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◎ 代表質問

○坂口博美議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は代表質問であります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、民

主党宮崎県議団、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。田口雄二でございます。まず冒頭

に、さきの台風13号により、県内におきまし

て、土砂崩れによる家屋や道路の崩壊、農産物

等々の大きな被害が出ております。心からお見

舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧

を願ってやみません。県におかれましても、災

害の復旧に全力を傾注していただきますよう、

よろしくお願いいたします。

それでは、民主党県議団を代表いたしまして

質問を行います。これまでに各党会派より多く

の質問がなされ、重複する項目もありますが、

代表質問でもあり、お許しをいただきたいと存

じます。

まず最初に、知事の政治姿勢についてお伺い

いたします。

先月の北京オリンピックで、県内関係では柔

道の内柴選手が２つ目の金メダル、そして延岡

市出身の松田丈志選手が、200メートルバタフラ

イで見事銅メダルを手にすることができまし

た。「自分色のメダル」と称した銅メダルを恩

師の久世コーチの首にかけたシーンは、胸に

ぐっとくるものがありました。今回のオリン

ピックで日本人に一番大きな感動を与えたの

は、女子ソフトボールの金メダルではないで

しょうか。投手の上野由岐子選手が、一番大事

な中指のつめが割れ、血まめをつぶしながら

も、決してあきらめることなく、何度も渾身の

力で力投し、絶体絶命のピンチを切り抜けまし

た。２日間で３試合、413球も投げて、遠くに行

きかけた悲願の金メダルを執念でつかみ取り、

国民に大きな感動を与えてくれました。

しかし、その北京オリンピックの感動の余韻

に浸っている間もなく、日本国の最高指導者で

あり、最高責任者であるはずの福田首相が突然

の辞任表明をいたしました。１年前に安倍総理

が辞任した折には、御自分から総裁選に出馬し

たにもかかわらず、余りにもあっさりと、この

１年間に２人の首相が連続して辞任をいたしま

した。約１カ月前に改造内閣を発足させたとき

には、「安心実現内閣」と自分で銘打ったにも

かかわらず、その無責任きわまりない行動に

は、あきれるというより、この国の指導者はど

うなったんだ、安心実現とは一体何だったのだ

という思いがいたしました。

そこで、これまで何度も大きな壁にぶち当

たっても、そのたびごとに逆境をはね返して、

不死鳥のように復活してきた知事に、今回の福

田首相の辞任について所見をお伺いします。ま

た、世界的な金融危機、そして汚染米問題が拡

大し、国民の食への不信が頂点に達しようとし

ているのに、12日間にわたる国民不在の総裁選

挙の御感想、そして、本日決まる自民党の新総

裁に対してどのような要望をお持ちか、お伺い

いたします。

次に、県民の知事の支持率についてお伺いい

たします。先月の地元新聞の県民意識調査が報

告され、東国原知事を「支持する」と「どちら

かといえば支持する」を合計すると89.5％

と、90％を切ったとはいえ、就任以来１年９カ

月にもなるのに、非常に高い支持率を現在も維

持しております。支持の理由は、「メディアで
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宮崎をＰＲ」「県民を元気づけている」「県庁

の改革姿勢」の順で、県民は知事を評価してい

ます。今後、県政運営で力を入れてほしいこと

として、景気・雇用対策を筆頭に医療・福祉対

策、道路交通網の整備、過疎・少子高齢化対策

が続いています。知事は、今回のこの調査結果

を受けてどのような所見をお持ちか、お伺いを

いたします。

次に、高速交通網の整備についてお伺いいた

します。

今月初めに、大分・宮崎・熊本県議会県境議

員連盟の一人として、国土交通省の九州地方整

備局と九州運輸局、ＪＲ九州、西日本高速道路

九州支社に対して、東九州自動車道、九州横断

自動車道延岡線等々の事業促進、並びに日豊本

線の高速化等活性化の促進について要望活動を

いたしてまいりました。高速道路に関しては、

つい先日まで本県の県土整備部長でありました

野口宏一さんが、九州地方整備局の道路部長に

就任しており、建設促進に向けてじっくりとお

話をすることができました。ただ、要望活動の

中で、かなりハードルが高いなと実感させられ

たのが、ＪＲ関連の要望事項です。私自身は、

特急「にちりん」と「きりしま」の古ぼけた車

両を快適な車両にかえて、観光促進にも貢献で

きればと考えていました。そのチャンスが九州

新幹線の全線開通の折に、特急「つばめ」を初

めとする車両のお務めが終わり、日豊本線で第

二の人生を送ってほしいと考えていましたが、

その回答もなかなか厳しいものでした。「会社

として、車両は耐用年数を考えて新型車両の計

画を考えているので、日豊本線に優先的に融通

するとは言えない」との回答でした。佐伯―延

岡間の高速化は引き続き要望していかなければ

なりませんが、高速道路の開通もそう遠くない

と予想される中で、費用対効果を考えると、民

営会社のＪＲが、近い将来、高速化に向けて動

き出すにはかなり無理があるように思えます。

日豊本線の特急「にちりん」や「きりしま」の

後継として、「つばめ」車両導入に力を集中さ

せる政策はとれないか、県民政策部長にお伺い

します。

次に、延岡南道路の値下げについてお伺いし

ます。東九州自動車道の一部となる延岡南道路

は、当初、土々呂地区の朝夕の渋滞の解消策と

して建設されました。ところが、距離の割には

片道250円に割高感があり、利用の伸びが芳しく

なく、依然、渋滞の解消には至っておりませ

ん。かねてより、延岡市を初め経済団体や各種

団体等の皆さんより、利用率アップに向けて値

下げの要請を、西日本高速道路に再三行われて

まいりました。そのような中、国交省の延岡工

事事務所が、西日本高速道路に対して値下げ実

験の要請がなされていると、２月の地元紙に報

道され、その成り行きが注目されていました。

しかし、それ以来、相当の時間がたっているに

もかかわらず、その後、何の動きもありません

が、地元の期待は、一ツ葉有料道路の例もあ

り、非常に大きいものがあります。現在の状況

と今後の予定を、県土整備部長にお伺いいたし

ます。

次に、東九州自動車道の補償金目的の過密植

栽についてお伺いいたします。東九州自動車道

の建設促進に大きな障害になっていた補償金目

的の過密植栽が、昨年末、西都―高鍋間の２カ

所において強制収用の対象となり、予定地に

あった相当数の過密植栽が大幅に減少いたしま

した。建設促進に大きな弾みとなり、完成を待

ちわびている県民への大きな朗報となりまし

た。現時点において、残された補償金目的の過
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密植栽が何カ所あるのか、残っているところは

用地買収の協力がさらに得にくい困難なところ

のようにも思いますが、今後の取り組みについ

て、県土整備部長にお伺いをいたします。

次に、防災対策についてお伺いいたします。

まず冒頭に、お礼を申し上げます。私は、

「県の激甚災害特別事業で行われていた延岡市

の蛇谷川排水ポンプの建設工事が、請け負った

建設会社が２度にわたり倒産し、完成予定が大

きくおくれ、本年の台風には間に合わなくなっ

た。急ぎ過ぎた入札制度改革による弊害ではな

いか」と、これまでの一般質問で２度にわたり

質問させていただきました。しかし、確かに完

成時期は変わりませんが、９月１日より、肝心

のポンプを緊急時に手動で稼働できるようにし

ていただきました。天候が安定して工事の中断

がなかったというラッキーな面もありました

が、８月末の現地説明会には、延岡土木事務所

も驚くほどの地元の皆さんが駆けつけ、いかに

待望の排水ポンプであったかよくわかると同時

に、この機転のきいた対応に、地元の皆さんは

大変喜んでおりました。幸い、先週の台風13号

の襲来時は大きな被害もなく、ほっとしている

ところです。本当にありがとうございました。

さて、平成18年には延岡、日向、日南が竜巻

に襲われました。その後、昨年の11月に福岡

に、そして本年２月に種子島の気象ドップラー

レーダーの整備が進められ、本県の竜巻をもた

らす局地的な低気圧などを観測できる体制がで

き上がりました。先日、常任委員会の県外視察

で横浜市に宿泊したとき、夕方から急に天候が

荒れ模様になり、テレビの天気予報で、千葉県

に竜巻注意報が出されました。幸い大きな被害

もなく、竜巻も発生は結局なかったようです

が、私にとっては初めて目にする竜巻注意報で

した。そこでお伺いいたします。気象ドップ

ラーレーダーが整備された後、本県に竜巻注意

報が出されたことはあるのか、出された場合、

市町村への伝達等どのような対応をするのか、

総務部長にお伺いをいたします。

次に、医療福祉行政についてお伺いいたしま

す。

県内の医師不足の状況は、さらに深刻さを増

しています。医療人口26万人を抱える県北医療

の中核となる県立延岡病院は、緊急手術などで

連携をとることができる病院が地域に限られて

いるので、重篤な救急患者や高度医療を一手に

引き受けています。しかし、医師不足からその

体制を維持することが困難な状況になりつつあ

る上に、今回、内科医２名が８月末までに退職

し、宮崎大学の医局に引き揚げています。退職

したのは消化器系と腎臓系の専門医で、この結

果、延岡病院には消化器系の医師は１人もいな

くなり、休診することになりました。この結

果、上部及び下部消化管出血等の緊急の内視鏡

を使っての診査や治療は困難な状況となりまし

た。このため、これらの対処が必要な患者につ

いては、当分の間、市内の２つの民間病院に協

力・対応していただくことになりました。さら

に医師の減少により、当直体制などに厳しさが

増し、残された医療スタッフにさらに負担が増

すという悪循環に陥っています。県立延岡病院

の医師の現状はどうなっているのか、病院局長

にお伺いします。

状況はさらに逼迫し、医師の確保が困難をき

わめていますが、医師確保対策についてお伺い

をいたします。

次に、公立病院改革ガイドラインについてお

伺いします。総務省の有識者懇談会が2007年12

月にまとめた公立病院改革ガイドラインに基づ
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き、各地方自治体が計画策定に動き出していま

す。改革ガイドラインは、３年以内に経営効率

化を図る一方、５年程度をかけて再編ネット

ワーク化や経営形態の見直しを求め、自治体に

今年度中に改革プランを作成することが求めら

れています。全国各地で地域医療の崩壊が叫ば

れている中、自治体の公立病院に採算面や効率

だけを優先すれば、さらに地域医療の崩壊に拍

車をかけるのではないかと危惧いたします。公

立病院は、民間ではできない不採算部門を担う

ことが大きな使命とも思います。以上の点が十

分考慮されながらの市町村の改革プランとなる

ことを要望するとともに、現在の進捗状況につ

いて、総務部長にお伺いいたします。

なお、県立病院における改革プランの進捗状

況につきましては、病院局長にお伺いいたしま

す。

次に、雇用の確保、企業誘致についてお伺い

いたします。

知事のマニフェストの大きな柱の一つは企業

誘致です。九州では、海外需要の拡大を見込ん

で大規模な投資が増加しています。その上、ス

ピード化が求められており、以前のように、進

出の話があってオーダーメードで時間をかけて

工業用地を造成していたのでは、全く企業に相

手にされない状況です。広大な工業用地造成に

は、大規模な投資が必要な上に、企業が来てく

れる保証は何もありません。しかし、福岡と大

分を中心とする北部九州の企業が優秀な人材確

保に困難を来し始めており、東九州自動車道の

大分方面との連結が目に見えてきた今から、大

規模な工場進出も想定しておかなければならな

いと考えますが、県内の状況と今後の考え方に

ついて、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

なお、今回キヤノンが進出した長崎県も、本

県同様に大変厳しい有効求人倍率が続いており

ました。今回の進出では、長崎の金子知事は情

報をキャッチした時点ですぐにキヤノンにみず

から乗り込み、トップセールスを積極的に展開

し、誘致が実現したと伺っております。アンテ

ナを高く広くして情報を収集し、企業のニーズ

を十分把握して、知事のトップセールスを行う

積極的な誘致活動が必要ではないかと考えます

が、知事のお考えをお伺いします。

次に、観光行政についてお伺いいたします。

まず初めに、北京オリンピックのキャンプ誘

致についてお伺いします。私は、２月議会の一

般質問でもお伺いし、その時点で、星野ジャパ

ンの野球チームの実績と金メダルを取った女子

ソフトボールチームのキャンプ予定はお聞きい

たしました。しかし、その後、余りマスコミに

も話題にはなりませんでしたが、その他のキャ

ンプの実績はどうであったのか、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

次に、国際定期便の宮崎―台北線についてお

伺いいたします。２つの国際定期便のうち、宮

崎―ソウル線は順調に推移し、冬場には１便ふ

やし週５便となるようですが、６月１日に就航

した宮崎―台北線の利用が芳しくなく、同時期

に就航した石川県の小松―台北線の搭乗率は、

宮崎線よりはるかに高い実績を残しているよう

です。日台議員連盟に所属している一人とし

て、国際定期便の開設を大変喜んでおりました

が、鹿児島県も開設に積極的なようですので、

このまま低迷を続けると先行きが厳しくなって

まいります。台湾は、私も行ったことがありま

すが、短時間で気軽に格安で行ける外国でもあ

るし、世界一の高層ビルやおいしい食事、そし

て何といっても対日感情の非常にいいところで
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もあります。台北線の搭乗率アップのため、台

