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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員39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、二

見康之議員。

○二見康之議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。会派自由民主党、都城選挙

区選出の二見康之と申します。このたび初め

て、こちらの一般質問に立たせていただきます

ので、至らない点や不備な点もあるかもしれま

せんけれども、どうか先輩方におかれましては

温かく見守っていただきますように、まず心か

らお願い申し上げます。

早速ですが、今回、私もいろいろと考えてき

たこともありますので、少し自分の考えも含ま

せながら質問を進めさせていただければと思っ

ております。

まず、中国の古典の中で、皆さん御存じだと

思うんですけれども、「故きを温ねて新しきを

知れば、似って師と為るべし」、先人の教えや

歴史について学び、そこから新しい考えや取り

組みを見つけられれば、人を教え導く先生とな

ることができるという意味です。皆様御存じの

とおり「論語」の言葉です。「論語読みの論語

知らず」という言葉もありますけれども、いま

だ至らない勉強中の身でありますが、少しでも

向上できるように努めていきたいという思い

で、今回取り上げさせていただきました。

この孔子は、今から約2500年前の中国・春秋

時代の思想家、政治家であります。理想の政治

を実現するために、その生き方、考え方を説

き、また多くの弟子の育成にも尽力され、その

数は3,000人いたと言われております。その孔子

の言行や弟子たちとの問答などを記録した書物

が「論語」であります。この中で孔子は「仁」

というものをとても大切にしております。思い

やりの気持ち、優しい心、強く正しい生き方と

いった解釈になるかと思います。今、全国的に

この「論語」が大きく見直される流れがありま

す。人道的な事件が多い今の時代、私たちの心

の中に欠けているものを改めて気づかせてくれ

る書物だからではないでしょうか。

私が評議員を仰せつかっている都城市のさく

ら幼稚園では、年長園児を対象に１年間、安岡

定子先生が書かれました「こども論語塾」とい

う本を使って論語の素読を教えているところで

あります。子供たちは本当に記憶力がいいで

す。すぐに本１冊くらい暗記してしまいます。

ただ、論語の言葉は覚えてしまうのですが、意

味についてはまだぼんやりしているところがあ

るようです。しかし、子供たちの生活の中にお

いて、何か背骨のようなもの、行動の規範のよ

うなものができてきているように感じていま

す。先生や友達との会話の中、遊んでいると

き、いろんな場面において、何か相手を気遣う

というようなところを感じます。子供というも

のは本当に素直であります。論語というものは

宗教色が全くないとも言えませんので、一斉に

取り入れるということは難しいかもしれません

が、個人的に興味のある方はぜひ検討してみら

れる価値はあるかと思います。また、教育長、

教育委員長、ぜひ一度御検討いただきますよう

にお願いいたします。

もう一つ、論語の言葉を取り上げさせていた

だきます。「吾十有五にして学に志し、三十に

して立ち。四十にして惑わず。五十にして天命

を知り、六十にして耳順う。七十にして心の欲
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するところに従いて矩を踰えず」、孔子は自分

の一生を振り返り、15歳で学問に志し、30歳で

自立した。40歳で心の迷いがなくなり、50歳で

天が与えた自分の使命・運命について自覚

し、60歳でどんなことでもよく理解して聞き取

り、70歳には自分の思いのままに行動しても人

の道に外れることがなくなったと言っておりま

す。私はまだ30歳でありますが、自分といたし

ましても、まだまだだと思っております。しか

しながら、このたびこの県議会の場にお送りい

ただいたことに対し、感謝の気持ちを持ち続

け、またその責務を全うすべく努めてまいる覚

悟であります。知事におかれましては40代、不

惑であります。国内外を問わず津々浦々を回ら

れ、見聞を広めてこられたものと感じておりま

す。これまでに培われてきたその御経験を、第

二のふるさととして宮崎の地にすべてをかけて

いかれる御覚悟に対し、まず心から敬意を表し

たいと思います。

また、先日、１冊の本に出会いました。「ふ

るさと再生 架け橋を創る人たち」という本で

す。今、全国どこにおいても都市と地方の格

差、地方の疲弊という大きな課題を抱えており

ます。その大きな課題に対して取り組み、そし

て成功をおさめてきた多くの例が紹介されてお

りました。具体的な例まで今回取り上げはしま

せんが、その中にすべて共通していることがあ

ります。それは、地域にあるものを生かすとい

うことです。そして、そこにいる人を生かすと

いうことです。ないものねだりをしても始まり

ません。この宮崎の地においても、他のどこの

地域にも負けないすばらしいものがあります。

そして、それを生かす人のやる気を起こさせる

ことです。これから多くの、そしてさまざまな

成功事例に学び、この宮崎県を活性化していく

ために、生かせるものをしっかり考えてまいり

たいと思っております。

また、この本の中に大変感慨深いテーマがご

ざいました。それは、「よそ者の知恵と情熱で

地域を掘り起こす」というものです。今まさ

に、この宮崎の地において動き出していること

であります。広島県出身であり、６年前に総務

部長としてこの宮崎県に来られ、これまでずっ

とこの宮崎を見つめてこられた河野知事であり

ます。広く学んでこられましたこれまでのさま

ざまな思いが決意へと変わり、「この宮崎をど

げんかせんといかん」という熱い思いととも

に、このたび知事となられました河野知事が、

昨年の口蹄疫発生や土砂災害、鳥インフルエン

ザ、新燃岳の噴火と課題山積のこの宮崎県を再

生・復興へと導いていかれる、まさに始まらん

とするときであります。今回、御提示いただき

ました宮崎県総合計画「未来みやざき創造プラ

ン」と、肉付け予算である補正予算を携え、こ

れらの課題に対し取り組んでいこうという知事

の熱意を感じております。

その補正予算の中に「みやざき感謝プロジェ

クト」がございます。東日本大震災の被災者に

対し支援を行う内容と伺っております。私も６

月頭に宮城県に行ってまいりました。レンタ

カーを借りて石巻市から仙台空港あたりまで回

りましたが、海岸沿いは道路の瓦れきは撤去を

終わっておりましたけれども、それ以外のとこ

ろはほとんど手つかずのままでした。雄勝中学

校に行きましたら、３階の窓ガラスも全部割れ

ておりました。道路向かい側の小学校も同じよ

うな状態でした。どこにも逃げ場のないような

状況です。役場にいた職員の方々は屋上に上り

何とか九死に一生を得られたそうです。私が

行ったときにはほとんど人気はなく、庁舎は立
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入禁止になっておりました。そんな殺風景の

中、庁舎の玄関上に横断幕が１つ掲げてありま

した。「全国の皆様ありがとうございます お

がつ ふっかつ ぜったい勝つ 雄勝中学校生

徒一同」と書いてありました。強い意志と明確

な目標があれば、時間はかかるかもしれません

が、必ず町は復興すると思いますし、またそう

なってほしいと心から願います。このたびの震

災は、岩手、宮城、福島と大変広域にわたって

おりますので、全部に支援をということは無理

かもしれませんが、この宮崎からできるだけの

支援をお送りいただきますように、知事、ぜひ

お願いいたします。

これまで約３カ月の時間がたちましたが、ほ

とんど復興は進んでいないというのが率直な感

想です。いまだに避難所生活をされている方も

たくさんいらっしゃいます。この国政の現状に

ついて、私としましては、国民の思いが届いて

いない、反映されていないように感じておりま

す。

それでは、質問に入ってまいりたいと思いま

す。

まず初めに、この国政の現状を踏まえ、「未

来みやざき創造プラン」の基本姿勢として「対

話と協働」というものを取り入れられた知事の

思いを、まずお伺いいたします。

以上、壇上からの質問は終わり、以下は質問

者席より質問いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

「対話と協働」についてであります。人口構

造の変化や地方分権の進展などに伴いまして、

今後、行政課題や県民ニーズはますます複雑多

様化してまいります。このため、これからの県

政を進めていく上では、県だけでなく、市町村

を初め企業、ＮＰＯ、関係団体、そして県民の

皆様との対話を重ねることにより、それぞれが

みずからの役割を意識するとともに、お互いが

連携・協働しながらさまざまな課題に取り組ん

でいくことが、また、県民一人一人の力を結集

してよりよい宮崎を築いていく、地元の方であ

ろうとよそ者であろうと、宮崎を愛する気持ち

でよりよい宮崎をつくっていく、その思いを結

集していくことが、何よりも大切なことである

と考えております。議員御指摘のように、地域

が持つ最大の資産である人財、それが人材を生

かすということ、人の力を生かすということで

あると考えております。

このようなことから、アクションプランで

は、計画推進に当たっての基本姿勢の中で、ま

ず最初に「対話と協働による県民総力戦の推

進」を掲げたところであります。また、重点施

策としてまとめました10のプログラムの中で、

県が行う「取組事項」のほかに「県民の主な役

割」というものを整理いたしまして、県民の皆

様に取り組んでいただきたい具体的な内容を整

理して記載したところであります。私といたし

ましては、ぜひこのことを県民の皆様にも御理

解をいただき、本県の課題、またこの宮崎の未

来について、一緒に考え、語り合い、それぞれ

の立場で「明日のみやざきづくり」に参加して

いただきたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○二見康之議員 さきの県議会議員選挙、県知

事選挙において、投票率の低下に歯どめがかか

らないという大きな課題があるかと思います。

これは、県政に対し県民の方々が何かを求めて

いないということのあらわれとも言えると思い

ます。この問題を解決するための一策として、

県民との対話を重ねること、その民意を酌み取
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り県政に反映していくという過程は、県民の県

政に対する意識、関心を高めていくためにも必

要なことであると思います。私もできるだけ多

くの県民の皆さんの思いを酌み取り、県政に反

映していくことができるようにと、意見交換会

などといった活動を続けていこうと思います

が、実際に県民との対話を進めるために、どの

ように取り組み具体的に進めていかれるのか、

知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘にありましたよ

うに、県政に関心を持っていただくこと、そし

て県政に対するさまざまな御意見、御提言をい

ただくこと、そういう双方向での対話は大変重

要なものであると考えております。まずは県の

情報を正確に発信していくということで、県の

広報紙でありますとかホームページ―ホーム

ページは今、約２万3,000ページございますが

―そういったものを通じたわかりやすい県政

情報の提供に努めているところであり、一政治

家の立場としましても、ツイッターやブログな

どで自分の思い、考えというものを発信してい

るところであります。

また、県民の皆様からの御意見をいただく手

法といたしましては、はがきやメールなどで御

意見をいただく「県民の声」というような事業

も行っておりますし、また、私は現場主義を掲

げておるところでございまして、直接地域に足

を運び県民の皆様との意見交換を行う「知事と

のふれあいフォーラム」というような事業も、

就任をいたしまして、今５回ほど行ったところ

でございます。県内全域でこれを開催してまい

りたいと考えております。

また、それ以外にも、私個人としての活動と

いうことになりますが、先日も北浦から島浦に

泳いで渡るという遠泳大会にも出たところであ

ります。各地のマラソン大会などのスポーツイ

ベント、また祭りや各種行事、そういうイベン

トなどにも積極的に参加して、その過程で県民

の皆様との意見交換、触れ合いというものも進

めてまいりたいというふうに考えております。

また、商店街での勉強会でありますとか異業種

交流会、そのようなものにも今、参加をしてお

るところでございます。いろんな手法を通じて

正確に情報発信する、そしていろんな御意見を

吸収する、そのような形で対話を進めてまいり

たいと考えております。

○二見康之議員 よくわかりました。

また、実際に知事の思いを受けて政策を実

行、作業していかれるのは県職員の方々だとい

うわけですけれども、その県職員の方々との対

話、意思疎通というものも非常に重要なのでは

ないかと考えるわけです。広い意味でこれも県

民の中に含まれていると思います。やはり政策

実行において県職員の方々がやる気になるかな

らないかということは、その効果に大きな差が

出てくると思います。県職員の方々との対話は

どのように進めていかれるのか、知事にお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 人の力を生かしていく

ことは大変重要だという御指摘があったところ

でございますが、まさに県のさまざまな施策の

企画・立案・実行を担っていくのは県の職員で

ありまして、県の財産であると考えておるとこ

ろでございます。知事のいろんな考えを体して

さまざま施策に取り組んでいく、その職員との

いろんな形でのコミュニケーションを図ってい

くことは、大変重要なことであると考えており

ます。知事室にレクチャーに来られるときのい

ろんな意見交換、それから各種行事で顔を会わ

せるときのさまざまな意見交換というのを取り
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組んでおるところでございますし、出先機関に

行ったときなどは、お昼の時間を利用して、ラ

ンチミーティングといいますか、一緒にお昼を

食べながら意見交換というのも行っておったり

します。また、若手の勉強会と意見交換をやっ

たようなこともあります。また、私の考え方を

お伝えするという意味でツイッターやブログな

ど一般的なものも使っておりますが、県職員向

けには、県庁のＬＡＮの中に「知事の窓」とい

う職員向けのメッセージを発するコーナーを設

けてもらっております。大体平均すると月４

回、ほぼ毎週いろんな形でメッセージ─例え

ば口蹄疫が１年たったときの思いですとか、４

月１日のいろんな思いとかを伝えておったりし

ます。また、個別でメールのやりとりも行って

おったりしますし、いろんな形でしっかりと職

員とのコミュニケーションを図ってまいりたい

と考えております。

○二見康之議員 河野知事の人柄があらわれて

いるような対応ではあるかなというふうに感じ

るんですけれども、大変お忙しい中、御苦労が

あるかと思いますが、ぜひ続けていっていただ

ければと思います。

続きまして、行財政改革についてお伺いして

いきたいと思います。これまで第１期、第２期

と財政改革推進計画を進めてこられました。そ

して今回、第３期財政改革推進計画を含む「み

やざき行財政改革プラン（案）」についてお伺

いしてまいります。

本県を取り巻く状況としましては、景気低

迷、社会保障費の増加、債権残高の増加と極め

て厳しい状況となっています。また、口蹄疫、

鳥インフルエンザ、ゲリラ豪雨による土砂災

害、新燃岳の噴火など多くの自然災害に見舞わ

れるという苦境に置かれております。そんな状

況での改革案でありますから、大変厳しい内容

になっているようですが、財政改革の基本的な

考え方に挙げられておりますように、将来世代

への負担を軽減し、持続的に健全性が確保され

る財政構造へと転換していくことが、非常に大

きなポイントであると考えます。

そこで、今計画における県債、基金の残高見

込みについてですが、まず、県債残高につい

て、口蹄疫対策転貸債等、臨時財政対策債を除

いた県債残高は減少しておりますが、臨時財政

対策債は年々増加しております。そして、全体

としての県債残高は増加する計画となっており

ます。続いて、財政関係２基金の残高見込みに

ついてですが、平成23年度残高見込み455億円に

対し、平成26年度残高見込みが99億円、その

差356億円の減少となっております。前の計画に

おきましては、平成19年度506億円に対し平成22

年度198億円、その差308億円の減少となってお

りました。第２期のときより４年後の残高が厳

しく、今後さらなる財政の硬直化が進むことに

なるかと思いますが、県債残高の増加と基金残

高が減少し続けている状況についてどのような

認識をお持ちなのか、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） まず、本県の県債残高

であります。国の経済対策でありますとか、近

年の臨時財政対策債の発行、また昨年度の口蹄

疫対策転貸債等の発行によりまして、平成23年

度末の残高見込み額は、今御指摘のありました

ように１兆円を超えておるということで、今後

十分留意していく必要があると考えておりま

す。ただ、１兆円を超えたというこの数字が大

変インパクトがあるものですから、それだけを

とらまえて大変だ大変だというふうに認識する

のもどうかというところで、そこを正確に理解
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していただく必要もあろうかと考えておりま

す。１兆円の中身のうち臨時財政対策債が

約3,000億あるわけでございますが、これにつき

ましては、後年度に元利償還金が地方交付税で

措置されるということ、それから口蹄疫対策転

貸債等につきましても、５年後には元金全額が

県に償還をされる、発行した転貸債を活用して

事業を行っている。したがって、償還財源はそ

こにあるわけでありますので、臨時財政対策債

と口蹄疫転貸債とを除いた実質的な県債残高と

いうものが、第１期の財政改革推進計画を策定

しました平成15年度以降徐々に圧縮が図られて

おり、23年度末の残高は、ピークでありました

平成14年度末が8,100億円程度あったわけでござ

いますが、それから1,763億円減少して6,343億

円となる見込みだということでございます。

ぜひ御理解いただきたいのは、臨時財政対策

債も、これまで国、地方を通じた財源不足の中

で、交付税特別会計で地方全体で借金をして交

付税で配っておったものが、それは借金をして

いても実質的に負担として感じないのではない

か、問題じゃないか。それを個々の自治体が負

担をすることによって、これだけ借金をせざる

を得ない―国、地方を通じた財源不足です

ね。個々の自治体で借金をしましょう。そのか

わり、それは交付税で見るということではある

んですが……。したがいまして、顕在化したこ

とによって、これまでも地方全体で借金してい

たものを、実感として我々は感じているという

ことでございますので、そういう意味において

危機感を感じるというのは正しい行動であると

は思うんですが、１兆円の中身というのは正確

にそれぞれ御理解いただきたいという思いでご

ざいます。

基金残高につきましては、景気の低迷による

税収の伸び悩みなどにより、基金の取り崩しを

余儀なくされる状況が続いておりまして、財政

調整のための２基金、これもピークであったの

は平成４年度末の874億円でありましたが、23年

度末では373億円まで減少しているということで

ございます。今後とも、財政運営を見通してみ

ますと、社会保障関係費の増加等に伴いまして

多額の収支不足が発生するという厳しい見通し

ではございます。引き続き、財政改革の取り組

みを着実に進めて、できる限り県債発行額を抑

制していくということと、一定の基金残高の維

持確保に努めていく必要があると考えておると

ころであります。

○二見康之議員 臨時財政対策債というのは平

成13年度に制度が変わったということでありま

す。確かに私も十分に熟知しているとは言えな

いと思うんですが、ただ、この制度は後年度に

元利償還金が地方交付税で措置されて、また口

蹄疫対策転貸債についても５年後に全額が償還

されるということなので、現状認識としては、

残りの県債残高の圧縮に取り組まれ、結果を残

されている、これは評価されるべきことだと私

も感じております。

ただ、気になることがあります。臨時財政対

策債というのは、近年、財務省においても地方

公共団体のモラルハザードの原因であると考え

られている方もいるという話を聞いておりま

す。理由としては、先ほど御説明いただいたこ

とも関係すると思うんですが、地方債の元利償

還金の交付税措置によって、自地域での租税負

担をほとんど負わずに起債できるため、財政規

律が働かず、必要以上に将来あるいは他地域の

負担に転嫁するインセンティブが生じている、

また地方公共団体の受益と負担の関係が見えに

くくなっているという御指摘もあるんですけれ



- 224 -

平成23年６月21日(火)

ども、宮崎県としていかがお考えなのか、総務

部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 臨時財政対策債に

つきましては、地方財政計画の策定上見込まれ

る財源不足額を補てんするために─仕組みに

つきましては今、知事のほうから詳しく説明が

あったとおりなんですが─本来、地方交付税

として交付される額の一部について、特例的な

地方債に振りかえられているものであり、地方

交付税の代替財源であります。この臨時財政対

策債の元利償還金相当額につきましては、その

全額が基準財政需要額に算入され、国債の取り

扱いとは異なりまして、償還に自主財源である

県税等の負担を伴わない、こういうことをもっ

てモラルハザードという指摘がある、そういう

意見があるようであります。しかしながら、臨

時財政対策債を含む地方交付税制度は、地方団

体間の財政力の格差を解消し、本県のように自

主財源の乏しい地方であっても、標準的な行政

サービスの提供に支障が生じることのないよう

に、財源調整等の機能を果たしているものであ

ります。景気が低迷し、国全体の税収が伸び悩

み、地方交付税の財源総額の確保が困難な状況

にある中にありましては、臨時財政対策債につ

きましても、地方交付税制度の一部として必要

な役割を果たしているというふうに考えており

ます。

○二見康之議員 今、御説明いただいたとお

り、確かに国の制度でもありますから、県のほ

うからいろいろと要望を出しても、うまくいか

ないところもあるかと思います。しかしなが

ら、この制度自体は、最初は３年の期限つきと

いうことで始められた制度であります。特例的

に始められた制度だというふうに考えるんです

けれども、これが今まで10年間以上続いている

ということは、やっぱり何らかのこれから先検

討していかないといけないところがあると思い

ます。それに、国債だろうが県債だろうが、そ

の原資は国民の税金から来ているということを

留意していかないといけないと思っておりま

す。消費税増税論とかいろいろ今、話がされて

おりますから、県民の方々も県の財政運営に非

常に高い関心を持っていらっしゃると思います

ので、この件につきましては、私も今後さらに

調査等深めていきたいと思っております。どう

かその節は御協力のほうをよろしくお願いいた

します。

では、また財政改革について話を戻させてい

ただきますが、景気低迷の厳しい見通しの中、

持続可能な財政運営の確立に向けてどのように

取り組んでいかれるのか、同じく総務部長にお

伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 本県では、平成15

年度に策定いたしました第１期の財政改革推進

計画からこれまで、財政健全化のための取り組

みを進めてまいりました。しかし、長引く景気

低迷等によりまして税収が伸び悩む中で、今後

とも毎年度、数十億円の単位で社会保障関係経

費等の増加が見込まれておる状況にありま

す。200億から300億を超える収支不足の発生に

よりまして、数年のうちには、財政調整のため

の２基金が枯渇して予算編成が困難になるおそ

れがあると思います。このために今回、第３期

の財政改革推進計画を策定したところでありま

すが、具体的には、総人件費の抑制、投資的経

費の縮減・重点化、ゼロベースからの事務事業

の見直し、また収入面ですが、広告収入の拡大

等の積極的な歳入確保対策など、歳入・歳出両

面から徹底した見直しを行いまして、一定の基

金残高を確保し、また県債発行額の抑制に努め
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ていくとしているところであります。これまで

