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午前 10時０分開議
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22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）
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28番 新 見 昌 安 （ 同 ）
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30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 原 正 三 （ 同 ）

32番 濵 砂 守 （ 同 ）

33番 水 間 篤 典 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）
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45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 井 本 英 雄 （ 同 ）

47番 星 原 透 （ 同 ）
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50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 中 村 幸 一 （ 同 ）
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財 政 課 長 和 田 雅 晴

教 育 委 員 長 江 藤 利 彦

教 育 長 高 山 耕 吉

警 察 本 部 長 吉 田 尚 正
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議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二



一般質問◎

ただいまの出席議員44名。○中村幸一副議長

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、29

番満行潤一議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○満行潤一議員

ざいます。けさ早く中村副議長から電話があり

ました。「満行君、難しい質問はせんちゃろう

な。議事がとまったら困っど」とおっしゃいま

した。今議会、一般質問でありますけれども、

一問一答方式が本格的に導入されて初めての議

会を迎えました。社民党・満行潤一、ずっと一

問一答をお願いしていましたが、なかなか実現

しませんでした。今回、東国原知事が登場され

て、その要請にこたえるということで、今議会

から一問一答が始まりました。昨日、いろいろ

と、ちょうちょうはっしありました。これが本

来の議会の姿じゃないのかなと、たまに議会が

とまることは 議員だれも望んではいないと―

思いますけれども、スムーズな議事進行が望ま

しいわけですけれども あっても仕方がない―

と、それが知事が求める本当に緊張感のある議

会と執行部との関係ではないのかなと思って、

きのう見ておりました。２日目の初登壇で、非

常にそういう意味では注目されていると思いま

すが、進めていきたいと思っております。

キーワードは、今、宮崎改革、改革という

か、変革が一番正しいキーワードになっている

んじゃないのかなと思っています。毎日のよう

に県庁に大型バスが入って、県外の方々がたく

さん訪れています。新聞によりますと、４月３

日から６月６日までに２万5,000人近くが訪問さ

れていると。本当に知事がおっしゃる、県庁も

観光地になってしまっているんだなと思ってい

ます。観光客だけじゃありません。農畜産物も

どんどん販路が拡大をし、売り上げも大幅増を

達成しているということであります。これは、

長年にわたりブランド確立対策に取り組んでこ

られたわけですけれども、この数カ月でその成

果が一気に花が開いたと。知事がトップセール

ス、いやセールスをしなくても、ばんばん宮崎

県産というだけで消費が進んでいるということ

であります。

しかし、よく知事は県民総力戦とおっしゃっ

ております。松形元知事も「みんなが参加」と

いうふうにおっしゃっておりましたし、そうい

う意味では歴代の知事が、県民挙げて私と一緒

に頑張りましょうということをおっしゃってい

るわけなんですが、知事がおっしゃる総力戦、

どう見ても現状では、東国原知事一人の総力戦

になってしまっているんじゃないかなという気

がしてなりません。今度知事にはこれを売って

ほしい、これをＰＲしてほしいというふうに、

毎日のように知事に陳情に来られております。

こういう県民の他力本願的な考えを、知事が

おっしゃる県民総力戦にどう持っていくか、そ

ういう意識に変えていくかというのが、今後大

きなかぎになるのではないのかなと考えていま

す。今こそ宮崎の真価が問われている、そのよ

うに考えています。宮崎の人気を一過性のもの

にしてはならない、そう考えますが、昨日の山

下議員の質問の中で、県民総力戦の思いについ

ては知事が熱く語られましたので、このことに

ついては触れませんが、ここでは、今後の宮崎

の情報発信の展開について、知事の考えをお尋

ねしたいと思います。

平成19年６月14日(木)
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続きまして、学校事務及び事務職員をめぐる

状況について、教育長にお尋ねをいたします。

地方分権推進法を受けた中央教育審議会答申

「今後の地方教育行政のあり方について」で

は、学校の自主性・自律性の確立がキーワード

になりました。そして、そのためには、人事や

予算、教育課程の編成に関する学校の裁量権限

の拡大などを進める改革が必要であるとしてお

ります。学校の教育力の向上は、子供、地域の

実情を踏まえ、創意工夫を凝らした教育課程に

基づく教育が各学校で行われることにより実現

する。学校がみずからの責任と判断で自律的に

経営されることが求められる理由はここにある

だろうと思います。

学校は、生きる力、豊かな学力の保障ととも

に、子供たち一人一人に応じたきめ細かな教育

を必要としています。また、いじめ、不登校な

ど、子供たちを取り巻く課題の解決が重要とな

ります。一方、地域住民の声を反映した学校経

営の実現と説明責任が重要になっております。

こうした状況に学校が的確に対応するために、

自主性・自律性が発揮できる学校経営や教育活

動に専念できる体制づくりが必要であります。

そのためには、教育委員会主導の学校運営か

ら、裁量と責任を持った学校経営への転換が必

要不可欠であります。これらを適切に推進する

学校事務の機能強化が不可欠であると考えま

す。

このことにつきましては、太田議員が過去に

質問をしております。今、プロパーの事務職員

がどんどん減少しています。今、定数の３分の

１は知事部局からの人事交流になっているはず

であります。学校事務の専門性・機能性向上を

確保するためには、一定数のプロパーの養成が

必要と考えますが、教育長の見解を賜りたいと

思います。

以上で壇上は終わります。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようご○知事（東国原英夫君）

ざいます。お答えいたします。

今後のブランド確立を図るための情報発信に

ついてであります。私は知事就任後、２月から

これまでに、11カ所の量販店や市場等で、完熟

キンカンや完熟マンゴー「太陽のタマゴ」等の

トップセールスを行い、多くの消費者や取引業

者の皆様方にお会いし、県産農畜産物等のＰＲ

を行ってまいりました。おかげをもちまして、

「太陽のタマゴ」や「みやざき地頭鶏」につい

ては、予想を上回るようなＰＲ効果があったも

のと考えております。このような現在の宮崎の

認知度を維持向上、あるいは高次安定させるた

めには、宮崎ならではの安全・安心で品質の確

かな特徴ある商品を、生産者が責任を持って

しっかりと生産するとともに、商品の持つしゅ

んやこだわり等の情報を、トップセールスや消

費地における宮崎フェア、テレビＣＭ等の放映

を通じて、積極的に配信してまいりたいと考え

ております。以上です。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（高山耕吉君）

します。

学校事務の専門性・機能性向上の確保につい

てであります。学校事務職員につきましては、

学校が複雑多様化するニーズに対応しまして、

質の高い教育を提供する上から、教育活動を支

える専門的スタッフとしての資質能力を身につ

けまして、これまで以上に学校運営に積極的に

参画することが期待されております。このた

め、県教育委員会におきましては、教育研修セ

ンターでの専門的な研修や、全県下に構築いた

しております共同実施組織での業務遂行等を通

しまして、事務職員の資質能力の向上を図って
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いるところであります。また、任用の一本化及

び知事部局との人事交流により、さまざまな職

務経験を通しまして、幅広い視野と柔軟性のあ

る人材が育成されているものと考えておりま

す。今後とも、学校運営を支えます優秀な事務

職員の育成確保に、一層努めてまいりたいと考

えております。以上でございます。〔降壇〕

今、宮崎が変革というキーワ○満行潤一議員

ードというふうに申し上げましたけれども、日

本じゅうに漂うこの閉塞感の中に、宮崎が変革

を求めている。それが知事の登場によって日本

じゅうから受けているのかと。そういう意味で

は、宮崎は今がしゅんだと思うんですよね。だ

から、今、知事を先頭にＰＲをするべきじゃな

いのかなと思います。知事にしかできない提案

をしてみたいと思うんですが、知事だからこそ

できる、観光地紹介とか県産品紹介のビデオ、

リーフレットを本県も今までかなりたくさんつ

くっておられます。それにエビちゃんを起用す

るとか、スポーツランドみやざきであれ

ば、2,000本安打の田中幸雄、北海道の球団です

から、宮崎を入れて北海道の宣伝にもなる、大

山志保プロもおられます。芸術・音楽面では、

コブクロ、今井美樹、いろいろとたくさん宮崎

出身者はおられますね。それに知事が「協力し

てよ」とおっしゃれば、気持ちよくその要請に

こたえて、リーフレットとかビデオとか、それ

に登場してもらう。それこそ10万枚とかつくる

んじゃなくて、少数つくって、それがプレミア

になって日本じゅうの人たちが奪い合うぐらい

あった方が、いい宮崎の宣伝ができるかなと、

それは今しかできないし、知事しかできないん

じゃないかと思いますが、御見解がありました

らお願いいたします。

行政の政策として○知事（東国原英夫君）

は、観光大使というのがございます。200名ほど

いらっしゃいまして、定期的に県産品などをお

送りしてＰＲに努めていただいておる次第でご

ざいます。そういう200名の方が、本当に宮崎県

のＰＲに資する活動をなさっているかどうかと

いうのは、私ふだんから疑問に思っておりま

す。そういったものも含めて見直しの段階では

ないかと。御指摘のように、ＰＲ力のある方

に、より効率的に仕事をしていただくという意

味では、御提案の今の著名人、有名人あるいは

スポーツ選手等々にお願いを申し上げて、販路

拡大、ＰＲ等に努めていくということは、非常

に有効的な手段かと思っております。具体的に

はここでは言及できませんが、そういったこと

も含めて検討させていただきたいと思っていま

す。以上です。

一つのアイデアとして提案し○満行潤一議員

ますので、ぜひ御検討いただければありがたい

なと思っています。

企業立地についてお尋ねしたいんですけれど

も、今回、企業立地促進補助金、最高限度額５

億円を50億円に引き上げられました。大型案件

というところを新設して、そこに50億円、最大

限企業に出しますよと、その目的と目標につい

ては昨日答弁されましたので、そこでわかりま

したので質問しませんけれども。一つは、デル

が宮崎にカスタマーセンターを設置していま

す。現在、雇用者数約450名、これに対して本県

は、補助金を３億5,000万円ほど支出しているん

だそうですが、50億円だから来るのかどうなの

かという疑問があるわけです。５億円で今ま

で100社誘致しているという実績がある。これは

明らかになっているわけですけれども、デルが

宮崎にカスタマーセンターを設置すると決めた

理由が、日経パソコンという雑誌にも掲載され
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ていました。そのデルの社長いわく、サポート

センターをつくりたかった、日本じゅう、世界

じゅうの中で、なぜ宮崎に決めたかというの

は、宮崎県知事と宮崎市長のトップセールスで

あった、その行政の情熱に負けて宮崎に立地し

たというふうにおっしゃっているわけです。だ

から、50億円だから実績が伸びる、それだけ

じゃないんだろうと思うんです。やっぱりトッ

プセールスの情熱を傾ける、それが相手に伝わ

る、それも大きなことじゃないのかなと考えて

いますが、知事の見解がありましたらお願いい

たします。

企業誘致における地○知事（東国原英夫君）

元自治体の熱意についてでありますが、地方に

立地しようとしている企業におきましては、道

路や港などインフラ整備の状況、労働力の供給

体制、電力や工業用水など、さまざまな観点か

ら検討して、立地を決定している状況がござい

ます。それ以外に、御指摘のとおり、立地候補

地の市町村と県の受け入れ体制や熱意が進出決

定の大きな原因となっていることも、私は十分

に理解しております。そのため県では、地域に

おける市町村間の広域連携を図りながら、地域

の特性を生かした企業誘致活動を行うため、昨

年、県内５地域に企業立地促進協議会を立ち上

げたところでございます。今後、協議会を活用

しながら、市町村と連携して企業を訪問し、希

望する条件を満たせるような立地環境の整備を

行うなど、さまざまな創意工夫を凝らして、１

件でも多くの立地に結びつけてまいりたいと考

えております。今後、私も積極的に、県産品だ

けではなく、企業あるいは移住等も含めまし

て、トップセールスに励んでいきたいと考えて

おります。

ありがとうございます。も○満行潤一議員

う10分過ぎてしまいました。ちょっと急がない

といけないですね。やっぱり一問一答、難しい

時間配分がありますね。

次に、ブランド確立、ブランド向上対策につ

いてお尋ねしますが、今回、補正予算で3,100万

円余りが計上されています。しかし、何といっ

ても生産基盤の強化が重要だろうと思います。

生産者支援策はどうなっているのか、関係部長

にお尋ねをしたいと思います。

生産者の支援○農政水産部長（後藤仁俊君）

策ということであります。生産者の支援策につ

きましては、足腰の強い農業をつくっていくた

めに、国のいろいろな補助事業等を活用しなが

ら、生産施設の改善、さらには新設等も含めま

して、産地の確立に努めているところでありま

す。

ぜひ、その原点である生産現○満行潤一議員

場の基盤整備というのをよろしくお願い申し上

げたいと思います。

知事の影響もあって、かなり県産品が売れて

います。宮崎地鶏が５倍も６倍も売れていると

いう話があるわけですね。到底あり得る話じゃ

ないんですよね。しかし、そういう話になって

います。宮崎産というと本当に何でも売れてい

る。こうなると、本当に宮崎産なのかというと

ころを非常に心配するわけですね。中には、宮

崎産じゃないのに宮崎産と言って東京で売られ

ているんじゃないか。そのにせブランド対策は

どうなっているのか。ブランド確立の中で、に

せブランド対策というのは大きな柱だと思いま

すが、その対応について部長にお尋ねします。

にせブランド○農政水産部長（後藤仁俊君）

対策という項目ではくくっておりませんけれど

も、にせブランドに関しましては、やはり十分

な注意が必要だと思っています。そこで、先ほ
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ども御指摘ございましたが、本県の農畜産物の

うち、みやざきブランドの商品として認証して

いるみやざき地頭鶏など、一部の商品につきま

して需要が急増いたしまして、一時的に販売店

から不足する状況が見られております。したが

いまして、ブランド商品につきましては、生産

拡大対策に必要な施設などを、各種事業を活用

しながら計画的に整備いたしますとともに、あ

わせまして、農業改良センター等が中心になり

まして、関係団体と連携しながら、生産技術の

向上対策に取り組んでいるところであります。

なお、にせブランドにつきましては、今まで確

立してまいりましたみやざきブランドの権利侵

害、こういったことも十分に考えられますの

で、私どもとしましては、今年度から、例えば

携帯電話で産地等が確認できるような二次元コ

ードを出荷の箱に張るような、そういう具体的

な対策を行いまして、にせブランドの発生を防

ぐような対策に努めてまいりたいというふうに

考えております。

ぜひ東京、大阪の小売店に○満行潤一議員

行って、チェック、監視というのは大事だと思

うんですよね。せっかく知事の人気でここまで

きているのが、がたんと信頼性が落ちるんです

ね。それは非常に危惧される部分ですので、お

願い申し上げたいと思います。

時間がありませんので、進めさせていただき

たいと思います。

都城島津家史料の活用についてお尋ねをいた

します。

知事も都城出身ですので、都城島津の歴史、

そして都城と一緒に歩んできた歴史というのは

十分御認識だろうと思います。都城は、中世に

島津荘と呼ばれる国内最大の荘園を治め、後に

薩摩藩主となった島津家の発祥の地です。室町

時代から島津家分家の北郷氏が治めて、江戸時
ほんごう

代も薩摩藩の私領（自治領）の一つとして北郷

氏、今で言う都城島津氏が引き続き治めた歴史

があります。平成16年10月、都城島津家から都

城市に、都城島津家史料約8,000点が寄贈されて

います。当初１万点とも言われていましたが、

よくよく１つずつ数えると8,000点だったそうで

ありますが、相当な数です。室町から江戸時代

を通じて、都城地方と都城島津家の歴史を語る

上で貴重な史料の数々だと思います。豪華な

びょうぶや甲冑（よろいかぶと）、絵図など、

都城島津家が伝えてきた名宝の数々も含まれて

おります。都城市に寄贈された都城島津家史料

約8,000点についての知事の見解をお尋ねしたい

と思います。

都城島津家史料は、○知事（東国原英夫君）

都城地区の歴史だけではなく、日向の国の中近

世の歴史を解明する史料として大変貴重なもの

であるとお聞きしております。県におきまして

も、平成17年４月に、その貴重な史料の一部を

お借りして、県総合博物館において特別展を行

い、広く県民の皆様に御紹介したところでござ

います。現在、都城市において、史料の整理と

目録の作成が進められており、県といたしまし

ても、国とともにその経費について支援を行っ

ているところであります。都城市における整理

作業が終了し、価値ある史料の全容が明らかに

なることを期待したいと存じます。以上でござ

います。

国県の補助をいただきなが○満行潤一議員

ら、今、21年度までに目録作成を完了というこ

とで頑張っているというふうに聞いておりま

す。しかし、今後、重要文化財の指定を受ける

ためには、その保存と活用というのが絶対条件

になるだろうと思います。当然、貴重な史料を
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広く県民、市民に利活用してもらうための展示

施設、博物館みたいな整備が必要になるだろう

と思います。福岡県柳川市に柳川古文書館とい

うのがあります。これは福岡県立の施設なんで

すけれども、運営は柳川市がしている県立市営

の施設です。これは、柳川付近の民家などに

残っていた古文書籍や絵地図などが収集されて

展示されている。県民の方々に理解しやすいよ

うに整理して、郷土学習、生涯学習の場として

も活用されている。まさに都城島津家史料館

も、こういう形で県立市営でやれないかなと考

えているんですが、知事の見解をお尋ねしま

す。

県といたしまして○知事（東国原英夫君）

は、都城島津家史料の全容が明らかになった段

階で、例えば、市と連携しながら総合博物館等

において、広く県民の皆様に貴重な史料を紹介

していく等の取り組みを行うことは可能かと存

じます。以上でございます。

それはその一つの方策でしょ○満行潤一議員

うけれども、8,000点というのを保存し利活用す

るために、それなりの施設が必要だろうと思う

んです。宮崎県は、もともと美々津県と都城

県、それが合併して宮崎県になっているわけで

す。たしか明治６年に宮崎県ができたんです

が、その前は、天領地があったり伊東藩があっ

たり島津があったりと、宮崎県ばらばらですよ

ね。普通は県庁所在地は、お城の中にあるか、

お城の隣にある。九州各県もそうですね。とこ

ろが、宮崎はそういう歴史なものですから、広

く県民に、宮崎の歴史というのを教える場がな

いんですよ。隣の鹿児島県、うちから車で行く

と５分もすれば鹿児島県です。各市町村には郷

土館というのがあって、薩摩の歴史を太古から

現代までずっと教えてくれます。それは、鹿児

島県が薩摩の一つだったから全部やれるという

ことだろうと思うんですが、宮崎はそういうこ

とができません。明治の前は、みんな歴史的感

覚も全部ばらばらです。我々はせめて都城だけ

でも、子孫に宮崎の歴史、文化を伝えたい、そ

のように考えますので、ぜひそういった意味で

は、財源も要りますが、県の支援を切にお願い

を申し上げたいと思います。

時間がありません。次に行きます。本県農業

の今後の展開についてお尋ねをします。

当然、農業は、食料の安定供給や国土・自然

環境の保全などの多面的な機能を有していま

す。県民生活の向上・安定に不可欠な役割を果

たしておりますとともに、他産業への経済波及

効果も大きく、本県の基幹産業として、地域経

済の発展に重要な役割を果たしています。しか

しながら、国内外の産地間競争の激化、担い手

の減少、高齢化の進行等の構造的な課題など、

日本の農業は危機的状況にあるだろうと思いま

す。「農は国の基なり」との教えはどこに行っ

たのか、本当に心配でたまりません。日本の祭

りという伝統文化は、五穀豊穣を祈願すること

から始まりました。今や、農村の田んぼが失わ

れていくのと並行して、伝統文化も失われてい

こうとしています。自然が荒れると、人間の心

も荒れていきます。まさに現在の日本社会をあ

らわしていると思います。

政府は、工業製品を輸出するかわりに、農畜

産物の輸入自由化の枠の拡大、関税の引き下げ

を行おうとしています。食料が足りないのなら

いざ知らず、あり余っているのにこういうあり

さまです。全くおかしな話だと思います。確か

に、日本は工業立国ですから、わからぬことは

ありません。ですが、自国の農業を犠牲にして

国が栄えても、長続きするはずはないと思いま
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す。その犠牲となるのは自分たちの子供であ

り、孫であるだろうと思います。日本政府は、

「農は国の基なり」の原点に立ち返り、自国の

農業が滅ばないように農政の転換を図るべきだ

と思います。本県は国に対し、ＷＴＯ、ＦＴＡ

等の多国籍間農業交渉では、農業・農村を守る

という視点に立った地域の声を十分反映させた

主張をすべきだと考えますが、知事の考えをお

尋ねします。

本県では、これまで○知事（東国原英夫君）

温暖な気候や豊かな自然を最大限に活用した農

業の振興に努めた結果、平成17年の農業産出額

が3,206億円となっておりまして、全国第６位の

食料供給県となっております。しかしながら、

農業を取り巻く情勢は、国内外の産地間競争の

激化や、高齢化、担い手の減少といった構造的

な課題に加え、鳥インフルエンザの発生やポジ

ティブリスト制度の導入など、食の安全性をめ

ぐる課題に直面しております。これらの課題に

的確に対応するためには、私は、本県が持つ個

性や魅力を磨き上げ、国内外に発信していく攻

めの姿勢が重要であると考えておりまして、

「新みやざき創造計画」においては、みやざき

ブランドの総合プロモーションに取り組み、農

産物のみやざきブランドの確立や、東アジアへ

の農産物の輸出促進、さらには全国トップクラ

スにある残留農薬検査体制等の充実による食の

安全・安心の確保に努めてまいります。また、

これらの農業生産を支える、意欲があって経営

管理能力のすぐれた担い手の育成確保や、低コ

ストで安全・安心な農産物の生産体制の確立な

ど、本県の基幹産業である農業の振興に努めて

まいりたいと考えております。以上です。

ぜひお願い申し上げたいと思○満行潤一議員

うんですが、きのう、その対応策については出

ましたので、ここでは触れません。今、知事の

答弁の中にもありましたが、ポジティブリスト

制度の施行に伴う現状と課題について、これは

部長に聞きたいと思うんです。食品衛生法の改

正に伴って、昨年から、すべての農薬に作物ご

との残留基準を設定して、基準を超える農薬が

含まれる農産物の流通を禁止するポジティブリ

スト制度が施行されております。それを受け

て、本県では、適正な農薬使用方法の推進とポ

ジティブリストに対応した産地体制の確立を図

るということになっておりますが、この制度施

行における現状と課題についてお尋ねしたいと

思います。

本県では、ポ○農政水産部長（後藤仁俊君）

ジティブリスト制度の施行に際しまして、県、

市町村、農業団体等で構成いたします「みやざ

き農薬適正使用推進指導班」を立ち上げ、県内

各地で500回を超える講習会等を開催しまして、

制度の内容や対応策等について周知を図ってま

いりました。あわせて、農業改良普及センター

等には相談窓口を設置いたしまして、農家の技

術的課題等に対応してきたところであります。

また、総合農業試験場に最新型の残留農薬分析

装置を導入いたしまして、検査体制の一層の強

化を図るとともに、関係団体等と一体となりま

して、農薬の適正使用と生産履歴記帳の指導を

徹底してまいりました。このような取り組みに

より、農業の現場では大きな混乱もなく経過い

たしておりまして、制度の周知や農薬の飛散防

止対策等が浸透している現状にあるというふう

に考えております。今後は、全国の事例等を参

考にしながら、特に高齢者あるいは新規参入者

等への重点的な指導を行いまして、ポジティブ

リスト制度に対応した産地体制を確立すること

が課題であるというふうに考えております。
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よくわかりました。今、知事○満行潤一議員

