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平 成 2 3 年 1 1 月 3 0 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

選 挙 管 理 委 員 長 川 崎 浩 康

人 事 委 員 長 村 社 秀 継

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

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36号から第39号まで追加上程

○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、一般質問並びに議案第34号及

び第35号についての常任委員長の審査結果報告

から採決まででありますが、お手元に配付のと

おり、知事より議案第36号から第39号までの各

号議案の送付を受けましたので、これらを日程

に追加し、議題とすることに御異議ありません

か。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○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〕 ただいま提案

いたしました議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、補正予算案についてであります。

今回の補正は、国の平成23年度補正予算第３

号の成立及び公共事業費の国庫補助の決定に伴

うもの、並びにその他必要とする経費について

措置するものでありまして、東日本大震災関連

の全国防災対策事業としての公共事業や、口蹄

疫復興宝くじの収益金の積み立て等を行うもの

であります。

補正額は、一般会計74億6,765万4,000円であ

ります。これに要します歳入財源は、分担金及

び負担金１億3,540万円、国庫支出金36億8,173

万1,000円、繰入金9,604万9,000円、諸収入７

億9,157万4,000円、県債27億6,290万円でありま

す。この結果、一般会計の歳入歳出予算規模

は5,963億8,104万3,000円となります。

以下、その主なものについて御説明申し上げ

ます。

まず、国の３次補正関連事業等につきまして

は、東日本大震災関連としまして、全国防災対

策とその他の事業を行うことといたしておりま

す。全国防災対策としましては、特別支援学校

の耐震補強工事等を行うとともに、道路、河

川、漁港、治山等の一般公共事業を行うことと

しております。その他の事業としまして、医療

関係では、災害拠点病院や災害派遣医療チーム

（ＤＭＡＴ）の機能強化を図るとともに、雇用

関係では、緊急雇用創出事業の拡充により追加

交付される交付金を基金に積み立てることとし

ております。また、今議会の冒頭に御報告いた

しました口蹄疫復興宝くじにつきまして、その

収益金の額が確定いたしましたので、その全額

を口蹄疫復興対策基金へ積み立てることといた

しました。

次に、議案第37号は、収用委員会委員久保和

華氏が平成23年12月27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梅田菜保子氏

を任命いたしたく、議案第38号は、収用委員会

委員眞茅喜久氏が平成23年12月27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梅

薗雄次郎氏を任命いたしたく、また議案第39号

は、収用委員会予備委員梅薗雄次郎氏が平成23

年12月27日をもって任期満了となりますので、

その後任予備委員として沼田憲明氏を任命いた

したく、土地収用法第52条第３項の規定により

県議会の同意を求めるものであります。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

平成23年11月30日(水)
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○外山三博議長 知事の説明は終わりました。

◎ 一般質問

○外山三博議長 それでは、ただいまから一般

質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、黒木正一議員。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。通告に従いまして一般質問を行いま

す。

月日のたつのは早いもので、東日本大震災が

起こりましてから、もう８カ月以上がたちまし

た。大震災を経験して多くの人たちが、大きな

悲しみとともに、何かが変わらなければならな

いと感じてきました。地震と津波、これも確か

に異常なことでした。特に被害に遭われた、犠

牲になられた方々にとってはとてつもなく大き

な出来事であったと思います。しかし、地震や

津波は、千年に一度かどうかはわかりませんけ

れども、自然現象の大きなサイクルの一つであ

ります。しかし、原発事故は、それが地震、津

波によって引き起こされたものであるにせよ、

全く別の出来事でありました。人がもっともっ

とと求めてきた豊かさの産物であり、自然現象

とは別物であり、そのことが多くの人たちに、

これまでの発展、豊かさを求める延長線では未

来はないという思いを持たせたのではないで

しょうか。

先日、ブータン国王夫妻が来日し、その謙虚

な態度と言葉が多くの人たちに大きな感動を与

えました。ブータンについては過去に井本議員

から詳しい解説がありましたが、人口70万人の

小さな国、ＧＤＰ168位の国の国王の言葉にはな

ぜか力がありました。何かが変わらなければな

らないと感じていた我々にとって共感を覚える

ものでした。慶應大学名誉博士号授与式での、

「我々の世代は真の発展とは何かを考え直すこ

とが求められており、そうすることで本当に持

続可能な成長が実現できる」という言葉に心を

打たれました。

そこで、総合計画にもうたわれておりますけ

れども、24年度予算編成方針の中には、財政が

厳しい中にあっても、本県が抱える政策課題に

対応する優先度の高い施策については積極的に

推進する必要があるとして、アクションプラン

における重点施策新しい「ゆたかさ」創造プロ

グラムを推進すると書かれておりますが、知事

の考える新しい「ゆたかさ」とは何か、考えを

お伺いいたします。

以下の質問については質問者席より行いま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

新しい「ゆたかさ」についてであります。長

期的な視点から本県の将来を見ました場合、人

口構造の変化や経済のグローバル化など、私た

ちを取り巻く社会経済情勢は大きく変化してま

いりますので、これに伴い、価値観や豊かさに

対する意識も変わっていくものと考えておりま

す。このため、総合計画の中では、人口増加や

経済拡大を前提とした従来の価値観を転換し、

これからの時代に対応した新しい「ゆたかさ」

を創造していくこととしたところであります。

この新しい「ゆたかさ」とは、経済的な豊か

さはもちろんでありますが、人や地域のきず

な、健康で安全・安心な暮らし、豊かな自然や

環境など、心豊かに幸せに暮らせることを言っ

平成23年11月30日(水)
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ておるものであります。今お話のあったブータ

ンの幸福度と相通ずるものもあるのではないか

と考えておるところであります。このようなこ

とから、総合計画のアクションプランでは、産

業の振興だけでなく、地域コミュニティーの機

能の強化や高齢者の社会参加の促進、地域防災

力の向上や環境・新エネルギーの先進地づくり

など、10の新しい「ゆたかさ」創造プログラム

を設定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 24年度の予算編成方針重点施

策を見ますと、過疎地域における医療確保や、

都市部と中山間地域の交流促進による地域の活

性化など、中山間地域に特に配慮したものだと

私は勝手に解釈をしております。６月の議会に

おいて、農家所得が減少していること、農業所

得も減少しているものの、農外所得が大きく減

少し、全国で最下位の位置にまで減少して経済

的に厳しくなっていることを申し上げました。

この大きな原因は、公共事業の減少など、雇用

の減少、不安定化が大きいと考えられます。本

県には高速道路や、国県道もそうでありますけ

れども、真に整備が必要な社会資本が、特に中

山間地域を中心として多く残っています。口蹄

疫の影響などにより停滞している本県経済の状

況などを踏まえ、特別枠を設け、予算の重点化

を図ることが検討されているようであります

が、景気対策に効果のある公共事業の確保につ

いて、知事の考えをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県の社会資本整備の

状況でありますが、御指摘のような高速道路や

国県道の改良を初めとしまして、全国に比べて

大きくおくれている状況にございます。また加

えて、東日本大震災を契機といたしました防災

対策事業など、県民の安全・安心を確保するた

めの取り組みが必要となっておりますので、今

後とも、必要な公共事業予算の確保を図ること

が極めて重要であると考えております。しかし

ながら、国の来年度予算の概算要求における公

共事業関係費につきましては、一律10％削減と

されておりまして、別枠措置の日本再生重点化

措置につきましても、総額7,000億円の予算枠に

全体で約２兆円の要求がなされるなど、公共事

業予算の見通しは大変厳しい状況にあるものと

考えております。

本県におきましては、極めて厳しい財政状況

に対応するために、来年度予算編成におきまし

て、公共事業費についても一定のシーリングを

行うこととしておりますが、一方で、口蹄疫の

影響などで停滞している地域経済の活性化など

を図る観点から、特別枠といたしまして─名

称は仮称でありますが─地域経済活性化枠を

設けることを検討することとしております。今

後とも、真に県民福祉の向上に必要な公共事業

につきましては、的確に取り組むことができる

ように、県債残高の抑制など財政改革の取り組

みとの均衡を図りながら、国庫補助等の財源確

保を含めまして、適切に対応してまいりたいと

考えております。

○黒木正一議員 過去の補正予算においても、

いろいろと景気対策に配慮していただいて、非

常にみんなから喜ばれております。ぜひ、財源

の確保についても御努力いただきますように、

よろしくお願いをしておきたいと思います。

続きまして、みやざき感謝プロジェクトにつ

いてお尋ねをいたします。

先ほども申しましたとおり、大震災が起きま

して８カ月以上が過ぎました。最近、マスコミ

で、被災地において自殺者がふえているという

報道がありました。すべてが震災の影響を受け
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ているとは言えないかもしれませんけれども、

被災地での自殺者数が、４月が４％、５月が20

％、６月には８％ぐらいの勢いでふえているこ

とが明らかになっています。この感謝プロジェ

クトは、県民が心を一つにして県民一体となっ

た取り組みを息長く進めていくための、宮崎と

してのさまざまな支援の取り組みについて、

「みやざき感謝プロジェクト」という名称を用

いて行動するということになっておりますけれ

ども、この中にあります「息長く進めていく」

ということが非常に重要だと思います。口蹄疫

のときも、いつまでも宮崎が忘れられなかった

ことが大きな励みになりました。片づけが次第

に進んで、ボランティアの人たちが少なくなっ

たこれからが大事と考えます。今回提案されて

いる補正予算でも、１億円を支援基金に積み立

てて、その一部を「みやざき感謝プロジェク

ト」の一環として活用することになっておりま

すが、今後の被災地への支援策についてお伺い

します。また、現時点において本県への避難者

数はどうなっているのか、公営住宅の入居状

況、さらに児童生徒の学校での受け入れ状況は

どうなっているのかを総務部長にお伺いしま

す。

○総務部長（稲用博美君） 東日本大震災の支

援につきましては、「みやざき感謝プロジェク

ト」といたしまして、県のみならず、市町村、

県民、企業・団体の皆様の協力もいただきつ

つ、また県民の皆様からの寄附を一部財源とす

る基金も活用して、職員やボランティアなどの

人的支援や本県の１次産品を活用した炊き出し

等、さまざまな支援に取り組んできているとこ

ろであります。このような中で、お話がありま

したように、震災発生から８カ月が経過し、被

災地は本格的な復旧・復興へ向かおうとしてお

りますが、一方では、仮設住宅での生活環境や

心身の健康の問題、地域コミュニティーの問題

などが生じていると伺っております。また、依

然、県外への避難を余儀なくされている被災者

が多数いらっしゃるといった状況もございま

す。

大震災の関係で県内へ避難しておられる方

は、11月22日現在で245名、このうち公営住宅に

入居されている方が100名程度、県内の公立学校

で受け入れている児童生徒数が30数名という状

況でございます。今後とも、庁内の関係部局や

市町村、さらには支援に積極的な県内外の民間

団体等とも連携・協力して、その時々の被災地

・被災者のニーズに応じた支援を行っていきた

いと考えております。

○黒木正一議員 これからできることは何なの

か、しっかりと検討して、息長く取り組んでい

ただきたいというふうに思います。

次に、「みやざき感謝プロジェクト」の一環

として、中山間地域において被災者の生活再建

を図るための雇用を委託する事業を行っており

ますけれども、何人雇用しているのか、またど

のような職種で雇用されているのかをお伺いい

たします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 東日本大震災

被災者受入応援事業で雇用された方でございま

すけれども、11月30日、本日現在で、農業や地

域づくり等の分野におきまして７名の方が雇用

されております。なお、12月１日からは、農業

の分野において新たに１名の方が雇用されるこ

とになっておりまして、雇用人数は合わせて８

名となる見込みでございます。

○黒木正一議員 大震災の後、私の地元におい

ても、何かしてあげられることはないかという

ことで、廃校を利用したり空き家を利用して被
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災者を受け入れたらどうか、食料は何とかみん

なでしますよという話がありました。ただ、い

ろいろ話し合っていくうちに、長期的な雇用を

どうするかということになったときに非常に悩

ましいものがありました。こういう事業で１名

ふえて８名になるということでありますけれど

も、この実施期間が平成24年３月31日までだっ

たでしょうか。その延長も含めまして、希望に

応じられるように取り組んでいただきたいとい

うふうに思います。

続きまして、山間部における防災対策につい

てお伺いをいたします。

災害が起こったら、それを検証して新たな災

害に備えるということは非常に重要なことであ

ります。大震災による津波の被害を受けて、各

地で防災計画・マニュアルの見直しが行われて

おります。本県においては、新燃岳の噴火とか

大雨などの災害はあったものの、ここ数年大き

な台風の接近、上陸がなくて、かつての台風災

害は忘れられようとしております。本年９月の

初め、近畿地方を中心に台風12号が甚大な被害

を与えました。100人近くの方が亡くなられたと

聞いておりますが、この台風12号は、６年前に

本県に被害をもたらした平成17年の14号台風と

共通する点が多くありました。例えば、1,000ミ

リを超える大雨が降ったこと、深層崩壊が起き

て土砂ダムをつくったこと、避難勧告・指示が

なくて惨事が拡大したこと、高齢者の避難に手

間取ったこと、情報網がうまく機能しなかった

ことなどです。このような台風が本県に来た場

合、14号台風の教訓は果たして生かされたのか

と考えさせられました。

ことしの12号台風の後、死者、行方不明者が

出た箇所の多くで、避難指示・勧告発令が出て

いなかったということが報道されました。６年

前の台風14号では─これは国土交通省の砂防

課の検証でありますけれども─土砂災害で死

者の出た箇所のうち、災害前に避難勧告が発出

されたのは10カ所中１カ所だけという報告がさ

れております。山間地においては危険箇所が多

く、安全な避難適地が少ないことや、河川の水

量とか水位などの判断が難しくて避難勧告など

発令しにくいという状況が考えられます。市町

村が発令できない場合には、かわりに知事が出

せることになっておりますけれども、このよう

な避難勧告発令等につきまして、県としてはど

のような支援を行っているのか、総務部長にお

伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 住民に対する避難

勧告等につきましては、災害対策基本法におき

まして、市町村長が判断し、発令するものとさ

れております。しかしながら、特に土砂災害の

発生に関しましては、地形・地質や降雨の状況

などに左右されるため、災害の発生箇所を事前

に特定することが難しく、避難勧告等の発令区

域やタイミングの判断が難しいケースもあると

思われます。県といたしましては、平時から市

町村に対しまして、避難基準の策定に向けた働

きかけや技術的助言などの支援のほか、災害が

予想される段階では、総合河川砂防情報システ

ムによる土砂災害の予測情報や、土砂災害警戒

情報などの警戒避難のための情報を適時的確に

提供し、市町村の判断の支援にも取り組んでい

るところであります。なお、市町村の意思決定

機能に影響を及ぼすような大災害が発生しまし

た場合には、県が市町村にかわって避難勧告の

発令などを行うこととなっております。

○黒木正一議員 12号台風で10人以上の犠牲者

が出ました奈良県十津川村に、私も学生のころ

行きました。96％が山林ということで、私の住
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んでいる村といい勝負だなと、行ったとき思っ

たんですけれども、それぐらいの山村でした。

ここの避難場所というのは４割ぐらいが災害の

危険があるところにあるそうです。多分ここの

村長さんも避難指示・勧告―想定外の雨量が

あったこともありますけれども―を発令する

のに非常に悩んだのではないかなと、想像した

ところでありました。

６年前の14号台風のときの―これも国土交

通省の検証でありますけれども―土砂災害で

死者・行方不明者の出た11カ所―宮崎県です

が―のうち砂防施設があったのは１カ所のみ

であったのが課題とされ、その対応策として避

難地を保全、創出する砂防事業の重点実施が必

要というふうに指摘されております。深層崩壊

の危険地域も多く、すべての危険地域の安全対

策は財政的にも困難であるということから、安

全な避難地づくりに重点を置いた対策が山間地

域の防災上重要なことと考えます。14号台風の

検証をもとにその対応がなされているのか、ま

た考え方についてお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 市町村が選定する

避難場所につきましては、災害による影響を受

ける可能性が少ない場所を確保することは当然

でありますが、山間部など地域の状況によりま

しては、そのような場所の確保が困難な場合も

あると認識しているところであります。県とい

たしましては、過去の土砂災害の教訓も踏まえ

ながら、安全な避難場所の確保に向けて、市町

村に対し、避難場所の見直しについて助言等を

行ってまいりますとともに、砂防ダムなど防護

施設の整備箇所を選定する場合に、地域の避難

場所や災害時要援護者の関連施設がある区域を

最優先で検討するなど、可能な限り配慮してま

いりたいと考えております。

○黒木正一議員 想定外という自然災害がふえ

る中で、人命を守るにはいかに安全なところに

早く避難するかが重要だと思います。すべての

家屋の安全を図るというのは非常に無理なこと

ですから、安全な避難地づくりに可能な限り配

慮をいただきたいというふうに思います。

現在、私の地元の商店街におきまして、水防

災事業が着々と進んでおり、また九州電力のダ

ムにおいて、洪水時の土砂を通過させるダム改

造計画も始まっており、大いに防災対策につな

がるというふうに期待をしておるところです。

そのダムでありますけれども、特に水力発電所

が集中している耳川流域のダムの耐震安全性に

ついてお伺いをいたします。耳川流域には支流

も含め８つのダムがあります。一番新しいダム

で完成から50年がたっており、西郷ダムは一番

古く、82年もたっています。一番上流にある上

椎葉ダムは、56年前に建設された日本初の大規

模アーチダムです。当時、アーチダムは海外で

は大規模なものが建設されていたようですが、

日本では、一つは耐震性の問題で建設が行われ

ておらず、地震国であり、特に日向灘に沿う宮

崎県での大規模アーチダムの建設は不安視され

ていたと聞いておりますけれども、安全性はど

うか、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） 耳川水系に

は、今お話がありましたとおり、上椎葉ダムを

初め、九州電力が管理している８つのダムがご

ざいます。これらのダムは、昭和４年から昭

和35年までに完成したものでありますが、九州

電力では平成20年から22年にかけまして、現行

の設計基準に照らして耐震性のチェックを行

い、ダムの安全性を確認していると聞いており

ます。さらに、アーチ式コンクリートダムで高

さが100メートルを超える上椎葉ダムにつきまし
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ては、東日本大震災後、同規模程度の地震に対

するダムの耐震性を再検証しておりまして、十

分な安全性を確保していると聞いているところ

でございます。今後、国や関係機関によります

東日本大震災の検証が進み、ダムの耐震性につ

いての考え方が新たに示されたときには、県は

河川管理者として九州電力に対して適切に対処

するよう指導してまいりたいと考えておりま

す。

○黒木正一議員 次に、林業の問題について質

問をいたします。

森林・林業再生プランに基づく森林経営計画

がスタートいたします。現在、現場においてそ

の実施に向けた説明会などが行われています。

これから森林組合と森林所有者とで経営計画を

つくっていくことになろうかと思いますが、説

明会の状況を聞きますと、２人とか５人とかの

出席しかなかったというところもあるようで、

現在の林業の置かれている情勢を感じさせられ

るものがあります。説明会で出た意見を聞いて

みますと、搬出間伐が原則となることから、果

たして労力は確保できるのか、また制度自体が

よくわからないという声が多いようです。制度

の変わり目で混乱が生じることは予想されます

が、新しい制度を理解して、計画がスムーズに

スタートできるように努めていかなければなら

ないと考えます。今後、どのようにこの計画の

スタートに向けて進めていくのか、考えをお伺

いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 森林経営計画

は平成24年度から認定が開始されることから、

県では、市町村や森林組合等に対して説明会を

開催するとともに、市町村、森林組合、県出先

機関が共同で、森林所有者等を対象とした座談

会を開き、経営計画の認定基準や補助制度との

関連等について周知を図ってきたところであり

ます。しかしながら、従来の制度と大きく内容

が異なることなどから、森林所有者等には十分

浸透していない状況もあります。このため、市

町村の広報紙などを活用して、さらに森林所有

者等に対する情報提供に努めるとともに、特

に、これまで森林施業計画を作成し、補助制度

を活用して森林施業を行ってきた森林所有者等

に対しては、施業計画との違いなどを座談会等

でわかりやすく説明し、森林経営計画への円滑

な移行に努めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 森林・林業再生プランの策定

を受けて、実際の路網整備や利用間伐などを実

践する先行的な取り組みを全国の５地域で進め

ております。本県においては椎葉村にある県有

林で行われており、私も２回ほど見学に行きま

した。ドイツ仕様の路網整備が行われて、ヨー

ロッパ製の高性能林業機械を導入しており、

チェーンソーで切り倒した木材を集める「集

材」、枝払いをして適当な長さに切る「造

材」、材を運ぶ「集積・搬出」を１台でこなす

多機能機械が動いておりました。これはすごい

機械ですけれども、現場は、椎葉村でも傾斜が

緩く条件のよい場所であって、急傾斜の多い林

業地帯のどこでも使えるものではないなという

印象でした。この取り組みは、現地の作業条件

に適合するよう改良を行い、作業効率を飛躍的

に向上させるシステムを開発、実証するという

ことになっており、今後、改良が進められると

いうふうに思いますけれども、実践事業の取り

組みについて、現状をどのように検証されてい

るのかをお伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 森林・林業再

生プラン実践事業は、最新鋭の高性能林業機械

を活用して、間伐の生産性を向上させる先進的
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な取り組みをモデル的に行うものでありまし

て、お話にありましたように、椎葉村におい

て、宮崎県森林組合連合会と造林素材生産事業

協同組合連合会が連携して実践する取り組み

が、全国５地区の１つとして選定されていま

す。この事業では、本県の森林の特性に適合す

る新たな低コスト作業システムを構築するた

め、効率的な路網の作設や、導入した高性能林

業機械の改良等を行いながら、素材生産におけ

る労働生産性や経費に関するデータを収集し、

経済性の検証に取り組んでおります。また、高

性能林業機械の作業時における安全性や操作性

についても、検証を重ねているところでござい

ます。

○黒木正一議員 この実践事業は、地元の人が

見に行って、これは機械屋がもうけるだけじゃ

ないかとか、メンテナンスがどうなるのかと

か、いろんな―かつて大型のチェーンソーが

ドイツから入ってきて、こんなものが山の中で

使えるかというようなことがあったそうですけ

れども。これはあくまでモデル事業ですからと

いう話をしているんですけれども、今後、日本

型に改良していくものだなと、宮崎モデルがで

きればいいなというふうに考えております。

次に、大径木の対策についてお伺いいたしま

す。間伐が促進され、長伐期施業が進みます

と、将来、間違いなく大径木がふえ、木材の高

齢化が今後の課題となります。木材の価格は、

直径30センチを境に、太くなるほど安くなるの

が現状です。床の間を備えたような本格的な和

室のある家が減ったり、生活様式の変化で木材

のニーズが変わり、大径木の需要が減っている

のも原因と思われます。大径木に対応した加工

施設整備など、今後の取り組みについてお伺い

いたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 本県の杉は成

長が旺盛であるため、今後、森林資源の充実に

伴い、直径30センチ以上の大径材が大幅に増加

すると見込まれており、大径材の有効活用を図

ることは大変重要であると認識しております。

このため、県としましては、木材利用技術セン

ターにおいて、大径材の効率的な木取りや乾燥

技術の開発、大径材を活用した付加価値の高い

製品づくりなどに取り組むとともに、住宅業界

と木材業界が協働して行う大径材を活用した家

づくりの提案についても支援しているところで

あります。また、国の第３次補正予算の森林整

備加速化・林業再生事業等を活用して、大径材

の製材加工に対応した施設整備も進めてまいり

たいと考えております。

○黒木正一議員 大径木の山がふえますと、当

然でありますけれども、山は重くなっていくん

じゃないかなというふうに思います。崩壊の起

こりやすい土質で台風の影響も多い本県におい

ては、小面積の皆伐を取り入れた循環林業とい

いますか、そういうシステムをうまく組み合わ

せることも必要ではないかというふうに思いま

す。それが山村に雇用を生むことにもつながり

ます。また、ＣＯ２の吸収効果は樹齢15年から40

年が最も多く、80年を過ぎると吸収力はほとん

どないとも言われておりますし、温暖化対策の

視点からも考えていかなければならないという

ふうに思います。

続きまして、中国木材の進出について。この

件につきましては、過去に複数の議員から質問

がありましたが、昨年10月、中国木材は、大分

県の佐伯市の製材業者などと組織しておりまし

た大型製材工場を買収して操業しております。

中国木材は、呉とか、伊万里、北広島、鹿島、

茨城が生産拠点で、伊万里のような一極集中型



- 20 -

平成23年11月30日(水)