の取り組みに加え、さらなる見直し等を行うと

いうものでありますが、毎年度の収支不足を圧

縮し、基金の取り崩しに頼らない持続可能な財

政運営を目標に、職員の意識改革を図りなが

ら、全部局挙げて取り組んでまいりたいという

ふうに考えております。

○二見康之議員 先ほども基金のことはお話し

させていただきましたけど、やはり前計画より

か、今回はちょっと厳しい見通しとなっている

と思いますので、今期はさらにしっかり取り組

んでいただきますように、よろしくお願いいた

します。

今、御答弁いただいた中に、県職員の人件費

削減についてがありましたが、平成17年度か

ら23年度にかけて1,0 0 0人の削減目標に対

し、1,133人の純減を達成されたというふうにあ

ります。今期、知事部局等について、平成27年

度までにさらに平成17年度比で１割程度―

約60人ぐらいになると思うんですが―の削減

目標が示されております。第２期計画に比べて

削減率のほうは緩やかにはなっている、また行

政改革によって効率化等が図られていると思い

ますが、やはり職員お一人お一人の負担がふえ

ているのではないかということも気になってい

るところであります。また、さらに職員数を減

らしていくことにより負担がふえ、職員の方々

のモチベーションが下がるのではないかという

影響を考えているのですが、これに対しどう対

応していかれるのか、総務部長にお伺いしたい

と思います。

○総務部長（稲用博美君） 職員数につきまし

ては、非常に厳しい財政状況の中で、今後とも

組織のスリム化を図り、人員の削減にも取り組

んでいく必要があると思っております。同時

に、少ない職員数でありましても、さまざまな

行政需要に的確に対応できるように、職員一人

一人が能力を最大限に発揮して、相互連携のも

とに県庁全体として実効性の高い組織体制を構

築することが重要であると思っています。この

ため、新しい行財政改革プランにおきまして

は、職員研修の充実を初めとしまして、職員の

意欲や適性を重視した人事管理等に取り組むと

ともに、風通しのよい職場環境の醸成や心身の

健康管理等にも努めることとしております。

私たち部長も、知事とよく話し合いができて

いないんじゃないかということを以前言われた

こともあるんですが、今、知事と部局長とのフ

リートーキングというようなこともやらせてい

ただいております。また、部局長から職員への

メッセージの発信などをしまして、役職や職場

の壁を取り払って、自由で活発に意見交換がで

きるような環境づくりに努めているところであ

ります。県職員みんな、宮崎県の発展あるいは

県民福祉の向上という高い志を持ちまして、

日々、業務に励んでおります。行財政改革の推

進に当たりましても、その職員の思いというも

のが実現できるように、十分に配慮してまいり

たいと考えております。

○二見康之議員 私も、この宮崎に住みなが

ら、いろいろな前知事との話は伺っておりまし

た。職員の方々との対話というのがうまくいっ

ていなかったのかなという、うわさは聞いてお

りましたが、やはり意思疎通というものが非常

に大事なものだと、特に組織においてはそこが

非常に大事なポイントだと思っておりますの

で、知事におかれましては、御多忙かと思いま

すけれども、ぜひ継続していただけるようによ

ろしくお願いいたします。

続いて、労働関係についてお伺いしていきた
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いと思います。

長引く不景気によって、企業側も人材育成に

力を入れる余裕がなく、即戦力を求めるところ

が多いと思います。雇用の場において労働者の

能力をはかる一つの目安になるのが、さまざま

な資格だと思います。その資格の中でも国家資

格である技能検定制度というものがあります

が、職種も約130種以上もあって、日本の伝統的

な技術を守ってきた業種も数多くあります。こ

の制度は、労働者の技能と地位の向上、そして

技能習得意欲を増進させるなどを目的としてお

ります。これまで県のほうでも技能士育成につ

いて取り組んでこられていると思いますけれど

も、技能士育成の現状について、啓発の取り組

みも含めて、商工観光労働部長にお伺いしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 技能士に

つきましては、平成22年度末で県内で延べ３

万4,127名の方がいらっしゃいますが、その育成

は、ものづくりを初めとする本県産業を支える

上で大変重要であると考えております。そのた

め県におきましては、県職業能力開発協会や県

技能士会連合会と連携をいたしまして技能士の

育成に取り組んでおり、高度な技能者の確保を

図る取り組みとして、中堅技能者に対する短期

訓練を行うほか、技能五輪全国大会への派遣な

どにより、技能水準の向上を支援しておりま

す。また、若年技能者のすそ野を広げるための

取り組みとして、工業高校等において熟練技能

者による技術指導を実施するとともに、若年者

ものづくり競技大会への派遣などを行っている

ところであります。さらに、毎年、卓越した技

能者の知事表彰を行うとともに、技能まつりや

小中学生を対象にいたしました技能体験教室を

開催することなどにより、技能者の社会的地位

の向上と技能を尊重する機運の醸成・啓発に努

めているところであります。

○二見康之議員 ありがとうございます。

この件に関しては、私も調べたところ、さき

の２月議会のときに横田議員が質問にて取り上

げていらっしゃいまして、建築工事の入札状況

について、元請業者の低価格での落札に対し、

そのしわ寄せが下請になられる大工や左官など

の業種の方々に来ているという御指摘がありま

した。私もそのようなお話も伺っております。

啓発とかで支えるというのも確かに限界がある

のかと思っております。こういった専門的技術

を持っていらっしゃる方々がこの社会を支えて

いるという部分を─先ほど３万何人いらっ

しゃるということでしたけれども、それも非常

に大きな下支えになっていると思います。これ

からも十分に取り組んでいただければと考えて

おります。

また、人材育成という点においては、学校教

育の中でもさまざまな取り組みをしていらっ

しゃるということですが、子供たちの能力、可

能性を育てていくことはとても大切なことです

ので、今後とも、こちらも継続のほうをよろし

くお願いいたします。

ところで、この宮崎の地で育ててきた人材

が、なかなかふるさとに定着または帰ってくる

ことができない、都会のほうに流出している現

状があります。私の周りでも、「希望する企業

がない」「収入が少ない」など数多くの声が寄

せられております。求職者の希望、雇用環境な

どさまざまな課題もあるかと思いますが、せっ

かく育ててきた人材が県内に定住せず外に出て

いくことは、大きな問題であると考えておりま

す。今年度予算において、若者の地元への定着

を図る特徴的な事業があれば教えていただきた
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いと思います。商工観光労働部長お願いいたし

ます。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 県におき

ましては、若年者の県内への就職促進を図るた

め、若年者就職支援推進事業において、県内の

経済団体に対する求人枠の確保・拡大の要請

や、ヤングＪＯＢサポートみやざきにおける就

職相談等を実施しております。また、県内での

就職を希望する若年者等と県内企業との出会い

の場を提供するため、県内就職説明会開催事業

におきまして県内就職説明会を実施するととも

に、Ｕ・Ｉターン推進事業において、ふるさと

宮崎人材バンクによるＵ・Ｉターン希望者と県

内企業とのマッチングや、県外での「ふるさと

就職説明会」を実施しております。

○二見康之議員 ありがとうございます。個別

の政策を見ると、一つ一つは非常に大事なこと

だと思うんですけれども、何となく全体的なつ

ながりがなかなか見えてこないような気がする

んですが、そこのところもまた、私もこれから

いろいろ考えていきたいと思います。

その中で、ふるさと就職説明会について、先

日ちょっとお話を聞いたものですから、お伺い

したいと思います。昨年及びことしの県内外の

就職説明会の開催状況について、同じく商工観

光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ふるさと

就職説明会につきましては、これは県外の事業

でございますが、東京、大阪、福岡の県外の３

会場で開催しておりまして、昨年度は県外で参

加企業が57社、参加者が351名、今年度は４月か

ら５月にかけて実施しており、53社、241名と

なっております。また、県内就職説明会につき

ましては、宮崎市を初めとする県内の６会場で

開催しており、昨年度は合計で参加企業が220

社、参加者が1,424名となっております。なお、

今年度は８月に開催する予定としております。

○二見康之議員 昨年、就職説明会に参加され

た方で、最終的に就職された方はどのくらいい

らっしゃるのかお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 昨年度の

就職説明会に参加され、参加企業に就職された

方は、ふるさと就職説明会と県内就職説明会合

わせて81名となっております。

○二見康之議員 そういったところを調査され

ているということは、アンケート調査等をして

いらっしゃると思うんですけれども、今後、参

加企業や求職者の数がふえるように、また就職

決定者の数がふえていくようにどのように取り

組んでいらっしゃるのか、同じく商工観光労働

部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） お話にあ

りましたとおり、就職説明会の実施内容の評

価、それから参加者の企業訪問状況等を把握す

るために、企業及び参加者に対してアンケート

を実施しております。これによりますと、企業

からは「大いに役立った」、参加者からは「満

足している」などの回答も多くいただいており

ますが、一方で、企業からは「参加者が少な

い」、また参加者からも「もっと幅広い業種の

企業に参加してほしい」などの御意見をいただ

いているところでございます。県といたしまし

ては、これらの意見も踏まえ、就職説明会につ

いては県ホームページや新聞、テレビ等を活用

した周知に努めますとともに、企業を訪問いた

しまして、参加企業の掘り起こしに努めている

ところでございます。より多くの企業と求職者

等に参加していただき、出会いの場を提供する

ことによって、一人でも多くの就職につながり

ますよう、今後とも就職説明会の充実に努めて
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まいりたいと考えております。

○二見康之議員 ありがとうございます。この

ふるさと就職説明会の目的というのは、参加企

業者と求職者の方のいわゆる出会いの場という

ところに主眼が置かれているということです

が、できるだけ宮崎に一人でも多く帰ってきて

いただけるように、また来ていただけるよう

に、県としても強い気持ちを持ってもっと取り

組んでいっていただければと、新しいもう一歩

進めた施策もぜひ考えていただければというふ

うに思います。

続いて、エネルギー関係についてちょっとお

伺いします。

３月11日の東日本大震災において福島の原発

事故が深刻な問題となっております。被災され

た方々のことを思えば、一刻も早い復興・解決

を心から願うところであります。そして、この

たびの出来事は、今後のエネルギー施策を議論

する大事な機会になったと考えております。今

回、新エネルギーの拠点づくり事業として、三

鷹光器株式会社のビームダウン式集光装置の設

置事業が提出されておりますが、「地元企業へ

の技術移転等を促進する」と事業目的にありま

す。実用化、研究が成功するということが前提

条件になると思いますが、事業費5,000万円を投

じる大きな事業です。どのような分野の県内企

業への波及効果が期待されるのか、県民政策部

長にお伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 新エネルギー

の拠点づくり事業でございますけれども、この

事業につきましては、最先端の研究開発であり

ますので、すぐに事業化に結びつくものではご

ざいませんが、光を集める装置については、水

素製造や太陽光発電以外にも太陽熱発電など幅

広く利用される可能性を持っております。した

がいまして、今後、鉄鋼や電気機械等を中心と

した地元企業への技術移転や事業化が進めば、

将来、量産化に向けた部品製造やシステムの設

置工事など、県内産業に大きな効果があるもの

と期待しているところでございます。このほ

か、本県での水素製造の研究が順調に進むこと

により、関連する産業界の関心は高まるものと

考えておりまして、将来的には、水素を使った

燃料電池関連企業の育成や誘致、あるいは県内

の自動車部品関連産業の新たな事業展開などに

つながるよう、産学官連携して取り組んでまい

りたいと考えているところでございます。

○二見康之議員 今回の事業は、集光装置の移

転設置となっておりまして、今後の研究等につ

いては、宮崎大学、新潟大学により進められて

いくということでお伺いしておりますが、以後

の内容について県が関与しているところは明記

されていません。しかし、この技術を宮崎に根

づかせていくためには、やはり行政のサポート

も必要だと思います。波及効果が期待される分

野の企業に対し、これからどのような支援、取

り組みを進めていかれるのか、県民政策部長に

お伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） まず、集光装

置につきましては、宮崎大学への設置を進める

に当たり、地場の製造企業が多くメンバーと

なっております県の工業会など、県内産業界を

含めた協議会を発足させまして、県内企業への

理解促進を進めるとともに、部品製造技術やシ

ステムの設置工事などの技術を学べる機会をつ

くっていきたいと考えております。また、水素

製造や高効率の太陽光発電につきましては、最

先端の研究開発として宮崎大学や新潟大学を中

心に取り組んでいただくことになりますが、こ

れらの研究開発についても、県内企業が参画し
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やすい環境を創出しまして、県内産業の発展に

波及するよう、産学官で連携しながら推進して

まいりたいと考えております。

○二見康之議員 宮崎県は１回、リニアモー

ターカーの件で痛い目に遭っていると思います

ので、今回は何とか成功していくように御祈念

申し上げます。

続いて、省エネについてお伺いしたいと思い

ます。

さきの２月議会を通過しました宮崎県環境計

画ですけれども、さまざまな分野について網羅

された大変すばらしいものであると感心いたし

ました。その中で省エネについては間接的に、

地球温暖化対策として二酸化炭素の排出・吸収

を中心に構成していらっしゃいます。確かにこ

れは環境問題の大きな流れとして取り組んでい

かなければならないことだと思いますが、原発

問題により、今は全国的に電気エネルギーに対

する関心が高まっている時期だと感じます。や

はり多くの方々の関心・意識が高いということ

は、取り組む政策についても反応も大きく、ま

た高い結果・効果が見込めるかと思います。こ

の機会を最大限に生かすためにも、ひとつ節電

に特化し、それを前面に打ち出していくときで

はないかというふうに思います。タイムリー、

スピーディーに取り組むことが必要だと思いま

すが、今、県としてどのように節電に対し取り

組み、県民に対してどう啓発していくのか、環

境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 節電を初めと

する省エネルギーへの取り組みは、二酸化炭素

削減対策として大変重要でありますので、お話

にありました宮崎県環境計画において、地球温

暖化防止対策の施策の一つとして位置づけ、啓

発や実践活動に取り組んでいるところです。こ

のような中、東日本大震災を機に、県民の節電

に対する関心が高まっておりますことから、今

こそ国民、県民が心を一つにして節電に取り組

む必要があると考えております。県といたしま

しても、一事業者として新たな節電対策に取り

組むことに加え、各種広報媒体を使った情報発

信や、専門家を招いての省エネセミナーの充実

など、県民の皆様への啓発を推進することに

よって、なお一層の二酸化炭素削減に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○二見康之議員 この時期を逸することなく、

ぜひ取り組んでいただきたいと思います。ま

た、こういうことはできるだけ簡単にといいま

すか、わかりやすく伝えることが大事だと思い

ますので、二酸化炭素削減のための節電ではな

くて、節電のための取り組みというような、

もっと具体的なところをそういった形で伝えて

いくことが大事じゃないかと思います。

また、今の御答弁の中で、県として新たな節

電対策に取り組むとおっしゃいましたが、これ

までの取り組みに加えほかにございましたら、

教えていただければと思います。環境森林部長

お願いします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 今回、県庁に

おきましては、昼休みの消灯などのこれまでの

節電対策に加え、エレベーターの一部停止や執

務室内での照明の15％以上の消灯、あるいはす

べてのパソコンでのこれまで以上の省エネの徹

底などに取り組むこととしております。また、

これまでの毎週水曜日に加え、新たに金曜日を

一斉消灯デーとし、午後６時以降の節電に努め

ているところであります。県といたしまして

は、このような取り組みを通じて、県民や事業

者の皆様の自主的な節電の取り組みが広がって

いくことを期待しているところであります。
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○二見康之議員 ありがとうございます。

県が率先して行動していくことによって、周

りがそれに感化されていくと思いますし、また

そのように期待しております。実は今の御答弁

いただいたことにつきましては、先日、担当の

方からもちょっとお話を伺っておりました。こ

ういう時期的なものがあったのかもしれません

けれども、この震災を受けて、早速、次の新し

いことに取り組んでいかれているということを

伺って、私も心から感心したところでございま

した。しかし、何よりまた感銘を受けたのは、

その担当の方が本当に楽しそうにお話をされて

いたことです。これまでの取り組みに加え、新

たな努力目標、取り組みをつくるということは

大変なことだと思います。あれはどうか、これ

はどうかと、そのときも本当に楽しそうにいろ

んな方法を思索され、考えておられ、話を聞い

ているうちに、いつの間にか、こちらのほうか

らそのことに対して何か協力できることはない

かと考えたくなるような気持ちになっておりま

した。

またちょっとここで、最後になると思うんで

すけれども、もう一つ「論語」の一節を使わせ

ていただきたいと思います。「之を知る者は之

を好む者に如かず、之を好む者は之を楽しむ者

に如かず」という言葉があります。あることを

理解している人は、それを好きになった人には

かなわない。それを好きな人は、それを楽しん

でいる人にはかなわないという意味です。知っ

ているだけではなく、それが好きになる、そし

てさらに楽しめるようになれば最高だと私も考

えます。また、楽しそうな人の話は、また聞き

たいなとか、また話したいなと思いますし、ま

た楽しそうなことをしていれば、自分も一緒に

やってみたいな、自分もやってみたいなと思う

ものです。知事が基本姿勢に掲げておられます

「対話と協働」というところも、このことが一

つのかぎになるのではないかというふうに個人

的に考えておりました。

最後に、今回、初めての質問ということで、

段取り、要領の悪い私のサポートを親身になっ

て対応してくださいました担当の方々に対し心

から感謝申し上げ、私の質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 日南市選

出、髙橋透でございます。

先月21日、ちょうど一月前でございました

が、私の地元酒谷地区のある小さな集落で出身

者が集うふるさと会がありました。遠くは東

京、千葉、名古屋、愛媛などから帰省されてい

まして、中には40年あるいは50年ぶりに会うと

いうこともあって大変盛り上がりました。自己

紹介をされる中で大変印象に残った言葉がござ

いました。60歳弱の女性でしたが、「子供のこ

ろは家にアリがはって虫がいて貧しかったけ

ど、それでも幸せだった」ということをおっ

しゃっていました。そしてもう一人男性の

方、50代半ばの方でしたが、昭和30年代から40

年代初めのころに小学時代を過ごした方ですの

で、まだ現金収入が定期的に入らなかった世帯

が多かったと思うんです。「だから給食費が払

えない。それについて母親が近所を回って工面

をしていた。だから私はこの集落で育てても

らった。だから感謝している。だからこのふる

さとを大事にしたい」ということをしんみりと

私に話をしてくださって、昔は貧しかったけれ

ども、それぞれがみんな助け合って支え合って

頑張ってきた。いわゆるこの貧しかった経験が

今日の日本の繁栄を築いてきたんだなというこ
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とを考えさせられました。家族のきずなも地域

のきずなも深かったんだなということを、改め

てここで申し上げるところでございます。

翻って、あの未曾有の東日本大震災、今、日

本は戦後最大の危機、国難にあります。福島原

発事故でエネルギー政策の抜本的な見直し、節

電も叫ばれます。効率や便利さ、豊かさを追求

し続けてきた今日の社会、豊かさにブレーキを

かけることができるのか、いささか心配をしま

す。また、中央の政治は国民目線とほど遠く、

党派を超えて難局を乗り越えようとする状況に

はありません。我が宮崎県議会は、是々非々で

議員が切磋琢磨をして、県民目線を失うことな

く、党派を超えてこの県政の難局を乗り越えて

いこうではありませんか。まだ本県にはきずな

が残る地域が数多く存在しています。地方から

日本を再生する、宮崎から日本復興を発信して

いくことを申し上げて、質問に入ります。

まず、総合計画についてお伺いします。知事

は、宮崎をどのような県にされようとしている

のか。今、人と予算が限られて、選択と集中が

ますます必要になる中では、潜在する能力、強

みを伸ばすことが大切です。あれもこれもでは

なく、本県の得意分野である農業に重点を置

き、全国トップの農業県を目指すべきではない

でしょうか。知事の見解を伺います。

後は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

本県産業の方向性についてであります。本県

産業の将来を考える上で、本県の強みを伸ばす

という視点が非常に重要だと考えております。

本県の産業を見ますと、農業産出額は全国第５

位であります。また、生鮮カツオ（近海カツオ

一本釣り）漁獲量は全国１位、それからマグロ

の漁獲量が静岡に次いで全国第２位となってお

ります。高い食料供給能力を誇っておりまし

て、食料品製造業も盛んとなっております。し

たがいまして、農林水産業を含む食料関連産業

は、将来にわたって本県経済を牽引できる大き

な可能性を持っていると考えておりまして、そ

の可能性をぜひとも実現していきたいと考えて

おります。

また、世界的な人口増加、あるいは食の安全

・安心に対する関心が高まる中で、時代のニー

ズにこたえる総合的な食料供給産業をこの宮崎

県でつくりたいという思いから、アクションプ

ログラムの中でも重点プログラムの一つとして

「フードビジネス展開プログラム」を掲げたと

ころであります。農水産物の生産拡大はもちろ

んでありますが、豊富な農産物・水産資源を加

工することによる高付加価値化、さらには流通

・販売も含めた食の総合産業化を図りまして、

「食の王国みやざき」の確立に取り組んでまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○髙橋 透議員 ありがとうございます。

