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午前 10時１分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 図 師 博 規 （日 日 新）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 黒 木 正 一 （自由民主党）

6番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

7番 内 村 仁 子 （ 同 ）

8番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

15番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

16番 太 田 清 海 （ 同 ）

17番 田 口 雄 二 （新みやざき）

18番 西 村 賢 （ 同 ）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 横 田 照 夫 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

25番 押 川 修一郎 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 外 山 衛 （ 同 ）

34番 中 野 廣 明 （ 同 ）

35番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 中 野 一 則 （ 同 ）
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事 務 局 長 田 原 新 一

事 務 局 次 長 小八重 英

総 務 課 長 山之内 稔
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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員38名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、松

村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の松村悟郎でございま

す。３日間の一般質問の中で幾つか重なる質問

もございますけれども、土曜、日曜ございまし

たので、新たな気分で質問をさせていただきた

いと思います。早速、質問に入らせていただき

ます。今回は大きく６つの項目について質問を

いたします。

まず、国の出先機関改革と九州広域行政機構

について、知事に質問をいたします。

国は、地方主権改革の一環として出先機関の

原則廃止を掲げ、地方に移管することを進めて

います。その受け皿として手を挙げているの

は、関西広域連合と九州広域行政機構だけであ

ります。九州知事会では、九州はひとつとし

て、行政機構ありきで進めようとしているよう

に感じられます。一方、全国の地方自治体の市

町村長を中心に、「地方を守る会」が結成さ

れ、国の出先機関の移管に反対する動きがなさ

れております。三位一体改革で地方交付税が大

幅に削減され、煮え湯を飲まされた苦い経験も

あり、今回の地方への丸投げと財源の不透明さ

と予想される予算の削減で、それぞれの自治体

のインフラ整備のスピードが遅くなることへの

不安もあるからだと思います。また、東日本大

震災での、特に地方整備局を中心とした出先機

関の役割が再認識され、機能強化の声さえも聞

こえてきます。

５月17日に大分県で行われた九州議長会と知

事会との意見交換の議事録を見ても、議論を逆

行させてはいけないと考える知事会と、市町村

や地方議会などと丁寧な議論を重ねなければい

けないと考える議長会との温度差があるようで

す。各県議会からの、「国と県の間に新たな統

治機構をつくることは四重行政になるのではな

いか」、また、「県議会として議論もされてい

ないし、市町村長との協議もされておらず、ま

ずは基礎自治体の理解を得ることが前提だ」な

どの意見が書かれていました。

私も、今でも多忙な知事に行政機構の運営が

できる時間があるのか、県民から選ばれた知事

が他県の責任までとれるのか、さらには地方が

国家公務員の受け皿になり、新たな地方公務員

がふえるだけではないのかなど、不確定な要素

が多過ぎるのではないかと思います。地方にで

きることは地方で、一方、国土の均衡ある形成

は国の責任で行うべきであると考えますが、そ

の丁寧な議論ができていないのではと思いま

す。そこで、出先機関の改革について、知事は

九州知事会の中でどのような立ち位置で議論を

進められているのか、お伺いいたします。

残りの質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

国の出先機関改革へのスタンスについてであ

ります。国の出先機関改革につきましては、政

府が閣議決定した出先機関の原則廃止という方

針を受けまして、地方側としても主体的に議論

に参加し、地方分権の推進に資する改革とすべ

きであるという考え方のもとに、九州知事会と

しても制度設計のあり方を提案してきたところ
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であります。私といたしましても、具体的な制

度設計におきまして、地域のニーズに応じた行

政展開や、本県のように社会資本整備等のおく

れている地域の実情を踏まえた政策決定が担保

された上であれば、国の出先機関の廃止、地方

移管というものが地方分権の確立に向けた第一

歩となり得るという思いから、改革の方向性に

賛同し、九州知事会等において議論をしておる

ところでございます。今現在、国において進め

られております出先機関の廃止の具体的な議論

なり案につきまして、さまざまな意見がある、

また県内におきましても慎重な意見があるとい

うことをしっかり受けとめまして、私といたし

ましても、宮崎県知事として、宮崎県に軸足を

置いた議論というものを、これからも本県の実

情や考えというものを強く主張してまいりた

い、そのよ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〕

○松村悟郎議員 本県においては、市町村長や

経済団体からも反対の声が上がっており、九州

広域行政機構のあり方に対する疑問と、出先機

関、特に九州地方整備局の存続を求める意見も

出ております。また、九州議長会での議事録か

らも、長崎県や熊本県のように慎重な意見もあ

り、本県議会も、知事会と相互に認識を共有す

ることは時期尚早、参加するかしないかの議会

としての判断も全く白紙との立場で発言をされ

ております。そこで、九州知事会での議論にお

いて、広域行政機構への参加も白紙の状態とし

て議論すべきではないかと思いますが、知事の

見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 私としましては、これ

までも、九州広域行政機構の検討に当たりまし

ては─九州広域行政機構というのは、あくま

で国においてされております出先機関の廃止と

いうものに対する九州としての提案ということ

でございますが─住民福祉の向上と九州の一

体的な発展に資する制度設計が大前提であると

いうことで、九州知事会等における議論に参加

をしてまいりました。政府からは、制度設計の

枠組みとなる法律案が示されております。閣議

決定が先送りをされたというところでございま

すが、改革の全体像は多くの部分が政令にゆだ

ねられるなど、いまだ不明確なままとなってい

るところでございます。また、各県議会や市町

村などの理解というのも十分広がっていない状

況にありますことから、九州地方知事会としま

しても、政府の制度設計に沿って出先機関の受

け皿の設立を目指すというところまでの結論に

至っているわけではございません。私としまし

ては、引き続き、制度化の動向というものを見

きわめながら、機構設立ありきということでは

なく、県議会や市町村等との十分な議論に努め

てまいりたい、そのように考えております。

○松村悟郎議員 よろしくお願い申し上げま

す。

次に、交通安全確保についてであります。

京都府亀岡市や千葉県館山市で登校中の児童

の列に車が突っ込み、子供たちが犠牲になる悲

惨な事故が相次ぎました。このことを受け、全

国的に登下校時の安全確保の課題が議論されて

おります。そこで、登下校における通学路の安

全確保に対するこれまでの県教育委員会の取り

組みについて、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） これからの宮崎を担

う子供たちの命を守り、通学路における安全・

安心を確保していくことは、保護者を初め、県

民の皆様の何より強い願いであると考えており

ます。今年度に入りまして、登下校中に痛まし

い事故が相次いで発生いたしましたが、県教育
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委員会におきましては、それまでにも、児童生

徒の登下校における通学路の安全を確保するた

めに、県内すべての公立小学校に学校巡回指導

員を配置し、学校周辺や通学路の巡回・警備を

行う「学校見守り支援事業」や、地域の学校安

全ボランティアの方々を対象に、交通指導等に

関する基礎的な知識や技能の習得を目指すため

の「養成講習会」、さらには、各学校の安全担

当の教職員を対象に、学校安全についての指導

力の向上を図るための「学校安全指導者研修

会」などに取り組んできたところでございま

す。

○松村悟郎議員 文科省が４月27日付で通学路

の全国調査に乗り出す方針を明示しました。本

県でも当然、調査が行われるものと思います

が、その結果を改善につなげていただきたいと

思います。そこで、全国で相次いで発生した登

下校中の事故を受けて、通学路の安全対策につ

いてどのように考えているのか、教育長にお伺

いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 全国で相次いで発生

しました児童生徒の登下校中の交通事故を受

け、事故防止の徹底と通学路の安全点検を実施

するよう、市町村教育委員会や各学校へ通知い

たしますとともに、同様の趣旨につきまして、

小中学校や県立学校の校長会において指導した

ところであります。また、現在、県内の全小中

学校及び県立学校に対しまして、通学路の危険

箇所等についての状況調査を依頼しているとこ

ろであります。県教育委員会といたしまして

は、この調査結果の具体的な資料等も活用し、

通学路における子供たちの安全がこれまで以上

に確保できますように、市町村教育委員会を初

め、学校安全ボランティアの皆様や、警察、道

路管理者等の関係機関とも密接に連携して、安

全対策を講じてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 今回、京都府で起きた事故は

無免許運転による悪質な事故でしたが、道路幅

も狭く、歩道もない通学路でもありました。片

側通行や速度制限などの規制はどうだったのか

とも思いました。そこで、学校周辺での安全対

策、例えばスクールゾーンにおける一方通行や

進入禁止などの交通規制の現状について、警察

本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（加藤達也君） 学校周辺の通学

路につきましては、児童の安全確保のため、通

学時間帯を歩行者用道路に設定したり、通過交

通の抑制のため、通行禁止や一方通行等の規制

を実施しております。なお、通学路等における

交通規制は、地域住民、学校及び道路管理者等

と合同点検を実施し、関係者の意見を取り入れ

て見直しを行うなど、より地域の実情に合った

交通規制を実施し、安全な通学路の実現に努め

ているところであります。

○松村悟郎議員 石川県では、生活道路を走る

車のスピードを抑え、子供や高齢者が安全・安

心に暮らせる歩行環境づくりを目指す取り組み

が始まりました。県や市町村、住民の協力を得

て、指定区域で車の速度を時速30キロ以内に制

限する交通規制「ゾーン 3 0」の導入を決

め、2016年までに県内26エリアを設定するそう

です。先日、重松議員の質問にもありました

が、「ゾーン30」の規制はヨーロッパの都市部

を中心に普及しており、警察庁が国内での実施

を提案したものであります。全国で取り組みを

始めております。また、道路の改良について

は、路側帯の新設や拡幅、車道中央線の抹消、

スラロームやクランクの形成など、車両速度が

抑えられる仕組みづくりも想定しているようで

す。このような生活道路における本県の考え
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方、取り組みについて、警察本部長にお伺いい

たします。

○警察本部長（加藤達也君） 現在、本県警察

におきましても、生活道路対策である「ゾー

ン30」に取り組んでいるところであります。本

年度は県内４カ所のゾーンを整備することとし

ておりますが、この中には小学校が含まれてい

るところもあることから、通学路の安全対策に

もなると考えております。生活道路対策は警察

だけでできるものではないことから、引き続

き、地域住民等の意見を反映させ、道路管理者

等と連携して取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○松村悟郎議員 通学路や学校周辺では、特に

歩行者と自転車の安全確保が優先される道路環

境になっていることが大切だと思います。自転

車の利用環境向上のため、「みんなにやさしい

自転車環境」という提言集がまとめられまし

た。警察庁では、自転車は車両であり、車道通

行を原則とするとしていますが、本県の歩道、

車道、自転車道の設置、あるいは規制の考え方

について、警察本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（加藤達也君） 自転車が関係す

る交通事故が多く、また、自転車が無秩序に歩

道を通行している実態を踏まえまして、自転車

利用者と歩行者双方の安全を確保するため、自

転車利用者に対し、自転車は車両であることを

認識し、安全に利用してもらうよう、ルールの

周知と安全教育を推進しているところでありま

す。そこで、自転車の通行方法に関する基本的

な考え方といたしましては、自転車本来の走行

性能の発揮を求める利用者には車道通行を促し

ております。しかし、それ以外の自転車利用者

については、自転車道の設置など通行環境が整

備されるまでの間は、自転車通行が許可された

歩道において、引き続き、歩行者の安全を確保

しながら歩道を通行できるものとしておりま

す。

○松村悟郎議員 道路整備についてお伺いしま

す。本県は、道路整備率が全国平均を大きく下

回り、整備がおくれていることは周知の事実で

ありますが、県が管理する国県道における通学

路の歩道整備率についても、通学路として指定

されている約720キロのうち未整備区間がまだ30

％もあると伺っております。児童生徒の通学時

の安全確保のためにも、歩道整備を急がねばな

りません。また、自転車に関しても、年々事故

がふえる傾向にあります。そこで、自転車レー

ン整備の現状について、また自転車の通行可能

な歩道整備について、県の考え方をあわせて県

土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 自転車レーン

につきましては、現在のところ、日向市の県道

細島港線におきまして、延長2.2キロメートルを

整備しております。

次に、自転車の通行可能な歩道整備の考え方

についてでございますが、幅員が３メートル以

上あれば自転車が通行できることから、市街地

や学校周辺などにおきましては、原則として幅

員３メートル以上で整備をすることにしており

ます。

○松村悟郎議員 全国一律であった道路整備の

基準も、地域主権改革一括法により、国道以外

の道路は設置者の都道府県や市町村が条例で定

めることもできることになりました。国の基準

より広い路肩や、１車線の道路で一部２車線に

する譲り車線の設置を柔軟にできるなど、歩行

者の安全とドライバーの安全向上に配慮し、さ

らにコスト削減も考慮に入れた取り組みになる

と思います。歩行者や自転車利用者が使う路肩
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の幅員も、通学路や沿道に高齢者施設があると

いった利用状況に応じた路肩の整備も行いやす

くなるのではと思います。国の分権改革で自治

体の裁量が広がるものだと思います。そこで、

本県ではどのように取り組まれるのか、県土整

備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 県道を整備す

る際の構造の技術的基準につきましては、地域

主権一括法の施行に伴いまして、平成25年３月

末までに国が定めた基準を十分に参照した上

で、県の条例で定めることとなっております。

このため、昨年11月に条例化に向けた検討委員

会を設置しまして、歩行者や自転車等の安全確

保の観点から、独自基準の設定について、現在

検討を進めているところであります。

○松村悟郎議員 本年度中の制定ということに

なると思いますので、どうぞよろしく検討をお

願いいたしたいと思います。

そこで、通学路など歩道を十分確保した道路

整備、これは当然必要になると思いますが、ど

のように取り組まれるのか、県土整備部長にお

伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 通学路などに

おきましては、歩行者や自転車の安全確保が大

変重要でございますので、車や自転車、歩行者

の交通量に応じて、それぞれに必要な歩道の幅

員を設定し、道路整備に取り組んでいるところ

であります。

○松村悟郎議員 同様に、自転車レーンの整備

について今後どのように取り組んでいくのか、

目標設定等があるのか、県土整備部長にお伺い

いたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 自転車レーン

につきましては、国において、これまでの調査

結果や学識経験者から成る検討委員会の提言に

基づき、自転車通行環境整備のガイドラインを

取りまとめ、各自治体へ周知する予定と聞いて

おります。県といたしましては、現時点で整備

目標については定めておりませんが、このガイ

ドラインを参考に、道路の現況や交通実態も踏

まえながら、自転車レーン設置も含め、よりよ

い通行環境の整備に取り組んでまいりたいと考

えております。

○松村悟郎議員 学校周辺や通学路だけでな

く、生活道路では、特に安全な歩行環境に留意

した道路整備を進めていただきたいと思いま

す。また、歩行者と自転車の安全確保につなが

る自転車レーンの整備も積極的に進めていただ

きたいと思います。

次に、中心市街地の活性化対策についてであ

ります。

最近のライフサイクルの変化や相次ぐ郊外型

大型店の出店、消費者ニーズへの対応のおくれ

などにより、各地の商店街では来店数や販売額

も激減し、シャッターを閉じた空き店舗が日々

目立つようになり、商店街そのものの魅力低下

につながり、さらに来店数の減少が進むという

悪循環を招いています。もう何年も空き店舗対

策などの中心市街地の活性化対策は強く叫ばれ

ていますが、なかなかうまく進まないのが現状

であるのではないでしょうか。そんな中、全国

では、具体的にさまざまな対策事業に取り組む

事例もふえてきています。

さて、本県でも高鍋町の中心市街地の「まち

なか商業活性化協議会」では、長く使われてい

ない空き店舗を、県の「まちなか商業再生支援

事業」を活用して、昭和初期の建物を町家風の

物産館「たかなべ町家本店」としてよみがえら

せ、中心市街地の情報発信と商店街再生への起

爆剤として、昨年度、第一歩を踏み出しまし
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た。そこで、この「まちなか商業再生支援事

業」の成果と今後の取り組み支援について、商

工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 「まちな

か商業再生支援事業」は、商店街を中心とした

町なかのにぎわいづくりや、産業や観光などの

多様な主体と連携したまちづくりの取り組みを

支援するものであり、平成21年度から実施して

おります。議員が触れられた「たかなべ町家本

店」は、高鍋町の商店街がこの事業により３年

間取り組んできた町なか活性化事業の、いわば

集大成と言えるものであり、今後、町なかづく

りの拠点となることを期待しているところであ

ります。

そのほか、ひとり暮らし高齢者の見守りを兼

ねた美郷町の宅配事業や、空き店舗を活用した

西都市の高齢者交流拠点の整備など、これまで

８市町村において、商工団体等が行う22事業に

対し補助を行ってまいりました。また、昨年度

より、事業メニューに加えたまちづくりリーダ

ーの育成につきましては、延岡、日南、西都の

３地域において、アドバイザーの助言を受けな

がら、街の個性を発揮するための分析、検討を

行い、その結果、県内の商店街関係者を交えて

発表することで、問題意識の共有や商業者同士

のつながりの強化が図られたところでありま

す。県としましては、当事業が十分に活用され

るよう、市町村や関係機関との連携を図りなが

ら、今後とも支援に努めてまいりたいと考えて

おります。

○松村悟郎議員 この事業は非常に具体性があ

り、商店街関係者が抱える地域の課題を真っ正

面から継続的に展開できる事業だと思います。

今後の成果を期待しております。

本県では、空き店舗対策についてさまざまな

取り組みが進められていると思いますが、県内

の中心商店街の空き店舗対策についてどのよう

な取り組みがなされているのか、現状について

商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 県におい

て毎年、県内の主要19商店街を対象に実施して

おります空き店舗調査によりますと、平成23

年12月現在、調査対象の638の店舗のうち空き店

舗は143となっており、空き店舗率は22.4％と、

調査を開始した平成15年度と比較いたします

と、7.3ポイントの増加となっております。この

ような中、昨年度は９つの市町において、主に

家賃や改装費の一部補助を行う空き店舗対策事

業が独自に行われております。また、県におき

ましても、先ほどお答えいたしました「まちな

か商業再生支援事業」の中で、空き店舗を活用

した物産館や高齢者交流施設の整備のほか、新

規創業者を支援するためのチャレンジショップ

事業などの取り組みに対し、商工団体等を支援

してきたところであります。今年度におきまし

ても、空き店舗を活用して、わらじづくりや竹

細工など、高齢者の技術を伝承、体験できる施

設を整備する取り組みなどに対し、支援を行う

こととしております。

○松村悟郎議員 空き店舗も、建てかえ、改修

のきく店舗ばかりではありません。老朽化して

商店街再生の大きなネックになっているものも

あります。倒壊のおそれのある家屋は、火災な

ど防災上の問題や防犯の課題もあることから、

所有者に取り壊しを勧告できる条例を制定する

自治体も出てきています。先日の横田議員、新

見議員の質問でも、空き家対策について質問が

ありましたが、特に中心市街地、中心商店街で

の老朽化した空き店舗対策について、商工観光

労働部長にお伺いいたします。
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○商工観光労働部長（米原隆夫君） 老朽化し