が攻めの姿勢でいかないかんというふうにおっ

しゃっているわけですよね。このポジティブリ

スト制度というのは、当初かなり混乱もしまし

たけれども、本県の戦略的メリット、攻めの姿

勢ですね、制度施行を逆に武器にするという考

え方なのかどうか、お尋ねをしたいと思いま

す。

結論から申し○農政水産部長（後藤仁俊君）

上げますと、そういう考え方でございます。ち

なみに、ポジティブリスト制度の施行によりま

して、残留農薬の規制が強化されたわけでござ

います。本県には、宮崎方式と呼ばれます２時

間で290種類を一斉分析できる残留農薬分析技術

がございまして、これを使い、出荷前の自主検

査体制を確立いたしております。したがいまし

て、安全・安心な農産物を全国にアピールでき

る好機であるというふうに考えております。こ

のため、本年度におきまして、全国トップの残

留農薬検査体制のさらなる充実強化を図ります

ために、残留農薬分析や、さらにはポジティブ

リスト制度への対応、さらに生産履歴記帳指導

等の核となります「安全・安心総合推進センタ

ー」 仮称でございますけれども この設― ―

置を内容とする「みやざきブランド」安全・安

心総合推進体制整備事業につきまして、この議

会に補正予算として提案させていただいておる

ところでございます。今後とも、本センターを

核にいたしまして、農薬適正使用の徹底と安全

性チェック体制の充実強化を図り、消費者から

信頼される安全・安心な農産物づくりに、生産

者・農業団体と一体となって取り組んでまいり

たいと考えております。

あと11分です。済みません。○満行潤一議員

いっぱいしゃべりたいんですけど、次に進みま

す。

消防の広域化についてお尋ねをしたいと思い

ます。

人口の減少、少子高齢化の進展、これは宮崎

の大きな課題ですけれども、それもあって、地

域防災力の低下というのが、本当に各地域懸念

をされているところです。消防というのは、こ

れらの変化に的確に対応し、今後とも第一線で

住民の生命・財産を守る、これが大事な役割だ

ろうと思っています。しかし、県内では、県

北、まだ７町村に常備消防体制も確立されてい

ない。そういう状況もあるわけですけれども、

本県の常備、非常備の役割について、知事の見

解を簡潔にお尋ねしたいと思います。

近年、災害の大規模○知事（東国原英夫君）

化や複雑化が進み、また、国民保護法の施行や

救急の高度化など、消防に対する新しい期待が

生まれたり、ニーズが高まったりしておりま

す。さらに、今後の人口減少社会の中で、消防

団員の減少や高齢化が進むなど、地域防災力の

低下が懸念されるところであります。先日、県

民ブレーン座談会でも消防団員の方々とお話し

させていただきましたが、やはり消防団員の減

少の要因として、サラリーマン化する消防団員

の中にあって企業の理解が得られない、あるい

は消防団員がどういう活動をしているのか地域

の理解が得られない、そういったものに関して

も、知事を初め発信力のある媒体を使ってＰＲ

をしていただきたいと言われました。私は一生

懸命、消防団員について、これからＰＲもして

いきたいと、そして消防団員の重要性について

もＰＲしていきたいと考えております。また、

県内には、消防本部のサービスが受けられな

い、いわゆる消防非常備町村が７町村ほどあ

り、これらの町村の常備化も大きな課題であり
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ます。これらの課題に対処し、地域防災力の向

上を図るためには、消防本部の統合と非常備町

村の常備化を含めた市町村消防の広域化を、積

極的に推進していく必要があると考えておりま

す。以上です。

消防団員の皆さん、日夜非常○満行潤一議員

に頑張っていただいていますし、ぜひ活動しや

すい体制も維持してほしいと思います。常備の

ないところが７町村、本当に同じ県民でサービ

スの違いが物すごくある。それはぜひ県として

は指導をしっかりしていただいて、一日も早い

常備化をしてほしいなと思っています。知事が

今おっしゃいました広域化は、昨年、消防組織

法の改正で、都道府県にも消防広域化の推進計

画をつくりなさいというふうになっているよう

です。本県も動き出しているようなんですが、

この消防広域化の基本的な考え方、策定スケ

ジュール等について、関係部長の答弁をお願い

します。

市町村消防の広域○総務部長（渡辺義人君）

化推進計画でありますけれども、まずスケジュ

ールのほうから申し上げますと、この計画策定

に当たりまして、本県には９つの消防本部がご

ざいますけれども、そこの管理者、消防長、そ

れから町村会長等をメンバーとする県の検討会

を立ち上げております。この検討会の中では、

広域化対象市町村の組み合わせですとか、ある

いは広域化の方式等について検討を進めること

にしております。先月の16日に第１回の会合を

持ちまして、今後、適宜検討会を開催しまし

て、本年度中には広域化計画を策定したいとい

うふうに考えております。

それから、体制の関係であります。広域化の

推進計画と体制の関係でありますけれども、こ

の消防の広域化というのは、消防組織体制を効

率化することによりまして、住民サービスに最

前線で頑張っていただいておる消防職員の方々

のいわば応援をするという意味で、住民サービ

スの向上も図ろうということでございます。具

体的に申し上げますと、消防本部を統合して、

管理ですとか指令等の本部機能を効率化するこ

とによって、そこに生じるメリットを、火災・

救急業務などの直接住民サービスを担当する部

門に振り向けますとともに、あわせて資機材の

高度化等を図る、そういったことを想定してお

りまして、あくまで地域消防力の総合的向上と

いうことを目指しているものでございます。以

上であります。

後段のことについては、宮崎○満行潤一議員

県町村会報「しぶき」というのに、そういうふ

うに書いてあったんですよね。結局、広域化の

目的は、決して消防署や消防職員の削減ではな

く、厳しい行財政状況のもと、地域住民の要請

に的確に対応し得る消防防災体制の整備確立で

あると。今、部長がおっしゃったとおりなんで

すけれども、しかし、地域住民からすると、消

防が統廃合されると、過疎地域の消防の人材と

か機材が削減されるんじゃないかという不安が

一番先にくるんだろうと思うんですね。これを

どう払拭するかということなんですけれども、

それについては県はどのようにお考えなんで

しょうか。

先ほど満行議員の○総務部長（渡辺義人君）

ほうから、消防の非常備町村が県内７町村ある

というふうにお話がありまして、知事からも先

ほど、非常備町村の常備化の話も含めてお話が

ありましたけれども、私どもは、やはりそう

いった、消防の常備化を広域化することによっ

て、そういったことが起こらないようにすると

いうことも、広域化の中で検討していかなきゃ
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いけないというふうに認識しております。以上

であります。

ありがとうございます。○満行潤一議員

高校再編整備等について話を進めたいと思い

ます。

今、県立高等学校再編整備計画というのがあ

るわけで、それに従って、平成24年度まで普通

科、職業系専門学科の学科改編とか総合学科の

設置、中高一貫とか、そういうのをやられてい

ます。西諸、南那珂の高校統廃合も現在進めら

れているわけなんですけれども、しかし、高校

がなくなるという地域は、高校というのはその

地域の核ですから、非常に心配をする。しか

し、子供が少なくなれば、統廃合というのも避

けて通れない課題だと思うんです。しかし、地

域住民からすれば、地域力の低下を招くと大変

心配されております。高校統廃合について、知

事の見解をお聞きしたいと思います。

高校の統廃合につい○知事（東国原英夫君）

てでありますが、私は、宮崎の子供たちが、い

つの時代にあっても魅力と活力のある学校で学

ぶことができるよう、適切な教育環境を提供す

ることが大切であると考えております。現在の

再編整備の方向性につきましては、一定規模の

生徒数を確保することにより、学校の教育目標

の達成が可能となることや、生徒にとって魅力

ある学校づくりができるようになるなど、さま

ざまな観点から十分な検討を重ねてきたものと

認識しているところでございます。それぞれの

高等学校には長年築き上げてきた伝統や校風が

あり、地域や同窓会の方々は深い愛着を持って

いらっしゃると思っております。その新設校

が、そのよさを引き継ぎながら、一層すばらし

い高等学校となることを期待しております。以

上でございます。

なかなかそう簡単にいってい○満行潤一議員

ないところが悩ましいところなんですけれど

も、そうこう言いながら、その再編整備計画も

５年目になりました。教育長に、これまでの成

果、今後の進め方についてお尋ねをしたいと思

います。

高等学校再編整備計○教育長（高山耕吉君）

画の成果と今後の進め方でございますけれど

も、この計画に従いまして、これまで延岡地区

普通科高校の再編整備や高等学校における学科

改編、併設型中高一貫教育校の設置等に取り組

むなど、魅力と活力のある高等学校の創造に努

めてきたところでございます。また、現在は、

西諸県地区及び南那珂地区における総合制専門

高校の開校に向けました準備等を行っていると

ころであります。今後の本県の高校教育のあり

方につきましては、生徒数の推移や産業構造の

変化などを見きわめながら、県民の皆様の幅広

い御意見を伺い、さまざまな角度から調査研究

を進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。以上でございます。

同じく、特別支援教育の再編○満行潤一議員

整備についてお尋ねをします。これも同じく15

年１月に策定をされているんですけれども、養

護学校高等部設置とか進んでいます。今後の計

画について、知事の今回の提案理由説明で、

「同計画を見直し、時代の変化に対応した新た

な整備計画を策定することとした」とありまし

た。今後のあり方について、教育長に再度お尋

ねをしたいと思います。

学校教育法の改正が○教育長（高山耕吉君）

今年の４月に行われまして、盲・聾・養護学校

から特別支援学校に転換したことから、今後の

整備のあり方につきまして、改めて検討する必

要が出てきたと思っております。そこで、現
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在、予算審議をお願いしております新規事業に

おきまして、外部の有識者等から成ります策定

委員会を設置しまして、平成20年度までには、

特別支援学校の総合的な整備計画を策定するこ

とにいたしております。今後、整備計画の策定

に当たりましては、これまで培ってきました専

門的な指導方法や経験豊かな人材をさらに活用

することも含めまして、広く県民の御意見をい

ただきながら、全県的な視野に立ちまして検討

を行ってまいりたいというふうに考えておりま

す。以上でございます。

県立高校の統廃合も大変です○満行潤一議員

けれども、盲・聾・養の統廃合はもっと大変だ

と思うんです。統廃合かどうか、今後の課題で

しょうけれども、地域で地域の子供たちが学べ

る体制をぜひ構築いただきたいなと思っていま

す。

もう一つ教育長に、普通科全県一区と言われ

ていますが、通学区域の廃止についてお尋ねを

します。来年度から、普通科の通学区域の廃止

が予定をされております。しかし、こうなる

と、さらなる学校間のランクづけが激しくなる

んじゃないかと。特に人気の高い宮崎市内の高

校に県内各地から進学をする。そうすると、宮

崎市の生徒が市外の高校に進学をせざるを得な

い、進学を余儀なくされる状況が起こるんじゃ

ないのかなという危惧もします。日南とか串間

とか、これ以上生徒が流出したら困るという不

安もあるだろうと思うんですけれども、この通

学区域廃止の目的をお伺いします。

通学区域の廃止の目○教育長（高山耕吉君）

的と課題についてでございます。通学区域の撤

廃は、生徒たちがこれまで以上に、それぞれの

個性や能力・適性に合った高校を適切に選択で

きるようにするために導入をしたものでありま

す。また、高等学校におきましては、より特色

ある学校づくりへの取り組みが一層推進される

ものと考えております。これらの目的を達成す

るためには、各学校の取り組みや特徴など、中

学生が必要といたします情報の提供に努めるこ

とが必要であると考えております。このため、

これまで、入試制度変更の周知を図るために、

新聞広報やリーフレット配布などを行ってまい

りました。今後も、中学生を対象にしました学

校説明会の充実を図るための支援を行うととも

に、県立高校を紹介するＤＶＤや冊子によりま

して、学校の特色や魅力のＰＲに努め、子供た

ちが、自分に合った学校を主体的に選択できる

ような手だてを講じていきたいというふうに考

えております。以上でございます。

確かに、教育長がおっしゃる○満行潤一議員

特色ある魅力ある学校をつくらなきゃいけな

い、それで子供たちが主体的に選べばとおっ

しゃいますけど、やっぱり魅力的な学校は宮崎

市内に、県立は集中しているという状況だと思

うんです。これはランクづけがこれ以上広がっ

ていいのかというのはありますので、ぜひ運用

については慎重にやっていただきたいなと思っ

ております。

５分しかありません。音楽祭マンスリーの提

案を申し上げたいと思っています。

街角に出向いて県民に気軽に親しんでいただ

くストリート音楽祭、ことし２回目になりまし

て、雨にもたたられましたけれども、大成功を

おさめたと思っています。「宮崎には音楽の咲

く季節があります」をキャッチフレーズに、こ

としで12回目となる宮崎国際音楽祭が５月の連

休から始まりました。知事のマニフェストに

は、芸術、文化の振興についての記述がないと

いうことが大変気になっていましたけれども、
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同音楽祭のオープニングセレモニーで知事は、

「12回目を迎え、アジアを代表する音楽祭に

育った。スポーツランドだけでなく、ミュー

ジックランドみやざきとして世界に誇れるよう

発展させたい」と力強くあいさつされたと報道

をされました。しかし、ほっとしたのもつかの

間でした。閉幕会見では、「質を落とさないよ

う節約してほしい。身の丈に合った開催の仕方

もある」とコメントしたと報道されています。

私は、宮崎国際音楽祭を今後も継続発展してい

ただきたい思いでいっぱいです。長続きさせる

秘訣は、音楽祭の質、レベルにあると思いま

す。レベルを落とせば終わりになります。ファ

ンの耳は正直です。今後とも継続してほしいと

思いますが、これだけの一流メンバーを集める

となると、やはり運営費、財政がネックになる

だろうと思います。安くやれば、どうしても質

が落ちてしまいます。音楽祭みたいな文化事業

は、公的支援なしには存続が困難です。同音楽

祭の今後の支援のあり方について、知事にお伺

いいたします。

音楽祭でございます○知事（東国原英夫君）

が、私も今回初めて鑑賞させていただきまし

た。デュトワ氏や徳永二男さんや小曽根真さん

などの生の演奏を聞かせていただきまして、大

変感銘を受けた次第でございます。改めて芸

術、文化の重要性を認識いたしたところでござ

いますが、御指摘のように、この運営には１億

数千万かかっております。また、こうした芸術

文化が及ぼす影響は、お金でははかれないとこ

ろがあるということも十分認識しております。

しかしながら、本県の厳しい財政状況という現

実もございます。企業や県民の皆様の御理解を

得て、協賛金収入をふやすなど、あらゆる面で

の創意工夫を行いながら、これまでの成果を踏

まえ、さらに魅力ある音楽祭としての方向性を

模索していきたいと考えております。以上で

す。

大変前向きな答弁をいただき○満行潤一議員

ました。ぜひそれを期待しています。シャルル

・デュトワの指揮する宮崎国際音楽祭管弦楽

団、これは本当に各パートとも正真正銘、国内

外ともに一流のアーチストです。この管弦楽団

に入りたいということで、参加希望者が海外か

らたくさん来ると、それを断るのが大変だとい

うことになっているんだそうです。それだけ

シャルル・デュトワ、すごい人なんだなと思う

んです。知事がおっしゃるように、文化という

のは本当に大切なものですよね。子どものため

の音楽会、今回小学６年生1,800名を招待して、

本物の音楽を、本物の劇を見せて、本当に子供

たちは大感動をして帰りました。知事がおっ

しゃるように、限られた財源だからとなるんで

すけど、今回、企業、個人の支援も去年からす

ると倍ぐらい広がった。協賛企業も59社、金

も3,700万円ぐらい集まっているわけですね。そ

れをもっともっと県民の皆さんに出資しても

らって寄附してもらう。本当に知事がおっしゃ

る県民総力戦として、みんなでこの音楽祭を支

えよう、そうすることが長続きの秘訣じゃない

のかなと思っています。

さて、今回、国際音楽祭の終了後に、その一

環（協賛）として、第48回全国警察音楽隊演奏

会が２日間行われました。私も家族で２日間、

泊まりがけで行きました。初日は橘通りを歩行

者天国にして、29都道府県の音楽隊1,000人がカ

ラーガード隊を先頭にパレードをする。その

後、交差点５カ所で、それぞれの地元にちなん

だ曲を演奏する。本当にストリート音楽祭、す

ばらしいなと感激をしました。夜はアイザック
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スターンホールでコンサートの部があったんで

すけれども ぜひここだけしゃべりたいんで―

すけど コンサートの開会冒頭に警察庁長官―

が来られていたんです。この人、何をしゃべる

のかなと思っていたら、「コンサートの開会に

かた苦しいあいさつもやぼなので」と、さっさ

とあいさつを切り上げて これは漆間長官な―

んですけど 吉田本部長と２人で「千の風に―

なって」のピアノ２台による連弾演奏をなされ

ました。これは日本じゅうで最初で最後なのか

なと、あり得んだろうと、こう思っておりま

す。本当にサプライズでしたね。感動的な２日

間でした。

本題に入りますが、全国警察音楽隊演奏会は

３年ぶりの開催と聞いています。これは財政的

な問題で、なかなか主催県が決まらなかった。

なぜ宮崎県でできたのか。これは、国際音楽祭

の一環として、関係団体、ボランティアの協

力、イベント会社に委託することなく全部自前

でやったということで実現をしたというふうに

お聞きしています。であれば、毎年、隔年でも

宮崎で、このセットで開催できないのか。県警

では毎年じゃ大変だという悲鳴も上がるかもし

れないんですけれども、しかし、垣根を越え

て、みんなで国際音楽祭等いろんな音楽祭を一

緒にやる、そうすることによって、音楽祭マン

スリーというのをやれないかなと。ゴルフマン

スリーというのは本県にありますから、似たよ

うに音楽祭マンスリーというのを考えられない

のか、知事、いかがでしょうか。

音楽祭のマンスリー○知事（東国原英夫君）

開催についてでありますが、マンスリーという

のは毎月行われるという意味でございますよ

ね。（「ゴルフマンスリーというのがあるんで

すよ」と呼ぶ者あり）ゴルフマンスリー、例え

ば11月なので、５月をマンスリーにしようとい

うことですか。今、宮崎国際音楽祭が約２週間

ぐらい行われております。それに今回の警察音

楽隊が加わって、５月（メイ）をマンスリーみ

たいな位置づけにしたということでございます

が、私もスポーツランドに対抗して、ミュー

ジックランドということを発信させていただい

ておりますので、そういった取り組みとして

は、アイデアとしてはおもしろいんじゃないか

なと思っております。今後、その形態につい

て、警察音楽隊、全国から毎年は来てもらえま

せんでしょうから、それを自衛隊にするのか、

高校にするのか、何にするのか、全国からの公

募にするのか、どういった企画になるかわかり

ませんが、そういったことはひとつ勉強する余

地があるかなと考えております。以上です。

それでは、毎年じゃ難しいの○満行潤一議員

だろうという、本部長にできないかどうかお尋

ねをしたいと思いますが、いかがでしょうか。

満行議員には、○警察本部長（吉田尚正君）

２月の県議会に続きまして音楽隊に激励をいた

だきまして、ありがとうございます。宮崎で今

回、17年ぶりに全国の警察音楽隊の演奏会を開

催いたしたわけでございますけれども、関係者

の御理解、御支援に、この場をおかりしまして

厚く御礼を申し上げたいと思います。毎年ある

いは隔年の開催ということでございますが、御

指摘もございましたように、この演奏会、相当

な準備が必要となります。それから、全国大会

という性格上、他県での開催というものも予想

されるということでございますので、貴重な御

指摘ということで、今後の検討課題として、ま

た勉強させていただきたいと考えております。

以上であります。

よろしくお願いします。○満行潤一議員
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時間がありませんけど、最後に一つ、知事、

ドクターヘリの導入についてぜひ聞きたいんで

すけれども、参議院を通過しました。今度、衆

議院で議論していますが、ドクターヘリを法律

で各都道府県に設置するということになりつつ

あります。かなり進んでいるんですが、具体化

したこのドクターヘリ導入について本県はどう

考えていらっしゃるか、最後に知事、お願いし

ます。

ドクターヘリについ○知事（東国原英夫君）

てであります。多くの山間僻地を抱える本県に

とりましては、ドクターヘリというのは、救急

医療体制の充実を図る上で大変有効な手段であ

ると考えております。しかしながら、御案内の

ように、ドクターヘリの導入は、費用面はもと

より専任医師の確保等、多くの課題がありま

す。ちなみに、費用面で申しますと、初期整備

経費以外に年に約１億円の維持費がかかりま

す。例えば、初期整備経費でございますが、ヘ

リポートを駐車場につくるのに3,000万円、県立

病院などの屋上につくる場合は２億円ぐらいか

かると聞いております。当面は、救急搬送機能

を有する防災救急ヘリ「あおぞら」を有効活用

してまいりたいと考えております。なお、法施

行後３年を目途として、救急医療提供の効果や

費用負担のあり方等について検討されることと

なっておりますので、今後とも、これら国の動

き等を十分見きわめてまいりたいと考えており

ます。以上です。

ありがとうございました。以○満行潤一議員

上で終わります。（拍手）

次は、26番田口雄二議員。○中村幸一副議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、お○田口雄二議員

はようございます。先般の県議会議員選挙で初

当選をいたしました、延岡市選出の民主党宮崎

県議団の田口雄二でございます。きょうは、私

を支えていただきました皆さんに、延岡より傍

聴に来ていただいております。張り切って質問

をしてまいりますので、どうかよろしくお願い

申し上げます。とは申しましても、県議会での

私の質問は初めてであります。その上、今回か

ら議会改革の一環として質問形式も変わり、要

領を得ないところがございますが、お心広くお

許しいただきたいと存じます。今回また、たく

さんの方々に言われたんですが、私の先輩の山

口哲雄前県議のようにはパンチの効いたやじも

飛ばせませんので、御期待に沿えないことをま

ずもっておわび申し上げます。

さて、今回から延岡市選挙区は、北方、北

浦、北川の３つの町と合併後初めての選挙で、

広大な面積の中で実施されました。九州では、

大分県の佐伯市に次いで２番目の広さとなり、

連日選挙カーの走行距離は200キロをはるかに超

えておりました。工業都市の旧延岡市、水産業

の盛んな北浦町、農林業が中心の山深い北方町

と北川町、合併により良質の地場産品や観光な

ど、そのポテンシャルは大きなものになりまし

たが、大変厳しい財政状況の中、抱える課題も

山積しております。合併して本当によかったと

思えるような旧３町の個性がきらりと光り、県

北地区の拠点としてさらに発展していくよう、

延岡選挙区で選出された議員として、その負託

にこたえるために全力を尽くすことは当然です

が、県当局の特段の御配慮もよろしくお願い申

し上げます。

そのような中、県北地区において最大の課題

とも言える高速道路の建設に向けて、去る６月

２日、東九州自動車道新直轄事業の大分県境―

北川間の着工式が、設計協議からわずか１年で

とり行われました。県境―佐伯間は既に着工し
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ており、国交省の目標とする新直轄区間の10年

以内の完成に大きな弾みがついたものと思われ

ます。西日本高速道路株式会社が現在建設中の

門川―西都間が７年後に、また、九州横断自動

車道の延岡―北方間は今年度中に開通の予定で

あります。念願の高速交通網の完成が日に日に

目に見える形で近づいており、県北地区の大き

な飛躍の期待がようやく高まってまいりまし

た。これまで御尽力いただきました関係各位に

心から感謝を申し上げますとともに、一日も早

い完成に向けて、さらに御協力賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。

それでは、通告に従いお伺いいたします。補

正予算関連並びに私が選挙で有権者に訴えてき

たことを中心に質問いたしますので、知事を初

め当局の皆様の御答弁をよろしくお願い申し上

げます。

200 7年度一般会計は、補正予算案が984

億9,000万円を追加し、総額5,648億900万円とな

り、６年連続のマイナス予算となっておりま

す。県債残高が40億円、平成になって初めて減

少し、9,022億円となっております。また、知事

が選挙戦で訴えたマニフェストの具現化に向け

た事業を盛り込んだ、初めての東国原知事の色

のついた予算でもあります。かなりの緊縮予算

にもかかわらず、256億円の収支不足は基金から

取り崩さざるを得ず、今年度末の基金残高はこ

れまでで最少の412億円まで減る見込みで、あと

２～３年で基金が枯渇する、底をつく状況で、

今後さらに厳しい財政改革の道が待っていま

す。予算編成に苦心惨たんされたことと思いま

すが、今までにない事業も盛り込まれており、

県民の期待の大きさもうかがえます。しかし、

今後４年間を見据えた総合計画「新みやざき創

造計画」について、６月４日の定例記者会見

で、知事はマニフェストの達成率を、任期満了

時に「100％を目指すが、60％いけば大成功」と

の見解を早々に述べられております。私はマニ

フェストは有権者との約束と理解しておりまし

たが、知事の御自身のマニフェストに対する認

識について、お伺いをいたします。

次に、災害時安心基金の設置事業についてお

伺いします。

県と市町村が共同で基金を設置し、自然災害

時において、被災者の生活復旧を支援するため

に支援金を支給するものです。2005年に台風14

号で県内は未曾有の大被害を受け、県が特例措

置として「被災者生活緊急支援金」制度を設

け、被災者に20万円の支援金を支給いたしまし

た。このときは実は私も水害に遭い、床上70セ

ンチまで浸水し、大変な思いをいたしました

が、支援金は実にありがたく、勇気づけられた

ものでした。ところが、昨年のえびの市の水害

や延岡市の竜巻には、被害の規模から支給の強

い要望があったにもかかわらず、財政事情が厳

しいと支援金が支給されることはなく、県民か

ら不公平感が強い不満として出たものでした。

これまで各自治体や県議会から恒久的な支援制

度の設立を要望してまいりましたが、今回の早

急な対応に感謝申し上げたいと思います。しか

し、2005年の見舞金が支給された折も問題に

なったのが、被災者からの不満でした。支給の

基準をどこに置いているのか、その判断はどこ

がするのか。また、民間企業にも基金への協力

をお願いするとお聞きしましたが、どのように

アプローチし、どれほどの金額を予定している

のか、お伺いをいたします。

次に、観光促進事業についてお伺いします。

知事は１月の知事就任以来、連日マスコミか

ら過剰とも思えるほど取り上げられ、その経済
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効果は想像を絶するほどです。先日のテレビの