から分散立地型のビジネスモデルを追求するよ

うになるというふうにも言っているといううわ

さも聞いております。本県においては、細島港

が重要港湾として指定され、整備が進み、木材

産業の一大拠点として期待されており、その目

玉として中国木材の進出が望まれております。

知事は、広島県の出身ということでもありまし

て、中国木材の本社に直接出向かれたというふ

うに伺っておりますけれども、その可能性や感

想についてお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 中国木材につきまして

は、ことし８月に私みずから本社を訪問いたし

まして、本県への早期の進出を直接、社長さん

を初め、担当者の皆様に要請をしてきたところ

であります。中国木材としましては、本県に進

出する意思には変わりがないということであり

ますが、国内市場における景気の低迷や、特に

本県に進出した場合は輸出を中心に考えられる

ということでございまして、長引く円高による

海外市場の動向というものを非常に気にしてお

られまして、こういった動向等を注視しなが

ら、慎重に進出の時期を見きわめているという

ことでありました。県といたしましては、引き

続き、訪問活動などを通じて本県への早期進出

を働きかけてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 次に、森林整備加速化・林業

再生事業についてお伺いいたします。この基金

事業は、地域における間伐などの森林整備の加

速化と、森林資源を活用した林業・木材産業な

どの地域産業の再生を図るという事業で、それ

ぞれの地域に応じたメニューが選択でき、使い

勝手がいいということから、24年度以降も拡

充、延長を求める声が大きく、我々県議会、林

活議連、地方議会等からも意見書の提出、要望

などを行ってきたところでありますが、11月21

日、第３次補正予算が成立し、予算額も現行よ

りも６億円増額して1,399億円となったというふ

うに伺っております。ただ、延長の趣旨は、あ

くまで復興に必要な木材を安定供給するという

ことにあり、復興木材安定供給事業となってお

り、復興に直結しない事業メニューがどうなっ

たのかが懸念されます。延長となった本基金事

業は、事業メニュー等が現行とどう変わったの

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） 第３次補正予

算の森林整備加速化・林業再生事業は、東日本

大震災の被災地での本格的な復興を早期に図る

ため、間伐や路網の整備、製材施設等の整備を

実施し、復興に必要な木材を全国規模で安定供

給するとともに、林業・木材産業の再生を図る

ものであります。このため、搬出間伐や林業専

用道などの路網整備、高性能林業機械の導入の

ほか、木材の加工流通施設やバイオマス関連施

設の整備等は、これまで同様、事業の対象と

なっておりますが、木造公共施設や特用林産施

設の整備などにつきましては、対象外とされた

ところであります。

○黒木正一議員 間伐、路網の整備とか、林業

の機械化とか、木材加工、バイオマス施設など

はメニューに残ったけれども、公共建築物等の

整備、それから特用林産施設の整備というのが

この事業のメニューから落ちたということであ

りますが、この事業から木造施設整備に、全国

で250億を超す支出がこれまであったというふう

に伺っております。これは、復興対策という観

点からは仕方がないと考えなければいけないか

なとも思いますけれども。ただ、国は公共建築

物等木材利用促進法を制定して、公共建築物に

ついて可能な限り木造化、木質化を図るという

ことにしておりまして、公共建築物の木造率
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を10年後に倍増するという目標を設定しており

ます。また、本県においても、国の基本方針を

踏まえて、公共建築物における木材利用のさら

なる推進を図るということになっております

が、この再生事業で木造公共施設などの整備が

落ちたということは、これらの流れに逆行する

ものではないかというふうに考えます。国、県

の目標を達成する予算というのは確保できるの

かどうか、お伺いをいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） ただいま申し

ましたように、国の３次補正からは木造公共施

設等整備が事業の対象外となったところですけ

れども、議員御指摘のとおり、昨年10月には、

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、国産材需要拡大に向けた環

境づくりもなされたところでありますので、森

林・林業・木材産業づくり交付金などの木造公

共施設整備への支援拡充につきまして、今後、

国に対し要望してまいりたいというふうに考え

ております。

○黒木正一議員 この事業が延長されたという

のは本当にありがたいことだと思います。ぜひ

有効に活用していただきたいというふうに思い

ますし、木造化予算についてもぜひ国に要望し

て、確保していただきたいというふうに思いま

す。

私の地元において、建設業の廃業などにより

まして林業従事者になる人が出てきておりま

す。かつて東国原前知事の時代も、建設業から

林業にはシフトしやすいんだというようなこと

をよく言われておりましたけれども、県内でど

れぐらいの人が林業に参入しているのかをお伺

いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県内の主な林

業事業体を対象に行いました調査によります

と、平成22年度では、他の業種から林業へ新規

参入した人数は92名となっております。その内

訳は、建設業からが36名で約４割を占めてお

り、製造業が12名、運輸業が９名、サービス業

が８名、農業・漁業が７名などとなっており、

建設業からの参入者が多くを占める状況となっ

ております。

○黒木正一議員 これは大変大きな数だと思い

ます。木材価格が非常に低迷している中で、緊

急経済対策や雇用対策などで手当てがあって、

これだけ参入ができたのではないかと、私は想

像するんですけれども、今後、安定した雇用が

続くように、事業の確保などに努力していただ

きたいというふうに思います。

次に、鳥獣害対策についてお伺いいたしま

す。猟期になりました。地元に帰りますと、猟

をする犬の鳴き声が聞こえます。私の地元の村

では、さきの日曜日にはシカの一斉捕獲が行わ

れておりました。「きょうはシカの一斉捕獲を

するので、山で作業する方は注意してくださ

い」というお知らせが流れておりました。何頭

捕獲したかはわかりませんけれども、地域ぐる

みでの鳥獣害対策が行われております。私の地

元では、ほんの数年前までシカの鳴き声を聞く

ことはありませんでした。ましてや、姿を見る

ことなどはなかったのですが、この前も山道を

車で走っていると、突然大きな角を持った大き

な雄ジカが道下から飛び出てきて、車の前を横

切りました。秋になると独特な声で、フィーと

かピーとかいうような声で鳴きます。シカは繁

殖期になると数頭の雌を囲い込み、ハーレムを

つくるのだそうです。この鳴き声は雄が雌を呼

ぶ声だそうで、この鳴き声を聞くたびに、また

来年はシカがふえるなというふうに思います。

本県では鳥獣被害対策緊急プロジェクトをつ
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くって、対策を行っております。基本方針は、

鳥獣害対策の専門家である井上先生の指導によ

るものでありますけれども、井上先生による

と、鳥獣害がふえた原因は、一般的に言われて

いるような温暖化、過疎・高齢化、人工林の増

加、狩猟者の減少ではなく、集落でのえづけが

成功した結果、起きて当たり前のことが起きて

いるだけだと言われます。しかし、直接的には

ふえた原因がそうであっても、大きくふえたシ

カが、人工林が成長し、えさ場が次第に少なく

なっている中では、えさを求めて里山から平場

へと広がっていくことが予想されます。このよ

うな中、ある程度、個体密度を下げなければ何

をやっても無駄ではないかという声も聞きま

す。１年や２年で成果を評価することはできな

いとは思いますけれども、現時点でのこのプロ

ジェクトの評価、そして目標値も設定しており

ますけれども、達成する見込みがあるのかを県

民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 鳥獣被害対策

につきましては、平成22年度から、その推進体

制といたしまして、鳥獣被害対策特命チームを

本庁と各地域に設置するとともに、緊急プロ

ジェクト推進計画を策定しまして、被害防止対

策、捕獲対策、生息環境対策から成る総合的な

対策を、全庁挙げて推進しているところでござ

います。このプロジェクトの進捗状況を見てみ

ますと、シカ、イノシシ、猿の捕獲頭数や、モ

デル集落の設置、技術指導者（マイスター）の

育成を初め、おおむね計画どおりに進んでおり

ますとともに、効果的な防護さくの設置や鳥獣

を寄せつけない集落環境の改善が進みまして、

住民みずからが被害対策を実施する機運が醸成

されつつあります。しかしながら、依然として

農林作物等の被害が生じておりまして、取り組

みをより一層推進していく必要があります。今

後とも、適切な捕獲とともに、地域住民と一体

となった総合的な鳥獣被害対策を展開してまい

りたいと考えております。

○黒木正一議員 国は、鳥獣被害防止特措法の

制定とあわせ、平成20年に鳥獣害防止総合対策

事業を創設し、23年度においては緊急対策とし

て予算額を大幅に増額しております。23年度、

鳥獣被害防止総合対策交付金の県別配分額は、

本県と同等の被害額の他県と比べるとかなり低

くなっております。金をかけるということだけ

が対策とは思いませんけれども、どのような理

由でこのような差が出ているのか、そしてま

た、今後どう対応していくのかということにつ

いてお伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今年度の交付

金につきましては、全国段階では予算額の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％とほぼ同等でございましたが、本県の

場合、要望額の積み上げが少なかったことか

ら、交付額は他県と比較して低いものとなって

おります。なお、来年度事業につきましても、

引き続き、国の鳥獣被害防止総合対策として110

億円余の概算要求がなされているところであ

り、本県におきましても、国の事業概要の公表

を受け、10月上旬から市町村への事業説明会を

行い、現在、２回目の要望調査を実施している

ところでございます。さらに、今後につきまし

ても、正式な国への要望に向けまして、再度、

県内市町村を個別に巡回いたしまして、一層の

事業の掘り起こし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。

○黒木正一議員 この件に関しましては、さき

の議会において押川議員のほうから代表質問で
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取り上げた問題でありますけれども、今でもこ

の件については、これだけ宮崎県の対策費がな

かったというのは議員の怠慢ではないかという

声も多くいただいておりますし、いまだに理解

できないものでありますから―間違いなく被

害は広域化しております。広がっております。

他県の取り組み等も調査されて、今後、有効に

活用できるように取り組んでいただきたいとい

うふうに思います。

次に、緊急プロジェクトについてであります

けれども、この中で、獣肉の商品開発、販路開

拓にも取り組むということになっております。

このことについてお聞きするわけであります

が、鳥獣被害というのは日本独自なものかとい

うふうに思っておりましたが、実はヨーロッパ

やアメリカでも社会問題になっているそうであ

ります。「現在の先進諸国はまさに大型草食獣

の楽園である」と書いてある本を読んで、驚き

ました。ヨーロッパでは日本にはない狩猟権と

いうものが土地所有者に与えられており、日本

の場合、狩猟免許を取って都道府県で登録を行

えば、法律的には県内どこでも狩猟することが

できますが、ヨーロッパでは、免許と登録に加

えて土地所有者から狩猟する許可を得る必要が

ある。その許可は、山に入るための借地代や動

物捕獲代を支払うことで認められるということ

だそうで、土地所有者は狩猟権を狩猟者に貸し

出すことで収入を得ることができる。狩猟した

肉の販売は一つの大きな産業になっており、消

費者から食肉業者、狩猟者、土地所有者へとい

う経済の流れができているということでありま

す。日本には、ヨーロッパのような日常的にジ

ビエ料理を食べるという食習慣がなくて、その

上、このように食べ物があふれている、そうい

う中で商品の開発、販路開拓は容易ではないと

いうふうに思いますが、この取り組みについて

お伺いをいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） イノシシにつ

きましては、既に食肉として利活用がなされて

おるところでございますが、近年、個体数の増

加が著しいシカにつきましては、食肉としての

特性、あるいはこれまでの食文化でなじみが薄

いことなどから、余り利用が進んでおらず、地

域資源として利活用すべきとの意見が寄せられ

ているところでございます。県内の事例を見て

みますと、諸塚村において、シカ、イノシシの

生肉の販売が行われており、また延岡市北川町

におきまして、シカ、イノシシの生肉の販売に

加えまして、加工食品の開発や地元レストラン

での料理の提供が行われております。また、え

びの市におきましては、シカ皮製品の加工販売

が行われておりまして、地域活性化の一つの方

策として注目されているところでございます。

一方で、獣肉を商業的に取り扱うことにつきま

しては、食品衛生上の課題、あるいは安定供

給、品質の確保、生産コスト等の課題が考えら

れますが、地域活性化の観点から地域資源の一

つとして、その有効な利活用について今後促進

し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、子育て支援対策

についてお伺いをいたします。

８月28日だったと思います。未来みやざき子

育て県民運動推進大会というのに出席をいたし

ました。そこで知事が、未来みやざき子育て県

民運動推進宣言なるものを行いました。だれも

が子供を安心して生むことができ、子育てが楽

しいと感じられる宮崎づくりを県民運動として

取り組むということは、大切なことだと思いま

す。ただ、このような事業は成果が目に見えな

いということもありますし、評価も難しく、継
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続することもなかなか容易ではないなというふ

うに感じたところでした。そして、地域で支え

合う子育て応援事業の資料をいろいろいただき

ましたけれども、どのメニューを見ても宮崎市

で行われているものばかりでした。推進大会で

は杉浦太陽さんのトークショーがあり、漫画家

の高野優さんが進行したのですけれども、高野

さんのグッズを私の家に置いておりましたとこ

ろ、ある人が来て、「あら、高野優さんを何で

知っとっと」と言われまして、私はそれまで全

く知らなかったんですが、この人は有名だった

んだなと思いました。そして、何で知っている

かというと、こういう推進大会が宮崎であった

んですよという話をしましたら、「そういうこ

とがあるんですか。全くそういうことを知りま

せん」ということで、話を聞いて、そうだなと

思ったんですけれども、こういう人もいるわけ

です。運動のスタートというのは宮崎市が中心

となることは仕方がないとしても、人口の多い

都市部でなければならないということもありま

すが、人口の少ないところでもできることもあ

ると思います。これを市民運動、都会の花火で

終わらせない工夫が必要と考えます。県民運動

として推進するに当たり、知事の考えをお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 社会全体で子育てを応

援する機運の醸成をさらに推進するとともに、

県民参加による子育て支援を促進していきた

い、そのように考えておりまして、県内の関係

団体、事業所、市町村などが幅広く参加をしま

した「未来みやざき子育て県民運動推進協議

会」を設置しまして、この運動を今、展開して

おります。各市町村におきましても、運動の推

進体制が整備をされまして、「わがまちの子育

て応援宣言」を制定するとともに、子育て関連

イベントなどが実施されるなど、さまざまな取

り組みがそれぞれに行われているところであり

ます。今後は、市町村との連携を強化しなが

ら、各企業の取り組み促進や、県民一人一人が

子育て支援活動に参加できるような仕組みづく

り、さらには、今御指摘がありましたようなＰ

Ｒ・広報にも努めますとともに、県内全域にこ

の運動を広げてまいりたいと考えております。

本県は、充実した保育環境や、元気な子供を

はぐくむ豊かな自然、さらには地域のきずなが

残されているなど、全国の中でも恵まれた子育

て環境を有していると考えております。私自

身、３人の子育てをしながら実感しているとこ

ろでございます。こうした本県の財産を生かし

ながら、県民全体で子育てを支えていきます

「未来みやざき子育て県民運動」を展開しまし

て、だれもが安心して子供を生み、子育てが楽

しいと実感できるような「日本一の子育て・子

育ち立県」を目指してまいりたいと考えており

ます。

○黒木正一議員 私は、宮崎市ばかりでやって

いるなと思っていたものですから、今、知事か

ら、各市町村でいろいろ取り組みが行われると

いうことをお聞きして初めて知りまして、田舎

者のひがみだったなというふうに思って、知ら

なかったと反省をしております。本当にこうい

う事業は、評価といいますか、目に見えない。

なかなか難しいと思うんですけれども、やるか

らにはしっかりと進めていただきたいというふ

うに思います。

子育ての支援として、子育て世帯向けの期限

つきの一般県営住宅─これは県営住宅を有効

に使うということで新たな取り組みがスタート

しておりますけれども─その応募の状況と今

後の取り組みについて、県土整備部長にお伺い
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いたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県営住宅の子

育て世帯向け期限つき入居につきましては、子

育て支援の一環としまして、本年６月の定例県

議会におきまして条例改正を行い、本年９月に

宮崎市内の小戸団地において募集を行いまし

て、11月１日に入居が完了したところでありま

す。募集結果としまして、募集戸数16戸に対し

まして42世帯が応募し、応募倍率が約2.6倍と

なっております。今後の取り組みについてであ

りますが、今回の募集結果、それからまた募集

説明会で実施しましたアンケート調査において

約９割の方が本制度に賛同していることなどを

踏まえまして、対象団地の立地条件、地域のニ

ーズ等を勘案の上、募集団地を段階的に県全体

に拡大したいと考えております。

○黒木正一議員 次に、自殺対策についてお伺

いしたいと思います。

ついこの前、我々会派の厚生部会で自殺対策

について、秋田大学、それから取り組みを行っ

ている青森県境の八峰町というところに行って

きました。秋田大学の本橋教授─医学部長で

すか、非常に早くから自殺対策の研究をされて

おる方でありますけれども─が、宮崎県のこ

とを非常に評価して、成果が上がっているじゃ

ないかというふうに話をされておりました。人

口100万ぐらいのところが一番効果が上がるんだ

と。対策の仕方によっては５年か10年で３割ぐ

らい減らせるんだということで、大学、県、市

町村で連携して、とにかく熱心に取り組んでい

るという印象でありまして、宮崎県のことも評

価しておりましたし、今後とも―時間が過ぎ

ましたので、また引き続き熱心に取り組んでい

ただくことをお願いしまして、私の質問を終わ

ります。（拍手）

○外山三博議長 次は、山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。通告に従い順次お伺いしてまいりま

す。

東国原前知事からバトンを受けられ、河野知

事誕生から、はや10カ月が過ぎたところであり

ますが、昨年の口蹄疫発生から、知事就任と同

時に鳥インフルエンザの発生、そして１月下旬

の新燃岳の噴火、３月11日には多くの犠牲者を

出したあの東日本大震災と、全く息つく暇もな

いほどの慌ただしい毎日であられたと思いま

す。そして、最近では地方を犠牲にするような

ＴＰＰの動きなど、全く予期せぬことに追われ

る日々だろうと思いますが、今日のこの予想も

しない出来事が発生する中、多くの県民が大き

な不安を抱えてきておられると思います。さ

て、知事、本県のトップリーダーとして県民に

何を強く訴えていかれる所存か、お聞かせくだ

さい。また、就任後のトップセールスの実績

と、東国原前知事とのセールスの違いをお伺い

いたします。

以上、壇上からの質問を終わり、この後、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。

まず、県民の皆さんに訴えたいことでありま

す。１点目は、知事就任時にも申し上げたとこ

ろでございますが、改めて県民の皆様には、常

在危機という意識─我々は常に危機のもとに

あるという意識─を持っていただきたいとい

うふうに考えております。ことし我が国では、

東日本大震災を初め大規模な災害が相次ぎ、本

県におきましても、昨年の口蹄疫に続き、鳥イ

ンフルエンザ、新燃岳の噴火に見舞われたとこ

ろであります。地震や台風などの災害はいつで
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も起こり得るものであります。また、口蹄疫や

鳥インフルエンザで起きた悲劇というものを再

び繰り返してはならないと考えております。自

助・共助・公助の観点から、安全・安心な宮崎

づくりに取り組んでまいりたいというふうに考

えておりますが、県民の皆様には、家庭や地

域、事業所において、それぞれに万全な備え

を、また改めて防疫の徹底をお願いしたいと考

えております。

２点目は、県民の皆様には積極的に県政への

参加をお願いしたいということでございます。

国、地方ともに大変厳しい社会経済情勢のもと

で本県を発展させていくためには、県民の皆様

一人一人が、郷土への誇りと愛着を胸に、まず

は身近なところから、自分ができるやり方で地

域づくりなどに参画していただくこと、県民総

力戦をお願いしているところでございます。そ

の積み重ねが大きな力となり、本県の確かな未

来を築く原動力になるものと考えております。

口蹄疫以来のさまざまな災害によりまして疲弊

をした経済の活性化を図りたいということで、

みやざき元気プロジェクトなどに取り組んでご

ざいますが、そのときにも県民一人一人の力の

積み重ねは大変重要なものと考えております。

このような県民の皆様の御協力や参画をいただ

きながら、今後とも、先頭に立って県政運営に

努めてまいりたいと考えております。

次に、トップセールスについてであります。

本県にとりまして、これまでの宮崎ブームの定

番・定着化と、口蹄疫被害などからの復興やイ

メージ回復を速やかに図ることが大変重要なも

のと考えております。このため、私自身、本年

１月の知事就任以来、全国各地や海外におい

て、農産物や物産、観光などの各分野におきま

して、19件のトップセールスを実施していると

ころであります。こういったトップセールスに

加えまして、派手さはなくともチームワークを

重視しながら、持てる潜在力を十分に発揮しま

して、全員で勝利をかち取ることができるチー

ムのように、分野の垣根や行政・民間などの枠

を超えまして、総力戦で情報発信や販売促進活

動に取り組むことが必要と考えておりまして、

オールみやざき営業チームというコンセプトを

政策提案の中に掲げたところでございます。今

後とも、必要に応じ、トップセールスやオール

みやざき営業チームでの取り組みを適宜組み合

わせながら、官民それぞれの強みを結集して、

宮崎を強力に売り込んでまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○山下博三議員 ありがとうございました。つ

い先日、11月15日から19日までの期間で、河野

知事は初の海外でのトップセールスに行かれま

したが、収穫もたくさんあったやに聞いておる

ところであります。東アジアの台湾、香港、マ

カオでのトップセールスの目的について、知事

にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 海外でのトップセール

スは、韓国に続いて２件目ということになりま

す。今回の目的でございますが、本県経済の発

展を図る上で、経済成長が著しい東アジアの活

力を本県に取り込んでいくことが大変重要であ

ると認識しております。このため、今お話のあ

りました今月15日から19日にかけて、台湾、香

港、マカオにおきまして、相互交流の進展、拡

大などを目指し、交通、観光誘客、ブランド、

畜産の各分野の官民が一体となって、政府関係

機関や企業などに対しまして、宮崎を強くアピ

ールしてまいったところであります。行程はか

なりハードではありましたが、東アジアの経済

繁栄の状況というものを再確認いたしまして、
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これらの地域との交流の進展と拡大というもの

が、本県の経済の活性化はもとより、口蹄疫被

害などからの復興を図る上でも大変重要である

と、改めて認識をしたところであります。今

回、例えば、台湾で政府関係者や旅行エージェ

ントなどを招いて開催いたしました「謝恩の夕

べ」では、私自身が本県の食や観光の魅力とい

うもののプレゼンテーションを行いまして、宮

崎のよさにつきまして理解を深めていただくな

ど、確かな手ごたえを感じたところでございま

す。こうしたセールスの成果が今後さらに広

がってまいりますよう、引き続き関係者が一丸

となって努力してまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 台湾、香港、マカオが初めて

ということでありました。済みません。

それでは、また同じく伺っていきたいんです

が、今回の訪問について、４つのチーム―交

通チーム、誘客チーム、ブランドチーム、畜産

チームと、それぞれ４つのチームで目的を持っ

て行っておられますが、その目的について、総

括し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） 各チーム

の目的について、まとめてお答えをいたしま

す。

まず、交通チームにつきましては、チャイナ

エアライン本社や台湾政府機関に対し、宮崎―

台北線の維持充実の要望と相互交流の促進を行

うため、次に、観光誘客チームは、台湾、香港

の旅行会社等に対し、本県の観光素材の魅力を

直接ＰＲし、より一層の本県への送客を促進す

るため、また、ブランドチームは、台湾政府の

検疫、残留農薬検査等を所管する部署に対し、

キンカンやメロンなどの本県の輸出余力が大き

い品目について、輸出促進に向けた要望活動等

を行うため、最後に、畜産チームにつきまして

は、マカオフードフェスティバルでのトップセ

ールスによる宮崎牛のＰＲを初め、香港・マカ

オの宮崎牛新規指定店の認証や、我が国の国会

に当たります香港立法会に対する宮崎牛などの

本県農畜産物の輸出への理解と協力依頼を行う

ため、それぞれチームを編成したところでござ

います。

○山下博三議員 ありがとうございました。そ

れでは、４つのチームに分けて目的を持って行

かれたわけですが、その率直な感想と、何を課

題としてとらえてお帰りになったのか、同じく

総括し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） まず、交

通チームにつきましては、宮崎―台北線が、経

済、観光、文化など、さまざまな分野におきま

して、宮崎と台湾とを結ぶかけがえのないかけ

橋であることを再確認し、今後、民間における

双方向の幅広い交流の促進が必要であると認識

したところであります。

次に、観光誘客チームにつきましては、台湾

や香港で実施いたしました現地旅行社への訪問

や意見交換会において、これまで築いてまいり

ました本県との良好な信頼関係を改めて実感す

るとともに、本県の観光資源に対する関心をさ

らに深めていただいたものと感じたところであ

り、今後、本県観光の魅力についての継続的な

ＰＲと、近隣各県と連携した広域ルートの設定

などが必要であると認識したところでありま

す。

また、ブランドチームは、台湾当局の対応が

極めて好意的で、本県の農産物の安全性や安心

確保対策についても十分理解していただいたと

感じておりまして、今後、海外輸出の促進に向



- 28 -

平成23年11月30日(水)

けて本県農産物のＰＲや輸出障壁の解消を積極

的に進める必要があると認識したところであり

ます。

最後に、畜産チームにつきましては、香港・

マカオにおいて宮崎牛等のＰＲを行う中で、海

外では和牛肉の人気が高く、継続取引への大き

な手ごたえを感じており、今後、輸出量の回復

や海外におけるＰＲ表現の創意工夫、輸出品目

の面的な広がりを進める必要があると認識した

ところであります。

○山下博三議員 次に入らせていただきます

が、それぞれ九州各県、それぞれの分野で東ア

ジアへの進出を目指して強力に営業に取り組ん

でおられることと思っております。隣の鹿児島

県との牛肉の取引状況を調べてみましたので、

比較をさせていただきたいと思います。今回の

訪問も、ミヤチクを中心に牛肉の営業というも

のにウエートを置いておられたようであります

から、比較させていただきます。本県の平成21

年、22年の牛肉の国外へ向けての出荷状況を調

べたんですが、平成21年で宮崎県は55.7トン、

金額にして６億7,000万、そして22年─口蹄疫

が発生した年なんですが─この年も50トン、

７億円の売り上げをされております。もちろん

相手国は、アメリカ、香港、シンガポール、マ

カオ、タイ、こういうところが中心なんです。

一方、鹿児島は、22年度の実績を調べてみたん

ですが、同じくアメリカ、香港、シンガポー

ル、マカオ、タイ、ここで220.5トンの輸出をさ

れておるんですね。何と本県の４倍、これほど

の量が既に国外へ向けて輸出されておるんで

す。金額ベースにしても13億6,200万、圧倒的に

本県を抜いた中で輸出がされております。宮崎

牛日本一ということを、我々は本当に自信を

持って、誇りを持ってやってきたんです。その

ことに対して、またさらに、九州各県それぞれ

の分野でトップセールスが行われていくものと

思っておるんですが、今後、本県の特徴として

何を売り込めるのか、知事にお伺いをいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） アジア地域であります

