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午前 10時０分開議

出 席 議 員（38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 ）

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 ）

欠 席 議 員（１名）

12番 清 山 知 憲 （自由民主党）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

県 民 政 策 部 長 渡 邊 亮 一

総 務 部 長 稲 用 博 美

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 四 本 孝

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 成 合 修

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 武 田 宗 仁

政 策 調 査 課 長 福 嶋 幸 徳

議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員38名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

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、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。一般質問のトップバッターを務める

ことになりました新みやざきの徳重忠夫でござ

います。よろしくお願いいたします。きょうは

三股から─私の選挙区ではございませんが

─同級生の１人がわざわざ私の質問を傍聴に

来てくれました。ありがとうございます。それ

では、張り切ってただいまから質問してまいり

ます。よろしくお願いいたします。

それでは、通告しております項目につきまし

て、順次質問を進めてまいりたいと思います。

まず、知事の政治姿勢についてでございます。

昨年１月に河野県政がスタートして１年が経

過いたしました。知事の就任直後から、県内で

は新燃岳の大噴火や高病原性鳥インフルエンザ

の発生などにより、県民生活や県内経済は大き

な被害を受けました。また、県外では、３月11

日に東日本大震災が発生し、県外での出来事と

はいえ、私たちの想像をはるかに超えた余りに

も大規模な災害に対し、大きな衝撃を受けたわ

けであります。加えて、被災地の復旧・復興が

なかなか進まず、多くの被災者の方々は、今な

お厳しい生活を強いられております。就任前に

は予想できなかった事態が次々と起こり、知事

はその対応に懸命に取り組んでこられたことと

思います。次々に直面する新しい課題に対応し

ていくことは、県政のリーダーとして当然の役

割でありますが、一方で、知事は選挙の際に公

約を示されました。県民は、その考えに賛同

し、知事に１票を投じたわけですから、いろい

ろな情勢の変化があるとしても、公約の実現に

向け取り組んでいかなければなりません。そこ

で、知事にお伺いいたします。この１年間を振

り返って、どのように自分の政策評価をされて

いるのか、知事にお尋ねいたしたいと思いま

す。

また、私は１月21日、ＫＩＴＥＮビルで、民

主党の宮崎県総支部連合会主催により開催され

ました藤井裕久・民主党税制調査会長による講

演会に出席させていただきました。その講演の

中で、「歴代の総理大臣も直面する課題に対応

するため、さまざまな公約を掲げてきたが、す

べてを完璧になし遂げた政治家はいない。しか

しながら、何か一つは政治家として達成したも

のがある」ということをお話しになりました。

一内閣一仕事が常識と言われております。確か

に、歴代総理の例を挙げますと、佐藤栄作氏は

沖縄返還、池田隼人氏は所得倍増論、田中角栄

氏は日中平和友好条約、竹下登氏は消費税導

入、最近では小泉純一郎氏の郵政改革などが列

挙されます。そこで、知事にお伺いいたしま

す。任期中にこれだけはやり遂げたいと考えて

いることは何なのか、お尋ねしておきたいと思

います。

次に、先ほど申し述べましたが、新燃岳の噴

火に代表される直面する新しい課題、選挙時に

公約として掲げられた政策提案とを同時並行し

てなし遂げることは、過去の歴史からも明らか

平成24年３月５日(月)
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なように並大抵のことではなく、また、知事就

任以来、既に４分の１を経過した１期４年とい

う任期は、余りにも短いものではないかと考え

ております。このため、九州各県、また県内の

市においても、複数の副知事あるいは副市長体

制がとられていることは、直面する新しい課題

と公約として掲げられた政策提案の２つを具現

化するための、地方自治体の長としての判断に

よるところが大きいものがあると思うのであり

ます。そこで、知事にお伺いいたします。直面

する新しい課題と公約として掲げられた政策提

案の２つを具現化するために、副知事を２人制

とすることを考えていないのかお尋ねいたした

いと思います。

後は質問者席からの質問といたしたいと存じ

ます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

まず、１年目を振り返っての評価についてで

あります。振り返りますと、この１年、県の内

外でさまざまな災害や困難が相次ぎ、まさに常

在危機の意識と人の持つきずなの大切さを実感

した１年でありました。こうした思いのもと、

県民の皆様のお力をいただきながら、各災害へ

の対応を初め県政運営に当たってきたところで

ございます。知事就任に当たり、第一の課題と

して考えておりました口蹄疫からの再生・復興

につきましても、工程表を定め、スピード感を

持って取り組むとともに、新たな総合計画を初

めとするさまざまな行政各分野の長期計画を策

定し、また低迷する本県経済の活性化に向けた

対策をスタートさせるなど、県政運営の具体的

な方向を県民の皆様にお示しできたのではない

かと考えております。また、対話と協働の精神

のもと、市町村や経済団体、さまざまな県民の

皆様との間の対話のチャンネルづくりに腐心

し、一定のチャンネルを築くことができたので

はないかというふうに考えておるところでござ

います。しかしながら、新燃岳も含めて各災害

というものが、依然として予断を許さない状況

にございます。さまざまな行政課題というもの

が山積しておりますので、知事就任２年目に当

たり、改めて、対話と協働、現場主義という姿

勢を徹底いたしまして、より力強い県政運営に

努めてまいりたいと考えておるところでござい

ます。

次に、任期中にやり遂げたいことについてで

ございます。私は、本県が抱えるさまざまな課

題に的確に対応していくために、知事選の際に

お示ししました政策提案、また、それを反映さ

せて昨年策定いたしましたアクションプラン

に、この４年間で取り組む具体的な施策やその

工程を掲げておりまして、これを着実に実行し

ていくことが私に課せられた責務であると考え

ておるところでございます。これを踏まえ、今

回提案しております平成24年度予算案におきま

しても、必要な措置を講じたところでありま

す。県民の皆様にお示ししたことは、いずれも

大事な課題であり、やり遂げなくてはならない

というふうに考えておるところでございます

が、就任前からの口蹄疫、さらに鳥インフルエ

ンザ、新燃岳など、いわばマイナスからのスタ

ートであります。これを着実に復旧・復興を

図っていくこと、さらに畜産に関して言います

と、単なるもとに戻すということではなしに、

より新しいものを築いていく、畜産の新生を目

指していくという発想でございます。また、大

震災等の教訓を踏まえた災害に強い宮崎づくり

というものも大変重要なものと考えておりま

す。地域経済循環システムの構築や新たな産業

平成24年３月５日(月)
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の創出、さらには、これも特に意識しておりま

すのは、アジアに向けた経済交流の足場を築い

ていくこと、そういったことを中心といたしま

した本県経済の活性化に全力で取り組んでまい

りたいというふうに考えております。また、将

来を見据えた防災力の強化や地域医療の確保な

ど、安全・安心な暮らしづくりに向けても尽力

してまいりたい、そのように考えておるところ

でございます。

最後に、副知事２人制についてであります。

議員御指摘のとおり、公約として掲げました政

策提案の実現、それからさまざまな危機事象な

どの直面する諸課題への対応を図るということ

は、自治体の長としての責務であると認識して

おります。そのような中、副知事を複数にする

ことにつきましては、政策を推進するための体

制強化を図るという面もございますが、一方で

は、本県の厳しい財政状況にも十分配慮する必

要があるというふうに考えておるところでござ

います。また、先日、国家公務員の給与削減の

臨時特例法も可決されまして、その附則で、地

方においても自主的かつ適切な対応ということ

が求められているという状況でございます。こ

れまでこの２人制につきましては、いろんなア

ドバイス、いろいろな御意見をちょうだいした

ところでございますが、今後の県政運営を進め

る中で、検討すべき課題の一つとして留意して

まいりたいと、そのように受けとめておるとこ

ろでございます。以上であります。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 ただいま知事は、県政課題、

そしてこれからやらなきゃならないこと、いろ

いろおっしゃったところでございますが、これ

を確実に実行していただきますようにお願いし

ておきたいと思います。

先ほど、副知事の２人制について御答弁をい

ただいたところであります。御案内のとおり、

九州でも副知事２人制をしいていないのは我が

県だけであります。すべての県が副知事２人制

となっております。もともと出納長がいらっ

しゃったということもありますが、今は宮崎県

副知事１人ということで頑張っていただいてお

るところでございます。先ほど申し上げました

とおり、公約として掲げられた政策提案あるい

は直面する新しい課題、このことにつきまして

も、知事も御案内のとおり、知事はことしに

なって記紀1300年事業を打ち立てられました。

この事業についても、既に約7,000万の予算がつ

いておるようでございますし、また関連予算ま

でひっくるめると、３億という大きな予算がつ

けられておるようでございます。そうなります

と、この事業一つとっても大変な事業だと、こ

のように考えますときに、どうしても副知事１

人ではこれを賄い切れないといいますか、知事

と一緒に、あるいは執行部と一緒にやっていか

れるでしょうが、どうしてもトップというもの

は、しっかりした形の中で部下のほうに、下の

ほうにおろしていかなきゃいけないと。こう考

えますときに、私は、どうしても副知事を２人

とすることが必要だと、他県もそのような考え

方の中でこのように進めておると、このように

思っております。新たな財政負担、そのことは

よくわかります。しかし、それ以上の効果を

─県民によりよい宮崎県を構築するための前

向きな姿勢になろうかと、このように私は考え

ています。さらに、牧元副知事は立派な副知事

でございます。大変優秀な方だということはお

聞きしておりまして、「この方は将来、国の重

要ポストにつく」と知事もおっしゃっておりま

したが、そういう方でございまして、つなぎと

めることはできないと、私はこう思うんです。
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何年かしたら必ず本省に帰っていかれる方であ

ろうと、こう想定するところでございまして、

そうなりますと、なおさら副知事を２人置いて

おくことによって継続的な事業の展開ができる

んだと、このように考えておりますので、強く

副知事２人制について要望しておきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

それでは、続いての質問に移らせていただき

たいと思います。昨年９月にも浄化槽の法定検

査について質問をいたしました。私は、生活排

水対策の一つであります浄化槽対策を推進して

いくことは、本県の美しい川や海を次世代に残

していくためにも、大変重要なことだと考えて

おります。私は、法定検査を受けている方と受

けていない方の不公平感を解消するために、実

は環境省と、全国で最も受検率の高い岩手県、

そして栃木県に行ってまいりました。そして、

受検率を向上させるための取り組みについて勉

強させていただきました。その中で大変参考に

なることがありましたので、以下、環境森林部

長にお伺いいたしたいと思います。浄化槽の法

定検査の受検率向上に向けて、９月以降どのよ

うな取り組みをされてきたのか、まずお伺いし

ておきたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 受検率向上に

つきましては、県では、引き続き法定検査の未

受検者に対し、文書や電話等による啓発を行う

とともに、地区住民から要請があった場合に

は、市町村と一緒にその地区に出向き、直接住

民の皆様に説明をしております。このような取

り組みにより、受検率は大幅に上昇し、平成21

年度末の14.2％から、24年１月末には35.9％と

なっております。また、新たな取り組みとしま

して、法定検査を受けやすい仕組みについて、

関係機関や関係団体と研究を行っているところ

であります。

○徳重忠夫議員 先ほどおっしゃったように、

現在、県の名前で文書啓発等を行っておられる

ということでございますが、これを受け取った

人から、「上から目線の感じがして威圧的であ

る」という声をよく耳にするわけであります。

既に、法定検査じゃなくて管理検査を受けてお

ります。それにお金を払っているので、二重払

いというようなこともありまして、そのことに

ついて威圧的であるというようなことをよく耳

にするところでございます。私が調査に行きま

した栃木県では、住民とのつながりが深い市町

村の関係者を活用して、受検率の向上に努めて

おるということでありました。そこで、環境森

林部長にお伺いいたしますが、法定検査を受け

やすくするために、住民と身近な関係にある市

町村を活用してはいかがか。また、文書や電話

だけでなくて、足を運ぶことも必要と思うが、

どうか。これも栃木県で聞いたところでござい

ますので、お尋ねしてみたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 生活排水対策

を推進し、地域の生活環境を保全するために

は、市町村と協力して啓発することが重要であ

ると考えています。このため、文書で啓発を行

うときには、市町村からの協力依頼文書もあわ

せて送付するとともに、住民の皆様からの問い

合わせ等について、市町村にも対応をお願いし

ているところでございます。また、地域住民へ

の啓発については、議員御指摘のように、市町

村と連携しながら、地区集会に積極的に足を運

ぶなど、説明する機会をふやしていきたいと考

えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ、そういうような方向づ

けをしっかりとしていただきたいと、このよう

に思うところでございます。
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今後、法定検査の受検件数が増加してくれ

ば、指定検査機関以外の保守点検業者などを活

用するなど、効率的な検査の方法を構築してい

く必要があると私は考えておるところでありま

す。私の調査した範囲内で申し上げますと、全

国で10県程度が、浄化槽の水を採水する採水員

という制度を設けております。なぜならば、こ

の業者は、２カ月に１回は全戸、浄化槽の検査

をすることになっておるんですね。その人たち

に採水をお願いし、そして検査機関に持ってい

く。そうなれば、私は、そんなに時間をかけず

に、また早急に100％検査が可能だというような

考え方を持っておりまして、ぜひとも、この採

水員制度、そういうものを考えたらどうかと思

いますが、いかがでしょうか。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 法定検査です

けれども、法定検査は、保守点検と清掃が適正

に行われ、浄化槽の機能が十分発揮されている

かどうかを確認するための検査でありまして、

浄化槽の放流水を採水し水質の状況を検査する

ことは、この法定検査の最も重要な項目の一つ

であります。採水業務における保守点検業者の

活用につきましては、相談があった場合には、

法定検査の信頼性の確保や現在の検査体制から

見た必要性などを勘案し、慎重に検討してまい

りたいと考えております。

○徳重忠夫議員 慎重に慎重にということは、

ある面においては大変いいことかもしれません

が、やはりほかの県が非常に積極的に取り組ん

で結果を出しているということであれば、いい

ことはまねをすべきだと、私はこう考えており

まして、このような質問をいたしておるところ

でございます。

本県には、指定検査機関、この検査をする機

関が１カ所しかありません。今後、法定検査の

受検件数が増加する─今は約５万基なされて

いますが、県内には15万基あるわけでありま

す。そのことを考えますときに、県北、県央、

そして県南に１カ所ずつ、地域のバランスを考

えて複数の検査機関を指定する必要があると私

は考えるわけであります。15万基の浄化槽、毎

年１年間に１回はしなきゃならないということ

でございますので、これを１カ所でやるという

ことは大変困難だと、こう考えております。地

域を分けてそれぞれ検査機関を指定してはどう

か、部長にお尋ねをしたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 指定検査機関

である財団法人宮崎県環境科学協会において

は、平成22年度からの受検申し込みの急増に合

わせまして、検査従事者の増員や新しい検査機

器の導入など、検査体制の充実を図ってきたと

ころです。県といたしましては、今後も検査が

円滑に行われるよう、引き続き指導してまいり

たいと考えております。なお、検査機関の指定

についての相談があった場合には、法律の要件

に適合しているかを確認するとともに、現在の

検査体制などの状況を勘案し、生活環境の保全

及び公衆衛生の向上の観点から、適切に対応し

ていきたいと考えております。

○徳重忠夫議員 いろいろお話があったところ

でございますが、やはり積極的な取り組みがな

いと、これは実現不可能じゃないかと、私はこ

のように考えております。前回９月の議会で

も、知事に要望を申し上げました。いろいろ議

論をするんですけれども、なかなか私と皆さん

方執行部とのかみ合いがうまくいっておりませ

ん。何とかこれが実現できるように努力されて

いるということで、35％までは来たと、こう

おっしゃっております。ところが、御案内のと

おり、22年度─１年半ぐらい前の話でありま
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すが─の統計によりますと、福岡県、佐賀

県、長崎県は、その22年度の状態で60％から70

％、九州管内でも受検率があったわけです。既

に80％を超えているんじゃないかと、こう想定

されます。九州で一番低いのが宮崎でありま

す。35％といっても約半分も満たしていないと

いうことを考えますときに、やはり環境を、あ

るいは宮崎で飲んでいただいている大淀川の水

をきれいにするためにも、どうしても早く検査

を完了する必要がある、全戸検査をする必要が

あると、こう思っております。先ほど申し上げ

ました、10県程度、採水員を指定して採水して

いただいている、このこともひっくるめて、あ

るいは県内を３ブロックに分けて検査するとこ

ろを設けると、そういったこともひっくるめて

前向きに検討いただきますように、知事に強く

要望を申し上げておきたいと思います。

それでは次に、ＴＰＰと本県農業についてお

尋ねしてまいりたいと思います。

私は２月16日に、ＫＩＴＥＮビルで県主催に

より開催されましたＴＰＰに係る説明会に出席

させていただきました。当日は、行政関係者に

加えて、農業生産関係の代表者も見えておりま

して、直接影響を受ける側の一員として、不安

や情報不足について切実に訴え、質問されてお

りました。そのような切実な質問に対し、当日

の国の回答は、「国益を守る」といったような

言葉、あいまいな説明に終始しておりまして、

我々が知りたかった「国益とは何か」の説明も

なく、大変残念で遺憾に思った次第でありま

す。そこで、知事にお伺いします。知事は、こ

れまでＴＰＰ反対県民集会に参加するなど、反

対姿勢を示してこられましたが、政府が関係国

との事前協議を進める中、その姿勢に変わりは

ないのか、再度確認をしておきたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰ協定に対する私

の姿勢でございますが、今御指摘がございまし

たように、このＴＰＰ、例えばＴＰＰ反対県民

集会には、一昨年は、副知事退職後でありまし

たので、一個人の立場で参加し、また昨年10月

には、知事の立場で参加させていただき、本県

経済に甚大な影響が懸念されることなどを県民

に訴えまして、その対応を国に働きかけてきた

ところでございます。残念ながら、今、議員か

らも御指摘がございましたように、これまでの

ところ、私が国に対し繰り返し要望してまいり

ました国民的議論を深めるための十分な情報提

供でありますとか、国民が安心できるような国

の対応方針などの説明が行われていないという

ことでございます。このような状況のもとに、

ＴＰＰ協定に対する私の姿勢は、これまでと一

貫して変わりなく反対であるということでござ

いまして、今後とも、県民がＴＰＰ協定に対し

て感じている不安感を集約いたしまして、国に

対し、しっかりと要請活動を行うとともに、地

方の立場から、地方の経済や地域社会を守ると

いう視点に立って行動してまいりたいと考えて

おります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。今後

とも、農業、農民のために、宮崎県の農業を守

るんだという、農業県の知事としての行動を期

待いたしたいと思っております。

次に、今後、我々は、ＴＰＰ参加に対して反

対のうねりや輪を広げていく必要があると、こ

のように考えておりまして、当然それには、一

人より大勢、一つの県より複数の県から、一緒

にさまざまな機会を通して共同で意思表示をす

ることが大事ではないかと、私はこう考えるわ

けであります。そして、政府がＴＰＰ交渉に前
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のめりにならないよう、宮崎県一県だけではな

くて、南九州、ひいては九州全県と連携し、ま

た、全国の農業県あるいは反対県と協働して対

応していくべきだと、私はこう考えますが、知

事の考え方をお尋ねしておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘は受けとめたい

と考えております。国への要請活動につきまし

ては、関係国との協議入りを決定する前、昨

年10月には、外山議長にも同席いただきまし

て、交渉には参加しないようということで要請

したところでございます。また、関係国と事前

協議入りしたことし１月にも、十分な情報提供

と国民的な議論を進めていただきたいというこ

とを強く要請してきたところでございます。今

後、関係国との事前協議の動きや日本政府の協

議方針に関する情報などがだんだん明らかに

なってくるというふうに考えられますので、さ

らなる国への働きかけにつきましては、今の御

提言も踏まえ、本県と同様の産業構造を有し、

地方としての考えを共有できる南九州や他県と

の連携も視野に入れながら、対応してまいりた

いと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ他県との連携を強めてい

ただきたい、このように思っております。よろ

しくお願いいたします。

一方、政府は、我々の意向を顧みず、ひょっ

としたら、ＴＰＰ協定に参加し、重要品目の関

税が自由化されるなど、最悪のケースも想定さ

れます。戦略的な対応もとらざるを得ない可能

性もあるんじゃないかと、このように考えてお

ります。そのような戦略的な対応も視野に置き

ながら、農業生産の現場では、高齢化や担い手

不足、燃油や飼料価格の高騰など、喫緊の課題

も山積しておるところでございます。そこで、

農政水産部長にお尋ねいたします。仮に、ＴＰ

Ｐ協定への参加も想定しながら、今後、儲かる

農業の実現を図っていく必要があると、私は考

えます。どのような対応を進めようとされてい

るのか、お尋ねしておきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 儲かる農業の

実現に向けた取り組みにつきましては、ＴＰＰ

協定への参加いかんにかかわらず、積極的に展

開していく必要があるものと考えております。

その基本的な方向性につきましては、昨年６月

に策定した第七次宮崎県農業・農村振興長期計

画にも示しておりますが、具体的には、農地の

集積や機械化によるコスト低減や、６次産業化

等による県産農畜産物の高付加価値化、ブラン

ド力の強化や東アジアへの輸出拡大等による新

たな販売戦略の展開などに取り組んでいくこと

としております。また、国が農林漁業の再生を

図るために打ち出した新たな新規就農対策や農

地集積対策等についても、本県農業の構造改革

を促進するため、積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。しかしながら、ＴＰＰ参

加により、仮にすべての品目において関税撤廃

となった場合、これらの対策では不十分である

と考えておりますので、国に対しましては、引

き続き、国民的議論を踏まえた慎重な対応を求

めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 農業生産の現場では、まさに

待ったなしであります。県の財政状況が厳しい

中ではありますが、国の事業なども最大限に活

用しながら、選択的・集中的に短期間で最も効

果の上がる取り組みをしていただかなければ間

に合わないと、このように考えておりますの

で、よろしくお願いを申し上げておきたいと思

います。

農政水産部長に再度お尋ねいたしますが、新

たな販売戦略の展開の取り組みといたしまし
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て、東アジアへの輸出拡大等ということがあり

