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午前 10時０分開議

出 席 議 員（41名）
5番 西 村 賢 （新みやざき）

6番 図 師 博 規 （日 日 新）

7番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

8番 岩 下 斌 彦 （つくしの会）

9番 山 下 博 三 （自由民主党）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 中 村 幸 一 （ 同 ）

15番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 田 口 雄 二 （新みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 廣 明 （自由民主党）

20番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

21番 押 川 修一郎 （ 同 ）

22番 外 山 衛 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24 番 河 野 安 幸 （ 同 ）

26番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 水 間 篤 典 （新みやざき）

31番 濵 砂 守 （ 同 ）

32番 星 原 透 （自由民主党）

33番 中 野 一 則 （ 同 ）

34番 横 田 照 夫 （ 同 ）

35番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

36番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

39番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

40番 長 友 安 弘 （ 同 ）

41番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

43番 井 上 紀代子 （新みやざき）

45番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

46番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

47番 坂 口 博 美 （自 民 党 鳳 凰 の 会）

48番 萩 原 耕 三 （自由民主党）

49番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

50番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

51番 米 良 政 美 （ 同 ）

52番 外 山 三 博 （ 同 ）

53番 福 田 作 弥 （自由民主党）

欠 席 議 員（１名）

28番 太 田 清 海 （社会民主党宮崎県議団）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

県 民 政 策 部 長 山 下 健 次

総 務 部 長 稲 用 博 美

福 祉 保 健 部 長 高 橋 博

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

農 政 水 産 部 長 髙 島 俊 一

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

会 計 管 理 者 加 藤 裕 彦

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

選 挙 管 理 委 員 長 川 崎 浩 康

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 太 田 英 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 岡 崎 吉 博

総 務 課 長 渡 邉 靖 之

議 事 課 長 武 田 宗 仁

政 策 調 査 課 長 日 髙 正 憲

議 事 課 長 補 佐 中 原 光 晴

議 事 担 当 主 幹 日 髙 賢 治

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 議案第16号から第23号まで追加上程

○中村幸一議長 ただいまの出席議員41名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は代表質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第16号から第23

号までの各号議案の送付を受けましたので、こ

れらを日程に追加し、議題とすることに御異議

ありませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

○中村幸一議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ただいま提

案いたしました議案第16号から第23号につい

て、御説明を申し上げます。

まず、議案第16号は、人事委員会委員江夏由

宇子氏が平成22年10月７日をもって任期満了と

なりますので、その後任委員として同じく江夏

由宇子氏を選任いたしたく、地方公務員法第９

条の２第２項の規定により、県議会の同意を求

めるというものであります。

次に、議案第17号から第23号は、土地利用審

査会委員大迫敏輝氏ほか６名の委員が平成22

年10月24日をもって任期満了となりますので、

その後任委員として大迫敏輝氏ほか６名を任命

いたしたく、国土利用計画法第39条第４項の規

定によりまして、県議会の同意を求めるという

ものであります。よろしく御審議のほどお願い

申し上げます。〔降壇〕

○中村幸一議長 知事の説明は終わりました。

◎ 代表質問

○中村幸一議長 それでは、ただいまから代表

質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、自由民主党、黒木覚市議員。

○黒木覚市議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。自由民主党の黒木でござい

ます。自由民主党を代表して質問をいたしま

す。きょうは、私の地元、日向市から多くの皆

さんが傍聴に来ておられます。早朝からの出

発、大変御苦労さまでございました。

さて、国内で10年ぶりに発生して県内で猛威

を振るった口蹄疫も、ようやく８月27日に終息

を迎えることができました。畜産農家を初め、

被害を受けられた関係者の皆さんにお見舞いを

申し上げますとともに、一日も早い復興を祈念

いたしたいと思います。また、知事を初め、昼

夜を問わず寝食も忘れて防疫活動に当たられた

関係各位に対しまして、心より敬意と感謝の意

を表したいと存じます。今後、復興対策や再発

防止対策などに、私たち県議会も、執行部の皆

さんと一緒になって取り組んでまいる所存であ

りますので、よろしくお願いをいたします。

明るく豊かな社会を築いていくことは、今を

生きる私たちに課せられた責務であります。今

後一層、未来に明るい展望が持てるような地域

社会づくりを進めていかなければならないと考

えております。ただいまから、通告に従いまし

て順次質問をさせていただきますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。執行部の皆さんに

は、明るい気持ちになるような前向きな御答弁

平成22年９月８日（水）
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をお願いいたします。

きょうは、何よりも皆さんが一番興味を持っ

ておられることを最初にお尋ねいたします。知

事の政治姿勢についてであります。

平成19年１月に行われました宮崎県知事選挙

において知事は、マニフェストを片手に、「宮

崎をどげんかせんといかん」という思いを県民

に訴えられ、多くの支持を得て、見事当選を果

たされました。前知事などによる官製談合事件

で失った県政に対し、しがらみのない新しい県

政づくりを県民が求め、そして、そのかじ取り

役を東国原知事に託したのであります。鳥イン

フルエンザに始まり、マスコミを利用した県産

品や観光スポットのＰＲ、入札制度の改革、そ

して今回の口蹄疫問題、ほかにもまだまだいろ

いろとありますが、就任直後から、知事は全力

で職務に当たってこられたと思っております。

一方で、昨年の衆議院選挙前に見られたような

不用意な発言も多々あり、県政に本腰を据えて

取り組んでいないのではないかといった批判が

あったのもまた事実であります。各種世論調査

を見てみますと、知事の支持率は異常なほどの

高さを誇っております。これは、２期目に対す

る県民のある種の期待感でもあるのではないか

と思うのであります。今回の口蹄疫問題からの

復興にしっかりと道筋をつけられてから次の道

に進むべきだとの声も、ある方面から聞こえて

まいります。しかしながら、知事が県政運営に

一定の限界を感じ、国政に強い関心を持ってい

ることも、私たちは十分承知いたしておりま

す。そこでお伺いいたしますが、12月９日告

示、12月26日に投票が行われます次期知事選挙

に、知事は出馬する意向があるかどうか、明確

にお答えください。

次に、口蹄疫に関して４点ほどお伺いをいた

します。

初めに、市町村財政への影響についてであり

ます。口蹄疫については、県はもとより市町村

も、それぞれ補正予算を計上して、消毒や埋

却、復興支援などの対応をされておりますが、

こうした対策費が市町村の財政に大きくのしか

かってきております。８月18日現在の数字であ

りますが、宮崎市で約21億7,000万円、都城市

で16億8,000万円など、県内の市町村で約77億円

が口蹄疫の対策費として予算措置されておりま

す。その９割以上が各市町村の一般財源からの

持ち出しであり、基金を取り崩して対応してい

る市町村が大半のようであります。特別交付税

が要望どおりに措置されればよいのですが、こ

れから台風シーズンを迎え、全国的に災害がど

の程度発生するかがわかりません。特別交付税

に多大な期待を寄せるには不安があります。来

年度の予算編成作業が、各市町村においても、

これからいよいよ始まるわけでありますが、そ

の予算編成に影響が出ないように、県としても

十分なサポートを行うべきだと思いますが、総

務部長の考えをお聞かせください。

次に、義援金についてであります。口蹄疫の

発生以来、防疫活動により影響を受けた畜産農

家を支援するため、５月14日から義援金の募集

が始められました。この間、県内外の企業・団

体、スポーツチーム、また本県出身の著名人な

ど、実に多くの皆さんから寄附をいただき、義

援金の総額は９月６日現在で32億4,600万円と

なっております。この義援金は既にすべての畜

産農家と人工授精師に配分されておりますが、

８月25日の配分委員会では、一部農家への追加

配分に加え、全市町村に４億円の一括配分、さ

らには地域経済の復興対策に充てるため、県が

創設する復興基金に10億円を拠出することが決

平成22年９月８日（水）
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まったところであります。義援金の募集期間

が10月31日まで延長されましたので、今後どれ

ぐらいの寄附が集まるかは定かではありません

が、４次配分後も６日現在で１億8,000万円以上

の義援金が残っておりますので、ぜひ有効に活

用していただきたいと思うのであります。今後

の義援金の配分について、県はどのような配分

先を考えているのか、これまで既に配分した畜

産農家などへのさらなる上乗せがあるのか、福

祉保健部長にお伺いをいたします。

次に、復興対策にかかわるイベント等の誘致

についてであります。県は、口蹄疫による県内

の経済的な損失を約2,350億円と試算し、そのう

ち、イベント中止や観光客の減少に伴う飲食業

・宿泊業・運輸業などの損失は、発生から非常

事態宣言解除までの３カ月間で約950億円に上る

とも計算されております。こうした中、８月１

日から５日には、開催が危ぶまれておりました

「全国高総文祭みやざき」が無事とり行われ、

全国から集まった２万人の高校生で、県内は久

しぶりのにぎわいを見せたところであります。

阪神・淡路大震災を初めとした過去の災害後の

復興対策を見てみますと、やはり、経済波及効

果が期待できる観光振興対策が大きな柱の一つ

になっているようであります。口蹄疫からの再

生・復興支援において、県は、イベントやコン

ベンションの誘致に取り組んでいく方針を出さ

れておりますが、具体的に誘致が見込めそうな

全国規模のイベント等があるのかどうか、商工

観光労働部長にお伺いをいたします。

次に、修学支援についてであります。口蹄疫

は、畜産農家や関連業者を初め、観光産業や飲

食業、運輸業など幅広い産業に影響を及ぼし、

関係者は経済的にも相当なダメージを受け、中

には経営の継続が困難になった方もおられるよ

うであります。こうして被害を受けた関係者に

つきましては、特に学校に通う子供たちを抱え

ている家庭は、収入が途絶えたため、子供たち

の学校教育に対する影響が懸念されておりま

す。教育委員会が行っている口蹄疫被害に対す

る修学支援としての県育英資金緊急採用制度や

県立学校における学校徴収金の支払い猶予措置

などについては、どのくらい活用されているの

か、また、今議会で上程されている宮崎県育英

資金貸与条例の改正案はどのような内容になっ

ているのか、教育長にお尋ねをいたします。

次に、森林・林業・木材産業の振興について

であります。

本県の森林資源は、杉を中心とした人工林資

源が充実し、杉の素材生産量は平成21年に120万

立方メートルを超えております。この生産量は

全国の15％のシェアを占めており、まさに驚異

的な供給力であります。木材は、石油や石炭な

ど１回限りの化石燃料と違い、太陽エネルギー

により造成され、半永久的に再生できます。資

源の少ない我が国におきましては、数少ない有

望な資源であると考えております。一方、昭

和50年代に３万円以上の値をつけていた原木価

格は、その後断続的に下落しており、今や１万

円を切るような状況でありますが、これでは再

造林するどころか、伐採して収穫する意欲もな

くなるような厳しい経営環境であります。低炭

素社会の実現には、再生産可能な木材を利用拡

大していくことが重要であり、そのことが林業

や木材産業を活性化させ、森林所有者の所得確

保や山林地域の……。

「森林・林業再生プラン」が昨年末に策定さ

れましたが、その目標に掲げておりますの

が、10年後の木材自給率を50％以上に引き上げ

るとのことであります。木材の供給力をふやし
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て、この高い目標を実現しようという意気込み

はわかりますが、具体的にこの目標を達成する

には、本県のような国産材の供給県がリーダー

シップをとって需要拡大に努めなければ、目標

はただの絵にかいたもちになりかねません。そ

こで、木材自給率50％の目標達成に向けて、県

では県産材の需要拡大にどのように取り組んで

いくのか、環境森林部長にお伺いをいたしま

す。

次に、農業の振興についてであります。

今年２月の代表質問で、当時、自民党会長で

ありました蓬原議員が、農林水産省の公共予算

減額について質問を行いました。国の今年度当

初予算において、農道整備事業やかんがい排水

事業など農業の基盤整備にかかわる農業農村整

備事業の予算が、新たに設けられた交付金を含

めても前年度の半分程度にまで減額されている

ことに対して、本県農業への影響を懸念する内

容でありました。我が国は、食料自給率が40％

と先進国の中で最低の水準になっております

が、食料を安定的に供給していくためにも、農

業の生産基盤の充実強化を図ることが重要であ

ります。本県においては基盤整備率が27.6％と

全国でも下位に位置していることから、より一

層、整備促進が求められていると考えておりま

す。県内では現在８路線で農道整備事業が進め

られておりますが、予算削減により事業へどの

ような影響があるのか、農政水産部長にお伺い

をいたします。あわせて、国営かんがい排水事

業に対する影響も教えていただきたいと思いま

す。

県においては、国に対して、これらの予算の

確保や重点配分を既に要望されているようであ

りますが、予算が限られてくるということにな

りますと、選択と集中、事業の優先順位づけが

必要になってくると思います。農業の基盤整備

にかかわる選択と集中の考え方について、農政

水産部長にお伺いをいたします。

次に、土木行政についてであります。

８月３日、全国の重点港湾43港が選定・発表

されたところであります。その中の一つに細島

港が選ばれたところであります。知事を初め、

地元市長や民間団体などの粘り強い要望が功を

奏したのではないかと。当然、県議会といたし

ましても要望活動などを繰り返し行った成果で

もありますが、地元住民、県民の一人として大

変うれしく思っております。重点港湾は、公共

事業が大幅に削減される中、選択と集中の一環

として、港湾の国際競争力を確保するため、１

県１港を基本として、貨物取扱量の実績、国際

・国内海上輸送網の拠点としての機能などで選

定されたということであります。しかしなが

ら、重点港湾は全国に43もあるというわけです

から、予算の総枠が減っていく中でどういう視

点で新規事業が行われるのか、政治主導という

観点からも心配であります。このような中、先

日、国の概算要求では、細島港の大型岸壁44億

円が計上されておりましたが、何より確実に来

年度の新規事業として着工されることが重要で

あります。そこでお尋ねしますが、細島港大型

岸壁の新規事業の見通しはどうなのか、県土整

備部長にお伺いをいたします。

次に、県立病院の医師確保対策と今後の経営

形態についてであります。

病院局では、県立病院の今後の経営のあり方

について検討を行うため、昨年７月、県立病院

経営形態検討委員会を設置し、断続的に議論を

重ねてこられましたが、昨年度末に、現時点で

は現在の経営形態が望ましいとの結論を出され

ました。一方、先日発表されました平成21年度

平成22年９月８日（水）
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の決算見込みでは、県立病院事業は11億2,800万

円もの赤字となっており、前年度より２億5,900

万円も悪化している状況であります。こうした

赤字経営の背景には、医師不足による一部診療

科の休診があることは明らかであり、病院局に

おきましても、赤字解消に向けては医師の確保

が最重要課題であることを認識されておりま

す。安定的な医師の確保に向けて、さまざまな

取り組みをされているようでありますが、医師

確保と現在医師不足で休診となっている診療科

再開の今後の見通しについて、病院局長にお伺

いをいたします。

また、病院局では、今後経営改革をさらに推

進しながら、平成25年度に再度経営形態を見直

す方針を出されております。しかしながら、口

蹄疫によって県の財政がまさに火の車状態にな

り、県立病院で不採算医療や政策医療を担うた

めに必要な繰出金の確保が厳しい状況の中、今

後３年間も今の経営形態が継続できるのか、大

いに不安を感じているのでありますが、本当に

大丈夫かどうか、病院局長に考え方をお聞きい

たします。

次に、インターネットカフェ条例についてで

あります。

警視庁では、インターネットカフェの利用に

ついて、営業者に利用客の本人確認を義務づけ

るなどした条例を昨年度策定し、今年７月に施

行されました。この条例は、インターネットカ

フェを開設する場合に公安委員会に届け出るこ

とや、利用者の本人確認、記録の作成・保存な

どが義務づけられており、義務に反した場合、

最終的な罰則規定も盛り込まれております。イ

ンターネットカフェは、個室で密室性が高く、

また24時間営業であるため、窃盗などの刑法犯

の発生件数が多く、そのことが条例制定のきっ

かけになっているようでありますが、本県にお

けるインターネットカフェにおける刑法犯の発

生件数はどれぐらいあるのか、県警本部長にお

伺いをいたします。

また、インターネットカフェは、全国各地ど

こも同じ形態をしているわけでありますが、本

県においても同様の条例を検討する予定はない

のか、あわせてお伺いをいたします。

次に、参議院議員選挙についてであります。

昨年、何かと注目を集めました行政刷新会議

の事業仕分けでありますが、７月11日に行われ

ました参議院選挙に要する経費もその対象であ

りました。総務省によりますと、国が今回の選

挙で予算計上した選挙の自治体委託料経費は、

３年前の選挙に比べ90億円少ない約436億円との

ことでありますが、この予算縮減を受け、各自

治体は経費節減に相当頭を悩ませたとの話を聞

いております。開票スタッフの削減、選挙啓発

費の縮減、開票会場の変更など。中には期日前

投票の開設期間を短縮した自治体もあったよう

でありますが、このようなことなどは、投票率

の低下をもたらすことはあっても、決して投票

率アップにはつながらない対策であります。本

県においても、各市町村でそれぞれ経費節減に

努められたことと思いますが、今回の本県分の

選挙費用は、前回の選挙と比較してどの程度縮

減され、また、そのことで投開票作業に影響は

出なかったのか、選挙管理委員長にお伺いをい

たします。

以上、壇上からの質問を終わり、後は自席か

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。

次期の知事選についてであります。私は、知

事に就任以来、県民の皆様の県政に対する信頼

平成22年９月８日（水）
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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、一日一日、全身全霊を傾けて県政運

