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◎ 一般質問

○中村幸一議長 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、昨日に引き続き一般質問であ

りますが、昨日の濵砂守議員の一般質問に関し

て知事より答弁の申し出がありましたので、こ

れを許します。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 昨日、濵砂

議員からございました冷凍加工施設についてで

あります。私、冷凍加工施設の整備につきまし

て、国庫補助事業または基金事業での対応を考

えていると説明いたしましたが、現在のとこ

ろ、強い農業づくり交付金等の国庫補助事業を

活用することとしておりまして、国に対して引

き続き強く要望していきたいと考えています。

〔降壇〕

○中村幸一議長 それでは、ただいまから一般

質問に入ります。

質問の通告がありますので、発言を許しま

す。まず、権藤梅義議員。

○権藤梅義議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。口蹄疫問題の質問に当たりまして、

今日までの生産農家並びに関係者の皆様方の御

労苦に心から敬意を表し、29万頭の家畜の冥福

を祈りまして、質問に入らせていただきます。

口蹄疫は、宮崎県を中心とした地域社会、さ

らに全国を巻き込んだ未曾有の事件として今後

語り継がれるものと思います。４月20日、１例

目の殺処分16頭の処置をした後、６日目には累

計で1,000頭を超え、被害は県政史上最大規模へ

と拡大することになりました。そして、９日目

に国内で初めて豚へ感染し、その後、爆発的に

広がり、ついに29万頭近くの牛・豚を殺さざる

を得ませんでした。その影響の全容について、

国内はもちろん、近隣諸国に及んでいるものと

思いますが、私などには知るよしもありませ

ん。県の試算するところ、本県の被害額は2,350

億円と言われ、県の単年度予算の４割にも相当

します。このような中、畜産農家を中心として

既に生産再開に向けて子牛の競り市が開かれ、

観察牛の導入等が始まりました。流通や観光産

業等も復興に向け、あらゆる分野で力強い胎動

を始めております。

そこで、今回の重大事故、事件の一区切りと

して、知事は、初動段階での苦労、中間ではワ

クチン接種や種雄牛問題、後半ではウイルスの

消滅や堆肥対策、そして復興対策等、息つく暇

なく活動してこられました。この間、経験した

教訓は簡単には表現できないかとも思います

が、今回の口蹄疫問題の総括と今後の課題をど

のように認識しておられるか、伺います。

次は、戸別所得補償について知事に伺いま

す。

同制度は、国が本年度、米をモデル的に初め

て導入した事業で、４月に受け付けを開始して

おりました。しかし、本県の口蹄疫発生によ

り、隣県３県（大分、鹿児島、熊本）を含めて

延長が認められました。その結果が集約されて

いれば御報告願います。

また、この制度に関連して、生産調整機能と

転作奨励の意味から評価する一方で、米の消費

量が減少傾向にあり、流通業者等が値下げを要

求し、生産農家の所得が減少し、生産意欲が減

退するのではないかと危惧する声も聞かれます

が、知事はこの制度をどのように見ているか、

伺います。

さらに、政府は４月の段階では、来年度以

降、畑作や酪農・畜産、水産等にも広げる意向

平成22年９月14日(火)



- 267 -

平成22年９月14日(火)

で検討していると聞いていました。しかし、今

日時点では、酪農・畜産については来年度の実

施を見送り、米と残りの２分野での実施となり

そうですが、この制度の拡大方向について本県

の立場からどのような所感を持っているか、伺

います。

次は、エコクリーンプラザみやざきの浸出水

調整池の背任罪訴訟であります。

現在、エコクリーンプラザみやざきでは、損

害賠償訴訟と背任罪訴訟の２つの訴訟を宮崎地

裁に提訴しておりましたが、背任罪について

は、この１月に現行の訴訟内容と証拠では不十

分との判定が下っておりました。そこで、宮崎

地検の処分を不服としたエコクリーンプラザみ

やざきは、宮崎検察審査会への審査申し立てに

ついて８月26日の公社理事会に諮ると聞いてお

りましたが、その議論の内容と今後の方針につ

いて環境森林部長に伺います。さらに、損害賠

償訴訟の現況についてもお尋ねします。

次に、福祉保健部長に伺います。厚生労働省

は７月26日、社会保障審議会介護保険部会で制

度の見直しに向けた検討事項を示しておりま

す。今回の方向としては、在宅介護サービスの

充実などを柱に据えるが、最大の懸案は、提供

するサービスとその費用を賄う財源のバランス

をどう維持していくかだと言われております。

また、財源論としての消費税の導入も間に合わ

ないとの見方もあります。介護保険にかかる総

費用は、2000年度の3.6兆円から2010年度は7.9

兆円と倍増しております。そして、介護が必要

な要介護認定者も２倍以上にふえており、団塊

の世代が75歳以上に達する2025年には高齢者人

口が3,500万人のピークを迎えると推計されてお

ります。2012年４月から始まる第５期介護制度

について、介護人材の育成、高齢者の居住確

保、在宅介護の充実、認知症高齢者への対応、

市町村の役割など、幅広いテーマが取り上げら

れているようであります。そこで、国の2012年

度第５次スタートに向けて、県として介護保険

制度の論議をどのように進めていこうとしてい

るのか、国との関係、市町村との連携も含めて

現状を伺います。

また、2009年度から、政府は介護スタッフの

処遇改善に力点を置いて、交付金制度も新設し

ました。各都道府県に処遇改善交付金の基金

を2009年10月から２年６カ月分として全国枠

で4,000億円計上しましたが、本県の消化状況や

課題等があればお示し願います。

次に、改正臓器移植法が７月17日に施行さ

れ、脳死移植による臓器提供の機会が拡大する

とともに、15歳未満の臓器提供が可能となり、

国内での臓器移植の充実が期待されることとな

りました。しかし一方では、救急医療体制の整

備やドナー家族の心のケアなど課題は多く、定

着には時間がかかりそうだと言われておりま

す。改正前の臓器移植法は1997年10月に施行さ

れましたが、脳死移植は86件にとどまり、海外

で移植を受ける例が相次ぎました。そこで、国

際移植学会が自国内での臓器提供者の増加を求

めるイスタンブール宣言をまとめたのを契機

に、法改正の機運が高まったと言われ、昨年７

月に12年ぶりの改正が行われ、本年施行となっ

ております。そこで、福祉保健部長に伺います

が、本法施行に向けてどのような課題があり、

その解消のための準備をしてきたのか、また今

後の順調な移行に向けて取り組むべき事項等に

ついて伺います。

次は、自殺対策について、引き続き福祉保健

部長にお尋ねします。

警察庁は５月13日に、昨年自殺した３万2,845
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人の年齢や動機などをまとめて発表しています

が、年代別に見ると、全体としては50代が多い

ものの、40代の増加が大きく、前年より291人ふ

えております。全体の動機では、うつ病が最も

多く、生活苦や失業による自殺者がふえている

と述べています。近年の全国の自殺者数は増加

傾向にあり、前年を596人上回り、1998年以

降、12年連続で３万人を超えています。そこで

まず、本県の実情を福祉保健部長はどのように

認識し、分析しているか、伺います。

また、これらに対する対応として、国は2009

年度から３カ年計画で100億円規模の地域自殺対

策緊急強化交付金を各都道府県に配分していま

す。本県にも１億5,000万円余が交付されていま

すが、本県の取り組みの力点と実態をお示し願

います。

次は、複数の議員と一部重複しております

が、学力テストの対応について伺います。

文部科学省は、今年４月に実施した2010年度

の全国学力・学習状況調査、通称全国学力テス

トの結果を７月30日に公表しています。従来の

全員参加から31％の学校を取り出した抽出方式

に変更されて初のテストでしたが、知識の活用

や記述力は過去３回とほぼ同様との見方もあり

ます。例年好成績の秋田、福井両県が小中とも

に上位を占めるなど、順位の固定化傾向も続い

ているようです。そこで、教育長にお尋ねしま

すが、今回の抽出方式の全国学力テストを終え

ての感想を伺います。

次に、文部科学省が今後のあり方を47都道府

県の教育委員会にアンケートしたところ、33の

教育委員会がもとの全員参加型がよいと回答

し、抽出方式に理解を示したのは13の教育委員

会で、本県は九州・沖縄では唯一１県だけ全員

調査を望んでいませんが、その理由と考え方を

お示し願います。

また、県教育委員会は、同じ日に全国学力テ

ストに合わせて独自に行った小中学生の学力・

意識調査の結果を県内３教育事務所ごとに公表

しておりますが、この結果の示すものと今後の

活用の仕方等について伺います。

次に、文部科学省の中学校における新しい学

習指導要領で武道を必修化することを決定して

おり、2009年度からその準備がなされているよ

うであります。特に、武道場がない学校では、

武道の授業時だけ畳を敷く学校も出てくると聞

きます。当面やむを得ないとしていますが、文

部科学省は、「畳の出し入れに時間がかかる

上、安全面も懸念される。専用の武道場を整備

していくのが望ましい」としているようです。

全国的には、専用の武道場がある学校は半数程

度と言われる中で、本県の昨年度からの取り組

み状況や今後の対応方針等を教育長にお尋ねし

ます。

以上で壇上からの質問を終え、後は質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

口蹄疫の総括と今後の課題についてでありま

す。前例のない規模に拡大した今回の口蹄疫が

他県に広がることなく終息できましたことを私

は大変誇りに思っておりますが、その裏には、

農家の皆様の苦悩や、防疫に携わった方々の必

死の努力、そして全国の皆様から寄せられたた

くさんの御支援があったことを決して忘れては

ならないと考えております。

また、今回、反省点もさまざまあると考えて

おりまして、例えば中国や韓国で口蹄疫が発生

した段階での防疫対策や、殺処分から埋却まで

の迅速な対応ができたのかどうか、あるいは現
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場での指揮命令系統や一般車両も含めた消毒体

制、情報提供体制等、一つ一つを検証し、国へ

の提案、要望も含め、今後に生かしていくこと

が必要であろうかと考えております。

これから、再生・復興の取り組みが本格化し

てまいりますが、再生・復興方針に掲げた３つ

の目標、早急な県内経済・県民生活の回復、全

国のモデルとなる畜産の再構築、そして産業構

造・産地構造の転換を実現することは、容易で

はありません。しかし、元気な畜産、元気な宮

崎を取り戻すことが全国から御支援をいただい

た皆様のお気持ちにこたえる道であると思いま

すので、国や市町村、企業や団体、さらに県民

の皆様と一体となり、県民総力戦で取り組んで

まいりたいと考えております。

次に、戸別所得補償モデル対策における本県

の申請状況についてであります。本県におきま

しては、申請受け付けがまだ終了しておりませ

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件となっております。なお、モ

デル対策のうち、転作作物等に対して助成を行

う水田利活用自給力向上事業におきましては、

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ヘクタールに拡大しております。

次に、米戸別所得補償モデル事業と米の価格

についてであります。本年産米につきまして

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、本県の早期米を初め、全国的に販

売価格が低下してきているものと考えておりま

す。米の価格が下落した場合につきましては、

米戸別所得補償モデル事業において、当年産の

販売価格に関係なく交付される定額部分の交付

金と、当年産の販売価格の動向に応じて交付さ

れる変動部分の交付金が支払われることになっ

ており、その結果、一定水準まで農家の所得は

補償されるものと考えております。なお、米の

価格については、事業の実施を踏まえ、不適切

な取引が行われないよう、国において卸売業者

等関係団体に対する文書での指導等が行われて

いるところであります。

次に、来年度以降の戸別所得補償制度の動き

への評価についてであります。国の来年度概算

要求において本格実施に向けた農業者戸別所得

補償制度の骨子が示され、米に加え、麦や大豆

等の畑作物が拡充されるとともに、漁業につき

ましても、不漁などの減収分を補う所得補償対

策が盛り込まれたところであります。一方、酪

農・畜産につきましては、本年度見直された畜

種別の経営安定対策等を継続することで、新制

度導入は見送られております。近年、燃油、飼

料等の価格高騰や生産物価格の低迷等により生

産現場は厳しい経営状況が続いておりますこと

から、私は、持続的な生産を可能とする所得補

償制度や各種経営安定対策の充実強化が急がれ

ると考えております。県におきましては、品目

ごとの制度設計に向けた国の動向を注視すると

ともに、本県の実情が十分反映され、メリット

が見出せる制度となるよう、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りま

す。以上です。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、介護保険制度についてであります。現

在、国において制度に関する課題や対応方策等

が議論されているところです。その中では、在

宅支援の充実を図るための方策や、給付と負担

のあり方などが検討されており、年内には見直

しの基本的な考え方が示される予定となってお

ります。県といたしましては、平成24年度から



- 270 -

平成22年９月14日(火)

の第５期介護保険事業支援計画の策定に当た

り、国の基本指針を初め、市町村が行うアンケ

ート結果やパブリックコメントなどを十分踏ま

えながら、課題となっている在宅サービス体制

を充実していくため、保険者である市町村と連

携を図り、取り組んでまいりたいと考えており

ます。

次に、介護職員処遇改善交付金についてであ

ります。交付金として２年６カ月分、41億2,400

万円を国から受け入れ、平成21年12月からの９

カ月間で10億3,600万円を対象事業所に交付して

おり、執行率は現在25％、最終的には85％程度

となるペースであります。これは、交付金の対

象が介護職員に限定されていることや、後年度

負担の問題などがあり、申請がなかなか伸びな

いことが原因だと考えられますので、今後と

も、説明会を開催するなど事業者の皆様に介護

職員の処遇改善の必要性を御理解いただくこと

により、執行率100％を目指してまいりたいと考

えております。

次に、改正臓器移植法の施行についてであり

ます。改正臓器移植法の７月全面施行に伴う課

題につきましては、まず法改正の内容について

県民に周知を図ることや、臓器提供意思表示の

推進、医療機関の体制整備等があります。県と

しましては、法施行前から、宮崎県腎臓バンク

を通じて各市町村へ国民健康保険証の裏面に意

思表示欄の設置を依頼し、昨年10月までに全市

町村で対応していただきました。また、法施行

前後には新聞等による啓発を行うとともに、関

係医療機関の連絡会議において法改正に伴う情

報提供を行ってきたところです。さらに、法改

正を契機として、臓器提供に対する善意の輪が

広がり、国内において移植が可能となるよう、

今後は医療機関における対応マニュアルの見直

しなど体制整備に努めるとともに、運転免許証

等における意思表示を推進するなど、県民への

一層の啓発に積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、自殺の実情についてであります。厚生

労働省の統計によれば、平成21年の本県におけ

る自殺者数は337人で、人口10万人当たりの自殺

者数を示す自殺死亡率は29.8となっておりま

す。全体としては、平成19年をピークに改善の

傾向にありますが、依然として１日にほぼ１人

が亡くなっているという深刻な状況にありま

す。また、警察の統計によりますと、自殺者の

７割ほどを男性が占めており、特に50歳代男性

が全体の約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

に多重債務などによる負債や事業不振などの経

済・生活問題となっており、これは全国と同じ

ような傾向にあります。

次に、基金を活用した事業についてでありま

す。自殺対策は県だけではなく、民間団体や市

町村などによる地域での取り組みが重要であり

ます。このため、基金を活用して保健所を中心

としたネットワークづくりのほか、医師や看護

師などの医療・福祉の専門職、民生委員などの

地域でのキーパーソンに対する研修など、民間

団体や市町村が自主的に行う事業に対する支援

に力を入れております。また、９月10日からの

自殺予防週間を中心に、自殺に関する知識を普

及するため、フォーラムやパネル展などを開催

しているところであります。さらに、今議会で

御審議をお願いしておりますが、自殺に関する

電話相談窓口を拡充するなど、施策の充実に取

り組んでいるところであります。県としまして

は、引き続き、基金を活用しながら市町村や関

係機関と協力し、対策を進めてまいります。以
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上であります。〔降壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。

エコクリーンプラザみやざき問題の法的解決

に向けた取り組みの状況についてであります。

８月26日に環境整備公社の臨時理事会が開催さ

れまして、公社が行った刑事告訴に対して、こ

とし１月に宮崎地方検察庁が平成17年当時の役

職員５名を不起訴処分としたことを不服とし

て、一般国民の良識を反映した判断を仰ぐため

に検察審査会に審査申し立てを行うことを理事

会の総意として決定したところでございます。

申し立てを行う理由としましては、公社は、役

職員らは、浸出水調整池の機能不全を知りなが

ら虚偽の検査調書を作成し、業者へ完成払い金

を支払うなど、公社に損害を与えたこと、将

来、ごみ処理システムが破綻し、結果、多大な

損害を公社に与えることを認識していたこと、

補強工事に多額の公費が注ぎ込まれ、県民の理

解を得るためには真相の解明と責任の所在の追

及が必要であることを挙げております。なお、

申し立ての内容や提出時期について、公社は弁

護士と協議するとしております。

次に、公社が４月28日に宮崎地方裁判所に提

訴した損害賠償請求訴訟につきましては、７月

９日に口頭弁論が行われ、被告側は請求の棄却

を主張し、争う姿勢を見せております。なお、

次回は今月24日に開かれる予定となっておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、全国学力・学習状況調査の結果につい

てであります。抽出調査で実施されました本年

度の全国学力・学習状況調査の本県の状況につ

きましては、平均正答率の合計で見ますと、小

学校では全国平均を若干下回っており、中学校

では全国平均を若干上回っております。全体的

な傾向としては、昨年度までと同様に、活用す

る力に課題があるととらえております。また、

各都道府県の状況につきましては、例えば小学

校国語の知識に関する問題について見てみます

と、全国の平均正答率83.3％のプラスマイナス

５ポイントの範囲内に46都道府県が位置してお

り、他の教科につきましても、同様にばらつき

が小さく、昨年度までの結果とほぼ変わらない

ものでありました。したがいまして、今回の抽

出調査の結果とこれまで３年間実施されてきま

した悉皆調査における結果とは、その傾向はほ

とんど変わらないととらえております。

次に、調査の方法についてであります。全国

学力・学習状況調査につきましては、国が国の

責任において全国的な学力や学習状況を把握す

ることを主たる目的に実施するのであれば、抽

出調査も一つの手法であると考えております。

一方、児童生徒一人一人の学力や学習状況を

しっかりと把握し、その改善を図ることを主た

る目的として実施するのであれば、悉皆調査が

望ましいと考えており、本県独自のみやざき小

中学校学力・意識調査は、このような理由で毎

年、悉皆調査で実施しているところでありま

す。

次に、県の調査結果とその活用についてであ

ります。本年度の県の学力・意識調査につきま

しては、３つの教育事務所ごとに結果を公表し

たところでありますが、例えば特定の教科で県

の平均正答率と開きがあったり、あるいは覚え

なければならない基礎的、基本的事項の定着が

十分でなかったりするなど、地域によってそれ

ぞれに課題があるととらえております。県教育

委員会といたしましては、現在、県内の３つの
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教育事務所におきまして、これらの地域ごとの

課題を解決するために、教員の指導力を高める

授業研究会を行い、各小中学校の授業改善に生

かす取り組みを推進するなど、実態に応じた重

点的な指導の充実に取り組んでおります。

また、算数・数学の単元ごとの評価問題をイ

ンターネットで配信するウエブ学習単元評価シ

ステムの運用を今年１月から開始し、現在、県

内すべての小中学校での活用を目標として順次

取り組みを進めているところであります。この

システムには、学校の結果と県や地域の結果を

瞬時に比較することができ、児童生徒の課題に

迅速に対応できるという特徴があり、学習内容

の確実な定着に効果的であると考えておりま

す。今後とも、県の学力・意識調査の結果をも

とに地域の実態に応じた対策を講じ、県内のす

べての児童生徒の学力向上に向けた取り組みを

着実に継続してまいりたいと考えております。

最後に、武道場についてであります。現行の

中学校学習指導要領におきましては、武道は選

択して実施することになっておりますが、平

成20年３月の時点で調査した結果によります

と、本県の公立中学校等の68％に当たる95の学

校で武道を実施しております。お尋ねの本県の

公立中学校における武道場につきましては、中

等教育学校を含め、これまでに139校中35校に設

置されており、今年度におきましては、国の補

助制度を活用して市町村立で３校、県立で１

校、計４校が建設中であります。なお、武道場

のない中学校におきましては、安全性の確保や

授業への影響を十分考慮の上、当面、体育館な

どの既存の施設を活用することにより対応でき

るようであります。県教育委員会といたしまし

ては、今後とも、施設・用具の整備について市

町村への助言を行うなど、各中学校が武道の必

修化に向けた準備を円滑に進められるよう、支

援に努めてまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○権藤梅義議員 御答弁いただいた中で、エコ

クリーンプラザみやざきの背任罪訴訟、これは

不服の申し立てを弁護士と協議して行う方針と

の答弁をいただきましたが、私は一抹の不安を

持っております。確かに疑惑や疑問があったこ

とは事実ですが、有罪を勝ち取るための新しい

事実や証拠がなく、検察側が示した却下理由

は、背任罪の構成要件としての金銭の授受など

の事実が確認されないとしています。不服の理

由として、一般国民の良識を反映した判断を仰

ぐためといい、この問題を風化させないためと

しておりますが、私は、和解がぎりぎりかとい

うような可能性しかないのであれば、貴重な税

金を投入して時間を浪費することには慎重な配

慮が必要ではないかと考えます。これ以上申し

上げませんが、慎重な判断を期待したいという

意見を申し上げておきたいと思います。

それでは、口蹄疫問題の質問に入らせていた

だきます。

鉄は熱いうちに打てと言われておりますの

で、口蹄疫問題に関して、歯にきぬ着せずに幾

つかの問題を提起しますので、知事を中心に御

答弁をお願いいたします。

まず、初動段階での問題と言われますウイル

スの蔓延であります。感染ルートの解明とあわ

せて相当の潜伏期間が浪費され、感染が広が

り、爆発的に拡大したようにも見えますが、こ

の点について発生県の最高責任者としての知事

の感想を伺います。

○知事（東国原英夫君） 感染が拡大した要因

につきましては、国の疫学調査に係る中間的整

理の中で、移動制限が開始された４月20日の時
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点で既に10農場以上にウイルスが侵入していた

こと、発生農場で感染動物の殺処分がおくれた

こと、農場の密集地帯で発生したことなどによ

るものとの報告がなされております。

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が、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、県の検証委員会において独自にヒ

