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午前 10時０分開議
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1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 図 師 博 規 （日 日 新）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 黒 木 正 一 （自由民主党）

6番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

7番 内 村 仁 子 （ 同 ）

8番 岩 下 斌 彦 （ 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 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

15番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

16番 太 田 清 海 （ 同 ）

17番 田 口 雄 二 （新みやざき）

18番 西 村 賢 （ 同 ）

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 横 田 照 夫 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24番 押 川 修一郎 （ 同 ）

25番 外 山 衛 （ 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 十 屋 幸 平 （ 同 ）

34番 中 野 廣 明 （ 同 ）

35番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 中 野 一 則 （ 同 ）
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議 事 課 長 福 嶋 幸 徳
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議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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◎ 議案第32号追加上程

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名、全

員でございます。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が、お手元

に配付のとおり、知事より議案第32号の送付を

受けましたので、これを日程に追加し、議題と

することに御異議ありませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

○外山三博議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。ただいま提案いたしました議案第32号

について御説明申し上げます。

議案第32号は、収用委員会委員齊藤晃一氏が

平成24年12月28日をもって任期満了となります

ので、その後任委員として、同じく齊藤晃一氏

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。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

〔降壇〕

○外山三博議長 知事の説明は終わりました。

◎ 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。１番バッターを務めさせていただき

ます。23日、ちょうど勤労感謝の日でありまし

たが、宮崎牛連続日本一の県民感謝祭があり、

参加させていただきました。生産者、関係者の

努力に敬意を表したいと思います。パレードを

する中で、沿道から「おめでとう、おめでと

う」という多くの声援を聞いて、多くの方々に

応援していただいたんだなと改めて思いまし

た。「気づいたおかげより、気づかぬおかげの

ほうがはるかに大きい」と言った人がいます

が、口蹄疫では、畜産農家以外の多くの人に影

響が及びました。単なるお祝いだけでなく、県

民のおかげへの感謝を込めたイベントは、大変

意義があったと思います。こういうパレードに

参加できたことは本当にうれしいことでした。

企画した関係者にお礼を申し上げます。

それでは、主として、来年度予算重点施策に

ついて質問をいたします。まず、記紀編さ

ん1300年記念事業についてお尋ねします。

議会初日、議長の提案により、古代衣装で本

会議に臨みましたが、議会もみんなでこの事業

に取り組もうという決意を内外にアピールする

ことになったのではないかと思います。10月に

部会の調査で、島根、奈良、両県の取り組みに

ついて調査に行きました。島根は平成25年の

「平成の大遷宮」に至る３年間の「神々の国し

まね」プロジェクト、奈良は本県と同じ９年間

の「記紀・万葉プロジェクト」。島根は出雲大

社という拠点があり、奈良は県内各地に国宝級

の神社・仏閣があるなど、本県とは条件が異な

り、宮崎独自の取り組みが必要というふうに感

じました。話を聞いて、両県に共通していると

平成24年11月27日(火)
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思ったのは、知事の強力な推進力、そして議会

が一致して積極的に取り組んでいるということ

でした。奈良県で現地を案内してもらいました

が、乗せていただいた２台の車のナンバーはど

ちらとも1300でこだわり、意気込みを感じまし

た。そして、どちらの県庁職員ももてなしの心

にあふれていました。奈良においては、職員に

少しでも「記紀・万葉」に興味を持ってもら

い、それを活用した施策を推進するために、職

員のための「記紀・万葉プロジェクト」基礎知

識集を作成しておりました。まず職員が「記紀

・万葉」を理解し、歴史を活用した施策に役立

てていこうという取り組みは、プロジェクトを

県民挙げて進めるためには大切なことではない

かと思いました。本県においては、庁内推進本

部や庁内若手ワーキングチームを設置するな

ど、部局横断的に取り組むことになっておりま

すが、全庁挙げての取り組みについて、知事の

考えをお伺いいたします。

次に、学校教育での取り組みについてお尋ね

します。島根県、奈良県とも副読本等を活用し

たり、積極的に取り組んでいると感じました。

本県においても取り組んでいるということであ

りますが、次年度の重点施策に「本県の神話・

伝承等を次世代へとつなぐ取組の強化」とあり

ます。現状と今後の取り組みについてお伺いし

ます。本県の場合、広範囲に神話・伝承があ

り、子供たちがそれぞれのふるさとの歴史への

理解を深めることで自信や誇りを持つようにな

ることは、大変意義のあることではないかと思

います。子供が話題にすることで、親も興味を

持つようになることにもつながるのではないか

と思いますが、学校教育における取り組みにつ

いて、教育長にお伺いいたします。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

記紀編さん1300年記念事業についてでありま

す。この記念事業を盛り上げていくためには、

県庁内の各部局におきまして、「古事記」や

「神話」をそれぞれの事業に関連づけ、いわば

スパイスとして、その一つの味つけとして活用

していくことが大変重要だと考えており、私を

トップといたします庁内推進本部や庁内若手ワ

ーキングチームを設置して、部局を超えた自由

な発想で取り組んできたところであります。ま

た、職員向けに有識者を招いての勉強会などに

も取り組んできたところでございます。ことし

は、総合政策部や商工観光労働部、教育委員会

を中心に、古事記編さん1300年を記念した関連

事業やイベントを実施してきたところでありま

す。それに加えまして、例えば、農政水産部に

おいても、総合農業試験場の研究成果を生かし

まして、県立高原高校での古代米アートに種を

提供したり、教育委員会主催のシンポジウムに

おきまして、本県の神話や伝説にちなんだ「神

話シリーズスイートピー」のＰＲを行ったりも

しております。さらに、県土整備部におきまし

ても、「全国なぎさシンポジウムｉｎみやざ

き」において、古事記をコンセプトに据えたパ

ネルディスカッションを行うなど─これは大

変おもしろいと思ったんですが、津波等の防災

というものを中心に据えながらも、古事記とい

う要素、さらにはサーフィンなどの波旅という

要素も絡めた、非常にクロスオーバーな形での

ディスカッションが行われたところでありま

す。こうした部局横断的な取り組みを展開して

きたところでありまして、今後とも、部局間の

情報共有・連携を図りながら、全庁を挙げて推

平成24年11月27日(火)
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進してまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

小中学校におきましては、県内各地にある数

多くの神話や伝承を活用して、例えば、総合的

な学習の時間などに、地域に伝わる神話や神楽

について調べたり、学んだことをもとに、その

ことを踊りや劇にして披露したりするなどのふ

るさと学習に取り組んでいるところでありま

す。高等学校におきましても、来週になります

が、実は、東京有楽町の駅前にあるイベント広

場で、高千穂高校生が修学旅行を利用して、高

千穂神楽を東京の方々に３回披露するというよ

うなことなどを予定しているところでありま

す。さらに、県教育委員会におきましては、本

年度新たに、小学校社会科副読本の中に神話や

伝承に関する紹介ページを設けるとともに、郷

土宮崎について学ぶ県の教育用ホームページ

「ひむか学」の充実を図っているところでござ

います。また、宮崎ゆかりの神話や伝承を集め

て作成しました冊子「みやざき言の葉」の活用

なども進めております。今後とも、子供たちが

神話や伝承に親しみながら、郷土に対する誇り

や愛着を育むことができるよう、学習の充実に

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〕

○黒木正一議員 奈良県に行きましたときに、

観光行政のあり方について、担当の職員の方か

ら熱心な思いを聞かせていただきました。普通

考えられがちな行政のプロセスというのは、ま

ず１番目に誘客の促進を図る、それが来訪者の

増加になりまして、２番目に経済効果となっ

て、３番目に郷土の誇りにつながるということ

であるけれども、一方、本当はこうありたいと

思う観光行政というのは、１番目に住民の方々

が地域のすばらしさに気づく、２番目にそのこ

とから郷土の誇りが醸成される、３番目に自分

が愛する地域をみんなに見てほしいと感じる、

４番目にそれを多くの人に伝えることで来訪者

が増加する、その結果として５番目に経済効果

が上がる、これが本当にいい観光行政のプロセ

スではないかという話をお聞きしました。有名

な観光スポットの多い県だから言えることかも

しれませんけれども、自信たっぷりに説明して

いただいた担当職員は、長い間、観光行政に携

わってきたということでありまして、関係する

職員からも一目置かれているようで、話を聞き

ながら、スペシャリストを養成することも大切

なことではないかというふうに思いました。一

度話を聞いただけで人間を判断してはいけない

と思いますし、また、本県の職員が劣っている

と、そういうようなつもりもありませんけれど

も、特に、今回のプロジェクトのように９年に

及ぶ事業に本気で取り組むには、次々に異動す

ることなく、専門性を高めることも重要ではな

いかというふうに考えますが、人事の考え方に

ついて、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今お話を伺っておりま

して、観光なりのあり方というもの、まさに議

員のおっしゃるとおりだと思ったところであり

ます。地域に対する愛着や自信や誇り、それに

根差した観光ＰＲというものが大事なのではな

いかというふうに感じるところでございます。

そういった取り組みを進めていく上でも、人事

のあり方、人材養成のあり方は、大変重要なも

のだというふうに考えております。一般的に

は、基礎的な知識や能力というものを身につけ

てもらうために、入庁から一定期間につきまし

ては、幅広く複数の分野の業務を経験できるよ



- 15 -

平成24年11月27日(火)

うなジョブローテーションを行っているところ

でありますが、一方で、高い専門性や広い視野

を持った職員を養成する必要もあるところでご

ざいます。例えば、研究部門でありますとか農

政における普及部門、また税とか福祉、そう

いった部門などは、業務上の必要性や本人の適

性、希望なども踏まえまして、在課期間、特定

の組織に在籍する期間を長くするとか、また複

数回そこに配置するなど、そういう専門性の高

い職員の育成にも努めているところでありま

す。業務の内容、また、その時々の課題に応じ

て、そのような人材育成に努めてまいりたいと

考えております。

○黒木正一議員 現在の人事異動のあり方とい

うものは、長い間ででき上がった一番合理的な

仕組みなのかもしれません。今、知事が言われ

ました農業の技術職の件でありますけれども、

以前に、ある地域で、あと１年この職員がいて

くれたら軌道に乗るので、何とかあと１年おっ

てくれるわけにはいかんかということで、職員

本人の方も１年おって何とか軌道に乗せたいと

いう話がありました。こういう話があるがとい

うことで相談をいたしましたところ、「この職

員を潰すんですか」と言われまして、そういう

ことを言われたら、こちらも引き下がらざるを

得ないということがありましたけれども、こう

いう人を潰すのではなくて、生かしていくよう

な組織づくりが必要なのではないかなと、その

ときに感じました。臨機応変な対応、それか

ら、もう少しローテーションの期間を長くする

ことの検討など、県民のために職員が十分な能

力を発揮できる仕組みづくりが必要ではないか

ということで質問をいたしました。

次に、重点施策にあります防災力強化・減災

対策について、南海トラフ地震等の被害想定が

企業誘致に及ぼす影響についてお尋ねいたしま

す。南海トラフ地震による津波等の被害想定、

深層崩壊推定頻度マップが相次いで公表されま

した。両方の被害想定地図を重ね合わせます

と、本県には安全地域はほとんどなく、自然災

害が多い、人の住む場所ではない地域と思われ

かねない県となります。東日本大震災を受け、

想定外を想定したものと思われますが、宮崎県

にとっては大きなイメージダウンと言えるので

はないかと思います。南海トラフ地震の想定公

表以降、太平洋沿岸以外に拠点を分散させリス

クを減らすなど、その対策を本格化する企業も

あると聞きますが、本県への影響はないのか、

また、次年度重点施策には「地域の特色を生か

す戦略的企業立地」とありますけれども、今後

の取り組みについても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） 南海トラ

フ巨大地震につきましては、本県において津波

等による大きな被害が想定されておりますが、

その被害想定が公表された８月29日以降、16件

を立地企業として認定しており、今のところ、

大きな影響は見られないところであります。ま

た、昨年の東日本大震災以降、４社がリスク分

散も踏まえて本県へ進出を決定した例に見られ

ますように、本県は、現時点において確認され

た活断層がほとんどなく、直下型地震が発生す

る可能性が低いと思われることや、航空路線が

充実していることなど、リスク分散の適地とし

ての評価も得ているところであります。今後と

も、企業立地活動に当たりましては、恵まれた

自然や住環境、豊富で良質な労働力など、本県

の優位性をアピールするとともに、本県の地域

資源や特性を生かして、食品関連産業や医療機

器関連産業など４つの重点分野を中心に、戦略
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的な立地活動に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○黒木正一議員 非常に心配しての質問だった

んですけれども、前向きに明るい答弁をいただ

きました。高速道も大きく前進しますし、これ

からも優位性をアピールし続けていくことは、

非常に大事なことではないかというふうに思い

ます。ただ、被害想定が出てからまだ余り期間

がありませんので、やはりしっかりした防災対

策に今後取り組む必要があるのではないかとい

うふうに思います。

次に、深層崩壊対策についてお伺いいたしま

す。深層崩壊推定頻度マップを見ますと、本県

は危険度が最も高いとされる面積の割合が38

％、これは全国で２番目、九州で１番、海だけ

でなく、山津波の危険が最も大きい県というこ

とになります。ことし７月の九州北部豪雨で

は、阿蘇一の宮町で６名が死亡するなど、熊

本、大分、福岡の３県で死者、行方不明者合わ

せて32名が出る大災害となりました。私も阿蘇

に行ってみましたけれども、なぜここが壊れる

のかというようなところがあちこちにありまし

た。それが深層崩壊かどうかはわかりませんけ

れども、自然災害の恐ろしさを見てきました。

昨年の台風12号では、奈良県で死者、行方不明

者合わせて22名となる豪雨がありました。本県

においては、平成17年の台風14号で何カ所も深

層崩壊が起きるなど、これまで経験したことの

ない豪雨が多くなっております。避難所で被災

する例もあり、避難地の再検討、また対策を見

直す必要があると思われますが、県の深層崩壊

対策について、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

○県土整備部長（濱田良和君） 深層崩壊につ

きましては、ことし９月に国土交通省から第２

回目の調査結果が発表され、この中で、平成22

年８月の第１回発表におきまして、特に発生頻

度が高いと推定された地域について、４段階に

分けた危険度が示されたところであります。こ

れを受けまして、九州地方整備局においては、

このような地域を中心に、大規模な崩壊が発生

した場所を震動センサーにより検知するための

システムを整備するとともに、住民の避難を支

援できる体制の構築を図るなど、ソフト対策の

検討を行うと聞いております。県といたしまし

ては、深層崩壊に係る調査結果等を広く県民に

周知を図りますとともに、今後とも、国や関係

市町村と連携を図りながら、深層崩壊を見据え

た警戒避難体制のあり方についても協議を進め

てまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 このような被害想定が発表さ

れますと、心配されることが幾つかあります。

例えば、南海トラフ地震の被害想定では、津波

から逃げおくれれば死者は最大４万2,000人、県

全体で１万2,390ヘクタールが浸水すると想定さ

れており、２メートル以上の浸水では、木造住

宅の４割以上が倒壊すると報道されておりま

す。２メートル以上の浸水面積は、7,610ヘクタ

ールにも及ぶとされております。「県産材を使

いましょう」ということで、知事はテレビコマ

ーシャルに出ておりますけれども、木材の需要

拡大を目指す中で、影響が出るのではないかと

いうふうに心配もされます。「正しく恐れる」

ということを強調しておりますけれども、これ

は最悪の場合ですよということを理解してもら

うような情報の出し方が必要じゃないかという

ふうに常々思います。いずれにいたしまして

も、本県は、全国一の自然災害の危険な県であ

り、防災対策の最も必要な県と言えると思いま

す。市町村と連携し、徹底したハード・ソフト
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合わせた防災対策を練るべきであると考えま

す。国もこのような被害想定を公表したからに

は対策をする責任があると思います。復興予算

の使い方の問題で、防災予算の見直しの動きと

いうようなこともあるようですけれども、防災

予算の確保の取り組みについて、知事の考えを

お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 防災対策につきまして

は、私もかねがね常在危機という認識のもと

に、その緊急性、重要性を訴え、取り組んでき

たところでありますが、来年度の予算編成方針

の中でも特に重点的な施策として位置づけまし

て、先日も、従来の考え方の枠にとらわれず

に、具体的な検討を進めるよう、改めて指示し

たところであります。特に、南海トラフ巨大地

震につきましては、御指摘のような非常に大き

な被害想定が示されているところであります。

危機感を持って、先日も国に対しまして、特別

措置法の制定や財政的な支援、社会資本の整備

などにつきまして、直接防災担当大臣や国土交

通大臣にお会いするなどして、強く要望を行っ

てきたところであり、沿岸の９県の知事での連

携をしての要望というのも取り組んでおりま

す。また、本県におきましては、現在、九州ブ

ロック協議会の幹事県といたしまして、九州各

県や関係機関との調整役を果たしているところ

であり、12月には、県内の沿岸部全ての市・町

との協議会を設置しまして、相互連携を強化し

ながら対策を推進することとしておるところで

ございます。今後とも、国に対しまして、九州

各県や県内の意見も集約しながら、必要な予算

の確保など、積極的に提案要望活動を進めてま

いりたいと考えております。

○黒木正一議員 東日本大震災の津波で、ある

町の防災対策庁舎にいた町の職員の方々が犠牲

になり、町長が高台に避難させなかったのが原

因として、町長を業務上過失致死容疑で告訴

し、受理されたという報道がありました。きの

うは、その現場検証のニュースが流れておりま

したけれども、被害想定が公表されれば、想定

外では済まされない責任が出てくるのではない

かというふうに思います。市町村と連携して、

しっかり取り組んでいただくようにお願いして

おきたいというふうに思います。

次に、林業の問題についてお伺いします。

重点施策の中にも「持続可能な林業・木材産

業の構築に向けた取組の強化」というふうにあ

りますが、木材価格の急落を受けて、木材価格

対策特命チームが６月に設置されました。その

取り組みとしては、現状把握や原因分析、今回

の木材価格下落対策の検討とか対策の推進とい

うことでありましたけれども、どのような検討

がなされ、どのように取り組んできたのか、ま

た、この特命チームはいつまで設置するのかを

環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 木材価格対策

特命チームにつきましては、今回の価格下落の

原因分析のほか、林業関係団体等との意見交換

を行いながら、必要な対策を検討してきたとこ

ろであります。これに基づき、当面の緊急的な

対策として、国有林を初めとする関係団体とと

もに、立木伐採や販売時期の先送りなど、出材

抑制に取り組んだところであります。さらに、

９月補正予算におきまして、下刈りの２回刈り

を補助対象として拡大し、素材生産に携わる作

業員の雇用の場を確保したほか、乾燥柱材の提

供等による県産材活用住宅の建設を促進するな

ど、当面必要な対策を取りまとめたところでご

ざいます。現在、木材価格は持ち直しておりま

すが、まだまだ予断を許さない状況にあります
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ので、特命チームにつきましては、当分の間、