営に取り組んでまいりました。現在も口蹄疫被

害からの再生・復興を初め、さまざまな重要課

題の解決と、県民の皆様とのお約束であるマニ

フェストの達成に向けて、全力を尽くしている

ところであります。お尋ねの次期知事選挙にお

ける私の対応についてでありますが、じっくり

考える時間を持つことができない状況にありま

したので、いまだ結論に至っていないところで

あります。県議会の皆様、そして県民の皆様に

は大変申しわけありませんが、いましばらくお

時間をいただき、広く皆様の御意見等をお聞き

しながら熟慮し、決断いたしたいと存じます。

この９月議会中のできるだけ早い機会に、県民

の代表であります県議会の場で、私の態度は明

らかにできるように努めたいと考えております

ので、御理解いただきたいと思います。以上で

す。〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

市町村における口蹄疫対策経費のサポートに

ついてであります。本県市町村のほとんどは財

政基盤が脆弱であり、非常に厳しい財政運営が

続いております。このため、県といたしまして

は、これまでに市町村の消毒ポイントへの補助

を予算措置したほか、市町村の実施する環境対

策、雇用対策、地域振興対策等に要する経費に

ついての支援を今議会においてお諮りするな

ど、多大な口蹄疫対策経費が市町村財政に大き

な影響を与えることのないよう取り組んでいる

ところであります。また、あわせまして、国に

対しましては、要しました費用の全額を国費ま

たは特別交付税で措置していただくよう強く要

望しているところであります。今後とも、国に

対しまして十分な財政措置を要望してまいりま

すとともに、市町村に対しましては、財政的な

支援のほか、健全な財政運営に関する助言等、

適切に対応してまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

今後の義援金の配分についてであります。宮

崎県口蹄疫被害義援金につきましては、県内外

を問わず多くの方々から多額の寄附が寄せられ

ており、これまでに30億6,400万円余りを配分い

たしております。まことにありがたく、心より

感謝申し上げます。今後の義援金の配分につき

ましては、畜産業を含め、地域経済全体の復興

のための事業に有効に役立てる方向で、配分委

員会において協議・決定してまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。

県産材の需要拡大についてであります。本県

の森林資源は着実に充実してきており、森林所

有者の所得確保に加え、山村地域の振興を図る

上で木材の需要拡大は大変重要と認識しており

ます。このため県では、品質や性能の豊かな製

品づくりや、流通・加工体制の整備を進めると

ともに、公共施設等の木造化の推進、さらには

県外の大消費地でのトップセールスや産直住宅

の推進などの販路拡大に努めてきたところでご

ざいます。

国におきましては、昨年12月に森林・林業再

生プランが策定されるとともに、ことし５月に

は公共建築物等木材利用促進法が公布され、国

産材需要拡大に向けた環境づくりがなされたと

ころであります。県といたしましては、これま

で築き上げてきた全国トップクラスの豊かな森

平成22年９月８日（水）
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林資源や生産基盤を十分に生かしながら、外材

や他県産材との競争に打ち勝つ木材製品の安定

供給体制づくりをさらに進めるとともに、木質

バイオマスの利用など新たな分野での需要拡大

にも努めてまいりたいと考えております。ま

た、我が国の林業・木材産業をリードする木材

供給基地としての役割を果たすため、現在策定

中であります新たな森林・林業長期計画におき

まして、県産材の需要拡大を重点施策として位

置づけ、市町村、関係団体等と一体となって取

り組んでまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

口蹄疫からの再生・復興策として取り組むイ

ベント、コンベンションの誘致についてでござ

います。口蹄疫発生に伴い、甚大な影響を受け

ております飲食業や宿泊業を初めとする商工業

者の経営の一日も早い回復を図るためには、県

内におけるイベント、コンベンションの開催は

大きな効果を持つものと考えております。この

ため、県としましては、各部局等を通じまし

て、政府、関係団体に対しまして、非常事態宣

言解除後、早期のコンベンション等の本県開催

を働きかけてきたところでございます。商工観

光労働部で現在把握しているところでは、既に

開催されたものも含めて、その規模はいろいろ

ありますが、13件に達しておるところでござい

ます。今後とも、一刻も早い再生・復興を図る

ため、全国規模のものも含め、スポーツ大会な

どのイベントやコンベンションの積極的な誘致

活動を行ってまいりたいと考えております。以

上でございます。〔降壇〕

○農政水産部長（髙島俊一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、予算削減による農道整備事業及び国営

かんがい排水事業に対する影響についてであり

ます。現在、農道につきましては、８路線を対

象に整備促進に努めているところであります

が、平成22年度に新たに創設されました農山漁

村地域整備交付金にことし２月の補正予算を加

えますと、約20億円、対前年比97％の予算額が

確保されましたことから、今のところ目立った

進捗への影響はないものの、今後、引き続き予

算削減が行われますと、全区間の整備に期間を

要し、その結果、農道の効果発現のおくれが懸

念されるところであります。また、国営かんが

い排水事業につきましても、県内で４地区を鋭

意実施中でありますが、予算削減により農業用

ダムや幹線水路の完成のおくれが見込まれ、そ

の結果、県営関連事業の推進にも影響が生じる

など、農家の方々が実際に水を使用できる時期

が大幅におくれ、収益性の高い畑作農業の振興

に支障が生じることが懸念されるところでござ

います。

次に、農業の基盤整備に係る選択と集中につ

いてであります。本県農業は、燃油・飼料価格

の高騰などによる農業所得の低下に加え、口蹄

疫の発生など大変厳しい状況に直面しており、

今後は、加工・業務用需要に対応した土地利用

型農業など、より収益性の高い新たな生産構造

への転換を進めていく必要があります。このた

め、これからの基盤整備につきましては、農業

用水の安定供給を図るための畑地かんがい施設

の整備や経営体の育成、農地の集積を図るため

の圃場整備など、農業生産力の向上に直結する

事業に重点を置いた事業推進が必要であると考

えており、より一層のコスト縮減を図るととも

に、効率的な予算の執行に努めながら、事業効

果の早期発現を図ってまいりたいと考えており

平成22年９月８日（水）
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ます。さらに、農業農村整備事業は、農業はも

とより、農村地域の振興を推進する重要な事業

でありますことから、今後とも整備の必要性な

ど本県の実情を訴えながら、予算の確保や本県

への重点配分について国に強く働きかけてまい

りたいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○県土整備部長（児玉宏紀君）〔登壇〕 お答

えいたします。

細島港の大型岸壁についてであります。細島

港につきましては、御承知のとおり重点港湾に

選定され、８月27日には、国土交通省の平成23

年度の概算要求に、大型岸壁整備が新規事業と

して盛り込まれたところであります。しかしな

がら、港湾関係予算の概算要求では、例年より

多い８カ所の新規着工施設が盛り込まれてお

り、今後、年末に向けて政府予算案編成の中で

箇所数や予算の絞り込みが予想され、予断を許

さない状況にあると考えております。このた

め、県としましては、大型岸壁整備が平成23年

度の政府予算案に確実に盛り込まれますよう、

引き続き官民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。以上であります。〔降

壇〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

まず、医師確保の今後の見通しについてであ

ります。県立病院の医師につきましては、毎

年40名から50名の人事異動等に伴う退職があり

ますことから、各大学医局との連携を図りなが

ら医師の充足に努めますとともに、勤務医師の

待遇改善や負担軽減に取り組んでおりまして、

県立病院全体の医師数としては、ほぼ前年度並

みを確保できているところであります。しかし

ながら、延岡病院の消化器内科や神経内科など

一部の診療科の医師につきましては、確保の見

通しが立っていないところであります。病院局

といたしましては、休診となっている診療科の

解消はもちろんのこと、現在医師の派遣を受け

ている診療科につきましても派遣を継続してい

ただけるよう、引き続き、宮崎大学医局を初め

各大学医局に対して、粘り強く繰り返し要望し

てまいります。また、本県ゆかりの医師や臨床

研修医への働きかけなど、病院長ともども、さ

まざまな手だてを講じながら全力で医師の確保

に取り組んでまいりたいと、そのように考えて

おります。

次に、今後の経営形態についてであります。

全国的な医師不足の問題等、県立病院を取り巻

く環境は非常に厳しいものがありますが、医療

資源に乏しい本県において、県立病院の地域医

療に果たす役割の大きさ等を勘案いたします

と、何としても引き続き県立病院で政策医療や

不採算医療等を担い、県民医療の確保を図る必

要があると考えているところでございます。ま

た、議員御指摘のとおり、昨年度の県立病院経

営形態検討委員会での検討におきましても、本

県の医療事情を踏まえると、他の経営形態では

県民医療の確保が図れないとの報告があったと

ころであります。このような中で、一般会計繰

出金は、県立病院が政策医療や不採算医療等を

担っていく上で不可欠でありますが、本県の財

政運営全体の状況を考慮いたしますと、県立病

院の一層の健全経営が必要であると認識いたし

ておりますので、今後とも、あらゆる角度か

ら、職員一丸となって収益確保や費用節減に積

極的に取り組み、経営の健全化を図ってまいり

たいと、このように考えております。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた
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します。

口蹄疫被害に対する修学支援策についてであ

ります。

まず、県育英資金緊急採用制度につきまして

は、学校やメディアを通じてその活用について

広く周知を図っております。その結果、８月末

時点におきまして、直接口蹄疫被害を受けた畜

産農家はもとより、畜産関連業、飲食業等影響

を受けた世帯の高校生12名、大学・短大生７

名、専修学校生３名の計22名を採用していると

ころであります。また、各県立学校におきまし

ては、家計が急変した家庭の生徒に対する修学

相談や進学相談等にきめ細かに対応できるよう

に修学相談窓口を設置しますとともに、学校徴

収金等の納入の猶予や減免などを行っておりま

す。その結果、これまでに修学相談窓口への相

談が15件、学校徴収金等の納入の猶予や減免な

どが５件あったと報告を受けております。

次に、今議会に上程されております宮崎県育

英資金貸与条例の改正案の内容でありますが、

これは、口蹄疫により経済的影響を受けた世帯

の高校生や大学生等に対する特例措置として、

現行の貸与月額に一律１万円を加算するもので

ありまして、このことにより、安心して学業に

専念できる環境を整えてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（鶴見雅男君）〔登壇〕 お答え

します。

まず、本県におけるインターネットカフェの

店舗数でありますが、本年８月末現在で宮崎市

を中心に14の店舗を把握しております。これら

インターネットカフェにおける刑法犯の発生状

況でありますが、昨年中、置き引きや無銭飲食

といった窃盗や詐欺などで15件、また、本年は

６月末現在で置き引きなどの窃盗が14件、これ

らを認知しております。強盗など凶悪事件の発

生はございません。また、インターネットカ

フェにおいてインターネットを利用した犯罪も

発生していないところでございます。全国で唯

一、インターネットカフェ条例を制定しており

ます東京都につきましては、店舗数が500以上に

上るということ、強盗・強姦などの凶悪犯罪を

初め窃盗・詐欺など、年間1,000件を超える刑法

犯が発生しているといったこと、さらには覚せ

い剤事件などのインターネット利用による各種

犯罪が発生しているという深刻な状況を踏まえ

まして、健全なインターネット利用環境を保持

する等の目的で条例の制定に至ったものと承知

をしております。本県におきましては、本年10

月までに事業者との連絡協議会を立ち上げまし

て、実態把握や情報交換を行うことにしており

ますが、今後とも、営業実態及び店舗数の動向

や各種犯罪の発生状況、さらには他府県におけ

る条例制定の動きなどについて注視をしてまい

る所存であります。以上であります。〔降壇〕

○選挙管理委員長（川崎浩康君）〔登壇〕 お

答えいたします。

参議院議員通常選挙における選挙費用の縮減

と、これに伴う投開票作業への影響についてで

あります。参議院議員通常選挙に要した経費に

つきましては、現在、各市町村において精算作

業を行っているところでございまして、年末ご

ろに確定する予定でございます。このため、現

時点で縮減額を明確にすることはできません

が、各市町村におきましては、今回の経費縮減

を踏まえ、開票事務の迅速化に取り組み、ま

た、投開票所に正規職員にかえまして臨時職員

を配置したりすることで人件費の削減を図るな

どの対応をとったことから、投開票作業に大き

な影響は出なかったものと考えております。以
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上であります。〔降壇〕

○黒木覚市議員 先ほど知事のほうから、出処

進退についてはまだ言えないというようなこと

でありましたが、知事にちょっとお尋ねをして

いきます。知事は、９月議会で出処進退を明ら

かにすると言われてきたわけであります。私の

質問は、議会全体を代表しての質問だと考えて

も構わないんじゃないかというふうに思いま

す。きょう明言しなければ、いつの時点─先

ほど早い時期と言われましたが、いつごろを考

えておるんですか。

○知事（東国原英夫君） 私が９月議会と申し

上げてきたのは、９月議会中ということでござ

いますので、先ほどの答弁と同じように、９月

議会中のなるべく早い段階で、考えを整理して

皆さんに明示させていただきたいと思っており

ます。

○黒木覚市議員 早い時期といいますと、きょ

うから代表質問が２日、一般質問が４日です

か。そうしますと、その間にはできないという

ことですか。

○知事（東国原英夫君） まだ熟慮中でありま

して、９月議会中のできるだけ早い時期という

ことで、閉会日の10月12日以前には、できるだ

け皆さんに早期に考えを明示させていただきた

いと考えているところであります。

○黒木覚市議員 議会中の遅い時期というよう

な受け取り方を、今の知事の発言ではするわけ

です。早い時期じゃなくて遅い時期かなと。そ

うしますと、12月の９日が知事選の告示です

ね。だんだんと近づいてくるわけで、非常に私

たちは心配もいたしております。知事が立候補

されればだれも出てこないだろうと私は思って

いるんです。思っていますが、万が一、知事が

そこで違う方向に変えたときどうなるのかな

と。これから出る人は、大変な短期間で、選挙

も、いろいろ公約をつくらなきゃなりません

が、大変だと思うんです。その辺で、できるだ

け早くと私は思っているんですが、先日、８

月27日に、一部スポーツ新聞で知事の都知事選

出馬ということが報じられましたね。これも知

事が御承知のとおりです。このことについても

検討しているんですか。

○知事（東国原英夫君） 御質問が２つに分か

れていると思うんですけれども、１問目が、早

く出処進退を明らかにしなければ次の人が困る

ということですか。それはいかがなもんですか

と私は思うんです。次期、私が出る出ない、出

処進退にかかわらず、これからの宮崎に対する

ビジョンなり信念があれば、いつでも手を挙げ

られることをお勧めします。私が出る出ないに

限らず、私が出るから出ないとか、あの人が出

ないから出るとか、そういうことで自分の政治

姿勢を示される方は政治家としていかがなもの

か、あるいは政治を目指す人としていかがなも

のか。私が出る出ないにかかわらず、おれはこ

の宮崎をこうするんだ、こういう信念のこうい

うビジョンで、そういう自信のある方はどんど

ん手を挙げていただいて、そういう方が本物の

次の世代の宮崎を支えていく人材になるんじゃ

ないかと私は考えております。

それと、スポーツ新聞の一部に取りざたされ

た件なんですが、私は全然その出所もわかりま

せんし、どうしてああいうタイミングでああい

う記事が出たのか、非常に理解に苦しむところ

でありまして、私の中では、その記事を読んで

おりませんけれども、それに対してはコメント

はできないということであります。

○黒木覚市議員 知事、受け取り方が少し今の

は違うんですよ。といいますのが、恐らく90何
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％は、今、知事が知事選に出ればだれも出ない

と私は思っているんです。だれも出ない。いま

だに手を挙げない。しかし、知事が万が一出な

いといった場合にはもう時間がないじゃないか

と。そのときになればだれかを、きょうは、自

民党の会長も中村会長でしょう、民主党の代表

も井上議員でしょう、各政党の代表もいらっ

しゃるわけです。ということは、知事が出れば

だれも出ませんよ、はっきり言って。出なく

なったときのことを心配して、今、知事が答弁

したことと違うことが起こってくるから心配し

ているんです。これは答弁は結構です。

９月14日に民主党の代表選があります。今、

菅総理と小沢さんとで一生懸命頑張っていらっ

しゃいますが、どちらが勝つか我々はわかりま

せんけれども、ここあたりですね、国政、何か

そこら辺を見きわめているのか、その辺はどう

なんですか。

○知事（東国原英夫君） そういったことはな

いんですが、今後の口蹄疫の再生・復興、今基

金をお願いしているんですが、代表選はそう

いったものにかかわることであるということで

重要な関心は持っております。ただ、この基金

に対していまだに確固たる回答が来ておりませ

んので、その辺もちょっとどうなのかなという

感じで代表選を注視しているところでありま

す。

○黒木覚市議員 といいますと、都知事選も余

り考えていなければ国のほうもないと。何を悩

んでいるのかと私たちは思うんですね。知事が

今、最も関心を持っているのは、宮崎県政か、

例えば都政か、あるいは国政か。余りいろいろ

広げますといけませんから、三択で質問しま

す。どの方向ですか。

○知事（東国原英夫君） 私が今、一番関心を

持っているのは、この国の形、この国の構造

を、基本をどう変えるかということです。この

国家構造を、統治システムを基本的に変えない

と、宮崎もしかり、疲弊する地方は再生できな

いと考えております。

○黒木覚市議員 ここで選挙管理委員長にお尋

ねをしておきますが、今回の知事選はどれくら

いの費用がかかるのか、教えてください。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） 平成23年１

月20日に任期満了を迎えます知事の選挙におき

ましては、その執行に要する経費として約５

億8,400万円、臨時啓発に要する経費といたしま

して約1,700万円、合わせて約６億円を今年度予

算で計上しているところでございます。

○黒木覚市議員 知事選になりますと６億ぐら

いかかるということでありますが、例えば、今

度の12月の選挙に立候補して、次のことを考え

たときに、やめる時期が早くなったときに、選

挙費用が無駄だとかそういうことを考えている

んですか。

○知事（東国原英夫君） 先のことはまだ全然

考えていないんですが、今聞いてびっくりした

んですけれども、先のことは本当に考えていま

せんので、今は出処進退について熟慮中だとい

うことを御理解いただければと思います。

○黒木覚市議員 わかりました。知事が今議会

中の後半には明らかにしたいということであり

ますが、これから私を含めて24名が代表・一般

で質問していくわけです。そうしますと、代表

から一般を含めて、全員が知事の政治姿勢とい

うことで聞かなきゃならない。そうしますと、

どこを向いて私たちは質問していいのかなかな

か見えないんです。それをどうやって皆さんが

これから質問するかでありますけれども、余り

時間をとると後がありませんので、今、宮崎県
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で一番やらなければならないことというのは口

