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◎ 議案第40号追加上程

○十屋幸平副議長 ただいまの出席議員37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

りますが、お手元に配付のとおり、知事より議

案第40号の送付を受けましたので、これを日程

に追加し、議題とすることに御異議ありません

か。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋幸平副議長 御異議ありませんので、そ

のように決定をいたしました。

◎ 知事提案理由説明

○十屋幸平副議長 ここで、知事に提案理由の

説明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 ただいま提案

いたしました補正予算案の概要について御説明

申し上げます。

今回の補正は、平成23年11月27日に宮崎海区

漁業調整委員会委員の欠員が生じたことに伴

い、漁業法の規定により行われる補欠選挙に要

する経費について措置するものであります。補

正額は、一般会計1,622万5,000円であります。

これに要します歳入財源は、繰入金1,6 2 2

万5,000円であります。この結果、一般会計の歳

入歳出予算規模は、5,963億9,726万8,000円とな

ります。

以上、追加提案しました議案の概要について

御説明いたしました。よろしく御審議のほどお

願いいたします。〔降壇〕

○十屋幸平副議長 知事の説明は終わりまし

た。

◎ 一般質問

○十屋幸平副議長 それでは、ただいまから一

般質問に入ります。まず、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕(拍手） おはようござ

います。公明党の新見昌安でございます。９月

議会に引き続き、一般質問をさせていただきま

す。知事を初めとして、関係各部長、病院局

長、教育長及び警察本部長に答弁をお願いいた

します。

初めに、知事に伺います。日本気象協会は本

年９月７日、「総雨量2,000ミリの時代を迎え

て」とのコメントを発表いたしました。そこで

は、「９月上旬、紀伊半島南部に甚大な被害を

もたらした台風12号の大雨を受け、総雨量2,000

ミリの大雨が想定外事象とは言えない時代に

入ったと考えている」と述べております。台

風12号は、大雨に強いとされてきた紀伊半島に

おいても、広範囲にわたり大規模な土砂災害を

発生させました。コメントでは、「アメダス観

測地点の72時間雨量を見ると、奈良県上北山村

で1,652.5ミリと、アメダス観測史上１位の記録

を更新し、さらに、上位５位のうち２位と５位

の記録も台風12号の大雨で更新された」とあり

ます。さらに、平成17年台風14号と、平成21年

に台湾を襲った台風モーラコット─日本名で

平成21年台風８号─を比較検討した結果、日

本国内においても2,000ミリを超える大雨が想定

されることを指摘しております。この平成17年

台風14号こそ、本県に大雨をもたらし、大規模

な土石流を発生させた台風であります。先ほど

のアメダス観測地点における上位５位のうち、

３位が美郷町神門の1,322ミリ、４位がえびの市

の1,306ミリであります。これは今も変わってお

りません。そして、「平成17年台風14号が台風

モーラコット並みのゆっくりとした時速５キロ
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から10キロメートル程度で進み、かつ勢力を維

持したと仮定すると、神門の総雨量は2,095ミリ

に達すると見込まれる」と指摘しております。

雨量の増加は、深層崩壊を含む土砂災害を引き

起こす可能性が高くなります。2,000ミリを超え

る大雨を想定した新たな対策が急がれると思い

ます。そこで、県としては、そのような土砂災

害から県民の生命・財産を守るため、どのよう

に取り組んでいくのか、伺います。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

土砂災害に対する取り組みについてでありま

す。本県は、急峻な地形や脆弱な地質に加え、

台風や梅雨前線による集中豪雨など、厳しい自

然環境下にあり、毎年多くの土砂災害が発生し

ております。土砂災害は、一度発生しますと人

命にかかわる重大な被害をもたらすことが多

く、本県における自然災害による死者、行方不

明者の多くは、土石流やがけ崩れなどの土砂災

害によるものであります。このため、県といた

しましては、市町村や関係機関との連携を図り

ながら、計画的に砂防施設等の整備を進めると

ともに、土砂災害に関する警戒や避難が的確に

行えるよう、わかりやすい防災情報の提供に努

めるなど、総合的な土砂災害対策を推進してい

るところであります。災害対策において最も優

先されるべき課題は命を守ることであります。

１人の犠牲者も出さないという強い決意のも

と、今後とも、災害に強い県土づくりに全力で

取り組んでまいります。以上であります。〔降

壇〕

○新見昌安議員 ありがとうございました。

それでは、通告に従い、順次伺っていきたい

と思います。

サイバー犯罪についてでありますが、まず

は、最近、新聞やテレビニュースを騒がせてい

るサイバー攻撃について何点か伺いたいと思い

ます。

インターネットを通して、相手のコンピュー

ターあるいはデータを提供するサーバー、これ

らに不正に接続して被害を与えるサイバー攻撃

が深刻の度を増してきていると思います。こと

しに入ってからも、４月にはソニーの米子会社

でネットワークサービス利用者延べ１億人以上

の個人情報、６月にはセガの欧州子会社でイン

ターネットサービス登録者129万人の個人情報、

９月には三菱重工でウイルス感染したサーバー

からネットワーク情報がそれぞれサイバー攻撃

により流出したとの報道がありました。また、

インターネットバンキング利用者のパスワード

などが抜き取られ不正に送金される被害も急

増、本年４月以降９月までの被害総額は計２

億8,000万円に達しているそうであります。まさ

に看過できない状況であります。そこで、警察

が認識しているサイバー攻撃によると思われる

被害の状況について、まずは警察本部長に伺い

たいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 最近、政府機関

や主要企業等に対するサイバー攻撃事案が発生

をしておりまして、サイバー空間での脅威は身

近なものとなっております。その代表的な手法

といたしまして、コンピューターから情報を盗

み出すことなどを目的といたしまして、業務に

関連した正当なメールであるかのように装って

不正プログラムが添付されたメールを送りつけ

る、そういった標的型メール攻撃が挙げられま

す。この標的型メール攻撃に関しまして、警察

では、平成23年４月から９月までの間に、全国
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で約890件の標的型メールが送られていたことを

把握しております。本県では、このような被害

は今のところ発生しておりませんけれども、被

害の未然防止を図るために、行政機関やライフ

ライン事業所等との情報共有、そして研修会の

実施など、情報セキュリティー対策を推進して

いるところであります。

○新見昌安議員 全国的に被害が拡大している

中で、本県では大規模なものについては把握さ

れていないようでありますけれども、そのほか

の被害状況はどうなっているか、市町村の状況

も含めて、県民政策部長に伺いたいと思いま

す。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県におきまし

ては、平成13年に県議会などのホームページが

改ざんされる事案が２件ございました。それ以

降はございません。また、市町村につきまして

は、そのような事案の発生は伺っておりませ

ん。以上でございます。

○新見昌安議員 我々の足元で発生していたと

は知りませんでした。以前のサイバー攻撃は、

不特定多数を対象に、攻撃者が自分自身のウイ

ルスの作成能力を誇示したり、あるいは社会を

混乱させることを目的としていたようですけれ

ども、先ほど警察本部長の答弁にあったよう

に、最近は、特定の組織や人を対象に機密情報

などを奪い取ることを目的とする、いわゆる標

的型サイバー攻撃が主流となっております。特

に増加しているのはメール添付型と呼ばれるも

ので、関係する組織や人に成り済まして機密情

報を盗み取るウイルスを添付したメールを送信

し、それをあけたが最後となるようでありま

す。お二人の答弁では、本県においては、これ

まで目立って大きな被害は発生していないよう

ですけれども、これからもしっかりと対策を考

えていかなければならないと思います。サイバ

ー攻撃に対する防御策について、県としてどの

ように講じているのか。県庁内のシステム的な

対策、そして職員に対する啓発の取り組み状況

等について、同じく県民政策部長に伺います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 本県におきま

しては、平成15年６月に、宮崎県情報セキュリ

ティポリシーを策定しまして、全庁を挙げてセ

キュリティー対策の充実に取り組んでいるとこ

ろでございます。

まず、インターネットからのサイバー攻撃を

防御するために、不正な通信を制限するファイ

アウオールを設置しますとともに、ウイルス

チェックや不正アクセス検知などのシステム的

対策や、民間の専門機関によるシステムの脆弱

性検査を実施しているところでございます。ま

た、県の多くの重要システムを置くデータセン

ターにおいては、不正アクセスがないか、人に

より24時間監視をしております。さらに、職員

に対しては各種研修を実施するなど、さまざま

な機会を通じましてセキュリティー意識の向上

にも努めているところでございます。

○新見昌安議員 米国では、サイバー攻撃につ

いて、陸・海・空、宇宙空間と並ぶ新たな戦場

というふうに位置づけているということを聞い

たことがあります。対策を強化しているそうで

あります。インターネットを通して行われると

いうことを考えれば、これは国を挙げて取り組

むべきものでありますけれども、地方において

も、攻撃の被害を未然に防止するために、県を

またがって、あるいは、県内市町村、民間と一

体となって防御に取り組むことが大事になって

くると考えます。今後どのように取り組んでい

くのか、これも県民政策部長に見解を伺いたい

と思います。
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○県民政策部長（渡邊亮一君） サイバー攻撃

は、インターネットを介して行われまして、県

はおろか、国境を越え、全世界に及ぶものであ

りますことから、国を挙げてその防御対策に取

り組む必要があります。このため、国におきま

しては、平成17年に内閣官房情報セキュリティ

センターを設置しまして、サイバー攻撃に対す

る政府や県、市町村、民間企業を通じた情報共

有や連携体制の構築を図ってきたところでござ

います。今回の政府機関等へのサイバー攻撃と

いう事態を受け、官民連携の強化など、さらな

る対策の充実に取り組んでいるところでござい

ます。サイバー攻撃は、今後も増加、高度化す

ると考えられますので、県といたしましては、

国の動向に的確に対応するとともに、各県や県

内市町村等との連携も深めながら、セキュリ

ティー対策の一層の強化に努めてまいりたいと

考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いします。

ここで、国家レベルのサイバー攻撃から、我

々の身近に起こるサイバー犯罪に目を転じてい

きたいと思いますけれども、ことしの６月に刑

法が改正されて、コンピューターウイルスの作

成あるいは配布が罪となるウイルス作成罪が創

設されて、７月14日から施行されているようで

あります。ウイルスによってパソコンがやられ

る、そのような被害も広がりを見せていた中

で、これは一つの朗報じゃないかと思います

が、ウイルス作成罪が制定されたことによる効

果をどのように考えているのか、警察本部長に

伺います。

○警察本部長（鶴見雅男君） これまでは、コ

ンピューターウイルスを直接取り締まる法律と

いうものはなく、個別のケースごとに、器物損

壊罪や電子計算機損壊等業務妨害罪、こういっ

たものを適用してきたところでありますけれど

も、この不正指令電磁的記録に関する罪、いわ

ゆるコンピューターウイルス作成罪等が新設さ

れましたことによりまして、ウイルスの作成、

提供はもちろんでありますけれども、取得、保

管していた場合も処罰の対象となりました。そ

の効果といたしましては、ウイルスの作成につ

いて警鐘を鳴らすといった抑止効果もあります

し、作成した時点で検挙が可能になることか

ら、被害の未然防止が期待できるということで

あります。警察といたしましては、取り締まり

を強化いたしますとともに、被害防止のための

広報・啓発活動を実施して、県民の皆様が安心

してインターネットを利用できる環境の確保に

努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○新見昌安議員 次に、医療対策について伺い

たいと思います。

これは私の体験に基づいた質問でありますけ

れども、実は、10月末から11月初めにかけて入

院をいたしました。循環器系の民間病院でした

けれども、当初、検査入院のつもりでしたが、

結局、治療までするということになって、入院

期間は月をまたがりました。その治療は高額療

養費制度の対象となるものでしたけれども、入

院手続の説明資料には確かに記載してあったん

ですが、それを見逃してしまい、恥ずかしいこ

とに、市役所への手続もすることなく入院をし

てしまいました。そして、４人部屋でしたけれ

ども、同室の患者さん─私と同じ病気で何度

も入院したベテランでしたけれども─この人

といろいろ話す中で、高額療養費制度で自己負

担限度額までの支払いだけで済む限度額適用を

受けるには、事前に限度額適用認定証を交付し

てもらわないとならないこと、適用となるのは
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申請した月の初日からで、月をまたぐとさかの

ぼることはできないということなどなどを知る

ところとなりました。少々焦りました。高額療

養費の申請をすることによって自己負担限度額

を超えた分、これは２～３カ月後に還付される

ということになりますけれども、限度額適用制

度の手続をしておかないと、医療費は一たん請

求される金額を払わなければなりません。その

治療費はかなり高額になると聞いていたので、

少々不安でしたけれども、そういったときに、

事務の女性が資料を携えて説明に来てくれまし

た。大変わかりやすい説明でした。この資料に

は、高額療養費限度額適用制度、また更生医療

の手続の仕方、身体障害者手帳の申請の仕方な

ど、詳しく記載されておりまして、最後のペー

ジに医療ソーシャルワーカーだれだれというふ

うに書いてありました。その後、彼女が市役所

の担当者と連携をとってくれて、退院後、手続

を無事済ますことができ、前もって処理をした

のと同じ扱いとなったところであります。医療

ソーシャルワーカーと接したのは今回が初めて

でしたけれども、調べてみると、医療ソーシャ

ルワーカーとは、「保健医療分野におけるソー

シャルワーカーであり、主に病院において『疾

病を有する患者等が、地域や家庭において自立

した生活を送ることができるよう、社会福祉の

立場から、患者や家族の抱える心理的・社会的

な問題の解決・調整を援助し、社会復帰の促進

を図る』専門職を指す」とありました。医療費

の支払いのみならず、不安な状態にある患者及

びその家族にとっては、安心感を与える存在で

あると実感した次第です。

そこで、まず、県立病院における医療ソーシ

ャルワーカーの配置はどのような状況になって

いるか。これは病院局長に伺いたいと思いま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立病院では、

患者さんやその御家族のさまざまな相談─例

えば医療費の支払いや退院後の生活、精神的な

不安などの相談でございますが─に対応する

ため、院内に医療連携課を設置いたしまして、

専任の看護師を各病院に２名配置しているほ

か、お話にありましたような医療ソーシャルワ

ーカーとして、社会福祉士などの福祉や医療分

野の資格・経験を有する者を、宮崎病院に２

名、日南、延岡両病院にそれぞれ１名配置して

いるところであります。

○新見昌安議員 今の答弁にもありましたよう

に、医療ソーシャルワーカーは、医療と福祉の

かけ橋的な役割を担っているのではないかとい

うふうに思っております。その存在は本当に重

要だと思います。県内の医療機関における医療

ソーシャルワーカーの配置促進に努めていくべ

きだというふうに考えますけれども、見解を福

祉保健部長に伺いたいと思います。また、医療

ソーシャルワーカーに対する研修などについて

も、どのように取り組んでおられるのか、あわ

せて伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 今お話がござ

いました、患者や家族が抱える心理的不安、そ

れから各種問題への相談に乗ります医療ソーシ

ャルワーカーの果たす役割は、大変重要である

と認識をいたしております。現在、県内143病院

のうち112病院に医療相談窓口や地域連携窓口が

設置され、医療ソーシャルワーカーなどの相談

員が253名配置をされているところであります。

県といたしましては、患者サービスの向上など

の観点から、相談窓口の設置や相談員の配置を

促進いたしますとともに、関係団体の協力を得

ながら、引き続き、医療ソーシャルワーカーな
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どの相談員に対する研修を実施し、資質の向上

に努めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 しっかり取り組んでいただき

たいと思います。

次に、高齢者対策についてでありますけれど

も、今回は、住まいに絞って何点か伺っていき

たいと思います。

まず１点目ですけれども、「高齢者の居住の

安定確保に関する法律」に基づいて、県は、高

齢者居住安定確保計画を策定することができる

というふうになっておりますけれども、現在ど

のような状況なのか、県土整備部長に伺いま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 高齢者居住安

定確保計画につきましては、高齢者が安心して

生活できる住まいの確保を目的として、高齢者

に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標

やその達成方法などを定めるものでありまし

て、今後の高齢化の進展に的確に対応していく

ため、本県におきましても策定が必要であると

考えております。このため、福祉保健部を初め

とする関係部局と連携しながら、現在、年度内

の策定を目標に作業を進めているところであり

ます。

○新見昌安議員 ところで、10月20日から、

「サービス付き高齢者向け住宅の登録制度」が

スタートしております。その背景には、高齢化

が急速に進む中で、高齢の単身者あるいは高齢

の夫婦のみの世帯がふえてきており、バリアフ

リー構造などを有して、介護・医療と連携して

高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確

保することが重要であるということがありま

す。高齢者が安心して生活できる住居を提供す

るために新設されたものでありますけれども、

市町村や事業者に対するこの制度の周知にはど

のように取り組んでおられるのか、また、申請

状況についてはどのような状況なのか、同じく

県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 「サービス付

き高齢者向け住宅の登録制度」につきまして

は、これまで、県のホームページや市町村担当

者会議等の機会を活用しまして周知に努めてい

るところでございます。現在、本議会におきま

して、登録手数料を定めるための条例を提案し

ているところでございますが、この登録手数料

が定められた後に事業者への説明会を開催する

など、さらなる周知に取り組むこととしており

ます。なお、この登録申請は、県と中核市であ

ります宮崎市で受け付けることとなっておりま

して、現在、県で４件、市で２件の事前相談を

受けているところでございます。

○新見昌安議員 高齢者円滑入居賃貸住宅（高

円賃）や、高齢者専用賃貸住宅（高専賃）、こ

ういったこれまでの高齢者向けの賃貸住宅のほ

とんどは廃止されて、サービス付き高齢者向け

住宅に一本化されるようです。一部の有料老人

ホームも基準を満たせばこの住宅への登録が可

能となるなど、今後の高齢化の進展を考えれ

ば、サービス付き高齢者向け住宅を一層推進し

ていくことが重要であると考えております。県

としての役割をどのように認識しておられるの

か、これは知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） これから急速に高齢化

が進展していく中で、高齢者が安心して暮らせ

る住まいづくりは、大変重要な課題だと考えて

おります。住みなれた地域で安心できるサービ

スが受けられますサービス付き高齢者向け住

宅、その供給を図っていくということは、高齢

者の居住の安定確保のために大変重要であると

認識をしております。このため、県としまして
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は、今年度策定する高齢者居住安定確保計画を

