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◎ 一般質問

○蓬原正三副議長 ただいまの出席議員40名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔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、押川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。昨日までが代表質問、本日から一

般質問ということでありまして、私も８年目に

なりますけれども、初めて一般質問のトップ

バッターをいただきました。大変光栄に感じて

おるところであります。私は、西都市・西米良

村選挙区選出で自民党の押川修一郎でございま

す。

最初に、今回、口蹄疫被害に遭われた友人、

知人を初め、畜産農家の皆さんにお見舞いを申

し上げたいと思います。口蹄疫に感染された農

家292戸、そして被害拡大防止でワクチン接種に

御協力いただいた生産者の皆さん方1,012戸であ

ります。特に、感染拡大ということで御協力い

ただいたわけでありますから、改めて感謝とお

見舞いを申し上げたいと思います。そして、私

たち議員は、それぞれの立場で４月下旬から今

日まで、特に連休を挟んで６月、７月、被害に

遭った農家の皆さん方の意見というものをどう

県や国に届けるかということで、本当に毎日が

忙しかったわけであります。そういう努力も報

われながら、補償金であったり、あるいは復興

への基金の問題であったり、進まないところは

ありますけれども、徐々にいろんな方向の中で

進んでいるんではないだろうかというふうに思

うところであります。また、畜産農家だけじゃ

なくて、商店街を初め、この地域の経済、県経

済がどれだけ疲弊しておるかということも大事

なことでありますし、今後、４年か５年間が本

県にとって一番大事な時期であろうというふう

に思うところであります。「がんばろう宮崎」

を合い言葉にみんなで頑張っていきたい、その

ように思います。

それでは、通告に従いまして質問をさせてい

ただきます。

まず最初に、知事の政治姿勢についてであり

ます。

知事は、御自身の出処進退は９月議会で明ら

かにすると県民に約束をされました。本会議の

場は、個人的にどの選挙に出るとか、みずから

が発言する場じゃないと思います。ただ、議員

から政治姿勢に関する質問があった場合は、答

える責任があるんではないかと思います。そう

なると、代表質問は終わりましたので、本日か

ら一般質問最終日までの９月15日、意思を固め

発言されないと、議会の場で表明をするといっ

た約束が守れなくなると私は思うんであります

が、知事いかがでしょうか、お伺いをいたしま

す。

残りは自席から質問させていただきます。

（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

私は、ことしに入りまして、２月の定例記者

会見あるいは議会の中で、任期満了からさかの

ぼること２カ月から５カ月の間が、首長さんた

ち、主に県知事さん、そういった方が態度を表

明されている一般的な期間であると申し上げて
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きました。そうなると、１月20日が私は任期満

了ですので、そこから２カ月から５カ月、当

然11月議会、９月議会が視野に入ると言ってま

いりました。８月の頭に記者会見で、当然９月

議会中が視野に入るということを申し上げてお

ります。そこで、県民の皆様とお約束させてい

ただいたので、９月議会中ということでは一つ

もぶれておらない状況でございまして、約束ど

おり９月議会中に態度を表明させていただきた

いと思っておりますので、いましばらく時間を

いただければと思っています。以上です。〔降

壇〕

○押川修一郎議員 ８月27日に終息宣言を出さ

れたわけでありますけれども、もう２週間ほど

経過をいたします。そういう中で、私が考えて

おるわけでありますけれども、総理大臣になら

れるとか、東京都知事に出られるとかいう話は

聞いておるわけでありますけれども、そういう

ことであれば、結論はそんなに悩まなくても早

く出せるんじゃないかなというふうに実は私は

思います。

もう一方は、本当に宮崎県の知事として２期

目をやられるのであるならば、口蹄疫を初めい

ろんな問題が山積する本県、財政的にもなかな

か厳しい、いろんなものを考えた中で本当に熟

慮されている、宮崎県の知事２期目について悩

んでおられる、どちらにウエートがあるのかな

と、私、考えておるんですが、どちらのほうに

今、知事は軸足を置いて悩んでおられるんで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 両方の視点から、あ

るいはそれ以外の視点も多角的に見ておるわけ

でございますが、就任させていただいて４年目

を迎えて、このまま地方が疲弊するのを座して

待つのかということはいつも思っておりまし

た。国のシステムとか、地方財政、税体系を含

めた根本的な国の統治システムを変えないと、

このまま地方というのは疲弊するばかりではな

いかという視点は非常に重要だと私の中で考え

ております。

○押川修一郎議員 わかりました。あと何日ぐ

らい考えられるおつもりなのか、お伺いいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） ８月27日に終息宣言

を迎えまして、そこから頭をニュートラルにし

て考え始めました。大体１カ月ぐらいを私は自

分の中では想定していたところであります。

○押川修一郎議員 議会は、二元代表制であり

まして、我々、知事にあるいは執行部の皆さん

方にいろんな県民のことや国にお願いすること

を、意見を述べさせていただくわけであります

が、そういう中で、知事と議会の関係、昨日も

河野議員のほうからもありましたけれども、我

々議員も県民のそれぞれの選挙区の信任をいた

だいて議席をいただいている。そういう中で、

できれば我々議員が代表質問あるいは一般質問

の中で知事の出処進退を聞いたときに述べてい

ただくようなことが私はいいんではないかな

と。慣例に従えとは言いませんけれども、15日

に一般質問は終わりでありますから、できれば

そういうことで15日までには結論を出していた

だくようにと、私は思いますが、どうでしょう

か。

○知事（東国原英夫君） 今は熟慮中でござい

まして、いましばらく時間をいただきたいと

思っております。きのう水間議員からも御質問

があったように、私は不偏不党の立場は変わっ

ておらないので、そういったものを勘案しなが

ら、できるだけ９月議会中の早い機会に結論が

出るように努めていきたいと考えています。
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○押川修一郎議員 わかりました。

では、次に進めていきたいと思います。地域

医療対策についてであります。

全国的に、地域医療に携わる医師の育成が大

きな課題となっております。特に、中山間地域

や僻地を多く抱える本県では、医師の偏在の問

題から地域医療を担う医師の育成システムの構

築が強く求められております。そういう中、今

回、宮崎大学医学部に設置された地域医療学講

座は、地域医療に携わる人材育成や医療支援シ

ステムに関する研究を行う県内の地域医療の充

実を図る取り組みとして、県民から大きな期待

が寄せられているところであります。そこで、

福祉保健部長にお伺いいたしますが、医師はな

ぜ地域にとどまらないのか、地域医療を敬遠す

るのか、お伺いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県の医療

は、さまざまな立場の医師に支えられておりま

すが、長年、僻地に定着して地域住民の診療に

幅広く当たるなど、地域の医療を支えていただ

いている医師もおられます。しかしながら、医

療の高度化を初め、専門診療への患者ニーズが

高まってきている中で、若手医師の専門医志向

も強くなっております。このような中、平成16

年度に新しい医師臨床研修制度が導入された

後、若手医師の多くが専門医の資格取得に有利

な都市部の大病院へ流出し、地方での医師確保

が厳しい状況になっているものと認識しており

ます。

○押川修一郎議員 あわせまして、次に、地域

医療に魅力を持たせる方策はないのか、お伺い

をいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 地域医療の魅

力は、地域に根差し、幅広い分野にわたって全

人的な診療を行い、地域の住民から信頼される

医師の姿がそこにあるということだと思いま

す。県では、このような地域医療の魅力を医学

生のうちから理解してもらうため、僻地医療ガ

イダンスを平成17年度から実施しており、本年

度も、宮崎大学や自治医科大学の医学生28名が

僻地の医療機関で往診等の体験をしたところで

す。また、若手医師が地域医療に魅力を感じ、

一人の医師として専門性を持ちながらも幅広い

医療を担うことができる、いわゆる総合医を目

指すためには、その社会的位置づけの確立も重

要になってくるものと考えております。

○押川修一郎議員 今御答弁でありましたとお

り、本年度も宮崎大学や自治医科大学の医学

生28名が僻地の医療機関で往診等の体験をされ

たということでありますが、体験期間、あるい

は学生さんの体験感想等があれば部長、お伺い

いたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） ガイダンスに

参加された学生さんのほうからは、僻地での医

療、そこでの現場での住民との接触、あるいは

そこで働いていらっしゃる先輩であるドクター

のほうから、いろいろ体験談の中で人間味のあ

る形での、人間性を育てられる形でのいろんな

教えをいただいたということと、あるいは都市

部とは違う地域での住民との交流の中での心の

豊かさというか、そういうものを味わうことが

できたというようなことを、住民の方々からあ

るいは教えをいただいた先生方のほうから話を

聞いたというような感想を聞いております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。や

はりそうだと思うんです。そこで働いていらっ

しゃる先輩の医師あたりが研修生の皆さん方に

地域のことを初めいろんなことを教えていただ

く、人が人に興味を持つ、人にほれる、そこら

あたりから人間関係の中でこういった僻地医療
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というのは取り組む必要もあるんではないかな

と思います。

もう一点あったんですが、体験期間というの

は例えば１カ月とか半年とか、期間というのは

どのくらいになるんでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） ガイダンスそ

のものは、期間的には１週間程度の短いもので
※

ございます。

○押川修一郎議員 次に、宮崎大学医学部地域

医療学講座の状況についてお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 地域医療学講

座は、本年４月に設置され、現在、教授１名、

助教３名の体制のもと、大学の教育カリキュラ

ムの必修科目の一つとして地域医療に関する講

義等が行われております。また、先ほど申し上

げた僻地医療ガイダンスには本講座の先生方も

参加いただき、医学生に対し、地域医療に係る

多方面からの指導助言を行っていただいたとこ

ろでございます。このような医学生の教育に加

え、本講座は、地域医療を目指す若手医師の受

け皿としての役割も期待されており、関係医療

機関と連携した研修体制の構築なども進められ

ております。今後とも、地域医療に係る医学生

への教育、啓発や、若手医師に対する研修の充

実等、本講座の取り組みに対し、県といたしま

しても、十分連携しながら支援してまいりたい

と考えております。

○押川修一郎議員 この事業はこれからでしょ

うから、ぜひいろんな形で前向きに、そして結

果が出るような形の中での取り組みをお願いし

ておきたいと思います。

次に、県立病院における臨床研修指導医の養

成、増員対策はどのようになっているのか、病

院局長、お伺いをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 臨床研修医の養

成ということなんですけれども、実は現在、県

立３病院の指導医が57名在職いたしておりま

す。臨床研修指導医になるためには、臨床経験

７年以上で、かつ国や大学病院、医師会等が行

う指導医養成のための講習会を受講する必要が

ありますことから、各病院におきましては、対

象となる医師を講習会へ参加させ、指導医の増

員に努めているところであります。指導医の充

実は研修医の確保に大きく役立ちますし、ひい

ては将来の医師確保につながるものと認識して

おりますことから、病院局といたしましても、

今後とも積極的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 次に、臨床研修医など若手

医師の育成ニーズ、要望の把握はどうしている

のか、また良質な医師の確保にどう取り組んで

おられるのか、お伺いをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 臨床研修医を積

極的に確保するために、これまで報酬の引き上

げを行うなど、待遇改善に努めてきたところで

ありますが、研修医等が抱く育成に関するさま

ざまなニーズの把握も大変重要なことと考えて

おります。このため各県立病院においては、日

常的に各指導医が中心となって研修医等との意

思疎通を図っておりまして、研修終了時にはア

ンケート調査等によりニーズ把握に努めている

ところであります。また、若手医師を確保する

観点から、こうした臨床研修医に対しまして、

研修終了後も県立病院で引き続き勤務してもら

えるよう個別に働きかけますとともに、医学生

に対して県立病院のＰＲを行うため、研修説明

会に積極的に参加いたしているところでありま

す。

○押川修一郎議員 アンケート調査をとられる

※ 145ページに訂正発言あり
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ということでありますが、もし手元にアンケー

ト調査の結果等があればお聞かせください。

それから、若手医師を確保する観点から臨床

研修医に対し、研修終了後も県病院に勤務して

もらえるように個別に働きかける努力をされて

いるようでありますが、どのくらいの研修医の

方が残られるような状況か、わかれば教えてい

ただきたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 若い医師という

のは早いうちに専門的な診療といいますか、特

に若い皆さんは、先ほど部長のお話にもありま

したように、専門医志向がございます。しか

も、やはり都市部志向がある。先進的な高度医

療について症例が豊富であるということ等か

ら、どうしても都市部に向いていきます。そう

いうことから、本県に勤務しても都市部の医師

とも遜色のないような形で、研修の機会といい

ますか、そういったものをできるだけ多くした

い、そういう意向というものが、声が大きいわ

けですから、そういったところを少しでもやり

ながら、やっております。

ただ、本県出身の研修医が少ないということ

もありまして、どうしても最初のうちは都市部

のほうに行って、ある程度腕を磨いてといいま

すか、そういう形で経験を積んだ上でまたこち

らに、地元出身であれば、あるいは御案内のと

おり、宮崎の風土といいますか、人情、そう

いったものに好感を持って帰ってきたいという

人があれば、そういったものを引きとめると

か、そういう形で、幅広い、さまざまな視点か

らの勧誘といいますか、取り組みをやっている

ところでございます。

○押川修一郎議員 そういうような方向で努力

をしていただきますようにお願いしておきたい

と思います。

最後に、今、福祉保健部長並びに病院局長と

話をさせていただきましたが、知事は今後、医

師確保を含んで地域医療に対してどのようなお

考えを持っておられるか、お聞きしたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 宮崎の未来像に係る

本年１月の県民アンケート調査では、医療提供

体制が充実した社会を望む声が圧倒的になって

おります。また、知事就任以来さまざまな場面

で県民の皆様と接する中で、医療・福祉を充実

させてほしいというたくさんの声をいただいて

おります。こうした県民の声にこたえるため、

本年度も地域医療の再生を県の重点施策に位置

づけ、地域医療の充実に向けたさまざまな取り

組みを積極的に実施しておるところでありま

す。

具体的には、医学生への医師修学資金の貸与

や、宮崎大学の地域医療学講座の運営支援等に

より、将来、本県の地域医療を担う医師の養成

に努めるとともに、関係市町村と連携して、み

やざき地域医療応援団への登録呼びかけや病院

説明会の開催など、喫緊の課題である医師の確

保に取り組んでおります。また、本年度から地

域医療再生計画に基づき、ドクターヘリの導入

など、平成25年度までに本県の医療提供体制の

強化等にも取り組むこととしております。今後

とも、市町村や医師会、宮崎大学等と連携しな

がら、県民が安心して暮らせる社会を実現する

ため、地域医療の充実に全力で取り組んでまい

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。実

は９月８日、宮日の記事でありますけれども、

地域の救急医療に貢献、医師３人を知事表彰と

いうことで、表彰されていらっしゃいます。こ

の中で、特に私の地元でありますけれども、相
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澤先生は、相次ぐ医師の引き揚げで西都医師会

病院が病院の危機にあったとき、県外の西都出

身医者を訪ね、内科医２人を確保した。佐藤さ

んは、土曜夜間急病センターの内科診療や在宅

医として休日昼間の診療に長年協力された。安

藤さんは、都城救急医療センターの当直医師と

して協力するなど、地域の休日夜間救急医療に

貢献されたということであります。相澤先生と

お話をしたんですが、自分一人で医師確保がで

きたわけではない、やはり宮大の医局あるいは

県病院、知事初め執行部の皆さん方と一緒に

なって医師不足の解消に努力することができて

結果が得られたということで、本当に喜んでい

らっしゃいました。

そして、私も思ったのは、一生懸命その人が

訴える―困っている状況をいかに後輩の皆さ

ん方へ、地域医療に関心を持ってもらうための

努力をするかということが、結果的にこういう

地域医療に医師としての結びつきができてきた

んではないかと思いますから、ずっと述べてお

りますけれども、人がどうその人を動かしてい

くかということで、地域医療あたりも解決の糸

口が見つけられると思いますから、特に研修医

の若い先生方には、宮崎のよさ、宮崎の医療と

してのすばらしさというものをいろんな形の中

で伝えていただく、あるいは教えていただくよ

うなものをしていただければありがたいと思い

ます。

次に移ります。新たな高齢者医療制度であり

ますが、一般論として高齢者は疾病がちにな

り、医療費が他の世代よりも多くかかることは

共通認識であります。後期高齢者医療制度とい

うネーミングが悪いなどで、一たん廃止し、新

制度を構築することが現政権のスタンスで、新

制度のスキームの中間報告がなされましたが、

県は、現制度に問題があるとすればどういう点

であると認識されておられますか、福祉保健部

長、お願いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 厚生労働大臣

の主宰による高齢者医療制度改革会議が８月20

日に取りまとめました中間取りまとめによりま

すと、現行制度の問題点といたしまして、家族

関係や医療保険の連続性等を考慮することな

く、75歳に到達した時点でこれまでの制度から

区分された独立型の制度に加入させることが、

多くの国民から差別的な制度と受けとめられた

こと、高齢者の方々の心情に配慮することなく

後期高齢者という名称が用いられたこと、高齢

者の医療費の増加に比例して高齢者の保険料が

増加するため、将来に不安を抱かせるものと

なっていることなどが挙げられているところで

あります。

○押川修一郎議員 次に、新制度に問題点があ

るとすればどういう点か、お伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 高齢者医療制

度改革会議においては、今後、都道府県単位化

の対象年齢を65歳以上まで引き下げるか、運営

主体をどこが担うか、具体的な財源調整の仕組

みをどうするのか等について検討を進め、本年

末には最終案を取りまとめると聞いております

ので、今後の議論の状況を注視していきたいと

考えております。

○押川修一郎議員 高齢化社会でありますか

ら、十分そこらあたりの意見あたりも入れなが

ら、この制度が理解されるような、そして活用

されるような方向の中でお願いしておきたいと

思います。

今回の中間報告で県の単位で運用することが

想定されておりますが、どういう形が望ましい

平成22年９月10日(金)



- 136 -

のか、お考えをお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県としまし

ては、都道府県が運営主体となった場合には、

保険料の決定は都道府県が行うとしても、徴収

や窓口事務は市町村にお願いせざるを得ず、制

度の運営がスムーズに行われるか疑問であるこ

とから、現在、県内すべての市町村が参加し組

織されている後期高齢者医療広域連合の機能強

化を図りながら、新たな制度の運営主体とする

ことが望ましいと考えており、その旨を全国知

事会にも要望しているところであります。

○押川修一郎議員 県としては市町村のほうに

お任せしながら、現在ある後期高齢者医療広域

連合のほうにお願いをしたいような今の話であ

りますけれども、かかわり方としては市町村に

任せるというようなことでよろしいんでしょう

か。

○福祉保健部長（高橋 博君） 現在の形、い

わゆる広域連合のほうに国保の関係でお願いし

ているような、同様な形のかかわりを考えてお

りますので、これまでと同様なことを考えてお

ります。

○押川修一郎議員 わかりました。

それでは次に、今回の口蹄疫は、国際化、グ

ローバルの波の中で、人、物が世界じゅうをめ

ぐる中、結果として国内において過去に例を見

ない規模の被害に拡大したと思います。10年前

に続き、なぜ本県なのかと不思議でなりませ

ん。他県で発生してもおかしくない状況ではな

いかと思います。口蹄疫対策のあり方について

は、県においても独自の検証委員会を設けて、

事前の予防段階から終息段階に至るまでの防疫

対策や、防疫や支援体制を含めた県の危機管理

体制などについて幅広く調査、検証されると聞

いております。その委員の一人に副知事も入っ

ておられますので、丁寧に、そしてしっかりと

一連の口蹄疫対策について検証していただきた

いと思います。代表質問でも答弁されておられ

ますから、今回は副知事には要望というふうに

させていただきたいと思います。しかしなが

ら、私も口蹄疫発生地域の一人として、これま

での対応等について疑問を持っていますから、

この場で質問を続けさせていただきたいと思い

ます。

まず最初に、ワクチン接種は苦渋の選択だっ

たと思いますが、どのような思いで受け入れを

されたのか、知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 今回の口蹄疫の対応

においては、当初は、迅速な殺処分や移動制限

による蔓延防止などの防疫措置をとったところ

であります。しかしながら、豚での発生や新た

に高鍋町や新富町へ感染が拡大する中、県で

は、より効果的な防疫対策について国に相談し

てきたところであります。そのような中、５

月19日の政府の口蹄疫対策本部会議においてワ

クチン接種が決定されました。私といたしまし

ては、ワクチン使用に当たっては、農家への損

失の補てんと経営再開に向けた十分な対策が明

示され、農家はもとより、関係市町等の理解と

協力が何より大切であると考え、国の責任にお

いてワクチン接種を実施すること、十分な農家

補償を行うことを条件に、関係市町の理解を得

た上、５月21日に断腸の思いでワクチン接種を

受け入れたところであります。

○押川修一郎議員 十分な補償があったという

ふうに理解したいと思います。

次に、ワクチン接種の決定を受けて、地元の

対象農家並びに首長さんの反応はどのような状

況だったのか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 私としましては、今
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回のワクチン接種を受け入れるに当たりまし

て、家族同然の家畜を守るために必死に防疫作

業を行っている農家の方々の思いを考えると、

沈痛な思いを禁じ得ませんでした。ワクチン接

種の対象となる農家の方々や関係市町長の皆様

からは、十分な損失補償と経営再開に向けた対

策が必要であることや、当時の鳩山総理大臣や

赤松農水大臣に農家の思いや痛みを十分に理解

していただき、国民に対してそのことをメッセ

ージとして発してほしいといった強い要望が

あったところであります。そして、最終的に

は、農家を初め関係の皆様に、本県、ひいては

日本の畜産を守るという強い思いでワクチン接

種を受け入れていただいたものと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 それぞれにそれぞれの立場

の中で御苦労があったということも十分理解い

たします。しかし、私は、今回の移動制限区域

と搬出制限区域の線引きに不満を持っておりま

す。患畜の拡大を防ぐために10キロ以内をワク

チンで処分し、20キロメートル以内を早期出荷

として、緩衝地帯をつくるということが補償を

十分行うことだと思う中で受け入れをされたと

いうふうに聞いております。しかし、早期出荷

においては、御案内のとおり、なかなか進まな

いというような状況でありました。

そして、西都市においては、疑似患畜、患

畜、搬出制限区域、３つの区分になってしまっ

たということで、今でもいろんな声が出ている

のは事実であります。ワクチンが打たれた背景

の中で、なぜ自治体ぐらいを入れた線引きにし

てもらえなかったのか、あるいはそういった声

というものは出なかったのかなというふうに私

は感じております。近所で今、搬出制限農家の

肥育農家の人たちもいますから、話をするんで

すが、今回のワクチン接種の打ち方、あり方

が、生産農家までそういった声というものも届

いていなかったと現実に聞くわけでありまし

て、こういう３つに分かれたような状況の中で

の対応は、大変我々も危惧しておるところであ

りますけれども、知事、今回のワクチンを打た

れた経緯はわかったわけでありますが、そうい

うことで１つの市で３つに分かれるようなワク

チンの打ち方、こういったものについてどのよ

うに考えておられるか、あるいはまた残ったと

ころの搬出制限区域―西都市でも１万8,000ぐ

らいが今回処分対象になりました。まだ１

万3,000ぐらい残っておるんです。そういった中

での考え方をできればお願いしたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） 線引きのことなんで

すが、我々も国と十分協議をさせてもらったん

ですが、防疫指針、マニュアルにのっとった10

キロ、20キロという、いわゆる地図上にコンパ

スで引くようなやり方に私は非常に違和感を

持っておったんですが、移動制限、搬出制限、

そういったもののルールといいますか、それに

のっとった形ということが採用されたところで

あります。私は現場にいて、いつも心の中で叫

んでいたのは、事件は会議室で起こっているん

じゃない、現場で起こっているんだということ

で、きめ細かい対応が、指針、マニュアル、家

伝法等を重視するがゆえにできなかった。それ

はすべて、情報公開、あるいは交通どめ、消毒

ポイント、あらゆるものに出てきております。

そういったものを今回検証して、今後の防疫対

策等々に生かしていかなきゃいけないと思って

おります。また、西都市が３分割された、そう

いった農家さんたちのきめ細かい対応をこれか

ら取り組んでいかなきゃいけないと考えておる
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ところであります。

○押川修一郎議員 ぜひ、そのような方向でお

願いをしたいと思いますし、これからこのこと

が全国モデルになると思いますから、ワクチン

あたりが仮にまた採用されるようであれば、早

目に小規模の事態の中で、そして先ほど言いま

すように、自治体の中で同じような判断ができ

るような形でのまた御意見も国のほうに上げて

いただければありがたいと思います。

それから、児湯・西都地域で今回、搬出制限

区域として残ったところの来年以降の子牛競り

市の開催に向けての検討はなされているのか、

農政水産部長、お伺いをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 本年の児湯地

域の家畜市場における子牛の競り市の開催予定

につきましては、９月30日と11月３日の２回と

伺っております。県といたしましては、来年以

降の子牛競り市の開催につきましては、地元生

産者や関係団体と十分に協議をして決定するよ

う、市場開設者に対して助言してまいりたいと

考えております。

○押川修一郎議員 やはり残った生産農家の皆

さん方が果実があるような形の中での、喜んで

もらえるような政治ができるような形で、これ

は要望ですが、お願いをしておきたいと思いま

す。

同じく搬出制限区域の肥育農家についてであ

ります。患畜・ワクチン農家は、経営再開のた

めの導入資金の制度がありますが、搬出制限区

域の対応はないのじゃないかというふうに私は

思っておりますが、状況について農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 国の家畜疾病

経営維持資金につきましては、疑似患畜発生農

家、ワクチン接種農家のみならず、搬出制限区

域内の農家においても、家畜の導入など経営継

続に当たって利用することが可能となっており

ます。このほか、県の４月の専決予算により措

置いたしました口蹄疫緊急対策資金につきまし

ても、同様に搬出制限区域内の農家も利用する

ことが可能となっており、今後とも、これらの

資金の周知に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 家畜疾病経営維持資金並び

に口蹄疫緊急対策資金の限度額、そして農家に

どういう形で連絡されていらっしゃるのか、あ

わせて農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 家畜疾病経営

維持資金でございますが、これは１頭当たりと

いうことで貸し付けができるようになっており

まして、例えば繁殖雌牛でありますと６万5,000

円、肥育牛でありますと13万円、乳用牛が13万

円、豚では繁殖のほうが２万6,000円、肥育のほ

うが１万3,000円、こうなっております。それか

ら、口蹄疫緊急対策資金のほうでございます

が、貸し付けは2,000万円が限度になっておりま

して、うち生活費が30万円ということで、周知

のほうは、役場、市とか町とかＪＡ等を通じて

周知しているところでございます。

○押川修一郎議員 わかりました。

次に、疑似患畜・ワクチン接種の家畜農家の

本年度分の所得税、法人税は非課税にすべきだ

と思いますが、対応についてお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（髙島俊一君） 発生農家並び

にワクチン接種農家に対して支払われます補償

金につきましては、現在のところ課税されるこ

とになっております。しかしながら、この補償

金につきましては、畜産農家の経営再開のため

の重要な資金でありますことから、県といたし
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ましても、これまでも非課税措置について強く