東日本大震災によって、東日本の農業生産量

・出荷額ともに低下をしていくと思うんです。

福島原発の風評被害も重なって非常に深刻な問

題でございます。東日本の経済が今後落ち込む

分、西日本、この九州が頑張らなくてはならな

いということをしっかり確認する必要があると

思います。特に農業に至っては、この九州が、

おっしゃいましたように日本の食料供給基地

に、絶対間違いなくなると思うんです。作物に

よっては、宮崎は２～３回作付できるものもあ

るんです。そういう優位性もありますから、ぜ

ひ本県が日本一の農業県となるようなアクショ
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ンプランを期待したいと思います。

次に、太陽光発電について、私も質問しま

す。原発の代替エネルギー、今脚光を浴びてい

るメガソーラーですが、これまでの質問でもご

ざいましたように、発電効率が低いんです。だ

から、より発電量を大きくするためには広大な

敷地を要します。そういった課題があります

が、本県としても今後、メガソーラーを推進し

ていかれるのか、知事にお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、この

メガソーラーは、大きな面積を要するというこ

ととか、発電効率あるいは採算性の問題で課題

があるということも認識をしているところであ

りまして、これまで本県で実現しているものに

つきましては、工場の屋根でありますとかリニ

ア実験施設など、余り活用されることのないス

ペースを有効利用しようと、そういう形で進め

ておるところであります。原発の代替エネル

ギーという話がございましたが、今、原発が発

電全体の約３割を占めている、自然エネルギー

が１％という状況であります。これを一気に代

替ということではありませんが、メガソーラー

につきましては次世代のエネルギーのあり方を

示す一つの有力な選択肢ということで考えてお

ります。新たな意味での「太陽と緑の国」を目

指す本県、この日照条件を生かしながら、新エ

ネルギーの開発につきましても宮崎ならではの

貢献ができるのではないか、そういう思いで、

今後ともその特性を勘案しながら、例えば遊休

地の有効活用などさまざまな可能性を検討しな

がら推進してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 おおむね知事のお考えは同意

できるんですが、ただ、遊休地の活用というの

はちょっと疑問があります。幾ら耕作放棄地が

ふえているといえども、田畑には作物をつくる

活用をすべきだ。先ほど食料基地として頑張ろ

うという確認をし合ったばかりですが、太陽光

発電、スケールメリットはないわけですよね。

だから、冒頭知事が答弁でおっしゃいましたよ

うに、工場の屋根とか、いわゆる小型分散型、

それこそ今議会でも提案されている発電システ

ム導入事業、これをずっと継続していく。そう

いったことを、今年度、単年度事業じゃなく

て、来年度もその後も─そういうお気持ちは

ないでしょうか。知事、答弁をお願いします。

○知事（河野俊嗣君） はい、そのように考え

ておるところでございます。県では、住宅用の

太陽光発電システムの普及拡大を図るというこ

とで、平成21年度にこの補助事業を創設してお

ります。21年度には１億5,000万、22年度には２

億5,000万の予算措置を行いまして、これまで

に3,892件の補助を行っているところでありま

す。今議会に約２億円の予算をお願いしている

ところであります。太陽光を初めとする自然エ

ネルギーについては、今回の東日本大震災を契

機としましてエネルギー政策全体が見直されて

いる中で、積極的に推進していくべきではない

かという議論が、国においてなされているとこ

ろであります。こういった住宅用太陽光発電の

導入支援のあり方につきましては、これまでの

議論、また実績というものをしっかり踏まえる

とともに、今後のシステム価格の動向、余剰電

力の買い取り価格、さらには国からの財政支援

などを見きわめながら、補助制度というものを

含めて検討してまいりたい、推進してまいりた

いと考えております。

○髙橋 透議員 よろしくお願いします。

宮崎が持つポテンシャル（潜在能力）、たく

さんあります。その一つが先ほど申し上げまし

た農業であります。ピーマン、キュウリ、ホウ
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レンソウ、里芋は生産量日本一、口蹄疫の被害

を受ける前の平成20年は、肉用牛飼育頭数、肉

用牛農家数も全国１位でありました。ほかにも

日本一があります。人口10万人当たりパチンコ

台数、ユニクロ店舗数であります。一方で誇れ

ないワースト１位があります。鉄道旅客輸送

量、きのうも議場でございました研修医比率、

研修医数、若年医師比率、全国最下位でござい

ます。ワースト１位ではありませんが、ワース

ト上位にあるものが、県民所得、完全失業率、

自己破産、離婚率など、それと人工死産率も宮

崎は高いんです。こういった悩みや不安に結び

つくと思われる要素が、残念ながら本県は上位

を占めております。そこで自殺対策についてお

伺いするわけですが、平成19年に394人、これま

で最多の自殺者を出して、自殺死亡率は34.6で

全国ワースト２位でありました。この間の本県

の自殺者の推移と、宮崎県自殺対策行動計画に

よりますと平成24年に自殺者数を300人以下にす

るとありますが、その見込みについて関係部長

に答弁を求めます。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいまお話

がございましたとおり、平成21年に策定いたし

ました宮崎県自殺対策行動計画で、平成24年に

おける自殺者数を300人以下とするという目標を

定めております。厚生労働省の統計でございま

すが、本県の自殺者数は、平成19年の394人を

ピークに、その後３年連続で減少いたしてお

り、平成22年は307名でございまして、着実に目

標に近づきつつあるというふうに考えておりま

す。

○髙橋 透議員 だからといって24年に間違い

なく300人以下になるかどうかわからないわけ

で、しっかりと対策をお願いするわけですが…

…。

各保健所の自殺者も気になるところでありま

して、ひところ西諸地域が自殺死亡率が高いと

いうことで話題になりましたが、各保健所の自

殺者数はどうなっているのか。今申し上げまし

た西諸の自殺率、状況について教えてくださ

い。

○福祉保健部長（土持正弘君） これは平成21

年の厚生労働省の統計ということになりますけ

れども、お話のございました平成17年と比べて

自殺者数が大きく増加している地域でございま

すが、高千穂保健所管内と小林保健所管内でご

ざいます。小林保健所管内につきましては、一

時、市町村等の努力もございまして自殺者数と

しては減ったのでございますけれども、再度増

加をしておりまして、そういう結果になってい

る状況でございます。

○髙橋 透議員 自殺に関する相談窓口、数年

前はかなり指摘をされた窓口の状況だったんで

すが、努力によってかなり改善されてきまし

た。まだ24時間までは体制ができていません

が、相談窓口の状況について、福祉保健部長、

答弁をお願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の自殺相

談窓口といたしましては、平成19年からＮＰＯ

法人が自殺防止電話を開設しておりまして、現

在は、日曜日、水曜日及び金曜日の午後８時か

ら11時まで相談を受け付けております。また、

本年３月からでございますが、宮崎県看護協

会、宮崎県臨床心理士会、宮崎県精神保健福祉

士会に委託いたしまして、ＮＰＯ法人が相談を

受け付けていない曜日の午後７時から11時ま

で、新たな自殺防止電話「ライフネット宮崎」

を開設いたしたところでございます。これによ

りまして、一部の時間帯を除き年間を通じて相

談できる体制が整ったということになります。
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また、自殺専用の相談窓口ではございませんけ

れども、平日の午前９時から午後７時までにつ

きましては、精神保健福祉センターの「こころ

の電話」においても相談を受け付けているとこ

ろでございます。

○髙橋 透議員 かなり努力をされているとい

うことがうかがえます。あとは早朝の時間帯と

か深夜そういう課題が残っていますが、今後と

もいろんな機関とも連携していただいて改善を

お願いしたいと思っています。

警察本部の統計によりますと、自殺の原因・

動機、健康問題、経済・生活問題、家庭問題の

順となっております。さらに詳しい原因を調べ

てみますと、体の病気、うつ病、多重債務と

なっています。そこでお尋ねするわけですが、

生活福祉資金という制度がございます。その貸

付状況はどうなっているのか、福祉保健部長、

答弁をお願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 生活福祉資金

貸付制度につきましては、厳しい雇用経済情勢

に対応するために、平成21年10月に連帯保証人

要件の変更とか貸付利子の引き下げなどの貸付

条件の緩和が図られたところでございます。こ

の結果、平成22年度の生活福祉資金の貸付状況

は、貸付件数837件、貸付金額４億6,000万円余

りとなりまして、制度改正前の平成20年度と比

較いたしますと、貸付件数は９倍、貸付金額は

約4.4倍ということになっております。

○髙橋 透議員 制度改正がいろいろと不評

だったんですよね、保証人を書かにゃいかんと

いうことで借りにくい。そういうこともあって

改善されたわけですが、かなり件数がふえ、額

もふえた。問題は、貸した金は返してもらわ

にゃいかんわけで、返済が滞ることがないよう

な取り組みもされているとは思うんですが、回

収は大丈夫なのか、その辺をひとつ教えてくだ

さい。

○福祉保健部長（土持正弘君） 制度改正によ

る貸付件数等の増加に伴いまして、御指摘のと

おり、今後、滞納者の増加ということが懸念さ

れるところでございます。このため、実施主体

であります県社会福祉協議会のほうでは、返済

が滞らないように、借受者に対しまして償還計

画等について必要な助言等に努めているところ

でございます。県といたしましても、生活福祉

資金の適正な管理・運営が図られるよう、県社

会福祉協議会に対しまして適宜、必要な助言・

指導等に努めてまいりたいというふうに考えて

おります。

○髙橋 透議員 よろしくお願いします。

生活福祉資金制度、この制度で救済をされな

い、いわゆる借りられない方がいらっしゃると

思うんです。そういう多重債務者がいらっしゃ

ると思います。いわゆる所得制限があります

ね。新たな貸付制度が別途必要じゃないかと思

いますが、県の考え方について、関係部長、県

民政策部長でしょうか、よろしくお願いしま

す。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 多重債務問題

につきましては、任意整理あるいは個人再生手

続等の債務整理により解決することができるも

のと考えておりまして、１人で悩まずに、まず

は関係機関に相談していただくことが重要であ

ると考えているところでございます。このため

県では、消費生活センターにおきまして多重債

務者からの深刻な悩みを聞く中で、債務整理や

生活再生に向けた助言に努めますとともに、相

談窓口があることの周知などの啓発に取り組ん

でいるところでございます。

なお、多重債務者向けの貸付制度につきまし
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ては、借り入れや返済に対するモラルハザード

発生の危険性に加えまして、公平性という観点

などから、一般県民の理解が得られるかどう

か、さまざまな問題があると考えております。

したがいまして、県として取り組むべきかどう

か十分研究する必要があると考えております。

○髙橋 透議員 相談、そして指導・助言を受

ける。これで解決できない。それはなぜかとい

うと、いわゆる救済する制度がないわけです。

今の答弁では、今後研究したいということであ

りましたが、そのことも今後いろいろと議論さ

せていただきたいと思います。

ひところ交通戦争と言われて、毎年１万人亡

くなっていた時代がありましたが、１万人とい

うのは24時間以内に亡くなる死亡者数だったと

思います。１年間に交通事故で死んだ数は昭

和45年ごろは２万2,000人近くいらっしゃったみ

たいです。今それがぐっと減りました。今、24

時間以内に亡くなる方は5,000人切りましたよ

ね。交通死亡事故対策─警察の努力もあった

と思います。私の近所にも駐在所がございます

が、夕方、人だかりがあるものだから何だろう

かと思ったら、自治会長とか交通指導員が一々

車をとめて交通安全対策をやっているんです。

１年のうちに何回かこの光景を見るんですが、

そのほかにも高齢者団体等が安全パトロールで

やってくださいますし、もちろん保護者も出て

います。けさも出ていらっしゃいました。そう

いう意味では交通死亡事故対策、地域総ぐるみ

でやっていらっしゃるんです。そこが自殺対策

との違いの一つかなと考えたりします。今後、

自殺対策について―大事なことです。宮崎県

としてどう本気で取り組まれるのか、知事に答

弁を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 大変残念な自殺者数に

直面をいたしまして、本県としましてもさまざ

まな対策に、市町村なりと連携をしながら取り

組んできたところであります。今、御指摘のあ

りましたように、自殺というもの、うつ病など

の健康問題でありますとか、多重債務、事業不

振などの経済問題、さまざまな要因が複雑に絡

み合っているものであります。県では、私が本

部長を務めております宮崎県自殺対策推進本部

と、保健、福祉、医療、教育、労働等の民間団

体等から成る宮崎県自殺対策推進協議会が連携

いたしまして、総合的な自殺対策に取り組んで

まいりました。新たなアクションプランにおき

ましても「自殺のない地域社会づくり」を重点

項目としておるところであります。議員が冒頭

おっしゃいました、家庭や職場、地域でのきず

なを深めること、これも大変重要であると考え

ております。そのきずなを深めることによりま

して、身近な人の自殺のサインや心身の不調に

気づいていく、そして相談支援などの自殺予防

につなげるなど、県民一人一人がその対策に取

り組む、これが大変重要であると考えておりま

す。今後とも、ＮＰＯなどの民間団体、また市

町村とも連携しながら、１人でも多くの県民の

とうとい命を救うために全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

○髙橋 透議員 自殺対策、本当に重要な課題

だというふうに思います。それと、参考のため

にいま一度申し上げますが、次に自殺行動計画

をつくられるときには、300人という数字はぜひ

出さないようにしてください。人の死に数をつ

けるというのはそぐわないと、前にも何回も

言っていますが、御検討をお願いしたいと思っ

ています。

次に移りますが、防災対策です。

いわゆるアクションプラン、総合計画にあり
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ますが、重点指標になっています緊急輸送道路

の防災対策、今回も質問に出ています。私は、

新聞に出ていたので気になって質問するわけで

すが、進捗率が今42.6％ですね。これを26年に

は50％に引き上げるという計画見通し。その見

通しについて、まず知事にお尋ねしたいと思い

ます。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のありました緊

急輸送道路であります。災害時における救急救

命活動を支えまして、被災地の応急復旧や物資

の輸送に不可欠な道路となっております。今回

の東日本大震災におきましても、その重要性と

いうものが改めて認識をなされたところであり

ます。県ではこれまで、緊急輸送道路の機能強

化を図るために、橋梁の耐震化でありますと

か、落石防止などの防災対策を積極的に進めて

きたところであります。今後さらに重点的に整

備を図りまして、アクションプランの目標を確

実に達成できるよう取り組んでまいりたいと考

えております。

○髙橋 透議員 進捗率の目標50％というの

は、素人感覚で目標値としては低いんじゃない

かと思ったわけで、災害時における緊急輸送道

路でありますから最優先して整備が急がれるべ

きだというふうに思っております。聞いており

ますと、中山間地域の未整備の箇所が多いとい

うことのようでありますが、今後、緊急輸送道

路の確保についてどのような対策をとっていか

れるのか、県土整備部長お願いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 緊急輸送道路

内の防災対策が必要な箇所は985カ所と非常に多

いことから、すべてを整備するまでには多くの

時間と費用を要する状況にございます。このた

め今後の防災対策につきましては、主な都市間

や重要港湾、空港を連絡する第１次緊急輸送道

路におきまして、引き続き優先的な整備を進め

ることとしております。特に橋梁につきまして

は、地震により被災した場合に復旧が長期化す

ることから、耐震補強を早期に完了させたいと

考えております。

なお、東日本大震災では、「くしの歯作戦」

と呼ばれる救援ルートの応急復旧が短期間で行

われたところでありますが、本県においても、

地震や津波などによる大規模災害が発生した場

合には、国や市町村と一体となりまして、緊急

輸送道路の応急復旧を最優先に、被災地へ向け

た救援ルートの確保に全力で取り組みたいと考

えております。

○髙橋 透議員 ひとつよろしくお願いしたい

と思います。

自主防災組織についてちょっと触れてまいり

ますけれども、これは市町村によってカウント

の仕方が違っておるようであります。定義等の

違いがあるようでありますが、例えば、自治会

に加入していない世帯、最近ふえて問題となっ

ているわけですが、自治会未加入世帯まで網羅

する集落が自主防災組織としてあれば、その未

加入世帯もカウントしている、そういうことな

んですよね。自主防災組織率を引き上げること

は大事なことなんですが、その前に自治会の加

入をしっかりしておかないと、いざというとき

に自主防災組織が機能しないこともあるわけ

で、地域力をつけてきずなを育てる、このこと

が大変重要であります。その対策にどう取り組

まれていくのか、知事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） まず、自主防災組織率

であります。平成21年度末現在で63.5％となっ

ております。これをまずは70％まで向上させた

い─当面の目標であります。東日本大震災に

おきましても、日ごろからの訓練に基づいて集
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団で避難することにより犠牲者がなかった地区

もあるということで、この自主防災組織、防災

上の自助・共助・公助という場合の共助の非常

に重要な役割を果たすものであると考えており

まして、少しでも高い組織率を目指して取り組

んでまいりたい。市町村長との会議におきまし

ても私から直接要請をいたしましたし、県の担

当職員が沿岸部の全市町を訪問しまして、それ

ぞれの首長と自主防災組織向上のための取り組

みにつきまして意見交換を行い、進捗に取り組

んでおるところでございます。さまざまな啓発

活動を行うとともに、防災用の資機材を提供す

る、そのような支援を行うなどして、防災力の

向上、組織率の向上に取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。

御指摘のありましたように、地域力を高める

ことが組織率の向上にも非常に結びつくもので

あると考えております。今回のアクションプロ

グラムの中では、計画全般にわたる横断的な取

り組みとしまして「地域有縁システムの構築」

を掲げたところでありまして、それぞれのプロ

グラムの中で、地域防災力の向上でありますと

か、福祉、保健、介護、医療さまざまな分野で

郷土に対する誇り、愛着をはぐくむ教育などを

掲げておるところでございます。県民の皆様、

市町村、企業・団体等とも連携をしながら地域

力の強化に努めていく、その過程で防災力の向

上をしっかりと図ってまいりたいと考えており

ます。

○髙橋 透議員 地域力を高めるという方法の

一つに、社会教育をいま一度地域に根差して広

げていくことが大事ではないかというふうに思

いますが、社会教育のあり方について、教育長

にお尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 近年、核家族化、少

子高齢化、それから価値観の多様化などにより

まして地域力が低下しているという懸念の声が

ございますけれども、この地域力を高めるため

には、御所見のとおり、地域の人材を育成して

住民の連帯意識を向上させる社会教育の充実が

大変重要であると考えております。県教育委員

会といたしましては、これまで市町村と連携を

図りながら、公民館や子供会、婦人会などの社

会教育関係団体の活動支援を行ってきていると

ころであります。今後も引き続き、これらの活

動を支援してまいりますとともに、学識経験者

や社会教育関係者等から構成される県の社会教

育委員会議の中で御提言をいただきながら、さ

らなる社会教育の施策の充実に努めてまいりた

いと考えております。以上です。

○髙橋 透議員 社会教育のいろんな施策等を

今、教育長がおっしゃいまして、文章づらでは

あるんですが、社会教育、なかなか現場で生き

ていない現実があります。最近、学力向上がや

けに声高らかに叫ばれています。しかも上のほ

うばっかり向いて学力を伸ばそう伸ばそうとし

ている、そう感じるのは私だけかもしれません

が……。できる子はほっておいてもできるんで

す。教育環境に恵まれていない子供、あるいは

ハンディを持つ子供、いわゆる低いところを伸

ばす教育が公教育、公の仕事だと思っておりま

す。極端な言い方をするかもしれませんが、現

代社会は、常識が通用しない、せからしい、そ

ういう世の中になったというふうに言われてお

ります。この社会教育―ちょっとおかしいん

ですけど、常識を学ぶ手段として今後ぜひしっ

かりと力を発揮していただきたいということを

申し上げたいと思います。

次に、特別支援教育の関係で質問を続けます

が、県立高等学校に生活支援員が配置をされて
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います。本当に全国に先駆けて、宮崎は特別支

