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◎ 一般質問

○中村幸一議長 ただいまの出席議員41名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、松

村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。季節の変わり目、私も鼻声がなかな

か抜けないところでございます。そんな中でご

ざいますけれども、昨日、都農町観光協会主催

の尾鈴山もみじ狩り登山に出かけてまいりまし

た。朝８時にキャンプ場入り口に集合しまし

た。肌寒さと、美しく色づいた尾鈴山の紅葉を

見て季節の移ろいを感じたところでございまし

た。

この地域でも口蹄疫の影響があり、山開き、

キャンプ場開きといった尾鈴山恒例のイベント

が次々に中止になりました。私も毎年楽しみに

していただけに、大変残念でありました。春先

の立野・轟地区の梅祭り以来の山での楽しいイ

ベントでありました。今回も、山登りやトレッ

キングブームの中、たくさんの方が参加されて

いました。特に女性の愛好家が目立っており、

本当に喜ばしいことだと思います。

さて、私が一般質問で取り上げたことのある

尾鈴山県立自然公園にある九州自然歩道内にか

かる橋が以前の台風で流されたままになってお

り、建てかえの要望をさせていただきました

が、このたび立派に建てかえられた姿を見て大

変うれしく思いました。地元の方々、参加され

た方々も大変喜んでおられました。尾鈴山観光

の発展に大きな弾みになると思います。御尽力

をいただきました県当局に心からお礼を申し上

げます。本当にありがとうございました。

さて、本題に入りますが、11月１日から家畜

の再導入が始まり、いよいよ本格的な口蹄疫か

らの再生・復興がスタートいたしました。畜舎

に久しぶりに家畜が入り、笑顔を見せる畜産農

家の姿をテレビで見ると、本当によかったな

と、ほっと胸をなでおろす思いでありました。

今回は、口蹄疫からの復興対策に関連して、児

湯地域の課題を中心に質問をさせていただきま

す。

私の住む地区にも、今回被害に遭われた養豚

業を営む同年の友人がいます。農場は３キロほ

ど離れたところにありますが、家族経営で始め

た事業も少しずつ従業員がふえ、２つの農場

で4,000頭以上の豚を飼育するようになりまし

た。子供同士も高校まで同級の仲よしで、家族

ぐるみのつき合いをしております。彼には３人

の子供がいて、３人とも農学部畜産学科を卒業

し、そのうち２人が養豚業の道を選んでいま

す。現在、長男は後継者として親の養豚業を手

伝い、次男は都城の養豚農家で経営を学んでい

ます。昨年その友人が、「事業も順調に回り出

したし、子供たちが後を継いで養豚業をやりた

いと言ってくれるので、親としても子供たちの

夢をかなえてやりたい」、そのようなうれしい

話を聞かせてくれました。そんな思いから彼も

新しい農場の建設計画に取りかかり、地元ＪＡ

や児湯農林振興局などと相談しながら、用地の

確保と周囲の同意を取りつけるところまで進ん

でいました。そんなやさきでありました。口蹄

疫が発生し、彼の計画もストップしてしまいま

した。都城で畜産業に従事していた次男は家業

の応援に帰ることもできず、予定していた結婚

式も延期せざるを得なくなりました。さらに

は、子供たちのために準備していた農場用地は
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殺処分された家畜の埋却地となってしまったの

です。友人もショックで茫然としていました

が、今は、事業の再建と新たな農場建設による

畜産経営の再構築に向けて家族全員で一丸と

なって頑張っています。

これは一つの例ですが、同じようなドラマは

児湯郡内に至るところであったのではないで

しょうか。これからの農業を考えると、次代を

担う若い後継者たちが夢と希望を持って安心し

て再建できるような対策、支援が必要だと思い

ます。口蹄疫復興に当たり、防疫対策の強化や

特定疾病のない畜産づくりなど、全国のモデル

となる畜産の再構築に向け、十分な対策がとれ

ているのか、被災地に対する支援について知事

にお伺いいたします。

以下の質問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。

口蹄疫復興対策についてであります。８月に

策定いたしました口蹄疫からの再生・復興方針

では、早急な県内経済の回復、全国のモデルと

なる安全・安心な畜産、そして産業構造・産地

構造の転換の３つを目標に掲げ、国や市町村、

関係団体等と一体となり、取り組んでいくこと

としております。これまで、観察牛の導入や中

間保有施設の整備など、畜産農家の経営再開に

向けた取り組みや、埋却地周辺の環境調査等の

ほか、企業と連携した観光キャンペーンや県外

での宮崎フェア、発生地域における県単独公共

事業など、緊急的な対応を要する課題を優先し

てさまざまな取り組みを実施しているところで

あります。しかしながら、二度と同じ事態を引

き起こさない防疫体制の強化や、特定疾病のな

い畜産の構築、さらに畑作への転換や６次産業

化による産地構造の転換などについては、これ

から、より具体的な取り組みを進めていく必要

があります。今回の口蹄疫により大きな被害が

あったことにかんがみますと、防疫体制の強化

や特定疾病のない畜産の構築等は大変重要であ

ると考えておりますので、これらの課題に対し

スピード感を持って的確に対応し、一刻も早く

被災地域の再生・復興を果たせるよう、全力で

取り組んでいく必要があると考えております。

〔降壇〕

○松村悟郎議員 次に、養豚業についてであり

ますが、日ごろから、オーエスキー対策など防

疫対策に積極的に取り組んできた業界でありま

すので、今回の豚への感染拡大には大きな不安

を残しました。そこで、西都・児湯地域では、

若手養豚農家が中心となり、特定疾病のない畜

産地域づくりを目指して、新生養豚プロジェク

ト協議会を設置し、再建に向けた取り組みを始

めています。宮崎の再生・復興の３つの目標の

一つ、まさに全国のモデルとなる畜産の再構築

と言えます。そこで、県はこの協議会とともに

どのようなことを目指しているのか、またどの

ような支援を行うのか、農政水産部長にお伺い

いたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 御指摘にあり

ましたように、児湯地域では８月に新生養豚プ

ロジェクト協議会が発足し、これからの養豚経

営に必要な種々の検討が行われているところで

ございます。県といたしましても、家畜の再導

入に当たって本協議会とも十分連携しながら、

導入元の検討、管理獣医師の配置体制、導入後

の採血・検査体制などについて、専門的な立場

も踏まえ、積極的に指導及び助言を行っている

ところでございます。今後とも、本協議会とも

連携しながら、特定疾病のない地域づくりを目
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指し、必要な支援を行ってまいりたいと考えて

おります。

○松村悟郎議員 若い集団でございますので、

県といたしましても、十分な御指導をよろしく

お願いしたいと思います。

児湯地区の復興においては消毒体制の確立が

まず重要であります。県においても毎月20日を

「消毒の日」とするなど、防疫対策の強化を図

られております。畜産農家の日ごろの防疫に対

する行動意識を持続していくことが何よりも大

切だと思います。また一方、家畜防疫に配慮し

た畜産経営の再構築や、環境に優しい資源循環

型畜産など、全国のモデルとなる畜産を目指す

ためには、古くなった施設や適正頭数を飼育す

るための新たな畜舎など、防疫に配慮した安全

・安心な施設整備が必要であります。県は、補

助金などによる支援で政策誘導する考えはない

のか、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 御指摘のあり

ました畜舎等施設につきましては、機能向上を

目的とした再編整備であれば、共同利用を条件

とした国の助成制度がございますが、十分な予

算措置がされておりませんので、予算の拡充に

ついて国に要望してまいりたいと考えておりま

す。また、児湯地域はもとより、県下全域の防

疫体制の確立は非常に重要であると認識をいた

しております。国の来年度の予算要求において

は、動力噴霧機などの衛生管理機器の導入支援

が盛り込まれておりますので、このような事業

を活用して畜産農家の防疫活動を支援してまい

りたいと考えております。

○松村悟郎議員 児湯郡の畜産業は８割の方が

再建を考えられております。また、この地域は

後継者も多く、これからの農業を支える上でも

復興に向けた彼らの強い意欲を十分に後押しす

るように、施設整備の助成などを国に強く要望

されるようお願いいたします。

宮崎県は農業県でありますので、口蹄疫の被

害は県内経済に大きな打撃を与えました。ま

ず、何よりも畜産の復興が急がれます。再建に

は３年、５年もかかるとも言われております。

この間の宮崎県の経済を支える意味でも、公共

工事の集中的な事業展開が必要だと思います。

県が国に対して300億円の基金を求めたのも、そ

のようなことだと思います。残念ながら、認め

られなかったのは御承知のとおりであります。

ただし、既存の制度や事業を活用し、優先的に

運用していただくことは当然でありますし、現

在進められている被災地での国、県の公共工事

の工期短縮など、優先的に進めるべきだと思い

ます。その観点からも、一向に進まない国道10

号線の日向大橋についてその現状はどうなって

いるのか、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 国道10号の日

向大橋につきましては、現況の２車線では交通

混雑を来しております。そういったことから、

現在の橋梁の上流側に２車線の橋梁を新たに架

設しまして、４車線化するものであります。国

の直轄事業として平成20年度に着工されており

ます。日向大橋は橋長約570メーターであり、昨

年度は橋脚８基のうち３基を施工しておりま

す。本年度も引き続き橋脚１基を施工する予定

と伺っております。

○松村悟郎議員 国道10号の日向大橋から北

へ、新富町中心部までの４車線化についての現

状はどうなっているのか、県土整備部長にお伺

いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 国道10号新富

バイパスは、日向大橋を含んで全体延長約4.8キ

ロメートルであり、新富町中心部や軍瀬交差点
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の渋滞解消を図るため、整備が進められており

まして、これまでに約2.3キロメートルが供用さ

れております。本年度は、引き続き用地の確保

を図るとともに、一部改良工事を予定している

と伺っております。

○松村悟郎議員 本年度は、口蹄疫の発生地と

いうこともありましたから、おくれていたのか

もしれませんが、新富バイパス全体、今後の見

通しはどうなっているのか、県土整備部長にお

伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 新富バイパス

につきましては、本年度予算が昨年度の約３割

と大幅に削減されていることから、今後の整備

スケジュールは不透明な状況であると伺ってお

ります。国道10号は交通量も多く、混雑解消の

ためにも早期の４車線化が必要であり、県とし

ましては、今後とも、整備促進について国に対

し強く働きかけてまいりたいと考えておりま

す。

○松村悟郎議員 日向大橋を含んだ新富バイパ

スの昨年度の事業費は７億6,000万円でありまし

た。政府の公共工事の大幅な見直しにより、こ

の区間の平成22年度の当初予算は２億5,000万円

と大幅に削減されました。答弁にもありました

ように、日向大橋の橋脚８基のうち１基の施工

に本年度はとどまるなど、今後の工期も全く未

定の状況にあると言っていいと思います。地元

の重要なポイントであります。口蹄疫被災地・

児湯地域復興のためにも、公共工事の重点化は

必要であります。今後とも、整備促進を強く国

に働きかけていただきますよう要望いたしま

す。

次に、東九州自動車道パーキングエリア整備

とアクセス道についてお伺いいたします。

東九州自動車道のパーキングエリアの計画に

ついての現状を見ますと、川南パーキングエリ

アは、大分松岡パーキングエリアから宮崎パー

キングエリアまでの約190キロ間の唯一のパーキ

ングエリアであります。また、別府湾サービス

エリアから山之口サービスエリアまでの約250キ

ロ間、飲食サービスがありません。同じく別府

湾サービスエリアから鹿児島線の加治木サービ

スエリア、熊本線の宮原サービスエリアまでの

約380キロ、給油サービスがないという状況にあ

ります。本来、東九州自動車道川南パーキング

エリアは、飲食サービスや給油サービスをす

る、いわゆるサービスエリアとして用地を確保

してあるのに、なぜ今になってパーキングエリ

アに縮小となったのか、県土整備部長にお伺い

いたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 東九州自動車

道の川南パーキングエリアにつきましては、平

成24年度に開通予定の高鍋インターチェンジと

都農インターチェンジの間に位置しておりま

す。この川南パーキングエリアにつきまして

は、旧日本道路公団の時代に、同公団の設計要

領に記載されました休憩施設の配置間隔に沿っ

て計画されたものでありまして、駐車場、トイ

レ、レストラン、給油所等を備えられるサービ

スエリアとして、それに必要な用地が確保され

たと聞いております。しかしながら、平成17

年10月の日本道路公団の分割民営化に伴う計画

の見直しにより、交通量や採算性などを考慮

し、パーキングエリアとしての計画に変更さ

れ、西日本高速道路株式会社に引き継がれるこ

とになったと伺っております。

○松村悟郎議員 このような中で、地元では口

蹄疫からの復興への大きな起爆剤の一つになる

という大きな期待から、地域住民が中心とな

り、パーキングエリアを特産物販売などによる
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児湯地区の情報発信の場として活用しようとい

う運動が盛り上がりました。その後、地元５町

の行政や商工団体などを中心に協議会が立ち上

げられ、地元が運営管理する地域主導型パーキ

ングエリアの取り組みを目指すことが議論され

ることとなりました。ただ、完成が平成24年度

と時間もないことと、道路建設主体のＮＥＸＣ

Ｏや国土交通省との協議など課題も多いようで

ございます。県としてはどのような後押しがで

きるのか、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 川南パーキン

グエリアにつきましては、川南町を初めとする

東児湯地域の５町の行政、商工、観光、ＪＡ、

漁協の各団体が結集し、川南パーキングエリア

利活用検討協議会が設立され、現在、その利活

用方策の検討が進められておりまして、県とし

てもオブザーバーとして参加しているところで

あります。この協議会内には、東児湯地域５町

の民間によるワーキンググループが置かれてお

りまして、新たな地域主導型パーキングエリア

として、そのコンセプト、機能、施設、運営体

制等の議論、検討が活発に行われているところ

であります。県としましても、この川南パーキ

ングエリアは、高速道路の利活用、東児湯地域

全体の活性化、特に口蹄疫からの地域再生を図

るために重要な拠点となり得るものであると考

えておりますことから、協議会の検討状況やそ

の意向を踏まえながら、西日本高速道路株式会

社等の関係機関との調整など、積極的な対応を

図ってまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 地域主導型パーキングエリ

ア、これは九州では初めての取り組みでありま

す。また、ＮＥＸＣＯ西日本の管轄の中でも数

件しか前例がないと聞いております。どうぞ県

の支援をいただいてこの事業が完成されますよ

うに、よろしくお願い申し上げたいと思いま

す。

次に、東九州自動車道もことし７月に高鍋イ

ンターが開通し、今週にも日向―門川間が供用

されます。高速道路による利便性は、人、物の

流れを大きく変えます。物流や救急搬送など大

きな効果が期待される一方、ストロー現象と言

われる、買い物客が大消費地に逃げてしまう危

険もあります。インターからどれだけ地元にお

りていただけるか、川南パーキングエリアの取

り組みなど、より積極的な取り組みが必要とな

ると思います。

次に、延岡方面から東九州自動車道高鍋イン

ターへアクセスするための農業大学校近くの国

道10号線交差点について、交通量など現状の認

識と県の考え方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） 今、議員がお

話しになりました交差点でございますが、これ

は国道10号の俵橋交差点と申しますけれども、

この交差点は、東九州自動車道の高鍋インター

チェンジへのアクセス道路であります県道高鍋

美々津線との交差点でございます。この交差点

は、東九州自動車道の西都から高鍋インター

チェンジまでが新たに供用されたことや、ある

いは高速道路の無料化社会実験によりまして延

岡方面から高鍋インターチェンジに右折する交

通量がふえたことから、時間帯によっては混雑

している状況でございます。東九州自動車道は

平成25年度までに順次供用予定となっておりま

すので、県としましては、混雑の状況を見なが

ら、国道10号の管理者であります国と協議を

行ってまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 高速道路無料化も大きな原因

だと思いますが、先日、ルピナスパークで開催
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された「ひがしこゆ観光ネットワーク」の鍋合

戦のイベントのときには、10号線が大変混雑

し、通常、自動車で10分のところを１時間もか

かったと聞いております。今後も、注意深く検

討をお願いいたしたいと思います。

それから、これは要望になりますが、高鍋イ

ンターから500メートルのところにあります小丸

川にかかる竹鳩橋の整備についてであります。

通称潜り橋でありますが、幅員も狭く老朽化も

進んでおります。地域住民や子供たちの通勤通

学に利用されているだけではなく、東児湯消防

組合本部が隣接しており、救急車の通行等にも

広く利用されております。高鍋インターの開通

とともに、アクセス道としての利用が大変多く

なってきております。これまでも地元児湯郡か

ら竹鳩橋建てかえの要望が毎年出されておりま

す。どうか竹鳩橋の整備についても再度、検討

をお願いしますように要望いたしておきます。

次に、農政水産部長に沿岸漁業の振興対策に

ついてお伺いいたします。

まず、キンフグについてであります。漁獲量

の８割を川南町、都農町で占めることもあっ

て、鍋料理など冬の味覚として地元でも人気の

高い食材であります。ただ、近年の魚価の低迷

に漁業者も頭を痛めていると伺っております

が、このたび、いきいき宮崎のさかなブランド

確立推進協議会から９品目めの県水産物ブラン

ド品として認証されたとのことであります。地

元としても大変ありがたいことと思っておりま

すが、そこで県は今後どのような支援を行って

いくのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 「みやざき金

ふぐ」につきましては、都農町及び川南町の漁

業者や漁協などで組織をいたしますみやざき金

ふぐ振興会が口蹄疫からの復興策の一環として

ブランド化に取り組み、今月16日に認証された

ところでございます。県といたしましては、今

回のブランド化が魚価の向上や地域活性化につ

ながるものと期待をしており、今後は、地域の

意向も踏まえながら、ＰＲを初め、商談会や物

産展への参加、加工品の開発等の支援をしてま

いりたいと考えております。

○松村悟郎議員 ブランド力が高まり、地元に

たくさんの人が食べに来てくれる、そんな取り

組みを期待しております。

さて、キンフグというと無毒のフグというこ

とで、地元では昔からごく最近まで肝も普通に

食べていました。私の周りでも事故があったと

いう話は一度も聞いておりません。しかし、他

のフグと一緒にされて、食品衛生法で肝を食べ

ることを禁止されてしまいました。このことも

キンフグの魚価を下げた一因であると思われま

すが、キンフグの肝の販売について特区制度の

活用など何らかの対策がとれないのか、農政水

産部長にお伺いします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 通称キンフグ

と呼ばれているシロサバフグの肝につきまして

は、食品衛生法により他のフグと同様、販売が

認められておりません。一方、他県におきまし

ては、肝についても食用として販売できるよう

特区提案がなされたこともございますが、肝が

無毒であるとの科学的証明は極めて困難なこと

などから、申請を断念されたと伺っておりま

す。県といたしましては、このようなことか

ら、まずは地元振興会と連携を図り、ブランド

化によるキンフグの付加価値向上に取り組んで

まいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 次に、ウニについてでありま

す。昭和50年から60年代にかけて都農町の代表

的な名産品の一つでありました。そのころは漁
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獲量も多く、取り扱う販売店も多数あったよう

