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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員36名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。本日も傍聴に来ていただきまして、

ありがとうございます。

実は、私ごとでありますけれども、来週、

私、誕生日を迎えまして、きょうが30代最後の

質問登壇となります。張り切ってまいりますの

で、執行部の皆様方、明快な答弁のほうよろし

くお願いをいたします。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いをいた

します。

国の出先機関の廃止、いわゆる権限移譲の具

体的な受け皿につきまして、関西、九州、そし

て四国と、それぞれの地域で広域連合等の設置

の議論がスタートしております。今の国会の状

況ではどうなるかわかりませんが、政府のほう

も最終的な方針が固まりつつあります。具体的

な話が固まってくる前は、「地方にできること

は地方に」という強力なフレーズで話が進んで

まいりました。しかし、いざ議論が現実味を増

してくると、一部の国会議員の反対、また市長

会、町村会の慎重意見、またそれに伴って地域

の商工関係団体からも反対の意見、慎重な意見

が上がり始めました。私は、権限の移譲によっ

て、これまでよりも、より現場に近い場所で行

政が事業を行い、また県と国、そして市町村と

の二重行政が縮小していくのではないかという

期待を持っております。これまで国が決定して

いた大型の公共事業等の優先順位が変わった

り、二重行政コストの縮小にもつながるものだ

と思います。九州知事会としては、権限移譲に

ついては非常に前向きに行動している気がしま

すが、河野知事自身、国の出先機関原則廃止に

向けた分権の動きに対してどのようにお考えな

のか、知事の所感をお伺いいたします。

もう一点、この国の出先機関原則廃止に向け

て、知事と県内の市町村、また商工関係団体と

の対話の場がどれほどあるのか、権限移譲や二

重行政など行政の抱える諸問題においても議論

や意見交換を行っているのか、知事にお伺いし

ます。

この後は質問者席より質問を続けます。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

国の出先機関改革の現状への所感についてで

あります。国の出先機関につきましては、地方

との二重行政やガバナンスの欠如などの問題が

指摘され、長年にわたり改革の必要性が提起さ

れてきたところでありますが、平成22年の６月

に「出先機関の原則廃止」という政府方針が示

され、平成24年の通常国会への関連法案提出に

向けた動きが大詰めを迎えているところであり

ます。しかしながら、現在示されている法律案

は制度の枠組みにとどまっておりまして、地方

移管される事務の範囲や財源の取り扱いなどに

つきましては政令にゆだねられるなど、いまだ

不明確なままとなっている上、市町村を中心に

今回の改革そのものに対する理解が得られてい

ない状況にあります。私といたしましては、住
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民サービスの維持・向上に資する制度設計はも

ちろん、幅広く十分な議論を経ることが大変重

要であると考えておりますので、引き続き、国

におけるこうした制度化の動向というものを注

視するとともに、県議会、市町村等への十分な

説明や意見交換を図りながら、本県としての主

張、本県の考え方を伝える、そして判断という

ものをしてまいりたい、そのように考えている

ところでございます。

次に、市町村等との意見交換についてであり

ます。私としましては、市長会や町村会、そし

て経済団体などから今回の改革に対する懸念の

声が強いということを真摯に受けとめまして、

これまでも市町村長や市町村の職員等に対し、

機会をとらえて国の動向の説明や意見交換に努

めてきたところであります。改革を進めるに当

たりましては、県議会や市町村などの理解を得

ることが何よりも重要であると考えております

ので、今後とも、国における制度の具体化に向

けた議論の進捗に応じまして、十分な情報提供

や意向の把握、そして本県の考え、思いという

ものを国に伝える、そのような動きに努めてま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○西村 賢議員 ただいま答弁をいただきまし

た。ありがとうございます。

ただ、今の各論の議論については、知事の思

いというものはよくわかりましたけれども、知

事自身の、分権に対して、いわゆる地方にでき

ることは地方へという、国の動きに対しての思

いというものが、私にはわかりかねました。九

州知事会としては、分権はあるべきだというよ

うな強いメッセージを出しておりますが、知事

自身は、改革を望んでいる、分権はやるべきだ

という思いがあるんでしょうか、再度伺いま

す。

○知事（河野俊嗣君） まず、基本的な考え方

でございますが、地方分権というもの、これま

でも総務省にいた時点から私も取り組んできた

ところでございますが、地方にできることは地

方に任せて、国の役人が地方から離れた遠いと

ころで物事を決断するのではなく、地方の住民

から選ばれた首長なり議会というものがしっか

り議論して、その地域のニーズに応じた行政を

行っていく、その基本的な考え方のもとに地方

分権を積極的に進めるべきというふうに考えて

おるところでございます。その進め方としまし

て、これまで、個別の具体的な事務なり権限と

いうものの移譲を、国と議論してきたわけです

が、なかなか進まない。それではということ

で、出先機関というもの、二重行政とかガバナ

ンスの問題、先ほど答弁しましたように、いろ

んな問題点も指摘されますので、それをすべて

移管しようという方針が出され、全国知事会と

してもそれに賛同する中で具体的な議論が進ん

できたところでございます。

したがいまして、基本的なスタンスとしまし

ては、地方分権という大儀を進めるという観点

のもとに、出先機関につきましても、すべて廃

止するという方向に賛同するわけであります

が、その具体的な内容なり進め方について、今

さまざまな議論がなされている、慎重意見が出

されている、まさに総論賛成、各論反対という

ところかと思っております。繰り返しになりま

すが、本県におけるそのような議論というの

を、私としては知事の立場でしっかり受けとめ

まして、あくまでも宮崎というものに軸足を置

いた議論を今後ともしてまいりたい、そのよう

な考えでおります。

○西村 賢議員 知事、今のお答えのほうがす

平成24年６月13日(水)
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ばらしいと、わかりやすいと思います。これか

らもそのようにお答えをいただいて、市町村と

の対話の場もしっかりとしていただかねばなり

ませんけれども、やはり知事としては、この分

権はなし遂げなきゃならないんだ、我々ができ

ることは我々でやろうというメッセージを、市

町村なり県内商工関係団体なりに、知事自身は

こう思うんだというものをもうちょっと訴えて

いただきたいと思います。何か反対議論という

のはすべて消極的になっていってしまうように

感じますので、ぜひお願いしたいと思います。

続きまして、記紀編さん1300年記念事業につ

いてお伺いをいたします。最近では新聞や書

籍、テレビ等でも少しずつ取り上げられるよう

になり、また、これは県民の間で盛り上げてい

かなければいけない事業であると思いますの

で、質問をさせていただきます。

この６月議会の直前に、会派で先進している

島根県庁を訪問し、島根県の取り組みについて

調査をしてまいりました。島根県は５年ほど前

から準備を開始し、知事のリーダーシップのも

とで４年間で25億円という大きな予算をかけて

事業を展開しておられました。ことしがその予

算措置３年目に当たるそうで、「神話博しま

ね」、そして来年の出雲大社大遷宮にピークを

持ってくるというような話を伺いました。500万

人とか大きな目標を立てておられましたけれど

も、島根県がすごいとか、島根県の知事はすご

かったという話を、私はここでしようとは思っ

ておりません。ただ、参考にすべきは、財政規

模もそんなに変わらない島根県がこれほどまで

に取り組んでいるんだなというのは、非常に触

発をされたことがありました。

まず、知事にお伺いをいたします。本県の記

紀編さん1300年記念事業については、ことしに

なって始まった感がどうしても私はぬぐえませ

ん。知事は、前職は副知事であり、その前は総

務部長でありました。この記紀編さん1300年と

いうものがことし来ることがわかっていたはず

なのに、ことし急遽始まった。これまで取り組

まれなかった理由と、ことし始めた知事の思い

について、まずお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘がありました

ように、２年前、３年前に私は副知事、それ以

前は総務部長として勤めておりましたときに、

この1300年というのを意識して準備をしてきた

かというと、そうではないわけであります。そ

こは反省をするべきというふうに思っておると

ころでございますが、口蹄疫、それから新燃岳

の噴火等さまざまな災害もありまして、出おく

れ感というものは否めないところでございま

す。しかし、1300年という長い歴史の流れの中

で、焦る必要もないのではないかというふう

に、一面では思うわけでございます。災害が続

いた中で、何とか元気を出していきたいという

ときに1300年を迎えることができたのは、ある

意味チャンスだというふうに思っております

し、また、本県が持っております歴史的・文化

的な宝というものを改めてじっくり腰を据えて

見詰め直し、それを磨き上げていく、そういう

作業を８年後の日本書紀1300年までも視野に入

れながら取り組んでいきたい、そのように考え

ておるところでございまして、観光、教育、文

化、地域づくり、幅広い分野でさまざまな取り

組みというものが考えられようかというふうに

思います。県民の皆様と一緒になりながら、ま

さに腰を据えて取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○西村 賢議員 よくわかりました。ただ、こ

の事業をことし始めるに当たりまして、そもそ
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もどの程度、県民の認知度、理解度があるの

か。また、この事業を始める前に、いわゆるア

ンケートとか県民に対するマーケティングも

行ってやることが必要じゃないかと私は思いま

す。これは記紀編さんに限らず、本県の観光事

業でありますとか商品開発でありますとか、人

の心に左右されるといいますか、趣味趣向に大

きく影響する事業というものは必ずそういう事

前調査というものを行わなければならないと私

は思いますが、知事は、県民がどの程度興味を

持っているのか、どのようにお考えでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 神話に対する理解度、

認知度、浸透度というふうな御指摘がございま

した。具体的な数値としてそれをはかっている

わけではございませんが、実感としまして、

日々親しんでいますようなさまざまな史跡なり

神社、毎年参加しているようなお祭り、イベン

ト、そういったものが、実はもとをただすと古

事記につながっている、古事記ゆかりのもので

あるということが、必ずしもすべての県民に理

解されている状況ではないのではないかという

思いがございます。また、ツイッターやフェイ

スブックなどを通じて私のところに寄せられ

る、県外にいらっしゃる宮崎県出身の方の書き

込みは、宮崎がそういう神話の宝庫であるとい

うのを全く知らなかったと。学校でもこれまで

神話というものが教えられてこなかったわけで

ありますので、そういう状況であるというふう

なことを考えております。したがいまして、改

めてこの機に、我々がふだんから親しんでいる

もののもとをただしていく作業をしていく、そ

して特にこれからの社会を担っていく子供たち

にしっかりと地域の宝というものを伝えてまい

りたい、そのように考えております。

○西村 賢議員 今、知事も地域の宝というこ

とを話されました。まさしくそのとおりではな

いかと思います。この記紀編さん、先ほど知事

が言われました９年間をじっくり長いスパンで

考えていこう、まさしく私はそれには賛成をし

ます。その中で、この事業自体が、今、知事が

おっしゃったような、本県ゆかりの神話や史跡

などを県民が改めて理解をして愛郷心をはぐく

む、そういうことで文化事業として取り組んで

いくのか、これで花火を打ち上げて誘客に持っ

ていく、いわゆる商業、観光に向けて実施して

いく観光事業なのか、どっちにウエートを置い

ているのかわからないところがあります。文化

事業でいくのか観光事業でやるのか、どちらに

知事としてはウエート（重点）を置いてやろう

としているのでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 二者択一というより

は、またどちらかに重きを置くというよりは、

どちらの効果も期待できるのではないかという

のが基本的な考え方であります。ただ、一番避

けるべきは、1300年という節目だと、じゃあと

いうことでいろんなイベントをして、いわゆる

よく言われるような一過性の打ち上げ花火に終

わってしまうということは避けなければならな

い。これまでも本県においては、神話街道だと

かいろんな取り組み、冊子をつくるなりなされ

てきたわけでありますが、それを束にして一つ

の集大成として、改めて、もっともっとできる

ことがあるのではないか、そのようなことを考

えていく必要があろうかと思っております。県

内各地にあるものを探していく、そしてその一

つ一つに明かりをともしていって、ことしは

「岩戸開き」の年にしたいと申しております

が、それが大きな大きな光になって、我々の地

域の宝というものを見詰め直し、磨き直す年に
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していく。そして、行き着くところは、もちろ

ん古事記に対する、日向神話に対する理解とい

うものも大事ではありますが、ふるさと宮崎に

対する深い理解と郷土愛というものに結びつけ

ていきたいと考えておりますし、そうすること

によって外に対する発信力にもなり、また誘

客、観光客を招いてくる力にもなって観光振興

にも結びついていく、そのように考えていると

ころであります。

○西村 賢議員 今のお話を伺いまして、どち

らもやっていくということでありますけれど

も、宮崎県は、先ほどから若干出おくれてきて

いるという話がありました。焦ってやる必要は

ないという話もありました。その中で、宮崎県

としてはもっとじっくりと県民に周知してい

く、文化事業をまず先にしっかりと行っていっ

て、県民一人一人、それぞれの各地各層にある

人たちが、しっかりと自分たちの地域の神話を

語れたり、１つ２つのうんちくを語れるように

なっていくことが、長い目で見たら、人が大き

な観光資源となっていくような気がします。こ

としをスタートとして徐々に光を当てていくと

いう話がありましたけれども、それでも３億円

以上の予算を計上して、これからいろんな事業

を行っていくわけです。それが来年、再来年

と、もしかしたら、もっと予算が必要になって

くるかもしれない。そういうときに、多額の予

算をかけていくにしては、まだまだ準備不足な

感が否めません。私はこの文化事業について、

もうちょっと特化したほうがいいのではないか

と思いますが、これは観光を軽んじているわけ

ではないです。知事にそのあたりをお願いしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 今、文化事業に重点を

というような御指摘がございましたが、昨年来

の取り組みとしまして、明治大学と連携した講

座を行い、参加した方に宮崎を体験ツアーもし

ていただいたというものがあります。また、各

県の知事と一緒になったシンポジウムを行う、

また、この４月に梅原猛先生をお招きして講座

を行う、そういう古事記に対する理解を深めて

いこうと。まさに文化振興的な側面から、また

今、西都原の博物館などでもいろんな講座を

行ったり、いろんな形で取り組みが進んでいる

ものというふうに考えております。そして、そ

れを徐々に徐々に盛り上げていって、ことしの

全体的なイメージとしては、秋口に、神武さま

や西都の古墳祭り、それから古事記ゆかりのグ

ルメのイベントということで、３週連続で大き

な核となるイベントをそこには持っていこうか

と思っておりますが、今はじわりじわり足元を

固めるところから文化振興的な取り組みを進め

てきておるところでございます。今後とも、い

ろんなアプローチ、いろんな取り組みがなされ

てくると思いますし、県だけですることではな

く、市町村、民間団体と一緒になり、しっかり

とアイデアを出しながら、地に足をつけて取り

組んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。ぜひ

お願いをしたいと思います。

同じく、記紀編さんでつながる他県との協力

体制についてお伺いをいたします。既に知事は

１月、ゆかりの地サミットというものに出席を

されました。奈良県、福井県、島根県、鳥取

県、そして宮崎県の５県の知事が参加されたと

いうことであります。非常に盛り上がったとい

うような記事を見ました。また、「るるぶ」を

初めとする観光ガイド本の古事記バージョンと

いうものが発行されてもおります。そこで私

は、知事にも提案をしていきたいと思います
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が、商工観光労働部長にまずお伺いしたいと思

います。本県の古事記神話とゆかりのある県

に、こちらから知事を団長として訪問団を募集

して、ツアーをつくっていく。今まで誘客とい

いますと、宮崎県に来てくれ来てくれというこ

とであったんですけれども、逆にゆかりの地、

例えば山陰地方に宮崎県から知事を団長として

乗り込んでいって、向こうのイベントを盛り上

げてやるということを宮崎県が先に行うといい

のではなかろうかと思いました。当然、お互い

の古事記、古代神話の理解、そして事業を盛り

上げていくためにも必要だと思いますし、また

そのやりとりが、例えば宮崎県と奈良県、奈良

県と島根県とか、マイナーとかメジャーの話で

はないんですけれども、それぞれの地方都市が

連携することによって盛り上がっていけば、そ

のゆかりの地以外の方からも、その県で何を

やっているんだろう、古事記とは何だろうとい

うことで全国的にニュースが広がっていけば、

まさしく古事記の「岩戸開き」のように、自分

たちが楽しんで盛り上がれば、ほかの人たちが

ぞろぞろやってくるのではないかなと私は思っ

ております。誘客に対して、こっちに来い、

こっちに来いだけではなくて、まずこっちから

出向いていくということに関して、こういうツ

アーというものは、部長、何か考えておられま

せんでしょうか。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 今お話が

ございましたけれども、商工観光労働部としま

しては、古事記編さん1300年記念という、先ほ

ど知事がお答えしましたとおり、千載一遇とい

いますか、このチャンスを生かして、より多く

の県外の皆様にＰＲしておいでいただくという

ことを中心に取り組んでいきたいと考えており

ます。その一環としまして、私どもの部が中心

になってやるものとしては、例えば、先ほどお

話がありましたけれども、島根が開催する「神

話博しまね」の中で宮崎県のブースを出展した

り、島根県、奈良県、宮崎県の３県が連携した

首都圏でのシンポジウム開催などに取り組むこ

ととしております。逆に私どもが行くというこ

とについては、地元の旅行業者等においていろ

いろ検討されているような話も伺っております

が、県としてそれを積極的にという状況には、

今のところございません。以上でございます。

○西村 賢議員 今、部長の答弁のとおり、商

工観光労働部としては来てもらうことに力点を

置くというのは確かなんですけれども、知事は

どうですか。

○知事（河野俊嗣君） 今、具体的に計画され

ているものはございませんが、大変おもしろい

視点だと思っております。私もぜひ、そういう

機会があれば奈良なり島根に足を運んでまいり

たいというふうに考えております。また、市町

村レベルでは、例えば宮崎市と橿原市の連携と

いうのがありますし、市長さんに伺うと、今、

出雲市さんともいろいろ話をしているというふ

うなことで、いろんな行き来が考えられている

ようであります。私もそういう機会を見つけて

まいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

次に、教育長にお伺いをいたします。先日、

常任委員会で西都原考古博物館に行きました。

そのときに調査をさせていただいたんですけれ

ども、非常に古代ロマンがあふれまして、記紀

編さん1300年の事業にも欠かせない施設である

なということを感じました。この施設見学の昨

年度の小中学校一覧をいただきまして、カウン

トしたら、75校ぐらい県内の小中学校から考古

博物館の見学に来られておりました。県内の小
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中学校の数というのは、支援学校も含めまし

