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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）
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6番 松 村 悟 郎 （ 同 ）
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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 押 川 修一郎 （ 同 ）

25番 外 山 衛 （ 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 十 屋 幸 平 （ 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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◎ 一般質問

○中野一則副議長 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、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、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。けさは、最初の祝詞を差しかえてま

いりました。皆さん、けさの宮日新聞をごらん

になりましたか。あの東京ガールズコレクショ

ンが、昨年に引き続き、再び宮崎で開催される

という記事を大変驚いて拝見させていただきま

した。今、20代、30代の女性から圧倒的人気を

得ている日本最大級のファッションイベント

が、来年３月30日に県北延岡で、しかも初の野

外イベントとして開催が決まったという記事で

した。昨年11月の議会で、私は、大変難しいと

は思いましたが、東京ガールズコレクションが

再び宮崎の地で開催されることを希望する質問

をいたしました。まさかその願いがこんなに早

くかなうとは……。みやざき観光コンベンショ

ン協会など商工観光関係の職員の皆さんの御努

力に大きな拍手を送りたいと思います。この東

京ガールズコレクションの開催が、東九州自動

車道の開通を間近にした県北地域のさらなる追

い風になるでしょう。また、神話にまつわる縁

結び神社やスピリチュアルスポットをめぐって

観光客誘致を図る「宮崎恋旅」とのコラボレー

ションが、古事記編さん1300年事業にも拍車を

かけることと、大いに期待したいと思います。

それでは、通告に従い質問をさせていただき

ます。

自民党会派農政部会の有志10名で、全国和牛

能力共進会の会場である佐世保市へ、応援と連

続日本一をこの目で見届けるために出かけてま

いりました。生産者ばかりか、かかわった農業

関係者を初め、県民挙げて受賞の喜びに浸った

のではないでしょうか。翌日は、小水力発電の

先進地調査のため、栃木県、埼玉県に出張して

おりましたが、この結果を全国でどのように報

道されているのかを楽しみにしながら、新聞や

テレビのニュースを見てみました。宮日新聞で

は一面に大きく取り上げられていましたが、他

の全国紙などにはほとんど取り上げられていま

せん。テレビのニュースなどでも気づくことは

ありませんでした。全国での関心度に大きな差

があることを改めて感じたところでありまし

た。和牛日本一２連覇は、業界では大変な偉業

として認知されていましたが、全国の消費者に

どのように知らしめていくのか、これからが大

事なのかなと痛感いたしました。

また、記紀編さん1300年記念事業についても

言えることですが、県外に出かけたときの反応

に驚かされます。ほとんど知られていないので

す。この事業を通し、県外客を宮崎に誘致し

て、宮崎の観光振興の起爆剤になることが期待

されているはずです。和牛日本一も、古事記編

さん1300年ゆかりの事業にしても、他県にない

宮崎県の産業や観光の優位な資源であります。

本県にとってのすばらしい財産、成果が県外に

余り知られていない状況の中、このような本県

ならではの素材をどのように県外にアピールし

ていくのか、販売戦略について知事にお伺いい

たします。

次に、県内経済の底上げ、新たな成長につい

てであります。

第10回全共での２連覇は、まさに口蹄疫であ

平成24年11月28日(水)
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れだけの被害を受け、再生・復興に向け、さま

ざまな課題に直面しながらも、関係機関・団体

が一体となって、一歩一歩ではありますが、着

実に進められている中での快挙でありました。

見事復活を遂げた本県肉用牛の底力を強く全国

の畜産関係者に印象づけることができたのでは

ないでしょうか。知事みずからも、10月30日に

行われた全共２連覇の合同記者会見の席上、口

蹄疫からの再生・復興は新たなステージに入っ

たと強調されたところであり、知事が呼びか

け、関係者が検討を進めている畜産の新生の具

体化が求められます。

しかしながら、一方では、本県経済は、口蹄

疫はもとより、その後の新燃岳噴火、鳥インフ

ルエンザ、東日本大震災など、複合的に影響を

受け、商工業者の疲弊、厳しさは畜産業以上で

あるという悲壮な意見が多くなってきていま

す。また、世界経済の減速を受けた景気のさら

なる後退や、さらに中小企業金融円滑化法の期

限が切れ、今後、中小企業の倒産が相次ぐ懸念

すらあると言われております。本県経済の再生

・復興を図る上で対応すべき課題は、口蹄疫か

らの再生・復興、畜産の新生だけではなく、商

工観光、さらには金融円滑化法問題、中小企業

振興条例、元気プロジェクトなど、多岐にわた

ります。加えて、本県の将来の産業を牽引し、

雇用を生み出す核となる産業の育成を進めてい

くことも重要になってくると思います。

このような中で、知事は、来年度の予算編成

方針の中で、「復興から新たな成長へ」と打ち

出されましたが、これらのさまざまな事象から

の復興をいかに成長に結びつけ、確実なものと

していくつもりなのか、知事の考え方について

お伺いいたします。

以下、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。

まず、本県ならではの素材のアピールについ

てということであります。宮崎牛日本一２連覇

につきましては、宮崎牛のブランド力をさらに

強化する絶好の機会、また、宮崎牛を初めとす

る食肉のプロモーションの絶好の機会を得たと

いうふうに考えておるところでございます。先

般、県と経済連等の関係機関で構成をいたしま

す「宮崎牛及び県産食肉販売戦略会議」を設置

いたしまして、ＰＲから流通・販売に至る総合

的なマーケティングの強化などに向けて、一体

的な取り組みを進めることとしたところであり

ます。また、記紀編さん1300年につきまして

も、これを契機としまして、日向神話を初めと

する本県ならではのオンリーワンの歴史的・文

化的資源を活用して、観光誘客の促進、ひいて

は県内経済の活性化に結びつけてまいりたいと

考えております。

本県にはこのほかにも、地鶏やマンゴー、カ

ツオですとか、生産量日本一のみやざきスギと

いった豊かな農林水産物や、綾町を中心とする

ユネスコ・エコパーク、霧島ジオパークを初め

とするすぐれた観光資源など、さまざまな宝と

いうものが数多くあるわけでございます。今後

予定しております大都市圏での「みやざきフェ

ア」や、県外で行います本県のＰＲイベント、

さらには、議員からお話がございました、来年

の東京ガールズコレクションのような大規模イ

ベントもございます。ＷＢＣのキャンプという

ことで、これも全国からのお客様が期待できる

ところでございまして、こういった機会を活用

しながら、さらにはマスメディアへの働きかけ

など、「オールみやざき営業チーム」という官
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民束となった発想で、こういった宝というもの

を、こういう機会を積極的に活用してアピール

してまいりたいと考えております。

次に、復興から新たな成長へ向けての考え方

についてであります。これまで本県は、口蹄疫

など相次ぐ災害からの再生・復興モードにあっ

たわけでございます。口蹄疫からの再生・復興

につきましては、飼料価格の高騰など依然とし

て厳しい状況はございますが、宮崎牛の日本一

２連覇などを契機としまして、より生産性や付

加価値の高い、新しい畜産を構築するという次

のステージへと進んでいきたいと考えておりま

す。また、こうした災害により停滞した県内の

経済や雇用の回復につきましては、みやざき元

気プロジェクト等の展開を通じて対応してま

いったところでございます。現在、県内の景気

につきましては、長い目で見ると緩やかな持ち

直しの段階にあるというふうに考えております

が、その成果が実感として捉えにくい状況が続

いている。さらには、国全体として景気が後退

局面に入ったのではないかという状況にありま

して、本県といたしましては、本格的な回復や

将来の揺るぎない産業基盤の構築に向けた次の

ステップに移行する必要があると感じていると

ころでございます。

このため、平成25年度当初予算編成上の重点

施策におきまして、「復興から新たな成長へ」

を基本的な考え方として掲げたところでありま

す。平成25年度以降、新たな成長への取り組み

を着実に進めることができますよう、フードビ

ジネスや畜産の新生、環境・新エネルギーや医

療機器関連産業など、本県の強みを生かした核

となる成長産業の創出のための基本的な考え方

というものを明確にした上で、しっかりと取り

組んでまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○松村悟郎議員 次に、再生エネルギーの活用

について質問したいと思います。

再生エネルギーは、発電効率が低いことから

コスト面の課題が大きく、これまでその導入の

速度は上がらず、我が国の新エネルギーは、電

力需給全体の約３％にとどまっています。新エ

ネルギーの発電コストを比較してみますと、太

陽光発電でキロワット当たり30円から46円、風

力で10円から23円、バイオマスで17円から23円

と統計に示されております。今回、７月１日か

らスタートした固定価格買い取り制度では、例

えば太陽光10キロワット以上で42円、小水力200

キロワット未満で35.7円と、非常に高目に設定

されており、コスト面で十分に初期投資を回収

できることが予想されることから、導入に大い

に拍車がかかるということは言うまでもござい

ません。特に、太陽光発電では多くの企業が参

入するなど、全国の取り組みも一気に加速して

おります。本県において、豊かな日照資源、水

資源、森林資源、自然エネルギーを活用して、

他県に先んじて積極的に取り組む必要があると

思います。

そこで、まず、太陽光発電についてでありま

す。家庭用については、これまで補助制度によ

り一定の普及が進んでおります。今回は、特に

家庭用以上の大規模発電の設置案件が県内でも

目立ってきていることから、本県の状況はどの

ようになっているのか、また、設置のための適

地情報の提供や公共施設の活用など、本県の取

り組み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） 太陽光発電に

つきましては、本県の恵まれた日照環境を生か

すことができる新エネルギーとして、これまで
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も、住宅や公共施設への導入支援、メガソーラ

ーの立地の推進など、その普及拡大に取り組ん

できたところであります。このような中、固定

価格買い取り制度がことし７月から開始され、

本県では、10月までの４カ月間で、制度の認定

を受けた10キロワット以上の太陽光発電設備

が394件となり、事業者による設置が急速に伸び

ております。このため県では、今年度見直しを

進めている新エネルギービジョンにおきまして

も、太陽光発電を重点的に取り組む新エネルギ

ーの一つとして位置づけているところでありま

す。今後とも、発電事業への参入を検討してい

る事業者に対しまして、設置に適した場所や県

の融資制度の情報提供を行うなど、太陽光発電

の一層の導入促進に努めてまいりたいと考えて

おります。

○松村悟郎議員 次に、太陽光パネルの地産地

消についてであります。家庭用パネルの設置に

ついては、本県の誘致企業で製造したパネルの

使用に補助を行っており、地産地消が促進され

ております。一方、大規模発電については、海

外からのパネルを導入されるケースもあると

伺っております。県として、本県産のパネルの

利用促進を推進する取り組みはないのか、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） 県内産太陽光

パネルの利用拡大につきましては、住宅の設置

に対する補助事業におきまして、平成23年度か

ら、県内産パネルを設置した場合、補助上限に

２万円を加算しているところであります。対象

件数は、加算する前の平成22年度が58件であっ

たのに対し、23年度は200件、24年度は現時点

で268件と、年々増加しているところでありま

す。

○松村悟郎議員 ここ最近、太陽光パネルの製

造メーカーは、世界的な販売競争の激化により

大変苦戦をしていると聞いております。本県に

おいても、大規模な太陽光パネル工場が県の誘

致企業として立地して、多くの雇用がなされて

おります。地域への大きな貢献度を踏まえ、さ

らには県内経済への影響を考慮に入れて、地元

産業の育成のため、地産地消の啓発をどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。

次に、小水力発電についてであります。豊か

な水資源に恵まれた本県では、九州電力全体の

水力発電の電力量の約55％を占めており、ま

た、県営事業として企業局が直接、水力発電事

業を担うなど、名実ともに水資源を活用した自

然エネルギーの先進県であります。本年７月か

ら固定価格買い取り制度が始まり、農政サイド

においても、県内各地で農業用水を利用した水

力発電施設設置の要望が出されています。事業

実施に当たっては、水利権取得や施設設置申請

など、さまざまな事務手続が必要となると聞い

ております。一方、国では、国土交通省が小水

力発電の導入を加速するため、農業用水路に発

電施設をつくる場合、国や都道府県からの許可

を不要にして登録だけで済むようにし、設置ま

での事務手続の簡素化により新規参入を促すと

いう河川法の改正を目指す方針を出しておりま

す。また、民間でも幾つかの企業体から、再生

エネルギーの買い取り制度を追い風に、小水力

発電機を初期投資ゼロで設置できるリース方式

導入などの動きも起こっています。小水力発電

の普及拡大の動きは確実に進んでいます。私も

先月末に、小水力発電所先進地視察として、埼

玉県や栃木県などに出向いてまいりました。全

国に先駆けた買い取り制度を活用した本格的売

電事業に取り組む、農業用水路に設置された30

キロワットから360キロワットのさまざまな規模
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の小水力発電所施設を調査いたしました。ま

た、開水路のわずか1.8メートルの落差を利用し

た2.5キロワットの小さな発電所施設もありまし

た。宮崎県での活用や地域への波及効果などを

強く考えさせられる経験でありました。県で

は、導入のための調査を初め、施設整備を支援

する県単事業や、国庫補助事業を活用した小水

力発電の推進を図っていると伺っております

が、その中で、特に、農業水利施設を管理して

いる土地改良区が主体となった小水力発電を積

極的に推進する必要があると思います。県の取

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） 農業水利施設

を活用した小水力発電は、土地改良区が実施主

体となることにより、売電収入による維持管理

費の軽減などが期待される重要な取り組みであ

ると考えております。このため、県といたしま

しては、本年度に土地改良区等を事業主体とし

た県単事業を創設し、発電適地の掘り起こしや

導入に向けた具体的な調査を行うとともに、一

部、発電施設の整備を進めているところもござ

います。また、推進に当たっては、関係者の意

識啓発も大変重要でございますので、来月に

は、土地改良区や市町村なども含めた連絡会議

を設立し、諸制度や最新技術などの情報の共有

化を図っていく予定にしております。今後と

も、国庫補助事業の活用も図りつつ、土地改良

区や市町村等と連携しながら、積極的な導入に

努めてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 次に、木質バイオマスについ

てであります。６月議会で、「県内の農業用ハ

ウスで重油年間使用量を木質ペレットに全部移

行した場合、約22万トンのペレット生産が必要

になる」と述べ、「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、中山間地域の

活性化につながることから、木質ペレットの普

及について、数値目標を挙げて取り組みを期待

しています」と述べさせていただきました。そ

の後、都農町で県内の事業体が木質バイオマス

を活用した発電所設置を発表し、既に地元では

建設予定地の獲得や工業用水の探査などが進め

られています。また、県内では、このほか、数

件の同様の計画が動いているとも聞いておりま

す。いずれも、再生可能エネルギーの固定価格

買い取り制度や、カーボンニュートラルという

木質バイオマス発電の環境面の評価が背景にあ

ると考えられ、地域の活性化対策として大変喜

ばしいことであると思います。

ただ、都農町の発電所の具体的な計画を見て

みますと、１年間に７万2,000トン、原木換算

で10万立方メートルもの木質バイオマスを燃料

として必要とするというものであります。宮崎

県の年間素材生産量が約160万立方メートルであ

る中で、この発電所だけで10万立方メートルが

必要となるのです。前回の木質ペレットに加

え、発電所向けに大量の木質バイオマスの確保

ができるのか、心配なところもあります。木質

バイオマスの継続的利用を可能にするために

も、資源量に応じた供給体制の構築を進めるべ

きだと思いますが、資源量や燃料需給に応じた

施設の配置、供給者側と需要者側との連携な

ど、県としてどのように取り組むのか、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） 木質バイオマ

ス発電や熱利用の円滑な推進のためには、バイ

オマスの資源量や燃料の需給に応じた適切な施

設の配置とともに、供給者側と需要者側との連

携が重要と考えております。県では、平成22年

３月に策定しました「木質バイオマス活用普及
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指針」の中で、林地残材等の年間発生量や将来

の発生量予測、集荷距離から算定した輸送コス

トなどを調査・分析しております。さらに、原

料の安定供給に向けた収集運搬コストなどの検

証にも取り組み、これらの情報を事業者に対

し、用地選定の参考となるよう提供していると

ころであり、今後とも、供給者である森林組合

など関係者との意見交換を行ってまいりたいと

考えております。また、供給者側と需要者側と

の連携につきましては、具体的な事業計画が明

らかになった段階で、効率的な流通の仕組みづ

くりについて、コスト検証結果を踏まえた助言

や情報提供などの支援をしてまいりたいと考え

ております。

○松村悟郎議員 木質バイオマスを利用する上

で、発電所施設から大量の焼却灰が発生するこ

とが予想されます。その有効利用を図ることが

必要だと思いますが、焼却灰のリサイクル体制

の構築について、県の考え方を環境森林部長に

お伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 木質ボイラー

等から発生する焼却灰につきましては、今後、

木質バイオマス発電や熱利用施設の増加に伴い

まして増大することが想定されます。そのこと

から、循環利用を行っていく必要があると考え

ております。現在、焼却灰の一部は、農業用の

肥料や土壌改良材として再利用されているほ

か、土木用建築資材の原料として、コンクリー

ト製品の製造時にまぜて活用されているところ

であります。県としましては、このような事例

を含めた県内外の有効な活用事例や、リサイク

ル技術の開発支援制度などの情報を事業者に提

供し、焼却灰の利用促進を行ってまいりたいと

考えております。

○松村悟郎議員 前回も申し上げましたが、燃

油の高騰に伴い、代替となる木質ペレットを利

用した加温機への期待も大変大きくなっていま

す。導入に向けて、例えば都農町のペレット研

究会でも、２種類の暖房機を使った実証が行わ

れていると聞いております。施設園芸における

木質ペレット暖房機導入に対する支援を強化す

べきだと思いますが、推進に当たっての課題と

対応策について、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） 施設園芸部門

における木質ペレット暖房機の導入推進に当た

りましては、暖房機導入時の負担軽減、また、

ペレットの安定確保が大きな課題となっており

ます。このため、県といたしましては、国に対

しまして、暖房機の導入支援に対する予算の確

保や、暖房機の低廉化に向けた研究開発等の取

り組み強化を要望しているところでございま

す。また、木質ペレットにつきましては、本年

度に設置した「施設園芸バイオマス活用推進プ

ロジェクト会議」において、メーカーにおける

増産や新たな供給の可能性を打診するなど、安

定確保に向けた取り組みを進めているところで

ございます。燃油価格が高どまりする中、施設

園芸の脱石油化の推進は大変重要と考えており

ますので、引き続き、農林業の関係機関・団体

が一体となり、課題解決に向けた取り組みをス

ピード感を持って進めてまいりたいと考えてお

ります。

○松村悟郎議員 さて、太陽光、小水力、木質

バイオマスと、再生可能エネルギーの活用につ

いて質問をしてまいりましたが、それぞれ本県

の豊かな資源を活用した取り組みであり、地域

経済の振興にも大いに期待できると思います。

本県の再生可能エネルギーにおけるポテンシャ

ル、優位性は非常に高く、また、固定価格買い
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取り制度という追い風が吹いている中、まさに

