としての

広がりや奥行きを持たせることが課題でありま

すことから、地元において多様な観光メニュー

の提供や観光客受け入れ体制の整備に向けた一

層の連携強化を図ることが重要であると考えて

おります。

○松村悟郎議員 今回の鍋合戦では、本当に多

くの来場者でにぎわったルピナスパークであり

ました。このルピナスパークも、１年を通して

十分な活用が図られているのか、そして観光拠

点としてこれまで多々課題があるのではないか

と思いますが、その課題と今後の活用につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業科学公園

「ルピナスパーク」は、平成９年の開園以来、

気軽に農業を楽しんでいただける場、また農業

を通した憩いの場として、多くの県民の皆様に

御利用いただいておりますが、一方で、利用者
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の伸び悩みや一部施設の利用休止などの課題も

ございます。このため、ひがしこゆ観光ネット

ワークと連携するとともに、ボランティアの皆

さんとも協働しながら、地域と一体となった魅

力ある公園づくりを目指して、鍋合戦や親子で

楽しむ食農教室、ぶどう収穫体験などの食と農

に関するイベント等に積極的に取り組んでいる

ところであります。今後とも、地元市町村や関

係団体との連携をさらに密にしながら、農業・

農村の理解促進を図る施設としての機能を十分

活用し、児湯地域の魅力ある観光の拠点となる

よう努めてまいりたいと思います。

○松村悟郎議員 西都・児湯地区でも、それぞ

れの地域復興対策がなされようとしております

が、今お話がありましたように、都農の一の宮

神社周辺の道の駅にぎわい拠点整備事業など

も、まさに、それぞれ交流人口をふやし、観光

振興を図ろうとする事業だと思います。これら

の事業が効果的に進むためには、さらなる広域

ネットワークが必要だと思います。連携して取

り組む仕組みづくり、これが必要だと思いま

す。先ほど述べましたが、その観光の中心とな

るのは西都原古墳群だと思いますので、どうぞ

西都原古墳群の磨き上げをよろしくお願いいた

します。

次に、農業再生への課題と対策についてであ

ります。

昨年の口蹄疫発生後、農場の再開がスタート

して約１年を迎えようとしております。口蹄疫

からの復興に向けて、一歩ずつ前進していると

ころですが、被害農家の畜産経営再開も依然６

割を切ったところにあります。まだまだ病気や

畜産物流通などへの不安、そして原発事故に伴

うセシウム汚染問題で牛肉価格が低迷している

など、再開できない理由の一つではないかと思

います。県は、農商工連携による新たな産業づ

くり、園芸作物など畜産以外の農業育成などの

施策を進めるとしていますが、具体的にはなか

なかその姿が見えないところであります。ま

た、家畜伝染病に関しては、リスクの高い季節

を迎えようとしておりますが、知事は６月議会

の私の質問に対して、「工程表に基づき、全国

のモデルとなるような新しい畜産の構築を進め

ていく」と強く答弁されました。そこで、「口

蹄疫からの再生・復興方針」に基づいた復興対

策の現状認識と今後の対応について、知事にお

伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 口蹄疫からの再生・復

興、さまざまな課題に取り組んでおりますが、

その中でも、畜産・農業の復興というものは、

大変大きな重要な柱ということで、市町村、関

係団体、農家の方と一体となって、工程表、そ

れから指針に基づいて取り組んでおるところで

ございます。しかしながら、口蹄疫の終息宣言

から１年がたった時点で、畜産経営の再開状況

は、農家の戸数で57％程度ということで、まだ

まだ道半ば、課題が残っているという状況でご

ざいます。経営を再開しておられない畜産農家

の中には、さまざまな畜産を取り巻く状況の中

で、再開時期を見きわめておられる方、あるい

は耕種への転換を考えておられる方など、さま

ざまな方がおられますので、引き続き、農家

個々の実情を踏まえた、きめ細かい支援・指導

に取り組んでまいりたいと考えております。ま

た、ＪＡ経済連が整備しました冷凍野菜加工施

設を核とした付加価値の高い土地利用型の農業

でありますとか、６次産業化などの推進に向け

た取組み、これも着実に一歩一歩進めていく必

要があろうかと考えております。今後とも、畜

産農家の皆様に寄り添いながら、市町村、関係
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団体と連携しまして、再生・復興方針に掲げま

した「全国のモデルとなる畜産の再構築」「産

業構造・産地構造の転換」という目標に向け

て、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○松村悟郎議員 防疫についてお伺いします。

市町村や関係団体との連携した地域防疫体制の

整備状況と、６月議会でも質問しました特定疾

病フリーの取り組み状況、さらには安全な畜産

地帯を守るための常設消毒ポイント、畜連など

家畜が集合する施設の防疫機器の整備状況、そ

して今後の対応について、農政水産部長にお伺

いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） まず、地域防

疫体制の整備でございますが、県といたしまし

ては、全国のモデルとなる畜産の再構築を図る

ため、市町村や関係団体等と連携を図りなが

ら、家畜防疫員による畜産農家の全戸巡回や全

市町村を対象とした家畜防疫演習、並びに県・

市町村家畜防疫連携会議を開催するなど、地域

防疫体制の強化に向けた取り組みを進めている

ところでございます。そのような中で、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、効率的な設置場所、継続

的に活用するための運営主体のあり方などの課

題について検討がなされているところでござい

ます。また、家畜市場など多くの畜産関係者が

集まる施設での消毒体制につきましては、地域

段階で検討していただくようお願いをしている

ところでございます。次に、特定疾病フリーの

取り組みといたしまして、まず豚につきまして

は、生産者が中心となった「西都・児湯新生養

豚プロジェクト協議会」が主体となり、オーエ

スキー病やＰＲＲＳのない清浄地域づくりを進

め、生産性の向上が図られているところであ

り、さまざまな課題はありますが、今後の展開

に期待をいたしております。一方、牛のＢＬに

つきましては、地域の状況に応じて、どのよう

に対策を進めていくかについて、各地域で検討

を行っていただいており、これを踏まえて、今

後、検査等を進めていくことになると考えてお

ります。以上です。

○松村悟郎議員 生産者段階における防疫意識

の啓発、そして畜産農家への立入検査について

であります。先日、御報告もあったようでござ

いますが、畜産職員まで家畜防疫員として投入

し、鋭意努力されていることは敬意を表すると

ころであります。しかし、多くの県職員を投入

したとはいえ、１万1,000戸を対象とした検査と

指導でありますから、大変大がかりな業務であ

ると思います。県や案内役を担う市町村の関係

職員の本来業務がおろそかになるのではないか

と私は大変心配しておりますが、その状況につ

いて農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県では、工程

表において、農場防疫を強化する観点から、今

年度、農場全戸巡回を実施することとし、７月

から家禽999戸、牛9,122戸、豚513戸の巡回調査

・指導を行っているところであり、来年３月ま

でには終了したいと考えております。初めての

全戸巡回調査であり、また農場数も多いことか

ら、家畜保健衛生所の獣医職員に加えて、緊急

的に県の畜産技術職員等を家畜防疫員に任命

し、市町村の協力を得て巡回を実施しておりま

す。本来の業務に加えての調査であり、担当職

員の少ない市町村にあっては、負担が大きいな

ど、業務的には厳しいものがあると認識してお

りますが、農場防疫の強化のために取り組んで

いるところでございます。なお、本年10月に改

正された国の防疫指針においても、原則として
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年１回以上、立入検査を実施することとされた

ところでありますが、来年度以降の調査につい

て、どのような形で実施するかについては、今

年度の実績や課題などを踏まえて検討してまい

りたいと考えております。

○松村悟郎議員 １年に一度、大変な検査であ

りますけれども、その効果というのにもいささ

か疑問を感じるところもございます。現実に、

私が６月に指摘した事案についても未解決のま

まとも聞いております。生産段階での防疫は、

経営者みずからが、みずからのために徹底すべ

きものであります。一方で、地域全体に負の影

響をもたらす危険性もあります。早急に改善で

きるところは、財政的な助成措置も講じて、徹

底して防疫措置をするべきだと思います。ほと

んどの農家の皆さん、ほとんどの方がまじめに

防疫体制づくりをされている、それが経営者だ

と思います。しかし、もしできない経営者は、

畜産業界から退場願うことも必要だと思いま

す。そのような意味から、日本一を誇れる家畜

防疫体制を構築するため、６月に指摘したよう

に、強制力のある宮崎県独自の遵守規定を定め

る必要があるのではないかと考えております

が、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本年10月に制

定された新たな飼養衛生管理基準では、ウイル

スを農場内に持ち込ませないための農家みずか

らが遵守すべき基準として、牛22、豚24、鶏25

の項目が定められたところであり、県では、こ

の基準に基づき、独自にチェックシートを作成

し、農場巡回調査時に徹底した指導を行ってい

るところであります。なお、農場において、こ

れらの飼養衛生管理基準の遵守違反が認められ

た場合には、県は家畜伝染病予防法に基づき、

指導・助言、勧告、命令を行うこととされてお

ります。また、家畜の飼養衛生管理状況等に問

題があり、口蹄疫等の発生予防、蔓延防止のた

めの措置を適切に講じなかったと認められる場

合には、手当金等の不交付、減額があるとされ

たことについても十分周知を図る必要がありま

す。したがいまして、まずはこれらの取り組み

を市町村や関係団体と連携して推進し、防疫対

策の強化に努めてまいりたいと考えておりまし

て、その成果や課題等も踏まえた上で、県独自

のルールの必要性について研究することになる

と考えております。以上でございます。

○松村悟郎議員 畑作関係について質問いたし

ます。再生・復興方針では、畜産の再開に加

え、畜産と耕種のバランスのとれた産業構造の

構築を目指すということから、露地園芸等への

転換、さらには６次産業化、農商工連携の推進

と農業構造の転換を図るとしております。その

エンジン役となるのが、西都市に立地した冷凍

野菜工場の稼働でございます。その稼働状況と

加工向け露地野菜の作付状況について、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） まず、８月に

竣工しました冷凍加工施設の稼働状況でござい

ますが、現在までに、里芋228トン、コマツナ52

トン、ゴボウ19トンの加工処理を終了したとこ

ろであります。また、当施設の中心品目となり

ますホウレンソウは、加工処理を11月21日から

開始したところであり、来年４月までに2,500ト

ンの加工処理を行う計画であると伺っておりま

す。次に、作付状況でございますが、現在、当

施設向けのホウレンソウの作付面積は、県内で

約165ヘクタールが確保されており、そのうち約

８割に当たる136ヘクタールが児湯地域で作付さ

れています。県といたしましては、今後とも、

冷凍加工施設を核とした土地利用型野菜の新た
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な産地づくりや農業経営の安定向上に取り組

み、畜産と耕種のバランスのとれた産地構造へ

の転換に努めてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 次に、ＪＴによる廃作奨励に

応じて、宮崎県では1,475ヘクタールあった作付

地のうち713ヘクタールが廃作になり、西都・児

湯地区においても、174戸あった生産農家のう

ち140戸が廃作を選択し、324ヘクタールあった

作付地のうち255ヘクタールに作付されない状況

となりました。葉たばこ農家の廃作によって生

じる大規模な転作については、具体的な作付転

換の方向や計画を伺っておりません。県として

はどのような対策を打とうとしているのか、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） 葉たばこ廃作

農家の転換の方向性につきましては、廃作農家

に対するアンケート調査の結果を見ますと、転

換品目として露地野菜の希望が多い状況にあり

ます。県といたしましても、廃作農地の有効活

用や転換品目の販売先の確保、さらには冷凍加

工施設を核とした６次産業化の推進等を図る観

点から、加工・業務用を中心とする土地利用型

野菜の振興を進めていきたいと考えておりま

す。このため、農業改良普及センターを中心と

した技術・経営面での継続的な支援や大規模な

畑作経営モデルの実証展示圃の設置、省力化を

目的とした機械化一貫体系の導入促進等に取り

組み、廃作農家の円滑な経営転換を支援してま

いりたいと考えております。

○松村悟郎議員 また、全体の８割、たばこの

生産が減少すると、これまで乾燥調整などに利

用されていた共同乾燥施設の運用あるいは統合

整理という課題が出てきます。生産者だけでは

大変対応が難しいと聞いております。この件に

ついての対応状況について、農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今回の廃作

は、過去に例のない大きなものとなることか

ら、共同利用施設の再編が地域の大きな課題と

なっているところでございます。このため、県

といたしましては、地域の関係機関・団体で構

成する「葉たばこ構造改革支援緊急プロジェク

ト会議」をそれぞれの地域に設置いたしまし

て、関係農家の意向を踏まえながら、施設の統

合や不要となった施設の売却等、具体的な施設

の再編について、施設ごとに指導助言を行った

ところであります。また、国庫補助事業を活用

して整備を行い、今後不要となる施設につい

て、県が中心となって、補助金返還が生じない

よう、国と協議を進めているところでございま

す。今後とも、関係機関・団体と連携を図り、

生産者の負担軽減が図られるよう努めてまいり

たいと考えております。

○松村悟郎議員 本当に大きく減少するとはい

え、本来葉たばこが地域農業を守る重要な農産

物であることには変わりありません。また、土

地利用型の農業として、安定した農業経営とし

て農家を形成してきたのも事実であります。宮

崎県も代表的な葉たばこ産地であります。難題

に対応しながらも、担い手育成を中心とした対

応も求められ、葉たばこ産地を維持するビジョ

ンを示すときでもあります。葉たばこの生産を

中止する経営体個々に対する支援と同様に、残

ることを選択した農家に対する支援について

も、県などがしっかり対応していく必要がある

と思いますが、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の葉たば

こ継続農家360戸につきましては、平均年齢52.9

歳、１戸当たり耕作面積が2.1ヘクタールと意欲
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ある若い農家が多く、将来にわたって夢と希望