ました。本県の農産物は高い技術で生産されて

おります。マンゴーを初め、高品質で海外にも

自信を持って輸出できる品目が数多くあると

思っております。そこで、お尋ねいたします

が、将来の本県農業の目指す方向の一つとし

て、海外への農産物輸出も重要と考えますが、

県として今後どのように進めていくのか、お尋

ねしておきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 少子高齢化等

による国内市場の縮小も予想されている中で、

儲かる農業を実現していくためには、地理的に

も文化的にも近く、成長著しい東アジアをター

ゲットとした農産物の輸出の促進は、極めて重

要であります。県としては、これまで商談会へ

の参加支援や検疫問題の解決などに取り組んで

まいりましたが、今後も引き続き、県下一丸と

なった取り組みを進めてまいります。特に、平

成24年度からは、本議会にお願いしております

新規事業などにより、産地と輸出業者がお互い

に協力して輸出に取り組む縦の連携や、農産品

に加工食品などの県産品を加えたオール宮崎で

ロットを確保する横の連携を集中的に支援し、

これまでネックとなっていた中間コストの削減

や、輸出リスクの軽減に力を入れてまいりま

す。また、海外輸出につきましては、フェアな

どの一過性のイベントにとどまらず、継続的な

ビジネスとなることが非常に重要でございます

ので、輸出実務に精通した人材を県内に育成し

ていくための研修プログラムの創設などを通じ

て、幅広い支援を行ってまいります。

○徳重忠夫議員 大変前向きな御答弁をいただ

いておるところでございますが、海外輸出は今

後ますます重要性が増してくると、このように

考えております。海外に打って出ることのでき

る品目の産地化づくり、これをしっかりやらな

いといけない、一過性ではなく、継続した取り

組みがなされなければ意味がないと、このよう

に思っておりますので、よろしくお願いを申し

上げておきたいと思います。

続きまして、道路のコンクリート舗装につい

て、県土整備部長にお尋ねしたいと思います。

日ごろ、私は、車を運転しておりますと、年

間を通して、どこかの道路で舗装の修繕工事を

目にするところであります。道路の舗装の大部

分は、アスファルト舗装でなされております

が、これは、これまでコンクリート舗装に比

べ、アスファルト舗装が割安であったことや、

車での乗り心地がよかったからと言われており

ます。しかし、最近の原油価格の上昇に伴っ

て、アスファルトの材料の値段が上がってきて

おり、国土交通省の関東地区の試算によります

と、数年前は１平方メートル当たり7,000円台

だったんだそうでありますが、アスファルト舗

装の価格が今では9,000円を超す程度までに上昇

しておるということでございます。コンクリー

ト舗装にしますと、9,500円程度でできるという

ことでありまして、余り変わらないということ

のようであります。一般的に、コンクリート舗

装は、アスファルト舗装に比べて長もちすると

言われております。管理にかかる費用も修繕工

事も少ないと考えられます。また、輸入される

原油からつくられるアスファルトより、国産で

できる、自前で、国内で調達できるコンクリー

トは、将来的にも大変安定した供給が見込まれ

るとともに、コンクリートの使用が広がれば、

多くの雇用が生まれ、景気の浮揚につながるの

ではないかと私は考えております。国も積極的

に採用するとお聞きしておるところでございま

すが、今後の県の取り組みについてお尋ねして
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おきたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） コンクリート

舗装につきましては、アスファルト舗装に比

べ、耐久性が高く、長寿命であることから、維

持管理費の軽減や大型車の燃費向上の面から、

国においては、平成24年度から積極的に採用し

ていくこととされております。本県の現状とし

ましては、コンクリート舗装は、工事費が高

く、コンクリートが固まるまで車が通せないこ

と、あるいは車両走行時の振動や騒音が大きい

ことなどの理由から、これまでは主にトンネル

内の舗装に使用しておりまして、国県道延長の

約２％、66キロメートルとなっております。

今、議員のお話にもありましたとおり、近年で

は、アスファルトの価格が上昇していること

や、さまざまな舗装技術が開発されております

ことから、コンクリート舗装の実施につきまし

ては、ライフサイクルコストの比較を初め、施

工性や走行性などを総合的に勘案した上で、今

後検討してまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ただいま部長から御答弁をい

ただきました。公共工事は、基本的には費用対

効果ということがよく言われております。費用

対効果が上がるような考え方ですと、コンクリ

ートは40年、50年そのまま使える。アスファル

トになりますと、５年置きに改良しなければい

けない、補修しなきゃいけない、そういう状況

にあることは間違いございません。そういった

ことを考えますときに、長期的な考え方でいく

ならば、コンクリート舗装のほうが安定度も高

いし、そして長もちするのであれば、費用対効

果というのはぐっと増してくるのではなかろう

かと、このように考えておりますので、ぜひと

も、これらの導入について積極的に取り組んで

いただきたいと思います。既に、名古屋では30

数％コンクリート舗装に切りかえております

し、外国では、韓国では60数％、コンクリート

舗装ということになっております。アメリカで

は、単価がコンクリート舗装の倍、アスファル

トがかかるようになっております。世界的な状

況の中でこれを考えていきますときに、日本で

も先に取り組むという姿勢が必要だと、宮崎県

が先にこういったものについて取り組んでいた

だきますようにお願いしておきたいと思いま

す。

それでは次に、記紀編さん1300年記念事業に

ついてお尋ねしていきたいと思います。

知事の提唱されましたこの取り組みについて

でございますが、本県に数多く残っている神話

や伝説、史跡等に光を当て、磨き上げ、県内外

に情報発信していこうとするものでありまし

て、県民の郷土愛や誇りを醸成し、観光振興に

とっても非常に意義深いものであると考えてお

ります。今後、それぞれの部署において事業の

具体化が進められていくものと思いますが、事

業の実施に当たっては、総花的ではなくて、集

中的・効果的に取り組んでいく必要があると

思っております。そこで、主要事業の一つであ

ります「神話のふるさと みやざき温故知新も

のがたり」スタートアップ事業についてであり

ますが、私は、例えば、県内各地にある神話ゆ

かりの神楽や郷土芸能などを１カ所に集めて披

露するイベントといったような、県民が見てわ

かりやすい具体的なイベントを実施しないと、

ＰＲ効果もあるいは集客効果も期待できないの

ではないかと、このように考えております。

「神話のふるさと みやざき温故知新ものがた

り」スタートアップ事業の実施に当たりまし

て、具体的にどのようなイベントに取り組むつ

もりなのか、知事に御答弁をいただきますよう
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にお願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） さまざまな災害も続い

たこの宮崎において、ことし古事記編さん1300

年を迎えるというのは、まさに千載一遇のチャ

ンスであると考えまして、本県の宝であります

さまざまな神話、伝説、史跡などを改めて見詰

め直すとともに磨き直して、しっかりと全国に

向けて発信していきたい、そのような考え方で

取り組んでまいりたいと考えております。その

ときに、例えば、どんな商売でもそうですけれ

ども、物を売りたいということで懸命にＰＲす

るわけですが、その商品に対する深い理解と愛

着・愛情というものがなくしては、しっかりと

した商売はできないわけでありまして、古事記

ゆかりのものに対する理解を深めていくという

学術的なところも含めて研究はする一方で、い

ろんなイベントでの発信に努めてまいりたい、

そのバランスをとっていくことが大事だという

ふうに考えております。一方で、例えば今度、

４月15日に哲学者の梅原猛先生をお招きして講

演会などを行う、それで県民の皆さんに理解を

深めていただくというような取り組みをやりた

いというふうに考えておりますし、御質問のあ

りました「神話のふるさと みやざき温故知新

ものがたり」スタートアップ事業におきまして

は、特に核となるイベントを検討する必要があ

るということでございます。事業全体の中で、

さまざまなメディアを活用した情報発信や、こ

ういった核となるイベントの実施によりまし

て、県民の理解を促進するとともに、県内外に

対するアピールということで、神話ゆかりの地

域で開催される既存の祭り・行事などとジョイ

ントした記念イベントなど、県民や県外観光客

にも「神話のふるさと宮崎」の魅力を満喫して

いただけるような、そういう仕立てのイベント

としていきたいというふうに考えておるところ

でございます。具体的な内容につきましては、

推進協議会に設けた企画運営委員会におきまし

て、スピード感を持ってその具体化をしていき

たいと考えております。

○徳重忠夫議員 もう既に始まっております

が、ぜひスピード感を持って、これが県民が納

得のいくような事業に展開できるようにお願い

しておきたいと思います。

次に、教育長にお尋ねしてみたいと思いま

す。本県には、多くの歴史的・文化的な史跡等

が残されております。この機会に、まずは県民

が、大人も子供も含めてそうした場所を訪れ、

宮崎のよさを知ることが大切であると、このよ

うに考えております。現在、小中学校では、地

元のことを理解させるために、ふるさと学習が

行われていると聞いておりますが、県内にある

歴史的・文化的なよさを知るための学習を行う

ことはできないものかと考えております。具体

的には、各地の青少年自然の家を利用して行わ

れています小中学校の宿泊学習についてであり

ます。その青少年自然の家に行く途中や青少年

自然の家の周辺にある歴史的・文化的な施設を

活用し、宮崎のよさに触れる活動を加えること

は、教育的に価値があるのではないかと考えま

す。そこで、小中学校の宿泊学習では、自然体

験などの学習が行われておりますが、これらの

活動に加えて、地域の歴史や文化に触れる活動

も意義あることだと考えますが、教育長の考え

をお伺いしておきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 宿泊学習は、日常と

異なる生活環境の中でさまざまな体験活動を行

い、望ましい人間関係や集団への所属感や連帯

感、あるいは公共の精神などを養うことを目的

として実施されるものでありまして、学習内容



- 158 -

平成24年３月５日(月)

や活動場所につきましては、それぞれの学校が

児童生徒や地域の実態に応じて定めておりま

す。学習活動の内容といたしましては、山登り

やキャンプなどの自然体験が多く行われており

ますが、宿泊学習のプログラムの中に、地域の

歴史や文化に触れられる学習を取り入れること

は、子供たちが宮崎のよさを知り、宮崎への愛

着や誇りを持つ上で、大変意義あるものと考え

ております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。子供

たちが宿泊学習で学んだこと、感じたこと、そ

れはうちに帰って親にしっかりと話すであろう

と、こう考えます。家族でふるさと宮崎の話題

が広がる最もいいチャンスだと、私はこう考え

ておりますので、こういったものを積極的に取

り組んでいただきますようにお願いしておきた

いと思います。

続いて、文化財を後世に伝えていくといった

地道な事業は、一過性で終わることなく、継続

的に実施していくことこそ効果があるものと考

えております。そこで、記紀編さん1300年記念

事業を契機に、どのようにして文化財を県民に

知らしめていくのか。また、文化財を後世に伝

えていくためには、一過性でなく継続的な事業

の実施が必要であると考えますが、どのように

考えられるか、教育長にお伺いしておきたいと

思います。

○教育長（渡辺義人君） 県内には、地域の方

々により守り伝えられてきた貴重な文化財が数

多く残されております。これらの文化財を県民

の方々に知っていただき、実際に足を運んでい

ただくために、総合博物館、西都原考古博物館

での展示や講座の開催、埋蔵文化財センターに

よる出前講座等を行っているほか、文化財に関

する情報をインターネット上で提供するデジタ

ルミュージアム事業を実施しているところでご

ざいます。このほか、神楽などの民俗芸能とと

もに神話を紹介するイベントと、本県の神話と

歴史のかかわりについてわかりやすく検証する

シンポジウムの開催を、新規事業として今議会

にお願いしているところであります。また、議

員の御質問にありましたとおり、文化財を後世

に伝えていくためには、継続的な事業の実施が

必要であると考えていることから、民俗芸能保

存団体等の後継者育成活動に対しまして、引き

続き支援を行うとともに、これまで行ってきた

文化財愛護少年団間での交流事業を、新たに子

供たちや保護者と民俗芸能保存団体との交流・

体験事業として再構築し、より効果を高める形

で実施したいと考えております。県教育委員会

といたしましては、今後とも、これらの事業を

通して、文化財を大切にする意識を高めるとと

もに、その保護・継承を担う人材の育成・支援

に努めてまいります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。

それでは、引き続き、教育現場における県産

材の利用促進についてお尋ねいたします。

環境森林部長にお尋ねいたしますが、私は、

宮城県山元町を訪れたときに、本県から山下第

二小学校に贈呈されました、本県の県産材でつ

くった机といすを使って勉強する子供たちの姿

を拝見いたしました。木製の机・いすは重いの

ではないか、使い心地はどうなのか気になって

尋ねたところでありますが、重さはスチール製

のものとほとんど変わらず、木の持つ温かさや

やわらかさがあるということで、子供たちに大

変喜ばれております。本県の取り組みは大変す

ばらしいものであったと感心いたしたところで

あります。ところが、地元に帰り、その話をし

てみましたところ、その机といすは熊本の業者
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につくらせているとのことでありました。木製

の学童机・いすは、都城でも日南でも製作して

いると聞いておりましたので、びっくりしたと

ころであります。このような取り組みは、県内

の企業を活用すべきであると考えております

が、なぜ県外の企業が製作することとなったの

か、その理由を部長にお聞きしておきたいと思

います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 山元町の小学

校に贈呈した木製学童机・いすの選定に当たり

ましては、県産材を使用していることや、県内

の小学校への納入実績がある製品を中心に検討

したところです。加えて、軽量であること、早

期納入が可能であることなどを考慮した結果、

その時点では、宮崎県森林組合連合会が取り

扱っている製品以外に該当がなかったことか

ら、当該製品に決定したところであります。こ

の製品は、同連合会と熊本県内の工場が、現在

まで10年近くかけて共同開発してきた経緯があ

り、他の工場での製作は困難であることから、

連合会の加工場で製材し、熊本県内の工場で加

工・組み立てしたものであります。なお、木製

の机・いすは、県内でも製作されております

が、今回は、被災した小学校に一日も早く新し

い机といすを届けたいという思いから、230組を

短期間に製作する必要がありましたので、この

ように決定したところでございます。

○徳重忠夫議員 それでは、このことについて

は深く触れません。

特にこれからの問題について質問をしていき

ます。県産材の机・いすは、価格的には割高感

があると聞いておりますが、宮城県でも喜ばれ

たこの机・いすを本県でもこれからぜひ導入す

べきだと、こう考えておりますし、私たちが小

中学校のころは全部木製であった。ここにい

らっしゃる方、何人かの方は経験されたと思い

ます。また、更新が必要なものは、これからも

県産材の導入を考えていただきたいと、こう思

うところでございまして、県内で県産材の机・

いすを入れた学校が広まることによって、県産

材の消費にもつながって、関係する方々の仕事

も大変ふえてくるということでございます。宮

崎県の学校は県産材の机・いすを使っているこ

とをＰＲし、このことが全国に広がれば、本県

の林業関係の産業に大変大きく寄与するといい

ますか、活性化することになると、このように

思っております。ところで、県立学校にも県産

材を使った机・いすがあると聞いております

が、その整備状況並びに今後の取り組みと、県

内の市町村立小中学校においても県産材を使っ

た机・いすの整備が図られるよう、県教育委員

会から働きかける考えはないか、教育長にお尋

ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会では、

平成17年度から本年度まで、学校調度品木質化

推進事業により、県産材を使用した木製の机・

いすの整備を実施し、県立学校40校の特別教室

への整備を完了したところであります。今後の

整備につきましては、木の持つ温かみや落ち着

きにより、良好な教育環境を提供できること

や、地域産業の活性化にもつながると期待でき

ることから、耐久性やコスト面も十分考慮しな

がら検討してまいりたいと考えております。ま

た、市町村立小中学校における県産材を使った

机・いすの整備につきましては、学校の設置者

である各市町村が主体となって取り組まれるも

のでございますが、県教育委員会といたしまし

ても、県産材を使用した机・いすのよさや導入

事例の紹介などの情報提供に努めてまいりたい

と考えております。
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○徳重忠夫議員 県内の小・中・高校生の総数

を挙げてもらいました。13万2,845名という児童

生徒が学んでおるわけであります。１万個ずつ

つくっても13年かかるわけですね。そういった

ことを考えますときに、ぜひとも宮崎県の子供

たちの机・いすは県産材でつくるぞという気概

を持って取り組んでいただきたいと、執行部の

ほうにも教育委員会のほうにもお願いしておき

たいと思います。

続きまして、高校生の自転車マナー向上につ

いてお尋ねしてまいります。

高校生の自転車マナーについてであります

が、私の住んでいる地域でも自転車通学をして

いる高校生を多く見かけます。先日、地域で長

年にわたって子供たちの交通指導に当たってこ

られた方が私のうちに来られました。「無灯火

で帰っていく高校生が多い。夕暮れどき、歩行

者は見えにくい。大きな事故につながるんじゃ

ないか」と、大変心配をされておりました。ま

た、無灯火だけでなく、並進、傘差し運転、携

帯電話を操作しながらの運転、高校生の自転車

ルール違反について、命が奪われるようなこと

になってはならないと、こう考えます。このこ

とについて警察本部長に、高校生が自動車と接

触する事故等、その他事故についての実績、23

年度中の状況をお知らせいただくとありがたい

と思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 自転車の関与す

る交通事故でありますけれども、平成23年中は

県内で1,546件、死者は７人でありました。これ

は前年比でマイナス29件、死者はプラス１人と

いう状況であります。1,546件のうち高校生が関

与したものは402件で、全自転車事故の約26％を

占めております。なお、高校生の死者はありま

せんでした。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。高

校生の事故が大変多いようでございますので、

これらの指導について、徹底的に教育委員会、

そして警察、一緒になって頑張っていただきま

すようにお願いを申し上げまして、私の質問の

すべてを終わらせていただきます。ありがとう

ございました。（拍手）

○外山三博議長 次は、宮原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。私の質問に何人かの傍聴の皆さん、

おいでいただいております。心より感謝を申し

上げたいというふうに思っております。

国・地方のすべての借金が1,000兆円を超えた

ようであります。借金時計というのがインター

ネットで出ておりますが、本日９時現在で889

兆3,270億円という数字が日本の借金、国・地方

の普通国債のみを合わせた金額ということに

なっているようであります。一家庭での借金に

直しますと1,746万5,200円、１人当たりにしま

すと約683万2,000円ということになっているよ

うであります。大変危機的状況と言える現状で

ありますが、こういった状況であるにもかかわ

りませず、メディアにおきましては、芸能人の

閉じこもりであったり芸能人がまた妊娠したと

か、どうでもいいような報道が朝から流れてい

る状況であります。ドラマといえば殺人事件な

どが流れておりまして、国民の気を引くような

ワイドショー番組が多いことにあきれていると

ころであります。我が国の政治はワイドショー

がやっていると錯覚を起こすほどであり、震災

復興やＴＰＰ問題、少子高齢化問題、原発問題

など、問題が山積している中でありますので、

メディアの方々にはしっかりとした番組編成を

望みたいなというふうに思っているところであ

ります。
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まず初めに、当初予算についてお伺いいたし

ます。

当初予算については、多くの議員が質問され

ていますので、３点について質問させていただ

きたいと思います。口蹄疫からの復興のために

発行されました口蹄疫復興宝くじの収益金につ

いてであります。復興宝くじは、昨年10月に全

国で初めて震災以外で発行されたものでありま

して、県はその収益金７億8,000万円余を、11月

補正において口蹄疫復興対策基金に積み立てら

れております。当初予算において、どのような

方針でこの基金が活用されるのか、まず知事に

お伺いさせていただき、後は質問者席で質問さ

せていただきたいと思います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

口蹄疫復興宝くじにつきましては、県民の皆

様を初め、全国から温かい御協力をいただき、

この収益を確保することができました。まこと

にありがとうございました。その活用に当たり

ましては、本県畜産の新生や産地構造・産業構

造の転換、県産品の積極的な販路の開拓など、

新たな価値を創造していくこと及び防疫対策の

さらなる徹底を図ることを中心に、宝くじの収

益金という新しい財源にふさわしい事業を検討

してきたところであります。具体的には、平

成24年度当初予算としまして、「宮崎の畜産“

新生”モデル畜舎整備事業」でありますとか

「みやざき土地利用型野菜産地づくり事業」

「オールみやざき営業チーム活動強化事業」

「口蹄疫水際防疫対策事業」など、９つの事業

で約３億8,000万円を活用することとしておりま

す。残りの約４億円につきましては、先ほど申

し上げました基本的な考え方に基づきながら、

これまで実施してまいりました事業や今後実施

する事業の効果、県内経済の回復状況などを見

きわめるとともに、新生畜産のあり方に関する

検討状況─これも先日、関係者と意見交換を

行ったところでございますが─を勘案いたし

まして、有効に活用してまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○宮原義久議員 ありがとうございました。貴

