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午前 10時０分開議

出 席 議 員（45名）
5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 川 添 博 （無所属の会）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 高 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 廣 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 井 本 英 雄 （ 同 ）

32番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

33番 野 辺 修 光 （ 同 ）

34番 浜 砂 守 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 水 間 篤 典 （ 同 ）

47番 中 村 幸 一 （ 同 ）

48番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 星 原 透 （ 同 ）
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病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教育委員長職務代理者 大 重 都志春

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 大 野 俊 郎
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◎ 一般質問

○坂口博美議長 ただいまの出席議員43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。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、外山良治議員。

○外山良治議員〔登壇〕（拍手） 社民党の外

山でございます。

北京パラリンピックは、大会スローガン「ひ

とつの世界、ひとつの夢」として、約８億人の

障がい者に勇気と希望、感動を与え、閉会しま

した。今大会の特徴は、北京大会からオリン

ピック組織委員会が運営する初めてのパラリン

ピックとなったこと、競技スポーツ的色彩が一

層強まった大会と言われております。我が国の

金メダルは、アテネ大会では17個から５個へと

急減しています。宮崎県では、スポーツ振興法

に基づくスポーツ振興審議会が開催されたよう

です。障がい者スポーツについても強化策が熱

く議論されたものと思います。

本県行政の中でうれしい驚きの一つに、交通

事故死者の昨年同期比約40人の減少がありま

す。警察官の御努力にまず敬意を表します。本

部長は減少原因をどのように分析されているの

か、答弁を求めます。

また、自殺者、いわゆる自死者の増加傾向に

歯どめをかけるため、施策を強く求めてきまし

た。本年１月から８月の昨年同期比について教

えてください。

宮崎県の周産期医療と療育の現状についてお

伺いをいたします。

厚労省研究班の調査では、低出生体重児

（2,500グラム以下）の出生率は約9.5％で、11

年前より約３割増加し、その原因として、晩婚

・晩産、不妊治療等が背景にあると言われてい

ます。低体重児対策としてＮＩＣＵがありま

す。低体重児は、呼吸障害等の慢性疾患などに

関連した医療的処置を引き続き必要とする場合

が多いとされ、退院に際し、保健、医療、福祉

の連携のもと、在宅療育支援計画の作成、保護

者への障がい者に関する知識や処置についての

説明と理解、さらにＮＩＣＵ入院期間中から必

要に応じて吸引等、家族へのトレーニングの実

施、また在宅療育移行の事前段階として一定期

間、早期療育を受けながら、在宅への移行準備

が必要とされております。本県のＮＩＣＵの現

状、及び指定病院から在宅療育移行の事前段階

の取り組みに対する現状と課題について答弁を

求めます。

また、本県におけるＮＩＣＵ入院件数、及び

重度疾患の後遺症を持つことになった数につい

て答弁を求めます。

さらに、県北ブロックは、延岡県立病院にＮ

ＩＣＵ７室となっています。ブロック面積割合

は、昨年の出生児に対して現状はニーズにこた

えられているのか、19年度の搬送件数、手段等

について答弁を求めます。

ダムと海岸侵食の現状と課題についてでござ

います。

海岸侵食問題が全国的に顕在化している中、

国交省は、「海岸侵食対策と利水ダムの機能の

維持・回復のための土砂管理対策検討委員会」

を平成14年度に設置しています。設置の背景及

び趣旨の中で、「海岸侵食は、土砂の供給と流

出のバランスが崩れることがその大きな要因、

解決の一つとして、河川からの適正な供給土砂

を確保することが考えられる。このような状況

平成20年９月26日(金)
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に鑑み、河川においては、利水ダムの堆砂対