を持って取り組めるよう支援していく必要があ

ると考えております。ＪＴにおいても、これら

基幹的担い手に対しては積極的に支援していく

と伺っており、買い入れ価格の引き上げや災害

援助金制度の見直し、生産対策助成事業の拡充

等が示されたところであります。葉たばこをめ

ぐる情勢は、製品たばこの消費減退や増税問題

など不透明な状況にありますが、県といたしま

しては、引き続き葉たばこを土地利用型の重要

な基幹品目と位置づけ、ＪＴに対して安定的な

耕作面積の確保等を要請するとともに、経営安

定に向けた支援策を、関係機関・団体と連携し

て進めてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 口蹄疫による経営中止農家、

そして葉たばこの廃作農地に加え、再来年には

埋却地の耕作再開と、多くの農地利用が課題と

なっています。これら農地利用とその農地での

農業振興は、今年度公表された第七次宮崎県農

業・農村振興長期計画では、想定外の事案と考

えられます。私は、「児湯の大地に夢を！」を

スローガンに、児湯地域の農業振興を初めとす

る産業経済の振興を進めたいと思っておりま

す。そこで、これらの課題に対する知事の認識

と対応をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 畜産を取りやめたり葉

たばこを廃作したりということで、本県の農業

が大きな波に見舞われているという状況かとい

うふうに思っております。これにより生じた農

地を有効活用し、産地の構造転換を図り、新た

な宮崎の産地づくりを進めていくということ

は、本県の農業を考える上で大変重要な課題で

あると考えております。このため、県では、Ｊ

Ａや市町村と連携いたしまして、経営感覚にす

ぐれた個別経営体や農業法人、集落営農組織の

育成・確保、意欲ある担い手への農地の面的な

集積による経営規模の拡大、また需要が急速に

伸びつつある加工・業務用野菜の生産振興や畑

地かんがい施設の有効活用による安定生産など

に積極的に取り組みまして、「儲かる農業」の

実現に全力で努めてまいりたいと考えておりま

す。さらに、地域の特産物に着目しまして、生

産から加工・流通に至る一連の取り組みを強化

する６次産業化などの取り組みによりまして、

本県農業の新たな成長産業化を図ってまいりた

いと考えております。

○松村悟郎議員 次に、農業後継者を育成する

教育機関である農業大学校と高鍋農業高校につ

いてであります。

両校とも、口蹄疫により大変御苦労されたと

ころだと思います。先日、高鍋農業高校の肉牛

が共進会に出場するなど、喜ばしいニュースも

ございました。そこで、両校の口蹄疫からの復

興状況について、農政水産部長、そして教育長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業大学校で

は、口蹄疫の発生により牛218頭すべてを処分

し、昨年度は、カリキュラム等を一部変更しな

がら実習を行ってまいりました。家畜につきま

しては、昨年11月から牛の再導入を行い、現在

では155頭と、学生の実習に大きな支障がない頭

数にまで回復しております。埋却地につきまし

ても、立入防止さくを設置し、適正に管理する

とともに、家畜防疫エリアの設定や本年９月に

は防疫更衣室を整備するなど、口蹄疫の発生を

教訓にした「家畜防疫日本一の学校」を目指し

た取り組みを行っているところであります。ま

た、学生たちも、東日本大震災で被災した東北

の農業大学校との交流や、地域振興イベントへ

の参画などのさまざまな活動も積極的に行って
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おり、口蹄疫からの復興は着実に進んでいるも

のと考えております。

○教育長（渡辺義人君） 高鍋農業高校は、口

蹄疫の発生により、残念ながら牛豚合わせまし

て335頭の全家畜を失い、生徒や職員が悲しい思

いをしたところでありますが、その後の再導入

により、現在では、牛42頭、豚78頭、計120頭を

飼育するまでに回復いたしておりまして、生徒

たちにも笑顔が戻り、日々畜産実習に取り組ん

でいるところであります。また、酪農施設につ

きましても、ことしの６月末に新しい乳牛舎が

完成いたしまして、搾乳実習が再開されたとこ

ろであります。さらに、家畜防疫体制の強化を

図るために、車両消毒装置などの防疫施設の整

備も進めてきております。こうした状況の中

で、生徒たちも、お話にありましたような県畜

産共進会への出場を初め、口蹄疫復興イベント

等に参加したりして意欲的に学習に取り組んで

おりますが、加えて、先日の学校文化祭では、

牧場産の豚肉を地域の方々に販売することがで

きるなど、復興は着実に進んできているという

ふうに考えております。以上です。

○松村悟郎議員 時間がだんだん少なくなって

まいりましたけれども、次に、高鍋農業高校の

牛乳加工施設の整備についてお伺いします。高

鍋農業高校の牛乳加工施設は、昭和38年に学校

の牧場内に設置され、生徒たちが搾った原乳を

加工して市乳を製造し、高校生みずからが販売

もしてきました。ところが、昨年、いろいろな

理由で廃止されました。現在は、地域からの声

も非常に多いんですが、本来、酪農家は自家で

牛乳を製造し、そして製造から販売までする経

営形態というのが今、本当に進んでいると思い

ます。６次産業化といいますか、その効果を学

ぶためにも、ぜひとも牛乳加工施設の整備が必

要ではないかと思います。さらには、農業大学

校、ここにもないわけでございます。農業大学

校と連携して、共同で活用できるような牛乳加

工施設ができないのか、教育長にお伺いいたし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 高鍋農業高校の牛乳

製造につきましては、施設設備の老朽化等によ

りまして、平成22年４月に生産を中止せざるを

得なかったものであります。議員の御指摘のと

おり、農業の６次産業化を踏まえた教育に取り

組むことは、農業経営者を育成する高等学校と

して、大変意義深いことであると考えておりま

す。そのため、現在、高鍋農業高校におきまし

ては、自分たちで栽培したマンゴーを使った

ヨーグルトやトマトを使ったケチャップ等を製

造し、販売を行うなどの学習をしているところ

であります。今後、牛乳製造を６次産業化の教

育として再導入することにつきましては、施設

等の整備に多額の費用を要することも考慮しな

がら、教育課程上の有効性や必要性も含め、検

討してまいりたいと考えます。

○松村悟郎議員 続きまして、高鍋農業高校の

遊休地の活用についてであります。高鍋町の舞

鶴公園に隣接する高鍋農業高校の一角に、今、

遊休地がございます。この土地を活用して、観

光拠点づくり、地域の案内や物産販売の施設、

さらには住民の交流の場を整備し、そこを農業

高校の生徒が生産物を販売する施設として活用

する、それが消費者との連携、農商工連携の足

がかりになると思います。そこで、農業高校の

遊休地を新たな活用の場として活用できないの

か、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 議員が御指摘の舞鶴

公園に隣接する土地につきましては、私も実際

に参りまして承知いたしておりますけれども、
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高鍋農業高校の生徒の基礎的な実習を行う農場

でありましたが、教育課程の変更等により、教

育活動には使用しないこととなり、平成22年度

までに農場内のすべての施設設備を撤去し、活

用を停止しているところであります。現在で

は、まだ教育財産となっておりますが、今後も

利用する見込みがないことから、この土地につ

きましては、地元自治体等の意見も伺いなが

ら、有効活用がなされるように検討してまいり

たいと考えます。

○松村悟郎議員 ありがとうございます。

次に、農業経営のあり方について、生産技術

だけじゃなくて、収益を上げる経営力、そして

６次産業化、農商工連携による経営の多角化・

高度化が求められる中で、農業大学校の教育の

役割という必要性が出てくると思います。その

農業大学校の学生の最近の就農状況について、

農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業大学校の

卒業生の就農状況は、過去３年間の学科卒業

生168名のうち、直ちに就農した者や研修後に就

農する者が86名で、全体の51％となっておりま

す。また、その他の卒業生も、農業団体や資材

販売会社等に就職するなど、就農を含めた農業

関連産業への従事割合は約８割となっており、

本県の農業・農村の振興に大きく貢献している

と認識しております。今後とも、関係機関・団

体等と連携し、「就農に自信と誇りを持ち、農

業に果敢に挑戦できる人材育成のための学校づ

くり」に努めてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 農業大学校も、後継者を育成

する本当に大事な機関だと思います。高鍋農業

高校と農業大学校は、高鍋町内に位置しており

ます。同じ農業後継者育成の教育を目指してお

ります。先ほども述べましたが、これからの農

業の多角化や経営センスを高めるという観点か

らも、両校の連携、そしてさらに高度な後継者

育成が必要だと思いますが、どのような連携が

とられているのか、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） 連携について

は、本当に大切なことだと思っておりまして、

農業大学校では、農業経営者養成を教育の柱と

する高鍋農業高校との連携を一層充実させるた

め、本年６月に両校の職員による検討会議を設

置し、各種の取り組みを実施しております。具

体的には、農業大学校施設を利用した園芸科１

年生のバイオテクノロジー実習や、農業大学校

職員による畜産科２年生を対象とした家畜防疫

に関する授業などのカリキュラムの連携に取り

組んでおります。今後とも、農業高校等との５

年間連携教育体制の実現に向けた取り組みを進

め、「たくましい実践力を備え、即戦力となる

農業者の育成」に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○松村悟郎議員 ありがとうございました。こ

れからもさらなる連携を図って、いい担い手を

育てていただきたいと思います。

もう時間が参りますので、あと１問だけで終

わりたいと思います。鳥獣害対策についてであ

ります。

農山村における鳥獣害対策というのは、毎年

毎年、議員の皆様からも御指摘のあるところで

ございますが、私は沿岸部に生活しております

けれども、少しずつ、猿、シカがふえているよ

うな状況にあります。特にことしは被害報告が

多いようですが、沿岸部での被害の状況、そし

てこれからの取り組みは、担当する市町村の鳥

獣被害防止計画の対応が多少おくれているので

はないかと思いますので、あわせて市町村の取
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り組みの支援についても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） 農作物等の鳥

獣被害は、水稲の被害が最も大きく、次いで野

菜、果樹、飼料作物の順となっており、平成22

年度の被害額は約２億7,000万円となっておりま

す。獣種別では、イノシシによるものが最も多

く約１億円、続いてシカが9, 5 0 0万円、猿

が5,000万円となっております。また、近年は、

西臼杵等の中山間地域のみならず、児湯地域を

初めとする沿岸部においても被害がふえている

状況にあります。農作物等の鳥獣被害につきま

しては、直接的な損失のみならず、生産意欲の

減退や耕作放棄地の増加につながるなど、金額

にあらわれない被害も発生し、地域活力を低下

させる深刻な状況にあります。

次に、市町村における被害防止計画の作成に

ついてでございます。平成20年２月に施行され

ました鳥獣被害防止特措法では、市町村が被害

防止計画を作成し、これに基づき、国及び県

は、市町村が行う被害対策が円滑に行えるよ

う、財政的な支援措置等を講ずることとされて

おります。本県における被害防止計画の作成状

況につきましては、平成22年度までに20市町村

で作成されており、御指摘のありました地域を

含む未作成の６市町に対しましては、本年度中

に被害防止計画を作成するよう指導を行ってい

るところでございます。

○松村悟郎議員 ありがとうございました。時

間が参りましたので、最後に、鳥獣害対策、１

年を通じて常時対応で捕獲活動ができるような

専従捕獲体制の整備を要望しておきたいと思い

ます。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、二見康之議員。

○二見康之議員〔登壇〕（拍手） お疲れさま

です。会派自由民主党、二見康之と申します。

早速ですけれども、始めさせていただきたいと

思います。

おととい29日に、私の所属しております都城

青年会議所主催で、皆様御存じの東京都知事に

立候補されました渡邉美樹さんの講演会が都城

総合文化ホールでありました。「夢をかたちに

する」という演題でのお話でした。夢をかたち

にする、つまり実現していくために必要なこ

と、大切なことについてのお話でございまし

た。内容としましては、第一に、まず夢を描く

こと、何を実現したいのか具体的にイメージを

つくることということです。次に、その夢に日

付、期限を決めること、そうすることで、やら

なければならないことを明確にするということ

でございます。そして３番目、それが決まれば

最後まであきらめないで努力することというふ

うに、簡単にまとめますと、この３点になるか

と思います。厳しい世情の中ではございました

けれども、居酒屋を出発点としまして、そこか

ら農業、介護、そして弁当宅配事業にも参入し

て成功してこられております。そこで私も大事

だなと思ったことがございました。それは「地

球上で一番たくさんのありがとうを集めるグ

ループになろう」という企業理念を掲げられて

いることでございます。これらのことは、政治

についても同じことだと思います。私たちが住

む地域社会をよくしていこうという夢を描き、

それに向けて計画を立て、全力で取り組んでい

くこと、そして、それは住んでいらっしゃる皆

さんが本当に幸せになってもらいたいという思

いで取り組んでいかなければならないこと。さ

きの都知事選では、宮崎にゆかりのある方もい
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らっしゃいましたけれども、渡邉氏に対しまし