十分に踏まえまして、民間事業者の御理解と御

協力を得ながら、この住宅の供給促進に取り組

んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

次に、地域連携保全活動について伺っていき

たいと思います。

これは９月議会で割愛をしていたものであり

ます。昨年の２月議会でも取り上げたところで

ありますけれども、2010年、昨年は、国連が定

めた「国際生物多様性年」でありました。なか

なか光が当たらない分野ではありますけれど

も、生物多様性、すなわち、すべての生物がバ

ランスよく共存できている状態、これを保全す

ることが人間の生活を守ることにもつながると

いうことで、本県においても、貴重な野生動植

物を守って、生物多様性の保全に向けたしっか

りとした取り組みをお願いしたところでありま

した。国際生物多様性年の昨年12月に「生物多

様性保全活動促進法」が制定されて、ことし

の10月１日に施行されております。この中で、

生物多様性を保全する活動などを「地域連携保

全活動」というふうに定義がしてあります。そ

こで伺いたいと思いますが、この法律に基づく

地域連携保全活動に、県はどのような役割を果

たしていくのか、環境森林部長、よろしくお願

いします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 生物多様性保

全活動促進法は、豊かな生物の多様性を保全す

ることを目的とするものであります。この法律

では、市町村やＮＰＯ法人など地域における多

様な主体が有機的に連携して行う、生態系に被

害を及ぼす動植物の防除や、野生動植物の保護

・増殖などの生物多様性を保全する活動を地域

連携保全活動と定義しております。県には、そ

のような地域連携保全活動に関し、市町村やＮ

ＰＯ法人などに対して必要な援助を行うことが

求められておりますので、例えば、外来生物に

ついての情報提供や、希少種を保護するための

技術的な助言に努めてまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 実は、生物多様性基本法とい

う法律が平成20年６月に施行をされておりま

す。この法律に基づく生物多様性地域戦略は、

主に都道府県が策定するというふうになってお

ります。一方、先ほどの生物多様性保全活動促

進法では、市町村が中心的にかつ積極的な役割

を担うことが示されておりますけれども、地域

連携保全活動支援センターという施設の設置に

関しては、広域的な視点で地域の生物多様性の

保全のための行政を担う都道府県による積極的

な取り組みが期待されております。この点を踏

まえて、このセンターの設置に対して県はどの

ように考えておられるのか、同じく環境森林部

長に伺います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 地域連携保全

活動支援センターは、保全活動を行おうとする

人や、それに協力しようとする人などの連携・

協力のあっせんや、必要な情報の提供、助言を

行う拠点とされておりまして、地方公共団体

は、この支援センターとしての機能を担う体制

を、単独または共同して確保するよう努めるこ

ととされています。県では、希少動植物に関す

る情報提供や自然保護推進員の研修などを通し

て、生物多様性の保全に関する地域活動を支援

しているところですが、今後、県内の地域連携

保全活動の状況を踏まえながら、支援センター

の役割やあり方等について研究してまいりたい

と考えております。
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○新見昌安議員 よろしくお願いします。

次に、災害防止対策について何点か伺ってい

きたいと思います。

まず、壇上での質問に引き続き、土砂災害防

止についてであります。

土砂災害防止法が施行されたのは平成13年、

ことしで10年を経過することになりますけれど

も、土砂災害の危険があるとして、都道府県が

土砂災害防止法に基づいて警戒区域に指定した

後、市町村はハザードマップを作成して公表す

る義務がある中で、公表していない市町村が約

６割にも上るということが国土交通省の調査で

明らかになっております。本年９月の台風被害

で土砂災害への警戒が改めて重視されるように

なりましたけれども、この法の趣旨にのっとっ

た取り組みが求められるところであります。そ

こで、確認の意味も込め、伺っていきます。土

砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域の指定

はどのように行っているのか、その結果、現在

の指定状況はどうなっているのか、県土整備部

長に伺います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 土砂災害警戒

区域等の指定に際しましては、危険箇所ごとに

地形調査を行い、斜面の高さや角度を確認する

などしまして、土砂災害の恐れのある範囲を設

定し、住民説明会を行って合意形成を図るとと

もに、市町村長の意見聴取を経て指定を行って

おります。平成23年３月末における指定状況に

つきましては、県内の土砂災害危険箇所１

万1,826カ所に対し、全市町村で合わせて1,687

カ所の指定を行い、指定率は14.3％となってお

ります。なお、調査に要する予算につきまして

は、平成20年度の１億7,400万円から順次増額し

ておりまして、本年度は４億4,000万円で指定の

推進を図っているところであります。

○新見昌安議員 次に、先ほど述べたように、

県が土砂災害警戒区域の指定をした後、市町村

は、土砂災害ハザードマップを作成して公表す

る義務があります。県内のハザードマップの作

成状況について、同じく県土整備部長に伺いま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 市町村は、土

砂災害防止法により、避難地に関する事項な

ど、円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項

を記載しました土砂災害ハザードマップを策定

することとなっております。昨年度末までに２

つの自治体で策定されておりましたが、本年度

は新たに３つの自治体で作成されております。

○新見昌安議員 先ほどの答弁で、警戒区域の

指定箇所数はわかりましたけれども、国土交通

省の調査結果を見てみると、警戒区域が指定さ

れた市町村は26と、県内の全市町村でありま

す。その中で土砂災害ハザードマップを作成し

ている自治体は、今年度も含めて５つと少々少

ないようですけれども、その理由をどのように

とらえているのか、これも県土整備部長に伺っ

ていきます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） ハザードマッ

プを作成している市町村が少ない理由でござい

ますが、市町村からは、担当者の負担や財政面

を考慮しまして、指定がなされた箇所ごとに作

成するのではなくて、ある程度まとまった地域

の指定が完了した時点で作成したいと考えてい

ることが主な理由とお聞きしているところでご

ざいます。県といたしましては、ハザードマッ

プ作成における市町村の作業軽減について検討

を行いますとともに、作業方法についての具体

的な指導・助言を行うなど、今後とも、市町村

とともにハザードマップの早期作成に向けて取

り組んでまいりたいと存じます。
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○新見昌安議員 県民の生命・財産を守るため

にも大事だと思いますので、よろしくお願いし

ておきます。

次に、土砂災害から離れて何点か伺っていき

たいと思います。

まず、自治体クラウドについてであります。

インターネットを通したクラウドコンピュー

ティングを行政事務処理に活用する自治体クラ

ウド、情報システムへの投資負担の軽減に役立

つということは以前から言われていたところで

ありますけれども、地震や津波などで庁舎が被

害を受けても、外部のサーバーを通して業務処

理が可能となる災害への強さも期待されており

ます。本県における自治体クラウドの取り組み

状況はどうなっているのか、県民政策部長に伺

います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 自治体クラウ

ドは、複数の自治体が情報システムを共通化

し、共同利用することによりまして、その効率

的な運用を図るものでありますが、堅牢なデー

タセンター内にシステムやデータを保管するこ

とから、災害対策としても大きな効果がありま

す。こうしたことから、県内市町村に呼びかけ

て、21年度から、国の委託事業であります自治

体クラウド開発実証事業に取り組んだ結果、こ

とし３月から門川町が、住民情報や税業務な

ど、ほとんどのシステムをクラウドサービスに

移行しておりまして、今年度中には延岡市と日

向市も移行することとなっております。さら

に、高原、川南、都農の３町も今年度中の利用

開始を目指しておりまして、別途クラウドシス

テムを構築中であります。このように、クラウ

ド化の動きは県内に急速に広がりつつありま

す。県といたしましては、今後ともこのような

動きを促進するとともに、県のシステムについ

ても、データセンターへの一層の集約や他県と

の共同利用を検討するなど、クラウド化に向け

た取り組みを推進してまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 今回の東日本大震災では、多

くの文化財も被害を受けております。６月の新

聞報道ですけれども、６月14日現在で文化庁が

まとめた被災した国指定、国登録の文化財は568

件に上って、県や市町村の指定文化財、地域の

古文書などを含めると、その被害ははかり知れ

ず、現地では、瓦れきにまじって廃棄されない

よう、ボランティアらによる救出活動が続いて

いるとありました。そこで伺いますが、それら

文化財の救出活動、修復作業に県としてもかか

わったのか、教育長に伺いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 文化財の修復等につ

いて、文化庁におきましては、文化財の緊急保

全及び廃棄、散逸等を防止することを目的とす

る「文化財レスキュー事業」や、文化財である

建造物の応急措置と復旧に向けての技術的支援

等を行うことを目的とする「文化財ドクター派

遣事業」を実施しております。これらの事業で

は、文化庁から必要に応じまして専門職員の派

遣、被災文化財の一時保管等について協力要請

がなされることになっておりますが、現在のと

ころ、本県への要請はなされていないところで

あります。また、埋蔵文化財発掘調査のための

職員派遣につきましても、派遣可能である旨の

回答をしたところでありますが、現段階では派

遣要請はないところであります。今後、これら

の事案につきまして文化庁から要請がなされた

場合には、積極的に対応してまいりたいと考え

ております。

○新見昌安議員 それでは、本県における文化

財の防災対策がどのようになっているか、同じ
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く教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） 文化財の防災対策に

つきましては、文化財の所有者または管理団体

である県、市町村の教育委員会が行うこととさ

れております。県教育委員会におきましては、

毎年、県の所有する指定文化財の防火訓練を行

うとともに、文化財の所有者や管理団体等に対

しまして、防災訓練の実施を依頼しておりま

す。特に今年度は、例年開催しております市町

村文化財担当者会議におきまして、東日本大震

災を踏まえ、防災対策を実施している市町村か

らの事例報告や、地震・津波等を想定した防災

マニュアルの作成方法、発生時における対処方

法等についての研修を行ったところでありま

す。今後とも、あらゆる機会をとらえて、文化

財の防災対策に関する情報提供や助言に努めて

まいります。

○新見昌安議員 東日本大震災では、多くの病

院も甚大な被害に遭っております。厚生労働省

によりますと、岩手、宮城、福島３県におけ

る380の病院のうち、全壊が10、一部損壊が290

に上ったそうであります。このうち災害拠点病

院では、全壊した病院はなかったものの、33病

院中31病院が一部損壊の被害に遭ったようであ

ります。国が耐震化などの整備を進めてきた災

害拠点病院で全体の94％もの病院が損壊した。

その衝撃は大きなものがあったんじゃないかと

思いますが、病棟の被災によって診療機能にも

大きな影響が及び、入院患者を別の病院に移し

たり、震災後の外来や入院の受け入れを制限し

たりせざるを得なかったという状況は、テレビ

などでも報道されていたところでありました。

今後、多くの重症患者が発生するような大規模

地震が起こった場合、病院の耐震性が十分でな

ければ、必要な診療行為が行えないおそれも出

てまいります。津波対策も重要ですけれども、

その前に耐震化を急がなければなりません。そ

こで、まず、県立病院の建物あるいは大型機器

の耐震化の現状について、病院局長に伺いたい

と思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 各県立病院の建

物は、いずれも現行の耐震関係規定に適合して

おり、耐震性は確保されております。また、大

型の医療器械につきましても、建物の床、壁、

天井に固定しておりまして、耐震性は確保され

ているところであります。

○新見昌安議員 県立病院については、地震に

おいてはひとまず安心ということでほっとしま

した。それでは、その他の県内の病院における

耐震化の現状はどうなっているのか、また、耐

震対策はどのようにお願いしているのか、福祉

保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県内143病院の

耐震化の状況でございますが、平成23年11月末

現在で、すべての建物に耐震性がある病院が92

病院、一部の建物に耐震性がない病院が43病

院、残り８病院がすべての建物に耐震性がない

病院などとなっております。また、災害拠点病

院では、すべての建物に耐震性がある病院が11

病院中７病院、一部の建物に耐震性がない病院

が４病院となっており、このうち２病院につい

ては、現在、耐震化工事中であります。今後と

も、耐震化の状況や国庫補助制度の活用意向調

査等を通じ、未耐震の建物のある病院へ耐震化

の働きかけを行ってまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○新見昌安議員 よろしくお願いいたします。

９月議会でも述べましたけれども、我が党で

は、全国の女性議員を中心に女性防災会議を立

ち上げて、女性の視点からの防災行政総点検の
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調査を行いました。10月の１カ月間で、東北３

県を除く全国の党所属の女性議員が連携して、

地方自治体の防災担当部局に対して聞き取り調

査を実施したものであります。県でもお世話に

なりました。自治体数は658に上っております。

その結果、防災行政の現場で女性の意見が反映

されていないという実態が改めて浮き彫りに

なっております。地方防災会議の女性委員の登

用では、44.4％の自治体で登用なし、地方防災

計画を作成する上での女性の意見の反映、54.7

％が「いいえ」でした。また、防災部局に女性

職員がいるかどうかでは、51.5％の自治体で

「いない」等々であります。また、財政的な理

由から、避難所運営の具体的な施策に女性や障

がい者などの声が反映されていない自治体が多

いということもわかってきました。今後は、今

回の調査結果を踏まえて政府に提言を行うとい

うことになっておりますけれども、思い切った

法改正などが必要な部分もあるものの、地方と

して取り組めることもあります。女性の意見を

ふだんから防災対策にしっかり反映できるよう

にしておくべきであるというふうに考えます。

９月議会では総務部長に伺いましたけれども、

きょうは改めて知事に見解を伺っておきたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要なポイントで

あるというふうに受けとめております。東日本

大震災におきましては、特に避難所における被

災者の状況で、例えば、トイレやおふろなどの

生活環境や、食品や衛生用品などの物資の面

で、女性や高齢者の皆さんに対するさまざまな

ニーズに十分対応ができなかったというような

状況でありますとか、暴力や人権侵害などの課

題があったというふうに伺っております。今回

の震災のように、広域的かつ甚大な被害により

まして長期の避難が必要とされる災害の発生

は、日向灘地震というようなものも想定されて

いる本県においても十分に想定をされるもので

ありまして、同様の課題に対して少しでも県民

の皆さんの不安を減らせるように、対策を講じ

ていく必要があろうかと考えております。県と

いたしまして、今後、東日本大震災の教訓を踏

まえながら、地域防災計画やマニュアルなどの

見直しを進めてまいりますが、御指摘の女性の

意見につきましては、関係団体から意見をいた

だくなどして広く反映するとともに、避難所運

営などを直接担う市町村に対しましても、しか

るべき対応がなされるよう、要請してまいりた

いと考えております。

○新見昌安議員 女性防災会議も普及促進を目

指している避難所運営の体験型訓練「ＨＵＧ」

というものがあります。「抱きしめる」と一緒

ですけれども、「Ｈ」が「避難所」、「Ｕ」は

「運営」、「Ｇ」が「ゲーム」で「ＨＵＧ」で

あります。避難所に見立てた学校の体育館や教

室の平面図を利用して、避難者の性別・年齢な

どの情報が書かれた避難者カードをその状況に

応じて平面図の上に配置していく。そして、こ

の中で、避難所で想定されるさまざまな事態に

対応していくゲームであります。このＨＵＧは

静岡県の西部危機管理局が、効果的に避難所運

営を学べる方法として08年に開発したもののよ

うであります。現物があると一番わかりやすい

んですけれども、この制作元には全国から注文

が殺到しているということで、まだ私たちの手

元にはない状況であります。注文はしてありま

すので、いずれ手に入ると思いますけれども、

避難所を運営する際の優先順位、あるいは避難

者の配置のポイント、こういったものを学べる

という点で大変役に立つようであります。避難
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所運営ゲームＨＵＧ、本県においても積極的に

普及させていくことが有効ではないかと考えま

すが、総務部長の見解を伺います。

○総務部長（稲用博美君） 地震・津波など、

突発的な大規模自然災害が発生した場合に、学

校や公民館などで住民の手による避難所の運営

が必要となる場合もありまして、実際に東日本

大震災においても、このような状況が多数あっ

たというふうに伺っております。議員から御提

案のありました避難所運営ゲームＨＵＧについ

ては、内容はまだ十分に把握しておりません

が、住民がこのような状況下に置かれた場合を

想定したものということで、その効果が期待で

きるのではないかというふうに思っておりま

す。現時点では、県外の一部の自治体などが先

行して取り組んでいる状況でございますので、

その具体的な実施内容あるいは効果などを情報

収集いたしますとともに、今後の活用について

は、直接的に避難所運営を担う市町村とも協議

いたしまして、研究してまいりたいというふう

に思っております。

○新見昌安議員 次に、改正ＰＦＩ法について

伺っていきます。

ＰＦＩについては、県議会でも過去何度も取

り上げておりますので、改めて申し上げるまで

もありませんけれども、公共施設などの建設、

維持管理、運営などを、民間の資金、経営能力

及び技術的な能力を活用して行う手法というふ

うに一般的に言われております。英国など海外

において、ＰＦＩ方式による公共サービスの提

供が実施されていた中で、我が国においては、

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等

の促進に関する法律」、いわゆるＰＦＩ法が制

定されたのは平成11年７月、そしてその翌年、

平成12年３月にＰＦＩの理念とその実現のため

の方法を示す基本方針が策定され、ＰＦＩ事業

の枠組みが設けられたところであります。以

来12年、このＰＦＩ方式を活用して、全国的に

は、山口県美祢市の美祢社会復帰促進センタ

ー、島根県の島根あさひ社会復帰促進センタ

ー、栃木県さくら市の喜連川社会復帰促進セン

ターなどの刑務所が有名ですけれども、財政支

出の削減、民間の事業領域の拡大などの効果が

ある反面、導入当初言われていた官民の責任分

担あるいはリスク分担などの課題も見えてきて

いるようであります。以上を踏まえた上で、ま

ずは、本県におけるＰＦＩ方式を活用した事例

について、県民政策部長に伺います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県におきまし

ては、ＰＦＩの手法を使った事業として、平

成19年に警察職員住宅を延岡市に整備しており

ますが、これは、警察職員用の住宅を建てかえ

る際に、建設から運営までを民間事業者に任せ

たものでございます。なお、県内市町村におき

ましては、ＰＦＩ法に定められた手続に従って

実施した事例はございません。

○新見昌安議員 県内では１例のみのようであ

ります。ところで、高度成長期に集中投資した

社会インフラ整備から40年以上経過して、そう

いった社会資本の老朽化問題については、さま

ざま指摘もされてきておりますけれども、東日

本大震災を受けて、安全・安心を確保するとい

う観点から、より一層注目されてきておりま

す。安全性の確保は、行政の責任として着実に

進めなければならないと思います。

このような中、本年６月に閣議決定された政

府の新成長戦略では、改めて政府としてもＰＦ

Ｉの活用にしっかり取り組んでいくということ

が盛り込まれておりますけれども、時を合わせ

るようにＰＦＩ法が６月１日に改正されており
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ます。改正法のポイントは、１つ目に、ＰＦＩ

の対象施設の拡大、２つ目に、民間事業者によ

る提案制度の導入、３つ目に、民間資金等活用

事業推進会議の創設などでありますけれども、

この中で特に、公共施設等運営権制度の導入は

新たな手法として注目されております。そこ

で、今回の改正法にどのように期待しているの

か、その内容を見れば、積極的な活用を図らな

い手はないと考えておりますけれども、知事の

見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ことし６月のＰＦＩ法

の改正では、厳しい財政状況を背景としまし

て、公共施設の整備を進めていくためにＰＦＩ

を活用できる幅を広げるということで、今、御

指摘のありましたようなさまざまな改正がなさ

れたわけであります。この中で、公共施設等運

営権制度の創設については、ＰＦＩ事業者に対

して、施設を運営する権利を設定するものであ

りまして、自由度の高い事業運営や施設運営権

を担保にした資金の借り入れが可能になるな

ど、民間事業者が参入しやすい環境の整備が図

られたところであります。県内におきまして

は、スポーツ施設を初めとして、公共施設の老

朽化による改修等が今後必要になってくる事例

が多く出てくると思われるものでありますが、

今回の法改正により、これらを整備する手法と

してＰＦＩの活用を検討する幅が広がったもの

と受けとめております。今後、こうした制度の

内容につきまして、市町村に対しても周知を図

るとともに、県としましても、ＰＦＩ手法の活

用について検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。

○新見昌安議員 最後に、警察に係る課題等に

ついてでありますが、まず１点目です。

昨年の４月から、高齢者や障がい者、妊婦等

が利用できる道路の優先席とも言える高齢運転

者等専用駐車区間制度というものがスタートし

ております。ただ、全国的にこの利用が低調だ

というふうにも言われております。制度そのも

のがよく知られていないということも原因の一

つではないかと考えますけれども、本県の高齢

運転者等専用駐車区間の設置状況、そして、利

用する上で必要な標章の交付状況はどうなって

いるか、警察本部長に伺います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 現在、県内では

３カ所設置をしております。場所は、宮崎市船

塚３丁目の県総合文化公園西側、都城市松元町

の寿公園西側、延岡市西階町の西階野球場西側

の３カ所でありまして、合計10台分を設置して

おります。標章の交付状況でございますけれど

も、本年11月末現在で、高齢運転者に94件、妊

娠中の方などに対して４件の合計98件を交付し

ております。この制度の周知のために、県警ホ

ームページに掲載しておりますほか、ポスター

やチラシ、ミニ広報紙等を作成いたしまして、

警察署や交番等での掲示や配布、さらに、高齢

者や障がい者の方々の関係機関・団体に対する

協力要請などを行ってきたところであります。

今後とも、県民の皆様の声には十分に配意しつ

つ、高齢運転者の方々が安全・安心かつ快適に

駐車できるよう、さらなる周知に努めてまいり

たいというふうに考えております。

○新見昌安議員 70歳以上の運転免許所持者は

男女合わせて10万人近くいると言われておりま

す。それを考えると、標章の交付件数が98件と

いうのはちょっと少な過ぎる感じがいたしま

す。いろいろ課題もあるかもしれませんけれど

も、せっかくできた制度ですので、周知に取り

組んでいただきたいというふうに思います。

２点目に、先週の渡辺議員の質問で、ブレー
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キがないピストバイクを取り上げておりました

