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◎ 一般質問

○中野一則副議長 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、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、二

見康之議員。

○二見康之議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。年に２回という貴重な一般質問も今

回で４回目となりました。早いもので残すとこ

ろあと４回、残りの任期も半分、折り返しの時

期になったというふうに痛感しております。私

もまだ政治の道を歩き始めたばかりではありま

すけれども、政治の道を志し、政治の道を歩ん

でいくという立候補時の決意、私の全人生をか

け、全ての人たちの幸せ、地域の方々、地元都

城の方々のみならず、県内外、そして、さらに

は国内外を問わず、御縁のある方ない方関係な

く、ただただ、一人一人の幸せ、笑顔の花を多

く咲かせたい、そうただ願い、思い続けてきた

ところでございます。この初心を決して忘れる

ことなく、これからも努めてまいりたいと思う

ところでございます。きょうは、後援会長御夫

妻にも来ていただきましたので、しっかりとこ

の時間を務めてまいりたいと思います。

さて、これまでの２年間の県政を振り返って

みますと、最も政治的判断が求められたことと

しまして、東日本大震災における災害廃棄物の

広域処理がございました。私は、これまで、こ

の件につきましての議論にずっと耳を澄ませて

おりましたけれども、この件は、今さらかと思

いますけれども、ことしの３月に全会一致で可

決されました決議にあるとおりで、私もその思

いでございました。今さらかもしれませんけれ

ども、この件を取り上げたことにつきまして

は、人間の感情というものは喜怒哀楽というも

のがあると思いますけれども、しかし、その中

でも、怒りでもなく、喜びでもない、悲しみで

もない、私の今回取り上げることは何かと申し

ますと、どうしてこの件を何とかしようという

思いが形にできなかったのか、憤り─憤慨で

すね─という思いでこれを取り上げさせてい

ただきたいと思っております。

そこで、まずは知事に伺いたいと思います。

これまでと同じような質問になりますけれど

も、災害廃棄物の広域処理の検討に当たって

は、知事がまず、受け入れの姿勢を明確に表明

して、受け入れに向けて努力するべきだったと

私は信じておりますけれども、いかがお考えで

しょうか。

壇上からの質問を終わり、以下は質問者席よ

り行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

災害廃棄物の広域処理の関係でございます。

本県では、口蹄疫等の発生に際して全国から温

かい御支援をいただいたところで、その感謝の

思いから、いち早く、「みやざき感謝プロジェ

クト」として立ち上げ、さまざまな被災地支援

に取り組んできたところでございます。災害廃

棄物の広域処理につきましても、県議会の全会

一致による決議が行われましたことを、大変重

く、また真摯に受けとめるとともに、膨大な瓦

れきが被災地の復旧・復興の大きな障害になっ

ていることから、何とか協力できないかという

思いの中で、さまざまな取り組みを進めてきた

ところでございます。現地調査、また、専門家

による説明会等の開催に加え、国の基準よりも
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厳しい独自基準の検討を進めまして、たたき台

の提示を行うなど、県といたしましては、議論

をリードし、できる限りの取り組みを行ってき

たものと考えておるところでございます。

今、御質問の中で、まず、受け入れの姿勢を

明確に表明して努力すべきではなかったかとい

う御指摘をいただいたところでございます。私

としましても、どのような表明の仕方、どのよ

うな議論の進め方が望ましかったんだろうか

と。これまでも、この瓦れきの受け入れ問題に

つきましては、さまざまな御指摘をいただいた

ところでございまして、その御指摘を真摯に受

けとめ、反省をし、考えておるところでござい

ます。当時考えておりましたこととしては─

首都圏のある県の知事が受け入れを表明された

ところでありますが、全く地元との調整がない

まま表明をされた、地元から強い反発を受け

て、かえって一歩も前に進まなくなったという

事例があったわけでございます。また、それ以

外の県におきましても、知事が受け入れを表明

されたところは数多くございますが、かといっ

て、市町村の受け入れ体制が進んだわけではな

いということでございます。私としましては、

これまで構築をされた市町村と地域住民の信頼

関係、それから、県と市町村との信頼関係にも

十分配慮しながら、丁寧に議論を進めていく必

要があるのではないかという思いのもとに、こ

れまでさまざまな取り組みを進めてきたところ

でございます。先ほど申しましたように、その

進め方において、もっとこのような知事として

の表明なり努力というものがあるべきではな

かったのか、さまざまな御指摘というものを真

摯に受けとめながら、今後の施策運営、県政運

営に取り組んでまいりたい、そのように思って

いるところでございます。以上であります。

〔降壇〕

○二見康之議員 これまでずっと、担当課の方

々、いろいろな方々と協議をしてこられたと思

います。しかし、まず一言、今の御答弁で─

いつも気になっていたことは、みやざき感謝プ

ロジェクト、いわゆる口蹄疫でお世話になった

から、その思いに応えたい、何とか手助けした

いというふうなことで挙げられるんですけれど

も、この広域処理という問題は、現地の方々の

切実な願いであって、これは、ほかのいろん

な、県産材を使った机とかそういったものを送

るとかという事業とは全く別個のものである

と。広域処理に対して議会が受け入れを表明し

てほしいというふうに出したことは、人として

あるべき姿を示してほしいということだったん

じゃないかなと思うんですね。ほかのいろんな

感謝プロジェクトとは別格であり、このことだ

けを注目されて全国の人たちも見ていた、県民

の人たちも見ていたし、私たちも見ていました

ので、そこのところを何とか理解してほしいと

いうことで決議まで行ったというわけなんです

よ。そこのところに非常に疑問を感じまして。

ほかの応援プロジェクトと同じように考えられ

ていたのかなというふうに感じるわけなんです

が……。今回のこの広域処理のような、重大な

政治判断が必要な知事判断、知事も必要性は認

識されていたと思うんですけれども、このよう

な重大な決断を迫られた場合、知事がどのよう

なメッセージを発するかと決めるような際、そ

の判断の根本となった基本的な価値観というも

のは一体何だったんでしょうか。そこをお伺い

したいと思うんですが。

○知事（河野俊嗣君） 感謝プロジェクトの話

を取り上げましたのは、同列にということでは

なしに、基本的な考え方として、我々、感謝の
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思いとともに、あらゆる被災地支援について全

力で取り組んでいかなくてはならないという、

まず基本的な考え方として申し上げたところで

ございます。この議決を受けての取り組みとい

うのは、先ほど申しましたように、私としまし

ては、真摯に受けとめて、それに向かって全力

で取り組んできたわけでございますが、その進

め方に当たって、いろいろ問題があったのでは

ないかという御指摘については、これも真摯に

受けとめて反省としたいというふうなことを申

し上げたところでございます。今の政治的な判

断基準というところでございますが、これも、

この具体的な事例に関して申し上げますと、現

地の瓦れきの処理、廃棄物の処理の受け入れと

いうことに結びつけていくためには、市町村と

の、また地域住民との関係を丁寧に進めていか

なくては、幾ら知事がその思いを表明しても物

事は前に進まないのではないか。具体的な解決

に至るためには丁寧に進めていく必要があるの

ではないかということで、これまでも議論を積

み重ねてきた、さまざまな取り組みについて、

先ほど申し上げたところでございます。

○二見康之議員 丁寧さはよくわかるんですけ

れども、それがどうしても―だから、今まで

も何度も何度も言われてきたのはそこだと思う

んですよ。丁寧さ、もちろん大事な部分があ

る。しかし、知事としてはっきり表明するとい

うことの効果というか、言わなければならない

理由、そこのところがよく伝わっていないのか

なと思うんですね。去年の最初の一般質問のと

きに、知事に、尊敬する人物像として御質問し

たときに、上杉鷹山公というふうにお答えいた

だきましたけれども、正直、私は、上杉鷹山公

について不勉強だったんですが、知事の判断を

されるような姿勢─尊敬される方ですから、

上杉鷹山公を学べば、その気持ちを少しでも理

解ができるのかなと思いまして、私も学ばせて

いただきましたけれども、鷹山公を学べば学ぶ

ほど、なおさら理解ができなくなってきた。な

ぜ表明できなかったのかなと思うんですよ。鷹

山公について知事はどの部分を尊敬されている

のか、そこをまずお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 鷹山公には、「なせば

成る」という名言もございます。また、伝国の

辞ということで、国家なり人民というものは先

祖から送られてきたものであって、私すべきも

のではないという、そういった政治姿勢という

ところは、まず尊敬をするところでございま

す。強い信念、確かな先見性のもとで、さまざ

まな厳しい困難な課題があったわけでございま

すが、藩政改革、財政改革、さらには殖産興業

に努められた。その実績も含めて尊敬をしてお

るところでございます。

○二見康之議員 伝国の辞、それも本当に根本

的なことを言われているのかもしれませんけれ

ども、僕が鷹山公を勉強しながら思ったこと

は、鷹山公がされたこと一つ一つが何の目的を

持ってされたのか、そこのところを考えていた

だきたいなと。伝国の辞は、もちろん、基本的

な姿勢を説かれた話でありますけれども、それ

以外に、６次産業化に取り組まれたりとか、い

ろんな取り組みをしていらっしゃいます。

例えば、鷹山公が取り組まれて今も続いてい

るものに敬老会というものがありましたよね。

御存じですか、敬老会。ちょっと御存じないか

な。敬老会をどのようにされたか、ちょっと御

説明しますと、鷹山公が開催された敬老会とい

うのは1777年に初めてされているんですが、町

村にいる90歳以上の老人の方を招いて、招いた

その一人につき２人か３人の孫か子供、嫁、そ
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ういった付き添いの方を一緒に招いて敬老会を

しているんです。その一緒に来られた３人ぐら

いの方々に、常日ごろと同じように給仕した

り、おじいちゃん、おばあちゃんの世話をした

りするように指示をしているんです。

なぜか。なぜそのようなことをしているか。

私もいろいろ考えたんですけれども、その付き

添いの人たちは、当時、年配の方々を尊敬しな

い風潮があったんだと思うんですね。だからこ

そ、接し方がぞんざいだった、いいかげんだっ

た。だから、そういったところに一堂に会し

て、みんな同じような、日ごろのようなやり方

をしなさいねとやらせてみて、ほかの方を見て

いると、こういうことをしたら喜んでくれるん

だなとか、こういうことをするといいな、こう

いうふうに言葉をかけないといけないんだなと

いうようなことを、一堂に会してそれをまず見

せる。そこで鷹山公は一人一人声をかけなが

ら、「どのような言葉をかけると、おじいちゃ

ん、おばあちゃんは喜んだような顔をしたね」

とか、そういったものを見せる場だったんだと

いうふうに思うんですよ。

ですから、この敬老会の意義としては、長寿

を祝う、先輩たちを敬うということを教えるこ

とであり、なおかつ、その身近な子や孫、嫁、

そういった人たちに常日ごろの自分の行いを反

省させ、そして、こうすれば喜んでもらえるん

だということを鷹山公みずからが手本となって

示す場であったんだと。これは一つの人々の教

育ですよね。どういうふうにすればいいのかと

いうことを教えること。それも、みずからを

もって率先して行う。こういうことが知事とし

てのスタンスとして必要なことだと思うんです

けれども。私は、鷹山公が行われた敬老会には

そのような意味があったと思うんですが、知事

はどのようにお感じになりますか。

○知事（河野俊嗣君） 藩政改革を行う上で

も、質素倹約を奨励する際に、まずはみずから

率先をしてというところで取り組まれたという

ことでございます。今の敬老会におきまして

も、身をもって示すことによって、そういう

メッセージを届けようとする─大変すばらし

いことであるというふうに承ったところです。

○二見康之議員 取り組むこと、その目的は何

かといったら、一人一人、一般の人たちをどう

変えていくかという意識改革だと思うんです。

鷹山公は興譲館という学校も建設されていま

す。興譲館をつくられた、それは、藩士だけ

じゃなくて一般の人たちも学ぶことができると

いうような建物だったと思いますが、鷹山公が

いろいろと指導を受けた師匠さん、いろんな方

がいらっしゃいますけれども、２人挙げるとす

れば、まず、幼少期に教育を受けた秋月家の老

臣である三好善太夫重道、その人の教育方針、

「上下の身分を問わず天から明徳を授かってい

る。その明徳を曇らせないように修業すること

が大切である」と言われているんですね。明徳

を曇らせないように修業する、これは、徳が行

われることを目的とする、そういうことを教育

の基本としているわけです。もう一人、興譲館

の教師として招かれた細井平洲、この人の目的

は、「独立の人、自立の人、自己の目で見、自

己の足で歩く人となること。独立の人とは、徳

を尊ぶことが最も大切なことである」、そうい

うことを教育の基本姿勢、根本的なところに

持っていっている。やはり、徳が広く行われる

ことを望んでいらっしゃるわけなんです。その

ためには、まず、みずから率先して動く、そう

いうことをされたわけですね。

この興譲館、「建学大意」という３つの柱が
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あって、１つ目は仁義の徳の実践を行うという

こと、そして２つ目に、人をつくるということ

なんです。２つ目の目的は「興譲」、譲を興

す、譲る心、謙譲の心を興すということです

ね。そういった人を育てる場所である。そう

いった人たちを育てていくんだというのが３つ

目の学校としての役割である。この３つの柱を

立てていらっしゃるんです。

鷹山公がいろんな人たちに学ばれて何をした

かったかというと、国を治めるためには、ま

ず、国に秩序がある、徳が広く行われることを

目的としたわけです。国民が豊かで安らかにな

る政治を求めて、学校を建設し、広く人々の間

に仁徳の実践が行われることを求めた。であれ

ば、私は、そのとおりだと、政治はそうあるべ

きだと思うんですけれども、まず知事はどのよ

うに思われるか、お伺いします。

○知事（河野俊嗣君） さまざまな師たる方々

から大変大切な教えを学ばれたんだというふう

に思っております。非常に謙虚で真摯な姿勢で

政治に取り組まれたというふうに伺っておりま

すが、いろんなそういう師との出会いというも

のが鷹山公をつくっていかれたんだなというこ

とを今受けとめたところであります。

○二見康之議員 くどくど言いますけれども、

自分が実践されていったということは、皆さん

に対するメッセージなんですよ。それがうまく

いくとかいかないとかじゃなくて、こうしなけ

ればならない、徳の実践というところに一番の

背骨の基本的指針を置いているから、どうしな

ければならないという思いが出てくるわけです

ね。鷹山公は17歳のときに米沢藩主に就任され

ました。17歳ですよ。すごいですね。そう思う

んですけれども、そのときに詠まれた一句、

「受け継ぎて国の司の身となれば、忘るまじき

は民の父母」。河野知事が宮崎県知事になられ

たこと、広島からこちらの宮崎のほうの知事に

なられた。鷹山公は高鍋出身で、あちらのほう

の藩主になられた。そういうような環境の違い

ではなくて、鷹山公の言葉を借りると、「藩主

というものは鉢植えにされた木である」という

ような表現をしていらっしゃる。それに、「日

本国という中の一部分を任された人間である。

その全ての責任があるんだ。少なくとも、その

鉢の中を任された以上は、同時に責任があるん

だ」というような表現をされて、藩主になられ

たときに詠まれた歌なんですけれども、この

「受け継ぎて国の司の身となれば、忘るまじき

は民の父母」、この歌について知事はどのよう

にお感じになるのか、率直な御意見をまずお伺

いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 藩主になられた、その

重荷を背負われたということで、それに対する

覚悟というものが伝わってくるような思いがい

たしております。それは、やはり、これまでそ

の藩を築かれた先人の取り組みというのをしっ

かり受け継いで、自分がそれを担っていかなく

てはならない、そのような思いが伝わるところ

であります。そのような姿勢というものは、私

も、十分ではないかもしれませんが、常に感じ

るところでありまして、これまで宮崎を築いて

こられた多くの方の取り組みというものを真摯

な思いで受けとめて、それを、なるべく、でき

る限りよりよいものにして次の世代へとつない

でいく、それが藩主なり知事の役割というふう

に考えておるところでございます。

○二見康之議員 突然の質問で、そうお感じに

なるのかもしれませんけれども、「受け継ぎて

国の司の身となれば」、この部分は責任のこと

だと思うんですけれども、後半の部分、「忘る
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まじきは民の父母」、要するに、自分は、そこ

に住まわれる人たちの父であり母であると言っ

ているわけです。ここが非常に大事な部分じゃ

ないかと思います。もちろん、前の部分も、そ

の責任の重大さも感じている。しかし、自分は

民の父母である存在であるというふうに言われ

ているわけです。

昔のことわざの中で、「父の恩は山よりも高

く、母の恩は海よりも深し」というような言葉

がございますけれども、父、母親の役割という

か責務というか、これは、男が父親であり、女

性が母親であるとかそういうことを言っている

のではなくて、親であるということの役割を、

父母、２人一緒に担っていかなければならない

というような意味だと思うんです。「父の恩は

山よりも高く」というようなその責任を考えた

ときに、一つは、家族を養い育てる経済力の確

保とかそういったものがあると思いますけれど

も、いろんなところを勉強してみますと、父親

の役割としてよく言われることは、人として社

会の責務を遂行するということ、人間的義務の

遂行という務めがあると言われるんですね。他

方、今度は「母の恩は海よりも深い」という意

味は、おなかを痛めて産んだ我が子を温かく包

む、子供のために我が身を顧みずというよう

な、本当に太陽のような存在、これは深い愛情

のあらわれであるということだと思うんです

が、その前の部分、人間的義務といいますか社

会的責務の遂行、これは、仕事のみならず、地

域社会の分野やその他において果たすべき役割

だというようなところだと思うんですね。その

責任だと。私は、そのようにこの父母の責務と

いうものを考えているんですけれども、まず、

知事はどのようにお考えになられるのか、お伺

いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 父母の役割というのは

子供にとっても大変重要なことでありましょう

し、それをそのような形で象徴的な表現として

用いられたのだというふうに思っております。

為政者としては、そのような姿勢でもってみず

から範を垂れるとともに、国民または県民に常

に心を寄せて物事を処すべきだ、そのような教

えではないかというふうに受けとめたところで

あります。

○二見康之議員 ですから、父親としての役割

と母親としての役割、この両方を兼ね備えて

行っていかなければならないと思うんです。そ

れは何かといいますと─そこで非常に今回

ずっと思っていたのは─鷹山公は、やはり、

一般の社会の中で徳が行われることを求めたわ

けです。そのために、みずからが率先して行っ

ていった。倹約にしろ敬老会にしろ、自分が最

前線に出てやっていくことを実践していったわ

けです。そうやっていろんな方々にメッセージ

を発していった。

私は、今回の瓦れき処理のこの件に関して、

とにかく、まず受け入れを表明して、それに対

してきちんとした放射能関係の検証なりをしっ

かりしていって行うべきだと。この議会の議決

というものは、その両方を兼ね備えているもの

だと思います。東北の方々が、震災に遭われて

非常に苦しい中でも、その徳の実践を行われた

というのは、世界が称賛した「絆」というもの

であらわれていましたよね。その復興に向けて

頑張ろうというときに、この瓦れき処理が一番

のネックであるということが言われてきたわけ

です。これは報道とかも見ていけば、いっぱい

そのように報道されていましたね。多くの方々

も、そこに手を差し伸べてほしいという思い

だったんです。ですから、それをまず表明する
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ということが―いろんな他県の事情とかをご