て392校ぐらいありました。当然、個人なり家族

なりで行かれる方もいるんでしょうが、まだま

だ県内の学校からあの施設に行ったことがない

人もいらっしゃると思います。この記紀編さん

事業を盛り上げるためにも、教育長のほうから

県内の市町村に対して、ことしから一度は行っ

てくださいというようなお願いはできないもの

かを伺います。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会では、

県内の子供たちが郷土の歴史に対する興味・関

心を高めていくことは極めて重要なことだと考

えておりまして、昨年策定いたしました第二次

宮崎県教育振興基本計画におきましても、「ふ

るさと宮崎に学び、誇りや愛着を育む教育」を

施策の柱の一つとして位置づけ、取り組みを進

めているところであります。

西都原考古博物館についてですが、我が国を

代表する史跡である西都原古墳群の中に位置

し、子供たちが郷土の歴史を学ぶ上での資料も

多数展示してある、非常に有効な施設であると

考えておりますことから、これまでも、県内す

べての学校へ利用案内文書の配付や、本県教育

情報通信ネットワークである「教育ネットひむ

か」にも案内を掲載し、利用促進に努めてきた

ところです。さらに、議員から御指摘がありま

したように、本年度は、記紀編さん1300年記念

事業の初年度であるとともに、西都原古墳群発

掘100周年にも当たりますことから、西都原考古

博物館が県内多くの小中学校等でこれまで以上

に利用されますよう、校長会等での案内や全市

町村教育委員会への訪問など、積極的な働きか

けに今取り組んでいるところでございます。

○西村 賢議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。1300年については以上です。

次に、物流対策についてお伺いをいたしま

す。総合政策部長にお伺いいたします。

私が２月議会でも質問いたしました物流効率

化支援事業についてですが、これは、細島港に

限らず、県内の港、また鉄道の輸送に関係して

くる事業であります。新年度になりまして、新

たな事業がスタートしました。この事業は、輸

送業者の貨物をふやすためにインセンティブを

与えるというものですが、まず、県のホーム

ページを見ますと、新年度の事業は４月20日か

ら受け付けとなっております。また、ホーム

ページには、事前申し込み制度で、申し込みか

らおおむね10日かかるとあり、その言葉どおり

であるならば、４月の１日から19日までの貨

物、また申し込みから10日必要ということであ

れば、実質４月中の貨物は対象になりにくいと

いうことであります。また、10日前に申し込み

をしなければならないということになれば、３

日前とか４日前に急に「この荷物を運んでく

れ」といった荷物が対象にならないということ

になってしまいます。この新規事業については

非常に期待が大きかったものの、せっかく細島

港を利用してやろうと県外から移してきた荷主

さんにとっては、非常に評判の悪いものになっ

てしまいました。御存じのとおり、物流という

ものは一日もとまることができません。鉄道や

フェリーにも適用される事業ですから影響は大

きかったと思いますが、県は本当に貨物を集め

る気があるのか、この件においても不安になり

ました。このことについて部長のお考えをお聞

かせください。

○総合政策部長（稲用博美君） 物流効率化支

援事業につきましては、今年度、下り荷不足に

よるコスト高への対策として、新たに下り荷に

対する割り増し制度を設けましたほか、利用者
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の利便性を考慮した申請方法への変更などの所

要の改正を行いまして、４月20日付で施行した

ところであります。しかしながら、今御指摘が

ありましたように、事業の目的ということを考

えました場合に、改善すべき点もあるだろうと

いうふうに考えております。今年度の申請状況

や事業者からの意見等も踏まえまして、より効

果的で申請しやすいインセンティブとなるよう

検討してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 新規事業で新年度から要綱が

変わるというものであれば、３月に、申請をこ

ういうふうに変更しますということを事前に通

告しておけば何ら問題がなかったことだと思い

ます。これは現場の声としてしっかりと部長に

届けたいと思いますので、お願いをしたいと思

います。

続きまして、細島港では新たなガントリーク

レーンの設置もあり、徐々に港の姿も変わって

きております。企業誘致の報道も聞かれ、今後

の希望にわいておりますが、その中でも最も市

民が気にしているのが、中国木材株式会社の細

島港への企業立地であります。これまでも多く

の質問が行われてきましたが、明確な回答は企

業側にしかわからないということでありました

ので、そのことは聞くことはありませんが、商

工観光労働部長にお伺いをいたします。中国木

材株式会社が日向市に進出するに当たりまし

て、県の立ち会いのもと覚書が交わされており

ます。通常、契約書、覚書といったものには期

限も明記されていると思いますが、その内容に

ついて教えてください。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 中国木材

株式会社と宮崎県木材協同組合連合会などの林

業３団体は、平成20年に、県の立ち会いのも

と、中国木材の日向進出に関しての覚書を締結

しております。この覚書は、企業と市町村が結

ぶ、いわゆる立地協定とは異なりまして、具体

的な進出の時期や期限を明記したものではな

く、原木の安定供給や県内製材業者との連携・

協調など、中国木材と林業団体が相互に協力し

て本県の林業・木材産業の発展に尽力すること

をうたったものであります。中国木材におきま

しては、進出する意思に変わりはないというこ

とでありますので、県といたしましては、引き

続き日向市とも連携しながら、早期進出を働き

かけてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 普通に考えれば、期限のない

契約書とか覚書というものがどれほど有効なの

か、非常に不安になります。今後、また同じよ

うな覚書、契約書がある場合には、ぜひその点

も注意していただかないと、何の効力があるの

か。特に、御承知のとおり、今、中国木材が来

ようとしている場所は、新規岸壁の目の前であ

りまして、一等地でもあります。今は旭化成と

いう企業の土地でありますけれども、細島港一

帯を有効的に活用するためにも、ずっと遊ばせ

ておくわけにもいかない土地であると私は思っ

ております。その対策、対応を、今後とも当局

にはお願いしたいと思います。

次に、客船の入港についてお伺いをいたしま

す。本年は、細島港、油津港、宮崎港への大型

客船の入港が伸びており、この３港で国内外の

大型客船の入港が24～25回程度予定されており

ます。一度に数百人から数千人程度の観光客を

乗せてくるわけですから、経済効果、観光動向

に与える影響は非常に大きいかと思います。し

かし、報道はされておりませんけれども、寄港

に関してトラブルが非常に多かったという話も

聞きました。２月議会でも私は、ＣＩＱの拡充

が絶対的に必要だ、要望すべきだということを
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申し上げましたが、この５月の国際クルーズ船

の細島寄港時の混雑等々について、その経緯を

伺います。

○総合政策部長（稲用博美君） 今お話にあり

ました件につきましては、国際クルーズ船が出

国をする際の混雑ということであったというこ

とで、私どものほうも承知しております。５

月26日に出港するということになったんです

が、そのときに―これはツアーバスがずっと

回っておったんですが、数十台のツアーバスが

一斉に港に帰ってきた。当初の計画ではそれぞ

れ分かれて帰ってくる予定であったんですが、

それが一斉に港に戻ってきたということで、出

国手続に長時間を要する事態になった。そのこ

とでクルーズ船の運航会社からクレームがあっ

たということでございます。

○西村 賢議員 今のようなケースも、できれ

ばないようにしていきたいと思いますが、こと

し非常にクルーズ船の入港というものがふえて

おります。これに対して、よく私は聞かれるん

ですが、「県はどの部署が窓口となって対応し

てくれるんだ」と。ますますふえていくことに

対して、地元では対応し切れない部分もあるか

と思いますが、商工観光労働部長にお伺いいた

します。県はクルーズ船の寄港に対してどのよ

うな対応を考えておるのか伺います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） クルーズ

船の受け入れは、観光やショッピングなど地元

への経済効果が大きいことから、県ではこれま

で、地元自治体や関係機関と連携して誘致に努

めてきたところであります。クルーズ船の受け

入れに当たりましては、県の関係部署や地元自

治体、観光協会、関係事業者などで構成する受

け入れ協議会を中心として、他の港での大型ク

ルーズ船の受け入れ状況の視察などを行いなが

ら、受け入れ体制の整備や歓迎イベントの実施

などを行ってきております。

先ほど御指摘のありました、細島港での大型

クルーズ船の寄港につきましては、先ほど総合

政策部長もお話ししましたとおり、2,000人規模

の受け入れが初めてであり、出港に際して、旅

行会社の手配によるツアーバスの帰着時間が一

度に重なって乗船に時間を要したことなどか

ら、船会社から不満の声が聞かれたところでご

ざいます。このため、関係者でその原因等の分

析を行い対応に努めた結果、その５日後に寄港

がありましたけれども、２回目では円滑な受け

入れが図られ、入港時や出港時のおもてなしな

どの地元日向市の対応につきましても、船会社

から評価をしていただいたと伺っております。

県としましては、今後とも、地元の受け入れ協

議会を活用して、関係機関の連携をより一層図

ることにより、円滑な受け入れに努めてまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 ことしは24～25回、来年はそ

れ以上に、再来年はもっとそれ以上に来てもら

わないといけない取り組みだと思っておりま

す。細島であったり油津であったり、各地域の

受け入れ協議会がしっかりと自立をしていくよ

うに、県も支援をしていただきたいと思いま

す。よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、幼い命を守る取り組みについて

質問をいたします。

全国的に乳幼児への虐待の事件が後を絶たな

い状況にあり、その取り組みの重要性を感じて

おりますが、まず、県内の虐待の状況につい

て、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 昨年度の児童

相談所における児童虐待に関する相談対応件数

は410件でありまして、過去最多となりました平
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成22年度の451件に次ぐ件数となっております。

児童虐待の種別につきましては、ネグレクト

が188件と最も多くなっておりまして、次いで身

体的虐待の128件、心理的虐待の82件、性的虐待

の12件となっております。また、主たる虐待者

でありますが、実母が288件と最も多く、次に多

い実父の80件を含めますと、実父母による虐待

が全体の約９割を占める状況となっておりま

す。なお、被虐待児童の年齢構成につきまして

は、未就学児が184件の44.9％で最も多く、次い

で小学生の156件の38.0％となっているところで

ございます。

○西村 賢議員 この数が多いことには非常に

驚かされますが、今まで密室で隠されてきたも

のが表に出てきているということは、非常に前

進していると思います。今度はこの数自体を減

らしていく取り組みをお願いしたいと思いま

す。

続けますが、私は３月に熊本市にある慈恵病

院を視察いたしました。御存じの方もいらっ

しゃると思いますが、全国で初めて、「こうの

とりのゆりかご」、いわゆる赤ちゃんポストを

導入した病院であります。この導入された蓮田

理事長、また田尻看護部長と直接お話する機会

も設けていただきました。蓮田理事長は、身近

な場所で乳児が遺棄されて亡くなる事件にいた

たまれなくなり、何とか命を助けることはでき

ないかとヨーロッパを回り、赤ちゃんポストを

視察し、決意と行動力で導入いたしました。当

初は、行政からは厄介がられ、また、赤ちゃん

ポストの設置自体に、「無責任な育児放棄がふ

える」との大きな批判もありました。今もレア

ケースを取り上げたような批判のほうが大きく

報道されますが、この５年間で助けられた81人

の子供たち、またそれ以上に、相談によって連

れ帰ったり、数日後迎えに来たケースを含める

と、成果は大きいものがあったと思います。特

別養子縁組などにも積極的に取り組まれ、その

子供一人一人の命を大事にしようという気持ち

が伝わってくる施設でありました。実際にこの

「こうのとりのゆりかご」を利用する熊本県内

の親の割合は非常に少なく、９割程度が県外か

らこの病院を訪れる親でありました。幼い命を

守るため、この取り組みは全国的に必要ではな

いかと思います。本県にはこの赤ちゃんポスト

はありませんが、かわりにどのような対策が行

われているのかを、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） 県では、望ま

ない妊娠や子供を養育することへの不安などを

抱く方々に対しまして、保健所や児童相談所に

おいて相談に応じているところでございます。

仮に子供が遺棄された事案が発生した場合でご

ざいますが、昨年度３件ございました。児童相

談所において、児童の安全確保を図るために、

当該児童を乳児院や医療機関などに一時保護い

たしまして、当該児童の健康チェックなどを行

いますとともに、警察において、保護者の捜索

等を実施することになります。その後、当該児

童の保護者が見つからない場合や、保護者によ

る養育が困難と児童相談所が判断した場合は、

当該児童を乳児院や里親に措置いたしまして、

児童の養育を行っているところでございます。

○西村 賢議員 ありがとうございます。昨年

度、宮崎県でも３件あったということですが、

これはゼロになることが当然望ましいんですけ

れども、３人の幼い命が助かったということの

ほうが非常によかったのではないかと私は思い

ます。

次に、虐待から子供を守るためにも、母親だ
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けに任せ切りにならず、父親の育児参加、教育

参加も必要であると思います。先ほども、主た

る虐待者は実母が288件、非常に多い状況であり

ました。今、私の子供のころからすれば、非常

に男性の育児参加というものは活発になってい

るとは思います。継続して呼びかけて取り組ん

でいく必要があると思います。そこで、私が平

成20年に呼びかけて、21年度に県に作成してい

ただいた「パパの子育てガイド」、最近の利用

状況はどうかなと思いまして日向市役所のほう

に行きましたら、21年の１年間で終わったとい

うことでした。次の年に市販のものを使ったり

したようですが、市町村によっては、みずから

それをコピーして使ったり、市販のものを買っ

てきて今も継続しているという話も伺いまし

た。福祉保健部長、これは継続が必要だと思い

ますが、どうでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 「パパの子育

てガイド」でありますが、妊娠期から乳幼児期

までの父親の子育てに参加する際の役割や留意

点を掲載したリーフレットでございます。平

成21年度に作成・配布したところでございます

けれども、その後に市町村からの追加要望が

あったことから、本年５月の市町村担当者会議

におきまして「パパの子育てガイド」について

の説明を行うとともに、今月中に必要部数を送

付いたしまして、県民の皆様には、それぞれの

市町村において母子健康手帳を交付する際に配

布してもらうこととしているところでございま

す。県といたしましては、今後とも、市町村と

連携した取り組みなどによりまして、父親の子

育て参加を推進してまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 ありがとうございます。今度

は切れないように、継続してお願いしたいと思

います。

次に、国際的に活躍できる人材の育成につい

てお伺いいたします。

私は幸運にも、５月の連休後半から８日間、

ワシントンＤ.Ｃ.にありますジョージタウン大

学の日米リーダーシップ研修に参加することが

できました。この大学はクリントン元大統領の

出身校でありました。行くまで私も非常に気が

重かったんですが、期間中すばらしい研修をさ

せていただき、またその際に、逆にみずからの

語学力の不足など悔しい面もありましたけれど

も、海外に行ってよかったなと、非常に留学の

重要性も感じた次第でありました。年々、政

治、経済、文化、教育、観光など国際交流が進

んでいく中で、外国人と触れ合っていくことは

重要であると思います。しかし、それに逆行

し、文科省の報告では若者の留学生の数が減っ

ているとの報告もありました。その理由は、経

済的な理由や少子化、アメリカ圏だけが留学先

ではなくなったということも分析されておりま

したが、私は、単に語学力の向上だけが重要で

あると言っているわけではなくて、これからの

国際化の時代に身につける国際感覚というもの

が重要ではないかと思っております。そこで、

みずからハーバード大学留学経験もある知事

に、国際的に活躍できる人材の育成についてど

のような考えをお持ちなのか、お伺いをいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） どんどん社会というも

のがグローバル化しておりますので、外国人と

触れ合う、また国際的に活躍できる人材を育て

るということは大変重要な課題であると考えて

おります。今、議員が話をされましたジョージ

タウン大学、私はハーバードに行く前にサマー

スクールで通っておりまして、今、懐かしく思
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い出しておったところでございます。そこで学

んだことはもちろんでありますが、異文化の中

で外国の若者と一緒に過ごした経験というもの

は、大変いろんな意味で刺激になる、つくづく

日本というものは島国だったんだなということ

を実感した次第であります。したがいまして、

これからの日本を担う特に若い人たちが、国際

交流を通じてさまざまな経験を積んでいくこと

は大変重要であると考えております。外国語、

国際理解を初めとする学校での教育というもの

が基本になるわけでありますが、県や市町村の

国際交流事業、さらには国際関係団体が実施す

るイベント、最近では宮崎市のＪＣが市街地で

国際フェスティバルなどを開催しておるところ

でございます。そういったものを通じて、さま

ざまな機会に外国人と接して、国際感覚豊かな

人材というものを育てていくことが大事だと考

えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

その中で、まず、子供たちに諸外国について

興味を持ってもらうことが大事だと思います

が、本県がどのように子供たちと外国人が接す

る機会をつくっているのか、総合政策部長にお

伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 本県の取り組

みでありますが、まず、国際交流員が学校に出

向きまして児童生徒と直接触れ合う講座を実施

するなどの、国際理解を深める取り組みがあり

ます。また、外国との交流につきましては、宮

崎と韓国の小・中・高校生が相互に訪問しホー

ムステイ等を通じて交流を行う、「アンニョン

ハセヨ！少年少女国際交流事業」を実施してお

りますほか、台湾との間では、東アジア民間交

流促進事業を実施しまして、それをきっかけと

した青少年の文化・スポーツ交流も行われてき

ているところであります。また、県内の中学

校、高等学校では、海外への修学旅行を実施し

ているところもありまして、現地で学校訪問な

どの交流が行われております。なお、その際、

宮崎空港を発着する国際定期便を利用する場合

には、空港振興協議会を通じました助成も行っ

ておるところであります。これらのほかにも、

市町村や国際交流団体などの取り組みとも連携

しまして、役割分担を図りながら、さまざまな

国際交流に努めているところであります。

○西村 賢議員 やはり国際感覚を身につける

上でも、外国人に対する抵抗感というものをな

くすためにも、今、部長がおっしゃったような

事業というものはもっと必要ではないかなと私

は思います。子供たち皆が皆、世界に羽ばたく

わけではありませんけれども、やはり大きな気

づきであったりチャンスを与えてくれるもので

あると思っております。まだ韓国、台湾のみと

の交流でありましたが、当然予算の面もありま

すけれども、ぜひ諸外国のほうにも広げていた

だきたいと思います。

また、知事に、これは質問で通告していな

かったんですけど、知事の国際感覚というもの

を先ほど話の中でいただきました。その中で、

私が外国に行ったときに、ここの町は何々市と

姉妹都市ですよとかいう話は、現地にいらっ

しゃる日本人とかガイドの方からよく聞きま

す。そう考えると、宮崎県は姉妹都市というも

のが今のところないわけであります。宮崎県内

の市町村には、いろんなところと姉妹都市を結

んでいるところもあります。ここで質問して

も、知事の中でどこという国は言えないでしょ

うから、やはり姉妹都市というものを宮崎県も

考えていって、それは１地域に限らなくてもい

いわけですが、私は、宮崎県に姉妹都市があっ
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てもいいなということを外国に行って感じた次