存続し、関係団体等と連携を図りながら、木材

価格の動向把握や安定化に向けた対策の検討を

行ってまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 財政状況が非常に厳しい中、

前回は苦労して補正予算を組んでいただいたの

ではないかというふうに思います。しかし、原

木市場の話では、出荷調整が行われ、価格はや

や持ち直したと、それに伴い出荷がふえて、ま

た安くなりつつあるという話でありました。県

森連の東郷センターによりますと、杉材の総平

均は、11月５日に8,900円であったものが、11

月20日には8,300円に落ちております。正月前後

にかけて、また暴落といううわさも流れており

ます。生産量よりも成長量のほうが多い構造の

中で、需給バランス調整のための流通システム

の見直しをしなければ、買い手市場は永遠に変

わらないというふうに思います。特命チームが

続くのであれば、そういうことにもぜひ取り組

んでもらいたいというふうに思います。西米良

村が行った「平成の江戸見物事業」として、高

齢者が２泊３日で、皇居、スカイツリー、富士

山、箱根を回ったというのが話題になりまし

た。その必要経費は、2,300ヘクタールある村有

林からの間伐材販売収入で賄った。そして、自

己負担は旅費の約３分の１であったそうであり

ますが、木材価格が高ければ自己負担はもっと

少なかったのかもしれませんけれども……。そ

の中で、村長さんが「皆さんに木を植えておい

てよかったと言ってもらえた。山がなかったら

できなかった事業。一つ恩返しができた」と

言ったことが報道されておりました。苦労して

山を育てた人に、少しでも恩返しができるよう

な仕組みができることを願いたいというふうに

思います。

次に、大径材の対策についてお尋ねいたしま

す。大径材が今後次第に増加する、いわゆる木

材の高齢化が問題となってくることが確実で

す。大径材の製品化に向けた研究開発や利用を

どう拡大していくかは、今後の大きな課題と言

えます。加工施設の整備にも取り組む必要があ

ると考えますが、現在の取り組み状況と今後の

対応について、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

○環境森林部長（堀野 誠君） 大径材は、柱

・桁材等の構造材から板材まで多様な材が製材

できることから、県では、木材業界と住宅業界

が協働して行う大径材を活用した家づくりに対

して、支援を行っているところであります。一

方、大径材は、歩どまりの低下や均一な乾燥が

難しいといった課題もあることから、木材利用

技術センターでは、効率的な木取りや乾燥技術

の開発のほか、民間事業体と連携して行う大径

材を活用した集成材の開発などに取り組んでお

ります。さらに、国の事業を活用し、大径材に

対応したプレカット施設や集成材加工施設の整

備に取り組んでいるところであります。今後と

も、大径材の製品化に向けた研究開発や利用拡

大、大径材に対応した施設整備に取り組んでま

いりたいと考えております。

○黒木正一議員 記紀・万葉プロジェクトの調

査のときに奈良に行きまして、そこで話を聞い

たんですけれども、奈良の東大寺大仏殿の東側

に樹齢200年を超す杉が一列に並んでいる、そこ

に子供を連れていって、何でここに植わってい

るのかということを教えるんですよということ

でした。それは公慶杉という杉なんだそうで

す。江戸時代の初めに大仏殿の再建に尽力した

公慶という僧侶─大仏殿が戦によって焼失し

た、大仏が雨ざらしになった、再建を決意し
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て、全国を歩き回って、生涯をその復興に捧げ

た僧侶であり、亡くなってから４年後に大仏殿

は再建されたということであります─が、自

分のことだけでなく、200年、300年後の大仏様

や大仏様を守る人たちのことを考えて植えたの

で、今、公慶杉と言われていると、それを子供

たちに教えるんだという話をしておりました。

現在、木材価格が非常に安くなっておりまし

て、将来の森林づくりへ向けた意欲というもの

が非常に乏しいものがあるというふうに思いま

す。そこで、次のどういう森林をつくるかとい

うのは、我々の世代に課せられた課題ではない

かと思うんですけれども、苗木生産の振興につ

いてお尋ねいたします。森林・林業長期計画に

よりますと、平成32年の造林面積目標は1,900ヘ

クタールとなっております。現在は1,500ヘクタ

ール前後でありますから、苗木の増産が必要と

なります。苗木生産の状況を聞いてみますと、

高齢化が進んでおり、本県の高い生産技術を継

承する生産者の育成など、苗木生産の振興策が

必要と考えますが、取り組みについて、また、

林業技術センターにおいて、新たな苗木生産技

術の研究を行ってきておりますが、その取り組

み状況についても、環境森林部長にお伺いしま

す。

○環境森林部長（堀野 誠君） 県内の民有林

においては、今後、森林資源の充実に伴い伐採

面積の増加が見込まれることから、必要な苗木

の安定供給が重要であります。このため、県で

は、苗木生産業者の登録に必要な講習会を開催

するとともに、県が管理する母樹林の穂木を生

産者へ供給し、新規の苗木生産者を育成するな

ど、苗木生産の振興に努めております。また、

林業技術センターでは、小型挿し穂やコンテナ

苗による省力化生産技術を開発したところであ

ります。特に、コンテナ苗は、生産者にとって

は、苗木の管理がしやすくなることや年間を通

じた出荷ができること、造林者にとっては、植

林作業の効率化が図られることや苗木の活着が

よくなることなどのメリットがありますので、

その普及に努めるとともに、今後とも、生産技

術の改良に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○黒木正一議員 次に、水産業の振興について

お尋ねいたします。

浮き魚礁「うみさち３号」の再設置につい

て、このことについては、前回の議会において

後藤議員が質問いたしました。そのときに、原

因究明委員会を設置し、事故の再発防止を図

り、再設置に向け、国と具体的な協議を進める

という答弁でありました。海は山の鏡と思いま

すが、山が厳しければ海も厳しい。水産業は、

資源の減少、魚価安、後継者難、魚食離れなど

難問山積。漁業者の自助努力で解決できる部分

もありますが、多くは複合的な要素が絡む構造

的な問題と考えられます。この浮き魚礁「うみ

さち３号」の周りでは、かつてはキハダマグロ

などもとれるなど、漁業者にとっては大変重要

な魚礁であったと聞いております。再設置に向

けてはどう進んでいるのか、知事にお伺いしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 浮き魚礁「うみさち３

号」の流出事故につきましては、現在、外部有

識者を含む流出原因究明委員会を設置して、原

因究明及び事故の再発防止策につきまして審議

を進めているところであります。一方、地元の

漁業者のことを考えますと、早急な再設置とい

うものが必要でございまして、今後は、この委

員会における審議内容も踏まえ、事故の再発防

止の徹底を図るとともに、早期の再設置に向け
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まして、国と補助事業活用の協議というものを

並行して進めているところであります。

○黒木正一議員 海面漁業も非常に厳しい状況

にありますが、国内の内水面漁業を見てみます

と、非常に厳しいという状況にあるようです。

漁業の生産量、それから生産額、いずれもピー

ク時からするとかなり減少しておりますし、ま

た、養殖生産額も、最近はウナギ価格の上昇に

よって増加傾向にありますけれども、ピーク時

からしたら半減しているという状況にあるよう

です。遊漁者数も、平成５年には1,343万人いた

ものが、平成20年には319万人と激減しておりま

す。内水面漁業の生産量というのは、統計のと

り方が何度も変わって非常にわかりづらい面が

ありますけれども、本県における養殖の生産量

はどうなっているのかをお伺いします。また、

今後の振興策についても、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） 本県内水面養

殖業の平成22年の生産量は4,265トン、生産額は

推定で73億円となっておりますが、生産量につ

きましてはほぼ横ばい、生産額は年々増加傾向

で推移しております。本県内水面養殖業の主体

となっているウナギの振興につきましては、シ

ラスウナギの採捕量の減少など深刻でございま

すので、稚魚や親ウナギの資源管理を推進しつ

つ、消費拡大のためのＰＲにもあわせて取り組

んでいるところでございます。また、全国で唯

一、稚魚の安定供給が可能となったチョウザメ

については、日本一の産地確立、100億円産業の

創出を目指しているところでございます。今後

とも、養殖業者や関係機関との連携を図りなが

ら、本県内水面養殖業の一層の振興に努めてま

いりたいと考えております。

○黒木正一議員 本県の内水面養殖において

は、生産額も増加しているということでありま

すが、ウナギの資源管理に取り組み、また、

チョウザメの養殖など夢のある事業を進めるな

ど、振興に積極的であるというふうに思いま

す。ただ、最近、内水面漁業の新たな問題とし

て、カワウの捕食が指摘されています。私が通

ります耳川流域でも見かけますし、椎葉のダム

湖にも生息しております。鹿と同じように、40

年前はほとんどいなかったようでありますけれ

ども、今や全国各地に広がり、１羽で１日に500

グラムの魚を餌にしており、これは信じられな

いことでありますけれども、全国の内水面漁獲

量約４万トンの４分の１をカワウが捕食してい

るとも言われているようです。本県でも稚魚を

放流しますが、放流直後は動きがよくないの

で、かなり捕食されるのではないかというふう

に思います。魚の住む豊かな川づくりのために

は、今後、注視していくことが必要ではないか

というふうに思います。

次に、農業政策で、口蹄疫、鳥インフルエン

ザ等の防疫対策についてお尋ねします。和牛能

力共進会において本県が連続日本一と新聞に大

きく報道された隅に、小さく、台湾で口蹄疫発

生の記事が載っておりました。10月16日には、

口蹄疫の埋却地の再生支援を農水省に要望した

ときに、副大臣の「まだ菌は生きている」とい

う発言が問題になりましたが、口蹄疫のあの惨

状を忘れることが一番の敵ではないかと思いま

す。本県は、演習や研修会を行うなど、その対

策に懸命であるというふうに思います。口蹄疫

に加え、渡り鳥の飛来が本格化する中、鳥イン

フルエンザ対策も重要であると思います。防疫

日本一を目指す本県の取り組みについて、ま

た、口蹄疫、鳥インフルエンザの近隣諸国にお

ける発生状況はどうなっているのか、農政水産
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部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 家畜防疫につ

きましては、「二度と同じ事態を引き起こさな

い」を目標に、さまざまな取り組みを行ってい

るところでございますが、今回の全共２連覇を

踏まえ、「防疫も日本一」を目指して、さらに

取り組みを強化していきたいと考えておりま

す。例えば、水際防疫につきましては、国際線

ばかりでなく、国内線においても靴底消毒等の

さらなる徹底を図っており、農場防疫では、家

畜防疫員による巡回指導に加え、日ごろから農

家を訪問する機会の多い獣医師等の協力も得

て、農家の防疫意識の向上に努めております。

また、迅速な防疫措置を徹底するため、防疫演

習等を定期的に実施しているところでございま

す。近隣諸国におきましても、口蹄疫について

は、台湾で９月と10月に、また中国で11月24日

に豚で発生が確認されております。高病原性鳥

インフルエンザについては、９月に中国で発生

しており、リスクの高い状況が続いております

ので、今後も防疫体制の一層の強化に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 本県におきましては、県境を

越えた合同演習も行うなどしているというふう

にも聞いておりますが、近隣諸国で発生してお

り、全く油断はできない状況にあると考えられ

ます。近隣諸国との連携、情報交換により、よ

り効果的な対策も必要であるというふうに思い

ます。さすが口蹄疫を経験した宮崎県と言われ

るように、気を緩めることなく対策を続けてい

ただくようにお願いしたいというふうに思いま

す。

次に、飼料価格対策についてお尋ねします。

７月の初めに、アメリカの農業事情視察に行っ

てきました。シカゴの近くの畑作農場に行きま

したが、半世紀に一度の干ばつということで、

トウモロコシも枯れ始めた畑がありましたし、

大豆も例年の半分の成長しかないという状況

で、これは大変なことになるという思いがいた

しました。予感のとおり、大干ばつとなり、ま

た、ヨーロッパの乾燥、凍害などによって穀物

生産量が減少、トウモロコシ、大豆の国際価格

は史上最高値を更新しました。日本の穀物自給

率は26％で、輸入に依存しており、特にアメリ

カの作柄に大きく影響されることから価格高騰

が懸念されます。日本一にはなったけれども、

飼料・燃油高など、畜産を取り巻く環境は厳し

いものがあります。日本一になってよかった、

努力してよかったと言える対策が必要と思いま

す。そのためには、生産費の多くを占める飼料

価格対策も大事と思いますが、その対策につい

て、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 畜産経営に大

きな影響を与える配合飼料価格は、昨今、大幅

に上昇しており、農家に大きな不安を与えてお

ります。このような状況を受け、先般、知事と

関係団体により、配合飼料価格安定制度の拡充

と財源確保等について、国への緊急要請を行っ

たところであります。また、今後の畜産の持続

的安定のためには、輸入飼料にできるだけ依存

しない畜産経営の確立が極めて重要であり、現

在、検討を進めております「畜産新生」におい

ても、重要なテーマとして位置づけておりま

す。今後、配合飼料の原料として有望な飼料用

米の利用を推進するとともに、食品残渣などを

活用したエコフィード等にも取り組んでまいり

たいと考えております。

○黒木正一議員 今言われましたように、確か

に、飼料自給への取り組みが今後の畜産振興に

とって極めて重要なことであると、これはアメ
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リカの現場でつくづく思いました。中国が輸入

国としてシェアを拡大しており、逆に日本の相

対的地位が低くなっていました。アメリカから

の大豆輸出量の55％が中国向けで、トウモロコ

シもふえており、今は日本が最大の輸出先であ

りますけれども、中国が加わって、メキシコ、

韓国、エジプトとの５カ国で奪い合うおそれが

あり、その上、バイオ燃料政策でトウモロコシ

生産量の約４割がエタノール用に回っており、

穀物争奪戦が国の内外で始まっているというこ

とでした。シカゴ郊外の畑作農場で大豆畑に案

内されましたが、広大な畑に一本の雑草も生え

ていない、除草剤耐性遺伝子組み換え大豆、い

わゆるＧＭ大豆は、アメリカの大豆生産量の94

％を占め、トウモロコシは、害虫抵抗性ＧＭ品

種が88％を占めているという現実を目の当たり

にしました。私は、30数年前、農業研修生とし

てアメリカ中西部に行きましたが、そのころか

らしますと、トウモロコシの単位収量は、品種

改良が進み、約２倍になっておりました。ま

た、当時、将来的に世界の人口が爆発的に増加

するとして、畜産用の作物から人間のための食

料生産に人道的に変えざるを得ないという考え

から、のこくずを肉用牛の飼料にする研究など

が行われており、人間的なところも少しはある

国かなと思ったものでしたが、ますますビジネ

ス化しているというふうに思いました。そし

て、最も気になったのは、ＧＭ作物を開発して

いる種子会社が寡占化していることでした。

「種子を制する者は世界を制する」と言われる

んだそうですけれども、ほんの一握りの種子会

社が世界の食料供給全体を握ることにならない

か心配されます。ＧＭ作物種子メーカーの寡占

化の結果として、種子価格の急上昇、農薬使用

量の増加が指摘されています。

さて、ＴＰＰのことが総選挙の争点になろう

としています。参加することによるデメリット

の一つとして、食品安全基準の緩和やＧＭ食品

の表示ルール撤廃が言われています。どういう

影響が日本に考えられるのか、農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 国内の食品安

全に関する基準は、科学的知見を基礎に、安全

な食品を求める消費者の思いにこたえる形で確

立されたものでありますので、農産物に対する

消費者の信頼感のベースとなっております。こ

のため、仮に、残留農薬基準の内容が拙速に他

国のものと平準化されたり、遺伝子組み換え食

品の表示の義務づけが不要となったりすれば、

消費者がこれまで日本産の農産物に対して抱い

ていた安心・信頼感のイメージが揺らぎ、生産

現場を含めて大きな影響を受けることが懸念さ

れると考えております。

○黒木正一議員 詳しいことはよくわからない

けれども、大きな影響が心配されるということ

であったと思います。アメリカでは、３カ所の

農場を視察しました。そこで「ＴＰＰについて

どう思いますか」と聞きましたが、どこも関心

を持っていませんでした。「それは何の略です

か」と聞き返されたところもありました。世界

戦略を狙うグローバル企業のためではないかと

いうふうに思いました。知事は、ＴＰＰ参加表

明は拙速として、国に対して反対の要請を行っ

たと聞いておりますが、十分な情報を知らせな

いまま、重要な問題を選挙の争点にするという

のは、許されないことだというふうに思いま

す。

それでは次に、地域在来野菜の特産化につい

てお尋ねいたします。現在、出回っている野菜

の種のほとんどはＦ１であり、均一でそろいが
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よく、秀品率が高いので、普及するのは当然と

言えば当然と言えます。Ｆ１は、本来持ってい

る生殖能力に制限をかけていく技術でもあり、

そういう意味からも、昔からあった在来野菜、

固定種を地域野菜として育てていくことは、将

来に向けて意味のあることではないかと思いま

す。本県においては、薬草・地域作物センター

で特産化に向けて取り組んでおりますけれど

も、研究成果などについて、農政水産部長にお

伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 薬草・地域作

物センターにおきましては、地域に在来する遺

伝資源の収集・保存に加えて、形や色などで優

良な系統を選抜し、固定化するといった、地域

における伝統野菜の特産化につながる研究にも

取り組んでおります。例えば、西米良村の糸巻

き大根や旧佐土原町の佐土原ナスで商品化が期

待できるような形質を持つ個体群の選抜を行っ

ており、既に成果の一部を普及に移しているも

のもございます。今後も、地域における伝統野

菜という資源が、販路開拓や加工品開発などを

通じた産地の形成に結びつくよう、積極的な研

究・普及に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○黒木正一議員 今、佐土原ナスの試験研究を

しているということをお聞きしましたが、佐土

原ナスは─私、この前、聞いたんですけれど

も、新潟県はナスの作付面積が全国１位、そし

て新潟市が日本で一番ナスを食べる都市なんだ

そうですが、そこに10種以上の地方品種がある

と。その中で「やきなす」と名づけられた品種

があるそうなんですけれども、そのルーツが佐

土原ナスであって、新潟で地域野菜として活躍

しているということのようです。どうか新潟に

負けないように頑張っていただきたいというふ

うに思います。

この前、知事には平家まつりで椎葉村に来て

いただきまして、武者行列にも参加、源氏方の

先頭の馬に乗って行進いただきましたけれど

も、地元の評判では、よく似合っていたなとい

うことでありました。あそこにいろんな地元の

人が店を出しておりまして、その中の一つに

─食べられたかどうかわかりませんけれども

─黒大豆を出している店がありました。非常

にコクのあるおいしい大豆なんですけれども、

「これはおいしいですね」と、そこの家に行っ

て言いましたところ、「種を持って帰って植え

てみなさい」ということでした。そして、「こ

れはいつまいたらいいんでしょうかね」と聞き

ましたら、「うちの裏山のあのネムノキに花が

咲くときに種をまくんだ」という話でして、自

然と一体となって野菜を栽培している、自然の

前に非常に謙虚な人たちでした。先ほど話しま

したように、今、種子会社が寡占状態になっ

て、世界の食料供給を担おうとしているような

大きなうねりの中で、本当にこれは小さなこと

かもしれません。しかし、在来の今まであった

野菜を大事に種をとってまいていく、そういう

ことも非常に大事ではないかというふうに思い

ますし、そういう人に限って、喜んでもらうな

らお金は要らないというような人たちなんです

ね。そういう人たちに宮崎県にもいつまでも住

み続けてもらいたいし、日本にもそういう人た

ちが住み続けるということがすばらしいこと

じゃないかなというふうに、常々そういう人た

ちに話をして思っております。

余談が長くなって申しわけありませんが、次

に、環境・新エネルギー先進地づくりは特別重

点施策になっておりますけれども、新エネルギ

ービジョンの策定についてお伺いします。こと
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しの夏は全国的に暑い夏でしたけれども、福井

県大飯原発の再稼働を契機として、国会議事堂

が半世紀ぶりにデモ隊に取り囲まれるなど、エ

ネルギー問題をめぐっても、殊のほか熱い夏で

ありました。こうした中、政府は討論型世論調

査とかいうのも実施いたしましたし、原発依存

度ゼロシナリオ支持が全体の約５割を占めたと

いうことで、「国民は省エネをもっと行い、ま

たライフスタイルも変えて、コストが高くなっ

ても再生エネルギーを推進し、国民も発想の転

換をするということを引き受けると読むべき」

ということで、国民の覚悟を求める結論を出し

ましたが、エネルギー基本計画の基本方針とな

る革新的エネルギー・環境戦略に2030年代に原

発稼働ゼロを盛り込むことは、閣議決定は見送

られて、曖昧なものになりました。ただ、そう

いう中にあっても、本県においては、今年度中

のビジョン策定を進めるというふうに聞きます

けれども、今年度策定する理由と、新エネルギ

ービジョン策定に当たっての知事の基本的な考

え方をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 昨年の東日本大震災な

どを契機としまして、エネルギーを取り巻く情

勢は、大きく変化しておるところであります。

そういったことに加え、現在の県の新エネルギ

ービジョンに掲げております太陽光発電やバイ

オマス発電などの目標値が既に達成されている

という状況などを踏まえまして、現状を踏まえ

た新エネルギー施策を推進するために、その指

針となるビジョンというものを今年度中に策定

することが必要ではないかと考えておるところ

でございます。新たなビジョンでは、低炭素社

会の実現など、現ビジョンの基本的方向性に加

えまして、災害に強いエネルギーシステムの構

築を図っていくことを施策の柱として盛り込む

とともに、本県の恵まれた地域資源であります

太陽光やバイオマス、小水力を重点的に取り組

む新エネルギーとして位置づけたところであり

ます。こうした３つの新エネルギーの導入を具

体的に進めるための戦略的プロジェクトに取り

組みまして、県民との協働によります環境・エ

ネルギー先進地づくりの実現に向けて、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。

先ほどの質問でございますが、議員の御指摘

がありました地域在来作物の普及は、大変重要

なことだというふうに考えております。椎葉に

参ったところでございますが、実は平家大根と

か平家カブ、先日、これもいただいたところで

ありまして、非常においしいものであります。

実は、牧元副知事の指示で、県内各地にそのよ

うな西米良の糸巻き大根も含めて在来作物があ

ると、それをもっといろいろＰＲしていくべき

ではないかということで、今、一覧表をつくり

まして、県外からのお客様にそれを説明できる

ような資料も整えておるところでございます。

今後とも、そういった普及等に積極的に取り組

んでまいりたい、そのように考えております。

○黒木正一議員 以上で質問を終わります。

（拍手）

○外山三博議長 次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） ９月議会が

終わった先月、友人から私の携帯に電話があり

ました。体調不良で仕事に復帰できないから、

福祉への相談がしたいとのことでございまし

た。細かな調査があるから身内には事前に相談

しておいたほうがいいと、私が知り得ている範

囲で手続の要領を伝えました。電話の向こうの

声は意外に元気だったことを記憶しています。

数日後、その友人が亡くなったと突然の連絡で
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あります。自殺でございました。突然の訃報