援教育、生活支援員制度を取り入れて頑張って

もらっています。ところが非常勤なんです。非

常勤の働き方で十分な対応ができているのか、

教育長にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県立高等学校の生活

支援員は、身体に障がいのある生徒が必要な教

育課程を円滑に履修できるように、移動や授業

の準備、それから要約筆記等の支援を行うため

に県独自の措置として配置してきたものであり

まして、本年度は県内８校において16名の非常

勤職員が生徒の支援を行っているところであり

ます。この生活支援員の支援に加え、例えば課

外授業や登下校の補助等につきましては、教師

や友人等の協力により各学校で対応していると

ころでありますが、このような触れ合いの中で

お互いの理解やきずなが深まる姿が見られた

り、支援の輪が広がるなど、共生社会の実現に

つながる幅広い教育効果も見られております。

このような取り組みのもとに、これまで３名の

生徒が卒業いたしておりますが、全員が希望す

る進路に進んでおりまして、本人の夢の実現へ

向けての支援ができているものと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 今の教育長の答弁を聞きます

と、いわゆる非常勤の１日の勤務時間は６時間

ですよね。６時間では足りないから、教師とか

友人が生活支援員にかわってお世話をしている

ということだと聞き取りましたが、一方で、教

師の負担になっているんじゃないかというこ

と。それと、こういう話も聞きます。トイレに

行く際に、友達だったら嫌だよということもあ

るらしいんです。やっぱり専門の生活支援員

じゃないと嫌だという子もおるらしくて、ニー

ズがあると。高校は義務教育と違って学校にい

る時間が長くなります。だから６時間じゃ足り

ないんです。一気に正規職員化せよとは言いま

せんが、非常勤にかわる、６時間を超えて生活

支援員が配置できる体制はとれないのか、いま

一度教育長に答弁をお願いします。

○教育長（渡辺義人君） 県立高等学校の生活

支援員につきましては、その業務が学校生活に

おける介助や学習活動の支援でありますことか

ら、非常勤職員として対応しているところであ

ります。また本年度から、公立高等学校につき

ましても国による地方財政措置が講じられたと

ころでありますけれども、この措置につきまし

ても、市町村の公立小中学校における特別支援

教育支援員と同じく、非常勤職員として措置さ

れる見込みであります。御質問にありましたよ

うな実態につきましては、これを常勤化すれば

という御指摘かと思いますけれども、今のよう

な事情がありまして、生徒とか教職員の方々の

御負担を一部おかりせざるを得ないという場面

もあります。ただ、御指摘の点は十分受けとめ

て、現場において十分な対応が図られるように

今後とも研究してまいりたいと思います。

○髙橋 透議員 現場において対応を余りやら

れると負担になりますから、現場の負担にもな

らない、そこに通う子供が安心して学校生活を

送れる生活支援員の配置の仕方を、いま一度研

究、検討なさっていただくようにお願いしたい

と思います。

次に、県立高等学校のバリアフリー化の状

況、そして整備計画はどうなっているのか、教

育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県立高等学校のバリ

アフリー化につきましては、これまで玄関や体

育館までの経路の段差解消や多目的トイレの設

置に取り組んできたところであり、これらにつ
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きましては、閉校予定の学校等を除き、整備を

ほぼ完了したところであります。また、階段で

の移動が困難な障がいのある生徒への支援とい

たしましては、入学が決定した段階で手すりの

設置や既存トイレの改修などの施設面での整備

を行うとともに、教室の配置がえや職員等によ

る介助などの学校運営面での体制も整えること

で対応してきているところであります。それで

も学校生活に支障を来す場合には、必要に応じ

てエレベーターの設置に努めてきているところ

であります。以上であります。

○髙橋 透議員 最後のエレベーターの設置な

んですけれども、ちょっと資料を取り寄せてみ

ましたら、まだ少ないんですよね。延岡にあり

ます。小林にあります。都城にあります。宮崎

には３校もあります。私の住む県南、あるいは

児湯・西都、日向とかそういうところにぜひ、

まずは１校ずつは整備いただきたい。23年の４

月から新しくなりました振徳高等学校、聞いて

みましたら、校舎が３棟あって、その１棟にエ

レベーターの枠があるという話じゃないです

か。聞きますと、入学してからつくりますよ

と、そういう段取りになっているらしいですけ

ど、入学する前に整備をしておくことが、障が

いを持つ子供たちの目標になるんです。あそこ

に入るために頑張ろうということなんです。ま

ず受け皿をきちっとつくってください。そうい

う対象者が入ってくるから整備を始めようじゃ

なくて。県南だけじゃなくて、西都・児湯、日

向、ぜひ御検討をよろしくお願いしたいと思い

ます。

それと、今回の大震災、津波の関係で関連し

てお聞きするわけですが、日南くろしお支援学

校、海のそばにあります。あるいは赤江とか土

々呂とか海岸端に近いわけですけれども、こう

いったところの津波対策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） 各学校におきまして

は、津波対策も含めた防災体制につきまして、

現在、市町村や消防署等の関係機関の意見を踏

まえながら、それぞれの学校の実情に応じた危

機管理マニュアルの見直しや避難訓練の実施な

ど、多面的な視点から検証に取り組んでいると

ころであります。特に津波の被害が想定される

特別支援学校におきましては、肢体不自由や知

的障がいなど、子供たち一人一人の障がいの状

態に配慮いたしまして、迅速かつ安全に高台等

へ避難することが最も重要であります。このた

め、車いすの移動やパニックへの対応などを適

切に行うことができるように、教職員の役割や

手法を含め、避難体制の確立に向けた取り組み

を進めているところであります。また、津波な

どの自然災害は、登下校や校外学習時など、い

つ、どこで発生し児童生徒が遭遇するとも限り

ませんことから、スクールバス運行時の対応

や、保護者、医療機関等への緊急連絡体制な

ど、よりきめ細かな対策の構築に取り組んでい

るところであります。

なお、議員の地元の日南の油津支援学校につ
※

きましては、これまで避難訓練を２回実施して

おりまして、もう１回今月中にやるということ

で、３回にわたって避難訓練を実施あるいは計

画しているということであります。以上です。

○髙橋 透議員 万全な対応をひとつよろしく

お願いしたいと思います。

ちょっと前後して申しわけないんですけど、

先ほどのバリアフリー化の関係で、今、保護者

は、障がいがあっても何とか普通の学校に出し

たいという希望がだんだん強くなっています。

御存じのとおりだと思います。特別支援学校に

※ 244ページに訂正発言あり

平成23年６月21日(火)
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高等部がいよいよ完全に配置されるわけです

が、高等部─知らない方が多いと思うんです

が、高等学校卒業資格がすべて取れるわけじゃ

ないんです。日南くろしお支援学校の高等部は

中学卒なんです。教育課程じゃないんです。そ

ういうこともあって、ハード面と、今申し上げ

た特別支援学校の教育課程の配置、後ほどまた

話を出しますけれども、そういう保護者のニー

ズが物すごく高まっている、そのこともしっか

り受けとめていただきたいと思います。

次に、障害者差別禁止条例について、知事の

認識をお伺いしますが、2006年12月に国連総会

において障害者権利条約というのが採択されま

した。この条約において、障がいのある人に特

別な権利を創設するのではなく、一般との格差

を埋め、実質的な人権の平等を確保する責任が

確認をされました。既にアメリカ、韓国、ＥＵ

諸国など30以上の国が障がいのある人への差別

を法律で禁止しております。社会が障がい者を

社会の一員として認めている条約を、日本政府

はまだ批准をしておりません。今、日本で差別

を定義したり、差別を禁止する法律はありませ

んが、国内での差別をなくす条例制定の動きは

あります。2006年10月に、まず千葉県が差別禁

止条例を制定しました。その後、北海道、岩

手、さいたま市で成立しております。さらに、

熊本とか沖縄ではその条例の制定の動きがある

と聞きますが、障害者差別禁止条例について、

知事の御認識をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） まず、基本的なスタン

スといたしまして、障がいのある方が、障がい

を理由として差別されることなく、個人の尊厳

が配慮され、住みなれた地域で社会の一員とし

て自立して生活できる社会づくりというものが

大変重要であると考えております。このような

社会づくりを進めるために、国においては、

今、御紹介のありました障害者権利条約の批准

に向けた法整備の一つといたしまして、障害者

差別禁止法案の平成25年通常国会への提出を目

指し、昨年11月から障がい者制度改革推進会議

の差別禁止部会におきまして具体的な検討が進

められているところであります。また、今国会

に提出されました「障害者基本法の一部を改正

する法律案」では、「差別の禁止」という新た

な条項が設けられまして、「社会的障壁の除去

のための合理的な配慮がなされなければならな

い」という規定がなされたところであります。

本県としましては、このような国の法制定に向

けた具体的な動きが進んでおるところでござい

ますから、こういった動きというものを引き続

き注視してまいり、制定された暁には、しかる

べき役割を果たしてまいりたいというふうに考

えております。

○髙橋 透議員 今の知事の御答弁によると、

国の動向を見てからということでありますか

ら、ちょっと物足りない部分もありますが、ま

たこの点についてはおいおい申し上げていきた

いというふうに思います。

次に、医療・福祉対策でありますけれども、

介護支援待機者が多いということで非常に問題

化した時期もありましたが、今でも待機者はい

らっしゃいますね。県としてどう考えていらっ

しゃるのか、本県の特別養護老人ホームの待機

者について、福祉保健部長に答弁を求めます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 申込者への対

応についてでございますけれども、これまで、

特別養護老人ホームに併設されております

ショートステイ床の定床化、それから介護基盤

緊急整備等臨時特例基金を活用いたしました認

知症高齢者グループホームや小規模特別養護老
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人ホームの整備等に努めているところでござい

ます。また、在宅での生活を支援するため、デ

イサービスや訪問介護等の利用促進にも努めて

いるところでございます。さらに、平成24年度

からの第５期介護保険事業支援計画の策定を行

うわけでございますけれども、これら申込者の

状況、現状等を踏まえた取り組みにつきまし

て、市町村とも十分協議しながら検討してまい

りたいというふうに考えております。

○髙橋 透議員 この件については次の機会に

移したいと思います。

看護師確保対策、昨日も出ていましたが、ま

ず、県立病院の看護師の確保についてお尋ねし

ていきます。平成22年度の県立病院の看護師採

用試験、採用予定者数50名に対して44名しか合

格していません。その原因について伺いたいと

思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 昨年度の看護師

採用試験におきましては、御指摘のとおり、50

名の採用予定に対し応募者が68名と少なく、県

立病院の看護師として必要な能力を勘案した結

果、予定数どおりの採用は困難であったもので

あります。この主な要因は、最近の全国的な看

護師需要の増加等にあると認識しております

が、そのような中でも、県立病院の看護師を確

保するためには採用試験応募者をふやしていく

必要があります。このため今年度は、従来の

ナースガイダンスや県立病院での就業体験であ

るインターンシップ事業に加えまして、大学や

看護専門学校など県内の看護師養成施設へのＰ

Ｒの強化等に取り組んでいるところでありま

す。

なお、昨年度は、別途病院局で実施しており

ます経験看護師採用試験において、予定数10名

を上回る15名を採用したことから、必要な看護

師数については確保しているところでありま

す。

○髙橋 透議員 50名に対して44名、しかし、

１人辞退が出たらしいですね。だから43名だっ

たというふうに聞きます。その分は経験者枠

で、これも当初10名だったのが15名にふやされ

たみたいですね。それで何とかカバーをしたと

いうことですけど。この経験者枠をもっとふや

すことにはならないんでしょうか。あるいは、

今度の採用試験は東京でされるというようなこ

とも新聞で読みましたが、その辺少し詳しく説

明いただくと……。病院局長にお願いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 毎年の採用者数

につきましては、それぞれその年度の退職者の

状況を勘案したり、現在の職員の年齢構成も勘

案しながら、将来の人事管理までできるよう

に、そういったことまで考慮しながら当面の看

護師の確保を含めた対応をやっているところで

ございます。特に昨年は、経験看護師の採用、

御指摘のとおり10名予定のところを15名とした

んですが、非常に優秀な看護師が確保できたと

いうこともありました。さらに、人事委員会の

試験の採用が下回ったということもあります

し、また年齢構成あたりから考えても非常に将

来的にもプラスになる採用であるということか

ら行ったところでございます。それに加えまし

て、御指摘のとおり、ことしから東京で行いま

すけれども、県外での看護職の方から、地域

で、ふるさとで貢献したい、そういうような意

向を相当感じ取ったものでございますから、そ

ういったニーズに合わせた形で、今回の試験場

所として東京を準備するというものでございま

す。

○髙橋 透議員 一長一短あると思うんです。

経験者枠をふやすと新卒者の間口が狭くなっ
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ちゃう、そういうこともあったりして、バラン

スも必要かなと思いますが、経験者枠、即戦力

ですから、今回の取り組みは大変いい取り組み

だと思いますので、この経験者枠、何とかカ

バーできるような工夫をしていただきたいと思

います。

次に、きのうもございましたが、看護師の充

足率、新聞でもありました。県内の医療機関、

福祉施設の看護職の充足率95.3％らしいです。

もっと具体的に、県内の看護師を養成する学

校、看護大、宮大、高等学校あります。その中

の準看護師を除く県内の定着率─民間あるい

は国公立病院へ行くと思うんですが、その就職

状況について、福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成23年３月

卒業の看護師の状況でございます。就職者が623

名、そのうち県内が315名、県外が308名で、県

内就職率が50.6％となっております。また、県

内就職者315名のうち、国公立病院に就職した者

が81名、民間病院に就職した者が234名となって

おります。

○髙橋 透議員 先ほど私は、宮崎県の全国で

の順位を並べて申し上げましたが、１つだけ言

い忘れていました。全国ワースト上位にあるも

のがありました。看護師の平均給与、宮崎は下

から２番目です。こういったところも優秀な看

護師が宮崎に定着しない要因になっているので

はないか、その辺はどう分析されていますか。

福祉保健部長、御答弁ください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 私どもも、県

外に就職されました看護師さん等から、県外を

選択するに当たって優先的に考慮した理由等を

聞いておりますが、「給与、勤務条件、福利厚

生などの労働条件」とか「卒後教育の充実」、

また「目指す専門分野で、看護師として学校で

の学びを生かせるか」などとなっておりまし

て、看護師の給与水準が就職先を決定する際の

大きな要因の一つではないかと思っておりま

す。

議員のお話にございましたが、決まって支給

する現金支給額は、本県が27万3,700円、全国平

均が32万1,900円ということでございます。平均

年齢で本県が33.9歳、全国が37.5歳でございま

すので、それをどう解釈するかということはご

ざいますが、統計上の数字といたしましては、

おっしゃったような状況でございます。

○髙橋 透議員 宮崎の看護師の平均年齢が低

いとおっしゃっていましたね、若いと。これは

裏返せばやめているんです。やめざるを得ない

何かがあると思います。その辺はまたおいお

い、時間がありませんから次回に移したいと思

います。

次に、農林水産業の振興に移りますが、地産

地消対策をかなり本県も取り組んできました。

これまでやってきた取り組みの中で特に成果が

あったものについて、関係部長に答弁を求めま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県では、県内

における県産材の需要拡大を図るため、県産材

の利用促進やＰＲに努めてきました。具体的な

取り組みとしましては、マイホーム建築を予定

している県民の方々を対象に、県産杉の柱81本

プレゼントを実施し、県産材の県内での需要拡

大につなげてきたところです。また、木材のよ

さをＰＲするイベントである「宮崎やまんかん

祭り」の開催を通して、県民が木材に親しむ機

会を創出し、平成19年から４年間で５万人以上

の来場者があったところです。これらの取り組

みによる成果を数値的に把握することは難しい

面もありますが、平成22年の新設住宅着工戸数
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の木造率は、全国平均の57％に比べて、本県

は13ポイント高い70％となっており、一定の成

果が上がっているものと考えております。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県ではこれ

まで、「みやざきの食と農を考える県民会議」

が主体となりまして、「「いただきます」から

はじめよう！みやざきの健全な食生活」を基本

目標として、地産地消、食育と一体的に推進し

てまいりました。具体的な成果といたしまして

は、1,300名を超えるボランティアの地産地消推

進協力員や、地域活動の核として育成した食育

推進リーダーによる食文化継承、また農業体験

学習など地域に根差した活動が広がるととも

に、とれたての地場産物を地域や都市住民に提

供する農産物直売所の増加や、学校給食におけ

る地場産物の使用率の増加、全国最多となった

県内の小中学校等における「弁当の日」の取り

組みなど、地産地消や食育は、家庭や学校、地

域等において着実に浸透してきていると考えて

おります。

○髙橋 透議員 その地産地消について、今後

どんな取り組みを施策の中でやっていくのか、

それぞれ関係部長に答弁を求めます。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 昨年10月、

「公共建築物等における木材の利用の促進に関

する法律」が施行され、これを踏まえ県で

は、11月に「県産材利用推進に関する基本方

針」を改正し、公共建築物における現在の木造

率約15％を10年後に倍増する目標を掲げたとこ

ろであります。今後は、この法律や基本方針に

基づき、県はもとより市町村、民間を含めて、

公共建築物における県産材の利用促進を積極的

に図ってまいりたいと考えております。

また、森林資源の充実に伴い増加が見込まれ

る杉等の県産大径材を積極的に活用した「みや

ざきの家」づくりに対する支援や、子供から大

人まで、木のよさやその利用の意義を学ぶ「木

育」の取り組みを通じて、県産材の利用推進を

図ってまいりたいと考えております。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県における

地産地消の今後の取り組みにつきましては、全

国トップクラスの食料供給県としての特色を生

かし、県民の皆様が自発的に参画する活動の輪

を広げていくことが大切であると考えておりま

す。このため、今後、特に力を入れる施策とい

たしまして、現在推進しております学校給食に

おける地場産物の活用に加え、新たに医療・福

祉分野等への安定供給体制づくりに取り組むと

ともに、地域の伝統的な食材や郷土料理など

「食」を生かした活性化資源の創出、さらには

民間企業との連携による加工用原料などの県内

需要の開拓・拡大を図る取り組みなど、これま

での県民運動とあわせまして、「食の宝庫みや

ざき」を実感できる地産地消の取り組みを展開

してまいりたいと思います。

○髙橋 透議員 今、最後に加工用原料のお話

もされましたが、私はふだん、ペットボトルは

買わないんですけれども、きのうたまたま、い

ただき過ぎまして、お茶を買いに行きました。

ちょうど議会棟の２階の新みやざきの前の自販

機でしたが、お茶が出てきましたら「静岡県産

茶葉100％使用」とあるんです。メーカーはダイ

ドードリンコでありました。話を聞きますと、

県外の自販機については、できるだけ宮崎県産

の飲料水を入れてくれというふうにお願いはし

てありますけど、なかなか実現していないのが

現実らしいんです。これは徹底した入札制度が

こうさせていると思うんです。どうしても貸付

料ですか、この部分で大手に負けちゃうんで

す。地場の例えばサンＡジュースとか。なかな
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か気づかれないと思いますが、サンＡジュース

は公の施設からどんどんなくなっているはずで

す。私は、そういう苦情も聞いたことがありま

す。これはほんの一例ですけれども、こんなと

ころからでも地産地消というのは崩れているん

です。入札制度も大事なんでしょうけど、何か

めり張りをつけて地産地消が推進されるような

仕組みにすべきだという、意見を申し上げてお

きたいと思います。

最後に、教育問題について申し上げます。

高校再編問題であります。次期の県立高等学

校再編整備計画が着々と進められていると聞き

ますが、その策定スケジュールについて、教育

長に御答弁をお願いします。

○教育長（渡辺義人君） ただいまの御質問に

お答えする前に、訂正しておわびを申し上げた

いと思います。先ほどの特別支援学校の津波対

策の中で、「日南市油津の支援学校」と申し上

げたように記憶しておりますが、正しくは「日

南くろしお支援学校」であります。失礼いたし

ました。

それでは、ただいまの御質問でありますが、

平成25年度以降の県立高等学校の教育整備計画

につきましては、現在、教育庁内に策定委員会

を設置しまして検討しているところでありま

す。この計画につきましては、高等学校の各学

科の特色づくりや高校入学者選抜制度の改善、

さらには小規模の学校のあり方など、今後の本

県高等学校教育の姿を総合的に示す計画として

策定することにいたしております。策定スケジ

ュールにつきましては、学校教育改革推進協議

会から本年２月にいただきました「報告」を踏

まえて教育整備計画（案）を作成し、その後、

パブリックコメントの実施などにより県民の皆

様からの御意見をいただき、平成23年度中の公

表を目途に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○髙橋 透議員 定員割れに悩む学校があるわ

けですが、再編の対象となっていました、えび

の市とか串間市、ここから存続を要望する申し

入れが知事、教育長にあったと聞いております

けれども、どう受けとめていらっしゃるのか、

それぞれ御答弁ください。

○知事（河野俊嗣君） えびの市の皆様からは

昨年の12月に、串間市の皆様からは本年の３月

に、それぞれ地元にある県立高等学校の存続に

つきまして県に対する要望書をいただいており

ます。また、現場に足を運びまして県民の皆様

と対話を行う「知事とのふれあいフォーラム」

におきましても、地域の方々が地元の県立高等

学校を大切に考えておられるということを強く

感じたところであります。今後の高等学校のあ

り方につきましては、教育委員会におきまして

生徒、保護者、地域のニーズなどを勘案しなが

ら、生徒にとってよりよい教育環境の提供とい

う観点から検討されていくものと考えておりま

す。

○教育長（渡辺義人君） 教育委員会にも、

「飯野高等学校を守り育てる市民の会」や「福

島高等学校を育てる市民の会」の皆様がお見え

になりまして、高等学校存続についての要望書

をいただき、地元にある県立高等学校としてな

くてはならない存在であるとの地域の方々の思

いを伺ったところであります。教育委員会にお

きましては、平成21年度から２年間にわたり、

学識経験者等から構成される学校教育改革推進

協議会、そしてその下部組織である地区別協議

会等におきまして、延べ29回の会議を開催する

などして幅広く御意見を伺い、この協議会から

ことしの２月に「報告」をいただいたところで
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あります。この報告の中で、「地域の小規模の