第でした。要望申し上げておきます。

次に、教育行政についてお伺いをいたしま

す。

教職員の不祥事が相次いでいる中で、先日は

議長による議会からの申し入れを教育長に行い

ました。その不祥事に対する対策というものに

対しては、この議会中の委員会等でも取り扱わ

れると思いますので、ここでは質問申し上げま

せんが、この場をかりて教育委員長のほうに質

問したいと思います。この一連の教職員の不祥

事に対しまして、教育委員長の御意見をお伺い

いたします。

○教育委員長（近藤好子君） 本県教育の振興

につきましては、県民の皆様の信頼のもとに進

めなければならないにもかかわらず、教職員に

よる不祥事が後を絶たないことにつきまして、

大変残念でなりません。このような状況を受

け、このたび議長から、教職員不祥事の再発防

止を求める申し入れがありましたことを、大変

重く受けとめております。教職員の不祥事が続

くということは、学校教育に対する信頼を大き

く損なうものであり、何より子供たちの信頼を

裏切る行為が続いていることであると、強い危

機感を感じております。

これまで、不祥事を起こした教職員に対し厳

正な処分を行うとともに、再発防止に取り組ん

でまいりました。にもかかわらず不祥事が後を

絶たないという現状を受け、これまでの取り組

みが効果的であったのかを分析・検証すること

が必要であると強く感じております。そのため

に、不祥事の内容に沿って、なぜ起きてしまっ

たのかを再度調査・分析して、今後の対策に生

かしていくことが大切であると考えておりま

す。また、今後の取り組みにつきましても、そ

の効果を検証していくことは必要不可欠ととら

えております。さらに、不祥事の再発防止の取

り組みが、県内すべての教職員一人一人の心に

なぜ届かなかったのかということにつきまして

も、検討することが求められていると感じてお

ります。今回の議長からの申し入れを、県民の

皆様からの声として重く受けとめまして、県教

育委員会といたしましては、県民の皆様の期待

にこたえられるよう、今後とも市町村教育委員

会と十分連携し、組織を挙げて不祥事の再発防

止に取り組んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。今の

教育委員長のお言葉、私は教育長の言葉と一緒

ととらえておりますが、教育長、よろしいで

しょうか。

○教育長（飛田 洋君） 児童生徒を指導すべ

き立場にある教職員の不祥事が依然として後を

絶たないということは、私としても痛恨のきわ

みであります。教育は人を育てる仕事である、

その重み、崇高さを自覚して教職員が職務に当

たってほしい。また、教育に携わる者は人とし

てあるべき姿を説く存在である、そういうこと

から、法を犯すことは許されないし、倫理的に

も高い存在でなければ教壇に立つことはできな

い、このような思いが教職員一人一人に届かな

かったことは、まことに残念でなりません。私

といたしましては、教職員の不祥事を何として

も防止したい、教育に対する信頼を一刻も早く

回復したいという強い思いで、６月７日、緊急

にすべての県立学校の校長を招集し、管理職と

して、危機感をしっかり持って指導に当たるこ

とや、相談しやすい風通しのいい職場づくりに

努めることなどを強く訴えたところでありま

す。また、教職員一人一人に私の思いを届け、

教育に携わる者としての誇りと責任を改めて深
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く自覚させるため、私のメッセージをつけて、

県立高校、県立特別支援学校全教職員に、コン

プライアンスの一斉点検を求めたところであり

ます。さらに、市町村教育委員会に対しまして

も、同様の取り組みをお願いしたところであり

ます。このたびの議長申し入れを、県民の皆様

の思いであると真摯に受けとめまして、不祥事

が起きた原因を調査・分析し、今後の対策を検

討するなど、不祥事の再発防止に向けて、組織

を挙げて全力で取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○西村 賢議員 今、教育長の言葉もいただき

ました。この後の委員会のほうで、しっかりと

その中身については伺いたいとは思いますが、

私自身は、今の組織体制のあり方、教育長が直

接、市町村立の小中学校にいる方には声が届け

られない、もしくは、以前質問いたしました

が、教職員の採用のあり方、正職員となるため

に５年、６年時間がかかってしまう、そういう

ことがすべて複合されているのではないかなと

思っております。また委員会のほうでじっくり

と聞きたいと思います。

次に、通学区域撤廃について伺います。いわ

ゆる校区自由化となって５年、導入直後はさま

ざまな憶測や心配がありましたが、定着してき

た現在の状況、成果について、教育長に伺いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 本県におきまして

は、平成20年度の高校入試から普通科の通学区

域を撤廃いたしましたが、この制度変更による

旧通学区域以外からの合格者は、今春、平成24

年度は190名程度であり、これは普通科合格者全

体3,159名中の６％程度となっております。通学

区域撤廃の大きなねらいは、それまでも全県１

区であった県立高校の専門学科、そして私立高

校に加え県立高校普通科においても、中学生が

行きたい学校を主体的に選択できるようにする

ことであります。このことによりまして、中学

生の進路意識や学習意欲が高まり、生徒は、各

高校の特色を十分理解した上で、通学距離等の

条件も考慮しながら、個性や能力、適性に応じ

た学校を適切に選択しているものと考えており

ます。県教育委員会といたしましては、各高校

がさらに魅力ある高校づくりを進められるよ

う、今後とも支援をしてまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 次に移ります。少子化が進む

中で、残念ながら学校の統廃合は今後も進んで

いくと思います。統廃合によって、小中一貫校

などの特色のある学校づくりを始めているとこ

ろも多く、マイナスだけのイメージではありま

せんが、地域にとっては、学舎というだけでな

く、心のよりどころとしての学校を失うこと

に、卒業生のみならず地域の方が寂しく思って

おります。ある小学校が廃校となりまして取り

壊されました。これは仕方ないことであります

けれども、そこに保管をしてあった長年の学校

での思い出の品、アルバムもしくはビデオテー

プなどの記録媒体が、その後、その地区の方々

があれが欲しいといった際には既に処分されて

なくなっていたということでありました。思い

出の品というものは、人によって思い入れが違

います。廃棄することで、そのときの管理者が

責められたりするということも考えられます

が、学校資材―それは資材と呼ぶかわかりま

せんが―の処分について、マニュアル等が今

あるのかを教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 統合により閉校とな

る場合、学校には、議員がおっしゃったように

長年の大切な記録はもちろんのこと、卒業生や
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地域の方々の思いの詰まった貴重な品々が数多

くありますので、関係される方々の意向を十分

に配慮することが大切であると考えておりま

す。閉校となっても、公的書類につきまして

は、規則にのっとって適切な保管がなされてお

ります。記念の品々等につきましては、保管す

るように明文化したマニュアルなどは作成いた

しておりませんが、統合した学校に記念の品々

を保管・展示し、大切に受け継いでいる小学

校、中学校、県立学校の例もございます。県教

育委員会といたしましては、小中学校の統合に

当たっては届け出を受理するという立場にござ

います。その届け出を受理する際、記念の品々

の保管等について、関係される方々の意向に十

分配慮するよう、市町村教育委員会に助言をし

てまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 最後に、スポーツの強化校、

種目の選定についてお伺いします。今年度の高

校総体の開会式を見に行きました。若い高校生

たちの熱気というか頑張りというか、非常に

我々も刺激を受けました。県大会で優勝された

方、全国大会に行く方々には、ぜひ宮崎県の代

表として頑張っていただきたいと思います。

その中で、宮崎県はスポーツ強化校、いわゆ

る高等学校競技力強化推進校を指定しておりま

す。その指定を見ますと、職業系高校に偏って

いるような気がします。普通科に進学したい優

秀な選手が県外に出ていくという話も聞いたこ

とがありますが、例えば、職業系高校、普通科

系と２校指定して、バランスよく普通科高校に

も指定がふやせないものか、県の競技力推進校

の指定の考え方についてお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 宮崎県高等学校競技

力強化推進校指定制度は、本県における高等学

校のスポーツ水準の安定的な維持と国民体育大

会における競技力の向上に資することを目的と

して、平成９年に設けたものであります。指定

につきましては、普通科とか専門学科とか設置

学科にかかわらず、「全国に通じる競技力を有

し、今後も維持・向上が期待されること」「競

技力が県のトップにあり、その活動が地域また

は学校に根づいており、将来ともその競技力の

向上が期待できること」などの基準により、関

係部局や学校体育団体等で構成します県高等学

校競技力強化推進校連絡調整会議の意見を聞い

た上で行っているところであります。本年度

は、22校、21競技、45部を指定いたしておりま

すが、普通科の高校が15校、専門の高校が７校

でございます。県教育委員会といたしまして

は、引き続き、強化推進校の支援などにより、

高校生の競技力の向上に努めてまいりたいと考

えております。

○西村 賢議員 以上で質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 次は、山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。きょうは、私の地元から、地元の公

民館長さんを初め高齢者の皆さん方がたくさん

おいでいただきました。遠いところまでありが

とうございます。この議場の臨場感をリラック

スして楽しんでいただくとありがたいと思って

います。

それでは、通告に従い順次お伺いしてまいり

ます。

昨年度、県におかれましては、みやざき行財

政改革プランを策定され、職員の意識改革を図

りながら、県庁総力戦で県民本位の行財政改革

を進めることとされております。この行財政改

革プランの中に、現在取り組んでおられます第

３期財政改革推進計画が盛り込まれており、平
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成26年度までの４年間の具体的取り組みが明示

されております。その中で、投資的経費につい

ては、公共事業においては一部を除いて毎年度

５％削減、箱物整備については原則新規着工は

凍結、増改築は緊急性のあるものに限り実施と

されております。この財政改革推進計画につい

ては、昨今の厳しい財政状況をかんがみます

と、当然必要な対応策であり、本県の財政破綻

を招かないためにも、しっかりと取り組んでい

くことは私も同感であります。

そのような中、平成24年度当初予算を見ます

と、財政改革の着実な実行をベースとしながら

も、50億円規模の地域経済活性化・防災対策特

別枠の設定を初め、文化とスポーツの２つの基

金を創設し各種事業を展開するとともに、古事

記編さん1300年に係る各種事業まで盛り込み、

財政改革を進める中にも河野カラーをうまく調

和させた予算編成になっていると思います。事

実、マスコミの報道等におきましても、評価は

高いように感じたところであります。ただ、今

後の予算編成を考えますと、基本的には財政改

革を進めることをベースにするにしても、例え

ば公共事業で申し上げますと、今年度は先ほど

の特別枠で何とか維持できたものと理解します

が、毎年度５％の削減を続けていくことについ

ては、県内の経済状況を勘案するに少々難しい

のではないかと心配せざるを得ないところであ

ります。

つい先日、県建設業協会の方々との意見交換

会がありました。国、県における公共投資予算

の削減が続く中、建設産業の厳しい現状報告が

あり、今日においては公共事業設計労務単価の

下落についての報告もありました。平成11年度

と平成24年度の単価を比較すると、51職種の平

均でマイナス34.8％、主要12職種の平均ではマ

イナス45.2％となっており、公共事業の削減に

歩調を合わせるように下落を続けております。

このような厳しい中において、建設業の雇用の

安定と地域における魅力のある職場環境は厳し

いものがあると思います。建設業界には、非常

時の災害出動はもとより、一昨年の口蹄疫、昨

年の鳥インフルエンザでの防疫対策、新燃岳噴

火による降灰除去作業など、県民の安全・安心

な生活のために積極的に取り組んでいただいて

おり、建設産業の必要性は県民ひとしく理解い

ただいているものと思います。そこで知事にお

伺いします。今後とも、公共事業、特に県単公

共事業について５％の削減を続けていくおつも

りなのか。宮崎県知事として、県内建設業の厳

しい現状を初め、地域経済の停滞感を勘案して

いかれる気持ちはないか、お伺いをいたしま

す。

以上で壇上からの質問を終わり、これより質

問者席にて行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

公共事業予算についてであります。本県の公

共事業予算につきましては、第３期の財政改革

推進計画に基づき、前年度の95％の範囲内で編

成することを基本としているところであります

が、24年度におきましては、停滞している本県

経済の状況等を踏まえまして、通常のシーリン

グとは別枠で特別枠を設け、特に県単公共事業

につきましては、23年度予算で対前年度比24.1

％増としたものを、２年続けて延ばすというこ

とで、さらに2.3％増とするなど、最大限の配慮

に努めたところであります。しかしながら、こ

の４月、５月、各種団体の総会シーズンであり

ました。いろんな懇談会で意見交換をしており

ますと、「公共事業予算が少ない」、そういう
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声ばかり聞いて非常に気がめいる思いがしたと

ころでございますが、御案内のように、国のほ

うで直轄事業についてはかなり伸ばしていただ

いたわけですが、一方で、補助公共の予算が十

分確保できなかったという状況がありまして、

トータルではなかなか厳しい状況だという認識

でございます。何とか予算の獲得に向けて引き

続き努力をしていく必要があろうかというふう

に考えておりますし、議員から御指摘がありま

したように、公共事業、また建設業が地域経済

に果たす役割─産業、雇用の面、それから災

害対応等の幅広い効果、影響というものがござ

いますので、その役割というのも十分認識しな

がら、極めて厳しい財政状況の中で、県債残高

の抑制など財政改革の取り組みというものは一

方で着実に推進をしながら、国の予算編成の状

況というのをしっかり見きわめて適切な対応に

努めてまいりたい、そういうふうに考えており

ます。〔降壇〕

○山下博三議員 ありがとうございます。十分

理解はしていただいているものと思っておるん

ですが……。これから、事務事業見直しや来年

度に向けての財政上の検討を進めていかれるも

のと思いますので、私は、早い段階から問題を

提起し、御検討をお願いしていきたいと思い、

知事にお伺いをいたしているところでありま

す。

今回、６月議会に報告された、平成23年度最

終補正予算の専決内容を見ますと、本県の財政

調整の２基金残高は326億円であります。お隣の

鹿児島県は235億円、熊本県は財政調整の４基金

でわずかに82億円であります。本県の財政改革

の成果であるとは思うんですが、６次産業化な

どを含めた地域経済循環システム、緊急防災対

策、医療や少子化対策など、重点施策にはもう

少し手厚く予算を配分してもよいのではないで

しょうか、知事の御所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、財政

を進める上では、よく「選択と集中」というふ

うに申し上げますが、めり張りをつけること、

その中でも、今御指摘がありましたような地域

経済の活性化を支えるための地域経済循環シス

テム、また緊急防災対策、医療・少子化対策

は、大変力を入れる分野だというふうに考えて

おります。今年度の当初予算編成におきまして

は、３つの柱を立てました。１つは「産業・雇

用づくり」、さらには「安全・安心なくらしづ

くり」、そして「地域を支える人財づくり」と

いうことで、重点的に予算措置をしたところで

ございまして、広い意味での地産地消の推進で

ありますとか農業の６次産業化の取り組み、さ

らには、東日本大震災を踏まえた防災力の向

上、医師確保、救急救命体制の強化などを重点

的に置いたところでございます。今後とも、め

り張りをつけた予算編成というものを心がけて

まいりたいと考えております。

○山下博三議員 次に、知事の本県経済の長期

展望についてお伺いをいたします。

平成21年度、本県の１人当たりの県民所得は

全国45位、207万円であります。九州・沖縄では

沖縄県が最下位でありますが、その沖縄県にも

抜かれそうであります。沖縄県においては先

月、振興計画案が発表されました。10年後

の2021年度に、県内総生産を2010年度の３

兆7,000億円から５兆1,000億円の1.4倍に増加さ

せる計画案であります。大きな事業としては、

「強くしなやかな自立型経済」「沖縄らしい優

しい社会」を目標に、大きな計画として、過密

化の進む那覇空港の滑走路に、新たに2,700メー

トルを増設する計画であります。既に国が環境
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影響評価を進めており、県は同評価が終わり次

第着工するよう国に要望し、概算事業費約1,900

億円を見込まれております。ＩＴ産業の充実で

は、アジアにおける国際情報通信拠点ＩＴブ

リッジ形成を目指し、ＩＴ関連の生産額を10年

間で66.5％増の5,800億円を目標とされておりま

す。県民の暮らしや観光客の利便性の向上など

インフラ整備も計画されており、こうした取り

組みで、10年後には県の人口５万人増の144万

人、完全失業率6.8％から４％に改善し、県民所

得も2010年度の207万円から271万円に増加する

と見込まれております。そこで知事にお伺いし

ますが、知事も、総務部長、副知事を経験さ

れ、そして宮崎県知事となられました。今や最

下位となろうとしている本県の経済の長期展望

をどのように描いておられるのか、お伺いをい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 今、本県経済の長期展

望ということで、沖縄の例も話をされました。

先日、九州地方知事会で沖縄に参りましたとき

にも、沖縄に今、国際的な物流のターミナル、

ハブ機能が集約をしている。さらには最先端の

大学等設置というような話もございまして、い

ろんな活力というものが生まれつつある。大変

参考になったところでございます。本県を取り

巻く経済環境は大変厳しい状況にございます

が、大局的な視点で見ますと、世界的には、人

口増加や経済成長によります食料や資源の不足

というものが見込まれる。さらには、低炭素・

循環型社会への転換といった大きな課題が顕在

化しているわけでございますが、これは見方に

よれば、本県のポテンシャル（潜在能力）とい

うものを考えると、いわばチャンスに結びつけ

ることができるのではないか、そのような視点

で考えておるところでございます。本県の強み

である第１次産業というものをベースに安全・

安心な食料を供給していくフードビジネス、食

料産業というものをより強化していく取り組み

でありますとか、豊かな自然条件を生かした太

陽光なりバイオマスなどの新エネルギー分野の

事業創出というものに取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。さらには、昨年、

東九州メディカルバレーが特区に指定されたと

ころでございますが、医療機器産業の集積を生

かした国際的な拠点づくりなど、長期的な視点

に立った産業振興、まさに本県産業振興のエン

ジンとなるようなものをつくっていく、そのよ

うな取り組みを進めていくことが大変重要であ

ると、それが本県経済の長期的発展や県民所得

の向上につながるものと考えておるところでご

ざいます。

○山下博三議員 ありがとうございます。ぜひ

力強い長期展望を構築していただくようにお願

いいたします。

行財政改革は予算編成の基本ベースとして

しっかりと取り組むべきと、私も理解はいたし

ております。ただ、知事の姿勢としては、県民

本位、すなわち県民が幸せになることであり、

施策の実現を優先的に考えるべきであり、長期

展望を持ち夢をかなえることこそが責任である

と思います。予算編成においては、あらかじめ

一定の重点地域枠を設定するなど、県民の目に

見える形で重点施策にはしっかりと財源を振り

向けるという、知事の強い姿勢を示してほしい

と思います。以上、要望をしておきたいと思い

ます。

次に、農林業の抱える課題についてお伺いを

してまいります。

知事を初め執行部の皆様、ことしはＳＡＰ運

動発足50周年の記念の年であることを御承知で
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しょうか。県民運動として半世紀に及ぶ運動が