らんになられて、うまくいった事例だけじゃな

くて厳しいところもあったから、そこは慎重に

しないといけないというふうにお考えになられ

たんでしょうけれども、しかし、まず自分が表

明するということは、その人たちに、「こうい

うことをしましょうよ。受け入れに向けて頑張

りましょうよ」という、まずメッセージを出す

こと。そうしないと、じゃ、誰が協力してくれ

るんですか。協力しようとも言わない人に、

「どうですか、検討してみてくださいよ」とい

うようなことをやって、本当に人は動かせるの

か。僕は、ほかの苦難に陥られた首長さんたち

は、そこのところはわかっていらっしゃったと

思います。厳しい、いろんな反対は来るだろ

う、そういうことも想像はしていたと思うんで

す。それでも受け入れを表明しないといけない

という思いに駆られたのは、やはりここで、実

際に現地で苦しんでいらっしゃる方々に本当に

手を差し伸べないといけないところで手を差し

伸べた、そのメッセージを発したことだと思い

ます。それが一般のこれからの地域社会の中で

行われていくのは、広くそういったいいことを

行ってほしいという、それは基本的にあると思

うんです。それをするためにまずは意思表示を

しなければ、知事が何を大事にされているのか

というところがわからない。知事のメッセージ

から感じることは、皆さん、県民の安心・安

全、これを最優先にして考える。僕は、それと

いうのは母親としての務めの部分だと思うんで

す。この宮崎に住まわれる方々、焼却処理場と

か処分場の近くに住んでいらっしゃる方々の安

心・安全を考えることは第一の条件であるけれ

ども、それだけじゃなくて、宮崎県としてどう

やって動いていかなければならないか、その社

会的責務を果たすために頑張らないといけない

んだというところの、まずメッセージを出すこ

と、これが父親としての責務ではないかという

ふうに感じるわけなんです。鷹山公は、そこの

ところも両方を兼ね備えて判断され、行動され

てきたんじゃないかというふうに思うんです

ね。知事、どのようにお考えになりますか。

○知事（河野俊嗣君） 今、大変重要な指摘を

いただいたというふうに思っております。やは

り、今回、処分場なり焼却場、その周辺の地域

住民への思いというものを大事にしなきゃいか

ん。それぞれ市町村が地域の皆さんと築かれて

きたものを大切にしなきゃいけないという思い

と、全国的な、今これだけの重要な課題なので

何とか協力できないか、まさにそこのせめぎ合

いであったというふうに思っております。議員

からは、知事として表明をもっと明確にすべき

ではなかったかというふうな話がありました。

それは、先ほど申しましたように、私のいろん

なメッセージの伝え方なり物事の進め方、いろ

いろ反省があるのではないかというような思い

で今伺っておったところでございます。あの当

時考えましたことは、さっき、ほかの県のこと

を申し上げたところでありますが、必ずしも知

事がそこを表明したらうまく進んだわけではな

い、逆効果であったというところを見て、だか

らこそ、県と市町村の連携推進会議で最初に行

いましたときに、慎重な姿勢であった市町村長

さんだったわけですが、でも、何とか協力でき

ないかということで、今後検討していきましょ

うという方向性をそこで県と市町村で確認をし

て、先ほど言いましたようないろんな事業に取

り組んできたところであります。そういった進

め方がどうだったかということは、今後ともま

た真摯に自分なりに考えてまいりたいというふ
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うに考えております。

○二見康之議員 もう終わったことですから、

どうこう言うつもりも本当はないんですよ。た

だ、やはり、知事の発言、行動されることとい

うのは県民の皆さんが見ていらっしゃる。です

から、やはり思いやりのある発言を求めたい。

議会が議決をしたところまで行っているわけで

すから。そこの中に、表明をしてほしいという

メッセージまで入っていたわけです。やはり、

そこのところは重要だと思ってほしい、大事な

ところだったんだと感じていただきたいと思い

ます。

これから、宮崎県におけるいろんな政治課題

というのはたくさんありますけれども、しか

し、その一つ一つ、特にこの瓦れき処理のよう

な大きな判断を迫られたときに、一番知事が大

事にしていることは何なのか。そこのところ

が、今回は、県民の安心・安全だというところ

がすごく前面に出てきたわけです。知事の思い

は違うのかもしれません。知事が前にここで御

答弁されたときに、先ほど申されたように、

「ほかの都道府県の知事が受け入れを表明し

て、うまくいったところがありますか」という

ようなことを言われたのを覚えているんです。

あのときに、知事は本当は受け入れに協力した

いんだなというのを感じたんですよ。それは、

知事の、「何とかしたいと思っているのに、何

でわかってもらえないんだ」というような憤り

のような感じを受けたんですね。でも、それま

ではそれが感じられなかった。「感謝プロジェ

クトをやっています。ほかのできることを考え

ています」とかいう答弁が出てきたりしていま

すね。そういったところに出てくるんだと思う

んですよ。

だから、知事として、どのようにみんなに伝

わるかというところは大変難しいところだと思

いますし、本当に慎重を期されたことだと思う

んですけれども、今後、もし、このような判断

を迫られたときに、今回のことを思い出してい

ただいて、本当に県民の方々に、思いやり―

過去は2,600年前から中国の古典「大学」でも言

われますように、「大人の道は明徳を明らかに

するにあり」と。いろんな地域社会の中で一番

大事なことは徳が行われることであるというよ

うなことはずっと言われています。「もと乱れ

て末を治める者はあらず」ということもあるよ

うに、今でも、地域社会で行われることは、い

いことが行われること、道が進められることと

いうのが大事なんだというようなことを、根本

的な基本姿勢にどうか据えていただきたいとい

うふうに思います。

今後の知事の判断に期待をさせていただい

て、以上でこの件は終わりたいと思います。

次に、学校教育関係についてお伺いしたいの

ですが、さきに都城市長選挙がありまして、投

票率が50％を切ったわけなんですが、これは、

いろんな要因もあるでしょう。しかし、投票率

が下がってきたということは、ある意味、社会

だけの課題じゃなくて、やはり、学校教育の中

でどのような指導をされているのかということ

が非常に大きな課題でもあるのかなと思うんで

す。今、宮崎県の学校教育の中でも選挙制度に

ついてしっかり学習させるべきだというふうに

思うのですが、今の学校教育の現状も含め、教

育長にお伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 選挙の制度を含む政

治に関する学習につきましては、小学校、中学

校の社会科、それから高等学校の公民科におい

て、小中高、発達段階に応じて、その仕組みや

政治参加の重要性について理解が深まるよう、
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指導を行っているところであります。その際、

例えば、投票率の低さ、それから一票の格差な

どの現在、選挙制度が抱えている課題を具体的

に取り上げたり、身近な課題をもとに地域づく

りに参画する方法を考えさせたりいたしており

ます。また、学校の活動、例えば、学級活動や

生徒会活動等における選挙、そのことによる役

員選出、さらには委員会活動の話し合いなどを

通して、自治の仕組みを実体験を通して学ばせ

ているところであります。さらには、政治や地

域貢献に関する学習としては、子供議会とかバ

ーチャル市役所、そういう地域課題やよりよい

社会づくりのあり方について、子供たちに主体

的に考えさせていく取り組みも行われていると

ころであります。このような取り組みやすぐれ

た実践例を紹介しながら、今後とも、将来の有

権者である子供たちが選挙や政治を身近に感

じ、よりよい社会づくりに積極的に参画してい

くような意思や態度を身につけられるような教

育の充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○二見康之議員 私も、学生生活をしていると

きに、学級活動とかいろいろありましたけれど

も、生徒会長とか学級委員長とかを選ぶときの

選挙のやり方は、人気投票のようなところが確

かにあったという記憶があるんですよね。そう

いうところからも、社会人になってからの投票

活動にもつながっている部分があるんじゃない

かなという感じもしますし、それだけじゃなく

て、今の一般の投票率の上がり方を見ると、20

代から60代までずっと右肩上がりに上がってい

くわけですよね。若いうちは低い、年を重ねる

ごとに上がっていくということは、実際に社会

生活を送る中で、実体験を通じて投票の大切さ

というものを感じていっているからこそ投票率

が上がるというふうに思いますと、もっと学校

の中で自分たちの投票活動を、学校自治という

ようなところで実際に投票が生きてくるんだと

いうか、実際に体験できるんだという部分をも

うちょっと工夫して教えることはできないもの

なのかなと。生徒会長、学級委員長のあり方

が、人気投票みたいなところがあったものです

から、もっと具体的に進めていってほしいと思

います。いろいろな学校ごとに、いろいろな取

り組みとかをしていらっしゃるところもあるみ

たいですけれども、県の教育機関であるのであ

れば、それを一般化していく、普遍化していく

というような思いも込めて、特別な学校だけで

やるのではなくて、全体的に普及できるよう

な、そういった取り組みを今後検討していただ

きたいと思います。

次に、都城にいまして、いろんな運動施設、

体育館とか陸上競技場などについて、何とか整

備してほしいというお話を受けることがありま

す。そんな中、先日、泉ヶ丘高校にプールがな

いという相談がありました。私が在学中のとき

にはあったんですけれども、「まさかそんなこ

とはないですよね」と言ったら、実際に今のプ

ールを見てみますと草ぼうぼうの荒れ地だった

というようなことがございました。なぜ今、

泉ヶ丘でプールが使われなくなったのか、その

経緯について教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 都城泉ヶ丘高校のプ

ール施設につきましては、昭和50年に整備し、

使用開始したところでございますが、実は、高

校では水泳が必修ではないというようなことも

ありまして、平成12年に都城泉ヶ丘高校では水

泳の授業を行わないとしたことから、その後、

使用していない状況となりました。そのため、

機械類の腐食や漏水などの施設の劣化が進み、
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使えない状態となっておるところであります。

○二見康之議員 泉ヶ丘は、今、附属中学校が

できまして、その中学生たちが妻ヶ丘中学校の

プールを借りて授業を受けているというふうに

伺っております。中学校で水泳は必修科目であ

り、高校では選択だというふうにお伺いしまし

たが、中学校があるからなんですけれども、逆

に、県内の高校でプール施設がない学校もしく

は使えない学校はそれぞれ何校あるのか、お伺

いします。

○教育長（飛田 洋君） 先ほども申し上げま

したが、高校の学習指導要領においては水泳が

必修となっておりませんので、必ずしも授業を

開講するということは必要ございません。水泳

の授業を開講していない学校というのは現在６

校あります。そのうちプール施設がない学校は

宮崎東高校の１校で、プール施設を保有してい

るものの、現在使えない状態であるというの

は、先ほど御指摘のあった都城泉ヶ丘高校でご

ざいます。

○二見康之議員 プール施設があるのに使えな

いというのは、本当に残念なことなんですけれ

ども、今、都城市の陸上競技場が認定されてい

ない、公式競技ができないというような話もあ

るんですが、この泉ヶ丘のプールは、日本水泳

連盟の公式の認定プールだったんですね。それ

を今から取ろうなんて考えても、なかなか難し

いというふうに思うんです。今までの経緯を考

えますと、いろいろお金の問題やら施設整備の

こともあったとは思いますが、今後、この泉ヶ

丘高校のプール施設についてどのように対応さ

れる予定なのか、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 今後につきまして

は、水泳授業のあり方や、現有のプール施設を

どう扱うかについて、学校現場の意見なども踏

まえながら研究してまいりたいと思います。

○二見康之議員 全くの白紙の状態であるとい

うふうに感じるんですが、今は、中学生も３年

生までになりまして、妻ヶ丘中まで歩いていっ

て使っているような状態が続いております。で

きれば早目にプールを整備していただきたいと

いう思いはあるんですけれども、それはまた学

校の施設整備計画等もあるでしょう。ただ、私

が感じたのは、学校施設を県だけで協議するの

ではなくて、泉ヶ丘の場合は義友会というＯＢ

会がございます。そういったところに学校施設

整備について協力を求めていくことはできない

のか、同じく教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 学校施設の整備につ

きましては、地方財政法で、県は、県立の高等

学校の施設の建設事業費について、住民に対

し、その負担を転嫁してはならないことが定め

られております。しかしながら、ＯＢ会等のか

かわり方につきましては、関係者の意向にも十

分耳を傾けながら、慎重に研究してまいりたい

と思います。

○二見康之議員 財政法上難しいのはわかるん

ですけれども、例えば、泉ヶ丘の場合には、88

周年のときに義友会館、100周年のときにいずみ

会館という、相当額かかるような建物をＯＢ会

のほうが頑張ってつくってくださっておりま

す。そういったところを、これから予算の厳し

い中であれば、何とか地方財政法をクリアでき

るような考え方を探っていく必要性があるん

じゃないかと思うんです。法律の求めるところ

は、地域住民に負担を転嫁しないようにとい

う、ほかにもいろんな意味があるんだと思いま

すけれども、慎重な議論を重ねて、これからう

まく学校とＯＢ会─やっぱりＯＢ会というの

は学校がうまくいってほしいという願いを持っ
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ていらっしゃるものだと思うんです。実際に義

友会の会長さんと話をすれば、「学校に対して

は何ぼでも協力するような気持ちはあるんだ

よ」というふうにおっしゃいますから、何とか

そういったものを検討していただきたいと思い

ます。ただ、泉ヶ丘の現状もあります。ほかの

学校の施設のこともあると思います。これか

ら、学校施設の老朽化等、いろんな整備計画等

があると思いますけれども、今後の整備のあり

方をどのように考えていらっしゃるのか、教育

長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 学校施設の整備につ

きましては、まず、何より児童生徒の安全性の

確保のため、平成25年度末の終了を目途に、耐

震対策を最優先で進めてまいったところであり

ます。学校施設の老朽化対策につきましては、

現在、県立学校の全ての校舎や体育館など1,585

棟を対象に、施設設備等の劣化状況や整備の必

要性を調査しているところでございます。今後

は、この調査結果をもとに、財政状況等も勘案

し、優先度の高いものから計画的に整備を図っ

ていきたいと考えております。

○二見康之議員 学校施設等の老朽化が先に

なって、整備が後手にならないように願ってい

るところでございます。しっかりと今後取り組

んでいただきたいと思います。

そして、次は、県政におけるいろんな課題に

ついてお伺いしたいと思っているんですけれど

も。まず、林業について、去年からいろいろ私

も質問させてもらっているんですが、生産現場

の課題について、まず、林業経営における課題

をどのように認識していらっしゃるのか、環境

森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 本県の森林資

源は、全国に先駆けて充実し、民有人工林の約

７割が本格的な伐採時期を迎えております。し

かしながら、木材需要の低迷や円高等の影響か

ら、木材価格が長期にわたり低迷し、林業経営

は大変厳しい状況に置かれております。一方、

森林林業を支える山村地域においては、過疎化

・高齢化の進行により林業担い手が減少してお

ります。このような中、本県の基幹産業である

林業を振興するためには、さまざまな課題があ

りますが、特に重点的に取り組むべき課題は、

採算性を向上させるための低コスト林業の推進

と、それを支える意欲と能力のある人材の確保

・育成であると認識しております。

○二見康之議員 人材確保・育成については、

せっかく森林組合さんも頑張って育てていった

んだけれども、１年、２年ですぐどこか別の業

者に引き抜かれてしまうというようなこともあ

るみたいなので、そういったところをどうクリ

アしていくのかという課題もあると思います。

ただ、一番大事なことは、低コストの林業を

しっかりと確立することだと思うんですけれど

も、宮崎県の場合は林業が非常に盛んな地域で

もあります。これからの林業、持続的な林業経

営に向けた取り組みについて、同じく環境森林

部長にお伺いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 木材価格が長

期低迷する中で採算性を確保していくために

は、これまで以上に徹底した生産コストの削減

が必要であります。このため県では、森林経営

計画の作成への支援等を通じて、施業の集約化

や路網の整備を進めるとともに、高性能林業機

械の導入により低コスト林業の推進に努めてお

ります。また、意欲と能力のある人材を確保・

育成するため、国の緑の雇用事業を活用して新

規就業者を確保するとともに、基幹林業作業士

養成事業等によって、高度な技術や技能を有す
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る担い手の育成に努めております。今後とも、

これらの取り組みに加え、木材加工施設の整備

促進や県産材の需要拡大等を図り、資源循環型

の持続的な林業経営の確立に取り組んでまいり

たいと考えております。

○二見康之議員 今、森林経営計画というもの

をつくるようになっているみたいなんですけれ

ども、現場のほうでは、面積５ヘクタール以上

をなかなか確保できない地域もあったりとか、

非常に苦慮しているところがあるみたいなんで

すね。これから、そういった課題がどんどん出

てくると思うんですけれども、そういったもの

にも一つ一つしっかり取り組んでいただきたい

と思います。高性能林業機械の導入とか低コス

ト化に向けて取り組んでいらっしゃるようです

が、その低コスト化に向けていくに当たって一

つ大事なポイントは、１人当たりの労働生産

力、労働生産性というものがあると思うんで

す。宮崎県の素材生産における労働生産性の現

状と今後の取り組みについて、できれば、本県

・全国の平均、そういったデータ、もしくは世

界各国等、もう自由化も進んでいますから、そ

ういったところとの比較のデータがあればお伺

いしたいと思うんですが、よろしくお願いしま

す。

○環境森林部長（堀野 誠君） 素材生産にお

ける労働生産性、これは、現場技能者１人１日

当たりの素材生産量であらわしますが、平成22

年度におきましては、主伐では、本県が8.1立方

メートル、全国平均が5.0立方メートルで、本県

のほうが全国よりも高くなっております。ま

た、間伐では、本県、全国平均、ともに3.5立方

メートルであります。一方、諸外国との比較で

は、単純な比較はできないとは思いますが、

「平成22年版森林・林業白書」によりますと、

スウェーデンは約30立方メートル、ドイツで

は10数立方メートル以上であり、我国の生産性

は、これら欧州諸国に比べて低い水準にありま

す。今後とも、労働生産性を高めるため、施業

の集約化、路網の整備、高性能林業機械の活用

等を進め、より効率的な作業システムの構築に

取り組んでまいりたいと考えております。

○二見康之議員 よろしくお願いします。主伐

では全国より上でも、間伐では厳しい状況だと

いうふうに感じたところですが、今、国の方向

性としても間伐施業を進めているような状況で

すから、いかに、林業の現場、それがきちんと

うまく回っていくのか。主伐で切って、ちゃん

と植えていくというサイクルができてくれば林

業というのは大丈夫だと、これからもやってい

けるんだというような明るい未来が見えてくる

と思うんですね。そういったところにしっかり

取り組んでいただきたい。現場のほうでは、所

有権の問題とか、根本的に変えないといけない

部分があると思います。そういったところに決

して目を背けることなく、しっかり取り組んで

いっていただきたいというふうに願っておりま

す。どうぞよろしくお願いします。

あと、農業のほうについて質問を準備してい

たんですけれども、時間が参りましたので、こ

れで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 次は、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手）よろしくお願

いいたします。

先日、日本一「宮崎牛」県民感謝祭が行わ

れ、出品者一人一人に感謝状が贈呈されまし

た。さらに、第10回全国和牛能力共進会宮崎県

推進協議会に対して県民栄誉賞が贈呈されまし

た。団体としては初めての県民栄誉賞となりま
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した。贈呈式の様子を見ていて、万感胸に迫る

ものがあり、涙がとまりませんでした。私は、

口蹄疫発生時に、ワクチンを接種し殺処分され

る佐土原町の牛を牛舎から引き出しトラックに

載せる作業の手伝いを５日間やらせていただき

ました。額にきれいなリボンをつけてもらって

いる牛、最後の日くらいきれいな寝床に寝せて

やりたいとの思いで、ふわふわの敷きわらが敷

いてある牛舎、牛に手向けてやってほしいと花

束を準備しておられた農家など、本当に泣きな

がらの作業の連続でした。立ち直る日が来るの

かと思いながらの作業をした日からわずか２年

余り、再び日本一に輝きました。宮崎牛の底力

を感じつつ、関係者の「世話になった県民や国

民に恩返しをしたい」との思いでなされた並々

ならぬ努力のたまものだと考えます。「なせば

成る なさねば成らぬ何事も 成らぬは人のな

さぬなりけり」、奇遇にも先ほども出ましたけ

ど、これは河野知事が尊敬される上杉鷹山公の

言葉です。今回の宮崎牛の連続日本一は、努力

してなし得た代表的な例だと思います。このよ

うに、絶対やり抜こうと本気で取り組めば達成

できることは幾つもあると考えますが、最近、

県の取り組みに本気度が感じられない場面に時

々出会います。幾つか例を出して質問をいたし

ます。

まず、再生可能エネルギーについてです。平

成25年度の特別重点施策に、「再生可能エネル

ギーを活用した産業・地域づくりの推進」が掲

げてあります。また、現エネルギービジョンを

１年前倒しして、来年度から新エネルギービ

ジョンを策定し、県民との協働によるエネルギ

ーづくりを通して、環境負荷が小さく、災害に

強く、活力ある社会を実現していくとしていま

す。その中に、重点的に取り組む新エネルギー

として小水力発電や太陽光発電が挙げてありま

すので、それらについてお尋ねします。

まず、小水力発電についてですが、栃木県

は、栃木発再生可能エネルギービジネスモデル

創造特区に取り組み、県内３市町の土地改良区

連合が管理する農業用水路に10から数十キロ

ワットの小水力発電施設を70から80カ所設置す

ることを目指しています。現在、神流川のかん

がい用水や那須野ヶ原土地改良区連合会で発電

事業に取り組んでおり、その大きな可能性を実

感し、さらに拡大していこうとしています。ま

た、鹿児島県では、民間や行政、学識者で、鹿

児島県小水力利用推進協議会を立ち上げ、2017

年度までに、県内約40カ所に用水路や河川を利

用した小水力発電施設を設置し、５万世帯分に

相当する最大発電量２万4,000キロワットの発電

を目指す計画をしています。鹿児島県では、こ

の推進協議会に知事が積極的に賛同されたた

め、県の関係部も推進協議会のメンバーとな

り、例えば、導水管を県道の下に布設させるこ

とによって、用地買収などの手間を省き、工期

を短縮させるなど、スムーズに発電所設置がで

きるような協力体制をつくっているそうです。

河野知事にも、鹿児島県知事のような積極的な

リーダーシップをとっていただきたいというふ

うに考えます。

そこで知事にお伺いしますが、県は、新エネ

ルギービジョンの中に小水力発電の導入促進の

ための取り組みをどのように盛り込もうとされ

ているんでしょうか。ビジョン実現に向けた知

事の意気込みについてお聞かせください。

以後は質問者席から質問させていただきま

す。よろしくお願いいたします。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし
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ます。