今、これを生かさない手はないと考えます。そ

こで、強力に再生可能エネルギー立県を目指し

ていくための取り組みについて、その意気込

み、決意のほどを知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） お話のとおり、本県は

まさに太陽と緑の国でありまして、全国トップ

クラスの日照時間や豊かな森林、水資源などを

活用して、これまでも新エネルギーの導入促進

に取り組んできたところであります。東日本大

震災以降のエネルギー情勢の変化等に対応する

ために、今年度、新エネルギー施策の指針とな

ります新エネルギービジョンを１年前倒しで見

直しをしまして、一層積極的に導入促進を図っ

てまいりたいと考えております。

その策定の考え方としましては、３つほどポ

イントがございます。１つ目としましては、従

来の基本的な方向に加えまして、東日本大震災

を踏まえた「災害に強いエネルギーシステムの

構築」を施策の柱として盛り込むということ。

２つ目としましては、本県の強みであります太

陽光やバイオマス、小水力を重点的エネルギー

として位置づけまして、戦略的プロジェクトに

取り組むということ。３つ目としましては、県

民、事業者、市町村の連携を進めるとともに、

それぞれ主体的に行う取り組みに一層の支援を

行ってまいりたい、このような考え方でござい

ます。私といたしましては、このビジョンに基

づき、新エネルギーの積極的な導入を図りまし

て、環境と調和した持続可能な経済社会のモデ

ルとなる、宮崎らしい「環境・エネルギー先進

地づくり」に全力で取り組んでまいりたいと考

えております。

○松村悟郎議員 よろしくお願い申し上げま

す。

次に、鳥獣害対策について１点だけ質問をさ

せていただきます。

私は、ことしの６月議会において、最近の鳥

獣被害の増加に対する質問を行いました。総合

政策部長から、「地域からの相談にきめ細やか

な対応をしながら、住民が一体となって行う取

り組みを推進する」、農政水産部長から、「鳥

獣被害防止特措法に基づく市町村の被害防止計

画に基づく円滑な被害防止対策への支援を図っ

ていく」との答弁をいただきました。秋の収穫

期を迎える中で、10月ごろから私の地区でも、

露地園芸の振興作物であるカンショなどの被害

が発生し、具体的な相談を受ける機会がふえて

まいりました。ところが、肝心の対策の中心的

支援事業となる鳥獣被害防止総合対策交付金の

交付決定がおくれ、被害対策を進める地元は大

変困ったという話も聞いております。この事業

で想定している、鳥獣被害対策実施隊の設置や

被害防止にかかわる地域リーダーの育成などの

ソフト面も、実際の農地や作物を守るための侵

入防止柵などのハード面の整備についても、本

来であれば、シーズンに入る前までに準備を済

ませておくべきだと思います。前向きな対策を

進めると言いながら、このような例を見ても、

現実的に円滑に進まなかった部分も多くあるの

ではないかと感じております。このため、鳥獣

被害防止計画の着実な推進を図るため、今後ど

のように進めていくのか、農政水産部長にお伺

いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 鳥獣被害防止

計画に基づき、市町村が地域の実態に即した取

り組みを主体的に進めていく上におきまして、

正確な実態の把握や、被害防止対策と一体と

なった捕獲対策が不可欠であると考えておりま

す。このため、被害実態につきましては、今年



- 75 -

平成24年11月28日(水)

度、「地域で守る鳥獣被害みえる化事業」で全

県的な被害状況の調査を行い、その結果を地図

情報として見えるようにし、市町村や集落にお

ける今後の対策に活用していくこととしており

ます。また、捕獲対策につきましても、支庁、

振興局が中心となった地域特命チームが主体と

なり、鳥獣被害対策実施隊と有害鳥獣捕獲班等

との連携など、体制の充実を図り、実効性のあ

る対策を推進してまいります。今後とも、県と

いたしましては、広域的な視点に立った鳥獣被

害防止計画の作成支援や、複数の市町村にまた

がる取り組みに対する支援などを、着実に進め

てまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 次に、特別支援教育について

質問させていただきます。

まずは、来春開設に向けて新たな校舎の建設

が順調に進んでいる、児湯るぴなす支援学校高

等部についてであります。これまで、県内それ

ぞれの支援学校の学校関係者、特に保護者の皆

さんが一体となって長年強く要望されたことが

実を結び、西都・児湯地区にもようやく開設さ

れることになりました。子供たちや保護者の皆

さんには、待ちに待った高等部の開設だと思い

ます。そこで、さきに開設された高等部設置の

取り組みでの教訓などを生かし、どのような配

慮をして準備を進めているのか、教育長にお伺

いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 現在、整備を進めて

おります児湯るぴなす支援学校高等部につきま

しては、対象とする障がい種が、知的障がい及

び肢体不自由となっております。したがいまし

て、施設整備に当たりましては、バリアフリー

化に十分配慮するとともに、渡り廊下に風よけ

用の腰壁をつけたり、雨天時に対応できるよう

送迎用の車寄せの屋根を設置するなど、保護者

や関係者の皆様の御意見を参考にしながら、生

徒が安全・安心に学校生活を送ることができる

よう、さまざまな工夫を行っているところであ

ります。

また、高等部卒業後の就労の実現に向けて、

これまでの作業学習の種目に加えまして、ビル

クリーニング作業や食品加工作業等の学習を計

画するなど、指導体制の充実に向け取り組んで

いるところでございます。

○松村悟郎議員 先日、私も、短い時間ではあ

りましたが、児湯るぴなす支援学校を訪問いた

しました。また、保護者の方々ともお話をさせ

ていただきましたが、大変大きな期待を改めて

感じたところでございます。

次に、特別支援学校を障がい者の避難所とし

て活用できないか、お伺いいたします。現在、

小中学校の体育館など市町村の施設が避難所に

指定されておりますが、障がい者にとっては、

専門のスタッフや整備された施設の指定は大変

ありがたいとのことでした。教育長にお伺いい

たします。

○教育長（飛田 洋君） 特別支援学校は、バ

リアフリー等の環境が整っており、また、先ほ

どもお話がありましたが、専門の教職員もおり

ますことから、さきの東日本大震災におきまし

て障がい者の避難所として果たした役割が、高

く評価されたところであります。このようなこ

とから、現在策定を進めております「みやざき

特別支援教育推進プラン」におきましても、障

がい者の災害時の避難所としての機能の充実

や、災害避難体制を強化するための研究の推進

など、防災機能の強化に努めるとしたところで

あります。障がい者の福祉避難所としての活用

につきましては、食料や水、毛布等の備蓄や、

避難期間中の教育活動への影響等、運営に当
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たっての課題がありますので、避難所を指定す

る関係自治体に対して情報提供を行うととも

に、意見交換等も実施してまいりたいと考えて

おります。

○松村悟郎議員 次に、これまでも何度か要望

が出ており、さらに一般質問でもたびたび取り

上げられております、スクールバスの未整備校

についてであります。児湯るぴなす支援学校も

その一つですが、スクールバスの早期導入が求

められています。今後のスクールバス導入の考

え方について、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 特別支援学校におき

ましては、これまで、小学部から高等部までの

地域就学を実現することを目的として、高等部

の設置を最優先に進めてきたところでありまし

て、来年４月には全ての学校に高等部が設置さ

れることとなりました。このようなことから、

スクールバスについては、現在、13校中８校の

整備でありますが、未整備校への導入について

は、保護者の皆様からも御要望いただいており

ますことから、今後、障がいに配慮した教育環

境を整備していく上での重要な課題の一つとし

て、全県的な視野に立って、教育的効果や緊急

性等も十分考慮しながら検討してまいりたいと

考えております。

○松村悟郎議員 来年度から、児湯るぴなす支

援学校高等部への新入生の受け入れが始まるわ

けですので、卒業後についてはまだ早いと思わ

れるかもしれませんが、今から卒業後の就労な

どの自立への基盤づくりが必要だと思います。

保護者の皆さんは、できるだけ身近な、親の目

の届く地元で自立できることを望んでいらっ

しゃいます。例えば、地元商工会や企業など支

援をしていただく関係者にサポーターになって

いただくなどの自立支援への体制づくり、これ

をどのように進めていかれるのか、教育長にお

伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 子供たちにとりまし

ては、学校におる期間より卒業した後の期間の

ほうがずっと長いわけですから、どの学校にお

いても、とりわけ特別支援学校の卒業後の就労

等自立支援につきましては、大変重要な課題で

あると認識をいたしております。このため、現

在、就労支援相談員を配置し、実習先や就職先

の開拓等について、きめ細やかな就労支援体制

の整備を進めるとともに、企業と連携した作業

学習の見直しなど、キャリア教育の充実を図っ

ているところであります。また、今年度より、

地域の商工会議所や企業の御協力によりまし

て、サポート企業登録制度を先行的に導入し、

企業の方に学校を見てもらう学校見学会の実施

や、就労支援等の推進などを図っているところ

でございます。児湯るぴなす支援学校におきま

しても、地域企業への積極的な情報提供や、学

校と関係機関との連携を進めることによりまし

て、自立支援の充実を図ってまいりたいと考え

ております。

○松村悟郎議員 次に、学童保育についてであ

ります。本県でも多くの要望があることから、

各市町村とも児童館や放課後児童クラブの設置

が進んでおります。年々、利用者の数も増加す

る中で、先日、ＮＨＫのニュースで、学童保育

関連の事故の報告を目にいたしました。全国で

この１年間に、１人の子供が死亡したほか、大

けがをする事故もあったとされるものでありま

す。そこで、本県においてその状況はどうなの

か、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） 放課後児童ク

ラブにおける事故についてでございますが、厚

生労働省の発表によりますと、平成23年10月１
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日から平成24年９月30日までの１年間におい

て、全国の33都道府県から227件の事故報告が

あったとされておりますけれども、本県におい

ては、事故の報告事例はございませんでした。

放課後児童クラブは、共働き世帯の増加等によ

り、放課後対策として重要な役割を担っており

ますことから、今回の事故報告とあわせて公表

されております事故の原因やその防止策につい

て周知を図ることにより、引き続き、事故の未

然防止に努めてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 地元の放課後児童クラブを時

々訪問し、子供たちの様子を見たり、また、指

導者の方の話を聞くこともあります。小学校１

年生から３年生、体格も違います。もちろん、

上の子が下の子の面倒を見るなど、子供たちの

コミュニティーづくりに大変よい面もあります

が、反面、体格の違いから大変危ない場面もあ

るとのことでした。また、発達障がいなど障が

いのある児童がふえており、安心して安全に保

育をするには現行の指導員配置では厳しいとの

意見も聞いております。その対策として、県は

どのような支援をしているのか、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） 放課後児童ク

ラブにおける障がい児の受け入れ状況でござい

ますけれども、平成24年５月１日現在、203クラ

ブ中98クラブにおいて203人の児童を受け入れて

おりまして、近年、増加傾向にございます。県

におきましては、放課後児童クラブで障がい児

の適切な受け入れができるように、御指摘のご

ざいました指導員を対象として、障がい児の行

動についての理解やコミュニケーションのとり

方等についての研修会の開催などの支援を行っ

ているところでございます。

○松村悟郎議員 次に、特別支援教育のあり方

についてお伺いいたします。現在、障がいを持

つ子供たちの通学先について、一定程度以上の

障がいを持つ子供たちは、原則として特別支援

学校に就学することとなっています。それぞれ

の障がいに合った、より専門性のある教育を行

うことで、子供たちの個性や能力を引き出すこ

とができるからだと思います。文部科学省は、

このようなこれまでの方針を転換し、本人や保

護者の意向を尊重し、小中学校に通学しやすく

するために、新たな仕組みづくりを目指してい

ます。このようなことを踏まえ、今でも不足し

ている特別支援学校教諭免許を持った専門教諭

の配置や、学校施設のバリアフリー化などのハ

ード整備の課題など、体制づくりが大事になる

と考えております。本県でも、特別支援学級に

在籍したり、通級指導を受けたりしている子供

たちが年々増加しており、特別支援教育のあり

方について、「みやざき特別支援教育推進プラ

ン」の策定が進められております。国の動向も

踏まえ、本県の特別支援教育のあり方について

教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県の障がいのある

子供たちの状況というのは、その数が増加して

おりますことに加え、障がいの重度・重複化、

さらには多様化が進んでおりまして、一人一人

の障がいの特性に応じた、きめ細やかな教育の

さらなる充実が求められているところでありま

す。また、お話にもありましたが、国におきま

しては、障がいのある者と障がいのない者がと

もに学ぶ教育システムを構築するため、特別支

援教育の一層の推進を図るということが示され

たところであります。このような本県の現状、

さらには国の動きを踏まえまして、現在、新た

な特別支援教育プランを策定しているところで

ありますが、そのプランを推進していく中で、
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障がいのある子供たちに対する乳幼児期から卒

業後までの一貫性のある支援体制づくり、小・

中・高等学校における校内支援の強化、教職員

の専門性の一層の向上など、子供一人一人の学

びのニーズに応じた特別支援教育のさらなる充

実を図ってまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 障がいのある子供たちや保護

者の皆さんにとっては、新たなたくさんの選択

肢がふえるということにもなります。ただ、こ

れまで培ってきた特別支援教育の根本をしっか

り守りながら、これまで以上に、それぞれの地

域の特別支援学校との連携を充実していただき

たいと思います。よろしくお願い申し上げま

す。

次に、沿道修景についてであります。

私も何度か質問をさせていただきました。今

の時期になりますと、至るところで道路の草刈

りが行われています。以前はもっと整備されて

いたのではないでしょうか。ここ最近の国県道

は、年間を通じて草の生い茂ったところが多

く、ガードレールからはみ出し、車道や歩道に

覆いかぶさり、交通安全の観点からも問題のあ

る期間や場所が目立ちます。市町村道など生活

道路と言える場所では、住民参加型の整備が進

んでおります。住民みずから、ごみ拾いや草刈

り作業を行うなど、美化が大変進んでいる箇所

が多くなってまいりました。ただ、交通量の多

い地域を結ぶ国県道の整備は、住民参加型では

危険であります。それは公が果たす役割であり

ます。草の生い茂るところに、レジ袋や空き缶

などの不法投棄も目立ちます。道路の草刈りに

どのように取り組んでいるのか、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） 県が管理して

おります道路の草刈りにつきましては、以前は

年２回から３回程度行っておりました。現在

は、厳しい財政状況もございまして、年１回を

基本としておりますが、沿道修景植栽地区や交

通量が多い路線、また、安全性を高める必要の

ある交差点部などについては、必要に応じて複

数回実施しているところであります。また、作

業に危険を伴わない箇所で草刈りをボランティ

アで行っていただく団体・企業に活動奨励金を

支給する支援事業を実施し、県民協働による道

路環境の保全を推進するなど、工夫をしなが

ら、沿道の美化や道路利用者の安全確保に努め

ているところであります。

○松村悟郎議員 沿道の風景は、宮崎県観光の

重要な資源であります。宮崎県観光入り込み客

統計調査結果によりますと、宮崎への旅行の目

的は、自然、風景、名所を楽しむ旅、これが圧

倒的であります。宮崎空港におり立ったときか

ら、ワシントニアパーム、フェニックスなど道

路沿線の風景も、宮崎のイメージ、観光資源に

なっているものと思います。青島に行くのも、

記紀1300年の舞台の一つ、西都原に行くときの

道路の沿道風景も、大事な観光資源です。より

美しい道づくりが必要だと思いますが、今後ど

のように取り組んでいくのか、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） 議員御指摘の

とおり、沿道の風景は本県観光の重要な資産で

ございますので、宮崎らしい、潤いと安らぎの

ある道路環境の保全に努める必要があると考え

ております。しかしながら、植栽木のほとんど

が、植えてから30年以上経過をしておりまし

て、高齢化、高木化により、維持管理費が増加

する傾向にあり、管理が十分に行き届いていな

い箇所も出てきたところであります。このた

め、例えば宮崎の玄関口であります宮崎空港線
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におきまして、大きくなり過ぎた樹木を除去す

ることで、本来強調すべき花の色彩が目立つよ

うにし、また、維持管理費の安い樹種を導入す

るなど、植栽のリニューアルを行い、費用の増

大を抑えるとともに、沿道修景の質の維持を

図っているところであります。今後、他の県管

理道路につきましても、沿道修景植栽地区を中

心に、このような取り組みを進めてまいりたい

と考えております。

○松村悟郎議員 観光産業は、宮崎県を代表す

る産業です。各名所の場所だけではなくて宮崎

県全体が、観光するお客様にとっては大事な風

景になると思います。ただ道路を整備するだけ

ではなくて、観光あるいはそこに住む住民の人

たちの心ということを感じながら、道路整備、

沿道修景を今後ともよろしくお願い申し上げま

す。

以上で質問を終わるところでございますが、

最後に、宮崎県の得意とするところが今、目の

前にあります。豊かな自然を利用したエネルギ

ー、そして記紀1300年、ほかの県にはない、本

当に宮崎県にしかない特筆すべき財産でありま

す。どうぞ、この機会に知恵を絞って推進して

いただきますようお願い申し上げまして、質問

を終わりたいと思います。ありがとうございま

した。（拍手）

○中野一則副議長 次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。公明党の河野哲也でございます。

まずは、全国和牛能力共進会２連覇、本当に

おめでとうございます。私は、会場に行くこと

はできませんでしたが、当日、逐次県のほうか

ら入ってくる情報に鳥肌が立つ思いでございま

した。そして、昨日の東京ガールズコレクショ

ン、来年３月30日延岡開催決定。重ねておめで

とうございます。西階陸上競技場に若人２万人

─若干、おばさま、おじさまもあるかもしれ

ませんが……。市長によると、みやざき観光コ

ンベンション協会に御尽力いただいたとのこ

と。感謝申し上げます。市制80周年を迎える延

岡、地元にとって、ここまでホットなニュース

は久しぶりでございます。本日は気持ちよく質

問をしたいと思いますので、どうか明快な答弁

をお願いします。

知事の政治姿勢について１点確認させていた

だきます。

今回の衆議院議員選挙の争点の一つである、

持続可能な社会保障を築くための税の改革は、

景気浮揚が大前提であることは合意済みでござ

います。その担い手である若者の雇用機会の拡

大、雇用戦略が最重要であることは、皆様もう

なずいていただけることと思います。つまり、

一人一人を大切にする社会、貧困の拡大や格差

の固定化を防ぐために、若者雇用対策を抜本的

に強化していくことが喫緊の課題なわけです。

厚生労働省は、新しい試みとして、「平成25

年３月卒業予定大学生等への中堅・中小企業の

求人見込み」を発表いたしました。調査事業所

の26.2％が「採用予定がある」とし、そのう

ち、「昨年より多い人数を採用する予定」と回

答した事業所が40.5％に上ったという報告があ

りました。また、10月現在、大学新卒者の就職

内定者63.1％、短大卒27.4％、高等専門学

校96.2％、専修学校42.6％で、いずれも昨年に

比べ増加しているようでございます。このよう

に、雇用情勢は緩やかに改善の動きが見られま

すが、まだまだ、求人と求職のミスマッチとい

うんでしょうか、相応の働く場がありながら、

働く若者の行き場がないという現実がありま

す。
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宮崎におきましても、先日、高校の新卒内定

者は、９月現在の状況でありましたが、35.5％

で、残念ながら、昨年の同時期3.9ポイント減と

発表されました。前年同期を下回っていて、本

県にとっては非常に厳しい状況となっているよ

うでございます。また、昨年ではございます

が、新規高卒者に占める県外への就職の割合は

高い水準で推移しているという報告を読みまし

た。そこで、知事に、元気な宮崎の未来を担う

若者の雇用戦略と県内中小企業の人材確保につ

いてどのように取り組んでいくのか、お伺いい

たします。

後は質問者席から行わせていただきます。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

雇用対策についてであります。私は、未来を

築く新しい「ゆたかさ」への挑戦を基本目標と

して掲げまして、宮崎県の将来を担っていく若

者が、安全・安心で心豊かに暮らせる社会、安

心して働ける社会というものを築いてまいりた

いと考えております。このため、働く場をつく

るための各種施策としましては、地場産業の振

興と企業立地を車の両輪のようにして展開して

きたところでありまして、特に、地域の特色・

資源を生かした産業の振興という観点から、食

品産業の活性化や農商工連携の推進のほか、東

九州メディカルバレー構想に基づく医療機器関

連産業、新エネルギー関連産業の振興などを

図っているところであります。このような中、

若年者の県内中小企業への就職を支援するた

め、就職説明会の開催や相談窓口での情報提供

などを実施しておりますほか、今年度からは、

若年者等と県内企業の出会いの機会を提供する

ために、インターンシップや企業見学会などを

実施しているところであります。今後とも、こ

うした施策に取り組みまして、県内中小企業の

人材確保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〕

○河野哲也議員 いずれも大事な視点であると

思います。特別委員会で、高知県の産業振興計

画について調査させていただきました。振興計

画の10年後、目指す将来像「地産外商が進み、

地域地域で若者が誇りと志を持って働ける高知

県」としてあります。その戦略として、「若者

が志を持って打ち込める魅力ある仕事をつく

る」にこだわり、多岐にわたる具体的な施策と

事業を打っていました。非常にメッセージ性が

ある、そのように考えます。そこで、商工観光

労働部長に２点、若年者雇用対策についてお伺

いします。まず、新規高等学校卒業予定者の就

職面接会の状況をお聞かせください。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 新規高等

学校卒業予定者を対象とした就職面接会「ＭＩ

ＹＡＺＡＫＩ ジュニアワークフェア」につき

ましては、宮崎労働局や県などの主催により、

毎年、宮崎・延岡・都城の３カ所で実施してお

り、今年度は、この11月に実施し、合計で123の

企業、643人の高校生に参加いただきました。こ

れを昨年度と比べますと、参加企業が13社、参

加者が６名増加しております。昨年度は、参加

者のうち約３割の高校生が、この面接会をきっ

かけとして就職決定に至っており、今年度も、

一人でも多くの高校生の就職が決まるよう期待

しているところであります。

○河野哲也議員 そういう場を設けることに

よって推進できるという一つのあかしではない

かということで、積極的に推進をお願いしたい

と、そのように考えます。

本県は、基金により、安定した雇用機会の創
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出をするとして、人材派遣会社への委託によ