アリングなどを行い、感染経路の究明に取り組

んでいるところであります。

○権藤梅義議員 次は、埋却地問題であります

が、私は当初から、何かうまくいっていない感

じがしておりましたが、市町との連携を含め

て、その決定まで相当に時間を要した感じがい

たします。ＪＡ宮崎中央会の会長は、「結果的

に埋却地はあったから処分できた。現実的に

あったのになかなか見つからなかったというの

は、やはり対応のおくれですよ」と厳しく反省

しておられます。最終的には、住民の方々の理

解と市町の御努力で何とかおさまりましたが、

今後に大きな教訓を与えた気がいたしますが、

知事はいかがお考えでしょうか、お尋ねしま

す。

○知事（東国原英夫君） 今回の口蹄疫の対応

におきましては、埋却地の確保や殺処分作業の

おくれが防疫作業を進める上で大きな支障と

なったところであり、埋却地の確保は今後の口

蹄疫対策の課題の一つであると認識しておりま

す。県といたしましては、関係市町ごとに県職

員を常駐させ、殺処分・埋却計画の策定支援や

進捗状況の管理を行うとともに、埋却地選定へ

の助言や住民説明会に参加するほか、農地保有

合理化事業を活用した埋却地の確保を推進する

など、関係市町と一体となって今回の防疫対応

に取り組んだところであります。今後、今回の

防疫対応等について検証することとしておりま

すが、まずは個々の農家における確保の状況の

把握に努めるほか、国や市町村等の関係機関と

も連携して、農家ごとの経営規模や地域の地理

的な条件などを勘案しながら、適切な手法を検

討してまいりたいと考えております。

○権藤梅義議員 次は、警察本部長に伺います

が、サイバー犯罪についてであります。今回

は、特に選挙と絡みまして、「後に発生農家と

なる都農町の水牛農家に韓国からの留学生を民

主党の衆議院議員があっせんした。それが原因

で口蹄疫発生と拡大が行われた」との作り話を

全国にインターネットで流し、混乱を図った事

件であります。

私は初期段階では関与していましたが、途中

から現地対応となり、質問を通告するまで延岡

署に被害届を出したとばかり思っていました。

代議士も秘書も２度ほど相談に行き、最終的に

は正式な届け出を出していなかったようであり

ますが、事務所の対応は混乱し、支持者からの

電話等の確認に追われました。サイバー事件の

特徴は、相手を陽動作戦に持ち込み、真実も含

め、だれが発信したかわからない、非常に卑劣

なやり方であります。今回の事件も、本人が過

去、ＪＩＣＡの仕事をしていたことにこじつ

け、水牛農家に政治的圧力をかけ、受け入れを

強行したとの筋書きであります。しかし、現実

は、2000年以降において韓国はＪＩＣＡ基準の

支援、つまり後進国の認定から外れています。

当事者が仕事をしたのは2004年ごろまでの３年

間であります。昔、「悪い奴ほどよく眠る」と

いう映画があったと記憶していますが、本当に

悪質な事件で、今度、私どもが被害届を出した

ときは、必ず犯人を確定する方法を研究してい
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ただきたいと強く願っております。そこで、警

察本部長に伺いますが、サイバー事件の対処の

仕方等捜査の基本姿勢を伺います。

○警察本部長（鶴見雅男君） サイバー犯罪に

対する基本姿勢ということでありますけれど

も、まずサイバー犯罪というのは、インター

ネット等の情報通信技術を悪用して行われ、非

常に匿名性が高く、犯罪の痕跡が残りにくいと

いうこともありまして、悪質巧妙化、そして多

様化の傾向にあるところであります。警察にお

きましては、サイバー犯罪対策室を設置してお

りまして、これを中心に専門的知識を有するプ

ロジェクト体制を構築して積極的な捜査を行っ

ているところであります。基本的には、被害関

係者からの被害届や告訴・告発、これだけでは

なく、サイバーパトロールを強化いたしまし

て、情報収集に努めているところであります。

その上で、捜査の端緒を入手すれば、被害関係

者の協力を得ながら、積極的かつ適正に捜査を

推進しているところでございます。

なお、本県におきますサイバー犯罪の検挙状

況でありますが、昨年中が詐欺、脅迫、青少年

育成条例違反、商標法違反等で25件18人、本年

は８月末現在で、児童ポルノ製造、脅迫等で13

件11人を検挙しているところであります。

○権藤梅義議員 少し話は変わりますが、2010

年警察白書によりますと、警察庁は今年２月か

ら、庁内に外国人犯罪関連情報を集約し分析す

る部署を設置しております。都道府県警にも専

門部署を設置し、捜査員を統合運用すること

で、県境や国境を越える犯罪に対処しようとし

て実績も上がっているようであります。サイバ

ー犯罪も同様の見地から、全国的な取り組みが

好ましいと考えるのですが、サイバー事件の対

応等はそのようになっていないのかどうか、本

部長にもう一度お聞きしたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 本県におきまし

ても、本年４月には、私を委員長といたします

サイバー犯罪対策部門とか組織犯罪対策部門を

中心としました組織横断的な宮崎県警察犯罪の

グローバル化対策室を設置いたしまして、そう

いった捜査を強化することといたしておりま

す。今後の取り組みといたしましては、全国的

にインターネット上の違法・有害情報がはんら

んしているとも言える状況でありますので、迅

速かつ効率的な取り締まりを推進するために、

全国警察との連携を強化していくこととしてお

ります。今後も、サイバー犯罪の未然防止と厳

正な取り締まりを行い、なお一層インターネッ

ト空間の安全・安心の確保に努めていく所存で

あります。

○権藤梅義議員 よろしくお願いします。

次に、口蹄疫がもたらした心身の健康被害に

ついて伺います。ＪＡの羽田会長は、「農家は

まだ精神的にダメージを受けた状態で、心の穴

をふさぎ切れていない。農家経営に加え、生活

や健康も支援する体制をつくり、支えていくこ

とが大事になる」と、再開の課題を掲げていま

す。そこで、畜産農家の健康について、県の現

状認識と今後どのような対応を考えているの

か、伺います。

また、応援部隊となった自衛隊や警察機動

隊、さらには県や市町の職員等が数多く動員さ

れました。なれない仕事で御苦労も多かったと

思いますが、特に自衛隊の撤収時は農家から感

謝の拍手が起きたと聞いております。県庁職員

の中には５回も10回も動員に応じた人もいると

聞きますが、県職員の健康についてどのように

考えているのか。以上２点について関係部長に

伺います。
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○福祉保健部長（高橋 博君） 畜産農家等の

皆さんに対する心身のケアにつきましては、４

月26日に各保健所等に相談窓口を設けるととも

に、６月２日からは医師等を川南町に派遣し、

住民の心身の健康相談を実施したところです。

さらに、６月７日からは、保健師等で構成する

こころと身体の健康支援チームを設置し、関係

市町と合同で口蹄疫発生農家等の皆さんに対し

て電話による聞き取り調査を行ったところであ

ります。これまでに1,123戸に対する調査が終了

し、医療機関での受診を勧めるなど何らかの対

応が必要であったものは236戸でありました。こ

のうち特に緊急を要する農家に対しては、医師

や保健師による個別訪問を行ったところであり

ます。また、この聞き取り調査の内容につきま

しては、関係市町に引き継ぎ、現在は地元の保

健師によります継続的なケアが行われておりま

す。県としましては、今後とも、住民への長期

的なケアを継続できるよう、積極的に支援して

まいりたいと考えております。

○総務部長（稲用博美君） 県職員の心身のケ

アです。まず、数字を申し上げますと、７月末

現在の状況ですが、やけどや皮膚炎など424件の

報告が出ております。この中で不眠等の精神的

症状が９件ございましたが、現在では回復して

おります。今後は、長期間にわたります大きな

仕事を終えた後にほっとしてうつ病になります

荷おろし症候群、あるいはこれまで蓄積されま

した疲労感が精神面に影響を及ぼすことを懸念

しております。このため、全職員に対しまし

て、メンタルヘルス相談窓口の積極的な活用等

を改めて周知いたしました。また、現在、長時

間勤務を行った職員が多い所属に保健師を派遣

いたしまして、職員の実態調査を行っておりま

して、必要に応じまして、医療機関への受診や

休養の適切な指導を行ってまいりたいと考えて

おります。

○権藤梅義議員 再び知事にお伺いしますが、

皆様に机上配付をさせていただいております３

枚つづりの資料に関してであります。まず、知

事に前提として伺っておきたいのは、ブログで

あれ、ツイッターであれ、知事発言としては、

形は違っても重みや責任は同じだと私は思うの

であります。知事もそのように理解してもらっ

ていると思いますが、改めて確認します。

○知事（東国原英夫君） 私は、県政の課題や

政治問題等について関心を持っていただけたら

との思いから、多くの政治家も利活用されてい

るように、ブログやツイッターを貴重な情報発

信、情報交換の手段として活用しております。

これは私の個人的な情報ツールでありますが、

ほかの多くの政治家たちもそうであろうと思い

ますが、公職の立場にあるということは十分認

識して責任を持って対応しておるところであり

ます。

○権藤梅義議員 次に、鳩山前総理が６月１日

に本県入りをして、知事と握手を交わしなが

ら、全力で頑張りましょうと、そういう場面が

あったわけですが、知事がそこで手渡した要請

文書というのはどんなものを準備していたの

か。また、本日配付資料として準備した口蹄疫

に対する万全の措置についての要請とはどのよ

うな点が違っているのか、伺います。

○知事（東国原英夫君） 鳩山前総理が６月１

日に来県された際には、口蹄疫発生地域におけ

る畜産の再開及び経営安定、県内の畜産業及び

関連産業全般の再建に向けた継続的な支援につ

いて、文書で要請させていただきました。ま

た、口蹄疫特措法の施行が間近に迫っていたこ

とから、ワクチン接種家畜の補償費用等に関す
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る国の全面的な支援についても口頭でお願いし

たところであります。

一方、配付されている要請書は、６月６日に

政府の現地対策本部を通じて提出したものであ

りますが、特に口蹄疫対策費用の全額を国費で

措置いただくことに重点を置いて要請させてい

ただいたものであります。

このときの状況を説明させていただきます

と、特措法第19条において殺処分されたワクチ

ン接種家畜の補償費用などについて、国がその

全部または一部を負担すると規定されており、

その具体的な内容を定める政令が菅総理の就任

日と同日の６月８日にも閣議決定されるのでは

ないか、その政令によって県に相当の負担が生

じることになるのではないかとの情報があった

ため、急遽、国の全額負担を求める要請書を提

出させていただいたものであります。

なお、結果として、政令の公布が６月18日に

ずれ込みましたので、菅総理が６月12日に来県

いただいた際に、この要請書の内容に、防疫対

策への国の柔軟かつ機動的な支援・協力と、感

染ルートの早期解明を追加し、改めて要請させ

ていただいたところであります。

○権藤梅義議員 私たちには前日の夜に、この

上のあてな書きと下の文書がファクスで送られ

てきました。何を勘違いしたのか、議運の場の

ことを武井議員のブログ、ツイッターでは民主

党系議員の発言と書き、知事の主張のほうが正

しいという意味の書き込みがあったと記憶して

おります。（発言する者あり）人に迷惑かけて

おってそういうことがあるか。今回の質問に使

おうと探すけれども、過日のデータということ

で確認できませんでした。私は、地元で口蹄疫

被害に対し一部でも負担すべきなどと発言した

わけではありませんし、また武井議員に批評を

頼んだわけでもありません。さらに、知事が書

いているように、80億から200億の負担がどうこ

うという話は余りにも過大化した話ではないか

と考えます。知事はどうしてこのブログを書く

ことになったのか、またこの時点で本当に80億

から200億の本県負担があると考えていたのか、

伺います。

○知事（東国原英夫君） まず、80億と200億で

すが、議員御指摘の私のブログは６月７日付の

ものでありますが、その時点では、口蹄疫対策

特別措置法施行令の改正がおくれており、特措

法に基づく対策費用に係る国・県の負担割合が

示されておりませんでした。仮に、この負担割

合が家畜伝染病予防法と同じスキームとなれ

ば、ワクチン接種家畜に対する補てん金の５分

の１相当額である約80億円や、早期出荷経費の

２分の１相当額である33億円の県負担が生じる

こととなり、既に補正予算に計上しておりまし

た87億円を加えますと、200億円もの負担となる

ことが危惧されたことから、本県の受けた深刻

な被害実態を踏まえ、国における適切な判断を

求める私の率直な意見として書かせていただい

たものです。また、同じような内容はその当時

の新聞等に書かれております。

そして、私のブログについてでありますが、

私はブログに６月７日付で「ある議員」として

書いております。特定はしておりません。そし

て、多くの新聞、雑誌等が用いる「関係者によ

ると」とか、「ある政治家によると」とかいう

証言あるいは報告等を載せておりますが、そう

いう手法のもとに載せました。ですから、事実

としては、ここは実名を出していますけれど

も、武井県議からそういう報告、いわゆる証言

があったことは事実なので、その事実を書いた

までです。
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当該ブログは口蹄疫に関する情報の一つとし

て書かせていただいたものでありまして、内容

については、発言の趣旨が正確でないとの御指

摘を受けたみたいなので、その点は訂正をさせ

ていただいた、それは議員も了解されたのでは

ないかと認識しております。

○権藤梅義議員 この前後に、私ども新みやざ

きのメンバーで当時の篠原新現地対策本部長の

激励に行ったときに、可能性はと聞いたとこ

ろ、「山田さんが持って帰られたから大丈夫で

しょう」と言われました。また、我が党関係者

の情報として、激甚災害で認定できないかとい

う議論も仄聞していましたが、この場合、過去

の例として、どうしても３％程度の地元負担が

生じています。それをゼロにすべしという話だ

から簡単ではない。いま一つは、共済金の問題

だと聞いていましたので、私は、過大というふ

うに思ったわけであります。

次に進みますが、一つは、この方法は、知事

のブログを読んだ人が必ず武井議員のブログを

見る。そして、ツイッターを見る。つまり一対

になって見ていると思います。参議院選挙の直

前でしたから、私は正直言って大変迷惑しまし

た。党や候補者に迷惑をかけたと、申しわけな

い気持ちでした。その点、知事は、自分のホー

ムページに読者が入ってくるんだからと、気軽

にやっているんじゃないか、私はそんなふうに

思っております。（「言論弾圧じゃないか」と

呼ぶ者あり）本当のことを書いてないじゃない

か。議論がかみ合っているならば、まだ許せる

として、十分な事実の確認もせず、論点をすり

かえて、80億だ、200億だと人を攻撃するような

主張をし、翌日は、一言のあいさつもなく、他

人事のような表現で澄まし顔じゃないですか。

それでも知事のすることですか、議員に対し

て。先日も、二元代表制の議論がありましたけ

れども、私はあなたの部下でも何でもないです

よ。失礼じゃないですか。何か答えてくださ

い。

○知事（東国原英夫君） 部下だと思ったこと

はありません。

○権藤梅義議員 再度、私に対しては、こうい

う踏み込んだことをするときは確認をしてくだ

さい、議論の内容を。

次は、種雄牛の問題であります。御案内のよ

うに、口蹄疫が発生した直後の４月21日に、種

雄牛がいた県家畜改良事業団が移動制限区域に

入りました。県は、エース級の６頭を選抜し、

特例として５月13～14日にかけて西都市へ移動

させました。この間、23日程度経過しておりま

す。それから１日と少々たった５月16日の未

明、県は、事業団内で感染が疑われる肥育牛が

見つかったことを公表しました。そして、東国

原知事は、事業団に残った49頭が実は殺処分さ

れていないことを後日発表し、特例として殺処

分回避を求める趣旨の発言を報道機関のカメラ

やマイクに向かって訴えています。しかし、知

事は５月27日夜には、国には殺処分回避を直接

要望していないと言い始め、翌28日午前に

は、49頭の一部から口蹄疫の症状が出たことを

発表し、49頭は殺処分されることになったわけ

であります。

その後の高鍋町の民間種雄牛の話に移りま

す。７月８日、知事は、高鍋町の経営者を訪

ね、打開策を話し合っています。そこで、お尋

ねしますが、知事は当初からワクチン接種に反

対だったのか。私の見るところ、高鍋町の種雄

牛の話が出るまではワクチン接種はやむを得な

いと思っておられたのではないでしょうか。爆

発的な口蹄疫の発生もありまして、そんなに反
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対ではなかったというふうに私は見ていたんで

すが、最初からワクチン接種に反対だったかど

うか、伺います。

○知事（東国原英夫君） 結論から言います。

最初から反対でした。ですから、記者会見のと

き、私は涙しました。

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。

○権藤梅義議員 次は、知事自身がワクチン接

種を勧告し、県所有ならばよいとする論理は、

私から見ればタイムラグもあり、二重基準の批

判もある中で、法の解釈に求められる整合性や

公平性の観点から問題があると思うのですが、

どのように説明されるのでしょうか。

○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、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を国

に要望したところであります。私といたしまし

ては、国に県有種雄牛の移動に係る特例措置を

認めていただけたのは、貴重な遺伝資源である

種雄牛の公益性に配慮したものであると理解し

ており、薦田氏の種雄牛につきましても、県の

所有ということになれば、同様の取り扱いをし

ていただけるのではないかと考えたところであ

ります。

○権藤梅義議員 時間が足りないので、先に進

みます。次は西都市の６頭の種雄牛のうちの１

頭、つまり殺処分された「忠富士」について、

県は陽性との発表を22日に公表しています

が、19日、20日の検査結果は陽性だったという

ふうに聞いています。その以前に感染の兆候が

あったのではないかとの意見も聞いておりま

す。この情報は山田現地対策本部長も共有して

いたんだろうと思います。また、高鍋の事業団

の49頭の種雄牛の処分が、実際には処置されて

おりませんでした。この過程で49頭の処分方針

と５月27日以前に陽性の情報があったと思いま

すが、それは何日で、その情報も山田現地対策

本部長と共有していたのか、伺います。

○知事（東国原英夫君） 西都市に移動させた

種雄牛につきましては、移動後、検査を実施し

ておりまして、５月20日の検査で１頭が陽性と

なりましたが、典型的な症状がなかったことか

ら、念のため21日に再度、検査を行った結果、

陽性となり、深夜に公表し、疑似患畜として22
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日に殺処分を行いました。この間、国に対して

はその都度、報告を行ったところであります。

また、引き続き事業団で飼育されていた種雄

牛49頭につきましては、５月26日と27日に１頭

で発熱がありましたが、発熱以外の症状は観察

されませんでした。しかし、翌28日には鼻腔の

水疱や流涎が認められたことから、31日に全頭

の殺処分を行ったところであります。

なお、この種雄牛49頭につきましては、５

月16日に同事業団で飼育されていた肥育牛で、

口蹄疫の発生が確認された時点で疑似患畜扱い

となったことから、特段の国への報告義務はあ

りませんが、臨床症状等や検査依頼等につきま

しては、その都度国と協議して、報告の漏れは

なかったと認識しております。

○権藤梅義議員 先に進みます。最近の新聞、

ごく最近なんですが、知事の出張講演の報道が

ありました。５月２日に石川県、５月８日に熊

本県に行かれていますが、休みの日でもあり、

形の上では問題ないとしても、地元では口蹄疫

対策の真っ最中のことであり、血眼になってい

た時期でありました。そして、取材記者の「爆

笑講演」との問いに、「笑いは少ないほうだっ

た」と答えた記事を読んでおります。改めて真

偽のほどをお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 最近というのは、８

月11日、宮日新聞ですね。ちなみに、情報とし

て、その前に５月のゴールデンウイーク明けに

朝日新聞が取り上げております。

口蹄疫発生後は、当該業務に取り組むため、

当たり前ですが、講演や取材、テレビ出演など

の政務活動のほとんどすべてをキャンセルさせ

ていただきました。キャンセルというのは、非

常に相手方に御迷惑をおかけすることで、例え

ばこの中の１本、映画でございますが、本県出

身の工藤綾乃さんが初主演の映画で、私が宮崎

のＰＲのために出る予定であったんですが、そ

れをキャンセル、いわゆるドタキャンさせてい

ただきました。これはスタジオをとってセット

を組んであり、それが全部パアになった。数百

万円ぐらいの損害を与えたと思っています。

キャンセルとはそういうことであります。

御質問の講演につきましては、宮崎にゆかり

のある方が多いと聞き、主催者側から中止によ

る影響が大きいということで、開催につきまし

て強い要請がありました。いろいろ思慮し、口

蹄疫の説明とか風評被害対策になると考えて、

２日と８日の２本だけをお受けさせていただき

ました。もちろん、対策本部との連絡は十分

とった上で承諾させていただきました。話の内

容としては、硬軟取りまぜていろいろとお話を

させていただいたところであります。

○権藤梅義議員 次に、参議院選挙の翌々日、

７月13日の新聞には、「鉄槌が下された」「知

事、政府与党を批判」との見出しが躍っていま

したが、どのような意味か、改めて御説明いた

だきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） この記事は、参議院

議員選挙の結果について取材を受けた際の私の

発言に関するものであります。私は今回の選挙

については、口蹄疫による非常事態の最中であ

るだけに、人や車の往来、集会での人の交流等

による感染拡大を避けるために、特例的に延期

はできないかと訴えておりました。私のこうし

た口蹄疫に対する強い思いがある中で、参議院

議員選挙において国民の皆さんが民主党政権に

対し、首相の交代や政治と金の問題、マニフェ

スト未達成に対する評価から、厳しい審判を下

したことを表現したものでありました。

なお、昨日の一般質問で田口議員から、「消
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費税関連の首相発言、政治と金の問題、米軍普

