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◎ 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。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、51番外山三博議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○外山三博議員

ざいます。これから、県政の大きな産業の柱で

あります観光問題とそれから焼酎の問題、この

２点について質問をしてまいります。

まず、観光問題についてお尋ねをいたしま

す。

宮崎の観光が落ち込んで久しくなりますが、

いま一度宮崎の観光をよみがえらせることは、

県政の大きな課題です。それではどのようにこ

の問題に取り組むか。そのキーワードは、今の

旅行者の考えが昔とは相当変わってきておりま

す。それではどのように変わってきたのか。少

し前までの旅行者の多くが、名所旧跡を見て回

るいわゆる物見遊山型の観光。観光バスに乗

り、バスガイドの説明を聞きながらの観光が中

心でした。しかし、最近では、旅行者は明確に

目的を持って、例えば、自然に浸る、ゴルフや

サーフィンのように行動する、歴史の跡をた

どっていく、うまいものを食べ歩くなど、その

様相は一変しました。また、少し違った形で

は、各種大会やスポーツイベントに参加し、そ

の延長で観光を楽しむ人たちもふえてきている

と思います。それでは、何にスポットを当てて

アピールするのか、その方法と方向が大変大事

になっていると思いますが、商工観光労働部長

に考えをお尋ねいたします。

次に、焼酎業界を取り巻く諸問題について質

問をいたします。

焼酎は、宮崎を代表する地場産業として近

年、目覚ましく伸びてきました。しかし、最近

でこそ注目を集めていますが、焼酎業界にはそ

の長い歴史の中で苦しい時代があり、またいろ

いろ今日でも問題を抱えています。そこで、焼

酎を取り巻く諸問題を取り上げ、これから質問

してまいりますが、まず知事に、焼酎に対する

思いをお尋ねいたします。

以上で壇上の質問を終わりまして、後、質問

者席から質問いたします。（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。

私の焼酎に対する思いということであります

が、宮崎の焼酎の特徴というのは、お隣鹿児島

県が芋、大分県が麦という画一的なイメージが

ある中で、芋、麦、ソバ、米と、原料の多彩さ

にあると考えております。このように多彩な焼

酎が生まれた背景には、宮崎県の豊かな風土が

あると思います。北部山間部ではソバなどの雑

穀類、県南部ではサツマイモと、それぞれ身近

にある素材を原料にして焼酎がつくられてきて

おります。田植えや稲刈りといった農作業の節

目や五穀豊穣を祝う祭りなど、地域に根差した

風習とともに人々の暮らしの中に溶け込み、地

域に脈々と受け継がれてきた焼酎は、まさに一

つの文化であると考えております。したがいま

して、私は、宮崎を代表する県産品である焼酎

を、県外はもとより、広く海外にも広めていき

たいとの思いを強く持っております。海外から

見ると、日本といえば、まだまだ清酒という評

価ですが、ウオツカやジン、ウイスキーなど世

界の蒸留酒と肩を並べて、焼酎がローマ字で

平成19年９月20日(木)
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「ＳＹＯＣＨＵ」として世界で認知されること

になればよいのではないかと考えております

し、焼酎にはそれだけの魅力、潜在力があると

考えております。以上です。〔登壇〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（高山幹男君）

お答えいたします。

宮崎観光の再生についてであります。本県で

は、観光客のニーズの多様化や、地域間競争の

激化などによりまして、県外からの観光客数が

平成９年以降連続で減少するなど、大変厳しい

状況にあります。今後、観光の再生を図ってい

くためには、宮崎ならではの地域資源を最大限

に活用した観光振興施策を行っていく必要があ

るというふうに考えております。このため、雄

大で美しい自然や、神話・伝説、神楽などの伝

統文化、安全・安心でおいしい食材、温かい県

民性などといったすばらしい地域資源を生かし

た、ふるさとツーリズムや、長期滞在型観光の

促進、長い海岸線を生かしたマリンスポーツの

推進など、時代のニーズに対応した新たな取り

組みを積極的に進めているところであります。

また、より多くの観光客に本県を訪れていただ

くためには、訪れた方々に宮崎のファン、リピ

ーターになっていただくことが重要であります

ので、今後とも、「おもてなし日本一の宮崎」

づくりに全力で取り組んでまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

ここから一問一答で質問して○外山三博議員

いきますけれども、時間の配分が、原稿を読む

わけじゃないので、どういうふうになるかわか

りませんので、通告をしておりました順序でい

かずに、はしょって質問させていただいて、時

間があれば飛ばしたところを質問していくとい

うことでお願いしたいと思います。

まず、観光の問題から入っていきたいんです

が、商工観光労働部長に、宮崎県に見える県外

の観光客の実態、数字、これを10年刻みでお答

えをお願いします。

今、手持○商工観光労働部長（高山幹男君）

ちで、平成17年度が450万というのは持っており

ますが、経年の分を持っておりませんので、後

ほど報告させていただきたいと思います。

これは通告をしておった問題○外山三博議員

で、ここにあるんですよ、県が出しておる数字

は。この本会議の場で公式に正式な数字をき

ちっと発言してもらおうという意味で、私はわ

かっているんですよ。それでも質問したんです

が、後ほど出してもらわなくても結構ですか

ら。何で私がこの質問をしたかというと、入り

込みの観光客の実態が、出てくる数字と乖離し

ておるような気がするんです。例えば、昭和40

年が県外客が168万、一番宮崎の観光が多かった

昭和48～49年、私の手元には50年のがあるんで

すが、昭和49年が、県外の観光客が520万なんで

す。ところが、平成8年が570万、非常にふえて

おる、この数字が。そして、平成17年でも450万

という数字で、ほとんど減っていないんです。

ところが、観光地の実態、昭和50年前後は、青

島あたりに行ってみますと、すごい観光客が、

ぞろぞろ、ぞろぞろ歩いておられる。そして神

武さんとか平和台にもいっぱいお客さんが見え

ておりました。しかし、この数字を見ると減っ

ていない。ということは、このお客さん方はど

こに行ったのか。どうも私は、入り込み観光客

の数を調査する調査の仕方にいろいろ問題があ

ると思うんですが、この調査の仕方、具体的に

はどういう形で調査をしておられるか、お聞き

します。

県外から○商工観光労働部長（高山幹男君）

の観光客の入り込みにつきましては、いろいろ
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ありますが、例えば、自家用車で入ってくる

方、バスで入ってこられる方、鉄道、航空機、

船舶、いろいろ方法がございます。自動車の入

り込み客につきましては、例えば一般道路につ

きましては、県内11カ所に検問を設けまして、

７月と11月、それぞれ４日ずつ、休日とか平日

を含めて、計８日間をカウントいたしまして、

それを１日に平均して数を出すと。高速道路に

つきましては、えびのジャンクションでの１日

の平均入り込み台数、これを５月とか10月にカ

ウントして出すと。そこで１日の平均入り込み

客数を出していくと。そして、１台ずつの乗車

人員数を見ておりますので、それに県外からの

観光客、ビジネス客とかいろいろいらっしゃい

ますね。観光客をどれぐらいの率で見るかとい

うことは、これはサービスエリアで実際に調査

いたしまして、その数が約50％ということで、

その入り込み客に50％を掛けて数を出しておる

ということであります。あと、バスにつきまし

ては、県外とか県内の貸し切り観光バス、高速

バス。県外・県内の貸し切りバスについては、

県外では約100社、県内では９社に対して数を調

査しておると。それから、高速バスにつきまし

ては、県外バスの実態調査をしまして、利用者

数の約33％ぐらいを観光客数とみなしておる

と。これもアンケート調査結果によります。あ

と、鉄道につきましては県境からの通過客、航

空機につきましても空港でおりる客数、それか

らカーフェリーで来られた実際の数、これにそ

れぞれ一定の割合を掛けて観光客数を出してお

るということでございます。

年に２回、４日、４日、８日○外山三博議員

間、部分的にはね。それを年に365を掛けて出す

と。これは果たして統計学的に正しいのかどう

か。そういう検証はされましたか。いつごろか

らこういうやり方をしておられるんですか。

この統計○商工観光労働部長（高山幹男君）

が正しいかどうか、いい方法かどうかというこ

とですが、各県におきましてもいろんなやり方

があります。例えばほかの県では、県が市町村

に調査票を送って、その回収を積み上げるとい

うこと等いろいろやっていますけれども、そう

いった形の中では、宮崎としては、具体的に入

り込み客数等カウントしているという意味で

は、細かくやっているほうではないかと考えて

おります。

今のは、正式に統計を出すと○外山三博議員

するならば、この誤差がどのくらいの範囲なの

かというところまできちっと押さえて数字を出

さないとだめなんですよ。統計学は非常に今、

進歩してきております。統計学的に検証して、

この調査方法がいいかどうかというのは、今ま

で検討されたことがあるかどうかをお尋ねして

おるんですが、どうでしょうか。

統計学的○商工観光労働部長（高山幹男君）

に、観光客数はどういうカウントの仕方という

のは、一律決まったものはございません。た

だ、国のほうでことし６月に閣議決定されまし

た観光立国推進基本計画というのがあるんです

けれども、この中では、そういった共通基準を

決めようかということで今、検討がなされてい

ると聞いております。

九州各県の観光客、特に県外○外山三博議員

客の数字をお示しいただきたいと思います。

平成17年○商工観光労働部長（高山幹男君）

の数でございますが、私どもが知っている限り

では、福岡県2,968万人、佐賀県1,872万人、長

崎県1,244万人、熊本県2,674万人、大分県337万

人、鹿児島県2,470万人と聞いております。

今の数字を宮崎県の観光客と○外山三博議員
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比較してみますと、佐賀県でも、宮崎県が450万

ですから、３倍ぐらいなんですよ。どう考えて

も、佐賀は、嬉野温泉があって吉野ヶ里があ

る。私は宮崎のほうが多いような気がするんで

すが、九州各県の観光動態調査、この統計のと

り方はどういうやり方でしておられるか、お尋

ねいたします。

調査のや○商工観光労働部長（高山幹男君）

り方ですけれども、福岡、佐賀、長崎、熊本、

この４県につきましては、県から市町村に調査

票を送って、その回収を積み上げているという

ふうに聞いております。また大分県につきまし

ては、主要宿泊施設に対する県の直接調査、有

料の観光施設、道の駅なんかのレジを打った

数、そういったものが集計されていると。鹿児

島県につきましては、各市町村からのデータ

に、平成17年度までに行った観光客に対するア

ンケート結果を加味して推計していると聞いて

おります。

ということは、各市町村に調○外山三博議員

査票をほとんどの県が、４県送って、それを積

み上げるということは、その上に乗せていけば

相当大きな数字になりますね。そういう意味で

は宮崎県の調査のほうが、まだ正確に近いのか

なという気がするんです。知事、ちょっとお尋

ねしたいんですが、今申し上げましたように、

この統計というのは非常に大事なんですが、各

県ばらばらなんです。今聞きましたように。こ

の基礎数字になる数の統計のとり方を、全国一

律が一番いいんでしょうが、まずは、九州ぐら

いは各県同じ手法で調査をするというようなこ

とが私は必要だと思うんです。九州知事会等で

そういう発言をぜひお願いしたいと思うんです

が、いかがでしょうか。

おっしゃるとおり、○知事（東国原英夫君）

各県がばらばらでございまして、大分に関して

は、数年前にカウントの仕方を変えたら、非常

に激減したというような状況もあります。300何

十万ですか。国が平成22年度に観光立国推進基

本計画で、恐らくはそのカウントの仕方をある

程度スタンダードを決めると思うんです。全国

的にそのカウントの仕方を決めていただくこと

に期待するんですけれども、平成22年ですか

ら、あと３年ぐらいですから、今ここで宮崎の

カウントの仕方あるいは九州のカウントの仕方

を変えたら、また22年で変えなきゃいけない可

能性も出てきますので、国のやり方を今は見守

ろうかなというスタンスではございます。

そこに行くのが一番理想的な○外山三博議員

んですが、その前に、宮崎県だけ正確な数字を

押さえておく。何で私がこのことにこだわるか

というと、統計の数字の違いで県政の方向が変

わってくるんですね。ですから、この統計の数

字というのはより正確を期す必要があると、そ

ういうことを思いますから、ぜひ商工観光労働

部長を中心に、この統計のとり方が果たしてい

いのかどうか、もうちょっといい方法があれ

ば、そういう御検討もぜひお願いしたいと、そ

のことを申し上げておきます。

続きまして、私は、宮崎の観光の独自性を出

すには、日向神話、いわゆる神話にのっとった

ＰＲを全国にしていくというのは非常に大事だ

し、ほかの県に負けない大きな観光資源になる

と思うんです。宮崎は、幸い、天岩戸にして

も、青島、鵜戸神宮、それから、市民の森のそ

ばにあります「みそぎの池」等もあるんですけ

れども、その中で、ぜひこれは知事にお願いを

したいなと思うのは、みそぎの池、祝詞の冒頭

で出てきます「筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐

原」に、このみそぎの池、御池というのがある
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んですが、これは市民の森、宮崎市が管轄して

おる中にありますけれども、このみそぎの池に

みそぎ殿、名前はどうでもいいんですが、みそ

ぎをする場所をつくって、ここで罪汚れを清め

ると長生きをすると。ぜひそういうみそぎ殿を

市と協議していただいて 大したお金は要ら―

ないと思うんですよ。もしそういうものができ

れば、私は真っ先に行って、私の罪汚れをまず

清めて、そして真っさらな体になって長寿祈願

をする。ただ、私がみそぎ殿に行きましても、

メディアは多分ついてきませんから、今の知事

がそこでみそぎをされれば、全国にこれは流れ

ていくことは間違いありませんから、ぜひ御検

討いただきたいと思いますが、見解をお尋ねい

たします。

私も、日向神話街道○知事（東国原英夫君）

あるいは伝説と神話、文化というのは、全面的

に全国に配信していい観光資源あるいは文化だ

と思っております。折に触れ、それは発言ある

いは発信させていただいております。みそぎ殿

というのは、江田神社のみそぎの池を指してい

るんでしょうけれども、あそこは都市公園に指

定されてセメントで固められている状況です。

どなたがそうしたかわかりませんけれども、先

日、私、スピリチュアリストの江原さんと話を

したときに、あそこを封じてしまった、あそこ

からエネルギーがいっぱい出ていたのに、あそ

こをセメントで固めてしまったおかげで、江田

神社のみそぎというパワーが、あくまでもスピ

リチュアルなパワーらしいんですが、それが出

なくなったということをおっしゃっておられま

した。みそぎを初め、鵜戸神宮から始まって、

江田、そして都萬神社、そして北に上がって高

千穂と、こういうところは一体としてルートを

開拓し 日向神話街道なんでしょうけれど―

も、そういったものを観光に資する、あるいは

文化の発信をしていかなきゃいけないと考えて

います。私も人生でみそぎに参加したんです

が、それで済んでいるわけではないと思ってい

るんですけれども、生きていること自体がみそ

ぎじゃないかと思っています。

ちなみに、これは余談かもしれませんが、あ

したか、あさってのＴＢＳのゴールデン２時

間、その江田神社から始まって高千穂を回ると

いう、宮崎の神話と伝説をフィーチャーした番

組をさせていただいておる次第でございます。

こういったことを通じて全国に配信していきた

いと、今後とも思っています。

今、知事が言われたみそぎの○外山三博議員

池は、ちょっと認識が私と違うんじゃないかと

思うんです。私もすぐそばに住んでいますから

しょっちゅう行っていますが、江田神社よりも

北のほうに行ったところに、何もコンクリート

で固めてあるわけじゃありません。ヒシがいっ

ぱい中に生えておりまして、ちゃんとした池が

ありますので、一度ごらんになっていただい

て、宮崎市の管轄ですから、今申し上げたこと

をぜひ協議いただいて、前向きに検討いただけ

ばありがたいと思います。

次に、西都原の整備についてお尋ねをしてい

きたいと思います。西都原の問題は、私もこの

議会で何回も取り上げてきて、前からの議員の

方はよく御存じだと思います。知事とは初めて

ですから、またここで取り上げるんですが、西

都原に上がりますと、あそこの雰囲気というの

は、本当に古代の我々の先祖がここで生活をし

ていたなという雰囲気があります。西には九州

山脈があり、北のほうには尾鈴山系があって、

そして、ここのすばらしいところは、あの台地

の上には民間の家とか車がどんどん走る道路も
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ありませんので、ほかに有名な吉野ヶ里にして

も、青森の丸山三内遺跡にしても、非常に有名

ですが、行って見ますと、周りに人家がいっぱ

いあるし、車はぼんぼん走っておる。そういう

ことから考えると、この西都原の古墳を磨き上

げてというか、もう少しきちんとしていけば、

絶対、宮崎の観光スポットになるし、メジャー

になる素材だと思うんです。そこで一番問題に

なるのが、あそこの男狭穂・女狭穂、県が３年

かかって地中探査しまして、男狭穂塚が帆立貝

型の古墳であるというような発表をしましたけ

れども、あそこに行きますと、さくがずっと

あって自由に入れないですね。ところが、あそ

こだけが宮内庁の管轄で、明治28年に陵墓参考

地ということで指定されたんですね。全国に46

カ所。この陵墓参考地というのはどういうこと

かというと、陵墓というのは、皇室と皇室に関

係の方のお墓、参考地というのは、それと関係

があるのではないかなというぐらいで、あそこ

を指定をしてしまったんです。これが非常に困

るんですね。県の考えであそこの男狭穂・女狭

穂をいじるわけにいきません。一々宮内庁の了

解をとる必要がある。そこで、この議会でも、

宮内庁のほうに委員会で一度この問題で陳情に

行きました。前の知事にも行ってもらった。

私が言いたいのは、あそこにあります男狭穂

・女狭穂、塀のこっちから見ると森しか見えな

いんですよ。これは本当にもったいないと思

う。あの大きさは、男狭穂のほうが長さが219メ

ーター、高さが18メーター、女狭穂が174メータ

ーの高さ15メーター、壮大な、広大な陵墓なん

ですね。私は、一昨年、地中探査のときに、ど

うしても見たいと思いまして、県のほうに言っ

たら、「いや、宮内庁の了解がないとだめだ」

と言いますから、宮内庁にお願いして、特別参

拝という許可をもらって中に入ってきました。

そうすると、男狭穂のほうは、参拝道がずっと

ありまして、頂上まで上がれて、上に参拝する

ところがあるんですが、それは余談ですけれど

も、ここの木を全部切れば、できたときのその

ままの姿が出てくるんですよ、壮大なものが。

そのことで、この西都原の存在価値がぐんと上

がってくると私は思う。ですから、このこと

は、まず、教育長に聞きますけれども、どうで

すか、その辺の宮内庁の感触は。

今、議員のおっ○教育長（高山耕吉君）

しゃったことについてでございますけれども、

陵墓参考地の整備等につきましては、私自身、

２回、宮内庁に訪問いたして陳情いたしており

ます。今後は、本年度新たに着手をいたします

西都原古墳群全体の地中探査事業を進める中

で、陵墓参考地における墳丘外の未探査部分

や、可能な範囲での環境整備ということにつき

まして、機会あるごとに宮内庁のほうに働きか

けていきたいと考えております。また、今年度

は、西都原古墳群全体の今後の整備について計

画を練っておりまして、来年度から、そういっ

たことを含め、第一古墳群の整備等につきまし

て着実に推進をしていきたいと考えておりま

す。以上でございます。

木を切りたいという発言が出○外山三博議員

てこなかったんですが、知事、宮内庁に行かれ

て、今、私が申し上げたようなことをぜひ陳情

していただいて、あそこをできたときの姿にす

るような御努力をお願いしたいと思いますが、

知事の見解をお尋ねいたします。

陵墓に関しまして○知事（東国原英夫君）

は、宮内庁の意向がございまして 陵墓とい―

うのはお墓ですよね。天皇家のお墓に入るとい

うことはいかがなものかというような宮内庁の
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意向があるらしいです。ですから、そこの中に

入って木を伐採することは非常に厳しいかなと

いうような見解でいます。

あえて陵墓参考地と言ったの○外山三博議員

は、これは陵墓じゃない、参考地なんです。そ

して、ここは、ニニギノミコトとコノハナサク

ヤヒメが祭ってあるということになっているん

ですが、歴史上からいうと、この男狭穂・女狭

穂ができた時代というのは４世紀の後半から５

世紀の中ごろにかけてということが、あのあた

りの調査、それから、戦前あそこは盗掘があっ

て、そこから出てきた出土品等で大体わかって

いるんです。ところが、どう考えても、神代の

時代の方があそこに祭ってあるということは、

歴史的にはちょっと合わないんです。しかし、

そのことをここでどうしようという話じゃない

んです。私は逆に、そういう不透明なことがあ

るほうが、ミステリーじみて、観光のスポット

としてはいいのかなと思っております。そのこ

とだけ申し上げておきます。

時間が大分迫ってきましたから、今度は焼酎

のほうに入っていきます。まず、宮崎県の焼酎

像を明確に県民の方にわかっていただくため

に、再々質問したいんですが、県内焼酎の製造

量と出荷額をお尋ねいたします。

本県の焼○商工観光労働部長（高山幹男君）

酎の出荷量ということですけれども、平成17年

の本県の……。本県の酒類全体しか今ございま

せんで、酒、焼酎、その他混合酒を入れて710億

円でございますが、金額的には出ておりません

けれども、本格焼酎の製造した量、これにつき

ましては、平成18年度で12万6,098キロリットル

となっております。

これも事前に通告をしていた○外山三博議員

ことですから、出荷額ぐらいはきちっと押さえ

てもらわないと、質問ができないんです。私は

わかっているんですよ。しかし、わかっておる

けど、正式に県の執行部の方から数字を発言し

てもらいたいという意味で質問したところで

す。

総務部長にお尋ねしますが、これに見合う酒

税、それから、この酒税の多分32％が交付税に

算入されて宮崎県のほうに環流して 環流と―

いうのか、還付というか 来ておると思うん―

ですが、その金額をお尋ねいたします。

熊本国税局の統計○総務部長（渡辺義人君）

でございますが、平成17年度の本県の酒税額

は242億5,270万2,000円となっております。この

中には焼酎が当然入っているわけであります

が、焼酎だけということで申し上げますと、こ

のうち約241億円、これが、データで見ますと、

焼酎にかかる酒税額というふうに把握をいたし

ております。

それから、地方交付税とのリンクの関係であ

りますけれども、地方交付税の総額は、申し上

げるまでもないかもしれませんが、所得税、酒

税、法人税、消費税、たばこ税、この一定率と

いうことにされておりますけれども、酒税につ

きましては、税収の32％が交付税の財源という

ことになっております。これも御承知かと思い

ますけれども、地方交付税は、地方公共団体の

財源の不均衡を調整して、どの地域に住む国民

にも一定の行政サービスが提供できるように財

源を保障するものでありまして、これらの額は

すべて全国でプールされるということになりま

すので、個々の団体の財源不足額を基本に、そ

れをベースにして配分されるということであり

ますから、本県分のただいま申し上げました酒

税額から交付税に幾ら還付されているかという

ことを算出することは難しいというふうに考え
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ております。