り、職場実習を通じた就職の機会を提供する研

修・雇用一体型事業を２年間継続してまいりま

した。この基金は本年度末をもって終了し、研

修・雇用一体型事業も同時に終了することが予

想されますが、若年者人材育成就職支援事業の

これまでの取り組み状況と、新たな雇用創出の

ための事業についてどのようにお考えか、お伺

いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 若年者人

材育成就職支援事業は、人材派遣会社におきま

して若年者を雇用し、座学による研修と派遣先

企業による職場実習を行い、安定的な就職の支

援を行っているものであり、緊急雇用創出事業

特例基金を活用して、昨年度から今年度にかけ

て実施しております。昨年度は、人材派遣会社

５社において196名を雇用したところであります

が、約６割に当たる115名が派遣先で直接雇用さ

れており、その約７割に当たる80名が正規雇用

となっております。若年者の人材育成や県内企

業とのマッチングは大変重要であると考えてお

りますので、今後も引き続き、ヤングＪＯＢサ

ポートみやざきにおける就職相談や就職説明会

の開催といった就職支援に加え、今年度から実

施しております、先ほど知事もお答え申し上げ

ましたが、県内企業へのインターンシップやバ

スツアーによる企業見学会等によりまして、若

年者と企業が十分に理解し合い、雇用のミス

マッチのない安定した雇用につながるよう努め

てまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 今、答弁にありましたよう

に、就職支援とともに、県内の中小企業の動向

を一番知っている県が、中小企業の行う求人情

報発信の裾野を広げて、県が持っているノウハ

ウを有効に活用して、中小企業の人材ニーズの

発掘をあらゆる機会に取り組んでいただきたい

というふうに思います。

高知県のことをまた申し上げたいと思います

が、全国一学びの機会が多い県を目指すとし

て、「土佐まるごとビジネスアカデミー」とい

う人材育成を事業として持っていました。中小

企業の人材力の強化のために、例えば中小企業

の経営者や職業人を高校、大学など教育機関等

に積極的に派遣し、中小企業の魅力を実感して

もらう中小企業魅力ＰＲ支援などいかがでしょ

うか。そこで、まず知事が率先して若者の身近

にあって宮崎の魅力を語り、就職などに励まし

の声を発することが、中小企業の雇用促進のイ

メージアップにつながるのではないかと考えま

す。知事、宮崎の魅力を語り、県内中小企業へ

の就職を促すため、若者に対して励ましのメッ

セージを発信してはどうかと考えますが、いか

がでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） あすの宮崎県づくりの

原動力となるのは、まさに人の力でありまし

て、子供と若者は、まさに地域の宝であるとい

うふうに考えております。未来を担う若者に対

するメッセージの発信に、これまでも心がけて

いるところでございます。高原中学校や延岡高

等学校におきまして、「知事の白熱教室」とい

うタイトルで授業を行いましたり、県内の大学

生を対象とした講義を行ったりもしておりま

す。今週の土曜日も、公立大学におきまして、

高等教育コンソーシアムということで、単位互

換の科目として授業を行わせていただくことに

しております。また、宮崎大学医学部の学生に

宮崎の魅力を語ったり、高原高校の生徒と一緒

に稲刈りをしたり、さまざまな機会を通じて宮

崎の魅力を伝えたり、本県の課題や将来につい

て意見交換を行ってきたところであります。そ



- 82 -

平成24年11月28日(水)

れぞれの場面で、例えば医師不足など、本県の

さまざまな課題に自分たちも貢献したいんだと

か、地域の発展に何とかしたいというような子

供たち、若者の声を聞くことができて、大変心

強い思いもしたところでございます。今後と

も、本県の若者が地域の課題に主体的にかかわ

り、本県の発展に貢献したい、何とか頑張りた

いという思いに刺激を与えることができるよう

に、そういう機会を設けてまいりたいというふ

うに思っておりますし、フェイスブックとかツ

イッター、ブログなども活用しながら、私の思

い、また、宮崎の魅力というものを伝えてまい

りたいと考えております。

○河野哲也議員 ぜひ、「知事の白熱教室」な

んかは、ケーブルテレビ等を使って放映とか考

えていただくと、他の大学生等の刺激になるか

なというふうな考えを持ちます。また、ブログ

等、私も読ませていただいています。先日、諸

塚中の紹介があって、そのときに、私が前回質

問させていただいた資料を、子育てのしやすい

環境で２回連続１位であるということを引用し

て載せていただいていましたけれども、ぜひ、

そういう発信を繰り返しお願いしたいというふ

うに思います。

続いて、宮崎は、今までしばしば集中豪雨や

台風の脅威にさらされてきました。特に県北

は、複数の川の氾濫により洪水や土砂災害が起

こり、激甚化しております。県として、県民の

命と財産を守り、持続可能な社会経済活動や生

活を行っていくために、これら気候変化に対応

する対応策をとり、安心と安全を保障せねばな

りません。特に近年は、先日もありましたが、

九州北部豪雨のような局地的な豪雨、またはい

わゆるゲリラ豪雨が頻繁に発生しているようで

す。まず、局地的な豪雨の発生状況について、

危機管理統括監に県内の状況等をお伺いしたい

と思います。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 平成21年

に気象庁が発表した資料によりますと、１日の

雨量が200ミリメートルを超えるような豪雨の発

生状況は、過去100年間のデータで、全国的に長

期的な増加傾向にあるとされています。具体的

には、1900年代初頭の30年間と最近の30年間を

比較しますと、豪雨の日数は約1.5倍となってい

るところでございます。また、本県における最

近のデータでは、１日の雨量が200ミリを超えた

日数は、平成22年には７日、23年には８日とい

う状況になっています。

○河野哲也議員 実を言うと、ことしに入っ

て、日向―門川間の高速道が豪雨で３回通行ど

めになっています。ということは、頻繁に本年

も起こっているのではないかというふうに実感

しているところでございます。

ところで、局地的な豪雨の発生は予測できる

のでしょうか。同じく統括監に、予報対策の現

状はどうなっているか、お伺いいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 雨などの

予報は気象台が提供しているところでございま

すけれども、宮崎地方気象台に確認したとこ

ろ、雨の予報につきましては、通常の天気予報

や警報、注意報に加え、降水短時間予報、また

は降水ナウキャストといった形で、降水量の分

布予測が提供されているところでございます。

しかしながら、現時点では、数十キロから数百

キロ四方の範囲─これは宮崎県の面積程度を

イメージしていただければと思いますが─そ

の中のどこかで局地的な大雨が発生する可能性

は予測できる。しかしながら、場所や時間を特

定して、十分な時間的な余裕を持って予測する

ことは難しいというところでございます。この
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ような状況に対しまして、気象庁では、今年度

から新たにスーパーコンピューターを使い、予

測が難しかった局地的大雨など、小さな規模の

現象に対する予測能力の向上を図るなど、改善

に取り組まれるというように伺っているところ

でございます。

○河野哲也議員 実は、気象台から提供される

その情報を携帯で見ることができて、先日、17

日に、私は助かったんですけれども、県北にお

いて200ミリを超える集中的な大雨がありまし

た。私は、宮崎に泊まっていまして、その日に

帰らなきゃいけないということで、たまたま雨

雲の状況を見て、これは朝のうちに帰らないと

まずいなということで帰らせていただいたら、

高速道を通った後、通行どめになったというこ

とで、本当にこの情報は、今の段階でも十分あ

りがたいというふうに思っております。

この集中豪雨は、幸い、人命にかかわる大き

な土砂崩れや家屋等の浸水はほとんどなかった

ものの、幹線道路の冠水があって交通機関に影

響が出ました。特に、国道10号の延岡市と門川

町の境に位置する船越交差点が冠水、それから

東九州自動車学校前が冠水、そして日向―延岡

間の高速道路も通行どめとなり、完全に交通麻

痺となりました。調査したところ、船越交差点

付近の事業所は、ほとんど営業停止状態だっ

た。そういう実態でありました。聞き取り調査

で、まず、付近の皆様が異口同音に口にしてい

たのが、緊急避難道となるはずの高速道がいつ

までも通行どめだった、これはなぜかというこ

と。県土整備部長に何点か冠水対策ということ

でお伺いする１問目として、異常降雨時の高速

道路の通行どめ基準について確認をさせてくだ

さい。

○県土整備部長（濱田良和君） 高速道路の異

常降雨時の通行どめ基準につきまして、管理者

である西日本高速道路株式会社によりますと、

例えば、延岡南道路では連続雨量350ミリ、東九

州自動車道門川―日向間では250ミリに達した場

合などに、安全確保のために通行どめを行うと

伺っております。また、通行どめの解除につき

ましては、今後６時間は雨が降らないと予測さ

れた場合に、道路パトロールにより安全を確認

した後、警察との協議に基づいて行っていると

伺っております。

○河野哲也議員 高速道の多岐にわたる目的と

いうか役目を考えると、この６時間―雨がや

んで６時間ですね―の規制時間については改

正していただきたいところですが、安全性の確

保の観点からいたし方ない。そうであるなら

ば、国道10号のほう、特に船越交差点における

冠水対策というのが急務になると思います。国

道10号の門川町船越交差点付近におけるこれま

での冠水対策について、お伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 県におきまし

ては、これまで、周辺の住宅や道路等の浸水対

策として、県が管理しております丸バエ川の河

川改修を平成11年度までに終了し、その後も堆

積土砂の除去を行うなど、適切な維持管理に努

めてきたところでございます。なお、議員お尋

ねの船越交差点付近の路面冠水の主な発生原因

につきましては、短時間の集中豪雨によるもの

と考えられますけれども、今後、この対応策に

つきましては、関係機関で検討を進めていくこ

ととしております。

○河野哲也議員 今、検討ということですが、

具体的に、やはり早急な対策が必要だというふ

うに思います。慢性化して、事業所の方々のお

声を聞くと、営業が全く停止するということ

で、対策が必要であると思いますが、どのよう
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に検討していくか、お伺いしたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 国道10号の管

理者でございます国土交通省において、本年度

内に、路面冠水の原因調査や対策案につきまし

て取りまとめる予定と伺っております。県とい

たしましても、この検討結果を踏まえ、適切な

路面冠水対策が図られるよう、国や門川町とも

連携して取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 ありがとうございます。本年

度動くということで、積極的な取り組みをよろ

しくお願いしたいと思います。

続きまして、災害ボランティアについてお伺

いしたいと思います。

災害ボランティアについて、まず総合政策部

長にお伺いいたします。福井県は災害ボラン

ティア先進県でございます。どれだけ先進かと

いうと、福井県災害ボランティアセンター連絡

会が常設されているということ、それから、災

害ボランティア活動条例が制定されているとい

うこと、そして、県の災害ボランティア活動基

金が創設されているということでございます。

今回、災害ボランティア活動について、福井県

のほうで調査をさせていただきました。福井県

の災害ボランティア活動の環境整備のきっかけ

というのは、1997年正月、真冬の日本海で発生

した大事故でありました。ロシア船籍「ナホト

カ号」の沈没、分離した船首部分の福井県坂井

市三国町漂着、そして、島根から秋田の日本海

側に大量のＣ重油流出。ボランティアの手で回

収するという壮大な人海戦術が繰り広げられ、

その数30万人と言われております。実はそのと

き、青年会議所の福井ブロック協議会が声をか

け、重油災害ボランティアセンターを立ち上

げ、全国に「よみがえれ日本海」を発信し、多

くのボランティアが結集した。そして、重油回

収に当たったと言われております。重油回収と

いう特殊な作業のため、資機材の調達や宿泊・

食事など、平時では考えられないニーズが毎

日、課題として発生したそうでございます。特

に資機材の調達やボランティア輸送のためのバ

スチャーターなどにおいて、資金面の不安が一

番大きいものだったとおっしゃっていました。

ここから県がかかわってくるんですが、県にお

いて、災害ボランティア活動の環境整備のため

の懇話会が開かれて、災害発生時に、ボラン

ティアの方々を受け入れ、調整する官民一体型

コーディネート機関の重要性と、災害ボラン

ティア活動の際に必要とする資機材やボラン

ティア輸送などの活動環境をすぐ整えられる基

金を整備しておくことが議論され、常設のボラ

ンティアセンター連絡会─事務局は県の男女

共同参画県民活動課と言っていましたが─と

福井県災害ボランティア活動基金が創設されま

した。

2004年に発生した福井豪雨においても、発災

時に災害ボランティア本部を立ち上げ、被災地

域において現地ボランティアセンターを立ち上

げ、約５万人のボランティアを受け入れ、コー

ディネートを行い、２週間余りで被災地をきれ

いに片づけたという実績があります。

東日本大震災でも、福井県災害ボランティア

センター連絡会は、１被災地に絞り込み、集中

的に福井からのボランティア支援を決定し、実

行に移してきたというふうに報告がされていま

した。

福井県のように、国や自治体が主導してボラ

ンティアを募集して、多くの人を集団で派遣す

る制度を構築し、周知していく、参加のための

ハードルを下げる取り組みも大切だというふう
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に報告がありました。ボランティアに行きたい

という気持ちとボランティアに来てほしいとい

う気持ちをうまくマッチングさせて支援を続け

ていく制度づくり、これはどの県も必要ではな

いか、今求められることだというふうに感じて

おります。

そこで、昨年、私は６月議会で災害ボラン

ティアについて質問させていただきましたが、

その後の災害ボランティア活動を行う県内のＮ

ＰＯの実態についてお伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 県内には、平

成24年10月末現在で、383のＮＰＯ法人がござい

ます。そのうち約12％に当たります47法人が、

活動の一つとしまして災害救援活動を定款に掲

げております。具体的な活動としましては、例

えば東日本大震災関係で、発生後の炊き出しや

生活物資の提供等はもとより、現在も、被災地

におけるコミュニティーづくりや本県に避難さ

れている方々の心のケアなど、息の長い復興支

援に取り組んでいるＮＰＯ法人がございます。

○河野哲也議員 拡大していることを非常に実

感いたしますが、ネットワーク的なものを感じ

ないわけです。ばらばらというんでしょうか。

やはり福井県のように、核になる県の災害ボラ

ンティア連絡会という組織をつくっていただい

て、例えば、毎年、ボランティアリーダー、コ

ーディネーターの研修や、県の防災訓練に参加

していただいて、ボランティアセンター開設訓

練を行ったりして、災害時に備える環境整備が

必要であると考えます。常設の一体型コーディ

ネート機関としての宮崎県災害ボランティアセ

ンター連絡会を設立して、災害ボランティア活

動の環境整備を行うべきだと考えますが、見解

をお伺いしたいと思います。

○総合政策部長（稲用博美君） 本県の地域防

災計画におきまして、災害ボランティアセンタ

ーの設置・運営は、被災地の市町村社会福祉協

議会が行いまして、被害が甚大で被災地のみで

は対応できないと判断される場合には、県の社

会福祉協議会が支援する体制となっておりま

す。また、県内で大規模な災害が発生した場合

に備えまして、相互に災害ボランティアセンタ

ーの応援に当たる「災害時相互応援協定」を、

県の社会福祉協議会と県内の市町村社会福祉協

議会の間で締結するとともに、ブロックごとの

応援協定の締結、設置運営マニュアルの策定、

運営に関します研修・訓練など、災害ボラン

ティア活動の環境整備のための取り組みを行っ

ているところであります。今、御質問にありま

した、関係団体との連携・協力のあり方という

ことにつきましては、ノウハウと経験を持って

いる県社会福祉協議会と今後協議してまいりた

いというふうに考えております。

○河野哲也議員 答弁の前半、考え方が逆なん

です。福井県は県が市町村に寄り添っている。

市町村があって、足りないから県じゃないんで

す。やはり、ここから福井県の取り組みは違う

のかなというのを感じました。

それと、答弁の中にありましたけど、災害ボ

ランティア活動の県と市町村の総合訓練は、

私、見たことがないんですけど、やっているん

ですよね―やっているんですね。積極的な行

動というのは、教育もそうなんですけど、人と

お金というか、物と場所なんです。これが保証

されていれば、積極的にそういう活動は行われ

ると思うんですけど、やはり、災害ボランティ

ア活動の条例化を含め、災害ボランティア活動

基金が必要であると考えますが、御見解をお伺

いしたいと思います。

○総合政策部長（稲用博美君） 本県におきま
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しては、災害ボランティアセンターの設置・運

営、あるいはボランティア活動に必要な資機材

の調達など、災害発生時に緊急に必要となる経

費につきましては、共同募金会等の助成のほか

に、県の出捐により県社会福祉協議会に設置い

たしました宮崎県ボランティア基金等の活用に

より、対応しているところであります。また、

災害ボランティア活動の促進ということにつき

ましては、そのような活動を含めまして、広く

県民の社会貢献活動の促進を図るために、今年

度末を目途に、「みやざき社会貢献活動促進基

本方針（仮称）」を策定することといたしてお

ります。

○河野哲也議員 実は福井県では、2004年に発

生した福井豪雨においても、福井県災害ボラン

ティア活動基金が、この時点で１億3,000万あっ

たそうです。この災害によって使われた活動費

は8,600万だったんです。発災と同時に、ちゅう

ちょすることなく資機材を購入。条例で決まっ

ています。ボラバス─先ほど言いましたボラ

ンティアバスの輸送、これも素早くできる。災

害ボランティア活動の大きな後押しになったと

いう報告がありました。そして、議会も、条例

化されていますから、結論もすぐ出たというこ

とをお伺いしています。宮崎のボランティア基

金でここまでの対応ができるのかというのは、

甚だ疑問だなというふうに思います。この件に

ついては、また今後議論させていただきたいと

思います。

福井豪雨のときのボランティアの試みとし

て、県の教育長のほうから、県内全域の中高生

に対してボランティア活動を働きかけ、２万人

に近い高校生のボランティアが参加したそうで

す。私の記憶では、延岡においても、2005年の

台風では至るところで浸水しましたが、桜ヶ丘

というところ、田口議員がいらっしゃるところ

ですけれども、私もそこに入らせてもらったと

きに、延岡商業高校の生徒が、校区内の地区で

後片づけ等を本当に積極的に─水を含んだ畳

なんかとてもじゃないけど少人数では運べない

んですけど、高校生が積極的に活動していた姿

を今も思い出すところでございます。よく防災

訓練で赤十字の方々が炊き出し等の活動をされ

ていますが、調べてみたら、青少年赤十字に加

入して活動している高等学校があるということ

です。学校においてのボランティア活動はさま

ざまな形があると思いますが、災害ボランティ

アとして高校生の活動の充実というのを図って

いくべきではないかと考えますけど、教育長の

お考えをお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 高校生のボランティ

アにつきましては、各学校において、生徒会が

参加を募って自主的に行ったり、今お話があり

ましたように、青少年赤十字だとかあるいはユ

ネスコ部等が募集を行うなど、さまざまな形で

活動を推進しているところであります。災害ボ

ランティアの実績につきましても、これまで、

先ほどもお話がありましたが、平成17年に宮崎

市、延岡市で大浸水被害があった際には、かな

り多くの生徒諸君が後片づけ等に汗を流してく

れました。新燃岳噴火の際にも多くの生徒が支

援活動に参加いたしておりまして、迅速で積極

的な対応に対する地域の方々の感謝の声もいた

だいたところであります。また、本県では、現

在、全県立高校から東日本大震災の被災地に実

際に生徒を派遣し、支援活動を行う取り組みを

進めているところでありますが、このことは、

被災地の方々を支え励ますことはもちろんであ

りますが、生徒にとっても、自分の住む地域で

災害が発生したときの行動のあり方を学ぶ貴重
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な機会でありまして、生徒自身の成長にもつな