けれども、全国的にも、自転車の事故、違反と

いったものが後を絶たず、ルールの遵守、マナ

ーアップが求められている状況の中で、警察庁

は10月25日に、自転車の車道走行の徹底を柱と

する「自転車交通総合対策」を発表しておりま

す。自転車の安全走行については、これまで

も、教育現場を初め、さまざまな取り組みがな

されてきたところでありますけれども、残念な

がら目立った結果が出ておりません。今回の自

転車交通総合対策では、自転車専用のレーンの

設置も検討されるようですけれども、その前

に、この総合対策を受けて、今後、警察とし

て、自転車に乗る上でのマナー向上にどのよう

に取り組んでいかれるのか、警察本部長に伺い

たいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 自転車利用者に

よる交通事故でございますけれども、本県で

は、本年10月末現在で1,260件、前年同期と比較

してプラス７件、また、死者は、昨日現在５人

ということで、前年と同数であり、非常に厳し

い状況でございます。こういった情勢の中で、

自転車利用者の交通事故抑止及び交通ルールの

遵守を図るということで、本年７月から交通指

導取り締まりを強化してまいりました。11月末

現在で、交通事故絡みの違反を含めて24件検挙

しておりますけれども、今後とも、積極的に指

導警告を行うとともに、悪質、危険なものにつ

きましては検挙措置をとることとしておりま

す。

安全教育の面でございますけれども、これま

で、自転車利用者が守るべき基本的なルールの

周知やマナーの向上を図るために、小・中・高

等学校における自転車交通安全教室の開催、ま

た、高齢者クラブ、職域、地域において、参加

者に応じた講習をやってまいりましたけれど

も、今後とも、教育機関、高齢者クラブ等を初

めとする関係機関・団体と、より一層緊密な連

携を図ることと、学生、高齢者はもとより、あ

らゆる年齢層の県民の皆様に、自転車の安全利

用についてさらなる周知徹底を図ることにして

まいりたいというふうに考えております。

○新見昌安議員 繰り返し徹底してやっていく

必要があるというふうに思っております。

予定した質問はすべて終わりました。

以上で私のすべての質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 公明党が続

きます。公明党の河野哲也でございます。知事

初め関係部長、教育長、警察本部長、どうか私

の質問に対しても、明快かつ予想以上に前向き

な答弁をよろしくお願いいたします。

「オールみやざき営業チーム」についてであ

ります。知事から「オールみやざき営業チー

ム」の東アジア地域へのアピール及びトップセ

ールスについて報告がありました。それぞれ充

実した内容だったようですが、知事、改めて、

今回の東アジアへの訪問での手ごたえはどうで

あったのかお伺いいたします。

知事はブログで、マカオフードフェスティバ

ルを通して課題点を述べています。11回目にし

て初めて宮崎ミヤチクが出展したとのことです

が、他県のブースの設営の工夫、規模の大き

さ、メディアの活用等に圧倒されたようでござ

います。京都から参加した方が、同じくブログ

で、フードフェスティバルについて書かれてい

ました。ことしのスペシャルは、日本村で合

計28店舗が参加しているとのことでした。九州

の店舗としては、知事も注目した宮崎の３倍以
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上の規模で構えていた鹿児島、「長崎和牛」ど

んぶりを出展した長崎のブースの様子を興奮気

味に報告してありました。残念ながら、宮崎の

記述は一行もなかったように思います。こちら

がアピールする素材が最高だからといってそれ

だけに頼ることなく、東アジアの方々を中心に

据えて、しっかり戦略を考えていく必要がある

と知事も述べられているとおり、企画段階の情

報収集、発信内容の充実、そして山下議員が指

摘した誠意あるアフターフォローのこの繰り返

しが、東アジアに打って出ることのできるポイ

ントであると考えますが、台湾、香港、マカオ

での今後の展開、戦略をどう考えているか、知

事にお伺いします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、東アジアへの訪問での手ごたえについ

てであります。今回、台湾、香港、マカオにお

きまして、相互交流の進展・拡大等を目指しま

して、交通、観光誘客、ブランド、畜産の４部

門で、政府関係機関や企業等に対しまして、宮

崎を強力にアピールしてきたところでありま

す。まず、台湾におきましては、国際定期便の

維持・拡大や、本県農産物の安全性・安心確保

対策、輸出促進について、非常に好意的に理解

していただいたものと感じております。特に、

各関係者などを招いて開催しました「謝恩の夕

べ」におきましては、私みずから本県の食や観

光をプレゼンテーションし、宮崎の魅力をしっ

かりお伝えすることで、本県への関心を深めて

いただくことができたのではないかと考えてお

るところでございます。先日のブータン国王夫

妻の来日を見ておりましても、やはりトップが

直接現場に赴いて思いを届けるということの現

地に対するインパクトというものを改めて感じ

たところでございます。また、香港では、香港

の国会に当たります立法会や宮崎牛指定店での

意見交換を通じまして、宮崎牛などの輸出につ

きまして、今後とも良好な関係を維持できるこ

とを実感いたしました。また、地元最大手の旅

行会社への訪問の際には、おもてなし精神あふ

れた歓迎を受け、我々としても学ばせていただ

きましたとともに、グルメツアーによる宮崎へ

の送客など、社長さんから直接、今後につなが

る建設的な提案、アイデアもいただいたところ

であります。マカオでは、今、御指摘のありま

したマカオフードフェスティバルでの宮崎牛Ｐ

Ｒなどを行ったところであります。これにつき

ましては、今後の展開、さまざまな反省、見直

すべき部分等があるわけでございますが、現地

メディアの取材も受けるなど、和牛人気は大変

高うございます。現地の取引先との関係の維持

や今後の販路拡大の可能性につきまして、これ

も手ごたえを感じたところでございます。

次に、今後の展開についてであります。台湾

につきましては、大変親日的なところでござい

まして、日本食料品等を取り扱う量販店や飲食

店が数多くございます。また、香港、マカオ

は、富裕層や世界からの観光客を抱える大変重

要な地域でありますとともに、「食は広州にあ

り」というふうに言われますが、この広東文化

圏は、大変食にかけるお金、支出というものが

大きいというふうに伺っておるところでござい

ます。また、マカオのカジノなどは、勝った方

のお金の使い方が大変大きいというところもご

ざいます。さらには、この背後に中国の大市場

が控えておるところがございますので、これら

の地域を含めた東アジアの成長と活力を本県に
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取り込むということは、大変重要な課題である

というふうに考えております。このため、本県

の地の利を生かし、これらの地域とのビジネス

の拡大でありますとか、さまざまな人・物の交

流を促進することによりまして、本県の成長に

つなげますとともに、積極的に宮崎の魅力を発

信し、本県の認知度の向上やブランドの価値を

高めてまいりたいというふうに考えておりま

す。今回、現地に参りまして感じたこと、ま

た、反省すべき点、見直すべき点、さらに今

後、戦略的に取り組むべき点、これをしっかり

整理いたしまして、今回の訪問を契機として、

物産や観光、交通等の各分野が連携し、かつ民

間企業、関係機関・団体と行政とが一体となっ

て、総合的な情報発信や販売促進活動に努めま

して、東アジア市場の開拓や、経済・人的交流

の拡大を図ってまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○河野哲也議員 私たちも３年前、観光コンベ

ンション協会会員の集いで、ＥＧＬツアーズ社

の袁社長の講演を聞かせていただきました。こ

のときも、日本で学んだとおっしゃるおもてな

し精神をかいま見ることができました。たしか

お礼にと、参加者全員のお名前を花文字にして

いただいたと思います。我々も、我々なりの誠

意で、東アジアの方々が喜んでいただけるよう

な取り組みを行っていくべきだと考えておりま

す。情報誌「プレジデント」の中で袁社長も語

られていますが、中国には「飲水思源」という

ことわざがあります。水を飲むときは、その源

に思いをはせるという意味でありました。実は

大分県は、県内の温泉の魅力を中国人リポータ

ーが紹介する動画「温泉電視」を、中国版ユー

チューブ「ユウク」で公開しております。県内

に留学している女子学生２人が、県内温泉地の

見どころなどを紹介しているんです。その他、

周辺の観光地、グルメを連続して紹介していま

す。この留学生の行動こそが「飲水思源」の思

いではないかな、そういうふうに思いました。

ところで、外国人旅行者の延べ宿泊者数を調

べたところ、宮崎は５万人、それに対して、大

分は32万人となっていました。前回の議会で、

災害要援護者の件を取り上げましたが、その調

査の中で、外国人に対しての要支援ということ

で、宮崎県に多文化共生アドバイザーがいらっ

しゃいます。高柳さんという方なんですけれど

も、その方と意見交換をさせていただきまし

た。「内の国際化」ということを教えていただ

きました。全国外国人登録者数218万人、この方

々への支援というのが今後のポイントになるの

ではないかと、高柳さんの話を聞いてそう感じ

ました。ところで、県民政策部長、県内に在住

する外国人の現状はどのようになっています

か。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 本県の外国人

登録者数でございますが、平成22年末現在4,279

人で、平成２年の1,975人から、この20年間で約

２倍の増加となっております。国籍別では、中

国が1,893人で、全体の44.2％を占めておりまし

て、以下、韓国・朝鮮、フィリピン、インドネ

シア、米国の順となっております。

○河野哲也議員 宮崎も中国籍の方が多いとい

うことですが、技術を学びに来ているというふ

うにお伺いしています。高柳さんは、災害言語

ボランティア活動を通して、県内在住の外国人

の方とのコミュニケーションの中で、さまざま

な支援を行ってこられました。そのことによっ

て、外国人とつながりを大きく太く持って、そ

して、その繰り返しで、つながりが大きくなっ

ていくということを実感すると語られていまし
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た。そこで、県内に在住する外国人に、宮崎の

よさを海外に向けて発信してもらうためにも、

外国人の方々が暮らしやすい宮崎県にと考えま

すが、どのように取り組んでいかれるか、知事

にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今回の東アジアの訪問

でも感じましたことは、やはり観光にしろ食に

しろ、それはお客様に何が求められているの

か、お客様視点で考えていくこと、我々が何が

大事だと考えているかというよりも、そこを重

視することが大変重要だと考えておるところで

ございます。今、御指摘がありましたような本

県の観光振興や県産品の販路拡大などを考える

上でも、例えば、著名なブロガーを呼んでネッ

トでアピールをしてもらったり、いろんな取り

組みをしているところでございますが、まず

は、今、部長が答弁しましたような増加傾向に

ある本県在住の外国人の方に、地域に溶け込ん

で暮らしていただいて愛着を深めていただく、

そして宮崎はいいところだと発信してもらう、

これは大変重要な取り組みだと考えておりま

す。県では、ことし３月に策定しました「みや

ざき国際化推進プラン」におきまして、「多文

化共生社会づくりの推進」というものを柱の一

つに掲げておりまして、日本語能力が十分でな

い外国の方々を対象に、日本語講座やインター

ネットなどを通じました多言語による生活情報

の提供などの支援を行いますとともに、日本人

の県民の方々を対象にした国際理解講座や語学

ボランティアの育成などに取り組んでおるとこ

ろでございます。また、民間などでも、ＪＣ

（青年会議所）が、国際理解のフェスティバ

ル、そういうものにも取り組んでおられる。い

ろんな取り組みがなされておるところでござい

ます。今後とも、市町村や宮崎県国際交流協

会、また民間団体、関係団体とも連携しなが

ら、外国の方も暮らしやすい地域づくりに取り

組んでまいりたいと考えております

○河野哲也議員 また今後、注視させていただ

いて、しっかりとその支援の取り組みを応援し

ていきたいと思います。

次に移ります。鳥インフルエンザ、口蹄疫対

策でございます。複数の議員より、同じ趣旨の

質問がございましたので、これまでの答弁の中

で、１点だけ確認させていただきます。防疫体

制強化のために、全戸訪問等で消毒の徹底を

図っているとお聞きしましたが、特に季節的に

緊張感の高まる鳥インフルエンザ防疫に対し

て、家禽農家の全戸訪問を終えたとお聞きしま

した。そこで、新たに見えてきた課題はありま

せんか、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） 県では、高病

原性鳥インフルエンザの発生防止を目的に、渡

り鳥が飛来するシーズン前の７月４日から10月

末までに、県内100羽以上を飼養している家禽農

場999戸の全戸立入調査を行いまして、38の

チェック項目に基づいて調査指導を実施いたし

ました。昨年度、本県で13例の発生があったこ

と等もあり、全体として農家の防疫意識は高

まっている状況にありますが、今回改正された

飼養衛生管理基準に基づき、詳細な調査を行

い、細かい点についても指導を行ったところで

あります。立入調査時においては、防鳥ネット

等の網目が飼養衛生管理基準に示されました２

センチメートル以下でなかったこと、家禽舎の

屋根の壁面のすき間、防鳥ネット等の破損、ま

た、定期的なネズミ駆除等を行っていなかった

こと等が見受けられ、現在、家畜保健衛生所に

おいて、12月末をめどに改善指導を行っており

ます。今後、最も警戒を要する時期を迎えます
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ことから、市町村や関係団体と一体となって、

飼養衛生管理基準の遵守の徹底を図るととも

に、警戒心を高めるため、より一層の注意喚起

を行ってまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 やはり農家の納得する周知徹

底というんでしょうね、それをどうかよろしく

お願いしたいと思います。口蹄疫対策について

は、要望という形で１点、口蹄疫発生以来、特

に都農において聞き取りを私は続けています。

いまだに再開に踏み切れない農家の叫びを知っ

てほしいということを要望にしておきたいと思

います。「もうあげな思いはしたくない」と、

ほとんど外に出ることができず、実家の手伝い

をしている状況の農家の方がいらっしゃいま

す。この状況を把握しているのか、実は担当に

現在の再開状況をお聞きしたところ、「８月末

の調査で」と始められましたので、私はこの質

問はやめました。都農では、10月現在のデータ

を提供してくださいました。都農でさえ、ま

だ24％の農家が再開するかしないか考えあぐね

ているとお聞きしています。常に我が心として

農家の声を聞いていただきたいなと、そのよう

に感じております。

県北の農業振興についてであります。延岡の

畜産関係者と話してみますと、口蹄疫、ユッケ

食中毒、福島原発の牛のセシウム検出問題と、

トリプルパンチで牛肉の枝肉価格は暴落状態、

ＴＰＰ加盟の議論どころではないと、県北の肉

用牛振興の必要性をもっと発信しなければわ

かってもらえないのか、延岡は地域全体が冠水

地帯である、多様な品目はつくれない、耕畜連

携のモデルとして支援があれば、保水・治水

等、本来の多面的機能を再生できるとの声をも

らいました。このたび、県は第七次農業・農村

振興長期計画の地域ビジョンを発表されて、そ

れを見させていただきましたが、先ほどの声を

生かすには、もっと地域ビジョンの細分化が必

要ではないかというふうに考えます。そこで、

県において、第七次農業・農村振興長期計画を

定められているところでありますが、地域の特

色を生かした農業振興をどのように進めようと

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） 県におきまし

ては、先般、地域や産業間の垣根を越えた連携

と参入の推進等によりまして、「儲かる農業」

の実現を目指します第七次宮崎県農業・農村振

興長期計画を策定したところでございます。本

県は、平地から山間地に至る多様な立地条件を

有しておりまして、この計画を県全域で推進し

ていくためには、それぞれの地域がその特色を

生かしながら、地域独自の個性的な農業・農村

づくりを進めていくことが重要でございます。

このため、県内を７つのブロックに分けて、地

域の農業者や消費者、市町村、関係団体などの

意見を聞きながら、それぞれの地域の特性や課

題に応じた農業・農村の振興を図るためのアク

ションプログラムの策定を進めておりまして、

間もなく公表できる見込みでございます。この

アクションプログラムにおきましては、それぞ

れの地域が農業・農村の目指すべき将来像を描

き、地域農業を支える担い手の育成・確保や、

地域特産物を生かした農商工連携と６次産業

化、鳥獣被害に強い集落と産地づくりなどにつ

いて、その方向性を明らかにすることとしてお

ります。今後、このアクションプログラムに

沿って、地域の特色に応じたきめ細かな施策を

展開してまいりたいと考えております。以上で

ございます。

○河野哲也議員 ありがとうございます。また
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アクションプログラムの内容を見せていただき

たいと思います。

雇用対策について、商工観光労働部長にお伺

いいたします。

雇用情勢の厳しい地域について、地域雇用開

発促進法に基づく地域雇用開発計画を策定し、

他の地域に先駆けて、県北地域が平成22年10月

１日より動き始めました。県は、戦略として、

各種助成措置を活用しながら、県北地域のあら

ゆる産業の成長を支えるため、東九州自動車道

及び九州横断自動車道延岡線等の基盤整備推進

をするほか、農商工連携の推進により、農林水

産物の高付加価値化を図る、また、地場食品産

業の育成・発展や医療・健康関連産業等の振興

により、新たな産業の創出を目指す等々掲げ、

以上のような諸施策を推進することにより、計

画期間（３年間）に1,200人の雇用創出を目指す

とありました。また、県北地域の各市町村が広

域的な連携のもと、戦略的な企業立地を促進す

るともありました。そこで、県北の地域雇用開

発計画は、1,200人の雇用創出を目標としていま

すが、雇用基金事業、企業立地の進捗状況につ

いてお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） まず、基

金事業につきましては、緊急雇用基金とふるさ

と雇用基金の市町村事業の合計で、22年度は延

べ533人を雇用し、23年度は延べ544人の雇用を

予定しております。また、企業立地による最終

雇用予定者数でございますが、22年度が５件

で207人、23年度が現在４件の59人となっており

ます。

○河野哲也議員 数字でなかなかわからない部

分がありますが、どれだけの人が安定して雇用

されていくのか、この継続の支援というのをど

うかよろしくお願いしたいと思います。

県北のリサイクル工場に会社訪問をしたとき

でございますが、今、瓦れき処理等の問題等、

あとちょっと意見等を聞きに行ったんですけれ

ども、そのとき、企業立地のお話になりまし

た。社長は淡々とお話しされたんですが、私は

その話を聞いていて、県の扱いにちょっと納得

できないなというところがありました。細かい

ことは時間の関係であれですけれども、見える

こととして、例えば、県外誘致と県内誘致の補

助金等の優遇措置の条件にちょっと差があるの

ではないかという気がしました。例えば、新規

雇用者についても、製造業の場合、県外だと11

名以上、県内になると21名となっています。私

が聞き取りした企業の社長さんは、大変気概の

ある方で、「我々はあらゆる企業を支えるため

にある企業だと自負している」と語られていま

した。青森とか秋田等は、要件緩和の動きがあ

ります。そこで、企業立地促進補助金につい

て、要件を緩和する考えはないか、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） 企業立地

促進補助金は、製造業や情報サービス業等が県

内に立地する際に、雇用機会の拡大などにおい

て、一定の効果が見込まれる企業に対して交付

することとしております。このため、先ほどお

話がありましたように、例えば、地場の一般製

造業については、21人以上の常用雇用が新たに

生み出されることなどを、補助金交付の要件と

して定めているところであります。交付要件の

緩和につきましては、今後とも一定以上の効果

を期待したいということ、また、現下の財政状

況等も踏まえますと、厳しいものがあると考え

ておりますが、企業立地の推進につきまして

は、地域経済の活性化に大変重要でありますこ

とから、引き続き、積極的に取り組んでまいり
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たいと考えております。