蹄疫の復興対策ですね。現に目の前にあって、

私たちが一生懸命率先してやらなければいけな

いこと。これを考えますと、知事の性格ですか

ら、投げ出すことはしないと私は思っているん

です。必ず復興対策にけじめをつけてその後の

ことを考えるだろうというふうに思いますの

で、２期目の立場という形を続けるということ

を前提で私はこれから質問をします。そうでな

いと質問ができません。知事、それでいいかど

うかをちょっと。

○知事（東国原英夫君） それは議員の判断で

お願いしたいと思います。

○黒木覚市議員 ちょっと待ってください。そ

う言われると私は質問ができないじゃないです

か。これでは次の質問に移れないんですよ。も

うちょっと何か方法を考えてください。議長。

○知事（東国原英夫君） 行政というのは連続

性と継続性があると思うんです。ですから、私

は少なくとも来年の１月の20日までは任期がご

ざいます。それまでは責任をとって県勢発展の

ために尽力していく、これが私の職責、職務だ

と考えております。

○黒木覚市議員 私たちは23年度のことを考え

ていかなきゃいけない。そうしますと、23年度

の当初予算はどうしていくんですかということ

をこれから質問していくのに、23年度のいろん

なことを聞けない。だから今言うようにちょっ

と待ってくださいと。議長、ここはもうちょっ

と何か方法はございませんか。

○知事（東国原英夫君） ちょっとおかしな議

論になっていると思うんです。例えば、ここ

じゃないんですけれども、一般的に、23年度予

算の前に選挙があって、選挙に出馬するかしな

いかはまだ熟慮中だということがあったり、あ

るいは選挙に出ますと仮にその方がおっしゃっ

たとする。そうすると、「あなたはこれから選

挙をするんだから、選挙に通るか通らないかわ

からないじゃないか。通るか通らないかわから

ない人間に23年度予算をどうのこうの質問でき

ない」というのと同じ意味ですよ、それは。

○黒木覚市議員 知事がそう言われればそうい

うこともあります。それはわかるんですよ。だ

けど、目の前に来た知事選を、出処進退をはっ

きりしないというのは、県民も何だろうと思う

のは当たり前じゃないですかね。私だけです

か、そう思っているのは。みんなやっぱり、も

う時期ですよと、知事が９月議会ではっきりす

るというから、みんなそれを待っているんだろ

うというふうに思いますが、わかりました、も

うこれ以上はつつきません。私はさっき言うよ

うに、継続するということで質問させていただ

きます。

次に、平成23年度当初予算についてでありま

す。

少子高齢化の進行に伴う社会保障費の増大

や、世界的な景気低迷などの影響を受け、国、

地方とも大変厳しい財政状況にあります。県に

おきましてはこれまで、平成19年３月に策定し

た行財政改革大綱2007の財政改革プログラムを

着実に実行し、収支不足の圧縮を図りながら、

将来にわたって健全性が確保される財政構造へ

の転換に向けた取り組みを行ってきたところで

あります。しかしながら、このたびの口蹄疫対

策として相次いで補正予算を計上することに

なったため、財政調整のための基金の残高が大

幅に減少するなど、本県財政は危機的な事態に

陥っております。今後、国の口蹄疫対策にかか

わる財政支援の動向を注意深く見守っていく必

要がありますが、いずれにしましても、県の平
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成23年度予算については、これまで以上に厳し

い予算編成にならざるを得ない状況にあると考

えております。一方、口蹄疫復興対策はもちろ

んでありますが、高速道路などおくれている社

会資本の整備や、医療対策、景気・雇用対策な

ど、対応を急がなければならない県政の課題は

山積しております。予算編成方針の策定前では

ありますが、これらのことを踏まえて、平成23

年度当初予算編成に対する基本的な考え方につ

いて知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 少子高齢、過疎化の

進行等によりまして行政経費が累増する一方

で、世界的な経済危機の影響によりまして税収

等が落ち込む中、今回の口蹄疫対策経費に多額

の一般財源を要するなど、本県の財政状況は依

然として厳しい状況であります。こうした状況

を踏まえますと、まずは基金の取り崩しに頼ら

ない、将来にわたって健全性が確保される財政

構造への転換に向けた取り組みを、引き続き着

実に推進する必要があるものと考えておりま

す。また、その一方で、経済や雇用の回復など

緊急的な課題に対応するとともに、本格的な人

口減少社会の到来など将来的な課題へ対応する

重点施策に積極的に取り組んでいくことも重要

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。

○黒木覚市議員 次に、土木行政についてであ

ります。

高速道路の進捗と今後の状況についてであり

ます。７月17日、東九州自動車道高鍋―西都間

が開通しました。また、先日、日向―門川間が

予定より約４カ月も前倒しで、今年12月４日に

開通することが発表されました。県民の悲願で

ある東九州自動車道の全線開通という意味にお

きまして大変重要な一歩であり、今後、口蹄疫

復興と地域の発展に向けて大きな弾みになるも

のと期待をいたしております。改めて申し上げ

るまでもなく、高速道路は、観光や企業誘致な

ど諸産業の振興はもとより、救急医療や災害時

の命の道となる大変重要な幹線道路であり、地

域の自立という意味でも最優先で整備されるべ

き社会基盤であります。また、早急につながっ

てこそ、その威力は何倍にもなるものであると

確信しております。そこで、知事にお伺いをい

たします。東九州自動車道及び九州横断自動車

道延岡線の全線開通に向けた進捗状況と今後の

整備に向けてどのように取り組んでいくのか、

お聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 県内の高速道路のう

ち、現在事業化している区間につきましては、

東九州自動車道の大分県境―高鍋間が、県の要

望している平成26年度に向け、おおむね順調に

進捗しているのに対し、清武―日南間及び九州

横断自動車道延岡線につきましては非常に厳し

い状況にあるものと認識しております。さら

に、東九州自動車道の日南―志布志間及び九州

横断自動車道延岡線の山都―蔵田間につきまし

ては、いまだ基本計画区間のままで、整備のめ

どが立っていない状況であります。東九州自動

車道を初めとする県内の高速道路全線の一日も

早い開通は、県政の最重要課題であり、口蹄疫

復興と地域の発展のために非常に重要な問題で

あります。県といたしましては、さらなる早期

整備が図られるよう用地取得等に全力で協力す

るとともに、その整備に必要となる予算の確
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保、特に整備のおくれた地方への重点配分、整

備のめどが立っていない区間の早期整備着手に

ついて、県議会を初め、地元や経済界等とも連

携しながら、県民一丸となって、引き続き国な

どの関係機関に対して強く訴えてまいりたいと

考えております。

○黒木覚市議員 もう一点、東九州自動車道の

県南地区及び九州横断自動車道延岡線のめどが

立っていない部分、この区間について今後どの

ように取り組むのか、もう一度、知事、お答え

ください。

○知事（東国原英夫君） 東九州自動車道の日

南―志布志間及び九州横断自動車道延岡線の山

都―蔵田間につきましては、いまだ基本計画区

間のままで、整備のめどが立っていない状況で

あります。これらの区間に関しましては、高速

道路の整備の過程に関し、現在の国幹会議を廃

止し、新たな仕組みを構築するための法改正が

国会で継続審議中であるなど、今後どのように

なっていくか大変不透明な状況であります。県

といたしましては、これらの国の動向に注視す

るとともに、整備の道筋すら見えていない区間

について早期に整備着手していただけるよう、

県議会を初め、地元や経済界等とも連携しなが

ら、県民一丸となって、引き続き国や関係機関

に強く要望していきたいと考えております。

○黒木覚市議員 次に、国・県道の整備につい

てであります。御案内のとおり、本県の道路整

備は全国平均を大きく下回っております。平

成20年４月現在で、国道の整備率は全国平均

が91.3％に対して80％と全国で44位、県道では

全国平均67.5％に対して56.5％と全国37位と

なっており、いずれも九州では最下位でありま

す。国・県道は県内各地を結ぶ物流・交流のた

めの基幹道路であるとともに、通勤・通学、買

い物など県民生活と密接につながっており、ま

た、災害時における避難、輸送、救急医療施設

への搬送など、その果たす役割は、交通インフ

ラが十分でない地域にとっては大変重要なもの

であります。しかしながら、公共事業費が削減

される中にあっては、今後より一層計画的な整

備と改良を実施していくことが求められており

ます。事業費が限られている現状において、今

後の少子高齢社会も見据えながら、あれもこれ

もではなく、あれかこれかという効率的・重点

的な整備を図る必要があると考えております。

今後、県内の国・県道の道路整備をどのように

進めていくのか、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） 本県の道路整

備につきましては、生活圏・経済圏の拡大に対

応した県内１時間構想の実現等を基本目標にし

て、産業、地域、暮らしを支援する道づくりを

基本方針としておりまして、高速道路へのアク

セス、災害時の孤立化解消、渋滞対策等の道路

整備に重点的に取り組んでいるところでありま

す。しかしながら、本県は自動車保有率につい

ては九州で最も高い状況でありますが、国県道

の改良率は65％と九州では最下位となるなど整

備が大きくおくれており、本県の産業発展はも

とより、地域振興のためには国県道の整備は喫

緊の課題であります。現在、厳しい財政状況な

ど道路整備を取り巻く社会情勢の変化を踏ま

え、現行の中長期道路整備計画の改定作業を進

めており、これに基づき、今後、本県の道路整

備につきましてはより一層の選択と集中に努

め、計画的・効率的な整備を進めてまいりたい

と考えております。

○中村幸一議長 通告がありますので、関連質

問を許します。なお、発言時間は、主質問者の
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質問時間の範囲内となります。米良政美議員。

○米良政美議員 ただいまの黒木覚市議員の質

問に関連をいたしまして質問させていただきた

いと思います。

知事に２～３お尋ねをしたいと思うのであり

ますが、平成17年の官製談合によりまして、本

県建設関連の入札に関する改革は、指名競争入

札から一般競争入札への移行によりまして、さ

まざまな波紋を投げかけたのは事実でありま

す。公共事業投資のこれまでの歴史的背景に

よって、本県経済の構築はもちろん、中山間地

を多く抱えた地域にあっては、道路網の整備を

初め、利便性の向上に多大の貢献を果たしてき

たところであります。一方、公共事業を発注す

ることによって、その地方の経済的豊かさ、毎

日の家庭生活の一助となるべき建設労務者とし

ての雇用の場の確保、これに大きな役割を果た

してきました。私ども議員の立場から、少なく

とも町や村の実態あるいは疲弊した村の実態を

目の当たりにするとき、公共事業に対する予算

の確保あるいは受注の機会の確保というのは大

きな叫びであるわけでありますが、一般競争入

札制度に移行して以来、受注機会に恵まれない

業者は年を追うごとにふえておるわけでありま

す。そのような苦しい厳しい状況に直面してい

る今、250万円以上の公共工事の一般競争入札を

続けるということは、私は、現在の本県の経済

浮揚になじまないと思えて仕方がありません。

せめて3,000万円以下について指名競争入札にす

べきであると考えますが、知事の御所見をいた

だきたい。

○知事（東国原英夫君） 本県では、談合事件

により失われた県民の県政に対する信頼を回復

するために、一般競争入札の拡大など、より公

正、透明で競争性の高い入札・契約制度の確立

に取り組むとともに、幅広く意見を伺いながら

必要な見直しを随時行ってきたところでありま

す。特に最低制限価格については、経済・雇用

緊急対策として、本年３月から建設工事につい

ては予定価格のおおむね90％としたところであ

り、また、本県独自の地域企業育成型総合評価

落札方式については、その適用範囲を本年６月

には予定価格4,000万円まで拡大したところであ

ります。これらの取り組みによりまして、今年

度第１・四半期における公共三部の建設工事の

落札率は90.5％と、前年度を２ポイント上回っ

ております。また、平成21年度土木一式工事の

発注事務所ごとの管内建設業者の受注率は、公

共三部で88％であり、特に予定価格3,000万円未

満の小規模な工事については92％となってお

り、地域の建設業者が受注しやすい環境づくり

に努めているところであります。

私といたしましては、公正性、透明性、競争

性を保ちつつ、技術にすぐれ、経営努力を行

い、地域にも貢献している建設業者が伸びてい

ける環境づくりが重要と考えておりまして、今

後とも一般競争入札の枠組みの中で、入札制度

のあり方も含め、幅広く意見を伺いながら制度

の検証と必要な見直しや改善を図り、よりよい

制度の構築に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○米良政美議員 落札率とか予定価格のおおむ

ね90％とか、受注率も88％というのは、議会で

ずっと議論を知事としてきて、ここまで来たの

は理解できておるわけです。しかし、最近の公

共事業が大幅に減っていく中で、しかも制度改

革によって競争はどんどん激しくなってきてお

るわけです。それによって受注業者に偏りが生

じておる。そして倒産に追い込まれているケー

スもいっぱいあるんです。昨年度の建設産業の
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倒産件数は実に32件なんです。私は、地場企業

育成という観点から、倒産していくこの姿とい

うのは、これは軽視できない。特に、このこと

と中山間地域における雇用の場の確保というこ

とからすると、非常に大きな役割を果たしてき

たんですが、知事はここに至ってどのようなこ

とをそのことについて考えておられるのか、と

らえられておるのか、御所見をお聞かせいただ

きたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のように、建

設業の倒産件数は、20年度が57件、21年度は32

件、減っているわけでございます。全体の構成

比ですね、倒産件数の建設業の割合は、20年度

が52.8、21年度は43.2％です。これも減ってお

ります。ちなみに16年度、指名競争入札があっ

たときは50％であります。建設業42件が倒産し

ております。社会資本整備の担い手である建設

産業は、災害時の緊急対応などに大きな役割を

果たすとともに、中山間地域を初め、地域の経

済と雇用を支える重要な産業であると十分認識

しておりますので、厳しい財政状況であります

が、公共事業予算の確保、建設業者の実情に応

じたきめ細やかな支援にも努めてまいりたいと

考えております。

○米良政美議員 先ほど知事は過去の倒産件数

を述べられましたが、廃業された業者というの

はほかにいっぱいあるんです。調べてみると

びっくりします。データが出てくると思いま

す。そこで、九州各県の一般競争入札導入の状

況を披瀝しますと、福岡県と鹿児島県と沖縄

は5,000万円以上が一般競争入札なんです。長

崎、熊本、大分が3,000万から4,000万以上とい

うことになります。宮崎と佐賀だけなんで

す。250万円以上というのは。知事就任以来、入

札制度改革は、知事のマニフェストの大きな一

つでもあるわけでございますが、しかし、マニ

フェストとて、事の成り行き次第では見直して

いく、修正もしていくということがあってしか

るべきじゃないか、いつもこう思っているわけ

ですが、その点はどうお考えですか。

○知事（東国原英夫君） 見直しや修正をして

いないわけではないんですが、この条項に関し

てマニフェストを抜粋したものを読み上げま

す。「業者と知事の癒着を防ぐために、指名競

争入札の縮小及び廃止を検討し、一般競争入札

の活用や現行の条件付一般競争入札の拡大を検

討」となっております。指名競争入札の縮小及

び廃止を検討、条件付一般競争入札の拡大を検

討、このマニフェストの中で、我々は、どうい

う入札・契約改革が適切かということを、現場

の意見も賜りながら随時見直してきたつもりで

おります。マイナーチェンジといいますか、修

正を加えてきたところであります。今後とも、

公正性、透明性、競争性というのは非常に重要

なファクターだと思いますので、この中で、技

術にすぐれて、経営努力を行って、地域にも貢

献していただける建設業者が伸びていける環境

づくりが重要と考えておりますので、引き続

き、今後とも、条件付一般競争入札の枠組みの

中で、入札制度のあり方について幅広く御意見

を賜りながら、今後精度を高めて、検証や必要

な見直し、改善を図っていきたいと考えており

ます。

○米良政美議員 3,000万以下、なぜかという議

論になるわけですけど、3,000万以下となります

とＣクラスとかＤクラスが多いんです。該当す

ると思うんです。そこで、平成21年度の県北

―日向、延岡、西臼杵というふうに言います

が、Ｃ・Ｄクラスの受注状況を調べてみました

ら、Ｃ・Ｄクラスが95社です。落札回数がわず
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か77回。１回落札をした業者が32社、２回落札

をした業者が11社、３回が５社、４回が２社で

す。合わせて50社しか落札をしていない。95社

のうちですよ、知事。残りの45社というのは落

札なし。約半分の業者しか落札できなかったと

いうこの事実、知事はこの現実の厳しさをどう

思われるかわかりませんが、この10年間の間、

半分に減った公共事業予算、今後もこの予算の

確保というのは大きな叫びでありますけれど

も、知事の力量に期待をしたいと私は思うので

あります。そして、Ｃ・Ｄクラスは、市街地か

ら一歩入った中山間地に偏っていると言っても

いいと思うんです。ここ４～５年台風災害が来

ていないから幸いでありますものの、災害が発

生するものなら、真っ先に駆けつけてその復興

支援に汗を流すのは、建設業者なんですよ。今

回の口蹄疫対策作業におきましても、従事した

建設業者の延べ人数でいいますと、4,600人か

ら5,000人とも聞いております。そのような業者

の方々の存在をありがたく受けとめますと同時

に、将来、路頭に迷うことのないよう、業者の

育成を考慮いただきたい。特に厳しい中山間地

では生活の一助になるんです。働く場の確保に

もなるんです。貢献できるということを申し上

げ、私の関連質問を終わります。

○黒木覚市議員 時間が下がっておりますの

で、簡潔に質問をしてまいります。

次に、鉄道交通についてであります。

いよいよ九州新幹線も、来年の春には鹿児島

―福岡間が１時間20分で結ばれるということに

なります。我が日豊線との大きな差が出てくる

わけでありますけれども、現在、博多―八代間

に「リレーつばめ」というきれいな車両が走っ

ているんですが、この車両の日豊線への導入

や、宮崎―鹿児島中央間の特急列車の増便、時

間の短縮などについてＪＲ九州に要望している

ようだが、今後の見通しを含めて、ＪＲ九州の

対応状況などについてお伺いしたいと思いま

す。

○県民政策部長（山下健次君） ＪＲ九州で

は、来年３月の九州新幹線の鹿児島ルートの全

線開業に向けまして、全面的な車両の再編、さ

らにダイヤ改正の検討作業の途中と聞いており

ますけれども、その中で新幹線効果の本県への

波及、あるいは日豊本線の利便性・快適性の向

上につきましても検討していただいているよう

でございますので、今後とも、関係団体等と連

携しながら要望の実現について働きかけを続け

てまいりたいと考えております。

○黒木覚市議員 もう一点、吉都線ですね、こ

こも赤字路線でありますが、平成25年に全線開

通100周年を迎えるというわけであります。肥薩

線ではＳＬ人吉というのを入れて非常に人気が

いいようですが、ここにＳＬの運行についてＪ

Ｒ九州に働きかけをしていく考えはないか、お

伺いしておきます。

○県民政策部長（山下健次君） 私も吉都線沿

線の生まれでございますので、それなりに思い

入れがあるわけですけれども、吉都線の活性化

を図るためには、ただいま御指摘ございました

ように、肥薩線の例にありますように、ＳＬな

どの観光列車の導入は有効であると思われま

す。一方で、沿線地域の熱意あるいは観光資源

の掘り起こし、こういったことが不可欠でござ

います。このため、県といたしましては、沿線

の市町に対しまして、100周年に向けましたこれ

らの取り組みを働きかけますとともに、ＪＲ九

州に対しましても、先日、私、本社に出向きま

して吉都線への観光列車の導入などについて要

望を行ったところでございます。今後とも沿線
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市町等と連携を図りながら、100周年と限定をす