今、酒税と交付税に算定され○外山三博議員

る分、どっちにしろ、宮崎県には焼酎を飲まれ

る方が １升で360円、酒税なんです。これが―

約70億ぐらい環流してくるということですか

ら、県内の焼酎を飲まれる方は自信を持って、

県政に協力しておるということで、ますます

いっぱい飲んでいただきたいと思います。出荷

額は707億円になるんですが、これは宮崎県の産

業で言いますと、野菜が680億ぐらいですから、

施設園芸を含めた野菜よりも多いんです。そし

て、酒税が242億の交付税が77億ということで、

焼酎の九州の中における宮崎県の今の姿という

のは、宮崎が12万キロ、鹿児島が約23万キロ、

熊本が４万キロ、大分が９万キロということ

で、圧倒的に鹿児島が多い。鹿児島の半分ぐら

いが宮崎、そして大分、熊本。鹿児島も宮崎も

芋焼酎が主流です。大分は麦焼酎、熊本は、人

吉の球磨焼酎は米なんです、原料が。それか

ら、宮崎の原料別のシェアを申し上げますと、

芋が約60％です。米焼酎が１％、麦焼酎が30

％、そばが８％。この麦とそばはほとんど県外

に向けて行っております。

そういうような焼酎の現況なんです。そこ

で、焼酎業界のこれまでたどってきた歴史を簡

単に言いますと、明治32年に免許制ができまし

た。それまで自由にだれでもつくってよかった

んです。その当時、約３万6,000軒ぐらい焼酎を

つくっておる方がいた。ところが、明治32年に

免許制になって、それからずっと減ってきて、

明治43年が464カ所、昭和31年が105カ所、昭

和56年が73カ所、現在40カ所なんです。ですか

ら激減してきた。大きな理由があるんですけれ

ども、一つは、第二次大戦の終戦を挟んで食料

難になりました。芋とか米は食料のほうに行っ

て焼酎業界に流れてこなくなったんです。です

から、この当時は配給制になりました。戦後し

ばらく配給制だった。結婚式には５升とか、村

の祭りは２升とか、そういう切符を配付して、

それを焼酎屋さんに行って買うという時代が続

いた。

それから、業界にとって非常に不幸だったの

は、飲む焼酎がないものですから、密造酒がこ

の当時、戦後、県内いろんなところでできて、

特に大きかったのが、宮崎市の郊外に密造酒の

集落がありまして、九州一円に密造酒が運ばれ

た時代があります。密造酒というのは、税金、

酒税がかかっていませんから安いんです。だか

ら、これが伸びていって免許業者の焼酎業界に

物すごい打撃を与えて、先ほど言いましたよう

な数に減ってきた。

それから、もう一つ、この当時、甲類焼酎と

いうのが蔓延しました。いわゆるアルコールで

つくった焼酎です。メーカーの名前は言いませ

んが、宮崎市から北のほうはほとんど８割方ぐ

らい甲類焼酎になりました。ところが、日南、

串間、都城は、業界の結束がかたくて、ほとん

ど入れなかった。ですから、今でも向こうのほ

うは焼酎メーカーがちゃんと残っております。

小林は甲類焼酎が入った。というのは、アルコ

ールメーカーの工場が小林と高鍋にあったんで

す。そういう関係もあるんでしょう。それもま

た安売りをしましたから、本格焼酎業界に非常

に大きなダメージを与えたという歴史がありま

す。

そこで、時間の関係がありますから、は

しょって質問しますが、先ほど申し上げました

ように、宮崎の焼酎の主原料は芋です。ところ

で、宮崎県の芋の焼酎向けの生産量がどのくら

いになっておるか、農政水産部長にお尋ねをい
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たします。

お答えいたし○農政水産部長（後藤仁俊君）

ます。

宮崎県の焼酎原料用の芋の生産量、平成18年

度で３万6,000トンになっております。全体が７

万300トンということでございます。

私が業界の方から調べた、芋○外山三博議員

焼酎で使う、焼酎業界で使う芋の総数は、約８

万トンなんです。焼酎業界に行っている宮崎県

の芋は３万6,000トン。相当足りませんね。この

芋はどうしているのか、業界では。そのことを

お尋ねいたします。

今、焼酎業界○農政水産部長（後藤仁俊君）

に原料用として提供されている総量が、私ども

のほうの聞き取り調査では、６万7,000トンとい

うことになっておりまして、議員の御指摘の８

万トンとはちょっとずれておりますけれども、

６万7,000トンのうち３万6,000トンということ

でございまして、約54％が県内産と。御質問

の、どうしているのかということにつきまして

は、大部分が鹿児島から入ってきていると考え

ております。

ちょっと横道にそれますが、○外山三博議員

宮崎県には今でん粉工場はないと思うんです。

鹿児島のでん粉工場の数はどのくらいあるか、

お尋ねいたします。

鹿児島につき○農政水産部長（後藤仁俊君）

ましては、平成19年３月31日現在で27工場ある

と聞いております。

何でこういうことをお聞きす○外山三博議員

るかというと、芋の生産と非常に関係があるん

ですが、でん粉政策が、海外から砂糖関係が安

くで入ってくるようになりまして、芋のでん粉

が非常に割高ということで、国の芋でん粉工場

に対する政策が相当変わってきたんです。その

変遷をちょっと、それから、これからどういう

ふうになっていくのか、お尋ねいたします。

でん粉につき○農政水産部長（後藤仁俊君）

ましては、当初、ガソリンの代替エネルギーと

か用途が広くありまして、初期には用途が広

かった関係もありまして、いろんな制度があっ

たと思います。私が承知いたしておりますの

は、平成19年度、今年度から大きく政策が変

わってきております。その政策につきまして

は、これまで、政府がでん粉を買い入れまし

て、生産者には最低生産者価格、こういうもの

をセットしまして、でん粉を売買する制度で

あったわけですけれども、今回の19年度からの

法改正につきましては、この政府買い入れ制度

と生産者価格を廃止しまして、市場の需給事情

を反映した取引価格が形成される、市場間の販

売で市場価格が形成される制度というふうに移

行するということになったと承知しておりま

す。この結果、生産者に対しましては、今まで

の原料代と、実際に売れました取引価格とに差

が出ました場合には、交付金を支払うという制

度になっていると承知しております。

部長は答弁されなかったんで○外山三博議員

すが、これまでは、鹿児島は特に芋生産地が多

いものですから、農家に、芋のでん粉工場に

持っていく場合は補助金を出していたんです

よ、ずっと。それで鹿児島は残ってきた。それ

から、もう一点は、宮崎にでん粉工場がない、

鹿児島にある。これは何が 何がというか、―

これからどういう問題ができてくるかという

と、鹿児島の芋の生産者は、焼酎に持っていく

場合、いい芋しか焼酎メーカーはとりません。

いい焼酎をつくるために。くずとか小さいもの

は、でん粉工場にでん粉用として持っていくと

いうことができたんです。ところが、今、部長
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が言われたように、国の芋でん粉政策が大きく

変わってこようという中で、鹿児島の今のでん

粉工場のほうの操業率もずっと落ちてきて、８

割か７割ぐらいになってきた。そうなると、芋

のでん粉工場もそのうちなくなってくるだろう

と。そうなれば芋を生産する農家がまず困って

くる。だから、農家は芋をつくらなくなってく

る。そうなれば、宮崎県に入っていた芋が入っ

てこなくなる可能性があるということで、業界

は非常にこのことを今考えておられるところな

んです。

ですから、私は、宮崎の芋焼酎をきちんと

守っていくためには、芋の生産を確保してあげ

る、これが非常に大事じゃないかと思うんで

す。ただ農家に芋をつくりなさいといっても、

今、大体反当15万ぐらいなんですけれども、も

う少し芋の価格が上がればいいと思うんです

が、これは単に農政だけで芋を余計つくるとい

う方向、プラス加工業者、農と加工業が連携し

た形の農業のあり方を構築していかないと、た

だ芋だけつくろうといったって、そうはいかな

いと思うんです。

このことを質問しようと思って、ふと思い出

したのが、10年ぐらい前になりますか、北海道

の当時の士幌農協、そこに私は興味があって２

回ほど行ったんですけれども、そこはバレイ

ショと酪農が盛んなところで、そこの組合員が

約500名ぐらい。当時 10年ぐらい前ですが―

農協の担当の方が、１軒の平均預金が8,000―

万と言われた。何でそういうことになっておる

かというと、農家がつくったバレイショを年間

保管する保冷倉庫をつくって、それを農協が引

き受けて、チップにして菓子メーカーに出して

いる。ミルクも同じなんです。ミルクも、生で

出すよりも、そこの農協に持っていくと、チー

ズとかバターに加工する。ですから、士幌農協

に非常にいい価格でとってもらうものだから、

農家も非常に潤う。そういうようなことをふと

思い出しまして、宮崎の芋を増産するには、た

だ農政だけでは決してうまくいかないなという

ことを感じるものですから、これは商工、農政

にまたがりますが、知事にちょっと、どうで

しょう、私が今言ったことに対する､申し上げた

ことに対する所感なりをお聞かせいただきたい

と思います。

大変勉強になる質問○知事（東国原英夫君）

でございまして、芋焼酎の芋が足りなくなって

いるというのは、私は伺っていたんですけれど

も、そういった事情で減少しているのかという

ふうに、改めて気づかされた御質問でございま

した。鹿児島の生産量が減り、宮崎も減りする

と、他府県あるいは海外に供給を求めて走るの

が、大体の農業の今までの趨勢なんですけれど

も、こういったことで、宮崎の芋あるいは鹿児

島の芋、南九州の芋焼酎という一つの伝統文化

というものが衰退していく可能性もございます

ので、今後やはり、文化を守る、あるいは焼

酎、食文化を守るということでも、これは対

処、対応していかなきゃいけないなと考えてお

ります。御案内のように、農業と工業のマッチ

ングというのは、これから主流になっていくも

のじゃないかと。農業と工業、そして物流、そ

ういったものがマッチングして、農業生産者の

生活の安定化は図られるものだと考えておりま

す。

あと一点、焼酎業界にとって○外山三博議員

非常に頭が痛い問題が、焼酎かす、焼酎廃液の

問題。前、萩原議員が質問をされたことがあり

ますが、これは産廃だと、産業廃棄物だと認定

されて、それまでは、ロンドン条約というのが
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できて、海上投棄が特例は別としてだめだと、

畑にまくということをやっておりました。とこ

ろが、これも産業廃棄物でだめだということに

なった。しかし、よく聞いていくと、農家が金

を出せば産業廃棄物じゃないと、ただでまいて

もらえば産業廃棄物だと。どうもこの法律はお

かしいと私は思うんですよ。これは廃棄物かそ

うじゃないというのを、金を出せば違うという

理屈が。これが国が決めた制度なんですけど。

農政水産部長、焼酎の廃棄物、これはどうです

か、堆肥、肥料としての有効性はありますか、

どうですか。

肥料としての○農政水産部長（後藤仁俊君）

有効性はございます。

農政水産部長も、有効性はあ○外山三博議員

ると。ただ、問題になったのは、畑にまいてそ

れをしばらく放置しておくと、腐敗して、虫が

わいたり、腐って悪臭がしてくるということが

あるんです。焼酎の製造現場に行きますと、

ずっと流れております。仕込みをして２週間後

ぐらいには必ず蒸留をしなくちゃいけない。蒸

留をすると必ず廃液が出てくる。ところが、大

きな工場なんかは、この廃液の処理のプラント

を持っておりますが、このプラントが何かの拍

子に故障でもしたときは、ずっとふん詰まりに

なって、全部廃棄ということになるわけです。

ですから、いつでもかつでもということじゃな

いんですが、これは環境森林部長にお尋ねした

いんですが、そういう急を要する場合は、例え

ば、畑にまいて、すぐ攪拌をするという前提

で、これを認めるということはできないもので

しょうか。

焼酎廃液の農○環境森林部長（髙柳憲一君）

地散布についてでございますが、法律上で申し

上げますと、焼酎廃液というのは、一般的に

は、御承知のとおり、「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」、昭和45年にできております

が、いわゆる廃棄物処理法の解釈上、産業廃棄

物とされておりまして、処理施設等において適

正に処理をする必要があるというふうにされて

おります。しかしながら、平成15年当時、本県

におきましても、今お話にありましたように、

何らかの手を加えずに農地散布しますと、悪臭

など生活環境に悪影響を及ぼすということで、

県民からの苦情も保健所等に参っておった事情

がございます。平成15年当時、本県におきまし

ては、焼酎製造事業者の方の処理施設の整備と

いうのが、法律ではそういうふうになっておっ

たんですが、整備が進んでいなかったという実

情がございます。また、宮崎県酒造組合からの

御要望等もございまして、当時、農地散布につ

いては、量を必要最小限にすること、生活環境

上の影響がないように処理することなどの条件

のもとに、整備のための猶予期間として平成18

年３月まで猶予期間を設けたところでございま

す。この間、各焼酎製造事業者におかれまして

は、飼料化ですとか、あるいは肥料化などを行

うプラントの建設によりまして、自社処理ある

いは共同処理、あるいはそういうことができな

いところにつきましては、処理業者への委託処

理により、適正に処理する体制ができたという

事情がございます。

御質問の、処理施設の故障等により自社処理

等ができなくなった場合におきましては、当

然、システムとしては、委託処理を行うなど適

正に処理をしていただくことが必要かと考えて

おります。

鹿児島、それから熊本県、こ○外山三博議員

の畑散布の現状はどうなっていますか。

鹿児島県につ○環境森林部長（髙柳憲一君）
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きましては、平成18酒造年度ということで、平

成18年の７月から19年の６月の直近値で申し上

げますと、44万トン、そのうちプラント等によ

る処理が47.2％、飼料化をしているのが11.2

％、それから海洋投棄、これが22.1％、これは

先ほどお話にありましたように条約で禁止され

ております。ただし、５年間につきましては、

許可を受ければ投棄はできるということで、そ

れ以降については適正な処理をしなきゃいけな

いような状況になっております。それと農地へ

の還元という形で、一定の条件のもとに19.5％

は農地還元されていると伺っております。

鹿児島県は、国が廃棄物でだ○外山三博議員

めだという中で、今19％畑還元を容認している

んですよ。これは、いかに焼酎産業が鹿児島県

にとっては大事な産業かという、行政の一つの

下支えの気持ちのあらわれですね。それに引き

かえ、宮崎県の場合は、法がこうだから18年の

３月でだめですよと、後は処理業者に持ってい

けばいいと。ところが、宮崎県の焼酎業界は、

大手もありますが、中小の、本当にいい焼酎を

つくっている小さい、４～５人でやっている工

場は結構多いんですよ。こういうところは、プ

ラントをつくれといったって、それは10億、20

億かかるのでできない。処理業者に持っていく

とべらぼうに高いんですね。ですから、緊急を

要するときにはぜひ、この焼酎をバックアップ

するという行政の気持ちをそこににじませてい

ただきたいなということを申し上げ、知事に今

のことについての所感をお尋ねいたします。

よく御事情はわかり○知事（東国原英夫君）

ました。鹿児島県の取り組みを参考にさせてい

ただいて、今後、少し勉強させていただきたい

と思っております。

以上で質問を終わります。あ○外山三博議員

りがとうございました。（拍手）

次は、15番太田清海議員。○中村幸一副議長

〔登壇〕（拍手） 一般質問を○太田清海議員

行います。

私が18歳のころ、私の父は病気で倒れ、私

が24歳のときに亡くなりました。父は明治生ま

れであり、大変怖い存在でした。私は末っ子で

あったため、父とともに過ごした月日はわずか

でした。今にして思えば、もっと父といろんな

ことを話しておきたかったなという思いがあり

ます。父が亡くなって、父の友人から次のよう

な思い出話を聞きました。「あなたのお父さん

とは師範学校時代、同級生で、同じ柔道部員で

した。我々は、当時行われた学校対抗の柔道大

会で決勝戦まで勝ち上がり、その団体戦、最後

の部員が引き分けしさえすれば優勝というとこ

ろまでこぎつけました。私たち部員は、優勝し

たいという一念から、最後の一戦を逃げに逃げ

まくって、とうとう優勝しました。優勝が決

まった瞬間、私たちは飛び上がって喜びまし

た。ところが、監督が血相を変えてやってき

て、「何で戦わないんだ。何で正々堂々と戦わ

ないんだ。こんなことして恥ずかしいと思わん

か」と烈火のごとく怒りました。我々は優勝の

喜びから一瞬にしてしょげてしまい、言葉を失

いました。うなだれた私たちは、その後、時間

がどんなにして流れたかは覚えていないが、そ

れぞれが自分の心に、ひきょうであることがど

んなに惨めで、どんなに恥ずかしいことである

かということを、嫌というほど思い知らされま

した。その翌年に、あなたのお父さんと私たち

は師範学校を卒業し、教師として宮崎県内の教

壇にそれぞれ巣立っていきました。ひきょうで

あることを子供に教えたらいかん、ひきょうを

恥じる子供を育てよう、こういう思いを持っ
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て」、このような話でありました。

今、私たちの社会を見ると、日本古来の伝統

ある美徳から外れ、食品の偽装事件や政治家の

不祥事など、ひきょうを恥ともしない事件が後

を絶ちません。大人社会の恥ずべき出来事が、

子供社会にも拡大・再生産されている感を受け

ます。私たち地方の政治に携わる議員も心すべ

きであると思います。我が社民党宮崎県議団で

も、本年の５月、議会改革のために、「「県議

会の活性化」に向けての提言」というものを発

表し、また、県議会でも議会改革等検討委員会

が発足をし、さまざまな議会改革が図られよう

としています。政治家みずからが社会に警鐘を

鳴らしつつ、政治道徳の表現者でありたいと思

います。私も前期４年間、新人議員として、ど

う活動すべきかと考え、例えば「議会だより」

を毎回１万2,000部手配りまたは郵送し、県民の

皆様と県議会を近づける努力をしてまいりまし

た。今後ともその経験を生かし、２期目、議会

の改革に取り組んでいきたいと考えています。

さて、知事に質問をいたします。せんだっ

て、民間の保険業界の人と話す機会がありまし

た。その人の言われるには、「我々の保険業界

の仕事は、お客様からお金をいただき、保険に

加入してもらう仕事であるが、好不況の波をも

ろに受ける。今、景気が回復しつつあると言わ

れるが、我々の仕事を通して見る限り、そんな

実感はない。むしろ我々の事業所がリストラさ

れるぐらいだ。また、仕事上、さまざまな人に

出会うことになるが、最近、派遣労働者などの

増加を特に感じる。それらの人は月に10万円そ

こそこの手取りであり、これらの人から保険料

をいただき、保険に加入してもらうということ

は至難のわざだ。10万円そこそこでよくぞ生活

できるなという驚きとともに、これじゃ結婚で

きないはずだ、これじゃ少子化が進行するはず

だ、年金未納がふえるはずだ、場合によって

は、将来に対する展望のなさから、不安や心を

病んだり、自殺や犯罪など社会の不安がますま

すふえるのではないか」と、実感として語って

おられました。私も全く同感であります。

労働者派遣法等による新たな非正規雇用の存

在が、今日の新たな問題をつくり出しているの

ではないでしょうか。ネットカフェに寝泊まり

し、派遣会社からの連絡を待つ若者の存在、連

絡がなければ無為にその日を暮らさざるを得な

い。アパートで暮らしたくても敷金自体を蓄え

ることができない、アパートが先か敷金が先か

の悪循環。派遣労働者のこのような実態は、今

の日本の新たな諸問題をもたらしているのでは

ないでしょうか。特に、平成16年３月、派遣で

きる職種が、これまで専門的な職種に限定的で

あったものが、製造業まで派遣できることとさ

れたため、使い勝手のよい、まさに使い勝手の

よいこの制度は急速に広がりました。経団連の

御手洗会長の経営するキヤノン株式会社すらも

が、偽装請負をする始末です。私は、この制度

の欠陥の後始末を、結局は地方自治体が、少子

化対策や生活保護での救済、うつ病対策や自殺

対策、または治安の維持という点で、新たに負

担を強いられるのではないかと危惧するもので

す。国の制度ではありますが、私たちの生活に

大きな影響を与えていますこの労働者派遣法、

労働者派遣制度に対する知事の見解を伺いま

す。

以上、壇上にて行い、以下の質問については

質問者席にて行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

近年、経済のグローバル化に伴う競争の激化
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や労働者の意識の変化、あるいは各規制緩和等

を背景に、就業形態の多様化が進む中で、パー

トやアルバイト、派遣社員などの非正規雇用者

の割合は年々増加しており、平成18年には全国

で約33％となっております。これらの非正規雇

用者の賃金水準は、正規雇用者に比べて低く、

勤続期間が長いほど、格差が広がる傾向にあり

ます。このような非正規雇用者の増加は、経済

的理由などから、晩婚化や非婚化を招き、ひい

ては少子化を加速させるなど、さまざまな社会

的な影響が生じることが懸念されております。

このため、国におきましては、正規雇用者の採

用の拡大や最低賃金のあり方の見直しなど、さ

まざまな取り組みや検討がなされております。

県におきましては、これまでも就職説明会等で

企業に対し、正規雇用での求人を積極的に行う

ようお願いしているところでありますが、今後

とも、宮崎労働局など関係機関と連携しなが

ら、機会あるごとに、企業や事業主団体の皆様

に対して、正規雇用での採用等について働きか

けてまいりたいと考えております。〔降壇〕

正規雇用の働きかけをしてい○太田清海議員

きたいということであります。ぜひそういった

取り組みをしていただきたいと思いますが、も

う一つ、実は、労働基準法第１条の第２項にこ

ういう書き方がしてあります。労働基準法、最

低の基準を定めたものですが、「この法律で定

める労働条件の基準は最低のものであるから、

労働関係の当事者は、この基準を理由として、

その労働条件を低下させてはならないことはも

とより、その向上を図るように努めなければな

らない」と書いてあります。私の会社は労働基

準法より高いところにある。労働基準法がある

なら、そっちの低いほうにそろえようというこ

とはいけないという基本的な精神がうたってあ

るわけです。憲法が公布されて以降、昭和22年

にこの法律がつくられておりますが、当時、戦

前の労働環境が非常に劣悪であった、そういっ

た反省のもとから、立派な国をつくろうという

思いから、働く人たちを大事にせないかんとい

う思いが、この条文に込められておると私は思

うんです。ですから、今から県政運営の中でも

大変難しいかじ取りが迫られるとは思いますけ

れども、行政のトップであられる知事には、こ

の労働条件というものは、政治が行政が常に光

を当てていかないと、だんだん下がっていくん

だぞという、この気持ちがあると思うんです。

これは労働観でありますけれども、知事のそう

いったところの所感を伺いたいと思います。

御案内のように、労○知事（東国原英夫君）

働基準法というのは、労働者が人たるに値する

生活を営むために必要な最低限の基準を示し

た、労働者保護のためにはなくてはならない重

要な法律だと思っています。自然権というもの

に根差した大切な法律だと考えております。県

内の企業におかれましては、法令遵守で経営を

行っていただいているものと思っております。

近年、企業の社会的責任ということが強く言わ

れておりますことから、一層、法令遵守とか、

法の精神にのっとった企業経営に努めていただ

きたいと考えております。

この法律自体に対しての問題○太田清海議員

もありますし、今後、100社１万人雇用というこ

とで知事も目標とされて頑張っておられます

が、ぜひ正規雇用でやっていただきたいという

ことを声を大にして言っていただきたいと思い

ます。そしてまた、派遣で行かれている人たち

も、私は決して、派遣労働者が犯罪を起こしや

すいということを言っているんじゃなくて、こ

の制度自体の問題がそういうことを醸し出して
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いくのではないかということで言っておるわけ