小水力発電につきましては、豊富な降水量や

高低差のある地形など、本県の地域特性に適し

ており、安定的に電力を供給できる発電であり

ますことから、有望な新エネルギーであるとい

うふうに考えております。このため、今年度、

１年前倒しで策定を進めております新エネルギ

ービジョンにおいて、太陽光やバイオマスとあ

わせて小水力発電を重点的に取り組む新エネル

ギーの一つとして位置づけまして、戦略的プロ

ジェクトに取り組むこととしております。今、

他県の取り組み状況をいろいろ御紹介いただい

たわけでございますが、そういったことも十分

に参考にしながら、また、それに負けないよう

な積極的な取り組みというものを、今後、県

民、事業者、市町村と連携をしながら、このビ

ジョンを着実に実行いたしまして、環境新エネ

ルギー先進地づくりの実現に向けて、本気度が

伝わるよう、全力で進めてまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○横田照夫議員 農政水産部としては、農業用

水を活用した小水力発電を積極的に推進する必

要があると思いますが、県の取り組みについて

農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の豊かな

水資源を利用した小水力発電の推進は大変重要

であると認識しておりまして、特に、農業用水

を活用した小水力発電では、売電収入による土

地改良区の維持管理費の軽減などが期待されて

おります。このため、県といたしましては、本

年度に創設した県単事業により、県全域にわた

る発電適地の把握を行うとともに、市町村や土

地改良区、研究機関などで組織する連絡会議を

設置し、研修会等による情報提供や意識啓発を

図っていくこととしております。また、設置の

意向のある地区においては、現在、導入に向け

た調査設計等を行っており、一部発電施設の整

備も進めているところでございます。今後と

も、市町村や土地改良区などと連携しながら、

国庫補助事業の活用も図りつつ、積極的な導入

促進に努めてまいります。

○横田照夫議員 企業局としては、小水力発電

の推進に対してどう取り組まれておるんでしょ

うか。企業局長、お願いします。

○企業局長（濵砂公一君） 小水力発電は、低

炭素社会の実現、あるいは本県の恵まれた水資

源の有効活用等の観点から、非常に有益であ

り、また、企業局は、水力発電の長い歴史がご

ざいまして、これまで、相応の技術やノウハウ

を蓄積してきております。さらに、昨年の東日

本大震災以降、電力供給システム改革の議論が

加速しておりますけれども、大規模集中型の電

源から、多様な電源、多様な担い手による電力

供給という考え方が大きな柱の一つになりまし

て、その一環として固定価格買い取り制度もス

タートしたところであります。県内に身近に存

在する水資源を有効活用することにより、中山

間地域を初め、県内の地域活性化につながるこ

とが期待できると考えております。このような

ことを総合的に踏まえまして、企業局といたし

ましては、今後とも小水力発電に重点的に取り

組むこととしているところであります。

具体的には、企業局みずからは、祝子ダムや

綾北ダムにおける河川維持放流水を活用した発

電、治水ダムでは初めてとなる日南ダムを利用

した発電など、可能なところから順次取り組み

を進めているところでございまして、他方で、

市町村や土地改良区が計画する小水力発電につ

きましても、関係部局と連携し、積極的に技術

面での支援を行っているところでございます。
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企業局といたしましては、このような取り組み

を通じまして、県内の小水力発電の普及に寄与

してまいりたいというふうに考えております。

○横田照夫議員 小水力発電を行おうとする場

合に、水利権の取得が課題だと聞いていますけ

ど、河川管理者としての県はどのような対応を

行っているのか、県土整備部長にお伺いしま

す。

○県土整備部長（濱田良和君） 県が管理する

河川におきまして、小水力発電を希望する事業

者からの問い合わせや相談があった場合につき

ましては、その都度、直接話を伺った上で、水

利権取得に必要な書類の作成や他の水利権との

調整の指導、それから、河川に関するデータの

提供、こういった支援を行っております。ま

た、河川法を所管しております国土交通省にお

いては、これまでも、水利権の取得手続の簡素

化・円滑化を図っておりますが、本年４月に、

「エネルギー分野における規制・制度改革に係

る方針」が閣議決定されたのを受けて、一層の

簡素化・円滑化に向け検討を行っていると伺っ

ております。県土整備部といたしましては、こ

うした国の動きも踏まえまして、他部局とも連

携しながら、小水力発電の推進に向け支援を

行ってまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 固定価格買い取り制度で有利

に売電するには時間的な制限がありますよね。

綾川かんがい用水とか大淀川右岸・左岸用水な

ど、国営のかんがい用水でも発電できる場所は

たくさんあるんじゃないでしょうか。栃木県で

は開水路でも発電していますし、鹿児島県では

河川でも計画をしているようです。中山間地等

も含めて、立地可能性を幅広く調査すべきでは

ないかというふうに思います。小水力発電の設

置に関しては、需要さえあれば、県内でも発電

装置をつくれる企業はあると思いますし、土木

工事ができる企業も幾らでもあるというふうに

思います。そういう方向に持っていくことが、

来年度の特別重点施策にある「再生可能エネル

ギーを活用した産業・地域づくり」につながる

のではないかというふうに思います。鹿児島県

の協議会は、宮崎県にもぜひ入り込みたいとい

うふうに言っておられました。宮崎県が取り組

む前に他県が入ってきたら面目が立たないん

じゃないでしょうか。栃木県の担当者も、「少

しでも可能性があれば、やるべきだ」というふ

うに言われました。ぜひ、早急な取り組みを本

気で行ってもらうよう、強く要望いたします。

次に、太陽光発電ですが、太陽光発電に対し

ては農家からの問い合わせがたくさんありま

す。「鉄骨ハウスで遮光を必要とする寒ランと

かアスパラガスを栽培するので、ハウスの屋根

に太陽光パネルを乗せたい」とか、「遊休農地

があり、耕作のめどがないので、太陽光の発電

施設をつくれないか」などの問い合わせです。

農地は遊休状態であっても、水利費などを払い

続けなければいけません。それらの負担軽減の

ためにも、太陽光での売電ができればいいなと

いうふうに考えます。農地に太陽光発電施設を

設置できるかどうかを農政水産部長にお伺いし

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農地転用によ

り太陽光発電施設を設置する場合の可否につき

ましては、当該農地の区分に応じて、農地法に

基づく農地転用許可基準を踏まえて判断するこ

とになります。農地転用許可基準の中では、将

来にわたり農業振興を図るべき農用地区域内に

ある農地や、10ヘクタール以上の広がりのある

生産性の高い第１種農地などのいわゆる優良農

地の転用は、原則として認められておりませ
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ん。一方、生産性が低い第２種農地や市街地に

ある第３種農地においては、周辺農地の営農へ

の影響や事業の確実性なども考慮した上で転用

が認められることになります。本県の農地転用

による太陽光発電施設の設置につきましては、

第２種農地及び第３種農地において、これまで

に17件の許可実績があるところでございます。

○横田照夫議員 太陽光発電システム目的の農

地利用について、農地転用許可を得ないで太陽

光発電設備を設置した例があります。その一つ

が三重県菰野町のタマリュウ生産農家です。2.5

メートルの高さで太陽光パネルを1,060枚設置

し、パネル間には30センチのすき間をあけま

す。農地は半日陰になりますけど、タマリュウ

は半日陰が生育に適していることから、転用許

可を受けずに太陽光パネルの下で営農をしてい

ます。一般家庭150世帯分の年間消費電力相当を

発電する見込みだそうです。県の経営革新計画

として承認されており、地元銀行から無担保で

１億数千万の融資を受けているそうです。長野

県茅野市では第２種農地を転用して、また、熊

本県津奈木町では、他県に住む孫に農地を貸す

形式で農地転用を受けて太陽光発電を始めたそ

うです。さらに、福島県が実証モデル事業に採

択した福島ソーラーシェアリング事業というの

があります。これは、ソーラーパネルを農地面

よりも数メートル上に設置し、スリット状に太

陽光を地面に到達させることで、農産物の栽培

を行いつつ、同時に太陽光発電も行う仕組みで

す。耕作地としての機能を温存しつつ、太陽光

発電を行うことを特徴としております。ソーラ

ー発電設備は、栽培する農作物により容易に可

変可能で、建設に伴う農地へのダメージも最小

限とする設計にするそうです。農地転用を受け

ていない取り組みです。これらの例は、農地法

の縛りの中で、どうすれば設置できるかを考え

た成功例だと考えます。農地法があるから設置

できないというんじゃなくて、できる方法はな

いかを一生懸命考えれば、その方法は見つかる

んじゃないでしょうか。耕作放棄地等は、現状

では農地に戻る可能性は小さいと考えます。そ

れならば、荒れ放題にしておくんじゃなくて、

将来に向けて土地の有効利用が図られるように

真剣に検討してほしいと考えるんですけど、農

政水産部長、いかがでしょうか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 耕作放棄地に

つきましては、毎年、市町村及び農業委員会が

現地調査を実施しておりますが、その結果、第

１種農地などの生産性の高い優良農地と見込ま

れるものには、農地として復元利用されるよ

う、農業委員会による指導や周辺農地とあわせ

た整備などを推進してまいりたいと考えており

ます。一方、森林・原野化しており、農地とし

ての利用が見込まれない耕作放棄地について

は、地域農業の健全な発展との調和や地域の意

見なども踏まえ、太陽光発電を初め、有効に活

用されるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。

○横田照夫議員 次に、県産材販売拡大につい

てお尋ねします。実は、県内に、塗装・防水な

ど異業種の企業10社で事業協同組合をつくり、

大規模太陽光発電施設、メガソーラーの建設を

進めている事例があります。太陽光パネルは国

富町にある企業が生産したものを使い、パネル

を載せる架台は飫肥杉の大径材と間伐材を使っ

ています。木材をとめるビスは、県の工業試験

場で開発して都城市で生産されているものを

使っています。まさに地産地消の発電施設で

す。当初は、木材は強度に問題があるので、パ

ネルの保証はできないと言われておりましたけ
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ど、メーカーと共同開発をしてきた結果、途中

で塗装をし直すことで20年間の保証が得られた

ということです。３日前に、宮崎市広原で、パ

ネル6,020枚による一般家庭の年間使用量約327

世帯分の発電で商業運転を開始しました。今

後、来年７月までに、県内各地であと９カ所に

設置する予定だそうです。今回稼働し始めた広

原発電所の木材使用量は120立方メートルで、10

カ所に設置すれば、実に1,390立方メートルもの

木材、飫肥杉の大径材を使うことになるんだそ

うです。この取り組みがＮＨＫとか新聞で報道

された後すぐに、熊本県や大分県、鹿児島県な

どが調査に来たそうです。熊本からは、人吉の

杉を使ってくれたら飫肥杉より２割安くすると

いうことも言われたそうです。環境森林部は、

この取り組みに対してどのようにかかわってこ

られたんでしょうか。この組合は飫肥杉の利用

拡大につなげたいと考えておられるんですけ

ど、うかうかしていると、よその県の木材に

取ってかわられるんじゃないかというふうに思

います。県産材の販路拡大とか大径材の需要の

掘り起こしを目指しているんだから、もっと積

極的にかかわっていくべきではないでしょう

か。県内の民間等でも、今後、メガソーラーの

取り組みがふえてくると思いますけど、その架

台に県産材を使ってもらえるよう、積極的に推

進すべきではないかと考えます。また、この事

例以外にも、民間で木材を使う新たな取り組み

が出てくると思いますが、こういう取り組みを

県がいち早く察知して、県産材の利用拡大の後

押しをするべきじゃないかと思いますけど、環

境森林部長、いかがでしょうか。

○環境森林部長（堀野 誠君） 木材価格が低

迷している中、県産材の需要拡大は大変重要な

課題と考えております。議員から、太陽光発電

の木製架台について、他県の動きを含めた御紹

介がありましたが、県におきましても、この事

例は、県産杉の大径材を活用した先進的な取り

組みとして注目しており、５月に行われた事業

計画についての勉強会に参加し、意見交換や情

報収集に努めたところでございます。また、６

月には、木材利用技術センターにおいて、木製

架台に関する設計技術相談に応じるとともに、

完成した11月には、県と関係団体合同で現地調

査を行い、ホームページにより、大径材活用の

モデル的な取り組み事例として全国に情報を発

信したところであります。県産材の需要拡大を

図るためには、さまざまな分野での利活用を進

めることが重要でありますので、御指摘にあり

ました県産材利用の新たな取り組みにつきまし

ても、木材利用技術センターによる技術相談や

各種試験のほか、ホームページによる事例紹

介、大径材を活用した新製品開発に対する補助

などにより、支援を行ってまいりたいと考えて

おります。今後とも、県産材の需要拡大に全力

を挙げて取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○横田照夫議員 本県の林業は木材価格の低迷

にあえぎ、その対策は本県にとって喫緊の課題

でありますので、木材の利用拡大には本気で取

り組んでいただきたいというふうに考えます。

次は、チョウザメについてです。平成25年度

の農政水産部の重点的な取り組みとして、「100

億円産業を目指すチョウザメ養殖・キャビア生

産を支える基盤の整備」が掲げられています。

まず、チョウザメが宮崎県の特産として成長し

ていく可能性について、知事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 本県は、冬場の温暖な

気候と豊かな水源など、チョウザメ養殖の環境

に恵まれておるところであります。あわせて、
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昨年度、水産試験場の30年にもわたる研究成果

によりまして、シロチョウザメ稚魚の安定供給

体制も国内で初めて整ったところであります。

民間の養殖も今進んでまいりまして、チョウザ

メ養殖産地の確立に向けた取り組みというもの

の体制が本格的に整ってきた状況でございま

す。天然キャビアの生産量というものが、チョ

ウザメの乱獲等によりまして減少して、国際的

な取引が規制されているということで、世界的

に養殖キャビアへの期待が高まっている。大変

追い風にも恵まれているところでございます。

また、チョウザメは、キャビアはもとより、魚

肉や皮、骨、うろこなど、全ての部位が、鮮魚

のほか、加工食品でありますとか工芸品、さま

ざまな用途に利用可能であります。きょう、

うっかりつけてくるのを忘れたんですが、うろ

こでできたピンバッジ、そういうのもあります

し、チョウザメからつくった化粧品なども既に

商品化されているところでありまして、養殖業

のみならず、製造業や観光産業など、多方面の

産業への波及効果というものが期待されるとこ

ろであります。これまでも何度もチョウザメの

試食会に参加しまして、各レストランのシェフ

の方々と意見交換させていただきましたが、非

常に高い評価をいただいております。先日も、

みやざき大使をお願いしております東京のある

シェフから、実は、キャビアの生産に関してい

ろいろアドバイスをいただいたようでありま

す。塩の使い方とか味の整え方をいろいろアド

バイスいただいた結果、そのシェフから、世界

的に十分戦えるレベルのものができたのではな

いかというお話もいただいたところでありま

す。また、福岡で先日、幾つかのレストランが

一緒になってチョウザメフェアも行っていただ

いたわけでありますが、そのシェフにも、チョ

ウザメの売り出し方についていろんなアドバイ

スなり提案をいただいたところでございまし

て、心強く思っております。本県の特産品とし

ての将来性を強く感じておりまして、本県の新

たな産業の一翼を担い、本県経済に貢献してい

ただけるものと大変期待をしております。

○横田照夫議員 今、知事から詳しく御答弁い

ただきましたので、ちょっと重なる部分がある

かもしれませんけど、1983年に日ソ漁業協定の

親善のあかしとして日本に贈られたチョウザメ

のうち200尾を宮崎県に分けてもらい、県水産試

験場の小林分場において、種苗生産の研究に着

手されたということです。2004年に全国で初め

て完全養殖に成功し、以後、量産化する取り組

みを始めましたけど、その壁は非常に高かった

というふうに聞いております。しかし、民間業

者の協力を得ながら試行錯誤を繰り返し、2011

年、量産化試験に成功して、目標としていた５

万尾のシロチョウザメの稚魚の生産を実現でき

たということです。ようやく人工種苗の量産化

にめどが立ち、この種苗と養殖技術を県内の事

業者に広く提供し、チョウザメ養殖を本県のフ

ードビジネスとして展開するときがやってきた

ということであります。本当に、水産試験場の

長きにわたっての努力に心から感謝をしたいと

いうふうに思います。そこで、農政水産部長に

伺いますけど、強い産地にするための課題は何

なのでしょうか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 強い産地と

は、まず、安定した生産体制が確保されている

こと、高品質な商品が生産されていること、そ

して、安定した販路が確保されていることが求

められているものと考えております。したがい

まして、これらの条件を満たすため、まず、

チョウザメ養殖業への新規参入者を確保いたし
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まして、一定規模の産地形成を図るとともに、

養殖業者の経営の安定化を図ることが必要でご

ざいます。また、あわせて、高品質の商品を確

保するための一元的な加工体制づくりや、産地

間競争に打ち勝つため、戦略的なＰＲと販売体

制の確立を含む、生産から販売に至る一貫した

ブランドづくりを図っていくことが大変重要で

あると考えております。

○横田照夫議員 シラスウナギの不漁のために

休業中の養鰻池があるようですけど、養鰻池で

の飼養の可能性はあるんでしょうか。また、稚

魚から採卵するまで８年から10年くらいかか

り、資金サイクルが長いので、新規で参入する

にはリスクが高いというふうに思います。例え

ば、和牛が生産と肥育に分業しているように、

稚魚の生産、稚魚から雌雄判別まで、雄の魚肉

用養殖、雌の採卵とキャビア生産というように

分業化すれば、資金回転が早まるのではないか

と考えますけど、いかがでしょうか。また、先

ほど知事もちょっと言われましたけど、観賞魚

としての販売とか、チョウザメが泳ぐ水槽の前

で食事を提供するチョウザメレストランとか、

コラーゲンやコンドロイチン、カルノシン、ヒ

アルロン酸等、多く含まれる機能性成分を生か

した化粧品とか栄養補助食品の生産、また、う

ろこの工芸品など、チョウザメの可能性は非常

に大きいというふうに考えられます。これらが

生きてくれば、中山間地を初め、地域おこしに

も大きく貢献できるのではないかというふうに

思います。先ほどのタマリュウの事例では、県

が経営革新計画として認証したことで、地元銀

行から無担保で１億数千万円の融資を受けられ

たそうですけど、チョウザメの産地化に対して

も融資を受けやすい環境づくりをするべきでは

ないかとも考えます。これらのことも含めて、

県がチョウザメ経営のモデルケースを示すべき

だと考えますけど、農政水産部長、いかがで

しょうか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県におきまし

ては、昨年度から、各地域での説明会等におい

て、養殖業者の経営安定や新規養殖者の参入を

促進するための各種情報をお示ししているとこ

ろでございます。具体的には、養殖施設につい

て、標準的な施設イメージ図を提示するととも

に、廃業された養殖池や遊休池等の情報を提供

しております。また、安定した養殖経営を実現

するための方法として、民間のチョウザメ保険

の紹介や、雌雄判別までの３年間の養殖と雌雄

判別後の４年から７年間の養殖を業者間で分業

する体制づくり、また、他業種との兼業による

経営安定化、養殖業者が連携して加工・販売を

行う６次産業化などを提案いたしております。

さらに、チョウザメ養殖経営の収支試算をもと

に採算性を説明いたしますとともに、金融機関

等に対しても、チョウザメ養殖への理解と融資

等に対する支援をお願いしているところでござ

います。

○横田照夫議員 他県の取り組みも活発化して

いるようです。それに負けない産地にするには

行政の手助けも必要だと考えます。100億円産業

を目指すんだったら、それだけの覚悟も必要だ

というふうに思います。予算とか取り組み体制

など、もっと大がかりにすべきじゃないかと考

えますけど、農政水産部長、いかがでしょう

か。

○農政水産部長（岡村 巖君） 現在、チョウ

ザメ養殖は国内の複数の地域で行われておりま

すが、いずれの産地も小規模な生産体制にある

中、本県は唯一、公的機関が種苗を安定的に供

給できるという強みを持っております。県とい
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たしましては、このような本県の優位性を生か

