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平 成 2 3 年 ９ 月 ７ 日 （ 水 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 岩 下 斌 彦 （自 民 党 つ く し の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

8番 内 村 仁 子 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （日 日 新）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

17番 太 田 清 海 （ 同 ）

18番 田 口 雄 二 （新みやざき）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 押 川 修一郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 横 田 照 夫 （ 同 ）

34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

県 民 政 策 部 長 渡 邊 亮 一

総 務 部 長 稲 用 博 美

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 四 本 孝

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 成 合 修

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 武 田 宗 仁

政 策 調 査 課 長 福 嶋 幸 徳

議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 議案第22号及び第23号追加上程

○外山三博議長 ただいまの出席議員38名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は代表質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第22号及び第23

号の送付を受けましたので、両案を日程に追加

し、議題とすることに御異議ありませんか。

〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○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。

◎ 知事提案理由説明

○外山三博議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。ただいま提案いたしました議案第22号

及び第23号について、御説明申し上げます。

まず、議案第22号は、教育委員会委員近藤好

子氏が平成23年10月９日をもって任期満了とな

りますので、その後任委員として、同じく近藤

好子氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第４条第１項の規定によ

り、県議会の同意を求めるというものでありま

す。

次に、議案第23号は、人事委員会委員黒木奉

武氏から平成23年９月30日をもって人事委員会

委員を辞職したい旨の申し出がありましたの

で、これを承認することとし、その後任委員と

して村社秀継氏を選任いたしたく、地方公務員

法第９条の２第２項の規定により、県議会の同

意を求めるというものであります。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

〔降壇〕

○外山三博議長 知事の説明は終わりました。

◎ 代表質問

○外山三博議長 それでは、ただいまから代表

質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、自由民主党、中野 明議員。

○中野廣明議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。今回は１時間の持ち時間、代表質問

であります。昨年の今ごろ、何をしておったか

な。やっぱり議会でした。そしてまた、知事も

昨年の議会、何を考えておられたのかな。そん

な思いもしたわけであります。昨年の今ごろ

は、口蹄疫が終息いたしまして、安堵しておっ

たわけでありますけど、その後、鳥インフルエ

ンザ、そして新燃岳の噴火、そしてまた、３

・11東北大震災が発生いたしました。本当に自

然の脅威、水の脅威を感じたところでありま

す。そしてまた、そのがれきの処理も終わらな

い間に今回の台風で、和歌山、奈良を中心とす

る大災害が発生いたしました。亡くなられた

方、被災された方に心からお悔やみとお見舞い

を申し上げたいと思っております。本当に災害

はいつ来るかわかりません。行政、我々におい

ても、しっかりした日常の対応が必要じゃない

かと、ますます確信したところであります。

今、戦後66年であります。私がどこか近くに

就職したのが昭和42年でありました。そのとき

から現在までいろんなことがありました。話を

しますと長いから省略いたしますけど、しか

し、今ほど世界の経済状況、日本の経済・社会
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状況、こんな先の見えない状況というのは、私

の経験でも初めてであります。ましてや国にお

んぶに抱っこの地方自治体、言わずもがなの状

態であります。県も一生懸命、行政改革に取り

組んでおられます。あと２～３年すると、この

ままでいくと再建団体になりますと、脅しのよ

うな言葉も出るような状況であります。したが

いまして、今、本当に地方はなすすべもないと

いうのが実情じゃなかろうかと思っておりま

す。

このような時期の代表質問でありますから、

大変恥ずかしい話でありますけれども、私も生

まれて初めて、県の総合長期計画、戦略評価一

覧表、六次・七次宮崎県農業振興計画、宮崎県

行財政改革大綱2007、みやざき行財政改革プラ

ン、農業センサスを一読しました。一読しなが

ら、さすが県庁の職員、文章がうまいな、机の

上ではよく考えているなと、本当に感心をいた

しました。しかし、それを見ながら、私の周辺

の農業、そういうところと現実に比較をしてみ

ますと、その乖離については何か複雑な思いで

ありました。したがいまして、今回の選挙、そ

のすばらしい計画の中に「大変革の時代」とい

う言葉が使われております。それから、「成果

重視の県政運営」という言葉が使われておりま

す。私は、まさしく今、この時代はそういう感

覚─もう遅いと思いますけど、今からでも

しっかりそういう感覚になって県政運営に当た

る必要があるんじゃないかと思っております。

そういうことで、その２つの言葉を念頭に置い

て、今回の質問をいたしたいと思います。

まず、知事にお伺いをいたします。

知事就任以来８カ月たちました。県行政は課

題山積であります。いろんな分野について知事

は最高責任者であります。そういう中で、これ

はそのまま言葉を伝えますと、国富辺で、「新

しい知事はどんげや」と、そういうふうに聞か

れます。私は正直だから、「頑張っちょる」と

か、まだよう言いません。「まだようわから

ん。まだこれからじゃないっちゃろかい」と、

そういうふうに答えております。というのは、

知事は一生懸命やられていると思いますけど、

どうも言い方が、例えば「県民総力戦」─私

もそうですけど、何を県民総力戦でやるのか。

主語がないんですね。そういう抽象的な表現の

仕方では、なかなか県民は理解できない。知事

がやりたいことはいっぱいあるでしょうけど、

しかし、まずは順序というのがあります。知事

が先頭に立って、これはやりたいというような

ことがあれば、ぜひアピールし、大きな声を出

されたほうが、私は選挙運動にもなると思いま

す。知事の考えをお伺いいたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

知事として考えていること、それから県とし

て取り組みたいこと、これを県民の皆様にわか

りやすくお伝えする、大変重要なことであると

認識をしております。今、御指摘のあった県民

総力戦という言葉でございますが、これは私が

県政に取り組むに当たって、「対話と協働によ

る県民総力戦」というものを、基本的な考え、

基本的な姿勢として掲げておるものでございま

して、例えば憲法で国民主権と掲げてあるのと

同様に、県政推進に当たっての基本的な理念と

いうふうに考えておるところでございます。そ

の理念を踏まえて、具体的にどのような方向を

目指し、どのような取り組みをしていくのか、

これはまた別の言葉によって語られるべきもの

であるというふうに認識をしておるところでご
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ざいます。

例えば、今回の東日本大震災の被災地・被災

者を支援していこうということを、口蹄疫以来

の大変お世話になった感謝の気持ちで、「みや

ざき感謝プロジェクト」ということで、県民の

皆様の力を、総力を結集して取り組んでいくと

いうことでございます。また、先日取りまとめ

ました経済活性化対策「みやざき元気プロジェ

クト」でありますが、これは口蹄疫１年という

節目に当たり、宮崎も県民一人一人の力を結集

して元気を出していこうということで、方向性

を掲げながら、一人一人できること、例えばイ

ベントに参加する、県産品を買っていただく、

そのような取り組みをしていただけませんかと

いう呼びかけをさせていただいたものでありま

す。さらには、今回策定をいたしました長期ビ

ジョン「未来みやざき創造プラン」、総合計画

におきましては、県民の主な役割ということ

で、県民の皆さんに具体的にこのようなことを

していただけませんかというようなところを掲

げたところでございます。今後とも、さまざま

な形で、県民総力戦という基本的な考え方、理

念の上に立った具体的な方向性というものをわ

かりやすく訴えますとともに、市町村、民間、

そして県民の皆様の御理解、御協力をいただき

ながら、先頭に立って取り組んでまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○中野廣明議員 いろいろ今、お話を聞きまし

た。憲法論が出ますと、余計わからんように

なってくる。もうちょっとわかりやすく、今後

はワンフレーズとかそういうのでやられたほう

が、県民にはわかりやすい。それがまた選挙に

もつながると思っております。

次に、戦略評価一覧表についてお尋ねをいた

します。

評価というのは、目的追求だろうと思いま

す。私の目的追求というのは、わかりやすく例

をとりますと、私の会社が東京で何億かするよ

うな事業をとりたい、事業を契約したいという

大きな目的があります。そうすると、東京に何

回か行かんといかんわけです。飛行機で行くと

か、東京に何回行ったかというのは、あくまで

も手段であって、何回行ってもいい。契約がで

きて結果が出てくれば、それでよしとするわけ

ですけれども、その中には費用対効果というの

もあるわけです。だから、今の評価、こんな厚

いものが出ています。これなんか見ますと、私

は何でとかいうような気になるんですね。例え

ば東京に行って成果が出たから、これはＡです

よと。成果が出ても、５回行く予定が３回だっ

たら、これはＢかなと。極端な言い方をすると

ですよ。成果は出らんでも、東京に行く回数を

予定どおり10回行ったから成果としてはＡだと

か、簡単に言うとそういうシステムになってい

るんです。それと、この成果表にはコスト、金

額が入っていないんです。費用対効果もわから

ん。そういうことでありますので、全然だめだ

ということじゃありません。もうちょっと大き

な目的、目標を持った政策評価に変える必要が

あるんじゃないかと思います。県民政策部長の

意見をお伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 御指摘のとお

り、総合計画の評価・検証に当たりましては、

いかに成果につなげていくかという視点が最も

重要であると考えております。このため、アク

ションプランにおきましては、10の重点プログ

ラムそれぞれにつきまして、合計特殊出生率や

医療体制に対する満足度、雇用創出数など、成

果や達成度をはかるための48の重点指標を掲げ

ますとともに、毎年度作成する工程表につきま
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しては、それぞれの取り組み事項に対しまして

その進捗状況を見ていくための取り組み指標、

これは163ありますけど、それを設定したところ

でございます。

政策評価をどのように実施するのかにつきま

しては、現在検討中でございますが、外部有識

者による専門的、あるいは今、議員が言われま

したように、県民の実感に近い視点からの御意

見をいただきながら、アクションプランに掲げ

た10の重点プログラムの達成につながるよう工

夫してまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○中野廣明議員 どこか質問しようと思った

ら、数が多くてわからんようになりました。覚

えているのは、教育長を評価するわけじゃない

んです。例えばその項目の中に、30人学級に

なったというところが、いろいろ評価してＡ・

Ａ・Ａなんです。当たり前ですよ、40人学級か

ら30人学級にしてマイナスだったらせんほうが

ましですから。こんなのをするんだったら、30

人学級になって学力がこれだけ伸びましたと。

せめて客観的な数値ぐらい出るような評価じゃ

ないとだめだと思います。特に県土整備部長な

んか、インフラ整備は金があれば何ぼでもでき

るわけです。だから、部長としては幾らでもや

りたい。道路を１本つくった。いろいろやって

Ａ・Ａ・Ｂとかついている。これは金だけの問

題ですよ、土木なんかに言わせれば。そういう

ことで、これを言っていると時間がありません

から、ぜひ思い切った検討をしていただいて見

直していただきたい。言うならば、県民の生産

額、今、３兆5,000億ぐらい、これをどうやって

上げるか、貧乏県からどうやって脱出するか、

もうちょっとそういう大きいところの目標を

持ってやってもらいたいなと思うわけでありま

す。

次に、知事にお尋ねいたします。

８月31日の新聞に載っておりました。「鹿児

島県、７月観光動向宿泊客数24％増、新幹線効

果」ということであります。昔は宮崎も陸の孤

島と言われておりました。その感覚が一時消え

ました。高速道路も、最後ではありますけれど

も、何とか２年先に開通するというようなこと

でして、今度は新幹線が通ってまた、日豊本線

の鹿児島―宮崎、ガタゴトガタゴト、あんな列

車が走るのかなと思っておったわけですけど、

知事として、日豊本線の宮崎―鹿児島、大分も

あるわけですけど、とりあえず鹿児島線の改善

取り組みについてどのように理解されているの

か、お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 県におきましては、こ

れまでも鉄道の快適性の向上を初めとして、さ

まざまな要望をＪＲ九州に対して行ってきてお

ります。御指摘がありました九州新幹線の開通

があったわけでございますが、宮崎―鹿児島中

央間につきましては、この３月のダイヤ改正に

合わせまして、具体的には、レールの交換であ

りますとか、まくら木のコンクリート化などの

線路の改良、「リレーつばめ」車両の導入、さ

らには特急を８往復から10往復へ増便していた

だいた。さらには車内サービスを行う客室乗務

員の配置などが行われたところであります。ま

た、さらに高速化に向けても要望し、先日は唐

池社長さんが、ポイントの改良などでさらなる

高速化に努めてまいりたいというようなことも

おっしゃったところでございます。今後とも、

ＪＲ九州に対して、そのような観点から要望し

てまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 ぜひこの分は知事が旗を振っ

て先頭に立ってやっていただきたい。また県民
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の評価は上がると思います。よろしくお願いし

ます。

次に、総務部長にお尋ねいたします。

宮崎県行財政改革大綱、みやざき行財政改革

プラン、県公社等改革指針ができております。

それの担当部長は総務部長ですね。そういうこ

とで、林業公社について総務部長としてはどの

ような考えを持っておられるか、どのように検

討されたのか、お尋ねをいたします。

○総務部長（稲用博美君） 今お話がありまし

たように、林業公社につきましては、公社等改

革指針に基づく改革の対象法人ともなっており

ますことから、総務部といたしましても、所管

部局とともに、経営改善の進捗状況について、

特に留意しながらチェックを行ってきたところ

であります。その中で、公社では、借入金償還

の一部に伐採収入を充てるなど、自立性の向上

に向けました地道な取り組みが認められたわけ

でありますが、木材の価格低迷などによりまし

て、経営は依然として厳しい状況にあります。

そういうことがありますので、総務部といたし

ましても、収入確保のための新しい事業実施、

あるいは効率的・効果的な事業運営体制の整備

というような経営改善の取り組みにつきまし

て、必要な意見を申し上げてきたところであり

ます。先日、宮崎県林業公社改革検討会議が設

置されました。総務部もこのメンバーに入って

おりますので、その中でさらに必要な意見を申

し上げていきたいというふうに思っておりま

す。

○中野廣明議員 改革プランの中に「公社等改

革の着実な推進」と入っております。部長は、

財政をつかさどる、大臣ではありませんけど、

部長でありますから、財政面からもしっかり考

え方を述べて臨んでいただきたいと思います。

次に、知事にお伺いいたします。ことしか

ら、ひもつき補助金を段階的に廃止すると。地

域の自由裁量を拡大するための地域自主戦略交

付金が交付されました。本県の交付額は68

億1,600万円で九州最低額であるということであ

ります。いろいろ中身を見ますと、ある程度、

公共工事の着工とかそういう部分で配分という

のがありますけど、そういうことを考えると、

九州各県と比較した場合、宮崎は事業が大変少

なかったのかな、何かほかの原因があるのかな

と思います。知事は総務省出身でありますか

ら、一番詳しいと思います。お答えいただきま

す。

○知事（河野俊嗣君） 今、御質問がありまし

た地域自主戦略交付金は、社会資本整備総合交

付金などの各省庁が所管する地方向けの投資関

係補助金の一部について一括交付金化されたも

のであります。今年度、全体の９割が継続事業

の量に応じて配分されたということで、これは

本県のようなインフラ整備がおくれている県に

とって不利になるということで、その見直しと

いうものを要望しておるところでございます

が、結果的に今回の配分につきましては、本県

の場合、他県に比べて継続事業量の要望額が少

ないことなどによりまして、このような厳しい

配分になったものというふうに考えてございま

す。

この対象事業だけではなく、投資関係事業全

体について見てみますと、21年度の決算ベース

の数字となりますが、本県の歳出に占める投資

的経費の割合が19.2％となっておりまして、都

道府県全体の平均値15.5％を大きく上回って、

全国では19位の水準となっております。ただ、

九州の中では、先ほどお話にもありました九州

新幹線など大きな事業を抱えている県もござい
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まして、この割合は福岡に次いで２番目に低い

ということになっておるところでございます

が、全国的に比較すると19位というところでご

ざいます。都道府県によりまして、人口、面

積、社会資本整備の進捗状況などさまざまな要

因が絡んでまいりますので、単純に比較するこ

とはできないわけでありますが、今後とも必要

な事業というものを的確に取り組むことができ

るよう、その財源確保に努めてまいりたいと考

えております。

○中野廣明議員 一応私も、九州管内の歳出に

占める投資的経費の割合を調べてみました。全

国平均は、言われたとおり15.5％であります。

福岡県が16.7％、佐賀県が23.8％、長崎県

が22.0％、熊本県が22.0％、大分県が21.6％、

宮崎県が19.2％、鹿児島県が23.0％、沖縄県

が23.2％であります。福岡は別格として、確か

に宮崎は投資的経費の割合が低くなっておりま

す。そういうことで少なかったかなという話も

ありますけど、一方では、19.2％ということ

で、継続的な事業がなかった。宮崎はこれだけ

インフラ整備がおくれているのに、何で継続事

業がなかったかというと、これはやっぱり大き

な問題だろうと思います。インフラ整備がおく

れている本県においては、今、財政改革中であ

りますけど、財政改革も、収入に合わせて支出

を切ったくるというのはだれでもできると私は

思うんです。そこの中で県の財政をよくすると

同時に、宮崎県の景気を浮揚するためには、ぎ

りぎりのところまででも借金をするとか、今の

計画を見ているとそういうのが感じられないん

です。ぜひそういうことも含めて頑張ってほし

い。それがまた、知事、申しわけないけど、一

般的にこういうのが少ないというのは、知事、

副知事は本省から見えているわけです。県民一

般も、本省から来てくれているからいろいろ金

を持ってきてくれるだろうと、みんなそう期待

している。特に今回の事業なんかは農政の事業

がいっぱい入っている。対象となるのは仕方が

なかったけれども、やはりそういうことを県民

は期待しておりますから、ぜひ頑張っていただ

きたいと思います。

次に、福祉保健部長にお尋ねいたします。

国では、社会保障と税源の一体改革の議論が

されております。そして、急速に進む社会保障

費の増大は待ったなしであります。本県でも

待ったなしであります。現在、県が負担してい

る社会保障費はどのようになっているのか、ま

た、本県独自の社会保障費はどのようになって

いるのか、福祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 議員御承知の

とおりでございますが、我が国の社会保障は、

その制度設計を国が行い、年金など一部の分野

を除き、地方自治体が給付・運営の主体となり

まして、経費の一部を負担するという仕組みに

なっておるところでございます。国の推計でご

ざいますが、平成22年度の社会保障費は、国庫

負担が27兆6,000億円、地方負担が16兆8,000億

円で、今後も、毎年度の自然増といたしまし

て、国が約１兆円、地方が約7,000億円と見込ま

れているところでございます。

こうした中、本年度の県の予算でございます

が、高齢者医療や介護保険等の負担金、生活保

護の扶助費など国の制度事業が594億円、また県

単独の医療費助成事業が23億円、合わせて617億

円と、福祉保健部の予算全体の６割を超えてお

りまして、前年度比4.0％、約24億円の増となっ

ているところでございます。社会保障につきま

しては、御承知のとおり、国、地方とも厳しい

財政事情の中、その持続可能な制度の構築が極
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めて重要な課題でございまして、現在、国にお