た空き店舗につきましては、商店街のイメージ

ダウンはもとより、防犯、防災面など多岐にわ

たる大きな問題であると認識をしております。

このような中、これらの課題解決に向け、平

成24年１月現在で、全国で54の自治体が空き家

対策に関する条例を制定しており、県内では延

岡市が平成23年に改正した生活環境保護条例の

中で、建物所有者に対し、適正な管理を義務づ

けているところであります。また、国土交通省

では、空き家再生等推進事業などにより、市町

村等が実施する老朽建築物の除去などの住環境

の整備や地域の活性化に対する支援を行ってい

ると伺っております。県におきましても、市町

村に対し、これらの先進的な取り組みや国の助

成制度などについて情報提供や適切な助言を行

いますとともに、先ほど申し上げましたよう

に、多岐にわたる問題でありますので、関係部

局と連携を図りながら、空き店舗対策に取り組

んでいく必要があると考えております。

○松村悟郎議員 政府も全国的な取り組みを支

援し、対策を強化することを決めたようです。

全国の自治体の中には、所有者から土地と建物

を寄附してもらい、自治体の費用で建物を撤去

する事業を試行したり、空き家の解消のため、

解体費などの補助制度を創設する取り組みも行

われております。本県も市町村と協力して、中

心市街地の活性化の対策を進めていただきたい

と思います。

次に、農政の課題について、口蹄疫からの復

興に関連した質問をいたします。

昨年度実施した畜産農家全戸を対象とした立

入検査についてであります。畜産課を中心に、

農政関係の皆さんには大変な労力をかけてのこ

とだったと思います。約１万戸の農家を対象と

した立入検査の結果とその総括について、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） 畜産農家の全

戸一斉巡回は、二度と同じ事態を引き起こすこ

とのないよう、飼養衛生管理基準の周知徹底を

図るとともに、農場における防疫対策を点検す

ることを目的に、昨年７月からことしの３月に

かけて実施いたしました。その結果、牛、豚に

つきましては、衛生管理区域において、立入者

等に関する記録の不備や立入禁止看板の未設

置、車両消毒が不十分な農場等が見られまし

た。また、家禽については、防鳥ネットが基準

を満たさないものや、壁やネットの破損等が見

られたところでございます。県といたしまして

は、多くの時間をかけ、市町村等の協力を得

て、初めて全戸一斉巡回を実施いたしました

が、農家の飼養実態を把握するとともに、農家

の状況に合わせた細やかな指導の必要性を確認

できたという点で、非常に有意義でございまし

た。今後も、家畜防疫員による農家巡回を継続

することで、関係者が一体となって農家におけ

る防疫意識の向上に努めてまいりたいと考えて

おります。

○松村悟郎議員 全戸を対象にした立入検査に

ついては、昨年度改正された国の防疫指針に、

年１回の検査を行うものと定められております

が、今年度の具体的な実施方法と、昨年度の検

査で不適正と指摘された農家への改善に向けて

の指導方法について、農政水産部長にお伺いい

たします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今年度は４月

の特別防疫月間における取り組みの一環とし

て、牛、豚の大規模農場285戸を対象に、家畜防

疫員による巡回指導を実施いたしました。今

後、すべての豚飼養農場553戸を年度内に、すべ
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ての家禽飼養農場999戸については、鳥インフル

エンザの発生に備えて10月末までに実施するこ

ととしております。また、牛の飼養農場につき

ましては、今年度中に昨年度の記録の不備や立

入禁止看板の未設置、不十分な車両消毒が見ら

れた農場等約3,200戸を対象に、巡回指導を実施

することとしています。これらの巡回指導を通

じて、記録の仕方や、あるいは看板の設置な

ど、改善に向けた現地での指導助言を行います

とともに、ＪＡ、ＮＯＳＡＩ、民間獣医師など

の関係機関と連携を図り、それぞれの日常的な

業務の中でも飼養衛生管理基準の遵守の徹底に

ついて指導を行っていただくことで、県全体の

農場防疫の強化に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○松村悟郎議員 今後とも、全国のモデルとな

る防疫体制の確立を目指して、改善指導をお願

いいたします。

西都児湯地区では、豚のオーエスキー病など

を地域全体でなくし、生産性を高めることを目

指した特定疾病フリーの取り組みが進められて

おります。豚の生産性向上の取り組み状況につ

いて、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 西都児湯地域

におきましては、生産者が、西都児湯新生養豚

プロジェクト協議会を設立し、生産性向上を目

的として、オーエスキー病やＰＲＲＳ等の疾病

のない産地づくりに取り組んでおり、県としま

しては、清浄な繁殖豚を導入する際の検査等の

支援を行っているところでございます。このよ

うな中で、同地域においては、事故率の低下

や、発育がよく出荷日齢が早まるなど、生産性

が向上しているとの声が多く聞かれておりま

す。しかしながら、発育に応じた飼料の給与方

法等の課題も見られることから、飼養管理に関

する指導等が必要であると認識しております。

県としましては、これらの取り組みも参考にし

ながら、疾病が生産性に及ぼす影響を明らかに

することなどにより、県内養豚農家の生産性向

上を図ってまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 埋却地についてお伺いしま

す。来年の４月以降に３年間の発掘禁止期間が

経過する口蹄疫の埋却地は、県全体で268カ

所、97.5ヘクタールに及びます。その活用を図

ることは、口蹄疫からの再生・復興を図る上で

大変重要な課題であると考えております。特

に、県全体の埋却地面積の９割以上を占める西

都児湯地区においては、埋却地として利用した

農地をどう再生・活用し、有効利用を図ってい

くかが、当地域の復興または新生のための大き

なかぎではないかと考えております。口蹄疫の

埋却地は、民有地や公有地などの土地所有者の

違い、個人埋却や共同埋却などの埋却方法の違

い、疑似患畜やワクチン畜などの埋却家畜の違

いなど、さらには埋却前の土地利用状況の違い

など、多岐にわたる形態がある中で、その支援

のあり方についてもさまざまな対応が必要にな

ると考えられます。昨年６月の本会議で農政水

産部長は、埋却地の再生利用については、埋却

地所有者の利用意向や埋却地の状況を調査の上

で、市町村や関係団体とも協議、連携しなが

ら、再生・活用の推進策について検討していく

と述べられております。そこで、埋却地を農地

として再生・活用を図っていく上での現状の課

題や、埋却地所有者の意向、及び再生活用の検

討状況について、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 平成22年の口

蹄疫においては、多くの優良農地を埋却地とし

て利用したところであり、その再生活用は、地
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域農業基盤の維持強化を図る上で大変重要な課

題であります。御指摘のように、埋却地の形態

が多岐にわたるため、再生活用に当たっては、

所有者の意向を十分踏まえることが必要であり

ますが、昨年度実施しました意向調査では、農

地であった埋却地のほとんどについて再び農地

として利用したいという結果となっておりま

す。一方、緊急的な掘削・埋却作業であったこ

とから、表層部に石れきが混在し、耕作に対す

る影響が懸念されるなど、現状のままでは農地

としての利用が困難な埋却地も相当程度あると

考えております。このような状況を踏まえ、県

といたしましては、本年４月に、庁内に埋却地

再生活用対策連絡会議を、６月には西都児湯地

域において、関係機関で構成する地域会議を設

置し、再生方法や推進スケジュール等について

検討を行っているところでございます。

○松村悟郎議員 何度も申しますが、埋却地の

再生なくしては西都児湯の復興は終了しないも

のと考えます。特に、疑似患畜、ワクチン接種

家畜、またその混合と、埋却地ごとに状況が異

なります。法的な整理や、個人所有地や公有地

などの土地所有の違いなどの対応については、

十分な検討をして対策を進めていただくようお

願いいたします。

地域経済の口蹄疫からの復興を目指す口蹄疫

復興財団の事業についてであります。西都児湯

地域においては、「地域資源を生かした交流人

口の拡大」を地域の統一コンセプトとして、拠

点整備や地域連携を図る取り組みを進めると

なっております。現段階での財団による取り組

み状況や課題、そして今後の対応について、農

政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 西都児湯地域

では、口蹄疫からの復興、さらには地域振興を

図るため、地域がみずから定めた「地域資源を

生かした産品・拠点づくりによる交流人口の拡

大」という統一コンセプトに基づき、口蹄疫復

興財団の運用型ファンドを活用して、高鍋町の

花守山、川南町の総合運動公園や都農町のにぎ

わい拠点など、交流拠点の整備を進めていると

ころでございます。また、このコンセプトを実

現するためには、このような拠点整備に加え、

各市町村が食やスポーツといった地域の資源を

生かした特徴ある地域づくりに取り組むととも

に、地域の多様な取り組みを有機的に結びつ

け、西都児湯地域全体の魅力を高めていくこと

が大変重要であると考えております。このた

め、引き続き地域と緊密に連携しながら、各市

町村の取り組みや、域内の市町村、商工観光団

体が本年５月に設立した「さいとこゆ観光ネッ

トワーク」の行う広域的な観光ルートづくりな

どへの支援を通じて、地域の活性化に努めてま

いりたいと考えております。

○松村悟郎議員 葉たばこの収穫の時期を迎え

ました。昨年のＪＴによりますと、廃作奨励に

よって多くの農家が葉たばこの生産中止を決定

いたしました。これらの農家のその後の経営転

換の状況と、それに対する支援、さらには廃作

に伴う共同利用施設の整理統合状況について、

農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 葉たばこの廃

作につきましては、５月の取りまとめで、露地

野菜を中心に約520ヘクタールの品目転換が報告

されており、具体的には、焼酎原料用カンショ

や里芋、バレイショなどの契約栽培や、深ネギ

等の新たな品目の導入が行われております。県

といたしましては、関係機関と一体となり、研

修会や農家巡回等による栽培技術の指導を行う

とともに、農業近代化資金における無利子化措
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置や、県及び国の事業の活用による農業用機械

やハウス等の整備促進などを図り、廃作農家の

円滑な経営転換を支援しているところでござい

ます。また、葉たばこ共同利用施設について

は、今回の廃作に伴う整理統合の結果、29カ所

の施設の処分が必要となりましたが、このうち

５カ所は国の承認が必要な施設であることか

ら、国との協議を進め、現時点で３つの施設に

ついては、新たな負担を生じることなく財産処

分の承認を既に得ているところであります。残

る２つの施設についても、引き続き協議を進

め、今後とも、葉たばこ農家が安心して生産に

取り組めるよう幅広く支援してまいります。

○松村悟郎議員 共同利用施設の処分、あと少

しでございますので、どうぞよろしくお願い申

し上げます。

昨年11月の本会議で、口蹄疫による経営中止

や葉たばこの廃作、そして来年度から始まる埋

却地再利用による農地利用、農業振興について

質問をしました。知事からは、構造転換による

新たな産地づくりを進めるため、ＪＡや市町村

と連携して、個別経営体や農業法人など、意欲

ある担い手への農地集積を図ると答弁していた

だきました。現実には、新たな経営体の参入希

望があっても、企業誘致のように立地する農地

が事前に準備されているわけでもなく、実際に

平成22年度の全国農業会議の新規参入者に対す

る調査でも、農地の確保が参入時の最大の課題

であるという結果も出ております。この点につ

いて、農地集積の具体的な取り組みについて、

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） 意欲ある多様

な担い手への農地の利用集積は、本県農業の重

要な課題であります。特に、西都児湯地域にお

いては、口蹄疫からの再生・復興や葉たばこ廃

作問題を踏まえ、優良農地がきちんと担い手に

集積されるよう、重点的な取り組みが必要であ

ると考えております。現在、国においては、市

町村における「人・農地プラン」の策定と連動

させて、農地の出し手、受け手のそれぞれを支

援する措置を講じております。これらに加え

て、県においても、口蹄疫埋却地や利用計画の

ない葉たばこ廃作農地等と周辺農地との面的な

利用集積に対して、独自の支援を行うこととし

ております。また、今後は、地域担い手協議会

や埋却地再生活用対策地域会議等を活用して農

地の利用等に係る調査を行うこととしており、

地域の実情に応じた農地の利用集積を強力に推

進してまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 次に、木質ペレットについて

であります。

第七次長期計画の柱である儲かる農業の推進

に大いに期待するところでありますが、現実に

は、輸入資源に依存する我が国の農業にとって

は、世界的な需要や投資活動に伴う原油や穀物

などの農業資材の高騰が大きな課題となってい

ます。中でもこの冬は、耕種の主力部門である

施設園芸の加温用重油価格が、平成19年の高騰

に値するほど高騰して、施設園芸経営自体が限

界に達するような状況にあります。

一方では、木質ペレットを初めとした施設園

芸用の各種エネルギー対策については、ある程

度、実用化が進みつつあると聞いております。

今後の施設園芸のエネルギー対策、特に杉生産

日本一という木質資源を多く保有する本県とし

ては、木質ペレットを熱源とする加温が有利で

あると考えますが、現状の取り組みと今後の展

開について、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） 木質ペレット
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暖房機につきましては、平成18年度から開始し

た実証試験の結果を踏まえ、平成20年度に初め

て実用機が導入され、現時点では８軒の農家等

で、ピーマンなどのハウス1.3ヘクタールに計13

台が整備されております。燃油価格のさらなる

高騰も懸念される中で、県としましては、施設

園芸の持続的発展と農家経営の安定を図るとい

う観点から、脱石油化の取り組みを一層強化す

る必要があると考えており、新たな暖房用熱源

として、本県に豊富に存在する木質バイオマス

の有効活用を積極的に図ることとしておりま

す。このため、本年度創設した県単独事業の

「ネクスト！みやざきエコ施設園芸産地拡大事

業」や国の補助事業の活用等により、木質ペ

レット暖房機の積極的な導入支援や県産木質ペ

レットの安定確保体制の構築、品目特性に応じ

た木質バイオマス暖房体系の実証などを行うこ

ととしており、環境森林部とも十分に連携を図

りながら、化石燃料に依存しない、力強い園芸

産地への転換を進めてまいりたいと考えており

ます。

○松村悟郎議員 先月の21日に、岡山県の業者

が販売する木質ペレットの燃焼灰から放射性物

質が検出されたとの報告を受けました。農産物

からは検出されず、安全性には問題ないという

ことで、胸をなでおろしたところでした。た

だ、この木質ペレットが、本県産のペレットで

はないばかりか、ヨーロッパからの輸入品であ

ることに驚きました。木質ペレットは、材価が

低迷する中で、再生可能なエネルギーとして、

森林資源を有効に活用できる森林産業の一つと

して大いに期待されるからであります。そこ

で、本県の木質ペレットの生産と利用の現状、

今後の展開について、環境森林部長にお伺いい

たします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 平成23年に県

内で生産された木質ペレットは約7,700トンで、

その大半が火力発電所の石炭混焼などの燃料と

して利用されております。木質ペレットは、木

材チップに比べ輸送や保管がしやすく、きめ細

かな温度管理ができるなどの利点がありますの

で、施設園芸を初め、公共施設等における暖房

や給湯への利用など、新たな需要を創出するこ

とにより、利用拡大が期待できるものと考えて

おります。このため県では、農家や市町村等と

連携して、ペレット暖房機やボイラーの施設整

備を進めるとともに、林地残材の収集コストの

削減など、流通効率化にも取り組み、木質バイ

オマスのより一層の利用拡大に努めてまいりた

いと考えております。

○松村悟郎議員 答弁にありました木質ペレッ

トの県内生産は7,700トンということでございま

すが、農業用ハウスや温泉施設の暖房に使用さ

れているのは平成23年度実績で55トンと、非常

にわずかであります。平成18年度から取り組ま

れているペレット暖房機の導入実績は1.3ヘクタ

ールであり、本県の農業用ハウス全体、約1,450

ヘクタールの0.1％にも満たないわけでありま

す。脱石油化を目指すには、まだまだ相当な努

力が必要だと思います。また、重油１リットル

に対して２キログラムのペレットが必要になる

と考えられます。仮に、県内の農業用ハウスで

重油年間使用量約11万キロリットルを木質ペ

レットに全部移行した場合を想定すると、22万

トンのペレットが必要になります。現在の県内

生産量の、火力発電所に使う分も含めまして、

約30倍近くのペレットの生産が必要になるわけ

です。高知県などでは、既に木質ペレット暖房

機を導入したモデル団地に取り組んでいます。

また、本県でも都農町で、ペレット暖房機の導
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入を目指した都農町ペレット研究会も発足して

いるようです。日本一の森林資源を再生エネル

ギーとして活用することで、木材価格が大変低

迷する中で少しでも中山間地域へ利益を還元で

きるのではないかと考えられます。太陽光パネ

ルの普及が進むように、木質ペレットの普及に

も、数字目標を挙げて積極的な取り組みを期待

しております。

次に、鳥獣害対策についてであります。

西都児湯地域では、平成18年から22年の５年

間に地域全体で1.5倍、猿、シカは倍増し、特に

猿は山間地から沿岸地域の平たん部へ被害が拡

大していると、市町村の調査結果も出ていま

す。沿岸から３キロの平たんな住宅地にある私

の家の屋根にも先週、猿が出没しております。

昨年11月の本会議で、市町村の被害防止計画の

策定状況について質問し、農政水産部長か

ら、23年度中にはほぼ全市町村で計画が策定さ

れるという答弁をいただきましたが、策定状況

について、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 鳥獣被害防止

特措法に基づく市町村の被害防止計画につきま

しては、昨年度までに本県の26市町村のすべて

で作成されたところでございます。県としまし

ては、今年度設置した鳥獣被害対策支援センタ

ー等を中心として、当計画に基づき、被害防止

対策が円滑に行われるよう支援をしてまいりた

いと考えております。

○松村悟郎議員 鳥獣被害の増大や広がりは、

被害を受けていない住民を中心とした農産物の

放置や食物残渣の投棄などによって、本人たち

が自覚しないようなえづけが進み、野生動物の

集落への侵入を促す結果になっていると言われ

ています。また、急速な生息域の拡大に伴い、

各市町村や集落ごとの対策では被害防止効果も

限定的になるのではないかとも考えられます。

西都児湯管内でも、集落全体でのモデル的な取

り組みによって効果を上げている地域もあると

聞いております。また、この４月には鳥獣被害

対策支援センターも設置されたところでもあ

り、大いに期待するところであります。鳥獣害

対策は集落や地域全体の問題であり、地域に住

む人の合意形成と全員参加による体制づくりが

必要と考えられますが、今後の鳥獣害対策をど

のように進められるのか、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） 鳥獣被害対策

の実施につきましては、被害農家ばかりでな

く、それ以外の住民などが協力して、地域一体

となって鳥獣害から守れる集落づくりに取り組

むことが重要だというふうに考えております。

これまでも各地域の─７地域になりますが

─被害対策特命チームが中心になりまして、

集落ぐるみによる成功事例の創出に向けたモデ

ル集落の設置や、地域ぐるみの対策の中心とな

ります鳥獣被害対策地域リーダー等の育成に取

り組んでいるところであります。また、今年

度、御質問の中にもありましたように、鳥獣被

害対策の技術面での核となる鳥獣被害対策支援

センターを設置したところでありまして、地域

特命チームと連携して、引き続き、関係団体へ

の技術指導や人材育成を行うとともに、地域か

らの相談にきめ細やかに対応しながら、モデル

集落での実証事例を広く波及させて、住民が一

体となって行う取り組みを推進していきたいと

いうふうに考えております。

○松村悟郎議員 県内全域で被害防止計画も出

そろったわけでございます。鳥獣被害対策支援

センター設置の効果を大いに期待し、地域間の

温度差がないよう、山間部から沿岸部まで一体
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となって、鳥獣害対策の推進に取り組んでいた

だきたいと思います。

時間も余りましたけれども、最後に、昨年の

６月議会で熱中症対策について質問をさせてい

ただきました。ことしは、昨年以上の夏の節電

対策が必要とされております。特に、体力の弱

い乳幼児や、まじめに節電に取り組まれるお年

寄りなど、必要以上に冷房を控えないよう、熱

中症対策の啓発をくれぐれもお願いして、一般

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、有岡浩一議員。

○有岡浩一議員〔登壇〕（拍手） 郷中の会の

有岡です。まず、障がい者支援やスポーツ振興

に御尽力をいただきました寛仁親王殿下へ心よ

り感謝申し上げ、御冥福をお祈り申し上げま

す。それでは、通告に従い質問をいたしますの

で、前向きな答弁を求め、質問に入ります。

先月の５月15日、沖縄の復帰40周年記念式典

が行われました。野田首相は「米軍普天間飛行

場の固定化は絶対にあってはならない」と述

べ、沖縄県の仲井眞知事は、式典で「県民は、

普天間飛行場の県外移設・早期返還を強く求め

ている」と強調されました。そのような中で、

２年前、新聞社のアンケートにおいて、沖縄県

の米軍普天間飛行場移設問題に関し、全国46都

道府県のうち、本県を含む７県が沖縄県の負担

を軽減すべきとしております。そこで、知事に

お尋ねいたします。現在も米軍専用施設面積の

約74％が沖縄県に集中し、沖縄本島の19.3％を

基地が占めている現状に対し、沖縄県の負担軽

減の必要性について、知事の見解をお尋ねしま

す。また、負担軽減の一つとして、普天間基地

の一部受け入れについて、本県において検討す

る考えはないかお尋ねします。

次に、日米地位協定、正式名称「日本国とア

メリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条

約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国に

おける合衆国軍隊の地位に関する協定」であ

り、昭和35年、1960年に締結された協定です。

これは、日本国内でありながら日本の法令は適

用されず、駐在公館並みの治外法権等が保障さ

れており、日本国民の人権こそが侵害されてい

るとして、現在も在日米軍基地周辺の住民は、

日米地位協定の見直しを求めております。基地

の移設とともに大きな障害となっている日米地

位協定の見直しについて、何らかの取り組みが

必要と考えます。そこで、九州知事会の取り組

みとして、国に対し、権限移譲とあわせて、沖

縄県の負担軽減の一つとして、日米地位協定の

見直しについて提案し、議論をすべき時期と考

えますが、あわせて答弁を求めます。

壇上での質問は終わり、以下は質問席にて質

問いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

沖縄の負担軽減についてであります。沖縄県

におきましては、今、御指摘がございましたよ

うに、在日米軍の７割を超える施設が集中して

おりまして、負担軽減を求める沖縄県民の切な

る願いというものは、我が国全体として真摯に

受けとめるべきものと考えております。先日、

沖縄で開催されました九州地方知事会におきま

しても、沖縄県知事から現在の状況について報

告があり、知事会としても現状認識をし、その

問題を受けとめたところでございます。このよ

うな中、本県におきましては、日米両政府で合

意された在日米軍再編計画に基づき、沖縄県嘉

手納基地等で実施していた訓練の一部を、平

成19年から新田原基地でも受け入れているとこ
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ろでありまして、地元の負担というものは既に