重な財源でありますから、口蹄疫復興のために

実のある活用をしていただきたいと思います。

次に、現在、我が国においては、急速な少子

高齢化社会となっております。国においても、

社会保障の問題が大きな問題となっております

が、本県においても、年々社会保障関係経費が

大きく伸びている状況であります。この点につ

きましては、代表質問等でも質問されています

ので、割愛させていただきますが、急速に進む

高齢化に対応するために、宮崎県高齢者福祉計

画が今回提案され、介護予防及び生活習慣病等

の予防の推進や地域包括ケアの推進を図ること

とされております。大きな伸びを示しておりま

す高齢者の医療・介護の経費抑制のためには重

要なことと評価しますが、具体的にこれらの施

策をどのように推進されるのか、福祉保健部長

にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 今回の計画で

ございますけれども、「未来みやざき創造プラ

ン」に掲げている「健康長寿社会づくり戦略」

と、介護保険法に位置づけられた「地域包括ケ

ア」の実現を基本的な考え方として策定したと

ころでございます。これは、健康づくりや介護

予防に取り組むことにより、何歳になっても健

康な生活を送ることができるようにいたします

とともに、総合的なサービスを提供することに

より、高齢者が可能な限り住みなれた地域で自
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立した日常生活を営むことができるようにしよ

うとするものでございます。このため、計画の

柱といたしまして、「介護予防及び生活習慣病

等の予防の推進」や「認知症高齢者支援策の充

実」を位置づけまして、「いきいきはつらつ介

護予防プログラム」の普及・定着、認知症予防

対策やその早期発見など、市町村と連携した取

り組みを進めることといたしているところでご

ざいます。

○宮原義久議員 少子高齢化ということで、非

常に高齢化が進んでいる状況でありまして、病

院で顔を見ないのが病気かと言われるような状

況があるようですから、極力そういったことが

ないように、健康管理に気をつけるようなプロ

グラムで頑張っていただきたいというふうに

思っております。

次に、日本国の発電のかなめでありました原

子力発電のほとんどが停止状況であります。再

稼働につきましても、国民の理解がなかなか得

にくい状況になっているというふうに思ってお

ります。県としても、節電対策についての取り

組みはいろいろやられているのではないかとい

うふうに思いますが、新年度予算の中におい

て、県民に対しての消費電力削減についてどの

ような取り組みをされているのか、環境森林部

長にお伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） まず、家庭向

けの節電対策としましては、「家庭からのエコ

アクション促進事業」において、節電による電

気の削減量をポイント化することにより、家庭

での節電のメリットを実感できるモデル事業

や、約100名の地球温暖化防止活動推進員による

県内各地の公民館や小学校での啓発を実施する

こととしております。事業所向けとしまして

は、「カーボンアクションフォローアップ事

業」において、省エネセミナーの開催や、個々

の事業所を対象とする省エネ診断などの節電に

関する情報の提供を行うこととしております。

また、「県民総力戦による環境実践行動推進事

業」において、県民、事業者、団体等で組織さ

れた環境みやざき推進協議会が中心となり、ク

ールビズ、ウォームビズなどの節電行動の輪が

県内各地に広がるよう取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございました。他

県の知事が節電ということで、いろんな形で情

報を発信されているように思うんですが、河野

知事から余りそういう節電というのを発信され

ていないように感じられたものですから、今回

の予算の中でどういう取り組みがされているの

かということを聞かせていただいたところであ

ります。全国の原発がすべて停止するというこ

とでありますから、夏場の電力不足が深刻な状

況となりますので、啓発については早い段階か

ら呼びかけていただいて、できれば知事の定例

記者会見あたりで、後ろに「節電」と書かれる

だけで頑張っているというふうに思われるん

じゃないかと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

次に、防災拠点としての県庁舎改築の考え方

についてお伺いさせていただきます。今回の予

算編成では、東日本大震災の教訓から、県民の

生命・財産を守るために、防災関連事業に多く

の予算が計上されております。大規模災害等の

災害時の災害救急対策や復旧・復興対策を円滑

に実施するための防災拠点施設の整備を図るこ

とを目的に、新規事業・防災拠点施設整備調査

等事業、2,000万円の予算が計上されておりま

す。昨年11月24日に、防災拠点としての県庁舎

のあり方について、検討結果報告書が検討委員



- 163 -

平成24年３月５日(月)

会より提出されております。本県の災害対策本

部は、県庁１号館に設置されており、これまで

も耐震補強等により、震度６以上の大震災が発

生した場合、倒壊の危険性はないとしながら

も、屋上には約18トンの防災無線鉄塔もあり、

使用が困難となる状況であるようであります。

新年度の予算で、防災拠点施設整備を検討する

ということになっていますが、具体的に整備ま

での年数をどのようなタイムスケジュールで考

えておられるのか、総務部長にお伺いいたしま

す。

○総務部長（稲用博美君） 平成24年度当初予

算案に、新規事業として防災拠点施設整備調査

等事業を計上させていただいておりますが、こ

の事業により各種調査を実施しまして、防災や

建築の専門家を含む検討委員会において、専門

的な見地から御意見をいただき、場所や規模等

の基本方針を中間報告として取りまとめ、議会

に御報告させていただきたいというふうに考え

ております。また、その後は、施設の床面積や

配置、構造、事業手法等の具体的な検討に入

り、年度末までには最終報告を取りまとめたい

というふうに考えております。現時点では、施

設整備の前提となります基本方針を策定してお

りませんので、具体的な整備のスケジュールは

お示しできないところであります。しかしなが

ら、災害はいつ発生するかわからないというこ

とでありますので、防災拠点施設については、

できるだけ早期に整備する必要がありますの

で、鋭意検討を進めてまいりたいというふうに

考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。言わ

れているとおり、いつ来るかわからない、なる

べく早く整備することが県民の生命・財産を守

ることになりますので、そういった予算的面は

あると思いますが、なるべく早くこの部分は整

備を図る必要があると思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

次に、災害時の緊急トイレ整備についてお伺

いいたします。東日本大震災では、直接的な地

震災害と巨大津波によりまして、水道・電気・

下水道などの多くのインフラが破壊されており

ます。震災発生直後、避難所では、断水したト

イレを多くの避難者が使用したために、使用で

きなくなり、一時は仮設トイレの設置が追いつ

かない、さらには、私も直接目にしましたが、

仮設トイレもくみ取りの対応ができないなど、

衛生面の確保が望まれたところであります。避

難者は、そうした状況から飲食を控えたり、体

調を崩す事例も多発したというふうにお伺いし

ております。生理現象である排せつを我慢する

ことは、高齢者、幼児、女性にとっては、空腹

以上に耐えがたかったのではないでしょうか。

災害時の飲料や食料等の対応は十分と思います

が、避難所におけるトイレ対策について、県は

どのように考えておられるのか、総務部長にお

伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 災害時の避難所等

におけるトイレの問題につきましては、食料・

水の確保などと同様に避けられない課題であり

まして、良好な衛生環境の確保や健康維持、ま

た精神的負担の軽減という観点からも、十分な

配慮が必要であるというふうに考えておりま

す。今回の東日本大震災におきましても、今、

御指摘がありましたように、避難所でのトイレ

の数や断水に伴う対応などで問題が生じたと聞

いております。対策といたしましては、県の地

域防災計画の中で、避難所を設置する市町村に

おいて、簡易トイレの備蓄のほか、仮設トイレ

の設置や円滑なし尿処理のために、事業者と協
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定を締結するなど、必要な協力体制をとるよう

に求めているところであります。また、県にお

きましても、宮崎県環境事業連合会と、被災地

での仮設トイレの設置やし尿の処理等に関する

協定を平成19年に締結し、協力体制を確保する

とともに、被災の状況に応じまして、県から組

み立て式のトイレを提供できるように、対策を

とっているところでございます。

○宮原義久議員 実際、避難所の状況を見たと

きに、仮設トイレをくみ取れるかというと、バ

キュームカーでくむというような形になるんだ

ろうと思いますが、トイレの構造を一般の方で

もくみ取れるような状況に改修しないと、なか

なかいざとなったときには使いづらいのかなと

いうふうに思いました。そのあたりも研究して

いただけるとありがたいというふうに思ってお

ります。

次に、避難施設の中でも、避難者が中心と

なって施設全般を管理していた避難所におきま

しては、トイレが清潔に使用されておったよう

であります。市町村等の施設管理者任せの施設

とは歴然の差があったということであります。

このことから、避難所の衛生面から見たとき

に、避難所の運営に避難者が参加するよう誘導

することが最も重要と気づかされ、その後、ト

イレの周辺のみならず、避難者生活空間全般の

質の向上が図られたようであります。今回の経

験から、災害時のトイレの使用方法について

も、ふだんより検討するとともに、住民に対し

て周知広報をしておく必要があったようであ

り、保健所の担当者は、トイレを含めて避難所

運営体制について、市町村担当者と調整し、関

係機関との協力体制や地域を超えた相互支援体

制を整備しておく必要があったと感じたそうで

あります。感染症は、震災発生後３週間から６

週間以降に発生すると言われております。防災

計画や避難所の運営マニュアルにこれらの経験

を反映すべきと考えますが、総務部長、いかが

でしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 避難所運営の問題

につきましては、先ほどのトイレの問題や、女

性あるいは障がい者などの要援護者への対応な

ど、多くの配慮すべき事項があるというふうに

考えております。避難所の開設につきまして

は、市町村が対応することになりますが、避難

所生活が長期にわたる場合には、住民同士の自

主的なルールが必要であるというふうに考えて

おります。県の地域防災計画の中でも、住民に

よる自主的な運営を行うよう、方針を示してい

るところであります。県といたしましては、各

市町村の避難所運営マニュアルの整備充実に向

けて、あらかじめ決めておくべき事項やモデル

的なマニュアルを各市町村にお示ししまして、

この中で、住民の代表者で構成する運営委員会

の設置など、住民を中心としました避難所運営

が円滑に行われるよう、情報提供や助言を行っ

ているところであります。その関係もありまし

て、今月19日には、市町村の担当者を対象にし

まして、住民による運営も含めました避難所運

営の模擬的な演習も実施するということにして

おります。

○宮原義久議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、公共事業についてお伺いいたします。

建設業は、半年間仕事があり、半年間仕事が

ないという状況であります。しかし、技術者等

を常時雇用していなければ、入札に参加できな

くなるシステムとなっております。さらには、

災害が多発した年などは、通常発注工事と災害

復旧工事が同時に発注され、受注したくても受
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注できない状況があるとも聞きます。このよう

な問題点の解消として、工事発注の平準化のお

願いが業界、議会からも出ていると思います

が、まずは工事発注の平準化についての取り組

みを、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） 公共工事の発

注平準化は、御指摘のとおり、企業の技術者の

常時雇用はもとより、経営安定に寄与するもの

と認識しております。公共工事を発注するに

は、国等への予算の申請や、その後の測量、設

計、用地取得等を完了することが必要となりま

すが、これらを計画的に執行していくことで工

事の早期発注が可能となり、ひいては平準化に

つながるものと考えております。このため、各

発注機関に対しまして、事業の進行管理を徹底

するよう通知しているところであります。ま

た、企業の事業計画策定に際し、重要な事項と

なります工事に関する発注時期等の情報を、県

庁のホームページ上で公表しております。県と

しましては、今後とも、全体的な事業の進行状

況を把握し、公共事業の効率的かつ適正な執行

に努めてまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、公共工事の最低制限価

格についてお伺いいたします。代表質問で太田

議員から質問がありましたが、公共工事設計労

務単価が平成11年から下がる一方であり、入札

改革に取り組んだ当時からしても、かなり下

がっている状況であります。80％であった最低

制限価格もおおむね90％に引き上げていただい

ておるわけでありますが、各職種の公共工事設

計労務単価が年々下がる状況であります。建設

業にとって、年々利益の薄くなる状況となりま

す。また、現場経費は何とかなるが、事務経

費、または工事を受注していないときの人件費

が出ないとも言われている状況であります。こ

うした状況を考えると、最低制限価格を多少な

り引き上げるべきと考えますが、知事はどのよ

うに考えておられますか。

○知事（河野俊嗣君） この建設産業を取り巻

く状況、建設投資の大幅な減少や一般競争入札

の拡大による競争性の高まりによりまして、最

低制限価格近くでの受注が多くなるなど、工事

の品質確保や健全かつ継続的な企業経営に支障

が生じることが懸念されましたので、最低制限

価格につきまして、段階的な引き上げを行って

きたところであります。その結果、現在は、経

済・雇用緊急対策という位置づけのもとに、時

限的に予定価格のおおむね90％としているとこ

ろであります。この水準は、全国的に見ても高

いものとなっておりますので、ここからさらな

る引き上げというのは難しいものというふうに

考えておるところでございますが、建設産業を

取り巻く環境は、依然厳しいものがあるという

認識がございますので、現在の水準を引き続き

継続する方向で検討してまいりたいと考えてお

ります。

○宮原義久議員 設計労務単価が下がるという

ことは、その価格で積算されて、最低制限価格

がそのままであるということになると、年々受

注金額というものが下がってくるということに

なると思います。やはりこの点は何らかの改善

が望まれるというふうに思っておりますので、

十分検討していただきますよう、よろしくお願

いしておきたいというふうに思います。

次に、総合評価落札方式の評価項目について

お伺いいたします。これまで、土木一式・港湾

・舗装・のり面・土木工事一般型・建築工事に

分けて工事を発注されておりましたが、本年６

月１日より、土木一式工事（河川環境配慮

型）、通常は河川シートというそうですが、追



- 166 -

平成24年３月５日(月)

加になっております。まずは、追加された趣旨

をお聞かせください。さらには、全国において

河川シートに類する入札制度を使用している県

を、県土整備部長、お聞かせください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 平成９年の河

川法改正によりまして、これまでの治水、利水

に加え、河川環境の整備と保全を求められるよ

うになりました。この考えをもとに、多自然川

づくりとして、自然環境に配慮した川づくりが

全国的に進められておりますが、この多自然川

づくりとは、河川全体の自然の営みを視野に入

れまして、河川が本来有している生物の生息環

境や景観を保全していくものでございます。河

川工事の施工に当たりましては、担当する技術

者が、多自然川づくりの理念を十分理解した上

で、現場状況に応じ、その知見や技術を生かし

た工夫や配慮を行うことで、河川工事の品質確

保がより一層図られるものと考えております。

このようなことを踏まえ、お尋ねの土木一式工

事の河川シートにおきましては、「配置予定技

術者の能力」を評価する項目の一つとして、宮

崎県自然豊かな水辺の工法研究会が開催する研

修会の受講実績などを「多自然川づくりへの取

組」として設定しているところでございます。

また、本県以外では、岐阜県が多自然川づくり

に関する評価基準を導入しております。

○宮原義久議員 次に、平成22年10月に、「平

成23年度の総合評価落札方式の改正について

（お知らせ）」ということで、河川工事の品質

を図るため、建設技術者に多自然川づくりに関

する知見や技術の取得機会を提供している、先

ほどありました宮崎県自然豊かな水辺の工法研

究会への受講実績の状況を、「配置予定技術者

の能力」の評価項目に追加しますとなっており

ます。受講料は4,000円で、研修会は年４回予定

されており、１回参加で５点の点数となるよう

であります。過去２年間で４回の実績で満点、

過去２年間で２回参加で２分の１の点数、それ

以外の場合は０点というシステムになっており

ます。河川シートに記載されております、先ほ

どありました宮崎県自然豊かな水辺の工法研究

会とはどういった団体なのか、県土整備部長に

お聞かせいただきたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 多自然川づく

りを実践するためには、河川環境に関する幅広

い知識が必要であると考えておりまして、平

成19年度に多自然川づくりの知見や技術を習得

することを目的としまして、河川環境に関する

情報提供や指導に豊富な経験を有するＮＰＯ法

人の大淀川流域ネットワークと県で、この研究

会を設立しております。これまで研究会におき

ましては、多自然川づくりの研修会や実施した

事例を発表する川づくりコンペ等を実施してき

ておるところでございます。

○宮原義久議員 次に、建設業も入札改革等で

競争性を言われている時代であります。研修機

関が１者随契のような状況ですが、業界の皆さ

んにすれば納得がいかないというふうに思って

おります。県土整備部長はこのことをどのよう

に考えておられますか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 研究会に関す

る業務に関しましては、このＮＰＯ法人に委託

しております。当法人は、多自然川づくりに必

要な河川工学や自然環境に関して、高い知見や

経験を有しており、これまでの活動実績を踏ま

えまして、県内外の多自然川づくりに関する全

国トップクラスの講師を招いて研修会等を実施

したり、また、研修会で参加者に提出していた

だいておりますレポートの評価等ができる県内

唯一の団体であると判断し、随意契約を行って
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おります。また、受講した施工業者の中から

は、研修会で学んだことを実際の施工現場に生

かし、その取り組みを九州の川づくりコンペで

発表し、高い評価を受け、全国の優良事例とし

て発表された方が出てくるなど、成果も上がっ

てきております。

○宮原義久議員 次に、河川シート以外のシー

トがありますよね、先ほど言ったシート。こう

したものには、このような研修の義務づけの項

目がないわけであります。そこで、この河川シ

ートだけなぜという疑問もあるんですが、この

点についてどう考えられるのか、県土整備部長

にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 河川工事につ

きましては、一般土木工事の中でも、水辺の環

境や生態系などへの負荷が大きい工事でありま

すことから、河川工事の施工に伴う河川環境へ

の影響をできる限り少なくする工夫や配慮が現

場の施工で求められております。そのため、一

定規模以上の河川工事におきまして、多自然川

づくりに関する知見や技術を習得した技術者を

的確に評価する必要がありますことから、総合

評価落札方式の「配置予定技術者の能力」を評

価する項目の中で、研修会の受講実績や川づく

りコンペでの事例発表を評価対象としたところ

でございます。

○宮原義久議員 次に、施工業者である建設業

は、内水面漁協等からの苦情等を受けないよう

にということで、細心の注意を払い施工されて

いるというふうに思います。さらに、施工業者

は設計に基づき忠実に施工しなければ、検査が

通らないわけでありますから、逆に、川にいる

タニシ、ヤゴ、蛍の生息できる環境を目指すの

であれば、設計の時点での工法で対応は可能で

あり、この研修会には設計関係者のみ参加する

ことで十分であるとも思いますが、県土整備部

長、お考えをお聞かせください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 多自然川づく

りでは、従来の工事よりも現場を重視する必要

がございます。現場での判断と対応、施工のや

り方、そういったものが川づくりの優劣に影響

します。このため、多自然川づくりを現場で確

実に実施していただくためには、設計者のみな

らず、施工業者もその理念を十分理解した上

で、知見や技術を習得していただき、共通の認

識のもと、設計思想を現場に十分反映させてい

くことが重要であると考えております。今後と

も、多自然川づくりの取り組みを通して、宮崎

の自然豊かな河川環境の整備と保全に努めてま

いりたいと考えております。

○宮原義久議員 これまで総合評価落札方式の

河川シートについて、県土整備部長と議論させ

ていただきました。河川の環境を守りたいとい

うことの意味はよく理解できるわけであります

が、私としては、河川シートの運用自体は、や

はりとめるべきだというふうに考えておりま

す。どうしてもそのような研修が必要であると

考えられるのであれば、県指導の無料で関係者

だれでも参加できる研修にすべきであるという

ふうに考えております。各企業の１回4,000円の

負担と従業員の給与の負担を考えますと、企業

は厳しい中でさらなる負担を強いられるわけで

あります。よりよい河川環境を目指すのであれ

ば、県費により運営すべきと考えますが、これ

までの部長との議論を踏まえ、知事の考えをお

聞かせいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） まず、この取り組みの

趣旨は、これまでるる議論がございましたよう

に、良好な環境づくり、地域づくりという観点

から、河川の持つ多様な自然環境や水辺空間と
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しての機能に着目して、河川環境を適切に保全

していこうということでございます。また、そ

れが全国的にも評価を受けている業者もおられ

るということで、このこと自体は大変重要なこ

とだというふうに考えております。一方で、い

ろいろ御指摘がございましたように、県内の建

設業を取り巻く厳しい状況というものを十分理

解しておりまして、負担の軽減という視点も必

要であろうかというふうに考えておるところで

ございます。御意見を踏まえまして、要は、そ

のやり方の問題であろうかというふうに考えて

おるところでございます。今後とも、幅広く御

意見を伺いながら、この宮崎の河川を─全国

に誇れる自然環境があるわけでございますから

─いかに次世代に引き継いでいくか、そう

いった観点を十分検討してまいりたいと考えて

おります。

○宮原義久議員 ありがとうございます。私も

別に憎くて言っているわけじゃないんですが、

自然豊かな本県の河川の重要性というのは、確

かにこれは守っていかなければならないし、十

分理解しているつもりであります。一昔前よ

り、家畜排せつ物処理や浄化槽、下水道の整備

も進んで、驚くほど河川環境は改善されており

ます。河川においても、各地で蛍が飛ぶという

ことも聞いております。ただ、公共事業での河

川改修等の工事による環境配慮ということであ

れば、設計段階で事足りているのではないかと

いうふうに私は考えます。公共下水や合併浄化

槽の推進のほうに、県としては率先して努力さ

れるほうが先決ではないかというふうに考えて

いるところであります。知事の答弁にもありま

したように、負担の軽減も視点に改善を図って

いくということですが、ここは通告しておりま

せんけれども、知事、負担軽減については努力

されていきますね。

○知事（河野俊嗣君） 御意見を踏まえて、

しっかりと検討してまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 ありがとうございました。努

力を望みたいと思います。

次に、県道26号宮崎須木線の改良についてお

伺いいたします。この道路は、宮崎市橘通り西

から、国富町、綾町を経由して、小林市須木下

田を終点とする延長50.5キロの路線でありま

す。改良状況は、宮崎市側が綾町照葉大つり橋

まで改良済みで、未整備区間が6.6キロ、小林側

が2.4キロ改良済みで、未改良が10キロとなって

おります。これまで「主要地方道宮崎須木線・

南俣宮崎線道路改良促進期成同盟会」におい

て、県や国に要望活動を行っておりますが、平

成22年道づくり懇談会の実施調査等で、その

後、予算がつかず、進捗のめどが立っていない

状況であります。今回、小林市において、２

月22日に官民一体となって宮崎・須木線（県

道26号）道路改良促進協議会を立ち上げ、地域

の重要な幹線道路であり、安心・安全な地域間

交流、災害発生時の緊急輸送道路、または観光

周遊ルートとしての大きな期待が寄せられてお

るわけであります。大きな経費を要しますが、

今後の整備に向けての考えを、県土整備部長に

お伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県道宮崎須木

線の未改良区間でありますが、延長が約17キロ

メーターございます。この区間につきまして

は、急峻な地形であることや一部が九州中央山

地国定公園内にあることに加えまして、照葉樹

林の保護、復元を目的とした「綾の照葉樹林プ

ロジェクト」が進められております。このよう

なことから、当該区間の整備につきましては、
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「宮崎須木線道づくり懇談会」を平成22年５月

