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◎ 代表質問

○福田作弥議長 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。

本日の日程は代表質問であります。

ただいまから代表質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおりに取り運びます。〔巻

末参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、自由民主党、宮原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。ただいまより、自由民主党を代表し

てトップバッターで代表質問をさせていただき

ます。

ことしの夏は非常に暑い日が続き、高知県四

万十市では気温41度を記録するなど、全国で熱

中症患者が多発し、連日のようにニュース等で

報道される状況となりました。近年は冬場に雪

の降る日が少なくなり、かつては霜柱や、日の

当たらない岩場などにはつららが下がるもので

ありましたが、ここ数年は我が家の周辺でも見

ることがなくなりました。ゲリラ豪雨、竜巻の

多発など、年々温暖化が進み、地球が悲鳴を上

げているように感じられるところであります。

本県にとりましては、ことしの夏は天候だけ

でなく、特別に熱い夏となりました。延岡学園

高等学校が甲子園で決勝まで進み、すばらしい

戦いの末にかち取った準優勝というすばらしい

結果は、多くの県民に勇気と感動を与えてくれ

ました。やればできるということを高校球児に

学ばせていただいたようにも思ったところであ

ります。

さらに、９月８日の早朝には、2020年のオリ

ンピック・パラリンピックが東京で開催される

ことが決定をされました。福島第一原発の汚染

水の問題などもあり、厳しい結果が出るのでは

と心配をしておりましたが、56年ぶりに開催が

決定されたことは、日本国にとりまして大変喜

ばしいことであります。オリンピックの開催が

沈んでいる日本経済を大きく成長させる機会と

なることを望みたいと考えます。

それでは、通告に従いまして質問を進めてま

いります。

河野知事が就任されてから、間もなく３年が

過ぎようとしております。前回の知事選挙は、

東国原前知事が２期目を目指すのかどうかとい

うことに注目が集まり、約３カ月前まで態度を

表明されなかった影響もあり、盛り上がりに欠

ける知事選挙となりました。河野知事は、事実

上、前知事の後継的候補となり、各種有力団体

の推薦は「しがらみ」と言っておられた前知事

と異なり、県内各種有力団体の推薦を取りつ

け、各種団体が選挙の母体となったような選挙

でありました。知事選挙直前に立候補された方

を含めて４名で争う選挙となりましたが、ほか

の候補を抑えて圧勝する結果となりました。鳥

インフルエンザの発生や新燃岳の噴火、議会の

決議とかみ合わない東日本大震災の瓦れき受け

入れ問題など、多くの案件の処理に取り組んで

こられました。

残り１年少々を残すところで、次期知事選挙

に立候補したいという方の新聞記事を目にしま

したが、宮崎県の課題は、人口減少の中での中

山間地域の振興、東九州道の整備、南海トラフ

大地震を含めた危機管理対策など、多くの対策

が待ったなしの状況であります。そこで、次期

知事選挙についてどのように考えておられるの

か、知事のお考えをお伺いいたしまして、壇上
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からの質問を終わらせていただきます。

後は質問者席で進めさせていただきます。よ

ろしくお願いします。（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。

次の知事選挙についてであります。私は、口

蹄疫という未曽有の災害に襲われたこの宮崎の

再生・復興を何とか果たしていかなくてはなら

ない、そのために自分がこれまで培った知識、

経験等を生かして、自分が先頭に立って頑張っ

てまいりたい、そのような決意のもと、国家公

務員としてのキャリアを断って知事選を志し、

県民の皆様の温かい御支援をいただきながら、

今こうして重責を担っているところでございま

す。

知事に就任して以降も、鳥インフルエンザ、

新燃岳の噴火、東日本大震災など、本県を、ま

た我が国をさまざまな災害が襲ったところでご

ざいますが、こうした災害から、厳しい状況か

ら立ち上がり、将来に向けて希望の光を取り戻

すという強い気持ちを持って県政運営に取り組

んできたところでございます。

これまでも宮崎の発展のため、一所懸命の思

い、これは一つのところに命をかけるという意

味の一所懸命でございますが、その思いで取り

組んでまいりましたし、これからもその思いに

いささかも変わりはございません。

私に残された任期は約１年４カ月となります

が、御指摘がありましたように、東九州自動車

道を初めとするインフラの整備や、フードビジ

ネス、また新エネルギーなど成長産業の育成、

さらには新たな課題として浮上いたしました、

南海トラフ巨大地震に対応した防災・減災対策

など、重要課題が山積する中、復興から新たな

成長に向けました、まさに正念場のときを迎え

ていると考えておるところでございます。この

任期の一日一日に全身全霊を傾け、諸課題の解

決に当たることが私の使命であると考えている

ところでございます。

現在、今年度の事業や施策が本格的に展開し

ているところであり、さらに来年度に向けまし

て重要施策の方向を決める作業もこれから始ま

る段階を迎えるところであります。そうしたこ

とを進めつつ、次期知事選への出馬につきまし

ては、後援会を初め、さまざまな方面の皆様と

相談をさせていただきながら、しかるべきとき

に決断をしてまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○宮原義久議員 ありがとうございます。しか

るべきときにいろいろ相談をさせていただきな

がらということであります。今後、いろいろな

方々の意見を聞きながらということであります

が、いろいろな皆様方に意見を聞くことで、結

果的には知事がそれに左右されるということに

ならないのかなというふうに思っております。

今現在、宮崎県の置かれている状況というのは

大変厳しいものがありますので、知事のリーダ

ーシップを問う声というのが非常に多いと思わ

れます。みんなが言う方向に従うようにも感じ

られるところがありますので、いろんな方々

が、河野知事には期待をしない、立候補しない

ほうがいいんじゃないかと言う場合は、知事は

立候補されないということでよろしいでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど申しましたよう

に、宮崎の発展のために自分のこれまで培った

ものを生かしてまいりたい、その一所懸命とい

う思いはこれまでも、またこれからも変わりは

ないということを申し上げました。そして、

今、宮崎が直面している重要課題についての認
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識は申し上げたとおりでございます。私は、一

つの政治姿勢として「対話と協働」というもの

を掲げておるところでございまして、いろいろ

な方の御意見に耳を傾けてまいりたい、そうい

う姿勢は保っておるところでございますが、宮

崎に対する一所懸命の思いはこれからも変わら

ない、そのように考えておるところでございま

す。

○宮原義久議員 思いがあるんであれば、やっ

ぱり10年ぐらい頑張りますよというのが最初に

ないと、いろんな政策、結構長い期間のものも

長期計画等もありますね。そういうのを考えれ

ば、私が思うには、首長というのはやっぱり10

年と言われますね。10年という選挙の刻みはあ

りませんので12年間―２年間ぐらいは前の人

のした部分を引きずるという部分もあるでしょ

うけれども、10年ぐらいをかけてきちっとした

政策を実現に結びつけて、宮崎県の発展をとい

うことを言っていただきたいなというふうに

思っているんです。正式に出馬表明しなさいと

いうことではないんですが、その意欲というも

のが、知事になって宮崎県をよくしたいという

部分と、宮崎県をただよくしたいという思いだ

けがあるというふうにもとれるんです。その意

欲的なものという部分については、いろんな方

に相談するわけではなくて、そのぐらいの腹構

えはありますよということは言えないんでしょ

うか。

○知事（河野俊嗣君） 私は、県民の皆様から

与えられた４年間、その一日一日をさまざまな

課題認識のもとに懸命に取り組んでいるという

ことを申し上げたところでございますが、見て

いるのはその４年間ではなしに、もちろんこれ

からの宮崎の発展というのを考えた場合、今

後10年、20年ということを視野に入れた上で、

責任ある今の施策判断をしておるところでござ

います。その思いで、これからも懸命に宮崎の

発展のために努めてまいりたい、そのように考

えております。

○宮原義久議員 河野知事の前は、お二人の知

事が１期交代になっております。１期交代が決

していけないということではないんだろうと思

います。選挙というもので選択をされるわけで

すから、決していかんということではないと思

いますが、近隣の県から、１期交代というのを

何と思われるのか、または中央省庁から１期交

代という知事が、初めましてで名刺交換をする

ような状況からスタートするというようなこと

になると考えます。この１期交代というのを知

事はどのように考えておられますか。

○知事（河野俊嗣君） 国政もそうであります

が、政治の安定というものが、我が国の成長、

また本県の成長に当たっても大変重要なことで

あろうというふうに考えておりますし、短期的

にいろんな方針が変わるということでは県勢の

発展にはなかなか結びついていかないのかなと

いう思いがございます。長期的な視点で、安定

的な思いで県勢の発展に尽くしていく、それが

大変重要なことであろうというふうに強く感じ

ておるところでございます。

○宮原義久議員 それは実質、出ますと言って

いるようなものですね。はっきりした言葉では

ないんだけれども、今言われたことは、短期的

ではいかんということを言っているわけだか

ら、出ますということの意思表示だろうなと

思っているんですが、ちょうど県議会で東日本

大震災の瓦れきを受け入れるか受け入れないか

という問題があったときに、知事もあちこちに

いろいろ意見を聞かれて、最終的には受け入れ

をするということはなかったということなんで
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す。県議会としては全会一致で受け入れをして

ほしい、口蹄疫の復興であれだけ御迷惑をかけ

たんだからということなんですが、全てリーダ

ーシップがないというふうにもとれるんです。

ここに来て、やっぱりその意欲ぐらいはきっち

り示さないと、今の状況でいくと、棚ぼた的に

何となく知事になれてしまいましたという雰囲

気も見えてしまうところがあります。それを考

えると、きちっとしたリーダーシップを発揮し

ていただいて、しかるべきということではなく

て、できればきょうでいいじゃないですか。そ

ういう意欲ぐらいはきっちりと示してほしいな

というふうに思いますが、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 温かい激励を賜り、恐

縮でございます。また、リーダーシップについ

ていろいろ御意見をいただき、真摯に受けとめ

たいというふうに考えておるところでございま

す。いずれにせよ、知事というのは大変重責で

ございます。しっかりとした自覚のもとにこれ

からも務めてまいりたいというふうに考えてお

りますし、さまざまな方の御意見を伺いたい。

いろんな施策判断を、またこれからの自分のあ

り方を考える上でも耳を傾けるというのは、決

して自分の考えがなく右往左往するということ

を申し上げているわけではございません。しっ

かりとした自分の理念、信念に基づき、これか

らも知事としての重責というものを一日一日

しっかりと務めてまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 立候補しますと言っていただ

けると10秒で終わった質問だったんですが、８

分も損をしてしまいました。済みません。

次に、平成26年度予算編成における重点施策

についてお伺いをいたします。

次の予算編成が知事の任期中最後の予算編成

となりますが、これまで、平成23年度の予算編

成では骨格予算としての編成、平成24年度及び

平成25年度の当初予算編成では、ともに「財政

改革」「役割分担等を踏まえた施策の構築・県

民総力戦による実行」を挙げ、平成25年度の重

点施策として「地域経済活性化の推進」「安全

・安心でゆたかな地域づくりの推進」、さらに

特別重点施策として「新しい時代を切り拓く

「成長産業」の育成」が示されました。①フー

ドビジネスの展開、②環境・新エネルギー、医

療機器関連産業の先進地づくり、③アジア市場

の開拓が進められております。

今後、国において公共事業の抑制や社会保障

の改革、地方交付税の改革などが進められる方

向のようであります。そこで、この３年間、知

事として宮崎県を引っ張ってこられたわけであ

りますが、この御経験を踏まえた上で、次年度

の予算編成においてどのようなことに重点的に

取り組み、推進をされようと考えておられるの

か、知事にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、来年

度は「新しい「ゆたかさ」創造プログラム」の

最終年度でございます。総仕上げの年に当たる

わけであります。そのため、これまで取り組ん

でまいりました成長産業の育成を初めとします

地域経済の活性化や、防災・減災対策の強化、

こういったところにしっかりと成果が出せるよ

う努めてまいりたいと考えておるところでござ

います。

また、先ほど御指摘もありましたような2020

年東京オリンピックの開催というのも決定をい

たしました。さまざまな経済活動がこれから活

発化、展開するというような状況の中で、本県

としても、国際会議など、いわゆるＭＩＣＥ

（マイス）でありますとか、スポーツキャンプ
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の誘致、さらにはアジア市場の開拓といったよ

うなことなど、国内外から多くの人を呼び込む

施策にも積極的に取り組んでまいりたい、この

機を捉えて取り組んでまいりたいと考えており

ます。

さらに、私は、置県130年の歩みを、まさにそ

の節目に当たり振り返りましたときに、これか

らの百年の大計というような思いで、改めて、

県づくりは人づくりであるという思いを強くし

ておるところでございまして、官民挙げての人

材育成など、本県が将来にわたって発展する基

盤づくりにも積極的に取り組んでまいりたい、

そのように考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございました。熱

く語っていただきましたので、次もやられるん

だなというふうに感じるところでありますけれ

ども、宮崎県の置かれている状況は厳しい状況

がありますので、重点的に今言われたような部

分は取り組みたいということであれば、職員と

一丸となって連携がとれるような状況で進めて

いただきますよう、お願いをしておきたいとい

うふうに思っております。

次に、地域活性化補助金についてお伺いをい

たしたいと思います。国において来年度の予算

づくりに向けて概算要求が出そろい、要求額と

しては過去最高となる99兆2,000億円となるよう

であります。本県におきましても、多くの予算

獲得に向けて最大限の努力をされるようお願い

しておきたいと思います。そこで、地域活性化

補助金についてお伺いをしますが、民主党政権

時の公共事業に関する自治体向けの補助金、い

わゆる一括交付金が本年度から廃止をされまし

たが、今回、インフラ整備や農業振興といった

地域活性化の予算の一部が、次年度から地域活

性化補助金として一本化され、運用される方向

となるようであります。各省庁ごとの縦割りの

弊害を排除し、地域の実情を踏まえた予算の執

行が狙いとされておりますが、対象事業や仕組

みについては今後示されるということになって

いるようであります。本県は一括交付金の獲得

の折、交付金額が九州で最低だったという苦い

経験もしておりますことから、新しい制度が示

される今、しっかりとした対応で少しでも多く

の予算獲得を図らなければならないと考えま

す。そこで、予算獲得についてどのように対応

されるのか、知事のお考えをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 本県は自主財源に乏し

く、財政基盤が脆弱であるということで、さま

ざまな政策課題に対応していくためには、国の

補助金等の財源というものをしっかり確保して

いく、活用していくことが大変重要なことであ

ろうかというふうに考えております。これまで

も国に対して、その予算の確保に向けてさまざ

まな働きかけを行ってきたところでありまし

て、例えばこの２月の緊急経済対策に対応する

県の補正予算は、国の経済対策に伴う補正予算

としては過去最大の規模であり、全国でも上位

の規模となったところであります。こういった

積極的な姿勢で、これからも取り組んでまいり

たいというふうに考えております。

御指摘の地域活性化補助金につきましては、

地方の自由度を高める観点から検討が行われて

いるようでありますが、まだその姿、具体的な

内容というのは明らかになっていないところで

あります。本県としましては、その動向を注視

するとともに、配分に当たりましては、本県の

ように財政基盤が脆弱なところ、社会基盤整備

のおくれた地域に配慮した制度となるよう、こ

れからも要望、提案をしてまいりたいと考えて

おります。
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○宮原義久議員 新しい補助金がこういう形で

示されているわけですから、そのあたりについ

ては、前と同じようなことが繰り返されないよ

う、一円でも多くの予算を獲得していただきま

すように、あらゆる機会を捉えてということで

ありますが、配分されやすいような制度づくり

になるように、それぞれの部署で努力をしてい

ただきますよう、お願いしておきたいというふ

うに思います。

次に移りますが、「知事とのふれあいフォー

ラム」についてお伺いをします。

去る８月７日に小林市において、「知事との

ふれあいフォーラム」が開催されました。県内

各地域の市町村を単位とされて、知事に直接、

住民の声を聞いていただけるという、住民に

とっては大変ありがたい企画となっておりま

す。当日は知事のみの出席で、各種さまざまな

意見が出され、参加者は直接、声を知事に聞い

ていただき、諸問題解決が図られると考えてお

られるわけであります。そこで出ました意見は

どれも切実な問題が多いわけでありますが、ど

のように処理をされて、どのように発言者に対

して報告がなされているのか、お伺いをいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘のありまし

たふれあいフォーラムは、「対話と協働」を掲

げる私にとりまして、県政やその地域の課題に

ついて、県民の皆様からさまざまな御提言、御

意見をいただく、直接、地域の実情を肌で感じ

る貴重な機会となっておるところでございま

す。

先日、８月７日に小林市で開催しましたとき

には議員にも御出席をいただき、感謝を申し上

げます。いただいた御意見に対しましては、当

日、私の考えや県の取り組みというものを説明

させていただいております。また、その上で、

すぐに対応できるものにつきましては、発言者

や市町村にも確認、相談をしながら、必要な対

応を行っているところであります。

例えば、日向市で開催をしましたときに、へ

ベスのＰＲをもっとというような御意見もござ

いました。県政番組で取り上げたり、さまざま

なトップセールスの場でＰＲにも結びつけたと

ころでありますし、川南町ではパーキングエリ

アの活用についてＮＥＸＣＯとの交渉というよ

うな御意見もいただいて、早速対応したところ

でございます。検討に時間を要するものにつき

ましても、個別に回答はしておりませんが、貴

重な御意見として真摯に受けとめ、事業や施策

に反映させるよう努めているところでありま

す。今後とも、このような意見交換、またそれ

を県政に反映させる取り組みを進めてまいりた

いと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。県民

にとっては大変ありがたい状況だということに

なるんですが、市町村を単位とされているわけ

です。この前も30近くの項目が出たというふう

に思っておりますが、発言される方にいろんな

制限をかけるとか、そういうことではなくて、

自由に発言をしていただいて、ある状況につい

ては個別に返すということはなかなか難しいで

しょうけれども、市町村に対しては、こういっ

たものについてはこう対応させていただくと

か、こういったものについては今後県政の中で

生かしていくというぐらいのものがないと、た

だガス抜きに終わってしまうのかなという気が

しますので、そこはないようにしていただきた

いなというふうに思っております。

先日、このフォーラムに参加された方と

ちょっと話をしたら、ガス抜きでしょうという



- 18 -

平成25年９月10日(火)

ふうに言われた方もいらっしゃいましたので、

やっぱりそういう部分はそういうふうに言われ

ないように、しっかりとした対応をやっていた

だきたいなと思います。中には、「発言をした

いんだけど、さすがに知事にはできんわ」と

言って帰られた方もいらっしゃいます。知事は

自分で知事になっておられるから、それはわか

らないと思いますが、県民からしたら、知事に

直接、物を言うなどというのは、多分、一生の

うちに一回あればいいという状況だと思います

から、そこのところはちゃんと考えておいてい

ただけるとありがたいなというふうに思ってお

ります。

次に移ります。東アジア戦略についてお伺い

をいたします。

ＴＰＰ交渉も心配される中、県では「みやざ

き東アジア経済交流戦略」に基づきまして、県

産農産物や加工品の輸出促進、観光誘客等を積

極的に推進し、アジアの活力を宮崎に取り込む

として、香港事務所を設置し、そこにフロン

ティアオフィスも開設して事業の推進を図られ

ています。市場調査に始まり、商品の開発、販

売の促進と進んでいくわけでありますが、本県

１県だけで進めていくには財政面を含めて厳し

いものがあるのではないかと考えます。そこ

で、南九州３県の合同の取り組みということも

一つの案として検討されてはどうかと考えます

が、今後どのように取り組まれるのか、知事の

お考えをお聞かせいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 「みやざき東アジア経

済交流戦略」で掲げているようなこういう取り

組みにつきましては、これまでも、九州貿易振

興協議会や九州観光推進機構、こうしたオール

九州の体制で取り組んでいるものもございます

し、南九州３県によります広域観光ルート連絡

協議会、そういったものを通じて、バイヤーの

招聘や商談会の開催、観光客誘致など、連携し

た形で取り組みを進めておるところでございま

す。

一方で、農畜産物や加工品など、各県の間で

競合する品目を取り扱うということもございま

す。それぞれの県が磨き上げた地域のブランド

というものをアピールして定着させる必要もあ

るということで、今のところ各県がそれぞれ独

自に海外事務所を設置し、またさまざまな商談

会を行う、そういう動きも一方ではあるところ

でございます。

御指摘のように、財政面も含め、効率性、ス

ケールメリット、また海外に向けての発信力、

アピール力ということを考えますと、九州全体

で取り組むべきことも多々あるというふうに考

えておるところでございます。九州知事会議に

おいても、たびたびこの点は課題になって、議

論になっておるところでございます。今後、合

同での観光物産レセプションやフェアの開催な

ど、どのような形で協力ができるのかというも

のを、より連携を進める方向で検討してまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 各県競合する部分はあるんで

