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平 成 2 2 年 1 1 月 2 4 日 （ 水 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（42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）

28番 太 田 清 海 （社会民主党宮崎県議団）

29番 満 行 潤 一 （ 同 ）

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 （自由民主党）

53番 福 田 作 弥 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

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

人 事 委 員 長 黒 木 奉 武

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

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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◎ 議会運営委員会委員の辞任許可

○中村幸一議長 ただいまの出席議員42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。

まず、議会運営委員会委員の辞任願が提出さ

れておりますので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

辞 任 願

議会運営委員会委員 権藤 梅義

このたび、都合により頭書の委員を辞任した

いので、委員会条例第13条第１項の規定により

許可されるよう願い出ます。

平成22年11月24日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

○中村幸一議長 ただいま朗読いたしました議

会運営委員会委員の辞任願を議題といたしま

す。

この場合、権藤梅義議員は、地方自治法第117

条の規定により除斥されますので、退席をお願

いします。

〔権藤議員退席〕

○中村幸一議長 お諮りいたします。

議会運営委員会委員の辞任は、これを許可す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、辞任は可決されました。

権藤梅義議員の着席を求めます。

〔権藤議員着席〕

◎ 議会運営委員会委員の選任

○中村幸一議長 これより、ただいま辞任され

ました議会運営委員会委員の後任を選任いたし

ます。

選任の方法は、委員会条例第６条第１項の規

定により、議長から指名いたします。

田口雄二議員を委員に指名したいと思います

が、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、指名のとおり選任することに決定いたしま

した。

◎ 議案第17号から第20号まで追加上程

○中村幸一議長 次に、本日の日程は、一般質

問並びに議案第14号から第16号までについての

常任委員長の審査結果報告から採決までであり

ますが、お手元に配付のとおり、知事より議案

第17号から第20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17号から第20号について

御説明を申し上げます。

まず、議案第17号は、教育委員会委員外山與

子氏が平成22年12月23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齊藤和子氏を

任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第１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。

平成22年11月24日（水）
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次に、議案第18号は、収用委員会委員熨斗新

八郎氏が平成22年12月28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島内清成氏

を任命いたしたく、議案第19号は、収用委員会

委員田中寛氏が平成22年12月28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

じく田中寛氏を任命いたしたく、また議案第20

号は、収用委員会予備委員島内清成氏が平成22

年12月28日をもって任期満了となりますので、

その後任予備委員として山本圭吾氏を任命いた

したく、土地収用法第52条第３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。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

以上です｡〔降壇〕

○中村幸一議長 知事の説明が終わりました。

◎ 一般質問

○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。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、外山三博議員。

○外山三博議員〔登壇〕（拍手） きょうから

一般質問が始まります。長丁場ですが、その

トップバッターを承りまして、大変光栄に存じ

ます。

今、周りを見回しますと木々が色づいて、本

当に秋が来たなと、人間社会でいろんなことが

あっても四季だけはきちっと回っていく、この

日本はすばらしいなと思うこのごろでありま

す。

それでは、通告に従って質問をしてまいりま

す。

観光に関する諸問題についてお尋ねをいたし

ます。

本県は、農業と観光が産業の中心としてこれ

までやってまいりました。ところが、農業の中

心であり、農業産出額の57％を占める畜産が大

きなダメージを受け、農業が立ち直るには相当

な年月がかかることを覚悟しなくてはなりませ

ん。一方、観光関係も、口蹄疫の影響でキャン

セルが相次ぎ、30％以上の客の落ち込みとな

り、今日でも、まだもとに戻ってはおりませ

ん。幸い、来年３月には九州新幹線が鹿児島ま

でつながります。関西・中国方面からこの新幹

線を利用して訪れてくる多くの観光客を何とか

して本県に誘導することが、本県観光の活性化

につながります。また、景気の浮揚のきっかけ

にもなると思います。

そこで、考えなくてはならないのは、観光客

の求めるものがこれまでとは相当違ってきてい

るということであります。いわゆる物見遊山的

な観光から、ゴルフ等のレジャーを含めた自分

で行動する観光、温泉等をめぐったり食べ歩き

等のいやしの観光、またスポーツなど、多種多

様にそのニーズは広がってきております。もう

一つの特徴は、元気な高齢者や女性の旅行者が

ふえていることであります。また、旅行形態

が、「スローフード」「スローライフ」という

言葉に象徴されるように、ゆっくりと自分の

ペースで旅行するというやり方がふえてきてお

ります。最近特筆される傾向として、その土地

でとれたうまいもの、伝統的な珍しい料理があ

れば、それを食べるために、どこからでもその

目的のために訪ねてくる観光客が著しくふえて

いるという現実があります。このように見てま

いりますと、これからの観光客をふやすために

平成22年11月24日（水）
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は、今までの観光に対する概念を根本から変え

て、これからの観光に対するニーズを徹底的に

研究し、観光産業の構築を考えていく必要があ

ると思いますが、商工観光労働部長の見解をお

尋ねいたします。

次に、食べ歩きということが、先ほど述べま

したように観光の大きなキーワードとなってく

ると思います。このことに関し、スローフー

ド、地産地消について述べてみます。スロー

フード運動が始まったのは、そんなに古いこと

ではありません。スローフードは、ファスト

フードに対して出てきた言葉であり、思想で

す。ここではその歴史的背景に触れませんが、

ファストフードは、何かをしながら急いで食べ

るために考えられたもので、どれも品質を同じ

にするためにオートメーション工場でつくられ

た食材をいち早く調理して食べられるようにし

た、ハンバーガーに代表されるような食べ物で

あります。このため、世界じゅうどこに行って

も味覚などが均一・統一化されております。こ

れに対してスローフードは、滋養に重きを置

き、その料理や味の違いを楽しみ、バラエ

ティーに富む生産者を認め、農業を大切にし、

その地ならではの、またその家庭ならではの味

と食材を大事にしていこうという運動でありま

す。生きていく上で重要な食べ物をもっと大事

にする、そこから落ちついた考えや希望が体の

内からわいてくると思います。自分が生活して

いる地域でとれたすばらしい食材を伝統的な調

理でつくり出す料理、そしてそれを家族みんな

でゆっくり食べる、それがスローフードであり

ます。そのような風土をつくり出すことができ

るなら、多くの観光客が安らぎを求めて訪問し

てくるはずであります。以上申し上げたことに

関し、農政水産部長の見解をお尋ねいたしま

す。

後の質問は質問者席で行います｡（拍手）〔降

壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

今後の本県観光についてでございます。人口

減少・高齢化に悩む地方にとりまして、観光に

よる国内外との交流人口の拡大については、地

域経済の活性化や雇用拡大の今後の切り札とな

り得るものであると考えており、観光振興は本

県にとりまして大変重要であると考えておりま

す。しかしながら一方で、全国どこでも観光へ

の取り組みが盛んでありまして、またグローバ

ル化していく中で世界各地との競争も強いら

れ、今後ますます観光地の特色を出すことが求

められ、また、人々の価値観の多様化に呼応す

る形で、観光志向もますます多様化していくも

のと考えられます。

このようなことを踏まえますと、本県観光に

ついては、国内だけでなく海外からの誘客とい

う視点からいっても、宮崎の風土に根差した個

性の発揮に尽きると思っております。観光客

は、この個性にこそ満足してお金を落とすので

ありまして、そのことはまたリピーターを生

み、持続性のある観光振興が可能になると考え

ております。そして、この個性は、地域の人々

の心からのおもてなしがあってこそ、観光客に

感動をもたらすものと考えております。そうい

う視点から宮崎を見ますと、豊かな山林と神話

文化の宝庫であります中山間地域、海幸山幸を

生かした食の宮崎、スポーツランド宮崎、そし

てトータルとしてアメニティーにすぐれた宮崎

など、まさに宮崎個性発揮の舞台は整っている

と考えております。あとは、各地域でそのすぐ

れた宮崎に自信と誇りを持ちまして、いかに宮
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崎ならではの多彩で魅力的な観光メニューを提

供できるか、また、いかに温かいおもてなしで

観光客を受け入れるかということであろうかと

考えております。そういう中で、県の役割とし

ましては、海外も含めたさまざまな観光情報に

精通し、観光資源の目ききとなり、市町村、民

間と一緒になりまして、観光地づくりに必死に

なって取り組んでいくことだと考えておりま

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

えします。

少量多品目を生産する営農の取り組みについ

てであります。食の安全・安心への関心の高ま

りや、食をめぐる情勢が変化する中、県では、

「みやざきの食と農を考える県民会議」を中心

として、地産地消や食育の取り組みを一体的に

推進しているところであり、これらの取り組み

は、伝統的な食文化を守るスローフードに相通

ずるものでございます。このような中、中山間

地域等において女性や高齢農業者などによる少

量多品目を生産する営農や、糸巻き大根、佐土

原ナスなどの伝統野菜の生産等につきまして

は、地産地消や食育を推進する上で重要な取り

組みであると考えております。県といたしまし

ては、今後とも地産地消推進協力員等と連携し

ながら、豊かな食生活の実現や、地域の食材・

郷土料理の伝承などに努め、農村地域の活性化

を図ってまいりたいと存じます。以上でありま

す。〔降壇〕

○外山三博議員 それでは、これから観光に関

して幾つか質問をしてまいりますが、まず最初

に、先ほど壇上で述べましたように、九州新幹

線が鹿児島に来年の３月に入ってくる。ここに

入ってくる大量のお客さんを宮崎にどうやって

呼び込んでいくかということが、非常に我が県

の観光の浮揚のために大事だと思うんですが、

県としては、その取り組みを今どういうことを

やっておられるか、商工観光労働部長にお尋ね

します。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 九州新幹

線全線開通に対応した誘客対策につきまして

は、当面３つの課題があると考えております。

一つは南九州３県一体となったＰＲ、もう一つ

は新幹線停車駅から本県への２次アクセス対

策、そしてもう一つは旅行エージェント対策、

この３つの課題があると考えております。ま

ず、３県一体となったＰＲにつきましては、観

光客の増加が期待される関西・中国地方を中心

に、新幹線沿線の熊本、鹿児島と本県を南九州

として一体的に認識していただけるよう、現

在、「熊本・宮崎・鹿児島デスティネーション

キャンペーン」などに取り組んでいるところで

ございます。また、新幹線停車駅から本県への

観光客２次アクセス対策としましては、観光バ

スやレンタカーの実証実験に取り組んでいると

ころでございます。さらに、全線開通後に向け

た旅行エージェント対策としまして、九州観光

推進機構が東京や大阪などの都市部で開催しま

す商談会等を活用するなどして、本県の誘客に

つながる旅行商品造成を積極的に働きかけてい

るところでございます。

○外山三博議員 今までややもすると、宮崎県

は宮崎県でお客さんを呼ぼう、鹿児島県は鹿児

島県で呼んでいこう、そういうような嫌いがあ

りました。しかし、観光客にしてみたら、例え

ば我々が東北に行ったときに、秋田県なのか青

森県なのか岩手県なのか、余り県の認識はない

んです。ですから、新幹線が入ってきたこの段

階で、宮崎県とか鹿児島県というよりも、南九

州を１つのエリア、観光圏というような取り組
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みが必要だということを、部長も今おっしゃい

ましたが、ぜひ３県の枠を超えて―場合に

よっては大分県も関連があるんです、お客さん

が流れていきますから。大分までをひっくるめ

た、県の枠を超えた取り組みを積極的に進めて

いただきたいと思います。

次に、観光統計をずっと見ておるんですけれ

ども、ただ統計をとるのが目的ではなくて、傾

向、この統計を見ながら何を読み取るか、それ

が一番大事だと思うんです。最初にお尋ねした

いんですが、昭和49、50、51年、いわゆる宮崎

県の観光ブームのころの観光客が大体800万前後

です。ところが、平成21年、今日で1,200万とい

うことで400万もふえている。県外客はどうかと

いうと、当時が大体450万、ところが今も450万

前後です。変わっていない。しかし、昭和50年

前後のころの我々の実感としては、物すごく観

光客が見えて、どこに行ってもフィーバーして

いた。ところが、逆に数がふえているけれど

も、今はそんな感じが全然しないんです。これ

は、実態をつかまえていない観光統計のとり方

に問題があるんじゃないかということも考える

んですが、部長、見解はどうでしょうか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 議員の地

元であります宮崎市の青島あるいは平和台公園

など、昭和50年当時と比べまして観光客は大幅

に減っておりまして、そのような印象を持たれ

るのではないかと思っています。ただ、一方で

高千穂峡や鵜戸神宮などがふえております。ま

た、ニーズが多様化している。さらには、昭

和50年以降、シーガイア、酒泉の杜、高千穂牧

場のオープン、また近年では県庁もありますけ

れども、本県観光地の選択肢がふえてきたこと

から、観光客がさまざまな観光地に分散してい

るのではないか。したがって、このような統計

結果になっているものと考えております。

○外山三博議員 観光統計のとり方が各県まち

まちということで、宮崎は宮崎のやり方がある

んですが、ある県の統計を見ると、観光地に来

たお客さんをオンしていって合計した観光統計

で観光客がこれだと。だから全く比べられない

んです。そこで、国のほうもこれではいけない

ということで、２年前に統計のとり方を少し研

究して、新しい国としての指針を出したいとい

うことで、実験を去年からことしにかけて11

県、宮崎もその１県に入って、統計のとり方モ

デルとしてやられました。そのモデルとしてや

られた結果どうだったのか。それから、何も耳

に入ってきていませんが、国のほうはこういう

実験を通じてどういう対応をしようとしている

のか、そこのところのお答えをお願いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 国の基準

と本県の観光動向調査の違いをちょっと申し上

げさせていただきますが、先ほど議員からあり

ましたように、国の観光入り込み客統計に関す

る共通基準というのは、観光庁が平成21年12月

に策定したものでございます。具体的にはどう

いう調査方法をやるかといいますと、一定の条

件を満たす観光地点等―観光地や祭りなどの

イベント―における入り込み客数をもとに県

全体の数値を推計するものでございます。本県

の場合は、この推計のもとになる観光地点等の

数について、国でまだ公表しておりませんが、

恐らく300を超えると思っております。そして県

外、県内の別は、それに一定数の係数を掛けて

割り出すということでございます。一方、本県

の観光動向調査は、県外観光客については、一

定の期間、各交通機関の入り込み数を調査しま

して県全体の数値を推計するものでございま

す。また、県内観光客については、原則として
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市町村ごとの調査結果をもとに推計するもので

ございます。こういう違いがあるわけですが、

今後、各県とも国の共通基準に基づきまして統

計を行っていくことになっています。国としま

しては、今後の成長戦略の中に「観光」という

のを位置づけておりまして、ある程度客観性の

ある、そして全国共通の観光統計によって、観

光の今後のあり方なり方向等を定めていくとい

う思想のあらわれが、こういう形になっている

んではないかと思っております。

○外山三博議員 今、部長が言われたとおりだ

と私も思います。やっぱり国の取り組みが非常

におくれているというか、同じような手法で統

計をとって初めて、宮崎県の観光に対するレベ

ル、位置がわかるわけで、ほかの県と比べよう

がないんです。ぜひ国のほうにも積極的にこれ

からもそういう要望をしてもらいたい、早く統

一したものをつくるようにお願いしておきま

す。

続きまして、先ほど申し上げました統計の数

字をここに持っておるんですが、これをどう読

むかということで、これに関して１～２私見を

申し上げて、部長の意見をいただきたいんです

が、平成２年の数字を見ると、一番宮崎にお客

さんが来たのは、今と一緒で高千穂峡123万、平

成21年で152万、高千穂はずっと右肩上がりで減

らずにふえてきております。景気がいい悪いは

別として。それから顕著なのが、平成２年、２

番目に多かったのがえびの高原121万、平成21

年81万、激減をしておる。それからふえている

のが、鵜戸神宮が61万から100万にふえてきてい

る。西都原が58万から93万にふえてきている。

それから、青島が109万から77万に減ってきてお

るんです。１回ばんと落ちたんですが、ここ４

～５年はふえてきておるという傾向がありま

す。宮崎神宮は73万で平成２年は４番目だった

のが、今55万、減ってきておる。平和台公園も

そうです。これを見ると、神話と伝説に由来し

た高千穂とか鵜戸神宮、そういうところがふえ

てきておるということが読めると思うんです。

そこで、部長の見解をお尋ねしたいんですが、

統計の表からどういうことが推察されるか。そ

して、今後どういうところがふえていくかとい

う予測をお尋ねしたいのと、えびの高原がこれ

だけ減ってきた理由をどういうふうにとらえて

おられるかお尋ねします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） まず、こ

の統計から観光客のニーズや目的をどうとらえ

るかということだと思いますが、日南海岸など

の旧来の観光地については、確かに観光客は

減っておりますが、一定の観光客は訪れており

ます。観光における不易流行という言葉がある

とすれば、「不易」の部分として、観光の基本

には３つポイントがありまして、１つ自然・歴

史文化、それから温泉、そしておいしい地元料

理を食べたいという食、この３つが今も昔も

ベースにあると言えるのではないか。えびの高

原も、減っておりますけれども一定のお客さん

はおりますし、西都原古墳群、酒泉の杜、すべ

てしかりではないかと思っています。また温泉

に関しては、平成になりまして、県内市町村に

おいて第三セクターで温泉施設がかなりできま

した。温泉浴に対する観光需要は非常に根強い

ものがある。先ほど言いました３つのうちの１

つの大きな要素であるということ。一方、高千

穂峡とか西都原古墳群、鵜戸神宮あるいは青島

神社等に多くの観光客が訪れております。これ

も一つは、歴史文化という宮崎の個性を見たい

ということだろうと思うんです。一方、最近で

は、神話・伝説に関する観光地という視点とい
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うよりも、スピリチュアルスポット、パワース

ポットと呼ばれる場所に関心が高まっているわ

けでございまして、これは、先ほど不易流行と

いうことを申し上げましたけれども、「流行」

の部分といいますか、社会現象の旬、あるいは

県庁ツアーもそうでございますけれども、物見

高さのあらわれとか、そういう特徴もあるのか

なと思っております。

それからもう一つは、数多くのスポーツキャ

ンプ・合宿の実施、あるいはシーガイアのサ

ミットホールを活用したコンベンションの開催

などが非常に多いわけでございます。これは20

年以上にわたる本県の取り組みの成果でござい

ますが、これが今や観光客のニーズを引き出す

形となっている、そういうことで本県の観光を

大きく支えていると考えているところでござい

ます。

そしてもう一つ、えびの高原でございます。

近年の状況を見ていただきますとわかるんです

が、ホテル、旅館等が大幅に少なくなっており

ます。代表的なえびの高原ホテルというのがあ

りましたけれども、これも既に撤退して今はあ

りません。そういう状況と、もう一つは、温泉

を比較しますと、隣の鹿児島県と相当差があ

る、そういう状況が今日の現象の一つの要因で

はないかと思っております。

○外山三博議員 今、最後に言われましたえび

の高原、過去にこれだけたくさんお客さんが来

たということは、あそこはそれだけの魅力があ

るんですね。そして、最近はトレッキングがは

やってきて、えびの高原を基点としたいろいろ

なコースができております。ですから、えびの

高原をもう一度復活というか、昔の面影を取り

戻すためには、行政が何らかの―今、お湯の

出も減っていますが、温泉が出るような工面を

するとか、そういうことをやっていく必要があ

ると思いますから、ぜひ取り組みをお願いして

おきたいと思います。

それから、入り込みの県外客の交通手段を見

てみると、ピークのころ、昭和51年に自家用車

で見えた方が150万、今日、平成21年で308万、

倍増しております。これは流れとして大体わか

りますね。それからバスで見えた方が、昭和51

年131万、それが平成21年では41万と激減をして

おる。ということは、団体客がそれだけ減って

きた。そして、マイカーに変わっていったとい

うことだろうと思います。それから、鉄道が昭

和51年で125万見えておった。ところが、平成21

年で24万と激減をしておる。それから船舶、

フェリーが43万が５万に激減しておるというこ

とで、旅行形態がバスから自家用車―航空機

も43万から61万にふえてきております。そうい

う流れになっておるんですが、ここで力を入れ

る必要があるのは、鉄道とフェリーがせっかく

あるわけですから、これを少し活用というか、

これに乗ってもらう工夫、工面、宮崎県の観光

振興のために何か考える必要があると思うんで

す。部長いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 確かに鉄

道とかフェリーを使った入り込みは減っている

わけでございます。いろいろ要因はあるんです

が、我々がいろいろと調べてみますと、平成12

年に「急行えびの号」が廃止になった。それか

ら平成17年には、御案内のとおりフェリーの京

浜航路が廃止されました。やはり鉄道、フェ

リーを利用した観光客は年々減少しているわけ

でございます。観光振興にとりまして、観光客

の交通手段に多様な選択肢があるのは非常にい

いことでございまして、我々としましても、鉄

道、フェリーについては大量・定時の輸送が可
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能でありますし、また車中での出会い等、他の

交通機関にない楽しみ方もあるわけでございま

す。したがいまして、そういう強みを生かし、

これらの交通手段と一体となった観光ルートを

確立することは非常に大切であると思っており

ます。最近では、ＪＲ九州が観光特急「海幸山

幸」号、こういうこともやっていただいており

ます。県としましては、九州新幹線の全線開通

を契機に、フェリー等を活用した修学旅行の誘

致等、多様な交通機関を組み合わせた魅力ある

旅行商品の開発、販売に一層努めてまいりたい

と考えております。

○外山三博議員 続いて、トレッキング、食べ

歩き、ゴルフ、スポーツイベント、コンベン

ション、フィッシング等々お聞きをしていきま

すが、これからの観光というのは、こういう趣

味、レジャーを包含したものをとらえていく必

要があると思うんです。

そういう意味で、これから少しお尋ねしてい

きます。まず、トレッキングについて、最近

ちょこちょこ話題になりますし、トレッキング

で外国からも見えるということがあるようです

が、現在どのようなコースがあって、どのくら

い見えているのかをお尋ねします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） トレッキ

ングコースにつきましては、公的機関が認定し

たものはありません。ただ、最近、人気のある

コースがいろいろと出てきております。例えば

県北地域では、五ヶ瀬町から椎葉村にかけての

霧立越え、日之影町の石垣の村や見立渓谷など

の森林セラピーコース、延岡市の行縢山コー

ス、こういうものがあるのかなと思っていま

す。また県央地域では、都農町の尾鈴山瀑布

群、滝をめぐるコース、矢研の滝という非常に

景観の美しいところがございます。それから綾

町の森林セラピーコース、宮崎市の加江田渓谷

コース、こういうのがあります。加えて、ト

レッキングとは言えないかもしれませんけれど

も、海岸沿いのウオーキングコースとなります

青島のトロピカルロード、延長線上で堀切峠ま

で行けますけれども、こういうコースが人気が

あります。また県西地域では、えびの高原の池

めぐり・韓国岳コース、あるいは霧島縦走コー

スがあります。また県南地域では、日南市の猪

八重渓谷の森林セラピーコース、なかなかすば

らしいところでございます。こういうコースが

ありまして、本当に本県、枚挙にいとまがない

状況ではないかと思っています。これらのコー

スいずれも持ち味があると考えておりまして、

本当にすばらしいコースでございます。先ほど

議員が言われましたように、健康志向あるいは

体験型観光ニーズの高まりを背景に今後ふえて

いくと考えておりますので、我々としては、こ

のあたりの宣伝、情報発信に一層努めていきた

いと思っています。

○外山三博議員 大体私が想定するようなコー

スを今、部長が言われました。この前マスコミ

で、「えびの高原から韓国岳にトレッキングで

行った人が……」という報道がありました。２

～３日前も祖母山で遭難しておりました。厳密

に言うと、トレッキングと登山の違いというの

は、頂上を目指して登るのが登山であって、山

の周辺をウオーキングするのがトレッキングと

普通言われているんです。そこで今、部長も

ちょっと言われたように、宮崎は海岸線もすば

らしい、平野部もすばらしいところがいっぱい

ある。ですから、トレッキングにどうぞという

ことはもちろんですが、ウオーキングにどうぞ

というのもつけ加えまして―トレッキングと

いうと山岳地帯になりますから、今言われた青
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島のトロピカルロードなんていうのは、せっか