て、これからも経営者としてさらに御活躍いた

だきたいというふうに感じたところでございま

した。大変いいお話を聞きまして勉強になりま

したが、こういう方にはなかなかお会いするこ

とはできませんけれども、書籍やほかの講演会

に行ったりとか、いろんなところで刺激を受

け、学ぶことはできます。最近は、肖像画につ

いての議論もございます。歴史上の偉人や先祖

の写真等もこれに当たるかと思いますけれど

も、これらは、先人をしのぶだけのものではな

く、先人のおかげで今があるということについ

て感謝すること、その先人に対し恥じることの

ない生き方をしなければならないと自分を戒め

ること、常日ごろから先人に見守られながら自

分を律するというような意味もございます。肖

像画の肖という字は、「あやかる」という意味

がございます。「あやかる」とは、その人のい

ろいろな徳について、自分もそのようになりた

いという思いを込めて、いわゆる尊敬するとい

いますか、そういった思いが込められている言

葉でございます。そこで、知事にお伺いいたし

ます。知事の尊敬する人物、人生の目標となる

ような方がいらっしゃれば、歴史上の人物でな

くても結構です。どういうところにあこがれて

いらっしゃるのかを含めてお伺いします。

以上、壇上からの質問を終わり、以下は質問

者席より質問いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

尊敬する人物についてであります。私が政治

家として尊敬しております人物は、「上杉鷹山

公」と「ジョン・Ｆ・ケネディ元アメリカ大統

領」のお二人であります。まず、上杉鷹山公に

つきましては、「なせば成る」の名言でありま

すとか、「伝国の辞」に示されました政治哲学

と強い信念のもと、本県出身ながら、米沢藩主

として藩政改革をなし遂げられた名君でありま

す。その土地の出身者でなくても立派な仕事を

されたということは、今の私の立場にとって大

変心強く、また模範とすべき名君、郷土の偉人

であると考えております。また、ジョン・Ｆ・

ケネディ元アメリカ大統領につきまして、政治

家として功罪いろいろ議論のなされているとこ

ろでございますが、私のポイントとしまして

は、就任演説におけるスピーチ、名文句です

ね。「祖国があなたに何をしてくれるのかを尋

ねるのではなく、あなたが祖国のために何をで

きるのか考えてほしい」というくだり、これは

今、私どもの掲げております「県民総力戦」に

も通ずる、大変これからの時代を考える上で重

要なメッセージではないかと考えておるところ

でございます。さらに加えて、昨日も議論にな

りましたが、没後100年を迎えられます「小村寿

太郎公」でございます。日本でもアメリカでも

私の大学の先輩ということになりますし、以

前、私も志しておりました外交という分野にお

きまして、当時、必ずしも国民世論のフォロー

の風ではない向かい風の中でありながら、しっ

かりと国益を見据え、将来の我が国のためにと

いうことで、立派な仕事をされたというふうに

考えております。大変優秀な頭脳とともに、小

柄な方でいらっしゃったということですが、諸

外国を相手に堂々とした立派な仕事をされた、

その胆力というものをしっかりと学んでいきた

いというふうに考えております。こういった先

人の姿に少しでも近づけるよう精進するととも

に、県勢発展のために全力を尽くしてまいりた

いと考えております。〔降壇〕

○二見康之議員 大変詳しくお答えいただきま
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して、本当にありがとうございます。もう

ちょっと短くなるかと思ったんですけれども、

尊敬する人物がいるということは本当に大切な

ことだと思います。目標とする方がいらっしゃ

る、そういったことがあるからこそ、人が見て

いなくても自分を律することができるんじゃな

いかなという一つの人生訓といいますか、そう

いったものにつながるのではないかなというふ

うに感じております。

次に、知事は、東京大学を御卒業されて自治

省に入省され、今は宮崎県知事となられていま

すけれども、国家公務員であったころと、県知

事、政治家となられた今、職務職責が変わられ

て、それにより、人生観、価値観などが変わら

れたところがあったんじゃないかなというふう

に思うんですけれども、どのようなことを感じ

ていらっしゃるかお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 少しでも自分の思いを

伝えよう、カラーを出そうと長い答弁になって

しまいまして、恐縮でございました。

知事就任以前も、国家公務員として、また総

務部長、副知事として、国民の、そして県民の

皆様のために職責を果たしてまいったところで

ございますが、選挙で選ばれ、政治家、知事と

いう立場になりますと、やはり県民の皆様とい

ろんな形で接する機会、意見交換、対話をする

機会もふえます。より県民の皆様の思いや暮ら

しというものを身近に感じるようになったとい

うふうに受けとめております。例えば、よくタ

クシーに乗っておりまして、タクシーの運転手

さんから、「最近、町なかがらがらで商売上

がったりだ」という話を聞くことがございます

が、以前であれば、今の経済状況はどういうこ

とがあってどういうのが背景だと、これに対し

てどういう対策があってこういう対策を打って

いるというようなことが頭に浮かぶだけといい

ますか、そこで終わっておったわけですが、今

はそれに加えて、やはり肌身に感じるといいま

すか、大変県民の皆さんのつらい状況というも

のがずしっと重く感じられる、それだけ自分が

物を背負っているんだなということを痛感する

ところであります。知事というのは、県政運営

におきまして、最終的な決断をし、その責任を

すべて自分が背負うという、その職責の重さを

ひしひしと感じているところであります。

○二見康之議員 続きまして、もう一つ、知事

に求められる資質、これまでもいろいろと問わ

れてきているかと思いますけれども、現代は閉

塞感を打ち破ってくれるようなリーダー、指導

者が求められている時代ではないかなというふ

うに感じております。何々旋風とかいうカリス

マ性、そして最近よく耳にしますドラッカーの

マネジメント力、この２つは似ているようなも

のですけれども、ちょっと意味が違うんじゃな

いかなというふうに私は感じているんです。カ

リスマということについては、予言的、超自然

的、超人間的な、いわゆる神秘的な資質で人を

動かすということ。マネジメントについては、

組織を効率よく動かすために、まず何をすべき

かということを考え抜いて、自分の得手不得手

を見きわめるというような資質ではないかなと

いうふうに考えております。先ほどワタミの渡

邉氏のお話を挙げましたけれども、目標設定、

そして計画をつくること、努力継続という要点

だったんですが、カリスマは目標設定に、マネ

ジメントは計画作成のほうに重点が置かれてい

るというふうに思います。知事という職務に

は、もちろん両方必要なことだと思うんです

が、河野知事として、どちらに重点を置くべき

であるとお考えになっているのかお伺いしま
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す。

○知事（河野俊嗣君） カリスマとマネジメン

トについての、今、目標設定なり計画策定、そ

ういう整理をされたところでございます。それ

ぞれがそういうふうに結びつくかどうかはとも

かく、目標を設定すること、それから計画を策

定すること、どちらも重要であるというふうに

考えております。政治家として大事なこと、知

事として求められておりますことは、やはり将

来の目標なり希望なりというものをしっかりと

示した上で、それに向けての具体的な戦略を定

め、そして県庁組織を、また県民を鼓舞し、そ

の先頭に立って引っ張っていく、そのような姿

勢が求められているというふうに思っておると

ころでございます。カリスマという言葉、閉塞

感を打破するという御指摘があったところでご

ざいますが、やはり大変危険な状況もあるので

はないかというところを憂慮しておるところで

ございます。けさも朝日新聞に、京都大の佐伯

教授が「民主主義と独裁」というインタビュー

記事を載せられて、大変示唆に富むものと受け

とめておるところでございますが、カリスマと

いうような言葉ですとか、その発信力なり人気

のみで引っ張って、これから我が国はどうなる

んだろうかという一抹の不安もあるところでご

ざいます。私としましては、目標設定も、それ

から計画策定も、両方大変重要なものとして考

えながら、地に足をつけた県政に取り組んでま

いりたいというふうに考えています。

○二見康之議員 ありがとうございました。大

体想像していたとおりだったかなと思うんです

けれども、やはり、どうしても打ち破らないと

いけないような、すごく大きな動員力といいま

すか、そういったものが必要なときには、やっ

ぱり人を引きつけるカリスマ性というものが求

められる時期というのがあるんじゃないかなと

思います。もちろんその能力をどういうふうに

使うかというのは、その人次第であるというふ

うに思いますので、先ほどの尊敬する人物とい

うのを挙げたのも、やはりそういった意味で、

権力におぼれるのではなくて、しっかりと相手

のことを考えて行動できるような方であれば、

ぜひ持っていただきたい資質ではないかなとい

うふうに私は感じております。

続きまして、宮崎県総合計画についてお伺い

していきたいと思います。総合計画に位置づけ

られていることなんですけれども、未来みやざ

き創造プラン（長期ビジョン）の中で、戦略８

の「持続可能な地域づくり戦略」に、「地域ブ

ロック単位での対応が困難な高度医療や高等教

育、産業振興による雇用の場の確保など人口流

出を食い止める人口のダム機能といった高次の

都市機能については、宮崎市、都城市、延岡市

・日向市の３拠点を中心とした広域的な連携に

より確保します」というふうに載っておりまし

て、アクションプランのほうにも、そのことが

同じように書いてあります。「人口流出を抑制

していくため、高度医療や高等教育、産業振興

に……」、同じですね。「持続可能な地域づく

りを推進するため、市町村や住民等との対話を

通して、県と市町村又は市町村間の連携・協力

等について検討・実施します」というふうにこ

こに書いてあるんですけれども、それぞれの地

域性を生かした医療とか教育とか、そういった

ものというのは公益性があるものですから、こ

ういうビジョンに立っていかれるんだというこ

とだと思うんですけれども、もうちょっと具体

的に何かビジョンを持っていらっしゃるのか、

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） 今後、人口構
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造の変化等に伴いまして、社会、経済のあり方

も大きく変わっていくものと予想されておりま

すが、そのような中にありまして、人口の流出

を抑制し、定住人口の確保を図りながら、活力

を維持し、持続可能な地域であり続けるために

は、市町村の枠を超えて地域が連携していく仕

組みが必要でございます。このような認識のも

とに、県内各地域ブロックごとに、消防・防災

活動や地域交通、観光など、生活に必要な機能

を補完し合う市町村の連携の推進に取り組んで

いるところでございますが、特に、高度医療や

高等教育、産業振興による雇用の場の確保な

ど、高次の都市機能につきましては、広域的な

視点から確保するとともに、県内のどの地域か

らも利用可能な条件を整備していくことが必要

であると考えております。このようなことか

ら、総合計画におきましては、県央の宮崎市、

県西の都城市、県北の延岡市・日向市、この３

つの拠点を中心に、広域的な地域連携を促進し

ていくこととしたものでございます。以上でご

ざいます。

○二見康之議員 ありがとうございました。広

域連携というのを伺ったときに、地域地域の特

色を生かしたものを考えていらっしゃるのかな

というふうに最初感じたものですから、ちょっ

とお伺いしたんですけれども。もちろん、救急

医療、２次医療とか、病院マップとか拝見した

ときに、距離とか非常に３拠点構想に基づいて

整備していくんだということがよくわかったん

ですが、産業に関しては、もうちょっと、その

地域性というものがあると思うんです。それを

生かしていけるようなビジョンというものをそ

の中に加えることはできないのかなと思いまし

たので質問したんですけれども。

きょうは、皆様のお手元に資料を配付させて

いただいているんですが、この半紙ですね。九

州の地図と南九州の都城志布志道路のマップな

んですが、本当はこういう冊子になっているも

のなんですけれども、節約のためか半紙だった

んですが、申しわけございません。これは、都

城志布志道路について、都城土木事務所がつく

られた資料でございます。恐らく、梅北イン

ターチェンジから五十町インターチェンジまで

開通されたときにつくられたものであると思う

んですけれども、この表紙とか拝見しますと、

すごくよくできている。五十町から梅北まで

真っすぐ通りましたという達成感といいます

か、そういったものにあふれたような表紙に

なっていますので。実際はまだ先がありますか

ら、しっかりとそちらのほうも着実に進めてい

けるようにまずお願いしたいと思うのですが。

この地図の中で、左上のところに九州のマッ

プがあるんですけれども、こちらの青い線のと

ころがいわゆる高速道路、都城から志布志港に

向いている赤い線が都城志布志道路なんです。

この地図をごらんいただくと、ちょうどこの赤

い線とその左側にある青い線が近くなっている

ところがあると思うんですけれども、その青い

線の一番近いところは、末吉財部インターチェ

ンジのところなんですね。これは国道10号のと

ころでございまして、この志布志道路のところ

でいうと、ちょうど五十町のところが国道10号

で乗りおりするようになっております。これを

見たときに、今の志布志道路を最優先的につ

くっていただきたいというのももちろんあるん

ですけれども、次のステップといいますか、

もっと広域的に考えたときに、国道10号の五十

町から末吉財部インターまでの間、ここのとこ

ろに道路の重要性というものを見出していかな

いといけないんじゃないかなというふうに考え
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ております。