湾の魅力をどう県民に伝えているのか、お伺い

いたします。

なお、これから冬を迎え、雪が降り始めた

ら、石川県は、台湾の方から見たら非常に魅力

を感じることと思います。韓国の皆さんから見

たら、宮崎ははるかに暖かく、冬場のゴルフは

特に魅力に感じてくれるでしょう。しかし、集

客力のあったオーシャンドームがない今、台湾

からの観光客の宮崎に対するニーズをどのよう

にとらえ、今後の売り込みにどのように取り組

んでいくおつもりか、商工観光労働部長にお伺

いいたします。

次に、教育行政関連について何点かお伺いし

ます。

まず初めに、昨年に引き続き小中学校の全国

学力テストが実施されました。昨年のデータと

合わせると２カ年のデータがそろったことで、

本県の教育環境の置かれている現状が、昨年以

上にあらわになりました。集まったデータをよ

く比較分析して、今後の各教育委員会の施策や

学校の授業の改善に活用していただきたいと存

じます。この２カ年のデータに基づき、本県の

子供たちの学力をどのように評価しているの

か、教育長にお伺いいたします。

次に、特別支援学校についてお伺いいたしま

す。2006年度に障害者自立支援法が施行され、

卒業後の社会参加や自立が求められるようにな

り、就職に備えて職業訓練が受けられる特別支

援学校高等部への進学希望者が増加しており、

高等部未設置の４校（日向ひまわり支援学校・

みなみのかぜ支援学校・児湯るぴなす支援学校

・都城きりしま支援学校小林校）への早急な設

置が保護者から要望されていますが、高等部設

置についてどうお考えか。また、高校併設型

か、単独校方式か、設置形態についても教育長

にお伺いをいたします。

次に、警察行政についてお伺いいたします。

先月の22日に、「変革を続ける刑事警察」と

題した2008年版の警察白書が公表されました。

凶悪な銃器犯罪や街頭での無差別殺傷事件など

が相次ぎ、「犯罪情勢は依然厳しい」と分析

し、ＤＮＡ型データベースの充実など、科学技

術の活用による捜査力向上が必要だとしていま

す。インターネットや携帯電話の普及など多様

化・広域化する一方の犯罪に、法律や捜査体制

が追いつかない面もあるようです。警察庁によ

りますと、昨年、聞き込みをきっかけに容疑者

を逮捕した事件は、前年と比較して1割以上の減

少、15年前に比べると半数以下、10年前と比較

しても４割弱も減少しています。今回の白書で

は、この実態を受け、捜査に対する市民の協力

について全国の刑事にアンケートをとり、現場

の声をまとめています。そして、住民から協力

を得るのが困難と感じる刑事が約８割もおり、

警察手帳を見せると何でも話してくれる時代で

はなくなったと指摘しています。警察に話をす

るのが面倒、情報提供に慎重、多忙、警察を快

く思っていない、協力しても得にならないなど

の順で、協力を得られない理由として挙げられ

ています。白書ではその背景として、都市部へ

の人口集中と単身世帯の増加、社会における連

帯感や帰属意識の希薄化、他人への無関心など

と分析しています。しかし、目撃者がたくさん

いる事件でも、情報を提供しようという住民が

減っているとは、何とも情けない状況です。全

国レベルから見れば、本県においてはまだまだ

協力的であると思いたいところですが、本県の

状況も同一なのか、警察本部長の所感をお伺い

いたします。
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次に、振り込め詐欺についてお伺いします。

連日、報道では振り込め詐欺被害が流され、そ

の予防策も警察や各自治体等から再三言われて

いるにもかかわらず、減少するどころか増加傾

向にあります。特に本県においては、過去最悪

のペースで被害が出ています。それまでまじめ

に老後のためにつめに火をともすかのようにし

てためたとらの子の貯金を、気が動転して慌て

て振り込み、だまされたと気づき、茫然自失と

なるお年寄りの姿が目に浮かびます。また、手

近なところにＡＴＭや簡単に現金を貸してくれ

る無人の消費者金融の施設があるのも、事件を

助長しているのかもしれません。最近の犯罪

は、子供や女性、お年寄り、障がい者など社会

の弱者ばかりがターゲットになっているように

思えてなりません。犯罪は世相を物語ると言わ

れますが、聞いていて気が重くなるような犯罪

ばかりです。これまでの本県の被害の状況を、

警察本部長にお伺いいたします。

次に、高齢者の交通安全対策についてお伺い

します。本年６月より、75歳以上の高齢者は、

車に高齢者運転標識、通称もみじマークを表示

しなければならなくなりました。改めて表示が

義務づけられると、周りはもみじマークだらけ

で、いかに高齢者が多いか実感させられます。

本県のように、公共交通機関が極めて少なく、

核家族化が進んでいる現状では、お年寄りに

とって車は移動には欠かせないもので、生きが

いを失わせるわけにもいきません。しかし、実

際の運転はかなりおぼつかない方もおり、見て

いて心配になります。高齢者の死亡事故も増加

しているようですが、安全対策はどのようにお

考えか、警察本部長にお伺いいたします。

次に、秋葉原の無差別殺傷事件で使用された

殺傷能力の高いダガーナイフ類の状況について

お伺いします。私自身は、この事件までダガー

ナイフの存在を全く知りませんでした。こんな

に危険なナイフが身の回りに出回っているのか

と思うと、ちょっと見知らぬ人に注意するの

も、何を持っているかわからないからやめてお

こうとなりそうです。ましてや最近の犯罪は、

加害者と被害者間に何の面識もかかわりもな

く、とにかく憂さ晴らしにだれでもいいから人

を殺したかったという事件が実に多くありま

す。被害者や遺族にとっては何ともやりきれな

い、どこに怒りをぶつけていいのかわからない

事件の多発です。そこで、今回の秋葉原事件を

受け、都道府県のほとんどが18歳未満への販売

禁止や規制強化を検討いたしております。そこ

でお伺いいたします。ダガーナイフ等の危険な

刃物類の県内の販売実績と犯罪予防対策につい

て、警察本部長にお伺いいたします。

以上、壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 おはようご

ざいます。お答えいたします。

福田首相の辞任等についてであります。ま

ず、突然で驚きました。今回の辞任表明は、責

任放棄というか投げ出し感は否めないと思って

おります。消費者庁や無駄な行政支出を削減す

る取り組みのように、国民目線で政策を進める

という方向性は評価されるべきであると考えて

おります。しかしながら、首相にとっては、国

政のねじれにより、道路特定財源問題のように

思うような国政運営ができなかった苦難の１年

であったような気がします。結果として、私ど

も地方行政を預かる身としては、困難な行政運

営を迫られた１年でもあったと考えておりま

す。

次に、自民党総裁選につきましては、政策議
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論の12日間と言われた割には、それぞれの候補

者の政策的違いが余り見られず、私どもの最大

の関心事である地方財源の確保等の地方財政

や、地方分権に関する議論が希薄な感じを受け

ておりました。また、自民党新総裁には、短期

的な対応としては、景気対策や物価対策、医療

・福祉対策など喫緊の課題について、具体的な

パーティー・マニフェストに基づく施策を打ち

出していただきたいのですが、それとともに、

中長期的な展望として、地方財政のあり方を含

め、地方分権やこの国の形、我が国のあり方を

どう変えていくか、この国をどういう国にする

のかということについて、具体的なビジョンを

示していただきたいと思っております。

続きまして、支持率についてであります。さ

きに地方紙で報道された県民の皆様の私に対す

る支持率が、90％近いものであったことにつき

ましては、正直驚いております。と申しますの

も、連日、各方面からのおしかりや御批判が絶

えないことから、信じられない気持ちでござい

ます。しかしながら、この結果は、議会の皆様

の御理解と御支援並びに職員の尽力を得て県勢

浮揚に邁進してきたことが、高く評価されたも

のであると考えておりまして、皆様方には感謝

申し上げたいと思っております。

また、支持理由のうち、宮崎のＰＲ、県民を

元気づけている、県庁の改革姿勢等が多かった

ことは、これまで全庁挙げて力を入れて取り組

んできたことが、県民の皆様に認められたと考

えております。この評価につきましては、慢心

することなく、真摯にかつ謙虚に受けとめ、今

後とも県民の皆様の御期待にこたえるため、県

民総力戦による新しい県づくりに誠心誠意取り

組んでまいりたいと考えております。

続きまして、企業誘致についてであります。

企業の求める条件は、用地の広さはもとより、

空港からの時間や道路の整備状況、電力や水の

必要量、労働力の確保、行政からの優遇措置な

ど多岐にわたっております。誘致活動において

は、このような企業ニーズをいかに迅速かつ的

確に把握し、対応していくかが重要でありま

す。このため、本年８月に配置しました企業誘

致コーディネーターとの連携も図りながら、県

外事務所を中心として各企業への訪問を重ねる

など、個別の企業のニーズを的確に把握するよ

う努めております。それにより得られた情報に

基づき、私自身が直接、企業のトップにお会い

して本県への立地を働きかけるなど、積極的に

誘致活動を行っているところであります。今後

とも、引き続き市町村との連携を図りながら、

より積極的な誘致活動を展開し、１件でも多く

の企業立地の実現に努めてまいりたいと考えて

おります。以上です。〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 ま

ず、日豊本線の車両更新についてであります。

日豊本線の整備充実につきましては、これまで

も知事や私がＪＲ本社や支社を直接訪問いたし

まして、あるいは県の鉄道整備促進期成同盟会

や九州各県で構成する鉄道整備促進協議会等を

通じまして要望を行ってきたところでありま

す。そのような中、車両につきましては、型式

が古く、利用者からの不満の声も多いことか

ら、早期の更新を特に強く要望しているところ

でありますが、ＪＲ九州におきましては、2011

年の九州新幹線の全線開業にあわせて、車両の

全体的な再編を考えておられると聞いておりま

す。日豊本線の利用促進や九州新幹線の効果を

本県に呼び込むためには、快適な車両の導入が

不可欠であります。引き続きＪＲ九州に対し、

早期の車両更新を強く働きかけてまいりたいと
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考えております。

次に、台北線の搭乗率向上についてでありま

す。宮崎空港の国際線２路線目となる台北線

は、ソウル線とあわせて、本県が目指している

東アジアとの経済・交流拡大を図っていくため

の基盤となるものであり、国際定期便を維持充

実させるためには、双方向で利用されることが

重要であると考えております。このため、県民

の皆様には、路線開設前からメディア等を活用

して、台湾の観光地やバラエティー豊かな食と

ともに、親日的な国民性などを紹介してまいり

ました。また、台湾観光協会と連携して、台湾

観光キャンペーン及び県内旅行会社向けのセミ

ナーを開催したところであります。今後とも、

官民一体となって組織している宮崎空港振興協

議会を通して、県内企業・団体等への働きかけ

やメディア等を活用したＰＲを積極的に行い、

利用促進に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〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 まず、竜

巻注意情報についてであります。気象庁では、

ことし３月26日から竜巻注意情報の発表を開始

いたしまして、本県ではこれまで３月27日と４

月９日、さらに最近、台風13号が接近した９

月18日に竜巻注意情報が発表されましたが、い

ずれも竜巻の発生は確認されておりません。こ

の竜巻注意情報が発表された場合の対応であり

ますが、県では、気象台からの情報を直ちに関

係市町村に伝達するとともに、報道機関等にも

御協力をお願いして、県民の皆様に情報提供を

行っているところであります。竜巻注意情報の

利活用につきましては、情報の精度や具体的な

利用、あるいは伝達の方法等に課題があります

ことから、現在、国において学識経験者、地方

公共団体、報道機関等による「突風等短時間予

測情報利活用検討会」を設置いたしまして、ガ

イドラインの作成に向けて検討を重ねていると

ころであります。そのような中で、県といたし

ましては、今年度から台風や地震などの災害に

加え、竜巻に対する備えにつきましても、市町

村担当者会議や出前講座などの機会を通して説

明を行いまして周知に努めるとともに、県の防

災・防犯情報メールサービスにおきましても、

８月から新たに竜巻注意情報の提供を開始いた

しまして、県民の皆様への注意喚起を行うこと

としたところであります。

次に、公立病院改革プランについてでありま

す。このプランにつきましては、公立病院をめ

ぐる環境が厳しさを増す中、地域において必要

な医療を安定的かつ継続的に提供していくため

に、関係市町村において策定することが求めら

れているものであります。現在、各市町村にお

きまして具体的な検討を行っているところであ

りますが、策定の時期は、いずれも今年度末に

なるものと聞いております。県といたしまして

は、それぞれの地域において、市町村立病院が

果たすべき役割を踏まえた上で病院経営の効率

化を図り、地域住民に対する医療サービスを将

来にわたって安定的に提供していくことができ

るよう、必要な助言を行ってまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、工業用地についてであります。現在、

県内におきましては、工業用地として提供可能

な土地は、そのほとんどが小規模でありまし

て、大規模な工場の進出に対応できる10ヘク

タール以上の用地は、造成中のものを含め数カ

所にとどまっております。このため県では、県

内の市や町に対し、大規模工業団地に適した用
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地の確保について協力を求めてまいりました

が、既に造成事業に着手いただいているところ

もございます。企業誘致を進める上で、企業

ニーズにこたえられる工業用地の確保は大変重

要でありますので、引き続き市町村等とも連携

して取り組んでまいりたいと考えております。

次に、北京オリンピック関連の宮崎合宿につ

いてであります。本県におきましては、誘致の

効果が大きい国内の代表チームを中心に誘致活

動を行いました結果、先ほど御質問にございま

したように、昨年秋の野球日本代表チームのア

ジア最終予選の直前合宿や、ことし３月の女子

ソフトボールの日本代表チームに加えまして、

４月には女子バレーボールの日本代表チーム

が、本県で合宿を行ったところであります。ま

た、個人競技では、陸上の朝原選手や野口選

手、柔道の石井選手や鈴木選手なども宮崎合宿

を行っております。オリンピックに限りません

が、スポーツ合宿につきましては、その経済効

果はもとより、地域の活性化や競技力の向上な

どにも大きく寄与するものでありますので、今

後とも積極的な誘致活動を行ってまいりたいと

考えております。

次に、台湾からの観光客誘致についてであり

ます。台湾からの観光客につきましては、温泉

やグルメ、ショッピングなどを組み込んで観光

地を周遊する団体旅行商品が主流となっており

ますが、近年、団体旅行に加え、少人数のゴル

フツアーなどの新たなニーズも高まってきてお

ります。このような台湾からの観光客のニーズ

にこたえるため、本県の魅力である四季折々の

美しい自然、安全で豊かな農畜産物などの食材

のＰＲに努めているところであります。あわせ

まして、県内各地にある質の高いゴルフ場や日

本最南端の五ケ瀬スキー場といった本県ならで

はの観光地を積極的に売り込むとともに、鹿児

島県等と連携した周遊ルートの開発に取り組ん

でいるところであります。さらに、定期便の就

航を機に可能となった修学旅行や個人客の誘致

にも力を入れてまいりたいと考えております。

以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

延岡南道路の料金値下げについてでありま

す。高速道路の料金等は、日本道路公団が分割

民営化された各高速道路株式会社と、独立行政

法人日本高速道路保有・債務返済機構との協定

の中で定められております。この協定では、高

速自動車国道全線と一般有料道路として建設さ

れた一部の路線・区間が料金割引の対象となっ

ておりますが、延岡南道路につきましては、現

時点で対象となっておりません。しかしなが

ら、門川―日向間が平成22年度に供用予定であ

りまして、これにより東九州自動車道と一体的

に利用できる形態になることもありますので、

県としましては、当該区間を割引の対象区間と

していただくよう、引き続き関係機関に要望し

てまいります。

次に、補償金を目的とした植栽行為について

であります。東九州自動車道につきましては、

県が目標としております平成26年度供用に向け

て順調に整備が進められております。なお、課

題となっております補償金目的植栽行為につき

ましては、県民の理解が得られないことから補

償せずに、基本的には自主撤去の要請を行い、

応じてもらえない場合には、土地収用法に基づ

く法的な解決を図るなど、厳正に対処すること

としております。これまでの状況につきまして

は、全体で56カ所あったものが、ことし２月、

県内初となる高鍋町での行政代執行を行った結
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果、現時点では残り18カ所に減少してきており

ます。このような行為につきましては、国や西

日本高速道路株式会社など関係機関と密接な連

携を図りながら、今後とも、毅然とした態度で

臨み、目標としております供用年度に影響がな

いよう、早期解決に向けて全力で取り組んでま

いりたいと存じます。以上でございます。〔降

壇〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

まず、県立延岡病院の医師の現状についてで

あります。県立延岡病院の医師につきまして

は、平成10年度以降、定数・現員ともに50名前

後で推移しておりましたが、平成17年度に診療

体制のさらなる充実等を目指しまして、定数

を11名増員し66名として医師確保に努めてきた

結果、本年９月１日時点での医師数は56名と

なっております。なお、近年の全国的な医師不

足の中、本県においても医師の確保が非常に厳

しくなってきておりまして、県立延岡病院で

は、現在、消化器系内科、眼科、精神科の診療

を休止しており、民間病院で対応していただい

ているところでございます。

次に、医師確保対策についてであります。県

立病院が高度で良質な医療を提供する上で、ま

た、経営の健全化を着実に進めていく点から

も、医師の確保は喫緊かつ最重要の課題でござ

います。一方で、医師を派遣している各大学医

局においても、医師の確保が難しくなってきて

おりまして、これまでどおり医師派遣を継続し

ていくことが厳しくなってきている状況にある

と伺っております。医師の確保につきまして

は、このように大変厳しい状況ではあります

が、各大学医局への派遣要請はもとより、本県

出身の医師あるいは臨床研修医への個別の働き

かけに取り組むなど、さまざまな手だてを講じ

ながら、引き続き医師の確保に全力を挙げて取

り組んでまいりたいと存じます。

次に、公立病院改革ガイドラインに基づく改

革プランについてであります。この改革プラン

は、安定した経営のもとで良質な医療を提供し

ていくために、１つには経営効率化、２つ目に

再編・ネットワーク化、３つ目に経営形態の見

直しという３つの視点から策定することとなっ

ております。このうち、経営効率化及び経営形

態の見直しにつきましては、既に策定いたして

おります宮崎県病院事業中期経営計画と宮崎県

立病院の今後のあり方が、ガイドラインの求め

る内容・機能を満たしているというふうに認識

いたしておりまして、現在、すべての県立病院

の単年度黒字化を図ることを目標に、積極的な

経営改善に取り組んでいるところでありまし

て、平成21年度からはふさわしい経営形態の検

討を行うこととしているところでございます。

また、再編・ネットワーク化につきましては、

地域における医療提供体制の状況や、その他の

公立病院の動向等を踏まえる必要がありますこ

とから、今後、知事部局と連携を図りながら、

関係機関とも協議を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〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

全国学力・学習状況調査についてでありま

す。全国学力・学習状況調査における本県の子

供たちの学力の状況につきましては、昨年度、

本年度とも正答率が全国平均とほぼ同じであ

り、おおむね良好な状況で、「知識」に関する

問題については、２年連続で小中学校とも全国

平均を上回っております。これらの結果は、子

供たちの頑張りはもとより、市町村教育委員会
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の方針のもとで、学校の教師や保護者、地域の