く県がお金をかけてつくったのに、県外の方が

ほとんどあそこを歩かない。そして、私もちょ

こちょこ行くんですが、青島神社からずっと歩

いて運動公園に行って、運動公園の日本庭園

─あそこのすばらしさ、日本庭園では宮崎県

で一番すばらしい─ほとんどお客さんが行っ

ていない、もったいないですね。だから、これ

をもうちょっと宣伝する。それから、一ツ葉の

松林の中に、県が整備した遊歩道が何キロもあ

ります。これもすばらしいと思うんだけど、地

元の人が健康管理で歩いておるだけで、よその

人が歩いているのをほとんど見ません。あんな

コースはほかにはないんです。ぜひこういうの

をこれからＰＲを大いにしてもらいたいと思い

ます。

それから、トレッキングに来たいんだがとい

うお客さんから問い合わせがあったときに、県

の窓口はどこになるんでしょうか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今、議員

がおっしゃいましたように、登山とかトレッキ

ング、ハイキングあるいはウオーキング、最近

ではピクニックはどうなのかとか、いろいろあ

るわけでございます。県では、トレッキングの

窓口というのは特に設けていないわけでござい

ますが、観光の観点から、問い合わせがあった

場合には当然、観光部門、観光推進課でお受け

し、内容に応じまして情報提供を行っているの

が現状でございます。

○外山三博議員 次に、食べ歩きということで

お尋ねしたいんですが、今壇上で申し上げまし

たように、おいしいものがあったらどこからで

もそのために来るというお客さんがふえてきて

おります。それはやっぱり、地場でしかとれな

い食材を使った伝統的な味というか料理が求め

られるんで、県内にもそういう息吹というか芽

がずっと出てきて、それがお客さんにアピール

して、いろんなところにお客さんが来るように

なっています。先ほど農政水産部長にはちょっ

と答弁いただきましたが、スローフードという

視点から、商工観光労働部長にも見解をお尋ね

いたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 食べ歩き

とスローフードという両者についての考え方で

ございますけれども、スローフードという考え

方は、一般に、規格・標準化された食材あるい

はその加工品ではない、その土地土地の風土に

あった食文化の伝承を大切にする運動である、

こういうふうに理解しているところでございま

す。近年、観光資源としての「食」が注目され

ております。各地で食べ歩きなど「食」をテー

マにした町歩きの取り組みが盛んに行われてお

ります。この食べ歩きを観光振興や地域経済の

活性化につなげるためには、その土地ならでは

の食文化を売り出すことがポイントになってお

りまして、それはまさにスローフードの考え方

に通ずるものではないかというふうに考えてお

ります。

ちょっと紹介しますと、県内では、食を生か

した取り組みの先進事例としまして、日南市の

「飫肥城下町「食べあるき・町あるき」」ある

いは「日南一本釣りカツオ炙り重」、延岡市の

「チキなんウオーク」あるいは「東九州伊勢え

び海道」、こういうものが注目されておりま

す。今年度から本県では「みやざき食の街道・

食の横丁づくり推進事業」に取り組んでおりま

して、本県ならではの食の魅力向上を図る民間

の主体的な取り組みを積極的に支援しておりま

すので、このあたりについて、今後とも真剣に

取り組んでいきたいと考えております。



- 21 -

平成22年11月24日（水）

○外山三博議員 県外のお客さんから、「こう

いうものを食べたいが」と聞かれたときの窓口

はどこになりますか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 食べ歩き

につきまして、県の所管課は特にないわけでご

ざいますが、やはり観光という観点が非常に強

いと思います。そういう観点から、問い合わせ

があった場合は観光推進課でお受けし、内容に

応じまして、該当する市町村あるいは実施団体

の窓口を御紹介するということでございます。

○外山三博議員 続きまして、サーフィンにつ

いてお尋ねしますが、サーフィンを楽しむ人の

数、県外、県内を分けて、なかなか難しいんで

しょうが、どんな数になっていますか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） サーフィ

ン愛好者の実態把握はなかなか難しいところで

ございます。少し古いデータでございますが、

県が平成16年度に行った調査結果によります

と、県内のサーフィン愛好者数は、１年間で延

べ約21万人、県外のサーフィン愛好者数は延べ

約17万人と推計しております。この調査につい

てはもう６年経過しておりまして、サーフィン

は本県の体験型観光の顔でもありますので、今

後、早急にその実態把握をしなければならない

と考えているところでございます。

○外山三博議員 サーフィンをする場合、着が

えたりするわけですが、駐車場とかトイレとか

シャワーの施設の状況は、今どんなふうになっ

ているんですか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 各サーフ

ポイントにおきましては、例えば宮崎市の木崎

浜とか日向市のお倉ヶ浜では、県の補助事業あ

るいは市町の単独事業等により一定の施設整備

が行われていまして、県のほうでもいろいろと

支援をしてきた経緯があります。ただ、全体と

して、まだ十分な状況にはないものと認識して

おります。県内ではサーフィンを楽しめるポイ

ントが約40カ所あると我々は見ておりまして、

そのうち県外利用者も訪れるサーフポイントは

約20カ所ありますので、今後そのあたりについ

て施設整備の充実が望まれると思っておりま

す。

○外山三博議員 サーフィンをする場所、ス

ポット、これをどうするかというのはいろんな

問題があると思うんです。危険なところもある

だろうし、釣りと同じように、どこでも自分の

責任でやってもいいというのか。今後の考え方

として、サーフィンをやる場所の選定という

か、ここはだめですよというのをきちっとして

いく必要もあると思うんですけれども、どのよ

うにお考えでしょうか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） サーフポ

イントについては、先ほど県外の利用者も訪れ

る観光地として利用できるポイントが約20カ所

ぐらいあるというふうにお答えしましたが、こ

れは、サーファーが自分で選択してサーフポイ

ントで遊ばれる、体験されるということだろう

と思うんです。そういう中で、県のほうでどう

いう形で絞っていくかというのは非常に難しい

問題があります。ただ、安全にサーフィンを楽

しんでいただくという視点から、本当に危険な

場所がポイントになっていないだろうかとか、

そういう箇所については今後点検していく必要

はあるのかなと。それで問題があれば、それを

周知していくことは必要であろうと考えており

ます。

○外山三博議員 私は、これから相当ふえてく

ると思うんです。ですから、場所をできたら10

カ所ぐらいに限定して、そこには駐車場もシャ

ワーも更衣室もある、そういう施設をきちっと
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完備したサーフィンができる場所をつくってい

くというのは、今後のテーマじゃないかと思い

ますから、そのことを申し上げておきます。

次に行きます。先週、フェニックストーナメ

ントが行われましたが、トーナメントが今、リ

コーカップと２つあります。来場されるお客さ

んの数の推移がどういうふうになっておるかお

尋ねします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） まず、ダ

ンロップフェニックストーナメントの観客数に

つきましては、最近の状況を見ますと、５年前

の平成17年度が約２万8,000人でありました。以

降減少し、平成19年度には約２万人となったと

ころでございます。しかしながら、その後増加

傾向にありまして、先般終わりました今年度の

観客数につきましては、天候にも恵まれまして

約２万5,000人となっております。それからＬＰ

ＧＡリコーカップでございますが、同じく５年

前の平成17年度が約１万3,000人でありました。

昨年度、平成21年度は約１万9,000人の観客数と

なっております。

○外山三博議員 次に参ります。スポーツの

キャンプ、プロ野球含めていっぱいあるわけで

すが、ここではアマチュア、民間人、学生の合

宿についてお尋ねしたいんですが、どのくらい

の数が毎年合宿に見えておるか。あわせて、同

じ時期に集中するから施設が足りない、もう

ちょっと施設を充実してほしいという要望も業

界からあるんですけれども、そこのところの見

解をお尋ねします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） アマチュ

アスポーツキャンプのチーム数と参加人数でご

ざいますが、平成21年度で約1,100チーム、２

万8,000人となっております。近年増加しており

ます。また、市町村別の状況につきましては、

宮崎市が一番多くなっているということでござ

います。

それから施設でございますが、県では、ス

ポーツキャンプの合宿誘致を推進する立場か

ら、各市町村が行う既存施設の改修等に対して

その一部を支援しているところでございます。

本県におきましては、毎年１月から３月の春の

時期にスポーツキャンプ・合宿の受け入れが集

中しておりまして、こういうときには競技種目

によっては受け入れが困難な状況が見受けられ

ます。ただ一方で、競技種目やキャンプ・合宿

の時期によっては、新たな受け入れの余地もあ

ると考えております。県としましては、施設の

整備に限らず、そういった面の対応も含めまし

て誘致に取り組んでいきたいと考えておりま

す。

○外山三博議員 今答弁いただいた、合宿等の

問い合わせがあったときの窓口はどこになるん

でしょうか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県庁で

は、スポーツランドについてはみやざきアピー

ル課が担当しておりまして、また、観光コンベ

ンション協会も同時に窓口になっております。

○外山三博議員 次に、フィッシングについて

お尋ねをします。どのくらいの県民の方―県

外からも見えるんでしょうが―が釣りを楽し

んでおるか。なかなかこれはわからないと思う

んですが、相当な数の人が釣りを楽しんでいる

と思うんです。わかればその実態をお尋ねしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 数字は把

握しておりません。ただ、全国レベルで、日本

生産性本部の「レジャー白書」によりますと、

平成20年の全国の釣り人口は1,120万人となって

おります。
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○外山三博議員 釣り人口1,100万というのは、

ちょっと少ないような気がします。物すごい数

の人が今釣りを楽しんでおるしですね。

その点でちょっとお尋ねしたいんですが、宮

崎港ができたときに釣り公園をつくりました。

ところが、あそこの釣り公園に行ってみると、

全く釣りができない。たまに来て釣っている人

はおります。しかし、私が釣りをするからよく

わかるんですが、あの防波堤で人に釣ってもら

おうと思えば、魚が来ないとだめなんです。魚

が来るためには潮回りがよくないとだめなんで

す。潮が流れてこないとね。あそこは潮が全然

流れてこないし、干潮時に行くと下が出ておる

んです。釣りなんかにならない。ですから、あ

そこを設計した人は釣りが全然わからん人が設

計したんじゃないかと思うんです。どうでしょ

うか、これだけ釣り人口がふえてきておる、そ

して県内各地に防波堤がいっぱいあるわけで

す。ほかの県の実態を調べてみても、釣り公園

はいっぱいつくっています。鹿児島県にもある

し熊本県にもあるし福岡県にもある。全部ある

んです。危険であるということであれば、各県

がやっておるように、ゲートに管理人を置いて

入場料を取って管理すればいいわけで、釣り公

園をつくっていくことが必要だと思うんです

が、これは県土整備部長にお尋ねしましょう

か。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 宮崎港の釣り

公園でございますが、多目的護岸として整備し

たところ、結果として釣りもできるようにとい

うことで整備しております。あそこは、残念な

がら砂がかなり堆積しておりまして水深も浅い

ということですが、キス釣りなんかはできると

聞いております。

それから、例えば防波堤ということでござい

ますが、私ども県土整備部としましては、港湾

を管理する立場として、安全性の確保が第一と

考えておりまして、必要なところにはさくをし

て入らないようにするとか、そういったことを

対応しておるところでございます。ただ、本県

にとって観光振興というのは大変重要でござい

まして、他県では一般的に市町村や地元漁協等

が事業主体となっている実態がありますので、

釣り公園等につきましても、それらの事例につ

いて関係部局と連携しながら調査してまいりた

いと考えております。

○外山三博議員 非常に今のは前向きの答弁で

すね。何も県がやる必要はないと思うんです。

市町村、漁協、そういうところに後押しをして

やってもらう。そういう方向でぜひ、釣りを楽

しむ人の応援をするという意味で、せっかく大

金を投じて防波堤をつくっているわけですか

ら、お願いしたい。

それから、防波堤についてもう一つお尋ねし

ますが、この前、宮崎港の一番北のほうの防波

堤で人が落っこちて亡くなりました。釣り人の

心理は、絶対魚が釣れるというところには危険

を冒してでも行くんです。そういう心理があ

る。防波堤で釣りをするときに、禁止をしてい

る防波堤と禁止をしていない防波堤があります

が、そこのところの見解はどういうことになっ

ているんでしょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 港湾や漁港に

つきましては、船の係留や荷役などの本来の利

用のほか、観光や憩いを目的として一般の方々

も訪れられております。管理者が危険と判断し

た箇所につきましては、看板等で危険箇所の周

知と立入制限を行っているところであります。

特に防波堤につきましては、波にさらわれた

り、足を踏み外して転落するおそれがあるなど
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人命にかかわる危険性が高いことから、小型船

の係留場所などを除いて、釣り人などの立ち入

りを制限している状況であります。また、外海

に面した防波堤は、天候の急変により突然波を

かぶるなど危険性が高いため、さくを設置して

立ち入りを禁止しているところでございます。

なお、立入制限の緩和につきましては、子供か

ら大人まで、だれもが安全に利用できることを

念頭に置く必要があることから、安全性の確保

が最優先であると考えております。

○外山三博議員 防波堤があって、その横に岩

礁、岩場がある、そっちのほうが非常に危険で

す。そういうところが日南のほうに行くといっ

ぱいあります。岸壁がぱあんと切れておったり

ね。そこに行くことは何も言わずに、県が管理

している防波堤で釣るのはだめだというのは、

釣る人間からしたら、安全なほうが何でだめだ

ろうか。多分、管理者の意識というか、管理第

一主義というか―釣りというのはあくまでも

自己責任だと思うんです。余りにも何か事故が

あったときに責任を問われるということを考え

てしまうと、そういうふうになってしまうの

で、そこは行政としては非常に難しいんです

が、少し、そこのところはアバウトに考えても

いいと思うんです。もう一度。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 港湾を管理す

る立場としましては、あくまでも安全性が第一

だと考えております。

○外山三博議員 ほかにも聞きたいことがあっ

たんですが、時間が参りましたからこの辺でや

めますけれども、今の件は、今後また議論しな

がら、ここがいいか悪いかケースごとに協議を

してまいりましょう。

今、観光の範囲をずっと広げてお尋ねしてき

て、幾つか、窓口はどこかということをお聞き

したんですが、行政、県というのは総合的に

サービス業なんです。ですから、観光を含めた

レジャー、食べ歩き等々聞いてこられたときに

対応できる総合カウンターというものが、これ

から必要だと思うんです。今までの観光は、観

光ということだったら観光推進課でよかったん

ですが、さっき聞いたようにいろんな幅がふえ

てきておる。ですから、総合カウンターという

か、そこに聞いたら─そこで答える必要はな

いんです。「これは何課です」とか、「これは

何々町のここです」、その辺をきちっと整理を

した上での総合カウンターというのが必要にな

ると思うんです。これは組織論になりますか

ら、商工観光労働部長、総務部長にお聞きする

よりも、知事は来年でやめられますが、知事の

今の発言は次の知事にもつながっていくと思い

ますので、総合カウンターをつくる必要がある

と私は思いますが、知事に見解をお尋ねいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 観光やレジャーは分

野が大変幅広く、実施主体なども多岐多様にわ

たるため、県としては完全には把握できないも

のなどもございます。観光やレジャーなどの情

報提供は、現在、県庁内の観光部門や観光コン

ベンション協会で対応しているところでありま

して、今後ともこれらの組織を活用する形で、

その情報提供といったものの体制の充実に努め

てまいりたいと考えております。

○外山三博議員 もうちょっと残っております

が、以上で質問を終わります。ありがとうござ

いました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） それでは、

通告に従い質問をさせていただきます。

まず、ＦＴＡ／ＥＰＡ、ＴＰＰ対策について
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お尋ねをいたします。

農業は、人が生きていくための基盤であり、

農業というなりわいなくして人の生存はあり得

ません。農業が他産業と決定的に異なるゆえん

がここにあります。しかし、我が国の農業は、

農業所得の激減、農業者の減少、後継者不足や

高齢化、農村の疲弊等によって危機的状況に

陥っています。食料自給率も41％です。人の生

死を左右する食料の実に６割を海外に依存して

いる国は、主要先進国の中では我が国だけで

す。今、我が国に求められているのは、安全で

安心な国産農産物を安定的に供給できる農業の

確立であり、農村の再生です。

昨年の政権交代を経て新たに策定された基本

計画では、食料・農業・農村政策を国家戦略と

して位置づけ、政策の大転換を図ることが明記

されております。農業・農村が有する固有の価

値は、お金で買うことができないものであり、

農業・農村を国家の基盤として将来の世代に継

承していき、国民全体で農業・農村を支える社

会の創造を目指すことも明記されています。自

民党農政にかわる農政の指針を示したものであ

り、社民党もこの方向に異存はありません。こ

の基本計画に沿って、食料自給率の向上を図る

ための戸別所得補償制度も導入されました。モ

デル事業が実施されてからまだ半年ですが、米

価下落の懸念や営農への不安などさまざまな問

題点が指摘されています。私の個人的な意見と

しましては、将来は、農業の持つ多面的機能、

環境保全機能をより重視した直接支払制度に移

行すべきだと思います。６次産業化など農商工

連携によって、農村を再生していく取り組みも

動き出しています。安全で質の高い農産物を生

産したり、それに付加価値をつけて販売した

り、グリーンツーリズムによる観光業経営やレ

ストラン経営などに挑戦している農家もありま

す。

さて、菅首相は、さきの所信表明において、

環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）協議の

参加を示唆し、アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴ

ＡＡＰ）の構築を視野に入れ、ＡＰＥＣ首脳会

議では協議参加の表明を行いました。ＴＰＰ

は、例外品目がなく100％自由化を前提とし、か

つもろもろの非関税項目も含む包括的なＦＴＡ

とされ、食料輸出大国であるアメリカやオース

トラリアも参加を表明しています。新規参加は

９カ国の同意が必要です。例外品目ありの参加

は認められていません。ＴＰＰ参加について

は、食料安定供給や、農山漁村への打撃、規制

緩和、市場開放の問題、経済圏のあり方など、

日本の経済、農林水産業、労働、環境、地域社

会に、はかり知れない悪影響と混乱を生み出す

危険性があります。参加決定に当たっては、国

内での議論を十分深めてから行うべきでありま

す。安易に決定すべきものではありません。郵

政や保険、牛肉、労働慣行、政府調達、公共事

業などの規制・市場開放について、国の形を変

える対日要求が強まるおそれがあります。ま

た、その影響も心配されます。政府のＴＰＰ協

議への参加表明についての知事の見解をお尋ね

します。

以下、質問者席で行います｡（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ＴＰＰにつ

いてであります。経済のグローバル化が進む中

で、世界の経済全体としては貿易自由化の流れ

にあるところではありますが、そのことによっ

て壊滅的な影響を受ける産業があったり、地方

経済の疲弊を招いたりすることは絶対に避けな

ければなりません。農業を基幹産業とする本県

にとって、現状での貿易自由化は、関連産業を
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含め県内経済への甚大な影響が懸念されますこ

とから、農業の競争力の強化はもちろんのこ

と、食料安全保障や農業・農村の持つ多面的機

能といった視点も含め、慎重に検討する必要が

あると考えております。このようなことから、

国においては、今後の農業戦略、食料戦略等を

早急に構築し、将来の道筋を示した上で国民的

な議論を行う必要があると考えておりまして、

県としては、国に対し、その必要性を強く訴え

てまいりたいと考えております。〔降壇〕

○満行潤一議員 それでは、具体的な農業振興

策について幾つか質問させていただきたいと思

います。ＴＰＰにつきましては、多くの方が通

告をされておりますので、そちらのほうにお譲

りをしたいと思います。

提案として、サービスエリアでの農畜産物販

売所を開設してはいかがかという提案でありま

す。過日、日本農業新聞のＪＡ直売所が好評と

いう記事が目にとまりました。九州新幹線が全

線開通します。新八代駅や鹿児島中央駅からバ

スに乗りかえ、高速道路経由で宮崎に入る観光

客もふえることが予想されます。高速道路は、

道路公団の民営化後、サービスエリアが大きく

変わってきています。九州自動車道にある山江

サービスエリアが、24時間営業のレストランつ

きコンビニエンスストアに改装されたり、

ショッピングストアなどをオープンさせるな

ど、大きな見直しが続いています。県内に位置

する霧島サービスエリア、山之口サービスエリ

アにも、定期路線バスや観光バスの相当数が休

憩のために立ち寄っています。また、ソフトバ

ンクホークスのキャンプ時などは、自家用車で

駐車場があふれかえっております。県産品のＰ

Ｒを兼ね、これらのサービスエリアにＪＡや生

産者団体と協力して農畜産物販売所を設けては

どうかと考えますが、担当部長いかがでしょう

か。

○農政水産部長（髙島俊一君） 地場の農林水

産物を取り扱う直売所につきましては、消費者

にとっては、新鮮な地場の農林水産物を購入で

きることや、産地の顔が見え安心感が得られる

ことなど、また産地にとりましても、少量多品

目の販売ができることや、流通コスト等の削減

が可能となることなど、さまざまなメリットが

ございます。特に、御指摘の高速道路のサービ

スエリアにおける直売所につきましては、以上

のような点に加えまして、地場の農林水産物の

全国への情報発信拠点となるメリットも考えら

れます。しかしながら、出店に際しましては、

品ぞろえや収益面も考慮いたしまして、まず

は、地元生産者や関係団体などにおいて十分協

議していただく必要があると考えております。

○満行潤一議員 ぜひ、その中に県も入ってい

ただいて、協議を進めていただきたいと思いま

す。

関連して、スマートインターチェンジの取り

組みについてお尋ねしたいと思います。スマー

トインターチェンジ─ＥＴＣでサービスエリ

アを出入りするということです。山之口サービ

スエリアは国道に近くて、地元ではスマートイ

ンターチェンジの設置の要望もあるわけですけ

れども、農畜産物販売所を設けるにしても、地

元住民の利用とか利便性を考えると、山之口

サービスエリアにスマートインターチェンジの

設置が非常に有効ではないかと思いますが、担

当部長いかがでしょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） スマートイン

ターチェンジの整備に当たっては、地元自治体

がその必要性と整備効果等の検討を行い、国、

県、市町村、高速道路株式会社等から成る地区
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協議会を設立し、実施計画を作成した上で、連

結許可申請を行うなどの手続を踏む必要があり

ます。お尋ねの山之口サービスエリアへのス

マートインターチェンジの整備につきまして

は、地元商工会や各地区公民館などからの要望

を踏まえ、平成20年度に、インターチェンジと

連結する道路の管理者である都城市により、交

通量調査や整備効果などの検討が行われている

ところであります。県としましては、都城市の

さらなる検討やその意向を踏まえながら、関係

機関との連絡調整など必要な対応を行ってまい

りたいと考えております。

○満行潤一議員 ぜひ、地元と協議を重ねてい

ただいて、推進いただきたいと思っています。

要望を１つ申し上げておきたいんですが、高

速バスの都城北というところにバス停があるん

ですけど、相当な利用者で週末はごった返して

います。今後、新幹線も通って、もっと駐車場

が混雑するんではないかと考えています。近く

に民間駐車場も営業されて改善されつつあるん

ですけれども、トイレが未整備ということで、

ぜひトイレの設置をお願いしたいという話もあ

りますので、窓口はどこなのかわかりません

が、地元とぜひ協議いただきたいと思っていま

す。

次に、学校の米飯給食を通した地産地消の推

進、伝統的食生活を息づかせる取り組みについ

てお尋ねしたいと思います。

私たちが小学校のころ─昭和40年代初期で

すけれども─給食は牛乳給食でした。持参し

た弁当に、おいしいとは到底思えない脱脂粉

乳。その後に、コッペパンに脱脂粉乳、サラダ

と、少しずつ充実していくわけですけれども、

その当時の給食というのは貴重な栄養補給の役

割を担っていました。時代を感じますけれども

……。昨年施行されました改正学校給食法は、

給食の目的を「栄養改善」から「食育」へ転換

をし、学校給食のさま変わりを実感するもので

あります。米飯給食も、最初は余った米の消費

対策として導入されたはずですけれども、今日

では、日本の伝統的食文化を学び、食材につい

て身近に感じる絶好の教材となっています。宮

崎県内ではえびの市だけが週５回の完全米飯給

食と伺っています。県内平均週3.2回です。米飯

の日数をこれ以上ふやすと製パン業者の反対に

遭うとかの理由で、完全米飯給食を断念してい

る地域もあります。

国は、米の消費拡大と地産地消の推進を目的

に、小麦粉代替品として米粉―米を製粉した

もの―の増産支援に乗り出し、2009年７月に

は「米穀の新用途への利用の促進に関する法

律」が施行されています。農林水産部門では、

学校給食に米粉を原料としたパンの普及をもく

ろむ声も聞こえてきます。しかし、私は、健康

で生き生きとした生活を送るには、さまざまな

栄養素をバランスよくとれる食事、世界的にも

大変評価の高い日本食、和食の普及が大事だと

思っています。米粉でつくっても、パンはパン

だと思います。和食にはなじみません。米飯を

主食とするからこそ、副食（おかず）も和食に

なり、地元でとれる野菜や魚介類を多くとる機

会もふえることとなります。また、地産地消の

視点だけではなく、地場の特産品の利用を学ぶ

貴重な機会ともなります。給食は、日本の伝統

と文化、地域を守る大きな役割があります。そ

ういう視点からも、週５回の完全米飯給食を推

進すべきと考えます。教育長の見解をお尋ねい

たします。

○教育長（渡辺義人君） 学校給食は、単なる

栄養補給のための食事にとどまらず、日常生活
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における食事についての正しい理解や、健全な

