
６月14日（金）



平 成 2 5 年 ６ 月 1 4 日 （ 金 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（38名）
2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

4番 図 師 博 規 （ 同 ）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

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 福 田 作 弥 （ 同 ）

14番 渡 辺 創 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

15番 田 口 雄 二 （ 同 ）

16番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

17番 太 田 清 海 （社会民主党宮崎県議団）

18番 髙 橋 透 （ 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 中 野 一 則 （ 同 ）

23番 中 野 廣 明 （ 同 ）

24番 横 田 照 夫 （ 同 ）

25番 十 屋 幸 平 （ 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 徳 重 忠 夫 （無 所 属 ク ラ ブ）

29番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

30番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

31番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

34番 押 川 修一郎 （ 同 ）

35番 宮 原 義 久 （ 同 ）

36番 外 山 三 博 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 土 持 正 弘

総 務 部 長 四 本 孝

危 機 管 理 統 括 監 橋 本 憲次郎

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 堀 野 誠

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 梅 原 誠 史

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 福 田 直

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 白 川 靖 浩

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 内枦保 博 秋

事務局職員出席者

事 務 局 長 田 原 新 一

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 福 嶋 幸 徳

政 策 調 査 課 長 佐 野 詔 藏

議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣

- 121 -



- 122 -

◎ 一般質問

ただいまの出席議員37○丸山裕次郎副議長

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。

〔登壇〕（拍手） おはようご○二見康之議員

ざいます。きょうは、地元の妻ヶ丘地区の皆さ

んにも傍聴にお越しいただいておりまして、あ

りがとうございます。聞くところによります

と、きょうは登山に行かれる方もいらっしゃっ

たようで、その予定を変更してお越しいただい

ている方もいらっしゃいます。この梅雨の時期

ですから、山はどうかなと思ったんですけれど

も、皆さんも御存じのとおり、きのうに引き続

き非常に天気に恵まれて、そんな中、ここにお

越しいただいたことを本当に感謝申し上げま

す。ありがとうございます。また、ぜひ、今後

の議会の活性化のためにも、後ほどアンケート

のほうにも御協力いただければと思います。

それでは、通告に従いまして質問を始めさせ

ていただきます。

まずは、知事の政治姿勢について伺いたいと

思います。

今、私が毎日読むようにしております「大

学」という古典がございます。大体黙読で10分

ぐらい、音読すると17～18分ぐらいかかる本で

ございますが、「読書百遍意おのずから通ず」

という故事がありますように、なかなか一冊の

本を100回も読むということはないと思うんです

が、これぐらいの分量の本であれば実践するこ

とはできるんじゃないかと思いまして、今、取

り組んでいるところでございます。まだまだ道

半ばではありますけれども、読む回数を重ねて

いくにつれて、ふとした気づきといいますか、

新たな発見といいますか、１回読んだだけでは

わからなかったことを気づかされたりします。

この「大学」という本の初めの部分を御紹介い

たします。

大学の道は、明徳を明らかにするに在り。

民に親しむに在り。至善に止まるに在り。

止まるを知りて后（のち）定まる有り。定

まりて后能く静かなり。静かにして后能く安

し。安くして后能く慮る。慮りて后能く得。

物に本末有り。事に終始有り。先後する所

を知れば、則ち道に近し。

古（いにしえ）の明徳を天下に明らかにせ

んと欲する者は、先ず其の國を治む。其の國

を治めんと欲する者は、先ず其の家を齊（と

との）う。其の家を齊えんと欲する者は、先

ず其の身を修む。其の身を修めんと欲する者

は、先ず其の心を正しうす。その心を正しう

せんと欲する者は、先ず其の意（こころば

せ）を誠にす。其の意を誠にせんと欲する者

は、先ず其の知を致す。知を致すは、物を格

（ただ）すに在り。

物格して后知至る。知至りて后意誠なり。

意誠にして后心正し。心正して后身修まる。

身修まりて后家齊う。家齊いて后國治まる。

國治まりて后天下平らかなり。

天子自り以て庶人に至るまで、壹に是れ皆

身を修むるを以て本と為す。

という初めの部分がございまして、これを陽

明学の祖の王陽明という方は、初学の者にはま

ず、この「大学」という本をもって教えたと言

われております。そして、近江聖人と言われま

した中江藤樹は、11歳のときにこの本を読み、
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後に申し上げました「天子自り以て庶人に至

るまで、壹に是れ皆身を修むるを以て本と為

す」というこの一句に感動され、聖賢の道を志

されたそうでございます。中江藤樹は、朱子

学、陽明学の説く「孝」を実践し、大野了佐や

熊沢蕃山といった後の英傑を育てられました。

また、野の聖人と称せられる二宮尊徳が少年の

ころ、まきを背負いながら常に読み続けたのも

この「大学」であります。二宮尊徳は、倹約、

努力を実践し、財政再建、農村復興をなし遂げ

ました。ほかにも、この「大学」を学び歴史に

名を残す偉人はたくさんいますが、共通するこ

とは、それぞれの与えられた責務を全うすべ

く、その身を修めてこられたというところでご

ざいます。

そこで、知事に伺います。この修己治人の書

として知られる「大学」でありますが、大もと

であると説く、「天子自り以て庶人に至るま

で、壹に是れ皆身を修むるを以て本と為す」と

いうこの言葉について、どのようにお考えにな

られるか、そして、どのようにこの宮崎県を治

めていこうとされているのか、知事の政治姿勢

を伺いまして、壇上での質問を終わり、後は質

問者席より行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

「大学」の所感についてであります。二見議

員には折に触れ、人生の糧となる貴重な言葉を

御教示いただきまして、感謝を申し上げます。

今回、議員から御紹介いただきました内容は、

県政のかじ取りを担う私にとりまして大変貴重

な教えとなるものと考えております。大きな目

標を持ち、大きなことをなすに当たるにして

も、改めてみずからの足元、自分の生活に思い

をはせ、まずはみずからを正すこと、身を修め

ること、あるいは知恵を高めること、これは、

現代のような厳しい社会状況においてこそ大変

重要なことであるというふうに考えておるとこ

ろでございます。

現在、私どもは、古事記、また日本書紀編さ

ん1300年を、「温故知新」「温故創新」という

コンセプトのもとに、古きをたずね新しきを知

る、また、新しきをつくり出していく、そのよ

うな精神で取り組んでおるところでございます

が、まさに古典と呼ばれるような書物の中に

は、時代を超えて脈々と伝えられてきた普遍の

真理がそこにあるように考えておるところでご

ざいます。県政を担う者としましても、そうし

た古典などにもしっかりと学びながら、理念を

持ち、県政運営に当たってまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

大変僣越なことを申し上げて○二見康之議員

おりますけれども、ただし、これは私自身が学

び続けることであって、また、この宮崎県とい

う113万人の県民の生命・財産を預かる県知事と

して、日々新たに身を修めていかれて、よりよ

い宮崎県にしていただきたいという思いがござ

いまして、いろいろと折に触れては取り上げさ

せていただいております。決して自分自身では

でき上がっているというふうに思っておりませ

ん。ただ、こういうことを一つ一つ学びなが

ら、そして一歩ずつでも成長していくことがで

きればなと思っております。

そして、知事の御答弁にもありましたよう

に、宮崎県が今やっている記紀編さん1300年、

古事記についても、私もこの機会をいただいて

読ませていただきましたけれども、神々がいろ

んな失敗をしながら、そして、反省し、新たな

取り組みを行っていくといいますか、神様とい

うものはどこの国でも大体、全知全能、万能の
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神であると思うんですけれども、日本の神とい

うのは反省をする神様と。人としてやっぱり学

ぶべきところがあるのかなというふうに感じら

れる非常にいいものだと思いますので、こう

いったところの教えを広めていくことができれ

ば、いい政治を運営していけるのではないかと

いうふうに感じております。

では、続きまして、知事がこれまでずっと

おっしゃっておりましたフードビジネスについ

て伺いたいと思います。

都城市のほうでも６次産業化を進めていく方

向を今とっております。新しい事業のフードビ

ジネス、６次産業化、こういったものは、県民

・市民の非常に期待の大きいところであると思

いますが、フードビジネス振興構想について、

今年度、25年度の取り組み内容と、これに対す

る知事の意気込みをまず伺いたいと思います。

フードビジネス振興構○知事（河野俊嗣君）

想の推進に当たりましては、今年度当初予算で

新たに設置をしました30億円のみやざき成長産

業育成加速化基金も活用しながら、本県の強み

でもあります農林水産物の高付加価値化や、オ

ープンラボの整備によります新たな商品の開

発、また、宮崎牛の全共２連覇などを生かした

ブランド力の向上による販路拡大など、幅広い

取り組みを強化する事業に、総額で24億円余を

措置したところであります。また、新たに設置

しましたフードビジネス推進課を中心に、県内

の産学官金による全県的な推進体制であります

とか、部局横断的な連絡会議を設置しまして、

フードビジネスの拡大創出に向けて、「拡大」

「挑戦」「イノベーション」という３つのプロ

ジェクトを展開することとしております。フー

ドビジネスは、本県が復興から新たな成長に向

けて大きく飛躍するための も有力な分野であ

りまして、本県の将来を担う基幹産業として育

成する必要があると考えております。全庁を挙

げてスピード感を持って取り組み、関係団体、

市町村とも十分に連携を図り、先日も都城市長

さんと福岡のほうで食品関係のトップセールス

をともにしたところでございますが、そういう

連携もしっかり進めながら成果を上げてまいり

たいと考えております。

ぜひスピード感 ５カ年計○二見康之議員 ─

画ぐらいでつくっていらっしゃったと思います

けれども、できるだけ早く軌道に乗せるように

やっぱり 初に始めるところが一番大変だ─

と思うんです。軌道に乗せるまでが一番大変な

ところである、そう思いますので、この数年間

が勝負じゃないかなと思っております。知事

も、東アジアに向けて県産品を販売していこう

というお考えでいらっしゃると思うんですけれ

ども、そういったときに、これまでの議会の中

でもジェトロのことを取り上げられています。

ジェトロ、いわゆる日本貿易振興機構、取り組

み内容としましては、貿易投資の相談、そし

て、国内外展示会への出展支援、海外からバイ

ヤーを招聘し全国各地で商談会を実施したり、

海外における拠点設立支援、海外における法制

度・税務・労務面などの企業経営についてのア

ドバイス等、また、知的財産権保護のための調

査及び情報提供など、海外に対する販路拡大を

考える場合に必要な項目が充実している組織

じゃないかと思いますが、フードビジネスを推

進するに当たって、現在、ジェトロとの連携に

ついてはどのようにされているのか、商工観光

労働部長に伺います。

ジェトロ○商工観光労働部長（茂 雄二君）

は、貿易に関する豊富な情報やノウハウを有す

るとともに、海外にも事務所を有していること
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から、本県が東アジア市場の開拓を推進する上

で、大変重要なパートナーであると認識してい

るところであります。これまでのジェトロとの

連携につきましては、県内で開催いたします講

演会・セミナーなどの講師派遣や選定、海外情

勢や貿易制度等の情報提供、海外から本県にバ

イヤーを招聘する際の連絡調整、県内企業の貿

易に関する相談窓口など多岐にわたり、多大な

る御支援をいただいてきたところであります。

県といたしましては、今後とも、ジェトロとの

連携を強化し、県内企業の海外展開を積極的に

支援してまいりたいと考えております。

ぜひ積極的に取り組んでいた○二見康之議員

だきたいと思うんですけれども、今、九州管内

では佐賀県と宮崎県だけがジェトロの事務所が

ない状況です。ないだけではなくて、宮崎県の

ほうは、県内のいろんな企業とかがジェトロに

相談する場合の窓口というのは福岡事務所に

なっていると思うんですが、佐賀県の場合はす

ぐ隣ですし、近いところでしょうから、それで

も何とか対応できるんだと思うんですけれど

も、宮崎と福岡といったら、距離からして大体

反対側にあるようなところですね。そういった

状況の中で、県とジェトロと連携強化している

ことはわかりますが、一番大事なところは、一

般の民間企業が海外進出を考えるに当たって、

販路拡大を考えるに当たって、いろんなところ

を相談しないといけないと思うんです。そう

いったときに一回一回福岡事務所に行くという

のは、不可能とは言いませんけれども、かなり

厳しい環境にある。電話で話をするとか情報を

とるとか、ネットとかでとることもできるんで

しょうけれども、こういった販路拡大とかは人

のつながりというところも大事だと思います。

そうしたときに、宮崎のほうにもジェトロの事

務所を持ってきてほしいなという思いがあるん

ですが、フードビジネスの推進における東アジ

アへの販路拡大を積極的に進めるということで

あるならば、民間レベルにおける環境整備をす

るということで、ジェトロの事務所を宮崎にも

持ってくるということは、県としての重大な役

割ではないかというふうに思います。海外展開

においてジェトロが持つ情報の意義は大きい

と、宮崎県において事務所設置を求めるべきで

はないかと思いますので、そこのところの所感

を商工観光労働部長に伺います。

ただいま○商工観光労働部長（茂 雄二君）

お話にありましたように、本県には現在、ジェ

トロ事務所はございませんが、平成22年度まで

は、県が費用を負担して、当時の県産業貿易振

興協会の中に「ジェトロ宮崎情報デスク」を設

置いたしまして、相談員を配置することなどに

より、県内企業の支援を行っていたところであ

ります。しかしながら、このジェトロ宮崎情報

デスクにつきましては、ジェトロ側の都合によ

り平成23年度から廃止され、現在は、県が負担

金を拠出いたしまして、先ほど申し上げました

個別の事業ごとに連携を図っているところであ

ります。宮崎への事務所設置につきましては、

人件費や事業費など県の負担が生じますことか

ら、ジェトロとも十分協議をしながら検討して

まいりたいと考えております。

今、御説明いただきましたよ○二見康之議員

うに、以前は「ジェトロ宮崎情報デスク」が

あって、聞くところによりますと、これに大体

年間500万ぐらいの予算がかかっていたというこ

とです。なおかつ、もし宮崎にジェトロの事務

所を出してもらおうというふうに考えたときの

予算規模が大体1,000万ぐらいということでした

から 以前は、相談員というのは、もちろん─
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こちらの貿易振興協会の職員が対応されていた

んでしょうけれども、やっぱりジェトロの組織

の中の人間、社員の方に来ていただいて、しっ

かりとした情報を、宮崎県にしろ、一般の民間

企業の人にしても、提供していただくことに

よって、販路拡大 東アジアのみならず、─

ジェトロは全世界に拠点がありますから、東ア

ジアが一番大事かもしれませんけれども、ほか

のところも視野に入れながら展開していくよう

に、ジェトロ事務所を県内につくっていくべき

だというふうに思うんです。今、御検討いただ

くという御答弁をいただいたと思うんですけれ

ども、これは前向きに御検討いただくのか、そ

れともなかなか難しいとお考えになっての御検

討なのか、そこのところを改めて伺いたいと思

います。

御提言の○商工観光労働部長（茂 雄二君）

趣旨を受けとめて、真剣に検討してまいりたい

と思います。

真剣にということは、いいか○二見康之議員

げんじゃないということでしょうから、後の設

置に向けての取り組みに これはできるだけ―

早く取り組むべきだと思うんです、やるんだっ

たら。そこのところを御理解いただいて取り組

んでいただければと思います。

次に移ります。フードビジネス推進について

関連なんですが、宮崎県の産業振興にも、フー

ドビジネスが成功してくれば大きな利益をもた

らします。今後に期待しているところなんです

が、それと同時に、昨年末に政権交代が起こっ

てから、緊急経済政策を矢継ぎ早に取り組んで

おられるところなんですけれども、先日の質問

にも出てきましたが、アベノミクスと言われる

経済政策、本県はこれにどのように取り組んで

いくか、これも非常に重要な案件であります。

これまで、この件につきまして宮崎県としてど

のように取り組んできたのか、また、この経済

効果というものをどのように宮崎県内に取り入

れていくのか、この考えを知事に伺います。

アベノミクスによる日○知事（河野俊嗣君）

本経済の再生は、今、さまざまな展開が進めら

れておるところでございますが、「復興から新

たな成長へ」と歩み始めた本県にとりまして

は、タイミングよく吹いてきた、まさに追い風

であるというふうに受けとめておりまして、そ

の効果を 大限に取り入れて、本県経済の活力

向上に結びつけていくことが大変重要だという

ふうに考えております。このため、国における

機動的な財政政策に関連しまして、15カ月予算

と歩調を合わせまして、本県の24年度追加補正

予算と25年度当初予算というものを一体的に執

行し、公共事業等にも積極的に取り組んできて

おります。公共事業予算、前年度比で40％増と

いうような財源も確保することができたところ

であります。さらに、本日、閣議で決定される

「民間投資を喚起する成長戦略」に関して言い

ますと、例えば、その中に盛り込まれる「農林

水産業・地域の活力創造」でありますとか、

「再生可能エネルギーの徹底活用」「医療関連

産業の活性化」「訪日外国人旅行者の大幅増」

など、フードビジネスを初めとする本県の成長

産業分野と方向性を同じくするメニューが多数

盛り込まれておるところであります。今後、具

体化する国の施策などを積極的に取り込みなが

ら、本県の揺るぎない産業基盤の構築と雇用の

創出に努めてまいりたいと考えております。

平成24年度末に、「ものづく○二見康之議員

り中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助

金」というものが国のほうでつくられていま

す。内容は、試作、いわゆるテスト販売といい
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ますか、新しい商品開発、そしてまた、それに

伴う設備投資等を支援するものであって、これ

は、今後の民間企業の競争力の強化につながっ

ていくものだと思います。中小企業のものづく

りに関する22分野の技術を活用するというとこ

ろが対象なんですけれども、この補助金は、補

助率が投資額の３分の２、いわゆる補助上限額

が1,000万という非常に有用な大きな補助金に

なっております。ですから、企業が500万投資し

たときに、補助金として1,000万いただけるよう

な内容の補助金なんですが、先日、３月だった

と思いますが、環境森林部がある棟のところで

説明会があったときに、説明会に私も参加して

きました。大体100社ぐらい来られていたんです

けれども、そのときに説明があった内容は、全

国での予算規模が1,000億円、これを宮崎県の人

口割で考えたときに0.9％、約１％だとして

も、10億円分ぐらいの予算が宮崎県分として組

んであるような内容だというお話がございまし

た。全国で割ればそういうふうになるんですけ

れども、１％といったときに、宮崎県に約100社

分、10億円の補助金が見込まれると。そして、

先ほど申し上げました22分野の中には、冷凍空

調に係る技術とか発酵に係る技術というものも

ありまして、発酵については、しょうゆやみ

そ、焼酎といった食べ物に関するものも含まれ

ているんです。それに対して設備投資、そして

設備投資だけじゃなくて、人件費、原材料費、

調査旅費、そういったさまざまな経費が認めら

れる補助金なんですが、もしこの投資が県内で

行われたら、約10億の経済効果というと、皆さ

ん、経済学には詳しい方ばかりでしょうから、

相当な効果が見込まれると思うんです。この３

月15日から４月15日までに公募された１次審査

の結果が先日発表されたところであります。全

国で約4,900件採択されております。つまり、全

体予算の半分ぐらいが今回決まったということ

だと思うんですけれども、宮崎県で採択された

のはそのうちのわずか15件、100社分を考えてい

る中の15件が今回決定されたわけです。15件の

中には、「高血糖者向けのジャンボ黒ニンニク

を原料とする清涼飲料水の空調・熟成技術の確

立」というような事業も１件入っておりまし

て、これはフードビジネスを推進される知事と

しても非常に喜ばしいことだと思うんです。し

かし、100社の予定の中での15件というものは、

やはり少ないと言わざるを得ないと思うんで

す。

先日の新聞記事に商工観光労働部長のコメン

トが載っているのを、私も拝見しました。この

フードビジネス事業については、 終的に目指

すのは雇用の確保と所得の向上というふうに

おっしゃっておりましたけれども、まさしくそ

うだと思います。そのためには、宮崎県外の企

業よりも、宮崎県内の企業が、商品の品質、生

産力、そして、さまざまな競争力、商品力を身

につけて他県に勝っていかないといけない。そ

れが一番の課題だと思っております。なおか

つ、加工・販売ルートの確保というものも、今

回のこの補助金では認められているものですか

ら、第１次の公募に対して、どれだけ県として

取り組んでこられたのか。そして、これは済ん

でしまったことですからしようがないんですけ

れども、第２次募集がこの６月10日から７月10

日まで行われます。残りの約半分の部分。これ

は６月中に出しても、７月10日の期日近くに出

しても、採択されるのはその後の審議ですか

ら、何とかここまでに１件でも多くこの補助金

申請といいますか、新しい分野に取り組もうと

する民間活力を引き起こしてほしいと思うんで
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すけれども、このために県はどのように取り組