天間飛行場の移設問題、マニフェストの実行状

況等々に、国民の批判があらわれたものと思い

ます」「民主党に期待を込めて猛省を促したも

のと考えていいのではないかと思っています」

との発言がありました。同じ趣旨でございま

す。

民主党さんには、地方の声、地方の実情を踏

まえ、政治的リーダーシップを発揮していただ

き、さまざまな政策にスピード感を持ち、果敢

に取り組んでいただきたいと考えております。

○権藤梅義議員 時間の関係で、もっと議論し

たいんですが、進みます。さらに、民間種雄牛

問題での山田大臣と知事のやりとりはブログや

新聞等で見ていますが、ここではこれ以上触れ

ませんけれども、つい最近、西都市でのフォー

ラムの終わりの部分で、「いつかつぶしてやろ

うと思う」という趣旨の発言をしたと報じられ

ています。私は、正直言って、残念ながら執念

深い人だなと思いました。

宮崎公立大の有馬晋作教授は、「今までのよ

うな知事の発信力があれば、対立構図でも国か

ら予算を引き出すことは可能だ。しかし、発信

力はもろ刃の剣になり得る。冷静な議論を通じ

て国を説得する態度も大切だ」と指摘していま

す。また、知事の人づくりのスローガンは「す

べての大人はすべての子供の教師たれ」とのす

ばらしい言葉であります。中学や高校の生徒も

やがては成人してまいります。ぜひ、今後も御

精進いただくことを期待しますが、つぶす、つ

ぶさないという言葉は、知事の言葉としてはい

かがなものかと思いますが、どのように説明さ

れますか。

○知事（東国原英夫君） 私といたしまして

は、本県の畜産業、被害に遭われた畜産農家の

皆様、さまざまな影響を受けられた関係者の皆

様など多くの県民の方々のためと、必死で国と

の対応を行ってまいりました。この間、国と

は、口蹄疫の蔓延防止、早期終息という同じ目

標に向かって取り組んでおりましたが、国との

一連のやりとりの中で、国の方針に納得しがた

いことがあったのも事実であります。このとき

の国と地方の関係に対するじくじたる思いがよ

みがえり、この国の統治システム、中央集権、

地方自治法等を含め、この国のあり方を打破、

打倒しなければ我が国の将来はないということ

を発言したものであります。

なお、非常事態宣言の解除後には、農林水産

大臣と十分意見交換を行い、国と緊密な連携を

とりながら、今後の再生・復興対策を進めてい

るところであります。

○権藤梅義議員 これはもう私の感想にしたい

と思いますが、いろいろの教訓を残した本県有

史以来の大きな事件でありましたが、どなたか

が言っておられましたように、知事の評価は今

後の口蹄疫復興と一体だと、私もそう思いま

す。２期目のことは近日中に表明とのことであ

りますから、私がお願いしたいのは、少なくと

も復興の骨格は揺るぎないものにしていただく

ことを要望いたしまして、質問を終わりたいと

思います。ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 次は中野 明議員。

○中野廣明議員〔登壇〕（拍手） ちょうちょ

うはっしの議論というのはこういうことかなと

感じました。大変熱くなりましたけれども、知

事、一回深呼吸でもして答えてください。

まず、口蹄疫関連について質問いたします。

今回の口蹄疫は、だれしもが想像を絶する想

定外の結末で終息をいたしました。国家危機と

言われるような大惨事を二度と繰り返さないた

平成22年９月14日(火)
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めにも、しっかりした検証をすべきであると

思っております。検証分野は多岐にわたります

が、私は、なぜここまで拡大したのかというこ

とが必要ではないかと思っております。

９月11日の宮日によると、農水省第三者検証

委員会が開催されたようであります。そこで

も、早期通報、埋却地確保のあり方等について

協議、そして速やかに殺処分、埋却できていれ

ばワクチン接種には至らなかったと。こんなの

はだれでもわかっている話であります。なぜ速

やかに殺処分、埋却できなかったのかというこ

とを検証しなければ何にもならんと思うんで

す。先ほど権藤委員の話、かなり出てまいりま

した。それだけ、今回の口蹄疫は埋却地と金の

問題がやっぱりあったんです。そういうこと

で、私なりに質問に入る前に主な動きを整理し

てみました。

４月20日、国内で10年ぶりに16頭の口蹄疫の

発症が確認されました。５月18日、山田副大臣

を本部長とする現地対策チームが設置されまし

た。このとき、未処分頭数５万742頭でありま

す。そして、口蹄疫疫学調査チーム、第４回の

検討も概要が出ております。この内容も、考察

範囲の枠から出られない。感染ルートは解明で

きない。中身については我々常識の範囲であり

ます。そして、口蹄疫対策特別措置法、６月４

日に公布されました。初めて、口蹄疫関係、埋

却地についてこの特措法の中で出てきました。

埋却地の確保、埋却に従事する者の派遣、必要

な措置を講ずるものとするということでありま

す。そして、同じように同日、施行令も出まし

た。これはもろもろの補助金等を出すための法

律であります。そして、６月24日、口蹄疫防疫

措置マニュアルなるものが発表されました。こ

の中には、24時間以内殺処分、72時間以内埋却

ということであります。もうそれはわかってお

る。何でこれができんかったかというと、土地

がなかったということになるわけであります。

そしてまた、埋却地は当該農場または周辺、や

むを得ない事情のときは公有地を使用、そうい

うことであります。

菅総理が６月18日に見えまして、菅総理、知

事、関係市町村、ＪＡ会長の意見交換会の結果

を見てみました。菅総理の発言、「口蹄疫は国

家的危機と認識している。生活再建にも全力を

注ぐ。必要なものは全部やる。埋却地は地元で

調整してほしい。資金的なことは責任を持つ」

と。そして、その中に、知事発言として、「鳩

山総理も万全の対策を期すと言ってもらった。

赤松大臣も、費用は国が全部見る、地方に負担

はかけないと言ってもらった」と。そして、高

鍋町長の発言であります。「埋却地の確保で山

田副大臣は買えと叱咤してくれたが、次の日、

財務省からだめだと言われた。県からの指示

で20日までにやろうとしたが、国が邪魔してい

る。あのとき話がまとまっていれば、もう終

わっている。感覚が甘かった。家伝法が古過ぎ

る」と。まさしく高鍋町長の発言が意を得てい

るのかなと思います。そして、山田副大臣が特

措法関連の対策費は国が全額負担すると明言、

６月７日、これは宮日であります。

そして、山田大臣が６月24日に見えました。

これは大体終息する前ぐらい。このとき、「感

染が拡大したことは第一義的には県の責任だ。

埋却地の周辺住民の同意は必要ない。理解を求

めてくれ」と。土地の必要さを大臣は地元の町

長にかなり懇願されております。

そして、殺処分頭数が皆さん御存じの28

万8,649頭、牛につきましては県内全体の22％、

豚は大体24％を占める。発生農家が292戸、11市

平成22年９月14日(火)
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町村、ワクチン接種農場1,012戸、７万7,041頭

であります。私は、ワクチンの接種頭数、これ

がかなりの拡大部分を占めたんじゃないかと。

結果的には効果がなかったということでありま

すけれども、そのときはそれで必要だったんだ

ろうと思っております。埋却地は252カ所、トー

タルで142ヘクタール、東京ドーム30個分という

ことであります。機動隊員が２万3,000人、自衛

隊が１万8,700人、獣医師２万5,000人、終息宣

言８月27日であります。義援金総額32億円、県

の口蹄疫対策関連予算884億円、市町村口蹄疫対

策関連実施額約74億円であります。

そこで、知事に質問をいたします。まず、初

期対応のおくれは県の責任だったとの山田大臣

の発言に対して、県としてはどのように認識さ

れておるのか、知事にお伺いをいたします。

後、質問者席でやります。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 口蹄疫の初

期対応に対する認識についてであります。本県

では、４月20日の発生以来、家畜伝染病予防法

や防疫指針に基づき、国と一体となって防疫対

応を実施してきたところであり、御質問にあり

ました大臣の発言等につきましては、私はもと

より、これまで一緒に取り組んでいただいた関

係市町や関係団体等にとりましても、極めて残

念な発言であり、どうしてこういう発言に至っ

たのか、理解に苦しむものでありました。ちな

みに、このときから対立が始まりました。

一方、国においては５月17日に県庁に現地対

策本部を設置し、自衛隊を初め他県の獣医師を

派遣していただくとともに、省庁横断的な課題

の迅速な解決に向けて取り組んでいただき、感

謝しております。今後とも、国と十分な連携と

適切な役割分担のもと、本県の畜産はもとよ

り、地域経済の復興に向けて全力で取り組んで

まいりたいと考えております。〔降壇〕

○中野廣明議員 大変穏やかな答弁をいただき

ました。私も、初期の対応というのはどの部分

を言うのか、わかりません。例えば、４月20日

に発生して４月30日までの10日間の状況を見ま

すと、患畜4,369頭、殺処分2,607頭、未処分頭

数が1,762頭ということであります。この分のお

くれを言っておられるのかどうかということで

あります。私は、この中身を聞くのはほかの目

的でありますから、農政水産部長に聞きますけ

れども、埋却地についてはどのような方針で対

応されてきたのか、農政水産部長にお尋ねいた

します。

○農政水産部長（髙島俊一君） 県といたしま

しては、発生当初より、家畜伝染病予防法及び

防疫指針に基づきまして、発生農場近隣におけ

る農家みずからによる確保を原則として取り組

んできたところでございます。しかしながら、

感染拡大に伴い、このような原則によった方法

のみでは対応し切れなくなったことから、国の

指導助言を得ながら、農地保有合理化事業を活

用した埋却地の確保なども進めてまいりまし

た。

○中野廣明議員 まさしく、家伝法、古いもの

ですけれども、埋却地については全然触れてお

りません。防疫獣医師は権限で牛・豚を殺せま

すけれども、後はどうするかわからんというよ

うなものであります。そういう中で、家伝法、

指針に基づきますと、どうしても埋却がおくれ

るということだったろうと思います。

次、知事にお尋ねいたします。県庁内に２つ

の対策本部ができた。国と県ですね。私は、組

織としては本来の姿ではないんじゃないかなと

思うんでありますけれども、いろいろ私も聞き

ましたけれども、国の対策、現地対策本部の設

平成22年９月14日(火)
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置に対する知事の率直な感想をお聞かせくださ

い。

○知事（東国原英夫君） 国の現地対策本部に

つきましては、本県における感染拡大を踏ま

え、５月17日、発生から１カ月後に設置された

ものでありますが、これにより省庁横断的な課

題についても迅速な対応ができるなど、国、県

の円滑な連携が可能になったものと考えており

ます。であるなら、なぜ最初から現地対策本部

が４月20日の時点で来なかったのか、疑問であ

ります。

○中野廣明議員 私は、対策本部、知事がそう

いうふうに答えられるんだったら、いいのかな

と思いますけれども、同じ県の中で口蹄疫対策

するのに２人の司令官がおるというのはいかが

なものかなと。できたら国と県、知事と本部

長、一緒になった対策本部が効率的じゃないか

なと。国は国で対策本部を開催する。そのとき

県の職員は後ろのほうに事務方として座ってい

る。そんなことも聞いております。これは家伝

法の趣旨からいっても、国は県に対策本部を

持っても、ただ指示することはできるけれど

も、代執行するということはできないように

なっています。だけど、最後は国が金を持って

いますから、県は聞かざるを得ん。そういうと

ころから知事のストレス、バトルが始まったの

かなと、そういうふうに思っていたんです。こ

れなんかも、今後、しっかりした現地対策本部

を置くには、やっぱり県と国が一体となったよ

うな対策本部も置けるようにすべきだと思いま

す。

次に、部長に質問いたします。口蹄疫拡大の

最大の要因は埋却地の確保のおくれと、私はそ

う思っているんですが、埋却地の確保にはどの

ようなことで対応してきたのか、農政水産部長

にお尋ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回の防疫対

応におきましては、関係市町において円滑な殺

処分・埋却作業が行われるよう、県といたしま

しても最大限取り組んでまいりました。具体的

には、関係市町ごとに県職員を常駐させ、殺処

分・埋却計画の策定支援や進捗状況の管理を行

うとともに、埋却地選定への助言や住民説明会

に参加するなど、関係市町と一体となって取り

組んだところでございます。

○中野廣明議員 殺処分については埋却計画策

定とか、いろいろ今、答弁がありました。埋却

計画なんていうのはうまくできたんでしょう

か。部長はどういうふうな報告を聞いておられ

ますか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 県といたしま

しては、関係市町ごとに、先ほど申し上げまし

たように、県職員を常駐させることによりまし

て、各市町による計画策定作業を進めたところ

であります。しかしながら、実際の殺処分・埋

却作業におきましては、特に埋却地の確保の問

題や天候に大きく影響を受けたところでござい

ます。

○中野廣明議員 私がここで聞きたいのは、幾

ら埋却計画をつくろうにも、土地の確保ができ

なければ、こんな計画は幾ら県から行ってもう

まくできないでしょうということを言いたく

て、いかに埋却地の取得が大切かということを

言いたいわけであります。

次に、県は農地保有合理化事業で埋却地を確

保してきましたが、その内容と導入経緯、開始

時期、取得面積、取得額、返済方法等について

お尋ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） まず、農地保

有合理化事業の導入経緯につきましては、５月
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に入りまして、大規模農場での発生など、感染

が拡大する中、迅速な埋却地確保が最重要の課

題となったところでございます。このため県と

しては、国からの事業活用に係る助言指導を踏

まえ、５月25日に埋却地確保対策に関する方針

を関係市町にお示しし、取り組んだものでござ

います。

事業内容につきましては、買い入れる農地が

農振農用地であること、買い入れ価格は近傍農

地の価格から見て適当であることなど、事業要

件に沿ったものを買い取り、一定期間保有した

後、担い手に売り渡すものであり、公社が全国

農地保有合理化協会から10年間の無利子資金を

借り入れ、売却費をその償還に充てるものでご

ざいます。面積等につきましては、現時点で

約42ヘクタール、買い入れ額で約２億5,000万円

の見込みとなっております。

○中野廣明議員 私は、農地保有合理化事業を

入れた、これは苦肉の策だったと思っているん

です。大臣は金を出したい、だけど法律がな

い、金が出せないというのがそのときの現状

だったと思うんですけれども、部長にお尋ねし

ます。５月25日以前の埋却地補償はどのような

ことだったんでしょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 発生当初から

家畜伝染病予防法に基づきまして、農家所有地

への埋却を原則としていたところでありまし

て、補償はございませんでした。しかしなが

ら、埋却地の確保を促進するため、国から、１

例目にさかのぼって、環境対策を実施する場合

における対策に要する経費及び当該埋却地の賃

借料相当額を支援するという方針が示されたと

ころでございます。

○中野廣明議員 そのときの法律が、埋却地を

買い上げる金はどこが出していいかわからん

と、そんな法律だったわけですね。そういうこ

とで、この事業を入れて、やっと埋却地が入っ

たわけですけれども。それからちょっと話変わ

りますけれども、個人の埋却地、190カ所あるん

ですけれども、91.7ヘクタール、これはわかり

ますか、補償額。

○農政水産部長（髙島俊一君） 埋却地に係る

支援額におきましては、個人の所有地でござい

ますので、10アール当たり２万2,000円が上限と

なっており、今後、必要額の取りまとめを行う

ことといたしております。

○中野廣明議員 埋却地補償は、とにかくやっ

と５月25日、発症から40日ぐらいたっていま

す。やっと埋却地を買い取る金の方向が出てき

た。だけど、私は、こんな農地保有合理化事業

なんか国もよく入れたものだなと思うんです。

本来は全然目的が違う。それはそれでいいんで

すけれども、例えば２億5,000万円、今回買って

います。この売却地を農地として再度売って、

その代金でこの代金を払わんといかんわけです

ね。これが10年先―10年先おる人はわずかで

すけれども、こっちはだれも……。10年先に土

地が売れなかった場合はどうなるんですか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 公社が買い入

れました農地につきましては、今お話にありま

したように、最終的には担い手に売却し、買い

入れ資金の償還に充てていく必要がございま

す。このため国に対し、今後必要となる保守管

理や整備に係る支援策を実施するように要望し

ているほか、関係市町や農業団体等とも一体と

なった再生利用促進に努めてまいりたいと考え

ております。

○中野廣明議員 要は、10年先、畑が売れん

かったときは、どうなるかわからんということ

ですね。私、本当に不思議で、国家的危機とい

平成22年９月14日(火)



- 285 -

うときに、農地保有合理化事業、単価はそのと

きそのときで決めると。単価については妥当か

どうか農業委員会を開いて決めるとか、そうい

う事業を入れているわけです。最後はかなり出

てきましたけれども、ないよりかましかなと。

こういう事業が、６万8,000頭埋却処分がたまっ

た時点でやっと出てきたということなんです。

私、知事にお聞きしますけれども、県は法定

受託事務として家伝法にのっとって事務をやれ

ば、何も国から言われるいわれはないわけで

す。しかし、家伝法、指針も埋却地の取得につ

いては何も書いていない。国も義務になってい

ない。しかし、それがないために、これだけ殺

処分がおくれた、埋却地がおくれたということ

になれば、超法規的に、例えば国が中心になっ

て県と話し合って、埋却地については後どうに

かなるとかいうような話で、知事、事前に国と

の話し合いはなかったものですか。

○知事（東国原英夫君） 全く相手にされませ

んでした。県といたしましては、埋却作業がお

くれ、感染が拡大する中、発生農場近隣におけ

る農家みずからの確保を原則としつつ、国に対

しては国有地の提供や国の事業の活用等の協議

を続けてきたところであり、その結果、国有地

の提供や農地保有合理化事業により埋却地が確

保されたところであります。

○中野廣明議員 実は10年前、起こったとき、

私もどこかそこら辺に座っていたんです。渡辺

教育長はどこかそこ辺に高いところに……。そ

のときは、口蹄疫が出た、銭のことは心配する

な、100億用意するからと。初めての試みという

か、そういうことだったんですね。今回は埋却

地の取得、そして個人取得では埋却地はできな

いということの部分がしっかりした検証部分

じゃないかなと思います。

次に、県立農大校、全体で84ヘクタールあり

ます。うち圃場が44ヘクタール、利用状況と、

大規模に利用できなかった経緯を農政水産部長

にお尋ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 農業大学校の

共同埋却地としての利用につきましては、さま

ざまな角度から検討したところですが、その過

程の中で、既に埋却地を確保した農家との公平

性や地域の理解、家畜の移動による感染拡大の

防止などの課題がございました。また、学校と

しての最低限の教育機能を維持するためには、

利用可能な場所が限られたことに加え、候補地

の多くは地下水位が高く、利用できない状況で

もございました。これらの課題の解決に向けて

調整を行う中、農地保有合理化事業を活用した

埋却地の確保も進み、最終的には、地下水の湧

出が見られなかった約２ヘクタールの敷地を防

疫活動で使用した防護服や手袋等の物品の埋却

地として利用を図ったところでございます。

○中野廣明議員 私は、これまでの口蹄疫の過

程をずっと見ていて、実は５月17日に自民党県

議団として埋却地として農大校の使用を申し入

れております。結果的にはそんなに使えなかっ

たということであります。ただ、私は、その期

間中、思った。独自で埋めた埋却者と、そこで

公的に埋めると公平性を欠く―国家的危機だ

と言われている中でそんな公平性というのは、

結果的には先に埋めた人も補償するということ

で片がついたわけですね。私は、こんな時期に

公平性という議論をされるのがナンセンスな話

かなと思ったわけです。（「前例がある」と呼

ぶ者あり）そう書いてあったんです。地域の理

解とか農大校の実習地とかあります。地下水等

であれば何も言えませんけれども、結果的には

本当に地下水だけで埋められなかったのか。地
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域の理解、実習地の田んぼをつぶすということ

と、結果的な口蹄疫の被害、どうだったかな

と。また、地元の首長とか課長とのかなりのや

りとりがあったとか、これは私も直接聞いた話

じゃありませんけれども、結果的には、ここが

使えなかったということは大変残念だなと思っ

ております。

次、特措法が６月４日に公布されました。そ

の５条に、国は、埋却の用に供する土地の確

保、埋却のために必要な作業に従事する者の派

遣その他の必要な措置を講ずるものとすると。

初めて特措法で国が埋却地に触れた部分なんで

す。宮日さんの新聞には、この部分について

は、埋却地については国が取得するというふう

に書いてある。私も、「講ずる」というのは国

が取得することかなとか、いろいろ辞書を引き

ますけれども、何か漠然というか、あいまいに

しておるわけですけれども、農政水産部長、こ

こら辺は県としてはどういうふうな説明とか解

釈─国が埋却地を講ずるというのは、どうい

う判断をしておるんですか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 口蹄疫対策特

別措置法第５条第３項におきましては、国は円

滑な埋却を実施するために、必要な措置を講ず

るものとすると規定されており、これにより、

国に対しては一定の必要な措置をとるという原

則、方針が課されたものである、そのように考

えられます。こうしたことから、国におきまし

ては、６カ所の国有地を埋却地として提供して

いただいたところでございます。

○中野廣明議員 何か聞いて余計に解釈がわか

らんようになりました。とにかく一番問題に

なっているのは土地取得ですから、土地取得と

いうのは町村長でやるのが一番いいと思いま

す。町長も町内を知っていますし、国は、県

は、金を出して、最終的には町で何とか頑張っ

てくれというのが私は一番いいような気がする

んですけれども、今もって土地の部分について

は法律があいまいもこなような気がいたしま

す。ぜひ、こういうところも含めて、知事会、

次のところで頑張っていただきたいと思いま

す。

特措法附則第６条を見ますと、平成24年３月

までの間に、埋却地については法整備の検討を

行い、法の抜本的な見直しを含め、所要の措置

を講ずるというふうにされております。埋却に

ついては、24年３月まで国としては今の状況で

すよということだと思います。しかし、何人も

言われたように、今、東南アジアとかいろんな

ところで口蹄疫が発症しております。土地確保

というのは、今、国も環境対策費として１反１

万5,000～１万6,000円出していますから、そう

いうのを含めて、しっかり宮崎でも土地確保、

予定ぐらいはやるべきだと思うんですけれど

も、知事、土地確保についてはしっかり市町村

とマニフェストとか協定書とか、口蹄疫が発生

したときに一時、借地をするとか、何かそうい

う準備、これぐらい市町村長と一体となってや

られていいんじゃないかと思いますけれども、

知事の見解をお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 発生した場合、直ち

に防疫措置が図られるよう、事前に準備を行っ

ておくことは極めて重要であると認識しており

ますが、農家ごとの農場規模や地理的な条件が

それぞれ異なることから、解決すべき課題が多

いものと考えております。具体的には、公有地

を活用した埋却地の確保について検討を進める

ほか、防疫資材の確保や輸送のための運搬車の

確保など、またそれに加えて焼却をする、レン

ダリングをする等々も含めて検討を進める中
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で、防疫マニュアルに生かしてまいりたいと考