いて、社会保障と税の一体改革を進めるため、

社会保障給付の全体像や費用設計、またその財

源等について、地方単独事業を含めさまざまな

検討が行われておりますので、その動きを注視

してまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 関連がありますので、総務部

長にお尋ねいたします。社会保障費、これは

待ったなしに本県も出るわけであります。そし

て、これは固定費、義務的経費的なものですか

ら、歳出に占める割合が50％以上になってく

る。社会保障費ばかりふえていきますと、一般

財源、政策経費が少なくなるということで、ま

すます宮崎県は貧乏県になってくるということ

であります。そうなりますと、今、部長が答え

た財源、これは基本的にはどういう形になって

いるのかというのを、県民にわかりやすく説明

してもらいたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 社会保障関係費の

財源につきましては、国庫支出金と一般財源で

構成されておりますが、三位一体改革の際に主

な国庫支出金が一般財源化されましたことか

ら、現在では、財源のほとんどを県税や地方交

付税などの一般財源で賄っている状況でありま

す。このうち地方交付税につきましては、毎年

度国が定めます基準に基づいて、社会保障に係

る標準的な行政サービスを提供するために必要

な費用を算出し、例えば65歳以上の人口などに

応じて算定される仕組みとなっております。地

方交付税におきましては、実際に措置した額で

はなく、標準的な経費として算定した額の一定

割合が交付されておりますけれども、県が単独

で行っております乳幼児や重度障がい者等への

医療費の助成などについては、算定の対象と

なっておりません。県といたしましては、ふえ

続ける社会保障関係費に対応できるように、地

方交付税の総額確保はもちろんのこと、現在、

国において検討が進められております社会保障

と税の一体改革の中で、地方が単独で負担して

いる社会保障関係費の財源が確実に担保される

よう、全国知事会等を通じて国に強く訴えてま

いりたいというふうに考えております。

○中野廣明議員 私も詳しいことは知りません

けど、宮崎県の社会保障費、これは限定的であ

りますけど、この金額は地方交付税に入ってい

るか入っていないかと。一応算定基準にはある

ということですね。人口を基準にしてその中に

計算はされているけど、実態は、県が実際使っ

ている社会保障費が丸々地方交付税の中に入っ

ているかどうかはわからないということでいい

んですよね。そういうことでありますから、今

後、この問題については、いろんな問題解決の

あり方について県民総力戦でやるべきじゃない

かな、そういうことで質問をいたしました。

次に、少子化についてお尋ねいたします。

今、日本において痛みを感じない最大の課題

は、私は少子化であると思っております。少子

化の進行は、日本の社会経済力の低下、労働力

人口の減少など、マイナス要因ばかりであると

私は思っております。将来は移民制度を導入せ

ざるを得なくなるんじゃないかな、そんな妄想

まで持っております。そこで、本県の少子化の

現状と対策はどのようになっているのか、福祉

保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の出生数

及び合計特殊出生率につきましては、全国と同

様に減少を続けておりまして、近年やや回復傾

向にあるものの、依然として少子化の傾向は続

いておるという状況でございます。なお、合計

特殊出生率は、平成18年以降、沖縄県に次いで
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全国第２位を維持しておりますけれども、人口

維持に必要とされる水準には及んでいないとい

う状況にございます。本県では、現在、次世代

育成支援宮崎県行動計画に基づきまして、全庁

挙げて少子化・子育て支援対策に取り組んでい

るところでありますが、先般、官民が一体と

なって子育て支援に取り組みます「未来みやざ

き子育て県民運動」の推進協議会が立ち上がり

まして、知事が先頭に立ってこの運動を展開し

ていくこととしております。少子化・子育て支

援対策につきましては、国において制度のあり

方などについて検討がなされているところであ

りますが、県としましては、このような動きを

踏まえ、本県のすぐれた保育環境や地域のきず

ななどを生かしながら、今後とも、総合的に各

種施策を推進してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○中野 明議員 関連質問をお願いいたしま

す。

○外山三博議長 通告がありますので、関連質

問を許します。なお、発言時間は、主質問者の

質問時間の範囲内となります。内村仁子議員。

○内村仁子議員 子育て支援について、福祉保

健部長に関連質問をいたします。

今の答弁にありましたように、生み育てやす

い環境をつくることが、子育てに対しては一番

大事じゃないかと思っております。まず、多く

の場で「地域の子供は地域で育てる」と言われ

ております。私も地域の子育てに複数かかわっ

ておりますが、県内の子育て支援に対するボラ

ンティア活動やファミリーサポートセンター事

業についての県の認識と、今後の対応について

伺います。私は、都城市議会でもファミリーサ

ポートセンターの開設を訴えてまいりました。

この制度は、働きながら子育てをしている家

族、専業主婦であるが保護者の病気や急病時の

子育て、核家族による子育てのストレス解消支

援に、平成17年度から、次世代育成支援対策法

に基づく支援事業として実施されております。

都城市においても本年度から実施されることに

なりました。この事業に対する県の認識と今後

の対応についてお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 子育て支援の

ボランティア活動など県民参加による取り組み

は、子育て支援対策を推進する上で大変重要で

あると認識しております。このため、県民総ぐ

るみで子育てを支援する、先ほど申し上げまし

たが、未来みやざき子育て県民運動の推進を図

りながら、官民が一体となって子育てを支援す

る機運の醸成や仕組みづくりに努めてまいりた

いと考えております。また、その中でも、県民

同士の共助によりますファミリーサポートセン

ター事業は、現在７市町で実施されております

が、この事業は、県民参加型の子育て支援策と

して大変有効な取り組みであり、今後とも、事

業の拡大に向けて、市町村に対し積極的な働き

かけを行ってまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。

次に、幼児教育と保育の質の向上として、認

定こども園の事業が実施されています。幼保一

体化を生む新たな次世代育成支援の包括的・一

元的な制度の構築に向けての施策、認定こども

園が、これからは大変重要になっていくものと

思っております。私は、先般、東京都品川区の

幼保一体化事業について研修してまいりまし

た。品川区では４カ所で幼保事業を実施してお

り、ことし６月に完成した最新の品川区立北品

川すこやか園に行ってまいりました。地域との

交流施設、幼稚園から延長保育への移行、待機

児童への一時的救済対応、特別支援の必要な幼
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児へのサポーターの導入などをされており、幼

保・小・中の一貫体制が整備されておりまし

た。県内の状況及び今後の取り組みについて、

幼保施設は何％ぐらいになっているものか、あ

わせてお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の認定こ

ども園でございますけれども、本県で第１号と

なりました平成19年１月以降、22カ所設置をさ

れておりまして、幼稚園、保育園総数の約4.5％

となっております。また、その内訳でございま

すが、幼稚園型18カ所、保育所型２カ所、幼保

連携型が２カ所でございます。県はこれまで、

制度の周知や認定等に係る相談に対応してきて

おりまして、平成21年度からは運営費の支援も

行っているところでございます。現在、国は、

幼保一元化を含めました子ども・子育て新シス

テムの制度案の検討を行っておりますけれど

も、県といたしましては、今後とも国の動きを

注視していきますとともに、認定こども園の円

滑な運営が図られるよう、市町村、関係機関と

連携しながら支援を行ってまいりたいと考えて

おります。

○内村仁子議員 ３問目をお願いいたします。

続いて、児童虐待についてお尋ねします。

今、肉親による痛ましい虐待が報道されていま

す。胸が張り裂けるような思いで私も聞かせて

もらっておりますが、その多くは幼児への虐待

と思っておりました。しかし、近年、高学年児

童に対する虐待が発生しており、この要因、実

態とその対応について伺います。育児疲れ等か

ら来る虐待であれば、幼児への虐待が出るのか

なと思いますが、高学年に対する虐待の実態と

その対応について伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 昨年度、本県

の児童相談所で対応いたしました児童虐待の相

談処理件数でございますが、451件と全国同様、

過去最多となっておりまして、このうち、高校

生等の高学年の児童に対する虐待は、17件で全

体の3.8％となっております。内訳といたしまし

ては、ネグレクトが８件と最も多く、次いで心

理的虐待が５件、身体的虐待が２件、性的虐待

が２件となっております。

児童虐待の要因といたしましては、経済的な

事情や虐待者の心身の状況、養育に関する悩み

など、家庭が抱えるさまざまな問題が要因に

なってくるものと考えております。

虐待への対応につきましては、原則といたし

まして、48時間以内に児童の安否を確認いたし

ますとともに、児童に危害が及ぶような緊急性

の高い場合は、職権による一時保護や施設への

入所措置等を行うなど、迅速かつ的確な支援を

行っているところであります。なお、性的虐待

などの精神面の支援が必要なケースにつきまし

ては、児童相談所において継続的なカウンセリ

ングを実施するとともに、関係機関との連携を

図りながら心のケアに努めているところでござ

います。

○中野廣明議員 次に、自殺について質問をい

たします。今週末の９月10日は「世界自殺予防

デー」であります。我が国では、平成10年か

ら13年連続して、年間の自殺者数が３万人を超

える状況が続いております。本県でも平成９年

以来、自殺者が300人を超えており、平成19年に

は、10万人当たりの自殺者数が全国でワースト

２位であります。深刻な状況にあります。そこ

で、本県における自殺の現状と自殺対策の取り

組み状況について、福祉保健部長にお伺いいた

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の自殺者

数でございますけれども、平成19年の394人をピ
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ークに、その後３年連続で減少いたしまして、

平成22年は307人となっておりますが、依然とし

て深刻な状況が続いているものと認識をいたし

ているところでございます。このため県では、

知事を本部長といたします宮崎県自殺対策推進

本部と、民間団体等から成ります宮崎県自殺対

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いるところであります。

取り組みとしましては、県民への自殺に対す

る正しい認識の普及に努めますとともに、医療

専門職などに対する研修のほか、民間団体、市

町村が自主的に行う事業に対して支援を行って

おります。また、ＮＰＯが運営いたします自殺

防止電話に加えまして、本年３月から、新たな

自殺防止電話「ライフネット宮崎」を開設した

ところでありまして、今後とも、民間団体や市

町村と連携しながら、自殺のない地域社会づく

りに取り組んでまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 関連質問をお願いします。

○外山三博議長 関連質問を許します。清山知

憲議員。

○清山知憲議員 関連質問をさせていただきま

す。自由民主党の清山知憲でございます。

先日、厚生常任委員会でも宮崎県精神保健福

祉センターを視察いたしまして、宮崎県内の自

殺問題の大変厳しい状況をお伺いいたしまし

た。そこでまず、自殺の発生の多い時間帯と県

内における自殺相談の電話窓口、これの対応可

能な時間帯について、福祉保健部長にお伺いし

たいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成21年の厚

生労働省の統計でございますが、全国の死亡時

間別の自殺者数でございますけれども、男性で

は早朝の５時台、６時台が多く、女性では昼間

の12時台、３時台が多くなっております。ま

た、本県の自殺相談窓口の対応時間でございま

すけれども、ＮＰＯ法人が運営いたします宮崎

自殺防止センターが、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、県が運営いたしますライフネット宮崎は、

その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時まで相談を受け付けており

ます。このほか、昼間の時間帯では、各保健所

や精神保健福祉センターにおいても相談を受け

付けているところでございます。

○清山知憲議員 ありがとうございます。今、

御説明がございましたとおり、自殺の多い時間

帯が、男性ならば早朝、女性ならば昼間という

ことでありましたが、残念ながら宮崎県内の自

殺相談の窓口としては、こういった時間帯にな

かなか対応できていないのが現状かなと思いま

す。現在、ＮＰＯ法人や宮崎県の担当者さん

は、非常に努力されており、頑張っておられる

と思いますけれども、厳しく利用者の視点に立

つと、どうしても曜日によって電話番号が異な

る、そして、１週間のうち25時間という電話相

談可能な時間というのは、全国47都道府県で５

番目の短さでございます。自殺率の高い本県に

おいては、やはりもう少し相談窓口の対応時間

の拡充が必要かなと痛感いたします。そこで、

全国47都道府県のうち42の都道府県で自殺相談

の窓口対応をされている「いのちの電話」とい

う民間組織がございますけれども、ここは、そ

のうち21の都道府県で24時間休みなしの自殺相

談の窓口対応を行っております。宮崎県内にお

いては、私、先日、東京の事務局に伺いました

ところ、なかなかボランティアの担い手がいな

いということで事業を展開されておりませんけ

れども、こういった民間のいのちの電話さん、

もしくは現在、宮崎県内で活動されておられる
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ビフレンダーズさん、こうした民間の組織の存

在そのもの、もしくは活動状況を、より宮崎県

に周知していただく。例えばパネル展やシンポ

ジウム、その他広告媒体を通して、より多くの

ボランティアの方々、有志の方々がいれば、こ

ういった、例えば既存のビフレンダーズさん

は、より体制の強化につながるかもしれない

し、いのちの電話さんは、宮崎県内での事業展

開につながるかもしれない。ぜひ宮崎県として

そうした取り組みを強化していただきたいと思

いますが、部長の御見解をお伺いしたいと思い

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 確かに議員が

おっしゃったとおりでございますけれども、自

殺予防のための相談電話は、直接的に自殺を防

ぐ観点から、大変重要な役割を果たしているも

のと認識をいたしております。このため県で

は、相談窓口を記載いたしました「こころの電

話帳」の全戸配布や新聞広告などによりまし

て、その周知に努めているところであります。

今年度は、テレビＣＭや自殺防止週間等の街頭

キャンペーンにおいて相談窓口の周知を図りま

すとともに、自殺対策フォーラムなどにおい

て、電話相談の活動をされている、お話にござ

いました国際ビフレンダーズやいのちの電話の

取り組みも、広く県民の皆さんに知っていただ

きたいと考えているところでございます。ま

た、民間団体によります相談窓口の開設につき

ましては、これまで相談員の募集や養成に対し

て支援を行ってきたところでございます。今後

とも、新たな相談窓口の開設等に当たりまして

は、関係団体と十分に連携を図りながら支援に

努めてまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○清山知憲議員 ありがとうございます。こう

した、いのちの電話さんやビフレンダーズさん

を知らない県民はまだまだ多くございます。何

とぞよろしくお願い申し上げます。以上です。

○中野廣明議員 次に、林業公社について質問

をいたします。

もう皆さんいろいろ御存じだと思いますけ

ど、今現在、林業公社の借入金残高合計が339億

円となっております。１ヘクタール当たり借入

金が301万円であります。１ヘクタール当た

り300万円で売れれば、借金はチャラになるとい

うことであります。宮崎県が211億円、日本政策

金融公庫が60億円、ここは利息が２％から、ま

だ6.5％まであると。よく聞く話ですが、ぼった

くりじゃないかなと思います。市中銀行が68億

円。県がみんな債務保証をしております。です

から、銀行は取りはぐれはないということであ

ります。そして、23年度の県貸付金が大体11

億7,200万円、濃淡はありますが、これがずっと

続いてきている感じであります。そして、この

計画が終了するのは平成80年。あと58年であり

ます。もうだれもいないんじゃないかなと思い

ます。そこで、部長にお尋ねいたします。平

成19年度策定の林業公社第３期経営計画の実施

状況、そして今後の対応について、部としてど

のような考えがあるのか、お尋ねいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 林業公社は、

平成20年度から29年度までの10年間を計画期間

とする第３期経営計画に基づき、経営に取り組

んでいるところでございますが、この計画で

は、長期借入金の償還について、県の貸付金と

伐採収入を充てることとしております。しかし

ながら、第３期経営計画策定時以降の木材価格

の低迷などにより、計画どおりの伐採収入が確

保できず、計画と実績に大きな乖離が生じてお

りまして、平成20年度末に４億2,700万円あった
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資金残高が、22年度末には２億7,500万円まで減

少しております。このまま推移しますと、平

成24年度には資金が底をつく事態となることが

見込まれますことから、県としましては、今年

度、林業公社の存続・廃止を含め、検討を行っ

ているところであります。検討に当たりまして

は、林業公社の果たすべき役割や、県民負担が

最小になることを基本に、関係部局とも十分な

議論を行うとともに、県議会の皆様の御意見も

お伺いしながら、林業公社のあり方について検

討を行ってまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 今、全国に40何ぼありますけ

れども、林業公社を解散したのが４公社、４県

であります。なお、参考に申し上げますと、

今、環境森林部の林業関係の予算が179億円、こ

れは職員の給料も入っております。そして、こ

れは統計課からもらった数字です。統計課とい

うのはいろんな数値がありますけれども、林業

産出額という数値があります。これは林家が

売った金額の合計。ちょっと数字が古いですけ

ど、平成20年が261億円であります。そして林家

が売って残った金、付加価値とか言われており

ますけれども、県内総生産が約157億円でありま

す。こういう数字であります。借金がいかに大

きいか。県の林業公社の予算も、少ないとは言

いませんけど、かなりいっているなということ

であります。私はここで解決方法を質問するつ

もりはありません。こういうことを含めて県庁

の中でまずはしっかり議論をして、どうするか

ということを検討していただきたいと強く要望

しておきます。

続きまして、商工観光労働部長にお尋ねいた

します。日本経済、失われた20年という中で、

３年前のリーマンショックがありました。そし

て、アメリカ、中国等々は、とりあえずそれか

ら抜け出しました。日本はまだまだデフレを残

したままの今のような状態であります。そし

て、昨年の口蹄疫、鳥インフルエンザ、新燃

岳、ことしの東日本大震災、円高の状況下での

本県の産業、中小企業はどのような状況にある

のか、商工観光労働部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県産業

は、先ほどお話にもありましたような長引く景

気低迷に加え、一連の災害の影響により大きな

ダメージを受けたところでありますが、最近の

経済指標では、有効求人倍率が改善傾向にあ

り、また、直近ではございますが、主要ホテル

・旅館の宿泊客数が昨年度をやや上回り、一昨

年度の水準にまでほぼ回復するなど、一部に持

ち直しの動きが見られてきております。しかし

ながら、企業あるいは業界団体から伺っている

ところでは、まだまだ厳しいという声も多く、

また、最近の急激な円高などもあり、先行き不

透明な状況にあると考えております。このよう

な中で、中小企業につきましては、金融支援や

需要喚起対策等により、近年、倒産件数は低位

で推移しているものの、依然として経営環境に

は厳しいものがありますことから、今後とも、

その経営状況等を注視していく必要があると考

えております。

○中野廣明議員 確かに今、業界の状況という

のは部長が答弁されたとおりであります。た

だ、一昨年の数値に返ったということは、一昨

年から中小企業金融円滑化法が入ったわけで

す。その時点で、現状の借金は払えんから、リ

スケ、つまり支払い猶予をしておるわけです。

ですから、一昨年の景気に返ったという意味で

は、企業はこれが終わったときには、また苦し

いわけです。同じ大臣ですから、また１年延期

するということになれば、少しは延びますけ
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ど。

そういう中で、本県は、この円滑化法、23年

の３月までに8,416件が申し込んでいるわけで

す。この人たちがどうなるかということなんで

す。私は、今本当に宮崎の状況で新しい企業を

立ち上げるというのは難しいと思うんです。い

かに、今の中小企業を支援するところは支援し

て頑張ってもらって雇用を守るかということ

が、一番大事だと思っている。そういう意味

で、来年の３月31日で一応終わるわけですね。

今の状況がどうなのか、そういうのをしっかり

把握しながら、その状況によって、県としてこ

こはしっかりした対応、ファンドをつくるとか

方法はまだいろいろありますから、そういう対

応を今すべきだと思っているんですけど、部長

の見解をお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 今、議員

が御指摘のとおり、返済猶予後に経営悪化原因

を放置していた場合、さまざまな問題が発生す

ることも懸念されるところでございます。この

ようなことから、金融庁は、この債務軽減期間

を企業の経営を改善すべき期間ととらえ、金融

機関に対して、いわゆるコンサルティング機能

を発揮するよう指導しておりまして、これに従

い、県内の金融機関や信用保証協会も、企業訪

問等を通じ、経営課題の把握や経営改善計画の

作成支援等にもこれまで以上に努めているとこ

ろでございます。

また、県におきましても、中小企業等経営基

盤強化支援事業によりまして、関係商工団体の

協力のもと、中小企業診断士等の専門家や経営

指導員から成る経営支援チームを全県下に14チ

ーム設置しておりまして、経営改善計画の作成

支援等を行っており、また、資金面からも県中

小企業融資制度において経営再建等支援貸付な

どを設けているところでございます。

県といたしましては、御指摘のような懸念を

十分念頭に置きまして、今後とも、金融機関、

信用保証協会、中小企業再生支援協議会、商工

団体等の関係機関と連携をしながら、中小企業

に対する金融支援と経営支援が一体的に推進さ

れるよう努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○中野廣明議員 本当にこれは中身がわかりま

せん。企業が自慢して言う話でもありませんか

ら。今聞いておりますと、何か他人事で、国が

しておる、しておると、そんなふうに聞こえま

す。しっかりこれは実態をとらえて対応するよ

うに。県は本部をつくるのが好きですから、そ

の実態によっては、ぜひそういうのでもつくっ

て対応をしっかりして、３月が期限ですから、

次の議会ぐらいまでには、どういう状況かを県

として報告できるように、他人じゃなくて、部

としての意見を精査してもらいたいと思いま

す。

続きまして、農政水産部長にお尋ねいたしま

す。

今回、私は、農業センサス等もゆっくり読み

ましたけど、本当に日本の農業に、いい数字、

元気の出る数字はありません。それはちょっと

のけて、平成21年度の農業産出額というのを農

林水産省が発表いたしました。この中身は、平

成21年の農業産出額、県は3,073億円でありま

す。最高のときが何年か前、3,700億円まであり

ました。全国第５位ということであります。そ

の中の上位10品目を申し上げますと、肉用牛

が512億円、ブロイラーが499億円、豚が470億

円、米が227億円、キュウリが169億円、ピーマ

ンが112億円、生乳が94億円、鶏卵が80億円、葉

たばこが75億円、カンショが60億円でありま
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す。こういう状況になっております。宮崎の上