から６回開催いたしまして、意見を伺ってきた

ところでございます。今後は、懇談会での意見

を参考に、環境や生態系にも配慮した整備手法

につきまして、検討を進めていくこととしてお

ります。

○宮原義久議員 整備手法について検討を進め

るということですが、検討をずっと続けていた

だいても困りますので、なるべく早く結果を出

していただいて、事業の進捗を図っていただき

ますよう、要望しておきたいというふうに思っ

ております。

次に、中山間地域の課題への取り組みについ

てお伺いいたします。

本県の中山間地域は、県土面積の約９割が該

当し、県民の約４割の方々が暮らす、かけがえ

のない生活の場となっております。また、中山

間地域は、豊かな自然や貴重な資源が存在する

とともに、水源の涵養、国土の保全など、重要

な公益的機能を果たしております。しかしなが

ら、現在の日本を取り巻く人口減少、急速な高

齢化など、社会情勢は、中山間地域において、

さらに厳しさを増しております。我が県議会で

は、中山間地域の振興を総合的かつ計画的に推

進し、その果たすべき機能を維持していくため

に、平成23年３月、議員発議によります宮崎県

中山間地域振興条例を制定し、執行部において

は、同年９月に、条例に基づく宮崎県中山間地

域振興計画を策定されております。この計画で

は、特に、「産業の振興」「集落の活性化」

「日常生活の維持・充実」という３つの柱で、

重点対策に取り組むとされておるところであり

ます。計画の柱にもありますように、中山間地

域を活性化するには、やはり産業の振興であ

り、雇用が最も重要と考えているところであり

ます。そこで、県として、中山間地域の産業を

伸ばす考えで、平成24年度予算にあります「中

山間地域産業振興センター（仮称）設置事業」

を進められるようでありますが、内容について

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） 中山間地域に

つきましては、議員御指摘のとおり、産業の振

興による安定した雇用・所得の確保が最も重要

であると認識しておりまして、昨年策定した宮

崎県中山間地域振興計画におきましても、産業

の振興を最優先課題として位置づけておりま

す。このようなことから、県といたしまして

は、地域の資源を活用した多様な産業興しに取

り組むため、今回、新規事業として「中山間地

域産業振興センター設置事業」をお願いしてい

るところでございます。この事業により、セン

ター内にコーディネーターを配置しまして、例

えば、地域資源の積極的な掘り起こしによる特

産品の開発・販売、あるいは古民家、廃校等を

活用した観光事業への新たな展開などにつきま

して、地域からの相談を受けるとともに、関係

機関と連携しながら、事業の具体化に向けて取

り組むこととしております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。中山

間地域の振興ということで、今回この事業を進

められるわけですが、この事業が実のある形に

なるように、最大の努力を図っていただくよう

要望しておきたいというふうに思っておりま

す。

次に、「いきいき集落」についてお伺いいた

します。県では、中山間地域の限界集落の活性

化を図ることを目的に「いきいき集落」を認定

し、その集落における取り組みに対して支援を

行っておられます。この「いきいき集落」の認

定に至るまでの手続、現在の認定件数及び所在
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市町村数について、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） 「いきいき集

落」でございますが、これはいわゆる限界集落

を特定した対策ということではございません

で、いわゆる限界集落であるかどうかを問わ

ず、住民みずからが考え行動するような元気な

地域づくりに取り組む集落が、市町村を通じて

応募し、それを県が認定を行っているという事

業の仕組みでございます。「いきいき集落」の

認定につきましては、平成20年度から行ってお

りまして、これまでに中山間地域を有する23市

町村のうち、17市町村102集落を「いきいき集

落」として認定しているところでございます。

○宮原義久議員 次に、これまで認定を受けた

「いきいき集落」の取り組みに対する評価と、

今後の認定目標数及び支援のあり方について、

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） これまでに認

定を受けた「いきいき集落」におきましては、

神楽や祭りといった伝統芸能の継承や環境美

化、さらには地域の資源を生かしたイベント等

による外部との交流など、集落の活性化に向け

まして、地域住民が一体となって取り組んでお

られると認識しているところでございます。今

後の認定目標数につきましては、昨年策定した

中山間地域振興計画におきまして、平成26年度

末に120集落とすることを目標としております。

認定集落に対しましては、これまで集落の取り

組みに対する助成のほか、研修交流会、ホーム

ページによる情報発信等の支援を行っておりま

して、今後とも、集落のリーダーとなるべき人

材を養成するなど、さらに支援を充実させなが

ら、「いきいき集落」の全県的な展開を図って

まいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございました。こ

の「いきいき集落」は手挙げ方式ですよね、

「私どんがいきいき集落に」ということで。市

町村の担当部署において、その「いきいき集

落」という位置づけに差があるんじゃないかと

いうふうに思っております。私は、最初に言い

ましたように、限界集落じゃ名前が悪いので、

やはり元気な集落ということから「いきいき集

落」となったというふうに記憶しているんです

けれども、議員の皆さん、どうなんでしょうか

ね。そのように感じたところであります。私の

住む小林地区も、高原町があり旧野尻があり須

木があるんですが、どこも認定を受けていない

ということで、26市町村の中の17市町村の中に

ないということでありましたので、やはりこの

基準というものをしっかりしておかないと、誤

解を招くのかなというふうに思ったところであ

ります。認定数も120を目標にということであり

ますが、こういうことを言うといけませんけれ

ども、黒木正一議員がいつも言われますが、あ

の地域は全部「いきいき集落」になるんじゃな

いかということを考えると、120集落じゃとても

足りないんじゃないかなというふうに思ってお

りますので、そのあたりは十分検討していただ

くよう要望しておきたいというふうに思ってお

ります。

次に、中山間地域の中心的産業であります林

業が、昭和55年、56年ごろの木材価格をピーク

に低迷しております。木材価格の低迷は、中山

間地域の経済を崩壊させそうな深刻な状況と

なっております。県の木材施策の考え方は、植

栽未済地の発生を抑制して、間伐の繰り返しに

よります森林所有者の収入の確保を図る観点な

どから、長伐期施業を推進しておられると伺っ

ております。しかし、昔と違い、大径材の価格
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は下落を続けております。百年杉の丸太が木材

市場で売りづらいと聞きますが、この現状をど

のように考えておられるのか、環境森林部長に

お伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 本県の民有人

工林は、戦後の拡大造林やその後の育林推進の

結果、45年生前後をピークに大きく偏った資源

構成となっており、今後、大径材の増加が避け

られない状況にあります。大径材は、中心部の

強度が低く、乾燥が難しいことや、効率的な木

取りなどが確立されていないことなど、加工技

術面での課題があります。また、大径材を効率

よく製材できる工場が少ないことや、用途が限

られていることなどの理由により、大径材の１

立方メートル当たりの価格は、中目材と比べて

割安な状況にあります。しかしながら、大径材

は、はり・けたを初め板類等の多様な材が多量

に生産できるメリットがあるため、そのメリッ

トを生かした製品の開発や販売促進を図り、大

径材の需要拡大と価格向上につなげることが重

要な課題であると考えております。

○宮原義久議員 次に、木材価格を上昇させる

抜本的対策がない状況でありまして、長伐期施

業は問題点の先送りと考えます。大径材につい

ては、材を効果的にひく製材工場が少ないとも

聞いております。大径材の活用について、製材

工場のラインの整備も含めまして考えをお聞か

せください。環境森林部長。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 大径材の需要

を拡大するためには、そのメリットを生かし

て、有利販売できる製品の開発と、効率的に製

品化できる工場の整備が重要と考えておるとこ

ろであります。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、民間事業体と協力連携して行う大径材

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、木材

業界と住宅業界が協働して行う大径材を積極的

に活用した家づくりの提案や、新製品の販路拡

大も支援しております。県といたしましては、

製品の研究・開発、販売促進、ＰＲに引き続き

取り組むとともに、大径材にも対応できる加工

施設の整備や、民間の意欲的な取り組みを重点

的に支援することにより、川上から川下までの

一貫した流通体制を確立し、急増する大径材の

利用拡大に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 大径材と直接関係するわけ

じゃないんですが、日之影町、高千穂町、五ヶ

瀬町出資の第三セクター木材加工会社「もく

み」が、業務の一部停止ということになってお

ります。３月５日付で30名が解雇ということに

なります。これは中山間地域の核となる施設

だったんだろうというふうに思いますが、こう

いう状況を考えたとき、やはりしっかりした施

策を組まないと、大変なことになるなというふ

うに思っておりますので、そのあたりも十分配

慮していただきますよう、よろしくお願いした

いと思います。

次に、本県農業の担い手の育成・確保など、

儲かる農業の推進についてお伺いいたします。

昨年10月に、「我が国の食と農林漁業の再生

のための基本方針・行動計画」が策定されまし

て、持続可能な力強い農業構造の実現に向けた

取り組み方針が示されております。この中で、

集落や地域が抱える「人と農地の問題」につい

て、集落の方々の徹底した話し合いによる「人

・農地プラン」の作成を要件に、国の平成24年

度予算の目玉施策である、１人当たり年間150万

円を交付する青年就農給付金などが創設されて
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おります。このプランは、集落・地域におい

て、中心となる経営体や新規就農者を定めた上

で、農地の集積や経営の複合化、６次産業化な

ど、将来の地域農業のあり方などを決めると聞

いております。本県におきましても、担い手の

減少・高齢化が進行する中、農地等の経営資源

を確実に継承させていくことが重要であり、こ

のためには、速やかなプランの作成と、青年就

農給付金など関連事業を積極的に取り組んでい

くことが必要であると考えております。そこ

で、「人・農地プラン」に対する県の考えと今

後の円滑な作成に向けた支援について、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 「人・農地プ

ラン」につきましては、集落や地域単位の話し

合いを通じまして、認定農業者や農業法人など

中心となる担い手の選定や、農地地図情報等を

活用した農地の利用集積、また、兼業農家等を

含めた地域農業のあり方など、地域の５年後の

展望を市町村が決定するものであり、本県農業

の構造改革を進める上で、大変重要な取り組み

であると認識しております。このため、県とい

たしましては、市町村を初め、農業委員会やＪ

Ａなど関係機関・団体と十分連携し、全市町村

にプラン作成のためのプロジェクトチームを早

急に設置するとともに、就農相談や研修など担

い手の育成・確保対策や農地の利用状況の調査

活動等を推進するなど、プランが速やかに作成

できますよう支援してまいりたいと考えており

ます。

○宮原義久議員 次に、青年就農給付金につい

てであります。この給付金は、45歳未満で農業

を始める人に対して、年間150万円の給付金を最

長で７年間にわたり給付する制度であります

が、本県においても、この給付金事業の実施に

向け、「新規就農者育成・確保強化事業」とし

て新年度に予算が計上されております。まず、

この給付金制度の概要と要件について、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） 青年就農給付

金は、就農前の研修期間中に最長２年間給付す

る「準備型」と、農業を始めて間もない時期に

最長５年間給付する「経営開始型」があり、給

付額はどちらも年間150万円であります。国が示

している現段階の主な要件といたしましては、

準備型では、45歳未満での独立した自営就農や

雇用就農を目指し、県が認める研修機関等で１

年以上の研修を受けること、また、経営開始型

では、平成20年４月以降に独立して自営就農し

た者を対象とし、市町村が作成する「人・農地

プラン」に位置づけられていること、45歳未満

で独立して自営就農を行うことなどでありま

す。なお、経営開始型では、給付金を除いた前

年の所得が250万円を超えた場合や、適切な就農

を行っていないと判断した場合には、市町村は

給付を停止することとなっております。

○宮原義久議員 次に、この給付金制度を適切

に活用することによって、本県農業の担い手の

育成が図られるものと考えますが、本県で何人

程度の給付を予定されているのか。また、この

制度を活用して、新規就農者の育成・確保にど

のように取り組まれるのか、農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県における

青年就農給付金の予定人数につきましては、こ

れまでの新規就農の状況等から、準備型で140

人、経営開始型で410人程度を見込んでいるとこ

ろでございます。県といたしましては、給付金

の円滑な給付とあわせ、「みやざき農業実践

塾」などの就農準備段階の研修や、新規就農者
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を対象とした実践力強化のための研修を実施す

るとともに、就農希望者を新たに雇用し研修を

行う農業法人を支援する「農の雇用事業」など

の利用を促進することとしております。農業従

事者の大幅な減少が見込まれる中、農業生産を

維持・拡大していくためには、若い就農者の育

成・確保が大変重要だと認識しており、今後と

も、即戦力となる新規就農者や青年農業者の育

成・確保に積極的に努めてまいりたいと考えて

おります。

○宮原義久議員 次に、６次産業化についてで

あります。意欲ある担い手の確保・育成を図る

とともに、それらの担い手が本県の豊かな農林

水産資源を活用して、儲かる農業を確実に実現

していくことが重要であります。また、県民所

得の向上を図る上で、まず、本県の強みを生か

した産業振興を図らなければなりません。この

ため、本県の基幹産業である農林水産業を核と

して、その付加価値を高め、食料に関連したフ

ードビジネスを展開していくことが重要であり

ます。県におきましては、第七次農業・農村振

興長期計画において、産業間の垣根を越えた

「連携」と「参入」による「みやざき農業の新

たな成長産業化」を目指すこととされており、

６次産業化によって本県農業者の意欲が喚起さ

れ、目指す儲かる農業の実現や農村地域の活性

化につながることに期待するものであります。

そこで、儲かる農業の実現や農村地域の活性化

を図るために、県として６次産業化にどのよう

に取り組んでいかれるのか、農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業を核に、

第２次、第３次産業が連携・融合する６次産業

化は、県内で生産した農産物の付加価値を高

め、地域産業の活性化につながる非常に重要な

取り組みであると認識しております。このた

め、県といたしましては、産地構造をダイナ

ミックに変革する、また農業経営へ所得を呼び

込む、他産業の力を生かすという３つの柱を立

て、６次産業化を力強く進めていくこととして

おります。具体的には、６次産業化に取り組む

農業法人等の育成や、食品企業との効果的な

マッチングの実施、また、農業法人同士やＪＡ

系統との連携強化などを進めますとともに、食

品産業との連携強化と新たな産地づくりや、中

山間地域など地域の特色を生かした新商品の開

発、また他産業のノウハウを活用した農業にお

ける技術革新などの支援に取り組んでまいりま

す。今後とも、商工サイドはもとより、関係機

関・団体とも密接に連携し、儲かる農業の実現

や農村地域の活性化につながる６次産業化の取

り組みを積極的に推進してまいりたいと考えて

おります。

○宮原義久議員 ありがとうございました。先

ほど言いました青年就農給付金というのが、１

人に年間150万も出すわけですから、十分実のあ

る活用がされて、失業対策というような形にな

らないように、そして６次産業化にきれいにつ

ないでいっていただくよう要望しておきたいと

いうふうに思っております。

次に、教育問題について質問させていただき

ます。

まずは、不登校についてであります。大阪市

の橋下市長が小中学生の留年についての考えを

示されていますが、県教育委員会に聞きます

と、病気等により留年したケースはあるが、一

般的には進級していると聞きました。不登校の

生徒については、授業を受けていない時間が多

いということで、当然、上級学校への進学が厳

しくなることも考えられます。そこで、１、不
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登校と位置づけられる定義をお聞かせくださ

い。２、各学年別に県内に何人の不登校の生徒

がいるのか。３、学校には行くが教室に入れ

ず、教室で授業を受けられない生徒も多数いる

と聞きますが、現状を教育長にお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） まず、不登校の定義

でありますが、文部科学省が行う調査におきま

しては、「年間に連続又は断続して30日以上欠

席した児童生徒のうち、「病気」や「経済的な

理由」による者は除き、何らかの心理的、情緒

的、身体的、あるいは社会的要因・背景によ

り、児童生徒が登校しない、あるいは登校した

くともできない状況にある者」となっておりま

す。本県の不登校の現状でありますが、同じく

文部科学省が実施した調査によりますと─学

年別というよりは学校別ということでお答えを

させていただきますが─本県公立学校の平

成22年度における不登校児童生徒数は、小学校

で115人、中学校で790人の計905人であります。

これを1,000人当たりで見ますと、小中学校合わ

せまして9.30人ということになり、全国平均

の11.49人に比べまして低い状況にございます。

不登校の問題は、原因も状態も複雑化・多様化

しておりまして、学校に登校しても教室に入る

ことができず、保健室や相談室などで過ごす児

童生徒もいるなど、本県生徒指導上の重要な課

題であるととらえております。

○宮原義久議員 次に、この不登校の生徒を少

しでも減少させるために、県教育委員会として

は、努力をされているとは思いますが、どのよ

うな対策を打たれているのか、教育長にお伺い

いたします。

○教育長（渡辺義人君） 不登校への対応につ

きましては、学校、児童生徒、保護者の信頼関

係づくりを基盤とする日々の地道な取り組みが

最も重要であると考えております。そのため、

各学校におきましては、不登校対策委員会を定

期的に開催し、児童生徒がどのような状態にあ

り、どのような援助を必要としているのか見き

わめた上で、教育相談や家庭訪問を実施するな

ど、対応に努めているところであります。県教

育委員会におきましては、不登校の未然防止に

努めることが何より大切であることから、それ

ぞれの学校が、児童生徒にとって心の居場所と

なり、きずなづくりの場となるような、魅力あ

る学校づくりを推進するよう指導しているとこ

ろであります。また、スクールカウンセラーや

スクールアシスタントを中学校に配置しますと

ともに、状況に応じて、スクールソーシャルワ

ーカー等を派遣するなど、学校における相談・

指導体制の支援に努めているところでありま

す。今後とも、市町村教育委員会と十分連携を

図りながら、各学校が一人一人の児童生徒と

しっかり向き合ったきめ細かな指導を行い、不

登校への適切な対応がなされるように支援して

まいりたいと考えております。以上です。

○宮原義久議員 ありがとうございました。そ

れぞれ対策は打たれているわけなんですが、中

学生が790人ということを考えると、各学年で見

て250人ぐらいずついらっしゃるということにな

ります。それを考えると、ちょっと気合いを入

れて対策を打たないと、これは厳しいのかなと

いうふうに思いますので、よろしくお願いして

おきたいというふうに思います。

次に、自宅での手伝いについてお伺いしま

す。昔は、ふろたきに牛養い、庭掃きなど、親

の手伝いをしなさいと先生に言われるものであ

りましたが、生活様式も変わりまして、便利に

なり過ぎて、手伝いとしての仕事がなくなって
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いるんだろうとも思いますが、教育長として、

この手伝いをどのように考えておられるのか。

さらに、学校において、手伝いについてどのよ

うな指導をされているのか、お聞かせいただき

たいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 私は、子供の手伝い

は、そのことを通して、家族の一員としての役

割を自覚したり、家族から感謝される喜びを感

じたりするなど、大切な家庭教育の一つである

ととらえております。私どもの子供のころに

は、議員から今、御紹介がありましたように、

ふろたき、あるいは家畜の世話などをごく普通

に行っておりまして、自分の役割や働くことの

意義を自然に学んでおりました。現在は社会が

豊かになり、生活様式も大きく変わったこと

で、家庭における子供の出番が少なくなってい

るのではないかなというふうに思っておりま

す。このような状況を踏まえ、学校におきまし

ては、家庭科の学習等において、家庭には自分

や家族の生活を支える仕事があることを理解

し、食事の後片づけやごみ出しなど、自分にで

きる家庭の仕事を見つけ、実行していくように

指導しております。また、多くの学校で取り組

まれております、家庭教育と学校教育を重ね合

わせた取り組みである「みやざき弁当の日」に

は、さまざまな教育効果がありますけれども、

その中でも家事を担当する保護者の苦労を知る

ことで、自分も手伝おうという気持ちをはぐく

み、家族のきずなづくりにもつながっておりま

す。今後とも、学校・家庭・地域が連携を図り

ながら、家族の役に立つという子供たちの経験

を豊かにしまして、してほしいことをしてあげ

られる、そのような社会に貢献できる人材とし

ての礎づくりに努めてまいりたいと考えており

ます。以上です。

○宮原義久議員 私が小さいときは、手伝いを

しないと晩飯を食いづらいものでしたけどね。

このごろ、そういった場所がないというのが非

常に問題かなというふうに思いますが、教育長

が推進されます「弁当の日」を、必ず自分でつ

くってこいということでやっていただくよう、

お願いしておきたいと思います。

次に、高等学校における自立についてお伺い

いたします。雨降りの高等学校周辺は、子供の

送迎で渋滞を起こすという話を聞きます。実

際、状況を保護者から聞き取りますと、雨の日

だけでなく、送迎をするとも聞きます。冬期の

部活動や課外授業等で遅くなる場合は、安全性

を考えての送迎は仕方ないとしましても、通常

の登下校までも親が送迎をするようでは、高校

生の自立は望めないと思います。学校の先生方

も黙認をされているようにも思いますが、学力

さえあれば世の中すべてうまくいくと考えられ

ているようにも思います。こうした点から、高

校生を今のうちから自立させることが重要と考

えますが、教育長はこの現状を把握されている

のか。さらには、自立についての考えをお聞か

せください。

○教育長（渡辺義人君） 高校生の登下校にお

いて、やむを得ない事情以外にも、保護者によ

る車の送迎が行われている状況があることは承

知いたしております。私ごとで恐縮であります

が、高校時代には、毎日往復16キロの道のり

を、雨の日にはかっぱを着て、暑い日には首に

タオルを巻いて、自転車で通学しておりまし

た。心身を鍛えるよい機会になったなというふ

うに今思っております。楽なことよりも苦しい

ことのほうが多いというのが実社会であると思

います。そのような実社会を目前にした高校生

にとりまして、いかなる場面においても、さま
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ざまな困難や試練に柔軟に対応できるように、