都城市というところは、鹿児島県との県境に

あるんですけれども、国道10号を走っておりま

すと、いつどこから鹿児島県に入ったかわから

ないぐらい産業圏としてはすごく近いところな

んですね。ですから、この地域を考えたとき

に、国道10号の重要性というものをもうちょっ

と認識していくべきじゃないかなというふうに

感じているんです。もちろん都城市は、きのう

山下議員から御質問があったように、ジオパー

クということで環霧島会議、地域の連携という

ものを進めております。ここの道路のことにつ

いては、恐らく、平成21年より定住自立圏の中

で、都城市と三股町、そして曽於市、志布志市

と一緒になって、その構想を取り組んでいらっ

しゃるんですけれども、そういった中で、やは

りこの区間の道路の重要性というものをこれか

ら考えていかないといけないというふうに感じ

ております。もちろん行政区域が宮崎県と鹿児

島県にまたがっておりますから、県として取り

組むことができることは限られていると思うん

ですけれども、直接に道路をつくるわけではあ

りませんので。ただ、ここに、この道路の重要

性─これからどういうふうにこの町が発展し

ていくかというときに必要となってくる道路で

あると思いますので、私もさらなる調査研究を

進めていって、ここの道路の必要性をもう

ちょっと研究していきたいというふうに考えて

おりましたので、ちょっときょうは一言お話し

させていただきました。

また、これは御存じだと思うんですけれど

も、九州にも40万人以上の都市が７つありま

す。１つは宮崎市、お隣の鹿児島市、そして熊

本市、大分市、北九州市、福岡市、長崎市の７

つなんですが、この九州の中で40万都市が結構

バランスよくなっているんじゃないかなという

ふうに思います。宮崎市から鹿児島市に行くと

きに、今は高速道路でありますと、えびの市の

ほうを迂回していくつながりになっていますけ

れども、この霧島を囲むような形で道路整備が

できれば、非常にいい道路網になってくるん

じゃないかなというふうに考えております。こ

れはまた、今後とも自分でも研究を進めていき

たいと思っておりますので、いろいろとアドバ

イス等ありましたら、ぜひお願いしたいところ

でございます。

次に、ここからは林業公社についてお伺いし

ていきたいと思います。

さきの９月議会でいただきました資料に、平

成23年度の収支予算書がありました。こちらの

予算書を見ますと、事業活動収支、投資活動収

支、財務活動収支、すべてマイナスという予算

であります。つまり、事業を行っても会社にお

金が残らないし、投資するお金もない、そして

財務のほうは、借金を返すためにさらに借金を

しているというような予算書になっておりまし

て、普通の企業であれば、なかなか存続の厳し

い状況なのかなというふうに感じております。

しかし、先日出していただきました「林業公社

のあり方に関する県方針（案）」において、今

回、公社の廃止を含め検討された結果、公益性

の面、県財政面からも存続するべきとのお話で

したが、平成20年度を始期とする第３期経営計

画策定以降、厳しい経営状況にある林業公社で

すので、今回、改めて公社としての意義・本質

等を見詰め直していきたいと思っております。

まずは、林業公社の設立目的、達成目標につい

て伺います。設立時から約40数年たっておりま

すので、この間、目的達成のために取り組んで

こられたことと思いますが、設立時と現時点で



- 120 -

平成23年12月１日(木)

は、その設立目的、達成目標が変化してきてい

るんじゃないかなというふうに感じますが、林

業公社の設立目的、達成目標について、環境森

林部長にお伺いします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 林業公社の設

立目的等ですが、国は、戦後の大幅な木材需要

の増大に対応して、森林の木材生産力を高める

ために、昭和33年に分収造林特別措置法を制定

し、分収方式による拡大造林を推進してきたと

ころであります。これを受け、本県でも昭和42

年に宮崎県造林公社を設立し、森林所有者個人

での造林が困難な奥地等への拡大造林を組織的

に行ってまいりました。公社は、設立当初、１

万ヘクタールの分収林を整備することを目標と

しておりましたが、平成10年度までに、これを

上回る約１万2,000ヘクタールの分収林を整備し

てきたところであります。造成された分収林に

ついては、今後、本格的な収穫期を迎えること

から、公社は、収益性が高くなる施業に取り組

み、収入の確保につなげていくこととしており

ます。

○二見康之議員 続けてお伺いします。公社を

存続させるに当たり、他の林業関係業者との比

較をしなければならないと思いますが、林業公

社は、他の林業事業体と比較して、独自の強み

もしくは弱みという面でどのような点が違うの

か、お伺いします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 林業公社は、

分収林特別措置法に基づく県内唯一の森林整備

法人であることから、他の林業事業体が行う事

業よりも高率での補助事業の実施が可能となり

ます。一方、林業公社は、他の林業事業体と違

い、独自の労務組織を持たないことから、みず

から森林整備を行うことは困難でありますが、

社員である森林組合などの協力を得て、適正な

森林整備を行っているところであります。

○二見康之議員 林業公社の役割、また果たし

てきた成果をどのように評価されていらっしゃ

るか、続けてお伺いします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 林業公社は、

設立以来、奥地等の造林困難地の拡大造林を推

進してきたほか、平成14年度からは、森林施業

受託事業により、植栽未済地等への植栽及び保

育を行ってきております。これらの事業の実施

により、雇用の創出など、山村地域の振興に大

きく寄与するとともに、造成された森林は、水

源の涵養や自然災害の防止等の公益的機能の維

持・増進にも貢献しているものと考えておりま

す。

○二見康之議員 今の御答弁をまとめさせてい

ただきますと、まず、当初の目的である１万ヘ

クタールの造林というものは目的達成されたと

いうことですよね。それによって、今の段階で

は、収穫による収入確保に努めることが残りの

目的になっておって、そしてまた、森林整備法

人としての高率補助事業を今後行っていくのが

もう一つの課題であるかなというふうに受けと

めました。また、その成果については、山村地

域の経済・雇用、そして水源涵養と、環境にも

貢献してきたというふうにも実際感じるところ

でございますが、国策で進められてきたことで

あるとは思いますけれども、実際に林業公社自

体の経営というものは、基本的に地方自治の中

に入っておりますので、やはり県としてしっか

りと─今のこの現状を考えますと、昔の見通

しが甘かったのかなという気はします。

続いて、分収造林契約についてお伺いしま

す。この契約相手について、契約件数及び県内

外別の状況をお伺いします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 平成22年度末
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現在で、契約件数は1,233件、契約者数につきま

しては1,646名ですが、そのうち県内は1,601

名、県外は45名となっております。

○二見康之議員 やはり県内の方が多いという

のは意外だったんですけれども、奥地であるか

ら、思ったほど、よその方は余り興味がないの

かもしれないですね。しかし、ここ数年間で主

伐が始まったわけなんですが、契約書を見てみ

ますと、契約自体、間伐するのにも相手方の意

見を聞かなければいけなかったりする内容に

なっております。また、これまで進めておりま

す長伐期の期間延長をする場合、これもまた相

手方との再契約という形になりますので、一応

契約は終わっているということですけれども、

いろいろな主伐・間伐に関しても相手方がある

ことなんですが、40年ほど前に契約したもので

ありますので、その間、相手方が引っ越された

り、もしくはまた相続が発生したりする場合も

考えられるんですけれども、現在の対処状況に

ついてちょっとお伺いしたいんですが。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 相手が引っ越

したり、相続が発生していた場合ですけれど

も、相手方が引っ越しをされた場合は、当然で

すけれども、住民票の確認作業などを行うこと

になります。また、相続が発生した場合、その

相続人が所有権移転登記をされている場合は、

その方と分収林契約の変更を行うことによりま

して手続は終了しますけれども、所有権移転登

記がされていないケースも多数ございます。こ

のようなケースでは、分収林契約の権利者を特

定していただくため、遺産分割協議をお願いす

ることとしておりますが、契約地が共有地で

あったり、あるいは相続人が海外在住である場

合には、手続に長時間を要することもございま

す。

○二見康之議員 契約上、相手方がいらっしゃ

ることなので、仕方のないことかもしれません

けれども、またそこのところもしっかりと取り

組んでいただきますようにお願いいたします。

次に、公社の貸借対照表について伺いたいと

思います。この貸借対照表なんですが、林業公

社では、森林勘定というものを用いた会計処理

を行っていらっしゃいますが、平成22年度末資

産合計が約355億円に対し、森林勘定が約349億

円となっております。これはつまり資産の約98

％を森林勘定が占めておりまして、要するに、

今まで公社のお金の98％をこの森林につぎ込ん

できたということでありますが、この森林勘定

は、森林経営にかかわる直接費・間接費から、

受け取り利息等の収益を引いたものであります

から、実際の森林価格ではないわけですよね。

そこで、過去最低の価格というふうに伺ってお

ります平成21年度の木材価格で試算した場合

と、平成22年度の価格で試算した場合の森林勘

定の評価額はどのようになるのかお伺いしま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 平成21年度に

おける県森連原木市場の平均価格、これは１立

方メートル当たり8,900円でございました。分収

林をこれをもとに評価しますと、約97億円とな

ります。また、今おっしゃいました平成22年度

における平均価格、１立方メートル当たり9,900

円でございましたけれども、これをもとに評価

いたしますと、約137億円となります。21年度

と22年度の評価額の差は、約40億円となりま

す。

○二見康之議員 その差が１立方メートル当た

り1,000円違えば40億円変わるということですの

で、およそ400万立方メートルの森林が今あると

いうことかと思いますが、要するに、今後、公
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社としては、先ほどお伺いしましたとおり、こ

の森林を売っていって収入を上げなければなら

ないということなので、もちろん年月がたてば

木は大きく成長していくでしょうから、さらに

木は大きくなって立方当たりもふえていく、ま

た、主伐・伐採等をしていけば、その分は減っ

ていきますから、そこのところは計画的に調整

されていくことかと思いますけれども、ただ、

木材価格が上昇することでしか収入を上げられ

ない状況ということかと思います。また、この

価格というものを公社のほうで実際決めること

ができない、市場価格というものがありますか

ら、これを公社のほうでどうこうすることはで

きない、非常に厳しい課題かなというふうに

思っております。また、これまでに森林につぎ

込んできたものも非常に大きかったというとこ

ろもあるかと思いますので、そこのところを

しっかりとまたこれから先─今の現時点で終

わってしまっていることは仕方のないことだと

思いますので、これからいかにして分収契約し

ている森林を高く売っていけるか、そこに努め

ていくことに、ひとつ改善点を絞っていかなけ

ればならないかというふうに思っております。

次に、公益性についてお伺いします。先日い

ただいた資料で市町村別分収林面積についてで

すが、契約地域が延岡、西臼杵、日向、東臼

杵、西都、西米良、木城と、県北部に偏ってお

りますが、現在、一応公社に対しまして、県か

ら無償で貸し付けを行っております。公的資金

を投入しているわけですから、宮崎県の中でも

森林が多い地域は確かにこの地域なんですけれ

ども、県の税金を使うという観点から考えます

と、ここにちょっと不公平感があるのではない

かと思うんですが、環境森林部長、どのように

お考えかお伺いします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 公社による分

収林事業につきましては、拡大造林を効率的に

推進するため、公社設立当時、人工林の割合が

県南地域に比べて低かった県北地域において、

重点的に実施されてきた経緯があります。この

ため、公社営林の所在地は、県北地域の12市町

村になっておりますが、公社の運営について

は、これまで県による無利子貸し付けだけでな

く、社員である12市町村においても、分収割合

の見直しや無利子貸し付けという方法で支援を

行ってきたところであります。一方、平成14年

度からは、県南地域においても、森林所有者等

から施業の委託を受けて、植栽未済地の解消に

積極的に取り組んでいるところであり、公社

は、県内全域において、森林整備法人としての

役割を果たしてきていると考えております。

○二見康之議員 おっしゃるとおりかと思いま

す。また、市町村のほうも、分収割合のほうを

６対４から９対１に見直してくださったと、非

常にありがたいことかなと思うんですが、市町

村の場合は、分収契約をしたときに、市町村独

自の費用がかかっているわけじゃないと思うん

ですよね。植林するにしても公社のほうでやっ

ているわけですから、それに対して９対１の割

合で収入があるということは、これから先、非

常に割合としては厳しいところかもしれません

けれども、もともとの費用がかかっていないの

であれば、そういったところにも協力を求めて

いかないといけないのかなという気はするんで

すが、そこのところはまた今後とも御検討いた

だければと思います。

また、今の公社の経営状態なんですけれど

も、県は公社の連帯保証人のような立場にある

というふうに感じます。公社のほうが足りなく

なって借りた分のお金に関しては、県のほうが
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いわゆる債務保証をしているので、どうしても