位品目を見ますと、牛が、まず口蹄疫の中でど

うなっているかというのがあります。キュウリ

は今のところまあまあかなと思います。ピーマ

ンとか生乳、鶏卵、葉たばこ─この葉たばこ

が、また後で言いますけど、大変なことになっ

ております。そういうことを考えて、農政水産

部としては平成22年度の出荷額をどのようにと

らえているのか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 平成22年の農

業産出額につきましては、例年の12月公表に向

けまして、現在、農林水産省において算定の作

業が進められていると伺っております。このた

め、平成22年の産出額につきまして、平成21年

の産出額を参考に、主要品目等について出荷量

や販売状況等を考慮し、試算してみたところ、

肉用牛、豚、生乳につきましては、口蹄疫によ

る影響で、おおむね２割程度減少するものと思

われます。また、米、葉たばこにつきまして

も、景気低迷や需給緩和の影響等による価格の

低下、あるいは天候不順による収穫量の減少等

で、１割から２割程度減少するものと思われま

す。一方、ブロイラー、鶏卵、キュウリ、ピー

マン、カンショにつきましては、おおむね横ば

い、もしくはやや増加すると思われ、これらの

状況から、農業産出額全体としては、おおむね

１割程度減少するものと想定しております。以

上でございます。

○中野廣明議員 今、私は、本県の農業が復興

するとすれば、口蹄疫前の金額にいかに戻すか

というのが一つの大きな目標、目的だと思って

おります。そういう中で、畜産が大体半分以

上、1,700億ぐらいを占めておりました。これが

今後どうなるか。これをもとに戻せるかという

ことが、やっぱり大事なことです。そういうこ

とになりますと、口蹄疫からの復興、畜産の振

興・復興を今どういうことでやっているのか、

ちょっとお聞きいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 畜産につきま

して、農家の口蹄疫からの再開状況を見ます

と、８月末時点で戸数で57％、また、繁殖牛や

母豚などの生産基盤となる頭数ベースで47％と

なっております。また、子牛や子豚までを入れ

た頭数は、全処分頭数に対して牛36％、豚23

％、全体で26％となっております。これは、ま

だ再開されていない農家が相当数おられるこ

と、また、再開された農家も、現在、計画的な

導入を実施していること、また、大きく増頭が

見込める子牛、子豚の出産期はこれからである

ことなどによるものと考えております。また、

県全体の飼養頭数について、口蹄疫の発生前と

直近のデータを比較してみますと、牛で81％、

豚で84％となっており、それぞれ６万頭程度、

また14万8,000頭程度が減少しているところであ

ります。県といたしましては、長期計画の目標

としている口蹄疫の発生前と同水準の頭数が確

保できるということを目指しまして、再開農家

の経営が軌道に乗るための支援を継続いたしま

すとともに、防疫体制の強化に努めながら、自

給飼料基盤の確立や種畜の造成、導入促進等に

よりまして、生産基盤の強化を図っていくこと

としております。以上でございます。

○中野廣明議員 復興といえば西都・児湯地区

の話ですけど、畜産の振興というのは宮崎県全

体ですから、そういう中で頭数がどうなってい

るかという話じゃないと、私はどうもぴんと来

ん。しっかり目に見えるような計画─部長は

診断士の資格を持っていますね。分析できるは

ずですから、しっかりその辺をわかるように…

…。今のようなことを言って、聞いておってど
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うなっているか余りわからん。そういうこと

で、ぜひわかるような計画を立ててください。

それから、葉たばこ、お茶生産についてはど

のような認識か、お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） まず、葉たば

こにつきましては、宮崎県たばこ耕作組合によ

りますと、今回の廃作募集に伴い、９月２日時

点で約半分の生産者が廃作を希望していると

伺っており、大変厳しい状況にあると認識して

おります。このため、県といたしましては、関

係機関・団体で構成する葉たばこ廃作に伴う対

策会議に加えまして、９月６日に葉たばこ構造

改革支援緊急プロジェクトチームを部内に設置

し、関係機関・団体と連携を図りながら、廃作

を希望する農家に対する経営転換の支援や、廃

作に伴う農地の流動化や有効活用を促進する一

方で、葉たばこの品質、収量確保対策や共同利

用施設の再編など、葉たばこ栽培を継続する農

家への支援に一生懸命取り組むこととしており

ます。

次に、お茶につきましては、リーフ茶の消費

が全国的に低迷し、厳しい状況でありますが、

品質の高い茶につきましては高値で取引されて

いる状況もあります。このため、県といたしま

しては、各普及センターに設置した技術支援チ

ームの活動や、総合農試茶業支場に整備した製

茶技術研修センターの活用等により、高品質な

荒茶生産を積極的に推進し、成果も上がってき

ているところであります。また、販売面では首

都圏でのみやざき茶販売協力店の設置など、新

たな販路開拓等にも取り組むこととしており、

生産から流通に至る総合的な対策を進めなが

ら、本県の茶業経営の安定向上に努めてまいり

たいと考えております。以上でございます。

○中野 明議員 今、葉たばこの件で、部長は

残った人の話をされましたけど、きのう、数値

が出ました。ことしの葉たばこ耕作者が359

人。436人減ったということです。問題は、面積

が765ヘクタールになった。715ヘクタール減っ

た。半分農地があいたということになる。葉た

ばこ農家の人たちは、借りて耕作されている人

たちが多いんですね。そういうことで、今後、

耕作放棄地も含めてしっかりどうするかという

ことだろうと思います。

ちょっとよざんになりますけど、今、ＪＴが

やめる人に奨励金を出しております。反当た

り20万。いろいろ聞いたら、やめる人で28万も

らう人は、私だったら、私の孫の代までたばこ

耕作はしませんとかいうような条件。そこまで

やるのかなと思ったわけです。そこから先は何

も言うことはありませんけど、そういう実情で

ありますから、ぜひいろいろと……。農業はバ

ラ色の計画じゃありませんよ。本当に大変です

よ。そういうことでしっかり頑張ってほしいと

思います。

次に、今盛んに農政の計画に載っておりま

す、６次産業、農商工連携、農産物に付加価値

をつける、これはそれぞれどのような意味があ

るのか。みんなあれを読んでいる人は区分がわ

からんと思うんです。これをしっかりわかりや

すく説明してください。

○農政水産部長（岡村 巖君） ６次産業化

は、例えばでございますけれども、稲作農家が

米粉パンの加工を行い、直売所経営を展開する

など、農林漁業者みずからが農業を起点としま

して、加工・販売等の分野にまで経営の多角化

を進め、農林漁業者の所得の向上を図るもので

あります。

また、農商工連携は、食品会社と養鶏農家が

連携し、宮崎県産地鶏の胸肉を活用したウイン
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ナーを開発するという事例がございますが、そ

のような事例に見られますように、農林漁業者

と商工業者等が連携し、相互の経営資源を活用

して、革新的な生産技術の開発や新たなビジネ

スの創出に取り組むというものでございます。

一方、農産物の高付加価値化ということがご

ざいますが、これは、このように生産物に加工

や直売によって新たな価値を付加することを意

味し、６次産業化や農商工連携を通じて目指す

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

一層強化することにより、「儲かる農業の実

現」につなげてまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 国は新しい言葉をつくります

けど、中身は変わらんのですね。６次産業、農

商工連携、そして付加価値をつける。今までは

付加価値をつけるために、こういう６次産業と

か農商工連携、産学官連携をやりましょうとい

うことで、今でもずっと産業支援財団で同じこ

とをやっている。何でそれが進まんかというの

は、宮崎は中小企業、そういう対象になる企業

が少ないんです。だからできない。６次産業、

農商工連携といったって、パターンを簡単に言

いますと、農業法人がどんどん大きくなる。農

業法人によっては自前で耕作するのが一つ、も

う一つは農家に委託して買い取る。これでいい

のは、農家にとってはつくるときに利益が計算

できるということです。もうかる契約かどうか

というのはこれからです。農商工連携だって、

今いろんな加工をして売っております。それは

それでいいんだけど、そういう金額は宮崎県

の3,000億の製造品出荷額にどれぐらい影響する

か。これはこれで進めんといかんけど、何か

今、６次産業、農商工連携がこれからの農業を

つくってくれるような雰囲気になっている。決

して私はそんなことじゃないと思っております

ので、今やっている部分と、また新しく始める

んじゃなくて、既にやっているそこら辺と二重

行政にならんように、あなたも商工におったか

ら、ひとつ頑張ってほしいと思います。

次に、口蹄疫対策についてお尋ねいたしま

す。口蹄疫復興財団が基金30億円で設立されま

した。その目的と実施状況、理事長は副知事で

すかね、お願いします。

○副知事（牧元幸司君） 御質問がございまし

た口蹄疫復興財団につきましては、口蹄疫によ

りまして大きな影響を受けました県内経済の早

期回復、また県民生活の再建を図ることを目的

にいたしまして、本年３月に設立をされたとこ

ろでございます。財団におきましては、県か

ら1,000億円の無利子貸し付けというものを受け

て、運用型ファンドというものを造成している

ところでございます。そして、今、議員から御

指摘があった30億というのは、運用益が30億と

いうことでございまして、これを活用いたしま

して、平成27年度までの５年間にわたりまし

て、地域の活性化でございますとか、あるいは

観光・商工業の振興、さらには農畜産業の再生

といったような取り組みを、地域の実情に応じ

て幅広く支援を申し上げるということでござい

ます。これを通じまして県内経済の回復を進め

るということでございます。具体的には、市町

村、商工団体が企画・提案を行ってございま

す。そういった提案をいただいております事業

の中から、効果が期待できるというものを選択

いたしまして助成をするということでございま

す。

現在の状況でございますけれども、提案の公

募でございますとか、あるいは要望額の調査と

いうものを行っているところでございます。採
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択に当たりましては、経済情勢を見きわめなが

ら、柔軟かつ機動的に支援するということを基

本にいたしまして、現在準備を進めているとこ

ろでございます。口蹄疫からの再生・復興につ

いては、先ほど来、議員から御指摘のあるとこ

ろでございますけれども、もちろん、これはさ

まざまな取り組みが必要ということでございま

す。財団の行います事業と県が行います事業と

いうものを適切に組み合わせまして、全体とし

てスピード感を持って取り組んでまいりたいと

いうふうに考えてございます。以上でございま

す。

○中野廣明議員 私は、これは目的が間違って

いると思うんです。口蹄疫の復興というなら

ば、口蹄疫復興の状況で、２年前、県民にどう

いう被害なりがあったかといいますと、まずは

畜産農家、そして畜産関連農家、そして飲食店

等々とか、その時期、集会とか飲み方が減って

出る金は減ったでしょう。本当に口蹄疫で痛み

を味わった人たちがどうしているかということ

であります。しかも、今聞くと、これは宮崎県

の経済対策だというふうに聞こえる。復興対策

であれば、５年も時間をかけてやる分じゃない

と。旅館組合等も含めて、そのときのマイナス

が今、尾を引いているわけです。だから、しっ

かりこれは目的を持って、もうこれは仕方ない

話ですけれども、まだ牛関係でも、授精しな

かった部分、後で押川議員が質問しますからや

めますけど、そういう口蹄疫で損失をこうむっ

たところをいかに助けるかというのが、私は本

来の目的だろうと思っております。

それと、この事業は、観光だったら観光に４

億、５億やるわけです。従来の仕事とどこが違

うんだと。ただ５億ふえたと。総務部長、来年

になると、財団から５億来ておるから、従来の

経費を５億落としますとか、そんなことをした

らだめですよ。そういう事業なんですよ、これ

は。もうちょっと考えて。

それから、財団になりましたから、この中身

については議会では何も決議できません。そう

いうことで、私は、今回、県議会も含めて考え

ると、車の両輪というのはおかしいなと。お互

いに言うところは言って、ノーと言うところは

ノーと言うべきだなと、そんな気がいたしまし

た。私は、この計画、前から言っていますけ

ど、我々の意見は何も入っていない。そういう

ことじゃ我々も何をしているかわからん。しっ

かりノーと言うところはノーと、今後、私は

言っていこうと思っております。

次に、埋却地の確保状況はどのようになって

いるか、部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 迅速な防疫作

業を行う上で、埋却地の確保は大変重要な要素

でございまして、改正された家畜伝染病予防法

においても、家畜の所有者が遵守すべき飼養衛

生管理基準の中で埋却地の確保が義務づけされ

たところであります。これまで、家畜防疫指導

強化対策事業を活用して実施しました牛飼養農

家約7,000戸の現地聞き取り調査では、７月末時

点で「埋却地を確保している」と答えた農家は

約７割となっておりますが、すべての畜産農家

において埋却地が確保されることを基本に、10

月末を目途に、市町村と連携して、農家に対す

る指導や確保状況の全体的な把握を行うことと

しております。なお、９月１日から来年３月に

かけて実施いたします家畜防疫員による巡回調

査の中で、より詳細な調査・指導を行ってまい

ることとしております。以上でございます。

○中野 明議員 去年か、ことしの６月か、知

事にも質問いたしました。要は、県としては、
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法律どおり埋却地は個人の責任でやらせようと

いうことなんですよね。例えば鹿児島県を見ま

すと、鹿児島県は去年の11月の時点で、公有地

は調査によりできる限り可能性を確認済みとい

うことで、例えば試算では、牛は370万頭、豚

は1,570万頭を埋却可能とするということで、み

んな了解をとって、行政も一緒になってそうい

うのを準備しているということです。宮崎県は

一番痛い目に遭っているんです。その中でも、

国の検証委員会は、「口蹄疫の一義的な責任は

県にある。発生後、埋却地の早期確保ができず

時間がかかった。このことがウイルスの量をふ

やし、感染を拡大させた一因となった」と、

はっきり言われている。私もそのころよく言わ

れた。「 明さん、県は何で火元を消さんで火

の粉ばっかり消しちょっとや」と言われた。ま

さしくそうだと思うんです。法律も、最初の法

律があって埋却地でもたもたしている。特措法

をちょっと前向きで出した。そして、改正した

らまたもとの法律に変わった。それはそれでし

ようがない。国のことだから。だけど、そのと

おりやっておったら、あんなに拡大したんです

よ。責任をどこがとれということじゃないんで

す。知事なんかそのとき現場におられたわけで

すから、埋却地の一つが、東国原知事の、農政

水産部長やらのチャンバラになったと私は思っ

ているんです。そういうことを含めて、しっか

り確保すべきだと私は思っているんです。知

事、どうですか、埋却地の取得については。知

事の考え方を。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、今、

農家の方、また、市町村、関係団体と一緒にな

りながら、しっかりと埋却地の確保に努めてい

るところであります。

○中野廣明議員 知事、努めていないから私が

言うんです。全体の畜産農家の70％を回ってど

うなるかとかしか聞いていない。知事も６月の

ときにちゃんと言ったじゃないですか。「７月

には協議会を開いてそういう方針を決めます」

と答えているんですよ。ちゃんと責任持って

やってくださいよ、それは。強く要望しておき

ます。

次に、県土整備部長にお尋ねいたします。

急激な入札制度改革で業界も混乱し、業者も

土木従事者も減少いたしました。さらに業界で

は公共事業の減少を心配している。業界の入札

制度改革前と入札制度改革後の状況はどのよう

なことか。また、一般競争入札250万円の根拠、

これがどうも私は理解できません。この根拠は

どのようになっているのか。また、業種によっ

ては、入札エリアとかいろんな検討すべき課題

がまだあると思いますが、入札制度改革後の現

況について県土整備部長にお尋ねいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） まず、建設業

者の状況についてでありますが、平成23年３月

末時点における県内の建設業許可業者数は5,004

者であり、入札制度改革が進められる前の平

成19年３月末時点の5,525者から521者減少して

おります。

次に、一般競争入札を予定価格250万円以上と

した理由についてであります。指名競争入札に

おきましては、業者選定に恣意性の余地が残る

というようなことや、入札参加業者数が限定さ

れることにより競争性が不足する場合もあると

いうような問題点が、一般的に指摘をされてお

ります。そのため、入札の透明性、競争性を確

保し、談合事件により失われた県民の県政への

信頼を早急に回復する必要があったことから、

それまで指名競争入札であった250万円以上の工

事について、一般競争入札としたところであり
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ます。

次に、地域要件についてでありますが、県の

公共事業費が大幅に減少している中で、その範

囲を狭めてしまいますと、業種や地域によって

は応札可能な工事が著しく減少してしまうこと

も考えられます。そのため、入札参加機会を広

く確保した上で、価格のみの競争に加え、総合

評価落札方式を活用することにより、技術にす

ぐれ、経営努力を行い、地域にも貢献している

建設業者が受注しやすい環境を整備していると

ころであります。しかしながら、地域要件につ

きましては、これまでさまざまな御意見もあ

り、検討すべき課題の一つであると認識してい

るところであります。議員が冒頭おっしゃられ

ました、成果を出すということが大変重要だと

私も思っておりますので、そういった成果を出

すという視点で、地域要件の見直しも含めまし

て、今後とも幅広く御意見を伺いながら、入札

・契約制度の検証と必要な見直しや改善を図っ

てまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 入札で余り成果を出されると

業者のもうけがなくなりますから、ほどほどに

やってください。私は、何で佐賀県と宮崎の貧

乏県が250万円なのかなと。300万だったらどう

なのとか、いろいろあるんですよ。よく聞くん

ですけど、舗装なんか、私の家の近くの業者が

えびのに行ってしている。一方では、えびのか

ら国富に来てしておる。これも何か、もう

ちょっと業者に対して気配りがあっても─気

配りというか思いやりとか。それだけ経費が

要っているわけです。それでなおかつとってい

るということは、かなりもうけもなくなってい

るという話だろうと。今、企業は、とにかくも

うけはゼロでもいいと、資金を返すために仕事

をとらんといかんというのが多いんです。そう

いうことも含めて、造園にしてもほとんどない

ですよね。造園なんか考えると、沿道修景美

化、あれなんかも回数が減っている。私もずっ

と県道を通って帰ると、わきは草ぼうぼうに

なってゴーストタウンのようで元気がなくな

る。草刈りぐらい２～３回ふやしてもいいん

じゃないかなと思いますけど、総務部長、その

辺も含めて、とにかく県民が望むのは、県庁の

財政がよくなってくれるより、やっぱり県民の

生活が少しは元気が出るほうがましだと、喜ぶ

と思います。県民の目線で見ればそうです。そ

ういうことで、いろいろ頑張っていただきたい

と思います。

それから、私のライフワークでありました都

市計画、これに書いてあります。規制緩和、条

例の見直し、出ていました。ただ、せっかくこ

こまで見直してくれて、何で大集落じゃないと

いかんのかなとか、何で50軒じゃいかんのと。

私が言っているのは、インフラが整っている集

落のちょっと端っこになったりとか、そういう

ときはどうなるのか。担当が前向きならいいけ

れども、これはまた担当といろんなことが起

こってくる。せっかくここまで、私のライフワ

ークも８割か９割、８年ぶりにできたかなと思

うんですけど、再度いろいろ見直しをお願いし

たいと思います。

それでは、教育長にお尋ねいたします。総合

計画の中で、「全国学力・学習状況調査で平均

正答率が全国を上回る調査科目割合」の指標に

ついて、小・中・高が平成22年の50％から、26

年に75％に上げるというふうに設定されており

ます。私は、50％というのは、勉強の好きな

人、好かん人を入れて、これから上げるという

のは、かなりの何かの根拠がないと、30人学級

にすればまた別かなと思いますけど、教育長の
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見解をお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査は、小学校６年生と中学校３年生を対象