大きなものがございますので、私といたしまし

ては、県民の安全・安心を確保する観点から、

基地の一部受け入れという御指摘がございまし

たが、慎重な対応が必要と考えておるところで

ございます。なお、日米地位協定につきまして

は、沖縄県を初めとする米軍基地の所在する都

道県で組織されております知事会において、環

境対策の徹底などを毎年、国に対して要望して

いるところでございます。これを受けて、国と

して適切に対応されることを期待しているとこ

ろであります。以上であります。〔降壇〕

○有岡浩一議員 ただいま知事より答弁をいた

だきましたが、九州知事会におきまして、沖縄

県知事よりお話があったということで、知事会

として受けとめていただいたということでござ

います。先ほどの答弁の中で、国として適切に

対応されることを期待する、または真摯に受け

とめるべきということで、国という言葉が大変

多く出てくるわけですが、国においての対応が

ばらばらであり、結論が見出せない状況である

と認識しております。そこで、私は、グローバ

ルな社会において、地方が意見を持つこと、そ

して地方が意見を示すことが大切な時期に来て

いるのではないかと思っております。特に、総

務省出身の知事でございますが、総務省の言う

地方分権とは何を目指しているのかと考えると

きに、権限移譲だけじゃなく、自分たちで考え

る、自己決定・自己責任というものが求められ

る、そういう地方の時代が来ていると思ってお

ります。一つの例で申し上げますが、今国会で

審議される災害対策基本法改正案が、昨年３

月11日の震災以降、市町村が機能不全に陥った

際の対応ということで議論されておりますが、

現場では、さらにボランティアや企業、ＮＰＯ

などの重要性が認識されているという現状であ

ります。法改正が追いついていないというのが

現状だと私は思っております。そういった意味

で、さらに踏み込んだ法整備を行うためには、

現場の声、地方の声が大切だと考えておりま

す。ぜひ一つの議論の場のテーマとして……。

九州・山口９県武力攻撃災害等時相互応援協定

というのがあるそうです。平成19年２月13日に

施行されている協定ですが、こういった場面で

も、常にそういった話題を提供していただき、

議論していただくことが大切だと思っておりま

すので、要望したいと思います。

私ごとではございますが、30年以上前になり

ます。高校生だったころ、友達と日本の平和に

ついて議論したことがございます。永世中立国

のスイスは、国民を守るために地下鉄を核シェ

ルターとして整備していると、そういう時代で

した。日本の安全はどうなんだという話題で議

論したんですが、確かに現在もスイスは、住宅

に核シェルターを常備するというような取り組

みをやっているようです。当時の見解は、日本

の役割は、被爆国として軍縮に向けて取り組む

べきだというふうに私は思っておりましたが、

その後、平和にかまけてしまい、30年以上、日

本の安全についての思考が停止した状態であり

ました。そこで、昨年の震災、さらには原発の

事故を受けまして、やはりもう一度、安全につ

いて、平和について考える必要があると思って

おります。先日は県立図書館で、「日本の空

襲」という書籍の中から、昭和20年の宮崎県の

空襲のあらましを読んでまいりました。「昭

和20年３月18日、沖縄作戦に先立って、九州の

航空基地は徹底的に叩かれた。また、宮崎は米

軍上陸の予定地でもあった」とあります。昭

和20年といいますと、私の父、母が小学生であ
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り、当時、疎開されていた沖縄出身の子供さん

たちも多くいらっしゃったようです。戦後その

まま宮崎に残られた方、沖縄に帰られ、沖縄で

元気に活躍された方が多くいらっしゃると伺っ

ています。その疎開されていた方々から、当

時、宮崎でお世話になったからと、沖縄への招

待もありました。当時の思い出は、苦しい思い

出も多いでしょうが、一緒に乗り越えてきた仲

間として、今でも身近な関係でございます。し

かし、もしアメリカ軍の宮崎上陸が行われてい

たら、私たちは今この地に生まれてこなかった

かもしれない、そう思っております。多くの犠

牲を強いられた沖縄の皆さんに、そして戦死さ

れた英霊に対し、今を生きる我々の役割、宮崎

県の役割、日本の国益を考えた政治的判断とし

て、日米地位協定の見直しや沖縄県の負担軽減

策について、現場にいる地方の声が議論される

ことを強く望むものです。40年前、私は小学生

で、沖縄復帰をテレビで見ていた世代でござい

ます。その後、日本の社会環境は大きく変わっ

たはずなのに、沖縄県の負担は余りにも変わっ

ておりません。これは、我々の無関心以外の何

物でもないと反省するばかりであります。ぜひ

沖縄復帰50周年のときには、世界の平和、日本

の平和のためにも、沖縄県の負担軽減が実現で

きているように、日本人として身近な問題とし

て勉強し、今後とも議論してまいりたいと思っ

ております。

次に、県土整備部長に建設技術推進について

お尋ねいたします。

今後、社会資本の整備において、全国的に老

朽化する橋梁やトンネル、下水道など、社会資

本の維持補修が大きな課題となってきます。宮

崎県としても、社会整備ストックの把握が必要

でありますが、同時に、社会資本の維持補修に

対応するための準備が必要です。そこで、県内

の業者等の技術力向上にどのように取り組んで

おられるのか、お尋ねいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 本県におきま

しても、橋梁等の多くの社会資本で、今後、維

持補修工事が必要となりますが、これらの工事

につきましては、経済・雇用対策の観点から

も、県内建設業者によって施工されることが望

ましいと考えております。そのためには、技術

力向上を図ることが重要でありまして、企業み

ずからが技術の研さんに取り組むことはもちろ

んでございますが、県におきましても、公益財

団法人宮崎県建設技術推進機構が実施する民間

研修等を通じ、支援を行っているところであり

ます。また、今年度からは、一部の橋梁補修工

事におきまして、一定の技術力を有した県内建

設業者が参加しやすい入札参加要件とすること

で、実際に工事を経験しながら、技術力を向上

させる環境づくりも進めております。県といた

しましては、今後とも、県内建設業者のさらな

る技術力向上に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○有岡浩一議員 再度、県土整備部長に具体的

にお尋ねいたします。公共工事の発注に当たっ

ては、品質保証は求めるものとして当然でござ

いますが、埋立地や軟弱地盤など、現地の状況

をさまざまな角度から把握し、十分な事業損失

防止対策をとられているのか、お尋ねいたしま

す。

○県土整備部長（濱田良和君） 公共工事の発

注に当たりましては、地盤及び周辺家屋や施設

など、現地の状況を十分に把握した上で、工事

が周辺環境に影響を及ぼすと判断される場合に

は対策を行い、それでもなお、損害が生じるお

それがあると認められる場合には、家屋等の事
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前調査を行うこととしております。また、施工

に当たりましては、現場条件や周辺家屋に配慮

した施工方法を採用するとともに、振動等の観

測や家屋等への影響の確認を行いながら、工事

を進めることとしております。

○有岡浩一議員 次に、公共工事の施工中に周

辺住民や地権者からの振動等のクレームや相談

があった場合、どのような対応をしているの

か、再度お尋ねいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 施工中に振動

等の問題が発生した場合には、直ちに工事を中

断しまして、現地の確認や原因を調査し、速や

かに住人等関係者への説明を行いますととも

に、使用機械の変更など、必要な対策を講じる

こととしております。

○有岡浩一議員 次に、損失補償業務として、

先ほどおっしゃいました建物の事前調査を行っ

ていますが、事業の施工期間中、実際に周辺家

屋等に損害が生じた場合、どのように対応し、

関係者の理解を求めているのかをお尋ねいたし

ます。

○県土整備部長（濱田良和君） 工事の施工に

よりまして周辺家屋等に損害が生じるおそれが

あると認められる場合は、工事の着手に先立

ち、家屋等の事前調査を行っております。その

後、施工中に住人の方から損害発生等の申し出

が行われた場合は、中間調査を実施しまして、

原因や緊急性を判断し、給水施設の損傷などの

応急的な措置について補償することができるよ

うになっております。また、工事完成後１年以

内に費用負担の請求が行われた場合につきまし

ても、同様に事後調査を行いまして、工事の影

響が認められたときには、補償を行うこととな

ります。

○有岡浩一議員 一つの事例でございますが、

工事開始１年前後で雨漏りが３カ所発生し、ト

イレの排水ができなくなった等のふぐあいが生

じたという現場がございました。現場の機械を

変更するなど対応は行いましたが、結果とし

て、損害発生から２年経過した今月、事後調査

を行う予定であります。そこで、建設技術推進

の最後の質問としますが、公共工事に対する住

民の信頼を失うことは、宮崎県として最も危惧

されることでございます。公共工事を円滑に進

めるためには、十分な損失防止対策を図ってお

くことが必要であり、そのための職員の技術力

や意識の向上が不可欠だと考えますが、県土整

備部長の所見をお尋ねいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 公共工事を円

滑に実施するためには、職員一人一人が、確か

な技術力とコミュニケーション能力を身につけ

ることが重要であると認識しております。この

ため、県土整備部におきましては、建設技術セ

ンターの研修や各種講習会等により、これまで

も継続的に職員の技術力や資質の向上に取り組

んでおります。さらに、平成23年度末には、人

材育成の基本方針を策定しまして、職員間にお

ける着実な技術の継承、効果的な現場経験の習

得、さらに研修に関する組織的なサポート体制

づくりを３つの柱として定めまして、取り組み

を強化しております。今後とも、この基本方針

に基づき、人材育成に努め、円滑な事業の推進

を図ってまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 今回の案件につきまして、私

も何度か足を運びまして、関係者からいろんな

お話を伺いました。関係者の方は、担当する職

員が何度も足を運んでくれた、そして一生懸命

やってくれていると。そういう職員との信頼関

係ができておりました。ぜひ工事施工後の事後

調査に立ち会っていただきまして、現状復旧へ
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の補償と住宅の補修工事が無事終えたとき、そ

のときが公共工事の現場が完了したことになる

と思いますので、最後までしっかり対応される

ことを希望します。建設技術推進により人材育

成に努め、工事の安全と住民の安心、業者の安

定、行政運営の円滑化を今後とも期待するもの

です。

次に、３番目の土曜日の授業実施についてで

あります。

新学習指導要領の実施に伴い、小学校、中学

校それぞれに授業の時間数がふえていて、教師

や児童生徒に負担が増大していると危惧されま

すが、現状を教育長にお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 新学習指導要領につ

きましては、小学校では昨年度より、中学校で

は本年度より実施となりましたが、これまでの

学習指導要領と比べますと、小学校１、２年生

では、１週間当たり２時間、小学校３年生から

中学校３年生までは、１週間当たり１時間、授

業時間数がふえております。これらに対応でき

るようにするため、県内の各市町村教育委員会

におきましては、例えば、子供たちの負担過重

にならないようにするため、１週間当たりの授

業時間数の増加ではなくて、長期休業期間の短

縮を行うなどの対応をしながら、必要な授業時

間数の確保をいたしております。また、各学校

におきましては、行事の精選なども行いなが

ら、授業時間数の確保に努めており、現在、県

内すべての学校におきまして、授業時間数の確

保に適切に対応できているところでございま

す。

○有岡浩一議員 ただいま教育長から答弁いた

だきましたけれども、お話の中に、長期休業期

間の短縮等で対応しているというお話がありま

した。しかし、今後は、学校行事や教育相談、

生徒会活動など、さまざまな授業が確保される

ことが望まれるわけで、時間の確保が難しくな

りつつあるんじゃないかと思っております。そ

こで、土曜日の授業の実施の可能性について、

教育長の見解をお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 子供たちの生きる力

をはぐくむためには、学校、家庭、地域社会が

それぞれの役割をしっかり果たしながら、強い

連携のもと一体となって教育力を高めていくこ

とが大切であると思います。その意味におい

て、地域の方々や保護者が参加しやすいよう

に、学校が土曜日や日曜日などに教育活動を行

うことは意義あることだと考えております。本

県におきましては、すべての小中学校で、より

多くの保護者の方々が参加できるように、運動

会などの学校行事等を年に数回程度、平日の授

業を振りかえて、土曜日や日曜日に実施してい

る状況にあります。平日の授業に加えて土曜日

に授業を実施することにつきましては、子供た

ちや保護者に定着している１週間のリズム、現

在、土曜日に実施している部活動や地域の行事

などとの関係も考慮しながら、市町村教育委員

会の意向も十分に踏まえ、対応してまいりたい

と考えております。

○有岡浩一議員 一つの例になりますが、東京

都においても、以前より区市町村教育委員会や

学校の自主的判断により、学校週５日制の趣旨

を踏まえた上で、保護者や地域住民に開かれた

学校づくりを進める観点から、土曜日の授業を

実施しています。これは私の所見ではございま

すが、例えば、学力とコミュニケーション力の

向上として、子供同士で教え合う授業や先生同

士の情報交換の時間など、目的を持って学校の

特徴ある取り組みをぜひ検討していただきたい

と思っております。



- 203 -

平成24年６月18日(月)

ここで、一つ御紹介したいことがございま

す。「日本のこころの教育」という本の中の、

言葉の力、言葉の意味を紹介したいと思いま

す。お母さんという言葉には、太陽という意味

があるそうです。お母さんの「か」は、古い言

葉では「かか」や「かあかあ」「かっかっ」

で、太陽が燃えている様子をあらわす擬態語で

す。お母さんは、太陽のようにいつも明るく、

温かく、恵みの力で子供たちの命を育ててくだ

さいます。歌舞伎では今でも「かか様」とい

い、「1,000年以上前から子供たちは母を太陽さ

んと呼んでいたことになる」とあります。お母

さんにそういった意味があるならば、お父さん

はいかがでしょうか。昨日は父の日でございま

したが、歌舞伎では「とと様」と呼ばれ、「と

と」はとうとい人だそうです。「とと」の

「と」が残ってお父さんとなり、太陽のように

とうとい人を意味する呼び名だそうです。今度

から、子供たちからお父さんと呼ばれたときに

は、背筋を伸ばして、しゃきっとする必要があ

るかなと感じております。そのように、言葉の

意味、呼び名には多くの意味がございます。

そこで、先生について思いを伝えたいと思い

ますが、一般的には教師と呼ばれています。し

かし、子供たちの目線では、先生は、教師は恩

師です。恩とは恵みといいますが、喜びを与え

てくれる、気づかせてくれる、進むべき道を御

指導いただく恩師です。先生方には、ぜひ子供

たちの恩師として自信を持って接していただ

き、宮崎の子供たちの成長を一緒に応援してい

きたいと願うものであります。

次に、４番目の質問に入りたいと思います

が、生活保護と自立支援について、昨年に引き

続き、福祉保健部長に質問させていただきま

す。

先日の新聞報道にあったように、厳しい雇用

経済情勢により、生活保護世帯数は、平成23年

度、月平均１万2,655世帯となっております。前

年度より679世帯、5.7％の増加となっておりま

す。特に、昨年同様、稼働年齢層と言われる15

歳から64歳の割合が増加しているようです。そ

こで、本県における生活保護世帯の世帯類型別

の状況と、稼働年齢層の自立・就労支援の取り

組みの状況をお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 被保護世帯を

世帯類型別で見ますと、議員のお話がございま

したとおり、平成23年度、全世帯で１万2,655世

帯、うち高齢者世帯が5,632世帯で、全体の約45

％を占めております。次に、傷病者世帯が約20

％、障がい者世帯が約11％、母子世帯が約５

％、その他世帯約19％となっております。議員

の御指摘のとおり、個々の世帯員の生活状況や

その能力に応じた自立支援に取り組みますこと

が大変重要と考えております。県では、稼働年

齢層で就労が可能な方に対しましては、各福祉

事務所に就労支援員を配置いたしまして、ハロ

ーワークと連携しながら支援に努めているとこ

ろでございます。平成23年度は163名が就労を開

始いたしております。厳しい雇用経済情勢の影

響もあり、就労開始に至るには難しい状況もあ

りますが、引き続き、ハローワークと連携いた

しまして、自立支援に努めてまいりたいと考え

ております。

○有岡浩一議員 ただいま部長のほうから答弁

いただきましたが、一昨年度108名の就労開始が

ございましたが、23年度は163名ということで、

ハローワークとの連携による成果が上がってき

ているというふうに理解しております。その中

で、もう一つ大きな宿題になるかと思います

が、生活保護者の自殺についてであります。10
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万人当たりの自殺率は、生活保護者が２倍以上

という厚生労働省の報告があります。また、20

代は６倍とも言われておりまして、精神疾患が

主な原因とありますが、私は、生活保護受給者

自身に社会からの孤立などの課題があると考え

ております。そこで、福祉保健部長に、生活保

護受給者を孤立させない対応についての御所見

をお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 社会の最後の

セーフティーネットといいますか、生活保護を

受給といいますか、そういう提供をしながら自

殺者が出るということに対しましては、本当に

大変残念に思っております。これははっきりし

た統計に基づくものではありませんけれども、

私も担当課のほうに以前、なぜ生活保護世帯で

自殺者が出るのかというお話を聞いたことがあ

りますけれども、他の世帯と同じように、大

体、病気とか離婚等の家庭問題。経済問題とい

たしましては、財産とか預金・貯金等を全部な

くしてしまってというようなこともあったとお

聞きしております。ただ、この生活保護世帯に

対しましては、福祉事務所のほうでケースワー

カーが定期的に、または随時に訪問いたしてお

りますので、一般の世帯と比べまして、いろん

な相談なりを持ちかけることもできますし、ま

た、福祉事務所のほうも、その世帯の状況等を

見詰めるといいますか、生活状況を見ることも

できるという状況にはございます。今後とも、

引き続き、その世帯のそういった孤立を防ぐと

いいますか、世帯の状況を十分─ケースワー

クの中でもそういう自殺という視点を持ちなが

ら対応してまいりたいというふうには考えてお

ります。

○有岡浩一議員 ただいま部長のほうから答弁

いただきましたように、ぜひとも稼働年齢層の

自立に向けたハローワークとのタイアップ、さ

らには、受給者が孤立しないための地域参加や

相談システムとしてのケースワーカーの充実、

こういったものが今後とも求められますので、

御尽力をお願いしたいと思っております。

次に、もう１点、質問させていただきます

が、現在、国において社会保障制度見直しが議

論されている中で、今後の生活保護制度の動向

に伴う取り組みを教えていただきたいと思いま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成24年２

月17日に閣議決定されました「社会保障・税一

体改革大綱」でございますけれども、生活困窮

者対策と生活保護制度の見直しについて、総合

的に取り組むための「生活支援戦略（仮称）」

をことし、平成24年秋を目途に策定することと

されております。先般、この生活支援戦略の骨

格が示されたところでございますが、生活保護

制度の見直しについては、まず、当面の対応と

いたしまして、電子レセプトを活用した点検指

導や主治医以外の医師の意見聴取による医療扶

助の適正化、それから、金融機関調査の本店一

括照会方式の導入による資産調査の強化などが

議論されております。さらに、今後、検討を進

める事項といたしまして、生活保護基準の検証

・見直し、それから、扶養可能な者には適切に

扶養義務を果たしてもらうための仕組みの検討

など指導の強化、３点目といたしまして、ハロ

ーワークと一体となった就労支援の抜本強化な

どが議論されておりまして、先週末の３党合意

におきましても、その基本的方向については確

認されたようでございます。県といたしまして

は、今後とも、国の動向を十分注視してまいり

たいというふうに考えております。

○有岡浩一議員 生活保護制度の見直しにつき
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ましても、今後の動向を注視してまいりたいと