全国でもあるでしょうか。ＳＡＰとは、Study

for Agricultural Prosperity の頭文字をと

り、農業繁栄のための学修活動という意味であ

ります。昭和37年の春に、農林業青少年が希望

と誇りを持って学修と実践活動を行う県民運動

として発足いたしました。以来、この運動は、

本県農林業青少年の学修の支えとなり、心の糧

となって、地域農林業の将来の担い手の育成に

多大な成果をおさめるとともに、本県農業発展

の原動力として大きな役割を果たしてきたこと

は言うまでもありません。

ＳＡＰ運動設立当時の日本経済を振り返って

みたいと思いますが、第２次世界大戦から復興

し、欧米に追いつき追い越せを目標に高度成長

を遂げ、昭和39年の東京オリンピック開催に向

けて国内が活気にあふれた時代でありました。

その中で農業は、昭和36年に農業基本法が制定

され、自給自足農業から生産の選択的規模拡

大、農業構造改善、自立経営農家の育成が推進

されてまいりました。この農業基本法に基づ

き、本県では、ミカン、酪農を筆頭にすべての

部門で農業が積極的に推進され、急激に生産量

を伸ばしてまいりました。昭和37年の発足当時

から今日までの農業産出額及び全国の産出額順

位を調べてみました。50年前のＳＡＰ発足時

は342億円の全国30位であります。10年後の昭

和47年が991億円の23位、次の10年後の昭和57

年、2,903億円の17位、さらに10年後の平成４年

は3,707億円の７位であります。ＳＡＰ運動発足

から30年ですから、当時の会員から多くの後継

者が育ち、以来、全国７位前後を保ち今日に

至っております。今や本県農林業の立て役者で

あります。

私も、昭和43年、都城農業高校を卒業と同時

に新規就農者として加入し、ちょうどその年が

５周年の年でありました。そのときの記念大会

の感動は今でも脳裏に焼きついており、私の青

春時代はＳＡＰとともに歩んでまいりました。

この議会の中にも、緒嶋議員、中野副議長、徳

重議員、押川議員、宮原議員、黒木議員、私を

含めて７名ものＳＡＰの卒業生がいることも今

日知ったところであります。こうした多くの卒

業生が県内各地の首長や市町村議員や各種組

織、経済団体等でリーダーとして御活躍されて

いることを大変うれしく思っております。この

ようなことを踏まえ、知事は、ＳＡＰ運動の果

たした50年の歩みの評価と、今後どのように組

織育成を考えておられるのか、お伺いをいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） これは本県独自の県民

運動でありまして、ＳＡＰ50年の歩みというも

のは、言いかえれば本県農業発展の足跡である

というふうに考えておりまして、農業・農村の

担い手を数多く育成しながら、本県の農業の礎

を築いてきたものと考えております。今や食料

供給県として確固たる地位を本県は確立してお

るわけでございますが、これには、今御指摘が

ありましたように、過去における防災営農の導

入でありますとか「みやざきブランド」の取り

組みなど、その時々の時代が求める課題に対応

して果敢に挑戦をしてきたＳＡＰ会員やそのＯ

Ｂ、ＯＧの皆さんのたゆみない努力のたまもの

であり、高く評価されるべき取り組みというふ

うに考えておるところでございます。

昨年２月、皇居御所に両陛下を訪ねまして、

鳥インフルエンザ、新燃岳の状況について御説

明を申し上げたんですが、そのときに両陛下の

ほうから、「農業青年の研修グループがありま

すよね」というふうに話しかけていただきまし
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た。実際に本県を訪れていろんな意見交換をさ

れたときの記憶というものが両陛下の中にも

あって、また評価をされている。大変ありがた

く思ったところでありますし、このことをＳＡ

Ｐの皆さんにもお伝えして励みにしてもらいた

いと思ったところでございます。

この50年、農業情勢というものは大きく変化

をしたところでありますが、ＳＡＰというもの

が今、農業の成長産業化に向けた新たな時代の

要請に対応すべく、例えば現在では、商工青年

事業者で組織しますＳＳグループなどとの連

携、共同にも取り組んでいる、いろんな新しい

チャレンジをしておられるということで、敬意

を表するところでございます。県としまして

も、このような自主的な取り組みを積極的に後

押ししてまいりたいと考えております。さまざ

まな課題を抱える今だからこそ、若い発想力、

若い行動力で新しい本県農業を切り開く組織と

してさらに飛躍されることを期待しておるとこ

ろでございます。

○山下博三議員 ありがとうございます。

ちょっと調べてみたんですが、発足当時、本県

の昭和37年当初予算が213億2,300万円だったん

です。そのときの経済部、今の農政水産部の当

初予算が27億5,700万円であります。そのうちの

ＳＡＰ運動関連予算というのが、何と8,200万円

組んであるんです。その点、いかに経済成長に

向けて、本県の農業に対する役割―黒木知事

時代だったんですが、こういう運動のもとに予

算を組まれていたことを覚えておいていただく

とありがたいと思っております。

ことしはＳＡＰ50周年の記念すべき年であり

ます。記念事業の取り組みについて、農政水産

部長にお伺いをいたしますが、その前に、ＳＡ

Ｐと皇室のかかわりについて御紹介をさせてい

ただきます。先ほど知事が答弁でも言っていた

だきましたが、ちょうどＳＡＰ発足の年の５月

２日から６日まで、現在の天皇皇后両陛下が本

県を訪問されております。本県の当時の年表を

見てみますと、昭和37年５月２日、宮崎空港着

後、県庁、宮崎神宮、平和台その他、延岡市旭

化成ベンベルグを訪問されており、３日には高

鍋の高等営農研修所（現県立農業大学校）、児

童福祉園その他を訪問され、４日にはこどもの

国、サボテン公園その他、５日には高原の種畜

場、そしてえびの高原に泊まられ、６日に鹿児

島に移動されておる記録があります。当時この

様子がマスコミに大きく取り上げられ、その

後、本県が新婚旅行のメッカになったことは御

承知のとおりであります。

また、当時の高鍋の高等営農研修所を御訪問

された折、農業青年が大型トラクターでルピナ

スの花を緑肥としてすき込む作業をごらんにな

られ、美智子妃殿下はこのときの様子を、昭

和38年の新春宮中歌会始で「草原」という題で

次のように詠まれております。「耕耘機若きが

踏みて草原の土はルピナスの花をまぜゆく」、

農業大学校にはこれを記念して皇太子妃殿下の

歌碑が建立されております。また、先ほど紹介

いただきましたが、ミカンの花も、昭和38年よ

り今日まで毎年、ＳＡＰ会員が皇居に届けてお

ります。そしてその後、５周年記念では常陸宮

殿下御夫妻、15周年記念大会では現在の天皇陛

下御夫妻、25周年においては現在の皇太子殿

下、35周年では清子内親王殿下をお迎えして、

今日まで盛大に行われております。ことしの記

念すべき50周年記念行事をどのような大会にさ

れるのか、また、皇室へ出席要請をされる計画

はないのか、お伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県では、ＳＡ
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Ｐ50周年という大きな節目に当たりまして、こ

れまでの足跡を振り返りますとともに、今後の

さらなる躍進の契機とするため、11月にＳＡＰ

との共催による記念行事を開催することとして

おります。記念行事では、式典や記念講演のほ

かにも、地域色を出した料理のコンテストや農

産物即売会など、広く県民の皆さんにＳＡＰの

すばらしい取り組みや農業の大切さをアピール

するイベントを行う予定であり、現在、ＳＡＰ

会員を中心に準備を進めているところでござい

ます。さらに、この行事は、口蹄疫等の災害か

らの再生・復興に向けた農業青年たちの取り組

み状況を広く発信する場になるものと考えてお

ります。また、ＳＡＰは発足以来、皇太子同妃

両殿下へのミカンの花の献上などを続けさせて

いただいており、県といたしましては、50周年

を機に、今後とも皇室との御縁を大切にしてま

いりたいと考えております。

○山下博三議員 次に入ります。第10回全国和

牛能力共進会の取り組みについて、知事にお伺

いをいたします。

平成19年、鳥取県で行われた全国共進会で

は、種牛、肉牛の９部門中７部門を制する圧倒

的な強さでありました。最高賞の内閣総理大臣

賞を手にし、日本一の栄冠に輝きました。和牛

のオリンピックとも言われる畜産業界最大のイ

ベントが、ことしは長崎県で10月25日から開催

されます。第10回全国和牛能力共進会の最終比

較審査開催まであとわずかの期間となってまい

りました。５年ごとに行われる和牛オリンピッ

クは、その時代に求められる和牛の姿を示す役

割を果たしてきたと言われております。畜産農

家を取り巻く情勢は、粗飼料の高騰、景気低迷

による食肉の消費減退、特に肥育農家は、子牛

価格の高どまりに加え枝肉価格が大幅に下落す

るなど苦しい状況であります。約30万頭の家畜

が犠牲になった２年前の口蹄疫の被害からも、

完全復興しているわけでもありません。本県で

は、優秀な種雄牛や繁殖雌牛、次代を担うはず

だった候補牛という財産を失ったばかりか、農

家の再開も順調とは言えない状況であります。

そのような中、本県の畜産農家は、「５年前の

感動再び」を合い言葉に、農家一丸となって県

代表選考会に臨んでおられます。県勢の悲願は

もちろん連覇であります。口蹄疫で万全の体制

とは決して言えないと思いますが、本県を上回

る飼育頭数を誇りながら前回苦杯をなめた鹿児

島県や地元長崎県など、ライバルも巻き返しに

躍起になっているそうであります。本県の今日

までの取り組み状況や意気込みについて、お伺

いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 第10回の和牛能力共進

会開催まで残り４カ月を切ろうとしているとこ

ろであります。口蹄疫の発生によりまして、種

雄牛を初め多くの優秀な牛を失ってしまったと

いうこと、また選考対象となる子牛の数が少な

いなど、代表牛を選定するに当たりましては大

変厳しい状況もあるものと考えております。し

かしながら、このような中にあっても、何とし

ても連覇をという意気込みで、関係者一同、

「もう一度奪え日本一」という合い言葉のもと

に、今取り組んでいるところでございます。私

が名誉会長を務めます第10回全国和牛能力共進

会宮崎県推進協議会を主体としまして、県内関

係者一丸となって候補牛の掘り起こしに努めて

いるところでございまして、８月23日と27日に

行われます県の代表決定審査では、すばらしい

代表牛が選出されるものと期待をしているとこ

ろでございます。先日行われました九州地方知

事会におきましても、議事が一通り終わった
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後、最後、話題提供ということで長崎県の知事

から、「こういう共進会みたいなのがありま

す。各県の知事さん、ぜひ来てください」とい

う話がございました。「そういう大会があるん

ですか。それはどんな大会ですか」ということ

をおっしゃる知事さんもいらっしゃいました

が、私はすかさず、「前回チャンピオンとして

私は必ず行きます」ということを申し上げたと

ころでございまして、副知事と手分けをしなが

ら現場の皆さんの激励をして、何とか再び栄光

の座をかち取るという決意で取り組んでまいり

たいと考えております。それが口蹄疫からの復

興を全国にアピールすることになりますし、ま

た、さまざまお世話になった全国の皆さんに対

する御恩返しである、そのような認識で今取り

組んでいるところでございます。

○山下博三議員 ありがとうございます。

長崎全共は、消費者の皆様にも、世界に誇れ

る日本の財産でもある和牛の力を示す機会にな

ります。出品候補牛は万全な仕上がりで長崎を

目指してほしいと思います。全国和牛能力共進

会を主催する全国和牛登録協会は、一昨年本県

で発生した口蹄疫などを受け、今大会から会場

の消毒設備を厳格にし、家畜伝染病のシャット

アウトに全力を注がれるとのことであります。

また、今までの大会では、牛を間近で見られ、

一般客にも大変人気だった牛舎とその周辺に

は、出品者、大会役員ら関係者以外の入場が全

面禁止されるそうであります。大会の盛り上が

りには大変心配をいたしておりますが、被災県

として、本県から参加される皆様にも防疫対策

には万全を期していただくようお願いしておき

たいと思います。

今回の全共の主なテーマは「和牛維新」とい

うことであります。前回までの審査は、産肉性

を重視する肉用種としての能力に重きが置かれ

ておりました。今回からは、肉用種と種雄牛や

繁殖雌牛の生産能力の両面をバランスよく評価

する新審査標準を採用、さらに、枝肉では、肉

のうまみや風味に関係すると見られる一価不飽

和脂肪酸も測定し、脂肪の量だけでなく質を評

価し、おいしい牛肉の姿を探るのだそうであり

ます。今日まで本県は、サシの入り、枝肉の量

について改良を中心に行ってこられたと思いま

すが、今後、宮崎牛の目指す方向について、御

所見を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） 宮崎牛につき

ましては、これまで県内の和牛のブランド化に

向けて、いわゆるサシの量や入り方と枝肉重量

を重視した改良を進めてきたところでございま

す。一方、今回の和牛能力共進会において、御

指摘のとおり、うまみ成分に関係する脂肪の質

の評価が審査基準に取り入れられたように、流

通・消費段階では、より多様な肉質を求められ

てきております。県といたしましても、昨年

来、関係団体や流通関係者などを交えて、牛肉

のあり方に関する意見交換等を行っているとこ

ろでございまして、今後は、長年にわたって

培ってまいりました宮崎牛ブランドの発展を基

本としつつ、肉のうまみなどについての消費動

向も見据えた多様なニーズへの対応について、

検討を進めてまいりたいと考えております。

○山下博三議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。生活環境の変化や高齢化社会を迎え、消

費者のニーズは多岐にわたっております。霜降

り重視からうまみ追求へ、脂肪と赤身のバラン

スのとれた肉を消費者は求める時代になってお

ります。全国に先駆けた改良をさらに進めてい

ただくように、御要望を申し上げておきます。

次に、森林法の改正点について、環境森林部
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長にお伺いをいたします。

緑豊かな日本の国土、国土の３分の２が森林

であります。山の果たしている役割は、私たち

が生命を保ち続けていく上での生態系の保持や

地下水の涵養、国土保全等多くの多面的機能を

果たしております。本県の山の面積の６割は人

工林でありますが、現在その人工林の多くが荒

廃の危機にあります。人工林は、常時手入れを

行い、木材として使用され初めて、次の循環で

ある新しい苗を植えることにつながり、再生可

能資源としてその健全性を保つことになりま

す。しかし、人工林形成には多くの人手と費用

がかかります。今日、とめどもなく安い外国産

材の流入により、値段の高い国産材は売れない

ために、人工林も手入れをされずに荒廃してい

るのが現状であります。このような中、地主の

不明や、相続がうまく継続されていない、境界

が不明等、多くの問題が発生しております。そ

のために、ことし４月より、森林の土地を取得

したときの届け出制、伐採及び伐採後の造林の

届け出制度の強化がなされておりますが、どの

ような点が改正強化されたのか、環境森林部長

にお伺いをいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 新たに森林の

土地を取得した場合、これまでは、国土利用計

画法に基づいて１ヘクタール以上の売買につい

て届け出義務がありました。今回の森林法改正

では、国土利用計画法に基づくものを除いて、

面積にかかわらず市町村長に届け出ることが義

務づけられ、届け出をしない、または虚偽の届

け出をした場合には10万円以下の過料が科せら

れることになっております。また、無届け伐採

が行われた場合には、これまでは罰金の規定し

かありませんでしたが、新たに、伐採中止や伐

採後の造林を市町村長が命ずることができるよ

うになっております。これらの命令に従わない

場合には100万円以下の罰金が科せられることに

なり、さらに、無届け伐採等の罰金が30万円以

下から100万円以下に引き上げられております。

○山下博三議員 ただいま答弁いただきました

が、今年度よりかなり罰則規定は厳しくなった

ようでありますが、果たしてそれが万全とは私

は思いません。最近、私の住んでいる都城市で

判明している分だけでも５件ほど、境界不明等

による誤伐や違法伐採、盗伐とも思える事案が

発生しております。県北においては１戸当たり

の所有面積が平均13ヘクタールほどとも聞いて

おりますが、私ども都城市においては、9,500名

の森林組合員が民有林１万9,000ヘクタールを所

有しており、１戸当たりの所有面積は２ヘク

タールほどであります。森林に対する財産価値

も薄れる中、境界不明や相続確認の複雑化等

で、さらに大きな社会問題になってくるような

気がいたします。境界不明等による誤伐や違法

伐採を防ぐため、県はどのような対策をとられ

ておるのか、環境森林部長にお伺いをいたしま

す。

○環境森林部長（堀野 誠君） 森林の境界や

所有者が不明確な場合は、適正な森林施業に支

障を来すとともに、誤伐や違法伐採の原因にな

るものと考えております。このため県では、森

林境界明確化事業等により、地籍調査が完了し

ていない地域において、森林施業に必要な境界

の明確化のための測量などを行う森林組合等を

支援いたしますとともに、要間伐森林等調査事

業により、間伐対象林の所有者等を調査し、そ

の情報を市町村等に提供することにしておりま

す。また、市町村や森林組合等と合同で伐採現

場パトロールを行い、適正な伐採についても指

導しているところであります。このような取り
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組みに加えまして、今回の森林法改正では、森

林を取得した場合の届け出制度が新設されたこ

とから、今後とも、市町村や森林組合等と連携

を図りながら、境界の明確化や所有者の特定に

努めることとしております。

○山下博三議員 都城市での山林に対する国土

調査は、まだ68％しか進んでいないんです。そ

のことで１年に１平方キロメートルぐらいの予

算しか確保されていないんです。これを全部完

了しようとすれば、まだ30年から40年、年月が

かかるということであります。そのことで国、

県の事業を取り入れて、境界明確化等を早急に

進めなければならないということなんですが、

これだけの年月を必要とする中では、世代の交

代とともに、ますますこの問題は深刻化するも

のと思います。都城市のここ３カ年の届け出状

況を調べてみました。21年で56件、22年が65

件、23年で73件、70件前後の届け出があるんで

す。筆数にして200筆前後、面積100ヘクタール

前後が届け出をされておるんですが、これは市

町村への届け出の義務があるんです。市町村の

職員が、届け出があった中で、その現場に赴い

て境界を明確にして、そして伐採されたその後

の確認まではとても手が回らないということで

ありました。法律が強化されても、なかなか現

場確認は難しいということでありますから、境

界の確立に向けては、県が応分の予算措置をし

ていただきますようにお願いを申し上げます。

次に、同じく環境森林部長にお伺いいたしま

す。昨年の６月と11月議会において、県産材の

需要拡大に向けた取り組み等について質問させ

ていただいております。その中で、本県の素材

の生産状況、価格動向についてお聞きし、そし

て公共施設等への利用拡大もお願いしてまいり

ましたが、再度、現状についてお伺いをいたし

ます。また、利用拡大に向けた事業の内容等も

御紹介ください。

○環境森林部長（堀野 誠君） 本県の平成23

年における素材生産量は約163立方メートルであ

り、このうち杉については約144万立方メートル

で、21年連続して全国１位となっております。

５月の素材価格は、県森林組合連合会の原木市

場平均で１立方メートル当たり約7,600円になっ

ております。公共施設等での木材利用につきま

しては、諸塚村立診療所や三股町弓道場、宮崎

空港ビルの保安検査場などで、木造化・木質化

が図られているところであります。こうした

中、県におきましては、県内でのさらなる利用

拡大を図りますため、県民を対象にした家づく

り講習会、また新築・リフォームにおける県産

材購入経費の一部助成も含め実施するととも

に、工務店等を対象にした技術力向上のための

セミナーの開催などによりまして、県産材の普

及・ＰＲに努めているところであります。ま

た、県木材利用技術センターでは木造建築の技

術相談も行っており、非木造から木造に変更さ

れた事例も出ております。木材価格が大変厳し

い状況となっておりますので、今後とも、市町

村などの関係機関と連携を図りながら、県産材

の利用拡大に向けて積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございました。

次に、本県の６次産業化の推進等について、

農政水産部長にお伺いをしてまいります。

地域において、農業就業人口の高齢化や若い

担い手不足等により、集落営農組織や農業生産

法人等が形成され、家族農業形態から雇用を抱

えた企業農業へと転換されてきておりまして、

大変力強く感じております。しかし一方では、

生産性の悪い農地では借り手もない荒廃地がふ
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えているのも現実であります。本県の不耕作に