出さないといけないという状況にありますの

で、今はそのしわ寄せが全部県に来るような状

況になっているかと思います。実際に、その貸

付金がふえにふえて今の現状になっております

ので……。もちろん今一番大きいのは県なんで

しょうけれども、残りのほかの市町村、そして

森林組合に、できる限りの協力のお願いをして

いかないといけないと思うんですが、県とし

て、そういう公社の社員全員の協力体制づくり

というものをどのようにお考えでいらっしゃる

のか、環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 公社の経営に

つきましては、これまで社員である県、市町

村、森林組合等が、それぞれ役割分担をして、

支援を行ってきているところであります。県は

これまで公社に対し貸し付けを行っており、平

成22年度末で211億円の貸付残高となっておりま

す。先ほどの話とも重なりますが、また、市町

村においては、当初６対４であった分収割合を

９対１に見直し、森林組合においては、出資金

の増額などを行ってきたところであります。公

社の経営については、今後とも、社員一体と

なった取り組みが必要であると考えておりま

す。

○二見康之議員 おっしゃるように、協力は求

めていらっしゃるということですけれども、さ

らに経営状況は厳しくなっているわけですか

ら、やはりまたさらに協力をお願いしていくべ

きじゃないかなと。できる、できないの範囲と

いいますか、幅はあるでしょうから、そこはま

だ検討の余地があるのかなと。お金だけの問題

でもないような気がするんですね。いろんなと

ころで各行政機関、森林組合等も、公社に対し

て協力できるところはあると思いますから、そ

ういったところもさらにあきらめないで、改善

の協力要請の余地を検討していただければと思

います。

そして、平成20年にできました第３期経営計

画の見直しについてなんですけれども、今回、

分収交付金算定基礎を見直すということであり

ますが、これは言いかえれば、相手方の利益を

奪うこと、要するに契約相手、土地所有者の利

益を県のほうに譲ってくださいということかと

思うんですけれども、ここ数年先に主伐された

方々との公平性についても、この件については

懸念されるんですが、どれくらい中身が変わる

のか。そこら辺の公平性がとれるのか。また、

分収造林契約書の第１条には、信義、誠実、義

務の尊重という条項も設けてありますし、民法

でも信義則という原則があります。そういった

意味も含めまして、契約者個人に与える影響は

許容範囲なのか、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 分収交付金算

定基礎の見直しですけれども、分収交付金の算

定に当たっては、これまでは売り上げ収入から

収穫調査に要する賃金や旅費などの直接経費の

みを差し引くこととしておりましたが、今後は

直接経費に加え、入札などの事務処理に要する

経費などの間接経費も差し引くこととしたとこ

ろです。契約者の方々と締結している分収契約

では、売り上げ収入から差し引く経費は、伐採

搬出等に要した費用とされておりますので、今

回の見直しの内容につきましては、契約者の

方々には御理解いただけるものというふうに考

えております。

○二見康之議員 さきの検討会議のときの資料

もいただいておりましたが、７つですか、今回

の見直しについての項目が載っておりましたけ
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れども、大体主伐時のコスト削減とかいう、帯

状複層林施業等についても取り組まれるという

ことです。これらの取り組みというのは、結

局、森林価格を上げるために、分収契約してい

る森林に対しての付加価値を高めていこうとい

う取り組みでありますが、その価格自体を決め

るのは、市場価格といいますか、公社自体で決

められないところ、やっぱりそこがウイークポ

イントになるんじゃないかなというふうに思い

ます。この価格の問題に関しては、公社だけの

問題ではなくて、やはり県の林務のほうでも、

しっかりと木材価格を上げていけるような取り

組みというものを考えなければならないんじゃ

ないかなというふうに感じます。また、長伐期

へ移っていくわけですから、大径材の木材利用

についてもよく質問されますので、そういった

ところも長期的に考えられることじゃないかな

と思います。この分収契約は長い年月をかけて

取り組まれる事業ですので、そういった意味

で、息の長い政策を考えていただけるようにお

願いしたいと存じます。

そして、こっちはちょっと別件なんですけれ

ども、総務部長にお伺いします。林業公社への

貸付金に対する特別交付税措置があるというふ

うに伺っておりますけれども、その内容及び実

績についてお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 林業公社に対しま

しては、その運営を支援するために、県が無利

子貸し付けを行っているところでありますが、

お尋ねの特別交付税措置につきましては、この

貸付金に対し、総務省が利子相当額の一部を措

置しているものでありまして、平成18年度から

実施されております。具体的には、県の無利子

貸付金の残高に長期プライムレートの利率など

を乗じて算出した利子相当額の２分の１が特別

交付税として交付されております。平成22年度

の交付実績につきましては、約１億2,600万円と

なっているところであります。

○二見康之議員 やはり、これがあるだけでも

全然違うというふうに感じます。いろいろと存

続・廃止について考え検討されたということで

すけれども、こういった、いわゆる特別交付税

措置等があれば、やはり現段階では存続させる

ということのほうが、財政面にとっても非常に

有利であるということは明らかなことでありま

して、これから先、考えないといけないところ

は、価格をいかにして上げていくかというとこ

ろに絞られると思います。これは重ねての口上

になってしまいまして済みませんが……。

そして、さきに質問しましたが、公社の事業

について、分収林事業と森林施業受託事業の２

種類がありますが、公社経営を継続するかどう

かの判断で重要なところであると思いますけれ

ども、今の公社の現状を考慮すると、長期借入

金の元利金─元金と金利の分ですね─この

負担が非常に大きい状態であります。そこで、

この長期借入金の収支を除いた分収林事業の収

支及び森林施業受託事業の収支について、どの

ような状態であるのかお伺いします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 長期借入金の

収支を除いた分収林事業について、平成22年度

決算において試算しますと、事業収入が４億535

万3,000円、事業支出が２億3,078万6,000円で、

事業収支は１億7,456万7,000円のプラスとなっ

ております。また、森林施業受託事業について

は、事業収入が２億4,001万1,000円、事業支出

が２億3,927万円で、事業収支は74万1,000円の

プラスとなっております。

○二見康之議員 今お伺いして思ったんですけ

れども、施業受託事業については、ほぼとんと
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んということです。もちろん、高率の補助金を

使ってのことですから、利益を生むわけにはい

かないというふうに私も考えるんですが、もう

一方の分収林事業、こちらのほうの収支がプラ

スにならない限り、いわゆる公庫、市中銀行か

ら借りたお金を返す原資にはなり得ないんだと

いうことが林業公社の根本だと思うんです。そ

れ以上に現時点で返すお金が大き過ぎるから、

何としても県のほうで貸し出さないといけない

ということかと思いますが、その中で、今の長

期借入金を抜いたもので、分収林事業の事業収

支がゼロとなる木材価格、いわゆる損益分岐点

というものは幾らになるのか、続けてお伺いし

ます。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 同じく平成22

年度の決算書を用いて試算いたしますと、事業

収支がゼロとなる木材価格は、１立方メートル

当たり7,700円程度と見込まれているところであ

ります。

○二見康之議員 それは原木の価格であります

か。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 先ほど使用し

ました原木市場での木材価格の平均価格でござ

います。

○二見康之議員 ありがとうございます。とい

うことは、この価格を下回るときに、分収事業

の赤字が出てくるんじゃないかなということに

なりますので、そういったところをしっかりと

見きわめながら、これから先、これは長期的な

ことですので、まだまだ先の長い検討が必要か

と思います。まだちょっと幾つか残していたん

ですけれども、時間が来ましたので、これで終

わりますが、今度、次の議会のときに、改めて

長期計画を見直されて、経営改善計画を出して

こられるかと思いますけれども、とにかく分収

契約の価格が上がらない限りは、収支改善とい

うのは難しいということだと思いますので、そ

こをしっかりと知事もリーダーシップをとって

いただきながら、県一体となって改善に取り組

んでいただけるようにお願い申し上げまして、

質問を終わります。（拍手）

○十屋幸平副議長 ここで休憩いたします。

午後２時53分休憩

午後３時10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、押川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） 御苦労さ

までございます。「韓国ではＦＴＡ批准無効反

対デモに10万人が参加」という記事が載ってお

りました。若者の姿が多く見られ、30代の男性

の「米韓ＦＴＡは自分とは関係ないものだと

思っていたが、問題点がわかってきて廃止する

ために参加した」とのコメントが載っておりま

した。我が国政府は11月11日、ＴＰＰの交渉参

加を表明いたしました。情報不足の中で不安や

反発が広がっている中で、私は県民の生活、福

祉を守るため、宮崎を守るため、地方からさら

に阻止に向けた運動の必要性があるというふう

に強く感じておるところであります。それで

は、通告に従いまして一般質問をさせていただ

きます。

「春は花 秋は紅葉に帆をあげて 霧や霞の

浮き舟の城」と歌われております、私の出身で

あります都於郡城10代伊東義祐のときが全盛期

で、日向48城の城主の孫として、日向の国、私

が住む都於郡に生まれました伊東マンショにつ

いて質問させていただきます。

島津氏の攻撃を受け、伊東氏の支城の綾城が
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落城した際、当時８歳であった伊東マンショ

は、家臣の田中国廣に背負われ、豊後に落ち延

びております。豊後で暮らしていたときにキリ

スト教と出会い、その縁で司祭を志し、有馬の

セミナリヨに入った。巡察師として日本を訪れ

ていたビァリニャーニは、キリシタン大名で

あった大村純忠と知り合い、財政難に陥ってい

た日本の布教事業を立て直すため、また次代を

担う邦人司祭育成のため、キリシタン大名の名

代となる使節をローマに派遣しようと考えた。

そして、伊東マンショは大友宗麟の名代として

選ばれ、1582年２月に中浦ジュリアン、千々石

ミゲル、原マルチノの３名と一緒に長崎港から

ヨーロッパに向けて出航をしております。遣欧

使節にあっては終始主席としてふるまい、スペ

イン国王フェリー２世、教皇グレゴリウス13

世、キリスト教世界の最高位の人々から絶大な

歓迎を受けられたと言われております。８年後

の1590年に帰国後、豊臣秀吉と謁見し、秀吉は

彼らを気に入り、特にマンショは強く仕官を勧

められたが、司祭になることを決めていたため

それを断り、天草のコレジオに進んで勉学を続

けたようであります。その後、神学の高等課程

を学ぶため、マカオのコレジオに移り、退会し

た千々石ミゲル以外はそろって司祭に叙階され

たようです。マンショは、小倉を拠点に活動し

ておりましたが、領主細川忠興によって追放さ

れ、中津へ移り、さらに追われて長崎に移り、

コレジオで教えていましたけれども、1612年11

月13日、ヨーロッパ帰国から22年目に病死した

と言われております。私の御先祖様であります

郷土の偉人マンショについて、どのように考え

ておられるか、知事にお伺いいたします。以上

で壇上からの質問を終わり、後は質問者席から

質問させていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。伊東マンショについてであります。本県西

都市の出身であります伊東マンショは、天正遣

欧少年使節として1582年にヨーロッパに派遣さ

れまして、ローマ教皇等に謁見し、人々に日本

の存在を広めるとともに、当時の印刷機や楽器

など、西欧の文化や品々を日本に持ち帰ったと

されております。地元西都市におかれまして

は、伊東マンショの歴史的伝承と地域の活性化

を図るため、毎年、都於郡城址まつりを開催す

るとともに、長崎県の少年使節ゆかりの地と協

力し、中学生を平成遣欧少年使節として海外へ

派遣するなどの顕彰事業を実施されておりま

す。400年もの昔に、苦難を乗り越えて８年にわ

たる旅をなし遂げ、少年使節として、またその

使節団の首席正使として、重要な役割を果たし

た伊東マンショは、我が国における国際交流の

端緒ともなる人物であり、本県における先覚者

の一人であると考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○押川修一郎議員 末裔の一人として本当にあ

りがたく感謝申し上げたいと思います。実は、

都於郡城址まつり、私が初代の実行委員長をさ

せていただいておりまして、ことしも 1 1

月12、13日の土日に盛大に開催をさせていただ

きました。そこで、西都市では、天正遣欧少年

使節として偉業をなし遂げた伊東マンショの年

代、今の中学２年生を対象にローマへの派遣事

業を３年に１回実施しているところでありま

す。この事業を県内に拡大し、青少年の育成並

びに今後の宮崎県づくりのために毎年実施する

ような形の中で、宮崎県としてこの事業を拡大

して取り組むことはできないだろうかというこ

とで、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 伊東マンショの出身
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地であります西都市が、少年使節にゆかりのあ