がるものであると考えております。今後、さら

にそういうボランティア活動の意義等の啓発に

努めてまいりまして、万が一災害が発生したと

きには、地域の力として力を発揮し、社会に貢

献できるような子供たちを育成してまいりたい

と考えております。

○河野哲也議員 ありがとうございます。もし

許されれば、県の防災訓練の中で、例えば高校

生が参加してボランティア活動の訓練をしてみ

るとか、そういうことも検討していただくとあ

りがたいなと思います。

県の積極的な取り組みがあるから課題が見え

るという部分があります。福井県も、実を言う

と、ここまで十分に取り組んでいるといいなが

ら、やっぱり諸課題が見えてきているというふ

うに報告がありました。どうか、県主体の災害

ボランティア活動を検討していただきたいとい

うふうに思います。

エネルギー政策についてお伺いしたいと思い

ます。

これは先ほどもありましたし、９月議会でも

非常に議論されたところでございます。再生可

能エネルギー、新エネルギー等の振興について

活発な議論があったと思いますが、宮崎のエネ

ルギー政策が全国に発信できるか、きょうはた

だしていきたいというふうに思います。

福井調査のもう一つの目的でありました原子

力災害について、私は、日本原子力発電敦賀発

電所近傍の活断層の調査現場と、日本原子力研

究開発機構「ふげん」の廃炉措置現場の視察を

行いました。

まず初めに、浦底断層のトレンチ─トレン

チというのは、山ののり面を10メートル掛け

る10メートル削ってその断層を調査するという

ことです─調査現場では、実際に破砕帯―

岩盤の中の割れ目で熱水等の影響によって周辺

の岩盤よりも脆弱になっている部分のことを言

うんですけど―を目で確認できました。そし

て、大深度立抗が45メートルまで掘削して調査

もされていました。実は説明の中で、これは前

に報告があったかもしれないんですけど、琵琶

湖方面から若狭湾方向に12カ所もの連続した合

計100キロにわたる断層が表示された地図を提示

されたんです。これを見たときは本当に、もう

原発の新規設置というのはないなというふうに

感じたところでございます。

そして、「ふげん」も視察させていただきま

した。「ふげん」のタービン建屋の解体現場に

も入らせていただきました。「ふげん」は、平

成15年から廃炉措置準備にかかって、平成20年

に廃炉措置に入り、現在も廃炉措置の最中で、

終了するのは平成45年ということです。気の遠

くなるような作業を目の当たりにしました。今

後訪れる各電力会社の原子炉廃炉のため、あら

ゆるデータの蓄積をしていかなければいけない

と感じました。なぜなら、現在ここで勤務して

いる職員の方々は、平成45年に現場で廃炉完了

を見届けることはないからです。実は公明党の

エネルギー政策なんですけど、原発の新規着工

は認められない、そして、原発の40年運転制限

制を厳格に適用して、１年でも５年でも10年で

も早く、可能な限り原発ゼロを目指していかな

いといけないというふうに感じました。

そこで、今回の調査で、では、宮崎県の役割

は何かということを考えました。やはり再生可

能エネルギーの自給率を高めて、日本一の再生

可能エネルギー、先頭に立って行うべきだと考

えます。まず、環境森林部長にお伺いします

が、本年から28年までの９億円の事業である宮
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崎県再生可能エネルギー等導入推進基金事業に

おいて、平成24年度の民間事業の申し込み状況

はどうなっているんでしょうか。

○環境森林部長（堀野 誠君） お尋ねの基金

事業につきましては、補助対象となる避難施設

等の民間施設に対しまして、９月から文書によ

る案内を行うとともに、県庁ホームページでの

広報などにより、きめ細かな周知を行ったとこ

ろであります。その結果、10月に開催した説明

会には20者の参加がありましたが、設備導入の

ための自己負担が大きいことなどにより、申し

込みはありませんでした。この基金事業は、平

成28年度まで実施する予定ですので、民間施設

への募集を引き続き行ってまいりたいと考えて

おります。

○河野哲也議員 宮崎県環境計画において、平

成27年度の新エネルギーの総出力目標は429メガ

ワットとなっていますが、現状はどうなってい

るかお伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 本県の新エネ

ルギー総出力電力の直近値は、平成22年度の実

績で約220メガワットとなっており、その内訳

は、太陽光発電が約75メガワット、バイオマス

発電が約139メガワット、小水力発電が約６メガ

ワットなどであります。県におきましては、現

在、宮崎県環境計画の目標達成に向けてさまざ

まな取り組みを行っておりますが、東日本大震

災を契機にエネルギーを取り巻く情勢が大きく

変化してきた状況等に対応するため、今年度、

新エネルギービジョンの見直しを行い、宮崎県

環境計画や現状を踏まえた新たな目標値を設定

し、より一層の導入促進を図ることとしており

ます。今後、新たなビジョンの目標を着実に達

成できるよう、本県の豊富な地域資源である太

陽光やバイオマス、小水力を重点的エネルギー

として位置づけ、戦略的プロジェクトに取り組

むとともに、県民、事業者、市町村と連携しな

がら、新エネルギーの積極的な導入を図ってま

いりたいと考えております。

○河野哲也議員 再生可能エネルギーによるエ

ネルギー供給が地域的エネルギーの需要を10％

超える都道府県は、９県あるということです。

トップが大分県で25.9％あるらしいです。宮崎

は6.4％なんです。ところが、太陽光とバイオマ

スについては全国１位、２位の自給率がある。

ということは、ここを宮崎ならではのエネルギ

ーとしてアピールすべきだと思いますが、企業

局のほうに、再生可能エネルギーの導入拡大に

向けてどう取り組んでいるか、確認をしたいと

思います。

○企業局長（濵砂公一君） 企業局におきまし

ては、低炭素社会の実現あるいはエネルギーの

地産地消への貢献などの観点から、本県の恵ま

れた自然環境を生かした小水力発電、あるいは

一ツ瀬川県民ゴルフ場などの企業局の施設への

太陽光発電の導入に取り組んでいるところであ

ります。特に小水力発電につきましては、これ

まで企業局が培ってきました技術やノウハウを

生かせることから、重点的に取り組むことにし

ておりまして、これまで祝子ダムあるいは綾北

ダムにおける河川維持放流水を活用した発電、

あるいは治水ダムでは初めてとなりますけれど

も、日南ダムを利用した発電など、可能なとこ

ろから順次取り組みを進めているところでござ

います。また、市町村や土地改良区が計画いた

します小水力発電につきましても、関係部局と

連携しながら、積極的に技術面での支援を行っ

ているところでございます。企業局といたしま

しては、このような取り組みを通じまして、県

内の再生可能エネルギーの導入拡大に寄与して
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まいりたいというふうに考えております。

○河野哲也議員 企業局は小水力ということな

んですが、実は、我が会派で新潟に調査に行き

ました。新潟は、自治体設置の太陽光発電所

で、増設に次ぐ増設をして、今、17メガワット

までの総出力を出せるメガソーラーの３カ所目

を建設しているということで、ぜひ宮崎も、誇

れるエネルギー政策の一つとして、太陽光の検

討を今後もしていただきたいというふうに思い

ます。

最後でございます。自殺対策で、自死遺族

―自殺をされた方の家族―の相談で、「こ

んなつらい思いは他の方にはしていただきたく

ない。何か私に手伝えることはないか」という

ことで、関係機関に確認をされたそうです。だ

けど、納得いくものがなかったということで、

私のところに相談がありました。私は、昨年、

うつ病患者を対象としたサロン運営に関して、

実施体制のあり方などについて検討を進めると

いう答弁をいただきましたが、その後の取り組

みを確認したいと思います。福祉保健部長、お

願いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御質問にあり

ました「うつ病サロン」での治療でございます

けれども、うつ病の有効な治療法の一つとされ

ておりまして、集団での認知行動療法の実施を

初め、うつ病患者へのさまざまな支援が行われ

ております。県では、県医師会と共同で設置し

ております専門部会等において、うつ病医療体

制に関する幅広い検討を行ってきたところでご

ざいまして、民間医療機関のスタッフ等に対し

て認知行動療法を中心とする研修を実施するな

ど、「うつ病サロン」を初めとするさまざまな

取り組みに向けた人材育成に努めているところ

でございます。今後とも、うつ病の早期発見・

早期治療を推進するため、地域における連携体

制の構築や人材育成に努めてまいりたいと考え

ております。

○河野哲也議員 医療機関への広がりというの

を非常に感じたところでございますが、これま

での取り組みに加えて、やはり相談があったと

いうことは、居場所等について県民が知らない

ということですから、そういう周知、それから

人材育成が必要だと考えます。再度、見解をお

願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） これまでの市

町村や民間団体等と一体となった取り組みによ

り、居場所づくりや声かけ活動など、地域にお

いて自主的な活動が行われるようになったとこ

ろでございまして、その取り組み事例を広く県

民の皆様に知っていただくよう、市町村と連携

を図りながら、広報に取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。

また、自殺対策の一層の推進を図りますため

には、地域に密着した市町村や民間団体等の取

り組みが必要であり、地域においてリーダーと

なる人材の育成が不可欠と考えております。こ

のため、県では、今年度から「地域の絆づくり

強化事業」を実施しておりまして、市町村や民

間団体が実施する居場所づくりなどの取り組み

への支援を通じて、核となる人材の育成に努め

ているところでございます。今後とも、市町村

等と連携を図りながら、自殺のない地域社会づ

くりに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 宮崎自殺防止センターの工藤

所長は、「ボランティアは、同じ目線に立てる

人であれば専門家である必要はない。悩んでい

る人を孤立させない手助けをお願いしたい」と

話しています。まさに自死遺族が望んでいたこ
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とでございます。県の積極的な支援を要望し

て、全てを終わります。（拍手）

○中野一則副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時44分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、内村仁子議員。

○内村仁子議員〔登壇〕（拍手） 自民党会派

の内村仁子でございます。質問に先立ち、先般

開催されました第10回全国和牛能力共進会で宮

崎県は日本一の栄冠に輝きました。関係の方々

の御苦労と御努力に心から感謝とお祝いを申し

上げます。２回連続日本一の栄誉で、宮崎県が

日本の畜産基地であるということを全国にアピ

ールできたのではないでしょうか。

私も10月25日､会場のハウステンボスに、車、

飛行機、電車と乗り継いで行きました。会場で

は、日本中の各県からＰＲに参加され、それぞ

れの意気込みはすさまじいものでした。その日

は牧元副知事も、宮崎牛の試食コーナーで「前

回日本一の宮崎牛です」と一人一人に声をかけ

ながら、振る舞っておられました。私はその場

にずっとおりまして、皆さんの反応を聞いてみ

ました。食べた方が全て「おいしいね」「やわ

らかいね」の声でした。この言葉を今後の宮崎

の発展につなげてほしいと思います。また、23

日の日本一感謝パレードでは、県議会からも多

数参加しました。雨の中、沿道の多くの人が

「万歳、おめでとう」と声をかけてくださり、

この受賞を大変喜んでおられました。

そして、11月の都城北諸の子牛競り市ではい

い値がつき、「仁子さん、べぶが高かったが」

と喜ぶ生産農家の声も聞かれ、早速日本一の相

乗効果があらわれました。これまで、鳥インフ

ルエンザ、口蹄疫など暗いことが発生し、気持

ちの落ち込む中、久々に県民が喜びを感じる快

挙だったのではないかと、私も喜びを享受して

います。知事も言われる「復興から新たな成長

へ」のスタートの一つとなるものと思います。

そこで、今議会でも、私の定番、女性の立場か

ら小さな声も届けるために質問してまいりま

す。

まず、福祉保健部長に、がん対策の取り組み

についてお尋ねします。ことしの３月24日、宮

崎県がん対策推進条例が制定されました。私

は、そのときの医療対策特別委員長を務め、委

員会では多くの調査、聞き取り等を重ね、委員

間の協議を重ねて、そして医師である清山議員

のアドバイスも受けながらの条例となりまし

た。その条例が、患者さんを初め県民のために

なることを考えて、さきの６月議会でも質問し

ましたが、今議会ではその後の経過をお尋ねし

ます。

まず１点目に、今年度、宮崎県がん対策推進

計画の見直しのために開催された、第１回がん

対策推進協議会の内容について伺います。

２点目に、第２回の協議会を、私と当時の図

師副委員長が傍聴させてもらいました。その中

で委員から、「他県では医療機関関係以外のさ

まざまな団体を協議会のメンバーに入れてお

り、宮崎県でも入れてはどうか」との提案があ

りました。これについてどう考え、また、患者

等の意見を計画にどのように反映させるのか伺

います。

３点目に、長野県のがん検診について、住民

ボランティアが各家庭を巡回し、受診を呼びか
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け、効果を上げているということです。本県で

も取り組む考えはないかお尋ねします。

壇上からの質問はこれで終わり、後は質問者

席より行います。（拍手）〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、第１回宮崎県がん対策推進協議会の内

容についてであります。８月９日に開催した第

１回の協議会では、現行の県がん対策推進計画

の数値目標の達成状況や、国のがん対策推進基

本計画の見直しを受けて、全体目標として、こ

れまでの「がんによる死亡者の減少」「全ての

がん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の

質の維持向上」の２つの柱に、新たに「がんに

なっても安心して暮らせる社会の構築」を加え

た、県の改定計画の構成案などを示したところ

であります。その中で協議会の委員の皆様から

は、予防の観点からのたばこの問題の重要性

や、がんを専門とする医療従事者の育成、かか

りつけ医との連携、緩和ケアの必要性、がん患

者団体への活動支援など、貴重な御意見をいた

だいたところでございます。

次に、県がん対策推進協議会の委員構成等に

ついてであります。この協議会は、がん医療に

関する施策の推進を図るために設置されたもの

であり、がん医療に関してすぐれた識見を有す

る医療関係団体や、がん拠点病院、検診機関、

がん患者など10名の方々に委員をお願いしてい

るところであります。がん対策における予防及

び検診につきましては、健康づくりに関連する

団体などで構成する健康づくり推進協議会や、

がん検診受診率向上委員会等で協議しておりま

すが、今後、総合的ながん対策の充実を図る観

点から、委員構成のあり方につきましては検討

してまいりたいと考えております。また、現在

策定中の計画につきましては、協議会の委員以

外の関係団体等に対しましても意見聴取を予定

しており、パブリックコメントを含めて、県民

の皆様の幅広い御意見を反映するよう努めてま

いりたいと考えております。

最後に、がん検診受診の呼びかけについてで

あります。がん検診につきましては、健康増進

法に基づき、市町村において実施されていると

ころでありますが、受診率向上は、がん対策に

おいて重要な課題であり、対象者一人一人への

受診勧奨が効果的であると言われております。

そのため、県では今年度から、市町村と連携し

て、県内３カ所のモデル地域において、はがき

・電話によるがん検診受診勧奨推進事業に取り

組んでいるところであります。また、戸別訪問

による受診勧奨につきましては、市町村に対

し、健康づくり推進員等の住民ボランティアの

活用を働きかけ、一層の受診率向上を図ってま

いりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○内村仁子議員 ただいまの答弁の中で、がん

検診受診勧奨推進事業のモデル地区３カ所とあ

りましたが、これはどちらの市町村ですか。ま

た、健康づくり推進員等の人数と主な組織内容

を教えてほしいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 今年度のがん

検診受診勧奨推進事業でございますが、都城

市、延岡市、小林市の３カ所をモデル地区に選

定し、合わせて約１万名を対象に実施している

ところであります。また、市町村の健康づくり

推進員等は、現在、14市町村で約2,500名となっ

ており、その主な取り組みとしましては、健康

教室や各種集会での検診受診の呼びかけや、戸

別訪問等を通じた健康づくりの支援でありま

す。
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○内村仁子議員 続けて、福祉保健部長にお尋

ねします。先般、ＮＨＫの九州版で、宮崎県の

がん対策推進協議会の様子が放映されました。

それから数日後、今度は全国放送の「おはよう

日本」の中で、宮崎県の様子と、がん患者の方

ががんの家族会を見舞われる姿や、長野県のが

ん対策の取り組みが放映されました。長野県で

は、平成16～22年度のがん検診受診率が､胃が

ん、肺がん、乳がん、子宮がん、大腸がんとも

に、全国平均を大きく上回っております。そし

て悪性新生物、75歳未満年齢調整死亡率も、年

次推移で全国平均を大きく下回っております。

検診受診率のアップと死亡率の低下の因果関係

が、確実に数字で示されています。このことか

ら６月定例議会においても、私は、がんに特化

した係（担当）設置のお願いをいたしました。

昨日も黒木議員から、職員のスペシャリストを

という要望がありました。特に、がん患者に

もっと寄り添った対策をするための課をつく

る、係をつくるということについて､再度お尋ね

いたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） がん対策を所

管している健康増進課の組織でありますけれど

も、平成23年度、昨年度の組織改正で、それま

での生涯健康担当を、がん対策などの健康増進

分野を担う「健康づくり担当」と「母子・歯科

保健担当」の２つに再編いたしまして、がん対

策を担う専任の職員を配置し、体制の強化を

図ったところでございますので、６月議会でも

御質問がございましたが、御理解を賜ればと考

えております。

○内村仁子議員 同じことを２度お尋ねしたわ

けですけれども、がんの死亡率が一番多いわけ

ですから、何とか前進をお願いしたいと思いま

す。

続きまして、平成９年４月に、県内看護師の

レベルアップと看護師の県内への定着というこ

とで、看護大学が設置されました。看護師の不

足が言われる中、県立看護大学入学者の県内出

身者の割合及び卒業生の県内就職者の割合につ

いて、現状をお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 今年度の県立

看護大学の入学者総数は102名でありますが、そ

のうち県内出身者は65名、63.7％となっており

ます。また、ことし３月の卒業生で就職した者

の総数が98名で、そのうち県内就職者数は45

名、45.9％となっております。

○内村仁子議員 次に、県立看護大につきまし

て、卒業生の県内就職を促進するために、大学

としてどのような手だて、取り組みをしておら

れるかお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県立看護大学

での県内就職率向上の取り組みでございます

が、まず、県内就職率が高い県内出身の学生を

確保するため、25名の推薦枠を設けますととも

に、県内の高校生等を対象にオープンキャンパ

スや進学説明会を開催しております。在学生に

対する取り組みといたしましては、県内医療機

関等の魅力を理解してもらいますために、県内

に就職した卒業生による体験発表会等の開催

や、県立病院等で行われるインターンシップや

バスツアーへの積極的な参加を促しておりま

す。また、県内医療機関に対しましては、学長

みずからが訪問して採用の働きかけを行うとと

もに、今年度からは、新たに県内医療機関によ

る合同就職説明会を開催する予定としておりま

して、県内就職の促進に努めているところであ

ります。

○内村仁子議員 続きまして、看護大関係につ

いてお尋ねします。県内の看護師確保につい
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て、今、部長が言われましたように、病院局で