策、流域における土砂管理対策、海岸において

は、海岸侵食対策として河川からの供給土砂の

沿岸方向への広域的な有効活用方策等々、役割

分担などについて検討を行い、土砂の流れを自

然の流れに近づけるための施策を展開していく

ことが必要である。これらを総合的に検討する

ことを目的として委員会を設置すること」とし

ております。

本県の河川は、一級河川が大淀川水系４水

系237河川、二級河川は一ツ瀬川水系ほか52水

系237河川で、合計58水系474河川となっていま

す。ダムは、利水ダムが29、治水ダムが７、多

目的ダムが８となっています。多くが昭和30年

代から建設されています。人工構造物ダムの設

置による堆砂量は、県企業局、九電ダム総計は

約１億立方メートルとなっています。ダム総堆

砂量は本県の海岸侵食量の何年分に相当すると

推計されるのか、答弁を求めます。

エコクリーンプラザについてお伺いをいたし

ます。

エコクリーンプラザみやざきの調整池破損及

び脱塩能力の不足に端を発したふぐあいによっ

て追加負担を強いられた総額は、20年度見込み

も含めて約４億円と多額になっております。さ

らに、調整池の補修工事が約５億円、脱塩装置

改善工事、下水道管への接続工事、補助金返還

等々も考えられます。もし、さらなる負担を求

めることになった場合、責任の所在等の真相解

明なしには、関係議会及び県民の納得を得るこ

とはできないと思います。見解を求めます。

監査についてお伺いをいたします。

自治体の基本的な仕組みは、首長が予算を提

案、議会が可否を決定、監査は適正執行か否か

について監査すると思います。昨年に続いて外

部調査委員会が設置され、エコ問題について調

査をしています。これはある意味で議会及び監

査委員会にとって屈辱そのものだと私は思いま

す。代表監査委員としての見解を求めます。

１問、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。

本県ダムの総堆砂量と海岸侵食量の関係につ

いてであります。本県のダムの総堆砂量は、平

成19年12月末現在で約１億立方メートルとなっ

ております。一方、海岸の侵食量についてです

が、海岸の砂は季節により変動し、波打ち際は

前進後退を長期間にわたって繰り返しながら、

ある一定の傾向を持つようになります。このた

め侵食量の推定には、調査の継続によるデータ

の集積が必要であり、経費を要することから、

海岸侵食対策事業など事業化された区間のみで

の調査となっております。したがいまして、御

質問のダム堆砂と海岸侵食の関係について数字

としてお答えすることは困難な状況でございま

す。しかし、ダムには相当量の土砂が堆積して

おり、このことにより海岸は影響を受けている

と認識しております。

続きまして、エコクリーンプラザみやざきに

ついてであります。現在、外部調査委員会にお

いて原因究明や責任の所在を明らかにするため

の調査が進められております。この結果、業者

または個人の重大な責任が明らかになった場合

には、行政処分、損害賠償請求、告発などを検

討していくことになると考えております。以上

です。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 ＮＩ

ＣＵについてであります。ＮＩＣＵ―新生児

集中治療室でありますが―は県内には８つの

病院に合計で100床ございます。平成19年の県内

平成20年９月26日(金)
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のＮＩＣＵ入院者数は765名となっております。