首都圏でのアンケートを見ていましたら、宮崎

県が九州で一番有名な県となっているようでし

た。県庁が観光地になるという珍しい現象も起

こっており、観光客も増加していると報道され

ております。しかし、ここ数年の本県の県外か

らの観光客は、1996年の570万人をピークに年々

減少し続けております。2005年で450万人まで減

少した観光客の年率５％増を目指す新規観光促

進事業が各種挙げられております。しかし、４

年間で約100万人の観光客を増加させるという、

知事も認めるかなり背伸びをした計画です。知

事の人気がこのまま持続されれば一番いいので

すが、失礼ながら４年間も続くのか、いささか

疑問に感じております。一時的なブームによる

観光客の増加ではなく、足が地に着いた着実な

観光地開発に努めていただきたいと存じます。

観光は本県にとって大きな産業の一つであるに

もかかわらず、なぜ県外からの観光客は９年間

も連続して減少し続けたのか、その原因をどの

ようにとらえているのか。この点を踏まえて、

これまでの観光促進事業とどこが大きく変わっ

た点なのか、知事にお伺いをいたします。

次に、企業誘致についてお伺いいたします。

2010年までの４年間で、企業誘致100社、新規

雇用１万人、九州で最も少なかった補助金の最

高限度額５億円を、情報サービス産業の場合８

億円、製造業で最大50億円に増額し、大量の新

規雇用を見込んでいます。補助金の最高限度額

を一気に10倍にアップさせて九州で最高額にし

たことに、知事の力強い意気込みが感じられま

す。何としても達成に向けて全力を傾注してい

ただきたいと思います。しかし、これまで県

は2004年度策定の雇用・産業再生指針に伴って

企業誘致を実施してまいりましたが、半数が宮

崎市近辺に集中いたしております。県内の格差

がさらに広がる傾向にあります。この格差がさ

らに広がらないような形で企業誘致に取り組ん

でいただきたいと思いますが、知事のお考えに

なる100社は、どのような業種の企業を、どの地

域に、どのようにして誘致をお考えなのか、お

伺いをいたします。

次に、就職状況と雇用の確保についてお伺い

をいたします。

今春の大学生の就職率が４月１日現在で、前

年度を1.0ポイント上回る96.3％であったと、厚

生労働省と文部科学省が報告しております。好

景気と団塊の世代の大量退職から、企業が人材

確保に動いていると分析しています。高校生の

就職希望者の就職率は、前年より0.9ポイント増

の96.7％で、５年連続の上昇ではありますが、

高校生の就職状況は、景気回復で伸び悩む地方

との格差が残っていると分析しています。本年

卒業の県内の大学生と就職希望高校生の就職率

の状況を御報告ください。また、県内就職希望

者に対し、実際に県内に就職できた比率も、こ

こ数年の推移とともに御報告をお願いいたしま

す。

昨年、延岡市が市民3,000人を対象に実施した

市政に対するアンケート調査では、就業の場の

確保と職場環境の改善が最も多い市民からの要

望で、今後最も重視すべき施策として挙げられ

ており、さらなる取り組みが求められておりま

す。と申しますのも、以前より好転はいたしま

したが、相変わらず県内で最も低い有効求人倍

率にあらわれています。４月の県内の求人倍率

は0.67倍ですが、宮崎は0.80倍、小林が0.67

倍、都城が0.61倍等であるのに対し、延岡地区

は大変残念なんですが、0.49倍と非常に厳し

く、県内における就職状況にも大きなひずみが
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出ております。子供たちを地元に就職させよう

にも職場がない、親が年をとって都会にいる息

子を呼び戻そうにも帰ってくることができない

状況が続いております。この地元で職がないと

いうことが、人口の減少に歯どめがかからない

状況の一番大きな原因とも思われます。地元で

も企業誘致に力を注いでいますが、高速交通網

に取り残されている現状ではなかなか厳しいも

のがあり、地元企業に元気を出していただき、

環境を変えていただくしかありません。そこ

で、地元企業の育成や産学官の連携による新産

業の創出など、企業誘致以外の雇用の創出につ

いて、商工観光労働部長にお伺いをいたしま

す。

次に、工業振興における人材育成についてお

伺いいたします。

今回の選挙で、地元延岡市の企業の経営者の

多くから、従業員の高齢化と人材不足の解消が

喫緊の課題であると切実な訴えがありました。

団塊の世代の退職と若手技術者の不足が、事業

の維持や拡大に暗い影を落とす状況です。就職

希望者は多いのに、企業側が求める人材がいな

いというジレンマに陥っています。人材育成の

点で、県機械技術センターとポリテクセンター

は、30年以上の熟練職人を講師に、若手技術者

に溶接技術を指導するなどの技能継承を目的と

したテクニカル・フェローシップ制度を実施し

たり、県機械技術センターと延岡鉄工団地協同

組合を中心とする地元企業は、中高校生に生産

現場をじかに見てもらう「ものづくり一般公

開」を実施し、将来の技術者を見込んでの取り

組みが行われ始めております。今後、これから

の地元の製造業を中心とする企業の将来にかか

わってくる人材育成について、県当局はどのよ

うな政策をお考えか、また企業に対してどのよ

うな環境づくりが提供できるのか、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

神話高千穂トロッコ鉄道についてお伺いしま

す。

高千穂鉄道の鉄道事業を引き継ぎ、運行再開

を目指す民間の新会社、神話高千穂トロッコ鉄

道は、槙峰―高千穂間を当面の運行再開区間と

していますが、残る槙峰―延岡間は、高千穂鉄

道が国土交通省へ廃止届を提出していることか

ら、９月６日までに何らかの方向性を示さない

限り、廃線となる可能性が高い状況です。会社

側は９月５日までに槙峰―高千穂間で営業を再

開し、まずは営業権を得た上で延岡までの全線

運行を目指す方針を決め、２億円を目標に支援

金の募集を始めました。一般支援金は一口5,000

円、オーナー制による支援金は、まくら木が一

口２万円、犬くぎ一口１万円、塗装が一口２万

円で、５月21日から募集をスタートしたとこ

ろ、全国から支援金が集まっており、６月９日

現在で既に1,250万円を突破しています。目標の

２億円にはまだまだかなりの開きがあります

が、県民はもとより県外からも、その成り行き

が熱く注目されています。知事は観光客の年率

５％増を目指すとしておりますが、存続か廃止

かは、県下最大の観光地である高千穂の今後を

占う大きな決断にもなりますが、再開を目指す

支援金募集に対しての所見を、地域生活部長に

お伺いいたします。

県立延岡西高等学校跡地の活用についてお伺

いします。

県立高校再編整備計画に伴い、県立延岡西高

校は、３月３日に父兄と、見送る在校生がいな

いためたくさんの西高ＯＢの皆さんに見送られ

ながら、最後の卒業式が、そして翌日の４日に

閉校式がとり行われました。延べ１万3,093人の
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卒業生が巣立っていきましたが、44年の歴史を

終えてしまいました。また、同じく県立延岡東

高校でも最後の卒業生が巣立っていき、30年の

歴史に幕をおろし、私の次男坊も最後の卒業生

の一人になってしまいました。延岡市では今回

２つの県立高校が閉校となり、東高校内に２年

前に誕生した延岡星雲高校へ引き継がれること

になりました。延岡市民は閉校に大変複雑で残

念な思いを抱きながらも、広大な敷地と交通ア

クセスの利便性から、西高跡地の有効活用につ

いて大変大きな期待を持ち、これまで議論が重

ねられてまいりました。県当局に対しまして

も、再三、延岡市や市民より、有効活用につい

て要望がなされてまいりました。しかし、これ

までは活用については、県は在校生に配慮し、

今後の計画公表は閉校後以降と、これまで具体

的な話は全くなされておりません。しかし、既

に閉校となって２カ月以上が経過いたしまし

た。その後、跡地活用について、当然、県営施

設として整備が図られるものと思っております

が、どのような結論が出たのか。まだ決定して

いないのなら、いつごろ一定の方向性を示して

いただけるのか、教育長に伺います。

以上で壇上からの質問を終了いたします。

（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 マニフェス○知事（東国原英夫君）

トについてであります。私は、マニフェストは

県民の皆様との約束であり、知事として、その

達成に全力を尽くす義務があると認識しており

ます。したがいまして、私としましては、あく

までも100％の達成を目指すものであります。マ

ニフェストの達成率を単に高めるためには、初

めに数値目標を低く設定すればよいのでありま

す。しかし、真に県民の福祉の向上を考えるの

であれば、目標を高く掲げ、その達成に向けて

一生懸命努力することが、政治家として本来あ

るべき姿であると私は考えるのでございます。

今後とも、県民の皆様との約束を果たすべく、

マニフェストの達成に向け、県民総力戦で全力

で取り組んでまいりたいと考えております。

続きまして、災害時安心基金についてであり

ます。災害時の被災者支援については、私のマ

ニフェストの一つとして掲げたところであり、

また、昨年の定例県議会においても、「被災者

に対する支援制度の創設を求める決議」がなさ

れ、市町村からも同様の要望がなされておりま

す。このため、市町村と共同で、自然災害時に

被災者の生活を支援する６億円規模の災害時安

心基金を設置することといたしました。お尋ね

の基金の対象事業でありますが、この基金は被

災者生活再建支援法が適用された市町村等を対

象としておりまして、具体的には、市町村が全

壊、半壊、床上浸水の被害を受けられた被災世

帯に対し、20万円の支援金の支給などを行う場

合に基金から支援することとしております。続

きまして、個人、企業等からの寄附金の募集に

つきましては、特に目標金額は設定しておりま

せんが、県庁ホームページなどの広報媒体を利

用するとともに、「防災の日」のキャンペーン

などさまざまな機会をとらえて、県内外に呼び

かけて協力をお願いしていきたいと考えており

ます。

続きまして、観光振興についてであります。

観光客のニーズが多様化したことや、全国的に

観光地づくりが盛んになり、地域間の競争が激

化してきたこと、さらには海外志向の高まりな

どが観光客減の理由として考えられることでは

ないかと考えております。また、内的には、Ｐ

Ｒ不足や企画のマンネリ化、いま一つは創造力

の欠如といったものが考えられるのではないか

- 101 -



平成19年６月14日(木)

と考えています。

このため、好調に推移しているスポーツラン

ドづくりにおいて、引き続き野球、サッカー等

のキャンプ・合宿の誘致に積極的に取り組むと

ともに、長い海岸線を活用し、サーフィンなど

マリンスポーツの推進に、より一層努めてまい

りたいと考えております。さらに、雄大で美し

い自然や神話・伝説、神楽などの伝統文化、安

全・安心な食材といった宮崎ならではの地域資

源を生かした長期滞在型観光の促進や観光を支

える地域リーダーの養成、先駆的な取り組みを

行う個人・団体への支援など、時代のニーズに

即した新たな事業にも取り組むことといたして

おります。

また、観光客のより一層の増加を図るために

は、観光客の皆さんがリピーターとなり、口コ

ミで宮崎のよさを広めていただき、宮崎ファン

をつくっていただくことが重要であると考えて

おります。また、訪れた方々に、宮崎の魅力に

触れていただき、満足して帰ってもらうため、

「おもてなし日本一の宮崎」づくりに、県民の

皆さんと協働で取り組んでまいりたいと考えて

おります。御指摘のように、私の人気が終わり

ましても宮崎の人気が終わらないように、かつ

高どまりするように、県民が総力戦でかかって

いかなければいけないと、そのときこそ宮崎の

真価が問われるものだと考えております。

企業誘致を進める業種及び地域と具体的な方

法についてであります。企業誘致の対象業種と

しましては、今後成長の見込める業種を中心に

誘致活動を進めることとしております。具体的

には、半導体・デバイス産業、自動車産業、コ

ールセンターを初めとする情報サービス産業の

ほか、太陽電池等の新エネルギー、バイオ、食

品製造業、医療関連企業などを考えておりま

す。また、企業誘致につきましては、地域経済

の振興と雇用の拡大に大きな効果が期待できる

ことから、県といたしましては、県内の各地域

において立地が進むことが望ましいと考えてお

ります。このため県では、昨年、県内５地区に

企業立地促進協議会を立ち上げたところであり

ます。本協議会において、県と市町村との意見

交換などを行いますとともに、各地区における

市町村間の広域連携を進めることにより、地域

の特性を生かした立地環境の整備等を検討して

まいりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 神話○地域生活部長（丸山文民君）

高千穂トロッコ鉄道の支援金募集についてであ

ります。神話高千穂トロッコ鉄道株式会社は、

鉄道事業の認可を受けるため、現在、資金面、

収支面、安全面などの事業計画について、国と

協議を行っておられるところであります。同社

は、事業に必要な資金の多くを県内外の方々か

らの支援金で賄う計画であると伺っております

が、今般、当面の開業資金に充てるため、支援

金の募集を開始されたところであります。支援

金募集については、会社の資金調達でもあり、

現在、鋭意取り組まれている状況でもあります

ので、県といたしましては、その取り組みを見

守ってまいりたいと考えております。以上で

す。〔降壇〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（高山幹男君）

お答えいたします。

まず、大学及び高校卒業生の就職状況等につ

いてであります。宮崎労働局によりますと、本

年３月の高校卒業者のうち就職希望者は3,306

人、このうち就職が決まった人は3,224人で、決

定率は97.5％となっております。この中で県内

就職希望者は1,951人で、そのうち希望どおり県
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内に就職した人は1,872人、決定率は96％となっ

ておりまして、16年３月以降、上昇傾向にござ

います。また、本年３月の大学等卒業者の就職

状況でありますけれども、宮崎大学医学部、そ

れと県立看護大学を除きまして、就職希望者

は2,174人、このうち就職が決まった人は2,039

人、決定率は93.8％となっております。なお、

県内に就職した人は923人でありますが、県内就

職希望者数は、そのような調査がなされており

ませんので把握しておりません。

次に、雇用の確保のための地元企業の育成等

についてであります。雇用の確保につきまして

は、その受け皿となります地場企業の経営基盤

を強化して、県内産業の振興を図ることが大変

重要であると考えております。このため、県に

おきましては、新商品の開発や新たな事業分野

への進出など意欲ある取り組みを行っている県

内企業に対しまして、技術支援や研究開発費の

助成、低利融資による金融支援などを行ってお

ります。さらに、現在、産学官の連携を強化

し、本県の基幹産業である農業と工業、医療等

が連携して開発しました新しい技術の事業化の

研究を、県産業支援財団が核となって進めてお

ります。また、九州において大きな発展が期待

されます自動車産業やＩＴ産業等に進出しよう

とする企業や、地域資源を活用した事業展開を

図る企業への支援など、今後とも、県内企業の

活性化策を進めながら、雇用確保に努めてまい

りたいと考えております。

最後に、工業振興における人材育成等につい

てであります。県におきましては、現在、県技

能士会連合会や、先ほどお話ございましたけれ

ども、県機械技術センターなどの関係機関とと

もに、技能や技術のスキルアップを初め、熟練

技術者によります若手技術者への指導など、中

小企業の人材育成や技術の継承に対し、さまざ

まな側面から支援を進めているところでありま

す。また、工業技術センターが行います大学生

等を対象とした技術研修の実施や、工業高校生

の実践的ものづくりの学習に対する支援など、

将来のものづくりを担う人材育成への取り組み

も進めております。少子高齢化、そして人口減

少社会を迎えた今日、技術者の育成確保、団塊

の世代の技術の継承は、極めて大きな課題の一

つと認識しておりますので、今後とも関係機関

と連携しながら、企業のニーズを踏まえた人材

育成に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（高山耕吉君）

します。

延岡西高等学校の跡地活用についてでありま

す。このことにつきましては、現在、庁内に設

置をいたしております延岡地区高等学校再編整

備検討委員会におきまして、教育財産として、

その活用につきまして検討を行っているところ

であります。その方向性につきましては、今年

度のできるだけ早い時期に結論を出したいと考

えております。以上でございます。〔降壇〕

御答弁ありがとうございまし○田口雄二議員

た。先ほど、私、知事にマニフェストの件でお

伺いいたしましたが、最初から数値目標を下げ

ていれば100％できるんだと、それでは意味がな

いというようなことをおっしゃいましたが、出

した後に６割できれば大成功というのは同じこ

とじゃないんですか。60％できればいいという

のは、出したけれども60％やれば大成功、それ

を最初に数値目標を下げてやれば全部できるん

ですよというのと、ほとんど意味が同じように

聞こえるんですが、60％ということが大成功と

いうあたりを出した根拠というのは何だったん
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でしょうか。

あくまでもマニフェ○知事（東国原英夫君）

ストというのは県民の皆様との約束でございま

すから、100％を目標にするわけです。これはど

こもそうです。どのマニフェストもそうです。

ただ、結果として、御案内のように、マニフェ

スト研あるいはマニフェストの審査、ＮＰＯ等

々の基準、その審査の基準によっても違うんで

すが、大体50％から70％ぐらいの評価が結果的

に得られているということでございます。以上

でございます。

なかなか納得いかないんです○田口雄二議員

が、先ほど言いましたように、マニフェストと

いうのは県民との約束である。それはもちろ

ん100％に向けて限りなく努力していくのは当然

なんですが、それを始める前から 今からス―

タートするわけですよね そこで６割であれ―

ば大丈夫じゃないかというのは、これは非常に

おかしいと思いますし、もちろん選挙におい

て、知事は、先ほど言う県民との約束ですよ

ね。それに基づいて有権者は知事を応援したわ

けでありますから、最初から何か約束をほごに

するような、そういう発言にも聞こえます。そ

れを４年後に「６割でしたけど、いろいろ厳し

かったけど私は満足している」と言うならまだ

わかるんですけれども、やる前から６割でいい

じゃないかというのは、どうも納得いかないん

ですけれども、もう一回、知事の見解をお伺い

します。

６割で満足している○知事（東国原英夫君）

とは言っておりません。結果として６割、７割

が出ているというのが現状であるということを

申し上げたわけです。私はあくまで100％を目標

にするわけです。しかし、マニフェストの性格

上、検討するとか勉強するとか、そういうこと

もマニフェストに掲げてあるわけでございま

す。「検討する」は、じゃ検討したらそれで達

成なんですよ、それをするかしないかは別にし

て。そういった意味合いもございます。ですか

ら、マニフェスト、非常に難しいんですね。マ

ニフェストはお約束ですよ、それは。そうじゃ

ないですか。「検討する」は検討しましたで、

それでお約束じゃないですか。ですから、６

割、７割は、今までの過去の他府県あるいは他

の首長さんたちのマニフェストを踏まえたとき

に、60％～70％が非常に高い評価にあるといっ

たことが結果であった、事実であったというこ

とを申し上げただけで、私はあくまでも100％を

目指すと言っておるのでございます。

私ども議員がマニフェストを○田口雄二議員

今回も出しましたけれども、私どもは予算執行

権も人事権もありませんので、実際にマニフェ

ストを出しても、確かに「検討する」という表

現になってしまいます。知事はそういう意味で

は絶大な権限を持っておるわけですので、数値

目標を出したからには限りなく100％を目指すよ

うに、６割というような低い目標値ではなく

て、全力で頑張っていただきたいと思います。

後の質問がたくさんありますので、このあたり

で切り上げさせていただきます。

災害時安心基金について再度お伺いいたしま

す。災害時安心基金を早々につくっていただき

ましたことは、本当に感謝申し上げます。大変

厳しい財政の中で御協力いただきました市町村

に対しましても、お礼を申し上げたい、このよ

うに考えております。とはいっても、この基金

のお世話にならないよう、大きな自然災害が発

生しないことを一番祈るところなんですが、ま

た、県当局は災害に強いまちづくりにも万全を

期していただきたいと思います。実際の被害
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は、心身、そして金銭的にも大きな負担になり