に、国語及び算数・数学の２教科について、そ

れぞれ「知識」に関するＡ問題と「活用」に関

するＢ問題に分けて、計８科目で実施されてい

るところであります。本県の平成22年度の結果

につきましては、小中学校合わせて８科目中４

科目、割合でいいますと全科目数の50％の科目

が全国平均を上回る状況でありました。その実

態を踏まえまして、本年度策定いたしました第

二次宮崎県教育振興基本計画におきましては、

小中学校ともに、すべての科目について全国平

均を上回ることが県民の皆様の願いにこたえる

ことになるという考えから、10年後の学力向上

の目標値として、全国平均を上回る科目の割合

を100％と設定したところであります。したがい

まして、宮崎県総合計画アクションプランにお

ける４年後の平成26年度の目標値としまして

は、中間的な目標という位置づけで75％という

数値目標を設定したものであります。

○中野 明議員 私は、今思うと、小学校、中

学校で学んだことが、結構、世の中で通用して

いるなと思うんです。ぜひ頑張っていただきた

いと思います。

次に、私は地元の人から聞いたんですけど、

今、地元でいろんなスポーツ少年団等が頑張っ

ております。そのたびにいろいろ協力を求めら

れますけれども、各地域でスポーツ少年が頑

張っているが、中学校の運動部活では、専門的

に指導できる教師が指導に当たっていない場合

もあると聞いている。俗に言うと、せっかく小

学校で少年スポーツ団で頑張って、中学校に

行ったら技術が落ちるとか、そんな声もあるわ

けです。教育委員会としては、状況に対してど

のように対応されているのか、お尋ねいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 学校における運動部

活動につきましては、技能の習得ばかりではな

くて、集団の仲間意識や思いやりの心の醸成、

さらには、目標達成に向けて努力する姿勢や自

分の責任を果たす態度の育成など、現在の学校

教育の大きな柱であります「生きる力」を身に

つけさせる上で、大変重要な教育活動であると

認識をいたしております。このような意義を踏

まえまして、各中学校におきましては、教員が

指導に当たっているところでありますが、御指

摘にありましたように、学校によっては、教員

配置の関係上、競技歴がなかったり、専門的な

指導ができない教員が指導に当たっている状況

も見られます。そのため、県教育委員会では、

部活動の適正な運営と基本的な指導技術の向上

を図るために、毎年度、２つから３つの競技に

つきまして研修会を実施し、その質の向上に努

めているところであります。また、県中学校体

育連盟におきましては、運動部活動の充実を図

りますために外部指導者制度を設けまして、平

成23年度は377名の方が登録をされ、指導に当

たっていただいており、このほかにも、各学校

におきましては、専門的な技術を持った地域の

方々に協力をいただいている状況があります。

県教育委員会といたしましては、今後とも、関

係団体と連携しながら教員の指導力の向上を図

りますとともに、地域の指導者にも御支援をい

ただくなど、運動部活動の充実に努めてまいり

たいと考えております。

○中野廣明議員 今、なでしこジャパンが頑

張っていますけど、小さいときから一生懸命頑

張ったああいう人たちが、そういうふうに出て

きております。やはり私は指導者が大事だと思
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うんです。仮に研修を受けたとしても、試合の

駆け引きとか微妙なところまでは研修ではどう

にもならんと思っております。私の家の近くに

も、高校を出てヤクルトに入って、体を壊して

帰ってきて、少年野球をやっている方がおられ

ます。ぜひそういう人たちをどんどん活用し

て、何も教室にばかり補助員を入れたりしない

で、こっちのスポーツのほうにもしっかり教育

長、頑張ってほしいと思います。そういうこと

で、どこでもいいんですけど、国富で採用する

とすれば、簡単に採用できるんですか。その方

法について。

○教育長（渡辺義人君） 地域の方々に中学校

の運動部活動へ協力いただく際には、学校から

地域の競技団体等に推薦や紹介をお願いする場

合ですとか、保護者等から学校に紹介がある場

合など、さまざまなケースがございますけれど

も、最終的にはそれぞれの学校長が判断するこ

とになります。今後とも、指導力のある地域の

方々の御協力をいただきながら、部活動の充実

に努めていただきたい、また、努めていきたい

と思います。以上です。

○中野 明議員 最終的には学校長ということ

であります。学校長も、１足す１が２の人もお

れば、１足す１が３、４と判断する人もおりま

す。ぜひ教育長のほうで、そういう分に対して

はしっかり前向きで対応してもらうように、通

知なり、校長先生に対して周知方をお願いいた

します。

次に、学校の医療についてお尋ねいたしま

す。昨今、軽症であるにもかかわらず救急車を

呼んだり、時間外に受診したりするなど、それ

が医療に携わる方々にとってどれだけ迷惑なこ

とであるか、モラルを疑うようなことが話題に

なります。そこで、県内の中学、高等学校にお

ける保健学習において、地域における医療の現

状、みずからの健康の管理、基本的な病気に対

する理解について、どの程度教えられているの

か、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 学校における健康教

育につきましては、子供たちが生涯を通じて健

康・安全で活力ある生活を送るための基礎を培

う上で大変重要であります。そのため、各学校

におきましては、学習指導要領に基づきまし

て、中学校では48時間、高等学校では70時間の

保健学習を行っております。その中で、地域の

医療につきましては、人々の健康の保持増進や

疾病予防の役割を担う保健所や保健センター、

医療機関があることを理解させるとともに、疾

病を予防するためには、これらの関係機関を有

効に活用する必要があることなどにつきまし

て、それぞれの発達段階に応じながら指導して

いるところであります。また、健康管理や基本

的な疾病につきましては、１つには、健康の保

持増進には、年齢、生活環境等に応じた食事、

運動、休養、睡眠の調和のとれた生活を続ける

必要があること。２つには、疾病については、

年齢、性別、免疫、生活習慣などの自分自身に

かかわる要因ですとか、大気や水質の衛生状態

等の身の回りの要因、これらがかかわり合って

発生すること。３つ目に、医薬品については正

しく使用すること、こういったことなどについ

て理解を深めることができるように指導してい

るところであります。

○中野廣明議員 関連質問をお願いいたしま

す。

○外山三博議長 清山知憲議員。

○清山知憲議員 医療と関連した教育委員会の

取り組みということで、関連質問をさせていた

だきます。
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まず、医学部進学者やその他の医療従事者を

ふやすための教育委員会の取り組みとして、ど

のように取り組まれているのか、お伺いしたい

と思います。

○教育長（渡辺義人君） 医師、看護師など医

療従事者の確保は、県政の重要な課題であり、

県教育委員会といたしましても、医療従事者を

志望する生徒の学力向上や、志を高めるための

取り組みの充実を図っているところでありま

す。具体的には、全県下の高校３年生を対象に

実施しております合同学習会におきまして、医

学部等を目指すコースを開設したり、本年度よ

り、医学部等を目指す高校２年生を対象とした

学力向上のためのパワーアップセミナーを実施

して、全県下の志を同じくする高校生が一堂に

会して切磋琢磨する機会を設け、確かな学力の

養成に努めているところであります。また、宮

崎大学の協力を得まして、「宮崎サイエンスキ

ャンプ」における医療に関する実習等や、福祉

保健部と連携して、医師になるためのガイダン

スを行う「医学部講座」を実施しております。

それから、各高等学校におきましては、インタ

ーンシップ等の実施を指導しておりまして、病

院での「一日医師体験」や「ふれあい看護体

験」、医師や看護師等による出前講座、医学部

等に進学した卒業生の体験発表などによりまし

て、キャリア教育推進の観点から、医療従事者

を目指す生徒の志を高める取り組みの充実に努

めているところであります。さらには、医療体

制の整備という地域の要請や、医療を目指す生

徒の夢の実現のために、普通科高校において、

メディカル・サイエンス科等への学科改編を

行っているところであります。今後とも、本県

の将来を担う、また将来の医療を担う人材の育

成に積極的に取り組んでまいります。以上で

す。

○清山知憲議員 ありがとうございます。地域

社会の課題に関して、教育委員会が積極的に取

り組んでおられることがよくわかりました。し

かし、県内で、私立学校を除いて県立高校だけ

でも8,000名を超える学生が毎年卒業されており

ますけれども、教育委員会の地域社会の課題に

対するコミットメントを、医療分野に進む学生

以外の一般の学生方、広くその方々に向けてい

ただくことで、より地域医療の体制を守る、そ

うしたインパクトをもたらすことができるん

じゃないかと思いまして、次の質問を用意いた

しました。

先ほど中野議員からございましたとおり、学

生のうちから医療提供体制への理解、もしくは

薬や基本的な病気に関する理解を深めていただ

くことで、将来にわたって限られた医療資源を

有効活用し、また、自身の健康増進を図ること

ができると考えております。先ほど、保健学習

に関して御説明がありましたけれども、学習指

導要領に基づく保健学習以外でも、保健指導と

いった機会においてそうした理解を深めていた

だくことが必要かなと考えますが、教育長の見

解をお伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 各学校では、子供た

ちが保健学習で習得した知識を活用いたしまし

て、自他の健康を管理したり、受診の際などの

適切な意思決定や行動ができる実践力を身につ

けられるように、道徳教育、特別活動等と関連

づけながら、教育活動全体で健康に関する指導

に取り組んでいるところであります。具体的に

は、高等学校の保健学習においては、救急時や

休日・夜間には医療が受けにくいことや、医療

を受けるのが不便な地域があることなどについ

て理解させますとともに、１つには、病気やけ
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がの状態に応じて適切な治療を受けるために

は、身近にかかりつけ医を持つこと。２つに

は、より精密な検査や専門的な治療が必要なと

きには、かかりつけ医からの紹介を受けて適切

な医療機関で受診することなど、医療機関の有

効利用について指導しているところでありま

す。また、医薬品につきましても、使用回数、

使用時間、使用量などにつきまして正しく理解

する必要があることを指導することとなってお

りますが、学習活動はもちろんでありますけれ

ども、修学旅行等の宿泊を伴う学校行事の前後

に行う特別活動ですとか、健康相談等の保健指

導で改めて関連づけて取り扱うなど、実践力を

高める指導の工夫・改善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、御

指摘の点を十分踏まえまして、学校医や学校薬

剤師等と連携を図りながら、子供たちが社会の

一員として、将来にわたり適切な判断や行動が

できるように、健康教育の一層の充実に努めて

まいりたいと考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。私自

身、救急医療の現場で働いていたり、もしくは

先日行われた宮大の医学生による急病センター

での調査結果を拝見しますと、若年者におい

て、夜間当直体制への理解がなかったり、基本

的な体調管理、健康管理に関しての理解が乏し

かったりすることを非常に強く実感いたしま

す。延岡市などでは、地域の医療体制を守るた

めの市民運動が非常に盛り上がりを見せたりし

ておりますけれども、新聞や宮崎県の広報番組

などを全く見ない若年者が毎年ふえておりまし

て、行政のメッセージが届かない人たちがふえ

ている印象を持ちます。そういった意味では、

高等学校などでの公教育というのは、公共への

理解や自身の健康管理への理解を深める最後の

とりでかなと思いますので、一層取り組みの充

実をよろしくお願いしたいと思いまして、終わ

りとさせていただきます。

○中野廣明議員 あと４分残っております。

今、後悔しておりますけど、２～３問通告を取

りやめました。惜しいなと思っていますけど、

最後に一言だけ申し上げたいと思います。

今の時期、行政は大変であります。民間も大

変であります。そのためには、まずは県が中心

になるわけですから、知事を中心に、この改革

プランでは職員の研修、意識改革とか書いてあ

りますけど、私は、まず、管理職、課長以上の

意識改革、目的追求というようなものをしっか

り持ってやっていただきたいと思っておりま

す。また、議会も同じように、我々は地域の代

弁者だと思っております。我々が地域の意見を

伝えるということだと思います。そういうこと

を考えますと、やっぱり車の両輪というのはお

かしいなと思うんです。議論をばんばんやっ

て、イエスかノーかと、それぐらい、こういう

ときこそやらんといかんのかなと思って、少し

心新たにしたところであります。

どうもきょうはお疲れさまでした。（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。

午前11時45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、自由民主党、押川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） 午前中に

引き続きまして、自民党を代表して代表質問を

させていただきます。
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近畿・東海地方を中心に大雨をもたらしまし

た台風12号は４日未明に日本海に抜けました

が、この台風により、奈良県上北山村では、８

月30日の降り始めからの雨量が1,800ミリを超え

る記録的な豪雨となり、また周辺各地も大雨に

よって土砂崩れや河川の増水、はんらんが相次

ぎ、一部メディアによりますと、本日までに死

亡者が50名、行方不明者が55名となり、平成に

入って以降、最悪の事態となるおそれが出てき

ておるようであります。亡くなられた皆様方に

は心からお悔やみを申し上げますとともに、被

害に遭われた方にはお見舞いを申し上げたいと

思います。そして、一日も早い復興を願ってお

るところであります。

それでは、通告に従いまして順次質問を行い

ます。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

河野知事が東国原前知事の後を継ぐ形で知事

に就任して７カ月余りが過ぎますが、知事が就

任半年を迎えた７月21日前後、新聞各紙に半年

間の知事の県政に対する姿勢についての評価が

掲載されておりました。各市町村長や県民の多

くは、知事の話を聞く姿勢を高く評価されてお

ります。一方では、存在感が余りないという指

摘が多いようであります。これは、知名度が異

常に高かった前知事との単純な比較でそういう

印象になってしまうのでしょう。仕方がない側

面もありますが、私は、そもそも河野知事にパ

フォーマンスなど必要はないと思います。た

だ、パフォーマンスはなくても、河野知事らし

さはもっと出していくべきではないかと考えて

おります。知事は、記者会見やインタビューな

ど公の場での発言で、非常に慎重な言い回しを

されます。官僚的な話し方と言われる人もおり

ますし、政治家であるわけですから、こうした

ところにも、もっと知事らしさがあってもよい

のではないかと思いますけれども、政治家とし

ての知事をもっと意識して、今後どのような姿

勢で県政に臨んでいかれるのか、お伺いをしま

す。

壇上からの質問は以上で、後の質問は質問者

席から行います。以上であります。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

私の政治姿勢についてということであります

が、知事就任以来７カ月余りたちました。県民

フォーラム、それから市町村長との円卓トーク

など、さまざまな意見交換、またいろんな団体

との意見交換をさせていただいておりまして、

いろいろな御意見、御指摘をそれぞれ真摯に受

けとめますとともに、政策の立案、実施に当

たっては、そういった問題というものを、本質

を見きわめた上でしっかりと自分のカラーも出

せるようにと取り組んできておるつもりではあ

ります。これまで、東日本大震災に対して本県

独自の支援を行う「みやざき感謝プロジェク

ト」でありますとか、県内経済の活性化を図ろ

うという「みやざき元気プロジェクト」、さら

には県民総ぐるみで子育てを頑張っていこうと

いう「未来みやざき子育て県民運動」などの施

策に、私なりの思いを注いだところでございま

す。

今、質問議員御指摘のように、記者会見な

り、いろんな答弁の中で、慎重な物の言い回

し、それがえてして官僚的ではないか、また思

いが伝わらないのではないかという御指摘をい

ただいておるところでございます。そういった

御指摘もしっかり受けとめながら、前任者が歯

にきぬ着せぬ物言いをして、いろいろ物議を醸
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したというところもございまして、それをそば

で見ていた人間としましては、余り無用な波風

を起こしたくないという思いがついついあるわ

けでございますが、でも大事なことは、午前中

の議会でも御指摘がありましたように、やはり

知事としての思い、それから県としてどういう

ことがしたいんだということをしっかりと県民

の皆様にお伝えをして、そして一緒の方向を向

いて、それぞれの力を合わせていくということ

だというふうに考えております。政治家として

は、方向性を示す、夢を示すこと、将来を示す

ことが大変重要だと考えておりますので、自分

のいろんな物言いも含めて、しっかりと政治家

としての立場を踏まえて、県民の皆様の先頭に

立ってこの宮崎を率いてまいりたい、そのよう

に考えております。以上であります。〔降壇〕

○押川修一郎議員 知事らしさというのが、今

の答弁ではどうもやっぱりトーンが落ちている

なというふうに私は思います。知事になられ

て、政治家でありますから、おれについてこい

というぐらい、おれが宮崎を引っ張っていくん

だという気概を持って県政を引っ張っていって

いただかなければ、この宮崎丸は、本当に大変

な時代でありますし、沈没するわけにはいきま

せんから、知事、もっと、らしさ、自分らしさ

というものを出してほしい、そんなふうに思い

ます。もう７カ月たつわけでありますから、そ

ういう気持ちでぜひやっていただければありが

たいと思います。

次に、県職員の不祥事についてであります。

先日、県職員による公用郵便切手の横領事件

が明らかになりましたが、その直前にも県職員

による盗撮事件が相次いで発生しております。

知事は今議会の冒頭で謝罪されましたが、これ

だけ繰り返し不祥事が起きている状況を考えれ

ば、謝罪だけでは済まないような気がしてなり

ません。近年の県職員による不祥事の件数はど

ういった状況なのか、再発防止に向けた実効性

のある対策はどのように考えているのか、知事

にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 平成19年度以降でござ

いますが、知事部局におきましては、交通法令

違反を含みます35件の不祥事が発生しまして、

当事者65名、管理監督者54名に対して懲戒処分

を行い、当事者のうち４名を免職としておりま

す。平成19年度は、談合事件でありますとか、

不適正事務処理の問題等がございましたので、

かなり数字も、19年度以降の数字としては多く

なっているところでございます。

職員の服務規律の保持につきましては、研修

機関はもとより、すべての職場におきましてコ

ンプライアンス研修を実施しますとともに、年

に２回、服務通知を発しております。さら

に、19年度の不適正な事務処理の発覚などを受

けまして、全庁的なコンプライアンス推進体制

の整備を図るとともに、物品管理体制の見直し

や、準公金などの取り扱いの厳格化を図り、指

導を徹底してきたところでございます。このよ

うな取り組みを進めてきたにもかかわらず、今

回、公用切手の横領事件を初めとします不祥事

が発生しましたことは、痛恨のきわみでありま

して、県議会、そして県民の皆様に改めて深く

おわびを申し上げる次第であります。

一連の事件を受けまして、９月１日にコンプ

ライアンス推進委員会を開催し、委員長である

副知事から全職員に、メールの形での通知であ

りますが、通知を発して、職務規律の保持を強

く指導したところであります。今後とも、職員

一人一人の綱紀粛正を改めて徹底いたしますと

ともに、個々の事務処理におきます非違行為の
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発生を防ぐ新たな仕組みづくりなど、再発防止