る長崎県の４市１町と共同して、中学２年生を

ローマなどに派遣いたします「平成遣欧少年使

節海外派遣事業」については、幾多の苦難を乗

り越えてヨーロッパに渡り、日本と西洋のかけ

橋となったマンショらの足跡を体感する意義あ

る取り組みであると考えております。県内で

は、このほかに、例えば小村寿太郎のゆかりの

地でありますポーツマス市と交流を行っている

日南市での取り組みですとか、あるいは高木兼

寛のゆかりの東京慈恵会医科大学に小中学生を

派遣している宮崎市の取り組みなど、それぞれ

の市町村で、それぞれの地域に根づいた取り組

みが行われているところであります。県の事業

として、中学２年生をローマに派遣する取り組

みはできないかということでありますが、県教

育委員会といたしましては、各地域での特色あ

る事業につきましては、各地域の方々が工夫を

されながら充実したものにしていくことが、そ

の趣旨にふさわしいのではないかと、このよう

に考えます。

○押川修一郎議員 どうも後ろ向きの答弁であ

りますけれども、この日南の国際交流等の補助

金制度を活用した事業、これは私立日南学園中

学校の３年生、20名を対象にということであり

ます。それから、旧高岡町の慈恵医科大の高木

兼寛さんゆかりの地を視察ということで、これ

は小学生４人、中学生２人ということで６名と

いうことでお聞きをしているところでありま

す。先ほど教育長からの答弁もありましたけれ

ども、やはり伊東マンショほか３名、計４名で

ありますけれども、あの当時、右も左もわから

ない、そして今のように飛行機とかそういうも

ので旅をするわけじゃなく、風任せ、気任せの

ヨーロッパ行き、そういった苦難、いろんな体

験、経験をされたというふうに思うんです。そ

して、中学２年生ぐらいの子供たちが、そのこ

とをどう考え、そういった経験をしたことの勉

強の中で、我が郷土宮崎県のために、今後、ど

ういう形で自分たちも頑張っていこうかなとい

う、恐らくそんな思いに立たれることもあろう

かと思います。そして、そのことは県民広く、

先ほど言いましたとおり、県内の中学生を対象

にしてこの事業を組むことが、偉大な伊東マン

ショを初め、３名の功績になる。宮崎県からそ

ういうことでぜひ上げていただきたいというこ

とで、これは通告しておりませんでしたけれど

も、教育長の考えを、もしあればお聞かせくだ

さい。

○教育長（渡辺義人君） 先ほど申し上げまし

たように、郷土の先人にちなんだ取り組みが、

西都市のように国際化の視点も交えながら県内

の各地域で展開されますことは、大変素晴らし

く、意義深いものであるというふうに考えま

す。こうした取り組みにつきましては、先ほど

もお答えいたしましたところでありますけれど

も、まさに郷土の先人ゆかりの地におきまし

て、しかも、末裔である地域の皆さん方を対象

として実施されてこそ、より事業効果が高いの

ではないかと、このように考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。今

後、ぜひ検討していただいて、子供たちがそう

いう希望なり夢が持てるような形の中で、宮崎

県の子供の育成のために、また御努力いただけ

ればありがたいと思います。

次に、実は来年、伊東マンショ没後400年祭が

西都市を挙げて計画されているところでありま

す。1612年でありますから、ちょうど来年とい

うことになるわけであります。記念事業といた

しましては、少年使節とゆかりのある長崎県の
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５市町を招いて式典や市民創作劇など、盛りだ

くさんの内容を検討中のようであります。今

後、県に対して、西都市から事業支援等の要請

があると思いますが、偉人顕彰の観点からもぜ

ひ御協力をお願い申し上げたいと思います。知

事、よろしくお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 来年11月、西都市にお

いて伊東マンショ没後400年記念事業が開催され

るということで、天正遣欧少年使節ゆかりの

方々を招いて記念式典や古楽器の演奏会、記念

講演会などの行事が予定されているということ

でございます。本県の先覚者である伊東マン

ショを地元が一体となって顕彰していくこと

は、地域の活性化につながるという意味から

も、大変意義深いことであると考えておりま

す。県といたしましては、この記念事業に対し

まして、地元西都市の要望を踏まえながら、必

要な支援などについて検討してまいりたいと考

えておりますとともに、事業の盛り上がりを図

るため、県内の市町村を初め、関係する文化団

体等への周知に努めてまいりたいというふうに

考えております。11月11日といいますと、宮崎

県の「ひぃ・むぅ・かぁ」の誕生１年にも当た

るものでございます。コラボも考えられるので

はないかと、今、いろんなアイデアを凝らして

いきたいと考えております。

○押川修一郎議員 ぜひそのことをお願いしよ

うと思っておりましたら、先に知事のほうから

言われましたけれども、ちょうど来年の11月11

日でありますから、日程等もあろうかと思いま

す。しかし、そういう顕彰するような没後400年

でありますから、ぜひ日程等調整をしていただ

きまして、できるだけ来ていただきますように

御要望を申し上げておきたいと思います。

次に、位置情報利用ＩＴサービスについてで

あります。岐阜県大垣市にあるＩＴ系企業集積

地「ソフトピアジャパン」入居企業により開発

されております、スマートフォンアプリケー

ション「セカイカメラ」を各種施策に活用され

ているとのことであります。21年度からは観光

名所、宿泊施設、飲食店等の情報整備をされて

いるとのことですが、情報をエアタグ化するこ

とで、商業施設や観光情報だけじゃない、いろ

んな活用が可能になるということであります。

ＩＴ技術の時代にふさわしいすばらしい取り組

みだと思いますが、本県の取り組み状況につい

て、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） スマート

フォンの利用者が増加しておりますことから、

お話にありましたように、スマートフォンのカ

メラ機能を使ったシステムを構築して情報提供

を行う自治体がふえていると伺っております。

このシステムでは、スマートフォンのカメラで

現在いる場所を写しますと、容易にその場の観

光情報を取得できるようになっております。こ

うした情報提供の仕組みは、観光客の利便性を

高めるものでありますので、本県においても、

年内、つまり今月中の情報提供開始に向けてシ

ステムを構築しているところでございます。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。今

月中に構築されると稼働するというようなこと

で理解をしてもよろしいでしょうか。そういう

中で、岐阜県大垣市では、セカイカメラを活用

して、「あじな岐阜遊歩祭2010謎解きクイズラ

リー」─地図に隠されたなぞを解きながらま

ち歩きを楽しむラリーゲーム─で、①信長の

暗号コース、②駅前探索物語コースの２コース

を設定、このようなゲームに参加して正解をす

れば、例えば食事券の優遇があるなどの楽しむ

ことができるようなことも工夫をされておるよ
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うでありますが、こういったものにも取り組ま

れるおつもりか、商工観光労働部長にお伺いい

たします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 今回のシ

ステム構築に当たりましては、そういった周遊

を図る取り組みまでは考慮しておりませんでし

たが、今後とも、スマートフォンの観光面での

活用について、他県の取り組み等も参考にしな

がら検討してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ぜひお願いをしておきたい

と思います。

次に、ジオメディアと呼ばれる位置情報を利

用した新しいＩＴサービスを観光などに活用す

る取り組みが、九州の企業や大学の間でも広

がっておるようであります。スマートフォンの

普及に伴い、商業施設や観光地を訪れる人の利

便性を高める新たな武器として期待されている

ようであります。そこで、本県の情報発信はど

のような状況になっているのか。観光情報提供

サービスを観光以外の分野も含め、市町村も含

めた県全体で活用していく考えはないのか、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） 県では、現

在、県のホームページやツイッター、職員ブロ

グ、動画ニュースなど、ＩＣＴ（情報通信技

術）を活用した、わかりやすい県政情報の提供

に努めているところでございまして、今後普及

が見込まれるスマートフォンの機能に着目した

県政情報の新たな発信方法につきましても、可

能なものから取り組んでまいりたいと考えてお

ります。また、観光情報提供サービスなど、県

と市町村が一体となって取り組むほうがより効

果的と考えられる分野につきまして、市町村と

も十分連携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。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。部

長みたいに前向きな答弁が出てくると楽しい質

問になるというふうに思っております。

それから、知事、要望でありますけれども、

知事はブログあるいはツイッター等もされます

から、ＩＴ関係には相当親しんでおられると思

いますし、興味もあるというふうに思います。

今、部長の答弁もありましたけれども、県内の

いろんな情報がより早くとれるように、あるい

は発信できるように、そして観光客を初めいろ

んな方々が本県に来られたときにスマートフォ

ンで画面を拡大やらすることによって、例えば

病院の位置が、もし病気になったときにはどこ

どこの病院に行けばいいとか、例えば、マン

ゴーを食べたければどこに行けばいいという、

そういう素早くわかるような方向の中で、県全

体の取り組みの中でまたいろいろと取り組みを

知事のほうからもしていただければありがたい

と思います。

次に、私は、６月定例会において、東日本大

震災では住民を二次的被害から守り、復旧に取

り組むための拠点施設となる県庁舎や市町村庁

舎も大きな被害を受けることを踏まえ、本県に

おいて県の危機管理や災害対策等を担う部局の

入る庁舎は、地震発生時には業務の継続ができ

るよう耐震性強化をしておく必要があるという

ことを申し上げたところであります。そして、

大震災を想定し、災害対策拠点を含めた災害時

に的確に対応できる庁舎のあり方について検討

する必要があるのではないかと質問したとき

に、総務部長から、今以上に耐震性のある施設

の整備が必要であるので、今後新たな災害拠点

施設の整備を含めて、県庁舎のあり方について

検討していくという答弁をいただいたところで

あります。昨日、丸山議員の質問に対して、部
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長の答弁で防災拠点施設を新たに整備すること

が適当であるとの報告がありましたが、今後、

具体的な内容調査検討を行っていくとのことで

ありますから、そこでお伺いいたしますけれど

も、知事は庁舎検討委員会の報告を受けて、こ

の防災拠点施設の整備についてどのように考え

ておられるのか。また、今後どのように取り組

んでいかれるのかお伺いをいたします。

○知事(河野俊嗣君) この施設の整備というこ

とでございますが、本県におきましては、日向

灘地震につきまして、今後30年以内にマグニチ

ュード7.1前後の地震が70％から80％前後の確率

で発生をし、大きな被害を及ぼす可能性がある

とされておりますので、県民の生命と財産を守

るためにも万全の対策を講じておく必要がある

と考えております。その災害発生時に災害対策

本部が設置をされます庁舎というものは、対策

の基盤となるものでありますので、十分な耐震

性能を確保しておく必要があると考えておりま

す。その一方で、本県の財政は引き続き厳しい

状況にございますので、もし施設を整備すると

なった場合に、整備費用を極力抑制する必要が

あるものとも考えております。従いまして、こ

の防災拠点施設の整備につきましては、今後、

有識者を含めた検討委員会を設置して、規模や

場所など、より具体的な内容の調査検討を行っ

た上で、県議会を初め、県民の皆様の御意見等

を幅広くお伺いしながら、新たな施設整備につ

いての判断というものを行ってまいりたいと考

えております。

あと１点、先ほどＩＣＴの問題がありまし

た。私も大変関心があるところでございます。

先日、知事公舎にＩＣＴ関係の有識者を招いて

フォーラム、意見交換をしたところでございま

す。今後ともそういう専門家の意見も交えなが

ら、また県職員の意識向上なり技術の向上も図

りながら、しっかりと活用を図ってまいりたい

と考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

またこの耐震施設についても、十分検討された

中での、つくるからにはしっかりしたもの、そ

して安全なものを私たちも希望しておきたいと

いうふうに思います。

次に、運輸事業の振興助成についてお伺いを

いたします。

各都道府県にありますトラック協会への交付

金として、軽油引取税を財源とする運輸事業振

興助成交付金というものがありますが、この交

付金の取り扱いについては、地方交付税の額の

算定に用いる基準財政需要額に算入することと

なっているため、総務省から基準額及び交付す

べきであるという事務連絡がなされているよう

に伺っております。各都道府県の判断で基準額

を下回る交付額の決定がなされるようになって

きたため、ことし８月に議員立法により「運輸

事業の振興の助成に関する法律」が制定されま

した。都道府県に対し「当該事業の振興を助成

するための交付金を交付するよう努めなければ

ならない」とされたところであります。本県で

も今年度は基準額を下回る交付金を措置された

ところでありますが、今回の助成法が制定され

ましたので、見直しを図る必要があるのではな

いかと考えておるところであります。そこで、

担当される商工観光労働部長へお伺いいたしま

すが、来年度の交付金の措置に向けて、総務省

令・国土交通省令で定められる算定に基づく基

準額を措置される方向で対応される見込みなの

かどうか、その検討状況についてお伺いをいた

します。

○商工観光労働部長(米原隆夫君) この交付金
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制度は、昭和51年に軽油引取税の税率が引き上