ます。水害の際も、私の家は平屋でしたので、

自宅に１カ月間寝泊まりすることはできません

でした。復旧には大変な思いをいたしました。

特に貴重な思い出深い品々、子供たちの写真や

絵を失ったことは、返す返すも残念でなりませ

ん。しかし、平成９年の台風被害のときに50年

に一度の災害と言われましたが、地球温暖化が

進み、異常気象によるものなのか、その後、連

続して同様かそれ以上の被害が出ております。

また、竜巻など思いもしなかったような災害も

あり、東南海地震の発生も考えると、基金創設

は実にありがたいことだと思っております。た

だ、平成17年の台風14号の被災者生活緊急支援

の際には、支給に所得制限があったと記憶して

おりますが、今回の基金の支給には所得制限が

あるのか、それは各市町村においても同様か、

福祉保健部長にお伺いをいたします。

お話のとお○福祉保健部長（宮本 尊君）

り、平成17年の台風14号の際の支援につきまし

ては、年収800万円以下という制限を設けており

ましたけれども、今回の基金による被災者支援

に当たりましては、市町村とも十分協議いたし

まして、所得制限は設けないこととしておりま

す。

わかりました。ありがとうご○田口雄二議員

ざいます。それでは、もう一度同じことを聞き

ますが、平成17年の台風14号の被災者生活緊急

支援の際には、県下の広範囲にわたって6,000世

帯近くが被災をいたしております。例えばの話

ですが、平成17年並みの災害があった場合には

今回の基金で対応できるのか、お伺いをさせて

いただきます。

台風14号並み○福祉保健部長（宮本 尊君）

の被害があった場合には、今回の基準でいきま

すと、１世帯20万円でありますので、おおよ

そ12億円必要になってまいります。そういう意

味では、今回の基金では不足するわけでござい

まして、これにつきましては、県と市町村が追

加で基金に応分の負担をするということで、市

町村との話を進めております。

わかりました。大きな災害が○田口雄二議員

来ないことを祈りつつ、防災に向けたハードの

整備に万全を期していただきたいと思います。

それでは次に、観光促進事業について、知事

にお伺いいたします。

６月１日に、リクルートの旅行情報誌「九州

じゃらん」から、昨年１年間に九州・山口エリ

アに日帰りか宿泊旅行に行った読者を対象にア

ンケートを実施し、九州・山口の観光地人気ラ

ンキングが公表されております。私も早速、宮

崎県内のどこがランキングされているのかと楽

しみにインターネットで調べてみますと、気が

重くなってしまいました。熊本県、大分県の温

泉地ばかりがずらりとランキングされておりま

した。行ってみてよかったという満足率が高い

観光地では熊本県のわいた温泉が、行ったこと

がある観光地では大分県の由布院温泉が、それ

ぞれ１位で、以上２つのランキングには宮崎県

は20位までに１カ所も入っておりません。宿泊

したことがある観光地では大分県の別府がトッ

プに入り、宮崎県ではようやく12位に青島を除

く宮崎市だけが入っております。また、ことし

泊まりに行きたい観光地では熊本県の黒川温泉

がトップで、15位に宮崎市が入っております。

しかし、４つのランキングに２つ宮崎市が辛う

じて入っているというような深刻な結果です。

これまでの観光政策がニーズとマッチしていな

かったのではないか。これらの結果を踏まえ

て、観光開発をどのように進めていく御予定
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か。

現在の観光は見せるだけではだめで、地どれ

の新鮮でしゅんな食材をおいしく提供したり、

また体験型とのセットなど、そして、そこに歴

史や文化の薫りがするようなところが人気が出

ているように思いますが、知事のお考えになる

魅力のある観光地とはどのようなところか、御

所見をお伺いいたします。

おっしゃるとおり、○知事（東国原英夫君）

「九州じゃらん」のアンケートなんですが、ベ

スト20の中で７～８割方は温泉が入っておりま

した。私は、このアンケートの仕方に対しては

個人的にはおかしいと思います。温泉特集とか

温泉のコーナーとかいうことを設けなきゃいけ

なかったんじゃないかなと思っております。全

部をひっくるめて行ってよかったところという

のは、それは温泉が上位にくるのは確かでござ

います。本県は、温泉行政あるいは温泉の観光

地が、やはり九州圏内では、その満足度とし

て、あるいはその数としては少ないかなと考え

ております。それに甘んじることなく、ほかの

面で、ほかの観光資源で、また、お客様の満足

度を高めるようなサービス、あるいは日本一の

おもてなし事業はしていかなきゃいけないと

思っております。

御質問にあった、知事にとっての魅力ある観

光地ということでございますが、私個人という

ことでございますので、私にとっての、私個人

にとっての観光地ということで、そういう解釈

で答えさせていただきますれば、神話や伝説や

伝統文化など、地域に伝わる歴史を守り育てて

くれるところ、美しい自然環境があり、農業や

工芸、マリンスポーツやトレッキングなど体験

ができるところでございます。四季折々の新鮮

でおいしい食材を楽しめるところ、訪れた人を

あいさつとかで温かくもてなしてくれるとこ

ろ、ごみが落ちていない美しいところ、交通事

故や犯罪が少ない安全で安心な観光地、さらに

加えるなら、ジョギングロードと温泉が充実し

ているところでございます。このようなすばら

しい資源があって、訪れた人の日常の疲れをと

り、日常から逸脱し、そしてまた、いやしてく

れるところというのが、私は21世紀型の観光ス

ポットとして強まるんじゃないかなと考えてお

ります。

聞いておりますと、何かまる○田口雄二議員

で宮崎県そのものに当てはまるんじゃないかと

思うぐらい、知事の考えている魅力あるところ

は、宮崎が当てはまるんではないかと思ってお

ります。ただ、知事にもう一遍伺いたいんです

が、何でそんないいところがこのランキングに

も全く入らんのか。ただ、そのランキングが温

泉という特集でやればよかったんだとか、それ

はこちらが言ってもしようがないことで、「九

州じゃらん」がやったことなものですから。今

の若い世代は、インターネットや情報誌で情報

を収集して、行き先や宿を決める傾向が非常に

高くなってきております。こういう情報誌に宮

崎が出てこないというのは、いかに宮崎のイメ

ージが薄いか、旅行先の選択肢にも上らないと

いうことになります。例えば、ＰＲの仕方でも

なんですが、私は延岡から来ておりますので、

よくＪＲの特急「にちりん」に乗るんですけれ

ども、今、飛行機と同じように、ＪＲ九州にも

情報誌が乗っておるんです。私はそれをよく開

いて見るんですが、非常に残念なのが、この季

刊誌には九州各地のイベントや名所旧跡、おい

しい料理などがよく出ておるんですけれども、

宮崎の露出が非常に少ないんですね。前も何か

歩きたくなる散歩道とかがなかったですか。宮
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崎県だけ全く空白で出ておりませんでした。お

いしい駅弁のときにも、宮崎県は一つもない。

そういう意味では、ＰＲの仕方が非常にまずい

んじゃないかと。情報発信の仕方について、も

う一度知事の所見を伺いたいと思います。

おっしゃるとおり、○知事（東国原英夫君）

ＰＲの仕方というのは、今まで非常に消極的で

あったということと、メソッドとして、方法と

して非有効的なものがあったんではないかと、

私は個人的には思います。ですから、ＰＲの仕

方というのはこうあるべきだというのを、私が

ある側面お示ししている部分はあります。ＰＲ

というものは、目で見る媒体、耳で聞く媒体で

あり、連呼です。コマーシャルをつくるときに

一番脳に残るのは、商品名の連呼ですね。です

から、宮崎、宮崎と宮崎を連呼することが、ま

ずＰＲの一つなんです。その分析をそれまで

やってこなかったということでございます。

今、全国的に宮崎が非常に連呼されておりま

す。これで恐らく、全国の方あるいは九州圏内

の方、県外の方たちには周知が行き渡るものだ

と思っています。あとは、その後のコンテン

ツ、細かいこと、宮崎に目を向かせたときに、

そのコンテンツがどういったものがあるか。御

指摘のように、そのコンテンツのＰＲの方法と

いうのは、チラシなり、あるいはメディア媒体

なり、あるいは新聞なり雑誌なりというもの

を、事細かく魅力あるような演出をしていかな

きゃいけないと思っています。今後の課題だと

思います。以上です。

ありがとうございました。時○田口雄二議員

間がなくなりましたので、私も先に進めたいと

思います。

観光行政についてもう一度伺います。私が高

校生のときに、知り合いじゃありませんけど、

同級生の山口百恵さんが宮崎に修学旅行に来

て、大騒ぎになったことがあります。当時は、

宮崎県への首都圏からの修学旅行が非常に多

かったように記憶しておるんですが、平和台や

青島でよく制服姿を見かけました。青春多感な

ときに、同級生と一生の思い出をこの宮崎でつ

くってもらい、また宮崎のよさやすばらしさを

認識してもらえたら、必ずリピーターになって

くれると思います。また、修学旅行は一度来始

めると定着し、毎年来てくれるという大きなメ

リットがあります。修学旅行の位置づけと対策

について、また修学旅行のここ数年の動向につ

いて、商工観光労働部長にお伺いをいたしま

す。

修学旅行○商工観光労働部長（高山幹男君）

につきましては、毎年一定の学生がおるわけで

すから、非常に安定した市場であるというこ

と、それから先ほどおっしゃいましたように、

リピーターとして将来の誘客にもつながる可能

性があるということで、修学旅行を誘致するこ

とは、非常に大事だと思っているんですけれど

も、残念ながら、本県への修学旅行につきまし

ては、近年減少傾向にありまして、直近の17年

度の実績では約3,500人ということにとどまって

おります。それで、これにどう対応するかとい

うことですけれども、修学旅行のニーズといい

ますのが、これまでの周遊型からいわゆる体験

学習型に移行しているということを踏まえまし

て、今やっておりますのが、例えばサーフィン

などのマリンスポーツ、あるいはリサイクル施

設における環境学習とか、農家民泊などの素

材、そういったものをもとにしまして、首都

圏、関西圏、鹿児島県等に加え、海外、中国、

韓国などの東アジアもターゲットに入れまし

て、官民一体となったセールス活動とか、学校
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関係者等キーパーソンへの招聘活動を行ってお

るところであります。

そのような結果も踏まえまして、昨年度であ

りますけれども、マリンスポーツ体験をメニュ

ーとします奈良県の高校生が209名、それから外

国からですけれども、学校交流を行う韓国の学

生が821名、五ヶ瀬などで農家民泊を体験する中

国の学生が約60名、その誘致が実現するなど、

一定の成果が見られているところでございま

す。これからも、市町村とか観光業界と一体と

なってワーキンググループをつくっております

ので、それを活用しまして、誘致戦略でありま

すとか体験メニューの充実強化を図り、あわせ

て、九州全体としては、九州観光推進機構など

とも密接に連携しながら、より一層の誘致、Ｐ

Ｒに努めていきたいというふうに思っておりま

す。

時間がありません。次の項目○田口雄二議員

に移らせていただきます。

企業誘致について知事にお伺いいたします。

製材メーカーの国内最大手である中国木材が

現在、日向市に進出計画を持っております。連

日、この件で新聞紙上をかなりにぎわしており

ますが、細島の工業用地に約30ヘクタール、用

地取得費を含め、総投資額は70億円を見込み、

最終的には230人の雇用を予定しているようで

す。しかし、余りにもこれまでの製材メーカー

との規模が違い過ぎ、地元製材業者が進出反対

を訴えております。逆に、伐採業者で組織する

県素材生産事業協同組合や森林所有者は進出賛

成を訴えており、森林・林業業界を二分する論

争が繰り広げられております。黒木日向市長

は、「川上と川下の両方からの意見を聞きなが

ら、そろそろ行政サイドから着地点を探らなけ

ればならない」と、行政として双方の利害調整

に取り組む方針を表明しております。これから

の話し合いが待たれるわけですが、この話は宮

崎県側から誘致を進めたのではなく、中国木材

が独自に調査し、日向市細島が最適と選択して

きたわけです。知事のマニフェストの実現に

は、突然飛び込んできたビッグニュースのよう

にも見えますが、知事は中国木材の日向市進出

についてどのようなお考えをお持ちか、お伺い

をいたします。

中国木材株式会社の○知事（東国原英夫君）

進出につきましては、新たな雇用の創出や安定

的な木材需要が生まれるなど、地域経済の活性

化につながることが期待されます。しかしなが

ら、地元からは、「原木調達が競合する」とか

「植栽未済地の拡大が懸念される」などの声も

聞かれるところでございます。このため、県で

は会社に対して、具体的な原木の調達計画等を

明らかにし、地元製材業界等との話し合いの機

会を持つよう働きかけているところでございま

す。私としましては、川上・川下の地元業界と

会社が十分話し合う中で、共存共栄できる円満

な着地点を探っていただきたいと考えておりま

す。以上です。

円満なということは、何か規○田口雄二議員

模を縮小してでも誘致はしたいと、そういうお

考えだと解釈してよろしいんでしょうか。双方

の着地点を見て決めるということは、規模を縮

小してでも誘致を進めたいというお考えなんで

しょうか。

規模を縮小するか、○知事（東国原英夫君）

あるいは拡大するかという議論は、まだこの時

点ではわかりませんが、中国木材というのは地

場産業にとって非常に重要な企業だと考えてお

ります。かといって川下と川上が争っている状

態では、県の産業についても支障を来すかなと
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考えています。ですから、お互いがウイン・ウ

インの形で、お互いが話し合い、お互いが利益

になるような形で解決に臨んでいただきたいと

いうことを申し上げた次第でございます。

もうちょっと聞きたかったん○田口雄二議員

ですけど、もう時間が余りないものですから、

ほかにも聞きたいことがありますので、次に参

ります。

次に、工業振興における人材育成についてお

伺いいたします。

実は、山形県の米沢工業高校、これは非常に

おもしろい取り組みをしております。全国にも

例のない画期的な人材育成の試みをしておりま

す。新設ではなく既設の工業高校の施設を利用

する同様の取り組みを、県内の工業高校でも実

施の検討をぜひともしていただきたく、提言申

し上げます。米沢工業高校の専攻科は、「地域

が求める高度な技術を身につけた実践力のある

工業技術者を育成する」を基本理念に、工業高

校を卒業した後、さらに１～２年、より専門的

な知識・技術を習得する課程です。米沢市は工

業出荷額が山形県内の３分の１を占める工業都

市ですが、近年は、不況や工場の海外移転に伴

い芳しい状況ではありません。地域の工業会

が、再生をかけて即戦力となる技術者育成に期

待をかけています。年間の授業料も県立高校並

みにした上に、講師は工業高校の先生を初め技

術力の高い地元企業の技術者や、山形大学工学

部など先生たちからの協力を得ながら、講義と

実習を行っております。また、企業研修を通し

て実践力を身につけることを一番の目的とし、

地域一体となった教育の場を形成しておりま

す。延岡市と米沢市の状況は非常によく似てお

り、人材育成には協力を惜しまないという地元

の製造業者もいらっしゃいますので、延岡工業

高校内に同様の技術者育成の専攻科の設置を検

討できないか、教育長にお伺いいたします。

本県におきまして○教育長（高山耕吉君）

は、高等学校卒業後、工業に関して専門的な知

識や技術を学習する場として、大学に加えまし

て、高等専門学校や県立産業技術専門校等、さ

まざまな教育機関がございます。今後の本県の

産業や経済の動向、既存の教育機関との関係等

を踏まえまして、本県産業教育のあり方につき

まして、今後とも研究をしてまいりたいという

ふうに考えております。

延岡地区は工業系の大学も専○田口雄二議員

門学校もありませんので、即戦力の人材育成と

いうのは非常に大きな問題になっておりますの

で、ぜひとも御一考をお願いしたいと思いま

す。

それでは次に、神話高千穂トロッコ鉄道につ

いて、再度お伺いをいたします。現在、再建に

向けて支援活動を必死の思いで進めております

が、先ほどの地域生活部長のお答えは、取り組

みを見守ってまいりたいと、まるで第三者かの

ような答弁をいただいておりますが、県として

は、このまま成り行きに任せて廃止もやむを得

ないと、そのように考えておるのか、再度お伺

いいたします。

高千穂線につきまし○知事（東国原英夫君）

ては、第三セクターとしての経営を断念した経

緯がございます。県が再び鉄道経営に財政支援

を行うということは、今のところ考えておりま

せん。

非常に残念ですが、このまま○田口雄二議員

でいくと、もう手助けをする道は全く考えてい

ないと、そう理解してよろしいわけですね。

県が出資する、支援○知事（東国原英夫君）

するということは、今のところ考えておりませ
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んが、私個人として、ＰＲという側面で高千穂

を応援していこうとは考えております。以上で

す。

そうしたら知事、今、知事は○田口雄二議員

非常にＰＲ力があるわけですから、その支援活

動を全国に訴えて、高千穂鉄道の再建に向けて

の発言を全国に向けて発信していただきたい、

そのように考えております。やはり県北におい

ては、特に高千穂の観光を考える上では、高千

穂鉄道はなくてはならないものでございますの

で、ぜひ御検討をお願いいたします。

最後の項目になりますが、西高跡地の有効活

用についてお伺いいたします。

もともと延岡には県営施設が非常に少なかっ

たわけですが、そんな中、数少ない県営施設の

県立高校がなくなったわけです。県央一極集中

の是正をずっと訴えてきた延岡市民の感情とし

ては、何が何でも県営施設以外は譲れないとこ

ろです。今回の跡地活用に関しましては、県営

施設が最優先されると理解しておりますが、そ

う考えておいてよろしいでしょうか、教育長に

伺います。

我々としましても、○教育長（高山耕吉君）

そのような方向で現在、検討を進めている状況

でございます。

ぜひとも、それはよろしくお○田口雄二議員

願いいたします。

それから、大瀬川の河川敷の野球グラウンド

が相次いで水害に遭いまして、延岡高校の野球

部が、西高のグラウンドを練習場として使用し

ておりますけれども、この状況は今後も継続さ

れるのか、あわせて、閉校後の西高の施設の利

用状況を教えていただきたいと思います。

延岡高校野球部の西○教育長（高山耕吉君）

高グラウンドの活用でございますけれども、現

在、西高跡地につきましては、教育財産として

の活用につきまして、慎重に検討を行っている

ところでありますが、グラウンドにつきまして

は、当面は延岡高校の使用を継続していく考え

でございます。今後とも、高校の教育活動や部

活動に必要な施設の確保につきましては、十分

に配慮してまいりたいというふうに考えており

ます。

次に、西高跡地の２カ月間の利用状況でござ

いますけれども、延岡西高の敷地や施設等につ

きましては、４月より延岡高校が管理をいたし

ております。そのうち、体育館、運動場及び野

球場は、延岡高校が部活動等に使用していると

ころであります。また、５月からは、県立学校

体育施設開放事業によりまして、他の県立学校

と同様に、地域の方々への体育館開放も行って

いる状況でございます。以上でございます。

ありがとうございます。跡地○田口雄二議員

の利用の件ですが、延岡の有志あるいは延岡高

校の父兄より、現在の施設や敷地面積が、延岡

高校よりはるかに後にできた西高の方がずっと

広く充実しており、延岡高校を西高跡地へ移転

できないか、そして延岡高校跡地を「牧水の

森」として残して、延岡高校が西高跡地へ移転

するという選択肢、そういうものはできないか

との声がありますが、それは一つの選択肢の中

に入っているんでしょうか、お伺いします。

延岡西高への移転の○教育長（高山耕吉君）

問題でございますけれども、延岡西高の跡地は

貴重な教育財産でございますので、その活用に

つきましては、地元から寄せられました要望も

含め、あらゆる角度から慎重に検討してきてい

るところでございます。以上でございます。

以上で午前の質問を終わり○中村幸一副議長

ます。
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午後は１時再開いたします。

休憩いたします。

午前11時55分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○坂口博美議長

ます。

次は、28番新見昌安議員。

〔登壇〕（拍手） 通告に従○新見昌安議員

い、順次一般質問を行ってまいります。知事を

初めとして、関係する各部長、教育長に答弁を

お願いいたします。

初めは、知事の政治姿勢についてであります

が、県民の生の声を聞くためにどのように取り

組んでおられるのか、また、今後どのように取

り組んでいこうとされるのか、まずは伺いたい

と思います。

県政を運営する上で極めて重要な視点の一つ

が、県民の声を聞くということではないでしょ

うか。安藤前知事は、就任後すぐに「県民の

声」制度を創設されました。松形元知事の時代

には「県政への提言」という制度がありまし

た。前知事の就任後２度目の議会で質問したこ

とがあります。県政への提言制度があったの

に、あえて県民の声制度を新たに創設したのは

なぜなのか、違いはどこにあるのかという趣旨

でありました。そのときの答弁は、「県民の意

見を県政に反映させるという目的は同じだが、

従来の専用はがきと電子メールに加え、専用の

電話・ファクスを設置して、県民の皆さんの生

の声ができるだけ多く直接届くような仕組みに

した」というものでありました。今となって

は、県民のまことの声が本当に聞こえていたの

かというむなしい思いでございますが、いずれ

にしても、県民との協働を図る上では、その声

を聞くということが極めて重要であることは論

をまたない。県庁ホームページの「知事の部

屋」をのぞくと、「県政へのご意見『県民の

声』」欄はまだ存在しているようであります。

このままでいかれるのか、お伺いをいたしま

す。

次に、県民の声を聞く一方で、県が重点的に

取り組んでいる施策や事業などについて、県民

に積極的に知らせていくこともまた重要であり

ます。「出前県庁」と「県政出前講座」で構成

された「県政出前トーク」、この継続の有無も

含め、この点についてはどのように取り組んで

いかれるのか伺います。

次は、県民総力戦と県民運動についてであり

ます。

ちょっと前のことでありますが、交差点で信

号待ちをしていたときに、目の前にとまってい

た車に張ってあるステッカーが目にとまりまし

た。それは「地域みまもりサポーター」を証す

るステッカーでありました。地域みまもりサポ

ーターは、前知事が提唱された「元気みやざき

県民運動」を構成する３つの運動、すなわち、

「健康みやざき推進運動」「環境みやざき推進

運動」「地域みまもり推進運動」のうち、地域

みまもりの分野において、安全で安心して暮ら

せる宮崎を目指し、自分のできる範囲で、でき

ることから実践するというサポーターでありま

す。ああ、頑張ってもらっているんだなと、そ

のときは思いました。「サポーターでありま

す」という表現は正確ではありません。「サポ

ーターでした」と言うべきかもしれません。理

由があります。その後、「県広報みやざき」

で、次のようなお知らせ文を目にしました。

「元気みやざき県民運動は終了しました」と。

さりげなくも冷たい文章でありました。その後
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には、「サポーターが１万3,000人を超えるなど

運動の輪を広げることができました。推進にあ

たり、ご理解とご協力をいだたきありがとうご

ざいました」と続いていました。サポーター

は、３つのプロジェクトで平成21年までの目標

値がそれぞれ１万人となっていたはずでありま

す。「県広報みやざき」でもその活動状況を紹

介し、昨年初めには各地で「サポーターの集

い」を開催するなど盛り上がりを見せてきた運

動が、たった数行のお知らせ文で、「はい、お

しまい」ではいかがなものか。そこで伺います

が、元気みやざき県民運動はいつをもって終了

し、どのような成果があったと考えているの

か。また、目標には届かなかったものの、１

万3,000人を超える多くの県民がサポーターとし

て活動をしておられました。サポーターになっ

ていただいた皆さんに対し、運動終了時にどの

ように対処されたのか。以上、総合政策本部長

にお伺いをいたします。

次は、宮崎県民歌と新たな県の宣伝歌、ＰＲ

歌についてであります。

今現在の本県の注目度を見れば、宣伝という

よりも宣揚と言ったほうがふさわしいかもしれ

ません。東国原知事の八面六臂の活躍によって

全国の耳目が宮崎に集まる中、今まで脚光を浴

びることもなく埋もれたままになっていた本県

のよさに、改めて光が当たり始めた感がありま

す。今や観光客の記念撮影のスポットともなっ

ている、昭和７年に完成を見た威厳のある県庁

本館しかりでありますが、宮崎県民歌もそのう

ちの一つではないかと思います。県庁ホームペ

ージの注目情報コーナーでは、「宮崎県民歌を

聞いてみませんか」ということで、合唱・斉唱

の音楽ファイル、楽譜ファイルがダウンロード

できるということが改めて紹介をしてありま

す。また、４月28日の地元紙には、もっと歌い

ましょうよと社説でも取り上げられておりまし

た。

この宮崎県民歌については、私もちょうど４

年前、平成15年の６月議会で取り上げたことが

あります。宮崎の豊かな自然、温暖な気候、歴

史を大事にしつつ未来に向かって力強く進むさ

まを表現しており、いつの時代にも通用するい

い歌だと。もっともっと県民に愛されてもいい

歌だと。どんどん歌っていきましょうという趣

旨の質問でありました。このときの質問は、お

笑い芸人「はなわ」が歌った、当時話題にも

なっていた「佐賀県」という歌を引き合いに出

しつつ、県民歌につなげるものでありました

が、その途中で、私、恐れ多くも次のように

言ってしまっておりました。「都城出身のお笑

いタレント「そのまんま東」に「宮崎県」とい

う歌を歌わせることをねらったわけではない」

と。「柳の下にいつもドジョウはいない」とい

うことわざもありますので、その人が今日、知

事の席に座られるということなど夢想だにしな

かった当時でありましたが、歌ってもらってお

けばよかったなと。そのときは日の目を見な

かったはずですが、今ごろは大ブレークしてい

たのではないかと思うと、残念至極でありま

す。それはさておいて、４年前、宮崎県民歌が

県民や学校現場で愛唱されるための取り組みに

ついて伺いましたが、その後は具体的にどのよ

うに取り組んでこられたのか、総合政策本部長

並びに教育長にお伺いをいたします。

次は、仮称災害時安心基金の設置事業につい

てであります。

これも、被災時の当座の生活費を支援する災

害時安心基金を創設し、官民で３億円の資金を

用意するという、知事のマニフェストを具現化
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するものの一つでありますが、重複を許してい