よる荒廃地の状況と、その抑制対策として期待

される土地利用型の農業法人や集落営農組織の

現況はどうなっておるのか。また、これらの農

業法人等の平均耕作面積、作目等についてお伺

いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の耕作放

棄地は、市町村農業委員会が実施いたしました

耕作放棄地全体調査によりますと、平成23年12

月現在で2,640ヘクタールが確認されておりま

す。この解消を図り農地利用率を向上させるた

めにも、本県では土地利用型農業の推進に取り

組んでおりますが、現在、それを担う露地野菜

を主に経営する農業法人が102法人、集落営農組

織は119組織となっており、年々増加傾向にあり

ます。露地野菜が主の農業法人の平均耕地面積

は、市町村が行った実態調査によりますと、平

成24年１月現在で16.8ヘクタールとなっており

ます。また、主な作目では里芋、ホウレンソ

ウ、カンショが近年増加しており、特に全国の

加工・業務用仕向けに占める本県産のシェア

は、里芋、ホウレンソウが全国で１位、カン

ショが２位と高いシェアを占めております。

○山下博三議員 次に、国の６次産業化の方向

性について、農政水産部長にお伺いします。我

が国の食と農林漁業は、所得の減少、担い手不

足の深刻化や高齢化といった厳しい状況に直面

しております。農山漁村も活力が低下してお

り、食と農林漁業の競争力、体質強化は待った

なしの課題であります。このことを踏まえ、国

は昨年10月25日、「我が国の食と農林漁業の再

生のための基本方針・行動計画」を示しまし

た。平成23年度から28年度までの５年間で、農

林業再生のための７つの戦略で具体化するもの

であります。戦略２の中で、農林漁業の高付加

価値化を図るために、体質強化を図りながら６

次産業化を進め、農林漁業のさらなる成長産業

化を目指し流通効率化を進めるものとありま

す。本県としては、全国の中でも農業産出額に

対して食料品製造業出荷額の低い地域でありま

すから、６次産業化は強力に進める必要がある

と思います。本県の６次産業化法認定状況と、

どのような利点があるのかお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 国は、農林漁

業生産と加工・販売の一体化や地域資源を活用

した新たな産業の創出など、農山漁村の６次産

業化を推進するために、平成23年３月に６次産

業化法を制定し、５月より総合化事業計画の認

定がスタートしております。平成24年５月31日

現在、全国で928件が認定され、そのうち本県

は36件で、九州では第１位、全国では第６位の

認定数となっております。認定によるメリット

といたしましては、プランナーによる事業実施

上の課題解決からフォローアップまでの総合的

で丁寧なサポート、また無利子融資資金の償還

期限・据置期間の延長、新商品開発、販路開拓

や加工・販売等のための機械・施設整備等に対

する補助、また、直売施設等を建設する際の農

地転用等の手続の簡素化などがございます。新

しい経営に挑戦する担い手が増加することで、

本県農業の担い手や農村の活性化に大きく寄与

するものと期待しているところでございます。

○山下博三議員 私は、県内の野菜加工施設を

何カ所か見てまいりましたが、ホウレンソウ、

コマツナ、里芋等が中心であり、今後、加工・

業務用野菜等の生産に取り組む農業法人が増加

することで供給過剰となるおそれがあります

が、その対応について農政水産部長のお考えを

お伺いいたします。
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○農政水産部長（岡村 巖君） 県内の農業法

人数は651でございますが、近年、特に加工・業

務用野菜の生産に取り組む農業法人が増加して

おります。このような中で、第七次宮崎県農業

・農村振興長期計画では、加工・業務用など新

たな需要に対応する土地利用型農業等の生産を

拡大することとしております。現在、加工・業

務用野菜の需要は急速に拡大しておりますが、

その生産に当たりましては、加工事業者や量販

店などの実需者が求める量にしっかりこたえる

など、いわゆるマーケットインの視点を踏まえ

た生産を行っていくことが大変重要だと認識し

ております。このため県におきましては、ＪＡ

や冷凍野菜加工事業に取り組む農業法人等で構

成いたします「宮崎県冷凍野菜加工事業者連携

推進協議会」や、県内の先進的な農業法人83社

等で構成いたします「社団法人宮崎県農業法人

経営者協会」等において取り組んでいる、生産

・販売情報の共有化やネットワーク化による販

路の拡大、また安定的な取引づくりを支援して

まいりたいと考えております。

○山下博三議員 ６次産業化を伸ばすための食

品関連産業等の集積や支援について、総合政策

部長にお伺いいたします。先ほど、本県の６次

産業化法認定状況等について御答弁をいただい

たところでありますが、本県は36件もの事業者

が認定され、今後の取り組みに大変期待が持た

れるところであります。しかし、食料品製造業

出荷額については、原材料となる農業産出額と

のバランスを見てみると、平成21年度は、隣の

鹿児島県が、農業産出額約4,000億円に対して食

料品製造業出荷額が約6,000億円で、その比率は

農業産出額に対して約1.5倍であります。本県で

は、農業産出額3,000億円より少ない2,578億円

で、0.8倍程度となっております。このことか

ら、本県の食料品製造業はまだまだ産業として

伸ばしていく余地が十分あり、可能性を大いに

秘めている状態にあると思います。今後さらに

食料品製造出荷額を伸ばすための食品関連産業

等の集積や支援のあり方について、お伺いをい

たします。

○総合政策部長（稲用博美君） 食料品製造出

荷額を伸ばすためには、豊富な農水産資源を生

かしました食品産業などの育成・立地により、

素材供給基地から農水産業を核としました総合

的な食料供給基地への発展を図っていくことが

重要であると考えております。具体的には、農

水産物の高付加価値化を促進するための商工業

者とのマッチング機会の確保や意欲的な事業者

の育成、また、市場ニーズに対応しました食品

開発や、新たな市場の開拓に取り組む食品加工

業者の支援などを行うとともに、農業生産や製

造・加工、流通・販売などさまざまな分野の力

を結集し、農業者や関係団体、企業の皆様の連

携した取り組みを活発に推進していくことが大

切であります。こうした動きを活発化させるた

めに、農政水産部、商工観光労働部とも連携

し、農商工連携や６次産業化の取り組みなど、

食品関連産業等の集積に向けた総合的な施策が

推進されるように努めてまいりたいと考えてお

ります。

○山下博三議員 最後の質問になりますが、先

ごろ農林水産省から公表された平成22年農業産

出額から試算すると、本県と隣の鹿児島、熊本

県の南九州３県の合計額は約１兆円で、北海道

の9,900億円に匹敵する産出額となる大食料供給

基地になり、その品目もバラエティーに富んで

おります。今はそれぞれが産地間競争にまっし

ぐらですが、将来的には、南九州３県での地域

間連携も模索しながら、産地から価格を提案す
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るなど、産地から消費地に対してしっかりと主

張できる体制づくりが可能ではないかと考えて

おります。かなり以前から、日本の食料供給基

地は北海道と南九州であると言われてきまし

た。そこで、南九州３県を視野に置いた今後の

農畜産業振興について、そのあり方や可能性に

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） 御承知のとお

り、南九州３県の農畜産業においては、畜産配

合飼料や焼酎用のカンショ、加工用バレイショ

等の移出入など、食品製造業等を中心として密

接な交流が行われてまいりました。一方、豊か

な農業生産基盤を誇る南九州３県では、これま

で素材供給型産地として互いに切磋琢磨してま

いりましたが、今後、農産物価格の低迷、また

重油・配合飼料価格等の高騰、家畜伝染病の侵

入リスクの増大等により経営環境の厳しさが増

す中では、日本の一大食料生産基地として、県

域を越えた新たな発想での連携の仕組みづくり

も求められているものと考えております。県と

いたしましては、３県の地理的な近接性を踏ま

え、まずは、それぞれの特徴を生かした農産物

の相互補完を通じた輸出の強化や物流の合理化

などの可能性について、関係団体等の意見も聞

きながら研究してまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 以上で質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 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55分休憩

午後１時０分開議

○中野一則副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、福田作弥議員。

○福田作弥議員〔登壇〕（拍手） 「たゆたえ

ども沈まず」、知事として24年間県政を担われ

た松形元知事の回顧録の表題であります。改め

て本のタイトルの記述の由来を読むと、パリ市

の標語とあります。「たゆたえども沈まず」と

は、たとえ強い風雨でセーヌ川が荒れ、どんな

に揺さぶられようとも船は沈まぬという、船乗

りたちの心意気をあらわしたものだといいま

す。出版時、米寿を迎えられた元知事のみずか

らの人生に重ね合わせられて、御自分の生涯を

顧みてつけられた本の題名のようであります。

元知事の基本信条は、御自分で何事も先手先手

で動くこと、政治手法はおおむねトップダウン

方式をとったと述べておられます。記述されて

いる内容は、ほぼ同期間県政に参画した者から

見ても、県政上の重要課題に必死で取り組んで

こられた姿が脳裏をよぎります。

河野知事は、総務部長就任時からすると８年

にわたり重要ポストで県政を担っておられ、本

県が抱える懸案事項も熟知されていると思いま

す。私は、河野知事がいつどのような形で、山

積する県政の問題から何をピックアップし、み

ずから先頭に立って推進されていくのか、待ち

わびているのであります。

さて、私どもの宮崎県は、中央省庁の多くの

人材の派遣を受け、数々の県政課題に取り組ん

できました。一時期、多いときは副知事を筆頭

に常時３～４名の部長クラスが出向で在籍され

ておりました。当時は国の財政にも余裕があ

り、中央からの人材受け入れは同時に予算が

セットで流れてくるものだという意識が、私ど

もにはあり、素直な気持ちで受け入れておりま

した。また、そのことが本県の重要課題の解決



- 39 -

平成24年６月13日(水)

の早道だと思うこともありました。松形元知事

は本県出身ではありましたが、林野庁の長官を

務められた中央省庁の出身で、現在の河野知事

と出自は同じだと思います。私は、元知事の在

任中の多くの期間、県政に参画させていただい

たので、どうしても今の知事と比較対照してし

まいます。

今回の質問に当たって、元知事の「たゆたえ

ども沈まず」の回顧録を再読し、どのようなス

タンスで24年間の長期県政を運営したのか、検

証してみました。この回顧録には、ほぼ、県政

の重要事項だった件に関してのてんまつが記述

されており、当時の県政の取り組みがリアルに

読み取れるのであります。数々の栄光、功績は

あるものの、元知事にとって在任中の最大の苦

渋はシーガイアであったと、詳細にメモられて

おります。予測しがたい経済環境の激変とはい

え、よほど残念であったと思われます。

さて、現下の経済環境、財政状況のもとで

は、県政上の多くの懸案事項に一度に取り組む

ことは無理だと考えます。このことは県民ひと

しく理解されていると思います。そこで、知事

としては、県政の重要事項の中から県の経済浮

揚に直結するものをピックアップし、オール県

庁で、時には民間の資金、ノウハウも活用し、

政策を打って出る時期に来ているのではないか

と考えます。本県の長年の悲願でありました東

九州自動車道も、ようやく見通しがつきまし

た。後は、国が約束どおり工事を進めていくよ

う叱咤激励するのみであります。いよいよ河野

知事の出番であります。具体的に何をやりたい

との知事の力強い意思表示を、私ども県民に訴

えていただきたいのであります。本県にとって

は時期尚早と考えられている九州広域行政機構

の設立問題も、九州地方知事会では相当論議が

進んでいるやに聞き及んでおりますが、もしそ

のような事態にでもなれば、本県はさらに影が

薄くなるのであります。大変心配をいたしてお

ります。今です、知事。勇気、元気を出して、

ここに宮崎県の存在感を示してほしいものであ

ります。知事の率直な、そして具体的なお考え

をお尋ねするものであります。

以下、質問者席から質問をいたしたいと思い

ます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

力を入れてまいりたい政策ということでござ

いますが、本県は、長引く景気の低迷―リー

マンショック等の影響によりまして大変長引い

ております―そういう状況の中で、口蹄疫な

どのさまざまな災害からの再生・復興を初めと

いたします経済・雇用対策、それから昨年の大

震災等を教訓とした危機事象への対応、社会資

本の整備、中山間地域対策、子育て・医療対策

など、重要課題が山積している状況だという認

識でおります。

このような中で、私といたしましては、こと

しの目標を「岩戸開き」と掲げまして、さまざ

まな災害が続いた影響のもとに、長引く景気の

低迷なり、また疲弊した本県経済に何とか光を

取り戻してまいりたい、そのようなことを最優

先の課題と考えておるところでございます。こ

のため、総額1,078億円に及びます「みやざき元

気プロジェクト」を軸にいたしまして、特に今

年度からは古事記編さん1300年という機会をと

らえまして、神話のふるさと宮崎というものを

見詰め直して、オンリーワンのブランド、いわ

ばブランドを確立していくこと、さらにその強

みを発信していくこと、磨いていくこと、その

ような取り組みをしてまいりたいと考えており
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ます。また、市町村や経済団体とも連携をしな

がら、広い意味での地産地消というものを進め

ていくことによる地域経済の活性化、地域循環

システムの確立、それから活力あふれる伸び行

く東アジアの活力を取り込んでいく、そのため

の東アジアへの販路開拓というものに力を入れ

てまいりたいと考えております。

そういった経済の取り組みの一方で、やはり

県民の安全・安心の確保というものは大変重要

な課題でございます。地震、津波等の自然災害

のほか、新燃岳の噴火、火山活動というものが

心配されるところでございます。また、口蹄疫

などのさまざまな危機事象に備えるための体制

強化、災害に強い県土づくり、そういったもの

にも取り組んでまいりたいというふうに考えて

おるところでございます。以上であります。

〔降壇〕

○福田作弥議員 今、内容的には長い文面で答

弁をいただきました。しかし、御答弁いただい

た項目を考えますと、やはり全国共通で総花的

な課題もたくさん入ってございました。私は先

ほど、大変失礼かと思いましたが、松形元知事

を引き合いに質問をいたしました。私が鮮明に

覚えていますことは、開口一番、こういうこと

を当時の知事はおっしゃっていました。具体的

に、空港拡張をやります、どこどこの企業を自

分の人脈で誘致します、日豊線の高速化をやり

ます、シーガイアを建設します、サミットの誘

致をやりますと。得意の国土保全奨励制度等に

ついても、この議場でかなり詳しくお聞かせを

いただいたのであります。ずっと知事の回顧録

を読んでみますと、やっぱり不発に終わったも

のは余り記載されていませんね。しかし、私は

数々の功績があると見ておるんです。まだ知事

になられてそう長い期間ではないと思います

が、在任としては総務部長から数えますと８年

になります。ぜひそういう個々の県政上の課題

を─これは元知事のやられたことですが─

独自にピックアップして、早急にお示しいただ

きたいというのが、私ども議会サイドの大方の

考えではなかろうかと思います。知事は私の質

問をどのようにお受けになりましたでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 総花的なというふうな

ことをおっしゃいましたが、共通するような課

題にも本県は直面している、それは目をそらす

べきではないという中で、経済の問題と防災の

問題というのを特に今、重点を置いてお答えし

たところでございます。今、御指摘がありまし

たような、松形元知事が取り組まれたさまざま

課題、非常に華々しいいろんな取り組みがある

ものだなというふうに、うらやましく思ったと

ころでございます。財政状況が厳しくなったこ

とを言いわけにしてはならないわけでございま

すが、その中でいかに選択と集中を図るか、そ

して県民の総力を結集して低迷する経済を打開

していくか、そこが最も大きな課題であるとい

うふうに考えておるところでございます。

今、御指摘がありました本、「たゆたえども

沈まず」、実は私、知事室の机のすぐそばに置

いておりまして、きのうもちょっと整理をする

中で、また手にとったところでございますが、

しっかりとそういう先人の、諸先輩の取り組み

というのも参考にしながら、今後とも県政運営

に取り組んでまいりたい、そのように考えてお

ります。

○福田作弥議員 私は、河野知事の真摯なスタ

イルには大変好感を持てるのでありますが、ひ

とつぴしっと政策を掲げてお訴えをしてほしい

なと。県政上の課題はたくさんありますけれど
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も、それは知事が順序づけられれば、私ども議

会は全面的にバックアップですよ。ぜひそのよ

うな意気込みで県政の執行をお願いしたいと思

います。

質問の順序がちょっと変わりますが、次に、

県の試験研究機関のコストと経済効果について

お尋ねをいたしたいと思います。

県の各種研究機関がこの10年間で投下した研

究費は、農業試験場が146億円、畜産試験場が73

億円、水産試験場が68億円、林業技術・木材利

用技術両センターで44億円、工業技術・食品開

発両センターで67億円、合計355億円でありま

す。投入したコストに対する経済効果について

の分析をどのようになされているのか、また、

生産現場が真に求めている技術や品種などを

しっかりと受けとめ、試験研究され、その成果

を提供されているのか、あわせて関係部長にお

尋ねをいたしたいと思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 林業技術セン

ターの主な研究成果と経済効果につきまして

は、例えば、成長や材質にすぐれた杉品種や松

くい虫に強いクロマツ苗の開発などで、苗木の

生産額は約４億円となっております。また、菌

床栽培用のシイタケ種菌を開発し、生産者へ技

術移転を行ったところでありまして、菌床ブ

ロックとシイタケの販売額が約3,400万円となっ

ております。このほか、数値に換算しにくい研

究成果として、人工衛星を活用した探索技術の

確立による植栽未済地対策への活用などがござ

います。今後とも、杉のコンテナ苗の開発や菌

床シイタケの増収技術等の試験研究等に取り組

みまして、林家の所得向上や林業の振興を図っ

てまいりたいと考えております。

次に、木材利用技術センターについてでござ

います。主な研究成果と経済効果でございます

けれども、例えば、杉とヒノキを張り合わせた

強度性能のすぐれた集成材の開発によるもの

が、出荷額で約２億2,000万円、見た目には無垢

材でありながら、集成材の強度・品質を兼ね備

えた双子柱の開発によるものが、出荷額で約４

億9,000万円となっております。このほか、数値

に換算しにくい研究成果といたしまして、杉柱

材の乾燥ノウハウを開発したことにより、本県

の杉柱材は全国的にも高く評価されるように

なったところであります。また、公共施設の企

画・構造設計などの技術支援を行いまして、日

向市駅を初め、30件余りの公共施設の木造化が

図られたところであります。今後とも、県産杉

の特性を生かした新しい部材や構法の研究開発

を推進しますとともに、得られた試験研究の成

果を速やかに県内企業などに普及し、本県木材

産業の振興に寄与してまいりたいと考えており

ます。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 工業技術

センター、食品開発センターについてお答えし

ます。

まず、主な研究成果ですが、工業技術セン

ターでは、シラス多孔質ガラス、いわゆるＳＰ

Ｇ技術を活用し、世界最小クラスのハンダ粒子

や、抗がん剤・化粧品の乳化技術、１ミクロン

以下のナノバブルの生成技術などの研究開発を

行ってきたところであります。

また、食品開発センターにおきましては、新

たな焼酎酵母であります「平成宮崎酵母」のほ

か、機能性を生かした干したくあん、日向夏、

キンカンを利用した発泡酒、ゴボウチップスの

長期保存技術の研究開発などを行ってきたとこ

ろであります。

これらの取り組みによる経済効果としまして

は、把握が可能な、県が所有する特許を活用し
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た企業の売り上げで見てみますと、両センター