が、将来的に世界の消費市場として成長してい

くものと見込まれますことから─今、数字を

挙げて具体的に御説明いただきましたが─九

州を初め、各県がセールスにしのぎを削ってい

る状況、まさにアジアを舞台とした地域間競争

が生じている状況かと認識しております。この

ため、東アジアへのセールス活動の展開に当た

りましては、何が本県の強みであるかというの

を冷静に見きわめた上で、しっかりとしたＰＲ

・アピール、的確な交流戦略が必要になってく

ると考えております。

例えば、宮崎牛やカンショに代表されます安

心・安全で高品質な農産物を初め、みやざきス

ギや焼酎、漬物などの特産品、さらには豊かな

自然やホスピタリティーあふれる風土、神話・

伝説といった観光資源を軸に、本県の魅力や優

位性を強くアピールしまして、東アジアにおけ

る宮崎の認知度やブランド価値を高めていくこ

とが不可欠であると考えております。こうした

厳しい競争に勝ち抜いていくためには、物産、

観光などの各分野が連携しまして、民間企業や

関係機関・団体と一丸となって、「オールみや

ざき」という力で総合的な情報発信や販売促進

に取り組む必要があると考えておりますので、

今後とも、私みずから先頭に立ってトップセー

ルスに力を注いでまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 同じく知事にお伺いしたいと

思うんですが、知事は帰国後10日ほどになられ
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ると思うんですけれども、すぐにでもみずか

ら、訪問された先に電話もしくは手紙でも出す

などアフターフォローをされたか、お伺いをい

たします。

○知事（河野俊嗣君） こうしたトップセール

スで訪問した相手方との人的なネットワークを

築くこと、これは今後の仕事を展開する上で大

変重要であると考えております。今御指摘のあ

りましたようなお礼などのフォロー、これも大

変重要だと考えておりまして、担当からは帰庁

後すぐにお礼の電話などをしているところでご

ざいます。私からのお礼状も近く送付するよう

に準備しておりまして、これも型どおりのお礼

状でなしに、私自身の言葉なりお礼の思い、い

ろんな感想も含めたコメントをつけて送ってま

いりたいというふうに考えております。今回の

訪問の成果を確かなものとするために、しっか

りとフォローを行ってまいりたいと考えており

ます。

○山下博三議員 同じ質問ですが、商工観光労

働部長はされておりますか。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 観光誘客

チームといたしましては、観光コンベンション

協会の担当のほうから、現地で訪問しましたす

べての旅行エージェントにお礼の電話あるいは

メールを差し上げているというふうに聞いてお

りますし、私のほうも、実際に接した方の中で

既にメールを差し上げた方、それからお手紙

で、宮崎のスキー場の資料が欲しいと言われた

方についても、そのお礼とともに資料をお送り

申し上げているところでございます。全体とし

ては、観光誘客チームとしても、正式な形でお

礼をさせていただきたいというふうに思ってお

ります。以上でございます。

○山下博三議員 なぜこのことをお聞きしたか

と申しますと、まだ知事みずから世話になった

ところにもされていないということであります

から、私はちょっと残念に思ったんですね。私

は、ここまで行き着くのには、県の職員もみず

から構想を持って準備をしてきただろうし、い

ろんな団体の人たちもそれぞれ努力しただろう

と思うんです。トップセールスというのは、ア

フターフォローが本当に大事じゃないかなと。

今から、九州管内のこれだけ激しい競争に打ち

勝つためには、やはりアフターフォローの中で

知事が、即座にお礼の感謝の気持ちや、反省を

込めた今後の推進方向や─されたのかなとい

う思いを強く持ったものですから、お聞きした

ところでありました。アフターフォローまでや

ることがトップセールスだと思っておりますか

ら、ぜひともほかの県に負けないトップセール

スをしていただきますように、お願い申し上げ

ておきたいと思います。

次に入らせていただきますが、国際交流の取

り組みについて、県民政策部長にお伺いをいた

します。過去、黒木元知事、松形元知事時代に

は、本県青少年団体等が中心になって、フィリ

ピンとか韓国等との友好植樹事業を行ってまい

りました。実は私も、黒木元知事時代、松形元

知事時代、何回となく日比友好、そして日韓友

好植樹の翼の事業に参加をさせていただきまし

た。今、現状を見てみますと、県内のそういう

組織を挙げて、いわゆる目的を持って国際交流

をみずからが立ち上げてやるんだという機運が

ないような気がしておるんですが、今日の国際

交流事業等の取り組みについてお伺いをいたし

ます。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 本県では、た

だいま議員から御紹介がありましたように、か

つて植樹を通じた国際交流事業などを行ってお
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りました。当時は、日本と諸外国との交流が急

速に進み始めた中にありまして、地方レベルの

国際交流を、県としても先導して積極的に推進

していた時代でございました。そういう取り組

みを通じまして、今日、本県においても国際化

が大分進み、また県民の海外渡航もふえ、国際

交流に対する意識も高まってきております。ま

た、近年では、御案内のとおり、グローバル化

がますます進展してきている状況にあります。

こういう中にありまして、国際交流事業を県

としてどういうふうに考えるかということでご

ざいますが、観光や経済、文化・スポーツなど

幅広い分野におきまして、県民や民間団体の主

体的な交流を側面から促進していく、そういう

支援を行う、そういう時代に今入っているので

はないかと考えております。現在、台湾との文

化、芸術、スポーツなど民間交流促進事業、あ

るいは韓国との児童生徒の相互交流事業などに

取り組んでいるところでございますが、今後と

も、市町村あるいは民間団体とも連携を図りな

がら、ことし策定しました「みやざき国際化推

進プラン」に基づきまして、多様で身近な国際

交流を促進してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○山下博三議員 ありがとうございます。実は

フィリピンに過去８回、韓国に８回ほど行った

だろうと思うんです。私も１回は実行委員長を

したんです。常に知事がトップ、団長で行かれ

てきたんですが、私は、もう何十年となった中

で、フィリピンに行ったときに、バターン半島

でも、木陰をつくってあげようということで、

英霊を休めるための植樹をしたんです。相当な

森になっているだろうと思うんです。それと韓

国も、過去あれだけの資源を、木を切って日本

が木材を輸入してきた。それがはげ山になって

いる。そのことで松形元知事が提唱されて、あ

のはげ山に木を植えてあげようということで取

り組んできた経緯があったんです。もうかなり

な年月が過ぎた中で、その当時の人たちをもう

一回集めて、再度、今の状況はどうなのか、ま

た検証していくことも必要なのかなと私も思っ

ているものですから。また、行った人たちも、

あのとき植えた木はどうなったんだろうかな

と、そう言う人たちもおられますから、ぜひと

も何か企画をしていただくとありがたいと思っ

ています。

次に、農政問題に入ってまいります。

野田政権におけるＴＰＰ参加表明について、

知事の御所見をお伺いいたします。知事は、10

月16日に行われたＪＡ主催のＴＰＰ交渉参加反

対みやざき県民集会─3,500人集結しておりま

すが─この大会において、農商工、看護連盟

等の中でも、強く反対意見を表明されました。

多くの中山間地域を抱える本県の知事として、

大変頼もしく思いました。また、11月２日の農

業新聞から取材された記事の中で次のように述

べておられます。

「振り返れば去年も同じだった。横浜のアジ

ア太平洋経済協力会議で菅首相が平成の開国を

突然、表明した。

試験前の学生の一夜漬けじゃあるまいし、環

太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）交渉への参加検

討は、ＡＰＥＣがあるからといってにわかにや

るものではない。ＴＰＰは米国の世界戦略の一

環。それに対して冷静な分析も対策もなく参加

を決めるのは、暴風雨の中でいきなり窓を開け

るようなものだ。

宮崎県は、第１次産業の就業者が２割を超え

る市町村が７割を占める。ＴＰＰ参加となれ

ば、人口流出を加速させ、地域社会の在り方ま
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で変わってしまう恐れがある」と、大変懸念の

意見を述べておられます。

今日の野田政権におけるＴＰＰ参加表明につ

いて、知事の御所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰ協定につきまし

て、今、これまでの私の主張を説明いただいた

ところでございますが、物品貿易における関税

の撤廃のみならず、労働、政府調達など、さま

ざまな分野におきまして、規制緩和や経済交流

の自由化を目指すものでありまして、協定に参

加した場合には、我が国の社会・経済に大きな

影響が生じることが想定されるところでござい

ます。特に、第１次産業を基幹産業とする本県

にとりましては、関税撤廃により安価な農水産

物が大量に輸入されると、本県農水産業に壊滅

的な被害が生じ、これが関連産業へ波及しまし

て、本県経済全体に甚大な影響を及ぼすことが

懸念されるところでございます。私は、この影

響の大きさにかんがみまして、しっかりとした

農業政策、食料政策というものがなきまま国民

的合意が得られない状況において、ＴＰＰ協定

への参加に反対する立場から、直接、政府に対

しましても、十分な説明と国民的な理解が必要

である旨を訴えてきたところでございます。し

かしながら、広く国民に十分な説明も行われな

いままに交渉参加に向けて関係国との協議に入

ることが決定されたことは大変残念であり、遺

憾に思っているところでございます。今後と

も、政府に対しましては、各交渉分野におきま

す十分な情報提供と具体的な対策を示すととも

に、国民的な議論を踏まえた慎重な対応がなさ

れますよう強く求めてまいりたいと考えており

ます。

○山下博三議員 ありがとうございます。同じ

く知事にお伺いをいたします。最近、新聞、テ

レビ等の評論家の話を聞いていて、本当にＴＰ

Ｐを前に進めるための話題が中心で、頭にきま

す。日本農業の高齢者農業、平均年齢66歳を批

判されます。若手農業者に農地が集まらない、

規模拡大ができないなどの批判であります。こ

れらは、実際の現場を知らない、知ったかぶり

の発想であると思っております。日本農業を高

齢者が守っていて何で悪いのか。牛が好きで田

んぼの稲つくりが好きで、野菜つくりが好きで

元気で倒れるまで働きたい、皆さんそんな気持

ちで頑張っておられます。それが日本農業の歴

史ではないんでしょうか。病院にも行かなくて

済む、老人介護も必要としない、そんな人たち

が今日の農村を支えているのであります。農村

社会において、仮に１人の農業者に20ヘクター

ルの土地を集積したにしても、農村社会は１人

では守れないんです。やはりそこには、１人が

１ヘクタール、２ヘクタールの農家が20戸、30

戸あって農村社会は成り立つと思うのでありま

す。今、農村では若手農業者や農業法人等も

育ってきておりますし、やっと６次産業化に向

けての方向性も具体化して育ちつつあるんで

す。知事にお伺いしたいと思うんですが、もし

ＴＰＰが合意された場合、はかり知れない大打

撃が予想されるということは今お話があったと

おりであるんですが、その対策はあるのか。ま

た、６次化に向けた取り組みで国際競争に打ち

勝てるのか、お伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰ協定に仮に参加

した場合にどのように国内の農業を守っていく

のか、保護していくのか、明確な対策が国から

今、示されている状況ではございませんが、先

日、国が示しました食と農の再生計画におきま

しては、一つの方向性として、規模拡大による

コストの低減や、我が国が誇る高品質や安全・
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安心の付与、さらには６次産業化による付加価

値戦略というもの、そういった具体的な方向性

が示されているわけでございますが、どこまで

こういった対策によりまして国際競争力を発揮

できるかなど、十分な分析と検討が必要であろ

うかと考えております。

また、仮に国の提示する経営規模まで拡大

し、効率化された場合におきましても、相当数

の農業従事者が農業生産における職を失うなど

の影響も想定されるところでございまして、雇

用の確保や国土保全等の観点からの対策も必要

であると考えております。

一方、世界的な人口増加や経済成長による食

料不足が予想される中、いかなる不測の事態に

ありましても、持続的な国内生産により食料の

安全保障を確保することが国の責務であると考

えておるところであります。このため、ＴＰＰ

交渉に当たりましては、畜産や園芸が基幹品目

であります本県農業の実情が十分反映されます

とともに、地方の社会・経済の支えでもあり、

人の命を支える生命産業である農業に対しまし

て、農業者が明るい展望を持てるような対応を

とりますよう、引き続き国に対して強く訴えて

まいりたいと考えております。

○山下博三議員 先日、世界の人口が70億を突

破したとの報道がありました。毎年１億の人口

が増加していっているんですね。世界的な食料

増産に限界が来ておるという今日、日本の食料

自給率を13％にまで低下させるようなＴＰＰ合

意というのは絶対認めるわけにはいきません。

世界の食料危機になったときに、自国の国民に

空腹を我慢させて他国の国民を満腹にさせてく

れることはあり得ないんです。知事には、さら

に声を大きくして、地方が国の食料安全保障を

守っていることをさらに強く訴えていっていた

だきたい、そのように思っています。

次に、環境森林部長にお伺いをしてまいりま

す。県産材利用促進について、ことし６月議会

で、私はお伺いをいたしております。そのとき

の答弁で、首都圏等の大消費地におけるトップ

セールスのほか、行政と民間が一体となって大

口需要者に売り込む「チームみやざきスギ」に

よる取り組みなど、県内外で需要拡大に取り組

んでおられるとのことでありますが、その実績

についてお伺いをいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 知事のトップ

セールスにつきましては、平成15年度から、東

京を初め大阪、福岡、名古屋の大消費地におい

て県産材の売り込みを行っております。ことし

も10月に福岡市で開催し、県産材はもとより、

乾シイタケや宮崎牛等の本県の農畜産物、また

観光もあわせてＰＲしたところであります。毎

回、50社を超える木材商社やハウスメーカー等

の来場を得ており、平成19年度以降は毎年10件

程度の商談が成立し、県外への販路拡大に結び

ついております。また、「チームみやざきス

ギ」については、県外の大口需要者をターゲッ

トに、県内製材工場等が共同出荷する体制を確

立するため、ことし４月に知事を推進本部長と

して発足したところであります。現在は、新規

需要先の市場調査や県産材のＰＲ活動を実施し

ており、年度内には製材工場数社が集まって

「チームみやざきスギ」第１号の実践チームを

編成し、共同出荷に取り組むこととしておりま

す。

○山下博三議員 私は先日、大手住宅メーカー

受注の建築現場に行ってまいりました。私は

びっくりしたんですが、ほとんど国産材は使っ

ていないんですね。床板から天井の屋根の下の

板まで、ほとんど外材でありました。そして、



- 33 -

平成23年11月30日(水)

ちょうど棟上げでしたから、大工さんがお見え

だったんですが、かんな一本持ってきていない

んです。そして、昔は家を建てるときは、やは

り電気のこの音がしたり、のみの音がしたり、

ハンマーの音がしたりして、ああ、今、家建て

があるんだなと、そういう思いでずっと周りも

注目していたものですが、本当にその現場を見

て、今これが建築現場なのかなと、その思いで

話をお伺いしてみましたら、この住宅メーカー

は山口県のほうですべて加工し、そしてプレ

カットして、もう大工さんは組み立てるばかり

なんですね。やはりそれだけ今、さま変わりな

住宅建築注文がある中で、宮崎県産材はどうい

う売り込みをやっていけばいいのかなと、その

思いで茫然とその話を聞いておったんですが、

実は東日本大震災における住宅供給というの

が、かなり今から期待されるんです。その中

で、本県として、大手住宅メーカー等へのＰＲ

というのはどのような形でなされておるのか、

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） 大手住宅メー

カー等の中には、これまで必ずしも国産材の利

用に積極的でない企業もありましたけれども、

国産材の安定供給体制が整いつつあることや、

環境に配慮した企業イメージを高めるため、外

材から国産材にシフトする動きが出てきており

ます。このような中で、杉の生産量が日本一で

あり、製材品の約７割を県外に出荷している本

県におきましては、需要拡大の大きな機会とと

らえ、官民一体となってセミナーや商談会等で

大手住宅メーカー等に対してセールスを行い、

建築部材として採用していただいたメーカーも

ございます。また、本県産材に関心のある大手

住宅メーカーが、本県の製材工場や木材利用技

術センターなどを視察し、県産材の活用を検討

しているところでございます。今後とも、県産

材の安定供給と品質の向上を図りながら、大手

住宅メーカー等に対してＰＲに努めてまいりた

いと考えております。

○山下博三議員 同じく環境森林部長にお伺い

をいたします。先日、私は木材関係者との話し

合いを行いました。その中で、樹齢60年以上

たった大径材の一番丸太―おわかりになりま

すね―が全く需要がないという話でありま

す。本県は高温多湿ということで杉の成長は早

く、40年で伐期を迎えます。それを、今までの

流れの中で材価が合わないということで、本県

として長伐期施業に移行してこられました。こ

の現状をどのように認識しておられるのか。ま

た、樹齢が進めば大径材になることはわかって

いたはずなんです。なぜ利用価値を見出されて

いないのか、お伺いをいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 本県では、植

栽未済地の抑制を図るとともに、森林所有者に

とっては利用間伐の繰り返しによる収入の確保

が図られることなどから、長伐期施業を推進し

ているところであります。一方、長伐期施業で

は大径材が増加することになりますが、大径材

は均一な乾燥が難しいことや、効率よく製材で

きる工場が少ないといったような状況もありま

す。このため、木材利用技術センターにおきま

しては、効率的な木取りや乾燥技術の開発、ま

た民間事業体と協力連携した大径材を活用した

集成材の開発など、付加価値の高い製品づくり

に取り組んでおります。また、国の第３次補正

予算の森林整備加速化・林業再生事業等を活用

しまして、大径材の製材加工に対応した施設整

備も進めてまいりたいと考えております。

○山下博三議員 先ほど、黒木正一議員から

も、大径材利用については切実なお願いがあっ
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たところなんですが、話を聞いてみますと、今

の加工場はツインバンド方式で末口の直径が36

センチ以上は加工できないそうなんですね。樹

齢60年を超える大径材になってくると、一番丸

太が末口54センチ以上になってくるそうなんで

す。それで加工場を新たに整備しなければなら

ないこと、そして、やはり利用のあり方を早急

に取り組んでいただきたいという強い要望があ

りました。それと同時に、本県の負債340億を抱

える林業公社、これも長伐期施業の中で大木を

ずっと移行して抱えているわけですから、やは

りその方向も強力に早く進めていかないと、さ

らに林業公社の不安も私は感じているところで

ありますから、早急な対策をお願いしたいと思

います。

同じく環境森林部長にお伺いをいたします

が、ことし同じく６月議会において私は、３

月11日の東日本大震災で津波被害を受けた宮城

県石巻市の株式会社山大の保有する集成材アー

チ型の建物が流出を免れて健在であることを報

告いたしまして、調査の依頼をいたしました。

先日、本県木材利用技術センターの飯村所長よ

り検証結果が報告されたようでありますが、そ

の検証結果についてお伺いをいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 宮城県石巻市

の地震・津波に耐えた集成材アーチ構造の建築

物につきましては、７月に木材利用技術センタ

ー所長ほか数名により現地調査を行ったところ

であります。報告によりますと、今回の調査の

結果、この建築物が地震・津波に耐えたのは、

集成材とコンクリート基礎が接合金物でしっか

りと固定されていたことや、アーチ構造である

ため、部材数が少なく、受圧面積が最小化さ

れ、津波荷重が軽減されたことなどであること

が判明いたしました。また、これらの調査を通

じて、アーチ構造やラーメン構造、方杖構造な

どの筋交いを不要とする建築物が津波に有効で

あることがわかりました。今後、今回の調査結

果を木質構造研究会で発表するとともに、関係

機関に広く提供し、災害対策に役立てていただ

くこととしております。以上でございます。

○山下博三議員 ありがとうございます。私も

報告書を見せていただきました。本当にうまく

検証されて、木造アーチ型でも大丈夫だという

検証がされているんです。御案内のように、本

県は440キロの海岸線を持っておりますから、安

全が確認され、この建築というのが普及してく

れれば、本県の木材普及、利用促進にもなるわ

けですから、ぜひともいろんな研修会等でもこ

の検証結果をＰＲしていただくとありがたい、

そのようにお願いをしておきたいと思います。

次に、県西地域におけるジオパークという新

たな資源の取り組みについてお伺いをしてまい

ります。

まず、本県の観光産業について知事にお伺い

をいたしますが、昨年度は宮崎県にとっては非

常に厳しい年でありました。口蹄疫、鳥インフ

ルエンザに加え、数百年ぶりの新燃岳の大規模

な噴火という、まさに自然災害に翻弄された一

年でありました。特に、県西地区では新燃岳の

影響が著しく、１月26日と27日の両日に降った

火山灰は、昨年桜島で降った量を超えると言わ

れており、その影響は、道路など都市基盤や基

幹産業である農業だけでなく、観光など幅広い

分野に及び、その復興のために圏域を挙げて取

り組んでおられるところであります。一部に

は、火山灰の建設資材への利用のほか、灰干し

など６次産業化につながる明るい兆しはあるも

のの、新燃岳へのマグマの供給は依然として続

いている非常に厳しい状況下にあります。
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このような現状を踏まえて、本県の観光とい

えば県北の高千穂峡と県南の日南、あるいは野

球やゴルフのスポーツ観光がイメージされます

が、県として今後、宮崎県内にあるさまざまな

観光資源をどのように評価し、どのように生か

そうとされておるのか、お伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県は、霧島屋久国立

公園や日南海岸を初めとします４つの国定公園

に代表されます豊かで変化に富んだ自然、さら

には日本発祥にまつわる神話・伝説、豊富な

「食」、そして一年じゅうゴルフやマリンスポ

ーツが楽しめ、一方で冬はスキーもできる環境

に恵まれるなど、多彩な観光資源を有しており

まして、それぞれ高いポテンシャルを持ってい

るものと考えております。

先日、台湾へ行ったときでありますが、現地

の方と話しておりまして、今度長野にスキーに

行くというようなことをおっしゃっていまし

て、本県には日本最南端のスキー場があるんだ

という話をしましたら、それは知らんかったと

いうことで、しっかりそういった魅力をＰＲし

ていく必要も感じたところでございます。ま

た、香港に行きましたとき、現地の旅行エー

ジェントが新聞に出した広告を見てみますと、

阿蘇火山、桜島活火山というふうに書いてある

わけですね。火山というものが一つの観光の魅

力というような形で、現地では新聞広告などが

打たれておりました。新燃岳の活動によりまし

て観光面でいろんな影響も及んでおるところで

ございますが、安全性に配慮しながら、新燃岳

も含めた霧島連山のアピールということも一つ

のポイントになるのではないかと考えたところ

でございます。

こうした本県観光の優位性を生かしながら、

本県ならではの体験型観光資源を活用しました

「ゆっ旅」や、サーフィンなどを初めとするマ

リンスポーツを体験します「波旅」、さらに恋

や愛にちなんだ神話スポットなどをめぐる「恋

旅」という「三旅」を大きな柱として推進し、

観光客の誘致に努めているところでございま

す。今後とも、地元市町村などと連携を図りな

がら、国内外のお客様にとって何が魅力なのか

という、そこの視点を十分見きわめた上で、さ

らなる観光資源の開発や磨き上げ、またＰＲを

行いまして、一層の誘客促進に努めてまいりた

いと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。続き

まして、昨年から今日までの口蹄疫、鳥インフ

ルエンザ及び新燃岳噴火等が本県に及ぼした影

響について、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） 本県観光

は、昨年の口蹄疫で大きな影響を受けた後、年

末からは回復傾向にありましたが、ことし１月

に発生しました鳥インフルエンザ、新燃岳噴火

に加え、東日本大震災等の影響もありまして、

県内ホテル等の宿泊者数で見ますと、ことし２

月から６月にかけて大きく減少しており、厳し

い状況にございました。このため、県としまし

ては、昨年度から、航空会社や旅行会社等と連

携しながら、切れ目のない誘客キャンペーンの

実施や旅行商品の造成に取り組みますととも

に、口蹄疫復興中小企業応援ファンドを活用し

て、プレミアム商品券の発行や地域活性化イベ

ントの開催、クーポン券つき観光ガイドブック

の作成などの支援に努めてきているところでご

ざいます。現在は持ち直しつつありますが、口

蹄疫発生以前と比べますと、全体としてはいま

だ十分な回復には至っていない状況にあり、今

後とも、本県観光の振興に向けてしっかりと取
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り組んでまいりたいと考えております。