方々など、子供の教育に携わっておられるすべ

ての方々の努力が実を結んだものと考えており

ます。また、毎日朝食を食べる児童生徒や、家

で授業の復習をする児童生徒の割合が高いな

ど、望ましい生活習慣の定着が図られているこ

ともその要因として挙げられるものと考えてお

ります。ただ一方で、「活用」に関する問題に

つきましては、中学校は２年連続して全国平均

を上回っているものの、小学校については、昨

年度は国語が、本年度は国語、算数の両教科に

ついて全国平均を下回っており、知識・技能を

活用する力につきましては、課題があるものと

とらえております。

次に、特別支援学校高等部の設置についてで

あります。高等部につきましては、本年２月、

学識経験者等から構成される「宮崎県特別支援

学校総合整備計画」策定委員会から、「障がい

のある子供のそれぞれの地域での自立と社会参

加を推進する観点から、すべての高等部未設置

校で高等学校等の余裕教室等を有効活用した高

等部設置について検討するべきである」という

最終報告をいただいたところであります。ま

た、地域で専門的な教育を受けたいというニー

ズの高まりや、生徒数の著しい増加を背景に、

高等部の設置を求める切実な声を、たびたび保

護者や関係団体からいただいております。これ

らのことから、高等部の設置につきましては、

現在策定を進めております宮崎県特別支援学校

総合整備計画の中で、全県的・総合的な視野に

立ちまして、鋭意検討しているところでありま

す。なお、高等部を設置する場合の設置の形態

につきましては、厳しい財政状況の中、既存施

設の有効活用が基本になるものと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 まず、

市民協力の確保の件についてでございます。警

察白書で取り上げられたようなアンケートは当

県では行っておりませんので、確たることは申

し上げられませんけれども、当県では、東京や

大阪等の都市部に比較をすれば、まだまだ地域

の連帯感あるいは個人間の結びつきは強いこと

から、捜査に対する協力が得られやすいという

面はあるのではないかというふうに考えられる

反面で、第一線現場の刑事にいろいろと話を聞

きますと、やはり以前に比して捜査に対する協

力は得られにくくなっているとの実感を持って

いる者がほとんどであります。したがって、全

国と変わらず捜査環境は厳しくなっているもの

と認識をいたしております。こうした問題は、

都市化あるいは核家族化、コミュニティーの弱

体化等社会環境の変化や世の風潮、あるいは犯

罪そのものの広域化、こういったものを背景と

して生まれてきているものと考えておりまし

て、なかなかその解決は厳しいものがございま

す。

当県警察といたしましては、捜査協力を得る

ため、各種媒体を通じた広報・啓発活動や具体

的な情報提供の協力依頼に努めていますほ

か、11月の指名手配被疑者捜査強化月間に合わ

せて、国民からの協力を求めていく推進月間と

して、特に広報啓発に重点を置いて取り組んで

まいりました。また、昨年４月からは、全国的

には捜査特別報奨金制度による情報収集が始ま

るなど、こうした厳しい捜査環境の中で、市民

協力の確保にいろいろと工夫しているところで

ございます。当県警察としては、こうしたこと

を引き続き継続するとともに、現実の環境変化

に対応していくために、証を人から得るという

アプローチだけではなく、証を物から確実に得
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るという観点から、ＤＮＡ型鑑定の導入等、科

学捜査の充実強化を行ってきたところであり、

こういう点にも引き続き配慮してまいりたい

と、このように考えております。

次に、振り込め詐欺の被害の状況についてで

ございます。本県の状況は、今年７月末で、認

知件数にあっては前年とほぼ同水準でございま

すけれども、被害額は前年同期を大幅に上回る

約１億2,900万に達しておりまして、全国の傾向

同様大変厳しい状況下にございます。一口に振

り込め詐欺と申しておりますけれども、中身を

御紹介しますと、主に高齢者等を対象に親族等

を装って現金をだまし取るいわゆる「オレオレ

詐欺」、架空の事実を口実に現金をだまし取ろ

うとする「架空請求詐欺」、金融業者等を装

い、融資を申し込んできた者に対して、融資の

保証金等の名目に逆に現金をだまし取ってしま

う「融資保証金詐欺」の３類型がございまし

て、特に一昨年の６月ごろから、これに加えて

社会保険庁等を装って医療費等の還付名目に、

被害者の携帯電話に具体的指示をしながら、Ａ

ＴＭを操作させてお金をだまし取る「還付金詐

欺」という類型が出現をしましたことから、こ

れを加えて現段階では４つの類型を振り込め詐

欺と称しております。振り込め詐欺の特徴の一

つは、その名のとおり、金融機関のＡＴＭ等を

利用してお金を振り込ませるというところにポ

イントがございます。実態を見ましても、本年

７月までの詐欺全体の４分の３はＡＴＭの利用

形態での被害でございます。そうしたことか

ら、被害防止のための各種活動を進める中で

も、特にＡＴＭ対策について重点を置いて今後

取り組んでまいりたいと、このように考えてお

ります。

次に、高齢者の安全対策についてでありま

す。御案内のとおり、昨年までの高齢者事故は

年々増加傾向を示しておりまして、高齢死者数

につきましては、ここ数年で40人台が続く高ど

まりの増加基調にございました。昨年も交通事

故死者80人のうち45人の方が高齢者でございま

して、特に歩行中、自転車乗車中のいわゆる交

通弱者としての死者が31人と約７割を占めてお

ります。こうした状況の中、昨年10月には本県

公安委員会からも、高齢者の交通安全対策につ

いて強力に推進するようにとのお話がございま

した。本年は、高齢者対策を最重点課題として

取り組んでおります。

具体的に申し上げますと、高齢歩行者教育シ

ステムというシミュレーターを用いた体験参加

型の交通教室、高齢者宅をいわばローラー的に

訪問しての個別指導、免許更新等における各種

講習等において、高齢者の死亡事故の実態を認

識していただくための小テストの実施、そし

て、すべてのドライバーを対象に、お年寄りに

優しい運転を進めてもらうための３Ｓ運動の推

進、こうしたことを行っております。また、高

齢運転者対策としては、交通安全教育車を活用

した交通安全教育のほか、運転に不安を有する

高齢者の方々が免許証を返納しやすい環境づく

りを進めるために、高齢者運転免許証返納メ

リット制度の構築を行っているところでござい

ます。

本年度、現在までの状況について申し上げま

すと、昨日現在で、高齢の死者数は16人、前年

同期比でマイナス18人、つまり半減しておりま

す。特に私どもが重点としております交通弱者

につきましては８人、前年同期比でマイナス15

人、これは昨年の約３分の１でございます。こ

うしたことから、全死者数につきましても27

人、前年同期比マイナス37人と、非常に良好な
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状況で今のところ推移をしておりますので、今

後とも関係機関・団体と連携をして、この対策

に努めてまいりたいと考えております。

最後に、ダガーナイフ等の実態そして対策で

ございます。ダガーナイフ等につきましては、

銃刀法に定める刃渡り15センチメートル以上の

刀剣類に該当しないということで、所持そのも

のについては規制がないという現状にございま

す。一方、その携帯につきましては、刃体の長

さが６センチメートルを超えるものにつきまし

て、正当な理由のない場合は携帯を禁止されて

おります。この違反事実で検挙したものは、本

年８月末現在で22件18名でございます。また、

宮崎県の青少年の健全な育成に関する条例で

は、バタフライナイフ等を青少年に有害な刃物

類として指定をされていたところ、本年８月に

は、ダガーナイフ等につき追加指定をされまし

て、青少年に対する販売について、全面的に禁

止をされているという現状にございます。

次に、ダガーナイフ等の販売実態でございま

すが、秋葉原事件を受けて、６月から７月にか

けて、県内の販売状況を調査いたしました。ダ

ガーナイフに代表されるような危険な刃物につ

いては、銃砲店や金物店等の計41店舗において

販売をされているということを確認しておりま

す。また、インターネットを利用すれば、店頭

以外でも容易に購入できる環境下にあると、こ

ういう状況にございます。

当面の対策といたしましては、業務その他正

当な理由のない場合の携帯違反に対する取り締

まりを引き続き徹底するとともに、先ほど御紹

介しました41店舗に対しては、殺傷能力が高く

社会的有用性が低い刃物につきましては、その

販売を自粛していただきたい、そして、販売を

する際の身元確認、使用目的の確認、不審な購

入者がいた場合の通報などを要請しているとこ

ろでございます。なお、警察庁におきまして

は、ダガーナイフ等の危険な刃物に対する規制

を強化するために、現在、関係法令の改正を検

討しているところと伺っております。以上で

す。〔降壇〕

○田口雄二議員 それぞれ御答弁ありがとうご

ざいました。これから再質問をさせていただき

ます。

まず最初に、知事にお伺いをいたします。本

年１月20日に立ち上げられました北川正恭前三

重県知事を代表とする政策集団「地域・生活者

起点で日本を洗濯（選択）する国民連合」、略

称「せんたく」ですが、知事は発起人の一人と

して、一人というか知事の参加が一番話題にな

りました。このとき知事は、「政権や政治家を

選択する基準となるよう、わかりやすい政策の

提示を与野党に強く働きかけたい」と、意欲を

語っております。せんたくは、国民の意識改革

推進、官僚主導行政からの脱却、地域・生活者

視点からの政策のつくり直しを主眼に置いて活

動を展開していくとのことでした。せんたく

は、各政党が政策マニフェストをつくる過程に

おいて積極的に発言し、政党に責任説明を求め

ていくとも言っておられます。立ち上げは大き

な話題を集めましたが、私が見ていないだけな

のか、その後、余りメディアでは見ていないよ

うに思っております。今まさに総選挙が近いと

言われている中、政策集団「せんたく」は、各

政党にどのような働きかけをし、何を求めてい

くのか、中心メンバーの知事にお伺いいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 御案内のように、せ

んたく会議というのは、ことしの２月ぐらいに

立ち上げた政策集団というか、政策を進めてい
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ただきたいというプラットホームですね。そう

いう政治をつくっていただきたいという発言を

して、それを国民運動として広げていこうとい

うようなものが主たる目的でございます。「せ

んたく」は、皆さんから御質問をたくさん受け

たんですけれども、北川代表の考え方として

は、新党であるとか政界再編には絡まないとい

うことで、来る総選挙を政権選択の大きな分水

嶺と考えて、そこに各政党が、あるいは各候補

者が、きちんとしたマニフェスト、政策公約と

いいますか、具体的な数値目標等を掲げてお示

ししていただき、それをもとに国民の皆さんが

政権選択をする、選挙の投票行動をするという

ことでございますので、今までのように抽象的

な公約等々でなく、具体的な政策目標、数値目

標あるいはロードマップ等をお示しいただきた

いということを、広くお願いしてきました。総

選挙が近いということもありまして、これは具

体的に日程はまだ申し上げられませんが、その

前に、最後の答申といいますか、我々の提示を

させていただきたいと思います。これによっ

て、国民の皆さんがどういう基準で政権政党を

選択するのか、政治家を選択するのかというよ

うな、その国民運動の突破口等々になれればな

と考えております。

○田口雄二議員 わかりました。知事といいま

すとマニフェストの代名詞と言われるぐらい、

知事のは印象が深いのですが、そんな中で知事

にもう一度伺います。知事は、９月11日のオフ

ィシャルブログ「そのまんま日記」において、

今回の総裁選や突然の福田首相の辞任に関して

感想も述べられております。もちろん痛烈に批

判をされておりました。しかし、その中で、返

す刀で、「一方、民主党のマニフェストには期

待したい。財源については、特別会計から何兆

円、公益法人改革で何兆円、独立法人改革で何

兆円、地方分権による二重行政改革で何兆円を

いついつまでにどこどこに配分……と具体的に

示せばいいと思う。期限、財源、ロードマップ

等を具体的に示し、実現できなかったら、民主

党議員全員総辞職しますとすればいい。あれほ

ど国会審議を拒否し、政権奪取に命をかけてい

るというならば、それぐらいの約束をしてもい

いのでは。そうすれば、与党支持者も応援する

かもしれない。恐らく総辞職になると思うか

ら」と、最初、民主党へのエールかと思いまし

たら、マニフェストが実現できなければ、まさ

に腹を切れと言っているようなもので、大変厳

しい注文でした。しかし、知事御自身も、「ど

げんかせんといかん」と言いながら知事選を戦

い、県民は宮崎再生のマニフェストに期待し、

東国原知事を誕生させました。しかし、御自身

のマニフェストは100％を目指すが60％できれば

成功と、マニフェスト研究会でもそのような評

価が結果的に得られると、知事は以前、私の質

問に対しても答えております。何か御自身のマ

ニフェストには評価が甘くて、政党に対しては

大変厳しいものを要求されていると思います

が、知事のお考えをお聞きいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は何度もここでも

答弁させていただいておりますけれども、マニ

フェストはあくまでも100％実現を目標とするん

ですね。今までの実績のローカルマニフェスト

の結果として60％とか70％が評価だったという

ことを申し上げただけで、最初から60から70を

目指すものではない。私は、あくまでも100％を

目指す、すべての実現を目指す、そういった志

を持って民主党さんにもマニフェストをつくっ

ていただき、そしてまた実行をしていただきた

いと熱く期待をしております。まだ今のところ



- 130 -

平成20年９月22日(月)

は確たる財源、それと実行過程、そういったも

のがまだ示されていないと思いますけれども、

数日内にパーティー・マニフェストとして民主

党さんがお出しになるということなので、その

辺もきちんと注視させていただきたいし、また

それに向けて、きょう総裁は恐らく麻生さんに

決まります。その後の自民党さんのパーティー

・マニフェストはどのようなものが出るかとい

うのを、またお示ししていただいて、「せんた

く」の話に戻りますけれども、このマニフェス

ト、政策を国民の皆さんがきちんと見て判断を

していただきたいと思っております。

○田口雄二議員 わかりました。さきのブログ

では、知事はまた、議会でマニフェストの追及

をされて、何かいろいろ大変だというようなこ

とも書いてございましたけれども、先ほど言い

ましたように、知事イコールマニフェストとい

うイメージも非常に強いものですから、100％実

現に向けて、全力で頑張っていただきたいと

思っております。

それから、先ほど聞きましたが、知事の支持

率についてもう一度お伺いいたします。県民

は、県政運営で力を入れてほしいこととして、

景気・雇用対策を筆頭に、医療・福祉対策、道

路交通網の整備、過疎・少子高齢化対策が続い

ています。これはいつも議会でも一番取り上げ

られるテーマで、まさに宮崎県の課題だと思っ

ております。それと、気になるのが支持しない

理由で、日ごろの言動、多忙による実務への懸

念、県庁改革が物足りないと続いていますが、

前回の調査から比較すると、日ごろの言動、多

忙による実務への懸念というのは数値が下がっ

ているのですが、県庁改革が物足りないという

のが倍以上にふえております。これは、私が推

測するに、大阪の橋下知事が、常に挑発的な劇

場型パフォーマンスで大阪府民を味方につけて

改革に取り組む姿が、よくマスコミに取り上げ

られていて、そのイメージがあるからなのかな

とも思ったりもいたします。この県庁改革が物

足りないというのが県民の支持しない理由の中

にあることを、知事はどのようにお考えでしょ

うか。

○知事（東国原英夫君） 全庁的に行財政改革

には鋭意取り組んでいるところでございます

が、なかなか行財政改革というのが表に出ない

というか、何か皆さんが周知するところになら

ない、話題に乗らない部分がありますので、行

財政改革は地味なものがありまして、そういっ

たものが話題にならない。ただ、大阪の場合

は、ああいった財政的なカットとか、教育委員

会に対する言動といったものは非常にセンセー

ショナルで、非常に話題になりやすいので、そ

ういったところの違い、県民の皆さんの受け手

側の違いもあるのかなと思っているんですけれ

ども、私としては、県庁の―自治体の行財政

改革について、この改革が後退するとか、ある

いは手を抜くとか、そういったものはしていな

いつもりです。今後とも、きちんとマニフェス

トどおりの行財政改革はさせていただくつもり

であります。

○田口雄二議員 ありがとうございました。そ

れでは、次の質問に入らせていただきます。

次に、ＪＲ関連について再度お伺いいたしま

す。私どもの会派の視察で、６月に大分県を訪

れ、フリーゲージトレイン導入の取り組みにつ

いてレクチャーを受けてまいりました。その

際、企画振興部総合交通対策課の担当者も、

「大分市以南の各路線は、宮崎同様に老朽化し

た車両ばかりで、少しでも新しい車両を導入し

たい。その絶好のチャンスが新幹線全線開通後
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の「つばめ」を初めとする車両だ」と力説して

いました。あの最新の「ソニック」とディーゼ

ルエンジンですが人気抜群の「由布院の森号」

が走る大分県でさえ、さらに「つばめ」に触手

を動かしています。なお、本県にとってもいい

ことは、この車両は実際に以前、日豊本線で

「にちりんシーガイア」として走っていた実績

もありますし、「つばめ」は最新式の振り子式

車両ではないので、莫大なトンネル改修工事も

必要ありません。大分県、そして鹿児島県とも

手を組んで、日豊本線に導入する働きかけをぜ

ひとも実施していただきたいと思っております

が、再度、県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（丸山文民君） 日豊本線は、

御存じのように大分県、それから鹿児島県も

走っております。車両更新しますと、当然なが

ら大分県民、鹿児島県民の利便性向上にもつな

がるということであります。ことし５月、鹿児

島で行われた講演会に行きまして、ＪＲの石原

社長さんが、九州新幹線の全線開通の効果を最

大限に発揮するためには、お話にありました

「リレーつばめ」―博多―新八代間を走って

おりますけれども―これの日豊本線への投入

の可能性についても示唆をされたというふうに

伺っております。こうしたことから、県としま

しては、ＪＲの動向もございますけれども、鹿

児島、大分両県と十分連携を図って、あらゆる

機会を通じて、少なくとも「リレーつばめ」か

同等以上の車両の投入について早期に実現する

よう、ＪＲ九州に対しまして、今後とも強く求

めてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 大変力強い、何か夢が持てる

ような答弁をいただきました。ありがとうござ

いました。ぜひとも一緒に頑張っていきたいと

思います。よろしくお願いいたします。

再度、ＪＲの車両の件でお伺いいたします。

ＪＲ九州本社の話では、民営化されて20年、平

成18年よりようやく黒字化したようです。燃料

の高騰でＪＲの利用者が九州管内で７月以降増

加しつつあるようです。また、特急・急行の自

由席が利用できる定期乗車券「エクセルパス」

の延岡―宮崎間の利用者は、福岡近郊と同等か

それ以上の利用者のときもあると、感謝の言葉

もＪＲ本社からいただいております。やはり、

民間会社になったＪＲにとって、一番ありがた

いのは当たり前のことですが、利益の出る路線

です。地球環境に優しいモーダルシフトの面か

らも、ＪＲの利用促進に向けた県民運動も必要

ではないかと思いますが、県民政策部長にお伺

いいたします。

○県民政策部長（丸山文民君） 県内の公共交

通機関を残すためには、従来から言っておりま

すけれども、やっぱり乗って残すことが一番大

事だろうと考えております。ＪＲさんの投資意

欲を引き出すためにも、お客さんに乗っていた

だいて、投資意欲を引き出すことが一番重要で

あると認識しております。県では、沿線市町で

構成する利用促進協議会、それから地元の観光

協会などが実施します沿線の観光地の写真を

ラッピングした列車の運行、それから鉄道と観

光資源を結びつけた観光ツアーの実施、あるい

は沿線マップの作成など、その会の活動に対し

て支援を行っているところであります。県とし

ては、こうした取り組みによりまして、沿線市

町はもとより、ＪＲ九州とも連携いたしまし

て、今後とも県内外の方々の鉄道の利用促進に

努めてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございました。快

適な列車での旅行や通勤通学ができますよう

に、力強い推進をよろしくお願いいたします。
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ただ、先ほども言いましたが、エクセルパス、