は６月30日と７月１日の２日間、３つの県立病

院をめぐるバスツアーを実施され、県内51人の

今年度、来年度卒業見込みの学生を案内されま

した。また、院内保育の充実、救急外来、ＩＣ

Ｕ、看護師寮の見学会をされております。卒業

時、一時は、都会やよそでの生活をしたいとい

うことで県外へ出られる方が多いと思います

が、民間を含めまして、今の県内の医療施設の

充実、そして働く条件が昔からすると大分よく

なっているということのＰＲがまだまだ必要だ

と思います。県内就職率を向上させるために、

卒業生の追跡調査や、それを踏まえた指導等が

必要だと思いますが、どう取り組んでいかれる

のかお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県立看護大学

では毎年度、就職先が決まった４年生を対象

に、卒業後の進路を決めた理由や参考にした情

報などについてアンケート調査を行い、県内就

職率向上の取り組みに活用しているところであ

ります。また、県外に就職した卒業生の状況や

就職後の意識の変化などを踏まえた就職指導等

を行うことも必要でありますので、今後、その

手法等について検討してまいりたいと考えてお

ります。

○内村仁子議員 今後の追跡調査は大変大事な

ことだと思いますので、ぜひよろしくお願いし

たいと思います。今、県病院の就職試験につい

ても大分緩和されておりますので、経験者につ

いても、ぜひＵターンしていただくことを希望

して、看護大学関係の質問を終わります。

続いて、スポーツランドみやざきに入らせて

いただきます。私は、議会一般質問のたびにス

ポーツランドみやざきについて質問させても

らっております。今回も質問いたします。

景気の冷え込んだ中、宮崎の観光活性化に

は、緑豊かな、明るいスポーツランドみやざき

が最適と思っております。広く県民の声を届け

るために、今回もまた質問いたします。商工観

光労働部長のスポーツランドみやざきへの基本

的な考えをお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） スポーツ

ランドみやざきは、本県の恵まれた気候や充実

した競技施設等を生かして、行政と民間が連携

・協力し、スポーツイベントやスポーツキャン

プ・合宿の本県への誘致や受け入れなどに取り

組んでいるものであります。その結果、毎年、

プロ野球、Ｊリーグなど多くのチームにキャン

プを実施いただいており、昨年度は、県外から

プロとアマチュアを合わせて1,115団体を受け入

れ、延べ参加人数は過去最高の16万6,000人と

なったところであります。また、本年12月には

天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会

が､地方開催としては初めて都城市で、来年２月

にはＷＢＣ日本代表合宿が宮崎市で開催される

ことになっております。このように、スポーツ

ランドみやざきの推進は、地域経済の活性化や

情報発信等に大きな成果をもたらしており、本

県観光の大きな柱の一つとなっております。ま

た、一流選手のプレーを間近に見られること

や、キャンプの合間に直接指導を受ける機会が

あることなどに加え、さまざまな形で県民がス

ポーツを楽しめる環境があることは、競技力向

上や健康増進に大きく寄与しているものと存じ

ます。県といたしましては、引き続き市町村や

関係団体との連携を図りながら、受け入れ地域

の全県化、受け入れ時期の通年化、受け入れ競

技の多種目化など、スポーツランドみやざきの

さらなる展開に向け取り組んでまいりたいと考

えております。
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○内村仁子議員 スポーツランドみやざきの基

本を今、部長から伺いました。スポーツには、

見るスポーツ、参加するスポーツがあります。

ＷＢＣのように全国へ発信できるもの、そして

ありがたいことに、都城市で今回行われます天

皇杯バレーボールは、亡くなられましたバレー

ボールの松平監督や、都城におられる、今、体

育協会会長の日高先生、それと、日本バレーボ

ール協会の理事として活躍しておられる岩満さ

ん、そういう多くの方々の人脈、ネットワーク

によるものだと大変感謝して、御苦労ですが、

頑張っていただきたいと思っております。

スポーツランドとしての華々しいネームバ

リューはないんですが、障がい者のスポーツに

ついて、県としてはどのように取り組んでおら

れるのか、福祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 障がい者スポ

ーツは、リハビリテーションの手段としてだけ

でなく、障がいのある方々の健康増進や社会参

加の促進、さらには障がいや障がい者に対する

理解の促進にも大きな役割を果たしておりま

す。このため県では、宮崎県障害者スポーツ協

会と連携いたしまして、障がい者スポーツの普

及促進に取り組んでいるところであります。特

に、毎年５月に開催しております宮崎県障がい

者スポーツ大会への参加者は年々増加しており

まして、先月、岐阜県で開催された全国大会に

出場した選手が大会新記録を樹立するなど、競

技力も向上しております。また、日常生活の中

で実践できるスポーツ・レクリエーションの普

及を目的に開催しておりますスポーツ教室を、

今年度は15の市町村で開催し、約800名の方々

に、風船バレーや卓球バレーなど、障がいが

あっても楽しく参加できるスポーツを体験して

いただきました。県といたしましては、今後と

も、障がい者スポーツの一層の推進に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 今、障がい者スポーツについ

ての紹介をいただきました。障がいがあっても

なくても、みんなと一緒にスポーツができる、

そして一歩外に出るということは非常に大事な

ことだと思います。今、部長が言われたよう

に、障がい者スポーツにもこれからどんどん取

り組んでいただきたいと思います。

ここで一つ御紹介をいたします。ある障がい

者の方から手紙が届きました。毎年手紙をくだ

さるんですが、ことしも、12月９日青島太平洋

マラソンの翌日、12月10日、西都の自宅から左

手だけで車椅子を動かしてこの県庁を目指して

来られる障がい者がおられます。これまで青太

に対して赤耐と言っておられましたが、今回か

らは私耐、自分が耐えるということで、そのマ

ラソンとして県庁ゴール、12月10日の13時を予

定しておられます。時間のある方、皆さんどう

ぞ拍手で出迎えていただきたいと思います。こ

の方は車椅子でのマラソン参加をずっと希望し

て、いろんなところへ要望を出しておられるん

だそうですが、なかなか実現していない。「私

も走りたい、走りたい」と訴えておられます。

この方が一日も早く自分の思いを遂げ、車椅子

でマラソンに出られるように､こういう意向があ

るということを酌み取って、これから先、障が

い者スポーツとしての県の対応をお願いしたい

と思います。一つ御紹介をしておきます。

続きまして、県内スポーツ愛好者の支援につ

いてお尋ねします。まず、スポーツ・レクリエ

ーションについて、教育長にお尋ねいたしま

す。私は都城市レクリエーション協会の会長と

して、学校、福祉施設等で、会員と一緒になっ

てレクリエーションの普及指導をしておりま
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す。特に近年、ニュースポーツの要望が多く、

県レクリエーション協会からの指導で研修を受

けています。スポーツ基本法では─昭和36年

にスポーツ振興法が制定されましたが、平成23

年６月24日に、スポーツ基本法として全面改正

されました。その中の第２節第24条に、「野外

活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普

及奨励」というのが明記されております。この

ことから、スポーツ・レクリエーションについ

てどのように認識しておられるのか、教育長に

お尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） スポーツ・レクリエ

ーションは、誰でも気軽に取り組むことがで

き、心身ともに健康で活力ある生活を営む上で

大変有意義な活動であると捉えております。こ

のような認識のもとに、県民総合スポーツ祭に

おいては、平成18年度から、ペタンクやグラウ

ンド・ゴルフなどのスポーツ・レクリエーショ

ン種目13種目を取り入れるとともに、生涯スポ

ーツの振興のために本年度から取り組んでおる

「みんながスポーツ“1130”県民運動推進事

業」では、スポーツ・レクリエーションを取り

入れたイベント等を県内各地で開催していただ

いているところであります。今後も、関係機関

や関係団体等と連携を図りながら、スポーツ・

レクリエーションを含めた生涯スポーツの普及

・振興に努めてまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 続きまして、今答弁いただき

ました「みんながスポーツ“1130”県民運動推

進事業」は、今年度から始まったところです

が、これまでの成果についてお伺いいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 「みんながスポーツ

“ 1 1 3 0”県民運動推進事業」のタイトル

「1130」ですが、最初の「１」は１週間の１、

次の「１」は１回以上、「30」は30分以上、す

なわち１週間に少なくとも１回以上、30分以上

運動をしようという県民運動を広げたいという

ことで取り組んでいるものでございます。これ

までに、ポスターやのぼり旗等を作成、専用ホ

ームページや県広報番組による情報提供を行う

とともに、各地域で事業推進の核となる推進員

の方を委嘱するなど普及・啓発に努めていると

ころであり、事業の認知度が高まってきている

と捉えているところであります。また、推進員

の方々を中心に、日ごろ、運動・スポーツをさ

れない方々を対象としたスポーツイベント、運

動教室等を県内各地で実施していただいている

ところでありますが、これまでの半年間に

約1,000人の方が参加いただき、運動・スポーツ

に取り組むきっかけづくりができたのではない

かと考えております。今後とも、県民の皆さん

に気軽に継続して運動・スポーツに親しんでい

ただけるよう、事業の充実に努めてまいりたい

と考えております。

○内村仁子議員 このスポーツ基本法の中の

「野外活動及びスポーツ・レクリエーション活

動の普及奨励」というところに、「野外活動又

はスポーツ・レクリエーション活動に係るスポ

ーツ施設の整備、住民の交流の場となる行事の

実施その他の必要な施策を講ずるよう努めなけ

ればならない」と規定されております。このこ

とを踏まえ、私どもレクリエーション協会で

は、県レク協会のすばらしい指導者のもとで、

県内の多くの場で健康な県民生活を送るための

努力をしております。今後の県内スポーツ愛好

者支援を含んで大切にしていただきたいと要望

いたしておきます。レクリエーション協会員は

ほとんどボランティアで物事を行っております

ので、そのことも踏まえ─福祉施設での元気
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なお年寄り、元気な障がいのある方に、少しで

も楽しく暮らしていただきたいという思いで取

り組んでおります。そのことを踏まえて、これ

からもスポーツ・レクリエーションに対しての

御理解をお願いいたします。

続きまして、プロスポーツ支援についてお尋

ねいたします。県内で唯一のプロスポーツチー

ムでありますバスケットのシャイニングサンズ

の支援について、商工観光労働部長にお尋ねい

たします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 宮崎シャ

イニングサンズにつきましては、本県スポーツ

の振興はもとより、地元開催の公式戦に、対戦

チームの関係者やブースターと呼ばれるファン

が来県するなど、スポーツランドみやざきの推

進に寄与していただいておりますことから、県

では、ｂｊリーグ参入時からチームに対し、各

種の支援を行ってきております。まず、特別な

支援措置として、チーム立ち上げから３年の

間、試合会場として使用する県体育館の使用料

を全額免除いたしております。また、チームの

活動を広く県民に周知するため、２つの県政テ

レビ番組におきまして、バスケットボールの魅

力や、チームが地域貢献活動に積極的に取り組

む様子を紹介したほか、本年９月には県立図書

館におきまして、「宮崎のスポーツを応援しよ

う！」と題して、ホンダロックサッカー部とあ

わせて選手の紹介や写真の展示を行いました。

加えて、毎年、知事が開幕セレモニーに出席

し、挨拶と始球式を行い選手を激励するほか、

県職員に対しましては、公式戦情報等を随時提

供し観戦を呼びかけるなど、観客をふやすため

の支援を行っているところであります。

○内村仁子議員 再度、シャイニングサンズに

ついてお尋ねします。このシャイニングサンズ

は、地元の保育園とか学校に行きまして、地元

との密着といいますか、遊んだり、イベントに

参加したり、バスケットを指導したり、いろん

な活動を行っております。県内で唯一のプロス

ポーツチームとして、３年間頑張ってきまし

た。知事がセレモニーで挨拶、始球式を行って

いただいておりますことは、本当にありがたい

と思っております。ことしは、小林高校、延岡

学園高校のバスケット部を日本一のチームにさ

れた北郷純一郎さんに監督として就任していた

だきました。大変期待しているところです。私

は北郷さんと泉ヶ丘の同窓です。余計、熱を入

れたいと思っております。何とかリーグでの成

績を上げてほしいと思っていますが、県が、唯

一のプロスポーツチーム、宮崎シャイニングサ

ンズに対して補助金交付など経営面での支援は

できないかお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 宮崎シャ

イニングサンズはプロスポーツチームであり、

その経営は基本的に独立採算で行われることが

望ましいと考えておりますが、本県に拠点を置

く唯一のプロスポーツチームとして、スポーツ

ランドみやざきの推進に寄与いただいておりま

すことから、県として、先ほど答弁を申し上げ

たような支援を行ってきたところであります。

今後、チームが安定的に維持されていくために

は、ファンの獲得や支援企業の開拓・拡大など

経営基盤の強化を図ることが何よりも重要であ

りますので、そうした観点からも、県としてど

のような後押しができるかにつきまして、さら

に検討してまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。期待

しております。

続きまして、東日本大震災の支援策について

お尋ねいたします。
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私は９月に、震災から１年半後の東日本の復

旧・復興がどうなったのか、状況を調査に行っ

てまいりました。復旧・復興はほど遠く、何も

進んでおりません。去年の６月に行きましてか

ら変わったのは、雑草が生えているということ

と、道路の瓦れきが処理されていることでし

た。しかし、瓦れきは山積みにされているだけ

であります。そして南三陸町では、地盤が沈下

したために―私が行った日は大潮でした―

大潮で海水が入ってきて、そこのくぼ地では魚

がはねております。こういう状態でした。そし

て、都城市から４人が１年間の復旧支援のため

派遣されております。その激励を兼ねてマンゴ

ー10個を抱えて行きました。被災地に行きまし

たら、「わあ、マンゴーだ」ということで物す

ごく喜んでいただいて、私は「香りだけのお土

産になるかもしれません」と申し上げましたけ

れども、皆さん大変喜んでいただきました。こ

の東日本大震災に対する県の職員の派遣状況に

ついてお尋ねいたします。

○総務部長（四本 孝君） 東日本大震災被災

地への人的支援につきましては、本年11月１日

現在で、今までに延べ430名の職員を派遣してお

りますが、このうち１カ月未満の短期派遣が延

べ371名、１カ月以上の長期派遣が延べ59名と

なっており、長期派遣のうち５名については、

本年４月から１年間の派遣となっております。

また、派遣先の業務といたしまして、発生から

数カ月間は、防災ヘリコプターの派遣、あるい

は避難所の支援、被災者の心のケアなどの救助

業務などに当たっておりましたが、昨年６月か

らは、住民総合窓口や災害復旧といった市町村

業務の支援を行っているところでございます。

さらに本年度からは、被災３県の本庁や出先機

関におきまして、港湾や農業施設などの災害復

旧、被災者の税制優遇措置や震災廃棄物仮置き

場建設などの業務に従事しているところであり

ます。

○内村仁子議員 私が訪ねました自治体では、

「全国から職員の応援においでいただいて、大

変ありがたいと思っています」ということの次

に、「短期間での派遣ではどうにもならない」

という言葉もいただきました。それは、派遣さ

れた職員の方に、まず現地を案内して仕事の内

容を説明して、やれやれ仕事というときにはも

う帰っていかれるということだからです。でき

たら長期派遣をしてほしいとの向こうでの要望

でございました。長期派遣についてふやす考え

はないか、お尋ねいたします。

○総務部長（四本 孝君） 被災地及び全国知

事会からは、長期間の派遣要請が多く寄せられ

ておりまして、本年度は１年間の長期派遣、あ

るいは派遣先とも調整をした上で、数カ月交代

のローテーション方式での派遣を行っていると

ころでございます。今後とも、被災県からの要

請に可能な限り応じてまいりたいと考えており

ます。

○内村仁子議員 残られた職員の方の仕事も大

変だと思いますけれども、そこは何とか皆さん

でカバーし合っていただいて、ぜひ長期の派遣

をして、何とか東日本の復興・復旧に力を入れ

ていただきたいと思います。

私はことしの４月、全国自民党女性議員の大

会、研修会がありまして、そのときに福島県に

行きました。ガイガーカウンターを持参しまし

たが、カウンターを置いておきますと、風の向

き、そして自分の行った場所でカウンターの数

字が全然変わってきます。派遣職員の方の被曝

対策などの健康管理はどのようになっているの

か、総務部長にお尋ねいたします。
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○総務部長（四本 孝君） 派遣職員につきま

しては、派遣先の県において適切な健康管理が

行われているわけでございますが、このほか

に、派遣終了後に疲労蓄積やストレスの状況に

ついて調査を行い、必要があれば保健師や医師

の面談等を行っているところでございます。ま

た、福島県に派遣された職員につきましては、

放射線による影響が考えられる場合は、派遣先

における安全衛生管理のガイドラインに沿った

対応が行われておりまして、派遣終了後も、全

員に対して健康相談を行っているところでござ

います。

○内村仁子議員 ケアを、これからもぜひよろ

しくお願いしたいと思います。

続きまして、派遣中の職員の住居についてお

尋ねします。都城市から派遣されている４人の

うち２人は、約40分離れたところから自分の車

で通勤しております。ここは災害が最もひどい

ところで、とても住む家がないということで、

離れたところの市に住居を構えて、これも自分

たちで探してそこに住んで手伝いをしておりま

す。雪の深いところで、これから雪による山道

の通勤が大変じゃないかなと心配しております

が、県のほうの派遣中の職員の住居はどのよう

になっているかお尋ねします。

○総務部長（四本 孝君） 派遣職員の住居に

ついてでございますが、派遣先の自治体におい

て、アパートやウイークリーマンションなどを

用意していただいているところでございます。

○内村仁子議員 県の場合は向こうで準備して

もらっているということで、まだ救われるかな

と思いますが、都城から行っている人は、自分

で探すことが条件だったということで、それを

乗り切って頑張っております。受け入れ自治体

では､来てもらったこの職員が高度な技術能力を

持った職員で、立案、移転交渉とすばらしい職

員を派遣してもらったと、大変喜んでおられま

した。今まで区画整理などをやったことがない

ために、そのノウハウがないものですから非常

に助かっているということでした。その職員

は、居住地でちゃんと公民館活動もしており、

ごみの当番とかもちゃんとこなしながら、地元

の人たちと一緒になって行動をしており、本当

に頭の下がる思いでした。派遣職員に対する知

事の思いを伺いたいと思います。また、今後の

人的支援についてどのように考えておられるの

か、ばしっとお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 東日本大震災の被災地

に対する人的支援につきましては、先ほど総務

部長がお答えしましたように、さまざまな業務

について、県からも、また市町村からも職員を

派遣しているところであります。それぞれの職

員は、宮崎県の代表として、また宮崎県民の思

いを背負って、それぞれ立派な仕事をしていた

だいておりまして、現地の皆さんからも大変感

謝をされておるところで、私としましても誇り

に思っているところでございます。また、こう

した被災地における業務を通じて得たさまざま

な経験は、それぞれの職員にとっても大変貴重

でありますし、今後、本県が防災対策を講じて

いく上で生かしていかなくてはならないもので

あると考えております。職員の現地での仕事ぶ

りなどは、県庁のホームページの職員ブログな

どでも随時報告をさせていただいているところ

であります。

このような人的支援につきましては、被災地

の要望に応じて、救助から復旧・復興へ、ま

た、短期派遣から長期派遣へと形を変えてきて

おるところでありますが、まだまだ復興は緒に

ついたばかりであり、引き続き息の長い支援が
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必要であろうかと考えております。被災県の知