○河野哲也議員 ぜひ具体的な姿が見えるよう

に、地場産業の活性というのが、もしかすると

一番早い雇用の創出と、早道かもしれないと思

いますので、どうかよろしくお願いします。

うつ病対策について、福祉保健部長にお伺い

いたします。

まずは、本県のうつ病患者の実態をお伺いし

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） ３年に１回実

施されます厚生労働省の患者調査によります

と、本県のうつ病を含みます気分障害の患者数

でございますが、平成17年は8,000人、平成20年

は9,000人と推計されております。

○河野哲也議員 気分障害患者は、全国で17年

が92万人、20年で104万人と言われています。気

分障害患者の中にうつ病患者というのがあるん

ですけれども、17年と20年で分布を見たとこ

ろ、明らかにうつ病患者のウエートというか割

合がふえています。ＷＨＯの将来予測では、う

つ病は、2020年に総疾病の第２位になるとも言

われています。本県の自殺者数は、平成19年を

ピークに減少に転じていますが、自殺対策とし

て、うつ病対策にどのように取り組んでいるか

お伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 自殺者の多く

は、その直前にうつ病等の精神疾患を発症して

いると言われております。このため、自殺防止

のためには、うつ病を早期に発見し、適切な医

療へ結びつけることが大変重要でありますの

で、県では、かかりつけ医や看護師などの専門

職に対し、うつ病等に関する研修会を実施して

おりまして、平成22年度は、延べ933名の方に参

加していただいたところであります。

○河野哲也議員 減少は、関係各位の御努力は

もちろん、御答弁のような研修を通して、精神

科医療従事者のスキルアップなどが成果につな

がっていると考えます。国も22年度に「うつ病

に対する医療等の支援体制の強化」で、研修だ

けでなく、精神科医とかかりつけ医との連携強

化、先進的療法の普及を打ち出しています。も

う一歩の推進のために、うつ病対策先進県に

もっと学んでいただき、取り組みをぜひ導入し

ていただきたいと考えておりますが、その一つ

が認知行動療法であります。本年２月定例県議

会の我が会派新見代表の質問への答弁で、認知

行動療法について、研修に参加させるとの答弁

がありましたが、その後の状況をお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 認知行動療法

は、考え方や行動の偏りを改め、落ち込みやす

いといった気分を変えていく治療法で、うつ病

等に有効であるとされております。国において

研修会が実施されておりまして、本県からも、

これまで精神科医療機関等から、医師や臨床心

理士、保健師など、６名が研修会に参加したと

ころであります。なお、本年４月に、国におい

て認知行動療法センターが設立され、普及のた

めの研修・研究が本格的に実施されております

ので、県といたしましても、今後とも、認知行

動療法の普及啓発に努めてまいりたいと考えて

おります。

○河野哲也議員 普及啓発に努めると答弁があ

りましたけれども、今の県の動きでは無理で

す。沖縄でさえ相当な年数がかかって確立して

いるというところ、民間の病院で認知行動療法

を標榜しているところは宮崎県内にあります。

でも、この療法での治療実績がほとんどないと

聞いています。診療の合間に研修を積むことの

難しさ等が意見として出されてありました。や
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はり研修を指導する人材の育成というのが急務

になってくると思います。先日、我が会派は、

うつ病の治療方法として、作業療法と集団認知

行動療法という精神療法の併用による治療体制

を導入して、画期的な成果を上げていると報道

のあった沖縄県立総合精神保健福祉センターに

調査に行かせていただきました。仲本センター

長によると、平成17年から６年間、慢性うつ病

患者に対し、社会復帰を目的に認知行動療法デ

イケアを週１回、ワンクール12回―３カ月と

いうことになりますが―行っていること、開

始以来、新規修了者は本年10月の時点で215人と

なり、開始時人数270人に認知行動療法を実践し

てきたことになること、受講者には、学生、サ

ラリーマン、主婦など、職業はさまざまであり

ますが、特に最近、教員、公務員等もふえてい

るとのことでした。うつ病デイケアにおける修

了者の就労として、21年10月で開始前には、就

業中の方が23人、休職中の方は72人、無職の方

が31人、主婦の方は14人、それらが修了後に

は、就業中の方が55人、復職された方は18人、

そして就職された方は６人ということの報告も

受けました。開始前23人の就業者だったもの

が79人ということで、約３倍以上の転帰という

結果が出ているわけです。また、センターで

は、民間医療機関への技術移転・普及を目的と

したパイロット事業として、うつ病デイケア事

業を実施し、認知行動療法の普及活動及び専門

家の育成に取り組んでおられます。平成23年10

月末現在で、沖縄県内では10カ所の民間医療機

関で実施されているというふうに、確実に技術

移転されております。そこで、県が主体となっ

て、宮崎県精神保健福祉センターでの集団認知

行動療法の導入を考えるべきであると思います

が、見解をお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、今年

度から、うつ病医療体制の充実を目的に、宮崎

県医師会、それから宮崎大学医学部と合同で、

精神科医とかかりつけ医の連携の強化に関する

検討会を設けることとしておりまして、今

月、12月８日に第１回の会合を開催する予定で

ございます。この検討会では、お話にありまし

た認知行動療法を初めとする先進的治療法につ

いても、関係機関との意見交換を行うことと

なっておりますので、県の役割とかモデル的な

取り組みのあり方、さらには集団での療法の普

及について研究してまいりたいと考えておりま

す。今後とも、うつ病を早期に発見し、適切な

医療へ結びつけるための体制づくりなど、本県

のうつ病医療体制の充実に努めてまいりたいと

考えております。

○河野哲也議員 全国でも、このセンターの取

り組みの効果に着目して、センターでワーク

ショップを実施していますので、率先してそれ

に参加しているという実態があります。仲本セ

ンター長も、自分が発信源になって、どこでも

行かせていただくとおっしゃっていました。ま

た、宮崎県精神保健福祉センターの渡所長は非

常に優秀な医師だということをおっしゃってい

ました。どうか中心になって動いていただきた

いともおっしゃっていました。だれに伝えてい

いか、ちょっとわかりませんけれども……。沖

縄県は、精神保健福祉士の登録者数が651名なん

ですね。これが有効に活用されている事例も調

査してまいりました。そこでまず、本県の精神

保健福祉士の登録数をお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県では、本

年９月末現在、571名の精神保健福祉士が登録さ

れております。

○河野哲也議員 読谷村のうつ病ふれあいサロ
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ン「なかゆくい」を訪問してきました。精神保

健福祉士の資格を持つ読谷村の相談支援専門員

２名が、うつ病当事者を対象とした活動スペー

スを確保し、22年12月からスタートしていまし

た。ここでの特徴は、座して当事者を待つので

はなく、アウトリーチ─現場へ出かけ、訪問

して相談を受け、サロンに誘うという活動─

を行っていました。そして、グループワークの

中で認知行動療法の学習を行っていました。治

療ではなく、再燃の予防学習というスタンスで

した。ちょっと飛びまして問いに行きますけれ

ども、自殺対策として、「うつ病サロン」を本

県の重点地域でモデル的に実施してはどうかと

考えますが、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県ではこれま

で、市町村を初め民間団体等が実施いたします

自殺対策の取り組みへの支援などに努めてきた

ところでございます。この結果、県内では、Ｎ

ＰＯ等による自主的なサロン活動や、障がい者

同士で話を聞き合うピアカウンセリングが、医

療機関や地域活動支援センターなどで行われる

ようになってきたところでございます。うつ病

患者を対象としたサロン運営に当たりまして

は、地元の医療機関、市町村等の連携が不可欠

でありますので、実施体制のあり方などについ

て、検討を進めてまいりたいというふうに考え

ております。

○河野哲也議員 地元でつながりそうな、そう

いう活動を行っていると思いますので、導入の

考えがもしあるようでありましたら、ぜひ検討

をよろしくお願いします。

教師メンタルヘルスについて、教育長にお伺

いいたします。先ほども報告いたしましたが、

うつ病などの精神疾患により病気休職する教員

が少なくありません。直近の文部科学省調査に

よると、精神疾患が原因で休職した公立学校の

教員数は、平成21年度に過去最高の5,458名を記

録し、17年連続で増加しているとのことです。

本県の教職員の精神疾患による休職者数につい

てお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 過去３年間で申し上

げますと、平成20年度は病気休職者95名のう

ち51名、21年度は同じく100名中61名が、22年度

は114名中68名が、精神性疾患により休職してお

りまして、近年、増加傾向にあると認識してお

ります。

○河野哲也議員 教員のメンタルヘルス問題

は、教員個人の健康管理上の問題にとどまら

ず、児童生徒の学習、人格形成に多大な影響を

及ぼします。さらに、保護者や地域の学校教育

そのものへの信頼をも揺るがしかねない極めて

深刻な問題と考えますが、精神性疾患による休

職者の復職までの支援策とその成果についてお

伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 復職までの支援策と

成果でありますが、円滑な職場復帰と再発防止

を目的として、段階的に職場になれるための職

場復帰トレーニングを平成17年度から実施して

おります。具体的な内容といたしましては、所

属する学校におきまして、原則４週間の中で、

まず同僚や児童生徒との会話、次に授業参観、

授業準備等といった段階を踏んで、徐々に仕事

になれるようなものとなっております。また、

実施に当たりましては、校長は、家族や主治

医、関係機関との連携を密にしまして、本人の

状況に十分配慮するとともに、所属職員の協力

を得ながら、トレーニングが円滑に行われるよ

うに努めているところであります。その成果と

いたしましては、過去３年間で申し上げます

と、平成20年度はトレーニング実施者が25名で
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ありましたが、その中の17名が、21年度は同じ

く30名中24名が、22年度は32名中26名が職場に

復帰しておりまして、トレーニングによる成果

があらわれていると考えております。

○河野哲也議員 今の答弁の中にもありました

けれども、仲本センター長も、復職トレーニン

グの中で、最後の段階で管理職、つまり教員で

いうと、校長のかかわりが最後で決まるという

ことでありました。復職の際、管理職の言動と

いうのが非常に大事になってくると考えますけ

れども、管理職のほうの研修のあり方について

お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 教職員のメンタルヘ

ルス対策につきましては、御意見のありました

ように、管理職の果たすべき役割が重要である

と考えております。このため、県教育委員会に

おきましては、これまでも管理職を対象に、専

門医等による研修を実施しておりますが、その

中で、不調を訴える職員の早期発見・早期対応

はもとより、休職者、復職者への対応の仕方に

ついても説明し、管理職としての意識づけと、

相談しやすい職場環境づくりの推進に努めてき

たところであります。メンタルヘルスに関する

管理職研修につきましては、今後、復職者支援

の視点も含めまして、より充実したものとなる

ように工夫を重ねてまいりたいと思います。

○河野哲也議員 本当に大事な人材です。私も

９年前まで教員でしたけれども、本当にまじめ

な男がうつ病等にかかって、残念ながら時間を

治療に費やしたとか、そういうこともありま

す。どうかよろしくお願いします。

防災教育についてであります。「稲むらの

火」という物語を御存じでしょうか。知事に質

問通告していませんでしたけれども、1937年か

ら国語の教科書に掲載されていました。実は05

年１月、インド洋大津波を受けてジャカルタで

開催された東南アジア諸国連合緊急首脳会議

で、シンガポールのシェンロン首相が当時の小

泉首相に、「日本では小学校教科書に「稲むら

の火」という話があって、子供のときから津波

対策を教えているというが、事実か」と尋ねら

れて、総理は知らなかったそうです。戦後とい

う理由もあったかもしれません。ちょっとその

後が悲しかったんですけれども、総理が直ちに

東京の文科省に照会したんですが、文科省の方

々もだれも知らなかったという情けない話が

ちょっとしたニュースになりました。粗筋を確

認します。村の高台に住む庄屋の五兵衛は、地

震の揺れを感じた後、海水が沖合へ引いていく

のを見て、津波の来襲に気づく。祭りの準備に

心奪われている村人たちに危険を知らせるた

め、五兵衛は自分の田にある刈ったばかり稲の

束にたいまつで火をつけた。火事と見て、消火

のために高台に集まった村人たちの眼下では、

津波が猛威を振るう。五兵衛の機転と犠牲的精

神によって、村人たちは津波から皆守られたと

いう粗筋であります。実はこれは、濱口儀兵衛

の史実に基づいてつくられたものでございま

す。有名な小泉八雲が原作者で、日本人の小学

校教師が訳して教材にしたと。この教材が今年

度から、小学校５年生の国語の教科書―光村

図書ですが―に64年ぶりに復活、「百年後の

ふるさとを守る」と題して、濱口氏の伝記とい

う形で掲載されることになりました。「稲むら

の火」には描かれていませんが、儀兵衛の偉業

は、災害に際して迅速な避難に貢献したばかり

ではなくて、被災後も、将来、再び同様の災害

が起こることをおもんぱかり、私財を投じて防

潮堤を築いた、そういう点が書かれています。

これにより、後に、今の和歌山県広川町の中心



- 283 -

平成23年12月６日(火)

部では、昭和の東南海地震、南海地震による津

波に際して、被害を免れたと言われています。

この伝記の作者は、儀兵衛の堤防づくりの意義

を防災と復興の観点でまとめています。本当に

力のある教材だと思います。県では、国語の教

科書として採用しているのは、宮崎市と児湯地

区の２カ所だけです。ぜひ他の地域も、防災教

育の教材として用いていただきたいなと思いま

すが、防災教育では、「稲むらの火」のよう

に、子供たちが防災の必要性を実感できる教材

が必要だと思いますが、教育長の考えをお伺い

いたします。

○教育長（渡辺義人君） 防災教育では、児童

生徒が、防災に関する基本的な知識や過去の震

災の事例について学び、的確な思考・判断に基

づく適切な行動選択ができるようにすることが

大切であると考えております。その防災教育を

進めるに当たりましては、被災された方の体験

談ですとか、お話にありましたような先人の教

えなど、児童生徒が防災の大切さを実感でき、

心に届く効果的な教材の活用を図る必要がある

と考えております。

○河野哲也議員 もちろん国語で扱う教科書な

ので、この伝記で表現されている内容を正確に

読み取るとか、主張点を見きわめるとか、そう

いう読み取る能力というのを育てることが大前

提で、たまに国語を道徳的に扱ってやっていく

ことがありますけれども、そういうことを踏ま

えた上で、これを力ある教材としてぜひ使って

いただきたいと思います。

文藝春秋８月増刊号「つなみ 被災地のこど

も80人の作文集」が出版されました。一つの作

品を読みます。「つなみは黒くてくさかっ

た」、仙台市若林区東六郷小学校２年、なかむ

らまい。「帰る途中に強い地震が来ました。津

波が来たからびっくりしました。でも、津波が

大きかったのでびっくりしました。津波が来て

大きくなって初めてです。そのときはだれもい

ませんでした。頑張って学校の２階で１人でい

たので寂しかったです。２階に友達がいたので

大丈夫だと思いました。津波のせいで大切なも

のも流されてしまいました。でも、今度、家に

あったものを探しに行きます。窓から見てた

ら50メートル以上ありました。でも、頑張って

学校で１日過ごしました。避難している人の話

し声で眠られませんでした。余震が怖くて眠ら

れませんでした。夜寝るとき寒かったです」と

いうふうに続きます。この中で、実はお父さん

の評というか、お父さんの言葉がその後載って

いるんですが、この中に「津波のせいで大切な

ものを流されました」という一文があるんです

けれども、お母様が亡くなられました。ちょっ

と教育長に非常に酷な質問をしたいと思うんで

すけれども、東日本大震災後の学校再開におい

て、両親が犠牲になった児童に対して、もし教

育長がその子の学級担任の立場であったなら、

その子供たちにどう向き合うか、教育長にお伺

いします。

○教育長（渡辺義人君） 大変重い課題だと思

います。両親が犠牲になった子供たちにつきま

しては、大震災という過酷な状況に加えまし

て、はかり知れないほどの心理的なダメージを

受けていると思います。私が学級担任であった

ならばということでありますが、これは私に限

らず、どなたに対しても重い課題だと思います

けれども、子供たちはたとえ外見上は元気そう

に見えても、心の中には深い悲しみが宿ってい

ると、そういう状況ではないかなと思います。

そういう状況でありますから、子供たちの気持

ちに寄り添って、思いをまずはすべて受け入れ
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るとともに、どんなことでも話せる雰囲気をつ

くってあげることで、子供たちに安心感を与え

ることが大切ではないかなと思います。その上

で、「これからも、あなたを支え続けるよ」と

いうことをメッセージとして伝えることによっ

て、決してあなたは一人ではないんだよという

ことを子供たちが実感できるように、そういう

形で向き合っていくことが大事ではないかな

と、このように考えております。以上です。

○河野哲也議員 講評を教育委員長にお伺いす

るのがいいかもしれませんけれども、通告して

いませんでしたので……。本当に教育長の思わ

れているその思い、実は、被災地の教師集団

は、それが現実なんです。毎日、子供たちに向

かっていかなきゃいけないということ、それを

考えると、子供たちに生き抜く気力を身につけ

ることも、防災教育の大事な視点であるのでは

ないかなと考えます。今後、復興を見据えた防

災教育のカリキュラムの作成というのが必要だ

と思いますが、見解をお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 防災教育は、災害時

の児童生徒の安全確保だけではなくて、その後

の復興までを見据えた内容であることが重要だ

と考えます。宮城県気仙沼市立階上中学校の卒

業式で、卒業生代表の梶原君が実に感動的な答

辞を述べております。「苦境にあっても、天を

恨まず、運命に耐え、助け合って生きていくこ

とこそこれからの私たちの使命です」というも

のでありました。このような、児童生徒一人一

人に、災害を乗り越え、前向きに歩み出す力

や、みずからの意思で地域の復興に参加してい

こうとする態度の育成の視点が重要でありま

す。そのため、各学校におきましては、困難な

状況に直面しても、未来への希望を失わず、あ

きらめない心を児童生徒にはぐくみますととも

に、地域や社会に貢献しようとする態度を育成

することが大切だと考えております。県教育委

員会といたしましては、一朝一夕になせること

ではありませんけれども、今後とも、各教科、

道徳等の指導内容と関連づけながら、学校の教

育活動全体を通して、防災教育の一層の充実に

努めてまいりたいと考えております。以上で

す。

○河野哲也議員 山元町の中学校の校長先生が

２名、講演会に来られましたけれども、その最

後に、「被災地を忘れるな」ということをおっ

しゃいました。これは本当に重たいなという気

がします。あらゆる場面で、被災地ということ

を常に考えながら、教育活動を進めていかな

きゃいけないなというふうに考えています。

最後の質問です。県警によるスクールサポー

ターについて、警察本部長にお伺いいたしま

す。平成22年度児童生徒の問題行動等生徒指導

上の調査結果が発表されましたが、本県を見て

みると、暴力行為の発生件数115件、1,000人当

たり0.94件、これは全国で見ると、全国が4.61

件ですから、非常に少ないですけれども、数と

しては115件あります。また、本当にさまざまな

関係者の御努力によって、前年より11件減少し

ていると、そういう報告を受けていますが、こ

れは先ほど言いました学校、教育委員会の真摯

な取り組みの結果だと評価しています。加え

て、県警によるスクールサポーターも効果を上

げていると聞いています。御案内のとおり、ス

クールサポーターは19年度に導入されました。

現在、宮崎、都城、延岡に５名配置されている

とお聞きしています。そこで、導入されて５

年、効果をどう分析しているかお伺いいたしま

す。

○警察本部長（鶴見雅男君） スクールサポー
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ターの活動内容でありますけれども、指導・助