ることなく、吉都線の活性化に向けた取り組み

を行ってまいりたいと考えております。

○黒木覚市議員 次に、福祉保健部長にお尋ね

をいたします。幼保連携についてであります

が、認定こども園、このことについては本県で

も既に17施設ができているようであります。こ

の認定こども園の課題は何か、また、今後設置

促進に向けてどのように取り組んでいくのか、

簡潔にお答えください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 認定こども園

は、急速な少子化の進行や家庭、地域社会を取

り巻く環境の変化を背景として、就学前の子供

に対して教育と保育を連携させ、さらに子育て

支援などを総合的に行う仕組みとして、平成18

年10月に創設されたものであります。現在、本

県では17園が認定されており、今後も数件の施

設で認定に向けた準備が進められているなど、

徐々に増加傾向にございます。制度が創設され

て本年度で４年が経過しようとしております

が、認定こども園の運営費に対する国の助成制

度が確立されていないことや、幼稚園と保育所

の制度を前提とした仕組みとなっているため、

設置基準や会計処理が複雑であることなど、さ

まざまな課題があると認識しております。県と

しましては、こうした課題がある中で、設置の

目標数値は掲げてはおりませんが、今後、多様

な教育・保育ニーズ等に対応できる認定こども

園は、新たな選択肢として大きな役割を果たす

と認識しておりますので、引き続き国に対して

助成制度等の創設を要望してまいりたいと考え

ております。

○黒木覚市議員 福祉保健部長にもう一点お尋

ねをいたします。生活福祉資金についてであり

ますが、この生活福祉資金の貸付制度の貸し付

けの実績についてお伺いをいたします。また、

返済について、滞納額や貸し倒れの状況、それ

に対する対策についてもあわせてお伺いをした

いと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成21年度の

生活福祉資金の貸付実績は、10月に貸付利子の

低減化や連帯保証人要件の緩和等の制度改正が

行われ、借りやすくなったことや、景気・雇用

情勢の悪化を反映して、貸付件数554件、貸付金

額３億9,400万円余りで、平成20年度と比較しま

すと、貸付件数は約６倍、貸付金額は４倍近く

になっております。

次に、滞納等の状況についてであります。平

成22年３月末現在の滞納額は３億4,600万円余り

となっております。また、償還を免除した金額

は、これまでに累計で５億6,000万円余りとなっ

ております。県社会福祉協議会では、定められ

た償還時期に償還がなされないときには、民生

委員や市町村社会福祉協議会の協力を得て個別

に償還指導を行っているところであります。し

かしながら、借受人は経済的に弱い立場の方々

が多く、強制的な手段を講じることが困難な場

合も多いことから、滞納対策については苦慮し

ているところであります。以上でございます。

○黒木覚市議員 知事にお尋ねをいたします。

次に、新規立地企業100社、新規雇用１万人の目

標についてであります。

製造業を中心に、企業が生産拠点を海外に移

転するのは当たり前の時代になっており、ま

た、全国的な企業誘致競争の激化もあって、本

県の企業誘致を取り巻く環境は大変厳しくなっ

ております。このため県では、今年４月より企

業誘致の体制を強化し、誘致の推進に努めてい

るところでありますが、４年間で新規立地企

業100社、新規雇用１万人の目標については、昨
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年度までの実績や、この半年、口蹄疫で誘致活

動がままならなかったことなどを考えますと、

事実上達成不可能になったと思います。今年度

も残り半年余りとなっておりますが、目標達成

に対する見通しを知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） まず、新規立地企

業100社につきましては、平成19年度から現時点

までの合計は84社となっております。今後の見

通しにつきましては、現在の企業との接触状況

から判断して年度内に90社を超えるものと考え

ております。次に、新規雇用創出１万人につき

ましては、平成19年度から21年度までの３年間

で6,596人となっております。最終的には今年度

の状況次第でありますが、４年間で9,000人は超

えるものと考えております。現在、御案内のよ

うに、景気低迷の長期化や海外に進出する企業

の増加など、経済・雇用情勢は非常に厳しい状

況にありますが、引き続き目標の達成に向け、

積極的な企業誘致活動の展開や諸産業の振興に

よる雇用創出等に全力で取り組んでいきたいと

考えております。

○黒木覚市議員 次に、フリーウェイ工業団地

についてであります。

フリーウェイ工業団地をこれまで所有・管理

してきた土地開発公社が今年度中に解散となる

ため、これを県が買い戻し、県が所有すること

が決まっております。御案内のとおり、ここは

ほとんど分譲できないまま現在に至っているわ

けでありますが、今年２月の代表質問において

部長は、「この工業団地への企業立地をより促

進するため、新たな方法も検討したい」と答弁

されております。また、今年度の部長のマニ

フェストにも、フリーウェイ工業団地の誘致戦

略の見直しが掲げられております。以前、この

工業団地への商業施設の進出などが話題になっ

た時期もありましたが、そうした施設をター

ゲットにすることなどを含め、誘致のあり方を

根本的に見直さなければ新たな企業誘致の実現

は不可能だと考えます。フリーウェイ工業団地

の誘致戦略について現在どのような検討がなさ

れているのか、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） フリー

ウェイ工業団地につきましては、今回、県有地

になることを契機に、昨今の厳しい企業立地環

境等を踏まえまして抜本的な見直しを行うこと

としております。まず、分譲方法などの見直し

としまして、企業の初期投資負担の軽減を図る

ために新たにリース制度の導入を検討している

ところでございます。また、分譲価格につきま

しても、今年度実施しました鑑定評価等に基づ

き、新たに設定することとしております。加え

まして、企業立地をさらに促進するために、地

元高原町におきまして用地取得等に対する補助

制度の検討を、現在お願いしているところでご

ざいます。また、現在の製造業中心の立地だけ

でなく、地域産業の活性化、雇用の拡大につな

がる新たな地域振興用地としての活用も検討し

ているところでございます。県といたしまして

は、今回の抜本的な見直しを生かして、地元自

治体とも連携しながら、できるだけ早期の企業

進出が図られますよう、重点的かつ効果的な誘

致活動に全力を挙げて取り組んでまいりたいと

考えております。以上でございます。

○黒木覚市議員 次に、中国木材についてであ

ります。

厳しい経済情勢を踏まえ、日向市への進出が

大幅におくれております中国木材であります

が、林業を初め、関係者の期待は依然として大

きいものがあります。細島港が国の重点港湾の
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一つに選定されたこともあり、地元では早期進

出を求める声が一段と高まっておりますが、今

後の見通しはどのようになっているのか、商工

観光労働部長にお尋ねをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 中国木材

につきましては、既に日向市への進出の意向を

表明されているわけでございますけど、表明後

の世界的な景気低迷もありまして、現在、進出

時期等の検討が行われていると聞いておりま

す。同社の進出につきましては、本県の林業や

工業などの産業振興、新たな雇用の創出による

地域経済の活性化につながるものでございます

ので、県といたしましては、今後とも、地元日

向市と連携を図りながら企業訪問を行うなど、

早期の進出につきまして働きかけてまいりたい

と考えております。

○黒木覚市議員 次に、水産業の振興について

であります。

７月に始まった日本近海のサンマ漁が不振

で、販売価格が大きく値上がりしているとのこ

とであります。例年より海水温が高いことが不

漁の原因とされておりますが、私たちの代表的

な秋の味覚が食卓から遠のいてしまうのではな

いかと危惧しております。こうした地球温暖化

など環境変動による水産資源の影響や、公海域

を含む国際的な資源管理の問題、輸入水産物の

増加などに加え、燃油価格の高騰も相まって、

漁業経営は極めて困難な状況に直面しておりま

す。今年２月議会の代表質問において、押川議

員が、本県で盛んなカツオ一本釣りやマグロは

え縄漁に深刻な影響を及ぼしていると思われる

赤道付近での大型まき網漁業について、その対

策を国に進言していくべきとの質問を行いまし

たが、知事は早速副大臣に対して要望を行い、

「こうした一連の問題について理解をいただい

た」との答弁でありました。そこで、農政水産

部長にお伺いいたしますが、本県からの要望を

踏まえて、その後、国においてどのような対応

策を具体的に検討されているのか、お聞かせく

ださい。

○農政水産部長（髙島俊一君） 国におきまし

ては、８月10日から19日に開催されました中西

部太平洋まぐろ類委員会におきまして、我が国

周辺のカツオ資源に関するデータの積極的な提

供を行いました結果、「中西部太平洋のカツオ

資源が減少傾向にあり、熱帯域での大型まき網

漁船の漁獲による影響の可能性もある」との見

解が出されたところであります。また、同月27

日には、近年、大型まき網漁船を急速にふやし

ている中国との間で、隻数抑制に向けて両国が

協力して取り組むことに合意するなど、大型ま

き網漁業の規制強化に向け、国として積極的な

対応がなされているところであります。県とい

たしましては、本県のカツオ・マグロ漁業が安

定的に継続できるよう、引き続き国に働きかけ

てまいりたいと存じます。

○黒木覚市議員 農政水産部長にもう一点。新

サンマリン21漁業推進資金、来年以降も継続の

考えがあるのか、これをお聞かせください。

○農政水産部長（髙島俊一君） 新サンマリ

ン21漁業推進資金につきましては、漁船建造や

エンジンの更新など漁業経営の近代化を促進す

ることによりまして、本県漁業の維持・発展に

大きな役割を果たしているところであります。

来年度以降の対応につきましては、本資金の果

たしている役割の重要性や現在の厳しい漁業経

営環境なども踏まえまして検討してまいりたい

と考えております。

○黒木覚市議員 時間が少なくなりましたので

ちょっと急いで。小中学校教職員の人事権移譲
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についてであります。

大阪府における人事権移譲に関する一連の取

り組みに対し、どのような評価をしているの

か。また、現在、宮崎市で行われている検討委

員会の状況と、人事権移譲に対する県の考え方

についてお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 公立小中学校の設置

管理や教職員の服務監督権は市町村にあります

ことから、市町村への人事権移譲は、地方分権

を推進する観点から重要なことであると考えて

おります。大阪府の取り組みでありますが、義

務教育費国庫負担制度に関する法改正などが必

要なために、当面、給与は府が負担しながら、

事務処理特例条例により、採用や異動などの人

事権を一部の市町村に移譲すると聞いておりま

す。しかしながら、教職員の人事権をどこが持

つかという全国共通の重要な課題につきまして

は、このような特例的な手法ではなく、「地方

教育行政の組織及び運営に関する法律」など関

係法を改正し、人事権と給与負担の移譲をあわ

せて行うことが望ましいのではないかというふ

うに考えております。また、宮崎市の人事権移

譲に関する検討委員会は、人事権の移譲につい

ての課題等を整理することを目的として設置さ

れたものでありまして、３市４町の教育長及び

県の実務担当者が参加をし、５月に第１回目の

会議が開催されたところであります。県教育委

員会といたしましては、県全体の教育水準を維

持することは大変重要な課題ととらえておりま

して、全県的な人材確保が図られるような実効

性のある仕組みが必要であると考えておりま

す。このため、人事権移譲につきましては、今

後、大阪府の取り組みの成果や国の動向等を注

視してまいりますとともに、市町村とも連携し

ながら、引き続き調査・研究してまいりたいと

考えております。以上です。

○黒木覚市議員 教育長、もう一点、全国の学

力・学習状況調査についてお尋ねをいたしま

す。今回、抽出調査の対象外となった学校や市

町村の対応はどのようなものだったのか、お聞

かせください。

○教育長（渡辺義人君） 平成22年度の全国学

力・学習状況調査につきましては、本県では、

小学校では42.4％に当たる106校、中学校で

は58.9％に当たる83校が抽出調査の対象校とな

り、調査が実施されましたが、この抽出調査の

対象とならなかった小中学校におきましても、

希望利用方式によりすべての学校が調査に参加

をいたしております。国の実施要領によります

と、希望利用への参加と調査実施後の採点・集

計等については、学校の設置者である市町村等

の判断に委ねられております。本県の市町村に

おきましては、抽出調査の対象外となった学校

の採点・集計等に係る費用を予算化し、それら

の業務を専門の業者に委託したところもありま

すが、多くは学校において採点・集計等を行っ

ております。そのため、県教育委員会といたし

ましては、学校における結果の集計や分析及び

個人票を作成するための支援ソフトを独自に開

発し、県内のすべての小中学校に配付いたしま

して、児童生徒の指導に役立つ資料作成などの

支援を行ったところであります。以上です。

○黒木覚市議員 続いて、商工観光労働部長に

オーシャンドームについてお尋ねをしておきま

す。

昨年末、フェニックスリゾート社より提案が

なされていたオーシャンドームなど４施設の無

償譲渡等について、先月、県、市ともに譲り受

けはできないとの結論が出されました。県民か

ら公募して絞った多目的施設、水族館、ウオー
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ターパークの３案は、いずれも改修費や運営費

がかかり過ぎ、また採算性も低いため、行政に

よる支援は困難とのことでありました。今後、

フェニックス社で解体も含めて検討されるとの

ことでありますが、オーシャンドームが青島に

あった旧橘ホテルのようにならないのか危惧さ

れるところであり、これらの方向性をフェニッ

クス社だけに完全に任せるべきではなく、県や

市も一緒になって考えていくべきではないかと

思います。そこで、オーシャンドームの今後の

あり方について県はどのように対応されるの

か、商工観光労働部長に考えをお聞かせくださ

い。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） オーシャ

ンドームにつきましては、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、フェニック

スリゾート社からの提案を契機に、その利活用

策など、まさに議員が述べられましたように、

これからの方向性について、フェニックスリゾ

ート社だけでなく、県や市も一緒になって今回

調査を行ったものでございます。マスコミなど

の報道では、県や市の無償受け入れの拒否が強

調されているわけでございますが、報告書で

は、今後の施設展開の方向性として、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、大規模なイベント、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本県への誘客の強力な観

光資源になり得る。ただ、行政が整備主体にな

ることは困難であると報告したわけでございま

して、これを受けまして、県としての対応につ

いて一定の結論を出したわけでございます。今

後は、所有者であるフェニックスリゾート社の

判断のもとに、民間事業者による参画なども含

めまして、民主体で、民の活力と知恵で自立的

な再生等が図られることを本当に強く期待して

いるところでございます。以上でございます。

○黒木覚市議員 港湾の整備について再度お伺

いいたします。

先ほど細島港の状況についてはお尋ねしまし

たが、県内ではそのほか、重要港湾に宮崎港、

油津港とあります。これまでの議会では、県央

の宮崎港は南九州の物流の拠点として、県南の

油津港は県南地域の物流の拠点として位置づ

け、それぞれの地域の産業や経済を支える港と

して重要な役割を担っていると答弁されており

ます。細島港が重点港湾に選定された中で、今

後、宮崎港や油津港の整備をどのように行って

いくのか、県土整備部長に考えをお聞きいたし

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 重点港湾は、

国において選択と集中の観点から、直轄事業に

より新規着手する港湾を絞り込んだものであり

ます。宮崎港や油津港につきましては、それぞ

れ南九州や県南地域の物流拠点として、地域の

産業や経済を支える重要な港湾でありますの

で、補助事業や継続中の直轄事業により、今後

とも必要な施設の整備を進めてまいりたいと考

えております。

○黒木覚市議員 県民政策部長にネーミングラ

イツのことについてお聞きいたします。

県立劇場のネーミングライツの契約期間は平

成23年３月まででありますが、現在のスポンサ

ー企業に引き続きお願いするのか、今後のこと

をお聞かせください。

○県民政策部長（山下健次君） 県立芸術劇場

のネーミングライツにつきましては、メディ

キット株式会社がスポンサー企業となっていた
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だきまして、３年間、毎年2,000万ということで

命名をしていただいたところでございます。県

といたしましては、この愛称が広く定着し、県

民に親しまれておりますことから、平成23年度

以降もメディキット株式会社にスポンサー企業

として継続をしていただくよう現在お願いをし

ているところでございます。

○黒木覚市議員 時間が来ましたので、質問の

なかった部分がございましたけれども、以上で

終わらせていただきます。ありがとうございま

した。（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54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、自由民主党、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） お疲れさま

です。傍聴席を見ますと、午前中のにぎやかさ

と打って変わって非常に寂しい状況になってお

りますが、これが黒木覚市議員と私の人気の差

かなというふうにも思っております。でも、大

変お忙しい中、傍聴に来ていただきました皆さ

ん方に心からお礼を申し上げます。

きょうは、自由民主党を代表して質問をさせ

ていただきます。ちょっと欲張り過ぎてしまい

ました。早口になるかもしれないことをお許し

いただきたいというふうに思います。

４カ月に及ぶ口蹄疫ウイルスとの戦いがよう

やく終わりました。ばたばたして情報収集や対

策を協議していた４月下旬から５月にかけての

期間が、何か物すごく以前のことのように感じ

られます。今回は、口蹄疫発生農家及びワクチ

ン接種農家において、約29万頭ものとうとい命

が犠牲となりました。この場をおかりいたしま

して、被害に遭われた多くの畜産農家に対しま

して心よりお見舞いを申し上げます。また、防

疫作業等に従事されました多くの方々に対し、

深く感謝を申し上げます。

先日、川南町商工会の青年部長と話をする機

会がありました。経済がほとんど麻痺してし

まったと言っても過言ではないような川南町に

おきまして、大きな不安を抱いておられること

と思いますが、全国の人に川南という町の名前

を知ってもらったので、今後はこれをチャンス

として生かしていきたいという、非常に前向き

な言葉を聞かせていただきました。これなら絶

対大丈夫だと思いました。非常にうれしかった

です。また、図らずも、宮崎で生まれた牛が、

松坂など全国の有名なブランドを持つ産地に購

買されていることも知れ渡りました。宮崎の牛

の産肉能力の高さが再評価されたと言ってもい

いでしょう。高千穂を皮切りに子牛の競り市が

再開されましたが、心配された価格の下落がほ

とんどなく、むしろ上げ基調にあることがその

裏づけだと思います。「災いを転じて福とな

す」という言葉があります。知事がいつも言わ

れる「ピンチをチャンスに」という言葉と同じ

です。よく考えてみれば、ピンチをチャンスに

変えられる要素は幾つもあるのではないでしょ

うか。県民みんなでそれらを探しながら、力強

い復興を目指していきたいものです。

それでは、まず、新たな総合計画について知

事にお伺いします。

来年２月議会での提案が予定されている新し

い総合計画については、昨年11月に開催された

総合計画審議会以降、長期ビジョンを策定する
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ための検討が進められております。この長期ビ