し、強固な日本一のチョウザメ産地として着実

に育成してまいりたいと考えております。ま

た、来年の冬からキャビアの本格的販売を予定

しているところであり、世界的にも高い評価を

受けるようなキャビアや高級食材としての魚肉

づくりを目指しまして、農政水産部のみなら

ず、関係部局を挙げた推進体制のもとで、国や

県の各種事業等を効果的に活用し、業界と連携

したＰＲ活動や加工・販売への指導・支援を、

なお一層強化してまいりたいと考えておりま

す。

なお、現在、県庁の玄関にも水槽等を展示し

て、県民の皆様にも広く知っていただく努力も

しているところでございます。

○横田照夫議員 チョウザメといったら宮崎県

と言われるような産地づくりのために、県とし

て本気度を示していただきたいというふうに思

います。

次に、防災対策について伺います。

災害対策本部が設置されることになっている

県庁１号館は、これまでの耐震補強により建築

基準法に基づく耐震性能は確保されているが、

震度６強以上の大地震が発生した場合、倒壊す

る危険性は低いものの、ひび割れ等により業務

での使用が困難となる事態が懸念されるとされ

ております。災害時において県民の生命や財産

を守るために、十分な耐震性能を有する防災拠

点庁舎を整備する必要があるとして検討がなさ

れておりますけど、その必要性は十分理解をい

たします。そこでお尋ねしますけど、昨年11月

時点で、地上12階地下１階程度を上限として、

約２万平米の延べ床面積が必要としておりまし

たけど、現時点でも同じ考えなのでしょうか。

また、２万平米の根拠はどこにあるのでしょう

か。建設予定地も含めて、総務部長にお聞きし

ます。

○総務部長（四本 孝君） 防災拠点庁舎の整

備につきましては、昨年度の庁内関係課長など

から成る検討委員会の検討結果といたしまし

て、災害対策本部の活動スペースを初め、災害

対策本部を統括する危機管理局や県土整備部、

総合政策部、総務部等の災害対策関連部署に加

え、災害対策の指揮をとる知事室等の入居が想

定されることや、一方で、航空法による建物の

高さ制限が約53メートルであることも考慮し

て、施設規模は約２万平方メートルの延べ床面

積が必要になるということでありました。ま

た、建設場所につきましては、早期に防災拠点

庁舎を整備する必要があることや、本庁各部局

が緊密な連携を図り、県の総力を挙げて災害対

策に取り組めるということなどから、本庁域の

敷地が望ましいとしたものであります。しかし

ながら、この内容は、あくまで昨年度の庁内レ

ベルの検討結果でございまして、専門的な見地

からの検討はいたしておりませんでしたので、

昨年12月に、防災や建築の専門家を含む検討委

員会を立ち上げ、改めて、施設の場所あるいは

規模などについて検討を行っているところでご

ざいます。

○横田照夫議員 例えば山梨県の場合は、災害

対策の活動スペースは、４階、５階に、災害対

策本部や防災関係課、会議室を設置する予定と

いうことで、執務室を含めて約2,500平方メート

ルを予定しているようです。被災後の復興には

長期間を要しますので、それらに関する部署は

そこから除外してもいいんじゃないかというふ

うに考えます。被災直後の緊急対策関係部署が

機能する拠点施設と考えるべきだと思います。

例えば、知事の執務室も必要とありましたけ
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ど、ほかの職員と同じ部屋で机を並べて指揮も

できるんじゃないでしょうか。県民が大変な状

況になっているときに、知事が知事室にどっか

りと構えている必要はないというふうに考えま

す。被災直後において、県民の生命や財産を守

るために本当に必要な面積はどれほどなんで

しょうか。総務部長、お願いします。

○総務部長（四本 孝君） 防災拠点庁舎に必

要な面積につきましては、現時点では、専門家

を含む検討委員会で、求められる機能あるいは

施設規模の検討を行っておりませんので、算定

をしていないところでございます。調査を委託

している専門コンサルタントによりますと、東

日本大震災の教訓を踏まえまして、災害対策本

部がさまざまな防災関係機関と連携して災害応

急対策を実施できる十分かつ柔軟なスペースを

初め、県民に災害情報を伝えるプレスルーム、

あるいはライフラインの途絶に備えた非常用発

電機などの設備、さらにはヘリポート、あるい

は一時避難者用のスペースなどの確保が必要で

あるということでございました。防災拠点庁舎

の機能や規模につきましては、今後、専門コン

サルタントの調査結果を踏まえまして、検討委

員会において、あらゆる観点から検討を行うと

ともに、県議会を初め、県民の皆様の御意見を

十分お聞きしながら、慎重に検討を行ってまい

りたいと考えております。

○横田照夫議員 地震調査研究推進本部は、マ

グニチュード7.6クラスの日向灘地震が30年以内

に発生する確率は10％程度で、南海トラフは60

％程度としています。この数字を見ると、いつ

でも発生しそうな気がしますけど、内閣府は、

発生確率は極めて低く、対策をとれば被害は減

らせるというふうに言っております。もちろ

ん、あした発生するかもしれませんけど、それ

ぐらいの確率なのであれば、緊急対策の関係部

署以外は見送るべきではないかと、私個人とし

ては考えます。本庁版ＢＣＰには、もし被災し

て本庁舎が著しい損傷を受け、業務を行うこと

ができないと判断された場合、企業局庁舎とか

職員健康プラザ、県警本部、知事公舎、ホテル

等の宿泊会議施設等を代替施設として使用する

というふうに書いてあります。もしもの場合に

は、本庁版ＢＣＰで想定されている方法で対応

すればいいんじゃないかというふうに思いま

す。財政難の折、防災の名に乗じて県庁の新庁

舎をつくったと疑われるような施設にするべき

ではないと私は考えます。県庁が残っても、県

民が死んでしまったら何にもなりません。私が

住む佐土原町でも、一ツ瀬川河口近くにある集

落からは、若くて元気な人でも避難指定地まで

歩いて45分かかるそうです。県は、住民等の生

命を守ることを最優先とし、住民の避難を軸

に、とり得る手段を尽くした総合的な津波対策

を確立するとしておりますが、そうであれば、

防災拠点庁舎は必要最小限の施設として、県民

が望んでいる避難高台とか避難タワーの設置を

優先すべきではないかと考えますけど、知事、

いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 避難の施設、タワーも

防災庁舎も、どちらも重要なのではないかとい

うふうな思いがいたしております。大規模災害

時におきまして県民の生命と財産を守るために

は、本県の災害応急活動の中核となる防災拠点

庁舎が十分にその機能を果たして、県の災害対

策本部が、自衛隊、警察、消防等の防災関係機

関などと連携をしながら、県の総力を挙げた災

害対策活動を迅速かつ的確に行うこと、これは

大変重要であるというふうに思っております。

一方で、御指摘がありましたような津波避難場
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所の確保、県民の生命を守るという観点から

も、これは極めて重要であろうかというふうに

考えておりまして、どちらも防災対策という観

点からは欠くことのできないものであるという

ふうに考えております。避難場所につきまして

は、一義的には市町村の責務というふうになる

わけでございますが、今、地域の住民の皆さん

と一緒になりながら、今御指摘がありましたよ

うな、なかなか避難する場所が遠いのではない

か、ここには避難タワーが必要なんじゃない

か、それから、民間の高いビルを避難ビルに指

定するべきではないか、いろんな議論なり検討

がされておるところでございまして、年内に設

立する予定の沿岸の市町との推進協議会などを

通じて、十分に連携し、また今後、対策を講じ

てまいりたいというふうに考えております。防

災庁舎につきまして、いろいろ御指摘がござい

ました。しっかりこれを踏まえて検討してまい

りたいというふうに考えておりますが、千年に

一度の規模のものを考えていく中で、庁舎の耐

用年数等も考えていく、その中で、今の財政状

況もある、そして、どこまでを対象にすべきか

ということは非常に重要な課題であろうという

ふうに考えておりますので、部長が申し上げま

したように、今後とも、県議会を初め、県民の

皆様の御意見等をしっかり伺いながら、議論を

深めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○横田照夫議員 本当の意味で県民の生命が最

優先されるよう、防災対策は総合的な判断で進

められるよう、強く要望させていただきます。

次に、いじめ問題についてお尋ねします。

まず、警察本部長にお尋ねしますけど、ひど

くぶつかったり、たたいたり、蹴ったりする行

為は暴行罪、金品をたかることは恐喝罪、金品

を隠したり、盗んだり、壊したりすることは窃

盗罪とか器物破損罪、嫌なことや恥ずかしいこ

と、危険なことを無理やりさせることは強要

罪、パソコンや携帯電話で誹謗中傷することは

名誉毀損罪、こういう解釈で間違いないでしょ

うか。

○警察本部長（加藤達也君） いじめにつきま

しては、その個別具体的な行為が刑法その他の

刑罰法規の構成要件に該当し、違法かつ有責な

行為である場合には犯罪となります。一般論と

して申し上げれば、故意にたたいたり、蹴った

り、金品をたかることなどは犯罪を構成するも

のと考えます。

○横田照夫議員 これらは、文部科学省がいじ

めの問題に関して行った緊急調査の中にある

「いじめの態様」のアンケートにある質問区分

です。その他を入れて９区分中の５区分です。

これを見て感じるんですけど、いじめという言

葉でくくられた行為の中に、犯罪行為として取

り扱われるべきものも含まれているんじゃない

かと思いますが、教育長、いかがでしょうか。

○教育長（飛田 洋君） いじめにつきまして

は、その内容によっては犯罪行為、例えば、暴

行だとか恐喝などに当たる場合もあり得ると思

われます。そのような可能性があるという場合

には、各学校、教育委員会が警察と連携し、協

力をいただきながら対応することが大切である

と考えております。

○横田照夫議員 子供たちも社会のルールの中

で生きております。たとえ少年といえども、罪

を犯せば、警察に補導または検挙され、少年鑑

別所とか少年院、少年刑務所に送られ、矯正教

育を受けたり罪を償うことになるというふうに

思います。学校の中で起こったことであって

も、犯罪に抵触する問題であれば法律で裁かれ
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るのは当然のことではないかと考えますけど、

警察本部長、いかがでしょうか。

○警察本部長（加藤達也君） 学校におけるい

じめ問題の対応につきましては、教育上の配慮

等の観点から、一義的には教育現場における対

応を尊重しつつ、犯罪等の違法行為がある場合

には、被害少年や保護者等の意向、学校におけ

る対応状況等を踏まえながら、警察として必要

な捜査・補導等の対応をとっているところであ

ります。

○横田照夫議員 学校の中で起こったことで

あっても、犯罪に抵触することであれば、警察

が入ることは当然だというふうに思いますし、

学校としては、子供たちに、「そういうことに

なるんだよ」と、しっかりと教えていくことが

大事だというふうに思います。今回のいじめ問

題に対する緊急調査では、学校と警察の連携に

ついて、「学校内のことは学校内で解決しよう

とする傾向が強く、警察との連携をちゅうちょ

する傾向にある」と、課題を訴える声もありま

した。さらに、今後求められるべき取り組みと

して、いじめの問題解決のため、警察等の関連

機関との連携が重要であり、犯罪として取り扱

われるべきと認められるいじめや暴行行為等に

関して、教育委員会や学校と警察との円滑な連

携や情報共有を行うことができるようにするこ

とが重要であるとしてありました。これらのこ

とに関しての教育長と警察本部長の考えを、そ

れぞれお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 学校においては、児

童生徒に、社会で許されない行為は学校の中で

も許されない、さらには、いじめなどの行為を

行った場合には自分自身が責任をとらなければ

ならないことなどを、しっかりと指導すること

が重要であると考えております。その上で、い

じめが発生した場合には、関係する児童生徒一

人一人に対して必要な教育上の指導を行うとと

もに、その行為が犯罪となり得る可能性がある

場合には、早期に警察に相談し、連携した対応

をとることが必要であると考えております。そ

のために、警察との日常的な連携はもとより、

本県の子供たちの健全育成を行っていけるよう

に、教育委員会、学校が警察と深く連携を図る

ために創設した制度として「学校・警察相互連

絡制度」というのがあるんですが、そういう制

度を活用した情報交換を積極的に実施するな

ど、今後とも、警察等の関係機関との一層の連

携を図ってまいりたいと考えております。

○警察本部長（加藤達也君） いじめ問題につ

きましては、警察としても、教育委員会や各学

校との連携が重要であると考えております。そ

こで、警察におきましては、スクールサポータ

ー制度や学校・警察相互連絡制度などの運用に

よって、学校等における非行防止や犯罪被害防

止教育の支援等の取り組みを行っているところ

であります。今後とも、学校との連携によるい

じめの未然防止、被害拡大防止について積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 警察が学校に入らないことが

一番であると思いますので、しっかりと連携を

深めていただきたいというふうに思います。

次に、ＢＳＥ検査についてお尋ねします。

平成13年に我が国で初めてＢＳＥが確認され

て以来、国の全額補助でＢＳＥ全頭検査を行っ

てきました。その後、平成17年に検査の対象月

齢を21カ月齢以上とし、地方自治体が行う20カ

月齢以下の牛の自主的な検査については、最長

３年間の経過措置を行い、平成20年７月をもっ

てこの補助が廃止されました。その後は、宮崎

県も含めて、自治体の独自の予算で自主検査を
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続け、現在に至っております。先日、内閣府の

食品安全委員会が、国内産牛肉の検査対象月齢

を21カ月齢以上から31カ月齢以上に引き上げる

ＢＳＥ対策の見直し案を承認し、厚生労働省に

答申しました。これを受けて、今年度中にも国

内産牛肉の検査対象月齢が31カ月齢以上になる

可能性が出てきました。

そこでお尋ねしますけど、引き続きＢＳＥ全

頭検査を実施した場合、検査に要する費用はど

れぐらいになるんでしょうか。福祉保健部長、

お願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ＢＳＥ全頭検

査に要する費用でございます。昨年度の決算額

ベースで申し上げますと、7,397万円となってお

ります。その内訳でございますが、人件費

が4,471万円、検査キット代等の物件費が2,926

万円であります。

○横田照夫議員 自主検査をしている全国の自

治体から、「検査を続けるかやめるか、全国で

足並みをそろえたい」との声が上がっているよ

うですけど、宮崎県を含め、各自治体ではどう

いう議論がなされているのか、現状の動きを福

祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ＢＳＥ検査対

象月齢を31カ月齢以上に引き上げることにつき

ましては、現在、国が関係法令の改正を行って

おりまして、来年１月以降に施行される予定で

ございます。また、来年５月には、国際的にも

ＢＳＥの発生リスクが最も低いレベルである

「無視できるリスクの国」、いわゆる清浄国に

なると想定されますことから、現在、全国各自

治体におきまして、全頭検査の見直し等につい

て検討されているところでございます。国は、

「対象月齢を31カ月齢以上に引き上げたとして

も、人への健康影響は無視できる」との見解を

示しておりますので、国産牛肉の安全性につい

ては十分確保されるものと考えております。本

県といたしましては、今後とも、国や各自治体

の動きを注視しながら検討してまいりたいと考

えております。

○横田照夫議員 当然、輸入対象も30カ月齢以

下に広げる規制緩和がなされます。外国産牛肉

の輸入がふえた場合に、ＢＳＥに対する消費者

の目は厳しくなり、その際、自主的に検査して

きた体制が崩れていれば、国産牛に対する牛肉

離れも進むのではないかと懸念されます。せっ

かく連続日本一に輝いた宮崎牛の消費も遠の

き、価格低迷につながるようなことにはならな

いんでしょうか。一方で、今、部長の答弁にも

ありましたように、農林水産省は、ことしの９

月に、ＢＳＥの発生リスクが最も低い「無視で

きるリスクの国」として認定するよう、国際獣

疫事務局（ＯＩＥ）に申請をしました。来年５

月のＯＩＥ総会での認定を目指す考えだそうで

す。認定を受けるには、過去11年以内に自国で

生まれた牛でＢＳＥの発生がないことなどが条

件とされますが、我が国では、平成14年１月以

降生まれた牛にＢＳＥは発生しておらず、来年

１月でこの要件を満たすそうです。ＢＳＥ清浄

国に認定されると、国際基準上の検査項目が大

幅に減り、月齢や部位に関係なく牛肉を食肉と

して輸出できるようになるそうです。そうする

と、また宮崎牛の輸出拡大の可能性も膨らむの

ではないかとも考えます。非常に悩ましい問題

ですけど、総合的に判断していただくようにお

願いをいたします。

若干時間がありますので、記紀編さん1300年

事業について伺います。

先日、熊本市で、南九州観光振興会議が開催

されました。その会議でパネルディスカッショ
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ンが行われ、牧元副知事もパネラーとして参加

され、宮崎県が取り組む記紀編さん1300年事業

について熱心に説明をされました。その説明を

聞いたコーディネーターである熊本日日新聞社

編集局長は、「記紀編さん事業は、島根県で

やっていることは知っていたけど、宮崎県でも

やっているんですね」と発言をされました。正

直言って、隣の県、それもマスコミ関係の編集

局長が知らなかったことに愕然としました。牧

元副知事は、あの会議に参加されてどう感じら

れましたか。

○副知事（牧元幸司君） まず、南九州観光振

興会議でございますけれども、南九州三県の県

議会議員の皆様方が観光推進の観点から連携し

て取り組まれるということで、その取り組みに

対しまして敬意を表するものでございます。私

も、今、御紹介がございましたように、先般、

参加をさせていただきまして、古事記編さ

ん1300年に関する取り組みなど、本県の取り組

みを御紹介させていただくとともに、熊本、鹿

児島両県においては、本県での修学旅行を実施

すべきだというようなことを御発言させていた

だいたところでございます。この会議の中で

は、関西方面、あるいはアジアからの誘客につ

きまして、南九州で連携して取り組むことが重

要であることが確認されるとか、あるいは、九

州中央自動車道の整備について、一致して取り

組む必要があるというようなことが確認される

など、会議全体としては大変意義のある会議で

はなかったかというふうに思うところでござい

ます。その中で、ただいま御指摘のように、コ

ーディネーターの方から御発言があったことに

つきましては、私も大変驚きましたし、また、

大変残念な発言であるというふうに感じたとこ

ろでございます。記紀編さん1300年事業など、

本県の取り組みにつきまして、今後一層、ＰＲ

を強化する必要性というものを感じた次第でご

ざいます。

○横田照夫議員 ただいま副知事が述べられた

ことが実際の現状じゃないかなというふうに思

います。宮崎県の記紀編さん事業が本県の将来

の命運を分ける事業という覚悟で、これからの

９年間で全国の人に知れ渡るような取り組みを

していくという本気度を、知事に改めてお聞き

します。

○知事（河野俊嗣君） ただいまのお話を受け

まして、今、非常に残念に思い、また、いろん

な反省すべき点があるのではないかというとこ

ろにも思いをいたしておったところでございま

す。日本発祥にまつわる日向神話を初め、本県

に伝わります神話・伝説というのは、本県に

とって貴重な貴重な歴史的・文化的な資源であ

り、また、何千年にもわたって読み継がれ、語

り継がれてきた物語であり、今の我々、県民の

みならず、日本国民全体として受けとめるべき

さまざまなメッセージというものが込められて

いるのではないか、そのような思いもいたして

おります。そういうような思いからも、もっと

もっとこれを全国に向けてのＰＲ発信に努めて

まいりたい、そのように思っておるところでご

ざいます。今の話を伺いまして、以前、東京で

旅行関係の業務に携わっている方から言われた

ことを思い出しておったんですが、この事業で

はなしに、その前から、宮崎の観光の取り組み

なりメッセージなりＰＲというのは首都圏に全

く伝わってこない、そのような話がございまし

た。私どもは、そういったところも反省をしな

がら、これまでもいろんな観光ＰＲにも努めて

きたわけでありますが、いろんな反省点、見直

すべき点があるのではないか。今後、日本一の
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宮崎牛についても、もっともっとプロモーショ