んでいかれるのか、商工観光労働部長にお伺い

します。

国のいわ○商工観光労働部長（茂 雄二君）

ゆる「ものづくり補助金」につきましては、お

話がありましたように、現在２回目の募集が行

われておりますが、既に終了しております１回

目の募集では、採択数が15件でありまして、他

県に比べ厳しい状況であると認識しているとこ

ろであります。このため、県といたしまして

は、国から事業を受託しております中小企業団

体中央会等と連携をしながら、県内各地での説

明会の開催や、新聞広告等による制度の周知、

県内企業への訪問による応募の働きかけ、さら

には、申請手続を円滑に進めるためのフォロー

アップを行うなど、申請企業の確保に努めてい

るところであります。ものづくり補助金は、新

たな市場開拓や設備整備によります生産性の向

上が図られるなど、大変魅力的な制度でありま

すので、関係機関との連携を密にしながら、本

県中小企業等が１件でも多く採択されますよ

う、積極的に取り組んでまいりたいと思いま

す。

これは１年間を通しても７○二見康之議員

月10日までという限られた時間の中での取り組

みですから、ぜひ集中して取り組んでいただき

たいというふうに思います。全国の結果を調べ

てみたところ、一番多かったのは大阪府、これ

が公募で決定されたのが495件。宮崎県の15件に

比べると相当差があると思います。人口も多い

でしょうし、向こうは中小企業も多いというよ

うな環境の違いもあるんでしょうけれども、し

かし、向こうのほうに電話して聞いたところ、

３月21日にはスタッフを集めて、この事業に対

する準備を始めていらっしゃる。そして、専用

の部屋をつくって電話線も引いて、そこまで準

備してから、４月１日には案内・受け付けを開

始して、常駐・臨時合わせて20人体制で休む暇

なく取り組んでいるんです。やっぱりそれぐら

い真剣に必死に取り組んでいるんです。そうし

た結果、申し込み件数が1,300件近く。そのうち

採用されたのが495件。やはりある程度の申し込

みの数を確保しないと、通るものもなかなか

通っていかないと思います。宮崎県が38件申し

込んで15件、大阪が1,300件に対して約500件と

いうことなので、大体４割ぐらいなのかなと。

全国の申請件数に対しても４割ぐらいなので、

もし宮崎県でもある程度目標を設定するんだっ

たら、そういったことも考えていただいて、こ

れからの県の取り組み、これは中央会のほうの

直接の事業なんでしょうけれども、一丸となっ

て取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。

それでは、次に移ります。県のほうでは、宮

崎県の医療を守るということで、さきの医療計

画におきまして、５疾病５事業を、医療分野ご

とに医療圏を設定していらっしゃいますが、こ

れにつきまして、医師確保等を含め、この医療

圏機能を維持するためにどのような支援を行っ

ていらっしゃるのか、福祉保健部長に伺いたい

と思います。

本年３月に策○福祉保健部長（佐藤健司君）

定いたしました宮崎県医療計画では、今、御紹

介いただきましたように、５疾病５事業及び在

宅医療における医療提供体制の構築を図るた

め、７つの二次医療圏を基本としながら、医療

資源の配置状況等を考慮いたしまして、疾病等

の分野ごとに医療圏を設定し、圏域ごとに一定

レベル以上の医療機能が確保できるよう取り組

んでいるところです。
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具体的には、これまで、地域医療再生基金等

を活用いたしまして、例えば大学病院を初め、

国立病院、県立病院、市郡医師会病院あるいは

民間病院など、各圏域の拠点病院等の施設・設

備整備の支援、あるいは各分野に共通する高度

救急医療といたしまして、宮崎大学のドクター

ヘリの運航を支援するなど、救急を含めた医療

提供体制の充実を図っているところです。しか

しながら、若手医師の都市部集中などを背景

に、圏域ごとの医療機能レベルはばらつきがあ

るのも事実でございます。だからこそ、現在、

宮崎大学とも連携いたしまして、地域医療学講

座による医師の育成支援に取り組むとともに、

県内医療機関への医師や看護師の配置を促す修

学資金貸与制度を実施するなど、医療従事者の

確保に努めているところでございます。

また、医師確保の一環として、新たな取り組

みでございますが、来月13日には、宮崎県ゆか

りの首都圏医師との交流会を開催いたします。

これは、首都圏に宮崎県出身のドクターがたく

さんいらっしゃるということで、そういう方々

との交流をすることによって、一人でもまた宮

崎に帰ってきていただくような狙いで取り組む

こととしておりまして、宮崎からは、宮崎大学

病院長あるいは宮崎県医師会長も行っていただ

くことにしております。今後とも、一定の妥当

性や効果が見込め、あるいは関係者の広い理解

が得られる取り組みについては、積極的に動い

てまいります。

それでは、医療圏の機能を維○二見康之議員

持するために取り組んでいらっしゃるさまざま

な施策なんですけれども、これまでの３カ年に

どの程度の予算をかけていらっしゃるのか、同

じく福祉保健部長にお伺いします。

県の医療計画○福祉保健部長（佐藤健司君）

に掲げる医療分野ごとの過去３カ年の予算状況

を申し上げますと、がん対策が約９億円、急性

心筋梗塞対策が約４億円、僻地医療対策が約５

億円、救急医療対策が約24億円、小児医療対策

が約１億円、周産期医療対策が約６億円、災害

医療対策が約27億円などとなっており、５疾病

５事業等に係る事業費は、時間的制約から少々

粗っぽい積み上げではございますが、総額で

約76億円となっております。

なお、県立病院は、３次救急など医療圏域を

超える本県の政策医療の多くを担っておりまし

て、それを根拠に、関係法に基づき繰り出して

おります県立病院への一般会計繰出金は、この

金額から除いているところでございます。

同じく、今度は県立病院につ○二見康之議員

いてお伺いします。今、福祉保健部長のほうに

御答弁いただきましたけれども、県立病院事業

に対しまして、過去３カ年の一般会計繰入金は

どの程度なのか、病院局長にお伺いします。

県立病院事業にお○病院局長（渡邊亮一君）

ける過去３カ年の一般会計からの繰入金の状況

でございます。平成22年度が約52億7,000万

円、23年度が約50億円、24年度は決算見込み額

になりますが、約50億2,000万円となっておりま

す。なお、23年度と24年度には、これに加えま

して、臨時的な国の交付金を財源としておりま

す地域医療再生基金から、医療機器整備等の財

源として、合計で約13億7,000万円を繰り入れて

おります。

この一般会計繰入金でございますが、これ

は、地方公営企業法に定める基準に基づきまし

て繰り入れているものでございまして、その対

象は大きく分けて２つございます。１つは、

「地方公営企業の経営に伴う収入をもって充て

ることが適当でない経費」でありまして、例え
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ば、救命救急センター運営経費や災害対策経費

などでございます。また、もう１つは、「能率

的な経営を行っても、その経営に伴う収入のみ

をもって充てることが客観的に困難であると認

められる経費」となっておりまして、例えば、

周産期医療や感染症対策経費、さらには病院の

建設改良に要する経費などであります。なお、

その財源の多くは、地方交付税や国庫補助金に

より措置されているものでございます。

交付税措置とかそういった形○二見康之議員

の財源確保は、県のほうからではないというよ

うなことだと思うんですけれども、ただ、県

北、県央、県南、県西と大きく地区を４つに

割ったときに、県立病院事業が県北、県央、県

南、そして、ないところが県西地区、西諸・北

諸地域なんですが、単純に予算規模を考えたと

きに、３カ年で病院事業で約150億円ぐらい。そ

れ以外のところに関して行っていらっしゃるの

は、先ほど大まかにおっしゃっていただいた70

億ぐらい。これぐらい差があると、県西のほう

はもちろん国立病院とかほかの病院もあります

けれども、何とか県のほうからも、特別という

わけじゃないんですが、大きく分けた医療圏に

つきまして、機能維持について御支援いただき

たいなというふうに思っております。今度の医

師会病院の移転につきましても、地域再生基金

のほうからも御支援いただくわけなんですが、

しかし、やっぱり医師確保とか非常に困ってい

るんですね、都城地域のほうでも。特に小児科

医師が、先日、内村議員も言われましたよう

に、２人大学に引き揚げられた。急遽、医師会

が何とか頑張ってこの２人分の穴埋めをしない

といけないわけですが、地域の産婦人科医の先

生方や小児科医の方々がその対応に回ってい

らっしゃるんです。さらなる負担をかけて地域

医療を何とかして守っていこうと頑張っている

んですが、その辺の皆さんの思いを御支援いた

だければというふうに思います。

続きまして、妊婦健康診査についてお伺いし

ます。平成24年度で国の基金事業が終了し、交

付税措置になったと先日伺ったところなんです

が、平成25年度の市町村の実施状況につきまし

て、福祉保健部長にお伺いします。

妊婦健康診査○福祉保健部長（佐藤健司君）

につきましては、今お話のように、今年度から

実施主体である市町村へ交付税措置されまし

て、一般財源化されたところでございます。25

年度の実施状況でございますが、全市町村で24

年度と同様の内容で実施をいただいておりま

す。

これまでと同じようにどこの○二見康之議員

市町村も取り組んでいらっしゃるようですけれ

ども、県内を見渡したときに、一部負担金を

取っていらっしゃる自治体もあると思います。

これは各自治体の裁量の範囲内にあるんでしょ

うけれども、しかし、できることならば、宮崎

県は子育て・子育ち立県ということで取り組ん

でいるわけですから、県内どこに行っても同じ

ように妊婦健診が受けられるようにしていただ

きたいなというふうに思うんですけれども、宮

崎県内の妊婦健診について、県による費用助成

はできないのか、同じく福祉保健部長にお伺い

します。

県内26市町村○福祉保健部長（佐藤健司君）

のうち、15市町が本人の自己負担を徴しておら

れますが、妊婦健康診査の財源につきまして

は、平成25年度から、実施主体である市町村へ

交付税措置されたところでございますので、自

己負担のあり方については、基本的に市町村の

判断によるものと考えております。
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確かに全額交付税措置されて○二見康之議員

いるということですから、理論上はそうなるん

だと思うんですけれども、いろんなものが交付

税措置されているのであれば、各自治体の地方

交付税交付金はどんどんふえていっているはず

なんですが、実際はふえていないですね。臨財

債の残高もふえている割には、それに伴っての

交付税の目に見えての増額というのはないと思

うんですけれども。これは県のほうでも同じよ

うな状況じゃないかなというふうに思うんです

が、自治体の中には全額負担しているところも

あるわけですし、それができない地域もありま

すので、そこのところを何とかうまく県のほう

で調整できるように取り組んでいただきたいと

いうふうに思います。

続きまして、先日新聞報道でもありました、

人工妊娠中絶率が全国的に宮崎県は高いと、人

工死産率は全国ワースト１位であるということ

に対する、まず、知事と教育長の御認識を伺い

たいと思います。

御指摘のありました人○知事（河野俊嗣君）

工妊娠中絶実施率などが全国よりも高くなって

おりますことは、大変残念であるとともに、心

の痛む思いがしております。一方で、産む、産

まないの 終的な決心に至るまでには、それぞ

れの事情がありまして、人には言えない深い悩

みや葛藤が交錯しているのではないかと想像で

きるところでありますので、中絶を決断された

方には、理解と思いやりを示すことも大切では

ないかなというふうに考えております。県とし

ましては、これらのことを踏まえ、関係機関と

連携を図りながら、啓発などの対策をこれから

も講じてまいりたいと考えております。

本県の人工妊娠中絶○教育長（飛田 洋君）

率、それから人工死産率が全国より高いという

ことは、本当につらい、心が痛むことだと思っ

ております。命を授かること、そして命を育む

こと、さらには命を受け継いでいくこと、そう

いうことのとうとさを深く受けとめ、みずから

の命、そして縁ある人の命を大切にする心情を

育むことは、極めて重要であると考えておりま

す。そのような思いから、県教育委員会では、

本県独自に、性に関する教育参考資料「かけが

えのない大切な命」を昨年度作成したところで

あります。子供たちに、人としてどう生きるの

か、生き方そのものに真剣に向き合わせ、心に

響く教育を継続して行っていくとともに、「一

人一人がかけがえのない大切な存在である」と

いうメッセージを、子供たちに伝え続けてまい

りたいと強く思っております。

続いて、生命尊厳について、○二見康之議員

知事の所感と取り組みについて伺いたいと思い

ます。

一人一人の命は、かけ○知事（河野俊嗣君）

がえのない一度きりのものでありまして、 大

限の尊厳、尊重に値するものであるというふう

に考えております。この命のとうとさを、特に

若い世代にしっかりと伝えていくことが大変重

要であるというふうに考えておりまして、将

来、親となる中学生や高校生に対しまして、心

と体の発達などに関する正しい知識、また命の

とうとさというもの、自分を大切にし、また相

手を思いやる心を持つことなどの啓発を行って

いるところであります。また、とうとい命にか

かわる妊娠や出産などを含むさまざまな相談に

も対応しておるところであります。今後とも、

こうした命の大切さを基本とした取り組み等を

推進しますとともに、大切な命を守るために、

「安心して子どもを生み、育てることを地域や

県民全体で支え合う社会づくり」にも努めてま
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いりたいと考えております。

初に知事がおっしゃったよ○二見康之議員

うに、皆さんそれぞれの事情があってのことも

あると思うんです。しかし、以前取り上げまし

た、知事の尊敬する人物の上杉鷹山候 当時─

も、経済が非常に苦しくて子供をたくさん養う

ことができない、食いぶちがふえるといけな

い、だから中絶を行っていたということもあり

ました。そのときに鷹山候がされたことは、そ

れ自体を禁止されたんです。禁止したけれど

も、子育てのために必要な分、いわゆる食料費

だとかそういったものは藩のほうからちゃんと

支給するような対応をとられた。現在と当時と

では社会の仕組みとかいろんな事情も違うんで

すけれども、根本とする思いというものは何な

のかというのをしっかり御認識いただいて、今

後の県政運営に取り組んでいただきたいと思い

ます。

そして、教育長のほうにお伺いしたいと思う

のですが、命を大切にして責任ある行動がとれ

る大人に育てるために、子供たちにどのように

教育していかれているのか、教育長にお伺いし

たいと思います。

学校や家庭におい○教育長（飛田 洋君）

て、子供たちに命のとうとさに気づかせ、命を

大切にする心を育むことは、極めて重要である

と考えております。現在、小学校におきまして

は、道徳の時間に、我が子の誕生や成長に関す

る保護者の思いを聞かせたり、中学校や高等学

校におきましては、命の連鎖など、より専門的

な知識の習得はもとより、職場体験学習等を通

し、乳幼児と触れ合う機会を設けたりするな

ど、命の大切さを実感させ、責任ある行動がと

れるよう、発達の段階に応じた指導に努めてい

るところであります。県教育委員会におきまし

ても、命を大切にすることについて、児童生徒

の心に響く、より感動を伴った理解を深める指

導ができるように、本県独自の道徳教材 こ─

の教材は、口蹄疫等の県民の皆さんの思いを風

化させてはならないという思いからつくったも

のですが、その名前を、「「命や絆を大切にす

る」宮崎県道徳教育読み物資料集」というんで

すけれども そういうものを使った研修会を─

実施しているところであります。家庭との連携

も十分に図り、我々大人がみずから責任ある後

ろ姿をしっかり示しながら、命を大切にする児

童生徒の育成に努めてまいりたいと考えており

ます。

初に申し上げた「大学」○二見康之議員

に、「天子自り以て庶人に至るまで、壹に是れ

皆身を修むるを以て本と為す」という一句があ

りました。私、こういったものを考えるときに

も、この言葉の含む意味というのは大きいな

と。経済事情とかいろんなそれぞれの事情、理

由を抱えているのはみんな一緒だと思うんで

す。でも、その中でどうやってこの世の中を生

きていくのか、生き抜いていくのか。努力する

ことといいますか、身を修めることというの

は、非常に言葉としては幅の広い言葉だと思う

んです。どちらかというと今の現代社会という

のは、これをやっちゃいけません、これをやっ

ちゃいけません、これをやっちゃいけません

と、全部箇条書きになってしまって、これに

載っていなければいいんじゃないか、載ってい

ないからこれは合法なんだとか、そういうよう

な風潮になっていると思うんです。一人一人が

真剣に、これはいいことなのか悪いことなの

か、考えながら生活していくということが大事

なんじゃないでしょうか。宮崎県の知事である

のであれば、やっぱりそういったことを県民に
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呼びかけていただきたいなという思いもありま

すけれども、以上のことはこれで終わります。

次に、県民歌についてお伺いします。

私も、申しわけないんですけれども、議会の

ほうに入ってから、県民歌というものをちゃん

と聞く機会をいただくことができました。やっ

と 近、耳にもなれてきて歌えるようになって

きたところなんですけれども、県民歌のそもそ

もの制定目的はいかなるものだったのか、総合

政策部長にお伺いします。

県民歌であり○総合政策部長（土持正弘君）

ますが、置県80年を記念いたしまして、県民の

郷土愛を育み、県民の連帯感を醸成する象徴と

して制定をされたものであります。

わかりました。連帯感を醸成○二見康之議員

する、県民の郷土愛を育むということですね。

つくられたこの県民歌なんですけれども、今、

宮崎県内の方々でどれだけの方が歌うことがで

きるのか、これまでの議会でもいろいろと質問

が出てきておりますけれども、子供たちが県民

歌を覚え、親しむために、学校教育で取り扱っ

てもいいんじゃないかなというふうに思うんで

すが、教育長のお考えをお伺いします。

県民歌は、郷土の豊○教育長（飛田 洋君）

かな自然や風土、未来への夢などを、明るく爽

やかに表現したものになっており、そのよさは

誰もが感じておられるものと思っております。

現在、県内の学校におきましては、集団宿泊学

習などの学校行事の中で、児童生徒が県民歌に

触れる機会を設けております。また、県の教育

委員会としては、何より指導に当たる教職員が

歌えることが大切だということで、初任者研修

の場において、県民歌の指導をさせていただい

ているところであります。本県の児童生徒が県

民歌を身近なものと感じるようにしていくこと

は、郷土に対する愛着とか誇りを持たせていく

上でも意義深いことだと考えております。小中

学校におきましては、例えば、登下校や給食の

時間を利用して、県民歌に親しませるなどの工

夫も考えられますので、市町村教育委員会の意

向も踏まえながら、啓発に努めてまいりたいと

考えております。

同じく、今度は知事にお伺い○二見康之議員

します。この県民歌を県内全体に普及させてい

くことは意義があると思います。どのようにお

考えなのか、知事にお伺いいたします。

県民歌につきまして○知事（河野俊嗣君）

は、 近では、私も、置県130周年の記念式典の

中で高校生と一緒に歌わせていただきました

が、まさに宮崎のイメージを的確に表現をした

郷土愛あふれる歌詞であると。特に１番はいい

なと、よくできているなというふうにいつも思

うんですが、リズム感のあるメロディーはとて

も歌いやすい歌で、私も大好きであります。こ

れまでも、県民の皆様から親しまれ、愛唱され

るように、県主催の各種行事などで歌っていた

だくほか、県民手帳や県のホームページへ歌詞

や楽譜を掲載しておりまして、ホームページか

らは直接この歌を聞けるようになっておりま

す。また、求めに応じて複製したＣＤをお送り

するなどの取り組みも行っているところであり

ます。御指摘のように、まだまだ十分に浸透し

ていない状況もありますことから、今後ともさ

まざまな機会を捉えて、県民歌の普及、ＰＲに

努めてまいりたいと考えております。

もう御存じかもしれませんけ○二見康之議員

れども、長野県民の方は、県民歌をほとんど皆

さんが歌えると。逆に歌えない方を探すほうが

難しいというふうに言われております。これは

以前、ネットのほうから引っ張ってきたんです
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け れ ども 、東 京新 聞が 書い てい る記 事で

す。2010年の記事なんですが、信濃の出身者の

方にインタビューされたときのコメント、「長

野県民歌を歌うと、そのたびにふるさとの懐か

しい光景や、親のこと、子供のときのことなど

を思い出す。そして、一年のうち数十回は歌

う」というふうに話をしていらっしゃるようで

す。長野県民歌ができたのは明治32年、作詞を

された長野県師範学校の教諭だった浅井洌さん

という方が、子供たちの唱歌として、教師とな

る学生たちを通じ、次の世代の県内統一の思い

を託したというふうに伝えられているそうで

す。象徴的な出来事は、戦後すぐの1948年に長

野県の分県論が再燃し、分県案が いわゆる─

県を２つに分ける、あそこは長いですから、北

と南に分けるというような分県案が本会議を通

過しそうになったとき、議場の傍聴席から「信

濃の国」という長野県民歌の大合唱が起こり、

分県派の議員も信濃は一つと、分県を断念され

たそうであります。今、私がここで宮崎県を分

けるんだと言ったときに、宮崎県民歌が聞こえ

てくるかというと、ちょっと想像はできないな

というふうに思うんですが、やはりそれぐらい

長野県の方には親しまれているわけですので、

事あるたびにといいますか、今まで50年間取り

組んできた中で、県民歌の認知度というのは今

の程度でしょうから、ちょっと視点を変えて、

新たな取り組みをしていただきたいなというふ

うに思います。

あと、浄化槽についてお伺いします。

浄化槽の法定検査の実施効果について、今の

現状を環境森林部長にお伺いします。

法定検査は、○環境森林部長（堀野 誠君）

浄化槽が本来の機能を発揮しているかを確認す

るために行うもので、県が指定した検査機関

が、浄化槽の水質、稼働状況、保守点検や清掃

の状況など86項目を検査し、国の定めた基準に

従い、適正か不適正かを総合的に判定しており

ます。平成24年度におきましては、約６万2,000

件の浄化槽について法定検査を行い、そのうち

約５％が不適正と判定されております。不適正

と判定された浄化槽につきましては、設置者に

対して改善指導を行っており、その結果、新た

に保守点検や清掃について業者と契約を締結し

たり、老朽化した部品の修繕を行うなどの改善

が行われております。

時間が来ましたけれども、保○二見康之議員

守点検、清掃及び法定検査について、実施期間

を見直すなどの考えはないのか、 後にもう一

度お伺いします。

浄化槽は、微○環境森林部長（堀野 誠君）

生物の働きを利用して汚れた水を浄化する仕組

みとなっていることから、微生物が活動しやす

い環境を保つように維持管理を行うことが大切

であります。このためには、保守点検、清掃、

法定検査を定期的に行う必要があります。保守

点検等の実施期間につきましては、浄化槽法及

び同法施行規則に定められており、国に確認し

ましたところ、保守点検、清掃、法定検査のい

ずれについても、実施期間の見直しは予定して

いないとのことであります。

わかりました。これまで浄化○二見康之議員

槽について、法定検査はいろいろと議論されて

いるところでありますけれども、法が整備され

てから約30年、そして、この間、法の改正等が

されてきたのは、単独浄化槽の原則禁止等と

いったものであって、浄化槽の品質の向上と

か、そういったところは全く議論されておりま

せん。これだけ技術革新が進んでいるし、いろ

んな検査のあり方といいますか、本当に期間は
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１年間が妥当なのか、また、この方法がいいの