に、しかも自殺という連絡に一時茫然となりま

した。電話をもらったときに、直接会って話を

聞けばよかった、福祉事務所へ一緒に行けばよ

かったと後悔しました。私は、友人のひつぎの

前で、ただただ済まない、助けてあげられずに

ごめんなと手を合わせるしかありませんでし

た。生前見舞いに行くと、仕事に戻るんだと元

気に話していました。でも、今思えば、気丈に

振る舞っていたように思えてなりません。自立

しようにも自立できない人がいます。経済的・

社会的に追い詰められている人には、公助が必

要です。芸能人の親が生活保護を受けていたこ

とをきっかけに、生活保護行政が批判され出し

ました。最近では、生活保護世帯よりも最低賃

金で働く人のほうが生活水準が低いからと、保

護費の減額が検討されています。本末転倒では

ないでしょうか。不正受給は許されるべきでは

ありません。でも、なぜ最低賃金が低過ぎると

論じられないのか、不思議に思います。衆議院

総選挙を目前に控え、ある政党のマニフェスト

に、自分の生活は自分自身や家族による助け合

いで支える自助・自立を基本とした改革が掲げ

てありました。しかし、自立・自助をしたくて

も、その基盤が失われています。ひところ前ま

では、正社員で終身雇用は当たり前でした。親

戚や近隣住民による支え合いもありました。一

方、最後のセーフティーネットである生活保護

は、申請したくてもしにくい空気がつくられて

います。孤立して生活にあえいでいる人を優し

く包む自立のための基盤強化こそが、来る総選

挙で求められる政策の一つではないでしょう

か。議員の、議員による、議員のための政治と

は決別すべきです。グローバル化により、勝ち

残るための行き過ぎた競争は、もうそろそろや

めにすべきだと思います。新自由主義との決別

です。一億総中流であった古きよき時代のいい

ところは取り戻すべきです。もとに戻すべきこ

とは戻す勇気を政治が判断するときだと思いま

す。そこで、生活保護のあり方と雇用問題に

絞って、今回の総選挙に期待する知事の考えの

一端をお聞かせいただきたいと思います。

後は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

生活保護のあり方と雇用の仕組みについてで

あります。この生活保護制度は、生活に困窮す

る全ての国民に対しまして、健康で文化的な最

低限度の生活を保障する制度でありまして、我

が国の社会保障制度における最後のセーフティ

ーネットとして、重要な役割を果たしているも

のと認識しております。現在、国におきまし

て、扶助の適正化と自立の助長を一層促進する

観点などから、生活保護の見直しにつきまして

検討が行われているところでございますが、雇

用制度のあり方なども踏まえながら、また、議

員御指摘の点が多々あったわけでございます

が、十分な議論がなされる必要があると考えて

おるところでございます。雇用につきまして

は、東日本大震災や円高の影響などもあり、依

然として情勢は厳しく、不透明な中にある一方

で、増加する非正規労働者の雇用の安定や処遇

の改善に向けた課題も指摘されているところで

あります。安定した雇用の維持確保というもの

は、企業の生産活動や経済社会全体の発展にと

りまして大変重要な課題でありますので、それ

らを踏まえた十分な検討をいただきたいと考え

ておるところであります。以上であります。

〔降壇〕
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○髙橋 透議員 生活保護というのは、憲法

第25条の理念に基づいて、最低限度の生活、こ

こを保障する制度であります。最低限度の生活

というのは、健康で文化的なところを指してい

るわけですよね。つまり、これ以下はないとい

う保障なんですが、底を引き上げることが大事

なのに、今の政治というのは、低いところに全

体を合わせる、押し下げる、何かそんな動きと

いうのがあって非常に心配するんですよね。公

務員バッシング、公務員の賃金を引き下げる、

それも同じような動きだと私は思っているんで

す。成長戦略がいろいろと今、総選挙を前にし

て語られていますが、御存じのように、ＧＮＰ

の６割は個人消費ですよね。50 0兆円の６

割、300兆円ですよ。人がお金をいかに使ってく

れるか、そういう仕組みにすることが今求めら

れている。つまり、サラリーマンなど国民の懐

を温かくすること、そのことだと思うんですよ

ね。ところが、この10年以上は、人件費カッ

ト、賃下げの連続であったと思います。これで

個人消費が伸びるはずがありません。そしてま

た、金融緩和を言ってお札を印刷したところ

で、そのお札が国民の懐に行かないと、これま

た消費は伸びないんですよね。そのことを、私

たちは当たり前のことを申し上げるわけで、そ

ういうことでは成長はなかなか期待できないと

いうふうに思っております。我が会派の太田議

員も９月議会で言っておりましたが、本県が提

唱しています地域経済循環システム、ここを

しっかり国も実行する。そのことが景気をよく

して税収も上がる、そういうことになっていく

と思います。まず、このことを知事もしっかり

認識した上で、いろんな県政運営には取り組ん

でいただきたいと思います。そこで、知事にお

尋ねするといいますか、あたりまえ体操という

のを御存じでしょうか。わかりませんね。ＣＯ

ＷＣＯＷという２人組の漫才師がやっているん

ですけれども、本当にこれはつまらないんです

よね。右足出して左足を出すと歩ける、当然な

ことなんですけれども。これは何が言いたいか

といいますと、当たり前のことも自然と社会に

溶け込む、そういう環境整備、基盤整備をつく

るべきだということです。いま一度、そのこと

を政治に求めるものであります。当たり前の社

会をもう一度つくることが必要ではないか。そ

して、既得権益打破ということをある新党もか

なり言っていますけれども、当たり前の既得権

益もあるんですよ。そのことをしっかり間違わ

ないように理解していきたいというふうに思っ

ています。

質問通告の順番が入れかわりますけれども、

自殺対策についてお尋ねいたします。

自殺対策行動計画改定の基本的な考え方なん

ですけれども、今策定中でありますが、そのこ

とについて、まず知事にお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 平成21年２月に策定し

ました宮崎県自殺対策行動計画は、実施期間が

今年度までとなっておりますことから、現在、

新たな計画の策定に向けて、民間団体等から成

る宮崎県自殺対策推進協議会において協議いた

だいておるところであります。改定に当たりま

しては、８月に閣議決定された「自殺総合対策

大綱」を踏まえますとともに、これまでの総合

的な対策に加えまして、市町村や民間団体によ

る地域の実情に応じたきめ細かな対策を実施す

ることなど、方向性を定めたところでありま

す。自殺対策の一層の推進を図るためには、県

民一人一人が自殺者を一人でも多く減らすとい

う思いを共有しまして、行動していくことが重

要であり、そのような考え方を具体的な行動計
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画に反映させてまいりたいと考えております。

今後とも、市町村や関係団体等と連携を図りな

がら、一人でも多くの県民のとうとい命を救う

ために、積極的に対策を展開してまいりたいと

考えております。

○髙橋 透議員 一人でも多くの県民の命を救

う、そのことを共有することを基本に盛り込ん

でいくんだということで御説明いただきまし

た。そこで、私、先ほども友人の自殺について

申し上げましたけれども、ことしに入ってか

ら、本県の自殺者数は昨年と比べてどういった

状況なのか。あるいは、保健所ごとに何か特別

な事象とかがあれば御答弁いただけないでしょ

うか。関係部長、お願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 厚生労働省の

統計でございますけれども、ことし１月から６

月までの本県の自殺者数は139人となっておりま

して、昨年同期に比べて17人、10.9％の減と

なっております。市町村ごとの数値は公表され

ておりませんけれども、各保健所の聞き取りに

よりますと、前年同期に比べて、宮崎市保健所

管内においては増加傾向、その他の保健所管内

では、減少または横ばいの傾向にあるというふ

うに聞いております。

○髙橋 透議員 まだ現時点で断定できる数字

でもないし、そういう時期のタイミングもある

んですよね。この統計は１月から12月の統計で

すから、年の瀬、あと１カ月そこそこなんです

けれども、いろいろと注意深くその数字は見

守っていきたいというふうに思っています。

ことしの７月22日だったんですが、全日本断

酒連盟というのがあります、この九州ブロック

大会が清武であったんですが、私も参加してき

ました。アルコール飲料というのは、どうも日

本では寛容なところがあって、百薬の長だとか

飲みニケーションだとか、社会の潤滑油だとか

いろいろと言われていまして、本当に寛容な国

だというふうに言われています。一方で、本当

に問題になっていますが、飲酒運転による重大

な事故、こういったこととかＤＶとか児童虐待

とか、さまざまなアルコールの害によって悲劇

を生んでいるのも事実であります。アルコール

依存症の合併による精神疾患としては、鬱病が

圧倒的に多いらしいんです。そしてまた、自殺

リスクを高めると言われております。このアル

コール依存症と自殺、非常に関係があると思う

んですが、本県のアルコール依存症に対する取

り組み、対策について、関係部長に答弁を求め

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘のとお

りでございますが、アルコール依存症は、鬱病

と併発することなどによりまして、自殺の危険

性を増す要因の一つと言われております。県で

は、アルコール依存症の正しい知識の普及を図

りますとともに、医療機関等のスタッフに対す

る専門研修を実施いたしておりまして、県内に

おける人材育成を図っているところでございま

す。また、精神保健福祉センターにおいては、

専門の精神科医がアルコール問題等の相談に応

じる薬物関連診療相談を実施しておりますほ

か、保健所等で随時相談に応じているところで

ございます。

○髙橋 透議員 今、部長の答弁で、人材育成

や保健所ごとに相談などに取り組んでいるとい

うことでありましたが、アルコール依存症の断

酒会、この組織との連携や支援などはどのよう

になっているのか、御答弁ください。

○福祉保健部長（土持正弘君） アルコール依

存症は「否認の病」と呼ばれ、適切な医療につ

なげることが難しく、医療機関における治療だ
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けでなく、自助グループへの参加が有効とされ

ているところでございます。県内では、お話に

ございましたように、「断酒友の会」を初めと

する自助グループが、その当事者や家族への支

援を行うために活動を行っておりますが、アル

コール依存症を治療する過程で大変重要な役割

を担っているものと考えております。県では、

精神保健福祉センターや保健所等において、自

助グループの活動についてチラシやハンドブッ

クに掲載するなど、県民への普及を図りますと

ともに、活動の場として会場を提供するなどの

支援を行っているところであります。アルコー

ル依存症の早期発見・早期治療は、自殺予防の

面からも有効な対策の一つでございますので、

今後とも、関係団体等と連携を図りながら、ア

ルコール依存症対策の推進に取り組んでまいり

たいと考えております。

○髙橋 透議員 いろいろと支援されていると

いう御答弁でありましたが、断酒会組織はまだ

少ないんですよね。調べてみましたら、県内15

団体─15団体といっても、宮崎市には清武と

か高岡とかに支部があって、５つぐらいあるら

しいんですよね。ということは、県内に10市町

村あるのかなと、まだそういうレベルなんです

よ。だから、自殺対策もまだまだ手だてはある

んだということを、私もこの自殺対策を調査し

た段階で思ったところであります。今後も行政

の御尽力をぜひお願いしたいと思っています。

次に移ります。知事の政治姿勢というところ

で、九州広域行政機構、ここのところからお尋

ねしてまいります。この機構の目的というの

は、この間の議会の質問でたびたび出てきまし

たから、申し上げるまでもないと思うんです

が、いわゆる二重行政の解消ということが一つ

大きな特徴であると思うんです。ただ、前回、

道州制の部分で鳥飼議員がおっしゃっておりま

したが、結局、国の出先機関の事務・権限は完

全に移譲されないで、国の関与が残るというと

ころも言われているわけですよね。だから、現

在の国、県、市町村の３層制から、国、広域行

政機構、県、市町村という４層制になるんじゃ

ないですかというところなんですけれども、そ

の辺は知事はどうお考えですか、お伺いいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 国の出先機関改革につ

きましては、御指摘がありましたように、もと

もと、現在の出先機関の事務・権限・人員・財

源等を丸ごと地方移管することというところで

の議論がスタートしたわけでございまして、そ

ういった理念どおりに設計がなされれば、必ず

しも屋上屋を架すことにはならず、国の出先機

関の役割を地方が担うことで、より地域・住民

ニーズを反映した行政展開が可能になるものと

いうふうに考えるところでございます。しかし

ながら、今御指摘がありましたように、また、

これまでもこの議会で多々議論がございました

ように、これまでの議論の到達点として、今

月15日に閣議決定された関連法案等におきまし

ては、移譲される事務・権限の範囲や財源、国

の関与のあり方など、改革の根幹にかかわる重

要課題について、今後の検討に委ねられている

というところでございます。今後、出先機関の

あり方、その検討に当たりましては、改革の本

来の目的・趣旨を踏まえまして、真に地方分権

の確立に資するものとすることが不可欠であろ

うというふうに考えております。

○髙橋 透議員 私が尋ねているのは、私が申

し上げている説明ですと、３層制が４層制にな

りはしないですかというところなんです。知事

のお考えを教えてください。
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○知事（河野俊嗣君） 必ずしも制度の上で４

層制というところはございませんが、本来考え

ておりました丸ごと移管ではない形での議論な

り検討が現在進められているということについ

て、国の関与等が残るという御指摘につきまし

て、それは本来の地方分権の改革の趣旨からす

ると、いろいろ問題があるのではないかという

ことを申し上げたところでございまして、本来

の趣旨の真の分権に資するものという内容にし

ていくことが大変重要だろうというふうに考え

ております。

○髙橋 透議員 はっきりおっしゃいませんで

したが、関西広域連合、あそこに奈良県が参加

しなかったというのは、私が今申し上げたとこ

ろを主張していますよね。知事もおっしゃいま

した屋上屋を重ねるよということで、奈良県は

参加しなかったというふうに聞いております。

過日、都道府県議会の研究交流大会が東京でご

ざいまして、私も参加してきましたが、私は大

都市制度改革と広域自治体議会の分科会に出席

しました。そこで、京都府議の説明を詳しくお

聞かせいただきましたが、その京都府議会の附

帯決議の中に次の一文があります。「関西広域

連合は、いわゆる道州制に転化するものではな

いことを改めて確認するとともに、道州制をめ

ざすための運動等に資することのないように留

意すること」とあります。つまり京都府議会

は、現時点では道州制を否定されていると私は

理解しました。兵庫県も道州制に否定的だとい

うふうにお聞きしております。関西広域連合と

違って、私どもの九州広域行政機構の首長は、

いわゆる道州制への足がかりにするんだよとい

う首長が結構多いというふうに思うんですね。

そこで、道州制に対する知事のスタンスを改め

てまたお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、九州

広域行政機構の位置づけや将来の展望につきま

しては、九州知事会の中でも、それぞれの知事

の捉え方に温度差があるところであります。足

がかりという表現がございましたが、道州制に

向けた予行練習ではないかというような考え

方、また意見を述べられる知事もおられるとこ

ろでございます。ただ、九州知事会全体の整理

としては、あくまでこれは国の出先機関のあり

方の議論として提案してきたものであって、道

州制に直結するものではないよう整理しておる

ところでございます。道州制についての考え方

ということでありますが、これまでも申し上げ

ましたように、あくまで地方分権を進めるその

運動論として、そのための道州制というものを

捉まえて、前向きに議論することは重要ではな

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、今この道州制をめぐりましては、

必ずしもその議論がなされるときに具体的なイ

メージを共有しないまま、それぞれがいろんな

イメージの道州制を想定しながら、すなわち議

論のよって立つところを共有できていないのが

非常に問題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。また、大変重要なこと

は、特に地方制度だけの問題ではなしに、霞が

関などに代表されるような国と地方のあり方を

考える議論に及ぶということでございまして、

そういう意味におきまして、今後、国のあり

方、それから地方のあり方をどう考えるのか、

そのような根本的な議論というものを進めてい

く必要があろうかと考えております。

○髙橋 透議員 隣の大分県も実は前向きなん

ですよね。この広域行政機構の議論が始まった

ときに、私も不思議だったんですよ。いろいろ

と執行部に聞くと、九州知事会の会長だから、
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そういう役目柄じゃないですかというお答えも

いただいたときがありました。ところが、その

後、大分県は道州制の州都に手を挙げましたよ

ね。やっぱりそこだったんだなと私は思ったん

です。そこで、仮に、あり得ないと思うんです

が、宮崎県に州都が来るときには道州制に賛成

されるんでしょうか。知事にお聞きします。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど言いましたよう

に、道州制、よって立つ、どのようなイメージ

にあるのか、制度の良否というものは、どのよ

うな制度設計がなされるか、運営がなされる

か、そこが大変重要であろうかというふうに

思っております。州都の位置づけというもの

は、制度設計のあり方によって大きく変わって

くるものだというふうに考えておるところでご

ざいます。州都のあり方、州都の具体的なイメ

ージというものは、いろんなあり方があろうか

というふうに思っております。例えば、オース

トラリアの首都のキャンベラのような形で州都

をつくるというのもあるのかもしれません。た

だ、いずれにいたしましても、道州制というも

のの制度設計なり、具体的なイメージを共有す

ることが大事であろうかというふうに思ってお

ります。

○髙橋 透議員 深くは聞きませんが、道州制

は、私がイメージするのは、特に本県にとって

どんなメリットがあるのかなというところなん

ですよね。いわゆる地域間格差の拡大、ここが

非常に不安で、懸念されるわけですよね。だか

ら、メリットがあるのかなと、そういう具体的

なメリットがもしあるのであれば、知事、教え

てください。

○知事（河野俊嗣君） これは制度設計のあり

方にかかわってくる問題でございまして、もし

道州制の制度のあり方というものを議論すると

いうことになれば、今御指摘がありましたよう

な地域間格差が出ないような制度設計が大変重

要であろうかと思います。そういう地域の声を

吸い上げて、道州全体で調整するシステムとい

うものをつくっていくというのが、非常に重要

なポイントになろうかというふうに思っており

ます。道州制だからそういうメリットがある・

ないというよりも、どういう制度の設計をする

か、そこにかかわってくるかというふうに考え

ております。また、道州制というものが今にわ

かに地方分権の中で課題として浮上しつつある

ところでございまして、今後、宮崎としてどの

ようなスタンスをとって臨むのか、大変重要な

課題ということで、今後とも、検討また議論し

てまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 今、知事がおっしゃったこと

は、本当に大事なことなんですよ。どういう制

度設計がなされるかでいろいろと判断されるだ

ろうということなんでしょうけれども、もっと

突っ込んで、制度設計がどのようになるか、市

町村の運命がかかっていますよね、いわゆる市

町村のあり方。結局、制度設計がどのようにな

されるかというのが大事で、宮崎県というとこ

ろは交通インフラがおくれている、これはみん

な承知していますよね。そういうおくれがある

ところに優先して予算づけをするとか、あるい

は宮崎のここだけは譲れないよというところが

盛り込まれるかどうかだというふうに思うんで

すよ。そういう知事の決意はあるんでしょう

か。そういうところの議論まで押し込んでやれ

るかどうかなんですよ。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎を預かっている知

事の立場としまして、宮崎の振興につながるよ

うな制度であるべきだというふうに考えており

ますので、そのような議論がなされるときに
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は、宮崎に軸足を置いたそういう主張をしてま