に全力で取り組んで、県民の皆様の信頼回復に

努めてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 繰り返し職員のそういう研

修あたりをされておるわけでありますけれど

も、なかなか改善が見られないということにな

るというふうに思います。そういう中で今回、

副知事が先頭に立って全職員に通知をされたと

いうようなことでありますし、繰り返し起きて

いることが問題であるわけでありますから、今

後、県民の皆様の信頼を損なわないような形の

中で、しっかり取り組んでいただきたいという

ことを要望として申し上げておきたいと思いま

す。

次に、県政の情報発信についてお伺いをいた

します。

全国の知事あるいは市町村長などは、ありと

あらゆる形で自分たちの地域の情報発信を行っ

ております。本県の場合、この分野では前知事

が全国的に見てもかなりたけていたと思いま

す。芸能活動を長い期間やっていたことを考え

れば、それはある意味、当然のことだと思いま

す。しかし、こうした同じやり方をまねしても

仕方がない、そのことは知事自身十分認識され

ていると思います。このために知事は、観光や

物産などの定着・定番化を図ることを目的に、

「オールみやざき営業チーム」として、民間と

行政が一体となって、そしてメディアとも連携

・協力をしながら、県外に向けた情報発信や販

売促進を行う取り組みを始められました。知事

一人の、自分自身の個性に頼らないＰＲ方法

は、実によいアイデアだと思いますし、まさに

県民総力戦、県庁総力戦で宮崎を県外に売り込

んでいく、大変重要なことだと思います。た

だ、一つ残念なのが、この取り組みが現在は観

光や物産など限られた分野で行われているとい

うことであります。６月議会で清山議員が取り

上げました医師確保に関する知事のトップセー

ルスを初め、企業誘致や移住など、まさにオー

ルみやざきで総合的に取り組んで、ＰＲや情報

発信を行っていくべきであると思いますが、知

事の考え方をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要な点でありま

す。この厳しい状況の中で県民一人一人の力を

結集した県民総力戦を呼びかけておるところで

ございまして、県庁としましても、限られた人

的資源、物的資源、財源などを有効活用するた

めに、まさに御指摘のありましたような県庁総

力戦が必要だろうということで、例に挙げてい

ただきました観光、物産分野におきましては、

「オールみやざき営業チーム」をつくって取り

組んでいるところであります。杉のＰＲであれ

ば、「チームみやざきスギ」というものをつ

くってやっておるわけでございますが、今、御

質問がございました企業誘致、移住促進、医師

確保、こういった分野につきましても、その基

本的な考え方は同様でございます。

例えば、企業誘致につきましては、私が本部

長を務めます企業立地推進本部を設置しまし

て、全庁的に企業誘致に関する情報を収集す

る、アンテナを立てる、企業立地推進局に情報

を集約して取り組んでいこうということで進め

ておりますし、医師確保につきましては、教育

委員会や病院局と連携した取り組みであります

とか、全職員向けに医師や医学生に関する情報

提供を依頼するなど、職員のネットワークを活

用した取り組みを行っております。また、今年

度は、医師確保対策をより効果的に推進するた

め、宮崎大学、県医師会及び市町村とも連携し

た「地域医療支援機構」を立ち上げるというこ
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とにしておるところでございます。移住促進に

ついても、同様の基本的な考え方で取り組んで

おります。さまざまな行政課題に対しまして、

「オールみやざき営業チーム」と同じような発

想で、県庁総力戦で当たってまいりたいと考え

ております。

○押川修一郎議員 わかりました。特に、企業

誘致とか医師確保というのは県政の重要課題で

ありますので、ぜひ知事が先頭になって頑張っ

ていただきますようにお願いをしておきたいと

思います。

次に、宮崎県民歌についてお伺いをいたしま

す。

知事にお尋ねいたします。県民歌、３番まで

とは言いません、１番だけでもよいですが、歌

うことができますか。あるいは歌詞は御存じで

しょうか。

○知事（河野俊嗣君） いろんな行事で聞きま

すし、１番の歌詞は存じております。２番、３

番まではなかなかですが、歌うこと、そのメロ

ディーラインも覚えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。歌

えるということで、真の宮崎県民になられたん

だなというふうに思うところであります。ぜひ

歌声も披露していただきたいと思っておりまし

たけれども、本日は時間もありませんから、ま

た別の機会でお願いをすることにしたいと思い

ます。

実は県民歌は、昭和38年、置県80年を記念し

てつくられたものでありますが、歌詞は全国か

らの公募だったようであります。最終的には、

日南市の酒井さんという方の詩が採用されてお

るようであります。この歌には、本県の豊かな

自然がいつまでもあり続けてほしい、未来に向

かって県勢が大きく発展してほしいといった作

詞家の気持ちが込められているように思いま

す。メロディーも非常にやわらかいため、聞い

ていて心がすっと和んでくるような実感ができ

ます。これだけすばらしい県民歌でありなが

ら、公の場で歌われる機会が少ないのではない

かと思います。できれば、県主催のイベント、

行事などでもっと積極的に県民歌を活用すべき

ではないかと考えますが、知事の考え方をお聞

かせください。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、この

歌詞、特に１番の歌詞は、宮崎の自然環境のす

ばらしさがぎゅっと濃縮されたいい歌詞だと思

いますし、メロディーラインも大変覚えやす

く、テンポもいい、よくできた曲ではないかと

いう印象を受けております。県民の皆様に親し

まれ、愛唱されますように、県主催のスポーツ

大会などで歌っていただくなど、周知に努めて

おりますし、県民手帳や県のホームページにも

歌詞や楽譜を掲載しております。直接音楽を聞

きたい方は、ホームページからダウンロードで

きるほか、御要望があれば複製したＣＤもお送

りするというようなことも取り組んでおるとこ

ろでございます。今後とも、県民歌が県民の皆

様に浸透して、いろんな機会に歌われるよう、

県の広報誌によるＰＲや市町村などへの働きか

けに努めてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 私も県の行事、いろんなと

ころに出ますが、６月に開催されます県民さわ

やかスポーツ大会、このときには歌いますけれ

ども、後はほとんど聞いたことがありませんか

ら、ぜひ、今ありましたとおり、いろんなとこ

ろでやっていただきたいと思います。

次に、同じく県民歌について教育長にお尋ね

いたしたいと思います。教育長は県民歌、大丈

夫ですね。
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○教育長（渡辺義人君） 美声ではありません

が、ちゃんと歌えます。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。答

弁を聞いてほっといたしました。この県民歌

は、ぜひ子供たちに覚えて歌ってもらいたいと

私は考えております。自分たちの郷土の歌なの

ですから、学校の校歌のように、将来どこへ

行っても幾つになっても、郷土のことを思いな

がら口ずさんでもらえるようにしてもらいたい

と考えております。これは、まさに教育基本法

や宮崎県教育振興基本計画にある「我が国と郷

土を愛する」理念と合致するものであります。

学校において県民歌を現在どのように教えてい

るのか、また学校行事等での県民歌の活用のあ

り方について教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 宮崎県民歌について

でありますが、本県におきましては、子供たち

が県民歌に親しみを持つよう、音楽科の宮崎県

版の副教材の中に掲載しておりまして、音楽の

授業などで指導している学校もございます。ま

た、高校生などを含む選手たちが参加します国

民体育大会の結団壮行式などの際に歌うこと

で、県民の代表としての意識を高めているとこ

ろであります。さらに、新規採用教職員の研修

会におきましても、県民歌を歌い、本県教職員

としての自覚を促すとともに、県民歌のすばら

しさを子供たちに伝えることができるように指

導しているところであります。県民歌は、郷土

の豊かな自然や風土、未来への夢などを明るく

さわやかに表現したものであり、私自身、大変

愛着がございます。今後、学校行事や県レベル

の大会での活用を検討するなど、県民歌の輪が

広まっていくよう、いろいろと工夫してまいり

たいと考えております。以上です。

○押川修一郎議員 これは、平成21年４月４

日、宮日の「窓」欄に載っておりました。宮崎

在住の主婦の岡本さんといわれる方であります

が、今は農業大学校でありますけれども、当

時、営農研修所、ここからある時間になると県

民歌が流れておって、学校で習わなくても自然

と歌を覚えて、今、この歌を聞くと懐かしく感

じられるというような投稿であります。そし

て、学校や職場でも毎日流してみてはどうだろ

うかとか、県民が一緒に歌える郷土の歌として

歌い続けていけたらと思う一人ですということ

であります。「ああ、我が郷土宮崎県」、軽快

なリズム、明るく元気の出る歌だということで

あります。

それから、これは７月14日でありますが、や

はり宮日の「窓」欄に載っておりましたけれど

も、県民歌の意義、当局の考えはということで

投稿が来ております。ぜひ広報誌あるいはラジ

オを使って流してほしいというような要望が来

ておるところであります。先ほどありましたよ

うに、知事も教育長も、また幹部の皆さん方

も、いろんなところでこれを協議していただい

て、宮崎県人であることを意識しながら頑張っ

てもらえるような、そういう県民歌にしていた

だければありがたいと思います。

次に、県の財政状況等についてお伺いをいた

します。

長引く景気の低迷により、国、地方の税収の

増加が期待できない中、ふえ続ける社会保障関

係費の財源につきましては、国における「社会

保障と税の一体改革」の具体的な取り扱いがい

まだ明らかにされておりません。本県におきま

しては、これまで基金の取り崩しに頼らざるを

得ない財政運営を強いられてきております。６

月に策定されました「みやざき行財政改革プラ

ン」におきましては、何の対策も行わなければ
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多額の収支不足に陥り、財政再生団体に陥るお

それがあるとされ、財政健全化に向けての取り

組みが進められるということで、大きな課題に

なっておるところであります。

一方で、県内経済や県民の暮らしに目を転じ

てみますと、昨年の口蹄疫の発生以来、高病原

性鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火により、基

幹産業であります畜産業を初めとする農業や、

その関連産業はもとより、観光業や運輸業な

ど、県内経済のあらゆる分野に深刻な影響が生

じております。県財政の大きな役割の一つは県

内経済の活性化であり、このような時期だから

こそ、地域経済を回し、県民生活の安定や県内

経済の復興を図るための取り組みを進めること

が重要であると考えますが、そのためには本県

の財政がどのような状況にあるのかが大きなポ

イントとなります。そこで、県の財政状況につ

いてどのようにとらえられているのか、知事の

基本的考え方をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県の財政は、そもそ

も県税を初めとする自主財源が約３割、それ以

外の地方交付税や国庫支出金などの依存財源の

比率が高いという、まず構造的な問題を抱えて

いるところであります。さらに、貴重な自主財

源であります県税というものが、長引く景気の

低迷、さらには口蹄疫等の影響によりまして、

減少傾向が続いているという厳しい状況、さら

には依存財源である地方交付税につきまして

も、近年、減少傾向に歯どめがかかっておりま

すものの、三位一体の改革以前の水準を下回っ

ている状況にあるなど、厳しい財政運営を余儀

なくされているところであります。

なお、県債残高につきましては、償還財源が

確保されております臨時財政対策債などを除い

た場合、今年度末で6,348億円まで圧縮が図られ

る見込みではありますが、引き続き、一定の公

債費負担が続くものと考えております。

このような状況の中で、少子高齢化の進展に

伴いまして、毎年度、数十億円単位となる社会

保障関係費の増嵩等に対応しながら、口蹄疫か

らの再生、さらに疲弊した県内経済の復興対策

などに多額の財政負担が見込まれることになり

ますので、本県の財政状況は、大変厳しい状況

に置かれるものと認識しております。

○押川修一郎議員 まさしく今、知事が言われ

たとおりで、私たちもそこらあたりは十分認識

をしておかなければならぬというふうに思いま

す。

そういう中で、次に、来年度の予算編成につ

いてでありますけれども、知事就任後最初の予

算となった23年度予算につきましては、当初の

骨格予算と６月の肉付け予算で２回にわたり編

成がされたということであります。これは、知

事の政策提案の実現に向けた取り組みを初め、

県内経済への波及効果の高い県単公共事業の追

加的な措置など、本県の実情を踏まえた予算編

成であったというふうに評価をするところであ

ります。

しかしながら、今申し上げましたように、県

内経済は回復に向けた端緒についたばかりであ

り、まだまだ後押しが必要な状況であります。

また、東日本大震災の発生を契機とする県民の

安全確保に対する取り組みの充実や、医師不足

への対応、さらには道路や港湾の整備など、本

県には数多くの課題が山積しており、私たち県

議会自由民主党も先日、来年度に向けた知事へ

の申し入れを行ったところであります。財政状

況が厳しい中、県財政のかじ取りは非常に難し

い局面を迎えると思いますが、就任されて２回

目となる平成24年度の予算編成について、知事
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の基本的な考え方をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど御説明しました

本県の厳しい財政状況を踏まえますと、まずは

基金の取り崩しに頼らない、将来にわたって健

全性が確保される財政構造への転換に向けた取

り組みというものを、引き続き着実に実施して

いく必要があろうかと考えております。また同

時に、口蹄疫の発生や新燃岳の噴火等によりま

して停滞している県内の経済の活性化を図る

「みやざき元気プロジェクト」というものを推

進していくとともに、議員御指摘のとおり、東

日本大震災を契機としました県民の安全・安心

を確保する取り組みでありますとか、地域医療

の確保、さらには東九州自動車道を初めとする

社会基盤の整備など、さまざまな重点施策にも

取り組んでいくことが重要であると考えており

ます。したがいまして、平成24年度の当初予算

につきましては、６月に新たに策定をいたしま

した第３期の財政改革推進計画に基づきまし

て、徹底した財源の捻出に努めながら、選択と

集中の考え方のもとに、県が抱えるさまざまな

課題に的確に対応した優先度の高い事業に、積

極的に取り組んでいく必要があるものと考えて

おります。

○押川修一郎議員 特に、県単公共事業は機械

的に削るのではなくて、社会資本整備がおくれ

ている本県においては、特に選択と集中を進め

る中でしっかりやってほしいというふうに要望

しておきたいと思います。

次に、防災対策についてお伺いをいたしま

す。

県庁舎の耐震についてであります。去る７

月25日、宮崎県防災会議地震専門部会が開催さ

れ、東日本大震災を受けて改定する地域防災計

画の基礎となる地震・津波被害の想定につい

て、日向灘地震の想定を現在のマグニチュー

ド7.5からマグニチュード８ないし９へ引き上げ

るよう求める意見が出されたということであり

ます。過去最大の日向灘地震は江戸時代の1662

年に発生をしておりますが、このときの地震の

規模はマグニチュード7.6、震源が日向灘沖合の

浅いところにあった可能性が指摘をされてお

り、場所によっては震度６の揺れがあったので

はないかと推定をされております。このときと

同じように、沖合の浅い部分を震源として仮に

マグニチュード８ないし９の地震が発生する

と、県庁舎の多くが甚大な被害をこうむるので

はないかと危惧されております。６月議会の私

の質問で、本庁舎のあり方は今後検討したいと

の答弁をいただいておりましたが、地震規模の

想定が高目に見直されることになった場合、全

庁舎の耐震について改めて見直しを行う必要が

あるのではないかと考えますが、総務部長の見

解をお聞かせください。

○総務部長（稲用博美君） 県庁舎につきまし

ては、必要な耐震補強工事を行いまして、建築

基準法に基づく耐震性能は確保されております

が、中には老朽化が進んでいるものもあります

ことから、日向灘地震で現在想定されておりま

す震度６強の地震が発生しました場合に、建物

が倒壊する危険性は低いものの、ひび割れ等に

よりまして、業務での使用が困難となる事態が

懸念されるところであります。このため、現

在、災害時の行政機能の維持を図るため、新た

な災害対策拠点施設の整備を含めた県庁舎のあ

り方について、庁内に検討委員会を設置して検

討を行っているところであります。日向灘地震

の想定規模につきましては、県地域防災計画の

見直しの中で現在、検討を進めているところで

ありますが、その結果、地震想定規模が引き上
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げられました場合には、県庁舎の耐震性能の再

点検を行いまして、必要な対策を進めてまいり

たいというふうに考えております。

○押川修一郎議員 しっかりお願いをしておき

たいと思います。

次に、道路、橋梁の津波対策についてであり

ます。阪神・淡路大震災や今回の東日本大震災

を見まして、地震発生直後の救急活動や火災な

どの２次災害への対応、水や食料などの緊急物

資の輸送を初め、復旧活動に際しての機材や人

員の輸送など、地震発生時における道路機能の

確保は重要な課題であると改めて認識をしたと

ころであります。

県においては、宮崎県地震減災計画に、緊急

輸送道路の未改良箇所や危険箇所の整備促進、

優先確保ルートの橋梁の耐震化などについて具

体的な数値目標を掲げ、着実に耐震化の取り組

みを推進されております。しかしながら、これ

はあくまでも地震についての対策であるという

ふうに聞いておりまして、津波の想定はなされ

ていないということであります。東日本大震災

を踏まえれば、緊急輸送道路や橋梁の津波対策

も急を要すると思いますが、津波に視点を置い

た対策を今後どのように講じていくつもりなの

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） 道路や橋梁の

津波対策につきましては、我が国の道路施設が

津波により被災した事例が少なく、研究も進ん

でいないことから、現在の設計基準等に反映さ

れていないところであります。道路施設に対す

る津波対策としましては、例えば、想定される

津波の高さ以上に道路をかさ上げすることが考

えられますが、沿道の住民生活への影響を考慮

しますと、現実的には困難であります。

このため県としましては、災害時の迂回路や

救援ルートとなる緊急輸送道路などの橋梁の耐

震化や、落石防止等の防災対策を引き続き重点

的に推進しますとともに、被災して交通途絶と

なった場合には、緊急輸送道路の応急復旧を最

優先に、全力で取り組んでまいりたいと考えて

おります。また、今後は、津波からの速やかな

避難を促すため、道路標高の表示方法の検討

や、道路情報板による情報提供などの対策にも

取り組みたいと考えております。

○押川修一郎議員 確かに一番なのは、津波、

地震、そうでありますけれども、１秒でも早く

１メートルでも高く避難をするようにというこ

とが今、言われているようでありますし、いつ

いかなるときにこういう状況になるかわかりま

せんから、そういう方向の中で今後もしっかり

取り組んでいただきますようにお願いをしてお

きたいと思います。

次に、液状化対策についてお尋ねいたしま

す。先日、私たちは、千葉県香取市や浦安市の

液状化被害の実態を視察してまいりました。地

盤が緩み、電柱が土中にずっぽりと埋まった

り、反対にマンホールが浮き上がったり、道路

や歩道が陥没して、自動車や人の往来に支障を

来しておるところも多数見受けられました。液

状化の恒久対策には、地盤の改良を含めた大規

模な工事が必要になり、多額の費用がかかると

されております。また、湾岸部だけでなく、内

陸部でも沼や川の埋立地、下水道工事などで埋

め戻しに砂を使っているエリアなど、液状化リ

スクの高い地域は多いと言われております。本

県において液状化の危険性が高い地域はどう

いったところがあるのか、総務部長にお伺いし

ます。また、この液状化について特に緊急輸送

道路の対策はどのようになっているのか、県土

整備部長にお伺いいたします。
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○総務部長（稲用博美君） 県では、平成19年

に実施いたしました「地震減災計画策定に係る

地震・津波被害想定調査」におきまして、ボー

リング調査や土質試験の結果、また地下水の水

位などをもとに液状化の危険性が高いと考えら

れます地域を予想しております。その中で、日

向灘地震が発生した場合には、宮崎市、延岡

市、日南市、串間市、門川町などの海岸沿いを

中心に、西都市や国富町などでも液状化の危険

性が高いと予想しているところであります。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 本県における

緊急輸送道路を初めとする国県道の液状化対策

につきましては、橋梁などの重要な構造物の設

計におきまして、基礎地盤が液状化すると判定

された場合には、基礎ぐいの本数をふやすなど

液状化の影響を考慮した設計を行うこととして

おります。

なお、今回の東日本大震災の液状化による被

害の発生を受けまして、国において液状化対策

技術検討会議が設置され、検討成果が８月末に

示されたところであります。この成果を受け

て、各技術基準のあり方が検討されますことか

ら、県といたしましては、これらの状況を踏ま

え、今後とも、液状化対策につきまして、適切

に対応してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ただいま総務部長並びに県

土整備部長にお答えをしていただいたところで

ありますけれども、先ほど言いましたとおり、

２カ所を見てまいりましたが、本当に大変な状

況であります。今できておるものに対しては仕

方ないというふうにも思いますけれども、これ

は安全性の面から対策はしてほしいと思いま

す。今後においては、湾岸部あるいは内陸部に

あってもこういう危険性があるということであ

りますし、液状化になるおそれがあるというこ

とでありますから、液状化対策はしっかりやっ

ておく必要があるなというふうに思います。今

の答弁でも出てきておりますから、今後、対策

は十分やっていただきたいというふうに思って

おります。

次に、地域と連携した避難訓練についてであ

ります。東日本大震災が発生した時刻は午後２

時46分、被害に遭った子供たちの多くが下校途

中、あるいは下校後に津波に遭遇しておると見

られます。関係者によりますと、地震があと１

時間おくれれば子供たちの被害はさらに大きく

ふえた可能性が高いというふうに言われており

ます。登下校ということになりますと、学校の

先生が避難誘導を行うことも簡単にはできませ

ん。そうなると、学校のある地域との連携が重

要ではないかというふうに考えます。地域全体

で子供たちを避難誘導する、そのためには日ご

ろから地域と連携して避難訓練を行うことが大

切だと考えます。特に、今回地震が発生した平

日の昼間であれば、仕事で会社など勤めに出て

いる大人が少ない時間帯でもありますので、そ

うしたことなども視野に入れて、学校において

訓練を行っておくことが必要ではないかと考え

ますが、教育長の考えをお聞きいたします。

○教育長（渡辺義人君） 災害はいつどこで発

生するとも限りませんことから、各学校におき

ましては、学校以外で遭遇した場合につきまし

ても、近くの高台にすぐに避難するなど、子供

たちが自分の身を守るための行動について具体

的な指導を行いますとともに、その指導内容に

つきましても、保護者等へ広く周知していると

ころであります。また、県内におきましては、

地域住民と子供たちが一緒に地域を回りなが

ら、危険箇所や避難場所を確認する取り組み

や、地域と学校が合同で避難所を運営する訓練
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を実施している学校もございます。このような