○山下博三議員 引き続き、商工観光労働部長

にお伺いをいたします。新燃岳の噴火も重なっ

た県西地区の観光産業においては、どのような

影響があり、今日どの程度回復しておるのか、

お伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 地元の市

や町にお聞きしているところでは、口蹄疫の影

響から回復しないうちに、鳥インフルエンザ及

び新燃岳の噴火が重なり、観光客数は前年と比

べて大きく減少しているということでございま

して、施設によっては休園を余儀なくされたと

ころもございます。また、一部の地域において

入山規制がかかっているため、えびの高原自体

に入れないとか、あるいは霧島エリア全体が危

険という誤った認識を持たれた事例があると

伺っているところでございます。その後、一部

の施設や観光地におきましては、持ち直してい

るところもありますが、噴火警戒レベル３が継

続する中では、依然として厳しいものがあると

考えております。

○山下博三議員 次に、県西地区における新幹

線効果の取り込みについて、同じく商工観光労

働部長にお伺いをいたします。現在、ＪＲ都城

駅においても３割程度の利用客の増加があり、

広島などの中国地方からの利用客もふえている

と伺っておりますが、このようなチャンスを生

かし、鹿児島と隣接し、新燃岳の噴火などの自

然災害から立ち直ろうとしている県西地区にお

ける新幹線効果の取り込みについてどのような

お考えをお持ちか、お伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ＪＲ九州

によりますと、九州新幹線の全線開通によりま

して、在来線の都城駅、小林駅等においても

─数字としては具体的に教えていただけませ

んけれども─売り上げベースで前年を大きく

上回る利用実績を上げているというふうに伺っ

ております。県としましても、ＪＲグループ６

社と南九州３県が連携した「熊本・宮崎・鹿児

島デスティネーションキャンペーン」を全国展

開する中で、えびの・小林・都城エリアのＰＲ

にも取り組んでいるところであります。県西地

区は、新幹線停車駅で大きな伸びを見せており

ます鹿児島中央駅からも、また「Ｂ＆Ｓみやざ

き」の停車駅である新八代駅からも近距離であ

るという地の利がありますことや、地元の市町

においても、観光資源の新たな発掘や、さらな

る磨き上げに取り組んでおりますことから、県

としても十分連携を図りながら、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。

○山下博三議員 新しい地域資源、ジオパーク

の取り組みについてお伺いしてまいります。現

在、このような災害から復興を図っている県西

地区において、霧島という火山と共存し、その

魅力を磨き上げることにより、新しい地域資源

であるジオパークが育っております。この新し

い地域資源の活用について、県民政策部長にお

伺いをいたします。現在、県西地区では、環霧

島会議という県境を越えた広域的な政策連携を

進めておられます。これは、霧島山をふるさと

の山ととらえる７つの自治体が、お互いに知恵

を出し合い、協働することにより、地域活性化

を図ろうとするもので、環境、観光、防災、広

報及び教育という５つの分野で連携をしており

ます。これから派生したものに、都城市、小林

市、えびの市、高原町、霧島市及び曽於市の５

市１町を主体として平成20年10月に設置され

た、霧島ジオパーク推進連絡協議会がありま

す。
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ジオパークとは、世界的に美しく貴重な地形

に触れ、学ぶことのできる自然公園でありま

す。ジオパークが目指すものは、その地域自然

を保護、研究するばかりでなく、教育的な活用

や体験型の観光に生かして、地域活性化に結び

つけようとするものであります。特に霧島ジオ

パークは、その地質学的な価値ばかりでなく、

ミヤマキリシマやノカイドウなど1,300種にも及

ぶ植物や、高千穂峰に降臨したニニギノミコト

から我が国が始まったとされる神話の伝説な

ど、多様な魅力を持っているジオパークだと思

います。そして、そのような魅力が評価され、

平成22年９月には日本ジオパークに認定をされ

ました。それを受け、圏域では、県の補助事業

などを活用した霧島ジオパークを説明する看板

設置などの環境整備、ジオパークガイドの育成

及び広報活動などを着実に推進されておりま

す。私は、この圏域がジオパークに認定された

ことにより、観光客の増加や新幹線効果の取り

込み効果があるばかりでなく、修学旅行などを

通じた地形や地質、あるいは自然や歴史の学習

など、教育に生かすこともできるのではないか

と考えております。本県として、このような新

しい地域資源としての霧島ジオパークをどのよ

うに評価し、活用されようと考えておられるの

か、お伺いをいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 霧島地域でご

ざいますけれども、昭和９年に日本で初めて国

立公園に指定されました霧島屋久国立公園も位

置しております。貴重な自然に恵まれ、雄大で

美しく、かつ変化に富んだ地質学的にも珍しい

景観は、まことにすばらしいものでございま

す。宮崎、鹿児島の両県にまたがる地域が連携

しまして、この豊かな地域資源を生かし、霧島

ジオパークという新たな視点からの地域活性化

に向けた取り組みが図られていることは、大変

心強いことと考えております。県といたしまし

ても、地元市町などとも連携しまして、観光情

報の発信や修学旅行の誘致、県民への啓発など

に取り組みまして、観光振興や教育など県西地

域の一層の活性化のため、積極的に活用してま

いりたいと考えております。

○山下博三議員 よろしくお願いいたします。

最後の質問になりますが、世界ジオパーク認

定についての県のスタンスについて、知事にお

伺いをいたします。私は先日、島原半島ジオパ

ークに行ってまいりました。現在、国内には20

のジオパークがあり、そのうちの５つが世界ジ

オパークに認定されており、その中の１つ

が2009年に認定された島原半島ジオパークであ

ります。雲仙普賢岳の噴火ではとうとい命が犠

牲になりましたが、そのような歴史をも踏まえ

つつ、地域資源の活用を図り、島原市、雲仙市

及び南島原市が長崎県と緊密な連携をとって世

界ジオパークに認定をされました。そのことに

より、さらに圏域の魅力が高まっているように

感じたところでありました。まさしく火山との

共存と言えるのではないでしょうか。また、来

年５月にはジオパーク国際ユネスコ会議が島原

市で開催される予定であり、国際的な注目度も

高まると聞いております。８月の日経新聞に

は、「国内ではまだ認知度が低いジオパークだ

が、先行する欧州や中国での認知度は高く、世

界ジオパークになるとそのアピール度は抜群で

ある。国内では有名な阿蘇も、海外では、どこ

か知らなくても島原の隣と言うとすぐにわかっ

てくれるというほどだ」ということが記事に書

いてありました。そして、「中国からの観光客

はジオパークをよく知っているだけに、アジア

から呼び込む強力な観光資源になり得る」とい
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う記事がありました。

今、霧島ジオパークでも、世界ジオパーク認

定に向けて動き出そうとしておられます。世界

ジオパークに認定されるには、拠点的施設の整

備、地域資源の活用、あるいは地域住民の理解

の推進など、さまざまな課題をクリアする必要

があるということであります。しかし、拠点的

施設整備や充実など、課題によっては市町村単

位での取り組みには限界があると聞いておりま

す。一方で、世界ジオパーク認定については、

その基準も年々上がってきているそうで、その

ような状況を背景に、早ければ平成25年度まで

にというような動きが始まっておりますし、地

域間競争という面もあることから、一刻も早い

取り組みが求められます。拠点的施設である

「えびのエコミュージアム」への学芸員の配

置、さらなる財政支援などについて要望があっ

たと聞いております。このような動きや要望に

対して、本県としてどのような支援をされる考

えがあるのか、お伺いをいたします。また、鹿

児島県とどのように連携されていく考えがある

のか、あわせてお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 霧島ジオパークであり

ますが、宮崎、鹿児島両県の地域住民と地元市

町が一体となった熱心な取り組みによりまし

て、現在、世界ジオパークの認定に向けた準備

が進められております。私も、先ほど御指摘が

ありました環霧島会議に副知事として代理出席

をしましたときにいただいた冊子、パンフレッ

トの中に霧島連山の航空写真が写っておりまし

て、大変すばらしい眺めでありますし、県境を

越えたこの地域の魅力というものを非常に感じ

て、その写真を切り抜いて副知事室に飾って

おったということがあるわけでございますが、

この両県の取り組みというものを何とか進めて

まいりたい、そのような思いでございます。

今後、世界ジオパークになることによりまし

て、国内外の注目も一層高まるものと期待をし

ておるところであります。世界ジオパークの認

定のためには、地質と景観、運営組織、さらに

は情報や環境教育など、数多くの評価項目につ

きまして点数を積み上げた上で、審査を受ける

ことが必要になってまいります。先日、都城市

長さんからも、各般にわたりまして要望いただ

いたところでございます。県としましても、現

在、世界ジオパークの認定に向けた課題への取

り組みについて財政的な支援を行っているとこ

ろでありますが、今後、地元市町のほか、鹿児

島県とも十分に連携をしまして、これら評価項

目全般にわたりまして精査をした上で、最も効

果的な取り組み方法や支援のあり方について具

体的に詰めてまいりたいと考えております。

○山下博三議員 ぜひ、よろしくお願いしたい

と思います。先日、島原に行きましたときに、

国際ユネスコ会議で非常に盛り上がっておりま

して、本当にこういう結果がついてくるんだな

と、そういう思いをいたしたところでありまし

た。実は、阿蘇も阿蘇ジオパークを昨年申請さ

れておったみたいですね。だけど、準備が整わ

なくて、なかなか足並みがそろわなくて、昨

年、辞退をされたそうであります。そういうこ

とで、非常に周到な準備と、かなりな行政支援

というのが必要になってくるだろうと思ってお

りますから、応分な支援をよろしくお願いして

おきたいと思います。また、２県にまたがると

いうことで、複雑なこともあるかと思うんです

が、鹿児島県と我々、両県議会の環霧島友好議

員連盟も発足いたしたところでありますから、

我々も強力に支援をしていきたい、そういう思

いであります。よろしくお願いいたします。あ
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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。

午前11時58分休憩

午後１時０分開議

○十屋幸平副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、有岡浩一議員。

○有岡浩一議員〔登壇〕（拍手） 郷中の会の

有岡でございます。「時は金なり」と申します

が、今回は貴重な一般質問の時間をしっかりと

生かしてまいりたいと思います。

それでは、通告に従い、質問に入ります。

まず、郷土の偉人、小村寿太郎候が亡くなら

れて100年、今の日本をどのような思いで見守っ

ておられることでしょう。今月26日が命日でし

た。地元紙では「誠の人」として紹介されてお

りますが、「命を削り、国に尽くす、先見性を

持ち、的確判断」とあり、無私の立場で、国に

とってこれが大事という考えで行動する小村寿

太郎候に学び、宮崎県にとって今何が必要か、

的確な判断が求められます。御存じのとおり、

ポーツマス講話条約締結や関税自主権回復に貢

献されましたが、100年後の現在、くしくも日本

はＴＰＰ参加による関税撤廃の是非を議論して

いるというめぐり合わせを感じます。今さらな

がらに、先見性を持ち、的確な判断と責任をと

る覚悟を持った郷土の偉人に学ばせていただい

ております。また、第11回都道府県議会議員研

究交流会の講演では、リーダーに求められるも

のとして、洞察力、大局観、歴史観、国家観、

グランドデザイン力、そして何よりも命にかえ

てやりたいことを取り組む、そのことが必要で

あるという講演がありました。そこで、知事に

お伺いいたします。知事の政治姿勢として命を

かけてやりたいこととは何かをお尋ねいたしま

す。

次に、警察本部長にお尋ねいたします。

ポリスマインドとは、一人一人が自分の職責

を自覚し、世のため、人のために行動するとあ

ります。月刊マガジンの「ひゅうが」でも紹介

されていました。しかし、全国的な事案の中で

見てみますと、2003年の鹿児島県議選をめぐっ

て起訴された被告12人全員の無実が確定した志

布志事件は、警察独自の成果主義が捜査員に不

要な重圧を強いた結果と考えられます。再発防

止策として監督官制度を導入しているようで

す。そこで、本県においても、成果主義にとら

われない県民のためのポリスマインドにどのよ

うに取り組んでおられるのか、警察本部長にお

尋ねいたします。

以上、登壇中の質問を終わり、質問者席より

再質問いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

私は、１月の知事就任以降、県議会の皆様の

御理解と御協力をいただきながら、鳥インフル

エンザ、新燃岳噴火への対応、そして東日本大

震災の被災地支援などに取り組む一方、３月に

は宮崎県総合計画「未来みやざき創造プラ

ン」、６月には今後４年間の「アクションプラ

ン」などを策定し、県政運営の枠組みをつくり

上げてまいりました。また、本県経済は、たび

重なる災害・災難等もあり、大変厳しい状況に

もありますことから、８月には経済活性化対策

「みやざき元気プロジェクト」を取りまとめ、

雇用や金融対策などの喫緊の課題にも鋭意取り

組んでいるところであります。私としまして
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は、現下の状況を踏まえ、まずは、数百年、数

千年先を見据えたさまざまな災害対策と防災力

の強化、そして、本県経済の浮揚に重点を置い

て対策を講じていくとともに、御指摘のありま

した郷土の先覚者にも学びながら、これまで策

定した各種計画に基づき、山積する行政課題に

的確に対応していくことが、全身全霊を傾けて

やらなければならないことだと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（鶴見雅男君）〔登壇〕 お答え

します。

職員一人一人が自分の職責を自覚し、世のた

め、人のために行動するという、いわゆるポリ

スマインドは、県警の運営方針であります「県

民の期待と信頼にこたえる力強い警察」実現の

ために必要不可欠なものであります。このた

め、本県警察では、誇りと使命感に基づく県民

への奉仕、人権尊重に基づく公正・親切な職務

執行、厳正な規律と清廉・堅実な生活態度の保

持等につきまして、職務倫理教養を実施してい

るところであります。今後とも、警察学校の各

課程における授業や各職場における研修等によ

りまして、職員に対する職務倫理教養の徹底に

努めてまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○有岡浩一議員 再度、警察本部長にお尋ねし

たいと思います。さきの統一地方選挙におい

て、事前運動取り締まり本部の本部長を務めら

れたわけですが、本部と県内13署における違反

・警告状況等が報告されていると思うんです

が、そういった実態を把握していらっしゃるか

をまずお尋ねしたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） さきの統一地方

選挙取り締まりは、私が取り締まりの責任者で

ございます。幾つかの違反情報に基づき内偵捜

査等をし、何件かは検挙しております。また、

警告も何件かはしておりますけれども、その件

数等については現在詳細な記憶はございませ

ん。役所に帰れば、何件かということは詳細に

わかると思いますけれども、申しわけございま

せんが、件数については御容赦いただきたいと

思います。

○有岡浩一議員 私は県民の立場から、私ども

に寄せられた情報の中で、任意聴取の件で報告

させていただきたいと思います。県民のための

ポリスマインドという視点から、任意聴取をす

る際に、体調の悪い方等を呼ばれて、長時間携

わることによって薬を服用できなかったという

話を聞きまして、どういうことか詳しく知りた

いと思ったんですが、御本人が９月に50代で亡

くなったものですから、体調がどういうふうに

悪かったのか聞くことができませんでした。ま

た、体調を壊して入院されたというケースも聞

いております。このことにつきましては、任意

聴取の仕方について今後検討する必要があると

思います。県民のために調べていただくことは

大変重要ですが、過剰になっていく、または体

調を壊していくことのないように、薬の投与が

必要な方には薬を飲んでいただくとか、そう

いった配慮等も、警察官お一人お一人の判断で

やっていただくことがベストだと思っておりま

す。多くの警察官の皆さんが県民の期待と信頼

にこたえるために努力していただいております

ので、ポリスマインドの徹底を図っていただき

ながら、宮崎県警が安心・安全な宮崎県のため

にますます活躍いただくことをお願いしておき

たいと思っております。

次の質問に入りたいと思いますが、先ほど知

事の政治姿勢についてお尋ねしまして、２つの

目標を掲げていらっしゃるということで、防災
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に力を入れたい、雇用の場の確保ということが

２つのテーマかと思っております。そこで、昨

日、私は県政報告会で地元の方に報告をいたし

ました。その中で住民の方がおっしゃったの

は、「我々は命がけで生活しているんだ。だか

ら、議会の中でも命がけで議論して取り組んで

ほしい」ということでした。命がけということ

はどういうことかと私なりに考えますと、結局

は一生懸命やることだと思うんです。知事が一

生懸命やるという意思表示をし、汗をかいてい

らっしゃるその姿を見ることで、県民は奮い立

ち、一緒に頑張るということになりますし、私

ども議員も後押しし、一緒に知恵を絞って頑張

る所存でございます。その姿が、いつも知事が

御心配されるカラーになると。知事がこのこと

を頑張っているという姿を、私は知事のカラー

として応援していきたいというふうに思ってお

りますし、私どもも県勢発展のために精いっぱ

い努力してまいりますので、知事の一つのビ

ジョンを示していただくことで県民をまとめて

いただく、そういう力になっていければいいな

と思っております。

そこで、３番目の質問になるんですが、その

大きな力になるために今、宮崎県民が何を期待

しているのか、命がけでやってほしいことは何

かというテーマの中に、私は、アクションプラ

ンの中から１つお願いしたいことがございま

す。それは、若い人たちの雇用の場がない、仕

事がない、そういう不安を抱えている現状の中

で、宮崎県として、今、アクションプランにう

たっております、４年間で100社を誘致し、県外

新規も30件を目標に取り組まれているようで

す。大変厳しい社会情勢の中ではありますが、

これは県民一体となって努力すべきテーマだと

思います。このことにつきまして、知事の思い

をお聞かせ願いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 地域経済の活性化、雇

用の確保という観点からは、地場産業の育成・

振興というものが一つ重要でありますが、それ

とあわせて、今御指摘のありました企業立地

も、地域経済の振興、雇用の確保に即効性のあ

る効果的な施策であると考えておりますので、

私も政策提案の一つに掲げ、アクションプラン

にも、今の厳しい経済情勢の中で高い目標を掲

げたところでございます。これを達成するため

に、私が本部長を務めます企業立地推進本部を

中心に、部局間の連携を推進しながら、全庁一

丸となって企業立地に取り組んでおります。特

に、今後の成長が期待される新エネルギー関連

産業でありますとか、東九州メディカルバレー

構想に基づく医療機器関連産業のほか、本県の

特性を生かした食品関連産業、また、多くの雇

用が期待できるコールセンターなどの情報サー

ビス産業などを重点産業に位置づけまして、私

も幾つか企業訪問をするなど、戦略的に企業立

地活動を展開しておるところでございます。こ

の結果、今年度の立地件数は、本日現在で22

件、うち県外での新規というものは３件となっ

ております。今後ともこの目標達成に向けまし

て、さまざまな機会をとらえたトップセールス

を積極的に実施するなど、市町村とも連携をし

ながら取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 今、知事のほうから答弁をい

ただきましたが、ぜひとも若い世代の方々が宮

崎に残っていただける、そういう人材が残るよ

うな県政に取り組んでいきたい。私たちも精

いっぱい頑張りたいと思っておりますが、企業

誘致の中でよく言われるのが、ワンストップサ

ービスの充実。要するに、企業のスピード感に
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行政がついていくための施策が必要だと。さら

には、以前もお話ししたことがございますが、

宮崎県の在京経営者会議等があります。宮崎に

ゆかりのある方たちと一緒にやっていく、こう

いった施策をもっともっと推し進めていただき

ながら、県民総力戦、また、ふるさと宮崎を思

う人たちの総力戦で頑張っていただきたいと

思っております。

話が私ごとになりますが、知事もスポーツを

される方だそうで、おわかりいただけると思う

んですが、私は駅伝競走をやっておりました。

前の選手の頑張った思いを次の選手にたすきで

渡していく競技でありますが、そのたすきを私

たちが預かって今、ランナーとして走って、子

供たちにたすきを渡すという役目があるわけで

す。ところが、地域によっては、その文化や歴

史、地域の宝である力というものをつなぐ若い

世代がいなくなると。これが現状です。たすき

を渡す人がいないという、これは大変悲しいこ

とですし、箱根駅伝等を見ていただくとわかり

ますが、大変悔しい思いをしている。ああいう

思いをさせないためにも、若い方々が県内に

残っていただけるような施策をやることは、我

々、行政に携わる、また議会人として、ぜひと

も力を入れてやっていかなきゃいけないことで

すので、県民総力戦でこの分野に取り組んでい

ただきたいと思っております。

４番目に、警察本部長に再度お尋ねいたしま

すが、市町村における暴力団排除条例の制定が

今進んでおります。８月１日に県の暴力団排除

条例が制定されて、私が聞いた話では、商店主

の方から、いろいろな相談をしやすくなったと

いう大変ありがたい言葉をいただいております

が、市町村の制定状況、さらにはこの条例制定

においての効果というものをぜひ教えていただ

きたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 暴力団排除条例

の関係の前に、先ほどの選挙違反取り締まりの

関係でございますけれども、警告件数は、統一

地方選挙で、文書掲示、文書頒布等で20件、検

挙につきましては、供応買収等で２つの事件を

検挙しているという状況でございます。

暴力団排除条例の関係でございますけれど

も、県内の市町村における条例の制定状況につ

きましては、26市町村のうち、既に24の市町村

で制定がなされております。未制定の２市につ

きましても、この12月の市議会に、それぞれ条

例案を上程したというふうに聞いております。

次に、暴力団排除条例の効果でございますけ

れども、飲食店経営者の方々が、長年、暴力団

組員に対して用心棒料を支払っていたというよ

うな事案がございましたが、これにつきまし

て、本年の10月に県条例に基づき調査を行った

上、用心棒料としての利益供与、受供与をやめ

るように勧告したという事例がございます。ま

た、県条例の施行後、県や事業者からの相談及

び暴力団排除に関する照会が急増しているとい

う状況でございまして、このことからも、暴力

団排除に関する県民の皆様の意識が高揚してい

るものと認識をいたしております。

条例をさらに実効あるものとするために、県

や市町村の各担当者に対する説明会を実施する

など、連携の強化を図っております。そのほか

各種業界に対しましても、総会とか研修会の場

に寄せていただきまして、取扱業務に関する契

約書等に暴力団排除条項を盛り込んでいただく

ように、働きかけを行っているところでござい

ます。そういった形で、県や市町村、事業者等

が一体となって暴力団排除に取り組むことによ

りまして、社会全体で暴力団を孤立化させる効
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果が大いに期待できるものというふうに考えて

おります。

○有岡浩一議員 ぜひとも、市町村と連携をと

りながら、安心して住める地域づくりのために

も頑張っていただきたいと思います。

続きまして、５番目になりますが、選挙管理

委員長にお尋ねする項目がございます。ことし

の４月の県議会議員─私どもの選挙でござい

ますが、投票率が49.02％で過去最低を記録した

ということで、県民の関心の低さ、関心が薄れ

ている現状があるのかということで大変危惧し

ておりますが、この対策なり、この現状につい

ての選挙管理委員長の見解をお尋ねしたいと思

います。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） 選挙の投票

率は、その時々の政治情勢、候補者の政策や争

点、投票日当日の天候など、さまざまな要因に

よりまして左右されるものであると考えます

が、一方で、有権者の政治離れも相当程度進行

しているのではないかと大変危惧しているとこ

ろでございます。県選挙管理委員会といたしま

しては、若者を初めとする有権者が、少しでも

政治に関心を向け、自分の一票で世の中を変え

られるという実感が持てるよう、各種啓発事業

を充実させながら、有権者の政治意識の向上に

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 この状況を打破するのは大変

難しい現状ではございますが、私自身が危惧し

ておりますのは、県民総力戦で宮崎県が取り組

もうとする中で県民の意識が薄れていく。こ

の49.02という数字が、県に対する一緒にやろう

という気持ちの薄れに変わってきているという

ふうに危惧する面もございます。そういった意

味では、投票率の向上、そして我々の県政への

取り組み、そういったものを充実させながら、

県民と一緒にやる姿というものを協働という言

葉として皆さん方にもっともっと伝えながら、

選挙が他人事ではないと、宮崎をよくするため

にみんなで一緒に頑張りましょうというメッセ

ージを我々も発していきますし、また、選挙管

理委員会におかれましても、そういった啓発等

を進めていただきながら、県民の意識を高めて

いただければありがたいと思っております。

その県民の意識を高める中で一つ危惧してお

りますのが、公職選挙法で言います事前運動と

いう言葉で、大変わかりづらい内容になるんで

すけれども、選挙の手引─私も５回ほど選挙

をする中で、この解釈で毎回苦しんでおります

が、政治活動としていろんな方に政策報告をす

る、これは政治活動でいいと。しかし、この手

引の中に書いてあります選挙運動とは、１、特

定の選挙において、２、特定の候補者の当選を

得または得しめるために、３、選挙人に働きか

ける行為であるということができる。選挙運動

の３要素と言われるものであるということで、

この３つの要素がかかわることによって事前運

動というふうに判断していいのか。そこら辺の

見解をお尋ねしたいと思います。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） 選挙運動と

は、議員のお話のとおり、特定の選挙におい

て、特定の候補者の当選を得または得しめるた

めに、選挙人に働きかける行為でありまして、

これを立候補届け出前に行いますと事前運動と

なり、公職選挙法で禁止されております。公職

選挙法におきまして、選挙運動以外の政治活動

については、原則として自由に行うことができ

ますが、政治活動として行うものでありまして

も、実態として立候補予定者の氏名の普及宣伝

のための活動を行う場合などは、事前運動とな
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る可能性があり、その活動が事前運動に当たる

かどうかは、個々の事例について、内容や時

期、場所、あるいは方法、対象などの具体的な

状況を把握して、総合的に判断されることにな

るものと考えております。

○有岡浩一議員 大変解釈の幅が広いというこ

とでわかりにくいわけですが、一つの事例とい

うんでしょうか、凡例等を教えていただけると

ありがたいです。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） これまで事

前運動に当たる凡例としては数少ないのでござ

いますが、立候補届け出前に特定の候補者の略

歴が記載された文書を頒布したことが、特定の

選挙において特定の候補者の当選を目的として

行われたものとして、事前運動に当たると認め

られた事例がございます。

○有岡浩一議員 言葉で説明をしていただくと

なかなかわかりづらいんですが、ここに39名の

議員の皆様方、知事を含めて40名の選挙にかか

わる者がいるわけです。我々の勉強ももちろん

大事ですが、実はこれは有権者の皆さん方にも

かかわってくる問題ですから、こういった解釈

を我々は常に勉強しながら、また、選挙管理委

員会におきましても、啓発・指導をしていただ

きながら、今後とも事前運動等の問題がないよ

うな取り組みをしていただき、県民の皆さんが

選挙にかかわることは悪いことではない、選挙

にかかわることは大事だという意識づけのため

にも、今後とも努力していただければありがた

いと思っております。

次の質問に入らせていただきたいと思いま

す。人材が育つ環境づくりについてということ

で質問させていただきますが、また私ごとでの

話で、時間を精いっぱい使わせていただきたい

と思います。私も20代のころ、職員の経験がご

ざいます。年休処理ということで、たくさんの

年休処理をした人物でありまして、県の職員の

方の中では、20代が７日間ぐらい、30代になり

ますと10日。職員の方は平均約10日間の年休処

理をしていらっしゃるという話を聞きました。

ただ、私の経験から、若いときに、年休を使っ

てでもスキルアップのために動く、そしていろ

んなところを見て回る。そういうエネルギッ

シュな活動をされることは大いに結構だと思い

ますし、９月に知事のほうから、コンプライア

ンス遵守の問題をお話しされましたけれども、

若いときにいろんな視野、いろんな角度から物

を見る力をつけることが、こういった対策にな

ると私は思っております。そういった意味で、

年次有給休暇の活用について、もっともっと職

員の方に権利として使っていただいて、大いに

職員の皆さんのスキルアップに活用していただ

きたいと思いますが、その点について現状なり

報告をいただければありがたいです。

○総務部長（稲用博美君） 年次休暇は、本

来、心身のリフレッシュを図るためのものであ

りますが、自己啓発やワークライフバランスの

観点からも、その取得促進に取り組んでいくこ

とが重要であるというふうに考えております。

昨年度からスタートしました次世代育成支援の

ための行動計画におきましては、平成26年度ま

での年休取得日数を、平成20年度比で20％増加

させることを目標に掲げているところでありま

す。このため、日ごろから職員あるいは所属長

への年休取得に関する意識啓発を行っていると

ころでありますが、本年度は、夏季のリフレッ

シュ年次休暇を２日ふやしまして４日間とする

とともに、啓発用のチラシを作成して、職員本

人のリフレッシュはもとよりですが、家族サー

ビス、地域活動、自己啓発といったさまざまな
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年休取得のあり方を例示するなど、取得促進の