要望してきたところであり、国においても現

在、検討が行われているところでございます。

県といたしましては、今後とも、引き続き国に

対して非課税措置について強く要望してまいり

たいと考えております。

○押川修一郎議員 畜産を再開する上でも、こ

ういう補償金あたりが税金の対象になると、と

てもじゃありませんが、復興にはなかなか結び

つかないというふうに思いますから、国会とあ

わせて、今論議されておるようでありますが、

県からもそういう方向の中でお願いを申し上げ

ておきたいと思います。

それから、粗飼料自給率向上のため、飼料稲

わら栽培の契約を畜産農家と行うこととなって

おりますが、農業団体等にも積極的に推進させ

るべきではないかと考えておりますが、いかが

でしょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 飼料用米や飼

料用稲の取り組みにつきましては、安全・安心

な畜産物の生産や、水田を活用した飼料生産の

推進を図る上で大変重要であると考えておりま

して、戸別所得補償モデル対策の一つでありま

す水田利活用自給力向上事業や、４月の専決予

算により措置いたしました稲わら確保緊急対策

事業などにより、その推進を図っているところ

でございます。こうした取り組みをより円滑に

進めていくためには、御指摘のとおり、農業団

体等の協力が重要となりますので、市町村やＪ

Ａ等が構成員となっております地域水田農業推

進協議会とも十分連携して、より一層推進を

図ってまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 自家飼料を確保するという

観点からもこれは大変有意義だというふうに思

いますから、ぜひこれを広めていただきたいと

いうことと、これをすることによって水田の維

持、耕作放棄地の解消にもつながるというふう

に思いますから、よろしくお願いをしておきた

いと思います。

次に、特例措置により西都市に避難していた

種雄牛のうちの２頭を高原町に移され、残り３

頭は年明けにも家畜改良事業団に戻されるとの

ことですが、次世代牛16頭と合わせ、危険回避

からも分散管理が必要と思いますが、いかがで

しょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 県有種雄牛の

管理につきましては、経済性や効率性の観点か

ら、高鍋町に所在する県家畜改良事業団におい

て一元的に行ってきたところでございます。し

かしながら、今回の口蹄疫の発生により、事業

団所在地の周辺が畜産の密集地帯であること、

また種雄牛が１カ所で管理されていたことから

集団感染のリスクが非常に高いことなどの課題

が浮き彫りとなったところであります。このた

め、次世代の候補牛を含め、今後の県有種雄牛

の管理につきましては、リスク分散も考慮しな

がら、適正な配置ができるよう、県家畜改良事

業団を初め関係機関・団体と協議をしてまいり

たいと考えております。

○押川修一郎議員 以前は、種雄牛であります

から、家畜事業団あたりに農家の皆さんや一般

の方々も出向いて行かれて、種雄牛の調査ある

いは研修会が行われておったのは事実でありま

す。しかしながら、今回のような口蹄疫の被害

が拡大するという観点から考えたときには、や

はり危険回避の分散をする。特に畜産が多いと

ころに持っていくんじゃなくて、できれば中山

間地、私の選挙区、地元でありますが、西米

良、東米良あったわけでありますから、家畜の

少ないところ、こういったところに―こうい
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う種雄牛、種をとるところであります。これは

大事な畜産の方向だろうと思いますから、そう

いうような方向の中で検討していただきたいと

思いますが、知事、何も言っておりませんでし

たけれども、何かお考えがあればお聞かせくだ

さい。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘のよう

に、種雄牛は、遺伝子資産としては非常に重要

なものであると認識しております。リスク分散

という視点でこれから考えなきゃいけないと思

いますが、今の西都の尾八重とか、あの辺は冬

場、水が凍ったりなんかしまして、その辺も対

策を―凍ったりする場合もありますものです

から、気候状況、周りの状況を考えながら、検

討していきたいと考えております。

○押川修一郎議員 そういう心配もあるでしょ

うけれども、今、温暖化でありますから、大分

変わってきただろうというふうに思いますか

ら、リスク分散を含んで検討していただきます

ようにお願いをいたします。

今回の口蹄疫の経験から、防疫の第一歩は消

毒であると再認識されたところですが、県民の

皆様の防疫意識高揚のため、「消毒の日」が有

効だと思いますが、県内一斉に取り組むことは

できないのか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（髙島俊一君） 御指摘のとお

り、口蹄疫の防疫措置といたしましては、まず

は日常における基本的な消毒が大変重要である

と認識をいたしております。このため、本議会

でお願いをしております地域ぐるみ消毒体制整

備事業においては、毎月20日を県内一斉消毒の

日として、広報誌や啓発チラシ等により農家の

防疫意識を高めるとともに、飼養衛生管理基準

に基づく畜舎の点検指導の実施など、地域ぐる

みの防疫体制を構築することといたしておりま

す。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。ぜ

ひ、そういう方向でよろしくお願いをしておき

たいと思います。

口蹄疫、最後になりますけれども、口蹄疫復

興支援対策として冷凍加工施設の整備について

伺います。本県では近年、需要が急速に伸びて

いる加工・業務用需要をターゲットとした野菜

等の冷凍加工施設の整備が、ＪＡ宮崎経済連を

事業主体に、西都市を建設予定地に計画されて

いるところであります。まず、この冷凍加工施

設整備の計画概要について農政水産部長にお伺

いをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 冷凍加工施設

の整備につきましては、近年、需要が急速に拡

大している冷凍ホウレンソウ等の加工需要に対

応するものでありまして、事業計画につきまし

ては、ＪＡ宮崎経済連が事業主体となり、本年

度の着工を予定しているものでございまして、

事業対象範囲を口蹄疫発生地域である西都・児

湯地域を中心として、ホウレンソウ、里芋等の

冷凍加工品の生産を年間3,900トン程度の予定を

しているものでございます。なお、設置場所は

西都市で、整備に係る事業費は約20億円、新た

な雇用を135名程度予定いたしております。

○押川修一郎議員 関連しますが、私は、この

事業は本県の新たな畑作農業の展開に大きな役

割を果たすばかりか、口蹄疫復興支援対策とし

ても重要な意味を持つと考えております。口蹄

疫で発生地域の地域農業が壊滅的な被害を受け

る中で、畜産の再生はもちろん重要な課題です

が、私は、一部は畜産から耕種部門への移行が

あってもいいのではないかと考えます。本県は

大消費地から離れており、輸送コストがかかる
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分、より付加価値を高めなければ……。そのた

めには加工場を設置するなどして、６次産業の

確立を図る施策がぜひとも必要だと考えており

ます。そうすれば、今回の口蹄疫で働く場を

失った方々の雇用先も確保できると考えている

ところであります。私は、今回の冷凍加工施設

整備は口蹄疫の復興支援対策としても、本県の

畑作農業の振興を図る上でも、大変重要な事業

であると考えますが、終息宣言が出され、復興

へと踏み出した今日において、いまだ国の予算

措置がなされていないと聞いております。この

ことについて県はどのように対処しようとされ

ておるのか、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘のよう

に、冷凍加工施設というのは、６次産業化ある

いは雇用の確保、地域経済の活性化の観点か

ら、口蹄疫の復興支援対策としても大変重要な

対策であると考えておるところであります。先

般策定した口蹄疫からの再生・復興方針の目標

の一つであります産業構造・産地構造の転換の

中心となるプロジェクトとして位置づけさせて

いただきました。また、口蹄疫復興に関する緊

急要望として、国に対して繰り返し支援の要請

を行っているところであります。今後、発生地

域の復興を進めるためには、地域の基幹産業で

ある農業及び関連産業の振興を図る必要がある

ことから、本施設整備の必要性について引き続

き強く訴えてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ぜひ、現民主党政権の中で

も６次産業というのは農政の柱として掲げてい

らっしゃるところでありますから、よろしくお

願いをしておきたいと思います。

最後に、今回、口蹄疫で特に被害が大きかっ

た西都・児湯地域の復興に対しては特段の御配

慮をお願いしておきたいと思います。

次に、戸別所得補償モデル対策についてであ

ります。

我が国の農業・農村は、農業者の減少や高齢

化の進展、さらには農業所得の減少など、さま

ざまな課題を抱えております。このような中、

国においては、意欲のある農業者が農業を継続

できる環境を整え、国内農業の再生を図ること

で我が国の食料自給率を向上させることを目的

に、本年より戸別所得補償モデル対策に取り組

んでいるところであります。

このモデル対策については、自給率向上のた

めに麦や大豆などの戦略作物等への直接補助を

行う水田利活用自給力向上事業と、米に対して

直接支払いによる所得補償を行う米戸別所得補

償モデル事業により組み立てられておるところ

であります。これらの支援を受けるためには、

６月末までに制度への加入申請を行う必要があ

ると聞いておりましたが、本県については口蹄

疫の発生に伴う特例措置により、申請期限が９

月末までと延長されているところであります

が、全国の申請状況並びに本県の現時点での申

請状況についてどのようになっているのか、農

政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） まず、全国の

状況ですが、国が公表いたしました７月末現在

の加入申請件数は約132万件で、加入面積は米戸

別所得補償モデル事業で約108万ヘクタールと

なっており、水田利活用自給力向上事業では、

米粉、飼料用米等の新規需要米が昨年の2.3倍の

２万7,000ヘクタールとなるなど、拡大傾向にあ

ります。

次に、本県の状況ですが、申請受け付けがす

べて終了しておりませんが、県の調査による８

月末現在の加入申請件数は約３万3,900件となっ

ており、また水田利活用自給力向上事業におい

平成22年９月10日(金)



- 142 -

ては、助成単価の高い飼料用稲の作付面積が昨

年の1.5倍の約2,700ヘクタールに拡大をいたし

ております。

○押川修一郎議員 時間が余りありませんから

早口で言っておりますけれども、申しわけない

と思います。

次に、米戸別所得補償モデル事業に伴う交付

金についてであります。私の住んでおります西

都市では、長年、早期水稲を栽培し、農家に

とっては夏場の貴重な換金作物となっていると

ころでありますが、国内の米の在庫の増加によ

り価格の低下が急激に進んでおり、私の聞いた

ところでは30キロ5,000円であります。早期米の

概算金が昨年と比較すると1,500円も低下してお

り、農家は国のモデル対策で十分な支援が受け

られるのかと、大いに不安を持っておるところ

であります。

この米戸別所得補償モデル事業における所得

補償は、標準的な生産費と販売価格の差額相当

の10アール当たり１万5,000円が定額部分として

交付されるとともに、当年産の販売価格が標準

的な販売価格を下回った場合の差額が変動部分

として交付されると聞いております。果たし

て、早期水稲の価格低下に見合った所得補償が

十分になされるのか、私も非常に不安を感じて

おるところであります。そこで、早期米の価格

低下に対し、定額部分の交付金に加えてどの程

度の交付がなされるのか、農政水産部長にお伺

いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 本年産の早期

米につきましては、米の消費の減少や卸売業者

の在庫の増加など、昨年以上に厳しい環境の中

で販売が始まったことから、販売価格が低下し

てきているものと考えております。御指摘のと

おり、本年度は、10アール当たり１万5,000円の

定額部分に加え、本年産の米の販売価格が低下

した場合に変動部分の交付金が交付されること

となっておりますが、この変動部分の交付単価

につきましては、来年１月までに取引される全

国の全銘柄の販売価格の平均と標準的な販売価

格との差額をもとに、全国一律で算定されると

伺っております。このため、現時点で交付額が

どの程度になるかはわかりませんが、全国的に

米の販売価格が下落傾向にあることから、これ

に対応した補償が行われるものと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 まだこれはモデル事業であ

りますから、来年にならないと最終的にはわか

らないというふうに思いますけれども、早期水

稲を見ただけでもこれだけの価格低下でありま

すから、かなりの価格が下がってくるんじゃな

いかという予想がされますので、定額部分あた

りについても十分今後も確保できるようにお願

いをしておきたいと思います。

次に、本年産米は価格低下に対する補償がな

されるものの、全国の米価の状況を見ないと何

とも言えないようでありますが、変動部分の交

付単価を算定する上で基礎となる標準的な販売

価格は、過去３年の平均をとることとなってお

ります。このため、毎年の販売価格が低下すれ

ば、標準的な販売価格も低下することになり、

変動部分の交付単価も下がり、十分な補償が受

けられなくなるのではないかという声もありま

す。このように継続して米価の下落が続くよう

な場合には、十分な所得補償が受けられずに経

営安定が図られないのではないかと考えます

が、農政水産部長、お願いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 御指摘のとお

り、米戸別所得補償モデル事業の変動部分につ

きましては、その交付単価の算定基礎となる標
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準的な販売価格に過去３年間の販売価格の平均

が用いられていることから、毎年、米の価格が

低下するような場合には、当年産の米の価格と

の差額が小さくなり、交付単価が減少すること

も考えられます。いずれにいたしましても、本

事業は、標準的な生産に要する費用まで所得を

補償することを制度の根幹といたしております

ことから、今後、この制度がどのように運用さ

れていくのか、国の動向を見きわめながら、国

に対して必要な要望を行ってまいりたいと存じ

ます。

○押川修一郎議員 そのようにお願いをしてお

きたいと思います。

次に、米の価格が下落した場合の交付額の考

え方についてはよく理解できましたが、私は、

米の所得補償制度については幾つか不安を抱い

ております。まず第１に、新聞紙上でも農家の

意見として掲載されておりますが、米価下落が

このまま続けば、財政的に破綻し、制度の継続

が困難になるのではないか。また、２つ目に、

国内で増加傾向にある過剰米の処理を優先しな

ければ、米価が永続的に下がっていくのではな

いか、その不安があります。

私は、国の変動部分の補償よりも、まず過剰

米対策を進めるべきではないかとも考えました

が、一方では、国が実施しました戸別所得補償

モデル対策に対するアンケート調査の結果を見

ますと、所得補償制度の本格実施に向けての意

見として、「骨格を変えずに継続してほしい」

や「交付水準が下がらないようにしてほしい」

との意見が半数以上を占めているようでありま

す。

このような中で、国においては、去る８月末

に平成23年度の農林水産予算概算要求の骨子が

発表されたところでありますが、戸別所得補償

制度に関する国の対策について、知事はどのよ

うに考えておられますか、お聞きをいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 先般発表されました

国の概算要求の中で、戸別所得補償制度の本格

実施に向けまして、米及び畑作物に対する所得

補償と水田における転作作物に対する助成、米

の価格変動に対する補てんから成る農業者戸別

所得補償制度の骨子が示されたところでありま

す。骨子の中では、本県からも国へ要望してま

いりました転作作物に対する助成について、全

国一律ではなく、地域振興作物の推進や団地化

など、地域の実情に即した取り組みを支援する

産地資金の創設が盛り込まれるなど、評価でき

る点もあると思っております。

一方で、御指摘にもありましたように、この

制度が米の需給調整や米価の動向に対してどの

ように影響するのか不透明なことや、我が国の

農業の将来像やその担い手について明確なビ

ジョンが示されていないことなど、幾つかの課

題があると考えております。県といたしまして

は、制度の本格実施に向けまして、国の動向を

注視するとともに、モデル対策での課題を検証

し、地域の実態を踏まえた制度となるよう、引

き続き国に対してしっかりと訴えてまいりたい

と考えておるところであります。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。本

県のためになるような制度ということで、国の

ほうにさらに強く求めていただきますように要

望しておきたいと思います。

次に、深層崩壊についてであります。

これも我が党の横田議員あるいは河野議員の

ほうからもありましたけれども、本県における

最近の大きな深層崩壊では、平成17年の美郷町

の野々尾、旧田野町の鰐塚山での深層崩壊で
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あったとお伺いをしております。それぞれの災

害復旧に要した経費並びに工事期間をお尋ねい

たします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 美郷町野々尾

地区の災害は、耳川上流の塚原ダム直下流右岸

において大規模な地すべりが発生したことによ

り河川が埋塞し、天然ダムが形成されたもので

あります。県では、護岸工や地すべり防止施設

などの災害復旧工事を完了しておりまして、工

事期間は平成17年度から21年度、総事業費は

約14億円であります。

また、鰐塚山の災害は、別府田野川で山腹崩

壊による土石流が発生し、鰐塚いこいの広場な

どの施設が埋没したもので、その後の降雨次第

では、田野町市街地まで影響を及ぼすおそれが

ありました。県では、砂防事業として砂防堰堤

などの主要な施設を完成しておりまして、平

成17年度から21年度までの事業費は約14億6,000

万円であります。現在、24年度の完成を目指し

て県道のつけかえ工事などを実施しており、総

事業費は約17億円を見込んでおります。

○押川修一郎議員 本県は急峻な山が多く、ま

たこの地形を利用したダム等が点在しておりま

す。私の地元の一ツ瀬ダムもそうであります

が、ダム湖周辺の崩壊の場合、ダム決壊による

洪水などの大きな二次災害のおそれもあり、大

変危惧しているところであります。今後、この

中間報告の後、さらに流域ごとなど詳細な調査

が深層崩壊の頻度の高い順に示されるというこ

とでありますから、啓発をよろしくお願いして

おきたいと思います。

次に、三財川改修事業について、平成17年度

台風14号による堤防破堤、住民の不安をあおっ

たところでありますが、現在は改修も年次ごと

進んでおります。この事業の進捗状況と今後の

事業予定について県土整備部長にお願いいたし

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 平成17年の台

風14号による大規模な洪水被害を受けまして、

平成19年度から浸水被害軽減のために、三財川

では一ツ瀬川の合流点から川原川合流点まで

の13.5キロメーターの区間と、支川の三納川及

び南川で河川改修事業に取り組んでおります。

これまでに調査、設計や、用地買収、約43万立

方メーターの河道掘削を行っておりまして、平

成21年度末の進捗率は事業費ベースで約24％と

なっております。今年度は引き続き、流下能力

向上のための河道掘削や、支川の調査、設計を

進める予定としております。今後とも、地域の

方々の御理解と御協力をいただきながら、築堤

や護岸等の河川改修工事を進めてまいりたいと

考えております。

○押川修一郎議員 最後になりますが、昨年11

月、文部科学省が発表した平成20年度の児童生

徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調

査で、全国では８万4,648件、本県では228件の

いじめが認知されたということであります。そ

の中で、小規模校でのいじめについて、今現

在、１学年に１クラスしかないような小規模の

学校でもいじめがあるというふうに聞いており

ます。この小規模校のいじめというのは長期

化、固定化するようなおそれがありますが、県

はどのように対応されておりますか、教育長に

お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） いじめの未然防止を

図るために県教育委員会といたしましては、県

内６会場において市町村教育長及びすべての公

立学校長等を対象として、毎年、人権教育推進

懇話会を実施するなど、各学校における人権教

育の一層の充実に努めているところでありま
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す。

お尋ねの小規模校におきましては、家族的な

雰囲気の中で子供一人一人にきめ細かな指導が

できるなどのメリットがある一方で、幼少時か

ら同一集団で過ごすことになり、学級の中での

役割や友人関係が固定化されがちで、いじめな

どの人間関係上の問題を解決しにくいなどの課

題もあります。したがいまして、小規模校にお

きましては、すべての教職員がすべての子供の

学級担任であるという意識を持って、よりきめ

細かに接するとともに、集団が固定化しないよ

うにするために、学級において意図的に子供の

役割を輪番制にするなどして、子供一人一人が

お互いに、そして自分自身もかけがえのない存

在であるということを実感できるような工夫が

なされているところであります。このことがい

じめを未然に防ぐことにつながるものと考えて

おります。

また、いじめが発生した場合につきまして

は、学校の規模にかかわらず、早期解決を図る

ためにスクールソーシャルワーカーや臨床心理

士を派遣するなど、学校を支援しているところ

であります。以上です。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

以上をもちまして、一般質問のすべてを終わ

ります。

○福祉保健部長（高橋 博君） 地域医療に関

連した御質問の中で、地域医療ガイダンスの期

間について１週間程度とお答えいたしました

が、２泊３日の誤りでございましたので、訂正

させていただきます。

○蓬原正三副議長 次は、十屋幸平議員。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） 今回の口蹄

疫被害に遭われた畜産農家を初め、関連業者の

皆様、また観光業や運輸関係など、あらゆる業

種の方々の甚大な被害に遭われた皆様に心より

お見舞いを申し上げます。

また、終息宣言を８月27日に迎えることがで

きましたのも、畜産農家はもとより、国、関係

都道府県や各市町村、また関係団体等の絶大な

御協力のたまものであり、県内外の皆様の心温

まる御支援に心より感謝申し上げます。

そして、きょうは場内の執行部の皆様がブル

ーのワッペンをしております。きょうから自殺

予防週間だと思っております。一人でも多くの

命が救われることを願ってやみません。

それでは、質問を始めさせていただきます。

まず、来年度予算編成についてお伺いをいた

します。

口蹄疫被害で宮崎県経済は大きな影響を受け

て、５年間で総額2,350億円もの被害額が示され

ました。そして、６次にわたる県の補正予算

も884億4,700万円となり、県財政も非常に逼迫

いたしております。また、長引く景気低迷や口

蹄疫被害により来年度の県税収入も大きく減少

するものと考えられます。そこで、来年度予算

をどのように考えるのか、また県民サービスに

どのような影響が出るのか、知事にお伺いをい

たします。

以下の質問につきましては、自席から行いた

いと思います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

本県財政は、三位一体の改革による地方交付

税等の大幅な削減や長引く景気低迷による税収

の落ち込みに加え、口蹄疫対策に多額の財政支

出を余儀なくされるなど、極めて厳しい状況が

続いておるところであります。したがいまし

て、平成23年度当初予算につきましては、財政

改革のさらなる推進による徹底した財源の捻出
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に努めながら、選択と集中の理念のもと、県が

抱える諸課題に的確に対応した優先度の高い施

策や事業に積極的に取り組んでいく必要がある

ものと考えております。また、県民への情報提

供の充実や県有施設等の有効利用、開放など、

新たな予算を伴わない施策等についても積極的

に取り組むこと等により、総体的な県民サービ

スの維持向上が図られるよう取り組んでいく必

要があるものと考えております。以上です。

〔降壇〕

○十屋幸平議員 ありがとうございました。予

算につきましては、今議会でもいろいろ議論が

ありましたように、国との口蹄疫に関する部分

に関しましては、財政的な問題もありますの

で、ぜひ国のほうに強く要望をしていただきた

い、そのように思っております。

それでは次に、難病対策についてお伺いをい

たしたいと思います。

先日も河野議員が質問いたしましたが、改め

て質問させていただきます。一昨日は、県難病

団体連絡協議会より河野副知事へ要望書が手渡

されたと報道されました。そして、副知事は、

「財政状況が厳しい。皆さんの声をしっかりと

聞きながら何ができるか考えていきたい」、そ

のように答えて、その部分が報道されておりま

した。また、私も、昨年11月議会で採択しまし

た請願の進行性骨化性線維異形成症など４疾患

を特定疾患治療研究事業の対象として県独自に

支援できないかと質問もし、また県独自の支援

を実施している他県の状況も伺いました。答弁

では、国へ粘り強く要望するということでござ

いました。

国は、難病に対して総合的な難病対策を実施

する考え方を整理する上で、昭和47年10月に難

病対策要綱を策定いたしました。その後、難病

対策要綱の５項目で難病対策の事業を実施して

おります。そこで、お伺いいたしますが、難病

対策について根拠となる法律はあるのか。ま

た、これまで長年難病で苦しんでこられた患者

の皆さんの難病対策は、難病対策要綱の事業と

して対策がとられてきている状況であります。

そこで、根拠法がないのであれば、難病対策の

支えの柱となる根拠法を早急に整備するように

国へ働きかけていく必要があると考えます。そ

の２点について、福祉保健部長の見解をお伺い

いたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 難病対策につ

いては、ただいま議員のおっしゃいましたよう

に、昭和47年に定められた難病対策要綱におい

て、調査研究の推進等の３本を柱として進めら

れておりましたが、現在、この要綱は改正され

ないまま、地域における保健・医療福祉の充実

・連携等、２本の柱を加えた国の対応方針に基

づき、各種事業が進められているところでござ

います。

しかしながら、現在、難病対策の中心となる

医療費公費負担事業は、国が十分な予算を確保

できないため、本来、都道府県へ補助すべき額

が大幅に不足するなどの問題が生じておりま

す。県としましても、難病対策の基本となる方

針や国の責務等を明確に示した法整備が図られ

ることにより、対策の一層の充実と必要な予算

の確保ができると考えますので、さまざまな機

会をとらえて、国に対して要望してまいりたい

と思います。

○十屋幸平議員 今、答弁でお聞きのように、

難病対策に対する法整備ができていないという

ことが現実としてわかりました。国へ要望する

際にはいろんな方法があると思いますが、衛生

部長会ですか、その部分であったりとか、知事
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会等で宮崎県が率先して手を挙げて、発言をし

ていただいて、全国に困っている方はたくさん

いらっしゃいますので、そのことを発言して、

要望していただきたい、そのように思っており

ます。

次に、先ほども話しました、進行性骨化性線

維異形成症など４疾患を特定疾患治療研究事業

の対象として県独自に支援できないか、これは

昨年も言ったんですけれども、ことしもまた、

河野議員も質問いたしましたが、改めて質問さ

せていただきたいと思います。そして、昨年６

月の請願を受けて、県としての難病対策の取り

組み状況について福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 請願のあった

４疾患につきましては、疾患の診断基準や事業

の対象として認定するための基準を県が独自に

確立するのは困難であること、また現行の特定

疾患治療研究事業について国が本来補助すべき

額の５割程度しか県へ交付されておらず、毎

年、県は多額の事業費を超過負担していること

などから、県独自に事業対象とすることは難し

いと考えております。４疾患につきましては、

特定疾患治療研究事業の対象疾患として追加す

るよう国に対して直接働きかけるなど、要望活

動を行ってきたところですが、残念ながら、昨

年10月、国が追加した11疾患には含まれており

ませんでした。県としましては、国に対し、こ

の４疾患について事業対象とするよう、引き続

き要望してまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 難病の方々は医療費等の負担

が重くて困っておられます。そこで、全国の特

定疾患治療研究事業の対象外の難病で苦しんで

おられる方々への公費助成が難しいというので

あれば、例えば全国の都道府県で難病基金─

これは私が勝手につけた名前ですけれども─

そういうものを創設して公費助成する仕組みづ

くりはできないか、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 特定疾患治療研究事

業の対象外の難病で苦しんでおられる方の支援

策につきましては、先般、宮崎県難病団体連絡

協議会から要望書をいただいたところでありま

して、その必要性については十分認識している

つもりでおります。しかしながら、この事業

は、各都道府県が超過負担の問題を抱えている

ことや、拡充対象の疾患については考え方が都

道府県によって必ずしも一致しないという現状

がございまして、そういうことが予想されます

ことから、基金創設は現状では厳しいと言わざ

るを得ないと思っております。

○十屋幸平議員 今お聞きのように、超過負

担、いわゆる県事業として約10億円ぐらい事業

費が計上されますけれども、国の責務として約

半分を負担する、残りを県が負担する、そうい

う仕組みになっていますけれども、現実問題と

しては、10億円のうちの７億5,000万が県、そし

て２億5,000万が国と、全く逆転しております。

この部分を解消するのが一番の早道なんですけ

れども、先ほども言いましたようにいろんな

―一昨年もありました。北海道とか富山とか

東京とか、そういうところでは県で独自に支援

している事業もあります。そういうところを調

整するのは難しいかもしれませんけれども、こ

ういうものはやっぱり国がきちんとやっていた

だくように、先ほど申しましたような法整備を

含めて強く国のほうに―１県では無理ですの

で、全国的に要望していただきたい、このよう

に思っておりますので、これは要望にとどめた

いと思います。

それでは、次に移りたいと思います。がん対
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策についてであります。

日本人にとりまして、がんはだれでもなり得

る身近な病気で、我が国の死因の第１位はがん

であります。がんは、国民の生命及び健康を脅

かす重大な問題でもあります。また、本県でも

がんが死因の第１位であり、平成20年では死亡

者数の１万1,932人のうち、がんでの死亡者

は3,405人と、約3.5人に１人ががんで亡くなっ

ております。そういうことで、がん対策は喫緊

の最重要課題でもあります。

これを受けて、国ではがん対策基本法が平

成19年３月に施行され、本県でも平成20年３月

に宮崎県がん対策推進計画が策定されて、がん

患者を含めたすべての県民が、がんを知り、が

んと向き合い、がんに負けることのない社会を

目指しています。本県では、部位別に見ると、

男女を問わず、肺がんが増加傾向を見せている

など、がんの原因の要素は、食生活、たばこ、

飲酒などが挙げられていて、みずからの自己管

理で予防が可能であると言われています。そこ

で、宮崎県がん対策推進計画の推進について、

県はどのように取り組んでいるか、福祉保健部

長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） がん対策につ

きましては、宮崎県がん対策推進計画に基づ

き、総合的な対策の推進を図っております。ま

ず、がんの予防、早期発見につきましては、禁

煙支援や受動喫煙防止対策の推進のほか、市町

村や企業と連携したがん検診受診率向上のため

の啓発事業等に取り組んでおります。

次に、医療体制につきましては、がん医療の

中核であります、がん診療連携拠点病院等の機

能強化を図るとともに、緩和ケアにかかわる医

療従事者の研修や、がん患者や家族に対する相

談支援体制の構築を図っております。また、在

宅における療養体制を整備するため、県内４地

域のがん医療圏ごとに在宅緩和ケア推進連絡協

議会を設置し、がん患者の在宅療養ネットワー

クの構築に努めているところであります。今後

とも、同計画に基づき、がん患者団体や医療機

関など関係者の意見を伺いながら、対策の推進

に取り組んでまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 次に、一部のがんでは早期発

見・早期治療が可能となって、検診率を高める

ことで死亡率を減少させることができます。そ

こで、全国的にもがん検診の受診率が低い本県

の受診率向上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をいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） がん検診は、