特急が使える定期券ですけれども、これの宮崎

―延岡間利用が多いというのは、実は延岡に

とってはあんまりうれしくない話なんですね。

県庁職員の皆さんを含めて、昔は延岡土木事務

所とかに決まりましたら、そこに家族も一緒に

住んでいたわけですけれども、今は便利がよく

なって、ほとんどみんなが通いということに

なっております。そういう意味ではエクセルパ

スができるというのは、本当はあんまり私はう

れしくないんですけれども、今後とも利用促進

に向けて頑張っていただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

次に、延岡南道路の値下げの件ですが、私は

大変気になることがあります。西都―佐伯間の

東九州自動車道は、ありがたいことに完成のめ

ども大方立ってまいりました。ところが、延岡

から佐伯市までの区間は、直轄道路のため無料

で、延岡から宮崎市方面が有料で、恐らく2,000

円を超える金額になると思います。現在でも県

北の皆さんは国道326号を利用して、宮崎市より

短時間で行ける大分市の大型ショッピングセン

ターへ買い物に行く方が大変多くいらっしゃい

ます。東九州自動車道の完成時は、宮崎市方面

より大分のほうへ行くほうが、財布の負担がは

るかに軽くで行けるということも言える。さら

に大分市方面へ流れやすい傾向になるのは、目

に見えております。県内の資本を流出させない

ためにも、現在のところ進展はないようです

が、引き続き西日本高速道路に対しまして、値

下げの要請を強力にお願いしたいと思っており

ます。これは要望でございます。よろしくお願

いいたします。

次に、防災対策に関連してお伺いします。防

災関連の情報は、県の防災・防犯情報メール

サービスで８月から竜巻注意情報も提供される

ようになったと、先ほど答弁をいただきまし

た。私の携帯電話には、申しわけありません

が、延岡市の防災メールしか登録しておらず、

県からのサービスは受けていませんでした。早

速、私は登録をしました。確かに防災メール

は、常時携帯している電話に情報が入りますの

で、大変重宝しています。市町村で情報をメー

ルしているところもありますが、整備されてい

ない市町村の皆さんにとりましても、非常に有

効な防災情報が送れます。有効な情報伝達手段

ですが、若干、認知が薄いようにも思いますけ

れども、このメール登録のＰＲはどのように行

われているのかお伺いします。また、本県の携

帯電話の加入者はどれほどいるのか、また防災

メールサービスの登録者もどれぐらいいるの

か、総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） ＰＲでございます

けれども、これまで、県の広報誌あるいはホー

ムページ、新聞、テレビ、それから出前講座、

こういったさまざまな方法によって、サービス

の紹介と登録のお願いをしているところであり

ます。現在、登録者数は毎年徐々に増加してい

ますが、始めましたのが一昨年の７月でござい

ますので、それから昨年度3,680人ふえ、今年度

５カ月間で3,556人ということで、ことし８月末

現在では、登録者数は１万2,785人ということで

ございます。携帯電話の普及からするとまだま

だ少ない状況でございますので、今後努力した

いと思います。この携帯電話の現在の加入数で

ございますけれども、総務省の統計によります

と、ことしの３月現在で77万2,675というのが県

内の実績のようでございます。以上でありま

す。

○田口雄二議員 ありがとうございました。今
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までの常識では考えられないような集中豪雨が

発生するようになって、今ではゲリラ豪雨など

とも言われておりますけれども、神戸市の河川

や東京の下水道工事現場で悲惨な結末を招いて

います。台風の情報はみんなしっかりと収集し

ますが、ゲリラ豪雨や竜巻、雷など無防備に近

いところがあります。行政の対応もさらに機敏

さが求められるようになってまいりました。携

帯電話の電波がまだ使えないところが一部あり

ますが、防災メール登録の拡大にも努めていた

だきたいと思っております。

次に、医師不足対策についてお伺いします。

救急医療が昼夜を問わぬ多くの受診により、医

者や看護師が疲れ切って燃え尽きてしまわない

ように、「安易に時間外受診をしないで」と、

キャンペーンを県と延岡市で実施いたしまし

た。この啓発が功を奏したのか、県北の皆さん

も理解を示し、前年比で２割強の時間外受診が

減少し、医療スタッフの負担は少し軽減されま

した。にもかかわらず、２人の医師が去り、当

直の間隔などが短くなり、さらに過酷な労働環

境になっているのではないかと危惧されます。

使命感の強い医者が過労死するのではないか、

疲労により判断を誤り診療ミスをするのではな

いかと心配されます。勤務医の過重労働をすぐ

に解消させることが難しい現状では、給与や人

事などの処遇の改善で報いることができないの

か、病院局長にお伺いをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 処遇の改善でご

ざいます。医師の確保あるいは定着を図るため

には大変重要な問題ということで認識をいたし

ておりまして、その取り組みを今進めていると

ころでございます。具体的に給与面につきまし

ては、御案内のとおり、地方公務員であります

以上、法律上一定の制約がありますので、この

制度の枠内での検討ということにならざるを得

ないという状況にございます。ただ、この給与

以外のその他の処遇ですとか、ただいまお話に

ございましたような労働環境の改善等、こう

いった面につきましては、非常に重要であると

いうことでございまして、現在、医師の意見等

も十分参考にしながら、総合的に検討を進めて

いるところでございます。

○田口雄二議員 できる限りの処遇改善をして

いただきまして、医者のやる気をそがないよう

していただきたいと思っております。

さらに、医師の負担軽減についてお伺いしま

す。医師は診療以外の診断書作成などの事務作

業に大きな時間がとられます。事務作業をサ

ポートするような医療秘書などを配置すること

で、医師の負担を少しでも軽減し、診療に専念

できるような体制をつくることができないか、

再度、病院局長にお伺いをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立病院におき

ましては、既に病棟におきまして、診察や治療

の所見等を記載します補助職員を配置しておる

ところでございます。先生御指摘の、いわゆる

医師事務作業補助者といいますか、私ども医療

クラークというふうに申しておりますけれど

も、こういう医療クラークにつきましては、診

断書作成等、医師の事務作業の軽減を図るとい

う意味では、非常に医療業務に専念できるとい

うことになろうかと思っております。そういう

労働環境の改善に資するという面から、具体的

な事務の範囲あるいは内容、その効果等につき

まして、現在さらに検討を行っております。

○田口雄二議員 ぜひとも早急に、医師の診療

以外の事務作業から解放できるようにお願いし

たいと思っております。

再度、医師確保についてお伺いします。県内
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の医師数は増加しており、10万人当たりの医師

数でも全国平均を上回っているのに、どうして

医師不足になるのか。まさに医師の偏在です。

半数以上の医師が、宮崎市を中心とする県央地

区に集中しています。県央地区以外の地域から

は、一律の県民税を払っていながら、県施設を

初め、県央地区にさまざまなものが一極集中し

ていることに不満が出ています。医療において

もまさに同様で、地域間の医療格差は拡大する

ばかりです。宮崎大学医学部があるだけでもう

らやましいことなのに、県立宮崎病院や社会保

険病院、市郡医師会病院、そして民間の総合病

院が幾つもあります。これだけ医療環境が整っ

ている宮崎市に県内一充実した県立宮崎病院が

本当に必要なのか疑問です。すぐに体制を変え

るのは大変でしょうが、宮崎病院の医師を週に

何日か延岡病院に派遣し、医師の負担軽減、休

診中の診療を、毎日ではなくても再開すること

ができないか、休日などの時間外の診療にも応

援していただくような体制がとれないか、病院

局長にお伺いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立宮崎病院か

ら延岡病院への医師の派遣の関係でございます

けれども、現在、一部の診療科で、特殊な技術

を要します手術を行う場合におきましては、月

に数回程度、応援を行っている事例がございま

す。御案内のとおり、県立延岡病院におきまし

ても、医師が不足しているという中でございま

して、こういうやむを得ない場合に限って、病

院の判断により、例外的に行っている措置であ

るというふうに考えているところでございま

す。

○田口雄二議員 最後に、再度、医師不足に関

連してお伺いします。県立延岡病院は県北26万

人の命を預かる中核病院で、重篤の救急患者や

高度医療を一手に引き受けています。しかし、

実際は高度医療が行えない診療科が出つつあり

ます。重篤な救急患者が搬送されてきても、さ

らに厳しい医療スタッフの状況になれば、対応

できないケースがかなり出てくる可能性があり

ます。しかし、救急車で宮崎市に搬送されて

も、現時点では最低でも１時間半から２時間は

覚悟しなければなりません。県土の約６割が中

山間地域を占め、高速道や国道の整備率の低い

本県では、過疎や医療格差からドクターヘリ導

入が医師不足対策にもなると考えますが、福祉

保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ドクターヘリ

は、今おっしゃられたように、救急医療に大き

な効果を上げると考えておりますけれども、そ

の導入につきましては、費用面はもとよりであ

りますが、その拠点となる病院あるいは医師な

どのスタッフの確保、あるいは救急隊との連携

等さまざまな課題がございます。中でも、拠点

となる病院には、救急医療の専門医を初め多数

の医師が必要となりますので、その確保が最も

難しいというふうに考えております。県としま

しては、今後、国の動き等も踏まえながら、調

査検討を続けてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 医師不足関連の質問はこれで

終わりますが、県北26万人の命がかかっている

病院でございますので、医師の補充に全力を尽

くしていただきたいと思っておりますので、ど

うかよろしくお願い申し上げます。

次に、企業の誘致に関して伺います。大規模

な企業用地造成になれば、自治体にとってはリ

スクが大変大きくなります。企業が求めている

ものは、用地の場所や広さは大きな要因ではあ

りますが、そこで働く従業員の医療や教育など

の快適で不安のない住環境が整っていることも
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大きな進出要因であります。少しでもリスク回

避するためにも、それらを配慮すべきだと考え

ますが、商工観光労働部長に再度お伺いいたし

ます。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 企業立地

を進めます上で、住環境は大変重要なものと認

識しておりまして、県外で開催しております企

業立地セミナーあるいは企業訪問等におきまし

ても、住みよさ指数全国１位など、本県のすぐ

れた住環境をアピールしているところでござい

ます。この住環境につきましては、私ども県民

にとって住みよい環境をつくり上げるというこ

とが、企業にとっても住みよい環境になるとい

うふうに存じますので、今後とも、その向上に

向けまして、関係者が一丸となって取り組んで

いくことが重要であろうというふうに考えてお

ります。

○田口雄二議員 宮崎県は大変求人倍率が厳し

い状況でございますので、全力で取り組んでい

ただきたい、そのように考えております。よろ

しくお願いいたします。

次に、オリンピックのキャンプ誘致について

伺います。先ほどの答弁の中には、柔道の石井

慧選手や鈴木桂司選手の名前も紹介されました

が、柔道選手は毎年、大学や社会人の全日本ク

ラスの選手が集まって延岡で夏合宿をしている

のであって、オリンピックの合宿とは言えない

のではないかと思っております。宮崎には世界

に誇れるようなすばらしいスポーツ設備がある

のに、今回はサッカーのワールドカップのとき

のように、誘致に熱意を感じなかったのです

が、海外のチームを誘致した経緯はあるのか、

商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 海外チー

ムにつきましては、各競技団体とか旅行代理店

に対する誘致活動を行いまして、その結果、複

数のチームから合宿受け入れの打診はあったの

ですけれども、実現には至らなかったというと

ころでございます。

○田口雄二議員 非常に淡々とした答弁で、ま

さに熱意を感じられなかったのですが、これだ

け宮崎市内を中心に施設がそろっているのに、

サッカーの外国のチーム、それからワールド

カップでも実績があるわけですから、一つも来

なかったというのは非常に残念であります。熊

本だったでしょうか、ドイツのスイミングの選

手が、金メダルを取ったチームが出たりして、

新聞に出ておりましたけれども……。そういう

意味では、今回ちょっと寂しい思いがいたしま

した。今後とも、いろんなスポーツの誘致に全

力で取り組んでいただきたいと思っておりま

す。

次は、学力テストの件でお伺いいたします。

文科省は、小中学校とも都道府県では大きなば

らつきはないと評価していますが、上位と下位

の顔ぶれは昨年とほとんど変わりがありませ

ん。上位の福井・秋田・富山県の取り組み等を

ぜひ分析していただき、学力向上に努めていた

だきたいと存じます。全国学力・学習状況調査

の２カ年分の結果をもとに、今後どのような教

育施策に取り組んでいくおつもりか、教育長に

お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県の教育委員会とい

たしましては、調査結果から明確になった課題

の解決を図りますために、本年度も引き続き、

すべての教育事務所で「教員の指導力を高める

授業研究会」を開催し、授業の改善に取り組ん

でまいります。また、各学校では、調査結果を

子供たち一人一人の学力向上につなげていくた

めに、課題や対策を明らかにした改善計画書の



- 136 -

平成20年９月22日(月)

作成を進めているところであります。今後と

も、本県の子供たちの学力を高めるために、市

町村教育委員会や家庭との連携を図りながら、

「早寝、早起き、朝ごはん」を初め、望ましい

生活習慣の一層の定着を図りますとともに、現

在取り組んでおります施策の検証をしっかり行

いまして、新たな施策の立案に生かしてまいり

たいと考えております。以上であります。

○田口雄二議員 今回の学力テストでは、学力

と家庭での生活・学習習慣に相関関係があるこ

とが明らかになりました。朝食を食べる、学校

に持っていくものを前日か当日朝に確かめるな

ど、規則正しい生活を送る子供は正答率が高い

ことも、データとして出ております。しかし、

現在では急激な社会環境の変化で、家庭の教育

力、しつけの低下が指摘されています。つま

り、親そのものに教育が必要になってきている

状況です。先日、私の所属する文教警察企業常

任委員会で、栃木県教育委員会の「親学習プロ

グラム」の取り組みを見てまいりました。話を

聞くだけではなく、参加者同士が身近なエピ

ソードやワークを通して話し合い、交流をしな

がら、子育てについて主体的に学ぶ参加型の学

習プログラムで、成果も上がっているようで

す。子供の基本的な生活習慣の定着のために

は、親への教育の充実を図る必要があると考え

ますが、教育長の所見をお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 子供に基本的な生活

習慣を身につけさせることは、本来、保護者の

自覚と責任のもとに行われるべきものでありま

すけれども、今、御所見にありましたように、

少子化とか核家族化の進展に伴いまして、家庭

の教育力の低下ということが指摘されていると

ころであります。こういったことから、保護者

自身の学習機会の確保を図りますとか、地域社

会全体で家庭教育を支援していくということが

必要となっているということでございます。こ

のため、県の教育委員会の取り組みであります

けれども、市町村やＰＴＡ、女性団体等と連携

しながら、しつけの仕方や親としての心構えな

どの家庭教育のあり方に関する講座や研修会の

開催、さらには、子育てに関する相談活動等を

実施しているところであります。

その一例を申し上げますけれども、地域婦人

連絡協議会等との連携によりまして、すべての

市町村におきまして、多くの保護者が集まる、

例えば乳幼児健診などの機会をとらえまして、

ふるさと親学出前講座や子育て相談を行ってお

ります。ちなみに、平成19年度は359回の開催

で、5,605人の参加者となっておりますが、この

際、保護者がこのような学習の場に参加しやす

いように、乳幼児の一時預かりといった工夫も

講じているところであります。今後とも、市町

村や関係団体と連携を図りながら、家庭の教育

力の向上支援のために努めてまいりたいと、こ

のように考えております。以上です。

○田口雄二議員 本来、教育委員会は、子供の

教育をするところなんでしょうが、それを子供

以外、親まで教育をお願いするのも、ちょっと

不思議な話なんですけれども、まさに今の親

は、親そのものがしつけができていないような

状況でございますので、よろしくお願いしたい

と思います。そのことによって、学校と保護者

との距離が縮まりまして、今問題になっており

ますモンスターペアレント、あるいは給食費の

未納問題等も少しずつ軽減されてくるのではな

いかと思います。取り組みをよろしくお願い申

し上げます。

もう一点、教育長にお伺いいたします。特別

支援学校高等部卒業後の就労が自立の上で大変
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重要となりますが、現在の進路状況はどうなっ

