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◎ 一般質問

○星原 透副議長 ただいまの出席議員44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。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 一般質問の

トップを務めさせていただきます。愛みやざき

の西村賢です。代表質問でも多くの質疑がなさ

れましたので、重複する部分は割愛させていた

だき、通告に従いまして質問させていただきま

す。

さて、私ごとですが、先月、やっと結婚式を

挙げることができました。心機一転頑張ってま

いります。また、人生の先輩方々には、今後と

も夫婦円満の秘訣等を御指導いただければと思

います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

まずは、本県の少子化対策の取り組みについ

て伺います。

私も結婚した以上は少子化対策に、これまで

以上に頑張ってまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願い申し上げます。少子化によって国

民人口が減っていき、2050年には人口の３分の

１が65歳以上の高齢者になることは御承知のと

おりです。少子化問題というと、すぐに価値観

やライフスタイルの変化を唱える方もいらっ

しゃいますが、それだけではなく、社会全体の

ひずみが顕著にあらわれており、労働環境の悪

化による若年層への経済的なしわ寄せ、仕事と

育児の両立の困難さ、男性の長時間労働、母親

の孤立感などが組み合わされ、産みたくても産

めない状況もあります。国も新しい少子化対策

では、ワーク・ライフ・バランス、仕事と生活

の調和を掲げ、働き方改革など総合的な対策を

とる必要があるとして、国の最重要課題として

おります。今、日本の経済構造も、より都市部

へと集中しておりますが、それと同じように、

人口が減っていくときに、宮崎県のような地方

に最もしわ寄せが来ると考えられ、地方ほど過

疎や高齢化が進行し、集落の消滅や自治体の破

綻なども考えられております。当然、国全体で

考えなければならない問題でありますが、都市

部への人口流出の多い地域ほど深く考えなけれ

ばなりません。この少子化の流れを変えるため

には、現実には、第２次ベビーブームの出産適

齢期である女性に出産していただく環境をつく

ることが非常に重要なことであります。実際、

その第２次ベビーブーマーも33歳から37歳ぐら

いになり、出産のリスクを考えると、少し遅い

ぐらいでもあります。しかし、今、先送りすれ

ば、産むことのできる女性の総数自体が少なく

なります。出産のリスクは年齢によって急激に

高くなるために、早急な対策が求められており

ます。

以上のことを念頭に置きまして質問を行いま

すが、まず、少子化対策以前の男女の出会いに

ついてから始めたいと思います。御承知のとお

り、近年は初婚年齢が高齢化し、いわゆる晩婚

化が進んでおります。私も35歳で入籍しました

ので、この数値を非常に引き上げてしまい、反

省しておりますが……。ちなみに、平成19年、

宮崎県の初婚平均年齢は、男性29.0歳、女

性27.6歳と、全国平均よりも若干下回っている

傾向にあります。結婚できない方々の理由の一
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つに、出会いの機会がないということもありま

す。出会いの場を設け、県内の婚姻率向上に向

けた一つのイベントに、ことし６月の宮崎―台

湾直行便就航時に行われた「台北出会いの旅」

があったかと思います。県内在住の男性18名と

県外からの参加女性18名が、台湾でのツアー中

に出会い、カップル成立を目指すというような

企画であったかと思います。まあ、似たような

テレビ番組があったような、なかったかのよう

な気がしますが……。台湾便の就航イベントと

重なりまして、また東国原知事の知名度の後押

しもあって、全国的なニュースとなり、テレビ

等でも大きな話題となりました。その出会いの

旅では、たしか６組のカップルが成立というよ

うな成果だったと記憶しておりますが、その後

の経過はどうなのか、気になるところでもあり

ます。あれほどの話題性があったのですから、

第２弾、第３弾は計画しないのか、東国原知事

にお尋ねいたします。

以後の質問は、自席より一問一答式にて行い

ます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

台北線開設記念事業として実施いたしました

「台北出会いの旅」につきましては、多くのメ

ディアに取り上げていただき、台北線のＰＲに

つながるとともに、参加者の中で６組のカップ

ルが誕生するなど、成功裏に終えることができ

たものと考えております。参加者からは、引き

続き同窓会を開催していると聞いておりますの

で、今後、婚約や結婚につながるようなことに

なれば、大変喜ばしいことだと考えておりま

す。今回のようなツアーは、独身男女の出会い

の場づくりとして、一つの有効な方法ではあり

ますが、その企画、実施に当たっては、民間の

自由な発想によったほうが、より成果を上げる

ものと考えております。そのため今後は、県民

総力戦という観点からも、現在、県で募集して

おります「縁結び応援団」等の、民間の方々に

よる積極的な取り組みを期待していきたいと考

えております。〔降壇〕

○西村 賢議員 非常に知名度の高い知事のい

るうちに、第２弾、第３弾としていただきたい

とは思っているんですが、ちょっと消極的な返

答だったかなと思っております。

続きまして、さらに行政が出会いの場を応援

しようということで、ことしから取り組んでお

ります「みやざき新たな出会い応援事業」とい

う施策がありますが、これは県職員みずからが

つくり出した企画ということで、非常に内容を

期待しているところではあります。しかし、先

ほどの出会いの旅、そしてこの出会い応援事業

にも、少なからず県民の税金が投入されている

わけでありますから、検証は必要ではないかと

考えます。行政がやるべきことなのか、やらな

いといけないのか、たとえやるのであれば、行

政しかできない、民間がしてくれないような地

域や人をターゲットにしてはどうかと考えます

が、この新たな出会い応援事業のねらいはどう

なっておりますか、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） 未婚化、晩婚

化の要因の一つとして、議員のお話にもありま

したが、出会いの機会の減少とか、適当な相手

にめぐり会わないというものが挙げられており

ます。このため県では、結婚のきっかけづくり

の支援とか、社会全体で結婚を応援する機運づ

くりを目的としまして、今年度から、「みやざ

き新たな出会い応援事業」に取り組んでいると

ころであります。この事業は、県内の企業や団
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体等を縁結び応援団として募集を行い、この応

援団が企画する出会いの機会の情報を独身男女

にメールマガジンで提供するものでありまし

て、現在、縁結び応援団が55団体、独身男女が

約300名、御登録をいただいております。出会い

の機会の創出につきましては、民間における取

り組みを促進することが重要でありますので、

この事業の円滑な実施に努めてまいりたいと考

えております。以上です。

○西村 賢議員 先ほどから、都合によって

は、結果や成果は民間に任せるような言い回し

にも聞こえますので、存分なバックアップをよ

ろしくお願いしたいと思います。

さて次に、男女の出会いがうまくいったとし

まして、その後の子づくり支援に移りたいと思

います。現在、国も積極的に子育て支援を地方

自治体にも働きかけており、また、現在の少子

化担当大臣は、本県にもつながりの深い中山恭

子参議院議員であります。本日の組閣でかわる

かもしれませんが、残っていただきたいとは、

個人的には思っております。

飛び込みお産等の事故から、妊婦健診の重要

さを掲げ、また少しでも妊婦の負担を軽くする

ために、妊婦健診の一部公費負担を行っており

ます。国も、14回以上の妊婦健診と、そのうち

５回以上の公費負担が望ましいとして地方自治

体に指導したこともあり、全国平均が昨年の2.8

回から、ことし４月は5.5回へと非常にふえまし

た。しかし、残念ながら、本県は目標に達して

いない4.7回という現状であります。子育てに積

極的な自治体は14回のすべてを公費負担実施し

ておりますが、都道府県別では福島県が平

均10.8回と、地方自治体でも頑張っているとこ

ろはあります。最近では、舛添厚生労働大臣

も、すべての妊婦健診の無料化を来年度予算で

手当てするとの報道もありました。しかし、一

般財源であれば、自治体によっては少子化対策

に回さないところも現にあるわけで、本当に子

育て支援に使われるか、懸念されます。本県で

も西米良村や椎葉村は頑張っているほうだと思

いますが、例えば市町村の財政指数や高齢化率

を考えて、地域を限定してでも直接県がサポー

トすることはできないのか、福祉保健部長にお

伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 妊婦健診の公

費負担でありますが、この財源につきまして

は、市町村に交付税措置され、回数や内容等に

ついては、市町村の責任で実情に応じて実施さ

れておりまして、地域を限定した県の助成は困

難であると考えております。今後とも、さらな

る妊婦の経済的負担の軽減を図るため、市町村

に対しまして、公費負担の充実を要請してまい

りたいと考えております。

○西村 賢議員 非常にがっかりする答えなん

ですが、一般財源として行った以上、後は市町

村に任せるということであれば、県としての指

導というものは必要ないような状況になります

ので、ぜひここは、せめて今の最低５回という

ものは、県内すべての自治体でクリアしていた

だきたいと思っております。

この件について再質問したいと思いますが、

周辺に健診ができる産科医などがいない場合、

非常に遠いところまで行かなければならない地

域というものが、宮崎県内にも多数あります。

特に、中山間部の車で片道２時間以上かかるよ

うな地域もありますが、そこから妊婦健診に通

うだけでも、この御時世、ガソリン代もばかに

なりません。そのような、例えば交通費の側面

的な支援も必要ではないかと思いますが、極端

な話、これは、限界集落であるとか、過疎であ
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るとか、そういうところを残すために、若い世

代に住んでもらうために必要な施策だと思いま

すが、これは子育て応援本部長でもあります知

事にお答えをお願いします。

○知事（東国原英夫君） 妊婦健診につきまし

ては、市町村の責任において実施されておりま

して、交通費に関しても、市町村の判断で助成

されるべきだと考えております。

○西村 賢議員 国も今、省庁を横断して少子

化対策に取り組んでおりますし、限界集落の対

策でありますとか、そういうものと一緒にマッ

チングして、やはり県も部局横断的にやるべき

だとは私も思うんです。これを市町村に市町村

にと言えば、県も周産期医療体制を集約するよ

うにやっていますから、産婦人科医がより遠く

に遠くになっているケースも、現実にありま

す。西米良でも椎葉でも、場合によっては熊本

まで行くケースがありますから、その部分も念

頭に置いて、今後のサポートを検討していただ

きたいと思います。

また、子供を産みたい夫婦でも、妊娠ができ

ないということも現実にあります。そのような

夫婦に対しては、不妊治療というものがありま

すが、この医療の進化も非常に目まぐるしいも

のだと聞いております。不妊治療助成制度があ

ると思いますが、この助成制度の県内の実績と

効果につきまして、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 我が国におい

ては、４組に１組の夫婦が不妊を心配したこと

があり、13％の夫婦が不妊治療・検査を受けた

ことがあると言われております。そのような中

で、本県では平成16年度から、医療保険の適用

されない体外受精及び顕微授精による不妊治療

の費用の一部を助成しており、19年度までの給

付件数は665件となっております。また、不妊治

療の結果、約20％が出生に至ると言われており

ますが、本県における不妊治療による出生数に

ついては、現在のところ把握しておりません。

しかしながら、平成20年度からは、不妊治療の

指定医療機関に治療成績の報告が義務づけられ

たために、今後は助成制度の効果を把握できる

ものと考えております。

○西村 賢議員 県内の効果の検証はまだこれ

からとのことですが、実際に非常に多額の予算

も計上しております。助成の申込件数も年々ふ

えており、ニーズが高まっていることは明らか

だと思いますが、例えば、身近なところに指定

病院がない地域の方々の対策、またプライバシ

ー保護などの対策も、より効果的な利用促進に

つながると思いますので、このこともあわせて

検証していただきたいと思っております。

それでは、産婦人科医に対する県の状況につ

いてお伺いいたします。全国的には、昨年の妊

婦たらい回し事故などの記憶も新しいところで

ありますが、産婦人科医の不足の報道もありま

す。確かに、地域によっては減ってきているよ

うにも感じますが、本県の状況はいかがでしょ

うか。これも福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県の産科医

師数は、平成18年12月末現在で108人でありま

す。これを人口10万人当たりで比較しますと、

全国平均が7.9人に対し本県は9.4人と、平均を

上回る状況であり、順位としては全国７位と

なっております。しかしながら、県内の産科医

師は約半数が県央部に集中し、地域的に偏在す

るなどの問題を抱えております。そのため県と

いたしましては、限られた医療資源を効果的に

活用するため、地域分散型の周産期医療体制の

構築により対応しているところでありますが、

今後とも、県民が安心して子供を生み、育てる
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環境が確保できるよう、宮崎大学等関係機関と

連携して、産科医の確保に取り組んでまいりた

いと考えております。

○西村 賢議員 医師の偏在があるとのことで

すが、これも利用者の不便を解消できるように

お願いしたいと思いますし、一部では、県内産

科医の高齢化のことを指摘する方もいらっしゃ

います。その部分もあわせまして、努力される

ようにお願いしたいと思います。

出産ができる施設には、産婦人科医のほかに

助産所というものがあります。地域によっては

助産院という通称もありますが、助産師からの

直接の保健指導、そして育児指導などが受けら

れ、助産所によっては分娩も可能なところがあ

ります。担当課に伺ったところ、県内でも昨

年150人以上もの新生児が誕生しているとのこと

でした。都会では、ライフスタイルの変化など

から、女性によっては助産所のほうを選び、見

直されているということも、テレビで見聞きし

ましたが、実際、助産所での分娩には嘱託産科

医の協力も必要なために、地域での産婦人科医

との協力は必要不可欠となっております。近く

に産婦人科がないような地域にあっては、助産

所で保健指導等を行ってもらえば助かる地域も

あると思いますし、全体的には助産所の数が

減ってきているということも聞いております。

これから助産所の育成を図るべきではないかと

思いますが、県はどのようにお考えですか、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） 助産所につき

ましては、平成19年現在で、分娩を取り扱う助

産所が５カ所、分娩を取り扱わず保健指導を行

う助産所が29カ所、県内に合計で34カ所ありま

す。また、助産所での出生数を見ますと、平

成19年で153人となっており、助産所でのお産は

減少する傾向にあります。このような中、助産

所の助産師は、お産の介助のほか、妊婦や産後

の母親に対する保健指導など、核家族化が進む

中で、身近な相談者としての役割も担っており

ます。このため県といたしましては、未就業の

助産師の就業促進や、来年開設が計画されてい

る助産師養成施設への助成など、人材の確保育

成面での支援を行っているところであります。

○西村 賢議員 今の話も、助産師の確保の問

題も、一つのまた別の問題となっております。

助産師さんの活躍する環境の場も含めまして、

育成のほうもよろしくお願いしたいと思いま

す。

さて、先日の代表質問でも医師不足に対する

質問がありましたが、その中でも県は、小児科

専門医育成確保事業を行い、専門研修医に３年

間、月15万円の研修資金を出して、１年間県内

勤務すれば償還しなくていいという制度の募集

を行いました。これは他県でも実施されている

制度ではありますが、普通に考えると、かなり

厚遇な制度のようにも見えます。しかし、それ

だけに医師の不足の問題は深刻さもうかがえま

すが、その募集に対して、締め切り段階では半

数の申し込みしかなく、改めて医師確保の難し

さを感じさせられました。愛みやざきとして

も、勉強会に現職の医師を招いて、その中で意

見交換を行いましたが、医師からは、研修資金

があるからといって、どこへでも行きたいと思

うものではないという手厳しい意見もありまし

た。御承知のとおり、小児科医は全国的になり

手がいない状況でもあります。本県の小児科医

の確保策について、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） お話のよう

に、本県の小児医療は、小児科医の不足により
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大変厳しい状況となっております。このため、

将来、小児科等の特定診療科で勤務することが

期待される医学生に対し、修学資金の貸与事業

を実施しておりまして、現在、小児科を志望し

ている11名に貸与を行っております。また、本

年度新たに、即戦力となる小児科医の確保を図

るため、小児科の専門研修医に対して研修資金

を貸与する小児科専門医師研修資金貸与制度を

創設したところでありまして、現在、６名の方

から応募をいただいております。さらに、小児

科医の研修環境の充実を図る観点から、小児科

の症例研究会に対し支援を行うこととしており

ます。今後とも、これらの事業を積極的に推進

しながら、小児科医の育成確保を図ってまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 続きまして、子育て乳幼児医

療費助成事業について伺います。本県もことし

から、所得制限はあるものの、入院外医療費の

助成事業を小学校入学前まで拡大いたしまし

た。もちろん、これによって助かった世帯もふ

えたかと思いますが、しかし、全国的に見る

と、自治体によっては非常に手厚い助成を行っ

ているところも少なくありませんでした。特に

東京23区においては、すべての乳幼児から小中

学生まで、通院・入院にかかるすべての医療費

は無料となり、また所得制限もないという状況

になっております。財源等の問題は当然ありま

すが、さらなる県内の対象者の拡大はできない

のか、福祉保健部長に見解を伺います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 乳幼児医療費

助成事業につきましては、今年度から―来月

からですが―入院外の助成対象を３歳未満か

ら、入院の場合と同様に小学校入学前までに拡

充し、実施することとしたところであります。

対象者のさらなる拡大につきましては、財政状

況が厳しい中、県や市町村の新たな負担増を生

じるものでありますので、当面は、拡充した事

業の安定的な運営に努めてまいりたいと考えて

おります。

○西村 賢議員 財源の問題ばかりを持ち出さ

れると非常に困るといいますか、決まった財源

の中の枠組みをどういうふうにシフトしていく

かというのが、少子化対策の重要なことだと思

います。そのことも含めまして、今のように、

医療費の助成や子づくり・子育て全般にわたっ

て、東京などの大都市との大きな格差が見られ

ます。本来、この国のどこで産んでもひとしく

育てていける環境づくりが必要だと思います。

しかし、現実は、高齢者が多い地域ほど子育て

が困難となり、人口があふれている都市部ほど

子育て施策が充実しているということもありま

す。これはぜひ知事に伺いたいと思いますが、

このような地域格差の是正を図るために、国に

対してどう要望を行っていますか、また知事は

このような地域差をどう考えますか、お願いい

たします。

○知事（東国原英夫君） 議員から、「財政問

題もあると思いますが……」というような御指

摘がございましたけれども、財政問題もじゃな

くて、財政問題が一番のネックになっておるわ

けでございまして、非常に厳しい状況であるわ

けでございます。御指摘のように、都道府県に

よって、乳幼児医療費助成制度というのは、条

件あるいは格差等があることは認識しておりま

す。安心して子供を生み、育てていくというの

は、国において、国家的な戦略で取り上げてい

ただくべき政策だと思っております。ですか

ら、今後、全国知事会等々の機会を見て、それ

らを通じて国へは要望してまいりましたし、こ

れからも強く要望してまいりたいと思っており
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ます。

○西村 賢議員 行政の陳情の内容も、どうし

ても、道路をつくってほしいとか、橋をかけて

ほしいというようなことがクローズアップはさ

れますが、やはりこれは地方の声として、子づ

くり、子育てを全国均一にできるようにお願い

したいと思います。

続きまして、母子家庭の子育て支援について

伺います。本県の合計特殊出生率は1.59と、全

国平均をはるかに上回り、全国２位ということ

でありますが、実は本県は離婚率も高く、ある

データによりますと、全国４位、1,000人当た

り2.34人ということも聞いております。不幸に

も死別して母子家庭や父子家庭になったケース

もあるとは思いますが、本県が調査した19年度

のひとり親世帯生活実態調査では、母子家庭世

帯は１万5,000世帯を超えており、父子家庭と合

わせれば、ひとり親世帯は約１万8,000世帯にも

上ります。アンケート調査によれば、子育てに

おいて経済的に苦労しているというケースが多

いようですが、その中でも母子家庭の自立支援

のためにどのような取り組みを県が行っている

のか、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） 母子家庭にお

きましては、お話のように、子供の養育とか生

計維持等、多岐にわたる悩みを抱えるなど、さ

まざまな困難があるものと認識しております。

このため県では、福祉こどもセンターなどに配

置しています母子自立支援員による相談事業、

それから、職業訓練に取り組む場合の給付金事

業などによる就業支援、また医療費助成や児童

扶養手当、貸付金制度による経済的支援等によ

り、母子家庭の自立を促進しているところであ

ります。今後とも、母子家庭の実情に応じて、

きめ細かな支援を行ってまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 私の周りも、母子家庭世帯と

いうのが非常に多く感じるものですから、ぜひ

その自立支援に向けた取り組みをさらに強化し

ていただくようにお願い申し上げます。

さて、現在、国が進める幼保連携の取り組み

でもあります認定こども園について伺います。

認定こども園は、利用者にとっては、これまで

の入園児の規制を緩和して、保育園、幼稚園の

いいところ取りのような気もいたしますが、県

内ではそれほど導入されていないようです。幼

稚園・保育園の経営者の方に聞きますと、移行

したい気持ちはあるものの、補助金などの助成

がないことも理由の一つだと聞きました。県は

今後どのように推進していくのか、またふえな

い原因はどこにあると考えますか、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） 認定こども園

につきましては、保護者の就労の有無にかかわ

らず利用ができることや、大都市部における待

機児童解消などのメリットがあると考えており

ます。平成20年４月現在で、全国におきまし

て229カ所が、また本県におきましては５カ所が

認定されております。しかしながら、認定こど

も園に対する新たな助成制度がないなど、事業

者にとってのメリットが少ないこと等から、国

が制度発足当初に想定したほどには認定数が伸

びていない状況にあります。そこで、国におき

ましては、ことし３月に事業者に対しましてア

ンケート調査を行い、認定こども園の現状を調

査するとともに、現在、アンケート結果などを

もとに設置促進策を検討されているようであり

ます。県としましては、国の検討結果等を踏ま

えながら、今後の対応を考えてまいりたいと考

えております。
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○西村 賢議員 次に、保育料金についてお伺