いりたいと考えております。

○髙橋 透議員 軸足を置いたという答弁は何

回も聞かせていただいているわけです。だか

ら、制度設計にこういうものが盛り込まれない

と参加できない、そういう知事の哲学、そこを

お持ちかどうかを私はお尋ねするわけです。い

ま一度、答弁ください。

○知事（河野俊嗣君） 具体的にこういうもの

がというところまで、そもそも議論の素材とい

うものが今ないわけであります。そういうもの

に対して、こういう意見を言うというところが

ないわけでございますが、これまでずっと議員

の御指摘がありましたように、本県がおくれを

とらない、例えば、インフラ整備などのおくれ

ている本県にとって手厚い配慮もなされる、そ

のような制度設計というのは大変重要であろう

かというふうに思っております。また、そのよ

うな制度というものの実現を目指して議論して

いくことになろうかというふうに思います。私

としては、そのような意見を届けてまいりたい

というふうに思っております。

○髙橋 透議員 それでいいと思うんですよ

ね。そういう意見をしっかり盛り込んでもらう

ようなことを、知事は知事会なりで発言すべき

です。しかし、その後が大事なんですよ。宮崎

県の主張が取り入れられなければ、ここには参

加できないという御決意を、いつかは判断する

ときが来るということだけは、きょうのところ

は申し上げておきたいと思います。

次に移りたいと思います。地方交付税一本算

定の件でありますけれども、合併をいたしまし

て、あのときには10年間、特例がありました。

合併しても10年間は合併市町村の交付税を算定

して合算したお金で交付しますよと、そして、

その後に段階的に激変緩和するのが５年、つま

り16年後には一本の自治体として算定するとい

うことになるわけです。この一本算定によっ

て、24年度をベースにしたときに、どのくらい

減額になるのか、総務部長、御答弁ください。

○総務部長（四本 孝君） 平成24年度におき

まして、合併算定替えにより加算されている金

額は、県内の７団体を合計した数値で、普通交

付税と臨時財政対策債を合わせまして、約131億

円となっておるところであります。この金額

は、７団体に係る平成24年度普通交付税等の金

額の約11.9％に相当するものでございます。

○髙橋 透議員 総額131億円ということであり

ます。これは宮崎県としての経済に対する影響

は大きいですよね。たしか串間市とかえびの市

は、100億円ぐらいの一般会計の予算だというふ

うに記憶しておりますが、新聞にこのことも出

ましたよね。これは臨財債を除く数字で出てい

たようですけれども、最大で16％減額される自

治体もあります。大変な事態を招くというふう

に思います。自治体によっては、交付税が歳入

の半分を占めるところもあるわけですよね。非

常にこれは大きいなと思っています。本当に一

本算定後に自治体の運営ができるのかなと、そ

ういう危惧もされているわけでありますが、そ

れなりの覚悟を持って合併されたわけですか

ら、この間の合併後の自治体、財政改革、こう

いったところも言われてきていると思います。

ただ、現状が追いつかないというところも実際

あるわけですよ。合併して役場が遠くなった。

そのことによって新たな住民サービスが生まれ

る。コミュニティバスを走らせる。新たな行政

サービスが生まれたところもありまして、非常

に苦慮しております。そこで、今、市町村合併

の検証を県もされているようですが、一方で、
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合併しなかったところも不満はあるんですよ。

生き残りのために、行政サービスを大幅にカッ

トしているわけですよ。そういったところで不

満もある。非常に一長一短あるわけでありま

す。合併時にわかっていた交付税減額に備えた

行財政改革がどこまで行われたかが問われてく

ると思いますが、いわゆる今行われている市町

村合併の検証をしっかり踏まえた上で一本算定

化には対応されていくのか、知事に見解を伺い

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 合併算定替えの終了等

の影響、大変地域に重要な影響を与えるのでは

ないか、御指摘のとおりであろうかというふう

に思っております。10年間保障する特例措置、

それから段階的にということでソフトランディ

ングが目指されておるところでございますが、

その影響というものは、その後のいろんな状況

の変化もあるわけでございまして、総合的に見

ていく必要があろうかというふうに考えており

ます。現在、県におきましては、合併の検証な

どにも取り組んでおるところでございますが、

市町村というものが、合併の有無にかかわら

ず、住民の身近なサービスの担い手として健全

に機能していくことは大変重要であるという観

点から、現在、商工会や住民自治組織に対して

のアンケートやヒアリング等を行っておるとこ

ろでございまして、この結果を踏まえて、コミ

ュニティーの活性化が図られるような取り組み

というものを、市町村と連携しながら進めてま

いりたいと考えております。

○髙橋 透議員 先ほど申し上げましたよう

に、現状が追いついていない。それぞれ合併市

町村では、行財政改革をやってはきていらっ

しゃると思うんです。単純な足し算、引き算で

の算定で、結果、対応が難しくなるのは、これ

は本当に想定されると思うんですよ。今後もい

ろいろと議論されて、交付税の総額をそのまま

そっくり減らすのか、できたら、そうじゃない

方向で議論してほしいなという思いもあります

から、また今後、推移を見守りながら対応して

いただきたいというふうに思います。

次に移ります。地域医療対策についてお伺い

してまいります。

新たな医療計画を今策定中でありますが、過

日、県の医療審議会において、次期医療計画の

素案が示されて、その方向性が明らかになりま

した。その中で、本当にありがたいことで、二

次医療圏については、現行の７医療圏に、そし

てこども医療圏については、３つだった医療圏

を４つの医療圏に戻すということで、本当に交

通網が未整備である宮崎県にとっては、高く評

価されるものであります。特にこども医療圏が

４つになったということで、私の地元では、特

にお母さん方が大変喜ばれております。本当に

お礼を申し上げたいと思います。まだ確定では

ありませんが、その段階で盛り込まれたこと

は、本当に喜ばしいことであります。ところ

で、厚生常任委員会の県外調査で、私どもは静

岡県立こども病院に行きましたが、小児救急の

患者は、重篤であればあるほど搬送先が本当に

見つかりにくいと言われております。医療器材

も複雑でありまして、例えば、気道確保のため

の呼吸チューブですけれども、成人なら大小２

つでいいんですよね。ところが、小児は、ゼロ

歳から14歳まで15種類あるらしいんですよ。県

立日南病院にもお尋ねしましたら、２種類でそ

れぞれ７つのサイズがそろえてあるようであり

ます。小児救急をどうするか、本当に問題に

なってくると思います。本県の交通インフラ、

あるいは保護者の負担、ドクターヘリは夜間は
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運航できない、そういうことを考えると、私

は、こども医療圏はもっと細かく広げていくべ

きじゃないかなと思ったりします。確かに、医

師の絶対数が足りませんから、今、私が申し上

げていることは理想論かもしれません。でも、

将来的に、できれば二次医療圏レベルまで、こ

ども医療圏を拡大、細分化していくべきじゃな

いかなということを、今回の素案の報告を聞い

たときに思ったところでございます。地域医療

対策特別委員会で、「いつでも、どこでも、誰

でもよい医療を」ということの議論がなされて

いるようですから、その辺をいろいろとまた議

論を起こしていただければというふうに思いま

す。医療計画にはさまざまな数値目標が掲げら

れていまして、44あるようですが、その達成状

況と成果をお伺いいたします。知事、よろしく

お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 現行の医療計画は、県

民の医療に対する需要に的確に対応するため

に、今年度を最終年度として施策を展開してお

ります。その達成状況と成果につきましては、

救命救急センターの整備やドクターヘリの導

入、災害拠点病院の耐震化や災害派遣医療チー

ム（ＤＭＡＴ）の整備など、救急医療や災害医

療の分野では、着実に進捗しておるところであ

りますが、一方で、がん対策や脳卒中対策など

では、検診受診率がなかなか向上しないなど、

まだまだ計画達成に向けた取り組みというもの

が必要な分野もございます。特に検診の受診

率、ここがさまざまな数値目標の中でも達成で

きていない分野が多くございます。県民の皆さ

んの意識を啓発していく取り組みが、今後とも

重要であろうかというふうに考えております。

現在、地域医療再生基金等を活用して、全ての

分野に共通する課題であります医師確保対策と

いうものを柱に据えながら、僻地医療対策、小

児医療対策、急性心筋梗塞対策などを進めてお

りまして、引き続き、計画の推進に努めてまい

りたいと考えております。

○髙橋 透議員 ９月の代表質問で、我が会派

の鳥飼議員が質問されたときには、まだ御答弁

は明確になかったんですが、救急要請から医療

機関収容までに要する目標平均時間は、次期計

画に具体的な数値が盛り込まれるのか、関係部

長に答弁を求めます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 救急搬送につ

きましては、出動件数及び搬送人員数ともに増

加傾向にございまして、それに伴って、救急隊

の現場到着及び医療機関への収容に要した平均

時間も年々延びている状況にございます。この

ため、次期医療計画では、救急患者の搬送時間

につきましても、目標としたいというふうに考

えております。県民の安心・安全の確保のた

め、救急医療体制の充実・強化は大変重要でご

ざいますので、今後とも、大学、医師会、消防

等関係機関と十分連携を図ってまいりたいとい

うふうに考えております。

○髙橋 透議員 今、答弁いただきました目標

を盛り込むということですが、その具体的な数

値目標という書き方になるんですか。

○福祉保健部長（土持正弘君） これはいずれ

も、救急要請から現場到着までの時間とか、救

急要請から医療機関等への収容までにかかった

時間、これはずっと過去、右肩上がりで来てお

りますので、そこの具体的目標の立て方という

のは難しいんですけれども、少なくともこの数

値を、かかった時間を短縮の方向に持っていく

というような目標の設定になろうかというふう

に思っております。

○髙橋 透議員 短縮に向けるような、いわゆ
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る文言で書くということですね、部長。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現状よりも減

少させるという目標になろうかというふうに

思っております。

○髙橋 透議員 それは当然そういう数値で書

かないと、目標ですから、数値目標だから、

やっぱり数値で、今30分かかっているところ

を25分にしますよとか、そういう数値目標にし

ないと私はわかりづらいと思うんですね。まだ

素案の段階ですから、何とか具体的な数値で書

けるように、いろいろと検討いただきたいと思

います。

次に、県内における地域医療の重要な担い手

となっている有床診療所数の推移などの現状は

どうなっているのか、部長に答弁をお願いしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 有床診療所数

でございます。ピーク時の平成６年に402施設で

あったものが、平成22年には226施設に減少いた

しております。なお、無床診療所を含めました

診療所の総数でございますけれども、平成６年

の772施設から897施設と、全体では125施設増加

しているという状況でございます。

○髙橋 透議員 非常に有床診療所の経営・運

営は厳しいと聞いておりますが、次期医療計画

において、どう位置づけして対応されていくの

か、関係部長に答弁を求めます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 有床診療所を

含む診療所につきましては、御承知のとおり、

地域のかかりつけ医として、住民の日常の健康

管理や健康相談、一般に見られる疾病や外傷等

に対する診断、治療などのプライマリーケアを

担っているところでございます。県といたしま

しては、地域のかかりつけ医とそれを支援する

地域医療支援病院との連携、また手術等の急性

期を担う病院とリハビリなどの回復期治療を行

う診療所との連携、さらには初期から三次まで

の救急医療施設の役割分担と連携など、地域医

療における役割分担と連携を推進することによ

りまして、地域で完結する医療提供体制の構築

を目指してまいりたいというふうに考えており

ます。

○髙橋 透議員 役割分担と連携、そして地域

で完結するような仕組みで、また次期医療計画

ではやっていきたいということでありますか

ら、御尽力いただきたいと思います。

次に、仮称でありますけれども、総合医育成

サテライトセンターについて、９月に発表が

あったわけですが、総合医を育成する、そうい

う機関を県立日南病院に設置すると。本当に喜

ばしいことでありますが、具体的な人員配置、

あるいはサテライトセンターの機能について明

らかになっている点について、福祉保健部長、

お願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 地域総合医育

成サテライトセンターでございますけれど

も、25年、来年の４月１日から指導医３名の体

制でスタートする予定で、現在、総合医を目指

す後期研修医を募集している段階でございま

す。サテライトセンターでは、指導医のコー

ディネートのもと、県立日南病院の各診療科や

地域の医療機関の協力をいただきながら、２年

間の実践的な研修を行いまして、総合医として

育成し、その後、地域医療支援機構の調整によ

りまして、地域の医療機関に配置することとい

たしているところでございます。

○髙橋 透議員 よろしくお願いします。

そこで、県立日南病院の関係に来るわけです

が、いろいろと収支改善が問われております。

そのことはもとよりですけれども、いわゆる病
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院全体の活性化になるというふうに私は期待す

るんですよ。そういうところをどう見られてい

るのか、病院局長、よろしくお願いします。

○病院局長（渡邊亮一君） 今回のサテライト

センターの設置について、日南病院側から見ま

すと、まず第１に、日南病院では、近年、内科

医などが不足している状況にあります。そのよ

うな中で、医師が３名増員予定でございまし

て、病院自体の診療機能の充実が図られるとい

うことでございます。また、それによりまし

て、患者数の増と収支改善も期待されるのでは

ないかと考えております。また２つ目に、今年

度の初期臨床研修のマッチングにおいて３名が

内定しておりまして、後期研修医を含め、若手

医師がふえることで、病院内の活性化が期待で

きるというふうに考えております。そして３つ

目でございますが、日南病院が県内の地域医療

に寄与する総合医を育成する役割を持つという

ことから、病院内の職員の士気も上がるのでは

ないかと考えております。以上でございます。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。非常

に期待しております。

それともう１点は、県南には２つの公立病院

があるんですが、中部病院と串間の市民病院で

は、非常に医師不足対策に苦慮している状況に

あります。県南地域の医療の質向上につながっ

ていくと思うんですが、どのような影響をもた

らすのか、福祉保健部長に御答弁を求めます。

○福祉保健部長（土持正弘君） まず、サテラ

イトセンターでございますけれども、育成した

総合医を県内各地の医療機関に配置することに

よりまして、県全体の医療提供体制を充実させ

ることを目的としております。その中で、県南

地域では、拠点となります県立日南病院の医師

が増加すること、それから、お話のありました

日南市立中部病院、串間市民病院などでも、研

修の一環として診療を行う予定でございまし

て、地域の医療の充実にもつながるものと考え

ております。

○髙橋 透議員 よろしくお願いいたします。

次に、農林水産業の振興についてお尋ねして

まいります。

まず、地産地消の関係です。１点だけお尋ね

いたしますが、８月25日に開催されましたＭＲ

Ｔ感謝祭、ここで実は「日南一本釣りカツオ炙

り重」が地元食材グランプリを受賞しておりま

す。このことについて、県はどう評価して、今

後、どのように生かしていかれるのか、関係部

長に答弁を求めます。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 「日南一

本釣りカツオ炙り重」につきましては、議員の

御質問にもありましたように、本年８月に開催

された県内各地の御当地グルメが集結したコン

テストにおいて、見事優勝されました。また、

平成22年５月の発売以来、約８万食を売り上げ

る人気メニューとなっており、ＪＲの観光列車

「海幸山幸」と組み合わせた旅行商品が造成さ

れるなど、観光誘客に大きく貢献されていると

ころであります。これは、カツオという日南が

誇る素材の魅力はもちろんのこと、たれに漬け

込んであぶるという新しい食べ方を提案した関

係者の方々の努力、チームワークの成果であ

り、本県を代表する御当地グルメの一つになっ

たものと考えております。県としましては、今

後とも、地域と連携しながら、炙り重のような

本県ならではの食の魅力を生かした取り組みを

支援し、県内外にＰＲするとともに、食を生か

した観光誘客に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○髙橋 透議員 今後とも、御支援をよろしく
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お願いいたします。

次に、ことしは、特に県南でイセエビがとれ

ないんですよ。昨年の２割から３割減だという

ふうに聞いております。理由はいろいろあるん

でしょうけれども、県として考えられる、そう

いった不漁の原因、そして対策があれば、御答

弁をお願いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） ことしのイセ

エビの不漁の原因といたしましては、漁の解禁

当初の悪天候に加え、資源状況の悪化などが考

えられております。イセエビの資源状況は、県

全体で見ると、比較的良好な水準にあるもの

の、県南地域では低下傾向にあり、漁獲物が小

型化するなど、とり過ぎの兆候も見られており

ます。イセエビは、定着性の強い資源でありま

すので、今後は、さらに高い精度で地域ごとの

資源の状況を把握し、小型エビの再放流や禁漁

区の設定などを進め、より大きく成長させてか

ら漁獲する資源管理を推進することにより、中

長期的な漁獲量の回復を図ってまいりたいと考

えております。

○髙橋 透議員 今の部長の答弁を聞きます

と、結局とり過ぎ、そこに一つの大きな要因が

あるような理解をしたわけですけれども、９月

議会で岩下議員が藻場の造成で質問されました

よね。結局この100年で海水温が1.2度上昇し

て、藻場が減少して砂漠化というふうに言われ

ていますけれども、県南地域の海岸一帯が激し

いかどうかというのはわかるんでしょうか。答

弁してください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 藻場につきま

しては、ウニなどの餌や魚類の産卵、また育成

の場として、重要な役割を果たしております。

しかし、近年、全国的にいそ焼けと言われる藻

場の衰退が問題となっておりまして、県南地域

におきましても、場所によっては、ホンダワラ

などの大型海藻を中心に、藻場の消失や縮小が

認められております。このような藻場の衰退の

原因としては、魚類やウニによる食害の影響が

大きいとされておりますので、県といたしまし

ては、魚類の進入を防止する囲い網の設置やウ

ニの密度調整など、食害を防ぐ対策を進めてい

るところでございます。このような取り組みに

よりまして、県南地域におきましては、ホンダ

ワラ類の藻場で、一定程度の回復が図られるな

どの成果が見られる場所も出てきているところ

でございます。

○髙橋 透議員 県北のほうはイセエビがとれ

ているらしいんですよ。だから、いま一度聞き

ますけれども、北から南の藻場の関係は、極端

に県南が減少しているということではないんで

すね。

○農政水産部長（岡村 巖君） 藻場の問題に

ついては、県南特有ということではございませ

ん。

○髙橋 透議員 わかりました。ということ

は、やっぱり最初に答弁いただいた乱獲に、

ひょっとしたら県南のイセエビ不漁の原因があ

るんじゃないかということでしょうから、一層

の資源管理に努めていただくようによろしくお

願いしたいと思います。

次に、宮崎県産飫肥杉の関係で申し上げてい

きますが、飫肥杉というのは、皆さん御承知の

とおり、確立された銘柄として、全国的に有名

な杉だというふうに私は思っています。当然、

出荷量も多いと思うんですね。しかし、今は、

県産材を「みやざき杉」ということで県外に出

荷されております。これは、私、22年の議会で

も質問しておりますが、いわゆる「宮崎県産飫

肥杉」として何とかＰＲできないものでしょう
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か、ブランドとして。知事、御答弁ください。