ただき、何点か伺いたいと思います。

１点目でありますが、一昨年、台風14号によ

り、県民の生活基盤である住家が未曾有の甚大

な被害を受けたことにかんがみ、市町村と協力

しての１回限りの特別措置として、被災者の当

面の生活を緊急に支援する被災者生活緊急支援

事業が実施されました。このときの事業費は12

億円強、このうち県費は８億円強で、6,100世帯

に対して１世帯当たり20万円を支給するという

ものでありました。今回提案された事業は、厳

しい財政状況のもと、県民に一定の安心感を与

えるものとして評価はするものの、３年間で６

億円という積み立てというのは金額的にはどう

なのか。一昨年の事業費と比べると少ないので

はないかという思いもありますが、その後の延

長はないのかということも含めて、見解を伺い

たいと思います。２点目に、基金の運用はどの

ように行っていくのか。３点目に、今後３年の

うちに基金総額を超えるような大規模災害が発

生したときにどのように対応していくのか。以

上、福祉保健部長にお伺いをいたします。

次は、視覚障がい者の情報入手について伺い

たいと思います。これは２回目の質問でありま

す。

今般策定された「宮崎県障害者計画・みやざ

き障がい者安心プラン」の冊子については、既

に皆さんの手元にも届いているのではないかと

思いますが、その下のほうに、切り込みととも

に切手ほどの大きさの正方形のものが全ページ

に掲載されているのにお気づきのことだと思い

ます。これがＳＰコードであります。このＳＰ

コードについては、昨年９月議会でも紹介をい

たしましたが、紙に書かれた情報をデジタルに

変える二次元シンボルで、その正方形の中に日

本語で約800文字の情報を入れ込むことができる

というふうに言われております。ＳＰコードが

印刷してあれば、それを活字文書読み上げ装

置、すなわちＳＰコード読み取り器で読むこと

によって、その中に収納してある文章内容を音

声で聞くことができる。視覚に障がいのある方

のみならず、文字を読むことが苦手な高齢の方

たちにとっても極めて便利であります。前回の

質問で、ＳＰコードをさらに普及させるために

も、まず、県が発行する各種刊行物への同コー

ドの掲載を加速させるべきであるというふうに

訴えました。今回、本県の障がい者施策の基本

的な考え、方向性を明らかにした障害者計画の

冊子に早速ＳＰコードを掲載されたことに対し

ては、高く評価をするものであります。私が現

在気づいた中では、県の刊行物でこのＳＰコー

ドが掲載されているのはこの冊子だけのようで

ありますが、県刊行物への普及に対して今後ど

のように取り組んでいかれるのか、福祉保健部

長にお伺いをいたします。

ところで、国の平成18年度補正予算に、「障

害者自立支援対策臨時特例交付金事業」960億円

が盛り込まれております。この事業の対象の一

つに、自治体や公立病院などの公的機関におけ

る窓口業務の円滑かつ適正な実施に必要な情報

支援機器やソフトウエア等の整備を目的とし

た、「視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事

業」というものが入っておりました。この事業

における補助割合は10分の10、全額補助であ

り、自治体負担はゼロであります。地域におけ

る障がい者に対する情報バリアフリーを一層促

進するためにも、積極的に活用すべきであると

考えるところでありますが、市町村など公的機

関における視覚障がい者に対する情報支援機器

の整備に今後どのように取り組んでいかれるの
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か、同じく福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。

情報バリアフリーに関して、もう一点伺いた

いと思います。県庁のホームページについてで

あります。現在、県庁ホームページでは、障が

いのある人や高齢者、子供など、さまざまな環

境にあるすべての人が同じように情報を利用で

きるよう、アクセシビリティーに配慮したペー

ジづくりに努めておられるようであります。こ

のアクセシビリティーというのは、「近づきや

すい、使いやすい」という意味とのことで、利

用者に対するさまざまな配慮がなされているよ

うであります。文字の大きさが自由に変えられ

る、文字が読みにくくならないよう文字の色と

背景色にコントラストを持たせるなどでありま

すが、ホームページの内容の音声読み上げに関

しては、当該ソフトを使用している利用者にし

か対応できておりません。バリアフリーの観点

からは少々配慮不足であります。高齢者や視覚

に障がいのある人の利便性に配慮するために

も、ソフトを使用している、していないにかか

わらず、音声で読み上げるようにすべきである

と考えますが、この点に関しては総合政策本部

長に伺います。

最後の質問となりますが、いじめ対策につい

て、教育長に何点か伺いたいと思います。

いじめを苦にした児童生徒の自殺が相次ぎ、

深刻な問題となっている中で、この問題への対

応が急がれているところであります。いえ、

今、最も悩み、悲鳴に近い叫びを発している子

供たち、そしてその保護者への支援は、待った

なしの課題ではないかと思います。そのような

中、本年１月26日の第166回国会における安倍総

理の施政方針演説で示された、夜間・休日でも

子供の悩みや不安を受けとめることのできる電

話相談、これについて２月６日に補正予算が成

立し、翌７日から「24時間いじめ相談ダイヤ

ル」がスタートをしております。その内容は、

子供たちが全国どこからでも、夜間・休日を含

めて、いつでもいじめなどの悩みを相談するこ

とができるよう、全国統一の電話番号を設定

し、そこに電話すれば、原則として電話をかけ

た所在地の教育委員会の相談機関に接続される

というものであります。そのために、全都道府

県で24時間対応を可能とするための体制を整備

するとともに、国公私立の小学校、中学校、盲

・聾・養護学校の全児童生徒に配布する電話相

談窓口紹介カードを作成するための予算も、補

正で措置されております。いじめで悩み苦しん

でいる一人でも多くの子供たちが、この相談窓

口に電話をかけ、あすへの希望を見出すことが

できるようになるよう願ってやまないところで

あります。教育委員会においては、万全の体制

で臨んでいただきたいと願うものであります。

本県における24時間いじめ相談ダイヤルの運用

状況、また、窓口紹介カードの配布状況などは

万全か、また、いじめ対策はひとり教育関係者

のみならず、警察や児童相談所などの関係機関

との連携も極めて重要であると考えますが、現

在の対応についてお伺いをいたします。

ところで、電話相談が有効に機能することを

願いつつも、現実問題としてのいじめ、これは

学校の中だけ、また学校と教育委員会、保護者

だけで解決に努めても、関係者の中でしこりが

残って、なかなか思うような解決に結びつかな

いこともあるのではないかと思います。いじめ

られた、あるいはいじめに気づいたときに、だ

れでも安心して相談でき、公平に当事者の話を

聞いた上で、最後まで子供に寄り添っていじめ

問題の解決に力を発揮してくれるような第三
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者、この第三者による機関をつくる必要がある

のではないかと考えますが、教育長の所見を伺

いたいと思います。

以上で壇上からの質問を終わり、後は自席か

ら質問いたします。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

まず、「県民の声」についてであります。県

民の皆様一人一人が県政に関心を持ち、積極的

に参加していただくためには、県民の皆様の声

をお聞きすることは大変重要だと考えておりま

す。このようなことから、現在、県民の声制度

はもちろん、県民の皆様とじかに接して御意見

を伺う「県民ブレーン座談会」を定期的に開催

しているところであります。また、県内各地域

に出向いて県政について報告するとともに、地

域の課題について多くの住民から御意見をお聞

きするフォーラムなども新たに計画していると

ころでございます。今後とも、県民生活の現場

を肌で感じながら、できる限り多くの県民の方

々の御意見を幅広くお聞きしてまいりたいと考

えております。

続きまして、県の施策などの県民への周知に

ついてであります。県民総力戦による県づくり

を進めるためには、県の施策や課題等を県民の

皆様に御理解していただくことが何よりも重要

であります。このため、私は知事に就任して以

来、県議会はもちろん、定例記者会見や各種の

広報媒体、さまざまな行事などあらゆる機会を

通じて、私の県政に対する考え方やその政策等

について周知を図ってきたところでございま

す。今後とも、「新みやざき創造計画」や、現

在策定中の新しい行財政改革大綱などさまざま

な施策について、県民の皆様にしっかりと伝え

てまいりたいと考えております。〔降壇〕

〔登壇〕 お○総合政策本部長（村社秀継君）

答えいたします。

まず、元気みやざき県民運動についてであり

ます。元気みやざき県民運動は、新たな総合計

画を策定することとしたことに伴い、サポータ

ーを中心とした展開から、県の関係部局におけ

る具体的な施策に沿った運動に移行させること

とし、平成18年度末をもって終了いたしまし

た。県民運動の成果としましては、３つのテー

マであります健康づくり、環境保全、地域みま

もりへの取り組みに対する県民の意識が高ま

り、サポーターの登録者数が１万3,000人を超え

るなど、一定の成果が得られたものと考えてお

ります。なお、運動終了時におきましては、県

民運動の推進に当たり、御理解と御協力をいた

だいたことに対する感謝の意を込めて、終了し

たことを新聞各紙及び県の広報誌であります

「県広報みやざき」に掲載することによりまし

て、サポーターの方々はもちろんのこと、広く

県民の皆様に周知を図ったところであります。

今後とも、新しい計画のもとで、県民総力戦の

一環として自主的な取り組みを継続していただ

くことを期待しているところであります。

次に、県民歌についてであります。県におき

ましては、県民歌が県民に親しまれ、愛唱され

るよう、これまで、県主催のスポーツ大会等で

活用するほか、県民手帳などの印刷物や県のホ

ームページに歌詞や楽譜を掲載し、啓発に努め

てきたところであります。また、県民の皆様か

ら県民歌の御要望がありました際は、複製した

ＣＤをお送りし、御活用いただいております。

最近では、パソコンを利用して音楽配信を利用

する方々が、若い世代を中心にふえてきており

ます。このため、こうした方々にも手軽に活用

していただけるように、県のホームページに新
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たに音楽ファイルを掲載し、自由にダウンロー

ドして使ってもらえるようしたところでありま

す。今後も、県民歌が県民に愛唱されますよ

う、さまざまな機会を通してＰＲに努めてまい

りたいと考えております。

最後に、県ホームページへの音声読み上げシ

ステム導入についてであります。県のホームペ

ージにつきましては、県行政の動きなどを県民

にお知らせする媒体として重要な役割を担って

おります。したがいまして、障がいがある方や

高齢者など、さまざまな環境にあるすべての方

が利用しやすいようなホームページづくりに努

めていく必要があると考えております。御提言

にありました音声読み上げシステムの導入につ

きましては、専用ソフト等が必要になるなど、

費用面の課題も出てまいります。今後、このシ

ステムにつきましては、そのニーズ等を調査し

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（宮本 尊君）

えいたします。

まず、災害時安心基金についての一連のお尋

ねでございます。

まず、基金の額でありますが、台風第14号規

模の災害が想定される一方で、災害が少ない年

が続くことも考えられまして、適正な基金規模

を設定することは大変難しい面がありますが、

今回の基金規模につきましては、過去に災害救

助法を適用した災害の被害状況を勘案して６億

としたところであります。なお、基金の額を超

える大規模な被害が発生し、基金が底をついた

場合には、県、市町村が応分の負担を行うこと

にしております。

次に、制度の期間についてでありますが、当

面３年間で６億円の基金を造成するという仕組

みとなっております。制度の期間など制度のあ

り方につきましては、今後の基金の運用状況

や、被災者生活再建支援法等の法整備の状況、

あるいは地震保険等の自助の動向などを見きわ

めながら、３年後を目途に市町村と検討してい

くことになると考えております。

最後に、基金の運用についてであります。こ

の基金は、いつ起こるかわからない大規模な災

害発生時に速やかに被災者の支援を行うことが

目的でありまして、支援金ができるだけ早く交

付できるように、大口定期など安全でかつ機動

的な運用が可能なものを考えております。

次に、ＳＰコード普及への取り組みについて

であります。視覚障がい者の情報入手の機会を

拡充していく上で、ＳＰコードの普及を図って

いくことは大変重要であると認識しておりま

す。このため、みやざき障がい者安心プランの

ほか、障がい者の方々が利用する団体の機関誌

にも掲載を開始するなど、ＳＰコードの普及に

向けた取り組みを始めたところであります。今

後さらに、県刊行物への掲載拡大に向けた取り

組みを進めるとともに、宮崎県視覚障害者福祉

協会を初めとする関係団体はもとより、市町村

の発行する刊行物へのＳＰコード掲載の働きか

けを行うなど、普及に努めてまいりたいと存じ

ます。

次に、視覚障害者等情報基盤整備事業につい

てであります。視覚障がい者にとって、ＳＰコ

ード読み取り器や文字拡大読書器などの情報支

援機器は、手軽に情報を取得するための有効な

手段でありまして、最も身近な市町村の窓口や

図書館等においても、整備を進めていくことが

必要と考えております。県では、今回の国の特

別対策において、これら公的機関での情報支援

機器の整備が補助の対象となったことから、市
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町村に対し、積極的な整備を行うよう働きかけ

てきたところであります。その結果、23の市町

村において、ＳＰコード読み取り器等の整備が

予定されており、今後とも、視覚障がい者の情

報バリアフリー化に努めてまいりたいと考えて

おります。以上でございます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（高山耕吉君）

します。

まず、県民歌についてであります。県民歌

は、郷土の豊かな自然や風土、未来への夢など

を、明るくさわやかに表現をしたものでありま

す。現在、本県におきましては、子供たちが県

民歌に親しみを持つよう、県内で使用されてお

ります小学校すべての学年の副教材に掲載をし

ているところであります。このことによりまし

て、音楽の授業や集団宿泊学習などの学校行事

で歌われているところであります。また、小中

高の教職員の初任者研修におきましては、県民

歌のすばらしさを伝え、各学校で歌い継がれて

いくように取り組んでいるところであります。

次に、「24時間いじめ相談ダイヤル」の運用

状況についてであります。いじめ相談ダイヤル

にかけられた電話は、電話をかけた所在地の教

育委員会の相談機関に接続されることになって

おり、本県におきましては、平日の８時30分か

ら21時までは県教育研修センターに設置をいた

しています「ふれあいコール」に転送され、相

談に応じております。それ以外の時間につきま

しては、警察の「ヤングテレホン」の番号を案

内しているところであります。

次に、窓口紹介カードの配布状況等について

であります。電話相談窓口紹介カードにつきま

しては、国の24時間いじめ相談ダイヤルの設置

に先立ちまして、県内の電話相談窓口を紹介す

るため、ことしの２月初めに、私立学校を含む

県内の全児童生徒約14万5,000人に対しまして、

カードを配布し、周知を図ったところでありま

す。また、平成18年度の電話相談につきまして

は、県教育研修センターのふれあいコール及び

ＮＰＯ法人に委託をした土・日の子ども専用電

話に、合わせまして2,321件の相談があり、この

うち、いじめとして判明していますのは、ふれ

あいコールが対応した67件であります。

次に、関係相談機関との連携についてであり

ます。いじめの早期発見・早期対応につきまし

ては、日ごろから関係機関と連携を図っていく

ことが大切だと考えております。そこで、学校

は、児童福祉や人権擁護、警察、医療等の関係

相談機関との定期的な情報交換の機会などを設

けますとともに、事例によりましては、関係相

談機関の専門的な支援を受けながら、いじめ問

題の解決に取り組んでおります。

最後に、第三者の機関によりますいじめ問題

の解決についてであります。いじめの実態を調

べてみますと、加害者と被害者が入れかわった

り、解決に向かっていたいじめが再発をした

り、いじめの内容が変化するなど、複雑な状況

が見られます。このようなことから、いじめ問

題の解決を図るためには、いじめのアンケート

調査や教育相談等を実施し、子供の実態を把握

するとともに、継続的な観察や指導を行ってい

くことが必要と考えております。このため、各

学校が校長を中心に職員一丸となりまして取り

組むとともに、状況に応じましてスクールカウ

ンセラーや地域等と連携し、粘り強く対応する

ことが何よりも大切であります。今後とも関係

機関との連携を図りながら、学校、家庭、地域

が一体となりまして、いじめ対策に積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。以上で

ございます。〔降壇〕
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それぞれ答弁いただきまし○新見昌安議員

た。ありがとうございました。

まず、教育長にお伺いをいたします。いじめ

を撲滅するためには、子供たちの周りの保護

者、こういった関係者が対策を講じることも重

要ではありますけれども、子供たち自身が自発

的に解決に取り組んでいく、こういった動きが

他人への思いやりといったものをはぐくむ教育

的な効果も期待できるのではないかというふう

に思います。自発的な解決を促すことについて

教育長はどのようにお考えなのか、お伺いをい

たします。

いじめ対策でありま○教育長（高山耕吉君）

すが、いじめの撲滅に当たりましては、子供た

ちが「いじめは絶対に許されない」という強い

自覚と認識を持つことが、何よりも重要である

と考えております。そのために、各学校におき

ましては、学級活動の時間等も活用しながら、

いじめを許さない学級づくりや、児童会・生徒

会によります「いじめ撲滅宣言」の取り組みな

ど、子供たちの意識の高揚にも努めておりま

す。今後とも、このような子供たちの主体的な

取り組みを奨励しまして、いじめ問題の解消を

図っていきたいというふうに考えております。

そういった動きが全県的な大○新見昌安議員

きなうねりとなるように、積極的に進めていっ

ていただきたいというふうに思います。

もう一点、相談窓口紹介カードについてお伺

いをしたいと思います。先ほど、全県下で14

万5,000人の子供たちに配布をしたということ

を、答弁いただきました。当然、特別支援学

校、盲学校、聾学校といった学校の生徒たちに

もこの紹介カードを配られたというふうに思い

ますが、先ほどのＳＰコードとも関連しますけ

れども、盲学校の子供たちについては点字の貼

付とか、また聾学校の子供たちについては、電

話番号だけじゃなくて、ファクスとかＥメール

アドレスとか、そういったことについても配慮

をしてやるべきだというふうに考えますが、そ

こについてはどういった対応をされているの

か、もう一度お伺いをしたいと思います。

窓口紹介カードにつ○教育長（高山耕吉君）

いてでありますが、特別支援学校におきまして

は、視覚障がいのある児童生徒のすべての保護

者に窓口紹介カードを配布いたしまして、カー

ドの目的や利用の仕方などを説明するなどの配

慮を行ったところであります。また、聴覚障が

いのある児童生徒につきましては、メールや

ファクスで相談が可能となるよう、体制づくり

に取り組んでまいりたいと考えております。こ

れからも、障がいのある児童生徒がいじめなど

で悩んだときに相談できる環境づくりに努めて

まいりたいというふうに考えております。

それでは次に、総務部長にお○新見昌安議員

伺いをしたいと思います。

一昨年の台風14号襲来直後に開催された９月

議会で、私は、被災者生活再建支援法では救済

されない被災者のために県独自の支援制度を創

設すべきではないかというふうに訴えると同時

に、この被災者生活再建支援法に基づく基金の

活用についてもお伺いをしたところでありま

す。この基金の総額は、当時は600億円でござい

ました。平成11年度に300億円、平成16年度

に300億円、全都道府県がそれぞれ応分の負担で

拠出したと。そのとき残高は余り変わらなかっ

たという中で、いつ発生するかもわからない大

地震とか、そういった大規模災害に備えておき

たいというのはわかるけれども、実際目の前で

発生した災害に対しても柔軟な対応をしてくれ

てもいいのではないかというふうに訴えまし
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た。当時、副知事が総務部長でございました

が、答弁いただきました。そのときの答弁、

「支援制度の適用基準を見直して、より多くの

被災者の方々を対象とできるように国と協議し

ていきたい」というものでありました。その後

どうなったか、現在の基金残高もあわせて、総

務部長にお伺いをいたします。

被災者生活再建支○総務部長（渡辺義人君）

援制度についてでありますが、この制度につき

ましては、住宅本体の建築費等がこの資金使途

に入っておらず、また、年収要件の設定等もご

ざいまして、同じ被害を受けても支援対象とな

らない世帯があることなどの課題があります。

このため、国に対する本県の提案要望活動や、

全国知事会、九州地方知事会等の活動を通し

て、制度の改善要望を行ってまいったところで

あります。しかしながら、現時点でも、いまだ

制度改善には至っておらず、今後とも引き続き

要望活動が必要であるというふうに考えており

ます。先月５月31日でありますけれども、知事

みずから直接、防災担当大臣等にこの制度改善

について強く要請を行ったところでございま

す。我々も引き続き、この要望活動を続けてま

いりたいというふうに考えております。

それから、お話にございました基金の残高で

ありますけれども、確かに造成総額は約600億円

でありまして、その後幾分か減少いたしており

ますが、平成18年度末現在では約565億円という

数字になっております。以上であります。

この問題は、前回も多分言っ○新見昌安議員

たと思うんですが、宮崎県だけではなくて、い

つどこで発生するかもわからないということで

すので、これからも強力に国のほうに働きかけ

ていっていただきたい。ほかの県ともしっかり

協力しながら働きかけていっていただきたいと

いうふうに思います。

次に、知事にお伺いをしたいと思いますが、

県庁のホームページには、「県民の声」制度の

創設以降、年度別に受け付け状況が掲載されて

おります。一昨日までは、昨年の９月末までの

分しか掲載をされておりませんでしたが、きの

うからは、本年の３月末までの受け付け状況が

掲載されているところであります。それを見て

みますと、昨年の４月１日から９月30日まで

で、はがき、電子メール、電話、ファクス合わ

せて481件の受け付け状況だったものが、ことし

の３月31日では3,913件。差し引くと、10月１日

からこの半年間で3,432件と、たくさんの声が届

いております。昨年末は、おしかりの声も多

かったのではないかと思いますが、ことしの１

月22日から３月末までを見てみると2,892件と。

当初は、知事誕生直後、冷やかしのものもあっ

たのではないかと思いますが、今は本当に期待

を込めたものもたくさんあるんじゃないかとい

うふうに思っております。また、４月以降５月

末までを見てみても1,326件と、相変わらず多い

状況でございます。これだけの県民の声、知事

はどのように受けとめておられるのか、お伺い

をしたいと思います。

お答えします。○知事（東国原英夫君）

その県民の声にお寄せいただいたメール等の

数は間違いありません。私の知事当選後、県民

の声が大幅に増加したことは、県政への関心の

高まりのあらわれであると感じております。内

容は、御指摘のとおり、冷やかしのものから誹

謗中傷、そして建設的な励まし、御提案等多岐

にわたっておりますが、いただいた御意見につ

いては、できるだけ真摯に受けとめて、今後の

政策に反映させていただく所存でございます。

そのたくさん寄せられた中の○新見昌安議員
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まじめな御意見、そういったものを今回の「新

みやざき創造計画」の中にはどのように反映さ

れたか、その点についてもう一回お伺いしたい

と思います。

私も、県民の声はで○知事（東国原英夫君）

きるだけ隅から隅まで読むようにしております

が、なかなか建設的な意見というのが少のうご

ざいます。その中でも、県民の声の「新みやざ

き創造計画」への反映について 今回の計画―

策定に当たりましては、県民意識調査や、県内

５地域での県民の方々との意見交換、さらには

パブリックコメントによって寄せられた県民の

皆様の御意見、御提言を、施策の展開方向や数

値目標の設定などに反映させていただいたとこ

ろでございます。なお、日々寄せられる県民の

声については、県民生活に密着した分野におい

ての要望や意見が大半でありますことから、今

後の計画の推進に当たっての具体的な施策や事

業の展開の中で、適切に反映させていただきた

いと考えております。

もう一点、知事にお伺いをし○新見昌安議員

たいと思います。今般の「新みやざき創造計

画」、これにおけるキーワードの一つが「県民

総力戦」というものであります。知事には就任

以降、すぐれたリーダーシップを遺憾なく発揮

してもらっておりますが、宮崎の未来を明るい

ものにするためには、これからも県と県民が

しっかり協働しながら、県民一人一人が持つ力

を十二分に発揮して、事に当たっていかなけれ

ばならないというふうに思っています。ただ、

どうしても個々人の力にはおのずと限界があり

ます。それを結集する必要があるんじゃないか

というふうに思っております。その結集する運

動が必要になるんじゃないかと思います。新た

な県民運動の展開というものについて、知事は

特別に何か考えをお持ちなのか、お伺いをした

いと思います。

県民運動についてで○知事（東国原英夫君）

ございますが、私は、真の県民運動とは、一定

のテーマに基づいて、県民が自発的に実践して

いくことにより、県全体に草の根的にそのテー

マに関する普及や啓発が図られ、県民生活の福

祉向上につながるものであると考えておりま

す。今回策定いたしました「新みやざき創造計

画」におきましても、新しい宮崎の実現は、県

民一人一人の努力によってなし遂げられるもの

であるとの考えから、県づくりの基本姿勢とし

て、県民総力戦を掲げることといたしておりま

す。例えば、県外からの観光客におもてなしの

心で接するなど、県民の皆様が、それぞれの立

場で積極的に新たな県づくりに参画し、さまざ

まな役割を担っていただく。すべての県民が、

みずからの価値観や信念、関心に基づき、新し

い宮崎を創造するために自発的に行動を起こ

す、すなわち県民総力戦が真の意味での県民運

動として広がっていく、そういう展開を期待し

ているところでございます。

改めて県民総力戦、意義がよ○新見昌安議員

くわかりました。

ところで、先ほど総合政策本部長の答弁で、

元気みやざき県民運動の終わりは、私が指摘し

たとおり、「県広報みやざき」での３行の文章

だけだった。その結果については、何ら数字と

して、また、きちんとした報告という形ではな

されていないというふうに受けとめました。こ

の元気みやざき県民運動のサポーターの皆さん

は、本当に真摯に県政にかかわっていこうとい

うふうに考えた方々がこのサポーターになられ

たのではないかと思います。そういった方々に

対して、わずかこの３行の文章だけでは、余り
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す。改めてこのサポーターの皆さん方の取り組