か、もうちょっと根本的に考え直していただけ

るように国に働きかけていただければと。現場

の 前線である県のほうから意見を上げていた

だきたいということをお願い申し上げまして、

私の一般質問を終わります。（拍手）

次は、太田清海議員。○丸山裕次郎副議長

〔登壇〕（拍手） ことしの正○太田清海議員

月のことですが、初笑いということで、私の娘

から次のような笑い話を聞きました。東南アジ

アを旅行した人が帰ってきて、家族の人たちに

旅行の報告をしたそうです。「向こうではね、

食事のときに手で食べてるとよ」。それをそば

で聞いていたおばあちゃんがびっくりして、

「へえ、口で食べんとね」と言ったそうです

（笑声）。漫才をやるために登壇したわけでは

ないんですが、実は、食べるということに関し

てある本の中に、天国と地獄の違いが書いてあ

りました。天国も地獄も、食事のときには１メ

ートルにもなるような長い箸を持たされている

とのことでした。地獄では、みんなが我先に食

べようとするのですが、箸が余りにも長いため

に自分の口に持ってくることができません。だ

から食べられないわけです。地獄の人は皆いつ

も餓え苦しんでいるとのことでした。一方、天

国ではどうしているかというと、長い箸で食事

をつまむと、自分の口には持っていかず、相手

の人の口に「どうぞ」と持っていくそうです。

だから、天国ではみんなが満腹し、平和に暮ら

しているとのことでした。

恐らくこの話は仏教の説話ではないかと思う

のですが、だとするならば、日本という国は、

例えば「惻隠の情」という言葉があるように、

もともと、相手のことを思いやる、優しい、ゆ

かしい国だったのではないかと思います。その

ような思いで今の日本を眺めてみますと、例え

ば言葉を列挙するならば、新自由主義、派遣労

働者、橋下氏の発言、インターネットでの書き

込みの品格、政治や経済・文化、あらゆる面で

人間として生きづらい世の中になったかなとい

う感を持ちます。日本という国はこの先どこに

向かって進むのだろう、そんな思いを込めて、

知事の政治姿勢について質問をいたします。

まず、よくこれまでにも質問をされましたけ

れども、アベノミクスについて知事はどう評価

しておられるか、伺いたいと思います。

以下の質問は、質問者席で行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

アベノミクスにつきましては、企業収益の改

善、賃金上昇と雇用の拡大、さらには消費の拡

大という経済の好循環を目指しているものと認

識をしております。アベノミクスの金融政策、

財政政策につきましては、既に実施をされ、そ

の結果、経済全体としては上向きに作用してい

るようでありますが、円安傾向により、輸入の

多い産業における収益悪化や、輸入品価格の上

昇に伴う物価上昇等の動きも、さまざまな動き

がこうして生じておるところであります。残る

成長戦略につきましては、これから本格的に始

動していくところでありまして、アベノミクス

全体の真価が問われるのは、まさにこれからと

いうふうに考えております。私としましては、

国におきまして、急激な経済環境の変化による

国民生活への影響も十分配慮された上で各種の

施策が実行され、本県を初めとする地方圏の景

気や雇用などに好影響をもたらすことを期待し

ているところであります。以上であります。

〔降壇〕
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わかりましたが、もう１つ関○太田清海議員

連をしてお伺いしたいのは、きのうの時点でも

株の乱高下とか、非常に安定していない。ま

た、この先行きはどうなるのかなという思いが

あります。また、金利の上昇とかいろんな不安

材料、副作用とかいうものも考えておかないか

んのじゃないか。アベノミクスの今度の金融緩

和で、今言いましたように、国債の暴落、長期

金利の上昇、予期せぬ事態が生ずるのではない

かと思うんですが、知事はそのあたりはどうお

考えになっておられますか。

政府と日銀は、ことし○知事（河野俊嗣君）

１月、デフレからの早期脱却と、物価安定のも

とでの持続的な経済成長の実現に向けまして、

政策連携の強化を図っていくことを確認すると

ともに、４月には、日銀におきまして、大規模

な金融緩和の導入を決定したところでありま

す。今いろんな動きが生じております。御指摘

のとおりでありまして、この金融緩和策の一環

であります日銀の国債買い入れによる長期金利

の押し下げ効果と、物価上昇目標の設定を一因

とする長期金利の押し上げ効果との間で、金融

市場が混乱を来し、長期金利が急上昇すること

などを懸念する声も出てきているようでありま

す。政府は、この金融緩和を含む、いわゆる３

本の矢が相互に補完し合うことで効果を発揮す

るとしておるところでありますが、その過程に

おいて、急激な経済環境の変化などによりまし

て、県民の暮らしや県内の経済・雇用などに大

きな影響が生じることのないよう、財政健全化

への取り組みを含めて、政府と日銀がしっかり

連携をして、適切な金融・経済政策の運営に万

全を尽くしていただきたいと考えております。

２つ質問いたしましたが、私○太田清海議員

は、実体経済というもの、そこの力強さがなけ

れば、どうも３本の矢というものが、お金が市

場に出回ればいいんだよという感じで、もしく

は企業がそれで投資意欲が増して、そのおこぼ

れが賃金に回っていくんじゃないかというよう

な感じの 私も前回、トリクルダウンの理論─

として議論いたしましたけれども、何か出発点

が、金が潤沢に ジャブジャブという言葉も─

言われておりますが そういう形でやった場─

合に、逆じゃないかと。私たちが働くこと、み

んなが物をつくり出すというそのことにおいて

経済が回っていく、そして消費活動もしていく

んだよというようなそういう力強さ、逆のほう

からのものが私は大事ではないかなと思うんで

す。そういう実体経済の裏づけがない、何か真

の経済成長ではないと思うんですが、このあた

りは通告の中では言っていなかったかもしれま

せんけれども、もう一回お願いしましょう。

将来に向けた成長を考○知事（河野俊嗣君）

える上では、今、御指摘がありましたような、

地に足をつけたしっかりとした成長戦略といい

ますか、取り組みというものが大変重要であ

り、それが本筋であろうかというふうに考えて

おりますが、この長期にわたるデフレ経済、凝

り固まった状況を何とか打破する、何とかそれ

を揺り動かすという意味で、大胆な金融緩和等

の施策がとられたものだというふうに考えてお

ります。それに伴う副作用とかいろんな影響も

今、懸念されているところでありますので、先

ほども答弁申し上げましたとおり、そういった

ところに十分目配りをしながら、機動的な政策

対応というものを期待したいと考えておりま

す。

わかりました。今後の動向を○太田清海議員

見守っていかないかんなというふうに思ってい

ます。県のほうでも地域経済循環システム、私
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はこれを評価しております。皮肉でも何でもな

くて、その思想のもとに県の経済も動かすよう

にしていかないかんなと思っておるわけです

が、アベノミクス等と関連をして、今回、地方

公務員の給与の削減、いろいろ質問は出てきま

したけれども、地方交付税の減額要請に対し

て、地方公務員の給与を引き下げていくという

こと、地方自治の観点から、知事、どうお考え

になりますかということを問いたいと思いま

す。

今回の国の取り組み、○知事（河野俊嗣君）

もともと東日本大震災を契機としました防災・

減災対策や、地域経済の活性化を図る財源とす

るために、地方公務員の給与についても国に準

じた減額措置を行うよう要請があり、また、地

方交付税につきましては、給与相当分の削減を

行ったということであります。これまで地方

は、国に先駆けてさまざまな行財政改革に積極

的に取り組んでまいりました。国を超える人件

費の削減、見直しというものを行ってきたとい

うこともございます。また、そもそも地方公務

員の給与というものが、地方公務員法に基づき

地方において決定されるべきものであるという

こともあります。また、地方交付税が使途の定

めのない一般財源であるということを踏まえま

すと、地方との十分な協議も経ないまま行われ

た今回の国の対応は、地方自治という観点から

も大変残念なことであるというふうに考えてお

るところであります。私としましては、今回の

ようなことが二度と行われることのないよう、

問題点について、地方からの声を上げてまいり

たいというふうに考えておるところであります

し、知事会を通じて、また、国と地方の協議の

場などを通じて声を届けてまいりたい、国に対

して強く働きかけてまいりたいと考えておりま

す。

今、残念であるという言葉を○太田清海議員

言われました。これまでの答弁の中でも、こう

いう形で削減をしなければならないということ

については、苦渋の決断をしたというふうに、

これまで聞きました。苦渋の決断をしたという

ことは、本当はしたくないんだけれどもという

思いがこもっているんだろうなと理解をして、

こちらもそう思うようにしますが、いわゆる法

令遵守、コンプライアンスという立場から見た

場合、地方交付税法の趣旨からしたときに、今

回、苦渋の決断をせざるを得なかったんです

が、法令的には知事はどうお考えになります

か。これは法令違反じゃないか、地方交付税法

の趣旨から逸脱しているんじゃないかという説

もあるわけですが、知事はどうお考えになりま

すか。

これについてもいろい○知事（河野俊嗣君）

ろ議論のあるところでございますが、特例加算

の分の削減というようなところもあります。法

令的には適法なものという整理がなされている

んだというふうに考えております。ただ、いず

れにせよ、根本である地方交付税のそもそもの

趣旨、地方の自由な一般財源であるというこ

と、また、それをこのような給与の削減に結び

つけるような形での削減は、非常に残念である

ということでありまして、こういったものを繰

り返すことはあってはならないというふうに認

識をしております。

わかりました。法令遵守とい○太田清海議員

うのは、私たち職員、いろんな公務員は守らな

きゃなりませんが、政府のほうも法令遵守、

やっぱり法令の解釈についてはきちっとしてく

ださい、内閣法制局もあるんでしょうという思

いがするわけです。法令にのっとって全て行っ
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ていくということを、ぜひ国に対しても言って

いただきたいと思います。

この給与削減における県内経済への影響、こ

れはどのようにお考えになっておられますか。

今回の給与削減の対象○知事（河野俊嗣君）

は、県職員全体で約１万7,000人余りとなりま

す。削減額は総額で約30億円と試算をしており

ます。加えて、県内の市町村などにおきまして

も、減額を実施するところもあると考えられま

すので、県内経済への影響というものは否めな

いものと考えております。県といたしまして

は、今年度予算で措置されました各種事業はも

ちろんのこと、国の経済対策を踏まえた公共事

業や経済活性化の施策等にも積極的に取り組む

ことによりまして、少しでもその影響を抑えて

まいりたいと考えております。

わかりました。地方公務員の○太田清海議員

給与に連動してといいますか、そういうのを参

考にして、県内のいろんな事業所の賃金が決定

されていくという、影響を及ぼしておるという

ところがあるわけですから、こういうことが

あってはならないというような言われ方もされ

たようですけれども、今後、ぜひ食いとめてい

ただきたい。こういうやり方はいけないという

ことで。そういう決意としてもお伺いしておき

たいと思います。

次に、道州制についてお伺いしたいと思いま

す。この前、市町村合併の一定の総括が出され

ておりますが、私は、実は、市町村合併の検証

ということで、その報告を見たときに、少し視

点を変えてほしいなと思ったのは、合併をした

新しい市の中の旧町村、それと、合併をしな

かった、独自で頑張った町村の人口動態の比較

をするときに、合併しなかったところの人口の

動態がどうであったのかということと、新しい

市の人口動態の比較ではなくて、新しい市の中

の合併をした旧町村と合併しなかったところの

直接の比較をしたほうが、私は正確だと思うん

です。というのは、新しい市の中で人口移動は

あったわけで、全体は変わらないわけです。い

ろいろ聞いてみますと、住民基本台帳上の人口

と国勢調査上の人口の誤差があるものですか

ら、その辺の比較が、５年ごととかいうデータ

が出るのに時間がかかって、調査は難しいと言

いますが、住民基本台帳上の調査だって、瞬時

にデータとしては出ると思うんですね、参考資

料として。私は、その視点も調査の中で今後

あってもいいのではないかなと思います。

市町村合併というものを一つの判断材料とし

て道州制というのを考えた場合に、道州制に

なったら宮崎県は埋もれてしまいますよという

のは、今までも、もちろん言われていると思い

ます。ただ、もう一つ、非常に気になるのは、

今、国会に道州制の基本法みたいな法案が出さ

れようとしていると思いますけれども、具体的

にはまだ、道州制をどうしていくかということ

は、それぞれの学者がいろいろ言われているだ

けで、実際どういうことになるかわかりませ

ん。ただ、私が心配するのは、国の責務という

のがどうも、道州とかそんなところに分散させ

て責任逃れをどんどんしていくような感じがす

るわけです。というのは、国の責務としては、

例えば外交とか防衛とかいろんなことが言われ

ています。その中で、国民の生活を守るという

ところ、例えば年金の問題、社会保障の問題、

そういったところが何か道州に任されていくよ

うな、日本人としてみんなが平等に基本的に生

きるんだよというところが、道州の責任として

なされていくような、国家としての統一感がな

いようなふうに追い込まれていくやに感じられ
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るところがあるわけです。イメージははっきり

していないけれども。

例えば「地域主権と道州制を推進する国民会

議」、これは経団連会長の米倉さんが入ってお

られて、その人の道州制に対する意見としてこ

ういう言葉が入っているんです。「各地域が権

限と財源を持ち、みずからの選択と責任により

地域をつくっていくこと」というようなこと

で。みずからの選択と責任においてということ

で、財源についても、おまえたちでどうかせよ

というような感じなんです。これはまだイメー

ジがはっきりしていませんから、私は、そうい

う意味では、国が全国統一で責任を持って保障

しなければならないことはきちっと守ってくだ

さいよということは言わなけりゃならぬと思う

んです。全国統一の基準で制度設計をして保障

すべきものとして、国の責任があると思うんで

すが、知事はそのあたり、どうお考えになりま

すか。

道州制の議論の中で非○知事（河野俊嗣君）

常に重要な議論の一つを御指摘いただいたとい

うふうに思っております。今、現在の道州制に

ついての議論の状況は、道州制という言葉は飛

び交っておりますが、具体的にどのような道州

制にするかというイメージ、これは国民の間に

共有されていない。単なる都道府県合併のよう

なイメージもあるわけですが、大事なのは、国

と地方のあり方を考えていく、権限・財源を移

譲していくということになるわけであります。

そのところの具体的なイメージはないと。権限

・財源を移すに当たっても、その上で、今、御

指摘にあったのは、全国的に統一性を図るもの

について本当に道州なり地方に任すのかどうな

のか、国がどういう関与を残していくのかとい

うようなことであろうかというふうに思いま

す。

行政の事務というものは、３つに分けるとし

ますと、国が行うべき事務、それから、全国統

一の制度設計と基準のもとで運営される地方の

事務というもの、それから、地方がみずからの

判断と責任において行うべき事務というものが

あると思います。今の２つ目のところにどのよ

うに国がかかわるかというのが、今の御指摘に

かかわる問題であろうかというふうに思いま

す。現在、与党内で検討されております道州制

推進基本法の骨子案におきましても、国の事務

は、「国家的危機管理その他国民の生命、身体

及び財産の保護に国の関与が必要なもの」や、

「真に全国的な視点に立って行わなければなら

ないもの」等に極力限定するという記載がある

だけで、国と地方の役割分担についての具体案

は示されていないところであります。今後いろ

んな議論が進んでいく過程の中で、その役割分

担、制度設計、ここをしっかり明らかにしてい

き、我々として道州制についてどういうふうに

向かい合っていくのか、そういったところを議

論していく必要があろうかと考えております。

国の責任の放棄にならないよ○太田清海議員

うに、そして、道州もしくは自治体に責任転嫁

をしない、そういう視点での警戒はしておかな

きゃならぬのかなというふうに思います。

長野県の町村会の緊急要望の中に 長野県─

町村会の会長さんは全国の町村会の会長をされ

ているようですが、この緊急要望の中の表現の

中にこういう言葉があります。いわゆる反対す

る言葉であるんですが、道州制の導入が、日本

を覆う閉塞感を解決する切り札かのような根拠

のない変革の期待感だけが広がっているんじゃ

ないかと。道州制をやれば日本の国が物すごく

明るくなっていくんじゃないかという、何かそ
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ういう期待感を持たせるような、そういうやり

方というのは合併のときにもあったんですよ

ね。この合併をなし遂げればみんな財政は豊か

になるよという、そういうことを国民的にさせ

られて、結果として今どうですか、合併してど

うですかというのが言われているわけです。そ

の二の舞になるような、この道州制というもの

が、今、閉塞感のあるこの日本のどこをただせ

ばよくなるのかという問いかけなくして、道州

制をやれば、国民の目がそっちに行っちゃっ

て、よくなるんじゃないかというような、そう

いうことを見事にあらわしている長野県の町村

会の要望書の文章です。私はよく言い当ててい

るなと思うんです。どこに問題があるのかとい

うことで。

私個人としては、やっぱり所得の再配分とい

うことで、実体経済に影響を与えるような税の

配分をする。そのことで交付税のパイもふえる

わけですから、所得税がふえれば。だから、私

はそこをずっと言ってきているんですが、今回

調べてみましたら、平成25年度の税制改正にお

いて、所得税の 高税率が今、40％ですが、45

％に、５％上げるということが閣議決定された

ようです。これは私が常々言ってきたことです

が、60％ぐらいに上げていいと私は思っている

んですが、知事、この評価について、45％に上

がったということで、その辺はどうでしょう

か。

税制は、所得税のみな○知事（河野俊嗣君）

らず、資産、消費、課税全般について、それぞ

れの機能、役割を生かしながら、社会経済の構

造変化に対応した税体系を構築していくこと、

これが大変重要なわけであります。今回の所得

税の見直し、これは、税制全体の中で所得再配

分機能の中心的役割を担っているわけでありま

すが、近年の所得格差の拡大によります所得構

造の変化や、これまでの累進税率の緩和の結果

として、再配分機能が低下しているということ

を踏まえて、 高税率の引き上げが行われたも

のというふうに認識をしております。所得税は

地方交付税の原資ともなりますことから、今回

の見直しにより、地方財源の充実確保にも寄与

するものと考えております。

知事の今の答弁の中には説明○太田清海議員

は わかりました。根拠として、この税制改―

正、40％から45％に 高税率が上げられるとい

うのは、実は平成27年度分、あと３年後です

か、27年度分からなんですね。ちょうどそのと

きは消費税が10％に上がる年。何で早くしない

んでしょうかね、今年度からでも、というよう

な思いがする。何で10％に上がったとき以降し

かそういうのをしないのか。今、知事が言われ

たように地方交付税の原資になるわけですか

ら、これをやれば市町村の悩みというのはなく

なると思うんです。60％に上げてもいい。それ

だけで６兆7,000億の税収が新たに生まれるんだ

よと。今度の５％で生まれる税収は590億円なん

です。政府が出しているのは５％で590億。超過

累進課税ですから、実質３％ぐらいしか上がら

ぬ形になるんですけど、そういうことで、き

ちっとやればもっと景気はよくなる。その形を

今の日本経済というのは求めているんじゃない

かなと。アベノミクスのようなやり方で果たし

てうまくいくのかどうか。今後注視しておきた

いと思います。

それから、あと２つほど知事には質問してお

きたいと思うんですが、日米共同訓練が新田原

基地で行われるということが発表されました。

私は、県民の安全・安心を守る立場の知事とし

て、日本国憲法にとっても中止をすべきではな
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いかと、平和を愛する県民の代表として申し入