ているのか、まず御報告いただきたいと思いま

す。また現在、就労に向けてどのような支援を

行っているのか、また今後どのような取り組み

を考えているのか、お伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、進路の状況で

ありますけれども、平成19年度の高等部卒業生

が149名おりますが、このうち、一般企業等へ就

労した者が24名、就労に向けた訓練のために障

害者職業能力開発校等に進んだ者が28名、施設

等における福祉サービス利用者が69名、在宅、

医療機関への入院等が28名となっております。

これまでの取り組みでありますけれども、高等

部におきましては、生徒が働くことや社会参加

する意義を理解し、就労に関する知識・技能及

び態度を身につけるための職業教育を実施しま

すとともに、卒業後の生活を支援するという観

点から、生徒一人一人の能力や特性等に応じた

進路指導に努めてきたところであります。ま

た、今年度からでありますけれども、特別支援

学校就労バックアップ事業を立ち上げまして、

就労支援機関や民間企業等の関係者の御意見を

いただきながら、作業学習の指導内容・方法の

見直し、現場実習の充実、小・中・高等部の一

貫した進路指導体制の確立などに向けた取り組

みを始めたところであります。県の教育委員会

といたしましては、今後とも、福祉・労働等関

係機関と密接な連携を図りながら、障がいのあ

る生徒の就労に向けた支援の充実に努めてまい

りたいと考えております。以上であります。

○田口雄二議員 ありがとうございます。

それでは最後に、警察本部長にお伺いをいた

します。先ほどダガーナイフの件でお聞きしま

したが、このような危険きわまりないナイフ類

が、インターネット等でさらに多くの人たちの

手にわたっていきます。しかし、ダガーナイフ

などは、実生活においてはほとんど必要のない

ものですから、製造・販売・所持を禁止すると

か、規制を強化してほしいと思っております。

これが最後の質問になります。これまでの振

り込め詐欺は、まさにお金を振り込ませるタイ

プのものから、お金をもらえると思わせるよう

な還付金詐欺被害がふえているとの御報告でご

ざいました。いただけるというのであれば、私

もだまされないかと問われれば、ちょっと心配

になるほどで、それだけ手口が巧妙化している

ということだと思っております。聞きました

ら、お金にしっかりしている大阪人が、オレオ

レ詐欺にはだまされないのに、還付金詐欺では

被害が急増しているとも伺っております。ＡＴ

Ｍを利用した還付金詐欺被害が拡大していると

いうのであれば、これまでの予防対策の何を強

化していかなければならないとお考えか、警察

本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） 振り込め詐欺対

策としてのＡＴＭ対策についてお尋ねでありま

すけれども、基本的に金融機関と連携をして、

いわば現場であるＡＴＭの画面のところで、例

えば被害防止のためのメッセージ表示でありま

すとか、いろんなポスター、ステッカー類の掲

示だとか、いろんなことをこれまで行ってきて

おります。特に当県では―具体的に行名を挙

げますが―宮崎銀行さんと宮崎太陽銀行さん

におきましては、振り込みの画面の最終画面で

もう一度「振り込め詐欺じゃないですか」とい

う注意喚起の画面が出て、その最終確認ボタン

を押さないと次の段階に進めないというところ

までメッセージ表示をしていただいておりまし

て、全国的には大変先駆的な、ある意味、銀行

としての利便性を一定程度犠牲にしながら調和
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を図っていこうという、大変前向きな取り組み

をしていただいているところでございます。ま

た、実態としても、金融機関の窓口職員の方

―これはよく新聞等に出ておりますけれども

―これ以外にも一般市民の方が振り込め詐欺

じゃないかということでお気づきいただきまし

て、警察に通報して被害の未然防止になったと

いう事例が、徐々にではありますが、確実にふ

えてきております。

この意味で、こうした振り込め詐欺防止の社

会的機運も同時に醸成をされつつあるのかなと

いうふうに考えておりますので、引き続き、広

報啓発を頑張りますのはもとよりでありますけ

れども、ＡＴＭ設置場所に対する警察官の立ち

寄り警戒の強化、そして今申し上げましたよう

な、行員さんの利用客に対する声かけの強化

等、水際での被害防止について徹底強化してい

きたいと思っております。また、金融機関との

連携を強化することによって、例えば、仮に詐

欺に遭ったとしても、金額を少なくするため

の、１日当たりの各自のＡＴＭ利用限度額の引

き下げという措置がございまして、こういうこ

とについても行っていきたい。また、携帯電話

をＡＴＭ周辺で使うというのが一つのポイント

になっておりますので、いろいろ国でも本格的

な規制の検討がなされているようでございます

が、当分の間は、行員の方、あるいは立ち寄り

警察官等が、携帯電話をＡＴＭ周辺で使うとい

うことについてチェックをしていく、そういう

使用制限の観点からの諸対策も推進してまいり

たいと、このように考えております。よろしく

お願いします。

○田口雄二議員 以上をもちまして、私の初め

ての代表質問を終了いたします。どうもありが

とうございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、これで休憩いたします。

午前11時32分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、公明党宮崎県議団、長友安弘議員。

○長友安弘議員〔登壇〕（拍手） 質問も出尽

くした感がいたしますけれども、公明党を代表

しまして代表質問を行いたいと思います。

まず初めに、緊急経済対策について知事にお

尋ねをいたします。

原油高騰によるさまざまな産業への影響、さ

らに諸物価の値上げは、県民生活に大変な打撃

となっております。もはや県民からは悲鳴が上

がっております。サブプライムローン問題等に

端を発する世界経済の減速に加え、燃油高騰等

予期できぬ諸物価の高騰が、個々人の生活まで

脅かす状況になっています。生活防衛を余儀な

くされた県民は、財布のひもをかたくし生活防

衛に走らざるを得なく、本県の景気はますます

冷え込むことが予測されます。

このような生活現場の声にこたえて、政府・

与党は緊急経済対策をまとめました。３本の大

きな柱から成っておりますけれども、１つは定

額減税であります。低所得者に厚くなる政策で

ございます。また２つ目は、年金暮らしや生活

扶助を受けられている、本当に低所得者の方々

への物価スライド分の特別給付、上乗せ政策で

ございます。また３つ目は、中小企業者への保

証・貸付、本当に本県の屋台骨を背負う中小企

業に対する手当てを厚くしなくてはならない、

こういう状況でございます。政局が大変不安定
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でございますが、この対策には、国民や県民の

６割強が賛成するというようなアンケート調査

結果も出ております。何としても、これは実現

してもらわなくてはなりません。県において

も、企業や県民に対する緊急な支援策があわせ

て必要ではないかと思います。補正を組むか、

あるいは新年度予算に緊急支援対策を盛り込む

ことが肝要かと思いますが、知事は県民の声を

どう受けとめられ、どう取り組まれるのかお伺

いをいたします。

次に、地球温暖化対策の推進に関する実行計

画及び地域推進計画の進捗状況について、知事

にお尋ねをいたします。

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づい

て、地方公共団体は実行計画及び地域推進計画

を策定し、温暖化対策を進めていかなくてはな

りませんが、その取り組みが環境省によって公

表されました。その結果によりますと、義務づ

けられている実行計画は、特例市以上の県・市

では全自治体が策定を終えているものの、規模

の小さな市町村では約44％の策定率となってい

るようであります。また、地域推進計画につい

ては、政令指定都市、中核市及び特例市の策定

率は40％となっております。洞爺湖サミットの

目標を達成するためには、県は市町村と一体に

なって温暖化防止対策を進めることが急務であ

ります。未策定の市町村との連携が大事になり

ます。県下全市町村の計画の策定並びに実行に

関し本県の現状はどうなっているのか、また、

県は今後どのような役割を果たし温暖化防止に

取り組んでいかれるのか、知事にお尋ねをいた

します。

次に、新エネルギー対策について知事にお尋

ねいたします。

今年７月、北海道洞爺湖で開催されたサミッ

トでは、地球温暖化防止問題が主要テーマとし

て論議され、議長国である我が国は、2050年に

温室効果ガスの総排出量を60％から80％削減す

るという積極的な目標を掲げました。二酸化炭

素などの温室効果ガスを生み出す最大の要因は

化石燃料の燃焼によるものでありますが、これ

を解消するためには、化石燃料によらない新エ

ネルギーの確保が求められます。風力、地熱、

太陽光、バイオマス等さまざまな新エネルギー

がありますが、その中でも太陽光発電について

は、天然資源に乏しい我が国において広く普及

が可能なエネルギーとして注目を集め、その導

入量は2006年末で170.9万キロワットであり、ド

イツ、米国などとともに世界をリードしており

ました。

しかしながら、本格的な大量普及時代に突入

するというやさきに、太陽光電池のモジュール

の逼迫や国の住宅用導入支援制度打ち切られ、

国内導入量は一転し前年比マイナスとなり、設

置単価も2006年から上昇いたしました。現在で

は世界一の座はドイツに奪われ、ドイツは今、

東南アジア市場をターゲットに大攻勢をかけて

きております。また、つい先月、隣国の韓国が

未来に向けたエネルギー政策を打ち出しました

が、ドイツは韓国にも大々的な太陽光発電関連

の会社を設立するとの報道が、つい先日された

ところであります。ドイツは環境先進国であり

ますが、隣国にまでその市場を求められたこと

は、我が国の新エネルギー政策がいかに立ちお

くれているかということは否めません。実に残

念でなりません。特に、太陽光発電の工場を持

ち、韓国や東南アジアに近い本県は、このよう

な波に乗れないものかと考えるところでありま

す。

こうした事態を受け、既に辞任してしまわれ
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ましたが、議長として洞爺湖サミットで一定の

評価を得られた福田前総理は、「経済財政改革

の基本方針2008」や、地球温暖化対策の方針

「福田ビジョン」において、「太陽光発電につ

いては、世界一の座を再び確保することを目指

し、2020年までに10倍、2030年に40倍を導入量

の目標とする」と、目途を示されました。環境

立国を掲げる我が国が太陽光発電世界一の座を

奪還するには、何としてもまず国内の導入量の

増加を図らねばならないと思います。住宅分野

あるいは大規模電力供給用に向けたメガソー

ラー分野、さらなるコスト削減に向けた技術開

発分野、また普及促進のための情報発信・啓発

分野等さまざまな支援策を、国には力強く打ち

出してもらわなければならないと思います。

私の所属する県議会環境農林水産常任委員会

は、８月、県外調査に行ってまいりましたが、

太陽光発電について２施設を調査してまいりま

した。１カ所は岐阜県の岐阜羽島駅近くの三洋

のソーラーアーク、もう１カ所は、世界の「亀

山ブランド」で有名な三重県のシャープ亀山工

場であります。どちらも巨大な太陽光発電シス

テムを備え、工場で使用する３分の１の電力を

賄っておりました。屋上はもとより、垂直の壁

面、また窓には、非常に薄型のパネルを設置し

発電を行っておりました。亀山工場では、さら

に調整池の水面にもパネルを浮かべ、生態系へ

の影響調査もあわせ発電を行っておりました。

さまざまな発電の可能性を示唆してくれ、大い

に参考になりました。なお、シャープが大阪堺

に最大級の太陽光発電を用いた工場を建設する

との報道がありましたが、誘致の要因は、広大

な工場用地が国内ではそこしか調達できないと

いうことを、関係者が述べられておられまし

た。

そこで、本県における太陽光発電についての

取り組みについてでありますが、日照量全国３

位、しかも冬、全国の天気予報が雪や曇りにも

かかわらず、本県は「晴れ」マークの日が非常

に多く輝いております。太陽光発電にとって最

適な条件を有していると思います。国の支援策

に上乗せしても太陽光発電の普及を図り、ま

た、これからの企業ニーズ、誘致の条件を整備

し、東南アジアを視野に入れた太陽光発電一大

基地づくりをすべきと思いますけれども、本県

の太陽光発電に関する今後の取り組みについ

て、知事にお伺いをいたします。

次に、総務省の有識者研究会が５月に取りま

とめた定住自立圏構想について、知事にお尋ね

をいたします。

国は、「大きな政府から小さな政府へ」の方

針のもと、一連の構造改革を行い地方分権を進

め、平成の市町村合併を推進しております。ま

た、昨今では道州制の論議も始まっておりま

す。その中での定住自立圏構想、斜めから見れ

ば、国は肩の荷をおろし、「地方は地方で生き

延びることを図れ」と言っているような気がし

て、釈然としない感がいたします。しかしなが

ら、国、地方合わせて700兆円を超える借金を抱

える中、我が国はかつてない高齢化、少子化、

そして人口減社会に突入しております。この構

想の背景には、今後30年で人口が1,708万人減少

し、しかも、三大都市圏では530万人の減少に対

し、地方圏は1,178万と大幅な人口減少が予測さ

れ、過疎や限界集落という言葉が象徴するよう

に、地方圏の将来が極めて厳しくなることが予

測されます。

したがって、小さな市町村だけでは、もはや

サービスを完結することは限界であり、今後は

どうしても選択と集中の考え方を基本として、
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地方への人口定住を力強く図らなければならな

いのであります。そのためにも、圏域の核とな

る中心市が、周辺地域の住民も含め民間活力を

最大限に活用しながら、圏域全体の暮らしに必

要な都市機能を集約的に整備し、周辺地域と役

割分担を行い連携・交流していくという「集約

とネットワーク」の考え方が重要ということ

で、定住自立圏構想をまとめたようでありま

す。その実現のため、国はさまざまな支援策を

講じてまいりますが、民間活力の導入を要請す

る方針のようでもあります。さまざまな課題が

予測されます。しかし、肝心なことは、周辺市

町村がいかに生き残れるかということでありま

す。一層のインフラ整備、デジタルデバイドの

解消、地域の活力や誇りの醸成等さまざまな課

題の克服が必要であろうと思います。そこで、

知事にお尋ねをいたしますけれども、知事は、

定住自立圏構想についてどのような考え方を持

たれ、地方再生に向けて今後どのように布石を

打っていかれるのか、所信を伺います。

次に、地域経済活性化への取り組みについて

知事にお伺いをいたします。

世界的な原油価格の高騰、原材料費のアップ

などが中小零細企業の経営に重くのしかかり、

経営努力の範疇を超えた、まさに異常とも言え

る状況から企業を守るために、我が党は昨年以

来、政府に対して累次の申し入れを行い、地域

経済活性化を図るための支援策拡充を求めてき

たところであります。そのような中、去る６

月27日に閣議決定を見た「経済財政改革の基本

方針2008」、骨太の方針でございますけれど

も、我が党の主張を随所に取り入れてもらっ

て、具体的な地域経済活性化の支援策として、

「全国316カ所に整備するワンストップ支援拠点

としての地域力連携拠点を中核に、中小企業の

強みを生かした新事業展開を支援する」との政

府の取り組む姿勢が示されました。この平成20

年度「地域力連携拠点事業」は、中小企業診断

士や税理士などの経営専門家をコーディネー

ターとして拠点に配置し、農商工間の経営資源

のつなぎ合わせや、各自治体で既に取り組んで

いるところの経営支援策との融合などをコーデ

ィネートしつつ、地域経済発展に資する取り組

みを創出することを目指していくことになりま

す。地域力連携拠点の存在は、厳しい状況下に

あるそれぞれの地域の曙光になるのではない

か。「何か新しいことに挑戦したい」「事業継

承が不安だ」等々、悩む中小零細企業にとって

の頼りがいのある組織となるのではないかと、

大いに期待をするものであります。そこでま

ず、この事業をどのように評価されておられる

のか、知事にお伺いをいたしたいと思います。

次に、本県のＩＣＴ（情報通信技術）活用の

取り組みについて、知事にお尋ねをいたしま

す。

総務省はこのほど、平成20年「情報通信に関

する現状報告」を公表いたしました。全市区町

村を対象にしたアンケート調査の分析によりま

すと、ＩＣＴシステムの活用状況、その効果及

び取り組み方法等について興味深い事実がわ

かったようであります。ＩＣＴの活用状況をあ

らわす指標として、行政の８分野ごとに計55の

システムの機能や導入時期に応じて得点化をし

ておりますが、明らかに大きな格差が生じてお

ります。ただ、地域の情報化による地域活性化

の例を見てみますと、高齢化市区町村や過疎地

域を含む市区町村とそうでない市区町村を比較

した場合、医療、福祉・保健の分野ではＩＣＴ

の活用状況に余り差がありませんが、行政サー

ビス、教育・文化等の分野では差が大きくなっ
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ているということであります。また、離島を含