○知事（河野俊嗣君） 飫肥杉でありますが、

江戸時代、飫肥藩によりまして植林活動が進め

られて、樹脂分が多く、軽量で、弾力性があっ

て折れにくいということで、造船用として国内

外で広く使用され、お話にありましたように、

知名度もあるものだというふうに考えておりま

す。本県産杉につきましては、「飫肥杉」「耳

川スギ」など、複数の地域銘柄に分かれて県外

に出荷されていたという状況を踏まえまして、

県外への共同出荷を開始するに当たり、約30年

前に、統一ブランドでより強烈にアピールをし

ていこうということで、「みやざきスギ」の名

称を使用し始めたということでございます。昨

年４月には、私が本部長を務めます「チームみ

やざきスギ」を立ち上げ、体制の強化を図った

ところでもありまして、今後とも、県内に多い

オビスギ品種の持つシロアリに強いなどの特徴

をＰＲしながら─おとといも福岡市で「Let's

Timberize! in 九州」という取り組みがござい

まして、木材の新しい使い方を提案しようとい

うイベントとフェアがあり、そこで飫肥杉製品

のＰＲなども行われたところでございますが、

そんないろんな機会を捉えながら、官民一体と

なって県産材の販路拡大に取り組んでまいりた

いというふうに考えております。

○髙橋 透議員 唐突ですけれども、日本三大

美林、御存じですよね。知事、お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 林野庁のホームページ

によりますと、青森ヒバ、秋田杉、木曽ヒノ

キ、これを日本三大美林と称しているというこ

とでございます。

○髙橋 透議員 実は吉野杉も入るときがある

んですよね。吉野杉と青森ヒバが入れかわった

りするらしいんです。私もこれはホームページ

で見ました。では、九州の三大美林、御存じで

しょうか。

○知事（河野俊嗣君） 九州の三大美林であり

ますが、飫肥杉、日田杉、屋久杉、それぞれ三

大美林と言われているということでございま

す。

○髙橋 透議員 正解でございます。実は、知

事も通られているから御存じだと思うんですけ

れども、日南高岡線、旧田野町と北郷町の境に

展望台がありますね。南部森林管理署が設置し

た展望台、その下ったところには、北郷から来

たところのほうしか看板には書いていません

が、実はあそこに─けさも見てきました─

「日本一の美林」と書いてあるんですね。日本

一ですよ。日本三大美林とか九州三大美林じゃ

ないんですよ。日本一の美林、飫肥杉なんです

よ。やっぱりそこを生かさない手はないと。照

葉樹林の綾があるように、ここも日本一、飫肥

杉の美林日本一、何とかこれは観光にもつなげ

ていけると思うんですね。ポテンシャルがある

んですよ。ぜひ生かしていただきたい。副知

事、これは国のお墨つきですよ。南部森林管理

署が立て看板と案内板をつくっているんですか

ら、平成13年３月。きょう朝の間に見てきまし

た。よろしくお願いしたいと思います。

最後になりますが、日南農林高校の跡地利用

について、また今議会でもお尋ねいたします。

６月議会で質問しておるんですけれども、そ

の後の進捗状況について、教育長に答弁を求め

ます。

○教育長（飛田 洋君） 平成23年３月に閉校

いたしました日南農林高等学校の跡地につきま

しては、現在、地元日南市が、土地だけではな

くて、既存建物も含めた利活用について検討さ

れておりますので、その意向を伺うとともに、
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関係部局とも連携を図りながら、協議を行って

いるところでございます。

○髙橋 透議員 農林高校が閉校したのが平

成23年３月、県として利活用せず処分する方針

を出されたのが平成22年７月、同年８月から日

南市が利活用の協議を始めたというふうに聞い

ております。丸２年協議を重ねて、まだ結論を

見ていないわけですよね。６月議会で申し上げ

ましたが、知事部局も一体となって方向性を見

出すべきだということなんですよ。知事部局と

して、これまでどうかかわって、今後どのよう

に考えているのか、総務部長にお尋ねします。

○総務部長（四本 孝君） 日南農林高等学校

跡地につきましては、今、教育長の答弁にも

あったように、現在、日南市のほうで利活用に

ついて検討しているということでございまし

て、知事部局としては、その検討状況等につい

て、教育委員会と情報交換あるいは協議を行っ

ているという段階でございます。今後とも、こ

の跡地の利活用の検討が円滑に進められるよう

に、教育委員会と連携を密にして対応してまい

りたいと考えております。

○髙橋 透議員 私は、もっと知事部局がリー

ダーシップをとって、農林高校の跡地問題につ

いては利活用の方向性を見出してほしい。ぜひ

お願いしたいと思うんです。明治30年に創設さ

れた114年の歴史がある農林高校、１万700有余

名の卒業生を県内外に輩出していますので、卒

業生の思いを本当に酌んでいただいて、有効な

利活用を心からお願い申し上げまして質問を終

わります。ありがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時51分休憩

午後１時０分開議

○中野一則副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎

県議団の新見でございます。今回、最後に通告

しておりました「県の節電対策等について」は

割愛し、その他について順次一般質問を行って

まいります。知事を初めとして関係各部長、教

育長に答弁をお願いいたします。

初めに、知事の政治姿勢について伺いたいと

思います。

2012年ユーキャン新語・流行語大賞の候補

語50が先般発表されたところであります。この

中から12月３日に大賞・トップ10が発表される

とのことですが、「タニタ食堂」「ジュリー」

「これまでに経験したことのないような大雨」

「イクジイ」など、なるほどとうなずけるもの

にまじって、「近いうちに解散」「決められな

い政治」「第３極」といった政治関連の用語も

入っております。ちなみに３年前の大賞は「政

権交代」だったそうで、「事業仕分け」「脱官

僚」もトップ10に入っていたそうであります。

これらも別の意味で、なるほどと妙に納得をす

るところであります。隔世の感とはこのことか

なと思ったりもしているところであります。特

に「第３極」は本年終盤に目立ち初め、政党の

合従連衡とも言うべき離合集散が活発化してき

ている中で、その乱立ぶりは、有権者を戸惑わ

せているとともに辟易させてもいるのではない

かと危惧するところであります。もともと政党

としての理念、政策が一致しないまま集まって

も、いずれ瓦解し消えていく運命にある、この

ことは歴史が証明しているところであります。
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そこで単刀直入に伺いますが、今回の衆院選、

知事としては県民にどのような視点、基準で政

党を選んでもらいたいと願うか。知事の答弁が

投票率のアップにつながるよう、しっかりした

ものを示していただきたいと思います。

壇上からの質問は以上とし、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。

今回の衆院選についてであります。今回の選

挙は、社会・経済情勢が大変不透明な中にあり

まして、これから我が国がどういう方向に向

かっていこうとしているのか、また、世界の中

でどういう役割を果たしていくのかということ

が問われます大変重要な選挙であると考えてお

ります。特に、本県にとりましても大きな関心

事でございますＴＰＰへの参加の問題、インフ

ラ整備などの公共事業のあり方、エネルギー問

題のあり方、それから国、地方の財政の立て直

しに加え、年金を含めた社会保障制度改革や外

交など、幾つかの重要な争点があると考えてお

ります。有権者の皆様には、各政党がどのよう

な公約を示しているのか、その中身と実効性と

いうものをしっかりと見きわめていただき、自

分自身の問題として捉え、そして大事なこと

は、それぞれの思いを国政に届けるためにぜひ

とも投票所に足を運んでいただきたい、そのよ

うに考えております。以上であります。〔降

壇〕

○新見昌安議員 ありがとうございました。熱

い思い、聞かせていただきました。県民の皆さ

んにも十分伝わったのではないかと思います。

引き続き知事に伺っていきたいと思います。

今回の衆院選における争点、たくさんあります

けれども、デフレ脱却は国民の関心が高いもの

の一つではないかと思っております。深刻な状

況にあります日本経済を再生させるためには、

民間部門を伸ばす成長戦略も欠かせないわけで

すけれども、同時に、景気回復を阻んでおりま

すデフレの主な原因が需要不足ということだそ

うですので、考え得るあらゆる対策を講じて需

要を喚起し、さらに拡大させることが大事な問

題になってくるのではないかと思います。そこ

で、知事としては次期政権にどのような経済対

策を期待するか伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県の経済は、長引く

国内の景気の低迷というものもございますし、

一昨年の口蹄疫以来、相次いで発生した災害な

どの影響によりまして、極めて厳しい状況が続

いておるところであります。経済の活性化と雇

用対策が重要な課題となっております。また、

本年８月に内閣府から示されました南海トラフ

の巨大地震による被害想定では、本県の被害が

全国でも最大規模とされるなど、県民生活の安

全・安心の確保を図るための可能な限りの防災

・減災対策を進めていくことが喫緊の課題であ

ると考えております。国におきましては、こう

した本県を初めとする地方の実情を十分に踏ま

えて、後退局面に入ったとされます我が国経済

の早急な回復と安定した経済成長等を実現する

ための環境・エネルギーや健康・医療、農林水

産業など成長産業への投資、また、雇用の確保

や就業支援等の対策、さらには災害に強い国土

づくりや、おくれた地方の社会資本整備等の充

実など、実効性のある新たな経済対策を迅速に

実行していただきたいと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございました。い

ずれにしても、選挙後に新しい政権のもとで来

年度の予算編成がなされることは幸いであった

と思います。今年度の補正予算にも速やかに取
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り組んでいただいて、実効性のある経済対策に

手を打っていただきたいと思うところでありま

す。

知事の政治姿勢、最後になりますけれども、

本年８月、「社会保障と税の一体改革関連法」

が成立いたしました。新しい政権のもとで、消

費税が８％になる2014年４月を迎えることは間

違いないと思います。一体改革を完結させるた

めには、そのときまでに確実に対応すべきたく

さんの課題がありますけれども、その中の一つ

が低所得者対策だと私たちは思っております。

消費税増税に際しましては、低所得者対策を

しっかり講ずることが本当に大事だというふう

に思っております。具体的な策として、８％段

階で軽減税率か簡素な給付措置、10％段階で軽

減税率か給付つき税額控除が選択肢となってお

りますけれども、知事としては議論を進める上

でどのような視点を重視すべきと考えるか、知

事としての見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 消費税の増税に関しま

しては、経済の動向を見きわめるとともに、今

御指摘のありました低所得者対策が大変重要な

視点であろうかと考えております。今議論がな

されております選択肢、まず給付つき税額控除

につきましては、正確な所得をどのように把握

し、対象者の範囲をどこまでにするのかが重要

なポイントになろうかと考えております。ま

た、軽減税率につきましてはどのような品目を

対象とするのか、さらには、簡素な給付措置に

ついては財源をどのように確保するかなど、さ

まざまな課題があるところでございます。今、

私自身がそのうちのどれがいいという考えまで

整理ができておるところではございませんが、

今後の検討過程におきまして、今のさまざまな

選択肢についてどのようなメリット、デメリッ

トがあるのかを国民にしっかり明らかにしてい

ただいた上で、低所得者ほど税負担が重くなる

逆進性の解消に向けた具体的な施策を、十分に

配慮して決定していただくことが重要であろう

かと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございました。

今の答弁にもあったように、消費税には低所

得者ほど負担感が増す逆進性の問題がありま

す。３つの低所得者対策のうちの軽減税率につ

いては、食料品など一定品目の税率を標準税率

よりも低くするというもので、これは３党合意

の際に公明党が主張して選択肢に加えられたも

のであります。毎日の家計を必死にやりくりす

る人にとって、食料品などの買い物のたびに低

い税率で支払いが済む、負担の軽減が実感でき

るという利点があると思います。わかりやすい

制度だと思っております。この軽減税率をめ

ぐっては、ネット上でも結構悪辣な批判がなさ

れているのはよく知っているところでございま

す。詳しい説明は省略しますけれども、消費税

増税を主導している財務省の真の目的は、軽減

税率を通じて各業界に天下り先をふやすことだ

とか、新聞が軽減税率に賛成の意見を載せるの

は、新聞を軽減税率の対象にしてもらいたいか

らで、マスコミは既に財務官僚の軍門に下って

いる等々あります。しかし、庶民の生活をしっ

かり守るためにも、やはり軽減税率がすぐれて

いると思っております。私たちとしては、消費

税率が８％段階から、食料品などの生活必需品

への軽減税率導入を強く願うところでありま

す。

次に、防災対策の強化について､危機管理統括

監に何点か伺っていきたいと思います。

この問題につきましては、昨年の東日本大震

災の発災以降、県議会においても大半の議員が
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多くの時間を割いて質問を行っておりますけれ

ども、問題意識を常に持ち続ける、そして対策

の進捗状況を確認し続けることが大事だと思っ

ております。そこでまず、本県における最近の

自主防災組織の組織数、そして、以前は組織率

と言っておりましたけれども、活動カバー率の

推移はどうなっているか、お伺いをいたしま

す。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 自主防災

組織の組織数とその市町村の全世帯に占める割

合を示す活動カバー率につきましては、近年の

防災意識の高まりなどを背景に年々増加してい

る状況でございます。具体的には、自主防災組

織数は、平成19年度から平成23年度までの５年

間で1,893から2,132と、239団体増加していると

ころでございます。また、活動カバー率につき

ましても、57.9％から74.8％と16.9ポイントの

大幅な上昇となっているところでございます。

○新見昌安議員 地域住民の防災意識の高ま

り、そして県並びに市町村の取り組みの強化が

今の数字にあらわれているのではないかと評価

をしております。地震減災計画の27年度末の目

標値が80％と設定してありますので、今後は前

倒しで達成ができるように取り組んでいただき

たいと思っております。

ところで、自治会長あるいは区長、こういっ

た方々が自主防災組織の代表を兼務していると

ころもたくさんあるのではないかと感じている

ところであります。自治会の役員は大変忙しい

立場です。そのため避難訓練などの基本的な活

動が停滞するケースも出てくるのではないかと

思います。そこで、自主防災組織がない地域に

対する結成への働きかけはどのように行ってお

られるのか。また、今申したように、自主防災

組織はあるけれども、活動が活発でない、停滞

している地域への活性化への取り組みはどのよ

うにされているのか伺いたいと思います。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 自主防災

組織は、災害時における自助、共助の中核とな

る役割を果たすことが期待されていることか

ら、組織率の向上や活性化を図っていく必要が

あると考えているところでございます。このた

め、各地域における防災リーダーとなり得る人

材の育成が重要だと考えておりまして、県で

は、自治会のリーダー等を対象とした防災士養

成研修とか出前講座の開催等の取り組みを行っ

ているところでございます。また、市町村との

連携強化を図る観点から、従来から行われてい

るところでございますけれども、危機管理局長

が全市町村の首長または防災担当者を直接訪問

して、防災対策について幅広く意見交換を行う

というような取り組みも行っているところで

す。この中で自主防災組織の活性化等につきま

してもその重要性を説明し、積極的な取り組み

を行っていただくよう働きかけてお願いしてい

る状況でございます。

○新見昌安議員 地道な活動ですけれども、継

続して取り組んでいかれるよう要望しておきた

いと思います。

９月議会でも述べましたけれども、私自身も

受講した、県の危機管理課が主催した防災士養

成研修には、本当にたくさんの方々が集ってお

られました。試験に合格すればの話ではありま

すけれども、今年度末、本県における防災士の

数は何名ぐらいになりそうか伺いたいと思いま

す。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 本県にお

きましては、平成17年の台風14号災害を契機に

防災士の育成に取り組んでいるところでござい

ます。10月末現在で705名の方が防災士として登
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録されている状況でございます。今年度は、東

日本大震災後の防災意識の高まりや、新たな試

みで教職員の方への研修も開始したところでご

ざいまして、現時点での防災士資格取得希望者

は例年の約５倍となる約550名となっているとこ

ろでございます。このため、今年度末時点での

防災士の数は、議員御指摘のとおり合格すれば

という前提になりますけれども、約1,200名とな

り、大幅にふえると見込んでいるところでござ

います。

○新見昌安議員 私たち公明党県議団も３名そ

ろって受講いたしました。この1,200名の中に入

れるように、レポート提出がありますが、まず

はレポートをしっかり提出して、試験にも合格

するように、それぞれプレッシャーをかけてお

きます。

ところで、今の答弁にあったように、今年度

末で防災士は大幅にふえることになりますけれ

ども、隣県大分県では、今年度だけで防災士

を3,000名増員するための取り組みを行っている

と聞いております。本県では、最終的に県内の

自治会数と同数の3,000名を養成する計画と聞い

ておりますけれども、この取り組み、加速させ

る必要はないのか、見解を伺いたいと思いま

す。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 本県で

は、防災士の資格取得者を平成26年度まで

に2,000人という目標を掲げておりまして、最終

的には3,000人まで引き上げることを目標として

いるところでございます。今年度は、従来の自

主防災組織リーダーに加えまして、教職員の防

災士養成にも取り組むこととし、現在、所要の

研修を行っているところでございます。今後、

福祉関係施設や企業等にも防災士の資格取得を

働きかけることによりまして、おおむね５年程

度でこの目標を達成できるように取り組みを強

化してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 将来的にはたくさんの防災士

が誕生することになるわけですけれども、資格

を持っていても活躍する場がない、これはまさ

しく宝の持ち腐れになってしまいます。防災士

の活躍の場を広げ地域の防災力を高めるために

も、取り組みの弱い地域にベテランの防災士を

派遣するシステムをつくることも有効じゃない

かと考えますが、見解を伺いたいと思います。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 本県では

既に、経験豊富な防災士が中心となりまして、

自主的に宮崎県防災士ネットワークという組織

が結成されております。また、この組織では、

県内８つの地域に支部組織を結成されておりま

して、それぞれの地域で活動が開始され始めた

という状況でございます。現在、県といたしま

しては、防災士養成への協力とか出前講座への

講師派遣を依頼するなど、防災士ネットワーク

との連携を図っているところでございます。今

後とも、地域における自助、共助の取り組みを

進める観点から、県の防災士ネットワークとの

連携を強化し、経験豊富な防災士の派遣など、

取り組みの弱い地域への防災活動の支援等も

行ってまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 本県は自然災害の発生が多い

県であります。加えて、今後、地震・津波の発

生も予測されておりますので、本当に大事な取

り組みだと思います。よろしくお願いしておき

ます。

次に、子育て環境の整備について伺っていき

たいと思います。

社会保障と税の一体改革の重要な柱の一つと

して、さきの通常国会で子ども・子育て関連３

法が成立をしております。この法律は、保育
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所、幼稚園、認定こども園等々の拡充など、子

育て環境の充実を図ることを目的としておりま

す。その財源には、消費税の引き上げによる約

１兆円を充てることになっております。具体的

な制度運用に当たっては、自治体、特にこれは

市町村が重要な役割を担っていくわけですけれ

ども、平成27年の運用前に、子ども・子育て会

議の設置、あるいは子ども・子育て支援事業計

画の策定といった、準備をしておかなければな

らない事柄がたくさんございます。そこで、県

としては今後、市町村に対してどのような支援

を行っていくのか、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘のとお

り、本年８月の子ども・子育て関連３法の成立

により、市町村は、新たな制度の本格施行が想

定されております平成27年４月までに、子ども

・子育て支援事業計画の策定を初めとして、さ

まざまな業務を進めていく必要があります。こ

のため県では、早速この10月に、国の担当者を

講師に招き、市町村を対象にした説明会を開催

いたしまして、新制度の概要や、今後実施する

必要のある業務についての周知を図ったところ

であります。国によりますと、新たな制度の詳

細につきましては、平成25年度から設置予定の

国の子ども・子育て会議の議論を踏まえながら

決定していくことになるとのことでありますの

で、県といたしましては、引き続き市町村に対

し情報提供を行ってまいりますとともに、市町

村から関係会議の設置や事業計画の内容等につ

いて個別具体的な相談が寄せられた場合には、

国と連携を図りながら的確な助言を行うなど、

積極的に対応してまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 市町村を支援する一方で、県

も準備を進めなければならないことがありま

す。子ども・子育て支援事業支援計画の策定に

ついて、今後どのように取り組んでいかれるの

か、同じく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） 御指摘のとお

り、子ども・子育て支援法では、県において

も、市町村の計画を踏まえた子ども・子育て支

援事業支援計画を策定することとされておりま

す。計画の策定に際しましては、子育て関係者

の意見を反映することが重要であることから、

現在、その仕組みの検討を行っているところで

ありますので、そこでの御意見等を十分に踏ま

えながら、平成26年度の計画策定を目指して作

業を進めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いをしておきま

す。

教育施設あるいは保育施設の認可はもとよ

り、児童虐待対策、保育士の人材確保等々、市

町村だけでは対応が困難な問題も今後出てくる

のではないかと思っております。県として、こ

れらにどのように対応していかれるのか、同じ

く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） 御指摘のとお

り、新たな制度では、認定こども園、幼稚園、

保育所を通じた共通の給付の創設など制度が大

きく見直されるとともに、市町村が主体となっ

て実施いたします業務の増加が見込まれており

ますことなどから、本格施行に向けて今後議論

が深まっていく中で、市町村だけでは対応が困

難な課題も発生するのではないかと考えており

ます。このため県といたしましては、引き続

き、市町村からの相談に積極的に対応するとと

もに、制度の円滑な実施を図るための必要な措

置が講じられますよう、市町村や幼稚園、保育

所など関係機関と連携を図りながら、全国知事
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会等を通じ、国へ要望を行ってまいりたいと考