学校がさらに学級減となる場合は、生徒の通学

時間や保護者の経済的負担、地域の実態等に十

分に配慮しながら、「生徒にとって、より良い

教育環境を創造する」という視点に立って、そ

れぞれの学校の在り方を検討する必要がある」

という提言をいただいております。この提言を

踏まえますとともに、県民の皆様からの御意見

もいただきながら、いかにして生徒にとって魅

力と活力のある教育環境を提供できるかという

視点で、平成25年度以降の高等学校のあり方を

検討しているところであります。

○髙橋 透議員 今、串間市で１年間に子供が

生まれる数130人ぐらいですか。福島高校の定

員120名です。どう思われますか。全員行かにゃ

いかんとですよ。現状では展望はないというふ

うに思うんです。だから、地域の方から残せと

いう要望に対してどんな工夫をするかが大事な

んです。先ほど私、ちらっと言いました。特別

支援には教育課程がないところもあるんです。

だから、普通科とは別に、特別支援が必要な子

も入れる学科をつくるとか、そういった工夫を

して、地域に必要であれば、いかに残すかとい

う議論を、ぜひ教育委員会でしていただきた

い。要望しておきたいと思います。

最後に、「弁当の日」について。この「弁当

の日」については、食材の安全性とか栄養のバ

ランスへの配慮が非常に必要であります。子供

みずから食材を吟味して、地産地消に関心がわ

くような取り組みが大切だと思いますが、教育

長の見解を求めます。

○教育長（渡辺義人君） 学校では、家庭科や

給食の時間、学級活動等におきまして、子供た

ちに食に関する指導を行っているところであり

ます。その具体的な内容につきましては、食品

の品質や安全性、調理時の安全確保等について

みずから判断できる能力や、望ましい栄養や食

事のとり方を理解し、みずから管理していく能

力を身につけること、さらには各地域の産物や

食文化等を理解し、尊重する心を持つことなど

であります。各学校が「弁当の日」に取り組む

際には、こうした指導をもとに、保護者の見守

りや協力を得るなど家庭と十分に連携しなが

ら、食の安全や栄養に留意することや、地産地

消に関心を持つことなどに配慮した取り組みが

なされているところであります。

お尋ねの地産地消とのかかわりでありますけ

れども、例えば「地産地消弁当の日」あるいは

「旬の食材を使った弁当の日」といった特定の

テーマを設けて「弁当の日」に取り組むという

取り組みも考えられるところではないかと思っ

ております。「弁当の日」を実施したある学校

のアンケート調査を見ましたけれども、子供の

立場から言いますと、「栄養のことを考えて食

べるようになった」あるいは「地域の食材・料

理に関心を持つようになった」、それから親の

意見としては、「安全な食品を選ぶようになっ

た」あるいは「買い物のときに適切な食材を選

ぶようになった」、こういった具体的な効果が

あらわれていると伺っております。「弁当の

日」は、食に関する実践力を身につける上で大

変効果的でありますので、今後とも取り組みの

充実に努めてまいりたいと考えます。以上で

す。

○髙橋 透議員 教育長がおっしゃるとおりだ

と思います。学校給食は自校方式がほとんどで

したが、今、安上がりのセンター方式に打って

変わりました。だから、直接、食材を目で見て

さわったりする機会は以前はあったと思うんで

す。今はそれができなくなりました。そういう
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意味ではこの「弁当の日」、非常にタイミング

よく実践をされる、大変いいことだというふう

に思っています。今、特に、いかにミネラル不

足の野菜を食べさせられているか、なぜ低体温

の子供が多いのか。いわゆる免疫力が低下して

います。すぐ風邪を引く。そんな子供たちの食

材をしっかりチェックすると原因がわかるんで

す。そういう意味では、今回の「弁当の日」の

予算100万ですけれども、ゼロが１つ足りないん

じゃないですか。もっともっと「弁当の日」を

充実させていくことをお願いしたいと思いま

す。

最後に、河野知事にお願いします。河野知事

が就任されて、はや５カ月ですけれども、いろ

いろ御苦労も多いと思いますが、個性の強かっ

た前知事と違って、どちらかといえば、私と同

じく控え目でスマートだと、私は思います。そ

れと、公務員出身だからこそ職員の気持ちがよ

くわかる、私はそれをすごく考えています。だ

からこそ、潜在能力の高い職員の士気を高める

ために、少ない予算で最大限の効果を上げる、

そんな職場環境をつくってくれる知事だと思っ

ているんです。ところが、今回もまた行革大綱

が出ておりまして、2007年で1,000人を超える人

員削減をしました。今回も何らかの数字が盛り

込まれておりますが、乾いたぞうきんをさらに

絞ったところで、よい結果は生まれないと思い

ます。要は、職員がいかに考えて働いてくれる

か。一人一人の力は小さいですから、その小さ

な能力をしっかり引き出して束ねる役目が知事

であります。優秀な副知事も迎えられましたの

で、力を合わせて施策推進をしていただきた

い。私たち議会も、執行機関のチェックをしっ

かり行いながら県勢発展のために精進していく

ことを申し上げて、私の質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 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。

午後０時１分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。次は、松村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の松村悟郎でございます。改選後の初議会の一

般質問ということで、この席をおかりしまし

て、選挙区の皆様に心から感謝を申し上げま

す。その責任の重さを改めて痛感しているとこ

ろでございます。きょうは、地元からも、ぜひ

とも河野知事を見たいということで、傍聴に来

ていただいております。そして、選挙権のない

宮崎市からも２人の姉が来ております。県民の

皆さんと議会との距離が、これまで以上に近く

なることを願っております。

それでは、早速質問に入ります。今回は５つ

の項目について質問いたします。まず、観光資

源の磨き上げについてであります。

宮崎県においては、昨年の口蹄疫発生以来、

鳥インフルエンザの発生、新燃岳の噴火と災害

が続き、県内経済へ大きな影響を与えました。

そしてまた、３月11日の東日本大震災により、

日本全体の経済活動に大きな打撃を与えまし

た。一日も早い復興を心から願っております。

そんな中、県内にとっては、久々の明るいニ

ュースがありました。先月13日にフランスで発

売された世界で最も権威のある観光ガイドブッ

ク「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」

の改訂版に宮崎県が初めて掲載され、二つ星を

獲得した青島神社、一つ星を獲得した鵜戸神宮
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や国見ヶ丘の眺望など、県内12カ所の観光施設

や文化が追加されました。今回取り上げられま

したものを見てまいりますと、特に外国人から

見た日本らしさ、歴史や神話などスピリチュア

ルな体験ができる要素が多く掲載され、宮崎県

の本来からある観光資源が見直されたと言って

いいと思います。

さて、ミシュランについては、４年前の一般

質問でも私はお話をさせていただきました。日

本で初めて「ミシュランガイド東京編」が出版

されたときのことであります。主に東京のレス

トランやホテルを格付するもので、当時は、三

つ星レストランでは１年先まで予約がとれない

ことや、１人３万円以上もする店でも予約がな

かなかとれない、そんな華やかな東京の経済力

をうらやましく思ったことと、地方分権と言わ

れながらも東京一極集中する現状や地域格差の

拡大を憂う発言をしたことを思い出しました。

まさかこんなに早く我が宮崎県が取り上げられ

るとは、遠い昔のことでありますが、私もミシ

ュランに在職しておりましたので、大変うれし

く思いました。そこで、「ミシュラン・グリー

ンガイド」に宮崎県が初めて掲載されたことへ

の所感と、本県観光の活性化にどのように生か

していくのか、知事にお伺いいたします。

後は質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

本県観光の活性化についてであります。今

回、「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポ

ン」（改訂第２版）に本県の観光地が初めて掲

載されたわけでありまして、三つ星が最高であ

りますが、二つ星に青島神社が、一つ星に鵜戸

神宮と高千穂町の国見ヶ丘からの眺望が選ばれ

るなど、海外の権威ある旅行ガイドに取り上げ

られたことは、高い評価を得たものと、また、

私たち自身がすばらしいと思っているものが、

外から見ても、また海外から見ても評価をいた

だけたということで、大変うれしく思っている

ところであります。６月２日には、ミシュラン

社の担当者とともに、ミシュラン社のキャラク

ター「ミシュランマン」─白いタイヤを積み

重ねた雪だるまみたいなあのキャラクターであ

りますが─に、私も直接お会いしたところで

あります。ミシュランマンが来たのは、九州で

は本県が初めてということでありまして、その

来訪の様子がインターネット上の動画サービス

で国内外に配信されまして、これも一つの大き

な情報発信になったのではないかと考えており

ます。その際、ミシュラン社の担当者の話によ

りますと、宮崎の評価のポイントは、神話・伝

承の舞台であるおもしろさや神道の影響、また

おもてなしの精神であったというふうに伺って

おります。外国の方々が日本の文化や歴史に大

きな関心を抱かれているということ、また、そ

の関心に沿った素材というものを宮崎が提供で

きるんだということを改めて感じさせられ、ま

た手ごたえを感じたところでありました。県と

いたしましても、今回の掲載をきっかけといた

しまして、本物の魅力、また宮崎ならではの魅

力を生かした観光地づくりにこれまで以上に取

り組むとともに、日本の始まりにつながる神

話、またその舞台となった宮崎の観光地を国内

外に積極的にＰＲすることで、一層の誘客を

図ってまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○松村悟郎議員 ありがとうございました。６

月２日には、ミシュラン関係者と県内観光関係

者の意見交換会が行われました。その席にも御

配慮で参加させていただきましたことに改めて
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感謝を申し上げます。これを機に、県内観光地

のさらなる磨き上げがなされることを期待して

おります。

さて、新たな観光資源の掘り起こしとし

て、10件を宮崎県観光遺産として、取り組みが

なされております。一村一祭もまた新たな取り

組みだと思います。延岡は、チキン南蛮の発祥

の地として食の発信を手がけており、高鍋の石

仏群、高鍋大師も、地域を挙げて草刈りや標識

の設置など環境整備を行っております。それぞ

れの地域での取り組みがなされておりますけれ

ども、さらなる磨き上げを、県も一緒になって

支援してもらいたいと思いますが、これまでの

取り組みや今後の対策について、商工観光労働

部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 県では、

各市町村一押しの祭りやイベントを一村一祭と

して、また、集客可能性を秘めた本県ならでは

の資源を宮崎観光遺産として選定し、これらの

磨き上げや情報発信等の取り組みに対して支援

を行っているところであります。また、地元市

町村等と連携しながら、その魅力を再度見直す

観光地総点検を実施し、さらなる資源の発掘や

磨き上げの取り組みに対して支援を行っており

ます。さらに、本県には、水と緑に恵まれた豊

かな自然、ふるさとやいやしを感じさせる原風

景など、資源が数多くございますので、こうし

た素材を組み合わせ、体験・滞在型の観光

「ゆっ旅宮崎」として、市町村とともに取り組

んでいるところであります。今後とも、地域が

主体となった取り組みを、市町村や関係団体等

と一体となりまして支援してまいりたいと考え

ております。

○松村悟郎議員 次に、体験型スポーツ観光に

ついてであります。市民マラソンについては昨

年も質問しておりますが、青島太平洋マラソン

には県外からの参加も多く、１万3,000人の選手

がエントリーし、応援の方を含めると─大変

大きな観光資源であります。そのほか、綾マラ

ソンが7,000人、都農マラソンが3,000人の参加

と、地場産品の販売、そして地元の温かいおも

てなしが売り物の観光イベントとなっておりま

す。また、トレッキングやサイクリング、ウ

オーキングも全国組織があり、全国で大会があ

るようでございます。そして、世界チャンピオ

ンが地元高鍋にいらっしゃるサーフィンの磨き

上げであります。本県は、１年を通してこれら

のスポーツが楽しめる温暖な気候に恵まれてお

ります。その地の利を生かして、これらを磨き

上げていく必要があると思いますが、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（米原隆夫君） 観光ニー

ズが多様化する中、体験型スポーツの活用につ

きましては、「スポーツランドみやざきづく

り」の推進を通じた観光振興を図る上でも、大

変重要な視点であると考えております。このた

め県におきましては、例えば国際青島太平洋マ

ラソン大会の運営の支援を初め、県内で開催さ

れる各種のマラソン大会のＰＲや、韓国を中心

に人気の高いトレッキングに着目した旅行商品

造成の働きかけを行っておりますほか、サー

フィンを初めとするマリンスポーツを観光振興

に活用する「波旅プロジェクト」の推進に取り

組んでいるところであります。今後とも、市町

村や関係団体等と連携を図りながら、年齢や性

別を問わず、あるいは家族でも気軽にスポーツ

体験を楽しむことができるような環境整備に努

めますとともに、ホームページ等を活用した情

報発信、旅行エージェントへのセールスなどを

行ってまいりたいと考えております。
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○松村悟郎議員 サーフィンにつきましては、

新たな取り組みがなされているようです。楽し

みにしておきたいと思います。

観光のニーズも多様化、少人数化しており、

特に地域のすぐれた自然、文化、歴史など、本

物志向が強まっており、同時に、好きなスポー

ツや趣味に固執する、よりマニアックなニーズ

も期待されてくると思います。そこで、恋旅プ

ロジェクトなどの周遊ルートの魅力づくりを手

がけている本県ですが、観光地をつなぐルート

づくり、商品化について、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（米原隆夫君） 本県は、

日本神話ゆかりの観光地や西都原古墳群を初め

とする歴史文化遺産など、豊富な観光資源を有

しており、こうした個々の観光地の魅力を結び

つけ、テーマ性や物語性を持った観光ルートづ

くりを行っていくことが、観光客を本県に呼び

込むための重要な取り組みであると認識してお

ります。このため県としましては、先ほどお話

にありましたような、例えば縁結びの神社や恋

や愛にちなんだ地名あるいは土地をめぐる旅を

「宮崎恋旅プロジェクト」として商品化に取り

組み、青島神社から都井岬までのルートとか、

都農神社から延岡愛宕山までのルートなど、県

内各地をめぐる５つのルートを設定したところ

でございます。また、この恋旅プロジェクト

は、県内24カ所を回るキャンペーンを実施して

おりまして、若い女性を中心に支持を集めてお

ります。今後とも、このような本県の観光資源

を生かしたルートづくりに取り組み、さらなる

観光客誘致に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○松村悟郎議員 例えば、時間はかかりました

が、フェニックスゴルフトーナメントを中心

に、ゴルフマンスとして多くのゴルフ愛好家が

来県して観戦しプレーをする観光は、長く根づ

いた観光資源となっております。成功例の一つ

と言えると思います。地方都市にとっては、観

光を振興することは、交流人口の拡大や観光消

費により大きな経済効果をもたらします。さら

に、地域の自然や文化が見直されることで、地

域住民の自信と誇りを生み出すことにもつなが

ります。地域活性化の原動力として、新しいま

ちづくりが期待できるものと思います。

次に、口蹄疫対策についてであります。

昨年の９月末の畜産経営再開意向調査により

ますと、81％の農家が経営再開の意向を示して

おりました。西都・児湯地区の被災地において

も、農業、とりわけ畜産業が極めて重要な産業

であること、さらには農商工連携や６次産業化

を進める上でも、畜産業は大きな柱になると言

われます。二度と同じ事態を引き起こさないと

いう防疫体制をつくり、新生畜産業として再生

・復興していかなければならないと思います。

本年４月の時点で、家畜を導入されたのは50％

の農家にとどまっています。家畜導入を躊躇し

ているのはなぜでしょうか。導入に向けての施

策が弱いのではないでしょうか。発生地の家畜

の再導入の状況と、畜産の再生・復興に向けた

見解について、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） ５月末の時点で実施し

ましたアンケート調査によりますと、家畜の再

導入の状況につきましては、農家の数でいきま

すと54％、家畜の頭数でいきますと40％、その

ようになっているところであります。これは韓

国での蔓延でありますとか飼料価格の高騰、枝

肉価格の低迷、さまざまな畜産を取り巻く環境

に対する農家の不安というものがあらわれてい

るんではないかと考えておるところでございま
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す。県としましては、市町村や関係団体と一緒

になりながら、農家の皆様に寄り添って、しっ

かりとサポートして、再導入に向けて取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。畜

産の再生を進めるに当たりましては、単にもと

に戻すということではなく、これを契機として

新しい畜産の構築を目指していくんだという意

味におきまして、「新生」という考え方が必要

だろうと考えております。例えば、徹底した防

疫体制を確立すること、適正な飼養規模である

こと、環境に優しいこと、収益性が高いこと、

さまざまなそういう方向を目指してまいりたい

と考えております。具体的には、さきに決定い

たしました「口蹄疫からの再生・復興方針」の

工程表に基づきまして、農家の方々の意向など

も踏まえながら、農場防疫の強化、飼料自給率

の向上、エコフィードや家畜の排せつ物の活用

によります資源循環、さらには畜産の６次産業

化、農商工連携などによりまして、全国のモデ

ルとなるような新しい畜産の構築を進めてまい

りたいと考えております。

○松村悟郎議員 再建に向けての不安材料の一

つとして、経営環境改善の設備資金投入への農

家の皆様たちの不安があるのではないかと思い

ます。新たな畜産地帯を構築するためには、施

設の改善や機械の導入などが必要となってくる

と思います。施設整備に対する補助制度など、

支援策をどのように考えているのか、農政水産

部長にお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 新たな畜産地

帯の構築に当たりましては、農場段階での防疫

体制の確立や家畜排せつ物の適正処理・有効活

用といった観点からの取り組みが重要であると

考えております。このため国におきましては、

本年度の事業として、防疫体制を強化するため

の動力噴霧器や簡易車両消毒装置などのリース

事業を実施しております。また、県におきまし

ても、経営再開農家の施設整備を促進するた

め、本年度、貸し付け当初から５年間無利子の

口蹄疫復興対策資金を創設するとともに、農畜

産業振興機構の口蹄疫畜産再生基金を活用した

堆肥センターやＴＭＲセンターの整備を実施

し、畜産農家の再生・復興を支援することとし

ております。今後とも、先般行いましたアン

ケート調査結果を分析するとともに、これらの

制度を総合的に活用することによりまして、新

たな畜産地帯の構築に向けて支援をしてまいり

たいと考えております。

○松村悟郎議員 次に、特定疾病フリーの取り

組みについてでありますが、家畜が全くいなく

なり、ゼロからのスタートを切ることになりま

した。これを機に、若い養豚経営者を中心に新

生養豚プロジェクトが設立され、特定疾病のな

い養豚地域として再生が進められております。

また、牛についても、尾鈴地区を中心に検討も

されているようですが、特定疾病フリーの取り

組み状況と県の支援策について、農政水産部長

にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 特定疾病フ

リーの取り組みといたしまして、まず、豚につ

きましては、生産者、関係団体等が中心となっ

た西都・児湯新生養豚プロジェクト協議会が主

体となって、オーエスキー病、ＰＲＲＳの清浄

地域をつくることを目的に、清浄な繁殖豚の導

入に取り組んでおり、生産者からは、「事故が

少なくなった」、また「発育が改善した」など

の声が届いております。県では、清浄な繁殖豚

を導入する際に、到着時の検査を実施しますと

ともに、導入経費の一部を助成し、この取り組

みを推進しているところであります。一方、牛
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につきましては、ＢＬを対象として実施するこ