ンを打っていく必要があるわけでございます。

そういう意味におきまして、情報発信のあり

方、観光・物産のＰＲの仕方、いろんな工夫を

今後ともしてまいりたいというふうに考えてお

ります。

○横田照夫議員 来年の事業計画とか長期計画

では、すばらしい、美辞麗句と言ったら失礼か

もしれませんけど、そういう文言が並びますけ

ど、それを本気でやり抜くという覚悟がない

と、絵に描いた餅にしかなりません。県職員の

本気度に心から期待をさせていただきたいと思

います。

木造住宅耐震化リフォーム支援事業について

も通告しておりましたけど、先日、前屋敷議員

が私の分も十分発言していただきましたので、

今回は取り下げさせていただきます。

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 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、有岡浩一議員。

○有岡浩一議員〔登壇〕（拍手） 郷中の会の

有岡でございます。

私は、持続可能な社会形成をテーマに質問を

してまいります。宮崎県らしい、宮崎県ならで

はの持続可能な社会形成の取り組みとして、参

考にすべき事案があります。それは、自然と共

生する綾町のユネスコエコパーク登録のまちづ

くりです。有機農業やエコツーリズムなど、自

然保護と地域振興の両立が評価された結果、本

年７月11日、登録が決定しました。10月には、

町制施行80周年記念事業として、ＣＩＢ国際ま

ちづくりコンクール（カナダ・エドモントン大

会）に挑戦し、まちづくり最高ランクの５つ

星、さらに特別賞を受賞しています。そして、

このようなメッセージがあります。「先人が時

代の課題を的確に把握され、地域づくり、まち

づくりに一貫して取り組んでこられた成果で、

このすばらしい歴史の積み重ねをしっかり受け

継いで、次の世代へ自信と誇りを持ってバトン

タッチすべきと決意を新たにした」と締めく

くっています。そこで、考えるべきことは、昨

年の３・11以降、日本人の価値観が変わりつつ

ある中、自然との共生は、昔からの古い生活ス

タイルではなく、実は最も豊かでトレンディー

な生活であるということであり、宮崎県だから

こそできる可能性を感じます。世界が認める綾

町の取り組みを通し、宮崎県の高いポテンシャ

ルを引き出して、持続可能な豊かな宮崎県を確

信しています。

それではまず、知事の政治姿勢について質問

してまいります。

全国和牛能力共進会２連覇という成果が得ら

れた理由と背景について、知事の見解をお尋ね

いたします。

次に、９月議会において23年度決算認定に私

は反対をいたしました。理由については討論の

とおりでありますが、宮崎県として県民総力戦

で戦おうとする中で、県民の不公平感や行政に

対する不信感が成長の妨げとなっております。

今回の共進会のように、努力する人をみんなで

応援する、行政と住民がともに取り組む協働

は、必ず成果を上げると信じます。そこで、知
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事にお尋ねいたします。県民との協働のために

も、原点に立ち返り、行政の役割、県民の役割

を明確にし、責任と覚悟を持って課題解決に取

り組むことが求められますが、知事の思いをお

聞かせください。

次に、新エネルギー対策について副知事にお

尋ねいたします。

日本にとってエネルギー問題は、食料問題と

同じように国民の関心事であり、日本の成長に

欠かすことのできない命題であります。さきの

大戦でもわかるように、エネルギー問題は国同

士の争いに発展する危険性を秘めているからで

あります。本県においても、新エネルギービ

ジョン素案として、新エネルギー自給率を平

成10年度2.8％から11％に引き上げる目標を掲げ

ています。そこで、県民や事業者からの相談時

の手続がスピード感を持って円滑に進むよう、

新エネルギーのワンストップ窓口を設置すべき

と考えますが、見解をお尋ねいたします。

以下は質問者席にて質問してまいります。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、全国和牛能力共進会の成果が得られた

理由についてでございます。今回、２連覇とい

う、まさに偉業を達成できた要因としまして、

まずは、本県の長年にわたる挙県一致で進めて

まいりました肉用牛改良の成果により、各地域

においてすばらしい資質の牛が着実に育ってい

たということが、ベースとして挙げられるとこ

ろであります。そのような中で、口蹄疫により

約７万頭の優秀な牛を失うなどの大きな影響を

受けたところでありますが、一つには、関係者

全てが、日本一を再びかち取ることによりまし

て、口蹄疫からの再生・復興の歩みというもの

を確かなものにしていきたいという強い決意を

有していたことがございます。そして、生産者

の高い技術と、これを支える関係者の強いネッ

トワークというものが失われていない、こう

いったものが十分に発揮をされたことが２連覇

の大きな力となったのではないかというふうに

考えております。さらに、これに加えて、口蹄

疫からの復興に向けた、畜産や農業団体のみな

らず、全ての県民の皆様の熱い思いでの応援、

また全国からの温かい支援に対する思い、こう

いったものが関係者の背中を後押しして、この

連覇に結びついたものというふうに考えておる

ところでございます。

次に、県と県民の役割についてであります。

御指摘どおり、今のこの日本一２連覇というも

のも、力を合わせてかち取ったものでございま

して、厳しい財政状況の中で、ますます複雑多

様化する行政需要に的確に対応しながら、活力

ある持続可能な地域社会を築いていくには、

県、市町村だけでなく、県民の皆様との深いき

ずなのもとに連携、協働を進めていくこと、県

全体の力を結集していくことが不可欠であろう

というふうに考えております。このため、私

は、県政運営の基本姿勢といたしまして、「対

話と協働による県民総力戦の推進」を掲げると

ともに、アクションプランの中には、県の取り

組み内容に加え、県民の皆様に期待する具体的

な取り組みの例というものを盛り込みまして、

その普及啓発、またその協力を呼びかけている

ところであります。

今後とも、県民の皆さんとの意見交換の場や

広報などを活用しまして、県の現状や取り組

み、そして県民の皆さんに期待する役割などに

ついて丁寧に説明することによりまして、県民

の皆様、またそれぞれの団体がそれぞれの立場
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でみずからの役割を意識し、地域の課題に関心

を持ちながら、「明日のみやざきづくり」に積

極的に参画していただけるような取り組み、例

えば、ケアの地産地消の取り組みであった

り、100万泊県民運動であったり、記紀編さ

ん1300年記念事業、また中山間地をみんなで盛

り上げる、さまざまな分野でテーマ、課題があ

るわけでございます。そういった県民がみんな

参加していくような機運づくりに、これからも

努めてまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○副知事（牧元幸司君）〔登壇〕 お答えをい

たします。

新エネルギー対策についてでございます。新

エネルギーは、太陽光やバイオマス、小水力な

ど、広範囲にまたがる分野でございますことか

ら、所管するそれぞれの部局におきまして、施

策を推進しているところでございます。このこ

とから、県民の皆様にとりましては、新エネル

ギーについての相談窓口がわかりづらいなどの

状況も見られるところでございます。現在、環

境森林部が新エネルギーの総合調整を担ってお

りますので、今後、環境森林部がまず窓口と

なって各種相談への対応を行いますとともに、

県庁ホームページや県広報紙などにより、関係

部局についてわかりやすく情報を提供し、県民

の皆様への周知を図ってまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○有岡浩一議員 御答弁ありがとうございまし

た。県民の役割という部分で再度、要望いたし

ます。権利と義務という言葉がありますよう

に、意識を高め、機運をつくっていくという表

現がございましたが、私はもっと、知事の覚悟

というんでしょうか、強いリーダーシップで県

民の義務、これをしっかり果たすんだという

メッセージを伝えていただきたいということを

要望しておきたいと思います。

次に、新エネルギー対策と相乗効果について

環境森林部長にお尋ねいたします。県内各自治

体から、木材の価格暴落の緊急対策など要望を

受けております。対症療法的な政策ではなく、

木材の需給体制など、抜本的、長期的な対策が

求められております。そこで、期待されている

木質バイオマスの発電利用を進めることは、木

材の需要拡大が図られ、出荷調整と価格の安定

にもつながると期待する声が大きくあります

が、環境森林部長の見解をお尋ねいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 木質バイオマ

ス発電では、立木の伐採に伴い発生する林地残

材のほか、曲がりや傷があり価格の安い低質材

も、チップ化されて燃料になると見込まれてお

ります。今回の木材価格の下落は、低質材の主

な用途であるチップ需要が減少し、低質材の価

格が下落したことも原因の一つと考えておりま

す。今後、木質バイオマス発電施設が設置さ

れ、林地残材や低質材が安定的な価格で取引さ

れることによりまして、需要拡大や木材価格全

体の安定化が図られるものと考えております。

県としましては、今後とも、安定供給体制の整

備など、木質バイオマスの利用促進が図られる

よう努めてまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 ぜひとも、関係者と打ち合わ

せしていただきまして、県北、県南、県央、そ

れぞれの地域が要望していらっしゃると聞いて

おりますので、積極的な新エネルギー対策に取

り組んでいただきたいと思っております。

次に、私は先日、大阪府の府立病院の視察に

行ってまいりました。ＥＳＣＯ事業について、

現地案内とその仕組みについて伺ってきまし

た。新エネルギービジョン策定に当たって、エ
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ネルギーをつくること、それ以上に使うこと、

すなわち省エネについて考える必要があると考

えております。そこで、本県において実際に県

立病院で取り組まれたＥＳＣＯ事業の効果につ

いて、病院局長にお尋ねいたします。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立宮崎病院では

平成19年度に、空調やボイラー設備の老朽化が

著しく、更新の必要な時期を迎えていたため

に、ＥＳＣＯ事業を導入しまして、省エネルギ

ー効果が非常に高く、また環境負荷の少ない設

備に更新いたしました。その効果でございます

が、検証方法としまして、設備を改修した後に

消費したエネルギー量と改修前の機器をそのま

ま使用したと仮定した場合のエネルギー量との

差で効果を出してみました。その結果、平成20

年度以降、省エネルギー化によりまして、毎年

度8,000万円を超える光熱水費の削減が達成さ

れ、病院の経営改善に非常に役立っているとこ

ろでございます。また、ＣＯ２につきましても、

毎年度平均して約3,700トンの排出削減が図られ

ておりまして、地球温暖化対策にも寄与してい

ると考えているところでございます。

○有岡浩一議員 ただいまお話しいただいたよ

うに、民間の活力を生かした事業として大変効

果を上げているということであります。県の施

設の中で大変古い施設もあります。そして、こ

れからこういったエネルギー対策をとらなきゃ

いけない施設も多々あると聞き及んでおります

ので、このようなＥＳＣＯ事業等も一つの参考

に、これからの省エネ対策に取り組んでいただ

ければと思っております。

次に、企業局長にお尋ねいたします。先ほど

も意見がございましたが、小水力発電を県内に

普及させていくためには、市町村等への支援が

重要と考えます。企業局としてどのような支援

をされているのか、具体的にお答えいただけれ

ばと思います。

○企業局長（濵砂公一君） 市町村等への支援

でございますけれども、市町村等が小水力発電

に取り組みますためには、年間を通じて安定し

た水量が確保できるかどうか、またどの程度の

投資が必要か、あるいは採算性はどうかなど、

事前の十分な検討が必要でございます。このよ

うなことを踏まえ、企業局におきましては、市

町村等が計画する小水力発電について、関係部

局と連携し、現在、６市町村21地点におきまし

て、可能性調査などの技術面での支援を行って

いるところでございます。さらに、実際に開発

に着手する段階におきましては、設計や許認可

手続についての助言を行うなど、サポートを

行ってまいりたいというふうに考えておりま

す。私どもといたしましては、これらの取り組

みを通じまして、県内の小水力発電の普及に寄

与してまいりたいというふうに考えておりま

す。

○有岡浩一議員 ぜひ、企業局がこれまで培っ

てこられた技術というものを、各市町村のため

にも御支援いただければありがたいと思ってお

ります。

次に参りたいと思いますが、次の項目はセイ

タカアワダチソウ等の駆除についてのお尋ねで

ございます。

本県は農業県であり、観光県であります。し

かし、私が見る範囲では、畑の中や田んぼの中

にセイタカアワダチソウが何面も広がってお

り、県道、国道、それぞれののり面にはセイタ

カアワダチソウがそびえ立つ、子供たちの通学

路の中にもそのような光景があります。河川を

見渡しますと、堤防の中、河川敷の中にもこの

ようなセイタカアワダチソウが入り、昔のよう
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に川に遊びに行くような光景は全く見られない

というのが今の現状であります。子供たちの目

線で見ますと、セイタカアワダチソウが身近な

ところに生えている、管理されていない土地が

たくさんある。これが当たり前になってしま

う。10年たてば、子供たちはセイタカアワダチ

ソウが立っているのが当たり前の光景になると

いうことを僕は危惧しています。10年で景

観、100年で風景、1000年で風土という言葉があ

りますように、子供たちがこの景観を当たり前

の景色として捉えたときには、100年先までこの

ような光景が当たり前になってしまうという危

惧をしております。そういった意味で、私は県

全体で見たときに、このようなセイタカアワダ

チソウが立っている、管理されていない土地

は、休眠資産ということで生かされていないと

いう思いで、何とかこの資産を生かすべきだと

いう視点から、農政水産部長にお尋ねしてまい

ります。まずは、耕作放棄地の現状と今後の対

策についてお尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 市町村による

調査では、平成23年度の本県の耕作放棄地面積

は2,640ヘクタールとなっております。耕作放棄

地の解消に向けましては、農地法に基づく農業

委員会による指導や、再生整備事業の実施に鋭

意取り組んでいるところではありますが、毎

年、新たに耕作放棄地が発生することもあり、

全体として耕作放棄地面積はほぼ横ばいで推移

しております。このような状況の中で、西都市

においては、田畑を耕す「耕起の日」を設け

て、ボランティアによる耕作放棄地の解消に努

める取り組みを進めておりますし、他の市町村

におきましても、耕作放棄地を市民農園として

活用する取り組みなどが見られます。県といた

しましては、このような地域による自主的な活

動の推進も図りながら、総合的に対応してまい

りたいと考えております。

○有岡浩一議員 ただいま、耕作放棄地を市民

農園にというお話がありました。私は、この市

民農園というのは大変難しくて、なかなか一般

の方はタッチできないものだろうというふうに

認識しておりましたが、農地を所有する者が開

設する場合、農家の場合ですが、３つのパター

ンがありまして、その中でも、特に法律の規制

のない農園利用方式というのがあるそうです。

ですから、こういったものを活用して、福祉施

設の方たちに利用してもらったり、または地域

のリーダーの方にお願いをして、みんなで、高

齢者の方も楽しみとして農園を使ってもらう、

そういったさまざまな可能性があると思ってお

りますので、ぜひ、耕作放棄地の制度だけでは

なく、このような市民参加型の取り組みも検討

していただければと思っております。

続きまして、同じ大きなタイトルの中ではご

ざいますが、県土整備部長にお尋ねいたしま

す。河川や道路におけるセイタカアワダチソウ

等の雑草の草払いについて、住民を巻き込む住

民参加型の取り組みはどのようなものを行って

いらっしゃるのか、お尋ねいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 河川や道路の

草刈りにつきましては、施設管理者であります

県が、業務委託により実施することを基本とし

ております。一方で、作業に危険が伴わない箇

所につきましては、県民協働の観点から、地域

の方々にも草刈りに参加していただく「河川パ

ートナーシップ事業」や「みやざきの道でつな

ごう地域の絆プロジェクト」、こういった取り

組みも実施をしているところでございまして、

その参加団体数も年々ふえ、昨年度は河川と道

路を合わせて437の団体に参加していただいてお
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ります。県といたしましては、今後とも、こう

した取り組みを進めることによりまして、公共

施設の適正な維持管理に努めてまいりたいと考

えております。

○有岡浩一議員 要望いたしますが、ぜひ、パ

ートナーシップ事業や地域の絆プロジェクトの

周知、こういったものをもっともっと広めてい

ただきまして、自分たちが利用する道路は、自

分たちがかかわっている生活圏の財産ですの

で、みんなで管理するという意識を周知してい

ただければありがたいと思っております。

この項目での最後になりますが、総合政策部

長にお尋ねいたします。環境整備を初め、地域

の課題を的確に把握し、住民参加型の取り組み

をするためには、先ほども申し上げましたが、

リーダーが必要であると考えております。いろ

いろな制度を熟知し、みんなを動かしていくた

めのリーダー、そのようなリーダーをどのよう

な形で人材育成に取り組んでおられるのか、お

答えいただければありがたいと思います。

○総合政策部長（稲用博美君） 地域の抱えま

す課題に対応して、持続可能な地域づくりを進

めていくためには、地域のさまざまな資源を活

用しながら、住民みずからが考えて地域全体で

取り組んでいく、こういうことが必要でありま

す。そのためには、地域の中心となりますリー

ダーの存在が不可欠でありますので、このよう

な人材の育成が大変重要であると考えておりま

す。県では、さまざまな地域づくり団体で構成

されております「宮崎県地域づくりネットワー

ク協議会」と連携をしながら、地域資源の活用

方法でありますとか、住民参加の地域づくりの

手法などを内容とする地域リーダー養成研修を

開催するなどしまして、地域づくりにおける人

材育成に取り組んでいるところであります。今

後とも、同協議会と一体となりまして、地域づ

くりの中心となる人材育成等を通じまして、よ

り多くの住民の地域づくり活動への参加を促進

して、地域の活性化につなげてまいりたいとい

うふうに考えております。

○有岡浩一議員 答弁にありましたように、リ

ーダーを中心に県内に眠っている休眠資産とい

うものを活用する、このような取り組みを県民

総力戦で取り組んでいただくことが大きな力に

なると信じておりますので、また皆様方のお力

をかしていただければと思っております。

では、項目の４番目になりますが、地域観光

支援について商工観光労働部長にお尋ねいたし

ます。

先月、観光関連団体の皆さんと観議連との意

見交換会がございました。その席でさまざまな

意見が出てまいりました。現状は、口蹄疫以降

キャンセルとなった修学旅行の減少や廃業され

るホテルなど、厳しいものでした。特に県に対

し、観光行政の取り組み強化や具体的数値目標

など、要望がございました。そこでまず、その

研修会で出ました修学旅行についてお尋ねした

いと思います。最近の修学旅行のニーズに対応

し、誘致にどのように取り組んでいるのか、お

尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 修学旅行

の最近の傾向としましては、従来の観光地の周

遊や団体での行動とともに、体験学習、環境学

習、農家民泊などを組み込んだ行程が主流と

なっております。このため、県といたしまして

は、「エコ」「食」「スポーツ」の３つを学習

テーマに、農林漁業などの体験型観光資源を活

用した「ゆっ旅」や、サーフィンを初めとする

マリンスポーツを体験する「波旅」、本県の特

性を生かした太陽光発電関係のエコ学習、そし
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て農家民泊などを掲載したガイドブックを本年