いします。子供を預けなければならない世帯に

とって、保育料の負担は軽いものではありませ

ん。確かに、２人目以降割引になる自治体は多

いようですが、保育料に上限３万円というのを

設けている木城町のような自治体があります。

この木城町のような自治体の取り組みをモデル

としまして、県下に広げていくような考えはな

いでしょうか。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） 保育料につき

ましては、保護者の所得に応じて国が基準額を

示し、保育の実施主体である市町村が、国の基

準額をもとに地域の実情に応じ独自に保育料を

定めることができる仕組みとなっております。

このため保育料の上限につきましても、国の示

す最高額８万円を、木城町においては３万円

に、その他の県内市町村においても３万円台か

ら５万円台とする軽減策を実施しているところ

であります。保育料の軽減につきましては、県

といたしましても、厳しい財政状況の中、国の

基準にのっとり、応分の負担をしているところ

でありますが、これ以上の負担増は困難である

と考えております。しかしながら、保育料軽減

は子育て支援の有効な施策でありますので、今

後とも引き続き国に対して、さらなる施策の拡

充を強く働きかけてまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 やはり２子目、３子目を産ん

でいくには非常に有効な手段だと思いますの

で、ぜひまた検討していただきたいと思いま

す。

続きまして、育児休業について伺いたいと思

います。91年に施行された法律から―法律名

は割愛しますが―男女を問わず育児休業がで

きるようになりました。男性が育児休業を申し

出るケースも全国的には広がっておりますが、

実際、職種によっては育休はとりづらいという

話も聞きます。まずは、県庁の育児休業の実態

がどのようになっているのか、総務部長にお伺

いいたします。

○総務部長（山下健次君） 平成19年度の県の

全部局でお答えいたしますけれども、全部局に

おける育児休業の取得者は、前年度からが297

名、19年度新規が250名、計547名になっており

ます。

○西村 賢議員 547名と非常に有効にとられて

いる方が多いようなんですが、調べてみると、

いろんなデータがありまして、先進国では、夫

の育児・家事時間が少ないほど出生率が下がる

というデータもあり、男性の育児貢献といいま

すか、育児協力が必要だということも指摘され

ております。男性の育児休業の割合は、総務部

長、今おわかりになりますか。

○総務部長（山下健次君） 割合は出しており

ませんが、このうち男性職員の育児休業取得者

は、前年度からが１名、19年度で７名、計８名

となっております。

○西村 賢議員 とられている方が数名はい

らっしゃるようですけれども、やはり県庁が率

先して子育て環境づくりをやってほしいと思い

ますし、また、そういう家庭の職員さんがい

らっしゃれば、残業も少なくしてあげるとか、

周りのサポート体制もしていただければと思い

ます。育児休業が容易に取得できることは、会

社や社会全体で子育てを応援しようという機運

が高まるのではないかと思いますが、実際、中

小企業の多い本県においては、なかなか育児休

業をとっているという話は聞きません。育児休

業について、民間企業にどのような指導を行っ
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ておられますか、商工観光労働部長にお伺いし

ます。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 民間企業

への育児休業取得の働きかけということでござ

いますけれども、仕事と家庭の両立しやすい職

場環境の整備を図っていきますことは、少子化

対策の観点からも大変重要と考えております。

県におきましては、事業主とか労働者を対象と

した各種講演会等の開催とか、広報誌、パンフ

レット等の配布等によりまして、育児休業制度

を初め、仕事と家庭の両立支援のための各種制

度の普及啓発を行っているところでございま

す。また、18年度からは、みんなで子育て応援

運動の一環としまして、仕事と家庭の「両立応

援宣言企業」の募集等を行っておりまして、企

業の自主的な取り組みを促進しますとともに、

県が嘱託しております労働施策アドバイザーを

活用した指導助言等を行うなど、仕事と家庭の

両立がしやすい職場環境づくりの推進に努めて

おるところでございます。これからも、宮崎労

働局あるいは関係機関と連携を図りながら、育

児休業の取得促進など両立支援施策の推進に努

めてまいりたいというふうに思っております。

○西村 賢議員 以上のこれまでのやりとりを

踏まえまして、実は先日の代表質問まで、知事

が県の子育て応援本部長とは私も知らなかった

んですが、知事の子育て応援本部長としての具

体的な活動についてお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、子育て支援対

策を県政の大きな柱として位置づけておりまし

て、みずからこの応援本部の本部長を務め、対

策を推進しているところでございます。具体的

には、まず、子育て応援本部会議を主宰させて

いただきまして、各部局の施策の推進状況を把

握するとともに、今後の取り組み方針を決定す

るなど、全庁挙げて施策の推進に当たっており

ます。また、機会あるごとに、国を初めとする

関係機関に出向きまして、子育て支援策の充実

強化について、強く要請を行っているところで

ございます。さらに、子育て支援関係者や市町

村の代表者の方々との意見交換等の場に積極的

に参加し、参加者の御意見等を踏まえ、乳幼児

医療費助成制度の拡充等の施策に反映するとと

もに、県民総力戦で子育てを応援する必要性に

ついてもお話しさせていただいているところで

ございます。今後とも、みずから先頭に立っ

て、安心して子供を生み、育てる社会づくりを

推進してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 今の本部長としての活動は非

常に充実しているというような答弁をいただき

ましたが、実際きょう返ってきた答えは少し物

足りないものが多かったように私自身は感じま

した。引き続き、部局横断的な取り組みをお願

いしたいと思います。また、合計特殊出生率が

全国でも上位の本県が、これから日本一子育て

ができる、子育てしやすい県を目指して、また

その中にも宮崎県らしさというものを踏まえて

やっていただきたいと思っております。以上で

少子化対策は終わります。

次は、高齢者の安全についてお尋ねいたしま

す。現在、介護虐待、高齢者虐待と言われるこ

とを耳にします。ニュース等でも、確かに介護

で悩んだ介護者が暴力を振るってしまうという

ケースもあるようですが、本県における高齢者

虐待の現状を、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 高齢者虐待に

つきましては、多くが家庭内の問題として表面

化しにくく、把握が難しいと言われております

が、県が実施した調査では、市町村に寄せられ

た相談・通報は、平成18年度が175件、19年度
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が177件で、そのうち虐待と認められたものが、

平成18年度は112件、19年度は104件となってお

ります。

○西村 賢議員 やはり見過ごせない数字だと

は思いますが、数字上でしかわかりません。児

童虐待と同じく、非常に見つけにくいと思いま

すが、その対策、保護策はあるのでしょうか、

福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 市町村におき

ましては、相談・通報等に基づきまして調査し

た結果、虐待と認められた場合には、介護をす

る家族の介護負担の軽減や、場合によっては家

族との分離を図るなどの措置を講じておりま

す。また、県といたしましては、虐待対応に大

きな役割を担っている市町村の体制整備に向け

て、情報提供や助言などの支援を行うととも

に、関係者から成る連絡会議や関係機関の職員

等を対象とした研修会の開催等に取り組んでき

たところであります。今後とも、こうした取り

組みを通じて、市町村等と連携し、高齢者虐待

防止に努めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

それでは、問題を変えまして、地場産業の雇

用対策についてお伺いいたします。

私の住む日向市を初め県北地域は、特に有効

求人倍率などの指数がいつも悪く、常に若い世

代の就職口に困っております。私も、地元の方

と意見交換をさせていただくと、子供や孫が就

職で県外に行ったとか、出稼ぎに行っていると

いう話をよく聞きます。日向に定住してほしい

という家族の気持ちとは裏腹に、現実は厳しい

ものとなっております。よく新聞チラシ等に、

愛知県や大分県などの大企業の工場の季節労働

者募集というものが入っておりますが、このチ

ラシを見ると、意見交換した方々の顔が浮か

び、いつもせつない気持ちになります。私の周

りにも、このような季節工を経験した者も少な

くありませんが、県北自体が何か大きな人材派

遣会社のような感じもいたします。県北の厳し

い雇用情勢の中で、県外で一定期間働く、いわ

ゆる出稼ぎに行くわけですが、県はこのような

出稼ぎ労働者の実態把握はしているのでしょう

か、商工観光労働部長にお尋ねします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 出稼ぎと

おっしゃいましたけれども、県外で働く、その

件数ですけれども、今、議員の質問にありまし

たように、チラシ等で直接雇用される分もあり

ますから、全体ということではありませんけれ

ども、平成19年度にハローワークの紹介によ

り、１カ月以上１年未満居住地を離れて県外に

就労された労働者の就職件数は421件となってお

ります。その内訳は、愛知県が278件、大阪府

が34件、東京都が13件、その他の府県が96件と

なっております。

○西村 賢議員 非常に多い数字なのか、もし

くはもっといるような気もいたしますが、例え

ば今後の県北においては、企業誘致等の期待も

ありますが、やはり地場企業で少しでも雇用し

てもらえることも大事だと思います。今後の県

北の雇用促進にどのように取り組みますか。こ

れはぜひ知事に伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 県北地域につきまし

ては、県内でも最も雇用情勢が厳しい地域であ

りますことから、昨年10月に「県北地域雇用開

発計画」を策定させていただきまして、地域雇

用開発助成金など、雇用促進に関する国の重点

的な支援の対象地域としたところであります。

また、11月に「県北地域雇用対策連絡会議」を

設置しまして、国、県、地元市町村等が一体と
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なって、新たな雇用創出施策の検討を進めてま

いりました。この結果、延岡市におきまして

は、地元が提案した雇用創出事業が国の事業に

採択され、７月から製造業等に重点を置いた雇

用創出の取り組みが開始されるとともに、日向

入郷地域におきましても、今後の事業提案に向

けた具体的な検討が進められているところでご

ざいます。今後とも、地域資源を活用した産業

の振興や企業誘致の促進を図りながら、県北地

域の雇用の安定、確保に努めてまいりたいと考

えております。

○西村 賢議員 非常に厳しい状況が長年続い

ております。期待はしておる部分もたくさんあ

りますが、ぜひ速やかな対策をよろしくお願い

したいと思います。

さて、御存じのように、建設関連業は今、厳

しい状況にあります。倒産や廃業は周知のとお

りですが、企業間の生き残り競争も激しくなっ

ております。いわゆるリストラなどを行ってい

るとも聞きますが、県北も当然例外ではありま

せん。その中で、ある建設業の経営者から、

「まず首を切るのは若い世代から」というふう

に聞きました。若い世代であれば転職などで他

業種へも簡単に移れるだろうからということが

理由でした。しかし、夢を持って建設業に入っ

てきた若者も少なくありません。一般土木や測

量士などの国家資格を目指し、学生時代から勉

強を続けてきている者もおります。当然、どの

業界でも新卒者がすぐに即戦力になるというこ

とはまれで、やはり企業が新卒者を育てていく

ということが重要なんですが、その間、企業に

とっては投資の時期でもあるわけです。その中

で、入札制度改革において総合評価制度が導入

されることになりました。企業を評価するに当

たって、工事評価点の高いベテラン技術者には

加点されます。また、新卒者を入れた場合も加

点されます。しかし、入社から数年間の勉強中

というか修行中のような若い技術者がいても、

加点の対象にはなかなかなりません。まさに

今、リストラされようとしているのは、この若

い技術者たちです。本県としては、このような

若手技術者の育成にどう取り組んでいくのか、

県土整備部長にお尋ねいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設業界は、

大変厳しい状況にございますけれども、建設産

業の将来を担う若手技術者の育成は大変重要だ

と考えております。このため県では、財団法人

宮崎県建設技術推進機構を通じて各種専門技術

の研修を実施しますとともに、産業開発青年隊

において、現場にて即戦力となる若手建設技術

者の育成支援を行っているところでございま

す。さらに、県発注工事におきましては、工事

検査の際に、企業の担当者に対し経験豊富な工

事検査専門員による技術指導を行うなど、技術

力にすぐれた人材育成にも努めているところで

あります。今後とも、研修の実施等を通じて、

若手技術者の育成に努めてまいりたいと考えて

おります。

○西村 賢議員 今、青年隊の話もありました

が、青年隊自体も県がやめようとしているし、

実際、総合評価方式の中にも、企業が努力して

いる、企業が人を育てるという部分というか項

目は入っていないわけですから、そこはちょっ

と抜けている部分ではないかと思います。今後

の改良というか入札制度の見直しにも、そこの

部分は加味していただければと思っておりま

す。

最後に、食の安全について伺いますが、実

際、代表質問でも多くの質問がなされましたの

で、あらかたの質問は時間もなく割愛します
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が、最後にお願いだけ申し上げます。

実は、私の結婚式でも、先ほど言いました

が、先月、地元のお菓子屋さんから、らくがん

を引き菓子に使いました。幸いにもこのらくが

んは正規のらくがん粉を入手しておりましたの

で、私自身もほっとしましたが、事故米のニュ

ースの後は、私も非常に不安になりました。相

手によっては、毒を盛られたような気持ちに

なってはたまったものではありません。一消費

者としての怒りを感じます。また先日も、敬老

会が行われ、らくがんというか和菓子が非常に

使われておりました。やはりお祝いの席で使わ

れる和菓子というものは、特別なものがあると

感じました。実際、報道等で実名報道されたお

菓子屋さんへの影響は多分にあると思います。

ぜひとも、各お菓子屋さんの名誉回復のために

安全宣言をＰＲし、知事も地元和菓子の宣伝に

も寄与していただきたいとお願い申し上げて、

私の質問のすべてを終わります。（拍手）

○星原 透副議長 次は、河野安幸議員。

○河野安幸議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の河野安幸であります。議長のお許しをいただ

きましたので、一般質問をさせていただきたい

と思います。

まず、先々月、７月29日に県民待望の国道269

号加納バイパスが、事業着手９年目、総事業費

約66億円をかけてようやく開通いたしました。

バイパスの早期完成に向けて御尽力をいただき

ました東国原知事を初め県御当局の関係者に、

一清武町民として厚くお礼を申し上げます。本

バイパスの開通により、清武町加納から宮崎市

市街地までの慢性的な交通渋滞は緩和されたわ

けでございます。また、それとともに、宮崎市

と清武町、さらに都城市や三股町などとの交流

促進が大いに期待されるところでございます。

なお、バイパス周辺の土地利用計画にも期待を

いたしておるところでございます。

それでは、質問に入らせていただきます。

食料生産基地宮崎県として、今後の展望につ

いてお伺いをしてまいりたいと思います。

東国原知事の絶大なＰＲ効果により、宮崎県

の知名度はかなり上がりました。また、知事の

行かれる宮崎県の物産展は、いつでもどこでも

大盛況です。テレビなどマスコミも知事を追っ

かけて放送してくれます。テレビ画面では、

はっきりと宮崎県とわかる旗とかのぼりを背景

に構成され、知事もそこを意識されて、立つ位

置とか、インタビューなどを受けておられると

私は思っております。そのおかげで、宮崎県の

農産物などのＰＲは十分できまして、マンゴー

などはブランド化しており、都会のデパートに

行ってみても、宮崎県のマンゴーは高級果物と

して他県のものより倍以上で販売されているの

は事実でございます。農業県でもある宮崎県の

農産物のすべてがそうあってもらいたいものだ

と思っております。

まず、原油価格高騰に伴う農業への影響及び

その対策についてお尋ねをいたしたいと思いま

す。原油価格の高騰は、最近若干下がったとは

いえ、過去最高を更新いたしております。その

影響を受け、多くの県民が、ガソリン価格の上

昇を初め食料品など諸物価の高騰で家計圧迫に

より厳しい生活を強いられ、産業界では生産コ

ストの上昇で経営の存続すら危ぶまれておる状

況であります。とりわけ、全国５位､3,211億円

の生産額を誇る本県の農業にとりましては、重

油、肥料、各種農業資材並びに家畜飼料の価格

の高騰の影響は極めて深刻であります。施設園

芸温室で使用されるＡ重油価格は３年前の２倍

以上、飼料・肥料価格は1.5倍以上に高騰してお
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ります。本県は全国有数の施設園芸、畜産県で

あり、県内の農家が消費する重油は年間12万キ

ロリットル、飼料は年間180万トンから190万ト

ンにも上ると言われております。このような価

格高騰状況が続きますと、生産するたびに赤字

を生むことになり、本県の農業は壊滅の危険さ

え考えられるわけでございます。

先般、同じ燃料高騰に苦しんでいる漁業団体

が全国統一行動で一日休漁を行い、国に漁業燃

料の補てんを取りつけました。農業の場合、作

物を栽培し、家畜を飼育しているわけでござい

ますから、一日たりとも休農することはできま

せん。宮崎県経済連は燃料価格高騰対策の一環

として、農家の採算が見込める再生産価格を定

め、それを重油価格が上回れば店頭小売価格に

転嫁させるという燃料サーチャージ制度導入

を、全国に呼びかけております。この制度につ

きましては、賛否両論あるようでございます

が、第２次、第３次産業とは違い、販売価格を

自分で決めることのできない農家にとって、生

産コストの上昇分を生産者サイドから主張する

ということは、自衛策の一環でもあるわけでご

ざいまして、今後の農業の維持発展にはぜひ必

要なことだと思っておるわけでございます。

しかしながら、異常な原油価格高騰は、自衛

策だけではどうにもなりません。国は臨時国会

において、農業、漁業に対する原油高対策を盛

り込んだ補正予算を提出しようといたしており

ます。また、経済連は15億円の農家支援緊急対

策を打ち出しております。さらに、宮崎市を初

め県内市町村でも、施設園芸農家に対する支援

策を次々に打ち出しております。県でも、施設

園芸農家を対象にした二層カーテンなど省エネ

型のハウスに対する整備補助等を行っておられ

るところでもございます。本県は全国でもトッ

プクラスの畜産県でありますので、牛ふん、豚

ふん、鶏ふんを活用した国産原料由来の新たな

肥料開発とかも検討すべきではないでしょう

か。現在の状況が続くとなれば、高齢農家の離

農が加速化されるとともに、作付面積の縮小化

などにより、農地の遊休化が懸念されるところ

でございます。

さて、農業関係の最近の動向ですが、2015年

までに食料自給率を45％まで回復させる目標

を、国の政策として掲げられました。国際的な

穀物価格の高騰も一因と言われておりますが、

さらに深刻な事態として、農産物の最大の輸入

国である日本に対して、諸外国の輸出事情が変

化しており、まず自国の消費分を確保すること

が重要視され、農産物の輸出を控えるとの話が

広まったことが最大の要因ではないかと考えて

おります。さらに、原油高も拍車をかけてお

り、農家もいかにコストを縮減するか、あらゆ

る角度から研究し、知恵を出し、懸命な努力を

しておりますが、知事にお伺いをいたします。

現在、知事会などで国に要望されていることは

実現するのでしょうか。その感触はどうでした

か、知事の感想をお聞かせください。

また、財源を捻出し、何らかの形で補助金を

出すとか、低利率または無利子の融資制度の創

設とかを視野に入れて対策を講じられることが

予想されますが、ほかに、県として補助金など

財政的支援対策以外に農業の原油高対策が検討

されたことがありますか、あればお伺いをいた

したいと思います。

また、食料自給率を上げることを国策とすれ

ば、農業には追い風にならなければなりませ

ん。そのため、価格は外国産より高くとも安心

・安全な食料を提供できる環境にある、我が宮

崎県の基幹産業である農業をどげんかせんとい
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かんと考えれば、安全・安心そのままを農家に

返すべき時期が来ていると思っております。大

胆な発想の転換が必要と思っております。国は

東国原知事の人気に便乗して、今後、各審議会

委員に就任要請をすると思っております。地域

の実情と政策の論陣を張られる知事の英明さを

期待いたしております。

ところで、私は、農産物の価格保証制度は現

在もありますが、その枠をさらに拡大できない

か、国民健康保険のような相互扶助の精神を農

業にも導入できないかと思っております。現在

の保証制度は、指定野菜は国が60％、県が20

％、生産者が20％、特定野菜は国が３分の１、

県が３分の１、経済連が12分の１、農協が12分

の１、生産者が６分の１を負担されているよう

であります。制度・システムを公平公正に構築

し、価格保証、所得補償を拡大することによ

り、農業経営の安心・安定に大きく貢献できる

システムにできないか、知事の考えをお聞かせ

ください。

そこで、農政水産部長にお伺いをいたしま

す。この原油高騰で県内の農業にどのような影

響が出ているか、また今後どのような影響が考

えられるか、そしてそれを受けて原油高騰対策

として農業の分野でどのような対策を講じてお

られるか、また今後どのような対策を講じられ

るのか、お伺いをいたします。

次に、お茶の消費拡大対策についてお伺いい

たします。

農林水産統計によりますと、平成19年の本県

の茶栽培面積は1,620ヘクタールとなっており、

ここ数年間は毎年、増加傾向にあります。全国

では静岡、鹿児島、三重、熊本に次ぎ５番目の

作付面積を誇っているところであります。荒茶

の生産量は3,830トンで、静岡、鹿児島、三重に

次いで全国４位になっております。これもひと

えに、県当局が長期計画に基づき、平成26年度

目標、栽培面積2,000ヘクタール、荒茶生産

量5,000トンを目指して各種の振興策を講じられ

た努力のたまものであろうと存じます。改めて

敬意を表します。

しかしながら、茶農家の経営状況を見てみま

すと、非常に厳しいものがございます。荒茶の

単価がここ数年低下しているのであります。平

成18年度、19年度の平均単価は、キログラム当

たり、一番茶で1,600円台、三番茶に至って

は400円台であります。キログラム400円という

と、何と切り干し大根と同等の価格でありまし

て、お茶生産には、燃料費、機械・施設経費、

肥料費など多大な経費を必要といたします。お

茶の所得率は30％程度、一方、切り干し大根

は50％程度であります。このような単価低迷が

続いている状況の中、いかにお茶農家が苦しい

か、御理解をいただきたいと思います。さらに

今後も、重油などの燃料を初め肥料その他各種

農業資材の価格高騰など、茶生産を取り巻く環

境は非常に厳しくなることが明白となっており

ます。

一方、ペットボトル入りの緑茶飲料の消費量

は年々伸びており、空前のペット茶ブームと

なっておりますが、逆に緑茶の消費量が年々減

少しているという、茶農家にとっては皮肉な現

実があります。総務省家計調査によりますと、

平成10年をピークに緑茶の消費量は減少の一途

をたどっております。ペット茶の便利さはだれ

もが認めるところでありますが、緑茶飲料の原

料使用率はわずか２％程度と聞いております。

荒茶価格の低下を食いとめ、茶農家の経営安定

を図るためには、緑茶の消費拡大を推進する必

要があると考えます。今の若い世代では、急



- 176 -

平成20年９月24日(水)