そうしたＮＩＣＵから退院する場合のつなぎの

話でありますけれども、退院する場合に人工呼

吸器などの在宅療養が必要な場合は、それぞれ

の子供について、退院前に病院内で関係機関に

よる検討会を開催したり、退院後は県や市町村

の保健師が自宅を訪問して状況を把握し、必要

な場合は、関係機関との検討会や療育機関等へ

の紹介を行っております。しかしながら、十分

に支援できていない事例もあるかと思われます

ので、今後とも、関係機関との連携を密にしな

がら、きめ細かな対応をしてまいりたいと存じ

ます。

次に、県北地区のＮＩＣＵについてでありま

すが、県北地区におきましては、県立延岡病院

にＮＩＣＵが７床ございます。県北地区のＮＩ

ＣＵは、出生数等に比べますと、他の地区に比

べまして少ない状況にありますけれども、状態

が落ちついた新生児を紹介元の産婦人科医療機

関に転院させる逆搬送システムを取り入れてお

りまして、それによりベッドの確保に努めてお

ります。また、県立延岡病院で対応が不可能な

場合、医療的に病院でケアをすることが困難な

場合、あるいはどうしても空きベッドがない場

合には、総合周産期母子医療センターでありま

す宮崎大学医学部附属病院等に搬送をしている

状況であります。（「何件かと搬送手段」と呼

ぶ者あり）搬送方法は県の防災救急ヘリを使っ

ておりまして、19年度は新生児・未熟児の搬送

が８件ございました。以上です。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 交通死

亡事故の減少に関する所感ということで答弁さ

せていただきます。

御案内のとおり、県内の交通死亡事故はこ

こ10年間を見ますと、年間死者数が90人前後の

高どまり傾向が続いておりました。また、ここ

数年の高齢死者数は連続して40人台を超える増

加基調でございました。

そこで、本年、対策を進める上で特に留意い

たしましたことは、高齢者対策は当然重点なの

でありますが、漠然とした高齢者対策というこ

とでは、やはり総花網羅主義ということで実効

が上がりにくいと考えまして、重点指向を心が

けることといたしました。すなわち、事故の最

も典型的なパターンであります、一般のドライ

バーが交通弱者としての高齢者を比較的なれた

道ではねてしまうパターンの減少に、最大の重

点を当てて対策を進めてきたということでござ

います。

これに関連するものとして特に御紹介させて

いただきますと、高齢者対策として、高齢者の

おうちをローラー的に訪問しておりますけれど

も、この個別指導でも、実際の事故事例をきめ

細かく十分に理解していただけるような形で指

導を強化しております。昨年中、数的にも約４

万軒御訪問させていただいておりますけれど

も、ことしは８月末の段階で既にこれを超えて

おりまして、８月末で約４万2,000軒御訪問させ

ていただいております。

また、今の観点から、一般ドライバーの対策

といたしましては、昨年の12月から実施してお

りますけれども、免許更新時における講習等の

機会に、こういった高齢者の死亡事故の実態、

なれた道で皆さん方が高齢者の方をはねてしま

うんだということをよく意識してほしいという

ことをわかっていただくために、小テストをつ

くりまして、全員やっていただくということを

実施いたしております。これは息長く取り組む

必要があるんですが、一応８月末現在で県内全

免許人口の15％まで、こういう小テストの実施
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をいたしております。このほか、早目早目の事

故分析に伴うめり張りのある重点的な取り締ま

りでありますとか、道路管理者と連携した道路

環境の整備等を推進してきております。

このようなことを進めてきたところ、御案内

のとおり、最近の燃料費の高騰による交通量減

少というものも多少背景にあるのかもしれませ

んけれども、昨日現在で全死者数は28人、前年

同期比でマイナス36人でございます。これは減

少率で言いますと、現在のところ日本一の減少

率ということでございます。また、８月末現在

での人口10万人当たりの死者数を見ますと、

ちょうど昨年の人口10万人当たりの死者数が年

間で全国ワースト10の一員だったんですけれど

も、ことしはベスト10の一員ということで、ポ

ジショニングが著しくよくなって、今のところ

非常に良好な状態で推移をいたしております。

今後とも、全職員が一丸となって、特に現在、

秋の交通安全運動の推進期間中でございますの

で、交通死亡事故抑止に努めてまいりたいと

思っております。また、交通安全対策推進本部

長であります知事におかれましても、要所要所

で広報啓発活動の先頭に立っていただくなど、

大変御活躍いただいているところでありまし

て、今後とも、関係機関・団体と連携して一生

懸命頑張ってまいりたい、このように考えてお

ります。よろしくお願いします。〔降壇〕

○代表監査委員（城倉恒雄君）〔登壇〕 お答

えいたします。

環境整備公社の監査についてであります。公

社については、これまでおおむね３年に一度監

査を実施しており、前回は17年度でありまし

た。調整池の問題がその後に発生したわけであ

りますが、予定しておりました本年度の財務及

び工事の監査をいつどのように実施するかを検

討している中で、県が外部調査委員会を設置さ

れたところであり、この委員会は、経理、法

律、技術の各分野の専門家で構成されておりま

すので、調査の内容は質、量ともに高いレベル

のものになると思われます。したがいまして、

我々は、調査報告が出された段階で、その内容

に監査委員の視点を加え、監査を実施する計画

にしております。〔降壇〕

○外山良治議員 担当部長、自死者も聞いてい

たんですが、自殺者は昨年同期と比較をして23

人減少しています。本当に感動です。ただ

し、65歳以上、独居老人かつ女性の自殺者が10

名ふえております。こういう警察本部長が持っ

ている資料をリアルタイムでしっかりと受け

て、対応、対策というものに今後生かしていた

だきたい、そのことを要望しておきます。

まさしく、交通事故による死亡者が約40名も

減少した。これも一つのうれしい感動だと思い

ます。ある意味で政治は感動であるべきだと私

は常々思っております。中越大震災時、長岡市

での災害救助活動のレスキュー隊による子供の

救出劇はまさに感動でございました。反面、本

年７月、高千穂町で発生した死亡事故は、発生

が19時35分、熊本県内の病院で約６時間後に死

亡が確認され、最悪の結果となっております。

非常備消防地域で発生した悲惨な事故だと思い

ますが、経過、死亡原因等、詳細に答弁を求め

ます。あわせて反省点、今後の対応、対策につ

いて答弁をお願いします。

○知事（東国原英夫君） 高千穂町における死

亡事故についてであります。事故の経過であり

ますが、高千穂町役場に119番通報がありました

のが７月７日の午後７時37分、その20分後には

役場職員及び高千穂警察署の警察官が現場に到

着、８時13分に救急救命士２名を含む役場救助
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隊到着、８時20分ごろに阿蘇広域行政事務組合