れるべきと思うわけですが、知事はどうお考え

になりますか。

日米共同訓練につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、日米両政府で合意をされた在日米軍の

再編計画に基づきまして、沖縄県の嘉手納基地

などで実施していた訓練の一部を、地元市・町

の了解を得て、平成19年から新田原基地でも受

け入れているものであります。来週実施される

共同訓練につきましては、内容もこれまでで

大規模のものということであります。特に、事

故の防止や騒音の軽減などにつきまして万全を

期していただくように、九州防衛局に対し、口

頭また文書でも要請をしたところであります。

さらに、訓練期間中は、九州防衛局が現地連絡

本部を設置して、40名体制で対応に当たるとい

うことでありますので、県としても、職員を交

代で現地に派遣しまして、その状況を注視して

いくこととしております。外交・防衛は国の専

管事項であり、国の責任において処理されるも

のでありますが、私としましては、県民の安全

・安心を確保する観点から、今後とも、必要に

応じてしっかりと対処をしてまいりたいと考え

ております。

こういったことについては、○太田清海議員

国の専管事項という言葉も言われておりますけ

れども、専管事項ということで、自治体がそこ

について何も述べるようなことができないよう

なことであってはいけないなという気もいたし

ます。そういうことで全てがブラックボックス

化して事が進んでおるというような状況はどう

だろうかという思いもいたします。

もう１つ、知事について 後の質問をしたい

と思いますが、日米地位協定ですね、前回、11

月議会でしたか、これはやっぱり不平等な協定

ではないかということを、知事の認識を聞いた

ところでありますが、私は不平等だと思うんで

す。もう一度、知事の見解をお伺いしたいと思

います。

日米地位協定は、日米○知事（河野俊嗣君）

安全保障条約第６条の内容を具体化するもので

ありまして、国会の承認を得て条約として締結

され、日米安全保障体制にとりまして大変重要

な協定であると認識をしております。一方で、

従来から、事件・事故に係ります安全対策や、

基地内での環境対策など、特に米軍基地を抱え

る自治体から、この地位協定の見直しの要望が

なされているということも承知をしておりま

す。外交・防衛、先ほども話がございました国

の専管事項でございますが、知事の立場で、県

民の安全・安心というものを担う、それを確保

しなければならない、そういう観点から、必要

に応じて政府にも意見を申し上げてまいりたい

と考えております。

地位協定については、スター○太田清海議員

トをどうするか。これは問題じゃないかという

考え方をとるか、当然であるというとり方をす

るか。私は前回も言いましたけれども、地位協

定の第２条は、基地をつくることとか、廃止す

るとか、返還するとか、そういうことについて

は日米で合意することができるということなん

です。片一方が拒否すればできないわけです。

日米の間の地位が平等ではなくて不平等なもの

なんだということを暗示している言葉なんです

ね、「できる」というのは。ということを再度

私としては述べて確認しておきたいと思いま

す。

今、日本の憲法、平和、そういったものが云

々されております。こういった日米共同訓練で

平和がどうだということではないかもしれませ
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んが、私は、ある延岡の女性の方からこんな話

を聞きました。自分のお父さんが亡くなるとき

に、今まで言っていないことだけれどもという

ことで、亡くなる前に言ったそうです。どうい

うことかというと、「自分は中国に行って戦争

した。そして、家宅捜索をしたときに、中国人

の女スパイを見つけた。それを上官に報告した

ら、おまえが第一発見者だからおまえが殺せと

命ぜられて、私は殺さざるを得なかった。その

とき、銃剣を刺したときのその女の 期の表情

が俺は忘れられん。それだけは伝えておく」と

いうことで、娘さんだけに言って亡くなったそ

うです。娘さんからそういう話を聞きました。

私は、政治とかそういったものは、日本国民

は、昭和20年当時、あのときに、国際信義に信

頼してという決意をしたわけですから、そうい

う意味では、戦争から遠ざかり、できるだけ平

和を訴えていこう、そういう特殊なといいます

か、はえある地位を日本という国が占めてもい

いんじゃないかなと、そういうような思いがい

たしました。今、現代の人たちは、少し戦争と

いうことに対する認識が薄まってきたんじゃな

いかなという気がしまして、述べさせてもらい

ましたけど、私自身もケースワーカー時代に変

死体の処理を行いました。入水自殺、首つり自

殺、さまざまな死体を片づけました。スクリュ

ーで頭を割られた人もいらっしゃった。そんな

普通の人間と違った異形の死体を見たときに、

人間というのは人と手を結ばないかん、仲よく

せないかん、そのことを子供たちにも教えない

かんということを、私は22歳のときに感じまし

た。そういう思いを込めて、憲法についてとい

いますか、平和ということについて問いかけを

しておきたいと思います。

長くなりましたが、次に、変わりまして、今

度は福祉保健部長にお伺いしたいと思います。

今回、保育士等処遇改善臨時特例事業という

のを起こされましたけど、私はこれは評価して

おります。働く人たちの賃金を保障しながら確

保していくというのは大事なことだと思いま

す。ただ、似たような事業として、これまで介

護職員の処遇改善加算という事業がありました

けれども、これは関連がありますので、これま

でどのような経緯をたどってきたのか、お伺い

したいと思います。

介護職員の処○福祉保健部長（佐藤健司君）

遇改善につきましては、従前から課題となって

おりましたので、平成21年10月から23年度ま

で、国が介護職員処遇改善交付金を予算化いた

しました。県では、この交付金を活用いたしま

して、賃金改善等に取り組んだところでござい

ます。また、24年度からは、この交付金にかえ

まして、介護報酬改定において、介護職員処遇

改善加算制度が創設されましたので、引き続き

賃金改善等に活用をされております。

それで、これまでの介護職員○太田清海議員

の処遇改善の成果としてどのように評価してお

られますか。

まず、介護職○福祉保健部長（佐藤健司君）

員処遇改善交付金につきましては、平成23年度

には960事業所から申請がなされ、実績報告によ

りますと、１人月額平均１万4,000円の賃金増と

なっており、賃金改善に一定の効果があったも

のと考えられます。また、24年度に開始されま

した介護職員処遇改善加算については、これま

で1,000を超える事業所から届け出が行われてお

りまして、交付金と同様の賃金面での効果を期

待しているところでございます。また、当該交

付金及び加算の要件としまして、事業所におけ

る研修機会の確保、資格取得のための支援の実
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施を求めておりまして、介護職員の資質向上に

もつながっていると考えております。

１万4,000円ほど上がったとい○太田清海議員

うようなことでありまして、成果としてはあっ

たのではないかなと思います。平成27年ごろに

もう一回、介護報酬の改定がある。その中にど

う組み込まれるかとか、そういう課題もあるよ

うですが、それと似ておるようなこととして、

今回、保育士等処遇改善臨時特例事業というの

が起こされたわけですけれども、どのような背

景でこれは起こったのかということをお伺いし

たいと思います。

全国的な保育○福祉保健部長（佐藤健司君）

ニーズの高まりの中で、保育士の確保も大きな

課題となっておりまして、この保育士等処遇改

善臨時特例事業につきましては、保育の担い手

である保育士等の人材確保を推進する一環とし

て創設されたものと考えております。本県にお

きましては、この事業に取り組むことにより、

保育士の確保や離職防止に一定の効果が見込ま

れることから、実施することといたしまして、

今議会にその補正予算の御審議をお願いしてい

るところでございます。

まとめて聞いたほうがよかっ○太田清海議員

たかなと思いますが、その原資はどのように

なっておりますか。

今回のこの事○福祉保健部長（佐藤健司君）

業の財源は、全額、宮崎県安心こども基金でご

ざいまして、その基金の原資は、国の緊急経済

対策として平成24年度の補正予算により配分さ

れた交付金でございます。

改善の内容といいますか、○太田清海議員

今、介護職員等については１万4,000円上がった

のではないかという成果が報告されましたけれ

ども、この事業で改善の内容、どのように改善

するのか、事業費は全ての保育所に交付される

のか、そのあたりのところをお伺いしたいと思

います。

今回の事業○福祉保健部長（佐藤健司君）

は、保育士の勤務年数に応じて算出した費用

を、市町村を通じて私立保育所へ交付するもの

でございます。各保育所においては、ベース

アップのほか、手当や賞与など、その実情に応

じて職員に支給することになります。なお、国

の試算では、保育士１人当たり月額8,000円程度

の改善が見込まれております。また、交付を受

けるためには、処遇改善計画書などを添付して

申請することが必要となりますが、県としまし

ては、全ての私立保育所が積極的に活用される

よう、市町村に対する説明会や保育所への周知

を図ってまいりたいと考えております。

保育所のこういう改善 賃○太田清海議員 ─

金にまつわる部分ですが、改善というのは、先

ほど言った介護職員の賃金の改善については実

施して、それが 終的には介護報酬の中でフォ

ローアップされていくといいますか、拾われて

いくということで、うまく制度が継続して残っ

ていくということだろうと思いますけれども、

今回の保育所の賃金の改善に関するところにつ

いては、事業所にとってみれば、うちが賃金を

上げたら来年どうなるんだろうか、この予算を

切られたらどうなるんだろうかというような不

安があるんじゃないか。この事業は１年限りな

のか、今後どうなるのか、その点をお伺いした

いと思います。

今回のこの事○福祉保健部長（佐藤健司君）

業は、平成25年度中に私立保育所の保育士等の

処遇改善を行うための事業でございますが、現

在のところ、平成26年度以降の事業の継続につ

いても、厚生労働省より、引き続き検討してい
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く旨の説明を受けております。県としまして

は、処遇改善を図るためには継続的に取り組ん

でいくことが重要と考えておりますので、当該

事業が延長されますよう、さまざまな機会を通

じて、国に対し要望しているところでございま

す。

わかりました。国に対して要○太田清海議員

望していくといいますか、継続させていかなけ

ればならないだろうなとは思うんですね、賃金

というところですから。事業所によっては、賃

金を上げるのではなくて、先ほど賞与というよ

うなことも言われましたが、一時金を上げる、

それでどうだろうかというようなところもある

ようです。ただ、保育士の人たちが勤めたいと

思うときには、一時金が幾らだということより

も、そこの事業所の賃金が幾らだというのが一

番興味のあることだろうと思うんです。だか

ら、今後、継続ということで国に要望するにし

ても、ぜひとも賞与だけではなく、賃金のとこ

ろが上がっていくというところを目指していっ

ていただきたいなと思っております。

福祉保健部長に 後の質問になりますが、マ

スコミ等でもちょっと出てきております。社会

福祉事業所において、会計をめぐる不祥事が起

きているが、事業の適正な運営に対して県はど

のように取り組んでおられるのか、お伺いした

いと思います。

社会福祉事業○福祉保健部長（佐藤健司君）

を営む事業者については、事業を公明かつ適正

に実施し、健全な発達を図ることが求められて

おりまして、社会福祉法人や民間企業、ＮＰＯ

法人等の経営する介護等の施設・事業所に対

し、社会福祉法、介護保険法等に基づき、知事

または市町村長の権限で監査・指導を実施いた

しております。また、市町村職員に対する監査

手法等の研修会を開催するなど、適正な監査が

実施されるよう、市町村への支援も行っている

ところでございます。今後とも、市町村と連携

し、適正な運営が確保されますよう、事業者に

対する厳正な監査・指導の実施に努めてまいり

ます。

そういう不祥事等が今後起こ○太田清海議員

らないように、県民の皆さんも介護保険料なり

いろんなものを納めて、適正に使われてほしい

ということで、強制的に引かれておるところも

あるわけで、不祥事がないように、県としても

いろんな指導なり、市町村に対する助言、そう

いったのをぜひお願いしたい。監査するところ

に対して、みずからの監査もそうであります

が、お願いをしたいと思います。二見議員から

もありましたが、「個人を修める」、そのこと

が世の中をつくっていくことだというふうにも

解釈をしましたが、本当にそうだなというふう

に思います。人間、個人がきちっとしていくこ

とも大事なのかなという思いもあります。

次に、教育行政についてお伺いしたいと思い

ます。

学校事務職員の任用のあり方についてであり

ますが、これも私もたびたび、どうですか、人

事採用、そろそろプロパーの人たちを採用した

ほうがいいんじゃないですか、人事交流で、そ

れか、ある程度プロパーみたいな人はおるべき

じゃないでしょうかねというふうに言ってきた

経緯もあります。２月議会でしたか、鳥飼議員

のほうからもそういった質問がありまして、庁

内の検討委員会で現在検討しているということ

も伺っております。検討状況についてお伺いし

たいと思います。

学校事務職員には、○教育長（飛田 洋君）

子供たちに対する深い愛情、さらには学校教育
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に対する理解、そして、学校の教育課題を解決

するために積極的に参画する態度というのが必

要だと考えております。そのようなことを踏ま

えて、昨年度、お話にありましたように、「学

校事務のあり方に関する庁内検討委員会」を設

置いたしまして、これまで実は４回検討会を

持ってきました。その４回の中で、さまざまな

角度から総合的な検討を行ってきているところ

であります。今月開催した第４回の検討委員会

におきましては、九州各県の任用制度等に関す

る報告をもとに協議を深めていくとともに、本

県における学校事務を取り巻く課題や、学校事

務職員の資質向上を図るための研修のあり方な

どについて検討を行っているところでございま

す。今後は、これまでの議論をもとに、市町村

教育委員会や関係団体等の御意見も伺いなが

ら、さらに検討を進めていきたいと考えており

ます。

検討委員会の状況をお伺いい○太田清海議員

たしました。早目早目の検討結果をお願いした

いと思っております。

次に、非常勤講師についてお伺いしたいと思

います。本来ならば、正規の先生に来ていただ

いてやるというのがいいんですが、状況として

は非常勤職員というのはふえていると思うんで

す。中には、自分のお母さんを介護しながら勤

めている人もいます。自分の生活のために２～

３校かけ持ちでやっている人もいらっしゃいま

す。私は１つしかありませんという人もおるわ

けです。やっぱり生活がかかっておるわけで

す。そういう意味では、業務の内容等を考慮し

て、年間で予定されている勤務時間を十分活用

すべきだと思いますが、どうでしょうか、教育

長。

非常勤講師について○教育長（飛田 洋君）

は、教科の指導とかその目的に応じてお願いし

ているところなんですが、私も学校現場におり

まして、非常勤講師の人と一緒に仕事をさせて

いただきましたが、誠実に職務に取り組み、大

きな力を発揮していただいていると思っており

ます。業務の内容等は非常勤職員設置要綱など

に定めてあって、事前に本人に説明し、理解を

してもらった上で任用しているところでありま

す。御質問のありました非常勤講師の勤務につ

きましては、設置目的や学校の実情等を踏まえ

ながらも、可能な限り、おっしゃったように、

勤務時間数の確保に配慮するように取り組んで

まいりたいと考えております。

わかりました。可能な限りと○太田清海議員

いうことでありますので、なかなか難しいとこ

ろもあるかもしれませんが、よろしくお願いし

たいと思います。

それから、教職員の精神性疾患による休職者

の現状について、どうなっているのかお伺いし

たいと思います。

非常につらい思いを○教育長（飛田 洋君）

しながら話をさせていただきますが、公立学校

の教職員の中で、精神疾患を原因とした休職者

の実数につきましては、平成20年度から24年度

までの５年間で、51名、61名、67名、82名、80

名と推移いたしております。

なかなか学校の現場は難し○太田清海議員

い。体罰の問題とかいろんな社会的な要請も

あったりとか、一生懸命熱意を持ってやってい

るんだけれども、いろんな家庭の問題とかも含

めた総合的な問題が起こったりするから、学校

現場だけの問題としては捉えられないところも

あろうかと思います。心を病まれる方が健やか

に仕事ができるというのが一番いいと思うんで

すが、教職員の方の精神性疾患に対してどのよ
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うな対応策をとっているのか、お伺いしたいと

思います。

教職員の精神性疾患○教育長（飛田 洋君）

については、何より、御本人のこと、そして御

家族のこと、あるいは指導を受けている子供た

ちのことを考えますと、大変つらいというか心

が痛む思いであります。対策をという前に、校

長会に行きまして、私は直接、こんな話をしま

した。校長、あなた方は、部下のプライベート

な悩みで相談を受けたことがあるか。プライベ

ートな悩みで相談を受けられるような校長であ

れと。それから、文書を削減せよと。書類はで

きるだけ減らせと。子供に向き合う時間は大事

にしながら、事務的な時間は減らせ。それか

ら、真面目に誠実に仕事をしている職員が卑屈

になったり、ひるんだりするような思いをさせ

てはならぬと。そういうことを校長会で強く訴

えたところでした。

取り組みとしましては、公立学校職員の心身

の健康増進を図るため、関係機関と連携し、平

成23年度から「公立学校職員健康づくり実践強

化事業」に取り組んでいるところであります。

この事業では、メンタルヘルス対策として、専

門の医師によって、管理職全員を対象とした研

修会などの開催や、それぞれの職員にみずから

の気づきを促すメンタルヘルスチェックや相談

窓口を、広報紙等を通じて職員へ周知するな

ど、予防、早期発見、早期対応への取り組みを

強化しているところであります。また、教職員

が明るく元気に勤務してほしいという強い願い

を持ちまして、昨年７月に「教職員の働きやす

い環境づくりプログラム」を作成し、業務の平

準化や休暇を取得しやすい環境づくり、同僚や

管理職と気軽に相談できる職場づくりなどの推

進にも取り組んでいるところであります。

わかりました。先ほど言われ○太田清海議員

た、文書を減らそうじゃないかというのは、学

校現場の先生たちは真面目だから、報告せない

かんときには文書でやらないかんかなとか思っ

ちゃうわけですよね。それが負担になって、そ

れだけではないんですが、教育長がそういう

メッセージを発せられたということは、そこに

いい意味での心のゆとりを与える言葉だなと

思って聞いております。文書でないとできない

ところもあろうかと思いますが、みんながほっ

とするようなメッセージを与えていただいたと

思っております。

それから、関連するんですが、心の病を持つ

方、いろんな条件があってということもあろう

かと思います。例えばモンスターペアレントと

か、そういうことに対して、教育委員会のほう

では弁護士対応できる制度もつくったというふ

うに聞いておりますが、この辺の状況はどんな

でしょうか。

保護者の方からいろ○教育長（飛田 洋君）

んな御意見を賜ります。どんな御意見であって

も、子供にとってはかけがえのない保護者です

ので、誠実に話を聞くようにというような指導

をしております。弁護士相談事業等もやってお

りますが、基本的に大事にしなければいけない

のは、学校が正しいことをしているときにいろ

んな苦情があったときは、絶対学校を守ると。

県教委が学校をバックアップするという姿勢だ

と思います。逆に、学校が過ったり、あるいは

指導が足りなかったところは、学校も含めて丁

寧におわびをする。法律相談も使いながら、そ

ういう支援を各学校に適切に対応していきたい

と。今もそうしているところでございます。

わかりました。決意の一端を○太田清海議員

聞かせていただきました。そういうことだと思
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います。

次に、あと２つほどあるんですが、県立高等

学校に生活支援員を配置して、障がいを持って

いる方のいろんな授業のサポートをされている

と思うんですが、どのような取り組みを行って

いるのか、伺いたいと思います。

県教育委員会では、○教育長（飛田 洋君）

県立高等学校に在籍する身体に障がいのある生

徒が安心して学べる教育環境を整えるために、

平成21年度から生活支援員を配置いたしており

ます。この制度というのは、もちろん障がいの

ある子供のためではありますが、それだけでは

ないと思っております。この事業により、障が

いのある生徒が同じ教室で学ぶことは、ほかの

生徒にとりましても、共生社会を実体験として

毎日行う、そういう意味もあると考えておりま

す。

この事業では、車椅子を使用するなど下肢等

に障がいのある生徒に対し、移動、授業の準

備、食事等の介助を行ったり、聴覚に障がいの

ある生徒に対し、授業中の教師の説明などをノ

ートに書く要約筆記等の支援を行っておりま

す。今年度は６名の対象者がおり、介助等を行

う支援員を５校に、学習上の支援を行う要約筆

記者を１校に配置いたしております。

わかりました。十全なといい○太田清海議員

ますか、充実に向かって取り組みをされている

というふうに聞いております。問題なのは、高

校まで責任を持ってそういう対応をしてきた、

その子が、例えば大学に行くときに、大学では

そういう制度がなくて学問を断念せざるを得な

かったというところもあるのかなと思いまし

て。これは大学ということでありますが、大学

における障がいのある学生への支援、そういっ

たことを大学でも取り組んでほしいというよう

なことで要望はできないのか、教育長、お伺い

したいと思います。

大学等における障が○教育長（飛田 洋君）

いのある学生につきましては、独立行政法人

「日本学生支援機構」が実施した調査によりま

すと、平成24年５月１日現在で、全学生数

の0.37％に当たります１万1,768人が在学してい

るということでございます。現在、文部科学省

では、「障がいのある学生の修学支援に関する

検討会」を設け、専門性のある教職員の配置

等、今後取り組むべき課題について検討されて

いるところであります。お尋ねにありましたこ

とですが、私といたしましても、県内で学んで

くれた高校生たちが、障がいが理由で大学へ進

学できない、あきらめるようなことがあっては

絶対ならぬという思いで、実は昨年、宮崎県・

宮崎大学連絡推進会議というのが開催されたん

ですが、その場でこんなお話をしました。障が

いのある学生を積極的に受け入れるような取り

組みを進めてほしいと、そういうお願いをした

ところであります。

わかりました。一貫して大学○太田清海議員

まで行けるようなことを、権限外のことでもあ

ろうかと思いますが、大学でもそういう取り組

みがどんどんなされてくるといいなと思いま

す。

後の質問になりますけれども、土木行政と

いうことで、歩道と車道の境界に設けてある縁

石の設置についての基本的な考え方をお伺いし

たいと思います。これは、商売人のところの前

の縁石が直角になっているものだから、自動車

を整備させてあげたにもかかわらず、ぶつかっ

てパンクしちゃったとかいうのがあったりする

ものですから、そういうのが改善されぬのかな

と。斜めになるような縁石とか、そういう思い
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で聞かせていただきたいと思います。基本的な

考え方をお伺いしたいと思います。

歩道と車道○県土整備部長（大田原宣治君）

の境界に設ける縁石につきましては、歩行者や

自転車の安全かつ円滑な通行を確保するため

に、車両が容易に歩道に進入しないことを目的

としており、原則としまして、宮崎県歩道設置

基準に基づき、縁石の形状や高さを定めている

ところであります。また、歩道に車両乗り入れ

部などの開口部を設ける場合にも、歩行者等の

安全確保を第一に、縁石を設置してきたところ

です。しかしながら、今、議員から言われまし

たように、沿道の土地利用状況などによって

は、縁石の形状等に配慮する必要もありますこ

とから、今後は、現場の実情等を十分に勘案し

ながら検討してまいりたいというふうに考えて

おります。

ありがとうございました。歩○太田清海議員

行者との兼ね合いがありますから、安全という

のをまず考えないかんだろうと思いますから、

なかなか簡単にはできないと思いますが、そう

いう事業をされている方のいろんな問題もある

ものですから、その辺はうまく処理をしていた

だきたいと思います。

以上をもちまして、私の一般質問を終わりた

いと思います。ありがとうございました。（拍

手）

以上で午前の質問は終わ○丸山裕次郎副議長

ります。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時54分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○福田作弥議長