ジョンは、20年後の本県の目指す姿と基本目

標、この基本目標実現に向けた長期戦略、さら

に10年間の分野別施策の方向性を示すものとな

るようであります。20年といえば、４半世紀近

いとても長い年月です。20年前、知事は、御自

分が知事となり県民の圧倒的な支持を得ている

姿を想像できたでしょうか。昨年夏に鳩山内閣

総理大臣が誕生しましたが、１年後の今、総理

大臣は菅さんになっております。また、政治情

勢の変化に伴い、長年にわたり事業が続けられ

ていた八ッ場ダムでは、地元の意見が十分に吸

い上げられることもなく、政権の意向により一

方的に事業が中断されております。このような

状況の中、今回策定しようとする長期戦略が、

それぞれの時代の政権が行う施策からかけ離れ

たものとなってしまわないか危惧をしておりま

す。

そこで、知事に２点お伺いします。現在の長

期計画は、知事の任期に合わせた４年間の計画

でありますが、次期計画では、これまでは一般

的に10年だったのに、なぜ20年とすることにし

たのか、また、これほど長期間ですと、先ほど

述べましたことが危惧されますが、こういった

心配がないのかをお伺いいたします。

国立社会保障・人口問題研究所によると、本

県の人口は、20年後の平成42年には100万人を割

り込み、昭和22年ごろの水準になると推計され

ております。また、高齢化率については、現

在25.8％でありますが、20年後には、10ポイン

ト以上高い36.2％になると推計されておりま

す。この２点だけを見ても社会基盤の整備や医

療福祉の充実といった安全・安心な社会を構築

・維持していくことは難しいものになると思わ

れます。そこで、知事は20年後の本県をどのよ

うな姿にしたいと考えておられるのか、お伺い

いたします。

壇上での質問はこれまでとし、後は質問席か

ら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。

新たな総合計画についてであります。

本県は、今後、本格的な少子高齢・人口減少

社会を迎えることとなり、20年後には人口が100

万人を割り込み、労働力人口も大幅に減少する

ことが見込まれます。さらに、グローバル化の

進展に伴う国際競争の激化や地球温暖化に対す

る世界的な取り組みの本格化など、私たちを取

り巻く環境はこれから大きく変化してまいりま

す。当然、社会のありようや産業構造も大きく

変わってまいりますので、本県の将来を考える

上では、長期的な視点から何が大きな課題とな

るかをしっかりと見定め、本県の目指すべき姿

やその実現に向けた戦略的な方策を示すことが

必要であります。このため、新たな計画では、

おおむね20年後を見据えた長期ビジョンを示

し、その上で、分野別施策の方向性や４年間に

重点的に取り組むアクションプランを描いてま

いりたいと考えております。また、御指摘のよ

うに、今後20年の間には、予想以上の社会経済

情勢の変化も想定されますので、こうした状況

変化や国の施策の転換等に対しましては、定期

的にあるいは必要に応じて計画の見直しを行

い、的確に対応していく必要があると考えてお

ります。

次に、20年後の本県の姿についてであります

が、これからの20年を考えますと、人口減少や

人口構造の変化に伴い、本県の財政状況もます

ます厳しくなると見込まれますが、長期的な視

点を持って、本県の強みやポテンシャルを最大
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限に活用することにより、地域を維持・発展さ

せていくことは可能であると思います。

まず、産業づくりでは、世界的に食料や資源

不足が予想される中で、本県の強みである農林

水産業を強化し東アジアの食料供給基地を目指

すこと、あるいは、すぐれた日照条件や豊富な

バイオマス資源を生かした新エネルギー関連産

業を展開していくことができると考えておりま

す。

また、広域的な市町村の連携を進める一方

で、地域におけるつながりを大切にする県民性

を背景に、コミュニティーの機能を強化するこ

とにより、だれもが安心して暮らすことのでき

る地域社会を実現できると思います。

なお、このような社会を実現するためには、

郷土に対する愛着や誇りを持ち、将来の地域や

産業を支える夢と希望を持った人材の育成が何

よりも重要であります。このような取り組みを

通し、私は、本県が個性と活力に満ちた光り輝

く宮崎として、県民の皆様が生き生きと暮らせ

る地域、さらにグローバル時代の国際社会に

あっても存在感のある地域となることを願って

おります。〔降壇〕

○横田照夫議員 ただいま知事の考えをお聞き

したところですが、本県の未来を明るいものと

するためには、すべての県民が希望を持って暮

らすことができる社会にしていく必要があると

考えます。もともと自主財源が乏しい本県であ

りますけれども、三位一体の改革以降、県財政

はますます厳しさを増しており、さらに今回の

口蹄疫がとどめを刺すような状況になっていま

す。このような状況のもと、県民すべての希望

にこたえるような施策の展開は難しいものと

なっており、選択と集中が必要であると感じま

すが、どのような施策に重点を置いた計画を策

定されようとしているんでしょうか。ことし１

月の施政方針演説において、鳩山首相が「新し

い公共」について述べられ、円卓会議も始まり

ました。新しい公共は、そのとき初めて出され

た考え方ではなく以前からあった考え方ではあ

りますが、でも、私はその考え方に賛成であり

ます。これまで河川パートナーシップ事業とし

て、河川の草刈りなどを地元住民にしてもらっ

てきました。そうした団体に幾ばくかの助成を

するものですが、その事業に参加する団体は右

肩上がりにふえてきていると聞いております。

今、国道とか県道などの道路沿いを見ますと、

草ぼうぼうでガードレールも見えないぐらい、

また、歩道も半分ぐらいしか利用できないくら

い草が覆いかぶさっているところもたくさん見

受けられます。でも、行政がしてくれるのを

待っていて、だれも刈ろうとしません。道路沿

いの草刈りとか沿道の花壇などの除草、これら

は河川パートナーシップ事業のような方法で協

働を誘導できないものでしょうか。これらはほ

んの初期の新しい公共だと考えますが、今後

は、税金を当てにしない、住民による公共を引

き出す施策を打ち出していくべきだと考えま

す。これらの考え方も含めて、今後、どのよう

な施策に重点を置いた計画を策定されようとし

ているのか、県民政策部長にお伺いします。

○県民政策部長（山下健次君） 今後の少子高

齢・人口減少によりまして、厳しい財政状況が

予想される中では、多様化します県民ニーズに

対しまして、行政だけで対応していくことは質

的にも量的にも困難になってくると考えており

ます。このため、今後は、住民が主体的にコ

ミュニティーの運営に参画する意識の醸成を図

りますとともに、民間団体や企業、ＮＰＯなど

多様な主体との連携・協働によりまして、地域

平成22年９月８日（水）



- 37 -

づくり、産業づくりを進めていくことが重要に

なってくると考えております。さらに、環境や

福祉などさまざまな地域社会の課題を解決して

いくために、公的な支援やボランティアのみに

頼るのではなく、収入を得て持続可能な仕組み

をつくっていきます、いわゆるソーシャルビジ

ネスの推進にも力を入れていく必要があると考

えております。

○横田照夫議員 多くの地区住民が地域のこと

にかかわりを持つことで、自分の周りに関心を

払うようになり、先ほど知事が言われました、

コミュニティー機能の強化や、だれもが安心し

て暮らすことができる地域社会の実現につなが

るというふうに考えます。河川パートナーシッ

プ事業の例のように、行政がちょっと背中を押

してやることで、住民参加が促されることも多

いと考えますので、あらゆる方面で御一考いた

だきたいというふうに思います。

次に、口蹄疫関係予算についてお伺いしま

す。県では、口蹄疫の発生以降、その対策関連

として、７月までに５次の補正予算を組み、今

回６回目となる補正予算が提案されています。

これまでの補正予算は、防疫対策などの当面の

対策に要する経費が主なものでしたが、今回提

案されている予算には、口蹄疫からの復興対策

となる事業が数多く盛り込まれているようで

す。口蹄疫により県内ほぼすべての産業が大き

なダメージをこうむりましたが、今回の補正予

算編成の基本的な考え方について知事にお伺い

します。

○知事（東国原英夫君） 今回の補正予算は、

復興対策事業を一体的かつ継続的に実施するた

めの当面の財源確保と重要かつ緊急な事業の実

施を基本として編成したものであります。具体

的には、復興対策事業の財源として、県に30億

円の取り崩し型基金「宮崎県口蹄疫復興対策基

金」を設置するとともに、財団法人宮崎県産業

支援財団に中小企業等の復興支援を行う250億円

の運用型基金「口蹄疫復興中小企業応援ファン

ド」を設置することとしております。また、畜

産農家の経営再開支援や発生地域での公共事業

の実施など、緊急かつ重要な事業につきまして

は、今回造成する基金等を活用し実施するもの

であります。県といたしましては、今後とも、

国に対して、復興対策に係る財政支援について

強く要請しつつ、必要な復興対策に適時適切に

対応した予算編成に努めてまいりたいと考えて

おります。

○横田照夫議員 今回の口蹄疫対策関連補正予

算は34億6,000万円ですが、その具体的な使途に

ついて総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 今回の補正予算で

の宮崎県口蹄疫復興対策基金を活用した事業の

内訳としましては、西都・児湯地域等の発生地

域における公共事業に約30億7,000万円を計上

し、また、緊急に実施する必要のあります11の

非公共事業に約３億9,000万円計上したものであ

ります。主な非公共事業について具体的に申し

上げますと、西都・児湯地域の６市町が行いま

す復興戦略の企画・検討経費の助成に1,200万

円、埋却地及び埋却地周辺の地下水や悪臭の調

査等に約1,800万円、物産・観光等のイメージ回

復を行いますイベントやＰＲに１億円、観察牛

の導入や農家が導入する子牛を一定期間飼養す

る中間保有施設の運営など農家の経営再開支援

に約１億3,300万円、県立農業大学校及び県立高

鍋農業高校におきます実習用家畜の導入に

約7,100万円などとなっております。

○横田照夫議員 この34億6,000万円のほかに、

特措法23条に係る基金造成分として30億円を計
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上しておられます。また、それとあわせて、国

に300億円の基金造成をお願いしておられるわけ

ですが、先日、西都市で行われました県民フォ

ーラムにおいて、その中で公共事業に充てる予

定としていた200億円のうちの100億円を別の使

途に変更した旨の説明があったと聞いておりま

す。今の段階で100億円もの予算の使途変更があ

るということは、300億円の積算根拠が疑われか

ねないと考えますが、県民政策部長の説明を求

めます。

○県民政策部長（山下健次君） 本県の再生・

復興を図るための基金につきましては、畜産の

再生やブランド回復、環境対策、さらには地域

経済対策など、さまざまな施策に活用したいと

考えておりまして、国に対しましては、個別の

要望事項ごとに、その内容や総額320億円の積算

根拠等を示しますとともに、関係省庁と協議を

進めているところでございます。その中で、国

において、新潟県中越地震、こういった従来の

災害復旧の基金はいわゆる運用型でございまし

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、あるいは公共事

業については、取り崩し型の基金の使い道とし

てはなじまないといった意見が出ているとの情

報があったところでございます。こういったこ

とから、事業内容を再整理いたしまして、農畜

産業の再生のため、緊急的に対応が必要な事業

については、120億円の取り崩し型基金といたし

まして、中長期的な対応を要するものについて

は、10年間で約200億円の活用が可能となる運用

型の基金を創設する案を一つの考え方として国

に提示をしたところでございます。

なお、この新たな提案におきましては、10年

間の長期にわたるということから、産業構造の

転換等に要する取り組みを強化する一方で、地

方単独の公共事業については圧縮をしたという

ところでございます。本県からの新たな提案も

含めまして、現在、国において検討が行われて

いるところでございまして、どのような結論に

なるのかはわかりませんけれども、今後とも、

必要に応じまして、基金の必要性について訴え

てまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 何かよくわかりませんけれど

も、わかりました。

次に、口蹄疫関係を質問させていただきま

す。今回の口蹄疫は、畜産農家のみならず、あ

らゆる産業に影響を与え、地域によっては産業

の柱を失うなど、その影響は甚大なものとなっ

ております。まさに災害と呼ぶにふさわしい状

況であったのではないかと考えます。知事も、

感染が拡大してきた５月18日には口蹄疫非常事

態宣言を発表し、広く県民に口蹄疫防疫対策へ

の協力を呼びかけたところであります。国、自

衛隊、都道府県、市町村、各種団体、生産者、

さらには多くの県民の方々の多大な御協力をい

ただき、口蹄疫の発生も徐々に抑えられ、７

月27日には県内全域での移動制限区域が解除さ

れたことから、非常事態宣言も解除されまし

た。その後、口蹄疫ウイルスの不活化の処理を

終えて、８月27日に終息宣言を出せることに

なったわけでありますが、その後遺症は非常に

大きく、これからも今以上に大きな課題が出て

くるのではないかと考えます。特に、被害の大

きかった西都・児湯地区を初め、県内全体の畜

産の復興・再生、さらには本県産業の復興によ

り元気な宮崎を取り戻していくことが重要では

ないかと考えます。そこで、今回の終息宣言を

受けての知事の口蹄疫対策に対する総括と、今

後の復興への意気込みについてお伺いをいたし

ます。
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○知事（東国原英夫君） 今回の口蹄疫は、前

例のない規模に拡大し、29万頭もの家畜を殺処

分せざるを得ない状況となりまして、県内経済

や県民生活に甚大な影響を及ぼしていること

は、大変残念に思っておるところであります。

その一方で、農家の皆様を初め国や各県、市町

村や関係団体などたくさんの方々の御尽力によ

りまして、他県への拡大を防いだことは、宮崎

県として誇りに思っていいのではないかと考え

ております。しかしながら、今回、さまざまな

反省点もあります。例えば、中国や韓国で口蹄

疫が発生した段階での事前の防疫体策や、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・要望も含めて、今後に

生かしていくことが必要であると考えておりま

す。また、本県の復興対策はこれからでありま

す。８月19日に策定いたしました口蹄疫からの

再生・復興方針では、「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」の

３つを目標に掲げております。今回、本県が受

けた被害は非常に大きく、この３つの目標を達

成することは容易ではありませんが、国や市町

村、企業や団体、さらに県民の皆様と一体と

なって、県民総力戦で取り組んでまいりたいと

考えております。

○横田照夫議員 今回の口蹄疫は、結果的に国

内において過去に例を見ない規模に拡大をして

しまいました。このことは、現在の家畜伝染病

予防法や防疫指針等のマニュアルが、今回発生

したような大型の畜産農場や家畜の密集地での

発生を想定していなかったことも、その要因の

一つだと考えます。私は、今回の口蹄疫の防疫

対応については、さまざまな課題があったと考

えておりまして、これから幾つかの点について

お伺いをしたいと考えておりますが、県におい

ても、県独自での口蹄疫対策検証委員会を設置

し、今回の防疫対応について検証をしていくと

聞いております。そこで、まず、この検証委員

会の位置づけと検証の内容について副知事にお

尋ねします。

○副知事（河野俊嗣君） 御指摘のありました

委員会は、今回の口蹄疫に係る一連の対策につ

きまして、客観的かつ専門的な観点から、問題

点の検証や改善点の検討などを行うために設置

したものでありまして、危機管理や家畜防疫の

専門家を初め、市町村や団体の代表など８名で

構成をされておりまして、県からは私がメンバ

ーに入っております。第１回目の委員会を８

月25日に開催いたしまして、その中で、調査す

べき項目といたしまして、事前の予防段階から

終息段階に至るまでの防疫対策でありますと

か、防疫や支援体制を含めた県の危機管理体

制、さらには市町村や他県、国、関係機関との

連携のあり方、また、農家や商工業者、県民と

の連携や情報伝達などにつきまして、幅広く調

査・検証を行うことを決定いたしたところであ

ります。また、この検証作業に当たりまして留

意すべき点といたしまして、徹底的な情報収集

及び情報共有に努める一方で、責任追及や犯人

捜しの場にはせず、将来の防疫対策や危機管理

対策に生かしていく観点から検証を進めるとい

うことを委員の間で確認したところであります｡

今後、現地調査やヒアリング調査、さらには

幅広くアンケート調査なども行いながら、10月

末を目途に報告書を作成いたしまして、その成

果は、詳細な危機管理マニュアルの作成であり

ますとか、県の防疫体制、危機管理体制の構
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築、さらには国への提案事項の取りまとめなど