須、湯飲みのない家庭があるやに聞いておりま

す。今の子供たちは、お茶は湯飲み茶わんでは

なくペットボトルで飲むものと思っているので

はないでしょうか。

お茶は日本の文化でございます。茶色に始ま

り、茶筒、茶わん、茶こし、お茶漬け、茶きん

絞り、茶入れ、茶柱が立つと縁起がよい等、茶

に関連した道具、食べ物、行事、ことわざ等も

たくさんあります。日本文化の伝承という意味

からも、食育学習の一環として、児童生徒を対

象に緑茶の本当の魅力を知らしめ、緑茶消費の

継承者を育成することも必要ではないかと思い

ます。また、今後結婚をされる新婚家庭に、知

事のイラスト入りの急須セットをプレゼントす

ることもいかがでしょうか。それも消費につな

がるのではないかと存じております。お茶は、

台風に強い防災営農作物として、宮崎県には非

常に適した作物であり、まだ県の目標であ

る2,000ヘクタールには達しておりません。この

目標達成には、より効果的な緑茶の消費拡大対

策が不可欠ではないかと思っております。そこ

で、農政水産部長にお伺いいたします。本県に

おいて、緑茶の消費拡大対策としてどのような

措置を講じておられるのか、また今後どのよう

な対策を講じられる予定があるのか、お尋ねを

いたします。

以上で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〕 お答えいた

します。

原油価格高騰に係る国への要望についてであ

ります。長引く原油価格の高騰は、本県の農水

産業を初め、さまざまな分野において企業活動

や県民生活に深刻な影響を与えております。こ

のため全国知事会におきまして、去る７月に、

「漁業用燃料等の原油、原材料等の高騰に関す

る緊急決議」を採択し、国に対し、緊急に具体

的かつ実効性のある対策を講じるよう要望を

行ったところであります。また、同じ７月に、

本県単独で議長とともに、国に対し、即効性の

ある支援や原油価格の引き下げに向けた取り組

みを行うこと、さらに省エネルギーに関する技

術開発・実用化の促進及び導入支援等に関する

緊急要望を行ったところであります。このよう

な地方の声を受けて、農水産業分野につきまし

ては、７月末、水産部門で一定の省エネ実証に

取り組む場合に燃料費の一部を支援するなどの

新たな対策が国より打ち出されるとともに、園

芸部門につきましても、現在、追加対策が検討

されていると伺っております。

次に、９月補正関連以外の原油・飼料価格高

騰対策についてであります。これまで経験した

ことのない原油・配合飼料価格の高騰は、本県

農業の主力である施設園芸や畜産で大きな影響

を与えており、県といたしましては、これまで

も必要に応じて対策等を講じてきたところであ

ります。まず、施設園芸では、平成18年８月か

ら民間業者等と共同で脱石油暖房用エネルギー

の実用化試験に取り組んでおり、その成果とし

て、ことしに入り、生産現場では、電気を活用

したヒートポンプや木質ペレット加温機等の導

入に向けた動きが高まっているところでありま

す。また、畜産では、年間約180万トン使用する

配合飼料の削減が重要な課題であり、家畜の生

産性の向上や飼料用米等の自給飼料の作付拡

大、さらに焼酎かす等の食品残渣の飼料化、い

わゆるエコフィードについて、それぞれ５％

アップを目標とする運動を展開しております。

今後はさらに、これらの取り組みとあわせて、

確かな技術に基づく収量・品質の向上及び生産
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コストの低減を目的とした、「原油高騰に負け

ない技術力アップ作戦」を市町村や関係団体一

丸となって展開し、農業生産の原点であります

生産者の所得向上を目指した取り組みを強化し

てまいりたいと考えております。

次に、野菜の価格安定対策の見直しや拡充に

ついてであります。野菜につきましては、野菜

生産出荷安定法に基づき、価格安定対策が実施

されており、価格下落時の補てんにより安定的

な青果物の供給と生産者の所得確保に大きな役

割を果たしてきました。しかしながら、今回の

重油価格高騰等を受けた急激な生産費増大によ

る所得の減少には、制度の仕組みとして十分に

は対応できないものと認識しております。この

ため県といたしましては、生産者の所得確保に

視点を置いた価格安定対策の見直し・拡充につ

いて、「みやざきの提案・要望」や７月の緊急

要望等において、国に要望してきたところであ

ります。今後、引き続き国に要望してまいりた

いと考えております。以上です。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、農業経営に対する原油価格高騰等の影

響と対策についてであります。長引く原油価格

の高騰により、燃油を初め、肥料、ビニール等

各種資材価格も高騰し、経営費の増加や所得の

減少など、施設園芸等の経営に深刻な影響を与

えていると認識いたしております。県といたし

ましては、これまで農業改良普及センターに相

談窓口を設置するとともに、国庫・県単補助事

業による省エネ資材の導入や県単独の緊急支援

資金の活用により、農家経営の影響緩和を図っ

てまいりました。また、農業者の需要にこたえ

るため、本議会におきまして、追加の支援策を

お願いしているところであります。さらに、こ

のような支援策とあわせ、９月から、原油高騰

に負けない技術力アップ作戦を展開しまして、

市町村やＪＡと一体となって現地巡回指導を行

い、省エネ対策はもとより、収量アップ、品質

向上のための徹底した技術支援を行うこととい

たしております。今後とも、関係機関・団体と

連携し、各種施策を活用しながら、経営安定に

向けたきめ細かな対応を行ってまいりたいと考

えております。

次に、緑茶の消費拡大対策についてでありま

す。本県ではこれまで、県や生産者などの各団

体等で構成する協議会を中心に、県内外の小売

店におけるフェアでの新茶の消費宣伝や、児童

生徒、消費者を対象にしたお茶のおいしい飲み

方教室の開催、プロ野球キャンプでの振る舞い

など、宮崎県産のお茶に対する理解促進とＰＲ

に取り組んできたところであります。しかしな

がら、生産から流通・販売まで一貫した取り組

みをさらに進めるため、昨年９月、県、生産

者、茶の流通販売業者、関係団体等が一体とな

り、「みやざき茶推進会議」を設立したところ

であります。今後、この推進会議を中心に、み

やざき茶としての統一ＰＲや消費者ニーズに対

応した高品質茶の生産誘導、さらには品種の特

徴を生かした販売戦略の検討などを進めていく

こととしております。県といたしましても、推

進会議と一体となりまして、みやざき茶の銘柄

確立や消費拡大に積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○河野安幸議員 日本の食料自給率を上げるこ

とを国策とすれば、国も思い切った農業政策を

とらなければならないと思っております。農業

は、生かさず殺さずと言われた江戸時代とさほ

ど変わっていないのではないかと言う農家の方
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もおられます。農政水産部長にお伺いいたしま

す。米の減反政策が始まったのは昭和45年、恐

らく30数年前になろうと思っておりますが、当

時と比較して、米の生産量及び作付面積はどの

程度減少しているのか、そしてまた、米の価格

は20年前と比較してどうなっているのか、お聞

かせをいただきたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 米の生産調整

が始まりました昭和45年当時と平成18年を比較

いたします。平成19年は、御案内のとおり、本

県産早期水稲の作柄が極端に悪かったものです

から、18年度で比較したいと思いますが、生産

量は、昭和45年に全国で1,252万8,000トンあっ

たものが、平成18年には854万6,000トンになっ

ております。本県は15万5,400トンあったもの

が10万トンとなっておりまして、それぞれ３分

の２程度に減少しております。

次に、作付面積は、同様に全国で283万6,000

ヘクタールあったものが168万4,000ヘクタール

に、本県では４万1,900ヘクタールあったものが

２万1,500ヘクタールとなっており、それぞれ半

分程度に減少しております。

また、米の価格につきましては、玄米60キロ

グラム当たりの政府買い入れ価格で比較いたし

ますと、20年前の平成元年は１万6,743円であっ

たものが、平成19年は１万4,265円と、2,500円

程度安くなっております。以上です。

○河野安幸議員 これは全国及び本県における

ことでもございますけれども、転作に関する補

助金、いわゆる転作奨励金は累計でどのくらい

になっているのか、農政水産部長にお伺いいた

したいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 昭和45年から

平成19年までの38年間に交付されました米の生

産調整に係る国の助成金、いわゆる転作奨励金

でございますが、累計いたしますと、全国で７

兆1,813億円、うち本県分は1,424億円となって

おります。

○河野安幸議員 ７兆円も奨励金を出すのな

ら、事故米を輸入する必要はないと私は思って

おります。重ねて農政水産部長にお伺いいたし

ますが、転作奨励金の対象作物が以前とすると

変わってきたような気がいたしております。例

えば、畜産農家と契約して飼料作物を転作する

とか永年作物に切りかえるとかで、奨励金の額

が異なっていたようでありますが、現在、転作

奨励金の申請手続や対象作物など制度の内容は

どうなっておるのか、お伺いいたしたいと思い

ます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 平成16年度か

らスタートいたしました新たな米政策におきま

しては、それまでの全国一律の要件や単価によ

る助成から、地域の創意工夫による助成へと見

直されるなど、地域が主体となって助成の要件

や方法等を設定する新しい仕組みに変更されて

おります。具体的には、市町村やＪＡ等で構成

される地域水田農業推進協議会において、地域

水田農業の将来方向を明確にしたビジョンを作

成いたしまして、転作奨励金の使い道や対象作

物の選定などを行うこととされております。こ

の転作奨励金につきましては、現在、産地づく

り交付金として国から支払われておりますが、

具体的な手続等は、県内に17ございます地域協

議会が窓口になって行うこととなっておりま

す。

○河野安幸議員 原油高が経営を圧迫している

のは、農業、漁業においてはさらに深刻である

ことは申すに及びません。原油価格の高騰によ

る事業コストや生産費の増大は、原因が外部的

なものであるために、事業者にとっても県民に
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とっても、その対応にはおのずと限界があるも

のと考えられます。特に冬場の施設園芸におけ

る加温型農業は、県、市町村、農業団体が連携

して総合的な対策を講じることが不可欠であろ

うと思っております。折しも県では、経済対策

連絡会議を県民政策部に設置し、全庁的に必要

な対策を検討した上で、この９月議会にも補正

予算を含む緊急対策を公表され、必要な取り組

みをされようとしております。期待される対策

といたしましては、短期的な緊急対策と長いス

パンで取り組むべき中長期的対策があろうと思

います。

そこで、お伺いをいたします。第１点とし

て、今回打ち出された県の対策連絡会議の特徴

とねらいはどういうものか。緊急対策として、

１バレル当たり200ドルを超える事態が生じた場

合は、国に対して石油の国家備蓄の放出を要請

する考えはないか、知事にお伺いをいたしま

す。

第２点として、原油価格の推移や対策の実施

状況を掌握した上で、必要に応じ、さらに対策

を考えるべきと思いますが、いかがでしょう

か。知事、御答弁願います。

○知事（東国原英夫君） 経済対策連絡会議に

ついてであります。県内経済の置かれている状

況につきましては、景気の低迷や原油価格の高

騰などにより大変厳しい状況にあると言えま

す。このような中、去る８月８日に、県内トッ

プ企業の株式会社志多組が、資金繰りの急激な

悪化により民事再生法の適用を申請するという

事態が発生し、県内経済に与える影響が懸念さ

れたところであります。経済対策連絡会議は、

このような状況を踏まえまして、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、去る

９月２日に設置いたしました。今後は、この連

絡会議を中心として、県内の経済状況や企業動

向などについて把握に努めるとともに、国の動

きも踏まえた対応の検討など、全庁的に適時的

確に対応してまいりたいと考えております。

続きまして、備蓄原油の放出の国への要請に

ついてであります。我が国の石油備蓄制度は、

エネルギーの安定供給という観点から、石油輸

入量の大幅な減少により国内の供給に不足が生

じるような場合に緊急対応できるよう、国家備

蓄と民間備蓄の２本立てで対策がとられており

ます。これまでの備蓄石油放出の事例といたし

ましては、昭和53年の第２次石油ショック、平

成２年の湾岸戦争、そして平成17年に米国がハ

リケーン「カトリーナ」による被害を受けたと

きをあわせ計３回でございます。量的な不足が

懸念されるような場合に限定して、民間備蓄の

一部取り崩しが行われております。御質問のよ

うに、原油価格が１バレル200ドルを超えるよう

な状況になれば、備蓄石油を放出すべきという

意見も強まると思いますので、県といたしまし

ては、その時点において、要請を行うべきかど

うか検討していくことになるものと考えており

ます。

また、新たな経済対策についてであります

が、景気・経済対策につきましては、県ができ

る範囲内で今後、適宜対応させていただきたい

と思っております。

○河野安幸議員 農政水産部長にもう一点お伺

いいたしたいと思います。農産物の価格保証制

度の中に、指定野菜と特定野菜と別に分けてあ

りますが、おのおのどのような野菜を言うの

か、品目別にお聞かせいただきたいと思いま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 指定野菜につ
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きましては、国内で消費量の多い野菜につい

て、野菜生産出荷安定法で指定されておりまし

て、キャベツ、タマネギ、バレイショ等の14種

類になります。本県では、このうち６種類が対

象となっておりまして、キュウリ、ピーマン、

トマト、ナス、里芋、レタスであります。特定

野菜は、指定野菜に準ずる野菜として29種類が

ありまして、また都道府県からの申請による野

菜として５種類があり、合計34種類となってお

ります。本県では９種類が対象となっており、

カボチャ、カンショ、ゴボウ、ショウガ、スイ

ートコーン、ニラ、メロン、ニガウリ、ラッ

キョウであります。

○河野安幸議員 教育長にお伺いをいたしたい

と思います。緑茶（お茶）は日本の文化であり

ますが、文化の伝承という意味から、食育の一

環として児童生徒に茶道の学習を取り入れる考

えはありませんか。現在、清武町立加納小学校

では、お茶の学習に26時間ほど取り組んでおり

ます。ほかに取り入れておる学校が県内にあり

ましたら、お聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 茶道を学校教育の中

に取り入れることにつきましては、児童生徒の

発達の段階や学校の教育目標に照らし合わせな

がら、それぞれの学校において主体的に判断す

るものというふうに認識をいたしております

が、茶道は、我が国に古くから伝わる日本固有

の文化であります。したがいまして、食育の一

環としてだけでなく、礼節指導や日本の伝統文

化に触れるという意味からも、児童生徒が学校

で茶道に親しむことは大変意義のあることとい

うふうに認識をいたしております。現在、県内

の小中学校におきましては、おおよそ60校が、

今お話のありました加納小学校も含めまして60

の学校で、地域の方々を指導者として、クラブ

活動や総合的な学習の時間におきまして取り組

んでいるところであります。以上であります。

○河野安幸議員 総務部長にお伺いをいたした

いと思います。宮崎県は葉たばこ耕作面積2,150

ヘクタールで、全国１位を誇る大産地でありま

す。土地利用型農業にとりましては、一翼を担

う重要な作物であります。国も禁煙の方向に動

いていることは承知をいたしておりますが、

今、たばこ１箱1,000円への値上げを言い出して

いる御立派な代議士の先生方がおられます。な

ぜたばこに限って増税をするのか。増税になれ

ば喫煙者が減少することは明らかであります。

そうなると、一番影響を受けるのは葉たばこ農

家であります。現在でも本県では、県、市町村

合わせて約100億円のたばこ税収があるわけでご

ざいます。たばこの大幅増税をどう考えておら

れるのか、お伺いいたしたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 私も愛煙家の一人

でありますが、この場は総務部長としてお答え

させていただきます。たばこ税の増税につきま

しては、現在、国と地方の財源確保等の観点か

ら、論点として今、上がっているという状態で

ございます。御指摘のように、たばこ税の増税

によりまして税収増を期待するという議論かと

思いますけれども、葉たばこの一大生産県であ

る本県といたしましては、消費量の減少による

葉たばこ生産農家等の経営への影響も懸念され

ますので、今後の議論を注意深く見守ってまい

りたいと考えております。

○河野安幸議員 余り納得のいかない答弁でご

ざいましたが、最後に、要望だけをしておきた

いと思います。総務部長と農政水産部長に要望

いたします。総務部長の答弁では、たばこ税増

税については今後の議論を見守るしかないとい

うふうに聞こえました。一番影響するのは、先
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ほど申し上げましたように、たばこ農家でござ

います。全国一の耕作面積を持つ宮崎県の立場

として、増税反対の姿勢をとっていただきたい

ということを要望いたしまして、一般質問を終

わります。（拍手）

○星原 透副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時33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、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 横田照夫で

ございます。よろしくお願いいたします。

いつもなら、半端覚えのうんちくをここでひ

としきり話してから質問に入るんですけど、今

回は時間配分がどのようになるかちょっとわか

りませんので、早速質問に入らせていただきま

す。

まず、知事、知事の公務員観といいますか、

公務員はこうあるべきだという公務員に対する

考え方をお聞かせください。

次に、総務部長、公務員は、公務員になると

きに宣誓書に署名をすることになっているそう

ですが、その内容を教えてください。

以上を壇上からの質問とさせていただきまし

て、後は自席からの質問とさせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

公務員の心構えやあり方についてでありま

す。公務員のあるべき姿といたしましては、ま

ず、住民の方々の負担する税金により、公共の

利益のために働いているという認識をしっかり

持つこと。また、法令等の遵守はもとより、信

用失墜行為の禁止、秘密を守る義務等の服務上

の規範を守ること。さらに、業務を進める上で

は、全力を挙げて職務遂行に取り組むととも

に、最小の経費で最大の効果を上げるよう、常

に効率的な業務執行を心がけること等、さまざ

まな点が挙げられるものと考えております。特

に、「全体の奉仕者」としての公務員にとって

は、県民の目線に立ち、誠意を持って住民の方

々と接することが、当たり前ではありますが、

最も重要な心構えではないかと考えておりま

す。以上です。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

公務員の宣誓に関する部分は、昭和26年に

「職員の服務の宣誓に関する条例」というのを

制定しておりまして、その中で、警察職員以外

及び警察職員それぞれ定めております。まず、

警察職員以外についての宣誓書の全文を読み上

げさせていただきます。「私は、主権が国民に

存することを認める日本国憲法を尊重し、か

つ、擁護することを固く誓います。私は、地方

自治の本旨を体するとともに公務を民主的かつ

能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の

奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行するこ

とを固く誓います」。もう一点は、警察職員に

ついてでございます。こちらのほうはさらに襟

を正す内容になっていると思います。読み上げ

させていただきます。「私は、日本国憲法及び

法律を忠実に擁護し、命令を遵守し、警察職務

に優先してその規律に従うべきことを要求する

団体又は組織に加入せず、何ものにもとらわれ

ず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良

心のみに従い、不偏不党かつ公平中正に職務の
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遂行に当たることを固く誓います」。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○横田照夫議員 最近、今、総務部長が教えて

くださった宣誓書にうたってある、公務員は全

体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行す

るということに背反すると思われる事柄が散見

されますので、幾つか例を挙げて、公務員のあ

り方について質問をさせていただきます。

事故米で国じゅうが大騒ぎになっています。

農水大臣と事務次官が引責辞任をされましたけ

ど、当然のことじゃないかなというふうに思い

ます。通常、事故米は、買い取った業者から加

工計画書を提出させ、計画どおり工業用などに

加工しているかどうか、農水省の職員が処理現

場に立ち会って確認することとなっているそう

です。でも、今回の三笠フーズの場合は、農水

省があらかじめ打ち合わせをして、事故米を工

業用の米粉に加工するという日に調査日程を組

んだ上、ふだんは三笠に米を販売する担当者が

調査員に早変わりして、午前10時から正午まで

調査を実施していたそうです。米粉に加工する

現場を見学して、二重伝票の偽装されたほうを

チェックして、毎回同じように、問題なしの報

告書を提出していたということです。出荷伝票

を見て出荷先に出向いて確認すれば、事故米が

どのように使われていたのか簡単にわかること

なのに、それもしておりませんでした。農水省

の怠慢としか言いようがありません。その農水

省の怠慢が、これだけ大きな問題につながって

しまいました。事故米とは知らずに使ってし

まった業者は死活問題です。

実はうちの近所でも、名前を公表されたお菓

子屋さんがあります。夫婦でまじめにこつこ

つ、こつこつ頑張っておられました。そこに突

然こういう事態が襲ってしまいました。近所の

人たちと長い間続けてこられた頼母子講もやめ

られたということです。全くの被害者です。低

利の融資を準備されても、本当は借りる必要も

なかったお金です。損害賠償をしてほしいと考

えるのも当然だと思います。公務員がするべき

ことをしなかったために、多くの国民が被害を

こうむったわけです。でも、こういうことは決

して国だけの問題ではありません。県でも身近

なところに幾つかあります。

田野町に、遠くからでも見える、山のように

不法投棄された安定型産廃処分場があります。

全体で６万立米の処理容量がありますが、それ

を5,200立米も超えて山積み状態になっていま

す。私も見に行きましたけど、指定された以外

のバッテリーなどのごみも投棄されておりまし

た。この産廃処分場は、平成６年に県が許可を

出しておりますが、平成18年の合併により田野

町が宮崎市となったために、宮崎市に管理が移

管されました。この処分場は何年も放棄されて

おりましたけど、宮崎市が業者に改善命令を出

しました。現在、その業者がやっと処理を始め

たということです。でも、この不適正処理は宮

崎市に移管されてからだけだったのか、非常に

疑問だと思います。当然、県が所管していたと

きから不適正処理がされていたと考えるべきだ

と思います。業者が改善できないのなら行政が

やるべきだと地元住民が言ったら、税金という

浄財を使うことになるから簡単にはできないと

言われたそうです。それならば、そうしなくて

済むように、常日ごろから監視監督をしておく

べきではなかったんでしょうか。許可の出しっ

放しにはなっていなかったんでしょうか。宮崎

市の所管になったから県は知らないで済むこと

なんでしょうか。一番困るのは地元の住民で

す。もし、県が所管しているときから不適正処
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理がされていたとしたら、県は、宮崎市と一緒

になって不適正処理されたごみの改善処理をす

る考えがあるか、環境森林部長にお尋ねしま

す。

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 今お

話のありました処分場につきましては、平成18

年１月に宮崎市と田野町が合併する以前は、県

が指導監督をしており、県では合併直前の平

成17年12月に立入検査を行っておりますが、埋

立容量の超過や不適正なものの埋め立ては確認

をされなかったところであります。しかしなが

ら、この処分場の問題につきましては、過去の

経緯もございますので、現在、宮崎市と必要な

情報交換などの協議を行っているところであり

ます。

○横田照夫議員 私が見たときは、とても分別

してあるような状態ではなくて、何もかもがご

ちゃまぜに捨てられてありました。地元の人

も、当然、下のほうもこんな状態になっている

と思う、そんなふうにも言っておられました。

定期的な立入検査はちゃんと行われていたんで

しょうか。もし行われていたとしたら、こんな

ことにはならなかったんじゃないでしょうか。

県の部分と宮崎市との部分の区別がはっきりつ

きませんけど、自分たちのときではないという

ふうに思わないで、同じ公務員として聞いてい

ただきたい、こんなふうに思います。

この処分場の下には清武川の支流が流れてい

ます。下流では、清武町の飲用水とか農業用水

など、川の水がいろんな形で使われています

が、もし、この処分場に不適正なごみが多量に

捨てられていたとしたら、住民はずっと不安の

中で生活していかなければいけません。定期的

な監視監督が機能しておれば、こんな状況には

ならなかったというふうに思います。今回の事

故米と何ら変わらない、そんなふうに思いま

す。地元の住民は、膨大な量を処理することは

現実的に難しいかもしれないから、今、垂れ流

しの状態になっている処分場の排水に浄化槽を

設置してほしいということを、宮崎市のほうに

要望しておられるようです。そういうことも含

めて、宮崎市と改善処理について協議をしてい

く考えはないかということをお聞きしているん

ですけど、環境森林部長、いかがでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） この処分場に

つきましては、水質検査を定期的に行っており

ますが、その結果では、現在、基準値を下回っ

ているというふうに聞いております。今お話に

ありました、浄化槽を設置してほしいという要

望につきましても、先ほど申し上げましたよう

に、宮崎市のほうと、情報交換も含めまして協

議を行ってまいりたいというふうに考えており

ます。

○横田照夫議員 ありがとうございます。実

際、黄色い泡状の排水がどんどん出ているとい

うことですので、ひとつ前向きに御協議をいた

だきたいと思います。

それと、エコクリーンプラザみやざき、これ

も同じようなことが言えるんじゃないかなと思

います。もしものことを想定して、環境整備公

社と地元で公害防止協定が結ばれました。何か

あったら直ちに地元に連絡すること等が盛り込

まれています。なのに、浸出水調整池が壊れ、

マンホールなどで漏水があったにもかかわら

ず、地元には何の連絡もなく２年半も放置され

てしまいました。公害防止協定は、地元にとっ

てはもしものときのよりどころといいますか、

頼みの綱だったと思うんです。でも、公社に

とっては、ただの口約束だったのでしょうか。

公害防止協定は地元を説得させるための方策に



- 184 -

平成20年９月24日(水)