思っております。

次に、５番目になりますが、古事記編さ

ん1300年について、総合政策部長にお尋ねいた

します。

平成32年の日本書紀編さん1300年までの９年

間というスパンで取り組む記紀編さん1300年

の、本年はスタートの年であります。しかし、

県民の皆さんの立場で考えると、なぜ９年間や

るのか、何を目指してやろうとしているのかな

ど、疑問があると思います。そこで、古事記編

さんからのスタートの年として、どのような思

いを込め、どのような軌跡、足跡を期待されて

いるのか、所見をお伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 私の出身地で

あります延岡市に、行縢山のヤマトタケル伝承

というのがございます。多分どなたも御存じな

いんじゃないかなというふうに思っています

が、このように余り知られていないものを含め

まして、県内には神話・伝承やゆかりの地、さ

らには、神楽などの伝統文化や史跡等が数多く

残されております。このことは、「神話のふる

さと」としまして、他県ではまねることのでき

ない、私たちが誇るべき本県固有の宝であると

いうふうに思っております。そのような足元に

あります宝を見詰め直して磨き上げ、郷土に対

する愛着や誇りを深めることが、記念事業の目

的であります。古事記編さん1300年に当たりま

す本年を絶好の契機ととらえ、取り組みを始め

たわけでございますが、記念事業を一過性のも

のにするのではなくて、「神話のふるさと み

やざき」を定着させるためにも、まずは、私た

ちが改めて神話や伝承を学び直し、さらには、

次代を担う子供たちへと語り継いでいくため

に、日本書紀編さん1300年に当たります平成32

年までの９年間、教育・文化、観光、地域づく

りなど幅広い分野で、腰を据えてしっかりと取

り組んでいきたいというふうに思っておりま

す。

○有岡浩一議員 どうぞ本県固有の宝として取

り組まれて、９年間ということですから、小学

１年生に今入学したとするならば、中学３年生

という大きく大きく成長する事業かと思います

ので、大変期待したいと思っております。

そこで、古事記編さん事業をスタートする今

年、関連しまして、商工観光労働部長にお尋ね

したいと思います。今回の事業に、観光業の皆

さんが大いに期待されております。そこで、神

話と観光を結びつけた事業を進める上でどのよ

うな取り組みが必要と考えておられるのか、お

尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ことしは

古事記編さん1300年の節目を迎えますことか

ら、本県の観光を古事記、さらには日本書紀と

いう視点で見詰め直し、新たな観光資源の掘り

起こしや磨き上げを行い、売り込んでいく絶好

の機会であると考えております。このような考

えのもと、県では、みやざき観光コンベンショ

ン協会が実施する神話巡りワンコインツアー

や、ＮＥＸＣＯ西日本が実施する神話ゆかりの

地をめぐるドライブラリーなどと連携し、観光

客誘致につながる取り組みを行いますととも

に、古事記ゆかりの観光ルートとしての「日向

神話旅」を新たに開拓し、その定着を図り、Ｐ

Ｒを行っていくこととしております。また、県

内のホテルや旅館等におきましても、神話にち

なんだ食事メニューやスイーツの開発、宿泊プ

ランの造成などの取り組みが広がっており、７

月にはカーフェリーを利用したツアーが実施さ

れるなどの動きが始まっておりますので、今後
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とも、ホテルや旅館、観光関連団体等と連携を

深め、神話と観光を結びつけた取り組みを推進

してまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 今、部長からお話がありまし

たように、さまざまな事業を展開され、種まき

を始められたと感じております。いろいろな種

類の種まきをすると同時に、県民参加が必要だ

というふうに考えております。そこで、２つほ

ど提案させていただきますので、おつき合いい

ただきたいと思います。

まず参加の一つとして、例えば神話の紙芝居

等を作成しまして、夜のお宿の紙芝居として、

宿泊のお客様に宮崎の神話を紹介し、県内各地

に興味を持っていただく、さらにはリピーター

としてその地域を守っていただく、口コミで全

国に宮崎の神話を紹介していただく、そのよう

なアイデアがどんどん広がってまいります。い

ろんな形のいろんな色の花が咲くことを期待し

たいと思っております。ただ、先日、タクシー

の中で古事記編さん1300年という話をしました

ら、「それは何ですか」という世界でありま

す。そういう意味では、これから種まきをする

土壌は大変広いようでございますので、しっか

り皆さん一緒に種まきをしていただければと

思っております。

その種まきの一つとして、もう一つ提案させ

ていただきたいと思いますが、プロジェクトの

案として、震災以降、Ｕターン者や宮崎に定住

したいという方がふえております。また、東日

本大震災支援ネットワークを通じて、情報をも

とに多くの方が宮崎県内に定住されています。

高知県に行きましたときに、人口問題につい

て、高知県では、総人口が77万人を切り、さら

に減少率も高いということで、県庁内に人口問

題対策室を設けているというふうに伺っており

ます。そういった社会情勢の中で、一つの提案

としまして、平成32年までに1300人の宮崎定住

者を受け入れる、そのようなプロジェクトを立

ち上げてみてはいかがでしょうか。宮崎に来て

くださる方を、青島の裸まいりのように心から

お出迎えする、そのような気合いで取り組み、

日本のふるさと宮崎、神話の国宮崎へ、10年後

の姿をデザインすることも必要な考えではない

かと思っております。これはアイデアとして、

また参考にお話しさせていただきました。

では次に、６番目の儲かる農業と食育につい

てお尋ねいたします。

本県においても、「みやざきの食と農を考え

る県民会議」を中心に、食育・地産地消推進に

取り組まれております。そこで、これまでの取

り組みの状況と今後の方針について、農政水産

部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県における

食育・地産地消の推進につきましては、昨年３

月に策定した「食育・地産地消推進計画」に基

づき、「みやざきの食と農を考える県民会議」

を核に、「いただきますからはじめよう！みや

ざきの健全な食生活」を基本目標として進めて

おります。具体的な活動といたしましては、平

成23年度には、1,300名を超える地産地消推進協

力員などによる111回もの料理教室や体験学習会

などの自主的活動、農業高校や農業大学校など

の６施設を活用した食農体験などを実施すると

ともに、県内の外食・中食産業やスーパーなど

の小売業等における「みやざきこだわりの店」

の登録店舗数を232店まで積み上げるなど、地域

に根差した継続性のある取り組みを進めてきた

ところであります。今後は、県民運動としての

面的な広がりをさらに強化するとともに、新た

に地域経済循環システムの視点も取り入れ、学
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校給食や量販店等における地場産物の消費拡大

の推進、季節を感じる「旬」と、鮮度等により

その場所でないと食べられない一瞬の「瞬」を

切り口に、地場産物ならではの新たな魅力を掘

り起こす「しゅんかんグルメ」などを重点的に

取り組んでまいります。

○有岡浩一議員 ただいま部長のほうから、地

域に根差した地産地消というお話がありました

し、具体的な説明もございました。地産地消に

取り組める、食育に取り組めるということは、

大変幸せなことだと私は考えております。先

日、瓦れきの視察を兼ねまして、宮城県名取市

の閖上地区に行ってまいりましたが、広大な田

園が手つかずの状態で放置され、農家の皆さん

の気持ちを考えると、やるせない思いでござい

ました。この宮崎に帰ってきますと、緑豊かな

田園風景が続いておりまして、豊かな自然の中

で豊かな食材に恵まれている、そして地産地消

という取り組みができるというこの幸せを、も

う一度かみしめる必要があると思っております

し、私ども宮崎県は、食の安全に対する取り組

みは先進県であります。そういった自信を持っ

て取り組める宮崎は大変恵まれていると感じて

おります。その中で、子供たちの学校給食の安

全などを含めまして、地産地消と食育の推進を

宮崎の顔として、さらに取り組んでいかれるこ

とを希望いたします。

次に、儲かる農業の新しい取り組みとして、

本県農産物の直接輸出がございます。本年４月

には、シンガポールへカンショを試験第１号と

して細島港から出港しています。ＪＡ宮崎経済

連では、本日、宮崎牛をタイへ初輸出しようと

しております。そこで、これまでの本県農産物

の輸出の実績、さらには今後の取り組みについ

て、農政水産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） これまでの本

県農産物の輸出につきましては、フェアや商談

会の開催を重ねることにより、平成18年度の55

トンから昨年度の220トンまで着実に輸出量をふ

やしてきた反面、産地主導による販路や取引の

拡大ができないことなどの課題もございまし

た。県といたしましては、本県農業を新たな成

長産業にする観点から、農林業や商工業などの

分野が一体となった「オールみやざき」による

輸出のエンジンとして、みやざき「食と農」海

外輸出促進協議会を本年４月に設立し、さらな

る輸出促進に向けた体制を整えたところであり

ます。今後は、本協議会を核に、生産者、輸出

商社、物流業者が連携した、県内の港から直接

輸出するためのモデル的な取り組みや最適な鮮

度保持対策を確立するための輸送試験に取り組

むなど、関係機関・団体が一体となって、カン

ショやキンカン、宮崎牛を初めとする本県農産

物の輸出拡大を進め、農家所得の向上に努めて

まいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 ことし、直接輸出に関しまし

ては取り組みが始まったばかりではございます

が、夢のある取り組みだと思っておりますし、

顔の見える農産物として、今後とも発展するこ

とを期待しますし、輸送期間の短縮、流通コス

トの削減、最終的には農家の所得向上につなが

るということで、これは一つの取り組みとして

大きな成果を上げられることを期待するもので

ございます。きょう輸出される経済連の牛肉に

ついても、また成果を教えていただきたいと

思っております。

次に、７番目の質問に入りたいと思います

が、“1130”県民運動というお話を、先ほど県

民スポーツ祭の中でも知事がおっしゃいました

ので、“1130”県民運動についてお尋ねしたい
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と思います。

これは本年度の新規事業ということでこの名

称が使われておりますが、「みんながスポーツ

“1130”県民運動推進事業」の目標と具体的取

り組みについて、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本事業名の「1130」

というのは、１週間に１回以上、30分以上は運

動・スポーツをしようという意味であり、本県

成人の週１回以上のスポーツ実施率を平成26年

度までに50％以上にすることを目標といたして

おります。具体的な取り組みといたしまして

は、関係部局や関係団体等で構成する推進会議

を開催し、県民運動として効果的な普及・啓発

を図るための取り組みについて御意見をいただ

くとともに、気軽にスポーツに取り組んでいた

だくような運動プログラムを現在作成している

ところであります。今後は、日ごろ、運動・ス

ポーツをなさらない方を対象として、市町村ス

ポーツ推進委員協議会や総合型地域スポーツク

ラブが主体となって実施するスポーツイベント

や継続的なスポーツ教室、自治公民館や職場等

に出向いての運動指導等に対する支援をしてい

くことといたしております。より多くの県民の

皆さんが、生涯にわたり心身ともに健康で活力

ある生活を営むことができるよう、「みんなが

スポーツ“1130”県民運動」を普及・充実させ

ていきたいと考えております。

○有岡浩一議員 今、教育長のほうから、県民

運動として「みんながスポーツ“1130”県民運

動」を進めていきたいというお話がございまし

た。通告はしておりませんけれども、知事にお

尋ねしたいと思います。スポーツ振興というこ

とで、この“1130”運動が定着していくことを

願うわけですが、次の段階として、例えば昨日

行われました第１回宮崎シーガイア100㎞リレー

マラソンなどを楽しみながらみんなでやってい

く、そういうふうに広げていく、次の段階まで

準備をしていく必要があるんじゃないかと思っ

ております。「スポーツランドみやざき」とし

て定着しました。今度は、あわせて県民のスポ

ーツランドとして、県民の健康、そして県民の

明るさに比例して、こういうスポーツ振興に取

り組む必要があると思いますが、知事の思いを

お聞かせ願えればと思っております。

○知事（河野俊嗣君） スポーツ振興、県民の

健康増進のためにも、また明るい地域づくりと

いう観点からも、非常に重要なものというふう

に考えております。昨日のシーガイアの100㎞リ

レーマラソン、７時スタートで、私も第一走者

で４キロほど走らせていただきましたが、186チ

ーム、1,700人以上の参加ということで、大変マ

ラソンブームという中、またグループで楽しみ

ながら参加するということで、すばらしい取り

組みであり、こういったものがどんどん広がる

といいなという感じを受けたところでございま

す。スポーツというと、生涯スポーツから競技

スポーツ、さまざまあるわけでございますが、

この“1130”県民運動のように、すべての県民

が手軽に体を動かして健康を保持する、増進す

る、そのような取り組みというものをもっと

もっと広げていきたい、そのためには、総合型

地域スポーツクラブとか、いろんな関係団体と

の連携を図っていく必要があろうかというふう

に考えております。これからもさまざまな形で

の連携をしながら、「健康みやざき」づくりに

取り組んでまいりたい、そのように考えており

ます。

○有岡浩一議員 ありがとうございます。県民

の皆さんが楽しみながら参加していただけるよ

うなスポーツが普及されることを強く願いまし
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て終わりたいと思いますが、最後に、一つお礼

を申し上げて終わりたいと思います。ことし３

月に、県の鳥、コシジロヤマドリの放鳥式に牧

元副知事に出席いただきまして、宮崎の豊かさ

のシンボルとして、次の世代へ伝えていただく

ことをお話ししていただき、深く感謝しており

ます。今後とも、宮崎の自然、宝を守る取り組

みに御指導をお願い申し上げまして、私の質問

を終わります。ありがとうございました。（拍

手）

○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45分休憩

午後１時１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、渡辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） 本日３番目

の質問に入らせていただきます。宮崎市選出、

新みやざきの渡辺創です。

私たちが暮らす日本は、まさに閉塞感の渦の

中にあります。長く抱えてきた社会の制度疲

労、そして、矛盾、偽りが、政権交代という統

治システムの変化や東日本大震災という人知を

超えた災害によって露呈し、国民は混乱と不安

の中にいます。物事の本質が明らかになり、事

の真相がわかることは決して悪いことではあり

ません。ただ、今、私たちの社会に欠けている

のは、事実が明確になった足元を踏みしめて新

しい方向を定めて歩み出すこと。そして、歩み

出す決断をすることではないでしょうか。決断

できない政治、決断しない政治を抜け出すこと

が日本再生の一歩と信じます。

国会では、税と社会保障の一体改革をめぐる

議論が最終局面を迎えています。この問題も、

まさに今述べてきた「決めない政治」、「決め

られない政治」の典型ではないでしょうか。社

会保障の水準を維持し、新しい分野に対応する

財源の確保ができないことは、20年前から予想

のついた事態だったはずです。しかし、先行き

を楽観視し、判断を先送りにしてきた。問題の

本質を国民に伝えることなく、是正に向けた取

り組みからも目を避けてきた。その結果が今の

惨状ではないでしょうか。

私は、特定政党の責任という問題だとは思い

ません。これまでの政治にかかわってきたすべ

ての政党に責任はあるし、国民にも責任がある

はずです。私は、所属する民主党宮崎県連の青

年局の若い仲間と、税と社会保障の一体改革の

理解を得るために繰り返し街頭に立っていま

す。先日は、宮崎駅前で街頭演説中に知事にも

お会いをしたところです。所属政党の宣伝のた

めにやっているわけではありません。正直、憤

りがあるのです。ことし35歳の私は、これまで

の政治のツケに責任を持つことはできません。

しかし、若い世代であるからこそ、これからの

社会のあり方には無関心でも無責任でもあるこ

とはできない。だからこそ、国政に参画する者

でなくても、今後の国のあり方、ひいては宮崎

県のあり方にも大きくかかわる問題から逃げる

ことはできないと感じています。党派を超えて

解決への歩みを進めない限り、未来のビジョン

は描けない状況にこの国はあると思います。現

実的な与野党協議を経て、今まさに前に進むた

めに決断をしたこの問題が、不合理な党内対立

などで「決められない政治」の渦から抜け出せ

なくなることを心から危惧するところです。

さて、目を宮崎県政に転じます。知事も就任
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から１年半、この間、多くの課題に直面し、か

じ取り役としてさまざまな決断を迫られてきた

ことと思います。その決断は常に注目を浴びる

わけですから、御苦労も大変なものだと推察を

いたします。私もかつて新聞記者時代に、大き

な選択を迫られた政治家を近くで取材し、その

重圧を背負いながら責任にこたえようとする姿

を目の当たりにしてまいりました。そういう状

況にある政治家というのは、自然とその言葉の

端々からも、まなざしからも、そして一つ一つ

の動作からも、その気迫とわずかな不安が読み

取れるものでした。

先ほど来お話をしていますように、今、国民

が、県民が求めているのは、決断をする政治、

決める政治だと私は感じています。その意味で

は、知事もこの定例議会中も、瓦れきの広域処

理、国と地方の関係、原子力政策のあり方な

ど、明確なその判断を問われる場面が続いてい

ます。私は、この本会議場で知事の目の前に

座っておりますので、答弁の真意がなかなか伝

わらないと苦悩する表情をたびたび目にしてま

いりました。少し生意気なことを申せば、震災

瓦れきの広域処理の問題などでは、意思を明確

に示すという意味で、メッセージの発し方に課

題があったのかなという印象を持っております

が、この場での議論は控えます。

方針を決め、施策を推進するとき、その土台

となる議論を大いに行うことは重要です。しか

し、物事によっては、すべてがゼロからの議論

ではなく、トップの姿勢が明確でなければ進ま

ないこともあるのが事実です。基本的な判断を

行い、方向を指し示し、柔軟な議論をして、最

終的な決断をする。リーダーに求められる基本

的な役割だと思います。物事が決まらない政治

から一日も早く抜け出したいとの思いですが、

就任から１年半の知事の経験の振り返りも含め

て、県政リーダーにとっての「決断」につい

て、知事の自由なお考えをお伺いしたいと思い

ます。

以下の質問につきましては、質問者席で行わ

せていただきます。(拍手)〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

県政を担う者としての決断、役割についてで

あります。本県を取り巻く状況、さまざまな厳

しい状況があるわけでございますが、県政運営

を担う私の役割は、そういった数々の問題から

逃げず、しっかり直視をする。そして、重荷と

いうものを担っていくことでありまして、宮崎

の将来をしっかりと見据え、将来に向けて責任

ある判断というものを決断すべきときには、逡

巡なく決断をすることが大変重要であるという

ふうに考えております。そして、県民の皆様に

対し、明確な方針と政策というものを示し、先

頭に立って実行していくこと。そして、その結

果に対し、しっかりと責任を持つことが大事で

あるというふうに認識をしております。

知事に就任して以来、口蹄疫を初めとするた

び重なる災害というもの、また、さまざまな山

積する県政の重要課題への対応におきまして、

そうした姿勢を心がけてきたところでございま

して、被災地の支援、「みやざき感謝プロジェ

クト」、それから、本県における経済の活性化

に取り組む「みやざき元気プロジェクト」、そ

れから、古事記編さん1300年の記念事業なり、

「みやざき元気！”地産地消”県民運動」、さ

まざまな方向性というものを示し、県民の皆様

との対話と協働のもとに力を合わせて取り組む

ということで取り組んでまいりました。今、質

問議員から、苦悩という言葉で御指摘がござい
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ましたが、この瓦れきの問題も含めてさまざま

な課題に対する自分の思い、考え方というもの

をいかに適切に、またわかりやすくお伝えする

か、コミュニケーションを図っていくか、その

問題におきまして、いろいろ反省すべき点な

り、さらに精進を図るべき点というものを考え

ておるところでございます。私といたしまして

は、引き続き、先ほど述べましたような姿勢に

基づいて、県民の皆様に対してしっかりとした

方向性を示して、決断すべきところは決断す

る、そのような姿勢で本県の発展に向けて全力

で取り組んでまいりたい、そのように考えてお

るところでございます。以上であります。〔降

壇〕

○渡辺 創議員 知事から、重責を担うと、責

任ある判断を行うという力強い答弁をいただい

たと思っております。先日の福田議員の一般質

問で、松形県政の話がありました。もし私の認

識が間違っていれば申しわけないんですけれど

も、福田議員の質問を伺いながら、もちろん議

会と知事という緊張関係はありながらも、強い

リーダーシップで大きなビジョンを描いて力強

く県民を引っ張っていく、また、宮崎県政にか

かわるものも引っ張っていくというふうに過ご

してこられた松形知事に対する敬意といいます

か、そのような感覚を質問を伺いながら感じた

ところです。また、ベテランの議員の先生方か

らも、よくそういう話を聞くところだというふ

うに思っています。もちろん私たちは、厳しい

視線で知事が進める県政をチェックしていかな

ければならないわけですけれども、宮崎県をよ

くしていきたい、質を今よりも高めていきたい

という大きな思いは同じわけですから、ある意

味では、諸先輩方はともかくとしても、私のよ

うな若い世代の議員にとっては、やはり知事と

いうのは、緊張関係はありながらも、誇りで

あったり、そして宮崎県全体を引っ張っていく

リーダーであってほしいと、そういう思いをあ

る種、私たちも抱きたいと思っておりますし、

そういう思いを抱けるリーダーだというふうに

私も思っております。通告はしておりませんけ

れども、今の私の、リーダー、そういう知事に

なっていただきたいという思いについて、知

事、御意見がありましたら、御答弁いただきた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 大変ありがたい叱咤激