呼びかけ、あるいは取得しやすい環境づくりに

努めたところであります。今後とも、公務能率

の維持向上はもとよりでありますが、年次休暇

のさまざまな効用を積極的に職員にＰＲし、取

得促進に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 職員の皆様方に対しても、そ

ういった啓発をしていただき、心のバランスと

いうものを含めてしっかりととっていただきな

がらモチベーションを上げてもらい、県民のた

めの活躍をしていただきたいと思っておりま

す。

また、職員の中でも、勤務体制の不規則な県

病院等の看護師の話で一つ教えていただきたい

と思いますが、３交代制の勤務体制であると。

そして子育て中、さらには高齢者の介護等の問

題を抱える。さまざまな家庭の事情があろうか

と思います。そういった看護師の皆様方のワー

クライフバランスというものがどのような状況

なのか。そして、日南、宮崎、延岡という３つ

の県病院を抱える中で、異動等の心配をされな

がらの職務体制ではないかと思っております

が、そういった対策についてどのような取り組

みをしていらっしゃるのか。３交代制という特

殊な部分での御苦労を考えましてお尋ねしたい

と思います。また、郷土の偉人のお話を少しさ

せていただきますが、高木兼寛先生─高岡町

（旧穆佐村）出身の方ですが、「病気を診ずし

て病人を診よ」という言葉を残していらっしゃ

います。これは、病気を抱えていらっしゃる患

者さん本人にどう接するか、要するに看護師の

必要性を訴えられた言葉でもありますし、日本

で最初に看護の学校をつくられた先生でもあり

ますが、医療という分野で看護の大切さを伝え

てこられた人物であります。看護師の現状とし

てどのような取り組みをしていらっしゃるの

か、報告いただければありがたいです。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院局におきま

しては、職場の活性化と医療水準の向上を図る

ため、適材適所を基本に人事異動を行っており

まして、その際には、職員の能力、適性、希望

や家庭環境などを十分勘案し、配置していると

ころであります。また、看護師は女性が多く、

出産、育児などと勤務の両立が求められますこ

とから、看護師の定着・確保を図るため、育児

休業などの休暇制度の活用を初め、院内保育の

導入など、育児を行う職員が安心して勤務でき

る環境の整備に努めているところであります。

○有岡浩一議員 私どもは、看護師の方、医師

の不足の問題、そういった現状も抱えておりま

すけれども、皆さんで一緒に頑張っていけるよ

うな環境づくりに努めてまいりたいと思いま

す。また、大切な人材です。民間病院との違い

もあろうかと思いますけれども、次の世代の若

い看護師を育てるためにも、ベテラン看護師の

方とタイアップして人材育成に取り組んでいた

だきたいと思っております。

次に、５番目の項目の質問をさせていただき

たいと思います。「いきいき集落」の取り組み

についてでございますが、この「いきいき集

落」事業に大変期待しております。県北に多い

と聞いておりますし、県南等にもふえてきてお

りますが、宮崎市周辺にまだ動きがないという

ことで、私も地元に帰りまして、ぜひこの「い

きいき集落」を宣伝して、地域で盛り上げてい

こうというメッセージを発していきたいという

思いで今後とも頑張りたいと思います。点とし

て取り組むものが線としてつながるために、交

流会等も計画していらっしゃるようですし、線
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が面になるためにも、提案というかアイデア提

言というふうにお酌み取りいただければ結構か

と思いますが、この前の南九州の観光研修会の

中で、修学旅行生の受け皿として民泊をやって

いるという事例もありましたし、一つの大きな

面としての目標として、そのような民泊または

空き家対策などに取り組んでいく提案等も、時

期を見てされていいのではないかということ

で、いきいき集落のこれから発展される姿をイ

メージして質問させていただきます。どうぞよ

ろしくお願いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 「いきいき集

落」の取り組みにつきましては、住民みずから

が考え、行動するような元気な集落づくりを推

進するために行っておりまして、現在、97の集

落を「いきいき集落」として認定しておりま

す。県では、「いきいき集落」に対しまして、

他の集落のモデルとなり得るような取り組み等

への助成を行うとともに、集落相互の情報交換

を図るための研修交流会を実施しているところ

でございますので、その中で、議員から御提案

のありました民泊や空き家対策等につきまして

も、都市住民との交流を促進し、地域活力を向

上させる魅力ある取り組みとしまして、県内の

市町村あるいは各集落へ情報発信を行うととも

に、必要な助言等も積極的に行ってまいりたい

と考えております。

○有岡浩一議員 どうぞ県内各地にこういう活

動が芽生えて、宮崎県の一つの目玉として育っ

ていただくことを期待しております。

次に、教育行政について質問させていただき

ます。

９月の県議会におきまして、先輩議員のほう

から、教科書採択の問題につきまして、明文化

されたルールづくりが必要だということで提案

され、また、教育長からも答弁がございまし

た。９月以降、市町村教育委員会に対し、どの

ような指導・助言を行われ、どのような取り組

みをされることになるのか、教育長にお伺いい

たします。

○教育長（渡辺義人君） 市町村立小中学校の

教科用図書の採択につきましては、それぞれの

採択地区ごとに設けられております協議会にお

いて決定されることになっておりますが、その

手続に関するルールとして、協議会規約が定め

られております。これらの規約の中で、採択地

区内の市町村教育委員会の間で、どの教科書を

採択するのか判断が分かれた場合の決定の手続

が明確に規定されておりませんでしたので、必

要な事項を盛り込んだ規約例を作成し、指導・

助言を行ったところであります。今後とも、国

の動向等も注視しながら、適切な指導・助言に

努めてまいりたいと考えております。以上で

す。

○有岡浩一議員 ぜひともこういったルールを

整備しまして、地域の先生方が安心して採択に

持っていけるような努力を、今後ともお願いし

たいと思っております。

教科書に関係する中で、教育委員長のほうに

お尋ねしたいと思います。先ほど、小村寿太郎

候、高木兼寛候のお話をさせていただきました

が、教科書等を通じて郷土の偉人を学ぶという

ことは、子供たちにとって、宮崎の偉人はこう

いった人がいるということで大変自信になる、

そして、よそに行っても、宮崎にはこういう人

物がいらっしゃったという誇りになる、そうい

うふうに思うんです。特に教育委員長はカウン

セラー等の専門でもありますので、子供たちの

心理、発育の中のそういう思いというものを考

えたときに、教育の視点から、教科書の中の郷
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土の偉人の学習というものをどのようにとらえ

ていらっしゃるか、お尋ねいたします。

○教育委員長（近藤好子君） 小中学校におき

ましては、小村寿太郎候など身近な地域の歴史

上の人物について学習しております。子供たち

には、このような郷土の偉人に関する学習を通

しまして、その功績はもちろんですが、私は、

ぜひそこに至るプロセスを学習してほしい、多

くを学んでほしいと考えております。世界につ

ながるすばらしい功績も、今、子供たちがいる

ここ宮崎が出発点になっていること、特別とは

言えない日々の出来事や自分の思いに向き合っ

て進んでいること、人との出会いやつながりが

夢の実現にはなくてはならないものであるこ

と、プラスのことだけではなくマイナスの体験

も次につながる力になることなど、子供たちが

それぞれの年齢に応じて共感を持つことがで

き、心に残る学びであることが重要と考えてお

ります。私は、一人の郷土の偉人を学ぶとき

に、小学生の年齢で気づくこと、感じること、

中学生の年齢になって改めて気づくこと、それ

ぞれがあって初めての学習だと感じておりま

す。余談ですが、私もこの年齢になって読み返

すと、また学ぶことがあるわけです。ですか

ら、そういう気づきの持てる学習であってほし

いと考えております。県教育委員会といたしま

しては、このような郷土の偉人の功績や生き方

についての学びを通して、郷土を愛し、我が国

や国際社会の発展に寄与する夢や高い志、そし

てあきらめない心を持った子供たちをはぐくん

でいきたいと考えております。

○有岡浩一議員 どうぞ子供たちの成長過程の

中で郷土の人物に触れ合う機会をつくっていた

だき、さらにはお願いでございますが、先生方

の指導力アップのために、こういった郷土の偉

人についてもますます勉強していただきなが

ら、子供たちにしっかりと伝えていただける環

境を整えていただきたいと思っております。

次の質問に入らせていただきます。キャリア

教育ということで、高校ではよく耳にする言葉

でございますが、小中学校におきましても、そ

れぞれの取り組みをしていらっしゃると伺って

おります。さらに、私どもが危惧するのは、高

校から職場についたときになかなか続かない現

状もあると聞いております。このキャリア教育

というもの、社会に出て自信を持って自分を表

現できる力をつける、そういったものが必要な

時代になってきているのかなと思いますが、宮

崎における小・中・高のキャリア教育の実態等

をお尋ねしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） キャリア教育は、児

童生徒の発達段階に応じて体系的に推進するこ

とが大切であると考えております。学校におき

ましては、例えば小学校段階で、係活動などを

通して自分の役割の自覚や働くことへの関心を

高めさせております。中学校段階では、職場体

験学習や立志式における職業人の講話などによ

り、勤労観、職業観の育成に努めております。

また、社会への移行準備の時期である高校で

は、学校と保護者が連携し、さらには地元企業

の協力もいただきながら、さまざまな分野での

職業講話やインターンシップ、職場見学等を行

うことで、実社会の仕組みを学んだり、将来の

職業への意識を高める取り組みを進めておりま

す。これらをさらに充実するために、県教育委

員会といたしましては、県内各地区の小中学校

のキャリア教育推進の核となる教員を指導者と

して養成し、県内全域でキャリア教育の意義と

指導法などの普及を図る取り組みを進めている

ところであります。また、高等学校におきまし
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ては、キャリア教育の啓発について、全国的に

実績のある講師を招聘いたしまして、働く意味

と学ぶ意味の講演をすべての学校で実施してい

るところであります。なお、県教育委員会とい

たしましては、今年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、「自立し

た社会人・職業人を育む教育の推進」を重要な

施策の一つとして位置づけているところであり

ます。このことを具現化するために、有識者か

ら成る学校教育改革推進協議会におきまして、

宮崎にふさわしいキャリア教育の推進のあり方

について幅広く御意見をいただいているところ

であり、その提言も踏まえまして、小・中・

高12年間を見通したキャリア教育の推進に取り

組んでまいりたいと考えております。以上で

す。

○有岡浩一議員 キャリア教育の現状について

大変わかりやすく説明いただきまして、ありが

とうございます。ただ、このキャリア教育にこ

れから取り組む中で、私は、実際に子供を育て

る親の立場でありますが、果たしてキャリア教

育ができているのだろうか、親の働いている姿

を見て子供たちはどう思っているのだろうか

と、大変不安ではございますが、家庭教育の大

切さというのを考えております。行政におきま

しては、「こどもの日」「少年の日」とか、い

ろいろな形で取り組んでいただいております

が、家庭の大切さ、キャリア教育における家庭

の取り組みについてのアドバイスをいただけれ

ばありがたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 古くから伝わるすば

らしい言葉の一つに、「子は親の背中を見て育

つ」というものがございます。家庭は、子供の

成長、発達を支え、自立の基礎をつくる大切な

場でありまして、働くことに対する保護者の考

え方は、子供の職業意識の醸成に深く影響を与

えるものと考えております。このため、県教育

委員会でもさまざまな家庭教育事業を進めてい

るところであります。例えば、家庭内で読書に

取り組む、家で読むと書きまして「うちどく」

と読む「家読」運動におきましては、親子で同

じ本の登場人物の生き方やなりわいの感想を語

り合うことで、子供の社会的な成長を促すこと

につながります。また、「みやざき弁当の日」

の取り組みでは、保護者の手をかりることな

く、子供が自分自身で献立を考え、材料をそろ

え、調理をし、弁当箱に詰め、後片づけまでし

て学校に持っていくという一連の活動を通しま

して、毎日の食事をつくる保護者の苦労を身を

もって学びますとともに、任され、褒められる

ことが社会的な自立に子供をつないでいくとい

うようなことではないかというふうに考えてお

ります。近年、家庭や地域の教育力が低下して

いるということが言われておりますけれども、

人としての生き方、あり方のもととなる、そう

いった力をはぐくむもととなる家庭教育は、い

かなる時代にあっても大変大切なものであると

考えております。以上です。

○有岡浩一議員 ぜひ家読というものにも取り

組みたいと思います。また、弁当の日につきま

しても積極的に取り組んでいただきまして、さ

きにえびののほうでも視察させていただきまし

たが、子供たちの生き生きとして弁当を食べて

いる姿を見まして、人と接すること、人と交流

することの楽しさを、学校の中でもこの取り組

みの中でやっていらっしゃる姿を見まして、一

つ一つこういった取り組みの積み重ねがキャリ

ア教育の形になってくるのかなと感じておりま

す。新しい分野の取り組みでありますけれど

も、教育行政の中の社会に出てからの力になる
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という部分ですので、御指導いただきたいと

思っております。

それでは、最後の質問になりますけれども、

農政水産部長のほうにお尋ねしていきたいと思

います。

耕作放棄地再生事業というふうな形で農林水

産省でも取り組んでいる事業がございまして、

宮崎県でもやっております。私は今回、猿害対

策を取り上げて御質問させていただきますが、

耕作放棄地対策をやっている反面、猿害を受け

ることによって耕作を放棄してしまっている現

状が多々広がっていると。制度事業でやりなが

らも、こちらでは耕作放棄地がふえているとい

う大変難しい状況ですが、猿害というものは鳥

獣害の中でも特殊な分野でありますので、猿害

対策に取り組むことが、地域によっては耕作放

棄地再生に向けた大きな取り組みになるという

ふうに思っております。現在の宮崎県としての

猿害対策の状況を教えていただきたいと思いま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 猿害につきま

しては、他の鳥獣に比べまして、学習能力や運

動能力が高いため、その対策には特有の難しさ

があります。このため、一たん被害を受けます

と、経済的な損失にとどまらず、生産者の生産

意欲の減退や作付の断念など、耕作放棄地の増

加につながる深刻な問題があり、早急な対策を

講ずる必要があると考えております。したがい

まして、県といたしましては、鳥獣被害対策緊

急プロジェクトの中で、集落ぐるみでの追い払

いや、野生猿に侵入されにくい猿用ネットさく

の設置など、地域が一体となった被害防止対策

とあわせ、被害状況に応じた適正な捕獲対策な

ど、総合的な鳥獣被害対策に取り組んでいると

ころでございます。

○有岡浩一議員 今、部長のほうから答弁いた

だきました。実は私も農家の一人でありまし

て、15年ほど前から被害に遭っておりました。

そして、追い払い等の作業を10年以上続ける中

で、関係者はくたびれてしまったと。しようが

ないと人間のほうがあきらめてしまっていると

いう現状もございます。そういった意味で、追

い払い等の対策ももちろん必要ですし、それぞ

れのやるべきことをしっかりやるということも

大切なんですけれども、やはり捕獲という部分

も並行してやっていかなければ、現在の状況を

維持または打開していくことは難しいと思って

おります。そういった意味で、捕獲対策として

どのような取り組みをしていらっしゃるのか、

環境森林部長のほうに答弁をいただきたいと思

います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 猿の捕獲対策

につきましては、平成19年度からは、猿の被害

の多い18市町村と連携しまして、従来の有害鳥

獣捕獲班とは別に、66班、826名の野生猿特別捕

獲班を組織し、捕獲対策に取り組んでおりま

す。加えて、昨年度から、シカ・猿被害の多

い22市町村に、シカ・サル対策指導捕獲員48名

を配置し、わなによる猿の捕獲や追い払いを実

施しているところであります。

○有岡浩一議員 今お話しいただきました捕獲

対策で多くの人的努力をしていただく中で、効

果が上がっている部分があるというふうに聞い

ておりますが、こういったことを継続していき

ながら適正数に落ちつくことを願っておりま

す。また、生産者にとって、猿害というものが

どうなっていくのか見えるということが一番あ

りがたい。これからどんどん広がっていくので

はないかという不安を持ちながらの生産活動で

す。なかなか手を打てないという状況もありま
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すので、鳥獣害という大きな取り組みの中の猿

害という一つのテーマでありますけれども、20

年前には全く聞いたこともない被害が現在こう

やって広がっているという事実を受けとめた上

で、県政の中でも取り組んでいただき、市町村

単位でも早い段階から取り組んだわけですけれ

ども、まだまだ対策が追いついていかないとい

う現状ですので、プロジェクトチームの活動に

も期待をしながら、ぜひとも県も市町村と一緒

に猿害対策に取り組んでいただきたいと思って

います。

最後に私のほうから、農林水産省が取り組ん

でいらっしゃる耕作放棄地再生利用緊急対策事

業について、考えを述べて終わらせていただき

たいと思いますが、70ヘクタールもしくは46ヘ

クタールの実績があるというふうに聞いており

ます。私ども農業をする人間としましては、先

祖から預かった農地だということで大切にした

いという気持ちがございます。それ以上に、100

年前、柳田國男という農学者がおっしゃったこ

とは、「次の世代の人たちからお預かりしてい

る農地だ」と。ですから、農地は自分たちのも

のではない。次の世代からお預かりしている農

地を農地としてお返しする、その義務があると

いうふうに思っております。耕作放棄地再生利

用緊急対策という事業を大いに活用していただ

きながら、農地を農地として次の世代に引き継

ぐための努力をしてまいりたいと思いますし、

行政の皆様方の力をかしていただきながら農地

を守る。そして、次の世代に安心した地域づく

りができる基盤を残していただくことをお願い

しまして、私の一般質問を終わらせていただき

ます。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い、一般質問を行います。

まず、行財政改革についてお伺いいたしま

す。

私は、平成21年度に設置された行財政改革特

別委員会の委員長に選任され、県が出資してい

る法人等のことについて調査研究し、「宮崎県

の出資法人等への関与事項を定める条例」の立

案や「新宮崎県公社等改革指針」への提言など

を委員会の皆さんとともに行いました。条例の

細かいことについては申し上げませんが、こと

しから本格的に、宮崎県の出資法人等への関与

事項を定める条例の運用が始まり、９月議会で

各常任委員会に報告がありました。条例に基づ

く報告は初めてでしたが、県としてどのように

臨まれたのか、知事にお伺いいたします。

次に、新宮崎県公社等改革指針についてであ

ります。今回の指針は、平成22年度から24年度

の３カ年で、対象法人の統廃合により１割程度

削減（45法人から40法人へ５法人減）や、対象

法人への県の職員派遣数を１割程度削減（102名

から90名へ12名削減）、さらには、財政支出

額20億円削減（130億円から110億円）といった

数値目標が立てられておりますが、中間年度の

本年度までの進捗状況はどうなっているのか、

総務部長にお伺いします。

財政が逼迫している一つの要因として、高齢

化に伴う社会保障費の伸びがあります。社会保

障費の伸びの状況を見てみますと、平成23年度

は、老人保健医療対策費144億円、国民健康保険

助成費110億円、介護保険対策費127億円、合わ

せて381億円になっており、昨年に比べ13億円も

増加しております。まさに財政のメタボ３兄弟

になっており、社会保障費の伸びの抑制が今後

の財政運営に大きな要因を与えることは明確だ

と考えており、これまでにも、平成19年11月議
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会、そして昨年の11月議会でも質問させても

らっております。知事等から、「今後、老人医

療費を初めとする社会保障費が増大し、本県財

政にも大きな影響を及ぼすことが予測されてお

り、健康や予防の観点からの取り組みが、今後

の県政運営において重要な要素となると考えて

おります」とか、また、「本県市町村における

特定健康診査実施率は全国平均より４ポイント

下回っており、県としても市町村と連携しなが

ら健康づくりを推進していきたい」といった答

弁をいただいております。

さて、未来みやざき創造プランの工程表の目

標でも、市町村国保における特定健康診査の実

施率65％を掲げておりますが、この目標を達成

するために具体的にどのような政策に取り組ん

でいくのか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

次に、防災対策についてお伺いいたします。

３月11日に発生した東日本大震災・大津波被

害を契機に、本県の防災対策を調査研究する防

災対策特別委員会が設置され、井本委員長のも

と、私も副委員長として県内外の調査を行いま

した。調査の中で、防災対策イコール地域づく

りイコールきずなづくりであるということを強

く感じました。自助・共助をしっかりとつくり

上げ、公助がサポートしていく地域づくり、き

ずなづくりを行い、防災対策が充実してほしい

と感じております。

さて、本県においては、今回の震災を契機

に、現在、地震・津波防災対策に関する見直し

を行っていると聞いており、地震規模並びに津

波の大きさなどについて、国の中央防災会議で

の検討を踏まえ、本県の減災計画、防災計画等

を行っていくということであります。減災計画

や防災計画にしても、実効あるべき計画にする

必要がありますが、地震・津波防災対策に関す

る見直しについては、どのような視点を重視

し、変更しようと考えているのか、総務部長に

お伺いいたします。

次に、新燃岳対策についてお伺いいたしま

す。

１月26日に、約300年ぶりの大噴火で多量の降

灰があり、雨が降るたびに土石流が発生しない

か心配しておりましたが、今のところ大きな土

石流は発生しておらず、ほっとしております。

しかし、他の火山噴火において数年後に大きな

土石流が発生した事例があり、心配しておりま

す。また、新燃岳対策には、環境省、林野庁、

国土交通省といった複数の行政機関の連携が必

要だと考えておりますが、今後の土石流対策に

どのように取り組んでいかれるか、お伺いいた

します。

改めて「活動火山対策特別措置法」を見てみ

ますと、第２条「避難施設緊急整備地域の指定

等」で、「内閣総理大臣は、火山の爆発により

住民等の生命及び身体に被害が生じ、又は生ず

るおそれがある地域で、その被害を防止するた

めの施設を緊急に整備する必要がある地域を避

難施設緊急整備地域として指定することができ

る。内閣総理大臣は、避難施設緊急整備地域を

指定しようとするときは、あらかじめ、中央防

災会議及び関係都道府県知事の意見をきかなけ

ればならない」とありますが、避難施設緊急整

備地域について、これまでの進捗状況と今後の

進め方についてお伺いいたします。

次に、第11条「降灰除去事業」についてであ

りますが、市町村が行う降灰除去事業は、国の

補助があると規定されておりますけれども、県

が行う降灰除去は規定がなく、県単事業の維持

事業で対応するしかないのが実情です。県で行
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う降灰事業も補助対象にすべきと考えますが、

見解をお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終え、以下の質問は

自席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

「宮崎県の出資法人等への関与事項を定める

条例」に基づく議会報告についてであります。

この報告に当たりましては、県議会が県民の代

表として、県と公社等との関係を監視する役割

を果たしていくべきであるという条例制定の趣

旨を真摯に受けとめ、県の人的・財政的関与の

縮減の取り組み状況や、法人の財務状況などを

経営評価報告書として取りまとめ、報告させて

いただいたところであります。県といたしまし

ては、今後も適切に報告を行い、県議会に

チェックをいただきながら、平成22年２月に策

定をしました指針に基づきまして、公社等改革

に鋭意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〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

公社等改革の進捗状況についてであります。

新指針を策定いたしました平成21年度当初を基

準として設定した25年度当初の目標値に対しま

して、中間となります本年度当初時点における

進捗状況は、対象法人数につきましては、５法

人削減目標に対して２法人の削減となっており

ます。ただ、口蹄疫復興財団を平成22年度末に

新設したために、差し引きでは１法人の減と

なっております。次に、県職員の派遣数につき

ましては、12人の削減目標に対しまして16人の

削減となっております。県財政支出額につきま

しては、20億円の削減目標に対しまして、約15

億円の削減となっております。ただ、財政支出

縮減額のうち約４億円につきましては、派遣職

員の人件費を県からの直接支給に切りかえたも

のによりますので、差し引きでは約11億円の縮

減となっております。今後も引き続き目標達成

に努めてまいりたいと考えております。

次に、地震・津波防災の見直しにおいて重視

する視点であります。今回発生しました東日本

大震災におきましては、想定を超える巨大な津

波により、残念ながら多くの犠牲者を出すこと

になりました。したがいまして、今後の見直し

におきましては、地震・津波への対策の中で、

「想定外」という事態を起こさないという視点

が非常に重要であるというふうに認識しており

ます。想定外ということをなくしました、いわ

ば最悪の状況の中で、一人でも多くの県民の命

を守るための対策が必要であり、このために

は、まずは地震動や津波高の想定を、今回の震

災の状況も踏まえてしっかりとつくり上げた上

で、ソフト、ハード両面からの対策を進めてま

いりたいと考えております。中でも、今回の震

災のような大津波の被害を踏まえますと、住民

の迅速かつ的確な避難という点が特に重要であ

ると考えております。政府においても専門調査

会を立ち上げて検討を進めているところであり

ますが、県としましても、本県の地域性にも十

分に配慮しながら、各市町村とも連携し、実効

性の高い避難対策を検討してまいりたいと考え

ております。

次に、避難施設緊急整備地域についてであり

ます。県では、本年１月末に、火砕流のおそれ

により避難勧告を出されました高原町の一部地

域を、避難施設緊急整備地域として指定される

よう国に対し要望したところであります。２月

に地域指定がなされまして、その結果、高原町

を初め、現在８市９町１村において、農業関連
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の降灰対策等、国の補助事業が受けられること

になりました。また、地域指定を踏まえ、高原

町における調査結果や要望等に基づき、避難ご

うや道路等を含む同町避難施設の整備計画を９

月に策定提出して、10月に国からの同意を受け

ましたので、今後、この計画に基づき、国に支

援を要望しながら施設整備の促進に努めてまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

市町村国保における特定健康診査についてで

あります。特定健康診査の実施率の向上に向

け、県としましては、実施主体の市町村に対

し、経費の一部を負担いたしますとともに、事

業の実施に関し、市町村に出向き、技術的助言

を行っているところであります。また、県、市

町村国保、被用者保険者等で構成します保険者

協議会や広報委員会において、ポスター・リー

フレットの作成、広報テレビ番組のオレンジタ

イムの放映等による県民への広報活動や、保健

師等に対する研修会を実施いたしますととも

に、今年度は新たな取り組みとして、新聞広告

を行う予定といたしております。今後とも引き

続き、市町村等との連携により、これらの取り

組みを通じ、県民が受診しやすい体制を構築

し、受診率の向上に積極的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。〔降

壇〕

○県土整備部長（児玉宏紀君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、新燃岳の土石流対策についてでありま