すが、いろいろ会議に出させていただくと、何

県と言われても場所がわからないとよく言われ

ますので、九州という単位ぐらいでまとまっ

て、予算も一緒にしてやるぐらいないと、各県

がどこに事務所を持っているかというのも一覧

表をもらったんですけれども、競合しながら事

務所を開くよりは、効率よくそのあたりもやら

れたほうがいいんじゃないかというふうに思い

ます。そのあたりについては検討されるという

ことでありますから、今後しっかりと九州知事

会なりと連携をとっていただきたいと思いま
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す。

次に、アジア市場の開拓における人事につい

てお伺いをいたします。事業を進めるに当たっ

ては、県の職員が中心になって携わっていくこ

とになるんだろうと思いますが、県の職員は３

年ぐらいで異動となります。しかし、新規事業

を進めるに当たっては人間関係の構築に時間を

要したり、そこから生まれた信頼関係というも

のにより事業は進められると考えます。せっか

く人材の育成が図られても、数年で異動となり

ますと、また一からやり直さなければならない

状況になると思います。特に、アジアのビジネ

スでは人脈が物を言うと言われておるようであ

ります。そのような中で専門的人材の育成と人

事異動をどのように考えておられるのか、総務

部長にお伺いをいたします。

○総務部長（四本 孝君） 職員の人材育成に

つきましては、幅広い視野あるいは多様な知識

を身につけるため、研修への派遣あるいはジョ

ブローテーションなど、さまざまな取り組みを

現在行っているところでございます。

御指摘のように、アジア市場の開拓を進める

ということのためには、関係団体や企業の皆様

と信頼関係を深めながら、現地関係者との人脈

を構築するとともに、商取引に関する豊富な知

識や経験を蓄積し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、職員の配置に当

たりましては、こうした専門性を有する職員の

育成を図るため、今後とも、業務の必要性や本

人の希望、適性も踏まえながら、在課期間の長

期化、あるいは特定の分野への複数回の配置と

いった人事ローテーションの多様化に努めてま

いりたいと考えております。

○宮原義久議員 在課期間の長期化ということ

も示されておりますので、そういうものをうま

くつくっていただいて、せっかくつくった人脈

というのを途中で細切れにしてしまうと何にも

ならないような気がします。また、関係団体と

答弁の中にありましたが、いろんな団体があり

ますね。観光コンベンションであったり、貿易

物産振興会であったり、いろんな連携をとられ

ると思いますので、そこは余り人事の異動がな

いのかなと思いますから、県の職員とそこをう

まく組み合わせながら、県としては異動がある

でしょうけれども、そちらの方のほうがある時

期になったら主導権を握られるような状況でも

いいのかなと思いますので、そのあたりも十分

配慮して進めていただきますよう、要望をして

おきたいというふうに思っております。

次に、記紀編さん1300年記念事業についてお

伺いをいたします。

古事記編さん1300年を契機に、観光資源の掘

り起こし、再認識、保存及び整備、県民の知る

機会・触れる機会の創出、観光誘客のための

「神話のふるさと みやざき」ブランドの定

着、そして置県130年の活用と、さまざまな事業

に取り組まれ、日本書紀編さん1300年までの

間、関連事業を推進して、国民文化祭を誘致し

て締めくくる計画となっております。

この事業は、県の今年度の重点施策にもなっ

ていますが、本年、県が取りまとめた、国に対

しての「平成26年度国の施策・予算に対する提

案・要望」を見てみましたが、記紀編さん1300

年を活用して宮崎の観光を含めた取り組みをや

るという意気込みが、いま一つ感じられないと

ころであります。県費だけで事業をやるという

考えであれば別でありますが、重点施策と言わ

れるにしては今後の方向性が見えないようにも

思われますが、知事のお考えをお聞かせいただ

きたいと思います。
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○知事（河野俊嗣君） 記紀編さん記念事業は

重点施策で取り組んでおります。重点施策に掲

げるものがすべて国への要望・提案にかかわる

かというと、そうではない。間接的な形で、観

光面での支援ですとか、そういった要望にあら

われているというものでございますが、県とし

ては、２月に基本構想を策定いたしまして、神

楽の世界無形文化遺産への登録を目指した取り

組みや国民文化祭の誘致開催などを含めて、中

長期的な視点からさまざまな施策を展開してい

く方針を決定したところでございますし、４月

には観光推進課内に新たに記紀編さん記念事業

推進室を設置したところでございます。

おかげさまで、昨年来の取り組みにより、観

光客の回復などもある程度数値が出ておるとこ

ろでございますが、ことしはこれまでにない切

り口から、歌舞伎役者の坂東玉三郎さんが演出

・主演をします、「天岩戸開き」の神話を題材

とした博多座公演とのタイアップＰＲを行って

おります。まさにこの週末、高千穂フェアとい

うことで、福岡でのホテル、商店街、また博多

座などで神楽の披露などＰＲをしたところでご

ざいますし、また、ことしのカンヌ国際映画祭

で審査委員を務められました河瀬直美監督によ

る神話ゆかりの地のプロモーション映像の制作

など、誘客促進に向けた取り組みも進めている

ところであります。

こういったいろんな記紀編さん記念事業を進

めるに当たっては、何よりも県民が、そういっ

た資産というものをしっかりと認識し、語るこ

とができるようにしなくてはならないだろう

と、県民総語り部化を目指した理解促進に向け

ての取り組み、いろんな研修会、講座なども進

めておるところでございまして、「神話のふる

さと みやざき」のブランドイメージの確立を

目指して、これからも取り組んでまいりたいと

考えております。

○宮原義久議員 いろんなことをやっています

ということは今、話があったんですが、県民の

方が、神楽の世界文化遺産への登録を目指して

いますよということを知っているのかなと思っ

たり、先ほどあった、歌舞伎役者の坂東玉三郎

さんが「天岩戸開き」を博多座でということな

んですが、余り県民はわからないんです。だか

ら、やっぱり県民が一丸となってこうですよと

言えることでないと、宮崎県にそういうものを

見て来られて、どこか何かやっていますかねと

いうことでは話にならないと思いますので、記

紀編さん記念事業というのは非常に長いという

ことから、議会でいつも議論になるのが、中だ

るみをするんじゃないかということを心配され

ているわけですから、やっぱり重点施策という

か、こういう部分についてはしっかりとした対

応をして、推進室をつくったからそこに任せる

ということではなくて、一丸となっての連携を

図っていただきますよう、よろしくお願いをし

ておきたいなというふうに思っております。

次に、国際２路線維持の取り組みについてお

伺いをいたします。

本県国際線の７月の利用状況は、アシアナ航

空が宮崎―ソウル線で55.6％、中華航空が宮崎

―台北線で72.5％となっております。お隣鹿児

島県においては、鹿児島─上海の路線維持を目

的に、県職員等1,000人の研修事業として１

億1,800万円を計上して物議を醸しましたが、大

きく予算を減額して事業が進められたようであ

ります。よしあしの判断は人それぞれあろうか

と思いますが、この問題が話題を呼んだ結果、

５月に32％まで落ちていたこの路線の搭乗率

は、８月の予約は69％と倍になったようであり
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ます。何としても路線の維持をしたいという伊

藤知事の思いが通じたのか、10月以降も1,500人

規模の経済団体や観光団体の利用が進められる

ようであります。また、今回の問題をマスコミ

が大きく取り上げた結果、鹿児島には上海路線

があるということの、これ以上ないＰＲになっ

たのではないかなというふうにも思います。

本県も宮崎―台北線の路線維持が心配をされ

ています。７月10日から知事初め、経済団体

等30名で路線維持のお願いをされたようであり

ますが、２つの国際路線の維持、利用促進につ

いてどのように取り組まれるつもりなのか、知

事にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 産業振興や観光交流、

そういったことを考えますと、国際定期路線は

欠かすことのできない重要な交通基盤であると

いうふうに考えております。今、鹿児島の例

が、御指摘がございましたが、それ以上に強い

危機感を持って路線の維持に取り組む必要があ

るというふうに感じておるところでございま

す。

台北線につきましては、私を団長に７月、議

長や県内経済界のトップの皆様と航空会社を訪

問し、路線の維持充実を強く要望するととも

に、関係団体へ利用の呼びかけを行うなどの取

り組みを行いまして、今御指摘がありましたよ

うに、搭乗率は70％以上を維持し、一定の成果

が出ているのかなというふうに考えておるとこ

ろでございます。

一方、ソウル線につきましては、国際情勢な

どの影響によりまして、依然として利用が低迷

している厳しい状況が続いております。先月に

は稲用副知事が現地に参りまして、航空会社な

どへ要望活動を行ったところでありまして、11

月には私も含めた訪問団の派遣を予定するな

ど、より一層の利用促進に向けた取り組み、ア

ピール、また具体的な取り組みを進めてまいり

たいと考えております。

今後とも、路線の維持を図るために、両路線

の魅力のＰＲやキャンペーンの実施など、双方

向の利用促進に向けて積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

○宮原義久議員 それでは次に、台湾路線の維

持についての取り組みについてお伺いをさせて

いただきます。台湾路線維持については、知事

のお考えをただいま聞かせていただいたところ

でありますが、一定額の補助をするから台湾へ

足を運んでくださいという取り組みでは、路線

維持というのは一時的なものに終わってしまう

のではないかと思います。うちの会派の星原議

員が取り組まれておりますが、台湾とのスポー

ツの交流であったり、文化を含めての交流を活

発に進めるべきではないかというふうに考えて

おります。そこで、県内における台湾とのスポ

ーツ交流の状況と、県内市町村と台湾との姉妹

都市などの取り組みの状況はどのようになって

いるのか、教育長並びに総合政策部長にそれぞ

れお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 台湾とのスポーツ交

流についてでありますが、県高等学校野球連盟

が創立60周年記念事業として平成20年に実施し

た遠征を初め、先ほど御紹介いただいたような

スポーツ団体が自主的に実施しているものはご

ざいますが、県の事業として実施しているスポ

ーツ交流はございません。

○総合政策部長（土持正弘君） 県内市町村と

台湾との姉妹都市などの取り組みの現状であり

ますが、いわゆる姉妹都市はございませんが、

平成17年５月に高千穂町が台湾東部の花蓮市と

経済観光友好交流宣言書を締結しております。
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また、高千穂町の高千穂日華親善協会は、平

成２年に設立をされているようでありますけれ

ども、中華民国国慶節行事への参加とか台湾留

学生の受け入れなど、台湾との交流に長年取り

組まれているところでございます。

このほか、宮崎大学など教育機関の学術交流

協定が10組、ロータリークラブなど民間団体の

姉妹・友好提携が４組ございます。以上でござ

います。

○宮原義久議員 遠くて近い国だというふうに

思うんですが、航空路線がある割には意外と交

流が図られていないのかなというふうに考えた

ところであります。

引き続いて、台湾路線の維持の取り組みにつ

いてお伺いをしますが、このように今、国際化

が進む中で、先ほど言いましたように、身近な

親日的な台湾というのは、海外アレルギーのあ

る日本人にとっては最も親しみやすい国ではな

いかなと思っております。台湾の市町村と姉妹

都市を結ぶことによって、子供たちや市町村及

び県職員の交流を図ることは、県民の国際感覚

の醸成にもつながるのではないかなというふう

に思いますし、相互交流が台湾路線維持にもつ

ながってくるのではないかと思います。先ほど

言いましたように、一時的にお金を上げるより

も、そういうような交流を図ることで常に行き

来ができるような仕組みというのが必要かなと

思いますので、来年度からでも早速、台湾との

こういった姉妹都市を結ぶような事業を県が進

められて、それが結果的には路線維持であった

り―ただ路線維持では鹿児島と同じになって

しまいますので、やっぱり国際感覚を養わせる

ということでは、こういった事業を進めるのは

非常に効果的ではないかと思いますが、知事の

考えをお聞かせいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） まさにそのとおりだと

いうふうに思っております。補助金などを出す

なりして何人送って終わり、それでは一過性の

関係になるわけでございまして、重要なのは、

今御指摘がありましたような持続的な交流の仕

組みづくり、それをつくっていくことではない

かというふうに考えております。

この７月に台湾に参りましたときも、亜東関

係協会や台湾政府の関係者と今回初めて、航空

関係、観光、物産・貿易、文化交流などテーマ

を定めて１時間以上、意見交換を行ったところ

でございますが、そこでもやはりそのような持

続的な仕組みづくりというものが重要ではない

か、そのような合意といいますか、議論はした

ところでございます。

そのためには、御指摘の姉妹都市であります

とか、経済、観光、文化、スポーツといった特

定分野における提携などが考えられるわけでご

ざいます。今後、交流の現状や経済効果、文化

・スポーツの振興─文化で申しますと、アジ

アとの交流を支援していこうということで、合

唱のグループを、台湾との交流ということで県

が支援し、それがずっと続いているというよう

な例もございます。まさに、先ほどスポーツの

御指摘もございました。そういう分野ごとに、

青少年の国際感覚醸成の観点も踏まえながら、

どのような持続的な仕組みづくりが可能なの

か、幅広く検討してまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 結果的には、宮崎県の各市町

村がどこかと結べば、そこがそういった交流の

場所の窓口になるわけですから、最初だけを県

が後押ししてやれば、後はそれぞれが動き出す

ということになると思いますので、幅広く検討

をしていただくということでありますから、
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しっかりとした対応をしていただきますよう

に、よろしくお願いしておきたいと思います。

それでは次に、防災拠点庁舎の整備について

お伺いをいたします。

県では、東日本大震災を受けて県庁舎のあり

方が検討され、特に最低限必要な庁舎のスペー

スを確保するとの観点から、防災拠点庁舎の整

備の検討を進められております。直近では８

月28日に第６回の検討会議が開催され、１、防

災拠点庁舎の規模・機能、２、敷地の利用方針

（配置検討）、３、駐車場の整備方針、４、事

業手法、５、今後の検討課題（将来の県庁舎の

あり方）についてということが検討されたよう

であります。

８月29日の新聞には、新庁舎は、ヘリポート

や住民の一時避難スペースを完備した10階建て

で、場所は現在の外来第１駐車場、建設期間は

４年から５年、建設費用は97億円と試算と書か

れておりましたが、今後の着工から完成までの

具体的なスケジュールについて、総務部長にお

伺いをいたします。

○総務部長（四本 孝君） 防災拠点庁舎の整

備につきましては、８月に第６回目の防災や建

築の専門家を含む検討委員会を開催いたしまし

て、お話がありましたような駐車場の整備方法

あるいは事業手法等についての検討を行ったと

ころでございます。今後は、10月ごろに最終と

なる委員会を開催して、検討委員会としての整

備案を取りまとめ、県議会の御意見等をお伺い

した後で、できるだけ早い時期に、県としての

基本方針を決定したいと考えております。

着工、完成までの具体的なスケジュールにつ

きましては、今後詰めるということになるわけ

でございますが、一般的には、基本方針を決定

後に基本構想を策定いたしまして、その後の設

計や建設の期間としては、最短で４～５年を要

するものというふうに考えております。

○宮原義久議員 それでは次に、将来の県庁舎

のあり方についてお伺いをさせていただきま

す。本県の県庁舎は他県と比較しますと老朽化

が進んでいるということで、今回こういうあり

方検討委員会ができているわけですが、第６回

の検討委員会においても議論はされたようであ

りますが、今後の検討課題というところで、将

来の県庁舎のあり方についてということがあり

ますが、どのように考えておられるのか、総務

部長にお伺いをいたします。

○総務部長（四本 孝君） 本庁域の県庁舎

は、歴史的な建造物であります本館及び５号館

を除きまして、耐用年数が残っているという状

況であります。このため、現在、早期に整備す

る必要がある防災拠点庁舎に限って検討を行っ

ているところであります。

県庁舎のあり方につきましては、現在の分散

化しております庁舎を将来は集約化していくこ

とが課題であると認識しておりまして、今後、

各庁舎の耐用年数や財政状況等も勘案しながら

検討することになるというふうに考えておりま

す。

○宮原義久議員 時間がたてばたつだけ耐用年

数にどんどん迫ってくるような状況になります

ので、そのあたりを決断するときはきちっと決

断せざるを得ない状況があるのかなと思ってお

ります。

さらに、防災庁舎の整備についてお伺いをさ

せていただきます。現在の県庁舎の耐震性等か

ら、新たな防災庁舎をできるだけ早く整備しな

ければならないという必要性は理解できるとこ

ろでありますが、議会の中にもさまざまな意見

がありまして、建設費についても97億という大
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きな事業となります。知事の庁舎整備に対する

考えが見えないように思いますが、それではな

かなか話が前に進みにくいのではないかとも考

えますが、防災拠点庁舎の整備について知事は

どのように考えておられるのか、確認をしてお

きたいと思いますので、知事の防災拠点庁舎の

整備についての考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 南海トラフ巨大地震・

津波で大きな被害が想定されておるところでご

ざいますが、そういった災害が想定される多く

の県で、既に防災拠点となる庁舎が整備されて

いるところであります。一方、本県の該当する

庁舎というものは、その耐震性などを考慮する

と、災害発生時に十分にその機能を果たし得な

いおそれがあり、大変な危機感を持っておると

ころでございます。

したがいまして、県民の生命と財産を守る災

害応急対策の司令塔としての機能や、国や市町

村等の関係機関との連絡調整など、大変重要な

機能を果たす庁舎の整備を図るということは、

厳しい財政状況ではありますが、必要不可欠な

ことであると考えております。このため、防災

拠点庁舎の整備につきましては、これまで有識

者、専門家を含む検討委員会や県議会の御意見

等をお伺いしながら、検討を進めてきていると

ころでございますが、それらを踏まえ、できる

だけ早い時期に、県としての基本方針を決定し

たいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。知事

の考えはわかりました。できるだけ早急に整備

をしなければならない。いつ地震が来るかわか

らない。地震が来てからつくるということでは

ありませんので、県民を守るためにということ

であれば、なるべく早く取りかかったほうがい

いのかなと思いますので、よろしくお願いをし

ておきたいと思います。

それでは次に、高速道路の整備に対する取り

組みについてお伺いをいたします。

現在、東九州自動車道の整備が積極的に進め

られ、日向―都農間が今年度供用開始、北浦―

須美江間が平成28年度から26年度に２年の前倒

し供用開始、佐伯―蒲江間が平成28年度から27

年度に１年間の前倒し供用開始が発表されてお

り、今年度は宮崎―延岡間が、26年度には大分

―蒲江間、27年度には北九州までが供用開始と

なります。これまで、県や市町村、経済団体を

中心に開催されてきました早期整備の促進大会

など、多くの大会の成果であるとも考えます。

そこで、北浦―須美江間、佐伯―蒲江間がそれ

ぞれ２年、１年、開通前倒しの公表に至った経

緯と取り組みを内田副知事にお伺いしておきま

す。

○副知事（内田欽也君） 東九州自動車道の北

浦―須美江間、佐伯―蒲江間の開通予定年度の

前倒しにつきましては、行政や議会、民間団体

で構成されます東九州自動車道建設促進協議会

での提言活動を初め、あらゆる機会を通じて再

三、国に要望してきたところでございます。

私自身も昨年、大臣秘書官を務めておりまし

た際に、11月ですけれども、知事と議長が国土

交通大臣へ御要望された場に立ち会ったことが

ございます。このたびの前倒しは、トンネル工

事などが順調に進んだことですとか、あるいは

十分な予算が配分された、必要な予算が配分さ

れた、これはもとよりでございますけれども、

何よりも県議会はもとより、沿線自治体の皆さ

んあるいは民間団体の皆様の一体となった早期

整備を訴える熱意が通じたものではないかと

思っております。今後とも、北九州市―宮崎市

間の開通が一日でも早くなりますように、県議
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会あるいは市町村を初め、民間の皆様とも連携