食生活を営むことができる判断力など、食に関

する実践力と望ましい食習慣を身につけさせる

重要な機会であると考えております。さらに、

米飯給食につきましては、お話にありましたよ

うに、児童生徒が日本の伝統的食習慣を学び、

地域の食材を活用することで、本県の基幹産業

である農業や生産者の思いを身近に感じるとい

う教育的意義もあります。したがいまして、県

教育委員会といたしましては、今後とも、子供

たちの要望や、より多様な食材を知るという側

面にも配慮しながら、市町村や関係部局と連携

を図りまして、米飯給食の促進を図ってまいり

たいと考えております。以上です。

○満行潤一議員 製パン業者が、これ以上パン

が減るとやれないという話もあるんですが、私

は、高知県南国市の学校を視察したことがあり

ます。ここは、もうパンじゃないんです。クラ

スごとに電気炊飯器を置いて御飯を炊いてい

る。そういうこともやっている先進例もありま

すので、ぜひ、今、教育長がおっしゃった前向

きな取り組みをお願いしたいと思います。

もう一つ教育長にお伺いします。専任司書の

配置についてです。もう大分終わってしまいま

したが、ことしは国民読書年です。「国民読書

年に関する決議」が、2008年６月６日に衆参両

院全会一致で採択されました。この国会決議で

は、「文字・活字文化振興法」の制定・施行５

周年に当たる2010年、ことしを国民読書年に制

定し、政官民協力のもとで国を挙げてあらゆる

努力を重ねることを盛り込んでいます。近年、

年齢や性別、職業等を超えて活字離れ、読書離

れが進み、読解力や言語力の衰退が、我が国の

精神文明の変質と社会の劣化を誘引する大きな

要因の一つとなりつつあることに危機感を抱い

ての国会決議だと思います。若者の読書離れ対

策は急務です。しかし、県内の高校の専任司書

は臨時職員２名だけだと聞きます。県立高校の

司書配置の現状と今後の方針をお尋ねいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 学校図書館法という

法律がありますが、この法律に基づきまし

て、12学級以上の高等学校におきましては、司

書教諭の資格を持った教諭をすべて配置すると

ともに、司書教諭を補助し、図書館での本の整

理や貸し出しなどに当たる学校事務職員が、国

の定数で配置されております。また、11学級以

下のすべての高等学校におきましても、図書館

業務を担当する臨時職員を県単独で配置してい

るところであります。今後とも継続して、これ

らの職員の配置を行っていきたいと考えており

ます。以上です。

○満行潤一議員 ぜひ専任司書として常勤の配

置を、今後ともお願いしたいと思います。

次に、新たな高等学校再編整備計画の策定に

向けた取り組み状況について伺います。第１弾

と言うべき県北・西諸・県南地区の再編整備計

画が終わりつつあります。本県は、１学年４ク

ラス以上が学校の適正規模だとしており、現

在、県内に６校ある１学年３クラス以下の学校

の存続について、地域の関係者は大変心配をし

ておられます。今後の再編整備計画検討状況に

ついて、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県立高等学校の再編

整備につきましては、現在、平成24年度まで

の10年間の再編整備計画に基づきまして、取り

組みを進めているところであります。平成25年

度以降につきましても、少子化の進行や社会の

多様なニーズに対応するために、新たな高等学

校再編整備計画の策定が必要であると考えてお
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ります。そこで昨年度から、学識経験者等から

構成されます宮崎県学校教育改革推進協議会に

おきまして、検討を行っているところでありま

す。また、この協議会の下部組織であります県

内７地区の地区別協議会におきましても、保護

者や有識者等からさまざまな御意見を伺ってい

るところでありまして、これらを踏まえ、平

成22年度末を目途に、この協議会から提言をい

ただくことにいたしております。その後、この

提言を踏まえ、さらに県民の皆様の幅広い御意

見をいただきながら具体的な検討を進めまし

て、平成25年度以降の新たな再編整備計画を策

定する予定にいたしております。以上です。

○満行潤一議員 新しい計画が動き出している

ということですけれども、言うまでもなく、ど

の地域の高校も、地域の顔、地域のシンボルで

あります。特にえびの市の飯野高校とか串間市

の福島高校は、隣接する高校に統合と言われれ

ば、生徒は遠距離通学を強いられることになり

ますし、また地元の強い反発も予想されます。

私は、残すべき学校は残してほしいと思いま

す。知事の見解をお聞きしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 先ほど教育長が答弁

しましたとおり、高等学校の新たな再編整備計

画につきましては、学校教育改革推進協議会の

御提言や、県民の皆様からの幅広い御意見をい

ただきながら、具体的な検討を進め策定を行う

こととしております。したがいまして、御指摘

の点につきましては、これらの御提言や御意見

などを十分踏まえながら、今後検討されるもの

と考えております。

○満行潤一議員 教育委員会の方針を尊重する

ということですから、ぜひ、私の思いを皆さん

わかっていただきたいなと思っています。

保健・医療・福祉について進ませていただき

ます。

まず、研修医の確保について話をさせていた

だきたいと思いますが、地元紙の宮崎日日新

聞10月29日付に、「厚生労働省発表、来年度、

県内の病院で臨床研修を行う内定者数は30人。

定員75人に対して充足率は40％で、全国最低」

という記事が踊っております。これは、「平

成22年度の医師臨床研修マッチングの結果につ

いて」という10月28日の厚生労働省の発表を記

事にしたものであります。私は独自に、本県の

ここ数年の推移を調べてみました。平成17年52

％、18年62.9％、19年65.7％、20年68.6％と、

ずっと上がってきていたんですが、昨年、21年

は50.7％、ことし、22年は40.0％ということで

過去最低、内定者数も充足率も一番低いという

ことになっています。

県当局も、東国原知事名で本県出身者に案内

を送ったり、説明会を行ったりと、努力はして

いただいているんですけれども、いかんせん大

学病院の医者が少なくなっている。大学病院の

研修医が不足をすると、今度は大学病院が回ら

ない。医局が僻地派遣の医師を引き揚げる。ま

すます自治体病院の医師が不足をして、県内で

も地域偏在がまた広がってしまうという状況に

あります。もっとも、若い医師が、都会の病院

や地方の大病院、有名病院のほうが病症例も多

く魅力を感じるというのは理解できます。２年

間の臨床研修中に、劣悪な労働条件と医療訴訟

のリスクが特定の診療科に存在することを、彼

らが目の当たりにする。途中で、これはいかん

と診療科目を変更してしまう、そういう人たち

もふえている。今、診療科目は、医局ではなく

て自分で選べることになっています。また、学

位より学会専門医タイトルを希望する若手医師

が増加しているのも、医局に残らない原因の一
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つだと言われております。

医師不足は深刻です。しかし、これは近年始

まったわけではありません。ＯＥＣＤ30カ国の

平均医師数、人口1,000人当たりで見ますと3.1

人、日本は何と2.2人、平均をとっても、先進国

と比べると７万人医師が不足と統計上は出てき

ます。これは、医療費抑制の手段として医学部

定数を削減し、医療の高度化、専門化、細分化

の現状を無視し、医師不足の現実を認めてこな

かった国策のツケが今回ってきている、まさに

そのことだろうと思います。いろいろと理由は

ありますが、それはそれとして、宮崎の医師不

足は深刻です。この状況をどう認識し、今後ど

う対応していくのか、担当部長にお尋ねいたし

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県内の医師の

年齢構成を見ますと、20代、30代の若い医師が

年々減少し、高齢化が進んでいる状況の中で、

将来にわたって本県の医療提供体制を維持して

いくためには、臨床研修医の確保が重要な課題

であると認識しております。このため県では、

宮崎大学や県医師会等と連携しながら、臨床研

修病院の説明会や、すぐれた指導医の育成、さ

らには国に対し、都市部の臨床研修医の定員削

減など臨床研修制度の見直しを強く要望してき

たところであります。しかしながら、依然とし

て臨床研修医の確保は厳しい状況が続いている

ことから、関係機関で設置する宮崎県臨床研修

運営協議会等で魅力的な研修プログラムのあり

方などを協議するとともに、県内外での臨床研

修病院説明会の開催など、本県出身の医学生へ

の働きかけをさらに強化し、臨床研修医の確保

を図ってまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 大変なんですけれども、ぜひ

よろしくお願いを申し上げたいと思います。

次に、ドクターヘリについて、11回目ぐらい

でしょうけれども、質問させていただきたいと

思います。ことしも全国の航空医療学会に行っ

てきまして、いろんなことを学ばせていただき

ました。まずは、ドクターヘリ導入の進捗状況

についてお尋ねします。厚生労働省のリストに

は、鹿児島県と並んで本県も、23年度導入と

載っています。導入に向けた進捗状況につい

て、また23年度中に運航開始ができるのか、お

尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） ドクターヘリ

の導入につきましては、現在、宮崎大学におい

て、ヘリポートの適地調査を行うとともに、医

療スタッフの研修を実施しているところであり

ます。また、県においては、救急隊など消防職

員の研修を行うため、先進地の研修受け入れ先

病院等と、具体的なプログラムや日程等につい

て最終調整を行っているところであります。今

後、大学では、県内消防機関や主要医療機関等

で構成するドクターヘリ運航準備委員会を設置

し、運航体制や運航に関する基準等を策定する

とともに、来年度、試験運航なども経た上で、

早くて平成23年度末の運航開始を目指している

ところであります。

○満行潤一議員 ドクターヘリ導入に向けて、

課題はたくさん残っていると思うんです。一番

の問題は救急隊との連携ではないかと、私は

思っています。「救急隊の要請がなければ飛べ

ない」と、航空医療学会のセッションの質疑で

も多くの基地病院から出されておりました。本

県には、常備消防体制のない非常備の７町村も

存在をします。どうするかというのは大きな課

題だと思うんですけれども、この７町村は自治

体病院がドクターヘリを要請する、こういった

宮崎方式というのを整備していかないといけな
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い、私はそのように考えています。

また、残念ながら、地域間での救急隊の質や

意識の格差、これは現実的にあるだろうと思い

ます。ドクターヘリを呼ぶのは敷居が高いと

か、この程度の病状でドクターヘリを呼ぶとし

かられはしないかと心配したり、その差。ま

た、警察や消防・防災、自衛隊などとの連携、

支援病院、臨時ヘリポート、ランデブーポイン

トの設定など、運航までの課題は山積している

と思います。基地病院の課題として、消防で

も、救急隊との連携はもちろん、事故現場での

対応を考えると、救助隊、レンジャーとの連携

がさらに必要だという意見発表も、学会の中で

ありました。これらの課題はたくさんあります

が、どう切り分け解決に向けて対処されていく

のか、担当部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） ドクターヘリ

導入に係る課題としては、まず、基地病院とな

る宮崎大学周辺の住民の方々へ説明し、理解を

得ることが重要であると考えております。ま

た、議員御指摘のように、出動要請を行う市町

村の体制整備や職員の研修、搬送先の一つとな

る地域の中核的医療機関との連携、さらには隣

県や自衛隊等との連携・協力体制の確立も重要

であると考えております。このため、今年度、

宮崎大学に設置予定のドクターヘリ運航準備委

員会において、これらの課題について十分協議

し対応していくこととしております。

○満行潤一議員 私もいろいろな人たちと意見

交換もするんですけれども、私が見る限り、23

年度末というのは厳しいのかなと。うまくいけ

ばいいんですけれども。ただ、一番問題なの

は、運航する以上は絶対安全を確保する、その

ことを主眼に置くべきだと思うんです。目標が

決まっているし、国も23年度というから、これ

に向かわないかん。目標は大事だと思うんです

けれども、患者を乗せるヘリに事故でも起こっ

てしまったらどうしようもないわけで、23年度

というのにこだわることなく、みんなの総意で

運航ができるように努力いただきたいと、お願

いをしておきたいと思います。

次に、パーキングパーミットについてお尋ね

をしたいと思います。

今、皆様方に鹿児島県の資料を配付させてい

ただいています。平成18年７月に佐賀県が全国

で初めて導入しましたパーキングパーミット

（身障者用駐車場利用証）制度ですけれども、

これが他の自治体でも相次いで導入されていま

す。パーキングパーミット制度は、身障者用駐

車場の適正利用を図るために、障がいや高齢、

難病、知的な障がいで歩行が困難な方、あるい

はけが人や妊産婦の方で一時的に歩行困難な方

に対して、パーキングパーミット、利用証を交

付する制度です。この利用証があれば、身障者

用駐車場のある公共施設や病院、ショッピング

センターの中で、県と協定を結んだ協力施設の

専用駐車場を使用することができるものであり

ます。今配付した資料の表、これは駐車場で

す。下に緑色、赤色、オレンジ色となっていま

すが、この札を右側の写真のように車内のルー

ムミラーにかけて利用するということで、利用

できる駐車場には、裏のほうの真ん中にある緑

色の表示がしてある。ここに利用証を掲げて駐

車するということであります。九州では、佐賀

県、長崎県、熊本県、鹿児島県の４県、九州以

外の地域でも、岩手、山形、福島、栃木とずっ

と広がって、今、11県２市、九州４県合わせ

て15県２市で導入されるなど、確実に全国に広

がっています。また、九州の４県と山口県とは

相互利用協定を締結しています。隣の鹿児島県
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では昨年11月から導入しております。身障者用

駐車場を有する事業所等に積極的にアプローチ

をして、現在930施設と協定書を締結、利用証の

交付実績は6,600名余りと伺っています。ぜひ本

県も導入すべきと思いますが、担当部長いかが

でしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） パーキング

パーミット制度は、障がい者、高齢者等にとっ

てメリットのある取り組みでありますが、対象

者の範囲を初め整理すべき課題もあるところで

ございます。県としましては、障がい者団体等

からの要望もありますので、導入している他県

の状況を調査し、各障がい者団体や駐車場設置

者等から御意見を伺っているところでありま

す。今後、他県の状況や、いただいた御意見を

参考にしながら検討してまいりたいと考えてお

ります。

○満行潤一議員 ぜひ早急な取り組みをお願い

したいと思っております。

次に、観光振興についてお伺いしたいと思い

ます。

今、登山ブームだそうです。若い女性になぜ

か人気だと。理由を聞くと、登山靴や上着、帽

子などおしゃれなファッションで、そのカラフ

ルなコスチュームから「山ガール」と呼ばれて

いる―不思議な話ですね。登山が目的ではな

く、ファッションを楽しむ山ガールがふえてい

るんだそうです。先ほど外山議員からもありま

したが、いろんな観光資源を利用すべきだと

思っております。

高千穂峰があるんですが、標高1,573メー

ター、霧島連峰の第２峰、２番目に高い山。西

部に活火山である御鉢があります。ちなみに霧

島連山の最高峰は韓国岳1,700メーターです。こ

の高千穂峰登山が９月から大きく伸びている。

これは、ＮＨＫ大河ドラマで龍馬がお龍と登っ

た影響だと分析をされています。高千穂峰は宮

崎県高原町と都城市の境界線上にあります。100

％宮崎県で、鹿児島県境とはほど遠いんです。

しかし、鹿児島県の観光パンフレットには、

しっかり写真つきで紹介をされています。鹿児

島側から宮崎県の山に登って、また鹿児島に帰

る、そういうことなんです。南九州観光振興会

議に参加した折にもらったリーフレットを見る

とちゃんと載っているので、これはまたと思っ

たんですけど、宮崎も頑張らないかんなと思っ

ています。

霧島連山を見ると５市２町にまたがっている

わけですけれども、ここの自治体で環霧島会議

というのをつくって、日本ジオパークの認定を

受けました。大変うれしいことですが、このジ

オパーク、隣県とまたがっているんです。霧島

連山を観光資源としてぜひ活用すべきではない

かと思いますが、部長の見解をお願いいたしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 先ほどあ

りましたように、霧島を取り巻く鹿児島・宮崎

両県の５市２町で構成された環霧島会議につき

ましては、共同でさまざまな分野の行政課題に

取り組まれております。観光分野におきまして

も、観光マップの作成など、霧島という両県に

またがる観光資源をアピールする上で非常に効

果的な取り組みを行っておられます。また、同

会議のメンバーを中心に霧島ジオパーク推進連

絡協議会が設置されまして、ガイドの養成、あ

るいは小中学校向けの教育副読本の作成などを

行った結果、議員御指摘のとおり、ことし９月

に、霧島エリアが日本ジオパークとして認定さ

れたところでございます。現在、世界ジオパー

クの認定に向けまして、これまでの取り組みの
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一層の充実等、準備を進めている状況と伺って

おりますが、世界ジオパークに認定され、受け

入れ体制の整備などが進めば、観光資源として

さらに誘客効果が期待されるものと考えており

まして、大変注目しているところでございま

す。

○満行潤一議員 ぜひ本県も積極的にかかわっ

ていただいて、より魅力的なジオパークになる

ように支援をいただきたいと思っています。

もう一つ部長に提案を申し上げたいんです

が、環霧島は肥薩線、吉都線、日豊本線で囲ま

れているわけです。全国的に活火山を一周でき

る鉄道はないと聞いています。日豊線は都城か

ら隼人、肥薩線は隼人から吉松、吉都線は吉松

から都城、これをぐるっと循環する観光列車が

あればいいなと。今、肥薩線は「はやとの風」

があるんですが、宮崎県側がどうも寂しい。霧

島連山をぐるぐるっと巡回できる観光列車があ

ればおもしろいなと。私は名前まで考えまし

た。名づけて観光特急「環霧島ジオパーク号」

というんですけれども、担当部長いかがでしょ

うか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今おっ

しゃいましたように、熊本、宮崎、鹿児島にま

たがる３路線でございますが、美しい霧島連山

を臨みながら、沿線にえびの高原、あるいは神

社、温泉などたくさんの魅力的な観光地を持つ

路線でもあります。吉都線を含む区間に観光列

車が運行されれば、先発「ＳＬ人吉」というの

がありますけれども、この観光列車との相乗効

果も生まれまして、吉都線沿線にも観光客を呼

び込むことができると考えております。今おっ

しゃいましたジオパーク号でございますか、

我々としましても、ＪＲ九州にそういう提案が

あったということをしっかりとお伝えしていき

たいと思います。

○満行潤一議員 まだいっぱい話したいんです

けど、時間がありませんので、次に行きたいと

思います。企業局について何点かお伺いいたし

ます。

企業局は、設置した大正７年から今日まで長

い歴史があります。これまでの県当局への財政

的支援、ダム管理、地域への貢献実績を積極的

にＰＲすべきだと、今までも何回か申し上げて

きました。私は圧倒的にアピールが足りないの

ではないかと感じていますが、企業局はこれま

での貢献度をどのように考えているのか、お伺

いしたいと思います。

企業局は、発足から今日に至るまで、今申し

上げましたように、多目的ダムの管理費の半分

近くを負担するなど、県財政にも大きく貢献し

ていますし、また多くの自治体に低利で資金を

貸し付けるなど、県民に還元してきたその経済

効果ははかり知れないものだろうと思います。

県民との距離を近づけるためにも、もっと企業

局自身のＰＲに努めてもいいのではないかと考

えますが、企業局長いかがでしょうか。

○企業局長（濵砂公一君） 企業局ではこれま

で、公営企業として電気事業を中心に、健全経

営を確保しながら、県民福祉の向上に寄与でき

るよう努めてまいったところでございますが、

この10年間を見ましても、一般会計等に対して

約140億円の財政貢献を行い、また今年度の９月

補正予算におきましては、口蹄疫復興中小企業

応援ファンドの財源といたしまして、20億円の

無利子による貸し付けを実施したところでござ

います。また、水源涵養機能の向上を図ること

を目的といたしました緑のダム造成事業におい

ては、これまで約170ヘクタールの未植栽地を購

入いたしまして、環境保全や中山間地域の雇用
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対策などにも寄与できたものと考えておりま

す。さらに、今年度、開業20周年を迎えました

一ツ瀬川県民ゴルフ場につきましても、先月、

記念コンペを開催いたしましたけれども、多く

の県民の皆様に御参加いただくなど、県民のた

めのゴルフ場として定着しておりますことを実

感したところでございます。御指摘にもありま

したように、企業局への県民の皆様の理解を深

めていただくことは大変重要と認識しておりま

すので、今年度の私のマニフェストにも広報Ｐ

Ｒの推進を掲げ、パンフレット等も一新したと

ころでございます。今後ともさらに、太陽光発

電やマイクロ水力発電などの新たな取り組みや

施設の効果的な活用など、さまざまな機会を通

じまして、積極的な情報発信やＰＲに努めてま

いりたいと考えております。

○満行潤一議員 ぜひお願いしたいと思いま

す。

もう一つ提案なんですが、電力自由化への対

応について、私は2004年６月定例会の一般質問

で、エネルギーの地産地消について質問をして

います。これは、企業局を中心とした産学官連

携による天然ガス活用地域活性化プロジェクト

を進めるべきであると提案をしました。その後

全然動きがありませんので、再度提案をさせて

いただきたいと思います。

宮崎平野は全国でも有数の天然ガス資源の宝

庫です。また、本県には多くの温泉が掘られて

いますが、お湯と一緒に大量の天然ガスも地下

から噴出しています。しかし、そのガスは利用

されずに空気中に放出されているだけです。本

県では昭和30年代に、地質分析やガス成分など

多くの試掘がされましたが、採算性に乏しいと

の結論に達して、企業化を断念されたという経

緯もあるようであります。しかし、天然ガスは

宮崎市、佐土原町といった大消費地の中に分布

しております。都市ガスの原料としてはもちろ

ん、副産物としてヨウ素も採取することがで

き、今後、採算性も有望と考えられます。ま

た、当地域はビニールハウス園芸の多い地域で

もありますから、これを燃料にして重油から天

然ガスへ転換することは、より環境に優しい利

用方法でもあると思います。民間企業ベースで

見れば、まだまだ東南アジア等からの天然ガス

輸入のほうが採算性に合うのかもしれません。

しかし、地球温暖化、エネルギーの地産地消、

地域活性化という大きな視点を含めて、ぜひ企

業局を中心に事業化していただきたいと考えて

います。軌道に乗ったらそれを民間に移す、そ

ういったことはできないものかなと思っており

ます。メタンガスを利用した発電所の開発、こ

れは電力の出力安定にもつながります。解決し

なければならない課題も多いわけですけれど

も、調査研究に着手するおつもりはないのかお

尋ねいたします。

○企業局長（濵砂公一君） 議員には従来、天

然ガスの開発につきまして貴重な御提言をいた

だいておるところでございます。天然ガスにつ

きましては、県内では主に、温泉水に含まれる

ヨウ素を採取する企業が、副産物として発生す

る天然ガスをガス会社等に供給しているほか、

一部の温泉施設などで、自家用のボイラーや発

電の燃料として利用している状況でございま

す。この天然ガスを利用して事業化いたします

ためには、ガスを長期にわたり安定的に確保す

る必要が、前提の絶対条件としてあるところで

ございますが、これまでの各種の調査を見ます

と、ガスの湧出箇所によって採取量と熱量が一

定していないなどの指摘がなされております。

このようなことから、天然ガスを公営企業の発
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電事業として活用するには幾つかのクリアすべ

き課題がありまして、現状におきましては、取

り組むにはちょっと難しい状況にあると考えて

おります。しかしながら、御指摘にもありまし

たように、天然ガスを含めたローカルエネル

ギーの開発、あるいは産学官での技術開発は、

企業局としても大変関心があるところでござい

ますので、知事部局とも連携を図りながら、幅

広く情報収集、研究に努めてまいりたいと考え

ております。

○満行潤一議員 今までも、緑のダム造成事

業、水涵養の機能とか、市町村が取り組む新エ

ネルギーに対する技術支援なども行っていただ

いていますから、ぜひ今後とも積極的にお願い

申し上げたいと思います。

時間が参りました。以上で終わります。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47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、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 惜しまれて