がんの早期発見・早期治療により死亡率を減少

させることができる有効な方法でありますこと

から、県民が受診しやすい環境づくりと、検診

受診につながる啓発が必要と考えております。

このため、県としましては、「みやざきのがん

情報」等のホームページやピンクリボン活動な

どにより、市町村のがん検診や乳がん検診の情

報を広く発信しております。また、がん検診の

実施主体である市町村の担当者に対して、受診

率を上げるための効果的な方策等についての研

修会を行っているほか、企業の検診担当者等に

よる「がん検診受診率向上委員会」を設置し、

地域や職域での受診率向上に取り組んでおりま

す。

○十屋幸平議員 先日、朝日新聞だったと思い

ますが、山田邦子さんという女優の方と、ある

学者の方が対談をしておりまして、その最後の

ところに、がんの受診率を上げるためにはどう

するかということで、教育の中で─今でもい

ろんな教育をされておりますけれども─小さ

いときから、がんに対する知識をきちんと学ん
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でもらって、算数や国語と同じような形で学ば

せて、そうすることでいろんながんの─きの

うも子宮頸がんがありましたけれども─受診

率を上げていくということが必要ではないかと

いうふうに書かれておりました。私も、そう思

いました。

これは余談になりますけれども、喫煙する高

校生が多い。実際、我々も検診を受けまして肺

を見たりすると、真っ黒になった肺を見ると非

常に恐怖感も覚えますし、そういう意味では一

定の効果があるのではないか、そういうふうに

思っておりますので、この件につきましては、

また教育委員会と別なところでお話をさせても

らいたいと思いますが、がん検診の受診率を上

げる努力を要望しておきたいと思います。

次に、今、報道であります多剤耐性菌につい

てお伺いをいたします。

新聞報道では、「多剤耐性の細菌アシネトバ

クターによる感染で９人死亡」「新型耐性菌初

検出」など見出しに出ておりまして、非常に驚

いております。アシネトバクターやＮＤＭ－１

などは耳なれない言葉でもありまして、どちら

もほとんど抗生物質が効かず、院内感染が中心

で発症して、アシネトバクターは健康な人が感

染しても発症せず、体力の弱い方や免疫力の低

下した患者がかかり、死亡する場合がある。ま

た、ＮＤＭ－１は、入院患者だけではなくて健

康な人にも感染するおそれがあると報道されて

おりました。

そこで、私も含めてですけれども、多くの県

民は多剤耐性菌について今回の報道でしか知ら

ないと思います。そして、多剤耐性菌を知らな

いがゆえの細菌への怖さがあるのではないで

しょうか。そこで、多剤耐性菌とは一体どうい

う菌なのか、普通に生活している私たちにどの

ような影響があるのか、また県の取り組みにつ

いて、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 多剤耐性菌

は、各種の抗菌薬が効かない細菌で、院内感染

で報道がなされております多剤耐性アシネトバ

クター属菌や、国内で初めて感染が確認されま

した、抗菌薬の効果をなくしてしまう酵素であ

るＮＤＭ－１をつくり出す大腸菌などがありま

す。アシネトバクター属菌は、もともと自然環

境中に存在し、大腸菌は人間の腸内に存在して

いる菌ですので、健康な方には無害な細菌です

が、御指摘のとおり、多剤耐性アシネトバクタ

ー属菌につきましては、がん末期などの免疫力

の低下した患者さんでは、肺炎や敗血症などを

起こし、治療が難しくなることから、医療機関

における院内感染防止対策が必要となります。

このため県といたしましては、医療機関に対

し、多剤耐性菌に関する情報提供や院内感染防

止対策の徹底を指導しているところでありま

す。また、これらの多剤耐性菌につきまして

は、今後、国において届け出制度の見直しや調

査が行われると聞いております。県民の皆様

は、必要以上に心配されることなく、通常の感

染防止対策である手洗いやうがいの励行を心が

けていただきたいと思います。

○十屋幸平議員 それでは、次に移らせていた

だきます。細島港の整備と物流対策についてで

あります。

この件に関しましては、これまでも何度とな

く議会で質問させていただきました。そして、

今回、知事、県当局を初め、日向市、港湾関係

者など多くの方々のお力添えで、国において

も、細島港が九州の扇のかなめとして非常に重

要なことを御理解いただき、来年度からの新規

直轄港湾整備事業として重点港湾に選定されま
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した。関係者の皆様の御尽力にお礼を申し上げ

たいと思います。

また、細島港大型岸壁の整備については、先

日からの代表質問でも答弁がありましたよう

に、平成23年度から確実に岸壁整備が着工され

るように国へ強く要望していただくということ

ですので、よろしくお願いを申し上げたいと思

います。

そこで、平成23年度、国への要望書の中で、

細島港は九州の扇のかなめで、世界最先端の企

業を支える港であること、また関東や関西の港

への海上輸送の内航フィーダーの優位性や、経

済効果の生産誘発額約2,600億円、雇用約5,700

人と見込まれています。そして、将来的には貨

物取扱量も飛躍的に伸びると見込まれておりま

す。今後のコンテナ取扱量の見通しについて、

県土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 細島港のコン

テナ取扱量につきましては、20フィートコンテ

ナ換算で、平成20年の実績が約２万5,000個であ

りますが、医療や太陽光エネルギーなどの分野

の世界最先端の企業が工場を稼働することに伴

い、今後はコンテナ取扱量が大幅に増加するも

のと予想しているところであります。さらに、

高速道路網の整備によりまして、九州で関東方

面に最も近い地理的優位性から、東九州はもと

より、西九州からのコンテナ貨物の集荷が見込

まれております。今後とも、なお一層のポート

セールス活動により、港の利用促進に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 今、20年の実績が２万5,000個

であるということでありました。要望書の資料

を見せていただくと、約７万個ぐらいまでに増

加すると。現実になってそれが細島から出てい

くようになれば、先ほどありましたような数字

が現実のものとなってくるというふうに思いま

すので、ぜひ岸壁の整備のほうも23年の本予算

にのるようにしっかりと頑張っていただきた

い、そのように思っています。

そういう中で、コンテナ貨物取扱量の飛躍的

な伸びの大きな要因となりますのは、県の誘致

企業であるソーラーフロンティアの第３工場が

年内に一部稼働して、初出荷が来年１月予定

で、来年の秋にはフル稼働すると新聞で発表さ

れておりました。その効果が大で、先ほども申

し上げましたように、大いに期待をしておりま

す。

しかしながら、このような大きな物流を、隣

県の志布志港や博多港が指をくわえて見ている

わけはありません。昨年10月の立地調印式でソ

ーラーフロンティア社の亀田社長は、物流の大

半を細島港から運びたいと言われております。

港湾関係者等は、ソーラーフロンティア株式会

社が博多港や志布志港の利便性の優位を考えて

いるのではないかと、不安を感じているのでは

ないかと私は思っております。そこで、ソーラ

ーフロンティア株式会社の本格稼働に向けて、

細島港へのコンテナ貨物の集積に向けてどのよ

うな協議をされているのか、具体的に商工観光

労働部長にお願いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） ソーラー

フロンティア社でございますけれども、ソーラ

ーフロンティア社が本格操業となった場合の生

産量は年間約900メガワットと言われておりまし

て、家庭用太陽光発電パネルの平均を３キロ

ワットとしますと、約30万世帯分のパネル生産

ということになります。したがいまして、大量

の物流を伴う誘致企業であります。同社の本県

への立地は、細島港活性化のためにも絶好の機

会であると認識しているところでございます。
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同社におきましては、製品の輸出については細

島港利用の意向を示しておりますので、物流コ

ストの削減や利便性の向上など、細島港の円滑

な利用に向けまして、鋭意協議を重ねていると

ころでございます。県といたしましては、でき

るだけ多く細島港を利用していただけるよう、

関係自治体とも連携しながら協議を続けてまい

りたいと考えております。以上でございます。

○十屋幸平議員 次に、本年度予算に計上され

ております細島港整備事業についてでありま

す。先ほどから答弁がありますように、コンテ

ナ取扱量が飛躍的に伸びて、効率的で安全な荷

役作業を目的としたガントリークレーンの１基

増設、及びコンテナヤード整備について、いつ

着工されるのか、県土整備部長にお伺いをいた

します。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 細島港につき

ましては、企業の進出等によりコンテナ貨物の

増加が予想されますことから、ガントリークレ

ーン１基の増設を行うものでありまして、昨日

９月９日に入札公告を行ったところでありま

す。入札・契約が順調に進めば、来年３月末の

着工になるものと考えております。なお、供用

につきましては、平成24年度前半を目指してい

るところであります。また、コンテナヤードの

舗装につきましても、年内には着工する予定と

しております。

○十屋幸平議員 細島港につきましては、いろ

いろ知事も答弁されておりまして、東九州自動

車道や九州中央自動車道の高速道路網の整備に

よって、それに伴って貨物量の伸びが期待され

るというふうに言われております。ことし12月

には、門川町から日向市まで高速道路の開通が

予定されております。そこで、細島港のより一

層の利便性向上を図るために─これは前から

ずっと言っておるんですけれども─小倉ヶ浜

有料道路の早期無料化に取り組む考えはない

か、平たく言えば、できないかどうか、県土整

備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 小倉ヶ浜有料

道路につきましては、平成25年５月までに借入

金の返済を完了して無料化する計画であり、そ

れ以前の無料化については困難であると考えて

おります。現在、鋭意、借入金の返済に努めて

おりますが、現時点の試算によれば、料金収入

の伸びが期待できず、期日までの返済は厳しい

状況であります。しかしながら、県としまして

は、東九州自動車道が開通し、細島港の整備が

進められる中で、本道路のより一層の利用促進

が図られることは重要であると認識しておりま

す。したがいまして、管理運営しております道

路公社とともに、今後とも、借入金の処理につ

いてさまざまな方策を検討してまいりたいと考

えております。

〔発言する者あり〕

○十屋幸平議員 今、そこを何とかならんかと

いうような声がありました。そういうのが我々

の願いでありまして、一ツ葉有料道路も含めて

の一体的な考えもやらなければいけないんでは

ないかなというふうに思います。しかし、地元

の我々としては、一日も早い無料化に向けてぜ

ひ御努力をお願いしたいと思っております。

それから、先ほど答弁いただきましたソーラ

ーフロンティア等の貨物についてであります

が、細島港のほうがまだ全体的なハード整備が

整っておりませんので、どうしても利便性も含

めて、そしてコスト経費も含めて、いろんなも

のが課題としてあると思います。しかしなが

ら、どこにも負けない情熱は持っておられると

思いますので、知事を先頭に、しっかりと整備
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ができて、小倉ヶ浜が無料になった時点では物

流がそこをすいすいと通ることを願って、要望

とさせていただきたい、そのように思っており

ます。よろしくお願いいたします。

次に、口蹄疫対策についてお伺いをいたしま

す。

これはいろいろありましたので、私は、口蹄

疫感染ルートの解明と原因究明について質問を

させていただきます。10年前の口蹄疫発生当時

は、移動制限区域が20キロ、搬出制限区域が50

キロと、車両の消毒も、かなりの消毒ポイント

を設けて徹底した取り組みをしていた記憶があ

ります。つまり、それほど緊張していたという

ことであります。しかしながら、平成16年に防

疫指導マニュアルも改定されて、今回の口蹄疫

に対する認識が、私も含めてですけれども、以

前の成功体験があるがゆえに、どこか気の緩み

を生じさせて過信を招いたのではないでしょう

か。そのような気がいたします。私も大いに反

省しております。

そこで、まず手始めにしなければならない取

り組みとしては、口蹄疫感染ルートの徹底的な

解明です。これは決して犯人捜しをするのでは

なくて、これからの防疫のために必要なことだ

と思います。これは県民フォーラムや畜産農家

の多くの方々からも強く声を聞いております。

口蹄疫は、ことしになってアジアの近隣諸国で

発生が相次ぎ、国家防疫の観点から新型インフ

ルエンザのような対応はできなかったのか。国

の対策は十分であったのか。また、県の口蹄疫

に対する意識や取り組みはどうであったか。そ

のようなことを考えると、今後、宮崎県口蹄疫

対策検証委員会でしっかりと検証し、二度とこ

のようなことが起きないようにしなければなり

ません。

また、国の疫学調査チームの中間報告では、

「現時点では、我が国への口蹄疫ウイルスが侵

入した経路を特定するに至っていない」という

ふうに結んであります。そして、その中間報告

では、「６例目は海外からの従業員や研修生を

受け入れておらず、農業主を含めて従業員の最

近の海外渡航歴はなかった。海外からの農場見

学者もいない。人の出入りについて記録はな

い」などと報告をされております。それでは、

一体どこから入ってきたのか。10年前のように

侵入経路をうやむやにすることのないように、

感染ルートの徹底的な解明と感染拡大の原因究

明が必要であります。県として、口蹄疫感染ル

ートや感染拡大の原因をどのように考えている

のか、また今後の取り組みを、知事にお伺いい

たします。

○知事（東国原英夫君） 感染経路の解明につ

きましては、国家防疫の観点から、最終的には

国の責任において徹底して行われるべきと考え

ております。県といたしましては、国の調査チ

ームに引き続き協力するとともに、宮崎県口蹄

疫対策検証委員会においても、独自の調査チー

ムにより感染経路の究明に取り組んでいるとこ

ろであります。

また、感染拡大につきましては、全国でも有

数の畜産密集地帯での発生であったこと、大規

模農場において殺処分や埋却におくれがあった

こと、ウイルス排せつ量の多い豚での発生が見

られたことなどが原因であると考えておりまし

て、今後、市町村や関係団体と連携し、防疫意

識の啓発や飼養衛生管理基準の遵守など、一層

の取り組みを図る必要があると考えておりま

す。

○十屋幸平議員 それでは、次に移ります。国

家防疫の取り組みということですけれども、鳥
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インフルエンザ、新型インフルエンザ、口蹄疫

など、21世紀はウイルスとの闘いとよく言われ

ております。鳥インフルエンザや口蹄疫被害に

遭った県として、国家防疫の観点で、オースト

ラリアのやっております対策などを国へ提言し

てはどうでしょうか、知事にお伺いをいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） オーストラリアにお

いては、水際対策として、海外航路の機内にお

いて、乗客の農場立ち入りの有無などをチェッ

クしていると伺っております。

先般、疫学調査チームが取りまとめた「中間

的整理」においても、現段階において侵入経路

は特定されていないものの、「ウイルスは、ア

ジア地域から、人あるいは物の移動等に伴って

我が国へ侵入した可能性が高いと考えられる」

とされており、今後、県といたしましては、国

に対して、国家防疫の観点から、水際検疫の強

化など必要な提案を行ってまいりたいと考えて

おります。

○十屋幸平議員 次に、県の防疫対策について

お尋ねをいたします。先ほどからありますよう

に、国家防疫が柱であるという考えには変わり

ありません。しかし、アジアとの交流が拡大す

る中で、鳥インフルエンザや口蹄疫に感染した

宮崎として、空港や港湾など県としても水際作

戦が必要であると考えます。そこで、空港や港

湾などで、今回いろんなところで使われました

二酸化塩素ガス空気清浄機や、全国高文祭で使

用しました超音波加湿器でミスト状態で消毒す

る体制で防疫すべきと考えますが、宮崎県の今

後の防疫対策についてどのように取り組むか、

知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 御指摘にありますよ

うに、国家防疫の観点から、空港や港湾などで

の検疫強化など、水際対策を徹底して行うこと

が非常に重要であると考えております。このた

め県といたしましては、従来から実施しており

ます空港や細島港における靴底消毒などのさら

なる徹底を図るとともに、御質問の消毒方法を

含め、より効果的な対策について、今後、関係

機関と協議をしてまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 次に移りたいと思います。宮

崎県独自の畜産条例を制定する考えはないかと

いう単純な問いでありますが、家伝法の見直し

とか特措法の不備、これはいろいろあって、課

題として改正しなければなりません。そこで、

今後、宮崎県の畜産振興や復興・再生に向け

て、畜産業振興の視点や疫学調査の調査権限な

どを盛り込んだ県条例の策定に取り組む考えは

ないか、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 現在の疫学調査につ

きましては、家畜伝染病予防法に基づき実施し

ているところでありますが、これは警察捜査の

ように強制力を持つものではありません。疫学

調査に係る強制的な調査権限につきましては、

国家防疫の観点から検討されるべきものであ

り、法律に根拠を持つことが必要であると考え

ております。県といたしましては、現在、検証

委員会を設置し、県としての立場から、今回の

防疫対応等の検証を行っているところでありま

して、今後、疫学調査のあり方も含め、必要な

提案を国に対して行ってまいりたいと考えてお

ります。

○十屋幸平議員 国家防疫、やはり国の役割が

これほど重要だということが、答弁の中でも何

度も出てきました。しっかりと御要望もしてい

ただきたいというふうに思います。

畜産の新たなブランド確立について。我が家
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の食卓を見ますと、めっきり肉料理が減ってま

いりました。これまでは１週間に２回、３回は

肉料理が出ておりましたが、現在はかなり少な

くなっておりまして、私どもも、焼き肉は若い

ときは肉質より量でたくさん食べておりまし

た。今の世代になりますと、宮崎牛、霜降りで

すけれども、少しだけ食べれば満足できる年齢

となりました。しかし、健康な体の筋肉を維持

するためには、肉や魚のたんぱく質も当然必要

で、しっかり食べないといけないということも

言われております。

そこで、これからの宮崎の畜産を考えるとき

に、東アジアへの食料供給基地ということが、

一昨日からも答弁されております。10年、20年

先を見越して、付加価値をつけた宮崎ブランド

の和牛もしっかり生産する一方で、今から健康

志向で、うまみ成分を多く含んだ畜産を目指し

てはどうでしょうか。この話は、県民フォーラ

ムでも意見として出ましたが、私は２～３年前

から経済連の関係者の方にもいろいろと御提案

をさせていただいております。新たなブランド

確立について取り組む考えはないか、知事にお

伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 黒毛和牛の改良や飼

養管理技術は、平成３年の牛肉の輸入自由化を

契機に、外国種との差別化を図るために、脂肪

交雑いわゆるサシを重視して取り組んできたと

ころであります。しかしながら、消費者のニー

ズは時代とともに変化をしておりまして、他県

においては、例えば、うまみ成分であるオレイ

ン酸含量を考慮した飼養管理や改良を行ってい

る事例もあります。御指摘の脂肪分の少ない新

たなブランド牛確立のためには、農家経営に及

ぼす影響、改良コストや流通面など、検討すべ

き課題も多く、関係機関・団体等との十分な協

議が必要であると考えております。このため県

におきましては、平成21年度から畜産試験場に

おいて、うまみ成分に係る試験研究に取り組む

とともに、本年中に消費者、生産者、流通団

体、学識経験者から成る検討会を設置し、今後

のあり方を検討することとしております。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。アジ

アの食料基地ということであれば、当然、中

国、諸国も高齢化はこれから一層進んでまいり

ます。特に、一人っ子政策がありますので、そ

ういうところをちゃんと見据えて、将来的なビ

ジョンとして、検討会をことし中に設置すると

いうことでありますので、しっかりと取り組ん

でいただきたい、そのように思っております。

次に、森林環境税についてお伺いをいたしま

す。

この件については、昨年の11月定例議会でも

効果と条例を継続すべきという質問をいたしま

した。効果については、県民参加と公益的機能

の重視の２本柱で事業を展開して、森林環境税

が効果的に活用されているものと判断をいたし

ました。また、条例継続については、県民との

意見交換や、企業を対象にアンケート調査を踏

まえて、森林環境税活用検討委員会などの意見

を踏まえて検討したいと答弁されております。

そこで、アンケートの調査結果と県民の意見を

踏まえて、森林環境税の継続について知事にお

伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 森林環境税につきま

しては、平成18年度に導入し、その財源を活用

して、県民や企業等による森づくり活動の支援

や、クヌギやカシ等の広葉樹の植栽など、水を

たくわえ災害に強い森づくりを進めてまいりま

した。このような中、昨年実施しましたアンケ

ート調査や県民との意見交換会、さらにはこと
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し５月に開催しました森林環境税活用検討委員

会でも、これまでの取り組みに対する一定の評

価と、今後も継続すべき等の御意見をいただい

たところであります。申すまでもなく、森林

は、木材の供給を初め、県土の保全や水源の涵

養など、多くの機能を有しますことから、県民

共有の財産として、引き続き守り育てていくこ

とが重要であると考えております。したがいま

して、今後とも、県民の理解と協力を得なが

ら、県民参加の森づくりに取り組むため、平

成23年度以降も継続の方向で検討してまいりた

いと考えております。

○十屋幸平議員 次に、使途の拡大についてお

尋ねをいたします。検討委員会の提言を踏まえ

て検討するということであります。他県では、

公募事業や担い手育成、里山保全の支援事業な

どに取り組まれております。今後、森林環境税

の使途についてどのような活用策を検討されて

いるのか、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 森林環境税を

活用しました事業展開につきましては、林業採

算性の悪化等から手入れの行き届かない森林の

増加に対応いたしまして、県民参加と公益的機

能の重視という２つの視点から、森林の整備保

全を重点に置いた取り組みを実施してきたとこ

ろでございますけれども、昨年実施しましたア

ンケート調査あるいは県民との意見交換会で

は、継続した場合の使途といたしまして、これ

までの森づくりに加えまして、県産材の利用促

進等へも活用すべきなどのさまざまな御意見を

いただいたところでございます。このため、今

後の方向性につきましては、特定財源でありま

す森林環境税の趣旨を踏まえまして、有識者で

構成されています森林環境税活用検討委員会の

御意見や、パブリックコメントなどを参考にし

ながら、新たな分野への展開も含めて検討して

まいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 木材の活用ということであり

ますので、一つお話をさせていただきますと、

保育園や幼稚園等の施設整備をする場合に、

今、こども園の中で負担のことが問題になって

おりまして、なかなか国からお金が出ない。そ

ういうことを含めると、森林環境税を使ってそ

の分を補助してあげる、そういうことも検討に

値するんではないかというふうに思いますの

で、木育という視点からでもまた御検討をお願

いしたいと思います。

それでは最後に、知事の政治姿勢についてお

尋ねをしたいと思います。

これは通告しておりますが、知事はＮＨＫの

「龍馬伝」を見ておられますか。

○知事（東国原英夫君） 見させていただいて

おります。

○十屋幸平議員 坂本龍馬というのは土佐藩を

脱藩する。それは国の形を変えるということで

飛び出しているわけです。知事がその立場にあ

るかどうかは別にいたしまして、これまでもい

ろいろ質問がありました。私なりに、知事の熟

慮しているというお考えの中をちょっと判断し

ますと、宮崎に残って、これから口蹄疫対策で

疲弊している宮崎を立て直す、そうすることに

よって、宮崎県政史上、東国原英夫知事という

のは県民の心の中にいろんなものが確実に残る

と思います。川越進翁の銅像に並ぶかどうかは

別にいたしまして、そういうことはあると思い

ます。一方、昨年の６月議会でも、国の形を変

えたいという強い意志でいろいろ御答弁されま

した。そして、関ヶ原を見過ごすわけにはいか

ない、そういう御発言もありました。さっき申

し上げましたように、国の形を変える坂本龍馬
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と川越進翁、どちらを選択されますか。

○知事（東国原英夫君） 先日も３択だとか２

択の質問があったんですが、答えはその他でご

ざいまして、私は本当に、地方の疲弊、宮崎だ

けじゃなくて地方の疲弊をストップさせるため

には、国の根幹を変えなきゃいけないと思って

おります。先ほども申しましたように、地方財

政、地方税体系を含めた産業構造、国家ビジョ

ン、成長戦略、あるいは地方分権、地方と国と

の役割の分担、そういったものについて非常に

興味を持っております。きのうでしたか、民主

党の札幌か何かの代表選の立会演説の中で、

やっと菅総理が税財源を国３分の１、地方３分

の２にすると。これはすばらしい発言なんで

す。そしてまた、小沢さんも、全国知事会の問

いに対しては５対５にすると。地方分権、地方

主権を進めるんだという議論が次期総理を決め

る代表選で堂々と行われる。これはすばらしい

ことだと思いますね。しかし、本当にできるん

だろうかということに一抹の懸念が残るわけで

す。今までずっと地方分権、分権とやられて、

ずっと遅々として進まなかったんです。それは

どこが一番のネックになったか。隣にいらっ

しゃる方、言いにくいんですけれども、霞が関

なんですよ。そことの闘いなんです。それを打

破しないと、この国の構造は変わらないんで

す。中央集権というのは国が成長する段階にお

いては機能した。でも、成熟段階になったらこ

れは邪魔になるんです。非常にネックになるん

です。これは御案内のとおりです。これを打破

しないと、宮崎県のあす、疲弊した地域のあす

はないと私は思っています。これは断言できま

す。それを変えるために、どの立場でどのポジ

ションで頑張れるか、国を変えられるかという

のを今熟慮しておりますので、いましばらくお

待ちくださいませ。

○十屋幸平議員 まさに地方分権、私も同意見

なんですが、坂本龍馬が脱藩して国をつくっ

た、中央集権をつくったんですね。後に廃藩置

県、県とかできますけれども、そういう逆の意

味の現象が今、知事の立場ではあるんですが、

国の形を変えることの一点においては共通して

いる部分があると思います。

そこで、知事の平成19年､20年の経済波及効

果、知事のブログにも書かれております

が、1,493億円。今回の口蹄疫の被害総額2,350

億円、これは５年間です。先ほどのは２年間で

す。これが一概に等しいとは言いません。しか

しながら、私の周りにいる県民の方々は、知事

はどうするんだろうかという、非常に関心を

持っておられます。今、熱い答弁もお聞きいた

しました。熟慮されてしっかりと考えると思い

ますけれども、やっぱり県民にとっては一番

困っているときに何とかしてほしい。知事の初

心は、どげんかせんといかん宮崎です。そこの

ことについてどうお思いでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 答弁が重複しますけ

れども、やはり国家構造を変えないと―今

回、口蹄疫で一番私が勉強になったのはそこな

んですね。県というのは、国を見て行政運営し

ているんです、どうしても。それを対等の立場

にして、権限、財源等を移譲しなければ、また

こういうことが起きてしまう。役割分担も、国

家防疫というのは国がやる危機管理です。それ

以外は地方がやる。そういったことをきちっと

法律上で整理していかないと、あるいは意識の

醸成をしていかないと、なかなかこれは打破で

きることじゃないと思いますね。

その数字ですけれども、産業連関表の数字と

いうのは、私はきのうも議会勉強会で言ったん
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ですけれども、どうも信用できないんです。経

済効果というのも、どの数字をとってどうなの

かというのがちょっと疑問が残るんですけれど

も、私の就任の経済効果は1,400億で、損失が今

回の2,300億、差額は約1,000億ですね。これぐ

らいの基金を積むのが私の仕事なのかなと。こ

れは確約できませんけれども、そういったこと

で県民の皆さんに安心・安全をお届けするとい

うのは、私の仕事の一つかなと思っておりま

す。

○十屋幸平議員 今、２つの答えを常に両論併

記でされて答弁されておりまして、今議会の末

に、熟慮されてどちらの道を選ぶかということ

で、御答弁されております。しかしながら、政

治姿勢というのを―これから続く一般質問で

もいっぱいありますが―それほど県民の皆さ

んが関心を持っていらっしゃるということであ

りますので、熟慮に熟慮を重ねていただいて、

早い時期に今議会で御答弁をいただくことを

願って、すべての質問を終了いたします。（拍

手）

○蓬原正三副議長 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56分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、武井俊輔議員。