ですが、１年たったら正規雇用にしていくと

か、そういう形でもぜひ一つずつ解決していっ

てもらいたいなと思っています。

次に、モンスターペアレントの問題について

質問いたします。

このモンスターペアレントというのは、学校

に対して、要望や苦情を通り越し、いちゃもん

としか言いようのないような不当な要求を学校

に突きつける人たちがふえているということ

で、向山洋一さんという方が和製英語で命名し

たようです。具体的に言うと、「うちの子が、

けがをして学校を休まなければならない。その

間、けがをさせた相手の子を休ませろ」とか、

「うちの子は箱入り娘で育てたいから、保育園

のだれともけんかさせないよう念書を書け」と

か、例えば、「私とＡさんは仲が悪い。親同士

仲が悪い、だから、うちの子とＡさんの子を同

じクラスにするな」とか、「卒業アルバムにう

ちの子供の写真が少ない」とか、そして、早朝

であろうが深夜であろうが、教職員宅に電話を

したり、子供同士のけんかに割り込んで、相手

の子供を非難する長大な文書を学校に持ち込ん

で処罰を要求するとか、こういったことが書い

てあります。こうした保護者が一人でも出現す

ると、教職員はその対応に膨大な時間を奪われ

て、その結果、授業準備など他の児童生徒のた

めに使う時間がなくなり、学校全体に影響があ

るとも言われています。このような状態が本県

ではないのかどうか、教育長に実態を伺いま

す。

〔登壇〕 本県の実態○教育長（高山耕吉君）

でございますが、やはり本県におきましても、

保護者等から、家庭内で解決すべき問題や、学

校に問題や責任がないと思われることなどに対

して、要求や苦情などが繰り返しありまして、

教師が対応に苦慮したり、学校の業務に支障が

生じたりする例もあると聞いております。以上

でございます。

それで、その対処法といいま○太田清海議員

すか、これはいろいろ理由があるかと思います

が、県民への啓発とかアピールをどうされるの

か、再度伺います。

対処法でございます○教育長（高山耕吉君）

が、保護者等からの度を超した理不尽な要求に

対しましては、学校は、毅然とした対応をする

ことが必要だと考えております。一方で、学校

への苦情等の多くは、我が子への思い、子育て

の悩み等からなされておりますので、保護者の

気持ちも十分に受けとめながら対応することが

大切ではないかというふうに考えております。

このような問題の解決には、教職員と保護者等

が十分にコミュニケーションを図りまして、お

互いの役割や責任をしっかりと自覚し、協力し

合うことが重要であろうと考えております。県

教育委員会といたしましては、これまで以上に

学校、家庭、地域の連携協力が図られますよ

う、学校だけでなく、ＰＴＡ活動を通して家庭

や地域にも呼びかけを行いまして、心身ともに

健やかな子供の育成を図ってまいりたいと考え

ております。以上でございます。

わかりました。日本ではモン○太田清海議員

スターペアレントというふうに言われています

が、アメリカではヘリコプターペアレントと言

われているそうです。なぜそう言われるかとい

うと、我が子が学校でどんなことをしているだ

ろうかといって、学校の校舎の上をパタパタ、

パタパタ、ヘリコプターで見ながら、うちの子

が何かやられよるといったら、すぐおりていっ

て学校にいろいろ言ったりするというようなこ
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とで、同じテーマでもヘリコプターというスケ

ールの違うような表現がされています。

ただ、この問題については、モンスターペア

レントという言葉がいいかどうかという問題は

あるんですが、今、教育長が言われたように、

保護者の方々の親の悩みとして出てくるとする

ならば、それを受けとめて、そして、うまく解

決してあげないかんという分析をされる人たち

もいます。今、教育長が言われたとおりだろう

と思いますが、大変な現場であったりするかも

しれませんが、そういう視点も、かえってこう

いう問題が起こって解決していくということ

で、そういう立場も、本当に言われたとおり頑

張っていただきたいと思っております。

次に、義務教育に農業科を導入するというこ

とで挙げております。

実は、文教警察企業常任委員会の視察におき

まして、３つの地方都市の教育委員会で、かな

り示唆に富む勉強をしてまいりました。家庭で

の教育力が落ちているという中、学校教育にプ

ライドを持って、学校教育の中できちっとやっ

ていこうということでありました。その中で特

に興味を引いたのは、福島県の喜多方市の教育

委員会で、構造改革特区を申請して、小学校の

教育の中に農業科を導入したということであり

ました。本年度から導入しておるということで

取り組んでおられました。今まで子供の農業に

関するかかわりは、田植えとか稲刈りとか、そ

ういった部分的なかかわりであったと思うんで

すが、ここでは本格的な農業科ということで、

土づくりから、追肥、除草、作物もジャガイ

モ、トウモロコシ、カボチャとか、いろんなこ

とを小学校３年生から６年生に課題を与えて

やっていくというものなんです。ですから、単

なる、ちょっとやったということじゃなくて、

本当に天候や気候を見ながら、そういったのも

勉強しながら作物を育てていくということで、

大変私は感銘をいたしました。特区の申請をし

て授業の中にそれを入れるというのは、相当な

決断だっただろうと思います。私も、農業県で

ある宮崎県にこういうことも、将来、各市町村

の教育委員会で取り組めることがあるんじゃな

いかと思いまして、その辺のところを教育長に

伺いたいと思います。

福島県喜多方市の取○教育長（高山耕吉君）

り組みについてでございますけれども、ここは

構造改革特区の指定を受けて、小学校に農業科

という新たな教科を設けまして、地域と連携し

ながら、子供たちが田植えから草取り、収穫祭

等まで、農作業を年間を通して行うものであり

ます。この取り組みは、子供たちに命の大切さ

や働くことの意義を考えさせる上で、教育的効

果が大きいものというふうに考えております。

本県でも、総合的な学習の時間等を生かしまし

て、ほとんどの学校が、農業体験や漁業体験な

どさまざまな体験活動に取り組んでおります。

中には、喜多方市の小学校の学習と同じよう

に、種まきから除草、収穫まで、年間を通しま

して一連の農業体験に取り組んでいる学校もあ

ります。今後とも、子供たちの生きる力をはぐ

くむためには、体験活動を積極的に取り入れて

いきますよう、学校を指導してまいりたいと考

えております。以上です。

わかりました。○太田清海議員

続いて、林業対策と災害対策についてであり

ます。

これも私たちの中山間地域振興対策特別委員

会で勉強してきたことでありますが、南那珂森

林組合に行ったときに、今お手元に配っており

ますこういった、言葉はちょっとどうかなと
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思ったんですが、資源構成施業区分という表を

いただきました。これをじっくり見ていたら、

頂上は広葉樹を植えて、一番下のほうに針葉樹

を植えて、これで有害鳥獣を上にやってという

ようなことが書いてありました。文章を読んで

いただければわかると思いますけれども、私は

これを見て いろんなところで、２合目から―

４合目か５合目ぐらいに針葉樹を植えて、後は

広葉樹林で有害鳥獣を山に帰そうやということ

をずっと言ってきたものですから、何かそんな

気持ちとぴったり合ったイラストだったもので

すから ああっと思って、これ、これと思っ―

て出したわけです。資源構成施業区分というの

は、県が関与してとか指導したりとかいうこと

になっておることなんでしょうか。

今お話のあり○環境森林部長（髙柳憲一君）

ました資源構成施業区分というものですが、こ

れにつきましては、南那珂森林組合が、今後の

森林整備のあり方について、組合員の方に説明

するために独自に取り組んだものであります。

であればなおさら、南那珂の○太田清海議員

森林組合はすごいなと私は思いました。この資

源構成施業区分という言葉も、もしかしたら、

もう少しわかりやすい言葉にしてもらうといい

のかなとも思ったりするんですが、こういう考

え方を県でも先頭に立って取り組んでほしいな

と思いますし、もう一つは、このお配りした資

料の裏側に、水辺林という写真を印刷しており

ます。この水辺林、これは渓畔林とも言われる

そうですが、ここは一切杉が植えていないんで

す。自然雑木。川のそばは必ず杉は植えないと

いうことで、こういう豊かな渓畔林、水辺林に

して、水生動物がすめるようにということなん

です。もう一つは、水害になったときに、杉が

もし植えてあれば、それががたがた倒れて、橋

げたにひっかかったり、海に流れていったりし

て、今回の台風のいろんな被害が海辺に出てき

ました。それをまた防ぐ意味でも、この水辺林

というのは大変意義のある取り組みだと思いま

す。水辺林の育成は、木の流出を防ぎ、災害対

策にもメリットがあるということで、今後百年

の大計として、先ほど言った資源構成施業区分

と一緒に取り組んでいっていただきたいと思っ

ております。どうでしょうか。

今お話があり○環境森林部長（髙柳憲一君）

ましたのは、多様な森林づくりということかと

思いますが、本県では、県民参加の森林づくり

を推進するために、御承知のとおり、昨年、18

年の４月に「水と緑の森林づくり条例」という

のを施行いたしまして、これに基づきまして、

森林所有者などの方が森林づくりをする場合の

基本的な指針、あるいは具体的な手法を示して

おります「森林の整備及び保全に関する指針」

という冊子をつくっております。

この指針では、今お話にありましたように、

奥山地域においては、シカあるいはサルなど多

くの野生動物が生息できますように、天然林の

保全あるいは広葉樹林の造成を進めます。ま

た、中腹から里山地域にかけましては、資源の

循環利用、あるいは山地災害の防止等が図られ

ますように、人工林やヤマザクラなどの広葉樹

林、あるいは針葉樹と広葉樹が入りまじった混

交林、こういった森林の造成などを進めること

にしておるところでございます。

今お話のありました、渓流あるいは河川の水

辺林ということですが、これにつきましても、

岸辺の保護ですとか土砂の流入の防止のため

に、既存の自然林をできるだけ保存しますとと

もに、侵食のおそれのあるところにつきまして

は、根が横に張りやすい樹木、例えば柳などの
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広葉樹林へ誘導していくことといたしておると

ころでございます。

今後とも、この指針の普及に努めますととも

に、森林所有者あるいは森林ボランティアなど

の皆さんと一体となって、木材の生産や国土の

保全はもとより、生物多様性の保全など、森林

の有する機能が高度に発揮されます多様な森林

づくりを推進してまいりたいと考えておりま

す。

わかりました。要望なんです○太田清海議員

が、私もこれを見せていただきまして、見た

ら、きちっとすべての問題が書いてあると思い

ました。でも、ページが飛んでおりまして、い

ろんなテーマが飛んでおるんですね。これは感

覚的な問題で、そういうところにけちをつけた

らいけませんが、例えば「施業区分」という名

称も少し変えたほうがいい 森林組合のこと―

でありますが。こういう文書の中で、これに水

辺林の水の流れのところも書きながら説明を

一発でこのイラストを見ればわかりそうな―

感じがするんですね。確かに県の指針の中にも

すべてが網羅してありますが、県民にとってわ

かりやすいイラストという意味では、私はこっ

ちがいいのかなと。これに水辺林を加えればパ

ーフェクトじゃないかという思いもいたしま

す。ぜひ検討をしていただきたいと思います。

次に、大分県の北川ダムの問題について質問

をいたします。これは大分県のダムであります

けれども、平成９年の台風で、川下である延岡

市、北川も含め、甚大なる被害を受けたことが

あります。大分県の管轄に属するダムでありま

すけれども、大分県のほうが水利権の許可更新

をとらなければならないと聞いております。そ

の許可更新の時期はいつになっておるのか、こ

れは県土整備部長、よろしくお願いします。

北川ダムの水○県土整備部長（野口宏一君）

利権許可の更新の時期でございますけれども、

平成21年３月31日でございます。

この許可更新の際に、国土交○太田清海議員

通大臣に許可の申請を大分県側がするというふ

うにも聞いておりますが、宮崎県がこれに対し

て、許可をされるときに附帯の意見をつけると

か、条件を付すということが、宮崎県側として

できないものかどうか、それはどうでしょう

か。

今、議員から○県土整備部長（野口宏一君）

お話ありましたように、北川は一級河川でござ

いまして、許可の更新は国土交通大臣が行うこ

ととなります。許可更新に際しまして、本県に

対する意見聴取というものがございますけれど

も、新たな条件を課す場合は、河川法におきま

して、必要最小限度かつ不当なものにならない

範囲とされているところでございます。したが

いまして、一方的に条件を変更することは困難

であると考えております。

法令の解釈でそうなるという○太田清海議員

ことでは、やむを得ないかもしれませんが、大

分県に対して、台風時、大雨が予想される場

合、水位を事前に低下してもらいたいというよ

うな要望、事前放流のですね。水害を避けるた

めということで、そういった要望はできないの

かどうか。

平成９年の激○県土整備部長（野口宏一君）

甚な災害を受けまして、大分県では、洪水期に

おける台風接近に備え、ダムの水位を下げるた

めの予備放流を現在、試行的に行っているとこ

ろでございます。現在、この試行を正式なもの

とするため、ダムの操作規則等の変更につきま

して、国と協議中であると伺っております。本

県といたしましては、平成10年に設置したもの
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でございますけれども、国、県、市で構成いた

します北川流域防災会議を開催いたしまして、

大分県に説明を求めるなど協議調整を図ってま

いりたいと考えております。

わかりました。予備放流とい○太田清海議員

うことを試行的にやっているということです

が、それが正式にもっと柔軟に対応できるよう

なものが決まるといいなと思いますが、地域の

河川流域の人たちは大変はらはらものなんです

ね。そういった情報が、どういう取り組みをし

ているかというのが伝わらなくて、逆に不満と

して出てくる可能性もあるものですから、地域

の方々には、そういった取り組みなりをきちん

と伝えてほしいなというふうに思います。

次に、心身障害者扶養共済制度についてお尋

ねをいたします。

この制度というのは、障がいのある自分の子

供に対して、親が掛金を掛けて、親である自分

が亡くなったときに、１口２万円とかいうふう

に聞いていますが、障がいを持っているお子さ

んに年金として支払われる制度でありますが、

今、宙に浮いた年金とか企業年金の申請漏れと

いうのが出てきております。こういう扶養共済

制度というのは、親が亡くなって、障がいを

持っている人が申請をしなければ、こっちは何

もしないというのが申請主義であります。こう

いった問題があるのではないかと思って、質問

なんですが、宮崎県においてこの扶養共済制度

に加入している人数、それから実際受給してい

る人数というのはどのくらいなんでしょうか。

心身障害者扶○福祉保健部長（宮本 尊君）

養共済制度についてでありますが、県内では、

平成19年９月１日現在で、加入者数が443名、年

金受給者数が296名となっております。

わかりました。申請主義とい○太田清海議員

う制度であるわけですが、これまでに申請漏れ

とか、そういった事態はなかったんでしょう

か。

現在、保護者○福祉保健部長（宮本 尊君）

の死亡等により、年金受給権が発生しているに

もかかわらず申請を行っていない方が７名おら

れることを確認しております。このようなこと

は、障がい者やその家族が、制度の仕組みを十

分に理解されていないということも要因となっ

ていると考えられますので、申請主義ではあり

ますが、県では、市町村と協力しながら、これ

らの方々に対して申請の働きかけを行っている

ところであります。

こういうのをできるだけ防い○太田清海議員

で、申請が漏れないようにというふうに思いま

すが、例えば、保護者が亡くなった場合と、保

護者自体が、お父さん、お母さん自体が重度障

がいになった場合にも、これはもらえるという

もののようです。お父さんが障がい者になった

ということで、じゃ、もらえるのかなと、知ら

ない人たちもいらっしゃる可能性もあるわけ

で、こういったところも含め、十分な体制、ど

ういった取り組みを、お知らせをするのかと

か、そういった取り組みはどうでしょうか。

年金申請を行○福祉保健部長（宮本 尊君）

うのは、知的障がいや重度の身体障がいなどの

ある障がい者本人か、あるいはその家族であり

まして、中には制度の仕組みが理解できないと

いいますか、そういうことで申請漏れとなる場

合もあります。これを防ぐために、行政として

はきめ細やかな対応が必要と認識しておりま

す。このため、県におきましては、平成17年度

から毎年１回、すべての加入者を対象に、市町

村の協力を得ながら現況調査を実施しており、

調査の結果、年金等の受給権が発生している方
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については、先ほど申し上げましたが、個別に

申請の働きかけを行っているところでありま

す。今後とも、市町村と連携しながら、申請漏

れを防ぐための継続的な取り組みを行っていき

たいと考えております。

わかりました。平成17年から○太田清海議員

現況調査を年に１回必ずやると、対面方式でや

ることであると思いますが、そうであれば防げ

るかなというふうにも思います。県の行政の中

でも、申請主義をとっているのはたくさんあろ

うかと思うんですね。市町村は本当に多いだろ

うと思うんです。県ではまたそれがちょっと違

うかなと思いますが、申請主義をとっておるサ

ービスであっても、ぜひこちらから教えていく

という姿勢を常に持ってもらいたいなと、総務

部長、よろしくお願いしたいと思います。

これは私の経験でもあるんですが、実は、私

も障がい者の仕事をしていて、障がい者の方の

いろんな税の申告なんかをお手伝いすることも

あったんです。どうもこの人は障害者扶養控除

をとっていないんじゃないかなと思って、

「やったほうがいいかもしれませんよ」と言っ

て数人に電話してやったら、５年間さかのぼっ

て税金が還付されて、更正申告して、30万と

か、中には80万ぐらい返った人もいらっしゃっ

たんです。その中に、呼びかけて、目の不自由

な人がバスに乗ってヘルパーさんと一緒に来た

んですが、実はもう既にやっておったというこ

とで、来てもらった意味がなかったこともあり

ました。それで、その方に、「本当に申しわけ

ない」と言って私は謝ったんですが、お金を使

わせて市役所まで来てもらったわけですから、

怒るだろうと思って。ところがその人が、「い

いです。こんなふうに言ってくだされば私たち

も安心します。すっきりしました」と言って、

「いいとじゃが、いいとじゃが」と言って帰っ

てくれたんです。そういうこともあろうかと思

います。私たち自治体の仕事というのは、そう

いった住民サービスということでありますの

で、ぜひそういった取り組みを広めていただき

たいと思います。

あと、地元の問題ということで挙げさせても

らいます。中国木材株式会社の関係であります

が、実は私たち社民党県議団で、伊万里市の中

国木材の本社に視察に行ってまいりました。９
※

月の４日でしたけれども、会社の中を見てみる

と、本当にすごい会社だなというふうに思いま

した。そしてまた、コンピューター制御で、曲

がり材であろうと、コンピューターに沿ってき

ちっと板をつくっていく。そして、こっぱも無

駄にしないで、それでまた小さな角材をつくっ

ていくということで、確かにすごいなと思いま

した。そういうことは感じたわけですが、いろ

んなデメリットなりあろうかと思います。私た

ちとしては、地元の人たちと会社が、基本的に

は意見が合っていくというのが 進出するか―

どうかわかりませんが 私は一番いいことだ―

と思います。県のスタンスとして今どういうふ

うにあるのか、本県への進出に伴う問題、林業

・木材産業への影響、それから、県のスタンス

といいますか、そういった対応についてお聞き

をしたいと思います。これは環境森林部長です

ね。よろしくお願いいたします。

中国木材株式○環境森林部長（髙柳憲一君）

会社の日向市進出についてでございますが、現

段階では、まだ会社から詳細な計画が示されて

おりませんことから、進出に伴う具体的な影響

についての予測というのは困難な状況でござい

ます。しかし、県内の充実する森林資源を背景

にしまして、今後も素材生産量の一層の増加が

※ 310ページに訂正発言あり

平成19年９月20日（木）
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見込まれる中で、安定的な需要が生まれること

になりますので、森林所有者の所得向上が期待

されるところであります。一方、地元製材業界

にとりましては、原木調達の競合等が懸念され

るところでありまして、プラス面、マイナス

面、両方の影響が考えられます。このため県で

は、会社に対して、原木の調達等について具体

的な計画を明らかにして、地元業界等と十分話

し合いの機会を持つように働きかけを行ってい

るところであります。

わかりました。神経を使う作○太田清海議員

業でもあろうかと思いますし、本当にそれぞれ

がうまくいくといいなと思っております。

次に、延岡の長浜海岸の侵食問題について質

問いたします。

今、住吉海岸のほうが新聞報道でも非常にク

ローズアップされておりますけれども、同じよ

うに延岡の長浜海岸、私も地元の河野議員もこ

れをずっと言ってまいりました。私もいろんな

人から言われて、どうかしてくれということで

あります。基本的には、砂がなくなって、延岡

新港に砂がどんどんたまる。その砂を古江港の

ほうに持っていっているということの繰り返し

がされているようだと思います。となると、砂

を持っていかなくて、そのまま長浜の海岸に直

接持っていったほうが税金としても安くなる。

むしろ、その循環のほうが絶対いいと思うんで

すね。その辺はどうかというふうに思っており

ますが、いかがでしょうか。

長浜海岸につ○県土整備部長（野口宏一君）

きましては、私どもといたしましても、依然と

して侵食されている状況にあると認識させてい

ただいております。お尋ねの延岡新港のしゅん

せつ土砂を長浜海岸の侵食対策として利用する

ことにつきましては、現在、地元の関係団体等

との調整を行っているところでございます。県

といたしましては、五ヶ瀬川の掘削土砂の活用

等も含めまして、長浜海岸の侵食対策につい

て、国などの関係機関と引き続き協議をさせて

いただきたいと考えております。

新港から持ち出している数○太田清海議員

量、それから税金を投入しているその金額も参

考に聞きたいんです。どういう形でもいいんで

すが、どういうふうにやっているか、数量とそ

の事業の金額等がわかれば教えてください。

延岡新港の○県土整備部長（野口宏一君）

しゅんせつ砂を古江港に埋め立てしている土量

でございますけれども、旭化成と県、両方の施

工でやっておりまして、両方合わせて、しゅん

せつ量といたしましては約１万1,000立米となっ

ております。これに要した費用でございますけ

れども、県のほうで出している部分につきまし

ては約2,700万円となっております。

県民から見た場合、確かに古○太田清海議員

江港に持っていって、それはそれなりに有効に

使われていると思います。それはそれでいいん

ですが、ただ、長浜から港にたまったその砂を

戻さずに遠いところに持っていくということ

は、海岸がどんどん削られることを黙認したこ

とと一緒だと思うんですね。それは県民から見

てももったいない、その砂を戻してほしいとい

うことになると思います。税金を使って海岸を

崩しているということにも見えるわけです。で

すから、これは大変難しい問題だろうと思いま

すが、関係者の方と、合理的な解決法は何かと

いうことをぜひ訴えられて、私たちもやらない

かんなと思いますが、ぜひその辺は頑張ってい

ただきたいと思います。今の状況は許されない

状況だろうと思いますよ、そういう形のもの

は。ぜひお願いしたいと思います。
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次に、県道岩戸延岡線の道路拡幅の問題につ