すぎなかったのでしょうか。法的拘束力も何も

ない、いわゆる紳士協定ということですが、つ

くってしまえばこっちのものという意識が見え

るような気がします。良心の呵責というものは

なかったのでしょうか。環境森林部長、県とし

て、この公害防止協定をどのように位置づけし

ておられるのか、公害防止協定に対しての考え

をお聞かせください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） この公害防止

協定につきましては、施設管理に伴う公害を防

止し、地域住民の方の健康や生活環境を守るた

めの大変重要な協定でありまして、当然、誠実

に対応すべきものであります。しかしながら、

施設の適正な維持管理や異常時の速やかな報告

など、協定に定められた事項が履行されなかっ

たことはまことに遺憾でありまして、地域住民

の皆様方に大変申しわけなく思っております。

県といたしましては、協定の立会人としての立

場もございますので、協定の実効性を含め、今

後、地元対策協議会、公社、関係市町と十分協

議をしてまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 つい先日、高鍋町でも同じよ

うなことが発覚しました。一般廃棄物処分場の

水質検査の結果を川南漁協に報告するとした公

害防止協定に違反して、報告をしていなかった

ということです。高鍋町は、直ちに町側の責任

を認めて、処分を含め対処されました。それだ

け行政が地元と結んだ協定は重いということだ

と思います。今後は、公社も県も誠意を持って

対応していただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

先日、会計検査院の調査が行われ、その結

果、全責任は公社にあるとのことでした。もし

かすると補助金の返還もあるかもしれないと聞

きますが、どうなのでしょうか。もしあれば、

金額は幾らになるのでしょうか、環境森林部

長。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 去る７月14日

から16日までの３日間、会計実地検査が行われ

まして、その後も資料の提出を求められるな

ど、引き続き検査が行われておりますので、結

論はまだ出ておりません。

○横田照夫議員 もし補助金返還を言ってきた

ら、これまで積算されていた20億円に、さらに

それが上乗せになります。返還分をどこが負担

するのかわかりませんが、関係市町村の理解は

さらに得にくくなるんじゃないでしょうか。仮

の話ばかりで申しわけないんですけど、もし、

民間業者がエコクリーンみたいな事態を引き起

こしたとしたら、許可権者としての県はどうい

う処分を出すことになるのでしょうか。環境森

林部長、お願いします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） もしというこ

とで仮定のお話でございまして、ちょっとお答

えしにくい部分もございますが、同じ廃棄物処

理法に基づく行政の取り扱いでありますので、

県も同様の対応を行うことになるのではないか

というふうに考えております。一般的には、ま

ず、口頭や文書による行政指導を行いまして、

それでもなお改善されない場合は、改善命令や

許可取り消しなどの行政処分を行うことになり

ます。

○横田照夫議員 エコクリーンも、許可取り消

しの行政処分を受けてもしようがないくらいの

ことを引き起こしたと言っても過言じゃないと

いうふうに思います。でも、今となっては、関

係市町村は、これまでの施設を壊してしまって

いるところもありますので、エコクリーンに頼

らざるを得ません。今さらごみの搬入はとめら

れないという、何か行政のおごりみたいなもの
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を感じてしまいます。職員の中に、もしものこ

とがあっても税金で払うのであって、自分の懐

が痛むことはないといった考えがあるんじゃな

いでしょうか。異動になればもう関係ないとい

う気持ちがあるんじゃないでしょうか。もし異

動で部局がかわっていたとしても、その当時の

関係職員には責任を問うて弁償させるぐらいで

ないと、当事者としての責任意識は醸成できな

いのではないかと考えますが、総務部長、いか

がでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 一般論で申し上げ

ますけれども、ある非違行為が職員により行わ

れ、ある程度の時間を経てそれが発覚したよう

な場合に、当該行為に関係した職員が、他の部

局に異動したことによって責任を免れるという

ことは、あってはならないことであると考えま

す。このような場合でも、当該事案の関係者に

は、異動している、いないにかかわらず事実確

認を行いまして、責任の所在を明らかにした上

で、懲戒処分の検討や、場合によっては賠償あ

るいは返還を求めておりますし、これからもそ

うしたいと思います。

○横田照夫議員 公務員の３年ぐらいで異動す

る人事のあり方にも問題があるんじゃないで

しょうか。事なしで無事に終わればいいとか、

今発生している問題が、自分のいるときに発覚

しなければいいといった思いになっているよう

な気がします。そういう人事ローテーションも

当事者意識の欠如の原因になっているんじゃな

いかと考えますが、総務部長いかがでしょう

か。

○総務部長（山下健次君） 人事異動につきま

しては、効率的、効果的な県政運営を図るため

に、職員の希望あるいは能力、さらには幅広い

経験を積むことによる育成等にも配慮しなが

ら、適材適所を基本として行っているところで

ございます。職員の人事ローテーションにつき

ましては、担当する業務の進捗状況などを十分

把握をした上で、異動による支障のないように

考慮をしているところでございます。また、研

究や農業普及等、県民ニーズに専門性をもって

対応すべき職務につきましては、通常の異動サ

イクルよりも在任期間を長くするなど、柔軟に

対応しているところでございます。今後とも、

異動に当たりましては、さまざまな行政ニーズ

に的確に対応できる職員配置を行ってまいりま

すとともに、在任期間にかかわらず、県民本位

の行政運営への意欲と責任感を、職員が常に高

く保持するよう、意識改革に努めてまいりたい

と存じます。

○横田照夫議員 よく、公務員が民間の厳しさ

を学ぶために民間実習に行くという話を聞きま

すけど、逆に、民間のほうが厳しい行政の仕事

ぶりを勉強したいと考えるのが、本来の姿じゃ

ないかなというふうに思います。昔、侍の時代

に、「二本差しが怖くて目刺しが食えるか、こ

のやろう」と言った庶民も多かったというふう

に聞いております。今も、もしかすると、公務

員に対する不信や不満を持っている県民は多い

かもしれません。例えば公共工事の現場で、県

庁職員の一部が、あたかも自分が仕事をやって

いるといったような横柄な態度で現場作業員に

接しているといったことは、よく聞く話です。

ほとんどの県庁職員は、公務員としての職務を

誠実かつ公正に執行していると考えておられる

と思います。でも、長くその立場にいると、知

らず知らずに気持ちが変わってしまうことがよ

くあると思います。いい機会ですので、自分は

大丈夫と考えている皆さんも、胸に手を当てて

いただいて、県民目線で見ているだろうか、お
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上の立場で話をしていないだろうかと考えてみ

ていただきたいと思います。国家公務員を初

め、公務員への信頼が揺らいでいる今、宣誓書

にあるように、公務を民主的かつ能率的に運営

すべき責務を深く自覚してもらえるように、人

事も含めて、公務員の全体の奉仕者としての意

識づけをすべきと考えますが、知事、いかがで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 私は常に、県民総力

戦ということを申し上げさせていただいており

ます。このためには、県職員は県民から信頼さ

れ、全体の奉仕者として常に県民の目線で業務

に邁進する姿勢が求められるものと認識してお

ります。私は、入札談合事件や不適正な事務処

理問題などの反省に立ち、県職員は、公務員と

しての倫理観を高く持って業務に取り組むよう

常々話しておりますが、そのような中で、たと

え一部でも全体の奉仕者としてふさわしくない

行為があれば、県政全体の信頼を損ね、ひいて

は、県民総力戦の推進にも悪影響を及ぼすこと

となります。先日、私のブログでも書きました

けれども、ある国家公務員の方が私に、「我々

は人気商売ではないですから」ということを

おっしゃったんですね。そのときに私は、人気

商売ではないかもしれないが、やはり県民の皆

様、国民の皆様に愛され、信頼される公務員で

なければならないのではないかと思いまして、

その思いを自分のブログにも書かせていただい

たわけでございます。

以上のようなことから、年２回の服務通知を

発出して、職員の服務規律の保持を徹底すると

ともに、全体の奉仕者としての初心を忘れない

よう、入庁から５年目、10年目、あるいは昇任

時などの節目節目に、公務員としての心構えや

服務規律、コンプライアンス等についての研修

も実施しているところであります。今後とも、

公務員としての意識の向上に努めてまいりたい

と考えております。

○横田照夫議員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。

それでは、次に移らせていただきます。重要

文化財修理について、教育長にお尋ねします。

佐土原町に国指定の重要文化財があります。

ひむか神話街道の一つになっている巨田神社の

本殿です。この本殿は、「三間社流造り」とい

う室町時代の神社建築様式をそのまま残してい

る、南九州でも数少ない、県下では唯一の社殿

です。本殿両側にある摂社は県指定の文化財

で、本殿と同時期の建立と考えられています。

神社には、当然、本殿や摂社のほかに拝殿とか

その他境内の諸施設がありますが、文化財に指

定をした国とか県などの行政は、修理などに対

する補助は指定した建物だけしか対象にしてお

りません。重要文化財に指定された建物は、基

本的にはもとどおりに復元修理しなければいけ

ないというふうになっておりますが、それには

多額の費用がかかります。周辺施設も重要文化

財の本殿にふさわしい形で維持していかなけれ

ばいけません。地元にとっては非常に大きな負

担です。

例えば京都などの大きな神社仏閣は、全国か

らの寄附などで維持できるのかもしれませんけ

ど、片田舎の神社などは、地元の氏子だけでは

到底維持していけません。文化財の管理や修理

保存は、基本的には所有者等が負担することと

なっているようですけど、その負担に耐え切れ

ない場合は一定の補助率で補助するということ

になっています。でも、地元はその補助残にす

ら耐えられないんですね。地元としては、自分

たちの負担能力に応じたほどでよければ修理も
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できるんですけど、それではもとどおりの復元

修理ができずに重要文化財としての価値が失わ

れてしまいます。後世に残すだけの価値がある

からこそ、重要文化財に指定をされたというふ

うに思います。所有者等の負担能力に応じた補

助額を確保すべきではないかと考えますが、教

育長、いかがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 御質問の巨田神社に

つきましては、本殿が昭和53年に国の重要文化

財に指定をされ、また、本殿の両脇にあります

摂社は、昭和58年に県の有形文化財に指定した

ところであります。指定文化財の管理または修

理に要する経費は、文化財保護法等の規定によ

りまして、所有者が原則負担するということに

なっておりますが、多額の経費を要するような

場合には、国及び県におきまして、対象経費に

対する補助を行っているところであります。県

といたしましては、県民共有の財産である文化

財の保護・継承が一層図られますように、今後

とも市町村と十分連携をとりながら、可能な限

り支援をしてまいりますとともに、国に対し、

引き続き、文化財保護行政の一層の充実を要望

してまいりたいと考えております。以上です。

○横田照夫議員 巨田神社の参拝者の記帳ノー

トに「東国原英夫」の名前があったと聞きまし

た。知事も参拝してくださったんですね。あり

がとうございます。そこで、知事、ああいう田

舎の重要文化財を見られてどのように感じられ

ましたか、感想をお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 巨田神社本殿は、室

町時代の社寺建築の様式を色濃く残す、南九州

地方でも数少ない中世の建造物の一つと伺って

おります。これまで地域の皆様が大切に守って

こられたこの由緒ある巨田神社を初め、貴重な

文化財を確実に後世に継承していくことが大事

なことだと考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。地元

の人たちは、今、知事が言われましたように、

神楽を大事に継承し、また境内も欠かさず掃除

をして、この神社を大事に大事に守っておりま

す。地元にこういう文化財があることを誇りに

思っております。でも、資金的なものはどうに

もなりません。「もういいが」ということに

なったら、文化財も守れませんし、地域も衰退

しかねないと思います。知事からも、重要文化

財を抱えている田舎の窮状をぜひ国に訴えてい

ただきたいと考えておりますが、いかがでしょ

うか。

○知事（東国原英夫君） 国に対しては、引き

続き、所要の予算の確保など、文化財保護行政

の一層の充実を要望してまいりたいと考えてお

ります。

○横田照夫議員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。

次に、教育問題のほうに移らせていただきま

す。特別支援教育についてお尋ねします。

発達障がいについては、最近認知されたばか

りで、まだ余り理解が進んでいないようです。

県教育委員会の中に特別支援教育室が設置され

て、今後その対応が進むことが期待されている

ところです。そこで、教育長にお尋ねしますけ

ど、県内の教師の中でどれぐらいの割合が発達

障がいに関する研修を受けたんでしょうか。ま

た、コーディネーターの資格を持った教師は何

人ぐらいおられるんでしょうか。校長の理解が

なかったら、研修を受けた教師やコーディネー

ターも力を発揮できないのではないかと考えま

すが、校長も研修受講の対象になるのでしょう

か。教育長、お願いします。

○教育長（渡辺義人君） 発達障がいのある児
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童生徒に適切に対応いたしますためには、発達

障がいの理解と支援のあり方について研修を

し、より専門性の高い教員の養成を図っていく

ことが必要であるというふうに考えておりま

す。このため、県の教育委員会におきまして

は、平成19年度から３カ年かけまして、管理職

を初めとするすべての教員が受講する発達障が

いに関する理解・啓発研修や、大学教授等を招

聘した教員の専門性向上研修を実施しておりま

す。また、新たに小中学校に配置される特別支

援教育コーディネーターについては、平成16年

度から養成研修に取り組んでいるところであり

ます。これらの研修をあわせまして、本年８月

末現在で、小中学校の全教員の約８割に当たり

ます約5,500人が受講しているところでありま

す。これらの研修では、特に、発達障がいの医

学的理解や実態把握の方法の習得、子供や保護

者一人一人の教育的ニーズにこたえる実践的指

導力の向上に重点を置いた取り組みをいたして

いるところであります。県教育委員会といたし

ましては、すべての教員が研修で学んだ内容を

具体的に実践できるよう、今後とも研修内容の

工夫改善に努めてまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○横田照夫議員 こういう例があります。小学

校では健常児と一緒に生活ができて、社会生活

のスキルを学べたんですが、中学校では隔離さ

れてしまって、健常児と触れ合うこともでき

ず、これまで築いてきたことが数カ月で崩れて

しまった。渡された教科書は星マークがついて

いるもので、授業内容は塗り絵などで、子供の

学習レベルが最低ぐらいにしか見ておらず、保

護者は大変なショックを受けた。進学する際

に、小学校の先生から中学校の先生に引き継ぎ

されたということだけど、どうしてこういうこ

とになったんだろうか。小学校では健常児と一

緒に生活できたのに、中学校では、教室で暴れ

てほかの子の迷惑になるとでも考えたんだろう

かということでした。発達障がいが認知されて

いなかったころは、みんな普通教室で一緒に生

活をしていたんですよね。でも、認知されてか

らは、障がいという名前がついているからか、

特別視されるようになってしまいました。人格

軽視の疑いがあるとも言えるし、差別でもある

と思います。二次障がいの心配も出てきます。

こういう事実があることを見ると、まだまだ

発達障がいに対する認識が行き渡っていないよ

うな感じがします。学校で絶対的な権限を持つ

校長も含めて、教師の発達障がいに対する研修

をもっと充実させる必要があると考えます。そ

こで、発達障がい児の保護者のアンケート調査

を実施したらどうでしょうか。どういう問題、

悩みを抱えているかを知ることが施策の第一歩

と考えますが、教育長、いかがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 特別支援教育の施策

を推進する上で、障がいのある子供の保護者が

抱える問題や悩み等を把握することは、大変重

要なことであるというふうに認識をいたしてお

ります。このため、県教育委員会におきまして

は、保護者や一般県民向けの特別支援教育に関

するフォーラムやセミナーにおきまして、参加

者のアンケート調査を実施したり、全県的な支

援体制の整備を推進する会議等におきまして、

保護者や学識経験者等からの御意見を伺ってお

ります。また、本年度は、これからの学校教育

のあり方を考える学校教育改革推進協議会にお

きまして、発達障がいをテーマに、校内支援体

制の整備について広く意見を聴取しておりま

す。これらの機会を通して得られた貴重な御意

見を参考に、施策の推進に取り組んでいるとこ
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ろであります。今後とも保護者の多様なニーズ

の把握に努め、特別支援教育の一層の充実を

図ってまいりたいと考えております。以上で

す。

○横田照夫議員 いろんな取り組みをしていた

だいていることはよくわかります。でも、みん

ながみんなフォーラムとかセミナーに参加でき

るとは限らないと思います。知事や執行部の皆

さん方は、「きめ細やかな対応」という言葉を

よく使われますよね。発達障がい児を持つ保護

者が学校でどういう問題を抱えているのかを

知って、それに対してどのようにこたえていく

のかを考えていくことが、きめ細やかな対応に

なるんじゃないかと考えますけど、教育長、い

かがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） ただいま御意見にあ

りましたように、障がいのある児童生徒の保護

者が学校に対してどのように感じているかとい

うことを十分に知って、保護者と信頼関係を築

くということは、児童生徒一人一人のニーズを

的確に把握し適切な支援を行う上で不可欠なこ

とであるというふうに認識をいたしておりま

す。そのためには、各学校におきまして、学級

担任との個別面談や、特別支援教育コーディネ

ーターとの相談等を通しまして、保護者との情

報交換や意見を求める機会をつくることによ

り、保護者の思いや願いに耳を傾け、誠実な対

応を心がけ、何でも話し合える雰囲気づくりに

努めているところであります。県教育委員会と

いたしましては、今後とも、保護者との信頼関

係を大事にしながら、児童生徒一人一人のニー

ズに応じた適切な教育的な支援が図られるよ

う、指導助言に努めてまいりたいと考えており

ます。以上です。

○横田照夫議員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。

それと、発達障がい児の高校進学ですけど、

保護者はみんな心配をしておられます。現在、

一つの私立高校に定数10名の共生コースがある

だけですが、こういうことこそ、県立高校が担

うべきではないかと考えますけど、教育長、い

かがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 県立高等学校への入

学につきましては、高等学校の教育課程を履修

し、修得できる見込みがあることが条件となり

ます。このため、発達障がいのある子供たちに

対しましては、小学校の入学前から中学校卒業

までの長いスパンの中で、特別支援教育支援員

を配置するなど、一人一人のニーズに応じた適

切な学習や生活の支援に努めているところであ

ります。また、高等学校におきましても、本年

度から、すべての学校に特別支援教育コーディ

ネーターを配置し、生徒の状況に応じて、障が

いへの理解や指導方法の検討、関係機関との連

携を図るなど、支援体制の充実に努めていると

ころであります。発達障がいのある生徒を対象

とした県立高等学校の教育につきましては、文

部科学省が、昨年度から、指導方法や評価方

法、支援のあり方等について研究を始めたとこ

ろでありますので、今後の国の動向を見守りた

いというふうに考えております。

○横田照夫議員 国の動向を見守るというのも

大事かもしれませんけど、宮崎県として何か対

応できないかということも、ぜひ御検討をお願

いしたいと思います。

次に移らせていただきます。燃料や飼料、資

材などが高騰を続けておりまして、農林漁業を

初め、いろんな産業で大きな問題になっており

ます。当然、そういう職業の知識を教える実業

系高校も同じような影響が出ているんじゃない
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でしょうか。海洋高校では、今、実習船がハワ

イ方面に実習航海に出ているそうですが、使用

燃料の高騰分はどれぐらいになっているんで

しょうか。それが学校経営にどのように影響を

及ぼしているんでしょうか。実習に影響は出て

いないんでしょうか。また、農業高校では、飼

料や肥料、ビニール資材等でどれぐらいコスト

アップになっているんでしょうか。例えば高鍋

農業高校では、昨年、県畜産共進会で和牛がグ

ランドチャンピオンを獲得しました。これには

県民から大きな称賛の声が上がりましたし、生

徒たちもすばらしい経験と自信を得たものと考

えます。でも、今回の飼料高騰の影響で、今の

生徒が同じような実習を受けられないとしたら

問題だと思います。飼料高騰は外部からの原因

であって、学校の責任ではありません。そうい

うことで教育レベルの格差が生じるのはおかし

いと考えます。県は、学校現場における燃料や

資材等の高騰に対してどのように対処していこ

うと考えておられるのか、教育長にお伺いしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 御指摘のように、重

油等の化石燃料や家畜飼料等が高騰する傾向に

ある中で、各農業系高校や、御案内のありまし

た海洋高校など、実習においてこうした資材を

必要とする学校におきましては、資材等の高騰

により、専門高校としての教育活動に支障が生

じることのないように、それぞれ具体的な対策

を講じているところであります。個別学校ごと

の影響額というよりは、対策として申し上げさ

せていただきますけれども、例えば農業高校の

畜産部門におきましては、自分の学校内で栽培

する家畜飼料の作付回数をふやすなどして、そ

の自給体制を強化しているところであり、園芸

部門におきましては、温室内に内張のカーテン

を設けることにより、ボイラーの燃料を節約す

ることとしているところであります。また、現

在、お話にありました海洋高校の実習船は、第

１次遠洋航海を行っているさなかでありますけ

れども、実習の内容、日程については変更する

ことなく、航海の総距離を短縮するなどして燃

料の節約を図っているところであります。県教

育委員会といたしましては、各学校におけるこ

うした有効な取り組みについて情報の共有化を

進めるとともに、実習のための予算の適正執行

について、これまで以上に綿密な指導を行うな

ど、必要な教育水準の維持確保に努めてまいり

たいと考えております。以上です。

○横田照夫議員 確かに、今の厳しさの中で、

農家とか漁師の皆さんたちが取り組もうとして

いる節約対策を学習することも大事なことだと

思います。でも、燃料や資材の高騰が原因で、

どうしても学習レベルに格差が出るような場合

には、教育委員会にはしっかりと予算要求して

ほしいと思いますし、財政部局にはそれにしっ

かりとこたえていただきたいと考えますので、

よろしくお願いいたします。

次に、農畜産業の将来のあり方について農政

水産部長にお尋ねします。

ハウス園芸は本県農業の中心的な形態です。

ハウス園芸は、燃料をたいて暖房することに

よって作物の生育を促成、抑制して、旬をずら

して有利販売することを目的に始められたと思

います。でも、これだけ燃料が高騰すると、ハ

ウス園芸の有利性はほとんど発揮できないと考

えます。世界情勢を見ると、石油が以前のよう

に安くなることは望めそうにありません。もう

そろそろ石油に頼らない生産構造を考えておく

時期が来ているんじゃないでしょうか。

一方、畜産は、膨大な量の配合飼料に頼って
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います。そのほとんどは外国からの輸入です。