ととしておりますが、関係団体や畜産農家の皆

様から、さまざまな御意見をいただいており、

引き続き、関係者と十分協議を行い、検査のあ

り方や陽性牛の対処方法等について、より効果

的な方法を検討してまいりたいと考えておりま

す。

○松村悟郎議員 次に、防疫体制についてお伺

いします。本県では、毎月20日を「県内一斉消

毒の日」として、防疫意識の高揚啓発が行われ

ております。しかし、さきの畜産農家への立入

検査においては、ネズミの駆除の実施など、項

目によっては４割は不適格という厳しい結果と

なりました。どのように改善していくのでしょ

うか。また、今回は対象農場を絞ったもので、

今後、全戸の立入調査を実施すると聞いており

ます。どのような結果が出ると予想されます

か、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本年４月に実

施いたしました家畜防疫員等による大型農場を

中心とした立入調査の結果、踏み込み消毒槽の

設置が９割以上であるなど、おおむね適切な対

応がとられておりました。しかしながら、一方

で、飲用水の消毒やネズミの駆除等に課題があ

りましたことから、これらの農家に対しまして

は、文書で改善指導を行うとともに、改善結果

を確認することとしております。今後、すべて

の農場を対象に立入調査を行ってまいります

が、これまで農場衛生管理マニュアルの配布等

により周知を図ってきましたとはいえ、やはり

十分でない状況も考えられますので、立入調査

前の関係者が一体となった啓発及び立ち入り後

の改善指導が重要になると考えております。

○松村悟郎議員 全戸調査を実施し、その結果

をもとに、改めて農家の指導を実施するとのこ

とです。調査体制をどのように考えているの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農場防疫の徹

底のためには、飼養衛生管理基準の遵守が大変

重要でありますことから、「再生・復興方針」

の工程表において、すべての農場に対して、年

１回、家畜防疫員による立入調査を実施し、遵

守状況の検査、指導を行うこととしたところで

ございます。現在、巡回の実施体制や年間計画

等について、鋭意検討を進めているところであ

りますが、対象戸数が１万1,000戸を超え、現状

の家畜防疫員のみでは困難なことから、農林振

興局、農業改良普及センターを初めとする農政

水産部全体での対応を含めて検討することとし

ております。また、農場に対する指導につきま

しては、市町村やＪＡ、外部獣医師等の通常業

務の中で、協力をいただきながら取り組んでま

いりたいと考えております。

○松村悟郎議員 １万1,000戸の対象農家を調査

・指導となりますと、大変大がかりな業務にな

ると思います。現実に、先日、ある畜産農家の

衛生面について周辺農家から疑義があり、その

指導を県に相談したところ、指導結果の報告に

数日を要するとのことでありました。たった１

件でこのような状況であります。本県の家畜防

疫員の数は限られております。全戸調査・指導

には、どれほどの時間やマンパワー、予算を要

するのかと大変心配しております。そこで、必

死になって防疫体制に取り組んでいるまじめな

農家の皆様のことを思うと、飼養衛生管理基準

を守れない方への強制力を考える必要もあると

思います。農家の防疫に対する家畜伝染病予防

法の強制力、規制力は、十分発揮できると考え

ているのか。また、宮崎県には日本一の防疫体

制が必要ではないかと思いますが、農政水産部
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長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 家畜伝染病予

防法では、今回の改正も含めまして、農家等の

さまざまな義務や行政上の措置が規定されてお

ります。発生予防の観点からは、発生を予察す

るための検査、いわゆるサーベイランス検査、

畜舎等の消毒設備の設置義務、また埋却地の確

保を含む飼養衛生管理基準の遵守義務などでご

ざいます。また、発生時の蔓延防止の観点から

は、患畜等の隔離、通行の制限・遮断、また患

畜等の殺処分や埋却などであり、これらの点に

つきましては、家畜防疫員に指導、助言、勧

告、命令等の権限が付与されたり、罰則が規定

されております。県といたしましては、家畜伝

染病予防法の趣旨を踏まえ、また実効あるもの

となるよう、自衛防疫組織を核とした地域防疫

・農場防疫の強化や、防疫マニュアルに基づく

市町村等との連携強化等に努め、二度と同じ事

態を引き起こすことのない全国のモデルとなる

防疫体制の確立に取り組んでまいりたいと思い

ます。

○松村悟郎議員 高鍋にあります農業大学校の

口蹄疫のモニュメントに、「家畜防疫日本一を

目指す」とあります。それは農大校だけの問題

ではございません。宮崎県全体が目指すもので

なくてはなりません。農家自身が自主的な責任

と誇りを持てる防疫体制が何よりであります

が、一方で、普段の家畜防疫について、必要な

強制力のある遵守規定を定めるなど、日本一を

誇れる家畜防疫体制を構築すべきだと思いま

す。

次に、埋却地についてであります。まず、中

野廣明議員の質問と重複する点もありますが、

埋却地の確保は、原則として、発生農家が発生

地かその周辺に確保しなければならないことに

なっていましたが、現実には、埋却地の確保が

追いつかずに、殺処分がおくれてしまいまし

た。今回の改正においても、農家の責任による

確保が規定され、一方で、県にも一定の役割が

規定されております。埋却の目的であるウイル

スの拡散を防ぐには、できるだけ速やかに発生

地の近隣に埋却することが条件となりますが、

現実問題として、改正法の規定どおりに家畜所

有者が埋却地を確保できないことが十分予想さ

れます。万一、口蹄疫が発生した場合には、埋

却地が確保できるのか大変心配しております。

この埋却地の確保への県の支援について、農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 万一、口蹄疫

が発生した場合、円滑な防疫措置を遂行するた

めには、埋却地の確保が極めて重要であると考

えております。本年４月に改正された家畜伝染

病予防法においても、迅速な防疫措置が講じら

れるよう、家畜の所有者が遵守すべき飼養衛生

管理基準の中に、埋却地の確保を規定すること

とされたところであり、また、都道府県知事の

責務として、土地の確保等に関する情報の提

供、助言、指導、補完的に提供する土地の準備

などが規定されたところであります。県といた

しましては、７月の上旬には、支庁・振興局単

位で、市町村と埋却地の確保対策に関する協議

を行う予定であり、ＪＡなど関係機関の協力も

いただきながら、県と市町村が一体となって、

各地域の実情に合った対策を推進し、埋却地の

確保に努めてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 次に、埋却地の管理について

であります。殺処分された29万8,000頭の家畜

が、98ヘクタール、268カ所の農地に埋却されま

した。これらの埋却地については、市町村がモ

ニターしながら環境への影響などを調査されて
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おりますが、どのような方法で調査されている

のか、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 埋却地につき

ましては、地下水への影響や埋却地からの悪臭

の発生などが懸念されるところであります。こ

のため、地下水につきましては、県と関係市町

が協力して、293カ所の井戸等でモニタリング調

査を実施しております。調査は、年４回を基本

として、有機物等や臭気、ｐＨなど、13項目に

ついて行っております。また、地元市町などか

ら悪臭についての連絡があった場合には、関係

部局等と連携し、調査を実施することとしてお

ります。

○松村悟郎議員 発生時には、悪臭の問題が大

きく取り上げられましたが、発生から１年経過

しております。地下水の調査結果はどのように

なっているのか、環境森林部長にお伺いしま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 地下水につき

ましては、昨年７月に都農町で１カ所、また10

月に川南町で１カ所、埋却地の影響と考えられ

る臭いなどが確認されました。これら２カ所に

ついては、ことし６月初めにも臭いなどが確認

されております。現在、この２カ所について

は、周辺も含め、回数をふやして継続的に調査

を行っているところでありますが、周辺の井戸

には、これまでのところ異常は確認されており

ません。これらの井戸の所有者や周辺住民に対

しましては、地元役場や関係部局と連携し、そ

の状況を説明するとともに、臭いなど何らかの

変化に気づいた場合には、速やかに役場に連絡

していただくようお願いしているところであり

ます。なお、いずれの井戸等も飲み水として利

用されておりませんが、その他の利用について

も注意を促したところであります。

○松村悟郎議員 韓国では、埋却地周辺の地下

水汚染などが社会問題になっているとも聞いて

おります。また、今回の大雨、そしてこれから

の暑い夏を考えると、対策を講じておく必要が

あると思いますが、万一、埋却地が原因で地下

水汚染が発生した場合、飲用水の確保に対する

支援について、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 埋却地につき

ましては、地下水への影響等も考慮した上で選

定したところでありますが、その周辺地域につ

いて、現在、市町村と連携して、水質モニタリ

ング調査や詳細調査等を実施しているところで

あります。今後、埋却地を原因として、飲用水

の確保に支障を来していると判断される事案が

生じた場合には、関係部局や市町村と連携し

て、迅速に水道引き込み工事等の対策を実施す

ることとなります。

○松村悟郎議員 この埋却地は、法に基づい

て、埋却後３年間はそのまま保全されるわけで

ございます。その期限も２年後に迫っておりま

す。２年後には農地として再生し活用を図るた

め、土地の保全管理の徹底と将来の活用のため

の利用者確保などに努力していく必要があると

思いますが、埋却地の再活用に向けての考え方

と対策について、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫からの

再生・復興を推進する上でも、農地を埋却地と

して利用したものについては、３年間の発掘禁

止期間の終了後、再び農地として有効活用する

ことが重要と考えており、工程表の中でも、埋

却地の再生・活用対策を課題として設定してい

るところでございます。埋却地を農地として再

生・活用を図っていくためには、まずは所有者
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の意向が重要でありますし、状況によっては、

土壌診断や石れき等の除去、客土等が必要とな

る場合も想定されます。県といたしましては、

今後、埋却地所有者の利用意向や埋却地の状況

を調査した上で、市町村や関係団体等とも協議

・連携しながら、再生・活用の推進策について

検討してまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 大変重要なことだと思いま

す。埋却地が優良農地として活用されること

は、今後、埋却地を確保する際の近隣農家の理

解を得やすくなると考えております。よろしく

お願い申し上げます。

次に、大震災の影響と津波対策についてであ

ります。

私も、５月23日に、山下議員、黒木議員と、

宮城県東松島市、石巻市、南三陸町の被災地に

行ってまいりました。全壊の家屋や瓦れきの山

に目を覆いたくなるばかりで、どうやって避難

し命を守ったのか、この町が本当に復興できる

のかと、ただただ津波の恐ろしさを改めて痛感

させられました。三陸沖地震やチリ地震の教訓

で、津波の避難訓練など、防災意識の高かった

この地域でございます。それでも逃げおくれて

被害に遭われた方がたくさんいらっしゃいまし

た。まずは命を守ること、初動の避難が第一だ

と思いました。そこで、地震が発生した３月11

日には、本県でも津波警報が出されましたが、

実際にはどれぐらいの県民が避難されたのか、

総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） ３月11日に津波警

報が出されました際には、沿岸の市・町の約４

万9,000世帯、約９万8,000人が避難の対象と

なっておりました。それぞれ独自に高台などに

避難された方もいらっしゃいますので、正確な

人数の把握はできませんが、各市・町への聞き

取りによりますと、設置された避難所に避難さ

れた住民の数、これはピーク時の合計で約3,400

人でありまして、対象者全体の約3.5％となって

おります。

○松村悟郎議員 この大震災の影響を受け、南

海・東南海、日向灘地震に対する防災対策の見

直しも行われ、新たな避難場所や避難ルートな

ども当然作成されるわけですが、災害から命を

守るには、その周知とともに、自分の身は自分

で守るという意識を持って、的確に避難行動を

とることが大切であります。県として、どのよ

うに啓発に取り組んでいくのか、総務部長にお

伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 今、御質問があり

ましたように、自分の身は自分で守る、いわゆ

る自助の考え方、これは過去の数々の災害の中

でも教訓とされてきたところでありまして、大

変重要なことだというふうに思っています。県

民の防災意識を高めるための取り組みにつきま

しては、これまで、さまざまな災害を想定しま

した防災訓練や県内各地での出前防災講座、防

災啓発イベント、また自主防災組織を通じまし

ての意識啓発や学校教育の中での防災教育な

ど、継続的に実施してきたところであります。

しかしながら、今回の東日本大震災の被害の大

きさ、そして本県における避難の状況も踏まえ

まして、今後の防災意識の啓発に当たりまして

は、早期避難ということを最重要課題として考

えまして、例えば視覚的にわかりやすい映像、

そういったものを活用したり、あるいは今回の

大震災における避難の検証結果を反映するなど

して、いわゆる記憶というものを風化させない

よう、さらなる工夫と充実を図りながら、市町

村とともに連携して取り組んでまいりたいとい

うふうに考えております。
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○松村悟郎議員 被災地を見てきた中で、特に

印象に残ったのが、海岸沿いにある介護施設で

ありました。新しい鉄筋コンクリートの２階建

てでありました。建物の骨組みは残っておりま

したが、窓は全壊、周辺の住宅も基礎だけであ

りました。この地域もたくさんの方々が犠牲に

なられた地域で、ここの入所者はどうやって避

難されたのか、無事に避難されたのかは、話を

聞くことができませんでした。宮崎県も400キロ

以上の海岸を有した県であります。そこで、東

南海・南海地震による津波で浸水の可能性が予

測されていた地域の中に、介護施設などはどれ

ぐらいあるのか、その現状を福祉保健部長にお

伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県が平成18年

度に実施いたしました地震・津波被害想定調査

において、東南海・南海地震による津波で浸水

可能性がある地域が予測されているところであ

ります。この予測図と、特別養護老人ホームな

どの介護保険施設等の住所を照合いたしました

結果、津波による浸水が想定される地域内に所

在すると見られる介護保険施設等は、14カ所と

考えております。

○松村悟郎議員 今回の東日本大震災のことを

踏まえますと、本県も計画の見直しがされるこ

とになっております。予想される津波の高さ

も、今までの６メートルから見直されると思い

ます。そうなると、もっと多くの施設が対象に

なります。介護保険施設などにおける防災対策

の取り組みについて、福祉保健部長にお伺いい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 介護保険施設

等においては、風水害や地震などの「非常災害

に対する具体的計画」の作成が義務づけられて

おりまして、この計画に基づいて、緊急時の体

制整備や避難訓練が実施されております。しか

しながら、このたびの東日本大震災では、介護

保険施設等でも大きな被害がありましたことか

ら、本年４月に、関係する1,105施設に対しまし

て、防災計画の点検及び必要な見直しを行うよ

う、文書でお願いしたところでございます。現

在、７割弱の741施設から回答をいただいており

ますけれども、その状況を見ますと、611施設が

事業所内での防災訓練の実施、それから350施設

が連絡体制の見直し、317施設が避難場所の見直

しなどを既に実施、または近く実施する予定と

いうことになっております。県といたしまして

は、ただいま議員のほうからもお話がございま

したように、今後の国の方針や県及び市町村に

おける防災計画の見直しの状況等を踏まえなが

ら、必要に応じて、施設の防災計画の見直し等

を指導してまいりたいというふうに考えており

ます。

○松村悟郎議員 ３月11日に本県に出された津

波警報を受け、地元高鍋町でも、海岸近くにあ

る介護施設で避難が実施されました。私も避難

場所に行き、状況を伺いました。避難するのに

寝たきりの方をストレッチャーに乗せ、車でピ

ストン輸送するわけですので、大変な時間がか

かったこと、そして、避難場所でも体調などの

変化を訴えられる方など、大変だったというこ

とをお聞きしました。施設の職員数も限られて

おり、周辺の住民の日ごろからの協力体制とい

うのも大変必要だなと感じたところでありま

す。車での移動のあり方や施設の設置に、津波

対策の観点をどのように加味するのか、命を守

る避難の取り組みについて対策をどうぞよろし

くお願い申し上げます。

次に移ります。渇水対策についてでありま

す。
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記録的な大雨による被害が大変心配されてい

る中ではございますが、渇水対策についてお伺

いをいたしたいと思います。昨年の秋から、ほ

とんどまとまった雨の降らない状況が続きまし

た。例年にない渇水の影響がありました。河川

の管理は、台風などの災害時の大雨、増水など

を考慮して治水管理されていると思いますが、

今回、ダムの湖底が見えるなど、これまで余り

なかったことだと思います。県内河川の渇水状

況について、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 今回の渇水

は、昨年８月から本年５月初めにかけての記録

的な少雨によるものでありまして、特に本年１

月、３月、４月には、降水量が観測史上、最も

少なかったという観測地点が多数ございまし

た。この結果、一ツ瀬川、小丸川など、ほとん

どの河川では流量が減少しまして、例えば、水

位低下に伴います発電の停止、かんがい用水不

足による早期水稲のおくれ、それから工業用水

不足による工場での減産、そういった影響が見

られたところでございます。

○松村悟郎議員 今回の渇水に対しては、配水

に対しても大変な御苦労をされたんじゃないか

と思います。どのような対策を講じられたの

か。また、水の管理や水源のあり方を考える

と、今後どのような対策をとっていけばいいの

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） 今回の渇水に

対応しますため、ダムのある河川におきまし

て、河川管理者と農業用水等の水利権を有する

利用者とで、県内では初めて河川法に基づく渇

水調整協議会を開催しまして、各河川ごとに調

整を行いました結果、利用者は、輪番制の実

施、取水量及び時間の制限などを行い、できる

限りの節水に努められました。また、各ダムに

おきましては、残された水を一日でも長く使う

ため、この節水に対応した放流量の調整を行っ

たところであります。特に一ツ瀬ダムでは、ダ

ム管理者であります九州電力の協力によりまし

て、発電を停止し、通常使うことのない最低水

位以下の水を放流し、利用者のニーズにこたえ

ていただいております。今後、今回の渇水の

データをよく分析した上で、このような渇水が

想定される場合には、関係者との協議を重ね、

適切な調整を行うことによりまして、渇水によ

る影響の軽減を図ってまいりたいと考えており

ます。

○松村悟郎議員 農業面にも大きな影響があり

ました。今回の渇水では、早期水稲を初め飼料

用稲の田植えや園芸作物の植えつけ、さらには

お茶の防霜など、年間でも農業用水の利用が最

も多い時期と重なったことから、河川やため池

からの取水が困難となりました。農業用水を管

理する土地改良区を中心に、ポンプの設置や節

水の呼びかけ、さらには輪番制での配水の実施

など、用水の確保に大変御苦労されたと聞いて

おります。今回の渇水は、非常に厳しいもので

ありました。水田、とりわけ県内沿岸部を中心

とする早期水稲地域でございますが、被害も大

きく、報告によりますと、約170ヘクタールで作

付ができず、普通期水稲や飼料作物などへの転

換を余儀なくされました。また一方、畑作地帯

においても、井戸がかれたり、多くの地域で植

えつけや生育のおくれなどが生じました。多く

の作物でいわば雨待ちの農業となり、渇水の影

響がありました。このような中、本県では、畑

作地帯の安定した水を確保する目的で、畑地か

んがい施設の整備が進められています。そこ

で、今回の渇水による畑地かんがい地区への影

響について、農政水産部長にお伺いいたしま
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す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今回の渇水

は、大変厳しく長期間にわたったことから、既

に畑地かんがいが整備されている地区におきま

しても、農業用ダムなどの水利用の調整を担う

土地改良区を中心に、早い時期から農業者に対

し節水を呼びかけるとともに、取水量の制限な

どを行いまして、営農に必要な水の確保に努め

たところでございます。この結果、作付前の土

づくりや比較的水を利用してこなかった葉たば

こやカンショなどの作物にもかん水が行われる

など、例年になく多くの水利用が行われたとこ

ろであり、農家の方々からは、「このような渇

水の中でも水が使えることは非常にありがた

い」という声を伺っております。このように、

畑地かんがい地区におきましては、畑地かんが

いの効果が十二分に発揮されたものと考えてお

ります。

○松村悟郎議員 畑地かんがいが整備された地

域では、今回の渇水による大きな影響はなかっ

たようでございます。ただ、児湯地域において

進められております尾鈴地区国営かんがい排水

事業では、施設がまだ完成しておらず、水を利

用したくてもできない地域が多くあります。水

を待ち望まれている農家もたくさんいらっしゃ

ることだと思います。昨年８月に、国土交通省

から発表されました2010年度版「水資源白書」

によりますと、雨が連続して降らない期間（無

降雨期間）の長期化などが指摘されており、今

回のような渇水がまた起こる可能性が非常に高

いと予測されております。そこで、畑作地帯に

おいて、安定した水を確保し、水を生かした効

率的で付加価値の高い農業を実現していくこと

が重要であり、今後、畑地かんがい整備の速度

を上げていく必要があると考えておりますが、

どのように取り組んでいかれるのか、農政水産

部長にお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 畑地が農地の

半分を占めます本県におきましては、天水に

頼った不安定な農業生産から、水を有効に活用

したもうかる農業の実現が必要であり、畑地か

んがい施設の整備と効率的な活用は、大変重要

であると認識しております。このため県といた

しましては、既に振興局に配置しております畑

かん営農推進担当に加え、本年度、畑かん営農

推進室を本庁に設置し、市町村や農業団体な

ど、関係機関と一体となって、畑かん営農を強

力に推進することとしたところであります。ま

た、整備に係る予算の確保について、国に強く

働きかけますとともに、厳しい財政状況の中、

選択と集中による必要な予算の重点配分を行う

など、畑地かんがい施設の整備に積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 地球温暖化の傾向は、昨今の