若いときに苦労を経験させ、忍耐力や困難に

チャレンジする態度を身につけさせることは、

自立の基盤となる大切なことであると考えてお

ります。これからも、家庭や地域社会と連携し

ながら、たくましく生き抜く力をはぐくむ教育

に積極的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上です。

○宮原義久議員 ありがとうございました。家

では手伝いはさせない、そして子供から親が使

われる、こういう状況では、この先、将来望め

ないなというふうに思います。高校の入り口に

先輩方が据えつけられた記念碑に、よく自立と

いうふうに書いてありますが、どうなのかなと

いうふうに思っているところであります。

ジオパークについての質問を予定しておりま

したが、さきの代表質問で中野議員、そしてさ

きの11月議会において、山下議員、内村議員か

らも質問されておりますので、世界ジオパーク

に向けての対応についても御努力いただきます

ようお願いを申し上げまして、時間を超過しま

したが、質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で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56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、右松隆央議員。

○右松隆央議員〔登壇〕（拍手） 自由民主

党、右松隆央でございます。きょうも多くの方

々に傍聴に来ていただきまして、心から感謝申

し上げます。ありがとうございます。

今の時代、そしてこれからの時代にどのよう

な政治家が求められるのか。私の考える今の時

代に求められる政治家像でありますが、その大

きなヒントが、中国の古い書物に「呻吟語」と

いうものがございまして、この「呻吟語」の中

に書かれてあると考えております。

「呻吟語」には、政治家の人物評として第１

級から第５級まで書かれてあります。第３級か

ら申し上げますと、第３級の政治家とは、「事

なかれ主義で時勢の成り行きに従うまま、従来

の因習に任せるまま、特に利を興すことも害を

除くこともない。まさに平々凡々の人」と書い

てあります。そして、１つ上の第２級の政治家

は、「仕事もスピーディーで意見も堂々と主張

する。家のように国を愛し、病のように時局を

憂える。しかし、抜き身の刃物のようなところ

があって、得失が相半ばする人物」と書かれて

あります。そして、最上位の第１級の政治家と

は、「人物が大きく、深い信念を持ち、時勢を

先の先まで見通して危機管理ができる。そし

て、私たち人間は、日光や空気や水がなければ

もちろん生きていくことはできないわけであり

ます。しかし、私たちは、この日光や空気や水

は当たり前のようにある存在として、その恩恵

に平素気づくことも考えることもないわけであ

ります。それと同じように、人々に知らず知ら

ずのうちにはかり知れない幸福を与えてきなが

らも、一向にそれらしいそぶりを見せない」。

これが第１級の政治家だと書いてあります。ま

さに、徳のある政治家像だと思っております。

私は、そのような政治家を目指してまいりたい

と強く思うものであります。

さて、今の宮崎の現状でありますが、大変厳

しいものがある、このことはさきの９月の定例
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会でも申し上げたとおりであります。しかし、

私は同時に、この宮崎にはすばらしいポテン

シャルがある、そのように確信をいたしており

ます。その一つの大きなものが、私たちが誇る

神話にまつわる史跡や文化であります。「日本

のふるさと」と言われ、全国を見渡しても宮崎

にしかない希代の地域資源を突破口に、宮崎の

再生・再建に何としてでもつなげていかなけれ

ばならないと、私は強く確信いたしているわけ

であります。そのためには、まず、私たちの宮

崎の足元の宝を、そのすばらしさを知らなけれ

ばならないわけであります。原点を知るという

ことがいかに大事か、これは私たち人間も、そ

して地域も宮崎県も、そして我が国もそうであ

ります。

私が出生をしたのは西都市であります。小学

生からは宮崎市内で育ったのでありますが、こ

の生まれたところはどういったところなのか、

一時期、今から10数年前でありますけれども、

一生懸命調べた時期がございました。みずから

の原点、出発点を知るということは大変大事な

ことだというふうに思っております。そしてそ

れは、先ほど申しましたように、宮崎県にとっ

ても、国にとってもそうだというふうに考えて

おります。そういった中において、「日本のふ

るさと」、そのように言われる宮崎の真の価値

というものを心の底から感じていくものだと私

は思っております。知事に伺いたいと思いま

す。私たちの宮崎の宝、希代の地域資源を突破

口に、県民の皆様に活力と誇り、そして夢を与

えることのできる事業とは何なのか。そして、

インパクトのある強いメッセージとは何なの

か、伺いたいと思います。あわせて、知事の目

指す、理想とする政治家像についてもお伺いし

たいと思います。

後は質問者席にて質問を行わせていただきま

す。ありがとうございます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、地域資源の活用によるメッセージとい

うことでございます。私は、豊かな自然環境、

神話や伝説に始まります悠久の歴史や文化、そ

して、そのもとではぐくまれた人情味豊かな県

民性やさまざまな産業や産物、さらには数々の

災害を乗り越えて、より強くなった県民の皆様

のきずな、これが本県が誇る宝であるというふ

うに考えております。大変厳しい時代にありま

して、右肩上がりの成長が期待できない中、本

県の新生、さらには浮揚、そして確かな未来を

築いていくためには、県民の皆さんが一体と

なってこの宮崎の宝というものを再認識し、そ

して最大限に生かし、新しい価値を創造してい

くことが必要であると考えておるところでござ

います。ことしは、古事記編さん1300年に当た

り、８年後の日本書紀編さん1300年を見据えた

記紀編さん1300年記念事業も、そのような考え

方のもとに本県の宝というものを再認識し、そ

れを磨き、より強く発信していく、地域づくり

に生かしていく、そのような取り組みを進めて

まいりたいというふうに考えておりますし、広

い意味での地産地消の運動も展開してまいりた

いと考えております。これも、宮崎の宝という

ものをみんなで知り、それを活用し、より広め

ていこうという取り組みでございます。このよ

うな発想のもとに本県の宝を磨いていく、発信

していく、そのような取り組みを進めてまいり

たいと考えております。

次に、政治家像についてであります。政治家

は常に国民とともにあらねばならないというふ

うに考えておるところでございます。常に国民
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に、また住民に寄り添い、住民の目線に立った

政治を行う必要があるものというふうに考えて

おりまして、私の政治姿勢として掲げておりま

す「対話と協働」も、そのような意味におい

て、県民の皆様との対話を重視していきたい、

そのような考えでおります。また、リーダーと

しましては、いかなる厳しい状況下にありまし

ても、やはり夢や未来を語ることが大事であろ

うというふうに思っております。そこへ住民を

導いていくために明確なビジョンと戦略を示

し、断固実行していくこと、そしてその結果に

対してしっかりと責任を持つこと、さらに大事

なことは、決断すべきときには逡巡することな

く決断すること、そして未来に向けた種をまい

ていくこと、必ずしも自分が刈り取ることがで

きなくても、未来の宮崎のための種まきをしっ

かりとしていくこと、それが大変重要であると

いうふうに考えております。なかなか人目を引

く派手な立ち回りはできないかもしれません

が、宮崎の未来のため、確かな未来を築くため

に、その礎というものを着々と、しっかりとし

たリーダーシップを発揮しながら築いてまいり

たい、そのように考えておるところでございま

す。以上であります。〔降壇〕

○右松隆央議員 この質問は通告にないんです

が、一つちょっとお伺いしたいというふうに

思っております。知事は高千穂の夜神楽をごら

んになられたと思いますが、そのときの感想を

お伺いさせていただければありがたいなと思っ

ております。

○知事（河野俊嗣君） 高千穂の夜神楽は、以

前この議会でも答弁いたしましたＮＨＫホール

で行う「地域伝統芸能まつり」、その第１回目

に来ていただいて、それを拝見したことがあっ

たんですが、実はそのときは、舞台上で行われ

る神楽というものが、見ていて間延びした感じ

がして、どうかなという思いがいたしました。

しかし、宮崎に来まして、現場で実際にその迫

力を間近で見る神楽というものは、やはり違っ

たものとして迫力を持って伝わってきたと。や

はりその土地土地で演じられるもの、なぜ守ら

れてきたか、なぜそれが地域のきずなになって

きたのかというのは非常に実感をしたところで

ございます。地域の歴史、きずなそのものが刻

み込まれた神楽である、そのような認識をして

おります。

○右松隆央議員 ありがとうございます。私は

先月の頭に、小学生の２人の子供と家内を連れ

て佐賀県の吉野ヶ里遺跡を視察に行ってまいり

ました。そして、その帰りに、知事が推奨され

る100万泊県民運動に貢献しなければいけないと

いうふうに思っており、そして子供たちには宮

崎の神話のすばらしさをぜひ体感してもらいた

いと思いまして、高千穂に家族で宿泊をしたわ

けであります。その晩、家族で高千穂神社の夜

神楽を見たのでありますが、子供たちも、日常

生活ではとても感じることのできない大いなる

刺激を受けていた様子でありました。イザナギ

ノミコト、イザナミノミコトによる国産みの舞

である御神躰の舞、酒おこしの舞とも言われて

いるようですが、夫婦円満、そして酒に酔い、

抱擁の姿に、家族みんなで、また多くの会場の

皆さんとともに大笑いをしたのであります。知

事も御存じのとおり、国の重要無形民俗文化財

に指定をされ、かつ、ほとんどの地域が神楽の

舞の部分だけが登録対象になるのであります

が、高千穂の神楽だけは、準備段階から終了後

の儀式まで夜神楽にかかわるすべての流れが登

録対象に含まれるという、極めて歴史的価値の

高い、まさに高千穂の夜神楽、存在そのものが
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重要な文化遺産と言っても過言ではないと思っ

ております。魂を奪われるとはまさにこのこと

で、ぜひ県内の方々、そして子供たちは特にな

おさら、高千穂に泊まっていただいて、魅惑的

で幽玄な世界である夜神楽のすばらしさを体感

していただきたい、そのように強く願うもので

あります。

さて、続いてでありますが、知事はことしの

テーマに「岩戸開き」を掲げられました。宮崎

の神話に対する知事個人の思いをまずは伺いた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 神話というものは、昔

の人たちが自分たちを取り巻く自然であります

とか、それまでの生活体験というものを踏まえ

て、自分たちなりに世界観なり、哲学なり、知

恵なりというものを盛り込んで、この世の成り

立ちや、なぜ我々はここに生きているのか、そ

の根拠を語った、語り継いできたものだという

ふうに認識をしております。昔、地震、津波、

洪水、台風等、圧倒的な自然の力に向き合いな

がら、神話として語られる時代に生きた人たち

がどのようにこの国を形づくってきたのか、そ

んなものがいろんなところで伝承され、口伝え

に語り継がれることにより、それが形となって

神話となったのだというふうに考えておるとこ

ろでございます。

「岩戸開き」というお話がございました。こ

の数年間、本県も、また我が国も、口蹄疫、そ

れから大震災等、さまざまな災害に見舞われた

ところでございますが、これはイメージといた

しまして、あたかもアマテラスオオミカミが岩

戸にお隠れになったかのような、光が失われて

しまったかのようなさまざまなつらい災害、大

変な経験をしたわけでございます。これを何と

か道を開いていきたい、光が差し込む、将来に

向けて希望が持てるような、そういう年にして

いきたい、そのような思いから「岩戸開き」と

いうことを申し上げております。記紀編さ

ん1300年記念事業を通じて、自然に対する畏敬

の念というものを改めて神話から学び取るとい

うのも大切なことだというふうに考えておりま

すし、県民の皆様の力を結集して元気を出して

いく、経済の活性化を図っていく、岩戸を開い

ていく、そのような取り組みを進めてまいりた

いと考えております。

○右松隆央議員 冒頭、壇上で申し上げました

が、宮崎の神話は、全国見渡しても、ここ宮崎

にしかない希代の地域資源だと誇りを持って言

えるものであります。日本の文化とともに歩ま

れる「皇室の発祥の地」という、何物にもかえ

がたい「日本のふるさと」そのものが、ここ、

ひむか、宮崎にあるわけであります。だからこ

そ、神話の本家本元はこの宮崎だと、強い決意

と覚悟を持って、記紀編さん1300年記念事業に

も取り組んでいただきたいわけであります。宮

崎のよさを、すばらしさを、そしてもっと大き

く言えば宮崎の使命を心底感じていただきまし

て、この記紀編さん1300年記念事業に心を、そ

して魂を入れてもらいたいと強く申し上げたい

ところであります。

続いて、記紀編さん記念事業の主役である古

事記、そして西暦712年につくられた古事記より

も400年以上前につくられた、西暦280年から297

年の間に書かれ、３世紀の日本を知る史料でも

ある中国の歴史書「魏志倭人伝」について、そ

れぞれどのような印象を持っておられるか、あ

るいはどう評価されていらっしゃるのか、知事

に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 古事記につきまして

は、神代の時代から推古天皇に至るまでの話が
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記された我が国の最古の歴史書ということでご

ざいまして、神話についての考え方は今申し上

げたとおりですが、そういった神話や歴史とい

うものを今に伝える大変貴重な財産であるとい

うふうに考えておりますし、またその神話の多

くの部分が宮崎が舞台であるということで、本

県にとっても大変貴重な宝という認識でござい

ます。

魏志倭人伝は、３世紀末に書かれたものでご

ざいますが、これは、中国の正史の中で初めて

我が国についてまとまった記述がなされたもの

ということでございまして、邪馬台国に関する

話など、当時の我が国の姿を海外の目を通して

知る手がかりとして大変貴重な史料であるとい

う認識でございます。

○右松隆央議員 古事記は、先ほど知事がおっ

しゃいましたように、我が国最古の歴史書であ

り、上巻である「かみつまき」では、神話とし

て神代の物語がおさめられておりまして、中巻

である「なかつまき」においては、初代神武天

皇から第15代応神天皇まで、そして下巻である

「しもつまき」においては、第16代仁徳天皇か

ら第33代の推古天皇までが描かれているわけで

あります。古事記が完成する500年前、西暦200

年ごろには、既に日向や出雲には漢字が伝わっ

ており、西暦400年には王仁（わに）博士が論

語10巻を百済から持ってきております。聖徳太

子が十七条憲法を制定したのが604年になるわけ

でありますので、それよりも100年も後に古事記

は編さんされているわけであります。当然、数

百年前のことを語り部でつなげていくことは大

変難しいことだと言わざるを得ません。本当に

史実を調べる、探るならば、さらに前に書かれ

た書物から調べていかなければならないと考え

るわけであります。

例えば、古事記以前にあった古い神社の記録

などでありますが、実はそれを調べたのが、今

回添付資料を配付させていただきました「古代

日本正史」の著者である、もう亡くなられてお

りますが、原田常治氏であります。原田常治氏

は、あいまいとされている仁徳天皇までの年代

を調べるために、古事記編さん712年以前に日本

に祭られた神社のうち1,631社を探し出して、参

考資料となる記録を調べておられます。その結

果、神武天皇の御即位は西暦241年の辛酉の年で

はないかというふうに目安をつけられており、

そのころの日本を徹底して調べたわけでありま

す。魏志倭人伝には、邪馬台国の女王卑弥呼

が239年に中国の皇帝に使いを出して、翌240年

には向こうから使いが来て、243年に卑弥呼が再

び中国の皇帝に使いを出していると書かれてあ

ります。卑弥呼は今で言うアマテラスオオミカ

ミに当たるわけでありますが、詳しい内容につ

いては、時間の関係上、この「古代日本正史」

をお読みいただく機会があれば、ぜひ、新しい

視点でとらえることができようかと思いますの

で、ごらんになっていただければなと思ってお

ります。

さて、配付いたしました資料をごらんいただ

きたいというふうに思っております。これは魏

志倭人伝に書かれてある邪馬台国の所在地を原

田常治氏が何の先入観も持たずに原文のまま素

直に読み解き、地図に落とし込んだものであり

ます。邪馬台国論争といえば、畿内説と北九州

説がよく取りざたされております。しかし、氏

は、邪馬台国は今の西都市であると断言をされ

ているわけであります。魏志倭人伝は、著者で

ある陳寿が実際に中国から日本へ渡った使者・

張政の話を参考にして書かれたものでありまし

て、３世紀の日本を知り得る大きな手がかりに
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なる書物であります。北は対馬から南は奴国

―今の与論島でありますが、「これ、女王の

境界の尽くるところなり」と結んでおり、ここ

は今の鹿児島県の県境に当たりますので、1800

年もの間、行政区域が当時から変わっていない

ことがわかるわけであります。鹿児島以南の島

を見てみますと―地図には現在の島の名も重

ねて書いてあります―識者が場所がよくわか

らないとしている21の国名も、奄美列島の21の

島々と現在の地図を比較しても違いがないこと

がわかろうかと思います。また、水行20日、水

行10日、陸行１月も、1750年も前ということを

考慮すると、今の地図ではかってみても、かな

り正確なものと考えられるわけであります。

そして、考古学的に考えてはどうかと。考古

学的に考えても、平成17年に西都原古墳群から

纒向型（まきむくがた）の初期の前方後円墳が

発見されております。このことで、今までの前

方後円墳の起源が近畿であるという定説が大き

く揺らぐことになりました。この古墳は西都

原81号噴で、３世紀初め、もしくは中ごろに造

営されたものになります。３世紀中ごろといえ

ば、まさに邪馬台国の時代でありまして、これ

まで４世紀から５世紀とされてきた西都原古墳

群の築造期に再考が強く求められるわけであり

ます。前方後円墳の起源は西都原であって、神

武東遷によって、ともに近畿に伝わったという

ことを立証する証拠にもなってきたわけであり

ます。まさに、近畿から西都に伝わったとされ

る今までの定説が逆転することになります。私

は、そのことが史実をあらわすものだと思って

おります。邪馬台国、これは畿内であるはずも

なく、ましてや北九州であるはずもありませ

ん。新井白石や本居宣長以来300年以上もの間続

いている邪馬台国論争にそろそろ終止符を打っ

てもらいたいと、心から願うばかりでありま

す。さて、商工観光労働部長に伺いたいと思い

ます。この西都原古墳群をさらなる観光誘客が

できる史跡へと、もう少し手を加える考えはな

いか、伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 古墳群と

して全国最大規模の西都原古墳群は、悠久の歴

史や古代ロマンを身近に感じられる日向神話ゆ

かりの地として、多くの観光客が訪れておりま

す。ことしは、先ほど来お話がありますけれど

も、古事記編さん1300年という節目の年である

ことから、県としましては、１月から西都原古

墳群などをめぐるワンコインツアーを実施する

とともに、旅行エージェントにも商品化につい

て働きかけを行ってきたところ、４月以降は旅

行商品として売り出されることとなっておりま

す。また、昨年、明治大学と連携した日向神話

の公開講座を東京で実施したところであります

が、受講した方々を対象に２月下旬に実施した

神話ツアーにおきましては、男狭穂塚、女狭穂

塚の特別参拝が好評を得たと伺っております。

今後とも、神話ゆかりの地としてのポテンシャ

ルを生かし、「記・紀の道」の整備にも熱心に

取り組んでおられます西都市とも連携しなが

ら、地元ガイドの育成等の受け入れ体制の整備

を図るとともに、情報発信に努め、誘客を図っ

てまいりたいと存じます。

○右松隆央議員 くしくもことしは、大正元

年、1912年に西都原古墳群が初めて本格的に発

掘調査をされてちょうど100年に当たります。ぜ

ひ、西都原に夢を、そしてロマンを与えてほし

いと思っております。例えばでありますが、男

狭穂塚の陪塚(ばいちょう)とされる169号噴から

出土した子持ち家形埴輪というものがございま

す。これは全国に出土の例がなくて、唯一西都
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原で出土されたものであります。まさに西都原

古墳群のシンボルとして、子持ち家形埴輪を県

保有の敷地に当時の姿を復元するなどして、古

代の雰囲気を演出してみてはいかがでしょう

か。よろしければ知事、御所見があれば伺いた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 貴重な一つの御意見と

して承りたいというふうに考えております。

○右松隆央議員 家族で佐賀県の吉野ヶ里遺跡

を見に行ったことは、先ほど申し上げたとおり

でありますが、国立公園だけあって規模も大き

く、子供たちも古代の世界にタイムスリップし

たように引き込まれておりました。また、買い

物袋も魏志倭人伝の原文が書かれているなどし

て、細部にわたって演出が非常にうまいなとい

うふうに感じたところでありました。西都原の

地名は、「斎殿原（さいとのばる）」で、祭祀

儀礼の聖域であったとされております。ぜひ、

西都原古墳群の見せ方もいろいろ考えていただ

ければ、より魅力が深まるものだと考えており

ます。

さて、この項目では最後の質問になります

が、記紀編さん1300年記念事業で全国にどのよ

うなメッセージを送りたいのか、知事に伺いた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） これまで議員からもい