今の世界の穀物事情を考えてみますと、いつま

でも今のような畜産のあり方が続けられるとは

思えません。例えば和牛です。濃厚飼料を多給

することによって霜降り、いわゆるサシを入れ

るための改良を進めてきました。これは外国か

らの輸入肉に対抗するために大きな力を発揮し

ました。つまり差別化することができたんです

ね。今までの流れの中では、これまでの取り組

みは決して間違っていなかったというふうに考

えます。でも、和牛肉を１キログラムつくるの

に穀物が10数キログラム使われるということを

考えると、今の穀物事情の中でいつまで続けら

れるかわかりません。輸入穀物の価格がさらに

上がったり、輸入量が確保できないということ

になると、和牛経営はすぐに破綻してしまいま

す。このことはほかの畜種でも同じです。今の

うちに、今後の畜産の進むべき道を探るべきだ

と思います。

このように、地球温暖化とか燃料、穀物の世

界事情を考えると、それらに大きく依存してき

た農畜産業のあり方を抜本的に見直さざるを得

ない時期が、近い将来に来るような気がしま

す。そのときのために、県はそれらの対策を今

から考えていくべきだと考えますが、農政水産

部長、いかがでしょうか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県の農畜産

業は、原油・飼料価格高騰の影響を受けまし

て、厳しい経営環境に直面するとともに、地球

温暖化の影響も懸念される状況にございます。

このような状況の中で、農家経営の安定向上を

確保するためには、緊急的な措置とあわせまし

て、中長期的な視点に立って、発想の転換を図

りながら、本県農畜産業の将来像を検討するこ

とも必要であると考えております。このため、

原油・飼料価格の高騰等につきましては、輸入

資源に依存した生産構造の改革を目標に、施設

園芸では、木質や畜ふんのペレット等を活用し

た脱石油型エネルギーへの転換、それから畜産

では、飼料米やエコフィードなど、国内資源を

最大限に利用した飼料自給率の向上等につい

て、積極的に取り組んでいるところでありま

す。さらに、県では、本年度、温暖化研究セン

ターを設置いたしまして、温暖化を「防ぐ」

「生かす」「抑制する」、この３つの視点か

ら、産業界や大学等とも連携し、調査検討を開

始したところであります。今後とも、これまで

の安全・安心に加えまして、健康や環境の視点

からの農業生産を確立していくため、産学官及

び農商工連携による新たな技術開発等に努めな

がら、消費者等の期待にこたえられる産地づく

りを推進してまいりたいと考えております。以

上であります。

○横田照夫議員 氷温貯蔵という技術があるそ

うです。凍るか凍らないか、ぎりぎりの温度で

貯蔵する方法ですけど、この方法を使うと、品

質を保持しながら長期間の保存ができるそうで

す。これがもし有効であれば、ハウスによらな

くても旬をずらして出荷ができます。このよう

に、生産部門だけじゃなくて流通部門でも可能

性を探りながら、また、常識も疑ってみるぐら

いの発想の転換をしていただいて、農業の将来

を誘導していただきたい、こんなふうに思いま

す。頑張っていただきたいと思います。

次は、県民との約束としておりましたが、そ

れを削除していただいて、その中の２つをそれ

ぞれ独立した質問とさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。

最初に、佐土原町の巨田県営農免農道整備事

業について質問します。
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この事業は、総延長2,730メートルで、５工期

に分けて整備が進められ、現在までに３工期が

完了し、現在４工期分が進行中です。残る５工

期分はいまだ未採択となっております。当初予

算は23億8,500万円でしたが、工法等の見直しに

よって約10億円圧縮してやれる見込みだという

ことです。でも、県は、財政状況悪化等によっ

て、残る５工期分は見直しの方向で検討中と聞

いております。今後の取り組みはどうなってい

るのでしょうか、農政水産部長にお伺いしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 巨田地区につ

きましては、平成９年度から順次採択されまし

て、平成12年度までに全線が採択されたところ

であります。しかしながら、農道整備事業につ

きましては、平成12年度に全国一斉に見直しが

行われまして、巨田地区におきましても、一部

未着手区間が切り離され、再度採択が必要と

なったところであります。この区間の再採択に

つきましては、現在、申請者の宮崎市におきま

して、社会経済情勢の変化による事業効果の分

析、それから、コストの縮減などについて検討

しておられるところでございます。県におきま

しては、これらの検討状況を踏まえまして、実

施中の４期地区の進捗状況や予算配分等を総合

的に勘案いたしまして、適切に対応してまいり

たいと考えております。以上です。

○横田照夫議員 事業が計画されたときは、県

は地元住民に対して、この道路の重要性を説い

て協力要請をされたというふうに思います。住

民はそれを理解して協力し、用地買収などにも

応じてきたはずです。それなのに、もし最後ま

で仕上げずに中途で終わるということになれ

ば、その道路の利便性と将来性を大きく損ねる

とともに、住民との約束をほごにすることにな

るのではないかと考えますが、農政水産部長、

いかがでしょうか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 先ほど申し上

げましたとおり、巨田地区につきましては、宮

崎市における検討状況、４期地区の進捗状況に

加えまして、これまでの全線採択の経緯、その

後の見直しの経緯を十分踏まえた上で適切に対

応してまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 何とか最後まで仕上げていた

だきますように、御努力をお願いしたいと思い

ます。

次に、またまた佐土原町なんですが、佐土原

町の天神川の河川改修についてお尋ねします。

天神川流域は、現在、県営経営体育成基盤整

備事業で農地の基盤整備が進められています。

県は、その基盤整備事業の効果を上げるために

並行して天神川の河川改修をするとして、平

成25年度までに用地買収を終わるという覚書に

沿って、毎年予算づけをしていただいておりま

す。今年度、基盤整備の中で、地元や宮崎市の

負担も入れて河川の暫定掘削をしております

が、間にある道路の関係で、河川をクランク状

に曲げざるを得ず、排水機能が著しく妨げられ

ています。基盤整備が進むにつれて水はけ率が

アップし、短時間で河川へ排出されるように

なったことと相まって、大雨時には、農作物の

浸水、道路や宅地の冠水等が発生するようにな

りました。それを解消するためには、間にある

道路に橋をかけ、クランク状になっている河川

を真っすぐにすることが必要だというふうに考

えております。財政逼迫の折ですので、仮橋で

もいいんです。単独予算が厳しいのであれば、

用地費分を回してでもそちらを優先していただ

きたいと考えますが、県土整備部長、いかがで

しょうか。
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○県土整備部長（山田康夫君） 天神川につき

ましては、県単独事業により、平成18年度から

用地買収に着手しまして、本年度までに約50％

を取得しております。平成24年度までにはすべ

ての用地買収を完了する予定でございます。今

後の改修工事につきましては、事業の進め方及

び工事の手法について、関係部局や宮崎市と調

整を図りまして、早期に着手できるよう努めて

まいりたいと考えております。

○横田照夫議員 地元の人たちに、基盤整備が

進んでいるのに水につかるということに対する

いら立ちがあります。希望を持って基盤整備に

参加した農家の気持ちをぜひ理解していただい

て、できるだけ早期に工事着手できるように努

力をお願いしたいと思います。

私は、できるだけ県政全般にわたる質問をし

たいと考えておりますが、今回はローカル色の

強い質問になってしまいました。でも、不断に

地元目線で活動していることのあらわれという

ことで考えていただければ幸いだと思います。

県職員の皆さん方に、公務員の宣誓書にある

ように、県民全体の奉仕者として県民の期待に

沿えるように、誠実かつ公正に職務を執行して

いただくことを望みながら、また、応援のため

に傍聴に来てくださった皆さんに感謝を申し上

げ、質問のすべてを終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 次は、宮原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） 本日４番目

の質問となります。しばらくの間おつき合いを

願いたいと思います。

本日は、私の質問のために、地元からも傍聴

に来ていただいております。まことにありがと

うございます。

ことしに入り、中国の冷凍ギョーザ問題、そ

して三笠フーズの事故米流通事件等々、食の安

全に関するさまざまな問題が発生し、食に対す

る関心が高まっています。先日、テレビを見て

おりましたら、スイス、ノルウェーの食に関す

る報道がなされておりました。スイスは、自給

率が60％、農家に対する所得補償制度がしっか

りとしており、国民も国産を中心に購入するよ

うであります。卵が１個スイス産で60円以上、

輸入物は半額以下でも売れないとの報道であり

ました。国内で生産ができない時期の野菜類

は、仕方がないので輸入品を購入しているとの

消費者の声でありました。また、ノルウェーの

大型まき網船の乗組員の年収が2,000～3,000万

円で、医師並みの年収となっているとの報道も

ありました。経済大国日本の現状は、今や三流

国と言える状況と感じるものであります。島国

である日本と大陸の国に大きな差が生じつつあ

る気配を感じております。世界の現状を、イン

ターネットや報道だけの情報収集でなく、しっ

かりとじかに見ていかなければならないと考え

ております。

私は、９月初めに島根県の宍道湖漁協を訪問

させていただきました。前にも発言をさせてい

ただきましたが、シジミで有名なところであり

ます。シジミ漁をしている組合員は293名、組合

員の数及び漁獲規制もしっかりとしており、293

名の組合員のうち、50歳以下の担い手が110名い

らっしゃるという話を聞かせていただきまし

た。農業、建設業、商業、各分野において担い

手の対策を言われておりますが、原点は、いか

に生活のできる所得を確保するかの一点である

と思います。本県は、国内において食料供給基

地であります。本県は、特に残留農薬の検査体

制も全国最先端を進んでいる現状であり、国内

産が見直されている今、どう対策を打つかが重
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要であり、早急な対策を望む必要があるのでは

ないかと考えております。

それでは、通告に従い質問をさせていただき

ます。

まず、財政問題についてお伺いをします。

本県の財政は、皆さん御存じのように自主財

源に乏しく、地方交付税等の依存財源に頼る構

造となっております。前知事のもとで、これま

でのような予算編成では基金が枯渇し財政が破

綻するとして、財政改革推進計画を策定され実

行されてきました。当初予算のピークであった

平成13年の当初予算は6,812億円であり、平成20

年度の当初予算と比較すると1,222億円の減額で

あります。平成16年度当初予算額6,150億円、平

成20年度当初予算額5,590億円で、560億円の減

額となっています。この５年間も、将来にわ

たって健全財政を維持するとして、前知事から

東国原知事になられた後もあらゆる改革を進め

られております。景気は都市部においてはよ

かったようでありますが、地域間格差という言

葉のように、地方においては後退するばかりと

なっています。平成16年度当初予算と平成20年

度当初予算を比較すると、歳出目的別区分で増

加しているのは総務費、民生費となっており、

この項目以外は減額となっています。特に、土

木費260億円、農林水産業費254億円、商工費51

億円などが大きく減額されています。平成16年

度と17年度というように、その年を前年とすべ

て比較してみましたが、減少しているのは土木

費、農林水産業費、商工費となります。つま

り、現状で予算をカットできる部分は、こうし

た事業部署の予算しか切れないようでありま

す。宮崎県の現状は、公共事業の減少等で非常

に厳しい建設業、原油高騰・飼料高騰で厳しい

農林水産業、これらの厳しい状況で影響を大き

く受けている商工業となっております。次年度

の予算編成においても、これらの項目の予算が

中心に減額されることとなるのかを、知事にお

聞かせ願います。

以下、自席にて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。

来年度の予算編成についてであります。本県

におきましては、現在、厳しい財政状況に対応

するため、第２期財政改革推進計画に基づき、

投資的経費の削減のほか、事務事業の見直し等

により、収支不足の圧縮に取り組んでいるとこ

ろであります。このため、予算の編成に当たり

ましては、予算編成方針等において基本的な考

え方を定めた上で、全部局一律に、義務的経費

を除く経費について一定のシーリング率を設定

し、その範囲内での調製を行っているところで

あります。御指摘のありました土木費、農林水

産業費及び商工費は、元来、予算額そのものが

大きいため、結果として、他の費目に比べ減額

幅が大きくなっているものであります。一方、

総務費、民生費についても、当然、同様にシー

リングを設定し、歳出の削減に努めているとこ

ろですが、近年では、市町村合併や税源移譲に

要する経費、また社会保障費の自然増などによ

り増加しているところであります。今後も、県

の財政状況は予断を許さない状況でありますの

で、来年度の予算編成におきましても、全部局

一丸となって、引き続き、財政改革を着実に推

進してまいりたいと考えております。〔降壇〕

○宮原義久議員 ありがとうございました。確

かに、言われるように、総務費とか民生費につ

いては、高齢化も進んでいますし、仕方がない

のかなというふうに思っているんですが、やは
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り、土木費、農林水産業費、商工費は、全部比

較してみますと、必ず大きく減少しております

ので、そこの部分が予算的に大きいということ

もあるんだというふうに思います。農林水産

業、この費用に関する分野では大変厳しい状況

がありますので、そのあたりも十分勘案して予

算編成をやっていただきたいというふうに思っ

ております。

次に、副知事にお伺いをさせていただきま

す。経済的には大変厳しい状況が続いています

が、来年度の本県の税収は伸びると見ておられ

ますか、減少すると見ておられますか。

○副知事（河野俊嗣君） 県税収入につきまし

ては、毎年12月から１月にかけまして、国の税

制改正による影響を初めといたしまして、地方

財政計画や県内の経済動向、また、これまでの

県税収入の状況など総合的に検討した上で、見

通しをつけて予算編成に取り組んでいるところ

でございます。したがいまして、現段階で来年

度の県税収入の見通しを立てることは、これか

ら年末にかけて議論されます国の税制改正の動

きなど考慮しなければならないさまざまな要因

がありますので、困難でありますが、県税の約

２割を占める主要な税目である法人事業税など

は、景気の変動を受けやすいことや、最近の世

界的な金融不安などの経済状況を見ますと、増

収を期待できるような状況にはないものと考え

ております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。多分

そういう状況で、県税としては伸びないだろう

というふうに見ております。

次に、他県の議員の方々と意見交換をさせて

いただいた折に、その県が努力して税収を伸ば

しても、国は伸びた分の交付税を削るとの意見

を聞かされたところであります。税収を伸ばす

努力をするよりも、交付税を削られないように

したほうがましだというような意見でありまし

たが、そのようなことが現実であるとすれば、

地方自治体が努力をして税収を伸ばすというこ

とであっても意味がなくなるわけであります。

実際こういう状況があるのか、副知事、どのよ

うにお考えでしょうか。

○副知事（河野俊嗣君） 地方交付税について

でございます。普通交付税につきましては、多

少教科書的な説明になりますが、標準的な行政

を行うための経費であります基準財政需要額か

ら、標準的な税収であります基準財政収入額を

差し引いた財源不足額に応じて配分される制度

となっておるところでございます。この基準財

政収入額に実際の税収額を100％充てるとなりま

すと、ただいまの御懸念のような事態が生じる

わけでございますが、そうならないための制度

的な仕組みが主に２点なされております。１点

目は、課税客体の捕捉率や税の徴収率などにつ

きまして、この基準財政収入額の算定において

は、収入実績をそのまま用いるのではなく、全

国一律の理論的な数字を用いているというこ

と、それからもう１点は、算入される額は税収

見込み額の全額ではございませんで、75％と

なっております。残りの25％の分につきまして

は、基準財政需要額に算入された財政需要以外

の各自治体独自の施策を行うための財源とし

て、それぞれの自治体に留保された財源、すな

わち財政の自主性、主体性を尊重するような仕

組みになっておるわけでございます。各団体の

徴税努力により税収がふえればふえるほど、こ

の留保財源分が増加して、地方交付税と地方税

とを合わせた一般財源が確保される仕組みと

なっているところでございます。

○宮原義久議員 ありがとうございます。そう
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言われるんですけど、実際いろいろ聞いてみる

と違うんですね。やはり、地方が努力してもそ

れが生かされないというような話をよく聞くも

のですから……。特に、中央に帰られるでしょ

うから、そのあたりも十分に、地方を切り捨て

ない状況でやっていただきたいというふうに

思っております。

また、関連した形になりますが、副知事は、

本県と中央政府のパイプ役でありますが、本籍

は総務省であります。住所は宮崎県という立場

であると思いますが、国より地方、いわゆる宮

崎県に予算を多く流さないことが、中央で評価

され、一方、宮崎県に多くの予算を持ってくる

ことによって、宮崎県民は評価することになっ

てくるというふうに思いますが、中央に本籍が

ある副知事は、中央からの指示を重要視されて

おりませんか。宮崎県のために中央と渡り合っ

てでも予算を獲得するぐらいの覚悟はあるの

か、お聞かせ願います。

○副知事（河野俊嗣君） ただいま、本籍は総

務省という御指摘がございましたが、現在の身

分上は宮崎県職員でございまして、さまざまな

予算要求、また制度改正の要望活動などにおき

ましては、宮崎県の立場を体して具体的な意見

を述べさせていただいているところでございま

す。国との連携は非常に重要なことであると思

いますが、今なすべきことは、宮崎などの地方

の実態をいかに国に届け、国によりましてさま

ざまな制度改正なり予算の対応をしてもらうか

ということでございます。宮崎の実態を伝える

ことによりまして、そういう形でこの国全体を

よくしていく、そういうふうな姿勢で取り組ん

でまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、各種改革にも限界がい

ろいろと来ているのかなというふうに思います

が、他県においても、行財政改革の一環とし

て、一般職員の給与の減額が23道府県において

実施されております。最大は大阪府の9.5％であ

ります。九州においても、佐賀県が４％、鹿児

島県５～６％、沖縄県が３％となっております

が、本県でも、平成22年には基金が枯渇すると

の状況であります。給料を減額することは、一

般職員の生活設計、仕事に対する意欲の低下に

もつながり、褒められた話ではありませんが、

現実に一般職員の給料の減額をやらざるを得な

い時期も近いと思います。この点について知事

はどのようにお考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 県におきましては、

現在、第２期財政改革推進計画に基づく取り組

みのうち、人件費に関しましては、適正な定員

管理による職員数の削減のほか、特別職の給料

減額、また一般職員についても、管理職手当の

減額及び給与構造改革による給与水準の引き下

げを行っているところでございます。今後と

も、財政状況の厳しい状況は継続するものと見

込まれますことから、引き続き、第２期財政改

革推進計画に基づく取り組みを着実に推進して

いくことが重要であると考えており、さらなる

改革の取り組みにつきましては、収支不足や基

金の状況を初め、本県財政の現状等を十分に見

ながら、その必要性を総合的に検討してまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございました。

それでは次に、建設・公共事業の問題、県単

独事業についてお伺いをさせていただきたいと

思います。

本県の建設業を取り巻く環境は、かつて経験

のないほどの厳しさで、とうとう８月８日には

県内最大手の志多組までもが民事再生法の適用

を申請する事態となりました。今月の２日には
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建設関連産業危機突破総決起大会が開催され、

こうしたことを受けて、今回、土木一式工事

で2,000万円以上の工事とそのほかはそれぞれの

金額で、建設関連業務においても、建設工事等

に係る予定価格の事後公表を試行することとな

りました。県が常に発言されています、不適格

業者の排除という観点から、一定の評価はされ

るものと思いますが、県内各地では倒産の話や

夜逃げの話が絶えないような状況が今も続いて

おりますし、厳しい状況から、子供に建設業を

継がせられないなどの苦しい意見を聞かされて

おります。県としては、この現状をどのように

考えておられますか、県土整備部長にお伺いを

いたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 本県では、建

設投資額がピーク時に比べ半減していることに

加えまして、一般競争入札の拡大による競争性

の高まり、ここに来まして建設資材の高騰など

により、建設産業を取り巻く経営環境は大変厳

しい状況となっております。しかしながら、社

会資本整備の担い手である建設産業は、災害時

の緊急対応などに大きな役割を果たしますとと

もに、中山間地域を初めとする地域の経済と雇

用を支える重要な産業であります。したがいま

して、建設産業の健全な発展を図るために、20

年度重点施策に建設産業対策を位置づけまし

て、経営相談窓口の設置や新分野進出に対する

支援など、総合的な施策を展開しているところ

であります。

○宮原義久議員 それでは次に、従業員を多く

抱えている業者が倒産した場合には、資格を

持っている従業員が新規に会社を起こすケース

が多いと聞きます。したがって、県内の建設許

可業者数は減少しないというふうに聞きます

が、県土整備部長、現在の状況をお聞かせくだ

さい。

○県土整備部長（山田康夫君） 平成20年３

月 3 1日現在の許可業者数でございますけ

ど、5,317業者であり、前年同期と比べ208業

者、3.8％減少しております。本県のみならず、

すべての都道府県において３年連続減少してい

るところでございます。一方、本県では、この

３年間に約500業者が新たに許可を取得している

ことから、議員の御質問にありましたように、

建設業は比較的参入しやすいという側面もある

と思われます。

○宮原義久議員 そういうことで、技術者をた

くさん抱えている優秀な業者のほうが倒れて

いって、倒産なり廃業なりということで、小さ

い業者がかなりふえてくるような現状があるん

じゃないかというふうに思いますから、その辺

も十分な分析をされた上で、改革は進めてほし

いというふうに思っております。

次に、建設業の異業種への転換ということ

で、県内９カ所に相談の窓口を開設され、本年

度22件に対して助成を決定されているようであ

りますが、未知の仕事に対する不安や、資金・

技術面の不安から、なかなか転換できないと聞

くが、建設産業の今後を懸念し、仕方なく異業

種への転換は進むと考えます。しかし、助成の

事業費にも限りがありますが、今後も増額して

いかれるつもりなのか。また、助成を申請した

にもかかわらず助成を受けられなかった企業よ

りクレームを聞きますが、公平な形での助成の

決定となっているのか、県土整備部長、お聞か

せください。

○県土整備部長（山田康夫君） 新分野定着促

進のための助成金につきましては、今年度補助

枠を500万円から3,000万円に増額するなど、拡

充を図ったところでありますが、今年度も補助
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枠を上回る要望をいただいておりまして、現時