いてお尋ねいたします。

延岡の柚木地区の未改良区間があります。こ
ゆうぎ

れは長年ずっとそのままで、交通事故も起こっ

たりということで、拡幅してほしいということ

で言っておりますが、今の進捗状況はどういう

ふうになっておりますでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 本路線の柚木

地区の未改良区間のことでございますけれど

も、議員がおっしゃいましたように、道路線形

が悪く、交通安全確保の観点から、整備が必要

であると考えております。しかしながら、当区

間、約70メートルの区間でございますけれど

も、共有地がございまして、かつ相続等も発生

しているということから、調査を進めさせてい

ただきました。その中には、戸籍の不明な方で

ございますとか、所有権についての意見の相違

等もございまして、用地取得が進んでいないと

いうような状況にございます。このため、県と

いたしましては、地元や延岡市とも連携し、こ

の問題の解決に努めたいと思っておりまして、

その方法等について協議をさせていただいてい

るところでございます。

○太田清海議員 共有地の問題で大変難しかろ

うと思いますが、地域に住んでいる方として

は、その手法で解決していこうとした場合、共

有地の人たちに印鑑をもらうという作業をして

いこうとした場合に、それを少しずつ減らして

おるんだというようなことでも情報として流れ

れば、あとわずかだとか、そういうことがあれ

ば、ぜひそういうことも地域の人たちに教えて

いかないと、展望がなかなか出てこないで、何

をしているんだということになると思うんで

す。その辺の進捗ぐあい、進みぐあいというの

は、まあまあいいんでしょうか、どうでしょう

か。

○県土整備部長（野口宏一君） 先ほど申し上

げましたように、地元の協力も得ながらやって

いかないと、なかなか進まないと思いますの

で、その辺はできるだけ、地元でございますと

か延岡市と連携をさせていただきたいと思いま

す。

○太田清海議員 わかりました。ぜひ頑張って

いただきたいと思っております。

最後に、延岡西高の跡地問題についてお尋ね

したいと思います。

これは先ほどの代表質問等で出されました。

答えとしては、跡地の活用については、教育関

連施設として、延岡地区の現状を踏まえ、総合

的な検討を行っているという回答でありまし

た。私もいろんなところから、児童福祉施設が

いいんだとか、スポーツ施設がいいとか言われ

たりもしておりますので、どれに加担するとい

うこともできないんですけれども。特に私も障

がい者福祉に携わった関係で、県北地区の障が

いのあるお子さんをお持ちの保護者から、県北

地区は専門機関が少なくて、宮崎まで通わんと

いかんと。障がいのある子供にとって大変な負

担だからということとか、障害者自立支援法が

施行される中で、就学前から学校卒業まで一貫

した相談支援を行い、障がいのある児童生徒の

自立に寄与する職業訓練校的な機能を有する学

校が必要という要望も聞いております。延岡の

特別支援学校は、台風等の水害の影響を受けや

すいところもあり、安全な教育環境の維持につ

いて問題を抱えております。この西高跡地は大

学とか病院にも近くて、特別支援学校として、

大学との指導・研究面での連携や、児童生徒の

てんかん発作など緊急時にも、医学的・医療的

対応にも適切に対応できる好適地であると考え

平成19年９月20日(木)
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ております。跡地活用の一つの方向として、特

別支援学校が望ましいのかなというふうに思っ

ておりますが、いかがでしょうか。

延岡西高等学校の跡○教育長（高山耕吉君）

地の活用についてでございます。現在、県の教

育委員会としましては、今後の特別支援学校の

あり方につきまして、「宮崎県特別支援学校総

合整備計画」の策定を進めているところでござ

いますので、延岡地区の特別支援学校の現状等

も十分踏まえて、延岡西高等学校の跡地の活用

につきまして、総合的な検討を行っていきたい

と考えております。以上でございます。

ありがとうございました。時○太田清海議員

間が過ぎました。先ほど私、伊万里本社という

ふうに言ったと思いますが、伊万里工場であり

ますので、訂正をいたします。

以上で、私の一般質問のすべてを終わりたい

と思います。ありがとうございました。（拍

手）

以上で午前の質問は終わり○中村幸一副議長

ます。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午前11時45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、36番黒木覚市議員。

〔登壇〕（拍手） きょうは日○黒木覚市議員

向のほうからも傍聴に来ているんですが、

ちょっとおくれているようでございます。質問

最終日ということで、知事初め、議員の皆さん

方もお疲れでしょうが、しばらくの間おつき合

いを願いたいと思います。

それでは、早速質問に入ります。

昨年末から今年にかけて、今後の地方の行財

政運営に大きな影響を及ぼすと思われる２つの

法律が成立いたしました。１つは、昨年12月に

国と地方の役割分担の見直しを目的として成立

した地方分権改革推進法であります。この法律

は、地方分権改革推進計画に基づき、平成22年

をめどに権限を国から地方に移すための具体的

内容を織り込んだ地方分権改革一括法が制定さ

れる見通しとなるなど、第２期地方分権計画が

新たなステージへ向けて一歩を踏み出す法律で

あります。しかし、かけ声は、権限及び財源を

国から地方へ移すためと言われておりますが、

油断をしていると、仕事は地方に移すが、財源

や権限については移すことに大きな抵抗がある

ことが十分想定されております。特に、地方に

おける裁量権が認められないような事業につい

て、押しつけに十分気を配り、注意すること

は、さきの三位一体改革の残した教訓でありま

す。大都市と地方の格差が広がりつつある状況

の中、それゆえに国の流れをよく見きわめ、全

国知事会や全国議長会などを通じて、厳しい状

況に置かれている地方の声を力強く国に物申す

ことが必要であると考えております。

２つ目は、６月に成立した財政健全化法であ

ります。半世紀ぶりの再建法制の見直しであり

ますが、来年度、平成18年度決算から適用され

ることが予定されているとのことで、自治体に

毎年度、４つの健全化判断比率の公表を義務づ

けております。４つの比率とは、実質赤字比

率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来

負担比率でありますが、将来負担比率を除く３

つの比率は、いずれかが基準を超えると、財政

再生団体として財政再生計画の策定が義務づけ

られることとなるわけであります。具体的な基

準づくりは、年内に政令として、今後、総務省
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において決められるとのことですが、現行の再

建団体となる赤字比率である県で、標準財政規

模の５％を超える赤字決算、市町村で20％を超

える赤字や実質公債費比率18％超での起債抑

制、単独債の起債制限比率25％などを総合的に

勘案して決めるとされているところでありま

す。そこで、知事にお尋ねをいたしますが、発

表された平成18年度の決算見込みは、一般会計

の起債残高は9,174億円の県政史上最高額となる

見込みでありますが、今後の起債残高の見通

し、財政再生法の定める４つの比率が財政運営

上どの比率に留意を要するのか、考え方をお尋

ねいたします。

次に、知事におかれましては、１月に就任後

はや７カ月がたち、県内外における知事の人気

は衰えることを知らず、知事の行かれるところ

は人垣がたちまちできるということで、御同慶

の至りであります。これは、相変わらずテレビ

初め、マスコミの注目度が低下していないこ

と、県産品のセールスに見られるように、知事

の知名度を生かした販売戦略や、トップセール

スの話題性が持続していることなどが、相乗的

に効果を上げているものと考えております。そ

こで、県民に元気を与える意味で、県内で開催

される各種イベントが持つ所期の目的を達成す

ることに、手をおかしいただきたいと考えま

す。多忙な日程の毎日ではございますが、知事

は今日まで、県内の各種イベント等にどれぐら

い参加されているのでしょうか。また、今後の

各市町村のイベント等に、任期中に一度は出席

されるつもりはないか、考え方をお聞きしたい

と思います。

次に、鳥インフルエンザについてお聞きをし

ておきます。

家畜伝染病予防法に基づき、殺処分鶏に対し

ましては、国から評価額の５分の４が支援され

ました。残りの５分の１は飼養者負担となって

おり、農家には大きな負担となっております。

岡山県では、県単独で５分の１の上乗せ助成を

行われたと聞いておりますが、宮崎県ではなぜ

行われなかったのか、知事に見解を伺いたいと

思います。

また、国の感染経路究明チームの調査結果が

発表されましたが、その内容について農政水産

部長にお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

県債残高につきましては、数次にわたる経済

対策の実施や地方財政対策による特例的な地方

債の発行等により累増し、平成18年度末で9,174

億円となっております。県債の発行は、経済情

勢の変化や国の動向、さらには災害の発生状況

等、さまざまな要因に左右されることから、今

後の県債残高の推移を的確に見込むことは難し

い面がありますが、第１期及び第２期の財政改

革推進計画に基づく県債発行の抑制等により、

平成18年度をピークとして減少に転じる見込み

でございます。

次に、地方公共団体財政健全化法に基づく４

つの健全化判断比率についてでありますが、現

在、国において具体的な算定方法等の検討がな

されているところであります。このうち、地方

公社、第三セクター等を含めた実質的負債につ

いての将来負担比率は、これまでになかったス

トックに関する指標であり、一定基準以上にな

りますと財政健全化計画の策定が必要になりま

す。また、このほか、実質赤字比率、連結実質

赤字比率、実質公債費比率も、いずれかが一定



- 312 -

平成19年９月20日(木)

基準以上になりますと、財政健全化計画、財政

再生計画を策定する必要がありますので、４つ

の指標すべてについて十分留意してまいりたい

と考えております。

続きまして、県内イベント等への参加につい

てであります。件数は正確に把握しておりませ

んが、私自身これまで、マラソン大会や祭りな

どの幾つものイベント等に参加させていただい

たところであります。先ほども黒木議員の要望

により、支援者の方々と知事室の前で写真を撮

らせていただいた こういうことも一つのイ―

ベントではないかと思いますけれども。県内の

各市町村におきまして、歴史や自然、文化など

地域の特性を生かしたイベントや祭りが開催さ

れており、これらは地域の活性化や観光客の誘

致等に一定の役割を果たしていると考えており

ます。このようなイベント等が地域みずからの

力でさらに盛り上がることは歓迎すべきことで

ありますが、このようなものは県が把握してい

るだけでも数百ございまして、一方で、県外で

のトップセールスや国への要望等、各種行事な

ど、ほかの公務にも対応していく必要がありま

す。私としましては、４年という任期も念頭に

置きながら、誘客効果等を踏まえ、他の公務と

の調整を図りつつ、総合的に判断してまいりた

いと考えております。

続きまして、高病原性鳥インフルエンザの発

生に伴う殺処分鶏への県の対応についてであり

ます。本県の発生農場における殺処分鶏への支

援は、口蹄疫など他の伝染病発生時と同様に、

家畜伝染病予防法に基づく対応としたところで

あります。しかしながら、本県での事例は岡山

県とは異なり、種鶏場やブロイラーなど平飼い

方式での飼養形態であったことから、死亡鶏が

大量に発生し、法律で措置されていない死亡鶏

について県独自の助成を行ったところでありま

す。さらに、発生元でない隣接農場における殺

処分鶏への県の上乗せ助成を行うなど、いわゆ

る本県独自の宮崎モデルを構築し、発生農場の

経営再開に向けた支援対策を講じたところでご

ざいます。以上です。〔降壇〕

〔登壇〕 鳥イ○農政水産部長（後藤仁俊君）

ンフルエンザに関します国の感染経路の調査結

果についてであります。９月６日に公表されま

した調査結果によりますと、１つには、国内へ

のウイルスの侵入は、海外からの渡り鳥により

持ち込まれた可能性が想定される、２つ目に

は、農場内へのウイルスの侵入は、人為的な原

因によるものでなく、野鳥や野生動物により持

ち込まれた可能性が想定されるとの報告がなさ

れておりますが、具体的な原因の特定には至っ

ておりません。このため、感染経路の究明につ

いては、野鳥の継続的なモニタリングを行うと

ともに、発生防止対策をより確実に行うため、

野生動物の侵入防止対策の強化や飼養衛生管理

の徹底などを図る必要があると提言されており

ます。以上でございます。〔降壇〕

自席から質問させていただき○黒木覚市議員

ます。県債について、今、知事のほうから答弁

いただきましたが、連結実質赤字比率は、特別

会計、公営企業会計もこれから対象になってい

く。将来負担比率は、地方公社、第三セクター

も対象になる。これから十分対策を詰めておく

必要があると思うわけでありますが、考え方を

伺いたいし、また、病院会計及び企業会計の起

債額についてもどれぐらいかお尋ねをしておき

ます。

地方公共団体財政健○知事（東国原英夫君）

全化法に基づく健全化判断比率については、現

在、国において具体的な算定方法等の検討が行
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われているところでございますが、御質問のと

おり、地方自治体の財政状況を総合的に判断す

るため、公営企業や地方公社、第三セクター等

を含めた指標の作成が必要になっております。

本県におきましては、行財政改革大綱等に基づ

き、公営企業経営の健全化や公社等改革を推進

しているところであり、今後も引き続き、こう

した取り組みを着実に進めてまいりたいと考え

ております。

なお、病院事業会計等の県債残高ですが、平

成18年度末時点で、病院事業会計が約369億円、

企業局の３会計合計 電気事業、工業用水道―

事業、地域振興事業などありますが 合計が―

約91億円となっております。

次に移りたいと思います。港○黒木覚市議員

湾管理についてお尋ねをいたします。プレジャ

ーボートの係留につきまして、漁業者との問題

だとか、またプレジャーボートの船主同士の問

題、いろいろお聞きするわけでありますが、今

後の管理の問題、これをどのようにしていくの

か、港湾事務所等に聞きますと、今、検討して

いるというふうには聞くんですが、知事のお考

えを聞きたいと思います。

プレジャーボートの○知事（東国原英夫君）

放置艇は、係留場所をめぐるトラブルや、安全

な船舶の航行、漁業活動、周辺環境等に問題を

引き起こしていることから、早急な対策が必要

かなと考えております。これらの問題を解決す

るためには、係留保管場所の確保と規制措置を

両輪とした対策を推進する必要があり、港湾、

河川、漁港の水域管理者が連携して、利用者と

の調整を図りながら進めていくことが肝要かな

と思っております。このため、プレジャーボー

ト対策の基本的な姿勢を明確にした県の基本方

針を、関係機関や利用者団体等の意見も聞きな

がら、ことし３月に策定したところでございま

す。今後は、この基本方針に基づきまして、地

域ごとに利用者団体や関係漁協等で構成する協

議会で具体的な内容を検討した上で、係留保管

場所の確保と規制措置の実施にあわせて、使用

料についても、施設の状況等に応じた適正な額

を設定し、徴収していくことを考えておりま

す。

宮崎港にありますマリーナ、○黒木覚市議員

ここに係留しているプレジャーボートは、年間

平均して１隻で20万ぐらい使用料を払っている

わけです。ここは、そういうことで、きちっと

トラブルなく係留できているということです

が、非常にいいことだと思います。マリーナに

ついて、台風が来るごとに入り口のほうが堆積

するということで、関係者の皆さんからの声を

聞いておりますが、砂のしゅんせつの状況、こ

れはどうでしょうか。県土整備部長、お尋ねを

いたします。

宮崎港マリー○県土整備部長（野口宏一君）

ナでございますが、毎年、特に台風襲来時でご

ざいますけれども、港口に砂の堆積が見られ、

航路確保のためにしゅんせつをしているという

ような状況にございます。今年度、４月にしゅ

んせつを行いましたが、台風４号、５号により

まして、さらに砂が堆積し、航路の安全の確保

ができなくなりましたため、しゅんせつ工事を

再び発注いたしまして、今月末にはそのしゅん

せつも完了するというような予定でございま

す。船舶の航行につきましては、定期的な測量

を行い、安全航行に必要な水深が確保されない

場合は、航行制限を行っているところでござい

まして、利用者の皆様に対しましては、入出港

の禁止措置が１カ月以上になる場合には使用料

を免除しているところでございます。県といた
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しましても、利用者の安全航行、利便性の確保

のため、今後とも速やかな水深の確保に努めて

まいりたいと思っております。

次に、鳥インフルエンザにつ○黒木覚市議員

いてお尋ねをいたします。先ほどは知事のほう

から、宮崎モデルを構築して今回、補償等を

行ったということでありますが、宮崎県の３農

場におきましては、ブロイラーがあり、種鶏場

があり、レイヤー 採卵鶏ですね があっ― ―

たんですが、ブロイラーとか種鶏は平飼いです

から、今回たくさん鶏が死んだわけです。5,000

羽近く死にました。ですから、宮崎方式という

のは、そういうところには非常に合っているか

なというふうな感じがするんです。ただ、新富

町で発生しました分につきましては、ここは採

卵鶏が約10万羽でございますね。そのうち、20

数羽しか死んでいない。岡山県のように５分の

１の県の補償ということになりますと、ここで

は10万羽の５分の１ですから２万羽ですね。２

万羽は補償されないわけです。かなり大きな農

家負担になってきております。ということは、

仮に１羽が1,200円のときには2,400万ぐらいの

自己負担があったわけです。非常に農家として

も大きな負担だなというふうに思っていますの

で、こういう方法が全部に ３農場が違う中―

で本当によかったのかなというのは、私も心配

しているところです。この点について知事、ど

うでしょうか。

岡山県の場合は、５○知事（東国原英夫君）

分の１の上乗せ助成というのは、通報奨励金と

して出されたものだと伺っております。宮崎モ

デルについては、農家の損失とか口蹄疫などの

法定伝染病等、過去の発生時の支援措置を含め

て総合的に勘案させていただき、決定したとこ

ろでございます。今後発生した場合において

も、今回の対応措置を踏まえまして、経営支援

を検討していくことになると思います。

今言うように、農家によって○黒木覚市議員

かなり差が出てくるということについては、認

識をしていただいておいたほうがいいなという

ふうに思いますので、今後の課題として、ひと

つ知事も頭に入れておいていただきたいという

ふうに思います。

それから、日向市内の農家は経営を再開いた

しました。これはブロイラーですから、意外と

早く再開できたのかなというふうに思います

が、あと２農場、新富、清武、この農場の状況

を部長、教えてください。

お答えいたし○農政水産部長（後藤仁俊君）

ます。

清武町につきましては、鶏舎内で発酵消毒し

た鶏ふんの処理は終了いたしておりますが、経

営者が所有しておられます他の３農場を含め、

全体的な経営計画の見直しを検討しているとい

うふうに聞いております。新富町につきまして

は、現在、鶏舎内において鶏ふんの堆肥化処理

を行っており、経営再開に取り組んでいると

伺っております。

今後の対策ですが、いろいろ○黒木覚市議員

国のほうからも発表がございました。先ほど

言ったとおりでございますが、私が２月議会で

言ったとおりのような報告があったのかなと私

は思っているんです。というのが、ほとんどが

ネズミなんです。野鳥といいますけれども、野

鳥というのはスズメなんです。鶏小屋に入って

くるのは、ほかのものはありません。鳥であれ

ばスズメ、小動物であればネズミしかないんで

す。イタチと思ったら間違いです。イタチじゃ

ありません。イタチは、これは長くなるので言

いません。そういうことで、これから、部長、
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ネズミ対策 今、県の職員の中には獣医さん―

が70名以上いるでしょう。そういうチームでど

うやってネズミ対策をするかをやらないと、も

うやがて渡り鳥が来るんですよ。あと２～３カ

月したら渡り鳥が来るわけですから、早く対策

をしないとと、私はずっと言っているんです。

ですから、そういう専門家がいる中で、もう

ちょっとネズミをどうするか、この辺はネズミ

対策を何か考えているんでしょうか。

農場における○農政水産部長（後藤仁俊君）

ネズミの侵入防止対策についてであります。発

生防止対策につきましては、清掃、消毒などの

飼養衛生管理の徹底はもちろんのこと、やはり

ネズミ等の野生鳥獣の侵入防止をしっかり行う

ことが最も重要な対策と考えております。この

ため、現在、県内1,000戸の養鶏場に家畜保健衛

生所の職員が緊急立ち入りしまして、殺鼠剤の

設置、施設の修繕などの侵入防止対策や定期的

な駆除が実施されているかどうかチェックをし

まして、適切な対応が図られるように指導して

いるところでございます。以上であります。

知事、先ほど申し上げました○黒木覚市議員

ように、あと２～３カ月したら渡り鳥が来る。

もう二度とこういうことが起こらないように徹

底した指導、これはやっぱり知事が指令を出

す、その辺はどうでしょうか。

この原因究明なんで○知事（東国原英夫君）

すが、国の調査結果を見ましても、具体的な原

因の特定に至っておりません。野鳥や野生動

物、あるいは人かもしれないということもある

わけでございますが、野鳥や野生動物に関しま

しては、侵入防止対策とか衛生管理の徹底な

ど、発生防止に向けて可能な限り対応を行うよ

うに、家畜保健衛生所職員等に既に指示はして

おります。

後がありますので進みます○黒木覚市議員

が、地頭鶏についてちょっとお聞きしておきま

す。今年の初め、ＪＡ日向のひなセンターが整

備されまして、本格的な生産活動が始まるわけ

であります。県全体で現在30万羽、これは小林

が20万羽、日南が10万羽というひなセンターが

あるわけですね。今回、日向のほうに20万羽、

ＪＡのほうでつくっていただきまして、ようや

く50万羽体制かなというふうに思いますが、農

政水産部長、この50万羽体制はいつごろ確立が

できるんでしょうか。

みやざき地頭○農政水産部長（後藤仁俊君）

鶏が50万羽の生産体制となる時期につきまして

は、今お話のございましたように、平成19年３

月にＪＡ日向のひなセンターが完成しまして、

小林、日南のひなセンターと合わせて３カ所の

素びな供給体制が整備されたところでありま

す。今後、新規生産者の確保など農家の生産体

制を整備することによりまして、21年度には年

間50万羽を生産できる体制とする計画でござい

ます。以上でございます。

地頭鶏につきましても、知事○黒木覚市議員

が先頭になってＰＲ・宣伝していただいており

ます。非常に売れている。また、品物も足りな

いという状況であります。こういうことについ

ては、今度の50万羽体制というのはよかったか

なというふうに思っています。知事、今後、ま

だこれからも推進すべきだと思いますが、知事

の考え方。先日、「冷や汁そのまんま汁」とか

何とかいうのが出ましたね。やっていました

ね。これはいいことかなと思いましたけれど

も、何か非常にＰＲ等やっておりますが、知

事、みやざき地頭鶏の今後のＰＲ等まだ続けて

いかれますか。

「冷やしそのまんま○知事（東国原英夫君）



- 316 -

平成19年９月20日(木)