をしながら、引き続き、国や関係機関に強く訴

えてまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、今度は東九州道の清武

以南についてお伺いをいたします。高速道路は

全線整備が図られることで効果が100％発揮でき

ると考えますが、北郷―日南間９キロメートル

は平成29年度供用開始が発表されております

が、その北側であります清武南―北郷間17.8キ

ロメートルについては、整備区間の地盤の関係

等から整備がおくれております。そこで、この

区間の工事の進捗について県土整備部長にお伺

いをいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 東九州自動

車道清武南―北郷間につきましては、国の新直

轄事業として整備が進められておりますが、ト

ンネル12カ所、橋梁14橋と、構造物の多い区間

であります。これまでにトンネル４カ所、橋梁

３橋が完成しておりまして、ことしの４月には

東九州自動車道でも最も長いトンネルとなりま

す猪八重トンネル、4,858メーターあるんです

が、これが貫通したところであります。また、

清武側にあります芳ノ元トンネルでは、地すべ

りなどの発生により平成21年６月から工事が中

断しておりましたが、その後、国に設置されま

した学識経験者を交えたトンネル施工検討会で

施工方法などの検討が進められ、ことし１月に

は工事が再開されたところです。

当該区間の進捗状況としましては、用地取得

はほぼ完了し、平成25年３月末現在の事業進捗

率は約47％でありますことから、県としまして

は、今後とも、清武南以南の事業中区間の早期

完成を国に対して強く要望してまいりたいと考

えております。

○宮原義久議員 進捗率47％ということであり

ますが、先のほうがつながって手前がつながら

ないということでは余り効果の出ない状況にな

りますので、先ほどありましたように、トンネ

ルが12カ所ということですが、完了しているの

が４カ所、施工中が４カ所、まだ未着工が４カ

所残っています。トンネル工事になると工事が

長期間になるのではないかと考えますと、やは

り早期の着工をしていただくような手だてを

─いろんな大会は幾らでも開けるというふう

に思いますし、熱意を伝えることはできると思

いますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。橋梁については、完成３橋、施工中が11橋

ということになりますので、未着工がないとい

うことでありますから、トンネル工事を早急に

急がれるような方向で頑張っていただきますよ

う、よろしくお願いしておきたいと思います。

次に、東九州道唯一の未着手区間であります

日南―串間―志布志間の整備についてです。こ

の区間は、本県の問題でもありますが、鹿児島

県との連携も必要となってくる部分でありま

す。現在どのような取り組みをされ、事業着手

のめどは見えてきているのか、さらに地形、用

地確保、距離的関係から、どの程度の年数で完

全に整備が図られると考えておられるのか、県

土整備部長にお伺いをしておきたいと思いま

す。

○県土整備部長（大田原宣治君） 東九州自動

車道の日南―串間―志布志間につきましては、

これまでも建設促進の各種大会等が地元で開催

されてきたところでありまして、これを受け、

あらゆる機会を通じ、鹿児島県や沿線の３つの

市、さらには女性の会などの民間団体と一体と

なりまして、国に対し地元の熱意を伝え、早期

事業化の要望をしてまいりました。

この結果、ことし５月には、新規事業採択の
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ための計画段階評価に関する九州地方小委員会

の１回目の審議が実施され、７月には、沿線の

３市４会場におきまして多くの地元住民参加の

もとで意見聴取が実施されるなど、その手続は

着実に進展しているところです。

しかしながら、新規事業化までには、さらに

都市計画決定や環境影響評価などの手続が残さ

れており、事業化後に測量・設計、用地買収、

工事着手となり、整備までには相当な期間を要

すると思われます。

このような中、今月19日には、串間市におき

まして、高速道路建設推進議員連盟の国会議員

の皆様を初め、国土交通省の幹部を迎えて、東

九州自動車道日南―串間―志布志間の整備促進

総決起大会が盛大に開催される予定でありま

す。県といたしましては、今後とも、鹿児島県

と連携を図り、早期の事業採択に向けて全力を

挙げて取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 それでは次に、九州中央自動

車道の整備についてお伺いをいたします。九州

中央自動車道の延長は、95キロメートルのうち

県内の延長が51キロメートルで、延岡―舞野間

が平成18年度に、舞野―北方間が平成20年度に

それぞれ供用開始、北方―蔵田間が平成27年度

の供用開始として事業が進められております。

また、熊本県側は小池高山―北中島間が平成30

年度に供用開始とされております。本県の蔵田

―県境間は地形的にも難工事が予想され、工事

期間も長期になると考えますが、今後の見通し

と整備の取り組みについて内田副知事にお伺い

をいたします。

○副知事（内田欽也君） 九州中央自動車道の

県境―蔵田間につきましては、現在、高千穂―

日之影間で用地買収など事業が進められており

まして、今年度からトンネル工事等に着手する

予定になっております。残る未事業化区間につ

きましては、ことし５月ですけれども、高千穂

から熊本の蘇陽間につきまして計画段階評価の

調査対象区間に選定されたところでありまし

て、概略ルートや構造の検討が行われることか

ら、事業化に向けて一歩前進したと考えている

ところでございます。

九州中央自動車道は、九州の東西軸を強化い

たしますし、重点港湾細島港の地理的優位性を

生かせるなど大変重要な路線でありますことか

ら、今後とも、一日も早い全線開通に向けて、

県議会、市町村、民間の皆様、さらには熊本県

ともしっかりと連携を図りながら、引き続き、

国に対して強く要望してまいりたいと考えてお

ります。

○宮原義久議員 東九州道、九州中央自動車

道、それぞれ質問させていただきましたが、そ

れぞれ少しずつではありますけれども、前に進

んでいるというような答弁ではなかったかなと

思っておりますが、地元としては、ここにもあ

りましたように、通っていない沿線は深刻な状

況で考えておりますし、高速道路が通ることで

地域の活性化をということを考えているわけで

ありますので、なるべく早く、うちあたりなん

か40年前から通っているわけですから、えらい

差があると思いますので、そのあたりについて

は最大限の努力を図っていただきますよう、そ

して一日も早い全線開通につなげていただきま

すよう、お願いをしておきたいというふうに

思っております。

次に、建設工事における指名競争入札の試行

についてお伺いをさせていただきます。

過去の入札は指名競争入札でありましたが、

官製談合事件を受けて入札制度の改革に取り組
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まれ、本年７月までの間は、一般競争入札、総

合評価の２種類で、地域エリアの設定や金額の

設定の改革など、さまざまな改革に努めていた

だき、現在に至っております。

これまで、指名競争入札の復活の要望が県議

会、建設関係業界から出され、本年の６月議会

及び宮崎県入札・契約監視委員会での審議を経

て、６月25日の入札手続等改善検討委員会で指

名競争入札の試行が決定され、来年３月までの

間、試行により実施されることとなりました。

これまで２カ月が過ぎておりますが、公共三部

での現在までの取り組み状況と落札状況など、

お聞かせいただきたいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 建設工事に

おける指名競争入札につきましては、災害対応

力の強化の観点から、地域の建設業者の育成な

どを目的としまして、予定価格3,000万円未満の

土木一式工事の一部を対象に、７月から試行し

ているところでありまして、昨日までに公共三

部で35件の指名通知を行い、23件について落札

者を決定したところであります。

現在までの状況につきましては、試行を始め

たばかりでございますが、価格競争方式の条件

付一般競争入札と比較して、指名競争入札のほ

うが工事現場に近い建設業者が落札する割合が

高くなる傾向が見られます。また、平均落札率

につきましては、条件付一般競争入札とほぼ同

じとなっているところであります。

今回の試行につきましては、今後、舗装工

事、のり面工事など、対象工事を順次拡大

し、200件程度の実施を見込んでおり、年度内に

は試行結果を検証した上で、議会の皆様の御意

見も伺いながら、翌年度以降の方針を決定して

まいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。順調

にいっているということだと思います。２カ月

という状況でありますので、１年通してどうい

う状況かということをしっかり検証していただ

いて、次につなげていただければありがたいか

なというふうに思っております。

次に、宮崎県優良工事表彰制度についてお伺

いをいたします。

この制度は、施工管理や安全対策、地元調整

等において他の工事の模範となるような取り組

みを行った工事を優良工事として表彰し、建設

産業全体の意欲向上を図ることを目的に創設さ

れ、平成22年度より導入されております。表彰

の種類については、知事賞、部長賞、発注機関

賞の３種類であり、平成25年度は知事賞５件、

部長賞７件、発注機関賞54件となっておりま

す。業者にとっては、金額的にも厳しい中、手

を抜くことなく社会資本の整備に最大限の努力

をされ、すばらしい構造物を建設されるわけで

ありますが、その表彰を受けたことは名誉には

なりますが、何らかの評価につながらなくては

意味をなさないとの声が業界のほうからもあり

ます。そこで、この表彰制度を総合評価の評価

項目に追加する考えはないのか、県土整備部長

にお伺いをしておきたいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 優良工事表

彰制度につきましては、工事成績が優秀で、他

の工事の模範となる取り組みを行った工事を表

彰する制度であります。これまで受賞された方

からは高い評価をいただいておりまして、県と

しましても、建設業者の意欲や技術力の向上に

つながっているものと考えております。

この表彰実績を総合評価落札方式に活用する

ことにつきましては、技術力や地域社会貢献度

を評価する上で一つの有効な項目になると認識

しているところであります。しかしながら、導
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入に向けては、さまざまな整理すべき課題もあ

りますので、今後、幅広く関係者の皆様の御意

見を伺いながら、検討してまいりたいと考えて

おります。

○宮原義久議員 いい工事をしていただいてい

るわけですから、その分はあれですけれども、

先ほどありましたように、整理すべき課題も整

理をしていただいて、関係者の意見を聞いてい

ただいて、できればやはり報われるような方向

で検討していただきますように、よろしくお願

いしておきたいと思います。

次に、河川改修についてお伺いをいたしま

す。

近年、地球温暖化の影響から、ゲリラ豪雨の

発生が多くなっております。これまでダム機能

を有していた水田は、減反の影響により園芸作

物や飼料生産の場となっていることから、水を

ためるのではなく、むしろ排水する傾向が高

まっております。また、農地の基盤整備に伴

い、排水路はコンクリートで固められ、道路や

個人住宅、大型店舗もアスファルトやコンクリ

ートで塗り固められていることから、雨は地面

に浸透するのではなく、直接、河川へと流れ込

みます。河川が多少崩れても、そこが耕地や住

宅地でなければ、なかなか河川の改修が進んで

いないようでありますが、県内の河川改修の進

め方についてどのように考えておられるのか、

県土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 河川の改修

につきましては、河川の流域の広さや土地利用

の状況、過去の洪水による被害の実態、費用対

効果等を総合的に判断しまして事業に着手して

おります。現在は、特に平成17年の台風14号や

平成22年の都城市でのゲリラ豪雨などにより甚

大な浸水被害が発生した地域や、人口や資産が

集中している市街地部など、緊急度の高い河川

から重点的に整備を進めているところです。

○宮原義久議員 次に、河川改修について引き

続きお伺いをしますが、災害復旧工事で、高さ

にしてあと１メートルかさ上げすることで次の

災害から逃れることができるような場合もあり

ます。基準があり、それ以上の工事はできない

とのことであります。しかしながら、地域住民

がその周辺のことは一番よくわかっておられる

わけでありますが、そうした地域の住民の声と

いうのは、どうして災害復旧工事であったり河

川整備には反映されないのか、県土整備部長に

お伺いをしておきたいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 災害復旧工

事につきましては、被災した施設をもとの状態

に復旧することを原則としておりますが、災害

の規模や状況によりましては、再度災害の防止

を図るため、地域の要望を踏まえながら、一連

の区間におきまして、川幅を広げるなどの改良

を加えた災害復旧事業にも取り組んでいるとこ

ろです。

また、河川の改修におきましても、整備計画

を策定する段階から、河川整備計画検討委員会

や地元説明会等において地域の皆様の御意見を

伺うなど、地域の実情に応じた整備に取り組ん

でいるところです。今後とも、地域の皆様の御

協力をいただきながら、治水対策に努めてまい

りたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。それ

ぞれ復旧工事であったりすれば制限がかかって

いるということはよく理解できるんですが、台

風が来る、大雨が来たというと、必ず見に行く

場所は一緒なんです。だから、またやられた、

またやられたということになりますので、その

あたりについては、何らかのそういった住民の
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声を含めてしっかりとした検討をしていただい

て、毎回毎回同じところをやるというのは逆に

お金の無駄遣いになると思うんですけれども、

よろしくお願いをしておきたいと思います。

次に、国県道の未改良区間の整備の優先順位

についてお伺いをいたします。

本県には、国道延長約1,158キロメートル、県

道延長2,019キロメートルの道路網がありま

す。5.5メートル未満を含む整備率は、国道

で83.9％、187キロメートルが未改良、県道が整

備率63.2％、744キロメートルが未改良となって

います。全国の道路の整備状況の資料を見てみ

ても、国道で44位、県道で38位の整備状況であ

ります。

また、整備率に反比例して、人口当たりの自

動車保有率は九州第１位、運転免許保有率は九

州第１位となっております。県内国県道の早期

整備が待ち望まれております。

ただ、道路の整備が進みますと維持費もか

かってくるわけでありますが、県土整備部の予

算における維持費と改良費の予算の割合を、県

土整備部長にお伺いをいたします。さらには、

昨年の国県道の整備延長をあわせてお聞かせく

ださい。

○県土整備部長（大田原宣治君） 平成25年度

の県土整備部の道路予算の中で、維持費と改良

費の割合につきましては、おおむね３対７と

なっております。また、平成24年度に供用しま

した県管理の国県道の延長につきましては、

約14キロメートルとなっております。

○宮原義久議員 次に、私の地元の小林市で

は、首長、経済団体も含めまして、県道宮崎須

木線の要望活動をさせていただいております。

整備促進のお願いも毎年やらせていただいてお

りますが、県内各地域においても同様の要望活

動が毎年繰り返し実施されております。そこ

で、国県道合わせて931キロメートルの整備の優

先順位をどのように考えておられるのか、県土

整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 本県の道路

整備につきましては、宮崎県中長期道路整備計

画に基づきまして、高速道路インターチェンジ

へのアクセス道路の整備や緊急輸送道路の整備

などを重点的に進めているところでございま

す。

このような中、昨年度は、東九州自動車道の

開通にあわせ、都農インター線や須美江インタ

ー線などを供用したところであり、さらにこと

し５月には、都城志布志道路の唯一の未事業化

区間が新規に事業化されるなど、道路の整備は

着実に前進しているところでございます。

しかしながら、県内には未改良区間が多く残

されている状況にありますことから、事業着手

に当たっては、限られた予算の中で計画的、効

率的に道路整備が図られるよう、道路の現況や

整備効果、緊急性などを総合的に勘案し、実施

箇所を決定することとしております。県としま

しては、引き続き、必要な道路整備を計画的に

推進するため、道路予算の総額確保や本県への

重点配分について、国へ強く働きかけてまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。先ほ

どからありますように、24年度、延長で14キロ

メートルが供用開始、931キロメートル残ってい

ますから、いつでき上がるのかなということに

なるんですが、維持費と改良費も３対７という

ことでありますし、整備が進めば進むだけ維持

費がかかってくるわけであるので、改良がなお

さら進みにくいんだろうというふうに思います

から、財源の確保をしっかりしていただいて、
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やっぱり地域の住民の声は道路が優先だと思い

ますので、財源確保も含めて、14キロメートル

ではなくて少しでも延長が進みますようにお願

いをしておきたいと思います。

次に、保育士確保対策についてお伺いをいた

します。

全国的に保育士の確保が問題となっておりま

す。県内の平成24年度の保育士登録者数は１

万3,942人ですが、常勤の保育士の数は平成23年

で4,161人となっております。保育園において

は、全職員が常勤でなく非常勤を含めて運営さ

れておりますが、どこの保育園でも慢性的な保

育士不足に悩んでおられます。

県としても、保育士確保のための処遇の改善

を図ることを目的に、私立保育園に対して６

億8,200万円を交付するなどの対策や、潜在的保

育士の掘り起こしを進める保育士確保緊急対策

事業にも取り組まれておりますが、保育士不足

をどのように考え、今後どのような取り組みを

進めようと考えておられるのか、福祉保健部長

にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 保育士は、園

児の健やかな成長にとってかけがえのない存在

でありまして、保育現場で必要とされる保育士

の安定的な確保は大変重要であると認識してお

ります。このため、今年度は、潜在保育士を対

象に、就労希望や条件に関するアンケートを実

施した上で、希望者に、研修や県福祉人材セン

ターへの登録を行うとともに、県内保育所への

就労を希望する学生の増加につなげるため、保

育士養成機関や保育団体との意見交換会を開催

しております。また、保育士の離職防止等を図

るため、お話にありました「保育士等処遇改善

臨時特例事業」にも取り組んでいるところでご

ざいます。今後とも、関係機関と十分連携を図

りながら、保育士の安定的な確保に努めてまい

りたいというふうに考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。先ほ

ど、保育士養成機関と保育団体との意見交換会

を開催しておりますということだったんです

が、これまでに余りなかったというふうに聞い

ておりますので、やっぱり県としてはそういう

間をとっていただいて、養成機関と保育団体と

の連携を深めることも必要だというふうに思い

ますので、よろしくお願いをしておきたいと思

います。

次に、児童虐待についてお伺いをいたしま

す。

児童虐待に関する相談件数の全国の状況は、

平成24年度で６万6,807件で、前年度比111.5％

となっております。本県の状況は、平成22年度

がピークで451件、平成24年度が443件となって

おります。虐待を受けている年齢層は０～３歳

未満が16％、３歳から学齢前児童が25％、小学

生が40％となっております。主たる虐待者は、

実父が22.6％、実母が63％となっており、子供

が一番信頼できる両親が虐待をするというおか

しな現象が起こっております。

また、443件の虐待の経路別相談件数を見てみ

ますと、児童本人が申し出たものが４件、幼稚

園がゼロ、保育園13件、小学校73件、そして近

隣知人が108件と最も多い状況となっておりま

す。小学生になると、自分の意思を先生に伝え

ることにより虐待を発見できますが、未就学児

は、虐待を受けてもなお親を信頼する傾向があ

るとも聞きます。そこで、自分では意思を伝え

られない未就学児を虐待から守るために、県と

してはどのようなことに取り組まれているの

か、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 未就学児に対
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する虐待を防止するためには、子育て家庭に

とって身近な専門機関が連携し、さまざまな角

度から支援を行うとともに、地域全体での見守

りが重要であると考えております。このため、

市町村においては、乳児家庭の全戸訪問や乳幼

児健診を活用したリスクの把握、子育て支援セ

ンターの設置などによる保護者の不安感や負担

感の軽減に取り組んでおります。また、虐待の

発生が懸念されるなどの世帯に対しては、要保

護児童対策地域協議会において、保育所・幼稚

園、保健所、医療機関、児童相談所等の関係機

関が情報の共有を図り、連携して対応を行って

おります。

県といたしましては、市町村や保育所等の関

係者への専門研修を実施するとともに、地域で

の見守りの重要性について、今後とも、テレ

ビ、新聞等で広く啓発に努めてまいりたいとい

うふうに考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。今、

答弁をいただいたんですが、一昨日でしたか、

これがどういうあれであったかはわかりません

けれども、敬老の日も近づきますが、おじい

ちゃんおばあちゃんを好きな国ランキングとい

うのをテレビでやっていたんです。クイズ番組

的なものでしたけれども、知事、福祉保健部

長、教育長、おじいちゃんおばあちゃんを好き

な国ランキングで日本は何位でしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 割と上位ではないかと

いうふうに期待をしておるところでございま

す。３位ぐらいでしょうか。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 感覚的には、

知事が申し上げたように、日本は高い位置にあ

るというふうに思っておりますが、私もテレビ

をちらっと見ました。かなり悪いんですけれど

も、どういう根拠というか、どういう調べ方を

されているのか、そこはわかりませんので、そ

れはそのとおり受けとめるものではないのでは

ないかというふうに思っております。

○教育長（飛田 洋君） 残念ながら、私はそ

の番組を見ておりませんが、子宝の国、じい

ちゃん、ばあちゃんが子育てにかかわれる人と

いうことから見たとき、トップであってほしい

と私は思います。

○宮原義久議員 最下位です。ということはど

ういうことなのかというと、３世代同居の比率

とか、そういうことを言われていたようであり

ます。だから、核家族化がいかに進んでいるか

ということになると思います。自分の子供より

も孫はかわいいんだそうですね。僕は孫がおり

ませんからわかりませんが、そういうふうに言

われていると考えると、３世代同居をいかに進

めるかということで虐待もとめられるのではな

いかと思いますので、そういったような事業の

推進をぜひ図っていただきたいというふうに思

います。福祉保健部長は見ていただいたからあ

れですけれども、そういう状況を、担当所管で

ありますから、ぜひ進めていただくようお願い

をしたいなと思います。

９月７日の朝日新聞に、厚生労働省の専門委

員会によるとということで、2003年７月から昨

年３月までのこの10年間に虐待で死亡した数と

いう記事がありました。０歳から２歳が218人、

虐待死の44％を占める。そして、100人は生後１

カ月未満、うち83人は出生されたその当日に亡

くなっているということになりますので、こう

いうことがないように努力をしていかなければ

ならないというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いをしたいと思っております。

次に、犬や猫の管理についてお伺いをいたし

ます。
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全国の犬の登録頭数は、厚生労働省によると

平成23年度約685万頭ですが、一般社団法人ペッ

トフード協会の調査では1,153万頭と推計をされ

ております。約４割が未登録となっているよう

であります。

本県の飼い犬の登録は平成24年度６万6,975頭

で、狂犬病予防注射の接種頭数は４万7,890頭

で、接種率は県全体で平均71.5％となっており

ます。日本における狂犬病発症例は昭和31年ま

でさかのぼることとなり、60年間、発症があり

ません。飼い犬を登録しなかった者、狂犬病予

防注射を接種しなかった者は、狂犬病予防法に

より20万円以下の罰金に処せられるとなってい

ます。狂犬病は、発症すると100％死に至るとい

う病気でありますが、未登録、狂犬病予防注射

の接種率の低さをどのように考えておられるの

か、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ＷＨＯの推計

によりますと、狂犬病は、全世界で毎年５万人

以上が死亡している人獣共通感染症の一つでご

ざいます。御質問のように、日本では約60年間

発生がありませんが、発病すると致死率が100％

であり、台湾におきましては、本年７月に52年

ぶりに発生をいたしております。国際交流が一

層盛んになる状況を踏まえますと、我が国にお

いても、狂犬病対策は極めて重要であると考え

ております。狂犬病対策の基本は、登録による

飼育状況の確実な把握と、予防注射による蔓延

防止にあり、注射の接種率が低いことは大きな

問題であると捉えております。

このため、県におきましては、登録・注射の

実施主体である市町村や県獣医師会と連携し、

保健所による指導や新聞広告、テレビＣＭの活

用等により、飼い主の自覚あるいは理解を促す

観点から、登録・注射の必要性を強く啓発して

いるところでございます。

○宮原義久議員 ありがとうございます。先ほ

どから、20万円の罰金に処せられますよという

ふうにあるんですが、多分払った人はいないん

だろうなと思いますが、狂犬病予防注射自体が

もう必要ない状況に来ているんだろうというふ

うにも思います。国も、未登録であったり、狂

犬病予防注射の接種率の低さというのを余り問

題視していないようにも思います。そういうの

を考えると、県としても接種してくださいとい

うことをお願いする程度、市町村もその程度な

のかなというふうに思いますので、そのあたり

はしっかりとした対応をしていただきますよ

う、お願いしておきたいと思っております。

次に、捕獲された犬・猫の殺処分についてお

伺いをいたします。保健所に捕獲された犬は、

狂犬病予防法により、２日間の公示後、１日間

以内に飼い主があらわれない場合は処分してよ

いとされております。本県では、ホームページ

で１週間以上飼い主を探していただいています

し、譲渡判定もしていただくなど、新たな飼い

主探しに大変御努力をいただいております。平

成23年度実績で、県内において犬・猫の保護・

引き取り約3,700頭のうち、返還330頭、譲渡631

頭、殺処分2,733頭となっており、九州内の他県

と比較しても、返還率、譲渡率が高く、努力に

対して感謝するものであります。

現行では炭酸ガスを使用して殺処分されるよ

うでありますが、30分から40分かかっても死に

切れない犬・猫がいるとも聞きます。処分に当

たられている職員にとっては、とてもつらい仕

事となりますが、職員の負担軽減のみならず、

動物愛護の観点からも処分の方法の見直しが必

要と考えますが、福祉保健部長のお考えをお聞

かせください。
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○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県におきま