この宮崎県政のひのき舞台からおりられる知事

御自身のお気持ちはいかがなものでしょうか。

東国原知事が残された功績の一番に挙げられる

のは、圧倒的な発信力によって宮崎県を全国版

に押し上げられたことであります。ただし、

「宮崎県はよくなったのか」の問いかけに、素

直に「はい」と答えられるかというと、疑問を

抱かれる方もいらっしゃいます。知事が得意と

された観光、県庁を新たな観光スポットとされ

たことはお見事であったと思います。おかげさ

までお隣の物産館は売り上げを大幅に伸ばしま

した。しかし、その周辺部や各地域にあるお土

産品店は売り上げを伸ばし切れなかったとお聞

きします。東国原観光で光が当たったのは、お

土産品メーカーと物産館、それに知事御自身で

あったと思います。

それでは、通告に従い質問を行ってまいりま

す。

20年後を見据えた新総合計画を策定するに当

たり、これまでの施策により生じた地域格差に

ついてどのように総括しているのか、知事に伺

います。

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。

地域格差についてであります。我が国ではこ

れまで、経済拡大を前提とした経済優先、効率

重視の社会経済システムが形成されてまいりま

した。その結果として、生産力や所得、雇用等

の経済の分野、あるいは教育環境、医療等、さ

まざまな分野で、主に都市と地方の格差が生じ

ており、特に中山間地域において問題が顕在化

してきております。このため、これまでも地域

振興策や過疎対策など多様な対策を講じてきた

ところでありますが、日常生活における利便性

や所得水準等について、状況は極めて厳しいと

認識しております。このようなことから、現在

策定中の新たな総合計画におきましては、長期

的視点に立った社会基盤の整備や地域に根差し

た産業の育成、あるいは定住自立のための広域

的な取り組みなどによる地域の自立、発展の方

向性を示してまいりたいと考えております。
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〔降壇〕

○髙橋 透議員 次に移る前に、先ほどのお土

産品店の話を少しいたしますが、確かに日南市

の鵜戸神宮、観光客はふえたと思います。た

だ、言いましたように、お土産品店は苦戦をさ

れております。実は、観光バスが大勢の観光客

を連れていきます。そこでガイドさんから、慌

てて買われなくてもいいですよ─ここまで

おっしゃったかどうかわかりませんが─物産

館に行けば何でもそろっているからそこで買っ

てくださいみたいなことの宣伝をされたとお聞

きします。そんなことで大幅な売り上げを物産

館が記録したのだというふうに思います。そう

いうような裏話もあったことを申し上げておき

たいと思います。

本題に移ります。今、知事の答弁にありまし

たように、20年の総括、しっかりと総括されて

いるというふうに感じたところでありますが、

この新総合計画をよくよく見てみますと、県土

の均衡ある発展、こういった文字が見当たらな

いのであります。歴代知事が口々に訴えられて

きた県土の均衡ある発展、東国原知事御自身も

幾度となく口にされてきた言葉でございます。

新総合計画では、県土の均衡ある発展をしっか

り進めていかれるのか、知事に伺います。

○知事（東国原英夫君） これからの20年は、

少子高齢化に伴う人口構造の変化や、グローバ

ル化、地方分権の一層の進展など、地方や地域

をめぐる社会情勢は大きく変化することが予想

されます。そのような中で、また我が国全体が

経済の拡大や高成長を期待することが困難な時

代となる中で、今後、地域の発展や県民生活の

安定を図るためには、各地域が主体的に地域経

営に取り組むことや、地域資源やポテンシャル

を最大限に活用していくことが重要でありま

す。そのため、新たな総合計画におきまして

は、自立した地域づくりや定住自立のための広

域的な連携の推進、地域住民が地域経営に参加

する仕組みづくり等を内容とする持続可能な地

域づくり戦略を設定し、その推進を図ること

で、県土の均衡ある維持・発展に努めてまいり

たいと考えております。

○髙橋 透議員 持続可能な地域づくりという

ことですから、その地域が維持されるような計

画づくりということですが、言葉ではおっしゃ

らなかったですね、県土の均衡ある発展という

のは。でも、そういう決意があるということを

お含みして、私は理解したいと思います。うな

ずいていらっしゃいますので、そうだと思いま

す。

20年後の人口は97万8,000人まで減少すると推

測されております。現実に即した対策を講じな

ければ人口減少はとまらないというふうに、総

合計画の中でもうたわれておりますが、その対

策の一つが、今後20年間で中山間地域振興対策

にどう取り組んでいくかというところであると

思います。御案内のように、中山間地域をたく

さん抱える本県にとって、その対策は永遠の

テーマでありますが、新総合計画においてどう

位置づけされ、どのように取り組んでいかれる

のか、県民政策部長に答弁を求めます。

○県民政策部長（山下健次君） 中山間地域

は、国土の保全、水源の涵養、食料の供給な

ど、多面的、公益的な機能を有しておりまし

て、大きく言えば国民の生活を守る重要な役割

を果たしているというふうに考えております。

過疎化、高齢化によりまして、集落の維持・存

続が困難になる、こういったことから地域活力

の減退、あるいは多面的な機能の低下が懸念さ

れているところでございます。このため、中山
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間地域の振興を図ることは大変重要であると認

識しておりまして、今後、新しい総合計画の分

野別施策の中で、その体系について明らかにし

ていくこととしておりますが、方向性といたし

ましては、１つには、集落みずからが考え行動

する姿勢を醸成・支援するとともに、都市との

交流を推進することで、集落の維持・活性化を

図ること、２つ目に、安全・安心に暮らせる生

活環境を整備すること、３つ目に、基幹産業で

ある農林業を初めとして、地域資源を活用した

産業の振興を図ること、こういった取り組みを

行いまして、中山間地域の活性化を推進してま

いりたいと考えております。

○髙橋 透議員 中山間地域振興対策について

は、実は今、特別委員会で議論しております条

例も、議員発議で来年２月議会で御提示してい

くことになりますので、どうかしっかりと対策

に取り組んでいただくことをお願いしたいと思

います。

次に、新総合計画では８つの戦略目標が設定

されていますが、例えば戦略１の県内若者の人

口割合25％以上、合計特殊出生率1.85と目標値

が設定されています。平成21年の合計特殊出生

率は1.61ですので、かなり高いハードルだと思

います。仮にその目標が達成されたとしても、

県内での雇用確保が担保されないと、県内若者

の人口割合25％以上の確保は厳しくなると思い

ます。戦略目標の数値設定の根拠について、県

民政策部長にお尋ねいたします。

○県民政策部長（山下健次君） 今回の総合計

画の策定に当たって将来推計を行ったところで

ございますが、その推計によりますと、このま

ま人口減少が進むと、労働力人口の減少、ある

いは社会保障費の負担増、こういったことで大

変厳しい状況になることが予想されておりま

す。このため、新たな総合計画においては、厳

しい条件下ではございますが、県民生活や経済

・雇用を維持するための望ましい人口構造、あ

るいは生産性等についての推計も行っておりま

して、８つの長期戦略についても、基本的には

この条件を維持するために必要な水準を想定い

たしまして、数値目標を設定したいと考えてお

ります。

お尋ねになりました戦略１の「脱少子化・若

者活躍戦略」では、先ほどおっしゃいましたけ

れども、県内若者人口の割合25％以上、それか

ら合計特殊出生率1.85を掲げておりますけれど

も、脱少子化を図るためには、やはり若者が県

内に定着し、かつ、より多くの子供が生まれる

環境を整える必要があることから、こういった

目標を設定したものでございます。なお、目標

達成のためには、将来世代の人材育成、あるい

は地域産業の振興など、ほかに７つ戦略を掲げ

ておりますけれども、こういったほかの戦略と

も連動する必要がございますので、８つの戦略

を一体化して取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 具体的に、その根拠はあるん

でしょうけれども、また別の場で議論していき

たいと思います。

次に移ります。宮崎観光の生き残り策につい

てお尋ねしていくわけですが、午前中のトップ

で外山三博県議が、大所高所から宮崎観光につ

いてお話をされました。改めて勉強させていた

だきました。ありがとうございました。私も、

別の角度といいますか、少しダブる部分もあり

ますが、生き残り策についてお尋ねしてまいり

たいと思います。

御案内のように、来年３月に九州新幹線が全

線開通となります。九州各県が、観光飛躍の
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チャンスとしてさまざまな仕掛けを準備中であ

ります。新幹線が通らない本県にとって、観光

宮崎生き残りの正念場だと思います。もう一泊

を宮崎に呼び込む誘客戦略をどう展開されてい

くのか、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） 九州新幹

線の全線開通を契機とした誘客対策としまして

は、まず南九州３県一体となったＰＲが必要だ

と思います。現在、全国のＪＲグループと共同

でデスティネーションキャンペーンに取り組ん

でおりまして、その一環として、去る10月には

全国の旅行会社等を集めた全国宣伝販売促進会

議を実施しておりまして、ＰＲに努めていると

ころでございます。

次に、２次アクセス対策が必要でありまし

て、現在、新幹線停車駅であります熊本駅や鹿

児島中央駅から観光地をめぐりながら本県に至

る観光バス、レンタカーの実証実験に取り組ん

でいるところでございます。また、旅行エー

ジェント対策が必要でございますが、これにつ

きましては、今月から行われております九州観

光推進機構の来年度上半期の商談会等の場など

で、本県への旅行商品造成を積極的に働きかけ

ているところでございます。なお、商品造成に

こたえるべく、観光客が満足できる受け入れ体

制が必要でございますので、これに万全を期し

ていきたいというふうに考えております。

○髙橋 透議員 ２次対策は後ほどまた尋ねる

ところだったんですが、実証実験は10月からの

事業ですので、まだ分析まではなかなかできな

いんでしょうが、後ほどお尋ねしていきたいと

思います。

実は、今回の補正で口蹄疫復興緊急誘客事業

というのが提示されておりますが、これは春夏

キャンペーンの商品だとお聞きしております。

新幹線が３月に開通するわけですが、この開通

に間に合う商品なのかをお尋ねします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今回補正

をお願いしましたのは、まさに今、議員がおっ

しゃったように、来年の春季以降の誘客対策の

予算でございまして、なぜ補正で予算をお願い

したかといいますと、その準備を年明けからス

タートしますので、予算案としてお願いしてい

るところでございます。

○髙橋 透議員 ３月開通に間に合う商品なの

かをお尋ねしたんですが、いま一度お願いしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 間に合う

ような形で組み立てていきたいと思っていま

す。

○髙橋 透議員 わかりました。何回も言われ

ておりますが、本県は、移動手段が脆弱である

がゆえに、宮崎ならではのゆったり感、外山議

員もおっしゃいました、いやしを大いに利活用

していく工夫が必要だと思っております。だか

らこそ、県内どこへ行っても、スローフードと

かスローライフが体験できて、安心・安全で手

づくり、本物食が味わえて、人工的ではない自

然が武器の観光地づくり、すなわち本物の食と

自然が宮崎観光生き残りのキーワードになるの

ではないかと思っております。宮崎観光の生き

残りをかけて、本県の特性を生かした宮崎なら

ではの観光地づくりにどう取り組んでいかれる

のか、商工観光労働部長、答弁をお願いしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 先ほど、

ＪＲ各社とのデスティネーションキャンペーン

のお話をしましたが、先般、南九州３県による

全国宣伝販売促進会議が鹿児島市で開催されま
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した。その際、全国の旅行代理店の多くの皆様

から、やはり南九州への商品づくりというのは

宮崎なしでは考えられないという御意見をいた

だいております。したがいまして、我々に求め

られるものは、鹿児島、熊本とは異なる宮崎の

魅力を観光客に提供することにほかならないと

いうふうに考えているところでございます。や

はり、それぞれの観光地における宮崎の個性発

揮だろうと思います。地域によってそれぞれ異

なると思いますが、多様な観光資源を結びつけ

まして、付加価値をつけながら、温かいおもて

なしと相まって、宮崎ならではの観光地づくり

を進めていく必要があると。例えば、日南であ

れば、飫肥城周辺、食べ歩き、日南の人々のお

もてなし、観光特急「海幸山幸」、串間の都井

岬、このあたりをいかにうまく組み合わせて観

光メニューとして提供するか、あるいは県央部

とのルート形成、そういう取り組みを地元市町

村や民間と進めていく必要があると考えており

ます。

○髙橋 透議員 宮崎なしでは考えられないと

いう今の御答弁、南九州３県の連携がとれてい

るということを感じました。頑張っていただき

たいと思っています。

スピードでは九州の中で他県には負けます。

宮崎は不便なところというイメージがまたつく

のかなというふうに思いますが、もともと旅行

というのは時間に余裕があるからするものだと

言われた方がいました。だから、不便さを逆に

武器にできないものかと思っております。繰り

返しになりますが、ゆったり感あふれる宮崎、

スローな空間宮崎といったぐあいに宣伝をして

いくのもおもしろいと思いますし、安全・安心

は当然のことでありますが、手づくりで本物が

味わえる田舎料理のおもてなし、宮崎全体がス

ローライフ・スローフード、そういった環境を

整えることが急がれているというふうに思って

います。来年３月を契機に、九州は何かと話題

に上るというふうに思います。これをチャンス

ととらえて、九州新幹線に乗って、もう一泊宮

崎に行かないと損、こういったキャンペーンを

張ってみるのもおもしろいと思います。

次に、新幹線駅から接続するバスなどの２次

交通─先ほどから答弁にもありますが─や

「海幸山幸」号など、県内の３次交通の整備が

一層重要となります。どう取り組んでいかれる

のか、商工観光労働部長にお尋ねします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 先ほど

ちょっと答弁いたしましたが、２次アクセスに

つきましては、新幹線停車駅であります熊本

駅、鹿児島中央駅から観光地をめぐりながら本

県に至る観光バス、レンタカーの実証実験に今

取り組んでいるわけでございます。現在、鹿児

島ルートと熊本ルート、この２つで10月２日か

ら具体的にお客様を乗せながら実証実験をやっ

ております。現在のところ、利用者については

非常に少ない状況でございますけれども、我々

としましては、これを来年３月まで続けまし

て、観光客、乗車客の志向等も見きわめなが

ら、より観光動向といいますか、観光実態に即

応したルート形成、そういう路線を確立してい

きたい、そういうふうに思っております。

○髙橋 透議員 要はＰＲだと思いますので、

なお一層の御努力をお願いしたいと思います。

次に移ります。農業振興策についてでありま

す。

新総合計画の戦略５にフードビジネス戦略が

あります。「新たな機能性食品の開発や農商工

連携等による高付加価値化、農林水産業の６次

産業化など生産から加工、流通、販売までの取
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組を強化し、地域の成長産業として総合的な食

料供給産業の構築を目指します」とあります。

そこで、農商工連携による６次産業化は農業生

産者にどのような影響をもたらすのか、生産者

は生き残ることができるのか、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） 本県農業・農

村の持続的な発展を図っていくためには、もう

かる農業を実現していく必要がございます。そ

の際に、農業・農村の豊かな地域資源を２次産

業、３次産業と連携して最大限活用することに

より新たな付加価値を生み出していく６次産業

化の取り組みは、意欲ある生産者の事業拡大に

よる経営発展や地域ビジネスの展開など、雇用

の確保と所得の向上につながるものと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 次に、６次産業化を活用した

農業生産者の生き残り策をどのように展開して

いくのか、いま一度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） 現在、県内各

地域におきましては、地域農産物を生かした新

商品の開発や加工・業務用野菜の生産拡大な

ど、産地と食品加工企業との連携強化、また農

業者みずからの加工・流通・販売への参入な

ど、６次産業化の多様な取り組みが展開されて

おります。県といたしましては、今後とも、農

業者と商工業者のマッチング機会の確保や、新

商品の開発、販路開拓などを積極的に支援して

まいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ６次産業化は、中身を整理し

ていきますと、農家と商工業者が分離している

と生産者には実益が行かない可能性があるんで

す。結局、６次産業化で連携が一つ一つ分離し

ていく連携であれば、生産者は、農業生産物を

たたかれて従来の形から抜けられないと思うん

です。私は、農業者みずからが加工・販売まで

できる、そういうものをつくり上げないと６次

産業化は成功しないのかなと思っているんで

す。それはそれで多分お考えだと思うんです。

ただ、農業者が加工となると、また設備投資が

新たに要るわけで、そういった加工所などへの

設備投資とか、あるいは販売のノウハウ、こん

なのが課題となるわけですから、どうそこを支

援していくのか、農政水産部長、答弁をお願い

します。

○農政水産部長（髙島俊一君） 農水産物の加

工を推進する上では、消費者ニーズに対応した

新商品開発等のための設備投資や、販売戦略に

基づいた販路の拡大等が課題であると認識いた

しております。県といたしましては、今後と

も、食品産業や試験研究機関等との幅広い連

携、新商品開発のための機器の整備、また契約

取引による安定的な販路の確保等を積極的に推

進することによりまして、加工グループ等の起

業化や経営の安定・向上に向けた支援を行って

まいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 わかりました。よろしくお願

いいたします。

私は、2003年４月に県議会議員に当選しまし

て、その９月に初登壇をしました。そのときの

質問項目の一つに、実はスローフード運動を取

り上げています。伝統食を見直し普及を図るこ

とで、地元の食材が使われ、地産地消とも連動

し、やがては自給率を高めることになると申し

上げております。食料自給率を高める施策につ

いて質問しておりますが、ここでいま一度お尋

ねするのは、スローライフ・スローフード運動

の考え方を生かしたこれまでの農業施策につい

てどのように本県が取り組んできたのか。農政
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水産部長に答弁を求めます。

○農政水産部長（髙島俊一君） 近年の社会経

済のグローバル化やスピード化の中で、新しい

ライフスタイルのあり方の一つとして、いやし

を求めるスローライフや伝統的な食文化を守る

スローフードの取り組みが注目されておりま

す。こうした中で、県といたしましては、食文

化を守る地産地消や食育の取り組みとして、学

校給食における地場産物の活用促進や、また、

いやしを提供するグリーンツーリズムの取り組

みとして、農業体験や地域の食材でもてなす農

家民宿に対する支援などを行ってきたところで

ございます。今後とも、本県の豊かな自然風土

にはぐくまれた食材を活用いたしまして、食の

宝庫宮崎にふさわしい健康的な食生活の実現に

努め、本県農業・農村の振興や地域の活性化に

取り組んでまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 よろしくお願いします。先ほ

ど、観光宮崎の生き残りのところでも申し上げ

ましたが、スローライフ・スローフードが宮崎

らしさにつながる、代表するものになると私は

思っております。６次産業に観光がうまく融合

していくことが、宮崎を豊かにする、大きく発

展することへ導くものと信じる次第でありま

す。

次の質問項目に移りたいと思います。油津港

の振興策について、県土整備部長にお尋ねして

まいりますが、港湾振興施策において、油津港

は県内の重要港湾とどのように均衡が図られて

いるのか、お尋ねいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県内の重要港

湾につきましては、それぞれの港の特性を生か

して利用促進に向けた振興施策の取り組みを

行っているところであります。油津港につきま

しては、県南地域の物流拠点港と位置づけ、地

元企業の原材料の輸入や製品出荷などに対応し

て、大型チップ船が入港可能な岸壁や、コンテ

ナ船の荷役に必要なクレーンや上屋など、油津

港の特性に応じた整備を進めてきております。

さらに、コンテナ取扱量がふえていることか

ら、来月には２棟目の上屋の供用を開始する予

定としております。また、他の重要港湾と同様

に、クレーンの使用料やコンテナの貨物通過料

などの減免も行っているところであります。今

後とも、日南市や関係企業などと連携しなが

ら、油津港の振興に取り組んでまいりたいと考

えております。

○髙橋 透議員 わかりました。９月議会でも

外山衛議員が質問されておりますが、そこから

先の、今度は油津港の活用を推進するために必

要なものがあるわけです。タグボートの設置、

またその助成が、油津港の発展には欠かせない

ものと私は思っております。タグボートの設置

または助成に今後どのように取り組んでいかれ

るのか、お尋ねします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 大型船が港を

利用するためには、タグボートは必要なものと

認識しておりますが、現在、油津港において

は、タグボートを使用する船舶が非常に少ない

状況にあることから、県が配置することについ

ては困難と考えております。また、タグボート

を他港から回航してくる経費の助成につきまし

ては、現時点では、厳しい財政状況の中、難し

いと考えておりますが、全国的にも油津港と同

じような港があることから、研究してまいりた

いと考えております。

○髙橋 透議員 今の答弁は記憶しておりま

す。９月議会の外山衛議員への答弁と全く同じ

ですね。私は逆に、タグボートが配置されてい

れば、そのタグボートを使用する船舶がふえる
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んじゃないかということを考えるんです。ある

いは、タグボートの配置がないがためにポート

セールスに支障を来しているんじゃないかとい

うことも思うわけで、その辺、県土整備部長、

どうお考えですか、お尋ねいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 船会社が寄港

する港を選定する際に優先する事項につきまし

ては、その港に貨物があるか、船舶に対応した

規模の係留施設があるかなどであります。ま

た、現在、油津港のタグボートの利用は、自力

で接岸が困難な大型チップ船が月に２～３回、

大型客船が年に２回程度でありまして、コンテ

ナ船などの定期航路の利用はほとんどない状況

であります。このため、ポートセールスでは、

タグボートの配置が特段の支障になったことは

ありませんが、大型船がタグボートを使用する

場合にコストがふえることについては十分認識

しておりますので、タグボートの回航経費の助

成につきましては研究してまいりたいと考えて

おります。

○髙橋 透議員 どっちが先かということもあ

るんでしょうけれども、例えば、物すごく荒れ

た、いわゆる荒天時に、今は志布志港からタグ

ボートを回航してもらっていますが、実はタグ

ボートすら来られない荒れた状態だってあるん

です。日南にローロー船が来ていますけれど

も、実際にこの夏、しけで来られなかったこと

を、所長から話を伺いました。トラックは港に

来ているんです。結局、志布志から来れないか

ら、どうしようもないんです。接岸できない。

そこでトラック業者には平に平に頭を下げたと

いう話を伺いました。これは企業に損失を与え

たことにもなるわけですね。だから、タグボー

トの設置がいかに重要かというところを、私は

ここで訴えているわけです。そして、先ほどの

ポートセールス、ここも順番とか、いろいろあ

るかもしれませんけれども、結局、コストが高

くなればそれは来ませんよ。そこのところを

しっかり―他の重要港湾との均衡をおっ

しゃったわけですから。研究、この域も超えて

いません。何を研究されているのか、具体的に

答弁いただけませんか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 全国的に、タ

グボートが配置されていない重要港湾が約４割

ございます。中には回航経費の一部を助成して

いる港もあるというふうに聞いているところで

ございますので、具体的にどのような取り扱い

をやっているのか、そういったことも含めて、

そういった事例を参考にしながら研究してまい

りたいと考えております。

○髙橋 透議員 私も、地元の自治体あるいは

港を使う企業を中心に、陳情にも何度も同行し

ておりますが、そのときに助成に対して抵抗が

あるお言葉は、公益性をおっしゃいますね。王

子製紙が取り扱う量というのが飛び抜けている

とは思いますが、ただ、よくよく調べてみます

と、油津港を主体的に利用している企業は21社

あるんです。別に王子製紙関連で運輸とか鉄鋼

が30社あるんです。油津港で生きている企業と

いうのが50社を超えているわけです。これだっ

て公益性じゃないですか。すそ野が広いんで

す。一刻も早く、まずは助成を決めていただい

て、その方向性で動いているんだという答弁も

できないんでしょうか、県土整備部長。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 先ほどから繰

り返しの答弁になりますが、今の段階では、他

港の事例も参考にしながら研究してまいりたい

と考えております。

○髙橋 透議員 理解はなかなかしにくいとこ

ろでありまして、また別の座で県土整備部長に
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は頭を下げていきたいと思っております。