○武井俊輔議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

武井俊輔でございます。お目覚めになりました

でしょうか。愛みやざきが１人会派になりまし

て５カ月余り、初めての一般質問になりまし

た。きょうは傍聴席にも多くの皆様にお越しを

いただいております。大学生の皆さんも本当に

ありがとうございます。１人会派になりまして

議会の中では本当に厳しい部分もあるんです

が、失うものもありましたが、なお余りある得

るものもたくさんございました。変わらずに応

援してくださる皆様に心からの感謝を申し上げ

ます。

なお、１人会派になりまして代表質問はなく

なってしまいましたが、逆に言えば、愛みやざ

きは常に代表質問という思いで臨んでまいるこ

とにいたしましたので、執行部の皆様にもよろ

しくお願いを申し上げたいと思います。

では、早速質問に移らせていただきます。

今回の議会は、東国原知事１期目最後の質問

となりました。東国原県政４年間の総括を踏ま

え、取り組んでまいります。

知事の出処進退についての質問が続いており

ますが、布施明の「マイウェイ」という歌がご

ざいますけれども、「すべてはあなたの決めた

ままに」という歌詞がございます。私は、知事

が、信じた道を堂々とぶれることなく歩んでい

ただくのが、一番県民のためにもなると思って

おります。また、信じております。

この４年間、鳥インフルエンザ、知事ブー

ム、入札改革、口蹄疫とさまざまなことがござ

いました。全力で駆け抜けてきた４年間であっ

たと思いますが、知事はこの４年間で宮崎県に

何を残せたとお考えでしょうか、また、宮崎県

や県民はどう変わったと考えておられるか、お

聞かせください。

続いて、国と地方の関係ということについて

お尋ねをいたします。地方分権や口蹄疫問題で

知事は国とやり合ってこられましたが、特に口

蹄疫の問題、家伝法にしても基金にしても、国

に翻弄される部分も多かったのではないかと思
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いますが、県知事を１任期務められる中で、国

と地方の関係についてどのようにお感じになっ

たか、所見をお伺いいたします。

以下は質問者席から行います。ありがとうご

ざいました。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

４年間の総括ということでありますが、私

は、新しい宮崎、クリーンな宮崎、おもてなし

日本一の宮崎をつくるための基本政策としてマ

ニフェストを掲げ、知事に就任以来、県民の皆

様の県政に対する信頼回復と郷土宮崎への自信

と誇りを高めたいという思いで、県政運営に全

力で取り組んでまいりました。この間、行財政

改革や入札制度改革、職員の意識改革などによ

り、談合事件や裏金問題で失われた県民の行政

に対する信頼の回復が図られ、また、あらゆる

機会をとらえて行ってきました宮崎の情報発

信、県産品のトップセールス等により、宮崎県

の知名度や県産品、観光地等のブランド力の向

上が図られたものと考えております。これらの

点ではおおむね県民の皆様の負託にお答えする

ことができたのではないかと考えております。

さらに、社会経済状況が大きく変化する時代に

あって、県民が真に望む新しい宮崎を創造する

ためには、すべての県民の力が必要であるとの

思いから、県民総力戦を提唱いたしましたが、

例えば、いきいき集落の広がりや観光客へのお

もてなし意識の向上、今回の口蹄疫対策への取

り組みなど、浸透が図られてきているのではな

いかと考えております。一方で、口蹄疫被害か

らの再生・復興を初め、解決しなければならな

い重要課題もございますので、引き続き全力で

県政運営に取り組んでいきたいと考えておると

ころであります。

次に、国と地方の関係についてであります。

近年、人口減少、少子高齢化、経済のグローバ

ル化など急速に社会情勢が変化し、課題が複雑

化・広域化する中、従来の中央集権的システム

では十分な対応が困難となっております。この

ため、地方がみずからの意思と力でそれぞれの

特性を生かした地域づくりを行うことが重要で

あり、私は、地方の繁栄なくして国の繁栄はな

いと考えておるところであります。しかしなが

ら、日々県政に取り組む中、国と地方の税財源

配分と歳出のアンバランス、また、義務づけ、

枠づけ、ひもつき補助金など、さまざまな国の

関与や画一的な基準等によって、地域の自主性

や創意工夫が十分に発揮できないことを痛感し

ておるところであります。今回の口蹄疫におき

ましても、関係法律が地域の実情等に合わない

という事態に直面し、防疫対策の最前線におい

て苦慮したところであります。このため、私

は、国と地方が真に対等の立場の関係を築き、

自己決定・自己責任のもとで、地方が主体的に

地域経営を行う分権型のシステムの構築につい

て、今後とも政府に対してあらゆる機会をとら

まえて積極的に発信し、行動してまいりたいと

考えております。以上です。〔降壇〕

○武井俊輔議員 続いて御質問いたします。

東国原県政の中で、まず、就任当初に行われ

ました事業仕分けについてお伺いをいたしま

す。事業仕分けに平成19年就任早々から取り組

まれました。私も効果等については議会でもい

ろいろ質問をしてきたんですが、この４年間、

１年目に事業仕分けを実施して、そして今４年

を終わるわけですけれども、これによって事業

の削減効果がどのようにあったか、お聞かせく

ださい。

○知事（東国原英夫君） 平成19年に行いまし
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た事業仕分けにつきましては、学識経験者10

名、公募委員８名、各部推薦６名の計24名の委

員が３班に分かれ、県単独事業など県の裁量の

大きい事業や多額の一般財源を使っている198事

業について、事業そのものの実施目的、実施内

容、経費、費用対効果並びに他の団体での実現

可能性及び効果等の観点から、事業の必要性及

び実施主体のあり方、事業の見直しの方策等々

について検討をいただきました。その結果、２

事業について不要、６事業について民間または

市町村で実施すべき、131事業については改善す

べき等の提言をいただいたところであります。

この事業仕分けの成果といたしまして、その

後、毎年度の予算編成過程において事業仕分け

の考え方を踏まえ、県単事業を初めすべての事

務事業を対象に、目的、効果等を検証しながら

ゼロベースから見直した結果、一般財源ベース

で平成20年度当初予算において76億円、平成21

年度当初予算で58億円、平成22年度当初予算

で86億円の財源捻出を図ったところでありま

す。

○武井俊輔議員 続いて、財政再建についてお

伺いをいたします。現在、県の財政調整基金で

ございますが、口蹄疫の関係もありまして、21

年度末には116億7,000万円あったものが今や残

り46億円と、大変危機的な状況になっておりま

す。つきまして、財政再建に対する取り組み、

また、人件費も含めた聖域ない見直しが不可欠

であると考えますが、知事の見解を伺います。

○知事（東国原英夫君） 代表質問でもお答え

しましたとおり、本県財政は引き続き厳しい状

況にあるところでありまして、このまま景気の

低迷が続きますと、あと数年で財政調整のため

の基金が枯渇をし、予算編成が困難となること

が見込まれておるところであります。したがい

まして、これまで以上に、選択と集中を基本と

した歳出の縮減・重点化、歳入の積極的な確

保、さらには、予算執行段階での徹底した節約

や人件費の抑制など、思い切った財政改革に取

り組み、基金の取り崩しに頼らない健全な財政

運営を目指していくことが必要であると、重要

であるというふうに考えておるところでありま

す。

○武井俊輔議員 では、続きまして、口蹄疫に

ついて、重複したものは割愛しながら御質問を

いたしてまいります。

まず、今までも出ておりますが、初動につい

て御質問をいたします。口蹄疫発生当初から、

道路封鎖でありますとか、私は、児湯郡の通過

交通を可能な限り鉄道にシフトさせるとか、そ

ういったさまざまな対応を検討すべきではない

かという主張をいたしました。しかし、先日の

横田議員の代表質問でもありましたが、なかな

か当初は対応がされませんでした。こういった

当初からいろんな声は上がってきていたと思う

んです。当初そういう声が上がってきたとき

に、担当部署はそれをどういうふうに吸い上げ

て、どういった議論をしてきたのか、農政水産

部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回の口蹄疫

の発生を受けて、発生農場周辺につきまして

は、家畜伝染病予防法に基づきまして、72時間

以内に限定して通行の制限や遮断を行ったとこ

ろでございます。しかしながら、発生農場周辺

以外の幹線道路の規制につきましては、法的根

拠がないこと、また、大渋滞を引き起こすなど

県民の日常生活に大きな影響を及ぼすこと、ま

た、道路封鎖に対しての住民や関係者のコンセ

ンサスが得られていなかったため、封鎖という

対応はとらなかったところでございます。今後
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は、今回の経験を踏まえ、幹線道路等の規制に

つきましては、防疫措置の効果や交通量、近隣

農場の所在等を十分に勘案し、警察や市町村、

関係機関等と連携をし、地域住民の理解と協力

のもと、適切に対応してまいりたいと存じま

す。

○武井俊輔議員 続いて、いわゆる初発につい

てお伺いをいたします。国の疫学チームの報告

書では、６例目の水牛農家について発生源だと

いうことでございますけれども、県としては現

段階でどのような認識を持っているのか、知事

に伺います。

○知事（東国原英夫君） 先般、国の疫学調査

チームが取りまとめた中間的整理の中におきま

しては、第６例目の農場について、これまでに

得られた現地調査及び抗体検査の結果等を分析

した結果、最も早い時期に発症が見られたとさ

れております。県といたしましては、３月31日

に採材した検体を遺伝子検査した結果、陽性と

診断されたことを踏まえると、現時点では国の

疫学調査チームと同様の認識にあります。しか

しながら、中間的整理においては、現時点で

は、我が国への口蹄疫ウイルスが侵入した経路

を特定するに至っておらず、引き続き調査が行

われることとされております。県におきまして

も、国の調査チームに引き続き協力するととも

に、県の立場から検証委員会を設置したところ

であり、今後関係者のヒアリングを行い、感染

経路の究明等に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○武井俊輔議員 １点この件、知事に再質問し

たいと思うんですが、現地に行きますと、多く

の方がこの件について疑義を持っていらっしゃ

います。現地の方が納得する結論を、また侵入

経路の解明に全力を尽くすということを、改め

て知事の意思と決意をお伺いしたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） 感染源、感染経路に

ついては、非常に重要なファクターだと思って

います。再生・復興を目指す農家さん初め、関

係団体、地域の皆さんにとっては、これが解明

されなければなかなか安心して再開できないと

いう認識でおるところでありますので、国の疫

学調査チーム、検証委員会、そして県の検証委

員会等々も含めまして、徹底した解明をしてい

ただけるように強く要望していきたいと考えて

おるところであります。

○武井俊輔議員 続いて、復興対策基金につい

てお伺いをいたします。この300億円の復興基金

ですが、県が要望している形について、国が基

金の規模や使い道について難色を示していると

いうことですが、なぜこのようなことになって

いるのか、極めてゆゆしい問題であると考えま

すが、県民政策部長にお伺いをいたします。

○県民政策部長（山下健次君） 国の言い方で

すけれども、従来の災害復旧の基金は基本的に

運用型であって、本県が提案しております取り

崩し型については前例がないといったこと。そ

れから、公共事業については取り崩し型の基金

の使い道としてはなじまない。こういった意見

が出ているとの情報はございます。こういった

ことから、現在、事業内容を再整理しまして、

農畜産業の再生のため緊急対応が必要な事業に

つきましては、120億円の取り崩し型の基金とし

まして、その他の事業については、運用型の基

金、これは国に創設して10年間で約200億円の事

業を実施する。こういった案を一つの考え方と

して国に提示をしているところでございます。

○武井俊輔議員 続いて、県有種雄牛の件につ

いて、支払いがないということについてお伺い
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をいたします。農政水産部長に伺いますが、家

畜改良事業団にある県有種雄牛などについて、

県は蔓延防止措置の責任者であるんだという理

由で国は支払いをしないということのようです

が、これは事業団の再生にも大きな影響の出る

深刻な問題であると考えます。この問題にどう

臨むのか、また、そもそも種牛の価値の算出に

ついて、その方法も含めてどのようになってい

るのかお聞かせください。

○農政水産部長（髙島俊一君） 県有種雄牛の

殺処分にかかる手当金につきましては、国に対

して強く要望してきたところでありますが、国

からは、家畜伝染病予防法による手当金は、疑

似患畜等の届け出を家畜の所有者に促し、蔓延

防止措置を円滑に実施するための助成的・奨励

的な性格を有するものであり、県は蔓延防止措

置の実施責任者であることから、手当金の交付

はできない旨の回答があったところでありま

す。畜産の再興に向け、５頭しか種雄牛がいな

くなった本県にとりまして、種雄牛の造成は早

急な対応が必要でありますが、長い年月と多額

の経費が必要であります。このため、種雄牛復

興に必要な経費につきましては今まで以上に経

費を要することから、口蹄疫対策特別措置法に

基づく基金での支援を国に要望しているところ

であります。

また、種雄牛の評価方法につきましては、国

と協議した上で、種雄牛の育成経費や年齢、精

液ストローの販売状況等を勘案し、１頭ごとに

評価することといたしております。

○武井俊輔議員 知事に１点伺いたいんです

が、このあたりのことなんですけれども、２代

の首相が宮崎にやってきて、支援はしっかりす

るとかいろいろ言ってきたわけなんですけれど

も、今になりまして、だんだん骨抜きにするよ

うな、ほごにするようなごとき対応、発言とい

うのは、まことにもって残念に思っておりま

す。これは、納得できなければ、我々議員も農

水省の前に行って座り込みでもするぐらいの断

固たる姿勢を示さなければいけないぐらいのこ

とではないかと私は思っております。知事はこ

の政府の姿勢に対して断固たる姿勢で臨んでい

ただきたいと思いますが、知事のお考えを伺い

ます。

○知事（東国原英夫君） そうなんですよね、

県が蔓延防止措置の実施責任者であることから

というのは、よくわからない話で、家畜改良事

業団の所有でありますから、県と言われればそ

うかもしれませんけれども、この辺の解釈が非

常に私も納得できない部分であります。また、

今回の基金についても納得がいっていない部分

がありますので、今後とも国に対して強く要望

していきたいと思っているところであります。

○武井俊輔議員 ぜひよろしくお願いします。

続いて、宮崎県口蹄疫検証委員会について、

その委員でもあります河野副知事にお伺いをい

たします。昨日までの質問でも出ましたが、こ

の委員会は、国とも情報交換しながら進めてい

くということですが、メンバーを見ますと、Ｊ

Ａ中央会の会長、商工会議所連合会会長代行、

市長会長、町村会長、宮大の先生と、まさにそ

うそうたるメンバーでございます。確かにさま

ざまな知見をいただくという意味ではまことに

もって申し分のないメンバーなんですが、会議

の予定は３回、後で報告書を取りまとめるとい

うことです。かつ事務局も県が務めるというこ

とですが、実際にこの委員会で、これだけの忙

しい方を集めてどの程度調査できるのか、ま

た、私のところにも御意見があったんですが、

例えば、県の対応とかに当初から批判的な意見
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を持っていた方とか、そういった方もメンバー

に入れて、県としてもさまざまな意見を聞くと

いう姿勢もあってよかったのではないかと思い

ますが、このメンバーの選定等についてどのよ

うな形でなされたか、副知事に伺います。

○副知事（河野俊嗣君） この委員会につきま

しては、いわゆる犯人捜しでありますとか責任

追及を行うための第三者機関ではありません

で、当事者の代表を含めまして、防疫対策のあ

らゆる問題につきまして、現場の実態に即して

きめ細かく検討を行いまして、今後の防疫対策

等に生かしていく、これを主たる目的としてお

りますので、この目的に沿って人選を行ったと

ころであります。具体的にポイントは３つあり

まして、どのような規模にするか、どのような

分野からお願いするか、またそれぞれの分野で

どのような方にお願いするかということであり

ます。規模につきましては、機動的に開催して

議論を深めるという観点から10人弱程度、実

際、８人でございます。分野としましては、実

際に防疫作業に当たりました県や市町村、さら

には連携して対応しました農業団体、また、さ

まざまな影響を受けた商工業団体等に加えまし

て、客観性、専門性を担保する観点から、危機

管理及び家畜防疫を専門といたします学識経験

者を加えた構成としております。８月中旬にそ

れぞれの関係機関と協議を行った上で、最も適

任と思われる方に依頼をしたところでございま

す。なかなか時間の制約もございまして、全体

の会議として３回程度となっておりますが、こ

の下作業を行います庁内調査チームが精力的に

今作業を行っております。幅広く意見を伺うべ

きではないかという御指摘もあったところでご

ざいますが、県民、また実際に被害を受けられ

た農家の方、携わった獣医師の方、幅広く今ア

ンケート調査を行うこととしておりますし、聞

き取り調査でありますとか具体的な現地調査な

ども行い、さまざまな意見を踏まえて整理して

結論を得てまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 続きまして、この評価委員会

なんですが、プライバシーにかかわる部分もあ

るということで会議は非公開だということです

が、非公開の会議で結論が出て、それが県の見

解になるということですと、ちょっとどうかな

と思うんですが、この会議の情報公開のプロセ

スについてどうなっているのか、副知事に伺い

ます。

○副知事（河野俊嗣君） 審議過程の公開につ

きましては、委員会の第１回の会議におきまし

ても、その取り扱いについて議論をしたところ

でございます。その結果、審議の中では個人情

報も取り扱うことになるため、審議の内容その

ものは非公開にせざるを得ないということに

なったわけでございますが、県民の皆様にでき

る限りわかりやすい情報提供に努めるために、

審議終了後に座長が記者会見をして説明を行う

こととしました。今後、現地調査等を行う場合

におきましても同様の対応を行うこととしてお

ります。ちなみに国の検証委員会についても同

様の取り扱いと伺っております。

○武井俊輔議員 続いて伺いますが、防疫体制

について最後にお伺いをします。安全宣言以

降、消毒ポイントも相次いで撤収されまして、

平たく言えば、一般県民からすると大体もとに

戻っている感じがあります。しかし、初発もま

だ今のような状況でわからない中、防疫への対

応というのは今後も不可欠であると考えます。

先日、畜産農家の方などともお話をしました

が、危惧されていたことの中に、国際線で韓国

から台湾からお見えになる方もあるわけです。
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特にゴルフが今多いですから、ゴルフで見える

方もあるわけですが、こういったゴルフのスパ

イクシューズなんかも、空港で一たん取り出し

てもらって靴を洗って土を落とすとか、例えば

そういったような、多少不便をかけても畜産県

として取り組んでいかなければならないことと

いうのがあるのではないかと考えますが、農政

水産部長の見解を求めます。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回の経験を

生かし、二度と同じような事態を起こさないた

めには、防疫体制の強化は重要な課題でござい

ます。このため、当面の取り組みといたしまし

ては、地域を主体とした消毒体制の強化と衛生

・防疫意識の向上や、家畜防疫に配慮した飼養

衛生管理基準の徹底と早期発見、通報体制の構

築、さらに長期的な取り組みとして、家畜防疫

強化のための産業動物獣医師の確保などについ

て、鋭意検討を進めているところでございま

す。また、海外からの侵入を防止するために

は、空港等における水際対策を強化することが

非常に重要でありますので、空港等における靴

底消毒などのさらなる徹底を図るとともに、今

お話のありましたようなことも踏まえまして、

より効果的な対策について今後関係機関と協議

をしてまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 とにかくのど元過ぎればとい

うことにならないように、今回これだけのこと

がありましたから、多少の不便は県民も理解し

ていただけますし、観光客の方にもまた理解し

ていただかなければならないのではないかと考

えております。

では、次に移ります。行政の無謬性について

という通告をさせていただきました。一体何の

ことだというふうに何名の議員の方からも御質

問がありましたが、無謬（むびゅう）というの

は、端的に言えば、誤りのないことという意味

であります。ですから、「行政の無謬性」とい

う言葉は、行政は誤りがあってはならないとい

うのが転化して、誤りであってはならないと

なって、結果としては、行政は誤りを誤りとし

て認めることができないといったことを批判的

に言う言葉であります。政策には当然成功する

ものもあれば失敗するものもあるでしょう。そ

れを真摯に、謙虚に認めることは何よりも重要

なことであると考えております。その視点から

２つの部に質問をさせていただきます。

まず、環境森林部長にエコクリーンプラザみ

やざきの問題について御質問をいたします。先

日、浸出水調整池破損問題で、施設を管理する

県環境整備公社が背任容疑で告訴した元役職員

らを不起訴とした決定を不服として、宮崎検察

審査会への申し立て、一方では、元副理事長の

方は弁護士会のほうに人権救済を申し立てると

いう状況になっております。中身については司

法に委ねられるとしても、この浸出水調整池破

損問題によって、公社にも行ってまいりました

が、約50億円の追加の経費がかかるということ

でございます。調査報告書も読んでみますが、

建設業者、コンサル、そして許認可権者として

の宮崎市の責任は書かれているものの、県の責

任というのは全くありません。当時、県は住民

の皆さんに、この会社は副知事が理事長をする

ほどの会社だからというような説明をしており

ます。県としての責任は本当になかったと認識

をしているのか、見解を伺います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） エコクリーン

プラザみやざきにつきましては、県内の産業廃

棄物と県央地域の一般廃棄物を一体的に処理す

るために、県が主導しまして、環境整備公社が

整備した廃棄物総合処理施設であるというふう
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に考えております。しかしながら、浸出水調整

池が破損し、その機能が十分に発揮できないこ

と、塩化物処理施設の能力を超える塩化物イオ

ンが発生し、それを場外に搬出していたこと、

また、その事実を隠し、適切に対応してこな

かったことが問題だったと認識しております。

今回の問題につきましては、県は、地元住民の

不安解消と一刻も早い施設の機能回復が何より

も重要であると考えまして、全力で対応してい

るところでございますが、真の原因や責任の所

在、その度合いにつきましては、現在公社が提

起している損害賠償請求訴訟の結果、明らかに

なるというふうに考えております。今後とも、

エコクリーンプラザが、地元を初め県民の皆様

に信頼される安全・安心な施設となるよう、関

係市町村や公社と十分に連携しながら対応して

まいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 ただ、県の調査報告書にも県

の責任というのがなかったというのは、これは

事実ですので、今からの司法はどうなるかとい

うのはありますけれども、そういう事実は指摘

をしておきたいと思います。

続いて、商工観光労働部にお伺いをいたしま

す。２つの問題についてお伺いをいたします。

まず、国富町の日立プラズマディスプレイの

撤退の問題についてお伺いをいたします。この

工場は、1999年に県の誘致企業として進出を

し、2008年に10年足らずで撤退をしたわけです

が、この間に県が補助金等で支出をした総額は

約20億円に及んでおります。現在は後継企業も

決定をしておりますが、結局、日立に支払っ

た20億円はそのままであります。県としてこの

件について反省するべき点はなかったのか、お

伺いをいたします。

続いてもう一点が、さきの議会でも議論いた

しましたフリーウェイ工業団地の問題でござい

ます。不動産鑑定はいまだもって行われており

ませんが、10年たって３％しか立地されず、30

億円かけて造成した土地の価値はおよそ何分の

１かに減損をいたしております。確かに工業用

地の価格は全国的にも下落しているわけですけ

れども、それでも埋まった工業団地は数多くあ

ります。その意味でも、この進出計画、規模、

もろもろ含めて、県として反省するべき点はな

かったのか、あわせてお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） まず、日

立プラズマディスプレイ株式会社についてであ

ります。近年のグローバル化した産業、経済の

中で、市場の変化、あるいは技術革新のスピー

ドを予測できないこともありまして、日立プラ

ズマディスプレイの撤退はそういう事例の一つ

として考えられます。一方で、当社の施設や技

術を有する職員の存在が、現在のソーラーフロ

ンティアの立地につながったという経緯もござ

います。また、先ほど武井委員が20億と言われ

ましたけれども、具体的に撤退というのは２番

館、３番館でございまして、これが15億でござ

います。この15億の補助金の対象となった工場

でございますが、平成17年から20年度までの４

年間操業しておりまして、その間、平均800名を

超える雇用あるいは年間1,000億に上る経済波及

効果を上げておりまして、これは企業側からも

公表していいということで聞いたわけでござい

ますけど、17年度以降、法人事業税、固定資産

税など地方税としておおむね44億納税を行って

いるわけでございます。また、工場や生産設備

等に対して1,000億程度の投資を行っておりまし

て、地域経済への大きな波及効果があったと考

えております。ちなみに800名の雇用というの

は、今、緊急雇用対策事業をやっております
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が、800名を４年間雇用しようとすれば160億円

の事業スキームが必要となります。したがいま

して、我々としては、この日立プラズマディス

プレイについては、地元国富町を初め、地方経

済に大きく貢献したと思っております。ただ、

武井議員がおっしゃいましたように、我々は、

貴重な県税で補助金を執行しているわけでござ

いますので、事業の実現性、継続性、このあた

りを慎重に見きわめて、何よりも雇用の確保が

大切でございますので、そういう点から企業誘

致を進めていく。補助金の交付に当たりまして

もより慎重に対応してまいりたい、そういうふ

うに考えております。

次に、フリーウェイ工業団地でございます。

フリーウェイ工業団地につきましては、計画当

時、北部九州に大規模自動車工場等が進出して

おりまして、関連企業が相次いで北部九州に進

出を図っておりまして、本県においても、工場

立地に向けた工業団地造成の機運が高まってい

ました。加えて、九州縦貫自動車道の開通を控

えまして、インターチェンジに近接していると

いう立地環境のよさを生かすために、西諸地域

からの強い要望なども踏まえまして当地に造成

が行われたという経緯でございます。これまで

分譲が進んでいないことにつきましては、景気

低迷の長期化、あるいは海外に進出する企業の

増加、また、人口集積地や港湾施設などから遠

距離にあることなどもあるわけですが、こうい

う外的要因に責任を転嫁することはせずに、や

はり我々としても、企業側から見てなお割高感

のある価格設定あるいはリース制度など企業の

求める利用形態に十分対応できなかった。そう

いう点に関して我々にも問題がある。そういう

面については十分認識しておりまして、結果と

してこの10年間、企業立地が進まなかったこと

に対しましては、事実として重く受けとめてい

るということでございます。今回、県有地とな

ることを契機に誘致戦略の抜本的な見直しを行

うこととしております。今後、地元自治体とも

連携しながら、できるだけ早期の企業進出な

ど、地域振興に大きく寄与する経済効果を生み

出すことが、我々行政側の県民の皆様に対する

責務と考えておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。

○武井俊輔議員 もちろんいろんな経緯、さっ

きありましたとおりで、いろんな意味で今まで

プラスになった部分というのもよくわかってお

るつもりでございます。しかし、私も以前会社

員をしておったんですが、経営していました青

島に遊園地があるんですけれども、思い出すの

は、週末のたびに雨が降ることがありまして、

雨が降るたびに、結局雨が降って全然営業が上

がらなくて、私たちはその年からボーナスが

カットされたりしたんですけれども、そういっ

た意味で、銀行さんが、天候が悪かったから借

金はいいですよというふうには到底ならなかっ

たわけでございまして、そうですね、知事に１

点お伺いしたいと思いますが、知事は行政の結

果責任というものについてどのようにお考えに

なっているか、お伺いします。

○知事（東国原英夫君） 行政の無謬性という

ことにまずお答えしたいと思うんですけれど

も、僕は、無謬性は基本的に成立すると思うん

です。なぜかというと、行政は施策とか事業を

法律にのっとってやるわけです。法律遵守、法

律至上主義といってもいいかもしれません。つ

まり、法律にのっとってやっていればここには

間違いはないわけです。脱法とか違法とかは論

外ですけど。ですから、法律にのっとってやっ

ている政策や事業や間違いがないんです。そう
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いう視点での無謬性は基本的に成立すると私は