えております。

○中野廣明議員 丁寧過ぎるぐらい丁寧な返答

いただきましたが、そんな難しい話じゃないと

思うんです。国富町、綾町を見ますと、大体農

家で４～５頭ぐらいですね。この人たちは大体

自分でできると思うんです。要は、養豚になり

ますと山間部、広場がない、山合いのところな

んです。こういうところが出たらどうするのか

なと、私はこの間もずっとそんなことを思って

おりました。市町村は大体予定していますよ、

県から言われる前でも。ぜひ早急に、そういう

ことを含めて頑張っていただきたいと思ってお

ります。

特に、これは要望ですけれども、今、国は埋

却地は自己責任でやれと、そんなふうになるの

かなという感じが強いんですけれども、しか

し、それをやられたら、今言ったように、山間

部でやっている人たちは土地なんかありませ

ん。それから、水田でやっている方もいらっ

しゃるんです。周りはみんな水ですから、穴を

掘ってどこに埋めるか。そういうことを含めて

しっかり埋却については議論をしていただきた

いと思います。

次は、飛ばしまして、総務部長にお尋ねいた

します。口蹄疫対策費として今回の補正で884

億4,745万1,000円を計上されております。家伝

法、特措法、施行令等では国の負担分は細かく

案分率で明記されております。なかなか素人が

見てもわかりません。特に、一般財源は特別交

付税措置となっております。私は、特別交付税

というのは余り好きじゃない。これでいきます

と、満額査定されてもそれが交付されるという

ようなことじゃなくなります。100％の交付は難

しいと思うんですけれども、部長、884億円、現

時点ではどれぐらい国からもらえるような予定

か、お尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 口蹄疫対策予算総

額、約884億円ですが、このうち国庫補助金等の

約717億円につきましては、特定財源として確実

に歳入が見込まれておりまして、残りの約167億

円が県負担の一般財源となります。この額から

企業局から借り入れをいたします20億円を除き

ました約147億円が純粋な一般財源であります

が、このうち殺処分された疑似患畜への手当金

の５分の１相当額であります約70億円のみが、

現時点で特別交付税措置が約束されているとこ

ろでありまして、残りの約77億円については、

どの程度特別交付税が措置されるのか、今のと

ころ明確にされておりません。口蹄疫対策に要

しました約147億円に、例年、特別交付税措置さ

れております30億円を加えました180億円が特別

交付税の要望額というふうになるわけですが、

これは、例年ベースで推計しました全都道府

県、約1,200億円、特別交付税の総額になるわけ

ですが、その15％に相当いたします。阪神・淡

路大震災で兵庫県に措置された分が約10％の水

準であったということを考えると、大幅に超え

る割合となりますので、その全額措置について

は一般的には大変厳しいというふうに考えてお

ります。

しかしながら、口蹄疫により本県がこうむり

ました甚大な被害の実態、国におけるこれまで

の関係大臣の御発言、それから口蹄疫対策特別

措置法制定の経緯、こういうものを踏まえまし

た場合に、特別交付税等によって確実に措置し

ていただくように、さらに強く要望してまいり

たいと思います。

○中野廣明議員 もう一つ、総務部長にお尋ね

いたします。よく聞くんですけれども、疑似患
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畜とワクチン接種分の補償関係が違うとか、い

ろいろあります。補償関係、特別交付税に入っ

ていると思うんですけれども、疑似患畜とワク

チン接種分の査定、交付、これは全く同じでい

いと考えていいんですか。

○総務部長（稲用博美君） 疑似患畜につきま

しては、家畜伝染病予防法に基づきまして、５

分の４が国庫補助になっています。残りの５分

の１を県が負担することにしておりまして、５

分の１の相当額、これが約70億円になります

が、この全額が特別交付税で措置されるという

ことであります。

一方、ワクチン接種分につきましては、口蹄

疫対策特別措置法に基づきまして、その全額を

県が対象の畜産農家に支払い、そして国はその

費用の全部または一部を負担するという取り扱

いになっておりまして、県負担額約238億円に対

しまして、国の負担額が約231億円、県の実質的

な負担額は７億円余になるものと見込んでおり

ます。実質的な県負担額の約７億円余につきま

しての特別交付税の措置については、現時点で

はまだ明らかになっておりません。

○中野廣明議員 ワクチン接種というのは、国

の指導でやったんです。やっぱり疑似患畜と同

じぐらい出すべきだと思うんです。

いよいよ特別交付税に後かかっているわけで

あります。特別交付税は総務省管轄、私は副知

事の出番じゃないかと思うんですけれども、議

会が済んだら東京に飛んでもらって、何とかこ

の交付税を満額とは言いませんけれども、頑

張っていただきたい。副知事の自信のほどをお

聞かせください。

○副知事（河野俊嗣君） 特別交付税につきま

しては、今、総務部長が答弁しましたように、

これまで、関係大臣、力強く支援のほどを表明

していただいているところであります。特措法

の経緯、また本県がこうむった被害の実態等を

踏まえて、力強く県の要望というものを国に訴

えてまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 ぜひ、頑張ってください。

あと４分あります。私のライフワークであり

ます市街化調整区域の話でありますけれども、

土地の有効利用についてでありますが、県議に

なって以来、何回質問したかわかりません。何

人、部長がかわったかもわかりません。飽きも

せずによく質問しておるなと自分で感心してお

りますけれども、条例等で縛れば住宅等の立地

が可能な制度があるということを聞くわけです

けれども、県土整備部長、答弁をお願いいたし

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 市街化調整区

域の土地の有効利用としましては、地区計画制

度と新たに条例を定める制度があります。

地区計画制度は、一定の区域を市町村が都市

計画決定することによりまして、区域内の道路

などの整備とあわせて住宅等の建築を可能とす

るものであります。要件としましては、区域面

積が0.5ヘクタール以上であることや、土地所有

者の同意が３分の２以上であることなどがあり

ます。なお、区域面積につきましては、地元自

治体が条例で定めることによりまして、0.1ヘク

タールまで低減が可能であります。

一方の新たに条例で定める制度は、集落の活

性化を目的に、区域指定の要件や建物の用途な

ど一定の要件を設定することで住宅の建築を可

能とするものであります。要件としましては、

おおむね50戸以上の建物が連檐する集落で、道

路などの公共施設が充実していることなどがあ

ります。

○中野廣明議員 本当に私も８年間頑張ってよ
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かったなと思うんです。地区計画はわかってい

たんですけれども、町村で条例で縛れば10アー

ルまでできる、これはかなり助かります。知

事、部長や課長がかわれば、こんなに変わるも

のかと感心しています。ありがとうございまし

た。

それで、部長、再度確認しますけれども、今

言った１ヘクタールとか集落を条例で縛れば市

街化区域と同様に考えていいかということ、そ

して今後、手順をどのように進めるか、進めて

もらえるかということをお尋ねいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 区域指定の要

件や建物の用途などを条例で定め、その条例の

要件を満たす建物であれば、市街化調整区域に

おいても住宅の建築が可能になります。また、

条例の制定に当たりましては、地元自治体の意

向が重要となりますことから、県といたしまし

ては、地元と十分連携を図りながら、積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 どうもありがとうございまし

た。おかげで国富もすぐ10軒ばかり家が建つか

なと、宮崎の杉も売れるかなと思います。活性

化になるなと思っております。ぜひ、部長、前

向きでどんどんやってください。お願いいたし

ます。

あと２～３分残りましたけれども、事項がな

くなりましたので、これで終わりますけれど

も、とにかく口蹄疫、想定外の結果になったわ

けであります。後、しっかり検証して、私は、

まず埋却地の確保、これが第一だと思います。

感染ルートの解明は、これがわかればノーベル

賞かなと思います。感染ルートは、目に見えな

い、顕微鏡でも見えないようなものを、聞き込

みしかできないわけですから、牛も今おらん

し。しかし、それでも頑張ってもらわんといか

んわけですけれども、まずは土地対策、これを

ぜひお願いしまして、質問を終わります。（拍

手）

○中村幸一議長 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48分休憩

午後１時０分開議

○蓬原正三副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） それでは質

問をさせていただきます。

４月20日に発生しました口蹄疫は、未曾有の

大災害となり、県内の畜産農家を初め、すべて

の産業に多大な被害を及ぼしました。まずは、

直接被害を受けた畜産農家及び少なからず影響

を受けましたその他の多くの関係者の皆様に心

よりお見舞いを申し上げます。さらに、昼夜を

問わず、防疫に対応されましたすべての皆様に

対し、衷心より感謝とお礼を申し上げます。

それでは、通告に従いまして、順次質問をい

たします。

まず、オーシャンドームの利活用問題につい

てであります。知事にお尋ねをいたします。

今回、フェニックスリゾート社から提案を受

けました県等が設置したオーシャンドーム等利

活用調査チームの報告書については、私もつぶ

さに読ませていただいたところであります。こ

の調査報告書では、利活用の可能性がある施設

展開についてしっかりとした調査検討がなされ

ていたようでありますが、結果的には多額の改

修費や管理運営費がかかり、毎年２億から３億

円を超える赤字が予想されるとのことで、県も

平成22年９月14日(火)



- 290 -

宮崎市も引き受けないという判断がなされたと

ころであります。しかしながら、シーガイア

は、総合保養地域整備法いわゆるリゾート法の

第１号の指定を受けた宮崎の観光再生の切り札

として整備されたものであり、途中、会社更生

法適用という事態に陥ったものの、あの施設が

あることによって、台湾等から外国人誘客や大

規模なコンベンション等の誘致、さらにはスポ

ーツキャンプ等の誘致などが可能になったわけ

でありまして、その効果たるや、本県の観光振

興や地域振興に大きく貢献したと私は思ってお

ります。したがいまして、オーシャンドームに

ついても、何か利用できないかという思いがあ

るわけであります。

そのような中で、県は今後、フェニックスリ

ゾート社の判断のもと、民間での利活用を期待

したいとしております。私としても、民間主体

での施設整備が基本であるとは思いますが、一

方で、フェニックスリゾート社単独での施設運

営は大変厳しいのではないかと考えており、今

後の展開としては、他の民間事業者の参画を図

りながらの利活用か、あるいは施設の解体しか

ないように思えてなりません。オーシャンドー

ムは、柱のない巨大な空間を有する室内ウオー

ターパークとしてギネスブックにも掲載され、

世界的にも知名度が高く、「宮崎といえばオー

シャンドーム」とも言われるほどの存在であ

り、建設に約420億円もの巨費を投じた施設であ

ることから、私としては、これを利活用せず解

体するのは、大変もったいないことだと、この

ように思っております。特に今後、九州新幹線

が全線開通することや、中国人観光客の増加が

予想されることなどを考えると、オーシャンド

ームの再生は、本県の観光振興にとって大きな

ポイントになると考えております。そこで、今

後フェニックスリゾート社が他の民間事業者の

参画なども図りながら、施設を利活用するよう

な動きが出てきた場合には、県として応援する

考えはないのか、知事にお伺いいたします。

後は、質問席からの質問とさせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

オーシャンドームについてであります。オー

シャンドームは、その規模や機能を考えます

と、県全体の観光振興等に大きく貢献するポテ

ンシャルを有することから、宮崎市やフェニッ

クスリゾート社とともに調査チームを設置し、

その利活用策について調査検討を行ったところ

でありますが、予想を超えた多額の改修費がか

かり、運営的にも厳しい状況が見込まれること

から、県としては引き受けないとの結論を出し

たところであります。しかしながら、調査報告

書にもあるように、施設展開としては、多目的

屋内施設の整備やウオーターパークとしての再

生等が考えられ、それが実現すれば、大規模な

イベントやコンベンション等の誘致、スポーツ

ランドみやざきのさらなる推進、さらには、今

後大幅な増加が予想される中国人観光客の誘致

のための強力な観光資源になり得ると考えてお

ります。

したがいまして、県といたしましては、施設

所有者であるフェニックスリゾート社の判断の

もと、民間事業者による参画なども含め、民主

体で、民の活力と知恵により、自立的な再生等

が図られることを強く期待しているところであ

り、今後、実際にそのような動きが出てきた場

合に要請があれば、地元宮崎市とも一緒になっ

て、行政として可能な範囲で協力してまいりた

いと考えているところであります。以上です。
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〔降壇〕

○徳重忠夫議員 前向きな検討をするというこ

とで大変うれしく思います。

続いて、商工観光労働部長に私の考えを述べ

させていただきたいと思います。今回、利活用

調査チームは、多目的屋内施設、水族館、ウオ

ーターパークの３つの利活用策について調査検

討を行ってまいりましたが、私としては、オー

シャンドームを観光客が食事や買い物ができる

場所として整備してはどうかと考えておりま

す。知事が就任されて、これまで注目されるこ

とのなかった県庁が、約３年間で120万人もの観

光客が訪れる観光スポットになり、観光コース

の一つとして定着しているところであります。

隣接する物産館も売り上げが以前より６倍以上

に伸びたと聞いております。また、県内の観光

客は毎年1,200万人を超す状況が続いておりま

す。これを踏まえますと、どのぐらい誘客でき

るか、工夫次第ではないかと私は考えておりま

す。オーシャンドームにつきましても、食事や

買い物を楽しめるようにして、観光客が必ず訪

れる場所とすれば、採算がとれるのではないか

と、私はそう思っているわけであります。そし

てまた、さらに、少なくともあそこをオープン

することになりますと、200人以上の雇用がまた

生まれるのじゃないかと、そういう期待もいた

しているところであります。県としては、民間

主体での再生に期待したいと言われております

が、完全に民間に任せるのではなくて、私とし

ては、こうした提案は、県や市など全体を把握

している行政側が提案していく必要があると、

このように考えております。そこで、先ほど申

し上げましたような提案を、県からフェニック

スリゾート社へ持っていってお話をされたらど

うかと思いますが、商工観光労働部長のお考え

をお聞かせいただきたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） オーシャ

ンドームの利活用策につきましては、さまざま

な考えがあるものと思っておりまして、実際、

今回の調査チームで行った利活用策の募集にお

きましても、多くのアイデアが寄せられまし

た。その中で、私が強く感じましたことは、本

県には全国に誇れる際立った観光施設がない中

で、オーシャンドームに対する県民の皆様の関

心あるいは期待といったものが非常に大きいも

のがあったというふうに思っております。今回

の調査に当たっては、私も含め、調査チームの

各委員とも何とか利活用できないかという思い

で議論を重ねてきたところでございますが、オ

ーシャンドームをレストランやショッピング施

設として利活用するという議員からの御提案で

ございますけれども、これにつきましては、多

目的屋内施設の調査の中で、利活用の前提とな

る屋根の改修あるいは床面のフラット化、冷房

施設の新設等について調べました。それだけで

も約62億円の改修費が必要となることがわかり

ました。したがいまして、県としましては、今

後、民主体でオーシャンドームの再生等が図ら

れることを期待しているわけでございますが、

議員からの御提案については、フェニックス社

にちゃんと伝えたいと思います。

○徳重忠夫議員 このまま終わるわけにいきま

せん。しっかりとこれが再開できるような方向

で努力していただきたいと思います。私は、非

常にシーガイアについては思いがあります。私

の思いを少し述べさせていただきたいと思いま

す。

シーガイアの創設者佐藤棟良氏は、自分の築

いた財産をすべてなげうって、宮崎観光再生へ

の大きな期待と夢を実現すべく、シーガイアを
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総資産額約2,000億円でつくり上げられました。

うち、オーシャンドームは、420億円のシンボル

施設として全国へ売り出されたのであります。

まさに東洋一のリゾート総合保養地となりまし

た。このことは、宮崎県に最高の資産、財産を

残された方だと思います。さらに、事業所とし

ては、県内では旭化成に次ぐ大きな事業体と

なっております。当時は、シーガイアグループ

全体で3,000人を超す雇用があったと思っており

ます。また、毎年350億円の売り上げがあったの

であります。宮崎県も25億7,500万円の拠出をさ

れたわけでありますが、2,000億円以上の投

資、3,000名以上の雇用の創出、毎年約350億円

の売り上げがあったことは、まさに宮崎県観光

再生の救世主と言うべきではないでしょうか。

岩切章太郎氏が、「宮崎の大地に絵を描く」と

の理念のもと、宮崎観光の基礎を築かれまし

た。宮崎の観光を育て上げてくださった大恩人

でもあり、宮崎観光の父であり、太陽のような

人だったと思います。一方、佐藤棟良氏も、21

世紀の宮崎の観光再生を実現させた母なるお月

様のような人だと、私はこう思っております。

オーシャンドームを再開することこそが佐藤棟

良氏への県民としての最高の恩返しになること

だと、私はこう考えております。岩切章太郎氏

は宮崎市役所横に立派な銅像が立っていること

は御案内のとおりであります。シーガイアの一

角に佐藤棟良氏の銅像を建立し、同氏の業績を

顕彰すべきではないかと思っている一人であり

ます。オーシャンドームの再開を心から願って

おりますので、どうぞよろしくお願いをしてお

きたいと思います。

それでは、続いて総務部長に自動車税につい

てお尋ねをいたします。昨年の９月定例県議会

代表質問において、「自動車の継続検査を受け

る際に義務づけられている自動車税の納税証明

書について、納税通知書に附属している納税証

明書欄を利用するには、納期限内に納付した場

合に限っている本県の取り扱いを、県民の利便

性を高めるとともに、県税の窓口業務を省力化

するためにも、鹿児島県と同様な取り扱いはで

きないのか」との質問を行いました。温かい優

しい県行政を進める観点から、納税者等の利便

性を高める工夫をぜひとも一考していただきた

いと要望したところであります。そこでお伺い

しますが、この納税証明書の取り扱いについ

て、全国的な状況はどのようになっているの

か。また、税金は納期限内に納付することが原

則でありますが、うっかり納期限を過ぎて納付

した場合などへの配慮はできないのか、納期限

をわずかでも過ぎて納付した場合には、納税通

知書の証明欄の利用ができなくなる不便さを少

しでも改善することはできないのか、あわせて

総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（稲用博美君） 自動車税の納税通

知書に附属しております納税証明書欄の他県で

の取り扱いにつきましては、６月までに納付し

た場合に有効としておりますのが京都府、岡山

県、沖縄県の３府県であります。同じく７月納

付まで有効としておりますのが群馬県と愛媛県

の２県、延滞金のかかる前日までに納付すれば

有効としておりますのが島根県、残りの40都道

府県につきましては、延滞金を含めて完納すれ

ば有効としているようであります。この取り扱

いにつきましては、本県では自動車税の納期内

納付の促進を図る観点から、納期限内に納付し

た場合に限り、証明書欄を使用できるというふ

うにしているところでありますが、御質問にあ

りましたように、わずかに納期限を過ぎて納付

された場合の取り扱い等につきまして、関係機
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関との調整などを行いました上で、来年度から

でも変更する方向で検討してみたいというふう

に思っております。

○徳重忠夫議員 総務部長から前向きな御答弁

をいただきましてありがとうございます。車の

車検は、原則として延滞金を含めて自動車税を

完納すれば有効だと、私はこのように思ってお

ります。答弁があったように、全国の40の都道

府県では、延滞金を含めた納税領収書で車検を

認めております。ほかの６県、これで46県にな

りますが、それなりに緩和措置がとられている

ことは、今御報告のあったとおりであります。

宮崎県だけが納期を１日過ぎても領収書は使え

ず、納税証明書を県税事務所に取りに行ってお

ります。少しでも時間や経費負担が軽くなるよ

うに、少なくとも全国40都道府県と同様な取り

扱いをされるよう、強く要望したいと思いま

す。自動車整備工の皆さん方は零細企業の方が

多い。家族で、あるいは３～４人でというケー

スが非常に多うございます。ぜひとも前向きに

御検討いただきますように強く要望を申し上げ

ておきます。

それでは、続いて児童虐待について福祉保健

部長にお尋ねいたします。

今年７月、厚生労働省の発表によりますと、

平成21年度の全国の児童相談所が対応した児童

虐待の件数は、前年より1,5 0 0件ふえて４

万4,210件となり、過去最多となったところであ

ります。また、その件数は、10年ほど前から急

増し、昨年度は児童虐待防止法が施行された平

成12年のおよそ2.5倍に増加しているとのことで

あります。現に、連日のように痛ましい児童虐

待事件が報道されており、ことし７月に２人の

子供が餓死した大阪市の事例、立入調査や臨

検、それから捜索のあり方に大きな課題が投げ

かけられました。このように、児童虐待が増加

した背景には、核家族化の進展による子育て環

境の変化や、リーマンショック以来の景気の低

迷など、さまざまな問題が原因していると考え

られるのでありますが、その原因や予防を議論

する前に、何よりもまず目の前の命を救うこと

が最優先されるべきだと考えております。まさ

に最前線で子供のとうとい命を守るため、県の

児童相談所は、昼夜を問わず対応されておりま

す。その責任の重さと負担の大きさを考える

と、職員の御苦労は察するに余りあるものがあ

ります。私も、児童保育にかかわる立場から、

疑わしい案件を児童相談所や市役所の担当課に

報告したという経験がございます。通告を受け

た案件が、その後どのように処理されていった

のかは、プライバシーの問題など一般にはなか

なか聞こえてこないのであります。そこで、本

県における児童虐待の現状とその対応について

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） 昨年度、本県

の児童相談所に寄せられた児童虐待の通告件数

は、365件と全国同様、過去最多となっており、

内訳としましては、育児放棄が約４割、身体的

虐待が約３割などとなっております。このよう

に、虐待通告がふえている要因としましては、

重大事件の増加等により、虐待への社会的な関

心が高まった結果によるものと考えておりま

す。通告後の対応につきましては、48時間以内

に子供の安否を確認するよう徹底しており、児

童に危害が及ぶような緊急性の高い場合は、職

権による一時保護や施設への入所措置等を行

い、育児不安によるものなど、虐待の程度が軽

微な場合には、保護者に適切な助言を行うな

ど、迅速かつ的確な支援を行っているところで

あります。県としましては、子供が安全かつ健
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やかに成長できるよう、児童相談所の体制強化

や研修による専門性向上に取り組むとともに、

児童虐待への対応には、地域におけるネットワ

ークが必要であることから、引き続き市町村要

保護児童対策地域協議会等への支援にも努めて

まいります。

○徳重忠夫議員 続いて、福祉保健部長にお尋

ねしたいと思います。ただいま児童虐待数が365

件と御答弁をいただきました。土曜、日曜を含

めて１日１件、宮崎県のどこかで児童虐待事件

が発生しているという結果であります。それら

に対しまして、児童相談所では、昼夜を問わ

ず48時間以内に子供の安否を確認されていると

いう今の御報告でもあります。大変な努力をさ

れているということであります。中には緊急を

要するものがある一方で、それほどではなく、

比較的軽微なものもあろうかと思います。虐待

の内容、その後の対応について、より具体的な

案件があれば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） 緊急性の高い

ものの対応につきましては、職権による一時保

護が10件、施設の入所措置が64件となっており

ます。その虐待内容といたしましては、子供が

母親に顔面を足蹴りされ骨折により入院となっ

たものや、髪をつかんで振り回され治療が必要

となったもの、保護者が日常的に家をあけ、食

事を与えないといった育児放棄がなされていた

もの等となっております。また、軽微なものの

対応につきましては、親に対する育児のアドバ

イス等を行ったものが204件、継続的にカウンセ

リング等を行ったものが91件となっておりま

す。その虐待内容といたしましては、育児の知

識が十分でないために激しくしかったり、適切

におむつをかえない、おふろに入れないなど、

必要な子供への世話がなされていなかったもの

などとなっております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。ぜ

ひ子供の安全についてしっかりと見守っていた

だきたいと、このように考えます。

それでは、農政水産部長にお伺いをしていき

たいと思います。

７月の梅雨前線豪雨における農業関係の被害

状況についてお尋ねをいたします。本議会の代

表質問において、我が会派の水間議員が、７月

の梅雨前線豪雨の被害状況と復旧対策について

各部長に質問を行いました。各部長からは早期

復旧に努めるとの回答があり、このことにつき

ましても、よろしくお願いをしたいと考えてお

ります。その中で、７月２日から４日にかけま

しての豪雨は、局地的に１時間に100ミリを超え

る記録的な雨でありました。その被害は平成に

なってからの中でも大きな被害に含まれるので

はないかと考えております。特に、都城市にお

いては、１名の方が行方不明になっております

ほか、家屋の全壊・半壊や床上・床下浸水が発

生するとともに、道路、河川などの公共土木施

設や林地などに大きな被害を受けております。

さらに、農地及び水路や農道などの農業用施設

も大きな被害を受けており、特に河川のはんら

んにより、田植えを終えたばかりの水田への土

砂流入については、甚大な被害が発生しており

ます。この場をおかりしまして、被災されまし

た方々に対しまして、心からのお見舞いを申し

上げる次第であります。そこで、今回の梅雨前

線豪雨の状況及びそれに伴う農業関係の被害状

況がどの程度であったのか、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） ７月の梅雨前

線豪雨につきましては、県の防災気象情報によ
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りますと、同月３日に都城市高野町で134ミリ、