次に移ります。県産材活用策について質問し

てまいります。

「公共建築物等における木材の利用の促進に

関する法律」が10月１日から施行されました

が、県においても、木材利用の目標等を内容と

する「公共建築物における木材の利用の促進に

関する方針」を定められたところであります。

そこで、県有施設の木造化等を図るに当たっ

て、施設の新築及び改築、これらの計画をどの

ように今後把握されていくのか、環境森林部長

にお尋ねいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 県有施設の新

設等の計画につきましては、副知事をトップに

関係部局長で組織している県産材利用推進委員

会におきまして、各部局が整備する施設の把握

に努めているところでございます。今回、施設

の木造化など構法の決定には十分な検討が必要

であることから、「県産材利用推進に関する基

本方針」を改正いたしまして、設計を行う前の

構想段階で委員会に協議し、木造化がより図ら

れるように定めたところでございます。今後と

も、関係部局と連携をさらに強化いたしまし

て、公共建築物の木造化等を推進してまいりた

いと考えております。

○髙橋 透議員 今のは県有施設ということで

理解をしますが、学校等の校舎、こういったと

ころを初めとする市町村の公共建築物の新築、

改築等もあるわけです。こんな情報もしっかり

と把握しなければいかんし、公共建築物等の

「等」は、いわゆる公共性があるか、だから私

立の学校も含みますね。私が資料を集めていま

したら、宮崎日大高校は平成25年に予定してい

るみたいです。把握されていると思うんです

が、こういった市町村の情報をどのように把握

するのか、このこともあわせて答弁をお願いい

たします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 市町村が整備

いたします公共建築物のうち、国や県の補助事

業等を活用する施設につきましては、事業の採

択に係る部局から計画などの提出を受け、把握

してまいりたいと考えております。また、市町

村等が独自に整備する施設につきましては、県

や市町村等で組織している宮崎県木材需要拡大

推進会議というものがございますけれども、そ

ういうものを通じて把握できる体制を整備した

いと考えております。

○髙橋 透議員 問題はコストなんです。耐震

補強工事などもこれから出てくると思うんです

が、内装木質化が期待されるわけですけれど

も、工事単価が高くなると思われます。どう対

処されていくのか、答弁をお願いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 内装木質化に

つきましては、木材を使用する場所として、床

とか壁とか天井などがあるわけでございますけ

れども、一般的に、そのコストは全体の木材使

用量、樹種、あるいは施工方法等によって大き

く違ってきております。公共建築物の木造化、

木質化の判断に当たりましては、建築コストだ

けに注目するのではなく、維持管理及び解体等

を含めたライフサイクルコスト、あるいは地域

経済、雇用への波及効果、さらには木材の特性

を生かしまして、例えば吸湿性とか、そういう

ものを考えますと、心理・情緒・健康面への効

用、あるいはＣＯ２の吸収とか、いろいろ現在あ

ります。そういうものから環境への貢献など、

総合的に判断していく必要があるというふうに

考えております。

○髙橋 透議員 わかりました。公共建築物の

木造率を10年後に２倍にする目標を立ててい
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らっしゃいますね。具体的にどのように推進さ

れていくのか、答弁ください。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 公共建築物の

木造率の目標を達成するためには、県はもとよ

りでございますけれども、市町村や民間の取り

組みも大変重要となってきます。このため、ま

ずは趣旨の周知徹底を図るために、すべての市

町村でこのような基本方針を作成していただく

よう働きかけてまいりたいと考えております。

また、国におきまして、建築基準法等の規制緩

和や、新たな木造設計基準の策定などが今後予

定されております。そういうことによりまし

て、木造建築を促進する環境整備も進むという

ことでございますので、県といたしましても、

木造化等を加速化させるために、木材利用技術

センターを核にいたしまして、汎用性の高い部

材の開発、あるいは構法の研究を進めることと

しております。さらに、公共建築物に適しまし

た規格や品質の保証された木材の供給体制の整

備、構法決定に大きな影響力を持つ木造建築設

計者グループとの連携なども進めることとして

おります。県といたしましては、国の基本方針

で、可能な限り木造化、木質化を進めるという

方向性が示されたことでございますので、日本

一の杉生産県である本県の現状を踏まえ、10年

後に倍増となる30％とする数値目標の達成に向

けまして、全庁を挙げて取り組んでまいりたい

と考えております。

○髙橋 透議員 わかりました。県産材の需要

拡大が大変期待されますので、よろしくお願い

したいと思います。

杉材は、一般的には強度が弱く、節が多いと

いう特徴が言われます。過日、森林・林業・木

材産業講演会が宮崎市民プラザでございまし

た。そこで木材利用技術センター所長の有馬先

生がおっしゃっていました。基準強度は、杉は

米松より低い数値になっています。日本農林規

格では事情が異なり、１級では米松が杉を上回

りますが、２級では逆転して、杉が米松を上回

るとのことであります。変形のしにくさをあら

わすヤング係数による等級区分では、同じヤン

グ係数で比較すると、杉の基準強度は米松のそ

れよりはるかに大きいと言われました。杉材の

長所短所について、環境森林部長に見解を述べ

ていただきたいと思います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 杉材につきま

しては、ほかの品種に比べまして、成長が非常

によい、あるいは油分が多くシロアリに強いと

いう利点がある一方で、やわらかく傷がつきや

すいという特徴もございます。これらのことを

踏まえまして、県の木材利用技術センターにお

きまして、新たな製品あるいは構法の研究開発

に現在取り組んでいるところでございます。

○髙橋 透議員 弱点は補えるということがで

きます。飫肥杉に圧力を加える工法によって節

を極端に小さくし、強度も均等になる圧密材が

あります。県産材の需要拡大に期待が持てると

思いますが、圧密材をどう評価されているの

か、環境森林部長、答弁をお願いします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 圧密材につき

ましては、やわらかいという杉の特徴を生かし

まして、圧密技術を使って木材利用技術セン

ターで開発されたものでございます。圧密化す

ることによりまして、材質的には広葉樹並みの

強度が得られ、傷がつきにくくなるということ

でございますが、一方では製造コストがかかる

という課題がございます。このため、現在では

主に家具とか小物等に利用されておるところで

ございますけれども、今後、圧密材の需要拡大

を図るためには、建築資材への利用が不可欠で
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ございますので、製造コストを下げる研究や強

度性能などを明らかにしていくことが重要であ

るというふうに考えております。

○髙橋 透議員 わかりました。

先ほどの講演の話なんですが、もう一つ勉強

になったことがあります。有馬先生は次のこと

をおっしゃっていました。インフルエンザで学

級閉鎖した数を紹介されました。ＲＣ校舎が学

級閉鎖率22.8％に対して、内装木質校舎が12.9

％、さらに木造校舎は10.8％であるということ

を紹介されました。御存じのように、木材には

空気中の水分を自動的に調整する機能がありま

す。乾燥する２月でも校舎内の湿度が50％を下

回ることはまれであって、梅雨どきには湿度

が60％程度に抑えられるそうであります。木材

が持つ熱伝導や吸湿性など快適な空間の優位さ

を示している証拠であります。

ところで、県産材の需要拡大は、いかに人の

目に、あるいは手に触れさせるかだと思いま

す。いわゆるＰＲだと思いますが、小さな取り

組みだと思いますけれども、紹介いたします。

高千穂町立岩戸小学校の３月の卒業証書は、実

は町産杉を使ったものでありました。ＰＴＡの

発案であったそうですが、板であると部屋など

に飾っておけるし、いい思い出になると、卒業

生も喜んでいたそうであります。この新聞記事

を見て、ふと気になったのは、卒業証書には大

きさとか様式などに関する管理規則があって、

自由に変えられないということであります。ち

なみに、卒業証書の管理規則はどうなっている

んでしょうか、教育長にお尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 卒業証書につきまし

ては、通常、学校管理規則で定められたもので

ありまして、県立高等学校の場合は、県立高等

学校管理運営規則の第46条に、「校長は、卒業

を認める生徒には、卒業証書を授与しなければ

ならない」とあり、様式が定められておりま

す。市町村立学校の場合は、卒業証書の様式を

学校管理規則で定めている市町村が19あります

が、そのほかは校長会で統一したり、あるいは

学校が独自に定めております。学校管理規則で

定めてある様式の中には、学校名や児童生徒

名、校長名などの記載すべき事項、押印する印

鑑の種類、またそれらの位置等が示されており

ます。

○髙橋 透議員 細かく規格が決まっていて、

私も新聞記事を見てびっくりしたんですけれど

も、市町村でも違う、県立高校は県立高校で統

一した規格があるということですが、高千穂町

立の岩戸小学校が認められたわけですから、今

後、こういう板を使っての卒業証書はすべてお

認めになるということで理解していいんでしょ

うか。

○教育長（渡辺義人君） 今申し上げましたよ

うに、市町村の学校管理規則等で定められてい

る場合が多いんですけれども、品質とか大きさ

等については、様式以外は特に定めておりませ

んので、それは市町村のほうで適宜御判断いた

だくことかなと、あるいは学校で適宜御判断い

ただくことかなというふうに解釈します。以上

です。

○髙橋 透議員 わかりました。よろしくお願

いします。

次に、環境農林水産常任委員会の県外調査

で、県産材を売り込んでいらっしゃる工務店に

行きました。新築現場にも足を運びましたが、

県産材をＰＲするのぼりがはためいていまし

た。そのはためいていたのぼり旗には、「宮崎

スギ」と書いてありました。これは正確には宮

崎県産飫肥杉ではないでしょうか。県では「宮
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崎スギ」という名称にしていらっしゃるみたい

ですけれども、どのような見解に基づいて使用

されているのか、お伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 今おっしゃい

ました飫肥杉につきましては、杉の品種の一種

であるとともに、本県杉の大部分を占める主力

品種でもございます。本県産杉を売るための銘

柄につきましては、飫肥杉、あるいは耳川スギ

とか、みやこ材とか、いろいろそれぞれの流域

を単位とした地域銘柄で従来出荷していたとこ

ろでございます。昭和57年以降に、県外への共

同出荷の支援を開始するに当たりまして、「宮

崎スギ」と称して、統一的な銘柄確立とブラン

ド化を促進しているところでございます。

〔「よくわからん」と呼ぶ者あり〕

○髙橋 透議員 今、よくわからないという声

がありましたので、県外のＰＲの仕方は、１

例、２例ありませんか。例えば、隣の大分は日

田杉というのがあるじゃないですか。吉野杉と

か、他県のＰＲの方法はどうなっているんで

しょうか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 本県は日本一

の杉の生産県でもございます。ただ、惜しむら

くは、消費地から非常に離れているということ

でございます。品種的には、飫肥杉というもの

が大部分の県の品種ではあるわけでございます

けれども、県外に売り込む際に、それぞれの流

域ごとにそれぞれの銘柄で売っていた場合に

は、本県の杉のイメージアップになかなかつな

がらないということもございまして、県外など

に売り出すといいますか、共同出荷に対する支

援を県として始めたときに、そのような統一的

な銘柄確立、及びそれにあわせてブランド化を

促進するということで取り組んでいるところで

ございます。

○髙橋 透議員 飫肥杉の出身地の私としては

なかなか理解をしがたいんです。要は売れれば

いいということで理解をするんでしょうが、飫

肥杉を大事にしていただきたいなと思っており

ます。

ところで、この立派な議場でありますが、つ

くづく議場に入るたびに―ここは率先して木

質化をやられましたね。ところで、県産材は使

用されているんでしょうか、お尋ねいたしま

す。

○環境森林部長（吉瀬和明君） この議場に県

産材が使ってあるかどうか、現在、資料が残っ

ておりませんので、確認できておりませんけれ

ども、見る限りにおきましては、周囲の壁等は

松材の上に広葉樹のタブノキと思われる薄い板

が張りつけられておるようでございます。それ

以外に見える範囲では、議員の前にあります質

問者席プレートに杉が使われているかというふ

うに思っております。

○髙橋 透議員 もっと端的にお答えいただき

たいと思うんですが、県産材はどの程度使われ

ているんでしょうか。この氏名標は日向のカヤ

なんですが、ほとんど使われていないというこ

との答弁をしてください。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 確認はできて

おりませんけれども、見た感じでは、県産材は

余り使われていないんじゃなかろうかと思いま

す。

○髙橋 透議員 わかりました。そこで、私は

提案するんです。９月議会でも最後のほうで申

し上げましたが、議場用氏名標、きょうは現物

を持ってきました。皆さんわかると思うんです

が、これは飫肥杉なんです。圧密材らしいで

す。わざわざ黒に塗っておかなくても、ちゃん

と無垢で木目をあらわす、しかもこんな控え目
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な小さい大きさじゃなくて、こんな形で氏名標

を議場に立てましょうよ。ＰＲ効果は抜群にあ

ると思うんですが、環境森林部長の見解を伺い

たいと思います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 県におきまし

ては、県産材の利用拡大をＰＲするために、平

成20年度から、知事の定例記者会見の会場で県

産杉材でつくられましたつい立ての使用、ある

いは最近では、宮崎空港における手荷物検査場

の木質化への支援などを行っているところでご

ざいます。環境森林部といたしましては、おっ

しゃいました議場用の氏名標など、展示効果の

高い公共的空間における県民の目に触れる形で

の県産材のＰＲは、県産材の需要拡大を図る上

で大変効果的であるというふうに考えていると

ころでございます。

○髙橋 透議員 立派な答弁でございました。

この議場に飫肥杉が使用されていないことが、

私は不思議でならなかったんです。ぜひ、県民

の目に触れる形での木材普及啓発が必要だと思

うんです。高いところにお座りの議長と事務局

長、来期の県議会議員は定数が39名になります

が、この議場も心機一転、氏名標を飫肥杉、無

垢に変えて、ぜひ当初予算に盛り込まれるよ

う、今から頑張っていただきたいと思います。

最後に、教育問題について質問してまいりま

す。

都会の子が自然豊かな地方の学校に通う山村

留学が、少子化と受け入れ側の高齢化などで減

り始めているそうであります。中山間地域振興

対策特別委員会で調査に行きました西米良村

は、別の理由で山村留学の事業を休止されてい

ました。当初は、村内の子供に競争意識を植え

つけるために、都市部の子供に山村留学しても

らう取り組みでありましたが、留学してくる子

供が登校拒否の児童とか、あるいは家庭に問題

がある子育て放棄された子供など、所期の目的

と違ってきたとの理由で19年から休止されてい

ます。しかし、よくよく話を伺ってみますと、

問題のある児童は、むしろ西米良村の豊かな自

然環境の中で学んだことによって、不登校どこ

ろか、心豊かなたくましさを身につけて親元へ

帰ったと伺ったところであります。そこで、本

県は子育て日本一ということでありますが、こ

のような環境を生かして、不登校の児童生徒も

含めて子供たちを中山間地域の学校で受け入れ

る取り組みを進めてはどうか、教育長の見解を

伺いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 山村留学の制度につ

きましては、実施されている市町村におきまし

て、豊かな自然環境の中で、地域の方々とも交

流を深めながら豊かな人間性や社会性をはぐく

むとともに、中山間地域の活性化を図るなどの

目的を掲げて取り組んでおられると認識いたし

ております。また、都市部の学校において不登

校となっていた児童生徒が、この制度を利用し

て留学したという事例があることも聞いている

ところであります。山村留学制度の実施につき

ましては、いろんな課題があろうかと思いま

す。いわゆる里親の確保の問題が一番大きいん

ではないかなと思います。特に、木城町の中之

又小学校あたりでも実施されて、今は廃校にな

りまして実施されておりませんけれども、里親

の高齢化あるいは過疎化に拍車がかかって実現

できなくなったというような背景もあるやに聞

いているところであります。それぞれの受け入

れ体制の整備など、それぞれの地域における実

情が多少なりとも異なってくると思いますの

で、そういった実情等を十分踏まえまして、山

村留学制度は実施されるものかなというふうに
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考えております。県といたしましては、実施主

体は市町村でありますので、その求めに応じま

して、情報提供や助言等を行ってまいりたい、

このように考えています。以上です。

○髙橋 透議員 どうか研究をしていただけな

いかなと思うところであります。社会を支える

人材の育成を図る上で、不登校の児童生徒の対

策はますます重要になってきます。今後の具体

的な取り組みを教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会といた

しましては、不登校の問題は本県生徒指導上の

喫緊の課題であると考えております。その解決

のためには、一人一人の状況に応じたきめ細か

な支援を行っていくことが大切であると考えて

います。現在、対策として、スクールカウンセ

ラーやスクールアシスタントを合わせて75名、

中学校に配置するとともに、３つの教育事務所

に、スクールソーシャルワーカーと自立支援指

導員を合わせて14名配置し、学校における相談

体制や指導体制の支援に努めているところであ

ります。また、県教育研修センター内に「ふれ

あいコール」を設置いたしまして、不登校など

の悩みに対して電話相談や来訪相談ができるよ

うな体制を整えているところであります。この

ような取り組みと学校の努力によりまして、文

部科学省が毎年実施いたしております調査によ

りますと、県内の公立小中学校におけるここ数

年の不登校児童生徒数は1,000人当たり10人未満

という、全国の中では極めて低い水準で推移し

ているところであります。今後とも、これらの

取り組みを継続しながら、一人一人の児童生徒

としっかり向き合ったきめ細かな指導に取り組

み、不登校児童生徒の学校復帰を支援してまい

りたいと考えております。以上です。

○髙橋 透議員 宮崎県教育委員会、いろいろ

と御努力いただいて、全国でも不登校の児童生

徒は少ないということで今、答弁がありまし

た。ただ、ふえてはいないけれども、減っても

いない、横ばいだという数字もお伺いをしてお

ります。新たな不登校児童生徒を生まないとい

うことが非常に大事なんだろうと思いますが、

よくよく考えてみますと、不登校で推移して

いった子供たち、行く行くはひきこもりなんで

す。私も知っている家庭の中で、30歳でひきこ

もり、ここは今は親が健在ですから生活できる

わけです。もし親が亡くなったときにどうなる

のか。行く行くは、もしこのままの状態で30歳

の子が年齢を重ねていけば、税金で養わんとい

かんような状態になってくると思うんです。そ

ういうひきこもり、今回は質問いたしません

が、全国でも多く現状を聞きますし、宮崎県内

でもひきこもり者の数、調査すると大変な数字

になるのかなと思います。そのためには、児童

生徒のときに不登校対策をしっかりとやる。そ

のために、環境のいい、自然豊かなところでの

学びとかが大変重要になってくると思います。

どうか不登校の児童生徒が一人でも少なくなる

ように今後とも御努力をお願いしまして、すべ

ての質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○中村幸一議長 次は、押川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） ９月、10

月と、地域においては小学校、中学校を中心と

して地域の運動会等々もたくさん開催されてお

りました。また、現在は神社を中心とした祭り

がたくさん行われ、毎週のごとく我々もそう

いったところに出ていきながら、地域の方々と

いろんなコミュニケーションをさせていただい

ておるところであります。そういう中で、たく

さんの意見、声というものも聞きますし、特に
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知事の話になりますと、「なぜあと１期してく

れないんだろう」という声が本当に多数を占め

ておりまして、それほど知事に対する期待とい

うものが大きいんだなということを改めて感じ

ました。次に進まれる中においても、この期待

感というものはぜひ失わずに頑張っていただけ

ればありがたい、そういう気持ちを知事にも伝

えながら、通告に従いまして一般質問をさせて

いただきます。

まず、口蹄疫についてであります。

口蹄疫が終息して、全国の人に対するお礼の

仕方でありますが、４月20日以降、連日メディ

アで大きく取り上げられ、「口蹄疫、本当に大

変ですね。宮崎県の皆さん、何とか頑張ってく

ださい」と祈るような思いで、テレビや新聞を

見ながら、宮崎県の方々のことを心配してくだ

さった方が数多くおられたということでありま

す。そのような方々のためにも、再建に向けて

しっかり立ち上がり、その姿、行動しているさ

まを、心配し応援していただいた方にしっかり

見せることが大事ではないでしょうか。そこ

で、県民が立ち上がり、今まで以上にクリーン

にして、29万頭の家畜の霊を慰めることと、今

回の災害を忘れないため、そして宮崎県に来て

いただく方々を今まで以上に美しい花のある環

境でおもてなしをすべく、迅速に「クリーン県

民運動」を始め、来春早々にも「県土・埋却地

花いっぱい運動」を展開したらどうかと考えて

おります。知事、このような運動を提唱したい

と思いますが、お考えをお聞かせください。

以下、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。

今回の口蹄疫によりまして、畜産物を初めと

する宮崎ブランドや本県そのもののイメージが

著しく低下したところでありまして、早急に回

復を図ることが課題となっております。その一

方で、これまで全国から温かい励ましやたくさ

んの御支援をいただいておりますので、その思

いにこたえるためにも、本県が復興に向けて

しっかりと立ち上がり、回復へと歩み出してい

る姿を全国に向かってアピールすることは、大

切なことであります。本県は、長年にわたりフ

ラワーフェスタ等々を開催してきたところであ

りますし、御提案をいただきました町じゅうを

美しい花で飾るという取り組みも含めまして、

元気な宮崎やおもてなしの心をどうあらわすか

につきましては、市町村等とも意見交換をさせ

ていただきながら、今後検討してまいりたいと

考えております。〔降壇〕

○押川修一郎議員 ありがとうございます。知

事は、残念ながら来春早々には知事職をおやめ

になるということでありますから、しっかり後

任知事にこのことは受け継いでいただきまし

て、市町村の皆さん方とそういう形の中で全国

の皆様方にお礼をするんだ、そういう気持ちの

中でしっかりお願いをしておきたいと思いま

す。

次に、毎月20日を「県内一斉消毒の日」とさ

れ、防疫体制強化のために、農家へは消毒に係

る指導は実施されつつありますが、水際となる

空港、港湾での海外からの侵入防止対策が不十

分と思います。今回のことを思えば、国内一の

防疫強化県になるべきだと思いますが、農政水

産部長のお考えをお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 口蹄疫や高病

原性鳥インフルエンザなどの海外悪性伝染病の

防疫体制につきましては、港や空港での、いわ

ゆる水際対策が非常に重要であると考えており
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ます。このため、従来より宮崎空港においては

国の動物検疫所が消毒マットの設置による靴底

消毒を実施いたしておりましたが、今回の発生

を受けて、空港ビルに対しまして、ビルの出入

り口や国内線においても消毒マットの設置をお

願いし、対応していただいているところでござ

います。また、細島港におきましても、従来よ

り荷受け業者に踏み込み消毒槽の設置による靴

底消毒を委託していたところでございますが、

今回の発生を受けて、細島港及び油津港におき

まして、海外航路を持つすべての港湾運送事業

者に対して、消毒マットの設置をお願いし、対

応していただいているところでございます。今

後とも、県といたしましては、このような取り

組みにより水際対策の強化を図るとともに、国

に対しましては、国家防疫の観点から、海外悪

性伝染病が二度と侵入しないように抜本的な対

策が講じられるよう、要望しているところでご

ざいます。

○押川修一郎議員 いつまた新たにどういうと

ころで発生するかもわからない怖い病気であり

ますから、気を抜くことなく、そういった対策

の中で今後とも引き続きお願いをしておきたい

と思います。

次に、人工授精中止に伴い、分娩、子牛競り

市の頭数に波が生ずることとなりますが、特に

平成23年11月ごろから24年２月ごろの子牛出荷

がなくなり、収入が途絶える、また一方で多く

の子牛を抱えるというような状況が見られるよ

うであります。このような状況にどのような支

援策を考えておられるか、同じく農政水産部長

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

に伴いまして、県内への蔓延を防止する目的で

４月23日から７月下旬までの約３カ月間、県内

全域での家畜人工授精業務の自粛をお願いした

ところでございます。このことによりまして、

平成23年12月ごろから─議員は11月ごろから

ということでございましたが、11月か12月ごろ

からになります─の３カ月間は子牛競り市を

開催できない期間が生じまして、繁殖農家だけ

でなく肥育農家も大きな影響を受けることが想

定されます。このため、早期出荷により円滑に

子牛競り市が開催できるよう、市場開設者や関

係者と協議するとともに、国に対して必要な支

援策を要望しているところでございます。

○押川修一郎議員 そういうことになるわけで

あります。恐らく九州管内、そういう状況に

なってくるんだろうと。そうなれば、特に繁殖

農家の方々は、九州外に出て牛の導入を図って

いかなくちゃならないということになりますの

で、これは十分な対応をお願いしておきたいと

思います。

次に、今回の口蹄疫被害の激震地でありまし

た児湯地域を再生モデルとして整備するという

ことになっておりましたけれども、どのような

姿を考え、進めていかれるのか、同じく農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 児湯地区の畜

産の再生・復興に当たりましては、全国のモデ

ルとなる安全・安心な畜産地帯の再構築を図っ

てまいりたいと考えております。具体的には、

特定疾病のない地域を目指し、家畜の導入元の

検討や、導入後の検査体制のあり方など、生産

者を含め、関係機関と協議を進めながら、再導

入マニュアルに基づき、農場の防疫対策の確認

を行った上で家畜の導入を行っているところで

ございます。また、県下全域を対象に、毎月20

日を「県内一斉消毒の日」と定め、防疫意識の

向上を図るとともに、衛生管理マニュアルを全
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農家に配付するなど、防疫体制のさらなる強化