みに対する真の意味のお礼についてはなされな

いのか、改めてお伺いをしたいと思います。

確かに議員○総合政策本部長（村社秀継君）

のおっしゃられますように、短い期間ではあり

ましたけれども、一生懸命この運動のために協

力または御理解していただいた方に対する周知

としては、不十分な面があったかと思います。

確かに、この12月から１月以降の非常にばたば

たした中で、そういった取り扱いをさせていた

だきましたけれども、今後この点についてはき

ちっと考えてまいりたいというふうに思ってお

ります。

よろしくお願いしたいと思い○新見昌安議員

ます。

最後になりますが、歌で締めたいと思いま

す。歌うわけではございません。宮崎県民歌、

これは私たち宮崎県民が親しみを込めて歌って

いくと。そして、後世にしっかりつないでいく

べき大事な歌だというふうに思っております

が、しょせんは県民歌であります。他の県の人

がこの宮崎県民歌を歌うこともないし、興味も

示すことはないんじゃないかと思っておりま

す。今、知事の力によって宮崎は全国的に注目

をされている、こういったときこそ、県民歌と

は別の、本県をＰＲできるような歌が必要では

ないかというふうに思っております。

新みやざき創造計画・計画編の中の新みやざ

き創造戦略における戦略３、「『経済・交流』

拡大」戦略、この中には、みやざきブランドを

向上させるためのプロモーション活動の強化

と、また、「おもてなし日本一の宮崎」を目指

しての観光推進、移住促進といった戦略が掲げ

られております。また、今議会に提案された予

算案の中には、それらを具現化するような新規

事業も盛り込まれておりますが、事業を実施す

るいろんな場面、また知事がトップセールスで

出かけた先々、そういったところで宮崎のよさ

をアピールできる、宮崎はこんなところかなと

想像力をかき立てられる、そして宮崎に行って

みたい、宮崎に住んでみたいと思わせるような

歌がＢＧＭで流れると、非常にいいんじゃない

かというふうに思っております。

最近、県庁のホームページの中に掲載された

「みやざき自悠生活」、この中でもＢＧＭで流

すとか、聞けるようにしておくのは大事じゃな

いかと思います。そのような宮崎を大いにＰＲ

できるような歌を新たに制作するか、発掘する

かすべきだと思いますが、知事に再度見解を伺

いたいと思います。先ほど、満行議員は蛯原友

里とかコブクロとか超有名人のことを挙げられ

ましたが、私はそういったものじゃなくて、本

当に目立たないけれども、宮崎をよくわかって

いる方たちがこの歌に取り組んでくれるという

ことを期待しての質問でございます。見解を伺

いたいと思います。

新たな県の宣伝歌と○知事（東国原英夫君）

いうかＰＲソング、あるいは応援歌みたいな位

置づけだと思うんでございますが、これまで宮

崎のイメージを全国に配信した代表的な歌とし

ては、昭和42年のデューク・エイセスが歌って

ヒットした「フェニックス・ハネムーン」とい

うのがあります。この歌は、新婚旅行客でにぎ

わっていた当時の宮崎を全国にＰＲする上で大

きな力があったと思います。このように歌に

は、情報発信に大きな力があり、宮崎を全国に

ＰＲするための有効な手段の一つであると認識

しております。現在、全国的に宮崎のイメージ

アップが図られつつあります。私といたしまし
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ては、これを機会にさまざまな方々に宮崎を

歌っていただき、その中から宮崎をＰＲできる

歌が多数生まれることを期待しているところで

あります。

宮崎の宣伝歌というもの、あるいはＰＲソン

グ、応援歌を広く県内外から公募して、それを

コンペティションにかけて、皆様の御理解、御

賛同をいただいてＰＲソングにするというよう

な企画を、来年の宮崎国際音楽祭に絡めて、そ

ういった活動をしていくのはどうだろうかとい

うのを私は考えております。まだこれは実現に

至るわけではございませんが、そういった取り

組みも必要じゃないかなと考えております。そ

れこそ先ほどの質問にありましたとおり、５月

をミュージックマンスリーにと申しましょう

か、そういった取り組みにも資するものかと

思っております。先ほどコブクロというミュー

ジシャンの名前が出ましたが、コブクロに打診

しましたところ、やんわり断られました。以上

でございます。

それぞれ答弁をいただきまし○新見昌安議員

た。今の最後の知事の答弁に期待を込めつつ、

終了させていただきます。ありがとうございま

した。（拍手）

次は、46番井本英雄議員。○坂口博美議長

〔登壇〕（拍手） ことしの統○井本英雄議員

一地方選挙でみんな勝ち上がってきたわけであ

りますが、その選挙で一番言われたことは、東

国原知事のことであります。「あんたは知事を

どう思ちょるとね」と。そこまではいいんです

けど、「いじめたらいかんよ」と、すぐこう来

るんですね。そして、「是々非々と言うちゃい

かん。応援しますと言いなさい」と、こういう

感じでありましたね。私は実は大学も一緒であ

ります。私が先輩ですけど、名前も「ひでお」

ということで、「宮崎県のためになるためだっ

たら一生懸命頑張りますがね」と、こういう返

事をしてきたところでありました。知事のおか

げで、本当に宮崎県が全国で有名になりまし

た。東京あたりの私の友人からも電話が来て、

「宮崎県はすごいね」と。こういう話を聞きま

すと、やっぱりうれしいですね。うれしい気が

する。その辺のところは本当に素直に感謝した

いと思っております。

それでは、私は、きょうは初めての質問でも

ありますので、私の持論であります「規制緩

和、自由化による格差」、これを取り上げたい

というふうに思います。

去年、私はブータンというところに行ってま

いりました。ブータンというところは、ヒマラ

ヤのふもとにありまして、九州ぐらいの大きさ

です。ふもとといっても高度2,200～2,300メー

トルのところにあるんです。山岳民族です。大

体人口が80万人ぐらい。非常に貧しい国であり

ました。そこに何で行ったかということであり

ます。（発言する者あり）いや、目的の話で

す。何のために行ったかと。これは、国民総生

産量という言葉がありますけれども、国民総生

産量ではなくて国民総幸福量と、ＧＮＰじゃな

くてＧＮＨと言うんですが、それを国家目標に

して政策でやっておるんですね。私は、今の日

本人は本当に幸せなんだろうかなと常々思って

いるんです。毎年３万人以上の自殺者が出るん

です。１日100人近い人間が毎日毎日亡くなって

いるんですよ、皆さん。そして、テレビやラジ

オや新聞は毎日のように悲惨な出来事でしょ

う。日本人は本当に幸せなんだろうかと。戦

後60年、日本はともかくあの廃墟の中から、ア

メリカを追い越せ、ヨーロッパを追い抜け、そ

れこそ一生懸命頑張ってきました。しかし、結
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果としてどうなんだろうかと。今後の日本の将

来にとって何かヒントがあればなという思い

で、実はブータンに行ってきたわけでありま

す。

それで、ブータンの国民総幸福量であります

けれども、こういうことであります。経済的に

物が豊かになったからといって、人間は決して

幸せになることはできない。それは物質的な満

足感、肉体的な満足感である。もう一つ大切な

経済的な満足感ももちろん大切ですよ。し―

かし、それプラス精神的な満足感が必要です

と、こういうものです。精神的な満足感はどう

やったら得ることができるんですか。音楽を聞

くとか、きれいな絵を見にいくとか、あるいは

自然の中に入っていくとか、いろんな方法があ

る。しかし、「最も人間が精神的な満足感を得

る方法があります」と言うんですね。それは人

と人との間にあります。要するに、人と人とは

理解し合いなさい、助け合いなさい、仲よくし

なさい、そうやって言うんですね。ですから、

まずは これは国家が言うんですよ 家庭― ―

を大切にしなさいと、家庭を。それから隣近所

の人たちと仲よくしなさい。人間がまた一番傷

つくのもそうなんですね。人と人との間なんで

すね。ですから、そういうことをブータンでは

国家政策として進めているわけであります。

翻ってこの日本はどうだろうかと。日本は

「和を以て尊しとなす」という国であります。

戦後のあの廃墟の中から日本人はみんなで頑

張ってきた。「和」の力だと私は思っておりま

す。ＮＨＫの「プロジェクトＸ」なんかを見て

おりますと、みんなで力を合わせて一つのもの

をなし遂げていく。私は、日本人というのは和

を大切にしてきた、そういう民族であったと

思っています。それが日本をこんなに繁栄に導

いてきたと思っています。

そして、1980年代、日本は、ジャパン・アズ

・ナンバー１と言われるぐらい、それこそ世界

の目標というか、見本になるぐらいになってき

たんです。ところが、バブルではじけてしまっ

た。そのときから日本の指導者は自信を失って

しまいました。私に言わせれば、バブルの後始

末にちょっと手間取っただけのことですよ、本

当は。ところが、それ以来、グローバルスタン

ダード、規制緩和、自由化。日本のよき伝統で

あったと私は思うんですが、終身雇用制、年功

序列、こんなものは次から次に捨て始めまし

た。アメリカ型の経営を皆さん御存じでしょ

う。利益追求型の会社ですよ。従業員とか労働

者というのはそっちのけですよ。考えてみれ

ば、日本型の経営は人間中心主義の経営であり

ました。

そして、今や日本は世界で５番目に格差のあ

る国となってしまいました。貧困率ではアメリ

カに次いで２番目であります。ニートとかフリ

ーターとか言われる人たちが500万人ぐらいいる

んじゃないかという数字もありますね。私ごと

じゃないけど、私のおいっこは派遣社員で行っ

ているんですよ。派遣社員といったら格好いい

けど、実際はアルバイト、パートと変わらんの

ですね。昔は派遣は単純な労働だけしか出せな

かったんです。それがだんだん規制緩和で、複

雑労働というかそういうものまで派遣で出すこ

とができるようになった。私のおいっこなん

か30歳近いけど、三交代でやっていますよ。三

交代で仕事に行っております。それで、月々稼

いでくる金が10何万円というお金です。結婚も

できん、そう言って嘆いております。

そもそも自由競争というのは、強い者が勝っ

て弱い者が負ける弱肉強食の社会であります。
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そういう社会では心がすさんできます。人を信

頼するということはできなくなります。私は、

さきに述べたブータンではありませんけど、人

間の幸せということを考えたときに、この規制

緩和、自由化という問題は人間を決して幸せに

するものじゃないと、そう思っているわけであ

ります。

加えて、地球環境が経済を第一主義 この―

規制緩和、自由化というのは経済第一主義の考

え方ですよ。地球環境がそれを許さない時代に

なっております、経済を優先するのは。経済を

よくしようとすれば必ず消費しなきゃいかん。

消費しようとすれば必ず地球環境をいじめない

かん、そうなっている。アメリカのブッシュさ

んも京都議定書には印鑑を押さんかったけど、

やっとこのごろ、地球環境を何とかせないかん

という気になってきたみたいであります。知事

のマニフェストの中にはどうも地球環境問題に

ついて抜けているなというのが、ちょっと気に

なるところでありますけど、これは細かいこと

は言いません、今回は。この前、私は、ゴア元

副大統領がつくった「不都合な真実」という映

画を見にいきましたが、なかなかいい映画でし

た。一度ごらんになってみたらいかがでしょう

か。

そういうことで、日本の今までの消費という

のは、総一億中流と言われたことがありました

ね。ちょっと難しいけれども、自由と平等と

は、なかなか相入れない問題なんですよ。旧ソ

連では自由がなかったがゆえに経済が停滞をし

てしまいました。ところが、日本の場合はみん

な平等。それでありながら経済は活性化してい

る。これは不思議だと言われています。歴史家

トインビーは、20世紀の奇跡だと言った。私

は、もう一度、規制緩和、自由化、この格差問

題、これについては見直さないかんときが来て

いるんじゃないか、決してこれは人間を幸せに

しないのではないかと考えているわけでありま

す。相田みつをさんがこんなことを言ってい

る。「奪い合えば足りない、分け合えば余

る」、この規制緩和、自由化の経済は奪い合い

の経済ですよ。もう地球環境がそれは許さな

い。みんなで分かち合う、そういう時代に入っ

ているというふうに私は思います。私は今こそ

分かち合う経済を実現しなきゃならんときじゃ

ないかと考えておるんであります。これははっ

きり言って、県政問題にしてはちょっと大きな

問題だろうと思いますが、どんなふうな考えを

お持ちなのか、聞かせてもらえたらと。

次に、「日本一親孝行の国 宮崎県構想」に

ついてお伺いいたします。

これは、私が１期生のときに一遍提案したこ

とでありました。私も県会議員になってから、

まちおこしで成功したところをかなり見て回り

ました。皆さんもそうでしょう。まちおこしで

成功したところの成功する秘訣というか、これ

だけはあると、これだけは言えるということが

１つだけわかりました。これは、そこに住んで

いる人たちが、「この町はいい町だ、住みよい

町だ」と思わなければまちおこしは成功しない

ということです。これがわかりました。あの湯

布院にしても、綾町にしましても あの綾町―

なんかそうですよ、昔は夜逃げの町と言われた

ところですよ、あそこは。綾町出身には申しわ

けないけど。あの綾町も、郷田前町長を中心に

して、ともかく住みやすい町をつくろう、その

ためにはみんな助け合おう、そうしてつくり上

げたんです。結局、まちおこしでも大切なの

は、みんなが助け合う、仲よくするということ

なんですね。知事は今度、県民総力戦というテ
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ーマを掲げておりますが、私風の解釈でいけ

ば、これは県民全体のまちおこしというような

ことじゃないのかなと思っているわけなんで

す。ということであるなら、この県民総力戦が

成功するためには、県民一人一人が、宮崎県は

いいところだね、住みやすいところだね、そう

思わないと成功しないんじゃないかと私は思っ

ているんですよ。

それと、宮崎発日本改革と言っているでしょ

う。これはすごいなと、実は私もその志を高く

買っております。それで、ただマンゴーを売

る、それから地鶏を売る、これはすばらしい、

確かにいいことで、私もそれはいいことだと思

いますが、知事が言うように地域間競争という

こと、これがそういう経済的な競争だけを問題

にして言っているなら、今までの政治家とそん

なに変わらん。今までの行政のあり方とそんな

に変わらん。もし日本改革というなら、私は今

までと質の違う、そういうものを打ち出してほ

しいと思うんですよ。それが実はこの「日本一

親孝行の国 宮崎県」構想なんです。これを内

外に知らしめることによって、「宮崎県は親孝

行の県らしいね、お年寄りを大切にする県らし

いね、弱い人たちに優しい県らしいね」と、そ

ういうことで宮崎県人が一致結束する。そし

て、それをまた他県の人たちが聞いて、ああ、

これはすばらしいということになる。私は、

今、日本において必要なことは経済的改革じゃ

ないと思いますよ。精神的な、心の改革だと私

は思います。

この前、「国家の品格」という本がベストセ

ラーになっていましたね、あれでも言っていま

すよ。フランシスコ・ザビエルが日本に来て

びっくりしたことがある。指導者である侍がみ

んな貧乏だと。みんな貧乏だ。ヨーロッパで指

導者階級というのは貴族ですよ、みんな金持ち

だ。それにもう一つびっくりしたのは、それを

町民たちが尊敬しているというんですね。これ

もおったまげたと。私はそう思いますよ、指導

者階級である侍も偉い。そうでしょう、清貧に

甘んじる。それをまた尊敬する町民、これもま

た偉い。今の日本はどうなったのか。金、金、

金、金持ちは、ばかでも一等賞、これじゃあ

ね。そういう世の中をもう考え直さないかんの

じゃないかと私は思っているんですよ。

そんなことでありまして、ひとつ知事さんに

そんなところも考えていただけないものかなと

いう提案であります。

壇上での質問をこれで終わります。どうもあ

りがとうございました。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 質問なのか○知事（東国原英夫君）

何かちょっとわからない内容でございまして、

アルコールが入っているわけじゃございません

ね。

ブータンの国は、私も行ったことがございま

して、ブータンのサッカーを見ました。ブータ

ンはＦＩＦＡランクが200位ぐらいで、世界では

非常に弱いチームだったんです。そのサッカー

をやりながら、私が見ても下手なのに、非常に

楽しそうに幸せそうにやっておられたんです

ね。ハンドとかあるいはオフサイドとかそうい

うものを余り問題にしていない。おおらかなそ

のサッカーを見て、私は目からうろこが落ちた

記憶を今でも持っております。そんなような答

えしか……。

井本議員の「富を等しく分け合う」というこ

の言葉に今、着目いたしました。これを完成さ

せようとしたのが、結果の平等を重視したいわ

ゆる共産主義、社会主義だと思います。反面、

機会の平等というのを優先しようとしたのが資
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本主義であり、自由主義であるということは、

もう御案内のとおりと思います。この資本主

義、自由主義に基づき、グローバリゼーション

の名のもと、規制緩和とか、おっしゃるように

自由化が進めば、競争による敗者が生まれ、弱

者切り捨てにつながるのではないか。あるいは

また経済至上主義の考え方は、人の心からおの

ずと倫理観、道徳心を失わせてしまうのではな

いかという不安の声があります。先ほどの話に

もありましたように、我が国が戦後の荒廃した

国土の中から今日の繁栄を築き上げることがで

きたのは、勤勉かつ誠実な国民性に加え、日本

型のいわゆる修正資本主義、日本独自の資本主

義を確立してきた結果であると考えておりま

す。しかし、それらが近年、いわゆるグローバ

ルスタンダードと言われる実はアメリカンスタ

ンダードによって崩壊しつつあるということ

は、どうやら事実であります。よって、今こそ

日本独自の、日本らしい社会経済システムを模

索するときではないかと私は考えております。

自由な競争の中にも、敗者や弱者のためのセー

フティネットが整備され、富の再配分システム

や再チャレンジが可能な社会システムを構築す

るとともに、今の拝物主義、拝金主義、市場経

済至上主義をいま一度見詰め直し、幸福とは何

か、一体豊かさとは何なのか、そのことについ

てもう一度立ちどまって考えてみる、そういう

時期に来ているように私は考えております。答

えとしては精一杯でございます。

続きまして、親孝行の提案についてでありま

す。御案内のように、みんなが仲よくする、一

致団結するというのは、私の県民総力戦の理念

の根本となっております。この宮崎の歴史とい

うものは、そういったものを除外して、やはり

怨恨や遺恨による仲たがいの歴史ではなかった

かなと。今こそ、７藩に分かれた小藩分立が、

県北、県央、県南が一つになる、そういう時期

ではないかと考えております。その宮崎モデル

が構築されてこそ、宮崎発の日本改革が成就す

るのではないかと考えております。

御提案の日本一の親孝行という提案でござい

ますが、この提案は、非常に私の心を打つもの

でございます。私が宮崎に帰ってきたのは、も

う介護世代に入った親の面倒を見る、そういっ

たことも含まれております。宮崎に生まれてよ

かった、育ってよかった、宮崎は弱者に対して

優しい、宮崎はいやされる、宮崎はお年寄りに

対して非常に理解がある、そういった県にする

ことこそが、いわゆる外郭的な改革、それより

も内面的な改革、御提案のように、心の改革、

精神の改革といった非常に高次な、崇高な理念

ではないかと考えております。昔は侍が、今は

政治家だと思います。御提案になったように、

政治家は清貧であるべきだと考えております。

それでこそ、県民の皆様が尊敬し得る存在だと

考えております。今こそ我々は政治家として、

政治と金、清貧について考え直し、そして、県

あるいは国家のことについて一から考え直す時

代であると考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

立派なお答えをいただきまし○井本英雄議員

た。本当にありがとうございました。よかった

です。質問してよかったと思っています。

それでは、次の質問に入りたいと思います。

入札制度改革についてですが、実は、知事、５

年前、私は入札問題、談合問題を取り上げまし

て、それで告訴されたことがあるんです。名誉

毀損で告訴されましてね。最終的に損害賠償で

少し払わされたことがありますが、あれもそも

そも談合問題を私が取り上げて そして、私―
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だけじゃないんですよ、そういう問題を取り上

げたのは。知事が至るところで言っているかど

うか知らんけど、談合を許したのは議会の監視

能力がちょっと不足していたんじゃないかと

か、そんなことを言われたということを聞きま

すと、いや、申しわけないけど、我々は言って

ましたよと。落札価格が99.何％で落札すれば、

どう見たってこれは談合か何かあったんじゃな

いのと、こういうのは常識ですね。私もそれは

言いましたし、私以外にも言いました。私なん

かは、あの事件が起きたときは、公正取引委員

会まで、実は福岡まで行って訴えたんですよ。

取り合ってもくれませんでした、あのときは。

だから、あのとき、確かに99.何％で落札してお

れば、それだけ確率は高いと、談合している確

率は高いということで我々は責めたんですが、

現場をつかまえて言っておるわけじゃないわけ

ですから、現場の証拠があったら刑事事件で警

察がやることですけれども、そこまではできん

のが我々の調査権ですよ。

それで、知事、ここに１枚の紙をきょうは用

意しました。これは我々の勉強会で出てきた資

料でありまして、特別な資料じゃないんです。

どこにでもある入札・落札の資料なんです。こ

れは日向土木から取り寄せたものです。１、

２、３、４、５、６、７と括弧して下の方に書

いてありますが、１が落札した日吉産業さんで

す。２番目、３番目と書いてありますが、予定

価格があって、一番下に最低制限価格があると

いうのは御存じのとおりですが、最低制限価格

に一番近い人がこの場合とっているわけです

ね。それが日吉産業です。そうすると、日吉産

業さんと高蔵土木さんとは107円しか違わない。

２番目と３番目は13円ですか、23円か13円か、

そんなところの非常に際々とみんな、何千万円

の価格にしても100円ぐらいのところで争ってい

るんですね。10円のところもね。そうすると、

これを落札するというのは非常に難しいだろう

なと。ある意味じゃ奇跡みたいなことでありま

す。

ところが、日向土木ではこれを５件続けて落

とした業者があるんです。たたたたたたっと。

だから、私の耳に入ってくるのは、この最低制

限価格が漏れていると。漏れているというんで

すよ。知事の時代になってからの話ですよ。我

々はこの前も談合を言いましたけれども、確率

的に言うなら、今回もこれは最低制限価格が漏

れているんじゃないかと、そのように思ってい

るんですが、知事はどう考えていますか、それ

については。御存じでしょうかね。話はわかり

ますかね。わからなければ県土整備部長の方で

結構です。

最低制限価格○県土整備部長（野口宏一君）

の件でございますけれども、最低制限価格は、

県では、工事の品質確保とか下請保護などを含

めた適正な施工の確保から設定をさせていただ

いています。現在、公共工事の縮小ですとか、

あるいは一般競争入札の拡大に伴い、競争性が

非常に高まっているということで、今、議員御

指摘のように、最低制限価格周辺での入札がふ

えたりとか、あるいは同一業者が複数の工事を

非常に近い時期に受注しているようなケースと

いうのは確かに発生している状況でございま

す。

その原因として考えられますことは、現在予

定価格等の公表制度をとっています、それと工

事費積算ソフトもかなり厳密なものが開発され

ているというようなことで、実態といたしまし

て、最低制限価格の推計がかなり容易になって

いるのではないかなと思っております。このよ

平成19年６月14日(木)