です。しかし、最近はウニの漁獲量も大きく減

少しております。地元川南、都農町の方にお聞

きしますと、「ウニが育つ藻場が少なくなっ

た。それでウニがとれなくなったんだ。海岸も

いそ焼けをしている」、そのようなお話をよく

聞きます。そこで、児湯地区における藻場の現

状はどのようになっているのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 平成20年度か

ら21年度にかけて県で実施いたしました藻場の

分布調査によりますと、本県沿岸全域におい

て304カ所、総面積で936ヘクタールの藻場が確

認されております。そのうち児湯地区では224ヘ

クタールの藻場が確認されておりますが、ウニ

漁が盛んであった昭和53年当時と比較いたしま

すと、５分の３ほどに減少しており、特に外海

部においてクロメ等の大型藻類が消失し、か

わって小型藻類が大部分を占めるようになって

おります。

○松村悟郎議員 山林伐採により下流域の海岸

での漁獲量が減少したため、漁業者が植林をし

て、もとの沿岸環境を取り戻したという取り組

みもあります。また、東京湾では、森林から出

る腐植土を活用して人工藻場の造成に取り組ん

でおられます。本県では藻場を維持回復するた

めどのような取り組みを行っているのか、農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 藻場の維持回

復のための取り組みといたしましては、水産試

験場において藻場増殖礁の開発やウニや魚類等

による食害防止法の研究に取り組むとともに、

普及指導員が海藻の移植や囲い網の設置等の藻

場造成技術の普及を行っているところでありま

す。さらに、本年度からは国の事業を活用し

て、県内７カ所における漁業者グループによる

藻場保全活動の取り組みに対して技術指導等の

支援を行っているところです。

○松村悟郎議員 次に、高鍋の天然ガキについ

てでありますが、平成17年の台風で小丸川の濁

りが長い間とれず、海岸漂着物も多量になり、

カキの漁獲量にも大きな影響がありました。高

鍋カキも本格的なシーズンに入っております

が、テレビや新聞などで何度も取り上げられ、

食通の方が県内外から訪れるなど、地元の特産

としても定着しております。そこで、最近のカ

キの生産状況について農政水産部長にお伺いい

たします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 高鍋のカキに

つきましては、小丸川河口の周辺海域で生産さ

れる天然のイワガキで、地域の特産品となって

おります。地元の生産者は、漁獲量を１日60キ

ログラムに制限するとともに、禁漁区を設定す

るなど、資源管理にも取り組まれているところ

であり、ここ数年は台風や大雨等の被害がな

かったこともあり、年間20トン前後の生産量を

上げ、品質も安定している状況でございます。

○松村悟郎議員 それぞれの地域に合った沿岸

漁業の活性化は、漁業関係者の安定した所得向

上につながります。また、全国的にはＢ―１グ

ルメなど地元食材を活用した地域おこしが注目

を浴びております。先ほども触れましたが、先

日、児湯５町で取り組んだ「ひがしこゆ観光

ネットワーク」の鍋合戦が農業大学校・ルピナ

スパークで行われました。若い後継者たちが地

元のプライドをかけ、海、山の食材を使って鍋

合戦を行い、２万人以上の方がお見えになりま

した。このように地元食材の掘り起こしは地域

経済の活性化に大きく貢献するものと確信して

おります。今後とも、さらなる取り組みをお願
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いしたいと思います。

次に、浄化槽の管理・点検の県内状況と排水

による環境への影響について環境森林部長にお

伺いいたします。

まず、浄化槽の県内設置状況についてお伺い

いたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 浄化槽の設置

状況につきましては、平成21年度末で県内にお

いて全体で約15万2,000基が設置されておりま

す。近年、平均しますと、毎年3,000基程度増加

しているところでございます。浄化槽には２種

類あるわけでございますけれども、平成21年度

の設置割合は、し尿のみを処理します単独処理

浄化槽が約６割、し尿と生活雑排水をあわせて

処理します合併処理浄化槽が約４割となってお

ります。平成13年度からは単独処理浄化槽の新

設が禁止されましたため、合併処理浄化槽の割

合が年々高くなってきているところでございま

す。

○松村悟郎議員 次に、浄化槽法によると、浄

化槽の設置者は浄化槽の保守点検及び清掃を義

務とされております。また、年１回の定期検査

も受けなければならないとなっておりますが、

浄化槽の法定検査などの実施状況はどのように

なっているのか、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 浄化槽の清掃

等につきましては、浄化槽法第10条におきまし

て、ポンプあるいはモーターなどが正しく動い

ているかどうかなどの状況を点検しまして、必

要な消毒剤の補充など行います保守点検、それ

から汚泥の除去等を行います清掃が義務づけら

れているところでございます。さらに、法の

第11条におきまして、保守点検や清掃が適正に

行われ、きれいな水が放流されているかを指定

検査機関が確認いたします法定検査が義務づけ

られております。これらは毎年行わなければな

らないとされておりますが、平成20年度末の法

定検査の受検率につきましては、本県は13.1

％、全国は27.2％であります。

○松村悟郎議員 今、答弁にありましたよう

に、法定検査の実施率は非常に低いことがわか

りました。昭和58年に浄化槽法が施行され、25

年以上がたっていますが、その間、浄化槽設置

者は最寄りの衛生公社などの保守点検業者と業

務契約を結んでおり、設置者は適正に維持管理

ができていると思っていたと考えられます。現

に、浄化槽設置者は業務委託して、年に４回、

水質、ｐＨ、透明度、外観、塩素残留物、ある

いはブロアのベルトの交換、さまざまな点検を

行っております。そういう状況の中であります

が、ことしになって宮崎県環境科学協会から浄

化槽設置者に突然、法定検査を義務づける文書

が送付されました。設置者から戸惑いの問い合

わせが相次いでおります。なぜ今になって法定

検査の通知を出すのか、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） 浄化槽につき

ましては、先ほど述べましたけれども、浄化槽

法におきまして、保守点検、清掃及び法定検査

を毎年行うことが義務づけられております。し

かしながら、法定検査につきましては、保守点

検との違いがわかりにくい等の理由から、受検

率は全国的に低い状況でございます。このた

め、国におきましては、公共用水域等の水質の

保全のために、法定検査の受検率の向上などを

目的としまして、平成17年に都道府県の監督権

限の強化等を内容とします法の改正が行われた

ところでございます。県におきましては、これ

まで、法定検査を含めました維持管理の重要性
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について街頭キャンペーンやテレビ・ラジオで

の広報活動を行うとともに、平成16年度からは

浄化槽設置の際の講習会受講を義務づけたとこ

ろでございます。また、昨年度は、管理実態が

不明な浄化槽の実態調査にあわせまして啓発を

行うなど、さまざまな取り組みを行ってまいり

ましたけれども、法定検査の受検率は依然とし

て低い状況でございます。このため、今年度、

浄化槽適正管理強化事業によりまして、法定検

査の未受検者に対しまして、文書で受検を促す

こととしたものでございまして、今後も、設置

者に対して丁寧な説明を行いながら、法定検査

を受けていただくよう努めてまいりたいと考え

ております。

○松村悟郎議員 25年間、このように低い法定

検査の受検率であったわけですが、十分な管理

をしていれば、法定検査を受検しなくても環境

への影響はないのではないかという声も聞かれ

ます。環境森林部長のお考えをお伺いいたしま

す。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 本県の法定検

査の結果を見てみますと、消毒剤の点検、補充

がなされていないことや、ポンプやモーターが

故障、破損していることなどによりまして、不

適正と判定された浄化槽が約４％程度ございま

す。このことから、法定検査を受検していない

浄化槽につきましても、浄化槽本来の機能を発

揮していないものが相当数あるものと考えてお

ります。浄化槽は、本来の機能が十分に発揮さ

れないと放流水の水質の悪化や悪臭などが発生

するなど、周辺の生活環境の悪化を招くおそれ

があります。そのため、その機能を確認する法

定検査は極めて重要であると思っております。

本県の河川等の水質はおおむね良好な状況を維

持しておりますけれども、河川等のきれいさに

対します県民の関心は非常に高く、県といたし

ましても、水環境保全のため、今後とも、浄化

槽設置者の理解をいただきながら、法定検査の

受検率の向上を図ってまいりたいと考えており

ます。

○松村悟郎議員 昭和58年に浄化槽法が整備さ

れ、約25年、先ほども述べましたが、浄化槽設

置者の皆さんは、法定検査の受検率の低さから

見ても、保守点検、清掃により浄化槽の管理と

水質保全は十分できていると思われながら行っ

ていたと思います。法定検査の受検率を上げる

上では、設置者の皆さんへ十分な理解が得られ

ますよう、丁寧に説明をして事業を推進してい

ただきたいと思います。

また、先ほどの答弁でもありましたように、

本県では単独浄化槽がまだたくさんございま

す。単独浄化槽から合併浄化槽への取りかえは

まだまだ進んでいないような状況にあります。

単独浄化槽は生活排水の処理ができません。さ

らなる水環境を高めるためにも、浄化槽設置の

補助事業を行う市町村に対しても、より一層、

合併浄化槽普及の取り組みがなされますよう、

県からの働きかけと支援を要望して、時間も早

うございますが、今回の一般質問を終わらせて

いただきます。ありがとうございます。（拍

手）

○中村幸一議長 次は、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） 口蹄疫復

興イベントとして、県内にゆかりのあるアー

ティストのコンサートやバーベキュー大会が各

地で行われました。私の地元では、宮崎フリー

ウェイ工業団地で、全国ハーレーダビッドソン

大会が10月９、10、11の３日間行われ、全国よ

り約5,000台のハーレーダビッドソンが集まり、

ハーレー愛好家、観客が３日間で延べ約３万人
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来場していただき、牛肉、豚肉の販売や地元物

産展も盛大に開催することができました。高原

町の試算によりますと、今回のハーレー大会で

県内に約１億5,000万円の経済波及効果があった

ということで、企画していただきましたＶＩＶ

ＥＳ、全国から集まっていただいたハーレー愛

好者の皆様に感謝申し上げ、口蹄疫復興に向け

て県民の皆様とともに頑張っていくことを述

べ、通告に従い、一般質問を行います。

まず、口蹄疫対策についてお伺いいたしま

す。

県におきましては、４月の口蹄疫発生以来、

１次補正から６次補正まで、農家の生活支援資

金、畜産経営維持資金、生産安定対策、防疫対

策、口蹄疫復興対策基金、中小企業緊急対策資

金等、さまざまな対策を打ち出し、６次補正ま

でに総額884億円の予算化を行いました。おかげ

さまでようやく競りが各市場で再開され、口蹄

疫復興に歩み始めたところであります。そこ

で、先ほど述べましたように、補正予算により

さまざまな対策を打ち出しておりますが、特に

８月末から再開された競りに関しての対策の執

行状況と成果についてお伺いいたします。ま

た、あわせて、中小企業への緊急対策資金の執

行状況と成果について、関係部長にお伺いいた

します。

次に、11月議会に提案しております1,000億円

のファンド事業についてですが、概要を聞けば

聞くほど、政府の対応にがっかりしておりま

す。というのも、前鳩山総理、菅総理、２人の

総理大臣が、約10日間のうち２回も口蹄疫の実

情を調査するために本県に来たときに、２人と

も、「国が責任を持ってできることはすべてや

ります」と言って国に帰られました。また復興

基金についても、まずは宮崎県が先に基金造成

していただければ、何らかの対応はしますと聞

いておりました。きっと国の予備費等でしっか

りと対応してくれると思っておりました。しか

し、今回の1,000億円の補正予算は、県が借金

を1,000億円し、県出資法人に無利子で貸し付

け、その運用利息約５億円を活用していくとい

うことでありますが、その前に、借りたお

金1,000億円の利子も約５億円発生し、そのうち

国が３分の２を特別交付税で措置するというこ

とですが、毎年１億5,000万円程度の県負担が生

じ、約５年間で７億から８億の県費が必要にな

ると思われます。国・政府は、特別交付税で賄

う年間に３億5,000万程度しか出さないというこ

とになり、非常に国・政府の対応に疑念を持っ

てしまいます。これでは本当に口蹄疫からの復

興・新生ができるのか、心配になってしまいま

す。

本県からは国に対し、口蹄疫に関する緊急要

望として、畜産農家及び関連業者への支援、地

域の再生・復興に対する財政支援など、幅広

い39項目の要望を取りまとめ、300億円の基金が

必要という要望を行っております。これまでに

県としては６次補正で30億円の基金造成を行

い、国からの支援を待っていたことだと思いま

すが、今回の国の支援のあり方についてどのよ

うに感じられているのか、また、本当にこれで

緊急要望した39項目が達成できるのか、知事に

お伺いいたします。

また、今回の1,000億円のファンド事業と６次

補正で造成した30億円の基金との事業を行う上

での違いはどのようなことなのか、関係部長に

お伺いいたします。

口蹄疫復興・新生するために重要なこととし

て、二度と口蹄疫を発生させないことが重要だ

と思っております。県においては、毎月20日を
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消毒の日と定め、防疫の徹底強化を図ってお

り、また、今議会で、緊急雇用臨時特例基金を

活用して、全農場を対象に、飼養衛生管理基準

が守られているかを調査する家畜防疫指導強化

事業を提案しております。そこで、この事業に

ついてお伺いいたします。緊急雇用基金事業を

活用するということで、雇用対策になることは

いいことだとある程度は理解しますが、目的が

防疫の徹底ということを考えますと、数点疑問

が浮かび上がります。

まず、防疫の基本は、持ち込まない、持ち出

さないといったことであり、畜産素人の人に防

疫のことがわかるのか、緊急雇用なので期間限

定であり、継続性の問題はないのか、立ち入り

拒否をされたときの対応はどのようにされるの

か、飼養衛生管理基準が守られていない農場が

判明したときの対応・指導はどのようにされる

のか、などの疑問が浮かびます。そこで、雇用

される方々の防疫知識、権限、調査方法、調査

期間及び畜産農家への指導はどのようになるの

か、お伺いいたします。

また、防疫を継続していくには、畜産、防疫

のことを理解している獣医師、人工授精師や飼

料運搬会社が畜産農家の防疫をチェックし、ま

た逆に、畜産農家が獣医師、人工授精師、飼料

運搬会社をチェックし合う体制を構築し、行政

に報告するシステムができないのか、お伺いい

たします。

次に、11月議会が恐らく今期中に質問できる

最後の機会だと思いますので、これまで行った

質問の対応について、重立ったものを質問させ

ていただきます。

まず、平成19年６月に行った空き家対策につ

いてお伺いいたします。この質問は、今期初め

ての質問でありました。質問のきっかけとして

は、地域内を回っているとき、空き家がふえて

いることを肌で感じ、このまま空き家がふえる

と、地域社会全体の衰退や治安への影響がある

のではないかということでした。当局より、平

成15年度の住宅・土地統計調査によると、空き

家は県全体で約５万4,000戸あり、平成10年と比

較し、約１割程度ふえているという答弁でした

が、直近の調査ではどのようになっているの

か、まずお伺いいたします。

少子高齢化が進んでいる中、空き家の増加対

策として、「宮崎に来んね、住まんね、お試し

事業」や、空き家等情報バンク活動の事業を展

開し、団塊の世代やあらゆる世代の移住や二地

域居住を推進していくことでしたが、どのよう

な成果があったのか、お伺いいたします。

また、今後も宮崎への人口誘導施策は必要だ

と考えますが、所見を関係部長にお伺いいたし

ます。

次に、これまで何度も質問しました医師確保

についてお伺いいたします。平成16年から始

まった新たな研修制度により、医局の裁量権が

薄くなったということで、宮崎県のような地方

の医大に医師を確保することは非常に難しく

なってきました。新しい研修制度の導入によ

り、前期研修では、どうしても県外、特に都市

部で大きな病院での研修を行う研修医がふえて

きており、さらに専門性を研修する後期研修で

も、引き続き都市部に集中する傾向が強いのが

実態であり、また、近年、医師の専門性が高ま

り、医師の絶対数が足りない状況であろうと

思っております。新制度が始まり６年を過ぎよ

うとしており、後期研修を終えた医師も出てき

ており、宮崎にゆかりのある医師に早く宮崎に

帰ってきてもらうことが重要だと思っておりま

す。また、宮崎県出身者である自治医大生の医
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師の義務年限が切れた後の定着や、地元の大学