汁」じゃなくて、「冷やし国原汁」、冷や汁と

冷やし、東国原をかけた、そういったことだと

思います。大変おいしゅうございます。新しい

宮崎の郷土料理になるんじゃないかと思うぐら

いでございました。

それはさておき、地頭鶏の話でございます

が、地頭鶏というのは、私は本当にすぐれた地

鶏の食材だと考えております。これは日本に誇

れる、宮崎を代表できる農産物ブランド品じゃ

ないかなと思っています。平成19年３月にブラ

ンド化させていただきまして、今、33万羽とい

うことで、これを50万羽体制にするということ

でございますが、私はそれでも足りないぐらい

だと思っておる次第です。しかし、生産体制を

強化してくれといっても、一朝一夕にはできな

いものでございますが、これはマンゴーも一緒

なんですけれども、できる限り生産あるいは供

給体制を強化していくように尽力していきたい

と考えております。

皆さんにこれをお配りしてお○黒木覚市議員

ります（資料を示す）。これを見たら一目瞭然

わかると思うんですね。一番上の写真は、木材

搬出方法です。これぐらい重機が入っていると

いうことなんです、山の上までですね。こうい

う伐採の方法が今、県内各地でやられているん

です。これは外山議員から写真を提供していた

だきまして、立派に撮れたんですが、下のほう

の左端、これが残材なんです。材木を切って、

出さない部分がこうやって積まれていくわけで

す。これが雨が降ると流れ出して、海のほうま

で出ていって非常に今、困っています、海岸線

がですね。こういう状況になっていくんです。

ですから、こういう伐採の方法をもうちょっと

今から考えていただかなければだめだなという

ことで、これは出しました。

それから、２枚目が住宅の建築状況です。昭

和32年から載っておりますが、一番住宅ができ

たのが、昭和46～47年ぐらいからですね。とい

うのは、この時期が その裏を見てくださ―

い。その裏の表が木材価格です。３万円台とい

うのは、住宅がそれだけできたということなん

です。住宅建設ができました。これは木材価格

です。これは昭和33年からですね。県森連から

いただきました資料です。木材価格です。現在

は、18年、１万円ちょっとですが、19年はもう

ちょっと上がっている感じでございますが、大

体こういう状況です。その下のほう、横に書い

てありますが、昭和42年から1,000円と書いてあ

るのが、これは山林作業員の日当です。昭和42

年は1,000円だったんですね。これぐらいの金額

でした。現在は１万1,300円ですが、それぐらい

賃金は変わってきております。ということは何

を意味するかというと、住宅建設と木材単価と

いうのは上がってきております。しかし、もう

一つ、２番目の表を見てください。木造率とい

うのがあるんです。木造率がだんだん下がって

きているんです。昭和30年は78％が木造住宅で

した。現在は43％。それだけ木造住宅というの

が少なくなりました。これは、皆さん、この宮

崎周辺を見ましても、マンションがどんどんで

きているということです。ですから、木造の需

要率がどんどん下がっているんです。そこで、

環境森林部長、もう私は中国木材の話はしませ

ん。私が話すと長くなるから、話しません。先

ほど太田議員のほうがやりましたが、県はまだ

今、見守っているということですから、それで

いいです。しっかり地元の業界の皆さんと話し

合いをしていればいいですが、環境森林部長、

今、木材が上がらない最大の理由というのは何

ですか。どういうふうに考えていますか。
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木材価格につ○環境森林部長（髙柳憲一君）

いてでございますが、木材価格は、一般的に需

要量、供給量、それから木材を取り巻くさまざ

まな情勢 今ございます そういったもの― ―

によって定まる市場価格でございます。木材価

格が上がらない主な要因といたしましては、一

つには、安価な外材の輸入量の増加、また、今

お話のありましたように、住宅着工戸数の減少

などがあるものと考えております。なお、最近

では、原油高や中国等における木材需要の高ま

りなどから、外材価格が上昇しまして、一部の

住宅メーカーなどでは、原材料を国産材にシフ

トする動きも見られるため、長期的には国産材

の需要が増加をし、価格も上向いていくものと

考えております。

先ほど言いましたように、外○黒木覚市議員

材が少々減ったって、木材の需要が伸びないと

だめなんです。なかなか木材の需要が伸びてく

れない。やっぱり市場ですから、市場価格です

から、業界の皆さんは、市場に行っていいもの

をできるだけ安く買おうとするんです。市場と

いうのはそんなものですよ。みんな安く買おう

安く買おうとするんです。それで、森林組合が

関係している製材所あるいは市場は、県内にど

れぐらいありますか。地域的にも教えてくださ

い。

県内の森林組○環境森林部長（髙柳憲一君）

合等が関係している製材工場等についてであり

ますが、事業主体となっているものが９工場で

ございます。出資しているものが11工場の計20

工場ございます。地域別に見ますと、実施主体

あるいは出資しているもの合わせまして、一番

多いのが耳川流域でございまして、７工場でご

ざいます。次に、大淀川流域が５工場、広渡川

流域が４工場、五ヶ瀬川流域が３工場、そして

一ツ瀬川流域が１工場の計20工場となっており

ます。

わかりました。耳川流域が一○黒木覚市議員

番多いのかなと思うんです。なぜこれを聞くか

といいますと、既存の製材工場と 森林組合―

とか地域の市町村が関係している製材工場は価

格を下げることができたんです 価格競争し―

てきたんです。１立米６万円ぐらいでひいて

おったものをそれ以下に下げたら、地元の製材

業者はもたない。でも、それを５万7,000円とか

５万6,000円とか下げてもついていったのが森林

組合なんです。製材工場なんです。それはやっ

ぱり山元でありますから、ついていけた。だけ

ど、そういうものがついていけなかった日向周

辺の製材工場、大型製材工場は、たくさん倒産

をしました。それは競争についていけないんで

す。日向周辺はほとんどなくなりました。大き

な製材所が減ってきました。今、都城です。南

のほうはそういう競争が少なかったんです。で

すから、都城には大きな工場がどんどん 製―

材工場がもっているんです。公的とか森林組合

とか、そういうものが後ろから支援していると

意外ともつんです。でも、これからです。これ

からもたない。これからが大変です。

今の相場、例えば木材のＡ材、Ｂ材でいいで

す。Ａ材とＢ材、知事、どういう分け方かわか

りますか。大きさじゃないんです。違うんで

す。こういう分け方と簡単に言いますと、Ａ材

は転がしてください、ころころっと転げます。

ころころです。Ｂ材は少し曲がる。ごろごろな

んです。ころころいかないんですよ。だから、

簡単に分け方ができるんです。大きさは一緒で

すよ。私は中国木材の伊万里工場に行って、見

ました。見ましたら、これがどうしてＢ材かと

いうのがたくさんあるんです。それはわずかに
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曲がっているだけです。今から中国木材がＢ材

しかとらないというんです、Ｂ材。なぜです

か。Ｂ材は今、１万円とします。Ａ材は１

万3,000円か１万4,000円なんです。木材が全体

が余ってきたら、Ｂ材にいけばＢ材は何ぼでも

ひくんです。ということは、価格はまた下がっ

てくるんです。Ｂ材の中にＡ材が入るんですか

ら。ということは、価格は上がらないじゃない

ですか。だから、中国木材は、Ｂ材、Ｂ材、あ

そこはＢ材しかひかないんです。Ａ材は高いん

ですから。それも頭に一つは入れておいてくだ

さい。それは余談でいいです。それぐらい今、

価格が上がりにくいんだということを言いたい

んです。

今度は林業公社の話をちょっとします。もう

時間がありませんが、林業公社は知事が代表質

問の中で継続をすると、このまま残すというこ

とを発表されたわけですが、知事、林業公社を

平成80年 私たちはいますかね。だれもおら―

のじゃないですか、平成80年 60年先まで先―

送りしたんです。先送り、これを決定したんで

すから、この責任は、よほど何かないと、県民

に説明できないといかん。そういうものがない

と、333億円ですからね、ここの借金が。知事が

言われたように333億、これを先送りしたんです

から。じゃ、その責任をどういうふうにするの

か、どういうふうに説明するのかというのは、

やっぱりきちっと知事がしておくほうがいいか

なと、まずお聞きしておきます。

林業公社は、設立当○知事（東国原英夫君）

初から森林整備に必要な経費を主に借入金で賄

うこととされたことや、収入が得られる本格的

な伐採時期を迎えていなかったことから、多額

の債務が累積してきたものであります。このよ

うな中で、木材価格の長期低迷によって、将来

にわたって厳しい経営環境が予測されますこと

から、平成17年度から３年間を集中改革実施期

間といたしまして抜本的改革を進めて、累積債

務の解消に取り組んできたところでございま

す。この改革の取り組みと並行して、平成17年

度に設置した弁護士、税理士等の有識者から成

る林業公社基本問題等研究会や、平成18年度の

包括外部監査により、公社としての存続が適切

である旨の提言・意見をいただいたところであ

ります。これらを踏まえまして、本年３月に副

知事を座長とする検討会議を設置しまして、森

林整備を進める上での林業公社の必要性や県の

財政負担を最小限にする観点から、県営林への

移行、公社としての存続、他団体との統合、そ

れらについて総合的に検討してきた結果、公社

としての存続ということが最も適切と判断した

ところでございます。

林業公社、各県ありますが、○黒木覚市議員

これを県有とする県が出てきましたよね。この

あたり、宮崎県と違うところ、例えば大分とか

岩手とかありましたね。こういうところの状況

をちょっとお話しください。何か違うところは

どうなのか。部長でいいです。

全国で林業公○環境森林部長（髙柳憲一君）

社というのは、18年度末現在で38都道府県に42

公社がございます。そのほとんどが多額の累積

債務を抱えておりますことから、その解消に向

けた経営改善が課題となっております。このよ

うな中で、秋田、岡山の２県が公社として存続

を決定し、長野、滋賀の２県が存続の方向で検

討中であります。一方、今お話にありました岩

手、大分の２県が既に公社を廃止して県営林へ

移行し、神奈川県が県営林への移行を決定して

おります。なお、廃止を決めた県では、30年生

以下の若い育成途上の分収林が約７割を占めて
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おりまして、今後も多大な育林経費を必要とす

ること、それとまた、高齢級間伐に対する国庫

補助事業あるいは県の無利子貸付金に対する特

別交付税措置など、国による支援制度があるわ

けですが、この制度が廃止を決定する時点で創

設されていなかったことなどが主な理由と聞い

ております。

○黒木覚市議員 今言われますように、２つに

大体方向が分かれたかなというふうに思います

けれども、まだ公社で残すほうが多いというふ

うには思っています。今、林業公社には県の無

償の貸し付け―無利子ですね―これを159億

円、県から貸し付けていますね。今後、これか

らまだ貸し付けもふえていくわけです。最終的

にはどれぐらいの県の貸し付けになる予定なん

ですか。そこを今、計算してあるんですか。部

長でよろしいですかね。

○坂口博美議長 すぐ答え出ないですか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） ちょっと時間

をいただけますか。

○坂口博美議長 質問の都合、差し支えないで

すね。次に進んでください。

○黒木覚市議員 ちょっと調べてくださいね。

総務部長、毎年恐らく、15億円ぐらい入れて

いますかね。年間15億ぐらい公社に入れていま

すよね。そのうち林業公社の収入は、150ヘクタ

ールから200ヘクタールぐらい切ったとき、２億

から３億です。今、入ってくる収入はですね。

これをまだずっと続けていくわけですが、さっ

き言いましたように、60年間先送りしたという

のは、我々の責任を何か逃れているのかなとい

う気もしてならないんです。知事、国の拡大造

林政策で行った事業でありますね、これ、最初

は。全国知事会で国に対して支援の要望をすべ

きじゃないかと思います。これまでもしている

と思うんですよ。だけど、今後、知事がもっと

声を大にしていくべきじゃないかと思います

が、どうでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 林業公社の経営安定

を図るためには、これまでも全国知事会を初

め、林業公社を有する各県と連携しながら、抜

本的な経営改善のための支援制度に加え、新た

な金融制度や地方財政措置など、国や農林漁業

金融公庫に対して強く提言・要望を行ってきた

ところでございます。こうした取り組みの結

果、平成18年度には、高齢級間伐に対する国庫

補助事業や県の無利子貸付金に対する特別交付

税措置などの支援制度も創設されたところでご

ざいます。今後とも、全国知事会等を通じて、

国等に対して支援制度のさらなる拡充を働きか

けてまいりたいと考えております。

○黒木覚市議員 お答えがありませんが、次に

移りたいと思います。時間がございませんの

で。国道10号の台風４号による災害が、美々津

の次、幸脇地区というところで出まして、６時

間ぐらい渋滞が続きました。それを通り抜ける

のに４時間以上かかる。大変でございます。こ

の地区は渋滞の起こる地区なんです。というの

は、交通事故でありましても２時間ぐらい渋滞

が起こる。常襲地帯なんです。というのは、迂

回路がないわけです。この地域には、美々津か

ら平岩の間は10号線に迂回路が非常に少ない。

山間部でもありますので、地元でもここに何と

か迂回路があると早く通れるんだがなという希

望がございます。知事に見ていただきました

が、ここの復旧状況、これから復旧はいつごろ

になるのか、お答え、これは県土整備部長で

しょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） ７月13日、台

風４号による土砂崩れで、美々津地区の国道10
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号及びその近接にございます市道が全面通行ど

めになっております。国道10号につきまして

は、国の迅速な対応によりまして、被災当日に

は片側での通行が可能になりまして、２日後に

は全面開放をしていただいているところでござ

います。ただ、まだ応急的な復旧だけでござい

まして、のり面工事が残っております。これに

つきましては、10月末までに完了する予定と

伺っているところでございます。また、隣接す

る市道につきましては、先週でございますけれ

ども、国の災害査定を受け、早期に復旧を図る

予定であると伺っております。以上でございま

す。

○黒木覚市議員 国道10号のこの周辺は、県の

関係は県道土々呂線というのがあるわけです

が、この改良も今、進んでおるところです。こ

れが少し改良ができますと、また緩和されると

いうところがございます。それから、中野原美

々津線、ここも一部、迂回路にかかってくるわ

けですね。この線が改良されると、かなり迂回

路ができるなと思うんですが、この件について

は知事にお尋ねをいたしましょうか。

○知事（東国原英夫君） 県道の土々呂日向線

平岩地区につきましては、東九州自動車道日向

インターチェンジのアクセス道路でありまし

て、国道10号線の渋滞緩和を図るための道路と

もなっております。これまでに、ＪＲ日豊本線

との立体交差部の工事などを行い、本年度は、

赤岩橋や国道10号との交差点部の工事を実施す

ることとしており、平成20年度には開通させた

いと考えております。県道中野原美々津線につ

きましては、これまでに広域農道との接続部を

含む２区間600メートルについて拡幅を完了した

ところであり、現在、引き続き幸脇地区で改良

工事を進めております。これらの道路につきま

しては、市道や農道と一体となって、国道10号

の迂回路となりますことから、引き続き早期完

成に向けて、整備推進を図りたいと考えており

ます。

○黒木覚市議員 ありがとうございました。県

道改良することによっても、かなり迂回路がで

きて、随分ここの渋滞が緩和されるというふう

に思っておりますので、ぜひ進めていただきた

いというふうに思います。

もう１カ所この中で、平岩の中に籾木地区と

いうのがございます。この籾木地区は、ちょう

ど広域農道と10号線の中間あたりにあるんです

けれども、市のほうで市道改良を始めたところ

でございます。しかし、籾木地区から広域農道

の間が、ここは農村地帯ですが、まだここの計

画がございませんが、振興局とも今お話をして

いるんですけれども、ぜひ県のほうで、この部

分を何とか農道改良等でやっていただければ、

これも迂回路の一つになるがなというふうに

思っております。この取り組みにつきまして、

農政水産部長にお尋ねをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 日向市籾木地

区から広域農道までの農道整備計画についてで

ございますけれども、農道整備は、農畜産物の

効率的な輸送体系の確立、さらには農作業の効

率化、農村地域の生活改善を実現するなど、農

村地域の持続的な発展を支援する上で重要でご

ざいます。お尋ねの農道整備計画につきまして

は、事業の採択要件、事業効果など、総合的な

観点から検討する必要があると存じますので、

今後、日向市と協議してまいりたいと存じま

す。以上です。

○坂口博美議長 ここで、環境森林部長に追加

での答弁を……。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県の無利子貸
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し付けについてでございます。公社の伐採収入

が安定をします平成37年度まで、一般財源を充

当して無利子貸し付けを継続していただく必要

がありますが、平成20年から37年度までの一般

財源の所要額が約122億でございます。なお、県

貸付金残高のピーク、これは平成37年度で298億

円ということでございます。

もう時間がございませんが、○黒木覚市議員

林業公社につきましては、これから委員会等で

も十分また御議論、御審議をいただきたいと思

いますし、今言うように、県からの無利子貸し

付けが、これだけだんだんまたふえていくんで

す。大変なことだなというふうに思いますの

で、この件については知事のほうも、先ほど申

し上げましたように、国にもしっかりお願いを

していただきたいというふうに思います。以上

で質問を終わります。（拍手）

次は、16番外山良治議員。○坂口博美議長

〔登壇〕（拍手） 社民党の外○外山良治議員

山でございます。

犬と人間の出会いは約５万年前で、猫は4,000

～5,000年前と言われています。日常的なつき合

いの中から、犬には嗅覚、聴覚、足の速さなど

人間にはないすぐれた能力があり、人間の感情

への理解力、協調性もあったことから、猟犬や

番犬、さらに能力を最大限使った警察犬、盲導

犬、介助犬、救助犬等々、人間との共生社会を

築いてきたと言われています。一方で、人間の

身勝手な都合により、平成元年から16年、厚生

労働省の統計によると、約300万頭の犬が狂犬病

予防法を根拠法として殺処分されています。現

状打開のため、動物虐待の防止、動物の適正な

取り扱いに関する事項を定め、生命尊重、平和

の情操の涵養に資すること等を目的として昭

和48年に制定された動管法、いわゆる「動物の

保護及び管理に関する法律」が、平成17年、

「動物愛護管理法」に改正され、平成18年、施

行されています。きょう９月20日は、同法第４

条で動物愛護週間と定められています。知事の

動物愛護に関する認識について答弁を求めま

す。

また、担当部長には、同法２条、３条、４条

における取り組み及び実績等について答弁を求

めます。狂犬病予防法に基づく18年度の処分頭

数について答弁を求めます。

２問以降は質問席で行います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

まず、動物愛護法に対する認識であります

が、犬の管理につきましては、狂犬病の発生を

防止する目的等のため、狂犬病予防法により所

有者に対して犬の登録等の義務が課せられてお

ります。他方で、犬や猫等、動物の愛護と管理

につきましては、昭和48年に「動物保護管理

法」が制定され、平成11年に同法は「動物愛護

管理法」へ改正されたところでございます。こ

れらの法律の整備につきましては、人々の生活

における身近な動物の重要性の高まり等を踏ま

えて、従来の動物による危害の防止から人間と

動物との共生へと、動物に対する考え方の転換

が進んできているものと認識しております。

次に、動物愛護に対する基本的な考え方につ

いてでありますが、犬や猫等、動物との触れ合

いは、生命を尊重する意識や情操の涵養に寄与

するものと考えております。一方で、捨て犬や

動物虐待等も社会問題化しており、動物は人間

と同じく命ある存在であるという認識のもと、

人と動物とのよりよい関係づくりに向けて、動

物の適正な飼養の推進など、動物愛護に関する
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各種施策に取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上です。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（宮本 尊君）

えいたします。

動物愛護法第２、３、４条への対応について

であります。まず、第２条の基本原則について

であります。これまで動物愛護法の基本原則に

従いまして、動物の命の大切さや虐待防止、適

正な飼育や動物の取り扱いについて普及啓発に

取り組んでいるところであります。

次に、第３条の普及啓発についてでありま

す。小学生等に対する適正飼養教室 適正な―

養い方の教室 や一般家庭の飼育者に対する―

犬のしつけ方教室等を各保健所単位で実施して

おり、平成18年度は延べ56回開催したところで

す。また、インターネットに「みやざきドッグ

愛ランド」という動物愛護に関するホームペー

ジを開設し、啓発に努めております。

最後に、第４条の動物愛護週間についてであ

ります。本県におきましては、動物愛護週間行

事は、台風とか残暑の影響を考えまして、毎

年、法が規定する９月ではなく、11月上旬に県

獣医師会との共催により「みやざき愛犬まつ

り」として実施しております。行事内容は、子

犬の譲渡会や動物との触れ合い教室などであ

り、ことしは動物愛護団体の活動紹介コーナー

や環境省による動物愛護啓発コーナー等も予定

しておるところでございます。

次に、犬の処分についてでありますが、平

成18年度、犬は保護頭数が1,814、持ち込まれた

犬の引き取り頭数が2,117、合計で3,931頭でご

ざいました。このうち、3,476頭を処分しており

ます。以上でございます。〔降壇〕

担当部長、今、3,931の中○外山良治議員

で3,476を処分したとおっしゃいましたよね。厚

労省の処分の定義、御存じですか。答弁してく

ださい。

いえ、存じて○福祉保健部長（宮本 尊君）

おりません。

昨年の国会において厚労省の○外山良治議員

政務次官は、処分というのは２通りあると。い

わゆる殺害する殺処分、譲渡する、これが政府

・環境省の定義です。その定義に基づいて、預

かった犬・猫、何匹、何頭を殺処分して、そし

て何頭、何匹を譲渡したのか、答弁してくださ

い。

今の定義でい○福祉保健部長（宮本 尊君）

きますと、3,476頭を殺処分して、譲渡もしくは

返還が、差し引きで455頭ということになりま

す。

今、答弁をいただきましたよ○外山良治議員

うに、２条、３条、４条では、動物を大事にし

ようと、生命を大事にしようと、あなたはおっ

しゃいました。ところが、圧倒的多数は殺処分

をしているということが明らかになりました。

これについて、例えば今後どういうふうにワン

ワン、ニャンニャンと共生社会を築いていくの

か、これについて答弁していただきたいと思い

ます。

おっしゃるよ○福祉保健部長（宮本 尊君）

うに、かなりの比率で殺処分をしておるわけで

ありますけれども、一方で、先ほど申し上げま

したホームページ上での犬の譲渡の仲介、ある

いは「愛犬まつり」においても同じように犬の

譲渡、こういったことを進めておりまして、で

きるだけ新しい飼い主を見つけるという方向で

やってはおりますが、数字的には先ほど申し上

げたようなことでございます。

知事初め担当部長は、今後、○外山良治議員

譲渡というものを柱として取り組んでいくとい
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う答弁がございました。ぜひお願いしたいと思