げられた際に、営業用トラック及びバスによる

運輸事業に与える影響を考慮して、運輸事業に

係る費用の上昇の抑制や輸送力の確保を図るた

め、当時の自治省通知に基づき創設されたもの

でありますが、この交付金の財源は地方交付税

で措置され、各都道府県から県トラック協会等

に対し、これまでそれぞれ交付してきたもので

あります。このような中、お話がありましたよ

うに、今般、「運輸事業の振興の助成に関する

法律」が制定され、各都道府県に対し、国の算

定額を基準として交付する努力義務が内容とし

て盛り込まれております。一方で、このような

予算措置の義務づけについて、地方の自主性を

損ないかねないとの議論もあり、県としまして

は、法律の趣旨や本県の財政状況等を十分に踏

まえながら、今後、対応について検討してまい

りたいと考えております。

○押川修一郎議員 多分今後の予算編成の中で

検討されるものと思いますが、この交付金につ

いては、軽油引取税の暫定税率設定の影響を考

慮し、これまで措置されてきた交付金制度であ

り、またトラック協会からも、事業運営上必要

不可欠な財源として強い要望が寄せられている

ところでありますから、ぜひとも基準額どおり

予算を確保されますように強くお願いしておき

たいと思います。

次に、犯罪被害者支援対策についてでありま

す。

本年６月に九州・沖縄では、被害者同士が支

え合い励まし合うことで、被害者を孤立させる

ことがなくなるように自助グループが結成され

たと報道がありました。そこで、９月定例会の

代表質問において、本県の状況を警察本部長に

お聞きしましたら、自助グループが結成された

とのことでありました。しかし、犯罪被害者支

援は警察だけが取り組むだけじゃなく、県全体

で取り組む必要があると思いますが、本県の状

況について県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長(渡邊亮一君) 犯罪被害者等へ

の支援につきましては、現在、警察及びみやざ

き被害者支援センターが中心となって、さまざ

まな支援が行われておるところでございます

が、知事部局におきましても、交通事故相談あ

るいはこころの健康相談、公営住宅の優遇措置

など、被害者等のニーズに個別に対応している

ところでございます。さらに平成21年度から

は、関連施策の窓口において被害者等の立場を

十分理解し、適切に対応できるよう、被害者等

を招いての講習会を開催し、担当職員の資質向

上を図っているところでございます。今後と

も、警察等関係機関との連携を強化しながら、

犯罪被害者等の支援を推進してまいりたいと考

えております。以上でございます。

○押川修一郎議員 続きまして、本県の犯罪者

の発生状況とみやざき被害者支援センターにお

ける支援状況について、警察本部長にお伺いい

たします。

○警察本部長(鶴見雅男君) 本県の犯罪被害の

発生状況でありますが、昨年中の刑法犯認知件

数は8,750件でありまして、そのうち、被害者や

遺族に対し継続した支援が必要な、身体を害す

る犯罪である殺人及び傷害が241件、性犯罪であ

る強姦及び強制わいせつが69件発生しておりま

す。また、交通人身事故の発生件数は１万1,000

件で、そのうち死者は51人でありました。

みやざき被害者支援センターにおける支援の

内容でありますが、電話や面接による相談への

対応を初め、公判や病院への付き添い支援、ま

た、臨床心理士によるカウンセリング、弁護士
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による法律相談を行っておりまして、昨年は相

談の受理・対応509件を初め、合計655件の支援

を行ったところであります。また、支援したも

のを対応別に見てみますと、性的被害に関する

ものが258件で約４割を占め、次いで傷害が85

件、交通事故被害に関するものが78件の順と

なっておりまして、その他財産被害やＤＶ、ス

トーカー等に関するもの等となっております。

○押川修一郎議員 ただいまお聞きいたしまし

たけれども、本当に被害者というのは多いんだ

なということを改めて思ったところでありま

す。そういう中で、既に報道されておりますけ

れども、オウム真理教の裁判は終結いたしまし

たが、16年以上の長きにわたり人生を狂わされ

た遺族や被害者の苦しみ、怒りは消えるもの

じゃないというふうに思います。その後もいろ

んな犯罪による被害に遭われる方々が数多くお

られるということであります。ただいま警察本

部長からもありましたとおり、このような状況

の中で、社会から孤立させないためにも、犯罪

被害者等支援条例をつくって支援していくべき

ではないかと思います。岡山、神奈川県など都

道府県の半数で犯罪被害者等の支援を推進して

いく必要があることから、基本理念、県や県民

等の責務、県が講ずべき施策など、支援の基本

となる事項等を定めた条例を制定されておると

ころでありまして、本県も条例制定に向けてい

かれる考えはないか、県民政策部長にお願いい

たします。

○県民政策部長(渡邊亮一君) 犯罪被害者等支

援に関する条例につきましては、内閣府の調査

によりますと、本年４月１日現在で、21府県が

制定しております。本県は未制定となっており

ますが、犯罪被害者等の支援につきましては、

平成17年に策定した「宮崎県人権教育・啓発推

進方針」に基づきまして施策を推進していると

ころでございます。犯罪被害者等の方々が、そ

の受けた被害を回復し、あるいは軽減し、再び

平穏な生活を営むことができるようにするため

には、さまざまな支援施策を総合的に推進して

いく必要があると考えております。したがいま

して、条例の制定につきましても、今後、警

察、関係機関と協議をしながら検討してまいり

たいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。で

きるだけ早くお願いを申し上げたいと思いま

す。

それから、次に、障がい者の雇用についてで

ありますけれども、我々自民党会派では、毎年

障がい者団体の方々との意見交換会をさせてい

ただいております。その中から今回２問、私の

ほうから質問してみたいと思います。

障がい者の雇用について、県では、平成18年

４月に施行された障害者自立支援法に基づき、

就労継続支援Ｂ型事業所や授産施設などで働く

障がい者が、地域で自立した生活を送るため

に、障害者年金などとあわせて工賃引き上げを

行うことが重要であるとして、平成19年度に

「宮崎県障がい者工賃倍増５か年計画」を策定

されておるところであります。この計画では、

平成18年度に月額約１万1,000円だった工賃を、

平成23年度には２万2,000円以上に引き上げる目

標でありましたが、平成21年度が約１万1,500円

と伸び悩んでおります。目標達成は事実上不可

能な状態であろうと思います。そこで福祉保健

部長にお伺いします。工賃倍増という目標達成

ができなかった要因をどのように分析している

のか、さらにそのことを踏まえ、今後、どのよ

うに工賃水準の引き上げを図っていかれるおつ

もりなのか、考え方をお聞かせください。
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○福祉保健部長(土持正弘君) 県では、計画達

成のため、経営の専門家で構成する工賃向上支

援チーム、これによる個別指導や中小企業診断

士による研修会の開催、イベント等での共同販

売など、さまざまな支援策を進めてまいりまし

た。この結果、平成22年度の工賃、これ総額で

ございますが、約２億3,500万円となりまして、

平成18年度と比較して約44％の伸び率となって

はいるのでありますが、利用者数も増加してい

ることから、平成22年度の平均工賃月額でござ

いますけれども、１万2,128円で約10％の伸びに

とどまっているところでございます。各事業所

における工賃の伸び悩みの主な原因としまして

は、障がい者への適切な生活・職業訓練と、工

賃アップのための業務とマッチングさせる難し

さのほか、経済情勢の悪化等の理由によりまし

て、商品開発、販路開拓等を通じた工賃の確保

が予想を下回ったものというふうに考えており

ます。なお、平均工賃が２万円台後半を超える

事業所も存在する一方、4,000円台の事業所もあ

るなど、事業所間で工賃に大きな差が生じてお

りますことから、県としましては、引き続き工

賃全体の底上げに向けて、各事業所の支援に積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 よろしくお願いしておきた

いと思います。

次に、障がい者対策についてであります。昨

年度、ハローワークを通じて就職した障がい者

が過去最多になったということであります。本

県においても、就職した障がい者は717名と、前

年度の602名から大幅に増加しております。障が

い者雇用に対して企業の意識が高かったことが

雇用がふえた要因の一つであると思いますが、

改正障害者法が雇用を義務づける事業所の規模

を引き下げたことや、国が試行雇用制度を実施

した影響が大きかったのではないかと思われま

す。ただ、東日本大震災や福島第一原子力発電

所の事故発生、さらには米国債の格下げによる

急速な円高の進行によって、国内経済の先行き

が不透明になる中において、今後の景気動向次

第では、障がい者の雇用にも大きな影響が出て

くるんではないかというふうに思うところであ

ります。こうした厳しい経済状況の中にありま

して、引き続き障がい者の雇用促進が図られる

ように、県としてどのような取り組みをされて

いくか、同じく福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

○福祉保健部長(土持正弘君) 障がい者の雇用

の促進につきましては、身近なところで就業の

相談と支援が受けられる体制の充実や、企業の

障がい者雇用に対する理解の促進が重要である

と認識しております。このため、障がい者の就

業・生活に関する総合相談窓口であります障害

者就業・生活支援センターを７つの障がい保健

福祉圏域すべてに設置いたしますとともに、企

業等の理解を深めるための企業向けセミナーの

開催や就労に向けた訓練を行います障害福祉

サービス事業所の整備・充実など、さまざまな

取り組みを推進しておるところでございます。

県といたしましては、厳しい経済状況の中では

ありますけれども、今後とも、宮崎労働局等の

関係機関と連携しながら、障がい者雇用の促進

に積極的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。

○押川修一郎議員 どちらかといえば、障がい

を持っておられる方々、なかなか健常者とする

と大変な状況にあるわけでありますから、そこ

あたりは十分御理解いただけるかとは思います

けれども、今後も引き続きいろんな支援の中
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で、障がい者の皆さん方がそういう雇用の場が

確保できますように、またお願いをしておきた

いと思います。

次に、先ほど松村議員のほうからもありまし

たけれども、たばこについて、私もたばこ産地

の一人でありますから、質問をさせていただき

たいと思います。日本たばこ産業が全国の葉た

ばこ耕作者に募っていた廃作希望が県内では795

戸の55％、435戸に上るようであります。本年度

限りで廃業することになり、全国２位を誇る生

産額は45億6,000万円から大幅に減ることは間違

いありません。作付面積も現在の1,475ヘクター

ルから745ヘクタールに半減します。近年の健康

志向や昨年の増税で販売が低迷していること

や、ＪＴからの廃作協力金、10アール当たり28

万円を支払うことを受け、耕作者の方々が決断

をされたというふうに思います。このことを受

けて本県農業への影響について、農政水産部長

にお伺いをいたします。

○農政水産部長(岡村 巖君) 今回の葉たばこ

廃作につきましては、御指摘のとおり、過去に

例のない大規模な廃作となったことから、算出

額の大幅な減少や廃作農地の遊休化のおそれが

生ずるなど、各方面への影響が予想されてお

り、本県の土地利用型農業の振興にとりまして

非常に重要な問題であると認識しております。

県といたしましては、葉たばこ継続農家、経営

転換農家双方に対する細やかな支援を行いなが

ら、地域農業の振興に多大な影響が出ないよ

う、関係機関・団体と一体となった取り組みを

進めてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 実は、先月の18日になりま

すけれども、西都共乾の解散式に出席させてい

ただきました。こんなことは全然予想もしてお

りませんでしたけれども、西都は116名の生産者

の中で、今回残られるのが26名というふうに聞

いているところでありますが、４つの共乾が実

はあるわけであります。その解散式の中で、残

られる方あるいは今回廃作される方、いろいろ

お話をしたところでありますけれども、本当に

決断に至るまでの苦労、そして今後のことにつ

いても、いろんな不安があるというような状況

の中でいろいろ話をさせていただきましたし、

要望も聞いておるところでありまして、まず、

出席をして栽培を継続される生産者の方々か

ら、このような状況の中で耕作継続農家の皆さ

んが安心して生産に取り組める支援について、

農政水産部長に聞いてくれということでありま

すから、ぜひお願いをしたいと思います。

○農政水産部長(岡村 巖君) 葉たばこ栽培を

継続する農家の皆さんにつきましては、ＪＴの

支援策として、買い入れ価格の引き上げに加

え、共同利用施設の機能移転への助成や、品質

・収量の安定化に必要な資材等の現物支援、専

用機械への助成等が実施されると伺っておりま

す。県としましては、これらＪＴの支援策の積

極的な活用を推進するとともに、近年、病害の

発生等により生産が不安定になっていることを

踏まえ、土壌消毒機等の導入等を行う県単事業

を活用しながら、収量・品質の安定確保等に努

め、葉たばこ継続農家の経営安定を図ってまい

りたいと考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いしたいと思

います。それから、同じく廃作される方の県の

アンケートでは、９割以上の方が農業を継続さ

れる意向だということであります。作物転換に

なりますが、転作の支援について、同じく農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長(岡村 巖君) 葉たばこからの

転作につきましては、転換品目の販売先の確保
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が極めて重要であることから、市町村・ＪＡ等