３月に作成いたしまして、４月以降、10数回に

わたり、近県はもとより、新幹線開通によりア

クセスの向上した関西・中国地方を重点とし

て、旅行会社や学校関係者等に対して積極的な

誘致活動を展開してきているところでありま

す。もちろん、このような活動におきまして

は、必要に応じて旅館・ホテル業界の関係の方

々にも同行いただいております。特に、アクセ

スのよい鹿児島県の教育関係者に対しまして

は、昨年度からは本県の教育委員会職員も一緒

に行っていただいて、本県への教育旅行の実施

について強くお願いをしております。このよう

な中、最近になりまして、宮崎市内のホテルや

北霧島地域の農家民泊を中心に、次年度以降の

新規予約が入ってきており、徐々に成果が見え

つつあるのではないかと考えております。今後

とも、市町村や関係機関との情報交換や連携を

強化し、受け入れ体制を強化しながら、修学旅

行の誘致に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○有岡浩一議員 今後、鹿児島県とのバーター

的な旅行の交流ができればありがたいと思って

おります。しかし、私自身が感じることは、例

えば宮崎県の口蹄疫復興対策運用型ファンド事

業というのがありまして、修学旅行の誘致等と

いうことで事業化されておりますが、具体的な

策が見えてこないというのが正直な感想であり

ます。宮崎市の修学旅行の誘致に関する助成制

度の要綱がありまして、これを見ると、予算の

範囲内ではありますけれども、宮崎市内に泊ま

られた方に１人当たり3,000円の助成をすると

か、それも３年間の事業として取り組むと。こ

れはなぜかといいますと、今スタートしても修

学旅行が決定するのは２年先、３年先だという

現実がありまして、今から取り組んでも３年先

の成果しか見えない事業を意識して、３年間の

助成事業を組み立てたというふうな報告をいた

だいています。やはり具体的な対策をしなけれ

ばいけない、そう思うんです。目に見えるもの

を考えるべきじゃないかと。そこで、提案を申

し上げますが、県内の宿泊施設に泊まっていた

だいた観光客に対して、日本一の宮崎牛を提供

するなど、宮崎らしい食を生かした観光誘致の

仕組みを、今こそ関係団体と協議して進めるべ

きじゃないかと考えております。商工観光労働

部長の見解をお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 御提案の

ように、宮崎牛を初め、豊かな自然や大地がも

たらす豊富な海の幸・山の幸は、本県の特徴的

な魅力の一つであり、有力な観光資源でもあり

ます。特に、宮崎牛の日本一２連覇は、本県の

観光誘客にとりましても絶好の機会であります

ことから、ただいまの議員の御提言、御意見に

つきましては、早速、ホテル・旅館関係の方々

におつなぎをしたいと思います。その上で、具

体的な取り組みとして御相談があれば、関係部

局とも連携を図り、県としてどのような対応が

できるか、検討してまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 観光行政というものは幅広い

ですし、また観光というものは裾野の広い分野

だと思っておりますので、宮崎県の浮揚策とし

ては手をつけなければいけない分野だと思って

いますから、ぜひとも情報発信を継続していた

だく、そして事業も継続していく、このことを

切に要望しまして、次の質問に入りたいと思い

ます。

次は、救急医療体制につきましての質問にな

りますが、私どもは地域医療対策特別委員会に
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おきまして、奈良県のほうを視察してまいりま

した。奈良県の中で0.5次救急医療という説明を

いただいたんですが、これは救急電話相談事業

―初期救急医療に入る前に電話で相談をし、

その判断を仰ぐというようなシステムなんです

が、これにつきまして、奈良県の実施している

大人も含めた救急電話相談事業は大変効果を上

げているということで、後から資料をいただい

たんですが、これは子供と大人を合わせまして

１日に100件の相談があり、すぐ医療機関へ行く

ように勧めた割合は20％、２割の方に病院へ行

くように勧めましたが、保護者の不安解消、不

要な診断を控えることについて一定の効果を上

げたという報告があります。なぜ、このよう

な0.5次救急医療体制についてお願いするかとい

いますと、宮崎市の実態におきましても、救急

電話問い合わせを14回して初めて病院が決ま

る、または滞在―救急車が着いて90分以上待

たされる、そういった実態も報告があります。

そういった意味で、救急医療体制を守っていく

ためにも何らかの対策が必要だと思いますが、

福祉保健部長の見解をお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 電話による医

療相談につきましては、本県では平成17年度か

ら、県医師会の協力をいただきながら、毎日午

後７時から11時まで、小児救急医療に関する電

話相談事業を実施しているところでございま

す。この事業は、子供の急な発熱やけがの際

に、すぐに医療機関を受診すべきかどうかと

いった保護者の不安の軽減を図りますととも

に、休日、夜間等の不要不急の受診を抑制する

ことで、医師の負担軽減にもつながっているも

のと考えております。大人も含めた電話相談事

業につきましては、医師、看護師等の体制の確

保、それから費用の問題など、さまざまな課題

もありますので、実施県の状況や医師会等の御

意見なども踏まえながら、今後、研究してまい

りたいというふうに考えております。

○有岡浩一議員 ぜひとも、前向きな検討をし

ていただきまして、宮崎県の救急体制を守って

いくためにも、また、２次、３次医療の負担軽

減のためにも御検討いただきたいと思っており

ます。

次に、教育長のほうにお尋ねいたしますが、

さきの６月の一般質問において、知事の認識に

つきましても、生涯スポーツの推進が、明るい

地域づくりの観点からも重要だというお話をい

ただきました。そこで、総合型地域スポーツク

ラブの育成状況についてお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県では現在、13市

町で22の総合型地域スポーツクラブが設立され

ております。この22のクラブに加え、現在、設

立に向けて準備を進めているクラブが６市町村

で９つありますので、平成25年度までに16の市

町村でクラブ数が合計31になる見込みでありま

す。

○有岡浩一議員 この設立の一つの目安として

は、中学校単位に１つずつというのが大きな目

標でありました。まずは、今お話を伺った範囲

からしますと、県内全市町村に総合型地域スポ

ーツクラブの設立を急いでいただくよう、強く

要望しておきたいと思います。

また、それに関連しまして、総合型地域スポ

ーツクラブが発展するためには、関係する育成

者を初め、リーダーの育成が大きな課題である

と考えております。そこで、その核となる指導

者をどのような形で育て、そして地域スポーツ

クラブをどう育てていこうとされているのか、

見解をお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 総合型地域スポーツ
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クラブには、核となる人材、すなわちクラブの

意義や期待される効果を認識し、地域の現状や

ニーズを把握しながら、地域住民や関係団体等

との連絡調整などができる人材が必要であると

考えております。このため、各地域で生涯スポ

ーツ推進の中心的な役割を担っていただいてい

るスポーツ推進委員などを対象として、クラブ

設立や円滑な運営に必要なマネジメント力を高

めるための講習会や、生涯スポーツプログラム

の企画運営を効果的に行うための研修会等を実

施しているところであります。今後、このよう

な研修の一層の充実を図りながら、クラブ設立

や運営の核となる人材の育成に努めてまいりた

いと考えております。

○有岡浩一議員 どうぞ、生涯スポーツという

大変健康に影響する、そして県民の皆さん方が

参加できるような総合型地域スポーツクラブを

県内全域につくっていただきまして、宮崎県民

の健康、そしてスポーツの愛好者をふやしてい

ただける、そういう核に育てていただければと

思っておりますので、総合型地域スポーツクラ

ブを今後とも注視しながら、応援していきたい

と思っております。

次に、７番目になりますが、人材育成という

ことを今回の最後の質問として準備しておりま

す。この中で、まず警察本部長にお尋ねいたし

ます。

私たち住民の立場から見ますと、バックボー

ンとして警察官の皆さんがいらっしゃること、

これが安全・安心の大きな力になっておりま

す。大変お世話になっているわけですが、その

中でも、私が前年度の常任委員会で、実射訓練

等の十分な訓練は行われているでしょうかとい

うお話をしました。警察官御自身が不安を持っ

て公務に当たられることは、大変不安があると

思っております。そういった意味では、それぞ

れの技能伝承、そしてそれぞれの訓練、そう

いったものを定期的に行う、そしてその研修を

受けることで自信を持って公務に当たっていた

だくことが大切だと思っております。そこで、

人材育成として、ベテラン警察官の方々が勇退

される中で、どのように技能伝承の取り組みを

行っておられるのか、お尋ねいたします。

○警察本部長（加藤達也君） 大量退職期の最

中にある本県警察にとりまして、ベテラン職員

から若手職員への技能伝承につきましては、組

織力を維持向上する上で大変重要な課題である

と考えております。このため、実務経験が豊富

で卓越した専門的技能を有する各分野のベテラ

ン職員が、さまざまな専門的技能について若年

職員に対して指導する技能指導官制度や、捜査

及び鑑識の専門的技能を有する退職警察職員を

非常勤職員として再雇用し、在職時に培った捜

査技能を若年捜査員に対して伝承する捜査技能

伝承官制度を運用するなどして、積極的な技能

伝承を推進しております。

○有岡浩一議員 どうぞ、今後とも、県民の安

全・安心のためにも御尽力をお願いしたいと

思っております。

次に、知事のほうに再度お尋ねしてまいりた

いと思いますが、今年度から社会人を対象にし

た職員採用試験を行っていると伺っておりま

す。採用に当たって、社会経験をした職員を採

用する、その意図、期待、そういったものをお

尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 社会人採用試験は、本

年度から実施しておるところでございますが、

社会経済情勢の急激な変化への対応であります

とか、行政課題の多様化、高度化、そういった

ものに迅速かつ的確に対応できる人材を確保し
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たいという思いで行っております。社会人とし

ての経験のある方を採用することによりまし

て、即戦力としての活躍が期待できるほか、民

間企業などで培った経験を生かした企画立案力

でありますとか、コスト感覚、専門的知識など

により、従来の県庁の視点、また仕事のあり

方、手法というものを見直すきっかけになるの

ではないかと期待しておるところでございま

す。また、こうした職員とともに仕事をするこ

とによりまして、周りの職員が新たな刺激を受

けて、県庁全体の活性化にもつながるものと考

えているところであります。

○有岡浩一議員 新しい取り組みであります

が、どうぞ、新しく採用された人材の方が力を

発揮できる、そういう職場づくりも今後とも進

めていただきたいと思います。これは本から出

した言葉でありますが、これからの自治体の職

員は、みずから疑問を持ち、調べ、対策を考

え、政策をつくり上げる自律型の職員が必要だ

というお話がありました。どうぞ、職員を育て

ていく、そのためのこういう民間からの職員、

そして今いらっしゃる職員の方々の力を発揮で

きるような行政運営を期待しておきたいと思い

ます。

また、関連して、総務部長にもお尋ねしたい

と思います。持続可能な社会形成ということ

で、私は、基本になるのはやはり人材育成だと

思っております。その中で、総務省が平成９

年11月に、地方自治の中で新時代における人材

育成基本方針策定ということで、策定方針を出

しておりまして、人を育てる人事管理という項

目で挑戦加点制度を例示し、挑戦意欲あふれる

職場づくりを提唱しております。また、推進体

制として、部局横断的な連絡調整組織の設置の

必要性も検討されるということで、これは平成

９年からかなりの年月がたっておりますが─

この当時から、挑戦意欲あふれる職場づくりと

いうのを総務省あたりが提唱しているわけです

が─本県においてどのような人材育成に取り

組んでおられるのか、お尋ねいたします。

○総務部長（四本 孝君） 本県におきまして

は、平成13年に「宮崎県人材育成基本方針」を

策定し、職場内外の研修の充実を初め、職員に

よる目標設定・評価や庁内公募による人事配置

といった新たな手法も取り入れながら、分権時

代の担い手となる人材の育成に取り組んできた

ところであります。今後、財源や人的資源が限

られます中で、県民のニーズに的確かつきめ細

やかに対応していくためには、議員の御指摘に

もありましたとおり、職員は従来に増して、前

例や組織の枠にとらわれない柔軟な発想や調整

力、困難な課題に果敢に挑戦し、粘り強く取り

組む姿勢を持つことが求められております。こ

のため、職員一人一人について、さらなる能力

開発を図りながら、意欲と情熱を持った職員の

育成を図るとともに、活発で自由に意見交換が

できる風通しのよい職場環境づくりを進めるこ

とで、職員の意識改革にも努めてまいりたいと

考えております。

○有岡浩一議員 今度新しく人材育成基本方針

をつくられると伺っておりますし、ぜひとも、

職員が失敗を恐れず高い目標を持って挑戦して

いく、そういう環境づくりを進めていただけれ

ばと思っております。

通告した質問は終わりましたけれども、幾つ

かお話をさせていただきたいと思っておりま

す。私は10月に、地元の後援会の皆さんや応援

してくださる方に県政報告会をさせていただき

ました。１年半たった宮崎県の状態ということ

で、県はどういう状態なのかということをお話
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ししたんですが、私が県民の期待度をどこで判

断したらいいかということで皆さんにお話しし

たのは、例えば知事選挙で40.82％、県議会議員

の選挙で49.02％、子供たちの数を入れても、い

わば50％、県民の50％の方々が期待をしていた

だいているが、まだ50％の方は関心が薄いと。

要するに、我々は100点満点でいえば50点からの

スタートをしているという意識で取り組むべき

だと。そういった意味では、挑戦をする姿、そ

して失敗を恐れない姿、これがこれからの県政

には求められるし、我々は、県民の負託に応え

ていこうとするならば、50点からのスタートで

すから―ここの質問の中にも出しております

が―加点方式、努力することで点数を上げて

いける。今回の共進会の結果もそうじゃないか

と思っています。みんなでかち取った日本一、

それが県民の期待に応えていく、ワンランク上

がった状態だと思っております。そういった意

味では、加点方式、加点主義、こういったもの

を理解し、職場の中で生かしていただきたいと

思っております。加点主義ということを進める

ためには、ではどのような能力が必要かといい

ますと、一般的にはコーチング力といいまし

て、褒めながら、愛情を持って厳しく指導する

ところは厳しく指導し、褒めるところは褒め

る、そういうめり張りを持った職場、言葉をか

えれば、厳しさを持った職場であるべきだと

思っております。

その中で、私の経験を一つお話しさせていた

だきます。日本一を目指して学生時代に取り組

んだスポーツがございまして、この前の共進会

のパレードに参加したときに、何十年かぶりに

パレードを経験して懐かしく思っております

が、そのときの我々の合い言葉は、日本一のト

レーニングをし、日本一の生活―自己管理を

含めた生活をし、そして日本一の指導者のもと

で必ず日本一になるんだと、その合い言葉で日

本一になり、そしてパレードをやったという経

験がございます。大変貴重な経験でありました

が、しかし、厳しかったです。ちょっと時間が

ありますので、お話しさせていただきますが、

お弁当の中の梅干しを私は流しに流して捨てて

しまったんです。そうしましたら、先輩がみん

なを集めて話をしました。犯人捜しをしたん

じゃないです。地域の皆さんに育ててもらって

いる我々は日本一を目指すんだと。その皆さん

の期待に応えるためにも、なぜそういった貴重

なものを捨てるんだ、大切にしなさい、そうい

うアドバイスを先輩からいただきました。それ

からというもの、私も、出されたものは全部食

べるように心がけておりますが、そういう厳し

い経験をさせてもらったことが大変ありがたい

と思っております。

その中で、一つちょっとまず苦言を申し上げ

たいと思いますが、議会の初日に議長の提案

で、古代服をみんなで着用しました。記紀編さ

ん1300年記念事業をみんなで応援しようとい

う、そこでスタートしたはずです。翌日から、

それが終わったで終わりではなくて、皆さんが

やるべきことは、記紀編さんというものを広く

県内県外に知らせる、知らしめる、そういう努

力をすべきだというのが我々の認識です。とこ

ろが、例えばこのピンバッジというんですか、

これ一つ見ても皆さんばらばらです。だから、

思うんです。やるならば徹底的してやる。とこ

とんやる。みんなが認めざるを得なくなるぐら

いにとことんやる。そういう思いがないと成就

しない。宮崎県ではこれでいいかもしれませ

ん。しかし、ほかの県に行ったら通用しない。

だから、日本一を目指すならば、徹底してやる
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べきだと私は思っております。苦言になります

けれども、やるならば中途半端は時間の無駄で

す。やるならば失敗してもいい、次の成功につ

ながると。ですから、そういう思いで、やるな

らば徹底してやっていただきたいというふうに

思っております。

実は、もう１点、知事にお尋ねしたかったこ

とがございます。ここの中で副知事の経験があ

るのは知事だけなんですね。今、牧元副知事が

いらっしゃいますが、牧元副知事の立つ位置、

そして牧元副知事の思いというのが理解できる

のは知事ではないかと思っております。ちょっ

と話が飛んでしまいますが、耕作放棄地対策に

オオアブラギリという話をして進めていったと

きに、たまたまメグスリノキという話が出てき

ました。どんなものかわからずに、メグスリノ

キを調べていきますと、山中寅文先生のお話が

出てきまして、その関係者の中に長野県知事と

牧元副知事のお名前が挙がってきました。牧元

副知事の経歴を見ますと、農林水産省と林野

庁、こういった分野の第一線で取り組んでこら

れた方です。私が最初に申し上げました自然と

共生するまちづくり、これが宮崎県の持続可能

な社会づくりの基本になるんじゃないかという

思いでおります。そういった意味では、ぜひ牧

元副知事のこのキャリア、そして経験、人脈、

こういったものをフルに宮崎県のために活用し

ていただくべきだと思うんですが、知事の御見

解をお願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘、御提言ありが

とうございます。しっかり受けとめて─牧元

副知事は、国においてのさまざまな経験が、特

に農政分野、林野分野であるわけでございま

す。これまでも、口蹄疫からの再生・復興を初

め、今回の木材価格の急激な低落に対する林業

対策というものを含め、それぞれの経験を生か

して県庁内を指揮監督していただいたわけでご

ざいますが、御提言を踏まえて、今後とも、一

層その能力を活用していただくような形で、我

々としても仕事に取り組んでまいりたい、その

ような体制で臨んでまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 最後に、お願いをしたいと

思っております。日本一住みやすい宮崎県、日

本一子育てのしやすい宮崎県、そういったもの

を知事が目指すということで今、進んでいます

が、日本一を目指すのであれば、ぜひ、知事に

は日本一の知事を目指していただきたい。日本

一の知事が宮崎にいると県民に言っていただけ

るような、そういう知事に育っていただきたい

と思いますし、また私たちも議員としてしっか

りと成長していきたいと思っております。そし

て、先ほどのスポーツの話に絡めるならば、日

本一の努力をする県民、みんなが同じ目標に向

かって努力をする、そしてふるさと宮崎を大切

に思う、そういう人たちがこの宮崎県にいる、

その姿が日本一住みやすい宮崎になると思って

おります。また、宮崎からよそに出ていらっ

しゃる、ふるさと宮崎を思う県人会の皆様方も

たくさんいらっしゃいます。この方たちの力を

仰ぎながら、みんなの力でこの宮崎を日本一住

みやすく、そして子供たちを育てるのに最もふ

さわしい宮崎県、持続可能な宮崎県、こういっ

たものを目指してこれから頑張ってまいりたい

と思います。時間が若干残りましたけれども、

みんなで力を合わせて、大きな目標を立てて頑

張っていきたいということを申し上げまして、

私の一般質問を終わります。（拍手）

○外山三博議長 次は、井本英雄議員。

○井本英雄議員〔登壇〕（拍手） きょうは最
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後です。月曜がありますけれども、きょうの最

後の質問です。本当に御苦労さまです。ちょっ

とおつき合いを願いたいと思います。

最初に、知事の基本的な姿勢ですが、そこに

根性と書いたんですけれども、これは、さきの

議会で清山議員が「神武天皇は宮崎で生まれた

んですかね」とお聞きしたら、知事は言葉を濁

してむにゃむにゃ言って、このやろうと私も

思って、宮崎県人なら当たり前のことですね、

神武天皇がこの宮崎で生まれたと。それを宮崎

県知事たる一番先頭に立たないかん人間がむ

にゃむにゃ言う。今度はとっちめてやらないか

んと思っていたんですが、きのうの中村議員の

質問で何とか大丈夫ですね。宮崎県で生まれた

と、宮崎県出身だということをしっかり答弁し

ていただきました。ありがとうございます。

過日、私は、市町村議員と話し合う機会があ

りました。そのときに、飲んでいて言うわけで

すが、「どうして県議会では震災瓦れき受け入

れ処理の決議なんかするんだ。市町村議員はみ

んな反対ですよ。住民投票したら、恐らく７

割、８割は反対するでしょう」と、こうやって

私に言うわけですね。私も「それはあんたね、

ポピュリズムというものだよ。世の中のこと

を、全体のことを考える人よりも、自分のこと

を考える人のほうが世の中はるかに多いんだ

よ。政治家がそんな人たちにへつらっておった

ら、本当に新しい、いい世の中はできんよ。我

々は次の選挙でたとえ落とされることがあって

も、50年後、100年後、わかってもらえる、そう

いう覚悟でやらなきゃだめだよ。瓦れき処理を

引き受けるのは、これは人の道じゃないか。義

を見てせざるは勇なきなりだよ」と逆にかみつ

いたんですが、そんなことがありました。瓦れ

き処理を引き受けた東京都は、被災地から、６

万匹か７万匹かのサンマを焼いておるところを

テレビのニュースで見ましたけれども、そうい

うお礼があった。本当にあれを引き受けていた

ら、ほかの県もみんな引き受けるところは少な

かったわけですから、恐らくあれを引き受けた

ら、本当に東北の人たちは、長年、子々孫々に

わたって、宮崎県はありがたいなと恐らく思っ

たであろうと、そんなことだからしようがない

んだけれども、私は本当にそう思いますね。そ

こで質問でありますが、知事はポピュリズムに

ついてどのように考えておられるのかお聞かせ

願えたらと思います。

壇上での質問はこれで終わりたいと思いま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

ポピュリズムについてであります。ポピュリ

ズムという言葉は、いわゆる政治学で使われる

ものと正確な用語とはまた違って、今、一般的

に使われている大衆迎合というようなイメージ

で使われているわけでございますが、民主主義

が陥りがちな問題点の一つ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。50年

先、100年先という御指摘もございましたが、私

ども政治家としましては、そういう大局的な見

地に立って─もちろん民意に真摯に耳を傾け

ることも大変重要ではありますが─我が国に

とって、また我が県にとって、何が最も望まし

いのかということを毅然と判断して、実行して

いく必要があろうかというふうに考えておると

ころでございます。以上であります。〔降壇〕

○井本英雄議員 先ほどは、二見議員から上杉

鷹山の話がありました。上杉鷹山も本当は高鍋

藩の人間だったのが、向こうに養子で行って苦

労されて、向こうで名を遂げたということであ
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ります。知事も広島県出身、宮崎でひとつ大成