に取り組んでいるところでございます。

○押川修一郎議員 11月１日から導入等も始

まったところでありまして、もう少し具体的に

どういうモデル地域にするのかということが早

目に計画がなされておって当然ではなかったの

かなと思うんです。例えば、モデルであります

から、どこかの地域を完全に、そういうもので

施設からあるいは防疫体制からすべてをやって

みるというような部分が出てきてもしかりでは

なかったかなというふうに思っておるところで

あります。しかしながら、こういうことで、特

定の疾病のない地域の中で今後目指していかれ

るということでありますから、最善の努力をし

ていただきたいというふうにお願いをいたしま

す。

次に、県が試算した今回の口蹄疫での損失

額2,350億円で、本県畜産を初め、関連するすべ

ての復興を行うには、基金で約300億円、期間で

５年ぐらいを考えておられましたけれども、国

からの対応は残念ながら、ないということであ

りました。そこで、今回、1,000億円の基金の運

用益などの財源で復興方針に掲げている対策が

実行できるのかと考えておりますけれども、あ

わせて県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（山下健次君） 口蹄疫からの

再生・復興のための施策の推進につきまして

は、お話のございました1,000億円の運用型基金

のほかに、30億円の取り崩し型の基金、さら

に250億円の運用型中小企業応援ファンド、さら

には農畜産業の再生のための90億円の国庫補助

事業など、復興のための財源を有効に活用し

て、効果的な対策を講じてまいりたいと考えて

おります。また、国への要望の中で提案してお

りました経済雇用対策としての県単独公共事業

への直接的な支援は認められませんでしたが、

本県で、経済を活性化し、雇用を維持する上で

は、やはり公共事業は有効でございますので、

直轄事業の実施や国庫補助事業等の活用につき

まして、引き続き関係省庁に働きかけてまいり

ます。なお、復興を進めていく中で、新しい事

態の発生、あるいは情勢の変化等も想定されま

すことから、国に対しましては、引き続き、適

切かつ柔軟な支援を講じていただくよう働きか

けてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

たいと思います。

次に、財政面からお伺いします。口蹄疫対策

として、４月の第１次補正予算以降、今回の補

正予算まで、延べ７回の財政措置を講じられて

おります。これらの財政対応により、今後の財

政運営、ひいては県民に対する他の行政サービ

スの低下があるのではないかと、大変心配する

県内市町村長の意見が先日報道されたところで

あります。そこで、今回の補正予算を含め、総

額1,887億5,000万円余の口蹄疫の補正予算とな

るようですが、そのうち県の負担分、いわゆる

一般財源はどれほどかかっているのか、またそ

の一般財源に対する国による特別交付税はどれ

くらいになるのか、見込みを総務部長にお伺い

いたします。

○総務部長（稲用博美君） 口蹄疫対策予算と

しまして、今のお話にありました1,887億5,000

万円余、このうちの一般財源が168億3,000万円

余となっております。この一般財源約168億円余

のうち、中小企業応援ファンド造成のための20

億円、あるいは口蹄疫復興基金30億円のうちの

未執行分21億円などを除きました125億円につい

て、特別交付税の対象となるよう要望を行って

いるところであります。家畜伝染病経費に係る
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特別交付税措置につきましては、これまで対象

経費の５割から８割でありましたが、今回の口

蹄疫等に限り、これを８割から10割に引き上げ

ていただいたところでありますので、今後さら

に、口蹄疫により本県がこうむった甚大な被害

の実態、あるいは国におけるこれまでの関係大

臣等の御発言、また口蹄疫対策特別措置法制定

の経緯等を踏まえた十分な措置をしていただき

ますよう、国に対し強く求めてまいりたいと考

えております。

○押川修一郎議員 特別交付税については、今

後も国に対してしっかり厳しい交渉を重ねてい

かれると思います。今後の県政運営、財政運営

のこともありますので、ぜひ100億円台の確保を

目標にしつつ取り組んでいただきますように、

これは要望にしておきたいと思います。

次に、環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰ

Ｐ）についてであります。ＴＰＰは、関税撤廃

の例外を認めない完全な貿易自由化を目指して

いるため、将来、本格交渉に参加し、関税など

の国境措置が撤廃された場合、海外から安い農

林水産物が国内に大量に流入し、我が国の農林

水産業が壊滅的な影響を受けることは明らかで

あります。農林水産省は、その影響を、国内の

農林水産業の年間生産額が４兆5,000億円減少す

るとともに、食料自給率も13％まで低下すると

試算されております。ＴＰＰを締結した場合、

本県の年間農業生産額の約半分であります

約1,500億円以上が喪失する。関連産業、多面的

機能の喪失を加えると、影響額は2,975億円にも

上るというふうに言われております。農業を基

幹産業とし、さらに、ようやく口蹄疫からの復

興に着手できた本県にとって、ＴＰＰ参加とな

れば、その影響は甚大であります。全県的な問

題であります。したがって、我々は、次世代を

担う後継者が安心して農業経営ができ、また中

山間地域でのコミュニティーが維持され、安定

した食料供給、国土・環境保全が図られるよ

う、農業を崩壊させるＴＰＰ交渉への参加に反

対であるところであります。本県のトップリー

ダーとしての知事は、このことをどうとらえ対

応していかれるおつもりか、お伺いをしておき

たいと思います。

○知事（東国原英夫君） 関税を即時撤廃した

場合の影響につきまして、農林水産省の算定方

式に従って試算いたしましたところ、本県の農

業生産額は約1,500億円減少するという結果とな

りました。また、関連産業の生産額の減少が

約800億円と推計されるなど、県内経済に甚大な

影響が懸念されるとともに、これらの分野での

雇用の場が失われることになれば、県外への人

口流出等が加速するなど、ますます地方の疲弊

を招くことになると考えられますことから、Ｔ

ＰＰへの対応は極めて重要な課題であると認識

しております。このようなことから、ＴＰＰに

参加することにより地方経済は大きな打撃を受

ける可能性があること、及び地方の不安にこた

えるためにも、今後の農業戦略、食料戦略を早

急に構築し、将来的な道筋を示した上で国民的

な議論を行う必要があることを、国に訴えてま

いりたいと考えております。

○押川修一郎議員 同じく、このこともしっか

り後継の知事にはお願いをしておきたいと思い

ます。

次に、国の試算では、ＴＰＰによる影響につ

いて、国内の食料自給率40％が14％まで低下す

ると言われています。中でも米は新潟米コシヒ

カリ、有機米等で10％、牛肉で25％しか残らな

い状況の中で、本県は平成20年の金額ベース

で242％、カロリーベースで65％であるが、本県
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食料自給率はどの程度になるのか、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） 先般、農林水

産省が公表しましたＴＰＰ参加による国内農業

への影響の試算方法によって導き出しますと、

県全体の農業産出額への影響額については、た

だいま知事からも答弁がありましたとお

り、1,529億円の減少となり、これを主な品目別

で見ますと、肉用牛が429億円の減少で、肉用牛

全体の産出額の約70％程度が、また米に至って

は236億円の産出額のすべてが減少すると算定し

たところでございます。こうした本県農業の生

産額及び生産量の減少等に基づきまして、本県

の食料自給率への影響について試算をいたしま

すと、平成20年度の生産額ベースで242％が138

％程度に、またカロリーベースで65％が29％程

度に、それぞれ減少する結果となります。

○押川修一郎議員 仮にこれが締結されると、

大変なことになってくるということなんです。

特に我が県は農業県でもありますし、そこのと

ころを十分、農業者だけじゃなくて県民挙げて

このことの大事さというものを認識していただ

くような形の中で、またＰＲの仕方等も考えて

いただければありがたいなというふうに思うと

ころであります。

次に、農業生産額の減少に伴う就業・雇用に

ついてであります。ＴＰＰ締結で農業が急速に

衰退すれば、農業の雇用喪失に限らず、製糖、

食品加工など農業と関連する産業の従事者にも

波及する。国の試算では340万人が就業の機会を

失うと見込まれています。そこで、本県の状況

について、同じく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） ＴＰＰ参加に

よる本県の農業産出額への影響につきまして

は、1,529億円の減少と試算しているところです

が、この試算結果に基づき、産業連関表を用い

て試算いたしますと、関連産業も含めまして、

約３万5,000人の就業者への影響が見込まれると

ころでございます。

○押川修一郎議員 本当に大変なことになると

いうことを、この数字も物語っておるところで

ありますから、来年の６月までには、いろんな

形の中で頑張って、我々も運動を展開していく

必要があるというふうに思っておるところであ

ります。

次に、農業構造改革推進本部設置についてで

あります。例えば、オーストラリアの耕作面積

は１人当たり3,000ヘクタールで、本県は農家戸

数で約５万戸、農地面積で６万ヘクタールで、

オーストラリアに比較すると20人で賄える規模

しかありません。国は、10年後には自給率50％

にすると言っておられますが、その整合性はど

うなるのか。また、構造改革を推し進める対策

本部を設置されましたが、このような状況の中

で今後どのような対応・対策を考えておられる

のか、同じく農政水産部長にお願いいたしま

す。

○農政水産部長（髙島俊一君） 御質問にあり

ましたとおり、国におきましては、首相を議長

とする農業構造改革推進本部を設置し、各国と

の経済連携の推進と食料自給率の向上等を両立

させるための対策を検討し、来年６月を目途に

基本方針を、また10月を目途に中長期的な視点

を踏まえた行動計画を策定することとしており

ます。本県といたしましては、ＴＰＰ参加につ

いては、農業や食品加工などが県内経済の基幹

産業であることから、地域経済に深刻な影響が

予想されること、また、世界的な人口増加に伴

い、将来の食料不足が懸念される中で、我が国
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の食料自給率が大幅に低下する可能性が大きい

こと、さらに、農業や農村が担っている国土保

全など多面的機能が失われることなどの問題点

があることを踏まえまして、国に対して、今後

の農業戦略や食料戦略をしっかり構築し、その

道筋を示した上で国民的議論がなされる必要が

あることを強く訴えてまいりたいと考えており

ます。

○押川修一郎議員 しっかりお願いをしておき

たいと思います。

次に、12月５日にＪＡ主催のＴＰＰ阻止決起

大会が開催されますが、この問題は、農業者だ

けの問題ではなく、知事がよく言われます県民

総力戦で、県民を巻き込んだ形の中での運動展

開を期待するところでありますが、知事はどの

ような形の中で臨もうとしておられますか、お

伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 自由貿易は国際的な

流れでありまして、産業分野によっては市場が

拡大するメリットもある一方、農業を基幹産業

とする本県にとっては、雇用を含め地域経済に

深刻な影響が予想されるため、その対策がしっ

かりと講じられる必要があります。また、世界

的な人口増加に伴い、将来の食料不足が懸念さ

れる中で、食料輸入が困難になった場合にも国

民に食料を安定供給するため、食料自給率が大

幅に低下しない対策が必要であり、さらに農業

・農村の果たす国土保全機能をどのように維持

するか等についても検討されなければならない

と考えております。このため、ＴＰＰへの参加

に関するこのような課題を解決するための農業

戦略、食料戦略など将来的な道筋を示した上

で、国民的な議論を行う必要があることを、あ

らゆる機会を通じて国に訴えてまいります。12

月５日の決起大会には私も出席させていただき

まして、県内経済への影響や将来戦略の必要性

についての県の考えを訴えますとともに、関係

団体と連携しながら、競争力のある農業を構築

するための施策等について提案を行ってまいり

たいと考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いしたいと思

います。特に阻止大会でありますから、知事の

声というものが県民の皆さん方にもしっかり届

くような形の中でのあいさつなりメッセージを

送っていただければありがたいと思います。

次に、森林・林業再生プランについて伺いま

す。

強い林業の再生に向け、路網整備や人材育成

など集中的に整備し、今後10年以内に外材に打

ち勝つ国内林業の基盤を確立し、山元へ利益を

還元するシステムを構築し、やる気のある森林

所有者、林業事業体を育成するとともに、林業

・木材産業を地域産業として再生し、木材の安

定供給体制を構築し、外材からの需要を取り返

し、強い木材産業を確立するとともに、低炭素

社会づくりに向け、我が国の社会構造を「コン

クリート社会から木の社会」に転換させること

が木材の安定供給体制を構築し、もうかる林業

を実現するために今後10年間でドイツ並みの路

網整備を目指し、効率化を図りコストを下げる

ことにより山元へ還元が多くなるとのことで

す。地元では、路網を１ヘクタール当たり100

メートル入れると山が崩壊するので、このプラ

ンは導入しにくいといった意見をたくさん聞い

ておりますが、本県では作業路等の路網整備を

今後どのように進めていくのか、環境森林部長

にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 国の森林・林

業再生プランにおきましては、林業経営の低コ

スト化の実現のために、路網の整備を重要課題
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として掲げております。本県におきましても、

積極的に取り組んでいく必要があると考えてお

ります。路網整備に当たりましては、比較的傾

斜の緩やかな森林においては、高密路網と高性

能林業機械を組み合わせた作業システムを目指

すことができるわけでございますけれども、急

傾斜地においては、林地保全に配慮いたしまし

て、架線を使った木材搬出を行うほうが適切で

ありますので、それぞれの地形条件に合った路

網整備の方法を選択していく必要があるものと

考えております。また、施業集約化に取り組む

まとまった森林を対象に、優先的、集中的に路

網整備を行うことによりまして、さらに施業の

効率化を高めるなど、一層の低コスト化に向け

て工夫を行ってまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 地元ではそういう心配の声

もありますから、十分配慮の中でお願いをして

おきたいと思います。

次に、森林の所有形態が小規模に分散してい

る地域では施業の集約化は難しいと思います

が、今後どのように集約化を進めようとされて

いるのか、同じく環境森林部長にお伺いいたし

ます。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 施業の集約化

につきましては、コスト縮減を図るために欠か

すことのできない視点であると考えておりま

す。ただ一方では、森林の所有形態が小規模・

分散化している地域におきましては、集約化に

向けた合意形成を得るまでに多くの時間や労力

を要するなど、諸課題があることも事実でござ

います。このため、県におきまして、森林組合

等の施業プランナーを中心に、市町村と一体と

なった集落座談会等を開催いたしまして、間伐

をまとめて行うなど集約化による利点について

森林所有者の納得と理解をいただきながら、合

意形成を行うこととしております。これらによ

りまして、地域全体で効率的な施業を推進し、

持続可能な林業経営を実現してまいりたいと考

えております。

○押川修一郎議員 先ほども言いましたけれど

も、ぜひ、地元関係者との合意形成の中で、コ

ストを下げることによって山元に還元できるよ

うな形の中でお願いしておきたいと思います。

それでは次に、観光について伺います。

午前中、我が会派の外山議員からもありまし

たし、先ほど髙橋議員のほうからもありまし

た。私は、国内宿泊旅行実態調査、「じゃらん

宿泊旅行調査2010」というものを参考に、３点

ほど質問させていただきたいと思います。

「じゃらん宿泊旅行調査2010」を読んで思った

ことでありますが、観光旅行発生量、パイが小

さくなっているようです。じゃらんリサーチセ

ンターが発行した「とーりまかし」2010年９月

号の「じゃらん宿泊旅行調査2010」によれ

ば、2009年度の延べ宿泊旅行者数は１億6,249万

人で、前年に比べて6.4％の大幅減になっており

ます。本県にあっては、４月以降の口蹄疫災害

が加わり、さらに厳しい状況が続き、今年度の

数値はかなり厳しいものになると言われており

ますが、本県のここ数年の状況について、商工

観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 本県の観

光客数でございますが、ピークが平成11年に

─これは県内客、県外客合わせてでございま

すけれども─1,271万3,000人を記録した後、

緩やかな減少傾向にありまして、平成21年─

先般出しましたけれども─1,190万4,000人と

なっております。うち県外からの観光客数につ

きましては、平成11年には536万1,000人でござ

いました。その後、減少傾向にありまして、平
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成21年は448万4,000人となっております。
※

○押川修一郎議員 さらに続けます。次に、観

光旅行発生のパイが小さくなったことに加え、

大市場である大都市においても観光客の誘致に

力を入れてきており、その分、地方の観光客は

減っているのではないかと書いてあります。例

えば、東京では、各地でいろんなイベントが定

着し、浅草のサンバカーニバルが30年目で50万

人、新宿のエイサーまつりが９年目、ほかにも

各地でイベントが根をおろし始めているという

ことであります。当然、新しいイベントも各地

で始まっていますから、東京はなかなかにぎ

わっているようです。都市の物まねでは、これ

からはますます人が呼べなくなるようであると

いうことであります。

そこで、そこに行かなければ味わえない魅力

の一つが風景であり、伝統的な行事、祭り事で

あり、ぬくもりを感じさせるおもてなしにある

と思われます。本県の観光キャッチコピー「ほ

ほえみ花の国みやざき」は、人のよい宮崎県人

と、全国に先駆けて沿道修景美化条例を制定

し、県民が一生懸命植え、手入れをした花のあ

る風景こそが、かつて新婚旅行の４割を引きつ

けた原動力だったと思われるようですが、今述

べたことについて再度、部長にお考えをお聞か

せ願いたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 本県で

は、今、議員からありましたように、昭和43年

のフラワーショー、それから昭和44年の沿道修

景美化条例の制定など、全国に先駆けて花と緑

を活用した観光振興の取り組みが行われてきて

おりまして、まさに花と緑は観光宮崎を支える

重要な要素であったと考えております。その

後、本県では、「花の宮崎づくり指針」を平成

４年３月に作成しておりまして、今、議員が御

紹介されました「ほほえみ花の国みやざき」を

キャッチフレーズに、花のみやざきづくりの全

県展開を進めてきたところでございます。花で

彩られた生活空間の中で潤いと安らぎを共有で

きる「ほほえみ花の国みやざき」の精神につき

ましては、観光客を温かくお迎えするおもてな

し向上の精神に相通ずるものであると考えてお

りまして、今後とも、花と緑を活用した観光振

興に取り組んでまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 次に、「とーりまかし」21

号に、幾つかの尺度で全国のベスト10が記載さ

れております。本県が「魅力のある特産品や土

産物が多かった都道府県」で９位になっている

のは、知事の宣伝効果が大きかったんだろうと

いうふうに思われます。しかし、肝心なのは、

「地元の人のホスピタリティを感じた都道府

県」で10位になり、2006年の２位から大きく後

退しております。満足度に関してはベスト10か

ら漏れております。ちなみに2006年は４位であ

りました。それから、沖縄県は２つの尺度で依

然１位なのに、なぜ本県はここまで下がってし

まったのかということであります。

一つは、観光に対する熱気が下がっているの

ではないでしょうか。かつては、「ふるさとを

きれいにしたらこんなに観光客が来た。もっと

きれいにして観光客をふやし、来た人を温かく

おもてなししよう」という熱気があったと思い

ます。近年、観光地に行く道路、沿道は、至る

ところにセイタカアワダチソウを初め雑草など

がやたらと目につきます。今後、こうした状況

を変えるのは大変です。しかし、トップが地域

住民を巻き込みながらしっかり旗を振れば、変

わると思います。今こそ、県民総力戦でおもて

なし日本一の宮崎県を構築することが大事であ

ると思いますが、同じく部長にお伺いいたしま

※ 62ページに訂正発言あり

平成23年11月24日（水）
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す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 長続きす

る観光のためには、何といってもリピーターの

確保が重要であります。そのためには、本県を

訪れた観光客に気持ちよく過ごしていただきま

して、また来たいと思っていただけるよう、県

内各地をきれいに保つことも含めまして、温か

いおもてなしでお迎えすることが大切であると

考えております。県では現在、おもてなし研修

会、あるいはアンケート調査、優良事例の表彰

を実施するなど、県民一人一人のおもてなし意

識を向上させるための取り組み等を行っている

ところでございますが、本県のおもてなし向上

につきましては、まだまだ伸び代があると考え

ております。また、本県は温かいおもてなしの

機運を醸成する風土があります。引き続き、県

民総力戦で日本一のおもてなしを目指して取り

組んでまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○押川修一郎議員 先ほど一番最初に質問した

ところでありますけれども、ちなみに、本県の

観光客数、ピーク時が1,271万3,000人、21年

が1,190万4,000人、94％ということで、６％下

がっております。県外客数が87万7,000人減少と

いうことで84％、16％も落ちているわけであり

ますから、先ほどから出ておりますとおり、宮

崎県独自の観光の取り組み方について、さらに

今後もいろんなメニューの中で考えていただい

て、観光客がふえるような形の中で御努力をお

願い申し上げておきたいと思います。

次に、民俗芸能の保護と継承についてであり

ます。

本県には、各地域に無形民俗文化財等が多く

伝承されております。個々の地域での保存団体

が伝承活動に取り組んでおられます。今、特

に、どこの地域でも神社の祭りとかの中で神

楽、棒踊りなどが奉納されております。もとも

と地域の中心、よりどころとしての役割をなし

ていたと思います。しかし、地域においては、

少子化、高齢化、過疎化により伝承が困難に

なっているところも多くなっているようであり

ます。民俗芸能の保護と継承についてどのよう

な取り組みを行っておられるのか、教育長にお

伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 民俗芸能は、地域の

歴史や文化を理解する上で欠かすことができな

いものであり、今お話がありました、そこに暮

らす方々の心のよりどころとして、また家族や

地域のきずなを深め、地域の活性化につながる

重要なものと考えております。このようなこと

から、県教育委員会といたしましては、民俗芸

能の保護と継承を図るために、衣装・用具の整

備等に対する助成や、文化財愛護少年団を対象

にした体験活動、地域間交流を実施するととも

に、民俗芸能の顕彰を目的とする九州地区民俗

芸能大会への派遣を行っているところでありま

す。また、文化庁や伝統文化活性化国民協会な

どが民俗芸能の保護を目的として実施する各種

の支援事業につきましても、市町村を通じて、

情報提供や助言等に努めているところでありま

す。今後とも、地域の保存団体や市町村と連携

を図りながら、民俗芸能の保護と継承に取り組

んでまいります。以上です。

○押川修一郎議員 特に、すばらしい文化芸能

がある中で、中山間地等においては、少子高齢

化の中でなかなか継承する人も少なくなってき

ているというふうにもお聞きするわけでありま

すし、実質そういうところも我々直視するとこ

ろがあるわけでありますけれども、今ありまし

たとおり、各市町村あたりとも十分連携してい
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ただき、何らかの形で、なくなるところは残し

ていただくような努力もお願い申し上げておき

たいと思います。

次に、脳脊髄液減少症についてであります。

交通事故等により体内で、脳と脊髄の周囲を

覆い、外部からの衝撃から守る脳脊髄液が漏れ

ることによって減少し、脳神経の失調により体

の不調が長時間続く病気です。症状としては、

頭痛や立ちくらみ、手のしびれなどに悩まされ

ますが、人によっては吐き気や目まいなどの症

状もあるそうです。治療としては、自分の血液

を脳脊髄液が漏れている部分に注射し、血液の

凝固作用でふさぐブラッドパッチ治療が有効と

されておりますが、問題なのは、この治療費が

健康保険の適用外となっており、入院費を含む

約35万円が全額自己負担となっておることであ

ります。そこで、脳脊髄液減少症を病気と認

め、保険の適用にならないかと、19年６月議会

で質問いたしましたが、その後の進捗状況につ

いて、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 脳脊髄液減少

症につきましては、国において平成19年度か

ら21年度まで研究が行われておりましたが、専

門医の意見が分かれ、診断基準や治療方法は確

立されておらず、患者数も正確に把握できてい

ない状況にあります。このため国においては、

この研究を平成24年度まで継続し、診断基準や

治療に関するガイドラインの作成を目指すこと

としておりますことから、県としましては、こ

の研究動向について注目していきたいと考えて

おります。

○押川修一郎議員 なかなか診断書等も出ない

ということで、ややもするとよだきいといいま

すか、病気がなかなか証明できないものですか

ら、職場の中でも嫌な思いをしておられる人も

いらっしゃるというふうに聞くんです。そうい

う方々のためにも、先ほどありましたとお

り、24年度までさらに研究を続けてガイドライ

ンを作成されるということでありますから、24

年度までにはある程度の方向を出してもらわな

いと、そういう本当に患者さん方が困っておら

れる状況の回避ができないんではないだろうか

と思います。引き続き国のほうに、部長、要望

しておきたいと思いますので、よろしくお願い

をしたいと思います。

次に、地元の一ツ瀬川整備についてでありま

す。

９月議会で濵砂議員のほうからもありました

けれども、平成17年９月６日、大型で非常に勢

力の強い台風14号は、宮崎県において甚大な被

害をもたらしました。一ツ瀬川流域において

も、支流である三財川の破堤、はんらんを初

め、一ツ瀬川本川やその他の支流で堤防からの

漏水や流下能力不足区間からの外水被害など、

西都市、新富町、旧佐土原町にかけて807戸（全

半壊260戸、床上床下547戸）の甚大な被害が発

生しました。また、最近10カ年においては、平

成16年、17年、19年と、家屋の床上被害が頻発

しております。このようなことを受けて、11月

９日に一ツ瀬川の河川事業における事業評価委

員会が開催されたようですが、評価委員会での

審議の結果について、県土整備部長にお伺いい

たします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県では、大規

模な事業を新たに実施する場合、その必要性や

費用対効果等について評価を行い、第三者によ

る宮崎県公共事業評価委員会に諮問することと

しております。一ツ瀬川の河川事業につきまし

ては、河口から杉安橋までの間において、堤防

のない区間や、堤防の幅が狭い区間に加え、漏
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水が発生している箇所もあることから、堤防の