ます。

次は、黒木正一議員。

〔登壇〕（拍手） ことしの正○黒木正一議員

月、いただいた年賀状の中に、椎葉村の民謡

「ひえつき節」について書かれたものがありま

した。その内容は、「ひえつき節」の一節に、

「那須の大八 鶴富おいて 椎葉たつときゃ

目に涙 和さま平家の 公達ながれ おどま追

討の 那須の末よ」というくだりがある。民謡

はもともと労働歌として生まれたものが多い中

で、この歌には悲恋物語が情緒豊かに歌い込ま

れている。歌詞は、1927年（昭和２年）、諸塚

村七ツ山小学校に代用教員として赴任した日南

市南郷出身の酒井繁一氏によってつくられた。

七ツ山の人々から「ひえつき節」を聞かされ、

歌の広場に出せるような新しい歌詞をと頼ま

れ、夏休みにそれを書き上げて友人に託し、復

学のため再び上京。その後、酒井氏はブラジル

に移住され、終戦後間もなくの新年に、サンパ

ウロ市内の日本人街を歩いていると、聞き覚え

のある調べを耳にされる。友人に託した歌詞が

レコードとなり、海を越え、はるばるとブラジ

ルへ流れ着き、作詞者が自作の「ひえつき節」

を耳にしたというドラマ。この話は、宮崎放送

に勤務されていた民謡研究家の原田解氏の50年

にわたる偉業、「ひえつき節の二十世紀」とい

う本に書かれていること、「ひえつき節」が諸

塚村ともゆかりがあることを、１枚のはがきに

びっしりと書かれていました。

私は、このようことは全く知りませんでした

し、民謡にも興味はなかったのですが、この１

通の年賀状がきっかけで、原田解氏や酒井繁一

氏の書かれた本につき合うこととなりました。

酒井氏がブラジル移住後、初めて帰国した際の

印象をまとめた「日本の肌」というエッセー集

に、「ひえつき節」を作詞した七ツ山小学校
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に30年ぶりに訪れたときのことが書かれていま

す。

「村人たちは私を「お帰りなさい」と言って

迎えてくれた。まず学校へ、学校では学童とと

もに全村の人が迎えてくれた。石段を登って校

庭に入ろうとしたとき、「ああ耳川の水源に清

き流れの血を受けて 集いおいたる二百余の」

という合唱があがった。これは私が三十年ま

え、この学校のために作ったものであるが、今

も伝えられていて私の歓迎のために歌ってくれ

た。私はこみあげてくる涙で、どうすることも

できなかった。私の足は運ばない。無邪気のよ

うに見えた学童まで声を曇らせ、はては歌が声

にならなかった」。

玄関に入って靴を脱いで仰ぐと、何人かの写

真が掲げられてあったそうです。 初がペスタ

ロッチで、その次に酒井氏の写真。学校の創

立70周年の行事が行われたとき、教育功労者を

何人か挙げて、功を忘れないために写真を掲げ

ていた。その中の一人に酒井氏の写真があっ

た。しかも、ペスタロッチの次に掲げられる光

栄を担っていた。一代用教員であったに過ぎな

い自分に何のよりどころがあったのだろうか」

とも書かれています。

ことしのゴールデンウイーク、七ツ山小学校

の先生方とその家族と地区の春祭りを回りまし

たけれども、今から80数年前、酒井氏も同じよ

うに地元の方と酒を飲み交わし、今は歌うこと

もなくなった「ひえつき節」を聞いたのだろう

と思いをはせたのでした。そういえば、子供の

ころ、「ひえつき節」とか「いもがらぼくと」

とかを祭りの席でよく聞いたものでありまし

た。椎葉の山中に隠れ住む平家の娘とこれを追

い討つ源氏の若武者との恋物語とは別の、作詞

者の「ひえつき節」にまつわるドラマに感激し

ました。さて、随分遠回りになりましたが、宮

崎県は民謡の宝庫とも言われております。知事

は、宮崎県の民謡を知っておりますか。そし

て、どのように評価しているのかをお伺いしま

す。

以下の質問は、質問者席より行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

宮崎の民謡についてであります。豊かな自然

に恵まれた文化が息づく本県では、旋律や内容

も多彩な民謡がありまして、その数は300種にも

及ぶと伺っております。その中でも、全国的に

有名な「ひえつき節」や「刈干切唄」「日向木

挽唄」など、今なお広く歌い継がれている民謡

が数多くあります。今、民謡の宝庫という言葉

がございましたが、以前、椎葉の「ひえつき

節」の大会に毎年審査委員で来られます小島美

子先生に、宮崎の民謡についてお話を伺ったこ

とがあります。そういう種類の多様性に加え

て、その地域ならではの、また古来から歌い継

がれてきたその節回しが、一般化・商業化され

た民謡とはまた違う、そういう貴重なものが残

されているというのを大変高く評価されており

ました。また、歌の根源である思いを伝えると

いう意味において、作り歌の伝承などもなされ

ていると。そういったところも含めて大変貴重

であるというお話を伺ったところであります。

また、民謡ということで、非常に印象的なこ

とがあるんですが、極めて個人的な話で恐縮な

んですが、私は、小学校のころに少年合唱団に

入っておりまして、その中のレパートリーの一

つに、「音戸の船頭歌」という郷土民謡があり

ました。平清盛が開いたという音戸の瀬戸の舟

歌なわけでありますが、それを覚えた直後、ど
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うも私は家に帰ってその曲ばっかりを歌ってい

たようなんですね。祖母から「よっぽどその曲

が気に入ったんだね。その曲ばっかりあんたは

歌っとるが」という話を聞いて、そのときは意

識しなかったんですが、恐らく学校で習う西洋

音楽とはまた違った、何か子供心にもＤＮＡに

刻まれたものに触れるような、琴線に触れるよ

うな、そういう力が民謡にあったのではないか

なということを今思い出したところでありま

す。

民謡というものは、人々の暮らしに深く結び

ついた労働歌や祝い歌などでありまして、そこ

に込められた喜びや悲しみなどのさまざまな心

情というものは、現代に生きる私たちに元気や

勇気を与える、大変魅力に富んだものだという

ふうに考えております。また、宮崎の自然、風

土や言語に根差した民謡は、時代や生活のあり

ようを知ることができる貴重な文化資源である

と評価しておりまして、これからもしっかり守

り伝えていくことが大切ではないかと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

今、知事は、宮崎県の代表的○黒木正一議員

な民謡の一つに「日向木挽唄」を挙げられまし

たけれども、今月の８日、９日でしょうか、日

向で全国大会があったと伺っております。私

は、知事の出身地の広島県の民謡は何があるの

かなと一回調べてみたんです。そうしたら、

「広島木挽唄」というのがあって、同じような

民謡が歌い継がれているんだなというふうに思

いました。

「ひえつき節」を作詞した酒井繁一氏は、今

から30年前、1983年５月に、置県100年記念行事

に特別ゲストとして宮崎県から招待されていま

す。「ひえつき節」を作詞して60年近くも後の

このときに初めて椎葉村を訪れています。当

時83歳、その１年後にブラジルで亡くなってい

ます。たまたまことしの県民手帳の資料編に、

郷土の偉人・先駆者たち「みやざきの百一人」

の一人として紹介されています。民謡研究家の

原田解氏は、素朴な労働歌「ひえつき節」の中

に情感あふれる源平の恋物語があるのには、そ

れを手がけた作者がいるに違いないと作者捜し

に乗り出し、10年後、ほぼ諦めかけていたとこ

ろ、番組の打ち合わせで県庁に行き、事務室の

本棚にあった酒井繁一氏の歌集を偶然手にと

り、中にあった「若き日に 我がつくりたる

ひえつき節」という短歌の一節に出会い、それ

からブラジルに連絡し、本人から真実を確認す

る。このような誰かがくみ上げなければ地中に

眠ったままの地下水をくみ上げるような仕事が

なければ、酒井氏は「みやざきの百一人」に選

ばれることがなかったでしょうし、原田氏の仕

事には頭が下がる思いがします。

さて、1992年9月31日の新聞記事には、「民謡

の宝庫と言われる椎葉村。カラオケの普及など

によって歌い継がれてきた音階が、一気に都市

型歌謡への道をたどりつつある。山村生活の変

化で、民謡は生活の場からかけ離れたところへ

行ってしまった。歌い継がれる歌も少なくな

り、何百年も営々と歌い継がれた「本物の民

謡」が、５年先、10年先に消滅するのではない

かと言われている。そこで、学校では危機感を

抱き、都城市に九州の幼稚園から高校までの音

楽教諭らが集まり、「九州音楽教育研究大会」

が開かれる。学校教育にどのように民謡を取り

入れていくかを話し合うためだ」とありまし

た。これは、今から20年前の新聞記事でありま

すが、現在、小中学校において、民謡はどのよ

うに指導されているのか、教育長にお伺いしま

す。
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民謡は、日本各地で○教育長（飛田 洋君）

古くから歌い継がれ、その土地の人々の生活や

心情をあらわす、すばらしい日本の伝統文化の

一つだと考えております。現在、学校では、音

楽の時間において、民謡を含めた日本の伝統音

楽の指導の充実を図っており、学習指導要領に

ある、我が国の伝統と文化を尊重し、我が国と

郷土を愛する態度の育成に努めているところで

あります。具体的には、民謡などを小学校３年

生から中学校３年生のどの学年でも指導してお

り、小中学校において、延べ20時間程度の学習

に取り組んでいるところであります。例えば、

小学校５年生では、本県に伝わる「刈干切唄」

の鑑賞や、民謡に合わせて太鼓の演奏をした

り、中学２年生では、地域に伝わる民謡を歌っ

たりするなど、民謡のよさが実感できるような

学習が行われております。また、クラブ活動や

学校行事等でも、地域の伝統芸能や民謡を取り

入れた活動に取り組んだり、県内の民謡等のプ

ロの演奏家を招いてスクールコンサートを行っ

たりしながら、日本の伝統音楽への関心を高め

ているところであります。

ますます西洋音楽一辺倒に○黒木正一議員

なっているのかなと思っておりましたが、民謡

などの伝統音楽もかなり指導されているという

ことであります。「ひえつき節」一つをとって

も、その歌にはいろんな物語があるわけであり

まして、先人からつないできたものを大切にし

て伝えていくというのも、非常に大事なことで

はないかというふうに思います。

ことしの２月16日に、東九州道北浦―蒲江間

の開通式典が大分県蒲江で行われました。知事

も出席されましたけれども、式典のオープニン

グアトラクションで、蒲江道づくりを考える女

性の会が「蒲江ハンヤ節」という民謡を踊りま

した。司会の紹介では、平成10年に大分県で開

催された国民文化祭に合わせて、これまであっ

た民謡をベースにつくり直したものということ

でした。国民文化祭の開催を受けて蒲江町で

は、「海の文化フェスティバル」と題して、海

にかかわる多彩なイベントを実施しています。

国民文化祭というようなビッグイベントでは、

民謡をも生まれ変わらせるのだなというふうに

思いました。

宮崎県においても、全国規模のイベントで、

「ひえつき節」は田舎節から都節へ大きく変

わってきていると言われ、1954年開催の南国宮

崎産業博覧会では、新民謡「いもがらぼくと」

が誕生しています。本県においては、記紀編さ

ん1300年記念事業の集大成として、平成32年の

国民文化祭の誘致を目指しています。事業の基

本構想によると、県民総参加による国民文化祭

の開催が目指す姿として示されています。これ

はかなり古い話になりますし、国民文化祭とは

目的が異なるとは思いますけれども、県民総参

加、つまり県と県内の市町村が協力し、挙県一

致で行われたイベントは、1933年の祖国日向産

業博覧会と1954年の南国宮崎産業観光大博覧会

と言われ、祖国博では、宮崎を天皇の祖先の国

「祖国日向」と呼び、皇祖ゆかりの地という宮

崎のイメージを全国に発信し、南国博では、南

国宮崎というイメージだったと言われていま

す。これが新婚旅行のメッカに結びついたとも

言われています。国民文化祭を1300年記念事業

の集大成とする意味と、少し先のことになりま

すけれども、どういうイメージを全国に発信し

ようと考えておられるのか、知事にお伺いしま

す。

本県には、先ほど来の○知事（河野俊嗣君）

民謡なり、また日向神話や神楽など、数多くの
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貴重な文化資源、「宝」というものが残されて

いるというふうに思います。木挽唄の話にもあ

りましたし、神楽もそうですが、宮崎だけで独

立であるのではなく、いろいろ伝わったものが

あるのかもしれませんが、それが昔ながらの形

で残されているというのがまた非常に宮崎の特

徴ではないか、また誇りとするべきところでは

ないかなというふうに思っております。この記

紀編さん1300年記念事業は、「神話のふるさと

みやざき温故知新ものがたり」というものを

基本理念にしまして、こうした「宝」を再認識

するとともに、県民の力を結集して磨き上げを

行うことにより、地域の活性化や将来の県づく

りにつなげていこうということであります。こ

うしたことから、文化活動への国民の意欲を高

め、伝統文化の保存・継承、交流促進などを目

的とする国民文化祭を本県で開催しようとする

ことは、芸術文化の振興と記紀編さん1300年記

念事業の集大成として大きな意義があるのでは

ないか、そして本県の「宝」を全国に発信する

絶好の機会ではないかと考えているところであ

ります。国民文化祭における本県イメージの発

信、どういうイメージで、どのようにそれを発

信していくかというようなことにつきまして

は、今後、市町村や関係団体などの御意見を伺

いながら、検討組織もつくった上で検討を進め

てまいりたいというふうに考えておるところで

ございます。民謡、神話、神楽、そうした伝統

的な文化資源とともに、いろんな新しい文化活

動なども宮崎で活発に行われているところであ

りまして、そういったものを全国に強力に発信

する機会としてまいりたいと考えております。

まだ数年後のことではありま○黒木正一議員

すけれども、しっかりと戦略を練って、宮崎県

の発展のために、そして観光の振興のために、

ぜひ取り組んでもらいたいというふうに思いま

す。

次に、宮崎県の観光についてお尋ねいたしま

す。本県の昨年１年間の観光客数が、口蹄疫発

生前の水準にほぼ回復したという発表がありま

した。宮崎空港の利用者数も約270万人で、対前

年度比８％ぐらい伸びておりまして、７年ぶり

の増加となっています。しかし、10年前に比べ

ますと、約65万人以上減少しています。この１

年、青島や鵜戸神宮などが大きく増加している

と聞いておりますが、この1300年記念事業関連

イベントが効果を上げ始めたという見方もある

ようですけれども、県民への周知はまだまだと

いうふうに思われます。

ことしの１月中旬、関西から30代の夫婦が宮

崎に１泊２日の観光旅行に来まして、私が案内

することになりました。ちょうどプロスポーツ

のキャンプもない、花もそんなにない、特に希

望する場所もないということで、どこに連れて

行ったらいいのかということで悩みました。宮

崎市に泊まるということが唯一の条件でありま

したので、昼に宮崎空港で出迎えて、１日目

は、綾から西都原に行きまして、２日目は、青

島、鵜戸神宮、それから飫肥城とかを回りまし

て、宮崎空港で見送りをいたしました。案内し

ながら、宮崎県の観光の目玉は果たして何だろ

うかというふうに考えながら、ずっと案内した

ところでありますが、例えば、知事は１泊２日

でどこか案内してくれと言われたら、どこに案

内しますか。

いろんなことが考えら○知事（河野俊嗣君）

れると思いますが、やはりそのときの特徴なり

宮崎の売りとしては、１月でも暖かいんだとい

うことは、ほかの県と比べるとあろうかと思い

ます。ほかの県庁所在地、九州の県庁所在地が
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雪が降っていても、宮崎は降らないということ

がよくあるわけであります。また、今、議員が

御指摘されましたような綾とか西都原とか、そ

れから日南方面、鵜戸とか、そういったところ

は、魅力的な、本県にとってアピールできるポ

イントだと思います。もちろん青島もですね。

今、記紀編さん1300年に取り組んでおります

が、そういったスポットが「ニニギノミコトと

コノハナサクヤヒメ伝説」に結びついていると

いうことですとか、青島が「海幸・山幸」の舞

台であると、そういったことを話をしながらお

連れすると、非常に相手にとっても珍しいとい

いますか、インパクトがあるのではないかとい

うふうに思っておりますし、日程さえ合えば、

裸まいりに参加されませんかとか、そういうよ

うなお誘いもあり得るのではないかなと思った

ところでございます。いろんな形でそういう宮

崎の魅力をアピールできるものと考えておりま

す。

知事という立場で、どことど○黒木正一議員

こに連れていきますよとはなかなか言えないの

ではないかというふうに思うんですけれども、

私も自分が連れて回ったところを振り返ってみ

ますと、神話ゆかりの地がほとんどなんだなと

いうふうに思いました。目玉はないけれども、

いろんなところにそういうゆかりの地があると

いうふうに思いました。ただ、私が知識がない

ばかりに、県外の人に説明をしなければ、結局

神話ゆかりの地は神話ゆかりの地ではなくなっ

てしまうわけで、私自身の反省ですけれども、

県民が、やはりしっかり神話のことについても

いろんな物語を勉強しておくと。そうでなけれ

ば、この事業というものは前に進まないといい

ますか、それがまず第一歩ではないかなと、案

内した後に自分の反省としてそういうふうに思

いました。

ちょうど１月中旬でありましたけれども、日

南海岸に案内した日は、宮崎の市街も非常にか

すんでおり、空もかすんでおりまして、青い

海、青い空を残念ながら案内することができま

せんでした。その数日前には、中国の深刻な大

気汚染の状況がテレビで放映されておりまし

た。春はもともと、牧水の歌にあるように、か

すみたなびくのが普通でしょうけれども、この

ところのかすみぐあいはどうも異常で、中国か

らの越境汚染というのが心配されます。宮崎県

のキャッチフレーズは「太陽と緑の国」である

ように、よく晴れてよく降るのが特徴の気候で

す。宮崎県の防災ヘリは「あおぞら」、宮崎市

の総合発達支援センターも「あおぞら」である

ように、青い空は宮崎の大きな魅力の一つと言

えますが、越境汚染は問題です。特にことしの

初めは、黄砂とは別にＰＭ2.5が、中国の深刻な

大気汚染に伴い、国境を越えて日本に飛来した

ことで、突然注目されるようになりました。こ

れは本県だけの問題ではありませんし、外交上

の問題でもあります。すぐに解決しそうにはあ

りませんが、県内の観測地の測定値が比較的高

く推移していると聞きます。測定データについ

て、県民にどのように公表しているのか。ま

た、注意喚起を行う場合、どのように周知する

のかについて、環境森林部長にお伺いします。

ＰＭ2.5につき○環境森林部長（堀野 誠君）

ましては、県内４カ所の測定局で監視し、その

データは、県のホームページ「みやざきの空」

において、１時間ごとに公表しております。ま

た、注意喚起については、国の通知に基づき、

当該日の午前５時、６時、７時の１時間値の平

均値が、１立方メートル当たり85マイクログラ

ムを超えた場合に行うこととしております。そ
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の周知方法につきましては、県のホームページ

や防災メール等により情報発信を行うととも

に、マスコミ、市町村へ情報を提供し、県民の

皆様に周知をお願いすることとしております。

越境汚染を心配せずに「青い○黒木正一議員

空」というのを強調できるように、対策を講じ

ていただきたいというふうに思います。

続きまして、飲食店のバリアフリー化につい

てお尋ねいたします。30数年ぶりに長崎県の知

人から連絡がありまして、宮崎市に行事があっ

て行くことになったので、夜会って一杯やろう

という話になりました。泊まっているホテルに

迎えに行きましたら、驚いたことに車椅子に

乗っておりまして、さて、どこに連れていった

らいいだろうかというふうに思いました。これ

まで非常に無関心であったということを後悔し

たんですけれども、とにかく出てみようという

ことで、タクシーに車椅子を積みまして街へ出

ました。私の行きつけの店に行ってみようとい

うことで、タクシーをおりまして、エレベータ

ーに乗って６階まで行き、エレベーターをおり

て店のドアをあけましたら、何とスロープに

なっておりまして、すっと入っていくことがで

きました。本当に胸をなでおろしたんですけれ

ども、私の知人も大変喜んでいたんですが、車

椅子の人にはどこに行ったらいいかというのは

わかるかもしれませんけれども、私は無関心で

わからなかったなと後悔するんですが、宮崎県

内でどれぐらいバリアフリーに対応した飲食店

があるのでしょうか。そして、宮崎県は障がい

者に優しい、おもてなしの心があるんですよと

いうことで、県外にもＰＲするようなことはで

きないのか、福祉保健部長にお伺いします。

県では、県内○福祉保健部長（佐藤健司君）

の飲食店などのバリアフリー情報、例えば、障

がい者用駐車場、トイレ、スロープなどの情報

を掲載したホームページ「みやざきバリアフリ

ー情報マップ」を開設しており、このマップで

は約2,000施設を紹介しておりますが、そのう

ち、車椅子利用者の方に不可欠な障がい者用ト

イレのある飲食店は、119施設となっておりま

す。また、バリアフリーの施設を推奨するた

め、県や市の「福祉のまちづくり条例」で整備

基準を定め、この基準に適合する施設には適合

証を交付し、施設に掲示していただいておりま

す。県としましては、引き続き、バリアフリー

の施設の推奨及び情報マップの充実と周知方法

を工夫することにより、障がい者に優しい宮崎

県を県外の方にもＰＲしてまいりたいと考えま

す。

「おもてなし日本一」という○黒木正一議員

のは、まだもちろんおろしたわけではないと思

いますし、やはり県外の人たちにも、宮崎県は

こうやって障がい者に優しい観光地づくり、飲

食店づくりをしているんですよということを認

定というか認証するなりして、そういう取り組

みをしていただくと、観光客にしても、もちろ

ん宮崎県の人にしても、障がい者に優しい宮崎

県ということをもっと強くＰＲすると、我々も

それを知ることになりますし、どういうところ

に連れて行ったらいいのか、どこに一緒に行っ

たらいいのかというのがよくわかるようになる

のではないかと思いましたので、ぜひ積極的に

取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。

続きまして、神楽の無形文化遺産登録につい

てお尋ねいたします。ことしは、「富士の国や

まなし」と銘打った国民文化祭が山梨県で開催

されており、４月末に富士山の世界遺産登録が

勧告されたことから、恐らく山梨県は盛り上
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がっているのではないかというふうに思いま