していただいて、本当に宮崎県の名知事だと、

すばらしい知事だったと言われるように頑張っ

ていただきたいと思っております。

自主戦略交付金、鳥獣被害の交付金があんな

状態になることは、前もってわからなかったの

かなという気がするんですよね。そういう知る

努力をしなかったんじゃないのかなと、私も代

議士の秘書、国会議員の秘書をやっていたか

ら、そのくらいのことはわかったはずだがなと

いう気がするんです。それはどうだったのか、

また、その後、どのような努力をなさったの

か、その辺のことをちょっとお聞かせくださ

い。

○知事（河野俊嗣君） 地域自主戦略交付金及

び鳥獣被害防止総合対策交付金、いずれも昨年

度に創設または内容の拡充がなされたものであ

ります。各都道府県への具体的な配分額は、国

からの通知などにより、初めて明らかにされた

ところでございますが、今年度の当初配分額に

つきましては、要望を下回る配分となり、議員

の皆様にも御心配をいただきましたし、私ども

としても、もっといろいろすべきことがあった

のではないかと、重く受けとめておるところで

ございます。私としましては、副知事ととも

に、今後、本県が必要とする配分額の確保に向

け、政務三役はもとより、事務方にも直接、本

県の社会資本整備の必要性や鳥獣被害の状況に

つきまして、その実情を説明するなど、要望を

さらに重ねてきたところでございます。そのよ

うな取り組みもありまして、本議会の冒頭に御

報告をいたしました国の予備費等を活用した経

済対策では、地域自主戦略交付金の追加措置に

ついては、九州内では３位の配分額となったと

ころであり、また、鳥獣被害防止対策の交付金

についても、現時点で正式な内示までは受けて

おらないのですが、九州でも最も多いほうの額

ではないかというところで、ほぼ市町村の要望

に沿った措置がなされるものというふうに考え

ておるところでございます。財政力の弱い本県

におきまして、こうした財源を確保すること

は、大変重要な課題というふうに考えておりま

すので、今後とも、さまざまな機会を捉えて、

この財源の確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○井本英雄議員 ことしも概算要求の時期は過

ぎて、次は財務省の原案が、今度は、12月は

ちょっと選挙で、恐らく年越しになるでしょう

けれども、原案が出てきますよね。それまでの

間、何をされる、どういうことをなさろうとし

ているのかお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） この予算確保の取り組

み、大変重要なものということで、私や副知

事、また担当部局長が、上京したときのみなら

ず、関係閣僚が、政府閣僚が来県されたときな

ど、さまざまな機会を捉えて要望しておるとこ

ろでございます。具体的には、例年７月ごろの

国の概算要求前に、次年度政府予算に対する本

県の要望項目を取りまとめまして、関係省庁や

県選出国会議員などへの要望活動を行っており

ますほか、今年度であれば、木材価格対策、さ

らには口蹄疫埋却地の再生整備といった、迅速

な対応が必要な課題については、その都度、要

望活動を行っているところであります。また、

議員の皆様の御協力もいただきながら、他県や

関係団体などと連携した要望や、政務三役はも

とより、関係省庁の次官、局長、課長等の幹部

職員に対する要望、例えば、東九州道でありま

すとか中央道などの整備に向けて、取り組みを

行っているところでございます。今後とも、あ
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らゆる機会を捉えて、またさまざまな関係団体

との連携、力を合わせて取り組んでまいりたい

と考えております。

○井本英雄議員 他県の知事さんたちも一生懸

命やっておるわけですから、同じことをやって

いたら同じですよ。彼ら以上の根性を持ってや

らないと、私はできないと思いますよ。ひとつ

よろしくお願いします。

それから、次ですが、自民党では、条例をつ

くってでも入札制度を何とかしなきゃいかんと

いう思いで、プロジェクトチームを立ち上げま

した。今の一般競争入札制度は、官製談合事件

の反省から生まれたものであります。しかし、

その総合評価落札方式の一般競争入札制度の弊

害もまた大きいということは、いろいろ言われ

ておりますが、人の世に完全なものはありませ

ん。どこかで妥協点を見出すことが肝要であり

ます。3,000万円未満は指名競争入札とするあた

りが妥協点ではないかと思えるのであります

が、他県では既にそのような動きもあります。

知事のお考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 入札制度につきまして

は、いわゆる官製談合事件により失われました

県民の県政に対する信頼を回復する必要がある

ということで、公正・透明で競争性の高い一般

競争入札に移行してきたところであります。た

だ、その進め方が、スピードも含めて余りにも

急ではなかったかと、いろんな御指摘もその後

いただいておるところでございまして、改革と

並行して、随時、制度の検証と見直しにこれま

でも努めてきたところでございます。入札方式

の選定に当たりましては、価格と価格以外の要

素を総合的に考慮する総合評価落札方式と価格

競争のみの一般競争入札を併用しますととも

に、総合評価落札方式の一つであり、小規模工

事を対象とする地域企業育成型におきまして

は、建設業者における適正な施工体制を確保す

る観点から、同時に複数の工事を受注できない

ような制限というのも設けたところでありま

す。また、本年度からは、地域要件を細分化す

るなど、地元の建設業者が受注しやすい環境づ

くりに取り組んでおるところでございます。一

定のルールのもとに、限られたパイを可能な限

り地元の皆さんにとっていただくような工夫と

いうのもしておるところでございまして、これ

までの改革と経緯を踏まえつつ、これからも、

さまざまな団体の皆様の声も聞きながら、しっ

かりとした不断の制度の検証に努めてまいりた

い、そのように考えておるところでございま

す。

○井本英雄議員 次に、教職員の不祥事につい

てお聞きします。６月議会の前に議長が教育委

員会に申し入れをした直後に、また不祥事を起

こしてしまいました。加えて、９月の議会前に

も不祥事があり、９月議会では、知事も謝り、

教育長も謝りました。しかし、何らの責任もと

ることがありませんでした。民間企業でありま

したら、上に立つ者は何らかの責任をとるもの

でありますが、知事はこれに対してどう思われ

ますか。

○知事（河野俊嗣君） 整理してお話をします

と、教職員の服務監督については、基本的には

教育委員会の所管でありますが、いずれの組織

であれ、不祥事の発生については、県職員全体

の問題として捉えておるところでございます。

県を代表する私としましても、深刻に受けとめ

ますとともに、その防止に向けて、強く責任を

感じているところでございます。残念ながら、

不祥事が続けて発生したわけでございますが、

これは教育委員会だけの問題ではないんだと、
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知事部局の我々としてもしっかりと受けとめ

て、コンプライアンスの徹底を図るべきだと、

そのたびに職員に対しては申してきたところで

ございます。このため、全ての任命権者で構成

するコンプライアンス推進委員会におきまし

て、全庁的なコンプライアンスの徹底を繰り返

しお願いするとともに、先般の不祥事の発生を

受けまして─実は私が指示してつくらせたん

ですが─職員による飲酒運転、これまでも数

多く発生しておりますが、その典型的なパター

ンがあると、例えば、夜遅くまで飲んでいて、

次の朝、大丈夫と思って運転したら、実はまだ

まだアルコールが残っていたというような事例

もあるものですから、そういったものをしっか

りと教訓にしたいという思いで、そういった具

体的なケースを紹介した事例集を作成したり、

また、職員アンケートに基づくヒヤリハット事

例集などを作成・配布しまして、職員に対して

その意識を促す、さらにコンプライアンスの徹

底を図っていく取り組みというものをしておる

ところでございまして、全力を挙げて不祥事の

防止に取り組んでいるところでございます。

○井本英雄議員 一応、教育委員会は別の組織

でありますので、独立性を保っておるわけであ

りますが、教育長、どう思われますか。

○教育長（飛田 洋君） 私は、県教育委員会

の実務上の責任者でありまして、その責任者と

して、監督責任というのを実に重く受けとめて

おります。申しわけございません。どのように

して責任をとるのかというお尋ねでございます

が、責任のとり方というのは、いろいろあると

思うんですが、１つは職務遂行上とるべき責任

と、処分という形でとるべき責任の２つがある

と考えております。職務遂行上とるべき私の責

任は、県民の皆さんに対して説明責任をきちっ

と果たすこと、不祥事防止に向けてあらゆる対

策を講じ、今後とも、粘り強く全力を挙げて取

り組んでいくことであると考えております。処

分という形でとるべき責任についてであります

が、教育長である私の処分につきましては、教

育委員６人で構成される合議制の機関である県

教育委員会において審議され、決定されるもの

であります。県教育委員会において処分がなさ

れる場合には、その処分を厳粛に受けとめさせ

ていただきたいと考えております。

○井本英雄議員 ひとつけじめをつけてやらん

と、人の範たる教育委員会がそれをやらんと、

けじめがつかんじゃないかと私は思っていたわ

けですが、ひとつよろしくお願いします。

それでは、次は、県の戦略（コンセプト）に

ついてお尋ねいたします。

キッシンジャー元米国務長官は、「日本人に

は戦略論がない」とはっきり言っております。

先進国の大学で戦略論の講義がないのは日本だ

けだそうであります。かつてアメリカは、製造

業がだめになったら次は金融業だろうと─我

々も若いとき働いて、これ以上働けなくなっ

た、そうしたら少し小金がたまった、じゃ、そ

の小金をどこか投資でもして、それで生きてい

こうと。こうするのと同じように、国もやっぱ

り次は、製造業がだめなら今度は第３次産業で

ある金融業に乗り出すと、こういう発想です

ね。それで、レーガンの時代から、とにかくド

ルを強くする、そういう方針のもとに、世界中

から金を集めて、そして金融で食っていこうと

いう非常に大きな長い戦略なんです。御存じの

ように、リーマンショックで破綻してしまった

んですが、グリーンスパンは、これでアメリカ

は100年食っていけると、こう思っていたそうで

ありますけれども、それぐらい彼らは戦略とい
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うことを非常に大切にするんですね。

任天堂という会社があります。御存じでしょ

うか。ここはＷｉｉというゲーム機を出したん

ですね。これが非常に爆発的に当たって、今ま

で過去にないくらい、史上最高に売れた、そし

てまた、株価が倍上がったということでありま

すが、皆さん、御存じですかね。こうやってテ

レビで振り回してやっておるのがありますけれ

ども、あれがＷｉｉというやつなんですが、そ

のＷｉｉをつくり出すための最初のコンセプト

づくりで苦労したそうであります。業界は高性

能機種のゲーム機づくりが主流であります。プ

レイステーションというゲーム機なんかは、何

台かあると、ジェット機が飛ばせるというぐら

い性能が非常にいいゲーム機なんですね。そう

いうのがだんだん今、主流にあるときに、弱小

の任天堂は、とてもじゃないけどそんな資本は

ない、まねはできないと。それだったら、じゃ

どうしようか、アイデアで勝負するしかないと

いうことで、ワーキングショップを立ち上げ

て、それでブレーンストーミングをやったわけ

です。それで、そのとき、みんなが「いいね」

というのに対して、それは余り大したことな

い。というのは、みんながいいということは、

過去のものを基準にして物を言っているから、

いいように見える。だから、「いいね」という

のは余り注目しない。むしろ、みんなが「これ

はおかしいね。ちょっと待て」とかいうのほ

ど、そこに新しい芽がある、こういうふうなこ

とらしいんですね。それで、ワーキングショッ

プでブレーンストーミングをやっている。

そして、何とかコンセプトをつくり上げたん

ですが、でき上がったのは１行コンセプト、大

体20文字ぐらいでやるらしいんですが、１行コ

ンセプトができ上がったのは、「お母さんに嫌

われない、みんなで遊べるゲーム機」と、こう

いうのが１行コンセプトで最後にでき上がった

というんですよね。そうすると、それで結局ネ

ーミングも、ＷｉｉというのはＷｅからきてい

るらしいんですね。そして、今まではゲーム機

はコントローラーと言ったらしいんですが、こ

れをコントローラーと言わないで、リモコンと

言うことにして、しかも、それも茶の間に置い

ておっても全然違和感がない、今までゲーム機

があったらお母さんが全部片づけてしまったの

が、そのまま片づけないで、お母さんも一緒に

なって遊べるという形にしたわけであります。

業界では高性能ゲーム機が主流の時代に、他社

の評価は、任天堂は気が狂ったんじゃないか

と、最初はさんざんだったそうです。しかし、

売り出してみれば、爆発的なヒットになりまし

た。これは、本当にコンセプトがしっかりして

いたからであります。

コンセプトを映画づくりに例えるとよくわか

ると思うんですね。プロデューサーがイメージ

しているのがコンセプトですね。そのコンセプ

トがどれほどはっきりしているかによって、こ

れを今度は、映画監督がそのコンセプトどおり

に映像で表現することになるわけですね。だか

ら、最初のコンセプトがどれだけはっきりしっ

かりしているかによって、映画のよしあしもま

た決まるということになるわけです。

これは県の政策においても同じことなんです

ね。私もアクションプランを見せていただいて

おりますが、これをつらつら見ても、本当にイ

メージとしてはっきり出てこない、どこに着地

点があるのかというのが出てこない。このコン

セプトを本当にしっかりすれば、それを実行す

る、課長以下の人たちがそのコンセプトに従っ

て進めていく、実行していくわけですから、私
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は、このコンセプトをもう一回、見直さないか

んのじゃないかなと。記紀編さん1300年記念事

業も同じです。延岡でいえばメディカルタウン

構想、これにしても同じ、６次産業化にしても

同じ。きょうもいろいろ言っていましたが、全

部コンセプトがはっきりイメージできることが

成功の鍵です。もちろんコンセプトだけじゃだ

めなんですよ。それを今度は細かく施行してい

く戦術というか、その辺が必要ですが、まずは

コンセプトが一番大切。これについて、もう一

度、各政策のコンセプトをしっかり練るべきだ

と思います。総合政策部では、この政策全ての

コンセプトをしっかりさせるために、チームを

つくってワーキングショップやブレーンストー

ミングをやってみるべきだと思っております。

そして、そのチームには、民間の人も若い人も

入れるべきだと思うのでありますが、知事のお

考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要な御指摘だと

いうふうに今、受けとめております。物事を進

めていく上で、今、具体的な商品のお話がござ

いましたが、そのコンセプトを研ぎ澄ませば研

ぎ澄ますほど、その商品が訴求力、アピール力

を持つ、強く支持されるということになるんだ

というふうに思っております。我々がさまざま

な事業なり計画を進める上でも、いろんな取り

組みというものを、一つの方向性を定めて、そ

れを束ねていくということも大変重要なことで

あろうかというふうに考えております。今、総

合計画について御指摘をいただいたところでご

ざいますが、「未来を築く新しい「ゆたかさ」

への挑戦」、これをコンセプトに掲げておると

ころであります。物の豊かさだけではなく、こ

の低成長の時代において、人や地域のきずなと

いった、新しいこれからの時代に必要な豊かさ

というものを創造していこうということでやっ

ておるところでございます。これは、地域別の

県民会議において、さまざまな年代や職種の方

々とワークショップの手法を用いた意見交換な

どを行いながら、こういうコンセプトを導いて

きたというのもあります。それ以外としまして

は、今、記紀編さん1300年記念事業という御指

摘がありましたが、これは古事記の序文にあり

ます、古（いにしえ）を稽（かんが）えて今を

照らす、「稽古照今」ということも踏まえなが

ら、今、温故知新、古きをたずね新しきを知

る、「みやざき温故知新ものがたり」というコ

ンセプトをつくらせていただいたところであり

ます。また、被災地支援に関しては、これまで

の感謝の思いで進めていこうということで、

「みやざき感謝プロジェクト」というようなコ

ンセプトを定めたところでございます。今後と

も、議員御指摘のように、わかりやすく、イン

パクトのあるコンセプトづくりは大変大事であ

ろうというふうに考えておりますので、内部の

みならず、外部の知恵も含めて活用しながら磨

きをかける、その取り組みを進めてまいりたい

と考えております。

○井本英雄議員 アメリカでは、「ハイコンセ

プト」という本がえらく売れたらしいです。そ

れは、第三の波、今度は第四の波になるんじゃ

ないかと、こういうようなコンセプトというこ

とはですね。そういうことが言われております

ので、ひとつよろしくお願いします。

それと関連するので、こちらのほうを先に話

をさせていただきますが、口蹄疫慰霊祭とまち

おこしについてであります。昔から、鎮魂のた

めに祭りが興ったとか、あるいは神社・仏閣が

建てられたという話は至るところにあり、法隆

寺なんかがそうだとか、いろいろ聞いたりもし



- 215 -

平成24年11月30日(金)

ますけれども、そういうことをきっかけに大き

な祭りができ上がったというようなことはよく

あることなんですね。口蹄疫では、牛、豚、合

わせて30万頭に及ぶ命を犠牲にいたしました。

我々県民の心の中には、申しわけないという気

持ちはやっぱりあると思うんですね。時あたか

も記紀編さん1300年でありますし、また置県130

年、そしてまた和牛日本一２連覇、これらを記

念して、鎮魂祭を兼ねた、県民全員が参加でき

るような一大イベントが行えないものかなとい

うことであります。何も金をかける必要はあり

ません。任天堂と同じように知恵を出す。それ

こそコンセプトでありますが、熊本の山鹿灯籠

まつりは、昭和30年代につくられたものです。

あれは金はかかっておりません。単なる紙の帽

子であります。アイデアなんですね。ところ

が、今や全国から人が見に来るんですね。だか

ら、私は何も金をかけようと言うんじゃない。

これは私の考えですが、例えば、牛や豚をかた

どった灯籠を10万人規模ぐらいで流してみると

か、それは例えばの話ですよ。とにかく金をか

けないで、他県にないような、あっと言うよう

なイベントを考えてみたらどうだろうかとい

う、これは提案であります。これはグッドチャ

ンスです。これが10年過ぎたらできる話じゃあ

りません。今しかできません。ひとつ考えてみ

たらどうかと思うんですが、私の提案、どうで

すか。

○知事（河野俊嗣君） これも本当に重要なポ

イントだというふうに思っております。鎮魂、

さまざまな祭りの根底に流れるものだというお

話がありましたけれども、以前、総務省におり

ましたときに、梅原猛先生の御指導をいただき

ながら、地域伝統芸能を保存することによる地

域の活性化ということで、地域伝統芸能まつり

というイベントを行ってきたんですが、その初

回のテーマが、毎回テーマを定めるのですが、

初回がやっぱり鎮魂でありました。地域伝統芸

能まつりにも、今御指摘があった山鹿灯籠まつ

りに出てきていただいて、すばらしい祭りが

あってということも思ったところであります。

口蹄疫の鎮魂の思いというものを、さらなるそ

ういういろんなイベントなり元気に結びつけて

いくという発想、大変重要であろうかというふ

うに思っております。今、「水平線の花火と音

楽」ということで、あのマリーナのところで行

われております。花火というものも、そもそも

鎮魂の思いで上げられているというようなこと

もあって、あのようなコンサート、それから花

火という展開で、多くの皆さんの集まるような

イベントに今成長しておるところでございま

す。これは一つの例ではございますが、今御指

摘がありました記紀編さん1300年なり置県130

年、いろんな節目なりきっかけもあるものです

から、それを組み合わせて何かできないのか、

確かにそういう思いがございます。今、具体的

に何かこうというものが、アイデアがあるわけ

ではないんですが、一つの御意見として受けと

めて、今後の1300年なり置県130年の記念事業を

考えていく上での参考にさせていただきたいと

いうふうに考えております。

○井本英雄議員 ひとつよろしくお願いしま

す。

それでは、木質バイオマス発電所の建設につ

いてお伺いいたします。

これは何人もの方たちが質問されておるか

ら、同じような切り口ではありますけれども。

菅内閣のもとで森林・林業再生プランが発表さ

れて、今後10年間で木材自給率50％以上を目指

して、間伐材の切り出しを始めました。ところ
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が、木材の供給があっても需要のことは考えて