す。新燃岳の火口周辺には、広範囲に国立公園

や国有林が位置しておりまして、議員の御指摘

のとおり、土石流対策を円滑に進める上で、国

土交通省はもとより、環境省や林野庁など関係

行政機関との連携が大変重要であります。この

ため、１月末の噴火以降、関係機関や学識経験

者で構成します霧島火山防災連絡会などの場

で、情報の共有化や調整を図り、緊急対策工事

等を迅速に進めてきたところであります。今後

の土石流対策につきましては、国土交通省にお

きまして、霧島山ろくに位置する都城市と高原

町の17渓流を対象に、当面、おおむね10年間を

かけて36カ所の砂防堰堤や導流工等を整備する

計画が定められたところであります。本年度

は、このうち３カ所について着手する予定と聞

いております。県といたしましても、関係住民

の安全・安心な暮らしの確保が最重要課題であ

ることから、恒久的な土石流対策の早期実現に

向けて、関係行政機関との一層の連携を図って

まいりたいと考えております。

次に、降灰除去事業についてであります。こ

の事業は、活動火山対策特別措置法に基づく事

業で、市町村が行う降灰除去に対する国庫補助

事業でありますが、県が管理する道路につきま

しては、議員御指摘のとおり、補助の対象と

なっておりません。このため、今回の新燃岳の

噴火における降灰の除去につきましては、災害

復旧事業及び県単独事業により対応を行ったと

ころであります。降灰除去事業は、災害復旧事

業と比べまして比較的採択基準が緩やかであ

り、また、土捨て場に係る費用等も補助の対象

となるなど、事業の適用範囲が広いというメ

リットがございます。このようなことから、県

といたしましては、国に対して、県管理道路へ

の降灰除去事業の適用拡大を要望しているとこ

ろでありますが、今後は、さらに、鹿児島県な

ど活動火山を有する自治体で構成されておりま

す活動火山対策連絡会議とも連携いたしまし
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て、国へ働きかけてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 まず、数点要望させていた

だこうと思っております。

新宮崎県公社等改革指針の進捗状況について

答弁をいただきましたが、県からの財政支出は

約11億円の削減になっているということでした

けれども、いろいろ調べてみますと、社会福祉

事業団への８億円の自立化補助金を除けば、実

質３億円しか減額できていないのではないかと

いうふうに思っております。また、公社等への

県職員の派遣は、確かに16名削減になっており

ますが、ＯＢ派遣は22名ふえております。今後

ともしっかりとした公社等の改革に積極的に取

り組んでいただきますことを、まず要望してお

きたいと思います。

また、特定健康診査の実施率65％の目標達成

には、もちろん市町村の取り組みが重要であり

ます。後期高齢者医療制度がどうなるかわかり

ませんが、現制度上では、目標を達成しなかっ

た場合には、後期高齢者医療に対するペナル

ティーが課せられることもあり、県民自身に負

担がはね返る可能性があるといった広報も重要

であると思っておりますので、啓発、広報、指

導に全力で取り組んでいただくことを要望した

いと思います。

また、私の住んでいる高原町で、特定健康診

査を受診しない理由のアンケートをしたとこ

ろ、現在、病院に通っているというのが約３割

あるということであります。医療現場との連携

が重要だと考えますので、医師会との連携をさ

らに強化していただくことを要望しておきま

す。

引き続き質問に移りますが、財政運営をする

上で大きな負担になっている社会保障費につい

て、改めてお伺いいたします。

平成21年度から今年度までの計画になってい

る宮崎県高齢者保健福祉計画に掲げている「介

護予防及び生活習慣病等の予防の推進」並びに

「高齢者の積極的な社会参加」について、次期

計画では実効性のある計画にすべきと考えてお

りますが、福祉保健部長の見解をお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 介護予防や生

活習慣病等の予防の推進につきましては、県で

開発いたしました「いきいきはつらつ介護予防

プログラム」で、高齢者が自宅で継続的に取り

組めるよう普及する取り組みや、市町村などが

実施する健康教育、健康相談、健康診査などの

取り組みを、介護保険法に基づく地域支援事業

との連携によりまして進めているところでござ

います。また、高齢者の積極的な社会参加につ

きましては、コミュニティビジネスの手法も取

り入れたシニアパワーを生かした事業への取り

組みを行いますとともに、団塊の世代等の高齢

者によるＮＰＯ等の立ち上げや参加の促進など

によりまして、高齢者の多様な社会参加を支援

する取り組みを進めているところでございま

す。いずれにつきましても、市町村の取り組み

が大変重要でございますので、次期高齢者保健

福祉計画の策定に当たりましては、市町村と十

分連携を図りながら、これまでの取り組みを踏

まえて、さらに実効性のあるものとなりますよ

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。

○丸山裕次郎議員 いずれにしましても、実効

性のある形にしていただきたいと思っていま

す。

次に、今年度から第３期の財政改革が始まっ

ており、投資的経費について毎年縮減・重点化
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が掲げられております。そのような中、来年度

の当初予算編成において、公共事業費の特別枠

措置を考えるということであります。毎年度社

会保障費が増加していく中で、どの程度の特別

枠を設置していただくのか、非常に注目してお

ります。非常に困難な判断かと思われますが、

先ほど述べました介護予防、生活習慣病予防、

高齢者の社会参加などの市町村の取り組みに

よっては、県全体の社会保障費の伸びの抑制に

つながると私は思っております。今後、公共事

業費の特別枠設定の検討を進められると思いま

すが、このような市町村の社会保障費の取り組

みの成果について何らか考慮することはできな

いのか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 少子高齢化の進展に伴

いまして増嵩していく国民健康保険や介護保

険、後期高齢者医療などに係る社会保障関係費

を抑制するためには、議員御指摘のように、そ

れぞれの地域において、医療や介護の主体とな

ります市町村の健康や予防の観点からの取り組

みが極めて重要であると考えておりまして、本

県の財政運営に与える影響を考えましても、各

市町村における積極的な取り組みについては大

変期待をしておるところでございます。

御質問の公共事業費の特別枠につきまして

は、口蹄疫等により停滞しております本県の地

域経済の活性化等を図るために、来年度当初予

算編成の中で検討することとしておるものであ

ります。具体的な内容や規模につきましては、

国の予算編成状況を初め、今後の税制改正や地

方財政対策等を見きわめるとともに、社会保障

関係費の伸びが県財政に与える影響なども踏ま

えながら、しっかりと検討を進めてまいりたい

と考えております。

○丸山裕次郎議員 次に、来年度予算に大きな

影響を与えると思われる新たな子供向け手当に

ついて、厚生労働省は、平成24年度以降の新た

な子供向け手当の財源、総額２兆円を確保する

ため、地方自治体に対し、現行のほぼ倍となる

１兆円程度の負担を要請する方針を固めたとい

う報道もあり、非常にびっくりいたしました。

民主党は、約２年前の選挙のときには、子ども

手当は全額国費で行っていくとしていたことか

らすると、言語道断ではないかと思っておりま

す。突如過ぎる発言で地方自治体がそれぞれ困

惑しているという報道もありますが、この政府

方針に対してどのように感じ、どのように対応

しようと考えているのか、知事にお伺いいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 今回、厚生労働省か

ら、国と地方の費用負担の割合を１対１に見直

すという提案がなされたわけでございますが、

この提案は、国と地方の協議の場を設定するこ

ともなく示されたものであり、まことに遺憾で

あると考えております。また、この提案により

まして本県の負担額を試算いたしますと、これ

までの約25億円から約47億円と大幅に増加する

ことが見込まれておりまして、地方に裁量の余

地のない現金給付の地方負担を一方的に拡大し

ようとしているものであって、到底受け入れら

れるものではないと考えております。先般、地

方六団体から国に対しまして、早急に国と地方

の協議の場を開催するよう要求がなされている

ところでありますが、本県におきましても、地

方の理解が得られる形で制度設計が行われるよ

う、全国知事会等を通じまして強く国に対して

要望してまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 知事が今言われましたとお

り、25億円から47億円、22億円の増加負担は許

されないというふうに思っています。また、新
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聞等では、私立保育園向けの運営補助金につい

ても押しつけようとしております。仮に新たな

子供向け手当と私立保育所向けの運営補助金が

両方とも国から押しつけられた場合には、50億

円以上の負担増になり、財政は一気に逼迫して

いくことになると思っております。新たな子ど

も手当のような地方自治体に裁量権のないよう

な事業については、国の責任でしっかりと取り

組んでいただくことを強く国に要請していただ

くことを要望したいと思っております。

次に、防災対策について改めてお伺いいたし

ます。

平成22年２月に策定された宮崎県地域防災計

画、特に地震・津波対策について、私自身、検

証をいたしましたけれども、本当に実効性があ

るのかと疑問に思いますので、そのことを中心

に再質問させていただきます。

まず、書かれております河川管理者、海岸管

理者、港湾管理者である県土整備部長にお伺い

いたします。防災計画書には、災害予防という

ことで、過去、津波の侵入が認められた箇所の

把握や構造物の安全性の確認、航行船舶等の二

次災害の防止、油類等危険物の流出防止対策の

徹底、緊急輸送路の確保と利用可能施設による

災害支援対策の確立等が計画にありますが、こ

れまで具体的にどのようなことを行ってきたの

か、また、今後どのように対応しようとしてい

るのか、お伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県では、地域

防災計画に基づく具体的な津波対策としまし

て、ことし６月に、「津波襲来時の河川、港湾

等管理施設の対応指針」を策定し、操作員の安

全を考慮した的確で迅速な水門等の開閉操作

や、災害発生時の点検方法等を明確にしたとこ

ろであります。また、水門や港湾施設等の構造

物の安全性につきましては、構造物の耐震強化

や水門等の自動閉鎖化など、必要な対策につい

て調査検討を行い、今議会において津波対策に

係る補正予算を提案したところであります。さ

らに、今回の東日本大震災における津波は、こ

れまでの想定をはるかに超える規模でありまし

たことから、新たに設定される地震動や津波の

高さに対して、今後、国が定める指針等に基づ

き、堤防や防波堤等の補強やかさ上げを検討し

てまいりたいと考えております。また、今回、

船舶の被害や油類などの危険物の流出など、広

範囲にわたりさまざまな被害が発生しましたこ

とから、津波被害の軽減に向けまして、国や関

係機関と連携を図ってまいりたいと考えており

ます。県としましては、今後とも、地域防災計

画に基づき、実効性のある防災対策が図られる

よう努めてまいります。

○丸山裕次郎議員 次に、県公安委員会及び道

路管理者という項目があるものですから、それ

についてお伺いいたしたいと思います。「津波

襲来のおそれがあるところでの交通規制、避難

路についての交通規制の内容を、広域的な整合

性に配慮しつつ、あらかじめ計画し、周知する

ものとする。なお、県公安委員会は、必要に応

じ隣接する県と連携を密にし、交通規制の整合

性を広域的に確保するもの」と防災計画にあり

ますが、具体的にどのように取り組んできたの

か、また、今後どのように対応していくのか、

お伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県管理道路に

つきましては、地域住民の避難路として重要な

役割を果たしますことから、交通渋滞など円滑

な避難行動を妨げるおそれのある交通どめ等の

道路規制は、原則として行わないこととしてお

ります。しかしながら、津波浸水のおそれのあ
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る地域への新たな進入を抑制するとともに、地

域内からの速やかな避難を促す必要があること

から、津波警報等発令時におきましては、道路

情報板や進入防止のための注意喚起看板の設置

などによる情報提供を行うこととしておりま

す。また、沿岸部の県管理道路において、普段

から津波浸水の危険性について認識を持ってい

ただくとともに、避難の目安として役立つよう

道路の標高表示を行うことにつきまして検討を

進めているところでございます。県としまして

は、今後とも、国や関係する市・町などと情報

交換を行いますとともに、十分に連携しなが

ら、道路利用者や地域住民の円滑な避難行動が

実施されますよう、地域防災計画に基づき適切

に対応してまいりたいと考えております。

○警察本部長（鶴見雅男君） 津波に関する交

通対策として、都道府県公安委員会は、災害対

策基本法第76条に基づきまして、応急対策に必

要な人や物資の緊急輸送などを行う車両が通行

できる道路といたしまして、緊急交通路を指定

することとされております。この緊急交通路を

通行することができる車両は、消防車やパトカ

ーなどの緊急自動車のほか、緊急通行車両とし

て都道府県公安委員会から標章の交付を受けた

医薬品や食料などを積載した車両などとなって

おります。県内の緊急交通路につきましては、

管区警察局及び隣接県公安委員会との調整のも

とに、国道10号、国道218号などの主要幹線道路

を初め、合計26路線について選定をしておりま

して、必要に応じてこの中から指定することに

しております。また、災害発生時に迅速・円滑

な災害応急対策を推進するために事前届け出制

度というものがございますので、関係行政機関

等に対しまして、この制度の利用促進を働きか

けているところであります。県警といたしまし

ては、地域防災計画が実効あるものとなるよう

配意しながら、今後とも災害発生時には迅速・

的確に対応できるよう努めてまいりたいという

ふうに考えております。

○丸山裕次郎議員 次に、教育施設等での訓練

という項目がありますので、そのことについて

お伺いいたします。防災計画では、「日常の教

育で津波に対する避難方法を教えるとともに、

個人避難ができるよう定期的な訓練を行うもの

とする。野外活動における津波対策として、引

率者に津波に対する心構え等を周知するものと

する」などとなっておりますが、具体的にはど

のように取り組んできたのか、また、今後どの

ように取り組まれるのか、教育長にお伺いいた

します。

○教育長（渡辺義人君） 地震を想定しての避

難訓練は、これまでにも各学校において実施さ

れておりましたが、今回の東日本大震災の発生

を受けまして、津波被害が予想されるすべての

学校におきましては、従来の避難訓練を見直

し、校舎の最上階や近隣の高台に避難するな

ど、さらに危機感を持った実践的な取り組みが

行われているところであります。また、遠足な

ど校外活動中に津波が発生することも予想され

ますことから、県教育委員会が各学校に配付い

たしました「津波災害にともなう安全対策マ

ニュアル作成指針」の中で、事前に避難場所や

避難経路を確認することや、発生時における教

職員の対応を具体的に示しており、各学校にお

きまして、児童生徒の安全確保のための適切な

対応がなされるよう指導しているところであり

ます。自然災害は、登下校時や休日など、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、すべての学校におきまし

て、津波の危険を感じたら素早く高いところへ
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避難するなど、災害発生時の適切な判断や行動

選択ができる児童生徒の育成に努めているとこ

ろであります。県教育委員会といたしまして

は、今後とも、宮崎県地域防災計画の内容を

しっかりと受けとめながら、各学校における防

災教育等の充実が図られますように指導してま

いりたいと考えております。以上です。

○丸山裕次郎議員 これまで、防災計画の地震

・津波の項目について質問させていただきまし

たが、防災計画は２冊の分厚い計画になってお

りますので、すべての項目につきまして、当局

におきましては実効あるものにしていただきた

い。また、もし変更するべきものがあれば変更

もしていただけたらというふうに思っておりま

す。

次に、防災対策特別委員会の県外調査で調査

した事項をもとに質問させていただきます。防

災対策特別委員会の県外調査で訪問しました岩

手県では、行政機関、研究者、報道機関が連携

して、頂点の住民の安全を守るという「減災の

四角錐」と言われる体制を構築しておりまし

た。また、静岡県では、研究機関の大学、気象

台等の防災機関、報道機関で構成した「しずお

か防災コンソーシアム」を設立しておりまし

た。本県においても同様な連携チームが必要だ

と考えておりますが、総務部長にお伺いいたし

ます。

また、静岡県では、２年に一度、住民防災意

識調査として、３日以上の食料・飲料の備蓄状

況や家具類の固定状況など、細かい調査を行っ

ております。静岡県のように細かな県民の防災

に対する意識調査をすることは重要だと考えま

すが、あわせて総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 御質問にありまし

た岩手県、静岡県の例でございますが、この中

で、情報の問題というのがコンソーシアムの中

では大切だと思っております。静岡県の取り組

みでは、県民への啓発・教育ということを中心

に、また、岩手県の取り組みでは、火山噴火の

対策として、現場の監視や情報共有の対応の中

で、いずれもチームへの参画を通して、報道機

関の持つ特性や能力を十分に生かす連携が行わ

れている事例であるというふうに認識しており

ます。

本県におきましても、災害が起こる前の啓発

・教育的な役割、また、災害発生時の住民への

災害情報の伝達、さらには災害発生後の被災者

へのさまざまな情報提供など、行政と報道機関

の連携は非常に重要であると考えております。

したがいまして、既に行っております県の地域

防災計画における県内報道機関の位置づけや、

災害時の住民への情報提供に関する協定の締結

などに加えまして、さらなる連携強化に向けま

して、今お話のありました他県の取り組みを参

考に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。

県民意識調査の関係でございますが、本県で

はこれまで、県民意識調査におきまして、県民

の防災意識について調査を行ってまいりまし

た。静岡県が行っております防災意識調査は、

より具体的な県民の意識を確認するとともに、

調査の実施、そしてその結果を公表することを

通しまして、県民の皆様が自分自身の防災対策

について再確認を行う機会、また、防災の啓発

としての役割、目的もあわせ持ったものである

というふうに考えております。本県といたしま

しても、防災意識調査のあり方につきまして

は、普及啓発としての活用の観点からも検討し

てまいりたいというふうに考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひお願いしたいと思いま
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す。

３月11日に発生した津波では、津波警戒で巡

回しているときに残念ながら命を落とされた消

防団員、警察官等が多くおられます。任務とは

いえ、余りにも悲惨であったと思います。この

教訓を生かすためにも、津波警戒に関する知識

向上や警戒方法が必要だと考えますが、総務部

長並びに警察本部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 東日本大震災で

は、253人もの消防団員が死亡または行方不明と

なっておりますが、その多くは、住民の避難誘

導中や水門閉鎖中に津波に巻き込まれたもので

あります。このため、消防庁では、「東日本大

震災を踏まえた大規模災害時における消防団活

動のあり方等に関する検討会」を11月に設置

し、大規模災害時における消防団活動のあり方

や消防団員の安全確保等について検討すること

としております。県としましても、災害時にお

ける消防団員の安全確保は大変重要であるとい

うふうに考えておりますので、国の検討状況も

踏まえながら、市町村や消防協会などの関係機

関と連携を図り、安全確保策の確立について取

り組んでまいりたいと考えております。

○警察本部長（鶴見雅男君） 東日本大震災に

おきましては、津波からの避難誘導に当たる

中、多くの警察官が殉職をいたしました。これ

を教訓として、本県警察におきましては、現

在、自治体等において見直しが進められている

避難場所、避難経路等の把握とあわせまして、

関係機関と連携を図りながら避難誘導訓練等を

実施しておりますほか、津波の脅威や知識につ

きまして、部内での共通認識を図るべく、巡回

指導、教養等を実施しているところでありま

す。津波の発生時には、限られた時間の中で、

住民の皆さんの安全確保はもちろん、警察官み

ずからの安全確保にも配意しつつ、迅速・的確

な高台等への避難誘導が必要であるというふう

に考えております。今後とも、関係機関との連

携強化や各種訓練の実施などを通じまして、災

害警備の万全を期してまいりたいというふうに

考えております。

○丸山裕次郎議員 防災対策の最後の質問にし

ようと思いますけれども、６月議会でも、新庁

舎を含め、防災拠点施設プロジェクトチームを

立ち上げるべきではないかということで質問し

たところ、検討するということでありましたけ

れども、現在の進捗状況はどうなっているの

か、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） ７月に設置しまし

た庁内検討委員会では、先進県における庁舎の

整備状況を調査し、防災拠点として必要な機能

について検討を行いますとともに、本県の防災

拠点の整備方策、具体的に言いますと、１号館

の耐震補強、他の庁舎への移転、新たな施設の

整備について検討を行ってきたところでござい

ます。その結果、１号館を初め、いずれの庁舎

も防災拠点として必要な耐震性能を有していな

いため耐震補強が必要であること、さらに、耐

震補強を行った場合には、耐震壁等の設置によ

り執務室が狭くなること、また、他の庁舎への

移転につきましては、１号館より床面積が小さ

いため、スペースが十分に確保できないこと等

の問題点がございました。こうしたことから、

災害対策の中核的施設として必要な通常の1.5倍

の耐震性能を有し、災害応急対策や復旧・復興

対策を円滑に実施できる防災拠点施設を新たに

整備することが適当であるとの報告があったと

ころでありますので、今後、さらに具体的な内

容の調査、検討を行ってまいりたいと考えてお

ります。
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○丸山裕次郎議員 次に、口蹄疫対策について

お伺いいたします。

昨年は、口蹄疫対策ということで、６回の補

正予算で約1,900億円余の予算で、家畜処分等の

防疫対策、子牛競り価格安定対策や購買者対策

等の競り対策、さらには農家のみならず商工業

者への経営安定対策など、さまざまな事業を実

施されました。それぞれの事業の予算に対する

決算と実績及び効果についてお伺いいたしま

す。

また、人工授精業務自粛により子牛生産の不

均等が生じ、子牛競り出荷頭数の不均衡が生

じ、早期出荷対策や子牛競り価格対策などの対

策が必要ということで、ようやく今議会に提案

をしていただいております。具体的な内容と効

果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） 平成22年度に

おきましては、口蹄疫の発生に伴う一連の対策

を行いますとともに、口蹄疫からの再生・復興

に当たって緊急的な対応を要する課題に取り組

んだところでございます。

まず、口蹄疫の発生に伴う対策としまして

は、防疫対策として約58億円の予算措置に対し

てほぼ全額を執行し、家畜の殺処分、消毒ポイ

ントの運営等を行いました。また、終息後の経

営安定対策として約18億円を措置し、約７億円

を執行して子牛購入者に対する支援等を実施す

ることで、家畜市場の安定化等を図りました。

次に、口蹄疫からの再生・復興に向けた取り

組みとしましては、畜産経営再開の支援とし

て、観察牛の導入や中間保有施設の整備等のた

めに約３億円を措置し、そのうち約２億円を執

行して円滑な経営再開を図りました。また、本

県イメージの回復のために約２億円、経済・雇

用対策として約89億円を措置し、ほぼ全額を執

行して、企業と連携した観光キャンペーンや県

外での宮崎フェア、発生地域における県単独公

共事業や中小企業に対する金融対策等を実施い

たしました。これらに加えまして、県内経済の

回復を初めとする中長期的な課題に的確に対応

できる財源を確保するため、県や口蹄疫復興財

団等の基金造成に約1,270億円を執行したところ

でございます。

次に、肉用子牛市場口蹄疫影響緩和対策につ

いてでございます。肉用子牛市場口蹄疫影響緩

和対策事業は、口蹄疫の発生に伴う家畜人工授

精業務の自粛の影響により、子牛競り市への出

荷頭数が大きく増減する期間において、子牛価

格安定のための支援を行うことで、畜産団体の

行う競り市への出荷時期の調整及びこれによる

出荷頭数の平準化の取り組みを促進するもので

ございます。具体的には、平成24年１月から５

月までの間、その月の県平均価格が40万円を下

回った場合に、１頭当たり１万5,000円を上限に

交付する子牛価格安定対策と、購入した子牛を

県外に輸送する購買者に対して、輸送費の一部

（九州域内は1,000円、九州域外は2,500円）を

助成する導入促進対策を行うこととしておりま

す。本対策に加え、雌牛の導入対策、運転資金

の融資の合わせて４つの対策を総合的に実施す

ることにより、人工授精業務再開後に生産され

た子牛価格の安定が図られ、県内肉用牛農家の

経営安定に資するものと考えております。以上

でございます。

○丸山裕次郎議員 今回補正で提案された内容

を見てみますと、私から見ますと、子牛競り価

格安定対策を重視するということで、既存の子

牛価格安定基金事業の充実をしたということな

んですが、購買者対策として九州内は1,000円、

九州外が2,500円なんですけれども、九州内に宮
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崎県内は含まれていないということで、宮崎県

の購買者もかなりいるということを考えます

と、この購買者対策は物足りないという意見を

よく聞くのであります。購買者対策の充実を図

るべきだと考えておりますが、見解をお伺いし

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 子牛出荷頭数

の増減によります価格の下落を抑制するために

は、購買者を確保することが大変重要であると

考えております。このため、県では、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

の活用を国に要望し、その結果、県外購買者対

策が措置されたところであり、これに係る地元

負担分につきまして今議会にお願いをしている

ところでございます。なお、県の子牛価格安定

対策や購買者対策の考え方については、あらか

じめ各地域に御説明し、地域の実情に応じた独

自支援策の検討を要請してきたところであり、

その結果、県内の購買者対策や導入対策等につ

いて、それぞれの地域で必要な対策が、措置あ

るいは検討されているところでございます。

○丸山裕次郎議員 先ほど言いましたとおり、

県内購買者の率が約６割から７割という現状か

らしますと、県内の購買者向けが排除されたと

いうことはまことに遺憾であると思っておりま

す。今回の補正は、国の機構に設置された口蹄

疫畜産再生基金を活用したということでありま

すけれども、口蹄疫が発生した当時の鳩山総

理、菅総理が宮崎に来県したときに、「何でも

やります」と答えられたことからすると、裏切

られた気がしてなりません。

次の質問に移りますが、ことし１月に生産者

と一緒に、子牛競り平準化について要望を行い

ました。県当局からは、既存の事業、いわゆる

宮崎牛資質向上緊急対策事業などで対応してい

きますという答弁でしたけれども、実際に既存

事業で導入された雌牛導入状況はどうだったの

か、お伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 平成22年度第

４・四半期の繁殖雌牛導入につきましてお答え

いたします。

まず、能力の低い繁殖雌牛を淘汰し、優秀な

雌牛に更新する「宮崎牛資質向上緊急対策事

業」によりまして19頭の導入、次に、地域の優

秀な繁殖雌牛を地域内に保留する「優秀繁殖雌

牛地域内確保対策事業」として226頭の導入、さ

らに、農協が繁殖雌牛を購入し、農家に一定期

間貸し付けた後に農家に譲渡する「繁殖雌牛導

入事業」により139頭の導入実績となっておりま

して、これら３つの事業により、22年度第４・

四半期では合計384頭の導入が図られておりま

す。

○丸山裕次郎議員 人工授精自粛により生じた

子牛市場の不均衡から早く脱出し、子牛市場の

平準化を図ることが緊急課題であると思ってお

ります。年明けから行われる子牛市場で、意図

的な繁殖雌牛の保留並びに導入事業がぜひとも

必要だと思っております。先ほど質問したよう

に、県としては既存の事業を活用していこうと

いうことを聞いておりました。19頭導入の実績

があった宮崎牛資質向上緊急対策事業について

再質問を行いますが、この事業は繁殖雌牛の更

新と導入がセットになっていて、口蹄疫で全頭

処分した児湯地域においては活用できなかった

り、また、児湯地域以外でも子牛競り平準化に

対しては活用が難しいと聞いております。その

大きな要因として、更新がセットということが

大きな障害になっているということであります

けれども、この更新という条件を撤廃できない

のかお伺いいたします。
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○農政水産部長（岡村 巖君） 宮崎牛資質向