消防本部へ応援要請、９時30分ごろに高千穂国

保病院へ医師派遣要請、同時刻に阿蘇広域救急

隊到着、10時51分に高千穂国保病院の医師が到

着、11時19分に救出を完了、翌８日１時15分ご

ろに熊本赤十字病院に収容されましたが、ク

ラッシュ症候群により死亡が確認されたと聞い

ております。

なお、今後につきましては、今回のような事

故に迅速に対応するためにも、また増大するこ

とが予想される救急需要に対応するためにも、

消防の常備化は大変重要であると考えられます

ので、消防非常備町村に対して、常備化に向け

た働きかけを積極的に行ってまいりたいと考え

ております。

○外山良治議員 クラッシュ症候群というのは

どういった疾病なんでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 災害とかで建

物の下敷になった場合に、長時間、体が圧迫さ

れた結果、それをいきなり下敷きから解放しま

すと、圧迫を受けていたときに筋肉内に生じま

した乳酸とか、そういった体に悪い影響を与え

る物質が血液中に一挙に放出されまして、その

結果、意識が混濁したり、最悪、心臓が停止し

たり、腎機能が悪化したりするというような症

状であります。

○外山良治議員 クラッシュ症候群というのが

話題になったのは阪神・淡路大震災でしたね。

約400件の症状があって、約50名がクラッシュ症

候群で死亡したと言われております。今回、高

千穂での事故について、現場での応急対応は点

滴による水分補給や、おっしゃったように、乳

酸・酢酸リンゲル液を使って血液中の毒素を薄

めるとされています。これは応急処置です。し

かし、最終的な治療は、血液をきれいにするた

めの血液透析・血漿交換などの血液浄化療法し

かないと言われております。救出後はできるだ

け早く人工透析することが必要とされています

が、今事案に対する対応は適切であったか、答

弁してください。

○総務部長（山下健次君） 高千穂町は消防本

部を持たない、先ほどお話がございました消防

非常備の町でございますけれども、今回の事故

におきましては、先ほど知事がるる申し上げま

したように、役場は通報を受けると、すぐに当

直職員が対応し、高千穂警察署への連絡を行い

ますとともに、事故現場へ直ちに出動したとい

うことでございます。もちろん、なかなか常備

消防と同じような陣容というわけにはまいらな

いんですが、これらの職員は、現場到着後は警

察と協力いたしまして、非常に足元の悪い中

で、ワイヤーによって事故車両を固定したり、

あるいはドアをこじあける試みをするなど、懸

命な救出活動を行いました。さらにはまた、事

故現場に最も近い阿蘇広域行政事務組合消防本

部への出動要請、あるいは高千穂国保病院へ医

師の派遣要請を行うなど、限られた状況下で精

いっぱいの救助活動を行ったのではないかと考

えております。

○外山良治議員 例えば、医者が到着したのが

３時間後。クラッシュ症候群というのは、同一

姿勢で固定され、それを一挙に救出した場合

に、先ほど部長がおっしゃったような症状が発

生して死に至ると。今回、３時間後に医者が来

ている。そのときに、これはクラッシュ症候群

として推察ができるわけですね。ですから、先

ほど申し上げたように、そういった点滴、水補

給はされていたんでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 当初出動いたしま

した高千穂町役場の救急は、当直の職員と、さ
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らにその後、救急救命士の資格を持つ職員が