ろいろ御指摘があり、今いろいろやりとりがあ

りましたように、天孫降臨にまつわる日向神話

というのは、本県のみ有する、オンリーワンの

本当に貴重な文化的な宝であるというふうに考

えておるところでございます。これを改めて県

民として再認識しながら、磨き上げていく、そ

の魅力をより活用していくという方向で向かい

合う、これが大変重要なことであります。全国

に向けてしっかりと発信をしてまいりたいとい

うふうに考えております。今、古事記編さ

ん1300年に当たりまして、さまざまな雑誌での

特集が組まれたり、本が出版をされたり、先日

出てまいりましたシンポジウム、講演会、研修

会などが行われているところでございます。一

つの大きなフォローの風が吹いておりますの

で、それに乗って、しっかりと宮崎の魅力とい

うものを─もちろん神話、伝説、史跡という

のもありますが、それに絡めて本県の豊かな自

然環境でありますとか農林水産物、そういった

ものも千載一遇のチャンスととらえて取り組ん

でまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 一般質問の答弁でもございま

したけれども、知事もわかっていらっしゃると

思うんですが、営業でも物が売れる人というの

は、その商品に心底ほれている人であります。

冒頭に申し上げましたが、宮崎の史跡の本当の

価値というものを、トップセールスをされる知

事自身がぜひ一番自覚をしていただきまして、

県民の皆様に夢や誇り、そして活力を持ってい

ただけるようなインパクトの強いメッセージを

発信していただきたいというふうに思っており

ます。邪馬台国の話も、これほど夢のある話は

ないというふうに思っております。ぜひ、知事

の言葉でアピールできるその日が来るとするな

らば、私は、宮崎の歴史も大きく変わっていく

のではないか、動いていくのではないか、その

ように確信をいたしているところであります。

３つ目の項目に移りたいというふうに思って

おります。地域経済再生策であります。

宮崎の地域経済をいかに再生していくか、ど

こに力を入れていくか、極めて重要な課題だと

認識いたしております。そこで、配付した資料

をごらんになっていただきたいのですが、平

成21年度の九州各県の農業産出額と食料品製造
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業出荷額がここに記載をされてあります。本県

の数字に目を移してみますと、農業産出額はさ

すが3,073億円で全国５位、しかし食料品製造業

出荷額になると2,578億円で、全国31位と大きく

ダウンしてしまっております。１次産品の一部

が県外で加工製造されているなどの要因を考慮

したとしても、やはり本県の産業構造を顕著に

映し出すものと言えるものだと思っておりま

す。このことも踏まえ、本県の産業構造につい

て、特に農業と加工製造業の現状と課題をどの

ように認識しておられるか、また知事にお願い

します。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要なポイントで

あると今、認識しております。本県の食料品製

造業が製造品出荷額の総額に占める割合という

のは約２割、これに飲料などを含めますと約３

割ということで、大変大きなウエートを占めて

おるわけでございまして、製造業全体が景気動

向に大きく影響をされる中でも安定して伸びて

きているということでございますので、本県に

とって非常に重要な産業であるというふうに考

えております。

一方、これを農業生産と比較してみますと、

この配付資料にもございますように、本県の農

業産出額が平成21年度で全国第５位と全国有数

の供給力を持っている一方で、食料品製造業の

出荷額が全国31位ということでございまして、

本県の強みである農林水産業の素材生産という

ものを、いかに加工・製造など他の産業分野に

結びつけて、その付加価値を高めることができ

るか、そこで稼ぐことができるか、大変重要な

課題であるというふうに考えております。政策

提案の中でも、また総合計画の中でも掲げまし

たように、フードビジネスというものの振興

は、本県のこれからの産業振興を図る上で非常

に重要な課題ということで取り組んでまいりた

いと考えております。

○右松隆央議員 実は、自民党会派の総務政策

部会で昨年10月に北海道へ視察に行き、北海道

立食品加工研究センターを訪問してまいりまし

た。北海道の食品工業は道内の工業出荷額の４

割を占めておりまして、本県同様、重要な基幹

産業になっております。そして、この産業のか

なめになっているのが北海道立食品加工研究セ

ンターであります。そのことがわかる数字とし

まして、北海道内の食品関連企業2,300事業所の

うち、実に1,000社以上が食品加工研究センター

の技術を利用しているということでありまし

た。すなわち、企業への技術提供、企業との連

携というものが、ここのセンターの活動目的の

大きな主眼になっているということでありま

す。このセンターが、全国一の食料品製造基地

である北海道の食というものをしっかりと下支

えしているということを、強く感じた次第であ

ります。

翻って、本県ではどうか。このセンターと同

じ役割を期待されるところが、宮崎県食品開発

センターであります。実は、先日、宮崎県食品

開発センターを訪問しまして、いろいろとお話

を伺ってまいりました。そこで感じたことも含

めまして、質疑をしてまいりたいと思います。

先ほどの御答弁でもありましたが、１次産品を

いかに製造加工することで付加価値を高めてい

けるか大きな課題と。逆に言えば、食料品製造

加工分野というのは大きな伸び代があるという

ふうに、私は認識いたしております。工場がで

きれば当然、雇用にもつながっていきます。そ

して、中山間地域においては、まさに地域おこ

しの産業としても食品加工は大いに期待が持て

る、そのように私は認識いたしております。
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そういった中において、先ほどの北海道立食

品加工研究センターの取り組みで大変参考にな

るというものがございました。北海道立食品加

工研究センターは、ビジョンの策定時に数値目

標を掲げ、その中には付加価値率であったり、

あるいは研究開発の品目であったり、企業への

技術支援の数なども含まれております。そし

て、技術移転した商品が、商品化されたものが

どれぐらい売り上げを上げているのか、そこま

で追跡調査をしているわけであります。そこ

で、商工観光労働部長にお伺いしたいと思いま

す。本県の付加価値率の向上、そして宮崎県食

品開発センターでの研究開発、あるいは企業へ

の技術移転などについて、具体的な数値目標を

盛り込んでみてはいかかでしょうか、お伺いし

たいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） お尋ねの

ありました数値目標の設定は、非常に大事な視

点であると考えております。食品開発センター

は、本県の農産物の付加価値を向上させるため

の役割等を担っておりまして、その研究開発、

技術支援機能の充実を図っていくことが大変重

要であります。このため、センターにおきまし

ては、大学や民間企業の委員で構成される研究

業務検討委員会の意見を聞きながら、市場や県

内食品企業のニーズに対応した研究開発を行い

ますとともに、企業技術者の育成を目的とした

研修会の開催や、計画的な設備機器の新設・更

新を行うなど、技術支援機能の充実を図り、食

品関連産業に対する支援に努めてきたところで

あります。このような中で、御提案のありまし

た数値目標の設定につきましては、食品開発セ

ンターの県内食品企業等への支援に大きく資す

る業務、事業等について、今後検討してまいり

たいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、取り組んでいただきた

いと思います。そして、目標設定と同時に、食

品開発センターをいかに充実した体制にしてあ

げられるか、これも大変重要なことだと認識い

たしております。現在、食品開発センターにお

きましては、所長兼部長以下、食品開発部に８

名、そして応用微生物部に５名の、計13名の職

員が在籍しております。全員が異動もあり得る

農業職などになっております。所長は35年、副

部長は21年、応用微生物部長が13年と、長く在

籍しておられる方もいらっしゃいますが、若手

などは定期異動があれば、その都度、一からス

キルを学ぶ必要が出てくるわけであります。本

来は専門的に従事する研究職というものが必要

とされるところではないかと私は考えておりま

す。

ちなみに、北海道立食品加工研究センター

は、２年前に独立行政法人に移行する前におい

ても、職員数37名のうち27名が研究職員であり

ました。そして、現在も、40名のうち研究職

が30名ということになっております。この北海

道立食品加工研究センターでありますが、20年

前の平成４年に、当時の横路北海道知事の、

「農業と結びついた食品工業の振興がこれから

の北海道を支えていくんだ」と、そういう強い

信念のもと、選挙公約で設立が実現したもので

あります。トップの並々ならぬ志が、後の北海

道の食品工業を支える基盤に結びついたわけで

あります。知事にお伺いしたいと思います。宮

崎県食品開発センターの予算拡充と増員、並び

に異動のない研究職を配置してセンター機能を

さらに強化していく考えはないのでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 食品開発センターであ

りますが、九州では唯一、食品部門を独立させ

た試験研究機関になっております。本県の食品
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関連産業を研究開発や技術支援の面で支える、

大変中核的な機関というふうに考えておりま

す。先日もある経済界の複数の方から、食品開

発センターのだれだれさんに大変お世話になっ

ていますという具体的な話を伺いました。

今、異動という話もございましたが、研究職

の異動につきましても、職員の意欲や業務の進

捗状況等も踏まえながら、通常よりも在任期間

を長くするなど、研究職で平均10年ぐらいとい

うことでございます。柔軟に対応しているとこ

ろでありまして、そういう中でいろいろ人脈も

築きつつ、さらには腰を据えた研究というもの

に取り組んでいるというふうに考えておりま

す。これまでも、設備機器も含めた体制の整備

に努めてきたところでございますが、引き続

き、現場の声にもしっかりと耳を傾けながら、

必要な体制を整備してまいりたいと考えており

ます。

○右松隆央議員 北海道もそうでありますが、

やはり資本力の小さい中小企業が多いわけであ

ります。北海道も、技術提供、そういった分野

でかなり貢献しているところでありますので、

宮崎の再生・再建に大きく寄与できる極めて有

望な食品加工製造分野の、いわば核となるとこ

ろですから、ぜひ前向きに取り組んでいただき

たいというふうに思っております。

本県の持つすばらしいポテンシャルは、先ほ

ど申し上げました神話もそうでありますが、安

心・安全でおいしい農水産品もそうでありま

す。この宝を最大限に生かしていくためにも、

そして宮崎の再生・再建につなげていくために

も、本県がこれから食料品製造基地としての役

割を担っていくんだという知事の抱負を伺いた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 世界的な人口増加、昨

年は人口がいよいよ70億人を超したわけでござ

います。安全で安心な食料の確保というもの

は、今後、大変重要な課題、世界的な課題にな

ると考えておりまして、本県は国内外の食料需

要に対し大きく貢献できる力を持っていると考

えております。農業産出額は約５位、平成22年

は口蹄疫等の影響により７位になったわけでご

ざいますが、全国上位にあり、随分以前は産出

額30数位というところから、先人の努力により

そこまでの農業・食料品供給基地として位置を

築いてきたわけでございます。アクションプラ

ンにおきましても、フードビジネス展開プログ

ラムというものを重点施策として位置づけまし

て、農業生産はもちろんのこと、本県の強みを

生かした農商工連携や６次産業化の推進、さら

には食品加工産業の育成強化など、総合的な食

料供給産業の構築を図り、本県が日本を代表す

る食料生産基地となりますよう、全力を挙げて

取り組んでまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 それでは、続きまして、４番

目のほうに移りたいと思います。地方交付税に

ついてであります。

さきの９月議会において、私の臨財債に対し

ての質問におきまして、知事は交付税特会につ

いて言及をされたわけであります。臨財債が発

行される前の12年度以前は、交付税特会が地方

全体として借金をして、それを交付税として

配っていたという趣旨の答弁であります。そこ

で、交付税特会についてまずは伺いたいと思い

ます。交付税特会の今の借入金であります

が、33兆6,000億円とされております。そして、

借入金の返済計画、当初は2026年ということで

ありましたが、リーマンショック等によって、

かなり税収不足が表面化して、返済計画も2050

年に繰り延べされた経緯があります。交付税原
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資の一部が交付税特会の返済に回り、総額維持

のために新たな臨財債が発行されている現状に

ついて、知事の見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 交付税特別会計の借り

入れにつきましては、国において毎年度作成さ

れます地方財政計画における地方財源の不足額

というものを地方全体で負担するため、行われ

ていたものでございます。要は、法律に定める

交付税の原資というものが地方の需要を賄うこ

とができない、国も地方も貧乏な中でそれをど

うしていくかというときに、地方全体として借

金をして交付税の原資を確保してきた、それが

この特別会計というものでございます。

現在は、各地方公共団体において、臨時財政

対策債を発行して借り入れを行う方式―それ

ぞれの自治体において財政規律をより強く働か

せる、そういう趣旨なわけでございますが、交

付税特別会計の借入金残高の地方負担分は、御

指摘のありましたように、33兆円余りというこ

とで、少しずつ減少はしておりますが、地方交

付税制度の安定的な運営上、その償還の取り扱

いというのが非常に大きな課題となっておりま

す。この借入金につきましては、今後とも、計

画的に償還していかざるを得ないものでござい

ますが、償還により、地方が必要とする交付税

総額への影響が生じることがないように注意す

ることも、一方で大事でございます。特に、地

方財源が大きく不足する年度にありましては、

償還の繰り延べなどを含む適切な措置を講じて

いただきたいというふうに考えておるところで

ございます。

○右松隆央議員 方向性は私も同じであります

が、この問題は、本質的には、臨財債による振

りかえを廃止してもらいまして、本来のルール

どおり、交付税で所要額の全体を手当てするよ

うにすべきものだというふうに考えておりま

す。それをするための国税５税の法定率分を引

き上げる、そしてそのことができなければ、交

付税の原資というものは、特会の借入返済に充

てるよりも、当該年度の交付税の交付財源に充

てることを優先していく、そういう方針を国は

とるべきだと私は認識いたしております。国税

５税の法定率の引き上げの分と兼ねて、私はそ

のように考えているところであります。

知事にさらに伺いたいと思います。現在の地

方交付税の制度は、そもそも交付税制度の原点

である地域間の財政力の格差を是正するという

財政調整機能というものが働いていると考えて

おられるか、見解をお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、地方

交付税制度というのは、地方公共団体間の財政

力の格差というものが、どうしても都市部、地

方部に生じておるところでございまして、すべ

ての地域において標準的な行政サービスを受け

られるように財源を保障する、財政力を調整し

ておるものでありますが、その機能が十分に発

揮されるためには、地方交付税の算定におきま

して、地方が必要とされる経費が適切に算入さ

れるということが大事であります。地方財政計

画に基づき、ほとんどの経費につきましては算

入されておりますが、例えば、地方単独の医療

費助成など実際に支出をしている経費であって

も標準的なものとはみなされずに、算入されて

いないものもあるわけでございます。本県は自

主財源に乏しく、地方交付税等に大きく依存し

ておるわけでございまして、今後とも、地域の

活力を高める取り組みを、しっかりとした財源

を持って進めていくためには、必要とする経費

が適切に地方交付税の算定に加えられることが

大事でございます。その機能が今まで以上に充
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実強化されるべきものというふうに考えており

ますので、国に対して、地方の実情、宮崎の実

情というものを訴えて、適切な算入がなされる

ような働きかけを、これからも続けてまいりた

いと考えております。

○右松隆央議員 私は、もう一つの切り口で留

保財源率について考える必要があるというふう

に考えております。留保財源率は、現在25％に

なっておりまして、地方税収の75％が基準財政

収入額に算入される仕組みに制度上なっている

わけであります。実は、平成14年度までは留保

財源率は20％でありました。しかし、これは恐

らくでありますが、地域間の競争強化、そのた

めの施策と言っても過言ではないと私は思うん

ですが、25％に引き上げられているわけであり

ます。それでどのようになったか。財政力の強

いところは、留保財源率が高まったことで、よ

り多くの超過財源を手にすることになり、留保

財源の規模の格差による地域間の財政格差とい

うものはさらに拡大を招く結果になったと私は

考えております。このことによって本来の財政

調整機能が結果的には弱まった、そのように言

わざるを得ないというふうに思っております。

留保財源の縮小というものは、自治体の地方税

の収入に影響するものではなくて、あくまでも

交付税の配分にかかわる計算上のルールであり

ます。そして、財政力の弱い自治体への交付税

の配分が相対的に手厚くなるという効果を生む

ものであります。財政調整機能を働かせるため

に、基準財政収入額の算入率を引き上げる、す

なわち留保財源率を引き下げることが、本県の

ような財政力の弱い自治体にとっては有効だと

考えておりますが、知事の見解を伺いたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 地方交付税のかなり技

術的なところの議論になっているところでござ

いますが、御指摘のように、留保財源率の引き

上げというものは、地方交付税の改革、地方交

付税のあり方が非常に議論になった中で、財源

保障機能というものをどう考えるかというの

と、もう一方では、今御指摘がありましたよう

にインセンティブですね。地方が、財源確保の

ためのインセンティブ、また自立性を高める、

その綱引きの中でどのようにしていくか、地方

交付税に依存するのではなく、もっともっと地

方が自主的に努力する余地というものをふやす

べきではないかということで見直しがなされた

ものでございます。地方交付税の算定上算入さ

れる地方税収の割合が現在75％となって、留保

財源率25％ということでございますが、すべて

の地方公共団体の財政需要を完全に把握すると

いうことは困難でありまして、捕捉し切れない

経費に見合う収入を残しておく必要があるとい

うことと、税収を100％算入して留保財源がゼロ

となれば、例えば産業振興などの努力によりま

して税収が増加しても、それと同額の地方交付

税が減少してしまうという仕組みになる。すな

わち、税収確保に向けたインセンティブが働か

なくなることから設けられておるものでござい

ます。留保財源率を引き下げた場合は、交付税

制度によりまして保障される財源の範囲が拡大

し、財政力格差を調整する機能もより強く働く

わけでありますが、一方で、交付税の算定にお

いて算入されたもの以外の施策を行うための財

源というものも縮小して、地方の自主的な行政

運営が弱まる面もあるわけでございます。

いずれにせよ、冒頭申し上げましたように、

保障機能をどれだけ大きくしていくかというの

と、インセンティブなり、自立性というのをど

れだけ促していくのか、この中でどこに線を引
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いていくかという議論なわけでございます。そ

の中での、改革の取り組みの中で引き上げられ

たものでございまして、大切なことは、留保財

源をどこに設定するかというお話は、地方交付

税全体の総額の話、先ほど御指摘の、法定率の

引き上げというのもありましたが、国自体に財

源がないという厳しい状況の中で法定率を上げ

るのは非常に困難だ、全体として財源、パイを

確保していくその取り組み、そして地方交付税

の総額をしっかりと確保していく、これが重要

であるというふうな認識でございます。

○右松隆央議員 本県にとっては、やはり留保

財源率─ゼロというのは極論でありますが、

─が下がったほうが明らかに交付税配分率が

高まるというふうに私は考えております。あく

までも、地方交付税制度の本来の趣旨である財

政調整機能、それをいかに働かせていくかとい

うことで知事に伺った次第であります。

以上のような観点から、地方自治体の長とし

て､首長として、交付税の確保のために国に対し

て何を求めていかれるか、再度になりますが、

知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 先ほども答弁したとこ

ろでございますが、自主財源に乏しい本県にと

りまして、地方交付税というものは大変貴重な

財源ということでございます。地方交付税全体

の総額の確保というものが大切でありまして、

最近では、臨時財政対策債を含む実質的な地方

交付税総額について一定程度確保されていると

いうことでございますが、地方財政対策の折衝

の中で一定のルールとして今、そういう枠が定

められておりますけれども、これが将来まで続

くというわけではございません。したがいまし

て、交付税制度を安定的に運営していく観点か

らは、臨財債というものを圧縮して交付税その

ものを確保していく、その財源というものを

国、地方を通じてしっかりと確保していく、そ

の取り組みが必要だろうということでございま

す。これも国に対して強く働きかけをしてまい

りたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、国に対してしっかりと

働きかけをしていただきたい。お願いいたしま

す。

さて、最後の５つ目の地震・津波対策、防災

対策について伺いたいと思います。

質問事項、２つ続けて御答弁いただきたいと

思います。まずは、現在までに県が把握してい

る津波避難ビル、津波避難タワーの指定数及び

設置数をそれぞれお伺いしたいと思います。あ

わせて、津波避難ビル、津波避難タワーの確保

について、年次的な目標はどうなっているの

か、総務部長にお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） まず、数の関係で

すけれども、東日本大震災での津波による人的

被害の状況を踏まえ、本県沿岸の各市町におい

て避難場所の見直しを進めていただいておりま

して、平成24年３月２日現在で沿岸の市町に確

認したところ、津波避難ビルとして指定されて

いる施設が計107カ所、津波避難のための専用の

津波避難タワーについては、現時点では設置さ

れておりません。

なお、津波避難ビルの指定がされた施設以外

で、津波に対して一定の高さが確保できる公共

施設など、津波の避難場所として指定されてい

る施設等は666カ所であります。

それから、今後の計画でありますが、新たな

津波浸水想定区域の見直しに伴う津波避難ビ

ル、津波避難タワーの確保につきましては、県

の津波シミュレーションの結果を受けて、市町

において改めて整理されることになるというふ
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うに考えております。現時点で年次的な計画を