言活動ということで、問題行動を起こす児童生

徒や保護者、または学校関係者等に対する具体

的な指導・助言を行っておりますほか、非行防

止教室や学校内外のパトロールの指導・支援、

環境浄化活動等を実施しております。こういっ

たスクールサポーターの効果的な活動事例とい

たしまして、教師への暴言・暴行、こういった

ことが繰り返されるというようなことで、派遣

要請を受けたスクールサポーターが、長期間に

わたって本人や保護者に対する指導・助言を

行って問題行動が解消したとか、また、学校の

ものを壊したり、指導にも従わず不登校になっ

た生徒について、派遣要請を受けたスクールサ

ポーターが、家庭訪問を繰り返して、本人や保

護者への指導・助言を行った結果、登校する頻

度が多くなった、問題行動がなくなっていった

といったものなどがあります。スクールサポー

ターの効果といたしましては、そういったよう

な学校関係者等との連携により、非常に大きな

成果が上がっているものというふうに考えてお

ります。

○河野哲也議員 続けて、スクールサポーター

の今後の拡大を考えておられないか、警察本部

長、お伺いします。

○警察本部長（鶴見雅男君） スクールサポー

ターは、先ほど議員からもございましたよう

に、現在５名で、本年度１名を増員したところ

でありまして、効果的運用に現在努めていると

ころでございます。今後の体制のあり方につき

ましては、必要に応じて、関係機関とも協議を

してまいりたいというふうに考えております。

○河野哲也議員 以上で質問を終わります。

（拍手）

○十屋幸平副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時51分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、中野 明議員。

○中野廣明議員〔登壇〕（拍手） 今回はゴル

フで言いますとブービー賞であります。今回、

幸福論がいろいろ出ましたけど、私は今、いい

話がなくて、幸福論どころか、何かもやもやし

ております。そういうことで、今、日本の社会

情勢は、高度成長時代とはまる反対の減少時代

であります。例えば本県においても、項目だけ

申し上げますと、人口、子供、農業、林業従事

者、耕地面積、集落、宮崎空港利用者、鉄道利

用者、観光客、製造業、商店数、労働力、税

収、公共団体の予算、給与等の減少等、減少ば

かりの中で、なかなか元気の出る話がありませ

ん。先の見えない日本の社会情勢、世界情勢で

あります。

そういう中で県民政策部は、本県の「未来み

やざき創造プラン」なるものを作成いたしてお

ります。私たちは、これまでに経験したことが

ないような時代の大きな転換期に直面している

と言っております。社会が大きく転換していく

先に、豊かな未来の宮崎県を築いていくための

挑戦であります。なかなかいいことが書いてあ

ります。そしてまた総務部では「みやざき行財

政改革プラン」が作成されております。県政運

営においては行政と県民が健全なパートナー

シップを築き、行政だけでなく、県民が総力を

挙げて新しい宮崎県の姿を考え、その実現に向

けて取り組む環境づくりがこれまで以上に求め
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られている、まさしくそのとおりであります。

この大転換期においてこのような理念を真に実

行するためには、知事の強力なリーダーシップ

と職員のやる気、積極性、目的追求の意識が不

可欠であると思っております。このような時期

であればこそ、県職員は各業界と積極的に交わ

り、その業界の問題点を知ることによって、そ

の業界が必要としている真の政策ができるもの

と考えております。最近、業界、首長から「県

庁は変わった」という声を時たま聞きます。つ

まり、県と業界との間に何か乖離が生じている

のではないかというのが私の感じであります。

まずはこのような観点に立って質問をいたしま

す。

まず、みやざき行財政改革プランについてで

あります。１ページめくりますと、「これまで

の行財政改革の主な取組」というふうに書いて

あります。最初に出てくるのは、宮崎県職員倫

理規程、コンプライアンス推進委員会、宮崎県

準公金等取扱規程の制定となっております。こ

のことを裏返しますと、県職員はみんなコンプ

ライアンス（法令遵守）に欠如している。まず

はコンプライアンス（法令遵守）を実行しなさ

いというふうに言っているんじゃないかと思う

わけです。皆さんも御存じでありますけれど

も、この背景はやっぱり、４～５年前の官製談

合、預けの問題にさかのぼるのかなと思ってい

るんです。官製談合は、知事とその周辺の一部

の事件だったと思っているんです。それから預

けの問題にしても、長年のあしき行政組織の問

題だったと私も思っております。このことは前

屋敷議員も４～５年前触れておられます。そう

いう記憶があります。最終の幕引きは「県庁全

職員のコンプライアンスの欠如」という虚構で

終えんしたと思っております。虚構とは、事実

そのままでなく、作為を加えて一層強く真実味

を印象づけようとすること。つまりフィクショ

ンであります。そのときの知事の支持率は90％

ぐらいありました。私は虚構の支持率かなと

思っているんです。

そういう中で、倫理規程を見ますと、職員

は、公共の利益を目指し、全力を挙げてこれに

取り組まなければならない。職員は、県民の疑

惑や不信を招くような行為をしてはならない。

こういうところを見ておったら「李下の冠」を

思い出したんです。「瓜田に履を納れず、李下

に冠を正さず」、ウリ畑の中でくつを履くよう

なことをしたり、スモモの下で冠をかぶり直し

たりするようなしぐさは、ウリとかスモモをと

ろうとしているように勘違いされる。いわゆる

「君子危うきに近寄らず」、そんな雰囲気かな

と私は思っているんです。しかし、君子の処世

訓では、真に有意義に実践するためには、必要

なときには瓜田に靴を入れ、李下に冠を正すこ

とのできる真の勇気を持つ必要があるというふ

うにも書いてあります。そこでまず、倫理規程

の中で原則禁止となっている飲酒、ゴルフ、香

典の規定はどのようなことか、総務部長にお尋

ねいたします。

後は質問者席のほうから行います。（拍手）

〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

県職員倫理規程についてでございます。倫理

規程上は、利害関係者から費用を負担しても

らっての飲食、利害関係者とのゴルフ及び利害

関係者から香典などの金品を受け取ることは、

職務の執行の公正さに対する県民の疑惑や不信

を招くおそれがあることから、原則として禁止

されております。ただし、おおむね20名以上が

平成23年12月６日(火)
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出席する立食パーティーや会議等での2,000円程

度までの簡素な飲食であれば、利害関係者の費

用負担による飲食が認められております。ま

た、親族や友人といった私的な関係がある利害

関係者との飲食やゴルフ、香典の受領について

も一定の例外を認めているところであります。

以上であります。〔降壇〕

○中野廣明議員 いろいろ倫理規程等で議論し

ますと、いいとか悪いとかいう話は、私も悪い

とはよう言わんです。そういうことでちょっと

議論したいと思いますけれども、例えばゴルフ

なんか、私は前よく行っていました。海外から

見えたりとかね。１日しますと、その人となり

がしっかりわかって、次の日は電話でもできま

す。それとか、利害者という言葉が出ますけれ

ども、友達が利害者を連れてきた場合はいいで

すよといっても、はたから見た目はそんなふう

には映らんのですね。要は利害者と一緒じゃな

いか、そういう話なんです。例えば関係団体の

ゴルフコンペ、これなんかどうなんですか、自

費ならいいんですか。

○総務部長（稲用博美君） 利害関係者であり

ます関係団体とのゴルフにつきましては、自費

でありましても原則として禁止されておりま

す。ただし、県民の疑惑や不信を招くおそれが

ないと認められる場合で、倫理監督職員の許可

を受けたときは自費で参加することができま

す。なお、倫理監督職員が許可する場合としま

しては、企業誘致やイベントの誘致等の業務に

関係しまして、利害関係者とのつながりを構築

するのに有益であると認められる場合などを想

定しております。

○中野廣明議員 特に商工観光労働部長は観光

団体との総会とか多いんです。そういうのに気

楽に行けないとなったら、どこで友達になって

情報を交換するのかなと思うんです。

次に、市町村長は利害関係者になるんです

か。

○総務部長（稲用博美君） 倫理規程では、許

認可や立入検査、補助金の交付や契約締結な

ど、職員が職務として携わる事務に応じて利害

関係者を定めております。したがいまして、市

町村長につきましてもそのような県の事務の相

手方となる場合には利害関係者に該当いたしま

す。

○中野廣明議員 だから首長などが、「最近、

県庁の課長はつき合いが悪いな」、変わったと

いう意味はそういうことかなと思うんです。こ

こまで一々許可をとって、きょうは飲みに行き

ます、ゴルフに行きます、そんな話かなと思う

んです。悪いとは言いません。

次に、講演を行う場合は倫理監督者（総務部

長）の承認が必要となっているが、どのような

ことでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 倫理規程におきま

しては、報酬を受けて講演や討論、講習・研修

における指導、知識の教授、著述、監修、編さ

ん、またテレビ・ラジオ番組への出演をしよう

とする際、それが利害関係者からの依頼による

場合には、講演等に見合わない高額な報酬と

なっていないかなどを確認するため、あらかじ

め倫理監督職員である総務部長の承認を得るこ

とになっております。なお、大半は公務として

の依頼でありますので、その際は、職員個人に

対する報酬はもとより発生いたしませんし、県

としての公平性や中立性、県の施策との整合性

などを考慮の上、各所属において対応を判断し

ているところであります。

○中野廣明議員 だから、各課長とか部長と

か、自分の業界でちょっと話をしてとか言われ
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る場合に、どこまで講演に入るのか。今、部長

の答えがあったんですけれども、そんなことを

一々考えて許可をもらいに総務部長のところに

行くというのは、こんなことは各部長に任せて

いいんじゃないかと思うんです。そこまで部長

は信用できんのか。知事、どうですか。こんな

講演の許可は各部長に任せていいと思うんです

けど。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の点、承認を要

するケースがどの程度の数あるかにもよるわけ

でありますが、判断の客観性、統一性を保つ観

点からは、職員の倫理保持というものを責務と

する総務部長の統一的な視点でチェックするの

が適当であるということで、このような仕組み

になっているところであります。

○中野廣明議員 いいか悪いか私はわかりませ

ん。また後で聞きますけど。

次に、適正な給与管理ということがあるんで

すけど、部長、例えば東京に出張した場合、出

張旅費と実際に使った金額なんか、どんな感じ

ですか。

○総務部長（稲用博美君） 私についてのお尋

ねでしょうか。

○中野廣明議員 はい。

○総務部長（稲用博美君） ありがとうござい

ます。私の旅費について御心配いただくという

のは、幸福度、それだけでも100点でございま

す。

旅費につきましては、ビジネスホテルに宿泊

して普通の食事をすることにつきましては、旅

費で足りております。なお、業務として懇談会

等に出席が必要になります。そのときの経費に

ついては、別途公費で支出することができるよ

うになっております。

○中野廣明議員 今、こういうことを職員に聞

いても、なかなかみんな君子になってはっきり

言いません。時たま聞きますけど、「今、出張

に行く人はおらんです。赤字だから。特に海外

なんか行っても」、そういう話です。例えば東

京に行きますと、東京駅までは大体旅費が出

る。東京から先の１日の活動費は1,100円しかな

いんです。弁当を食うか食わんかわかりません

けど、弁当代、雑費ということで1,100円なんで

す。それで東京事務所の企業誘致担当に聞いた

ら、交通費は１日マックスで1,500円ということ

なんです。オーバーしたときは請求すればやる

ようになっていますと。200～300円オーバーし

たのを一々書いて請求するかと、そういうこと

なんです。競馬に例えると、一生懸命むちを入

れて、一方では一生懸命たずなを引いて、馬は

走っていいかとまっていいかわからんような感

じ、これが今のこういう規程かなと思うんで

す。

最後に知事、どうですか、こういう問題、今

までの知事のやり方、今度は知事の新しい─

知事が旗を振れば職員がついてくる、そんな雰

囲気にするためには、間違いじゃないけれど

も、難しいですけど、もうちょっと緩やかにで

きんかなと思うんですけど。

○知事（河野俊嗣君） 議員の御指摘の根っこ

の部分、思いというのはよくわかるところでご

ざいます。ただ、議員からも御指摘がありまし

たように、談合事件なり不適正支出、さまざま

な反省のもとに、そういったことが二度と起こ

らないようなものをシステム全体としてつくっ

ていくということで、このような取り扱いに

なっているところでございます。例えば、宿泊

したときも必ず宿泊証明をとるということで、

私は、先日、呉市に中国木材を訪問したときも

実家に泊まったんですが、実家にも宿泊証明が
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必要だということで親にサインをしてもらった

というようなこともございます。そこまでし

て、しっかりとしたシステムでチェックをし合

うということになっておるところでございま

す。一方で職員のやる気をそぐようなことに

なってはいけませんので、その辺のバランスを

見ながら、適切な事務執行に努めてまいりたい

と考えております。

○中野廣明議員 このことはやっぱり、知事の

胸三寸じゃないですけど、知事の考え方でどう

なるかということだろうと思います。

最近、「トップセールス」というのがよく使

われたんです。知事のときじゃないですよ。今

まで３回、この議場で「トップセールスで決ま

りました」という虚偽の発言に、私は鳥肌が立

ちました。いわゆるごますり発言です。関係し

た職場はいっぱいおるわけですから、みんなそ

んなのはうそだと思っている。知事のトップセ

ールスで決まったはずがないとみんなわかって

おる。こんなことで部・課長の信頼ができるの

かなと思うんです。私はトップセールスが悪い

と言っているんじゃないです。正確に使ってい

ただきたい。これは本当に、知った人が聞くと

鳥肌が立ちます。議場で部長がこういうことを

やり出すとどうしようもない。ぜひ正確に使っ

ていただきたいと思います。

次に、林業公社についてお尋ねいたします。

全国の林業公社数41社、廃止が４社、現在37公

社、トータル借金１兆4,000億～１兆5,000億と

なっております。まず副知事にお尋ねいたしま

す。今後の杉に関する政策と杉の需要と供給、

価格については、国の見通しはどのようになっ

ているのかお尋ねいたします。

○副知事（牧元幸司君） 我が国の森林につき

ましては、戦後造成されました約1,000万ヘクタ

ールの人工林というものがございます。これが

造林・保育による資源の造成期から、いよいよ

資源の利用期、利用できる段階に入ったという

ことでございます。このため国では、木材利用

の拡大をより一層促進するという観点から、今

後、長期的な視点に立ちまして、長伐期化の推

進、あるいは針葉樹と広葉樹の針広混交林化な

ど、多様で健全な森づくりを進めることにして

いるところでございます。さらに平成21年に

は、現在、約1,800万立方メートルが国産材の供

給量でございますけれども、これを10年後には

約4,000万立方メートルにするということ、そし

て国産材の自給率を50％以上とすることなどに

よりまして、森林・林業の再生や山村の活性化

等を目指しました、いわゆる森林・林業再生プ

ランを作成したところでございます。

そこで、杉材の需給あるいは価格の動向につ

いてということでございますが、木材は国際商

品でございます。外材の供給量、為替の状況

等、国際情勢に左右されるということもござい

まして、その動向を見通すことはなかなか難し

い点があるわけでございます。しかしながら、

人口の増加等によりまして、特に中国におきま

して木材需要というものが非常に増大をしてお

るということ、あるいはロシア材のロシアにお

きます輸出制限という動きもあるということ

で、外材の供給に対する不透明感が増している

ということでございます。一方、国産材に対す

る期待は確実に高まっている状況にあるのでは

ないかと考えてございます。また、先ごろ成立

いたしました東日本大震災からの復興を中心と

いたします国の第３次補正予算に伴いまして、

今後発生いたします建築資材等の需要に対して

も、国産材の安定供給が求められている状況で

ございます。
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○中野廣明議員 副知事、今の杉の需要、これ

は副知事の考えですか。それとも国のそういう

予想があるんですか。今、副知事が答えられた

分は。

○副知事（牧元幸司君） 先ほどの答弁で、中

国、ロシアの動向、あるいは杉材の需給価格に

ついてのお話をさせていただいたところでござ

いますが、これは、林野庁の森林・林業白書の

内容等によりまして国において発表されており

ます見解を引用したものでございます。

○中野 明議員 昔は、南方のラワン材を切り

尽くせば杉が上がるという話があったんです。

何のことはないです。切り尽くしても、また次

が出るか、よその国から入るか。だから、今後

の杉の需要も、ロシアの輸出制限、あるいは中

国の需要増とかいうこと。中国とか韓国なんか

も、議員も一生懸命やりましたけど、全然家の

様式も違うし、杉が売れるかどうか、需要があ

るかというのは本当にわからんことだと私は

思っております。

次に、県の公社貸付金に対する国の平成20

～22年度の特別交付税の総額、それから公社が

これまで支払ってきた元利合計額と、そのうち

日本政策金融公庫に支払った元利合計額、そし

てまた、これまで分収益金の地権者と公社の取

り前分の合計は幾らになっているか、環境森林

部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 林業公社への

県無利子貸付金に対する特別交付税措置につき

ましては、平成18年度から実施されておりまし

て、平成20年度から22年度までの交付総額は３

億5,600万円となります。

次に、借入金につきましては、平成22年度ま

での償還した元金は267億3,900万円、利息は182

億8,200万円の総額450億2,100万円であり、この

うち日本政策金融公庫への償還額は、元金130

億5,500万円、利息102億200万円の総額232

億5,700万円となっております。また、これまで

土地所有者に支払った分収交付金と公社取り分

の額の合計金額は26億100万円となっておりま

す。

○中野廣明議員 ちょっと聞き忘れたんですけ

ど、県の無利子貸付額がありますよね。平成19

年８月で見ますと、公社の検討会で130億円の改

善効果があったと出ているんです。中身を見た

ら、100億円は県の無利子による効果なんです。

今まで県の無利子を利息として考えた場合、ど

れぐらいになるかわかりますか。手元になけれ

ばいいです。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 済みません。

手元にございません。

○中野 明議員 今、事実の数値を部長から

言ってもらいました。要は銀行のためにやって

おるような話です。450億とか、金融公庫に102

億の利息、今までの地権者と公社取り前は26億

しかない、そういう話なんです。そういう事実

の数字をぜひ頭に入れておっていただきたいと

思います。

次に、第３期計画（平成20～29年度）の実績

と計画はどのようになっているのか。特に県の

償還金はどのようになるのか。また、後期（平

成24～29年度）の経営改善策はどのようなこと

になるのか、環境森林部長にお尋ねいたしま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） まず初めに、

第３期経営計画についてであります。実績の出

ています平成20年度から22年度までの計画と実

績の収支をこの３カ年の合計で比較しますと、

計画では2,500万円のマイナスとなっておりまし

たが、実績では9,300万円のマイナスとなってお
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ります。次に、この３年間の県貸付金実績につ