関係機関から成る葉たばこ構造改革支援緊急プ

ロジェクト会議をそれぞれの地域に設置し、既

存品目の拡大や加工・業務用で需要が見込まれ

る品目を中心に推進しております。具体的に申

し上げますと、研修会や農家巡回等において、

里芋やカンショ、バレイショなどの作付体系モ

デルや経営収支指標を提示するとともに、経営

改善計画の作成支援等を行っているところでご

ざいます。また、県単独の園芸産地基盤強化緊

急支援事業などの補助事業や制度資金を活用し

た支援をあわせて行い、円滑な経営転換に努め

てまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 園芸産地基盤強化緊急支援

事業、多分2,594万円ということで聞いておりま

すけれども、これは収穫機や洗浄機などを支援

するということであります。ただ、廃作農家は

本当に不安の中、耕作転換に踏み切ろうとされ

ております。私は、廃作農家が安心して耕作転

換が図られるよう、国、県、市町村、団体が一

体となって支援していくべきだというふうに思

います。我が地元西都市においては、補正で転

換作物の生産資材を支援するようであり、また

農協も1,500万円を助成する予算を計上したと聞

いております。本当にありがたいことだという

ふうに思います。今は県も財政的に厳しい状況

にあります。みんなで知恵を出し合い、工夫

し、安定した農業経営に向けて支援をしていく

必要があると思います。たばこ廃作農家は本当

に不安がいっぱいだろうと思います。ハウスや

機械といった大きな費用を要するのは国、県、

そして生産資材などかゆいところに手が届くよ

うな支援は市町村及び農業団体といった支援の

方法を連携して、県、市町村、農協等が連携し

て耕作指導を行うことにより、たばこ廃作農家

が安心して耕作転換に取り組めるよう支援して

いただければありがたいと思います。知事、ぜ

ひお願いをしておきたいと思います。

次に、面積を拡大し生産量をふやすために、

国庫補助事業等により整備された施設の処分に

関し、補助金返還を免除するなどの農家の負担

軽減措置を図っていただきたいと思いますが、

対応について農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長(岡村 巖君) 国庫補助事業を

活用して整備した施設の処分につきましては、

耐用年数以内の場合、補助金返還が必要となる

ことから、関係農家の負担増加が懸念されてい

るところでございます。このため、県では、葉

たばこ廃作に伴う共同利用施設の処分に当た

り、補助金の返還が免除される特例の適用につ

いて、国と事前協議を行い、国からは、特例の

一つである「社会情勢の変化等に伴い、当初の

目的に従った利用が困難な施設」に該当すると

の回答を得たところであります。今後とも、補

助金返還が生じないように、個別案件ごとに、

きめ細やかに対応してまいりたいと考えており

ます。また、施設の処分等に係る支援対策につ

きましては、ＪＴに対しまして、知事、副知事

から直接要請を行った結果、今回、新たにＪＴ

による助成事業が実施されることとなったとこ

ろでございます。今後とも、関係機関・団体と

連携し、各種事業の活用等を図りながら、葉た

ばこ生産農家の経営安定に努めてまいりたいと

考えております。

○押川修一郎議員 しっかりお願いをしておき

たいと思います。

次に、昭和１けたのリタイアなど担い手の高

齢化が進む中、今回のたばこ廃作など農業情勢

の変化をかんがみると、長期的には耕作放棄地
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の増加が心配をされるところであります。今後

の農地の利用集積をどのように行っていくの

か、同じく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) 担い手の減少や

高齢化が進む中、耕作放棄地の発生を未然に防

止することは大変重要な課題であると認識して

おります。このため、県といたしましては、市

町村、農業委員会、ＪＡ等農地利用集積円滑化

団体から成る市町村面的集積推進組織を整備す

るとともに、農地が確実に担い手に継承される

よう、利用調整活動への指導・支援を行ってい

るところでございます。また、ＪＡの生産部会

等を単位とした産地みずからが認定農業者やＪ

Ａ出資法人等を将来の生産の担い手として明確

化し、農地を初め、農業機械・施設などの農業

資源を確実に継承する仕組みづくりを支援して

いるところであります。今後とも、関係機関・

団体と一体となって、農地の継承先となる認定

農業者や集落営農組織等の担い手の育成に努め

るとともに、ＪＡ出資法人等との連携により、

農地の利用集積に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○押川修一郎議員 続きまして、今後の農地集

積に関する施策ということであります。平成23

年10月に、食と農林漁業の再生推進本部が、我

が国の食と農林漁業の再生の姿、全国対策とし

て講ずべき方針及びこれを実現するための行動

計画を基本方針としてまとめられております。

基本的な考え方は、今後５年後に高齢化等で大

量の農業者が急速にリタイアすることが見込ま

れる中、徹底的な話し合いを通じた合意形成に

より実質的な規模拡大を図り、平地20から30ヘ

クタール、中山間地で10から20ヘクタールの経

営体を目指すということであります。これを実

現するために、担い手、農地、生産体制、関連

組織等に関する仕組みを見直し、一体的に改革

すると言われておりますが、確かに今後土地の

集積は必要になると思いますが、我が県にはと

ても当てはまる計画ではないというふうに私は

思います。そこで、このような計画に対して農

水省からお越しの牧元副知事、どのように考え

ておられるか、本県の目指す方向をお伺いいた

します。

○副知事（牧元幸司君） 農業生産の低コスト

化あるいは高品質化に向けた構造改革を急ぐ必

要があるところでございまして、農地集積はそ

の実現に向けて大変重要であると考えていると

ころでございます。国においては、このような

考え方のもとに、高いレベルの経済連携と農林

漁業の再生あるいは食料自給率、その両立を実

現するために、米を初めとする土地利用型農業

につきまして、今議員御指摘がございましたよ

うに、平地で20ないし30ヘクタール、中山間地

域で10ないし20ヘクタール規模の形態が担う生

産構造を目指す基本方針を打ち出したところで

ございます。しかしながら、御指摘ございまし

たように、本県の農業生産の現状というもの

は、畜産、園芸などの集約的な農業が発展をし

てきたということがございまして、農業経営に

占める米のウエートが低いわけでございます。

さらに、畑地が農地の半分を占めるなど、生産

構造は本県特有の全国とはかなり違った状況に

なっているわけでございます。また、土地の基

盤整備につきましても、全国に比べますと進ん

でいないと、狭小な水田を多く抱えておりまし

て、特に中山間地域におきましては、土地のま

とまりも小さいということで、国の示す経営規

模への短期間での農地集積につきましては、大

変困難であると考えているところでございま

す。このため、全国一律の対策だけではなく
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て、畜産、園芸を基幹といたします本県の実情

に合った対策というものが必要であるというふ

うに考えているところでございまして、国に対

しましても、必要な支援策なりを要望してまい

りたいというふうに考えております。

○押川修一郎議員 副知事も宮崎に来られても

う７カ月以上がたちました。８カ月目に入った

というふうに思います。県内各地いろんなとこ

ろを見て回っていただいておるというふうに思

いますから、実情は十分御理解のところだと思

いますし、隣県あたりとも、やはり形態が似て

いるわけでありますから、連携の中で国のほう

にさらに要望していただきたいと思いますし、

同じく知事にもそのことは強くお願い申し上げ

たいと思います。それから、新たな成長産業化

への挑戦ということで、本県農業の目指す生産

構造というのもあるわけでありますが、このこ

とについても、しっかりこういったものについ

て、今後の宮崎県のあり方の中での方向づけに

誤りがないような形でお願いをしておきたいと

思います。

次に、県内牛に係る凍結精液の問題について

であります。昨日、丸山議員のほうからもあり

ましたけれども、全国的にも銘柄牛による産地

間競争が激化する中で、優秀な種雄牛も作出さ

れております。一般的に種雄牛につきまして

は、県で主体的に造成しており、他県にも民間

のもの以外流通しないシステムだと聞いており

ます。しかしながら、優秀な種雄牛の凍結精液

は人気が高いことから、最近も他県において偽

造精液証明書の問題が起きたところでありま

す。本県におきましては、昭和48年以降、家畜

改良事業団にて一元管理され、家畜改良協会を

通じて配布されておりましたが、今般の新聞報

道によって、公正取引委員会からの指摘も踏ま

え、希望者に提供する方針決定をされたという

ことでありますが、決定に至るまでの経過につ

いて農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長(岡村 巖君) 県有種雄牛の凍

結精液配布につきましては、地域の家畜人工授

精師協会が公正取引委員会から独占禁止法上の

問題点を指摘されたこと、さらに、家畜改良協

会員以外の人工授精師等から配布を希望する声

もありましたことから、平成21年度以降見直し

を行ってまいりました。見直しに当たりまして

は、法令遵守の観点から、公正取引委員会や弁

護士の意見を聞いた上で、関係団体とも十分に

協議を行い、今回公表しましたような見直しの

方向性を整理し、一定の理解を得たところであ

ります。平成22年度には、各地域の家畜改良協

会に説明を行っていくこととしておりました

が、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生

により、地域での説明が十分に実施できず、今

年度、県内各地域の家畜改良協会への説明が終

了したことから、今般基本的な方針の考え方を

公表したところでございます。

○押川修一郎議員 農政水産部長、再度、今回

の凍結精液配布見直しについての経過をお伺い

したいと思います。

○農政水産部長(岡村 巖君) 県有種雄牛の凍

結精液配布の見直しにつきましては、先ほど申

し上げましたように、公正取引委員会からの注

意や国からの指導、また新たに凍結精液を入手

したいという家畜人工授精師等の要望もあっ

て、平成21年度から関係機関・団体と協議を重

ね、一定の理解が得られたとの認識をしてお

り、今回公表を行ったということであります。

今後、今回公表いたしました方針を関係者に十

分説明いたしながら、法令を遵守した新たな配

分方法で、宮崎牛ブランドがさらに発展するよ
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う、関係者の理解と協力を求めてまいりたいと

考えております。以上でございます。

○押川修一郎議員 ただいま再度説明をしてい

ただいたわけでありますけれども、宮崎牛のブ

ランドづくりに向けては、長い歴史の中で県の

みでなく、県議会も車の両輪となって取り組ん

できたところであります。そのような中にあっ

て、今回のストロー管理体制の改革について、

これは宮崎牛ブランドにかかわる非常に大きな

事項であると私は思います。これについて、平

成21年度に問題点についての説明はしていただ

いておるものの、その後の報告がないまま、今

回新しい方針が公表されたということでありま

す。やはり検討の経過なり方向性について、議

会に対してもしっかり説明をしながら進めるべ

きではなかったかと考えます。今後具体的な方

策等について検討を進めていくと思いますが、

それに当たっては、関係者に対して丁寧な説明

を行い、共通理解を醸成するとともに、県議会

に対しても丁寧な説明をいただきたいと思いま

すし、連携をしっかり図りながら進めていただ

くようにお願いをしたいと思いますし、そし

て、ともに宮崎牛ブランドを一層強固なものに

していくよう、強くこれは知事にお願い申し上

げておきたいと思います。余り時間がありませ

ん。

次に、県有種雄牛凍結精液の配布について、

今までそれぞれの地域でできた種雄牛の種は、

優先的に系統に合わせて配布されていたという

ことでありますが、今回、門戸を広げられるこ

とによって、種雄牛造成やブランドづくりに影

響はないか、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) 宮崎牛の改良や

ブランドづくりには優秀な種雄牛を継続的に造

成していくことが重要であり、今日まで肉用牛

農家を初め、さまざまな関係団体の協力を得な

がら、まさに挙県一致の体制で種雄牛造成を

行ってきたと認識しており、この体制は今後も

引き続き維持していきたいと考えております。

したがいまして、県有種雄牛の凍結精液を用い

ての種雄牛造成は、今後も挙県一致体制で行っ

てまいりますし、新たに県有種雄牛の精液を利

用される方にも、宮崎牛ブランドづくりの意義

について、十分に理解いただくとともに、試験

種つけなどの協力を求めていくこととしたいと

考えております。

○押川修一郎議員 次に、現在は家畜改良協会

に所属する人工授精師130名で、新たな対象者が

約270名になるようであります。門戸を広げるこ

とによって県外流出の心配はないのか、同じく

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) 県有種雄牛凍結

精液の管理につきましては、現在、スマート

フォンを活用し、家畜人工授精師が精液の利用

や毀損等の情報を正確に報告していただくこと

で、家畜改良事業団等がリアルタイムで需給管

理が行える新システムの構築に取り組んでいる

ところであります。今後、新たに凍結精液を供

給する家畜人工授精師等についても、当然この

システムに加入していただくことになります。

県としましては、本システムをしっかり運用し

ていくよう指導するとともに、県有種雄牛凍結

精液については、本県畜産の貴重な財産である

ことを関係者に周知し、不適正な県外流出の防

止に努めてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。

しっかりそこあたりをお願いしておきたいと思

います。

実は、西都原整備についてありましたけれど
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も、先ほど松村議員のほうからもありました。

知事、最後に地元の関係者あるいは県のそうい

う関係者と一緒になって、ぜひ宮内庁に行って

いただいて、この整理、伐採あるいは間伐でも

結構でありますから、一緒に行っていただきま

すようにお願いをしたいと思いますけど、いか

がでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） しっかり地元の御要望

を受けとめながら、しかるべき対応というもの

をとってまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

以上で一般質問を終わります。（拍手）

○十屋幸平副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は午前10時開会、本日に引き続

き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時７分散会