行っておりますけれども、その際には御指摘の

ような処置はしていなかったようでございま

す。ただ、クラッシュ症候群ではないかという

可能性を考えまして、医師の派遣要請をしたと

いうふうに聞いております。医師到着後には点

滴を行ったということでございます。

○外山良治議員 これ以上申し上げません。宮

崎市の救急救命士に聞きました。宮崎市であれ

ば15分で救出ができると。本当に高千穂の人は

これだけ命が軽い。これは残念でなりません。

ですから、一日も早く常備化を急いでくださ

い。

今回の事案も含め、大規模防災訓練でも、医

師や看護師が救助隊員として一緒に現場で活動

し、迅速に現場の医療を行う場面が最近増加を

してきております。現在では、消防と医師・看

護師がスムーズに連携できるようにＤＭＡＴ、

いわゆる災害医療派遣チームが都道府県で設立

されているようでございますが、本県の取り組

みについて答弁を求めます。

また、本県のように、医療施設、道路事情、

医師の偏在、中山間地域の広域散在等を考慮す

ると、機動性、機敏性のすぐれたドクターヘリ

の導入が急務だと思いますが、答弁を求めま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ＤＭＡＴ、災

害派遣医療チームについてであります。いわゆ

るＤＭＡＴは、専門的な訓練を受けた医師２

名、看護師２名、事務員１名の計５名で編成さ

れるのが標準でありまして、大規模災害等の発

生後、直ちに災害現場等へ駆けつけ、活動でき

る機動性を持った医療チームであります。現

在、本県においては、県立宮崎病院に３チー

ム、宮崎大学医学部附属病院及び都城市の民間

病院にそれぞれ１チーム、合計５チームが結成

されております。ＤＭＡＴは、災害時の医療対

策としては比較的新しい取り組みでありますこ

とから、今後のチームの養成確保等が課題であ

るというふうに認識しております。

また、ドクターヘリでありますが、今回の議

会でも何回かお答えしておりますけれども、

おっしゃるように、多くの山間僻地を抱える本

県におきましては、僻地医療の確保や救急医療

体制の充実を図る上で大変有効な手段であると

考えております。しかしながら、導入に当たり

ましては、費用面はもとよりですが、拠点とな

る病院や医師等スタッフの確保、救急隊との連

携等、さまざまな課題があると考えておりま

す。特に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、全国

的にも医師不足が深刻化している中では、その

確保が最も大きな課題であると考えておりま

す。県といたしましては、今後、国の動き等も

踏まえながら、調査検討を行ってまいりたいと

考えております。以上です。

○外山良治議員 一番災害が多い県北地域のＤ

ＭＡＴ、先ほどチームがあるとおっしゃいまし

たか。どうなんですか。都城と宮崎市はある

と、周辺は。県北についてはどうなんでしょう

か。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県北につきま

しては、今のところＤＭＡＴはございません。

○外山良治議員 早急にチーム編成をしていた

だきたいと思います。

それから、消防力の向上の一つである救急救

命士についてお伺いをします。都城地区は、資

格取得のための協力病院が３施設あり、気管挿

管、薬剤投与の資格取得者が他消防本部と比較

して充実されているようであります。救急救命
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士、気管挿管、薬剤投与等有資格者の充実地域