考えています。

ただ、昨今の行政ニーズ、非常に複雑化・高

度化した中で、その効果とか検証は非常に重要

視されるんですね。ですから、しゃくし定規

な、画一的な、一律的な事業とかそういった時

代ではないんです。そこには、創造性とか独立

性あるいは応用性、そういったものが加味され

てくる。ですから、行政のこれからの運営とい

うのは非常にそういったところが重要視され

て、結果・効果の検証というところが重要視さ

れてくる点において非常に厳しい、難しい運営

になっていくのかなと思っているところであり

ます。

そんな中で、例えば今回の口蹄疫です。口蹄

疫、初動対応から県も国も法律にのっとって

やっているんです。家伝法と指針とマニュアル

にのっとってやっている。それ以外のところは

国と協議してやっているんです。これは間違い

ないですよ。でも、結果的に29万頭が殺処分さ

れるわけです。その結果の問題ですよね。です

から、無謬性という視点で言えば間違いはな

かった。というのは、行政の運営の仕方という

のは、とにかくクレームを出されない、訴訟を

起こされない、何かに問題を起こしたくない、

これですよ。ですから、間違いを起こさないよ

うに、起こされないようにするわけです。これ

は行政の一つの特徴であり、一つのデメリット

でもありますね。その結果、じゃ、結果的にこ

ういうのが出たじゃないかという結果責任、そ

ういったものについて私は非常に重要に自分の

中でとらえているんです。政治家として、行政

マンとして。今回、２期目の出処進退を熟慮し

ているのはそういう一面もあるんです。そうい

う要素もあるということはお知らせしておきた

いと思います。

○武井俊輔議員 無謬性については、話してい

るとこれだけで終わってしまいそうなので、よ

くわかりました。

次に移ります。行革の成果についてお伺いを

いたします。

県は、2010年３月に新公社等改革指針を示し

まして、公社と外郭団体の改革に取り組みまし

た。私もさきの議会や委員会でもこの件につい

て取り上げてまいりましたが、まず、知事は、

この新公社等改革指針を踏まえ、改革がどの程

度進んだと認識をされているか、お伺いをいた

します。

○知事（東国原英夫君） 公社等の改革につき

ましては、私が知事に就任してから現在まで

に、公社等の統廃合により４法人を削減すると

ともに、公社等への財政支出額を約24億円、県

職員の派遣を50人削減するなど、具体的な取り

組みを進めてまいりました。また、本年２月に

策定した新宮崎県公社等改革指針では、従来の

対象公社の選定基準を見直しまして、より県の

関与が高い法人を対象とするなどの改革を行っ

たところであります。さらに、県職員の派遣数

や財政支出額の削減等の数値目標を初めて設定

したところでありまして、現在、この新たな指

針に沿って公社等の改革に鋭意取り組んでいる

ところであります。

○武井俊輔議員 公社等改革指針の中で、私が

読んでいて一番疑問がありますのは、ＯＢの方

の再就職に当たる部分であります。指針の中で

は、「真に必要な場合に、また公社等から要請

がある場合に推薦をしている」ということに

なっております。しかし、実態というのは２～

３年置きに、何といいますか、定期的に就任を

されているわけであります。先方からの要請と
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いいましても、自分から再就職で行った方が、

ここには要らないというのは、いわゆる自己否

定にもなりますから、これは到底言えないと思

うんです。そういった意味では、真に必要な場

合とか公社からの要請というのは、詭弁とまで

は言いませんけど、強弁ではないかという感じ

を素直に感じるんですが、総務部長の見解を伺

います。

○総務部長（稲用博美君） 公社等におきます

必要な人材の確保、これはそれぞれの公社等で

業務運営や組織管理の観点から適当と判断され

た方法によって行われているわけです。その中

で、県に対します退職者の推薦要請は、県と緊

密な連携のもとに業務を推進する必要から、業

務推進に有用な知識・経験を有する人材を県に

求める場合、その他経営上の観点から、プロパ

ー職員の採用抑制のために県に人材を求める必

要があると判断された場合に行うように、これ

は公社等改革指針にも定めまして指導をしてい

るところであります。その上で、公社等から推

薦要請があった際には、退職者の知識と経験が

公社等の経営に有効に活用される場合に、定年

退職者の中から推薦を行うこととしておりま

す。なお、退職者の再就職について、公正性、

透明性を確保することは大変重要な課題である

というふうに考えており、現在、知事部局にお

きましては、本庁課長級以上の職で退職した者

の再就職の状況を公表しているところでありま

す。

○武井俊輔議員 続けますが、公社等に再就職

されている県のＯＢの方の給与や報酬について

でございます。私、非常に疑問なことがあるん

ですが、県が目安として給与や報酬の基準を示

しているということであります。内訳として

は、部長級のＯＢであれば年収530万円、次長級

であれば420万円、課長級であれば400万という

数字を県は示しております。一般的に考えれ

ば、このポストは年収が幾らだというのが普通

だと思うんですが、これに倣えば、例えば同じ

理事長に就任したとしても、その方が現職のと

きに部長であったか次長であったかで報酬が違

うということになるわけです。現職のときに高

いポストであれば再就職先に行っても高い報酬

がもらえる。まさに論功行賞と言われても仕方

がないのではないかと思いますが、見解を伺い

ます。

○総務部長（稲用博美君） 公社等におきます

職位に応じた報酬や給与は、あくまで当該団体

が経営状況や勤務条件等を考慮して定めるもの

でありますが、県では、退職者を推薦する場合

に、高額の報酬を受けることは、県職員の再就

職に対します県民の信頼を損ないかねないとい

うことから、公務内に再任用した場合の給与等

の均衡等を考慮しまして、一定の金額を目安と

して定めまして、それを超えない範囲で報酬等

を設定していただくように要請しているところ

であります。また、公社等から要請されたポス

トには、その責任の度合いに応じて報酬額に差

がございます。そういったポストに退職者を推

薦する際には、やはり県での職位・職責を参考

にせざるを得ません。このために、目安となる

金額につきましても、今お話ありましたよう

に、県での職位に対応する形で一定の幅を設け

ているところであります。

○武井俊輔議員 これは知事に１点伺いたいと

思うんですが、結局、現職のときに高いポスト

でおやめになれば、高い報酬ないしは高い報酬

が約束されているところに行くと。今の総務部

長のお話ですとそういうことなんですけれど

も、このあたりというのは、私はやはり県民感
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覚からしていかがかなと思うんですが、知事の

率直な見解を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 県民視点というか、

一般社会の中でいうと、そういったこともあり

得るなと思いますね。あり得ると思います。で

すから、これはそういった現場の意見等々、担

当部局の意見を集約して、行政委員なんかの報

酬等もありますから、今後どういうのが適切で

あるかということも検討に値すると思っており

ます。

○武井俊輔議員 ぜひよろしくお願いします。

続いて伺いますが、そこで、一つ、これは総

務部長に御提案申し上げたいのは、やはり外郭

団体のトップなども公募制でできるだけ幅広い

人材を求めるということを、ぜひ公社等改革指

針に盛り込んで公社等に指導要請をしていくと

いうことは考えられないのかと思っておりま

す。幅広い県民の方にいろんなチャンスを与え

ていく。そしてまた、ＯＢの受け皿になってい

るということ自体がやはり改革をおくらせてい

る一因にもなるのではないかと考えますが、公

募制について総務部長の見解を求めます。

○総務部長（稲用博美君） 公社等の求める人

材といいますのは、それぞれの公社の設置目的

や経営状況等によりさまざまであるというふう

に考えております。公社等への県退職者の推薦

の考え方は先ほど申し上げましたとおりです

が、公募制を含めまして、どのような手法で人

材を求めるのかというのは各公社等において判

断されるべきと思っております。新しい公社等

改革指針の中では、代表者につきまして、民間

の経営感覚を有し、能力のある人材の登用を推

進するというふうに書いておるところです。

○武井俊輔議員 先ほど知事からもありました

が、ぜひ県民目線での取り組みをお願いしたい

と思います。

続いて知事にお伺いをします。一般質問のた

びに質問しておりますが、行政委員の月額報酬

の見直しについて御質問をいたします。県は過

日の質問のときに、６月をめどに見直しをした

いという答弁もありましたけれども、月に30分

ほどの会議で10万円を超える月額報酬の委員会

もあるなど、今の財政難の中では到底理解でき

るものではないと考えております。この行政委

員の月額報酬の見直しの改革の状況について知

事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 行政委員の報酬につ

きましては、去る２月議会で、「全国知事会の

検討状況や司法判断も見きわめて検討する必要

がある」といった内容の答弁をさせていただき

ました。全国知事会が７月に出した報告では、

「全国一律の基準は困難である。今後、各団体

の実情に合わせ、自主的に見直しを進めていく

こととする」とされたところです。私は個人的

に、これは大分後退しているなという所感を持

ちました。また、司法判断につきましては、大

阪高裁において、一部の行政委員の月額報酬が

違法との判決が出されまして、現在上告中で

す。それ以降の神戸や名古屋の地裁では逆の趣

旨の判決が出ているところであります。現在の

行政委員の報酬につきましては、その重要な職

責等を踏まえまして月額とされているものと考

えておりますが、県といたしましては、全国知

事会の報告等も踏まえながら、いわゆる日額化

を含め、勤務日数を反映した報酬のあり方につ

いて引き続き検討をしていきたいと考えており

ます。

○武井俊輔議員 ぜひ前向きに不断な検討をお

願いしたいと思います。

次に移ります。県行政と県民の関係について

平成22年９月10日(金)



- 169 -

というところでお伺いをいたします。

知事はこの４年間、事あるごとに県民総力戦

ということをおっしゃってまいりました。知事

御自身は、この４年間でその県民総力戦がどの

程度県民に浸透したとお考えか、お伺いをいた

します。

○知事（東国原英夫君） 私も「県民総力戦」

をマニフェストに挙げて、これも施策の一つの

幹にしたかったんですが、県民総力戦というの

じゃなく、県民総ぐるみという人もいるんです

ね。あれを聞くと、浸透していないなと思いま

した。一人一人が行政に対する参画者である。

そしてまた、意識を醸成していただくというこ

とで、さまざまな機会を通じて県民総力戦―

全員野球ということですね―を訴えてまいり

ました。どのように浸透したかについては、口

蹄疫に関連したことで考えてみましても、今

回、農家さんや関係団体の方々だけでなく、一

般の方々からも自主的なたくさんの御支援、御

協力をいただきました。また、農家の方々と話

をしましても、これを機会に日本のモデルとな

る畜産、例えば特定疾病のない畜産経営を目指

していく、あるいは従来の宮崎牛に加えて新し

いブランドの確立を目指すという力強い意思表

明がありました。さらに、何とか宮崎を元気に

したいという熱い思いで復興イベント等を初

め、自発的なさまざまな取り組みが行われてお

ります。また、口蹄疫に関しては、非常事態宣

言を出させていただいたときに、あの宮崎県の

一体化というのは、私は県民総力戦に匹敵する

ものではないかと思っております。今後も県民

の皆様の中に、地域や将来のことをみずから行

動して起こそうという、再生・復興に向けて一

人一人が意識を高めていただくという意識が着

実に根づいてきたことに手ごたえは感じておる

んですが、今後ともさらにそういったことが拡

大するように、また、本県の発展の原動力、推

進力になりますように、皆さんの一人一人のお

力添えを期待しているところであります。

○武井俊輔議員 続いて、議会と並び県民の声

を反映する場にもなります県の各種審議会につ

いてお伺いをいたします。まず、審議会の数を

伺いたいと思います。そしてまた、委員名簿を

見ますと、特定の方が５個も６個も、同じ方が

幾つもの委員に就任されているという事例も少

なくありません。先日ある方とお話をしました

ら、ある審議会で県のことを批判したら二度と

呼ばれなくなったというような話もございまし

た。その真偽のほどはわかりませんが、幅広い

方、また県に厳しいことを言う方に入っていた

だくということが私はより重要だと考えます

が、その意味でも重複は原則２つ程度に抑え

て、特定な方に集中するのは可能な限り避けて

いくべきではないかと考えますが、見解を伺い

ます。

○総務部長（稲用博美君） まず、審議会の数

ですが、本県におきましては、本年４月１日現

在で法令等に基づきまして設置する附属機関

が69、各部局で有識者等の意見を聴取し県政に

反映させるために設置する私的諮問機関が50と

なっております。また、審議会の委員につきま

しては、委員が当該審議会の職責を十分果たし

得るよう、国の基準に準じまして、同一者が就

任できる附属機関及び私的諮問機関の兼職の上

限をそれぞれ原則４つまでとしております。幅

広くいろんな方に審議会に参加していただくと

いうことは、新たな人材の発掘、また県民の県

政への参加促進につながり、審議会を活性化さ

せる上でも重要であるというふうに考えており

ますので、平成15年度からは委員の公募も行っ
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ているところであります。

○武井俊輔議員 できる限りいろんな方に入っ

ていただくように努力をしていただきたいとい

うところで、御質問を続けますが、以前の議会

でも質問したんですが、大学生とか、きょうも

いっぱい来ていますけど、若者をもっと積極的

に登用していくべきではないかということを申

し上げました。県としても努力をしていくとい

うことでしたが、その登用は進んだのか、ま

た、どう努力されたのか、お伺いをいたしま

す。

続きまして、その理由として、大部分の審議

会というのは平日のお昼間に開催されているわ

けです。これは議会なんかでも言えることです

けれども、土日や夜間に開催するなどして、若

い人や普通のサラリーマンでも参加できるよう

な時間に開催していく。そうすれば応募できる

人もふえるかもしれないと思うんですが、そう

いった開催時間等への工夫についてあわせてお

伺いをいたします。

○総務部長（稲用博美君） 審議会等に大学生

などの若い人たちが参加していただくというこ

とは、将来の宮崎県を背負って立つ若者の意見

が県行政に反映される機会として有意義である

というふうに考えております。委員公募につき

ましては、これまでも県庁のホームページ、テ

レビ、ラジオ、新聞等の広報媒体等への掲載、

市町村や公共施設へのリーフレットの配布等に

より、広く県民への周知に努めております。さ

らに、昨年６月議会での議員の御意見もありま

して、それを踏まえまして、同年８月以降に実

施しました５回の共同公募につきましては、県

内９つの大学に依頼文書、リーフレットを送付

し、学生への参加も呼びかけたところでありま

す。そのような中で、昨年８月以降ですが、20

代から30代の10名の方から応募がありまして、

うち３名の方が委員に選任されたところであり

ます。

それから、審議会の日程の関係ですけれど

も、夜間・土日開催につきましては、例えば総

合計画審議会などにおいて実施した例がありま

す。２～３挙げますと、県立病院経営形態検討

委員会、これは分科会を含めまして16回夜間開

催をしております。宮崎国際音楽祭を考える懇

談会は土曜開催をし、先ほど言いました総合計

画審議会も専門部会を３回、土曜日に開催して

おります。この審議会の開催の日程というのは

委員の御都合等も踏まえながら、それぞれの審

議会において検討されるものというふうに考え

ております。

○武井俊輔議員 わかりました。ぜひ幅広い県

民の方が県政に参画できますよう努力をお願い

いたします。

続いて、検証不可能な政策立案についてお伺

いをいたします。

事例を２つ挙げさせていただきます。商工観

光労働部長に答弁を求めます。まず、九州新幹

線についてお伺いをいたします。中身は具体的

には触れません。きのうの代表質問でもありま

したが、例えば、これについて新八代からのバ

ス助成金とか、デスティネーションキャンペー

ン、こういったようなもので全体で5,430万円予

算化されております。私が申し上げたいのは、

この政策に全く目標がないんですね。これは委

員会でも何度も言ったんですけど、何度言って

も目標は出せないということでした。例え

ば5,430万かけるならかけるでいいんですが、こ

れだけコストをかけて、どの程度の観光客がこ

れでふえるのか、どの程度収入が上がるのかと

いうのがなければならないと思います。目標が
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なければ成功したか失敗したかも分析できませ

んし、極端な話、来た人が１人しかいなかった

としても、いや、１人来たんだから成功だと言

われてしまうとそれまでということになってし

まいます。ですから、このような企画には政策

目標がしっかり必要ではないかと考えますが、

これ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（渡邊亮一君） 新幹線対

策の政策目標でございます。まず、我々がなぜ

新幹線に着目して事業費を組み立てているのか

ということなんでございますが、新幹線は、飛

行機に比べまして座席数が大幅に多いわけでご

ざいます。鹿児島に今度使われる１編成車両

は、我々が調べたところでは座席数が546でござ

います。仮にこれが１日 1 4便来るとする

と7,644。今、鹿児島空港に入っている関西から

の飛行機は13便でございます。トータルで座席

が2,570でございまして、３倍になるわけでござ

います。したがいまして、九州新幹線について

我々が期待しているのは、教育旅行も含めて団

体旅行等の大幅な入り込み、こういうものに期

待しているわけです。そして、かつ時間も４時

間を切るということでございますので、そうい

う意味で非常に利便性が向上するということで

大いに期待している。したがいまして、我々と

しましては、これら新幹線を利用した観光客を

可能な限り一人でも多く県内に引き込むという

ことを目標にしなきゃいけない。

具体的な数字でございますけど、この誘致宣

伝費というのは、先ほど知事からもお話があり

ましたけど、効果測定、本当に難しい問題があ

りまして、とりあえず今この5,000万でやってい

るのは、とにかく宮崎、南九州に対する関西あ

るいは広島方面の観光イメージ、そういうもの

に今重点化して予算を組んでいる。そして、か

つ、先ほどお話がありましたように、入り込み

のバスのルートの実証実験をやっているわけで

ございまして、当然、今後具体的に旅行商品、

こういうものをつくるとすれば、そこに送客目

標を入れながら事業を組み立てていく必要があ

ると我々は思っております。したがいまして、

今後、そういう目標数字をある面でははっきり

させながら新幹線対策は進めていかなきゃいけ

ないというふうに思っております。

○武井俊輔議員 ぜひ目標を持っていただきた

いんですね。そうしないと、その効果が全然測

定できないということを私は申し上げたいと思

います。

続いて、もう一つ、ひむか神話街道について

お伺いをいたします。これは前知事のときに大

々的に打ち出されまして、イベントはもちろん

県政番組などでも大変強力にＰＲをされまし

た。担当もつきまして、まさに前県政時代は観

光政策の目玉であったと言ってもいいと思いま

す。しかし、知事もかわりますと、今ごくわず

かに看板の整備などがされている程度でござい

ます。率直に言いますと、何といいますか、素

朴な思いですが、やめるならやめればいいと思

うんですね。極めて中途半端になっているとい

うことを申し上げたいと思っております。非常

に卑近な例で恐縮なんですけれども、６月ごろ

にラーメン屋さんなんかに行くと、「冷やし中

華始めました」みたいな看板が出ているんです

けど、「冷やし中華終わりました」みたいな看

板というのは見たことがないんです。秋になっ

て聞いたら「ああ、もうやめたよ」みたいな話

で、いつの間にか終わっているみたいなことも

あるんです。行政の施策もこういうのが多いよ

うに思うんです。やめるとか変更するとか変え
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るということはもっとちゃんと明確に、やって

います、やっていますといって、いつの間にか

終わりましたみたいなことというのは非常にわ

かりにくいと考えるんですが、この施策につい

てあわせてお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） ひむか神

話街道でございますけど、これは平成13年にひ

むか歴史ロマン街道形成構想というのを打ち立

てまして、それに基づきまして、平成14年に公

募等もやりまして「ひむか神話街道」というこ

とで、本格的には15年からいろんな取り組みを

している。基本的には、このひむか神話街道に

つきましては、国道、県道、農道、林道等をつ

くっておりまして、ハードの道路等の整備につ

きましては、ひむか神話街道ということではな

くて、通常の道路等の整備の中でやってきてい

る。ただ、ソフト事業につきましては、沿線市

町村あるいはひむか神話街道宮崎県北協議会と

いうものをつくりまして、神話や伝説を紹介し

た冊子あるいはホームページによる情報発信、

あるいは沿線の周遊マップ、観光案内板、こう

いうものを整備しているわけでございます。

この事業についてどう評価するかでございま

すけど、10年前といいますか、15年当時と比べ

まして格段に整備がされております。我々とし

ましては、観光的な視点あるいは中山間地の振

興という視点から、やはりこれは長い目で見て

いただきたい。少しずつよくなっていくし、こ

れは県北の市町村あるいは沿線の市町村が非常

に期待している事業でございますので、短期間

で評価を下すのではなくて、今までずっと継続

してやってきておりますので、これを続けて

いって、非常に景観のいいところもあります

し、我々としてはこの事業を大切にして、予算

はそんなにたくさんつかないかもしれませんけ

ど、少しずつでもいいですから整備していく、

これが大切じゃないかと。観光振興、中山間地

対策のためにも非常に大切な事業と、そういう

ふうに認識しております。

○武井俊輔議員 わかりました。最後に県民政

策部長に伺いますが、事業の実施に当たって

は、やはりこういった明確な数値目標とか、変

更するなら変更を明確にするとか、検証の可能

な仕組みにしていかなければいけないと考えま

すが、政策と評価の担当部長としての見解を伺

います。

○県民政策部長（山下健次君） 御指摘のよう

に、一般的に施策を構築・実施する場合には、

まず、目的、必要性、効果、効率性等を勘案し

て事業化する。それとともにその結果を検証す

る。そのために今おっしゃった評価項目、特に

数値的な評価方法というのが必要になると、そ

ういう御指摘でありますが、ただ、中には行政

施策としてなかなか数値化が困難なものが多々

ある。特に行政として必要な各種の啓発、こう

いったところは、それを数値として効果を見よ

うと思えば、例えばそういった行動変容が起き

たとか、あるいは意識の改革ができたとか、こ

ういったところがなかなか数字として見えてこ

ないという点で、評価というのが難しい施策と

いうのはどうしてもあります。ただ、やはり私

どもとしては、そういった数値化できないもの

は、それにかわるものはないか、そういったこ

とも含めて、なるべく客観的な評価をしたいと

いうことで考えておるところでございます。

○武井俊輔議員 ぜひそのあたりをよろしくお

願いしたいと思います。

時間も来ていますので、次に進んでまいりま

す。続いて、職員採用についての諸問題につい

てお伺いをいたします。
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まず、人事委員長にきょうはお越しをいただ

いておりますが、まず、職員採用の受験資格と

いうものについて伺いたいんですが、なぜそも

そも年齢制限というものがあるのかということ

について伺いたいと思います。私は、60歳定年

でしたら、法的には、物理的には59歳まで採用

してもいいのではないかと考えますが、年齢制

限がある理由についてお伺いをいたします。

○人事委員長（黒木奉武君） 受験資格の年齢

でございますけれども、試験実施年度の初日の

前日に当たります３月31日現在の年齢をもっ

て、大学卒業程度の試験でございますけど、こ

れは21歳以上29歳未満、短期大学卒業程度は19

歳以上27歳未満、高等学校卒業程度は17歳以

上21歳未満と、それぞれ年齢を制限して実施い

たしております。職員の募集及び採用につきま

しては、長期にわたる勤務によりまして、職員

を計画的に幅広くさまざまな行政分野での経験

を積ませながら育成していく必要があるという

ことから、国や各都道府県と同様に、新規学卒

者等を念頭に置きまして上限年齢を設定してい

るところでございます。年齢制限の見直しにつ

きましては、実際に採用を行う各任命権者の意

向、各県の状況等も踏まえながら慎重に検討し

ていく必要があるものと考えております。

○武井俊輔議員 私は、さまざまな経験をした

人が公務員になるということは大変重要だと

思っております。例えば会社の経営に失敗して

しまったという方、また、病気でなかなか人生

のレールに乗れなかったという方、そういった

人の痛みや苦しみがわかる方が公務員になると

いうことは大変大事なことだと思っておりま

す。ですから、ぜひいろいろな方が受けられる

チャンスを検討していただきたいと思っており

ます。

続いてお伺いをいたしますが、県と市町村、

具体的に言いますと、県と宮崎市の職員採用の

日程が同じ日になっていることについてお伺い

をいたします。きょうも来ていますけれども、

宮崎で公務員になって頑張りたいという学生も

おります。こういう人たちにとって、宮崎県と

宮崎市かどっちかしか受けられないというのは

非常に不親切です。前は別の日だったので受け

られたんですね。ところがあるときから受けら

れなくなった。いわば県と市の意地の張り合い

みたいなところがありまして、まさに受験生、

なかんずく大学生なりがそこの犠牲になってい

るとも言えなくはないんですが、県として、宮

崎市と協議をして試験の日程を分離することは

できないのか、人事委員会の見解を伺います。

○人事委員長（黒木奉武君） 試験の日程の関

係ですけれども、県の試験は、問題集を各都道

府県と共同で実はつくっております。したがい

まして、各都道府県と同じ日に実施をしておる

と。これを別々にやりますと試験問題等が漏れ

たりする不都合もありますので、東京都を除き

ましては各県同じ日に第１次の採用試験をする

と、こういう形になっておりまして、県の試験

日程を市町村に合わせるというのは非常に困難

であろうというふうに思っております。お尋ね

の宮崎市と同じ日の日程ということでございま

すけれども、宮崎市は宮崎市で市なりの採用方

針といいますか、そういうものをもって日にち

を設定されているというふうに思っておりま

す。私どもとしては、市は市の考え方で採用試

験をやっていらっしゃいますので、私どもの方

からどうこうということは非常に厳しいなと。

市町村の採用方針等は尊重してまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。

○武井俊輔議員 ただ、受験者の利益というの
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をぜひ考えていただいて、なにがしかいろいろ

な場面でお話をいただきたいと思います。

続いて移りますが、消費者行政について御質

問をします。私も整理しながら質問してまいり

ますが、最近、閉店をしたコンビニなどで高齢

者等集めて高額な商品を売りつける商法、催眠

商法等の相談が多くなっておりますが、これら

についての取り組みについてお伺いをいたしま

す。また、続いて、こういった悪質業者の情報

等の共有について、県民政策部長にあわせてお

伺いをいたします。

○県民政策部長（山下健次君） 悪質商法につ

きましては、消費生活センターを中心といたし

まして、パンフレットの作成等の啓発を行うほ

か、消費生活相談を受け付けておりまして、ク

ーリングオフ制度の助言あるいは事業者等の

あっせんを行うなど、被害の早期解決に努めて

おります。なお、悪質な業者への指導につきま

しては、必要に応じて口頭、文書、こういった

業務改善の指示を行っておるところでございま

す。さらに、悪質業者の情報でございますが、

特に市町村との情報交換といいますか、市町村

への情報提供というのがやはり必要になってま

いります。現在のところ、毎年、担当職員向け

の会議や研修会等での意思疎通を行っておりま

すが、さらにこれがスピード化できないかとい

うところで、なるべく早く相互の情報交換がで

きるように努めてまいりたいというふうに考え

ております。

○武井俊輔議員 続いて、警察本部長にお伺い

をいたしますが、それらの警察の取り組みにつ

いてお伺いをいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 悪質商法につき

ましては、高齢者をねらっての犯行、被害が高

額に及ぶというようなこと、それから、一つ、

被害の認識が低いというようなこともありまし

て、事件の端緒情報を得にくいということが特

質として挙げられます。警察といたしまして

は、警察安全相談、各種団体等との連携を密に

いたしまして、端緒情報の収集に努めておりま

す。昨年は、１年間で広域的な特定商取引法違

反、詐欺事件など２事件８名を検挙いたしてお

ります。ことしもこれまでに、同様によります

特定商取引法違反により１事件１名を検挙して

いるところであります。

○武井俊輔議員 最後になります。教育と政

治、若年層の投票率向上についてお伺いをいた

します。

最近、学校の中でも政治経済等の授業という

のはあるわけですけれども、生の政治に触れる

機会というのは学校の中ではほとんどありませ

ん。確かに政治を教えるというのは、非常に難

しい問題、デリケートな部分があるというのは

よくわかります。また、受験を重視する普通科

の高校では、試験に関係もなく、重要視されて

いないのも事実であります。しかし、私は、18

歳まで一切政治にかかわることなく、二十歳に

なったら投票に行きましょうというのは、土台

無理な話ですし、そもそもそれ自体が大人のエ

ゴではないかと思います。大阪府などでは、実

際の選挙の模擬投票を行うような学校もあるよ

うですが、県として、そのような形で政治に関

心を持たせる具体的な取り組みはできないの

か、教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） 簡潔にお答えいたし

ます。御提言の模擬投票につきましては、経過

や結果を実際の地方選挙や国政選挙が終了する

まで公表してはならないなど、公職選挙法の規

定等留意しなければならない事項はあります

が、積極的に政治に参加する態度を育てるため
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の一つの方策であると考えております。県教育