に生かしてまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。それ

では、今回の防疫対応に対して、私たちが考え

たり疑問に感じたことを一つ一つ農政水産部長

にお尋ねします。まず、臨床獣医師と県家畜保

健衛生所、県家畜保健衛生所と動物衛生研究所

との敷居が高いのではないかという指摘があり

ました。仮に違っていたとしても、気軽に相談

できる体制が必要ではないでしょうか。また、

検体を東京まで送らないといけないことも問題

だというふうに感じました。それぞれの地方で

検査できる体制づくりが必要なのではないで

しょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 家畜保健衛生

所におきましては、日ごろより、獣医師等から

の病性診断の依頼に積極的に対応するととも

に、各種会議、研修会を通じて獣医師と情報交

換を行ってきたところでございますが、今後と

も、より連携を図ってまいりたいと考えており

ます。また、口蹄疫の検査体制につきまして

は、ウイルスを漏出させない特殊な施設が必要

であり、我が国では、ＯＩＥ（国際獣疫事務

局）が認めた動物衛生研究所１カ所のみとなっ

ております。仮に、検査施設を本県に設置した

場合、西日本各地から検体が持ち込まれること

になり、検査施設の誘致については慎重を期す

べきと考えております。今後、県といたしまし

ては、簡易検査キットの導入などによりまし

て、現場で迅速に対応できる検査体制の確立を

国に要望してまいりたいと存じます。

○横田照夫議員 国道10号などでの全車両消毒

がなかなか進みませんでした。ゴールデンウイ

ーク後に急速に拡大したことを考えると、車で

の伝播の可能性も大きいと考えます。アスファ

ルト舗装を数センチ削って消毒槽をつくって、

全車両の消毒をしたらどうかなどの提言もしま

したが、実行されませんでした。後になって消

毒マットとか消毒槽をつくって全車両消毒がな

されましたが、当初、なかなか実施できなかっ

た理由は何だったんでしょうか。また、今後、

もし発生した場合は、すぐに全車両消毒となる

んでしょうか。また、同じように道路封鎖に対

しての考え方もお聞かせください。

○農政水産部長（髙島俊一君） 当初、消毒ポ

イントにおける全車両消毒の義務づけにつきま

しては、法的根拠がないこと、また、幹線道路

において大渋滞を引き起こすなど、県民生活に

大きな支障を及ぼすこと、さらに、全車両消毒

に対しての関係者のコンセンサスが得られてい

なかったことから、畜産関係車両を対象として

消毒を行ったところでございます。しかし、そ

の後、口蹄疫対策特別措置法が成立し、県知事

の申請に基づき、農林水産大臣が指定した地域

内において、全車両の消毒が義務づけられるこ

ととなりました。今後、本県で発生した場合に

は、今回の特別措置法の趣旨に基づき、県民の

理解のもとで必要な対策を講じてまいります。

また、発生農場周辺の通行の制限につきまし

ては、家畜伝染病予防法に基づきまして、72時

間以内に限定して対応することになりますが、

この対象とならない道路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

等を十分に勘案しつつ、警察や市町村等と連携

しながら、適切に対応してまいりたいと存じま

す。

○横田照夫議員 今、特別措置法の趣旨に基づ

きということをおっしゃいましたけれども、特

措法は時限立法ですので、家伝法にうたう必要

があるんじゃないでしょうか。
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埋却地確保の義務化の必要性を考えておられ

るようですが、例えば、佐土原町などには埋却

地になるような土地が余りありません。また、

農家は、当然、これまで使っていた畜舎での再

開を考えておられます。農家に埋却地を義務づ

けることは非現実的だと考えます。そこで、行

政が共同埋却地を確保しておくことを検討すべ

きだと考えますが、いかがでしょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回の口蹄疫

の対応につきましては、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をい

たしております。したがいまして、まずは個々

の農家における埋却地確保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、共同埋却地の確保も含め、適

切な手法を検討してまいりたいと考えておりま

す。

○横田照夫議員 次に、ワクチン接種が初めて

行われましたけれども、ワクチンの効果はあっ

たと思われますか、どうでしょうか。東京農工

大の白井教授によりますと、2001年に口蹄疫が

発生したオランダでは、即座に周辺の家畜にワ

クチンを打ち、感染拡大を防いだそうです。オ

ランダは海抜よりも低い土地が多く、埋却でき

る場所が余りありません。埋却用地の確保が困

難な点では日本と似ております。初期ならばワ

クチン接種の範囲が半径500メートル程度で済む

場合もあるそうです。今回の本県の場合でも、

もっと早くからワクチンを打つべしとの声もあ

りましたが、発生当初から早期のワクチン接種

を検討すべきではないでしょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） ワクチンを接

種し、効果を発揮するまでには、１週間から２

週間が必要とされており、接種終了後、一定期

間が経過した６月12日以降には、疑似患畜の発

生が見られなくなったことから一定の効果は

あったものと考えております。一方、発生初期

においては、迅速な殺処分、埋却等の一連の基

本的な防疫措置を徹底することにより、発生を

一定エリア内で抑えることが何よりも重要であ

りますが、密集地帯での発生などでは、ワクチ

ン接種も含めた、予防的殺処分について検討す

ることも必要であると考えております。

○横田照夫議員 今回とられた特例措置につい

てですが、家畜改良事業団の種雄牛の避難と避

難先での１頭への感染の際、それとワクチン接

種牛の処分の際の生体での移動は特例的に行わ

れました。特別大事な遺伝子の保護という観点

からの民間所有も含めた種雄牛への特例と、処

理効率を考えたワクチン接種地区の生体移動を

法的に認めるべきではないかと考えますが、い

かがでしょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回の移動制

限に係る県有種雄牛の特例措置につきまして

は、移動を行う際には、衛生管理が徹底されて

いること、移動先の周辺に家畜が飼養されてい

ないこと、移動制限区域内の生産者等を含めた

関係者の理解を得ることなど、口蹄疫の蔓延を

防止するための一定の条件のもと、特別に認め

られたものであります。また、今回のワクチン

接種家畜の処分時の移動につきましても、ワク

チン接種後一定期間が経過していること、搬出

当日に家畜防疫員による検査を受け、異常が認

められないこと、これらを条件として特別に

行ったものであります。今後は、種雄牛など、

貴重な遺伝資源の保存や、迅速な殺処分、埋却

等の防疫措置の観点から、これら移動制限に係
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る特例措置について、家畜伝染病予防法等の見

直しに反映されるよう、引き続き国に提案して

まいりたいと考えております。

○横田照夫議員 10年前も今回も、初期症状は

発熱とか食欲不振等で、いわゆる水疱とか流涎

―多量のよだれ―はなかったということで

す。防疫マニュアルにそのことを反映させるべ

きではないでしょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 県といたしま

しては、今回の一連の防疫対応の中で、経過観

察で終わり発症しなかったものから、典型的な

症状を呈していたものなど、多種多様な症例を

経験したことから、今後、今回の防疫措置を検

証した上で、症例集として取りまとめ、関係者

に周知するとともに、防疫マニュアルの見直し

にも反映していきたいと考えております。

○横田照夫議員 第１次補正で示された稲わら

確保緊急対策事業のように、輸入稲わらに依存

しない安全・安心な農畜産物の生産を目指し

て、今後さらに飼料用米の増産が考えられま

す。それに対応できるように、建設業者等と連

携してコントラクターの育成をさらに進めるべ

きではないでしょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 畜産の担い手

の減少や高齢化が進行する中で、飼料生産の作

業等を請け負うコントラクターは、農業経営の

規模拡大を支援する組織として大変重要な役割

を担っております。特に、飼料用米等の粗飼料

生産は、大型機械を使用する収穫作業が主体で

あることから、建設業者等が取り組みやすい分

野であると考えております。このため、６月補

正で措置した県産稲わら等生産供給体制緊急整

備事業を活用し、飼料用米の収穫に必要な機械

や施設の整備などを通してコントラクターへの

支援を行っているところであります。今後と

も、建設業者を初めとする多様な担い手として

のコントラクターの育成は、粗飼料自給率向上

の観点からも大変重要であることから、今後さ

らに推進していく所存であります｡

○横田照夫議員 今回は、農家自身の認識不足

とか危機感の欠如及び防疫体制の不備も感染拡

大の大きな要因ではなかったかと思われます。

どこまで口蹄疫が広がっているのかなど、発生

場所などの情報が伝わっていなかったことも指

摘されております。早い情報提供が危機感の高

揚につながるというふうに考えます。畜産業に

は部会とかその支部組織が充実しておりますの

で、そういう組織を使っての情報提供があって

もいいのではないでしょうか。

○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、国からの指示があり、疑似患畜と確定

されてから公表していたため、周囲の農家の皆

様などから、対応が遅い等の指摘があったこと

は承知をいたしております。今後は、御指摘の

畜産関係の組織の利用も含め、早期の情報提供

のあり方について、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。

○横田照夫議員 口蹄疫、続けて大変申しわけ

ないですけれども、今回、疑似患畜とワクチン

との補償の違いにより、結果的に家畜共済金等

による不平等感が生じてしまいました。疑似患

畜もワクチンも国の命令による強制的な殺処分

でありますので、どちらも同じ扱いになること

が望ましいというふうに思います。ワクチンの

ほうが結果的に補償額が低いとワクチン接種の

拒否につながりかねません。いかがでしょう

か。

○農政水産部長（髙島俊一君） 殺処分される

家畜の補償につきましては、疑似患畜では、国
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が評価額の５分の４を支払い、別途、５分の１

相当を県が特別の経営再建支援補助金として支

払うこととなっております。一方、ワクチン接

種家畜については、農家に対して評価額の全額

が補てんされることとなっております。家畜共

済金の支払いにつきましては、疑似患畜につい

て、再評価可能な家畜など一部の対象牛に共済

金の支払いができる場合がありますが、ワクチ

ン接種家畜については、評価額の全額が補償さ

れるため、共済金の支払いができないことと

なっております。未曾有の被害が発生した本県

といたしましては、被害を受けた農家が円滑に

経営再開できるよう、今後、国に対して、補て

ん金や家畜疾病互助基金制度の充実を要望して

まいりたいと存じます。

○横田照夫議員 以前ありました京都での鳥イ

ンフルエンザでは、３年後に掘り起こした結

果、まだ腐食せずに残っていたとの報告を聞き

ました。今回の埋却方法ですけれども、穴を

掘って、消石灰を散布して、ブルーシートを敷

いて、その上に家畜を並べて、またさらに消石

灰、ブルーシート、土、消石灰というような埋

却方法をとりましたけれども、その方法という

のは本当に正しかったんでしょうか。腐食を助

ける土壌菌が入れないので、より環境悪化につ

ながるのではないかと考えますが、いかがで

しょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 御指摘のとお

り、当初の埋却方法は、ブルーシートで全体を

覆う埋却方法をとっておりました。しかしなが

ら、埋却地において体液等の流出や臭気が確認

されるなど、従来の埋却方法に改良を行う必要

が生じたことから、臭気や堆肥に関する専門家

を招聘し、埋却地の状況調査を行うとともに、

埋却方法についての検討を行ったところでござ

います。検討の結果、上部にかぶせるブルーシ

ートを省くこととしたほか、おがくずや完熟堆

肥などを活用することで、体液等の流出や臭気

の防止を図り、あわせて、微生物による分解速

度を高める方法に改善を行ったところでありま

す｡

○横田照夫議員 畜産の世界には、農家だけで

はなく、獣医とか人工授精師、削蹄師などがい

ます。今回のように、その地域に全く家畜がい

なくなったらそれらの仕事はなくなりますし、

経営再開してももとの頭数に戻るには相当年数

かかります。国が強制的に殺処分した結果、仕

事がなくなるのでありますので、何らかの措置

を盛り込む必要があるのではないでしょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 獣医師や家畜

人工授精師、削蹄師などの業務は、畜産農家が

相手であり、口蹄疫の影響を直接受けられ、現

金収入が入らない期間が相当発生するなど、非

常に厳しい状況にあると認識をしております。

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したところです。なお、

宮崎県口蹄疫被害義援金においては、獣医師、

家畜人工授精師、削蹄師も義援金の配分の対象

にされたところであります｡

○横田照夫議員 感染ルートですけれども、こ

れを一つに特定するのは非常に難しいのではな

いでしょうか。しかし、幾つかの可能性を示す

ことはできるというふうに思います。その可能

性全部に対しての対処方法を考えるべきではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 先般、国の疫

学調査チームが取りまとめた中間的整理におい

ては、「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
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能性が高いと考えられるが、現時点では、その

経路を特定するに至っていない」とされており

ます。今後、国において、侵入経路等につい

て、引き続き調査が行われることとされてお

り、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、今後の対策につきましては、御指

摘のとおり、可能性の高いものすべてにおい

て、侵入防止対策を講じることが必要であり、

空港や港湾など、水際での侵入防止対策につい

て、国や関係機関に働きかけてまいりたいと考

えております。

○横田照夫議員 今、12項目質問をしました

が、本当はまだまだいっぱいあります。例え

ば、家畜改良事業団で殺処分された種雄牛の補

償のあり方などもそうであります。国が家伝法

を改正する際に、その協議の場に宮崎県が参加

できるのかどうかわかりませんけれども、当事

者であった宮崎県の意見は第一優先に反映され

るべきだというふうに考えます。検証委員会で

まとまったものがしっかりと家伝法上にうたわ

れるように強く訴えていただくことを要望した

いと思います。

それでは、次に移ります。地域公共交通対策

についてお尋ねします。県内でも幾つかの市町

村でコミュニティバスを運行していますが、そ

の利用状況はどうなっていますか。県民政策部

長にお尋ねします。

○県民政策部長（山下健次君） 県内では、20

の市町村においてコミュニティバスが運行され

ているところでございます。コミュニティバス

は、バス事業者が運行いたします広域的・幹線

的路線と相互に補完をしながら、地域の実情に

合わせて運行されておりまして、高齢者など地

域住民の大切な移動手段となっているところで

ございます。この利用状況ですが、人口あるい

は集落の状況から、地域によってさまざまでご

ざいますが、山間部などの条件不利地域では、

大きな運行欠損額が生じているところもござい

ます。

○横田照夫議員 路線バスの悪循環が深刻化し

て、赤字補てんでも経営が成り立たず、バス業

者が路線を撤退する地域が出ました。そして、

このような交通不便地帯にコミュニティバスが

導入されてきました。しかし、コミュニティバ

スは幾らかは住民に近くなったのかもしれませ

んが、基本的には決まった路線で決まった時刻

に運行されるので、路線バスの悪循環が解消さ

れている地域はほとんどなく、全国の99.9％が

赤字運行になっているということであります。

高齢化率は今後さらに上昇し、免許証を返上す

る人もさらに増加すると思われますし、都市部

でも、新興住宅地の高齢化が進み、病院や買い

物に行けない人がふえてくると思われます。そ

ういう交通弱者の足を確保するために、東大の

プロジェクトチームが新しいオンデマンド交通

システムを開発しました。このオンデマンド交

通といいますのは、予約制の乗り合いバスとか

タクシーのことです。路線バスのように決まっ

た時刻とか決まった路線ではなく、乗客の希望

時間と場所に合わせて移動します。しかし、別

々の場所に異なる時間に行きたい利用者の希望

をかなえるための運行計画の設定が難しいとい

うことでした。そこで、東大チームがＩＴを利

用したシステムを開発しました。パソコン等か

ら入力された利用者の予約情報を計算し、最適

な経路計算を行い、その結果を携帯端末を通じ

て運転手に通知させるという仕組みです。コス
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ト面でもすぐれているそうです。ドア・ツー・

ドア、つまり、家の前から目的地までという利

用もできるそうです。実際の移動にかかった時

間をデータベースに蓄積していくので、交通渋

滞を避けるなど、実情に合った移動時間を算出

しルートを決めるので、時間が非常に正確だそ

うです。

山梨県北杜市では、ことしの７月１日から、

市内３地域で市内の全運送事業者が参加してオ

ンデマンド交通の実証実験を始めました。利用

者登録は1,400人超で、３地域の高齢者の８割に

もなります。単に交通手段としてだけではな

く、地域間のコミュニケーションを活発化させ

ることができればと考えておられるようです。

この取り組みは、新たなビジネスモデル、地域

活性化策として、既に30を超える自治体で実証

実験が行われているということです。宮崎県内

でも、地域公共交通対策として、この東大プロ

ジェクトチームが開発したオンデマンド交通シ

ステムの導入を検討してみてはどうだろうかと

考えますが、県民生活部長、いかがでしょう

か。

○県民政策部長（山下健次君） 東大方式のＩ

Ｔ活用型のオンデマンドというのではなくて、

非常に簡略な形のデマンド方式ということで、

県内では６つの市町村において導入をしている

ところでございます。御指摘のＩＴを活用しま

したオンデマンド交通システムの実証実験につ

きましては、大変興味深く感じているところで

ございまして、今後の成果を注目したいと考え

ております。なお、県北地区では、総務省の地

域ＩＣＴ利活用広域連携事業を活用いたしまし

て、デマンド方式のバス運行支援システムの構

築に今後取り組むこととしておりますので、県

としても、関係行政機関等と連携を図ってまい

りたいと考えております。

○横田照夫議員 交通弱者は必然的に家に引き

こもることになります。そういう人たちを外に

引っ張り出すことが地域の活性化には必要だと

いうふうに思います。新しいシステムには貪欲

にアンテナを張りめぐらせて、積極的な検討を

お願いしたいというふうに思います。

次に、医療現場の負担軽減と医療費の削減等

についてお伺いします。民間の患者等搬送事業

を御存じでしょうか。通称「民間救急」と言っ

ています。救急車を必要としない緊急性のない

方を対象に、これらの者の医療機関への入退院

や通院、転院、社会施設等などへの送迎に際

し、ベッド等を備えた専用車を用いて搬送を行

うサービスです。車いすを固定できる福祉タク

シー的なものと、救急車と同レベルの機材を積

み込み看護師も同乗するものもあります。当然

有料です。本来、救急業務は消防の救急隊が

担っていますけれども、全国的に見て、救急出

動件数は急増しておりますし、一方で、救急隊

数は微増にとどまっており、利用ギャップは拡

大をしてきました。その結果、現場到着所要時

間が長引く傾向にありました。また、搬送人員

の半数以上が入院の必要のない軽症者であり、

特に、乳幼児、少年では、４分の３以上が軽症

者となっています。このように、ただで、すぐ

に来てくれて、優先的に診てもらえるという利

便性に着目して救急車を利用する者も多く見ら

れるようです。また、病院を転院する際も救急

車が利用されることが多いようですが、転院搬

送は必ずしも救急を要するものばかりではあり

ません。これも救急車の利便性にのみ着目して

要請されることがかなりあると思われます。こ

れらのことで、救急車の真に救急を要する傷病

者への対応がおくれ、救命率に影響が出ること
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が懸念されてきました。