しては、「動物の愛護及び管理に関する法律」

に基づく指針等におきまして、安楽死処分の一

方法として示され、かつ多くの自治体でも使用

されている炭酸ガスを使用しているところでご

ざいます。

なお、麻酔薬等の薬剤による方法につきまし

ては、獣医師が一頭ごとに処置する必要があ

り、現在でも犬・猫合わせて2,700頭以上を殺処

分している中では、獣医師の確保や体制整備等

も含めまして、負担が大きいものと考えており

ます。今後、犬・猫の適正飼養や譲渡を推進し

ながら、殺処分の方法の見直しについても研究

していく必要があると考えております。

○宮原義久議員 それでは次に、犬を飼う場合

に初期の登録料が3,000円かかっております。こ

のお金はどのようなことに使用されているの

か、お伺いをいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 狂犬病予防法

に基づく犬の登録・注射につきましては、平

成12年度から実施主体が都道府県から市町村に

移行しておりまして、登録料は現在、市町村が

徴収しております。

なお、この登録料の用途でございますが、鑑

札の作成及び登録台帳管理システムの運用並び

に登録・注射の啓発などに使用されているよう

でございます。

○宮原義久議員 現在、県においては、今度は

逆に犬・猫を引き取る場合、手数料として犬

が2,000円、猫が740円を徴収されているようで

あります。保護された犬を返還するに当たって

は、手数料として4,110円と、１日当たりの手数

料を430円徴収されているとお伺いしたところで

あります。こういった犬の保護・引き取りに関

して徴収している費用というのは、殺処分と飼

育の適正管理に使用されているようであります

が、できれば不妊とか去勢とか、そういった処

置への助成であったり、譲渡会の経費に充てる

ことで、命も守ってあげられるし、それ以上子

孫はふえないわけですから、そういうような政

策というのも必要だというふうに思いますが、

そうした経費に充てることができないのか、福

祉保健部長にお伺いをいたしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 犬・猫の引き

取りや保護犬の返還時に飼い主から徴収する手

数料につきましては、犬・猫の管理や適正飼養

の普及啓発などに関する業務の経費として使用

いたしております。

なお、犬・猫の不妊去勢への助成につきまし

ては、本来その飼育者が負担すべき性格のもの

でありますことから、全国的にも、都道府県で

助成している自治体はございません。

一方、犬・猫を譲渡する事業につきまして

は、殺処分数を減らすことを目的に、平成20年

度から民間の愛護団体に委託して実施している

ところでございます。

県といたしましては、殺処分数の減少を図る

には不妊去勢や譲渡の推進が大変重要であると

認識しておりまして、今後とも、市町村や県獣

医師会への情報提供や連携等を強化し、啓発等

に取り組んでまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。犬・

猫を飼うというのは個人のことなんですが、登

録料なり、そういったものを逆に高く引き上げ

ることで─多分、飼われている方は引き上げ

ても飼われると思いますので、そういったもの

を登録料も含めて高く取って、そしていろんな

事業に回すような政策を打っていったほうがい

いんじゃないかなというふうに思っておりま

す。
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先ほどからありますように、殺処分される方

も、30分たってあけてみたらまだ生きていたと

いったら、それは仕事としては大変つらいもの

があると思います。それをやりますかと言った

ら、多分、部長は私はやりませんと言われると

思いますが、それをやられる職員がいらっしゃ

るわけですから、そういった殺処分のあり方も

考えなくてはいかんと思いますし、登録料と

か、いろんなそういったものは、３万円だって

皆さん飼われると思います。私も野良犬を１匹

引っ張ってきていますけれども、できるだけ避

妊もしてあげることで次もふやさないというこ

とになりますので、個人だからということでは

なくて、そういうものを推進する、避妊去勢を

推進というような事業も起こされて、補助する

ということだけではなくて、やってくださいと

いうことをお願いすることも大事かなというふ

うにも思います。

大分前でしたけれども、猟期が過ぎたころ

に、地元の高原町の隣の御池の上から狩りの犬

を、１週間同じところにいるものですから、

拾って帰ったことがありますが、３カ月ほどで

死にましたけれども、飼い主が捨てた場所に

やっぱりいるんだそうです。そういうのを考え

ると、狩りに使うような犬を何匹持っておられ

て、どうかというのも、きっちりと管理してい

ただくようにお願いしておきたいなというふう

に思っております。よろしくお願いします。

次に、地元のことになりますが、霧島錦江湾

国立公園の80周年についてお伺いをさせていた

だきます。

昭和９年に、霧島周辺の東西約22キロメート

ルの領域が霧島国立公園として、瀬戸内海国立

公園、雲仙国立公園（現雲仙天草国立公園）と

ともに、日本で最初に国立公園に指定をされた

ようであります。昭和39年には、錦江湾地域に

指定されていた国定公園である錦江湾国定公園

と屋久島地域が編入となり、霧島屋久国立公園

となっております。その後、平成23年に姶良カ

ルデラが加えられて、霧島錦江湾国立公園と屋

久島地域が独立する形で屋久島国立公園が設置

され、現在に至っております。

昨年は綾地域がユネスコエコパークの認定を

受けましたが、霧島地域は日本ジオパークの認

定を受け、現在は世界の認定を目指しての努力

がされているところでもあります。言うまでも

なく、霧島錦江湾国立公園は本県にとって重要

な観光資源でもあり、宝であります。来年は国

立公園の指定から80年の節目となりますが、県

として霧島錦江湾国立公園をどのように考えて

おられるのか、今後の活用を含めて環境森林部

長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 霧島錦江湾国

立公園は、お話にありましたように、昭和９年

に我が国最初の国立公園の一つとして指定さ

れ、最高峰の韓国岳、天孫降臨の地として知ら

れる高千穂峰を中心として、23座の火山群と美

しい火口湖を有する、我が国を代表する景勝地

であり、県内有数の観光地となっております。

ことしに入って、えびのエコミュージアムセ

ンターのリニューアルやトレイルランニング大

会の開催など、新燃岳噴火の影響が残る中、地

域活性化に向けた新たな取り組みが進められて

おります。来年３月には指定から80周年の節目

を迎えますが、これからもより多くの国内外の

方々に親しんでいただけるよう、環境省や鹿児

島県、関係市町と連携して、すばらしい景観を

守っていくとともに、登山道など自然と触れ合

うための施設を整備するなど、霧島地域の魅力

の発信に取り組んでまいりたいと考えておりま
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す。

○宮原義久議員 ありがとうございます。80年

が節目かどうかと言われるとなかなかなんです

が、10年、10年の刻みというものを逆に大事に

されて、何かのイベント的なものでも計画がで

きるものであればしていただき、そして皆さん

に広くそういったイベントにも参加していただ

いて、霧島錦江湾国立公園のすばらしさを知っ

ていただくということも大事なのかなというふ

うに思います。日本で最初に指定をされたとい

うことが大事だというふうに思いますので、そ

のあたりについても、今後のことでありますか

ら、よろしくお願いをしておきたいと思ってお

ります。

次に、林業問題についてお伺いをいたしま

す。

本県の林業の売りは杉素材生産量日本一、平

成24年度の杉の素材生産量は140万4,000立方メ

ートルとなっており、他県を圧倒する名実とも

に日本一の杉の生産県となっております。１立

方メートル単価１万2,000円を下回ると採算割れ

を起こすとか、再造林が難しくなるとかの議論

も常に県議会でされておりますが、現状はさら

に厳しく、住宅様式の変化、建築基準法の問

題、外材との競争などのために、１立方メート

ル単価が7,000円台になることもあります。こう

した状況から、森林所有者は林業で生計を維持

することが困難となっており、他の仕事により

生計を立てている方がほとんどです。また、小

面積の所有者も、杉に価値がなくなった現在で

は、所有林の間伐などの手入れをなされていな

いことが多いと聞きます。

県として林業振興のため、未植栽林の解消、

木材の海外輸出、バイオマスでの活用、乾燥機

の導入と、次々と対策を打たれていますが、宮

崎県だけの問題ではないことから、問題解決が

難しい状況にあります。そこで、県内の杉の伐

採は計画的に実施をされていると言っていいの

か、環境森林部長にお伺いをしておきたいと思

います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 森林の伐採量

は、景気の動向や木材価格などに大きく影響を

受けますが、素材生産量を見ますと、平成24年

は約157万立方メートルとなっております。第七

次宮崎県森林・林業長期計画では、素材生産量

の目標として、平成21年の143万立方メートルに

対し、27年には15％増の165万立方メートル、32

年には32％増の190万立方メートルを掲げてお

り、24年の素材生産量は、27年の目標値の95％

と、ほぼ計画どおりとなっております。今後と

も、長期計画に掲げる目標を達成できるよう、

需要拡大等に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○宮原義久議員 それでは次に、杉の搬出経費

等についてお伺いをいたします。100年生以上の

杉と40年生の杉の１立方メートル当たりの価格

及び、地形や林道関係の整備にもよりますが、

一般的な場所におけるそれぞれの１ヘクタール

当たりの材積と１ヘクタール当たりの搬出経費

について、環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 100年生以上の

杉は一般的には流通量が少ないことなどから、

優良木材市や相対での取引が多い状況にありま

す。価格については、材の質によって差があ

り、高値で取引されるものや、逆に一般材と同

じ扱いになる場合もありますが、ことし１月の

県森連東郷センターの優良木材市では、１立方

メートル当たり２万円から６万円台の価格と

なっております。

一方、40年生の標準的な杉からとれる平均的
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な丸太は、ことしの平均価格で１立方メートル

当たり１万1,000円程度となっております。

また、杉の１ヘクタール当たりの標準的な材

積と搬出経費は、100年生で882立方メートル、

約307万円、40年生で559立方メートル、約230万

円となっております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。優良

木材市が開かれるということで、その価格は２

万円から６万円台ということのようであります

が、私どもは林活議連で調査をさせていただき

ました。100年を超えている杉が8,000円で競り

落とされなかったという現実を見てきたところ

であります。

計算をしてみたんですが、100年生杉で882立

方メートルを歩どまり70％で見たときに、２万

円ですると１ヘクタール1,234万円になります。

６万円を掛けると3,700万円ということになりま

す。今そんな世界はないと思いますので、8,000

円を掛けたら493万円となります。493万円か

ら307万円の搬出経費を引くと186万円というこ

とになります。今度は、40年生杉559立方メート

ルをその計算で0.7を掛けて搬出経費を引く

と160万円となります。差は余りないんです。20

万円ぐらいしかないんですけれども、40年生杉

と100年生杉を逆に時間を掛け合わせて計算する

と、2.5回転できることになりますので、40年生

杉にしたときに搬出経費だけを差し引いたとこ

ろで、400万円対100年生杉が186万円ということ

になります。

こういうことであれば、結果的には長伐期し

ないほうがいいということになりますので、そ

のあたりは長伐期にするに当たってのメリット

がありますよというのを、環境森林部としては

しっかりとした政策の中で打ち出して木材の振

興を図っていかないと、何のために長伐期に

持っていってしまうのかということが多分、林

家の方には理解ができないと思いますので、よ

ろしくお願いをしておきたいなというふうに

思っております。

それでは次に、大径材についてお伺いをいた

します。大径材の利用促進ということでお伺い

しますが、県が進める長伐期への転換は、森林

所有者にとって厳しい選択ともなるように思い

ますが、県としては長伐期への移行、つまり大

径材をどのように活用されようと考えているの

か、環境森林部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 大径材につき

ましては、森林資源の充実に伴いまして今後増

加が見込まれており、その活用が重要な課題と

なっております。このため、県では、大径材の

特徴を生かしながら、はり、桁等として利用し

た家づくりへの支援や、学校等の大型公共建築

物への利用に向けた構法の研究など、大径材の

利用促進に取り組んでいるところであります。

さらに、大径材を量産加工できる製材ラインが

少ないことから、国の事業を活用し、その整備

を支援しているところであります。また、日向

市で整備が進められております中国木材株式会

社の製材工場では、大径材を使った新たな集成

材を生産する予定であり、大径材の需要拡大に

つながるものと期待しているところでありま

す。今後とも、大径材の新たな用途開発や建築

物への利用など、大径材の積極的な利用促進に

努めてまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 今、答弁いただいたように、

大径材はなかなか厳しい状況がありますが、

やっぱり先の見えるような政策を打っていただ

くなり示していただきますように、簡単にでき

る問題ではないということは皆さんわかってい

るんですが、そのあたりは見える形で努力をし
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ていただきますようお願いしておきたいと思い

ます。

次に、伐採後の再造林についてお伺いをしま

す。木材の価格が下落する中で、再造林しても

採算が見込めないため、伐採後の裸山が放置さ

れます。放置林が増加することが懸念をされる

わけでありますが、そこで、伐採後の再造林対

策についてどのように取り組んでおられるの

か、お伺いをいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 近年の伐採面

積は年間約2, 0 0 0ヘクタールで、そのうち

約1,500ヘクタールが再造林されておりますが、

地理的条件のよい箇所においても放置されてい

る箇所が見受けられますことから、再造林対策

として、水源涵養機能等を有する森林について

は、森林所有者の負担を軽減するため、国庫補

助事業に加えまして、森林環境税を活用して７

％のかさ上げ補助を行っているところでありま

す。また、市町村や森林組合等と合同で行いま

す伐採現場パトロールや市町村において伐採届

を受理する際に、森林所有者等に対して造林を

確実に実施するよう指導しているところであり

ます。

伐採後の再造林を推進していくためには、森

林所有者の林業経営への意欲を高めることが重

要でありますことから、低コスト林業や木材の

需要拡大等を図りながら、持続的な林業経営の

確立に努めてまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。森林

組合の方と話をすると、伐採した後の山を県が

買ってくださいよというような話も出てくるぐ

らいの状況になります。なかなかそういうふう

にもいかないんでしょうけれども、2,000ヘクタ

ールのうちの1,500ヘクタールが再造林、あ

と500ヘクタールはそのうちカヤが生えて天然林

へ返るということになるんだろうというふうに

思いますが、場所によっては天然に戻さないと

いかん場所もあると思いますので、そのあたり

の区別はちゃんとつけていただいて、田野町か

らずっと奥に行ったところの山のてっぺんまで

杉が植えてあるというのは、どう見ても違和感

を感じる部分があります。そのとき植えていた

だいた方の努力に対しては頭が下がる思いでは

ありますが、やっぱりそのあたりはちゃんと計

画を組んでや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、バイオマス発電の取り組みについてお

伺いをします。原発事故の影響による電力不足

問題から、安い木材を活用して発電させるバイ

オマス発電の整備等が全国的に進められており

ます。県内においても整備が図られております

が、バイオマス発電の整備状況と木材の供給体

制─使用量を含めて─さらに木材価格への

影響はないのかということも含めて、環境森林

部長にお伺いをしておきたいと思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 現在、本県で

稼働している木質バイオマス関連施設は、発電

施設が５カ所、木質ペレット製造施設が３カ所

などとなっており、また新たに発電施設が４カ

所計画されております。

これらの施設では、製材残材等に加えまし

て、水分を含んだ状態の重量で年間37万トンの

林地残材等の未利用木材を県内から調達する計

画となっております。県内における林地残材の

発生量は年間77万トンですので、計算上は対応

できるものと考えておりますが、林地残材には

収集運搬コストなどの課題もありますことか

ら、中間土場の活用など効率的な仕組みづくり

について、事業者等の関係者に対して助言や情

報提供を行っているところであります。
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また、木材価格への影響につきましては、バ

イオマス利用施設は未利用木材を主要な燃料と

しますので、直接的にはないものと考えており

ます。

○宮原義久議員 ありがとうございます。今、

木材価格が立方メートル当たり9,300円ぐらいと

いうふうにお聞きしました。発電所なりペレッ

ト工場に持ち込むときの価格が5,000～6,000円

ぐらいかなというふうに聞きましたので、先ほ

どありましたように、林地残材等を運び出すと

なった場合に、大きな重機が入ってということ

ではなくて―鉄とか段ボールとか、そんなも

のを今ごく普通に持ち込めますね。廃品回収

じゃないんですが、軽トラックとか、それを積

んで集められるようなシステムをつくらない

と、林地残材は表に出てこないんじゃないかと

思いますので、そういったような林地残材が山

から出てきやすいようなシステムづくりも御努

力をいただけるとありがたいというふうに思っ

ております。

それでは、次に移りますが、野生鳥獣被害対

策についてお伺いをします。

日向市では人を襲うような状況もあるという

ことで大変御苦労をされておりますが、野生鳥

獣被害対策特別措置法において、市町村が被害

額の調査を実施し、それに基づき被害防止計画

を作成することとなっております。本県の平

成23年度の被害額は４億3,600万円で、前年度

比160％となっております。しかし、市町村の調

査にかなりのばらつきがあり、被害実態や被害

額が適正に把握されているのか、疑問が持たれ

ているところであります。

また、狩猟免許所有者も、平成20年度の6,911

人から、平成24年度には5,752人と大きく減少す

る中、鳥獣被害は増加をしております。その対

策費も、平成24年度決算で５億2,300万円余と

なっております。平成25年度も、「有害鳥獣被

害防止緊急対策事業」「地域でシカ捕獲対策強

化事業」「みんなで築く鳥獣被害に強い地域づ

くり事業」等に大きな予算が組まれ、対策をし

ていただいておりますが、被害は拡大する一方

であります。そこで、野生鳥獣の農作物に対す

る被害実態を的確に把握するため、具体的にど

のように取り組み、それを今後どのように被害

対策に結びつけていくのか、農政水産部長にお

伺いをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 野生鳥獣被害

の正確な把握は、被害防止対策の的確な推進に

不可欠なものと認識いたしております。このた

め、県におきましては、昨年度、「地域で守る

鳥獣被害みえる化事業」により、調査員を全県

的に配置し、市町村と連携して詳細な現地調査

等を実施したところであります。その結果を踏

まえ、市町村からは、県全体で約10億円の被害

額の報告を受けたところであります。本事業で

は、被害の状況を地図上に表示できるシステム

も開発しておりますので、今後は、これらの成

果を活用し、被害防止対策、捕獲対策、生息環

境対策などの総合的、広域的な取り組みを、よ

り効果的に実施したいと考えております。

○宮原義久議員 それでは、引き続きまして、

野生鳥獣被害対策についてお伺いをいたしま

す。有害鳥獣の生息数の推移と捕獲数、さらに

は、大きな予算を投入していながら被害がおさ

まらないこの現状について、どのように分析を

されているのか、環境森林部長にお伺いをいた

します。

○環境森林部長（堀野 誠君） 有害鳥獣の生

息数につきましては、イノシシは、調査手法が

確立されていないため把握しておりませんが、
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鹿は、平成20年度の約７万7,000頭をピーク