合計で、昨年１年間で焼酎を中心に約19億円と

なっているほか、先ほど申し上げましたハンダ

粒子の開発の例では、共同で研究を行っている

県外企業が佐土原町に立地し、既に約50人の県

内新規雇用を生み出すとともに、製品につきま

しても、世界最大手の半導体メーカーとの取引

が始まるなどの成果につながるという、今後大

いに期待できる事例も生まれてきております。

また、これ以外にも、両センターで毎年度3,000

件近くの技術相談等に応じ、企業の技術力向上

や多くの製品開発等に寄与しているところでご

ざいます。以上でございます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 総合農業試験

場、畜産試験場、水産試験場についてお答えい

たします。

まず、総合農業試験場のこれまでの成果につ

きましては、品種や技術開発に関する経済的な

効果を正確に算出することは容易ではございま

せんが、例えば、平成２年に育成した良食味の

「ヒノヒカリ」が、全国の作付面積が３位とい

う高い評価を得るとともに、過去10年間の本県

における産出額累計は約345億円になるなど、農

業生産の向上や産地の育成に大きく貢献してお

ります。また、本県ならではの農業生産を支え

るべく、日本一の残留農薬分析体制の確立や、

ピーマンにおける病気に強い台木の育成、畑か

ん地域で普及が期待される加工業務用の春どり

寒玉キャベツの栽培技術の開発、新たなブラン

ド商品になり得る種なしキンカン新品種の育成

など、多様な成果を上げてまいりました。

次に、畜産試験場においては、宮崎のトップ

ブランドであります「宮崎牛」の改良を初め、

家畜の改良増殖や生産技術の開発等を積極的に

進めてきたところであり、例えば「みやざき地

頭鶏」は現在、年間約50万羽を出荷し、直近10

年間の産出額が累計で約56億円と、県ブランド

として高い評価を受けております。また、県が

長年かけて造成してまいりました「宮崎ハマユ

ウポーク」でも、10年間の出荷頭数は約90万

頭、産出額累計は約290億円となっております。

このほか、安全で効率的な飼料給与のための自

給飼料の分析技術の確立や、乳用牛の暑熱スト

レスを可視化できる温湿度計の開発、さらに

は、未利用資源の飼料化や、肉のうまみ成分に

関する研究など、さまざまな側面から、農家の

生産性向上やコスト低減に向けた取り組みを進

めてきたところでございます。

次に、水産試験場におきましては、操業の効

率化、付加価値向上、水産資源の回復等に向け

た取り組みを進めているところであり、例え

ば、平成18年度に開発した科学的な漁場予測シ

ステムでは、カツオ一本釣り漁業の効率性を高

め、これまでに約18億円の水揚げにつながって

おりますし、平成20年度にはシイラの焼酎もろ

み漬けの製法を開発し、本県の新たな特産品と

しての製造販売に至っております。このほかに

も、カサゴなどの水産資源の効果的な回復につ

ながる技術や、今後、100億円産業の創出が期待

されますチョウザメの種苗生産技術開発などに

取り組んでまいりました。

このように各試験場の研究成果は、生産現場

から販売までの広範な分野で積極的に活用され

てまいりましたが、厳しさを増す農水産業生産

の現状を踏まえますと、農漁業者の所得向上に

直接つながる生産コストの低減や収量向上技術

などに重点化して、大学や民間企業等との連携

も図りながら、一層のスピード感を持って取り

組んでまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。
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○福田作弥議員 それぞれ関係部長から、所属

の研究機関の経済効果についてお話をいただき

ました。これだけの経済効果があらわれておれ

ば、宮崎県の地場産業は非常に大きな力をつけ

ているはずでありますが、今御答弁いただいた

内容がすべて経済効果として上がっているわけ

ではないと、私は見ております。

例えば、この議場で各種研究機関のいろんな

ことが紹介をされました。私は過去のものをひ

もといてみましたが、今、ピーマンの台木の問

題が出ましたね。台木どころじゃなくてピーマ

ンの種子を開発することを、ここで堂々と、当

時の農政水産部長はおっしゃっているんです

よ。もう20年たちますけれども、解決しません

ね。

それから、環境森林部長です。平成８年の議

会で当時の部長が、林業センターで非常に性能

のよい菌床シイタケの種菌を開発する直前だ

と、いよいよ生産者段階で使ってもらえるよう

になるということを言われました。これもまだ

であります。これは、たまたま都城の生産農家

に委員会で視察に行って、あえて質問しました

ら、「期待はしておりますけれども、まだ使わ

せていただいておりません」という話で、まだ

できていないようですね。議会でおっしゃった

ことが完全にできていない。

それから、工業技術センター、ＳＰＧテクノ

の問題、これも随分この本会議場で論戦が行わ

れました。肝臓がんの特効薬の問題、あるいは

水道水の殺菌―塩素にかわるＳＰＧ利用の問

題、こういう問題が出て、ここは沸きました

ね。全国の水道水の殺菌剤が、殺菌装置が宮崎

県でできると。これも不発に終わりました。私

はそれを責めるわけではないんです。それは結

果ですから。

私は、各試験場には、現場で必要とされてい

る、即経済効果の出るものに取り組んでほしい

なと思うわけであります。例えば、今で言いま

すと、省エネでありますから、無加温ハウス栽

培の技術の開発なんかも、ローテクであります

が、大事だと思います。それから、トマトが

今、野菜の売り上げのナンバーワンになりまし

たが、このローコスト栽培、これなんかも大事

ですね。私は千葉大学を訪ねてびっくりしたん

ですが、いわゆる実証圃で生産農家規模の実験

をやっておる。しかも、大学の経費は使わず

に、国内の各施設資材メーカーをうまく利用し

ている。土地を提供しているだけ。工夫のしよ

うによっては幾らでもできると考えておるわけ

であります。代表して農政水産部長にお聞きし

ましょうか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今、無加温ハ

ウス栽培、トマトのローコスト栽培について御

提言いただいたわけですが、これからは、やは

りそういう先進的な農業をやっていく必要があ

るということで、現在、御承知のように、太陽

熱を利用したハウスの暖房というようなことも

三鷹光器との共同研究をやっていますし、また

養液栽培等についても総合農試でさまざまな研

究を深めております。特に今後は、飛躍的な収

量アップにつながるようなものについても、さ

らに深めてまいりたいと考えております。

○福田作弥議員 ぜひ努力をしてほしいと思い

ますが、本県は農業試験場も工業試験場も、林

業も水産も畜産も、施設としては全国のトップ

レベルです。誇っていいと思います。ぜひ、そ

の施設にふさわしい実績を出して、生産現場に

おろしてほしい、このようにお願いをする次第

であります。

次に移ります。農商工連携、６次化を成功さ
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せるポイントについてお尋ねをいたしたいと思

います。

農村地域の人々による草の根的な取り組みと

してスタートしました農畜産物の直売所あるい

は農産物の加工所、そして農村レストランと

いった３点セットは、今、市民権を得ました

ね。それに国も県も市町村も目をつけて、重要

な施策として推進していただくことになりまし

た。これはありがたいと思います。そこに着眼

していただいたんですから。経済産業省と農林

水産省の連携する農商工連携、あるいは農業を

中心とした６次産業化、農村振興の目玉として

アドバルーンが打ち上げられたと見ておりま

す。農林や経産の分野がしっかりと手を握っ

て、国内では最後の未開拓の分野である農業振

興の後押しをするものであります。しかし、私

は─これはマスコミでもよく取り上げられて

おりますが─いささかネーミング先行型の感

がするのであります。例えば、その推進体制

は、パンフレット等では非常に立派でありま

す。しかし、現実は従前の商工系と農林系の合

同会議にすぎず、実態は、それぞれ独立した分

断の構図のまま組織ができておる、こういうふ

うに見ております。ぜひ一体となった強力な推

進体制をつくってほしい、こういうふうに考え

るわけでありますが、私のひとりよがりではい

けませんので、関係部長の所見を求めるもので

あります。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 農商工連

携につきましては、県庁内では副知事をトップ

に、関係部で宮崎県農商工連携推進会議を設置

するとともに、関係機関が一体となりまして、

宮崎県農商工連携推進ネットワーク会議を組織

し、情報を共有しながら、全県的な視点で進め

ているところでございます。御質問にもちょっ

とございましたが、農商工連携等に関する相談

窓口につきましては、商工業者、農林漁業者、

それぞれにとって関係が深いところで相談しや

すいようにと考えまして、中小企業に関する情

報、専門性、支援策等を有する宮崎県産業支援

財団と、農業経営、農業者の情報等に精通した

宮崎県農業振興公社で対応しております。な

お、産業支援財団の７名のコーディネーターの

うち４名は、農業振興公社の６次産業化プラン

ナーを兼ねており、両機関が密接に連携し、連

携パートナー探しや事業計画のブラッシュアッ

プなど、相談事業者に対し、きめ細かな対応に

努めているところであります。今後とも、農商

工連携応援ファンドを初め、支援施策の周知を

図りながら、庁内、関係機関が一体となって、

農商工連携等を効率的に推進してまいりたいと

考えております。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農商工連携に

ついては、商工観光労働部長からも答弁があっ

たとおり、県の産業支援財団と商工サイドとも

緊密に連携いたしまして、宮崎県農業振興公社

にワンストップ窓口を設置するなど、農業者等

に対するきめ細かな支援を行ってまいりまし

た。また、現在、農政水産部では、儲かる農水

産業の実現に向けまして、６次産業化の推進に

も積極的に取り組んでいるところでありますの

で、より一体的に総合的な施策の推進が図られ

るように、本年５月に宮崎県６次産業化推進会

議を設け、商工サイドともさらにしっかりと連

携を図りながら、農商工連携や６次産業化に取

り組む体制を整備したところでございます。今

後とも、関係部局との連携を一層密にしなが

ら、本県農水産業の発展につながる成功事例を

創出し、地域経済の活性化に努めてまいりたい

と考えております。
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○福田作弥議員 私は、国、あるいは行政と

言ってもいいんですが、未開拓の農業分野に目

をつけてくれる最後のチャンスだと見ておりま

す。追い風ですね。これを生かさない手はない

と思うんです。全国にはこういう制度がなくて

も成功したものがありまして、見方は両論あり

ます。私も現地に行ってまいりましたが、近隣

では大山町の事例、それから山梨県の勝沼町の

事例、これはそれぞれ有名でありますから御存

じと思いますが、ここの成功のポイントは─

町長、あるいは町長が農協長を兼務されたとこ

ろもありましたが─農林、商工、一体となっ

た町長のトップダウン方式、これで成功をおさ

めた事例だと私は見ておりまして、ぜひ我が宮

崎県においても、農業が基幹産業でありますか

ら、成功してほしい、成功させたい、そういう

気持ちがやまやまであります。口では一体と

なったとおっしゃるんですが、農商工連携のパ

ンフレット一つを見ましても、財団法人宮崎県

産業支援財団だけ、場所も農業関連は大淀のほ

う、商工関連は宮崎市の外れの佐土原のほう、

こういう状況でありまして、会合では一体化で

きますよ。しかし、内容的には前進がないと考

えております。多くは申しません。ぜひ、宮崎

県の農商工連携、あるいは６次化が―せっか

く県を挙げて取り組んでいらっしゃいます。知

事も一生懸命やっていらっしゃいます―成功

するように、ワンストップサービス、相談窓口

をぜひお考えいただきたい、そのように要望し

ておきたいと思います。

続きまして、物流問題、特に大都市消費圏、

京浜航路について、知事並びに関係部長にお尋

ねをいたしたいと思います。

かつて副知事のときに知事は、経済団体や農

業団体のトップと新聞の紙上対談をされまし

て、意欲的な物流改革をお話しになっておられ

ました。私は感心したんです。これは大丈夫、

そういう気持ちでした。知事に就任されまし

て、たくさん仕事がありますからお忙しいと思

いますが、このことに関しまして、いささか

トーンダウンしているような気がしてならない

んです。私の見方が間違っていればお許しをい

ただきたいと思いますが、下り荷の確保が困難

であるとか、あるいは就航する船会社がないと

か、できない言いわけが先行し、実現させる意

欲が本当にあるのかなと、こういう心配をいた

しております。まずは、東九州自動車道もめど

がつきました。重点物流港の絞り込みも知事の

頭の中にはできていると思います。かつてあり

ましたね。京浜航路の海上航路を再構築する必

要があると私は思いますが、短期間でできるも

のではありませんから、やはり知事が前向きに

旗を掲げなければできないと思います。何回も

お聞きして恐縮でありますが、知事のお考えを

再々度お聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 物流対策は、大消費

地、大都市から遠い本県にとって、海上交通、

陸上交通も含めて大変重要な課題ということで

認識しておりまして、私を本部長とします物流

対策推進本部を県庁内に置きまして、取り組ん

でいるところでございます。海上交通に関しま

して、やはり低コスト、それから大量輸送が可

能であるということ、それから本県の立地条

件、海に開かれたこういう条件を利用するとい

うこと、それから二酸化炭素の排出量も少ない

ということで、いろんな意味で本県にとって重

要な、今後とも力を入れていくべき輸送手段で

あるというふうに考えておるところでございま

す。

これまでの課題というのは、やはり議員の御
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指摘にありましたように、荷の確保、特に下り

荷の部分であります。例えば今、ローロー船が

就航しております。細島からの上り荷は６割程

度あるわけですが、帰り荷は４割に満たないと

いうような状況でございまして、いかにこの下

り荷を確保するかということで、これまでも取

り組んできたところでございます。

今年度からは物流効率化支援事業につきまし

て、特に不足している下り荷への割り増しを行

うなど、支援の拡充を行ったところでございま

して、そういった荷物を集めていく、それが航

路の開設というのに結びついていくのではない

かというふうに考えております。関係団体、経

済団体とも一緒になりながら、物流対策に取り

組んでおるところでございまして、企業の協力

も得ながら、今後ともしっかりと取り組んでま

いりたいと考えております。

○福田作弥議員 気持ち的には取り組まなくて

はいけないという段階のところかなというふう

に察したのでありますが、下り荷の問題は長年

の懸案事項ですから、それでも過去やったんで

す。ところが、途中で観光事情が変わりまし

た。宮崎県に対する観光客が減りました。それ

で京浜航路が、いわゆる旅客を中心としたフェ

リーでしたから経営困難になりました。そして

また、旅客中心のフェリーは運航コストが高い

ですよ。同じトン数の船を、8, 0 0 0トンな

ら8,000トン、貨物専用のローロー船であります

と運航が５人です。旅客船は28人です。人件費

のコストだけ考えても、とてもとてもペイしな

いんです。ですから、北海道は早々とローロー

船対策―規模が違うとおっしゃればそうです

が、しかし宮崎県も捨てたものじゃないんで

す。午前中の質問でも、細島港の九州の扇のか

なめとしての話が出ておりましたが、宮崎県の

品物を大都市で売るためには、何が何でも必要

な航路でありますから、ぜひ取り組んでほしい

と思うんです。そこで、以前の取り組みの中

で、農畜産物専用船の試験運航等が実施されて

います。その辺まで踏み込んだ実験をなさる時

期に来ているのではないか。関係団体も、そう

いう知事の意向があれば心が動くと思います。

ぜひ、そういう取り組みをやってほしいんで

す。今、何十億もする船を建造して京浜航路を

開設しなさい、そういうことは申しません。こ

の建造費についても、北海道方式を考えます

と、いろいろ工面ができると思います。知事の

やるかやらないかの決断だと思うんですが、本

格的な航路の開設が難しいとすれば、かつて40

年前に本県が取り組んだ試験航行、そのあたり

ぐらいは実験して、確信を持たれる必要がある

んじゃないかと思いますが、もう一度、知事の

お考えをお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 海上輸送は大変重要だ

ということで、今、旅客の話もございました

が、現在あります大阪の航路、これはやはり実

際に経験してみる必要があろうかということ

で、この前、大阪の出張の帰りに乗って帰って

きたところであります。社長さんにもいろいろ

話を聞いてみると、燃油価格の高騰が大変重い

課題としてのしかかっているというような状況

でございます。いずれにしましても、本県とし

ては非常に貴重な輸送手段でございますし、京

浜市場というのも、本県にとって重要な市場で

あります。それを結びつける航路が本当に可能

なのかどうなのか、先ほど言いましたような物

流効率化の支援事業を、下り荷を集めるような

そんな取り組みを進めておりますので、その状

況をよく見ながら、今のような試験運航という

ものがあり得るのかどうなのか、関係機関、関
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係企業・団体等の意見も聞きながら、十分な検

討が必要であろうかというふうに考えておりま

す。

○福田作弥議員 大変慎重な答弁に終始してい

るようでありますが、私はこういうことを関係

者から言われました。何回かお話ししたと思い

ますが、「県は何事も玄関口までは案内する

が、それ以上は踏み出そうとしない。お金がな

ければないで、取り組む方法があるのではない

か」と。大変私どもには耳の痛い話でありま

す。ぜひ、こういう思いを持った方もいらっ

しゃることを考えてほしいと思います。例え

ば、ソウル便や台北の空の国際便、県の大きな

金を支出しまして、これも何回も試行錯誤して

やっているんです。その辺も参考に、ぜひお取

り組みをお願いしたいと思います。

最後に、ＴＰＰ問題と本県農業について、知

事初め関係部長にお尋ねをいたしたいと思いま

す。

国政は現在、消費税と社会保障の一体改革一

色で、ＴＰＰ問題は水面下の動きのようでござ

いまして、表面的には小康状態を装っていると

見ております。しかし、その対応策は、ＴＰＰ

の阻止運動と並行して必要であります。特に基

幹産業が農業である本県にとっては、将来の展

望にかかわる問題であります。そこでまず、知

事には、ＴＰＰに対する阻止の考えは揺るぎな

いか、お聞きしたいと思います。また、九州知

事会等ではどのような論議がされているのか。

農政水産部長には、主力の畜産、ハウス園

芸、水稲について、もしもの場合の影響をどの

ように予測され、その対応策は可能かどうか、

この辺も今、精査されていると思いますが、お

尋ねをしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰの問題について

は、これまでも答弁してきたところでございま

すが、本県における農業の問題、我が国におけ

る農業というものをいかに守っていくかという

ところのしっかりとした方向性、考え方、また

ＴＰＰ交渉に加わったときの条件というものが

しっかり見えてこない段階では反対であるとい

うことを、はっきり申し上げておるところでご

ざいます。九州地方知事会におきましても、同

様のさまざまな議論がなされておるところでご

ざいますが、今、ＴＰＰ交渉全体がどういう方

向に進んでいくのか、今の参加国の中でも方向

性が見えない状況であるというふうに考えてお

ります。引き続き国には、その交渉の情報収集

なり、情報提供というものを求めてまいりた

い、それを踏まえてしっかりと本県の意見を届

けてまいりたい、そのように考えております。

○農政水産部長（岡村 巖君） 大変厳しい国

際競争の中で、本県の農業・農村が次の時代へ

の扉を開き、一歩踏み出すためには、既成概念

にとらわれない大胆な構造改革が必要であると

考えております。お尋ねの畜産、施設園芸、

米、それぞれについてということでございま

す。

まず、畜産についてでございます。本県で

は、口蹄疫からの再生・復興を進めているとこ

ろでありますが、飼料価格の高どまりや枝肉価

格の低迷など、畜産を取り巻く環境は大変厳し

い状況にあります。このため県では、全国のモ

デルとなる安全・安心で付加価値や収益性の高

い畜産の構築を目指した「畜産新生」を、関係

機関・団体と一体となって進め、生産性の向

上、生産コストの低減、販売力の強化、畜産関

連産業の集積の４つの課題に取り組んでいると

ころでございます。この中で、生産性の向上に

つきましては、家畜疾病が生産性に及ぼす影響
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を明らかにするとともに、繁殖牛の分娩間隔の