えております。

○新見昌安議員 県内でも地域によっては、子

育て支援に関するニーズが相当違ってくるので

はないかと思います。それぞれの市町村でどの

ような考え方に基づき子育て支援の充実に取り

組んでいくのか、スケジュールあるいは予算は

どうするか等々、これから一つ一つ詰めていか

なければならない問題もあります。県として

は、国への要望とあわせて市町村への支援、後

押しをぜひともよろしくお願いしておきたいと

思います。

次に、住宅弱者対策について伺いたいと思い

ます。

現下の長引く不況、また厳しい雇用状況のも

とで、住宅の確保に困っている子育て世帯ある

いは高齢者世帯がふえているという感じがいた

します。我々議員のところにも、県住あるいは

市住に入りたいんだがというような相談がござ

います。「今は抽せんですから」とお答えし

て、手続などについてお話をするしかないんで

すけれども、公営住宅に入りたいと強く希望し

ている方々はたくさんおられると感じていると

ころであります。あるデータによりますと、主

に低所得者向けに供給されてきた公営住宅

は、2003年以降戸数がふえていない、全国的に

は219万から217万戸と、ほぼ横ばい状態にある

ということであります。また、これは国土交通

省の全国調査結果でありますけれども、2010年

度の公営住宅の応募倍率は全国平均で8.9倍だっ

たそうです。特に大都市圏で倍率が高く、東京

都で29.8倍、大阪府で17.6倍に上っていたとい

うことであります。公営住宅の絶対数は圧倒的

に不足しているということになるわけですけれ

ども、まずは本県の状況について確認をしてお

きたいと思います。本県の県営住宅の過去10年

間の戸数及び応募倍率はどのように推移してい

るか、県土整備部長に伺いたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 県営住宅につ

きましては、計画的に建てかえを行っておりま

して、過去10年間の戸数は約9,000戸で横ばいの

状況であります。また、応募倍率につきまして

は７倍前後で推移をしております。

○新見昌安議員 戸数については横ばいという

ことでありました。応募倍率についても極端に

大きく変化はしていないようですけれども、昨

年、宮崎市内の小戸団地で１戸募集したときに

は53倍だったと聞いております。この倍率につ

いては、募集する団地の場所、あるいは募集戸

数によってさまざまであるとは思います。いず

れにしても、公営住宅の需要は大きいにもかか

わらず、県も市町村も同じでありますけれど

も、財政状況の悪化から、増設を望んでも詮な

いことではないかと思っております。

そういった状況の中で、国においては民間住

宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業を

ことしの５月からスタートさせております。こ

れは、既存の民間賃貸住宅の質の向上を図ると

ともに、空き家を有効に活用することにより

―初めて聞きましたけど―住宅確保要配慮

者の居住の安定確保を図るとともに、災害など

には機動的な公的利用を可能とする環境を構築

することを目的とするとなっております。要す

るに、増加傾向にある民間賃貸住宅の空き家を

有効活用するということだと思います。そこで

伺いたいと思いますが、本県におけるこの事業

の実施状況はどのような感じか。また、これは

先ほど言いましたように国の事業ですけれど

も、県としても、その周知等に積極的にかか

わっていく必要があるのではないかと思いま
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す。その取り組みについて､同じく県土整備部長

に伺いたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 本県におきま

して、この事業に基づき補助金の交付決定を受

けた住宅は現在18戸ございまして、そのうち改

修工事を終えて募集を開始したものが３戸と

なっております。県といたしましても、この事

業の普及促進が重要と考えておりますので、県

のホームページを初め、福祉や建築関係団体を

対象とした研修会での事業紹介や、住宅及び不

動産関連団体等で構成する宮崎県住生活協議会

に情報を提供するなど、積極的に取り組んでい

るところであります。

○新見昌安議員 空き家対策については、県議

会でも何度か取り上げられているところであり

ますけれども、どちらかというと１戸建ての空

き家に関しての質問が多かったと思います。こ

の事業は賃貸住宅の空き家対策でありますけれ

ども、これも普及促進が大事だと思っておりま

す。よろしくお願いしておきたいと思います。

ところで、住宅弱者対策からは少し外れます

けれども、宮崎市内の生目台北団地にあります

特定公共賃貸住宅について伺いたいと思いま

す。この住宅については、過去何度か私も取り

上げたところでありますけれども、空き部屋が

多いのは、質問した当時、７万円という､公共と

いう名がつく割には高い家賃が原因ではない

か、引き下げて入居促進を図るべきではないか

ということを述べたところであります。その

後、平成16年の４月から６万800円に引き下げて

募集を開始しておられました。しかしながら、

以後８年間、募集チラシによれば、常にこの金

額で募集していた状況が続いていたことになり

ます。そこで、確認をしておきたいんですけれ

ども、この生目台北団地の特定公共賃貸住宅に

ついて、これまで入居促進にどのように取り組

んでこられたのか、同じく県土整備部長に伺い

たいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 中堅所得者向

けの特定公共賃貸住宅の入居促進につきまして

は、募集方法を定期募集から年間を通じての随

時募集に切りかえるとともに、新聞広告や住宅

の現地見学会を実施するなど、広報の強化を

図ってまいりました。また、公営住宅の収入基

準を超える入居者の住みかえ先として、紹介や

あっせんを行ってきたところであります。さら

に、家賃につきましては、平成16年４月に引き

続き、本年５月に再度、家賃を引き下げて募集

を行うなど、入居促進に努めているところであ

ります。

○新見昌安議員 今の答弁にありましたけれど

も、ことし５月には再度、家賃を下げて募集を

行われているようであります。1,500円引き下げ

られて５万9,300円になっております。しかし、

その後、８月１日、11月１日入居予定とする２

回の募集チラシがありましたけれども、その中

でも引き続き募集をかけておられます。家賃引

き下げの効果がなかったということじゃないか

と思います。小手先ではなくて、抜本的な対策

を講じる必要があるのではないかと考えており

ます。特定公共賃貸住宅は今後どのように有効

活用を図っていかれるのか、同じく県土整備部

長に伺いたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 特定公共賃貸

住宅として建設した40戸につきましては､これま

でに国の承認を得て、そのうち12戸を公営住宅

と同様の低額所得者向けとして準特定優良賃貸

住宅に用途変更を行い、有効活用しているとこ

ろであります。現在空き家となっております７

戸については、入居促進に努めてまいります
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が、それでもなお入居が見込めない場合におい

ては、今後、同様の用途変更について国と協議

を行い、有効活用を図ってまいりたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

次は、図書館・図書室の充実について､何点か

教育長に伺いたいと思います。

最近、新聞などで「デイジー」という言葉を

時々目にすることがございます。これはＤＡＩ

ＳＹ、Digital Accessible Information System

の頭文字をとったもので、デジタル録音図書の

国際標準規格ということであります。音声及び

テキストデータの構造化と音声、テキスト、画

像データ等の同期再生を主な特徴とし、視覚障

がい者のためのデジタル録音図書の作成及び識

字障がい者、学習障がい者等のデジタルマルチ

メディア図書の作成に使われているというふう

に、ウィキペディアにはありました。そして、

この規格に基づいてつくられた録音図書が、

「マルチメディアデイジー図書」などと呼ばれ

ているようであります。読むことそのものが困

難な方々がそれぞれの障がいに合った効果的な

読書をすることができ、人に優しいものであり

ます。そこで伺いますけれども、県立図書館に

おける、視覚に障がいのある方、小さな文字を

読むことが困難な高齢者のための録音図書の現

状はどうなっているのか。また、先ほど紹介し

た「マルチメディアデイジー図書」の導入を本

県でも進めるべきではないかと考えますが、見

解を伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県立図書館では、視

覚障がい者向けの録音図書として、音声ＣＤや

カセットテープ合わせて1,782本を所有しており

まして、視覚障がい者の方だけではなく、一般

の利用者にも活用いただいているところでござ

います。御提案のあった「マルチメディアデイ

ジー図書」につきましては、カラオケをイメー

ジしていただくとよろしいんですが、画面の画

像や文字が音声と同時に表示され、視力や視野

に障がいがある方や、学習障がいなどの理由に

より本を読むことが難しい方など、通常の読書

に支障を来している方々にも利用しやすいと

伺っております。「マルチメディアデイジー図

書」につきましては、機器や資料の整備、ある

いはどんな使い方が効果的なのか、他県の使用

例も参考にしながら、調査研究を現在進めてい

るところでございます。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

次に、県立図書館への来館が困難な子育て世

帯もたくさんあるのではないかと思いますが、

そういった世帯に対する支援、現状はどうなっ

ているのか。また、他県では例がありますけれ

ども、子育て世帯への幼児書や育児本などの宅

配サービスはできないか、あわせて伺いたいと

思います。

○教育長（飛田 洋君） 子育て世代の方にも

読書に親しんでいただけるような環境整備は、

大変重要であると認識いたしております。そこ

で現在、県立図書館内には､子供をお連れの方で

も安心して読書が楽しめるよう、児童書や育児

関係の本を集め、授乳室も備えた児童図書室を

設けております。また、来館が困難な子育て世

代の皆様につきましても、各市町村と連携し、

各地の子育て支援センターに移動図書館車「や

まびこ」を派遣し、本の貸し出し、読み聞かせ

講座、読書推進のための講座などをいたしてお

ります。御提案の子育て世代への宅配サービス

につきましては、宅配システムの構築、本の種
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類によっては冊数に限りがあることから、宅配

用の新たな本の確保、発送経費の負担など、調

査すべき事項もございますので、検討してまい

りたいと考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いします。

次に、県立図書館にはマイラインという仕組

みがあります。これは、県立図書館と市町村立

図書館あるいは図書室とを結ぶコンピューター

ネットワークのことですけれども、県立図書館

から遠隔地に住んでおられる方々には、わざわ

ざ出向かなくても、自分が住んでいる市町村立

図書館で県立図書館の本の検索あるいは貸し借

りができるということで、重宝なシステムでは

ないかと思います。ここでちょっと提案したい

んですけれども、このマイラインを活用して、

県立図書館と県立学校を結んで本の貸し借りが

できるシステムを構築できないかと考えていま

す。もちろん、各県立学校の蔵書のデータベー

ス化が前提とはなるわけですけれども、教育長

の見解を伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県立図書館のマイラ

インシステムは、遠方にお住まいの利用者が、

最寄りの市町村立図書館で県立図書館の本を受

け取り返却できるサービスでありまして、年

間4,000冊を超える実績がございます。現在、県

立学校とのマイラインシステムはございません

が、特別支援学校13校と五ヶ瀬中等教育学校に

ついては、県立図書館の移動図書館車「やまび

こ」がそれぞれ年３回巡回貸し出しを行ってお

ります。また、マイラインシステムにつきまし

ては、現在、高校生も含め全ての県民の皆さん

に、近くの公共図書館で御利用いただいている

ところであります。高校生など児童生徒が読書

活動に取り組むことは大変意義深いことであり

ますので、県立図書館の蔵書を高校生が利用す

ることについても、マイラインシステムを含め

てどのような方法が最も適切なのか、検討して

まいりたいと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございました。こ

れも前向きというふうに受けとめました。

教育長にもう１点伺いたいと思います。「子

ども司書」についてであります。ちょうど３年

前の11月議会で、この子ども司書について質問

いたしました。この本県での導入、検討状況は

どうか伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 子ども司書は、図書

館司書のような業務を子供たちに学ばせ、読書

振興につなげようと、平成21年に福島県で始め

られた取り組みでございます。県内におきまし

ては、昨年度から小林市が子ども司書の養成に

取り組んでおり、県立図書館や他の市でも図書

館祭りなどにおいて司書の体験イベントを実施

しているところであり、県内に広まりつつある

状況でございます。このような取り組みや、さ

らには、各学校で図書の貸し出しの世話をする

図書委員活動の充実を図りながら、子供たち自

身が読書の楽しさ、読書の大切さを友達に伝

え、読書活動の輪が広がることは、非常に大切

なことであると考えております。

○新見昌安議員 これは、県がしっかり音頭を

とって推進していただきたいと思います。

次に、文化芸術の振興について伺っていきた

いと思います。

本年６月24日に、「劇場、音楽堂等の活性化

に関する法律」、いわゆる劇場法が施行されて

おります。その前文には、国民生活の公共財と

もいうべき文化施設のさらなる活性化を図るこ

とで、心豊かな国民生活及び活力ある地域生活

の実現等を目指すとあります。また、劇場や音

楽ホールなどを、文化を継承し、創造し、及び
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発信する場と位置づけ、自主公演に積極的に取

り組むよう明記もされております。また、個人

を含め社会全体が文化芸術の担い手であるとい

うことを国民に認識されるよう、劇場の運営

者、活動団体及び芸術家、国及び地方公共団

体、教育機関などが相互に連携協力して取り組

んでいくことも明記されております。今回の質

問で私も初めて知ったところですけれども、図

書館には図書館法、博物館には博物館法という

根拠法がもともとあるそうであります。ところ

が、劇場や音楽ホールにはそのような根拠法が

なかったと。今回の劇場法の成立で、法的な裏

づけができたことになります。この法律は議員

立法だったこともあって、調査のためのさまざ

まな資料がありますので、それに基づいて何点

か伺いたいと思います。

固定席数が300席以上を有する劇場や音楽堂な

どの施設は、平成20年度の文科省の調査では全

国で1,893だそうです。しかし、施設の稼働率

は、全国公立文化施設協会の平成22年度調査に

よりますと、全国平均で約57.9％と半分強の割

合で、文化施設としての機能が十分発揮されて

いないことが明らかになっています。また、施

設の使い道も、企画から制作までを全て行う自

主公演よりも、外部団体に場所を貸す貸し館公

演が中心になっているということであります。

ちなみに、本県の固定席数300席以上を有する施

設は18施設の22ホールと聞きました。その中の

一つがメディキット県民文化センターでありま

すけれども、まずは同センターの昨年度の稼働

率はどうだったか、総合政策部長に伺いたいと

思います。

○総合政策部長（稲用博美君） メディキット

県民文化センターの平成23年度の稼働率であり

ますが、アイザックスターンホールが80.7％、

演劇ホールが65.3％、イベントホールが77％

で、３ホールの合計では74.7％となっておりま

す。また、練習室等がありますが、練習室等

は91.7％となっておりまして、稼働率はいずれ

も年々上昇の傾向にございます。

○新見昌安議員 ホールによってばらつきはあ

りますけれども、合計は全国平均よりも高い

と。文化施設として有効に活用されていると思

います。少し安心をいたしました。

次に、メディキット県民文化センターにおけ

る主催事業と貸し館事業の割合はどうなってい

るか、同じく総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（稲用博美君） 主催事業と貸

し館事業の割合でありますが、平成23年度の３

ホールの公演数は合計363件で、このうち主催事

業は67件、貸し館事業は296件となっておりま

す。総公演数における主催事業の割合は18.5％

となります。このうち音楽専用ホールでありま

すアイザックスターンホールでの主催事業の割

合は35.7％となっております。

○新見昌安議員 こちらについては全国と似た

状況のようであります。

今回、劇場法の成立を受けて、法の趣旨に

のっとり、県としてもメディキット県民文化セ

ンターの活性化に取り組んでいくことが求めら

れるわけですけれども、どのように取り組んで

いかれるのか。あわせて、市町村との連携を図

りながら、市町村のホールの活性化も後押しす

べきだと思いますけれども、総合政策部長に伺

います。

○総合政策部長（稲用博美君） 劇場法では、

地方公共団体が劇場や音楽ホールの積極的な活

用に努めると定められております。このために

県では、宮崎国際音楽祭や県民文化振興事業を

通じて、メディキット県民文化センターの活性
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化を図っておるところでございます。また、県

内の公立文化施設が加盟しております公立文化

施設協議会を通じまして、公演の共同開催や広

報活動に関する情報交換等を行いながら、県と

市町村との施設間の連携を深めているところで

ございます。さらに、みやざき芸術文化振興基

金を活用し、市町村における芸術文化を支援す

ることによりまして、市町村のホールの活性化

を図ってまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 本県の18施設22ホールのう

ち、17施設19ホールは市町村が設置者でありま

す。しっかりと後押しをお願いしたいと思いま

す。

最後になりますけれども、私は以前、いわゆ

る世論調査について疑問を呈する質問を２回ほ

どしたことがあります。その１つは、平成19年

９月議会での代表質問のときでありました。当

時の自公連立政権にとって大変厳しい結果と

なった参院選の後でありました。これは、幾ら

世論調査に不満をぶつけても、結果が覆ること

はありません。しかし、きょうは、日本の再建

を託す政党を選んでもらう大事な衆院選の前で

あります。この重要なときに、いま一度世論調

査に触れてみたいと思います。

ことしも世論調査の結果が新聞の１面に掲載

され始めております。その方法は、依然として

コンピューターがランダムにつくり出した番号

に機械的に電話をかけるＲＤＤ（ランダム・デ

ジット・ダイアリング）法によるものでありま

す。かかるのは携帯電話ではなく固定電話のみ

であります。そして、回答を得られるのは、調

査によって異なるとは思いますけれども、1,000

人前後となっているケースが多いように感じて

おります。そして、「全国の電話世論調査の結

果」ということで１面を飾ることになります。

この報道に対する読者の反応には、アンダー

ドッグ効果とバンドワゴン効果があるというこ

とも、そのときの質問で取り上げました。アン

ダードッグというのは、負け犬、負けている

側、劣勢にある側を応援するという心理。バン

ドワゴンというのはその逆で、勝ち馬に乗ると

いう心理が働いて、自分も同じ意見だというこ

とで、世論調査の結果と同じ投票行動をとると

いうことであります。今回の衆院選にどちらの

効果が働くのか、今は予見できませんけれど

も、マスコミの世論調査結果はあくまでも参考

程度にとどめていただいて、しっかりと自分自

身の目で候補者、政党を選んでいただきたいと

思うところであります。

以上で質問の全てを終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

○中野一則副議長 次は、山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） それでは、

通告に従い順次お伺いをしてまいります。

平成22年４月の口蹄疫発生にて、本県では30

万頭近い牛、豚を殺処分しなければならない悲

しい出来事がありましたが、終息宣言以来わず

か２年数カ月で偉業をなし遂げることができま

した。それは、県内の畜産業界が口蹄疫からの

復興を掲げて臨んだ第10回全国和牛能力共進会

にて、本県勢が９部門のうち５部門で首席を獲

得したことであります。種牛のグランドチャン

ピオン「内閣総理大臣賞」も受賞し、目標とし

ていた日本一連覇を果たすことができ、県民の

皆様に感動を与えることができました。県勢は

個別の審査項目で、特にすぐれている牛に贈ら

れる特別賞についても、肉質賞など３つの賞に

も選ばれ、また出品牛全体の総合評価で決める

出品対策賞も受賞し、飼育技術にも高い評価を

得られております。宮崎牛としての系統もさる
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ことながら、農家や技術員などの県全体で取り

組む態勢も整っていたことも大きな評価として

考えられます。そこで知事に、今回の和牛オリ

ンピック２連覇をどのように評価されるのかお

伺いいたします。

以上、壇上からの質問を終わり、この後、質

問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

宮崎牛日本一連覇の評価についてでございま

す。第10回全国和牛能力共進会では、口蹄疫

で50頭の種牛を含む７万頭の処分という多くの

牛を失った厳しい条件にもかかわらず、９部門

中５部門での優等賞首席に加え、第７区の総合

評価群において内閣総理大臣賞、さらには団体

賞も獲得し、史上初の２連覇という快挙を達成

することができたわけでございます。このこと

は、今回出品された方々はもちろん、予選で競

い合った方々、また長年、宮崎牛の改良に携

わってこられた方々、さらには口蹄疫からの再

生・復興に向けてお力添えをいただいた多くの

県民の皆様など、本当に多くの関係の皆様の努

力のたまもの、また御支援のたまものであると

考えております。これまで挙県一致で取り組ん

できた成果がここにあらわれたものと考えてお

るところでございます。

今回の日本一の連覇は、口蹄疫からの再生・

復興に大きな弾みとなりますし、全国から御支

援をいただいた皆様に対する御恩返しにもなり

ました。また、県民の皆さんのふるさと宮崎に

対する自信や誇りを醸成したもので、大きく効

果があったと考えております。このような観点

から先般、全国和牛能力共進会宮崎県推進協議

会に対し、県民栄誉賞を授与させていただきま

した。今後は、今回の連覇を契機といたしまし

て、宮崎牛のブランド確立はもとより、農畜産

業、さらには県内経済全体の活性化が図られる

よう、この日本一連覇ということを生かして、

これも県民一致で取り組んでまいりたいと考え

ておるところでございます。今、非常に大事な

ところだという認識で、全力で取り組んでまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○山下博三議員 ありがとうございます。私