である宮崎大学医学部との連携強化が重要だと

思っております。さらに、近年、医大生の女性

が占める割合がふえてきており、女性医師対策

も大きな課題になろうとしております。そこ

で、自治医大生の医師や修学資金制度を活用し

ている医大生を初め、宮崎にゆかりのある医師

を宮崎に是が非でも確保していくためのさまざ

まな施策を講じておられますが、現在の対応状

況と今後の取り組みについてお伺いいたしま

す。また、地域医療再生基金を活用した事業の

現在の取り組み状況と今後の取り組みについて

お伺いいたします。

次に、医療費の適正化についてお伺いいたし

ます。これは平成19年11月議会で質問した事項

ですが、高齢化が全国より進んでいる本県にお

いて、老人福祉費等の急速な伸びが、県政を運

営する上で非常に重要になってきていることを

踏まえ、老人医療費が国内で低い長野県と同額

であった場合、どの程度財政削減になるかとい

う質問に対し、平成17年度の老人医療年報の数

値で比較した場合、長野県と本県の割合を算定

しますと約16％削減できることになり、13

億2,000万円の県費が削減できることとなりま

す。県としましても、高齢者への必要な医療を

確保しながら、老人医療費の適正化に努めてま

いりたいという答弁をいただいております。老

人医療費等の社会保障費の県の負担を平成22年

当初予算ベースで見てみますと、老人福祉費138

億8,000万円余、国民健康保険助成費105億7,000

万円余、介護保険対策費123億4,000万円余に

なっており、総計が368億円余りとなっており、

県財政の中のメタボ３兄弟になってきており、

県政を運営する上で非常に重みを増している状

況だと思います。ちなみに平成19年当初予算と

比べてみますと、47億5,000万円余り負担がふえ

てきており、１年に10億円以上伸びてきており

ます。必要な医療を確保することを前提に、老

人福祉費を初めとする医療費の適正化が必要だ

と考えますが、県としての考えをお伺いいたし

ます。

健康増進を図る目的として、国において平

成20年から導入されたのが特定健診・特定保健

指導であります。これまでの医療重視から予防

を重視した考え方であり、健康長寿という視点

もあり、少子高齢化が進む中で、財政的に見て

も非常に重要な視点であります。そこで、本県

における特定健康診査・特定保健指導の実施率

はどのようになっており、今後どのように対応

していくのか、お伺いいたします。

次に、子育て支援についてお伺いいたしま

す。子育て支援対策は、急激に進む少子高齢化

という視点、さらに進んで人口減少問題、労働

人口減少問題対策という、日本全体の大きな課

題と考えております。私も２期目で、少子化特

別委員長としてさまざまな視点から意見をお伺

いし、提言をまとめました。県におきまして

は、提言を踏まえ、平成20年度の重点施策とし

ても取り組んでいただき、少子化担当の組織構

築や幼児医療の充実など、さまざまな子育て支

援に取り組んでいただき、子育て世代の一人と

して感謝しております。また、国においても、

少子化は日本全体の衰退につながるということ

で、妊婦健康診査支援基金並びに安心こども基

金を創設していただきました。両基金とも今年

度末に事業終了を迎えることになりますが、そ

れぞれこれまでの成果と執行状況と今後の対策

についてどのように考えているのか、お伺いい

たします。

子育てをしている中で心配なのは、子供が病
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気になったときの対応ということで、少子化対

策の提言を踏まえ、外来・入院対策の充実に取

り組んでいただいており、感謝しております

が、私の住む西諸地域においては、小林市民病

院が唯一の小児科として入院できる病院でした

が、小児科医師の確保ができなくなり、入院す

る場合には、都城や宮崎まで行かなければなら

ない状況になり、子育てをする環境が極めて厳

しい状況であります。一刻も早く改善していた

だきたいと考えております。改善するためには

小児科医師の確保が前提になりますが、県にお

いては、小児科医師確保対策に修学資金制度な

どを活用し、確保に取り組んでいただいており

ますが、現在の小児科医師の状況と今後の取り

組みについてお伺いいたします。

次に、農商工連携についてお伺いいたしま

す。農商工連携は、平成20年５月の「農商工連

携促進法」の成立を契機に、本県でも、農政水

産部、商工観光労働部が連携し、25億円という

「農商工連携応援ファンド」を創設し、10年間

で、農林水産業者と中小企業者の連携により、

農林水産物の高付加価値化をすることを掲げて

おります。本県は食料供給基地であり、本県が

今後生き残っていくためには、農商工連携並び

に農業の６次産業化が重要ということで、「宮

崎発・大地を活かす農商工連携ビジネスモデル

創出事業」にも取り組んでおります。農商工連

携により、県民所得の向上、雇用の場の創出、

さらには、日本全体の食料自給率の向上に何が

何でもつなげないといけないと考えておりま

す。そこで、現在の農商工連携の取り組みの状

況と今後の取り組みについて、関係部長にお伺

いいたします。

次に、雇用対策についてお伺いします。アメ

リカで一昨年発生したサブプライムローン問題

を引き金に、リーマンブラザーズの破綻等によ

り、アメリカだけでなく、日本を含む世界全体

が景気低迷にあり、非常に厳しい状況が現在で

も続いております。国においても、雇用対策は

喫緊の課題ということで、緊急雇用対策とし

て、緊急雇用創出事業臨時特例基金並びにふる

さと雇用再生特別基金を創設し、それぞれ基金

を活用した事業を展開し、雇用の場の創出に取

り組んでおります。両基金とも来年度の平成23

年度が事業終了でありますが、現在の執行状況

並びに事業効果についてお伺いいたします。ま

た、今後の取り組みについてもあわせてお伺い

いたします。

最後に、教育事務所の再編についてお伺いい

たします。昨年９月議会の開会中に、教育委員

会より、昭和38年から続いた７カ所の教育事務

所を３つの教育事務所にするという再編計画が

突如報告があり、私も文教警察常任委員会に所

属していたこともあり、地元の教育委員会など

に聞き取り調査したところ、地元の教育事務所

がなくなり、都城になり、距離的、時間的、精

神的にもこれまでどおり連携がとれるか心配だ

とか、１つの教育事務所が持つ学校数がふえ、

指導の弱体化があるのではないかという意見を

聞き、教育事務所の再編について質問を行いま

した。教育委員会からは、教育事務所を再編す

るに伴い、教育事務所までの距離が遠くなる地

域が生じるのは事実でありますが、精神的な距

離までもが遠くならないよう、再編後におきま

しても、助言、指導、援助に万全を尽くしてい

くことにより、市町村教育委員会の不安を解消

していきたいと考えているという答弁をいただ

きましたが、実際、再編後の対応はどのように

なっているのか、また、市町村教育委員会から

どのような意見が届いているのか、お伺いいた
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します。

また、再編により専門指導主事を配置するこ

とにより、子供たちの学力向上にもつながると

いうことでしたが、現在の取り組み状況につい

てお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

国の支援のあり方等についてであります。口

蹄疫復興に関する緊急要望では、口蹄疫ウイル

スの侵入経路の解明や手当金の非課税化、冷凍

加工施設整備に対する助成や社会資本整備総合

交付金の予算確保、あるいは本県が設置する基

金への財政支援など、39項目にわたる要望を取

りまとめ、私も直接、総理大臣や農林水産大臣

に要望したところであります。国におきまして

は、10月８日に39項目の要望事項に対する個別

の対応方針を示すとともに、県が復興事業を実

施していくための財源について、県畜産業の再

生のための90億円の国庫補助事業や、県におけ

る1,000億円の運用型基金の設置への支援などを

示したところであります。前例のない災害であ

りましたことから、国との調整にはなかなか難

しい面もありましたし、県の要望がすべて認め

られたわけではありませんが、従来の取り扱い

や法律上の制約等がある中で、できる限り努力

していただいているものと考えております。県

といたしましては、1,000億円の運用型基金や国

庫補助事業のほか、中小企業応援ファンドや本

県に設置した取り崩し型基金等を有効に活用

し、口蹄疫からの再生・復興を進めてまいりま

すが、国に対しましても、今後の情勢の変化等

にも的確に対応し、適切かつ柔軟な支援を講じ

るよう、引き続き働きかけてまいりたいと考え

ております。〔降壇〕

○県民政策部長（山下健次君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、ファンド事業と基金事業との違いにつ

いてであります。1,000億円のファンド事業につ

きましては、復興事業等の支援を行う法人に対

して、県が1,000億円を無利子で貸し付け、その

運用益を活用して、市町村が実施する復興事業

への支援や観光振興などを行うものでありまし

て、貸付元であります県が実施主体となる事業

は対象とはなりません。一方、30億円の口蹄疫

復興対策基金につきましては、県が直接管理す

る基金として造成したものでありますので、基

金目的に合致するものであれば、県が実施主体

となる事業にも活用することができます。この

２つの基金事業でどのような復興対策事業を実

施するかは、これまでの対策の効果を踏まえた

上で、今後検討することといたしておりまし

て、さらに、中小企業応援ファンドや農畜産業

の再生のための国庫補助事業などを有効に活用

しまして、再生・復興に向けた効果的な対策を

講じてまいりたいと考えております。

次に、移住促進事業の成果等についてであり

ます。県ではこれまで、「宮崎に来んね、住ま

んね、お試し事業」等の中で、移住等を検討さ

れる方に対して住居等の情報を提供いたします

空き家等情報バンク活動、いわゆる空き家バン

クに取り組む市町村への支援等を行ってきてお

ります。この結果、空き家バンクに取り組む県

内の市町村数は、平成19年度の日之影町に始ま

り、今年度開始予定の小林市を含めますと10市

町にふえてきておりまして、移住の実績につき

ましても、新みやざき創造戦略におきます目標

でございます４年間で100世帯に対して、ことし

の10月末現在で168世帯の移住が実現していると
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ころであります。県といたしましては、これか

ら本格的な少子高齢・人口減少時代を迎える

中、地域の活力を維持し、活性化を図っていく

上で、移住等の促進は有効な対策の一つであり

ますことから、今後とも、実際に移住された方

の声もお聞きしながら、市町村と連携して積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、宮崎にゆかりのある医師の確保につい

てであります。医師の確保に当たっては、宮崎

にゆかりのある医学生や医師に対し、積極的な

働きかけを行っていくことが非常に重要である

と考えております。このため県では、これま

で、本県出身の医学生49名に対し医師修学資金

を貸与したほか、今年度は、県内外の医学生に

対し知事メッセージを送付し、本県での臨床研

修の実施等を要請したところであります。ま

た、宮崎大学や県立病院と連携して、自治医科

大学卒業医師の県内定着を図っているほか、本

県出身の医師等に対し、みやざき地域医療応援

団への登録呼びかけや、求人情報の発信などを

行っているところであります。今後とも、これ

らの取り組みを積極的に進めるとともに、増加

傾向にある女性医師の支援や若手医師のキャリ

アアップを支援する体制の充実など、受け入れ

環境の整備に努め、宮崎にゆかりのある医師の

確保を図ってまいりたいと考えております。

次に、地域医療再生基金を活用した事業につ

いてであります。地域医療再生計画の取り組み

状況につきましては、本年４月に宮崎大学医学

部に地域医療学講座が設置されたほか、救命救

急センター化に向けた同大学附属病院の施設改

築やスタッフ体制の検討、さらに、ドクターヘ

リに係るヘリポートの適地調査等が行われてお

ります。また、県北部においては、救急医療へ

の新たな医療機関の参入促進など救急医療体制

の整備充実が、地元市を初め関係機関の間で進

められております。県西部においては、国立病

院機構都城病院の産科手術室等の改築計画が進

められているほか、圏域の救急医療の中核とな

る都城市郡医師会病院の移転整備の基本方針が

定められ、現在、整備計画の策定が進められて

いるところであります。なお、当計画には来年

度以降に取り組む事業もあることから、引き続

き、関係市町村、医師会、宮崎大学等と十分連

携をとりながら、円滑な事業実施に努めてまい

りたいと考えております。

次に、医療費の適正化についてであります。

御指摘のとおり、医療費等の社会保障費は年々

増大しており、今後ますます本県財政の大きな

ウエートを占めていくことが確実な状況である

ことから、医療費の適正化は、県政の喫緊の課

題であると認識しているところであります。県

としましては、生活習慣病予防の観点からの特

定健康診査・特定保健指導の推進、医療費分析

に基づく保健指導の訪問活動、ジェネリック医

薬品の普及促進等が重要と考えておりますの

で、保険者である市町村に対し、今後とも適切

な助言・指導に努めてまいります。

次に、特定健康診査・特定保健指導について

であります。平成20年度の本県市町村国保にお

ける特定健康診査受診率は、26.8％と全国平均

を４ポイント下回り、特定保健指導の実施率

は26.2％と全国平均を12.1ポイント上回ってお

ります。県としましては、市町村国保、被用者

保険者及び県等で構成します保険者協議会にお

いて、情報の共有化や県民への広報活動、保健

指導に対する研修会の開催等を行い、県民の意
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識を高め、実施率の向上を図ることにより健康

づくりを推進し、先ほど申し上げました医療費

の適正化に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、妊婦健康診査支援基金及び安心こども

基金についてであります。

まず、妊婦健康診査支援基金につきまして

は、約７億3,000万円の基金を造成し、これまで

の執行額は、今年度の予定を含め約３億8,000万

円となっております。この基金を活用しまし

て、県内全市町村において14回の健診すべてに

公費負担が拡充され、検査項目の統一も図ら

れ、安心して妊娠、出産ができる体制が整って

きたところであります。

また、安心こども基金につきましては、約28

億円の基金を造成し、執行額は、今後の予定額

を含め約23億円となっております。この基金を

活用しまして、これまで、保育所の施設整備補

助等のハード事業や認定こども園の運営費補

助、ＮＰＯ等が実施する地域の子育て活動への

支援、ひとり親家庭への支援等のソフト事業を

実施しており、保育サービスや子育て支援体制

の一層の充実が図られているところであり、引

き続き、市町村や事業者、ＮＰＯ等の子育て支

援団体等と十分連携し、基金の有効活用を図っ

てまいりたいと考えております。今後、国は、

両基金とも、平成23年度までの事業期間の延長

と基金の積み増しを行うこととしております

が、平成24年度以降の継続的な財政支援につい

ても、さまざまな機会を通じて国に要望してま

いりたいと考えております。

次に、小児科医師の確保対策についてであり

ます。本県の小児医療は、小児科医の絶対数が

不足し、数少ない医師に過重な負担がかかるな

ど、大変厳しい状況にあります。このため県で

は、医学生に医師修学資金を貸与し、小児科医

の育成を図るとともに、即戦力となる小児科医

を確保するため、県内で小児科の専門研修を行

う医師に研修資金の貸与事業を行っており、平

成20年度は６名、21年度は10名、22年度は６名

の医師に貸与したところであります。また、小

児科医の負担軽減や保護者の不安解消を図るた

め、小児救急医療電話相談事業について、こと

し４月から相談日を365日に拡大したところであ

ります。今後とも、小児科医の育成確保に取り

組むとともに、県民の皆様が安心できる小児医

療体制のあり方を検討するため、大学や医師

会、地元市町村等との関係機関と協議してまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

まず、口蹄疫緊急対策貸付についてでござい

ます。本貸付は、口蹄疫による被害を受けた中

小企業に対しまして、運転資金を貸し付けるも

ので、口蹄疫発生直後の４月28日から８月31日

までの期間で、緊急的な措置として設けたもの

でございます。この貸付についての信用保証協

会の保証承諾実績は、830件の84億4,000万円余

となっておりまして、卸売・小売業や飲食店、

建設業など幅広い業種の中小企業の方々に御活

用いただいておるところでございます。

次に、農商工連携の取り組み状況等について

であります。商工観光労働部におきましては、

みやざき農商工連携応援ファンドを活用し、こ

れまで30事業、6,694万円の助成を行っておりま

す。これらの事業につきましては、まだ事業実

施中のものが多く、大きな成果には至っており

ませんが、鶏肉の加工商品開発で国による農商

工連携事業計画の認定につながった事例や、養
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鰻場の水質浄化システムを開発した事例が出て

きているなど、着実に進展してきているものと

考えております。今後とも、開発された新商品

の販路開拓といった事業者の取り組みをフォロ

ーするなど、農政水産部を初め、関係機関等と

密接に連携を図りながら、本県の産業振興に努

めてまいりたいと考えております。

次に、雇用創出に係る基金事業についてであ

ります。まず、緊急雇用基金事業の執行状況で

ありますが、平成21年度の実績が事業費11

億6,000万円余、雇用創出数1,348人で、今年度

は事業費51億1,000万円余、雇用創出数2,792人

を見込んでおります。次に、ふるさと雇用基金

事業につきましては、平成21年度の実績が事業

費９億9,000万円余、雇用創出数443人で、今年

度は事業費25億円余、雇用創出数652人を見込ん

でおります。今後とも、庁内各部局及び市町村

と連携しまして事業の掘り起こし等に努め、有

効活用を図ってまいりたいと考えております。

以上でございます。〔降壇〕

○農政水産部長（髙島俊一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、競りに関しての対策の執行状況と成果

についてであります。今回の口蹄疫の発生に伴

い、４つの子牛競り価格対策を打ち出しました

が、各対策の執行状況につきましては、出荷遅

延に係る子牛の経費の一部を助成する肉用子牛

出荷遅延対策と、口蹄疫発生前の競り価格と再

開後の競り価格の価格差の一部を補てんする肉

用子牛競り価格対策につきましては、現在、国

の事業との関連で調整を行っているところでご

ざいます。

次に、各市場ごとに設定した価格以上で出荷

遅延子牛を購入する場合にその一部を助成する

肉用子牛導入促進対策につきましては、これま

で開催されました子牛競り市の市場ごとの実行

価格を決定し、対象牛を確認しているところで

ございます。

また、中間保有施設を活用して、児湯を中心

とした被災地域に子牛を円滑に導入する肉用牛

資源供給体制活用事業につきましては、11月中

旬までに県内16カ所の施設で約1,800頭の利用が

見られ、円滑な農家への牛の導入が図られてい

るところであります。

次に、家畜防疫指導強化事業についてであり

ます。県といたしましては、再発防止の観点か

らも、早急に県内すべての畜産農家を対象とし

て、飼養衛生管理基準等の遵守状況を調査する

必要があると考えております。しかしながら、

家畜防疫員等の限られた人員のみでは短期間で

の対応が困難であることから、本事業によって

調査員を緊急的に確保し、半年といった短期間

で調査を実施したいと考えております。実際に

は、農場調査を行うに当たりましては、調査員

に対しては、事前に飼養衛生管理基準の内容や

調査内容の農場でのチェック方法、農場立入時

の防護服の着用や消毒方法等、家畜保健衛生所

において十分に研修することといたしておりま

す。また、立入調査に先立ち、農家に対しまし

ては、調査の趣旨や方法、調査員等について十

分に周知することにより、調査への協力を呼び

かけることにいたしております。なお、立入調

査の結果、不備の認められました農場につきま

しては、改めて家畜防疫員等が家畜伝染病予防

法に基づき、立入指導等を行うことといたして

おります。

次に、防疫体制のチェック体制などについて

であります。農場における消毒の徹底など防疫

活動を継続することは、二度と口蹄疫を発生さ

せないためにも大変重要なことと考えておりま
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す。このため、10月から毎月20日を「県内一斉