点で、昨年度実績の２倍に当たる22件の交付決

定を行っております。また、今年度、経営相談

窓口に約40件の相談や、新分野進出に関する集

中セミナーに約40名の参加がありました。この

ような状況を見ますと、新分野進出に対する機

運が高まっているのではないかと考えられます

ので、今後も助成制度のあり方について検討し

てまいりたいと考えております。なお、助成先

については、助成基準を明確に定めますととも

に、第三者委員を含む審査会において、資格要

件、事業内容等の厳正な審査を行い、決定をし

ております。

○宮原義久議員 助成基準が一通り示された中

で運用されているというふうには思っておりま

すが、やはり当初は、ある程度のものであれば

いろいろと助成をしていただけるというような

話もあったようでありますから、どんどん多く

なれば多少削られてくるのかなというふうに思

います。そのあたりの基準が、ある程度こんな

ものですよというのが広く皆さんに周知される

ように要望しておきたいと思います。

次に、今回の補正予算には20億6,000万円の公

共事業の増額分が含まれております。県として

業界に配慮した補正となっていますが、中身に

ついては、河川や道路の維持修繕費が中心と

なっている県単独事業費の３億5,000万円のつけ

かえによる事業金額の増額となっているようで

ありますが、維持修繕費はしっかりと確保でき

ているのか。県土整備部長、お聞かせいただき

たいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 今回の補正予

算の県単独事業の減額分でございますけれど

も、道路の維持補修費となっております。その

減額分は、国の補助事業で道路の維持補修が認

められている地域自立・活性化交付金事業の県

費負担分に充てております。この結果、道路の

維持補修費については約11億2,000万円の増額に

なりまして、より多くの事業量を確保したもの

であります。

○宮原義久議員 道路の維持修繕費について

は11億2,000万円の増額ということで、これまで

以上に十分対応ができるというふうに思ってお

ります。

そこで次に、知事がいつも、自然が多く、お

もてなし、いやしを与える県としていきたいと

言われております。本県はこれまで、観光とい

う部分を大事にしてきたと思いますが、沿道が

非常に荒れているとは思いませんか。昭和44年

には宮崎県沿道修景美化条例が施行され、目的

として、「県内の沿道において、すぐれた自然

景観及び樹木その他の植物を保護するととも

に、花木類の植栽等を行うことによって、沿道

の修景を図り、もって郷土の美化を推進するこ

とを目的とする」となっておりますが、近ご

ろ、県単独予算の減額から、道路の沿線の草刈

り業務が年１回刈り取るのがやっとと聞きます

し、刈り取り幅の縮小や植栽されている樹木も

手入れが行き届いておりませんが、この現状を

知事はどのように考えておられますか。

○知事（東国原英夫君） 本県は、昭和44年に

全国に先駆けて沿道修景美化条例を制定し、郷

土の美化を推進し、宮崎らしい潤いと安らぎの

ある道路環境の創出及び保全に努めてまいりま

した。このことは、本県の観光振興に大きく貢

献したものと考えております。しかしながら、

その現状は、厳しい財政状況の中、従前と同様

の対応が困難となってきております。このよう

な中、「おもてなし日本一」を目指していくた

めには、観光道路を中心に取り組んでいくな



- 199 -

平成20年９月24日(水)

ど、限られた財源を効率的かつ効果的に活用す

るとともに、県民の皆様にも、道路愛護につい

てより一層関心を持っていただき、美化活動へ

の参加など御協力をお願いしたいと考えており

ます。今後も、宮崎県が全国に誇る沿道修景美

化条例の精神を大切にして、沿道の修景美化に

努めていきたいと考えております。

○宮原義久議員 それでは次に、条例では、県

の責務として、「この条例の目的を達成するた

め、沿道の修景のための施策を策定し、これを

総合的に推進するものとする」となっています

し、住民の責務としては、「県が行う沿道の修

景のための事業に協力すること等により沿道の

修景に寄与するように努めるものとする」と

なっております。住民等に業務の委託などを考

えていかれるつもりはないのか。業者を入れる

ことで刈り取った草を全線持ち出すなど、やる

必要はないのではないかというふうに思ってお

ります。ガードレールの外に置くことで草の伸

びも抑えられると考えますが、県土整備部長、

どのような感想をお持ちでしょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） 草刈り業務に

ついては、その作業が沿道でありまして、作業

時の安全確保等の観点から、業者へ委託してい

るところであります。また、御提案にあります

刈り取った草をガードレールの外に置いておく

ことは、風で飛ばされるなど交通に支障を生じ

ますことから、持ち出しを行っております。さ

らに、刈り取った草は一般廃棄物となりますこ

とから、一般廃棄物処理施設への搬入、あるい

は周辺環境へ影響を及ぼさない適当な場所での

自然堆肥化など、適切に処理をしているところ

であります。一方、住民参加としては、県単独

事業による「ふるさとの道・川・海」愛護ボラ

ンティア事業を展開しておりまして、地元団体

の皆さんが区域を定めて草刈りや草花の管理等

を行っていただいております。このような中、

限られた財源を有効に活用していく観点から、

道路の維持管理については、さらなる官民協働

を進めていく必要がありますので、今後とも、

愛護ボランティア事業の拡大と新たな取り組み

についても検討してまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 ちょうど私の地元で高速の周

辺、ちょうど土手―土手というか、のり面で

すね。このあたりを、たばこの農家の方が堆肥

とするためにきれいに刈り取って持っていかれ

るような状況がありますので、畜産の関係者と

かそういったもの、例えば河川敷なんかの広い

ところは、そういったところがあると思います

が、そういったものをうまく活用して、少しで

も地域の人の力をかりるということも大事かな

と思いますので、十分な検討をお願いしておき

たいと思います。

時間がありませんので、どんどん飛ばします

が、次に、小林市立市民病院についての質問を

させていただきたいと思います。

この問題については、私が議員になってから

何回となく質問させていただいております。担

当職員から質問のたびに、「補助金は非常に厳

しい。勘弁してほしい」と言われた経緯もあり

ますが、西諸８万数千人の医療部門の中核を

担っている病院でありますので、引き続き質問

をさせていただきます。

小林市立市民病院は、現在、改築が進められ

ている状況であり、完成後の補助金の支出は考

えられませんので、改築問題として私が質問す

るのは、今回が最後となると思います。現在、

小林市立市民病院は昭和47年５月に開設され、

現在37年が経過しております。新病院建設に向
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けて平成20年３月に着工、平成21年７月16日完

成、９月24日に開院を目指し、総事業費52億円

をかけて工事が進められております。これまで

何回となく述べてきましたが、西諸医療圏域に

は国・県立の病院やそれに準ずる病院がなく、

一般病床100床以上の急性期病院はこの市民病院

しかなく、西諸医療圏域で唯一の第２次救急医

療機関であり、災害拠点指定病院、感染症指定

病院として指定を受け、西諸圏域の医療の中核

を担っております。今回の改築事業に関して

は、地域医療を担っていただいております西諸

医師会からも、高度医療体制の整った高次医療

病院の設置を望まれております。中核病院とし

て、この病院の入院・外来ともに、旧須木村と

合併する以前は、患者の市内・市外の比率は、

市内60％、市外40％、合併後は、市内65％、市

外35％となっておりますし、広域消防からの救

急患者の受け入れも増加しております。入院・

外来患者の利用者も増加傾向となっております

が、この改築についてと、患者の市内・市外の

状況を福祉保健部長はどのように考えておられ

ますか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 小林市立市民

病院につきましては、西諸医療圏における中核

的な病院として、県の医療計画においても２次

救急医療施設及び災害拠点病院に位置づけられ

ており、患者の状況などから見ましても、この

圏域において大きな役割を果たしていただいて

いるものと考えております。また現在、医療提

供機能の充実を目指し、改築整備が進められて

いる最中でありますが、今後も引き続き、その

役割を果たしていただけるものと考えておりま

す。

○宮原義久議員 中核病院ということで、近隣

の市町より患者を受け入れても、今回の病院建

設費を各自治体より支出という形ではしてもら

えないわけでありまして、中核病院という位置

づけを県のほうでやっていただいた割には、一

体何なのかなという気がしておるところでござ

います。

次に、県立病院は、経営面は関係者の御努力

によりまして改善をされておりますが、県の一

般会計より、各病院に数十億単位の繰り出しを

行っての運営となっております。同じ県民とし

て、県立病院の恩恵を受けにくい地区だからと

いって税金が安いわけでもないわけで、県民の

医療面においての平等性を、福祉保健部長はど

のように考えておられますか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県立病院で

は、高度医療や先駆的医療あるいは３次の救急

医療など、民間や他の公立病院では採算面等で

対応が難しい医療にも取り組んでおりまして、

このような観点から繰り入れを行っておりま

す。御質問の平等性ということでありますが、

病院や医師などの医療資源の状況は、圏域でそ

れぞれ歴史的な経緯等もありまして異なってい

るところであります。このため県といたしまし

ては、このような中で、県立病院や公立病院な

ど各医療機関の役割と機能を明確にするととも

に、連携の強化に取り組み、県民に効果的な医

療を提供できるよう努めているところでありま

す。

○宮原義久議員 次に、小林市立市民病院は、

平成９年３月に災害拠点病院の指定を受けてお

りますが、平成17年までは国より補助金も出て

いたようであります。平成18年より、災害拠点

病院が民間の病院である場合には補助金を出す

が、公立病院には出さないという仕組みとなっ

ているようであります。中核の病院を持つ自治

体は、経営的にもより厳しい経営を迫られるこ



- 201 -

平成20年９月24日(水)

とに関しまして、知事はどのようなことを考え

ておられますか。

○知事（東国原英夫君） 本県の市町村立病院

は、地域における基幹的な医療機関として、地

域医療の確保に重要な役割を果たしております

が、近年の医師不足等もあり、その経営環境は

非常に厳しい状態にあると思います。このよう

な状況の中で、病院を有する市町村におきまし

ては、その額はさまざまでありますが、病院事

業に対する一般会計からの繰り出しを行ってお

り、市町村財政そのものが厳しさを増す中、大

きな負担となっている市町村もあることは認識

しております。市町村立病院をめぐる経営環境

は、引き続き厳しい状況にありますので、県と

いたしましては、今後とも、地域医療の確保と

市町村財政の健全性の維持の観点から、関係市

町村に対し、必要な助言を行ってまいりたいと

考えております。

○宮原義久議員 今、答弁されたように、市町

村の財政そのものが厳しさを増す中、大きな負

担となっている市町村もあると認識をしており

ますと。ちゃんとわかっておられるじゃないで

すか。そういう病院があるところとないとこ

ろ、例えば、日南市―出しては失礼なんです

が―はそれをやらなくていいわけですね。そ

して、「自治体病院を持っているところは、い

ろんな交付税なりそういったものが一般交付税

の中に入っています」と言われるんですが、私

も小林市のほうを調べさせてもらいましたが、

それ以上に繰り出さないと病院経営が成り立た

ないんですよ。そういう状況がありますから、

何十億も出しているところと出していないとこ

ろ、初期の経費だけでも出しませんかというこ

とを私は言っているのでありまして、十分な検

討をお願いしたいと言ってきましたが、なかな

か今でもいい返事をもらっておりません。

次に、小林市長を初め関係者で、市民病院建

設に向けた支援のお願いを、平成19年７月24日

に知事にさせていただきましたが、支援につい

ての考えをお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 市町村立病院の経営

環境が大変厳しい状況にあることは、十分認識

しているところでありますが、市町村立病院の

施設・設備の整備に係る国庫補助というのは、

先ほども議員がおっしゃったように、国の三位

一体改革の一環として、平成18年度に廃止さ

れ、市町村に財源が移譲されたところでありま

す。このような状況や、本県の厳しい財政状況

からも、財政支援は困難と考えていますが、病

院事業債や合併特例債を初め、国の国民健康保

険調整交付金の活用など、県としてできる限り

の支援をしてまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 病院事業債、合併特例債、そ

ういったものは、当然、県の担当部署と市が打

ち合わせていただいて、そういったものの活用

を図っていくということになると思います。国

の国民健康保険調整交付金というのは国からい

ただくものでありまして、結果的には県からは

お金が出ていないという話になるのではないか

と思います。だから、やはり県としてできる限

りの支援をしてまいりたいということであれ

ば、何らかの形がそこに見えるべきだというふ

うに私は思っておりますので、考えてほしいと

思います。

次に、改築に対しての補助金支出の方向性に

ついて、福祉保健部長は知事と十分な検討を行

われたのか、お聞かせをいただきたいと思いま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 地元の小林市

からの陳情等を踏まえまして、部内でも慎重に
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検討し、知事とも十分協議を行っております。

○宮原義久議員 いろいろこうやって質問させ

てもらってやりとりする中で、都合が悪くなる

とどんどん返答が短くなるという傾向があるん

ですが……。

次に、総務部長にお伺いをさせていただきま

す。これは基本的には福祉保健部長のところだ

というふうに思っておりますが、政治的判断と

かという形になれば、知事が直接、そういった

方向を出していいのかなと私は思っておりま

す。そこで、知事より、この改築に対して補助

金を出すことが可能なのか、いや、やはりでき

ないという考えなのか、財政面においてそうい

う指示が総務部長のもとにあったのかなかった

のか、お聞かせを願いたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 現時点で、そう

いった指示はございません。ただ、基本的に補

助金の支出につきましては、事業を所管する部

局におきまして、公益性、緊急性、公平性等に

ついて検討を行いまして、補助金支出の可否を

判断の上、私ども財政所管部局である総務部に

予算要求が行われるという手続になっておりま

す。今回の病院整備につきましては、先ほど知

事も申し上げましたように、元利償還金の７割

が交付税で措置される有利な起債であります合

併特例債の活用について、これは市町村指導と

いう立場から助言を行ったところでございま

す。今後とも、病院経営の健全性が確保される

よう、必要な助言を行ってまいりたいと考えて

おります。

○宮原義久議員 一生懸命検討したんですが、

補助金支出の可否を判断の上ということであれ

ば、出せないという判断をしている状況なのか

なというふうに思っております。

次に、県内すべての公立病院の改築に対して

補助をしていないということがあるようであり

ます。支出ができない理由は、それが中心に

なっているんじゃないかというふうに思います

が、県内の一般的な公立病院と中核病院である

小林市立市民病院は同じなのか。中核病院とい

う肩書きはついているんだけど、冠はついてい

るんだけど、同じなのかということを、福祉保

健部長はどのような見解をお持ちでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 小林市立市民

病院につきましては、中核的な病院ということ

で認識しておりますけれども、先ほどから申し

上げているように、三位一体改革で市町村に財

源が移譲されたことや、本県の財政状況等を総

合的に勘案して、困難であるというふうに判断

しているところであります。

○宮原義久議員 厳しいという判断のようなん

ですが、やはり、こういう状況があったとき

に、政治的な決断というのがあっていいんじゃ

ないかというふうに思っています。私が福祉保

健部長に何とかしてくれと言っても、部長のと

ころが、周辺全体を見たときに、なかなか厳し

いという状況であれば、それを出しなさいとい

う方向にはなかなかいかないだろうというの

も、わからないわけではありません。ただ、知

事も、西諸地域、いろんなところで病院の必要

性―これは都城圏域でも言われているという

ふうに思いますが、そういうことは聞かれてい

るというふうに思います。だから、そういった

ものを考えたときに、幾らかでも出すべきじゃ

ないかなという思いがあるとすれば―ないと

いうふうに言われればそこまでなんですが―

福祉保健部長と２人で話をするのではなくて、

財政当局も含めた中で、何とかそういう方向は

ないのかというぐらいの議論がないと、一生懸

命陳情に来た、あげくの果てがナシのつぶてで
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は話にならないのかなというふうに思っており

ます。

農林業であったり、商工業のいろんな事業予

算を進めるに当たって、国が幾らの補助、県が

幾ら出し、そして自己負担の分が幾らですよと

いうような、数人が恩恵を受けるような事業に

は、結構、県費が何分の１というのが支出され

ますが、数人が恩恵を受けるのには県費の支出

が可能であって、地域全体の医療を何とかして

ほしいというのには１円も出せないというの

は、大変理解しがたいものがあると思っており

ます。私は、一般質問という形では今後はもう

質問はしません。来年度予算編成に当たり、ま

だ間に合いますので、そのあたりを―多分、

議員の方々も、私が言っているのを半分は理解

をいただいているんじゃないかなというふうに

思っております。やはりそういったものが幾ら

か出てこないと話にならないんじゃないかなと

いうふうに思っておりますので、十分な検討を

よろしくお願いしておきたいというふうに思っ

ております。

次に、来年度開催される予定となっておりま

す―来年一番大きな行事となるんじゃないか

と思いますが―スポーツ・レクリエーション

祭についてお伺いをします。

大会方針としては、「勝敗にこだわることな

く、各年齢層に応じた楽しく参加できる大会と

する。競技だけでなく、参加者同士及び参加者

と県民の友好を深め、お互いに交流の深まる大

会とする」などの方針に基づき、来年10月17日

から20日にかけて、宮崎県総合運動公園をメー

ン会場に、都道府県代表参加種目18種目、フリ

ー参加種目６種目の計24種目を、16市町で開催

することとなるようであります。開会式の参加

者が２万人、競技参加者も約１万2,000人で、特

別行事やシンポジウムの開催、協賛事業とし

て、来年４月１日より10月31日まで、県内全地

域において開催されるようであります。県にお

いては、教育委員会の中に全国スポーツ・レク

リエーション祭推進室も設置され、各種準備に

当たっておられるようであります。他県での開

催の大会には参加しなくても、宮崎大会は知事

効果もあり、参加したいとの声が全国にある

と、競技関係者からお伺いをいたしておりま

す。全国より、競技を競うためだけでなく、観

光地を回るなどの楽しみを持って参加されるよ

うであります。宮崎県を売り込むのには絶好の

機会とも考えますが、知事はこの大会をどのよ

うな大会と考えているのか、お聞かせくださ

い。

○知事（東国原英夫君） 全国スポーツ・レク

リエーション祭「スポレクみやざき2009」

は、2001年に開催されました「日本スポーツマ

スターズ宮崎大会」以来の生涯スポーツの一大

祭典であります。県としましては、この祭典を

通じまして、県民の健康づくりや生きがいづく

りの意識を啓発するとともに、スポーツランド

みやざきや地域の魅力などをアピールできる祭

典にしてまいりたいと考えております。また、

地域活性化を図るためにも、この祭典を契機と

しまして、各種目が地域スポーツとして定着す

ることを期待しているところであります。祭典

の開催まで１年余りとなりましたが、私も県実

行委員会の会長として、祭典成功のために、あ

らゆる場面で「スポレクみやざき2009」をＰＲ

してまいりたいと考えております。今後とも御

支援、御協力をお願いしたいと思っておりま

す。

○宮原義久議員 本当にすごいなと思うのは、

知事を見たいから来たいというような話がある
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ことなんです。だから、この期間、各会場で知

事が直接そういった方と触れ合っていただくの

は、非常に宮崎を売り込むのには効果的かなと

思いますので、私たちも回らせていただきます

が、一生懸命ＰＲをしていただければありがた

いと思います。

次に、教育長には、現在までの準備状況と市

町村及び各種スポーツ団体との連携については

どのような状況となっているのか、お伺いをし

ます。

○教育長（渡辺義人君） まず、現在までの準

備状況でありますが、去る５月に県実行委員会

を立ち上げまして、式典内容や宿泊、輸送方法

の検討などを進めているとともに、祭典を周知

するため、全市町村への広報キャラバンや、各

種イベントでのマスコット「ザッキー」を用い

たＰＲを行っているところであります。また、

この祭典を成功させるためには、会場地となり

ます８市８町や種目団体との連携が不可欠とな

りますことから、県の実行委員会の中に、種目

団体を含めた形で会場地専門委員会を設けまし

て、地域の特色を生かした「おもてなし」や大

会運営につきまして、鋭意協議を行っていると

ころであります。県教育委員会といたしまして

は、参加された皆様に、「宮崎に来てよかっ

た」と思っていただけるよう、今後とも、会場

地や種目団体などと連携を図りながら、受け入

れ体制の整備に万全を期してまいりたいと考え

ております。

○宮原義久議員 準備に万全を期され、そして

楽しい大会となるよう、よろしくお願いをした

いと思います。

次に、自殺問題についてお伺いをします。

９月10日から16日の間を「自殺予防週間」と

して、全職員といっていいほどワッペンを胸に

つけて呼びかけをされ、また、テレビでは知事

が自殺防止の呼びかけをされたり、あらゆる形

で自殺防止のための呼びかけ行動がとられたよ

うであります。本県の人口10万人当たりの自殺

者数は、秋田県に次ぎ第２位となっています。

動機や原因は、病気、経済状況などが上位と

なっており、2007年で394人となり、この10年間

で最も最高となっております。県内にあって

は、西諸地域の自殺率が非常に高い数値となっ

ているようであります。そこで、これまで西諸

地域を自殺対策モデル地区に指定していただ

き、遺族に対するケアを含めてあらゆる対策を

打っていただいたようでありますが、対策を

打っていただいた現在までの西諸地域の状況

を、福祉保健部長にお聞かせ願いたいと思いま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県における

自殺者数は、全国でも非常に高い水準にありま

すが、その中でも特に西諸圏域が高い状況にご

ざいます。このため、平成16年度から先駆的に

調査研究事業を始め、地元市町村を初め官民が

一体となって、さまざまな対策に取り組んでき

ております。その主な内容としては、地域の住

民に対する普及啓発―先ほど議員のおっ

しゃったワッペンも西諸でスタートしたもので

ございます。それから、相談窓口の設置、自殺

未遂者や遺族の方への支援、健康診査時のうつ

スクリーニングの実施、かかりつけ医や看護師

など専門職の人材育成等を行ってきておりま

す。自殺対策は10年、20年の期間が必要である

と言われておりますので、その成果を検証する

には時期尚早ではありますが、昨年、西諸圏域

では、県内では唯一自殺者が減少いたしており

ます。県といたしましては、これまでの西諸圏

域での取り組みを踏まえ、本年度、「自殺ゼ
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ロ」プロジェクト推進事業を実施するなど、全