委員会といたしましても、教科学習のほか、他

県で実施されている模擬投票についての情報

や、選挙公報、政治に関する新聞記事を活用し

た授業等の政治への関心を高める実践事例を、

学校訪問等を活用して各学校に紹介してまいり

たいと考えております。以上です。

○武井俊輔議員 最後にしたいと思いますが、

選挙管理委員長に御質問いたします。現在の選

挙啓発を見ておりますと、確かに若者向けのＣ

Ｍは流しているわけですけれども、これが実際

の投票率の向上に結びつくかというと非常に難

しい。ですから、例えば選挙管理委員会が実際

に高校などに出向いて、直接いろいろ講座をす

るとか啓発をするという活動ができないのか、

お伺いをいたします。

あわせて１点、きょうもいろいろ来てくれて

いますけど、みんなと話をしますと、選挙に行

きたいけれども、住民票が実家にあるから行け

ないという人も少なくないようであります。こ

れは宮崎県から県外に行った方にも言えること

ですが、住民票がないということで自動的に棄

権になっているという場合も相当あるようでご

ざいます。そこで、大学に住民票を移してもら

うようにお願いをする、また、学生サポーター

なりでそういった運動をする、そういったこと

が検討できないか、あわせて伺います。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） 近年の選挙

におきまして、若者の投票率が大変低い水準に

あるということは、私ども県選挙管理委員会と

いたしましても、大変な危機意識を持っている

ところでございます。このため、県では、若者

が政治や選挙についての意見交換を行います

「しゃべり場せんきょ」や、意見発表を行いま

す「わけもんの主張」を開催し、また、選挙の

際には、コンビニ等と連携した啓発や県内の大

学への選挙ＰＲ用の横断幕設置など、若者に対

する啓発活動を重点的に行っているところでご

ざいます。今後とも引き続き、若者が政治や選

挙に関心を持てるような啓発活動に取り組んで

いきますとともに、高校への出前講座などの啓

発につきましても、関係機関と協議しながら検

討してまいりたいと考えております。

また、大学生に対しましては、これまでも啓

発パンフレットなどによりまして、住民票の移

動についての呼びかけを行っているところであ

ります。住民票を居住地と一致させることは国

民として基本のルールであり、全国的な課題で

もありますので、今後とも、国や関係機関はも

とより、大学生で構成されます学生選挙サポー

ターと連携いたしまして、多くの学生が選挙権

を行使できるように、さまざまな機会をとらえ

まして住民票の移動について周知してまいりた

いと考えております。

○武井俊輔議員 それぞれ御答弁ありがとうご

ざいました。以上で終わります。

〔「議長、何で一言も注意しないのか」

と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 今、注意するところです。不

規則な発言はしないように。執行部に申し上げ

ます。武井議員30分、執行部の答弁45分であり

ますから、簡潔に答弁を願います。

次は、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） 一般質問を

行います。いろいろ出ましたので、視点を変え

て行ってまいりたいと思いますが、まず、４

月20日に発生した口蹄疫は、29万頭もの牛や豚

などを殺処分するという、本県畜産史上、例を

見ない大変な被害をもたらし、関連産業や商工

業などに致命的な打撃を与えました。被害に遭
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われた皆さん方に心からのお見舞いと一日も早

い復興を期待すると同時に、対策に当たられた

知事を初めとする関係者の皆さん、とりわけ殺

処分や防疫に当たられた県職員や警察官の皆さ

ん方に心から感謝を申し上げたいと思います。

そこで、知事の政治姿勢についてでございま

すが、視点を変えましてお尋ねしますが、現下

の県政の最大の課題は何だと考えておられるの

か、知事にお尋ねをいたします。後は質問者席

で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

県政の課題としては、最大というよりも同じ

ぐらいの大きさだと思うんですが、口蹄疫から

の再生・復興、地域経済産業振興、少子高齢

化、医療・福祉、中山間地域対策、インフラ整

備、いずれも大きな行政課題を抱えていると考

えております。以上です。〔降壇〕

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。知

事は当選後の初議会で、自民党の永友一美議員

の代表質問に答えられて、二元制について、

「お互いのチェック機能というのがあると思う

んですね。これはお互いが暴走しては困ります

ので、お互いチェックしなきゃいけない。この

チェック機能というのは非常に重大だと思うん

ですけれども。今後、議会と執行部が対等な立

場を維持しつつも、非常に闊達で、そして生き

生きとした議論がここでなされるべきだと考え

ております」というふうに答弁されております

けれども、果たして現在、闊達な議論がされて

いるかどうか。どういうふうにお考えでしょう

か。

○知事（東国原英夫君） 私の中では闊達な議

論はされていると思っております。

○鳥飼謙二議員 それはそれで結構でございま

すが、拝見をしておりますと、原稿の棒読みで

あったりということで、果たしてそうなのかな

というふうに思うわけでございます。ぜひそう

いうような闊達な議論ができるように、もちろ

ん私が今申し上げたのは財政課の方には言って

おりません。ですから、すべての質問に対して

答弁書は私はいただいておりません。ですか

ら、何というお答えが出るのかもわかりませ

ん。そういうものが議会であるということを４

年前に知事に教えていただいた、そんなふうに

考えておるわけでございます。今、県政の最大

課題、いろいろ言われましたけれども、やはり

口蹄疫被害からの復興ではないかというふうに

私は思っているわけです。県民のだれもが口蹄

疫からの復興対策の充実を願っている中で、県

政の最高責任者である知事が、熟慮中というふ

うに言って、そのことを発言しないというの

は、甚だといいますか、いささか無責任ではな

いかというふうに思うわけでございますけれど

も、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 何回もお答えさせて

いただいていますけれども、随分以前から、９

月議会中に自身の出処進退については表明をさ

せていただくということを県民の皆様にお約束

をさせていただいているので、その約束に従っ

て実行している、行動しているわけでございま

す。

○鳥飼謙二議員 私は、知事の進路には関心は

ございません。関心があるのは、知事が宮崎県

知事としてこの県政を担っていくのかどうか、

この口蹄疫被害から県民の皆さん方と復興を一

緒にやっていくのか、そのことだけでございま

す。私は、そういう意味から今申し上げたよう

なお尋ねをしたわけでございます。ぜひそうい

う立場に立って、知事は、宮崎出身、都城出
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身、宮崎県の知事として当選をされた。そうい

うしがらみができているわけです。そのことを

しっかりと受けとめて御結論を出していただき

たい。

それから、知事の政務・公務出張とテレビ出

演についてお尋ねをいたします。口蹄疫発生中

の連休のテレビ出演、そしてまた、宮崎市で16

日ぶりに、７月４日でしたか、口蹄疫が発生し

た際にも、出張してテレビ出演をしていたとい

うことが批判をされました。大阪府の橋下知事

は、府のホームページでテレビ出演と出演料に

ついて公表しています。例えば平成21年10月か

らことしの３月までの公務出演は34件で、謝礼

は合計16万4,999円、16万5,000円ぐらいでしょ

うか。公務外の出演は９件で、出演料は435

万1,200円、１回50万円ぐらいでしょうか。とい

うふうに公表いたしておりますけれども、知事

は、公務については、出張だけは新聞で見てお

りますけれども、公務・公務外の出張、テレビ

出演について公表する考えはないか、お尋ねを

いたします。

○知事（東国原英夫君） ４月の下旬からゴー

ルデンウイークにかけてはテレビへの出演は一

切ございません。公務でのテレビ出演は福岡で

ありました。それは公表しております。７月上

旬の政務出張については、私はブログの中で書

いたと思っております。政務に関してはどこか

らどこまで書くのか、例えば協議なのか、人に

会ったこと、そういったものも、相手のプライ

バシーも含めてどこまで書くのか、発表するの

かということは、私の判断でさせていただきた

いと思っているところであります。ＰＲ等公的

な部分が絡むような政務の出張であれば、適宜

予定やその内容についてはブログのほう等々、

あるいはツイッターのほうで随時発表させてい

ただいているところであります。

○鳥飼謙二議員 ブログとかツイッターとか、

私どもは正式なものとしては認めておりませ

ん。私は知事のブログもほとんど見ません。や

はり新聞なり県のホームページでというふうに

思うのでございますので、今後検討をしていた

だければというふうに思っております。

次に、地域医療の再生についてお尋ねをいた

します。

既に何件か出されましたけれども、ことし１

月に策定されました地域医療学講座やドクター

ヘリの導入などの宮崎県地域医療再生計画が策

定をされましたけれども、その進捗状況につい

て福祉保健部長にお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 地域医療再生

計画の進捗状況につきましては、本年４月に宮

崎大学医学部に地域医療学講座が設置されたほ

か、同大学附属病院の救命救急センター化に向

けた施設改築やスタッフ体制の検討、さらにド

クターヘリ運航に係るヘリポートの適地調査等

が行われております。また、県北部において

は、新たな医療機関の救急医療への参入促進な

ど、医療体制の整備充実を図るための具体的な

協議が、地元市を初め関係機関の間で進められ

ております。県西部においては、国立病院機構

都城病院の産科手術室等の改築計画が進められ

ているほか、圏域の救急医療の中核となる都城

市郡医師会病院の移転整備の基本方針が定めら

れたところであります。地域医療再生計画の推

進に当たりましては、今後とも、関係市町村、

医師会、宮崎大学等と十分連携をとりながら、

事業の円滑な実施に努めてまいりたいと考えて

おります。

○鳥飼謙二議員 丁寧にお答えいただきました

けれども、またおしかりがあるといけませんの
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で簡潔でいいです。部長の性格がよく出ている

と思いますけど。

それで、計画期間25年度末までということに

なっているようですね。50億円。期間終了後も

例えばドクターヘリの運用経費などが必要にな

ります。期間終了後の事業継続経費はどれぐら

い必要だというふうに見積もっておられるの

か、お尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 地域医療再生

計画期間終了後は、事業効果を検証し、その結

果を踏まえ、事業継続の適否を判断することと

しておりますが、現段階で事業継続を想定して

いるものは14事業となっております。このうち

県の財政負担を想定しているものは、宮崎大学

医学部地域医療学講座の運営支援、同附属病院

におけるドクターヘリの運営支援、県の医師修

学資金貸与事業、小児救急医療電話相談事業の

４事業であります。これらの事業に係る計画期

間終了後の平成26年度の経費を現時点で試算し

ますと、ドクターヘリ運航等に係る国庫補助金

約１億円を含め、約３億円の財政負担を想定し

ているところであります。

○鳥飼謙二議員 先月、県医師会の理事の皆さ

ん方と、ことしで３回目になるんですけれど

も、地域医療再生ということで、これまでも申

し上げてまいりましたけれども、県内の県病院

や椎葉村立病院、いろんなところに行ってまい

りまして、その一環でこの間そういうお話し合

いをいたしました。その中で出ましたのが、例

えば地域医療学講座、25年度末ということに

なっております。その後、継続されるんだろう

かというのがやはり不安だと。それを後期研修

のドクターとか学生も見ているんですと。後も

やりますよというメッセージが早く欲しいとい

うようなことも言っておられました。そこで提

案なんでございますが、市長会とか医師会、企

業団体、そういうところに経費を要請して、そ

して一緒に医師の養成を図っていく、地域の医

療を守っていくということも大事ではないかと

いうふうに思いますので、御提案をいたしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 計画終了後の

事業経費の負担のあり方につきましては、今後

それぞれの事業の効果を検証した上で、事業継

続が必要と認められるものについては、市町村

等関係団体に協力をお願いすることも含めて検

討することになると考えております。

○鳥飼謙二議員 できるだけそういうことで幅

広く声をかけていっていただけたらと思いま

す。

次に、口蹄疫の殺処分をやっておりましたと

きに、地域医療の担当主幹が亡くなりました。

大変痛ましいことだというふうに思っておりま

すし、その背景に、その職員のハードな勤務、

昨年の時間外、月に何十時間、そういうものが

続いていた。そしてまた、今回、口蹄疫作業と

いうものが重なった結果、亡くなるというよう

なことになって、県職員は命をかけて仕事をせ

んないかんとかというような、極端なことも思

えるわけでございます。行財政改革の中で1,000

人削減ということで進みまして、今年度末まで

でしょうけれども、やはり職員の配置について

は考慮すべきではないか。今後、医師確保とか

ＤＭＡＴ、これについてもおくれておりますの

で、いろんな課題がございます。その辺につい

て知事にお尋ねをいたします。

○知事（東国原英夫君） 職員がお亡くなりに

なったことは、口蹄疫の問題、労働時間等々と

因果関係をお調べになって、きちっとした根拠

で御指摘をいただければと思います。
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極めて厳しい財政状況の中で、持続可能な行

政システムを構築していくためには、徹底した

事務事業の見直しとあわせて、職員数の削減も

せざるを得ないものと考えております。削減に

当たっては、スクラップ・アンド・ビルドを基

本に、組織の簡素合理化や事務の効率化、民間

委託などを進めることにより、職員数を削減す

る一方で、真に必要とされる行政サービスの分

野には、その削減分の中から重点的に職員を再

配置することとしております。今後も県民ニー

ズを的確に把握しながら、必要な人員の配置に

努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 調べてからというようなこと

を言われましたけれども、その職員がどういう

勤務をしていたか、知事は、その職員が昨年何

時間の時間外をやっていたか御存じですか。

○知事（東国原英夫君） 存じておりません。

済みません、把握しておりません。

○鳥飼謙二議員 調べて言われたんですかと言

われましたけど、言われましたから、じゃ、知

事は、この担当主幹が何百時間時間外をしてい

たのかというのを当然把握しておられるだろう

と思ったんです。大したことなけりゃいいです

よと、だから聞いたんですよ、そんな言い方を

されるから。結構です。

次に行きます。県立病院の決算見込みが出さ

れました。県病院の役割は、質問でもございま

したように、高度医療、不採算医療など、県民

からは大きな期待が寄せられています。決算見

込みでは、当期純損益が中期経営計画と比べて

３億9,400万円を超えているということでござい

ますけれども、この間の医師不足で、収入増を

図ろうとしても図れないというのが実態じゃな

いか。例えは適当でないかもしれませんけれど

も、飛行機の片方のエンジンが故障しているの

に、スピードが遅いというようなことではない

かというふうに思っているんですけれども、県

病院事業会計決算見込みについてどのように評

価をしておられるのか、病院局長にお尋ねしま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） 決算見込みにつ

きましては御指摘のとおりなんですけれど

も、18年度から５カ年の中期経営計画を定めま

して、数値目標を定めまして取り組んでおりま

す。この結果、20年度まではどうにか計画目標

を達成することができたわけでございますけれ

ども、21年度におきましても、収益の確保と費

用の節減、両面から取り組んでまいりました。

特に収益につきましては、21年度から診療報酬

の包括請求というものを新たに宮崎、日南病院

で取り組み始めておりますし、また費用の面で

は、医療機械あるいは薬剤等の共同購入、材料

費の節減、あるいは徹底した経費の削減に取り

組んできました。しかしながら、計画策定時

に、御指摘のような医師不足というものまでは

想定されなかったものですから、これによっ

て、私どもの試算では、現在休診しております

延岡、日南、両病院の診療科の分というのが

約10億近くあるというような形で分析をしてい

るわけでございます。こういうのが大きな要因

になっているというふうに思っておりますけれ

ども、引き続き、医師の確保をやりながら、診

療体制の充実を図りながら取り組んでいく必要

があるというふうに思っているところでござい

ます。

○鳥飼謙二議員 後、いろいろ討論する時間が

なくなりますので、終わりますけれども、ぜひ

頑張ってください。

昨日、我が党の外山議員の代表質問で、女性

医師、看護師確保のための院内保育所のモデル
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的スタートということで御答弁ございました。

厳しい指摘もあったんですけれども、私は、よ

く頑張っているなというふうに思っております

ので、ぜひ推進をしていただきたいというふう

に思いますが、そのほかに施策もあると思うん

ですが、今考えておられることがあればお示し

いただきたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 温かい御指摘で

して、非常に厳しい勤務に従事しております職

員にとりまして励みになると思っております。

ありがとうございます。ところで女性スタッフ

といいますか、医師・看護師、特に医師の場

合、医師の15％が女性であります。一方で、聞

くところによりますと、近年の国家試験の女性

医師の合格者が３分の１を占めるということで

ございますから、何としても女性医師の確保に

力を入れなければならないのではないかと。高

度医療であれ、女性医師が15％を占めていると

いうことを考慮いたしますと、これに一層力を

入れていく必要がある。そういうことから、特

に女性の場合、退職をされる原因というもの

が、長時間勤務などの理由、あるいは結婚・子

育て、こういうものにあるというふうに見てお

ります。そういうことから、今お話ございまし

たような形での院内保育の試行、それから、実

は今年度から、出産等で離職をされました女性

医師を、短時間勤務できるような非常勤職員と

しての任用制度を設けております。こういう形

での制度を設けましたので、今いろいろと呼び

かけをしているんですけれども、まだ採用まで

に至っておりません。ぜひともこれらについて

も実現をしながら、医師の疲弊を少しでも少な

くしていこうということで考えております。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。ぜ

ひ医師確保に向けて頑張っていただきたいと思

います。

それでは、地域主権改革と保育制度について

お尋ねいたします。

地域主権改革ですけれども、政権が交代いた

しまして、地方分権を地域主権改革というふう

に呼んでいるようですが、1995年、今から15年

前、村山内閣時代に地方分権推進法が成立をい

たしまして、その後、1999年の小渕内閣のとき

に地方分権一括推進法が成立をし、機関委任事

務の廃止とか国の関与の見直しなど475の関係法

案が改正をされました。そして2000年以降、分

権の受け皿論議の中で平成の大合併が推進さ

れ、道州制の議論が始まるなど、森内閣、小泉

内閣のころから分権改革の変質が始まったよう

に思うのであります。そして今、地域主権戦略

の工程表が示され、施設・公物管理の基準の見

直しの中で、義務づけ、枠づけの見直しと条例

制定権の拡大などが検討されています。しか

し、義務づけ、枠づけの見直しと条例制定権の

拡大などが、新しい公共と一体となって議論さ

れて進められようとしていることに、政府や自

治体の公的責任の縮小を招くのではないか、そ

んな懸念がよぎるのでありますが、知事の見解

をお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 政府は、公共サービ

スの提供の主体に、市民やＮＰＯが参画する新

しい公共への取り組みを行っておりますが、私

も、多様化する行政需要に的確に対応し、地域

の活性化を図るには、行政と住民の協働の推進

が今後ますます重要になるものと考えておりま

す。このような動きは、近年、人口減少、少子

高齢化、経済のグローバル化など、急速に社会

情勢が変化し、課題が複雑化・広域化する中、

国と地方、官と民が適切に役割を分担し、それ

ぞれがその役割を果たすことにより、国民の福
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祉の向上、経済の発展等図ることを目指すもの

でありまして、公的責任の縮小、つまり個の責

任の強化・拡大でありますが、民の側の責任の

増大等により住民サービスの低下等を招くこと

がないよう、しっかりとした理念を持って進め

ていくべきと考えております。

○鳥飼謙二議員 ぜひそういう視点で進められ

ることを期待いたしたいと思います。

次に、保育制度新システムについてでありま

すが、新システムは、現在の市町村の保育の実

施義務をなくして直接契約方式にするという、

旧政権のもとでまとめられたものを、新政権の

幼保一体化と組み合わせた制度設計となってい

るようでございます。つまり、市町村は保育の

実施義務がなくなり、保育の必要性だけを時間

単位で認定し、認定を受けた子供と保護者は保

育園―こども園といいますか、利用契約を結

び、それに基づき保育サービスを利用するとい

う、介護保険と同種の制度に転換するものでは

ないかというふうに思います。そこには、児童

福祉法24条にうたう福祉の理念がすっぽりと抜

け落ちているのでありますが、非常に大変なこ

とだと思うんでありますけれども、知事の認識

をお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 新保育制度につきま

しては、少子化が進む中で、すべての子供に良

質な生育環境を保障し、子供を大切にする社会

を構築しようとする目的は十分理解できます

が、制度の内容が明らかでない部分もあること

や、多様な事業者の参入により保育サービスの

質の低下を危惧する声もあるなど、実現までに

はさまざまな課題があると考えております。い

ずれにいたしましても、子供たちの視点を第一

に考え、子供たちを健やかにはぐくみ、その利

益が最大限に尊重される制度づくりが不可欠で

あると考えております。

○鳥飼謙二議員 知事の言われるとおりだと思

います。確かに、子供が安心して育っていくと

いうことが今本当に大事なことではないかとい

うふうに思います。

そこで、保育所給食の外部搬入についてお尋

ねをいたします。児童福祉施設最低基準が変更

されまして、ことし６月から給食の外部搬入、

これは３歳以上児でありますけれども、可能と

いうことになりました。食材を見る、料理のに

おいを感じるといったことで食べることの大切

さを学んでいくと私は思っております。外部搬

入でできたものが前に出てきて、はい、どうぞ

というのは、やはり子供の食育の面からも適当

ではない、ふさわしくないというふうに思うわ

けでございますけれども、知事の見解をお尋ね

します。

○知事（東国原英夫君） 保育所における給食

は、子供の発育に応じた栄養の確保はもちろん

のこと、望ましい食習慣の定着や食を通じた豊

かな人間性の育成など、子供の心身の健全育成

を図る上で極めて重要であると認識しておりま

す。このため、仮に外部搬入を実施する場合で

あっても、給食の安全、衛生と栄養等の質の確

保が十分図られることや、食育への配慮がなさ

れることが前提となっておりますので、今後と

も、市町村等に対して適切な助言に努めてまい

りたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 さまざまな注意ということを

なお書きで言われましたけれども、ここに厚生

労働省雇用均等・児童家庭局長の「保育所にお

ける食事の提供について」というのがあるんで

すけれども、ここでは、「本通知は地方自治

法245条の４第１項に規定する技術的助言として

発出するものであることを申し添える」となっ
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ているんです。「技術的助言」とは何だという

ふうに知事、思われますか。

○知事（東国原英夫君） わかりません。

○福祉保健部長（高橋 博君） 私のほうでお

答えしてよろしいでしょうか。技術的助言につ

きましては、この趣旨は、強制されるものでは

なくて、客観的に妥当性のある行為を促す助言

ということでありますので、法律上の義務は生

じないものでございます。

○鳥飼謙二議員 そのとおりですね。だから、

はい、わかりましたというふうに従う必要はな

いわけです。そこをしっかり押さえていただい

て、ただ単にそういう通知が来たから、保育所

もそれでいいですよということにならないよう

にということを申し上げておきたいと思います

ので、十分御認識をいただきたいというふうに

思います。

それから、認定こども園につきましては、代

表質問で出ました。17園というふうに拡大をし

ているということであります。これも将来的に

先ほどの新システムと関連するのではないかと

懸念をいたしておりますが、それはそれとして

置きまして、運営費の補助、これは安心こども

基金から助成されているわけです。形として

は、保育所連携型とか幼稚園連携型とかいろい

ろあるようでございますけれども、こども基金

の現状、それと、基金は今年度までだったと思

うんですが、基金終了後、認定こども園の運営

費の補助はどういうふうになっていくのか、お

尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 安心こども基

金は、平成20年度からこれまで28億円余りの基

金を造成しまして、市町村等が実施する保育所

等のハード整備や地域の子育て支援活動等のソ

フト事業に対して助成を行っているところでご

ざいます。認定こども園に対しては、市町村と

連携し、運営費として平成21年度は８園に対

し4,571万2,000円の補助を行ったところであ

り、本年度は14の園に対して約8,200万円の補助

を予定しております。安心こども基金は本年度

で事業が終了いたしますが、県といたしまして

は、国に対し、安心こども基金の事業実施期間

の延長や、事業が終了した場合にも、国の責任

において継続的な財源の確保が図られるよう強

く要望しているところでございます。

○鳥飼謙二議員 やはり、どうもそういうこと

で例の新システムにつながっていくんじゃない

かというふうな心配があります。そのことを十

分県としても注視していって、安心して子育て

ができるという体制づくりに向けて頑張ってい

ただきたいというふうに思います。

次に、高齢化社会と施設整備についてであり

ます。

高齢化とともに、寝たきりや痴呆―今は認

知症と言うらしいんですけれども―などの介

護を要する方が急激に増加をしておりまして、

施設福祉や在宅福祉は高齢社会の大きな課題と

なっています。私も同年代の方から、単身で生

活していた親が高齢化などで食事や身辺処理が

できなくなったために、引き取り、介護してき

たが、とても続けられないという相談を受け、

認知症、痴呆症の方を抱えて本当に苦労してい

るという方をよく聞きますし、施設に入所しよ

うとしても何年も待たなくてはならないという

のが現状です。そこで、現在、介護保険での要

介護認定者の現状と施設入所等の処遇について

お尋ねをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県の要介護

・要支援認定者数は、平成20年度末時点で４

万6,796人で、内訳は、要介護者が３万5,153

平成22年９月10日(金)



- 183 -

人、要支援者が１万1,643人となっております。

介護サービス別の利用者につきましては、デイ

サービスや訪問介護などの在宅サービスが２

万7,126人、特別養護老人ホームや介護老人保健

施設などの施設サービスが9,379人、認知症高齢

者グループホームや小規模多機能型居宅介護な

どの地域密着型サービスが2,180人、合計で３

万8,685人となっております。

○鳥飼謙二議員 今、約５万9,000、６万人の要

介護者で、３万9,000人程度の受け皿がつくられ

ているというような御説明がございました。そ

ういうふうな整備を今後していくことが大事で

はないかなというふうに思っておりますが、施

設については、特別養護老人ホームとか老人保

健施設とかいろいろございますけれども、入所

待機者の状況を、わかる範囲で結構ですので、

お知らせいただきたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 特別養護老人

ホームの待機者数でございますが、平成21年４

月時点で3,150人で、内訳は、比較的軽度な要介

護２以下の方が1,193人、要介護３以上の方

が1,957人となっております。

○鳥飼謙二議員 そういうことで本当に苦労し

ておられます。そういう意味では、この施設整

備を進めていくということが大事だと思ってい

るんですけれども、その施設整備についての考

え方をお知らせいただきたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 施設整備の今

後の進め方ということでお答えいたしますと、

介護保険施設の整備については、第４期介護保

険事業支援計画に基づきまして、特別養護老人

ホームや認知症高齢者グループホーム等の計画

的な整備を促進してまいりたいと考えておりま

す。また、デイサービスや訪問介護等の在宅サ

ービスについても、介護を必要とされる方が十

分なサービスを受けられるよう、サービス基盤

の充実を図ってまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 詳しくはもうお聞きしません

けれども、ぜひその整備について頑張っていた

だきたいと思いますが、そこで、ある事例とい

いますか、１つお尋ねをいたします。市街化調

整区域における例なんですけれども、通所系施

設である老人デイサービス事業についてお尋ね

したいんですが、市街化調整区域にあります集

落の高齢化が進みまして、地元の方が地域で要

介護高齢者を支えるために、10人程度の小規模

の一般老人デイサービスを建設したいと思って

手続を進めておったわけですけれども、なかな

かうまく進まないというようなことがございま

す。なぜ建設できないのかなと思うんでありま

すけれども、福祉保健部長には介護保険施設と

しての指定の手続について、県土整備部長には

市街化調整区域における開発行為の許可の手続

について、一般的な考え方で結構ですので、お

知らせをいただきたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 御質問のあり

ましたデイサービス事業所につきましては、国

において、人員、設備、運営の基準が定められ

ており、この基準を満たしている場合に指定で

きるものであります。指定申請窓口は開設予定

地域を管轄する福祉こどもセンター等でありま

す。なお、設備については事前に図面協議を行

い、事業所完成後に、基準に合致しているか現

地確認を行った上で指定しております。また、

市街化調整区域に開設予定がある場合には、担

当部局と連携して対応することとなります。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 老人デイサー

ビスセンターの開発許可につきましては、周辺

の市街化調整区域の居住者が利用する施設であ

る場合、それから、市街化を促進するおそれが
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ないと認められ、かつ福祉施策の観点から支障