近年、そういった課題を解決するために、119

番受信時に緊急度、重症度を選別する、いわゆ

るトリアージをしたり、交通手段がないとか、

どの病院に行けばよいかわからないといった軽

症利用者に、「♯8000」とか「♯7119」といっ

た簡易なコール番号サービスを利用して、民間

救急などの移送サービスとか病院情報の提供を

行うなどをしてきた結果、全国的には救急出動

件数及び救急搬送人員は減少傾向になってきて

います。しかし、残念ではありますが、平成20

年度を19年度比で見ますと、救急出動件数で

は、全国平均がマイナス3.6％なんですけれど

も、宮崎県と大分県だけがプラスになってお

り、大分県がプラス0.2％、宮崎県がプラス0.8

％で、宮崎県が最悪となっています。また、救

急搬送人員も、全国平均はマイナス4.5％なんで

すが、本県だけがプラスになっており、プラ

ス0.1％であります。この結果を見る限りでは、

消防救急の適正利用の啓発が今までできていな

かったと言えますし、民間救急への認知度も低

かったと言えます。今後、消防救急と民間救急

の役割分担などを医療機関にも一般県民にも考

えてもらう必要があるのではないでしょうか。

これまで、県北を中心に、コンビニ受診を減ら

して医師の疲弊対策とか医療現場の負担軽減を

図ってこられましたが、救急車と民間救急の適

正利用もその一翼を担うと考えますし、救急搬

送現場の負担軽減と真に急を要する傷病者が、

必要なときに救急車を利用できるような改善に

もつながると考えます。消防救急と民間救急の

役割分担とその啓発について、総務部長の考え

をお聞かせください。

○総務部長（稲用博美君） 民間事業者により

ます患者等搬送事業につきましては、管轄しま

す各消防本部において、事業者の認定を行いま

すとともに、認定事業者の医療機関等への周知

に取り組んでいるところであります。この患者

等搬送事業が広く活用されることによりまし

て、高齢者等の通院や転院など、緊急性のない

患者の搬送について、利便性の向上を図ること

ができる一方で、消防機関にとりましても、救

急業務の負担軽減が図られるなど、県民及び消

防機関双方にメリットがあるというふうに考え

ております。このため、各消防本部と県が連携

いたしまして、県民の皆様に対し、救急車の適

正利用の啓発及び患者等搬送事業の周知に一層

取り組んでまいりたいというふうに考えるとこ

ろでありまして、先月には、各消防本部と県に

よる会議を開催いたしまして、ホームページや

広報誌などによります広報活動を初め、医療機

関に対する情報提供など、今後の取り組みにつ

きまして確認を行ったところであります｡

○横田照夫議員 民間救急は、例えば、長期入

院患者が、たまに一時帰宅する際などにも重宝

されるんじゃないでしょうか。入院患者にも周

知されるといいなと思いますので、よろしくお

願いいたします。

次に、筋萎縮性側索硬化症という原因不明で

進行性の神経難病があります。ＡＬＳとも言い

ます。この病気は、運動神経が冒されて、手や

足を初め体の自由がきかなくなり、話すこと

も、食べることも、呼吸することさえも困難に

なります。自立呼吸ができなくなったときには

人工呼吸器を装着することになります。残念な

がら、いまだに原因不明で、治療法もわかって

おりません。県内には103名の患者がおられ、う

ち42名が人工呼吸器を装着しているそうです。

こういう人たちにも、何としても行きたい冠婚

葬祭もありますし、外食とか旅行にも行きたい
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ところがあります。こういう望みをかなえるた

めには、やっぱり消防車と同様の装備を備えた

民間救急が必要です。また、現在、県北の病院

には神経内科がありません。県央などの病院に

通院等する必要がありますが、民間救急での搬

送は料金が高くついてしまいます。しかし、医

療保険には移送費があるはずです。保険者であ

る市町村の判断だそうですが、今まで扱ったこ

とがないとか、事例がないとの理由で判断でき

ずにいるというふうに聞いております。これ

は、うちの病院では診れないから、県央の病院

に行ってほしいといった医師の指示があれば適

用されるんではないでしょうか。こういった神

経難病などの患者が気軽に民間救急を利用でき

るように、保険適用の判断をしていただきたい

と考えます。そこでお伺いしますが、健康保険

法上の移送費は、どのような制度なのでしょう

か。福祉保健部長、お願いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 健康保険法上

の移送費につきましては、負傷、疾病等のため

に移動が困難な患者が、医師の指示により一時

的・緊急的な必要性のため移送された場合に、

その経済的な出費についての補てんを行うた

め、支給されるものであります。移送費が支給

される要件については、健康保険法の規定によ

り定められているところでありまして、移送に

より法に基づく適切な療養を受けたこと、移送

の原因である疾病または負傷により移動するこ

とが困難であったこと、緊急その他やむを得な

かったことのいずれにも該当することを保険者

が認めた場合に支給されることとなっておりま

す。県におきましては、国民健康保険の移送費

の適用について、保険者である市町村が、適切

に判断できるよう助言・指導に努めてまいりた

いと考えております。

○横田照夫議員 ということは、先ほどの案件

等には移送費は適用できないということです

ね。法律でうたってある要件に合わないのなら

しようがないとも思います。でも、緊急やむを

得ない場合だったら出るということですけれど

も、緊急の場合だったら無償の救急車を使うの

ではないでしょうか。何か矛盾を感じます。憲

法では、人間らしく生きる権利として、「すべ

ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を

営む権利を有する」と第25条に生存権を認め、

その保障のために社会福祉や社会保障を進めて

いくことを国の責務としております。知事、私

たちの周りには、ちょっと手助けをすれば人間

らしく、また社会的行動ができる神経難病の患

者さんのような人たちがたくさんおられます。

そういう人たちが安心して社会活動できるよう

に、国に対して働きかけをしていただきたいと

考えますが、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 難病患者の皆さんが

大変御苦労をされているということは、重々承

知しているところであります。先日も、宮崎県

難病団体連絡協議会から、難病に関する施策充

実等々について、御要望をいただいたところで

あります。県といたしましては、今後とも、関

係団体の御意見を十分に賜りながら、神経難病

患者はもちろん、難病患者の皆さん全体に関し

て、安心して社会活動ができますよう、難病の

医療費公費負担対象疾患の拡充等について、国

に対して十分に働きかけを行っていきたいと考

えております。

○横田照夫議員 よろしくお願いいたします。

次に、予防医療についてお伺いします。けさ

の朝日新聞の社説の欄に、今から私が質問する

内容とほぼ同じ内容の記事が載っていましたけ

れども、ここ最近、子宮頸がん予防の報道が多
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くなってきました。厚労省は、2011年度政府予

算内の特別枠に子宮頸がんを予防するワクチン

接種の助成事業を新たに設け、約150億円を盛り

込むことを決めようとしております。ワクチン

接種の費用は４～５万円で、国、都道府県、市

町村で負担し合って助成する仕組みを想定して

いるようです。子宮頸がんは10代前半のワクチ

ン接種で予防が期待できますけれども、高額な

ため接種が普及せずに、独自で公費助成する自

治体もふえてきました。宮崎県内で公費助成し

ている自治体はどのようになっていますか。ま

た、国がこの事業に乗り出そうとしている理由

は何なんでしょうか。福祉保健部長、お願いし

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 子宮頸がん予

防ワクチンにつきましては、県内では、本年度

から、全額助成が串間市、西米良村、諸塚村

で、一部助成がえびの市で行われております。

国がワクチン接種の助成事業を行う理由につ

きましては、がん対策の一環として、10歳代に

はワクチン接種、20歳代にはがん検診を受ける

という一貫性のある対策を実施することによ

り、子宮頸がん予防のさらなる効果が期待され

るとともに、現在議論されている予防接種法へ

の位置づけの検討に役立てるためとされており

ます。

○横田照夫議員 ワクチン接種全般における課

題は、国の接種に対する姿勢にあるというふう

に思われます。日本のワクチン接種体制は世界

でも最悪です。ワクチンで防げる病気があるの

に、接種を受けてくださいと積極的に情報を流

す姿勢がありません。どんなによいワクチンが

使えるようになっても、これでは宝の持ち腐れ

です。国は、ワクチンの必要性をもっと伝える

など、国民を病気から守るという積極的な姿勢

を見せるべきではないでしょうか。ワクチンを

公費助成することで医療費削減につながったと

いう報告もたくさんあります。

長野県波田町では、３年前に肺炎球菌ワクチ

ンの公費助成を始めました。ワクチンの公費助

成を始める前は、冬場の入院ベッドはインフル

エンザから肺炎を併発した高齢者でいっぱい

で、町立病院なのに救急患者をよそに搬送しな

ければならない状況だったそうです。また、内

科医の疲弊もひどくて、このままでは救急医療

が立ち行かなくなると思われるほどだったそう

です。そこで、75歳から79歳をターゲットに公

費助成、これは町負担が2,000円、自己負担

が4,000円ということですけれども、そういう公

費助成をしましたら、接種率が54％にふえて、

その結果、ターゲット層の肺炎入院患者は３分

の１になって、重症患者を断らないで済むよう

になったそうです。また、医療費抑制効果もあ

りました。町がワクチン助成にかけた費用は累

計で約160万円で、肺炎患者の入院減で減った医

療費が約2,600万円だったそうです。

また、北海道せたな町。ここは平成13年に肺

炎球菌ワクチンの公費助成を始めました。公費

助成前、町の老人医療費は全国トップだったん

ですけれども、肺炎球菌ワクチン接種で、それ

が818位まで下がったそうです。

また、自治医大さいたま医療センター産婦人

科の今野教授は、子宮頸がんワクチンを12歳の

女子全員に接種したら、将来の治療費と労働費

の損失がなくなることで、接種費を差し引い

て190億円の黒字になると試算をしておられるよ

うです。ワクチンは住民に予防医療の重要性を

認識してもらう道具であり、健康への意識が高

まれば医療費は減るということです。

このように、予防医療にお金をかけること
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で、医療費全体を削減できるのであれば、現在

の対処医療から予防医療へ考え方をシフトする

ことが重要ではないでしょうか。子供がかかる

恐ろしい病気である細菌性髄膜炎に効くヒブワ

クチンもそうであります。胃潰瘍とか十二指腸

潰瘍、胃がんを予防すると言われるピロリ菌の

除菌治療もそうであります。全国的にワクチン

接種などの予防医療に対する関心・動きが高ま

りつつあります。これらの動きを見て、県とし

てどのような方向づけを考えておられるんで

しょうか。また、国に定期接種を要望すること

も大事ですけれども、助成する市町村に対し県

が補助するなどの取り組みもするべきではない

かと考えますが、福祉保健部長、いかがでしょ

うか。

○福祉保健部長（高橋 博君） ワクチン接種

につきましては、予防を重視した医療を進める

上で大変有効な手段であり、その普及促進のた

めには、対象者が安心して接種が受けられる環

境整備が必要であります。そのため、県といた

しましては、接種事故に対する十分な補償や積

極的な接種勧奨を行えるよう、予防接種法によ

る定期接種への位置づけが必要と考えますこと

から、引き続き、あらゆる機会を通じて国に要

望してまいります。また、接種費用の公費助成

につきましては、国や市町村の動向を見守って

まいりたいと考えております。

○横田照夫議員 副作用などの接種事故が起こ

り得ることも承知していますけれども、世界的

にワクチン使用は広がりを見せている中で、何

で日本だけが慎重になっているのか理解ができ

ません。少子高齢化がさらに進む中で、医療財

政や保険制度が破綻するかもしれないというこ

とは容易に想像できます。全国知事会とか全国

担当者会議などで国にしっかりと訴えていただ

きたいと、このように考えます。

また、口腔ケアでも同じことが言えます。手

術前に口腔ケアをすれば、術後の合併症が激減

するという報告もありますし、口腔ケアをする

ことで医療費を大幅に削減できるということで

す。今、医療対策特別委員会で、口腔ケアに関

する条例作成を目指しておりますが、県の口腔

ケアに対する認識と、今後の方針を福祉保健部

長にお尋ねします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 口腔ケアにつ

きましては、糖尿病などの生活習慣病の予防に

もつながるなど、全身の健康を保持・増進する

ための重要な要素であると認識しております。

そのため、県としましては、生涯を通じた歯の

健康づくりが進められるよう、乳幼児健診時の

歯科保健指導や学校歯科保健活動、成人期の節

目年齢検診など、ライフステージに応じた歯科

健診や保健指導の普及に努めているところであ

ります。また、今後は、特に、高齢者や要介護

者の歯科保健対策として、関係機関と連携を図

りながら、訪問歯科診療や、誤嚥性肺炎の予防

のための口腔ケアの推進に取り組んでまいりた

いと考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。

次に、児童福祉についてお尋ねします。厚労

省は、全国の児童相談所長を集めた会議を８

月26日に開催しました。これは、８月に大阪市

で起きた２児虐待死事件を受け、虐待が疑われ

るケースでの児童の安全確認を徹底することを

確認することが目的であったと報じられており

ます。国は、強制介入する臨検制度の活用を念

頭に、虐待事例への早期介入を図る考えとされ

ております。児童虐待は、幼い子供たちの命の

問題、人としての尊厳にかかわる問題です。だ

れかがこの子供たちを救い、育ててやらなけれ
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ばなりません。不幸な境遇に生まれた子供で

も、幸せになる道を社会が見つけていかなけれ

ばならないと思います。そこで、このように社

会的養護が必要な子供たちに対する知事の思い

をお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 児童虐待によりまし

てとうとい子供の命が失われるなどの深刻な事

件が全国的に発生していることは、まことに痛

ましい限りでございます。本来、自分を守って

くれるはずの親から受けた虐待というのは、子

供の体だけではなく、心にも深い傷を残し、そ

の子の健やかな成長と人格の形成に重大な影響

を与えるものでありまして、決してあってはな

らない行為だと考えております。私は、社会の

中での人間関係の希薄化が、このような児童虐

待につながっている面があると考えております

ので、地域の温かな見守りの中で、次代を担う

子供の一人として、未来に夢と希望を抱き、そ

の子の個性に応じた将来の進路を選択すること

ができるよう、支援していくことが我々の責務

であろうかと考えております。

○横田照夫議員 社会的な養護が必要な子供た

ちが幸せになる道を探し出せるような支援のあ

り方について、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 社会的な養護

のあり方につきましては、何よりも家庭的な愛

情を持って養育し、子供みずからの個性と社会

性をはぐくむなど、自立に向けた支援を行うこ

とが重要と考えております。このため、県にお

きましては、年齢や状況に応じたきめ細かなケ

アが可能となる施設の小規模化や里親制度の普

及を図るとともに、施設を退所した子供を見守

る地域ネットワークの構築にも努めているとこ

ろであります。その中で、この９月には、児童

養護施設等を退所した15歳から20歳までの子供

や若者に対して、暮らしの場を与え、就業を支

援する自立援助ホームを県内で初めて認可した

ところであり、今後とも、社会的養護体制の充

実に取り組んでまいります。

○横田照夫議員 児童養護施設に引き続き、自

立援助ホームで暮らしの場を与え、就業を支援

していくということですので、非常に大きな期

待をしたいというふうに思います。

次に、児童養護施設は、もともと孤児院から

発展したものであると伺っております。孤児院

から養護施設へと名称が変更になった戦後すぐ

の時期と違って、いわゆる孤児の数は減ってい

るのではないかと思われます。そこで、児童養

護施設における入所理由の変化と現在の入所率

などの現状、さらに、入所している子供たちが

安心して生活を送るための課題はないか、福祉

保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県内の児童養

護施設の年間入所率につきましては、ここ10年

はおおむね90％を超えて推移しており、入所率

が高い状況が続いております。最近の入所児童

の傾向といたしましては、虐待の被害や発達障

がいを有するなど、特別な支援を要する児童が

増加しております。その結果、施設において

は、一人一人の児童に対するきめ細やかな支援

ができにくくなっていると認識しております。

このような状況を踏まえ、県といたしまして

は、本年度より、児童福祉施設協議会との意見

交換会を設け、対応策について検討していると

ころであります｡

○横田照夫議員 今の入所理由の変化が、今の

世情をよくあらわしているなというふうに考え

ます。こういうことからも、私たちが今、何を

なすべきかということもよくわかるような気が

します。

平成22年９月８日（水）



- 51 -

次に、児童自立支援施設についてお伺いしま

す。本県には、児童福祉法に定める児童自立支

援施設として、県立みやざき学園が設置されて

おります。全国的には、入所している子供の長

期的減少傾向が続く中、虐待を受けた経験とか

発達障がい等を有する子供の割合が増加する傾

向にあると言われておりますが、本県における

入所児童数の推移について、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） 県立みやざき

学園につきましては、児童自立支援施設とし

て、県に設置義務があり、昭和50年度に現在地

に移転整備しております。移転当時の入所児童

の延べ人数は300人で、その後、昭和58年度

に350名を記録しましたが、それ以降、地域での

少年非行問題に対する取り組み等により、入所

児童数も減少してまいりまして、昨年度は、延

べ人数で55人となっております。

○横田照夫議員 入所児童数が激減していると

いうことは大いに評価できるというふうに考え

ます。しかし、問題も指摘されております。全

国58の児童自立支援施設のうち、15施設で学校

教育が実施されていないことが６月24日の読売

新聞で報道されました。実施されていない15施

設の中に本県のみやざき学園が含まれておりま

す。平成10年４月の児童福祉法の一部を改正す

る法律施行に伴い、入所中の児童を就学させる

義務が課されました。また、平成18年の「児童

自立支援施設のあり方に関する研究会」の報告

書においても、学校教育の実施を積極的に推進

することがうたわれております。改正法には経

過措置があるとはいえ、10年以上学校教育が実

施されておらず、改善が必要であると思いま

す。そこで、みやざき学園において学校教育が

実施されていない理由と今後の対応について、

福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県立みやざき

学園につきましては、児童が教育を受ける権利

を保障するという法改正の趣旨にのっとり、関

係機関による検討を重ねてまいりましたが、入

所児童数の減少が続く中で、職員体制の問題な

ど課題も多く残されております。現在、県立み

やざき学園では、県教育委員会から５名の教員

に出向していただき、そのほか、教員免許を有

する非常勤職員５名を学習指導員として任用す

るなどし、入所児童が学校教育と同等の教育が

受けられるよう十分な配慮を行っているところ

であります。県としましては、今後とも、教育

委員会を初めとする関係機関と十分に連携し、

協議をしてまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 県教育委員会から教員が５名

と非常勤５名の合計10名で55名の入所児童の教

育に当たっておられるということで、学校教育

同等か、それ以上の教育が施されているようで

安心をいたしました。引き続きの充実をお願い

したいというふうに思います。

次に、改正臓器移植法についてお伺いしま

す。平成９年10月の臓器移植法制定以来、脳死

での臓器移植はこの12年余りで86件でありまし

たが、改正法が施行され、家族のみの承諾での

提供が可能になった本年７月以降、既に８件が

実施されております。今回の改正により、本人

の意思表示がない場合は家族の承諾で可能とな

り、また、15歳未満の子供でも提供が可能にな

りました。そこで、これらの改正について、県

民に対してどのように啓発をされているのか、

福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 臓器移植法改

正に関する県民への啓発につきましては、７月

の法施行を受けて、本人の臓器提供意思が不明
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な場合も、家族の承諾で提供できるようになっ