地域と連携した取り組みは、子供たちがみずか

ら適切に判断し、行動できる資質や能力を育成

する上で、非常に効果的な取り組みだと考えて

おります。県教育委員会といたしましては、学

校が主体となる避難訓練に加えまして、例えば

地域が実施します自主防災訓練に子供たちも参

加するなど、学校と地域が連携した取り組みを

推進することにより、各学校における防災教育

が一層充実するように支援してまいりたいと考

えております。以上です。

○押川修一郎議員 確かに大事なことは、子供

たちがみずから適切に判断ができる、そして行

動ができる、そういった能力を育成する、そう

いう意味からも、地域コミュニティーの中でそ

ういった訓練等にもぜひ子供たちを出していた

だきますように要望しておきたいと思います。

次に、高齢者対策についてお伺いをいたしま

す。

65歳以上のひとり暮らしの高齢者は全国的に

増加しており、平成17年度の国勢調査では386万

人、高齢者人口に占める割合が19％となってお

ります。同じく本県におきましても、ひとり暮

らし高齢者は平成17年が約４万7,000人となって

おり、５年前の平成12年と比べて約7,500人も増

加している状況であります。このような中、懸

念されるのが、ひとり暮らしの高齢者がだれに

もみとられることなく息を引き取り、その後、

相当期間放置される、いわゆる孤独死の増加で

あります。孤独死または孤立死と言われている

ようでありますが、定義が確立していないた

め、きちんとした統計が存在しないとのことで

あります。しかしながら、ひとり暮らし高齢者

が増加していることを考えれば、孤独死が必然

的に増加していくことは明らかであります。そ

こで、お尋ねします。確たるデータはないと思

いますが、本県における孤独死の実態を県はど

のようにとらえているのか、またその防止策と

して具体的にどのような取り組みを行っている

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） ただいまお話

がございましたとおり、孤独死につきまして

は、明確な定義がなされておらず、統計的に把

握することは困難なところでございます。

なお、私どもで宮崎県高齢者孤独死防止対策

連絡会議というのを設けておりますけれども、

そこで把握しております平成22年中の65歳以上

独居者、ひとり暮らしの方の検死件数でござい

ますが、これが281件となっているところでござ

います。

このような中、孤独死を防止するため、県に

おきましては、市町村や住民による見守りなど

の活動を支援いたします「共に支え合う地域福

祉推進事業」や「地域支え合い体制づくり事

業」などに取り組みますとともに、警察や消

防、市町村等で構成する連絡会議を開催いたし

まして、対応策の検討や連携の強化を図ってい

るところでございます。また、市町村におきま

しても、ひとり暮らしの高齢者などに対しまし

て、民生委員による訪問活動や配食サービスな

どを通じた安否確認、緊急通報システムの設置

などを行っているほか、民生委員、福祉協力員

などによります見守りネットワークの構築等に

取り組んでいるところでございます。今後と

も、市町村などと連携しながら、孤独死される

方を一人でも減らすことができるよう努めてま

いりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。22

年中に65歳以上の独居死の検死件数が281件とい

うことでありますけれども、恐らく今後さらに

平成23年９月７日(水)



- 45 -

ふえていくというように想定ができるわけであ

ります。今ありましたとおり、市町村を初め、

いろんな関係団体の方々との連携をしながら、

十分対応していただきますようにお願いをして

おきたいと思います。

次に、買い物弱者対策についてであります。

買い物弱者は、高齢者が多く暮らす過疎地や高

度成長期に建てられた大規模な団地などで、徐

々に増加の兆候が見られ始めているとのことで

あります。その数は全国でも約600万人とも言わ

れております。先月、宮日新聞に延岡市内で実

施された高齢者に対するアンケート調査の記事

が掲載されておりましたが、高齢者の45％が買

い物に不便さを感じているとのことでありまし

たので、本県にも相当程度の買い物弱者がいる

のではないかというふうに推測されます。

買い物弱者は新たな行政課題だと思います

が、この対策に積極的に取り組んでいる事例が

幾つかあります。例えば、コンビニのセブンイ

レブンが、ＪＡと組んで過疎地などでの移動販

売を行っております。また、福岡県の芦屋町で

は、中心市街地の空洞化で買い物が不便になっ

た高齢者を支援するため、町がスーパーマー

ケットの店舗を建設し、運営を民間に委託する

という取り組みを始められておるようでありま

す。買い物弱者対策は、民間だけあるいは行政

だけで取り組める問題ではありません。民間と

行政が協力し合いながら進めていかなければ、

解決を図ることが難しいのではないかと思いま

すが、本県の買い物弱者の実態をどのようにと

らえ、今後どのような取り組みを行っていくの

か、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） 買い物弱

者の問題につきましては、本県におきまして

も、中山間地域の市町村を対象に聞き取りをし

た結果によりますと、1,873の集落のうち約半数

に当たる894集落が「日常の買い物が不便であ

る」と回答しているなど、高齢化の進展等と相

まって、今後ともますます大きな問題になるも

のと認識しております。

このため県としましては、これまで、「まち

なか商業再生支援事業」「中山間地域新産業・

雇用創出緊急対策事業」等によりまして、美郷

町や日之影町等の商工団体が実施する買い物代

行や宅配などの取り組みに対し、支援を行って

きたところであります。また、今般、県商工会

連合会内に設置されました、買い物弱者の実態

把握や対策の検討に取り組む「買い物弱者対策

調査研究委員会」に、県の関係課も参画をさせ

ていただいているところでございます。買い物

弱者対策につきましては、事業主体をどうする

のか、事業の採算性をどう確保するのかといっ

た課題がありますとともに、地域住民の生活支

援や福祉のあり方等にも深くかかわってくる問

題でありますので、今後とも、関係部局や市町

村、関係団体と連携しながら、有効な施策を検

討してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 特に、中山間地の問題は大

変だろうというふうに思うわけであります。今

も言いましたとおり、これは行政あるいは民間

だけではどうもなりませんから、一緒になっ

て、自治体まで含んで、中山間地あるいは町な

かのそういったお店がなくなったところあたり

の対策─県内どこにあるか、ちょっと私もま

だわかりませんけれども、中山間地あたりは大

体想像がつくわけでありますから、そういった

形の中で取り組みを、ぜひともお願いしておき

たいというふうに思います。

次に、介護問題についてであります。本県に

おける要介護者は平成23年３月末現在で約５
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万1,000人ということであり、介護保険制度がス

タートした平成12年度が３万1,500人でありまし

たので、この10年で２万人近くもふえておると

いうことであります。高齢化の進行が著しいた

め、今後、介護や支援を要する高齢者はますま

す増加していくものと思われます。このような

中、本県の特別養護老人ホームの入所待機者

は、昨年の４月１日現在で3,425名に上っておる

ということであります。年々増加傾向だという

ことであります。しかしながら、国の調査によ

りますと、将来的な不安から、とりあえず入所

の申し込みをする人が多く、例えば在宅でひと

り暮らしをされている要介護度の高い高齢者の

ように、すぐに入所が必要な待機者は全体の１

割程度であるということが明らかになっており

ます。入所待機者の多くが緊急性が高くない一

方で、１割の高齢者が待ったなしの状況である

実態を踏まえ、その対策について県はどのよう

に考えておられるのか、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） ただいまお話

がございましたように、特別養護老人ホームへ

の申込者数でございますけれども、昨年４月時

点で3,425人となっておりますが、その入所申込

者のうち、在宅で生活されている要介護４以上

の重度の方が全体の約４分の１となっておりま

して、これらの方々への対応が重要な課題の一

つであると認識をしているところでございま

す。申込者への対応につきましては、認知症高

齢者グループホームや小規模特別養護老人ホー

ムの整備に努めますとともに、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あります。今後

の対応につきましては、来年度、平成24年度か

らの第五期介護保険事業支援計画の策定におい

て、申込者の状況等を踏まえながら、市町村と

十分協議してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 先ほども言いましたし、た

だいまもありましたけれども、これからも増加

する傾向だというふうに思います。特に、なか

なか聞き取りは難しいかもしれませんけれど

も、急を要する方々から入所ができるような形

の中で、市町村あたりとも十分御検討していた

だいて、対策に取り組んでいただければありが

たいと思います。

次に、森林経営計画についてお伺いします。

本県は、全国有数の森林県でありますが、木

材価格の長引く低下傾向により、森林や林業、

木材産業を取り巻く環境は厳しさを増しており

ます。このような中、東日本大震災を契機に、

再生可能エネルギー源としての森林バイオマス

に対する期待感が高まっており、８月26日に

は、再生可能エネルギー全量買い取り法案が成

立しましたことから、エネルギーとしての利用

も含め、資源としての木材の価値がようやく見

直される時期が来たのではないかというふうに

思うところであります。

ことし４月、10年後に木材の自給率50％以上

を目指す森林・林業再生プランを実行するため

に、森林法が改正されました。この改正によ

り、森林所有者等がこれまで作成してきた森林

施業計画が廃止され、来年４月からは新たに森

林経営計画を作成することになっております。

しかしながら、私の地元の森林組合や森林所有

者などからは、間伐面積をふやさないと森林経

営計画の認定基準に合格しないとか、新たに設

けられた森林環境保全直接支援事業では、５ヘ

クタール以上まとめないと間伐の補助金が出な

くなるということなどから、林業経営は逆に厳

しくなるのではないかという話が出ておりま

平成23年９月７日(水)



- 47 -

す。そこで、森林経営計画の創設の趣旨と、森

林施業計画、森林経営計画の違いについて、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） 今回創設され

た森林経営計画制度につきましては、施業の集

約化や路網整備によるコスト低減を図ることに

より、森林所有者等が持続可能な森林経営を実

現することをねらいとしたものであります。森

林経営計画制度の詳細につきましては、現在、

国で検討されているところでありますが、森林

施業計画との主な違いにつきましては、現時点

で示されている範囲で申し上げますと、１つに

は、計画の対象となる森林については、一体的

な森林施業を進める観点から、これまでの30ヘ

クタール以上という面積要件のかわりに、隣接

する森林をまとめた区域とすること、２つに

は、コスト低減に不可欠な作業路網の整備に関

する事項を、新たに計画内容として盛り込むこ

と、３つには、森林経営計画に認定された森林

のみを森林整備の補助対象にすることなどと

なっております。以上です。

○押川修一郎議員 何とか事業は理解をしたと

ころであります。しかし、現場においては、市

町村マスタープランをいつまでに作成すればい

いのか、また森林経営計画はいつごろまでに作

成すればいいのかということで、不安がってい

らっしゃるところでありまして、再度、環境森

林部長に、わかる範囲内でお答えをいただきた

いと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 森林法は本年

４月に改正されましたが、この中で、市町村森

林整備計画は来年３月末までに作成することと

されております。また、森林経営計画につきま

しては、基本的には来年４月１日以降作成する

ことになります。これまでの森林施業計画につ

きましては、来年４月以降も、それぞれの施業

計画の認定後５年間は有効とされておりますけ

れども、補助制度との関連などについては、ま

だ明らかにされていないところでございます。

○押川修一郎議員 市町村マスタープランにつ

いては24年３月まで、森林経営計画については

施業計画の残の間までにできるだけ早くつくっ

ていただければということで理解をしてよろし

いでしょうか。―わかりました。

次に、里山の小規模な森林所有者の中には、

熱心に森づくりをされている人たちがいます。

持続的な経営ができる規模ではないとしても、

森林が荒廃しないように一生懸命取り組んでい

られるわけであります。里山は小規模であるた

めに、森林所有者の数も多く、また分散もして

おりますので、５ヘクタール以上まとめて間伐

するのは非常に困難であります。そこで、森林

環境保全直接支援事業における間伐５ヘクター

ルの採択要件は、里山などの森林については緩

和することはできないのか、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） 御指摘のとお

り、里山等の森林につきましては、５ヘクター

ル以上の間伐を実施することが困難なため、必

要な間伐が進まない場合が生じるのではないか

というふうに懸念をしております。このため、

里山等における間伐については、面積が確保で

きない場合であっても補助の対象となるよう

に、採択要件の緩和を国に対して要望している

ところでございます。

○押川修一郎議員 里山は、今言いましたよう

に、なかなか面積もまとまりにくいわけであり

ますから、今、部長のほうからありましたとお

り、さらに積極的に国のほうにも緩和の要請を

お願いしておきたいと思います。
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次に、本県の杉は成長が早いという利点があ

り、40年生ぐらいで皆伐することができます。

一方で、成長が早いために、傾斜のきついとこ

ろなどは、長伐期に持っていくと大きくなり過

ぎて、台風などによって倒れる危険性があると

いうことであります。本県の林業は、40年生程

度の短い林齢で皆伐し、再造林する循環型林業

を行うのが最もよいやり方ではないかと考えて

おりますが、森林経営計画になることで、伐採

林齢や面積に関してどのような影響が出てくる

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） 森林経営計画

における伐採林齢につきましては、杉を例にと

りますと、木材生産機能の高い森林では35年生

以上とされる予定でありますので、それ以上の

林齢での伐採については問題はないものと考え

ます。伐採面積につきましては、木材生産機能

の高い森林について、連続して20ヘクタールを

超える伐採に対して制限が追加される予定であ

ります。これは、林地保全の観点等から設けら

れるものでありますが、一方では、森林所有者

等の一部に影響を及ぼす可能性がありますの

で、今後、伐採計画における工夫改善が必要に

なる場合もあるのではないかと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 伐採については、本県の場

合は問題ないというふうに理解をいたしまし

た。それから、伐採面積でありますけれども、

連続して20ヘクタールということでありますか

ら、今までのように、どこかの企業なりあるい

は業者さんが来て大規模な伐採をすることあた

りに制限がかけられるということでよろしいで

しょうか。―ありがとうございます。

次に、有害鳥獣被害対策についてお伺いをい

たします。

私は、平成21年度から22年度にかけて、県森

林・林業活性化研究委員会の委員長として、野

生鳥獣被害対策について調査研究をさせていた

だきました。野生鳥獣による直接的な農林作物

への被害額は、平成19年度が約２億2,700万

円、20年度が約２億7,000万円、21年度が約２

億9,000万円と、年々増加しており、平成21年度

の主な鳥獣別の被害状況は、シカが全体の39

％、次いでイノシシが34％、猿が12％となって

おります。

このような中、侵入防止さくの設置や追い払

いなどの対策に積極的に取り組んでいるところ

でありますが、私が今回特に取り上げたいのが

猿の捕獲についてであります。シカやイノシシ

は生息数は多いのですが、有害捕獲とあわせて

狩猟がありますので、ある程度の捕獲頭数が実

績としてあります。しかし、猿の場合は一般的

に有害捕獲だけでありますので、なかなか捕獲

実績が伸びないという課題があります。平成21

年度の統計では、シカの推定生息数は約６

万8,000頭、そのうち２万176頭が捕獲されてお

ります。捕獲率は約30％、猿は推定生息数が

約5,000頭、捕獲頭数が1,022頭ですので、捕獲

率は約20％と、シカに比べて10ポイントも低い

状態であります。そこで、有害鳥獣対策の中

で、特に猿害対策について県はどのように取り

組んでいく考えでおられるのか、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） 近年の野生猿

による農林作物の被害は、収入の減少ばかりで

なく、農林家の生産意欲を低下させるなど、大

きな問題となっております。このような中、集

落における農作物の取り残し等が無自覚なえづ

けにつながり、野生猿による被害拡大の一因に

もなっております。このため県では、昨年度、
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鳥獣被害対策緊急プロジェクトを立ち上げ、全

庁を挙げて、野生鳥獣を近づけない集落環境づ

くりや電気さくの設置等、地域が一体となった

被害防止対策を徹底するとともに、シカ・猿対

策指導捕獲員を県内22市町村に48名配置し、猿

の追い払いやわなによる捕獲を推進していると

ころであります。また、平成19年度から市町村

と連携し、野生猿特別捕獲班の活動を支援して

いるところであり、このような取り組みの結

果、捕獲数は増加傾向にあり、昨年度は1,428頭

の猿を有害捕獲したところでございます。今後

とも、市町村や関係部局と連携して、効果的な

野生猿の被害防止対策に取り組むとともに、被

害状況に応じた適切な捕獲に努めてまいりたい

と考えております。

○押川修一郎議員 シカ・猿対策指導捕獲員を

県内22市町村に48名配置というような効果も

あってか、昨年度は1,428頭の猿が有害捕獲され

たということでありまして、実績としては上

がっておるんだなというふうに思いました。

次に、狩猟者の確保についてであります。近

年の本県における主な鳥獣の捕獲頭数は、横ば

いか増加傾向にありますが、狩猟免許所持者数

は平成17年度の7,466人から平成21年度は6,384

人と減少し、これまで３年ごとの大量更新時に

は500人ずつ減少している状況にあります。さら

に、高齢化が進行しており、狩猟免許所持者の

うち60歳以上の占める割合は、平成21年度が69

％になっておるようであります。担い手を確保

するために、狩猟免許を取得しやすい環境の整

備に努める必要があると思いますが、その対策

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） 狩猟者の減

少、高齢化が進む中で、適正な捕獲を実施して

いくためには、新たな狩猟者を確保していくこ

とが重要であります。このため県では、受験希

望者を対象に事前講習会を開催するとともに、

狩猟免許試験などのＰＲを通して、新たな狩猟

者の確保に努めているところであります。ま

た、昨年度から、試験会場に高千穂町を加えて

４つの会場で銃とわなの免許試験を実施すると

ともに、特に希望の多いわなにつきましては、

さらに１回追加して試験を実施したところであ

ります。この結果、昨年度は前年より90名多

い328名が受験されたところです。今後とも、猟

友会や市町村等と連携を図りながら、受験しや

すい環境づくりを進め、狩猟者の確保に努めて

まいります。

○押川修一郎議員 328名が昨年受験されたとい

うことであります。その中で、銃とわなのそれ

ぞれの合格者の内訳がわかればお伺いいたしま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 328名の受験者

のうちの合格者数ですが、銃が58人、わなが248

人、延べで306人となっております。平成21年度

の合格者数が212人でしたので、94人の増となっ

ております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。や

はり銃のほうが少ないわけでありますけれど

も、銃が少ない理由というのは、やっぱり山間

部でも興味がなくなった方々が多いという話を

実は聞くんです。若い人たちに興味を持たせる

ような工夫というのもぜひお願いしながら、で

きればフィフティー・フィフティーぐらいで受

験者、合格数が上がっていって、狩猟も、そう

いう銃あたりも何とか確保していただければあ

りがたい、そのように思っております。

次に、鳥獣被害防止総合対策交付金について

であります。この交付金は、野生鳥獣から農林

作物の被害軽減を図るため、市町村が作成した
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被害防止計画に基づき、地域ぐるみで行う総合