消毒の日」と定め、県内すべての農家に防疫意

識の向上を図り、継続的な消毒をお願いしてい

るところであります。一方、農場に頻繁に出入

りする獣医師や人工授精師、飼料運搬業者な

ど、畜産関係者の衛生意識の啓発も防疫上は非

常に重要と考えており、家畜保健衛生所を通

じ、日ごろから防疫意識の向上に努めていると

ころでございます。県といたしましては、これ

らの取り組みを強化いたしまして、農家及び畜

産関係者の相互の意識の向上が図られるものと

考えており、個々の状況に応じて必要な指導を

行ってまいりたいと考えております。

最後に、農商工連携の取り組み状況等につい

てでございます。農政水産部といたしまして

は、多様な経営資源を有する企業の本県農業参

入を支援する「宮崎発・大地を活かす農商工連

携ビジネスモデル創出事業」によりまして、昨

年度は、ＩＴ企業と地元農業法人とが連携して

大規模園芸施設の整備を行ったところでござい

ます。また、今年度は、光学機器メーカーと地

元企業等が連携し、太陽熱ハウス冷暖房システ

ムの共同開発を開始したところであります。さ

らに、「みやざき発・業務用農産物生産拡大事

業」におきまして、農業法人が食品加工企業と

連携し、昨年度、18の農業法人等において107ヘ

クタールの加工業務用農産物の生産拡大が行わ

れるなど、着実に成果が上がってきておりま

す。今後とも、地域における農商工連携の推進

組織を通じて、このような成功事例を広く農業

者等に周知し、新たな農商工連携モデルの創出

に努めるとともに、農業所得の向上につなげて

まいりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○県土整備部長（児玉宏紀君）〔登壇〕 お答

えします。

本県の空き家の状況についてであります。総

務省統計局が住宅・土地統計調査を５年ごとに

実施しておりまして、平成20年の調査結果によ

りますと、本県の空き家は県全体で約６万3,000

戸となっております。この平成20年の空き家の

数は、その５年前、平成15年の調査結果と比較

いたしますと、戸数で約9,000戸、率で17.6％の

増となっております。以上であります。〔降

壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、教育事務所再編後の市町村教育委員会

への対応についてであります。教育事務所の再

編に当たりまして、市町村教育委員会への支援

体制の充実を図るために、各教育事務所の教育

推進課に、例えば西諸県地区学校教育担当のよ

うに、各地域ごとの学校教育担当を設置します

とともに、家庭・地域教育担当につきまして

も、それぞれの担当地域を明確にし、各市町村

教育委員会が円滑に相談できる体制を構築した

ところであります。また、各教育事務所におい

ては、所長や指導主事等が機会あるごとに市町

村教育委員会を訪問し、直接意見交換や要望を

お伺いするなど、これまでと変わらぬ対応に努

めているところであります。これらの対応につ

いて市町村教育委員会からは、おおむね特段の

不都合は感じていないという感想をいただいて

いる一方で、教育事務所までの距離が遠くなっ

た一部の市町村からは、教育事務所の所管が広

域となり、今後の関係が疎遠になるのではない

かという心配の声もいただいております。その

ため、今後とも、このような御意見に十分耳を

傾けながら、市町村教育委員会に対する支援に

万全を期してまいりたいと考えております。
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次に、教育事務所の学力向上の取り組みにつ

いてであります。教育事務所の再編におきまし

ては、教育事務所の専門性の向上の観点から、

教育事務所の規模を拡大し、教科等の各専門分

野に対応した指導主事を配置することにより、

市町村教育委員会及び小中学校に対しまして、

これまで以上に専門性の高い指導・助言・援助

が行うことができる体制を整えております。こ

れに伴いまして、学力の向上につきましても、

市町村教育委員会からの相談や学校訪問に際し

て、迅速で的確な指導に努めますとともに、各

地域で開催されます教科研究会等において、そ

れぞれの専門の指導主事を派遣することによ

り、教科等の特性に応じた情報の提供や具体的

な指導のあり方を示しながら、教師の指導方法

の工夫・改善に取り組んでいるところでありま

す。今後とも、市町村教育委員会と十分な連携

を図りながら、子供たちの学力向上に取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 時間が多少ありますので、

再質問させていただきますが、まず、口蹄疫関

係についてお伺いいたします。

口蹄疫復興に対する緊急要望に入っている、

人工授精ができなかった３カ月対策、いわゆる

空き腹対策について９月議会で質問をいたしま

した。そのときに答弁といたしましては、「畜

産農家への支援は、国に対する要望の中でえさ

代等の助成を提案している」という答弁でし

た。金曜日の質問で岩下議員も同様な質問をし

ましたけれども、それに対しまして、「独立行

政法人の農畜産業振興機構に設置する口蹄疫畜

産再生基金により、人工授精業務が停止したこ

とによる影響の緩和対策が実施されることに

なっています」という答弁でありました。そこ

で、農畜産業振興機構に設置された基金を活用

して支援を行うということですが、具体的には

どういう形になるのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 国に対しまし

て要望しておりました、人工授精業務が停止し

たことによる影響の緩和対策につきましては、

今、御質問がありましたとおり、国の農畜産業

振興機構に設置されました口蹄疫畜産再生基金

により実施されることとなったところでありま

す。具体的には、人工授精業務の一斉停止に伴

い影響を受けた雌牛に対して、その期間の飼養

管理経費を助成するものとなっております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ速やかにこのような形

にしていただくように要望をまずしたいと思い

ます。

次に、前回の９月議会でも少し要望させてい

ただいたんですが、実は、西諸のほうでも競り

が開催されようとした日に、その当日であるん

ですが、えびの市のほうで口蹄疫に似た症状の

牛がいるということで、県の指導により急遽競

りが中止になってしまいました。結果的にはシ

ロということでほっとしましたけれども、競り

が一日中止になったということで、係留経費と

か警備費、購買者対策などのさまざまな経費が

必要になりまして、西諸畜連のほうに聞いてみ

ますと、約300万円かかったということでありま

した。９月議会で適切な対策を要望したところ

でありますが、どのような対応を考えているの

かお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 県内の家畜競

り市場の開設者である畜連や農協は、口蹄疫の

発生を受けまして、４カ月間、競りの中止また

は延期を余儀なくされ、経営的にも大きな影響

を受けているところでございます。御質問にあ

りました西諸県畜連におきましては、子牛競り
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再開当日の９月２日に急遽競りを中止する事態

となり、経営に対する影響は一層大きいものと

考えております。このため県といたしまして

は、競り再開に伴い、国や県の事業を活用し、

出荷者や購買者に対する支援を行い、家畜市場

の活性化を図っているところであります。一

方、家畜市場における子牛の係留等に要した運

営経費の支援を国に要望しておりましたが、現

時点では支援制度が措置されていないため、引

き続き要望しているところであります。

○丸山裕次郎議員 競り中止に伴って、支援が

国の中でも県の中でもうまく取りまとまってい

ないということでありますけれども、30億円と

いう基金もつくっていただいておりますので、

その中での対応とかいろんな形で対応も考えて

いただきたいというふうに思っておりますし、

ひょっとしたら、このような競りを急遽中止に

せざるを得ないときも、検査のために検体を

送ったら中止しなくちゃいけないことも、今後

出てくる可能性がありますので、そのときの対

応も、できる限り速やかな対応をしていただく

ような形をまず考えていただきたいというふう

に思っております。

そしてまた、口蹄疫対策として、えさ代の補

てんとか、先ほど答弁いただきました競り対策

とか、いろんな対策を県のほうでも講じていた

だいて、農家としても非常に安心している反

面、実際は、今、部長の答弁がありましたとお

り、国の事業との整合性とか調整に基づいて、

農家のほうに資金がまだ届いていないという実

態もありますので、確かにワクチン接種とか殺

処分された農家の補償のほうが最優先というこ

とはわかっておりますけれども、県内全域の畜

産農家の方がいろんな支援や資金とかを待って

おる状況でありますので、速やかに、できるだ

け早くそういう事業が農家まで届くようにお願

いしたいというふうに思っております。

最後に、知事に質問させていただきますが、

壇上からも述べましたとおり、高齢化の進展に

より、老人福祉費を初めとした社会保障費が年

々増加し、県政を運営する上でも非常に重みを

増している状況ということを述べさせていただ

きました。私は、今後、自治体経営を行ってい

く上で、社会保障費のことは避けて通れないと

いうふうに思っております。高齢化が進んでい

るので仕方ないというのでは済まされない状況

ではないのかなというふうに思っております。

壇上からも言いましたけれども、老人福祉費を

含めて、こういう言葉は適切ではないと思いま

すけれども、メタボ３兄弟になっている、すべ

て100億を超している状況であります。非常に重

くなってきている、財政運営上、非常に厳しい

状況になってきているのが実態ではないのかな

というふうに思っております。

そこで、知事はよくジョギング等もされると

思いますけれども、宮崎県は、ジョギングのみ

ならず、海に行けばサーフィン、山に行けば登

山、トレッキングなどのスポーツができる環境

だと私は思っております。また、昨年は、全国

スポーツ・レクリエーション祭が全県下で行わ

れ、スポーツ・レクリエーションを行っていく

機運が高まっているのではないかと思っており

ます。宮崎県の地の利を生かして、知事の言う

県民総力戦で健康づくりに取り組んでいくと

いった健康立県に取り組むべきだと私は考えて

おります。知事は１月で知事職をやめられ、次

は国政か都政かわかりませんが、いずれにせよ

政治を続けられていくと思いますが、政治家と

して、社会保障費についての考え方や、県民総

力戦の一環として健康長寿運動を呼びかけてほ
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しいと思っておりますが、知事にお伺いいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 先ほど福祉保健部長

がお答えしましたとおり、今後、医療費を初め

とする社会保障費が増大し、本県財政に大きな

影響を及ぼすことが懸念されております。こう

した将来の見通しを考えますと、私は、健康や

予防の観点からの取り組みが今後の県政運営に

おいて重要な要素となると考えております。こ

のため、現在策定中の新たな総合計画における

長期戦略の一つとして、健康長寿社会づくり戦

略を掲げ、だれもがいつまでも元気に地域社会

で充実した暮らしを送ることができる社会づく

りを目指すこととしております。御提案のあり

ました健康長寿運動は、県民一人一人が、みず

からの健康や生活について改めて見詰め直して

いただくことにより、特定健診等の受診率向上

にもつながるきっかけとなるものでありまし

て、健康長寿社会づくりに向けた取り組みの一

つとして有意義であると考えております。

○丸山裕次郎議員 今、知事のほうから特定健

診のことも言っていただきましたが、宮崎県

は、福祉保健部長の答弁がありましたとおり、

全国より受診率が低いということであります。

また、今回、後期高齢者の制度が若干変わりつ

つありますけれども、これが継続ということを

前提にすると、特定健診の受診率が50％～55％

ではペナルティーをかけるというぐらい、一番

最初にそういう気持ちで始まった制度でありま

す。これは財政的にペナルティーというより

も、本来は、国民全体が健康に向けて取り組ん

でいこうという大きなあらわれの施策であろう

というふうに思っておりますので、ぜひ県にお

きましても、この特定健康診査、また保健指導

のほうにも十二分に力を入れていただいて、こ

のことによりまして財政運営にも大きく寄与し

ていく、10年、20年先には大きく寄与していく

と私は思っておりますので、ぜひ実施率が伸び

ることを期待申し上げまして、私の一般質問を

終わります。ありがとうございました。（拍

手）

○中村幸一議長 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42分休憩

午後１時０分開議

○蓬原正三副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、権藤梅義議員。

○権藤梅義議員〔登壇〕（拍手） 通告に従っ

て順次質問いたします。

まず、知事におかれましては、４年前の汚職

事件直後の異例の就任劇、そして就任早々の鳥

インフルエンザの発生、地鶏やマンゴー、宮崎

牛を初めとする県産品のトップセールスの数

々、さらに国政への転身問題や口蹄疫対策、一

方では、国やマスコミとの対立点を明確にしな

がらの全国への発信とテレビ出演や講演活動等

々、息つく間のない４年近くでしたが、本当に

御苦労さまでした。

それでは質問に入りますが、次期知事選を前

に、地元紙が県内26市町村長を対象に「求めら

れる知事像」のアンケート調査を実施しており

ます。その要約は、「リーダーシップと対話を

主体に将来ビジョンを示しながら、実行や協働

を求めている」との内容であります。また政策

面では、口蹄疫からの復興と県内経済の底上げ

を望む景気・雇用対策、次に財政健全化、中山

間地域や子育て、医療、教育等の意見が多かっ
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たと集約されています。さらに、知事の評価に

も及ぶわけでありますが、さまざまな方々が意

見を述べておられます中で、宮崎公立大の有馬

晋作教授は、「県産品のトップセールスのよう

な得意分野は一生懸命取り組んだ。宮崎のよう

に農林水産業のほか観光を主産業とする都道府

県は、どこでもブランド力を上げて売り込みた

い。県の知名度を一気に上げたのは大きな成果

で、メディアで訴える手法も新鮮だった」と評

価しています。しかし、「教育や医療・福祉な

ど不得手な分野は余りやっていない。その不足

面をどうするかも次の知事の課題だろう」と述

べていますし、「知事が１期では県を根本的に

変えることはできない。高速道や港湾整備など

のインフラ整備や農商工連携など、内発的な発

展の道筋もできない。特に地方分権について個

性が見えない」と指摘しています。「地方は苦

しい、金がないという実情はわかるが、宮崎で

やりたいことにどんな制度上の壁があるのか具

体的に切り込むべきだ」と述べています。そし

て、「口蹄疫からの地域経済や産業復興を考え

るなら、２期目も続けたほうがよい感じがし

た」との感想であります。そこで知事に伺いま

すが、これらの批判は別としても、この４年近

くの全力投球の結果と今後の課題を踏まえて、

次に向けて求められる知事像をどのように考え

ておられるか伺います。

以下については、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。

知事像についてであります。私は知事就任以

来、「宮崎をどげんかせんといかん」という郷

土への熱い情熱を持ち続け、トップの決断と責

任、徹底した県民目線、現場主義の貫徹、確か

な先見性、既成概念や前例踏襲の打破といった

ことを常に肝に銘じ、県政運営に努めてきたと

ころであります。政策面においては、県政改革

や宮崎のＰＲはもとよりですが、口蹄疫からの

再生・復興を初め、安全・安心な暮らしの確保

や環境エネルギー対策、教育の振興、インフラ

整備などのさまざまな行政課題にも、県民の皆

様の御期待にこたえられるよう全力で取り組ん

できたところであり、一定の成果が得られたの

ではないかと考えております。

今後、本県を初め地方を取り巻く環境は、厳

しい財政状況のもと、少子高齢・人口減少の進

行、グローバル化など大きく変化していくこと

が予想され、まさに激動変革の時代になってま

いります。こうした中で、本県のさらなる発展

と県民福祉の向上を図っていくため、県政のか

じ取りを行う知事には、確かな将来ビジョンを

描き、これに向かって断固実行していく力とい

うものがますます重要になってくるものと考え

ております。〔降壇〕

○権藤梅義議員 次は、九州広域行政機構の最

近の動きについて、知事に伺います。

政府の地域主権戦略会議は、６月に地域主権

戦略大綱を閣議決定し、国土交通省や厚生労働

省など８府省15系統の出先機関が所管する472の

事務・権限について、８月末までに自己仕分け

するよう指示していました。しかし、10月初旬

の集計では、地方に移すとしたのは、条件つき

を含めても検討対象の約１割程度と言われてい

ます。そんな中、10月18日の福岡県柳川市での

九州地方知事会が、沖縄を除く７県で九州広域

行政機構の設置を目指すことで一致したようで

あります。これは、中央省庁の頑強な抵抗と反

発で足踏み状態に陥っている地域主権改革を、

地方の側から前へ突き動かそうとする試みとし
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て注目を集めています。そこで、この間の九州