事からも、またそれぞれの町長さんも直接本県

に足を運ばれて、そのような要望なり現地の実

情を訴えておられるところでございます。今後

とも、庁内の業務執行体制にも十分配慮し、お

互いカバーをし合いながら、被災地の要望など

に応じて、可能な限り人的支援に取り組んでま

いりたいと考えております。

○内村仁子議員 大変ありがたい言葉をいただ

いたと思っています。よろしくお願いいたしま

す。

続きまして、本県の防災の取り組みについ

て、東日本大震災を踏まえた地震・津波の想定

見直し作業の中で、津波の浸水に対する検討の

進捗状況はどうなっているのか。また、津波の

検討に伴う避難場所の見直しはどのように進む

のか、危機管理統括監にお尋ねいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 東日本大

震災を踏まえた津波の浸水の想定につきまして

は、ことし８月に内閣府が公表しました南海ト

ラフ巨大地震の想定をもとに、現在、県として

の検討を進めているところでございます。具体

的には、昨年度新たに制定された「津波防災地

域づくり法」に基づきまして国土交通省との協

議・調整を行いながら作業を進めている段階で

ありまして、年度内をめどに県としての津波浸

水想定を公表できればと考えているところでご

ざいます。また、津波避難場所につきまして

は、既に見直しが進められているところであり

ますけれども、県が策定する津波浸水想定のデ

ータ等を踏まえ、改めて沿岸市町において対応

されることになります。

○内村仁子議員 ９月に南三陸町、気仙沼、女

川、仙台と回ってきたわけですが、南三陸町で

は、防災センターにいた職員42名が犠牲となら

れ、たくさんの花が手向けられておりました。

同じ南三陸町の志津川では、戸倉中学校の高

台23メートルの高さまで津波により浸水して、

犠牲者が出ております。きのうのニュースで

は、避難させなかった南三陸町の町長が告訴さ

れることが報道されました。県民が津波から適

切に避難するために、どのようなことが重要な

ポイントとなるのか、危機管理統括監にお尋ね

します。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 津波から

の避難に際しましては、迅速かつより高い場所

へ避難することが重要であると考えておりま

す。そのためには、津波に関する情報を住民に

いち早く伝達すること、より高い避難場所と安

全な避難経路を確保すること、住民の適切な避

難行動に向けた教育、啓発を行うことなどが必

要であると考えております。県といたしまして

は、これらの観点を踏まえまして、防災行政無

線やテレビ、ラジオなどの報道機関、メールサ

ービスなどを活用した複数の情報提供手段の確

保、また沿岸の市町による津波避難場所や避難

経路等の見直しの促進、啓発イベント、防災士

の養成を含む自主防災組織の活性化などに取り

組んでいるところでございます。今後、本県と

しての津波浸水想定等を策定した上で、これら

の対策について沿岸市町と連携しながら、さら

に取り組みを強化したいと考えております。

○内村仁子議員 宮崎県は、沿岸部が非常に長

くて広い土地ですので、高い建物がないという

ことで、これから先、大変な事態になると思い

ますが、ぜひまたよろしくお願いいたします。

今年度、防災拠点施設整備に2,000万円が計上

されています。今の進捗状況や執行状況はどう

なのか、お尋ねいたします。

○総務部長（四本 孝君） 防災拠点施設整備
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調査等事業費2,000万円を今年度計上しておりま

すが、このうち専門のコンサルタントへの各種

調査の委託費が1,848万円であります。また、有

識者による検討委員会を設置しておりますが、

その運営経費が152万円であります。執行状況と

いたしましては、各種調査を実施するととも

に、これらを資料として、検討委員会を今年度

は２回開催しておりまして、防災拠点庁舎の必

要性や求められる機能等について検討を行って

いるところでございます。

○内村仁子議員 続きまして、防災拠点庁舎の

整備検討について、その進捗状況を伺います。

○総務部長（四本 孝君） 防災拠点庁舎の整

備につきましては、現在、専門のコンサルタン

トに調査を委託いたしますとともに、防災や建

築の専門家を含む検討委員会において御意見を

いただきながら検討を行っているところでござ

います。このような中で、先ほどの御質問の中

にもあったわけでございますが、８月末に内閣

府から、南海トラフの巨大地震による被害想定

等が公表され、これによりますと、県庁域は浸

水をしないということでございましたけれど

も、この結果を踏まえて、現在、県でさらに詳

細な検討を行っているところでございます。防

災拠点庁舎の整備場所等の検討に際しまして

も、この影響がどういうものであるか念頭に置

きながら、引き続き、検討委員会で専門的な見

地から御意見をいただくとともに、県議会を初

め県民の皆様の御意見も十分お聞きしながら、

慎重に検討を行ってまいりたいと考えておりま

す。

○内村仁子議員 次に、危機管理統括監に再度

お尋ねします。南海トラフによる津波被害につ

いて、都城は海岸部から離れておりますので安

全だということで述べさせてもらいますが、南

三陸町でも拠点施設は分けておいたほうがいい

と語られました。津波の影響を受けない都城市

などに、何らかの防災機能を有する新たな施設

を設置する考えは持っていらっしゃらないかお

尋ねいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 議員から

御指摘がございましたように、大規模災害が発

生した場合に、県の災害対策の機能を分けるな

りして維持することは、大変重要な課題だと

思っているところでございます。したがいまし

て、県といたしましては、業務継続計画（ＢＣ

Ｐ）におきまして、本庁舎において業務を行う

ことができないと判断される場合には、代替施

設において業務を行うこととしております。こ

の代替施設につきましては、新たに、改めて施

設を整備するという考えではなく、都城総合庁

舎のように、宮崎市の外にある県有施設など既

存の施設について、使用可能な面積や設備等を

毎年度調査し、代替施設候補リストをつくって

準備するという考え方に立っているところでご

ざいます。このほか、防災関係機関が集結する

後方支援拠点を､内陸部を含め県内各地に確保す

ることとしており、既存の運動公園などを年度

内に指定できるよう関係市町村との協議を行っ

ているところでございます。

○内村仁子議員 この代替施設の調査ですが、

地震・津波災害はいつ起こるかわからない、早

いほうがいいと思うんですが、この調査はいつ

ごろ実施されるのか、再度お尋ねいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 代替施設

につきましては、ＢＣＰの規定に基づきまし

て、使用可能な面積、設備、費用等について毎

年度調査を行い、代替施設候補リストをつくっ

て準備することとされております。今年度につ

きましては、概略について調査を開始したとこ
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ろでございますけれども、詳細な内容調査は、

来年度以降、早急に実施したいと考えておりま

す。

○内村仁子議員 続きまして、南海トラフ関係

で、高速道路について、県土整備部長にお尋ね

いたします。南海トラフなどいつ起こるかわか

らない災害に対して、宮崎県は高速道路の整備

が非常におくれております。私たち道づくりを

考える宮崎中央女性の会は、陸の孤島化してい

る宮崎県の高速道路を、命の道として、国土交

通省、財務省、九州地方整備局長への陳情を重

ねてまいりました。東日本大震災でも高速道路

が命の道として、「くしの歯作戦」という名前

がつくぐらい活用されました。しかし、宮崎県

には、くしの根元さえもまだ整備されておりま

せん。宮崎県の高速道路について、県土整備部

長にお尋ねします。

○県土整備部長（濱田良和君） 大規模災害時

における高速道路を初めとする緊急輸送道路の

確保は、救助活動や救援物資の搬送はもとよ

り、その後の復旧・復興におきましても大変重

要でございます。県内高速道路の整備促進につ

きましては、知事が今議会冒頭に申し上げまし

たとおり、本県に残されたミッシングリンクの

早期解消に向け、必要な予算の確保や未事業化

区間の早期事業化について、県議会や市町村を

初め、「みやざきの道づくりを考える女性の

会」など民間の皆様とも連携しながら、引き続

き国や関係機関に対し強く訴えてまいります。

○内村仁子議員 展望のある御答弁をいただい

たと思います。高速道路につきましては、私た

ち女性の会では、今回、12月15日、22日に開通

いたします北川―須美江、そして都農―高鍋に

ついても参加いたします。そしてこれまで、都

城志布志道路の起工式、開通式にもずっと参加

してまいりました。前の国土交通大臣からは、

私たちが国土交通省に陳情に行きましたとき

に、「皆さんのような民間からの声が大変大事

です」と言葉をかけられました。都城志布志道

路の早期実現もお願いしまして―都城志布志

道路については直轄道路の部分が残されたまま

になっております。まだ途中になっております

が、一日も早い全線開通を、県も一緒になって

国のほうへ働きかけていただきたいと思いま

す。そして全部が開通しますと、高速道路が九

州を循環する形になります。今のところ、28年

度の開通予定ということも出ておりますけれど

も、前倒しで、一年でも早く、一刻も早く開通

することをお願いしていただきたいと思ってお

ります。

続きまして、環境森林部長にお尋ねいたしま

す。私たち都城盆地植物愛好会では、８月に諸

塚村のキレンゲショウマの観察会に行きまし

た。宮崎県版レッドデータブックに掲載されま

した希少植物を保護するために、今どのような

取り組みを行っていらっしゃるか伺います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 本県では、平

成17年に「野生動植物の保護に関する条例」を

制定し、絶滅の危機に瀕している希少動植物の

保護に取り組んでいるところであります。御質

問にありましたレッドデータブックは、保護推

進のための基礎資料として、本県の保護上重要

な野生生物を取りまとめたものであります。こ

のレッドデータブックに基づき、特にノカイド

ウなど42種を指定希少野生動植物に指定し、採

取等を禁止するとともに、希少動植物が多数生

息する高鍋湿原など７カ所を重要生息地に指定

し、地域住民とともに保護活動を行っておりま

す。また、地域で保護活動に取り組まれる方々

を野生動植物保護監視員に委嘱するとともに、
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県民の方々に希少動植物への理解を深めていた

だくため、平成23年度にレッドデータブックの

概要版を作成し、学校や図書館に配付したとこ

ろであります。今後とも、これらの施策を通じ

て、県民と一体となった保護活動に取り組んで

まいりたいと考えております。

○内村仁子議員 レッドデータブック概要版と

いうことで、今説明いただきましたが、この内

容についてお伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 概要版は、

レッドデータブック掲載の約1,500種の中から、

宮崎県の固有種や、より希少性の高い種など100

種を選定し、動植物の特徴や生育状況を解説し

たもので、4,000部発行しております。編集に当

たっては、野外観察などに携帯しやすいように

小型化するとともに、動植物の種類を区別しや

すいように色分けするなど工夫したところであ

ります。この活用によりまして、県民の皆様が

自然に親しみ、自然保護活動が広がることを期

待しております。

○内村仁子議員 これから先は要望になりま

す。諸塚村のキレンゲショウマはユキノシタ科

ですが、この取り組みについて少し紹介いたし

ます。諸塚村では、キレンゲショウマを鹿の食

害から守るために網を張って鍵をかけて、地域

ぐるみで保護しておられました。また、植栽地

に行く道端では、ヤマシャクヤク、ワタナベソ

ウ、イケマの花、シコクママコナ、いろんなシ

ダ類、見たこともないようなレッドデータブッ

クに載っている花々が植生しておりました。自

生しておりました。諸塚村の観光協会のツアー

でしたが、黒ダキ湧水にはキュウリ、トマトが

冷やしてあり、それをかじりながら帰りまし

た。この観光協会の職員の方は東京から公募で

見えた方だそうですが、山もきれいに整備して

あり、そして今、部長が答弁されました、地域

住民とともに保護活動をされている実態をまざ

まざと見て、その姿に感激しました。せっかく

レッドデータブックの概要版が今回つくられた

わけです。図書館、学校へ配付されたというこ

とですので、理科学習の学校教材として大いに

利用してくださるよう、教育長にお願いをいた

します。私どもは、これまでも毎年、学校に

行って植物採集の標本づくりなどをしておりま

すが、ぜひ理科学習に取り入れていただきたい

と思います。

そして、県がん対策推進協議会についてお願

いを申し上げます。あと２回開かれる予定とい

うことで、この前の２回目のときに話がありま

した。患者が要望しておられる人数の増加につ

いて、ぜひ聞き届けてほしい。テレビ番組で

は、ある大学教授が、「医師の参加も大変大事

である。しかし、がん患者の声を入れることが

また大変大事である」と言われました。あと２

回しかないと聞きましたが、この会は何回あっ

てもいいんじゃないかと思います。ぜひ患者の

声に耳を傾けて、寄り添った協議会にしていた

だきたいと思っております。

最後に、きょう、私で３人目になりますが、

きのう、来年３月30日、延岡での東京ガールズ

コレクションの決定が発表されました。若者が

夢を持ち、宮崎のよさをアピールでき、全国の

若者からうらやましがられる東京ガールズの公

演に努力してくださった、コンベンション協会

の方々や関係者に感謝申し上げます。先ほど河

野議員から、おばちゃん、おじちゃんも行くん

じゃないかと言われましたが、ぜひ、ばあちゃ

んも行きたいと思っております。これは、観光

振興の全国的なもう一つの起爆剤になるんじゃ

ないかと思います。１回目は県央で行われまし
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た。今回は県北で行われます。次は、私のいる

都城圏内でぜひ開催をお願いして、若者の輝く

目をぜひ見たいと思っております。これが、こ

れから先の宮崎県のすばらしいものになると期

待をして、これで私の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、押川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） それで

は、通告に従いまして一般質問を行います。

去る11月11日、日曜日、本年、第16回を迎え

ます都於郡城址まつりの中で、伊東マンショ没

後400年記念式典が開催されました。御存じのと

おり、伊東マンショは、西都市都於郡が生んだ

郷土の偉人であり、天正遣欧少年使節の正使と

してその主席を務め、ローマ法王に謁見する偉

業をなし遂げた偉人であることは、皆様方も御

存じのことだと思います。その没後400年の節目

を迎えるに当たり、マンショの功績をたたえる

とともに、その業績を後世に伝えることを目的

とする事業に市民挙げて取り組んできたところ

であります。今回の没後400年記念式典は、河野

知事を初め、地元選出国会議員、天正遣欧少年

使節ゆかりの首長の皆さんなど、各方面から大

勢の方々の御臨席を賜り、盛大に開催をされま

した。

また、その１週間前の11月３日、４日の西都

原古墳まつりには、牧元副知事が前夜祭と式典

に御出席いただきました。祭りも大変盛況に終

わり、市民の方々も大変喜んでおられました。

話は変わりますけれども、11月15日に東京で

ＴＰＰ交渉参加断固阻止緊急全国集会が開催さ

れ、その大会に知事も参加しておられます。今

回の反対の判断は早かったという県民の方々の

喜ぶ声をいただいたところであります。トップ

リーダーには大切なことだと思います。

ところで、現在、本県に対する、特に国土交

通省からの補助公共事業量が激減しており、非

常に厳しい状況が続いております。他県以上の

落ち込みであり、ここ数年の状況は極めてひど

いと言わざるを得ないと思います。一度水準の

引き上げを行わないと、とてもじゃないが、建

設業を初め、県内経済は他県以上に厳しい状況

が続くものと懸念しておるところであります。

補助公共事業の箇所採択等については、確保し

てくるのは知事の責任であり、他県の知事も全

力を挙げて取り組んでいるのではないかという

ふうに思います。坂口議員が６月議会でも指摘

をされておりますが、松形知事のころは、市町

村の首長や関係団体等を引き連れて、霞が関本

省の各関係課を一つ一つ丁寧に回って、精力的

な陳情要望活動を朝から夕方まで頑張っておら

れたというふうに聞いておるところでありま

す。

そこで、質問に入ります。知事就任以来、副

知事２人制の質問に対して、県の厳しい財政状

況にも十分配慮するとか、総合政策部長、総務

部長を加えて四役体制で進めていくなどという

答弁をいただいておるところでありますが、私

は、副知事２人制として、地元副知事を留守居

役に、知事と国からの副知事の２人で目いっぱ

いの陳情要望活動をし、国からの事業確保に向

け、全力で当たるべきではないかと思うのであ

ります。知事は今でも就任当時のように同じ考

えでおられるのかを壇上からお伺いし、以下の

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〕 お答えいたし

ます。

副知事２人制につきまして、これまでもこの

議場でも、たびたび議員の皆様から御指摘をい
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ただいたところでございます。副知事というも

のは、知事の補佐や職員の監督のほか、重要な

プロジェクトの総括や、さまざまな団体等との

円滑な連絡調整に当たるなど、重要な役割を

担っておるところでございます。また、今、議

員からお話がありましたように、西都古墳まつ

りにずっと出るとか、例えば今回の日本一連覇

に向けた宮崎牛の取り組みにつきましては、代

表牛が決まった後、牧元副知事にはすべての農

家のところに激励に回っていただき、底支えを

してもらったところでございます。

これまで、副知事のあり方につきまして、本

県の厳しい財政状況にも配慮し、１人制をとっ

ておりましたところ、一方では、今回の日本一

連覇のような状況の中で、口蹄疫等からの再生

・復興が新たな段階を迎えるに当たりまして、

攻めの姿勢で新しい時代を切り開くためのフー

ドビジネスの展開や東アジア経済交流戦略、ま

た、さらなる交通インフラの整備促進など、よ

り積極的に政策を推進する観点から、体制を強

化する必要性も感じているところでございま

す。２人制の導入につきましては、これまでの

御指摘も踏まえつつ、私なりに熟慮し、検討を

深めてまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○押川修一郎議員 ただいまの答弁は、今まで

と違いまして、一歩踏み込まれた答弁なのかな

というふうに聞かせていただきました。熟慮し

て今後検討するということであります。今、県

民の多くの方々から、副知事２人制の中で、１

人は県出身の方で、組織の代表あるいは団体、

県民の皆さん方が気軽にいろんなことが相談で

きる体制をぜひつくっていただきたいという御

要望等も十分私たちは、お伺いをしております

から、そのような方向で英断していただきます

ようにお願いを申し上げさせていただきまし

て、次の質問に移りたいと思います。

もう既に何名の方からも出ておりますが、全

国和牛能力共進会についてであります。

５年前の鳥取全共に続き、長崎全共において

も、９部門中５部門で優等首席を獲得、種牛部

門で内閣総理大臣賞、さらには団体賞など、史

上初の大会２連覇を果たしました。２年前の口

蹄疫の発生により約30万頭の家畜が処分され、

一時は出場停止も危ぶまれた中の快挙でありま

す。私たち自民党県議団も、出品者を激励し、

口蹄疫からの再生・復興を果たす姿を直接体感

するため、長崎に応援に行きました。会場で

は、各県ごとにのぼり旗やはっぴ姿の仲間の方

々が大きな声で応援をされていました。知事

は、全国の知事の中で唯一長崎に連泊され、出

品者を激励されたとお聞きしていますが、この

全共２年連続日本一の快挙の勝因は何だと思っ

ておられますか、お伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県では、今回の全国

和牛能力共進会に向け、平成21年に推進協議会

を設置しまして、「もう一度奪え 日本一」を

合い言葉に、関係者一丸となって取り組んでま

いりました。その後、口蹄疫により多くの牛を

失うという大変厳しい状況に陥ったわけでござ

いますが、この厳しい条件のもとで連覇という

快挙をなし遂げた背景には、３つの要素がある

かというふうに思っております。１つには、出

品者の皆様を初め、関係者の皆さんが、日本一

をかち取ることで口蹄疫からの再生・復興を確

かなものにしていきたい、そして全国の皆さん

に恩返しをしたい、復活の姿を見せて恩返しを

したい、そのような強い思いで取り組んできた

ということ。２つ目は、口蹄疫で多くの牛を失

いましたが、生産者の方の高い技術と、これを
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支える関係者のネットワーク、また地域全体で

取り組む体制というものは失われていなかっ

た、しっかり保たれていたということ。３つ目

としましては、畜産、それから農業関係以外の

多くの県民の皆様からも支援をいただいた、そ

して全国の皆さんから宮崎の口蹄疫からの再生

・復興に向けた取り組みに支援をいただいて、

それが関係者を後押ししたというようなことが

挙げられるのではないかというふうに考えてお

ります。まさに、生産者を中心とした多くの方

々の力の結束、団結力というものが、今回の連

覇をかち取った結果に結びついたものと考えて

おります。

○押川修一郎議員 まさしく、私もそういうふ

うに思うところであります。関係者各位の口蹄

疫から再生・復興に向けてのいろんな結束の中

に、今回こういうすばらしい結果が出たのでは

ないかなというふうに、本当にありがたく思っ

ておるところであります。

次に、２年半前に口蹄疫が発生して、その

後、生産を再開され、今回、内閣総理大臣賞を

受賞されました黒木輝也さん御夫妻の祝賀会が

昨夜開催されました。約230名の方が参加された

ようであります。黒木さんは喜びをこのように

言っておられました。「口蹄疫でゼロからの出

発だったが、仲間の後押しや県民の応援でここ

まで来られた。口蹄疫からの復興を全国にアピ

ールできた」と、目を潤ませ語っておられまし

た。本当によかったなということで、たくさん

の方々が祝福をしておられました。また、私も

その会場の中にいたわけでありますけれども、

いろんな関係者の方々や生産者の方々と会話を

していく中で、特に、低迷する枝肉価格や飼料

高騰で苦境に立たされているというような声を

大分聞かせていただきました。そこで、今回の

全国和牛能力共進会２連覇の成果を生かし、宮

崎県産牛肉の有利販売に向けて、マーケティン

グをどのように取り組むのか、知事にお伺いを

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 今回の全共２連覇とい

う快挙は、宮崎牛を初めとします本県食肉の取

引拡大につなげることのできる大きなチャンス

をいただいたものと考えております。このた

め、宮崎牛や県産豚肉を初めとしました、県産

食肉の流通から販売までの総合的な取り組みを

一体的に進めることを目的に、先般、県とＪＡ

グループや商工会議所連合会などで構成します

「宮崎牛及び県産食肉販売戦略会議」を設置し

たところであります。また、各県外事務所にお

きましても、官民で構成する「宮崎牛等販売営

業チーム」を立ち上げたところでありまして、

大消費地でのフェアやトップセールスなどによ

る今後の取引量の拡大に結びつく商談会などを

積極的に行うなど、マーケティング強化に向け

た取り組みを進めてまいりたいというふうに考

えております。また、宮崎牛の知名度のアップ

や価格の向上をさらに進めるという観点から、

これまでのように宮崎で屠畜して枝肉を売ると

いう取引のあり方に加えて、東京の卸売市場に

生体―生きたまま出荷をして、そこで直接、

競りによる評価を受けるといったような新たな

取り組みにも今、着手しておるところでござい

ます。そういったさまざまなアイディア、さま

ざまな新たな取り組みというものを進めること

によりまして、畜産農家の所得の確保、経営の

安定に向けて取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。ま

さしく、今までなかったような販売のやり方

で、今後、宮崎牛を特に東京の大消費地あたり
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で販売していくことが大事だろうというふうに