的な取り組みに対して助成を行うものでありま

す。具体的には、捕獲機材の導入やモンキー

ドッグ等を活用した追い払い、侵入防止さくの

整備や捕獲鳥獣を食肉利用するための処理加工

施設の整備などに対して、定額あるいは２分の

１以内の補助を行うものであります。この交付

金は、例年だと12億円程度の予算なのでありま

すが、今年度は緊急対策枠として100億円が予算

措置されており、本県においても、各市町村か

らの要望に基づき、県から国に対して交付金の

申請がなされておると聞いております。

先日、各都道府県からの要望に対する国から

の内示額が示されましたが、九州各県では、長

崎県が７億4,000万円、佐賀県が７億円、大分県

が３億6,000万円、熊本県が２億8,000万円とあ

る中で、本県は8,500万円と、驚くほど低い内示

額となっております。もともと、各市町村から

の要望があって積み上げた総額が約１億6,000万

円程度しかなかったようでありますが、農林作

物への被害が年間３億円を超えるような現状で

あります。それも毎年大幅に増加している中で

ありますから、果たして市町村の対策がこの程

度のものでよかったのかと大きな疑問を持って

おるところであります。私は、市町村がこの交

付金に対して十分な理解をしていなかった、言

いかえれば、県からの説明が不十分だったため

ではないかというふうに思うところであります

けれども、この交付金の申請に当たって、県か

ら市町村への周知はどのように図られたのか、

そして、それが十分なものだったのかを農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本交付金につ

きましては、市町村や関係機関・団体に対し、

国の予算概算決定前後の昨年11月と１月の２回

にわたり、事業説明とあわせまして要望調査を

行い、その結果を取りまとめて国に要望したと

ころでございます。しかしながら、全国段階に

おきましては、予算額の２倍以上の要望が上

がっており、結果としましては、本県への配分

率は52.3％で、全国平均の48.9％とほぼ同等で

ありましたが、額で見ますと、他県と比較して

低いものとなっております。今後は、事業の周

知や要望調査の段階で、養成いたしました鳥獣

被害対策マイスターや地域リーダーを活用しな

がら、集落内の合意形成を積極的に進め、事業

の掘り起こしを行うとともに、国に対しても交

付金配分のあり方について検討を要望するな

ど、被害防止のため必要な予算確保に鋭意努め

てまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 再質に入りますけれども、

緊急対策ということであったわけでありますか

ら、その部分をどのように地域の中に説明し、

予算額確保のために努められたかということ

で、再度、お伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 御指摘のよう

に、鳥獣被害防止総合対策交付金については、

平成23年度には緊急対策枠として100億円の予算

措置がなされたところでございます。このため

県としましては、早急に事業趣旨の徹底が必要

と考えまして、事業概要が判明いたしました11

月に国の担当者を招き、市町村、関係団体等に

対し説明と要望調査を行い、さらに事業決定後

の１月には、その詳細について再度、説明を行

いますとともに、追加の要望調査を実施したと

ころであります。この間におきまして、事業採

択の前提となります市町村被害防止計画の作成

について、全市町村での作成を目標に推進し、

その結果、23市町村で作成が行われるなど、事

業啓発に努めたところでございます。しかしな
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がら、他県の要望が多かったため、相対的に低

い配分額となったところでございます。

○押川修一郎議員 ただいま御答弁をいただき

ましたが、この交付金の緊急対策は単年度で終

了する可能性が高いと思われます。今後の対策

について、特に十分な予算確保に向けてどのよ

うに取り組んでいく考えでおられるのか、こち

らは、現在のチーム長であり、農林水産省から

来ていただいております副知事にお伺いをいた

します。

○副知事（牧元幸司君） 鳥獣被害対策につい

てでございますが、これにつきましては、県政

の重要課題と位置づけておりまして、今、御指

摘ございましたように、私をチーム長といたし

ます緊急プロジェクトチームを立ち上げまし

て、全庁的な取り組みを行っているところでご

ざいます。このような中で、鳥獣を寄せつけな

い地域力の向上というものを目指しまして、被

害防止対策、捕獲対策、生息環境対策という３

つの柱から成る総合的な取り組みを進めている

ところでございます。今後につきましても、被

害の的確な把握でございますとか、あるいは県

下全域におきますモデル集落の設置でございま

すとか、あるいは鳥獣被害マイスターの育成

等、一層の工夫を行いながら対策を進めてまい

りたいというふうに考えております。

そのような中で、御指摘をいただきました鳥

獣被害防止総合対策交付金についてでございま

すけれども、これにつきましては、私自身も先

般、農林水産省に赴きまして、予算枠の確保に

ついて要望を行ったところでございます。

○押川修一郎議員 再度、副知事にお伺いいた

しますけれども、農林水産省への要望に際して

はどのような反応であったでしょうか、お聞か

せください。

○副知事（牧元幸司君） 農林水産省に対しま

しては、本県独自に進めております鳥獣被害対

策緊急プロジェクトの総合的な取り組みについ

て説明をいたしまして、一定の評価をいただい

たところでございます。

それでは、来年の予算についてどうなるのか

ということで、来年度の鳥獣被害防止総合対策

交付金についてでございますけれども、これは

何分、現在、概算要求に向けて作業中というこ

とで、まだ方向性は明らかになっていないとこ

ろでございますので、予算措置の継続につきま

して、強く要望させていただいたところでござ

います。

○押川修一郎議員 先ほどからやりとりさせて

いただいておりますけれども、これは22年度の

重点施策でありますし、我が県は鳥獣対策、い

ろいろ事業をやられておるわけであります。そ

ういう中で、財源が乏しい本県で、一番困るの

は市町村。末端の中山間地を控えている市町村

が一番被害をこうむるわけであります。私は、

今回、緊急対策ということで100億組んでありま

すから、これを例年と同じような金額しか予算

としてとれないということになれば、本当に残

念な結果でならないなというふうに考えておる

んです。午前中にも中野 明議員からありまし

たが、一括交付金においてもそうでありますけ

れども、今後、いろんなこういった予算を獲得

する場面というのが出てくるんだろうというふ

うに思うんです。そういうときに、やはり皆さ

ん方はそうでありますけれども、せっかく宮崎

県の東京事務所、大阪事務所、いろいろあるわ

けでありますから、そこらあたりとの連携の中

で、こういったことが起こらないような形で万

全を期してほしいと思いますけれども、通告は

しておりませんが、知事、今までのやりとりの
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中でお考えがあればお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、本県

にとって貴重な財源の確保の取り組みでありま

す。関係者が連携して、これからも取り組んで

まいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

次に、新幹線対策についてお伺いします。

ＪＲ九州の発表によりますと、新幹線の全線

開通から３カ月間の利用状況は、博多―熊本間

が約218万7,000人で、前年同期の在来線特急利

用に比べて35％の増、熊本―鹿児島中央間が

約129万3,000人で62％の大幅増になったとのこ

とであります。震災の影響が懸念されたにもか

かわらず、一定の集客が図られているようであ

り、ＪＲでは、関西方面からの観光客が鹿児島

方面に向かっているとの分析を行っているよう

であります。

県内の主要ホテル・旅館の宿泊客数を調べた

ところ、新幹線が開通した３月から５月は、前

年に比べて１万1,000人から２万6,000人の大幅

なマイナスが連続して続いておりましたけれど

も、６月になってようやく1,400人のプラスに転

じた状況であります。７月も１万6,000人のプラ

スになっておりますが、比較をしている昨年の

数字は、口蹄疫で観光客が大きく減少していた

時期であります。私は、新幹線効果は事実上ほ

とんど出ないのではないかなというふうに思っ

ておるところであります。こうした状況であり

ますが、商工観光労働部長は、新幹線効果をど

のように分析されているのか、また現在、新幹

線対策としてどのような事業に取り組んでおら

れるのか、またその効果についてお伺いをいた

します。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 九州新幹

線の全線開通後の利用状況につきましては、た

だいま議員からお話のありましたように、ＪＲ

九州によりますと、開通直後こそ大震災の影響

で伸び悩んでいたものの、その後は好調となっ

ており、また新八代駅と本県を高速バスで結ぶ

「Ｂ＆Ｓみやざき」も、利用状況が伸びつつあ

ると伺っております。新幹線停車駅のない本県

としましても、誘客対策として、南九州３県で

連携したプロモーションの展開や、２次アクセ

ス対策としての観光バス「ぐるりんひむか号」

の運行、レンタカープランの造成要請などに取

り組むとともに、旅行会社への旅行商品造成支

援などを行ってきたところであります。

最近の主要なホテル・旅館宿泊者数の動向に

よりますと、先ほどもお話がございましたが、

直近のデータのある７月は対前年比123.4％、さ

らに２年前、対前々年比99.6％と、回復傾向を

見せており、また、データはございませんが、

８月についても、宿泊施設や旅行会社等の関係

者から、にぎわいが戻りつつあると伺っており

ますので、これには新幹線効果もある程度は寄

与しているのではないかと考えております。

ことし10月から12月にかけましては、ＪＲグ

ループと南九州の３県が連携して観光ＰＲと全

国からの集中的な送客を行う、「熊本・宮崎・

鹿児島デスティネーションキャンペーン」を実

施することとしておりますので、これを核とい

たしまして、新幹線効果を少しでも多く取り込

むよう、さらなる観光客の誘客に努めてまいり

たいと考えております。以上でございます。

○押川修一郎議員 わかりました。なかなかデ

ータがとりにくい状況かと思いますけれども、

今後、半年、１年かけてデータあたりも十分

とっていただいて、それなりの、また新幹線は

新幹線としての本県誘客に努めていただければ

ありがたいと思います。
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しかしながら、今、答弁をいただいたわけで

ありますけれども、私は、新幹線から観光客を

宮崎に引っ張ってくるというのはなかなか難し

い面もあるのかなということを、自分自身思っ

ております。そこで、交通インフラが十分でな

く、公共交通の利便性が低いことを考えれば、

やはり航空機をうまく活用して観光誘客を進め

ていくことも現実的な取り組みではないかと考

えます。そのためには、できるだけ低価格で、

そして路線が充実していることが重要であると

思います。県民政策部長にお尋ねしますが、低

価格運賃を売り物にしております格安航空会社

（ＬＣＣ）の誘致についてどのように考えてい

るか、また国内外の航空路線拡充について、さ

らに積極的に取り組んでいく考えはないか、お

伺いをいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 大都市圏から

遠隔地にあり、また陸・海の交通基盤が脆弱な

本県にとりまして、航空路線は地域経済の活性

化や東アジアとの交流拡大のための重要な交通

基盤であると認識しているところでございま

す。このため県といたしましては、航空路線の

維持・充実を図るため、引き続き、航空会社に

対し、増便や機材の大型化等につきまして、働

きかけを行ってまいりますとともに、経済発展

著しい中国や国内主要都市などとの新たな路線

開設につきまして、ＬＣＣの誘致を含め、積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

以上でございます。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

ます。

次に、スポーツランドの推進についてお伺い

いたします。

私の地元西都市では、毎年、東京ヤクルトス

ワローズの二軍春季キャンプが行われておりま

すが、来年春のキャンプは13年ぶりに西都市で

１カ月間通しで行うとの発表が先日なされ、地

元としても大変うれしく思っております。ヤク

ルトは一軍が昭和63年２月に西都市でのキャン

プをスタートさせましたが、残念ながら、平

成12年から沖縄県でのキャンプに移行しており

ます。串間市でキャンプを行っていた中日ドラ

ゴンズは平成８年から沖縄へ、日向市に来てい

た近鉄バファローズも、オリックス・ブルー

ウェーブと経営統合した後、沖縄県宮古市でキ

ャンプを行っております。東京読売巨人軍につ

いても、ことしの春季キャンプから沖縄県で２

次キャンプが行われることになりました。これ

まで、埼玉西武ライオンズや福岡ソフトバンク

ホークスのように誘致に成功したチームもあり

ますが、反対に、他県に誘致されていったケー

スが多く、本県がこれまで築き上げてきたスポ

ーツランドの柱が少しずつ崩れ始めているよう

な不安を抱かざるを得ません。プロ野球チーム

の春季キャンプは、スポーツランドみやざきの

代名詞といいますか、看板みたいなものだとい

うふうに考えます。ぜひ本県で実施してもらい

たいものでありますが、本県でキャンプの実績

があるヤクルトや中日、監督が串間市出身の千

葉ロッテマリーンズなどは、やり方次第では誘

致の可能性があるように思われます。プロ野球

チームのキャンプ誘致について、知事のトップ

セールスで積極的に仕掛けていってもよいので

はないかと思いますが、知事の考え方をお聞か

せください。

○知事（河野俊嗣君） プロ野球キャンプであ

りますが、何十万人という単位で多くの観客の

方、それからマスコミの方が来県されるなど、

経済効果、また宮崎という情報発信に大変大き

な効果があるものと考えておりまして、スポー
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ツランドみやざきの推進にとりまして、一つの

重要な柱であると認識をしております。このた

め、県や地元市が連携して、これまで施設整備

でありますとか、球団に対する県産品の贈呈、

また観客向けに、キャンプガイドマップの作成

や観光情報サイトの「旬ナビ」による情報提供

を行うなど、より充実したキャンプになるよう

な受け入れ環境の整備や盛り上げ対策に取り組

んでまいったところでございます。

御質問にありましたようなキャンプの新たな

誘致等につきまして、まずは今、キャンプを

行っていただいている球団の継続を図っていく

ということが大変重要でございますので、私

も、キャンプ期間中に各球団の激励に回ったと

きなど、機会あるごとに強くお願いをしておる

ところでございますし、新たな誘致につきまし

ても、球団の情報収集に努めるとともに、受け

入れの主体となります市町村の意向であります

とか、受け入れ環境の整備状況などを踏まえな

がら、これも積極的に対応してまいりたいと考

えております。一方、県民の皆様にもぜひ、キ

ャンプ地宮崎としての熱意を示す、おもてなし

の精神で受け入れるということで、キャンプの

とき、それからオープン戦のときはもとよりで

ありますが、このたび10月に開催されます「プ

ロ野球ファーム日本選手権」でありますとか、

「フェニックス・リーグ」などにも積極的に足

を運んで盛り上げていただきたい、御協力をお

願いしたい、そのように考えております。

○押川修一郎議員 まさしく県民総力戦でこう

いった問題にも取り組んでいかなくちゃいけな

いなと思いますし、誘致をする、あるいは逆に

他県にとられる、そういうことがあっては、な

かなか大変だというふうに思いますから、一緒

になってこういった運動を盛り上げる必要があ

るかなというふうに思いますので、よろしくお

願いをしておきたいと思います。

次に、農業の振興についてお伺いします。

菅前総理大臣は昨年11月、ＴＰＰへの参加交

渉を開始する方針を打ち出すと同時に、みずか

らが議長となる「食と農林漁業の再生実現会

議」を設置し、農林漁業の強化に向けた議論を

行ってきましたが、先月２日、その中間提言が

取りまとめられました。その内容は、農業法人

の資本増強に向けたファンド創設や、新規就農

者支援、農地の規模拡大といったことなどであ

りますが、これに対して８月21日付の西日本新

聞に、食品流通学の専門家である中村学園大学

の甲斐教授の「ＴＰＰへの交渉参加ありきの姿

勢が見え見え。ＴＰＰの言葉を隠したままで、

国民をだますかのような美辞麗句を並べ立てた

提言に、農家は怒るべきだ」とのコメントが

載っておりました。新しい野田総理大臣もＴＰ

Ｐ参加には積極的な考え方を持っていると聞い

ておりますので、今後の行方が大いに気になる

ところでありますが、農林水産業を基幹産業と

する本県としては、ＴＰＰに対して断固として

反対の姿勢を訴え続けていかなければなりませ

ん。ＴＰＰに対する知事の認識を再度お伺いし

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰでございます

が、現在、アメリカやオーストラリアなど環太

平洋地域の９カ国が参加をいたしまして、農畜

産物などの関税の取り扱いや政府調達、また人

の移動など、幅広い範囲にわたります経済連携

の枠組みにつきまして協議が進められておりま

す。国におきましては、なかなか政権の方針と

いうものがはっきりしないので、不安を感じて

おるところでございますが、今御指摘のありま

したように、８月２日「我が国の食と農林漁業
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の再生のための中間提言」として、我が国の食

と農林漁業の再生の姿と当面検討すべき政策と

いうものが提示されたところでございますが、

具体的な手段でありますとか工程が示されてお

りませんで、また提言の内容につきましても、

国民的な議論がなされている状況にはないと考

えております。世界的な人口増加などによりま

す食料需給の逼迫が予想される中で、将来にわ

たる安定的な食料確保は、基本的には国内農業

の強化により担保すべきである、またその中

で、農業県である宮崎としてはしかるべき役割

を果たすべきであると考えております。これま

でも申しておりましたとおり、我が国の農業戦

略、食料戦略というものが明らかにされていな

い状況の中で、現段階でＴＰＰへの参加を認め

ることはできないものと考えておるところでご

ざいます。

○押川修一郎議員 そういう中で、民主党、２

年で３人目の野田政権が誕生したところであり

ます。どのような方向に今後、日本丸のかじ取

りをされるか、不透明でありますけれども、Ｔ

ＰＰ交渉は11月のＡＰＥＣが一つの山場になる

と思いますので、今後、全国知事会あるいは政

府に対して、反対の立場での発言あるいは要請

をお願いしておきたいと思います。

次に、農業機械のレンタル利用についてであ

ります。農業の生産コストの削減を図るため、

農業機械のレンタル利用がふえております。県

では、ＪＡグループでの取り組みが始まってい

ます。農機は購入すると相当な経費がかかりま

す。例えば、４条植え（クランク式）田植え機

は小売価格で約90万円、２条刈り（16.5馬力）

コンバインは小売価格が約300万円ですから、そ

れ以上馬力が大きくなると相当の金額になると

いうことであります。ＪＡのレンタルでは、田

植え機は補償料込みで１日当たり１万7,000円、

コンバインは同じく５万円で借り受けることが

できます。こうした農機は年間に使用する日数

も限られているわけですから、かなり割安とい

うことになります。特に、新規就農者にとって

は、農機を購入するということになりますと、

それなりの初期投資が必要になるわけですか

ら、このレンタル事業を活用すれば、大きな負

担軽減になるわけであります。近年、燃油高騰

の問題もありますし、農作物は全体的に価格が

低迷しておりますので、できるだけ生産コスト

を抑えるようにして、所得の向上につなげてい

きたいと思うのでありますが、農機のレンタル

事業を普及拡大していくために県の支援等は検

討できないか、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） 農業機械につ

きましては、農業を効率的に行う上で必要不可

欠なものでありますが、省力化、効率化を追求

する余り、過剰投資となり、農家経営を圧迫し

ている状況も一部に見受けられます。そのよう

な中で、農業者が必要な機械を必要な期間だけ

借りるレンタル方式については、農業者の経営

コストの低減につながるとともに、緊急時や農

繁期の機械不足など、幅広い農家のさまざまな

ニーズにこたえられる大変有効な仕組みである

と考えております。このため、今後、県といた

しましては、レンタル利用に対する農業者の実

態や意向把握を行うとともに、レンタル事業の

優位性啓発や、地域間での機材の相互利用調整

のあり方など、レンタル利用の普及定着に向け

た仕組みづくりや支援のあり方などを検討して

まいりたいと思います。

○押川修一郎議員 新たにコストを下げるとい

う意味でも、レンタルというのは大事だろうと

平成23年９月７日(水)