たことなど、法改正の内容について、宮崎県腎

臓バンクのホームページや、ラジオ・新聞など

を通じて、具体的に県民にお知らせしたところ

でございます。さらに、毎年10月は、臓器移植

普及推進月間であることから、この推進月間に

あわせ、関係団体の協力のもと、県内各地での

普及啓発キャンペーンや、テレビ等による広報

を計画しており、県民への一層の啓発を図るこ

ととしております。

○横田照夫議員 宮崎県にも、臓器移植しか治

療方法のない患者も大勢おられることと思いま

す。県内の幾つの施設でこのような医療を受け

ることができるのかわかりませんけれども、医

療機関の数や質により本県の患者が提供を受け

られないような状況になることはないのか気に

なるところであります。そこで、本県における

移植医療が可能な医療施設の状況と、そのよう

な施設がない、または少なかった場合、本県の

患者が提供を受けられなくなることはないのか

を福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県の臓器移

植が可能な施設につきましては、腎臓移植は県

立宮崎病院で、また、角膜移植は宮崎大学医学

部附属病院を含む県内２つの施設で対応可能で

あり、腎臓、角膜とも、県内で移植実績がござ

います。心臓や肝臓等の移植につきましては、

本県に移植可能な施設はありませんので、九州

大学病院など県外の専門施設において移植が行

われることになります。また、移植希望者は、

臓器のあっせんを行う日本臓器移植ネットワー

クに登録しており、臓器提供の申し出がなされ

た場合、臓器ごとに定められた基準に基づき、

県内に移植施設があるなしにかかわらず、全国

の移植希望登録者の中から公平に選ばれること

となっております。

○横田照夫議員 公平に選ばれるということ

で、若干安心をいたしました。でも、地域医療

体制の整備とともに、高度な医療を提供できる

体制の整備もまた重要であると思いますので、

県としても、積極的に取り組んでいかれるよう

要望をさせていただきます。

次に、防災・災害対策についてお伺いしま

す。９月１日は防災の日でありました。古来、

この日を立春から数えて二百十日と呼び、台風

災害の多い季節の始まりに注意を促しておりま

す。さて、この８月11日に、国土交通省は、深

層崩壊推定頻度マップを公表しました。深層崩

壊とは聞きなれない言葉ですけれども、表土層

だけでなく、深層の風化した岩盤も一緒に崩れ

落ちる現象で、発生頻度は表層崩壊によるがけ

崩れなどよりも低いんですけれども、一度発生

すると大きな被害を及ぼすとされております。

この深層崩壊推定頻度マップによりますと、本

県は、発生頻度が特に高いとされた県土面積の

割合が、長野県に次いで２番目であり、本県は

まさに危険地帯という内容のようであります。

最近の気象の状況、防災施設の状況等を考える

と、この深層崩壊推定頻度マップは、県民の不

安をさらに増大させるものであります。そこ

で、この深層崩壊推定頻度マップをどう受けと

めておられるのか、県土整備部長にお伺いしま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 今回公表され

た深層崩壊推定頻度マップは、国によれば、過

去の発生事例から得られている情報をもとに、

深層崩壊の相対的な発生頻度を推定したもので

あり、各地域の危険度を示す精度のものではな

いとされております。このため、国は、３年程

度をめどに、深層崩壊の頻度が特に高いと推定
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される地域を中心に調査を行い、渓流ごと、小

さな流域ごとに評価をすることとなっておりま

す。さらに、危険と判断された箇所につきまし

ては、必要に応じて天然ダムが形成される可能

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、県といたしましては、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。なお、土砂

災害防止対策につきましては、引き続き、緊急

度の高い箇所から砂防設備等の整備を順次進め

ますとともに、警戒避難体制の整備を図るた

め、土砂災害警戒区域の指定や、防災情報の提

供を行うなど、ハード・ソフトの両面から総合

的な対策を進めてまいりたいと存じます。

○横田照夫議員 それでは、次に入札制度につ

いてお伺いします。今、公共工事関係の入札

は、ほとんどが一般競争入札で行われていま

す。そして、その応札金額は、最低制限価格に

ほとんど張りついている状況です。その結果、

同額でのくじ引きになったり、負けても数円違

いというようなことで、運・不運によって落札

者が決まるという状況になっています。こうい

う中で、よく当たる会社と当たらない会社、当

たる、当たらないが適当かどうかわかりません

けれども、業者さんはそんなふうに表現をして

おられます。そういう会社が発生をしておりま

す。

わかりやすいので測量業務の入札を例にとり

ますと、発注区分は、予定価格の大きさで４つ

に区分されています。当然、区分によって、用

地測量では面積の大小、路線や河川測量では延

長の大小がありますが、測量項目はほとんど変

わりません。小さな仕事でも、大きな仕事で

も、その規模が違うだけで仕事の内容はほとん

ど変わらないということです。つまり、ほとん

どの業者は大きな仕事でもできる能力は持って

いるということです。また、入札条件として、

会社の過去10年間の実績があります。過去10年

間の間に、元請として仕事をした実績がないと

入札資格がないんです。先ほど言いましたよう

に、運がないと何回応札しても当たりません。

このまま当たらなかったら、前の実績が10年

たって消えてしまいます。そうなると入札にも

参加できなくなるんです。公共事業の予算が半

減して、経済状況も悪い中、この10年間の実績

条件は本当に必要なんでしょうか。大きな事業

を幾つかに配分して受注機会をふやしてやると

いうことはできないんでしょうか。また、１回

受注した者はその仕事が完了するまで次の入札

には参加できないなどの条件づけはできないん

でしょうか。ワークシェアリング的な考え方

で、できるだけ多くの業者が受注できる仕組み

を考える必要があると思います。事業を細分化

することで、事業が煩雑になったり経費がかさ

むことになるかもしれませんけれども、それは

行政がこうむることもやむを得ないと考えます

けれども、県土整備部長、いかがでしょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 一般競争入札

におきましては、品質確保を図る観点から、入

札参加者の一定水準以上の履行能力の有無を判

断することを目的として、通常、過去10年間に

元請として同種の業務等を受注した実績を求め

ているところであります。しかしながら、求め

る受注実績につきましては、広く受注機会が持

てるよう、必要最小限としております。測量業

務を例にとりますと、市町村の受注実績も認め

ることや、予定価格200万円未満の小規模業務に

つきましては、実績の規模を問わないなどの配

慮をしております。
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また、議員の御質問にありましたワークシェ

アリングにつきましては、公共事業を効率的に

執行し、コスト縮減を図る観点から、経済性や

品質確保に十分な配慮をしながら、受注機会の

確保を念頭に置きつつ、今後とも、適切な発注

規模の設定に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○横田照夫議員 もう一つの入札条件として、

配置技術者の過去の実績があります。用地測量

は測量士の資格を持っていればいいんですけれ

ども、路線とか河川の測量には過去の実績が必

要です。会社に高校とか大学の土木関係科を卒

業した若者を雇ってくれという依頼が来るんで

すけれども、資格はあってもそういう子供たち

は実績を持っておりませんので、雇い入れる余

裕はありません。これでは、大事な技術の継承

ができません。高校や大学の関係学科とか関係

学部は成り立たなくなるんじゃないでしょう

か。技術の継承ができなければ、将来の社会資

本の安全性に危惧が生じます。本当に実績がな

ければいけないんでしょうか。測量士の資格だ

けではいけないんでしょうか。本当に今の入札

制度でいいのだろうかと考えてしまいますが、

県土整備部長、いかがでしょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 測量業務委託

の配置技術者の実績につきましては、品質確保

を図る観点から、配置技術者の一定水準以上の

履行能力の有無を判断することを目的として、

同種業務の実績を求めているところであります｡

しかしながら、入札参加資格の要件としまして

は、広く受注機会の確保を図る観点から、必要

最低限となるよう配慮しているところでありま

す。県といたしましては、今後とも、公共事業

の品質確保を図りながら、関係事業者や若手技

術者の育成にも努めてまいりたいと考えており

ます。また、御意見のありました受注機会の確

保につきましても、引き続き、入札契約制度の

検証を随時行いながら、検討してまいりたいと

存じます。

○横田照夫議員 今は、いかに最低制限価格に

近づけるかにほとんどの神経を集中して、一番

肝心のいい仕事をしようというところに気持ち

がいかないというような話も聞きます。また、

入札条件がいろいろつけ加えられるごとに、小

さな業者は入札の機会が少なくなってしまいま

す。県は自分たちを淘汰しようとしているん

じゃないかと。もしそうならば、息子や社員に

転職を勧めるからそのようにはっきり言ってく

れと、そういう悲痛な声もあります。入札制度

は本当に難しい問題だと思いますが、これでい

いと思うのでなくて、小さな業者の声にもしっ

かりと耳を傾けていただき、できるだけ多くの

業者が経営を営めるよう配慮をお願いしたいと

いうふうに思います。

次に、中国人観光客の誘致について商工観光

労働部長にお伺いします。ことし７月から、中

国人への個人観光ビザの発給要件が緩和をされ

ました。全国の自治体でも中国からの観光客獲

得に向けた動きがいよいよ本格化しているよう

ですが、現在のところ、東京や京都、大阪方面

に観光や買い物に行かれる方が多いようであり

ます。しかし、将来的には、我が国の四季の変

化に富んだ地方の景観、温泉、グルメなどへの

関心が高まっていくことが期待できるのではな

いでしょうか。本県にも、地元の人がふだんは

特に観光資源として思わないものでも、外部の

人から見ると魅力的な観光資源もまだまだ隠さ

れているというふうに思います。この眠れる観

光資源を掘り起こし、県が積極的に地元と連携

しながらＰＲしていくべきであると思います
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が、御見解をお伺いいたします。

また、中国との国際便を持つ鹿児島県や福岡

県、長崎県と連携をして、周遊プランなど各県

と協力を進めていくべきと考えますが、あわせ

て御見解をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 近年の中

国人観光客の本県への入り込み数につきまして

は、統計的にはまだ少ない状況でございます

が、個人観光ビザの発給要件緩和等を背景に、

ことしになりまして、細島港への上海クルーズ

船の寄港、さらには長崎・鹿児島空港の定期便

を結んだ本県を含む旅行商品の造成等の動きが

出てきております。また、本県では、昨年か

ら、急増中の富裕層を対象に本県の恵まれたゴ

ルフ環境の売り込み等も始めているところでご

ざいます。最近、本県を訪れた中国人観光客

は、高千穂峡や青い海が広がる日南海岸、さら

には日本一の宮崎牛などの食、また、おもてな

し等について大変よい印象を持っていると聞い

ております。中国社会も今後成熟化していき、

観光に対する考え方も、今の日本人と変わらな

い状況が早晩やってくると考えております。そ

のような動向を見通しながら、やはり本県の特

徴であります豊かな自然環境、神話などの文化

遺産など、観光資源を今後とも磨いていくこと

が大切であると考えております。また、先ほど

議員が「眠っている観光資源」と言われました

けれども、オーシャンドームはまさにそうでご

ざいまして、オーシャンドームの再生が本当に

実現したらなというふうに思っているところで

ございます。

加えまして、本県の特色でありますスポーツ

合宿等の誘致につきましても、中国のアスリー

トなどを対象にした取り組み、あるいはスポー

ツメディカルなど医療観光の新たなメニューの

創出など、こういうものも検討していく必要が

あると考えております。また、海外からの観光

客でありますので、九州あるいは南九州といっ

た広域的なツアー商品の企画等を出していく必

要がありまして、今後とも、地元、九州各県と

連携しまして積極的に誘致に努めてまいりたい

と考えております。

○横田照夫議員 積極的な誘客に取り組むと同

時に、通訳ボランティアの育成とか、飲食店メ

ニューの多言語化、また、普及が著しい銀聯カ

ードの取扱店をふやすなど、受け入れ体制の充

実も必要だというふうに考えます。そこで、中

国人観光客が気軽に県内を旅行できるような受

け入れ体制の整備について、どのように取り組

んでいかれるのかをお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 中国人観

光客については、今後、国内各地域で誘致競争

が激しくなると予想されておるわけでございま

すけれども、広い国土と多くの人口を抱える中

国からの誘客を考えますと、やはり本県を訪れ

た中国人観光客の口コミ等による宣伝は、これ

からの本県への誘客のかぎになると考えており

ます。したがいまして、本県が中国人観光客に

よい印象を持たれるように、受け入れ体制に万

全を期すことが大切であると考えております。

この受け入れ体制には、中国人観光客への観光

情報の提供という側面と、滞在中の観光客の動

向に対する配慮という側面から取り組む必要が

あると考えております。本県では、ことしか

ら、観光関係者などに対しまして、中国からの

観光客受け入れに関する講習会などを開催して

いるところでございますけれども、今後、ホテ

ル、旅館、商店などでの中国語表示の整備、中

国語パンフレットの充実、買い物などにおける

利便性の向上、さらには本県が目指しておりま
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す温かいおもてなしなど、中国人が旅行しやす

い環境の整備に官民挙げて取り組んでまいりた

いと考えております。以上でございます。

○横田照夫議員 ぜひ、頑張っていただきたい

と思います。

最後になりますけれども、武道必修化につい

て教育長にお伺いします。平成18年12月に教育

基本法が改正され、平成24年度から武道が中学

１年生で必修化になることが決まりました。先

日、アントン・へーシンクさんが亡くなりまし

た。東京オリンピックで、自他ともに日本のお

家芸と認める柔道無差別級で日本代表の神永選

手を破り、金メダルを獲得した人です。へーシ

ンクさんは、勝利を決めた瞬間、喜び勇んで畳

に駆け上がろうとするオランダの関係者を激し

く手で制するとともに、自身には笑顔もガッツ

ポーズもありませんでした。敗者への敬意とそ

の振る舞いに、多くの日本人がこの本物の柔道

家を知ったそうです。また、相撲では、勝負が

決まった後のだめ押しなどは禁止されていま

す。これも同じ意味だというふうに考えます。

明治維新の前の年、来日していたイギリス人

が、偶然にも武士同士の果たし合いに出くわ

し、勝った方の武士が刀をおさめた瞬間、先ほ

どまで敵として戦っていた相手に、自分の羽織

をもって遺体を覆い、ひざまずいて合掌する姿

を見たときに、武士道の高貴さを知ったと述べ

ているそうです。武道と武士道は若干違うかも

しれませんが、惻隠の情とか、礼によって始ま

り礼によって終わるという武道精神をしっかり

教えることが、荒廃した日本人の心をよみがえ

らせることになるというふうに思います。

そこでお尋ねしますが、武道必修化の目的は

どこにあるんでしょうか。必修化の背景には今

の社会風潮があると考えます。日本人が元来

持っていた美しい心とか惻隠の情などを学ばせ

ることもその目的にあると思いますが、そうい

うことを学ばせる時間的余裕はあるんでしょう

か。それともわざだけ教えるんでしょうか。ま

た、種目の選択はだれがするのかなど、あわせ

てお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 平成18年の教育基本

法の改正におきましては、教育の目標の一つと

して、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐく

んできた我が国と郷土を愛するとともに、他国

を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態

度を養う」ということが新たに盛り込まれたと

ころであります。これを受けまして、改訂され

た学習指導要領の中学校保健体育科では、武道

の指導の充実が図られ、相手を尊重し、伝統的

な行動の仕方を守ろうとすることなどが、重視

されたところであります。なお、この伝統的な

行動の仕方を守ろうとすることというのは、学

習指導要領の解説によりますと、相手を尊重

し、伝統的な行動の仕方を守ろうとするという

のは、武道とは、相手との直接的に攻防すると

いう特徴があるので、「相手を尊重し合うため

の独自の作法、所作を守ることに取り組むこと

を示している。そのため、自分で自分を律する

克己の心をあらわすものとして、礼儀を守ると

いう考えがあることを理解し、取り組めるよう

にする」、このように記されているところであ

ります。この新たな学習指導要領に基づきます

取り組みでありますが、具体的には、平成24年

度から、これまで中学校では選択であった武道

を、全生徒が、中学校１年生から２年生の２年

間で、柔道、剣道、相撲の中から少なくとも１

種目は履修することになったところでありま

す。なお、この３つの種目に限らず、地域や学

校の実態に応じ、なぎなたなど、その他の武道
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についても、学校長の裁量で履修させることが

できることとなっております。以上でありま

す。

○横田照夫議員 体育の教師がみんな武道の経

験者ではないと思いますが、その対策など、現

在、武道の必修化に向けてどのように取り組ん

でおられるのかをお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会では、

指導者の資質向上を図るために、保健体育科担

当教員を対象に、武道に関する講習会を開催し

ているところでありますが、中学校における平

成24年度からの武道必修化に向けまして、本年

度は、柔道、剣道に加えまして、なぎなたにつ

いても、実技講習を実施することにいたしてお

ります。また、昨年度から、必修化に備えまし

て、武道における指導方法の工夫改善や、武道

用具の整備、指導計画作成上の留意点等につい

て指導を行ってき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、市町村教育委員

会とも連携しながら、今後とも、各中学校にお

きまして、武道の必修化が円滑に進められると

ともに、先ほど述べましたような学習指導要領

の趣旨が十分に達成できますように支援に努め

ていきたいと考えております。以上です。

○横田照夫議員 私は、この武道の必修化に大

きな期待を寄せています。しかし、限られた時

間の中で難しい面もあろうかと考えますが、で

きる限りその目的に近づけるよう御努力をお願

いしたいというふうに考えます。

１時間で質問が入らないかと思って一生懸命

急いでしゃべりましたら、かなり時間が余って

しまいました。でも、通告したすべては終わり

ましたので、これで私の質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で、本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は午前10時開会、本日に引き続

き代表質問であります｡

本日はこれで散会いたします。

午後２時43分散会

平成22年９月８日（水）