気象の変化にも影響を与えているのではないで

しょうか。長期雨不足の一方、ゲリラ豪雨や集

中豪雨など、ダム・河川の機能の見直しが必要

になると思います。豊かな水資源は、ただでは

手に入りません。「水を制する者は国を制す

る」とも言われております。畑地かんがい整備

やダムの保水量の見直しなど、水資源確保の対

策を講じていただくことを期待しております。

次に、電力不足による節電対策であります。

この件に関しましては、たくさんの皆さんか

らの質問がありましたので、熱中症に関して質

問をさせていただきます。東日本は、今回の被

害により、大きな電力不足に陥ることとなり、

地方自治体においても、全県一斉節電行動を実

施したり、企業も西日本へ生産移転を始めるな

どの動きが出ています。被害がなかった九州
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も、その受け皿となる地域となるべきでした

が、原子力発電所の再開のめどが立たず、九州

電力も当初15％の電力不足による節電を要請す

る可能性を示したことで、企業によっては、海

外への生産移転も検討されているようです。環

境保護のための省エネと節電はこれまでどおり

大切ですが、行き過ぎた節電は経済活動に大き

な支障を来します。また、人々の日常において

も、少なからず影響が出てくると思います。そ

こで、夏場の節電による熱中症の発症が大変心

配されます。総務省によりますと、全国では、

一昨年までの10年間の平均で、年間約20名の方

が亡くなられていましたが、記録的な猛暑であ

りました昨年は、亡くなられた方が全国で172名

だったことが報告されております。ことしも暑

い夏が予想されるようですが、本県の熱中症発

症状況はどのようになっているのか、福祉保健

部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の７月か

ら９月まで、夏季における熱中症発生状況につ

きましては、消防庁の調査によりますと、昨年

までの直近の３年間では、昨年、平成22年が最

も多く、熱中症により救急搬送された方は417名

でありまして、平成20年の約1.3倍、それから平

成21年の約２倍となっております。この昨年の

数値は、人口10万人当たりでは、全国平均をか

なり下回ってはおりますが、搬送された方のう

ち、半分近い197名が高齢者ということでござい

ます。また、昨年救急搬送された方のうち、初

診時における傷病の程度は、半分以上の231名が

軽症で、重症は９名となっているところであり

ます。

○松村悟郎議員 今のお話を聞きますと、宮崎

県では幸い、昨年の７月から９月の夏の間は、

亡くなられた方がいなかったということでござ

いますが、埼玉県では昨年19名、愛知県では15

名亡くなられております。また、全国での救急

搬送者が約５万6,000人という数字を見ておりま

しても、南国宮崎とうたわれておりますが、我

が宮崎県は比較的過ごしやすい環境だなと改め

て思いました。ただ、本年は、夏場の電力不足

に節電という話題が多く取り上げられ、本当に

生まじめな高齢者などが、エアコンの使用を必

要以上に控えてしまわれないかと心配です。今

後の熱中症予防対策をどのように進めるのか、

福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 熱中症の予防

対策といたしましては、３原則と言っておりま

すけれども、日陰に入ること、帽子をかぶるこ

と、水分を小まめにとること、この３つを守る

ことが重要でありまして、従来から、ホーム

ページなどを通じまして周知を図ってきたとこ

ろでございます。特に、熱中症にかかりやすい

高齢者、乳幼児等は、室内においても熱中症に

注意する必要があり、節電を意識する余り、健

康を害することがないよう、気温や湿度が高い

日には、適度にエアコン等を利用して、予防し

ていただく必要がございます。このような内容

について、国においても周知を図っているとこ

ろでありますが、県におきましても、今後、テ

レビや新聞などを活用するとともに、市町村や

保健所などを通じて、広く周知していきたいと

考えております。

○松村悟郎議員 今お話がありましたように、

熱中症にかかる方の半数近くが65歳以上の高齢

者であります。また、熱中症にかかった高齢者

の60％が住宅内でかかっていると報告されてお

ります。節電を過度に意識する余り、暑さを無

理に我慢されないよう、また、エアコンと扇風

機の併用など、上手な節電方法の指導もあわせ
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て、熱中症予防の周知をどうぞよろしくお願い

いたします。

以上で一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○外山三博議長 次は、黒木正一議員。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） 東臼杵郡選

出の黒木正一でございます。本定例会最後の質

問者となりました。20人目となりますと質問が

重なるところがありますが、しばらくおつき合

いください。

もうすっかり忘れられようとしていますが、

ついこの前まで、飲料水が切れて給水車で飲み

水を運んでいた地域がありました。ことしは田

植えは無理だろうと言っていたのが、もう昔の

ことのように思える大雨でございます。ことし

は、正月から大変な寒さと乾燥が続きました。

そして、これまで見たことのない景色を見るこ

とになりました。私は山から耳川沿いを通っ

て10号線に出てくるのですが、例年、春先には

親葉が落ちて新しい芽が出てくるカシの木が、

川沿いのあちこちでまとまって茶色に変色した

のです。大震災の後だっただけに不気味でし

た。もう枯れてしまうだろうと思っていたカシ

の木、枯れたものもありますが、多くがこのと

ころの雨で芽が出てきています。あきらめてい

たカシの木に新しい芽生えが始まったように、

大震災で被災された方々に、希望の芽生えが始

まることを祈りたいと思います。

東日本では、地震、津波、放射能によるトリ

プルピンチ、我が県では、口蹄疫、鳥インフル

エンザ、新燃岳噴火によるトリプルピンチ、本

県の経済は冷え込み、財政状況も厳しいものが

あります。今回の補正予算は、財政の収支不足

が続く中で経済復興を図らなければならないと

いう、難しい予算編成ではなかったかと思いま

す。このような状況の中で、河野色をどう出す

かは大変ですし、大変な時期に知事になったも

のだと思います。今回の肉付け予算で、知事が

最もアピールしたかったものは何かお伺いしま

す。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

補正予算についてであります。今議会に提案

させていただいております補正予算案につきま

しては、私の政策提案を具現化するための政策

的事業や新規事業に、口蹄疫・経済復興対策や

東日本大震災対策などの緊急的な課題に対応す

るための事業を加えました肉付け予算として編

成したところであります。厳しい財政状況の中

で、非常に困難な編成作業となりましたが、ま

ずは口蹄疫・経済復興対策として26億円、高病

原性鳥インフルエンザ対策として１億円、新燃

岳噴火に伴う活動火山対策として４億円、東日

本大震災対策として11億円を追加的に措置いた

しまして、口蹄疫の発生等によりまして深刻な

影響を受けた県民の皆様の暮らしや県内経済の

復興に必要な事業などについては、積極的に対

応することとしたところであります。この結

果、県債発行額の抑制など、財政改革の取り組

みについては着実に進めながらも、当初予算に

６月補正予算案を加えた総額では、13年ぶりに

国の予算と地方財政計画の伸び率を両方とも上

回る0.6％の伸び率を確保し、特に県単公共事業

につきましては、前年度に比べ24.1％増の伸び

を確保するなど、積極型の肉付け予算としたと

ころであります。以上であります。〔降壇〕

○黒木正一議員 口蹄疫からの復興、鳥インフ

ルエンザ、新燃岳噴火対策、そして東日本大震



- 260 -

平成23年６月21日(火)

災対策と、それぞれの災害への対策に加え、特

に、答弁にありましたように、県単独事業を上

乗せし、昨年比124.1％とするなど、県民経済を

立て直そうと、即効性・機動性のある対応をし

ようとする知事の思いが伝わる予算ではないか

と思います。

横田議員も見に行ったそうですが、幾つかの

新聞記事を読んで、「100,000年後の安全」とい

う映画を見ました。放射能が安全なレベルに下

がるまで10万年間閉じ込める、放射性廃棄物の

最終処分場建設の物語です。目先の短期的な経

済的利害で判断することが、一体何をもたらし

何を失わせるのかを考えさせられました。原子

力エネルギーが実は制御できないことを示した

福島原発の事故は、科学技術をどう使いこなし

ていくのかという重要な問いかけを我々に投げ

かけています。原発事故以降、エネルギー政策

の見直しを求める声が国内外で起こっています

が、知事の原発、新エネルギーについての考え

方をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 原子力発電につきまし

ては、災害時等の安全性が確保されていること

を前提に、経済性や電力供給の安定性の面か

ら、あるいは地球温暖化対策として推進されて

きたところであります。しかしながら、今回の

福島第１原子力発電所の事故では、東日本大震

災のような大規模災害が発生した場合、これま

での基準や考え方では安全性は確保されないこ

とを示しており、また今御指摘がありましたよ

うに、放射性廃棄物の取り扱いの問題など、原

子力発電のあり方につきまして、さまざまな観

点からの見直しが必要となってきておるところ

であります。その一方で、我が国の電源構成を

見てみますと、原子力が３割を占め、基幹的な

役割を担っているということも事実でありま

す。新エネルギーにつきましては、安定性や効

率性、設置コストなど、さまざまな課題があ

り、原子力から直ちに転換できる状況にはない

ということも認識しておるところであります。

今後の原子力発電や新エネルギーに関する取り

組みにつきましては、エネルギー政策全体の中

で、国の責任において決定される事項でありま

すが、県といたしましては、国の動きを注視し

ますとともに、ソーラーフロンティア構想のさ

らなる推進など、新エネルギーへの転換に向け

た取り組みというものを積極的に進めてまいり

たいと考えております。

○黒木正一議員 続きまして、ＴＰＰ交渉に対

する知事の考え方についてお伺いいたします。

大震災を受けて、もう忘れてしまったと思って

おりましたＴＰＰ交渉参加の判断が先送りされ

るようですが、ＴＰＰは、農業問題だけでな

く、公共事業、金融、医療など、国民生活に大

きく影響する問題を含んでいることが明らかに

なっています。昨年の10月、前原前外務大臣

は、「ＧＤＰ1.5％の第１次産業を守るため

に、98.5％という大部分のものが犠牲になって

いるのではないか。国を開くことを本気で考え

るべき」と述べ、話題となりました。ＧＤＰに

占める第１次産業の割合が低いのは日本に限っ

た話ではなく、アメリカ、イギリス、ドイツな

どは日本より低く、先進国に共通する特徴であ

り、それぞれの国が日本以上に農業に必要な財

政支援をしております。将来における食料・エ

ネルギーの安定確保に対する不安から、農地争

奪戦―知事はランドラッシュとこの前言われ

ましたけれども―も行われておる現実から見

ましても、目先の経済的利益に左右されず、長

期的な視点に立った議論をすべきであります。

今は、日本の食料・農業政策をこそ全力で追求
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すべきであり、食料供給県である本県は、ＴＰ

Ｐ交渉参加に反対すべきと考えますが、知事の

考えをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰでありますが、

アメリカやオーストラリアなど環太平洋地域の

９カ国が参加しまして、年内決着を目指して経

済連携の枠組みの協議が進められております。

我が国におきましては、６月までに基本方針を

決定することとされておりましたが、東日本大

震災の影響を踏まえて、その決定が延期された

ところであります。具体的な協議の内容としま

しては、今、御指摘がありましたように、関税

の撤廃や投資のルール、労働、知的財産権な

ど、多岐にわたっているわけでありますが、Ｔ

ＰＰに参加した場合に、まず影響が出てくる問

題が関税の撤廃であるというふうに考えており

まして、特に農林水産業は大きな打撃を受ける

可能性が高く、国の試算では、我が国の食料自

給率は13％に低下するということになっておる

ところであります。一方で、世界的な人口増加

や経済成長によりまして、将来、世界的に食料

確保が困難になることが予想されておるところ

でありますが、そのような場合に、このＴＰＰ

の枠組みというものが日本の食料を保証してく

れるわけではないわけであります。このような

ことからも、現段階でＴＰＰへの参加を認める

ことはできないと考えておりまして、まずは長

期的な視点からの食料政策、農業政策、あるい

はその他の分野における影響や対策というもの

が明確に示されて、その上で国民的な議論がな

されるべきだと考えております。

○黒木正一議員 次に、農業政策についてお伺

いします。

今回提案されている第七次農業・農村振興長

期計画は、担い手の減少、農家戸数の減少に歯

どめがかからない中で、素材提供型から農産加

工など総合食料供給型への転換を目指し、もう

かる農業を計画の一番の柱にしていると思いま

す。そこで、本県の農家所得がどうなっている

のか、また全国の中でどういう位置にあるの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 平成21年の本

県の販売農家の農業所得は、162万5,000円で全

国では４位となっております。これに農外所得

を加えた農家所得は、217万1,000円で全国で

は31位となっており、農業所得への依存度が高

い所得構造となっております。次に、農外所得

減少の原因につきましては、公共事業の減少や

景気後退等による農村地域での所得機会の減少

等の影響を強く受けているものと考えておりま

す。このため、農家所得を上げるためには、農

業所得確保に向けた取り組みを、より一層強化

していくことが重要であると考えております。

○黒木正一議員 今の答弁によりますと、平

成21年の農業所得は、162万5,000円で全国で４

位、農外所得を加えた農家所得は、217万1,000

円で31位と言われました。農外所得については

今言われませんでしたが、56万4,000円で全国46

番目であります。46番目というのは、ほぼ全国

最下位ということです。全国と比べて、農業所

得がトップクラス、農外所得が最低と言えま

す。平成19年には、農業所得は196万2,000円で

全国２位、農外所得は176万9,000円で全国25

位、合計した農家所得は373万1,000円で全国15

位でありました。平成20年から農外所得が急激

に減少、前年19年の約３分の１となり、それに

伴い農家所得は減少し、21年も同じように続い

ております。部長の答弁では、農外所得減少の

原因について、公共事業の減少や景気後退など

による農村地帯での所得機会の減少の影響を強
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く受けていると言われました。確かに、公共事

業は減少しております。この10年間で、半分ま

でにはいっていませんが、半分近くになってお

り、この影響は確かに大きいと思います。た

だ、19年前後を境に、急に公共事業費が減少し

たわけではありませんし、景気後退の影響

は、20年秋にリーマンショックが起こりました

が、これは全国に影響しているわけで、本県に

おいて20年から農外所得が極端に減ったのは、

全国統計と比べて異常なことです。平成19年に

知事がかわり、入札制度改革があり、雇用環境

が不安定になったときと重なります。この影響

も大きいものがあるのではないかと思います。

原因をいま一度しっかり分析して、対応を考え

る必要があると思います。

農外所得の減少が最も大きく影響しているの

が、雇用の場が少なく、これまで公共事業に大

きく依存していた中山間地域ではないかと思い

ます。22年の国勢調査によりますと、17年の調

査からの５年間で、県全体で1.55％の人口減少

であるのに対し、最も人口減少が大きい地域

は、私の住む東臼杵郡の山間地と西臼杵郡であ

ります。諸塚村、椎葉村、日之影町が11％台の

減少、美郷町9.11％、五ヶ瀬町８％、高千穂

町7.14％と大きく減少しています。この地域は

本県の林業地帯でもあります。この地域からの

人口流出、衰退の最大の要因は、次第に収入が

減少したことではないかと思います。新たな価

値観を持って定住するＩターン者も出てきては

おりますが、定住のためには最低限の収入は必

要であります。県内の林家戸数は約１万8,000戸

ありますが、そのうち、保有山林５ヘクタール

未満の小規模林家は73％を占めており、50ヘク

タール未満となると97.8％になります。経営形

態は、林家農家が７割を超える、つまり特用林

産物を含む林業と、畜産、果樹、野菜、茶など

の農林複合経営がほとんどとなっています。木

材価格の低迷、小規模林家が多いことなどによ

り、建設業などに頼ってきたのが実情でありま

す。そこで現金収入を得て生活することで、辛

うじて山林や農地は守られてきたと言ってもい

いと思います。公共事業の減少、景気の悪化、

さらに入札制度の改革で、雇用環境は不安定と

なっています。さらなる人口流出により、多く

の集落の機能不全、消滅の可能性が考えられま

す。しかし、将来における石油、食料の大量輸

入、これが不安視されていることからも、食

料、環境、エネルギーを担う地域として、一定

の定住を図ることが必要と私は考えます。た

だ、将来の国全体の人口の減少による国力の低

下で、これまでのような国からの支援に大きく

依存することは厳しくなることを覚悟する必要

があると考えます。最低限の所得を確保して、

自立を目指す必要があります。農外所得が減少

している中で、基幹となる林業・農業所得をふ

やすことが必要となります。これまで私は林業

に関する質問が多かったのですが、地形など厳

しい条件にある中山間地域の農業振興につい

て、どのような対策を行っているのか、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 中山間地域の

農業振興を図るためには、特色のある地域資源

を最大限に活用した、付加価値の高い農業生産

の推進が必要であります。このため県では、夏

場の冷涼な気象条件に適した収益性の高い品目

の選定や新技術の導入に取り組むとともに、花

のラナンキュラスや完熟キンカン、カラーピー

マンなどを重点品目と位置づけ、農業改良普及

センターを中心とした技術・経営指導や、ハウ

ス・省力化施設等の条件整備を推進し、農家経
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営の安定や産地化に努めているところでありま

す。さらには、集落ぐるみの鳥獣被害対策を推

進するとともに、起業型の農産加工グループの

育成などをあわせて行い、中山間地域農業の活

性化を図っているところであります。

○黒木正一議員 次に、中山間地域における試

験研究の現状と今後のあり方についてお伺いし

ます。本県には、総合農業試験場、畑作園芸支

場、茶業支場、亜熱帯作物支場、薬草・地域作

物センターの農業関係試験場があり、大きな成

果を上げておりますが、いずれも宮崎平野、霧

島周辺の平たん地の主として黒ぼく土地帯にあ

ります。本県の中山間地域は、そのほとんどが

主として褐色森林土地帯にあります。また、平

たん地とは、地形、気象なども大きく異なって

います。先ほどから申し上げているとおり、中

山間地域は、農家が林家や兼業である場合が多

く、労働配分の面で配慮が必要であります。こ

れらの課題の解決のためには、それぞれの違い

に即した研究開発、技術の実証・普及を現地で

行うことが極めて重要であると思いますが、そ

ういう試験研究施設の設置についてどう考える

か、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 中山間地域に

おける試験研究につきましては、中山間地域特

有の課題解決を図るため、総合農業試験場が定

期的あるいは状況に応じて、現地における試験

圃場の設置や調査・研究などを実施しており、

本年度は約20カ所の設置を予定しております。

近年の試験成果を生かした事例といたしまし

て、ラナンキュラスや夏イチゴの品種育成・栽

培方法の確立の成果をもとに、普及センター、

関係機関と連携しながら、地域と一体となって

産地化に取り組んでいるところであります。今

後とも、中山間地域における試験研究につきま

しては、中山間地域農業の特性を生かした新技

術や新品種等の開発を進めるとともに、産地形

成や人材育成につきましては、林業との複合経

営など、平地と異なる経営実態等も十分踏まえ

ながら、的確に対応してまいりたいと考えてお

ります。

○黒木正一議員 現地における試験圃場で対応

するということでありますが、果たしてそれで

十分なのかどうか。新たな試験研究施設をつく

るということは、現下の財政状況等を考えれば

極めて困難でありますから、今ある施設を活用

する方法はできないのか。一案として、県林業

技術センターは、農業技術や鳥獣害対策の研究

・実証、６次産業化への支援など、中山間地域

の農林業を総合的に支援する組織を併設させる

施設として利用できないのか。今回の補正予算

の中にも、ゼロ予算政策の一つに、林業技術セ

ンターの有効活用が上がっております。島根県

は、林業試験場と中山間地域振興センターが併

設されており、中国地方の林業、中山間地域研

究の中心地となっております。このようなこと

を考えますのは、高齢化が進み、人口が急激に

減少する現状を見ると、果たして山は、森林は

守れるのかと思うからです。本県は、杉の素材

生産量が平成３年から連続で日本一となるな

ど、国内有数の国産材供給基地としての地位を

築いてきています。８齢級以上の人工林が63％

を占めており、先人が苦労して育てた資源をい

かに有効活用するのか。そして、それに続く森

林をいかに育てる仕組みをつくるのか。日本で

唯一の循環可能な資源と言われる森林資源を循

環させることができるのか。ボランティアの人

たちだけで山を循環できるほど容易なものでは

ありません。今回の新たな森林・林業長期計画

にも、山村地域の課題として、農林業複合経営
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による所得の確保が述べられております。どう