地方知事会の経緯や今後の検討課題についてお

尋ねをします。

○知事（東国原英夫君） 国は、地方主権改革

の一環として、住民に身近な行政はできる限り

地方自治体にゆだねるという「補完性の原則」

のもと、国の出先機関を原則廃止する方針を示

しております。これに対し、国の出先機関原則

廃止は、地方への権限・財源移譲を進める実践

的な手法となることから、全国知事会ではプロ

ジェクトチームを設置し、国と地方がそれぞれ

担うべき事務及び権限の仕分け等を行ってきた

ところでありまして、あわせて各地域において

も、受け皿を明確に示すことにより、各省庁の

抵抗等で改革が停滞している現状の打破を目指

しているところであります。このような中、九

州知事会においても受け皿について鋭意検討し

てきたところでありまして、国に残すもの、県

単独で受け入れるものを除き、国の出先機関の

事務・権限、人員、財源等を丸ごと受け入れる

組織として、先ごろ、仮称になりますが、九州

広域行政機構の設立を目指すことを合意したと

ころであります。

なお、今回の合意は、あくまで具体的議論の

出発点でありまして、新たな法的整備が必要で

あることを初め、引き受ける事務・権限の整理

や組織の形態など詳細な制度設計は今後の検討

課題となっておるところであります。

○権藤梅義議員 知事に御説明いただきました

ように、九州域内で国から地方へ移管される広

域行政の事務・権限、財源、人員をほぼ受け入

れ、出先廃止の方向に向かう新たな組織・制度

づくりに取り組むということであります。内容

を研究してみますと、九州の７県知事の合議体

である知事連合会議が執行機関の役割を、そし

て７県議会代表者による議会代表者会議が議事

機関の役割をそれぞれ両輪として担うと説明さ

れていますが、私ども議会の立場としても議論

の消化がまだできていない感もいたします。現

在議論されている内容、今後の検討スケジュー

ル等にめどが立っていればお示しを願いたいと

思います。

○知事（東国原英夫君） 九州広域行政機構は

基本的な考え方を整理した段階でありまして、

これまで関係大臣や地域主権戦略会議のメンバ

ー等に説明をし、九州知事会の考えに理解を求

めてきたところであります。御質問にありまし

た、執行機関と議事機関を初め、詳細な制度設

計、設立時期を含む今後の工程等につきまして

は、今後検討を深めていくこととしておりま

す。

なお、具体的な検討に当たっては、県民の皆

様の理解が得られる組織にするために、県議会

を初め各市町村等の意見を十分に踏まえるとと

もに、地方が無駄な事務や人員を抱えたり国の

出先機関化することがないよう、本県の意見や

考え方を主張してまいりたいと考えておりま

す。

○権藤梅義議員 次に、近年、話題を呼んでお

りますところの道州制の議論との関係はどのよ

うに整理をされていくのか伺います。

○知事（東国原英夫君） 九州広域行政機構の

議論は、国の出先機関を九州でいかに受け入れ

るかという点に焦点を絞って検討を進めており

まして、道州制を想定したものではございませ

ん。しかしながら、地方分権の本旨は、国と地

方の役割分担の見直し・明確化にあることか

ら、本来、国の出先機関だけでなく、本省の事

務・権限を含めて検討すべきであり、また今

後、広域的な行政課題や広域的視点での地域政
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策に的確に対応していく必要があることから、

道州制を初め新たな広域自治制度について議論

を深めていく必要があると考えております。

○権藤梅義議員 次に、国が法令で地方の仕事

を規制する義務づけ・枠づけの解消を目指し

て、47都道府県は今月15日に、23項目の構造改

革特区案を政府に一斉申請しております。菅直

人改造内閣で、旧自治省、現総務省のＯＢで鳥

取県知事を２期務め、改革派知事として知られ

る片山善博総務大臣が誕生したこともありまし

て、期待が高まっております。全国知事会はこ

れまで、地方自治体の仕事を見直し、都道府県

の義務づけ・枠づけの改革を具体化する特区案

の議論を深め、結論を投げたものですが、対象

が専門的かつ広範で、これまで議論は低調だっ

たと聞きます。しかし、義務づけなどの見直し

は、国から地方への大幅な権限移譲につながる

分権の本丸と位置づけて、構造改革特区の一斉

提案へと知事会を動かしたとの見方もあり、今

後注目すべきと考えております。そこで伺いま

すが、本県の提案している特区案は23項目のう

ちどのような項目なのか、その内容と選定の理

由等をお示し願います。

○知事（東国原英夫君） このたび全国知事会

では、構造改革特別区域制度を活用し、都道府

県が共同で規制改革の提案を行うことにより、

各省庁に地方への義務づけ・枠づけの抜本的な

見直しを求めることとしたところであります。

共同提案している23項目の内容は、国が一律に

定めた基準に基づき設置・運営することが義務

づけられている施設について、利用者の利便性

や施設機能の向上を図るために、県や市町村が

地域の実情等を踏まえ独自に基準を定めること

を可能にするという提案がその多くを占めてお

りまして、福祉関係が14項目、保健関係が４項

目、その他が５項目となっております。

なお、本県におきましては、地方分権の確立

のためには義務づけ・枠づけの見直しが不可欠

であるとの認識のもと、23項目のうち21項目の

共同提案に賛同しております。今後、内閣官房

は各省庁と協議の上、提案された項目のうち特

区対象のメニューとするものを決定することに

なりますが、対象とされたメニューを活用した

具体的な特区計画の認定申請については、市町

村や関係団体の意見を踏まえるなど、地域の実

情等を十分に勘案の上で対応していくこととな

ります。

○権藤梅義議員 ありがとうございました。

九州広域行政機構の設置は、九州７県の知事

会が結束して執行機関としての知事連合会議を

設置し、同時に議会代表者会議も併設して、困

難を想定してあえて進もうとするわけでありま

す。今後をもう少し見守らなければ何とも言え

ませんが、霞が関の８府省と対峙しながら、知

事会はもちろん、内閣府も結果を出すことを

迫っております。該当する全国32万人の国の組

織のうち、20万人が地方で仕事をしていると言

われる中で、突破口を九州から開こうとの一大

改革でありまして、私どもも可能な支援はすべ

きと考えております。また、23項目の改革特区

は九州広域行政機構と一連のものであるとの認

識のもと、しっかりと議論していくことが必要

であると考えます。今後、知事会と内閣府、特

に総務省と緊密に連携していくことも必要です

し、実現に向けて知事会の責任も大きいと考え

ます。いま一度、九州知事会の一員として本県

の進むべき方向と決意を知事にお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 人口構造の変化やグ

ローバル化など地方をめぐる社会情勢が大きく

変化する中で、多様化する住民ニーズに的確に
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対応するためには、国の出先機関の廃止や義務

づけ・枠づけの見直しを初めとする地方分権を

進展させ、地方が自己決定・自己責任のもと、

みずからの意思と力でそれぞれの特性に応じた

地域づくりや、地域の実情に応じた行政サービ

スを提供するシステムを構築することが必要で

あります。一方で、地方にはこれまで以上の責

任が求められますことから、高度な政策形成能

力を有し、みずからの責任と判断で行政運営を

行うことができる人材や組織づくりを進めると

ともに、県内においても分権型社会を構築して

いかなければならないと考えております。ま

た、社会経済情勢の変化によりまして広域的な

行政課題が増大しておりますことから、県域を

越えた行政課題に適時的確に対応していくため

に、九州各県との連携もさらに進めていく必要

があると考えております。

○権藤梅義議員 次に、就職問題に移りたいと

思います。厚生労働省は今月16日に、来春卒業

見込みの高校生の就職内定率を発表しています

が、依然として厳しい状況が続いています。都

道府県別では、沖縄9.0％、北海道17.2％、宮

城27.5％などと低く、比較的高いほうの県で

は、富山59.7％、三重58.5％、愛知57.9％など

となっています。そこで、教育長並びに県民政

策部長に、本県の高校卒の直近の情報と就職活

動の支援状況についてお尋ねします。

○県民政策部長（山下健次君） まず、私立高

校についてお答えいたしますが、10月末の就職

内定率42.3％となっております。これを昨年の

同期と比べますと4.2ポイント増加しております

けれども、一昨年の同じ時期との比較では13.4

ポイント減少しておりまして、昨年に引き続い

て大変厳しい状況になっております。県といた

しましては今年度、私立高等学校就職対策強化

事業を創設いたしまして、希望のあった私立高

等学校７校に対して就職対策専門員を配置し、

求人の開拓、就職情報の収集、生徒への就職指

導等について支援を行っているところでありま

す。

○教育長（渡辺義人君） 県立高校生の10月末

の就職内定状況は57.4％でありまして、前年同

月比で0.8ポイント増加しておりますが、一昨年

同月と比較いたしますと9.4ポイント減少してお

り、昨年同様大変厳しい状況が続いておりま

す。このため県教育委員会といたしましては、

新卒者の厳しい就職状況を踏まえまして、関係

部局、関係機関との連携をより深めますととも

に、県教育委員会幹部職員が直接、企業や各地

区の商工会議所等に出向くなど、求人開拓に努

めているところであります。また、各学校にお

きましては、29名の進路対策専門員と教職員が

一丸となって、求人開拓はもとより、進路相

談、受験指導、面接指導などの就職支援に全力

で取り組んでいるところであります。このよう

な中、今月、県内就職を希望する高校生を対象

とした合同就職面接・相談会「ＭＩＹＡＺＡＫ

Ｉジュニアワークフェア」が延岡、宮崎、都城

の３地区で開催されましたので、１人でも多く

内定者がふえることを期待しているところであ

ります。今後とも、就職を希望する高校生たち

の進路実現のためにさらなる支援に努めてまい

ります。

○権藤梅義議員 ありがとうございました。

次に、宮崎労働局によりますと、今年３月の

大学・高校卒業者の就職決定率は、３月末で、

大学生が87.1％と前年同期比4.6ポイントの減、

高校生が94.4％で２ポイントの減と、非常に厳

しい結果になっております。このような中で、

県は今年度、新規学卒者等を対象とした人材育
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成事業を実施しており、その貢献度が注目され

るところでありますが、その実績について、商

工観光労働部長にお尋ねをいたします。

また、他の年齢層に比べ若年者の雇用情勢は

厳しい状況にあるため、国のトライアル雇用制

度を活用し若年者等を対象とした正規雇用化事

業に取り組んでいるところでもありますが、こ

の事業の実績についてもあわせてお示し願いま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今年度は

新規学校卒業者等雇用創出・人材育成事業を

行っているところでございますが、事業内容と

しては、民間企業等に委託し、職場実習や外部

研修等を通じた職業スキルの向上による就職の

支援に取り組んでいるところであり、47人の新

規学卒者が雇用されております。また、国が実

施しておりますトライアル雇用制度を活用した

若年者等正規雇用化促進特別事業につきまして

は、トライアル雇用終了後に若年者等を正規雇

用化した事業主に助成金を交付しており、22人

の正規雇用化が図られたところでございます。

以上でございます。

○権藤梅義議員 本問最後でありますが、宮崎

県は年間の日照時間が全国で３番目に長く、県

は、豊かな日照時間を生かした太陽電池産業の

育成を目指しております。2009年３月に「みや

ざきソーラーフロンティア構想」を発表してお

ります。一方、報道によりますと、宮崎大学の

大坪昌久工学部長は、「太陽光発電は成長産業

だが、新しい分野のため専門家が少ない。特に

次世代型電池の人材育成は急務だ」と危機感を

募らせているようであります。そして昨年秋か

ら、経済産業省の支援を受けて若手技術者を育

てる講座を大学院で始めることとし、メーカー

からも技術者を講師として招き、講座が設定さ

れているようです。この10月から始まった第２

期講座では、大学院生の３割に当たる42人が受

講していると聞きます。今後このような人材育

成を続けていけば、新しい分野の人材供給県と

して全国から注目を浴びると思います。まさに

みやざきソーラーフロンティア構想推進と就職

支援のよい例ではないかと評価します。そこ

で、教育長は今後、工業高校等でのソーラーフ

ロンティア構想の人材育成についてどのように

考えているか伺います。

○教育長（渡辺義人君） 現在、県立工業高校

の機械系学科や電気系学科におきましては、ソ

ーラーカーの製作やソーラー発電に関する学習

を導入したり、宮崎大学や企業の専門家を講師

とした出前講座の実施などを通して、太陽電池

関連分野に対する興味・関心の醸成に努めてお

ります。ものづくり産業を担う人材を育成する

ためには、専門分野の基礎・基本を確実に身に

つけさせることはもとより、社会の変化や地域

産業界のニーズに柔軟に対応した専門教育の実

践が重要であると考えております。このため、

平成21年９月に宮崎県産業教育審議会に「これ

からの本県工業教育の在り方について」を諮問

し、現在、審議会の中で、太陽光など自然エネ

ルギーを活用した工業教育など、地域社会や地

域産業界と連携・協働した宮崎ならではの工業

教育の振興の視点も踏まえて検討いただいてい

るところであります。県教育委員会といたしま

しては、本年度中にいただく予定の答申を踏ま

えまして、今後とも工業教育の充実を推進し、

将来の地域産業を担う人材の育成を図ってまい

りたいと考えております。

○権藤梅義議員 次は、観光問題について質問

させていただきます。来年３月に九州新幹線が

全線開業するのに、直接恩恵がないことを逆手
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にとって、日本航空や全日空、スカイネットア

ジア航空などの航空各社が宮崎空港に熱い視線

を送っているとの指摘があります。各社、航空

料金の引き下げや、利用者の多い時間帯へのシ

フトや増便の検討などサービスを向上させ、九

州への誘客の増加に一役買おうとの意欲的な計

画のようでもあります。また、宮崎は市街地か

ら空港まで20分前後と、全国でも群を抜いたア

クセスのよさも強みの一つと考えられます。今

さら新幹線を望んでも、ないものねだりの話で

すが、東九州や宮崎発着の観光メニューをふや

すことで、西回りの新幹線への対抗策として、

また帰りは航空機のスピードと割安運賃でカバ

ーし、宮崎への誘客枠をふやすことも期待でき

るのではないかと考えますが、今後の航空機利

用拡大に向けた取り組みをどのように考えてお

られるか、県民政策部長に伺います。

○県民政策部長（山下健次君） 航空路線の維

持という立場からお答えいたしますが、最近の

厳しい経済環境の中、航空会社では、採算性の

低い路線の減便あるいは運休、機材の小型化を

進めておりまして、宮崎空港におきましても日

本航空グループの福岡線が増便はされましたけ

れども、機材の小型化に伴って提供座席数は減

少したところでございます。一方で、日本航空

の東京線が１便増便されたほかに、全日空の伊

丹線あるいは名古屋線、それからスカイネット

アジア航空の沖縄線でそれぞれ運航時間が改善

されました。こういった利便性の向上も図られ

ているところでございます。お話にもございま

したように宮崎空港は市街地から近く、また空

港連絡鉄道が乗り入れるなどアクセスのよい空

港でございますので、そのようなメリットを生

かしながら空港の利用促進に努めてまいりたい

と考えております。

○権藤梅義議員 観光庁は、自然や歴史・文化

などで密接な関係のある観光地を「観光圏」に

認定しており、全国で45地域を選定し、九州で

は、「阿蘇くじゅう」「新東九州」「豊の国千

年ロマン」など６エリアが認定されたと聞いて

おります。これらは、駆け足で観光地をはしご

する従来型観光ではなくて、地域のもてなし役

（コンシェルジュ）に相談して旅行を組み立て

たり、案内人とともに地域を回ったり、みずか

らのプランでゆったりした時を過ごす滞在型の

ツアープランを提供すると聞きます。阿蘇や高

千穂等でこのようなプランの恩恵を既に受けて

いるのかもしれませんが、これら観光圏の動き

を踏まえて、本県として滞在型観光にどのよう

に取り組もうとしているか、商工観光労働部長

に伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 観光圏形

成への取り組みなど各観光地が広域的に連携し

つつ、おのおのの魅力に磨きをかけまして観光

客の滞在時間をふやすことは重要でございま

す。現在県では、各市町村に広域的な連携を働

きかけるとともに、体験・滞在型観光として

「ゆっ旅宮崎」などを展開しておりまして、市

町村等と一緒になって観光客の受け入れ体制の

整備や体験メニューの創出等に取り組んでいる

ところでございます。今後とも、観光客の皆様

に一日でも長く本県に滞在していただけるよう

さまざまな取り組みを推進してまいりたいと考

えております。

○権藤梅義議員 本問最後の質問ですが、九州

新幹線対策として県では、熊本県や鹿児島県、

全国のＪＲグループとの共同によるデスティネ

ーションキャンペーンや、熊本、鹿児島と本県

を結ぶ観光バスの実証実験などに既に取り組ん

でおられますが、３月の新幹線開業に向け、宮
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崎ならではの特色を生かした具体的な観光誘致

の取り組みを進める必要があると考えておりま

す。宮崎といえば、何といっても神話のふるさ

とでありまして、宮崎市の江田神社や青島神

社、高千穂や鵜戸神宮などの神話・伝説ゆかり

の地がパワースポットと呼ばれて、女性を中心

にたくさんの観光客が訪れているようでありま

す。旅行先を決定する大きな力を持っているの

は、やはり女性であります。県では現在、主に

女性を対象として、こうした神話・伝説の地域

の中から、本県に数多くある縁結びや夫婦円満

などに御利益のある地域を結んだ宮崎恋旅プロ

ジェクトを実施しております。若い女性の好み

のパンフレットの作成など、宮崎ならではの観

光として大きな期待をしておりますが、現在ど

のような取り組みをされているのか、また今後

どのように展開されるのか、商工観光労働部長

にお伺いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 宮崎恋旅

プロジェクトにつきましては、主に女性をター

ゲットに、「恋」をテーマに新しい宮崎旅行の

ブームをつくり、その定着化を図ることを目標

としまして、昨年度から取り組んでいるところ

でございます。現在、縁結びなどにゆかりのあ

る県内20カ所の恋旅スポットを周遊する企画な

どが大手旅行会社の商品造成に採用されるな

ど、新しい観光の切り口として大変好評であり

まして、また、地元のホテル等でもその受け入

れに積極的に取り組んでいただくなど、大きな

手ごたえを感じているところでございます。今

後とも、魅力的な企画を柔軟な発想で検討しま

して旅行商品造成につなげていきますととも

に、日本最大級のファッションイベント「東京

ガールズコレクション」など大型イベント等と

連携しまして情報発信に努めるなど、宮崎恋旅

がこれからの本県観光の柱の一つとなるよう、

積極的な事業展開を図ってまいりたいと考えて

おります。以上でございます。

○権藤梅義議員 次は、通称東九州メディカル

バレー構想についてお伺いします。

本県と大分県は10月25日に、東九州地域医療

産業拠点構想をまとめ発表しています。これ

は、ことし１月以降、産学官による研究会で協

議を重ね、人工腎臓や血液浄化機器といった血

液や血管関連の医療機器メーカーが多く、集積

による地域活性化やアジアにおける医療貢献を

目指すものと聞いておりますが、この構想にお

ける行政の役割や今後の展開等について、商工

観光労働部長にお尋ねします。

また、両県は、構想を具体化するため、国の

新成長戦略に基づく総合特区制度構想を共同提

案していますが、その特区の認定があった場

合、どのような効果が期待されるのかについて

もお伺いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 東九州地

域医療産業拠点構想は、地域の血液や血管を中

心としました医療機器産業の一層の集積と地域

活性化を図るため、研究開発の拠点、医療技術

人材育成の拠点、血液・血管に関する医療拠

点、医療機器産業の拠点の４つの拠点づくりを

推進するものでございまして、県の役割といた

しましては、医療機器産業に対して地場企業の

参入を促進することなどが中心となります。今

後の展開につきましては、アクションプラン及

び工程表を検討することとしておりますが、県

としましては、地場のものづくり企業等が参加

する研究会等の活動を支援するほか、国等の競

争的研究開発資金の獲得、あるいは国の総合特

区制度の活用、積極的な構想のＰＲなどに取り

組んでいくことになると考えております。
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また、総合特区制度につきましては、医療機