も26日に、長崎の共進会会場に出席をいたしま

した。大変な会場の盛り上がりでありまして、

特に宮崎県勢チームの方々のこの大会にかける

熱い思いを感じることができました。牛との一

体感、調教される姿というのに、本当に熱い思

いを感じたところでありました。改めて感謝を

申し上げたいと存じます。

次に、宮崎牛ブランド力について、同じく知

事にお伺いをさせていただきます。２連覇の

後、11月に都城、小林、児湯で子牛の競りが行

われております。私も先日、都城の競り市に出

席をいたしました。２連覇の影響もありまして

多くの県外の購買者もおいでになっておりまし

て、価格も３～４万程度高い相場で取引がなさ

れておりました。生産者の方は大変喜んでおら

れたんですが、その傍ら、肥育農家の皆さん方

が大変厳しい声でお話をしておられました。そ

れはどういうことかと申しますと、５年前にや

はり日本一をかち取りました。その中で安定し

た子牛価格の取引もなされておりましたが、肥

育農家の皆さん方は、やはりブランド力が出て

こなかったという思いであります。

実は、東国原知事時代、４年前、平成20年で

すが、東国原知事ともどもトップセールスに参

りました。名古屋の三越の、いわゆるセレブの

集う星ヶ丘店に行ったんですが、そのときに本
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当に松阪牛との価格差を感じたところでありま

した。当時、松阪牛は100グラム当たり3,400

～3,500円、片や我々の宮崎牛は100グラム当た

り1,700～1,800円という半分ぐらいの値段でし

か取引がなされていなかったんです。今回２連

覇したわけですから、少しは価格が上がったか

なと、売り先である宮田精肉店の星ヶ丘店に先

日、電話を入れてみました。まだいまだにこの

価格だということでありましたから、なぜこの

差が縮まらないのか聞いてみたんですが、その

宮田精肉店の社長のお話では、「宮崎牛の品質

は、ここ20年ぐらい大変すばらしい進歩があ

り、目をみはるものがある。しかし、和牛のブ

ランドとして、神戸牛、松阪牛は歴史的知名度

の違いがある。日本一２連覇をいかにアピール

するかが今後の課題でしょうね。マンゴー、地

鶏、たまたまきんかんなど、一過性のブームは

起きたでしょう。しかし、ブランドまでできた

かと言えば、それは確定ではなかったような気

がする」ということでありました。このことを

踏まえ、今後どのような取り組みで宮崎牛ブラ

ンド力を高めていこうとするお考えか、知事に

お伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今回の全国和牛能力共

進会の結果でございますが、肉牛の部門で、新

しい評価基準であるオレイン酸などの脂肪の質

につきましても好成績をおさめ、９区で優等賞

首席を獲得するなど、肉質のよさでも高い評価

をいただいたところで、日本一の実力というも

のを確かに実感することができたわけでありま

す。県といたしましても、この成果を、今御指

摘がありましたように、宮崎牛のブランド力の

強化につなげること、そして宮崎牛のＰＲから

流通・販売まで総合的なマーケティングの強化

が必要と考えております。前回の日本一も、そ

の後の口蹄疫なり大震災、さまざまな向かい風

の中で十分に生かし切ることができなかったの

ではないか、そのような反省があるわけでござ

います。

この日本一連覇をマーケティングの強化に生

かしていくという観点から、先般、県、経済連

等の関係機関で構成いたします販売戦略会議を

設置したところであります。具体的には、今

後、首都圏を初めとした県外でのＰＲやフェア

の実施などに加えまして、商談会の開催などに

よる販路拡大、県内においては、新しい肉料理

の創作などによる消費の拡大、さらには、メ

ディアを活用したさまざまな場面での積極的な

ＰＲなどを行ってまいりたいと考えておりま

す。この日曜日には、大相撲の11月場所の千秋

楽で白鵬関に、「５年に１度の和牛能力共進会

で２連覇を達成した宮崎牛」ということを申し

上げ、贈呈してきたところでございますが、会

場の反応に、以前と比べてかなり手応えを感じ

ておるところでございます。この知名度、発信

力をより活用して、先ほど言いましたような体

制を整えて、県全体で知恵を出すような形で、

ブランド力の強化に努めてまいりたいと考えて

おります。

○山下博三議員 確かに、５年前にかち取りま

してから、全国で宮崎牛を扱ってくれる販売店

舗数、レストラン数が非常にふえておりまし

て、433店舗にふえてきている状況であります。

ぜひブランド力を高めていただくようにお願い

いたします。

次に、みやざき東アジア経済交流戦略におけ

る宮崎牛の輸出対策について、同じく知事にお

伺いをいたします。

国内における消費動向が非常に変化をしてき

ております。団塊の世代が60代になり、牛肉の
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消費が大変減ってきているという現実がありま

す。Ａ５の10番、11番、12番、いわゆるサシの

入った最高の牛肉ですが、霜降り肉の脂が強く

て余計にそういう最高の肉が食べられなくなっ

た現実があります。市場調査してみますと、今

日は健康志向の高まりで、Ａ４の６番、７番、

８番、やや赤身の入ったもの、100グラム1,200

～1,300円のものが非常に人気であるという話で

あります。肥育農家の皆さんの努力によって、

Ａ４～５等級という最高の肉、すなわち上物率

として評価されるものの生産は65％に達してお

りますが、最高の肉の売れ行きが非常に鈍化し

ているということで、東アジアにおける富裕層

をターゲットにした売り込みを今、肥育農家そ

れぞれが模索されております。

ことしの８月16日から20日まで、アジア最大

級の食品展示会と評される香港フードエキスポ

が開催され、我々商工建設常任委員会を中心に

視察をしてまいりました。世界26カ国から、食

に関する約1,110企業、団体が出展し、本県から

は、県や県物産貿易振興センター、宮崎銀行の

呼びかけに応じた９つの企業が参加をされてお

ります。このうち６企業は初出展で、販路開拓

のチャンスをつかもうと、自社商品をアピール

されておりました。バイヤー約１万3,000人、来

場者約38万人にも上るフードエキスポで、想像

以上の手応えを感じておられたところでありま

す。数社の企業が肉の販売に参加しておられ、

特に東アジアの富裕層に着目されていたのが、

Ａ５等級の最高の牛肉であります。このことを

踏まえ、今後の東アジア戦略における宮崎牛の

輸出対策について、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎牛など食肉を含め

た本県食材の販路拡大に当たりましては、国内

の大消費地の対策に加え、今御指摘がありまし

たような、経済成長、また人口増加をしている

アジアの、富裕層、中間層が急激に拡大をして

いるこの市場というのは、将来的にも大変重要

になってくるものと考えております。昨年も香

港、マカオに、私もプロモーションに行ったわ

けでございます。そのときに宮崎牛の取扱店も

徐々にふやしていく取り組みを進めておるとこ

ろでございまして、みやざき東アジア経済交流

戦略に基づき、香港、マカオなどにおきまし

て、今後とも積極的に取引拡大に努めてまいり

たいと考えております。

今、御指摘がありました香港フードエキスポ

においても、去年知り合いましたバイヤーか

ら、宮崎のセールスなり現場でのプロモーショ

ンは大変評判がよかったと、フェイスブックを

通じてメッセージもいただいたところでありま

して、いろんなコネクション等も通じながら、

しっかり連携をとって売り込みを図ってまいり

たいと考えております。今回の日本一２連覇を

契機としまして、宮崎牛のすばらしさをより一

層海外にも伝えてまいりたいということで、香

港、マカオに続きまして、シンガポールなど新

たな展開も視野に入れながら、積極的なプロモ

ーションを行っ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。

次に、種雄牛造成の取り組みについてお伺い

いたします。宮崎県は、さきの長崎全共で２連

覇を達成したところであります。この根幹にあ

りますのは、これまで、生産者はもちろんであ

りますが、県や関係団体が一致協力してつくり

上げた、県有種雄牛の存在であると考えており

ます。ほとんどの種雄牛は平成22年の口蹄疫で

殺処分されましたが、生き残った５頭のおかげ

で、全共後の競り価格も県外から高い評価を得
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ています。今後、全共で本県が３連覇、４連覇

を果たし、県産和牛がさらに高い評価を受ける

ためには、これら種雄牛をもとにした基礎牛、

雌牛や後継種雄牛をいかに早く作出するかにか

かっていると思います。今後の種雄牛造成に向

けた取り組みについて、農政水産部長の御所見

をお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 現在の県有種

雄牛につきましては、今回の全共で高い評価を

いただいたところでございますが、それに続く

次世代の種雄牛に対する農家の期待も非常に大

きいことから、県といたしましても、新たな種

雄牛の造成が急務であると考えております。こ

のため、平成23年３月に種畜再生対策基金を造

成し、種雄牛造成に必要な財政的支援を集中的

に行うとともに、種雄牛から生まれた子牛の肥

育成績が比較的早期に判明する間接検定を積極

的に活用するなど、新たな種雄牛の造成に向け

て、鋭意取り組んでいるところでございます。

現在、種雄牛そのものの能力を判定する直接検

定の結果が判明した待機牛が31頭おり、来年４

月以降、間接検定の結果も順次判明してまいり

ますので、次の全共も見据え、今後とも種雄牛

造成を進めてまいりたいと考えております。

○山下博三議員 次に、獣医師確保対策につい

てお伺いをしてまいります。

獣医師確保対策については、前回の９月議会

において、鳥飼議員、太田議員からも取り上げ

られ、宮崎県獣医師確保対策チームを設置され

取り組んでおられるという報告がありました。

本県の口蹄疫の発生に伴い、終息宣言がなされ

てから、平成22年11月24日に国の検証委員会か

ら報告が提出されております。その中の指導事

項で、宮崎県は、肉用牛の数は全国３位、養豚

は全国２位の畜産県だが、家畜保健衛生所の数

は県内に３カ所、家畜防疫員も47人であり、こ

のため家畜防疫員―家畜保健衛生所の獣医師

のことでありますが―１人当たりで見た場合

の管理頭数は１万5,342家畜衛生単位、これは

牛、豚、鳥の飼育頭数を換算係数に基づき計算

したものでありますが、全国平均は4,244家畜衛

生単位であります。さらに、畜産農家戸数が246

戸、全国平均は52戸でありまして、他の都道府

県と比較して家畜防疫員の負担が格段に大きい

ことが指摘されております。伝染病発生に対す

る早期対応のためには、都道府県や家畜保健衛

生所が日ごろから農場の所在地や畜種、頭数な

どについて把握していることが重要である。し

かし、宮崎県では最新の情報を十分に把握して

いなかった。このため、初動対応がおくれ被害

を広げたと考えられるとの報告がなされており

ます。この指導を受けての、今日までにおける

獣医師の確保対策と今後の対応について、総務

部長にお伺いをいたします。

○総務部長（四本 孝君） 本年度の獣医師採

用試験につきましては、退職予定者あるいは増

員等を踏まえた採用予定者数13名に対し、現在

のところ11名を確保している状況でございま

す。本県の家畜防疫員の状況につきましては、

口蹄疫対策検証委員会報告書において、他の都

道府県と比較して管理頭数の面から数が少ない

との指摘がなされましたことから、家畜保健衛

生所の獣医師を平成32年度までに20名程度増員

し68名とすることで、他の畜産県と同レベルの

体制としたいと考えておりますけれども、家畜

防疫等の業務に従事する獣医師の負担が依然と

して大きいという現状は認識をしておるところ

でございます。一方で、全国的に公務員獣医師

の需要が高まっている中で、十分な採用数を確

保できない状況にございますことから、給与面
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での処遇改善等による獣医師確保に努めるとと

もに、民間獣医師を含めた全県的な防疫体制の

整備などにも取り組んでいるところでありま

す。今後とも、議員御指摘の点も踏まえなが

ら、全国有数の畜産県にふさわしい家畜防疫体

制の確立に向けまして、業務に従事する職員の

処遇改善など、人材確保に向けた取り組みを積

極的に進めてまいりたいと考えておるところで

ございます。

○山下博三議員 ぜひ獣医師確保については万

全を尽くしていただきたいと思っています。獣

医師の過去８年間の平均採用率が79％であるよ

うであります。また、ことしから５年後までに

は33名の方が定年満期を迎えるということで、

大変確保が難しい状況でありますから、万全を

尽くしてください。もし口蹄疫が発生した場合

に、もう申し開きはできないと思うんです。万

全の体制をとっていただくようにお願い申し上

げたいと存じます。

次に、本県は、獣医師職員の採用をいたしま

すと、福祉保健部と農政水産部に配属をされま

すが、採用後の人事交流の実施状況について、

総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（四本 孝君） 獣医師の部局間人

事交流につきましては、公衆衛生及び家畜衛生

の双方を経験させることによって、多様な能力

を有する獣医療のエキスパートを育成すること

を目的としまして、職員の希望あるいは所属の

体制等を考慮しながら、毎年度２～３名程度を

相互交流してきているところでございます。こ

のような人事交流は、双方の業務の相互理解あ

るいは共通認識の醸成に大変有効でございまし

て、獣医師の資質向上あるいは職場の活性化、

さらには有事の際の部局を超えた連携・協力体

制の構築の面でも不可欠と考えておりますの

で、さらなる交流の拡大に努めてまいりたいと

考えております。

○山下博三議員 農政サイドの獣医師職員も不

足する中、鳥インフルエンザや口蹄疫の防疫の

徹底、農家や施設の巡回指導等、大変な負担増

になっているようであります。また、福祉保健

部獣医師も、食肉という最も安全・安心を求め

られる食肉衛生検査獣医師として大きな責任を

求められております。そこでお伺いいたします

が、福祉保健部と農政水産部の獣医師にはどれ

ほどの給与格差があるのか、総務部長にお伺い

いたします。

○総務部長（四本 孝君） ただいまのお尋ね

について、食肉衛生検査所と家畜保健衛生所に

勤務する獣医師の給与支給の違いということで

お答えをさせていただきますと、昨年度の支給

ベースで見ますと、月額平均で約２万円程度、

食肉衛生検査所のほうが多いという結果になっ

ております。その差の主な内訳としましては、

これらの所属においては、業務の特殊性や困難

性を考慮して、給料のほかに給料の調整額や特

殊勤務手当が支給されておりまして、それらが

主な給与差となっているわけでございます。具

体的には､給料の調整額については、食肉衛生検

査所は調整数３、家畜保健衛生所は調整数２が

措置をされておりまして、月額平均で約9,000円

程度の差が出ております。また、特殊勤務手当

につきましては、食肉衛生検査所には屠畜や食

鳥の検査に従事した場合は日額800円が支給され

ることから、月額平均で約１万4,000円程度の差

が生じているということでございます。

○山下博三議員 福祉保健部と農政との給与差

のことを今報告していただきました。口蹄疫や

鳥インフルエンザの発生後、農政水産部の獣医

師は、それまでの通常業務に加え、国の防疫指
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針で定められた農家巡回が大きな負担となって

いるところであります。獣医師の増員に向けて

努力されていることは評価したいと思うんです

が、一方で、福祉保健部と農政水産部における

獣医師の給与水準を見ると、調整数や、ただい

まありました特殊手当など、同じ獣医師であり

ながら、かなりの差が見られると思います。両

部の獣医師の人事交流も行われているようであ

りますが、待遇に差があれば、農政を希望する

職員が減少し、ますます家畜保健衛生所職員の

確保が困難になるのではないかと大変心配をい

たしております。公務員獣医師の困難性、家保

業務の重要性等を考慮し、家保獣医師の調整数

引き上げや特殊勤務手当等について検討するな

ど、最大限の努力をしていただくよう要望いた

しておきます。

次に、獣医師確保対策のために、奨学金や地

域枠の創設などに取り組んでおられるようであ

りますが、今後どのような改善策をとっていか

れるのか、農政水産部長にお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 獣医師確保に

つきましては、これまで大学の就職説明会や特

別講義への参加、また修学資金の給付等さまざ

まな取り組みを行ってまいりました。今年度か

らは、さらに確保対策を強化するため、庁内に

獣医師確保対策チームを設置し、関係各部が密

接に連携して取り組みを進めております。具体

的には、地元大学との意見交換会等による連携

の強化、県外大学の戸別訪問、修学資金の給付

期間の拡大や対象者の増員、県内高校における

生徒や進路指導教諭との意見交換会等による、

より若い世代に対する獣医師への意識づけなど

を行っております。今後とも、地元大学におけ

る地域枠の創設可能性の検討も含めまして、効

果的な対策を講じてまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 きのうからけさにかけて、本

県の医師不足の中、大変な改善策が見られたと

いう評価のテレビ報道がなされておりました。

知事、ごらんになっていないですか。かなりな

取り組みの中でこれだけの研修医が確保―評

価されておりました。ぜひ獣医師確保に向けて

も、医師確保に向けた取り組みと同等の取り組

みをしていただくようにお願い申し上げたいと

思います。

次に、中小企業金融円滑化法についてお伺い

をしてまいります。

この法律は、2008年秋のリーマンショックを

きっかけに、中小企業への貸し渋りや貸し剥が

しを防ぐために導入されたものでありますが、

本県においては、2010年４月の口蹄疫発生以

来、鳥インフルエンザの発生、新燃岳の噴火や

県内各地での大雨災害など、立て続けに大きな

災害に見舞われております。中小企業金融円滑

化法の概要と今日における利用状況等はどう

なっているのか、商工観光労働部長にお伺いを

いたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 中小企業

金融円滑化法は、先ほど議員の御質問にありま

したように、平成20年９月に発生いたしました

リーマンショックによる世界経済の減速に伴

い、我が国の経済も急速に悪化し、中小企業の

業況や資金繰りが大幅に悪化したことなどを背

景に、金融機関が中小企業者等から返済期間の

延長など貸し付け条件の変更の申し込みを受け

た場合、それに応じる努力義務を規定した法律

であります。九州財務局が宮崎県分としてまと

めた調査結果によりますと、条件変更が実行さ

れた件数は、法施行後の平成21年12月から24年
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３月までの２年４カ月間で―１企業が複数回

実行されているケースも多く含まれると伺って

おりますが―延べで１万4,493件であります。

また、中小企業からの申し込みに対して条件変

更が実行された割合は、みずから取り下げた場

合を除きまして98.0％となっております。

○山下博三議員 次に、県内の中小企業等の信

用を保証することにより、金融の円滑化を図る

組織として県信用保証協会が設けられておりま

すが、この信用保証協会が承諾した中小企業金

融円滑化法施行後の条件変更の状況やその業種

別の状況について、同じく商工観光労働部長に

お伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 県信用保

証協会が信用保証を行った中小企業等のうち、

中小企業金融円滑化法施行後に条件変更を承諾

した実数は、平成21年12月から24年10月までの

２年11カ月間で1,814社となっております。この

内訳を業種別に見てみますと、建設業が511社

で28.2％、小売業が303社で16.7％、サービス業

が295社で16.3％、次いで飲食店、製造業などと

なっております。

○山下博三議員 業種別では511社、28.2％の建

設業が多いということでありますが、さらに公

共投資の大幅削減等によって、建設産業は大変

なダメージを受けておられると思います。私ど

も自民党県議団におきましても、入札制度の改

革に向けたプロジェクトチームを発足するな

ど、建設産業の振興に向けた取り組みも行って

おりますが、中小企業金融円滑化法の現在まで

の効果と、来年３月末の期限到来後どのような

事態が生じることが予想されるのか、同じく商

工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） まず、中

小企業金融円滑化法の効果についてでありま

す。金融機関が条件変更を行いやすくなったこ

とで、中小企業者等の債務の弁済に係る負担が

一時的に軽減されたこと、また、同法が施行さ

れた平成21年度以降の県内企業の倒産件数は、

先ほども議員の御質問にありました口蹄疫、新

燃岳の噴火、東日本大震災の発生等の影響で厳

しい経済状況にあった中ではありましたが、３

年連続で100件を割り込むなど、一定の効果をも

たらしたものと考えております。

次に、来年３月末の期限到来後についてであ

りますが、今月初めに発表されました金融担当

大臣談話において、金融機関が貸し付け条件の

変更や円滑な資金供給に努めるべきことは、同

法の期限到来後も変わるものではないことや、

国は金融機関に対して、借り手の経営課題に応

じた最適な解決策を十分な時間をかけて実行支

援するよう促すことなどの方針が示されており

ます。また、県内の金融機関からも、同法の期

限到来後においても条件変更に対する姿勢は変

わらないと伺っているところであります。しか

しながら、借り手側の課題といたしまして、条

件変更を受けた中小企業等の中には、経営改善

計画の策定や実行がおくれているケースがあり

ますので、今後は、中小企業の一層の経営改善

に向けた取り組みとともに、適切な経営支援体

制の構築が必要であると考えております。

○山下博三議員 同じく商工観光労働部長にお

伺いいたします。まだまだ本県の中小企業、約

４万社ありますが、長引くデフレと観光客の

減、なかなか物が売れない、大変厳しい状況が

続いております。このような状況の中、中小企

業金融円滑化法の期限が間近に迫っております

が、県内の中小企業に対する支援策について、

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） まず、国
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の支援策についてでありますが、国において