に、23年度末で約４万5,000頭まで減少しており

ます。また、猿は、24年度末で、前年度に比

べ500頭減の約4,500頭となっております。

次に、24年度の捕獲数は、鹿が１万8,916頭、

猿が1,556頭、イノシシが１万3,749頭の計３

万4,221頭となり、総数で前年度に比べ1,603頭

増加しております。

被害の現状につきましては、これまでの取り

組みにより被害が減少した地域も見られる一方

で、有害鳥獣が、その生息域を森林から里山地

域へ拡大したことや、防除対策を講じていない

集落へ移動したことなどにより、被害が拡大し

ているものと考えております。今後とも、市町

村や関係機関と連携し、有害鳥獣による被害の

軽減に向けて、捕獲や防除対策の強化、さらに

は狩猟者の確保などに取り組んでまいりたいと

考えております。

○宮原義久議員 いろいろ対策を打っていただ

いていて、結果的には捕獲数もふえているんで

すけれども、被害額が平成22年の３億円近くか

ら平成23年が４億数千万円、そして今回10億円

という数字になります。対策費は５億幾ら打っ

ていて、これだけの被害が出ているわけであり

まして、場所によっては、今言われたように、

入ってくるなというものだから、結果的には広

いところにイノシシ、鹿が入ってくるというこ

とで被害額が大きくなっているということにな

ります。そのあたりも含めてしっかりとした対

策を打っていかないと、これはもっともっとふ

える状況かなというふうに思いますので、しっ

かりとした対策をしていただきますよう、お願

いをしておきたいと思います。

次に、口蹄疫の防疫体制についてお伺いをし

ます。

2010年の口蹄疫の終息宣言から３年を迎えま

した。29万7,808頭もの家畜が本来の目的を達成

することなく殺処分され、本県の農業産出額に

も大きな影響を与えました。厳しい環境の中で

昨年度開催された和牛能力共進会では、日本一

２連覇を達成して、97.5ヘクタールに及ぶ埋却

地の再生も本年５月より順次進められておりま

す。また、子牛価格も高値で推移するなど、和

牛生産者にとっては明るい状況となっており、

畜産の再生が着々と進んでいることが感じられ

ます。

しかしながら、時の経過とともに、防疫意

識、特に消毒の徹底についての意識が低下して

いる施設や農場もあると聞きます。一方で、近

隣諸国においては、口蹄疫や鳥インフルエンザ

が引き続き発生をしております。ウイルスが国

内に侵入する危険性は引き続き高い状況にある

ことから、防疫体制の維持は非常に重要である

と思います。二度と同じことを繰り返さないた

めに、どのような考えで今後、防疫体制の維持

強化を図っていく考えか、農政水産部長にお伺

いをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 県といたしま

しては、口蹄疫の記憶を風化させない、そして

二度と同じ事態を引き起こさせないという強い

決意のもと、防疫マニュアルの改訂や防疫協定

の締結などを行うとともに、水際防疫、地域防

疫、農場防疫、迅速な防疫措置を４本柱とし

て、防疫体制の確立に取り組んでいるところで

あります。

具体的には、空港、港湾等の協力を得なが

ら、靴底消毒等の徹底を図っているほか、家畜

防疫員による巡回指導や、日ごろから農家を訪

問する機会の多い獣医師等の協力により、農家

の防疫意識の維持向上に努めております。ま
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た、万が一の発生に備えた防疫演習や研修会等

を定期的に実施しているところであります。今

後とも、これらの取り組みを継続するととも

に、関係機関・団体や隣県などとも連携を図

り、防疫体制の一層の強化に努めてまいりま

す。

○宮原義久議員 ありがとうございました。時

間が来ておりますので─残された部分につい

ては、それぞれの担当課といろいろ議論もさせ

ていただきました。それぞれをここでやりとり

はできませんでしたが、そういったものについ

てもしっかりとした対応をしていただきますよ

う、お願いを申し上げておきたいと思います。

それでは、知事のリーダーシップを発揮して

いただいて、積極的に取り組んでいただき、そ

の成果がしっかりと報告されますことを御期待

申し上げまして、全ての質問を終了させていた

だきます。ありがとうございました。（拍手）

○福田作弥議長 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52分休憩

午後１時０分開議

○福田作弥議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、自由民主党、中野廣明議員。

○中野廣明議員〔登壇〕（拍手） 今、私はサ

プライズしております。議員生活13年目、私の

質問のときは、大体傍聴席というのはぱらぱ

ら、平均で５人ぐらいかなと。きょうは看護師

会の研修会ということでたまたま一致したんで

しょうけど、こんなに来ていただきました。私

の傍聴率の、学力調査じゃありませんけど、平

均点数が上がるのかなと思っております。どう

もきょうはありがとうございます。

ことしは大変な猛暑続きでありました。そし

てまた、全国を見ますと、豪雨による災害があ

ちこち発生しております。そういう猛暑の中

で、宮崎県民において最大のホットニュース、

そして最高の感動というのは、やはり延岡学園

の準優勝じゃないかと思っております。そして

また、準優勝するまでに、48年ぶりのベスト４

という快挙をクリアしました。延岡学園は新し

い歴史を刻んだわけでありますけど、それを変

えるとすれば優勝しかありません。そんなこと

を考えながら、延岡学園が準優勝まで行った原

動力は何かなと、そんなことも考えました。や

はり監督の資質かな、監督の瞬時、瞬時の決断

力、采配、そういうものが大きな原動力かな

と、そう思ったわけであります。そしてまた、

この決断力は一朝一夕にできるものじゃない

と。やはり長年の経験、知識、勉強、そういう

ものが適切な決断力を出せるのかなと、そう思

いました。そしてまた、もう一つ大きな要素

は、子供たちの才能を最高限度まで引き上げ

た、これもまた大きな監督の資質かなと、そん

なふうに考えたわけであります。

そんなことを考えますと、昔、尾藤監督、蔦

監督という名監督がおりました。若い議員の人

は全然知らんということでありますけど、こう

いう名監督に師事した子供たちは本当に幸せだ

ろうなと、そんな気もいたしました。いかにい

い上司につくかということであります。サラリ

ーマンは、いい上司に恵まれるかどうかによっ

て大きな変化を来します。また、看護師さんた

ちも、いい上司に恵まれるか恵まれないかで、

いろんな動きが出てくるんじゃないかなと、そ

んなことを考えたわけであります。いかにいい

上司に恵まれて、そして、いい上司は瞬時の決
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断、そんなことができるんじゃないかなと、そ

んな思いをはせました。

身近でこの決断力でいいますと、鹿児島県知

事のことを思い出します。職員を香港に派遣す

る、これは方法はまだいろいろあっただろうと

私は思いますけど、派遣して香港―鹿児島線を

守ろうとすること、これは最初からああいう

バッシングはあるだろうと、想定内だったろう

と思いますけれども、そういう中でああいう決

断をした。私は拍手しました。これは何とかや

りたいというときの決断力というのが、リーダ

ーシップとしては一番大事かなと思ったわけで

あります。

そんなことを考えていまして、雑誌を読んで

いましたら、たまたま「カルロス・ゴーンの名

言」というのが載っておりました。ちょっと読

み上げますと、「改革を推進するスタッフがモ

チベーションを持てる環境をつくることが、

トップや上司の役目である」と、そういうこと

であります。今、県庁は、東京出張・日当1,100

円、県内200円。私は、モチベーションを上げる

要素じゃないなと、そう思っておるわけです。

「優先順位の低いことを幾ら上手にやっても、

それは時間、才能、労力、資源の無駄である」

と、まさしくそうだと思います。私は、この中

で、今、県が一生懸命やっております政策評

価、全くこういうのに当たるんじゃないかな

と、そう思っております。それから、「人間に

とって最大の罪は、持って生まれた能力を無駄

にすることである」「目的がわかっているな

ら、リーダーは妥協すべきではない」と、そう

いうことが載っていました。今回は延岡学園の

準優勝から始まって、ここ辺から知事の顔がち

らちらしていまして、最終的には、この席で、

知事の最高責任者としての理念、信条、決断力

についてお尋ねいたします。

以下、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。

県政運営を行う上での理念、信条、決断力と

いうことでございます。県政を運営するに当た

りまして、「対話と協働」というものを基本姿

勢といたしまして、県民本位の県政運営に取り

組んでいるところであります。本県は、口蹄疫

を初めとするたび重なる災害を受けたわけでご

ざいますが、こういった災害や重要な政策課題

への対応に当たりましても、県民の皆様はもち

ろんのこと、県議会や市町村、関係団体の皆さ

んとも対話を心がけまして、さまざまな声に真

摯に耳を傾けつつ、決断すべきときには、逡巡

することなく、私なりに最善の策を決断してま

いったところでございます。今後とも、県政と

いう重責を担う者として、私も「俊嗣（しゅん

じ）」でありますので、瞬時の決断をしてまい

りたい、そのように考えておるところです。以

上であります。〔降壇〕

○中野廣明議員 今、知事の答弁の中でいろい

ろ出てきました。最後は「決断」という言葉も

出ました。今までそれがなかったんです。「対

話と協働」だけだった。「決断」が抜けていた

んです。私が何でこんな質問をしたかといいま

すと、７月９日の宮日新聞に、「民間等のカジ

ノ研究会について」というコラムがありまし

た。その中で、これは知事がいろいろ言った中

のこれだけですから、とり方が違うかもわかり

ませんけど、その中で、カジノ研究会につい

て、「大変、関心を持って動向を見ている。今

は民間ベースだが、求められれば県も参画や連

携をしていきたい」、私はこれを見てがっかり
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したんです。別に反対とかそれでもいいんです

よ。ただ、知事の気持ちとしては、民間ベース

だが、求められれば何かやります。じゃ、知事

の意思はどうなんだということを私は知りたい

んです。

これをずっと見ていまして、瓦れきにまでま

た考えが行ったんです。きょう、宮原議員から

もその辺が出ましたけど、瓦れき受け入れも県

議会で議決をしました。今、瓦れきの受け入れ

状況がどうなっているかというと、瓦れきの最

終処理は26年度、来年度早期処理完了を目指し

ている。まだ来年のいつになるかわからん。

今、70％、あと30％が残っているということで

す。今、受け入れ自治体は１都１府15県、市町

村も入れますと全体で83件の自治体が受け入れ

ている。今、受け入れて１年半とかたっていま

すけど、新聞等では何も問題は出ておりませ

ん。それは当然の話ですね。受け入れ基準とい

うのは一般廃棄物同等か以下の放射線レベルと

いうことでありました。

私はこのときも言ったんです。瓦れき処理に

ついて、議会で議決をしました。知事は何と言

われたかというと、受け入れたいか受け入れた

くないかというのは、このときも知事は意思表

示されていないんです。ただ、私の頭にあるの

は、瓦れき処理は市町村の権限だから、市町村

長さんが地元の人たちと十分話し合いをしてく

ださいよと。そこから先はちょっと覚えていな

い。だから、市町村長さんの動きで決めますよ

ということだろうかなと思うんです。そのと

き、私はある首長さんと話した。そうしたら、

こういうことでした。知事は責任を我々に押し

つけようとしている。知事が受けたいという意

思表示をすれば我々は協力するんだと、そうい

う話。これは私の話じゃないんです。そういう

状況で、これを見ますと２つとも同じようなス

タンスなんです。これが知事の考え方かなと。

平常のときはどうでもいいですよ、何でも。だ

けど、一旦危機が起きたりしますと大きな決断

力が求められます。また、口蹄疫も、大臣と知

事の決断のなさがああいうふうになったと私は

思っています。

そんなことを考えますと、今、知事の決断

力、本当に決断力があるのかなと、私の頭の中

ではクエスチョンです。一応そういうことを申

し上げて、これは質問じゃありません、私の意

見です。瓦れきのところで何か訂正することが

あったらどうぞ。何もなけりゃいいです。

○知事（河野俊嗣君） 今、決断力についてい

ろいろ御指摘がございました。また、いろんな

ゴーンさんの話、真摯に受けとめて、これから

の知事としてのリーダーシップ、十分対応して

まいりたいというふうに考えております。

瓦れきにつきましては、決断がなかったとい

うお話がございますが、これは、口蹄疫などで

さまざまお世話になった我々が、感謝の思い

で、できる限りの協力はできないか、そのため

に検討しましょうということで、市町村との合

意を経ながら、さまざまな方策、現地調査を行

うなり、県独自の基準を定めるなど、ほかの県

以上に努力をしてきたというふうに考えており

ます。今、市町村に責任を転嫁しているんじゃ

ないかという話がございましたが、整理してこ

れまでも答弁申し上げておりましたとおり、瓦

れきの処理というのが一般廃棄物の処理であ

る。一般廃棄物の処理は市町村が行うもの、施

設についても市町村の管理権限にあるものとい

うことでございます。最終的には、地域の皆さ

んの理解を得ながら市町村長が判断しないと物

事が進まない、そのためにどうしたらいいかと
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いうのを県と市町村が一緒になりながら進めて

きたというのが、この経緯でございます。それ

に当たりましては、県議会で出された議決を私

なりに真摯に受けとめて取り組んできたもので

ございます。ただ、これまでの議論の進め方、

また、思いの伝え方がなかなか、その決断とい

うところが見えないではないかというような御

指摘もいただいているのは真摯に受けとめてお

るところでございますが、今後とも、今、申し

上げましたような対話と協働というものを重視

しながら、しかし、県政を預かる知事としての

決断、リーダーシップというものを十分配慮し

ながら県政に当たってまいりたい、そのように

考えております。

○中野廣明議員 この問題は、みんなそれぞれ

いろんな思いがあったんです。だから、いろい

ろ話をされるのはいいです。やっぱり、ちょっ

と人にお願いするという立場ではなかったと思

う。だけど、知事のトップリーダーとしての自

分の意見は少し述べないと事は進みませんよ。

「私は受け入れたいんだけど、よろしくお願い

します」、それで済んでいたかもわかりません

よ、結果としては。そういうことで、この質問

はここで終わりにします。

次に、総務部長にお尋ねいたします。

６月に閣議決定された「経済財政運営と改革

の基本方針」、いわゆる骨太の方針及び８月に

了解された中間財政計画によると、国、地方と

も、より一層の財政健全化が求められておりま

す。本県はどのように考えているか。

○総務部長（四本 孝君） 骨太の方針及び中

期財政計画におきましては、国の財政健全化を

目指すために、地方財政についても、国の取り

組みと歩調を合わせて歳出抑制を図ることとさ

れておりまして、今後、地方交付税総額や公共

事業費等の削減が懸念をされるところでありま

す。本県は自主財源が乏しく、財政基盤が脆弱

でございますので、地方交付税は歳入の３割以

上を占める必要不可欠な財源でございます。こ

れを削減された場合の影響は極めて大きく、ま

た、来年度、税制改正に向けて、自動車取得税

や地方法人特別税の廃止等も検討されておりま

すことから、本県財政を取り巻く状況は大変厳

しいものがあるというふうに考えております。

このような状況のもと、本県として、引き続

き行財政改革を進めていくことはもちろんです

が、地方が責任を持って、地方経済の活性化や

防災・減災対策、子育て対策等を実施するため

には、地方税財源の充実が不可欠でありますの

で、これまでも国に対し、地方交付税の総額確

保等について要望してきたところであります

が、今後とも、あらゆる機会を捉えて強く要望

してまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 いろいろ国の財政等考えて

も、国の補助金等が伸びる要素は何にもないと

思っています。減った分、県の財政もそのまま

減らすというのであれば、これは誰でもできま

すよ。私でもできる。だけど、今の時期を考え

ますと、15年続いたデフレからやっと景気がよ

くなろうとしているんです。そういう時期に、

やっぱりここは無理してでも、借金してでもや

ることはやるべきじゃないかと思っております

ので、来年度の予算組みについては思い切った

決断をしていただいて、予算編成してもらいた

いと思っております。

次、我々議員も、新聞等で報じられるだけで

ありますけれども、復興予算の返還について何

かいろいろ新聞で書かれておりますけど、具体

的な内容はどのようなことか、お尋ねします。

○総務部長（四本 孝君） 復興関連予算で造
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成した基金につきましては、使途の厳格化を行

うこととの総理大臣の指示を踏まえまして、関

係省庁から各都道府県等に対して、未執行分の

返還要請がなされているところであります。本

県では、地域自殺対策緊急強化基金、医療施設

耐震化臨時特例基金、森林整備加速化・林業再

生基金、緊急雇用創出事業臨時特例基金、及び

高等学校等生徒修学支援基金の５基金が対象と

なっておりまして、国から交付された額は総額

で93億円余り、このうち執行額が76億円余り、

未執行額は17億円程度になる見込みでありま

す。現在、返還に向けまして関係省庁と返還額

の調整等を行っておりますが、県といたしまし

ては、基金を財源として行うこととしていた各

種事業が返還後も円滑に実施できるよう、必要

な予算の確保について国に要望してまいりたい

と考えております。

○中野廣明議員 今の金額も補正か当初かわか

りませんけど、要は議会で議決しているもので

す。そういう問題が起こったときにはしっかり

議会に伝えるべき。新聞に出ていろいろ聞かれ

るけど、何のことか一つもわからんかった。そ

ういう状況が起こったら、しっかり情報を伝え

るべきだと。くれるものは誰でももらいますわ

な。返還については十分検討していただきたい

と思います。

次、総合政策部長にお尋ねいたします。

平成24年経済センサス・活動調査（８月27

日）、住民基本台帳に基づく調査が発表された

が、宮崎県の実態をどのように分析している

か、お尋ねいたします。

○総合政策部長（土持正弘君） 平成24年経済

センサス・活動調査の結果を見ますと、21年調

査と比較いたしまして、県内の事業所数が4.4％

減少し、約５万5,000事業所、それから従業者数

は1.8％減少し、約45万人となるなど、本県経済

にとりまして厳しい状況が見られたところでご

ざいます。これらにつきましては、リーマン

ショック後の長引く景気低迷やデフレの進行に

よる生産活動や消費の落ち込みが、特に零細企

業などの経営に大きく影響したものと考えてお

ります。また、本県の住民基本台帳人口でござ

いますけれども、平成12年以降、14年連続で減

少いたしておりまして、ことし３月末現在で

約113万8,000人となっております。少子高齢化

の進行に加え、近年では、生産年齢人口の減少

が顕著となり、本県の社会や経済の活力低下を

招きかねない厳しい状況にあると認識をいたし

ております。今後、このような社会・経済情勢

の変化が県民の産業・生活面に与える影響も十

分考慮しながら、成長産業の育成や地域産業を

支える人材の育成確保など、本県が直面する重

要課題の解決に向けて、全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

○中野廣明議員 数字は新しいけど、傾向とし

ては新しいものじゃないんです。今までずっと

そういう……。だから、再度こういう認識を見

て、総合政策部長としては、いろんな危機があ

りますから、こういうところからしっかりした

県の施策、そういうものを─やっぱり危機意

識がないとだめだと思うんです。ぜひ頑張って

もらいたいと思います。

次、知事は鉄道整備促進期成同盟会の会長で

すね。日豊本線についてどのように考え、どの

ように取り組んできたか、お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 日豊本線は、東九州を

縦貫する唯一の幹線鉄道でありまして、本県産

業の振興や地域の活性化はもちろんのこと、九

州が一体となった発展を図る上でも大変重要な

交通基盤であるというふうに考えております。
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また、私も延岡に行くときによく乗りますが、