む市区町村では、含まない市区町村と比べて、

すべての分野においてＩＣＴの活用が進んでい

る。また、別の分析結果においても、福祉・保

健あるいは医療分野及び産業・農業、交通・観

光分野に集中してＩＣＴを活用している自治体

の４割以上が、過疎、高齢化市区町村であるこ

とも判明をいたしました。このほか、推進体制

の整備や情報化計画の策定をしっかり行うこと

が効果的なＩＣＴの活用につながること、広域

連携によりＩＣＴシステムを開発している自治

体ほどＩＣＴの活用が進んでいることも判明を

したようであります。せっかく国の支援策を利

用していても、推進体制を整備している自治体

とそうでない自治体は、ＩＣＴ活用の２倍程度

の差があるということもわかりました。また、

システムの導入と同時に人材面の手当てが必要

であることも、判明をいたしました。

このように、アンケート調査からさまざまな

課題が浮き彫りになっておりますが、ＩＣＴの

活用に対する自治体の主観的な評価というの

は、いずれの項目についても「効果があった」

という回答が７割になっており、今後さらに地

方におけるＩＣＴ活用の取り組みが求められま

す。本県は、県民１人当たりの所得が示すとお

り、インフラ整備を初め解決すべき課題が山積

しております。それを克服するためにも、ＩＣ

Ｔ活用の先進的な取り組みをさらに積極的に推

進すべきであります。そこでお尋ねをいたしま

すが、全国と比較した本県のＩＣＴ活用の現状

はどうなっているのか。また、今後どのように

取り組んでいかれるのか、知事にお尋ねいたし

ます。

次に、自殺対策について知事にお伺いをいた

します。

我が国では、1998年ごろから毎年３万人が自

殺をしております。とりわけ、ここ数年は交通

事故の５倍にもなっており、自殺問題は極めて

深刻であります。とりわけ、本県は自殺率が全

国２位ということが先日報道されましたけれど

も、自殺予防あるいは防止対策は喫緊の重大な

課題であります。国は2002年10月「自殺対策基

本法」を施行し、2007年６月には「自殺総合対

策大綱」を策定し、自殺対策を推し進めており

ますが、国内の自殺者が年間３万人を超える事

態は変わっていないのが現実であります。ま

た、最近では硫化水素による自殺が急増するな

ど、自殺対策をめぐる状況はより厳しさを増し

ております。自殺者が減らない要因として、自

殺の実態それ自体が解明されておらず、実態に

即した対策が実行されなかったとの指摘があり

ます。

今年に入り、自殺問題に取り組むＮＰＯや精

神科医、経済学者の方々による民間の自殺実態

解析プロジェクトチームが、自殺に至る過程や

社会的要因などに関する初めての自殺実態白書

をまとめました。警察庁の自殺統計原票をもと

に約９万7,000人を地域別に解析した内容となっ

ているようでありますが、自治体が実践的な対

策につなげていく参考になるのではと思われま

す。自殺対策基本法が定めた地方公共団体の責

務には、自殺対策を、国と協力し、地域の状況

に応じた施策を策定し実施することとなってお

ります。この白書は、総合的な自殺対策を推進

する上で大いに活用すべきと思いますが、白書

をどうとらえられ、本県の自殺防止対策を今後

どのように進めていかれるのか、知事にお伺い

をいたします。

次に、道路特定財源の一般財源化に関する問

題について、知事にお尋ねをいたします。
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ねじれ国会の悪弊により、本年度当初、暫定

税率が失効し、地方財政に甚大な被害が生じま

した。もしこのまま補てんがなされなければ、

地方は大変厳しい財政を強いられます。また、

この問題により、本年５月13日には「道路特定

財源に関する基本方針」が閣議決定され、道路

特定財源の一般財源化が政府の方針として示さ

れました。しかしながら、道路整備率・改良率

の高い都市部と、本県のような整備率・改良率

の低い地方では、あらゆる面でますます格差が

生じることが懸念されます。言うまでもなく地

方では、道路は、産業の振興はもとより、防災

対策、通勤通学、救急医療と生活直結の最重要

の社会基盤であり、早急な整備は待ったなしで

あります。加えて、今までに整備してきた道路

の公債費、維持管理費の増大と、これから必須

となる老朽化したトンネルや橋梁の維持補修な

ど多大な財源が必要であります。総合的、抜本

的な税財源の改革がない限り、道路特定財源の

堅持は絶対に譲れない問題でありました。知事

は、道路特定財源堅持の急先鋒として全国に名

をはせられましたが、改めて、道路特定財源の

一般財源化問題に関し、今後どのように取り組

んでいかれるのか、所信についてお尋ねをいた

します。

以下の問題は、質問者席から質問させていた

だきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

緊急経済対策についてであります。世界経済

の成長の鈍化と世界的な資源・食料価格の高騰

の影響を受け、厳しい局面に立たされている日

本経済を新たな成長へ結びつけるため、国にお

きましては、先月末に「安心実現のための緊急

総合対策」をまとめたところであります。その

中には、「経済成長と財政健全化の両立」を堅

持し、財政健全化路線の下、真に必要な対策に

財源を集中すること等の基本的な考え方のも

と、３つの政策目標と８本の柱から成る対策が

盛り込まれております。そして、極めて厳しい

地方財政の現状にかんがみ、８本の柱の一つと

して「地方公共団体に対する配慮」が明記され

ており、これを受けて、総合対策に伴う地方負

担について、新しい交付金の創設など所要の地

方財政措置が検討されているところでありま

す。抜本的な解決は、国による包括的な対策に

よらざるを得ませんが、本県におきましても、

私をトップとして９月２日に立ち上げました宮

崎県経済対策連絡会議を中心に、県民生活の実

態把握や県内の経済状況、企業動向について情

報収集に努めるとともに、国の補正予算等の動

向も踏まえ、本県の厳しい財政状況に留意しな

がら、国の財政措置を活用し、真に必要な対策

に集中して的確に対応してまいりたいと考えて

おります。

続きまして、地球温暖化対策についてであり

ます。まず、市町村の計画策定と県の役割につ

いてであります。地球温暖化対策を推進してい

くためには、県や市町村が率先して温室効果ガ

スの排出抑制に努めるとともに、地域全体での

取り組みを推進することが重要であります。市

町村は、みずからの事務や事業に関し、温室効

果ガス削減のための実行計画策定が義務づけら

れておりますが、現状では、県内30市町村のう

ち、策定しているのは18の市町村にとどまって

おります。このため県といたしましては、昨

年12月に環境省と共催し、実行計画策定ガイド

ラインの説明会を行うとともに、年度当初の市

町村の会議においても、計画の策定を要請した

ところであります。なお、中核市である宮崎市
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に義務づけられております地球温暖化対策地域

推進計画については、本年３月に策定されてお

ります。今後とも、情報提供や技術的支援を行

うなど市町村と十分連携を図りながら、低炭素

社会の構築に向けて、県民、事業者等が一体と

なった取り組みを進めてまいります。

次に、太陽光発電の今後の取り組みについて

であります。太陽光発電の推進は、地球温暖化

対策としても、また、本県が環境配慮型の新た

な「太陽と緑の国」を目指す上でも、重要な施

策であります。世界的にも太陽光発電の導入が

急速に拡大する中にあって、国においても、国

内の導入量をふやすため、その大部分を占める

住宅用設備への助成が来年度の概算要求に盛り

込まれたところですが、現時点では制度の詳細

が明らかになっておりませんので、その動きを

注視しているところであります。また、この豊

富な太陽光を単にエネルギー源として活用する

だけでなく、本県の環境にふさわしい産業、す

なわち太陽電池産業の集積に結びつけていくこ

とも重要であると認識しております。そのため

には、関連企業の誘致はもとより、地元企業の

技術の向上や新規参入等も支援していく必要が

ありますので、今後とも積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

次に、定住自立圏構想についてであります。

本格的な人口減少・少子高齢社会を迎えようと

する中、地方においては、財政が厳しさを増す

とともに都市部への人口流出が進み、地域間の

格差はますます拡大しております。このような

中にあって、今後、すべての市町村が、医療や

福祉、教育などフルセットの機能を備えること

は困難となってまいります。定住自立圏構想

は、より広い圏域の中で、拠点としての役割を

担う中心市と周辺市町村との相互連携により、

必要なサービスを補完し合うことを目指すもの

であり、今後の地方のあり方や地方再生を考え

る上で大変重要な意味を持つものと認識してお

ります。県といたしましては、引き続き、国の

動向に留意しながら、市町村の広域的な連携に

向けた取り組みを支援するとともに、これから

の人口減少時代に対応した県土のあり方等につ

いても検討していく必要があると考えておりま

す。

次に、地域力連携拠点事業の評価についてで

あります。県内商工業の大多数を占める中小企

業は、経営資源が乏しく、また経営等に関する

各種情報も不足しているため、新分野進出や販

路開拓などを図る上で多くの課題を抱えており

ます。国が今年度からスタートさせた地域力連

携拠点事業は、地域における中小企業支援機関

の総合力を発揮し、経営力の向上や事業承継な

ど、中小企業が直面する課題に対し、それぞれ

の企業に応じた経営戦略の立案やその後のフォ

ローアップを行うなど、ワンストップできめ細

かい支援を行う事業で、私が常々申し上げてお

ります県民総力戦にも通ずるものであり、その

成果を大いに期待しているところでございま

す。

次に、県内市町村のＩＣＴ活用の現状と今後

の取り組みについてであります。国が調査しま

したＩＣＴ活用指標によりますと、全国的に見

て県内市町村のＩＣＴ活用はまだ不十分であ

り、多くの分野において導入される余地がある

と認識しております。このため県といたしまし

ては、今後、医療・福祉などさまざまな分野で

活用されるよう、県と全市町村で構成する県市

町村ＩＴ推進連絡協議会等を通じて、引き続

き、市町村におけるＩＣＴ活用の取り組みを促

進してまいりたいと考えております。
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続きまして、自殺実態白書と自殺防止対策に

ついてであります。今回の白書は、約300人の遺

族からの面接による聞き取り調査と、約10万人

の警察統計の分析によりまして、自殺の背景に

はさまざまな要因があるが、全体のおおよそ７

割が、うつ病や家族の不和、負債などの上位10

要因に集中していることや、本県における警察

署別、原因別のデータなどが明らかにされてお

り、貴重な資料であると考えております。今回

の白書に触れて、自殺は社会的な問題であり、

社会構造的な問題であることを改めて認識した

ところであります。自殺対策は、行政はもとよ

り、県民一人一人が取り組むべき喫緊の課題で

あり、昨年11月には自殺対策推進本部を設置

し、官民一体となって取り組んでいるところで

あります。また、今年度策定する「自殺対策推

進のための行動計画」については、今回の白書

も参考にさせていただいて、県民全体で取り組

む指針として取りまとめてまいりたいと考えて

おります。

最後に、道路特定財源の一般財源化について

であります。公共交通機関の利便性が低く、自

動車に頼らざるを得ない本県にとって、高速道

路を初め道路整備が著しく立ちおくれているこ

とが、県民生活のさまざまな面で大きな支障を

来しております。道路は、生活、産業、観光、

救急医療、災害対策等につながる命の道であ

り、緊急かつ計画的に整備を進めていく必要が

あります。そのためには、安定的かつ継続的な

道路整備財源を確保することが大変重要であり

ます。このような中、道路特定財源制度は、こ

としの抜本税制改革時に廃止し、21年度から一

般財源化するという方針が、ことし５月に閣議

決定されたところであります。そもそも道路利

用者から徴収している税でありますことから、

まずは必要な道路を整備するための財源を確保

した上で、本県のように道路整備がおくれてい

る地域に対して、国の直轄事業も含め優先的に

配分されるよう、今後とも引き続き、関係団体

とも協力しながら、国等に強く要望してまいり

たいと考えております。以上です。〔降壇〕

○長友安弘議員 いろいろお答えいただきまし

て、ありがとうございました。

再質問をちょっと、今の知事の答弁の分につ

きまして行わせていただきたいと思います。

まず、緊急経済対策についてでありますが、

国の補正予算の動向を踏まえ、本県の厳しい財

政状況に留意しながら、国の財政措置を活用

し、真に必要な対策に集中して的確に対応して

いきたい、そういう答弁をいただきました。県

民生活はまさに緊急対策を求める状況でござい

ます。生活に必要な諸物価の状況を見てみます

と、これが５～６％以上値上がりをしている、

また一方、給与は右下がりの状況であると、こ

ういうようなこと。それから、国のＧＤＰが減

速をしているとか、さまざまな要因がありまし

て、まさに現時点では国民生活を直撃している

んじゃないか、こういう状況でございます。県

も、建設産業とか農林水産業、あるいは流通

業、中小企業等に対する対策を打たれつつあり

ます。ただ、私どもが心配するのは、県の財政

というのは、地方財政の構造上、性格上、県民

一人一人に直接そういう緊急対策を打つという

ことは難しいと思うのですけれども、本当に

今、大事なことは、県民一人一人のそういう苦

悩する心に響く対策が必要じゃないかと。した

がって、何らかの補正予算、あるいは来年度の

当初予算に、そのような気持ちを込めてもらい

たいと思いますけれども、再度、知事にそのお

気持ちについて伺いたいと思います。
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○知事（東国原英夫君） 世界的な、あるいは

日本全体の景気低迷が明らかになる昨今、この

中で一地域だけで景気・経済の浮揚というのは

なかなか厳しいものであります。ですが、県の

行政としては、やはり、県民生活に直結する原

油の高騰とか飼料の高騰、物価の高騰等には緊

急な対策、措置が必要かと考えております。今

後とも、補正予算あるいは新年度予算などを検

討の材料とさせていただきまして、県民の生活

がなるべく潤う、あるいは楽になるような対策

をしてまいりたいと考えております。十分検討

していきたいと思いますが、それと同時に、国

あるいは地方の財政的な構造、あるいは産業の

構造、外国の原油に頼らない、あるいは外国の

食料輸入に余り依存することのない、国家戦略

とその構造、あるいは産業構造の改革というも

のが、中長期ビジョンでなされていく必要があ

ると考えております。

○長友安弘議員 厳しい財政状況ですけれど

も、県民一人一人というところに焦点を当てた

お気持ちだけはぜひ持っていただきたいという

ふうに思います。

もう一問お願いしますが、９月２日に立ち上

げられた宮崎県経済対策連絡会議は、今後どの

ように開催をし、収集された情報をどのように

反映していかれる予定なのか、お伺いいたした

いと思います。

○知事（東国原英夫君） この連絡会議は、景

気の低迷とか原油価格の高騰、あるいは株式会

社志多組の民事再生法の適用申請という状況等

を踏まえまして、これまで以上に部局横断的に

情報の共有化を図り、十分連携しながら、迅速

かつ的確に対応するために設置させていただい

たところでございます。今後とも、必要に応じ

て連絡会議を開催させていただきまして、先ほ

ども申しましたように、国の補正予算等の動向

も踏まえ、本県の厳しい財政状況に留意しなが

ら、各部局連携した施策の検討など、全庁的に

適宜対応させていただきたいと考えておりま

す。

○長友安弘議員 それでは、次に移ります。地

球温暖化対策について知事に再質問いたしま

す。本県では、温室効果ガスの削減のための実

行計画が、12市町村でまだ取り組まれていない

という状況でございます。こういう計画という

のは、県の実行計画の目標達成のためにも、県

下全市町村、整合性を保ちながら削減を目指し

ていかなくてはならないんじゃないかと考えて

おりますけれども、これらの市町村の実行計画

策定の目途はいつごろと考えていらっしゃる

か、お尋ねしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 具体的な目途として

は、福田ビジョン等々の国の大まかな指針によ

るものだと思っておりますが、県独自では、そ

れぞれ太陽光発電の普及率というのは具体的に

は示しておりませんが、今後検討するならば、

家庭あるいは産業等の太陽光エネルギー日本一

―今、佐賀県が１位だと思うんですけれども

―日本で１番目に太陽光が普及しているとい

うような状況が、ざっとですが、そういう目標

になろうかと思っております。

○長友安弘議員 ちょっと答弁が食い違ったよ

うでありますけれども……。県と市町村という

のは、今、対等の関係でありまして、この実行

計画について、できとらんから早くつくりなさ

いという指導はできないというふうに思います

が、全県挙げて取り組んでいくということが地

球温室効果ガス削減にもつながると思いますの

で、また機会あるごとに市町村と連携をとって

進めていただきたいと思います。
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太陽光発電についてお尋ねをいたします。知