がない場合等、一定の要件を満たす場合に許可

ができることとされております。許可に際しま

しては、福祉部局と連携を図りながら個別施設

ごとに審査をすることになります。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。な

かなか進まなかったというのもございまして、

今お伺いをしたことも参考にしまして、助言を

私なりにしてまいりたいというふうに思ってお

ります。

次に、自殺防止と多重債務についてお尋ねを

いたします。

自殺についての誤解や偏見をなくし、正しい

知識を普及啓発することが重要であるとして、

世界自殺予防デーである９月10日から１週間を

自殺予防週間として、今、皆さん方、ワッペン

をつけておられますけれども、私も机の引き出

しから先ほど反省をしてつけてまいりました。

先日、県立図書館でのパネル展を見てまいりま

したけれども、そこに掲示されている自死家族

の皆さん方の手紙などを見ますと、本当に心打

たれるものがございます。今、県庁の本館での

パネル展とか、無料法律相談会とか、九州での

一斉相談とか、そういうことが取り組まれてい

るということをお聞きいたしております。そこ

で、昨年、宮崎県自殺対策行動計画が策定をさ

れまして、24年の自殺者数を300人以下にするな

どの目標を立てられて、精神保健センターや各

保健所を中心にさまざまな取り組みを行ってお

られますけれども、自殺の現状と計画の進捗状

況についてお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、自殺の

現状についてでありますが、厚生労働省が公表

した人口動態統計によれば、平成21年の本県で

の自殺者数は337人で、平成19年をピークに２年

連続で減少しております。しかしながら、12年

連続で自殺者数が300人を超え、ほぼ１日に１人

が亡くなるという深刻な事態が依然として続い

ているところであります。また、警察庁の統計

では自殺者の７割が男性で、特に50歳代の男性

が全体の２割を占めております。原因・動機別

では、うつ病などの健康問題が最も多く、次い

で経済・生活問題となっております。

次に、自殺対策行動計画の取り組み状況につ

いてでありますが、「自殺ゼロ」プロジェクト

推進事業の中で、うつ病に対応できるかかりつ

け医の養成や、自死遺族支援者に対する研修な

どの人材育成に取り組むほか、９月10日からの

自殺予防週間を中心にパネル展やフォーラム等

の啓発事業を実施しております。また、市町村

や民間団体などにおいても実質的な取り組みが

着実に広がってきていることから、これらの活

動を積極的に支援しているところであります。

県としましては、今後とも、市町村や関係機関

等とも連携しながら自殺対策を積極的に推進し

てまいることといたしております。

○鳥飼謙二議員 いろんな御苦労はあるかと思

いますが、ぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。

そこで、２番目に多かったという経済的な理

由ですね、いろいろと資料を見せていただくと

約３割ぐらいというのが経済的な理由で、多重

債務も大きな要因となっているんじゃないかな

と思うんです。ことし６月から、消費者金融か

らの借入総額を年収３分の１以下に規制する改

正貸金業法が施行されました。そこで、消費生

活センターとか社会福祉協議会などの相談で、

期間は短いですからわかりにくいかもしれませ

んけれども、その２つのところの相談での相談

件数や内容などに変化が見られるのか、その辺
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についてお尋ねをいたします。

○県民政策部長（山下健次君） まず、消費生

活相談センターの相談状況でございますけれど

も、この２カ月でございますので、直ちに傾向

を見ることはできませんけれども、現時点で若

干件数は減っている状況でございます。６月の

改正からまだ間もないということもございます

ので、引き続き状況把握をしていく必要がある

と思っております。

○福祉保健部長（高橋 博君） 社会福祉協議

会におきましては、多重債務に限るものではあ

りませんが、県社会福祉協議会に設置しており

ます高齢者総合支援センターの総合相談事業の

ほか、市町村の社会福祉協議会におきまして

も、法律相談などを実施いただいているところ

であります。現時点では、改正貸金業法施行後

に、多重債務関連の相談が増加しているなどの

変化はないと聞いております。

○鳥飼謙二議員 わかりました。それでは、次

に多重債務についてですけれども、国富町とか

宮崎市で、庁内での連携を密にするなり研修会

をするなどして、多重債務対策を実施いたして

おります。多重債務者問題解決のために、自己

破産とか任意整理などの債務整理に向けた相談

業務、体制の充実だけでなくて、生活再生を支

援する取り組みが必要ではないかというふうに

思っておりますけれども、お考えをお聞きした

いと思います。

○知事（東国原英夫君） 消費生活センターに

おいては、自殺要因の一つとされている多重債

務者からの深刻な悩みを聞く中で、何が問題に

なっているのか把握し、債務整理や生活再生に

向けた的確な助言に努めているところでありま

す。具体的な生活再生の支援につきましては、

生活福祉資金貸付などの既存の制度や事業を活

用することにより対応してまいりたいと考えて

おります。

○鳥飼謙二議員 生活福祉資金は、債務整理の

借りかえ資金は貸し付けておりませんし、多重

債務がありながらの貸し付けはできないと。生

活保護基準の1.5倍の所得、いろんな規制がござ

いましてなかなか使い勝手が悪いということで

ございます。九州でもその動きが始まっており

ますので、ぜひ取り組みの検討をお願いしてお

きたいというふうに思います。

それでは、口蹄疫被害と復興についてお尋ね

いたします。私ども社民党は、殺処分の迅速化

や口蹄疫対策特別措置法23条の基金創設などに

よります本県経済の復興など、三度にわたる知

事申し入れを行ってまいりました。既に質問が

出されましたので絞ってお尋ねをいたします。

防疫という観点からも、家畜保健衛生所の役

割は非常に大きなものがございます。家畜保健

衛生所の役割についてどのように認識しておら

れるのか、部長にお尋ねします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 御指摘のとお

り、家畜保健衛生所につきましては、家畜伝染

病の予防や人工授精業務に関する指導を行って

おりまして、本県の家畜衛生の向上を図り、ひ

いては畜産振興を図る上で非常に重要な役割を

担っていると認識をいたしております。このた

め、昨年度までに宮崎家畜保健衛生所の総合的

な整備を終了するとともに、本年度は延岡家畜

保健衛生所の移転整備を実施しているところで

ございます。今後とも、各種研修会等を通じて

職員の資質向上に努めるなど、家畜保健衛生所

の機能強化を図ってまいりたいと存じます。

○鳥飼謙二議員 私も、夏場に家畜保健衛生所

とかいろんなところを回って、関係機関を回っ

ていろいろと話を聞いてまいりました。そこ
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で、今お答えがございましたけれども、私は委

員会や本会議の中で、獣医師の不足、確保につ

いて再三再四警鐘を鳴らしてまいりました。本

県の獣医師、かなり確保状況は悪いというふう

に思っておりますけれども、本県の現状につい

てどのように認識しておられるのか、部長にお

尋ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 公務員獣医師

の確保につきましては、本県に限らず、全国的

に見ても厳しい状況にあると認識をいたしてお

ります。このため、本県ではこれまで、県内外

の大学を訪問し、大学主催の就職説明会での勧

誘を行うとともに、インターンシップの受け入

れ等により、公務員獣医師の業務に対する理解

に努めているところであり、加えて、平成21年

度からは、本県の獣医師として就業する意思の

ある学生に対し、月額10万円の奨学金を給付す

る事業を実施しているところでございます。ま

た、県職員採用試験におきましても、昨年度か

ら試験を複数会場で実施するとともに、採用年

齢の上限を45歳に引き上げたところでございま

す。このような取り組みにより、昨年度からは

受験者が募集人員を上回る状況となっておりま

す。

○鳥飼謙二議員 数についてはおっしゃいませ

んでしたけれども、私、資料を持っていますの

で、状況は大体お聞きをしているつもりではご

ざいますが、これは人事課とも関連しますけれ

ども、その確保に向けて努力をしていただきた

いというふうに思っております。

家畜保健衛生所というのが今回最前線になっ

たわけでありますけれども、宮崎県には３カ所

しかないわけです。同じく畜産県と言われます

隣県の鹿児島県と比較しても少な過ぎるのでは

ないかというような気がいたします。今回、延

岡を改築する際にも、宮崎県は２カ所にしよう

かというような話も出たというようなこともち

らりと聞いたりいたしまして、大変ゆゆしき問

題だなというふうに思ったりするんですが、家

畜保健所数、今後、家畜防疫、そして農家に対

する牛、豚、それから養蜂もございますし、鶏

もございます。本県の現状について、どういう

ふうに体制整備にかかわっていくのか、お尋ね

をしたいと思います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 本県の家畜保

健衛生所につきましては、国の指導を受けまし

て、昭和41年に12カ所あったものを順次整備統

合を行い、現在は３カ所となっているところで

ございます。―鹿児島県との比較はよろしい

んでございましょうか。（「言ってください」

と呼ぶ者あり）一方、鹿児島県のほうは、離島

があるということで若干多いというような状況

でございますが、両県とも畜産を基幹とした農

業県でございますが、本県といたしましては、

今後とも、検査機能の充実や研修会等を通じた

職員の資質向上などを図りまして、機能強化に

努めてまいります。

○鳥飼謙二議員 時間がありませんからはしょ

りますが、次、食肉検査所。家畜保健所は「入

り」といいますか、食肉検査所は「出」という

ことになりますけれども、食肉検査所の獣医師

の皆さん方もちょっと少ない。非常勤の方

に、60人ぐらい、常勤換算で40人ですか、43人

となっていますが、そういうふうな状況でござ

います。宮崎県が63、鹿児島県は104というふう

になっております。そこで、獣医師による検査

が行われておりますけれども、食肉検査の現状

についてお尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 食肉衛生検査

所は県内５カ所で、７カ所の屠畜場、10カ所の
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大規模食鳥処理場を所管しており、屠畜及び食

鳥検査員として今年度は、正規職員63名、非常

勤職員43名の獣医師を配置しております。平

成21年度の検査頭羽数は、牛が約６万頭、豚が

約107万頭、ブロイラーが約１億2,600万羽と

なっております。食肉衛生検査所におきまして

は、屠畜場法及び食鳥検査法に基づき、処理場

に搬入されるすべての家畜等について、生体時

の外貌検査、解体時の内臓や枝肉などの目視検

査を行うとともに、食用としての安全性が判断

できない場合は、必要に応じて微生物、病理、

理化学などの精密検査を行っております。ま

た、牛では、平成13年度以降、脳脊髄などの特

定部位の除去の確認及びＢＳＥ検査を全頭行っ

ております。これら一連の厳正な検査を行うと

ともに、処理場における解体時の衛生的な取り

扱いを徹底させることにより、食肉の安全性確

保を図り、安全・安心な食肉の安定供給に努め

ているところでございます。

○鳥飼謙二議員 次に、口蹄疫の対策本部とい

うのができたわけでございますが、そこで、今

も起きているんですけれども、口蹄疫のフラッ

シュバックといいますか、この中にも行かれた

方も部長さんの中でおられると思うんですけれ

ども、行った方は、20日とか１カ月とか２カ月

殺処分をやっていたという方も、本当に犠牲的

な精神でやられた方がおるんですけど、後々非

常に精神的に悩んでくるというようなところが

あります。そこで、口蹄疫対策本部に心と体の

ケアの専門家が入ってなかったんじゃないか、

入ってないじゃないかというふうに思うんです

けれども、その理由についてお尋ねいたしま

す。

○農政水産部長（髙島俊一君） 県では、４

月20日の口蹄疫発生を受けまして、知事を本部

長に、関係部局長で構成する防疫対策本部を設

置し、各部局の所管する業務について役割分担

のもと、全庁挙げて防疫対応に取り組んでまい

りました。この防疫対策本部には当初から福祉

保健部長にも参画いただき、被災農家はもとよ

り、関係者の心と体のケアについて、関係市町

とも連携しながら積極的に対応いただいたとこ

ろでございます。なお、現在、県においては検

証委員会を設置し、今回の一連の防疫対応等に

ついて検証を行っているところであり、心と体

のケアの問題についても必要な検証を行い、今

後の防疫対策等に生かしてまいりたいと考えて

おります。

○鳥飼謙二議員 福祉保健部長が入っていた

じゃないかというふうなことを言われますけれ

ども、高橋部長はその専門家ではないと私は

思っているんですけれども、今後、やはり精神

衛生といいますか、精神保健福祉センターなり

そういう部門が、大規模災害に匹敵するもので

すから、入っていくことが大事ではないかとい

うふうに思いますので、今後の課題として受け

とめていただきたいというふうに思います。

次に、口蹄疫復興基金300億円についてであり

ます。知事は、公共事業を200億円から100億円

にすると発言をしたり、330億とか320億とか300

億とか、環境対策が20億とか、畜産再生が80億

とか、県単公共が200億というふうに言っておら

れるんですけれども、これは根拠を県民に明示

すべきではないかというふうに思うんですけれ

ども、答弁をお願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 300億円の積算として

は、国への要望の段階では、畜産再生や畜産の

６次産業化などのために65億円、本県のイメー

ジアップやブランド回復のために９億円、また

環境対策のための事業として26億円、そのほか
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市町村振興や公共事業を含む県内の経済・雇用

対策等のために約220億円を見積もっておりま

す。

○鳥飼謙二議員 私が申し上げるのはそういう

つかみではなくて、実際に国と折衝するわけで

すね、どなたが行って折衝しておられるのか、

県民政策部になるんですか、先ほども意見がご

ざいましたけれども、県民総力戦で頑張ってい

くわけです。これは19年２月の知事の所信の説

明のときですけれども、県民一人一人の努力に

よってなし遂げられる。行政やそのほか一部の

人間だけが考え、行動する時代は終わったとい

うふうに書いてあるんです。例えば環境対策

だったら、どこにこういうことをやって、それ

が何カ所あって幾らとか、そういうような明細

も少なくともやらないと、畜産農家の人たちも

わからない。県民もわからない。つかみで何か

言っているなというのはわかりますけど、そう

いうふうにやるべきではないかと思うんです。

そこ辺いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 災害復旧対策の河川

とか道路あるいは耐震等々には大きく分けたん

ですが、細かい事業等々は、今後３年間ですの

で、事業等詳細については触れられなかったと

いうのが現状でございます。

○鳥飼謙二議員 ペーパーにしてやはり公表す

べきである。そうしないと、県民、畜産農家も

含めて、よし、おれたちの問題だという気持ち

になっていかないんじゃないかということを指

摘しておきたいと思います。

それから、家畜改良事業団の種牛の移動の決

定ですね、５月28日ですか、口蹄疫が発生した

わけですけれども、どこで行ったのか。それか

ら、残りの49頭でしたか、知事は当初、処分は

しないと発言しておられましたけれども、これ

はなぜなのか。さらにまた、６月５日、避難し

たスーパー種牛の１頭が口蹄疫に罹患して、他

の５頭を処分しなかったということで他県の批

判も集まっていたわけですけれども、その辺の

経緯について再度お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 児湯地域で感染が拡

大するに伴いまして、県種雄牛は県民の貴重な

財産でありまして、公共性が極めて高いことか

ら、移動制限区域内からの移動について国との

協議を重ね、５月10日に当時の赤松農林水産大

臣に対して特別措置を要請したところでありま

す。口蹄疫の蔓延を防止するための一定の条件

を出されましたが、そのもとで特別に移動が認

められ、５月13日移動させたということであり

ます。

○鳥飼謙二議員 時間がないので次に行きま

す。民間の種雄牛の問題です。当初は処分をす

るということで命令を出されて、その後、処分

しないということで、石頭だ何とかだというよ

うなことでかなり国の大臣を批判しておられま

したけれども、処分しないとした根拠、経緯に

ついてお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 高鍋町で種雄牛６頭

を飼養している薦田氏に対しましては、私も含

め、６月初めからワクチン接種と殺処分への理

解を求めて話し合いを進めてきたところであり

まして、６月29日には特措法に基づく殺処分勧

告書を交付いたしました。これに対して薦田氏

から、種雄牛の県への無償譲渡の申し出があり

まして、県といたしましては、本県畜産の再興

に活用できるという公益性が認められること、

無償譲渡ということでワクチン接種農家との不

公平感が相当程度緩和されることなどから、県

が無償譲渡を受け、清浄性確認検査を行った上

で、異常がなければ県所有として管理すること
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を国に要望したところであります。しかしなが

ら、国からは、この種雄牛が存在する限り、移

動制限の解除は認めないこと、地方自治法に基

づく是正の指示を行うことなどの厳しい回答が

あり、私としては、県政と県民生活を守るべき

立場から、本県の置かれている状況を考え、苦

渋の選択をせざるを得なく、薦田氏に対し殺処

分に応じていただくよう再考をお願いしたとこ

ろであります。その結果、薦田氏も熟慮の後、

私の意を酌んでいただき、断腸の思いで７月16

日に殺処分を受け入れていただいたところであ

ります。

○鳥飼謙二議員 テレビとかで見ると、本当に

見苦しいと私は思いましたね。国をあれだけ誹

謗する、批判するというか、決して宮崎県には

プラスにならんと思いました。それは変えてい

ただきたい。そうしないと宮崎県のプラスにな

らない。基金がいろいろなっているのもそうい

うことにあるんではないかと思います。

次行きます。水難事故防止、水難事故です

ね、先週、同僚議員の孫が水難事故に遭うとい

う悲惨な事故がございました。この質問を予定

しておったんですけれども、それを防ぐことが

できなかった。本当に残念な思いですが、そう

いう報道を聞きますけれども、本当に胸が痛み

ますけれども、最近の発生状況について警察本

部長にお尋ねいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 水難事故の発生

状況でありますけれども、昨日現在で本年26

件、29名の事故が発生し、19人の方が亡くなっ

ております。昨年同期では20件、27人の水難事

故が発生して、11人の方が亡くなっておりまし

て、本年は発生件数、死者ともに増加をしてい

るという状況でございます。亡くなられた方の

うち、11人の方が河川、８人の方が海で亡く

なっておられます。それから、行為別で見てみ

ますと、遊泳中の方が９人、釣りや貝とり中が

５人、その他の方が５人ということでありまし

て、これも昨年同期と比べますと、河川での発

生、遊泳中の方がいずれも６人ずつ増加をして

いるという状況でございます。

○鳥飼謙二議員 痛ましい事故を可能な限り少

なくしていく、そういう取り組みが必要だとい

うふうに思いますけれども、救助の体制につい

てお尋ねをいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 110番通報等によ

りまして水難事故を認知した場合は、警察官を

現場に急行させるということはもちろんであり

ますけれども、管轄の消防署、海上保安部に速

報をいたしまして、各機関が連携して徹底した

捜索、救助活動に当たることとしております。

それから、ヘリコプターを運用する必要がある

場合につきましても、県警航空隊、県の防災救

急航空センターが所要の連絡調整を行って迅速

な捜索に当たるということにしております。

○鳥飼謙二議員 最後です。８月14日に加江田

川で水難事故がございました。これは秘書広報

課に届いた県民の声を県以外のところからいた

だいたものでございます。その際に大変な御苦

労を県庁、県の警察、頑張っていただいたとい

うことで、これはドクターの方からの手紙なん

ですけれども、評価をしておられます。そこ

で、ちょっと時間を超過して申しわけないんで

すが、渚の交番というのができました。そこで

ライフセーバーが常駐をしています。ライフセ

ーバーとは、水難事故防止や監視、人命救助に

当たる知識や技術を身につけた人で、ＮＰＯ法

人宮崎ライフセービングクラブが、青色回転灯

をつけてパトロールしながら監視に当たってい

ます。しかし、素直に指導に従わない浴客もい
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るというふうに聞いておりまして、何らかのシ

ステム化を図っていく必要があるというふうに

思いますので、お尋ねをしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 渚の交番と宮崎市

消防本部におきまして、緊急時の連絡、情報提

供を迅速かつ円滑に行う体制を整えるととも

に、水難救助に係ります合同訓練、これは既に

実施をしておりますが、これをさらに充実する

などの連携強化を図っていくことは大変重要で

あるというふうに考えております。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察におきまし

ても、開設前の準備段階から運営委員会におき

まして所要の助言・指導を行ったのを初め、開

設後におきましても、海水浴場等のパトロー

ル、地域安全活動を合同で行うなどの連携を強

化しているところであります。

○鳥飼謙二議員 時間がまいりました。ありが

とうございました。（拍手）

○中村幸一議長 ここで休憩いたします。

午後３時16分休憩

午後３時30分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、黒木正一議員。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） 口蹄疫がま

だ広がりを見せるさなか、大分県の日田市から

電話が入りました。宮崎県で多くの牛や豚が殺

処分されるのを新聞やテレビで見て、家畜がか

わいそうでならない。慰霊祭をしたいというも

のでした。その方は農家の生まれで、子供のこ

ろ、家で飼っていた家畜を殺して食べた経験か

ら、命のとうとさをみんなで考える機会をつく

りたいと周りの人に呼びかけ、幾つものお寺の

協力を得て、一堂に会して慰霊祭を行うという

ことでした。そのときは知事からも議長からも

メッセージを送っていただきまして、ありがと

うございました。そのとき集まった善意を後に

義援金としてわざわざ届けていただきました。

ちょうど隣県において、宮崎県の人や物を警戒

する動きがあった時期であっただけに、本当に

ありがたいことでした。今回の口蹄疫、全国か

ら義援金など多くの御支援をいただきました。

口蹄疫からの復興こそがこの御厚意に報いるこ

とではないかと思います。

今回もまた、過疎、中山間地域対策、森林・

林業行政を中心に質問いたします。傍聴席も

さっきとは打って変わって少なくなってしまい

ました。

まず、過疎法についてでありますが、過疎地

域自立促進特別措置法が改正され、６年延長と

なりました。旧過疎法の時限を前に、過疎地域

を抱える自治体などから、これまでの社会資本

の整備など多大な成果があり、これからも必要

として延長を求める提言があった一方で、イン

フラ整備が進んだにもかかわらず人口の減少は

とどまることを知らず、産業も疲弊しているの

が現実で、これまでの過疎対策のあり方に疑問

を持つ人がいたのも事実であり、幾つかの曲折

を経て、過疎対策は切れ目なく講じていくこと

が必要だと、国会両院でいずれも全会一致で可

決したと聞いております。この新しく成立した

過疎法は、これまでの旧過疎法とは何がどう違

うのか、県民政策部長にお伺いします。

以下の質問は自席から行います。（拍手）

〔降壇〕

○県民政策部長（山下健次君）〔登壇〕 お答

えいたします。

過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる過疎

法についてであります。過疎法は、ことしの３
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月に改正されまして、法律の期限が平成28年３

月31日までと、６年間延長されたところであり

ます。今回の改正点は、平成17年国勢調査の結

果に基づく過疎地域の要件が追加されたこと、

過疎地域自立促進のための特別措置が拡充され

たこと、地方分権改革推進の観点から、計画策

定等に係る手続が緩和されたこと、この３点で

ございます。この中で、旧法との大きな違いと

いたしましては、過疎地域自立促進のための特

別措置のうち、過疎対策事業債の起債対象につ

いて、これまで道路整備などハード事業に限ら

れていたものが、生活交通の確保などのソフト

事業に拡大されたことであります。以上であり

ます。〔降壇〕

○黒木正一議員 起債対象にソフト事業が認め

られるようになったというのが一番大きな違い

ということでありますが、できるものとできな

いものが当然あると思います。その対象は何

か、また利用限度額はどのようになっているの

かをお伺いいたします。

○県民政策部長（山下健次君） ソフト事業に

係る過疎対策事業債につきましては、地域医療

の確保や、住民の日常的な移動のための交通手

段の確保など、住民が将来にわたって安全に安

心して暮らすことのできる地域社会の実現を図

るための事業として、市町村の過疎地域自立促

進計画に定めるものを対象としております。ま

た、発行限度額でございますが、総務省令に基

づきまして、22年度の額は財政力指数等用いて

算定されますけれども、本県の過疎市町村全体

で約12億6,000万円と見込んでおるところでござ

います。

○黒木正一議員 新過疎法は、ソフト事業への

対象拡大が注目されておりまして、医療体制や

生活交通の確保、集落維持のための対策が喫緊

の課題であることから、大きな期待が寄せられ

ております。一方、インターネット上では、

「なぜ限界集落応援的な報道が多いのか」とい

う書き込みに続けて、「日本の総人口が減る傾

向の中、経済的に成り立ちづらい末端の地域に

居座り、医療不足だの、福祉の手が届かないと

言っている住民は、税金を無駄に使わせる原因

をつくっているわがままな人間ではないでしょ

うか」、このような意見が流れているのだそう

です。これからは都市の急速な高齢化が問題と

されています。限界集落は都市問題にもなろう

としている中でありますから、このような意見

に感情的に反発するのではなく、意見は意見と

して受けとめ、きちんと反論できる論拠を整

え、共感を得る努力が大事と考えます。過疎債

の対象となる事業がどれほど格差是正につなが

るのか、過疎地域が国民のためにどういう役割

を果たすのか、示していく必要があると考えま

す。ソフト事業が過疎債の対象となり、使い勝

手のよい法律になった反面、それだけ市町村側

の責任も重くなってくると考えられます。法律

では計画の義務づけが廃止されたと聞きます

が、市町村過疎計画の作成について、県はどう

進めていかれるのかをお伺いいたします。

○県民政策部長（山下健次君） 過疎地域自立

促進市町村計画の策定につきましては、すべて

の過疎市町村で本年度中をめどに、市町村議会

の議決を経て策定される予定となっておりま

す。新たにソフト事業が起債対象となったこと

も踏まえまして、計画の策定に当たりまして

は、地域住民等の参画を促し、地域の課題を十

分に分析した上で、自立促進に向けた実効性の

ある計画とすることが求められておりますの

で、県といたしましては、各市町村との事前協

議を通じまして、実効性の高い計画となるよう
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十分配慮してまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 先日、中山間地域振興対策特

別委員会の調査の折、調査先の村長さんが、

「木材価格が１万8,000円すれば過疎問題の８割

方は解決する」と言っておられました。現下の

過疎地域はほとんどが山村地域であり、林業地

帯でもあります。このことから、林業の情勢が

その地域の振興に大きくかかわっております。

森林・林業行政について何点かお伺いをいた

します。

平成22年版森林・林業白書によりますと、家

族経営の林業経営体のうち、山林を20ヘクター

ル以上保有し、施業を一定程度以上行っている

林業経営体１経営体当たりの林業粗収益から林

業経営費を差し引いた林業所得は、前年度から

約19万円減少して10万3,000円になったとありま

す。10万3,000円です。そして、その原因は、木

材価格の下落によるものと考えられるとありま

す。このように木材価格の下落が林家の経営を

厳しいものにしている中、昨年12月、農水省

は、我が国の森林・林業を再生していく指針と

なる森林・林業再生プランを策定いたしまし

た。これまでも、森林所有の零細性、また木材

を消費者に提供する生産・流通・加工部門の小

規模分散化を改善すべく、施業の集約化やコス

ト削減、原木の安定供給、ニーズに対応した流

通や加工体制の構築、地域材の利用拡大などの

対策に取り組んできており、本県においては140

万立方の素材を生産するなど、林家の所得向上

には至っていないものの、成果を上げてきてい

ます。この森林・林業再生プランはこれまでの

林業施策とどう違うのか、環境森林部長にお伺

いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 今回の再生プ

ランにつきましては、これまで森林の造成に主

眼が置かれてきたわけですけれども、その施策

を抜本的に見直すことによりまして、木材の安

定供給体制を構築し、10年後の木材自給率を50

％以上と倍増する目標を掲げております。この

ため、森林施業の集約化や集中的な路網整備な

どにより、徹底した生産コストの削減、それを

支える人材の育成、外材に対抗できる木材の加

工・流通体制の整備などの施策を推進すること

としております。

○黒木正一議員 再生プランについて数点お伺

いをいたします。森林・林業再生プランの骨子

は、６月18日に閣議決定された新成長戦略に盛

り込まれています。この新成長戦略の林業再生

に関する記述の中には、「低炭素社会で新たな

役割も期待される林業は、戦後植林された樹木

が生長しており、路網整備等の支援により林業

再生を期待できる好機にある」。７つの戦略分

野の基本方針と目標とする成果の観光立国・地

域活性化戦略の中では、「戦後植林した人工林

資源を持続可能な形で本格的に利用するため、

国産材利用の環境面での効用に対する理解を深

めていくとともに、路網の整備、森林管理の専

門家（フォレスター）等の人材の育成、間伐材

を初めとした国産材の利用の拡大、木質バイオ

マスとしての活用等を柱として、森林・林業の

再生を図り、木材自給率を50％以上に向上させ

ることを目指す」とあります。10年後に自給

率50％以上と設定する非常に刺激的なプランで

あります。木材需要量を8,000万立方と想定

し、50％が国産材となると4,000万立方でありま

すが、現在の国産材の生産量を倍増するという

ことになります。当然担い手となる人材を育成

することが必要となります。再生プランには

フォレスター制度の創設が書かれており、フォ

レスターは、都道府県に配置されている林業普
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及指導員や国有林の技術者などを活用すること