お示しできる段階にはございません。しかしな

がら、津波に対する避難場所につきましては、

県民の生命を守る視点から、可能な限り早期に

必要な施設が確保されるよう、沿岸の市町とも

連携を図ってまいりたいというふうに考えてお

ります。

○右松隆央議員 東日本大震災を受けて津波浸

水想定区域の見直しが控える中、津波避難ビル

が107、そしてそれ以外でも津波避難場所とし

て666カ所指定しているということは、沿岸市町

村が漸次、避難場所の確保に向けて取り組んで

いるということがわかる数字だというふうに

思っております。

防災対策特別委員会におきまして、昨年11月

に静岡県庁に伺ってまいりました。ちなみに、

直近の数字を県庁に伺いましたところ、２月１

日現在、津波避難ビルの指定が1,032棟、そして

津波避難タワーが７基、さらに山の斜面などを

切り、コンクリートで整備をした津波避難マウ

ントが８カ所ということでありました。

地震が発生して津波が来たらどこに逃げれば

よいか、住民にとって、県民にとっては、これ

は身を守るための重大事項であります。中央防

災会議の専門調査会の最終報告が出ておりま

す。それによると、津波対策について避難完了

までの目安となる時間は５分程度と設定されて

おります。ということは、走って逃げられる人

ばかりではありませんので、半径300メーター圏

内に避難ビルが必要だということになるわけで

あります。それ以上離れたところにあれば、避

難困難地区と言わざるを得ないのではないかと

考えております。この避難困難地区をいかに解

消していくか、これは県民の生命を守る上でも

極めて重要なことだと私は考えております。そ

こで、知事にお伺いしたいと思います。特に、

沿岸部の住宅街などで避難場所の確保が難し

い、困難であるところに対して、静岡県あるい

は他県も取り組んでおられますが、鉄骨式の避

難タワーの新設を考えておられるか、お伺いし

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、南

北400キロの海岸線を有する本県において、必ず

しも静岡なり他県のような津波対策というもの

が十分にこれまで蓄積があるわけではないとい

う状況を、大変深刻に受けとめておるところで

ございます。先日もある防災対策のシンポジウ

ムにおいて、沿岸部の方が、避難すべき場所を

考えているけれども、なかなかない、高台がな

い、避難すべきビルというのもなかなかないん

だ、どういうふうにしたらいいだろうかという

ようなことを考えておられました。

県が今、東日本大震災での津波被害を踏まえ

た新たな地震・津波の想定見直し作業というも

のを進めておりますが、これによりまして、こ

れまでの津波浸水想定区域が拡大することにな

るということが見込まれておるわけでございま

す。その拡大をした浸水想定区域に対して、沿

岸の市町─沿岸10市町あるわけでありますが

─が確保している避難場所が十分でない場合

には、津波避難ビルや高台など新たな避難場所

を確保するとともに、このような場所が確保で

きない場合は、津波避難タワーのような専用の

施設の設置も含めて、それぞれの市町に検討い

ただいて、十分な体制の確保というものを検討

していただく必要があろうかというふうに考え

ております。県としましては、まず早急に新た

な浸水想定を策定して、市町にデータを示し、

そのような見直しというものを促してまいりた

いというふうに考えております。津波避難タワ
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ーなどの設置が必要になった場合には、市町に

おいて相当な財政的な負担というものも見込ま

れる、伴うものというふうに考えておりますの

で、国の財政的な補助なども要望しながら、県

としても一緒になって考えてまいりたいという

ふうに考えております。

○右松隆央議員 県民の生命・安全を守るため

に、ぜひ津波対策はスピード感を持って取り組

んでいただきたいと思っています。知事も御承

知のとおりだと思うんですが、危機管理という

のは政治家にとって極めて大事な分野でありま

すので、トップリーダーとしてのリーダーシッ

プを強く求めていきたいと思っております。

さて、地震対策として、平成24年度の新規事

業に木造住宅耐震化リフォーム支援事業が組み

込まれました。私は大変評価をさせていただい

ている次第であります。そこで、県土整備部長

にお伺いしたいと思います。本県の住宅耐震化

率の現状と、この新規事業は耐震化率向上に直

接寄与できるものでありますが、この事業によ

る数値目標を定めておられればお伺いしたいと

思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 住宅の耐震化

率は、平成20年時点での国の推計によります

と、本県は72％となっております。また、住宅

の耐震化率の目標としましては、平成18年度に

策定しました宮崎県建築物耐震改修促進計画に

おいて、平成27年度末の目標値を90％としてい

るところであります。今回の新規事業による耐

震化率の数値目標は特に定めておりませんが、

現在、耐震改修に対する補助を行っているのは

県内６市町であります。この制度を創設するこ

とによりまして、その他の市町村もより取り組

みやすくなりますことから、全県的に耐震化の

促進が図られるものと期待しているところであ

ります。

○右松隆央議員 これも静岡県の話なんです

が、「ＴＯＵＫＡＩ(東海・倒壊)―０(ゼ

ロ)」、東海地方の「東海」と地震による家の

「倒壊」をもじったプロジェクト「ＴＯＵＫＡ

Ｉ―０」は、27年度の住宅耐震化率、やはり90

％、同じなんですが、具体的に木造住宅の耐震

補強で助成する戸数というのを２万戸と設定を

しております。そして、そのために制度面も充

実させております。例えば、耐震診断は無料で

あります。あるいは耐震補強工事の設計─今

回はついていませんが─についても９万6,000

円までの補助が受けられるようになっておりま

す。また、耐震補強工事には30万円、その中で

も特に高齢者のみの世帯や、あるいは障がいの

ある方と一緒に住んでいらっしゃる世帯に対し

ては20万円の割り増しの補助もつけておりま

す。まさに、東海地震から１人でも多くの県民

の命を守るための相当な覚悟を持って取り組ん

でいる、そのように私は考えております。

最後に、知事に伺いたいと思います。今後さ

らに、住宅耐震化の支援をしていくお考えがあ

るのかどうか、伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この事業であります

が、東日本大震災の被災状況等を踏まえ、県民

の皆さんの生命・財産を守るという観点から、

また県議会におけるさまざまな御提言等も踏ま

えて、木造住宅耐震化リフォーム支援事業とい

う形で提案をさせていただいているところであ

ります。まずは、事業主体となる市町村と連携

をして、この事業の進捗を図っていくことが大

事であろうというふうに考えておりますが、事

業の活用の状況でありますとか、市町村や関係

者などの意見を踏まえて、この制度のあり方に

ついても、引き続き検討をしてまいりたいと考
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えております。

○右松隆央議員 ぜひ、県民の命を預かる最終

責任者、トップリーダーとしての責任と覚悟に

期待をいたしております。

最後でありますが、４月に梅原猛さんを呼ば

れるというふうに言われました。「天皇家のふ

るさと日向をゆく」という本がありますので、

ぜひ成功するように祈願いたしております。

以上で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 次は、重松幸次郎議員。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮

崎県議団の重松幸次郎でございます。

初めに、傍聴に来られている皆様に心から御

礼申し上げます。通告に従い順次質問させてい

ただきますので、知事を初め関係部長には、明

快な答弁をお願い申し上げます。

さて、スポーツランドみやざきを象徴するよ

うに、ことしも２月のキャンプシーズンには、

プロ野球やＪリーグを初め、多くの社会人、学

生球団も宮崎に参りました。キャンプインの前

日、１月31日には福岡ソフトバンクホークスの

歓迎パレードがあり、県庁前のセレモニーでは

Ｖ２を期待するファンが大勢詰めかけて、ライ

トアップされた楠並木コリドールは大歓声に包

まれてパレードが始まりました。こうして、こ

としのキャンプもにぎやかにスタートしたわけ

でございます。

また、２月５日の第１日曜日に、もう一つ県

庁前で大きなにぎわいがございました。「いっ

ちゃが宮崎・楠並木朝市」の100回記念イベント

であります。この楠並木朝市は、新たな観光の

魅力の創出や農林水産業の振興、そして地元商

店街の活性化を目指し、毎月第１・第３日曜日

の午前中に約60店舗が軒を並べて行われ、2007

年10月にスタートして、今回、100回の節目を迎

えました。記念イベントには、河野知事を初

め、実行委員会の代表の皆様も集まり、さまざ

まな催しがあり、大勢の買い物客でにぎわって

おりました。ここの朝市の特徴は、地元の学生

や市民グループの参加が多彩で、中学・高校生

の吹奏楽演奏やひょっとこ踊り、またダンスパ

フォーマンスなど、県庁前のステージで来場者

を楽しませ、一方で、宮崎農業高校の皆さんは

毎回のように、校内で栽培した野菜や果物をみ

ずから販売する「宮農ふれあいマート」や、出

展者の販売を応援実習するなど、まさにキャリ

ア教育が行われているところであります。知事

もこの日に高校生と記念写真におさまっておら

れましたが、生徒さんも励みになったことと思

います。もちろん、この朝市のほかにも、定期

的に「ＫＯＮＮＥ市」や県の行事等で頻繁に催

しがありますが、県庁及び楠並木通り周辺の活

用は今後ますます重要になると思います。そこ

で、知事に、第100回「いっちゃが宮崎・楠並木

朝市」の感想と、新年度事業「県庁エリア魅力

空間活用推進事業」にどのような考えで取り組

まれるのかをお伺いします。

以上、壇上からの質問を終了し、残りは質問

者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

楠並木朝市と県庁エリア魅力空間活用推進事

業についてであります。まず、楠並木朝市につ

きましては、私もこれまで何度か足を運んでお

ります。知事として、また副知事のときには知

事代理として節目節目に参加をしております。

また、個人としても行っております。以前は、

岩手県宮古市のサンマとヘベスのコラボとか

あったりして、いろんな形での展開が図られて
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いるわけでございますが、とりわけ先日の第100

回では、功績のありました方々の表彰を初め、

地元高校生や郷土芸能団体の参加などもありま

して、にぎわいもひとしおでありました。楠並

木のあの空間は、朝市のみならず、いろんな市

がその時々に立つわけでありますが、どこから

人が来るんだろうというぐらいに、そのときに

は人でにぎわうものでありまして、楠並木の魅

力、並木自体の魅力とあわせてすばらしい空間

であるというふうに考えております。これを舞

台にした朝市が、多くのお客様に愛され、定着

してきたことは、まことに喜ばしく、関係者の

御苦労に深く敬意と感謝を申し上げたいという

ふうに考えております。また、この朝市の成功

が他の地域の市に広がっていくというような効

果もあるところでありまして、改めて宮崎の元

気はここからスタートだなという思いを強くし

たところであります。

次に、来年度新たに取り組もうとしておりま

す県庁エリア魅力空間活用推進事業についてで

あります。この事業は、楠並木も含めた県庁周

辺の魅力を生かして、民間のアイデアを取り入

れながら、コンサートや展示会などのさまざま

なイベントを実施するものでありまして、県内

外から多くの方に訪れていただくことで、町な

かのにぎわいを創出するとともに、観光・物産

の振興につなげていこうとするものでありま

す。これらの県庁周辺の取り組みが一つのモデ

ルとなって、町なかのにぎわい創出の動きが県

内各地に広がっていくことを期待しているとこ

ろであります。以上であります。〔降壇〕

○重松幸次郎議員 ありがとうございました。

この地から元気を発信と、そういう意気込みを

感じました。先週は、川南町の「トロントロン

軽トラ市」に行かせていただきました。相変わ

らずの規模とにぎわいで、さすがだなと感じて

おる次第でございます。県内の朝市は25の市や

町で開催されております。お互いに協力して発

展させていただきたいと思います。

次に、「まちなか商業再生支援事業」につい

てであります。昨年に引き続き、ことしも計画

されておりますが、商店街を取り巻く環境はま

すます厳しく、課題が山積しております。どう

やって街を再生していくのか、この「まちなか

商業再生支援事業」の実績と今後の取り組みに

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） 「まちな

か商業再生支援事業」は、商店街を中心とした

町なかのにぎわいづくりや、産業や観光などの

多様な主体と連携したまちづくりの取り組みを

支援するものであります。今年度は、５市町村

の商工団体等が行う６つの事業に対し、市町村

とともに補助を行っており、例えば高鍋町で

は、町なかの空き店舗を改装し、観光案内や物

産販売所として活用する事業に取り組んでいた

だき、今月中旬にはオープンする運びとなって

おります。

また、今年度から新たに事業メニューに加え

たまちづくりリーダーの育成につきましては、

延岡、日南、西都の３地域において、アドバイ

ザーの助言を受けながら、街の個性を発揮する

ための分析、検討を行うとともに、その成果を

県内各地域の商店街関係者を交えて発表を行っ

たところでありますが、関係者において問題意

識の共有や商業者同士のつながりの強化が図ら

れたという成果が見られたところであります。

商店街の活性化においては、まず商業者みず

からが主体的に考え、意欲的に行動すること、

またそれをリードする人材づくりがかぎを握っ
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ておりますことから、県としましては、24年度

も引き続き、当事業を実施し、市町村や関係機

関と連携しながら、支援に努めてまいりたいと

考えております。

○重松幸次郎議員 宮崎県商店街組合の理事の

方にもお話を聞いてまいりました。これまでの

商店街支援は物的環境改善でありましたが、こ

れからはもう一度、人材育成、若い人に魅力あ

るまちづくりを考えてビジョンを持ってもらう

ことが大事ということで、前回の研究発表会で

は、「街が持っている歴史と文化の固有財産を

再創造させる」というコンセプトで、若手経営

者と中・高校生も交えて活発な意見発表があっ

たと伺いました。ぜひ、このような事業を数多

く開催できるよう要望いたします。

関連でもう一点、伺います。１月28日から宮

崎市中心街を100円で回れる「まちなか観光周遊

バス」の実証実験が始まりましたが、皆様はも

う乗られましたでしょうか。宮崎商工会議所が

主体となって実施している「まちなか観光周遊

バス」の活用状況について、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 「まちな

か観光周遊バス」は、宮崎市の中心市街地にお

ける回遊性の向上による、にぎわいの創出や商

業の活性化及び観光情報の発信を目的に、宮崎

商工会議所が、先ほどお話がありましたとお

り、本年１月28日から３月23日までの間、試験

運行を行っているものであります。この取り組

みについては、国の認定を受けた市の中心市街

地活性化基本計画にも位置づけられており、県

や市の関係課も実行委員会に参画し、議論を重

ねてきたところであります。バスの利用状況に

つきましては、これまで１日平均約70人と、お

おむね計画どおりであると伺っております。今

後の継続的な運行につきましては、宮崎商工会

議所において、試験運行の結果や乗客へのアン

ケートなどを参考に、採算性等も踏まえて検討

されると伺っておりますので、県としまして

は、その状況を注視してまいりたいと考えてお

ります。

○重松幸次郎議員 乗ってみて気づいたのです

が、観光周遊なのに観光案内の音声が流れない

ので、商工会議所の担当者に、「バス停ごとに

観光案内のアナウンスを流してはどうか。例え

ば大淀川河畔に来たら「たまゆら」の由来を」

とか言うと、そのことに関して「委員会では検

討していたが、そこまでの予算と準備期間が足

りなかった」ということでした。「しかし、ぜ

ひとも運行を継続して、音声案内ではなく、実

際のボランティアのバスガイドを乗せてはどう

かとか、遠隔地から乗り入れて、周遊バスやタ

クシーとの連携など、アンケートにどしどし書

いていただき、そのアイデアをつなげていくこ

とを検討している」ということでございまし

た。ぜひ本稼働を形にしていただきたいと、要

望いたします。

続きまして、電気自動車の普及についてであ

ります。

壇上で申し上げました楠並木朝市100回記念の

イベントのとき、県庁前庭にてＥＶ（電気自動

車）の展示試乗会が開催されておりました。県

企業局の公用車を初め、自動車各社の電気自動

車、またＰＨＶ（プラグインハイブリッド

車）、そして電気モーターバイクなど、環境社

会を意識した興味深い展示会でありました。試

乗車に知事も乗っておられましたが、乗り心

地、静粛性と加速性能はいかがだったでしょう

か。グッドだったと思います。私も試乗した

かったのですが、予約がいっぱいで乗れません
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でしたので、後日ディーラーに行って試乗し、

お話を伺ってまいりました。電気自動車への取

り組みは、これまでも本会議や特別委員会等で

議論や提案がなされています。今回の展示も今

までの計画に沿ったものと理解をしておりま

す。

そこで、将来にわたる環境問題に対する県民

の意識啓発やＣＯ２削減に効果があり、また太陽

光などの代替エネルギーの利用が可能な電気自

動車を普及させることは重要だと思います。そ

の上で県民政策部長へ３点お伺いいたします。

国内ではＥＶ・ＰＨＶタウン構想として18の都

道府県でモデル事業がスタートしております。

残念ながら、本県はこれらの自治体には選定さ

れておりませんが、九州では佐賀、長崎、熊本

の各県が選定されて、2013年までの電気自動車

の普及目標、例えば佐賀県は1,000台、長崎県

は500台など打ち出されております。そこで、１

点目は、本県では電気自動車の普及台数目標は

あるか、また公用車への電気自動車の導入拡大

について検討されているか、お伺いいたしま

す。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県内での電気

自動車の普及台数につきましては、具体的な数

値目標は掲げておりませんが、本県の低炭素社

会実現に資するため、自動車メーカー等と連携

しまして、電気自動車の普及啓発を行っている

ところでございます。ちなみに、現在、ある自

動車メーカーの調べによりますと、県内の普及

でございますが、2011年12月、昨年末現在で112

台となっております。また、公用車につきまし

ては、公用車の更新時期や用途等に合わせて、

ハイブリッド車など低公害車への転換を図って

いるところでございますけれども、排気ガスを

全く出さない電気自動車の導入についても、県

民への普及を促進させるという観点も含めて、

今後検討していく必要があると考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 試乗会で体験したように、

まず電気自動車に乗る機会をつくることではな

いでしょうか。福岡市、鳥取県などは、公用車

をカーシェアリングして、土、日、祭日に市民

に無料で開放している。貸し出している。また

一方で、長野県松本市では、広域ＥＶ普及利活

用推進協議会を立ち上げて、自動車・充電器メ

ーカーや観光宿泊業者と行政が、電気自動車を

もとに多角的に観光産業の創出をしているよう

であります。このような他県の取り組みのよう

に、観光産業とのタイアップにより低炭素社会

の実現を図りながら、地域活性化に結びつけて

いる事例が見受けられますが、本県ではそのよ

うな取り組みが行われているのか、お伺いいた

します。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 電気自動車の

観光への活用につきましては、これまで市町村

等と連携しまして、実証的な取り組みを行って

きたところでございます。例えば高千穂町で

は、昨年１月から２月にかけまして、平日は町

の公用車として使用し、休日は観光コースをめ

ぐる試乗会を実施いたしました。また、五ヶ瀬

町では、昨年10月からことし２月にかけまし

て、町民や観光客に電気自動車を無償で貸し出

すとともに、アンケート等を実施しまして、電

気自動車を活用した町内観光のあり方について

検討が行われているところでございます。県に

おきましても、現在、自動車メーカー等と連携

しまして、宮崎県電気自動車等普及促進協議会

を設置しております。電気自動車の展示・試乗

会など普及啓発活動を行っておるところでござ

いますが、その中で、観光面も含めた電気自動
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車のさまざまな活用について協議し、利用促進

を図るための具体的な提案等を行ってまいりた

いと考えております。

○重松幸次郎議員 先日、渡辺議員から関連質

問で、急速充電器のインフラ整備について同じ

内容の質問があり、御答弁いただいております

ので了といたしますが、３点目の質問は、急速

充電器が庁内の前庭に設置してありますけれど

も、一般開放していないと聞いております。と

ても貴重な充電器であります。何とかこの急速

充電器を一般に活用できないか、再度、部長に

お伺いしたいと思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県庁前庭に設

置している急速充電器でございますが、県民へ

の啓発も兼ねまして、現在、公用車用として使

用しているところでございます。前庭を往来す

る来庁者あるいは観光客等の安全確保の観点

や、施設の管理方法といった運営上の問題もあ

ることから、今のところ一般開放は行っており

ませんが、電気自動車のさらなる普及啓発のた

めに今後検討していく、そういう考えでおりま

す。

○重松幸次郎議員 ぜひとも、持続可能で快適

な低炭素社会を目指すため、次世代の自動車の

普及のため、推進をよろしくお願いいたしま

す。

続きまして、法改正により施設整備を迫られ

て対応に苦慮されている中小企業の問題を、２

点確認させていただきます。

１つ目は、ガソリンスタンドのタンク改修に

ついてであります。２月１日の宮崎日日新聞に

よれば、ガソリンスタンドなどに設置してある

老朽化した油の地下貯蔵タンク改修を義務づけ

た改正消防法の猶予期間が残り１年となる中

で、県内の改修率は１割にも達していないとの

ことであります。この法律は、ガソリンスタン

ドや運送業、また宿泊施設等でタンクからの油

の流出を防ぐために、40年以上前に埋められた

タンクは2013年１月までに内面をＦＲＰでコー

ティングしたり、油漏れを感知する高精度の計

器を設置したりするのを義務づけしたもので

す。ガソリンスタンドで見積もると、その改修

費用は600万円から1,000万円かかり、地元中小

企業のガソリンスタンドでは大きな負担になる

わけですが、国の補助金も改修費の３分の２と

あるものの、予算に限度があり、申し込みに対

してなかなか受給できない状況だそうでありま

す。そこで、ガソリンスタンド等の老朽化した

地下タンクの改修が義務づけられましたが、そ

の改修状況を総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） ガソリンスタンド

などに設置されました地下貯蔵タンクからの油

の流出事故を防ぐ目的で、危険物の規制に関す

る規則が改正され、平成23年２月１日から施行

されました。この改正によりまして、平成25年

１月末までに、腐食のおそれが高い地下貯蔵タ

ンクの内面を強化プラスチックでコーティング

したり、油漏れを検知する高精度の計器を設置

したりする等の措置を行う必要がございます。

平成23年９月末現在の数字ですが、県内に該当

するタンクが417基ございます。この中で所要の

改修が終了しているタンクは15基であります。

県といたしましては、各消防本部と連携をしな

がら、該当タンク設置者に対しまして必要な改

修を行うよう指導してまいりたいと考えており

ます。

○重松幸次郎議員 15基と、まだまだこれから

だと思います。もちろん、タンクの修理は危機

管理の上で大事であります。まずはタンクの改

修が円滑に行われることを願っておりますが、
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先日、県石油商業組合の事務局の方にお話を伺