思うところであります。

それから、昨夜、若い後継者の皆さん方が、

黒木さんの祝賀会の後で、３連覇に向かって気

勢を上げる、本当に勢いづく―今回の日本一

の成果というものがいろんなところに波及して

きて、県民全てがそういう方向で浮揚していけ

ばいいなというふうに、昨夜感じたところであ

りました。

それから、現在の輸出先として、香港とかシ

ンガポール、マカオ、東アジアあたりを中心に

されておるんですが、昨日、山下議員の方から

質問等もありましたから、質問はいたしません

けれども、この販路拡大で、連続日本一のすば

らしい牛肉を積極的に売っていただきますよう

にお願いをして、要望とさせていただきます。

次に、９月12日付でありましたけれども、新

聞によりますと、東日本大震災の影響で、戦闘

機パイロットの養成に支障が出ており、宮城県

の松島基地の第４航空団で行っていた飛行訓練

の一部を、新田原基地の飛行教育航空隊で実施

するとの報道がありました。防衛省では、隊員

約130人、Ｆ15戦闘機約10機を新田原基地に配備

する計画を進めております。既に、県や地元新

富町、周辺自治体に説明を始めたとのことであ

ります。そこで、県にはいつごろ、どのような

内容で説明があり、そして知事はどのように認

識をされておられるのか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 新田原基地の改編につ

きましては、去る９月７日に、国の来年度予算

の概算要求の関連事項としまして、九州防衛局

から担当部局のほうに説明があったところであ

ります。内容としましては、昨年の東日本大震

災による宮城県の松島基地の被災に伴いまし

て、訓練機が使えなくなってしまったというよ

うなことです。飛行教育体制の見直しが行われ

まして、松島基地で行われておりました飛行教

育の一部を、25年度末から新田原基地で実施す

る予定とのことであります。具体的には、新田

原基地において、Ｆ15戦闘機が約10機、操縦

者、整備員等の人員が約130名増加する見込みで

あります。今回の見直しは大震災に端を発する

ものでありますが、本県では、訓練機の増加に

伴います騒音の増大など、周辺への影響という

ものが懸念されるところであります。このた

め、県といたしましては、今後、具体的な訓練

内容や対応策につきまして、国に十分な内容を

求めるとともに、地元の関係市町と連携をとり

ながら、対応してまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 私の住む西都市、それから

地元であります新富町は、このことについて反

対を議会等でもされておる状況であります。そ

ういう状況において、また私もお願いをしてお

きたいわけでありますけれども、まず地元並び

に基地周辺の安全性の確保をすること、そして

騒音区域内の住宅に対して完全な対策ができて

いません。特に、住宅防音工事の助成区域にあ

りながら、平成５年７月１日以降、新たに建設

された住宅は対象外となっております。まず、

平成15年８月29日の告示日まで助成対象とする

ことはもちろんのこと、新築、増改築された住

宅についても防音工事の対象としていただきた

いと、地元の方々からも頼まれております。私

も地域内を回ってみましたが、特に離発着する

周辺は騒音が激しく、会話もできない状況であ

ります。ぜひ、地元関係市町と連携をとってい

ただき、地元の方々が安心して生活ができる環

境をつくっていただきたいと思いますが、知事

のお考えをお聞かせください。
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○知事（河野俊嗣君） 新田原基地周辺の住宅

に対する防音工事につきましては、防衛省が指

定した一定の区域内で、かつ区域指定がなされ

た時点で既にあった住宅を対象として、国がそ

の経費を助成するということになっておりま

す。一方で、地元の関係市町におきましては、

対象住宅の拡大、いわゆる告示後住宅も対象と

することや、対象区域の拡大などの要望がある

わけでございます。基地周辺住民の生活環境の

改善は大変重要なことだというふうに考えてお

りますので、防衛省において地元の要望に適切

に対応いただきますよう、県としましても、関

係市町と連携を図って取り組んでまいりたいと

考えております。

○押川修一郎議員 特に、告示後関係でありま

すけれども、新しく建てた住宅はその対象にな

らない、そんなことはやはり困るということで

す。例えば、新しく住宅を西都市に建てようと

しても、告示後に建った家は防音工事ができな

い。環境はそれだけ騒音が激しいわけでありま

す。こういった条件あたりが整っていない中

で、一方的にそういう形で新田原で訓練をする

ということに対する反対というものが地元の議

会あたりでも出ているということで、私たちも

認識しておりますから、十分そういうものが払

拭できるような形の中で、知事も一緒になって

お力添えをいただければありがたいというふう

に要望しておきたいと思います。

次に、フードビジネスの推進についてであり

ます。

激化する地域間、国際間競争の中、対外的に

も競争力のある基幹産業の担う大きな役割とし

て、地域経済を循環させ、地域を活性化させる

ことが大切だと思います。本県が高いポテンシ

ャルを有する豊富な農水産物を核とすれば、地

域に根差した力強い基幹産業として、総合的な

食関連産業、フードビジネスの発展が可能にな

ると考えています。安全・安心で高品質な農水

産物と地域の力を基礎として、産学官や多様な

業種の英知の結果の融和により、フードビジネ

スを中核とした持続的な発展と構築を図るとと

もに、地域力を高め、新しい雇用の創出に取り

組むことが大事だと思います。今や全国でもい

ろいろな取り組みを始めたところであるという

ふうに聞いております。このような中で、本県

も他県におくれないようにしてほしいと考えて

おります。そこでまず、食品加工の取り組み状

況と課題について、商工観光労働部長にお伺い

をいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県の食

料品製造業は、製造品出荷額で見てみますと、

飲料等を含めると約３割と、大きなウエートを

占めており、また本県農林水産物の付加価値を

高める観点からも重要な産業であります。その

ような中、県内食品加工の課題としましては、

中小零細規模の企業が多いことから、マーケ

ティング力や営業力、さらには加工技術などが

全体として弱いということが挙げられます。ま

た、商品開発においては、これまでは「いいも

のをつくれば売れる」という発想が主流でした

が、これからは「市場から求められているもの

をつくる」、いわゆるマーケットインの商品づ

くりを目指すことが、ますます重要な課題に

なってくるものと考えております。

このため、県の取り組みとしましては、商品

開発への支援として、農商工連携等による新商

品・新技術開発を行う事業者への助成を行いま

すとともに、食品開発センターにおける相談対

応や加工技術向上のための指導などに努めてま

いりました。また、取引拡大のための支援とし
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て、商談会の開催やバイヤーとの意見交換、さ

らには人材育成のための支援として、セミナー

や研究会の開催などを実施しているところであ

ります。

○押川修一郎議員 同じく、６次産業化の取り

組み状況と課題について、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） ６次産業化に

向けた取り組みにつきましては、農業振興公社

にワンストップ窓口を設けて、農業者に対する

総合的な支援を行うとともに、他産業との連携

や参入による新たなビジネスモデルの創出にも

努めてまいりました。この結果、本県では、六

次産業化法に基づき、九州第１位の38件の計画

認定を受けるとともに、ジェイエイフーズみや

ざきや日貿ファームなど、県内外の企業による

積極的な取り組みが展開されているところであ

ります。今後、さらに６次産業化を推進してい

く上では、意識の醸成や人材育成、食品関連企

業と農業者等との効果的なマッチング機会の創

出等の課題もございますが、商工サイドを初

め、関係機関と十分連携を図り、着実に進めて

まいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 次に、フードビジネス推進

に係る今後の県の取り組み方針について、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） フードビジネ

スは、本県の強みであります豊富な農水産物を

生かせる裾野の広い基幹産業であります。この

ことから、今後一層の振興を図る必要があると

いうことで、関係部局が連携しまして、現状や

課題の洗い出し等に努めてまいりました。その

結果、フードビジネスを積極的に展開していく

上では、生産・加工から販売に至る段階におい

て市場ニーズを反映させること、そして１次産

業から３次産業までの多様な連携によって新た

な価値を生み出すこと、コーディネーター等の

人材育成や技術・経営面での支援体制を構築す

ることの３つの視点が重要であると整理したと

ころであります。

現在、それを踏まえまして、長期的な振興策

の方向性として、産地や加工業者、また実需者

等の情報集約や共有化の仕組みづくり、そして

市場ニーズに応じました生産供給・食品加工体

制の構築や国内外への販売戦略の展開、そして

３番目として、他産業との連携や参入の促進、

また産学官連携の推進といった観点、こういう

ことを踏まえまして、鋭意検討を進めていると

ころであります。

今後は、これらの検討結果をもとにしまし

て、フードビジネスの成長産業化を目指す新た

な構想を今年度内に取りまとめたいというふう

に考えております。その上で、関係部局、産学

官一体となりまして、地域産業や雇用を担いま

す総合的な食品関連産業の構築を図ってまいり

たいというふうに考えております。

○押川修一郎議員 今年度内にこの構想を立ち

上げられるということでありました。現在は、

先ほど各部長からお話をしていただきましたと

おり、食品加工における課題と問題点、それか

ら現状、同じように農業部門においてもそう

いったものが今、いろんな洗い出しをされてい

る状況というふうに理解をするところでありま

す。今後、農家や食品関連の方々がしっかり事

業ができるようにお願いをしますとともに、こ

の事業は特別重点施策でもありますので、知事

の意気込みについて、ここでお聞きをしておき

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） これまで答弁がありま

したとおり、本県の、例えば日本一の宮崎牛を
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初めとするすばらしいさまざまな食材がある、

また安全・安心な残留農薬検査体制は全国トッ

プクラスのものがある、そういう強みもあるわ

けですし、農業生産額が全国第５位なり７位と

いう、質、量ともにあるわけであります。これ

をフードビジネス、食関連産業ということで、

幅広く６次産業化のもとに産業の裾野を広げて

いくことは大変重要な課題であり、本県のこれ

からの経済というものを占う大変重要な取り組

みであろうという認識でございます。先ほど御

指摘にもあったとおり、伸び行く東アジアの大

市場の開拓、そういったところも視野に入れな

がら、本県の産業と雇用をリードする成長産業

に発展させていく、そのような決意のもと

に、25年度の特別重点施策の一つに掲げて、全

庁挙げて取り組んでまいりたいというふうに考

えております。

○押川修一郎議員 予算のほうもよろしくお願

いをしておきたいというふうに思っておるとこ

ろであります。

次に、精神疾患と自殺対策についてでありま

す。

今や、鬱病が国民病であることに異論を挟む

人はいないだろうと思います。そのことを裏づ

けるように、昨年、厚生労働省は、がん、脳卒

中、心筋梗塞、糖尿病の４大疾病に精神疾患を

加え、５大疾病とする方針を決定いたしまし

た。日本大学医学部精神医学系主任教授の内山

先生が、鬱病をめぐる現状についてお話をされ

ています。日本人の鬱病の生涯発生率は6.7

％、100人いたら６～７人は一生のうちに一度は

鬱病を発症することになるそうです。統合失調

症の場合は約１％ですから、その発症率の高さ

がおわかりになるでしょう。そして、気分障が

い患者の数は年々増加を続けているとのことで

す。中でも、鬱病の患者数は平成８年70万4,000

人と、96年の20万7,000人から大幅にふえている

とのことです。しかも、この数字はあくまでも

心の不調で医療施設を利用した患者数、つまり

潜在的な鬱病患者の数はこの数倍にも上ると言

われているそうです。そこで、県庁内における

過去５年間の鬱病を初めとする精神疾患を原因

とした休職者数について、知事部局、教育委員

会、警察本部の順でお伺いをいたします。

○総務部長（四本 孝君） 知事部局における

過去５年間の精神疾患を原因とする休職者数に

つきましては、平成19年度が29名、平成20年度

が32名、平成21年度が30名、平成22年度が36

名、平成23年度が31名となっております。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会関係職

員につきましては、県教育委員会事務局職員に

加え、県下約430校程度あります公立学校職員を

合わせた中で、過去５年間の精神疾患を原因と

した休職者数、これは実数でございますが、平

成19年度が47名、平成20年度が52名、平成21年

度が62名、平成22年度が67名、平成23年度が84

名となっております。

○警察本部長（加藤達也君） 警察職員の過去

５年間における休職者数でありますが、平成19

年度が２名、平成20年度が３名、平成21年度が

６名、平成22年度が９名、平成23年度が８名と

なっております。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

それぞれ５年間の数字を出していただいたとこ

ろでありますけれども、知事部局においても30

名を上下する状況でありますし、教育委員会に

おきましては、年々増加傾向にあるというのが

わかるわけであります。警察におきましても、

同じような数字で、10名を割るぐらいの疾患者

数ということなっておるわけでありますけれど
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も、このことを受けて、それぞれどのような対

策をされておるのか、同じく知事部局のほうか

らお伺いをしたいと思います。

○総務部長（四本 孝君） 知事部局の職員に

対するメンタルヘルス対策についてでありま

す。まず、１次予防でありますが、全ての職員

を対象として、鬱病等の精神疾患についての理

解を深めるための啓発や、役職や年齢などに応

じた研修を行っております。次に、２次予防と

して、精神疾患を早期に発見し、治療に結びつ

けるために、精神科医や臨床心理士による相談

体制を整えているところでございます。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会といた

しましては、精神疾患の予防対策として、公立

学校共済組合と連携をいたしまして、一般職員

や管理職を対象に、専門医等を講師とした研修

会の開催や、各所属に保健指導員を派遣し、心

身の健康増進のための保健指導などを実施いた

しております。また、早期発見・早期対応のた

めに、専門の相談員を配置したり、４つの専門

医療機関を指定するなど、相談体制の充実を

図っております。さらに、今年度から新たに、

全ての職員に対してストレスチェックを実施

し、みずからのストレスについての気づきを促

すことにより、セルフケアに対する意識の向上

も図っているところであります。

○警察本部長（加藤達也君） 警察職員に対す

る予防対策についてであります。まず、１次予

防対策でありますが、全職員を対象としたメン

タルヘルスハンドブックの配付や、ストレス

チェック及びセルフケア研修会の実施、幹部等

を対象としたメンタル相談対応研修会の実施等

を行っております。次に、２次予防対策といた

しまして、臨床心理士等による相談体制を整え

るなどして、精神疾患の早期発見・早期対応に

努めているところであります。

○押川修一郎議員 それぞれ対応をとっていた

だいておるわけでありますけれども、早期発見

・早期対応というのが何より大事だろうという

ふうに、私も見たところであります。そして、

監査委員を今させていただいておるわけであり

ますけれども、各部課のところを回って、そう

いった方々の話を伺うときに、気づいたらすぐ

話をしてあげるとか対応する、そういったこと

が大事ではないかなという話も今回、何度かお

聞きをいたしました。そこで、本日のこの予防

対策にありますように、早期発見・早期対応の

中で、できるだけ職員の皆さん方が明るく仕事

ができるような環境で今後も取り組んでいただ

きますように、お願いをしておきたいと思いま

す。

次に、ただいま県庁内における精神疾患の患

者数と予防対策について聞いたところですが、

同じく直近５年の県内における精神疾患の患者

の推移はどのようになっているのか、また予防

と対策について、あるいは市町村とはどのよう

な取り組みがなされているのか、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） 厚生労働省の

統計でございますが、国が３年に一度の患者調

査というのをやっており、直近が、まだ平成23

年が公表されておりませんので５年ということ

でしたけれども、平成20年と14年の比較で申し

上げますと、精神疾患の患者数が、平成14年１

万9,000人と推計されていたものが平成20年には

２万7,000人と、大幅に増加をしております。精

神疾患につきましては、早期発見・早期治療が

大変重要でありますので、住民に身近な窓口で

ある市町村においても、心の不調に早期に気づ

き、治療へとつなげる必要があります。このた
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め県では、精神保健福祉センターにおいて、市

町村職員等を対象とした研修を実施するなど、

人材育成を支援いたしますとともに、未治療者

等への個別訪問を行うアウトリーチ事業におい

ては市町村と共同で対応するなど、連携を図っ

ているところでございます。

○押川修一郎議員 いろんな取り組みをしてい

ただいてありがたいなというふうに思うわけで

ありますけれども、そういった取り組みの中

で、患者数なり、そういった傾向の方々が少な

くなるような形で、さらに御指導なり御努力を

お願い申し上げておきたいと思います。

次に、本県の自殺者は、平成９年以降連続し

て300人を超えており、19年の394人をピークに

３年連続で減少し、22年は307人となったが、23

年にはまた312人と、前年と比べ、やや増加して

いるとのことであります。全国的には、秋田

県、岩手県、新潟県に次いで４番目に自殺死亡

率が高いようですが、自殺の原因はどのような

理由が多いのか、福祉保健部長にお伺いをした

いと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 自殺はさまざ

まな要因が複雑に関係して起こると言われてお

りまして、その要因を絞り込むことは難しいと

言われておりますけれども、警察庁の統計でご

ざいますが、平成23年の本県における自殺の主

な原因でございますが、健康問題が65.5％、経

済・生活問題が27.0％、家庭問題が23.4％と

なっております。

○押川修一郎議員 同じく、福祉保健部長にお

伺いいたします。本県の自殺対策はどのように

なっているのか、また市町村への支援はどのよ

うなものがあるのか、お伺いをしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県ではこれま

で、「宮崎県自殺対策行動計画」に基づきまし

て、総合的な対策に取り組んできたところであ

ります。取り組み内容といたしましては、県民

への自殺対策に対する正しい認識の普及に努め

るとともに、医療関係者などに対する研修の実

施のほか、ＮＰＯが運営いたします自殺防止電

話への支援や、県独自の自殺防止電話である

「ライフネット宮崎」の開設等を行っていると

ころであります。また、市町村に対しては、平

成21年度に造成いたしました「宮崎県地域自殺

対策緊急強化基金」を活用し、自主的な取り組

みを支援してまいりましたが、今年度からは、

市町村や民間団体が実施する、人材養成や声か

け活動、居場所づくりなど、地域に密着した地

域のきずなづくりを重点的に支援しているとこ

ろであります。

○押川修一郎議員 実は、私の地域でも、子育

て中の30代後半のお母さんが自殺をされまし

た。子供さんのことや御家族の方々のことを考

えると、とても心が痛んでならないわけであり

ますけれども、どうして防ぐことができなかっ

たのだろうかなということを考えたときに、

今、部長の答弁にありましたように、ＮＰＯと

か「ライフネット宮崎」とか、こういうものが

本当に末端までいっていたのかなと。やはり市

町村、民間団体、こういった連携というものが

いかに大事かなということで、再度、部長にお

伺いいたしますけれども、この関連についての

市町村への周知徹底、いま一度お願いしたいと

思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 先ほど議員の

ほうからも御指摘がございましたとおり、本県

の自殺者数といいますのが昨年は312人で、15年

連続で300人を超えているということで、極めて

厳しい状況であると認識しております。これま
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での市町村、それから民間団体等と一体となっ