す。本県においては、記紀編さん1300年記念事

業基本構想の中で、国民文化祭開催のほか、神

楽の世界無形文化遺産を目指しております。有

形の世界遺産登録審査のハードルは年々高く

なっていると聞きますけれども、神楽の世界無

形文化遺産登録の可能性について、知事にお伺

いします。

世界無形文化遺産の登○知事（河野俊嗣君）

録申請につきましては、原則として、国の重要

無形民俗文化財等に指定されているものの中か

ら、指定年次の古い順に文化庁が選定し、ユネ

スコへ提案することになっております。現在、

本県におきましては、207の神楽が地域の人々の

生活に根づき、保存・継承されておりまして、

全国でも有数の神楽群が残されている地域とし

て専門家の高い評価を得ている、そういう面で

は非常に手応えがあるというふうに聞いておる

ところであります。県としましては、「めざそ

う世界無形文化遺産！みやざきの神楽魅力発信

事業」におきまして、まずは、国の重要無形民

俗文化財に指定されている48の神楽の詳細な調

査を行い、登録に必要な資料の準備を進めるこ

ととしております。今後、記紀編さん1300年記

念事業を推進する中で、登録に向けてのＰＲや

イベントなどを行いまして、国内外に向けて、

本県の貴重な宝である神楽の魅力を広く情報発

信し、特にまた、審査委員もたくさんいらっ

しゃる関東方面にもしっかり情報をＰＲすべき

ではないかという、いろんなアドバイスもいた

だいておるところでございます。世界無形文化

遺産登録の可能性を高めてまいりたいと考えて

おります。

ことしの冬、私は地元の夜神○黒木正一議員

楽に行ったんですけれども、そこで、全国のい

ろんな神楽とか郷土芸能とかを見て回ってお

る、かなりそういうことに詳しい方とお話をし

ました。そのときに、「地元の方はおわかりで

ないけれども、宮崎県の神楽というのは物すご

く価値があるものですよ。世界遺産の登録へ向

けて運動したらどうですか」という話を聞かさ

れまして、そんなものなのかというふうに初め

て知ったんですけれども。一方、隣に座ってお

りました地元の青年は、「夜神楽というのは、

いつまでも続けなければならないものでしょう

か」と言ったんです。やはり人口が減ってい

く、神楽の舞手が少なくなっていく、そういう

中で、夜神楽を続けていくのは大変な負担にど

んどんなっていると。それも本当だろうなと思

いながら、そういうことの対策もとって、世界

遺産に登録されるときに、神楽の舞手がいな

かったということがあってはいけませんので、

ぜひそういう対策も今後とっていただきたいと

いうふうに思います。

それでは、続きまして、林業関係に関して数

点質問をさせていただきます。

ちょうど１年前、木材価格の暴落を受けて特

命チームができ、原因の分析と対策を講じてき

ました。我々議会も、森林管理局、森林管理署

を回り、国有林の出荷調整等、要望を行いまし

た。木材価格暴落の要因は複合的なものであ

り、その中でも、歴史的な円高によるところが

大きいということでありましたが、１年後の

今、為替相場は変動しています。今、円安とか

円高と言っていいかわからないぐらい変動して

おるんですけれども、円安には間違いありませ

ん。円安によって、外国産の木材や木製品の輸

入価格が上昇し、それと競合関係にある国産材

の競争力が増して、価格もそれにつれて上がる

のではないかという期待があるのですが、円安
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が木材価格に及ぼしている影響についてお伺い

します。また、輸出が伸びているという報道が

ありましたけれども、その状況についても環境

森林部長にお伺いします。

近の円安の○環境森林部長（堀野 誠君）

進行によりまして、外材の価格が上昇してお

り、その影響で国産の製材品価格も上昇してお

りますが、県内の原木価格は、梅雨時期に需要

が低下することなどから、今のところ、円安に

よる影響はあらわれておりません。しかしなが

ら、今後は、円安に加えて、木材利用ポイント

事業や消費税の影響により、住宅着工の増加が

見込まれることなどから、原木価格の上昇が期

待できるのではないかと考えております。次

に、木材輸出につきましては、これまでの韓国

に加えて、台湾への原木輸出が軌道に乗り始め

たことから、昨年度は、量、額ともに増加した

ところですが、輸出に取り組む森林組合などに

よりますと、円安による影響は、今のところあ

らわれていないとのことであります。県としま

しては、円安により価格競争力が高まりますの

で、県産材の国内外での需要拡大に向けて、関

係団体と連携を図りながら、積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

円安の影響というのは、木材○黒木正一議員

価格にはないということでありますけれども、

確かに、ここ20年余りの傾向を見てみますと、

輸入される外国産材は、明らかに為替変動に追

随しておりますけれども、国内丸太の価格は一

方的に下落しているというのが現実です。

韓国、台湾など東アジア向けの木材輸出がふ

えているということでありますけれども、細島

港の木材輸出の対応についてお尋ねいたしま

す。統計資料を見ますと、九州からの木材輸出

のうち、31％が志布志港、21％が細島港と、約

半分を２つの港で占めております。特に志布志

港からの輸出がふえているようです。業者の話

では、細島港は木材集荷用の土場が狭い、特に

中国向けは薫蒸が必要なことから、その処理場

所も限られており、一度に2,000から3,000立方

の話が来ても対応できず、コンテナも志布志港

に比べ少なく、割高になるというふうに聞きま

す。安定供給できる体制づくりが今度どうして

も必要というふうに思うんですけれども、細島

港の中国への木材輸出に関する整備状況、将来

の整備計画についてお伺いします。県土整備部

長にお願いします。

今お話にあ○県土整備部長（大田原宣治君）

りましたように、細島港からの木材輸出につき

ましては、主にコンテナが利用されておりま

す。このような中、細島港では、これまでにコ

ンテナ貨物の増加に対応するため、ガントリー

クレーンの増設やコンテナヤードの拡張を行っ

てきたところでありますが、中国に輸出する木

材につきましては、薫蒸処理が必要となるた

め、白浜地区の埠頭用地に約2,700平方メートル

の用地を確保しているところであります。現

在、中国向けの木材輸出が増加傾向にあり、白

浜地区における薫蒸場所のさらなる確保が必要

であると考えておりますが、現在の埠頭用地

は、年間を通してブロック製作等の港湾工事に

使用するため、対応が困難な状況となっており

ます。このため、平成26年度完成予定の大型岸

壁の整備に合わせまして、新たに薫蒸場所とし

て利用可能な用地を確保する予定としておりま

す。

細島港は背景に大量の木材資○黒木正一議員

源を誇っているものの、杉のＢ材、Ｃ材が邪魔

者扱いされるように買いたたかれておりまし

て、本当は今、対応をとってもらいたいという
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のが正直なところであります。業者の話による

と、中国、台湾から大口の商談もあるものの、

港での荷さばきが悪く、流通諸コストも割高

で、その改善を求める声を聞きます。せめて３

万平方メートルぐらいの集荷土場が必要という

声もあり、将来を見据えた整備を進めていただ

くよう要望いたしておきたいと思います。

それから、入郷地域から、高速道、細島港へ

のアクセス道の整備についてお伺いいたしま

す。念願であった東九州道、延岡から宮崎まで

の完成が今年度中に予定されており、大変喜ん

でいるところです。また、細島港も整備が進む

など、陸・海のインフラ整備が着々と進んでい

ます。ただ、豊富な木材資源を有し、木材加工

場もある入郷地域から、日向インター、細島港

に通じる道路は、国道327号しかなく、現在、椎

葉村等で改良が進んでおりますが、早く整備し

た日向市側で線形が悪く、対策が必要と考えま

す。高速道にしても港にしても、それを整備す

ることによって、住民の利便性の向上はもとよ

り、地域の産業振興など地域の経済が活性化す

ることが重要です。アクセス道の整備により、

細島港と道路の一体化が必要と考えますが、整

備についての考えを県土整備部長にお伺いしま

す。

入郷地域と○県土整備部長（大田原宣治君）

細島港及び日向インターチェンジとを結ぶ道路

としましては、国道327号が主要な道路となって

おります。現在、東九州自動車道並びに細島港

へのアクセス機能の向上や日向市内の交通混雑

の緩和を目的としまして、日向インターチェン

ジを経由しますバイパス道路を計画していると

ころです。このうち、国道10号から日向インタ

ーチェンジ間につきましては、本年度末の供用

を目指し、全力で工事を進めているところで

す。また、残る日向インターチェンジから西側

の区間につきましては、今後の事業化に向け、

引き続き、道路の構造や経済性などの観点か

ら、 適なルートの検討を進めることとしてお

ります。

今、木材を運ぶトラックも、○黒木正一議員

トレーラーとかつきまして、次第に大型化して

おります。また、宮崎県では、45フィートコン

テナ物流特区の認定を受けましたし、早くルー

トを設定して見通しを立てていただくようにお

願いしたいと思います。

次に、木質バイオマス原料の関係につきまし

てお尋ねいたします。全国的に木質バイオマス

発電整備への動きが活発化しており、本県にお

いても、新たに４つの発電施設の整備計画があ

ると聞きます。全国的に見ても、木材産業から

発生する木質バイオマスのうち、そのほとんど

は既に何らかの形で利用されており、本県にお

いても、そのとおりと言えます。つまり、新た

に木質バイオマスを利用しようとすれば、林地

残材を利用する以外になく、林地残材をできる

だけ近い山林から効率的かつ安定的に発電施設

まで運ぶかが課題と言えます。林地残材利用の

コストは、林地内から土場までの収集コスト、

土場から利用施設までの物流コスト、中間処理

コストが考えられます。本県は、作業路の延

長、高性能林業機械の導入が全国トップレベル

にあり、林地残材を木質バイオマス原料として

利用する環境は、ほかの地域と比べて整ってい

るというふうに思われます。本県においては、

コスト削減等のモデル的取り組みへの支援を

行っておりますが、その検討状況についてお伺

いします。

木質バイオマ○環境森林部長（堀野 誠君）

ス原料の収集運搬方法につきましては、昨年度
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は、複数の中間土場の設置や大型車両の活用な

ど、実際の条件に近づけた設定のもとで検証を

行いました。具体的には、運搬距離を山元から

中間土場、中間土場から工場までに区分すると

ともに、運搬車両を10トン車と23トン車に区分

して設定し、それぞれの場合の収集運搬コスト

を試算したところであります。また、間伐を

行った場合に、原料として見込まれる林地残材

が実際にどの程度発生するのか検証したところ

であります。今年度は、中間土場の設置条件や

主伐地におけるバイオマス発生量等について、

さらに検証を行うとともに、得られた結果を活

用しながら、収集運搬の効率化が図られるよ

う、助言や情報提供を行ってまいりたいと考え

ております。

自伐林家 自分で木を切っ○黒木正一議員 ─

て生産する林家がいるんですけれども、そうい

う人たちが中間土場に運び、それを少しでも所

得につなげるシステムづくりというのも、原料

確保のためには必要というふうに思います。こ

のこともしっかり取り組む必要があるだろうと

いうふうに思います。

次に、木質バイオマス原料の価格対策につい

てお伺いします。今議会の補正予算に、森林整

備加速化・林業再生事業で、木質バイオマス発

電施設整備関係費が計上されていますが、山元

への利益還元がなければ安定的な原料供給体制

はできないと考えます。利益還元できる仕組み

をつくるには、生産者、生産団体、流域（地

域）が団結し、価格交渉力を持つべきであり、

今が非常に重要な時期というふうに考えます。

県としては、供給側の体制づくりにどのように

取り組んでいくのかをお伺いします。

木質バイオマ○環境森林部長（堀野 誠君）

ス原料を安定的かつ継続的に供給するために

は、関係者が一体となった供給体制づくりや、

コストに見合う適正な価格での取引が継続して

行われることが重要であります。このため、県

では、ことし４月に、林業関係団体や森林組合

などによる連絡会議を開催し、安定供給体制づ

くりについて意見交換を行い、さらに５月に

は、県北地域において、地域協議会についての

勉強会を開催したところであります。今後と

も、地域協議会の設立について、助言や情報提

供などを行うとともに、設立された場合には、

必要な施設や機械の整備への支援を行うことと

しております。こうした取り組みを通して、木

質バイオマス原料が安定的に供給され、林家の

所得向上につながるよう努めてまいりたいと考

えております。

今、大手の製材・加工メーカ○黒木正一議員

ーでは、既に人工林を買い始めているというこ

とで、将来的にも社有林をふやそうとしている

というふうに聞いております。木材価格が安い

中で、先人たちが苦労してつくった資源が、気

がついたら大企業に買い占められていたという

ことになってはならないと思います。そういう

ことにならないように、供給側の体制づくりに

ぜひ県の指導力も必要ではないかというふうに

思います。

次に、長伐期施業と大径材の対策についてお

伺いします。県産の杉丸太は大径材がふえてお

り、安値で取引されており、今後、長伐期施業

を進めますと、大径材が非常に多く出材される

ことになり、丸太価格に不安定要素が危惧され

ます。本県は特に、高温・多湿で成長が早く、

年輪幅が大きいことから、大径材となっても他

地域との競争力が懸念されます。また、標準伐

期施業により回転を早くすることが、育林等雇

用の確保にもつながると考えます。長伐期施業
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は本当に山元に利益還元ができるのかという疑

問の声を聞きますが、長伐期施業についてどう

考えるのか伺います。また、大径材に対応した

加工対策が必要と思われます。どのような加工

施設が必要なのか、利用促進策についてもお伺

いします。

本県の民有人○環境森林部長（堀野 誠君）

工林は、45年生前後を中心に偏った齢級構成に

なっており、その７割が伐採時期を迎えており

ます。今後、本県林業において持続的な森林経

営を確立し、森林の有する多面的機能を高度に

発揮させるためには、将来的に均衡がとれた齢

級構成とすることが必要であり、このため、計

画的な施業による適正な森林管理や長伐期施業

を推進しているところであります。また、大径

材については、これに対応した集成材加工施設

等の整備を進めるとともに、木製ガードレール

等の新たな用途の開発や、大型公共建築物への

利用に向けた構法の研究等に取り組むなど、利

用拡大に努めているところであります。また、

日向市に進出する中国木材株式会社において

は、集成材用の板として大径材を大量に消費す

る予定であり、これらにより、大径材の利用が

一層進むものと期待しているところでありま

す。

長伐期がいいのか、短伐期施○黒木正一議員

業がいいのかといういろんな それは宮崎県─

も長伐期ができるところは長伐期をしましょう

という方針ではありますけれども、南九州は台

風・大雨による山地災害が非常に多い地域でも

ありますし、地域の実情に合った施業体系づく

りが必要だというふうに私は思います。

次に、木材利用ポイント制度についてお伺い

します。木材利用ポイント制度が始まりまし

た。本制度は、地域材を使った木造住宅や木製

品の購入者にポイントを付与して、木材需要喚

起を図る仕組みと聞きますが、その概要につい

て質問いたします。ポイント付与の対象になる

のは何か。また、地域材とは国産材だけと考え

ていいのか。新築住宅を建てた場合のポイント

付与額はどれだけか。ポイントで交換できる商

品は何か。県民への周知など事業の進め方につ

いてもお伺いします。

木材利用ポイ○環境森林部長（堀野 誠君）

ント事業は、地域材の需要喚起を目的として国

が直接行う事業で、平成24年度補正予算とし

て410億円が計上されております。事業内容とし

ましては、木造住宅の新築等に対し１戸当た

り30万ポイント、住宅の内外装の木質化等に対

し 大30万ポイントを付与し、地域の農林水産

品、商品券などとの交換や、森林づくり活動へ

の寄附に充てることができるというものであり

ます。対象となる木材は、杉等の地域材が指定

されておりますが、外材につきましては、一定

の要件を満たせば認められる場合があります。

県としましては、本事業が県産材の利用促進に

大きく寄与するものとして期待しているところ

であり、本事業の県協議会である「みやざき木

づかい県民会議」と連携しながら、ホームペー

ジやテレビ・ラジオ等により、県民や関係者へ

の周知を図ってまいりたいと考えております。

この制度の目的は、国産材の○黒木正一議員

需要拡大と山村経済の活性化であると思いま

す。木材を使う側にしたら、新築する場合、増

改築する場合、またペレットストーブを買う場

合とか、本当にいい、おいしい制度だというふ

うに思いますので、ぜひ国産材の追い風となる

ように進めていただきたいというふうに思いま

す。

次に、シイタケ生産に関してお尋ねいたしま
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す。昨年の今ごろ、山村を歩けば木材価格暴落

の話ばかりでありました。ことしは、それにシ

イタケ価格が加わりました。とりわけ山村の貴

重な現金収入源である乾シイタケの価格低迷

は、生産原価の半値という状況で、生産を諦め

る人も出てきており、ほかにかわりの作物を探

すことが容易でない山村にとって深刻な問題と

なっています。かつて乾シイタケは、盆、正

月、法事などの料理に欠かせない定番料理でし

たが、それらの習慣も廃れ、簡易化、外食化な

ど食生活変化への対応のおくれなど、世帯当た

り消費量も大きく減少しています。乾シイタケ

消費量の７割が業務用で、そのうち、中国産と

比べて、安全・安心、おいしさから国内産が進

出可能なのは、給食・外食用と言われていま

す。その給食、原発事故で福島県産のシイタケ

から放射性物質が検出されて以降、敬遠する動

きがあり、その風評被害も価格下落の大きな要

因と言われています。本県は全国２位の生産量

であり、乾シイタケ生産量を平成21年の614トン

から32年には840トンに大きくふやす目標値を定

めていますが、このような価格が続けば、生産

量を維持することも困難と言えます。課題解決

のためには、何より消費の拡大が必要であると

思います。生産者、生産団体が取り組むべき課

題ではありますが、これまで県は対策を講じて

きていただいておりますけれども、今後の取り

組みについて、環境森林部長にお伺いします。

乾シイタケ価○環境森林部長（堀野 誠君）

格は、平成20年以降、年々低下傾向にあり、昨

年の価格は、直近のピークである平成20年の約

６割となっており、大変厳しい状況にあると認

識しております。このため県では、昨年度、主

要産地の生産者や加工・流通の関係者等から成

る検討会を設置し、対応策等の検討を行ったと

ころであります。今年度は、消費を拡大するた

めのもととなる、生産基盤の強化に取り組む意

欲の高い団体等への支援を強化するとともに、

安全・安心の確保のためのトレーサビリティー

システムの定着化や、産地表示の適正化を推進

することとしております。また、消費離れの著

しい若年層への消費拡大を図るため、小学生を

対象にした食育講座や料理教室を開催するとと

もに、ことしから「乾しいたけの日」として定

められた７月７日には、本県においても、関係

団体と一体となって、消費拡大イベントを開催

することとしております。今後とも、関係者等

との連携を図りながら、消費拡大に積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。

今月、日向市で、乾しいたけ○黒木正一議員

生産者大会が行われました。その中で、大分県

では、民間商社４社が７月の入札を中止すると

いう動きがあるということでありますし、価格

アップの手法として、生産者団体、商社で団結

して、数カ月間、入札をストップすべきという

提案があるなど、事態は深刻となっておりま

す。消費拡大のための加工・輸出等を含めたい

ま一度の振興策を、県ができる分はひとつよろ

しく御指導いただきますようにお願いいたした

いと思います。

続きまして、薬草栽培について質問いたしま

す。薬草の主要産地の中国では、富裕層が大量

に使い始めるなど、消費に追いつかないほどの

需要が出るなどの国内事情によって、輸出を制

限する動きと聞きます。日本の製薬メーカー

も、国内生産に方向転換、各地で産地をつくる

動きと言われています。野尻町にある薬草・地

域作物センターは、薬用植物やハーブ、地域作

物、山菜などを活用した「地域農業の振興」と

「食と農業の情報発信」を目的に、平成13年に

平成25年６月14日(金)