います。動物愛護法の第２条では、「何人も動

物を殺し、傷つけ、又は苦しめることがないよ

う」とうたっております。「適正に取り扱うよ

うにしなければならない」と記述してありま

す。本県の場合は、先ほど答弁がありましたよ

うに、ほとんどを殺処分している。負傷犬は治

療を受けることなく、痛みを我慢しながら殺処

分を待っているわけであります。第２条との整

合性についてどのようにお考えでしょうか、担

当部長。

確かに動物と○福祉保健部長（宮本 尊君）

いうのは生命あるものでありますので、できる

限り殺処分というのは避けたいところではあり

ますが、一方で、犬管理所の収容力の問題もあ

ります。そういうことで、２条の精神には反す

るかもしれませんが、処分をせざるを得ないと

いう状況であります。

遺失物法が改正されます○外山良治議員

ね。12月10日から施行されると伺っています。

犬、猫等の取り扱いはどのようになるのか、ま

た18年度の県内拾得届け出数、返還頭数及び保

管期間について答弁を求めます。

お答えいたしま○警察本部長（相浦勇二君）

す。

現行遺失物法による取り扱いは、御案内のと

おり、通常の遺失物と同様でございますので、

警察署長に遺失物として届けられますと、法に

定める措置、手続に服するということになりま

す。この法改正によりまして、今後、所有者が

判明しない場合の犬・猫で拾得者に取得する意

思がない場合は、都道府県が引き取るという枠

組みになりました。したがいまして、今後、そ

ういう措置を12月10日以降するということにな

りますが、御質問のありましたデータでござい

ますけれども、一応18年度を拾ってまいりまし

たけれども、県内で拾得された犬に限ってでご

ざいますが、532頭、このうち322頭が遺失者の

方に返還をされていると、こういうようなデー

タでございます。以上です。

私がなぜこういったことをお○外山良治議員

伺いするかと申し上げますと、例えば遺失物法

では２週間の保管期間がありました。ところ

が、狂犬病予防法と動物愛護法については、そ

の定めがない。担当部長、ですから、狂犬病予

防法では２日公示、次の日に殺処分となる。動

物愛護法またはそれに基づく県条例、この保護

期間というものをどう考えているのか、担当部

長の答弁を求めます。

現在、動物保○福祉保健部長（宮本 尊君）

護管理所で保護した犬につきましては、告示し

て２日間、その後、殺処分ということになって

おりますが、現実には、保管用のおりの空き状

況等を勘案しながら、保護犬の保管期間を延長

しておるところでありまして、特に首輪をつけ

た、これは明らかに迷い犬だなというような犬

については配慮しております。その結果、昨年

度も一番長い期間で９日間の保管後に飼い主に

返還したものもございます。

行政の都合によって犬を殺処○外山良治議員

分するか、そういったものは困りますよ。例え

ば関係法の趣旨、県の条例に基づいて 例え―

ばこれは私ごとで恐縮ですが、私が100万円落と

しても３日しか捜しません。ところが、うちの

犬が迷い犬になったら１年でも捜します。それ

くらい自分たちが飼っている犬・猫というのは

いかに大事か。阪神・淡路大震災のときに、私

も兵庫におりましたから、何回も行きました。

電柱にこう書いてあります。「飼い主危篤、す

ぐ帰れ」、犬の写真が張ってある。それだけ家
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族にとって犬・猫というものは大事なわけで

す。それを犬管理所のスペースがあいているか

らこの子は７日、あいておらんから２日公示、

次の日は二酸化炭素で空気を抜いて殺処分、こ

れは到底許されない。ですから、全国23都府県

が動物愛護センターをつくっております。あ

と、政令市、中核市等々を入れると、47都道府

県中、恐らく40ぐらいはあると思いますよ、動

物愛護センター。宮崎はない。しかし、こう

やって遺失物法が改正になって、犬・猫合わせ

たら、恐らく年間に7,500頭ぐらい殺処分してい

るでしょう。それにあわせて、遺失物法の改正

で大体500ぐらいまた新たに加わる。ですから、

このタイミングをしっかりとらまえて、宮崎県

の愛護センター、その前段としてどうあればい

いか。今、財政が非常に厳しい。例えば宮崎市

の場合には、そういった状況を踏まえて対応予

算というものを当初で300万計上しています。宮

崎県の場合はどうなんでしょう。答弁してくだ

さい。

遺失物法改正○福祉保健部長（宮本 尊君）

に伴いまして、県としても今、対応を検討して

おるところでありますけれども、いずれにしま

しても、県内３カ所にあります動物保護管理所

での保管期間の延長を検討していきたいという

ふうに考えております。

昨日の教育長の答弁の中で、○外山良治議員

「生命を大切にする教育を今後とも積極的に取

り組む」とありました。私も全く同感です。

「すべての大人は、すべての子どもの教師た

れ」とも知事は言われました。こういった大人

が年間約7,500頭もの犬・猫を殺害している事実

を子供たちが知ることになったら、これがすべ

て空虚な言葉になると思います。

昨日、私のめいが勤めている神戸市の愛護セ

ンターに電話をしてみました。「子供たちは、

よく遊びに来るか」と。そうしたら、土日は祝

日も含めて友達が犬の散歩にたくさん訪れる

と。ところが、宮崎県の３カ所の犬管理所、子

供たちが遊びに来ますか。もう質問しません。

ないというような顔をしておられますから。本

当に、こういう生き物を大事にしない県という

ものは、ひいては人間を大事にしないというこ

とに帰着していく。そういうことを申し上げ

て、次に移ります。

本県の場合、自殺対策が最優先課題となって

います。県警本部長にお伺いをします。平成19

年、同18年、死体取り扱い件数は８月末現在で

どのようになっているか、自殺等も含めて答弁

を求めます。

お答えいたしま○警察本部長（相浦勇二君）

す。

まず、変死体の取り扱い総数でございます

が、本年８月末までで967人でございます。昨年

の 1 8年、これは通年でございますけれど

も、1,402人、ことし３分の２でざっと考えれ

ば、昨年よりは少し多目に推移しているような

印象を持っております。また、自殺につきまし

ては、同じく本年８月末までで268人でございま

して、前年に比べまして同期比で16人多くなっ

ております。以上です。

例えばこういった預かり、引○外山良治議員

き取り、捕獲する犬というものを訓練して、感

染症検査をして、血液検査をして、そういった

犬をセラピー犬として利用はできないかという

ことでお尋ねいたします。孤独な高齢者とか精

神的な病気を持つ患者などが、抱いたりなでた

りすることで安心感が生まれ、人間のストレス

や孤独感を和らげ、薬物治療ではできない治療

効果があっているということは、世界的に立証
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済みでございます。動物をなでたり、動物に語

りかけたりすることによって、血圧が下がった

り、ストレスが和らいだり、うつ状態がよくな

るということが、臨床的にも証明をされていま

す。今度は答弁してください。

犬等を活用し○福祉保健部長（宮本 尊君）

た高齢者等の対策についてでありますけれど

も、おっしゃるように、核家族化とか高齢化の

進展に伴いまして、犬・猫を飼うことは、伴侶

動物として、ひとり暮らしの高齢者の生きがい

対策とか、孤独死対策の一助になるのではない

かと考えております。しかしながら、本県の現

状としましては、犬の疾病対策とか不妊去勢措

置、しつけ等を施した譲渡適合犬の確保等につ

きまして、整理すべき課題もたくさんあると考

えております。

そういった課題というものを○外山良治議員

動物愛護法で解決しなさいという法律ですか

ら、今後しっかりと対応していただきたいと思

います。

次に移ります。救急医療についてお伺いをい

たします。

宮崎市議時代、思い出に残っている一つとし

て、青島消防出張所廃止反対及び復活運動の取

り組みがございます。行政改革、財政効率化の

もと、廃止議案が提案され、社民党市議団は必

死で反対を訴えましたが、圧倒的賛成で可決、

廃止されました。反対の理由は、廃止された場

合、心肺蘇生対象者は数分の時間の延長が命に

多大な影響を与えること、220号線は行楽シーズ

ン等渋滞が慢性化していること、青島地域は有

病率の高い高齢者が多く、既に高齢化率は23％

であること等でございました。復活運動が実

り、平成７年11月、救急出張所として開設され

ました。私たちが指摘したとおり、廃止された

年の心肺蘇生対象者の生存者数は２名でありま

したが、再開年は生存者が８名と、４倍となっ

ています。青島消防出張所廃止前、後の病院へ

の搬送平均所要時間は、前が21分、後が24分

と、わずか３分で６名の命が左右されたことに

なりました。

西都救急病院調査を行ったとき、記憶は定か

ではありませんが、過去２カ月で９名の心肺停

止死亡者が発生、搬送件数は３倍に急増と説明

がありました。同病院は、平成16年度、外科の

常勤医師派遣が中止、19年６月から内科常勤医

師の派遣が中止、内科医師不在後は、内科病棟

の閉鎖、救急・外来受付時間短縮、２次救急患

者の受診不可となっているようであります。奈

良県で発生した産科救急医療行政が社会問題と

なりましたが、県内でも医師不足が大きな問題

となっています。救急車により搬送された患者

を二次医療圏内で受け入れができず、患者等に

悪影響を与えた問題事例について答弁を求めま

す。また、患者のたらい回し等についてもお願

いをいたします。

現場でどのような○総務部長（渡辺義人君）

問題が起きているかというふうにとらえてお答

えをさせていただきますが、事例を紹介しなが

らお答えをさせていただきたいと思います。

本県での救急車による医療機関への搬送件数

は毎年３万件程度となっておりますが、そのう

ち、９割程度が最初に要請した医療機関で受け

入れられております。これが現況でございます

が、こういった中で、地域内の病院で受け入れ

ることができないなどの理由で、救急車による

搬送に時間を要した事例といたしましては、４

例申し上げますが、次のような報告を受けてお

ります。

まず、心肺停止の例でございます。一つは、
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製材所での作業中に電動のこぎりで大けがをし

た患者の方を、管外の高度な設備の整った病院

に搬送するのに先立ちまして、輸血等の一時的

な処置を行うべく管内の病院に搬送しようとし

ましたが、受け入れ病院の決定に時間を要した

ことから、救急要請から病院到着までに約40分

が経過し、その搬送中に心肺停止となった事例

が１例目でございます。

それから、もう一つが、早朝に自殺を図られ

た患者さんでございますが、管内の病院に搬送

しようとしたが、管内の病院で受け入れること

ができずに、救急要請から管外の病院で受け入

れるまでに約１時間を要し、搬送中に心肺停止

となった事例が２例目でございます。

それから次に、事例は変わりますけれども、

小児科患者の例として申し上げますと、高熱を

伴うけいれんを起こした乳児を管内の病院に搬

送しようとしましたが、土曜日の夕方であった

ために管内の医師が不在でありまして、救急要

請から管外の病院で受け入れるまでに約１時間

を要した事例であります。幸いにもこの事例に

おきましては、乳児は健康を取り戻したという

ことであります。

もう１例でありますが、これは産婦人科患者

の例として申し上げます。この患者さんは自宅

で、妊娠中でありまして破水をいたしまして、

その妊婦さんを搬送しようとしましたが、現場

で分娩が起こりまして、そのことによって時間

を要したこと、それから管内に産婦人科医がお

らず、管外の受け入れ病院確保にも時間を要し

たことから、救急要請から病院到着までに約１

時間10分かかった事例がございます。この事例

につきましても、現在は幸いにも母子ともに健

康というふうに伺っております。以上、４例、

御紹介を申し上げたいと思います。

それから、たらい回しということであります

けれども、今、申し上げた例の中では、これが

たらい回しと言われるかどうか、私も断言はで

きませんけれども、医師が不在であったりと

か、その地区内の病院では処置が困難であると

か、そういった理由で結果として病院の受け入

れ先が決まるまでに時間を要したというような

事例はございます。以上であります。

今の事例は、実際起きている○外山良治議員

中でのほんの氷山の一角であろうと私は思いま

す。というのは、こういった事例というものを

出していくと、行政訴訟の問題とかいっぱい出

てくるでしょう、恐らく。でも、私は、やっぱ

り行政の有意性、財政が厳しい中でこういった

命の格差、これだけはどうしてもあってはいけ

ないと思います。そのことをまず基本的に考え

ていただきたい。こういった現状について、知

事はどのような見解を持っておられるか、答弁

してください。

おっしゃるように、○知事（東国原英夫君）

命の格差はあってはならないと考えておりま

す。医師の確保というのが何よりも重要であり

ますので、大学や医師会とか市町村等関係機関

と協力しながら、今後も医師の確保に最大限尽

力してまいる所存でございますが、これは、私

が考えるに、市町村とか自治体の枠を超えた国

全体の問題であると。昨日もニュース報道の番

組を見ておりましたら、産科等の救急医療の問

題が取り上げられておりました。産科、小児科

の数が少ない。特殊診療科は特に激務でござい

ますので、そういったものの医師の数が不足し

ている。国はずっと医師の数を減らす方向であ

ると。それを政策転換していただいて、ぜひ医

師の絶対数をふやす。ＯＥＣＤ加盟国の中でも

下のほうでございますから、24位か25位だった
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と思いますけれども。そういうような先進国の

中でも医師の数が少ないということもございま

すので、ぜひ国に対しても強く要望してまいり

たいと考えております。

ありがとうございます。思い○外山良治議員

が十分伝わってきました。ぜひその方向で国

そしてまた小林市民病院の件についても、―

本当に私たちにはわからない。地元の県会議員

さんだなと思いながら聞いておりました。やっ

ぱりお金がない。しかし、建てかえが必要だ。

なぜ必要なのか。そのことを私、個人的に胸打

たれた訴えが本当に悲しくなりました。こう

いった現状を十分踏まえて、積極的な対応とい

うものをぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。

それからまた、私、驚いたことは、普通、常

備消防はあるものだとばかり思っていました。

ところが、全国に離島を除いて常備消防組織が

ないのは、たしか20町村程度であったと思いま

すが、そのうち何と７町村が宮崎県北西部に集

中しているということでございました。定住

化、移住促進、町村の潜在能力活用等々言われ

ていますが、安心して住み続けるための基礎的

な条件の整備が最優先であると私は思います。

もう一度知事、よろしくお願いします。私はそ

う思いますが、知事はどう思われるかというこ

とですね。

要旨が少しわかりづ○知事（東国原英夫君）

らかったので、済みません。

総務部長で結構です。○外山良治議員

今、外山議員のほ○総務部長（渡辺義人君）

うから、非常備の全国の状況と本県の状況、御

紹介ございましたけれども、全国で離島市町村

を除いて非常備となっている町村数、これは19

町村ございます。このうちの７つが宮崎にある

ということでありまして、非常に高率で宮崎県

にあるということであります。

具体的に申し上げますと、本県では高千穂

町、日之影町、五ヶ瀬町の西臼杵３町、それか

ら美郷町に諸塚村、椎葉村、西米良村、この７

つでございます。これらが、いわゆる消防本部

のサービスが受けられない非常備の町村という

ことになります。これらの地域については、消

防体制の問題ももちろんございますけれども、

一番問題になりますのが救急体制ということで

あろうと思います。これらの地域における患者

の方々の搬送につきましては、４つの町村で救

急車に医師が同乗する方法、残る３つの町村が

役場職員や外部の事業者により行うというとこ

ろでございます。搬送先については、全市町村

が、１次的には地元にある国民健康保険病院と

いうことでございますが、２次的な対応といた

しまして、救急車や防災救急ヘリを活用いたし

まして管外の高度な設備の整った病院へ搬送し

ているという状況でございます。

したがいまして、今、冒頭申し上げましたよ

うに、実質、内陸部の19町村のうちの７つが宮

崎県に集中しておるというような状況でありま

す。そういうこと等も踏まえまして、特に山間

地域でありますので、これから、過疎化あるい

は高齢化というのが、なお一層進展するという

ふうに私ども考えております。そういうこと等

を踏まえますと、やはり常備化の必要性という

のは非常に高いんではないかと考えているとこ

ろでございます。

常備消防組織がない町村の救○外山良治議員

急病院の現状はどのような課題を抱えているの

か。また、救急搬送について深夜帯の搬送時

間、管外・県外搬送等について答弁を求めま

す。また、問題事例等を挙げて答弁をお願いい
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たします。

外山議員、申しわ○総務部長（渡辺義人君）

けございません。前段のほう、ちょっと私が十

分に質問が確認できませんで、後段のほうでお

答えさせていただきます。

おっしゃらんとすることは、要するに非常備

であるがために、症状の悪化とか、一分一秒を

争うような局面がなかったのかという趣旨であ

ろうと思いますので、そういう趣旨で御答弁を

させていただきます。実は平成18年につきまし

て、先ほど申し上げました非常備の７町村につ

きまして、非常備であるがために問題となった

ような事例はないかということで照会をいたし

ましたところ、１例の報告がございました。こ

の内容は、その患者さんは、くも膜下出血によ

り心肺停止状態に陥ったということでありまし

て、その方を搬送いたしましたが、役場職員に

よる対応であったことから、医療機関の到着ま

でに応急手当てや救急救命処置ができなかった

というようなことでございました。

前段の数値については、私の手元で調べる時

間がございませんので、申しわけございませ

ん。

総務部長、救急救命士、高規○外山良治議員

格車が仮にあったとしても、一般の職員が庁内

で仕事をしていると、そのときに電話があっ

て、どら、行きまひょかと、こういった状況で

亡くなったと。このことは決して軽くはない。

その人の訴え、私、持っています。先ほどおっ

しゃったとおり、くも膜下出血、ＣＰＡになっ

たと。ただ搬送するだけであった。あれでは助

かる命も助からないとする内容の抗議をされ

た。間違いないですよね。こういうことを早急

に改善するために、高千穂に住んでいても、命

の格差はないと。宮崎市に住んでいても、例え

ば心肺機能停止（ＣＰＡ）の状況になっている

患者が、宮崎市と高千穂と五ヶ瀬、美郷、みん

な一緒、こういった県土の均衡ある発展という

ものをぜひつくっていただきたいというふうに

思います。

私は今回、命の格差、そういう切り口で質問

をさせていただいております。人にとって安心

・安全が確保されないと、人口流出が始まりま

す。未利用地、植栽未済地が拡大し、山河の崩

壊を招く。土砂災害が加速度的に多発をする。

結果として、立ち木、岩石が河川周辺の道路、

人家をなぎ倒し、ダムにたまる。あふれ出た木

々は、海まで届き、海浜を埋め尽くして、養殖

等に甚大な影響を与えることとなると思いま

す。つまり、山を守ることは海を守ることにな

ると思います。このような視点から質問をしま

す。県北西部の植栽未済地はどのようになって

いるのか、答弁を求めます。うち、不在地主が

占める割合はどのようになっているか、あわせ

てお願いをいたします。

県内の植栽未○環境森林部長（髙柳憲一君）

済地につきましては、約2,000ヘクタールござい

ます。そのうち、１ヘクタール以上の植栽未済

地が1,211ヘクタールございます。うち、不在村

地主については今、数値を持ち合わせておりま

せんので、時間をいただきたいと思います。

私が聞いた範囲の中では、３○外山良治議員

割から４割は不在地主であろうというふうに伺

いました。つまり私がここで言いたいの

は、2,000の中で県北西部が700ヘクタール、700

ヘクタールの中で不在地主が３割を占める。で

すから、植栽をしようといっても、地主がいな

いから植栽ができない、こういったこともぜひ

考えていただきたいと。もう答弁要りません。

そういった不在地主が放置をしていると、台
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風５号によって山地災害。大崩山の箇所数及び

面積、想定流出土砂量 今回の130カ所、140―

カ所、例のやつですね。それを答弁していただ

きたい。なお、立方メートル表現では、その量

が私はイメージできません。ですから、10トン

トラックで何台分かでお願いをします。

今回の台風５○環境森林部長（髙柳憲一君）

号による山地災害、今、大崩山を中心とする地

域ということでございますが、箇所数は全体で

約150カ所でございます。うち、国有林が約140

カ所、民有林が10カ所でございます。面積につ

きましては、国有林が約30ヘクタール、民有林

が、先ほどの10カ所で約11ヘクタールでござい

ます。想定流出土砂量でございますが、民有林

については約８万5,000立方メートル、10トント

ラックに換算いたしますと、１万7,000台という

ことになろうかと思います。なお、国有林につ

きましては、流出土砂量についてはまだ調査が

進んでおりませんので、数量についてはわかり

ません。

国有林については調査してい○外山良治議員

ないということでございますが、例えば民有林

では11ヘクタールで８万5,000ですね。ですか

ら、これを３倍すれば、この３倍の土砂流出量

になるんです。だから、トラックで言えば５

万1,000、大変ですよね。

もう一回質問します。宮崎県管理、企業局管

理ダム、九州電力ダムの堆砂量はどのように

なっているか、答弁を求めます。ちなみに、住

吉海岸へ養砂する場合、アバウトで結構でござ

いますから、金額はどの程度になるか、答弁を

お願いします。

県内のダムの○県土整備部長（野口宏一君）

堆砂状況でございます。平成18年12月末現在の

堆砂状況でございますけれども、県が管理して

おりますダムが13ございまして、そこの堆砂量

が3,500万立方メートル、これを先ほど議員が

おっしゃられたような形で換算させていただき

ますと、10トンダンプで１台当たり５立方メー

トル積むといたしますと、701万台という形にな

ります。九州電力が管理している19ダムの堆砂

量でございますけれども、これが5,690万立方メ

ートル、これのダンプ換算でございますけれど

も、1,138万台という形になります。

あともう一つ、私のほうからは、宮崎海岸の

ほうに砂を運んだ場合、どのくらいの金額を

今、想定しているかというようなお尋ねでござ

いましたけれども、現在、国へ来年度の新規事

業として新たな海岸保全事業を要望しておりま

す。その中、まだ最終的に工法等が固まったわ

けではございませんけれども、今の段階で一番

好ましいと考えている形でやってまいります

と、大体84億円程度かかると想定しておりま

す。

企業局のダムにた○企業局長（日髙幸平君）

まっております堆積量でございます。企業局で

は、延岡市の浜砂ダム、それから綾川の古賀根

橋ダム、西都市の寒川ダム、この３つのダムを

管理しておるところでございますが、18年12月

現在で約1,138トンということでございまし

て、10トントラックに換算いたしますと22

万7,600台ということでございます。以上でござ

います。

これ３つをすべて足すと約１○外山良治議員

億立方メートル、トラック10トン車で大体５立

米として2,000万台、その金額、１立米１万円程

度ということでございますが、１兆円。これは

莫大なお金ですよね。ですから、山を守るこ

と、先ほど申し上げました。別に企業局はいい

んですが、ぜひこういった視点で今後、環境保
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全というものを考えていただきたいなというふ

うに思います。

先ほどサンマリーナ宮崎の件が出ました。私

は違う角度で質問をしたいと思います。観光宮

崎の再生を目指し、宮崎・日南海岸リゾート構

想を策定し、約300億円の予算で、みやざき臨海

公園が建設されております。サンマリーナ宮崎

は、総工費約172億円で平成13年に開業していま

すが、北側の砂浜が潮流で削られ、マリーナ出

入り口に堆積し、流入する砂を取り除くための

しゅんせつ工事を14年以来11回、計２億1,200万

円が投じられております。12回目のしゅんせつ

工事、先ほどございました工事の予算、県単独

事業か補助事業か、時期等、答弁を求めます。

また、なぜこのようなぶざまな結果となって

いるのか。環境影響調査、その上での構造設

計、建設、開業されたと思います。議会への説

明はどうであったのか、答弁を求めます。開業

して次の年から砂がたまりました。2000万。こ

んなことありますか。私はこれ見るたび、原稿

を書くたび、頭にかっか来るんですが、担当部

長、説明してください。

質問が幾つか○県土整備部長（野口宏一君）

あったと思いますが、初めに、現在のしゅんせ

つの内容であると思いますけれども、量といた

しましては１万1,830立方メートル、ダンプに換

算いたしますと約2,300台分でございます。これ

を台風４号、５号の後に開始いたしまして、９

月中に工事、しゅんせつを完了する予定でござ

いまして、工事費といたしましては2,7 8 7

万1,000円を予定させていただいているというこ

とでございます。

もう一つ、環境調査等を行って、事前にこの

状況が予測できなかったかというお話でござい

ます。通常、河口近くにある港では、一般的に

航路等の水深を確保するため、維持しゅんせつ

が必要となっております。宮崎マリーナにおき

ましても、維持しゅんせつは必要と考えており

ましたけれども、実際、昭和63年、マリーナ計

画策定時の調査を行いまして、そのときには近

年のような埋塞状況ということは予測できませ

んでした。環境影響調査と言っていましたの

が、昭和63年にマリーナ計画策定時に漂砂の予

測調査などの環境調査を行ったということでご

ざいまして、そのときには近年のような埋塞状

況の予測ができなかったということでございま

す。

あと、しゅんせつに関する予算でございます

けれども、県単でやっております。

だれが責任とるんですか、担○外山良治議員

当部長。

これから利用○県土整備部長（野口宏一君）

者の方に迷惑をかけないように、またできるだ

け効率的な形でしゅんせつなどをやっていきた

いと考えております。

11回のしゅんせつした砂はど○外山良治議員

こに投棄されたんですか。答弁してください。

砂につきまし○県土整備部長（野口宏一君）

ては、ちょうど宮崎マリーナの北のほうになり

ますが、大炊田海岸等、現在、海浜の侵食があ

るところに主として投棄してございますけれど

も、一部分については、これからまた住吉海岸

等に投棄していくために、宮崎港内にストック

しておるものもございます。

台風シーズンというのは10月○外山良治議員

です。10月に台風が来てまた堆砂したら、ま

た3,000万かかるんですか。

量のことがわ○県土整備部長（野口宏一君）

かりませんから、3,000万かかるということは申

し上げられませんけれども、やはり利用者の方
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々は、お金を出していただいてマリーナを使っ