た取り組みによりまして、例えば高原町の「一

日30人と話そう会」など、その地域において自

主的な活動が行われるようになるとともに、自

殺対策や精神障がいに対する県民の意識が以前

に比べて改善されつつあると考えております

が、若年層に対する対策、それから自殺未遂者

への支援など、課題もあるというふうに考えて

おります。今後とも、市町村等と連携を十分に

図りながら、地域のきずなづくりなど、地域に

密着した取り組みを推進し、自殺のない地域社

会づくりに取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○押川修一郎議員 同じく、これまでのいろん

な取り組みをされた中での効果についてもお聞

きしておきたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいま申し

上げましたように、地域でのいろんな取り組み

がなされてきており、私どもといたしまして

は、そういう住民の皆さんの意識というもの

も、以前に比べては改善されつつある状況では

ないかと思っております。地域みずからが取り

組んでまいります居場所づくりみたいなものが

どんどん展開されて、孤立しないような地域に

なっていくことを大いに期待しているところで

ございます。

○押川修一郎議員 次に、ハード面であります

けれども、自殺対策の関係でもう１点お伺いい

たします。西臼杵地区を回りますと、橋からの

飛びおり自殺を防ごうと、県と地元自治体が橋

の手すりにフェンスを設置する取り組みをなさ

れておるようであります。高千穂警察署による

と、平成17年から平成23年までに管内で36人が

橋から飛びおり自殺をしているとのことであり

ます。このことから、県と地元自治体で、100メ

ートル以上の主な５つの橋に、人が乗り越えな

いよう、高さ１メートル70センチの、周りの景

観にも十分配慮した金網を張ったとのことであ

ります。そこで、県土整備部長にお伺いいたし

ます。県単公共事業になると思いますが、西臼

杵地区以外の地域においても、このような取り

組みはできないものか、西臼杵地区をモデルと

して、他の地域においても自殺対策として地元

自治体と協力して取り組めないものか、お伺い

をいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 橋梁につきま

しては、例えば立体交差の箇所などに落下物を

防止するためのフェンス、こういったものを設

置することはございますが、道路管理者として

は、通常、自殺対策フェンスの設置までは行っ

ておりません。お尋ねの西臼杵地区におきまし

ては、橋からの飛びおり自殺が多く、福祉保健

部を中心に自殺対策事業が実施されることと

なったことから、施設の管理者として応分の負

担をしたところでございますが、予算の厳しい

中、道路管理者が単独でこのような事業を行う

ことは困難であると考えております。

○押川修一郎議員 実は、九州管内、他県では

県単事業でこういう事業を実施しておられる県

もあるということであります。部長、厳しい

じゃなくて、県単予算もあるわけでありますか

ら、こういう防止あたりについては今後、十分

検討して、やるという方向でお願いをしたいと

思いますが、いかがでしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 道路管理者と

しての本来の道路管理というのは、まず道路利

用者の安全確保だと考えております。そのため

の事業、いろいろございまして、本来の道路予

算というものは、そういった事業にやっぱり投

資すべきであるというのが私どもの考えでござ
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います。

○押川修一郎議員 熊本県あたりでは、県単事

業でこの事業を実施しておられるようでありま

すから、また調べていただいて、御検討してい

ただきたいと思います。

次に、少子化対策に移ります。

我が国の人口構造の推移と見通しによれ

ば、2010年（平成22年）の１億2,806万人をピー

クとして、38年後の2048年（平成60年）に

は9,913万人で、2,893万人が減少すると言われ

ております。2060年には─平成72年になりま

すが─8,674万人だそうでありまして、さら

に1,239万人が減少するという我が国の見通しで

す。本県においても、全国の流れと同じ

く、2030年（平成42年）には96万2,000人という

ことで、100万人を切る状況にあります。

そこで、本県を見てみますと、合計特殊出生

率は1.68で、全国２位とはなっておりますが、

それでも平成23年の出生数は１万152名で、ここ

数年で１万人を割ることが予想されます。これ

は本当に危機的なことだと心配になります。そ

こで、本県における少子化対策はどのように取

り組んでおられるのか、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） 少子化の急速

な進行によりまして、労働人口の減少等による

社会経済活力の低下や子供自身の健やかな成長

への影響など、さまざまな影響が懸念されてお

りまして、少子化対策を社会全体で取り組んで

いくことが重要となっております。このため、

県では現在、「次世代育成支援宮崎県行動計

画」に基づきまして、子育て支援サービスの充

実や仕事と子育ての両立支援などの各種施策を

総合的に推進しているところであります。ま

た、県民一人一人が関心を持ち、社会全体で子

供と子育て家庭を応援する機運の醸成を図りま

すため、県民、事業所、関係団体、行政等が連

携しながら、「未来みやざき子育て県民運動」

を展開しているところであります。本県は、合

計特殊出生率が６年連続で全国第２位を維持す

るなど、恵まれた子育て環境を有しております

ので、今後とも、この財産を生かしながら、誰

もが安心して子供を産み、子育てが楽しいと実

感できる環境づくりを推進してまいりたいと考

えております。

○押川修一郎議員 これは、経済的なものから

いろんなものがミックスしてこないと、一県だ

けではなかなか解決する問題ではないというふ

うに思いますけれども、できるだけ少子化対策

にさらに取り組んでいただきますようにお願い

をしておきたいと思います。

次に、現在、全国の30～34歳男性の未婚率

は50％に近づき、男性の生涯未婚率も20％を超

えると言われているそうです。国立社会保障・

人口問題研究所が行った独身者調査によると、

結婚の障害のトップは、男女ともに結婚資金

で、格差が広がれば、貧しい層はますます結婚

できないということになりそうです。日本の経

済力が低下すれば、当然、低所得者層もふえて

いきます。国立社会保障・人口問題研究所の日

本の世帯数の将来推計によれば、2030年の男性

の生涯未婚率は29.5％に達するそうです。この

上昇傾向がその後も続くと仮定すると、2050年

には何と４割以上が一度も結婚できないという

ことになるそうです。少子化対策上も非常に憂

慮すべき事態だと考えますが、このような状況

を踏まえ、本県では結婚支援にどのように取り

組んでおられるのか、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） 議員御指摘の
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とおりでございますが、未婚化・晩婚化の進行

は、少子化の大きな要因の一つでありますこと

から、県では平成20年度から、独身男女が出会

うイベントの実施や、民間団体等が実施いたし

ます出会いの機会の情報を電子メールで提供す

る事業など、社会全体で結婚を応援する機運づ

くりに努めてきたところであります。今年度

は、「愛のキューピット支援事業」として、県

内各地で結婚支援活動を行う７つの民間団体等

に対して補助を行うとともに、これまで結婚支

援活動に取り組んできた団体間の意見交換会を

実施いたしまして、ネットワーク化を図ること

としているところであります。県といたしまし

ては、結婚を応援する取り組みは未婚化・晩婚

化対策として大変重要であると考えております

ので、今後とも、市町村や民間団体等と連携し

ながら取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 たまたま私も、地元の河川

のコスモスの花見に招待されて、その場に行っ

ておりましたら、若い男女の方々のこの「愛の

キューピット支援事業」の婚活行事がちょうど

開催されていまして、男性が10名、女性が９名

の参加だったというふうにお聞きしたところで

あります。会場の中にテントを張られて、その

中でゲームをされたり、あるいは会話をされる

中で、一通り終わられると、それぞれに話した

い人あるいは歌を歌う人ということでカップル

がつくられて、歌を歌ったりする和やかな中で

その事業が進んでおる状況を見たところであり

ます。今もメールあたりでおつき合いをされて

いる方が何組かいらっしゃるということであり

まして、今後、引き続き、追跡ではありません

けれども、調査もしてみたいということで、関

係者の方々も大変喜んでいらっしゃいました。

特に農業者だけじゃなくて、今いろんな職種の

方々も男女交流の場が少ないというふうに聞い

ておりますので、今後とも、こういった事業と

いうものを引き続き行っていただきますように

お願いしておきたいと思います。

次に、記紀編さん1300年記念事業についてで

あります。

昨日、黒木議員のほうからもありましたが、

私たちも常任委員会で島根県にも入ったところ

でありますけれども、かぶる質問は避けさせて

いただきます。今回、記紀編さん1300年記念事

業で、本県は、古事記や日本書紀に描かれた日

本発祥にまつわる日向神話の舞台であり、多く

の伝説や伝統文化、史跡等が残されています

が、平成24年は古事記編さん1300年、また平

成32年は日本書紀編さん1300年に当たります。

こうした歴史の節目に当たり、本県の宝である

日向神話や伝説、史跡などを再認識するととも

に、県民の力を結集し、本県の未来を創造して

いく契機とするため、平成32年も視野に入れな

がら、記紀編さん1300年記念事業のスタートに

なったところです。本年、特に誘客対策事業に

取り組んでおられますが、事業内容等の評価を

どのようにされているのか、商工観光労働部長

にお聞きいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ことしは

古事記編さん1300年の節目の年として、４日前

に開催いたしました首都圏での関係３県の知事

シンポジウムを初め、早稲田大学や丸の内朝大

学─これは丸の内近辺に働く方々を対象に出

勤前に開催している講座でございますが─こ

ういった公開講座の実施、「みやざきweeeek」

における九州国立博物館での特別展、「神話博

しまね」へのブース出展など、さまざまな機会

を捉えて日向神話のＰＲを行ってきており、ま
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た、東京、大阪、福岡などの大都市圏におきま

して、旅行会社向けのプロモーションなどを実

施しているところであります。また、県内にお

きましては、神話ゆかりの地をめぐるバスツア

ーや、女優の浅野温子さんによる日向神話の読

み語り、３週連続での宮崎神宮大祭、西都古墳

まつり、古事記ゆかりのご当地グルメまつりな

どに取り組むとともに、さらに、哲学者の梅原

猛先生、漫画家の里中満智子先生による講演会

なども開催したところであります。

このような中、大手旅行会社等により多くの

旅行商品が造成され、新聞、テレビ、雑誌等の

マスメディアに本県の神話に関した情報が取り

上げられる頻度も高くなってきております。ま

た、各種のシンポジウムや公開講座等に参加さ

れた多くの方々からは、「日向神話がよくわ

かった」「宮崎を訪れたい」などの感想をいた

だくとともに、例えば、先ほどの丸の内朝大学

の受講者の多くが実際に本県を訪問されると

いった事例も見られ、青島神社や高千穂神社等

の関係者―宮司さんたちでございますが―

こういった方々からは、特に若い女性を中心に

観光客がふえているという声もいただいており

ます。このように、本県の古事記ゆかりの地と

しての認知度は次第に高まってきているものと

考えており、今後とも、ことしの取り組みで得

ました成果等を生かしながら、本県の神話の魅

力を全国に発信し、観光誘客につなげてまいり

たいと考えております。

○押川修一郎議員 ただいま商工観光労働部長

のほうから、取り組んだ事業の効果、あるいは

誘客についての答弁をいただいたところであり

ます。この事業というものは息の長い事業であ

りますから、全庁的に取り組んでいかなければ

ならないというふうに考えておりますけれど

も、初年度であることしの実績を踏まえて、来

年度以降どのように取り組んでいかれるおつも

りなのか、知事にお聞きしておきたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） ことしは、まさにキッ

クオフの年、スタートの年と位置づけまして、

古事記編さん1300年を記念したさまざまな事

業、イベントを通じまして、「神話のふるさと

みやざき」を県内外にアピールしてきたところ

でありますが、市町村や民間などの取り組みも

活発化しており、県民みんなで盛り上げていこ

うという機運が徐々に広がってきているのでは

ないかという手応えを感じておるところでござ

います。

今、部長が答弁しました東京で行ったシンポ

ジウムは、奈良と島根の知事と３人でやってき

たわけでありますが、非常に印象的なことが２

点ございます。１点目に感じたことは、口蹄疫

や新燃岳の噴火、さらには大震災等を経験した

後のこの年に古事記編さん1300年を迎えたその

状況の中で、古事記に込められたいろんなメッ

セージ、自然の圧倒的な力など、どうしようも

ないものに対してどのように向かい合うかとい

うような、それがすっと頭に入ってくるよう

な、そのようなタイミングで迎えることができ

たのではないかということ。それから２点目と

しましては、例えば奈良県であれば、国宝級の

神社仏閣がたくさんあって、常日ごろから観光

客がたくさん訪れるというような状況、島根で

は出雲大社だとか、スペクタクルな出雲神話と

いう圧倒的な存在がある中で、本県の特徴とし

ては、北から南まで県内各地に、身近なところ

で古事記ゆかりのさまざまな行事なり史跡な

り、いろんなものがあるというところであろう

かなというふうに考えておるところでございま
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す。

来年度以降も、この機運をさらに高めていき

たいというふうに考えておりまして、８年後の

日本書紀編さん1300年を見据えながら、例えば

出雲神話であれば日本書紀にはほぼ取り上げら

れていないわけでございますが、幸い、本県の

日向神話というものはその中にも位置づけられ

ておるところでございます。そういったところ

を見据えて、じっくりと腰を据えて、本県の宝

というものを発見し磨いていくこと、これが大

変重要であろうというふうに思っております

し、県民の皆様が改めてそういう足元を見詰め

直し、本県のよさに気づいていただくこと、そ

して本県への誇りや自信を持っていただく、そ

ういったことに結びつけてまいりたいというふ

うに考えております。

また、時あたかも来年は、本県が鹿児島から

分県をしまして置県130年という節目に当たるわ

けでありまして、まさに本県の来し方行く末を

見詰め直す非常にいい機会をいただいたのでは

ないかというふうに考えております。

現在、今後の施策展開の方向性を示す基本構

想の取りまとめを行っているところであります

が、官民挙げて、長期的な視点から、本県の歴

史的・文化的資源の掘り起こしや、県民の理解

促進といった基盤づくりを進めながら、観光誘

客や多様な分野への広がりを持たせるような、

また、きょういろいろ議論で出ております東京

ガールズコレクションも、恋旅という取り組

み、これは神話なりというものを別の視点から

の魅力ということで仕立ててきたわけでござい

ます。そういったところも活用しながら、新た

な、さらなる展開というものを図ってまいりた

いと考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

たいと思います。

次に、私は１年前の11月議会において、葉た

ばこ廃作に伴い、国庫補助事業等により整備さ

れた５施設の処分に関し、補助金返還を免除す

るなど、耕作者の負担軽減措置を図っていただ

きたいと質問いたしました。部長の答弁では、

国庫補助事業を活用して整備した施設の処分に

ついては、耐用年数以内の場合は補助金返還が

必要となることから、県では、葉たばこ廃作に

伴う共同利用施設の処分に当たり、補助金の返

還が免除される特例の適用について、国と事前

協議を行い、国からは、特例の一つである「社

会情勢の変化等に伴い、当初の目的に従った利

用が困難な施設」に該当することの回答を得た

ところであり、今後とも、補助金返還が生じな

いよう、個別案件ごとに対応していく考えであ

るということでありましたが、その後どのよう

な状況になっているのか、農政水産部長にお伺

いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県では、葉

たばこ廃作に伴い、５カ所の施設で財産処分手

続が必要となったところであり、補助金の返還

が免除される特例の適用について、個別案件ご

とに国との協議を行ってまいりました。その結

果、４カ所につきましては、補助金の返還免除

など、農家の負担金が生じない形で財産処分を

行うことができたところでございます。残りの

１カ所につきましても同様に、農家の負担が生

じないよう、現在も国との協議を鋭意進めてい

るところでございます。

○押川修一郎議員 この残りの１カ所につきま

しては、私の地元でありますので、どうぞよろ

しくお願いを申し上げておきたいと思います。

次に、同じく葉たばこ生産農家は、昨年の795

戸のうち436戸が廃作し359戸に、そして作付面
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積も744ヘクタールに半減しました。そこで、県

としては、本県の土地利用型農業の振興にとっ

ても非常に重要な問題と認識しており、今後、

葉たばこ後継農家、経営転換農家、双方に支援

を行いながら、地域農業に多大な影響が出ない

よう、関係機関・団体と一体になった取り組み

を進めていくとのことでしたが、特に転換され

た農家に対してどのような支援をされたのか、

農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 葉たばこから

の経営転換に向けましては、各地域に関係機関

から成るプロジェクト会議を設置し、廃作農家

に対する意向調査を踏まえて、転換品目を選定

・推進し、栽培講習会や巡回指導を行ってまい

りました。また、品目転換に係る経営改善計画

の策定等についても支援し、無利子の農業近代

化資金の貸し付けや、県及び国の補助事業の活

用による農業用機械の整備などを進めてきたと

ころであります。今後も、引き続き、加工・業

務用で需要が見込まれる品目などの導入を支援

するとともに、各地区の優良事例を検証し、さ

らなる農家所得の向上に向けた経営転換モデル

の普及定着を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

たいと思います。

次に、施設園芸燃料高騰対策についてであり

ます。

ハウス暖房用のＡ重油の価格が現在92円とい

うことで、高どまりをしているところでありま

す。昨夜もいろんな方々と話をする中で、大変

なコスト高になっておるということでありま

す。私も、マンゴーやピーマンなどの栽培をす

る友達が多いわけでありますけれども、そうい

う中で、この燃料高どまりのダブルパンチで、

燃油高騰対策に対する支援等はないのかという

ことでありましたので、農政水産部長に、取り

組み等があればお聞きをしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今後とも、本

県が全国有数の施設園芸産地として存続してい

くためには、品目ごとの設定温度や生産コスト

などを考慮しつつ、中長期的な経営の安定が図

られますように、重油暖房機からの脱却を速や

かに進めていくことが基本であると考えており

ます。具体的には、ピーマンなどの重油使用量

が多く暖房コストが高い高温性品目については

木質ペレット暖房機の導入を、マンゴーなど冷

房や除湿も効果的な品目についてはヒートポン

プの導入を推進し、またトマトなど比較的重油

使用量の少ない品目についても、当面、小型の

木質ペレット暖房機と重油暖房機の併用により

コストの削減を図ることとしております。

県といたしましては、営農振興協議会とも連

携し、生産者を含めた研修会の開催等により、

このような推進の考え方を広く周知・普及する

とともに、国庫事業や県単事業を活用し、重油

暖房機からの切りかえに際しての経費なども支

援しているところでございます。

○押川修一郎議員 よろしくお願いしておきま

す。

最後になりますけれども、埋却地再生整備事

業であります。

家伝法では、埋却地は３年間は発掘が禁止さ

れており、西都・児湯地域を中心に97.5ヘクタ

ールある埋却地は、来年４月21日以降、順次、

発掘禁止措置が解除されることとなっておりま

す。地域においては、稲作からの露地野菜や飼

料作物の作付を予定している農家もあり、早期

の再生整備を求める声が上がっています。国の

予算措置がまだ明らかではありませんが、新年
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度予算で整備事業の設計を行い、工事を行うと

いうのでは、農家の求める早期の再生活用がで

きないことが懸念されます。そこで、県は、農

家の求める埋却地の早期の再生活用に向けてど

のような取り組みをされるのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫の埋却

地について早期に再生活用を図ることは、真の

意味での再生・復興や地域農業基盤の維持・強

化を進める上で、大変重要であると考えており

ます。再生整備に要する経費については、現

在、国における予算編成の中で検討されている

ところですが、必要な予算が確実に確保される

よう、議会の皆様の御協力もいただきながら、

引き続き強く求めていく必要があると考えてお

ります。また、作付等の関係から早期に整備が

必要な埋却地については、今年度中に実施設計

を行うために必要な予算を本議会にお願いして

いるところであり、迅速な再生整備を進めてま

いりたいと考えております。今後も、各市町や

関係団体の協力を得ながら、埋却地の現状や農

家の意向等を十分踏まえまして、円滑に再生整

備が図られるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。

○押川修一郎議員 農家の皆さん方の混乱が起

きないような形の中で、対応等をよろしくお願

い申し上げさせていただきまして、一般質問の

全てを終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○外山三博議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時３分散会