補強を初め、築堤や河道の掘削による河川改修

が必要であり、費用対効果も基準を満たしてい

ると判断しまして、今後、事業に着手する方針

について、先ほど議員がおっしゃったよう

に、11月９日に開催された当委員会に諮問した

ところです。審議の結果につきましては、評価

内容及び事業の方針については適切であると認

められたところであります。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。

次に、事業評価委員会の結果を受けて、一ツ

瀬川の河川事業について今後、県はどのように

取り組まれるのか、同じく部長にお伺いいたし

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 一ツ瀬川の河

川事業につきましては、事業評価委員会の審議

結果を受けまして、現在、社会資本総合整備計

画の中に位置づけ、交付金事業で要望している

ところであります。今後、必要な予算が確保さ

れた段階で事業に着手してまいりたいと考えて

おります。

○押川修一郎議員 社会資本総合整備計画の中

に位置づけ、交付金事業で要望しておられると

のことでありますけれども、整備期間はどのく

らいを予定しておられるのか、また予算はどれ

くらいなのか、あわせて部長にお伺いいたしま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 事業期間はお

おむね20年、総事業費を約56億6,000万円で計画

しているところであります。

○押川修一郎議員 ちょっと長いわけでありま

すけれども、しっかりお願いをしておきたいと

思います。

それから、口蹄疫発生地域として、今回、一

ツ瀬川に緊急雇用対策として河川事業を入れて

いただくということになっておりますが、内容

について、同じく部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 本年度、県単

独事業で実施する一ツ瀬川の河川事業につきま

しては、堤防の漏水対策が早急に必要な西都市

の下水流橋付近において、約400メーター区間

で、堤防への河川水の浸入防止を目的とした護

岸工などの堤防補強工事を、年内に発注する予

定としております。

○押川修一郎議員 緊急雇用対策なので、これ

は地元業者に配慮していただきますようにお願

いをしておきたいと思います。

次に、国道219号の整備促進についてでありま

す。

国道219号は、熊本市から宮崎市に至る九州中

央山地沿線14市町村の経済活動を支える動脈と

して重要な路線であります。九州縦貫自動車道

の人吉インターに連絡する道路として、また平

成13年３月に供用開始した東九州自動車道西都

インターとを結ぶ基幹道路としても、その役割

はますます大きくなっております。さらに、沿

線地域においては、生活道路としての機能はも

とより、産業経済の振興にとっても、この道路

は必要不可欠であります。本路線は、平成22年

３月に西米良村木之口バイパス、６月には西都

市薗元バイパスが開通し、さらに片内工区の完

成を見たところであります。また、現在整備中

の湯前町中里工区、西米良村横野工区に加え、

西都市十五番工区の新規着手がなされるなど、

当路線の整備につきましては御配慮していただ

き、沿線の方々も大変喜んでいらっしゃいま

す。しかしながら、西米良村―西都市区間にお

いては、未整備、未改良部分がまだまだ多く

残っております。特に、西都市瓢丹淵から西米

良村横野間の早期整備着手が望まれるところで
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あります。そこで、国道219号の十五番、横野、

両工区の取り組み状況と、西都市瓢丹淵から西

米良村横野までの未改良区間について、今後の

整備状況について同じく部長にお願いいたしま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 国道219号は、

熊本市と宮崎市を結び、県土を横断する重要な

幹線道路でありまして、重点的に整備を進めて

いるところであります。西都市十五番工区、

約1.5キロメートルにつきましては、昨年度、事

業着手しておりまして、本年度は測量設計及び

用地買収に取り組んでおります。また、西米良

村横野バイパス、約3.2キロメートルございます

が、昨年度から延長700メートルのトンネル工事

に着手しておりまして、現在、約300メートルま

で掘削が進んだところであります。西都市瓢丹

淵から西米良村横野までの未改良区間のうち、

横野バイパスに続く西都市側の約1.7キロメート

ルの区間につきましては、現在、ルート協議な

どの手続を進めておりまして、今後、必要な予

算が確保された段階で事業に着手してまいりた

いと考えております。残る未改良の区間につき

ましては、事業中の箇所の進捗を勘案しなが

ら、その取り組みについて検討してまいりたい

と考えております。

○押川修一郎議員 わかりました。お願いをし

ておきます。

それから、春田バイパスからつなぐ広瀬バイ

パスの取り組み状況についても、同じく部長に

お伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 219号広瀬バイ

パス、約3.2キロメートルでございますが、一ツ

葉有料道路などと一体となりまして、物流拠点

である宮崎港あるいは宮崎空港と東九州自動車

道の西都インターチェンジを結び、都市圏交通

の円滑化や物流ネットワークの効率化を図る目

的で整備を進めてきております。当バイパスは

平成15年度に事業着手しておりまして、これま

でに用地買収や盛り土工事など鋭意進めてきた

ところであります。本年度も、橋梁の工事に着

手するなど、引き続き改良工事を進め、早期に

完成供用を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 次に、児童へのわいせつに

ついて。県教委は19日、勤務する小学校の女子

児童の体をさわるなどしたとして、強制わいせ

つ容疑で逮捕された西都市立小学校の教諭を懲

戒免職にした。指導監督責任を問い、校長を戒

告の懲戒処分にした。県教委によると、教諭

は、逮捕前、学校の聴取に対し、複数の女子児

童にキスしたり、胸をさわったりしたことを認

めた。「児童に触れたかった」と話したとい

う。渡辺教育長は、「極めて遺憾で、教職員の

服務規律の徹底を図る」とコメントされており

ます。この事件について知事はどのように受け

とめておられるか、お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 教職員が強制わいせ

つ容疑で逮捕された事件につきましては、子供

の心を深く傷つけるとともに、教育に対する県

民の信頼を著しく損なうものであり、大変遺憾

に思っております。私は、今回のような教職員

の不祥事を根絶するためには、教職員一人一人

が原点に立ち返り、教育者としての使命と責務

を深く自覚するとともに、不祥事をみずからの

こととして受けとめることが何よりも大切なこ

とと考えております。

○押川修一郎議員 次に、過去５年間の教職員

の懲戒処分の実態と対応について、教育長にお

伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） これまでの教職員の
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懲戒処分の件数でありますが、平成18年度が35

件、19年度が24件、20年度が29件、21年度が27

件、本年度につきましては、11月19日現在で18

件となっております。その内容につきまして

は、交通違反・交通事故によるものが約７割を

占めておりまして、残りの３割が、体罰、セク

シュアルハラスメント、その他となっておりま

す。県教育委員会といたしましては、教職員の

不祥事を防止するために、すべての教職員に対

して「服務規律等マニュアル」を配付し、学校

内での研修の充実を図るとともに、昨年度は、

教師として生きる意味をかみしめてほしいとの

願いから、教育長名でのメッセージを発したと

ころであります。本年度につきましても、年度

当初の市町村教育委員長・教育長会や公立学校

長会において、教職員の綱紀の保持等の徹底に

ついて強く要請しますとともに、11月初めに

は、改めて服務規律に係る公立学校長会を開催

するなど、さまざまな取り組みを行ってきたと

ころであります。このような中で今回の事件が

発生したことにつきましては、私といたしまし

ても極めて遺憾に思っております。このため、

学校に対しまして、教職員の綱紀の保持及び服

務規律の遵守について、先ほど申し上げました

本年度の18件すべての懲戒処分の内容も示した

緊急通知を出すなど、指導の徹底を再度指示し

たところであります。

○押川修一郎議員 しっかりした指導と定期的

なチェックをしながら、もう二度とこういうこ

とが起こらないような形の中でお願いをしてお

きたいと思います。

最後に、知事の政治姿勢についてでありま

す。

後学のためにお聞きしておきたいと思いま

す。「僕は次の知事選にはぜひクリーンでしが

らみのない方をお願いしたい。また、後継者指

名はありません。できればクリーンでしがらみ

のない、私がこれまでやってきた県政のやり方

を受け継いでいただく方を県民の皆様方に選ん

でいただきたい」とあります。それから、「明

らかに、この方がおなりになると、あるいはこ

の方がバックについていたら、県政が逆戻りす

るな。時計の針が戻るな」などとブログに書い

てありますが、いま一度、知事の言われる「し

がらみ。時計の針がもとに戻る」についてお考

えをお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 一般的に、政治的な

意味でのしがらみとは、政治家と特定の組織、

団体、企業などとの特別な関係、なかんずくそ

の利益を代表したり、利益供与、利益誘導等の

関係等にありまして、中立、公平公正な行政運

営を損なうおそれがあるというふうに、自分で

は定義づけておるところであります。

○押川修一郎議員 団体とか、そういう何らか

の利益がある方々とのしがらみというようなこ

とで理解しますけれども、個人的であれば、そ

ういったものはないというようなことで理解を

してよろしいでしょうか。例えば、我々はオ

ギャアと生まれてきたら親子のしがらみ、ある

いは兄弟のしがらみ、地域のしがらみ、いろん

なしがらみの中で生きてきているわけでありま

すが、個人であれば、そういったしがらみとい

うものはないということでよろしいでしょう

か。

○知事（東国原英夫君） 重複しますけれど

も、あくまでも政治的な意味でのしがらみとい

うことで申し上げておりますので、そういった

ことで県政運営を損なうおそれ、あるいは県益

に不利益をもたらすものという理解をしており

ます。
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○押川修一郎議員 ありがとうございました。

以上をもちまして、すべての質問を終わりま

す。（拍手）

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 先ほど議

員のほうから、本県の観光客数について御質問

がありましたけれども、平成21年度の県外観光

客につきまして、448万4,000人と申し上げまし

たが、実際は440万4,000人でございます。訂正

させていただきます。

○中村幸一議長 ここで休憩いたします。

午後２時59分休憩

午後３時10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、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 先日、川南

町にあります白髭神社というところに行ってま

いりました。例大祭があったんですけれども、

ここは家畜の慰霊が行われる神社として、畜産

農家のみならず、地域の方々には広く知られて

いる神社です。ことしは例年以上の参拝者が集

われ、境内に清めの塩が満遍なくまかれ、その

後、神事がとり行われました。そのとき、御年

配の畜産農家夫婦の方とお話をする機会があっ

たのですが、私が、いつから再導入されるんで

すかという話をしましたところ、「もう疲れま

した。畜産は卒業します」と、そういう返事が

返ってきました。「畜産を始めてずっとこの神

社にお世話になってきたから、きょうは今まで

のお礼と卒業の報告に参りました」と、寂しげ

な表情で語られました。さらに、「えさをつ

くっちょった畑が要らんようになりました。だ

れかそれを借りてくれる人がおったら教えてく

ださい」と言われ、そんなこと言わんで頑張り

ましょうやと、そんな軽はずみな励ましはとて

もできるような雰囲気ではありませんで、私

は、ただただ耳を傾けることしかできませんで

した。家畜の再導入が始まる一方で、高齢や後

継者がいないということで廃業を余儀なくされ

ている方もたくさんいらっしゃいます。生産者

の悲痛は生産者にしかわかりません。でも、そ

の苦悩が少しでも軽減されるよう、執行部にお

かれましては、積極的かつ明瞭な答弁を、また

生産者や高齢者の方々に光が差すような答弁を

期待しつつ、９月定例議会に引き続き口蹄疫関

連の追跡質問から入らせていただきます。

まず、畜産農家の方々のみならず、県民全体

の関心事の一つであります口蹄疫の感染源と感

染ルートの解明についてであります。知事にお

かれましては、県独自の調査チームを配置さ

れ、疑似患畜農家292戸全戸のサンプリングを実

施されるなど、積極的に活動展開されているこ

とは評価いたします。さらに、国の疫学調査

チームとの連携により、相当の事実解明がされ

ていると思われます。それでは、現時点におい

て、口蹄疫対策検証委員会からの報告も含め、

どこまで感染源及び感染ルートの解明がされて

いるのか、知事にお伺いをいたします。

以下の質問につきましては、自席にて行いま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

県の検証委員会では、10月29日に開催した第

３回会議におきまして、これまでの調査・検証

作業を踏まえ、さまざまな課題について「中間

的な論点整理」という形で取りまとめをいただ

いております。その中で、今回の口蹄疫が本県

に入ってきた感染源や感染ルートの解明の問題

についても言及しておりますが、具体的には、
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現在、国が行っている疫学調査において、６例

目の発生農場を初発としていることについて、

それ以前に他の農場で感染していなかったとす

る証拠はないこと、仮に感染原因が特定できな

い場合であっても、感染源として疑われるもの

の可能性に言及することが、今後の対策上必要

であることといった点などを指摘しており、こ

れらは、国の検証委員会に対しても直接、意見

を申し上げたとのことであります。口蹄疫の感

染源や感染ルートの解明につきましては、今後

の対策を講じる上で大変重要な課題であります

ので、県の検証委員会では、関係農家や企業等

に協力を求めながら調査を行っているところで

ありますが、証拠となる検体や書類等が少ない

こともあり、非常に難しい作業であると聞いて

おります。〔降壇〕

○図師博規議員 今、答弁にありましたとお

り、この調査には強制権がないんですね。その

調査活動が難航していることは、よく理解して

おります。しかし、感染拡大の原因解明なしに

効果的な対策が立てられないことも事実です。

今の知事の答弁にもありましたが、口蹄疫対策

検証委員会による「中間的な論点整理」におき

ましても、「感染原因が特定できない場合で

あっても、疑われる可能性については言及する

ことが必要」とされています。私も、個人名や

企業名を挙げて犯人捜しをしろと言っているわ

けではなく、何例目と何例目には強い関連性が

あり、また感染媒体、何によってそれが感染し

たかなどについては、わかり次第公開していく

べきだと思われます。今の知事の答弁ですと、

検証委員会からの報告を待ってでしか公開でき

ないようにも受け取られかねませんが、この件

につきまして、総務部長はどのような見解をお

持ちでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 県の検証委員会で

は「中間的な論点整理」の中で、今後の防疫対

策を進める上で、「今回のウイルスが日本にど

のようにして持ち込まれ、どのようなルートで

宮崎に感染したのかを明確にしなければならな

い」と述べておられます。その中で、国の疫学

調査への期待を表明するとともに、今、議員が

おっしゃいましたように、「感染原因が特定で

きない場合であっても、感染源として疑われる

ものの可能性に言及することが必要である」と

指摘しております。この検証委員会では、中間

的な論点整理の後にもさらに調査を続けており

まして、調査の中で出てきた問題点等につきま

しては、できるだけ具体的に指摘がなされて、

提言がなされるというふうに考えておるところ

です。

○図師博規議員 それはいつなのかという話で

すね。今何かできないんですかというところを

聞きたいんですけれども、具体的に、今後、そ

の提案をし、また公開を進めていくということ

ですが、今の答弁では具体的なものは何も示さ

れていません。

では、さらに踏み込んだ質問をさせていただ

きます。感染拡大調査におきまして、最も詳細

な情報収集が可能である県家畜改良事業団及び

畜産試験場川南支場において、聞き取り調査は

既に終わっているということですね。さらに、

児湯郡からえびの市、都城市、宮崎市に感染が

拡大した経路については、調査項目はかなり限

定的で、またその原因についても絞り込みがさ

れていると信じます。そこで、現在に至るまで

どのような調査が実施され、どのような結果に

至っているのか、これについては農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 感染拡大等の
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原因究明につきましては、国の疫学調査チーム

による聞き取り調査が行われておりまして、こ

れらの調査結果を踏まえ、本日、国において

「中間取りまとめ」が発表されると聞いており

ます。一方、県の検証委員会におきましても、

農家等へのヒアリング調査や関係者を幅広く対

象としたアンケート調査が実施されておりまし

て、今回の口蹄疫の初動対応や防疫措置のあり

方など、幅広く意見聴取が行われているところ

でございます。今後とも、県の検証委員会にお

いては、必要な調査を実施するとともに、国の

疫学調査チームの「中間取りまとめ」等も踏ま

えながら、検証作業が進められると聞いており

ます。

○図師博規議員 私が今、農政水産部長に投げ

かけた質問は、９月の定例議会でも全く同じ質

問をさせていただいております。そのとき、

「県としては国の調査チームに引き続き協力す

るとともに、検証委員会独自の調査チームによ

り感染経路究明に取り組んでいく」という答弁

をされているんです。部長、今の答弁とどこか

違いますか。先ほどの答弁も、９月に聞いた答

弁とほとんど同じだと私は受け取ります。９月

から何ら調査研究が、また原因究明に近づいて

いるのか、進んでいないのではないかという懸

念を抱いてしまいます。

そこで、先ほどの答弁を踏まえてですが、国

は疫学調査チームの定期報告の中で、口蹄疫初

発は感染確認の６例目の可能性が高いというこ

とや、えびの市への感染拡大については運搬車

両がその媒体となったのではないかというよう

なところまで示されています。県は独自の調査

チームで調査を進められているわけですが、国

が得ている情報と同じような情報は現場から収

集できているのか、また国が示している見解と

同じような見解を持たれているのか、また、そ

の見解とは違う県独自の見解があるとするなら

ば、その説明をしてください。これは総務部

長。

○総務部長（稲用博美君） 県の検証委員会で

は、現地調査や聞き取り調査等の中で得られた

証言、あるいは国の疫学調査の内容等を踏まえ

ながら、感染源や感染ルートの解明に取り組ん

でいるところであります。国が６例目の農場を

初発としていることにつきましては、「もっと

十分な調査を行うべきではないか」という意見

を申し上げているところであります。また、今

後の対策としまして、科学的に初発がどこなの

かを解明できるような疫学調査のルールを定め

る必要があること、あるいは行政機関には農場

等への立入検査権や強制調査権を付与すべきで

はないかといった点なども指摘しているところ

であります。いずれにしましても、先ほど申し

上げましたように、まだ調査も続けております

し、今後、調査の内容等を踏まえまして、宮崎

県の検証委員会としての見解を取りまとめるこ

とになるというふうに理解しております。

○図師博規議員 検証委員会としての内容を取

りまとめるというのはわかっておるんです。私

は、検証委員会の報告を待つんじゃなくて、

きょう、この本会議場で何か新たな情報があれ

ば公開してくださいと。どこまで県が独自で調

査しているのかを知りたいわけなんですけれど

も、今そのような具体的な答弁は全くありませ

ん。９月議会から３カ月過ぎました。たかが３

カ月、いや、違いますよ。生産者にとっては、

感染源もわからない、ルートもわからないまま

家畜の買いつけをし、そして導入が11月から始

まっているわけです。薄氷を踏むようなこの３

カ月間で、また緊張感にさらされ続けるのかと
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思うと、本当に心が痛みます。どうか一刻も早

い情報の公開、それに伴う原因の究明がされま

すことを切に要望いたします。

それでは、次に参ります。これも９月議会で

取り上げた、本県家畜保健衛生所の家畜防疫員

についてであります。家畜防疫員は、１人当た

りの家畜頭数で比較しますと、全国で最も多い

２万8,000頭を受け持っているということになり

ます。防疫体制を強化するためにも、家畜防疫

員の増員や資質の向上に努めるとともに、農業

共済組合や獣医師会などと連携を図り、民間獣

医師に参画していただくことも不可欠でありま

す。口蹄疫対策検証委員会の論点整理の中で

も、農場当たりの飼養頭数に上限を設けること

や、飼養頭数に応じた管理獣医師の配置を義務

づけることが述べられています。ここでは、現

在どのような管理獣医師等の配置が検討されて

いるのか、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 農場当たりの

飼養頭数に上限を設けることや、飼養頭数に応

じた管理獣医師を配置することにつきまして

は、口蹄疫等の家畜伝染病の発生防止や早期発

見を図る上で非常に重要であると考えておりま

す。しかしながら、飼養頭数の設定に当たって

は、個々の農場の経営実態を十分に踏まえるこ

とや、法的な強制力をもって行われる必要があ

ることから、厳しいものがあると考えておりま

す。一方、管理獣医師の配置には、新たな経費

の負担や、特に養豚では専門の獣医師の確保が

必要となるなど、さまざまな課題がありますこ

とから、まずは口蹄疫の被害を受けた児湯地域

において、新生養豚プロジェクト協議会や関係

機関と協議してまいりたいと考えております。

○図師博規議員 今、部長の答弁によります

と、管理獣医師の配置は厳しいということを言

われましたが、その答弁では、検証委員会が提

言している内容、論点整理の内容が既に理想論

ばかりで無謀な提言をされていて、現実不可

能、絵にかいたもちみたいなことを答弁されて

いるように私には聞こえるんです。私は、より

積極的な取り組みの中で生産者を安心に導いて

ほしいんですけれども……。

では、次に行きます。復興方針の一つとし

て、今、県は国に対し、安心・安全な食料供給

産業づくりを目指すプロジェクト、農を核とし

た「未来型食料供給産業」創出特区、いわゆる

総合特区制度の提案をされています。これは、

以前、県が検討していた復興特区の内容であっ

た国庫補助事業の補助率かさ上げや、国の直轄

事業の優先的実施などは織り込まれていないん

です。では、今、県が進めようとしている総合

特区は具体的に何を目指されているのか、また

特区申請後、現在、どのような状況、進捗状況

になっているのか、これは県民政策部長にお伺

いします。

○県民政策部長（山下健次君） お尋ねの口蹄

疫の関連で要望しておりました復興特区につき

ましては、制度の創設自体は認められませんで

した。ただ、実際上は、畜産農家への手当金等

の免税措置、あるいは補助事業の優先採択等へ

の配慮と、要望として掲げていた項目の趣旨や

内容については、しっかりと受けとめていただ

いたというふうに考えております。また、口蹄

疫からの再生・復興を進めるに当たり、畜産の

高付加価値化、それから産地構造・産業構造の

転換など、本県の農畜産業の新たな展開を図る

ということが重要となってまいりますので、こ

れはまた、先ほど議員から御質問がございまし

たように、別途の観点といいますか、別の視点

から、内閣府が募集いたしました総合特区制度
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のアイデアとして、国際競争力のある企業的農