えびの市末永で99ミリの最大時間雨量を記録す

るなど、局地的に非常に激しい豪雨に見舞われ

たところでございます。この７月の豪雨によ

り、北諸県、西諸県、南那珂地域において、水

田などへの土砂の流入とともに、用水路等の農

地・農業用施設の崩壊等が発生をしており、地

元市町からの報告によりますと、農作物につき

ましては、215ヘクタールで２億400万円、ま

た、農地・農業用施設につきましては、農地

が421カ所で15億9,500万円、農業用施設が398カ

所で12億9,400万円、合計819カ所で28億8,900万

円の被害となっております。

○徳重忠夫議員 大変な被害額になっているよ

うであります。また、今後は、国における災害

査定等が行われ、農地や農業用施設の復旧工事

が進められると思いますが、来年度の水稲の作

付に間に合うように、早期の復旧が必要である

とともに、河川のはんらんにより被災した農地

や農業用施設の復旧に当たっては、河川管理者

との連携が重要となると思います。そこで、農

地や農業用施設の復旧がいつごろ完成するのか

とあわせて、河川沿いの災害復旧に対する農政

部と県土整備部の連携について、農政水産部長

にお尋ねをしておきたいと思います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 農地・農業用

施設の復旧につきましては、営農への影響を最

小限とするため、来年度の作付までには極力完

成するよう、国や市町と連携を図りながら、早

期復旧に向けて取り組んでまいりたいと考えて

おります。また、河川沿いの災害復旧につきま

しては、県土整備部と連携し、災害発生直後の

被災状況や原因の調査・確認、災害復旧対策に

おけるお互いの復旧計画の協議・調整など情報

の共有と必要な調整を図りながら進めていると

ころであります。今後とも、迅速かつ効果的な

復旧に向け、さらなる連携に努めてまいりたい

と考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ来年の田植えができるよ

うな復旧をよろしくお願い申し上げたいと思い

ます。

続いて、県土整備部長にお尋ねいたします。

梅雨前線豪雨によるはんらんした、特に都城地

域でありますが、丸谷川と庄内川の被害状況及

び復旧対策についてお尋ねしたいと思います。

今回の大雨の特徴は、局地的に大変激しい雨が

降ったということであります。丸谷川や庄内川

の上流区間は、川幅が狭くて蛇行を繰り返して

いることから、降った雨を流し切れずにはんら

んしたと考えられております。川沿いに住む住

民にとっては、大雨による川のはんらんで家屋

が浸水するだけでなく、生活の糧である田畑も

大きな被害を受け、死活問題となっておりま

す。このため、地域住民の安全・安心を確保す

るためには、単なる原形復旧ではなく、この

際、改良的要素を含めた復旧が必要であると考

えます。そこで、まず、丸谷川における７月の

梅雨前線豪雨による被害状況と復旧対策につい

てお尋ねいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 丸谷川におき

ましては、護岸決壊が28カ所、約11億円の河川

災害や、家屋８戸の浸水被害が発生したところ

です。今後の普及対策につきましては、被災し

た箇所は既に災害査定が終了しておりまして、

現在、早期復旧に向けて工事発注等の準備を進

めているところであります。このうち、特に被

害の激しかった山田町の牧野橋から山の神橋ま

での約7.8キロメーターの区間におきまして、再

度災害の防止を図る観点から、河道の拡幅や川

の蛇行を是正するなどの河川改修を行うことと
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しております。

○徳重忠夫議員 今、部長が答弁されたよう

に、あの河川については蛇行が非常に激しい

と、前回も私は質問させていただきました。ぜ

ひ一つ改修を兼ねて、災害が少しでも防げるよ

うに努力をしていただきたいと思います。

次に、庄内川についてでございます。豪雨に

よる被害の状況と復旧対策について、こちらも

お尋ねをしてみたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 庄内川におき

ましても、護岸決壊が28カ所、約８億円の河川

災害や、家屋39戸の浸水被害が発生しておりま

して、現在、早期復旧に向けて工事発注等の準

備を進めているところであります。このうち、

浸水被害の激しかった美川町の下千足橋から中

村橋上流までの約1.7キロメーター区間におい

て、下流の流下能力を考慮して、河道の拡幅な

どの河川改修を行うこととしております。県と

しましては、関係機関と調整し、地元の方々の

御理解・御協力をいただきながら、早期復旧に

努めてまいりたいと存じます。

○徳重忠夫議員 今申し上げましたとおり、庄

内川、丸谷川、同じような状況にあることは御

案内のとおりでありますので、こちらも改良を

中心に、拡幅、河道の整備、そういったものを

積極的に進めていただきたいと、お願いをして

おきたいと思います。

次は、都城中央西通線について県土整備部長

にお尋ねをしてみたいと思います。

都城市内の中心部を通る中央西通線は、幹線

道路である国道10号と交差しております。都城

中心市街地における交通円滑化を図るために

は、重要な都市計画道路であります。特に、国

道10号を挟んだ反対側の東側エリアに位置する

中央東部土地区画整理事業が完了してからは、

市内の東西を結ぶ重要ルートとして交差点で交

通渋滞が起こっているわけであります。このた

め、現在、国道10号取りつけ部の70メートルの

区間において、県は、街路事業として交差点改

良に取り組まれておりますが、５年たった今、

目に見える結果は全然出てない状況にありま

す。そのような中、平成18年度から始まった事

業区間も今年度までと聞いております。平成22

年度も半年近く経過して、あと６カ月しかあり

ません。その事業進捗が気になるところであり

ます。そこでまず、都城市街地の中央西通線国

道10号取りつけ部で行っている街路事業の今年

度末までの完了見込みについて、県土整備部長

にお尋ねしておきたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 中央西通線

は、議員おっしゃったとおり、中心市街地への

アクセス強化及び安全な交通の確保を図ること

を目的に、平成18年４月に都市計画道路中央西

通線として計画決定しまして、同年10月に国

道10号取りつけ部の約70メーターについて事業

認可を受け、交差点の改良事業として整備に着

手したところであります。これまで関係地権者

と用地交渉を続けているところでありますが、

用地取得に至っておらず、事業進捗がおくれて

いる状況にあります。引き続き、事業の協力が

得られますよう、粘り強く交渉してまいりたい

と考えております。

○徳重忠夫議員 粘り強くとおっしゃいます

が、あと半年しかありません。そこで要望を申

し上げておきたいと思います。公共工事の認可

を受けた事業が、事業期限内に完成しないとい

うことは、県民からの県行政に対する信頼の失

墜につながると、私はこのように思っていま

す。この交差点取りつけ部70メーター区間の改

良工事を進めるためには、地元の協力なくして
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はできないことで、地権者の同意がかぎとなっ

ていますが、部長の答弁にありますように、粘

り強く交渉していくとのことでありますが、あ

と６カ月しかないのであります。期限が切れる

のであります。今後の対応については、事業の

延伸並びに法的手続も視野に取り組んでいただ

きますように、このことについては強く要望を

申し上げておきたいと思います。

それから、続けてお願いを申し上げますが、

中央西通線は、この交差点付近取りつけ部の70

メートル区間からさらに西側道路の230メートル

区間も改良工事が必要な未整備区間が残されて

いるのは御案内のとおりです。この未整備区間

の方々は、平成12年、10年前から要望活動を続

けておられ、22年度、今年度で交差点付近の改

良が終わるので、23年度から隣接する230メート

ルの区間の道路が整備されるものと期待してお

られたわけであります。しかし、交差点取りつ

け部に時間を要しているため、なかなかこの230

メートルの区間が事業化されず、その整備に着

手できない状況にあるのは、御案内のとおりで

す。そこで、県としては、国道10号取りつけ部

からさらに西側の未整備区間を早急に事業化す

る意思があるのかどうか、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） 県といたしま

しては、未整備区間を含む中央西通線の重要性

を十分に認識しているところであります。この

ため、西側の未整備区間につきましては、国

道10号取りつけ部のめどがつきました段階で、

その事業化について検討を始めたいと考えてお

ります。

○徳重忠夫議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

そこで知事に要望申し上げておきます。この

国道10号取りつけ部からさらに西側の未整備区

間は、中央西通線の交通混雑を早急に解消する

上でも、また地元住民の期待も踏まえますと、

早急に事業化することが非常に重要でありま

す。現地の状況については、知事が一番御存じ

かと、このように私は思っております。駐車場

も近辺にはいっぱいあります。そして、特に夜

間は歓楽街の入り口でもありまして、人や車が

錯綜していることも御案内のとおりです。この

ように、地元住民の安全と安心を確保するため

には、喫緊の課題でありますことから、未整備

区間を含む中央西通線の早期完成を特に知事に

強く要望しておきたいと思います。

続いて、都城志布志道路についてお伺いいた

します。

この都城志布志道路については、私が県議会

議員になって、ずっと代表質問、一般質問、常

任委員会で取り上げてきたところであります。

そこでまず、平塚インターから梅北インターの

間、平成23年度までに供用目標どおり開通でき

るのか、部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 都城志布志道

路は、都城インターチェンジと志布志港を直結

し、物流の効率化に寄与することはもとより、

広域救急医療の整備充実などを掲げた都城定住

自立圏構想を実現するための重要な幹線道路で

あります。このため、国や鹿児島県と連携して

整備を進めてきたところでありまして、平塚イ

ンターチェンジから五十町インターチェンジ間

約1.9キロでありますが、この区間につきまして

は、国において整備が進められておりまして、

平成23年度開通の目標と伺っております。ま

た、本県が施工しております五十町インター

チェンジから梅北インターチェンジ間約1.3キロ
※

メーターにつきましては、本年度末の開通を目

※ 298ページに訂正発言あり
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標として整備を進めているところであります。

○徳重忠夫議員 それでは、次に進みます。既

存の国道10号から志布志へのルートを考えます

ときに、県施工区間である梅北インターから県

境区間を早急に整備しなければ、経済効果が発

現できないという状況があります。そこで、県

境区間のうち梅北インターから諏訪山インター

間については、新聞報道によりますと、平成26

年度の完成を目標とされておりますが、目標ど

おり進むのかお伺いをいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 都城志布志道

路の梅北インターチェンジから諏訪山インター

チェンジ間、約2.5キロにつきましては、昨年度

から事業に着手し、現在、環境影響調査や測量

設計などを行っております。来年度以降は、用

地買収、それから埋蔵文化財調査などを行う予

定としております。今後の事業進捗につきまし

ては、国の予算配分が厳しい状況にあるなど、

多くの課題がありますが、都城志布志道路の重

要性は強く認識しておりますので、早期完成に

向け努力していきたいと考えております。

○徳重忠夫議員 続いて、県境区間、宮崎が５

キロと鹿児島が２キロについて、鹿児島県側と

あわせて取り組んでいかないと整備効果が半減

してしまいます。そこで、鹿児島県との連携を

どのように取り組んでいらっしゃるか、お尋ね

いたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 梅北インター

チェンジから鹿児島県の末吉インターチェンジ

までの県境区間約７キロメーターにつきまして

は、鹿児島県と連携して、調査区間指定の要望

活動を行うとともに、ルート協議や設計協議な

どを進めているところであります。今後とも、

国、鹿児島県、本県で構成する行政連絡調整会

議などを活用しながら、整備促進に向け、連携

して取り組んでまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 続いて、本県における国の直

轄事業が13キロメートルあります。予算陳情ほ

か、どのような要望活動をされてきたのか、部

長の答弁を求めます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 都城インター

チェンジから五十町インターチェンジに至る区

間、約13キロにつきましては、国土交通省の直

轄事業として整備が進められておりまして、こ

れまでも整備促進について国に強く要望してき

たところであります。本年７月には、知事が直

接国土交通大臣に要望を行ったほか、機会ある

ごとに国に対し、予算の確保と重点配分などを

要望しております。また、本県と鹿児島県の沿

線自治体で組織する建設促進協議会や、民間団

体で構成される早期完成促進民間協議会におい

ても、国に対する提言活動が行われておりま

す。今後とも、都城志布志道路の早期整備に向

けて、官民一体となって積極的に訴えてまいり

たいと存じます。

それから、先ほど答弁の中で、都城志布志の

１番目でしたが、五十町インターチェンジから

梅北インターチェンジまでの延長を1.3キロと言

い間違っておりました。正確には3.1キロでござ

います。訂正いたします。

○徳重忠夫議員 この志布志道路について、知

事に要望を申し上げておきたいと思います。先

週、私は鹿児島県に電話をし、平成22年度の都

城志布志道路の予算を聞いたところでありま

す。ことしは非常に厳しかったけれども、その

ような中でも事業費は13億円つけたと言ってお

られます。ところで、本県の直轄事業、21年度

予算額、19億あったわけであります。ところ

が、22年度には７億円になっております。12億

円も減らされております。このままでは鹿児島
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県との格差が開く一方であります。私自身、会

派の皆さんとともに、これまでも国に足を運

び、再三要望してきたところであります。知事

におかれましても、これから先頭に立って、頑

張っていただきたい。せめて鹿児島県並みの予

算を確保していただきたいということを強く要

望しておきたいと思います。

最後の質問とさせていただきます。雇用問題

についてであります。

現在、我が国の経済・雇用情勢は、長引く景

気の低迷や急激な円高傾向など、非常に厳しい

状況にありますが、本県の状況は、口蹄疫の影

響もあり、さらに厳しいものとなっていると思

います。そこで、全国や昨年との比較、地域別

の状況を含め、本県の有効求人倍率について、

商工観光労働部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 本県の有

効求人倍率につきましては、直近の７月で0.45

倍と前年同月の0.39倍を上回っていますが、全

国の0.53倍と比べますと下回っておりまして、

雇用情勢は依然として厳しい状況になっており

ます。また、ハローワークの管内別の状況につ

きましては、都城が0.54倍と最も高く、次いで

宮崎が0.41倍、日南、小林が0.40倍、延岡

が0.35倍、高鍋が0.30倍、日向が0.29倍となっ

ております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。ただ

いま答弁をいただきましたが、本県の雇用情勢

は全国と比べてかなり厳しくなっております。

このような状況に対し、どのような対策をとっ

ていくのかということでございますが、現在の

経済情勢の中では、雇用拡大の効果が大きいと

言われる企業誘致についても、新たな大規模な

誘致をするのは厳しい状況ではないかと思いま

す。もちろん、新たな企業の誘致活動を引き続

き進めていただくことは大切だとは思います

が、それと並行して、今既に県内の地域地域で

活動している企業に目を向けていただいて、個

別の求人要請を行うなどして、雇用の受け皿を

ふやす必要があるのではないかと考えておりま

す。そこで、企業誘致における雇用の増に向け

た取り組みについて、商工観光労働部長の御答

弁を求めます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 雇用の拡

大を図るためには、御指摘のとおり、県外から

の企業誘致はもちろんでございますけど、県内

の地場企業における雇用の確保を図っていくこ

とが重要であると考えております。このため、

県におきましては、宮崎、都城、延岡、日南の

４地区に雇用推進員を配置しまして、地場企業

等の訪問によりまして、雇用情報の収集等を行

うとともに、新規求人の申し込み等をお願いし

ているところでございます。また、企業立地に

おきましても、県内の地場企業も対象としまし

て、規模拡大に対する支援を行いますととも

に、立地後のフォローアップに努めるなど、雇

用の確保に取り組んでいるところでございま

す。今後とも、地場企業の個々のニーズを的確

に把握しまして、きめ細やかな支援に努め、雇

用の拡大を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 雇用の問題が一番大きな政治

課題ということで、菅総理も「雇用、雇用、雇

用」と言っていらっしゃいます。ぜひひとつ、

雇用が少しでもたくさん就職ができるような形

のきめ細かな運動を展開していただきたい、こ

のように考えます。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○蓬原正三副議長 次は、星原透議員。
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○星原 透議員〔登壇〕（拍手） それでは、

おつき合いをいただきたいと思います。

４月20日に口蹄疫が発生し終息するまで、県

民は長い間、目に見えないウイルスとの戦いに

右往左往しながら翻弄され続けてきました。一

方で、７月２日深夜から３日未明にかけて、地

元都城ではゲリラ豪雨によって、土砂崩れや河

川のはんらんにより家屋などが浸水したり、ま

た、行方不明者まで出してしまいました。改め

て人間の無力さを思い知らされた暑い夏であり

ました。今回被害に遭われた方々に対しまし

て、心よりお見舞い申し上げます。どちらも激

甚災害であり、今後も幾度となく襲ってくると

思います。我々は、日ごろからそれらに対して

しっかりとした危機管理意識を持ち、万全な体

制で臨むことのできる準備と対策を講じておく

必要があると考えております。また、政府に

は、この２つの激甚災害に対して、一日も早く

手厚い支援をしていただいて、元気な宮崎に再

生・復興が成る日が来ることを念じながら、通

告に従い一般質問をいたします。

初めに、知事の政治姿勢について伺います。

きょうは、我が国のトップリーダーが４時ご

ろ決まる予定であります。ところで、本県でも

トップリーダーを決めるための選挙が３カ月後

に控えております。東国原知事が２期目に挑戦

されるのか、されないのか、県民の衆目を集め

ており、一日も早い決断がなされるのを待って

いる状況にあります。知事は、４年前、官製談

合事件で前知事が失職したのを受けての出直し

選挙で、県民が県政に対して不信や不安を抱い

ていたため、知事の「宮崎をどげんかせんとい

かん」という強烈なメッセージに、大きな夢と

期待をかけて選んだと思っております。知事

は、就任して初登庁の折、作業服姿であらわ

れ、やる気と新鮮なイメージを与え、その後、

鳥インフルエンザが発生したら、すぐ現場に飛

び出して活動される姿をテレビで見ていた県民

や全国民から注目を集められました。次に、

「裏金はありませんか」の発言で職員の度肝を

抜き、そして全国で最も厳しい予定価格250万円

以上の工事は、原則一般競争入札とする入札制

度改革を断行するなど、改革知事の先頭を走る

ことになりました。その後は、マンゴーや地

鶏、完熟きんかん「たまたま」など知事のトッ

プセールスが話題になり、全国一有名な知事と

して、県民の絶大な支持を得られました。改め

てマスコミ、特にテレビによる報道の影響は大

きいと考えております。また、任期満了となる

ことしは、口蹄疫の対応と対策に追われたとこ

ろでもあります。

ところで、知事は、４年が過ぎようとしてい

る現在、知事になる前となった後、要するに外

から見ていたのと実際行政運営に携わり組織を

動かしてみて、どのように受けとめ感じておら

れるのかお伺いいたします。また、職員との政

策協議や業務を遂行する上で、意思疎通や連携

はうまく図られてきたと考えておられるのか、

お伺いいたします。

次に知事は、そのまんまマニフェストで新し

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を掲げておられま

す。知事の熱い思いのこもった「そのまんまマ

ニフェスト」であります。知事は、「宮崎をど

げんかせんといかん」と言って当選されました

が、この４年間でどげんかしたのか、まだそこ

までいっていないのか、１期目が終わろうとし

ている今、マニフェストで県民と約束した政策

が十分に達成されたととらえておられるのか、

率直な考えをお聞かせください。
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次に、知事の政策予算についてであります。

聞くところでは、県の一般会計予算が5,800億円

だとした場合、知事の政策予算としては、30億

円から40億円ぐらいとのことであり、何と１％

以下であります。これは全国いずれの地方自治

体も同じ状況であると考えますが、私は、早く

地方分権が実施され、権限と財源が移譲されな

い限り、それぞれ県独自の特徴ある政策はでき

ないと思っております。国は、日ごろから国と

地方の関係は対等であると言ってきましたが、

現状は下請状態であります。知事は、この件に

ついてどのように考えておられるのかお伺いい

たします。

次に、副知事２人制についてであります。東

国原知事以前は、副知事と出納長の三役体制で

ありました。私は、この４年間を振り返ってみ

て、副知事２人の場合の県政運営はどうだった

のかなと考えております。それは昔から「三人

寄れば文殊の知恵」という言葉があるように、

１人より２人、２人より３人で物事に対処した

ほうがいい知恵、よき判断ができると思うから

であります。山積する県政課題や予測できない

災害等の発生など、有事の際の危機管理に対し

て、また、役割と機能を分担することにより、

県民のためによい知恵、よい施策を実行してい

くための一つの方法として、３人体制もよかっ

たのではないかと考えております。しかし、一

方で、県財政が大変厳しい中で、人件費や諸経

費がふえることになり、費用対効果の面を考慮

する必要がありますが、この４年間を振り返っ

て、副知事の体制について、知事はどう考えて

おられるのかお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は自席か

ら行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

県の行政、組織運営についてであります。私

は、知事就任前、県庁に限らず、役所というも

のは、前例へのこだわり、スピード感やコスト

意識に欠ける、縦割りで物を考える、といった

傾向があると思っておりましたが、就任後、実

際、時として、そのような対応が見受けられた

ところであります。このため、さまざまな機会

を通じて、職員の皆さんに意識改革を訴えたと

ころ、私の思いを理解し、変わろうと努めてい

ただいたと思っております。特に、地方行政運

営では、国の関与が著しく、地方の裁量権の少

なさを痛感し、窮屈感を感じているところであ

ります。行政は人であります。職員の皆さんに

は、これからも高い意識を持って仕事に取り組

んでいただきたいと考えておるところでありま

す。

続きまして、職員との関係についてでありま

す。県政運営に当たっては、知事である私の考

えを職員の皆さんに十分に理解していただくと

ともに、私も現場にいる職員の意見を十分に酌

み取るなど、お互いに課題や施策に対する認識

を共有することが重要であります。このため、

庁議の場や関係各課との協議の場、また、県内

各地域に出張した際など、いろいろな機会を通

じて、職員の皆さんと意見交換を行い、意思疎

通を図っているところであります。

次に、マニフェストについてであります。私

のマニフェストは、「宮崎をどげんかせんとい

かん」あるいは「宮崎のためにできることはす

べてやりたい」という思いから作成したもので

あり、それを具現化するものとして、85の項目

を掲げたところであります。マニフェストの達

成状況につきましては、現時点で評価は行って

おりませんが、私のマニフェストをベースにし
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た「新みやざき創造戦略」の重点項目56項目の