器開発に関する規制緩和、税制・財政上の支援

措置などについて、宮崎・大分両県で共同提案

を行ったところでございます。具体的には、医

療機器の治験実施中における改良・改善の可能

化、医療機器製造承認事務の簡素化、法人税等

の減税、研究開発・人材育成等に対する支援な

どを内容としておりまして、これにより新たな

医療機器開発の迅速化が図られ、医療機器産業

の拠点づくりや医療技術開発のための環境整備

などが促進されることを期待しているところで

ございます。以上でございます。

○権藤梅義議員 次に、生活保護を受けている

家庭の児童を対象に、自治体が無料学習会を開

いたり塾代を補助するなど、進学支援に乗り出

す例がふえているとマスコミが報じておりま

す。元堺市健康福祉局の道中隆理事（現関西国

際大学教授）が2007年に調査した結果として、

生活保護を受ける世帯主の25％は、みずから

育った家庭も生活保護世帯だったこと。この貧

困の世代間継承は母子家庭では４割に達したこ

と。また、生活保護世帯の世帯主の学歴は中卒

から高校中退が73％を占めているといいます。

具体的な活動は、９月中旬、埼玉県内の教育支

援員らが母子家庭を訪ねまして、７万円かかる

夏期講習を特別学習として支援し、10月２日か

らは約650人の生活保護家庭の中学３年生を対象

に、30人の支援員が手分けして無料の学習教室

をスタートさせています。また大阪では、昨

年11月から、生活保護家庭の中学３年生を公民

館に集めて週２回学習会を開いている例もあり

ます。近くでは熊本県も、苦学をされた蒲島郁

夫知事の旗振りで、生活保護世帯から大学や専

門学校に進む若者向けの生活費貸し付けを県単

事業で始めているようであります。国も進学支

援に腰を上げ、参考書などに使える学習支援費

を生活保護に上乗せして自治体が進学支援に取

り組んだ場合の国の補助率を10割に引き上げる

などとしております。そこで福祉保健部長に、

直近のデータでの本県の生活保護世帯の実態と

近年の傾向、さらには進学支援の例が本県に存

在するのかどうか伺います。

また、これらの制度の検討では、教育長も密

接な関係があるものと考えますので、教育長の

お考えもあわせてお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県の生活保

護世帯は、平成22年８月の速報値で１万1,888世

帯となっております。これを平成17年同月と比

較しますと、2,308世帯、約24％の増加となって

おり、特に平成20年度以降は、厳しい雇用経済

情勢の影響もあって急増しております。また、

生活保護世帯の子供に対する進学支援につきま

しては、国の補助事業である「子どもの健全育

成支援事業」が昨年７月から開始されたところ

でありますが、県内では実施している福祉事務

所はありません。県としましては、各福祉事務

所に対して当該事業の周知を図るとともに、学

校等の協力を得ながら必要な助言等を行ってま

いります。

○教育長（渡辺義人君） 家庭の経済的な理由

によりまして公教育を受ける機会が奪われるこ

とは、本人にとっても、また社会的にも大きな

損失であると認識しております。県教育委員会

におきましては、このような経済的理由により

修学が困難な生徒に対しまして、県育英資金の

貸与等を行っているところであります。子供た

ちの家庭環境にかかわらず、すべての子供たち

にひとしく教育の機会を与えるとともに確かな

学力を保障することは、教育委員会の使命であ

ると考えておりますので、今後とも一人一人に
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応じたしっかりとした教育の推進に努めてまい

りたいと考えております。

○権藤梅義議員 次に進みます。口蹄疫対策も

いよいよ復興段階を迎えまして、被災地にも明

るさが戻りつつあります。全国ではほとんどの

県でマニュアルの見直しが終わり、消毒剤の備

蓄や防疫訓練等も終えています。そんな中で、

本県のマニュアル化は内容的にも全国から注視

されており、佐賀県や高知県の担当者の言とし

て、「発生を経験していない以上、机上の想定

ではマニュアルに反映できないことも多いは

ず。宮崎県と国には実例や根拠に基づいてしっ

かりとしたマニュアルをつくり上げてほしい」

との声が紹介されております。そこで農政水産

部長に何点かお伺いします。まず、本県のマ

ニュアル化に向けた改定作業はどのように行わ

れるのか伺います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 県の防疫マ

ニュアルにつきましては、国や県の検証委員会

の議論を踏まえ見直しを行うことといたしてお

ります。先日、国の検証委員会の最終報告書が

公表され、現在、県の検証委員会においては、

国の報告書も踏まえまして取りまとめに向けた

検証作業が行われていると聞いております。こ

れらの検証及び今回の大発生を踏まえ、発生時

の初動対応や蔓延時の対応、また対策本部の設

置のあり方などの課題を整理し、新たな防疫マ

ニュアルの策定に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○権藤梅義議員 次に、篠原現地対策本部長の

言として、「１つの地域に多くの家畜を飼い過

ぎていたことも今回の反省点です。農場同士が

近いし、頭数も多くて、あっという間に伝染し

てしまう過密飼育だった。この形態を直してい

く機会にもしなくては」と発言しておられま

す。現状のままでは、結局なし崩し的な運用と

なり、従来行ってきた多頭飼育に戻ってしまう

ことが危惧されます。これを改善していくため

には農家の私権を制限することになってしまう

ので、法律改正を行う必要もあろうかと思いま

すが、現在どのような方針で過密飼育に臨んで

いこうとしておるのかお尋ねします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 家畜の過密飼

育の制限につきましては、口蹄疫等の家畜伝染

病の感染拡大防止や短時間での防疫措置を行う

上で重要でありますが、その制限につきまして

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

ることなど、解決すべき課題も多いと考えてお

ります。しかしながら、先般公表されました国

の検証委員会の報告書におきましては、飼養規

模や飼養密度等を含めた畜産経営のあり方につ

いて、ただいま議員からも御指摘のありました

とおり、法令整備も検討すべきとの指摘がなさ

れていますことから、国や関係機関・団体とも

連携しながら適切に対応してまいりたいと考え

ております。

○権藤梅義議員 また、報告書は、他の都道府

県と比較すると、本県の家畜防疫員数は頭数、

戸数に比べて少ないとの指摘があり、民間獣医

師の活用等工夫すべきであると指摘をしており

ます。この点については、例えば災害時の災害

協定があるように、民間獣医師等との派遣協定

や嘱託契約、特別委託など緊急体制時の体制整

備を含め検討していくべきと考えますが、どの

ように考えているか伺います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 今回の口蹄疫

の発生を受けまして、国が６月に定めた「口蹄

疫防疫措置実施マニュアル」におきまして

は、24時間以内の殺処分を行うため、積極的に
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民間獣医師の有効活用を図ることと明記された

ところであります。このため県といたしまして

は、100名余の獣医師を有する農業共済組合と協

議し、初期の段階から共済獣医師の派遣をお願

いするなど、家畜防疫員を補う形で初動防疫の

体制を強化することといたしております。

なお、派遣のあり方につきましては、今後検

討してまいりたいと考えております。

○権藤梅義議員 本問の最後になりますが、雇

用調整助成金について伺いたいと思います。口

蹄疫発生で雇用調整助成金の支給要件が緩和さ

れまして、本県ではこの制度の利用により、口

蹄疫関係でこれまで延べ5,000人の雇用の維持が

図られているとのことであります。この助成金

は昭和50年に大企業向けに創設されましたが、

平成20年12月、中小企業向けに中小企業緊急雇

用安定助成金が創設されたところであります。

宮崎労働局は、今も中小企業の経営を支え失業

悪化を食いとめていると評価しているようです

が、今後この制度の口蹄疫への適用等はどのよ

うに行われるのか、商工観光労働部長に伺いま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今回の口

蹄疫に伴い休業等を行う場合も雇用調整助成金

の対象とされているところでございますが、支

給要件につきましても、生産量等の比較期間が

３カ月から１カ月に短縮されるなど、その要件

が緩和されているところでございます。口蹄疫

の影響によることが明らかな場合は、この特例

措置の適用が続いていくものとされておりま

す。以上でございます。

○権藤梅義議員 次に、自殺対策について、福

祉保健部長に伺います。

全国においては12年連続で年間３万人を超え

る自殺者を記録し、自殺予防対策の必要性が痛

感されております。そんな中、秋田県は15年連

続で自殺死亡率が上位を占めており、官学民連

携により今やっとその効果が見え始めて、全国

的な注目を集めています。９月10日の「世界自

殺予防デー」に合わせまして、５人の「秋田の

キーマンに聞く」という特集が組まれていま

す。その中の幾つかのポイントについて、失礼

ですが、本県の実情を洗う形でお尋ねしてみた

いと思います。

まず、昨年全国で600人近く自殺者がふえたの

に対して、例年400人台で推移してきた秋田県の

場合、７月末時点で前年比47人減の222人と減少

し、年末時点では400人を切ると推測されていま

すが、本県の実情はいかがでしょうか。

また、自殺対策緊急強化基金が全都道府県に

造成され、地域の自殺対策に予算の裏づけがで

きるようになり、３カ月キャンペーンや地道な

相談活動ができているとの指摘でありますが、

本県の場合、基金の消化状況と事業の内容はど

のようなものがあるかを伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 自殺者数につ

きましては、警察庁のデータでは10月までに276

人となっており、前年同期比で８人の減少と

なっております。

次に、基金の執行状況についてであります

が、昨年度基金として１億5,700万円余りを造成

し、約3,500万円を執行しておりまして、今年度

は予算ベースで約6,500万円の執行を予定してお

ります。

また、事業の内容についてでありますが、民

間団体や市町村が自主的に行う事業に対する支

援のほか、医師や看護師、民生委員、児童委員

などに対する研修を実施するなど人材の育成に

努めております。さらに、自殺予防週間を中心

に、自殺や精神疾患に関する知識の普及を進め
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るため、フォーラムや講演会、パネル展などを

開催したほか、ＮＰＯに委託し自殺に関する電

話相談窓口を開設するなど、民間団体とも連携

し対策に取り組んでいるところであります。

○権藤梅義議員 次に、「秋田の強みは、民間

の力が非常に大きくなってきた。だれかがつ

くってくださいと言ったわけではなくて、自主

的な広がりでできてきた。命のとうとさを考え

るシンポジウムは、啓発してもらうとの目的で

あったが、民間活動を引き起こす起爆剤にも

なった」と述べておられます。そして秋田ふき

のとう県民運動実行委員会やＮＰＯ法人蜘蛛の

糸などが活動することとなっておりますが、本

県の場合、民間組織の活動ができていれば御紹

介いただきたいと思います。

また、2006年の合併で秋田県で誕生した八峰

町では、「心と命」をテーマに俳句や写真のコ

ンクールを実施し、応募作品をカレンダー化し

て全世帯に無料配布しており、講演会やシンポ

ジウムも重ねているほか、活動家の養成「ふれ

あいサポーター養成講座」を開いていると聞き

ます。また、各地で「囲炉裏端」という懇話会

を開き、気軽に話をする茶話会のようなものを

開いているようです。本県においてそのような

ユニークな例があれば御紹介いただきたいと思

います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県では、地域

において自殺対策を担う民間団体の育成を進め

るため、平成20年度から、ＮＰＯに委託して県

内各地で地域づくりフォーラムを開催し、住民

同士が交流する機会づくりに努めたところであ

ります。このような中から、小林市や高原町な

どで、住民が集まって気軽に話ができる場を提

供したり、地域での見守り活動などに自主的に

取り組むＮＰＯや民間団体が育ってきておりま

す。中でも西諸地域を中心に活動している「１

日30人と話そう会」は、その名のとおり１日

に30人と話そうという活動を手始めに、自殺予

防週間に合わせた街頭啓発活動やサロン活動な

ども行っており、政府が取りまとめたことしの

自殺対策白書でその活動内容が全国に紹介され

たところであります。

○権藤梅義議員 計画年次から１年を残すのみ

となりました全国展開の自殺対策であります

が、基金の有効活用を含め、最終年次としての

今後１年間は、永続的な定着に向けて大変貴重

な１年となります。後戻りしない計画や事業の

充実に向けて綿密な活動が求められますが、そ

の決意のほどを福祉保健部長に重ねて伺いま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県の自殺者

は、平成19年をピークに減少傾向にあります

が、依然として１日にほぼ１人が亡くなってお

り、深刻な状況にあります。県では、平成21年

２月に策定した自殺対策行動計画に基づき、普

及啓発や人材養成などの事業に取り組んでいる

ところであり、今後とも、１人でも多くのとう

とい命を救うため、民間団体や市町村と連携し

ながら継続した対策をしっかり講じてまいりた

いと存じます。

○権藤梅義議員 次に移ります。報道によりま

すと、低額な家賃で県民に住宅を提供する公営

住宅については、今、社会情勢の変化とともに

量から質へと転換する動きが加速され、高齢化

や子育て世代に対応した公営住宅づくりが求め

られております。一方、平成21年12月に閣議決

定された地方分権改革推進計画に基づき、国会

では、法令による義務づけ・枠組みを見直して

自治体の条例に委任し、自治体の自主性を強化

し自由度の拡大を図っていくとして、地域主権
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改革推進一括法案などの法案が審議されている

ところであります。一部には、参議院は４月28

日に先行審議がされて通過したという話も聞い

ております。この一括法案の中には公営住宅の

一部改正が含まれております。そこで質問です

が、公営住宅法の改正案はどのようなものなの

か。また、入居者の立場に立った今後の県営住

宅の整備や管理についてどのように考えておら

れるのか、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 現在開会中の

臨時国会に上程中の一括法案に盛り込まれてお

ります公営住宅法の改正点は、主に３点ござい

ます。現時点で詳細は明らかになっておりませ

んが、１点目は、国が住戸面積などについて定

めております公営住宅整備基準の条例への委

任、２点目は、公営住宅への入居の際に原則と

して同居親族を必要とする要件の廃止、３点目

は、公営住宅への入居の際の収入基準の条例へ

の委任であります。

また、県営住宅につきましては、これまで、

入居者の高齢化や子育て世代への対応などか

ら、老朽・狭小化した住宅の計画的な建てかえ

や既存住宅のバリアフリー化、また子育て世帯

の優先入居などに取り組んできたところであり

ます。今後とも、本県の実態に即し、高齢者に

配慮した浴室の改善など、入居者の立場に立っ

たきめ細かな県営住宅の整備や管理を行ってま

いりたいと考えております。

○権藤梅義議員 予定しておりました質問を大

体終えることができましたが、生活保護世帯と

進学支援という問題につきまして、私の考えを

述べさせていただきたいと思います。

生活保護世帯の増加は、本県におきまして

も、答弁にもありましたように５年間で24％の

増加となっております。２次・３次産業の比率

の高い県はもっと厳しい数字が出ているとも聞

いております。一般家庭で25％の連鎖の継承が

あり、母子家庭では40％と言われます。さら

に、現在では、高校は義務教育に近いと見る向

きも多いわけであります。そういう中で73％が

中学卒業と高校中途退学ということでありま

す。この生活保護家庭の連鎖を断ち切るために

はやはり教育でないといかんと、そういう結論

に達したものだと思っております。知事が２期

目を続けられるのであれば当然訴えたいところ

でございます。埼玉県の場合には１億2,000万の

事業費を投じての10年目標のプロジェクトのよ

うであります。答弁にありましたように、福祉

事務所等は大変お忙しい、今でも新しいテーマ

に取り組むほど余裕がない、こういう話も漏れ

聞いておるわけでありますが、文化的で最低限

度の生活を保障すべしという憲法の精神からし

ても、どげんかせんといかんということは間違

いないというふうに思っております。今後、何

らかの改善の取り組みが県全体として持ち上が

り具体化されることを期待したいと思います。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○蓬原正三副議長 次は、十屋幸平議員。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） 本日最後の

一般質問者であります。早速質問をさせていた

だきます。

まず、児童虐待について。

11月は児童虐待防止推進月間です。県庁もシ

ンボルカラーであるオレンジ色にライトアップ

されて、県民への啓発に取り組んでおります。

そして20日には児童虐待防止法が施行されて10

年が過ぎ、この間に２回の法改正が行われ、児

童の安全確認のための立入調査の強化、保護者

に対する面会・通信制限の強化などが実施され
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て、国、自治体、関係機関だけでなく、ＮＰＯ