励をいただいたものだというふうに思っており

ます。そういうさまざまな先人、これまでの宮

崎を築いてきた先人にも学びながら、自分なり

のリーダー像というものを築いてまいりたい、

責任ある仕事を果たしてまいりたい、そのよう

に考えています。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

次に移ります。今いろいろなリーダーの話を

してまいりましたけれども、宮崎県のリーダー

というのは、もちろん県のことを考えるのも当

然ですけれども、これからの国全体、日本全体

がどういう将来ビジョンを描きながら進んでい

くのかと、そういう考えもあわせて持っていた

だきたいところだというふうに思います。その

意味で、先日、井上議員の質問にも少し出てお

りましたが、東京大学の前の総長を務めてい

らっしゃった小宮山宏さんの掲げる「プラチナ

構想」に私は非常に強い関心を持っておりま

す。説明は省きますが、日本社会が課題先進国

として乗り越えてきたノウハウを生かしなが

ら、今度は課題解決の先進国となって、21世紀

の新しいモデルをつくっていこうという考え方

ですけれども、この構想を推進するための「プ

ラチナ構想ネットワーク」というのができてい
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ます。全国でも多くの自治体のトップが参加し

ていて、都道府県レベルでは28人の知事が加

わっておりますし、県内でも都城市長、五ヶ瀬

町長が会員となっております。宮崎県もかつて

は研究会の会員であったことがあったかと思う

んですけれども、現時点では構想のネットワー

クには入っていませんが、その入会の可能性も

含めて知事の所見をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） プラチナ構想ネットワ

ークの取り組み、また掲げておられます課題設

定なり方向性というものは、私どもとしても深

く共感のできるものでございます。本県の総合

計画「長期ビジョン」におきましても、やはり

同じような問題意識のもとに、今後の人口減少

社会に対して、資源、環境問題、医療、さまざ

まなそういった重要課題に対する対処というも

のの方向性を出しておるところでございます。

このネットワークにつきましては、首長本人の

参加ということでございまして、これまで前任

も含めて参加はしていなかったということでご

ざいますが、今後、参加の可能性があるのかど

うなのか、その手続的にはちょっとわかりませ

んが、私も大変関心を持っておりますし、可能

であればそういう議論というものに参画をして

まいりたい、そのような思いでございます。

○渡辺 創議員 有意義な取り組みかと思いま

すので、御検討いただきたいと思います。

さて、テーマを変えますけれども、国政にお

ける政権交代からことしの夏で３年になろうと

しています。その評価はさまざまだろうと思い

ます。民主党に所属する議員であっても、日々

悩ましく思う事態が続いてきたことも一つの事

実です。今回は、政権交代以降のことを、印象

論としてではなくて、県内における状況の変化

という意味で考えてみたいというふうに思って

います。

まず、高校教育について教育長にお伺いをい

たします。私も子供がおりますが、今、子供を

県立高校に通わせる場合、３年間で諸経費も含

めておおよそ幾らの経費がかかるのか、また、

そのうち、授業料の無償化によってどれだけの

分の経費が軽減されているのか、御答弁いただ

きたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県立高等学校に納入

する経費につきましては、ある普通科高校の本

年度の例で申し上げますと、模擬試験代や副教

材費などの学校徴収金に授業料相当分を加えま

すと、３年間で必要となる経費の総額は約72

万3,000円となります。同じく、ある専門高校の

例で申し上げますと、実習で必要となる作業着

代や資格試験代、部活動の派遣費などに授業料

相当分を加えますと、３年間で必要となる経費

の総額は約56万6,000円となります。また、平

成22年度からの授業料無償化により、３年間

で35万6,400円の負担が軽減されております。

○渡辺 創議員 普通科で72万中の35万、専門

高校で56万中の35万の負担軽減ということです

が、続けて教育長にもう１問お伺いします。全

国的には、経済的な理由による高校の中途退学

者が減った、一説では36％ほど減ったというふ

うにも言われておりますが、同じ内容について

県内ではどういう状況になっているのでしょう

か。

○教育長（飛田 洋君） 県立高等学校におけ

る中途退学者の退学理由としましては、学校生

活・学業不適応や進路変更によるものがほとん

どであります。経済的な理由による中途退学者

数は、平成19年度から平成21年度までの３カ年

の平均15.7名に対しまして、平成22年度は４名

となっております。なお、23年度の調査結果に
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ついては現在集計中でありまして、８月に発表

予定であります。県教育委員会といたしまして

は、中途退学対策対応教員や学校カウンセラー

を配置するとともに、各種の研修会を実施する

など、学校の取り組みを積極的に支援しなが

ら、中途退学の防止に努めているところでござ

います。

○渡辺 創議員 数字で言えば60％減ったとい

うことになりますが、400名前後の中退者のう

ち、予想以上にといいますか、経済的な理由の

中退者は少ないということで、少し母数が小さ

いわけですから、その辺は吟味をしたほうがい

いかなというふうに私も思いますけれども。平

成21年のデータによれば、２万4,519人の県立高

校生のうち、11.74％の2,879人が授業料の減免

を受けていたということですから、そういう意

味で考えれば、高校生本人であったり、保護者

の方々にとっても、減免を受けるということで

の精神的な負担みたいなものは減った要素があ

るかもしれませんし、すべての保護者にとって

大幅な負担の軽減が図られたわけですから、そ

の意味では大きな効果があったのは間違いない

というふうに思っております。

続いて、福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。名称は、「子ども手当」から「子どものた

めの手当」と変更になりましたけれども、かつ

ての児童手当5,000円を基本に、0・１・２歳の

乳幼児加算、そして３子目以降の加算があった

時代に比べて、この３年間でお子さんを持つ家

庭にどれだけの支給が県内全体であったか、御

答弁をいただきたいというふうに思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県内の支給

額、それから受給者数についてでございます。

平成21年度、これは児童手当でありますが、県

内支給額約90億円、受給者数約８万9,000人と

なっております。平成22年度、これは子ども手

当でありますが、支給額約226億円、受給者数約

９万7,000人となっております。平成23年度の子

ども手当につきましては、支給額約216億円、受

給者数約９万3,000人となっております。

○渡辺 創議員 今の答弁を聞いていますと、

子供のために支給された額というのは、対象が

１万人ほどふえただけで、額全体としては２倍

にふえているということになるわけです。この

３年間の合計特殊出生率も1.61、1.68、そし

て23年度の速報値も1.68と、上昇傾向にある状

況です。個人的には、子ども手当を現金ではな

くて、制度を整える手間はあったとしてもバウ

チャーで支給していれば、理念はしっかりと理

解をされた上で要らない批判を受ける必要もな

かったかなというふうに思って、その辺は今で

も残念なところですけれども、ある一定の効果

があったというふうに考えております。

続けて、県土整備部長にお伺いします。県内

高速道路網のこの３年間での整備計画の変化を

お伺いしたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 県内の高速道

路整備に係る今年度の国の予算は、対前年度

比1.06倍の244億円となっておりまして、今年度

中に東九州自動車道の５区間37キロメートルが

開通予定でございます。また、来年度に予定さ

れている日向―都農間の開通によりまして、宮

崎市から延岡市までつながることに加え、大分

までの供用予定年度が新たに示されるなど、着

実な整備が図られているところでございます。

しかしながら、一方で、今年度新たに計画段階

評価を進めるための調査箇所として示された東

九州自動車道日南―志布志間や、九州中央自動

車道の山都―蔵田間に残る未事業化区間につき

ましては、事業化の時期がまだ不透明という状
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況でございます。

○渡辺 創議員 端的に言えば、大分県との連

結が28年度以降となっていた部分が、明確に28

年度というふうになったわけですが、これは党

派を超えて、また官も民も超えて、県内のすべ

ての皆さんの思いとして強く、それが国にも伝

わったところかなと。さらなる前進に努めなけ

ればならない課題だと思っています。

続けて、病院局長にお伺いをいたします。平

成22年度に診療報酬の改定がありましたが、そ

の改定が県立病院の経営に与えた影響をお伺い

したいというふうに思います。

○病院局長（渡邊亮一君） 平成22年度の診療

報酬改定は、全体の改定率が、平成12年度以

来、10年ぶりに0.19％のプラス改定となりまし

た。その中で、救急医療や難易度の高い手術料

など、急性期医療に対する評価が引き上げられ

たところでございます。このことから、県立病

院事業では、医療スタッフの充実を図るなど、

改定に対応した取り組みを強化したところでご

ざいまして、その結果、平成22年度決算では、

入院・外来収益が、前年度と比較しまして全体

で約13億5,000万円の増収となったところでござ

います。そのうち、診療報酬改定に伴う増収効

果としましては、おおむね９億円程度と見込ん

でいるところでございます。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。続

いて、農政水産部長にお伺いします。農業者戸

別所得補償制度の県内での取り組み状況と、そ

れに伴う効果と課題をお伺いしたいというふう

に思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県における

農業者戸別所得補償制度の昨年度の加入者数は

約２万9,000件で、販売農家数は約３万1,000件

であることに照らしても、一定の浸透が図られ

ているものと考えております。交付金の総額は

約83億円で、このうち、水田活用の所得補償交

付金が約65億円と約８割を占めており、本制度

の導入前の平成21年度における、いわゆる転作

作物の生産者に対する産地確立助成金等の交付

額が約32億円であったことや、本制度の導入に

より飼料用稲の大幅な作付増加が見られたこと

などを踏まえますと、農家所得の向上や県内畜

産農家における自給飼料の確保等に大きな効果

があったものと考えております。

一方、本制度においては、例えば、本県が推

進を図ろうとしております加工用米の助成水準

が低いなどの課題もありますので、国に対し、

地域の実情を十分反映した制度としていただく

よう要望しているところであります。県といた

しましては、今後とも、関係機関・団体との連

携を図りながら、本制度を最大限に活用して、

生産性の高い水田農業の確立に努めてまいりま

す。

○渡辺 創議員 関連して、先日の押川議員の

質問とも重複しますけれども、新しい農業の担

い手確保のために、国が青年就農給付金制度を

始めますけれども、県内の応募状況とその効果

をお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 担い手と農地

の一体的な課題解決を図るために、今年度創設

された青年就農給付金事業には、研修に専念す

る就農希望者を支援する「準備型」と、経営が

軌道に乗るまでの新規就農者を支援する「経営

開始型」があり、県が５月に行った調査では、

準備型で92人、経営開始型で295人の要望があっ

たところです。この給付金により、就農に当

たっての研修中の生活費の確保や、就農初期の

技術不足から来る所得確保の不安などの課題が

軽減され、無利子資金や補助事業などの他の支
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援措置と組み合わせることで、意欲ある新規就

農者の着実な確保・定着が進むものと期待して

おります。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

各部長、局長からお話を伺ったところです

が、ちょっと思い出していただきたいんです。

ことしの４月１日、今年度のスタートの日、日

曜日でしたけれども、知事には、私たち民主党

宮崎県連が強く党本部に求めてきた地域対策協

議会のトップになっております樽床伸二幹事長

代行と、県庁で会談していただきました。約１

時間、熱心にお話をいただき、県の実情を丁寧

に伝えていただいたところでした。私たち民主

党の県議団も、国政・与党との関係を重く受け

とめて、宮崎の実情や要望を伝えるために、こ

れまでも努力をしてきているつもりです。改め

て知事にお伺いしますけれども、先ほどまでの

答弁等を踏まえて、政権交代後の県内の状況変

化について、知事の率直な評価をお伺いしたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、それぞれの部局長

が答弁しましたように、さまざまな支援策が講

じられてきたところでございます。私自身も先

日、家内と、県立高校に通う高校３年、高校１

年の子供、それから小学生の子供がおるもので

すから、いろんな恩恵を被ってきているなとい

うことをしみじみ話したところでございます。

そういう状況の中で、いろんな施策を講じてい

ただいているわけでございますが、まだまださ

まざまな課題というものが本県には山積してお

るわけでございます。大震災を教訓とした南海

トラフ地震等への備え、防災の強化というのも

あります。国全体で見ますと、円高・デフレの

問題なり、大震災からの再生復興と、さまざま

な課題もございますので、今後とも、しっかり

と国と連携を図らせていただきながら、本県と

しての要望というものをお伝えしてまいりた

い、そのように考えております。

○渡辺 創議員 もう一歩、具体的に聞きたい

ところでもありますが、きょうはこの辺にした

いと思います。

新しいテーマに話を移したいというふうに思

います。職員の人事配置についてお伺いしたい

というふうに思います。

まず、総務部長にお伺いをますが、県は、国

から職員の派遣を受けていると思いますけれど

も、その目的と、現在の派遣の状況を教えてく

ださい。

○総務部長（四本 孝君） 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、県庁の内外から幅広く

求め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ございます。本年４月１日

現在で、15名の職員について国から派遣を受け

ているところでございます。

○渡辺 創議員 豊富な知識と経験を有する人

材を得たいということのようですが、続いて、

今度は逆に、国から来ている職員の筆頭である

副知事にお伺いしたいと思います。国家公務員

にとって、地方自治体での勤務経験というのは

どういうふうに生かされていくとお考えか、私

見でも構いませんので、御答弁いただきたいと

思います。

○副知事（牧元幸司君） まず、私の例から申

し上げますと、私も若いころは、鹿児島県喜界

町の町役場に勤務をさせていただきまして、そ

の後、兵庫県庁で勤務させていただく経験をい

ただいたところでございます。この中で、町役

場におりましたときには、地域のコミュニティ
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ー、集落というものはこうやって回っていくの

かとか、あるいは町役場というのはこういう感

じで仕事をしているんだということを経験させ

ていただきましたし、また、県庁におきまして

は、同じ県とはいってもさまざまな地域がある

なと。これは自然環境とか文化とかさまざまな

面でございますけれども。それからまた、県庁

の組織とはこういうものかということを学ばせ

ていただいたところでございます。

これらの経験は、その後、国に帰ってから、

例えば、補助事業で市町村実施主体の事業をつ

くるようなときに、こういう事業をつくったら

役場はどうやって受けとめるのかとか、現場は

どうやって受けとめるのかということを常に考

えるわけでございますし、また、法律をつくる

ときに、県が作成主体となる計画・制度をつく

るようなときには、県はどうやって受けとめる

のかなというようなことを考えるようになりま

した。いずれにいたしましても、大変多くの面

を学ばせていただいたところでございます。

一般的に申し上げましても、こういう地方で

の職務経験につきましては、国家公務員にとっ

て、より幅広い視野からの、また住民の目線に

立った細やかな施策の立案につながるというふ

うに考えておりまして、地方での経験というも

のは大変貴重なものだというふうに考えている

ところでございます。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。国に

とっては、人材育成という面でも大きな意味が

あるでしょうし、自治体にとっては、即戦力の

確保という意味でも大きな役割があるんだろう

というふうに思います。

具体的な質問に入ってまいりますが、総務部

に財政課長というポストがあります。その役

割、何を役割として果たしていくポジションな

のか、総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（四本 孝君） 財政課長は、県内

外の経済・財政情勢や、国における予算編成の

動きなどを踏まえながら、予算査定を通じた政

策実現や財政改革の推進、事務事業の見直しの

ほか、執行部における県議会担当としての業務

も所管しておりまして、本県行財政運営のかじ

取り役として重要な役割が求められているもの

と考えております。

○渡辺 創議員 重要な役割を果たされている

と思いますけれども、その財政課長のポスト

が、この春の異動で、県のプロパーの職員から

総務省からの派遣の職員の方にかわりました。

そのねらいについて、知事にお伺いしたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 国との人事交流の基本

的な考え方は、先ほどからも議論があったとこ

ろでございますが、本人の知識、経験という面

もございますが、やはり国のそれぞれの役所と

のパイプ役というのもございます。また将来、

この宮崎での経験というものをしっかりと生か

していただく、さらには、宮崎の応援団として

の人的なネットワークの形成というような観点

もあるわけでございます。今、個々具体的な財

政課長のところの御指摘があったわけでござい

ますが、国との人事交流の今のような考え方に

基づき、知識、経験ということ、それから、地

方財政全般についてのさまざまな経験というも

のを生かす、そのような発想で任命をしたとこ

ろでございます。

○渡辺 創議員 国とのパイプの強化、宮崎の

応援団をつくるための人的ネットワークの形成

というような話が今あったところですが、今の

状況の中で、総務省から来られている方の人材

の起用が有効だというふうに、知事は御判断な
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さったということだと思うんですけれども、財

政課長というポストは、県のプロパー職員より

も、一般論でいって、総務省の出身者の方のほ

うが向くというふうに知事はお考えでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） そのように一般論とし

て、どちらが向いている、向いていないという

ことではないというふうに考えております。そ

の時々で求められる人材の適材適所というこ

と、それから、将来にわたっての国との関係な

りパイプなり、また人的ネットワークを築いて

いく、そのような視点というのも大変重要であ

ろうかというふうに考えております。

○渡辺 創議員 人事は、適材適所で、また、

時によって、状況によって求められるものが変

わってくると、また優先されるものもあるとい

うのは、そのとおりだというふうに思います。

だからこそ、固定化ではなくて、まさにフレキ

シブルな対応があるべきだろうというふうに思

うんですけれども、知事の答弁は、十分に理解

できるところもありますし、もっともな内容に

聞こえました。ただ、その反面で、きょうは

今、答弁の中にありませんでしたけれども、事

務方の方とお話をしている中では、今回の登用

に関しては、第三期財政改革推進計画─昨年

度から26年度までが推進期間となっております

が─の推進のためには、そういう人材が必要

だというお話があったんですけれども。実際、

財政改革の取り組みというのは、その年度が終

わればというものではなくて、これから決して

短くない間続く取り組みでしょうし、また、現

実的に─もちろん知事が知事になられる前の

話ですけれども─この20年間を振り返れば、

実際、県のプロパーの職員の方がこのポストに

ついたというのは２人しかないというのも、歴

然とした事実かというふうに思います。民間で

も役所でも、人事というのはまさにトップの腕

の見せどころと。その人事にかかわった方だけ

ではなくて、多くのその組織体にかかわる人間

にとって、それだけがモチベーションではない

でしょうが、やはり頑張ろうと思ったり、自分

たちが頑張ることでいろんな効果を生めると思

うことでもあると思います。だからこそ、慣例

化に陥るのではなくて、必要な人材を登用して

いくという姿勢を、これからも知事の県政下で

示し続けていただきたいというふうに思いま

す。

続けて、テーマを職員の地域貢献という話題

に移したいと思います。東日本大震災がありま

した。そういう意味で、地域の中でのネットワ

ークであったり枠組みを構築していくことの必

要性というのが強く言われるようになっており

ますし、また、基礎自治体が大規模化していく

中で、その自治体の中での地域の声をどうまと

めて意思形成をしていくかというのも、重要な

テーマになってきています。私も宮崎市で暮ら

す住民の一人ですが、自分の身の回りの状況を

見ると、県庁の職員の方が自治会長だったり、

自治会の役員を務めていらっしゃったり、また

は、地域の小学校、中学校等のＰＴＡ会長をさ

れていたりという例をよく見ます。先ほどもお

話ししましたように、地域が果たす役割という

のは今どんどん大きくなってきていると思いま

す。その意味では、地域の役割が重くなってき

て、地域に貢献をするというのは非常に重要な

ことだと。これまでよりもその重要性が増して

きているという観点で、ぜひ宮崎県で、各市町

村を引っ張ったり、民間会社を引っ張るために

も、地域貢献特別休暇というようなものをつ

くってはいかがかと思います。一定の役職を
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やっていらっしゃる方々が、きちんと事前に登