日向灘の眺め、非常にすばらしいものがある

と、いつも感動しておるところであります。県

は、県議会の皆様に御参加いただいておりま

す、今、御指摘がありました宮崎県鉄道整備促

進期成同盟会を通じるなどして、国やＪＲ九州

に対しまして、日豊本線の高速化や鉄道の快適

性・利便性の向上の要望を行うとともに、ＪＲ

九州の施設整備への投資意欲を喚起するために

も、沿線自治体などと協力をしまして一層の利

用促進に努めているところであります。

このような取り組みを通じまして、今、申し

ました延岡―宮崎間につきましては、所要時間

が１時間を切るという高速化が一定程度実現し

ているところでありますが、残された区間の高

速化の整備につきまして、引き続き、関係先に

働きかけておるところであります。

また、最近の事例としましては、「リレーつ

ばめ」車両の導入や特急の増便、南宮崎駅や都

城駅のバリアフリー化などが実現しておるとこ

ろでございます。今後とも、日豊本線の活性化

・利便性の向上に、関係の皆様と力を合わせて

取り組んでまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 眺めがいいんですよ。だか

ら、立派な車両とか乗り心地をよくする必要が

あると思うんです。ただ、私は、この総会に行

くのがおっくうなんです。いつも同じようなこ

とをして何も進んでおらん。いろいろ陳情し

た、ああした。それを進めるための陳情をした

というのは何にもなりませんよ。全国あるいは

九州管内から来ていますから。要は私が言いた

いのは、知事が本当に本気度でどこまでやりた

いのかということです。何ぼ陳情に行ったっ

て、やっぱり知事の本気度が出ませんと通じま

せんよ。ぜひ、知事、これだけは私がやったと

きにしたんだと。今、知事が言ったことはみん

な知事になる前の話です。お隣は新幹線が入り

ました。あれを見て宮崎を見るとがっくりしま

す。ガタガタ、ガタガタいって。

そういう中で次、質問しますけれども、車両

の振動を軽減するには、私はロングレール化な

どがいいんじゃないかと思うんです。乗り心地

もいいし。知事の意見をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 日豊本線の快適化とい

うことで、これまでもさまざまな要望をＪＲ九

州にする中で、レールの交換でありますとか枕

木のコンクリート化などの線路の改良、それか

ら、さっき申しました新しい車両の導入などの

対策を講じていただいております。御指摘のロ

ングレール化につきましては、設置場所が限ら

れるという一定の課題はあるようであります

が、既に県内の一部区間では採用されておりま

す。今後とも、ＪＲ九州にさらなる働きかけを

行いながら、鉄道利用者の快適性の向上に向け

て努力をしてまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 ちょっと話は変わりますけ

ど、青森県の五所川原市が市債入札で落札され

た利息が0.66％です。それから、鹿児島県なん

か一般公募債100億、0.35％。これについては、

財政課と議論しますと、いつもだまされたよう

な気になって―冗談ですけど、余り変わりま

せんよという話なんです。だけど、みんな、こ

の10年一括返済で有効に使っている。今、こん

な利息はありませんよ。土木だけ一般競争を

やって、県の借り入れも入札ぐらいやってみた

ら、まだ安くなるんじゃないかと私は思うんで

す。今、そういうときですから、日豊本線も乗

客率が低いんだから、県も少しは金を出さんと

できませんよ、そんなのは。そんなのを出すの

で悪いと言う人はいない。投資計画ですから。
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ぜひ知事、本気でこれを─どれに取り組むか

はまず知事の判断でいいですけど、本気でぜひ

取り組んでください。

次、フードビジネスについてお尋ねいたしま

す。

フードビジネス推進課を設置した目的、予

算、事務分掌、そして、この半年間の具体的な

事業の取り組みはどのようなことか、お尋ねし

ます。

○総合政策部長（土持正弘君） ４月に新設い

たしましたフードビジネス推進課でございます

が、フードビジネス及び産学官連携の推進を所

掌しておりまして、本年度は、「みやざきフー

ドビジネス推進体制構築事業」等により、2,900

万円余の予算額となっております。４月以降、

庁内のフードビジネス施策の司令塔といたしま

して、県内産学官金による全県的な推進体制

や、県内各地域におけるネットワーク会議の設

置、さらには、県内のフードビジネスに係る情

報発信や食関連企業の情報収集・活用などに取

り組んでまいりました。また、「拡大」「挑

戦」「イノベーション」のプロジェクトにおい

て、庁内５部23の課・室から成る連絡会議を立

ち上げまして、フードビジネス推進課が中心と

なって、食肉や焼酎、産地力の強化など、10の

テーマに沿って具体的な取り組み項目を設定い

たしますとともに、これらのプロジェクトを推

進するための新たな支援策といたしまして、国

の戦略産業雇用創造プロジェクトの採択を得る

など、フードビジネス推進のための基盤づくり

や施策の形成、支援策の強化に取り組んできた

ところでございます。

○中野廣明議員 フードビジネス課は、従来、

農政、商工とかいろんな部でやっていますけ

ど、それを取りまとめてピラミッド型にして何

かやっていこうということかなと思います。本

当にそういう形がうまくいくのかなと、私は疑

問に思っております。だけど、チャレンジする

ことはいいことですから、ぜひこれは頑張って

ください。なかなか数字を出すのは難しいと思

いますけど。

次に、６次産業化、農商工連携、戦略産業雇

用創造プロジェクトの違いは何か、総合政策部

長にお尋ねします。

○総合政策部長（土持正弘君） フードビジネ

スは、生産、加工、販売等に至る裾野の広い産

業を対象としたものでありますが、その振興の

ための手法として６次産業化や農商工連携の取

り組みが行われているものでございます。農商

工連携は、農林漁業者と商工業者等が連携して

新しい生産技術の開発などを図るものであり、

６次産業化は、農林漁業者みずからが生産を起

点として、加工・販売の分野まで経営の多角化

を進め、所得の向上を図るものとされてきまし

た。しかしながら、近年、加工・販売分野と連

携した６次化の取り組みが広がってきておりま

して、具体的な動きとしては双方に大きな違い

はないものというふうに考えております。

また、先日、フードビジネスによる本県の雇

用創出プランが国の戦略産業雇用創造プロジェ

クトに採択されましたが、今後は、この事業を

活用いたしまして、このような連携による取り

組みを支援するコーディネーターの設置を初

め、県内の食品関連企業における販路開拓や新

商品開発のための人材確保の費用の助成など、

外部人材の活用や人材育成を支援することによ

り、フードビジネスの振興を図ることとしてい

るところでございます。

○中野廣明議員 聞いていると簡単にわかりそ

うじゃないけど、簡単に言いますと、６次産業
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化、これは農林水産省です。メーンは農業者に

なっている。それから農商工連携、これは経済

産業省です。中小企業中心になっている。産業

プロジェクト、これは厚生労働省ですから、雇

用中心。最後の目的は、商品開発、施設、機械

の補助、それと新商品開発、サービス、似たよ

うなものですよ。何が言いたいかというと、こ

ういう縦関係で来て、地方は─それから、こ

の事業は国もやっているんですね。商工団体も

していますよ、それぞれ─これを取りまとめ

るというのは容易なことじゃないと思うんです

けど、最終的には、いろんな組織をつくって

も、来る人が目指すのは、補助金をもらって頑

張りたいという話だと私は思うんです。質問の

趣旨が、わかりませんけど、そういう違いで

す。

次、フードビジネス振興構想の具体的な取り

組みはどのようなことか、総合政策部長。

○総合政策部長（土持正弘君） フードビジネ

ス振興構想は、本県の豊富な農林水産物を核に

いたしまして、食関連産業を地域に根差した揺

るぎない基幹産業として再構築し、雇用の創出

と地域の活性化を図ることを目指しておりま

す。現在、食肉や加工用農水産物、産地力の強

化など、フードビジネスプロジェクトのテーマ

ごとに、関係団体や企業等と連携を図りなが

ら、それぞれ、さらなる販路の拡大のための販

売戦略の構築や産地力維持のための他産業から

の農業参入の促進などに取り組んでいるところ

でございます。また、県内７地域においてネッ

トワーク会議を設置いたしまして、各地域のフ

ードビジネス育成のために設定されたテーマに

ついて、関係機関が連携して取り組んでいると

ころでございます。

今後は、既存の事業によるソフト・ハードの

支援のほか、先ほど申し上げました、今般採択

されました国庫補助事業も最大限に活用しなが

ら、プロジェクトや地域における取り組みを着

実に進めてまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 私は違った質問をしておるん

ですけれども、聞いておると同じような気がす

るんですけど、よくわかりません。要は、リー

ディングプロジェクトとか推進体制を重点化す

ると、そんなことかなと思っているんです。

次、質問しますけど、フードビジネス振興構

想に掲げる食品関連産業生産額、現在が１

兆2,586億円、10年先は１兆5,000億円の目標に

なっておるわけです。私はこの数字を見て何な

のかなと思っていろいろ自分で調べて─自分

ではわかりませんね、いろいろ引き出してみら

んと。とにかく聞かんとわからん数字ですよ、

これは。これだと既存の大手の製造業者の数値

が入っている。フードビジネスとしての成果に

関係なく大きく変動するそうです。フードビジ

ネスの成果として、何らかの数値がつかめるよ

うにせんといけないんじゃないかと思っていま

すけど、部長、どうですか。

○総合政策部長（土持正弘君） フードビジネ

ス振興構想に掲げる数値目標の指標でございま

すけれども、生産者や民間企業の業績から成る

ものでありますが、県の進めるフードビジネス

振興施策は、マーケット情報の提供やマッチン

グの支援、外部人材の紹介など、ビジネスの機

会が広がる環境整備を行うことで、生産者や企

業の成長を促すことだというふうに考えており

ます。現在の数値目標でフードビジネスの成果

としての数値が把握できるのかという御意見で

ございますが、現在、10のテーマを定めまし

て、フードビジネスプロジェクトを進めておる

わけでございますが、その中で施策の成果とい
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うものを把握しながら、また、それぞれのプロ

ジェクトごとの数値目標等も新たに検討しなが

ら、しっかりとしたフォローアップに努めてま

いりたいというふうに考えております。

○中野廣明議員 やっぱり議会としては、何の

成果かということです。成果報告に書くとすれ

ば、１年前、組織をつくった、プロジェクトを

つくった。そうじゃないと２年目から成果報告

書けませんよ。やっぱり、これは最終的には今

言ったような補助金。今言ったマッチングとか

こんなところは、みんな各部でやっているんだ

から、今までずっと。それをまたどういうふう

にやるかというのは知恵だと思うんです。そう

いう意味ではしっかり数字がわかるように。今

言ったソフトはわからん部分がありますけど、

最終的にみんな来るとすれば補助金を求めて来

ますよ。そういう補助金を出したところぐらい

はちゃんとした数字を出してくださいねという

ことで、今、部長、フォローアップに努めると

いう言い方、これは、そういう補助事業の成果

を含めて数字で出すということでいいんです

か。

○総合政策部長（土持正弘君） 補助金を出し

た事業者の成果というものをどう見るかという

ことでございますけれども、それぞれの事業者

ごとで取り組みは違うと思いますが、具体的に

申し上げますと、例えば一つの生産に伴う機械

を整備したと。それについて補助金を出したと

きに、補助の効果というものをどう見るかとい

うのは、その他、企業はいろんな活動をしなが

ら全体の利益を出しておりますので、そこだけ

を捉えて求めていくのは非常に難しいのではな

いかと思います。それでは、企業全体の収益を

報告を求めるかということになりますと、それ

は補助条件としてはなかなか厳しいものがある

のではないかというふうに考えております。

いずれにしましても、先ほど申し上げました

ように、そういったいろんな問題はありますけ

れども、それぞれわかりやすい指標が何か必要

ではないかというふうにも考えておりますの

で、今後の指標のあり方については、先ほど申

し上げましたように、現に今、10のプロジェク

トを設置して推進しておりますので、そうした

中で、どういった指標であれば納得をしていた

だくようなものになるか、改めて検討させてい

ただきたいと考えております。

○中野廣明議員 そんな難しいことを言ったら

出せませんよ。補助契約のときに、売り上げな

り決算書を出してくださいと言って、決算書か

ら補助金を調べればいいんです。その分だけと

いうのはないから、要はその企業がどれだけ成

長したかと、それでも大きな目的じゃないです

か。出す方向で出してください。そうじゃない

と、議会への成果報告じゃ絶対何も出ません

よ。よろしくお願いしておきます。

次に、農政水産部長にお尋ねいたします。

本県農業は大変厳しい状況であると思ってお

ります。県は実態をどのように認識しているの

か、お尋ねいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県農業は、

他県と同様に、農家数の減少や農業就業人口の

高齢化に歯どめがかからず、農業産出額でも口

蹄疫発生前の平成21年の水準まで回復していな

いなど、大変厳しい状況にございます。また、

全農家を対象としたアンケート調査におきまし

ても、政府によるＴＰＰ協定交渉参加表明によ

りまして、約２割の農家が規模縮小や営農断念

の意向を示すなど、今後の営農活動に対する農

家の不安の高まりを深刻に受けとめているとこ

ろでございます。
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一方で、このように厳しい状況の中でも、全

体の約４割に当たる農家は、さまざまな取り組

みにチャレンジして、営農を何とか続けていこ

うという前向きな回答をしておられますので、

今後は、このように意欲ある農家をしっかりと

サポートしていくことがますます重要になって

くるものと考えております。

○中野廣明議員 今、農政の予算は379億ぐら

いです。昔は500億とか600億あった時代。今は

何もかも衰退しておるんです。農業の数字を見

て元気の出る数字は何もない。そういうこと

で、そういう危機意識を持たないとやっぱりだ

めですよ。行政のやっていることは間違いあり

ませんと、こういうのを無謬性と言うらしいで

すけど、そんなことを考えますと、今、県で第

七次宮崎県農業・農村振興長期計画（概要

版）、これを私はよく見るんです。概要ですか

ら、何した、かにしたでいいと思うんですけ

ど、これなんか見ますと、儲かる農業の実現、

農業所得の向上となっている。その中には、農

業所得がどうなっているかというのは一つもあ

りません。大体、農政がつかんでいないから書

けないんです。その辺をしっかり実態に合った

ことをやらないと、従前みたいなやり方をして

いてもしようがないなと。これに書いてあるこ

とを見ますと、例えば認定農業者、24年は8,487

名になりましたと。政策評価では、これが多く

なるほうが「Ａ」なんです。これは絶対、将来

どんどん減っていきますよ。減っていく。査定

せんでも減っていきます。それから、耕作面積

が43.5％と書いてある。こんなの意味が全然わ

からん。ここに書いてあることは、そういう数

字がただ羅列してあるということで、そういう

中でいいか悪いかという判断は何もできませ

ん。

もう一つ聞きますけど、青年就農者給付金の

給付状況と受給者の実態について、部長にお尋

ねします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 国が新規就農

者の倍増を目指すため、全額国庫で措置しまし

た青年就農給付金につきましては、45歳未満の

青年を対象に就農希望者の研修を支援する「準

備型」と、独立して自営就農した方を支援する

「経営開始型」があります。昨年度の給付状況

は、準備型では49人に対して7,650万円、経営開

始型では、203人に対して２億5,162万5,000円を

給付しております。準備型の受給者の実態を見

ますと、農家出身が43％、県内出身が76％と

なっておりまして、先進農家や農業大学校、あ

るいはみやざき農業実践塾等において研修に取

り組んだところでございます。また、経営開始

型につきましては、本県の基幹品目である施設

園芸や露地園芸、あるいは畜産が大半を占めて

いるところでございます。

○中野廣明議員 要は、農業はこれまで手厚く

しないと後継者ができないという実態を言って

もらいたかった。ですから、７年間、合計する

と大体1,050万円来るんです。夫婦でもいいんで

す。夫婦二人でももらえる。ただ、その場合は

ちょっと下がります。ここまでやらないと、

今、農業後継者はできないという、私は危機的

状況だと思っているんです。ぜひ、部長、しっ

かりみんなと、行政がやっていることは間違い

ありませんとか、答弁を聞いているとみんなよ

くなるような気がするけど、実態は全然何もよ

くなっていない。そういうことで実態をしっか

り共有しながら、特に国から来ておる―副知

事じゃないですよ―農政の皆さんは、悪く

なっているなんてことは絶対言いませんから、

８割ぐらいは国の補助事業を使ってやっていま
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す。そこ辺はしっかり議論してください。

農政は最後になりますけど、知事にお尋ねい

たします。本県の農業の実態を検証すると、ま

さしく５年先、10年先を考えると危機的状況だ

と思うんです。農業の危機的状況を全県民で共

有することが重要じゃないかなと私は思うんで

す。みんなが危機を共有すれば、地産地消なん

かどんどん進みますよ。知事は宮崎の農業の将

来をどのように考えているのか、お尋ねいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 農業を取り巻く状況に

つきまして、今、るる御質問、また答弁がされ

たところでございます。さまざまな厳しい状

況、また、先行きが見通せない閉塞感というも

のに取り巻かれる中で、本県の農業には、ほか

の県にはない強みというものがあるわけでござ

います。これまで培われた高い技術により日本

一２連覇をした宮崎牛でありますとか、マンゴ

ーのような全国に誇れるブランド品目もあるわ

けであります。また、温暖多照な恵まれた環境

を生かしたさまざまな農業生産に取り組んでま

いりまして、全国トップクラスの生産量を誇っ

ている農作物もたくさんあるわけでございま

す。その可能性というものは大いにあるのでは

ないかということを感じるところでございま

す。

先日、香港、シンガポールに行ってまいりま

した。そのときにやはり実感として私が感じま

したことは、安全・安心、高品質な日本食品に

対する評価というもの、信頼性が大変高いとい

うことでございます。日本の市場は少子高齢化

というところでございますが、すぐそばのアジ

アでは人口がどんどん爆発し、いずれ食糧不足

がという状況にあるわけであります。しっかり

とした取引のパイプをつくり、アジア市場の開

拓というものができれば、農業、それから、先

ほどフードビジネスの議論もさせていただきま

したが、農業を軸とした食産業というものは大

きなチャンスを迎えているのではないかという

ふうに考えておるところでございます。

そのような思いから、フードビジネス振興構

想を定め、また、香港に初めて県の事務所を設

置しということで取り組んでおりますし、ま

た、フードビジネスを進める上でも、オープン

ラボを設置して、食品加工などに取り組む企業

の支援などに取り組もうとしておるところでご

ざいます。

さまざまな課題なりあるわけでございます

が、そういうチャンスというものを捉まえて、

しかもフードビジネスを振興する上では、やは

り、生産現場である農家の支援・育成というの

は大変重要であろうかというふうに考えており

ます。地域や産地の視点を重視した新たな担い

手対策を構築するなど、そのような観点から、

農業生産力の維持・強化にこれからも努めてま

いりたいというふうに考えております。

また、７年後には東京オリンピックの開催が

決定し、今、世界の注目がまた日本に集まり、

日本食品に対する評価の高まりというものもご

ざいました。そういう中で、本県としてどのよ

うにこのチャンスを生かしていくのかというの

は、やはり食というものが非常に重要になって

くるのではないか。それを生かした観光誘客等

の展開というのも考えられるのではないかとい

うふうに思っております。

いずれにせよ、そういう大局的な変化という

ものを捉まえて、本県の今後の農業のあり方、

しっかりと取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○中野廣明議員 知事は話し方がうまいから、
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ついつい聞きほれるんですけど、実態は厳しい

ですよ。そのとおりいっておるんだったら、ま

だよくなっているはずです。

それで、知事が今言ったことは、大体今まで

の考え方と一緒ですよね。どこが違うか。東ア

ジアとオリンピックが出てきたぐらい。そうし

ますと、「危機意識」とか、行政はなかなかそ

れを言いたがらんのですね。素直にこういう

「危機意識」というのは知事の口から言っても

いいじゃないですか。県民と共有することに

よって、いろんな次のきずなじゃないけど出て

くるんじゃないかと思うんですけど、この危機

意識の共有というのはどうお考えですか。

○知事（河野俊嗣君） 危機意識の共有、重要

なことだというふうに思っております。さまざ

まなデータというものをしっかりと県民の皆様

にお示ししながら、問題点をしっかり把握する

ということも大事だというふうに思っておりま

す。これからも努めてまいりたいと思います。

一方で、リーダーのあり方、冒頭にいろいろ

御指摘がありましたように、リーダーは、やは

り夢を語ること、大きな目標を掲げて鼓舞する

こと、これも大変重要であろうかというふうに

考えております。今、農業に関しまして答弁申

し上げましたのは、いろんなチャンスがあるの

ではないかというようなことを申し上げたとこ

ろでありまして、今後とも、いろんな夢があ

る、チャンスがあるということで、農業後継者

もしっかり確保する、そして農業が活性化す

る、そのような農業の振興に努めてまいりたい

と考えております。

○中野廣明議員 いろいろ大きいことを言うこ

とは結構ですけど、「実現できます」と、そう

いうのを宮崎じゃ、ほら吹きと言うんですよ。

それはしっかり実行してください。今までそん

な言葉はいっぱい聞いているんです。それでも

みんな悪くなっているから私は心配しているん

です。

次です。畜産について質問をいたします。

私、口蹄疫の話を聞くたびにぎらぎらするん

です。長期計画の概要に書いてあるのは、「口

蹄疫後の飼養衛生管理基準の遵守指導」。指導

巡回数が8,789、ただ回ったよというだけの話。

何ぼ回ればいいか、全部回るか、要はその中で

指導どおり実行してくれているのは幾らあるか

が出てこんと意味がないでしょう。私は牛の飼

養農家の皆さんと飲むようにしているが、「何

か回ってきたな」と、そのくらいの話ですよ、

みんな。それと適正飼養密度説明会２回。10回

すればまだいいかという話ですけど、要は中身

がどうなったかとかせんと、回数とかそんなの

を書いていてもしようがないでしょう。10回し

ても誰もそれを守ってくれんけりゃ何の意味も

ない。

そんなことを考えますと、次、口蹄疫になる

んですけど、30万頭殺処分、全体の経費は600億

円、そのうちの540億ぐらいが補償費、それか

ら60億ぐらいが人件費含めたもの。それだけ

入っている、600億も。そういう中で、口蹄疫拡

大の最大の要因は何だと考えるか。口蹄疫発生

後、24時間以内に殺処分、72時間以内に埋却し

なければいけないと。これは法律なんです。こ

れが今できるかできんか。この事態が起こった

場合どうするのか。できなかった場合の責任は

どうなるのか、農政水産部長に。

○農政水産部長（緒方文彦君） まず、口蹄疫

拡大の要因でございますけれども、国の疫学調

査等の報告を踏まえますと、早期発見、早期通

報のおくれや、防疫従事者の不足に加えまし

て、埋却地が確保できず、殺処分までに時間を
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要したことなど、さまざまな要因があったと考