いてですが、計画と同額の38億5,200万円となっ

ております。

次に、公社の今後の経営につきましては、計

画の最終年度である平成29年度においては、今

回、過去最低の木材価格で試算したところ、12

億3,400万円の資金不足が見込まれるところであ

ります。そのため、公社においては経営改善策

として次のような取り組みを行うこととしてい

るところです。１点目は、森林施業の効率化や

木材の販売方法の見直しによるコストの削減、

２点目は、帯状複層林施業により高い収益が見

込める分収林においては分収割合の見直し、３

点目は、金融機関からの借入金利息の軽減など

でありまして、平成29年度までに４億円の収支

改善を見込んでいるところであります。そのよ

うな上で、なお公社運営のために必要な資金に

ついては、県は貸し付け支援を行いたいと考え

ております。また、公社の社員である12市町村

に対しても貸付金による支援を要請することと

しております。この結果、平成23年度以降の県

貸付金額は、第３期経営計画で当初予定してい

た額を含め73億5,800万円になると試算しており

ます。また、29年度末における県貸付金残高

は274億7,000万円となる見込みです。以上で

す。

○中野廣明議員 これも数字確認ですけど、３

年の計画の中でも6,800万円も開きがあってマイ

ナスになったということです。要は、杉が高く

売れなきゃ、何ぼしても県から税金をつぎ込ま

んとやっていけんということだろうと私は思っ

ております。

そういう中で、公社改革研究会がこういうこ

とを言っているんです。「今回、計画を見直せ

ば、県の新たな負担がなければ経営は成り立た

ないことは明らか。どれぐらい県なり県民が負

担することができるか、最終的には財政課や議

会が判断することである」、議会が判断するこ

と。「そのための政策判断のための資料をつく

ることが我々の役目であります」、研究会はそ

ういうことを言っているんです。総務部長、県

の財政を預かる担当部長として、公社の廃止、

存続の検討内容についてはどのような理解をさ

れているかお尋ねします。

○総務部長（稲用博美君） 林業公社のあり方

につきましては、公社の廃止、存続はもとよ

り、廃止した場合の分収林事業の取り扱いなど

複数の選択肢について、それぞれのメリット、

デメリットにつきまして検討が行われたもので

ありまして、県財政を預かる総務部といたしま

しても必要な意見を申し上げ、担当部局と鋭意

調整を行ってきたところであります。具体的な

検討につきましては、最低水準の木材価格をベ

ースに公社の収支見通しを明らかにし、県財政

に与える影響はもちろんのこと、森林整備の公

益性あるいは地域経済面における役割など、さ

まざまな観点から有識者の御意見もいただいた

上で行われたものと理解をしております。ま

た、検討の結果、方針案に示されました収支見

通しにつきましては、現時点で想定できる範囲

内のものであり、今後の取り組みの中で積極的

な経営改善措置を講じることで、可能な限りの

収支改善を図っていただく必要があると考えて

おります。

○中野廣明議員 ついでに、公益性とはどうい

うふうな認識か、部長にお尋ねします。

○総務部長（稲用博美君） 公益性につきまし

てはさまざまな面があると思います。いわゆる

県土の保全という問題もあります。水資源の涵

養ということもあります。また、地域経済の振

平成23年12月６日(火)



- 292 -

興ということとも関連するかもしれませんが、

雇用の確保ということもある意味においての公

益性等々多々あるものと思っております。

○中野廣明議員 そう言えばそういうふうにな

ると思うんです。ただ、この場合、分収林面

積、人工林が25万ヘクタール、分収林は１万ヘ

クタールしかないんです。これで公益性という

言い方ができるかというのは、また議論のある

ところだろうと思っています。

それと、この検討会は、私に言わせると、公

社の廃止、存続そのものが、もともと存続あり

きでやっておるんです。どっちがデメリットか

メリットかというような話、そして収支がどう

なるかという話を、今の検討では24年から29年

の間の収支で比較しているんです。その間、補

完すれば、12億入れれば、とりあえずやってい

けるという話。廃止するとここで334億をどう処

理するか。そういう話だったら幾らしても一緒

です。そんな廃止論だったらね。今後、公社の

廃止、存続というのは視点が全然違うと思う。

これはまた議論させていただきたいと思ってお

ります。

これは総務省でありますけど、今、国の林業

公社の経営対策等に関する検討会報告書が出て

おります。一定期間内の集中的な改革を推進す

る。将来にわたり継続的な経営の見通しが立た

ない場合には、林業公社は廃止しなさい。総務

省、知事の出身地はそういうふうに結論づけて

います。それで、総務部長、林業公社のあり方

に関する県方針で、県は、公社の経営改善の取

り組みについて指導・監督した上で公社の資金

が不足する場合は、一定程度の運営資金が確保

できるよう貸付金の増額による支援を行うと

なっているが、公社は存続可能と見たから、今

後このとおり金を出すということだろうと思う

んですけど、存続可能というのはどこから出て

くるんですか。

○総務部長（稲用博美君） 今回の林業公社の

あり方に関する県方針（案）につきましては、

県財政への影響を初め総合的な観点から検討い

たしますと、現時点においては、第３期経営計

画の期間であります平成29年度末までは公社を

存続させることが最良の選択であると判断され

たと認識しております。県といたしましては当

面、計画終期の29年度まで必要な公社運営資金

について支援を検討してまいることとなります

が、その際は、木材価格の動向や国の制度の状

況など情勢の変化に留意しますとともに、公社

自身に最大限の経営改善努力を求めまして、毎

年度その成果等を厳しく点検・評価していく必

要があると考えております。５年間の計画の中

で、毎年度毎年度厳しく点検・評価をしてい

く、チェック・評価をしていく中で、当面はこ

のまま存続することが最良の選択であるという

ふうに判断したものと思っています。

○中野廣明議員 私も、何も今つぶせとかそん

な話じゃない。どこかでけじめをつけなきゃ仕

方がないだろう。私は今、29年度まで残すのが

最良の選択というか仕方がない、そう思ってい

るんです。どこかでけじめをつけなきゃいか

ん。要は、県が金を出さないことには何もやっ

ていけんということですよね。

もう一回総務部長にお尋ねします。公社の資

金が不足する場合、「一定程度の運営資金」と

いう言い方、これはどういう意味でしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 林業公社に対しま

してはこれまで、平成19年度に策定しました第

３期経営計画に基づきまして、毎年度一定の無

利子貸し付けを実施してきたところでありま

す。今回の県方針（案）では、現時点で想定で
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きる範囲内の収支見通しを明らかにしておりま

すが、第３期経営計画で予定していた貸付額に

加えまして、今後の公社による経営改善に向け

た取り組みや関係市町村からの支援等によって

もなお不足する分について、一定程度ずつ増額

していく必要が生じたものと理解しておりま

す。具体的な貸付額につきましては、今後、毎

年度の予算編成の中で公社の経営改善等を精査

の上で総合的に検討してまいることにしたいと

考えております。

○中野廣明議員 言葉じりをとらえれば、今ま

でちゃんとせんかったかという話にもなります

けれども、いずれにしても、今のところは県が

出さんことにはでけんということでありますか

ら、それで仕方がないのかなと思うより仕方が

ありません。

また、「公社のあり方そのものの決定権限は

公社にある。今後も県は貸し付けを行おうとし

ている。事実上は、県という組織が公社のあり

方について実質上の権限を持っている。議会は

県の予算を決定する機関であることから、今後

の公社のあり方は実質的権限を議会が持ってい

ることになる」、そういう言い方もしてあるわ

けです。だから、結局この問題は、どこが責任

とるかという話じゃなくて、しっかりどこかで

整理をせんといかんのじゃないか。知事が予算

を出して、議会が認めんという話なのか。そう

いうことをどこかでけじめをつけんといかんと

思っているんです。

知事に聞きますけど、今、公社は、自己資金

も枯渇し借入金も返済できない状況だ。県が税

金を投入しないと公社継続はできない。現状で

は、杉の価格、需要の高騰も見込めない。県内

の森林面積は59万ヘクタール、そのうち民有林

は25万ヘクタール、そして分収林は１万ヘクタ

ール。この１万ヘクタールを維持管理、売買す

るために、これまで利息を183億入れ込んでき

た。現在の借入金残高が339億、これが総投資額

かな。聞いてもはっきり出ません。分収林の今

の時価相場97億という見方です。これまでの地

権者、公社の取り前は26億円、平成80年度の分

収林契約最終年度では205億円の収支不足になっ

ているということなんです。そして、再度、繰

り返しますと、日本政策金融公庫、元金130億

円、利息102億円、今まで232億円払っておるわ

けです。この問題はだれに責任があるかとかそ

んな話じゃないと思うんです。だれかがどこか

で─平成80年まであと55～56年持っていくの

かということなんです。そうなるとやっぱりこ

こは─知事は林業公社の理事長でもあります

よね。私は、とりあえず知事の責務かなと。そ

ういう案を出して、議会がどうするかというの

はまた議会の責務でもあると思うんです。とり

あえず、総務部長も29年までするのが最良の方

法だと。私もそれでいいと思っている。第３期

経営計画の結果次第では、やっぱり公社清算に

入るとかそういう決意を持って出していただか

ないと、私は、こんな状況で「はい、賛成で

す」とか予算の賛成なんかできんなと思ってい

るんです。知事の決意のほど、考え方をお聞か

せください。

○知事（河野俊嗣君） 林業公社につきまして

公益性というお話がございました。森林所有者

等が整備が困難な奥地の森林などを森林公社が

賄い整備をしている。それによりまして国土保

全、水源の涵養、多様な公益的機能を果たして

いる、また雇用等も確保しているということで

ございます。

今御指摘がございましたように、平成80年度

で多額の収支不足が見込まれるような大変厳し
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い状況ということで、これについては重く受け

とめておるところでございます。もうそのとき

には自分はこの世になく、それを見届けるとい

うこともできないわけであります。だからこ

そ、今この時点で、どのような考えで、どのよ

うな情報に基づき選択したのかということを

しっかりと県民の皆様にも説明した上で、ベス

トの選択をしていくことが必要であろう。県議

会はということでいろんな記述がございました

が、そういう意味で丁寧な説明を行っていくと

いうことの記述でございます。

これまで総務部長等答弁いたしましたよう

に、今後の木材価格の動向というものも大変大

きな影響もございますし、国の制度、現在、高

率の補助が活用できる、また特別交付税による

支援というものもございます。そういったもの

をトータルでとらまえて、現時点では公社とし

て存続させることが最良の選択であるという判

断でございますが、また今後の状況というもの

をしっかり勘案しながら、平成29年度のチェッ

クの時点では、改めてその存廃も含めてあり方

についてしっかり考えてまいりたいというふう

に考えております。

○中野廣明議員 本当に国内の公社では今、560

億、537億、566億、671億とかみんな借金を抱え

ております。そういうことにならないように、

我々はしっかり議論すべきだと思っておりま

す。29年、まだ先の話であります。とりあえず

ことしの予算もありますから、その間、部長も

含めて、総務部長、しっかりまた議論していた

だきたいと思います。今のままでは、私は、た

だ賛成とは言えないような気がします。

次に、スマートインターチェンジの設置につ

いてお尋ねいたします。

大分―宮崎の高速道路も２年先にはおおむね

でき上がり、本県の産業に大きな効果をもたら

すものと期待しております。また、スマートイ

ンターチェンジの設置は開通効果をさらに増大

させると同時に、その地域の発展に寄与するも

のであります。今、国富町はもとより、綾町、

宮崎市、日向市、これは西村議員からもありま

した。国富町のスマートインターチェンジの設

置を強く望んでおります。国富町が中心になっ

て活動を始めています。その取り組み状況、県

の考えを県土整備部長にお尋ねいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） スマートイン

ターの整備に当たりましては、地元自治体が

国、県、市町村、それから高速道路株式会社等

から成ります地区協議会を設立しまして、採算

性等の検証を行った上で連結許可申請を行う必

要がございます。このため、今、議員からお話

ありましたように、国富町が主体となりまし

て、昨年度に地区協議会設立の事前準備として

関係機関による勉強会を立ち上げ、必要性や整

備効果等につきまして検討を進めてきたところ

でありまして、先月18日にも勉強会を開催した

ところでございます。県といたしましては、ス

マートインターチェンジは地域振興や利用者の

利便性向上に寄与すると考えておりますことか

ら、この勉強会の検討結果や国富町の意向も踏

まえながら、早期に地区協議会を設立できるよ

う関係機関との連絡調整など積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 私は今、このことだけが楽し

みなんです。何もほかにないけど。知事、夢で

終わらせんように、ぜひ頑張っていただきた

い。部長もですね。

次に、海外からの誘客対策についてでありま

す。

宮崎県の外国人客は、シーガイアオープン当
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時、平成５年に宿泊者数２万6,000人、これまで

に最高で平成10年に18万5,000人、平成21年で６

万4,000人に減少しております。このような中、

日本―台湾の国際便はオープンスカイになり、

鹿児島空港には来年３月、台湾から週３便の就

航予定と聞いております。ことしの８月１日に

は、鹿児島の上海便は週２便から４便に増便さ

れている、こういうことであります。私は、宮

崎は本当に、このままにしておったら取り残さ

れるんじゃないか、そんな危惧を持っておりま

す。新たな路線開設をだめもとでいいからどん

どんやるべきだと思いますけど、県民政策部長

にお尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 本県では、こ

とし６月に策定しましたアクションプランにお

きまして、中国などとの国際新規路線の開設に

向けた動きを活発化させることとしておりま

す。このため現在、いろいろな観点から開設の

可能性や、どの都市との路線が本県にとって有

益かなどにつきまして検討を始めておりまし

て、先般は上海や北京に拠点を置く航空会社等

を訪問しまして意見交換を行ったところでござ

います。その意見交換の内容でございますが、

例えば、今御紹介ありました鹿児島―上海便で

ございます。現在、中国東方航空が運航してお

りまして、ことしの夏に増便いたしました。台

湾便とは逆のパターンで、鹿児島便に加え宮崎

便も就航していただけないか、そういう動き。

あるいは南九州には北京便がありません。この

あたりは、北京を拠点とする中国の航空会社で

あります中国国際航空などに対しまして、宮崎

―北京間の就航ができないか、そういう点につ

いて意見交換等をやっているところでございま

す。

また、中国に関してちょっとつけ加えますけ

ど、今、オープンスカイになっておりません。

したがいまして航空協定がありまして、日本の

運航地点として宮崎は入っていないわけでござ

いますが、実は定期便とほとんど同じでありま

すプログラムチャーター、こういう手法があり

まして、その就航をまずはお願いしていく、そ

ういう取り組みもやっていく必要があると思っ

ています。

新たな航空路線を開設するためには、長期的

な視点に立った継続的な取り組みが何よりも必

要でございます。引き続き、情報収集あるいは

実現可能性のある航空会社への訪問、あるいは

具体的な要望活動を粘り強く重ねていきたい、

そういうふうに思っています。以上でございま

す。

○中野廣明議員 宮崎は新幹線もない、このま

ましておるといろんな面で乗りおくれる。知

事、こういうときはトップセールスでいいんで

すよ。部長とかね。やっぱり知事が行けば、相

手は社長が会ってくれるんです。営業が行った

ら下の人しか会ってくれない。ぜひ頑張ってい

ただきたいと思います。

次に、カジノ誘致についてお尋ねいたしま

す。

先般、日経新聞に、政府は来年度カジノ法案

を提出するという記事が目につきました。民主

党であります。先進国の中でカジノがないのは

日本だけ。宮崎の観光の現状、将来を考える

と、このままでは本当に先細りの感じがしてな

りません。カジノは、雇用、税収、観光客誘致

等大きな効果が期待できると思っております。

知事のカジノ誘致に対する考え方をお尋ねいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 先日、マカオを初めて

訪問したんですが、そのときに泊まったホテ
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ル、客室が3,000室ということで、中にショッピ

ングセンター、レストラン街、それと大きなカ

ジノがございました。そこに群がるといいます

か、中華系の皆さんがずっとやっておられまし

た。12時前と朝出発の前、５時半ごろも確認し

たんですが、同じような状況です。本当に不夜

城というイメージでございました。それを見て

いると、そこにある購買力といいますかお金が

非常にもったいないなと、それを何とか取り込

むことはできないのかという思いがいたしてお

ります。

カジノにつきましては、大きな集客力もあり

ますし、地域経済や雇用面での期待もできると

ころであります。一方で、治安、それから青少

年に対する悪影響の問題、ギャンブル依存症な

どの課題もあると言われておるところでござい

ます。これまでも国におきまして、超党派のカ

ジノ議連等でいろんな議論がなされておりまし

て、私も総務省の地方債課というところにおり

ましたときに、宝くじ担当、まさにカジノ担当

でもおりましたので、そういう議連での議論と

いうのも参加をし拝聴しておりましたが、なか

なか制度化に向けて難しい状況もあるというこ

とでございます。いずれにせよ、国による法律

制定なりの対応が必要になるわけでございます

が、今後とも、私ども宮崎としては関心を持っ

てその動向に注目をしながら、制度化に向けた

方針等が明らかにされるような段階になります

れば、県民の皆様と幅広い意見交換をさせてい

きながら、県としてもしかるべき対応を検討し

てまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 積極論から慎重論に変わった

かなと思いますけど、ぜひ頑張ってください。

次、口蹄疫関連。山田前農林水産大臣が「口

蹄疫レクイエム 遠い夜明け」を出版しており

ます。農政水産部長、読んでおれば感想をお聞

かせください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 「口蹄疫レク

イエム 遠い夜明け」ですが、私も読ませてい

ただきました。その感想ということでございま

すけれども、その本の中では、著者であります

山田前農林水産大臣が、当時副大臣として、国

の現地対策本部長として、ワクチン接種の決定

や国道等への全車両消毒に向けての消毒施設の

迅速な設置、また国、各県からの応援の確保な

どにつきまして、県とか市町村、また農家等関

係者といろいろ意見交換していただきながら進

め、取り組んでこられた経緯などが非常に臨場

感を持って書いておられます。我が国で初めて

の感染拡大という事態の中で、現場も相当混乱

していたわけですが、現場の混乱を含めた対応

の大変さを、改めて思い出させていただいたと

いうことでございます。

こうした一連の取り組みの中で、早期の終息

や口蹄疫対策特別措置法、また家畜伝染病予防

法の改正等につながったわけでございますけれ

ども、元大臣を初めとした国、また関係いただ

いた全国の皆様には、改めて、本当に心より感

謝の気持ちを持ったところでございます。

また、この本の中でも描かれておりますし、

農家の方々や職員と話す中でも、常に深く感じ

るところですけれども、口蹄疫の昨年の発生時

には、口蹄疫ウイルスという見えない敵との戦

いの中で、農家の方は一番大変でもとよりなん

ですが、国、県、市町村、また関係団体、自衛

隊や警察の皆様、それぞれのお立場で、さまざ

まな状況の中で、本当に多くの悩み、苦しみ、

また深い悲しみがあったということも深く感じ

た次第でございます。二度と同じことを繰り返

さないということを肝に命じ、また、国や県の
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検証委員会からもさまざまな御指摘をいただい