録をして、日にちは１日や２日でもいいと思う

んです。地域のことに取り組んでいるというこ

とを、県としても、雇用者というか雇っている

側としても、きちんと評価をするんだという姿

勢を示すためにも、そういう休暇の創設がある

べきではないかというふうに考えますけれど

も、総務部長のお考えをお伺いします。

○総務部長（四本 孝君） 職員が地域活動に

積極的に参加をするということは、地域のきず

なを深めるだけではなく、ワークライフバラン

ス推進の観点からも大変有意義なことであると

考えております。このため、みやざき行財政改

革プランにおいては、県民等の社会貢献活動の

促進とあわせて、職員の地域活動への参加促進

を取り組み項目の一つとして掲げているところ

でもあります。このような職員の地域活動への

参加を促進するため、御質問にありましたよう

な休暇制度を設けることは、有用な方策の一つ

とは考えられますけれども、休暇制度は、基本

的に国や民間との均衡を失しないように定める

こととされておりまして、職員の自発的な活動

を対象とする有給休暇については、さまざまな

議論もありますことから、慎重に判断をしてま

いりたいと考えております。地域活動の担い手

を広げるという御提案の趣旨は大変重要でござ

いますので、今後とも、職員に対しましては、

積極的に地域活動に参加するよう働きかけてま

いりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ちょっと残念な答弁ですが、

私が本質的に言いたかったのは、地域活動への

参加促進という意味ではなくて、地域で果たす

役割が―もちろん人間が生きていく上では、

仕事もあり、家庭もあり、地域もありというい

ろんな要素があるわけですが、その中で地域と

いうのが占める役割が大きくなってきている

と。そのことを、いわば県も県としてみずから

の職員の皆さんたちに示す中で、その価値を

しっかり認識しているということを、人事制度

を使ってアピールすることが、市町村や民間企

業を引っ張っていく要素になるのではないかと

いうところでの考えでしたので、今、なかなか

難しいという御答弁のようですが、行政が実践

の中でそういう評価をきちんとしていくという

ことをとらまえて、また御検討いただきたいと

いうふうに思います。

テーマが変わります。松林の保全・観光価値

の再評価について質問をさせていただきます。

私の暮らす宮崎市の沿岸部には広い松林が広

がっております。実は私も先日、梅雨の前でし

たけれども、自転車でその松林の中を走ってま

いりましたが、本当にいい気持ちで、すがすが

しい気持ちになるところでした。県都宮崎市の

中心部からわずか車で10分ほどでたどり着く、

全国的にも貴重な松林だというふうに思いま

す。その管理は、国や県などさまざまな関係者

があるわけですけれども、その管理面積の現状

と県有林の管理の状況について、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） シーガイアを

中心とした一ツ葉海岸松林の総面積は約510ヘク

タールで、その内訳は、国有林が約75ヘクター

ル、県有林が約120ヘクタール、宮崎市有林が

約15ヘクタール、そのほか、社有林などが約300

ヘクタールとなっております。県有林におきま

しては、従来から、巡視、管理歩道の草刈り、

松林の下刈りなどを実施しており、平成24年度

の予算は約840万円を予定しております。また、

平成20年度から４年間、緊急雇用創出事業臨時

特例基金事業等を活用して、松林の樹勢回復を



- 219 -

平成24年６月18日(月)

図るための松葉かきを総額約２億2,000万円をか

けて実施し、集中的な県有松林の維持増進を

図ったところであります。

○渡辺 創議員 平成20年度以降の４年間は、

緊急雇用創出事業で２億2,000万円使って整備が

できたものが、今年度からは、いわば通常の予

算規模に戻ってというか、年間840万円しかない

という状況になっていくわけで、なかなか厳し

い状況だというふうに思います。そういう意味

では、一ツ葉の松林の中には、先日といいます

か、ことしになって経営権の譲渡があったフェ

ニックスリゾートなどがあって、まさに宮崎県

の県央部の観光資源の大きな柱だというふうに

思います。また、市民の森なども含めて市内中

心部から至近の距離で、松林内での散策やサイ

クリングなど、いわば森林セラピーと言ってい

いかどうかわかりませんけれども、そういう要

素も含んだ場所だというふうに思っています。

この機会に、改めて観光資源としての松林の再

評価が必要だというふうに思いますけれども、

一ツ葉周辺地域の魅力、そして今後の可能性に

ついて、観光行政という面でどのように考えて

いらっしゃるか、商工観光労働部長にお伺いし

ます。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 一ツ葉地

域周辺の松林につきましては、例えばシーガイ

ア周辺に限りますと、ゴルフ場、ホテルなどの

リゾート施設や、雄大な日向灘とのコントラス

トが、本県を代表する美しい景観を生み出して

いると考えております。また、松林には遊歩道

が整備されており、豊かな自然環境の中、先ほ

どお話がございましたように、ウオーキングや

サイクリングなどを楽しむことができ、県民や

観光客のいやしの場ともなっております。ま

た、周辺には、江田神社やみそぎ池などの古事

記ゆかりのスポットや、フローランテみやざ

き、動物園などの観光施設があり、一ツ葉地域

は、県央エリアの観光の重要な地域であります

ことから、県としましては、宮崎市と連携を図

りながら、一層の情報発信に努めてまいりたい

と考えております。

○渡辺 創議員 今の答弁は、現状の認識にと

どまった感がどうしてもぬぐい去れない気がし

ます。できれば、県の姿勢として、新しい価値

であるとか今後の可能性について、もう少し積

極的な評価があってもいいのではないかという

気がしますが、それは意見にとどめます。

先ほどまでの答弁にもありましたように、こ

の地域の松林は管理者が複数あります。トータ

ルでの環境維持のためには、関係者が広く協力

をする必要があると思いますけれども、その意

味では、具体的に申せば、この数年間、県が非

常に厚目の予算を投じて維持管理ができたこと

もあって、逆に国有林の部分の状況が非常に厳

しい状況に、見た目も含めて厳しい状況にある

というのを感じています。その整備について、

県や市が関係者と十分な意思疎通を行って、林

野庁、国に対しても働きかける必要があると私

は思いますけれども、環境森林部長、いかがお

考えでしょうか。

○環境森林部長（堀野 誠君） 一ツ葉海岸松

林は、その多くが保安林に指定されており、潮

害防備等の機能を発揮させるため、それぞれの

管理者が責任を持って適正な保全を図っている

ものと考えております。また、この松林が観光

資源としての機能も有しているため、先日、国

有松林の整備について宮崎森林管理署と情報交

換を行ったところであります。管理署として

は、厳しい財政状況ではありますが、工夫しな

がら松林の維持管理に取り組んでいくとお聞き
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したところであります。

○渡辺 創議員 国も何らかの対応がいただけ

るという答弁だというふうに受けとめました。

実は、私は先日、佐賀県の虹の松原に行ってき

ました。御承知のとおり、虹の松原はその大半

が国有林ですけれども、松林の中を散策できる

ように、十分な形での整備が行われているとい

う印象を持ちました。宮崎の一ツ葉も、決して

それに負けない価値のある松林だというふう

に、私は思います。今までの議論も踏まえて、

林野庁での勤務経験もある副知事に、所感を伺

いたいと思います。

○副知事（牧元幸司君） 御指摘がございまし

た一ツ葉海岸の松林は、本当に美しい松林でご

ざいまして、シーガイアと相まって、本県の重

要な観光資源であるというふうに考えていると

ころでございます。ただ、一方、この松林につ

きましては、言うまでもなく、津波や高潮から

住民を守っている保安林であるということでご

ざいまして、この公益的機能を発揮できるよう

な森林として維持するということを求められて

いるわけでございます。観光資源としての活用

と、森林としての機能をどうやって守っていく

のかという、これを両立させなければいけない

わけでございまして、そのためにどのような整

備を行うのかということにつきましては、松林

の管理者だけではなくて、地域住民の皆さんも

含めた関係者の皆さんが、いろいろと知恵を出

し合いながら、適切な維持管理を図っていくこ

とが望ましいと考えているところでございま

す。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。答

弁にも、管理者だけでなくて地域を含む県民全

体で知恵を出し合いながらというお話がありま

したけれども、まさにそこがポイントだと思う

んです。国にしても県にしても、予算が限られ

ていることは十分にわかっているわけですか

ら、ぜひ一ツ葉の松林にさまざまな思いを持つ

皆さんにかかわっていただき、そして、それを

行政も支援しながら、松林の環境の維持であっ

たり、また魅力の磨き上げに取り組めるよう

に、ぜひ県のほうとしてもお力添えいただきた

いというふうに思います。

次に、テーマは変わりますが、県の広報戦略

について質問をいたします。

現在、知事は定例の記者会見をされていま

す。その内容は、テレビや新聞等を通して、私

たちも時折目にするところですけれども、どの

ような方法で、またどのような頻度で実施して

いるのか。また、最近のテーマについても具体

的に教えてください。

もう一つ、就任以降、発表事案のない、いわ

ゆるノーテーマでの定例記者会見を何度行って

いるのか、総合政策部長に御答弁いただきたい

と思います。

○総合政策部長（稲用博美君） 知事の定例記

者会見は、県政運営の方針や施策、事業の発表

のほか、県民への協力要請など、その時々の重

要な事項を知事が直接、発表・報告するもので

ありまして、県政記者クラブの主催によりまし

て、原則として月２回開催されております。こ

としの会見では、古事記編さん1300年記念事業

や口蹄疫からの再生・復興の取り組み、総合防

災訓練の実施内容の発表のほかに、県民への夏

場の節電の協力要請や通学路の安全確保のメッ

セージ発信などを行っております。知事就任以

来、25回の記者会見が行われておりますが、こ

のうち発表等の事項がなかった会見は４回と

なっております。

○渡辺 創議員 もう一つ数字を教えてくださ
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い。１年間の中で、県政クラブに対する各部局

でのリリースまたは報道発表がかなりの数ある

と思いますが、その件数と、記者会見もしくは

レクチャーとして対応した件数がそのうちどの

ぐらいあったか、御答弁いただきたいと思いま

す。部長にお願いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 平成23年度中

に報道機関に対しまして資料提供した件数

は、2,464件でありまして、そのうち記者会見を

行ったものは76件となっております。

○渡辺 創議員 関連して、この春に県は広報

戦略室を新たに設置しましたけれども、そのね

らいを部長にお伺いしたいと思います。

○総合政策部長（稲用博美君） インターネッ

トの普及や情報受発信手段の多様化などにより

まして、広報を取り巻く環境は大きく変化して

おります。この中で、県民の県政に対する理解

や関心を高め、県政への参加を促進するために

は、さまざまな広報媒体を活用した戦略的な広

報が、これまで以上に重要になると考えており

ます。このために、４月から広報戦略室を新設

しまして、新聞やテレビなどの従来の広報媒体

に加え、ソーシャルメディア等の新たな媒体に

よる積極的な情報発信に取り組むとともに、こ

れらの各種媒体の連携の推進や職員の情報受発

信力の強化を図るなど、機動的で効率的な広報

体制の構築を目指すこととしたものでありま

す。

○渡辺 創議員 今お話にありましたように、

ソーシャルメディアなど新しい媒体向けの対応

というのは確かに重要だというふうに思いま

す。けれども、一方で、既存メディアといいま

すか、記者クラブに対するアプローチの仕方と

して、もう少し十分なねらいを持って取り組む

べきではないかというふうに私は思います。例

えば定例会見は、就任以降、ノーテーマでやっ

た会見は全体の６分の１です。伺っているとこ

ろでは、知事の会見は約１時間だと聞いていま

す。行政の危機管理という面で考えても、発表

事案もなくて、何でも聞いてください、どんな

テーマでもどうぞという形で月に２回、１時間

出ていくというのは、なかなか知事としては重

いものだろうと思います。そういう状況の中

で、私がかつて新聞記者時代に担当した横浜市

は、毎週、市長会見を行っていました。当時、

中田宏さんが市長をしていた時代ですが、職員

の皆さんに対して、市長が必ず毎週１本でも２

本でも発表できるような事業展開をしてきなさ

いと。事業をつくっていく中に、その事業をき

ちんと―横浜の場合は市民の皆さんですが

―市民の皆さんに伝えていく。そういういわ

ゆる広報マインドを持って、自分たちのやって

いる事業をきちんと市民に訴えていくという、

いわば事業を進めていく上での観点をしっかり

と位置づけて、市長が必ず毎週発表できるよう

な事案を―たくさんの部局があるわけですか

ら、毎週同じ部局がやるわけじゃありませんの

で、例えば年間１本と考えれば、本来、それほ

ど重い負担ではないはずです。そういう広報マ

インドをしっかりと職員の皆さんの中にも植え

つけていく必要があるという取り組みだったと

いうふうに思っておりますが、そういうことに

取り組んでいらっしゃいました。

また今回、宮崎県を見ても、知事会見以外

に、年間76回の会見・レクチャーがあっている

わけです。その中身を精査してもう少し磨き上

げれば、知事の発表として出せるものも必ず

あったはずだと思います。そういう意味で、既

存のメディアへの対応、もちろん報道によれば

訴える力も大きいわけですから、そこをもう一
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回きちんと戦略を磨き直して、定例会見の価値

をもう一度再確認していく必要があるというふ

うに思いますが、知事の考える戦略的な広報と

いうところについてのお考えをお伺いしたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） これまでの経験を踏ま

えた御提言をいろいろいただきまして、ありが

とうございます。

まず、定例会見の位置づけということです

が、ノーテーマのものが６分の１あったのでは

ないかということでございます。テーマがその

時々であった場合は、冒頭に報告事項というこ

とで、テーマといいますか、設定をさせていた

だいて報告しておるところですが、私の思いと

しては、実は、その時々でさまざまな課題とい

うものに県政は直面しております。それに対し

て、報道機関の皆さんから、県政を預かる知事

の考え方をさまざまな角度から質問いただく、

そういう場面、まさにフリーでさまざまな課題

について御質問いただく場面であって、その機

会を利用しながら、こちらから発表事項がある

場合は、というような位置づけなり整理でおり

ました。したがいまして、必ずテーマなり報告

事項を設定しなければならないというふうに考

えておったわけではございません。

ただ、今、議員からも御指摘がありましたよ

うに、定例会見の場で、より戦略的・効果的に

話題、トピックを選んで発信することによっ

て、もっともっと効果的な発信ができるのでは

ないかというのは、そのとおりであるというふ

うに考えております。各部局がやっておったも

の、それはやはりスピードを求められるという

ことで定例会見の場にそぐわないものもあると

は思いますが、いずれにせよ、そういったもの

もしっかりと整理をしながら、効果的な発信を

考えてまいりたいというふうに考えておりま

す。それからまた、ツイッター、フェイスブッ

クなどのソーシャルメディアも活用しながら、

既存のメディアの発信力というもの、もちろん

それを中心に据えて、これからも取り組んでま

いりたいと考えております。

○渡辺 創議員 宮崎県庁の中で定例の会見を

やられているのは、知事お一人なわけです。い

わば、宮崎県の唯一のスポークスマンが知事な

わけですから、定例会見の場というのは大事に

扱っていただきたいというふうに思います。

定例会見に関して１つ提案なんですが、今、

インターネット等で見ておりますと、知事は記

者会見で、テーブルの後ろにいすを置かれて

─後ろにパネルの工夫とかはされていますが

─座って会見をやられているというふうに思

うんですが、ぜひ立っていただきたいというふ

うに思います。私も記者時代にかなりの会見を

見てきましたが、地方自治体でも、国の役所で

大臣とか政務官でも、また政党でも、座って会

見をやっているというのはほとんどありませ

ん。座っていないと答えられないというような

状況ならいざ知らずですが、座ったまま会見し

ているというのは、普通、不祥事の緊急会見ぐ

らいです。そういう意味では、若くてスポーツ

マンでエネルギッシュな知事なわけですから、

定例会見を発信の場と考えていただければ、前

に演壇を置いて、立ってきちんとアピールして

いくというような形をとられるほうが格好もい

いんじゃないかというふうに思いますけれど

も、通告していませんが、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） そこは問題意識を全く

持っておりませんでした。確かに立って行われ

る会見というのも多いというふうに、今お話を

伺いながら思ったところでございます。私は余
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り腰がよろしくないものですから、立つと負担

になるかなと思いつつも、いかなる形がより伝

わるのか、そういうところも含めて―座って

いるから決して失礼ということではなしに、

座ってじっくり話をするという思いもあるわけ

でございますが―どういう形が望ましいの

か、これからも問題意識を持っていきたいとい

うふうに考えております。

○渡辺 創議員 座っているのが決して失礼と

いう意味で申しているわけじゃありません。

大きなテーマとしては最後のテーマにしたい

と思いますが、通学路の安全確保についてお伺

いしたいと思います。今回の議会でたびたび質

問も出ておりますので、重複するところもあり

ますが、御勘弁をいただきたいというふうに思

います。

全国でああいう事故が相次いで起きたわけで

すけれども、その後、宮崎県としてどのような

対応をされたのか、教育長と警察本部長にお伺

いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） このたびの児童生徒

の痛ましい交通事故を受けて、市町村教育委員

会や各公立学校に対しまして、地域や学校の実

情及び過去の事故発生状況等を参考に、通学路

の再点検や通学方法の検討を行うよう通知する

とともに、通学路の危険箇所等に関する調査を

行い、今月末までに報告するよう依頼しており

ます。また、小中学校、県立学校の校長会にお

きまして、登下校中の児童生徒の事故防止の徹

底を図るとともに、通学路の安全を確保するた

めに、各学校が家庭や地域、関連機関と十分連

携して、適切に対応するように指導したところ

でございます。

○警察本部長（加藤達也君） 警察といたしま

しては、京都府亀岡市等で発生した重大事故を

受けまして、通学路における登下校中の交通事

故防止を図るため、直ちに県内警察署等に対

し、学校等関係者と連携した児童生徒の保護・

誘導活動等の強化と、学校周辺の交通規制の実

態について、現状に合致しているかどうか調査

を指示するとともに、さらに、警察庁の通達を

受け、緊急合同点検を実施中であります。

○渡辺 創議員 引き続き教育長に伺います

が、県内の通学路で危険だという認識のある箇

所、もちろん、子供が通っていて車が通ればす

べて危険とも言えるわけですけれども、教育委

員会として、通学路の危険箇所がどの程度ある

というふうな認識でしょうか。

○教育長（飛田 洋君） 先ほど申し上げまし

たように、危険箇所に関する調査に現在取り組

んでいるところでありまして、その調査結果を

待っているところであります。その結果を受け

ましたら、すぐに具体的な危険箇所を把握し

て、関係機関と対策をとっていきたいと思って

います。

○渡辺 創議員 警察本部長に伺います。過去

３年間の、登下校中の生徒さん、児童さんの事

故の件数と、また重大な事案の発生があってお

りましたら、御紹介いただきたいと思います。

○警察本部長（加藤達也君） 県内の児童生徒

にかかわる登下校中の交通事故は、平成21年

が435件、平成22年が376件、平成23年が382件の

合計1,193件で、死者はありませんでした。過去

においては、平成16年の２月25日早朝、西都市

内の市道において、居眠り運転の普通車が集団

登校の小学生の列に突っ込み、５人が軽傷を

負った事故が発生しております。

○渡辺 創議員 続いて県土整備部に伺いま

す。県管理道路の通学路がどういう現状になっ

ているのかということと、どういう安全確保策
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に取り組まれているか、県土整備部長にお伺い

します。

○県土整備部長（濱田良和君） 県が管理する

道路におきましては、通学路として約720キロメ

ートルが指定されております。そのうち歩道が

整備されているのは現時点で約70％で、約219キ

ロメートルが未整備区間として残されておりま

す。県では、交通量などを勘案し、優先度の高

い箇所から順次整備を進めますとともに、歩行

パトロールを実施するなど、日ごろから利用者

の安全確保にも努めているところであります。

また、今回の一連の事故を受けまして、警察や

学校関係者などと合同点検も行うこととしてお

ります。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。最後

に、横田議員の質問でも既に出ておりますけれ

ども、宮崎市田野町の県道宮崎田野線鷺瀬―法

光坊区間の歩道整備が地域の方々から求められ

ております。実は私も、地域の方々と一緒に見

学会といいますか、実際に通行時間に小学生が

通っていくところを見るというところにも参加

をしました。このぐらい（50～60センチ）の道

幅の歩道─路肩と言ったほうがいいんでしょ

うか─の区間を、隣の家の庭木もせり出し

て、本当に車道とすぐというところをお子さん

たちが歩いていっているのが実態でした。横田

議員のところでも答弁がありましたけれども、

ぜひここの整備を急いでいただきたいという思

いを持っておりますので、改めてのお考えをお

伺いしたいというふうに思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 宮崎田野線鷺

瀬・法光坊地区につきましては、御指摘のとお

り交通量が多く、歩道整備の必要性は高いと認

識しております。県土整備部といたしまして

は、できるだけ早期に整備に着手できるよう、

今後検討してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。通

告しておりました記紀編さん1300年の事業に関

する質問は、今回の議会で同様の質問がかなり

出ておりますし、また改めて次の機会に行いた

いというふうに思っております。

最後に、冒頭の部分でも申しましたけれど

も、私のほうが若いですが、若い知事でいらっ

しゃるわけですので、宮崎県政にかかわる私た

ち若い議員にとって、大きく引っ張っていただ

ける、そして敬意を持って知事と一緒に―よ

く車の両輪という話がありますけれども、そう

いう意識で私どもも進んでいけるような知事で

これからもあり続けていただきたいとエールを

送りまして、一般質問を終わらせていただきた

いと思います。どうもありがとうございまし

た。（拍手）

○中野一則副議長 以上で渡辺議員の質問は終

了しました。

次は、黒木正一議員。

○黒木正一議員〔登壇〕(拍手) いつも私の質

問のときには傍聴席が過疎地帯になるんですけ

れども、きょうは多くの傍聴者が来ておりま

す。はるばる私の地元の諸塚からも来ておりま

す。

新聞に、だれがどういう質問をするかという

ことが出ますけれども、私は今回、木材価格の

暴落の要因と対策ということを出しました。そ

うしたら、ある人から電話が参りました。木材

価格は暴落していないよ、大暴落だと言われま

した。今回もまた森林・林業の問題に関して質

問を続けてまいります。

ここ数カ月急落を続けております木材価格で

ございます。私が宮崎市に来る途中の日向市の

東郷町には県森連の木材市場があります。そこ
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の６月５日の市でとうとう総平均が7,000円を切