短縮や、母豚当たりの年間出荷頭数の増加に向

けた取り組みを進めることとしております。ま

た、生産コストの低減につきましては、自給飼

料の増産やエコフィードの利用拡大などを通じ

て、飼料自給率の向上に向けた取り組みを進め

てまいります。このような取り組みに加え、本

県産の畜産物の品質のよさを生かした販売力の

強化などにも力を入れ、本県畜産が将来にわ

たって発展できる産業となるよう、関係機関と

連携して取り組んでまいります。

次に、施設園芸でございますが、生産性の向

上や低コスト化対策につきましては、まずは喫

緊の課題として、省エネ設備の導入支援や木質

バイオマスを活用した新たな暖房体系の構築を

図り、燃油高騰対策として積極的に取り組むこ

ととしております。また、産地全体のコスト低

減対策としては、中古ハウスなどの経営資源の

円滑な継承と有効活用に向けたシステムの構築

を進めるとともに、新設ハウスについても、よ

り一層の設置コストの低減に向けた技術的な検

討を進めてまいります。さらに、総合農試で開

発いたしましたかん水や施肥を自動化できるシ

ステムの利用による省力かつ効率的な栽培管理

技術や、増収効果が期待されるＣＯ２施用技術等

を、地域の条件や品目に応じて適切に組み合わ

せることにより、高い生産性と低コスト化を実

現する宮崎型の施設園芸モデルを確立してまい

りたいと考えております。

最後に、本県の米につきましては、規模の小

さな農家が多く、生産コストが高いことから、

県といたしましては、生産コストの低減と生産

性の向上を一体的に進めることを基本としつ

つ、大規模経営に取り組む営農集団や集落営農

法人の育成等を通じまして、主食用米はもとよ

り、業務・加工用米等の低価格帯の米生産にも

積極的に取り組み、競争力の高い産地体制の確

立を進めてまいります。特に、業務・加工用米

等の生産においては、低コスト生産技術の導入

が不可欠でありますので、例えば、直まき栽培

の技術的な課題等を整理した上で、栽培マニュ

アルの改定を進めるなど、新たな技術のさらな

る普及を目指してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○福田作弥議員 自由化問題に対して決め手は

ないと私は見ているんですが、しかし、努力は

しなくてはいけない。どういう事態になろうと

も、消費者にある程度、安心・安全を上乗せし

て購入してもらうにしても、コストの低減は避

けられないと思います。多くを申し上げません

が、例えば今、最後のほうで農政水産部長がお

話しになりました米の問題等についても、私

は、宮崎県は随分コスト対策がおくれていると

見ております。２月に私ども会派の農林の委員

会で福井県、コシヒカリのふるさとであります

が、ここの調査をいたしました。農業団体や県

行政―出先事務所、私の地域でいいますと中

部農林振興局でしょうか、そういうところから

既に一般の栽培農家に直まき栽培、直播ともい

いますけれども、それが出ているんです。もう

普及している。宮崎県はとても普及段階ではな

い。コストが比較にならないぐらい違う。田植

え機も要らない。育苗センターも要らない。田

植えをしない稲作ですからね。オーストラリア

とかアメリカの広大な農場の飛行機ではありま

せんが、やはり小さい水田は水田なりにばらま

きの技術があるわけですから、これを確立する

ことによってコストの低減を図る。その辺も十

分―何回も先ほど試験研究機関の中でも申し

上げましたが、現場が要求する技術の確立を、
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必要とする技術対策をお願いしたい、このよう

に考える次第であります。大変厳しい表現でお

訴えをしましたが、ぜひ宮崎県の経済が浮揚す

るようにお互いが努力をしなくてはいけない、

そういう気持ちで質問いたしましたから、お許

しを賜りたいと思います。

以上でございます。（拍手）

○中野一則副議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。通告に従いまし

て一般質問を行います。

まず、消費税増税問題について、知事にお伺

いをしたいと思います。

今、国会では、「社会保障と税の一体改革」

の名のもとに、消費税を2014年に８％、2015年

に10％に増税する大増税法案の成立に向けて、

民主、自民、公明の３党による採決先にありき

の修正協議なるものが行われ、今週から特別委

員会で、増税法案を初め年金や子ども・子育て

新システム関連法案など、重要法案が一括審議

されるという異例の国会となっています。消費

税増税は、増税推進の論調を繰り広げる大手メ

ディア各紙の世論調査でさえ、朝日６日付は、

増税法案に反対が、先月より５％ふえて56％、

賛成は７％減って32％、毎日４日付でも反対57

％、賛成は36％という状況です。こうした国民

の反対の声を無視して消費税増税を強行するこ

とは許されません。消費税増税が国民の暮らし

も経済も壊してしまうことは、既に1997年、橋

本内閣が消費税を５％に引き上げたときに経験

済みで、税率が２倍にもなる今回はそのさたで

はありません。知事は消費税増税についてどの

ような見解をお持ちか、また、増税が県民の暮

らしや地域経済にどのような影響を及ぼすと認

識しておられるか、お聞かせいただきたいと思

います。

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〕 お答えいたし

ます。

消費税の影響についてであります。消費税の

増税につきましては、今御指摘がありましたよ

うな景気への影響が懸念されるということや、

低所得者層への配慮も必要となるということか

ら、その実施に当たりましては、地域経済の状

況を十分考慮するとともに、低所得者に配慮し

た対策が講じられる必要があるというふうに考

えております。国民の暮らしにもいろんな影響

を与えることから、何よりも国民の理解をどの

ようにして得られるか、大変重要な課題である

というふうに認識をしております。以上であり

ます。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 今、知事も国民の理解が必

要だということをおっしゃいましたけれども、

先ほどお話ししましたように、今、国民は増税

に理解を示していないという状況です。この増

税で、県民負担もさることながら、宮崎県自体

の負担も非常に大きくなり、すべて税金でこの

県の負担分も賄われるということになるわけで

す。現在、県の消費税負担はどれほどあるの

か、お聞かせいただきたいと思います。

○総務部長（四本 孝君） 県の業務執行に際

して負担しております消費税及び地方消費税に

つきましては、当該業務に伴う取引が課税取引

であるかどうかなどにより異なった取り扱いと

なります。このため、正確な負担額を算出する

ことは困難でありますが、県の歳出総額のう

ち、一般的に消費税等を負担しているものは、

物品等の購入、役務の提供、業務の委託、建設

工事の請負などと考えられますので、その相当
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額は負担をしているものと考えております。

○前屋敷恵美議員 的確な数字がわからないと

いうことなんですけれども、相当額、県民に税

の負担が及ぶことになるのは間違いありませ

ん。

次に、「社会保障と税の一体改革」が今、論

じられているわけですけれども、社会保障の充

実のためには消費税増税が必要だということに

なっておりますが、果たしてそうなのかという

ことです。知事はこの一体改革をどのように見

ておられるか、見解をお聞かせいただきたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 「社会保障と税の一体

改革」でありますが、少子高齢化が急速に進展

する中で、社会保障関係費が増大しておりま

す。国と地方が住民に身近な社会保障サービス

を将来にわたって安定的に提供していくために

は、避けては通れない課題であるという認識で

ございます。特に、社会保障関係費につきまし

ては、毎年の自然増として、国費で約１兆円、

地方費で約7,000億円というふうになっておりま

して、大幅な増額が見込まれているところであ

ります。その負担を将来世代に先送りし続ける

ことは、社会保障の安定財源の確保や財政健全

化の観点からも困難ではないかという認識でご

ざいます。このような観点を踏まえ、「社会保

障と税の一体改革」というものは、給付と負担

の両面にわたりまして、世代間、世代内の公平

性を確保する仕組みを構築しようとする改革で

あると理解しているところでありまして、その

改革の背景、内容というものを国民に十分説明

して、理解の促進を図る必要があろうかという

ふうに考えておるところでございます。県内に

おきましても、先日、国と連携しながら、そう

いう説明会も開催したところであります。

○前屋敷恵美議員 社会保障の充実、またその

費用の負担のためには、どうしても財源が必要

という立場だというふうにお答えになったと思

います。しかし、政府の説明では、増税をすれ

ば社会保障がよくなるというふうに国民には受

け取れるんですけれども、実際、この社会保障

の中身を見てみますと、子ども手当の廃止と年

少扶養控除の廃止で、実質手取りがマイナスに

なる世帯が相当数あります。また、年金も３年

間で2.5％も削減になる。年金、医療、介護の保

険料も大幅にアップする。しかし、その一方

で、消費税の増税分がどこに使われるかといえ

ば、財政の赤字や流用した年金財源の穴埋めに

置きかえられる。社会保障には回らない。実

質、社会保障は改悪でしかないというのが、こ

れまでの国会の論議の中で明らかになってきて

いる部分です。今回の大増税は全く道理がない

というふうに言わなければならないと私は思い

ます。

しかし、この増税が実施されますと、地域経

済の面ではどういう影響が出るか。知事も先ほ

ど相当な影響が出るとおっしゃいましたけれど

も、国民の所得と消費が今、長期にわたって落

ち込んでいるさなかです。その中で消費税負担

が13兆5,000億も増大する。これに社会保障の改

悪分も合わせると、約20兆円の負担がかかって

くるということです。しかし、経済の６割を個

人消費が占めております。雇用の７割を支える

中小業者、ここに大きな打撃となって、さらに

地域経済の疲弊というのは免れないというふう

に思うわけです。

特に現時点では、震災被災地で生活再建や地

域復興の足を引っ張ることになるということ

で、この増税が大問題になっておりますけれど

も、私は、その点では宮崎も同じだというふう
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に思うんです。先ほど来、知事のお話がありま

したが、口蹄疫や鳥インフルエンザ、それから

新燃岳の噴火、こういう災害にずっと見舞われ

てきました。今、農家や関連業者や地域経済へ

の打撃はまだまだ回復していない。これを回復

させようというのが県の施策でもございます。

そういった中で、今、被災された皆さん方が何

とか再建に向けて頑張ろうというときですか

ら、この宮崎でも大増税というのは大きな負担

になり、今の再建しようという人たちに冷や水

を浴びせかけるようなものだと、極端に言え

ば。私はそういうふうに思います。絶対にやっ

てはならない大増税だというふうに思うんです

けれども、知事はどのようにお考えでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど答弁したところ

でございますが、国と地方が提供している社会

保障サービスというものを将来にわたって安定

的に提供していくためには、安定的な財源の確

保が必要であろうというふうに考えておりま

す。そのためには、景気に左右されにくく、働

く世代の特定の者に負担が集中しない、広く薄

く負担をお願いする消費税というものは、実施

の時期、実施の対応、やり方は別といたしまし

て、避けては通れない課題だというふうに考え

ておるところでございます。一方で、景気への

影響が懸念されるということで、今、国会で審

議がなされております。きょうの公聴会におき

ましても、専門家がいろんな御意見を述べてお

られたところでございまして、そういった専門

的な御意見も踏まえた国会での議論というもの

を注視してまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 先ほどお話ししましたけれ

ども、橋本内閣の５％引き上げになったとき

に、その引き上げになる前と直近の2010年の税

収を比較したデータが出ているんですけれど

も、消費税は確かに２％増税されましたか

ら、7.6兆円から12.7兆円にふえました。しか

し、税収の総額で見ると14兆円も減るという

データが、結果が出されているんです。14年間

の累計にいたしますと、84兆円も税収が減る。

これは国の税収なんですけれども、地方の場に

おいても、国の税収状況と単純比較はできませ

んけれども、やはり同じ傾向は否めないという

ふうに思います。これが10％の税率になれば、

さらに税収の落ち込みは深刻なものにならざる

を得ないというふうに思います。結局、消費税

で増税して財源を確保したとしても、景気が悪

くなれば、その悪い状態が続けば全体の税収は

減るということを物語っているというふうに、

結果が示していると思います。ですから、本当

に消費税の増税というのは、住民の暮らしも地

域経済も破壊していく、とんでもない税金だと

いうふうに思います。

私は今、街頭でもよく消費税増税反対の国会

請願の署名をしているんですけれども、とりわ

け高齢者の皆さん方が口にされるのは、「食べ

物は仕方がない。買わないと仕方がないけれど

も、そのほかのものはもう一切買わないことに

決めました」、このように言われるんです。で

すから、ますます消費不況というのは深刻にな

らざるを得ないというふうに思います。これが

庶民の、ささやかですが、生活防衛手段なんで

す。こういう県民の生活実態なども十分に知事

は認識していただいて、本当に消費税増税が県

民の暮らしや経済にとってどうなのかというと

ころをしっかりと踏まえて、消費税増税反対の

立場に立っていただきたいというふうに私は思

うわけです。

こう言いますと、財源が必要だということに
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なりますけれども、私どもは、消費税に頼らな

いでも財源ができるということを今、提案して

いるところです。特に、後先になりましたが、

この負担というのは、中小零細業者の皆さん方

には本当に深刻な問題なんです。というのは、

消費税分が転嫁されなくて営業しなければなら

ない。消費税がスタートした時点から、もう20

数年になりますけれども、一貫して身銭を切り

ながら営業を続けているという状況で、もう持

ちこたえられないというのが中小業者の方々の

悲鳴です。これが10％にもなれば、零細業者の

方々は経営が続けられないということにもなっ

てくるわけですから、本当に深刻に受けとめな

ければならないというふうに思っているところ

です。

税の原則というのは、応能負担が原則です。

負担能力、余力があるところにちゃんと税は納

めてもらう。ところが、今、こうした余力のあ

るところに減税をしているというのが政府のや

り方ですから、これをきちっと改めて、必要な

ところに税の負担をしてもらう。そして、無駄

遣いは聖域をなくして一掃する。何より、国民

の雇用や所得をふやしてこそ、安心できる暮ら

しというものが地域経済にも大きく寄与するこ

とになるわけですから、そういった働く、雇用

のルールであるとか、非正規じゃなくて、やは

り働くルールで本採用が本当だというような

ルールをしっかりと国がつくっていくというこ

とも踏まえながら、国民の暮らしそのものを守

るという立場に立った政治が求められていると

いうふうに思います。この方向を追求すること

が、消費税増税に頼ることなく社会保障の拡充

や財政再建の道を開くことになるというふうに

思っております。今、本当にこの時点で必要な

のは、今、国会で会期末を迎えて論戦が激しく

なっていますけれども、消費税増税を許さない

という、総じて国民の大きな声が国会に届いて

いくような、こういう地方の声をしっかりと届

ける役割というのも知事にはあるんじゃないか

というふうに思っております。国民の暮らし、

そして県民の暮らし、地域経済をしっかり守る

立場に立つという点で、消費税増税を許さな

い、そういう知事の決意を聞かせていただきた

いんですけれども、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 私のスタンスとしまし

ては、将来的に国民の生活を守るための安定的

な社会保障サービスを提供していくためには、

消費税の負担というのも、増税というのも避け

て通れない課題であるというふうに考えておる

ところでございます。その実施に当たりまし

て、今、御指摘がさまざまございましたが、経

済への影響なり低所得者層への配慮、そういっ

たところも十分勘案する中での実施というもの

を求めてまいりたい、そのように考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 期待をいたしております。

ぜひ、そういう立場に立っていただけるよう

に、御検討を引き続きお願いしたいというふう

に思います。

次に、原発問題について、まず原発の再稼働

問題について伺いたいと思います。

野田首相は８日の記者会見で、福井県の大飯

原発３・４号機の再稼働実施の表明をされまし

た。その理由は、国民生活を守るために夏場に

限定せず大飯原発を運転する必要があるという

ものでした。また、福島を襲ったような地震・

津波が起こっても、事故を防止できる体制は

整っているということも断言されました。しか

し、福島原発事故の原因究明もできていない、

政府みずからがとりあえずとして決めた30項目
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の安全対策の設置なども３年先という状況で

す。これでどうして事故を防止できると断言で

きるのか。私は、これこそ安全神話の最悪の形

での復活だというふうに言えると思います。具

体的な根拠や対策も示さずに、電力不足や電気

料金値上げで日常生活や経済が混乱するという

おどしの言葉だけで再稼働を迫るというのは、

決して許されないというふうに思います。全国

で50基の原発が今、すべてとまっておりますけ

れども、それは何より原発を安全に運転する保

証がないからにほかならないというふうに私は

思っているところです。

そこで、宮崎県民の身近な課題である鹿児島

の川内原発について、一たん事故が起きれば取

り返しのつかない事態を招くのが原発事故で

す。深刻な放射能被害を危惧し、再稼働反対を

求める県民の思いは、直接、知事にも伝わって

いるというふうに思いますけれども、どのよう

に受けとめておられるか、お聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 原子力発電の安全性に

つきましては、福島第一原子力発電所の事故の

後、その安全性に対してさまざまな御意見があ

り、再稼働についてもさまざまな御意見がある

ということは承知しているところでございま

す。現在、国におきまして、エネルギーに関す

る基本政策の検討が進められているところであ

ります。そういう中で、原子力発電を今後どう

考えていくか、しっかりとした議論が必要であ

ろうというふうに考えておりますが、まずは国

民の安全確保というものを最優先に考えていた

だいて、その上で国民生活や産業、環境への影

響などを踏まえたさまざまな視点からの国民的

議論が必要であろうというふうに考えておると

ころでございます。そういった検討結果を踏ま

えつつ、本県としては、本県なりの持続可能な

エネルギーの供給という観点からも、太陽光や

バイオマスなど再生可能エネルギーの普及拡大

に取り組んでまいりたい、そのように考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 宮崎県は、とりわけ自然エ