か部局を超えた総合的な対策を今後検討してい

ただくように要望しておきたいというふうに思

います。

次に、口蹄疫からの再生・復興について質問

をいたします。再生・復興方針では、全国のモ

デルとなる畜産を再構築するとして、本県畜産

の新生を目標として掲げています。昨日、太田

議員から、アニマルウエルフェアに関する質問

がありましたが、この方針では、飼養密度の適

正化が強調されていますが、これは農場での飼

育頭数のことなのか、地域内での密度のことな

のか。また、正しい飼養密度をどう考えるの

か。口蹄疫復興対策連絡会議において、飼養頭

数の上限をしっかり示してもらいたい旨の意見

があったと聞いております。現在、畜産経営再

開状況は、農場数でおよそ半数とのことです

が、早目に考え方を示す必要があると思いま

す。どうお考えなのかお伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 適正飼養密度

につきましては、適正に管理できる頭数を飼養

するという観点から、畜産経営をとらえるもの

でございます。新しい視点でのテーマであるこ

とから、防疫の強化、埋却地の確保、また生産

性の向上等のさまざまな角度から、関係団体や

生産者の代表、大学関係者等と意見交換を行

い、その効果や課題、また具体的な取り組み方

法等について検討することとしております。こ

の検討結果に基づいて、市町村、また農業団体

等と協議・調整を行った上で、９月をめどに考

え方を取りまとめたいと考えております。

○黒木正一議員 次に、粗飼料自給率向上につ

いてお伺いします。再生・復興方針の工程表で

は、安全・安心の確保のためには、飼料自給率

の向上が必要であるとされて、県のコントラク

ター協議会を設立することになっております。

また、粗飼料対策は、前回、口蹄疫が発生した

とき、輸入わらが感染源として疑われたことが

ありましたが、非常に重要なことであると思い

ます。工程表では、来年度、稲わらストックセ

ンターを整備することが検討されるようになっ

ておりますが、現在の県内における粗飼料の作

付面積と自給率はどうなっているのか。また、

農水省によりますと、国内で生産されるわらは

約870トンで、このうち飼料用として利用されて

いるのはわずか3.9％ということでありますが、

本県における稲わらの利用はどうなっているの

かをお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 粗飼料の自給

率向上は、防疫面や安全で安心な畜産物を生産

する上で大変重要であることから、飼料生産受

託組織の育成や飼料用機械の導入支援等を行

い、生産拡大を図ってきたところであります。

その結果、平成22年の自給粗飼料の作付面積

は、全国第３位の３万500ヘクタールとなり、自

給率は約90％に達したところであります。ま

た、稲わらにつきましては、主食用米の約６割

に当たる６万3,000トンと飼料用稲や飼料用米の

２万500トンが利用されております。県といたし

ましては、粗飼料自給率100％を目指して、引き

続き、飼料生産基盤の整備や飼料生産の外部委

託化などを図ることにより、自給粗飼料のさら

なる生産拡大と利用推進に努めてまいりたいと

思います。

○黒木正一議員 次に、中山間地域での増頭に

ついてお伺いします。中山間地域の農業におい

て、畜産の占めるウエートは大きいものがあり

ます。しかし、昨年の口蹄疫が発生したとき

に、特に山間地においては、埋却地をどこにす

るのか、その確保は大きな問題でした。再生・
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復興方針には、全県的な頭数については、中山

間地域での規模拡大等によって、少なくとも肉

用牛については、現在と同程度を確保すること

を目指すというふうにあります。埋却地は、農

家が農場近くに確実に確保することを目標とし

ていますが、山間地域においては、極めて難し

い地域があります。私は、必ずしも数をもとに

戻すことが復興ではないと思いますが、埋却地

の確保など、中山間地の問題をしっかり検討さ

れて進めていく必要があると思います。どうお

考えですか、お伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 中山間地域の

肉用牛生産は、地域農業の振興はもとより、農

地保全や地域経済の活性化、また関連産業も含

めた雇用創出など、大変重要な役割を担ってお

り、今後とも、生産振興を図っていく必要があ

ると考えております。そのためにも、防疫体制

の強化は不可欠であり、埋却地の確保もその重

要な要素の一つであります。具体的に確保を進

めるに当たりましては、農場の規模や地理的条

件等によっては、周辺に平地が少ない、また、

れきや岩が多く埋却地に適していないなど、さ

まざまな課題も考えられますが、今後、地域の

実情を踏まえながら、市町村や関係機関と一体

となって、確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○黒木正一議員 次に、林業政策についてお伺

いいたします。

国は、21年度の暮れに森林・林業再生プラン

を策定いたしました。10年後の国産材自給率50

％を目指すということにしております。そのた

めには、作業路網の整備や大型機械の導入など

によりまして、集約施業を進め、林業の採算性

を上げるという方針で、本県では、椎葉村にお

いてそのモデル事業が行われました。この再生

プランの推進のために、森林法が改正されたと

聞いておりますが、その内容についてお伺いし

たいと思います。また、近年、話題となってお

ります外国資本による森林買収に対する対応も

盛り込まれたと聞いておりますが、その内容に

ついてもお伺いをいたします。副知事は、林野

庁の企画課長として、森林法改正に尽力された

とうわさに聞いておりますので、副知事にお伺

いしたいと思います。

○副知事（牧元幸司君） 御指摘ございました

ように、今、森林・林業政策全般の見直しが国

において進められているところでございまし

て、その中で、川上におきましては、間伐でご

ざいますとか植林といったような森林施業が適

切に行われるような仕組みを整備するというこ

と、それから川下におきましては、木材の安定

供給体制の整備でありますとか国産材の需要拡

大を進めることによりまして、これも御指摘の

あったとおりでございますけれども、国産材の

自給率50％以上を目指すといったような内容で

ございます。今回の森林法改正につきまして

は、このような政策見直しの一環で行われたも

のでございまして、具体的な内容といたしまし

ては、一つには、一定のまとまりを持った森林

におきまして、間伐の集約化でございますとか

あるいは路網の整備などを計画的に進められま

すように、森林計画制度の見直しが行われたと

ころでございます。また、あわせまして、早急

に間伐が必要な森林に対する間伐でございます

とか、あるいは路網の整備を進める上におきま

して、例えば不在村の森林所有者が見つからな

くて、なかなか同意が得られなくて事業が進ま

ないというようなときにも、手続が進められる

ような法的な措置といったようなものがとられ

たところでございます。それからさらに、今回



- 266 -

平成23年６月21日(火)

の改正では、新たに森林の土地の所有者となっ

た者に対する届け出義務というものが創設され

たところでございまして、この点が、御指摘ご

ざいました外国人の土地取得問題、これを背景

にした改正でございます。この点につきまして

は、北海道を中心といたしまして、外国人によ

る森林買収の事例というものが明らかになった

ということでございまして、これに対応して、

このような森林の所有の移動を把握できるよう

な形、こういうものが制度的に手当てをされた

ということでございます。従来、森林を伐採す

るとかあるいは森林を宅地に変更するといった

ようなものについては、森林法上のいろんな規

制があったわけでございますけれども、このよ

うな土地の所有の変化については、特段の措置

がなかったところでございますが、今回の法改

正の中で、新たに森林の土地所有者になった者

に対する届け出義務というものがつけ加えられ

たところでございます。以上のような森林法の

改正の内容でございますけれども、こういった

改正内容を活用いたしまして、杉生産量日本

一、これも御指摘があったところでございます

けれども、こういう生産量を誇ります本県林業

の発展というものを一層図ってまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。

○黒木正一議員 外国資本の山林買収の話がい

ろいろ話題になっているんですけれども、何も

外国資本が悪いというわけではないと思うんで

すが、日本が乗っ取られるんじゃないかという

ような不安感も非常にありまして、そういう面

が少しでも改善されるとありがたいなというふ

うに思っております。

続きまして、環境・新エネルギー先進地づく

りについてお伺いしたいと思います。長期ビ

ジョンでは、環境・新エネルギー先進地づくり

戦略として、新エネルギーの導入量を20年後

に10倍とする目標が示されています。アクショ

ンプランにおいては、新エネルギー総出力電力

を現況の18万9,257キロワットから、平成26年に

は約２倍にするという目標値を設定しておりま

す。非常に具体的な細かな指標になっておりま

すが、これは新エネルギーのそれぞれを積み上

げたものでしょうが、その内訳をどのように見

込んでいるのかを環境森林部長にお伺いいたし

ます。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 新エネルギー

総出力電力の目標値は、40万6,000キロワットと

しておりますが、その内訳といたしましては、

バイオマス発電が17万8,000キロワット、太陽光

発電は20万7,000キロワット、中小規模水力発電

が１万8,000キロワットなどを見込んでいるとこ

ろであります。

○黒木正一議員 知事は、予算の提案理由説明

の中で、新エネルギーによる循環型社会づくり

や次代に継承する森・川・海づくり、持続可能

な森林・林業・木材産業の振興に取り組んでま

いると述べておりますが、どうか普及に当たっ

ては、農山漁村地域の振興とセットで推進して

いただきたいというふうに思います。

続きまして、木質バイオマスの可能性につい

てお伺いいたします。この件についても質問さ

れた方がおりましたけれども、森林・林業基本

計画の目標数値によりますと、木材需給見通し

は、森林・林業再生プランの実現を目指して、

国産材供給量、現在1,800万立方メートルを10年

後には3,900万立方メートルに増加させる。一

方、10年後の木材需要量は7,800万立方メートル

とし、自給率を50％とすると。ただ、平成21年

度の木材需要量は、対前年比で２割近く減少し

ていることからも、少子高齢化が進む国内市場
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で、いかに総需要量を上げることが課題とされ

ており、そのためには、木質バイオマスエネル

ギー利用の拡大がかぎというふうにされており

ます。本県においては、木質バイオマス発生量

は87万トンと推測されるという話がありました

が、製材残材、建築廃材の約20万トンは利用さ

れているけれども、林地残材については、利用

がほとんど進んでいない。森林・林業長期計画

では、平成27年度に14万立方メートル、32年

に15万立方メートルを利用目標としておりま

す。ただ、集材・運搬のコストが大きく、目標

達成には乗り越えなければならないハードルが

たくさんあるのではないかと思います。林家の

所得につながるのではないかという大きな期待

と同時に、大きな需要源として利用する可能性

があるのかどうかというような不安の声を聞き

ますが、この可能性について、環境森林部長に

お伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 御指摘のよう

に、本県では、年間約87万トンの木質バイオマ

スが発生しており、そのうち製材残材や建設廃

材などは、その多くが木材乾燥用の燃料等に利

用されております。一方、林地残材につきまし

ては、これまでほとんど利用されておりません

でしたが、近年、県内では、木質ペレット工場

が相次いで稼働するとともに、石炭と混焼する

大型の発電施設が建設中でありまして、今後、

エネルギー分野で利活用が期待されるところで

す。県といたしましては、木質バイオマスは、

再生可能な地域資源として大きな可能性を有す

ると認識しておりまして、今年度からスタート

した森林・林業長期計画においても、10年後の

林地残材利用量の目標を年間15万立方メートル

として、利用拡大に努めることとしておりま

す。

○黒木正一議員 林業白書によりますと、新規

需要分野の開拓が不可欠であるとして、再生可

能エネルギーの全量買取制度などを追い風に、

木質バイオマスのエネルギー利用を進めること

が課題だとしております。また、ソフトバンク

の社長が呼びかけておりますメガソーラーの建

設などを進める自然エネルギー協議会に、本県

など33道府県が参加して設立する見込みとの報

道がありますが、自然エネルギーで発電した電

力の全量買取制度を事業の前提として訴えてい

るとのことであります。現在の売電価格は幾ら

なのか。政府は全量買取制度の法案を国会に提

出しており、今、新聞紙上でいろいろと話題に

なっておりますけれども、その制度の概要につ

いて、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） まず、売電価

格についてですけれども、県内で木質バイオマ

ス発電を行っている製材工場から聞き取りしま

したところ、九州電力の余剰電力買い取り価格

は、１年間の平均で、１キロワットアワー当た

り約12円とのことであります。次に、全量買取

制度についてです。再生可能エネルギーの全量

買取制度につきましては、現在、国会に「電気

事業者による再生可能エネルギー電気の調達に

関する特別措置法案」が提出されているところ

であります。この全量買取制度につきまして

は、バイオマスや太陽光などを用いて発電され

た電気について、一定の価格で一定の期間、電

気事業者が買い取ることを義務づけるとされて

おります。この買い取り価格等につきまして

は、今後、省令で定められるようであります

が、バイオマス発電の場合は、買い取り価格は

１キロワットアワー当たり15円から20円の範囲

内、買い取り期間は15年から20年の範囲内が想

定されているようであります。
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○黒木正一議員 県民政策部長が横田議員の質

問に答えたのだと思いますが、エネルギー政策

について、国による明確な方向づけ、政策誘導

が必要だと言われましたけれども、対策ではな

くて政策としてしっかり取り組んでもらわなけ

れば、こういう制度は進まないのではないかと

いうふうに思います。

次に、話を変えまして、少子化対策、出会い

応援事業についてお伺いいたします。

本県の合計特殊出生率は1.63で、長期ビジョ

ンにおいて、20年後の目標を1.85と設定してい

ます。これの達成のためには、当たり前のこと

ですが、独身男女が早く結婚して子供を産むこ

とが重要です。本県の初婚年齢は、男性が29.5

歳、女性28.3歳で、全国平均は下回っているも

のの、年々晩婚化が進んでおります。また、未

婚化が進んでいるのも少子化の要因ですが、国

立社会保障・人口問題研究所の推計では、この

まま未婚化が進むと、10年後には生涯未婚率

は、男性26％、女性17.4％に達すると見られて

おり、大きな問題だと思います。アクションプ

ランでは、独身者の出会いのきっかけづくりの

ための民間団体による出会いの機会づくりの場

を創出するとあります。独身男女の出会いを応

援するこれまでの取り組みと今後の対応につい

て、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 未婚化・晩婚

化の進行は、少子化の大きな要因の一つである

と考えられますことから、県では平成20年度か

ら、「みやざき新たな出会い応援事業」や「宮

崎魅力再発見 出会い・ふれあい交流事業」な

どに取り組みまして、独身男女が出会うイベン

トや結婚を応援するＮＰＯ法人等の活動支援を

行ってきたところでございます。これらの取り

組みによりまして、民間団体の活動の活性化や

社会全体で結婚を応援する機運の醸成が図られ

つつあると考えております。今年度につきまし

ては、結婚を応援する団体のネットワーク化を

図りますとともに、独身男女の交際力を高める

セミナー等を開催することといたしておりま

す。県としましては、独身男女の出会いを応援

する取り組みは、未婚化・晩婚化対策の取り組

みの一つとして重要と考えておりますので、今

後とも、積極的に出会いや交流の場づくりに努

めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 若者の結婚問題についての会

合に行きますと、出会い事業というのは、行政

の仕事になじまないのではないかという議論が

ありますし、最終的には個人の問題として片づ

けられることが多くありますが、出会いの場が

少ないという声もありますし、何らかのサポー

トは必要ではないかというふうに思いま

す。2011年版の子ども・子育て白書によります

と、男性の既婚率は、所得がふえるに従って上

昇する傾向があり、特に年収300万を境に大きな

差があると分析しています。宮崎県の県民所得

から考えると多いと思いますが、少子化対策に

は就労支援が不可欠として、非正規労働者の待

遇向上やフリーターの就労促進に向けた取り組

みの必要性を強調しております。この改善への

取り組みも、今後の大きな課題であると言える

と思います。

続きまして、不妊治療についてお伺いしま

す。子供が欲しくてもできない夫婦の問題も深

刻です。本県では、今回の補正予算を含め

て8,967万6,000円の不妊治療費助成事業で、不

妊治療を受ける夫婦に支援を行うことになって

いますが、事業の内容についてお伺いします。

また、治療対象者の推移はどうなっているの

か。不妊に悩む夫婦への相談体制はどうなって
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いるのかについてもお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 不妊に悩む方

への支援につきましては、安心して子供を生み

育てられる社会の実現のために重要であると認

識しておりまして、少子化対策にも資するもの

と考えております。本県では、経済的負担の軽

減を図りますために、平成16年度から、医療保

険の適用されない体外受精及び顕微授精に対し

まして、治療費の一部を助成する事業を実施し

ております。平成22年度の助成実績でございま

すが、宮崎市実施分を含めまして671件、9,481

万1,000円であり、このうち県の助成実績は378

件、5,365万9,000円となっておりまして、申請

件数等は年々増加いたしております。また、不

妊に関する心や体の不安や悩みについて相談を

受けたり、適切な情報を提供するため、平成15

年度から、専門の相談員を配置した不妊専門相

談センターを開設いたしまして、電話やメール

での相談とともに、不妊に悩む方同士の交流

会、こういったものを実施しているところでご

ざいます。

○黒木正一議員 不妊治療を受けている人の話

を聞きますと、治療費の負担の問題─男性に

も30から40％の原因があるようですけれども、

女性のほうの精神的苦痛が大きいようです。十

分な支援体制が必要ではないかというふうに思

います。

私はいつも思うのですけれども、若者を都会

に集めて夜通し電気をつけている今の社会で

は、なかなか子供は生まれないのではないか。

早寝、早起き、朝御飯とよく言われますが、そ

のような生活を進めることこそが少子化対策に

つながり、今課題となっております節電にもな

るのではないかというふうに思います。２日前

の日曜日、日向市東郷町の坪谷小学校での食育

に関する講演会に行ってきました。その中で、

さきに質問しました不妊治療についての話があ

りました。現在、不妊外来に来る人が増加して

おり、体外受精児がふえているとのこと

で、2002年には生まれる子供の80人に１人だっ

たのが、今は50人に１人が体外受精で生まれて

いるそうであります。その数に驚きました。そ

の一因が食べ物ではないかという内容の話であ

りました。初日に有岡議員が、そして先ほどは

髙橋議員が「弁当の日」について質問し、初日

には教育長の熱い思いを感じました。私はたか

が「弁当の日」と考えておりましたが、この講

演会に行きまして、「弁当の日」が教育的な意

義だけではなく、今の社会が抱えているいろい

ろな課題の解決につながるものということを知

りました。本県は農業県として、これまで食育

には積極的に取り組んでおりますが、「弁当の

日」の実施状況と今後の推進をどう図っていく

のか、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県内で子供がつくる

「弁当の日」を実施している学校は、この１年

ほどで急速にふえまして、本年３月末現在で、

小中学校及び県立学校合わせて152校と、実践校

数で全国最多となっております。しかしなが

ら、実践校数は全体の３分の１程度であります

ことから、「弁当の日」の取り組みを全県的に

広げ、一層の推進を図るために、新規事業とし

て「自分でつくる「みやざき弁当の日」推進事

業」を今議会の補正予算でお願いしているとこ

ろであります。具体的には、実践校を指定しま

して、効果的な取り組みについて研究を行い、

成果を普及するモデル的な役割を果たしてもら

うとともに、未実施の学校の多い地域において

シンポジウムを開催し、実践校による発表や、

保護者、児童生徒などによるパネルディスカッ
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ションを行うなど、「弁当の日」の持つ教育的

な意義等について、保護者や教育関係者に啓発

・普及し、実践化を図りたいと考えておりま

す。「弁当の日」の取り組みは、食育はもとよ

り、みずから考え・判断し・表現する力など、

子供たちのたくましく生き抜く力を培うための

教育的要素がすべて含まれていると考えており

ます。自立心をはぐくむという意味において申

し上げますと、これは私が言っているわけでは

なくて、受け売りでありますけれども、まず、

冷蔵庫の中にある食材だけでつくるとすれば、

それを組み合わせてつくりますから、発想力が

つきます。それから、そのでき上がりをイメー

ジしますから、想像力がつきます。３つ目は、

弁当箱に詰めるおかずは１品ではありません。

複数の品をつくらなきゃいけませんので、限ら

れた時間の中で手際よく調理をしなければなり

ません。段取り力がつきます。それから、弁当

をつくるためには早起きをしますので、早寝、

早起きの習慣づくりにもなるということで、自

己管理力も培われる。このように、いろんな効

果が期待できると思います。それから、議員が

今言われましたように、子供たちの命、体とい

うのは、自分たちだけのものではありません。

当然に自分たちが今度は親になっていくわけで

すから、その生まれる子供たちが本当に健やか

に育つように、そういったことも教えはぐくん

でいかなければならないと思っております。そ

ういったふうに、「弁当の日」には幅広い教育

的な効果が認められますことから、この取り組

みがますます広がって定着していくように、さ

らなる取り組みに努めてまいりたいと考えてい

ます。以上であります。

○黒木正一議員 ６月は食育月間だそうです。

そして、毎月10何日かが食育の日だそうです。

これまで─今もですが、知りませんでした。

県民みんなが食べ物について考えるようになる

まで、ぜひ取り組んでいってもらいたいという

ふうに思います。

まだ質問事項が幾つも残っておりましたけれ

ども、次回に回させていただきます。以上で私

の質問を終わります。（拍手）

○外山三博議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第22号から第25号まで採決

○外山三博議長 ここで、さきに提案のありま

した公安委員会委員、人事委員会委員及び収用

委員会委員の任命または選任の同意についての

議案第22号から第25号までの各号議案を一括議

題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第22号から第25号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第21号まで及び
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報告第１号並びに請願委員会付託

○外山三博議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第21号まで及び報告第１号の各号

議案について、質疑の通告はありません。

当該議案及び新規請願は、お手元に配付の付

託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付託い

たします。

あすからの日程をお知らせします。

あす22日から28日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、29日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時52分散会