うち、Ａが23項目、Ｂが32項目とした外部評価

の結果は、私の成果のとらえ方とおおむね一致

しております。マニフェストに掲げました項目

の中には、県の施策の実効性や財政状況、ある

いは社会経済情勢の影響等もあり、順調な成果

を上げていないものもありますが、県政への信

頼回復や宮崎のブランド力向上などについて

は、一定の成果が上げられたのではないかと考

えております。私は、マニフェストは県民の皆

様との約束であり、知事として、その達成に全

力を尽くす義務があると認識しておりますの

で、残りの任期につきましても、その達成に向

け、全力で努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、地方分権についてであります。国、地

方ともに厳しい財政状況の中、人口減少、少子

高齢化、経済のグローバル化など、急速な社会

情勢の変化に対応し、地方が発展していくため

には、地域の持つ資源やポテンシャルを十分に

生かした施策の展開が重要であります。しかし

ながら、現実には地方への義務づけ、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、また税財源の確保が十分でない

という財政上の制約によって、地域の自主性や

創意工夫が十分に発揮できていないと痛感して

おります。私は、地方分権の本質は、自己決定

・自己責任の原則のもとで、地方がみずからの

意思と力でそれぞれの特性に応じた地域づくり

を進めることにあり、そのためには、地方に権

限を移譲し、あわせてその権限を適切に担って

いくための税財源の移譲を行わなければならな

いと考えております。こうした地方分権を進め

ることにより、地方の責任はこれまで以上に重

くなりますが、一方で、産業振興策や中山間地

域の活性化対策を初め、さまざまな分野におい

て、本県の特性を生かした特徴ある施策を展開

できるようになり、住民満足度の向上、活力あ

る地域づくりがより一層進展するものと考えて

おります。

次に、副知事の体制についてであります。副

知事の体制につきましては、県財政を取り巻く

厳しい環境の中で、財政負担等も踏まえ、当面

は定数を１人とすべきと考え、平成19年２月定

例県議会で副知事の定数を定める条例の議決を

いただくとともに、河野副知事の選任にも同意

をいただいたところであります。河野副知事に

は県政全般にわたって私を支えていただくとと

もに、さまざまな政策課題の解決に当たって、

担当部局を陣頭指揮していただくなど、大変頼

もしく感じているところであります。以上で

す。〔降壇〕

○星原 透議員 いろいろ答弁をいただきまし

た。河野副知事には、県政全般にわたって支え

ていただいた、大変頼もしく感じてきたとのこ

とでありますが、私もその点は十分理解をして

おります。

例えば、副知事に産業関係から企業感覚や経

営感覚を持った人とか、県民は女性が多いわけ

でありますから、女性の視点で起用するとか、

またどうしても知事として実現したい政策があ

る場合には、２年とか、３年とか年数を限定し

ての特命副知事として起用する方法は考えられ

ませんか。私は、経費以上の効果が上がれば結

果としてよいのではないかと思っております。

今後の副知事のあり方について、どのように考

えておられるか、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 今の御質問に対して

のお答えでありますが、今後の副知事の体制を

どうするかにつきましては、行財政改革や諸課
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題への対応等も踏まえながら、さらなる県勢発

展を図るため、どのような形が望ましいか、留

意すべき課題の一つであると考えておるところ

であります。

○星原 透議員 次に、口蹄疫問題についてお

尋ねいたします。

口蹄疫が発生したと聞き、驚きと同時に、何

でまた宮崎なんだとの思いからの始まりであり

ました。発生から終息まで130日間の苦しく厳し

い戦い、約29万頭の殺処分、被害総額約2,350億

円、また、精神的なダメージも大きく、いずれ

も発生時には想定できないことでありました。

我が宮崎で、一度起きたことが二度起きたので

す。三度目を防ぐためには、何が何でも防疫に

対して最大限の努力をする必要があり、そのた

めには感染経路の究明と徹底した検証を行い、

しっかりとした防疫体制を確立すべきであると

考えます。今、冷静に振り返りますと、今回の

口蹄疫は人災であり、早期発見や初動での対応

について、もう少し判断や決断が早くなされ、

また関係者間の情報や連携がうまくとれていれ

ば、ここまでの拡大には至らなかったような気

がします。私は、防疫にしっかりと取り組め

ば、被害は最小に防げると思っています。今回

の場合、初動のおくれが拡大した原因の一つで

あると考えております。疫学チームの調査によ

れば、これまでに得られた情報から推定される

最も早い感染例では、３月中旬において既に口

蹄疫ウイルスが侵入していたと考えられるとの

ことであり、４月20日の第１例まで約１カ月が

経過しております。例えば、えびの市では４件

目が発生した当時、地元の中野一則議員は、発

生農家と隣の農家は数十メートルしか離れてい

ないため、数日のうちに発生するかもしれない

と大変心配されていましたが、その農家が必死

に防疫に取り組まれたことにより、口蹄疫から

守り抜くことができたのです。また、私の地元

でも１例発生しましたが、早期に殺処分し埋却

されたために伝染しませんでした。今後は、こ

うした事例を参考にして対応すべきでありま

す。それでは、これまでの質問者の内容と重な

るところもありますが、幾つか質問をいたしま

す。

まず、口蹄疫が国内で92年ぶりに発生した10

年前、本県では３例、牛35頭を殺処分した経験

があり、口蹄疫の恐ろしさは体験済みでありま

す。10年前に発生したときのことを教訓にし

て、県においては、農家や関係団体等に対し

て、これまでどのような対応や指導、取り組み

をしてきたのか、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 10年前の本県での口

蹄疫発生を受けて、平成９年に策定した県の

「口蹄疫防疫マニュアル」を見直し、発生時の

役割分担を明確にするとともに、農家や関係団

体に対しましては、防疫研修会等を開催してき

たところであります。さらに、毎年２月を「家

畜防疫強化月間」と位置づけ、防疫意識の高揚

に努めてまいりました。また、平成16年には、

家畜伝染病予防法に畜産農家が遵守すべき飼養

衛生管理基準が設けられたことから、４年間で

県内のすべての畜産農家を対象に、消毒槽の設

置状況や農場の衛生管理について、巡回指導を

行ってきたところでありますが、今回の口蹄疫

の発生を踏まえ、さらに防疫や衛生管理の徹底

を図ってまいりたいと考えております。

○星原 透議員 今、毎年２月に家畜防疫強化

月間と位置づけ、防疫意識の高揚にも努め、ま

た巡回指導を行ってきたということであります

が、結果として、末端まで浸透していたのかな

と、これを強く今感じておるところでありま
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す。

次に、韓国や中国、台湾など海外での口蹄疫

の発生を受けて、県はどのように情報収集を行

い、畜産関係者や空港・港湾などの水際などで

ウイルスの侵入防止策を踏まえた防疫体制を

とってきたのか。また、今後の対応については

どのように考えておられるのか、知事にお伺い

いたします。

○知事（東国原英夫君） 海外で口蹄疫が発生

した場合、国が随時、各都道府県に周知してい

るところであります。本年１月７日に韓国で発

生した際も、国の情報を受け、関係団体等へそ

の情報を伝達するとともに、畜産関係者の韓国

の畜産施設への訪問自粛、飼養家畜の十分な観

察、飼養衛生管理の徹底など、防疫の強化を文

書でお願いしたところであります。さらに市町

村、関係団体等を招集し、個々の農家に対する

農場消毒や衛生指導の徹底をお願いするととも

に、万一発生した場合の防疫対応について周知

したところであります。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

の強化が重要でありますので、従来より空港等

での靴底消毒等を実施してきたところでありま

す。今後、県といたしましては、今回の防疫対

応等をしっかり検証して、海外での発生情報の

提供体制や、水際対策の強化など必要な措置を

国に対して提案するとともに、県の防疫マニュ

アルの見直しに反映してまいりたいと考えてお

ります。

○星原 透議員 今の防疫の強化を文書でお願

いしたり、あるいはまた、発生した場合の防疫

対応について指導したということであります

が、今回の結果を見れば、本当にやはりそうい

う面ではもう少し、韓国で入っていたわけであ

りますから、徹底をぜひしてほしかったなと、

そのように思っております。

次に、畜産農家や消毒ポイントで使用する薬

剤、防護服や長靴、ブルーシートなど、不足し

ていたような話も聞きましたが、４月20日の発

生時において、防疫に必要な消毒薬や資材の在

庫等の準備は十分用意できていたのか、農政水

産部長にお伺いします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 従来より家畜

保健衛生所におきましては、家畜伝染病発生に

備えまして、初動防疫に必要な一定の消毒薬や

資材を常に備蓄いたしております。４月20日の

発生時におきましても、この備蓄資材等を使用

しまして、迅速に防疫現場への供給を行ったと

ころでございます。今後とも、県といたしまし

ては、適切な備蓄に努めてまいりたいと考えて

おります。

○星原 透議員 一部報道によりますと、現場

作業等での命令指揮系統がうまく機能していな

かったような情報がありますが、今回の口蹄疫

の発生を受けて、県庁内では、いつからどのよ

うな体制をとり、国、市町村、警察など、関係

機関や関係者などとの連携をどのようにとって

こられたのか。また、防疫措置の判断はどこが

行ったのか、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（髙島俊一君） まず、町内の

体制につきましては、口蹄疫の発生が確認され

ました４月20日の早朝には、農政水産部に口蹄

疫防疫対策本部を設置いたしまして、迅速な対

応をとってまいりましたが、全庁的な取り組み

が必要であるとの強い危機感から、翌日には、

知事を本部長として、関係部局が一丸となって

防疫対策を実施してきたところでございます。

次に、国との連携につきましては、発生当初

より国から職員を派遣していただくとともに、

５月17日には現地対策本部が設置され、省庁横
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断的な課題に対応していただきました。また、

関係市町との連携につきましては、川南町と新

富町に現地本部を設置するとともに、関係市町

ごとに県職員を常駐させ、防疫措置の支援を

行ってきたところでございます。なお、防疫措

置につきましては、県といたしましては、家畜

伝染病予防法や防疫指針に基づき、国と十分協

議しながら行ってきたところでございます。

○星原 透議員 国の口蹄疫対策本部が、５

月17日に設置されたとのことでありますが、口

蹄疫発生から約１カ月経過後であります。私

は、大変遅いんじゃないか、そのように思うの

ですが、農政水産部長の見解をお伺いします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 国の現地対策

本部につきましては、本県における感染が拡大

し、防疫作業が追いつかなくなったことを踏ま

えまして、５月17日に設置されたものですが、

これにより、省庁横断的な課題についても迅速

な対応ができるなど、国、県の円滑な連携がよ

り可能になったものと考えております。

○星原 透議員 次に、口蹄疫がどこで発生

し、消毒などにどんな対応をすればいいのかな

ど、もっと詳しい内容を提供してほしかったと

いう農家からの多くの声がありますが、発生し

た場合の情報提供の方法や情報の内容は適切

だったのか、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回の口蹄疫

の対応における農家に対する情報提供につきま

しては、国からの指示がございまして、疑似患

畜と確定されてから公表しておりまして、原則

として発生農場の特定につながる情報につきま

しては、発生農家の同意に基づき開示しており

ました。しかしながら、口蹄疫のような感染力

の強い伝染病につきましては、蔓延防止の観点

から検証し、今後の情報提供のあり方につきま

しても、国とも協議しながら検討してまいりた

いと考えております。

○星原 透議員 地元でも情報がわからずにい

ろんな風評だけが先走って、それぞれ農家の皆

さん方苦労されたようでありますから、この情

報提供も的確にやってほしいな、そのように思

います。

次に移りますが、今回、殺処分された種雄牛

の中には、全国的に有名になった安平号や忠富

士号がおります。宮崎の畜産の発展にどれだけ

貢献してくれたかを考えるとかわいそうでなり

ません。我々は、二度とこのようなことがない

ように、肝に銘ずべきであります。そこで、畜

産試験場川南支場などの県有施設の今後の再生

計画は、どのように考えておられるのか、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） 口蹄疫の発生

を受けまして、畜産試験場川南支場におきまし

ては、試験豚486頭を殺処分したところであり、

現在は養鶏部門での試験研究のみを行っている

状況でございます。養豚及び環境衛生部門の試

験研究につきましては、本県畜産の振興に大変

重要でありますので、関係機関・団体等の意見

もお聞きしながら、研究内容の再構築や再開の

時期等につきまして、検討を進めているところ

でございます。

○星原 透議員 次に、口蹄疫が発生した地元

では、地下水を命の水として大事に守ってきて

おり、埋却地周辺の環境対策は十分に行われて

いるのか、大変心配されております。埋却地の

環境対策においては、地下水の検査を定期的に

行うと聞いておりますが、地下水調査はどのよ

うに行っていかれるのか、環境森林部長にお伺

いします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 口蹄疫の埋却
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地に関しましては、関係市町と協力しまして、

埋却地周辺井戸等の地下水の定期的なモニタリ

ング調査を実施しておるところでございます。

このモニタリング調査は、埋却地周辺におい

て、地形や地下水の流れなどを考慮いたしまし

て、調査井戸等を選定し、水道水の水質基準項

目を中心にいたしまして、それに有機物、カル

シウム、においなど、13項目について行うもの

でございます。また、調査は原則として年４回

実施することとしておりまして、今後の経過観

察の基準となります１回目の調査を現在275地点

で行っておるところでございます。なお、調査

地点数及び調査回数につきましては、状況に応

じて柔軟に対応することと考えております。調

査の結果、異常が認められた場合や、周辺住民

からにおいや濁りなどの通報があった場合に

は、詳細な水質調査を行い、原因の特定に努め

ることとしております。これらの調査により、

何らかの影響が確認された場合には、関係市

町、関係部局などと協力いたしまして、適切に

対応してまいりたいと考えております。

○星原 透議員 地下水の汚染は、この１～２

年で出てくるとは思いません。多分、５年と

か10年後に、もしあるとすれば、そういう長い

期間になるのかなと想定しておりますので、十

分な対応方をお願いしたいと思います。

実は、私は先月22日と23日に、競り市再開に

向けて県外購買者への誘致活動のため、会派の

山下博三議員、ＪＡ都城組合長、都城市副市長

と一緒に、購買実績のある岐阜県と三重県を訪

問し、２県の農政部長や次長、職員の方々と県

や農家の考え方等について意見交換をしてきま

した。また、我々は風評被害などを取り除くた

めに、県内の全頭検査で安全性が確認されたこ

とや、競り市開催時の消毒体制などをアピール

し、また優遇策についての説明もしてきまし

た。そして、購買者誘致へのお願いと、三重県

議会には義援金のお礼をしてまいったところで

あります。そこで８月末から競り市が再開され

ましたが、競りが延期された期間の農家の負担

は大きいと考えます。今後の経営の再構築のた

めに、競り延期に伴う農家への補てんや、競り

再開後の経営安定対策、購買者の対策はどうな

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） 競り延期に伴

う農家への補てん対策につきましては、出荷遅

延となった子牛に対し、飼料代等の経費の一部

助成を行うとともに、子牛競りの再開後の経営

安定対策といたしまして、肉用子牛の四半期ご

との平均売買価格が、国が定める発動基準の38

万円を下回った場合、その差額の４分の３が補

てんされること、また、それに加えて、国の基

準に該当しない場合においては、市場ごとの子

牛の平均価格が、口蹄疫発生前の１月から３月

までの平均価格を下回った場合、その差額の一

部が補てんされることとなっております。ま

た、主な購買者対策につきましては、出荷遅延

した子牛を各市場ごとの口蹄疫発生前の１月か

ら３月までの平均価格の９割以上で購入した場

合に、購買者に対して購入費用の一部が助成さ

れることとなっております。

○星原 透議員 競り市が再開されまして、予

想以上の高値で取引されております。ありがた

いことであります。しかし、まだ10月、11月、

この年内、どのような値段で取引されるか、そ

のことが少し心配でもあります。

それでは、次にカジノ問題について伺いま

す。

国会において、超党派の国会議員で構成する

国際観光産業振興議員連盟（会長古賀一成民主
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党衆議院議員）がカジノ合法化に向けて、こと

しの４月に結成され、先月５日の勉強会におい

て、（仮称）特定複合観光施設区域整備法会長

私案として、カジノ法案のたたき台が発表され

ております。その私案の内容は、カジノを核と

した特定複合観光施設の目的を国際競争力のあ

る滞在型観光と地域経済の振興を実現するため

として、国が新たな成長産業に取り上げた観光

産業の育成、疲弊するばかりの地方経済振興、

巨額の財政赤字削減への税収面での貢献として

おり、また、国と地方公共団体、民間事業者の

関係などについての考え方が示されておりま

す。基本的な考え方は、カジノ運営は民間事業

者が主体となり、開発や施設整備には国税は使

用しない。施設数としては、当初２カ所で最大

でも10カ所に限定し、地域の選定については、

基本方針を国が定めた上で地方公共団体から申

し出を募り、国が審査と評価をして指定するこ

とになるようであります。議連としては、各方

面の意見を聞いて、修正を加えて、来年の通常

国会に提出する方針のようであります。私は

今、本県の観光施策の観点から、カジノが地域

振興や観光振興、経済や雇用の面においても大

きな役割と効果を果たすと考えております。そ

こで、県としてカジノ誘致に取り組む意向があ

るのか、知事の考えをお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 会長私案について

は、私も承知しているところでありますが、こ

の私案については、法案のたたき台として発表

されたものでありまして、これから国において

具体的な議論がなされていくものと理解をして

いるところであります。カジノにつきまして

は、観光資源として大きな集客力を有しており

まして、厳しい財政状況にある地方において、

新たな財源確保が見込まれるとともに、観光振

興や地域振興、さらには雇用拡大の効果もある

と言われております。県といたしましては、今

後、国においてカジノに対する考え方や制度化

に向けた方針等が明確にされれば、県民の皆様

等々幅広い意見を交換をさせていただきながら

検討してまいりたいと考えております。

○星原 透議員 国の方針等が明確にされれば

検討したいということでありましたが、ほかの

都道府県の状況等を見てみますと、カジノ解禁

になった場合のことを考えて計画が進められて

いるところもありますので、本県においても、

情報収集等積極的に取り組むべきではないかと

思いますが、いかがでしょうか。再度知事にお

伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） カジノの誘致につき

ましては、先ほどお答えしたとおり、今後、国

の考え方や制度化に向けた方針等が明確にされ

れば、検討してまいりたいと考えております

が、その場合に、迅速な判断ができるよう、今

後とも、情報収集に努めてまいりたいと考えて

おります。

○星原 透議員 カジノを核にして地域づくり

や観光客誘致などの施策を展開することにより

まして、本県の新たな魅力を知ってもらうきっ

かけとなり、経済効果や雇用の増大、税収面で

も大きく貢献してくれるものと期待するもので

あります。カジノを宮崎再生の切り札として、

ぜひ手を挙げることを望みまして次に移りたい

と思います。

次に、高齢者虐待と児童虐待についてお伺い

します。

高齢者虐待とは、家庭内や施設内での高齢者

に対する虐待行為であり、高齢者の基本的人権

を侵害・じゅうりんし、心や身体に深い傷を負

わせるようなもので、身体的虐待、性的虐待、
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心理的虐待、介護等放棄、そして経済的虐待と

いう５つの種類があります。全国の平成20年度

の高齢者虐待のうち、家族、親族、同居人等の

養護者による虐待の状況を見てみますと、虐待

の内容（複数回答）では、身体的虐待が63.6％

で最も多く、次いで心理的虐待が38％、介護等

放棄が27％、経済的虐待が25.7％となっていま

す。また、虐待を受けている高齢者は、女性

が77.8％と全体の約８割を占めており、年齢

は80歳代が41.7％となっております。そして、

虐待者は息子が40.2％で最も多く、次いで夫

が17.3％、娘が15.1％などとなっております。

明治、大正、昭和、平成と戦争や戦後の苦しく

厳しい社会を生き抜き、世界でもトップレベル

の経済大国を築いてきた我が日本であります。

一方で、家族を守り育てるために大変な苦労を

してこられた方々が、その家族に虐待を受けて

いる現実に驚くばかりであります。日本人の心

は失われ、どこに行ってしまったのでしょう

か。そこで、高齢者に対する県内の虐待の現状

と、虐待防止の取り組みについて、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） 県内の市町村

によって確認された虐待を受けた高齢者は、平

成20年度が119人となっております。これを虐待

の種別で見ますと、身体的虐待が55％を占めて

最も多く、続いて心理的虐待、経済的虐待の順

となっております。県といたしましては、高齢

者の虐待防止に大きな役割を担っております市

町村の体制整備に向けて、情報の収集や助言等

の支援を行うとともに、関係機関から成る宮崎

県高齢者虐待防止連絡会議や、関係者を対象と

した研修会を開催しております。また、今年度

より設置しております高齢者総合支援センター

において、市町村等からの相談に応じて助言等

を行うとともに、困難事例については、県弁護

士会及び県社会福祉士会で結成した高齢者虐待

対応専門職チームを派遣するなど、必要な支援

を行っているところであります。

○星原 透議員 次に、児童虐待について伺い

ます。この質問は、きのう田口議員、きょうは

先ほど徳重議員からありましたが、私も質問を

させていただきます。児童虐待は、「児童虐待

の防止等に関する法律」において、身体的虐

待、性的虐待、育児放棄と監護放棄、そして心

理的虐待と定義されております。また、我が国

の虐待の主な状況は、平成20年度で見てみます

と、児童虐待相談件数が４万2,664件、統計が開

始された平成２年度と比較すると、おおむね40

倍の数字に増加しております。また、虐待され

ている児童の年齢は、３歳未満が18.1％、３歳

から学齢前児童が23.9％、小学生が37.1％、中

学生が14.7％、高校生・その他が6.2％となって

います。そして、虐待をしているのは、実母

が60.5％、実父が24.9％、継父・継母が合わせ

て7.9％となっております。少子化が進む中で、

児童虐待や虐待死など痛ましい事件・事故が全

国至るところで発生しております。自分のおな

かで10カ月ほど育てた実母の虐待が６割を超え

ていることに驚きと情なさを感じます。動物に

も劣る行為で残念至極であります。子供時代に

家庭や学校でどんな教育を受けてきたのか考え

させられます。そこで、本県の児童虐待の実態

と虐待防止策について福祉保健部長に伺いま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成21年度

に、県内３カ所の児童相談所に寄せられた児童

虐待の通告件数は、前年度と比較して78件増

の365件と、全国同様過去最多となっておりま

す。その内訳といたしましては、保護の怠慢な
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いし拒否が143件、身体的虐待が128件、心理的