は、法の期限到来に向けた対応といたしまし

て、本年４月に政策パッケージを発表いたしま

して、金融機関にコンサルティング機能の一層

の発揮を求めるなどの取り組みを進めておりま

す。また、中小企業の経営課題が多様化、複雑

化する中で、本年８月には中小企業経営力強化

支援法が施行され、新たに財務や会計の専門家

を経営革新等支援機関に認定し、経営の診断、

事業計画策定や実施について、専門性の高い支

援が進められつつあります。県といたしまして

も、まずは相談体制の充実が重要と考えてお

り、中小企業等経営基盤強化支援事業による経

営支援を引き続き進めるとともに、団体間の役

割分担と連携による支援体制を整備するという

面から、県が主導して締結されました金融支援

と経営支援を一体的に推進する連携協定や、中

小企業者に対し個別支援会議開催など具体的な

支援を行う「みやざき経営アシスト」といった

取り組みが進んでいるところであります。今後

とも、県融資制度等を活用した金融支援を初

め、中小企業再生支援協議会との連携強化によ

る事業再生支援等について検討を進めるなど、

同法の期限到来を見据えたセーフティーネット

構築に向けて取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○山下博三議員 ぜひ万全の体制で企業支援を

していただくように、お願い申し上げておきた

いと思います。

次に、本県の物流対策についてお伺いをして

まいります。特に、本県の貨物輸送の大半を

担っているトラック輸送の抱える課題について

申し述べてみたいと思います。

現在、トラック輸送は国内物流の90％以上を

占め、産業の振興や消費生活の安定、円滑化を

図る上で、輸送事業は大変重要な役割を果たし

ております。大都市圏への長距離輸送の多い本

県のトラック業界にとりまして、ドライバーの

労務管理が企業経営の生命線となっているよう

であります。ことしの４月に発生いたしました

関越自動車道のツアーバス事故では、運転手、

乗客合わせて45名もの負傷者が発生し、運転手

に対する会社側の運行管理の不備を初めとする

多くの法令違反が発覚し、社会的にも大きな問

題となりました。福岡労働局がまとめた2011年

の自動車運転者を使用する監督指導結果により

ますと、一般貨物事業所113のうち80.5％に当た

る91事業所が何らかの形で法令違反をしていた

そうであります。そのうち改善基準告示違反関

連では、７割に当たる80事業所が同じく違反を

指摘されているそうであります。一般貨物改善

基準告示違反の内容は、最も多かったのが最大

拘束時間違反の71事業所、62.8％、次いで休息

期間違反の51事業所の45.1％、また連続運転時

間違反も49社、43.4％と目立っており、トラッ

ク業界の厳しい労働環境の実態が明らかになっ

てまいりました。本県の長距離トラック輸送の

現状を見ましても、フェリーの減船、スピード

リミッター装着義務化、若年労働者の労働力不

足などで厳しい輸送環境に置かれ、加えて、荷

主先での待ち時間等、運転手の拘束時間も長時

間に及び、労働環境の改善が喫緊の課題となっ

ております。

そこで、まずは警察本部長に、本県における

トラック輸送の中心的労働力である65歳以下の

大型免許保有状況と、若齢者、いわゆる20

代、30代の保有状況の過去５年の推移について

お伺いをいたします。

○警察本部長（加藤達也君） まず、65歳以下

の大型運転免許保有者数を見ますと、平成19年
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は６万5,610名、平成24年10月末時点では５

万7,335名となっており、比較しますと8,275名

減少しており、率で見ますと12.6％減となって

います。次に20歳代では、平成19年は4,253名、

平成24年は2,374名となっており、比較します

と1,879名減少しており、率で見ますと44.1％減

となっています。さらに30歳代では、平成19年

は１万57名、平成24年は8,449名となっており、

比較しますと1,608名減少しており、率で見ます

と15.9％減となっています。

○山下博三議員 若者の免許取得状況も大きく

減少し、トラックドライバーの若年労働力が不

足しているようであります。先ほども申し上げ

ましたように、本県の物流にとって、トラック

輸送は大変重要な役割を果たしておりますが、

現状ではこのような厳しい輸送環境や若者の担

い手不足など、今後が非常に心配な状況にあり

ます。県は、こういった状況で本県の今後の貨

物の輸送手段をどう考えておられるのか、総合

政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 貨物の輸送手

段につきましては、輸送コスト、種類、出荷

先、納品時間等の輸送条件に応じて選択をされ

ておりますが、その中でもトラック輸送は貨物

輸送の大半を占めており、本県の物流にとって

大変重要な役割を担っていると認識しておりま

す。このため県としては、宮崎県トラック協会

に対し、毎年度、運輸事業振興助成交付金を交

付しまして、安全対策や労務管理などの取り組

みを支援しているところであります。また、

フェリーを初めとします海上輸送などの利用

が、物流コストの削減や二酸化炭素の排出量の

抑制のみならず、長距離トラック運転手の長時

間労働、あるいは若年労働力不足への対策にも

なりますことから、海上輸送などへのモーダル

シフトを積極的に推進していく必要があると考

えております。

○山下博三議員 ただいま、フェリーなど海上

輸送の利用を推進していくとの答弁をいただき

ましたが、海上輸送は、大消費地から遠隔地に

ある本県にとりまして大変重要な輸送手段であ

ります。細島港や宮崎港の開港に、黒木博元知

事、松形元知事も取り組んでこられ、数千億も

の投資がなされておるものと思っております。

先日、宮崎―大阪間を毎日運航しておられます

宮崎カーフェリーの社長、専務とお会いし､会社

の現状と課題についてお伺いをいたしました。

大変厳しい内容をお聞きしてきたところであり

ます。平成18年、19年は営業利益を４億以上出

しておられますが、燃油の高騰や貨物物資の減

少等により、ここ数年マイナス決算になってお

ります。特に昨年、23年決算では営業利益で２

億を超えるマイナスになっております。先ほど

から申し述べておりますが、トラック業界の抱

える課題の中で、運転手の労働改善のためにも

フェリーの利用は欠かせません。しかし、この

ままでは存続も非常に厳しい状況ではないで

しょうか。平成18年に京浜航路も廃止となって

おりますが、本県の長距離フェリー航路の抱え

る課題と県の取り組みについて、総合政策部長

にお伺いをいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 本県発着の長

距離フェリーにつきましては、農畜産物あるい

は工業製品などを大消費地に効率的に輸送する

ために極めて重要な輸送手段であるとともに、

御指摘がありましたように、トラック業界に

とっても安全対策や労務管理上重要であると考

えております。しかしながら、燃油価格の高

騰、景気の低迷、また高速道路の夜間・深夜割

引などによります旅客、貨物の減少が大きな課
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題となっております。現在、県としましては、

県内発着のフェリーを利用した新規の貨物等に

助成を行う物流効率化支援事業の活用によりま

して、その利用を促進しているところでありま

す。今後は、地元市町村や関係団体と連携しな

がら、さらなる長距離フェリーの利用促進に向

けた支援を検討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。

次に入らせていただきます。障がい者雇用に

ついてお伺いをしてまいります。

障がい者工賃向上に向けた取り組みや、障が

い者の皆さんの抱える課題については、何回か

お伺いしてまいりました。今日まで、障がい者

の皆様方の就労に向けた取り組みや工賃向上の

取り組み等に、多くの県内のＮＰＯ、社会福祉

法人の皆さんが努力してこられました。来年４

月より15年ぶりに法定雇用率の引き上げも決ま

り、障がい者の範囲は身体、知的に限られてお

りましたが、新たに躁鬱病や統合失調症を加え

るなど、近年における社会情勢を反映したもの

となっております。平成23年度までの工賃向上

倍増５か年計画の未達を踏まえ、新たな工賃向

上計画の目標達成のため、今後どのような取り

組みをお考えか、福祉保健部長にお伺いをいた

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、新た

な工賃向上計画の目標達成のため、経営の専門

家で構成いたします「工賃向上支援チーム」に

よる新商品開発、販路開拓に関する個別指導や

研修会の開催、またイベント等での共同販売な

ど、これまでも成果のありました取り組みを引

き続き実施することといたしております。ま

た、地域において障がい者を支える仕組みを構

築することは大変重要でありますことから、市

町村が行う企業向け広報の実施や地元商工団体

等への協力呼びかけなど、地域における事業所

への支援が充実するよう、市町村との連携の強

化を図ってまいります。さらに、国、地方公共

団体の障がい者就労施設等への官公需の発注拡

大に関する責務を規定いたしました「障害者優

先調達推進法」が来年４月から施行されること

から、今後は、法の趣旨を踏まえまして、物品

購入や役務の提供に係る優先発注の拡大にも積

極的に取り組むことといたしております。県と

いたしましては、厳しい経済状況の中でありま

すが、計画の目標達成に向けて積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

○山下博三議員 工賃倍増５か年計画が未達に

終わったわけですが、今それぞれの事業体の皆

さん方も精いっぱい頑張っておられますから、

ぜひとも全面的な支援をお願いしておきたいと

思います。

同じく福祉保健部長にお伺いをいたします

が、本県の就労継続Ａ型事業所の現況と、それ

ぞれの事業所において、最低賃金や雇用保険な

ど利用者を守る制度がしっかりと適用されてい

るのか、お伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県内のＡ型12

事業所の10月末現在の利用者258名について、状

況を調査いたしております。最低賃金につきま

しては、全ての利用者に適用されております。

また、雇用保険でございますが、週の労働時間

が20時間以上の利用者が保険加入を必要といた

しますけれども、その方々の全てが加入をして

おります。なお、保険加入が必要な利用者は全

体の約７割でございまして、残りの約３割の方

々については、本人の障がいの状況等により週

の労働時間が20時間に満たないということがあ

りまして、保険加入非該当となっているところ
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でございます。

○山下博三議員 この質問を取り上げさせてい

ただいたのも、今、Ａ型事業、Ｂ型事業のさま

ざまな事業所が成り立ってきているんですが、

高齢者の福祉事業もそうですけれども、安易に

株式をやっておられる方が参入してこられるよ

うな状況もあります。ぜひしっかりと監視して

いくような形で、障がいを持っておられる方が

少しでも安定した中で雇用が進むように目配り

をお願いしておきたいと思います。

次に、障がい者の皆さんの就労の機会を少し

でもふやしてあげることが大事であると思いま

す。そして企業には法定雇用率が定めてありま

すが、来年４月より従業員50名以上の企業が義

務を負うことになります。現在、従業員200名以

上の企業に適用される障害者雇用納付金制度、

月額５万円が、平成27年度より従業員100名以上

の企業に義務化されます。今後、ますます企業

にも福祉事業への協力を求められる中、施設外

就労への取り組みも必要ではないかと思ってお

りますが、そのためには何らかの形で評価制度

などインセンティブを付与するような取り組み

が考えられないのか、福祉保健部長にお伺いを

いたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 障害福祉サー

ビス事業所が企業から請け負った作業を、その

企業に出向き企業内で行う、いわゆる施設外就

労につきましては、障がい者の一般就労への移

行、工賃向上を図るために有効な取り組みでご

ざいまして、各福祉事業所においても、協力企

業の開拓に積極的に取り組んでいるところでご

ざいます。この取り組みを進めるためには、何

よりも企業の事業所に対する理解と協力が不可

欠でありますことから、企業向けセミナーの開

催や、本年７月に新たな工賃向上計画を策定い

たしました際には、発注者としての商工団体等

に協力依頼を行ったところでございます。ま

た、本年９月補正で予算化いたしました障がい

者工賃向上情報発信強化事業において､各事業所

の情報を取材収集し、インターネットサイトな

どを活用した情報発信の強化に取り組むことと

いたしておりますが、発注企業や協力企業の情

報についても、この中に盛り込んでＰＲをした

いと考えております。県といたしましては、こ

れらの取り組みを通じまして、福祉事業所と企

業との連携の強化を図り、施設外就労について

も、拡大に向けた環境整備に取り組んでまいり

たいと考えております。

○山下博三議員 よろしくお願いをしておきた

いと思います。

次に、薬物乱用防止の取り組みについてお伺

いをしてまいります。

先月の10月13日、ライオンズクラブ国際協

会337－Ｂ地区主催によります薬物乱用防止教育

認定講師養成講座に参加をいたしました。４年

前にも経験しておりますから、今回で２回目の

参加であります。各クラブ会員から60名程度の

参加があり、薬物乱用のない社会づくりに向け

た取り組み等について熱心に講義を受けたとこ

ろでありました。最近の報道を見ております

と、何らかの薬物利用者が重大な交通事故を起

こしたり、傷害事件や殺人等凶悪事件などを起

こすケースが発生しているように思えてなりま

せん。事件に巻き込まれた被害者や家族におい

ては、十分な補償も得られていないのが現実で

はないかと思っております。また、一度手を染

めると、なかなか逃げられない実態でありま

す。そこで、本県における薬物事犯の現状等に

ついて、警察本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（加藤達也君） 県内におきまし
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ては本年10月末現在で、覚醒剤事犯が75件、58

人、大麻事犯が11件、10人の合計86件、68人を

検挙しております。対前年同期比では、覚醒剤

事犯が８件、８人の増加、大麻事犯が５件、２

人の減少で、覚醒剤事犯につきましては、検挙

件数、人員いずれも過去５年間で最高となって

おります。本年、薬物事犯で検挙された者を年

代別で見ますと、少年の検挙はなく、30代か

ら40代が約60％を占めております。また、検挙

された者の薬物の入手方法としましては、密売

人に直接面接して手に入れたり、宅配便で届け

させたりする方法が主ですが、インターネット

を利用した事案もありました。警察としまして

は、今後とも、薬物事犯の取り締まりを徹底す

るとともに、関係機関との連携を図りながら、

薬物乱用の防止に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○山下博三議員 事案が非常にふえている状況

をお聞きして、私も大変不安に思ったところで

あります。薬物乱用防止政策には２つの柱があ

ります。１つは、行政による取り締まりの強化

及び不正流通、密輸、密売の根絶、もう１つ

は、啓発活動による薬物乱用の未然防止であり

ます。啓発活動の推進は、官民一体となった積

極的な活動が必要であります。特に若年層への

啓発活動が最も重要であると思いますが、学校

における薬物乱用防止教室の取り組み状況等に

ついて、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 学校における薬物乱

用防止教室につきましては、警察職員や学校薬

剤師等を講師として招き、専門的な立場から、

心身の健康に深刻な影響を及ぼす薬物の種類や

薬物依存の怖さなどについて、子供たちに実感

させるような指導を進めているところでありま

す。薬物乱用防止教室の平成23年度の公立学校

における実施状況は、小学校47％、中学校89

％、高等学校97％でありますが、特に中学校と

か高等学校では非常に危機感を持っておりまし

て、在学中必ず１回は実施するようにと強く指

導しているところであります。

○山下博三議員 ありがとうございます。

同じく学校現場での命の教育の取り組みにつ

いて、教育長にお伺いをいたします。今回の講

座におきまして、薬物乱用防止教育の現状につ

いて、教育委員会の職員の報告がありました。

その講座において、改めて命についての深い感

動を覚えましたので、それを紹介させていただ

きたいと思います。福岡県にある内田産婦人科

医院の内田美智子助産師の手記であります。妊

娠10カ月に入り、きょうかあしたにでも我が子

の誕生を待っていた、あるお母さんのお話であ

ります。

10カ月に入り、きょうにもあすにも生まれる

日を待っていました。おかしい、いつもと違

う、お母さんの勘は的中していました。胎児は

母の体内で既に輝きを失っていました。亡く

なった胎児でも母親は産まなければなりませ

ん。助産師さんは、陣痛に苦しむ母親に「頑張

ろうね、もうすぐ元気な赤ちゃんに会えるよ」

と言って励まします。死産の子を出産する母親

には、何と言って励ませばいいのでしょう。分

娩室で付き添った看護師は、何も声をかけるこ

とができず、ただただ手を握っているだけであ

りました。それしかできないこともあるので

す。言葉が出ないのです。その母親は、御褒美

のない陣痛に耐え、輝くことのない胎児を出産

いたしました。産声の上がらない分娩室で母親

の泣き声だけが悲しく響きます。この泣かない

子を、母親は泣きながら抱き締めます。いつま

でもいつまでも、ただ抱き締めるだけです。も
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うそれしかできないのです。それ以上のことは

できないのです。ところが、その母親は、その

夜一晩抱いて寝たいと希望しました。その希望

に沿い、母親と胎児を部屋で一緒に過ごさせま

した。夜中に看護師が見回りに行くと、母親は

月明かりの中、ベッドの上に座り、子供を抱い

ていました。「大丈夫ですか」と声をかける

と、母親は「今、お乳をあげていたんですよ」

と言いました。看護師は一瞬驚きましたが、

黙ってしばらく様子を見ていると、母親は１滴

２滴とにじんでくる乳を指にとり、赤ん坊の口

元に運んでいました。どんなにそのお乳を飲ま

せたかったことでしょう。どんなに授乳する日

を夢見たことでしょう。こんな命と向き合う仕

事を続けて思うこと、それは、人はそこにいる

だけで価値がある。人が１人、人として生まれ

てくるためにどんなに多くの困難を乗り越えな

ければならないのか。生まれてきたこの瞬間

に、ここにいることのすごさを知ってほしい。

一人一人が奇跡のような命です。

静かに流れる曲のもと、この手記がＤＶＤで

流されました。この一節を教育長もお聞きにな

り､今、学校現場でも多くのいじめがあり、そし

て若い母親が育児に悩み苦労されておることも

御案内のとおりであります。早いうちから子供

たちに命の大切さを気づかせるために、学校で

具体的な事例を活用してみてはどうか、教育長

にお考えをお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 命を大切にする生命

尊重の精神は、何よりも教育の基盤をなすもの

だと思っております。私もその手記を読ませて

いただいて、今ももう一回読み直して、じんと

くる思いでいっぱいです。

学校では、発達の段階に応じた教材を活用し

ながら、関連する教科の授業や道徳の時間な

ど、学校の教育活動全体を通して指導が行われ

ているところであります。今、御紹介にありま

したような実体験に基づく感動的な手記、体験

記などを活用し、子供たちの心に本当に実感と

して響く指導をすることは、子供たちにしっか

りと命の大切さを感じさせることができる尊重

すべき取り組みであると考えております。

実は、このようなことから、現在、県教育委

員会では、口蹄疫など県民の皆さんの体験、さ

まざまな思いを題材にした、「命や絆を大切に

する」宮崎県道徳教育読み物資料集を作成して

おります。私も原稿を読みました。小学校３年

生だったと思いますが、「ありがとうブータ

ン」という文章を読みながら、涙が流れてとま

りませんでした。そういう教材の紹介など、学

校への支援によって、今後も命の大切さを気づ

かせる教育の充実がさらに図られますよう、

しっかりと努めていきたいと思っております。

○山下博三議員 参加された会員の多くが目頭

を熱くされ、改めて命のとうとさを教えられた

ような気がいたしました。私も数年前、母を亡

くしておりますが、この世に生を与えてくれた

こと、改めてこの縁に深く感謝したところであ

ります。ぜひいま一度、この世に生を受けたこ

と、悩み苦しみは考え方一つで変えられるこ

と、子供と大人にもこういった命の教育をさら

に進めてほしいと思った次第であります。講座

の講師を務めていただいた教育委員会の職員の

方には深い感謝を申し上げ、さらに頑張ってい

ただくことをお願いして、一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○中野一則副議長 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。
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平成24年11月27日(火)

本日はこれにて散会いたします。

午後２時52分散会