県的に自殺対策に取り組んでいく所存でありま

す。

○宮原義久議員 取り組んでいただいたおかげ

で、県内で唯一自殺者が減少したということで

ありますから、そういった研究の成果を今後十

分生かしていただけるとありがたいというふう

に思っております。

次に、原油高騰、飼料高騰、建設不況という

ことから、本県の経済が非常に厳しくなってお

ります。農家であったり、また建設業の方が自

殺をするという話をよく聞くんですが、事業者

や自営業者の自殺が今後も増加するのではと考

えております。自殺防止の対策として、この分

野についてはどういうふうに福祉保健部長はお

考えでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 今回、ＮＰＯ

法人が取りまとめました「自殺実態白書」の中

でも、事業不振、負債などが自殺の10の大きな

要因の中に挙げられております。このため、御

意見にありましたさまざまな問題を含め、全庁

横断的な自殺対策推進本部や、経済団体、労働

団体をメンバーに含む自殺対策推進協議会の中

で検討を行い、現在策定中であります自殺対策

推進のための行動計画に具体的な施策を盛り込

むなど、関係部局、関係団体との連携を図って

まいりたいと考えます。

○宮原義久議員 次に、自殺防止のための電話

相談窓口や遺族に対する集いなどを打ってはい

ただいておりますが、自殺率が全国ワースト２

位であることを考えれば、前にも質問でこうい

う話が出ましたが、24時間対応できる「いのち

の電話」の設置がやはり重要かと考えますが、

今後、設置に向けての考えはないのか、福祉保

健部長にお聞かせ願いたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 自殺防止を進

めていく上で、電話相談は大変有効であると考

えております。このため県では、今、精神保健

福祉センターにおきまして、平日の午前９時か

ら午後７時まで、こころの電話を開設している

ほか、この４月からは、自殺対策の技術支援機

関として「自殺対策センター」を設置し、各関

係機関への支援を行うとともに、だれもが利用

できるインターネットの運用を開始したところ

であります。また、民間におきましても、自殺

防止のための電話相談窓口が、毎週水曜日と日

曜日の午後８時から午後11時まで開かれており

ます。相談窓口の時間延長につきましては、い

ろいろ課題がありますが、特に相談員の確保が

必要となりますので、県としましては、民間団

体と連携して相談員の養成に努めてまいり、で

きる限りの時間延長・拡大を図っていきたいと

考えております。

○宮原義久議員 幾つかの、時間の限られた中

での相談窓口、電話での相談窓口とかというの

もあるようでありますが、できればそういった

方がすべて連携をとって、こういったのもあり

ます、こういったのもあります、こういったの

もありますという形ではなくて、一つにまとめ

た形で対策を打つほうが、多少温度差もないの

かなというふうに思います。十分そのあたりは

一本化して、他県で、宮崎県より自殺率が低い

ところが設置されている状況もありますから、

やはりそういった方向に持っていっていただき

たいというふうに思っております。要望として

おきます。

次に、学校教育現場でも、いじめ等で自殺に

より若い命が絶たれるとの報道を新聞、テレビ

等で目にしますが、命の大切さ、自殺防止に向

けての教育を、どの程度の時間をかけてどのよ
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うに行っているのか、教育長にお伺いをいたし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 各学校におきまして

は、道徳の時間における「いのち」をテーマと

した学習はもとより、各教科や総合的な学習の

時間等におきまして、保育園などでの乳幼児と

の触れ合いや、動植物の飼育・栽培など、さま

ざまな体験活動を取り入れ、かけがえのない命

や死の重さについて、子供たちに実感させる取

り組みを行っているところであります。このよ

うに、すべての教育活動を通して、自他の

「人」としての命を大切にする心を育てていく

ことが、ひいては自殺の防止につながるものと

考えております。県教育委員会といたしまして

は、今後とも、家庭や地域、関係機関との連携

を図りながら、学校における「命を大切にする

教育」の推進に努めてまいりたいと考えており

ます。以上です。

○宮原義久議員 それでは、もう時間がありま

せんから飛ばしますので、最後に、三世代同居

の推進に向けた施策について提案をさせていた

だきたいと思います。

近年、親が自分の産んだ子供を殺害する、ま

た、逆に子供が親や祖父母を殺害するなど、世

の中がおかしくなっていると感じております。

高齢化の面からは介護の問題がよく取り上げら

れますし、子供たちの面からは、いじめや不登

校などの問題が取り上げられます。県内多くの

世帯で核家族化が進み、三世代が同居する家庭

も少なくなっていると思います。自分の親の面

倒を見るのが当たり前であった親の時代と違

い、他人任せとなっております。私の家でも、

母を中心に６年間寝たきりの祖母を見ました。

その姿を見ていて、親のできるだけの面倒を見

るのは当然であると、私は思います。今の親

が、子供だけには迷惑をかけたくないなどと言

う話をよく聞きますが、自分の子供にまで遠慮

すること自体がおかしいと考えます。在宅で多

少の介護ができる環境、両親・祖父母と同居で

きる環境、子供のいじめ等の早期発見や不登校

防止にもつながっていくと考えます。よいこと

悪いこと―一つ屋根の下で三世代が暮らすこ

とはすばらしいことであると思います。そうし

た施策の推進は考えられないものかということ

で、知事にお願いをするつもりでしたが、既に

時間は過ぎておりますので、こういった施策を

考えていただきたいということを要望いたしま

して、すべての質問を終わります。ありがとう

ございました。

○坂口博美議長 ここで暫時休憩をいたしま

す。

午後２時47分休憩

午後３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、外山三博議員。

○外山三博議員〔登壇〕（拍手） 最近は一般

質問４人で来たんですが、なぜかきょうは５人

になりまして、ちょっとはみ出してしまいまし

た。お疲れのところ申しわけありませんが、し

ばらくおつき合いをお願いいたします。

まず、宮崎港の整備について質問をいたしま

す。

宮崎港は、昭和48年に、昭和60年を目標とし

た当初の整備計画が策定されました。その

後、63年に計画の改定が行われ、さらに平成15

年に新たな計画改訂が行われ、今日に至ってい

ます。そこでまず、宮崎港の開設の目的はどの

ようなことであったのか、お尋ねをいたしま
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す。そして、その後、二度にわたって計画改訂

がなされていますが、どのような理由で計画改

訂がなされたのか、また、平成15年の改訂計画

の目標年次はいつなのか、お尋ねをいたしま

す。また、これまでに宮崎港整備に使われまし

た総投資額はどのくらいになっているのか、県

土整備部長にお尋ねをいたします。

次に、青島の活性化計画についてお尋ねいた

します。

青島が観光地として衰退して久しくなります

が、往年の栄えたころの青島を知る者として

は、大変寂しい限りです。衰退していった原因

がどこにあるのか。青島そのものの魅力が現代

の人々のニーズと違ってきているのか、または

人々の感覚に合った観光地づくりをすることを

怠ってきたのか。しっかり検証する必要があり

ます。私は、青島の周辺をしっかり整備してい

けば、十分昔の人気を取り返すことができると

信じています。幸い、宮崎市が青島地区活性化

基本計画をまとめられました。宮崎市が中心と

なって活性化計画を進められることは当然のこ

とと思いますが、県も市と協力して、ぜひ青島

が魅力のある観光地としてよみがえるよう、努

力をしてもらいたいと思います。そこで、県

は、市が発表しました青島地域活性化基本計画

に対してどのように対処していかれるおつもり

か、商工観光労働部長にお尋ねをいたします。

後の質問は質問者席からいたします。（拍

手）〔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。

青島地域活性化基本計画への県の対応につい

てであります。青島地域は、宮崎を代表する観

光地の一つであると認識しておりまして、その

活性化を図ることが、宮崎観光の再生にもつな

がるというふうに思っております。このため、

平成18年度から３カ年の県の補助事業を通じま

して、市が行いました青島地域活性化基本計画

の策定や、地域住民が主体となったキャンドル

ナイトプロジェクトなどの観光振興の取り組み

に対し、支援を行ってきたところであります。

青島地域活性化基本計画につきましては、長年

の懸案だった旧橘ホテルの問題が解決を見つつ

あることもございますので、その辺を踏まえま

して、今後、市や県の関係部局と連携しなが

ら、計画の実現に向けて協力してまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

宮崎港につきましては、昭和48年に港湾計画

が策定されまして、それ以来、平成２年にフェ

リーが就航するなど、内貿貨物を中心に港湾取

扱貨物量が県一となるなど、県内の産業経済に

欠かすことのできない重要港湾の一つでござい

ます。そして、最近では、平成15年に港湾計画

を改定いたしまして、その中で、これまでは宮

崎の海の玄関口として南九州の物流拠点港とい

う位置づけをしておりましたけれども、それに

加えまして、国内物流機能の強化あるいは外国

貿易機能を新たに加えるといった形で、より一

層の機能の充実を図ることとしたところでござ

います。

これまでの総投資額でございますけれど

も、19年度末までで1,423億となっております。

計画改訂後につきましては、15年３月から昨年

度までに、国の事業として約25億円、県の事業

として約１億円を投資しているところでござい

ます。以上でございます。〔降壇〕

○外山三博議員 今、約1,420億の投資で宮崎港

を改築してきたということですが、国の持ち
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分、直轄の事業分と県の仕事をしていく分との

区分、どこを、どういう基準で、どこが国でど

こが県か、そこのところをちょっとお尋ねいた

します。

○県土整備部長（山田康夫君） 基本的には、

港湾管理者が施設整備を行うことになっており

ますけれども、港湾法によりまして、重要港湾

の中で主要な施設につきましては、国との協議

の上、事業主体を決めることとなっておりま

す。主要な施設を具体的に申し上げますと、外

洋に面した防波堤、コンテナ船・カーフェリー

が利用できる岸壁、それから主要な航路などの

施設が対象となっております。この宮崎港につ

きましては、南防波堤、北航路、それからフェ

リー岸壁の耐震化事業、こういったものが国の

施行となっております。

○外山三博議員 次に、最近の宮崎港の取扱貨

物の状況についてお尋ねをいたします。あわせ

て、細島と油津の荷物の取扱量、そして、外国

からの荷物の量がどういうふうになっておるの

か、お尋ねをいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 宮崎港の取扱

貨物量は、平成18年が862万トンとなっておりま

して、県内港湾取扱貨物量の56％を占めており

ます。このうち、71％の615万トンが大阪航路等

のフェリーを利用した貨物となっております。

それ以外の貨物としましては、砂利・砂、石油

製品、セメント、完成自動車等となっておりま

す。

○坂口博美議長 暫時休憩します。

午後３時10分休憩

午後３時11分開議

○坂口博美議長 会議を再開いたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 細島港の取扱

貨物量でございます。438万トンでございます。

それから、油津港でございますけれども、156万

トンでございます。それから、宮崎港の外国貿

易取扱量でございますけれども、18年度実績で

１万トンとなっております。以上でございま

す。

○外山三博議員 細島と油津の外国取扱荷物量

もお願いします。

○県土整備部長（山田康夫君） 細島港が輸出

輸入合わせまして242万トンでございます。油津
※

港につきましては64万トンでございます。
※

○外山三博議員 それでは、これから県土整備

部長に―皆さん方に宮崎港の図面を配付して

あると思いますが、知事のところにもあります

か。ありますね。ちょっと小さくて目が薄い人

は見にくいかもわかりませんが―平成15年改

訂の改訂計画を、この図面の中でどこをどう

やって整備していくかということの説明をお願

いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 15年の改訂計

画につきましては、お配りの資料の赤で表示し

てある部分が改訂計画の内容となっておりま

す。主なものを申し上げますと、一番中央のほ

うに、沖のほうに出ておりますけれども、この

部分がいわゆる東沖防波堤ということで、くの

字形でございます。それから、左手に斜めに出

ております南防波堤の延長がございます。それ

から、左端のほうにございますけれども、一ツ

葉防砂堤、中ほどの東防波堤の―湾内の東側

でございますけれども―埠頭用地6.8ヘクター

ルでございますが、それの岸壁がございます。

それから、西側の岸壁につきましては、耐震補

強、フェリー埠頭の耐震補強工事でございま

す。それから、右手のほうに行きまして、大淀

川河口の南側になりますけれども、導流堤がご

※ 213ページに訂正発言あり

平成20年９月24日(水)
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ざいます。これにつきましては、いわゆる八重

川のタンポリの遊漁船の航路確保という目的で

計画されたものでございます。それから、タン

ポリにつきましては、プレジャーボートが現

在、相当数おりますので、そういったいわゆる

係留のための桟橋ということが計画をされてお

ります。それと、臨港道路赤江線という形で大

淀川に橋がかかっておりますけれども、これに

つきましては、物流のトラック関係が、現在は

市街地を通っておりますけれども、これについ

て、一ツ葉有料道路とタッチして、高速交通の

中に組み込んでいきたいというようなことで、

計画を位置づけているところでございます。以

上です。

○外山三博議員 今、15年改訂の第２次改訂計

画ができて５年たちましたね。この５年の間に

今の、第１次改訂の分はほとんどできておるん

じゃないかと、私は見ておるんですけれども、

第２次改訂ができて５年たちましたが、今の説

明の中で整備ができたところがあれば、そこを

お示しください。

○県土整備部長（山田康夫君） 湾内の西側の

カーフェリー埠頭の耐震強化工事が終了いたし

ております。あとは、いわゆる緑地整備等でご

ざいます。以上です。

○外山三博議員 ほとんどできていないという

ことなんですが、それじゃ、平成15年からこと

しまでの、ここに投入された予算、お金、国と

県ごとにどういうふうになっておるか、お尋ね

をいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 国の事業が

約25億円、県の事業が約１億円となっておりま

す。

○外山三博議員 それじゃ、ことしの予算、国

のは別として、県は幾ら整備に予算を組まれま

したか。

○県土整備部長（山田康夫君） 20年度につき

ましては、この改訂計画に盛り込まれている分

は990万円でございます。

○外山三博議員 ことしは約1,000万ということ

で、それじゃ、この15年改訂の第２次改訂計

画、先ほど部長のほうから細かくどことどこを

やるんだという説明がありました。これの目標

年次とこれに要する総費用、総予算、どのくら

い見込んでおられますか。

○県土整備部長（山田康夫君） 現在の改訂計

画におきましては、平成20年代後半ということ

になっております。それから、事業費につきま

しては854億でございます。
※

○外山三博議員 膨大な予算が要るわけです

ね、854億。そして、20年の後半というと約10年

ですね。そういうような今の宮崎港の改訂計画

ですが、そこで、まずお尋ねしたいことは、こ

の第２次改訂計画が、５年前に改訂されてから

ほとんど進捗していない。その理由はなぜで

しょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） それぞれの計

画しております施設において、それぞれ課題が

ございまして、大きなものとしましては、いわ

ゆる外国貿易を対象とした施設整備をというこ

とで―これが一番大きな施設でございますけ

れども―これにつきましては、計画改訂のと

きは、いわゆる国内産の砂の採取規制に伴う外

国産の砂の輸入、あるいは中国への杉原木の輸

出、こういったことに対応するために、外国貿

易のための施設ということで計画をしたわけで

ございます。しかしながら、公共事業の減少に

伴いまして砂の需要が低下したということがご

ざいます。また、外国産木材との競合等により

まして、その当時予想したような取扱量には現
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時点では至っていないのが現状でございます。

○外山三博議員 第２次改訂計画の理念をずっ

と見ていきますと、今後、アジアに目を向けた

拠点港、そういうものをつくっていこうという

ことで、もちろん砂利・砂もありますが、その

ほかの物資の拠点港というような理念でこの改

訂がなされて、きょうまで来たわけですね。今

の時流、世の中が変わってきて、入ってこない

ということを言われましたけれども、入ってこ

ない理由が、整備がされていないから入ってこ

ないのか、入ってこないから整備をしなかった

のか、どっちなんでしょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） どちらが先か

ということでございますけれども、施設整備に

当たりましては、やはり現状を踏まえた今後の

需要の伸びといったもの、ある程度確たるもの

を踏まえた上で投資をしていくという考えでお

りますので、現時点では、残念ながらそういっ

た状況にはないというふうに考えております。

○外山三博議員 最初の理念から離れてきた宮

崎港―何で私がこの宮崎港をここで質問する

かといいますと、最初できてきた哲学というか

理念から少し外れてきて、今、中途半端な状況

になっているんじゃないかと。もちろん、財政

が非常にきつくなって、お金がないということ

もあります。だったら、またそれなりに計画変

更をする必要もあろうかと思うんです。

もう一点お尋ねをします。この東防波堤をこ

こにつくっていくとしたときに、大きな防波堤

を縦と横に持っていって、今ある防波堤をカッ

トするんですが、そのときに漁業補償問題が出

てくるような気がするんですが、そのあたりは

どうなんでしょう。

○県土整備部長（山田康夫君） 計画の改定で

新たに沖合に展開するという施設を具体的に実

施するということになりましたら、これは漁業

補償のそういった検討なり、それに向けての漁

業補償が必要となっていくというふうに考えて

おります。

○外山三博議員 しかし、５年前に、ここに防

波堤を新たにつくっていくという計画をつくっ

た。その段階で当然想定をされるのであれば、

何らかの漁業者との交渉なり、そういうテーブ

ルなり、そういうものがあってしかるべきだと

思うんですが、漁業関係者とは今まで全くここ

の補償についての話し合いはしてこなかったと

いうことですか。

○県土整備部長（山田康夫君） 計画を拡大す

る中で、いわゆる南防波堤の延長等も含まれて

おりますけれども、南防波堤についてはいろい

ろ漁業関係者とお話をさせていただいておりま

すけれども、この沖合展開につきましては、計

画に見合った貨物の状況、そういったものがま

だ整っていないというようなことでございまし

て、着手するには条件が整っていないというこ

とから、現時点でまだ交渉の段階には至ってお

りません。

○外山三博議員 南防波堤については、交渉は

されたということ。ということは、今後、具体

的な整備計画に入っていけば、交渉の過程で漁

業補償の問題が出てくる。ということは、当然

この854億プラス漁業補償費が入ってくるという

ことが想定できます。そういうことですね。

○県土整備部長（山田康夫君） そういうこと

になろうかと思います。

○外山三博議員 854億円、これから10年ぐらい

かかっていく。ことしの予算が1,000万を切る予

算ですね。ことし、担当の県土整備部のほう

で、ここに予算を1,000万でいいですと言われた

はずはないんですね。ないと思う。直轄の部分
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を引いても、毎年合わせて80億ぐらい要る。そ

うすると、県でも、10億台から20億ぐらいは要

ると思うんです。そういうような予算を措置し

ていかないと、この改訂計画は全然日の目を見

ないということになります。そこで、ことしの

予算が1,000万だったということは、県土整備部

としては財政当局にどういう要求をされたんで

すか。

○県土整備部長（山田康夫君） 財政当局に

は、それに沿った形で要望を出しております。

○外山三博議員 ちょっと意味がわからないん

ですが、それに沿ったというのは、何に沿った

……。

○県土整備部長（山田康夫君） 県の事業とし

ては1,000万ということで財政当局に対しては要

望しております。

○外山三博議員 ということは、担当の部とし

てはこの改訂計画をやっていく意思はないとい

うふうにしか……。これは管理費にも足りない

お金ですね。ですから、この計画そのものをど

ういうふうに現在考えられておるんでしょう

か。

○県土整備部長（山田康夫君） 計画の具現化

につきましては、もろもろのクリアすべき課題

等がございますので、そういったことに取り組

みながら、そして、次年度これはいけるという

ふうに判断をしたものについて、今後とも要望

して取り組んでまいりたいというふうに考えて

おります。

○外山三博議員 総務部長にちょっとお尋ねし

ますが、今、部長が言われたように、県土整備

部からは財政当局にそういう要求は全然上がっ

てこなかったんですか。上がってきたけど、こ

んなに出せないよと言われたのか、どうでしょ

う。

○総務部長（山下健次君） 私が査定したわけ

ではございませんので、詳細は承知しておりま

せんが、基本的には、そういった大きな額のも

のを要求するとかいうことになると、当然、過

去の経緯なり、あるいは計画の成熟度なり、そ

ういったことを前提に、現下の財政状況を踏ま

えた上で査定することになるかと思います。

○外山三博議員 この件は、最終的には知事が

決裁されたわけですから、知事の見解は最後に

またお尋ねをいたします。

それでは、ちょっと話を変えまして、マリー

ナというのが左のほうにありますね。このマリ

ーナの今の使用状況というか、船がどのくらい

入っておって―干潮のときには大きなクルー

ザーなんか出入りができないということも聞い

ておりますが―状況はどんなになっています

か。

○県土整備部長（山田康夫君） サンマリーナ

宮崎の利用状況についてでございますけれど

も、海上部の浮き桟橋と陸上部のボートヤード

を合わせまして、収容可能隻数の約７割に当た

る120隻程度のヨットあるいはモーターボートが

利用しているところでございます。

それから、砂の埋塞でございますけれども、

マリーナ航路における砂につきましては、台風

など異常気象時の波の影響によるものでありま

して、毎年しゅんせつをやってきております。

しゅんせつに要した費用でございますけれど

も、平成13年のオープンからことし８月までで

約２億9,000万円となっております。

○外山三博議員 ことし1,000万弱しか予算がな

ければ、しゅんせつ費用もありませんね。これ

はどんなふうに対応されますか。

○県土整備部長（山田康夫君） 1,000万との関

係でございますけれども、改訂計画に盛り込ん
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でおります事業費に見合う予算が、先ほど言い