えております。

次に、誰が責任を持って殺処分、埋却を実施

するかについてでございますが、家畜伝染病予

防法では、家畜の所有者が家畜防疫員の指示に

従い、口蹄疫等に感染した家畜を殺処分、埋却

しなければならないとされておりますので、基

本的には家畜の所有者でございます。しかしな

がら、家畜伝染病の蔓延を防止するため、緊急

の必要がある場合は、家畜防疫員がみずから殺

処分、埋却を行うことができることとされてお

りますので、県としましても、責任を持って迅

速な防疫措置を講じてまいりたいと存じます。

○中野廣明議員 再度確認しますけど、迅速な

防疫措置というのは、埋却も含まれるというこ

とでいいんですか。

○農政水産部長（緒方文彦君） 口蹄疫等家畜

伝染病の蔓延防止のための措置でございますの

で、埋却も含まれます。

○中野廣明議員 今のような答弁ができるん

だったら、知事に質問してよかったんですね。

今の「県が責任を持ってやります」というのは

口蹄疫後初めてですよ。３年、今までこれ、絶

対言わなかったんです、県は。言わなかった。

法律は一緒なんですけど、ここまでやるという

ことで、私はそれで十分だと思うんです。これ

はぜひ、そういうことで責任持ってやっていた

だきたいと思います。私は、これがあれば口蹄

疫の質問は今後一切しません。ありがとうござ

いました。これこそ決断ですよ。

次、農業振興公社の口蹄疫関連埋却地の取得

経緯と再整備の内容について質問いたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 県公社が保有

する埋却地は、口蹄疫発生の折、迅速な防疫作

業を進めるため、市町村の要請も踏まえ、緊急

的な措置として国の農地保有合理化事業を活用

し、県公社が取得したものでございます。今年

度より進めております再生整備は、民有地を優

先的に整備しておりますが、県公社埋却地につ

きましても、本年度より計画的に整備を進めて

いくこととしております。また、売り渡しにつ

きましては、昨年度、地元関係機関で構成する

県公社埋却地売渡促進対策協議会を設置し、売

り渡しの基本的な考え方について協議を行い、

各市町村ごとに売り渡し方針を作成する等、売

り渡し作業の準備を進めております。県としま

しては、今後とも地元の意向を十分に酌み取

り、関係機関と連携を図りながら、公社埋却地

の早期売り渡しに努めてまいりたいと考えてお

ります。

○中野廣明議員 私、みんながこの再整備を喜

んでいるのに何であえて質問したかといいます

と、民間私有地はそれでいいんです。ただ、農

業振興公社の買い取った経緯が、今ちょっとあ

りましたが、農業振興公社が買い取った土地と

いうのは、埋却地にするためにこの制度で買う

ためには農振地域じゃないとだめだったんで

す。だから、農地保有合理化事業、いわゆる農

業振興公社が買って埋めた土地は、もとは山林

だったり農業施設の跡だったり、本当に売れる

ような土地だったかということなんです。埋却

地として買うときには、逆算していくと、10ア

ール（１反）当たり大体60万かかっている。今

度埋め立てするというのは10アール平均50万で

す。110万かかっているんです。そうして売りま

すよと。それだけだったらいいんです。私が言

いたいのは、今まで山だったり原野だったりそ

ういうところを農地に返して果たして売れるの

かということなんです。それで、今びっくりし
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たのは、売却方針は市町村につくってください

という話です。売れんかったら市町村で買いな

さいという話にはならんですよね、これ。私も

現場を見ていないから何とも言えませんが、売

れるようなところはいいんですよ。そういうこ

とをして売れんかった場合は、補助金の半分は

県負担でしょう。補助金の半分25万で85万ぐら

い。そのうちの20万出て50万は損切りですよ。

そこまでしてする必要があるかな。それだった

ら、企業局なんかが買い取ってソーラーでもつ

けたほうが、よほど宮崎県のためには収入がふ

えるんじゃないかと思うんです。そういう意味

で、今後、圃場整備するのはいいけれども、昔

の農業用の倉庫でもあったようなところをまた

田んぼにしていって売れるかということです。

やはり売れるもの、売れないものをある程度し

て、やったらどうかということです。どうです

か、それは。何もかもみんな再整備しますか。

○農政水産部長（緒方文彦君） 今から売り渡

しの作業に入っていきますので、私ども、関係

市町村と連携をとりながら、しっかりと早期に

売り渡しができるよう努力してまいります。

○中野廣明議員 売れんかったら市町村に買え

なんて、そんなことはだめですよ。

次、過疎対策についてお尋ねいたします。

本県過疎の実態とその対策の理念はどのよう

なことか。また、過疎対策予算はどれぐらいに

なっているのか。

○総合政策部長（土持正弘君） 本県の過疎地

域につきましては、過疎地域自立促進特別措置

法に基づきまして、16市町村が公示をされてお

りますが、いずれの地域におきましても、人口

の減少や高齢化の進行、地域産業の低迷など、

多くの課題があると認識をしているところであ

ります。過疎地域は、国土の保全や水源の涵養

など、多面的かつ公益的な機能を有しているこ

と、そして、何よりも過疎地域で暮らす方々に

とりまして、かけがえのない生活の場でありま

すことから、その地域に誇りを持ち、安心して

生活を営めるよう、そして、貴重な資源と多面

的機能を次の世代に引き継いでいかなければな

らないと考えておりまして、集落の活性化や日

常生活の維持・充実、産業の振興を施策の柱に

位置づけまして、全庁挙げて取り組んでいると

ころであります。

また、平成25年度の過疎地域自立促進計画に

基づく過疎対策予算でありますけれども、約356

億円となっております。

○中野廣明議員 部長の答弁はよくわかりま

す。ただ、その答弁はここ10年、20年やってお

るような答弁です。私は何も部長が悪いと言っ

ているんじゃないですよ。そういう答えになら

ざるを得んと思っていますけど、過疎の歴史を

見ますと、昭和30年代から日本経済の高度経済

成長の過程で、山村・漁村の人口が急激に大都

市に流出して過疎が始まるということで、そも

そも昭和45年、過疎地域対策緊急措置法ができ

ているんです。それから平成22年まで５本法律

が変わっているんです。よく懲りずに国はこん

な法律をつくるなと思うんです。中身は何もよ

くなっておらん。ただ、よくなっているのはい

わゆる生活環境。水道普及率、これは過疎地域

と全国平均とほぼ変わりません。それから、水

洗化率は過疎が68％、全国が100％からちょっと

落ちます。道路改良率も全国とほぼ同じくら

い。舗装率も大体10％ぐらいの差。過疎地域も

インフラ整備はいっていますよという話だと思

うんです。医療・福祉は格差がある。これは今

どこでもありますから。それと教育の格差はな

くなっている。それはいいですわね、少人数の
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ところで先生が一対一ぐらいで教えるような話

ですから、よくなる。昭和45年から平成22年ま

で、過疎対策の実績額、88.3兆円です。一年の

国の予算と大体一緒です。それと、あと10年以

内で454集落が消滅。そんなことですよ。

そんなことを考えますと、これはやっぱりや

らんといかんけど、するなという話じゃないん

ですよ、ちょっと目先を変えてやるべきじゃな

いかなと。難しい話だけど。そこに住むために

は、所得、働く場所、これを難しいけど何とか

目がけていかんことには─今ずっと事業を

やっていますよ、応援隊等。みんな一過性です

よ、そのときだけの話。そんな話をずっとやっ

ていてもしようがないと私は思うんです。もう

ちょっと目先を変えて、一遍にはいきません

よ、それは。そういう方向でやったらどうかと

いう思いですけど、部長、どうですか。

○総合政策部長（土持正弘君） 過疎地域にお

ける雇用・所得の確保でございます。御指摘の

とおり、大変重要な課題であると認識をいたし

ておりまして、県といたしましては、産業の振

興を過疎地域における最優先課題と位置づけま

して、各部局が連携し、取り組んでいるところ

でございます。

具体的には、標高差など地域の特性を生かし

た農林水産業の振興を図りますとともに、自然

や歴史、文化といった貴重な魅力ある資源を活

用した新たな産業の創出といたしまして、民泊

型の修学旅行の受け入れの取り組みとか、特産

品の開発、販路拡大などの、それぞれの地域の

取り組みに対しまして支援を行っているところ

でございます。今後とも、市町村や地域の方々

とより一層連携・協働いたしまして、産業振興

や安定した雇用・所得の確保に努めてまいりた

いというふうに考えております。

○中野廣明議員 これは難しいですけど、やっ

ぱり目先を変えんと同じことですよ。

次、福祉・保健についてお尋ねいたします。

今、予算を見ますと、国も県もみんな一緒で

すけど、社会保障費だけが増加するという現象

です。社会保障給付費、日本全体で見ますと103

兆円いっています。そういう中で閣議決定があ

りました。これは民主党のときだと思うんです

けど、生活扶助費の一般世帯との比較・検証、

それから、医療扶助の一部自己負担と後発医薬

品使用の義務化というのが閣議決定されており

ます。生活扶助、今いろんな問題が出ています

けど、11都道府県では、最低賃金に比較して生

活保護基準が上回っているという状況です。こ

れは今、ちょっと改善されたかもわからん。そ

れから、満額基礎年金よりも生活保護が高い。

医療扶助では、入院６割、調剤15％、タクシー

代が大体45億円。30～39歳の生活保護１人当た

りの医療費（外来）が12万7,000円。同じ年代で

一般の人は４万7,000円、約2.7倍。それは仕方

がない、悪いから生活保護費をもらっているわ

けで。そんな状況です。

それで、本県の生活保護費の実態はどのよう

なことか。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 生活保護制度

は、我が国の社会保障制度において、最後のセ

ーフティーネットとしての役割を担っておりま

して、その財源は、国が４分の３、福祉事務所

設置の自治体が４分の１の負担となっておりま

す。本県における生活保護世帯は、平成20年９

月のリーマンショックの影響などから、全国と

同様に急増しておりまして、特に、働くことが

できる方を含む世帯の増加が著しくなっており

ます。このため、平成24年度の生活保護費は276

億円余で、20年度と比較しますと約59億円、27
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％の増加となっております。また、扶助費別の

割合では、医療扶助が全体の53％を占めており

まして、次に生活扶助が31％、住宅扶助が10％

などとなっております。

なお、不正受給につきましては、平成24年度

で396件、１億1,700万円余となっております

が、このような不正受給を未然に防止し、早期

発見するために、各福祉事務所におきまして

は、収入申告義務の周知徹底を図るとともに、

市町村の税務担当部局の協力を得まして、被保

護者全員に対する課税の調査などを徹底してい

るところでございます。

○中野廣明議員 例えば医療扶助53％、単純に

掛け算しますと146億円になります。それだけ大

きな数字でありますから、生活保護者の決定は

県と市―市はそれぞれやっていますけど―

がそれぞれ決定しているようであります。とに

かく適正な生活保護ができるように、しっかり

頑張っていただきたいと思います。

次、医療費についてお尋ねいたします。医療

費は生活保護費だけではありません。社会給付

費全体の話であります。我が国の社会保障費の

中の医療費は37兆7,666億円、37兆円でありま

す。うち調剤医療６兆5,600億円と、そういう数

字に上っております。この医療費を下げるとい

うのは、我々素人だからわかりませんけれど

も、とりあえず医療費を削減するにはジェネ

リック医薬品への切りかえかなと思うんですけ

ど、本県の医薬品のうちの後発医薬品（ジェネ

リック）の使用状況はどうなっているか。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県の院外処

方における薬剤料は、平成23年度で456億円と

なっておりまして、そのうち43億円が後発医薬

品となっております。その使用割合で見ます

と、全国平均8.6％に対し本県9.4％と、全国平

均を0.8ポイント上回っております。今後とも、

後発医薬品を安心して使用できる環境整備を

図ってまいりたいというふうに考えておりま

す。

○中野廣明議員 これは県が率先して、いろい

ろ啓発する必要があるかと思います。私も健康

保険証を持っていますけど、ジェネリックを使

いましょうとか入っているんですけど、医者に

行って、「ジェネリック医薬品をください」と

はよう言わん。ぜひその辺はしっかり啓発して

もらいたいと思います。

県立病院の後発医薬品の使用状況はどうなっ

ていますか。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立病院では、外

来患者に対しましては、基本的に院外処方で対

応しておりますので、主に入院患者に対しまし

て、院内で医薬品を使用しているところでござ

います。そのうち後発医薬品の使用状況でござ

いますが、金額ベースで申し上げますと、平

成24年度全医薬品購入額約29億7,000万円の9.9

％を占めておりまして、主に抗がん剤や感染症

治療薬などとなっております。後発医薬品の使

用は、患者の負担軽減や県立病院の費用削減は

もとより、我が国の医療保険財政の改善にも大

きく貢献することになりますので、今後ともそ

の使用促進に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○中野廣明議員 ジェネリックにするともうけ

が減るかなと。よくわかりませんけど、そんな

ことは別にして、やっぱり公立病院が率先して

やるべきじゃないかと思いますので、これは院

長同士３人で話せばいい話ですから、ぜひ、も

う少しずつ上げるようにお願いします。

今、このジェネリック、数量ベースと金額ベ
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ースがあるんですけど、数量ベースで言います

と、日本の医療費総額が１兆5,300億あるわけで

す。今、国費が4,000億円。そういう状況ですけ

れども、これは、先発医薬品が全て後発医薬品

に置きかわった場合に、日本では１兆5,300億円

減りますよということです。そのうち国費

が4,000億減りますと、そんな膨大な数字であり

ます。ちなみに数量ベースで言いますと、日本

が22.8％、アメリカが72.4％、英国が65％、ド

イツが63％、そんな数字になっています。アメ

リカなんかは皆保険じゃないから、安い薬を使

わんと困るのかなと思いますが、いずれにして

もこの社会保障問題、大変な問題ですから、宮

崎県でもできるところから始めるべきじゃない

かと思いますので、頑張っていただきたいと思

います。

次、県土整備部長にお尋ねいたします。

総合評価落札方式による入札において、最低

価格者が技術評価点で逆転された件数と、入札

参加者が３者以下で執行された件数はどうなっ

ているか、お尋ねいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 総合評価落

札方式につきましては、公共工事の品質確保を

図る観点から、経済性にも配慮しつつ、技術力

等を評価する制度でありまして、経営と技術力

にすぐれた企業が伸びていける環境の整備につ

ながるものと考えております。この方式は、価

格と技術力など、価格以外の要素を総合的に評

価しますことから、最低価格応札者が落札でき

ない、いわゆる逆転があり得る入札制度となっ

ております。平成24年度における逆転の件数

は、公共３部が発注した668件のうち353件あり

まして、発注件数の52.8％を占めております。

また、入札参加者が３者以下で執行されました

件数は85件で、総合評価落札方式で発注された

件数の12.7％となっております。

○中野廣明議員 逆転があって当然だという考

え方かなと思います。それから、今、指名競争

入札、10者です。３者以下というのは、１億、

２億とか大きい金額が、こういうところが多い

んです。私、これは正当な競争入札と言えるの

かなと、そういう考えはあります。それがいい

かどうかは、ここで議論する話じゃありませ

ん。

そういう中で、総合評価落札方式、この工事

成績は、評価値を出すための大変重要な要因の

一つなんです。工事成績の評定方法は、とにか

く人によってやるわけです。３人とかでもいい

ですけど、評価項目を評定する。私はそれを見

て、項目まで言いたいんですけど、時間がない

から─そういう項目を見て、十人が十人、100

％同じ点数を入れるとは思わんですね。やっぱ

り主観が働きます。そんなことを考えますと、

この評価の方法というのはこれでいいというこ

とはないと思うんです。これは業者のためでも

ありますから、検証しながら改善していくべき

じゃないかと思っているんですけど、部長の考

えをお尋ねします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 工事成績評

定につきましては、国に準拠しました宮崎県工

事成績評定要領に基づき実施しているところで

す。評定に当たりましては、客観性を確保する

ため、検査の際に評定します検査員と、工期を

通して評定します主任監督員及び総括監督員に

より、複数で行っております。さらに、公平・

公正な評定が行われますよう、評定を行う技術

職員を対象に、建設技術センターの研修に加え

まして、工事現場における摸擬検査を実施する

など、研修内容の充実強化を図ってきたところ

であります。評定方法につきましては、今後と
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も、公共工事の品質確保が図られますよう、関

係団体の皆様の御意見を伺いながら検証を行

い、よりよい工事評定となるよう努めてまいり

たいと考えております。

○中野廣明議員 ぜひ、部長、業者の立場に

なってしっかり検討・改善してほしい。ただ、

私は、これは中身がわからんかったから担当課

といろいろ話したんです。この担当課の職員

は、人間のすることに間違いはないと言わんば

かりに、間違いがないように研修しますと。研

修すれば100％人間の主観が入らんでやっていけ

るかということです。私は、この担当課の職

員、何だこれはと、無謬性そのものじゃないか

と思ったね。どこからそんな自信が来るのか

と。これは部長、その課のあり方、業者だから

言いたいことが言えるだろうけど、しっかり監

督してください。

もう一つ、田舎はいろんな個別の要望がある

んです。そうしますと、例えばの話、急傾斜、

これは角度と高さ、そして下に５軒家があれば

いいわけです。５軒に５人住んでいればいいわ

けです。３軒で10人住んでいたらだめなんで

す。知事、知っていますか。この急傾斜制度事

業は、人間を守るための事業なのか、家を守る

ための事業なのか。５軒に５人住んでいるの

と、２軒で例えば５人住んでいるのでは、人間

の命の値段が違うのかなと思ったりするわけで

す。こういう矛盾がいっぱいある。今のはしよ

うがないと思ったけど、こういう制度事業にか

からんようなものは、何億とか何千万じゃな

い、何百万か何十万の話なんですよ。こういう

のはしっかり県として救済措置をつくるべきだ

と思うんですけど、部長の考えはどうですか。

○県土整備部長（大田原宣治君） 急傾斜地崩

壊対策事業につきましては、国の交付金事業

と、市町村が事業主体となります県費補助事業

があります。それぞれ原則としまして、国にお

いては保全対象人家10戸以上、県においては５

戸以上の採択基準を設けております。これらの

採択基準は、公益性や公平性、費用対効果、有

効性などを総合的に勘案し、設けられていると

考えておりますが、採択基準を緩和することに

つきましては、こうした点を十分に踏まえまし

て、市町村を初め幅広く意見を伺うなど、慎重

に検討していく必要があると考えております。

お尋ねの急傾斜地崩壊対策事業につきまして

は、今後とも、ハード整備と土砂災害警戒区域

等の指定などのソフト対策をあわせて推進しな

がら、市町村とも十分連携し、安全で安心な県

土づくりを進めてまいりたいと考えておりま

す。

○中野廣明議員 部長、慎重じゃなくていいで

すよ。人の命に値段があるかということで検討

してください。お願いします。

それでは、次、環境森林部長にお尋ねいたし

ます。

林業公社の収支状況と今後の見込みをお尋ね

します。

○環境森林部長（堀野 誠君） 林業公社で

は、平成23年度に改訂した第３期経営計画に基

づきまして経営改善に取り組んでいるところで

あります。平成24年度の収支状況ですが、昨年

度は、杉などの木材価格が大きく下落したこと

から、出荷調整を行ったところですが、昨年度

に売り払いを行った分収林は、１団地当たりの

規模が大きく、手入れが行き届いていたことな

どから、計画を上回る収入を確保できたこと

や、利息の軽減など支出を削減したことなどに

よりまして、収支は、計画を約2,000万円上回

る6,400万円余の黒字となっております。
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また、今後の見込みにつきましては、現在の