- 127 -



うな状況を踏まえまして、最低制限価格の算定

方法につきましては具体的に検討していきたい

と思っております。

私の質問にまじめに答えてい○井本英雄議員

ない。私は、１社が５件続けてだあっと落とし

たのは、これはちょっと奇跡に近いことじゃな

いか、おかしいんじゃないかと。おかしくない

というなら、おかしくなくてもいいんですけ

ど、私に言わせりゃ、私はおかしいんじゃない

かと今言っているわけよ。普通、人間が考える

こんな奇跡的なとり方をしているわけです―

よ、皆さん。それが５本立て続けてたたたた

たっととっていくのは、どう見ても最低制限価

格が漏れているんじゃないかと思うのが普通

じゃないですか。それはどうなんですか、

ちょっと聞かせてください。もう一回。

先ほど言った○県土整備部長（野口宏一君）

ので、重複するとおしかりを受けるかもしれま

せんけれども、実態として最低制限価格の推計

が容易になっているということでございます。

これは水かけ論になるかもし○井本英雄議員

れんから、これ以上は言いませんが、知事が言

われるように、我々は談合としての蓋然性が高

いじゃないかという話はしたわけですよ、あの

ときも。今度もだれが見ても蓋然性が高いとい

うことになれば、やっぱり私は一遍この辺は調

査すべきじゃないかと、そういう気はするんで

すがね。知事、ちょっとその辺は、もし考えが

あればお聞かせください。

この最低制限価格な○知事（東国原英夫君）

んですが、もしこれが仮に漏れていたとした

ら、僕はこれよりも張りつきはぴったり張りつ

くんじゃないかなと思うんですね。もし漏れて

いればですね。これは同じようなソフトが出

回っていて、そのソフトというのが非常に高

い、高価なもので、一部の力のある、体力のあ

る建設会社あるいは土木業者等が入手できるよ

うなソフトで積算して、この最低価格を出して

いるんだと思います。ですから、今後、他府県

の状況なんかも参考にさせていただきながら

長崎や佐賀ではランダム方式ということを―

やっております。下４けたをクエスチョンにす

るというところのやり方もございますので、そ

ういったものも参考にさせていただきながら

対応、対策を考えていきたいと思っており―

ます。

もう時間が余りありませんの○井本英雄議員

で、先に進みたいと思います。

それで、私は、建設業、公共事業は、これは

失業対策事業とは言わんけれども、いわゆる雇

用対策という面が多分にあったと思うんです

ね。ところが、今後、一般競争入札を取り入れ

ていけば、その辺の失業者、倒産するところが

たくさん出てくると思います。これに対して別

の手当てを打つのか、このままにしておくの

か。私は、やっぱり何らかの手当てを別にでも

せにゃいかんのじゃないかという気はしておる

んですが、その辺はどうでしょうか。県土整備

部長、よろしくお願いします。

企業の方でい○県土整備部長（野口宏一君）

ろいろ御努力をいただいておるわけでございま

すけれども、県といたしましては、自助努力、

自己責任のもと、経営改善や新分野進出に積極

的に取り組んでいる企業を重点的に支援した

り、あるいは技術と経営にすぐれた企業が成長

できる環境づくりを、現在、建設産業活性化プ

ランというものを策定しておりますけれども、

それに基づいて進めているところでございまし

て、引き続き、関係部局とも連携を図りなが

ら、その対応を進めてまいりたいと考えており
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ます。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

それから、入札適正化委員会というのを今

度、また再び立ち上げると聞いていますが、そ

の中に建設業者の代表を入れるつもりはあるの

か、ないのか、ちょっとお聞かせください。

「入札・契約○県土整備部長（野口宏一君）

制度改革に関する実施方針」の中で、今ござい

ました公共工事入札適正化委員会、これにつき

まして、委員の構成を見直したり、あるいは機

能強化を図るというような予定にしておるとこ

ろでございます。実施方針の策定に当たりまし

ては、公共工事の受注者であり、社会資本の整

備を担っていただいております建設業者の方々

からも、いろいろ御意見とか御要望等も聞きな

がら策定したものでございますけれども、今

後、改革の進行管理とかあるいは検証というも

のを行っていく予定にしております。その中

で、建設業者の方々から再度、御意見等を十分

にお伺いし、制度の適正な運用改善に努めてま

いりたいと思っております。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

次に行きます。地元の国道、県道の改良につ

いてでありますが、宮崎からずっと北上します

と、日向、門川、そこまで４車線でずっと行き

ます。延岡の土々呂に入った途端に２車線にな

ります。そこで車が数珠つなぎになります。本

来は、その横に南道路というのがあって、延岡

南道路というのはそこで250円払っていけば行け

るんです。ところが、250円が惜しいために、み

んな数珠つなぎで行くわけです。これが普通の

ときはいいんですけど、朝晩です、朝夕。ちょ

うどＪＲをまたいでこちらに県道が走っている

んですね。土々呂何線だったですか、走ってお

ります。こちらの国道と県道に２つ分かれて、

朝夕分かれて走るわけです。国道のほうはまだ

広いからいいけど、県道は本当に狭い。大体７

時から８時までに片一方だけで800台通ります。

往復で1,600台ぐらいの車が今通っております。

今、延岡で一番交通事情の悪いのはここです。

ここです。私は、ここについては前々から何回

も何回も言ってまいりました、どうにかしてほ

しいと。

それで、私が今提案しているのは、あの南道

路をただにしてくれと、こう言っておるんです

よ。それができないならせめて、７時から８時

までの間でもいいから、とにかく無料化とかそ

んなことはできないのかということでありま

す。県土整備部長、お願いします。

延岡南道路の○県土整備部長（野口宏一君）

無料化あるいは時間帯による割引でございま

す。延岡南道路は、お話ありましたように、一

般有料道路として、バイパスとして整備が行わ

れたわけでございますけれども、日本道路公団

が平成17年の10月に民営化されまして、現在

は、西日本高速道路株式会社が管理運営してお

ります全国的な高速道路ネットワークの中に組

み込まれたということで、借入金を償還する前

に無料化するということは、ちょっと難しいん

じゃないかなと思っています。

一方で、時間帯による割引ですけれども、高

速道路の料金につきましては、西日本高速道路

株式会社等の協定の中で定められていると。そ

の協定の中では、もともと高速自動車国道とい

たしまして建設された路線とか区間、これにつ

いては時間帯割引の対象になっております。一

方で、一般有料道路として建設されました道路

とか区間については、原則として時間帯割引の

対象外になっているというような状況になって

おります。そういうことから、現時点で延岡南
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道路については、通勤割引等の料金割引の対象

になっていないというような状況です。しか

し、今後、門川―日向間の供用が間近に控えて

おります。そうすれば、東九州自動車道と一体

的に利用するような形になりますので、当区間

を割引対象区間としていただけるよう、関係機

関に対しまして引き続き要望をさせていただき

たいと思っております。

ともかく何度も言うように、○井本英雄議員

あそこは延岡で一番今、問題箇所です。ひとつ

これに対しての認識を持ってほしい。知事、一

遍見にきてほしい、あそこの現場を。朝７時か

ら８時までのときにどれくらい大変なのか。あ

の道を横切ることができないんですよ。ちり捨

てに行こうにも、ちり捨てに行けない。そうい

う状況であります。

それでは、もう一つ、北方町の上祝子綱の瀬
かみほうり

線の件であります。上鹿川から上祝子までが４
かみししがわ

キロぐらい、道がないんですよ。道路がない。

ここをつないでほしいという地元からの要請が

あるんです。ひとつ何とかできんかなと思って

おりますが、これは県道ですね、どうでしょう

か、県土整備部長。

現在供用して○県土整備部長（野口宏一君）

いる部分につきましては、災害防除等の事業を

継続的に行っておりますけれども、議員御指摘

のように、まだ上鹿川から上祝子の未供用区間

がございます。路線認定はしておるんですけれ

ども、非常に地形が急峻だということで未供用

であり、現在のところ、これからの道路整備の

計画というのもまだ持っていないところでござ

います。

そういうことだと思うんです○井本英雄議員

ね。それで、県道では難しいと、県道でやると

県道で構えにゃいかんからですね。だから、県

道じゃなくて林道でいいんじゃないかと、こう

いうふうな考えがあるんですが、環境森林部

長、お願いします。

県が林道を開○環境森林部長（髙柳憲一君）

設する場合の国庫補助事業の採択に当たりまし

ては、これは当然のことだと思うんですが、森

林資源の状況、あるいは林業生産性の動向など

から判断をすることとされております。具体的

な採択要件につきましては、全体の計画延長が

７キロメートル以上であることや、あるいは利

用区域内森林面積、これが1,000ヘクタール以上

であることなどとなっております。御質問にあ

りました県道の未整備区間につきましては、今

お話にありましたように、総延長が４キロメー

トル程度というふうに考えられますので、採択

要件である条件を満たさないことから、県での

林道整備というのは困難であるというふうに考

えております。なお、本路線につきましては、

延岡市が実施主体として整備する要望がござい

ましたら、市とも協議をしてまいりたいという

ふうに考えております。

ともかく、できん理由ばかり○井本英雄議員

言うんじゃなくて、皆困っておるんだから、ひ

とつ前向きに知恵を出し合っていい形にしてい

ただきたいと思います。本当にありがとうござ

いました。終わります。（拍手）

ここで10分間休憩をいたしま○坂口博美議長

す。

午後２時35分休憩

午後２時47分開議

休憩前に引き続き会議を開き○坂口博美議長

ます。

次は、５番武井俊輔議員。

〔登壇〕（拍手） 愛みやざき○武井俊輔議員
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・武井俊輔でございます。このたびの宮崎県議

会議員選挙宮崎市選挙区より当選させていただ

きました。議会改革、県政改革に向けて新しい

視点で全力で頑張ってまいります。どうぞよろ

しくお願いいたします。

私は、本日、知事の政治姿勢、観光、交通の

３点を御質問いたしますが、各代表１問をこの

壇上にて行いまして、その後、質問者席に移ら

せていただきまして質問をさせていただきたい

と思っております。

私は、選挙以降、特に親子関係等もないにも

かかわらず、「東国原チルドレン」などと言わ

れてまいりました。この質問を、きょうを境に

そう呼ばれなくなるよう、一歩前に進めるよ

う、鋭意質問をさせていただきたいと思ってお

ります。

きょうは、知事も私淑されていらっしゃると

いう、観光宮崎の父でございます岩切章太郎の

銅像の前で演説をしてまいりました。知事部

局、知事及び部長各位の皆様におかれまして

は、「心配するな工夫せよ」という岩切の言葉

もございますが、前向きな答弁をいただければ

ありがたく思います。どうぞよろしくお願いを

申し上げます。

では、早速質問をさせていただきたいと思い

ます。

まず、「県民総力戦」という言葉についてで

ございます。知事が事あるごとに県民総力戦と

いうことをおっしゃっております。知事のトッ

プセールスもございまして、地鶏やマンゴーと

いうものは全国区になり、県産品の販売額が前

年度に比べまして大きくふえているのは御承知

のとおりかと思います。しかしながら、鉱工業

生産の実態、量販店の売り上げ、あるいは新築

住宅の着工件数など、県民経済全体を見回して

みますと、なかなかそうではない部分もありま

す。物販だけで宮崎県が豊かになるわけではご

ざいません。その中で、県民の皆様にも、知事

はよく頑張っているというところから、私たち

も頑張らなきゃというように変わっていただか

なければなりません。そこで、県民総力戦につ

きまして３点お伺いをいたします。

まず、働いている人、特に 私もそうでご―

ざいましたが 大部分を占めるサラリーマ―

ン、そして主婦、学生など、いわゆる関係業

者、業界以外の方に、この県民総力戦をどう伝

え、何を求めていきたいかという御見解をお伺

いしたいと思います。

続きまして、県職員の市民活動への参加につ

いてでございます。県職員は現在約１万7,700

人、これは宮崎県の総人口の約1.5％に当たりま

す。つまり、宮崎県では100人に1.5人が県職員

ということになるわけでございます。とします

と、この宮崎県庁は宮崎県最大の企業でありま

す。県民総力戦ということであれば、県職員も

県民の一人として、もっともっと積極的に地域

活動やイベント等に参加をしていくべきだと考

えております。例えば、一例申し上げます。地

域の消防団の実態など御報告いたします。昨年

４月現在でございますが、団員が県内で１

万5,540人、しかしながら、その中の県職員割

合0.15％、人数でいけばわずか24人でございま

す。県職員の市民活動への参加を、県行政とし

て積極的に進めていくべきではないかと考えて

おりますが、知事の御見解をお伺いしたいと思

います。

次でございます。県民総力戦への行政の支援

協力体制についてでございます。知事の考え方

をお伺いいたします。知事は、総合計画の中

で、「各人の持てる能力や技能が、地域社会に
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おける課題解決のために発揮できる地域コミュ

ニティーの活性化を図る」などと述べられてお

ります。一例を申し上げます。知事が御自身の

ブログでも書かれておりますが、大淀川の花火

大会の件を出させていただきます。警察等も含

めまして、実行委員会 ボランティアの皆さ―

んですが 非常に前向きに協議を進めておっ―

たところでございますが、県の担当部局から非

常に厳しい対応を迫られておりまして、結果と

して、夏の風物詩である花火大会の開催の概要

がいまだに決定できていないという状況にあり

ます。ボランティア活動に協力し、県民が楽し

みにしている大会に向けて努力をしている皆さ

んに対する姿勢としては、いささか疑問がござ

います。知事がいかに声をからして県民総力戦

と言われても、第一線の現場には、まだまだそ

れが伝わっていないのではないかと思うところ

でございます。それにつきましてお伺いをいた

したいと思います。

次に、観光について１点お伺いをいたしま

す。私は観光業界で働いておりましたので、そ

の経験も踏まえまして、これからも観光政策に

全力を挙げて頑張ってまいりたいと思っており

ます。以下、その点から、観光について１点、

壇上で申し上げます。

まず、シーガイア問題について申し上げま

す。知事にお伺いをいたします。これは私が政

治を志したまさに原点とも言える問題でござい

ます。ここでいうシーガイア問題というのは、

現在のシーガイアではなく、当時の破綻に至る

までの第三セクターの過程と御理解いただきた

いと思います。この税金を注ぎ込んだ第三セク

ターの最もあしき例を集約した経済問題であっ

たと思います。県も出資をいたしましたフェ

ニックスリゾート株式会社が、3,261億円もの累

積赤字を出して破綻をしたことは、長い宮崎県

政史上においても大きく特筆するべき問題であ

ると思います。当時の知事は、「シーガイアは

全国のモデルリゾートであり、バブルとは無縁

だ」と説明をしておりました。ところが、まと

もにその後あおりを受けまして破綻。そして最

後には、「運営は継続されるのであり、私の責

任はどうこう言うことはない」と述べられまし

て、具体的な責任をとられることはありません

でした。

私は、この問題から学ぶことは数多くあると

思っておりますが、特に、オープン４～５年後

には550万人来ると需要予測がございました。し

かしながら、実際にその年、５年後、シーガイ

アに訪れた観光客数は256万人でございます。極

めて希望的観測に基づいた甘い予測であったと

言わざるを得ません。私も現場におりましたけ

れども、例えば、宮崎に来る飛行機が全部満席

になっても足りないような予測でございまし

た。このような希望的観測、こういったものが

規模をどんどん大きくして、このような大きな

破綻を導いたものだと私は考えております。こ

のシーガイア問題についての見解、当時の対応

に対する所見、並びに ここが一番重要でご―

ざいますが 今後県が行う事業、こういった―

ものでこういった甘い需要予測等が起こらない

ようにしていくこと、これが一番学ぶべきこと

だと思いますが、これについての見解をお伺い

いたしたいと思います。

３点目でございます。交通政策についてでご

ざいます。私は宮崎県のバスの仕事をしており

ましたので、お伺いをさせていただきます。

日之影町に天翔大橋という橋がございます。

非常にきれいなアーチの橋でございます。この

橋は、ふるさと農道緊急整備事業という事業が
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ございまして、約60億円をかけて整備をされた

ものでございます。しかし、この対象となる農

家は、この橋の向こうには約60戸ということで

ございます。単純に言えば、１戸当たり１億円

出資をした事業ということになるわけでござい

ます。もちろん国の助成事業でございますが、

県の出費は約30億円ということでございます。

ところが、先ほども出ましたが、このすぐ横に

高千穂線が、休止された状態でございます。先

ほどの田口議員の質問でもございましたが、な

かなか運営が厳しく、２億円の財源も集まら

ず、関係者は四苦八苦しております。確かにこ

の橋が完成した当時は、まだ水害の前でござい

ましたが、高千穂鉄道の経営が厳しいもので

あったことは十分予想できました。つまり、こ

の橋を見てもそうですが、地域に交通インフラ

のためにお金は落ちているわけです。確かに橋

ができたことでプラスになったことは間違いあ

りません。しかしながら、費用対効果というも

のが十分に考えられなければなりません。広範

囲にわたる県民要望に対して、財政状況は厳し

さを増すばかりでございます。

したがって、行政はこれから、着手する事業

に対し、選択と集中が求められる時代になりま

した。地域自身で地域の交通のことを考える、

地域交通マネジメントと申しますが、ぜひ御認

識をいただき、国道、県道、農林道、橋、トン

ネル、鉄道、バス、いろいろあります。しかし

ながら、これからは、これらの優先順位を地域

の皆さん自身でつけて、必要なものを選択する

時代に入ってくるのではないかと思っておりま

す。知事に、その必要性をお伺いしたいと思い

ます。

残りの質問につきましては、質問者席からさ

せていただきます。以上でございます。ありが

とうございました。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（東国原英夫君）

す。

県民総力戦についてであります。選挙中から

今日に至るまで、多くの県民の方がメディア等

を通じて県政に関心を持たれ、「県民総力戦」

という言葉もかなり浸透してきたのではないか

と考えております。このたび策定いたしました

総合計画においても、新しい宮崎の実現は、県

民一人一人の努力によってなし遂げられるもの

であるとの考えから、県づくりの基本姿勢とし

て「県民総力戦」を明記したところであり、今

後、労働者、サラリーマンの皆さんを初め、県

民の皆様との意識の共有を図っていくことが大

切であると考えております。このようなことか

ら、私はあらゆる機会をとらえて、あらゆるメ

ディアを通じ、県民総力戦の考え方について、

県民の皆様に広く訴えかけてまいりたいと考え

ております。

県職員の地域活動参加促進についてでありま

す。県民総力戦による新しい宮崎県づくりを進

めていくためには、県民の皆様と行政との協働

を進める一方で、職員につきましても、地域社

会の一員という立場で、地域活動やイベントに

参加し、地域に貢献することは意義深いことで

ございます。また、こうした活動を通して、職

員といたしましても、地域の実情がどうなって

いるのかを実感し、より地域の視点・県民の視

点に立った職務の遂行ができるようになると考

えております。このようなことから、現在策定

中の新しい行財政改革大綱におきまして、「職

員の地域活動参加促進」という項目を新たに盛

り込んだところでございます。今後、職員の自

主的な地域活動参加を促進するための指針を作

成するなどの取り組みを行ってまいりたいと考
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えております。

今後の自治体の運営につきまして、花火大会

の事例を参考に、県民総力戦の観点から、でき

ない理由を並べるのではなく、できるためには

どうしたらいいかといった発想に立って、積極

的に行動していくべきものと考えております。

こうした私の考え方については、県庁内の全部

局が十分に理解しているところでございます

が、一方で、私どもはさまざまな法律の執行者

となっており、一つのイベントに対しても、さ

まざまな法的観点から、その是非等について検

討を行うことも業務としているところでござい

ます。花火大会の件につきましては、私もその

成功を心から祈っている者の一人であります。

いろいろな観点から研究、勉強してまいりまし

たが、天満橋を花火大会に活用することについ

ては、道路法による道路管理や道路交通法によ

る交通管理からの判断、あるいは花火師さんの

御意見等も踏まえまして、厳しいという判断の

もと、今回の判断となった次第でございます。

御理解いただければと思います。

シーガイアについてであります。フェニック

スリゾート株式会社は、平成13年に会社更生法

に基づく経営の立て直しを図ることになりまし

たが、今日までの企業努力の積み重ねにより、

着実に経営再建が進んでいると伺っておりま

す。同社の会社更生法適用申し立て当時、私は

東京に居住しておりまして、そのニュースに驚

きをもって接したところでございました。同社

は、シーガイアの計画時点で、国内外のテーマ

パーク等の調査や金融機関等とも十分連携を

とった上で入り込み予測等を立てたとのことで

ありますが、長引く景気低迷などさまざまな要

因が重なって、会社更生法の適用に至ったもの

と考えております。シーガイアの件を教訓と

し、今後の観光行政に生かしていくとともに、

県としましては、今後、観光面で新たに企業の

経営に関与していくことや、いわゆる箱物を整

備していくことは想定しておりませんが、事業

の実施に当たっては、費用対効果等を十分念頭

に置きながら対処していくことが重要であると

考えております。

続きまして、地域交通マネジメントについて

であります。高速道路を初めとする広域交通網

や、域内を結ぶ交通網は、産業の振興や県民の

安全で安心な暮らしの基礎となるものであり、

その整備促進は、交通基盤の脆弱な本県にとっ

て極めて重要であります。このため今後、県で

は、限られた予算の中、事業の必要性や緊急

性、費用対効果等を総合的に検討しながら、交

通ネットワークの整備に努めてまいりたいと考

えております。〔降壇〕

ありがとうございました。で○武井俊輔議員

は、１点目の県民総力戦についてでございます

が、再質問させていただきます。１番、２番、

３番ございまして、１つ目並びに県職員の参加

等につきましては了といたしました。かしこま

りました。３点目、花火大会の件、余り具体的

な事例で時間もとりたくないんですが、ちょっ

と認識違いもあるようですので、御説明をさせ

ていただきます。

私、実は６月４日に道路保全課に行きまして

文書をもらいました。確かにそこには、さっき

知事がおっしゃったとおりで、花火師さんの見

解によると非常に難しいというような話が書い

てございました。橋梁破損の可能性があるとい

うようなことが書いてございました。私、この

花火師さんにちょっと話を聞いてみましたとこ

ろ、実際にそういうことではなくて、例えばガ

ムテープを張って、後でタオルでふいて、きれ
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いに取れるようなことがあったとしても、とに

かく跡がきれいに取れたとしても、欄干を全部

かえなければいけない。これは特注品であると

いうようなことを言われて、「いや、そこまで

言われるならできませんね」と言われたから、

できませんという回答が私に来ているんです

ね。ですから、知事のほうにどのような報告が

上がっているかわかりませんけれども、みんな

ボランティアでやろうとしているわけですよ

ね。にもかかわらず、非常にやる気をそぐよう

な発言、中には、そのとき地震が来たらとか、

どうしようもないようなこともあったようでご

ざいますけれども、そのような発言があってい

るということは、やはりこの場でお伝えをして

おかなければならないのではないかと思いま

す。このような形での対応があっているという

ことについて、県土整備部長にお伺いをしたい

と思います。

ただいまの件○県土整備部長（野口宏一君）

ですけれども、我々も法律の執行者でございま

すので、いろいろその件については検討をさせ

ていただきました。その中で、花火の打ち上げ

設備というものが道路法の許可基準に合致する

のか、あるいは多量の火薬を使用することか

ら、橋の安全性をどのように確保するのかとい

うようなことにつきまして検討させていただき

ました。あるいは、花火客や周辺地域の安全対

策をどのように行うのかということを実行委員

会の皆さんともお話をさせていただきました。

その後、県土整備部、実行委員会、花火技術者

の皆さんと合同で現地確認を行い、その際、実

施は非常に厳しいという事実を確認しました。

そのときに今、議員のほうからお話があったこ

と、私も詳細は存じていないんですけれども、

とにかく何か事故があると、例えば道路が損傷

すると、そういう可能性があるので、しっかり

道路が傷まないような措置をしてくださいとい

うようなお話やなんかもさせていただきまし

た。そのためには準備期間もかかりますし、実

際花火を打ち上げる時間帯もありますし、その

後、現場である橋上を片づけるというような形

にもなってまいります。そうしますと、非常に

地域の皆さん、道路利用者の皆さんにも御迷惑

をかけるんじゃないかというようなお話もさせ

ていただきました。そういう面を総合的に考え

てお話をさせていただきまして、実行委員会の

皆さんからは、花火を天満橋から打ち上げるの

はちょっと難しいんじゃないかという御結論を

いただいた次第でございます。

ほかのこともありますので、○武井俊輔議員

これで最後にいたしたいと思います。最後にも

う一度、県土整備部長にお伺いをしたいと思う

んですが、とにかく、花火師さんがこう言って

いたといってきていることと、実際に聞いてみ

ることに非常に大きな乖離があるんですね。し

かも、ちょっと汚れただけで欄干全部取りかえ

なさいみたいな、ふけば取れるようなもので

あってもそういうことを言っているというよう

なことは、非常に対応として誠意を欠いている

と思うんです。今後、花火大会も何とか、どう

いう形であれ成功させていきたいと思うんです

が、担当部署に対して、このようなことについ

てもう一度しっかり確認をいただいて、状況把

握をしていただきたいと思うんですが、コメン

トをお願いします。

お話を伺って○県土整備部長（野口宏一君）

いる事実関係は若干相違があるようでございま

すので、確認をさせていただきます。

よろしくお願いします。私、○武井俊輔議員

商工の委員でございますので、この問題につき
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ましては後日の委員会等でもまた取り上げさせ