ていただいておりますので、しゅんせつのほう

はさせていただきたい、必要だと思っておりま

す。

もう私はわかりません。専門○外山良治議員

家がしっかりとした環境影響調査をして、構造

設計して、建設して、20年前、30年前の開業な

らわかります。13年に開業して、14年から11回

ですよ。毎年２回ずつ2,000万、3,000万かけ

て、一方では財政が厳しい、財政が厳しいと。

しかし、だれも責任とらん。また、台風シーズ

ン、10月に台風が来たら、また掘りますわと。

いつまで続けるんですか。

砂の話で、宮○県土整備部長（野口宏一君）

崎マリーナだけで見るのではなくて、当然、砂

の流れですから、山からずっと始まってくるわ

けですけれども、下流側のほうを見ましても、

宮崎マリーナに砂が堆積する状況にある。その

北側の住吉海岸ですとか大炊田海岸のほうは砂

浜が侵食していくというような状況になってお

ります。そういう意味で、大淀川と一ツ瀬川の

間、この間について砂の移動などをしっかり

と、これから海岸の保全事業とも連携いたしま

して行っていくという予定にしております。

いつまで続けるのかと聞いた○外山良治議員

んです。余分なことは答弁せんで、時間がもっ

たいないです。

今の調査のほ○県土整備部長（野口宏一君）

うは早急に対応していきたいと思っております

けれども、その中で、先ほど言いましたよう

に、いろいろ養浜などもやっていきますので、

今、国のほうに要望している事業の中では約20

年程度期間がかかるという予定になっておりま

す。

ばかばかしくて嫌になります○外山良治議員

わ。ヘッドランド方式とかいうことでしょ

う。300億かけて20年間で云々かんぬん。60年当

時でしたか、ヘッドランド方式、いわゆる人工

島、人工岬については、今から10数年前から工

法としては進んでおります。養浜の問題、それ

から左右の離岸流の問題、強力な離岸流が発生

をすると、恐らく年間に２～３人は水死体で発

見されるでしょう。そして、ヘッドのほうに釣

りに行って、テトラから転げ落ちて、また何人

か死ぬでしょう。これは、今までの事例でそう

なっています。そして、例えば建設について

は、300億については国交省が持つ。今度は養浜

についてはどうなるんですか。どこが負担する

んですか、教えてください。

全体の事業費○県土整備部長（野口宏一君）

として294億円程度、約300億でございます。そ

のうち、建設費が210億、残りが養浜事業になっ

ておりまして、合わせて300億でございまして、

それについては、事業中は国の直轄事業でして

いただくと。国の事業が終わりましたら、養浜

のほうは、やはり県の事業になってくるという

ことでございます。

もう一点、例えば運営費用、○外山良治議員

その点についてはどうなるのかということを質

問しています。

養浜の運営費○県土整備部長（野口宏一君）

でございますけれども、先ほど申しましたよう

に、20年間は砂を入れるお金は、材料費と運搬

費等も含めまして国の直轄事業ということで、

現在お願いをさせていただいているということ

でございます。その後、建設後については県の

事業になります。

というのは、県の負担という○外山良治議員

のはほとんどないということですか。

直轄事業にお○県土整備部長（野口宏一君）
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きましても、県の負担金が当然生じてまいりま

す。

具体的に数字で教えてもらえ○外山良治議員

んですか。

今、詳細な数○県土整備部長（野口宏一君）

字を持っていませんので、すぐに調べさせてい

ただきます。

わかりました。というのは、○外山良治議員

責任とれと今言っていますよ、私は。300億、い

いがいいが、やれやれと言うと、今度は私が責

任とらないかんかもわかりませんから、ちゃん

と答えてください。資料を出せるんですか。

数字のほうを○県土整備部長（野口宏一君）

現在確認させていただきますので、すぐお伝え

させていただきます。

例えば、マリーナには小型船○外山良治議員

舶法で言うプレジャーボートが140ぐらい泊まっ

ていますね。宮崎県の小型船舶法で登録してい

るのがたしか4,200～4,300隻だったと思いま

す。ところが、係留施設というのは現在では300

隻しかありません、担当部長。そういった中で

タンポリにこそっと来て不法係留している。そ

れで廃船になる。その処理について、小型船舶

法で言う登録隻数と現係留施設数、それとタン

ポリのあれからの推移、現在ではどうなってい

るのか、答弁してください。

まず初めに、○県土整備部長（野口宏一君）

登録の小型船舶数でございますけれども、これ

につきましては、平成18年度の値になりますけ

れども、4,289隻ございまして、この中には船舶

だけじゃなくて水上バイク等も含まれるという

ことでございます。

次に、県内で現在、係留施設が設置されてい

るトータルでございますけれども、444隻が係留

施設に泊まっているという状況でございます。

タンポリの状況でございますけれども、タン

ポリには係留施設として許可された桟橋が全部

で６基、無許可の桟橋が２基の８基ございま

す。そして、許可桟橋に係留されているもの

が111隻、許可を得ていない桟橋あるいはほかの

岸に泊まっているものが175隻、河川区域外の陸

上に置いているものが22隻というような状況に

なってございます。

それと、先ほどの答弁でお答えできなかった

数字でございますけれども、約300億の事業費の

うち、県の負担となりますのが、その中の２割

となります。

例えば小型船舶についても、○外山良治議員

係留施設は444とおっしゃいましたが、マリーナ

というのは使用不能でございますから、140ぐら

い引くと、おおむね係留施設は300、しかし、小

型船舶法で言う登録隻数は約4,300。4,000隻と

いうのがどうなっているのか。どういうトラブ

ルが発生しているのか。先ほどの答弁にありま

―した。ですから、こういった対応について

宮崎県というのは南北に400キロの海岸線を持っ

ている。２割が砂浜、あと８割が岩礁だと言わ

れています。ですから、この景観を利用して、

観光浮揚にもつながっていくのではないかとい

うことを申し上げたかったわけです。

以上で、すべての質問を終わります。（拍

手）

ここで暫時休憩をいたしま○坂口博美議長

す。

午後２時59分休憩

午後３時14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、30番徳重忠夫議員。
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〔登壇〕（拍手） いよいよ最○徳重忠夫議員

後の質問者となりました。９月定例議会の最後

の一般質問者となりました。東国原知事に対し

ましての初めての質問となります。知事の言葉

に、「宮崎をどげんかせんといかん」という宣

言がございますが、私の質問に対しては、「ど

げんかします」という前向きな発言を期待し

て、一般質問に入らせていただきます。

まず、少子化対策についてお尋ねをいたしま

す。

我が国の人口は、平成17年には、統計を開始

した1899年以来初めて出生数が死亡数を下回

り、いよいよ人口減少時代に突入したわけであ

ります。国にあっては、これまでにエンゼルプ

ランや新エンゼルプランなどの諸対策を講じら

れ、15年余りを経ましたが、出生率は改善する

どころか低下の一途をたどっております。本県

におきましても、平成17年の合計特殊出生率

は1.48と戦後最低を記録するとともに、出生数

も9,738人と戦後初めて１万人を下回るなど、少

子化の進行は極めて深刻な状況にあります。

なお、本県の平成18年の合計特殊出生率は、

沖縄に次いで全国２位となる1.55と、17年

の1.48から0.07ポイント上昇し、全国平均

の1.32と比較すると高い水準にありますが、人

口を維持するのに必要な水準である2.07には遠

く及ばないなど、依然として少子化の進行は深

刻な状況にあります。

もとより少子化対策につきましては、我が国

の政策課題のうちで最大の課題の一つであると

思っておりますが、本県におかれましても、総

合的な施策を計画的に、かつ着実に推進してい

くことが大切なことであると考えます。県に

あっては、「新みやざき創造計画」に、子育て

支援体制の充実を政策目標として掲げ、地域で

子育てを支え合う仕組みづくりを支援するほ

か、家庭、学校、地域社会が一体となって子供

を育てる地域教育のシステムづくりなどに取り

組むこととされておりますが、私も、子育てを

社会全体で支える仕組みへ進化させていくこ

と、そして少子化対策先進県を目指すことに尽

きるのではないかと思います。県は、今後の少

子化対策について具体的にどのような点を重点

的に進めていこうとしておられるのか、知事の

御所見を承りたいと思います。

壇上からの質問は終わりますが、後の質問に

つきましては自席から行います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

少子化対策についてであります。これからの

県づくりを進める上で、少子化対策は重要な課

題であると考えて、どげんかせんないかんと

思っております。このため、ことし６月に策定

いたしました「新みやざき創造計画」におきま

しても、子育て支援体制の充実を重点的に推進

すべき戦略に位置づけるとともに、ことし７月

に、私を本部長とします「宮崎県子育て応援本

部」を設置いたしまして、県庁内の横断的な体

制強化を図ったところであります。今後の重点

的な取り組みにつきましては、現在、部局横断

的な検討チームを設置し、検討を進めておりま

すが、特に、地域の実情に応じた子育て支援の

仕組みづくり、子育ての経済的・精神的負担感

の軽減策を初め、独身男女の出会いの機会づく

りや、仕事と家庭の両立支援等の推進が重要だ

と考えております。また、行政、企業、地域な

ど社会全体で子育てを支え合い応援する機運を

醸成していくため、昨年８月から企業や団体等

の参加を得て取り組んでおります「みんなで子
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育て応援運動」の一層の拡充・定着を図ってま

いりたいと考えております。少子化に歯どめを

かけるためには、これらの取り組みとあわせ、

国において抜本的な少子化対策に取り組むこと

が不可欠でありますので、引き続き国に対し強

く要望してまいりたいと考えております。〔降

壇〕

ただいま、知事から少子化対○徳重忠夫議員

策の御所見を承りました。こうした対策の一環

として、県営住宅の入居関係についてお尋ねを

したいと思います。現在、県営住宅では、特に

居住の安定を図るべき世帯として、高齢者や障

がい者等の世帯はもとより、子育て世帯に対し

ても、優先入居の措置が行われているようであ

ります。少子化対策の一環として、この子育て

世帯に対する優先入居を、新婚世帯あるいは結

婚予定者という範囲まで広げるべきではないか

と考えますが、知事の御所見を承りたいと思い

ます。

もう一つ、同様に、この入居者についての措

置を、市町村に対しても呼びかけをすべきじゃ

ないかと思いますが、いかがでしょうか。

現在、県営住宅にお○知事（東国原英夫君）

きましては、特に居住の安定を図る世帯とし

て、高齢者世帯や子育て世帯等を優先入居の対

象として取り扱っているところでございます。

しかし、本年７月に施行されました「住宅セー

フティネット法」におきまして、御提案にあり

ます新婚世帯につきましても、「住宅の確保に

特に配慮を要する者」として例示されていると

ころでございます。このため、県といたしまし

ては、新婚世帯など新たに例示された世帯につ

きまして、市町村とも連携を図りながら、総合

的に検討してまいりたいと考えております。

前向きな答弁だとは思います○徳重忠夫議員

が、まず、県が率先垂範して、新婚世帯や結婚

予定者にも住居を与えるというような対策を

とっていただくことが 市町村も子供が生ま―

れることを求めているわけであります。そう

いったことから理解が十分得られると、私は思

います。「検討します」ではなく、「実現しま

す」と答弁はいただけないでしょうか。

優先的に入居してく○知事（東国原英夫君）

ださる方たちというのは、いわゆる障がい者の

方たちとか、小さな子供さんがいらっしゃると

か、犯罪被害者の方たちとか、海外からの引揚

者とか、高齢者とか、そういった社会的な弱者

というものをやはり優先順位にしているところ

でございます。先ほどと重複しますが、セーフ

ティネット法においては、いろいろな新婚の方

とか、失業者とか、外国人の方、被災者とか、

そういった方々にもセーフティネットをかける

ということでございますので、今後、鋭意取り

組んでいきたいと思っております。

ぜひ前向きに幅広く 新婚○徳重忠夫議員 ―

世帯は子供がつくれるわけでありますので、ぜ

ひともそういう機会を与えていただきたいと思

います。

次に、地震対策についてお伺いをしたいと思

います。

日本列島は最近、地震、火山活動ともに活動

期に入ったと言われております。今年になって

３月に石川県で能登半島地震、７月には新潟柏

崎沖地震と大きな地震が発生しており、突然襲

いかかる地震に恐怖を覚えざるを得ません。た

とえ本県が近年、震度１以上の有感地震が少な

い傾向にあるとはいえ、本県は日向灘を目の前

にしており、対策を怠ってはならないと考えま

す。地震の復興では、とかくライフラインや道

路、橋梁といったインフラに目が行きがちであ
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りますが、個人の生活の復興という視点から

は、まず住宅をどうするかが最重要課題だと考

えます。しかしながら、一戸建ての耐震改修や

診断についてはおくれが目立っており、本県に

おいても同様な傾向とお聞きいたしておりま

す。そこで、木造戸建て住宅の耐震化を促進す

るためには、耐震診断を進めていくことが重要

だと考えますが、耐震化の現状と今後の取り組

みについて、知事のお考えをお伺いしたいと思

います。

本県の住宅の耐震化○知事（東国原英夫君）

率は、平成17年度末で約72％と、全国平均の75

％に比べてやや低い状況でございます。このた

め、県におきましては、住宅の所有者等が耐震

化に取り組みやすい環境を整備するため、これ

まで、相談体制の整備や情報提供の充実に努め

るとともに、平成17年度に「宮崎県木造住宅耐

震診断促進事業」を創設しまして、耐震診断に

取り組む市町村に対する支援を行ってきており

ます。また、本年３月には、計画的に耐震化を

進めるため、「宮崎県建築物耐震改修促進計

画」を策定しまして、平成27年度末の耐震化率

の目標を90％としたところであります。県とい

たしましては、この計画の実現に向けて、今後

とも耐震化の重要性について普及啓発に努める

とともに、住宅の耐震化の促進に積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

その耐震化の目標でございま○徳重忠夫議員

すが、平成27年度までにただいま90％にしたい

と、耐震化率を上げたいと、こういうような答

弁でございました。あと９年しかないわけであ

りますが、まだ耐震構造になっていない住宅が

２万7,000戸あると聞いています。年間耐震診断

が近年、大体100戸前後しか県では行われていな

いんです。そう考えますと、とてもじゃないが

２万7,000戸を27年度までに耐震構造診断ができ

るということは約束できるものじゃないと思い

ますが、知事、いかがでしょうか。

御指摘のとおり、27○知事（東国原英夫君）

年度までに２万7,000戸が必要だという計算でご

ざいますが、平成19年度は342戸を対象とさせて

いただいております。木造住宅の耐震化を図る

ためには、県民の防災意識の高揚を図り、耐震

化への必要性や重要性を理解していただくこと

と、御指摘がありましたように、耐震性を的確

に把握するための耐震診断の実施が必要である

と考えております。このため、県といたしまし

ては、建築関係団体や宮崎県建築連絡協議会な

どと連携しまして、耐震化に関する講習会の開

催や、出前講座による耐震診断制度のＰＲと活

用、さらには相談体制の整備や情報提供の充実

に努めるなど、市町村とも連携を図りながら、

目標の達成に向けて積極的に取り組んでいきた

いと考えております。

ぜひよろしくお願いを申し上○徳重忠夫議員

げておきたいと思います。

次に、災害復興についてお尋ねをいたしま

す。災害復興では、個人の生活再建とこれを支

える地域社会の復興がともに重要であると考え

ますが、被災者が一日も早くもとの住んでいた

場所に戻り、個人の生活再建が図られてこそ、

災害による地域の回復も始まるものと考えま

す。そのためには、まず、個人の生活の拠点と

なる住宅再建が不可欠であり、その意味では、

個人の住宅再建であっても一種の公共性を持っ

たものと私は考えます。かつて平成12年の鳥取

県西部地震では、住宅の全半壊3,536戸、一部損

壊１万8,544戸という住宅被害があり、当時の片

山知事は、「今やらなかったら人々は出ていっ

てしまい、地域崩壊につながる」というスピー
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ドを最優先して、所得などの適用範囲を設け

ず、300万円支給の独自制度をつくり、住宅再建

を支援されたところであります。まさに、地方

政治を預かる責任者としての心意気を感じる話

であります。そこで、知事にお尋ねしますが、

本県でも、災害時安心基金を積み増すなどし

て、鳥取県のように住宅再建までを対象とした

基金をつくる考えはないのか、お伺いをいたし

ます。

また、被災者にとって頼みの綱の現在の被災

者生活再建支援法は、所得・年齢制限があり、

また住宅本体には使えないなど、被害者にとっ

ては必ずしも使い勝手のよい制度とはなってお

りません。この被災者生活再建支援法の見直し

について、積極的に国に働きかけるべきではな

いかと考えますが、知事のお考えをあわせてお

伺いいたします。

鳥取県の片山知事の○知事（東国原英夫君）

大英断は、非常に御尊敬、敬服申し上げるべき

政策であると思うんですが、片山県知事がおや

めになるまで一度も、鳥取県は甚大な被害が起

きていないということでございます。鳥取県の

制度を一昨年の台風14号の被害に当てはめて試

算いたしますと、約80億円もの経費が必要とな

ります。本県の地域防災計画の地震想定では、

これを大きく上回る被害が想定されておりまし

て、財政的に非常に厳しいものと考えておりま

す。御案内のように、毎年のように台風災害に

見舞われる宮崎県では、鳥取県の制度と同じよ

うな対策をしますと 重複しますが 非常― ―

な財政の負担を強いられるのではないかと考え

ています。県といたしましては、台風14号災害

の被災直後から、被災者生活再建支援制度の住

宅本体への適用などの改善要望を、国に対して

行っておるところであります。今後とも、県独

自の要望活動を行うとともに、全国知事会や九

州知事会等で、国に対して強く訴えかけていき

たいと思っております。

大変厳しいというようなお話○徳重忠夫議員

でございますが、鳥取県では、御案内のとお

り、その後、地震は起こっておりません。しか

し、50億円の基金を市町村とあわせてつくられ

ております。鳥取県の財政状況を見ますと、御

案内のとおり、約3,800億円前後しか財政規模は

ないわけです。我が宮崎県は約6,000億円前後と

なっておりまして、県政トップの考え方によっ

ては、私は不可能ではないのではないかと思い

ます。先ほど申しましたとおり、鳥取県のよう

な大きな地震が何回も発生することは、全国の

状況を見ても考えられません。「備えあれば憂

いなし」と言われます。基金造成を前向きに検

討していただきますように、強くお願いをして

おきたいと思います。

それでは次に、高速道路の整備についてお尋

ねをいたします。

私は、高速道路の整備が本県の最重要課題だ

と考えております。高速道路についての知事の

お考えと、整備されることによってもたらされ

る九州全体あるいは宮崎県に対する経済効果と

いうものをどのようにお考えになっていらっ

しゃるか、お伺いをいたします。

東九州自動車道を初○知事（東国原英夫君）

めとする高速道路の整備につきましては、就任

以来、県政の最重要課題として取り組み、あら

ゆる機会を通じて、関係機関に対し早期整備を

訴えてきたところでございます。また、東九州

自動車道などの九州内の高速道路が整備された

場合、九州全体の経済効果としましては、平

成16年の東九州軸産業戦略委員会の試算により

ますと、整備前に比べ、生産誘発額が３兆8,600
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億円増の６兆6,200億円、雇用誘発が15万2,000

人増の26万6,000人となるとされております。こ

のうち、宮崎県の増加分は、生産誘発額が

約5,700億円、雇用誘発が約２万6,000人と試算

されております。

ただいまお答えいただきまし○徳重忠夫議員

たとおり、高速道路が開通すると、これだけの

経済効果、雇用がまた生まれるということであ

りまして、何と申しましても、宮崎県の最大政

治課題だと、私も考えておるところでありま

す。今、答弁にありましたとおり、生産誘発額

が３兆8,600億円増と言われておりますし、雇用

誘発も15万2,000人 これは九州全体でありま―

す 増となると言われております。宮崎県だ―

けでも5,700億円の生産誘発額、さらには雇用誘

発も２万6,000人増と試算されているようであり

まして、知事のおっしゃっておられます、企業

誘致あるいは観光客誘致、地域の活性化、これ

が高速道路の完成によってもたらされるという

ことであります。これこそ政治課題の最たるも

のだと、私は考えておりまして、一日も早い完

成を目指して最大限の努力をすべきだと思って

おります。

知事も御承知かと思いますが、九州縦貫自動

車道宮崎線は昭和43年、えびので着工されまし

た。高原、都城、宮崎までの83キロが、昭和56

年までのたった13年間で開通をいたしておりま

す。清武―門川間の86キロメートルは、平成元

年に計画決定がなされておりますが、平成26年

度の完成となりますと、倍の26年かかることに

なります。えびの―宮崎間を整備したころと比

べますと、数段高度な技術や機動力があるわけ

でありますから、現状の東九州自動車道の建設

の取り組みは大変生ぬるいと言わざるを得ない

と思います。東九州自動車道の整備がおくれて

いる原因について、知事はどのようにお考えに

なっていらっしゃるか、お伺いをいたします。

おくれている原因に○知事（東国原英夫君）

ついて、私も正直言ってなぜおくれているのか

わからない状態でおります。おくれている原因

については、皆さん方のほうがお詳しいんじゃ

ないかなと思っているんですが、行政的には、

東九州自動車道の清武―門川間につきまして

は、現在、西日本高速道路株式会社により整備

が進められております。九州縦貫自動車道宮崎

線の建設当時である昭和50年代に比べると、社

会・経済情勢が大きく変化したこと、あと、公

共投資に対する考え方が変化したこと、日本道

路公団の民営化の問題について、その議論に時

間を要したことなどが考えられるのではないか

と思っております。

本当に残念であります。陸の○徳重忠夫議員

孤島であります。御案内のとおりでございまし

て、東九州自動車道は、今後、宮崎県の再生の

ために最重要政治課題であることは間違いあり

ません。何かしら、私は、政治力の弱さがこの

結果につながっているような気がしてなりませ

ん。隣県の大分県に行くのに つい先日行き―

ました 電車で３時間半かかります。自動車―

で４時間半もかかります。宮崎から高速道路を

通って行ったら、福岡まで行けます。どうにも

なりません。観光客のリピーターにもつながら

ないものと私は考えます。平成19年度中に、高

速道路整備の中期計画ができ上がると言われて

おります。公表されている開通予定年度、平

成26年度を待っているんじゃなくて、一年でも

早くこれが開通できるように、早急に対応すべ

きと考えます。

そこで、えびの―宮崎間の工事に際しては、

古い話でありますが、瀬戸山、小山両建設大臣
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が地元であったことも幸いしたかなというよう