ました20年度1,000万ということでございまし

て、こういった維持費等につきましては、それ

には含まれておりません。

○外山三博議員 それは別個に予算化してある

ということですか。相当な費用をこのしゅんせ

つのために使うということであれば、毎年毎年

無駄なお金が出ていくわけです。その抜本的な

解決を図らないことには、これは無駄なお金で

すね。私もこの宮崎港にはしょっちゅう行って

見ていますから大体わかりますが、カーフェリ

ーが入ってくる航路のほうはそんなに砂がたま

りません。それを考えると、左のほうのマリー

ナの入り口にたまるわけですから、この右の航

路のほうに出入り口をつくるということも一つ

の選択肢だろうと思うんですが、そういうこと

は考えられませんか。

○県土整備部長（山田康夫君） お話のとお

り、案としては航路の位置を主航路側に変更す

るということも考えられると思います。しか

し、非常に多額の費用を要するなど、さまざま

な問題があるのではないかというふうに思って

おります。また、ヨット等も使います。動力の

ないそういったヨットが主航路を航行します

と、安全性の観点からも問題があるのではない

かというふうに考えているところでございま

す。

○外山三博議員 多分、こっちの航路のほうに

水路をつくると、橋をかけなくちゃいけない。

ヨットのへさきが当たるということを言ってお

られるんだろうと思うんですが、それはわから

ないじゃないんです。しかし、このままじゃ、

これは本当に大変ですよ。そこで、私もいろい

ろ考えるんですが、内海港というのがあります

ね。前もこの議会でどなたかが議論の中で、

ヨット等のレジャー船を内海港に移管したらど

うかという話をされたときに、あそこは、堀切

峠から向こうは大雨が降ったら通れなくなるか

ら、いざというときにはヨットの所有者の人た

ちが困るという話。ところが、今度あっちにバ

イパスができました。ですから、内海には幾ら

雨が降ろうと、台風が来ようと、いいわけです

ね。あそこの内海港をこういうプレジャーボー

トの基地として使えないかどうか。部長、どう

でしょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） サンマリーナ

宮崎は、サンビーチ一ツ葉と一体となった海洋

性レクリエーションの拠点として、今や本県の

重要な観光資源となっております。マリーナ港

口の堆積問題につきましては、やはり船舶の安

全確保のために最小限の維持しゅんせつは必要

であると考えておりまして、現在、経済的工法

の検討、こういったのを進めておりますし、

しゅんせつ土砂の有効利用など経費削減に努め

ているところでございます。また、内海港につ

きましては、宮崎港を補完する港としての役割

を担っておりますけれども、宮崎港の整備に伴

いまして一部貨物が宮崎港へシフトしていると

いった状況にございます。こうしたことから、

青島・内海地区のヨットあるいはモーターボー

トの係留場所としての利活用、こういったもの

を検討していきたいと考えております。

○外山三博議員 後ほど青島の活性化計画につ

いて質問をしますが、レジャー用のヨットとか

クルーザーなんかを内海地区に持っていくこと

は青島の活性化にもつながるというふうに思っ

ておりますから、将来の一つの課題としてぜひ

御検討いただきたいと思います。

続きまして、大淀川の下流のほうの導流堤が

計画の中に入っております。これは直接、宮崎
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港と関係ないんですが、港湾区域ということ

で、ここに位置づけされていますね。私も、こ

れは６年か７年前にこの議会でも、委員会でこ

の議論をした記憶があります。そして、当局の

ほうは、どうしてもここに導流堤をつくる必要

があるんだということを熱心に言われた。とこ

ろが、全然手がついていないんです。これは何

で……。予算の問題ですか、それとも何かほか

に理由があるのか。もうつくる必要がなくなっ

たんですか。

○県土整備部長（山田康夫君） 大淀川河口の

南導流堤につきましては、津屋原沼―通称タ

ンポリでございますけれども―を利用してい

る小型船舶などの安全な航路を確保するために

計画をしたものでございます。事業に当たりま

しては、タンポリの小型桟橋の整備の見込み、

あるいは地元関係者との合意形成、費用対効果

など、幾つかの検討課題がございますので、現

在、そういった課題の一つ一つについて整理を

行っているところでございます。

それと、今までの発言の中で数字の訂正がご

ざいますが、よろしゅうございましょうか。済

みません。港湾計画の中で要する費用で、全事

業が854億と申し上げましたけれども、837億円

でございます。それと、外国貿易の中で細島と

油津の数字を申し上げましたけれども、私が申

し上げました数字は速報値でございまして、正

確な数字につきましては、私が申し上げました

のは細島港が242万トンでございますけれども、

これは205万トンでございます。それから油津港

が、64万トンが70万トンでございます。申しわ

けございません。訂正させていただきます。

○坂口博美議長 時計をちょっととめてくださ

い。

暫時休憩します。

午後３時41分休憩

午後３時46分開議

○坂口博美議長 それでは会議を開きます。

○外山三博議員 部長の答弁に対して、ちょっ

と私も確認したいんですよ。関係者のいろんな

調整等があるということだったんですが、当

時、この導流堤をつくる目的は、砂が堆積して

タンポリの中に船が入っていかなくなるので、

導流堤をつくることによって砂を流すようにす

るということで、この計画ができたと思ってお

ります。その後、日にちがたっていますね。そ

れで、砂がたまっておった当時の状況と今の状

況、今は導流堤をつくる必要がなくなっておる

のかどうか、そこのところをちょっと確認した

いんです。

○県土整備部長（山田康夫君） 導流堤を計画

に織り込んだその当時の状況でございますけれ

ども、もともと中央部に砂州が延びておったん

ですけれども、それが消失したということか

ら、高波浪の影響等によって船舶の航行に支障

が生じたと。そして、遊漁船等の転覆事故も多

発しております。そういったこととか、河川部

の埋塞、逆に八重川入り口の埋塞といったこと

で、航行に支障が生じているというようなこと

から、利用者の団体のほうから再三にわたり要

望がなされております。そういったことを踏ま

えまして、この南導流堤を改訂計画に織り込ん

だところでございます。現状につきましては、

まだ詳しく調査しておりませんけれども、現状

では、少なくとも転覆事故の多発とか、そう

いった状況にはございません。また、砂州につ

いては、そんなに明らかな形での砂州は復活し

ておりませんし、今のところそういった転覆事

故等の報告は受けておりません。
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○外山三博議員 時間がないので急いで先に行

きます。それでは最後に、この宮崎港に関して

知事の見解をお尋ねしたいんですが、先ほど県

土整備部長に、ことし1,000万ぐらいの予算しか

組んでいないのはどうかということを言いまし

たが、知事がことしの予算を査定されるとき

―知事のマニフェストにもこの宮崎港に関し

ては記述がありますし、利用者の意見を聞いて

整備をしていくということが出てきておりま

す。ところが、今の状況では達成率ゼロです

ね。そこで、ずっと今の話を聞かれたと思いま

すが、改訂計画があって、850億近く金がかかっ

ている計画をこのまま続けていくおつもりなの

か、それとも、場合によってはこの宮崎港を、

内貿というか、国内のフェリーを中心とした港

に特化して―細島は荷物の半分は外国貿易で

すね。それから、油津も相当な量が入ってきて

おります。この２つの港に外国貿易を特化して

いく。貴重な財源を有効に使う一つの方法、そ

ういう方法もあると思うんです。ですから、知

事はこの改訂計画をどういうふうにお考えに

なって、今後、県政として、宮崎港をどういう

ふうな港にしていこうと思っておられるか、お

尋ねをいたします。

○知事（東国原英夫君） 宮崎港というのは、

南九州の物流拠点として国内物流機能の強化を

図り、アジア諸国との経済交流に対応できる港

となることを目指しております。また、宮崎港

は、本県の経済活動の中心部に位置する港であ

り、将来においても、引き続き物流拠点として

大きな役割を担うものと考えております。私は

かねがね、物流対策の強化は、本県の産業振興

を図る上で大きな課題であると考えておりまし

て、その中で、海上輸送における宮崎港の果た

す役割は、これからも重要になると考えており

ます。

宮崎港の港湾計画が目標年次としております

平成20年代後半には、東九州自動車道を初め、

県内高速交通網の整備が大きく前進しているこ

とが見込まれます。このことは、宮崎港の背後

圏が大きく広がることを意味しており、南九州

における物流拠点としての宮崎港の重要性とい

うのは、ますます高まるものと考えておりま

す。また、今後の物流体系というのは、地球環

境問題への対応などから、大量かつ低コストの

海上輸送への転換が進み、港湾の果たす役割と

いうのはさらに大きくなると考えております。

したがいまして、今後、新たに生じる需要を的

確に把握しながら、積極的に企業誘致などを行

い、宮崎港の港湾計画の実現に向け努力してま

いりたいと考えておりますが、議員御指摘のよ

うに、計画が、非常に現状と計画された当時と

は違う状況になっておりますので、今後、関係

部局とも十分協議しながら検討をしてまいりた

いと思っております。

○外山三博議員 今、知事が言われたように、

現状は非常に厳しい。これをやるのに、こんな

にお金が要る。ですから、ひとつ、しっかり検

討いただいて、方向を考えていただきたいと思

います。

続きまして、青島の活性化計画について質問

をしてまいります。マスコミ等で、橘ホテルの

再開発について報道がなされておりますが、県

は、この橘ホテルを壊して新しい計画をつくる

ということについて、具体的にどのような説明

を受けておられるか、お尋ねをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 旧橘ホテ

ルの再開発になると思いますけれども、私ども

が聞いておりますのは、再開発計画の内容は、

平成22年春のオープンを目指し、和多屋別荘を
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中核とする企業グループが、コテージやレスト

ラン、物産館、駐車場等を整備するというもの

でございまして、年明けにも解体工事に着手し

たいということでございました。そして、旧橘

ホテルの解体費を含む総事業費約15億円につき

ましては、和多屋別荘を中核とする企業グルー

プが負担するというふうにお聞きしておりま

す。

○外山三博議員 私は子供のころから青島はよ

く知っておりますけれども、青島の現況を、

ちょっと数字を見てみますと、昭和59年に青島

神社に見えたお客さんが101万、平成19年が66万

なんですね。それから、亜熱帯植物園が昭和49

年が10万、19年が１万4,000、もう激減。それか

ら、宿泊客が、昭和49年、青島地区に76万6,000

人、それが平成18年が35万9,000人ということ

で、半分に減ってきております。こういう青島

の状況ですね。何で減ってきたのか。県は、な

ぜ減ってきたか、その理由をどのように分析し

ておられますか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 一つに

は、国内・国外を含めて観光地の多様化があろ

うかと思いますが、大きくは、近年の観光ニー

ズが、見る観光から体験・交流型の観光へと、

そして、団体旅行から個人・小グループでの旅

行へと変化していることなどが挙げられるとい

うふうに思っております。また、青島地域の大

きな魅力の一つに海水浴があるわけなんですけ

れども、近年のレジャーに対する志向の変化に

伴いまして、海水浴を楽しむ人々が減少してき

ているということも大きな要因の一つではない

かと思っております。

○外山三博議員 今、部長が減ってきた理由を

おっしゃいましたけれども、確かにそういう理

由で減ってきたことは間違いないんでしょう

が、その中に、旧橘ホテルのあの建物があるか

ら何もできなかったということがあるし、そし

て、市も県も、行政のほうがほとんど何もしな

かったというか、できなかったというか、行政

が何もやってこなかった。私は、青島が衰退し

ていった大きな責任は、やっぱり行政にあると

思うんですよ。ですから、この際、あそこに新

しい展開が始まるということであるならば、県

も市と協力して思い切った施策の展開をすべき

だと思うんです。そこで、知事にちょっとお尋

ねしたいんですが、宮崎市から知事のほうに、

この青島活性化計画について―県有地があり

ますね、植物園、それから国民宿舎の跡地を含

めた―協力要請が市長から直接あったかどう

か、お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） はい、ございまし

た。

○外山三博議員 具体的にはどういう協力を要

請されましたか。

○知事（東国原英夫君） 一体的な開発とか活

性化が必要なので、県に、県の保有地も含めて

協力をお願いしたいというような依頼がござい

ました。

○外山三博議員 市長が直接、知事のところに

協力の要請に見えたということは、市も本気で

取り組んでいこうという姿勢だろうと思うんで

す。そうなれば、私は、県の所有しておる国民

宿舎の跡地と植物園をどのような形で市のほう

に使ってもらうか、その辺が大事だと思うんで

すが、活性化計画に、その辺の絵がかいてあり

ますね。レストランとか物販所とか、そういう

絵がかいてありますが、県としては、現在、具

体的にはどういう形であそこを市のほうに―

例えば全部貸与するのか、部分的に貸与するの

か、その辺のところをどういうふうに部長はお
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考えでしょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） 市が策定しま

した青島地域活性化基本計画でございますけれ

ども、その中では、例えば青島亜熱帯植物園、

この関係では、多くの樹木や景観、こういった

ものを生かしたいといった基本計画になってお

ります。県としましては、旧橘ホテル跡地の問

題解決の状況を見きわめながら、関係部局とも

連携を図って、今後は宮崎市と、基本計画の具

現化、そういった協議をやりながら、その中で

県としてどのようなことができるのか、検討し

てまいりたいというふうに思っております。

○外山三博議員 私は、部分的に市のほうに貸

与するのではなくて、協力するなら全部、市の

ほうにお願いする。ただし、その場合、あそこ

の植物園には非常に貴重なものがあります。１

つは、シンガポールの植物園と姉妹園を結んで

いますし、あそこの中には、アルゼンチンの県

人会から贈られたパラボラチョという木とか、

大王ヤシという宮崎県ではあそこしかないもの

とか、この前、行きましたら、アコウの木があ

りまして、２本の木がくっついた、珍しい―

何か知事も行かれて見られたという話を聞いて

いますが……。あそこの青島神社は、海幸・山

幸、要するに縁結びの神様ということで、こう

いうものがあるということで、今、部長は、前

向きに取り組んでいきたいということですから

……。ただ、あそこは各部がふくそうしておる

んですね。それで、知事のリーダーシップで、

ぜひ今言ったようなことを含めて、市と相当

突っ込んで議論してもらって……。あそこを

ずっと歩いてみますと、例えば松があるんです

よ、昔の保安林の名残の分が。亜熱帯植物と松

はちょっとマッチしないし……。そういうこと

を含めて、あそこをうまく使っていけば、相当

いい場所になると思っておりますから、お願い

をします。

ここでもう一つお聞きしたいんですが、今

度、和多屋別荘の小原社長が橘ホテルの開発に

入ってこられるということですが、これに対し

て、県が誘致企業としての認定ができないのか

どうか、部長のほうにちょっとお尋ねします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 誘致企業

ということですけれども、今の県の企業立地促

進補助金とかそういう関係で、誘致企業はやっ

ております。もともと企業誘致につきまして

は、宮崎県内の工業集積が非常に薄いといった

状況を踏まえまして、製造業を中心とした企業

立地を進めることによりまして、雇用機会の拡

大でありますとか、県内の地場企業等の技術力

向上とか取引拡大、そういうことを通して、本

県の産業構造の高度化、さらには、地域経済の

活性化を目的としてスタートしたものでござい

まして、それで取り組んできております。今回

の構想につきましては、ホテルの建設というこ

とがメーンだと思いますけれども、これにつき

ましては、近辺の既存の宿泊施設等々との関係

もございますので、なかなか難しいものがある

んじゃないかというふうに思っております。

○外山三博議員 既存のホテルはもう前からあ

るわけで、雇用の創出といえば、観光業のこう

いうホテルというか、こういう立地というのは

非常な雇用の創出になるんですね。これは難し

いという理由がよくわからないんですが、雇用

の創出といえば、県の誘致企業をずっと見てい

きますと、ソフトの開発事業者なんて、６人と

か７人の会社も誘致企業なんですね。ですか

ら、ちょっとわかりませんが、もう一度そこの

ところの説明をお願いします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 先ほど申
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しましたように、企業誘致につきましては、本

県における産業集積の薄い業種についてスター

トさせたということでございまして、情報サー

ビス業、特にコールセンターあたりもそうでご

ざいますけれども、情報化社会の進展に伴って

生まれた、本県に今までない、そういったＩＴ

を駆使した事業展開をする業種でありますの

で、その辺を含めて、今まで県内になかったも

のを新たに誘致するということでスタートした

ものということでございます。

○外山三博議員 宮崎県、観光がこれだけ落ち

込んで非常に危機的状況にあるんですよ。これ

を何とか行政でバックアップしていくというこ

とになれば、あそこの旧橘ホテルを解体する６

億か７億のお金も自分のところで投資してやろ

うという企業が出てくるわけですから、やっぱ

り市が中心となってやるにしても、県はそのぐ

らいの後押しをすべきじゃないかと思うんです

が、知事、見解をお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） ホテルに関しては、

観光用のホテル、ビジネス用のホテルにかかわ

らずホテルが県内に入ってきたら、それは全

部、企業誘致としなきゃいけないというような

ことでは、例えば、高千穂に新しい観光ホテル

ができたら、それも企業誘致にしなきゃいけな

いというような状況も出てきますので、それは

やっぱり財政的な面も含めて考えていかなきゃ

いけないと思います。ホテルに関しては、前か

らあるホテル、今、営業目的を同じくするホテ

ル、旅館業者の方たちのバランスを考えたら、

ちょっと厳しいのかなという感じは、現状で

持っています。ただ、おっしゃるように、観光

を促進するという面での企業誘致というので

は、またちょっと違った視点で見なきゃいけな

いという部分もありますので、観光を目的とす

るというようなところに、ちょっと視点を置い

て、これは一つ考える余地はあるのかなと思っ

ております。

○外山三博議員 私は、今回質問するに当たり

まして、和多屋別荘の小原社長と、この前ゆっ

くり時間をとっていただいて話をしました。私

が最初に何を聞いたかというと、「九州内にも

いろんな観光地がいっぱいある。その中でなぜ

あなたは青島に投資するんですか」ということ

を聞きました。そうしたら、小原社長は、「自

分はホテル業界、観光業界にずっといて、岩切

章太郎さんの影響を受けてずっと育ってきた。

ですから、青島を起点として日南海岸につなが

るこの宮崎の観光地というのは、自分たちの一

つのステータスであった。そういう思いをずっ

と持ちながら、宮崎の方が困っておるんだった

ら、私は自分が入ってきてやっていきたい」と

いうことをおっしゃいました。その心意気です

ね、だれも手をつけなかったあの廃墟に自分で

お金を入れていく。この姿勢を、私は非常に評

価しますし、その心意気というか理念に、県は

それなりの対応をすべきじゃないかと思いま

す。

それから、小原社長がもう一つ言っておられ

たのは、「青島をよくすることは九州の観光地

全部につながるんだ。今度、新幹線が鹿児島に

入ってくる。鹿児島に入ってきたお客さん方は

必ずほかに回って、そのまま新幹線で帰らない

よ。そのときに、やっぱり青島にきちっとした

受け皿をつくってもらうことによって九州全体

の観光の浮揚になる」、そういう話をされてお

りました。ですから、今度の小原社長の和多屋

別荘の展開というのは、一観光業者の展開とい

うよりも、宮崎の新たなスタートの展開だとい

うふうに私は思っておりますから、ぜひ今、私
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が申し上げたことをまた御検討いただきたいと

思います。

それから、あと２点だけ。時間がありません

が、これは昨年の９月議会での質問の中で、知

事答弁がどうも―時間がなくて後を聞かな

かったんですが、１点は、みそぎの池のことを

聞きました。そのとき知事の答弁は、あそこに

ついて、「先日、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たくさん出ていた

のに、あそこをセメントで固めてしまったため

に、江田神社のみそぎというスピリチュアルな

パワーが出なくなったとおっしゃっています」

ということで終わっているんですね。というこ

とは、知事も、あそこはコンクリートで固めら

れたというふうに思っておられるのかどうか。

そこのところ、いろんな人から指摘されたもの

ですから、ちょっとお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 昨年の議会で、みそ

ぎ池について、「セメントで固められている」

と申し上げました。これはスピリチュアルカウ

ンセラーの江原さんが、みそぎ池の周囲に、コ

ンクリート製の擬木とか遊歩道とかベンチ等の

人工構造物が設置されていることを指して、江

原さんが、「あのようにセメントで固められ

た」とおっしゃったことを、その表現をそのま

まお伝えしました。江原さんにとっては、あの

状況が、一般的に言うセメントでベタでずっと

固められたというよりも、ああいう人工物をつ

くることで「スピリチュアルなパワーが出なく

なった」とおっしゃっておられましたので、そ

のまま伝えたわけでございます。ということで

ございます。

○外山三博議員 そうやっておっしゃったと。

私はあそこに行って―擬木がずっとしてあり

ますが、あれは周りが壊れないようにしてある

だけなんです。そして、周辺は宮崎市がちゃん

と管理しており、立派な松林があり、市民の森

病院が建っていますし、その通路は舗装がして

あります。だから、私はそういうもので固めら

れたという認識は全然持ちませんし、知事も、

そうやって言われたけど、自分もそう思うか、

いや、言われたけど、おれはそうは思わない、

自分は思わない、そこのところまで言われて初

めて知事の答弁なんですよ。だから、きょう改

めて答弁をお願いします。

○知事（東国原英夫君） 答弁が完璧でなくて

済みませんでした。私も、そのセメントで固め

られたというのを聞いたときには、常識的な、

一般的な考え方として、これはセメントで固め

られているのかなという疑問を持ちました。で

も、スピリチュアリストの江原さんにとって

は、先ほども申しましたように、少しでも人工

的な手が入るとパワーが失われていくというよ

うな表現をされておりました。ただ、私個人と

しては、あれがセメントで固められているとい

う一般的な認識、見識は持っておりません。

○外山三博議員 もう一点、また西都原なんで

すが、西都原の男狭穂・女狭穂の木を切ったほ

うがいいというのは私の持論なんですが、この

前の知事の答弁は、「陵墓に関しましては、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難しいかなというよ

うな見解でいます」。これは知事の見解なんで

すが、宮内庁がこういう見解を持っておるの

は、私もよくわかっております。ただ、あそこ

を何とか調査しようということで、測量ができ
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るように間伐もしました。それから地中探査も

できるようになった。これは、やっぱり県が今

までそういう方向で取り組んできた成果なんで

すよ。だから、宮内庁の方針はこうだけれど

も、知事としては、やっぱりあれは切ったらい

かんと思っておられるのか、多少は切って見え

るようにしたほうがいいとお思いになるか、そ

このところをちょっとお尋ねしたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） 男狭穂塚・女狭穂塚

で、陵墓参考地として宮内庁により、その静安

と尊厳を保持し、それを基本とした管理が行わ

れているということでございます。ただ、あそ

こは調査等で多少手が入っているんですね。で

も、あの現物のまま、現状のままにしていただ

きたいという宮内庁の指導もございましたの

で、今のところはあのままだと思いますけれど

も、私の個人的な見解を求められるのであれ

ば、多少の見ばえのよさというか、観光誘致も

含めて、そういったものはされるべきじゃない

かと思っております。

○外山三博議員 大体考え方は私と同じ方向に

あるようです。以上で質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

○県土整備部長（山田康夫君） 先ほどござい

ました導流堤関係でございますけれども、平

成16年６月議会において、この導流堤について

質疑応答がなされております。その中では、こ

の導流堤の技術的ないろんな課題が出てきてお

りまして、そういったことを踏まえて最後に知

事が答弁しております。具体的に申し上げま

す。「チェックすべきところをもう一回チェッ

クしまして、また御相談なり御指導なり受けな

がら進めていきたいと、このままとにかくゴー

サインを出すんだということじゃなくて、再度

チェックさせていただきたいというふうに思い

ます」と、こういうふうに知事が述べておりま

す。私どもとしては、これを踏まえまして、そ

ういった技術的な課題―先ほど私が申し上げ

ました中で、「幾つかの検討課題」というふう

にくるめて申し上げましたけれども―を含め

て今後、整理をさせていただきたいというふう

に考えております。以上です。

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時14分散会