の民間団体なども虐待防止に積極的に取り組ん

でいます。しかしながら、全国的には児童虐待

は、統計をとり始めた平成２年の児童相談所へ

の相談件数は1,101件、平成８年4,102件、平

成11年１万1,631件、平成20年度が４万2,664件

と増加の一途をたどり、虐待で命を落とす子供

は後を絶たないのが現実です。ことしの７月も

大阪市で幼児姉弟が置き去りにされて死亡する

事件が起きました。また、本県でも昨年、保護

者の虐待でとうとい命が奪われる事件が発生を

いたしました。二度とこのような痛ましい事件

が起きないように願っています。そこで、本県

の児童虐待の現状について、福祉保健部長にお

伺いをいたします。

以下の質問につきましては、自席にていたし

ます。（拍手）〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

児童虐待の現状についてであります。昨年

度、県内の児童相談所が対応した児童虐待の相

談件数は365件と、全国同様過去最多となってお

ります。本県における虐待の種別は、保護の怠

慢ないし拒否が143件と最も多く、全体の約４割

を占めており、続いて身体的虐待が128件、心理

的虐待が74件、性的虐待が20件となっておりま

す。また、主な虐待者は、育児等で子供と日常

的に接する実母が206件と最も多く、全体の約６

割を占めており、続いて実父が69件、その他の

家族によるものが90件となっております。以上

であります。〔降壇〕

○十屋幸平議員 ありがとうございました。宮

崎県も、御多分に漏れず児童虐待は増加傾向に

あることがわかりました。

その中で、昨年、先ほども壇上で申し上げま

したが、痛ましい事件が起きまして、児童虐待

等死亡事例検証報告書を読ませていただきまし

た。その内容で検証を通じて明らかになった問

題点が指摘されております。それを踏まえて再

発防止策について提言がなされております。提

言１では、児童相談所の機能強化として、保健

師の配置や児童福祉司のマンパワーを全国平均

にし、組織体制について検討することや、専門

職との連携等が掲げられております。これにつ

いては、警察官ＯＢを嘱託職員として雇用する

ことや、弁護士等の民間の力を活用すること等

が考えられるのではないでしょうか。また提言

２では、関係機関との情報交換と要保護児童対

策地域協議会との連携による対応が掲げられ、

提言３では、市町村の相談体制の強化が、提言

４では、児童虐待の発生予防と啓発の取り組み

が掲げられています。これら一連の提言は、増

加する児童虐待を未然に防止し適切に対応する

ために、ぜひとも実現をしなければならないこ

とばかりであります。中でも、児童相談所の体

制強化と関係機関との連携が必要と考えます

が、このこと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） 増加する児童

虐待に適切かつ迅速に対応するためには、児童

相談所の体制強化はもとより、広く地域の関係

機関が連携することが重要であると考えており

ます。このため、児童相談所における児童福祉

司の配置については、平成12年度には10名で

あったものを順次増員し、現在21名としてお

り、教育委員会からの教員の派遣に加え、今年

度にはすべての児童相談所に保健師を配置し、

体制の強化を図ったところであります。また、

関係機関との連携につきましては、要保護児童

対策地域協議会等において情報の共有や役割分
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担を図ることで、家庭訪問等の際に速やかに保

健師や警察官に同行を要請する体制を整えたほ

か、今年度新たに、弁護士や医師等の専門職と

の合同研修や意見交換会等を設け連携に努めて

いるところであります。児童相談所は子供たち

の心と命を守る最後のとりでであるという思い

で、二度と子供のとうとい命が奪われることの

ないよう、その体制強化と専門性の向上に努め

てまいりたいと存じます。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。今、

最後のほうにありました専門性の向上に、ぜひ

努めていただきたいと思いますし、新聞、テレ

ビでよくありますように、児童虐待が後手後手

に回って悲惨な結果になってしまうということ

がないように、ぜひ頑張っていただきたい、そ

のように思っております。

次に、医師確保についてお伺いをいたしま

す。

先日、宮日新聞が県内首長へアンケート調査

した結果が載っておりました。県内９市を含む

７割の首長が「医師は不足している」と答え、

県内の医師不足が大変で深刻な状況であること

が改めてわかりました。医師確保対策は、今議

会でも、これまでの議会でも何度も議論されて

おります。今年度から、地域医療のための総合

医療を担う人材の教育、医師不足の現状や適正

配置の調査研究、医師のキャリアアップ支援を

目的に、宮崎大学医学部で地域医療学講座が実

施されております。県議会の医療対策特別委員

会では、長野県の佐久総合病院や本県美郷町立

病院への医師確保の取り組みについて調査をい

たしました。その中で、全国的にはＯＥＣＤと

比較して医師の絶対数が不足しているというこ

とはありますが、都会など一部地域を除いては

医師不足が深刻で、本県と同じような医師確保

対策を実施しております。しかしながら、結

果、課題解決には至っていない状況のようでも

あります。現実問題として、本県の勤務医確保

は緊急を要する事態で、即効性のある対策が求

められております。そこで、新臨床研修医制度

を変えることができなければ、委員会の調査の

中でも話が出ました、美郷町で議論となったこ

とですけれども、「徴兵制」という言葉は適切

ではないかもしれませんが、徴医制のような制

度をつくり、国が研修医の配分枠を決める、そ

して義務年限を地方の勤務医として働いていた

だく制度づくりや、総合医を専門医として位置

づける研修システムの確立の声を地方から上げ

るべきだということが議論されました。福祉保

健部長の見解をお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 医師の確保

は、県民の安心・安全な生活を確保する上で重

要な課題であることから、医学生への医師修学

資金の貸与や、宮崎大学地域医療学講座への運

営支援、さらには関係市町村と連携した医師確

保対策推進協議会での活動など、積極的に取り

組んでいるところであります。しかしながら、

ますます深刻化する医師不足は、地方だけの努

力では抜本的な解決につながらないことから、

国に対し、医療機関の管理者要件として一定期

間の僻地勤務の義務づけなどについて、提案・

要望をしているところであります。また、若手

医師が地域医療に魅力を感じ、専門性を持ちな

がらも幅広い医療を担うことができる、いわゆ

る総合医を目指すためには、その社会的位置づ

けの確立も重要になってくるものと考えており

ますので、この点も含めて、今後国に対し要望

してまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 次に、厚生労働省は、医師不

足や偏在を解消するために、来年度から地域医
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療支援センター（仮称）の整備に向けて17億円

の概算要求をしたと報道されております。ま

た、医療対策特別委員会と県医師会との協議

で、設置について、県は「検討する」と言われ

ております。そこで、地域医療支援センター

（仮称）とはどういうものか。また、本県の医

師不足の解消につながるのか、福祉保健部長に

見解をお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 厚生労働省が

来年度予算要求している地域医療センター（仮

称）は、若手医師等を確保し、キャリア形成等

の支援をしながら地域の医療機関へ配置するこ

とにより、医師の地域偏在の解消を図ることを

目的として、各都道府県に１カ所設置するとさ

れております。また、国の想定によりますと、

センターは、医師の配置調整や求人・求職情報

の提供、医師の専門医取得や代替医師派遣によ

る学会出席等への支援、地域医療関係者との意

見調整といった役割を担うとともに、組織につ

いては、専任医師が２名、専従職員が３名と

なっております。本事業に若手医師等が魅力を

感じ参画が得られれば、医師不足解消の一助に

もなると思われますので、今後、国の動きも踏

まえながら県としての対応を検討してまいりた

いと考えております。

○十屋幸平議員 今の答弁でありましたように

専門医２名、この２名が確保できれば、ほかの

地域の方に回すこともできるかなというぐらい

―ちょっと矛盾したことかなという思いもし

ますけれども、ぜひ検討していただきたいと思

います。

そして答弁の最後にありました「若手医師が

地域医療に魅力を感じ」、このところが一番大

きな問題といいますか課題ではないかというふ

うに思います。いろいろと調査させていただき

ました結果、たまたまきょうの宮日にも載って

おりましたが、多くの学生が、研修内容を比べ

た場合に、「宮大の病院は売りがない」という

表現をされておりました。また、診療科目の症

例数が少ないということもあります。そして、

社会的なインフラが整っていないとか、文化的

なものが足りない、さまざまな課題があります

けれども、最初に質問させていただきましたよ

うに、抜本的な改革に向けて、執行部もそうで

すけれども、我々議会としても一緒になって国

のほうに―医師派遣の制度をつくっていかな

ければいけないのではないかと改めて感じてお

りますので、いろんな形で議会と執行部と連携

して、医師を早急に確保できるように取り組ま

せていただきたいと思っております。

次に、口蹄疫の中間報告について御質問をさ

せていただきます。

８月27日の終息宣言から早くも３カ月が過

ぎ、畜産の復興・再生や疲弊した本県経済の立

て直しの取り組みが本格的に始まっておりま

す。そのような中で、国の口蹄疫対策検証委員

会の最終報告と国の疫学調査と県の検証委員会

の中間報告が出されております。その報告を見

ますと、口蹄疫の感染原因と感染ルートの解明

が最も大きな難題であると考えます。今議会で

も多くの議員が質問し、答弁は、「感染経路の

解明は、国家防疫の観点から最終的には国の責

任で徹底して行うべき」ということも述べられ

ております。しかし、10年前の口蹄疫や高病原

性鳥インフルエンザの感染経路が特定されず

に、そのまま何となくもやもやとした感じで終

わっております。今回被害に遭われた農家の方

々は、また中途半端な結果になることを心配し

ています。そこで、農家が防疫対策をする上で

発生原因や感染ルートを明確にすることは非常
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に重要であると思います。その発生原因や感染

ルートの究明の状況を、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） 感染経路の原

因究明は、今後の防疫対策を実施する上で極め

て重要であると考えておりますが、先日公表さ

れました国の疫学調査チームの中間取りまとめ

におきましては、我が国へのウイルスの侵入

が、「アジア地域の口蹄疫発生国から人、ある

いは物を介して我が国に侵入したと推定され

る」との指摘にとどまり、侵入経路の明確な特

定はされなかったところでございます。

○十屋幸平議員 結果的にまだ県の検証委員会

も終わっていませんけれども、何となくまたこ

れで終わったのかなという感じがします。農家

の方々が言うのは、これを解明しない限り―

基本的には、農家の方々が予防とか防疫とか

ちゃんとするべきということは第一義的にある

と思います。しかしながら、その前に、農家の

方が負担に感じていらっしゃるところもあるん

です。「この解明がなされないままに、我々ば

かりそういうものを求められて」という言葉も

聞きます。ですからぜひ、国のほうにもしっか

りと要望をしていただきたいとお願いしておき

ます。

次に、一昨日からあります、県内の空港や港

の防疫体制及び宮崎空港や細島港での消毒マッ

トの設置箇所数について、農政水産部長にお伺

いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 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

ては、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、現在、27カ所で消毒

を実施していただいているところであります。

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消毒

マットの設置をお願いし、対応いただいている

ところでございます。県といたしましては、今

後ともこのような取り組みによりまして、水際

対策の強化を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 今、27カ所ということで、我

々も空港に行って何気なく踏んでいるマットが

そうなのかなというふうに思います。ですか

ら、県民の方々の不安というのは、このマット

は口蹄疫のためですよとか、目的が明確にわか

るような表示をすることによって、逆に意識が

啓発されたり、安全に対する安心感が出ると思

いますので、そういうところも御検討願いたい

と思います。

次に移ります。10月末に北海道で野生カモか

ら高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認さ

れております。先ほどありましたように、靴底

の消毒以上の対策は実施できないか、農政水産

部長にお伺いします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 先日公表され

た国の検証委員会の最終報告書におきまして

は、空港や港における水際対策の強化策といた

しまして、靴底消毒の徹底とともに、入国者

に、過去一定期間の海外での農場立ち入りの有

無を申告させるとともに、必要に応じ関係する

物品の消毒を行うこと、また、入国者の手荷物

中の靴の持ち込みを申告させ、必要に応じ当該

靴の消毒を実施すること、さらに、検疫探知犬

を活用した持ち物の検査強化を図ることが指摘
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をされております。今後、これらを踏まえた検

討が国においてなされるものと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 このことは９月もやりました

のでしつこいかと思いますが、それだけ重要だ

ということで御理解いただきたいというふうに

思います。

次に、国の検証委員会の最終報告でも、最も

重要なのは、発生の予防と早期の発見・通報、

さらに初動対応と報告がされております。そこ

で、早期発見の観点で、口蹄疫や高病原性鳥イ

ンフルエンザ、豚コレラ等の症例写真集を作成

し、農家へ配付する考えはないか、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） 今回の防疫対

応を振り返りますと、初期段階で口蹄疫の症状

を判断するのは困難な場合もあることから、早

期発見を促す上でも、症例集を作成し農家に配

付することは大変重要であると考えておりま

す。このため、今回発生しました292農場におけ

る発症家畜の画像データに基づき、畜種ごとに

初期症状や重症例、さらに発症部位別の症状等

について整理した上で症例集を作成していると

ころでございます。

一方、高病原性鳥インフルエンザや豚コレラ

につきましては、感染初期から死亡率が極めて

高いことから、死亡率に変化があれば直ちに家

畜保健衛生所に連絡するよう指導しているとこ

ろでございます。特に鶏では、高病原性鳥イン

フルエンザ対策のため、毎日の死亡羽数を農場

ごとに記録することとなっていることから、死

亡羽数の変化が直ちにわかる仕組みができ上

がっております。

○十屋幸平議員 ありがとうございました。ぜ

ひ配付をお願いしたいと思います。

次に、国の口蹄疫対策検証委員会の最終報

告、それから疫学調査に係る中間取りまとめの

報告が出されております。県も独自に検証委員

会で調査をしておりますが、国との意見や見解

の相違があるものと考えます。そこで、県は国

との整合性をどのように考えるのか、総務部長

にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 県の検証委員会に

おきましては、これまでに、調査検討を行った

内容を踏まえまして国の委員会と２度にわたっ

て意見交換を行いました。その中で、感染経路

の解明と今後の早期発見システムの構築、危機

管理における国や県等との連携強化、防疫体制

の強化と農家の意識向上などの事項につきまし

て、問題点の指摘や具体的対策の提案を行った

ところであります。去る24日に取りまとめられ

ました国の検証委員会の報告書を見ますと、こ

れらの事項についてもおおむね言及がされてお

りますし、また、国の責任につきましても中間

整理よりも踏み込んだものとなっているなど、

意見交換を行った成果はあったものというふう

に考えております。ただ、感染源や感染ルート

の解明につきましては、十分な疫学調査の実施

を求めたわけですが、８月に示された内容から

大きな進展はなかったように見受けられます。

県の検証委員会では、今後とも必要な調査を行

いますとともに、国の報告書の内容も分析しな

がら独自の検証作業を進めることとなっており

まして、専門的、客観的な観点から調査報告書

が取りまとめられるというふうに考えておりま

す。

○十屋幸平議員 先ほどから言いますように、

感染ルートと感染源の解明にはぜひ御尽力いた

だきたいと思います。

それから、口蹄疫に関して私の考えをちょっ
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とだけ述べさせていただきますが、５月19日に

国は、非常に有効な手段として早期出荷促進緊

急対策というものを打ち出されて、ワクチン接

種区域周辺の搬出制限区域、いわゆる10～20キ

ロ圏内の牛、豚を屠畜して緩衝地帯をつくると

いう政策を出しました。しかしながらこれは、

現場の工場の問題とか処理能力の問題、化製場

への持ち込みの問題、さまざまな問題があっ

て、結果的にワクチンのみで終わってしまいま

した。国として本部はあったんですけれども、

結局、机上の空論で終わってしまったというこ

とも―検証の報告書の中で出してはおります

が、こういうこともきちんと現場に即した対

応、対策をとっていただくように要望していた

だきたいと思います。今後、法の改正や防疫指

針の見直しが行われますので、その中でも十分

に県の意見として再度述べていただきたい、そ

のように思っております。

それでは、次に移りたいと思います。高等学

校の再編整備についてお伺いをいたします。今

議会でも高等学校の再編整備については質問が

されました。いま一度質問させていただきま

す。

今ある再編整備計画が平成15年に策定され

て、学科改編による総合学科の改編、単位制の

拡充などや、通学区域の見直し、中高一貫教育

の充実などが取り組まれました。現在は後期期

間に入り、実施計画のもとに鋭意進められてお

ります。再編整備計画のデータでは、平成15年

度の中学卒業者数は１万4,154人、整備計画の最

終年度では１万1,846人と、大幅に減少すると推

測されています。先日の答弁のように、宮崎県

学校教育改革推進協議会や地区別協議会で平

成22年度末までに提言がなされて、平成25年度

からの新たな再編整備計画を策定すると述べら

れております。そこで私は、新たな再編整備計

画策定に当たっては、高校生の個性を伸ばし、

また高校生の夢をどう実現させるかが基本の視

点として大切であると考えます。新たな高校再

編整備計画の取り組みと基本的な考えを、教育

長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） お話がありましたよ

うに、平成25年度以降の高等学校再編整備計画

につきましては、有識者や保護者等から構成さ

れます宮崎県学校教育改革推進協議会や県内７

地区の地区別協議会におきまして、昨年度から

さまざまな御意見を伺っており、平成22年度末

を目途に御提言をいただくことにいたしており

ます。その御提言を踏まえまして、さらに県民

の皆様の幅広い御意見をいただきながら、新た

な再編整備計画を策定する予定にしておりま

す。この再編整備計画の策定に当たりまして

は、少子化の進行の中で生徒、保護者等のニー

ズの多様化にこたえるとともに、子供たちが切

磋琢磨や学び合いができるような魅力と活力あ

る教育環境を提供することを基本的な考え方と

して、十分に検討してまいりたいと考えており

ます。

○十屋幸平議員 これまでの質問でもありまし

た、生徒の減少で確かに学校の再編整備をやら

なければいけないということと、財政的なこと

も確かにあります。しかしながら、中山間地域

を初めいろんな地域の実情もあると思いますの

で、そのようなことも十分考慮していただきた

い。これは要望にとどめておきたいと思いま

す。

次に、「国立高等専門学校の設置について」

という表題で質問をさせていただきます。

工業都市の延岡市、港湾工業都市の日向市

は、製造業や工業技術の集積地であり、また医
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療機器産業が集積する大分県や県北と連携を深