ておりますので、二度と発生させないための事

前の対策及び、万が一発生した場合の迅速、的

確な対応につきまして、防疫対策の強化等につ

いては全力で取り組む使命があるということを

再認識した次第でございます。

○中野廣明議員 丁寧な説明をいただきました

けど、私の期待の半分しかありませんでした。

この中で言っていることは、埋却地がなくてい

かに困ったかというのが３分の２なんです。そ

ういうことを感じてもらいたかったけど、余り

出らんかったな。

次に、県警本部長にお尋ねいたします。幹線

道路における防疫消毒、交通どめに関して、県

警の役割はどうなっているのかお尋ねいたしま

す。

○警察本部長（鶴見雅男君） 口蹄疫の防疫に

関する警察活動は、家畜伝染病予防法に基づき

ます県、市町村の防疫活動を支援するものであ

ります。主な警察の活動といたしましては、発

生から72時間以内の発生場所への通行の制限ま

たは遮断、そして消毒ポイントにおける交通の

危険防止やトラブル防止のための固定配置、あ

るいは誘導、警戒等の支援活動に当たってきた

ところであります。また、道路に消毒ポイント

を設置するためには、警察署長の道路使用許可

が必要でありますけれども、事態の緊急性にか

んがみまして、口蹄疫発生の際は例外的に、休

日や夜間であっても申請を受け付けたり、電話

による仮受付などでも対応するなど、消毒作業

がおくれることのないよう措置をとったところ

でございます。万が一、今後また口蹄疫が発生

しましたら、迅速・的確な対応ができるよう関

係機関との連携をしっかりととってまいりたい

と思っております。

○中野廣明議員 本部長に聞いたのは―ここ

にこう書いてあるんです。「山田は、政府の現

地対策本部長として県の担当者に詰問した。

「どうして一般車両の消毒はやっていないの

か」「そんなことをしたら国道10号線が大渋滞

を起こしてしまいます」「今や交通渋滞を云々

する場合じゃないだろう」」というようなこと

で、幹線道路の使用はどうするかということを

明確にしておったほうがいいかな。やっぱり最

初は本部でしっかり口蹄疫対策をとることだろ

うと思います。

部長、口蹄疫は本当の検証をして、何が原因

であれだけ出たのか。今やっていることは起こ

る前の消毒ばかりです。一番困ったことは隠さ

ずにしっかりそこをやらないと、二度目起こっ

たときはまた同じことを繰り返すんじゃないか

と思っております。本当に虚構じゃだめだと、

しっかり本音でやっていただきたい。

知事、もう時間がありませんけど、今、本当

に、全国、世界的にもそうですけど、宮崎がよ

くなるかどうかは知事のリーダーシップ次第で

す。みんなついていくような雰囲気をぜひつ

くって頑張っていただきたいと思います。終わ

ります。（拍手）

○外山三博議長 次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） 今議会最後

というかことし最後の一般質問になりました。

よろしくお願いをいたします。

質問に入ります前に、去る11月22日に川南町

漁協所属のマグロはえ縄漁船火災事故によりま

して、４名の方がとうとい命を落とされまし

た。ここに心から御冥福をお祈り申し上げたい

と思います。

それでは、通告に従いまして、まず知事にお

伺いをしてまいります。
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初めは、国と地方公共団体との人事交流につ

いてであります。

本県の県民の方々が大変大きな関心を持って

見つめている中で、知事は、県の副知事として

農林水産省から牧元氏を起用になりました。こ

ういった国からの受け入れというのは、本県に

限らずでありますけれども、全国で広く行われ

ております。そしてまた同時に、逆に地方公共

団体から国への出向というのもなされておるわ

けでありますけれども、こういった人事交流と

いうものがなされる目的というのはどこにある

のか、まずお尋ねをいたします。あわせて、そ

の現状についてもお聞かせをいただきたいと存

じます。

ところで、本県におきましては、申し上げま

したように、今の副知事・牧元氏を初め、合

計14名の国からの職員の受け入れをいたしてお

ります。そしてまた本県からは、東京事務所所

属の各省庁への派遣を除いて、７名の方が国へ

出向いております。こういった人事をやってお

られるわけですけれども、まず、知事として、

こういった国との人事交流については基本的に

どうお考えなのか。これを今後続けていくとす

るならば、どういった方針でお続けになるのか

お聞かせをいただきたいと思います。

以上で壇上の質問を終わりまして、後は自席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、国と地方の人事交流についてでありま

す。その基本的な考え方ということでございま

すが、国と地方の人事交流につきましては、平

成10年に閣議決定された地方分権推進計画など

におきまして、国においては、相互理解の促

進、広い視野を持って政策課題に取り組むこと

ができる人材の育成の観点から、相互・対等交

流の促進を原則として交流を進めることとされ

ております。また同様に、地方公共団体におき

ましては、人事交流の促進について積極的に検

討することとされておるところでございます。

このような方針に基づき、国と地方との人事交

流につきまして、直近の国の公表資料によりま

すと、平成22年８月15日現在、国から地方公共

団体への出向者は、都道府県への1,220人を含め

て合計1,666人、地方公共団体から国への出向者

は、都道府県からの1,813人を含め1,996人と

なっておるところでございます。これは国全体

の人事交流の状況と考え方でございます。

次に、本県における人事交流の考え方につい

てでございます。県政の重要課題に的確に対応

し、県民本位の県政を推進していくためには、

行財政運営につきまして豊富な知識と経験を有

する人材を幅広く求めていくことが大切である

と考えております。あわせて、県庁内部におき

ましても、柔軟で幅広い視野や高度な政策立案

能力を持つ若手・中堅職員を育成する必要があ

るという考え方から、国との人事交流を行って

いるところであります。本格的な分権型社会を

構築していく上では、国と地方が対等の関係を

構築する必要があると考えておるところでござ

いますが、このような人事交流は、本県の抱え

る行政課題への対応、まずはこれが基本であり

ます。さらに、県と国の相互の実情の把握、連

携の強化、さらには人的ネットワークの形成に

もつながるものでありますし、人材育成という

点からも大変有効であるものと考えておるとこ

ろでございます。今後とも必要な見直しを検討

しながら、本県と国の双方にとってより効果的

な人事交流というものを行ってまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕
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○坂口博美議員 知事に、今の人事交流につい

て引き続きお伺いします。国から都道府県

へ1,220名、逆に都道府県から国へ1,813名出向

いておるということでありました。その基本

は、まず対等を旨とするということでもござい

ました。しかしながら、どうも率直に、本当に

対等なのかなという感じが払拭できないわけで

あります。例えばなんですけれども、本来、地

方の立場を一番わかるべく、そしてその上に立

つべき総務省でありますけれども、先ほど

の1,220名の中の203名は総務省から地方公共団

体へ出ております。その中の14名が副知事、34

名が部長以上ということで、部長以上が48名な

んです。逆に、地方から国へということで

の1,813名、この中に課長以上は１人もいないん

です。室長が１人。ただ、これは総務省49名の

中ですけど。全体で言われました1,813名で見て

も室長クラスは２人。具体的には消防大学校の

副校長と苫小牧の国土交通省の室長待遇の方で

ありました。こういったのを見たとき、本当に

対等と言えるのかなという感が率直にいたすわ

けでありますけれども、知事はこのことについ

てどう考えておられるのかお聞かせをいただき

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘にありました

ように、人数という面でも１対１となっておる

わけでもございません。また行き先のポストと

いう面でも、今御指摘にあったような実態があ

るところでございます。これまでもさまざまな

見直しがなされておるところでございますが、

今後とも、分権改革の基本的な発想である対等

ということで、人事交流につきましてもさらな

る見直しが必要であると考えております。

○坂口博美議員 そこのところとあわせてもう

一つ疑問なのが、その目的というのが人材育成

にある。分権時代にしっかり受け皿となれるよ

うな地方公共団体の体制を整備する目的だとい

うふうな趣旨の答弁でありました。地方分権推

進計画、閣議決定をされたのが平成10年であり

ますから、10数年が経過するわけです、こう

いった精神が改めてうたい込まれて。しかしな

がら、例えば本県を見てみますと、具体的に挙

げて恐縮ですけれども、総務部長とか副知事と

か財政課長というところが結構多いんです。現

在は県庁生え抜きの方が財政課長、総務部長で

すけれども。では、なぜそこが受けざるを得な

いのか、人材が育たないのかということ。そう

じゃないと思うんです。立派に仕事をしていた

だいている。ここのところもしっかり今後は、

県の立場でぜひ守っていただきたいと思うんで

す。

先ほどの1,220名の中の121名がたしか部長級

以上だったと思うんです。その中の48名は総務

省なんです。国土交通省が40名、２つで圧倒的

に占めているんです。地方の立場に立って本気

で人材を育成していただきたいし、その精神に

のっとった国との人事交流というものを構築し

ていただきたいと思いますけど、改めてまた御

答弁をお聞かせいただきたいと存じます。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘にありました

ように、本県職員の中にも、もちろんそれぞれ

のポストにふさわしい知識、経験、能力を有す

る職員多数育っております。一方で、先ほど申

しましたような行財政課題の対応というのもご

ざいますが、国、地方のいろんな意味での交流

なり連携を図っていく、人的なつながりをつ

くっていくという面もございますので、その辺

のバランスを勘案しながら、今後とも適材適所

で、県庁の内部、外部を問わず人材の登用に努

めてまいりたいと考えております。
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○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いします。

先ほどの中野議員の質問でもそういった交流の

大切さは十分理解しますし、僕らも上京いたし

まして、要望活動等でここに過去おいでになっ

ていただいた方がおられるとほっとして、その

効果というのは十分感じるんです。でも、やっ

ぱり人材育成というのは─また地方にとって

は自立というのも大切な課題でありますので、

そこを含めてよろしくお願いをいたします。

また引き続いて人事問題で恐縮ですけれど

も、副知事の２人制について、知事に考え方を

聞いてみたいと思うんですが、これは通告して

いなかったんですけれども。

今、議会の多くがそう感じているんですけれ

ども、どうも最近の県職の方々、事なかれを期

待してというのか、何か小さくなったような気

がするんです。そういったことを感じている方

はたくさんあると思うんです。じゃ、河野知事

が副知事であった時代、あるいは今の牧元副知

事、優秀ということは衆目の一致するところ

で、大変すばらしい人材というのはみんなそう

思っておるところです。しかし、結果的にどう

も、閉塞とは言わないけれども、何かそういっ

た空気が感じられるわけです。これが何なのか

なと思うんですけれども、いつかは東京に帰っ

ていく人、いつかはよそに帰ってしまう人とい

うものが壁になったり、いまひとつ遠慮があっ

たりするのかな。こんなお話をすると、知事も

副知事も、我々は命がけで宮崎のために頑張り

たいのに、心外だと思われるやもしれませんけ

れども、現実的にそういうものを感じておる議

員が多いんです。県民の方からもそういうお話

を聞くんです。これは何なんだろうと考えるん

です。

御案内のように、宮崎県は再置県、明治16年

から官選知事が35代続いております。この35代

の官選知事の中で11名は２年以内に東京に帰っ

てしまっているんです。ひどい知事というの

は、「宮崎の知事を命ず」という辞令が出たと

たんに、そんなところに行くならおれは公務員

やめたということで辞表を出したり、宮崎の知

事の辞令が出ても、とうとう宮崎に来んまま、

４カ月で、ごねて中央にまた異動させてもらっ

たりとか、とにかく２年以内が11名なんです。

４年といったら本当ごくわずかしかいないんで

す。そういうのに県民は怒ってしまって、宮崎

は知事の練習舞台じゃないぞという騒ぎを県庁

前で起こしたこともあるわけです。これは今と

は時代も違うし、異次元の話ですけれども、そ

ういったＤＮＡというのを受け継いできている

のかなという感じがないでもない。ちなみに、

これは知事がそうだというんじゃないんです

よ。広島出身の知事というのも１人、19代知事

がいらっしゃいまして、この方は１年１カ月い

てくださったのかな。それと広島ゆかりとなる

とあと２人いらっしゃいまして、32代と35代。

１人は１年いなかったのか。もう１人は１カ月

ですけど、これは昭和22年の例の最後の県知事

で、これは制度的に変わったから仕方なかった

んですけど。それで県民は、お２人に、心外と

思っても、理解できないという部分がＤＮＡと

してあるのやもしれないんです。

そんな中で、全国の状況を見たんですけれど

も、今、本県を含めて１人制が15県ございま

す。ことしに入って、３月に長野県が２人制

へ、そして４月に長崎県が２人制へ。15の中の

２つが九州では佐賀県と宮崎県なんです。ほか

にも、２人から１人に減らしてまた２人にふや

してきているところもあるということで、一つ

には、我々は単純に、１人減らせば人件費の節
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約じゃないかということを言っていたんですけ

ど、仮に2,0 0 0万の費用をかけてでも、20

億、200億の県民サービスのかさ上げというんで

しょうか、サービスの増大、質の向上ができれ

ば、このことについてはかたくなに聖域とすべ

きじゃないと思うんです。これは通告も何もし

ておりませんでしたから答弁のしようがないや

もしれませんけれども、できますれば、知事が

御判断になることですから、何か考えがあれば

お聞かせをいただけるとありがたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 今、過去のデータも含

めてさまざまな御指摘もいただいたところでご

ざいます。私も牧元副知事も県外出身でござい

ますが、牧元副知事はいずれ農水省ということ

でございます。ただ、私は総務省のキャリアも

すべて捨てて退路を断って、まさに骨を埋める

ということで今務めておるところでございま

す。ぜひその覚悟は御理解をいただきたいとい

うところでございます。

副知事の２人制の御指摘でございます。これ

は以前も答弁申し上げましたが、以前そのよう

な提案がなされたときに、その当時のいろんな

状況があるということでございますが、やは

り、行革の観点からいかがなものかということ

で実現がなされていなかったところでございま

す。また、さらに財政状況が厳しくなるとき

に、それが理解が得られるかどうかということ

を強く感じるところでございます。

牧元副知事の選任に関しましては、これまで

も御説明申し上げましたような、口蹄疫、鳥イ

ンフルエンザ、新燃岳さまざまな農業被害があ

る中で、しっかりと農水省との連携も図りなが

ら取り組んでいきたいという政策的な課題に基

づく選任で、実際、現場にも足を運んでいろん

なことをきめ細かく対応いただいているところ

でございます。それに加えて、今、議員から職

員の士気についても御指摘があったところでご

ざいます。２人制にすることに伴うコスト、そ

の効果、それから職員、県民の皆様に与える影

響さまざま勘案しながら、一つの御提案として

受けとめて、私なりに考えさせていただきたい

と思います。

○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思うんです。決してだめだというんじゃないん

です、よそからおいでになっても。そうじゃな

くて、何か感じるものがあるんです。特にこれ

から行政というのは、市町村との連携とか、場

合によっては痛みを伴わせることのお願いとか

説得、そういったときに、申し上げましたよう

にＤＮＡが仮に県民性としてあるならば、なお

さらのことこれはやっぱり考えていただきたい

と思います。気象予報士よりも、そこに住んで

いるじいちゃんの天気予報のほうが当たるわと

かそういう話、そこらを県民の皆さんにどう理

解していただくかという作業、その前に当然、

損益の判断というものがあるでしょうけれど

も、そういったことに取り組んでいただければ

なということを強く期待をいたしております。

次に、今度は地方交付税関係についてお聞き

したいんですけれども、せんだって国の概算要

求がなされました。それを見てみますと、この

議会でも質問があったんですけれども、総務省

の地方交付税要求額が約17兆1,000億円、対23年

度比で3,000億円ぐらいの減です。これは今まで

の経験則からいくと、本県に30億ぐらいのマイ

ナス影響が出ることが心配されるんですけれど

も、こういった交付税含めた財源の不足という

か、その確保とか影響等についてどのようなお

考えをお持ちか、知事にお伺いをいたします。
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○知事（河野俊嗣君） 今御指摘のありました

ような、９月末に示された概算要求時点の総務

省の地方財政収支の仮試算、あくまで仮試算で

ございますが、今お話がありましたように、地

方交付税の要求0.3兆円の減になっておるところ

であります。国におきましては、地方税、地方

交付税、臨時財政対策債を合わせた地方の一般

財源総額につきましては、前年度並みの水準を

確保するという方針のもとに仮試算がなされて

おるところでございますが、本県の場合、自主

財源が乏しく、依存財源の占める割合が大変大

きいというところがございますので、まずは地

方交付税として確保していただくことが大変重

要であると考えております。現時点では概算要

求に基づく見込みでありますので、今後の税制

改正の状況なり地方財政対策の議論の動向を注

視していく必要があると考えておるところでご

ざいますが、本県としては交付税の総額の確保

というものを強くこれからも求めてまいりたい

と考えております。

○坂口博美議員 総額確保というのは当然入り

口ですけれども、問題はその後だと思うんで

す。きょうは避けますけれども、まず基準財政

需要額の算定のあり方でありますとか、今の税

と配分の一体的な改革、特に今、32～40％とい

う要望事項も上げておられますけれども、その

具現性の見通しとか、ここらを本県にとってど

ういう選択がいいのかしっかり判断していただ

いて、ぜひとも強い活動を期待いたしておきた

いと思います。

また、国の概算要求に関してですけれども、

これについては、まず一つには中期財政フレー

ム、もう一つには概算要求の組み替え基準とい

うんですか、これと照らし合わせて、社会保障

費の自然増への対応も含めた中での概算要求を

やるんだと。具体的には、公共事業であります

とか、裁量的経費の一律10％カットということ

が基本でなされた概算要求でありますけれど

も、そうなりますと、こういった部分に具体的

には補助金、国庫支出金として大きく依存して

いる本県にとっては大変気がかりなところなん

です。まずは国の必要な裁量的・公共的予算の

確保というのが大切になると思うんですけれど

も、国がまずその予算を確保することについ

て、知事としてはどういう対応をしていかれる

のかお聞かせをいただきたいと存じます。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘のあったよう

な概算要求組み替え基準によりまして、義務的

経費を除くほとんどの経費が一律10％削減とさ

れている。また、別枠措置とされております日

本再生重点化措置につきましても、7,000億の予

算枠に対しまして要求が２兆円出されていると

いうことでございまして、地方向け補助金を含

む来年度予算の見通しは、非常に厳しい状況に

ありますし、先行きが不透明だと不安に思って

おるところでございます。自主財源に乏しい本

県におきまして、今後とも必要な社会資本整備

を図る、また県民に必要なサービスを提供して

いくためには、しっかりとした予算の確保とい

うもの、国からの補助金は欠くことのできない

ものであるというふうに考えております。これ

までも政府や各省庁に対して要望活動を行って

まいりました。道路予算につきましては、先日

も御説明申し上げましたような国土交通大臣へ

の要望なり、また民間での70万人署名なり女性

の会の動きなど、いろんな県民総力戦で取り組

んできたところでございますが、今後ともさま

ざまな機会をとらえてさらに強く働きかけを

行ってまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 今答弁の中にありました日本

平成23年12月６日(火)