上緊急対策事業は、能力の低い繁殖雌牛を廃用

し、能力の高い雌牛に更新するのに必要な導入

経費の一部を支援するものでございます。雌牛

側からの改良を行い、本県肉用牛のレベルアッ

プを図る上で大変重要な事業であると認識して

おります。一方、家畜人工授精自粛の影響を緩

和し、将来的に子牛生産の平準化を図るために

は、多くの雌牛の導入が必要でございます。こ

のため、当該事業の活用を促進する観点から、

事業の周知を行うとともに、要件の緩和につき

ましても、必要な検討を行ってまいりたいと考

えております。

○丸山裕次郎議員 次に、226頭導入実績のあっ

た優秀繁殖雌牛地域内保留対策事業についてお

伺いいたします。同事業は、子牛市場平準化対

策とは別枠として、年間を通して優秀な雌子牛

を選定・保留するために活用する事業ですの

で、今回の緊急対策事業にはなじまないと思い

ますが、見解をお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 優秀繁殖雌牛

地域内保留対策事業は、種雄牛造成の母体とな

る県内トップクラスの雌子牛を地域内に保留す

る場合に、その経費の一部を助成するものであ

り、優秀な種雄牛を継続して造成していくとい

う事業でございます。したがいまして、県内の

各子牛市場において、計画的に優秀な子牛を地

域内に保留するよう指導を実施してきたところ

でございます。平成24年１月から３月期では、

現時点で当該事業による地域内保留は163頭が予

定されておりますことから、これらにつきまし

ても、将来的には子牛生産の平準化につながる

ものであると考えております。

○丸山裕次郎議員 次に、139頭導入実績のあり

ました農協有事業についてお伺いいたします。

同事業は、増頭志向の農業者に対して農協が貸

し付ける際に要する経費を助成する事業という

ことですが、この事業を活用するためには保証

人が必要ということであり、子牛市場平準化策

としては現実的ではないと思われますけれど

も、見解をお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 繁殖雌牛導入

事業は、農協が繁殖雌牛を購入して農家に一定

期間貸し付けを行う場合に、その経費の一部を

助成することで、農家が初期投資を低く抑えな

がら、無理なく繁殖牛を増頭するために重要な

事業でございます。繁殖雌牛の所有権は農協に

あり、貸付期間が満了した段階で、農家は農協

に対して必要な代金を支払うこととされている

ことから、貸し付けを行う農協サイドとしては

保証人が必要とされているところでございま

す。県としては、当該事業の活用を促進する観

点から、事業の周知を行うとともに、関係団体

と連携を図りながら、要件緩和に係る必要な検

討を今後行ってまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 私の地元の西諸畜連では、

地元のＪＡ、市町村が連携して、ことしの２月

・３月競りで県からのいろんな支援をお願いし

たんですが、なかなか厳しいということで、独

自の対策として１頭当たり７万円とか５万円補

助する事業に取り組んで、通常の競りより1.5倍

の導入実績がありました。先ほどから言ってお

りますけれども、人工授精自粛により生じた子

牛市場の不均衡から早く脱出し、子牛市場の平

準化を図ることが、本県畜産の再生として緊急

かつ最重要課題だと私は思っております。人工

授精自粛を要請した県の責任で、平準化対策を

幅広く積極的に行うべきだと考えますが、改め

て農政水産部長の見解をお伺いします。また、

今回、口蹄疫復興宝くじ収益金７億7,000万円余
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を復興対策基金に積み増しするということであ

りますが、基金も活用して平準化対策に取り組

めないのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県といたしま

しては、今議会にお願いしております「子牛価

格安定対策」「輸送費の一部を助成する導入促

進対策」に加えて、既存事業を活用した「繁殖

雌牛の導入対策」及び「運転資金の融資」を４

本の柱といたしまして、総合的に対策を実施す

ることとしております。また、各地域における

独自支援策等の検討を要請してきたところでご

ざいまして、その結果、各地域においては、県

内の購買者対策や導入対策等、それぞれの地域

で必要な対策が措置あるいは検討されていると

ころでございます。これらのさまざまな対策を

有効に活用いたしまして、人工授精自粛の影響

を緩和し、子牛価格の安定と農家経営の安定を

図ってまいりたいと考えております。なお、口

蹄疫復興対策基金につきましては、今回の事業

の効果や、また、畜産の復興・回復及び県内経

済の全体的な状況等を見きわめながら、有効に

活用してまいりたいと考えております。以上で

ございます。

○丸山裕次郎議員 あとは要望にしたいと思い

ますが、県も国との交渉をして、何とか今回の

補正予算をつくり上げてきていただいて、本当

に感謝をしておりますけれども、今回の補正

は、子牛価格の安定だけが重視されているよう

な感じがしております。出荷頭数の平準化に対

してなかなか明確な答弁がいただけないという

ことであります。非常に残念であります。既存

の事業の要件緩和を検討するということであり

ますけれども、畜産関係団体からは、新たな平

準化対策事業の創設要望などが当局にも届いて

いると思っておりますので、真摯に受けとめな

がら、人工授精自粛を要請した県の責任という

ことをしっかりと心に思いながら、平準化対策

がなし遂げられて、一日も早く口蹄疫からの復

興がなし遂げられるように強く要望したいと思

います。

最後に、県有種雄牛凍結精液の取り扱いにつ

いてお伺いいたします。

県内の８地域の家畜改良協会がばらばらに種

雄牛づくりをしていたのを、昭和48年に全県挙

げた産地づくりを目標として、現在の家畜改良

事業団が設立されました。以来、宮崎方式とも

言える一括管理で、ブランドの確立、畜産農家

の所得向上に寄与してきたと思っております。

また、宮崎の財産とも言える種雄牛凍結精液の

管理を県内の改良協会に加盟している会員のみ

に配布し、宮崎の財産を守っていると思ってお

りました。しかし、数年前の畜産試験場で発生

した精液盗難事件を契機に、捜査が行われ、県

外への流出等が発覚し、凍結精液の管理体制強

化が検討され、平成22年度には新システムが稼

働する予定でしたが、口蹄疫発生により実施が

おくれたと聞いております。現在の管理体制は

どうなっているのか、お伺いいたします。

また、これまで改良協会会員だけに凍結精液

を配布していたのを、会員以外にも配布するよ

うになった経緯、理由についてお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） まず、県有種

雄牛凍結精液の管理体制についてのお尋ねでご

ざいます。県有種雄牛の凍結精液は本県畜産の

貴重な財産であり、管理体制の強化を図ること

は大変重要であると考えております。このた

め、現在、県家畜改良事業団において、家畜人

工授精師が授精や精液ストローの毀損等の情報

をスマートフォンにより迅速に報告すること



- 64 -

平成23年11月30日(水)

で、事業団等が精液の利用や在庫状況をリアル

タイムで把握できる新しいシステムの構築を進

めているところでございます。現在、地域ごと

に新システムの説明会等を行い、導入に向けた

準備を進めているところでございます。

次に、会員以外にも配布することとなった経

緯、理由についてでございます。県有種雄牛凍

結精液の配布について、一部地域の家畜人工授

精師協会の入会制限が、結果的に県有種雄牛の

凍結精液の入手を困難にしていたことから、平

成21年３月に公正取引委員会から当該協会に対

し、「独占禁止法の参入制限行為に抵触するお

それのある行為が見られる」として口頭注意を

されたところであります。また、県内の家畜改

良協会に所属しない家畜人工授精師や、家畜人

工授精師免許を有した肉用牛経営者等から、県

有種雄牛凍結精液の配布要望も受けたところで

あります。県としましては、法令遵守の観点、

及び県有種雄牛は、多額の県費を投入し、県内

の畜産農家・関係団体の協力を得ながら造成さ

れる貴重な財産であることから、その凍結精液

は県内で広くかつ公正に活用されることが必要

であると判断し、関係団体とも協議し、宮崎牛

ブランドの一層の確立を図りつつ、現体制の見

直しを行うこととしたところでございます。

○丸山裕次郎議員 関係団体と協議し、見直し

を行うこととしたということでありますけれど

も、この見直しに対して不安の意見も聞きま

す。現場が混乱しないように、しっかりと行っ

ていただきたいと思っています。不安の一つの

要因として、先ほど答弁でありましたけれど

も、携帯端末によりインターネットを使い、リ

アルタイムで凍結精液の在庫管理ができるよう

にしたいということでありますが、実際にはな

かなかうまくいっていないのではないかという

話も聞くのでありますけれども、今後どのよう

に改善していくのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 新システム

は、導入時点の在庫を正確に把握すること、そ

して、利用者が授精や精液の毀損等の情報を正

確に報告することで、リアルタイムで凍結精液

の需給管理ができるものであります。現在、県

家畜改良事業団が地域ごとに新システムの導入

を進め、関係者の意見等を伺いながら、必要な

システムの改善等を行っているところでござい

ます。県としましても、適正な需給管理のでき

るシステムの構築及び円滑な運営を支援してま

いりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 最後に要望させていただき

ますが、県有種雄牛の凍結精液は県民の財産で

あります。県外に流出することのないように、

管理体制の強化をしっかりと行っていただきま

すことを強く要望いたしまして、私の一般質問

を終わります。ありがとうございました。（拍

手）

○十屋幸平副議長 ここで休憩をいたします。

午後２時58分休憩

午後３時10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、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） 大変お疲れ

さまでございます。最後になりましたけれど

も、おつき合いをよろしくお願い申し上げま

す。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

私は、９月議会で、大地震や大津波、そして

東京電力福島原子力発電所の過酷事故が発生し

た３月11日、３・11大震災後は、これまでのよ
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うな発想や考え方は許されない時代に入ったと

指摘しました。アメリカでのスリーマイル島原

発事故やソ連でのチェルノブイリ原発事故が起

き、地震学者などを含めて事故の危険性が再三

指摘されたにもかかわらず、「日本でチェルノ

ブイリのような事故が起きるはずがない」「日

本の原発は安全だ」と、原発政策が見直される

ことはありませんでした。議場配付資料をごら

んいただきたいと思います。先日、文部科学省

は、10月13日現在の同省航空機モニタリングに

よる放射性物質セシウム134、セシウム137の蓄

積量の測定結果を発表しました。その結果に基

づき朝日新聞が作成したのが議場配付資料の裏

側でございます。セシウムは飛散量も多く、特

にセシウム137は半減期が30年と大変長く、その

影響が心配されています。放射性物質による汚

染は、福島原発から250キロ地点で岩手県南部、

群馬県、埼玉県、東京都、千葉県など広範囲に

及んでいます。九州の地図は私が作成したもの

で大分誤差があるかもしれませんけれども、御

容赦いただきたいと思います。160キロの地点ま

でしか円がかいてありませんが、鹿児島県の川

内原発、佐賀県の玄海原発、愛媛県の伊方原発

のいずれも、事故が起きた場合、宮崎県全体に

放射性物質が降り注ぐことが予想をされるわけ

であります。原発事故は広範囲に重大な被害を

我々に及ぼすことになりますが、知事の率直な

感想をお聞かせいただきたいと思います。

以下は質問者席からお尋ねいたします。(拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

文部科学省が公表しました放射性物質の影響

の状況でございます。文部科学省が実施してい

るさまざまなモニタリングの結果をもとに作成

された、福島第一原子力発電所から放出された

放射性物質の影響でございますが、この内容を

見てみますと、今回の福島第一原子力発電所の

ような大規模な事故が発生すると、その影響と

いうものが大変広範囲に及ぶものというふうに

受けとめたところでございます。以上でありま

す。〔降壇〕

○鳥飼謙二議員 そのとおりですね、本当に広

いなというふうな気がいたします。知事の率直

な感想をお伺いいたしました。そこで、９月議

会の原発政策についての私の質問に対して、

「原子力政策については、国が決定する事項で

ある。最も大切なのは国民の安全を守ることで

あると考えている。コストや技術面など解決す

べき課題はあるものの、中長期的には再生エネ

ルギーの割合を高めていく必要があると考えて

いる」と答えられまして、国の原発政策に対す

る態度を明確にされませんでした。私は、少な

くとも30年を経過した老朽化原発は早急に廃炉

にし、今後10年程度で脱原発を図るべきだとい

うふうに考えていますので、再度明快にお答え

をいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この図を見ましても、

今回の福島第一原子力発電所の事故というもの

が、これまでの基準や考え方では安全性が確保

されないということを示しておるところでござ

いますが、一方で、原子力発電が日本の基幹電

源として大きな割合を占めるようになってきた

ことも事実であります。エネルギー政策は、最

終的には国が決定する事項であり、福島の事故

を受け、現在、エネルギー政策に関する基本政

策の見直しが行われているところでございま

す。エネルギー政策で最も大切なのは、安定的

供給や国民の安全を守ることであるというふう

な認識でございます。原子力発電がさまざまな
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課題を抱えているということを考えますと、今

後は、持続可能なエネルギーの供給という面か

らも、太陽光やバイオマスなど再生可能エネル

ギーの拡大を図ることが必要である。本県とし

てもその方向でできる限りの貢献をしてまいり

たい。それが基本的な考え方でございます。

○鳥飼謙二議員 知事はそれで、老朽化した原

発は廃炉にしていったほうがいいだろうという

ことを述べているつもりですよね。私にはそう

聞こえないんです。知事の真意を読み取ると、

そう聞こえるかもしれない。メッセージとして

は弱いと思っているんです。

実は、原発は、当初は30年ということでし

た。それが40年に延びて、50年に延びて、60年

にしていこうというときに、圧力がまといいま

すか、原子力の容器、この圧力容器に中性子と

かウランとかがぶつかる。そして、脆性遷移温

度─もちろん聞かれたと思いますけれども

─はどんどん上がってきている。そうする

と、私はこのコップの水を時々飲みますけれど

も、熱いお湯を入れたときに、急に冷たいもの

で冷やすとパリッと割れてしまいますよね。そ

れが大変な事故だというときに、脆性遷移温度

で90度近くになっているということですから、

冷たい水で冷やしたらパリンといく可能性がか

なり指摘されています。これは新聞にも出てお

りました。

九州の原発を見てみますと、30年を越したの

は、今度とまる玄海原発１号機が、55万9,000キ

ロワットで36年経過しております。２号機は30

年経過。愛媛県の伊方原発は34年経過、伊方原

発２号機は29年になります。そして、川内原発

１号機は27年、２号機は26年というふうにかな

り老朽化して、廃炉にすべき時期に来ているん

です。ソーラーフロンティア構想を打ち出して

やっているわけですから、それを明確に打ち出

していくと。確かに国のエネルギー政策もあり

ますけれども、それは直ちにということではな

いわけですから、国民はそれを望んでいると思

うんです。それをメッセージとして出していく

ことが必要ではないかと思いますので、再度お

尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国は、原子力発電所の

あり方について、現在、ストレステストという

新たな手法などの取り組みをしているわけであ

りまして、御指摘のような原子力発電所の老朽

化の問題というものに対して、この新たなスト

レステストの実施によりどのように安全性が確

保されるのか、そこにつきまして、科学的・専

門的な分析というものをしっかり見きわめたい

というふうに考えております。そういったこと

を踏まえて、今後の原子力発電のあり方、エネ

ルギー政策のあり方というものは、しっかり国

民的な議論がなされるべきだというふうに考え

ております。

○鳥飼謙二議員 私は極めて残念です。知事の

メッセージというのは、そういうものではない

んですよ。奥歯に物が挟まったようなことでは

ない。そういうことでは県民に伝わっていかな

いと思います。担当の方とも話したんですけ

ど、知事はそのような気持ちですよと言ってお

られましたけれども、それならそのつもりで言

いなさいよと私は言いたいわけです。それを乗

り越えられないところに、知事としての限界が

あるのかなと言わざるを得ないんです。もうこ

れ以上申し上げませんけれども、しかし、知事

のメッセージというのは非常に大事ですから、

そこをしっかり押さえていく必要がある。それ

がすべてにつながっていきます。もうこれ以上

申し上げません。また次回にやらせていただき
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ます。

次に、森林法違反と宅建業法違反の事件でご

ざいます。宮崎市内海の通称いるか岬近辺の民

有林における無許可林地開発と無免許土地分譲

についてお尋ねします。

同地域は、日南海岸国定公園にあり、県南の

住民には命の道路である国道220号に隣接し、森

林法等により厳しく開発が制限されている地域

であります。ところが、報道等によりますと、

株式会社洋香園は、県知事の許可を受けず、平

成７年ごろより森林法第10条の２に定める開発

行為を行い、宅地建物取引業法第３条に定める

県知事の免許を受けないまま、土地を分譲して

いたのであります。なぜ、県知事の許可・免許

を受けずに８ヘクタールもの開発が今日まで野

放しになってきたのか、その経緯についてお尋

ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の森林区域につ

きましては、現在の所有者が平成７年に土地を

取得して以降、緑化木の養成などを目的としま

して小規模の開発を繰り返してきたものであり

ます。無許可の開発は、職員の巡回や周辺住民

からの通報により把握されるケースがほとんど

でありますが、本件の場合は、開発が断続的か

つ不定期に行われるとともに、開発地の一部に

は園芸用の樹木などが栽培されていたことか

ら、把握がおくれたものでございます。現在、

県では、開発行為を確認した７月以降、森林法

など関係法令に基づきまして、開発行為の中止

及び災害防止対策を指導しているところであり

まして、今後とも適正かつ厳正に対処してまい

りたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 通報とかそういうものがな

かったから今日まで来たんですよということな

んですね。山の上ですから、ある程度認めると

しても、現にそこに５軒、家が建っているんで

す。これは登記書類なんですけれども、「目

的」のところに、「不動産業宅地造成並びに建

て売り住宅のあっせん販売」というのも載って

いるんです。これは公正証書不実記載というの

かわかりませんが、それに違反をしているとい

うのは事実だと思うんです。これでやっている

わけですから。そういうことが実際やられてき

たと。今住んでいるということなんです。そこ

で、環境森林部長にお尋ねします。これは手続

をとっていないんですが、林地開発をするには

通常どのような手順で行っているのか、答弁で

きますか。どのような手続で林地開発の許可を

行っているのか。

○環境森林部長（加藤裕彦君） １ヘクタール

を超える開発行為をする場合は、森林法第10条

の２の規定に基づいて知事の許可が必要ですけ

れども、その許可の申請があった後に許可する

ことになっております。

○鳥飼謙二議員 これは、全国林業改良普及協

会、編集協力・林野庁というふうになっていま

すけれども、この中に、分けてしていっても１

ヘクタールを超した段階でやりなさいとなって

いるんです。そして、林地には、災害を防ぐ働

き、水害を防ぐ働き、いろんなところがありま

す。ですから、厳しい網がかかっているわけな

んです。開発計画の検討・立案に始まって、申

請書類を提出して、審査と調査を県の担当のと

ころがやられて、結果を通知して事業を実施す

る。そして、どの部署の方かわかりませんけれ

ども、進行状況の調査に行くわけです。そし

て、開発工事を完了して、完了届を提出する、

完了確認をするというふうにして、非常に込み

入った手続が行われているわけです。ところ

が、これもやられていないということは、結局
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この法律は何だったのかということになるんで

す。ですから、森林法違反が長期にわたって放

置されてきたということを指摘したいと思うん

です。

私は、部長を困らせようとか知事を困らせよ

うと思って言っているわけではないんですが、

今５軒住んでいる。さっき知事に石ころを─

これは知事に投げようと思って持ってきたわけ

じゃないんです。投げなさいと渡したわけでも

ないんですが、砂岩泥岩互層という土で、砂の

岩、泥の岩が互いに層になっているということ

で、水とか空気に触れたらぼろぼろになるんで

す。土曜日に持ってきたときはかっちりしてい

たんですけれども、きのうぽろっと割れまし

て、知事に１個あげたわけです。そんなところ

なんです。開発区域に５軒あって、そこに住ん

でいる人たちは上から土砂が落ちてくる可能性

が十分あると。私は現地を見ました。その上で

また１ヘクタールぐらいやっているんです。そ

の途中もやっていまして、山ですから、最初

あったように、こんな（直径１メートルぐら

い）大木もあるんです。これを掘り起こして、

埋めて更地にして、そこをまた分譲しようとし

ていたところに調査が入ったからやめたわけで

すが、県の指導もあって、木を植えなさいとい

うことになった。このくらい（直径２～３セン

チぐらい）の木が50本ぐらい植わっているんで

す。これでは保水力は保てないです。私が問題

だと思うのは、そういう状況が放置されてきた

ということで、たかだかそれぐらいのことを

やっても私は危険だと思うんです。

それから、もう一つは、これは洋香園のパン

フレットなんですけど、この中に限定15区画と

か書いてあるんです。これは県土整備部で宅建

業の許可をやらないとできないことなんですけ

れども、これが堂々とやられていたということ

なんです。現にそこで住んでいる。土地を買っ

ている人もおるし、私が見にいったときは、建

設してもうすぐでき上がる人もいました。10区

画ですから、あと５区画ぐらいあるんでしょう

けれども、今から被害を受けるおそれのあると

ころが出てくるわけです。今建てている人たち

も被害を受けるおそれがあるわけです。私は、

土木とか環境森林部という範囲を超えて、県民

の安全な暮らしを担保していくというのが行政

だと思うんです。ですから、しっかり調査を

やって対策をとってもらいたいというふうに

思っているんですけれども、知事、どうでしょ

うか。そこをお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） この開発業者から復旧

計画書を提出してもらって、復旧工事に着手し

ているということでございますが、今、御指摘

のありましたような森林法の趣旨というものに

かんがみ、安全・安心が保たれるよう、防災の

機能がそこで保たれるようなところというの

は、しっかり今後チェックをしてまいりたいと

考えております。

○鳥飼謙二議員 急々にはできないかもしれま

せんけど、環境森林部、県土整備部、宮崎市も

かかわってくるかもしれませんが、早く実態を

調査していただいて、本当に８ヘクタールなの

かどうか─私は航空写真を持っていますけれ

ども─こういう復旧でいいのか、災害は起き

ないのか、220号ですから、下まで行かないの

か、そういうこともひっくるめて早急に調査し

て対策をとっていただきたいと思います。よろ

しくお願いを申し上げたいと思います。参考ま

でに、前知事の顔写真までホームページに載っ

ているんです。ですから、前の知事が推薦して

いるように見えているんです。
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次に、地域経済循環システムと自動販売機の

設置についてお尋ねをしたいと思います。

ことし６月に定められました宮崎県創造計画

「アクションプラン」におきまして、本県経済

の活性化を図るとして、県民による本県農林水

産物の消費拡大や県産品の購入促進などによ

り、県内での生産と消費の円滑な循環を図る循

環型の経済システムの仕組みづくりを進めると

しています。これは９月にもお聞きしたんです

けれども、再度、地域経済循環システムとはど

のようなもので、県民生活にどのような効果が

あると考えているのか、知事にお尋ねいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 今後の本県経済の活性

化を図る上では、県外、海外からの需要を取り

込んでいく一方で、県内における消費を喚起し

まして、価値や資金というものが県内を効果的

に循環する流れを強化していくことは、大変重

要であると考えております。このため、総合計

画に掲げました地域経済循環システムにつきま

しては、農林水産物の消費拡大や県産材の利

用、県産品の購入促進、公共事業における県産

材の利用促進、あるいは行政が発注する場合の

地元企業の活用、さらには企業活動における原

材料等の県内調達や100万泊県民運動など、広い

意味での地産地消の展開を図っていくこととし

ております。このような取り組みを通して、県

内の資源や素材、あるいは企業の持つ技術やノ

ウハウなどが有機的に結合し、新しい価値を生

み出しながら、県内経済が活性化する仕組みと

いうものを構築してまいりたいと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 再度確認をさせていただきま

して、これはすばらしい発想、着想だと思って

おります。太田議員が詳しくやりますので、私

はこれでやめますけれども、より地産地消を推

進していくということですから、ぜひ頑張って

いただきたい。

次に、自動販売機についてなんですが、知事

部局、教育委員会、警察本部において、職員や

外来者の利便に供するとして設置されていた飲

用自動販売機について、平成22年から、宮崎県

庁舎自動販売機設置者募集要項により設置者を

決定しています。そこで、何点かお尋ねをいた

します。知事部局、教育委員会、警察本部で現

在何台設置されているか。また、今回の貸付制

度の適用、従前の目的外使用としての設置台

数、県外業者と県内業者の比率についてお尋ね

をいたします。

○総務部長（稲用博美君） 知事部局における

自動販売機につきましては、行政財産の目的外

使用許可により、平成21年度は252台設置をして

おりましたが、平成22年度からは、使用許可の

更新分のうち一部の自動販売機につきまして、

県内に本店・支店、または営業所等を有する業

者を対象に公募により選定し、公有財産の貸し

付けを行っております。その結果、平成22年

度、23年度の２年間で、公有財産の貸し付けで

設置したものが71台、公有財産の目的外使用許

可で設置したものが56台で、合計127台となって

おります。そのうち県内・県外業者の設置台数

の割合につきましては、県内業者が58台で46

％、県外業者が69台で54％となっております。

公募前後の県内・県外業者の設置台数の割合を

比較してみますと、公募前は設置台数252台のう

ち県内業者が112台で44％、県外業者は140台

で56％でありましたので、公募前後におきます

県内業者の割合はほぼ横ばいという状況だと

思っております。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会所管の
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施設に設置されている自動販売機につきまして