- 56 -

いうふうに思います。さきの東日本大震災、津

波の被害、あるいは今回の台風で農機具等も相

当被害が出ていると思いますし、これまた新し

く購入するということになると大変であります

し、二重ローンも発生するような状況でありま

すから、新たな宮崎県の農業の方向の中で、ぜ

ひレンタル事業あたりが活用できて、コストが

下がる中でのまた御検討もお願いをしておきた

いと思います。

次に、セシウム牛及び枝肉価格低迷に対する

肥育農家対策についてであります。東日本大震

災に伴う福島第一原子力発電所の事故が長期化

する中、７月８日、福島県南相馬市の農家が出

荷した肉用牛から放射性セシウムが検出された

ことが明らかになりましたが、それ以降、放射

性セシウムに汚染された稲わらが与えられてい

た可能性のある肉用牛の存在が、17都道府県で

相次いで確認され、その一部は、本県において

も20数店舗の小売店などで販売されていたとい

うことであります。そこで、農政水産部長にお

尋ねしますが、放射性セシウムに汚染された稲

わらが、本県に持ち込まれたり、肉用牛に与え

られたりしている事実はないのか、お伺いをい

たします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 放射性セシウ

ムに汚染された稲わらなどの県内での流通、使

用等につきましては、国の依頼に基づきまし

て、飼料取扱業者、市町村、農協等の団体への

調査を行うとともに、さらに本県独自で、肉用

牛肥育農家及び酪農家全戸に対して聞き取り調

査を実施したところでございます。その結果、

県内での流通、使用等の実績はないことを確認

しております。また、飼料取扱業者や畜産農家

に対しましては、稲わら等を購入する場合に

は、原発事故以降に東北・関東など16都県にお

いて収集されたものでないことの確認を確実に

行うこと、及び万が一購入した場合には、直ち

に使用を中止し、県または市町村、農協等へ報

告するよう指導しているところでございます。

○押川修一郎議員 わかりました。

次に、こうしたセシウム牛をめぐる一連の報

道によって、震災以降消費が低迷していた牛肉

の消費が一気に冷え込むとともに、７月12日に

は、東京の枝肉市場で牛肉が一時、１キログラ

ム当たり6 0 7円と大暴落、その後もＡの４

で1,400円から1,500円程度と、価格が大きく下

落している状況であります。口蹄疫からの再生

・復興に向けて関係者が一丸となって取り組ん

でいるやさきの原発事故による消費低迷に、畜

産農家は頭を抱えている状況であります。畜産

農家が安心して経営を再開、継続していくため

に、枝肉価格の安定につながる消費拡大対策の

実施が重要でありますが、県では牛肉の消費拡

大に向けてどのように取り組んでいこうとされ

ておるのか、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） 本県の肉用牛

振興にとりましては、まず安全・安心な牛肉を

生産すること、そして国内外の販路を開拓、ま

た拡大すること、さらには県内外の牛肉の消費

拡大を図ることが大変重要であると考えており

ます。そのため、関係団体と連携して、現在、

県内外に431店舗展開しております指定店の拡大

や、トップセールス、また各種フェアの開催等

に取り組みますとともに、香港・マカオを初め

とする海外への輸出対策につきましても、強化

していくこととしております。また、今回、Ｊ

Ａグループ等と連携いたしまして、宮崎県産和

牛肉消費拡大パックの販売や、みやざき再生・

復興プレミアム牛肉商品券の発行を予定してお
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りまして、県民の皆様の御協力をいただいて、

さらなる消費拡大に取り組んでまいりたいと考

えております。

○押川修一郎議員 時間が余りありませんの

で、急ぎたいと思います。

次に、県内の肥育牛農家は、近年の子牛価格

や飼料価格の高騰に加え、原発事故による消費

の減退、枝肉価格の下落など、三、四重の苦し

みの状況になっております。このような中、４

月から６月の肥育牛経営安定対策、いわゆるマ

ル緊でありますけれども、３万3,000円が通常よ

りも早期に交付されるところであります。ま

た、７月分以降は毎月算定、交付されるという

ことでありまして、国においても、肥育経営の

直面している現状を考慮した制度の改善が図ら

れております。しかしながら、マル緊の発動は

あったものの、対象となる経費の算定に輸送費

や屠場経費などが含まれていないことから、肥

育農家の生産経費から見たときに約２万円ほど

の赤字の状態ということであります。肥育農家

が安定した経営が継続できなければ、子牛競り

市での購買も厳しくなると思いますので、肥育

農家の経営継続に向けた支援も必要ではないか

というふうに考えますが、国に対して、対象経

費の算定について制度の改善を要望していただ

くわけにはいかないか、農政水産部長にお伺い

をいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 肉用牛肥育経

営につきましては、枝肉価格の低迷に加えまし

て、配合飼料価格の高騰などにより、大変厳し

い状況にあると認識しております。このような

中、新マル緊事業につきましては、国に対して

地域の実態を踏まえた運用の改善を要望してき

ました結果、今年度から、粗収益の算定基準と

なる枝肉価格に、全国主要市場の取引データだ

けではなく、本県を初めとする地域の肉用牛主

産県の相対取引データが採用されるなど、一定

の改善が行われたところでございます。今後と

も、肥育経営の再生産が可能となる補てん水準

の確保、また積立金が不足した場合の財源確保

など、より地域の実態を踏まえた制度の運用が

なされますよう、引き続き国に要望してまいり

たいと考えております。

○押川修一郎議員 ぜひ、肥育農家対策、よろ

しくお願いをしておきたいと思います。

次に、口蹄疫発生に伴う人工授精自粛対策に

ついてであります。昨年、口蹄疫が発生した直

後の４月23日、県は、全農協や畜連を通じて家

畜の人工授精自粛の要請を行いましたが、県内

各地域ともその要請にこたえ、約３カ月、人工

授精を自粛し、その後、制限区域の解除に伴

い、７月下旬から一斉に人工授精が始まりまし

た。このことにより、授精自粛期間中に本来授

精が行われて生まれるはずであった子牛の出荷

時期、ことしの12月から来年の２月ごろまで競

りに出される牛が激減する状況になっておりま

す。また、その後は一斉に授精が開始されたた

め、来年３月から５月ごろまで、反対に通常の

出荷頭数を大きく上回る子牛が出荷されると予

想されておりますが、こうした競り市の牛の極

端な増減によって、子牛の価格が低下すること

が懸念されております。このような状況につい

て県はどのように認識をされておられるのか、

農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 昨年の人工授

精の自粛につきましては、県内での蔓延防止を

図る観点から、防疫指針に定める制限区域以外

の地域も含めた全県を対象に要請させていただ

いたところでありまして、その結果、他の地域

への感染が最小限に食いとめられたと考えてお
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ります。人工授精の約３カ月にわたる自粛とと

もに、自粛解除後、一斉に人工授精が行われま

した結果、ことし12月から来年２月まで子牛出

荷頭数が減少し、また３月から５月は出荷頭数

が激増することが予想されております。このよ

うに、県内子牛市場における出荷頭数が大きく

増減することから、購買者の確保が難しい、あ

るいは子牛価格の下落が懸念されます。また、

繁殖農家においては、子牛の出荷ができない期

間の資金繰りが苦しくなるなどの影響が想定さ

れ、大変厳しい状況であると認識しておりま

す。

○押川修一郎議員 ただいま御答弁をいただき

ましたが、部長も私と同じ認識をしていただい

ておるなということで、同感だというふうに思

います。そういう中で、畜産農家は非常に大き

な不安を抱えているわけでありますが、その懸

念を払拭するための対策、どのように取り組み

を考えておられるのか、再度、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） 市場関係者に

おきましては、出荷頭数の平準化を図るため

に、子牛競り市への早期出荷の検討を進めてい

るところであり、県といたしましても、円滑な

出荷調整が行われることを目的に、競り市の子

牛価格対策並びに購買者対策として、農畜産業

振興機構に設置されている口蹄疫畜産再生基金

が活用できるよう、国と調整をしている段階で

ございます。今後、国からの了解が得られ次

第、早急に市場開設者や農業者等に対して周知

徹底し、円滑な出荷調整が行われるよう取り組

んでまいりたいと考えております。一方、子牛

出荷が減少する時期の運転資金不足に対応する

ため、経済変動・伝染病等対策資金や農林漁業

セーフティネット資金などの各種制度資金の活

用を図ることとしております。

○押川修一郎議員 ぜひ、これはしっかり国の

ほうにも要望をさらに強くしていただいて、対

策をお願いしておきたいと思います。

次に、入札・契約制度改革についてお伺いし

ます。

談合事件によって失われた県政に対する県民

の信頼を回復するため、指名競争入札から一般

競争入札への移行が図られてきたわけでありま

すが、この制度改革と公共工事の大幅な減少と

が相まって、建設産業の多くは厳しい経営環境

に直面しております。予定価格が3,000万円未満

の公共工事は、できれば指名競争入札を復活さ

せてほしいと、これまでも何度もお願いをして

まいりました。先日も知事に対して申し入れを

行いましたが、残念ながら、前向きな回答はい

ただけませんでした。

地元建設産業の話を聞いても、明るい話題は

非常に少ない。次から次に仲間が仕事を失って

いく。知事や部長は、「建設産業は社会資本整

備の担い手であり、災害時の緊急対応などにも

大きな役割を果たしてもらっている。地域経済

と雇用を支える重要な産業である」と繰り返し

答弁をされておりますが、本当にそう思ってい

るのだろうかと疑念を抱かざるを得ません。建

設産業を取り巻く環境は悪化しております。一

たび災害が発生したときには、機動力のある地

元業者がいないと大変なことになってしまいま

す。県では、総合評価方式をうまく活用して、

地元業者への一定の配慮をされておりますが、

今後、さらに地元業者が受注しやすい入札・契

約制度の見直しについて、知事にお伺いをいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 御質問にありました総

合評価落札方式につきましては、工事の品質確
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保を図る観点から、「価格」と「技術力など価

格以外の要素」を総合的に評価しまして、落札

者を決定する方式でありまして、企業の技術力

に加えまして、入札参加者の本店所在地や災害

時の協力体制など、地域の建設業者の役割を適

切に評価することによりまして、地元の建設業

者の育成にもつながる制度であると考えており

ます。

平成22年度は、公共三部で発注件数の最も多

い土木一式工事におきまして、競争入札案件

の78％に適用しております。その発注事務所管

内の建設業者が受注した割合は92％となってお

りまして、価格のみの一般競争入札と比較しま

して、10ポイント程度高くなっているところで

あります。一方で、実績の少ない建設業者の受

注機会確保などの観点も重要であると考えてお

りますので、価格のみの一般競争入札との併用

を基本に、工事内容等を勘案しながら、適用し

ているところであります。

入札・契約制度につきましては、工事の品質

確保を図るほか、技術にすぐれ、経営努力を行

い、地域にも貢献している建設業者が受注しや

すい環境づくりという観点から、引き続き、総

合評価落札方式を活用してまいりますととも

に、地域要件の見直しも含めまして、今後と

も、幅広く意見を伺いながら、適正な施工の確

保や建設業の果たす重要な役割というものを

しっかりと勘案して、制度の検証と必要な見直

しや改善に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○押川修一郎議員 今後とも総合評価方式を中

心に進めていく考えのようでありますが、この

総合評価方式は、企業の技術力の評価項目の中

に、過去10年の同種類似工事の実績の有無を問

う部分があります。ここに市町村発注の工事を

対象として入れていないのは、九州では本県と

熊本県と鹿児島県だけであります。地元業者が

できるだけ受注しやすくするため、国・県発注

工事と同様に、市町村発注工事も対象にしても

らえないかと考えますが、県土整備部長にお伺

いをいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 総合評価落札

方式のうち、施工実績等を重視して評価します

特別簡易型におきましては、工事の品質確保を

図る観点から、企業や技術者が過去に行った工

事の実績や経験として、過去10年間の国または

県が発注した入札対象となる工事と同様な工事

の実績や経験を評価対象としております。御質

問にあります市町村が発注した工事につきまし

ては、監督・検査基準を策定していない、ある

いは工事の成績評定を実施していない市町村が

あるため、県が求める品質が確保できる施工能

力や技術力の確認が難しいことから、工事の実

績や経験については、国または県に限定してい

るところであります。

なお、予定価格4,000万未満の土木一式工事な

どにつきましては、地元の建設業者が受注しや

すい地域企業育成型の総合評価落札方式を原則

適用しておりまして、この方式でありますと、

技術力の評価において施工実績は問わないこと

から、国や県の実績が少ない建設業者の受注機

会の確保が図られているものと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 先ほども言いましたけれど

も、緊急時には特に地元業者というのが必要で

ありますから、やはり地元業者が育成されるよ

うな形の中で、今後とも御検討をよろしくお願

いしておきたいと思います。

次に、人権教育、領土教育についてお伺いし

ます。
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初めに、人権教育についてであります。こと

しの４月１日の閣議において、「人権教育・啓

発に関する基本計画」の一部が変更され、新た

に、「北朝鮮当局による拉致問題等」の項目

が、この基本計画の中に盛り込まれました。こ

のことを受けて政府の拉致対策本部は、５月26

日付で各都道府県知事と教育委員長に対して、

拉致問題に関する理解促進活動等の実施を求め

る通知を行っております。わかりやすく言え

ば、北朝鮮による拉致事件を人権教育として全

国の学校で取り上げるよう、通知がなされたと

いうことであります。北朝鮮による拉致事件

は、明らかな人権問題でありますので、学校教

育においてこのことをきちんと取り上げて子供

たちに教えていくことは、ある意味、当然のこ

とであると思います。県では、政府の通知をど

のように受けとめ、それに基づいてどのような

対応をされているのか、教育長にお伺いをいた

します。

○教育長（渡辺義人君） 北朝鮮による拉致に

つきましては、日本国民に対する人権侵害であ

り、我が国の主権及び国民の生命と安全にかか

わる重大な問題であると認識をいたしておりま

す。本県におきましても、政府が認定した拉致

被害者の方を初め、拉致の可能性を排除できな

い特定失踪者がおられ、その方々の一刻も早い

帰国が実現されることを願ってやみません。

今回の政府の要請は、拉致問題の解決のため

には幅広い国民各層の理解と支持が不可欠であ

り、その関心と認識を深めることを目的になさ

れたものであります。県教育委員会といたしま

しては、この要請をしっかり受けとめ、発達段

階に応じて児童生徒の拉致問題への理解が深ま

るよう、人権教育のより一層の推進を図ること

が重要であると考えております。

現在、県教育委員会では、教職員の手引とな

ります「宮崎県人権教育基本資料」の中で拉致

問題を示し、人権侵害を受けた人の立場に立っ

て理解すること、人権問題を正しく理解しよう

とする態度を育てることなどを指導していると

ころであります。また、公立小・中・高等学

校、特別支援学校の校長や各学校の人権教育担

当教員等に対する研修の機会をとらえまして、

拉致問題は、国民に対する人権侵害であり、我

が国の主権及び国民の生命と安全にかかわる重

大な問題であるとの指導を行っているところで

あります。今後につきましては、今回の政府の

要請の趣旨を十分踏まえまして、教職員等に対

する人権教育研修をより一層充実させますとと

もに、政府が作成いたしました拉致問題啓発ビ

デオ「めぐみ」が、各学校における社会科や道

徳の時間、ホームルームの時間等で教材として

取り上げられるように、活用の拡大を図りたい

と考えております。さらには、12月の「北朝鮮

人権侵害問題啓発週間」に合わせた取り組みな

ど、拉致問題に係る人権教育の推進に取り組ん

でまいりたいと考えています。以上です。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。よ

ろしくお願いをしておきます。

次に、領土教育についてであります。昨年９

月７日、尖閣諸島周辺において領海を侵犯し、

違法操業を行っていた中国漁船が、意図的に海

上保安庁の巡視船に衝突を繰り返し、中国人船

長が逮捕される事件が発生したのは御案内のと

おりであります。竹島の問題につきましても、

韓国による占拠が、国際法上何ら根拠がないま

ま行われている不法占拠であることは、改めて

申し上げることではありませんけれども、そう

いうことであります。また、北方領土につきま

しては、昨年11月、ロシアのメドべージェフ大
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統領が北方領土を訪問したことに加え、韓国の

国会議員までも北方領土を訪問するという暴挙

がありました。このように、我が国固有の領土

をめぐり、周辺諸国が勝手な主張や行動を繰り

返しておりますが、こうしたときだからこそ、

我が国の領土に関する問題について、子供たち

に正しく理解をしてもらう必要があると思いま

す。学校現場で領土教育を正しく行うことは、

教育基本法や宮崎県教育振興基本計画の「我が

国と郷土を愛する」という基本的な考え方に沿

うものであります。学校においての領土教育問

題について、小・中・高、それぞれの取り組み

について教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 領土について正しく

認識することは、国民として重要なことであ

り、小・中・高等学校の学習指導要領におきま

しても、我が国の領土に対する理解や、不法に

占拠されている事実などにつきまして、的確に

扱うように明示をされております。このことを

受けまして、小学校におきましては、北方領土

などの島の名称や我が国の位置と領土につい

て、地図帳や地球儀などで具体的にとらえる学

習を行っております。また、中学校におきまし

ては、北方領土や竹島など我が国固有の領土に

つきまして、その位置と範囲を確認させるとと

もに、北方領土につきましては、現在、ロシア

連邦によって不法に占拠されており、返還を求

めていることや、竹島につきましては、我が国

と韓国の間に主張に相違があることなどにも触

れ、北方領土と同様に、我が国の領土、領域に

ついて理解を深めさせる学習を行っておりま

す。さらに、高等学校におきましては、地理の

学習の中で、小学校、中学校までの学習を踏ま

え、北方領土など当面する領土問題につきまし

て、我が国が正当に主張している立場に基づい

て学習を深めているところであります。今後と

も、学習指導要領の趣旨の徹底を図り、領土に

関する学習が適切に行われるように指導してま

いりたいと考えております。以上です。

○押川修一郎議員 学校教育の中で領土問題、

しっかり子供たちに教えていただきたいという

ふうに思います。

次に、犯罪被害者対策についてお伺いしま

す。

連日のように凶悪な事件がマスコミで報道さ

れておりますが、こうした犯罪の陰には、社会

が手を差し伸べてやらなければならない被害者

やその遺族などが必ず存在するわけでありま

す。被害者の家族は、命を奪われ、財産を奪わ

れといった直接的な被害だけでなく、犯罪に

遭ったことによる精神的な苦痛や身体の不調、

周囲のうわさや中傷、マスコミ報道によるプラ

イバシー侵害など、さまざまな問題に苦しめら

れております。

このような中、被害者同士が、みずから集う

自助グループなどの組織をつくっているようで

あります。６月には、九州や沖縄で起きた殺人

事件や交通事故などで両親を亡くした人たち

が、県を越えて連携を図っていく「九州・沖縄

犯罪被害者連絡会」という組織を立ち上げたと

の報道がなされております。被害者同士が支え

合い、励まし合うことで、被害者を孤立させる

ことがなくなると思いますので、こうした自助

グループが結成されるのは大切なことではない

でしょうか。本県にはこのような自助グループ

があるのか、またこうした組織に対してどのよ

うに支援をされておるのか、警察本部長にお伺

いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 本県におきまし

ても、平成19年に犯罪被害者自助グループが結
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成をされております。この自助グループは、事

件・事故等の被害者やその御家族、御遺族が傷

ついた心をいやせる場として、それぞれの思い

を語り合うために集い、被害の早期回復及び軽

減に資することを目的としたものでありまし

て、現在、交通事故被害者の御遺族の方々が参

加をしておられます。

自助グループへの支援でございますけれど

も、警察本部が被害者支援業務を委託しており

ます「公益社団法人みやざき被害者支援センタ

ー」におきまして、毎月１回、交流会を開催い

たしますほか、自助グループの周知のための広

報啓発活動を行っております。警察におきまし

ても、引き続き、みやざき被害者支援センター

との連携を強化いたしまして、自助グループへ

の支援を行いますとともに、犯罪被害者等への

情報提供、それから付き添い等の支援を推進し

ていく所存でございます。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

本当に問題を共有できるということで大変喜ば

れるだろうと思いますし、知らないことも知り

ながら、自分自身は安らぐ場所とか、そういう

意味でも、やはりこういった組織というのは大

事だろうと思いますので、今後ともいろんな形

での支援あたりをお願い申し上げておきたいと

思います。

最後に、自転車の交通違反ということで準備

をしておりましたけれども、時間が参りました

ので、以上をもちまして、代表質問を終わらせ

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 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時53分散会
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