な気がいたしております。大会や陳情も絶対に

必要かと思いますが、何といっても最高責任者

である国土交通大臣に現地においでをいただ

き、実情をつぶさに見ていただくことが最も重

要だと、私は考えています。そこで、大臣と知

事が一緒に国道10号線を、宮崎から大分まで

宮崎県庁から大分県庁まで、恐らく往復８―

時間か９時間かかると思います 往復一緒に―

車で走ってみられたらどうですか。その実態を

見られたときに、これは急がないかん、かわい

そうだと絶対思われると私は思うんです。私は

そのように考えますが、知事、国土交通大臣に

来宮していただくような考え方はないか、お尋

ねいたします。

私もそれにこしたこ○知事（東国原英夫君）

とはないと思うんですが、それは公明党の方た

ちにお願いしたほうがいいんじゃないかと思う

んですけれども。国土交通省に対しては、高速

道路の早期整備については強く訴えているとこ

ろでございます。冬柴国土交通大臣につきまし

ては、私の就任早々の１月にお会いさせていた

だきました。また、大臣は８月７日の閣議後の

会見で、「九州の東側は西側に比べて道路整備

が大変おくれており、優先的に考えなければな

らない」と発言されておられます。東九州自動

車道などの道路整備の重要性は十分に理解して

いただいているものと考えておりますが、実際

一緒に車に乗って往復ということは、大臣のス

ケジュール等々も照らし合わせてみなきゃいけ

ないと思っております。今後とも、早期の整備

を国に対して求めていく所存でございます。

「百聞は一見にしかず」とい○徳重忠夫議員

う言葉があります。やっぱり自分の目で見て感

じなければ、言葉で聞いても、実際、予算をつ

けてやらないかんなという気になりません。近

隣の県、大分県も鹿児島県も熊本県もみんなで

きているじゃないですか。私はそう思います。

実は御案内のとおり、新しい大臣が25日には決

まります。今年度中に高速道路の新しい中期計

画も示されることになっております。言葉で理

解しているのではなくて、国土交通大臣にみず

から足を運んでいただいて、現実をしっかり見

てもらうことが最も大事なことだと、私は考え

ています。知事が動けばマスコミが動く。マス

コミをバックに政治力を発揮することを、県民

は今、一番望んでいると、私は思っておりま

す。ぜひ大臣の来宮を実現していただくよう

に、強く強く要望を申し上げておきたいと思い

ます。

ところで、知事、「宮崎をどげんかせんとい

かん。何とかせんといかん」との思いで立候補

され、当選をされたわけであります。今日まで

の知事の行動力には頭の下がる思いであり、県

民ひとしく敬意を表しているものと思います。

私は、宮崎県が全国で最もおくれているこの高

速道路の現状こそ、「どげんかせんといか

ん」、そのものだと考えております。これは決

して知事一人でできることではありません。県

民全体が一体となって、まさに県民総力戦で臨

むべき課題であります。そこでお尋ねですが、

国策に通ずる問題でありますので、当然、本県

出身の国会議員との話し合いがなされ、ともに

関係省庁に出向いたり、陳情・要望をなされな

きゃいけないと。知事一人で行かれても、省庁

と十分な話ができない。信頼を得なければいけ

ないということから考えますと、やはり県民総

力戦なんだ、国会議員も一緒に頑張っているん

だ、知事も頑張っているんだという姿を各省庁

に示さなければいけないと、私は思っておりま
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す。国土交通省など関係機関に何回ぐらいこう

いった形で相談されたことがあるか、お伺いを

いたします。

地元選出の国会議員○知事（東国原英夫君）

の方たちと一緒に国土交通省に行ったことは、

まだありません。私は単独で数回は行かせても

らっておりますが。地元選出国会議員に対しま

しては、国の来年度予算に対する宮崎県の提案

・要望の説明会や、県内高速道路の建設促進地

方大会などの場におきまして、国土交通省や西

日本高速道路株式会社などの関係機関に対しま

しては、あらゆる機会を通じて強く要望をして

いるところでございます。なお、来月11日及

び30日には、東京におきまして、県内高速道路

の建設促進中央大会を開催しまして、地元選出

国会議員や国土交通省など関係機関に対し、直

接、早期整備の重要性を訴えてまいる所存でご

ざいます。

ぜひ頑張っていただきたいと○徳重忠夫議員

思います。先ほど申し上げましたとおり、宮崎

県だけが残っているんです。隣の方がそんなに

応援をしていただけるような状況ではないんで

す。だから、国会議員と知事がともに一体に

なって行動することが解決の早道だと、私は考

えております。よろしくお願いを申し上げま

す。

次に、都城志布志道路について、知事にお伺

いをいたします。本路線は、西諸、北諸、都城

地域の発展に欠くことのできない最も重要な道

路であります。今年２月、知事にも出席をいた

だきまして、将来、地域高規格道路都城志布志

道路の一部となる国道10号都城道路の着工式が

行われました。知事も一日も早い完成を期待さ

れていると認識しておりますが、都城志布志道

路の整備についての知事のお考えを、まずお伺

いいたします。

本道路につきまして○知事（東国原英夫君）

は、都城インターチェンジと志布志港を連結

し、南九州の物流効率化に寄与するとともに、

都城北諸県圏域を中心とした地域の自立と活力

の強化を図るために重要な路線であると考えて

おります。県内の延長約20キロメートルのう

ち、国土交通省において、平成12年度から国

道10号のバイパスとして13.4キロメートル区間

で整備に取り組まれております。そのうち、5.7

キロメートル区間につきましては、ことし３月

に整備区間に指定されたところであります。国

の施行区間に続く約３キロメートル区間につき

ましては、県施行により、平成13年度から整備

に取り組んでおります。残る鹿児島県境までの

５キロメートル区間につきましては、鹿児島県

と調整会議を行うなど、調査区間指定に向けた

取り組みを行っております。県としましては、

本路線を地域高規格道路として道路整備の重点

項目に掲げているところであり、今後とも早期

完成に向けて鋭意取り組んでまいりたいと考え

ております。

先ほど申し上げましたが、こ○徳重忠夫議員

の道路は何といっても西諸、北諸、都城地域の

経済発展に欠かすことのできない最も重要な役

割を果たしております。志布志港周辺で製造さ

れております畜産農家が使用する配合飼料のほ

とんどが、鹿児島、宮崎の畜産農家へ運ばれて

いるのであります。現在その割合は、鹿児島県

側が53％、宮崎県側が47％と聞いております。

まさに半分ずつ利用していることになります。

約115万トンが宮崎県の畜産農家へ出荷されてお

ります。さらに、都城の圏域から出荷される木

材製品も17万3,000立方メートル出荷されてお

り、圏域の流通の最重要路線でもあります。
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一日も早い開通を期待するところであります

が、平成６年に計画路線の指定を受けた本路線

の平成19年度末の状況といたしましては、鹿児

島県側はもう既に８キロを開通しようとしてい

ます。もうすぐ開通します。宮崎県側は全く１

メーターも開通しておりません。平成19年度ま

での投資額も、鹿児島県側は県だけの県単事業

でやっておりますが、160億円投資をいたしてい

ます。宮崎県側は国の直轄で53億円は投資して

いるようでありますが、県単独ではまだ52億円

しか投資していない状況であります。同時に計

画路線の指定を受けた道路でありますが、それ

でも、県と国と合わせてまだ50億円も投資額が

違っております。事業もおくれております。幸

いに宮崎県側は、ありがたいことに国の直轄の

ほうが多くなっておりまして、鹿児島県より県

の負担が大幅に少なくて済むわけであります。

同等の経済効果をもたらす道路の整備が鹿児島

県に比べておくれている理由をどのように考え

ておられるのか、知事にお伺いをいたします。

鹿児島は、御案内の○知事（東国原英夫君）

ように県債残高が１兆数千億になっておりまし

て、その辺の兼ね合いもございますんでしょう

が、おくれている理由につきましては、先ほど

の東九州自動車道と同じように、確固たる理由

というのはわかりません。徳重議員がおっしゃ

る政治力ということも要因の一つかもしれませ

ん。鹿児島県におきましては、本県より先に事

業に着手された一部区間が供用されておるとい

うこともあるのかもしれません。本県におきま

しては、用地取得や埋蔵文化財調査など早期供

用に向けて鋭意整備を進めており、平成21年度

には平塚インターチェンジから今町インター

チェンジ間、約3.5キロを供用したいと考えてお

ります。

宮崎県は平成21年度までに、○徳重忠夫議員

今、知事の答弁にありましたように、あと３年

後に3.5キロの開通を目指しているということで

すが、これは同時開通しないと、たった3.5キロ

では使い物にならないわけですね。そう考えま

すと、同時完成へ向けて、知事、決意のほどを

お聞かせください。鹿児島県と同時開通できる

ような決意をお示しいただきたいと思います。

私だって同時開通は○知事（東国原英夫君）

したいのでございますが、何分、工事のおくれ

というものがありまして 着工も含めまして―

ですね そういった面では、鹿児島県とも十―

分調整を図りながら、整備促進について国へ強

く要望すると同時に、着実に整備を進めてまい

りたいと考えています。また、本道路を含め、

円滑な道路整備を図るためには、道路特定財源

の確保が重要でありますので、今後とも引き続

き、県民総力戦で取り組んでまいりたいと考え

ております。

幸いにして国の直轄のほうが○徳重忠夫議員

多いわけでありますから、国に強く要望をしな

がら運動展開をしていただきたいと思います。

この都城志布志道路については、総工費が約500

億円かかるんです。現在、105億円の投資がされ

ております。あと400億円が使われるんです。道

路を建設するため、都城圏域の住宅の移転が150

戸以上と言われているんです。これからこの400

億円が、そういった形で使われるわけでありま

して、今、公共事業が少ない中に最大の公共事

業だと、このように考えております。大変厳し

い状況の中でありますので、知事におかれまし

ては、積極的にこの事業推進に最大限努力をし

ていただいて、一日も早い完成に向けての努力

を強く要望しておきたいと思います。

そして、再度、高速道路について御質問をい
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たします。９月９日の宮日新聞報道によります

と、九州新幹線は2011年に博多―鹿児島間が全

線開通し、博多―熊本間は15分に１本運行され

る方針が明らかになっております。西九州で

は、九州縦貫自動車道は12年前には完成し、さ

らに新幹線まで開通しております。こうした西

九州の状況に比べますと、まさに宮崎は陸の孤

島であります。この実態を、宮崎県のトップで

ある知事は、マスメディアを通じて全国民や政

府首脳に強く訴えていくべきだと考えますが、

知事の考えを再度お聞かせいただきたいと思い

ます。

私もそのように思い○知事（東国原英夫君）

ます。メディアを通じて訴えるということは、

非常に現代的な政治手法ではないかと考えてお

ります。先月31日に大分県佐伯市で開催しまし

た東九州自動車道建設促進地方大会におきまし

ては、大分県知事を初めとする沿線の４県１市

の首長さんとともに、早期整備の必要性を訴え

てまいりました。この模様につきましては、今

月23日に、午後帯であったと思いますが、13時

か14時ぐらいから九州各県でテレビ放映される

こととなっております。また、10月から12月に

かけてが大変重要な時期でありますので、来

月11日及び30日に東京で開催する県内高速道路

の建設促進中央大会の提言活動の中で、政府・

与党に対しまして、直接、早期整備の重要性を

訴えることとしております。今後とも、事業中

区間はもとより、基本計画区間を含め、県内高

速道路の早期整備に向け、沿線市町村、経済団

体、女性の会などと連携し、私もメディアをフ

ルに利用して、県民総力戦で取り組んでまいり

たいと思っております。

よろしくお願いを申し上げて○徳重忠夫議員

おきたいと思います。

次に、農政問題についてお尋ねをいたしま

す。

我が国の農業を取り巻く環境は、社会経済情

勢の変化、国際化の進展などにより、近年、大

変厳しい状況にあります。2005年の農業センサ

スによりますと、本県の農業は、農業経営体数

３万5,989経営体、販売農家数３万5,245戸と

なっており、2000年センサスに比較して、農業

経営体数が減少する中、耕地面積別の経営体数

は、５ヘクタール以上の大規模経営体で増加

し、0.5ヘクタール未満の小規模経営体が減少す

るなど、経営規模拡大の傾向が見られるところ

であります。一方、耕地面積は昭和36年をピー

クに年々減少し、平成17年から18年の単年度で

も約300ヘクタール、率で0.4％減少し、これは

宅地化や道路用地化、植林が主因とされており

ます。一方、耕作が放棄され、遊休化した農地

である耕作放棄地は、全国と比べてその伸びは

鈍いものの、依然として増加している状況にあ

ります。この耕作放棄地は、病害虫の発生や有

害鳥獣の侵入、繁殖など、地域農業の健全な発

展に支障を及ぼす大きな問題であります。そこ

で、県は、依然として増加傾向にある耕作放棄

地の対策にどのように取り組んでおられるの

か、農政水産部長にお尋ねをいたします。

お答えいたし○農政水産部長（後藤仁俊君）

ます。

耕作放棄地の解消対策についてであります。

本県の耕作放棄地は、相続等により非農家が持

つ1,716ヘクタールの農地を含め4,685ヘクター

ルと、経営耕地面積の8.3％を占め、地域農業の

持続的な発展を図っていく上で、耕作放棄地の

解消は大きな課題であると認識しております。

このため、平成14年度から県単独事業で耕作放

棄地の復元整備等に取り組み、平成18年度まで
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に305ヘクタールの耕作放棄地の解消を図ってま

いりました。一方、国においても、平成23年度

を目途に、農業上重要な地域を中心に耕作放棄

地ゼロを目指すことが閣議決定され、これを受

け、本年度、全市町村が耕作放棄地解消計画を

策定するとともに、耕作放棄地の地図化に取り

組むことといたしております。今後とも、国の

事業も活用しながら、農業委員や地元農業者に

よる農地パトロールの徹底や、優良農地への復

元整備、放牧、鳥獣害に強い新品目の導入等の

効果的な解消対策を推進してまいります。以上

でございます。

集落営農の推進につきまして○徳重忠夫議員

は、さきに川添議員から質問がありましたし、

さらに認定農業者については、長友安弘議員か

らも質問がありましたので、割愛をさせていた

だきたいと思います。

次に、農業者年金についてお尋ねをいたしま

す。年金問題がことしほど話題になった年はな

いのではないかと思います。掛金に国の補助金

がある有利な年金、もちろん認定農業者である

ことが条件でありますが、農業者年金について

お尋ねをいたします。平成14年１月に、農業者

の老後の生活の安定と農業の担い手の確保に資

することを目的として再スタートした農業者年

金制度は、積立方式の政策年金として再構築を

され、５年目を迎えました。全国の加入状況に

ついては、平成17年度､18年度の新規加入は２年

連続して前年度を上回っていると聞いておりま

す。担い手の育成確保が緊急の課題となる中、

この農業者年金の役割は、以前にも増して重要

となっていると言われます。さらに、担い手の

将来の老後のためにも、この農業者年金制度の

普及が必要と考えるところであります。そこ

で、新農業者年金制度の普及に向けて県はどの

ように対応する考えなのか、農政水産部長にお

尋ねをいたします。

農業者年金制○農政水産部長（後藤仁俊君）

度の普及についてであります。農業者年金制度

は、農業者の老後生活の安定を確保するのみな

らず、本県農業を担う認定農業者が、将来にわ

たり安心して経営を展開していくためにも重要

な制度であることから、一層の普及を図る必要

があると考えております。本県では、新農業者

年金制度に2,627名が加入しており、この５カ年

間での新規加入者は693名で、これは全国第２位

の実績となっております。国においては、加入

目標の10万人を早期に達成するため、今年度よ

り加入推進特別対策３カ年計画を立て、関係機

関・団体が一体となった取り組みを推進してお

ります。本県においても、地域ごとに農業委員

やＪＡ等による加入推進班を設置し、各リーダ

ーが数値目標を持って加入推進活動を展開する

とともに、各農業改良普及センターで青年農業

者等に対し、家族経営協定や経営コンサル等の

指導を通じて、新農業者年金制度への加入促進

に取り組んでいるところでございます。以上で

あります。

それでは、警察本部長にお尋○徳重忠夫議員

ねをいたします。交通安全対策についてでござ

います。

自転車は環境に優しく、駐車場の心配もな

く、健康的ですばらしい乗り物であります。公

共交通機関が手薄な本県では、手軽な移動手段

として著しく普及しております。しかし一方で

は、都市部での放置自転車の問題や、歩道通

行、信号無視、一時不停止等の交通ルールの無

視による交通事故、また転倒等による同乗中の

子供が負傷する事故など、マイナス面も多く目

立っております。歩道を歩いているとき、後ろ
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から直近を追い抜かれたり、車を運転中に赤信

号や一時停止を無視して飛び出してくる自転

車、また夜間、無灯火の自転車にひやりとした

ドライバーは多いのではないでしょうか。そこ

で、ここ３年間の自転車が関与した交通事故の

発生状況と安全対策について、警察本部長にお

伺いをいたします。

お答えいたしま○警察本部長（相浦勇二君）

す。

過去３年間を見てみますと、年間で約1,600件

前後の自転車事故が発生している現状にござい

まして、３年間トータルで26人の方が亡くなっ

ておられます。自転車事故の特徴を見ますと、

そのほとんどすべてが自動車との事故でござい

ます。交差点における出会い頭あるいは右左折

の際の事故が約８割と、大部分を占めておりま

す。また、世代別、年代別で見ますと、小学

生、中学生、高校生、合わせて全体の約45％

で、半分近くを占めているということでござい

ます。また、約７割は自転車サイドにも一定の

過失がある事故でございまして、特に朝夕の通

勤通学時間帯が約４割と多い時間帯となってお

ります。

こういう状況を踏まえまして、私どもといた

しましては、現在、主に朝夕の街頭指導におい

て、自転車の違反者に対しては、警告カードを

交付するなどして現場指導を行いますととも

に、特に悪質な 例えば酒酔い運転でござい―

ますとか、警察官の指示に従わなかったような

悪質な違反行為については、検挙措置をとるな

ど厳しく対処しているところでございます。ま

た、小・中・高校生に対しましては、警察官あ

るいは交通安全指導員が学校に出向きまして自

転車の交通安全教室を開催し、正しい乗り方の

実技指導や交通ルール等につきまして、あらゆ

る機会をとらえた交通安全教育を行っていると

ころでございます。今後とも、高齢者も一部、

２割弱ほど事故に巻き込まれておりますので、

高齢者も含めまして、交通安全教育の活動をさ

らに推進するとともに、今回の法律改正で、自

転車が歩道を通行できる場合を明確に定めた

り、あるいは児童や幼児のヘルメット着用につ

いての規定が設けられたところでありますの

で、この点も踏まえつつ、引き続き交通マナー

の向上と事故防止に努めてまいりたいと考えて

おります。以上です。

ぜひ自転車事故の防止にお努○徳重忠夫議員

めをいただきたいと思います。

最後になりましたが、市町村合併についてお

尋ねをいたします。

国においては平成11年、これまでの合併特例

法を改正し、地方交付税の算定の特例、市とな

るべき要件の緩和といった従来からあった特例

制度を強化するとともに、新たに合併特例債を

中心とした行財政面の支援策を打ち出して、市

町村合併の一層の推進を図っているところであ

ります。その結果、全国の市町村数を見ると、

平成11年３月末まで3,232あった市町村の数が、

平成20年３月末には1,795市町村に、また沖縄県

を入れた九州管内では、570あった市町村数が平

成20年３月には292になる見込みとなっておりま

す。これを市町村の減少率で言いますと、全国

では44.5％、九州管内では48.8％となってお

り、実に市町村数は半分近くになっているので

あります。本県においても、平成17年度には19

の市町村が関係する合併が行われ、16年度末

に44あった市町村が、18年度末には30へと再編

が進んだところであります。しかしながら、減

少率で見ますと31.8％ということで、先ほどの

全国や九州管内と比較いたしまして、本県内の
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合併は必ずしも進んでいる状況にあるとは言え

ないようであります。私は、基本的には、市町

村合併は避けることのできない喫緊の課題であ

ると考えているところでありますが、合併新法

の期限が２年半後に迫る中で、県として今後、

市町村合併をどのように進めていかれるお考え

なのか、知事にお伺いをいたしまして、私の質

問を終わります。

地方分権の一層の進○知事（東国原英夫君）

展や少子高齢化の進行、そしてまた日常生活圏

の拡大、さらには今後、議論が本格化していく

ものと思われる道州制を見据えますと、住民に

身近な基礎自治体である市町村の行財政基盤の

充実強化は不可欠であり、市町村合併はそのた

めの有効な方策であると認識しております。も

とより市町村合併は、市町村と住民の皆様とが

一体となって自主的・主体的に判断されるべき

ものであり、そのためには、それぞれの市町村

におかれまして、住民に対して情報を提供して

いただき、合併についての議論をより深めてい

ただくことが重要であると考えております。県

におきましては、宮崎県市町村合併推進構想に

基づきまして、それぞれの地域での闊達な合併

議論を促すとともに、合併支援プランに基づ

き、合併に向けた取り組みを支援していくこと

としております。いずれにいたしましても、合

併新法の期限まであと２年半となっております

ので、合併に向けてのさらなる取り組みがなさ

れますよう、県といたしましても、引き続き積

極的に働きかけてまいりたいと考えておりま

す。

以上で私の質問を終わらせて○徳重忠夫議員

いただきます。ありがとうございました。（拍

手）

以上で一般質問は終了いたし○坂口博美議長

ました。

議案第20号から第27号まで採決◎

ここで、さきに提案のありま○坂口博美議長

した教育委員会委員及び土地利用審査会委員の

任命の同意についての議案第20号から第27号ま

での各号議案を議題といたします。

お諮りをいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○坂口博美議長

ように決定いたしました。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第20号から第27号までの各号議案につい

て、一括お諮りをいたします。

各号議案については同意することに御異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めます。よっ○坂口博美議長

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

議案第１号から第19号まで並びに請願委◎

員会付託

次に、今回提案されました議○坂口博美議長

案第１号から第19号までの各号議案について、

質疑の通告はありません。

当該議案及び今期定例会において本日までに

受理した請願は、お手元に配付の付託表のとお

り、それぞれ関係の委員会に付託をいたしま

す。

あすからの日程をお知らせします。

平成19年９月20日(木)
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あす21日から27日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、９月28日午前10時開会、常任

委員長の審査結果報告から採決まででありま

す。

本日はこれで散会いたします。

午後４時９分散会

平成19年９月20日(木)