業の創出、あるいは口蹄疫の経験を踏まえた安

全・安心な食料供給体制づくりなどを柱といた

します「未来型食料供給産業」創出特区を提案

しているところでございます。現在、国におい

て手続等に関する検討が進められておりまし

て、今後、正式な提案募集が行われるというふ

うに伺っているところでございます。したがい

まして、口蹄疫からの再生・復興と、その後の

新たな産業展開を図っていくために、本県から

の提案が採択されるよう努めてまいりたいと考

えております。

○図師博規議員 総合特区制についての申請

は、御存じかと思うんですが、全国自治体か

ら450以上もの申請が上がっているようです。何

としてでも本県、復興特区が見送られたのもあ

りますし、総合特区はかち取ることができるよ

うに、さらなる努力をしていただきたいと思い

ます。

それでは次に、口蹄疫復興に対する内容です

が、児湯地域におきましては、特定疾病を持た

ない家畜を導入し、維持するための検査体制を

整備する、いわゆるウイルスレス地帯の構築に

ついて伺っていきます。口蹄疫ウイルス以外

の、牛のヨーネ病、牛白血病、豚のオーエス

キー病や呼吸障害症候群などの特定疾病もない

畜産地帯をつくることは、家畜が一頭もいな

かった児湯地域だからできる、まさにピンチを

チャンスに変える絶対的タイムリーな取り組み

であります。執行部におかれましても、９月議

会の答弁で、児湯地域に特定疾病を侵入させな

い体制を構築し、我が国のモデル的な畜産地帯

となるよう、家畜の導入元の検討や導入後の検

査体制のあり方、またそれらを維持するための

体制づくりについて、生産者を含め、関係団体

と協議を進めると明言をしていただきました。

現在、児湯地域では家畜の再導入が着々と進め

られていますが、これまでどのような団体との

協議、連携が行われ、今後どのような検査体制

がつくられていくのか、農政水産部長にお伺い

します。

○農政水産部長（髙島俊一君） 児湯地域の畜

産の再生・復興に当たりましては、特定疾病の

ない地域づくり等により、全国のモデルとなる

畜産の再構築を図ることといたしております。

具体的な取り組みといたしましては、豚につき

ましては、生産者みずからが設立した新生養豚

プロジェクト協議会を中心に、オーエスキー病

などの発生していない清浄な地域からの導入に

取り組んでいるところでございます。一方、牛

につきましては、特定疾病のない地域づくりを

行う上で、対象とする疾病や、その陽性牛の取

り扱いなど、さまざまな課題があることから、

農協中央会や経済連、さらには児湯地域の市

町、農協などの多くの関係機関・団体と現在、

協議を進めているところでございます。

○図師博規議員 私が調べたところによります

と、経済連の直営農場に預けられた牛について

は検査実績があるようですけれども、今、民間

が着々と入れている、導入されている牛につい

ては、ほとんど検査が実施されていないという

ことも聞いております。確かに、今、部長答弁

がありましたが、陽性牛については県下にたく

さんいるわけで、児湯だけが検査体制を確立す

るというのは非常に難しい、また費用も膨大な

ものがかかると思われますけれども、再度言い

ますように、これはピンチをチャンスに変える

事業であります。ある程度の地域の差別化を思

い切って図っていただいて、導入後も高値で、

またブランド化が一気に図れるような事業をぜ
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ひ推進していただきたいと、強くお願いいたし

ます。

それでは次に、口蹄疫被害を風化させないた

めの取り組みについて伺います。口蹄疫に関す

る各種情報の発信については、県庁ホームペー

ジで行われており、資料などの展示保管につい

ても検討がされていると聞いております。ここ

では、９月定例議会の際、答弁のあった、新学

習指導要領の全面実施に向けて、口蹄疫の怖さ

や被害の状況、多くの苦難を乗り越えた畜産農

家の方々などの取り組みや復興への願いなどを

織り込むとされた社会科副読本の改訂状況につ

いて、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） ただいまお話にあり

ました副読本につきましては、口蹄疫被害を風

化させないために、処分された家畜の頭数や畜

産農家の方々の苦悩、防疫にかかわった関係者

の努力、さらには口蹄疫終息宣言等の内容を、

統計資料や写真などを用いながら紹介する予定

としております。その資料を使いながら、口蹄

疫の被害がどんな様子であったのか、またそれ

にどう対応したのか、さらに県民が復興に向け

てどう取り組んでいるかを、子供たちが主体的

に調べることができるような構成で、副読本の

編集作業を進めているところであります。今後

の予定といたしましては、12月までに編集作業

を終え、来年４月には小学校の３・４年生すべ

てに副読本を配付し、各学校で活用できるよう

に計画しているところであります。なお、この

副読本は社会科の副読本で、「わたしたちの宮

崎県」ということでありまして、お話にありま

したように、新しい学習指導要領の全面実施に

向けまして、その改訂を行っているところであ

ります。以上です。

○図師博規議員 具体的にいつからというとこ

ろまでの明確な答弁をいただきました。実は、

つい先日、島根県で小学校教諭をしている私の

友達から連絡がありまして、「島根でも口蹄疫

の被害や対策についての授業をしたいんだが、

参考となるような資料はないか」という問い合

わせがあって、県庁のホームページの資料を紹

介したところ、ちょっと難し過ぎるということ

で採用されなかったわけなんです。今回、教育

委員会中心で取り組まれる副読本は、全国の教

育現場にも生かしてほしい、また全国の教育現

場で友愛精神を醸成するような副読本にしてほ

しい、また口蹄疫を過去のものにしないために

も、今後も有効に活用していただきたいと思い

ます。

それでは、次の質問項目に移らせていただき

ます。医療福祉に関する現場の内容について、

執行部に質問させていただきます。

まず、お手元の議場配付資料をお目通しくだ

さい。これによりますと、本県におきまして

は、2000年より人口減少が進み、今から20年後

の2030年には100万人を大きく割り込み、96

万2,000人となる、そのような推計が出ておりま

す。これに反比例するがごとく、高齢化率は上

昇していくわけです。資料には記載されており

ませんが、2010年では65歳以上が占める割合

は25.7％に対して、20年後の2030年には36.2％

と10％余り上昇し、実に県民の３分の１以上

が65歳以上となります。そして、その下の表を

見ていただきますと、これは人口減少による労

働力減少を示す資料でございます。これにより

ますと、雇用政策により、若者や女性、高齢者

が労働市場に参加が進んだ場合でも、20年後に

は労働力人口は50万人を切ってしまうというこ

とを示しています。そして、増大する高齢者介

護ニーズを支えるためのマンパワーである介護
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関係職員が今後どの程度必要となってくるかに

つきまして、この件については資料はございま

せんが、厚労省が出しております「社会福祉事

業に従事する者の確保を図るための措置に関す

る基本的な指針」というものがあります。これ

から推計するに、本県におきまして、高齢化率

が１％上昇したときには300人程度の介護職員の

確保が必要となり、10％上昇するということ

は3,000人の追加人員の確保が必要となるという

ことを示しています。これは、現在就労されて

いる介護職員の方々が維持されるというのが前

提の数字ですので、途中退職や定年退職された

方の数を加味すれば、さらに多くの人材育成と

確保が必要となるということを意味していま

す。そこで、福祉保健部長にお伺いしますが、

県は、今後増大するであろう介護ニーズを支え

るための介護関係職員について、人材の育成と

確保を図っていく、どのようなビジョンをお持

ちなのか、お伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県の介護人

材につきましては、現在のところ、都市部に比

べますと逼迫する状況にはございませんが、少

子高齢化が進行する中、今後、人材の確保は大

変重要な課題となってまいるものと考えており

ます。県といたしましては、長期的な人材確保

のためには、本県の将来の介護現場を担う若年

層の確保と育成が何よりも肝要であると認識し

ておりますので、福祉人材センターにおける就

労支援に加えて、職場体験事業や養成施設との

連携により、学生等に介護職の魅力を伝える事

業等にも積極的に取り組んでいるところであり

ます。今後とも、長期的な視点を持って、介護

人材の安定的な確保に努めてまいりたいと考え

ております。

○図師博規議員 養成学校、養成施設との連携

により人材確保に取り組んでいるという答弁を

いただきました。それでは、そのことについて

質問をさせていただきます。高齢者介護の中心

的専門職として介護福祉士という国家資格があ

ります。県内には幾つの介護福祉士の養成学校

があって、定員に対して何％ほどの入学者数と

なっているのか、ここ３年間の推移を示しなが

ら答弁を求めます。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、平成20

年度の県内の介護福祉士養成施設の入学状況で

ありますけれども、大学、短大、専修学校、合

わせて８校の定員362名に対しまして、45.6％

の165名となっております。次に、平成21年度に

つきましては、専修学校２校の募集が停止され

たことにより、定員が292名に減少しております

が、入学者は178名に増加し、定員充足率は61.0

％となっております。最後に、平成22年度につ

きましては、定員は前年度と同数ですが、緊急

雇用対策事業の実施等によりまして、入学者

は292名に増加し、定員充足率は100％となって

おります。

○図師博規議員 今の御答弁、ことしは緊急雇

用対策事業の効果もあって100％とのことですけ

れども、前年度は、既に募集している学校が２

校、募集をやめているということもありまし

て、それらが順次募集していた場合には、充足

率はやはり低いと言わざるを得ないようです。

そして、ようやく就労にたどり着いたとして

も、介護職は低賃金で過重労働がゆえに長続き

しないという実態は県民周知のとおりです。県

として、介護職員が就労した後、それがどの程

度定着しているかに関して調査を行い、またそ

の実態を把握されているでしょうか、福祉保健

部長。

○福祉保健部長（高橋 博君） 介護職員の離
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職率についてのお尋ねというふうに理解します

と、本県の介護職員の離職率は、介護労働実態

調査によると、平成18年は19.9％でしたが、平

成21年は17.4％と若干改善されております。ま

た、全産業の離職率は、雇用動向調査によりま

すと、平成20年は15.1％となっており、介護職

員の離職率のほうが高くなっております。な

お、平均経験年数は、介護労働実態調査により

ますと、平成18年は6.9年でしたが、平成21年

は5.4年と短くなっております。

○図師博規議員 今、答弁のとおりでございま

す。離職率は他産業よりも高い17.4％で、平均

勤務年数は５年余りなんです。ここ３年でさら

に１年６カ月も平均勤務年数が短くなっている

というこの事態は、ゆゆしき事態だと私は考え

ます。仮に、介護職員の養成施設などで人材育

成が順調に推移しても、高齢者の介護ニーズを

支え続けるということは困難な局面が迫ってい

ると、私はとらえております。

そこで、国はＥＰＡに基づき、東南アジアか

らの介護士・看護師の候補生受け入れを３年前

から始めており、候補生は全国で研修をしなが

ら国家試験の勉強に励んでいます。しかし、受

け入れ施設の経済的、教育的負担が大きく、制

度的にはまだまだ未成熟な部分もあり、何よ

り、今まで家族が中心であった日本の介護分野

に海外の方がなじめるのかどうか、私は確信が

持てなかった。私は、このままこれを見過ごす

わけにはいかないと、実際、インドネシアまで

飛びました。ジャカルタまで行って、介護福祉

士の候補生を養成する専門学校の視察をしてま

いりました。その学校は、看護大学を卒業した

人しか入学できず、非常に学力の高い方がたく

さんいらっしゃり、また日本向けの看護や介護

技術はもちろんのこと、日本語教育に重きを置

かれ、日本において少しでも即戦力として働け

るよう熱心な教育が行われておりました。私

は、抱いていた感情を覆すほどの衝撃と感動を

覚えて帰ってきました。そこで学生に聞いたん

です。「何で日本で働きたいんですか」と。す

ると、「私には兄弟が８人います。両親も貧し

い暮らしが続いております。ぜひ家族を助けて

やりたいんです」というような話が返ってき

て、自分のためじゃなくて家族のために働きた

いんだというような強い意志を示される学生が

大半でした。日本におきましては、その国家試

験の合格率が非常に低いという現実も踏まえま

して、試験問題に振り仮名を振るなどして、東

南アジアからの看護や介護力の確保に大いに前

向きに取り組む姿勢を今、示しつつあります。

そこで、本県には東南アジアからの候補生受け

入れをしている施設はどの程度あるのか、ま

た、将来の介護人材確保の選択肢として、看護

師・介護福祉士候補生の受け入れについてどの

ような見解を持たれているのか、福祉保健部長

にお伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） ＥＰＡに基づ

く海外からの介護福祉士候補者の受け入れにつ

いてでございます。現在、インドネシア及び

フィリピンとの間で協定が発効し、受け入れを

実施しているところですが、我が国の平成22

年10月までの就労者受け入れ実績は、インドネ

シアから370人、フィリピンから262人の合計632

人で、本県においては、まだ受け入れ実績がな

いところであります。これは、本県の現状が、

都市部に比べ人材が逼迫する状況にないこと

や、受け入れ施設側の負担が重いこと、また日

本語能力への不安等が理由と考えられますが、

高齢化が進展する中、長期的には、ＥＰＡに基

づく介護福祉士候補者の受け入れは大変重要な
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視点であると認識をしております。県としまし

ては、今後とも、国等の動きを注視し、質の高

いサービスの提供に努めてまいりたいと考えて

おります。

○図師博規議員 認識、見解については前向き

な御答弁をいただきましたが、全都道府県で東

南アジアからの候補生受け入れの実績がない自

治体は、本県だけなんです。他県では公立の施

設でも候補生を受け入れているところもありま

すし、神奈川県や静岡県では単独で補助金を創

設して、積極的かつ計画的に東南アジアからの

人材確保にも努めている、そういう自治体もあ

るんです。本県におきましても、民間の施設経

営者の方々と話をしますと、候補生受け入れに

ついて前向きな施設は複数あります。先ほどか

ら述べているように、将来的には介護職員が不

足する事態が予測されますので、グローバルな

人材確保にも重きを置いて、今後、政策展開を

していただきたいと思います。

それでは、少しここから角度を変えまして、

高齢者施設への入所待機者に関する質問をさせ

ていただきます。既に高齢者施設への待機者

は、特別養護老人ホームや軽費老人ホームなど

だけでも3,500名を超え、これに老人保健施設や

ケアハウスなどを含めると、優に4,000名を超え

るんではないかという状況に陥っております。

さらに、現在は凍結となっている療養型病床群

の廃止が現実のものになったときには、一体ど

んな状況になるのか。国は今ごろになって、養

護老人ホームなどの入居者に対して、在宅サー

ビスであるホームヘルプサービスなどの利用を

可能とし、施設設置の目的を度外視して、要介

護状態となっても長期療養が可能な特別養護老

人ホーム化を進めています。そもそも、介護保

険は何のために導入されたのか。それは、利用

者がみずからの自己決定、意思決定により、住

みなれた地域で暮らせるための保険導入であっ

た。その内容は既に機能不全に完全に陥ってい

る状態にあります。では、ここで、本県の高齢

者施設への待機者及び今後上昇する高齢化率に

対してどのような施設整備計画があるのかを再

度、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 高齢者入所待

機者への対応策につきましては、市町村とも協

議しながら、第４期介護保険事業支援計画に基

づき、特別養護老人ホーム等の施設整備を計画

的に進めているところでありまして、現在まで

の整備実績は、特別養護老人ホームが約100床、

認知症高齢者グループホームが約150床、介護つ

き有料老人ホーム等の特定施設が約150床となっ

ております。また、特別養護老人ホーム併設の

ショートステイ床の定床化や、昨年度創設した

介護基盤緊急整備等臨時特例基金を活用した認

知症高齢者グループホーム等の整備を進めてい

るところであります。

○図師博規議員 今答弁にありました第４期計

画、これは３カ年計画となっておるわけです

が、３カ年かけて特別養護老人ホームからグ

ループホームの整備を含めても約400床しか整備

されない、そういう簡単な足し算ですね。つま

り、その整備計画では4,000名余りの待機者を受

け入れるだけでも10年、いやそれ以上、20年、

またその間には高齢化率はどんどん上昇してい

きます。つまり、何が言いたいかというと、今

の計画と現場の実態は大きく乖離しているとい

うことが歴然なんです。この状況を改善するた

めに、施設をどんどんつくるというのも一つの

選択肢かもしれませんが、そういう状況を改善

するために大きな指標を示してくれているのが

長野県なんです。長野県は、質の高い高齢者の
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療養環境整備、つまりクオリティー・オブ・ラ

イフのためのサービスを構築しています。

先日、医療対策特別委員会でも長野県に出向

き、その内容を研修してきました。資料を配っ

ております。裏面を見てください。これは、都

道府県別の１人当たりの高齢者関係医療費と在

宅で高齢者をみとる割合の相関関係を示す資料

です。この資料から読み取れることは、長野で

は、施設型の福祉に頼らず、介護保険導入目的

でもある在宅福祉・在宅医療の展開により、結

果として高齢者の関係医療費も最低水準まで抑

制できているということ。それを示す資料とし

てはよくできていると思います。この保健活動

及び訪問介護・看護、そして往診体制の整備と

いうのは、一朝一夕でできることではないとい

うのはよくわかりますが、人口規模も産業構造

も、さらには中山間地を抱えるという地理的条

件も、本県と長野はそう大差ないです。その大

差ない県でこういう取り組みをされているとい

うことからは、大きく学ぶことがあると思われ

ます。福祉保健部長、本県と長野の取り組みで

今、具体的に何が違って、何を改善していかな

きゃいけないのか、その認識をお伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 指標にあらわ

れる長野県と本県との違いを見てみますと、ひ

とり暮らし高齢者率が本県よりも低くなってい

ること、また高齢者１人当たりの訪問看護件数

が多くなっていることなどが挙げられます。こ

れらの指標だけでは十分な違いは明確ではあり

ませんが、長野県の１人当たり後期高齢者医療

費が低いことや在宅死亡率の高さの背景には、

在宅の医療や福祉を支えるサービス提供体制や

地域保健活動の充実、さらには家族や地域で在

宅ケアを支える住民の方々の意識の高さなど、

さまざまな要因があると考えております。

○図師博規議員 今御答弁ありましたそのとお

りなんですね。そして、長野と宮崎の大きな違

い、それは核となる病院、佐久総合病院が長野

にはありまして、そこには地域医療を志す研修

医も多数、また本県からも多数集まっていると

いう実態もあります。ただ、佐久総合病院がな

いから宮崎はだめなんだとあきらめるんではな

くて、部長が今言われたとおりの訪問をふや

す、そういう拠点のステーションをふやすとい

うことも大切な取り組みかと思われます。家族

や地域で在宅ケアを支える意識を高く維持する

ためには、行政福祉サービスの下支えがなけれ

ば実現するものではありません。今まさに宮崎

も、福祉型、在宅の福祉を中心にすべき、そう

いうことを声高らかに宣言していただいて、か

じを切るときだと私は考えます。

実は私も今、公務の合間に祖父、祖母を介護

しております。特に、祖母は家で介護しており

ます。介護度４です。家族と交代で夜間は寝泊

まりをして、おむつをかえ、そして朝を迎え

る。ばあちゃんがそこで冷たくなってはいない

か、それを心配しながら布団をはぐる日々が続

いております。ただ、家族介護は大変です。心

身ともにとても疲れます。家族間のストレスが

非常に大きくなっているのも現実です。このよ

うな思いをされている多くの県民のためにも、

福祉、特にそれは在宅という福祉で、今後、介

護、看護、そして医療サービスが受けられる体

制整備を構築していただき、また私も専門的見

地から積極的な政策提言を今後もさせていただ

くということを申し述べ、一般質問を終わらせ

ていただきます。（拍手）

○中村幸一議長 以上で本日の質問は終わりま

した。
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◎ 常任委員長審査結果報告

○中村幸一議長 次に、議案第14号から第16号

までの各号議案を議題といたします。

ただいまから常任委員長の審査結果報告を求

めます。まず、総務政策常任委員会、押川修一

郎委員長。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告い

たします。

今回、当委員会に付託を受けました議案第14

号及び第16号について慎重に審査をいたしまし

た結果、議案第14号については賛成多数で、議

案第16号については全会一致で、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。

以下、審査の概要について申し上げます。

議案第14号「職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例」について、当局より、「今

回の改正は、平成22年度の人事委員会勧告及び

国家公務員の給与改定の状況等を踏まえ、若年

・中堅層等を除き、給料月額を平均で0.1％引き

下げ、期末・勤勉手当について支給月数を年間

で0.2月分引き下げる等の所要の改正を行うもの

である」との説明がありました。

このことについて、複数の委員より、県財政

への影響及び市町村において同様の改正が行わ

れた場合の影響について質疑があり、当局よ

り、「県の一般会計全体で給料・諸手当分で

約15億円、共済費等も含めると約18億円の減額

になる。また、県内市町村全体で同様の改正が

行われた場合には約９億5,000万円の減額になる

と推計している」との答弁がありました。この

ことに対して委員より、「消費の落ち込みが大

きい現在の経済状況の中では、逆に民間の給与

等を引き上げるような方策が必要であり、今回

の給与等の減額が県下に及ぼす影響は非常に大

きいのではないか」との意見がありました。ま

た、今回の条例改正による獣医師の初任給調整

手当の創設について、委員より、「ことしの口

蹄疫による被害により獣医師の確保の大切さが

再確認された。今後も引き続き、獣医師確保の

ための方策を研究検討していただきたい」との

要望がありました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、文教警察企業常任委員

会、満行潤一委員長。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました議案第15

号について、慎重に審査をいたしました結果、

全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

議案第15号「市町村立学校職員の給与等に関

する条例等の一部を改正する条例」について、

当局より、「今回の改正は、平成22年度の公民

較差に基づく人事委員会勧告及び教員給与見直

しにより所要の改正を行うものであり、給料月

額を中高齢層に限って平均で0.1％引き下げると

ともに、義務教育等教員特別手当の最高限度額

を月額１万1,700円から8,000円に引き下げるな

どの改正を行う。また、知事部局所管の「職員

の給与に関する条例」の改正により、期末・勤

勉手当については支給月数を0.2月分引き下げ

る。なお、平成22年４月から11月までに支給さ

れた給与の公民較差について、12月に支給され

る期末手当で調整を行う規定を設ける」との説

明がありました。

このことについて、委員より、「今回の改正
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により、平均してどのくらい減額となるのか」

との質疑があり、当局より、「給与改定の対象

者の改定前の平均給与月額は45万3,269円、改定

後は44万9,637円となり、平均で3,633円の引き

下げとなる。なお、これにより、例えば43歳の

教員で配偶者と子供２人を扶養している場合で

は平成22年度で約11万円の減額となり、教育委

員会全体の予算では約10億7,000万円の削減とな

る見込みである」との答弁がありました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で常任委員長の審査結果

報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

◎ 討 論

○中村幸一議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は、１人10分以内と

いたします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。

議案第14号「職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例」及び議案第15号「市町村立

学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正

する条例」について、反対の立場から討論をい

たします。

県は、人事院勧告に準ずるとする県の人事委

員会勧告を受けて、県職員及び市町村立学校職

員の給与に関して、給与月額を平均で0.1％、期

末手当・勤勉手当支給月数を年間で0.2カ月分の

引き下げを行うとしています。

この給与引き下げに反対する理由の第１は、

人事院が本来果たさなければならない役割を投

げ捨てていることです。人事院は、公務員労働

者の憲法で保障された労働基本権を制約する代

償措置として設けられたものであり、本来、公

務員労働者の労働条件の向上に資する役割が求

められております。しかし、人事院は1999年か

ら毎年のように給与や期末手当の引き下げを勧

告し、県もそれに準じてきました。そして、市

町村にも及んでいます。今回の菅内閣による国

家公務員の給与引き下げは、本来、人事院の果

たすべき中立性をゆがめてきた小泉内閣の総人

件費抑制政策を踏襲し、国家公務員の総人件費

２割削減の第１段階として人件費削減を実行す

るものにほかなりません。

第２に、ここ10年以上続けられてきた公務員

労働者の給与や期末手当の引き下げが、公民較

差の是正などといいながら、果てしのない公務

員と民間の賃金引き下げ競争をつくり出してい

ることです。

県が人事委員会勧告どおりに給与削減を実施

すると、職員１人当たり年間で約８万5,000円の

減額、全体で、給与、諸手当、共済費などを含

めると約18億円の減額に上ると試算され、さら

に市町村の実施では９億5,000万円の給与減額に

なると試算されています。また、教職員の削減

でも10億円余が減額されると、委員長報告にも

述べられています。

こうした人事院勧告に準拠する自治体での給

与の引き下げは、職員やその家族の生活にとど

まらず、民間労働者の給与やボーナスにも波及

して、県民の消費を一層冷え込ませることは明

らかです。長期にわたる深刻な不況の中、しか

もデフレ経済が進行する中で、こうした賃金引

き下げ競争で一層のデフレスパイラルに陥るこ

とは必至であり、消費低迷と景気悪化の悪循環
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を加速させることにしかならず、地域経済に極

めて大きな影響を及ぼすことは明らかです。今

こそ庶民の懐を暖めることが肝心であり、国の

責任が大きく問われるものです。したがって、

今回の給与等の引き下げ改定は認められるもの

ではありません。

以上、反対の理由を述べまして、議案第14号

及び第15号に反対する討論といたします。〔降

壇〕

○中村幸一議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第14号及び第15号採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

まず、議案第14号及び第15号について一括お

諮りいたします。

両案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立または挙手を求めます。

〔賛成者起立・挙手〕

○中村幸一議長 起立または挙手多数。よっ

て、両案は委員長の報告のとおり可決されまし

た。

◎ 議案第16号採決

○中村幸一議長 次に、議案第16号についてお

諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は委員長の報告のとおり可決されまし

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７分散会