- 161 -

開設し、県内に自生する生薬原料薬用植物の産

地化技術開発に取り組んでいますが、休耕地の

利活用、特に中山間地域の地形を生かした産地

化はできないのか。木材やシイタケの価格が低

迷し、山村の維持が困難になろうとしている

今、センターの出番ではないかと思いますが、

取り組みについて、農政水産部長にお伺いしま

す。

薬草・地域作○農政水産部長（緒方文彦君）

物センターでは、これまで、ウコン、セリ科の

植物であるミシマサイコなど、薬草植物の収量

向上技術の開発等に取り組み、一定の研究成果

を上げてまいりました。一方、薬用植物は、生

薬としての販売に薬事法などの規制がかかるこ

とに加え、製薬会社との流通ルートが固定化し

ていることなど、新たな産地化が進みづらい状

況にございます。今後は、原料の一大供給国で

ある中国における輸出制限の動向も考慮しつ

つ、また、製薬会社の需要情報を丁寧に把握し

ながら、中山間地域の特性などを踏まえた産地

化の取り組みにつきましても検討してまいりた

いと考えております。

時間が参りましたので、以上○黒木正一議員

で質問を終わります。（拍手）

次は、山下博三議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） 通告に従い○山下博三議員

まして順次お伺いしてまいります。

昨年の６月議会において、河野県政における

長期展望について、さまざまな角度からお伺い

いたしました。その中で、長引く景気低迷の

中、知事は、河野県政スタートと同時に「みや

ざき行財政改革プラン」を策定し、職員の意識

改革を進めていくとの答弁をされました。口蹄

疫、鳥インフルエンザの発生、そして新燃岳の

噴火と、重なる災害が続く中、また、ここ数

年、大変不安定な国政の中、ひとしく県民も痛

みを分かち合ってきたものと思っております。

そのような中、何とか明るい宮崎の展望を開

きたいという思いを込めて、多くの議員が知事

に期待する質問を、時には厳しく出されてまい

りました。昨年、福田作弥議長も、松形元知事

の回顧録の表題「たゆたえども沈まず」の記述

について触れておられました。私も若い世代か

ら、長期政権だったからかもしれませんが、黒

木元知事、松形元知事の多くの功績を感じてま

いりました。もちろん失敗した政策もあったも

のと思います。特に黒木県政では、防災営農、

そしてＳＡＰ、ＳＳグループ等の若者の人材育

成に力を注ぎ、それが実って今日、本県の農業

県としての地位を築き上げました。また、松形

県政では、新ひむか運動、国土保全奨励制度、

フォレストピア構想など、常に長期展望に立っ

た政策を展開し、常に政治家として、またトッ

プリーダーとして、５年、10年先のことを見据

えた政策を実現してこられたと思います。

そこで、知事にお伺いいたしますが、知事と

して、県民に夢を語り、そしてまだまだ県民か

ら期待される政治家、河野知事としてのカリス

マ性を発揮すべきと思いますが、知事の思いを

お伺いいたします。

以上、壇上からの質問を終わり、この後、質

問者席にて行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

今、議員から、黒木知事、松形知事のさまざ

まな御功績について、お話があったところでご

ざいます。置県130年の記念式典でも改めて確認

をさせていただいたところでございますが、こ

れまで県民一丸となって、さまざまな実績を上

げてきたその取り組みというものを、敬意とと
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もに受けとめておるところでございます。それ

を踏まえて、今の県政を預かる私としまして

も、将来を見据えたしっかりとした目標を掲

げ、県民の先頭に立って、宮崎の未来を切り開

いていかなくてはならない、そのような決意を

新たにしておるところでございます。

今、「復興から新たな成長」へという方向を

掲げ、新しい「ゆたかさ」への挑戦を長期ビ

ジョンでも掲げ、具体化に取り組んでいるとこ

ろでございます。ここ数年、さまざまな災害に

見舞われたわけでございますが、ようやく明る

い兆しも出ている中で、「新しい時代を切り拓

く「成長産業」の育成」や東アジア市場の開拓

など、いろんな取り組みに全力でこれからも取

り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。

そして、あの記念式典でも申し上げたよう

に、やはりこれからの宮崎を築いていく上で重

要な取り組みとしては、人づくりではないかと

いうふうに考えておるところでございます。産

業や地域社会を担う人材あるいは世界に羽ばた

く人材というものを育成する。特に、将来を担

う子供たち、子育て日本一の県をつくってい

く、大変重要な取り組みであろうというふうに

考えておるところでございます。そういった成

果を上げていくには、やはり県民が力を合わせ

ていくこと、県民が力を合わせれば、宮崎は強

みを発揮することができる、切り開くことがで

きるというふうに確信をしておるところでござ

います。私としましても、自分の持てる力を存

分に発揮し、県民の皆様とともに、力強く希望

が持てる宮崎の未来に向けて歩んでまいりたい

と、そのように考えておるところでございま

す。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございます。○山下博三議員

同じく知事に伺ってまいりますが、知事は、

長引く景気低迷となり、また連続して起こった

災害で疲弊した本県経済に、何とか光を取り戻

したいという思いで、昨年から古事記編さ

ん1300年にちなんで「岩戸開き」を掲げられま

した。オンリーワンブランド、本県のポテンシ

ャルを生かしたブランドを確立していくこと、

さらにその強みを発信していくこと、磨いてい

くことに取り組む決意を述べておられ、その思

いかなって、昨年、全国和牛能力共進会で２連

覇を果たすことができました。そこで、同じく

知事にお伺いいたしますが、今日まで本県の県

民所得はワースト３位であります。具体的に数

値目標を示すべきと思っておりますが、御見解

をお伺いいたします。

県民所得につきまして○知事（河野俊嗣君）

は、これまでもさまざまな議論があったところ

でございます。この数値自体が雇用者報酬や企

業所得などの総体であります。必ずしも一人一

人の懐に入る金額ということではないわけであ

ります。景気動向や人口構造の変化、またグロ

ーバルな経済環境の変化など、さまざまな要因

の影響を受けるために、１人当たり県民所得の

数値目標を設定するのは難しいのではないかな

というふうに考えておるところでございます。

しかしながら、あすの宮崎を支える揺るぎない

産業基盤の構築と雇用の創出を目に見える形で

実現することは、県民の皆様の一番の願いであ

ろうというふうに受けとめておりますし、それ

が知事である私に課せられた重要な使命である

と受けとめておるところでございます。そのよ

うな認識のもと、県の成長産業の育成加速化を

初めとする県内経済の活性化に全力で取り組む

こととしたところでございます。そのため、30

億円の成長産業育成加速化基金を設置し、フー
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ドビジネス推進課、そういう組織体制も整備し

たところでございます。県の経済・雇用を牽引

する成長産業の育成、さらには中小企業の振興

にも取り組むことで、県民所得の向上に向けて

邁進してまいりたいと考えております。

今日、本県の所得というの○山下博三議員

は45位前後をずっと維持しているところであり

ます。多分、知事も２期目にチャレンジされる

だろうと思うんですが、今回、河野知事の切り

札とも言えるフードビジネスを、本県の大きな

柱として事業化されました。ぜひ次に出馬され

るときには、県民所得に対するマニフェストを

正確に、明確に示していただくとありがたい

と、そのように思っています。

次に入ります。安倍政権は、ＴＰＰ交渉への

参加を表明し、４月12日に日米協議が合意に達

したところであります。過去、1993年のウルグ

アイ・ラウンド（多角的貿易交渉）で米の一部

市場開放を決めた際、毎年度１兆円、６年間で

６兆円をつぎ込んで国内対策を講じられました

が、大部分が農村の公共投資に回され、肝心な

価格保障等の農家対策に向けられず、農村の活

性化につながらなかった反省があります。日本

の農産品は、世界一安全・安心であります。農

家は、トレーサビリティーシステム、ポジティ

ブリスト制度など、さまざまな規制をクリアし

て頑張ってまいりました。安倍政権において、

重要品目については必ず守るとのことでありま

すが、本県においては、県ＴＰＰ対策本部を設

置されるなど対策を講じておられますが、ＴＰ

Ｐ協定が本県の第１次産業にどのような影響を

与えると考えておられるか、知事にお伺いいた

します。

このＴＰＰ協定、これ○知事（河野俊嗣君）

までも県民と力を合わせていろいろ取り組みを

進めてきたところでございますが、本県への影

響について、交渉参加国に対する関税を全て即

時撤廃し、何ら追加的な措置を講じないなどの

仮定のもとに、国の手法に準じて試算してみま

すと、基幹産業である農林水産業の生産額は、

畜産物や米を中心に、1,250億円減少すると試算

をしておるところであります。口蹄疫等からの

再生・復興やフードビジネスの推進に官民を挙

げて取り組んでいる中、農林水産業と地域経済

全体が密接に結びついている本県にとりまして

は、経済や雇用への深刻な打撃を懸念している

ところであります。このため、事態の推移に応

じて庁内のＴＰＰ対策本部を適宜開催いたしま

して、情報の収集・分析や必要な対策の検討を

行うこととしておるところでございます。国に

対しても、地方の声や懸念、不安というものを

しっかりと受けとめていただきまして、十分な

情報提供と地方との丁寧な対話に努めるととも

に、国益を損なうことのないよう、慎重な対応

というものを引き続き強く求めてまいりたいと

考えております。

次に、フードビジネスの振興○山下博三議員

についてお伺いしてまいります。

平成22年、口蹄疫の発生により、畜産・関連

産業への影響は1,400億円、商工業など県内経済

への３カ月の影響だけで95 0億円、合わせ

て2,350億円の影響額が試算されました。その

後、県は口蹄疫復興対策基金や口蹄疫復興対策

運用型ファンドを利用して、さまざまな経済復

興対策、産地再生対策に取り組んでこられまし

たが、鳥インフルエンザや新燃岳噴火、さらに

は東日本大震災などの影響もあったとはいえ、

思うように回復は進んでいない状況でありま

す。このことは、すなわち、本県の基幹産業は

農業であり、その農業が低迷すると、経済全体
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も低迷するということを示しております。畜産

においては、「復興から新たな成長」に向けて

「畜産新生プラン」を策定し、全国のモデルと

なる畜産の構築に向けて、新たなステージに進

もうとしているところであります。また、今年

度は、特にフードビジネスの振興に取り組むこ

ととされたところであります。

都城圏域においても、５月末に第８回都城盆

地農業を語る会を開催し、農業者、集落営農組

織、商工業者、行政関係など、たくさんの皆さ

ん方に参集いただきまして、フードビジネスに

ついての研修会を行ったところであります。研

修会の中では、フードビジネスとは、単に出荷

された農産物を加工して県外に販売するだけか

と思っていたという意見や、６次産業や農商工

連携などとどこが違うのか、農家個人では簡単

に取り組めない、何が市場性があるのか、ちゃ

んと調査して取り組まなければならないとか、

さまざまな疑問が出されたところでありまし

た。しかし、懇談会が終了するころには、フー

ドビジネスとは食にかかわる全ての産業が対象

で、食を中心に経済全体が成長しようというも

のであること、そのためにも１次産業が核と

なってもうかるという考え方を、参加者の大半

が持たれたようであります。

このような認識のもとで、フードビジネスに

ついて順次お伺いしてまいります。まず１点目

でありますが、フードビジネス振興構想におけ

る、第１次産業、第２次・第３次産業など産業

別の数値目標と、それぞれの産業に期待する役

割について、どのように考えておられるのか、

担当である稲用副知事にお伺いいたします。

みやざきフードビジ○副知事（稲用博美君）

ネス振興構想は、各産業ごとの従来の取り組み

の加速化に加えまして、食関連産業全体の成長

産業化を図るものであります。このことから、

１次から３次産業までの全体の目標値としまし

て食品関連産業生産額を掲げまして、平成21年

度の生産額１兆2,586億円を、32年度までに１

兆5,000億円にするというふうにしております。

また、個別目標といたしまして、平成27年度ま

でに農業産出額を2,960億円から3,194億円に、

食料品・飲料等出荷額を4,066億円から4,900億

円へと増加させることとしております。また、

各産業の役割でありますが、１次産業におきま

しては、マーケットが求める農林水産物を安定

して生産・供給できる体制の構築、食料品製造

業等第２次産業におきましては、商品の高付加

価値化、そして流通・サービス業等の３次産業

におきましては、効率的な物流システムの構

築、また食の魅力の発信による国内外からの誘

客促進などが期待されているところであり、生

産から加工、流通・販売・誘客に至るまでの一

貫した取り組みを強化することによって、フー

ドビジネスの推進を図ってまいりたいというふ

うに考えております。

ありがとうございます。○山下博三議員

次に、フードビジネスの振興を図る上で、先

ほども述べましたように、各産業分野が連携

し、相互にメリットがあることが大変重要であ

ります。先ほど申し上げましたが、フードビジ

ネスの基本は、農水産物を生産する１次産業の

揺るぎない基盤があって、初めて安心して２次

・３次産業が積極的に展開できるものでありま

す。本県においては、１次産業分野は農政水産

部、２次・３次産業分野は商工観光労働部が所

管されております。その連携をまとめるのが総

合政策部であろうと考えますが、フードビジネ

スを推進するに当たっての連携について、どの

ように進めていこうとしているのか。また、か
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つてなかったと思うのでありますが、「みやざ

き成長産業育成加速化基金」総額30億円を、事

業実施期間、平成25年から29年の５カ年で、さ

まざまな事業を予算化し取り組む姿勢は、私は

大変評価するものであります。この「みやざき

成長産業育成加速化基金」をどのように活用し

ていくのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

みやざきフー○総合政策部長（土持正弘君）

ドビジネス振興構想の推進に当たりましては、

本年４月に設置したフードビジネス推進課を中

心に、推進体制の整備を進め、去る４月23日に

県庁内のフードビジネス推進組織であるフード

ビジネス推進本部を設置いたしましたほか、５

月30日に県内産学官金の代表者から構成する宮

崎県フードビジネス推進会議を立ち上げまし

て、各関係機関の連携・協力体制の構築を図っ

たところであります。また、６月10日には、

「拡大」「挑戦」「イノベーション」の３つの

プロジェクトを検討・実行いたします部局横断

的な連絡会議を始動させたところでありまし

て、今後は、この連絡会議において、関係機関

や企業等ともしっかりと連携・調整を図りなが

ら、具体的な取り組みを進めていくことといた

しております。なお、本年度予算の重点施策に

係るフードビジネスの展開におきましては、成

長産業育成加速化基金から、フード・オープン

ラボの整備や宮崎牛の販路拡大、キャビア産地

づくりなど、12の事業に約３億6,000万円余を充

当しているところでありますが、今後とも、フ

ードビジネスの推進に向けて、基金を有効に活

用してまいりたいというふうに考えておりま

す。

ありがとうございます。総合○山下博三議員

政策部で今回30億の基金を持たれたわけであり

ますから、農政、商工をしっかりとまとめて政

策を推進していくこと、また、無駄な予算にな

らないように、費用対効果がしっかりと出るよ

うに、私たちもしっかりと今後チェックをして

いきたいと、そのように思っております。

次に入ります。１次産業の振興を農政水産部

に期待しているとのことでありましたが、私は

今回、７年ぶりに環境農林水産常任委員会に

戻ってまいりましたが、農政水産部の予算を見

て少々びっくりしたところでありました。農政

水産部の平成25年度当初予算は、部全体で375億

円、うち公共予算と言われるものは176億円であ

ります。７年前の平成19年度、私が初めて県会

議員に通ったときでありますが、骨格予算でし

たので、６月補正後の予算を見ますと、農政水

産部は467億円余、うち公共予算が245億円であ

りました。公共事業以外の予算も222億円か

ら199億円に減少しておりまして、農業経営者が

ハウスなどの施設や先進農業機械等を導入する

際に支援をいただいていたものが大きく削減さ

れております。部全体で20％の減少でありま

す。今後、ＴＰＰ参加による影響も懸念される

中、このような予算状況では、フードビジネス

振興構想の推進に大変な不安を抱いておるとこ

ろであります。フードビジネスを支える１次産

業の振興をどのように図っていこうとされるの

か、また、ＴＰＰの影響を払拭する予算のあり

方について、稲用副知事にお伺いいたします。

御指摘がありました○副知事（稲用博美君）

ように、フードビジネスを振興して、県全体の

経済・雇用を牽引していくためには、その基盤

となります農林水産業の力強い生産体制が前提

となってまいります。ＴＰＰ協定を初めとしま

して、農業を取り巻く環境が大きく変化してい

る中で、フードビジネスはスタートダッシュが
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肝要であります。このスタートダッシュを成功

させるためにも、今まさに正念場であるという

ふうに認識しております。社会保障関係費など

が増大するということで、県全体の財政も非常

に厳しさを増しておりますが、本県農業を将来

的に牽引していく担い手づくり等、必要な施策

につきましては、予算の重点化を図り、これま

での施策にとらわれず、大胆に打ち出してまい

りたいというふうに考えております。なお、Ｔ

ＰＰにつきましては、今後の交渉の推移に不透

明な点はございますが、県内の農業者の皆さん

に強い不安が広がっております。この不安を払

拭して、安心して営農に取り組んでいただける

よう、万全の措置を講じてまいりたいというふ

うに考えております。

よろしくお願いしたいと思い○山下博三議員

ます。当時、多くの農家から問い合わせがあり

ました。家族形態から雇用型の農業に移行して

まいりました。法人を設立したりしてですね。

その中で、機械導入というのは非常に大きな費

用を占めてきますから、今後とも、対策は十分

講じていただきますようにお願い申し上げたい

と存じます。

次にお伺いいたしますが、フードビジネスの

振興を図る上では、本県で生産された農水産物

を県内で加工・販売する企業の充実強化が不可

欠であります。現在、県内で、６次産業化、地

産地消法に基づく認定を受けている団体は50件

もあり、九州でもトップクラスでありまして、

それぞれ地域の農水産物を生かした取り組みを

進めております。また、野菜の冷凍加工につい

ては、農業法人や民間企業７社が中心となっ

て、販売先の開拓や生産の拡大に取り組んでお

られ、冷凍ホウレンソウの全国でのシェアは７

割にも達しております。このような勢いのある

地場企業がある一方で、先日の都城盆地農業を

語る会での資料におきましては、本県は、農業

産出額で平成22年に2,960億円と全国第７位であ

るのに対して、食料品製造業出荷額では2,584億

円、全国第31位となっております。地元の企業

による農産物加工・販売の取り組みが極めて弱

い状況となっております。そのような経済基盤

だからこそ、県外から企業を誘致し、新たな雇

用を創出することが不可欠でありますが、一方

では、地場企業の育成をしなければ、産業基盤

の集積、地域への波及など進めることはできな

いのではないでしょうか。商工観光労働部には

企業立地推進局もあり、企業誘致活動に取り組

んでおられますが、フードビジネス振興構想を

進める上では、地場の食品関連企業の育成・支

援も大切だと思います。商工観光労働部長に見

解をお伺いいたします。

地場の食○商工観光労働部長（茂 雄二君）

品関連企業の育成・支援は、製造品出荷額や雇

用の拡大を図るためにも、大変重要であると考

えております。このため、県では、６次産業化

に取り組む農業法人を初め、新たな事業に取り

組む県内企業を立地企業として認定し、税制面

での優遇措置や雇用等への一部助成など、各種

の支援を行っているところであります。また、

県の試験研究機関や産業振興機構などの関係団

体と連携しまして、市場ニーズに対応した食品

開発や加工技術の研究開発・指導、販売業者と

のマッチング機会の確保など、生産から加工、

販売までの一体的な支援を行っているところで

あります。フードビジネスの推進につきまして

は、庁内外の体制が整備されたところでありま

して、今後とも、庁内各部局や関係機関・団体

と十分に連携を図りながら、農商工連携や６次

産業化の取り組みなどにより、地場の食品関連
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企業の育成・支援に努めてまいりたいと考えて

おります。

都城で今まで生産・加工・販○山下博三議員

売をされていた農業法人が、昨年、６次化の認

定を受けられまして、新たな加工施設を１

億5,000万円で建設されました。２分の１の補助

事業でありますから、約7,500万円の助成を受け

られたと思いますが、その社長が言われました

言葉の中に、「山下さん、いただいた補助金は

なるだけ早く倍にしてお返ししていきますよ」

ということを言っていただきました。私は、こ

の言葉を聞いて本当にうれしく思ったんです。

今、芽が出ている、こういう地場企業の人たち

を、強力な支援のもとに育てていっていただく

と大変ありがたいと、そのように思っていま

す。

次に入ってまいります。商工観光労働部とし

ても、さまざまな取り組みを通じて、県内企業

の育成に努めていくということでありますが、

産業育成の基本は人であると思います。もちろ

ん相手である企業の人材育成も大事であります

が、企業に指導助言を行う県側の人材育成が何

より重要であると思います。しかしながら、地

域の企業者と話す中で、県職員は一定期間がた

つと他の部局に異動され、強い信頼関係がなか

なか築けない状況にあります。もっと地元企業

に愛着を持って、何を求めているか、どう支援

していくのか、しっかりと話し合うことが大切

であります。その意味で、各産業分野のプロを

育てることが必要であると考えますが、県内産

業の育成に向けた県職員の人材育成、人事異動

の考え方について、総務部長にお伺いいたしま

す。

専門性を有した職○総務部長（四本 孝君）

員の人材育成につきましては、幅広い視野や多

様な知識・技能を身につけるための研修への派

遣、あるいはジョブローテーションなどにより

まして行っているところであります。御指摘の

ように、フードビジネスの振興を進めるために

は、豊富な知識と経験を有する職員が、その能

力を発揮しつつ、関係団体や地元企業の皆様と

信頼関係を築きながら、連携を図っていくこと

が大変重要であると考えております。このた

め、職員の配置に当たりましては、業務の必要

性や本人の希望・適性も踏まえながら、在課期

間の長期化や特定の分野への複数回の配置な

ど、専門性の向上に向け、人事ローテーション

の多様化に努めてまいりたいと考えておりま

す。

よろしくお願いいたします。○山下博三議員

次に、焼酎産業を例に、フードビジネスの取

り組みについてお伺いいたします。焼酎業界

は、焼酎廃液の処理に際して、宮崎県と鹿児島

県の対応に大きな衝撃を受けたとよく聞きま

す。先日、環境農林水産常任委員会の県南調査

の際に、焼酎業界の方と意見交換を行いまし

た。焼酎業界の方から、県は、焼酎業界を原料

芋の売り先であり、できた製品の生産元としか

見ておらず、原料芋を加工して、製品としてつ

くり出す加工企業とは見ていないとのことであ

りました。年間1,000億の販売額で、100億もの

税金を納めているにもかかわらず、県として産

業育成の方針が示されていないと強く訴えられ

ました。中でも廃液処理の対応については、宮

崎は、単に産業廃棄物の担当課が、規制を受け

るから適正に処理するようにと厳しく指導され

た結果、各業界は廃液処理プラントを設置せざ

るを得なくなり、多額な費用をかけて自己処理

や共同プラントを建設されました。結果、今

日、ランニングコストがかかり、経営的に大変
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厳しい状況が続いているとのことであります。