は、本年の10月末現在で、公募による財産の貸

し付けを行っているものが59台、教育財産の目

的外使用許可を行っているものが95台でありま

して、合わせて154台となっております。こ

の154台のうち、県内業者による設置は73台であ

りまして、設置台数全体の47％を占めていると

ころであります。なお、公募の前と後で県内・

県外業者の設置台数の割合を調べてみますと、

公募前は、総設置台数151台のうち県内業者は48

台で32％でありましたので、公募の前後の割合

で比較してみますと、県内業者の割合が15ポイ

ント増加している状況にあります。以上です。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察施設には現

在65台の自動販売機を設置しております。この

うち公有財産貸し付けによるものは43台、行政

財産の目的外使用によるものは22台でありま

す。公有財産貸し付けによる43台の内訳であり

ますけれども、県内業者が15台、県外業者が28

台で、県内業者の割合は34.9％であります。行

政財産の目的外使用による22台の内訳は、県内

業者が11台、県外業者も11台ということで、割

合は50％ということであります。平成22年度か

ら県の募集要領に基づいて公募を実施しており

ますけれども、平成22年度は22台更新したうち

の22.7％が県外業者であったものが、平成23年

度に募集要領の見直しがなされまして地域要件

が設定された結果、更新の22台のうち県内業者

が50％ということになりまして、県内業者の占

める割合が増加をしているという状況でありま

す。

○鳥飼謙二議員 いずれも県内業者の比率がふ

えてきているという形での答弁があったようで

すが、県内業者と標榜している業者の中におい

て、いわゆる大手の県外の企業の自動販売機の

あっせん業者の方もおられるんです。これがか

なりの比率を占めているんです。私がなぜこれ

を申し上げるかといいますと、やはり県内の農

産物を使ってほしい、農家の所得向上につなげ

てほしい、農業の振興につなげてほしいという

気持ちがあるからです。ですから、地域経済循

環型システムということであれば、いずれもそ

こをねらいにしてやっていくべきではないかと

いうふうに思っております。清涼飲料メーカー

の飲料総研調べというのがあるんですけれど

も、全国的にはかなりの部分を大手が占めてお

ります。コカコーラが28.7％、サントリー、伊

藤園、キリン、アサヒ、大塚、ダイドー、こう

なっているんです。そうすると、県内の業者の

南日本酪農にしても農協果汁にしても本当に微

々たるものです。ですから、つぶそうと思えば

つぶせるような程度のものだということを考え

ていただかないといけないんじゃないかという

ふうに思うわけです。いずれも認識としては、

地域要件ＡとＢとに振り分けたことによって県

内業者がふえましたというような認識のようで

すから、ここはお聞きしませんけれども、地域

要件ＡとＢの比率についても、先ほど申し上げ

たように、県外の大きい業者のところの自動販

売機設置を業としている人たちが入れている。

これは県内業者数とカウントしてあるんです。

それもしっかり調べていただきたいと申し上げ

ておきたいというふうに思っています。

この自動販売機の設置者要領ですね、設置者

の決定に当たって書いてあるのは、県が定めた

最低貸付料以上で最高の価格で応募申し込みが

あったものとされていますけれども、これは全

国展開する業者が弱小業者を淘汰することにな

るというふうに思っているんです。総務部長が

今、数字を把握されていればですけれども、最
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高の金額で落札した者というのは、そこに持っ

ておられればお聞きしますけれども、持ってお

られなければお尋ねしませんが……。今までで

したら目的外使用ということになっていたんで

すけれども、今度は契約になるということで、

確かに自治法の改正というのがあったんです

が、とても太刀打ちできなくなるんですね。ど

うですか、あればお願いします。

○総務部長（稲用博美君） 申しわけありませ

ん。手元に資料を持っておりません。

○鳥飼謙二議員 承知いたしました。やはり県

内の農家のやる気を起こすような政策をやらな

いといかんですね。そこでお聞きしたいのは、

農政水産部が農業の振興をつかさどっているわ

けですが、これを導入する際に協議があったん

だろうかと。私は、総務部が政策をつくったと

きに、上に立つ者が、これは大丈夫かというの

があれば、そこまでにならなかったと思ってい

るんですけれども、協議が行われたのかについ

てお尋ねします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 自動販売機の

公募制導入に際しましては、事前に農政水産部

も協議を受け、我々といたしましては、県産品

のＰＲや本県農業の振興の観点から、農業者等

への農業技術等の普及活動、試験研究を行って

いる施設において農業関係団体等が設置する自

動販売機については、公募対象から除外してい

ただくよう要請したところでございます。

○鳥飼謙二議員 それが結果としてそうなって

いるわけですから、もうちょっとしっかりして

もらわないと困るというのが私の意見です。新

しい政策を導入すれば変わってくるわけですか

ら、どう変わるのかというのをそこが判断す

る、そして上に立つ人たちが判断をしていかな

いと困ると思うんです。教育長と警察本部長に

聞きましたが、とばっちりと言うと語弊があり

ますけれども、総務部の提案でやってきたとい

うのは一つ状況としてはわかるんです。そうい

う意味では、農政水産部がある知事部局の責任

は重いというふうに思っております。24年度は

最後の更新になりますので、ぜひこの取り扱い

について抜本的な検討をお願いしたいというふ

うに思っております。

それから、代表して総務部長にお尋ねします

が、100程度、指定管理者をやっておりますけれ

ども、指定管理者の皆さん方もそれを理解して

いただくと。警察も今、食堂をやって、それは

それでいいんですけど、警察本部においても、

食堂で業者の人の運用をスムーズにするために

ということでそういうことをやっているんです

が、その中にはやっぱり地産地消、宮崎県の農

業振興をということをちょっと入れて考えてい

ただければというふうに思うんです。そういう

要請を指定管理者の方たちへもやっていくべき

ではないかというふうに思っているんですけれ

ども、総務部長、答弁をお願いします。

○総務部長（稲用博美君） 自動販売機の設置

に関しましては、すべてが公募ではありません

で、公募を除外しているものがございます。農

業団体が設置している農業関係施設の場合、あ

るいは福祉団体、今お話がございました指定管

理者が設置する場合、また、食堂等でそれを収

入としている場合等につきましては、最初の段

階で公募から除外しているところであります。

それと、公募、公募除外、両方含めまして、23

年度は、地域要件とはまた別に、県産品の原料

を使った飲料品を１種類以上入れてくださいと

いうことで、これは法的な義務は問えません

が、努力目標ということで要請しているところ

でありまして、これはすべての設置者に対して



- 72 -

平成23年11月30日(水)

要請をしているところでございます。

○鳥飼謙二議員 指定管理者についても同様と

思っていいですか。―わかりました。私がお

尋ねをした趣旨というのは御理解いただいたと

思います。宮崎県の農業の振興につながらなけ

れば、県の財政が潤ってもだめだということな

んです。２月議会でも代表質問で言いました。

確かに総務部とすれば歳入をふやしたいという

のはあるでしょう。しかし、県民のための改

革、県民の側に立った改革をやっていただかな

いといけないと思いますので、ぜひ御検討をお

願いしたいと思います。

次に参ります。口蹄疫からの復興と家畜保健

衛生所の体制整備についてでございます。

昨年４月に本県で発生した口蹄疫は、児湯郡

を中心に、５市６町の農家1,304戸で28万8,649

頭を殺処分する甚大な被害となりました。牛は

約6,800頭で県内飼養頭数の約22％、豚は22万頭

で約24％に及び、本県経済に深刻な影響を与

え、それは現在も続いているというふうに思っ

ております。二度とそういうふうな事態を繰り

返さない努力を今やっていただいておるんです

けれども、現在の口蹄疫からの復旧・復興につ

いての県の取り組みについて、知事にお尋ねし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 口蹄疫からの再生・復

興につきましては、工程表に基づきまして、防

疫体制の強化、畜産・農業の再生、経済・雇用

対策などに取り組んでいるところであります。

まず、防疫につきましては、県の防疫マニュ

アルを見直し、２回の防疫演習を行うととも

に、獣医師会を初めとする29の団体と防疫協定

を締結しております。また、家畜防疫員の体制

を強化し、飼養衛生管理基準の遵守や埋却地の

確保などにつきまして、県内全農場の巡回指導

を実施するなど、防疫体制の強化に取り組んで

いるところであります。

次に、畜産農業の再生につきましては、市町

村、関係団体と一体となって、畜産農家個々の

実情を踏まえた経営再開への支援・指導を行う

とともに、冷凍野菜加工施設の整備、６次産業

化のサポートなど、産業構造・産地構造の転換

に向けた取り組みなどを行っているところであ

ります。

さらに、経済・雇用対策につきましては、中

小企業応援ファンドや口蹄疫復興対策運用型

ファンドを活用した、商工団体等の行う経済復

興の取り組みへの支援とともに、公共事業の実

施などに取り組んでいるところであります。今

後とも、市町村、関係団体等と連携を図りなが

ら、こうした対策に全力で取り組んでまいりた

いと考えております。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。

次に、以下、何点かお尋ねします。10月に飼

養衛生管理基準が示されまして、今ありました

ように、農家に対して指導や調査が行われてい

ますが、取り組み状況についてお尋ねをしま

す。また、患畜等の焼却・埋却地は農家が確保

するということになっていますが、現状はどう

なっているのか。新聞報道では、20％の農家が

埋却地を確保できないとのことですけれども、

これからの取り組みについて農政水産部長にお

尋ねします。

○農政水産部長（岡村 巖君） まず、農家全

戸巡回の取り組み状況についてでございます。

県では、農場防疫を強化する観点から、今年

度、農場全戸巡回を実施することとし、家禽農

場につきましては、10月末までに999戸全戸の巡

回を終了いたしました。牛・豚につきまして

は、現在、家畜保健衛生所の家畜防疫員に加え
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て、支庁・振興局等の畜産技術職員や民間獣医

師等を家畜防疫員に任命いたしまして、市町村

の協力をいただきながら巡回しているところで

あります。11月21日現在で、豚農場14％、牛農

場34％の進捗となっており、年度末までにはす

べての巡回が終了するよう取り組んでまいりた

いと考えております。

次に、埋却地の確保につきましては、全戸巡

回の中で確保状況の確認を行うとともに、巡回

が終わっていない農家に対しましては、市町村

の協力を得ながら指導等を実施しているところ

でありまして、10月21日の時点では、牛、豚、

家禽農場のうち約８割の農場で埋却地が確保さ

れている状況であります。埋却地の確保につい

ては、水田地帯や山間部である、また、周辺の

土地に湧水の懸念があるなどの課題があります

が、市町村と連携して、地域の実情等も十分に

踏まえながら、適切な埋却方法等に関する助言

指導や必要な情報の提供等を行い、埋却地の確

保支援に努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 大変な量ですけれども、ぜひ

頑張っていただきたいというふうに思います。

試掘とかは不必要というような通知などもあっ

たりして、これで大丈夫かなという感じはする

んですけれども、何はともあれ、それを達成し

ていただくということで頑張っていただきたい

と思います。

それから、家畜保健衛生所の役割は大きなも

のがあるというふうに思っているんですが、そ

の体制整備なんですけれども、今後５年間で食

肉衛生検査所を含めて獣医師は32名退職をいた

します。一方、最近の５年間の採用状況を見て

みますと13名になっていますから、この状況が

続くと、差し引き19名、毎年４名獣医師が減少

し、危機的状態を迎えるというふうに思ってお

ります。例えば宮大の獣医学科に地域枠を設け

るとか、奨学金は今、５年生と６年生しか出し

ていませんので、これをもうちょっと幅を広げ

るとか、いろんな方法があるというふうに思い

ますけれども、獣医師確保策についてお尋ねを

したいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 現在、家畜保

健衛生所には48名の獣医師がおりますが、本県

は他県に比べ家畜飼養頭数も多く、昨年度の口

蹄疫等の発生を受け、家畜保健衛生所の役割が

ますます重要となっていることから、その業務

は非常に厳しい状況にあると認識しておりま

す。このため、獣医系大学の就職説明会や特別

講義に出向き、公務員獣医師への理解の醸成を

図るとともに、平成21年度からは、国の制度を

活用した修学資金の給付、インターンシップ学

生に対する研修費の一部助成などを行っており

ます。さらに、受験年齢の引き上げや初任給調

整手当の支給などの対策を講じているところで

ございます。全国の国立大学の中で獣医系学部

等を有しますのは10校であり、地域枠の設定は

非常に難しい状況にあると聞いておりますが、

本県は有数の畜産県であり、獣医師の確保は喫

緊の課題でありますので、地域枠の創設など、

県内の産業動物獣医師確保に資する対策につい

て、大学とも協議をしてまいりたいと考えてお

ります。また、５・６年生を対象とした奨学金

制度の拡充につきましては、低学年の時点では

進路が定まっていないなどの課題もあります

が、就業動向等を考慮しながら研究してまいり

たいと考えております。以上です。

○鳥飼謙二議員 なかなか困難な面はあると思

いますけれども、ぜひ頑張っていただきたいと

思います。

家畜防疫員に今回96名、畜産職の職員を充て
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ておられます。家伝法には特にそういう記載が

ないんですけれども、これはただし書きなんで

すね。特に必要があると認めるときは、当該都

道府県の職員で─民間の人だったら非常勤職

員にするのかどうかわかりませんが、そういう

手段を使って─家畜の伝染性疾病予防に関し

学識経験のある獣医師以外の者を任命すること

ができるというふうになっていますから、違法

ではないと思っているんです。緊急事態だと

思っているんです。しかし、家畜伝染病予防法

（家伝法）では、６条などで、「注射、薬浴又

は投薬を受けるべき」とかそういうところも出

てくるわけです。ですから、これは非常事態だ

けですよということなので、畜産職員を充てて

おればということになってしまうと困りますけ

れども。そこで、獣医師確保に向けての知事の

決意をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の農場の全戸巡回

につきましては、現状では、家畜保健衛生所の

獣医師数が少なく対応が難しいという状況を踏

まえて、今御指摘のありました家畜伝染病予防

法の規定に基づき、緊急的に畜産技術職員等を

家畜防疫員に任命したところであります。本年

４月に家畜伝染病予防法が改正をされまして、

「都道府県知事は、獣医師を職員として採用す

ることにより、必要な員数の家畜防疫員を確保

するよう努めなければならない」と規定された

ところでありますので、その趣旨を踏まえ、今

後とも獣医師の確保に努めてまいりたいと考え

ております。

○鳥飼謙二議員 よろしくお願いします。

最後になりますが、県南地区の医療というこ

とでお尋ねしたいと思います。

医師確保とかいろんなところで、福祉保健

部、病院局の皆さん方に大変な御苦労をいただ

いて、これまで頑張ってこられただろうと思う

んです。その御努力に感謝を申し上げながらお

聞きをしたいと思います。

県南には、基幹病院であります県立日南病院

を中核に、日南市立中部病院、串間市民病院が

公的病院としてあります。特に日南地区は、県

立日南病院、中部病院、その他民間病院が地域

住民の医療を守っています。ところが、中部病

院で医師の退職が相次いでいると。ことしの２

月、３月で２名、そしてまた新たに２名という

ことで、７名いた医師が近々３名になるという

ようなことを聞いております。そこで、この現

状への受けとめ、今後の対策について福祉保健

部長にお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） お話がござい

ましたように、日南市立中部病院に退職予定の

医師がいるということについては、私どもも承

知しておりまして、日南市のほうからも支援の

要請が来ているところでございます。御承知の

とおり、関係市町村で構成する医師確保対策推

進協議会を設置いたしまして、本県での勤務を

希望する医師と公立病院とのマッチングを行う

病院説明会の開催や、直接、医師を公立病院に

案内するといった支援を行っておりますが、日

南市立中部病院に対しても、これに基づきまし

て医師の紹介等を行っているところでございま

す。

○鳥飼謙二議員 救急を要する事故ではなかな

か厳しい状況になっています。そこで、中部病

院は４月に救急告示病院が取り消しになってい

ますが、県病院への影響、特に救急患者受け入

れへの影響はないのか、病院局長にお尋ねをい

たします。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立日南病院の

ことしの４月から10月までの間の救急患者数は
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約2,300名となっておりまして、前年同期に比べ

ると、やや増加傾向にありますが、現時点で

は、今御指摘がありました中部病院の救急告示

病院辞退による大きな影響は出ていない、この

ように認識をしておるところでございます。

○鳥飼謙二議員 今のところは特に影響は出て

いないということですね。南那珂医療圏といい

ますか、特に日南市域での中部病院の役割、位

置づけについてお尋ねをしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 日南串間医療

圏においては、御承知のとおり、県立日南病院

が、救急や災害医療、がん、周産期医療等の中

核病院となっておりますが、日南市立中部病

院、串間市民病院等の地域の医療機関ととも

に、県立日南病院との連携のもと、当該圏域の

地域医療を担っていただいているという状況で

ございます。

○鳥飼謙二議員 その地域で医療を完結してい

くためには、地域医療連携パスといいますか、

役割分担が出てくるというふうに思います。中

部病院は回復期リハビリテーション病棟（41

床）を持っています。そして、一般急性期混合

病棟（47床）ということになっています。です

から、県病院としても、そういうものが流れて

いかないと、患者さんの滞留というのが出てく

る可能性もありますので、やはりこれはしっか

りと再生に向けていってもらいたいと思います

し、私どももできる分があれば努力したいと思

います。福祉保健部、また病院局でも御努力を

いただける分があれば、連携をぜひよろしくお

願い申し上げたいというふうに思います。

最後になりますけれども、日南地区での救急

医療体制の現状とこれからということでお尋ね

したいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 日南市におき

ましては、21年８月から、市が運営いたします

初期夜間急病センターの診療日数等が、日曜・

祝日だけから毎日の夜10時までとなるなど、軽

度の救急患者の治療を行う初期救急医療体制の

充実が図られているところでございます。ま

た、重症救急患者の医療を行います第２次救急

医療体制は、主に県立日南病院を中核として、

百瀬病院や他の医療機関によって担われている

ところでございます。中部病院につきまして

も、告示病院の取り下げという事実はあったわ

けでございますけれども─24時間対応ができ

ないということで告示を取り下げたわけでござ

いますが─現在も昼間等においては救急患者

も受け入れていただいておる状況でございます

ので、全体として大きな役割を果たしていただ

いているのではないかというふうに考えており

ます。

○鳥飼謙二議員 今のところはということでご

ざいましたけれども、地域の現状を聞いてみま

すと、外来で来ている人は救急は診ましょうと

いうことですけれども、新規は診られませんと

いうことのようです。それから、今、外来患者

が700人いるわけですけれども、ここをどう振り

分けるのかというのがありまして、紹介状を書

いたら、今までは公共交通機関で来ていたの

が、タクシーでは行けなくなるからもう行かな

いというような声も出てきております。700人の

中の300人程度は糖尿病の患者さんということで

す。それから、民間の救急告示も長くは続けら

れないというような話を聞いております。大変

な状況とは思いますが、大事なのは中部病院の

再建ということになりますので、苦労は多いと

思いますけれども、再建に向けて、医師の確保

に向けて御尽力をよろしくお願い申し上げて、

私の質問を終わります。ありがとうございまし
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た。（拍手）

○外山三博議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

◎ 常任委員長審査結果報告

○外山三博議長 ここで、さきに提案のありま

した給与改定関連の議案第34号及び第35号を一

括議題といたします。

ただいまから、常任委員長の審査結果報告を

求めます。まず、総務政策常任委員会、山下博

三委員長。

○山下博三議員〔登壇〕 御報告いたします。

今回、当委員会に付託を受けました議案第34

号について、慎重に審査をいたしました結果、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。

以下、審査の概要について申し上げます。

議案第34号「職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例」について、当局より、「今

回の改正は、平成23年の人事委員会勧告を踏ま

え、医師の給料表を除いた各給料表について、

おおむね40歳台以上の中高齢層の職員が受ける

号給に重点を置いた引き下げ改定を行うととも

に、平成18年４月の給与構造改革に伴う、平

成17年度末の給料月額を保障する経過措置額の

算定基礎となる額についても引き下げを行う。

また、公民較差に基づく今回の給与改定を、人

事委員会勧告どおり12月から実施するに当たっ

て、本年４月から11月までの公民較差相当分を

解消するため、12月期の期末手当において所要

の調整を実施するものである。なお、今回の改

正による一般会計の人件費削減額は約３億4,000

万円である」との説明がありました。

このことについて、委員より、「今回の給与

改定の影響はどの程度となるのか」との質疑が

あり、当局より、「行政職では平均年齢43.2歳

の職員の給与月額が約36万8,000円から1,000円

程度下がることとなり、年間では１万7,000円程

度の減額となる。また、高齢層ほどマイナス幅

は大きくなることから、58歳程度で年間約４

万5,000円減額となるケースが最大となる見込み

である」との答弁がありました。

また、別の委員より、市町村において同様の

改正が行われた場合の人件費削減額について質

疑があり、当局より、「県内市町村全体で同様

の改正が行われた場合には、約１億4,000万円の

削減となる」との答弁がありました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、文教警察企業常任委員

会、河野哲也委員長。

○河野哲也議員〔登壇〕 御報告いたします。

今回、当委員会に付託を受けました議案第35

号について、慎重に審査をいたしました結果、

全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

議案第35号「市町村立学校職員の給与等に関

する条例等の一部を改正する条例」について、

当局より、「今回の改正は、平成23年の人事委

員会勧告を踏まえ、所要の改正を行うものであ

り、中高齢層の職員が受ける給料月額を、50歳

台がマイナス0.5％程度、40歳台後半がマイナ

ス0.4％程度、40歳台前半が０からマイナス0.3

％程度引き下げるとともに、平成18年４月の給

与構造改革に伴い、平成17年度末の給料月額を

保障している経過措置額についても0.49％引き

下げる。また、平成23年４月から11月までの期

間に係る公民較差相当分を解消するため、12月
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に支給される期末手当で調整を行う」との説明

がありました。

このことについて、委員より、「今回の条例

改正の対象となる職員数と減額はどれぐらい見

込んでいるか」との質疑があり、当局より、

「減額改定の対象職員数は4,245名、構成比率は

約64％となっており、約１億2,000万円の減額を

見込んでいる」との答弁がありました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 以上で常任委員長の審査結果

報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

◎ 討 論

○外山三博議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり１人10分以内といたします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。

提案のありました議案第34号「職員の給与に

関する条例等の一部を改正する条例」及び議案

第35号「市町村立学校職員の給与等に関する条

例等の一部を改正する条例」について、反対の

立場から討論を行います。

県は、平成23年度の給与において、公民較差

の是正を理由とする県人事委員会の勧告を受け

て、県職員及び市町村立学校職員の給与に関し

て、中高年層が在職する号給に重点を置いて、

本年４月から11月末日までの期間に係る公民較

差相当分を、12月期の期末手当において減額を

実施するとしています。

しかし、今回、政府は、東日本大震災に対応

するとして、人事院勧告による国家公務員の給

与引き下げを拒否し、人事院勧告を大きく上回

る7.8％の引き下げを行う特例法をもって、国家

公務員の給与削減を行おうとしています。

県は、仮にこの法案が通っても、国に準じる

引き下げは行わないとしていますが、今後、職

員給与等にかかわる交付税削減などによってそ

の影響が生じれば、その時点で必要な対応をと

ることもあり得るとしており、さらなる職員給

与の削減が生じることが想定をされています。

今回の給与引き下げに反対する理由の第１

は、人事院は、公務員労働者の憲法で保障され

た労働基本権を制約する代償措置として設けら

れたものであり、本来、公務員労働者の労働条

件の向上に資する役割が求められております。

しかし、人事院は、1999年から毎年のように給

与や期末手当の引き下げを勧告し、県もそれに

準じ、そして市町村にも及んでいるという問題

です。

第２は、ここ10年以上続けられてきた公務員

労働者の給与や期末手当の引き下げが、公民較

差の是正などとしながら、果てしのない公務員

と民間の賃金引き下げ競争をつくり出している

ことです。今回、県が人事委員会勧告どおりに

給与削減を実施すると、行政職で６割から７割

が対象となり、例を挙げれば、43.2歳で年間約

１万7,000円の減額、58歳で約４万5,000円の減

額となり、全体では約３億4,000万円の減額に上

ると試算をされ、さらに市町村での実施におい

ては、１億4,000万円の減額になることが試算を

されております。

こうした人事院勧告に準拠する自治体での給

与の引き下げは、職員やその家族の生活への影

響にとどまらず、さらに民間労働者の給与やボ
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ーナスにも波及して、県民の消費を一層冷え込

ませることは明らかです。長期にわたる深刻な

不況の中、しかもデフレ経済が進行する中で、

こうした賃金引き下げ競争は、消費低迷と景気

悪化の悪循環を加速させることにしかならず、

地域経済に極めて大きな影響を及ぼすことは明

らかです。今こそ、庶民の懐を暖めることが肝

心であり、国の責任も大きく問われるもので

す。

今、東日本大震災を経験して、改めて公務員

労働者の果たした役割の大きさ、重要性が再確

認されています。そうした点も含め、今回の給

与等の引き下げ改定に反対するものです。

以上、反対の理由を述べまして、議案第34号

及び35号に対する討論といたします。〔降壇〕

○外山三博議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第34号及び第35号採決

○外山三博議長 これより採決に入ります。

議案第34号及び第35号について一括お諮りい

たします。

両案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、両案は委

員長の報告のとおり可決されました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時14分散会