めて、今回、東九州メディカルバレー構想が策

定をされました。その中で、研究開発の拠点づ

くりや医療技術人材育成の拠点づくりなどに取

り組むとされております。これまでも産業教育

の人材づくりが大きな課題でありました。そこ

で、高等学校の新たな再編整備計画に関係しま

すが、県北地域が求める質の高い技術者を養成

する教育機関として国立高等専門学校の設置が

できないか。また、高等学校の新たな再編整備

計画での産業教育のあり方をどのように考える

のか。例えば、日向工業高校と延岡工業高校の

役割分担を明確にして、国立高専と同じ年限

で、３年間は基礎教育を学び、あとの２年間は

専攻科として専門教育に力を入れる制度、つま

り両校生かした体制の中で県立高専的な制度に

取り組めないかと考えております。そのような

視点での国立高専の設置や県立高専に取り組め

ないか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 高等専門学校につき

ましては、平成22年４月現在、全国に60校が設

置されておりまして、その内訳は、国立が51

校、公立が６校、私立が３校となっておりま

す。これらの高等専門学校の状況につきまして

は、国立では最近55校が51校に統合され、また

公立の６校のうち３校は募集を停止している状

況にあります。このようなことから、本県にお

きましては、既に国立都城工業高等専門学校が

ありますので、今後新たな高等専門学校を設置

することは、少子化の中での生徒確保等さまざ

まな課題があると考えております。現在、本県

では、産業教育審議会に「これからの本県工業

教育の在り方について」諮問をしており、今年

度末にいただくその答申を踏まえ、また、お話

にありました東九州メディカルバレー構想の今

後の進展を視野に入れながら、地域産業界の期

待にこたえることができる工業教育の振興に、

今後とも取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 次に、いじめ問題について質

問させていただきます。

いじめについては、連日報道されております

群馬県桐生市の小学生の自殺、また千葉県市川

市の中学生の自殺など悲しい事件が相次いでお

ります。小学生の自殺では、学校がいじめの認

識がおくれたことや、自殺との関係を素直に認

めない教育現場の対応など、保護者は、親とし

て我が子を守れなかった悔しさや怒りに耐えら

れないことだと思います。子供たちのとうとい

命をみずから絶つことが二度と起きないように

願っております。そこで、本県のいじめの現状

について、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 文部科学省が実施し

ている調査によりますと、本県公立小・中・県

立学校におけるいじめの認知件数について、総

数で、年度ごとに申し上げますと、平成18年度

は664件、平成19年度は381件、平成20年度は205

件、平成21年度は137件となっておりまして、平

成19年度以降３年連続で減少しているところで

あります。また、平成21年度の認知件数につき

まして、小中高等学校、特別支援学校の別に見

てみますと、小学校が31件、中学校が55件、高

等学校が47件、特別支援学校が４件となってお

ります。児童生徒1,000人当たりの認知件数

は1.09件で、この数値は全国の5.53件に比べて

低い状況にあります。

○十屋幸平議員 今、最後にありましたけれど

も、本県のいじめの認知件数は全国と比較し

て1,000人当たり4.5ポイント低い状況だという

ことがわかりました。しかしながら、いじめは
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いつでも起こるという認識が大事であると考え

ます。そこで、第３回いじめ防止標語コンテス

ト、宮崎県ＰＴＡ連合会表彰の小学生の部で最

優秀賞をとった標語をちょっと読ませていただ

きます。「｢やめようよ｡｣君の勇気に感謝状」と

いうことが載っております。子供たちの素直な

気持ちがよくあらわれていると思います。そこ

で、いじめをなくすための学校や教育委員会の

取り組みについて、教育長にお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） いじめは人として絶

対に許されない行為であるということを、すべ

ての子供たちにしっかりと指導することが何よ

りも大切であります。また、いじめは、どの学

校でも、どの子供にも起こり得るという危機感

を持って、いじめのない学校づくりに努めなけ

ればならないと考えております。各学校におき

ましては、定期的にいじめ対策委員会を開催し

教職員間で情報を共有するとともに、アンケー

ト調査などを通して児童生徒間のいじめを詳細

に把握したり、教育相談を実施したりするなど

して、いじめの未然防止や早期発見、早期対応

に努めているところであります。県教育委員会

といたしましては、各学校におけるいじめ問題

への対応を一層充実させるため、スクールカウ

ンセラー等を配置したり、実情に応じてスクー

ルソーシャルワーカーや自立支援指導員を派遣

したりして、学校における相談体制、指導体制

を支援しているところであります。

○十屋幸平議員 いろんな対策を講じていただ

いておりますので、結果的に少ないのかなとい

うのがあります。

いじめに関して、新聞報道の中で、桐生市の

自殺で問題になりました学級崩壊について、調

査で、宮崎県は実態調査を実施していないとい

うのでバツがありまして、対応マニュアルもつ

くっていないと報道されております。その実態

調査とマニュアルがなぜないのか、教育長にお

伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、実態調査であ

りますけれども、市町村教育委員会に対しまし

て、学級がうまく機能していない状況、いわゆ

る学級崩壊をその都度報告するように依頼をし

ているために、調査をあえて行わなくても実態

は把握できるようになっております。

次に、対応マニュアルについてであります

が、学級がうまく機能していない状況は、学級

担任の指導力不足の問題や児童生徒の性格・行

動等要因が多岐にわたっておりまして、複合的

に積み重なって起こるものだと考えておりま

す。したがいまして、マニュアルに沿って一律

に対応するのではなくて、発生状況や発生要因

に応じて一つ一つ柔軟に対応していくべきもの

と考えております。県教育委員会といたしまし

ては、事例が発生した場合には、当該市町村教

育委員会や学校からその状況をお聞きし、必要

に応じて支援等に努めているところでありま

す。

○十屋幸平議員 次に移らせていただきます

が、文科省が通知をしました「いじめの実態把

握のためのアンケート」を実施することについ

て、どのように取り組まれておるか、再度教育

長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） いじめ問題への対応

につきましては、これまでも機会あるごとに各

市町村教育委員会や県立学校等に対して通知し

てきたところでありますが、今回、改めて文部

科学省から「いじめの実態把握のためのアンケ

ート」調査の実施について通知がなされまし

た。これを受けまして、県教育委員会といたし
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ましては、11月19日付で、１つには、アンケー

ト調査を実施するなどして詳細ないじめの実態

把握に努めること、２つには、教職員と児童生

徒が一体となっていじめを許さない学校づくり

に努めること、３つ目には、県が作成いたしま

した「いじめの問題への取組チェックシート」

を活用して、校内指導体制や教職員の指導のあ

り方等について総点検をすることなどについ

て、改めて通知したところであります。なお、

本年度、公立小中高等学校では既にアンケート

を実施している学校が97.2％となっており、残

りの学校につきましてもすべて今後実施する予

定となっております。

○十屋幸平議員 先ほどからの学級崩壊の実態

調査、把握できるようなシステムになっている

ということで、私個人としましてはほっといた

しましたし、いじめが全国に比べて少ないとい

うことでも胸をなでおろしたところでありま

す。

それでは次に、交通事故対策についてお伺い

いたします。

ことし初めに内閣府特命担当大臣が、飲酒運

転について、「平成18年から取り締まりを強化

した結果、急激に減少し、その死亡事故件数も

約６％減少している。そして昨年の交通事故に

よる死者数は4,914人と5,000人を下回り、これ

は、政府、地方自治体、関係民間団体や国民一

人一人の取り組みだ」と談話を出しておりま

す。また、第８次宮崎県交通安全計画では、道

路交通を取り巻く状況の展望の中で、「県全体

で高齢化が進展する中、交通死亡事故の当事者

となる比率の高い高齢者人口の増加、中でも高

齢者の運転免許者の増加は、道路交通にも大き

な影響を与えるものと考えられる」と述べられ

ています。そのような中に、夕暮れ時の高齢者

は、自動車運転では加害者に、歩行者では被害

者のどちらにもなり得る立場にあります。そこ

で、県内における交通事故の発生状況及び高齢

者の交通事故発生状況について、警察本部長に

お伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 昨日現在の県内

における交通事故の発生状況でありますが、発

生件数は9,639件、死者は48名、負傷者が１

万1,531名で、これは昨年同期と比較いたします

といずれも減少しております。特徴的なことで

ありますけれども、死者のうち高齢者が約６割

を占めております。また原因別では、前方不注

意、安全不確認等の緊張感を欠いた運転、いわ

ゆる「てげてげ運転」によるものが約７割を占

めているという状況であります。

次に、高齢者が関与する交通事故であります

が、発生件数は3,002件、死者は27名、負傷者

は1,811名で、昨年同期と比較いたしますと、発

生件数で63件、負傷者で87名それぞれ減少して

おります。しかしながら、死者は４名増加をし

ているという状況であります。死者27名の方の

状態別でありますけれども、歩行中が13名、中

でも道路横断中が12名、自動車運転中が７名、

自転車乗用中が５名、その他が２名という状況

であります。また、歩行者13名の方のうち11名

の方が夜間の事故で亡くなっておられるという

状況であります。

○十屋幸平議員 高齢者が事故死者のうち６割

を占めるということでありますので、本県の高

齢者交通事故防止対策について、再度、警察本

部長にお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 高齢者の交通事

故防止対策につきましては、歩行者の立場、そ

れから運転者の立場、この両面から取り組んで

いるところであります。まず、高齢歩行者対策
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といたしましては、高齢者のお宅を訪問して、

それぞれの方の特性に応じた個別の交通安全指

導、反射材の普及・着用を推進しております。

また、高齢歩行者教育システムを活用いたしま

して、道路横断時の危険性を体験していただく

交通教室の実施、こういったことを推進してい

るところであります。

次に、高齢運転者対策といたしましては、交

通安全教育用の車両を活用して、運転技術や運

転能力の衰えを体感していただく交通教室の実

施、それから返納メリット制度等を活用いたし

まして、運転免許を返納しやすい機運の醸成、

こういったことを推進しているところでありま

す。

今後、さらに高齢化が進展することになりま

すことから、高齢者対策を最重要課題の一つと

して、交通安全教育を一層強化いたしますとと

もに、自治体を初め関係機関・団体との連携を

密にして広報啓発活動を徹底するなど、高齢者

の交通事故防止に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。

次に、先ほど言いました県の計画の交通安全

思想の普及徹底では、「自他の生命尊重の理

念」が掲げられております。児童生徒への交通

安全教育の推進の中、交通ルールやマナーの習

得、自転車の安全利用等についてもうたわれて

おります。報道では、昨年県内で起きた自転車

事故件数が1,693件と、過去10年で最も多く発生

して、その主な原因はマナー低下であると言わ

れ、年代別では小中高生が43.9％、その過半数

が高校生で、通勤通学の時間帯が多く、わき見

や安全不確認、一時不停止などが原因で、交差

点での発生が多いと言われております。そこ

で、児童生徒の交通ルールのマナー向上に県教

育委員会としてどのような取り組みをしておら

れますか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 児童生徒の自転車マ

ナーの向上につきましては、各学校におきまし

て、警察や交通安全協会等の協力をいただいて

交通安全教室を開催したり、定期的な自転車点

検、職員や保護者等による街頭指導、自転車通

学者集会などを通して指導を行っているところ

であります。特に高等学校の中には、近接する

学校が合同で「自転車無灯火一斉指導」を実施

したり、マナー違反者に対し交通指導票を交付

したりするなど指導の徹底を図っている学校も

あります。県教育委員会といたしましても、学

校安全指導者研修会や小・中・高生徒指導連絡

協議会等を開催し、自転車マナーの向上を含め

た交通安全指導について、各学校における指導

の徹底を図っているところであります。

○十屋幸平議員 それでは、警察本部は児童生

徒の自転車事故防止対策にどのように取り組ま

れているか、警察本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察におきまし

ては、児童生徒の自転車事故を防止するための

安全対策といたしまして、各学校と連携して、

校庭等において自転車の正しい乗り方を指導す

る自転車教室を開催しておりますほか、登下校

時間帯における街頭指導を日常的に実施してい

るところであります。

○十屋幸平議員 再度、１つ提案ですけれど

も、自転車事故防止対策として、児童生徒の交

通マナーの向上のために年４回実施されており

ます交通安全週間に、警察と教育委員会が連携

して街頭指導する考えはないか、教育長並びに

警察本部長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 自転車のマナー違反

は、周囲に大きな迷惑をかけるだけではなく、
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命にかかわる重大な事故を引き起こす要因にも

なります。そこで、学校と警察が連携した取り

組みにつきましては、自転車マナー向上により

効果が上がるものと考えますので、今後、各学

校が警察と連携して合同の街頭指導等に取り組

むよう県立学校を指導しますとともに、市町村

教育委員会にも働きかけてまいりたいと考えて

おります。

○警察本部長（鶴見雅男君） 一部の警察署に

おきまして、学校と連携いたしまして合同の街

頭指導を既に実施しているところもございま

す。今後とも、学校と協議をしながら合同の街

頭指導を推進いたしまして、児童生徒の自転車

事故の防止に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。

一応今までの質問の中で、口蹄疫の家畜防疫

員の負担の指摘、それから児童虐待で児童福祉

司のマンパワーの不足、こういうことが浮き彫

りになったと思います。財政が逼迫している中

でも行革を進めなければいけないということで

あると思います。しかしながら、県の専門職員

の皆さんの人数的なもの、人的配置―定数管

理に関することだと思いますが、民間の組織や

人の力をかりなければいけないんですけれど

も、対人に関するサービス、特に児童福祉司な

ど専門職の適正な配置についてどのようなお考

えをお持ちか、総務部長の見解をお伺いいたし

ます。

○総務部長（稲用博美君） 厳しい財政状況の

中で、行財政改革大綱2007に基づきまして人員

削減にも取り組んでいるところでありますが、

削減をするときには、スクラップ・アンド・ビ

ルドということを基本に、組織の簡素合理化や

事務の効率化などにより職員数を削減する一方

では、真に必要とされる分野には、その削減分

の中から重点的に職員を再配置することとして

おります。例えば、ことしの４月１日付で北部

福祉こどもセンターの相談担当を増員いたしま

した。また、最近ですけれども、獣医師を去

る11月１日付で２名、前倒しで採用するなどし

たところでありまして、今後とも、関係部局と

協議しながら必要な人員の配置については努め

てまいりたいというふうに考えております。

○十屋幸平議員 最後に、今議会が、私の知事

に対する質問は最後だと思いますので、質問さ

せていただきたいと思います。

本当に４年間御苦労さまでした。その一言で

終わるとは大変失礼なんですけれども、本当に

お疲れさまでございました。

知事は新みやざき創造計画をつくられまし

た。特に議会で議論がありましたのはマニフェ

スト、達成度のところで田口議員とちょうちょ

うはっしやられたのも御記憶だと思いますが、

どの程度達成されたと思っておられますか。

○知事（東国原英夫君） 私は、就任して以

来、県民の皆様とのお約束でありますマニフェ

ストの実現に向けて全力を傾注してきたところ

であります。県民の皆様の県政に対する信頼回

復と郷土宮崎への自信と誇りを高めるという、

これは点数化できない、マニフェストの条項と

しては最大の目標だったと思うんですが、ここ

は県民の皆様の判断ですけれども、おおむねお

こたえすることができたのではないかと考えて

おります。また、個別具体的な各項目につきま

しては、今年１月に第三者機関によって行われ

た結果によりますと、具体的な取り組みとして

掲げた85項目のうち、「達成できた」または

「順調に進んでいる」というのが63項目、約74
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％となっております。現時点での評価は行って

いないところでありますが、最終的には県民の

皆様の評価にゆだねることになろうかと思いま

す。残された任期はわずかでありますが、県民

の皆様とのお約束を果たすべく、最後まで全力

を尽くしたいと考えております。

○十屋幸平議員 田口議員と議論したとき

は、60％が合格点ではないかということからす

ると、74％は合格点以上ということになるんだ

ろうと思います。しかしながら、県民とすれ

ば、知事が１期で退かれるということに対する

評価もこの中に入ってくるのかなと、個人的に

は思います。皆さん期待している部分がありま

したので、その部分で、知事の思いとは別な形

で県民の皆さんは思っていらっしゃるというこ

とも、ここでお話をさせていただきたいと思い

ます。

それで、今回の答弁の中でも、政治家初心者

として出発した東国原知事ですけれども、「宮

崎県が育ててくれたんだ」という御発言をし

て、「感謝もしている」というふうに述べられ

ております。そこで、私は20年の11月に親孝行

の話をさせていただきました。そのとき知事の

答弁が、「県政の課題に日々一生懸命に取り組

んでいる姿を見せること、加えて県政が発展し

ていくことが親孝行につながる」ということで

御答弁をされております。そこで、先ほどの

「宮崎が育ててくれた」ということに置きかえ

たときに、宮崎が東国原知事のふるさとの親、

そして知事が立場がかわって子供ということに

したときに―この前から応援団の話もござい

ました。これから宮崎県に対してどのような親

孝行なされるのか、そのことについて御意見が

ありましたらお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 私は、人としても宮

崎県で生み、育ててもらいまして、政治家とし

ても宮崎県で生み、育ててもらいました。御指

摘のように、宮崎県は親だと言っても過言では

ないと思っております。退任後どのような立

場、どのような位置づけで行動するかまだわか

りませんけれども、口蹄疫の復興・再生・新生

というのもあるんですが、それも重要なんです

が、ほかにも重要な行政課題は山積しておりま

す。景気・経済、雇用の問題、医療・福祉・教

育の問題、中山間地の問題、インフラの問題さ

まざまあります。そういった行政課題、地方が

疲弊する中での行政課題に取り組んでいくため

には、この国の構造といいますか、統治システ

ムといいますか、税制も含めたメカニズム（仕

組み）を根本的に変えないと抜本的な改善とい

うのは見込めないんじゃないかという結論に達

しております。ですから、そういったものを抜

本的に根本的に変えるというのが、ひいては宮

崎県、あるいは疲弊する地方への恩返しになる

のではないかと考えているところであります。

これからも、ふるさと宮崎を片時も忘れるこ

となく、宮崎の応援団の一人として、私にでき

る限りの協力・支援、そういったものも恩返し

の一つだと考えておるところであります。

○十屋幸平議員 これまでも何度となくこうい

う議論はさせていただきまして、その中で一貫

して知事が変わらないのは、「この国の統治シ

ステムを変える」という１点で、きょうのシン

ポジウムの新聞内容でも、「中央から情報発信

して変えなければ疲弊した地方は変わらないん

だ、よくならないんだ」という発言もされてお

りますから、その点におきましては本当に一貫

した考えをお持ちなんだなということは理解さ

せていただきました。どういう形にしろ、今

後、宮崎の応援団ということもなされるという
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ことでありましたので、またしっかりと新しい

知事になられる方とも連携されるでしょうか

ら、そのあたりも含めて、宮崎のためにも汗を

かいていただければと思っております。

以上で終わります｡（拍手）

○蓬原正三副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時52分散会
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