一方、鹿児島県では、産業廃棄物の部署に相談

した折、農政部門や商工部門、企画部門の合同

会議で検討され、産業として全体で育成すべき

分野ということで、いかに経費をかけずに合法

的に処理させるかが検討され、農地への還元や

畜産農家が中間処理業の許可をとり、家畜への

給与を行っているといった、よりコストのかか

らない取り組みが現在もとられております。こ

のようなことを踏まえてお伺いいたしますが、

本県における焼酎産業の製造量並びに廃液量と

その処理状況を、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

宮崎県酒造組○環境森林部長（堀野 誠君）

合の調査によりますと、酒造組合に加入してい

る37社の平成23年度の焼酎製造量は、合計で11

万9,676キロリットル、焼酎廃液量は20万4,462

トンとなっております。また、焼酎廃液につき

ましては、焼酎製造業者のメタン発酵プラント

による自己処理や処理業者への委託処理等によ

り、飼料や肥料としてリサイクルされているも

のなどが約92.4％、このほか焼却処理等が約7.6

％となっております。

先ほど述べましたように、今○山下博三議員

日、県内の焼酎業界の方は、ランニングコスト

がかかり、非常に負担がかかっているとのこと

であります。つくった施設は、必ず５年、10年

たってきますと金属疲労を起こし、部品の交

換、修理等の負担がかなり増してまいります。

初期投資には補助があっても、更新には補助金

はついてまいりません。今後、焼酎業界の新た

な負担軽減、ランニングコストやメンテナンス

のために、例えば、鹿児島県で取り組んでいる

リキッドフィーディングなど、廃液を活用した

新たな処理方法について検討することはできな

いのか、環境森林部長にお伺いいたします。

畜産業者が焼○環境森林部長（堀野 誠君）

酎廃液等の食品残渣等を飼料として活用するい

わゆるエコフィードは、排出事業者である焼酎

製造事業者にとりましても、議員御指摘のとお

り、処理施設のランニングコスト等の低減が図

られると考えられることから、有効な手段と認

識しております。本県におきましては、これま

で、畜産業者が焼酎廃液を産業廃棄物として引

き取り、これを原料として飼料をみずから製造

し、利用するという取り組みはありませんでし

たが、このような取り組みを行う場合は、畜産

業者が産業廃棄物中間処理業の許可を得る必要

がありますので、今後、農政水産部と連携を図

りながら、適切に対応してまいりたいと考えて

おります。

何回も申しますが、本県の焼○山下博三議員

酎業界の皆様は、本県の行政指導の中で取り組

んだプラント方式を非常に後悔されておるよう

であります。鹿児島県の取り組みについて御紹

介をちょっとさせていただきますが、鹿児島県

のある農家は、母豚800頭の一貫経営をされてお

るんですが、肉豚、常時１万1, 0 0 0頭に年

間4,800トンの廃液をリキッドフィーディング方

式で給与されております。廃液が12、配合飼料

が10ですから、かなりな量を給与されておるよ

うであります。この養豚農家は、焼酎業界より

年間4,800トンですから、恐らくトン当たり─

約1,000円でしょうかね その処理料をいただ─

いて、年間では500万ほどになっておるようであ

りますが、豚に給与されております。そして非

常に成績がいいです。母豚１頭当たりの出荷頭

数が26頭出荷されているんです。ちなみに、本

県の母豚１頭当たりの目標は、今が平均17.3頭

なんです。10年後にやっと22頭を目指そうとい
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う畜産の計画があるんです。そして、別にも母

豚１万頭の農家が、常時、肉豚が約12～13万頭

になるだろうと思うんですが、その養豚農家も

廃液を使った飼料を使っておられまして、非常

に経営の内容もいいということもお伺いいたし

ております。そこでお伺いいたしますが、今月

１日の宮崎日日新聞において、「本格焼酎前線

が再北上」と題して、焼酎需要が東北地方にも

拡大するなど、今後とも増加すると見込む研究

機関の調査レポートが紹介されました。県内の

焼酎業界が需要の拡大に応えるために生産量の

拡大を図るとしても、その廃液の処理も増加す

ることになってまいります。今後、増加が見込

まれる焼酎廃液について、農業分野で有効活用

を図るべきと考えますが、農政水産部長のお考

えをお伺いいたします。

畜産経営にお○農政水産部長（緒方文彦君）

いて、焼酎廃液等の食品残渣を飼料として活用

するエコフィードの取り組みにつきましては、

生産コスト低減策の有効な手段の一つでありま

すことから、その利用促進を図ってきたところ

でございます。今後、畜産農家が産業廃棄物中

間処理業の許可を得た上で、焼酎廃液をエコ

フィードとして利用することによって、生産コ

ストの低減や焼酎廃液の利用拡大がさらに図ら

れると考えております。このようなことから、

環境森林部とも連携を図りながら、焼酎廃液の

有効活用につながるエコフィードの取り組みを

積極的に進めてまいりたいと考えております。

今月７日、県養豚生産者協議○山下博三議員

会の総会が行われまして、その懇談会の中で、

若い経営者の皆さん方に、焼酎廃液の取り組み

が考えられないのかという問いをしてみまし

た。条件が整えば、ぜひ我々も取り組みたいと

いう力強い言葉をいただいたところでありまし

た。先日、新聞報道で、ＴＰＰが合意されれ

ば、養豚業界は配合飼料中心では生き残れな

い、リキッドフィーディングなど餌を安価で取

り組んでいるところしか生き残れないだろうと

いう記事が掲載されておりました。まさしく環

境森林部も大きな理解を今示していただいてお

りますが、これは畜産業の人たちも中間処理業

の資格を取らないといけない。そのためには、

煩雑な事務手続も必要なようでありますが、鹿

児島では、手続が１年半かかるところも、行政

挙げて支援していただいて、半年ほどで許可が

おりたというふうに聞いておりますから、ぜひ

真剣に取り組んでいただきたいと、そのように

思っています。

次に、フードビジネスを進める上で、いかに

安定的な販売先を確保するかが重要な課題であ

ります。その際には、消費人口の減少が懸念さ

れる国内だけでなく、香港や中国本土、さらに

タイなどの東南アジア等、今後、市場規模の拡

大が見込まれる地域に対するアプローチが大変

重要となってまいります。本県においても、６

月13日に香港事務所を開設し、民間事業者とも

連携しながら、東アジアに対して県産品の販路

拡大を進めようとされており、大変大きな期待

をいたしております。しかしながら、５月27日

付の読売新聞の紙面に、大手商社の丸紅が中国

を対象に、７年後に農産物の輸出額を1,000億円

程度の規模に拡大するため、香港に拠点を置い

て取り組みを進める記事が記載されておりまし

た。農産物の海外輸出を図る上では、定期的に

かつ大量に販売できるルートの構築、商品の多

様性や輸送コストの低減など、解決すべき課題

が山積していると言われております。このよう

な中での大手商社の参入でありまして、これか

ら香港を足がかりにして東アジアへの取り組み
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を進めようとしている本県としても、これらの

企業と連携することも選択肢の一つではないか

と思います。そこで、輸出拡大に向けた大手商

社との連携についてどのように考えておられる

のか、総合政策部長にお伺いいたします。

議員御指摘の○総合政策部長（土持正弘君）

とおり、少子高齢化や人口減少による国内市場

の規模縮小が予想されます中で、フードビジネ

スの拡大・創出を図ってまいりますためには、

新興国を中心とする海外市場をターゲットとし

た県産品の輸出拡大が極めて重要であると考え

ております。本県の農水産物は、香港など東ア

ジアを主要な輸出先としており、その量は増加

傾向にありますが、海外輸出については、御指

摘のとおり、通関手続や商慣習などについて、

専門的な知識・ノウハウが必要であるといった

課題もありますので、昨日オープンした香港事

務所を中心に、連携する輸入業者との関係構築

やマーケット情報の収集・提供を図ることとし

ております。また、大手商社を介した海外輸出

につきましては、マーケットの需要に応じた販

売先の確保や安定的な物流により、輸出量の拡

大が期待できますので、県内産地や企業の利益

が十分確保されるような良好な関係構築に向け

て、大手商社との連携も進めていく必要がある

と考えております。

フードビジネス 後の質問に○山下博三議員

なります。知事にお伺いいたします。自民党が

攻める農業実践へ、輸出戦略地区別会議が現在

行われております。それによりますと、輸出

額、2012年の4,500億円を８年後の2020年には１

兆円にする目標を掲げ、全国９つのブロックで

それぞれの産地の声を聞いております。本県も

おくれをとるわけにはまいりません。本県の

後の切り札と思って、全庁体制で取り組まれる

よう要望いたしますが、フードビジネスの全体

的な展開について、知事の見解をお伺いいたし

ます。

これまで一連の質問の○知事（河野俊嗣君）

中で、本県が取り組みます重要な課題であるフ

ードビジネスの推進につきまして、それぞれ重

要な論点について御指摘をいただいたものとい

うふうに受けとめております。フードビジネス

の推進に当たりましては、先ほど総合政策部長

もお答えしましたように、県内の産学官金とい

う全県的な推進体制のもと、庁内では、フード

ビジネス推進課を中心に、部局横断的な連絡会

議を設置して展開する、まさに今、県庁を挙げ

た体制づくりが非常に重要であろうかというふ

うに考えております。その上で、プロジェクト

を推進するに当たりましては、県や関係機関、

企業などが緊密に連携して、課題の解決などに

取り組むこととなりますが、先ほど大変意欲的

な地場企業の御紹介をいただいたわけでござい

ますが、フードビジネスの主役は、言うまでも

なく生産者であり、企業であり、民間の事業者

ということになるわけであります。そういった

主役である民間の皆様方のビジネスの機会が大

きく広がるような環境の整備を行うことはもと

より、個々の事業につきましても、後押しでき

ることは、全庁が連携して支援することによ

り、成果につなげていきたいというふうに考え

ておるところでございます。食に関連する産業

は、１次から３次に至るまで非常に裾野が広

く、本県の強みである豊富で良質な農林水産物

を核に、揺るぎない基幹産業として発展する大

きな可能性を有しておるというふうに考えてお

ります。これを具体的に実現するために、一歩

一歩成果を上げていく、成長産業化に向けて取

り組んでまいりたいと考えております。
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よろしくお願いいたします。○山下博三議員

次に、農政問題に入らせていただきます。

私は高校卒業後、すぐに就農いたしました。

以後約40年間、専業農家として、行政や関係団

体の御指導をいただきながら、農業の生産力の

向上に向けた取り組みに励んでまいりました。

平成４年から平成13年までの10年間、県の中核

農家協議会の会長も務めさせていただきました

が、その当時、平成５年にウルグアイ・ラウン

ド合意により、牛肉、オレンジの自由化から、

後のとりでの米までも自由化の波にさらさ

れ、大変不安な時期もありましたが、県内の仲

間とともに切磋琢磨しながら経営努力を重ね、

当時、農業所得の目標は800万円でありました

が、その目標の実現に向けて努力したものであ

りました。当時の本県の農業産出額は3,370億円

ほどで、全国第８位ぐらいの位置であったと記

憶いたしております。その後も、県、農業団体

が一体となった農業振興の結果、景気低迷など

の影響を受けているものの、農業産出額3,000億

円前後、全国でも５位から７位を維持している

ところであります。そこで、農政水産部長にお

伺いしてまいりますが、かつて800万円の目標を

掲げていた農業所得の現状について、農政水産

部長にお伺いいたします。

農業所得につ○農政水産部長（緒方文彦君）

きましては、平成３年に策定した第四次農業振

興長期計画において、中核農家の平均農業所得

目標を800万円と掲げておりましたが、現在、農

業経営基盤強化促進法に基づく県基本方針で

は、１経営体当たり630万円としております。国

の「農業経営統計調査」によりますと、主業農

家 これは農業所得が主で、１年間に60日以─

上自営農業に従事している65歳未満の世帯員が

いる農家と定義されておりますが の平成23─

年の農業所得は553万円となっております。

次に入ります。本県の基幹産○山下博三議員

業は農業であります。何回も申し上げますが、

農業が栄えることによって本県の経済も成り

立っていると考えております。私の知り合いの

農家の中に、現在、施設園芸や酪農、大規模な

露地野菜等で、1,000万円を超える所得を上げて

いる方もたくさんおられます。また、６次産業

化や東アジアを中心とする輸出等、これまでの

農畜産物の生産のみの経営から、新たな雇用を

目指している農家もおられます。一方で、担い

手の高齢化、減少が進み、産地や集落の核とな

る担い手の確保も難しくなる中で、多種多様な

農業が展開されている本県では、一律の施策で

は農家所得の向上を図ることはできません。豊

かな農業・農村の形成が本県にとって も大事

であると思いますが、先般、新聞などで報道さ

れた平成24年度の税務署の確定申告から試算し

ますと、農業所得は約360万円となっておりま

す。現在目指している所得目標である630万円か

ら専従者給与を除いた460万円と比較しても、ま

だ100万円の開きがあります。さらに農家の所得

向上に向けた取り組みが必要だと思いますが、

取り組みの現状について農政水産部長にお伺い

いたします。

現状と目標と○農政水産部長（緒方文彦君）

する農業所得との間には隔たりがありますが、

燃油や配合飼料の資材価格の高騰など、以前よ

りも経営環境が厳しくなっていることを踏まえ

ますと、まずは、あらゆる農家で生産コストの

縮減や生産性の向上をさらに進めていただける

よう、県としても支援・サポートを充実させる

ことが喫緊の課題であると認識しております。

その上で、本県農業が将来にわたって魅力ある

産業として発展するためには、従来の経営から
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一歩踏み出して、さらなる所得向上を目指す農

業者に、本県の農業の牽引役として一層活躍し

ていただく必要があると考えております。この

ためにも、県全体で構想を取りまとめましたフ

ードビジネスを強力に推進し、販売チャンネル

の開拓、あるいは産地加工による高付加価値化

などの新たなチャレンジを、積極的に後押しし

てまいりたいと考えております。

次に、焼酎原料用米について○山下博三議員

お伺いいたします。フードビジネスの中でも質

問いたしましたが、焼酎業界は、本県産の農産

物を活用した加工産業として大変重要な産業で

あります。その焼酎業界では、平成19年、国の

事故米事件により米のトレーサビリティーが強

く求められたことにより、近年、県産米の需要

が大変高まっております。このような中で、先

日、日本農業新聞に、宮城県において、米の生

産調整に係る産地資金を活用して原料用米の支

援を行い、前年比４倍の生産を見込んでいると

の記事が掲載されておりました。このように、

主食用としてばかりでなく、加工用も含めた売

れる米づくりの取り組みが各地域で始まってい

ますが、本県における加工用米の需給状況はど

うなっているのか、また、今後どのように取り

組んでいかれるのか、農政水産部長にお伺いい

たします。

加工用米は、○農政水産部長（緒方文彦君）

清酒やみそ、煎餅などの多様な国産需要が見込

まれますが、県内では、特に焼酎メーカーで使

用する加工用米を年間２万3,000トン程度と推計

しているのに対しまして、県内の供給量は530ト

ン程度となっております。このように、県内に

おける加工用米の潜在的な需要が十分にあるこ

とから、その生産拡大を図るために、県では、

国の経営所得安定対策における加工用米への助

成金10アール当たり２万円に加え、主食用米や

飼料用稲などと同等水準の所得が確保できるよ

う、今年度から新たに産地資金を２万5,000円に

拡充いたしますとともに、前年度からの生産拡

大分に対しては、県単独事業として、さらに１

万円を助成しているところでございます。ま

た、生産の低コスト化に必要な機械・施設等の

整備等を支援するなど、生産振興対策もあわせ

て進めているところであります。県といたしま

しては、引き続き、加工用米の生産拡大を進め

るとともに、国に対しましても、経営所得安定

対策の取り組みの中で、支援が拡充されるよう

要望してまいりたいと考えております。

時間がありませんので、○山下博三議員

ちょっと飛ばさせていただきますが、次は、畜

産試験場川南支場の今後についてお伺いしてま

いります。かつてハマユウポークという県の畜

産試験場が造成した「ハマユウ」をもとに生産

するブランドがありました。この「ハマユウ」

は、畜産試験場川南支場が原種豚の供給を行っ

ていたそうですが、先般の口蹄疫により、川南

支場も約500頭の豚を全頭殺処分したことから、

以後、供給はできなくなったところでありま

す。ハマユウポークは、県内産豚の出荷頭数か

らすると、１割程度であったと聞いております

が、特徴ある豚として、流通関係からも評価を

受けていた品種と聞いております。そこでお伺

いいたしますが、「ハマユウ」の造成に活用し

てきた川南支場において、現在どのような試験

研究を行っているのか、また今後、系統造成等

を行うことは考えておられるのか、お伺いいた

します。

本県における○農政水産部長（緒方文彦君）

養豚研究につきましては、系統豚「ハマユウ」

の造成を中心に行ってまいりましたが、口蹄疫
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により、川南支場の全ての豚が処分され、原種

豚の維持が途絶えたことや、近年、民間ベース

での改良が進み、優秀な種豚が供給されている

状況も踏まえ、新たな系統造成は当面再開しな

い方向で検討を進めております。畜産試験場川

南支場における養豚研究につきましては、現

在、養豚復興対策として、独立行政法人「家畜

改良センター宮崎牧場」から譲渡されました系

統豚「ユメサクラ」の交配、選抜を行い、県内

養豚農家へ種豚を供給するとともに、「ユメサ

クラ」を活用した繁殖性、産肉性の向上につい

て、調査研究を行っております。また、生産性

の向上や生産コストの低減を図るため、夏季の

養豚の繁殖性や生産性の向上を目的とした「ヒ

ートストレスメーター」の開発、あるいは未利

用資源を活用した付加価値の高い肉豚生産など

の研究に取り組んでおります。

先日、私は視察に行ってまい○山下博三議員

りました。広大な土地、20.3ヘクタールの土地

であります。現在の川南支場は、平成７年度か

ら13年度にかけて、県内養豚・養鶏研究の拠点

施設として、45億円もの予算を投じて、近代的

な施設へと再整備されたところでありますが、

飼養技術は民間のほうが先進的であると言われ

ている中で、県では系統造成は行わないという

ことであります。今後の川南支場の活用策とし

て、将来的にどのように活用していこうとして

いるのか、農政水産部長にお伺いいたします。

本年３月に策○農政水産部長（緒方文彦君）

定した「宮崎県畜産新生プラン」におきまし

て、今後、生産性の向上や生産コストの低減、

衛生管理の強化等の課題解決に向けた取り組み

を進めていくこととしておりますので、先進的

な施設を備えている川南支場を有効に活用し、

養豚・養鶏・衛生環境研究の拠点施設として、

研究を展開してまいりたいと考えております。

具体的には、大学や民間企業、生産者との連携

を密にしながら、養豚研究につきましては、焼

酎かす等の未利用資源を活用した肉豚生産技術

の開発、あるいは凍結精液による人工授精の実

用化に向けた研究を、養鶏研究につきまして

は、みやざき地頭鶏のよりおいしさを追求した

ブランド確立に向けた研究を、さらに衛生環境

研究につきましては、より高度な汚水浄化処理

技術や悪臭防止技術の開発、太陽光発電システ

ムを利用した畜舎環境改善などの研究に取り組

んでまいります。

後になります。私は、視察○山下博三議員

しました折にびっくりしたんですが、鶏と豚が

一緒の施設で研究されているということ、以前

は、新たなウイルスというのはなかなかなかっ

たんですが、 近は非常に新型のウイルスが発

生いたします。人間にも感染する新たなウイル

スの発生はないのか、大変な不安を持ちまし

た。それと、研究するのには人家の密集地であ

ること、周りが畜産地帯であること、それか

ら、あそこで研究されている内容は、農家の研

究実績の認知が余りないこと、そのことを思っ

た次第であります。このことについては、かな

り執行部と協議をしてまいりましたが、やはり

長期的な研究機関というのが何をなされるの

か、そのこともしっかりと検討していただくと

ありがたいと思っています。

若干質問を残しましたが、以上で終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○福田作弥議長

した。

次の本会議は、17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。

平成25年６月14日(金)
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午後２時47分散会

平成25年６月14日(金)