木材価格が昨年を上回っておりますので、引き

続き、県、林業公社が一体となって経営改善を

進め、改訂計画の達成に向けて取り組んでまい

りたいと考えております。

○中野廣明議員 続けて質問します。林業公社

の分収林事業と県行分収造林事業との違いは何

か、教えてください。

○環境森林部長（堀野 誠君） 県行分収造林

事業は、県が造林者となり、土地所有者等と契

約を結び、伐採後の収益を分け合う事業であ

り、本県では、昭和30年代から推進された拡大

造林の中で、県有林の伐採収入等を主な財源と

して行ってきたところであります。一方、林業

公社は、対象森林の奥地化や山村の人口流出な

どに伴いまして拡大造林が停滞していたことか

ら、組織的に推進する新たな担い手として昭

和42年に設立され、その分収林事業は、当時の

農林漁業金融公庫資金等を財源として行われて

きたものであります。このようなことから、県

行分収造林事業と林業公社の分収林事業では、

借入金残高が県行分収造林事業で約８億円、林

業公社で340億円と大きく異なっているところで

あります。

○中野廣明議員 何で聞いたかというと、去

年、杉が安い、安いと。これだったらまた収支

計画から落ち込んだんだろうなと。利益は出て

おる。どうなっちょっとという感じがしたわけ

です。要するに林業公社が340億円、県行分収造

林が８億円。同じような事業をして何でこんげ

違うとという話なんです。昔はよかったんだけ

ど、時代の流れ、背景の社会構造の違いでこう

なったんですから。ただ、言いたいのは、これ

以上税金をつぎ込むことはやめたらどうですか

と言いたいわけです。まだ時間がありますから

しっかり考えて、どんどん売ってもいいじゃな

いですか、在庫があれば。売って、とにかく税

金をつぎ込まんような覚悟で頑張ってくださ

い。

次、防災対策についてお尋ねいたします。

平成23～24年度策定の県地域防災計画はどう

なっているのか。統括監。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 今のお尋

ねは地域防災戦略策定事業ということで、御答

弁させていただきます。県では、東日本大震災

を受けまして、本県における最大クラスの地震

・津波による被害を想定し、その被害を最小限

とする減災目標を検討するための基礎調査とい

たしまして、平成23年度からの２カ年事業とし

て地域防災戦略策定事業に取り組んできたとい

うところでございます。

しかしながら、昨年度に、御承知のように、

内閣府から、南海トラフの巨大地震という全く

新たな形の想定が出されましたことから、その

内容を踏まえた調査・検討を実施する必要があ

るということで、２カ年事業を25年度、今年度

に繰り越しをお願いしておりまして、今月末を

目途にその内容を取りまとめることとしている

ところでございます。今後、それを受けまし

て、県では、被害想定や減災目標の策定を行

い、宮崎県地域防災計画の震災対策編を抜本的

に見直すということで考えているところでござ

います。

○中野廣明議員 私は、不思議でたまらん。そ

のときつくろうとしてきたものは、南海トラフ

では使う必要はないんです。２年おくれて３年

目でやっとでき上がったんですね。まだ地震が

来んかったからいいようなものの。だって、南

海トラフがいつ来るか予想できんでしょう。
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それで、わざわざ重たいものを持ってきたん

です。こういうのができている（資料を示

す）。知事、見たことがあるでしょう、中身も

しっかり。中身を質問していいですか。みんな

どうですか。副知事どうですか、これ。

○副知事（稲用博美君） 私、危機管理を直接

担当していたときがありますので、その中身を

しっかりと勉強させていただきました。

○中野廣明議員 こんなのを地震が来て対策室

やらそんなところに持って行く人はおらんです

よ。これはこれでいいんですよ。それじゃ、何

を目標につくるかということ。私は、今でもあ

の東日本大震災、いろいろ出るでしょう、あれ

を見てまだ何かぐんと来るものがありますよ。

あれが夜来ておったらどうなるかなと思うんで

す。津波は夜は来んとですかね。夜来ておった

らあんなものじゃないですよ。あんなことを考

えると、とにかく初動体制、津波であれば、津

波警報が鳴って津波が来るまでにいかに避難す

るかでしょう。それで、津波が引いてその後何

するか。あと、いろいろ避難した人の話があり

ますが、それは次の話。やっぱり人命尊重。

それから、地震で言えば、黄金の72時間。大

体、人間の生命は、瓦れきの下、時には１カ月

とか出てきますけど、普通は72時間。その中で

どうやって救済するか。阪神・淡路大震災を見

ると、倒壊家屋の瓦れきから脱出できない人の

約８割が近所の人によって助けられた。住宅の

倒壊、家具の転倒による死者の増大。6,434人の

８割、死者の８割が倒壊です。そんなことを考

えると、何をしているのかわからん、危機管理

は。全然危機管理じゃないよ、これは。そうい

うことで、過去の教訓を生かした地震・津波発

生、情報伝達はどうなっているのか。統括監。

○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、最初の72時間と

いうのが、人命生存率はそれ以降になれば相当

下がるということで、初動が大変大事だという

のは御指摘のとおりだと思いますし、一方、東

日本大震災、その前の阪神・淡路大震災での自

助・共助の取り組みというのは、我々としても

今後、例えば防災士の育成とかを通じて頑張っ

てまいりたいというふうに考えているところで

ございます。

その上で、御質問のありました初動における

情報伝達、これも非常に重要なところでござい

まして、避難行動を行うに当たっては、速やか

にその情報が伝達されるということが極めて重

要であるというところでございます。県では防

災行政無線を整備しまして、市町村を経由して

災害情報や避難情報等を伝達することとしてい

るほか、例えば県のメールサービスですとか、

テレビ、ラジオとの連携等によりまして、でき

る限り多くの県民に、いち早く情報伝達できる

ように取り組んでいるところでございます。

さらに、今年度は、予算をお認めいただきま

して、災害対策支援情報システムというものの

構築にも取り組んでおり、このシステムにより

まして、災害情報の集約や伝達を自動化するこ

とで、従来以上に迅速化を図れるという効果を

見込んでいるところでございます。

また、災害発生直後の被害情報の収集は、初

動において大変重要だというのは御指摘のとお

りでございまして、とりわけヘリコプターに登

載したカメラ映像、いわゆるヘリテレ映像に

よって、災害の全容をリアルタイムで把握でき

るという点で非常に有効であるというふうに考

えております。このため、平常時より、県警の

ヘリ、また自衛隊のヘリなど、ヘリを保有する

機関と密接に連携を図りまして、発災直後の役
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割分担等について事前に定めているほか、実際

に県の災害対策本部に映像を伝送するという訓

練についても取り組んでいるところでございま

す。

○中野廣明議員 もう私は箇条書きの回答でい

いぐらいなんです。さっき防災無線と言ったで

しょう。みんな防災無線を準備しておったんで

すよ。それが切れて使えなかったというのが現

状。それをどうするかという検討はしたんです

か。この防災無線、今言ったものは絶対故障せ

んのですか、災害が来ても。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） おっしゃ

るとおり、いろいろな機材というものは、例え

ば、それの電源が使えなくなるとか、アンテナ

が倒れるとか、いろいろなことで使えなくなる

リスクというのは常に考える必要があると思っ

ております。そのために、一般的にはいろいろ

な手段でお伝えする、多重化していろいろな方

策を組み合わせて何とか届けるという考え方が

大事だと思っております。例えば津波のときで

ありましたら、ヘリコプターからの音声ですと

か、ラジオでお届けする。大雨のときには防災

無線の音もなかなか聞こえづらいということで

あれば、室内向けの受信機にお届けする、ない

しは携帯メールを使うとか、いろいろなＩＣＴ

の技術も進展しておりますので、いろいろな手

段でお伝えするという、多重化を図るのが重要

だと考えているところでございます。

○中野廣明議員 私は、統括監の意見を聞いて

いるんじゃないんですよ。今言ったようなこと

をちゃんとやっているかどうかと。理論上を聞

いているんじゃないんです。実際そういう検討

をしているか、具体的にということを聞いてい

る。短く言ってください。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） まず、そ

もそもの防災行政無線の系列を多重化するとい

う意味では、県の防災行政無線のみやざき情報

ハイウェイ21の光ファイバーネットワークを活

用して、ぐるりと回すことによって、あるとこ

ろが断線してもしっかり届くような取り組みを

行っているところでございます。また、あと、

各市町村において最終的には情報伝達をしてい

ただく必要がございますけれども、例えば内閣

府の支援制度を活用した衛星携帯電話の配備な

どにも取り組んでいるところでございます。

○中野廣明議員 次、お尋ねいたします。

この間、話したら、例えばの話ですよ、宮崎

港周辺、ここら辺は津波が来たら終わりです

わ、どこに行っていいかもわからん、そんな状

況です。津波というのは、警報が来て、幾ら想

定を10メートル、５メートルといってもわから

せんのよ、来てみらんと。要はそのときにどう

やって逃げるかとか、そういうのをしっかりや

るべきだと思うんです。日南海岸とかいろんな

ところがありますけど、代表して宮崎港周辺、

ああいうところに来た場合は、今どういう計画

になっているか。避難計画。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 避難計画

の前提となる津波浸水想定は、県としてお示し

したところでございます。これを受けまして、

最終的な避難計画は、各市町村において策定し

ていただく必要がございますけれども、現在、

新たな避難場所や避難路の整備を進められてい

るところでございます。特に、今、御指摘があ

りましたような避難が困難な地域につきまして

は、例えば、平常時は公民館、立体駐車場など

として利用し、万が一のときには避難場所とし

て活用できるというような施設の整備について

も検討が行われているというふうに承知してお



- 61 -

平成25年９月10日(火)

ります。具体的な宮崎港周辺の住民避難対策に

ついてということでございますが、宮崎市にお

いて、公共施設や民間ビルが避難場所として具

体的に指定されるなどの対策が進められており

ます。ただ、地域ごとに実情がいろいろござい

ますので、我々といたしましても、沿岸10市町

と連携いたしまして、県では、お認めいただき

ました大規模災害対策基金がございますので、

これを活用いたしまして、津波対策推進協議会

などを通じて連携を図ってまいりたいというふ

うに考えております。

○中野廣明議員 それは市の役割だと思う。そ

れだったら、今後、統括監と地震・津波のそん

な話をしてもだめだということですね。何か議

論できますか。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 個別の具

体的な地域の話につきましては、最終的な絵を

しっかりと描いていただくのは市町村の役割だ

と思っておりますけれども、我々県といたしま

しては、当然ながら、県全体で最悪の、冬の夜

ということですと４万2,000人の方が犠牲になる

という大きな被害想定が示されておりますの

で、これをどう、いかに人命を守るかというの

は県の重要な役割だと思っておりまして、その

ような市町村の取り組みがスムーズに進むよう

に、我々としても、例えば基金を用いた財政支

援ないしは意見交換を通じた助言等にしっかり

と取り組んでまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 私が言いたいのは、県も人命

を尊重する意味でせんといかんでしょうと。市

がやっておるのはいいですよ。じゃ、市がやっ

ていることをお互いに点検しながら、これでい

いのかと。避難場所も、地域の人の人数をカウ

ントして避難できるか。避難通路等はいっぱい

あるわけですよ。県警と相談したり、そんなの

を準備してとか。それは市がするかもしれない

けど、中身は今しっかり県のほうもわかってい

ますか、それじゃ。市に聞かんとだめですか、

そういうのも。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 地域ごと

の、例えばある地区の避難経路とかをつまびら

かに我々で承知している状況にはないというの

は実態でございます。ただ、一方で、今おっ

しゃるように、いざ大規模災害のときには、例

えば市町村だけで対応できない、ないしは市町

村自体も被災するということもございますの

で、日ごろから沿岸市町と連携をとって、我々

も、いざとなったらバックアップで人を送り込

んでフォローするという考え方は重要だと思っ

ております。また、それぞれの避難訓練を市で

取り組むのもありますし、我々、ことし、実働

型の訓練にも取り組む中で、そういう実践的な

連携を深めてまいりたいというふうに考えてお

ります。

○中野廣明議員 副知事、地震担当はどちらで

すか。今のを聞いておって、あれでいいんです

か。それは市がやるべきだけど、命を守るため

にお互いに実情を検証したり、そういう中身ぐ

らいしっかりとって。何か今のを聞くと、そっ

ちのはみんな市がやっていますよという話で、

それはそうなっておるかもしれん。実際はそう

でいいのかと。そういう調子でいくんですね、

考え方で。

○副知事（稲用博美君） 今、統括監が答弁い

たしましたのは、市町村としっかり連携はとっ

ているということを申し上げたと思います。細

かなところまで全て県が把握しているというこ

とではないけれども、そういうことがいろんな

形で連絡が取り合えるような体制、意思の疎通
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を図っているということをお答えしたと思って

おります。

○福田作弥議長 中野議員、資料のタイトルを

お願いします。「これ」ではわからないそうで

す。だから、題名を読んでください。議事録に

登載するために。

○中野廣明議員 宮崎県地域防災計画Ⅰ、宮崎

県地域防災計画Ⅱです。いいですか。

だから、避難とか津波が来たときは、県は対

策を終わってそういう……。だけど、ある程度

情報ぐらいしっかりとっておくべきじゃないん

ですか。何もする必要がなければ。じゃないと

そういう指示とか含めて……。それならそれで

仕方がないけど。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 御指摘の

とおり、何も知らないということではなくて、

今後、例えば南海トラフの対応になりますと、

各市町においてハザードマップ、それと避難計

画をつくられますので、その情報については当

然十分に承知してまいりたいと思います。むし

ろ、そういう目的のために津波対策推進協議会

というものをつくって、その幹事会というもの

も今年度２回開いておりますので、十分連携を

とる体制はつくってまいりたいと思います。

○中野廣明議員 幹事会なんて実際来たときは

役に立たんのです。だから、津波が来て避難す

るまでの話。地震が来たら72時間以内の救済措

置、これをどうするかという話で、そういうと

ころ辺は余り県はタッチしませんということで

いいんですね。それだったら議論やめますよ。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 東日本大

震災または阪神・淡路大震災のような大規模災

害のときは、県内の例えば救急とか警察の能力

だけでは、今おっしゃいますように救い切るこ

とは大変困難だと。その72時間と言われます間

に、いかに広域の応援、例えば災害派遣要請を

して自衛隊の方にお越しいただく、それから緊

急消防援助隊、警察の広域の支援、こういうも

のを受け入れて、それぞれの被災地区にスムー

ズに活動していただく体制をとるというのは、

これは県の重要な役割でございまして、それを

災害対策本部で決定してやっていくことになり

ますので、当然、その部分は県が先頭に立って

調整してまいるという体制になっております。

○中野廣明議員 幾ら議論しても一緒ですか

ら。要は、県は、人命尊重は大事だけど、市町

村が主になっていますから、そういうところを

含めて、何かようわからんけど、そういうこと

をやりますということですね。

あと、時間がなくなりましたので、悪いけ

ど、ヘリコプター、防災関係はやめます。

次、教育委員会、お願いします。

今回、学力テストが実施されました。その結

果についてどのように分析されているか、質問

いたします。

○教育長（飛田 洋君） 今回の「全国学力・

学習状況調査」における本県の学力の状況につ

きましては、教科の合計で見ますと、全体とし

ては、小学校も中学校も100点満点で0.3点ぐら

いの差でございますが、ほぼ全国の水準にある

というふうに考えております。しかしながら、

県全体としても、あるいは各学校、各学級を見

ましても、さまざまな改善すべき点があると考

えております。

そこで、現在、県教育委員会におきまして

は、「教科に関する調査」と「生活習慣や学習

状況に関する調査」のそれぞれの結果をもと

に、例えば各地域や各学校において、教科のど

の設問ができているか、できていないか、ある



- 63 -

平成25年９月10日(火)

いは授業の進め方やノートのとり方の指導な

ど、教師が具体的にどのような指導をしている

のか、宿題や予習・復習など、児童生徒が家庭

においてどのように学習に取り組んでいるか、

さらには、成果の上がっている他の都道府県と

本県とではどういう差があるのか、さまざまな

角度から分析を行っているところでございま

す。

これらの分析から明らかになりました課題や

参考となる取り組みにつきましては、取りまと

めた上で、市町村教育委員会や学校に対して積

極的に情報提供を行い、活用してもらうととも

に、分析結果を地域で、例えば課題のある教科

の研修会をやるとか、あるいは学校への訪問指

導などで、きめ細かな支援に生かして改善に結

びつけていきたいと考えております。

学力等の調査で一番大切なことは、その結果

を児童生徒の指導にどのように生かしていくか

ということでありますので、全ての子供たちに

学力の確実な定着を図ることができるよう、市

町村教育委員会と連携し、分析結果を活用しな

がら、教師の指導力の向上や学力向上の取り組

みをより一層推進していきたいと考えておりま

す。

○中野廣明議員 私が、何で小学校、中学校の

学力を気にするか。学力だけじゃない、やっぱ

り人間形成が大事だと思う。ただ、私も社会人

になって今日に至るまで、いろいろ考えます

と、一般常識というのは小学校、中学校で十分

だと思っているんです。高校で数学を、サイ

ン、コサイン、タンジェント、ルート、シグ

マ、社会人になって一回も使ったことがない。

足し算、引き算、掛け算、割り算で十分なんで

す。それと、今、ＣＯ２が問題になっているけ

ど、ＣＯ２の問題も、緑の木がＣＯ２を吸って酸

素を出す、これは小学校だったと思うんです。

敬語の使い方。そうすると、小中学校というの

は本当に大事な時期だと最近つくづく思ってい

るんです。

そんなことを考えると、今度そういうのが出

ましたよね。さっき言ったように、先生によっ

て教え方が違うわけです。きのう、夜中にラジ

オを聞いていたら、静岡だったか、どこかの知

事が最低学力を割った小学校の校長の名前を公

表すると、そんなことをラジオで言った。やれ

やれと思っていたんですけど、本当にそれぐら

いですよ。ですから、どうやって分析している

かというのは、学力、態度とかいろいろあるけ

れども、今度は悉皆調査でしょう。下手すると

クラスごとまで出るでしょう、あれは。クラス

ごとまで比較すると、担任の先生の教え方まで

比較できるじゃないですか。子供は、教え方の

うまい先生についた場合―教え方の下手な先

生についた場合はかわいそうですよ。やはりそ

こを、点数の悪いところの先生をいかに上げる

か、そんなところにスーパーティーチャーをど

んどん持っていくとか、私は公表するとかせん

とか言っていませんけど、そういう分析をして

いるかということです。

私は教育委員長にも聞こうと思ったら、通告

が漏れていてだめだということだから、かわり

に教育長にまた聞きます。そういうことを含め

て、教育委員会として、教育長が中心になって

いろいろ検討会─今さっき教育長が言ったこ

とは別として、点数によって……。平均点とい

うのは上があって下があるわけです。平均点を

上げるためには下を上げんといかんわけです。

だから、学力調査の中で、平均点以下のクラス

数と上のクラス数、それは本当はわかるはずで

すよね、やっておれば。今、手持ちがないで
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○教育長（飛田 洋君） どの子供たちも、

おっしゃったように、学力でハンデになるよう

なことになってはいかんという強い思いを持っ

ています。それで、どういう手だてをしている

かというと、各学校ごとに自分の学校はどうい

う課題があるかというのを分析して、それを改

善する計画をつくらせております。それを学校

訪問のときなんかに指導していって、最終的に

は、去年の場合ですと、年度末に、こういう改

善に取り組みましたということを報告させて、

そういうのを市町村にも、一緒にやりながら指

導しております。おっしゃるとおり、人事配置

におきましても、いろんなバランスを考えて、

もちろん学力向上だけじゃなくて生徒指導等考

えて、いろんな配慮をいたしております。

○中野廣明議員 時間がないんです。話をそら

さんでください。私が言っているのは、点数

を、平均以下のところを含めてクラスごとにそ

ういうのをしたかどうかを聞いているんです

よ。一般的なそんな話じゃなくて。

○教育長（飛田 洋君） 当然、教育事務所ご

とにそういう指導をしておりまして、分析をし

て、各学級に学校訪問に行くときに指導してお

ります。

○中野廣明議員 当然、その結果は教育委員長

とかに来ているわけですね。

○教育長（飛田 洋君） 個別の学級ごとのデ

ータは、私が全部目を通すということはしてお

りませんが、県全体としてどういう課題がある

かは把握しております。

○中野廣明議員 やっぱり小中学校の勉強とい

うのは、本当に一生の中で重要な時期だと思う

んです。あんなのを見ると、宮崎県は頭が悪い

のかなと思ったり、先生が悪いのかなと思った

りするんです。それと、私、テレビを見ました

けど、秋田はすごいじゃないですか。テレビを

見ていたら、沖縄県の職員も研修に行っておる

とか。いいところはどんどんまねしていいじゃ

ないですか。それを含めてぜひ、平均点にこだ

わるといかんけど、人並み以上にはやっぱり

行ってほしいなと。しかし、それは上下があり

ますから、総括すると、何ぼ以下が平均、それ

ぐらいは私は公表していいかなと思うんです。

そうすると全体が計算できますから。ぜひそう

いうことでしっかりやってください。

以上で終わります。（拍手）

○福田作弥議長 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

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時51分散会

平成25年９月10日(火)