いないわけでありますから、当然、木材が市場

に過剰に出回って、木材価格は非常な安値と

なったところであります。その対策のために、

県でも特命チームを立ち上げて対策をとったた

め、木材価格は、ちょっと安値ではあるけれど

も、何とか元に近くなっておるというところで

あります。しかし、木材の供給が余剰状態にあ

ることは変わらないわけであります。この状態

を救うためには、需要を喚起しなければなりま

せん。そこで、私から、県主導で木質バイオマ

ス発電所を建設してみたらどうだろうかという

提案であります。

この案が大変有効であるという理由を述べて

みたいと思います。まず第１に、木材の需要を

喚起することができる。これは今言ったとおり

でありますが、これによって価格を安定させ、

林業を営む人たちも助かります。第２に、原子

力エネルギーに陰りが見え、環境に優しいバイ

オマスエネルギーに対する期待があります。第

３に、これが大切なことでありますが、政府は

電力会社に、木質バイオマスでつくられた電力

を向こう20年間、１キロワット当たり32円で買

い取らせることを約束しております。通常、物

の価格というのは、需要と供給で決まるはずな

んですけれども、これを買い取り価格を高値で

固定しておるということは、本当に不思議なと

いうか、あり得ないことですが、電力を供給す

る側にとっては、非常にやりやすい事業である

ということであります。第４に、これも大切な

ことでありますが、宮崎県では毎年150万立米の

木材を生み出しておりますけれども、県内で使

用するのは100万立米ぐらいだそうでありまし

て、残りは県外に出しているそうであります。

これを県内に回すことによって、原料としての

木材を安定して供給できるということでありま

す。これは、杉素材生産量日本一の宮崎県だか

らできることであります。第５に、木質バイオ

マスに使う木材はチップにするわけですから、

はっきり言って、どんなものでもいいと。例え

ば、成長した木は、上のほうだけに枝葉がつい

ておりますけれども、下部の立派な部分は建築

材にでも回して、残った上部の枝葉のついた部

分だけ、バイオマス発電の原料に回すことがで

きるというわけであります。そうすれば大型機

械は要らない、チェーンソー１本あれば、林家

の方々にも幅広く原料の調達に参加していただ

くことができる、そして地域の所得向上にもつ

ながるというわけであります。

以上のように、宮崎県の林業経営にとって千

載一遇のチャンスが来ております。他県の事業

者たちは早くも目をつけて、虎視たんたんと宮

崎県を狙っているわけでありますが、国内でコ

ストも安く、温暖で木材の成長も早く、杉素材

生産量日本一の宮崎県がなぜ動かないのか、不

思議なことであります。県内の民間業者による

木質バイオマス発電所建設の動きもあります

が、5,000キロワットではちょっとスケールが小

さい、そして効率も悪い、最低１万キロワット

以上が望ましいのであります。ぜひとも県主導

によって大型の木質バイオマス発電所の建設を

促進していただきたいと思うのでありますが、

知事のお考えをお聞かせ願いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 木質バイオマス発電

は、今御指摘がありましたように、燃料として

大量の木質資源を利用しますことから、本県の

林業・木材産業の振興という観点からも、大い

に期待しているところでありまして、新たに策

定する「新エネルギービジョン」におきまして

も、これを重点的エネルギーの一つとして位置
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づけて、積極的な導入を図っていきたいという

ふうに考えております。これにつきましては、

今御指摘がありましたような国の誘導策である

固定価格買い取り制度の始まりを受けまして、

今、県内で複数の構想が動いておるということ

でございます。県としては、これらが具体化し

た段階で、国の事業を活用した施設整備への支

援を行うということにしております。また、発

電施設が円滑に稼働していくためには、原料の

供給体制の整備が必要となりますので、これに

対する助言や情報提供等を行いまして、活用促

進を行う、そのように今考えておるところでご

ざいます。

○井本英雄議員 私としては、ひとつ県みずか

らが建設してもらえないかなと思っているので

ありますが、企業局長、どうでしょうか。

○企業局長（濵砂公一君） 企業局におきまし

ては、これまで培ってきました技術やノウハウ

を生かせる小水力発電に今、重点的に取り組ん

でいるところでございます。お尋ねの木質バイ

オマス発電につきましては、原料の収集コス

ト、あるいは安定供給等の課題がございますけ

れども、固定価格買い取り制度がスタートした

ことにより、県内においても民間企業の取り組

みが始まりつつあります。企業局が取り組みま

すためには、長期的に安定した経営が見込める

ことが何よりも大前提になるわけでございま

す。また、現在、小水力発電に全力を傾けてい

るところでございまして、技術やノウハウがな

い木質バイオマス発電に取り組むことは、現状

では難しい状況にございます。しかしながら、

知事答弁にもございましたとおり、本県の林業

あるいは木材産業の振興という観点から、木質

バイオマス発電の意義は十分認識しております

ので、企業局といたしましては、当面、これら

民間企業の取り組みなどを見守ってまいりたい

というふうに考えているところでございます。

○井本英雄議員 よろしくお願いします。

次に、犬の殺処分についてお聞きいたしま

す。

まず、全国でどのくらいの犬が保護され、ど

のくらいの犬が殺処分されているのか、そし

て、宮崎県での状況をお聞かせください。ま

た、殺処分を減少させる目標はあるのかも、あ

わせて福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） まず、平成22

年度の全国の状況でございますが、犬の捕獲数

及び引き取り数は８万7,119頭であり、そのうち

殺処分数は５万3,268頭、譲渡数は１万7,509頭

であります。次に、本県の犬の捕獲数及び引き

取り数でございますが、2,243頭であり、そのう

ち殺処分数は1,107頭、譲渡数は644頭で、ここ

数年、全国・本県ともに殺処分数は減少し、譲

渡数は増加しているという状況となっておりま

す。県といたしましては、殺処分をできる限り

減らすために、平成20年に策定いたしました

「宮崎県動物愛護管理推進計画」において、引

き取り数の半減を目標としておりますが、現

在、既に達成しているところでございます。改

正された「動物の愛護及び管理に関する法律」

においても、都道府県等は犬や猫について殺処

分がなくなることを目指すことが今回明記され

ましたので、本県におきましても、その国の方

針を踏まえながら、引き続き、殺処分の減少に

努めてまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 今、動物愛護法の改正を

ちょっと言われましたけれども、それ以外に特

徴的なところは何かありますかね。

○福祉保健部長（土持正弘君） ９月に改正さ

れました「動物の愛護及び管理に関する法律」
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では、今回、犬猫等の販売業者に対しまして

は、販売年齢の制限や、販売する際の現物確認

・対面説明の義務化、販売が困難になった場合

の終生飼養、死ぬまで飼うということの確保な

どの規制が強化されております。また、犬猫等

の飼い主の責務といたしまして、できる限り命

を終えるまで飼養することや、繁殖に関する適

切な措置を講ずることなどの努力義務が加わっ

ております。県といたしましては、法の趣旨を

広く知っていただくことが大変重要であると考

えておりますので、講習会等により販売業者や

飼い主への啓発、周知に努めてまいりたいと考

えております。

○井本英雄議員 熊本県では、殺処分ゼロを目

標にして、かなり成功をおさめております。平

成21年度には、やむなくということで殺処分１

頭ということでありました。彼らは、「入り口

を狭く出口を広く」という合い言葉でやってい

るということであります。入り口を狭くという

のは、持参した犬をできるだけ受け取らないよ

うにするということだそうであります。例え

ば、その持ってきた人に、「他に飼ってくれる

人を探してほしい。30人ぐらいではなくて50人

でも声をかけてほしい。新聞にも広告を出して

ほしい。ここではいつまでも飼うことはできな

いんですよ。そうなれば、いずれは殺処分せな

いかんのですよ」ということで説得して、でき

るだけ受け取らないという方向でやるそうで

す。出口を広くというのは、引き取り手をふや

すために、さまざまな方法をとるということで

あります。ここでは、行政と民間の協議会が非

常に有効に働いておりまして、ボランティアの

方々の力が大きいそうであります。私も見学に

行ってきましたけれども、案外小さな施設

で、60匹の容量のところに70匹ぐらい入ってお

りまして、非常にうるさくて、すし詰め状態で

ありました。ただ、ここの犬は殺処分しないん

だなと、私もそういう目で見ると、何かほっと

しました。宮崎や日向の保護管理所に行った

ら、これは殺処分されるのかなと思うと、何と

なく気持ちがよくありませんでした。そこで、

我が宮崎県では、熊本市のように「入り口を狭

く出口を広く」というような方策はあるのかど

うか、福祉保健部長、お伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 殺処分を減ら

しますためには、引き取り数を減らすことや譲

渡を進めていくことは、大変重要と考えており

ます。このため、引き取りを申請される飼い主

に対しましては、できる限り終生飼養の重要性

を説明いたしまして、やむを得ず飼養できなく

なった場合でも、譲渡先を探すよう再考をお願

いしているところであります。また、動物愛護

団体等を活用いたしました譲渡推進をサポート

する事業や、譲渡のあっせんを行うホームペー

ジのサイト「みやざきドッグ愛ランド」を運営

するなど、譲渡を積極的に推進しているところ

でございます。

○井本英雄議員 宮崎県では保護されてから何

日後に殺処分されるのか、お聞かせください。

それから、殺処分の方法というのは、宮崎県で

は炭酸ガスを注入して窒息死させるという方法

をとっております。しかし、熊本県では、安楽

死させるために麻酔薬を打つという方法がとら

れています。これは犬の苦痛を和らげるためと

いうこともありますけれども、殺処分を実行す

る係員の精神的な苦痛を和らげるということも

あるわけですね。このような方法を本県でも採

用することはできないのか、福祉保健部長、お

伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 所有者不明で
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保護された犬でございますが、これは法律的に

は狂犬予防法がございますが、２日間の公示の

後、１日以内に所有者があらわれない場合、処

分することができるということになっておりま

す。しかしながら、本県では、できる限り生存

の機会を与えるという動物愛護の観点から、譲

渡に向くかどうかの確認を行いながら、１週間

以上の保管期間を設けているところでございま

す。そして、犬の殺処分の方法でございますけ

れども、本県におきましては、「動物の愛護及

び管理に関する法律」に基づく「殺処分方法に

関する指針」というものを国のほうで出してお

りますけれども、これに基づいて、安楽死処分

の一方法として示されており、かつ多くの自治

体、全国42都府県で実施しております炭酸ガス

を使用しているところでございます。なお、薬

剤による方法につきましては、獣医師が１頭ご

とに処置しなければならないなど、負担が大き

い面もありますが、今後、新たな「動物の愛護

に関する基本指針」等も参考にしながら、研究

してまいりたいというふうに考えております。

○井本英雄議員 日向に行ったときも、そこの

中央も同じですが、１メートルぐらいの四角の

鉄の格子の中に犬を何匹か入れて、それをまた

小さな炭酸ガスのある密閉した箱の中に入れ

て、結局、窒息死させるわけですが、係員も、

「はっきり言って、本当にもう嫌だ。今度生ま

れ変わってくるときには、いいところに生まれ

変わってこいよと言って私は出すんです」とい

うようなことを言っていましたけれども、でき

たら本当に１匹も殺さんで済めばいいなという

気がしております。

他県では愛護センターという形になってお

り、そこで犬猫の譲渡もやっておりますが、宮

崎県ではそうなっておりません。単に保護管理

所、何か理由があるのだろうかということであ

ります。本県の施設は建物も古く、一般の人は

近寄りがたいものもあります。もっと人が立ち

寄れるような建物に改築する予定はないのか、

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） 議員御指摘の

動物愛護センターでございますけれども、これ

は犬や猫の適正譲渡を初め、しつけ、負傷動物

の治療など、各種動物愛護事業における総合的

な取り組みを行う中核施設として設置されてい

るものでございまして、動物愛護行政をより一

層推進するために、有効な施設というふうに認

識しております。また、御指摘のとおり、施設

の老朽化という問題もございますので、現在、

そのあり方について検討を行っているところで

ございます。

○井本英雄議員 ありがとうございます。ひと

つよろしくお願いします。犬や猫の命を大切に

することができるようになってこそ、文明国の

あかしであります。日本もやっと余裕が出てき

たのかなということかもしれません。このた

び、本県出身の堺雅人さんが主演の「ひまわり

と子犬の７日間」という─これはこの前、新

見さんが一遍やりましたけれども─宮崎県中

央動物保護管理所で起きた実話をもとにした映

画であります。私も偶然でありますが、主役の

モデルになった上野さんとお会いすることがで

きました。上野さんは、「飼い主の意識の啓発

が一番です」と言っておられました。この映画

が飼い主の意識の啓発の一助になればと願って

おるところであります。皆さん、ぜひともごら

んになっていただけたらと思っています。よろ

しくお願いします。

次に、携帯電話基地局と人的障害についてお

聞きしたいと思います。
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携帯電話の電磁波には電子レンジと同じマイ

クロ波を用いており、低周波でありますが、

「身体の近くで長時間用いれば何の影響もない

ということはあり得ない」と、ある医師も言っ

ております。そうだと思います。昨年の「週刊

東洋経済」の６月18日号に、沖縄の新城哲治医

師へのインタビュー記事が載っておりますの

で、一部御紹介いたします。

新城夫妻が暮らしていた沖縄県那覇市内の

マンションの屋上には、2000年に沖縄セルラ

ー（ＫＤＤＩの子会社）が800メガヘルツの基

地局を設置。2008年３月には２ギガヘルツの

基地局も新たに稼働した。

新城夫婦の４人の子どもは２ギガヘルツ基

地局設置後、症状がひどくなった。「稼働か

ら１週間後、長女が鼻血を出した。耳鼻科を

受診したところ、右鼻の動脈が破裂している

ことが判明した。二女は耳がキンキンすると

言い出し、ピアノのレッスン中も眠ってしま

うようになった。三女も頻繁に鼻血を出すよ

うになり、小学４年生だった長男は、１分間

に200を超える頻脈や不整脈が見つかった」。

自身も体のしびれがひどくなり、一時は入

院生活を強いられていた明美さん（新城医師

の妻）が「基地局が原因ではないか」と疑い

始めたのは2008年10月。リビングルームから

マンションの屋根を見上げると、基地局が目

に入った。ちょうど同じ頃、飼い犬が突然ぐ

るぐる回り始めて吐血したのを目撃した明美

さんは、「もはやこの家を出るしかない」と

決心を固めた。

明美さんは哲治さんと荷物をまとめ、家族

全員で別の場所に避難した。すると数日も経

たないうちに、長女や三女の鼻血は止まり、

二女の耳鳴りや長男の不整脈も治まった。

先日、延岡では、被害者による携帯電話基地

局の撤去訴訟が提訴され、１審では敗訴となり

まして、今控訴しているところでありますが、

延岡での被害者の方々の話も、この新城医師と

ほとんど同じような症状であります。私も最初

のうちは、こんなことがあるのかなと思ってい

たんですが、この人たちの話、それからいろん

な本を読んでみると、ちょっとこれはこのまま

ほったらかしておったらいかんぞという気に

なって、こういうものを取り上げたわけであり

ます。この撤去訴訟は初めて延岡でありますけ

れども、差しとめ訴訟というのは、熊本を初め

何カ所かで起こされているようであります。地

方自治体では、条例などで規制している団体が

鎌倉市などを初め７つほどありますし、意見書

を出している自治体もあります。全国では200カ

所ぐらいで反対運動が起きているようでありま

す。実際、撤去に成功した例もあるそうであり

ます。

じゃ世界の情勢はどうなっているかと申しま

すと、ＷＨＯは、携帯電話が脳腫瘍を引き起こ

す可能性があることを認めております。これ

は、前にも太田議員が質問して出した答えであ

りますが。また、携帯電話先進国でありますＥ

Ｕでは、基地局に厳しい規制基準を設け、若年

者の携帯電話使用について、制限指導などの予

防措置がとられております。しかし、日本の行

政は、いまだに危機感を抱いていないようであ

ります。行政も携帯電話の危険性について何ら

かの研究をすべきだと思いますが、総合政策部

長の御見解をお聞かせ願いたいと思います。

○総合政策部長（稲用博美君） 電波利用にか

かわります許認可、規制等につきましては、国

の権限で行われておるところであります。携帯

電話やその基地局の電磁波につきましても、国
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において「電波防護指針」というのが定められ

まして、人体に影響を与えない基準値以下に出

力を抑えるようにということで、規制が設けら

れているというふうに認識しております。今、

議員の御指摘の中にありました延岡市で、電磁

波による健康被害があるとしまして、携帯電話

基地局撤去を求める裁判が行われておるという

ことでありますが、県といたしましては、その

推移を見守っていきたいと思っております。

○井本英雄議員 次に、子供たちの携帯電話使

用に関して、電磁波の危険性が懸念されるとこ

ろであります。危険予防原則に従って、何らか

のアクションを起こすべきだと思うのでありま

すが、環境森林部長の御見解をお聞かせ願いた

いと思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 携帯電話の使

用による電磁波の影響についてでございますけ

れども、総務省の資料によりますと、「電波防

護指針」に定められた基準値に満たない電磁波

が、健康に悪影響を及ぼすという証拠は見つ

かっていないとされております。また、携帯電

話の使用による子供への影響につきましては、

環境省の資料にＷＨＯの報告書の内容が記載さ

れており、それによりますと、「最近の若年者

における携帯電話使用の普及に伴い、若年者グ

ループに関する今後の研究を推進している」と

されております。県としましては、電磁波に関

する相談等があった場合には、必要に応じ、携

帯電話等に関する情報を提供してまいりたいと

考えております。

○井本英雄議員 次に、延岡に限らず、市町村

の地方自治体が携帯電話の電磁波等による健康

相談を行う場合は、県も何らかの協力をするべ

きだと思いますが、福祉保健部長の御意見をお

聞きしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県といたしま

しては、健康相談などの業務について、市町村

からの協力依頼があった場合には、できる限り

の協力を行っているところでございます。電磁

波につきましては、平成19年に延岡市から健康

相談への協力要請がございまして、延岡保健所

の保健師が対応しております。今後とも、市町

村から健康相談などの協力要請があれば、協力

してまいりたいというふうに考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございます。1960

年代、70年代、公害が問題になりました。あの

ときも、国の規制どうのこうの、それに合って

いるからどうのこうのということでありました

けれども、結局は地方のほうが先行して出てき

たんですね。そして、この証明の問題も、疫学

的因果関係ということで、立証責任が転嫁され

て、向こうというか、加害者のほうが立証責任

を負わなきゃならんということになって、結

局、公害が表に出てくるということになりまし

た。これがそのようになるかどうかわからんけ

れども、もっと注意せないかんということは、

私は今、本当に実感しておりまして、携帯電話

を、今は直接耳に当てないで、ひもをつけて、

こうやってやるようにしているわけであります

けれども、ひとつ皆さん方も研究しておいてい

ただきたいと思います。

最後になりました。国道10号の冠水問題につ

いては、河野議員が質問されましたので質問い

たしません。国道10号の鉄工団地に入る粟野名

交差点の朝夕の混雑を緩和することはできない

ものなのか、県土整備部長の御見解をお聞かせ

ください。

○県土整備部長（濱田良和君） 延岡市内の国

道10号は、日交通量が約４万4,000台と非常に多

く、通勤や通学が集中する朝夕の時間帯におい
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て、一時的な交通渋滞が日常的に発生している

状況となっております。このため、国土交通省

により、御質問にございました粟野名交差点な

どの主要な交差点において、右折レーンの増設

や延伸などの対策がとられ、一定の渋滞緩和が

図られているところであります。さらに、来

月15日には、国道10号のバイパスである延岡道

路が全線開通することになっておりまして、こ

のことによる渋滞緩和が期待されているところ

であります。県といたしましては、今後の交通

の状況を注視しますとともに、引き続き、国と

も連携し、渋滞対策に取り組んでまいりたいと

考えております。

○井本英雄議員 以上で終わりたいと思いま

す。ありがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

次の本会議は、12月３日午前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41分散会