- 303 -

再生重点化措置の閣議決定枠の7,000億ですけれ

ども、これに２兆円近い要望がなされて、これ

からその確保合戦ということになるんでしょう

けど、今回、要望として上げられている再生枠

ですが、例えば防衛省、これは国家防衛のため

の警戒でありますとか監視のための燃料費、そ

のための装備の維持補修費、あるいは原子力災

害時における対応のための装備費、それらを含

めて前者が660億ぐらいですか、後者が97億ぐら

い、合わせて防衛省だけで960億。それから農水

省に至っては、戸別所得補償の米価の価格変動

への補てん金としての1,020億ですか、これと合

わせて総額で1,506億を要望しているんです。そ

のほかにも、額は小さいながら、会計検査院で

ありますとか皇室費、裁判所費、国会費、ほと

んどが義務的な経費なんです。どこにターゲッ

トがくるかというと、国土交通省の6,600億余り

の復活予算だと思うんです。これが10マイナス

の1.5掛けですから、仮に３分の１しか認められ

ないと、対前年比で95％になってしまう。そう

なると、言われましたように直轄の重点配分で

すから、直轄で食ってしまって、仮に国が対前

年98％も食ってしまったら地方には91～92％し

か来ないわけです。

毎回問題になりますように、本県のインフラ

整備、あるいは危機への対応といった急ぐとこ

ろばかりなんです。大変なことになると思うん

ですけれども、こういったことを考えるとき

に、知事として公共事業費の確保というのも大

きな仕事になってくると思うんですが、これに

対しての考え方をお聞かせいただきたいと存じ

ます。

○知事（河野俊嗣君） 公共事業予算に関して

でございますが、国土交通省などに要望に参り

ましたときに、ミッシングリンクというような

ことで東九州自動車道等も含めて予算要求をし

たという説明を受けまして、大変心強く思った

一方で、今御指摘のありましたような、重点化

措置の枠については義務的なものがかなり含ま

れているのではないか、公共事業にどれだけ回

されるだろうか、大変厳しい状況になるという

ような認識でございます。ただ一方で、本県は

全国に比べておくれている高速も含めたインフ

ラ整備をしっかり進めていく必要がございます

し、東日本大震災の教訓を踏まえた防災対策な

ど数々の公共事業を取り組んでいく必要がござ

います。そのようなところで大変厳しい財政状

況でございまして、第３期財政改革推進計画に

基づく一定のシーリングは行うこととしており

ますが、特別枠の地域経済活性化枠（仮称）を

設けて、何とか地域経済の活性化を図るという

ことを、この予算の中のやりくり、また国の今

後の予算編成の状況等を勘案しながら、しっか

り財源を確保してまいりたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 ないそでは国も振れないで

しょうから、今言われたように、より効率的な

予算の執行に向けて一層の努力をお願いしてお

きたいと思います。

ここで一つだけ会計管理者にお聞きしたいん

ですけれども、今、県は幾つかの基金を持って

おります。当然これは運用されていくわけです

けれども、この基金がどのようになっているの

か、また運用の実績がどうなのか、運用に際し

ての基本的な考え方はどういうものをお持ちな

のかお聞かせいただきたいと存じます。

○会計管理者（豊島美敏君） 基金につきまし

ては、平成22年度末現在ですけれども、41の基

金があり、その残高が約1,250億円となっており

ます。また、その運用により平成22年度は約１
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億7,200万円の利子収入を得たところでありま

す。こうした基金の運用につきましては、地方

自治法において、「最も確実かつ効率的な方法

により運用しなければならない」とされてお

り、これを前提としまして、ペイオフ対策など

による元本の確保、またいつでも現金化が可能

となるような流動性の確保、そして収入確保の

ための効率性の追求を基本的な考え方として、

定期預金や国債等により資金運用を行っている

ところであります。今後とも適切な運用に努め

てまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ありがとうございました。今

の基本的な考え方からすると、定期預金と国債

ということだったんですけど、具体的には、い

つでも現金化となると、サイトの問題で大方が

定期預金かなと、金利を常に気を配りながらの

運用かなという気で、少しは安心したんです

が。

と申しますのも、この問題をあえて取り上げ

たのは、一つはギリシャに端を発したユーロ危

機です。国が背景にある国債だといっても、安

心できる時代ではなくなったと思うべきだと思

うんです。ですから、国債は安心だよというこ

とでそこに簡単に投資というのは、運用の面で

はちょっときつくなってくるのかなという気が

いたします。我が国の国債は心配ないと思われ

るかもわかりませんけどですね。僕もそう思っ

ていたんです。日本政府の財政に対しての管理

はしっかりしていて、日本は違うがなと思って

いたんですけど、そうでもないんじゃないかと

思えることが、今回の国の３次補正です。総額

では106兆4,000億で、12兆1,000億余りの増額補

正をやったんです。これはこれで歓迎すべきこ

となんですが、問題は赤字国債なんです。平

成23年の当初予算には、歳入では赤字国債によ

る部分というのが38兆2,080億円あったんです。

これがせんだっての３次補正のときには36

兆9,880億、だから１兆2,200億の減額です。

今の政府・与党、あるいは財務省あたりは仕

分けまでやって徹底した無駄の削減をやってい

るんだということで、大いに期待されていると

ころですけれども、申し上げましたように12兆

に上る増額補正です。国債も赤字国債です。そ

ういうときに減額を１兆円余りもされるなんて

いうのは、僕の頭では理解できない行為なんで

す。もしここで知事が何か知見をお持ちならお

答えいただきたいし、恐らく推測では言えない

ことだと思って。理解できないんです、どう考

えてもですね。尋常なことじゃないですね。そ

れほど財政運営が未熟なのか、あるいは最初の

予算の組み方がいいかげんだったのかと思うと

きに、我が国の国債、トータル的には歳入で言

えば税収とかに頼る部分が106兆4,000億の中

の50兆6,000億でしょう。それをはるか５兆円余

り上回る55兆8,000億が公債による歳入ですよ

ね。こんなことも前代未聞。年度末にはこのま

まいくと676兆円でしょう。これを財務省では国

民の皆様にわかりやすくということで、我が家

の家計に例えると、40万円の所得の家庭の皆さ

んが毎月84万円の生活をしているような状況な

んですよ。だから44万円はローンを組んで生活

しているんです。ことしの３月末にはあなたの

ローンの総額は6,419万円になりますよ。破綻と

一緒なんですよということを一方では言ってわ

かりやすくしているんです。

国とか地方の財政状況のあり方を見たとき、

消費税も増額しなきゃなとか、所得税について

も累進も含め見直して、やっぱり増額ありきか

なということ。よく考えてみると、地方議会の

議員の立場で税金上げろなんて本当はおかしな
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行動ですよね。こういったのに乗っけられたと

いうと語弊があるかもわからないですけど、そ

れだけきついと思ったけれども、こんないいか

げんな赤字国債を組んでいるんじゃ、やっぱり

もう一回出直せと、消費税についてもですね。

その中で地方の立場を考えた配分をやれ、５％

のうち４％の30％の1.2ですか、こんなのじゃな

くて半分ぐらいよこせと言いたくなります。

これは答弁は求めませんけれども、そういう

ことで会計管理者には、今どれぐらい国債で運

用されている部分があるのかもわからんけれど

も、我が国といえども国債神話というものは壊

れたというスタンスのもとで、ぜひ運用してい

ただきたいなと思っております。

次に、地産地消についてお伺いをしていきた

いと思います。まず県民政策部長に、地産地消

について、県は「広い意味での地産地消」に取

り組むんだという言い方をなされておりますけ

れども、「広い意味での地産地消」というのは

どういうことを意味するのか。特に「産」とい

うのは何を意味するのか、「消」というものは

何を意味するのかについてお伺いをしたいと存

じます。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 「広い意味で

の地産地消」でございますが、県内産の農林水

産物の生産、消費にとどまらず、工業や商業、

さらには観光などさまざまな分野にわたりまし

て幅広く取り組んでまいりたいと考えておりま

す。この中で「地産」の意味でございますが、

文字どおり「地域で生産されたもの」というこ

とになりますが、農林水産物に加え、工業製

品、伝統工芸品、あるいは鉄道、バス等の交通

機関による移動・輸送サービス、あるいは飲食

・宿泊サービスなどさまざまな形での生産活動

等が含まれてくると考えております。また、

「地消」の意味でございますが、「地域で消費

する」ということになります。県内のレストラ

ンで県産食材が使われた料理を食べたり、地域

の文化を体験したり、県内のホテル・旅館に宿

泊する、あるいは県内素材を使った最終製品の

生産・加工、あるいは企業活動における原材料

等の県内調達、そして公共交通機関の利用、さ

らには公共事業における県産材の利用促進や、

行政が発注する場合の地元企業の活用など幅広

く含まれてくると考えております。

○坂口博美議員 ありがとうございました。

引き続いてもう一つ、その意味での地産地消

を進めるというわけですけれども、そういった

意味から、広い地産地消というものを進めるそ

の目的というのはどこに置かれているのかをお

聞かせいただきたいと存じます。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 本県経済は、

口蹄疫や新燃岳の噴火等によりまして、県内需

要の低迷、またそれに伴う消費活動の停滞など

によりまして大変厳しい状況が続いておりまし

て、経済活動の早急な回復が求められておりま

す。また、県際収支の面から本県経済を見てみ

ますと、平成20年度では約5,400億円の移輸入超

過となっておりまして、このことは大まかに言

えば、県内需要に対し県内での生産活動がこた

え切れておらず、県外から物品等が流入してい

る状況を意味しているところでございます。ま

た、厳しい環境下に置かれております県内の中

小企業の振興の観点からも、県民がもっと地元

の中小企業を支えていくことが必要であると考

えております。

今後の本県経済の活性化を図る上で、県外、

海外からの需要を積極的に取り組んでいく、こ

れはもちろん必要でございますが、一方で、県

内における消費を喚起したり、価値や資金が効
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果的に循環する流れを強化していくことが大事

であります。このような取り組みとしまして、

現在、農林水産物の地産地消などが進められて

いるわけでございますけれども、広い意味での

地産地消の目的は、これをもう一歩進めまして

経済活動のさまざまな部分に拡大し、本県経済

の活発化、ひいては地域の活性化につなげてい

くということでございます。

○坂口博美議員 次に、農政水産部長にお伺い

をしたいと思います。地産地消推進協力員であ

りますとか、こだわりの店でありますとか、こ

ういった形で農政水産部としては積極的な地産

地消の取り組みをなされているわけですけれど

も、本県におきます農畜水産物の生産と消費の

現状はどうなっているのか。それからまた、本

県で消費される農畜水産物の中に県内産がどれ

ぐらい占めるのか、県外産がどれぐらい占める

のか。かなりな移出県ではありますけれども、

そこらのところが把握できているなら、それも

含めてお聞かせいただきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県内で消費す

る農水産物は、市場や小売段階での多様な流通

によりまして、県内生産が少ない時期や品目な

ど消費ニーズに応じて県外等から供給されてお

りまして、その状況の把握は困難な状況にあり

ます。このため、県内消費に対する県内供給力

という視点で各種の生産データや食料需給表を

もとに試算いたしますと、本県における皮やし

んを除く食べられる部分に換算した生産量は

約94万トン、一方、消費量は約46万トンであ

り、生産は消費に対し約２倍となります。品目

別には、本県の基幹品目である畜産で、牛肉

が3.5倍、豚肉が5.6倍、鶏肉が12.8倍、耕種作

物では、米が1.4倍、野菜が2.7倍、水産物が1.9

倍などと、本県農水産物の高い供給力がうかが

えるところでございます。なお、県内外の流通

・消費動向は各種施策を推進していく基礎資料

として大変重要であると考えておりますので、

品目ごと、需要先ごとにターゲットを絞りなが

らその把握に努めてまいりたいと存じます。

○坂口博美議員 かなりな、２倍以上の供給県

ですよね。でも、周りを見てみますと、ほとん

どのものが宮崎で生産されながら移入されてい

るという実態もあるんです。だから、出と入り

等何らかの形で統計をとって、また次の手だて

を講じていくべきではないか─本気で取り組

むならですね。これはまた今後の課題としてお

願いをしておきたいと思います。

それから、公共三部を代表して県土整備部長

にお伺いをしたいと思うんですけれども、今、

県民政策部長の「広い意味の地産地消」という

考え方の中には、公共工事における県内での資

材の調達、あるいは県内企業への発注というも

のも含めているんだというお答えでありまし

た。そういった視点からの公共三部における地

産地消は、どういった考え方で、どういう取り

組みをされて、どういった効果を上げておられ

るのかをお聞かせいただきたいと存じます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県発注の建設

工事等につきましては、地域における建設産業

の果たす役割等を考慮しまして、特殊な橋梁等

の、県内において施工可能な業者が少なく競争

性が不足する工事などを除き、原則として県内

業者に発注することとしております。また、技

術的難易度が高い工事につきましては、特定建

設工事共同企業体、いわゆる特定ＪＶの形態を

活用することによりまして県内企業への技術移

転を進めているところであります。さらに、県

工事におきます下請業者への発注や建設資材の

購入につきましては、相手方を県内業者から選
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定するよう努めることを県の工事請負契約約款

に明記しますとともに、県外業者を選定した場

合には、その理由を報告することを義務づけて

おります。また、これらの地元企業の優先活用

につきましては、工事発注の都度、受注者に対

しまして要請文書を交付するなど、さまざまな

機会を通して建設業者への協力要請を行ってい

るところであります。このような取り組みの結

果、建設工事におきます平成22年度の県内企業

への発注率は、件数ベースで約97％、県内下請

業者への発注率及び建設資材の県内調達率は、

件数ベースでそれぞれ約90％となっておりま

す。

○坂口博美議員 ありがとうございました。

これは、知事、県民政策部長どちらかにお尋

ねしたいと思うんですが、知事はよく、県民100

万泊運動をいろんなところで発言され、またア

クションプログラムにも提唱されているんです

けれども、100万泊の定義、それから今後の取り

組み方について、基本的なところをお聞かせい

ただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 100万泊県民運動、100

万のところでございますが、今、県民は113万人

ということでございまして、１人が年間１泊す

れば、それを足し合わせると113万ということに

なり100万を超えると。100万という数字はイン

パクトがございますし、標語（スローガン）的

な意味合いで「100万泊県民運動」ということ

で、その数字を使っておるところでございま

す。心としましては、一人一人の年間１泊とい

うことで一歩踏み出していただく、その取り組

みが、寄せ集めると大きな効果を得るのではな

いかというところを訴えたい。困ったときは、

厳しいときはお互いさまという精神、それから

県民としても県内の観光地なりさまざまな資源

を改めて見つめ直す、いわばディスカバー宮崎

のような取り組みができないだろうか、そのよ

うな思いで提唱させていただいたところでござ

います。

発想のもとがそういうことでございますの

で、県民の皆様にこの取り組みなりコンセプト

というものを知っていただくことがまず重要で

ありますし、じゃ、協力してみようかという思

いになっていただくことが大変大切だと思って

おります。今、まだ具体的な形にはなっておら

ないところでございますが、経済団体、市町村

などと連携しながらこれをいかにＰＲしていく

か。それを受けていただく宿泊地、観光地の側

もそのような意識で受けとめていただくかとい

う仕組みづくりというものを今後考えていきた

い。それは、先ほど来答弁しておりますような

「広い意味での地産地消」を県民運動的に進め

ていく中で取り組んでまいりたいというふうに

考えております。

○坂口博美議員 流れに任せてイメージだけ

で、本当に実質的な地消につながるかなと心配

でもあります。

また、今もおっしゃいました。それから知事

はよく、県政報告会のときもおっしゃいました

し、いろんなイベントで、「広い意味での地産

地消を県民総力戦で進めるんだ」という発言を

よくなされます。大歓迎なんです。じゃこれを

どうやって具体的に進めていこうと考えておら

れるのか、引き続きお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 「広い意味での地産地

消」というのは、県民一人一人の総力を結集し

ていくということが大変重要でありますので、

県民一人一人がこの趣旨を理解して行動してい

ただく、協力していただくことが何よりも重要

であると考えております。したがいまして、そ
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の機運の醸成、またその認知を高めていくこと

が大変重要でありますので、新たな県民運動、

官民一体となった県民運動を立ち上げてまいり

たいと考えておりまして、現在、各分野におけ

る、経済団体でありますとか市長会、町村会な

どとの相談を進めておるところでございます。

その推進体制、取り組み方針等につきまして協

議を進めております。できれば早いうちに、年

度内にスタートということで作業を進めておる

ところでございまして、100万泊県民運動なり中

山間地域の活性化、さまざまな効果をねらいな

がら取り組みを形づくってまいりたいと考えて

おります。

○坂口博美議員 これからいろんな過程を経て

最終的な形が決まるんでしょうけれども、

今、100万泊にしても標語的な感じの答弁であり

ました。ですが、これは必ず効果のあることで

もあります。しかし、100万泊というものを確実

に物にするためには、今、何泊やられている

の。県民１泊というのは何の定義をもって─

じいちゃんところに夏休みに孫が来るのも１泊

なのとか、それとも消につながる宿泊を泊とい

うのとか、ここらをまず整理していって基礎数

字を確保することから始める必要があるのか

な。

もう一つには、公共三部でも、それぞれの発

注部局としては、今の答弁を聞くと、これ以上

努力のしようがないよ、100％完璧に地産地消の

精神で工事契約なりその先の施工のあり方なり

には取り組んでいますよということで、達成

感100％というのを恐らく持っておられるんじゃ

ないかというぐらい完璧な地産地消の実態だっ

たと思うんです。公共工事、物づくりというの

は、まず設計書があって物ができます。設計書

には仕様とかいったものがある。そこで契約し

て守るべきものがその中に含まれるんですけ

ど、設計の中に、宮崎にない資材であったり機

材であったり、仮設なんかも含めた工事、それ

から施工方法であったり、いろんなものが設計

の中で固定されてしまうと、「県内で探したっ

てありませんでした」とか、「技術的にその技

術はパテントが要るものですから」とか、「そ

の技術者がいないものだから、同じものをつく

るためにほかの工法でお任せいただければその

機能を確実に達成できるものができるけど、残

念ながらこの設計では」という、設計の限界ま

で今の地産地消は来ているのかな。これを、同

じコスト、あるいはそれ以上のコスト、同じ機

能、性能が確保できるような工法なり資材なり

施工のあり方なりというもので発注すれば地産

地消がもっと広がる―公共事業は金額が大き

いからですね―という可能性を秘めながら、

その整理というのはなかなか難しい気がするん

です。

例えば、今ぽっと頭に浮かんだんですけれど

も、農政水産部は過去、県の間伐材を使った魚

礁の開発というのをやりました。これは県内業

者が登録を持っているはずです。でも、その魚

礁が入ったという話は聞かないんです。ですか

ら、こういったことを全部調査し、肝心なのは

コンサルタントがその知識を持つことだと思う

んです。コンサルタントが、こういう設計でい

けば県内の消費につながるよということ。だか

ら発注者側とコンサルタント側とがこれをしっ

かり共有される。ＮＥＴＩＳ（新技術情報提供

システム）に登録されるとか、新技術の紹介に

徹底してそこはやっていかれるとか、そうなる

と県で製造される２次製品とか、県内業者が

持っておる特許の実際の普及がもっと促進でき

るんじゃないかと思うんです。
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今言っていることは、言うほうは簡単なんで

す。聞くほうは憤りを感じるくらい難しいこと

だと思うんです。100万泊のカウントにしてもで

す。だから、今まで新ひむか運動で「なんでも

挑戦、みんなが参加」とか、安藤知事のときの

３つの部門へのボランティア、福祉部門とかの

登録制度とか、その責任を持つ部署をまずつく

りましたね。今回のは県民総力戦だから、官、

民、市町村まで抱き込んだ対策本部なり推進本

部をつくって、そこに予算措置をやって、横田

議員だったですか、「入るを量りて出るを制

す」、その逆の発想も必要なんだと言われまし

たけど、まさにそこだと思うんです。先ほどの

副知事２人制もですね。これはぜひ専門的に

─行政というのはかなりなコスト能力を持っ

ていますから─検討していただいて分析して

いただいて、本気で県民総力戦での地産地消と

いうものを進めていただきたいと存じます。

時間が参りましたので、要望にかえさせてい

ただきまして、終わります。（拍手）

○外山三博議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第37号から第39号まで採決

○外山三博議長 ここで、さきに提案のありま

した収用委員会委員及び同予備委員の任命の同

意についての議案第37号から第39号までの各号

議案を、一括議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第37号から第39号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第33号まで、第36号、

第40号及び請願委員会付託

○外山三博議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第33号まで、第36号及び第40号の

各号議案について、質疑の通告はありません。

当該議案及び新規請願は、お手元に配付の付

託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付託い

たします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす７日から12日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、13日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時50分散会
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