虐待が74件、性的虐待が20件となっておりま

す。また、主な虐待者は実母が206件、続いて実

父が69件、その他の家族によるものが90件であ

り、育児等で子供と日常的に接する実母が最も

多い状況にあります。県としましては、児童虐

待の未然防止策として、子育てに関する不安や

悩みに対応できるよう、住民に最も身近な市町

村が行う子育て支援策の促進や要保護児童対策

地域協議会に対する支援を行うとともに、児童

虐待防止推進月間である11月を中心に、テレビ

やラジオ等による広報・啓発を行っているとこ

ろであります。

○星原 透議員 高齢者虐待は子が親を、児童

虐待は親が子をいじめるという、現在の日本社

会の現象をどうとらえ判断したらいいのか、考

えさせられるところであります。この親の子供

に生まれてよかった、この子供の親でよかった

とお互いに感謝する気持ち、心を持つことが人

間としての本来の姿ではないかと思います。そ

こで、子供の心に響く教育、感動する心を持つ

教育をするためにどのように取り組むのか。ま

た、家庭や学校で一番学ばなければならない命

の大切さや、人を思いやる優しい心、人間愛な

ど道徳心を備えた人づくり教育に、これまで以

上に取り組む必要があると考えます。そこで、

児童虐待防止につながるような人づくりに視点

を置いた教育が重要だと考えますが、教育長の

見解をお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 近年の児童虐待の増

加や最近の子供の命にかかわる悲惨な事例には

本当に心が痛みます。県教育委員会といたしま

しては、市町村教育委員会と連携して、人間尊

重の精神を基調に、児童生徒の実態や発達段階

を踏まえまして、例えば、小中学校の道徳の時

間では命や家族愛、友情、思いやりの心を大切

にする教育を、また高等学校のホームルーム活

動や家庭科においては、生命尊重や男女相互の

理解と協力、子供の発達と保育と福祉について

学習するなど、協調性や社会性、豊かな人間性

などを培う教育を小・中・高一貫して推進して

きたところであります。今後は、特に望ましい

人間関係をよりよく築くために、例えば友達と

協力して生活する集団宿泊体験、乳幼児と触れ

合う育児体験、高齢者との交流体験、地域や社

会に貢献するボランティア体験など、人や自

然、社会とかかわる体験活動を一層充実させる

ことが重要と考えます。これからの社会や家庭

を担う子供たちを人間性豊かな大人にはぐくん

でいくという視点を大事にしながら、とりわけ

現場の教師が高い使命感と深い愛情を持って子

供たちの人格形成にかかわっていくとともに、

より一層学校と家庭、地域、関係機関等が連携

をしながら、児童生徒の健全育成に努めてまい

りたいと考えております。

○星原 透議員 実は今回、「命」ということ

で少し勉強しようと思いましていろいろ調査し

てきたんですが、今回、虐待、虐待死、あるい

は自殺とか、あと交通事故とかがんとか、その

死亡の多さを感じながら、もう少しそれぞれ地

域において我々が気を使い、協力し合えば、助

かる命が結構あるんじゃないかな、そのように

思ったところであります。そこで提案なんです

が、命を守るとか、命を大切にする月間運動を

初め、まず虐待は親子の情を深める関係に努力

してもらう。自殺は、親からもらった命を大切

にする。がんは早期発見と治療のために検診に

努める、交通事故はスピードと飲酒運転等をし

ないように努める、などの運動方針を掲げて、

県民総力戦で取り組む運動をしたら、多くの命
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が助かるのではないかと思ったところでありま

す。

以上申し上げ、私の一般質問を終わります。

（拍手）

○蓬原正三副議長 ここで休憩いたします。

午後２時36分休憩

午後３時10分開議

○蓬原正三副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、長友安弘議員。

○長友安弘議員〔登壇〕（拍手） 最後になり

ましたが、しばらくの間よろしくお願いしたい

と思います。通告に従いまして一般質問を行い

ます。

初めに、新しい宮崎県総合計画に関して知事

にお尋ねいたします。

20年後を見据えた本計画の策定が始まりまし

たが、さまざまな時代の潮流の中、策定した施

策の実現によって県民が物心ともに豊かで幸せ

に暮らせることを大いに期待したいと思いま

す。しかしながら、経済は生き物と言われ、今

後どのような不測の事態が起こるかもわかりま

せん。また、国際情勢も政治の形態も、産業の

構造も環境も、20年間にどう変化していくのか

予断を許しません。ただ、間違いなく深刻さの

度合いを増すのは、人口減少、少子高齢化、労

働力不足、社会保障費の増大、財政の逼迫等で

あろうと思います。有効な施策を打たなけれ

ば、社会の活力はますます失われていくと思い

ます。これらの諸情勢のもと、最優先すべき課

題は何なのかと考えますけれども、その一つは

人口減少対策と思います。本県における人口の

社会増減は以前からマイナスのまま推移してき

ましたけれども、2003年以降、自然増減までも

マイナスに転じてしまいました。今後、人口減

少は加速されるのではないかと懸念されます。

一方、65歳以上の高齢者、とりわけ75歳以上の

高齢者は、今後20年間増加の一途をたどり、社

会保障費の増大は大きな問題となります。20年

後をにらんだ新しい総合長期計画を立てられる

ときに、本当にこの人口減少に歯どめをかける

かぎとなる、若者を主眼とした人口減少対策と

いうものを優先的に掲げていただきたいという

ふうに思います。若者の雇用の場を確保し、若

者の流出を防ぎ、そして結婚、出産、子育て

等、社会の活力を持続させる施策を急ぐ必要が

あろうかと思います。若者が定着できる環境を

整えていく施策が何よりも肝要と思いますが、

知事の見解を伺います。

次に、若者が定着する環境を整えていく施策

こそ肝要と申し上げましたけれども、意欲を

持って働ける場を確保するためには、本県産業

の成長戦略が極めて重要であると思います。本

県産業の構造を改めて見直し、本県産業の新た

な成長戦略を組み上げねばならないと思います

が、知事は、成長戦略をどのように描いていか

れるのか、お尋ねをいたします。

以上で壇上からの質問は終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

若者の定着についてであります。御質問のよ

うに、本県における人口減少の要因として、社

会的な人口減、特に若年層の流出が挙げられま

す。私は、若者が志を持って、県外あるいは海

外に飛び出していくことは、決して悪いことだ

とは思っておりません。自分の可能性を信じ、

その力を試してみたいと思うことは、むしろ当

然のことでありますし、宮崎だけでなく、日本
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や世界の発展に貢献するのは喜ばしいことであ

ります。大切なのは、郷土のことを十分に理解

し、ふるさとを愛する心をいかにはぐくんでい

くのか、あるいは、宮崎が好きなのに出ていか

ざるを得ない若者や、宮崎に帰りたいと思う人

たちが県内で暮らすことができる環境をどう整

えていくのかであります。具体的には、働く場

の確保、子育て環境や教育、医療、福祉、ある

いは地域の中での人のつながりなど、だれもが

本県で暮らしたいと思えるような環境を整えて

いくことが必要であると考えております。

次に、本県産業の成長戦略についてでありま

す。若年層の人口流出を抑制し、あるいは県外

の若者に宮崎に来てもらうためには、安定した

雇用の場を確保することは大変重要でありま

す。また、長期的に見ると、15歳から64歳まで

の日本の労働力人口は大きく減少いたしますの

で、将来は地域間における労働力の確保競争の

激化が懸念されますことから、その重要性はま

すます高まってまいります。このため、地域の

強みやポテンシャルを最大限に生かし、地域に

根差した産業を築いていくことが大切でありま

す。このようなことから、新たな総合計画にお

きましては、本県の強みである農林水産業や食

品加工産業を軸に、競争力のある食料供給基地

として、本県産業の発展を図ること、あるいは

すぐれた日照条件や豊富なバイオマス資源など

を生かした新エネルギー関連産業の育成、さら

には東九州地域における医療関連産業の集積を

生かした新たな展開など、宮崎らしい戦略を構

築してまいりたいと考えております。以上で

す。〔降壇〕

○長友安弘議員 大ざっぱな質問でしたので、

具体的な中身というのはなかなか詰めなくては

出ないと思いますけれども、民主党の総裁選で

も、雇用、雇用、雇用というお話がありました

けれども、とにかく働く場がなければとても結

婚には至らないということで、これは前回も質

問申し上げましたけれども、若者が本当に働き

がいをもって働けるような職場、雇用の場を確

保していただきたいと思います。

次に、高齢者対策について伺おうと思ってお

りましたけれども、これはちょっと割愛させて

いただきますが、ただ申し上げておきたいこと

は、総人口が100万人を割り込むと予測される中

で、65歳以上の高齢者が今から約５万9,000人ふ

えるんじゃないか、特に75歳以上になります

と、約６万2,000人にふえるということで、この

ことは非常に大きな要因となってくると思うん

です。だから、これには十分に注意を払ってい

ただきたいと思います。それからまた、同時

に、高齢化してきますと、自分の親のことを考

えてもそうなんですけれども、本当に体が動か

ないし、判断力もなくなってくるし、さまざま

な状況が起こってまいります。これが県内にも

そういう状況が起こってくるんじゃないかと思

いますので、どうかそのあたりにも配慮してい

ただいて、総合長期計画の一助にしていただき

たいというふうに思います。

次に、県土整備部長に防災対策について伺い

たいと思います。

９月１日、「防災の日」というのは、国民・

県民全員が防災について認識を新たにする日で

あった、そういうふうに思います。ことしも世

界各地でさまざまな災害が発生いたしました。

ロシアの猛暑と火災、パキスタンの大洪水、中

国甘粛省の深層崩壊等大変な災害でございまし

た。多くの死者、行方不明者が出ております。

また、我が国でも全国各地で大変なゲリラ豪雨

で被害が出ました。本県でも北諸とか南那珂で
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出ております。そんなやさきに、この深層崩壊

の推定発生頻度が発表され、本県は特に高いと

される県土面積に占める割合が、長野県に次い

で全国で２番目に高いことが指摘されました。

この報道に接したときに、私の脳裏には、2005

年９月に別府田野川で起こった深層崩壊がよみ

がえってまいりましたけれども、現場に国会議

員を伴って駆けつけましたけれども、まさに深

層崩壊の想像を絶するすさまじさに驚愕したの

を覚えております。鰐塚の「いこいの広場」と

いうのは大量の土砂で埋まった上に、本当に民

家の直前まで来たというような状況がございま

した。その調査の過程で広渡ダムの上流にも行

きましたけれども、そこも深層崩壊の大崩落が

起こっておりましたし、鰐塚山への登山道とい

うのは寸断されておりました。自然の猛威にい

かなる備えが可能なのか自問したことを覚えて

おります。

さて、いよいよ本格的な台風シーズンを迎え

ますけれども、深層崩壊が懸念されます。とも

かく人災だけは避けねばなりません。深層崩壊

に対する可能な限りの備えが求められます。そ

こでお尋ねいたしますが、国は、今後３年をか

けて深層崩壊の調査を行うとのことですが、そ

れを受けて県はどのように対応していかれるの

かお尋ねをいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 今後、国は、

調査結果について、作業が進んだものから随時

公表すると聞いております。県といたしまして

は、関係市町村等との連携を図りながら、国の

調査結果について、広く県民に周知するととも

に、土砂災害防止講座などの啓発活動を通じ

て、深層崩壊に関する防災意識の向上に努めて

まいりたいと考えております。さらに国は、調

査により危険と判断された渓流域について、必

要に応じて天然ダムなどが形成される可能性な

どの調査を実施し、周辺や下流の自治体ととも

に警戒避難対策について検討を行うと聞いてお

りますので、県といたしましても、国と情報交

換を密にしながら、適切な対応について協議し

ていきたいと考えております。

○長友安弘議員 急傾斜地崩壊対策事業の状況

については、ちょっと割愛します。

心配なのは、がけ下に建築されて危険きわま

りない状況になっている家屋というのが見られ

ます。急傾斜地崩壊対策事業の要件をクリアせ

ずに非常に困っておられまして、複数の方々か

ら、何とか対策を講じてほしいという要望があ

りましたので、この夏、調査をいたしましたけ

れども、危険きわまりないと同時に、新たな事

実もわかりました。それは避難すら危ぶまれる

高齢者の方が多いということでございます。し

かも、ひとり暮らしも多くて、本当に超高齢化

社会の現実というものをまた痛感をさせていた

だいたところでございます。これをほうってお

くことはできないと思います。このような事業

の対象とならない箇所というのはどれぐらいあ

るのか。また、その対応はどうするのか、お尋

ねいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 急傾斜地崩壊

対策事業等の対象とならない箇所は、急傾斜地

崩壊危険箇所の8,314のうち、5,634カ所となっ

ております。土砂災害から人命を守るために

は、地域が連携した早期避難のための一層のソ

フト対策が重要となります。このため、県で

は、土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区

域等の早期指定に努め、市町村による土砂災害

ハザードマップの作成支援など、警戒避難体制

の整備を推進しているところであります。ま

た、あわせて住民の防災意識を高めるための防
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災訓練及び土砂災害防止講座等の啓発活動や、

防災情報提供の充実など、市町村を初め関係機

関と連携したソフト対策を推進してまいりま

す。

○長友安弘議員 ソフト対策しかないかもしれ

ませんけれども、もう一回、機会がありました

ら、点検のほうをよろしくお願いしておきたい

と思います。

次に、国道220号の防災対策の取り組み状況に

ついて伺います。国道220号の防災対策につきま

しては、国土交通省に尽力をいただきまして、

着々と改善が図られ、関係者一同大変喜び、感

謝をしてきたところであります。しかしなが

ら、異常気象時通行規制区間の解消というのが

まだ残されております。この区間の解消が住民

の悲願となっております。一たん災害が起こり

まして道路が寸断されますと迂回路がなく、高

齢化の進む沿線住民3,000名は孤立し、生活に支

障を来します。殊に、救急患者や通院を余儀な

くされている人にとっては重大問題です。まさ

にこの国道220号というのは命の道路でございま

す。住民は、一日千秋の思いで防災対策の実現

を待ちわびておりますが、早期の着工完成が求

められます。工事の凍結問題等、紆余曲折あり

ましたが、国道220号の防災対策の直近の取り組

み状況について伺います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 国道220号の青

島から日南間の防災対策につきましては、21年

３月末の事業凍結以降、県議会を初め沿線自治

体及び住民の皆様方と一体となり、幾度となく

国に要望してまいりました。この結果、事業化

に向けた詳細な調査が行われることとなりまし

たが、平成22年度の直轄事業予算には計上され

ておりませんでした。このことは、沿線住民の

皆様方の思いからしても、極めて残念なことで

あったと考えております。国道220号は、沿線住

民の生活や救急医療を支える、まさに命の道で

ありますことから、早期事業化に向けて、本年

７月には、知事が国土交通大臣に直接お会いし

て要望を行ったところであります。今後とも、

あらゆる機会をとらえ、防災対策の必要性と早

期整備について、沿線自治体及び住民の皆様方

と一体となって、国に対し強く訴えてまいりた

いと存じます。

○長友安弘議員 概算要求の中に入っているの

かどうかわかりませんけれども、12月の予算編

成に向けて、ひとつまた取り組みをよろしくお

願いしておきたいと思います。

次に、口蹄疫対策について農政水産部長並び

に関係部長にお尋ねいたします。

今回の口蹄疫は、発生から終息宣言まで130日

間、殺処分された家畜は29万頭、殺処分を受け

入れた農家数は約1,300戸、防疫対策の従事者は

延べ15万8,000人、さらに、かつて経験したこと

のない非常事態宣言の発令、推定総額2,350億円

の被害等、我が国畜産史上始まって以来の大惨

事となってしまいました。質問に入ります前

に、犠牲になった患畜の諸精霊に対して追善供

養させていただきますとともに、被害に遭われ

た畜産農家の方々、あわせて被害を受けられた

関連産業の方々に心からお見舞いを申し上げま

す。また、大変な防疫作業に献身的に従事して

いただいた多くの関係者の皆様、あわせて全国

からとうとい義援金をお寄せいただいた皆様に

も心からお礼申し上げたいと思います。さら

に、非常事態宣言の影響を受けながら、歯を食

いしばって頑張り、協力していただいた県民の

皆様、風評被害で大変な思いをされた皆様に

も、心からお見舞いを申し上げたいと思いま

す。これらの方々の本当にとうとい犠牲と善意
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にこたえるには、二度と被害を出さない、そし

て以前より誇れる畜産県宮崎を復興しておこた

えするのが本県の責務であろうと思います。そ

のためにも、多くの議員から出ましたけれど

も、今回の口蹄疫については、すべてを検証

し、教訓として残し、後世への戒めとなさねば

ならないと思います。重複する点が多々あると

思いますけれども、何点か質問をさせていただ

きます。

口蹄疫というのは、世界地図の非清浄国が示

すように、アフリカから中近東、インド、中央

アジア、中国、そしてインドシナ、台湾、韓国

と世界各地で発生をしておりました。殊に昨年

からことしの早い時期にかけて、極めて感染力

の強いＯ型の口蹄疫ウイルスによる被害が中国

や韓国で発生しており、国から県に対し通達が

発せられ、県では防疫会議を開催し、市町村に

情報が伝えられました。それはいかなる内容の

通達であり、会議であったのか。その情報は最

前線の農家まで間違いなく伝わったのか、その

ことによって備えができたのか、農政水産部長

にお尋ねをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 本年１月７日

に韓国で発生いたしました口蹄疫の情報を国が

発出したことを受けまして、市町村や関係団体

等へその情報を伝達するとともに、畜産関係者

の韓国の畜産施設への訪問自粛、飼養家畜の十

分な観察、飼養衛生管理の徹底など、防疫の強

化を文書でお願いしたところでございます。さ

らに、市町村、関係団体等を招集し、個々の農

家に対する農場消毒や衛生指導の徹底をお願い

するとともに、万一発生した場合の防疫対応等

について周知をしたところでございます。今

後、県といたしましては、これらの情報伝達も

含め、今回の防疫対応を十分に検証し、防疫マ

ニュアルの見直しなどに反映させてまいりたい

と考えております。

○長友安弘議員 意識の高揚というものがなさ

れたかどうかというのが一つの問題であったか

と思います。

次に、市町村間の連携については、省かせて

いただきます。

次に、10年前と比較しまして、今回、畜産農

家の大規模化、これが殺処分、埋却に大きな障

害となりましたけれども、大規模化に対する国

の新たな防疫指針、これは示されていたのか。

また、大規模化に対する県の備えはなされてい

たのか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 農場の大規模

化に対する埋却地の確保などの方針は、家畜伝

染病予防法や防疫指針、また、６月に新たに制

定をされました新防疫マニュアルにおいても示

されておりません。しかしながら、今回の口蹄

疫の発生を踏まえ、新防疫マニュアルにおきま

しては、24時間以内に殺処分を終了し、72時間

以内に埋却を完了することが定められたところ

であります。迅速な殺処分・埋却等の防疫措置

を講じる上で課題となりました大規模農場の対

応につきましては、今後とも、関係市町村との

情報共有を積極的に行いながら、一層の連携に

努めてまいりたいと存じます。

○長友安弘議員 県の備えについてお答えがな

かったんですけれども、国が備えてなければ県

も備えているはずはないと、こういうふうに思

います。

次に、再生についてでありますけれども、こ

れは中止されていた競り市も始まりまして、既

に西都市、日向市では再生の取り組みが始まっ

ております。また、家畜の導入を行うためには

資金が要るわけです。手当金等の支払いという
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のは現在どのような状況になっているのか、お

尋ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 手当金等の補

償金につきましては、概算払いがほぼ終了した

ところでございまして、現在、最終的な精算払

いに向けて、農家・団体等と精査を実施してい

るところでございます。今後、精算払いの早期

実施に努めてまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 漏れ聞くところによります

と、なかなか精算払いというのは難しいという

ことで進んでいない状況があるようでございま

すけれども、川南町でも11月１日から再生が始

まろうとするわけですから、事務的に困難を伴

うでしょうけれども、できるだけ早急に精算払

いができるように、尽力をお願いしたいと思い

ます。

次に、再導入に当たりまして、安全性の確保

の第一歩としまして、観察牛の導入が始まって

おりますけれども、全農家が安全性の確保のた

めに、やはり導入というのを希望すると思いま

す。導入頭数、あるいは対象農家戸数等、観察

牛の導入計画の全容についてお尋ねいたしま

す。

○農政水産部長（髙島俊一君） 現在、県内に

おきましては、口蹄疫発生農家の経営再開への

意欲向上と、全国に向けた安全・安心の情報発

信のために、観察牛による農場の清浄性を確認

しているところでございます。観察牛の導入に

つきましては、飼養管理マニュアルによって観

察を行うこととしており、また、清浄検査は１

週間目に家畜防疫員等による目視検査を、導入

時と２週間目に抗体検査を実施し、安全を確認

することとしております。第１回目は、８月31

日に、畜産試験場川南支場や農業大学校を初

め、９農場で28頭導入し、１週間目の９月７日

に目視検査を実施し、口蹄疫を疑う症状がない

ことを確認いたしております。第２回目は、９

月13日から希望する約150の農場で、約350頭の

家畜を導入する予定といたしております。

○長友安弘議員 安全性の確保を調べる大事な

事業でありますので、これは本当に危険性の高

かったというか、それからまた、本当に汚水処

理とかいろんなものをひっくるめまして、危な

いと言われるようなところ、こういうところに

は積極的に導入してもらいたいと思います。同

時に、ちょっとこれ、通告しておりませんでし

たけれども、ワクチン接種農家、これは全く導

入などしなくていいのかどうか、そこ辺の安全

性についてわかればお願いしたいと思います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 基本的には、

疑似患畜で殺処分されたところ、ここを中心に

観察牛の導入ということにいたしております。

○長友安弘議員 ワクチン接種したところ、不

活性といいますか、そういうワクチンだったろ

うと思うのですけれども、この辺の万が一とい

うことがないように、ひとつまた検討していた

だきたいというふうに思います。

次に移ります。この家畜の購入が一部既に始

まっておりまして、幸い競り市場の平均価格と

いうのが大変高く推移をしております。しかし

ながら、これにはさまざまな問題があろうかと

思うんですけれども、その内容というのをよく

精査してもらいたい。中には非常に高い系統の

牛がおるわけですね。だから、平均していった

ときに、本当に手放しで喜べるのかどうか、そ

の辺もよく見ておいてもらいたいと思います

し、そこで、牛の確保というのは、今後非常に

大事なことになってくると思います。で、再生

支援策の一つである中間保有施設への関心が高

まっているわけですけれども、中間保有施設の
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開始時期とか規模とか、ちょっと詳細について