ていただきたいと思います。

裏金の問題についてお伺いをさせていただき

ます。知事は、就任当日のあいさつの中で、

「裏金はありませんか」ということを職員に問

われましたけれども、４カ月後、さらに昨日も

答弁がありましたとおりで、また就任後にも裏

金が出てきたということでございました。知事

は会社で言えば社長でございます。社長の指示

が結果として軽視されていたということになっ

ているのではないかと思いますが、御見解をお

伺いしたいと思います。

御指摘の件でござい○知事（東国原英夫君）

ますが、私といたしましても、もう少し早く報

告してもらいたかったというのが率直な気持ち

でございます。その数が多かったことも非常に

残念に思っております。自主申告までに時間を

要したことについては、職員の中に、自責の念

に駆られながら言い出せなかった者や、「預

け」について不適正な事務処理という認識が乏

しかった者もいるかもしれませんが、公金とい

う意識が非常に低かったのではないかというこ

とも事実かと思っております。

しかしながら一方で、今回、正直な申告がな

されたことで、改革を行うきっかけや意識の醸

成はできたのではないかと考えております。今

後、このようなことを二度と起こさないことが

重要であり、県民の皆さんの信頼回復に向けて

徹底的な調査を行い、職員の意識改革と再発防

止のシステム、そういったものの仕組みづくり

に全力を挙げていきたいと考えております。

ありがとうございます。確か○武井俊輔議員

に自責の念に駆られてということもありまし

た。しっかり申告をしていただいたことは大変

ありがたいことだと思いますし、ぜひ今後も出

していただければと思うんです。例えばこれ

が、じゃ、半年後でありました、１年後であり

ました、それでも自主的に出てきましたという

これだけ新しい委員会などもできてきてい―

るわけでございますけれども、一体、大体この

ように出てきているものがいつぐらいまで許さ

れるのかといいますか、いつぐらいまでにしっ

かり出したものを自主的に申告したと見なすの

か、知事、お考えがあったらお聞かせくださ

い。

外部調査委員会の結○知事（東国原英夫君）

果は、中間取りまとめはまだ検討中ですが、一

応８月の末に取りまとめて発表させていただく

所存でございます。それぐらいが大体の期日か

と、期限かと考えております。

ありがとうございました。○武井俊輔議員

では、続いて次の質問に移ります。知事ブラ

ンドについての御質問をさせていただきます。

具体的には、知事の似顔絵の商品等についての

御質問でございます。昨今、知事の似顔絵を書

いた商品を目にすることが大変ふえました。物

販の現場のみならず、観光バスとかガソリンス

タンドとか、さまざまな場所で見ることができ

まして、はんらんしているといってもいい状態

ではないかと思っております。中には県外業者

がいろいろとつくっているようなものも見受け

られているようでございます。しかし、これだ

け出ているということは、もう既に、この知事

の似顔絵というのは一つのブランドになってい

ると言えると私は思います。

総合計画の中で、県産品のブランド力向上及

びＰＲということが挙がっておりますが、知事

のこの似顔絵についてですけれども、現状で

は、県が認証したマークをつけたとして、それ

によって食中毒等が発生した場合等、もろもろ
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問題があるという理由で、私がお伺いしたとき

には、「これは知事に似ているけれども、一応

知事と認めたわけではない」というような見解

で対応しております。つまり、今は県が認めた

本物というのは一つもないというような状況で

ございます。私も前の職場でそういう仕事をし

ていたんですが、これはブランドに対する認識

の不足があると私は思っております。中には、

県産品の使用比率をしっかり守るなどして、ブ

ランドの向上を図ろうという業者もいるんです

けれども、無秩序に認められれば、やはりそう

いった人たちの努力も無になってしまうのでは

ないかと思います。知事は、この現状に対して

どのようにお考えか、また、公式な、例えば宮

崎県ブランド的な似顔絵等の認証等についてお

考えの用意があるか、また、不適切なものがあ

れば、そういうものを指導するということまで

含めて、対応、お考えがあればお聞かせくださ

い。

私の似顔絵について○知事（東国原英夫君）

であります。私は、県産品の販売促進の一助に

なればとの純粋な思いから、私の似顔絵を、基

本的には自由に使っていただいている状態であ

ります。予想以上の効果、あるいは拡販が顕著

であるということは御案内のとおりでございま

す。しかしながら、似顔絵を使用した商品等に

より、県産品や県に対するイメージが損なわれ

るようなことがあってはいけません。ですの

で、いろいろな場面をとらえて、品質の管理、

安全・安心の確保等を呼びかけているところで

ございます。似顔絵は、私の一身専属の肖像権

に基づくものであり、その管理等は私個人の判

断にゆだねられていると認識しております。御

提言のあった県としての知事の似顔絵の認定に

ついては、私個人の判断として、そのようにす

ることは考えてはおりません。御理解をいただ

きたいと思います。

ありがとうございます。確か○武井俊輔議員

にこれは肖像権に属するものですから、知事の

個人的な御判断も尊重していかなければならな

いんですけれども、例えば、１つこれ、出した

んですが、これはお菓子の似顔絵でございまし

て、「太陽は東からのぼる」と書いてありまし

て、明らかにそれを意識したこういうような商

品でございます。基本的には、こういう商品が

出て、明らかにこれは県知事を意識した商品な

んですが、やはり御自分が知事になられたから

こういう似顔絵の商品が売れるようになったと

いうことについては、そういう認識でよろしい

でしょうか。確認でございます。

その商品に関して○知事（東国原英夫君）

は、東京の業者さんがやっていることでござい

ます。恐らくは、今の安倍総理、「晋ちゃんま

んじゅう」、「麻生まんじゅう」と､売り出され

ているのは、「そのまんままんじゅう・せんべ

い」等の、この３キャラクターだと把握をして

おります。御指摘の件でございますが、私が県

知事になってその商品は発売されたものであ

り、そして販売拡販がなされたものであると認

識しております。

ありがとうございます。とい○武井俊輔議員

うことは、やはりこれは、いわば宮崎県知事に

なられたから売れるようになった商品というこ

とであると思いますので、これは個人に属する

ことですし、時間もありますので、次に進みま

すけれども、これはぜひ、やはり県としても、

逆に放置しておくことによって粗悪品が出てく

ること、粗悪品が出てくることによって、ちゃ

んとルールを守って、県のイメージをアップさ

せるためにこれを使おうという業者さんにとっ
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てもマイナスになるということの重みは、しっ

かりと御認識をお願いしたいと思います。

次に移ります。職員と議員の関係についてお

伺いをさせていただきます。これにつきまして

は、私の基本的な思いでございますが、私ども

が県議会に当選をいたしまして、県庁に来て最

初に驚いたことは、職員の皆さんから「先生」

と呼ばれることでした。びっくりいたしまし

た。私たち愛みやざきでは、会派内の申し合わ

せで、先生と呼ばないようにお願いをしてまい

ります。やはり我々議員は住民から選ばれた存

在でありまして、私は少なくとも先生ではない

と思っております。

確かに、私たちは１万票前後の票をいただい

てこの議会におるんですが、１万票の私たちが

先生であれば、26万票とられた知事は大先生で

はないかと私は思うんですが、知事は「東国原

先生」と呼ばれることはまずないんじゃないか

と思うんです。とするならば、新しく、かつ快

い緊張感を持った関係を構築するために、知事

部局を初め執行部の皆さんが、議員のことを先

生と呼ぶのはぜひやめていただきたいと、私は

個人的に思うんですが、知事の見解をお伺いし

たいと思います。

私もこの職につかせ○知事（東国原英夫君）

ていただいたときから、一部の方々に「先生」

と呼ばれたことがございます。そのたびに私は

振り返りませんでした。というのが、先生はだ

れを示して言っているのかわからなかったから

です。そういった意味で、私のことを目の前で

先生と呼ばれると、私も面はゆい、勝手の悪い

思いをしております。しかしながら、議員の先

生方を 先生方じゃないですね。議員の方々―

を初め、社会の指導的立場にある人に対して先

生と呼ぶのは非常に自然なことであり、社会的

な慣習として根強いものでございます。一般的

によく行われている習慣、慣習であります。で

すので、それを特に禁止するということはいか

がなものでしょうか、というのが私の見解でご

ざいます。先生と呼んでほしい方たちもいらっ

しゃいますし、先生と呼ばなきゃ振り返らない

人もいます。また逆に、先生と呼んでほしくな

い方もいらっしゃいます。そこは自由というこ

とを確保した上で対処させて 私の見解はそ―

ういったことでございます。

かしこまりました。ただ、や○武井俊輔議員

はり、私たちもこのように初めて議会に参りま

して、知事部局の皆さんとの関係の中でもそう

いった特権的なものにならないように気をつけ

てまいりたいと思いますので、ぜひそのあたり

は、知事部局の皆様並びに当局の皆様にもお願

いをしたいと思います。

続きまして、観光に移ります。シーガイアの

問題でございます。よくわかりました。確かに

過去のことですから、今さら言っても難しいこ

とは十分承知をしております。ですから、私が

ここで一番言いたいのは、やはりいろんな事業

の効果測定、需要予測というものについてでご

ざいます。やはり非常に希望的観測も相まっ

て、高いものになってしまっていたんではない

かと思うんです。今後、これは観光にとどまら

ないんですが、さまざまな新規事業の効果測

定、需要予測等につきましては、普通、よい、

悪い、その他さまざまなパターンをぜひ検討い

ただいて、最悪の場合でもこの程度の利益、ベ

ネフィットといいましょうか、そういうものが

出るということもしっかり踏まえた上で事業計

画を行っていただきたいと思うんですが、知事

の御所見をお伺いしたいと思います。

確かに、1980年代か○知事（東国原英夫君）
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ら1990年代にかけてリゾート法等の制定もあり

まして、全国的にそういった施設が乱立したと

いうことは認識しております。その中で、時代

性もあります、成長もありました、バブルもあ

りました。その中で、観測予想に対しての甘さ

があったと御指摘であれば、私もそうではない

かなと考えております。しかし、あくまでもそ

れは予想でありまして、この激動の社会、ある

いはこの80年、90年、非常に未来予測が難し

かった時代におきまして、その数値というのを

正確に予想することは極めて難しかったんでは

ないだろうかと考えております。このシーガイ

アあるいはその他の施設、あるいは観光資源等

々について、この宮崎がたどった過去の歴史を

教訓といたしまして、今後は多面的な、多視野

にわたる綿密な未来予想等が必要かなと思いま

すし、箱物あるいは観光的な施設等を新しくつ

くるというよりも、私は、無から有を生む、

今、観光資源だと思われていないものを観光資

源だと見直す、そういった視点を重視して、今

後の観光行政に生かしていきたいと考えており

ます。以上です。

ありがとうございました。○武井俊輔議員

時間もありますので、次に移らせていただき

ます。観光のことが続いていきますが、ハード

整備につきましては今、御見解いただきまし

た。観光という事業は一つの事業部署だけでで

きるものではありません。他の部署等との非常

に綿密な連携等が不可欠でございますが、事業

現場、また竣工後の活用等見ておりましても、

なかなかその辺が十分な連携をとられたのかと

思う部分がございます。一例を申し上げます。

例えば、サーフィンで有名な木崎浜から青島の

ほうに向けてトロピカルロードという道が整備

をされております。これはカラー舗装にいたし

まして、加江田川、こどものくにを流れる知福

川に２本の橋をかけまして、総事業費34億円と

いうことで整備されたものでございます。

しかしながら、県の担当部署が結構細分化さ

れておりまして、なかなか有効活用がされてい

ない。植栽、街灯も大変美しい道であるんです

けれども、現状では、ツーデーマーチ、太平洋

マラソンというように、非常に活用が一部に限

定をされている状況でございます。例えば、こ

ういうところに連節の電気自動車でありますと

か、今アメリカ等では話題のセグウェイなどと

いうようなものもありますが、さまざまなもの

を導入して、青島振興は知事の思いでもあると

思いますので、他県にないことはできると思っ

ております。今からハードをつくるのは、さっ

きおっしゃったとおりの財政状況でもございま

す。しかし、まさに今おっしゃったとおり、既

存の施設の有効活用と部局間の壁を超えた対応

というものが、まさにこの観光には不可欠であ

ると思います。今後の観光振興部局と他局の連

携についての状況、それから、今後こういうふ

うにしたいという思いをまたお聞かせいただき

たいと思います。

本県観光の振興を○知事（東国原英夫君）

図っていくためには、観光担当の部局だけでは

なく、庁内はもとより、市町村や観光団体、地

元関係者などとの一体的な取り組みが大変重要

であります。庁内における連携の一例を申し上

げますと、海外からの誘客促進については、観

光担当部局と交通担当部局とが緊密な連携を図

りながら取り組んでいるところでございます。

お尋ねにありましたトロピカルロードにつき

ましては、青島地区と総合運動公園が一体的に

結ばれることにより、両地域が有する魅力を一

段と高めることを目的に整備されたものであ
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り、現在、一般遊歩道としての活用のほか、青

島太平洋マラソンや宮崎ツーデーマーチ、巨人

軍を初めとするキャンプ・スポーツ合宿におけ

るランニングコースなどとして利用されており

ます。御指摘のあった電気自動車やセグウェイ

などの活用は、道交法の警察の認可等が必要で

ございます。そういったものも視点に入れて考

えなければいけないと考えております。今後、

青島地域の活性化を図る中で、地元関係者など

からその活用について具体的な相談があれば、

関係機関と十分連携しながら対応してまいりた

いと考えておる次第でございます。

商工観光労働部長にお伺いを○武井俊輔議員

いたします。今の知事の答弁でございますけれ

ども、私、ここに非常に疑問を感じておりま

す。青島地区から具体的な相談があればという

ことなんですけれども、県が34億円かけたハー

ドが有効に使われていないという状況があるわ

けでございます。民間会社であれば、こういう

ものが有効に使われていないということであれ

ば、これをどういうふうに有効に使っていこう

か、どう活用しようかと、必死に考えると思う

んですね。それが、地元から相談があればとい

うのは、非常に後ろ向きといいますか、このハ

ードを本当に生かしていこうという思いがある

のかという疑問を感じます。むしろ逆に、こう

いうふうに使いましょうとか、こういうふうに

活性化のために役立てましょうということを、

積極的に県のほうから提案をしていくべきでは

ないかと思うんですが、御見解をお伺いしたい

と思います。

トロピカ○商工観光労働部長（高山幹男君）

ルロード、これは沿線に美しい修景がありまし

て、こどものくにの全景が広がるなど、大変風

光明媚ということは 確かに歩いてみると非―

常にすばらしい景色でございます。県が主体的

にいろいろ提案してはどうかという話もありま

すが、地域の魅力ということを考えますと、で

きるだけ地元の方が主体となっていろいろアイ

デアを出していただいて 現に青島地域で―

は、地域住民が主体となった観光再生の取り組

みも実際進んでおります。ぜひそういうことで

いろんな議論をしていただいて、案を出してい

ただければ、できるだけ私たちとしても協力し

ていきたいということでございます。

ですから、県として何かを提○武井俊輔議員

案したりとか、県として働きかける意思がある

かどうかということについてお伺いをしており

ます。

現在のと○商工観光労働部長（高山幹男君）

ころは、具体的にこういうことをやったらどう

かと、そういう提案は持っておりません。

ありがとうございました。ぜ○武井俊輔議員

ひそういう御提案をしていただいて、活性化を

していただきますように切にお願いをいたした

いと思います。ぜひ皆様も一度歩いていただけ

るとよろしいですし、メタボリックの予防にも

なる大変美しい道でございます。これからは、

まさに観光は、あるハードを生かす時代になっ

てきていると思いますので、どうぞよろしくお

願いを申し上げたいと思います。

続きましても、商工観光労働部長にお伺いを

いたします。国際コンベンション・リゾートみ

やざき振興基金、いわゆるリゾート基金の今後

等についてお伺いを申し上げます。このリゾー

ト基金でございますけれども、平成12年に60億

円の県費を活用して創設されました。もちろん

その後いろんな訴訟等もありまして、シーガイ

ア破綻後は他の観光集客施設にも投入されてま

いりました。ただ昨今は、使い方を見ておりま
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すと、いろんな地域ネットワークづくり協議会

とか、広域観光協議会など、どちらかといえば

ハードに投資をするというものから、地域のい

ろんな観光の意識高揚、また地域協議会等に使

用されております。非常に傾向としてはよいも

のだと思いますし、観光についてこういう原資

をもとに活性化できるということは意味がある

と思っております。また引き続いてお伺いをい

たしますが、今までのあり方、そして、今、残

額が２億7,000万円ほどございます。このリゾー

ト基金２億7,000万円、いろんな事業に使ってお

りますから、当然使い切ることになると思うん

ですけれども、今後さまざまな形でいろんな県

費を投入するとか、維持をしていくおつもりが

あるのか。今後このリゾート基金をどのように

活用し、また、この資金がなくなった後はどの

ようにしたいという御見解があれば、お聞かせ

をください。

リゾート○商工観光労働部長（高山幹男君）

振興基金、これにつきましては、先ほど御質問

にございましたように、今、広域的な事業関係

とかにいろいろ使っておりまして、県の観光振

興、それから地域活性化にとって非常に重要な

ものとして、現在有効に活用されているという

ふうに思っております。今お話がございまし

た、今後どう使うかということですが、当面

は、この基金を活用いたしまして、各地域の広

域的な観光振興事業、これを中心に支援してま

いりたいと思いますけれども、今後のあり方に

つきましては、本県の経済状況等も勘案しなが

ら、慎重に検討していきたいというふうに思っ

ております。

ありがとうございます。○武井俊輔議員

続きまして、京浜航路についてお伺いを申し

上げます。旧マリンエキスプレスが休止をいた

しましたフェリーの京浜航路でございます。海

路につきましては、宮崎県が九州で最大の地理

的なメリットを出し得るものでございます。こ

の道、まさに海の国道と言えるものではないか

と私は思っております。これがなくなったこと

によって、物流等にもやはり大きな影響が出て

おると思っております。特に、この廃止の理由

が、荷物の僅少、つまり荷物が少なくなったと

いうことよりは、むしろ燃料高騰ということが

原因であったことを考えますと、やはり復活に

向けて努力をしていく必要があると考えており

ます。このたびの予算におきましても、関東航

路利用促進補助事業として600万円が計上されて

おります。この事業の内容を伺いますととも

に、具体的にいつごろまでを目標に復活をさせ

たいとお考えかということをお伺いしたいと思

います。

私、海の国道という表現を今使いましたが、

国道フェリーと言われるものが結構全国にはご

ざいまして、例えば、天草から鹿児島であると

か、佐賀関から三崎というのもあります。これ

は、国道が海によって分断されているところに

大体あるものなんですけれども、宮崎県にとり

ましては、この京浜に向けての船というのは、

まさに海の国道といってもいいぐらい重要なも

のではないかと思っております。この海上交通

の確保・支援、また、例えば道路特定財源とい

うものがありますが、これにおいての補助等を

国に働きかけていただくとか、さまざまな形の

ことを考えていただいて、この京浜航路復活に

向けて鋭意努力をしていただきたいと思うんで

すが、知事の御見解をお伺いしたいと思いま

す。

海の国道として道路○知事（東国原英夫君）

特定財源が使えるんですかね。本県と関東地域
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を結ぶ海上航路につきましては、宮崎―関東間

は旅客需要が少ない。その一方で、客室などの

設備費用がかかったり、旅客サービスのための

人件費が膨らみ、また、スピードを速くするた

めに燃料コストも大きくなることから、現状で

はカーフェリーによる再開は厳しいかなと認識

しております。このため、県といたしまして

は、現在、本県と東京港の間を週２便運航され

ている定期貨物船「南王丸」について、利用促

進のための助成事業や農産物輸送の実証試験を

実施するとともに、運航会社に対する増便等の

働きかけを行い、できるだけ早期の本格的な関

東向け航路の再開につなげてまいりたいと考え

ております。

また、県による船舶購入及びリースにつきま

しては、船舶の調達に数十億円を要すること

や、大型船舶による長距離航路の運営には大き

なリスクを伴うことが予想されますことから、

その実施は極めて困難だと考えておる次第でご

ざいます。

ありがとうございます。道路○武井俊輔議員

特定財源の件でございますけれども、これはや

はり、今は、例えば公共交通であるとか、多少

使途が広がってまいりましたので、ぜひそれを

使ってでも、やはりこの海上交通というのは、

必ず維持していかなければいけない宮崎県の生

命線だと思っておりますので、ぜひ国に上がら

れた際、また調査研究をお願いしたいと思って

おります。

また、もう一つ、「南王丸」の件でございま

す。「南王丸」は、いわゆるローロー船といい

ますシャシーを積むものですけれども、現状と

しては非常にスピードが遅くて、関東まで27時

間、途中寄港地がある関係もありますが、スピ

ードが遅いということ等もありまして、根菜類

はともかく、葉物の輸送等には適していないと

いうこともございますので、この辺は、例えば

冷蔵コンテナ等の活用等も含めて、このローロ

ー船について定時性 今、週に２便しか来ま―

せんので、毎日運航等に向けてぜひ努力をして

いただきたいと思っております。以上でござい

ます。

次でございます。橘通り２車線化についてお

伺いをいたしたいと思います。中心市街地の活

性化、宮崎市ですね。宮崎市の中心市街地活性

化の一環といたしまして、国道220号線の橘通り

部分におきまして、宮崎市が中心市街地活性化

の一環として、現行の３車線を２車線化して一

部公園化するというような案を検討しているよ

うでございます。確かに発想自体は私も否定い

たしませんし、以前そういった論文も書きまし

たので、よいと思うんです。例えば札幌の大通

公園でありますとか、仙台の常禅寺通りであり

ますとか、観光地としても、中心部の大きな通

りが公園になるのは大変人気になるものでござ

います。ですから、適切に交通が管理されるの

であれば、中心市街地活性化の観点からも、私

は歓迎されると思っております。

しかしながら、その実現には絶対的な条件が

ございます。すなわち、人と車の流れをどう確

保していくか。現行のまま２車線化をすれば、

慢性的な渋滞、公共交通機関のおくれ、緊急車

両の走行等、大変大きな問題があると思ってお

ります。確かにこれは事業実施は宮崎市でござ

いますけれども、まさに橘通りというのは宮崎

の中心市街地、宮崎県の顔でもあります。この

橘通り２車線化並びにそれに伴う中心市街地活

性化につきまして、知事の御見解をお伺いした

いと思います。

この問題は、御指摘○知事（東国原英夫君）
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のとおり、事業主は宮崎市でございます。宮崎

市がことし５月28日に国から認定を受けた「宮

崎市中心市街地活性化基本計画」の中で、「橘

通りの公園化構想」を実現するための一つの方

策として取り上げられていると伺っておりま

す。橘通りは交通量が非常に多い状況にありま

すので、現在の交通量のままで１車線減らすこ

とは、渋滞がさらに深刻化するなどの問題が懸

念されております。しかしながら、中心市街地

の活性化も大変重要な問題であると考えており

ます。今後、宮崎市が橘通り公園化に向けた社

会実験を検討されているということであります

ので、県としては、円滑な交通の確保や中心市

街地活性化など、幅広い観点から意見を述べて

いきたいと考えております。

この問題は確かに宮崎市の事○武井俊輔議員

業ではありますけれども、やはり宮崎県として

も、例えば車の移動距離の渋滞等も含めて大変

大きな問題でありますので、今後とも積極的に

宮崎市と協力して、事業の実施等があれば、県

としての意見を述べていただきたいと思いま

す。

本日はこちらのほうで質問は全部終了いたし

ました。本日はありがとうございました。以上

で終わります。（拍手）

これにて本日の質問は終わり○坂口博美議長

ました。

あすは午前10時開会、本日に引き続いて一般

質問であります。

これにて本日は散会いたします。

午後３時37分散会
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