事は、新時代の流れとして太陽光発電を初めと

した新エネルギーの開発・導入が非常に大事だ

ということを、今議会でも述べられまし

た。1997年に京都議定書が作成されたわけであ

ります。しかし、それが作成されて以降、ＥＵ

のほうが太陽光発電のイニシアチブをとり始

め、ドイツが日本を追い越してしまったわけで

あります。そこで、ドイツがどうして我が国よ

り進んだかというと、フィードインタリフとい

う制度で、電力料金を少し上げるかわりに太陽

光発電を高く買い取るというようなことで、急

速に普及したという話でございます。国に対し

ましては、こういう施策の導入等を要請するこ

とも肝要ではないかと思います。太陽光発電の

今後の我が国の発展、また本県への導入等につ

いて、知事は国に対し何を望まれるか。もし望

まれることがあったら、お聞きをしたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、ド

イツが世界一になったのは、家庭用の普及ある

いは工業用、産業用の普及もさることながら、

家庭でできた電力を売電する、その売電のコス

トが高い、それを国が保証しているということ

だと思います。恐らく、日本は１キロ23～24円

であるのに対して、ドイツは100円近い金額で電

力事業者が買っていると思うんです。これらを

踏まえて、ことし５月に、コストを下げるため

の技術開発支援とか、電力の売却価格引き上げ

のために固定価格買い取り制度の導入等につい

て、国に対し要望を行ったところであります。

今後とも、太陽光発電の一層の拡大のために、

あらゆる機会を通じて必要な措置の導入を要望

してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 今後、発展途上国の経済発展

に伴う化石燃料の膨大な消費、あるいはまた、

やがて訪れるだろうという石油化石燃料の枯渇

によりまして、原油価格の高騰というのは今後

も免れられない、これは必定でございます。し

かしながら、そういうことがあるからこそ、近

い将来、太陽光発電が一気に広がる時代がやっ

てくるのではないかという予測もあります。そ

して、既にその予兆が始まっていると言われて

おります。太陽電池産業の集積はまさに本県産

業の振興にとって望まれる施策でございます。

この太陽光発電に関する課題は、技術面では低

コスト化あるいは長寿命化と言われております

けれども、そのような技術を開発する企業の誘

致、できれば本県でも産学官連携して、そうい

うことの技術開発等を望みたいわけであります

が、本県への新エネルギー産業の集積の見通し

について、知事の所見をお伺いしたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） 本県におきまして

は、宮崎大学に太陽電池の最先端技術の研究者

も複数おられまして、研究開発や技術者の育成

の面でも充実した環境にあるところでありま

す。このような環境を生かしながら、引き続き

製造工場の誘致に努めるとともに、研究開発部

門の誘致にも取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

また、本年度から県が取り組んでいる先端産

業みやざき集積促進事業におきまして、太陽電

池メーカーを初め、宮崎大学や太陽電池産業へ

の進出意欲の高い県内企業など、産学官による

研究会を立ち上げたところでありますが、現

在、各種セミナーや研修会等を通じて、情報提

供や地元企業の技術向上、人材の育成を図ると

ともに、太陽電池関連の部品等の取引の拡大に

努めているところであります。これらの取り組
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みを通じて、今後は、産学官の連携の促進を図

りながら、太陽電池を活用した応用製品の開発

や材料の開発などにつなげてまいりたいと考え

ておるところでございます。

○長友安弘議員 なかなか企業誘致というのは

大変なことでございますけれども、将来性を展

望したときに、太陽光発電関係の集積というの

は非常に大事になろうかと思いますので、また

努力をお願いしたいと思います。

次に、定住自立圏構想についてでありますけ

れども、さらなる地方分権の推進、また道州制

の導入ということになれば、まさに地方が生き

残れる体制づくりというか、そういう施策を準

備しておくのが、県としての責務ではないかと

いうふうに思います。定住自立圏の本県内にお

ける配置をどういうふうにするのか。あるい

は、どこにどういう機能を持たせ、どういう役

割分担をさせるかということなんかも、全市町

村、一堂に会して検討するような必要もあるん

じゃないかというふうに思います。そういう定

住自立圏に向けたことを研究するような組織づ

くり、あるいはまた、そういう議論の場づくり

等、これは必要になってくるんじゃないかと思

いますけれども、そのようなことについて、知

事の所見を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 定住自立圏の実施に

つきましては、具体的には、拠点としての役割

を担う中心市と周辺市町村との協定によること

となるため、県が主導的な役割を担うような仕

組みとはなっておりません。しかしながら、定

住自立圏の構築というのは、これからの県土の

あり方を考える上で大変重要な要素であること

から、県といたしましても、今後、市町村に対

して必要な助言や意見交換等を十分に行ってま

いりたいと考えております。

○長友安弘議員 では、次に参ります。地域力

連携拠点の考え方についてでありますけれど

も、これは商工観光労働部長と農政水産部長に

お尋ねをしたいと思います。まず第１点は、現

在、地域力連携拠点として本県で採択されてい

るのは５つの機関でございます。商工会議所等

ですね。地域の中小零細企業に対し、その周知

にどう取り組まれておるのか、お尋ねしたいと

思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 地域力連

携拠点事業ですけれども、これは拠点として採

択されました商工会議所や商工会だけではなく

て、すべての商工団体がサテライト等で参画い

たしておりまして、これらの機関の広報誌等に

よりまして、啓発を初め巡回訪問とか相談窓口

の対応などの日常活動を通じまして、中小企業

への周知を図っておられるというところでござ

います。

○坂口博美議長 農政水産部長のほうはいいん

ですね。

○長友安弘議員 採択された５つの機関という

のは、それぞれパートナー機関を持つことに

なっておるわけですけれども、それらがどのよ

うに決まっていくのか。また、資金面などのつ

ながりとしての金融機関は参画をされておりま

すけれども、技術面でのつながりとして重要に

なってくる大学とか研究機関などの参画がなさ

れていないわけですけれども、これは将来ふや

していくことができるのかどうかお尋ねしま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） この事業

の実施主体であります、それぞれの拠点機関

は、重点的に取り組む経営支援の内容に応じま

して、例えば県経済連などを、協力していく

パートナー機関として選定しまして、国の採択
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を受けているという状況でございます。そして

また、現在、県内の拠点はいずれも大学とか研

究機関をパートナー機関としては選定していな

いわけでございますけれども、今後、必要が生

じた場合には、年度計画に盛り込むことで追加

が可能となっております。

○長友安弘議員 コーディネーターが全国で

約800人いるわけですけれども、九州では139

人、本県では何名になっているのか。また、ど

のような方々がなっておられるのか、お尋ねし

たいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県内５つ

の拠点があるわけでございますけれども、それ

ぞれ重点的に取り組む経営支援の内容に応じま

して、マーケティングなど専門的な知識を持つ

アドバイザーとか経験豊富な経営指導員を応援

コーディネーターとして選定して、国の採択を

受けております。現在、本県には全体で、専門

アドバイザーとして10名、経営指導員が９名の

計19名が、応援コーディネーターとして配置を

されております。

○長友安弘議員 その人数で、県内の中小零細

企業のフォローアップが可能かどうか。どう考

えておられるかお尋ねします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 各企業か

らの相談案件の発掘でありますとか、他の機関

との連携を図る応援コーディネーターは、それ

ぞれの拠点機関の判断によって必要な配置がさ

れておるというふうに考えております。ただ、

この事業は、応援コーディネーターだけでなく

て、連携するすべての支援機関が組織を挙げて

取り組むことになっておりますので、中小企業

に対しましては、それらの組織を挙げての取り

組みによって、細やかな支援が可能であるとい

うふうに思っております。

○長友安弘議員 ぜひとも、フォローアップが

なされるように取り組みをお願いしたいという

ふうに思います。

この問題につきましては、最後に、農商工連

携の取り組みについて農政水産部長にお伺いし

たいと思います。農商工連携の取り組みが期待

されておりますが、これを推進することが今後

ますます重要となってくると思います。農業協

同組合が連携拠点として採択されたのは、全国

で５機関で、その中で九州では３機関採択され

たんですね。しかし、本県では採択をされてお

りませんが、農業県である本県として今後どの

ように取り組んでいくのか、お尋ねをしたいと

いうふうに思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県における

農商工連携の具体的な取り組みにつきまして

は、県産業支援財団など５つの地域力連携拠点

のほか、県中小企業団体中央会に設置されまし

た「みやざき食料産業クラスター推進協議

会」、これらの機関が中心となって支援してい

くこととしております。このうち県産業支援財

団におきましては、パートナー機関として、県

内金融機関に加え、ＪＡ宮崎経済連や県農業法

人経営者協会を指定しまして、緊密に連携しな

がら、案件の掘り起こしや事業のＰＲ・普及等

に取り組むことといたしております。また今

後、地域力連携拠点等の支援機関や農林漁業団

体、商工団体等、幅広い参画による推進体制を

整備いたしまして、全力で農商工連携の推進に

取り組んでまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 それでは、次に移ります。情

報通信技術の活用についてでありますけれど

も、総務省の、先ほど申し上げました全市区町

村を対象としたアンケート調査の結果によりま

すと、本県の平均点というのは63.9だそうでご
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ざいます。全国の平均点が80.4ということで、

比較をしますと、その取り組みが低く評価をさ

れましたので、もう少し進めなくてはならない

んじゃないかと思います。来るべきユビキタス

社会に向けて、県は、県市町村ＩＴ推進連絡協

議会というものを開催されておられますけれど

も、今後、そういう地域の格差をなくしていく

ためにも、どういう視点で県下の情報通信技術

活用のレベルアップを図っていかれるおつもり

なのか、お尋ねをしてみたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 先ほど申し上げまし

たように、医療・福祉分野などの向上とか、地

域コミュニティー活動の促進、さらには地域の

情報発信力が強化されるという視点から、県市

町村ＩＴ推進連絡協議会など、あらゆる機会を

通じて情報交換を行いながら、レベルアップを

図ってまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 財政の規模から、あるいはさ

まざまな地域性から、一概にというのは非常に

難しいと思うんですね。ただ、ポイントとして

は、その地域地域が生き延びていくためにどの

ようなＩＣＴの取り組みをすればいいかという

ことと、県のほうも、いろいろとアドバイスを

していただきながら、県内のＩＣＴ技術の活用

についてさらなる取り組みをしていただきたい

というふうに要望しておきたいと思います。

次に、道路特定財源についてでありますけれ

ども、本県では、４月の暫定税率の失効に伴い

歳入欠陥が生じました。幾ら生じたのか。ま

た、全額補てんしてもらわなくちゃいけないわ

けですけれども、現在どうなっているのか。措

置されていなければ、国に対して強く訴えてい

かなくてはいけないわけですけれども、その状

況について、知事、おわかりであればお尋ねを

したいと思います。

○知事（東国原英夫君） 総務省の試算により

ますと、暫定税率の失効に伴う減収額は、市町

村分を含めて、本県では約６億6,500万円とされ

ております。本県を含む地域の減収分について

は、５月13日の閣議におきまして「道路特定財

源に関する基本方針」、及び８月末に政府・与

党会議において決定されました「安心実現のた

めの緊急総合対策」を踏まえ、現在、新しい交

付金の創設による地方財政措置が検討されてい

るところでございますので、県といたしまして

は、これにより本県の減収分を確実に措置して

いただきたいと考えております。

○長友安弘議員 今、答弁の中にもありました

けれども、道路財源の一般財源化については、

地方に配分されている財源、地方枠については

何としても維持してもらいたい、それを求めて

もらいたいというふうに思います。

もう一つお伺いしますけれども、各地方公共

団体に配分する場合に、地方の自由度を拡大す

るような新型交付金などの創設を求める意見と

いうのもありますけれども、この点について本

県の場合はどのように考えられるのか、お考え

があればお尋ねをいたします。

○知事（東国原英夫君） 道路財源につきまし

ては、道路整備に必要な財源を地方全体で確保

するとともに、各地方公共団体において着実に

道路整備ができるように配分される仕組みが必

要だと考えております。その場合、税源移譲ま

たは譲与税による方法では、地方交付税におけ

る調整を行ったとしても、現行制度での配分額

が必ずしも確保されないことが懸念されますこ

とから、現行の地方道路整備臨時交付金の仕組

みを拡大した、いわゆる新型交付金の方法が望

ましいと考えており、全国知事会等を通じて国

に要望しているところであります。この方法に
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よるならば、地方の道路整備需要を勘案するこ

とによって、必要な道路を着実に整備すること

ができ、また、整備のおくれている地域に重点

的な配分が可能であることから、本県といたし

ましても、新型交付金が最適であると考えてお

ります。

○長友安弘議員 それでは、次の質問に移らせ

ていただきます。事故米、いわゆる汚染米の問

題について、まず知事にお尋ねしたいと思いま

す。我が国では、米離れによる米余りで、減反

政策まで余儀なくされておりますが、事故米ま

で買い入れていたことには非常に大きな疑問を

持ったところであります。さらに、のり等の原

料として工業用に安価で取得したものを、利ざ

やを稼ぐために加工し、食品の原料としてまで

売り、多くの国民を欺いた行為というのは本当

に許せない、こういうふうに思います。

そのほかの一連の食品偽装というのが大変な

社会問題となっておりますけれども、日本の商

社のモラルがここまで低劣化しているというの

であれば、国民は大いに認識を改めなくてはな

らない、こういうふうに思います。一体何を信

用すればいいのか、命にかかわる食の安全の問

題でございます。徹底した事件の全容解明と徹

底した罰則強化など、再発防止策の確立を求め

たいと思います。

また、今回の問題は、チェック機能が全く働

かなかったということも明白でございます。今

回の問題について、本県への影響が大変心配を

されるわけでございますけれども、ともかく、

本県へのかかわりをすべて調査をしていただき

たい。その上で被害対策を行っていただきたい

と思います。また、焼酎等への風評被害、イ

メージダウンというのは、本県には大変な打撃

になるわけであります。安全性をアピールす

る、そのような早急な対策も必要ではなかろう

かと思います。国に対しては、徹底した原因究

明、再発防止、そして被害対策を求めていただ

きたい。

また、今後のこととして、本県の食料の安全

・安心というものについては、絶対信頼を失う

ようなことがあってはならない。安心・安全な

食料の生産・流通・販売は、本県の売りであ

り、本県の付加価値だと思います。農薬や肥料

の適切な使用、すぐれた品質の管理、そして徹

底した衛生管理等、最善を尽くしていくべきで

あります。それゆえに、農水産物へのトレーサ

ビリティーの一層の導入、それから幅広い品目

の早急なブランド化というのが望まれます。こ

れらの問題、課題について、県産品のトップ

セールスに全力で取り組んでおられる知事の対

応について、お尋ねをいたします。

○知事（東国原英夫君） 今回の事故米問題

は、消費者の安全・安心に対する信頼を大きく

損なうものでありまして、県といたしまして

は、九州農政局宮崎農政事務所と連携をとりな

がら、食品衛生法に基づき迅速に調査を行って

きたところであります。現在、最終販売先まで

のすべての調査を終了し、残っていた事故米が

混入した製粉については、すべて回収されてお

ります。また、製造された菓子等についても、

すべて自主廃棄されておりまして、現在、県内

では全く流通・販売がされておりません。

なお、焼酎につきましては、本県では今回の

事故米は使用されておらず、宮崎県酒造組合に

よりますと、今のところ風評被害等の影響もな

いとのことでありました。

県といたしましては、今回の事故米関連事業

者が一時的な売り上げ減少への対策をとれるよ

う、金融支援措置として経済変動・災害対策貸
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付の融資対象としたところでありまして、国に

対しても、このようなことが二度と発生しない

よう、再発防止等を強く要望してまいりたいと

考えております。

一連の食料の安全保障については、国の根幹

にかかわることでございますので、国には、御

指摘のトレーサビリティーの一層の導入強化等

も含めまして強く要望していきながら、県とし

てもどういう対策ができるか、十分に検討して

まいりたいと考えております。

○長友安弘議員 次に、食料の自給率の向上並

びに需要拡大に関して、知事にお尋ねしたいと

思います。

今、世界的に穀物の需給が急激に逼迫をして

いると言われております。経済成長の著しい発

展途上国における需要や、バイオ燃料の原材料

としての需要がふえております。一方、気候の

変動、特に干ばつによる穀物生産の減少等で需

要と供給のバランスが大きく崩れ、穀物価格は

高騰し、また、餓死状態にさらされる人口がふ

えております。今や食料の安全保障問題は極め

て重要な課題となっており、自給率40％の我が

国としては、早急に食料の自給率アップに取り

組まねばなりません。当然、輸入の安定的な確

保というものは必要でありますけれども、50％

以上の食料の自給率確保に全力で取り組む必要

があろうかと思います。

その上で、さまざまな農業生産技術を持つ我

が国としては、世界の食料需給の安定にも貢献

をしていかなくてはならないだろうというふう

な感じがいたします。食料の自給率の向上及び

需要拡大について、国には、さまざまな施策を

早急に講じてもらわねばなりませんが、同時に

県においても、この問題に関してできることは

やっておかねばならないと思います。そこで、

食料の自給率の向上並びに需要拡大に関しお伺

いいたしますが、食料の安全保障の確立につい

ての知事の見解と、その確立のために、地方と

して国に何を望むかお尋ねしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 発展途上国等の人口

増加とか、経済発展や穀物のバイオ燃料への需

要増大、さらに地球温暖化等による自然災害の

増大などを背景といたしまして、世界的に食料

需給が逼迫する可能性を指摘されております。

我が国は世界最大の農産物純輸入国で、かつ先

進諸国の中で最低水準の食料自給率となってお

り、将来にわたり安定した食料が確保できるか

どうか、大変心配しているところであります。

私は、国内農業生産の拡大による食料自給率の

向上を基本とした食料安全保障の確保が、我が

国の極めて重大な課題であると認識しておりま

す。このため県といたしましては、国内食料供

給力の向上に向けた各種施策の充実強化、安全

な食料の安定的な輸入と不測の事態に備えた適

正な食料の備蓄はもとより、国民にわかりやす

い食料自給率の目標設定や、国内農業の重要性

の一層の理解促進、そして食生活や食品ロスの

改善などの取り組みについて、あらゆる機会を

通じ、国に対して要望してまいりたいと考えて

おります。

さらには、農業産出額で全国第５位を誇る本

県農業が果たすべき役割や、新たな時代の要請

等を十分認識しながら、本県の特性を生かした

安全・安心な農産物を全国に供給し、食料自給

率の向上に貢献してまいりたいと考えておりま

す。

○長友安弘議員 農政水産部長にお伺いをした

いと思います。米の消費が、輸入に大きく依存

している穀物によって伸びておりませんが、自

給率をアップさせるためには、輸入穀物の米へ
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の代替化を大きく促進する必要があると思いま