りました。再生産可能価格の半値というかつて

経験したことのない事態に、これがどこまで続

くのか、林業に従事する人もそうでない人も、

山村は大変な不安の中にあります。かつて木材

価格が高く景気がよかったときには、県議会に

おいて、「椎葉村の奥の不土野というところに

広大な県有林がある。それを処分して医科大学

をつくったら」と主張した議員がいましたし、

「宮崎県林業史」という資料によりますと、昭

和34年から36年にかけて、県庁１号館の建設に

約１億4,000万円を県営林会計から繰り出したこ

とが書かれてあります。今やその面影は山には

ありません。

民間シンクタンク東京財団は、ことし１月、

「失われる国土～グローバル時代にふさわしい

「土地・水・森」の制度改革を～」と題した政

策提言の中で、消滅集落が国際商品として出回

り、投資交渉が進んでいること、山林所有者の

４人に１人は不在地主で、インターネットオー

クションによる競売が広がっていることを指摘

し、警鐘を鳴らしています。この木材価格の状

況を見ますと、本県でもこのような事例が出る

のではないかと懸念されます。

ことしの１月の終わりから２月の初めに、オ

ーストラリアの農業事情の視察に行きました。

オーストラリアは、ここ数年来干ばつに見舞わ

れており、稲作、酪農、肉用牛など、行く先々

の農場で水不足に対する不安の声を聞きまし

た。できるものならオーストラリアの土地と日

本の水と交換したいという人もおり、その深刻

さがうかがえました。干ばつに悩むオーストラ

リアの農業地帯で、人口が減少し荒廃していく

日本の山村・森林のことを思いました。「水と

安全はただ」と言われる日本、今やそれが過去

のものになろうとしています。水は当たり前の

ようにあるものではないことを考えておくべき

ではないでしょうか。

拡大造林で一斉に植林が行われ、収穫の時期

を迎えています。先人が苦労して守り育ててき

た森林を資源としてどう生かしていくのか、50

年、100年先を見据えた、動物とも共生でき、循

環可能な森林づくりをどう進めていくのかが、

今、我々に問われているのではないかと思いま

す。宮崎県はこれからも日本の林業をリードし

ていかなければならないと思いますが、森林・

林業に対する知事の基本姿勢についてお伺いい

たします。

以下の質問は、質問者席より行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

本県は、県土の76％を森林が占め、杉素材生

産量が21年連続して日本一となるなど、我が国

を代表する林業県としての地位を築いておりま

す。また、森林は、林産物の供給はもとより、

県土の保全や地球温暖化の防止など、多くの公

益的機能を有しておりますことから、県民共有

の財産として将来にわたって守り育て、そして

活用していくことが大切であるというふうに考

えております。しかしながら、森林を支える山

村地域が、高齢化に加え、担い手が減少すると

ともに、ただいま御指摘がございましたよう

に、木材価格、長引く円高等の影響により、過

去最低を記録した価格に近づいておりまして、

私といたしましても大変危機感を持っていると

ころであります。

このような状況を踏まえ、本県の豊かな森林

を地域の資源として最大限に生かし、森林所有

者の所得確保や山村地域の活性化のために、私
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が本部長を務める「チームみやざきスギ」によ

ります県産材の県内外や海外への販路拡大を初

め、林業担い手の育成などの取り組みを加速化

させていくとともに、今回の価格の低迷に対す

る対策というものを講じていかなくてはならな

い、そのように考えているところでございま

す。今後とも、本県の林業・木材産業が力強い

産業として再生していくとともに、先人が守り

育ててきた森林を次世代に引き継ぐ取り組みを

さらに進めることによりまして、森林・林業が

本県にとってまさに宝の山となりますよう、そ

の振興に全力で取り組んでまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○黒木正一議員 知事は、森林・林業が宝の山

になるよう、振興に全力で取り組むと言われま

したけれども、最近読んだ本の中に、秋田藩家

老の渋江政光という人の言葉が紹介されていま

した。「国の宝は山なり、然れども伐り尽くす

ときは用に立たず、尽きざる以前に備えを立つ

べし、山の衰えはすなわち国の衰えなり」。ど

うか宮崎県の衰えにならぬように取り組んでい

ただきたいと思います。

市場価格が7,000円を切ったと言いましたが、

大ざっぱに１立方メートル7,000円で計算をして

みますと、伐採して搬出する作業費が4,000円、

それから、例えば、私のおります諸塚村から東

郷の原木市場に運ぶとしますと、運賃が2,300

円、市場の手数料が1,200円、森林組合の手数料

が350円、それを合計いたしますと7,850円とな

ります。つまり、もうその時点で森林所有者

は850円の赤字となるわけです。このような状況

になりますので、地元の森林組合では、木材を

出すのをしばらく様子を見ようとしております

し、素材生産業者の中には失業保険を検討して

いるという話もあります。建設業から林業にシ

フトした人もおりますので、また仕事を失うの

ではないかと心配されます。価格急落の要因に

ついてどう思われているのか。また、厳しいの

は林業だけではありません。しかし、この事態

にどのような対策が考えられるのか、知事にお

伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 木材価格、このところ

の急激な低下ということでございます。木材関

係団体等を対象に聞き取り調査などを行ったと

ころでございます。こうしたところによります

と、従来であれば素材の出荷量が減る時期であ

るにもかかわらず、木材市場への出荷量が減少

しない、需給バランスが崩れているというとこ

ろがまずございます。そして、住宅着工が依然

として低水準にあるということ、また、円高に

よる木材価格への影響を不安視する声というも

のが多く寄せられたところでございます。

木材価格の低下がこのまま続きますと、林家

経営や木材産業の振興に大きな影響があること

から、県におきましては、庁内に特命チームを

設置いたしまして、関係団体と連携を図りなが

ら、木材価格の回復に向けて、今後の対策とい

うものを検討してまいりたいと考えておりま

す。

○黒木正一議員 特命チームをつくって対策を

検討するということでありますけれども、この

状況は今後どうなるのか、見通しはなかなか難

しいと思いますけれども、特命チームをつくっ

ただけということにならぬよう、しっかり対策

を講じていただきたいというふうに思います。

今の答弁によりますと、価格急落の要因は、木

材出荷量が多いこと、需要が弱いこと、円高と

いったことが複合してこうなっているというこ

とでしょうか。

次に、森林経営計画についてでありますけれ
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ども、前回も質問したのですが、さきに髙橋議

員の質問にもありましたけれども、森林の所有

形態もそれぞれ違いますし、また、なかなか理

解されていない。地域によって取り組みの状況

も差があるようですし、今後心配されることも

いろいろあります。今の木材価格の中で特に安

いのがＢ材、Ｃ材です。森林経営計画では搬出

間伐が促進されることから、これまで手の入ら

なかった山林から質の悪い木材が市場に出てく

る可能性も考えられ、さらに価格を下げること

にならないのか、また、現在の価格では計画作

成そのものに興味を示さなくなるのではと心配

されますが、森林経営計画の作成状況について

お伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 森林経営計画

は、森林所有者やその委託を受けた森林組合等

が計画を作成し、市町村長等が認定するもので

すが、現時点で認定を受けたものはありませ

ん。県内の森林組合に確認したところ、今年度

中に終期を迎える森林施業計画の認定面積と同

程度の約16万ヘクタールの森林について、年度

内に経営計画を作成する予定であり、現在、森

林所有者への説明や合意形成に向けた取り組み

を積極的に行っていると聞いております。

○黒木正一議員 国内のいろいろな林業地帯に

行きますと、それぞれ地域によって山づくりへ

の思いや志が違うなと思います。所有形態も違

いますし、木の育て方も違う。民有林か公有林

かでも違う。森林経営計画、県内においても取

り組む思いが違うように思えてなりません。森

林・林業再生プランは、条件に恵まれたといい

ますか、合った地域、平地山林とか加工業が進

んでいるところにおいては、効率化が進んで大

きな効果を生む。一方、急峻で複雑な地形で、

流通・加工業も未発達な地域では、逆に放棄林

がふえることにならないかと心配でもありま

す。それぞれの地域に応じた計画、プランが必

要なのではないかと思います。

それでは次に、木材の流通のことについてお

伺いします。本県の素材生産量のうち、公有林

の生産量はどれほどか、お伺いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 国の木材需給

報告書には所有形態別の素材生産量はありませ

んが、統計資料や市町村への聞き取り調査結果

によりますと、平成20年度の県内の国有林、公

有林の素材生産量は、推計ですが、全体の約21

％、約32万立方メートルであります。

○黒木正一議員 何かちょっと奥歯に物が挟

まったような答弁だと思います。よくわからな

い。大体これぐらいと思うけれども、正確かど

うかはわからないというような答弁ではなかっ

たかと思うんです。本県の国有林の面積は全体

の３割ですが、人工林の蓄積量はそれ以上とい

う数字がありますから、かなりの生産量である

と思います。国有林は、製材工場や合板工場な

どと協定を締結し、それに基づいて安定的・計

画的に供給する、いわゆるシステム販売をして

いるということですが、木材価格下落要因の一

つが供給量が多過ぎるということであれば、国

有林、県有林で供給の調整ができないのか、ぜ

ひ特命チームで可能性を検討してもらいたいと

思います。本県においては原木市場を通さない

流通がふえているようですが、木材は価格が下

がるほど生産量がふえる、市場メカニズムのな

い産業と言われます。森林・林業再生プランと

いう大きな政策の変わり目であり、需要と供給

を考えた流通システムづくりが必要と考えま

す。そうしなければ、山に金を返せる仕組みは

いつまでたってもできないと思います。

先日、西諸地区森林組合と同地区内の民間林
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業会社とで、木材の安定的な供給体制の構築に

向けた協議会を設立したと聞きました。民有林

からの供給量を大きなロットにまとめることが

必要ですし、それが国産材の需要拡大にもつな

がると思います。木材価格の安定のためには、

山側と需要者側による協定取引が有益と思われ

ますが、環境森林部長の見解をお伺いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 協定取引は、

素材生産業者と製材工場が、あらかじめ取引価

格や納入数量、供給期間などを取り決めるもの

で、原木の安定的な供給や確保、市場価格に左

右されない価格での取引、市場手数料が不要と

なることによるコスト削減などのメリットがあ

ると考えております。一方、協定取引は、素材

生産業者側には山林の購入や原木を安定的に生

産するための資金が、また、製材工場側には安

定的に原木を引き取るための資金がそれぞれ必

要となりますので、資金確保の面での課題があ

るのではないかと考えております。

○黒木正一議員 資金確保の面で課題があると

いうことを強調されましたけれども、協定取引

は安定供給策の一つであり、それがすべてだと

思って質問したわけではありません。宮崎県

は、高性能林業機械導入台数が北海道に次いで

第２位であり、長期計画においても大きく伸ば

すことになっています。機械化はコスト削減に

はつながるでしょうけれども、市場関係者の話

では、「きょうから山に入る」という連絡が

あったその日から大量の木材が集まるそうで

す。それが価格を不安定にしているという人も

おります。大型機械導入を進めるに当たって

は、出口対策とともに需給調整システムづくり

が必要だと思います。

木材価格が安くなりますと、国有林が民有林

を圧迫しているのではないかという声が聞こえ

てきます。確かにそういうことはあるのかもし

れません。しかし、相手は、問題は、外材で

す。これからは、国産材の需要拡大について質

問いたします。日本における木材需要の約４

割、国産材需要の約55％が建築用材であり、新

設住宅着工戸数の約半分を占める木造住宅の動

向が木材需要全体に大きな影響を与えているそ

うです。住宅メーカーが国産材にシフトすれば

需要拡大に大きくつながることになりますが、

円高の中で国産材の利用状況はどうなっている

のか、また、県はどのような取り組みをしてい

るのか、お伺いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 大手住宅メー

カー等で組織する日本木造住宅産業協会の実態

調査によりますと、平成21年度の木造軸組工法

住宅での国産材使用率は約３割であります。部

材別の使用率は、柱が７割、土台が４割、はり

・けた材では１割となっております。このよう

な中、国内最大手の住宅メーカーによります

と、柱や土台のほか、壁の下地材や合板等を外

材から国産材へ切りかえ、主要構造材の国産材

率を約70％まで高めており、期間限定で国産
※

材100％の住宅も提供しているとのことでありま

す。県としましても、円高の逆風の中ではあり

ますが、このような取り組みを広げていくた

め、昨年度、官民一体となって立ち上げた知事

をトップとする「チームみやざきスギ」を中心

に、県産材の営業活動等を行い、需要拡大に努

めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 今後、人口、世帯数が減少す

ることから、住宅着工戸数が大きく減少するこ

とが予想されております。木材の需要拡大は、

個人の住宅分野だけではなく、公共建築物の木

造化や木質バイオマスのエネルギー利用、輸出

など、あの手この手での取り組みが必要となり
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ます。

そこで、公共建築物への木造化についてお伺

いします。「公共建築物等木材利用促進法」が

施行され、需要拡大への環境づくりはできたも

のの、継続することになった森林整備加速化・

林業再生事業にあった木造公共施設整備がメ

ニューから外れました。この事業では、公共施

設の木造化が大きく前進しましたが、新規事業

でこれまでのような取り組みができるのか、お

伺いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 県では、法律

に基づきまして、平成22年11月に、「県産材利

用推進に関する基本方針」を改正し、民間が整

備する病院や老人ホーム等を含めた公共建築物

の木造率を、平成20年度の約15％から、平成32

年度には倍増の30％とする数値目標を掲げ、取

り組みを進めているところであります。この方

針に基づきまして、国の森林整備加速化・林業

再生事業や森林・林業・木材産業づくり交付金

を活用し、諸塚村立診療所や西米良村の村所駅

の整備など、木造公共施設の整備に取り組んで

きたところであります。さらに本年度から、木

材利用の波及効果の高い木造公共施設等の整備

を進める「木のある生活づくり推進事業」によ

りまして、老人ホームの整備など、引き続き公

共建築物における木材利用を推進しているとこ

ろでございます。

１点修正をお願いしたいと思います。先ほど

木造住宅メーカーによる国産材の利用状況につ

いて御説明しましたけれども、その中で、国内

最大手の住宅メーカーが100％の住宅を提供して

いるというところで、「期間限定」と申し上げ

たようでございます。「地域限定」の間違いで

ございました。申しわけございません。

○黒木正一議員 新たな事業で取り組んでおる

ということでありますけれども、心配されるの

は、これまでどおりの予算が確保できるのかと

いうことでありますが、大丈夫と考えていいわ

けですね。公共建築物は、需要拡大だけではな

くて、木のよさを広く知ってもらうということ

になりますので、それを心配しての質問であり

ましたが、ぜひ十分な予算を確保していただい

て、公共建築物の木造利用を進めていただくよ

うにお願いしたいと思います。

「公共建築物等木材利用促進法」ができまし

たけれども、これは国産材だけではなく外材も

利用対象になるのか、お伺いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 林野庁により

ますと、この法律では、木材の利用の対象を、

国内において生産された木材その他の木材と規

定し、国産材の利用拡大の重要性を示している

とのことであります。しかしながら、国が木材

の利用を法令により促進する際には、ＷＴＯ協

定の内外無差別の原則との整合が求められます

ため、国内で生産された木材の利用のみを優遇

したり、外国で生産された木材を排除する条項

はないとのことで、外材も利用対象としており

ます。

○黒木正一議員 公共物はできる限り木造にし

ようというふうに取り組んでも、外材が使われ

る可能性もあるということです。ユーロ安でヨ

ーロッパ材が輸入しやすくなっているようです

けれども、ヨーロッパで開発された集成材を

使った大規模木造建築物の構法を日本に導入す

る取り組みが本格化しているということが本に

書いてありましたが、ヨーロッパの企業が製品

を輸出してきて、気がついたときには外材で公

共建築物がつくられていたということがないよ

うに、気をつけていかなければならないという

ふうに思います。
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次に、企業誘致についてお伺いをいたしま

す。県は、重点的誘致企業として、医療機器関

連産業、太陽電池やリチウムイオン電池などの

低炭素関連産業、農林水産資源を生かした食品

関連産業、コールセンターなどの情報関連産業

の４つを対象として、雇用補助金を増額すると

いうことですが、森林資源を利用した企業の誘

致には力を入れて取り組む考えはないのでしょ

うか。２～３年前に、県外調査で東京神田にあ

る日本立地センターに行った折に、宮崎県には

豊富な森林資源があるから、それを活用した企

業誘致をするべきというふうに話しておりまし

たけれども、知事の考えをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、地域

の特色や資源を生かした企業立地の推進は大変

重要でありまして、本県の強みである農林水産

資源を生かした産業集積に取り組んでおるとこ

ろでございます。この５年間の企業立地130件を

見てみますと、食品関連分野が34件と最も多

く、次いで情報サービス業の24件なんですが、

その次に木材関連分野が12件となっているとこ

ろでございます。県産杉・ヒノキの集成材製造

工場や、林地残材等を活用しました国内最大の

製造能力を有する木質ペレットの製造工場など

が立地をしているところでございます。今後と

も、こうした森林資源を活用した、本県にとっ

ての強みを生かした企業立地にも取り組んでま

いりたいと考えております。

○黒木正一議員 確かに、数の上では木材関連

分野の企業立地が進んでおります。本県は、人

工林が６割を占めておりますし、そのうちの７

割が伐採可能というふうになっております。木

材生産量より成長量のほうが大きいというわけ

でありますから、この資源を生かすためにも、

先ほど知事も、宝の山となるように積極的に推

進してまいるということでありましたから、ど

うか積極的に取り組んでいただきたいというふ

うに思います。企業誘致は必ずしも中国木材だ

けではない、ほかにもいろいろな企業があると

思います。青森県の例を話せば、青森県は杉の

生産量が40万立方ぐらいだったと思います。宮

崎よりもかなり低いんですけど、将来を見越し

て、有利性を生かし、研究開発型の木材を利用

した企業誘致に重点的に取り組むという話も聞

いております。ぜひ、宮崎県が日本の林業をリ

ードするためにも、積極的に取り組んでいただ

きたいというふうに思います。

次に、木材輸出の取り組みについてお伺いし

ます。木材の輸出はかつて減少傾向にありまし

たけれども、平成13年から増加しておりまし

て、特に近年、木材需要の増加が著しい中国、

韓国をターゲットとする取り組みが広がってい

ます。本県においても、韓国や中国など東アジ

アへの輸出促進に取り組んでおります。この地

域への輸出は、他県や企業、また外国との競争

でもあり、十分な現地ニーズに対応することが

必要であると思います。一方、平成23年の日本

の金額ベースでの木材輸入先は、１位が中国で

輸入総額の15％を占めており、主な輸入品目は

合板、集成材などのボード類や割りばしなど

で、大きく増加しています。丸太を輸出して製

品となって返ってくる、いわゆるブーメラン現

象があり、木材の輸出拡大ではあっても、国内

の木材産業や地域経済の活性化を考えると、複

雑なところではあります。本県の木材輸出の状

況はどうなっているのか、また今後の取り組み

についてお伺いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 本県では、韓

国を中心に、杉、ヒノキの原木や内装材、構造

材などの製材品を輸出しており、昨年度の輸出
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額は約１億5,000万円です。特に韓国において