ネルギーの宝庫ですから、その方向をしっかり

と求めていくことが大事なことで─この後に

もお聞きしたい点があるんですけれども─お

隣の鹿児島県で距離は離れているといっても、

一たん事故が起これば影響はこちらにも来るん

です。それは否めないところなんです。ですか

ら、県民の命と安全・安心を守るという点では

人ごとでは済まされないこの問題を、しっかり

知事に受けとめていただきたいと私は思いま

す。ぜひ知事みずからが、再稼働はすべきでな

い、安全性が確保されていない原発の運転につ

いては再稼働すべきじゃないという立場に立っ

ていただきたい。そして、そういった県民のす

べてに責任を負う知事の立場から、３号機の建

設なども含めて、九電にも再稼働をするなとい

う点と、新たな建設は中止するということも

しっかり申し入れをすることが必要ではないか

というふうに思いますけれども、知事、いかが

でしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 原子力発電のあり方も

含めたエネルギー政策は、最終的には国が決定

する事項でございますが、基本的なスタンス

は、先ほど申しましたように、まずは国民生活

の安全性を最優先する、そういうことを考えた

中で、さまざまな視点というものを踏まえた国

民的な議論を行った上で方針が決定されるべき

というふうに考えておるところでございます。

現在、御質問のありました停止中の川内原子力

発電所の再稼働や増設計画の動きにつきまして

は、こういった国のエネルギーに関する基本政
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策、また議論の動向、さらには原子力規制関連

法案の審議状況を十分に注視していく必要があ

ろうかというふうに考えておりますし、そう

いったものの状況を踏まえながら、本県として

も関心を持っていたいというふうに考えており

ます。

○前屋敷恵美議員 私は、エネルギー政策は国

の専権事項だというふうに知事の御答弁を受け

取ったんですけれども、これだけの事故が起き

たわけですから、国のエネルギー政策に頼るこ

となく、独自の考え方を持って独自のスタンス

で安全を守るためにどうするかということが今

後必要じゃないかというふうに思っているとこ

ろです。今、川内原発は稼働していませんけれ

ども、現存しているわけです。事故が一度福島

で起きたわけですから、いろんな場合を想定し

なければ済まされないというふうに思います。

これは前回の質問でも御提案をしたんですけ

れども、原発事故の危険から県民の安心・安

全、健康を守るという立場では、何らかの影響

が及ぶことを想定して、最低限の避難計画―

どう対応するかという点で、その程度はいろい

ろあるでしょうけれども、その最低限のものを

示すということや、どう影響が出るかというハ

ザードマップ、これは最低限―なかなか難し

いということも前回おっしゃいましたけれど

も、やはり努力をして、県民に安心してもらう

ためにも必要なものじゃないかというふうに思

いますけれども、いかがでしょうか。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 今回の福

島第一原子力発電所の事故に伴う影響につきま

しては、非常に広範囲に及ぶこととなり、現在

もその状況が続いているところであります。原

子力発電所での事故を想定した防災対策に関す

る基本的な考え方については、前回も御答弁申

し上げたところですけれども、現在、国におい

て検討が進められているところでございまし

て、現時点で、本県独自に事故発生時の影響範

囲を想定し、ハザードマップを策定することな

どは、やはり困難であると考えております。県

といたしましては、今後提示されます国の原子

力事故への対策に関する考え方を踏まえなが

ら、対応を検討してまいりたいと考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 つくらないというのではな

くて、つくる立場で物事を進めていくというの

が非常に大事だというふうに私は思います。そ

ういう立場に立ってこそ、いろんな資料だと

か、多くの皆さんからの協力も、データも得ら

れるんじゃないかというふうに考えますので、

ぜひ御努力をいただきたいと思うところです。

それから、先ほどお話がありました自然エネ

ルギーの開発、活用の件ですけれども、これも

前回の質問で、宮崎県が率先してこの対策は進

めるべきだと。ここを集中して政策を進めてい

く、対策を進める部署、局、室なりを立ち上げ

ることが必要じゃないだろうか、県民に見える

形で宮崎県は頑張っているということも言える

んじゃないかというふうに思うんです。そうい

う部署の設置の必要性を感じておりますので、

ぜひ改めて御検討いただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。

○環境森林部長（堀野 誠君） エネルギー政

策はさまざまな産業部門と関連していることか

ら、所管する部局において、それぞれに事業を

実施しているところであります。この中で、新

エネルギー分野につきましては、地球温暖化対

策と一体的に取り組むことが必要であることか

ら、環境森林部で総合調整を担い、部局間で密

接に連携を図りながら、効果的な施策の推進に
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努めているところであります。低炭素社会の実

現のためには、新エネルギーの一層の活用促進

が重要でありますので、引き続き、部局間の連

携を密にしながら、施策の推進を図ってまいり

たいと考えております。また、各部局で実施し

ます新エネルギー施策につきましては、県庁

ホームページ等で一元的に紹介するなど、県民

の皆様へわかりやすい情報提供にも努めてまい

りたいと思います。

○前屋敷恵美議員 それぞれの部局での専門性

を生かして部局横断的に新エネルギーの対策に

取り組んでおられるということでしたけれど

も、そういうやり方もあろうかというふうに私

は思います。しかし、それがはっきり県民に見

える形で―ホームページで公表するというこ

とでしたけれども、ホームページを開ける方は

いいですけれども、開けない県民もたくさんい

らっしゃるわけで、そういった方々について

も、県がエネルギー対策をしっかり進めている

ということがわかるような発信をしていただく

こと、このことが重要だというふうに思います

ので、ぜひ研究、御努力いただきたいというふ

うに思います。

続けて進みます。次は、国民健康保険の問題

に移ります。

まず、国保の広域化についてお尋ねをしたい

というふうに思います。国保を取り巻く現状は

極めて深刻な状況が続いております。高過ぎる

保険料、滞納世帯からの保険証の取り上げ、強

権的な取り立てなど、後で県内の実態もお聞き

をいたしますけれども、住民の暮らしと健康、

命までが脅かされるというような事態が起きて

います。こうした中で、政府はこの４月、国保

の給付財政を都道府県単位に統合する法案を国

会で成立させました。既に県では、政府の指示

もあって、宮崎県国民健康保険広域化等支援方

針を策定して、保険税の収納率の目標設定や、

その達成状況に応じた市町村への指導を行う方

向も定めております。政府はこうして国保の広

域化路線を推進しようとしておりますけれど

も、国が進める広域化の目標や、その概要、そ

して県としてこの広域化をどのように受けとめ

ているのか、さらなる国保税の引き上げや滞納

制裁に自治体を駆り立てることにはならない

か、危惧されておりますけれども、その辺のと

ころもお聞かせいただきたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 国は、低所得

の加入者が多く、年齢構成も高いなどの構造的

問題を抱える市町村国保につきまして、財政基

盤強化策や収納率向上に向けた取り組みに加

え、今後のさらなる少子高齢化の進展を踏まえ

ると、保険財政の安定化、市町村間の保険料負

担の公平化等の観点から、市町村国保の都道府

県単位化を進めていくことが不可欠であるとし

ているところでございます。県といたしまして

は、広域化だけでは市町村国保の構造的な問題

の解決につながらないということから、全国知

事会を通じまして、まずは構造的な問題の抜本

的な解決を国に対して求めているところでござ

います。

ただいま議員のほうからお話がございました

国保の一元化の問題については、１円化と言っ

ておりますけれども、今、国保の30万円以上の

報酬については、市町村統一して対応しておる

ところでございますけれども、それを１円化す

るという法案がことしの３月に通りまして、平

成27年７月１日から運用されるということに

なっております。そのことと、いわゆる国保の

広域化ということで、国保の財源も含めた一元

化なり、国保の主体を県がするとか、そういう
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議論がされておりますけれども、今後とも、先

ほど申し上げましたように、まずは抜本的な国

保の構造的な解決を図っていただきたいという

ことで、国等に対しては申し入れを行っている

ところであります。以上でございます。

○前屋敷恵美議員 構造的な問題、抜本的な解

決は、本当に国が責任を持って行わなければな

らない課題だというふうに、私も思います。

今、保険料の平準化も図るんだということを言

われましたけれども、平準化というと公平にな

るかのように聞こえるんです。保険料が県内同

じ保険料になるわけですから、平準化と言えば

言えるんですけれども、中身は自治体によっ

て、医療費がふえないのに保険料を引き上げな

ければならない自治体であるとか、そういった

ところは国保の財政状況が悪いところに支援を

するような形になってしまうという、お互い痛

み分けをしながら保険税が決まるというような

ことになってしまうんです。

今、押しなべて市町村国保というのは財政状

況が厳しい状況にあります。今言いましたよう

に、住民の国保税、国保料の負担を軽減するた

めに、一般会計からの財政繰り入れをするよう

な努力をしておられる自治体も数多くあるわけ

です。しかし、この広域化は、保険料を都道府

県単位で決めることによって一般会計繰り入れ

をしない制度にするとしています。このこと

は、国保料のさらなる引き上げに道を開くとい

うことになるというふうに私は思うんです。

今、抜本的な解決のためには国が責任を負う

ことだと言われましたけれども、本当に一番必

要なことは―1984年に国保の医療費の国庫負

担が引き下げられました。当時、45％から38.5

％に国の負担分を減らしてきているんですが、

これが大きく市町村国保財政を危機的状況に陥

れているその一番の眼目なんです。国庫負担を

もとに戻させていくこと、このことがとりわけ

重要だというふうに思います。これが国民皆保

険を維持させていくかなめになるというふうに

私は思っているところです。全国知事会もその

方向で国には要求しているというふうにも聞い

ているんですけれども、ぜひ県からも国へ、国

庫負担率をもとに戻すということは強くアプ

ローチしていく必要があると思っているところ

です。

次に、今の国保の現状について伺いたいと思

います。まず、国保税の滞納状況についてお示

しください。そして、収納率向上策による国保

税の差し押さえなども行われる状況になりまし

たけれども、この状況もあわせてお聞かせいた

だきたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成23年６月

１日現在でございますが、滞納世帯数は３

万4,989世帯でございます。次に、差し押さえで

ございますが、これは22年度の差し押さえです

けれども、2,319世帯に対しまして総額で約４

億3,000万円の差し押さえを行っております。な

お、滞納世帯に対しましては、それぞれの事情

に応じ適切な対応が図られるように、市町村へ

の助言等を行っているところでございます。

○前屋敷恵美議員 差し押さえですけれども、

どのような基準で差し押さえに至るのか。中身

は本当にそれぞれ―これまでもるる消費税の

問題から話が続いているわけですけれども、本

当に今、県民の皆さんの暮らしも大変な状況

で、仕事も探すけれども、ないというような中

で、大変な状況に追い込まれているんです。払

える人が払わないという悪質な方には取り立て

は当然かもわかりませんけれども、本当に払え

ないという方々については親身になって相談に
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乗る、差し押さえは極力抑えていく、そういう

方向が必要かと思いますけれども、どういう状

況のときに差し押さえという手段になるのか、

お聞かせください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 差し押さえに

至るまでには、保険料が納められないというこ

とがございますので、短期保険証を交付した

り、１年以上経過いたしますと被保険者資格証

明書等を交付するなどして、そういう証明書を

交付する際に、滞納者の方と納税について相談

をする機会というふうにとらえておりまして、

そこでまた指導するというような使い方をして

おります。そして、さらに、１年６カ月以上滞

納いたしますと、差し押さえ等の手続といいま

すか、そういったところに入っていくというこ

とでございますので、市町村においても、そこ

はかなり慎重に、ケースによってそこは十分考

えながら、最後の滞納処分に入っているという

ふうに理解をしているところでございます。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、強権的な取り立てに

だけはならないように、そこは十分、市町村へ

も指導をしていただきたいというふうに思いま

す。

続いて、今、部長もお話しになりましたけれ

ども、保険証の未交付の状況、資格証明書、短

期証、それから保険証が渡っていないという世

帯の状況を教えてください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 同じく平成23

年６月１日現在でございますが、短期被保険者

証を交付されている世帯数は１万7,616世帯、資

格証明書を交付されている世帯数は2,792世帯で

あります。また、被保険者証、短期被保険者

証、資格証明書のいずれも持っていない、いわ

ゆる未交付世帯でございますが、本年４月に市

町村への聞き取りを行ったところ、21市町

村、7,085世帯となっております。

○前屋敷恵美議員 保険証がない世帯が7,000世

帯からあるということなんですけれども、保険

証がないために受診抑制で手おくれとなって、

死亡に至ったという例も全国でも数多くありま

すし、宮崎県内でもあるわけです。本当に命が

奪われるような状況になっているということ

は、私は許されないというふうに思うんです。

国保というのは、憲法第25条に基づく社会保障

の制度なんです。お金のない人を制度から排除

するということがあってはならないというふう

に思うんです。ぜひ、そういうことに至らない

うちにしっかりと手当てをしていくということ

が必要だというふうに思います。

これは一つ例ですが、宮崎市の国保税の状況

をちょっとお伝えしたいんですが、所得が200万

円で４人家族で国保税は38万6,900円という状況

なんです。とてもこれでは払いたくても払えな

いというのが現状だというふうに思うわけで

す。こういう実態もしっかりつかんでいただい

て、安心して病院にもかかれるという状況をつ

くるのが、やはり行政の役割だというふうに思

いますので、ぜひ努力をしていただきたい、そ

のように思います。

先ほど質問を飛び抜かしてしまいまして、失

礼をいたしました。教育長にお伺いするのを原

発のところで原稿が漏れておりまして、失礼を

いたしました。ここで戻らせていただいて質問

いたしますが、放射線の副読本についてお伺い

したいというふうに思います。

福島の原発事故の後に新しく放射線副読本が

つくられて、各学校に配付をされたというふう

に伺っております。内容を見てみますと、幾つ

かの点で問題だなというのを私は感じました。

全体として、放射能はもともと自然界に存在す
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るし、医療や産業で利用しているというよう

に、放射能との共存を強調する、余り心配しな

くてもいいんだよというように受け取られる表

現の仕方というのが多々見られるんです。しか

し、今、放射能が問題になっているのは、大地

震と津波による福島第一原発事故によって放射

能が深刻な形で広がっている、このことを正確

に伝えていく、そしてどう対処するかというこ

とを子供たちにしっかり教えるということが大

事だというふうに思います。その点ではこの副

読本の中身は、うそは書いてはいないんですけ

れども、極めて不正確、不十分だと言わなけれ

ばならないというふうに思うんです。その中身

についての御見解もいただきたいんですけれど

も、この副読本について、県としてはどのよう

に対応されたのか、その辺をお聞かせいただき

たいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 副読本の配付につい

て、県としてどのように対応したかということ

でようございましょうか。副読本については、

まず、文部科学省の依頼を受けまして配付希望

を調査いたしました。すべての市町村教育委員

会から希望がありました。このことを受けて、

国から直接、市町村教育委員会や小中学校、県

立学校に送付されたものであります。この副読

本の配付に当たり、本県教育委員会では、市町

村教育委員会や県立学校に対して、学習指導要

領における原子力やエネルギー資源に関する主

な記述の例や、防災に関する記述の例を具体的

に示しながら、関連のある単元等で活用してい

ただくよう、文書で依頼したところでありま

す。

○前屋敷恵美議員 中身についての御感想をお

聞かせいただけると……。

○教育長（飛田 洋君） この副読本につきま

しては、放射線に関する基礎的な知識、放射線

による人体への影響、放射線から身を守る方

法、事故が起こったときの心構えなどについ

て、児童生徒が理解しやすいように、写真や図

を用いながら、わかりやすく説明や解説がなさ

れております。県教育委員会といたしまして

は、児童生徒が放射線について学習する教材の

一つとして有効なものだと考えております。

○前屋敷恵美議員 先ほど私も言いましたよう

に、中身については非常に不正確な部分が多々

あるというふうに感じました。放射線被害や福

島原発事故などについて正しく記載したものに

加筆修正をすることが必要じゃないかというふ

うに私は思っています。放射線は最も身近にあ

るもので安全だというような記述になると、そ

の点では誤った認識を持つことになりかねない

というふうに思うからです。正確さを期すとい

う点では検討することが必要だというふうに考

えますので、適切な対応をお願いしたいと思い

ます。

最後に、「子ども・子育て新システム」につ

いて伺います。

「子ども・子育て新システム」は、子供と子

育てに関する施策全般にわたる大がかりな制度

の改変です。中でも一番の問題は、市町村の保

育の実施責任をなくしてしまうということで

す。これは児童福祉法第24条をなくしてしまう

ことに相当するということになるんですけれど

も、現行の保育制度では、憲法の理念や児童福

祉法に基づいて市町村に保育の実施責任がある

というふうに規定されているんですけれども、

実施責任がなくなるということになるわけで

す。保育の利用は、保護者とサービス提供者

（園）との直接契約になります。市町村は保育

の必要度を認定するにとどまるということに
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なって、就労時間に応じて、長時間利用か短時

間利用かなどの利用可能な区分を決定するとい

うことになってしまいます。そして、子供たち

の保育の状態はどうかというと、子供たちの生

活のリズムに合わせた保育時間が、今は開園か

ら閉園まで保障されているんですけれども、認

定した時間だけしか保育されないという点で、

子供たちにとっても非常に不安定な保育になら

ざるを得ないということです。問題としては、

新システムは現行の制度とどう違うというふう

に認識しておられるのか、また公的責任の後

退、保育所最低基準の緩和、株式会社の参入な

どについての問題点が今、出ておりますけれど

も、この辺についての県の認識を聞かせていた

だきたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 「子ども・子

育て新システム」につきましては、平成24年３

月に新システム３法案が国会に提出されまし

て、現在、国会において審議中でございます。

その中で新たな制度といたしまして、おっしゃ

いました総合こども園の創設、国の給付の一元

化、こども園給付を受けるための市町村による

指定制、一定の要件を満たした株式会社やＮＰ

Ｏ法人を含めた多様な事業主体の参入、保護者

と施設の直接契約制度などの内容が盛り込まれ

ているところでございます。

市町村の公的責任について御質問がございま

したけれども、新システムの導入に伴いまして

改正される児童福祉法第24条において、「市町

村は保育を必要とするすべての子どもに対して

保育を確保する措置を講じること」とされてお

りまして、市町村の一定の関与は継続されま

す。

それから、株式会社の参入でございますけれ

ども、新システムでは、質の確保のための客観

的な基準を満たすことを参入要件としており、

その運営につきましては、行政の定期的な

チェックなどにより、継続的な保育の質の担保

を図っていくものと、国において示されている

ところでございます。

○前屋敷恵美議員 この制度は、市町村の、ま

た国の公的責任を後退させることと同時に、保

育を産業のもうけの道具の一つにするというこ

とにほかならないというふうに思うんです。こ

れでは、健全な子供たち、健やかな子供たちを

育てていくということにはほど遠くなるわけで

すから、ぜひ関連法案を廃案にすべきだと私は

思います。最後に、「子ども・子育て新システ

ム」の法案についての知事の御見解をお伺いし

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、さまざまな論点が

指摘されたところでございますが、そういった

ところを踏まえて、しっかりとした議論はお願

いしたいというふうに考えておるところでござ

います。

○前屋敷恵美議員 押しなべて、県民の暮らし

も子供たちの育ちも大変な状況にありますの

で、そういった県民の状況をしっかりと踏まえ

ていただいて、県政運営にしっかり当たってい

ただきたいというふうに思います。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○中野一則副議長 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。

本日はこれにて散会いたします。

午後２時40分散会