によって、市町村行政をバックアップすること

になるとなっておりますけれども、このフォレ

スターの役割はどういうものか、県はどのよう

に育成していくお考えなのか、対応をお伺いい

たします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） プランで言わ

れております日本型フォレスターにつきまして

は、森林・林業に関する一定の知識、経験を有

した者を認定するということでございますが、

その役割は、地域の森林経営管理の全体を掌握

しまして、かなめとなる指導者として望ましい

森林づくりの全体像を描きながら、市町村森林

整備計画の策定など市町村行政への支援を行う

とともに、森林所有者あるいは現場技術者・技

能者への指導等を行うこととされております。

今後その具体的な役割や身分等が明らかになっ

てくると思いますけれども、国では、平成25年

度以降のフォレスターの認定を目指すことにし

ておりますので、それまでの間の暫定的な措置

といたしまして、県の林業普及員等を活用する

こととしておるようでございますので、県とい

たしましては、当面は県職員の資質向上に努め

てまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 森林・林業再生プランは、中

間取りまとめがようやく出た段階でありますか

ら、詳しいことはこれから出てくると思うんで

すけれども、作業道などの林内路網整備につい

てお伺いしたいと思います。再生プランの中に

は、路網整備を10年後ドイツ並みの密度にする

ということになっております。本県は、ドイツ

には遠く及びませんけれども、全国平均のヘク

タール当たり20.5メートルを大きく上回る35.4

メーターの路網整備を行っております。日本は

急傾斜地が多く、軟弱な土質、雨量が多いとい

う自然条件を考慮する必要があり、特に南九州

は自然災害の多い地域であり、維持管理作業が

不可欠となることから、架線集材を組み入れた

体制が望ましく、地域の実情に合った路網整備

を進める必要があると考えますが、今後どのよ

うに進めるのか、考えをお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 県では、これ

まで積極的に林内路網の整備を推進してきた結

果、全国第１位の路網密度を誇っているところ

でありますけれども、森林・林業再生プランの

目指します林業経営の低コスト化を実現するた

めにも、さらなる路網の整備は欠かせないもの

であると考えております。なお、無秩序な路網

の整備は、土砂流出等の山地災害の発生など、

森林の持つ公益的機能の低下を招くおそれもあ

ることから、整備に当たっては、本県の脆弱な

地質や地形条件等考慮した路線や規格を選定す

るとともに、崩れにくい工法に努めてまいりた

いと考えております。

○黒木正一議員 続きまして、高性能林業機械

の更新に対する支援策についてお伺いをいたし

ます。本県においては、20年前と比べて６割林

業就業者が減少しておりますけれども、20年前

の素材生産量を維持しています。これは路網整

備が進んだことはもちろんでありますけれど

も、高性能林業機械の導入によるところが大き

いと考えられます。この再生プランの中におい

ては、施業を効果的・効率的に実施するため、

先進的な林業機械の導入・改良を進めるという

ふうにあります。本県においては、高性能機械

の保有台数が全国２位であります。素材生産の

増加に大きな役割を果たしております。素材生

産事業者からは、機械の更新時期に来ているこ

とから、導入への支援措置の創設を求める声が

上がっておりますけれども、これからの高性能
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林業機械の導入の考え方、どのように支援して

いくのか、県の考えをお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 高性能林業機

械につきましては、導入に当たりましていろん

な制度を設けておりますけれども、ただ、経過

がそれなりに進みました更新につきましては、

国の補助事業の対象外になっておるところでご

ざいますが、林業の機械化というのが、コスト

の縮減とか森林所有者の所得の向上を図る上で

重要であるというふうに考えておりますので、

県といたしましては、林業・木材産業改善資金

の無利子融資を活用して支援を行っているとこ

ろでございます。

○黒木正一議員 森林整備事業の中での下刈り

事業についてお聞きしたいと思うんですけれど

も、下刈り作業は鎌から草刈り機へと大きく機

械化はいたしました。しかし、規模の経済は働

きにくく、人力を要することから雇用機会がふ

えて、さらに、下刈りを早くやりますと造林初

期の集中管理ができる。早期成長を促し、この

ことにより林業サイクルも短縮されることが予

想されることから、事業の継続を望む声は大き

いものがあります。現在、下刈り事業は充実を

していただいておりまして、年１回刈りの延長

と一部２回刈りが補助の対象となっておりま

す。この事業の継続についての考えをお伺いい

たします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 下刈りにつき

ましては、カヤ等の雑草木から幼齢木を守り、

初期の成長を促進するための大変重要な保育作

業でありますので、現在、県では森林整備事業

におきまして、10年生以下の人工林について年

１回刈りと一部２回刈りを補助の対象にしてい

るところでございます。２回刈りにつきまして

は、本県の温暖多雨の気候条件から見まして、

雑草木の成長が旺盛な箇所など実施が必要な箇

所も少なくないと考えておるところでございま

すけれども、国の来年度予算の概算要求を見ま

すと、補助体系の大幅な見直しが行われるよう

でございます。引き続き、国の予算の動向も見

ながら健全な森林づくりに努めてまいりたいと

考えております。

○黒木正一議員 この事業は、雇用の場のない

山村地域にあって非常に喜ばれておりますの

で、ぜひ継続へ向けて取り組んでいただきます

ようにお願いしたいと思います。

次に、直接、森林・林業再生プランとは離れ

ますけれども、特用林産物の振興についてお伺

いいたします。我が国の特用林産物の総生産額

は、林業総生産額の約５割を占めています。木

材生産とともに林業などの振興にとって重要な

位置を占めておりまして、地域経済の振興や就

業の場の確保といった面でも大きな役割を果た

しております。宮崎県におきましても、林業産

出額の25％を占めています。雇用の場の少ない

中山間地での貴重な収入源と言えます。路網整

備を進めると維持管理作業が不可欠と先ほど申

し上げましたけれども、作業路を木材搬出以外

の用途に使うことがメンテナンスにつながりま

す。本県の特用林産物の主なものは、シイタケ

を中心とするキノコ類、木炭、タケノコ、シキ

ミなどでありますけれども、これらを振興する

ことは、針葉樹だけでない多様な豊かな森林づ

くり、林業経営の育成になると思いますが、そ

の振興について、これまでの取り組みと今後の

対策についてお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） シイタケを初

めとします特用林産物につきましては、山村地

域の経済を支える大変重要な作目であると考え

ております。このため、県では、シイタケ乾燥
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機等の生産施設の整備や、消費拡大のためのＰ

Ｒ活動、安全・安心な食品を供給するためのト

レーサビリティシステムの確立等に取り組んで

きました結果、本県の乾シイタケ生産量は全国

２位となっております。今後とも、山村地域の

貴重な収入源である特用林産物の振興を図り、

山村地域の所得や就業の場の確保等に努めてま

いりたいと考えております。

○黒木正一議員 特用林産物の柱とも言えるの

がシイタケでありますけれども、シイタケの輸

出の可能性についてお伺いしたいと思います。

乾シイタケは、かつては生産物の３割近くを輸

出する輸出産物でしたが、中国を中心とした輸

入が増加して、多いときには国内の生産量の２

倍もの量が輸入されておりました。しかし、近

年、本物志向、安全志向で輸入量は減少してお

ります。我が国においては、2020年までに１兆

円規模まで農産物の輸出を拡大させようと取り

組んでおりますが、昨年の農林水産物の輸出額

は4,454億円で、前年比12.3％のマイナスとなっ

ています。しかし、ことしはアジア経済が上昇

しているということで輸出が増加しているよう

にあります。しかし円高が進んでおりまして、

現状は輸出は厳しいというふうに思いますけれ

ども、日台友好議連で台湾を訪問した際に、あ

る商社の人から、日本のシイタケが欲しいとい

う話をお聞きしました。ただ、価格やパッケー

ジなどの問題がありまして、なかなか商談にま

で行けないというような話でありましたけれど

も、宮崎県も東アジアへの県産品の輸出に取り

組んでいますが、シイタケの輸出の可能性につ

いてどうお考えか、お伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 本県の乾シイ

タケは、かつて本県の代表的な輸出品の一つで

ありましたけれども、昭和63年以降、円高等の

影響によりまして輸出量は大きく減少してきて

おります。今後の輸出の可能性につきまして

は、国内との価格差や輸送コスト等の状況を見

ながら、関係団体と検討してまいりたいと考え

ております。

○黒木正一議員 宮崎空港の免税店での乾シイ

タケの取り扱いについてお尋ねしたいと思いま

す。台湾の主婦の方から、日本からの土産では

乾シイタケが一番うれしいという話をお聞きし

ました。また、エバー航空が就航したときに県

議会からも行きましたけれども、そのときに台

湾人ガイドの人が、日本に旅行に行ったら、大

分産のシイタケを買ってくるという話をしてい

たということをお聞きしました。宮崎空港の免

税店で探したのですけれども、北海道産のコン

ブとかはあるんですけれども、宮崎産のはもち

ろん、大分産の乾シイタケも置いておりません

でした。県の指導で置くことはできないのかを

お伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 国産シイタケ

につきましては、韓国、台湾等からの観光客に

よる需要が期待されるところでございますが、

宮崎空港免税店での取り扱いについて、関係機

関と検討を進めてきたところでございますが、

先般、価格等の協議が調いまして、今月中には

出品できる予定となっております。今後とも、

生産者や関係団体と一体となりまして、本県産

乾シイタケの知名度アップと消費拡大につなげ

てまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 聞くところによりますと、き

のうから置いたんじゃないかという話も聞くと

ころでございまして、本当にうれしいことであ

ります。皆さん、台湾などに行くときには、ぜ

ひ免税店で乾シイタケを土産に持っていっても

らいたいものだというふうに思います。
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それから、木材利用の拡大についてお伺いし

ます。森林・林業再生プラン中間取りまとめの

中に、「公共建築物等における木材の利用の促

進に関する法律」に基づく木材利用の促進がう

たわれております。この法律の概要はどのよう

なものか、また、地方公共団体や民間での利用

促進についてはどううたわれているのかをお伺

いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 10月に施行さ

れる予定となっております「公共建築物等木材

利用促進法」でございますけれども、木材価格

の長期低迷などによりまして、森林の有する多

面的機能の低下等が懸念されるために、公共建

築物等で木材利用を促進することによりまし

て、林業の持続的かつ健全な発展を通じて、森

林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与

することを目的としておるところでございま

す。具体的な取り組みといたしましては、国と

地方公共団体は、みずから整備する公共建築物

の木造化、木質化に率先して努め、これらの取

り組みによりまして一般建築物への波及効果を

期待しているところでございます。

○黒木正一議員 この法律は、国が設置する低

層の公共建築物については原則すべて木造化を

図るというふうに、非常に画期的な法律ではな

いかと思います。この法律の対象となる公共建

築物、この範囲はどのようなものを想定してい

るのか、お伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 今回の法律に

おけます公共建築物とは、国や地方公共団体が

整備するすべての建築物のほか、民間が整備す

る学校や老人ホーム、病院など公共性の高い建

築物が対象となっております。具体的には、２

階や３階までの公共建築物は原則として木造化

を図る、その他の建築物につきましては内装等

の木質化を促進することが、現在、法に基づき

国が策定される基本方針において検討をされて

いるところでございます。

○黒木正一議員 この法律が施行されることに

よりまして、木材需要量の増加はどれぐらい考

えられているのか、お伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 林野庁の試算

によりますと、低層の公共建築物の半分程度が

仮に木造化すると想定した場合、木材の需要の

増加は、丸太換算で年間70万から80万立米と見

込まれています。これは平成21年の本県杉の丸

太生産量123万立米の約６割に相当する大きな量

になりますので、本県といたしましても、さら

なる供給力の向上を図ってまいりたいと考えて

おります。

○黒木正一議員 相当多くの量の需要が見込ま

れるようでありますけれども、今、海外からの

製品輸入の割合がふえておる状況にあります。

そういった中で、世界的な貿易取り決めがある

中で、国産材だけに使用を限定することができ

るのかどうか、お伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 法律におきま

しては、ＷＴＯ（世界貿易機関）協定との整合

性の観点がございますので、国産材に限定した

規定はございませんが、その法の目的が国内の

森林の適正な整備や自給率の向上を図るもので

ありますことから、国産材の利用促進に重点が

置かれているものと認識しております。

○黒木正一議員 いずれにいたしましても、国

産材の利用拡大に大きくつながるのではないか

と期待しているところでございます。

それから、今、国において、平成21年度に住

宅版のエコポイント制度が創設されましたが、

新築やリフォームに応じて30万ポイントを限度

として発行されております。申請戸数が増加し
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ているというふうに聞いておりますが、省エネ

基準を満たす木造住宅は認定されているのであ

りますけれども、木材はそれ自体がエコ商品で

あります。本県の木材需要拡大策として、国の

エコポイント制度に加え、県産材を一定基準以

上使用した新築住宅やリフォームに対して、県

独自のエコポイント制度の創設はできないか、

お伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 住宅におきま

すエコポイント制度は、現在、木造や木質化が

評価の対象とされておりませんので、製材品の

３分の２を県外に出荷している本県といたしま

しては、木材利用を評価する全国レベルでの創

設が県産材の需要拡大につながるものと考えて

いるところでございます。このため、県では、

国に対しまして、木材利用の環境貢献度を評価

したエコポイント制度の創設につきまして要望

しているところでございます。

○黒木正一議員 現行の国の住宅版エコポイン

ト制度は、７月末で、ことし３月の受け付け開

始からポイント発行額が108億2,009万円相当と

なって、100億円を超えているというふうに発表

がありましたが、申請戸数12万5,437戸、そのう

ち宮崎県は344戸と発表されておりますので、言

われるように圧倒的に県外が多いわけです。林

業活性化議員連盟でも意見書を提出いたしまし

たけれども、木材利用を評価するエコポイント

制度の創設をぜひ実現するように、国に強く要

望していただきますようにお願いをしたいと思

います。

次に、二地域居住の取り組みについてお伺い

します。「宮崎に来んね、住まんね、お誘い事

業」等でセミナーを開くなど、二地域居住を進

めておりますけれども、その実績と今後の取り

組みについて、県民政策部長にお伺いいたしま

す。

○県民政策部長（山下健次君） 実績でござい

ますが、移住とそれにつながる二地域居住の促

進に努めている中で取り組んでいきました結

果、移住者数の把握を開始しました平成18年10

月以降でございますけれども、ことしの７月ま

でに156世帯の移住が実現をしております。今後

も市町村等と十分に連携を図りながら、受け入

れ体制のさらなる充実に努めるなどして、引き

続き、二地域居住及び移住の促進を図ってまい

りたいと考えております。

○黒木正一議員 国土交通省が設置しておりま

す「木の家づくりから林業再生を考える委員

会」というのがあるんだそうですが、養老孟司

さんが委員長だそうでありますけれども、地域

振興と木造住宅の普及を促すねらいから、新し

いライフスタイルとして二地域居住を検討成果

として挙げております。人口減少から住宅着工

戸数の減少が予想される中、この促進は住宅建

設にもつながるものと考えられますし、どうぞ

積極的に進めていただきたいものだというふう

に思います。

次に、森林認証取得費用の助成についてお伺

いをいたします。近年、自然環境と持続可能な

木材生産を両立させるシステムとして森林認証

制度が導入されております。しかし、認証森林

の認定は多額の審査費用などがかかるため、県

内の認証森林は限られており、需要者側ニーズ

に対応できていないのが現実です。加工・流通

にかかわる企業はある程度の供給体制が整って

おり、森林所有者が森林の認証を受ける場合の

費用について助成措置を講じていただくことは

できないか、お伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 森林認証材に

つきましては、そのニーズが高まってきている
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ところでございますが、一方ではまださまざま

な課題があるところでございますので、引き続

き、無利子の融資制度であります林業・木材産

業改善資金の活用などによりまして、認証取得

に支援してまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 これまで主として森林・林業

再生プランについて質問をいたしました。この

森林・林業再生プランに対しましては、プラン

を実現するには当初から相当の予算が必要と思

われますが、財政が厳しい中で本当に可能なの

かどうか。また、集約化を目指しておりますけ

れども、短時間でできるのかどうか。10年後50

％以上の自給率を目指すとありますけれども、

そのためには本当に競争原理だけでいいのか、

価格保障や輸入制限でもしなければ無理ではな

いか。集約化に従わない山林、こういうところ

が災害に遭うおそれがあるのではないか。ま

た、搬出間伐という条件は厳し過ぎるのではな

いか。大規模な木材産業に対する安価な供給体

制づくりになるのではないか。高密度の作業道

による災害の心配はないのか。また、多様な林

業経営が排除されるのではないか。いろいろな

不安な声も聞きます。この方針転換の行方に期

待と不安が交錯しているのが林業関係者の実情

ではないかと思います。

きのうの河野議員の代表質問にありました

が、日本の森林が、水資源確保、国際的な二酸

化炭素の排出権取引を先読みした投資先となっ

ているとのことであります。今週の火曜日、Ｎ

ＨＫの「クローズアップ現代」で、海外資本の

山林買収の番組をやっておりましたが、今の疲

弊した山村にあっては、いつ海外資本に買収さ

れても不思議ではない状況にあります。日本の

資源を守る対策を打たなければ、海外資本の買

収がこのまま進めば、この再生プランの実行も

困難になると思います。

宮崎県は県土の76％が森林で、そのうち７割

が民有林で、人工林率も高く、豊富な森林資源

を持つ林業県であり、他県と比べてはるかに生

産から流通、加工へと整備を進めており、杉生

産日本一を続けております。残念なことに木材

価格が安くて山元への利益還元までには至って

おりません。そういうことで、宮崎県というの

は非常に林業に対しては頑張っているというふ

うにもっと認められていいのではないかと思い

ますけれども、木材の価格が安いというのは本

当に悲しいことでございます。

先日の代表質問の折、米良議員が申しました

とおり、中山間地域の大きな雇用先であった建

設業を取り巻く環境が悪化し、消防団組織や学

校の存続などが危うくなるような状況の中、昨

年来の緊急経済対策、雇用対策によって建設業

から林業にシフトする人がふえております。し

かし、本当に林業が継続的に雇用力を持つかは

不透明であり、その対応が望まれております。

今回の森林・林業再生プランが、行き詰まって

いる林業をさまざまな人が議論して将来への展

望が開けることを期待したいというふうに思い

ます。環境森林部長には集中して質問をいたし

ましたが、今後とも、さすが宮崎県というよう

な林業行政に頑張っていただくようにお願いい

たしまして、次の質問に移りたいと思います。

中山間地域新産業・雇用創出緊急対策事業に

ついてお伺いをいたします。

この事業は、企業立地の容易でない条件不利

地域である中山間地域において、地域資源を生

かして新しい産業を起こし、雇用の場を設けよ

うとしたものであり、８億3,000万円の事業費を

注いで、大きな期待を持ってスタートした事業

であります。これまで第１次、第２次と募集を
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行っておりますが、何人の雇用を創出し、どの

ような事業を採択したのかを商工観光労働部長

にお願いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 第１次及

び第２次募集の採択状況でございますけど、本

年３月に第１次募集、４月に第２次募集を行い

まして、計37件の事業を採択し、147名の雇用を

創出したところでございます。採択しました事

業内容でありますが、例えば農畜産物の直販所

運営、あるいは観光ツアーの企画運営、特産品

の販路拡大、地域の農林水産物を活用した新商

品の開発など、それぞれの地域資源を生かした

取り組みがなされているところでございます。

○黒木正一議員 この事業は、８月19日に発表

された口蹄疫からの再生・復興方針でも、口蹄

疫対策に活用することが示されており、第３次

募集が行われていると伺っておりますが、どれ

ほどの額を活用するのか、またどのような業種

が採択されているのか、現状を商工観光労働部

長にお伺いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 事業費は

２億8,000万を活用して、今まだ募集中でござい

ます。既に採択した事業でございますけど、東

児湯地域５町における地場産品の販路拡大や軽

トラ市の再開・充実等を図る事業が１つ、それ

から、県内のＪＲ駅の敷地を活用して物販・イ

ベント等を行う事業が１つでございまして、今

のところ２つ採択をしております。口蹄疫によ

る離職者等も含め、49名の雇用を創出している

ところでございます。

○黒木正一議員 雇用条件の非常に悪い中山間

地において、本事業による雇用は大きな期待が

されております。しかし、この事業は１年間の

事業であり、雇用を継続するのは容易なことで

はないというふうに思います。１年で成果が上

がるものもあるけれども、何年かかけてようや

く軌道に乗る事業のほうが多いのではないかと

思います。本事業においては多くの雇用が生ま

れてはおりますけれども、失職させないために

は事業継続に向けて何らかのサポートが必要で

はないかと考えますが、どのように支援をして

いくのか、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 先ほど申

し上げましたとおり、本事業によりまして196名

の雇用が生み出されております。中山間地域に

おける雇用の確保は大変重要であると認識して

おります。県といたしましても、今回採択した

事業が今後も継続して展開されることを期待し

ているわけでございます。このため、事業者に

対しまして、実地調査やヒアリング等を通じま

して、事業の円滑な推進について助言等を行う

とともに、市町村や関係機関とも連携しなが

ら、今後、事業が地域に定着して継続されるよ

う取り組んでまいりたいと考えております。ま

た、本事業は、国からの財源措置された緊急雇

用創出事業臨時特例基金を主に活用しておりま

す。現在、基金増額を口蹄疫対策とあわせて国

に要望しているところでございますので、引き

続き、本基金を活用した雇用対策を行ってまい

りたいと考えております。

○黒木正一議員 事業体の努力は当然でありま

すけれども、１年たったら失業していたという

ことがないように、ぜひフォローをお願いした

いというふうに思います。口蹄疫の影響は多方

面に及んでおりまして、発生地域のみならず広

範囲で失業が起こっているというふうに聞きま

す。昨日、口蹄疫の影響による離職者数、高鍋

のハローワークについてはお聞きいたしました

が、県内のハローワーク別の離職者数、どう
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なっておるのか、商工観光労働部長にお伺いい

たします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県内のハ

ローワークの把握によりますと、口蹄疫の影響

による離職者数は、８月31日現在、292名となっ

ております。ハローワークの管内別に見ます

と、高鍋が165人と最も多くなっており、次いで

都城が51人、宮崎が32人、日向が22人、小林

が20人、延岡が２人となっております。

○黒木正一議員 口蹄疫発生地域において、口

蹄疫の影響を理由とした生活保護の申請状況は

どうなっているのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 今回の口蹄疫

の発生に伴いまして、これまでに口蹄疫の影響

と考えられる13件の申請があり、うち12件が保

護開始となっております。主な事例としまして

は、畜産農家の従業員からの仕事がなくなった

ことによる収入減を理由とした申請や、飲食店

等の経営者や従業員からの客足の減少による収

入減を理由とした申請などがあります。今後と

も相談・申請が見込まれますことから、引き続

き適切な対応に努めてまいります。

○黒木正一議員 これからが大変ではないかと

思いますので、よろしくお願いをいたします。

本県の雇用環境は非常に悪くなっておりまし

て、特に新規学卒者の就職内定状況はかつてな

い厳しさにあったことから、県では、総合的な

雇用対策の中で、新規学卒者の雇用の場の確保

に向けて取り組んできました。100名程度を想定

していた民間企画提案型の雇用創出・人材育成

事業は、４月に入っても２次募集を行ったと聞

いていますが、どういう業種に何人雇用できた

のか、状況をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 現在、34

事業を民間企業等に委託して実施しておりまし

て、これまで観光や環境・エネルギー、情報通

信等の分野におきまして112人が雇用され、その

うち新規学校卒業者は47名となっております。

○黒木正一議員 来年３月新規高卒者の就職状

況はことし以上に厳しくなるとのいろんな報道

がされています。県ではこれまで、進路対策専

門員を増員するなど雇用対策を強化してきまし

たが、来春の新規高卒者の就職支援をどのよう

にしていくのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 本年度における高校

生の就職支援といたしましては、６月に、商工

観光労働部と宮崎労働局と共同いたしまして、

県経営者協会などの主要経済４団体に対しまし

て、求人確保・拡大のための要請を行いまし

た。また、７月の末日から、私を初め県教育委

員会幹部職員が、高校生の採用実績のある県内

企業の53社について求人要請訪問を行ってまい

りましたが、訪問先の中には、ことしの募集は

見送る、採用は継続するものの採用数は減らす

などの御発言もあり、厳しい状況を肌で感じて

いるところであります。このような状況を踏ま

えまして、県教育委員会といたしましては、よ

り一層の就職支援に向けて、関係部局、関係機

関と連携を深めますとともに、県教育委員会職

員が直接企業に求人要請に出向くなど、今後と

も粘り強く支援に努めていくことにいたしてお

ります。各学校に対しましても、ただいまお話

のありました29名の進路対策専門員と教職員と

の連携を密にしながら、すべての職員が一丸と

なって就職支援に全力を尽くすように指導して

まいります。

○黒木正一議員 いろいろと取り組みをされて

いるということでありますが、高校生の中には

非常に不安を抱えている人も多いのではないか
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というふうに思います。人生の門出がお祝いが

できるようにどうか御努力いただきますように

よろしくお願いをいたします。

続きまして、水防災事業についてお聞きした

いと思います。

これは私の地元の事業でありますので、どう

かなと思いましたけれども、今は近隣町村が、

これはとにかくしっかり早くやらなければなら

ないということで共同して要望しておりますの

で、質問させていただきます。

諸塚村の中心部のことでありますけれども、

この地域は、諸塚村のみならず、美郷町西郷区

並びに椎葉村の住民を含んだ商圏であります。

国道を通行する県内外一般の車両も利用すると

ころであります。したがいまして、ここの商店

街の機能が一時的に移転によって失われるのは

やむを得ないことでありますけれども、その期

間はできる限り短縮することが望まれます。ま

た、この事業は国道327号の路盤のかさ上げ工事

を含んでおりまして、工事期間中は片側通行せ

ざるを得ない。大型車両には通行可能な迂回路

もないために、通行規制の期間もできる限り短

縮する必要があります。また、事業には５年間

が予定されており、予定どおり終了するのか住

民は大きな不安を抱えております。事業の進捗

状況と見通しについて、県土整備部長にお伺い

いたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 平成17年の大

規模な洪水被害を受けまして、県では、平成20

年度から、浸水被害軽減のために諸塚村の中心

部と恵後の崎地区において、輪中堤や宅地かさ

上げなどを行う水防災事業に取り組んでおりま

す。これまでに測量設計を終え、地権者の方々

と用地交渉を進めてきたところであり、平成21

年度末の進捗率は事業費ベースで約28％となっ

ておりまして、本年度は、建物の補償や塚原橋

のかけかえ工事に着手する予定としておりま

す。今後の見通しにつきましては、国の予算配

分が大変厳しい状況にありますが、地域の方々

の御理解と御協力をいただきながら、早期完成

を目指して事業を進めてまいりたいと考えてお

ります。

○黒木正一議員 知事は熟慮中であろうと思い

まして質問を今までしませんでした。最後に知

事に質問したいと思います。知事は現地に足を

運んでいただきまして、地元の住民を激励して

いただいております。５年前の台風で壊滅的な

被害を受けて、それ以来、大きな台風もなく今

に至っておりますけれども、すぐ上流には今話

題となっている深層崩壊の跡が残っており、い

つまた大きな災害に遭うのか不安を抱えており

ます。これからかさ上げ事業が始まるわけであ

りますけれども、商店街が長い間移転し、工事

が終わったらまたもとに戻るという極めて特殊

な工事になることから、事業が始まったら一日

も早く終わることが望まれます。知事は現地を

視察していただきましたが、そのときの感想と

知事の思いをお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 諸塚村の水防災事業

の実施に伴いまして、中心部の商店街が長期間

の移転や休業を余儀なくされることから、事業

への協力に対するお礼と激励のために、ことし

の１月に現地を視察させていただきました。現

地では、地元の皆様と意見交換を行わせていた

だきまして、当時の壊滅的な被災状況やその後

の復興状況について生の声を聞くことができま

した。水防災事業に対する強い期待を感じたと

ころであります。また、長期間の移転に対する

御心配や地域の復興に対する思いも十分に感じ

たところでありまして、口蹄疫復興ももちろん
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重要でありますが、こういう水防災事業も非常

に重要な課題であるということを認識させてい

ただきました。地域の皆様の御理解、御協力も

いただきながら、早期に本事業が完了できるよ

う努めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 どうか一日も早い完了に御努

力いただきますようによろしくお願いいたしま

して、私の質問を終わります。（拍手）

○中村幸一議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

次の本会議は、13日午前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４時22分散会
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