は、平成19年度以降、１億円を超えて推移して

おります。このような中、県では、今年度、み

やざき材東アジア輸出促進事業を創設し、環境

・健康志向の高まりや戸建て住宅の増加などか

ら、さらなる需要が期待できる韓国や、好調な

経済成長を背景に需要が拡大している中国など

の東アジアをターゲットに、住宅展示会への出

展や海外企業を招いての県内製材工場等の見学

会の開催など、輸出促進の取り組みについて支

援することとしております。今後とも、チーム

みやざきスギを中心に、現地のパートナー企業

と連携を図りながら、県産材の輸出拡大に努め

てまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 先日、十屋議員と一緒に、細

島港に建設されているガントリークレーンを見

に行きました。７月17日が竣工式のようです

が、コンテナのメンテナンスを行う作業場も建

設されるということで、コンテナ荷役の利便性

が大きく向上することが期待されます。細島港

は重点港湾に選定され、17号岸壁整備も進めら

れており、また、沖防波堤工事も進んでおりま

す。インフラが大きく充実してくることになり

ます。そのガントリークレーンを見に行った帰

りに、岸壁に大きな丸太が並べてあるのを見つ

けました。聞いてみますと、ドイツから輸入さ

れたモミの木でした。加工業者の話によります

と、円高・ユーロ安でドイツモミが安くで手に

入るということでした。インフラの整備が進ん

だ結果、木材の輸入港になって、豊富な森林資

源の持ち腐れになるようなことになってはいけ

ないと思います。細島港における木材の輸出入

の状況、推移についてはどうなっているのか、

お伺いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 細島港におけ

る木材の輸出入は、韓国や台湾との定期航路を

利用しまして、主に原木の輸出入が行われてお

ります。平成19年と23年の年間コンテナ取扱量

で比較いたしますと、20フィートコンテナの数

に換算しまして、輸入が159個から224個に、輸

出が27個から1,163個に、いずれも増加しており

ます。

○黒木正一議員 輸出のほうはかなり伸びてい

るということで、この推移については安心をし

たところでありますが、モミの木は何に使われ

ているかお聞きしましたところ、お寺さんで使

う塔婆とか、化粧箱に使われているということ

でありました。無意識のうちに我々はヨーロッ

パの木材に手を合わせたり、無意識のうちに棺

おけに入ったり―意識のある人は棺おけに入

らないと思いますけど―実際そういうことが

行われているということで、こういうものは杉

で十分できるんじゃないかという意味で、そう

いったものの提案もしていく必要があるのでは

ないかと思ったところでありました。

インフラの整備が進めば、荷物をどう集める

かが課題であります。港湾整備を進めている各

自治体とも、利用促進を図るための積極的なポ

ートセールス支援事業を行っていると聞いてお

ります。本県においては、物流効率化事業でそ

の促進を図っておりますが、利用状況と効果に

ついてお伺いします。

○総合政策部長（稲用博美君） 本県物流の効

率化を目指す物流効率化支援事業は、県内港発

着の海上定期航路や貨物駅の利用増加分に対し

まして、例えば、40フィートコンテナであれば

１個当たり１万円の補助を行うもので、平成21

年５月に開始しまして、現在４年目を迎えてお

ります。過去３年間の事業実績の合計でありま

すが、46件の3,025万1,000円であります。その
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内訳は、新規貨物や陸上のトラック輸送からの

移行などによります利用増加分が29件の2,263

万4,000円、県外の港からの移行によります利用

増加分が17件の761万7,000円となっておりま

す。当事業によりまして、県内の港や駅への荷

の集約に一定の効果があったものと考えており

ます。

○黒木正一議員 いろいろな意見というか話が

あるんですけれども、物を集める、そして、イ

ンフラを整備して利用促進を図るということに

おいて、部局横断的な取り組みが行われていな

いんじゃないかという声も聞きますので、ぜひ

その点は十分に協議をしていただきまして、連

携して取り組んでいただくようにお願いしたい

と思います。

次に、木質バイオマスの取り組みと再生可能

エネルギーの全量買取制度についてお伺いをい

たします。本年度中に策定予定の今後10年間を

見据えた新たな新エネルギービジョンの骨子案

が明らかになり、重点的に取り組む新エネルギ

ー４項目の一つにバイオマス発電・熱利用が挙

がっております。本県においては、森林バイオ

マス流通効率化事業で、林地残材の供給・加工

など、利活用の促進に向けた取り組みを行って

おり、林地残材が57万トンぐらいあるだろうと

言われておりますけれども、こういう中にあっ

て、７月から再生可能エネルギーの全量買取制

度がスタートいたします。木質バイオマスの買

い取り価格は、林地残材など未利用材の有効活

用に直結し、低迷している木材価格の上昇に影

響することが期待されます。経産省の調達価格

等算定委員会で検討しているようでありますけ

れども、木質バイオマスの買い取り価格はどの

ようになると考えられるのか、林地残材を収集

し納入してもペイすると考えてもいいのか、お

伺いをいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 先般、国の調

達価格等算定委員会が公表した電力会社による

買い取り価格案は、間伐材などの未利用木材を

利用した場合、１キロワットアワー当たり税抜

き32円で、製材残材などの一般木材を利用した

場合の24円に比べ、８円高く設定されておりま

す。この買い取り価格につきましては、国のコ

スト等検討委員会の議論や事業者のヒアリング

を経て算定されたものですので、山側から供給

される未利用木材の取引価格は、収集運搬など

の必要なコストが反映され、採算がとれるもの

になるのではないかと期待しているところであ

ります。

○黒木正一議員 ドイツでは、再生可能エネル

ギーを非常に効率よく使っています。かなり利

用しておりますけれども、日本は、ドイツの２

倍以上の森林面積を有しておるのだから、かな

り大きなポテンシャルがあると言う人もおりま

すが、一方で、エネルギー利用の潜在量は小さ

く、あくまで地域エネルギーとして考えるべき

で、大きな期待をしてはいけないという考えも

あります。いずれにしても、未利用資源が少し

でも木材価格の底上げにつながり、山元の所得

になる取り組みが期待されると思います。

次に、不在村森林所有者の森林施業対策につ

いてお伺いします。国土交通省の調査によりま

すと、不在村所有者の森林の78％が放置され、

所在の把握が難しい所有者は約16万人と推計さ

れるそうです。そのうち、相続時に登記などの

手続をしていない人が16％、その中で現地に

行ったこともない人が60％ということで、不在

村森林所有者の山林への関心のなさがよくあら

われていると思います。今後、不在村地主の増

加が予想されます。森林施業、作業道の開設な
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どに困難な事態が予想されますが、どのような

対策をされているのか。また、本県での不在村

森林所有者が保有する森林面積はどれぐらいあ

るのか、お伺いをいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 県内の不在村

森林所有者の森林面積は、2005年農林業センサ

スによりますと約６万5,000ヘクタールで、民有

林全体の16％を占めております。不在村者の森

林につきましては、一般的に、手入れが行き届

かず荒廃を招きやすいこと、管理不足により境

界不明になりやすいこと、所有者の所在が不明

な場合に森林経営計画の作成に必要な合意がと

れないことなどが懸念されます。このため、県

では、例えば、緊急に間伐が必要な森林につき

ましては、所有者名等を調査し、その情報を市

町村等に提供するとともに、森林組合が行う合

意形成、境界の確認、経営受託等の活動に対し

て支援するなど、適正な森林施業を進めてまい

ります。

○黒木正一議員 本県の不在村森林所有者の面

積は16％ということで、全国の24％に比べてま

だまだ少ないようでありますけど、これからふ

える可能性はあるのではないかというふうに思

います。

県内各地の市町村が行っております住宅新築

・リフォーム助成事業が非常に人気を集めてお

るようでありますけれども、地元産業への波及

効果も大変大きいものがあるというふうに考え

ます。今後、住宅着工戸数が減少することが予

想される中で、住みかえとか建てかえ、リフォ

ームの増加に木材需要の活路を見出すことは重

要なことであるというふうに思います。本県に

おいては、みやざきスギ新築・リフォーム支援

事業で、県産材を使った新築や増改築などに対

して購入経費の一部を助成しておりますけれど

も、その状況はどうなっておりますか。また、

市町村の取り組みはどうなっているのかをお伺

いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 県では、木造

住宅の振興及び県産材の利用拡大を目的に、社

会資本整備総合交付金を活用し、今年度、みや

ざきスギ新築・リフォーム支援事業を創設し、

県産材購入経費を助成することとしておりま

す。その内容は、新築の場合10万円を30棟、リ

フォームの場合５万円を20棟に助成するもので

あります。また、このほか市町村におきまして

は、地元産材の使用等を条件に、新築について

は11市町村、リフォームについては４町村で助

成が行われております。

○黒木正一議員 大手のハウスメーカーではな

く地元の中小建築業者は、もともと外材ではな

くて県産材を使うことが多いことから、このよ

うな支援事業は、県産材の需要拡大と地元業者

の育成にもつながり、さらに充実していただき

たいというふうに思います。

地域経済活性化・防災対策特別枠として、本

年は木造住宅耐震化リフォーム支援事業ができ

ました。これまで木材需要の拡大対策として質

問してきましたが、本事業も需要の拡大につな

がると思います。どのような進行状況にあるの

か、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 木造住宅耐震

化リフォーム支援事業につきましては、市町村

に対し事業の活用を要請しましたところ、東日

本大震災を契機として住民の防災意識が高まっ

てきており、今年度すべての市町村において、

これまでの耐震診断事業とあわせ、耐震改修事

業にも取り組むこととなったところでありま

す。現在、耐震診断につきましては15件の応募

がございますが、耐震改修につきましては、事
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業を開始したばかりということもあり、既に募

集をしている５市町村においては、今のところ

申し込みはございません。県といたしまして

は、市町村と一体となって事業の周知に努め、

さらなる促進を図ってまいります。

○黒木正一議員 ある素材生産業者の話により

ますと、東日本大震災を受けて、昨年、復興へ

向けた木材供給余力についてのアンケート調査

があったということであります。「いよいよ東

北の復興に向けて需要が起こり、木材価格が上

がると正直期待していた。しかし、全く逆に

なった」と言っておりました。本格的な復興は

これからでしょうけれども、東北復興需要の可

能性についてどのようにお考えか、お伺いしま

す。

○環境森林部長（堀野 誠君） 岩手、宮城、

福島の被災３県での４月の新設住宅着工戸数

は3,536戸で、前年同月の約2.6倍と増加し、住

宅復興が本格化しつつあるのではと考えており

ます。本県は被災地から遠隔地にありますた

め、県産材の被災地への供給は、輸送コスト面

で不利な状況にあります。しかしながら、今

後、被災地での住宅等の再建に伴う木材需要の

増大が見込まれていることから、県としまして

は、全国の木材需給動向を注視しながら、消費

地のニーズに対して的確に対応できるよう、供

給体制の整備に努めてまいりたいと考えており

ます。

○黒木正一議員 木材関係についてはまだ幾つ

か質問がありますけれども、時間の状況で先に

進みまして、後で時間があったら質問させてい

ただきます。

鳥獣害の対策についてお伺いをいたします。

新聞によりますと、これまで確認されていな

かった北東北（岩手県や秋田県）などでも、イ

ノシシによる被害が拡大しているということが

書いてありました。生息域の拡大は、イノシシ

だけではなくて、シカなども過去25年間で1.7倍

に広がったということでありまして、ほかのい

ろんな鳥獣も生息域を拡大しているというふう

に思います。本県におきましても、生息域が広

がっております。新富町の酪農家でもトウモロ

コシがイノシシの食害に遭ったり、西米良村に

山上げしたシンビジウムの花芽をシカに食べら

れたり、先ほど松村議員から、猿が出たという

話がありましたけれども、２月に川南町の山手

に行きましたら、猿の群れがハウスの中からミ

カンを抱えて出てきました。畑を横切って山に

帰っていきましたが、物すごい数の群れで、あ

のハウスのミカンはなくなったのではないかと

いうぐらい抱えて帰っていきました。完全にえ

づけに成功しているということで、サファリパ

ークのようです。恐ろしくて車から出ていけな

い、そういう状況がありました。

そういうふうに、県内でも生息域が拡大して

いる中で、４月19日に、美郷町にある林業技術

センターに鳥獣被害対策支援センターが設置さ

れました。ちょうど２カ月になりますけれど

も、状況はどうなっているのか。また、林業セ

ンターに設置された意義について、開設に来て

あいさつされた副知事にお伺いいたします。

○副知事（牧元幸司君） 鳥獣被害対策支援セ

ンターについてでございますが、まず、なぜ林

業技術センターに設置をしたかという点でござ

いますけれども、やはり、この鳥獣被害、今、

議員から御指摘のとおり、大変深刻だというこ

とで、とりわけ被害の深刻な中山間のできるだ

け現場に近いところがいいのではないかという

こと、それから、被害対策に係る人材育成に活

用できるような研修・宿泊施設も同センターは
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備えているということでございます。また、中

山間地域を支援する拠点として、もっと林業技

術センターを活用してほしいという地元の町村

長の皆様方からの御要望もあったという、これ

らの諸点をあわせまして、鳥獣被害対策支援セ

ンターにつきましては、林業技術センターに設

置をしたところでございます。なお、林業技術

センターに設置をいたしましたけれども、林業

関係だけにとどまらず、広く鳥獣被害全般につ

いて技術的な支援を行うセンターということで

ございます。

設置後の活動状況につきましては、これま

で、65件の技術指導、研修等を行っているとこ

ろでございまして、具体的な中身といたしまし

ては、地域の要請に基づく現地指導や講演など

の活動が25件でございます。また、試験地の設

定・調査、研修会の開催などが13件でございま

す。さらに、一般県民等からの電話等による相

談、問い合わせ等が27件となっているところで

ございます。今後とも、地域住民や市町村の皆

様方と連携を図りながら、現地の実情に即した

被害対策の技術指導や人材育成、情報の受発

信、新たな被害防止技術の実証・研究などに取

り組んでいきたいと考えているところでござい

ます。

○黒木正一議員 問い合わせも多いようです

し、職員も大変張り切っているようであります

から、この問題が一歩でも解決することに期待

をしたいというふうに思います。

それでは、教育問題について教育長にお尋ね

したいと思います。

私の地元諸塚村に七ツ山小学校という小学校

があります。校区には５つの集落がありまし

て、ゴールデンウイークを中心に春祭りがそれ

ぞれの集落で行われます。僻地の学校はどこも

そうかもしれませんけれども、七ツ山小学校の

教職員は家族そろって祭りに参加しておりま

す。子供が一人もいない集落もありますが、そ

こにも同じように来ます。学校が一つの家族の

ように動いております。先生方はゴールデンウ

イークに遊びにも行けずに大変だろうなと思い

ますけれども、小さい集落では先生方のほうが

人数が多いぐらいで、地域の祭りを盛り上げて

いただくのは大変ありがたいことです。私も一

緒に参加しながら、このような山間僻地の学校

にも当たり前のようにすばらしい先生方が来て

いただいて、地域の人たちとも解け合っている

姿に感謝をしております。

そこで、教育長にお伺いします。市町村教育

長連絡協議会において、教職員の人事権の移譲

について検討されたと聞いておりますが、どの

ような話し合いが行われたのか。また、教育長

の見解をお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 教職員の人事権移譲

につきましては、昨年度、市町村教育委員会が

合同で設置し、県教育委員会も参加した「人事

権移譲に関する検討委員会」において検討が行

われたところであります。その委員会では、人

事権移譲のメリットとしては、地域に帰属する

意識が高まり、地域に根差した教育が推進でき

ることなどがある一方で、デメリットとして、

市町村に新たな事務や財政負担が生じ、山間地

の人材確保や地域間格差が懸念されることなど

意見が出され、課題の洗い出しや整理が行われ

たところであります。県教育委員会といたしま

しては、県全体の教育水準を維持することは大

変重要であるととらえておりまして、教職員の

全県的な適正配置に努めているところでありま

す。人事権移譲につきましては、今後とも、国

の動向等を注視するとともに、必要に応じ市町



- 236 -

平成24年６月18日(月)

村の御意見も伺いながら、調査研究をしてまい

りたいと考えております。

○黒木正一議員 地元の学校の歴史を調べてみ

ますと、今の学校制度ができ上がる過程におい

て、教員の確保に苦労したことが書かれてあり

ます。幾つかの町村の教育長に話を聞きます

と、「人事権の移譲は、特色ある学校教育を行

い、地域に根差した優秀な人材を育成・確保す

るために必要ということは理解できる。ただ、

中核市などへの人材の偏在化を招いて教育水準

の格差が生じること、とりわけ僻地において人

材の確保が困難になる」という不安を持ってい

ます。日本の教育は、どんな山の中でも離島に

おいても同じ水準の教育が受けられる、世界に

誇る制度で、フランスが日本に近いけれども、

アメリカもできていないという話をお聞きしま

した。人材を確保する仕組みが確実に担保され

ない状況においては、人事権の移譲はすべきで

ないと私は思います。

それから、もう一点、教育長にお尋ねをいた

しますけれども、新卒者の就職率の向上につい

てであります。県内の景気が依然として悪い中

で、新卒者の就職率が非常によかったとお伺い

いたしましたが、これまでの向上に向けての取

り組みと、就職率がよかった原因といいます

か、要因はどうなのか、お伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 厳しい経済状況の

中、あるいは東日本大震災の影響を受けて、求

人が激減するのではないかという危機感を関係

者すべてが持ちながら対応してきたことが、就

職率の向上につながったのではないかと思いま

す。各学校におきましては、進路対策専門員を

初めとして、関係職員が県内企業への求人要請

をこれまで以上に実施いたしました。また、各

地区のハローワークのジョブサポーターには、

各学校の要望を踏まえながら企業等を訪問して

いただきました。県教委といたしましても、関

係機関と連携しまして、県内の主要経済団体を

訪問するとともに、各地区の商工会議所や企業

を直接訪問し、求人要請をいたしました。こう

した取り組みの結果、県内企業の方の深い御理

解により、求人票の提出が早まったなどの御協

力をいただいたところであります。そして、何

より生徒たち自身が、厳しいということを踏ま

えて一生懸命努力したことが成果につながった

と思っております。

○黒木正一議員 大変すばらしいことであると

思います。この状況が続くことを期待したいと

いうふうに思います。

先ほど、七ツ山小学校教職員のゴールデンウ

イークについて述べましたけれども、同じゴー

ルデンウイーク中に、諸塚村立岩というところ

でも春祭りが行われました。この集落は50世帯

ぐらいの小さな集落ですけれども、そこにあっ

た立岩小学校は数年前に廃校となりました。立

岩小学校は廃校となって、児童は諸塚小学校に

通うようになったんですけれども、諸塚小学校

の教職員、そして、かつて立岩小学校に勤務し

たことのある教師が教育事務所におりますけれ

ども、そこから10数人関係者を連れて祭りに参

加して、それに中山間盛り上げ隊も加わって祭

りを盛り上げていただきました。学校の先生方

は、地元の人の前でそれぞれ自己紹介をいたし

ましたが、この神社に参拝した御利益で、こと

し校長になりました、ことし教頭になりました

ということを、それぞれ口々に話をしておりま

した。大変御利益のある神社であると思いま

す。その神社は、諸塚神社という神社です。諸

塚神社は、諸塚山の山腹にあったものを明治時

代に移転したそうであります。そこで知事にお
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伺いするんですけれども、「日本一早い山開

き」と銘打って、３月の第１日曜日は諸塚山の

山開きが開かれます。ことしは古事記編さ

ん1300年記念イベントとして開催されました

が、なぜ記念イベントになったのか、お伺いし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 諸塚山というものが、

イザナギノミコト、イザナミノミコトの御神陵

とも言われ、天孫降臨の地との一説もあるとい

うことでございます。私も、日本一早い山開き

というのは存じておりましたが、古事記とのこ

ういう関係があるというのは実は知りません

で、目からうろこが落ちたところでございま

す。まさに、そういうことを知ると物の見方が

変わってくるわけでございまして、そういう新

鮮な驚きというのを県民の多くの皆様に知って

いただくように、古事記ゆかりのいろんなもの

を、宝を探してまいりたい、そのように考えて

おるところでございます。

○黒木正一議員 大がかりで派手なイベントも

必要かと思いますけれども、今まで知らなかっ

た資源を知って、それが自信となり、地域の活

性化につなげることも、この事業の意義ではな

いかというふうに思います。山開きには、雨に

もかかわらず県庁からも参加していただきまし

た。赤星たみこさんの「漫画で読むひむかの神

話と伝説」にはこう書いてあります。「諸塚は

宇宙の中心」。

これで質問を終わります。（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時開会です。台風が接

近しておりますけれども、予定どおり開催をい

たします。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51分散会