うことができました。「ガソリンスタンドの店

舗数は、昭和56年に919店舗ありましたが、平

成23年３月には569店舗になり、実に４割近く減

少しております。その要因はさまざまでありま

すが、元売直営サービスステーションや商社系

サービスステーションの進出により熾烈な価格

競争を強いられております。その厳しい経営状

況の上に、今回このようなさらなる多額の経費

負担となっておりますが、このままでは特に郡

部で廃業による過疎化が進み、住民生活に悪影

響を及ぼします」と語っておられました。ガソ

リンスタンド経営など地域の中小企業を守るた

め、どのような支援策があるのか、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 地下貯蔵

タンクの改修に係る支援につきましては、先ほ

ど議員のお話にありましたとおり、国―経済

産業省になりますが―において、地下タンク

の漏えい防止対策として、工事等に係る費用の

３分の２以内を補助する措置を講じ、今年度の

当初予算では22億円を計上し、第３次補正予算

ではさらに87億円余を追加計上されていると

伺っております。また、県におきましては、中

小企業者の設備資金や運転資金の円滑な調達を

支援するため、県中小企業融資制度を設けてお

り、地下貯蔵タンクの改修等につきましても、

店舗の改装等を融資対象とし、融資利率や保証

料率等を優遇した魅力的な商店・商店街支援貸

付とか、県の一般的な資金である経営安定貸付

等が活用可能となっておりますので、中小企業

者の皆様に対し、今後とも、制度融資の活用に

ついて周知に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 電気・ガス・水道のライフ

ラインに並び、ガソリン・軽油・灯油などの給

油所も大切な一部ではないかと思います。地域

の生活、活性化を維持する上でもガソリンスタ

ンドの存続は重要ですので、引き続き支援策を

講じていただくよう要望いたします。

２点目は、クリーニング店の用途規制につい

てであります。県クリーニング生活衛生同業組

合の方にお話を伺ってまいりました。クリーニ

ング工場では、ドライクリーニングで引火性溶

剤を用いておりますが、国土交通省の平成22年

９月10日の通達において、引火性溶剤を用いる

ドライクリーニングを営む工場の多くが建築基

準法第48条の建築物の用途規制違反を生じてい

るとの事案が発覚し、全国の特定行政庁に依頼

されて実態調査を行った結果、全国で２万9,000

施設のうち約１万4,000施設、約半数が、また宮

崎県においても259施設のうち133施設がこの用

途違反となっており、県の組合でも対策に追わ

れているというお話でございました。そこで、

引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む

工場に係る建築基準法規制違反に対する是正に

向けて県内では現在どのような状況になってい

るのか、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） ドライクリー

ニング工場に係る建築基準法用途規制違反につ

きましては、全国的な問題となっており、是正

の指導に必要な、工場内の機械の種類、配置状

況などにつきまして、詳細な実態調査を国が実

施しているところであります。本県におきまし

ては、ことしの１月中旬ごろから調査を開始し

たと聞いております。

○重松幸次郎議員 立入検査の通知内容を受け

て、違反是正に向けて準備を進めていかなくて

はなりませんが、許可申請を行うまでには幾つ

もの手順を追わなくてはなりません。今後の違
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反是正の手順はどうなっているのか、再度、県

土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 今後の手順に

つきましては、国が行っている実態調査の結果

を踏まえ、県や宮崎市などの特定行政庁が違反

内容を確定した上で、事業者等に対し個別に是

正指導を行っていくことになります。具体的に

は、引火性溶剤の保管徹底や作業場の防火措置

などを内容とする違反是正計画書の提出を求め

まして、建築基準法に基づく用途規制の特例許

可申請をしていただくことになります。その

後、国の安全性に係る技術的基準により審査を

行い、公聴会の開催や建築審査会の同意を得て

許可した場合は、是正完了後に検査を行うこと

となります。

○重松幸次郎議員 そのように違反の是正に向

けて各店舗が最善の安全対策を講じていくとし

ておられますが、実際には改善のために多額の

設備投資や申請手数料等が重くのしかかり、高

齢者や、継承者がいないお店では、廃業する者

が出てくるのではないかと危惧されており、昨

年９月に、県内の特定行政庁と県知事及び県議

会議長あてに陳情書が提出されておりました。

その中では５項目にわたり、申請手続の簡素

化、県内市町村の統一化を初め、設計図書作成

料の補助や許可申請手数料の減免、そして是正

までの期間の猶予などの要望がうたわれており

ます。町のクリーニング店は、生活衛生関係業

種として、私たちの生活の上ではなくてはなら

ない大切な店であります。陳情書は現場の声と

して重要であると考えますので、今後とも、県

内各市とも連携され、改善に向けた御指導をし

ていただきたく要望いたします。

続きまして、医療、健康増進について幾つか

お尋ねいたします。

我が党の女性議員が中心となってペットボト

ルのキャップ回収を呼びかけて、キャップ800個

で１人分のポリオワクチンにかえられる活動を

行い、昨年は県内で31万1,200個、ワクチン389

名分の回収ができ、子供の命を救うことができ

たというニュースを、初めにお伝えいたしま

す。

さて、そのポリオ（小児麻痺）ワクチンの予

防接種をめぐり、昨年の12月より神奈川県が独

自に不活化ポリオワクチンを輸入し、接種を行

うことが報道されました。その背景には、ごく

まれにポリオ発症の可能性がある現行の生ワク

チンを不安視し、ウイルスを無毒化した不活化

ワクチンの輸入接種を国が導入を決めているも

のの、その時期を明確にしないため、接種を控

える動きが全国的に広がっているからでありま

す。そこで、福祉保健部長に、国における不活

化ワクチンの導入の見通しについてお伺いいた

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在、生ポリ

オワクチンは、予防接種法の定期接種に位置づ

けられておりますが、副反応として、御指摘の

とおり、麻痺がごくまれに─100万人に1.4人

と言われておりますけれども─あらわれるこ

とがあることから、ポリオウイルスを無毒化し

てつくる不活化ポリオワクチンの導入が国に対

して求められているところでございます。不活

化ポリオワクチンは、国内ではまだ医薬品とし

ての承認が得られておりませんが、製薬会社か

ら承認申請がなされており、国においては来年

度の導入へ向け、有効性、安全性などの審査が

行われているところでございます。県といたし

ましては、感染予防の観点から、ポリオワクチ

ンの接種率を高く保つ必要がありますことか

ら、不活化ポリオワクチンが導入されるまで生
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ポリオワクチンの接種を差し控えることのない

ようお願いをしているところでございます。

○重松幸次郎議員 まだ明確ではないというこ

とであります。実は、うちの近所の御婦人から

も不活化ワクチンの県内での接種の相談がござ

いました。県内で不活化ポリオワクチンが接種

できるところはあるのか、またワクチンによる

健康被害に対する救済措置はあるのか、もう一

度、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） まず、不活化

ポリオワクチンの接種につきましては、医療機

関において、医師が個人の責任でワクチンを輸

入し、行われておりますが、県内で接種を行っ

ている医療機関は今のところ確認できておりま

せん。

次に、不活化ポリオワクチンの健康被害に対

する救済制度でございますが、公的救済制度で

ある予防接種法に基づく健康被害救済制度や、

医薬品副作用被害救済制度の対象とはなってお

りません。そのため県といたしましては、確実

な公的救済が受けられる予防接種法にのっとっ

た生ポリオワクチンの接種をお願いしていると

ころでございます。

○重松幸次郎議員 つまり、今のところ県内で

の接種は難しいということであります。しか

し、生ワクチンの接種を控えて不活化ワクチン

を待っている間にポリオに感染してしまうとい

うことでは、元も子もありません。安心できる

予防医療を提供することは国の責務であるとし

て、我が党も国会で、不活化ワクチンの早期導

入を訴えております。県からもあらゆる機会を

通じ国へ導入手続を働きかけていただきたく、

要望いたします。

続きまして、がん対策でございます。我が党

の機関紙に、「胃がんを撲滅しよう！」と題し

て、日本がん予防学会理事である北海道大学の

浅香正博教授との対談記事がございました。日

本では、胃がんの診断や治療の技術が進んだに

もかかわらず、約40年間、毎年約５万人もの方

が胃がんで亡くなっております。初めに、福祉

保健部長にお尋ねしますが、本県で胃がんで亡

くなられる方は何人いらっしゃるのか。また、

胃がん検診の受診率を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県内における

胃がんによる死亡者数でございます。平成22年

人口動態統計では452人となっております。な

お、人口10万人当たりの死亡率につきまして

は40.0でありまして、全国平均の39.7よりわず

かに高い状況にあります。

また、県内の胃がん検診受診率でございます

が、平成21年度地域保健・健康増進事業報告で

は7.6％となっており、全国平均の10.1％を下回

り、低位にとどまっておりますことから、引き

続き、受診率の向上に努めてまいりたいと考え

ております。

○重松幸次郎議員 受診率が低いことも課題で

あります。こうした中で、薬剤を服用してピロ

リ菌（ヘリコバクターピロリ）を除菌すると胃

がんになりにくいということが、最近になって

明らかになりました。つまり、胃がんを予防で

きるということであり、胃がん患者の95％はピ

ロリ菌に感染している、ピロリ菌がない人はほ

とんど胃がんにならない、ピロリ菌を除菌する

と胃がんの発生を３分に１以下に抑制できると

いうことであります。また、胃がんの97％は50

歳以降に発生します。したがって、胃がん検診

は50歳以降からきちんと行うことが重要だと言

えます。一方、それより若い世代は、ピロリ菌

検査を行い、感染している場合は除菌すればほ

とんどの胃がんの予防が可能で、胃がん予防対
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策を前進させるには、こうした発想の転換が求

められております。浅香先生は、「まず大切な

のは、胃がんの多くはピロリ菌による感染症と

いうことをわかってもらうこと。若いうちほど

除菌の効果がある」と指摘されております。

そうした中、長野県飯島町では胃がん撲滅

キャンペーンの一環として、ピロリ菌感染検査

の費用補助や、成人式で、がんを初め健康に関

する講演を行い、ピロリ菌検査の一つである呼

気試験の検査を無料で行っているという記事が

新聞に掲載されておりました。そこで、県内で

胃がん検診においてピロリ菌検査を行っている

市町村はあるのか、あわせて胃がん検診にピロ

リ菌検査を導入することについての県の考え方

を、福祉保健部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県内の市町村

における胃がん検診は、国のがん検診の指針に

基づき、問診及び胃部エックス線検査により実

施されておりまして、胃がん検診においてピロ

リ菌検査を行っている市町村はございません。

県といたしましては、国立がん研究センターの

検診ガイドラインでその有効性が十分に確認さ

れていないとされていることから、今後の研究

の進展や国の動向などを注視してまいりたいと

いうふうに考えております。

○重松幸次郎議員 検診率を上げることと、い

ち早くピロリ菌検査導入を前向きに検討してい

ただきたく、お願いいたします。

次に、うつ病対策についてであります。河野

議員が昨年11月の議会で、沖縄県立総合精神保

健福祉センターのうつ病対策、認知行動療法の

件を質問いたしましたが、県としての取り組み

と状況を確認する目的で、先日、宮崎県精神保

健福祉センターを訪問し、うつ病、精神疾患な

どについて調査をさせていただきました。その

結果、県で調査を行い、県内の精神科クリニッ

ク、病院で認知行動療法を行っているのは全体

で22施設あることをお聞きし、意外にも多く取

り組みがなされていることがわかりました。こ

れからも行政機関と医療機関が連携して、早期

受診や周知広報に努めていきたいと強調されて

おりました。

また、沖縄では、精神保健福祉士による訪問

支援（アウトリーチ）で、ひきこもりの方を

「うつ病サロン」にお誘いし、認知行動療法等

の学習対話を行っておられましたが、宮崎県で

も多職種支援チームによるモデル的アウトリー

チ事業が訪問支援相談を行っていると伺いまし

た。そこで、多職種支援チームによる精神障が

い者へのアウトリーチ事業の内容を、福祉保健

部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 統合失調症や

うつ病等の精神疾患を有する皆さんが地域で安

心して生活するためには、保健、医療、福祉な

ど関係機関の連携のもとに、地域生活の継続に

向けた一体的な支援が必要と考えております。

このため県では、昨年４月から新たに、医師や

看護師、精神保健福祉士等で構成いたしますア

ウトリーチチームを精神保健福祉センターに設

置いたしまして、病院等を受診していない精神

障がい者や精神疾患の疑いのある方への訪問支

援を高鍋保健所管内でモデル的に行っていると

ころであります。この事業では、精神疾患の早

期発見や重症化の予防を目的に、医療だけでな

く日常生活の支援を多面的に提供することによ

りまして、在宅での生活を継続できるよう包括

的な支援を行っているところでございます。

○重松幸次郎議員 精神疾患のみならず、うつ

病の予防対策としても大変重要であります。こ

の事業は平成23年４月より取り組まれておりま
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すが、その活動実績を伺いたいと思います。ま

た、これは大変重要でありますので、県下全域

に活動を広げるべきではないかと思いますが、

県の考えはどうなのか、いま一度、福祉保健部

長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） この事業では

これまで、高鍋保健所の３町の15名を対象に自

宅訪問を行いますとともに、個別相談やケース

会議を開催するなどの支援を行ったところでご

ざいます。対象者は10代から70歳代で、平均年

齢は46歳となっており、統合失調症等で長期に

治療を中断されている方や未治療の方で、支援

の結果、自主的に治療を開始され、市町村や福

祉サービス事業所等からの支援を受けながら、

在宅での生活を続けている方もおられます。県

といたしましては、この事業の実施を通じて、

地域の実情に合ったモデル的な精神保健医療体

制の構築を図っていきたいと考えており、平

成24年度からは県内３カ所程度で事業を展開し

たいというふうに考えております。今後とも、

市町村や関係機関と連携を図りながら、精神障

がい者の皆さんが、住みなれた家庭や地域の中

で快適で豊かな生活を送れるよう、施策の推進

を図ってまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。ア

ウトリーチによる訪問支援、早期発見で医療機

関につなぎ、早期治療に努めていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。

続きまして、ドクターヘリについてでありま

す。いよいよ本県でも４月から導入されるドク

ターヘリの運航訓練が２月24日から始まりまし

た。日之影町、高千穂町を初めとして、今後４

月上旬まで、離島も含め計26回行われる予定と

お聞きしております。運航訓練は、患者発生の

現場と、現地消防、病院の運航管理室、ヘリ間

の連絡を確かめるため実施するとされていま

す。そこで、ドクターヘリの試験運航は、ラン

デブーポイントの場所や患者の状態など具体的

にどのような想定で実施しているのか、またど

のような課題が見えてきたのか、福祉保健部長

にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

の試験運航でございますが、現在、消防非常備

町村を手始めに、公立の運動公園等をランデブ

ーポイントといたしまして、頸椎損傷の救急患

者や脳梗塞患者の公立病院からの転院搬送等を

想定した訓練が４回行われており、これまでに

課題や問題点等は特に報告されておりません。

なお、ドクターヘリの運航に当たりまして

は、迅速にランデブーポイント等の安全確保が

行われる必要があることから、敷地管理者に対

し、障害物の除去など常日ごろからの管理をお

願いいたしますとともに、実際にヘリが着陸す

る際に人の立入制限に協力いただくなど、今後

とも、関係者との連携と協力体制の強化を図っ

ていく必要があるというふうに考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 今回、ドクターヘリ運航の

質問をするために過去の議事録を確認してみま

した。平成16年２月定例会で我が会派の長友安

弘元議員が初めてドクターヘリ導入について取

り上げ、県北の救急医療での深刻な問題、中山

間地域等の医療過疎地域での救命率の向上、災

害時の救急救命医療の万全に言及し、ただされ

ておりました。以来、先輩議員の方々の熱心な

議論でかち得たものだと実感しております。

県は当初、財源を理由に防災救急ヘリコプタ

ーで代替案を提示していましたが、平成18年６

月、公明党がリードし、ドクターヘリの全国配

備を推進した、いわゆるドクターヘリ法の制
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定、そして地域医療再生臨時特例交付金の活用

により、導入に大きくかじを切ることができま

した。４月の運航開始に大きな期待をしている

ところであります。しかし、他県と比較する

と、さまざまなハンディキャップがあります。

運航が持続可能なものとならなければ、県民の

声にこたえるものとならない。運航前から心配

してもとの声もありますが、ドクターヘリの運

航を持続するためには、運航経費の財源や医療

スタッフの確保等が課題になると思いますが、

どのような対応をしていくのか、福祉保健部長

にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

の運航経費でございますが、国庫補助がござい

まして、国が２分の１、県が２分の１となって

おります。なお、平成25年度までの県費分につ

きましては、地域医療再生基金を活用すること

としております。また、ドクターヘリの医療ス

タッフにつきましては、宮崎大学によります

と、本年４月までに医師14名、看護師42名程度

の確保が見込まれているところでございます。

○重松幸次郎議員 動きながら、一つずつ解決

する。そのためには、しっかり協力体制を築い

ていかなければと考えております。現在、26

県31機の導入状況であります。昨年12月、鹿児

島、ことしの１月に熊本が運航を開始し、９月

に大分が導入予定と聞いております。これで九

州全域に網羅されます。十分な救急医療体制の

確保の一つとして、隣県との新たな救急医療の

連携が大事な視点になってまいります。ドクタ

ーヘリを活用した救急救命について、隣県との

連携はどう進めていくのか、再度、部長にお伺

いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県境部の市町

村におきましては、本県のドクターヘリや防災

救急ヘリが出動している際に別件の救急患者が

発生した場合、隣県からドクターヘリの応援を

お願いしなければならない状況も想定されると

ころでございます。このため、昨年10月、隣県

の担当課と連絡会議を設け、ドクターヘリ運航

に係る相互の協力について意見交換を行いまし

て、まずは県内での円滑な運航が軌道に乗った

上で、県境を越えた連携のあり方について協議

することとなったところでございます。

○重松幸次郎議員 悲願でありましたドクター

ヘリの導入であります。ぜひとも救急医療の充

実に大きく寄与できることを願っております。

続きまして、救急医療現場におけるＩＣＴ情

報システムの導入についてでございます。救急

患者のいわゆる「たらい回し」を防ぐために、

改正消防法の施行（平成21年10月）を受けて、

消防、医療の連携強化による救急搬送の改善に

取り組まれております。しかしながら、改正後

も、受け入れ照会４回以上並びに現場滞在時

間30分以上の事案件数が改善されていない実態

が明らかになりました。宮崎県の年間搬送人員

は３万5,000人余でありますが、特に救命救急セ

ンター搬送事案における受け入れ照会回数４回

以上が5.7％、全国平均は3.8％、現場滞在30分

以上も5.6％、全国は5.0％と、いずれも全国を

上回っております。特に懸念すべきは、救急セ

ンターにおける受け入れ率が75.07％で、全国平

均の92.9％を大きく下回っているところであり

ます。そこで、本県の救急車の出動件数の状況

について、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 消防庁が発表した

数値によりますと、本県の過去３年間の救急出

動件数は、平成21年が３万6,564件、平成22年が

３万8,850件、平成23年度、これは速報値になり

ますが、前年に比べ2,551件増の４万1,401件と
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なっております。

○重松幸次郎議員 そのように年々ふえ続けて

いるようでありますが、そこで県に提案を申し

上げたいのは、ＩＣＴを活用した救急医療情報

システムの導入でございます。佐賀県が平成23

年４月に、タブレット端末を利用した新しい救

急医療情報システム「９９さがネット」を稼働

させました。このシステムは全国で初めてであ

ります。県内すべての救急車55台に多機能情報

端末ｉＰａｄを搭載し、配備し、救急医療現場

の「見える化」を実現させました。この新シス

テムは、医療機関側が受け入れ可否情報を提供

し、救急隊は患者の搬送先や事故種別など９項

目をｉＰａｄで入力し、医療機関ごとに最新搬

送日時と24時間内の搬送実績、受け入れ不可の

理由など、最新情報がわかる仕組みになってい

ます。また、搬送実績をデータ分析でき、救急

医療の改善に活用できるとあります。このよう

に、佐賀県の集計によると、導入開始以降、搬

送時間が２分短縮されたほか、これまで救急搬

送が集中していた３次医療機関に運び込まれる

患者の数が減ったという成果が報告されており

ます。この新システムはクラウド型を採用して

いるため、簡単なカスタマイズをすれば他の自

治体でも利用ができ、また運用コストも削減で

きるというメリットがあります。さらには、こ

のシステムに一般住民向けの医療機関情報シス

テムが連動運用されており、家のパソコンから

でも、わかりやすい医療機関検索で、夜間や休

日のけが、急病で困ったときに利用すれば、病

名、受診科目や、緊急時か、それ以外かを区別

して紹介されるので、不要な119番やコンビニ受

診を減らす工夫がなされております。宮崎県と

してこのシステムを導入できないか、福祉保健

部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県では、救

急患者を受け入れる病院の空きベッド情報や当

直診療科の情報を提供いたします救急医療情報

システムを平成13年度から導入しておりました

が、県内では救急患者の搬送先がある程度限定

されることなどから、平成19年度に廃止したと

ころでございます。御提案の佐賀県のシステム

でございますが、救急隊が患者の搬送先や疾病

状況等を随時入力することで、医療機関ごとの

受け入れ状況を関係者が常に共有できるといっ

た機能もあると伺っております。当システムの

本県への導入につきましては、従前の本県のシ

ステムとの違いや導入した場合の効果等につき

まして、今後研究してまいりたいというふうに

考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。救

急救命医療の万全の体制構築のため、ぜひとも

導入を検討していただきますよう要望いたしま

す。

以上で、少々早いですが、私の質問を終了い

たします。本当にありがとうございました。

（拍手）

○十屋幸平副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時43分散会