お尋ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 県内の家畜市

場は、８月29日の高千穂家畜市場を皮切りに、

順次再開をされておりまして、児湯地域を中心

とした肉用牛農家は、経営再開に向け、県内各

市場での子牛の購入を開始いたしております。

農家が購入いたしました子牛は、経済連が中心

となり、経営再開までの間、県内各地域の畜産

関係団体の飼養管理施設や、大型農家の空き牛

舎等の中間保有施設を利用して係留することと

いたしており、頭数は、繁殖用として年間3,000

頭、肥育用として2,000頭を見込んでおります。

○長友安弘議員 次に伺います。再発させない

ためには、消毒体制の一層の強化が必要であろ

うかと思います。既に再開の動きがありますの

で、その再開までにそういう新たな消毒体制と

いいますか、それが間に合うのか。また、その

消毒体制を強化するためには、農家で新たな設

備投資とかそういうものの負担が生じるのでは

ないかと思います。そういう施設整備に要する

経費の支援、こういうものはきちんとできてい

るのか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 県といたしま

しては、個々の農家が遵守すべき飼養衛生管理

基準をよりわかりやすく具体的に示すため、例

えば、消毒の方法や家畜の病気の早期発見のた

めのチェックポイントなどを示した「農場衛生

管理マニュアル」の策定に鋭意取り組んでいる

ところでございます。また、毎月20日を「県内

一斉消毒の日」とし、広報や啓発チラシ、広報

巡回車等による呼びかけ等により、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。

さらに、農家の施設整備に要する経費の支援に

つきましては、衛生面に配慮した畜舎整備や消

毒設備整備など、現在、国への「口蹄疫復興に

関する緊急要望」の中で提案をしているところ

でございます。

○長友安弘議員 二度と発生しない、そういう

消毒体制の構築が大事と思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。

次に、基金につきましては、割愛をさせてい

ただきたいと思いますけれども、本当に家畜伝

染病の予防法、あるいは国の示してきた防疫指

針とか、さまざま不備があったと思います。そ

の結果、さまざまなことが重なって、これだけ

の広がりを示して、大変な被害が生じているわ

けですね。口蹄疫というのは国の所管事務と思

いますので、国が本当に一切の責任を持つぐら

いの、そういう覚悟で本県の復興に力をかして

いただかなければこれはできないと思いますの

で、基金につきましては、その基金の使途、ま

た積算根拠、そういうものを本当に明確にし

て、お願いをしていっていただきたいというふ

うに思います。

次に、被害に遭われた畜産農家には補償がな

されますけれども、獣医師とか削蹄師、人工授

精師には義援金のみが支払われたと聞いており

ます。これらの方々も被害者であり、以前のよ

うに復旧するまでには、生活費に支障を来す方

もたくさんおられると思います。私は、泣きな

がら訴えられたのを覚えておりますけれども、

まず生活費がこの130日にわたって途絶えたとい

うことであります。それから、またもとのよう

に復興していくためには、数年以上かかるわけ

でありますから、その間も心配でございます。

融資とかいろんなことはあるでしょうけれど

も、このあたり、本当に一人一人よく見ていっ
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てもらわなくちゃいけないと思いますけれど

も、影響を受けた人というのはどれぐらいおら

れ、収入がもとに戻るには、どれぐらいの期間

を要するのか、また今後、どのように支援をし

ていかれるのかお尋ねいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 獣医師や削蹄

師、家畜人工授精師の業務は、畜産農家が相手

でありまして、口蹄疫の影響を直接受けられ、

非常に厳しい状況にあると認識をいたしており

ます。このため、補正予算において、「畜産経

営体等生活支援資金」を措置し、当面の生活資

金として無利子の融資制度を準備するととも

に、義援金の配分の対象としたところでござい

ます。義援金の配分を受けた獣医師や削蹄師、

人工授精師の数は129名であり、これらの方々の

収入がもとに戻るのにどれぐらいの時間を要す

るかは一概には言えませんが、収入をもとに戻

すには、畜産農家の早期再開が前提となります

ことから、県といたしましては、「口蹄疫から

の再生・復興方針」に基づき、一日でも早い畜

産の復興に取り組み、関係者の影響緩和に努め

てまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 風評被害について伺いますけ

れども、私どももその訴えを受けました。この

点についても検証しておかねばならないと思い

ますけれども、農家の風評被害の現状と対策、

この風評被害についても、きちんとした記録も

残しておかなくちゃいけないと思いますけれど

も、お尋ねをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 県では、口蹄

疫の発生直後から、本県農畜産物の安全性等に

ついてＰＲを行うなど、風評被害の防止に取り

組んできたところでございます。しかしなが

ら、県外のレストランや精肉販売店における本

県産の食肉の取引の中止や、県内の産地を表示

した農産物販売を断られたり、小売店の店頭で

の不適切な表示など、そういう事例が見られた

ところでございます。これらに対しましては、

関係機関・団体とも連携をいたしまして、速や

かに、かつ粘り強く改善していただくよう理解

促進に努め、現在では取引再開や表示の適正化

等が図られているところでございます。県とい

たしましては、今後も、多方面からの情報収集

に努め、今回の口蹄疫の経緯や防疫対策等とあ

わせて記録にまとめるとともに、ホームページ

の活用や農畜産物フェアなど、あらゆる機会を

通じて、安全・安心な本県農畜産物等の一層の

ＰＲに努めてまいりたいと存じます。

○長友安弘議員 商工観光労働部長にお伺いい

たします。風評被害についてでありますけれど

も、商工観光労働部のほうで掌握をしている風

評被害の除去と、それから対応策についてお尋

ねします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） ナンバー

トラック、トラック関係について風評被害が非

常にひどい状況がありましたので、ちょっとそ

れについて答弁させていただきますが、口蹄疫

の発生に伴いまして、宮崎ナンバートラックの

敬遠、あるいは取引停止、県外事業者への発注

などの影響が生じておりまして、約８割の事業

者が売り上げを減少させ、そのうち売り上げが

２割以上減った事業者が約４割に及んでいると

伺っております。このような厳しい現状を踏ま

えまして、県といたしましては、ホームページ

や新聞広告で宮崎ナンバートラックの安全性を

訴えますとともに、国に対しまして全国の荷主

へ向けた風評被害防止の呼びかけや、トラック

の防疫措置の助成等を要望してきたところでご

ざいます。県トラック協会では、口蹄疫の終息

宣言後におきましても、家畜や飼料を輸送する
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車両の消毒を引き続き徹底しておりますので、

県といたしましても、県トラック協会、県バス

協会と共同で、今議会に提案しております「輸

送事業者との共同復興キャンペーン事業」に取

り組み、本県の物産や観光等のイメージ回復と

あわせまして、宮崎ナンバートラックの安全性

を県外に向けて広くＰＲすることによりまし

て、トラック等の利用促進を図ってまいりたい

と考えております。以上でございます。

○長友安弘議員 以上で口蹄疫を終わります。

次に、教育問題について教育長に伺います。

文部科学省の国立教育政策研究所の行ったい

じめに関する調査があります。首都圏内にある

小中学校19校の小学４年から中学３年までの６

年間にわたる調査でありますが、その結果によ

りますと、６年間にいじめられた経験を持つ子

供は実に９割に上るということであります。同

研究所では、いじめは限られた子供だけではな

く、どの子にも起こり得ると、そのことを受け

とめて対策を立てる必要があると分析をしてお

ります。１回以上いじめを経験した子供が90.3

％、週１回以上の頻度で被害経験があったの

は53.7％、逆に加害経験を持った子供は43.1％

でありまして、いじめに全くかかわりのない子

供は１割だけであります。いじめをする要因と

しては、友人関係のストレス、これが最も大き

かったと報告がなされております。非常に一考

を要する調査結果だと思いますけれども、本県

は幸いにしていじめや不登校、暴力、これは大

変少ない県となっておりますけれども、県教育

委員会はいじめ問題に対してどのような認識を

持ち、どのような対策を行っておられるのか、

教育長にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） いじめは、人の尊厳

を傷つける卑劣な行為でありまして、人として

絶対に許されないことであります。このことを

すべての子供たちにしっかりと指導し、いじめ

を絶対に許さない心情を育てることが何よりも

大切であり、一方で、どの学校でもいじめは起

こり得るという危機感を持って、いじめのない

学校づくりに努めなければならないと考えてお

ります。文部科学省が実施いたしました調査に

よりますと、平成20年度のいじめの認知件数

は、本県の公立の小中学校の場合、合わせて110

件であります。これを児童生徒1,000人当たりで

みますと1.09件で、全国の7.41件に比べまして

低い状況にあります。各学校におきましては、

いじめの未然防止や早期発見、早期解決を図る

ために、定期的にいじめ対策委員会を開催し、

教職員間で情報を共有しながら、個々の問題に

対してきめ細かに対応しているところでありま

す。県教育委員会といたしましては、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、学

校における人権教育のより一層の推進に努めま

すとともに、各学校のいじめ問題への対応を一

層充実するために、スクールカウンセラー等を

配置したり、スクールソーシャルワーカーや自

立支援指導員を実情に応じて派遣したりして、

学校における相談・指導体制を支援していると

ころであります。

○長友安弘議員 いじめが少ないほうがいいわ

けでありますけれども、都会と地方で違いはあ

るかもしれませんけれども、国の調査が示すよ

うに、実に９割に上るそういうことがあるとい

うことでありますので、いじめに関しては、再

度、またしっかり認識をしていただいて、起こ

らないようにお願いしたいと思います。

次に、教育長にお尋ねしますけれども、社会

問題になっているひきこもり、それと学校教育
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とのかかわりに関してお尋ねいたします。内閣

府は、今年２月、全国5,000人の若者を対象に、

ひきこもりについて初の実態調査というのをま

とめたようであります。回答は3,287人からあっ

たということでありますけれども、その結果に

よりますと、ひきこもりの若者は全国で約推

定70万人いると言われるほか、将来、ひきこも

りになる可能性がある準ひきこもりの若者も155

万人いることがわかったとのことであります。

また、このひきこもりの若者というのは、そう

でない若者に比べて自己肯定感が低く、学校時

代に我慢することが多く、友達が少なく、いじ

められた経験のある者が多かったとなっており

ます。さらに学校の先生とうまくいかなかっ

た、勉強についていけなかった、あるいは不登

校を経験したという人もおります。ひきこもり

の拡大防止というものが社会的な問題となって

おりますけれども、内閣府は、学校に対しまし

ても一定の役割を果たすよう提言をしておりま

す。そこで初めに、まずひきこもりの萌芽とも

考えられる学校における不登校の現状と対策に

ついてお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 平成21年度に文部科

学省が実施しました調査結果によりますと、本

県の公立小中学校における不登校児童生徒数

は896人であります。これを児童生徒1,000人当

たりで見ますと、8.99人でありまして、全国

の11.63人に比べまして低い状況にあります。不

登校への対応につきましては、学校、児童生

徒、保護者の信頼関係づくりを基盤とする日々

の地道な取り組みが最も重要であると考えてお

ります。そのため、各学校におきましては、不

登校対策委員会を定期的に開催し、児童生徒が

発する小さなサインを見逃さないということか

ら、気になる児童生徒の対応について検討する

とともに、教育相談や家庭訪問を実施するな

ど、早期対応に努めているところであります。

また、県教育委員会におきましては、各学校が

児童生徒の心の居場所となり、きずなづくりの

場となるような魅力ある学校づくりを推進する

ように指導いたしますとともに、いじめにおけ

る対策と同様に、スクールカウンセラーやスク

ールアシスタントなどを活用しながら、学校に

おける相談指導体制の支援に努めているところ

であります。今後とも、市町村教育委員会と十

分連携を図りながら、いじめ、不登校のない学

校づくりに取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○長友安弘議員 もう１点教育長にお尋ねいた

しますが、ひきこもりに対する学校への提言の

中で、内閣府は、学校に対しまして、子供や保

護者が卒業した後も相談できる体制づくりなど

を求めておりますけれども、本県の取り組みに

ついて伺います。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会といた

しましては、県教育研修センターに教育相談専

用電話「ふれあいコール」を設置しますととも

に、ＮＰＯ法人に子ども専用電話の相談業務を

委託するなど、在学中、卒業後にかかわらず対

応しているところであります。なお、ふれあい

コールにつきまして、件数を申し上げますと、

平成21年度では1,272件の電話相談がありまし

て、このうち、成人の方の悩みなどに関する相

談件数は594件でありました。この電話相談事業

につきましては、電話番号を掲載しましたカー

ドを県内のすべての児童生徒が携帯できるよう

に配付し、卒業後も活用できるようにいたして

いるところであります。また、各学校におきま

しても、状況に応じまして専門的に相談できる

関係機関の紹介に努めているところでありま
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す。

○長友安弘議員 かつては有無を言わさず、学

校を出ると仕事につかなくてはいけなかったと

いうことで、引きこもっている暇がなかったわ

けでありますけれども、そのような活気のある

県政といいますか、そういう運営をやっていた

だいて、子供たちが本当に生き生きと頑張れる

ような環境づくりをお願いしたいというふうに

思います。

次に、警察本部長にお尋ねいたします。

犯罪のグローバル化に対する取り組みについ

てでございますけれども、近年に見られる犯罪

の凶悪化・低年齢化に加えまして、来日外国人

による犯罪の国際化、さらには最近では犯罪の

グローバル化、こういうものに国民・県民の生

命・財産は脅威にさらされる時代となってまい

りました。不安は募るばかりでございますが、

来日外国人による犯罪は、平成17年の４万7,865

件、これをピークに減少の傾向にあるようであ

ります。かつては、短期滞在の在留資格等によ

り来日し、犯行後は本国に逃げ帰るというヒッ

ト・アンド・アウェイ型と呼ばれる犯罪が起

こっておりまして、また、地縁や血縁を中核と

して結合した来日外国人犯罪組織による犯罪、

そういうものがございました。しかし、最近で

は、世界的規模で活動する国際的強盗団による

強盗事件、さらには多国籍犯罪グループによる

組織的な自動車窃盗・密輸出事件、また海外旅

行などをねらったナイジェリア人組織による身

代金目的の日本人誘拐事件等々と犯罪のグロー

バル化が進行しており、大変懸念される事態と

なっております。経済や金融のグローバル化の

進展、また情報通信技術の発達によりまして、

人、物、金、情報が国境を越え、世界的規模で

往来・流通するようになった、この利便性の高

い社会環境の変化、こういうものが一方では国

際犯罪組織に悪用される時代を迎えておりま

す。もはや映画で見ていた国際犯罪というもの

が、現実問題として私たちの身の周りで起こっ

ており、重大な脅威となっていることを私たち

は深く認識をしなければならないと思います。

そこで、初めに懸念される犯罪のグローバル化

に対し、本県警察が講じている対策についてお

尋ねいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） まさに今おっ

しゃられたとおり、犯罪のグローバル化という

のは、我が国の治安にとりまして、大変大きな

脅威となっている状況であります。こうした厳

しい情勢を踏まえまして、全国警察を挙げて、

現在、組織の総合力を発揮した対策を推進して

いるところであります。本県警察といたしまし

ても、本年４月に私を長といたします「宮崎県

警察犯罪のグローバル化対策委員会」を設置し

て、組織体制を整備したところでありまして、

この種犯罪に対する捜査、これを強化いたしま

すとともに、国際犯罪に関連する情報の集約・

分析並びに実態解明を一層効率化させて、組織

横断的な諸対策を推進しております。あわせ

て、警察庁及び他の都道府県警察との緊密な連

携を保っているところであります。

○長友安弘議員 重ねて犯罪のグローバル化に

ついて伺いますけれども、我が国における外国

人の在留状況は、20年末現在では221万7,426人

ということで過去最高となっているようであり

ます。実に宮崎県総人口の約２倍の外国人が本

国には在留しております。また、不法残留者

は、22年１月１日のデータでございますけれど

も、９万1,778人となっております。このような

事情の中で、より効率的に金銭を得るために犯

罪に手を染める者も後を絶たないと言われてお
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ります。外国人犯罪を助長するインフラとしま

しては、地下銀行、偽装結婚、偽装認知、ある

いは旅券・外国人登録証明書の偽造、あるいは

不法就労の助長等があります。それらを背景

に、薬物・銃器犯罪のグローバル化、サイバー

犯罪の横行、知的財産権の侵害事件のグローバ

ル化、またマネーロンダリング等、各種犯罪の

グローバル化というのが起こっておりますけれ

ども、これに対する対策が望まれます。隣県の

熊本県では、暴力団が介在する偽装結婚事件を

初め、不法入国・不法滞在事件、あるいは総

額50億円を中国に送金した地下銀行事件等が摘

発されておりますけれども、本県では懸念され

る事案というものがなかったのかどうか、お尋

ねいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 本県における最

近の来日外国人犯罪の検挙状況でありますけれ

ども、平成20年が12件、平成21年、昨年が11

件、本年は８月末までで８件、ここ20年以来で

合計31件の検挙をしております。内容でありま

すけれども、不法入国・不法滞在が６件、窃盗

が13件、詐欺事件が６件、その他６件という状

況でありまして、この中に暴力団が介在する来

日外国人犯罪や、直ちにグローバル化が懸念さ

れるようなものはありませんでした。しかし、

偽装結婚事件につきましては、暴力団の介在し

た事件ではありませんでしたけれども、平成14

年に１件検挙しております。また、地下銀行事

件につきましては、平成19年に警視庁等と合同

で、中国人による約23億7,000万円の違法送金事

件を検挙しておりまして、今後も犯罪のグロー

バル化の地方への拡散が懸念されることもござ

いまして、組織体制の充実強化を図って、この

種事案の実態解明と徹底検挙に努めてまいりた

いと考えております。

○長友安弘議員 ひとつよろしくお願いしたい

と思います。

最後になりますけれども、警察本部長にお伺

いしますが、児童の人権を踏みにじる児童ポル

ノの問題についてお尋ねしたいと思います。こ

の児童ポルノというのは、自分の力で自分の権

利を守れない弱い立場にある児童に対する重大

な人権侵害であり許されざる犯罪であります。

その画像が一度インターネット上に流出すれ

ば、回収することは極めて困難となりまして、

児童に対する性的虐待の恒久の記録と、こうい

うものになってしまいます。この問題は国際的

にも重大な関心事項となっており、反対宣言の

採択等、児童ポルノの根絶に向けた機運が高

まっております。将来にわたって苦しむ被害児

童をなくすために、我が国においては、昨年６

月に策定された「児童ポルノの根絶に向けた重

点プログラム」に基づき、総合的な対策の実現

に向けた取り組みが進められておりますが、児

童ポルノの検挙状況並びに排除対策はどのよう

に進められているのか、お尋ねいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 児童ポルノにつ

きましては、昨年、全国では過去最多の935

件、650人を検挙しておりまして、これは前年比

で259件、238人の大幅な増加となっておりま

す。本県におきましても、昨年は４件３人を検

挙いたしましたが、本年は既に昨年を上回る５

件４人を検挙しておりまして、引き続き情報収

集、それから捜査を強化しているところでござ

います。本県の検挙事件の特徴でありますけれ

ども、携帯電話のインターネットを利用して知

り合った被害児童に、被害児童自身の裸体等を

被害児童に撮影させて、それをメール送信させ

るという児童ポルノの単純製造事犯がほとんど

であります。なお、被害児童のケアにつきまし
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ては、事件終結後もカウンセリングや家庭訪問

を行うなど、組織的な支援を行っているところ

であります。また、排除対策でありますけれど

も、各学校と連携をいたしましたサイバーセ

キュリティカレッジを通じて、携帯電話のフィ

ルタリング機能を活用するための指導を行うな

ど、児童が被害に遭わないための広報啓発活動

を実施しておりまして、今後とも、学校や関係

機関と連携した児童ポルノ排除対策を強力に推

進してまいります。

○長友安弘議員 本県でもこの被害が発生して

いる状況となっております。これはますます深

刻化していくということも懸念されますので、

国が昨年12月に犯罪対策閣僚会議というものを

開いておりますけれども、「児童ポルノ排除対

策ワーキングチーム」というものを設置してい

るという状況でございます。本県におきまして

も、関係部局、福祉の一部門あるいは教育委員

会、ここらあたりも一回、警察本部とも情報交

換をしていただいて、宮崎県の児童を守ってい

ただくような、そういう対策をまたよろしくお

願いしたいと思います。

通告をしておりました質問はすべて終わりま

した。口蹄疫に対して最後に要望しておきたい

と思いますけれども、本当に最初の１点、ここ

を守り切れなかったことが、これだけの大変な

被害になったわけでございます。したがって、

ウイルスの侵入を絶対に許さないというのが一

番の主眼でありますけれども、今のグローバル

化の時代に大変これは困難なことだと思いま

す。したがいまして、水際対策をしっかりして

もらわないかん。国の仕事だと思いますけれど

も、同時に、もし入ってきたらそれを完璧に防

げる消毒体制というのを県内随所につくらなく

ちゃいけないだろうというふうに思います。そ

して、もし万が一その壁も破られたら、早期発

見をすることが大事でありますから、農家とか

獣医師さんの口蹄疫を見抜く眼力、大変難しい

んですけれども、これを本当に磨いていただき

たい。さらに家保とか動衛研とか、敷居が高く

てはなりません。すぐ疑わしきは検査をすると

いう、そういう体制を本当に取っていただきた

い、こういうふうに思います。それからまた、

万が一口蹄疫が発生したら、迅速な防疫、蔓延

防止対策が必要でありますから、埋却地の問題

も先ほど論議されましたけれども、直ちにそう

いう対策がとれるような体制を準備しておく、

こういうこと等、さまざまなことがあろうかと

思います。再生とか復興というのは、こういう

大きな事態が発生してからのことでございます

ので、そうならないように、その以前で食いと

める早期の対策、こういうものに力を入れてい

ただくように心からお願い申し上げまして、質

問をすべて終了させていただきます。ありがと

うございました。（拍手）

○蓬原正三副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時４分散会
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