す。一例としては、米粉を用いたパンの製造と

か、あるいは自給飼料の利用拡大など一層推進

すべきだということでありますけれども、本県

の現状並びに今後の取り組みについてお尋ねし

ます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 米を米粉や畜

産の飼料等へ利用することは、食料自給率向上

の観点からも大変重要であると認識いたしてお

ります。このため県といたしましては、関係機

関・団体等と連携を図りながら、米粉パンの普

及、飼料用米の作付を推進しておりまして、本

年度は約25トンの米粉が県内の学校給食用パン

の原料として、また約400トンの飼料用米が配合

飼料の原料として生産・利用される見込みと

なっております。県としましては、今後とも、

収量の多い品種の導入の検討、低コスト栽培技

術等の確立等によりまして、原料米の低価格化

に取り組むとともに、国の関連制度等も活用し

ながら、需要に応じた安定的な供給体制を整備

していくことが重要だと考えております。こう

いったことによりまして、さらなる米粉の利用

拡大を図ってまいりたいと存じます。

○長友安弘議員 次に、地産地消の推進につい

て、農政水産部長にお尋ねをいたします。つい

先日の新聞だったでしょうか、ファーマーズ

マーケットというのが載っておりました。地産

地消の拠点となるファーマーズマーケットや直

売所の整備の推進、また食育・地産地消の連携

事業の強化、あるいは公共施設における地産地

消の推進等を一層進めるべきでありますが、県

の取り組みについてお尋ねをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県では、

県、市町村、経済団体、学校給食会等で構成い

たしております「みやざきの食と農を考える県

民会議」が中心となりまして、食育・地産地消

の普及啓発に向けた推進大会の開催、さらには

学校給食等への県産食材の利用促進、そして地

域活動の核となる食育推進リーダーの育成な

ど、食育・地産地消の取り組みを県民運動とし

て展開いたしております。直売所につきまして

は、平成19年８月末現在で144店舗と、５カ年前

と比較しまして1.7倍になるなど、地産地消の拠

点も着実に増加しているところであります。今

後とも、地域や県民が主体的に取り組んでいく

よう、「食の宝庫みやざき」にふさわしい食育

・地産地消を推進してまいりたいというふうに

考えております。

○長友安弘議員 もう一点、農政水産部長にお

伺いします。麦や大豆、あるいは加工野菜等の

生産振興にも一層力を入れていかなくてはなら

ないわけでありますけれども、この点につきま

しては、生産性の向上あるいは安定化が求めら

れております。また、その生産量・品質に基づ

く支払いの見直し、加工・業務用野菜の周年供

給が行えるような産地連携等が大事になろうか

と思います。これらについての取り組みについ

てお尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） まず、麦、大

豆についてでございます。現在、県内におきま

しては、麦が78ヘクタール、大豆が389ヘクター

ル作付されております。ただ、梅雨どきの長雨

等の影響によりまして、収量・品質が安定しな

いことや収益性が低いことなどから、栽培面積

は伸び悩んでいる状況でございます。しかしな

がら、最近では、焼酎や豆腐などの原料として

一定の需要もありますことから、契約栽培に取

り組み、安定した経営を展開しておられる事例

も見受けられます。県といたしましては、需要

に応じた契約栽培を基本に、まずは排水対策や
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適期防除などの基本技術の励行、それから生産

コストの低減や機械等の効率的利用を図るため

の集団化の推進、さらには米の生産調整制度や

水田経営所得安定対策等を活用した収入の確

保、こういったことに取り組みまして、麦、大

豆の生産性の向上・安定化を支援してまいりた

いと考えております。

次に、加工・業務用野菜等についてでありま

すが、我が国の野菜生産の55％は加工・業務用

の野菜が占めておりまして、家庭内での消費を

上回る状況になっております。この傾向は、食

生活の変化によりまして今後とも強まるものと

考えられますことから、その生産供給体制の強

化が重要であると考えております。県内におき

ましては、近年、安全・安心な国産野菜志向の

高まりを受けまして、農業生産法人等によるホ

ウレンソウやバレイショなどの加工業者との契

約取引が拡大いたしております。このため、集

落営農組織や農業生産法人等による加工・業務

用野菜生産を前提とした生産基盤、あるいは生

産組織の整備を進めますとともに、加工業者と

の取引推進等の供給体制の整備を図りまして、

安定した供給と価格が確保された産地づくりを

推進してまいりたいと考えております。以上で

す。

○長友安弘議員 自給率アップについて伺って

いるわけでありますけれども、我々環境農林水

産常任委員会は、同じ８月に大田市場を見てま

いりました。関係者が強く訴えていたのは、東

京という、また関東という大市場を控えて、本

当に周年供給体制が整った、品質の安定したも

のが宮崎から出されれば、幾らでもまだ売れる

んだというお話がございました。農業の流通は

大変問題がありますけれども、これは一つの大

事なお話ではなかったかなというふうに思いま

す。

それからまた、京都で、産油国の億万長者が

宮崎県のマンゴーを食べたということでござい

ます。そうしたら、そのうまさにびっくりしま

して、「マンゴーのなる木が欲しい」と言った

そうでありますけれども、「それはだめだ」

「それでは」ということで、１個３万円で買い

占めまして、飛行機で持って帰ったというお話

がございます。これぐらいすごい話が広がって

いるわけでありますけれども、県産の水産物あ

るいは畜産物の支援、それから攻めの農業、輸

出農業の促進は非常に大事になろうかと思いま

す。この点につきましての課題、あるいはまた

県の取り組みにつきまして、知事にお伺いをし

たいと思います。

○知事（東国原英夫君） 急速な経済発展に伴

いまして富裕層が増加している東アジアなど海

外の大消費地というのは、日本産の高品質で安

全・安心な食料品に対するニーズが高まってお

りまして、本県農産物輸出の有望なターゲッ

ト、市場になるものと考えております。このた

め県におきましては、香港や台湾などの百貨店

で宮崎フェアを開催するとともに、シンガポー

ル等において商談会を実施するなど、関係団体

と連携しながら、宮崎牛やミニカンショ、完熟

キンカン等の輸出促進の取り組みを進めている

ところでございます。また現在、県や関係団

体、民間企業が一体となって、農産物から加工

品まで県産品の総合的な輸出促進に取り組むた

めの指針となる「東アジア販路拡大戦略」の策

定に取り組んでおります。今後、本戦略に基づ

き、関係機関・団体等との連携を充実強化しな

がら、官民一体となって農産物の一層の販路拡

大や定着・定番化へ向けて活動していきたいと

考えております。
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○長友安弘議員 それでは、次に移りたいと思

います。学校給食における食育あるいは地産地

消への取り組みにつきまして、教育長並びに農

政水産部長にお尋ねをいたします。

食料自給率向上へ向けた自治体の取り組みの

一つとして、大いに期待される施策でございま

す。我が党のマニフェストの中に「食育の推

進」というのを掲げ、大いに推進をしていると

ころでありますが、2005年の６月、食育の理念

と方向性を示した食育基本法が成立をいたしま

した。そしてまた、国は５年間の食育推進基本

計画を策定し、現在実行いたしております。そ

の中で、朝食をとらない小学生をゼロにするこ

とや、学校給食での地場産物の使用を現在

の21％から30％にする目標というものを掲げて

取り組んでおります。本県における現状という

のはどのようになっているのだろうか。また、

今後の取り組みについてお尋ねをしたいと思い

ます。

○教育長（渡辺義人君） まず、朝食の摂取状

況でございますけれども、平成20年度の「全国

学力・学習状況調査」結果で申し上げますと、

毎日朝食をとっている子供の割合は、本県では

小学校６年生で 8 8 . 7％、中学校３年生で

は86.3％となっておりまして、全国平均と比べ

ますと、小学校では1.6ポイント、中学校で

は5.2ポイント上回っている状況にあります。学

校におきましては、「朝食をとることは一日の

活動の源であり、生活リズムをつくる上で大変

大切であること」などを、給食の時間や授業時

間におきまして具体的に指導を行いますととも

に、参観日におきましても保護者の方々に同様

のことを啓発しているところであります。

次に、地場産物の活用でありますけれども、

文部科学省が実施いたしました平成19年度の

「学校給食栄養報告」によりますと、本県の地

場産物の使用の割合は、食材数ベースで32.3％

になっておりまして、先ほど御紹介のありまし

た国の食育推進基本計画目標の30％を上回って

いる状況にございます。地場産物の活用は、生

産者等への感謝の心を育て、地元の食材を知る

など、教育的にも大変意義深いものであります

ので、今後とも市町村や地元関係団体と連携を

図りながら、学校教育における食育、地場産品

の活用等をより求めていきたいと考えておりま

す。以上であります。

○長友安弘議員 全国平均より少し良好な状況

であるというお話がありましたけれども、朝食

をとらない子供というのはさまざまな問題があ

ろうかと思いますので、今後さらに取り組みを

進めていただきたいと思います。

さきの通常国会で学校給食法が改正をされま

して、その目的が栄養改善から食育に大きく変

わりました。改正法では、栄養教諭の役割を明

確にし、栄養教諭は食育の指導に当たることと

なっております。それに加え、給食への地場産

物の活用、地域の食文化などの教育も進めるこ

ととし、学校給食を教材として位置づけられた

ところであります。食育が進むためには、栄養

教諭の配置とか力量アップが求められます。取

り組みは始まったばかりでありますけれども、

教員数の問題、あるいはまた取り組んでいると

ころ取り組んでいないところ、そういう有無の

問題等、さまざま指摘をされております。地域

の食育向上のかぎを握る栄養教諭の配置につい

ては、さらなる取り組みが求められるところで

あります。そこで、本県の現状はどうなってい

るのか、また今後どう取り組んでいかれるの

か、お尋ねをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県の教育委員会にお
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きましては、平成18年度から現在までに県内各

地の学校に15名の栄養教諭を配置しまして、食

の重要性を理解し、望ましい食習慣を身につけ

ることなどを内容とする食育推進モデル事業に

取り組んでいるところであります。栄養教諭

は、今御意見にありましたように、学校におけ

る食に関する指導の中核的な役割を担っており

ますけれども、授業への参加、給食の時間にお

ける指導等により、朝食をとる子供の増加や、

食に対する感謝の気持ちの芽生え、さらには保

護者の食に関する講座等への参加がふえるな

ど、児童生徒はもとより、教職員や保護者の食

に対する意識の向上が見られるところでありま

す。このモデル事業の成果を踏まえまして、今

後、栄養教諭の適正配置について検討してまい

りたいと考えております。以上であります。

○長友安弘議員 まだまだ始まったばかりだと

思いますので、栄養教諭の配置につきまして

は、特段の配慮をお願いしておきたいと思いま

す。

次に、学校における食育の推進のためには、

栄養教諭の配置とともに、学校の教職員の連携

・協力、あるいは父母も含めた地域を挙げての

取り組みが重要となりますけれども、本県では

この点についてどのように推進をされておるの

か、お尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 先ほど申し上げまし

た食育推進モデル校におきましては、栄養教諭

が中心となって、学級担任や教科担任との協力

によりまして、学校を挙げて子供たちに対する

食に関する指導に取り組んでいるところであり

ます。また、保護者、地域の企業や生産者団体

との連携によりまして、交流会や試食会などの

開催、さらには農林漁業体験や親子調理教室の

開催といったさまざまな体験活動等が行われて

いるところであります。その結果でありますけ

れども、地域の産物や食文化等への理解が深ま

るとともに、みずからも調理に挑戦するなどの

実践的な態度が育成され、食の大切さの理解や

食に対する興味・関心が深まってきておりま

す。県教育委員会といたしましては、今後、こ

のモデル校の成果を全県的に普及させていきた

いというふうに考えているところであります。

以上です。

○長友安弘議員 もう一点伺いますが、農林中

金総合研究所が行った「学校給食への地場産野

菜供給に関する調査」というのがございますけ

れども、ここでは、学校給食で地場産農産物を

推進するには、自治体による方針の明確化が必

要であるということが上がっております。学校

給食で地場産農産物使用をだれが発案したかと

いうのを見ると、自治体の首長が発案したもの

が多く、生産者や農協に提案をしている形でご

ざいます。既存の納入業者との共存関係の維持

というのが欠かせないわけでありますけれど

も、学校給食における地場産物使用について

は、自治体がリーダーシップをとっていくとい

うことが必要ではないかと思いますけれども、

この点に対するお考えを伺いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 学校給食において地

場産物を活用しますことは、地域の食文化の理

解を深めたり、給食を通しまして地域社会との

結びつきを深めることができるなど、教育的効

果も大きく、さらには、地場産業の振興という

観点からも非常に大事であるというふうに考え

ております。このようなことを踏まえまして、

学校給食の実施主体である市町村におきまして

は、学校と生産者との契約により、安全な地元

食材を安価で安定的に購入する際の支援や、地

元企業との連携による交流給食会や食育に関す
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る講習会の開催などにより、地場産物の活用の

推進が図られているところであります。これら

の取り組み事例のように、学校給食において地

場産物の活用を図っていくには、市町村が中心

になって、生産者、関係団体、企業などが連携

して地域一丸となって取り組んでいくことが肝

要であるというふうに考えております。

○長友安弘議員 食育について最後に１点、農

政水産部長にお伺いをいたします。ＪＡでは、

第24回のＪＡ全国大会で、食育基本法を踏ま

え、食農教育に取り組むことを決定したようで

あります。「ＪＡ食農プラン」というものを策

定し、食と農の体験・教育・交流に取り組む、

また、地場産農産物の学校への供給・利用を促

進することが柱とされております。一層の取り

組み、成果が期待されるわけでありますけれど

も、この点について県はどうかかわっておられ

るのか、またどう評価されておられるのか、お

尋ねをしたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 健全な食生活

の実現や、地場産を中心とする国産農産物の消

費拡大などを目標としまして、地域に根差した

食農教育の展開を図るＪＡ食農プランは、極め

て重要な取り組みであると評価いたしておりま

す。かかわりでございますけれども、県といた

しましては、ＪＡ女性部が行います、みやざき

ブランド認証品目等を活用した郷土料理の紹介

や新メニューの提案など、食文化を承継する取

り組みの支援や、ＪＡ青年部が地域の学校に出

向きまして、稲作体験などの農業への理解促進

を図る取り組みに対しまして支援をしていると

ころであります。今後とも、ＪＡや市町村等と

十分に連携しまして、食育や地産地消のさらな

る推進を図ってまいりたいと考えております。

以上であります。

○長友安弘議員 たくさん通告しておりました

けれども、時間が参りましたので、最後に、日

本総合研究所の会長の寺島実郎氏が談話を寄せ

ておられましたけれども、そこから引用させて

いただきたいと思います。

「今、我が国は、米国に対する過剰期待、あ

るいは過剰依存の構図から脱却し、ポスト冷戦

の資本主義を構想する必要が出てきた」、こう

いうことを話されております。そしてまた、

「戦略的でしたたかな国づくりが求められる」

とも述べておられます。日本の輸出入総額

の50％が対アジアとなってきたようです。そし

て対米が16％、こういうことになってきた事

実。この事実は、アジアに大きく依存する国に

なったということを取り上げられております。

しかしながら、米国との関係を基盤条件としな

がらも、今後、アジアとかユーラシアとも重層

的な関係を構築していくべきだと指摘をされて

おります。それからまた、資源高、食料高の時

代が到来し、続いていくだろう、こういうこと

から食料の自給率、あるいはエネルギーの自給

率の向上が大事となってくると。したがって、

太陽光発電、あるいはバイオなどの産業技術力

というのを投入することによって、大いに国づ

くりを推進していくべきだということがありま

した。まさに本県の目指す、地域づくり、地域

再生の方向そのものだと私は感じております。

知事も今回の代表質問を通しまして、自給率

のアップの問題、あるいは新エネルギーの導入

問題等を語っておられました。どうか本県浮上

のために、今後とも健康に留意し全力を投入し

ていただきますようにお願い申し上げまして、

代表質問とさせていただきます。（拍手）

○坂口博美議長 質問は終わりました。以上で

代表質問のすべては終わりました。



- 158 -

平成20年９月22日(月)

次の本会議は、24日午前10時開会、この日か

ら一般質問に入ります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時25分散会