と他の消防本部と比較して蘇生率がどのように

なっているか、答弁してください。

○総務部長（山下健次君） 救急救命士の中で

も、気管挿管あるいは薬剤投与のできる救急救

命士の状況でございますけれども、全体として

見ると、確かに御指摘のように、救急救命士218

名、４月１日現在で国家試験合格者がいらっ

しゃるんですが、このうち宮崎市消防局に11名

の気管挿管の実習を修了した職員がおります。

これに比べて都城市が９名ということで、人口

比からいきますと相当充実していると言えま

す。他の地区はゼロというところもございます

ので、やはりこういったところを充実するとい

うことが今後の課題と我々はとらえておりま

す。この結果、蘇生率、これは平成18年のデー

タでございますけれども、救急救命士が行いま

した気管挿管の人数が県全体で33人、薬剤投与

が７人ということでございますが、残念なが

ら、蘇生して１カ月以上生存した例は全県的に

ございません。以上でございます。

○外山良治議員 どんな資料でそんなことを

言っておられるのか、さっぱりわかりません

が、県北地区は、この点についても、薬剤投与

・気管挿管有資格者が少ない。また、ゼロとい

うところもある。今、蘇生率がありませんと。

あなたは何を言っていますの。これはおたくら

の資料ですよ。都城市消防局、救命率26.7％、

断トツ高い。後は言いません。ですから、こう

いった有資格者と蘇生率、救命率の差というの

は正比例をしていくわけです。都城のように協

力病院が３つある。延岡は１個しかない。です

から、こういうふうに有資格者が少ない。計画

的に充実していくべきではないのかというのが

１点。今後、協力病院というものをどういうふ

うにふやしていくかというのが第２点。それと

現在、高規格車に有資格者が搭乗している割合

というのはどのくらいでしょう。３点お願いし

ます。

○総務部長（山下健次君） 先ほど私、数字を

申し上げたのは、前提がございまして、いわゆ

る心肺機能停止の患者について、一般的には、

いわゆる気管挿管を行う主な症状としては、Ｃ

ＰＡ、心肺機能の停止した患者を言っておりま

して、その中で33人に救急救命士が気管挿管を

行ったと。薬剤投与は７人ということでござい

ます。

さらに、今お尋ねの計画的にということでご

ざいますが、私どもも、特に気管挿管につきま

しては、受け入れ病院がなかなか確保できな

い。というのは、１人育てると、実習は３ない

し４カ月かかります。全身麻酔300症例以上ある

病院で１人30例を経験しないといけないという

非常に高いハードルがございますので、なかな

か確実に確保していくことは難しい面がござい

ますけれども、協力病院等を今後さらにふやし

て、なるべく確保していきたいということでご

ざいます。なお、少しずつではございますが、

救急救命士が気管挿管できるようになったの

は、年次的には平成16年7月からだと思います

が、それ以来、逐次増加はしているということ

でございます。

○坂口博美議長 まだ答弁が……。３点。

○総務部長（山下健次君） あと１点について

は、後ほどお答えをいたしたいと思います。

○外山良治議員 １人有資格者をつくるのには

何十時間という時間がかかると。そんなことは

わかっています。ならば、例えば消防職員基準

定数と現状職員数、全国との比較、宮崎県にお

ける充足率は何％ですか。
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○総務部長（山下健次君） 手元にある数字が

消防団員の充足率でございました。消防職員に

つきましては、ちょっとお時間をいただきたい

と思います。

○外山良治議員 私が教えます。全国平均

は76.7％、宮崎県の場合には57.6％、ですか

ら、人がいないと。だったら、基準の全国平均

ぐらいに上げたらどうですか。それだけぎゅっ

と絞っておいて、人がおりませんからあきまへ

んわと。論理矛盾でしょう。ですから、これも

来年は消防職員を年次的に全国平均ぐらい上げ

てください。お願いします。

それから、いわゆるＮＩＣＵ関係ですが、部

長、ここで―知事でもそうですが―担当部

長が答弁される言葉はすばらしい、言葉だけ

は。ところが、私への答弁に、「障がい児・者

がライフステージにおいて、医療、保健、福

祉、教育としっかりと有機的連携を図って対応

してまいります」と、こうなるんですね。とこ

ろが、ＮＩＣＵの退院者からこういうアンケー

トが届きました。見られたでしょう。感想はど

うですか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） いろんな御意

見があるようでして、例えば、求めている助言

をこちらが聞かないと教えてもらえないとか、

いろんな御批判もいただいておるようでありま

す。そういうことにつきましては、それぞれの

担当する関係職員の資質の問題もあろうかと思

いますけれども、よりきめ細かな対応をしてい

く必要があると思っております。

○外山良治議員 このことを言い出すと長い時

間かかりますから、ただ一つだけ、医療、保

健、福祉、教育と有機的な連携を図るといった

ことはどういうことなのか、考えていただきた

い。

佐土原地区で、聴覚に障がいのある人が、あ

る中学校から県立高校に行く。小中学校のとき

には要約筆記を市単独でやっていた。一生懸命

頑張って県立高校に通った。要約筆記がない。

よって、保護者が１カ月10万ぐらい負担しなけ

ればならない。こういったことというのは、例

えば20～30年前から、豊中とかに保護者と一緒

に私たちはよく行きましたが、入学をするであ

ろう前年度に予算化していますよ。導尿が必要

な人、「あんたは医療的ケアが必要だから来る

な」、清武養護学校では、「酸素が要る」「前

例がない」、こんなことはたくさん聞きます

よ。

例えば、コーディネーターのかかわり、指導

を受けたか。15人の結果、「指導は全く受けて

いない」、15人中15人。「あり」というのはゼ

ロ。保健師が来たか。来たという人は、「訪問

あり」は12名、これは優秀、ただし１回こっき

り。ですから、ここで語られること、きのうも

ありました、障がいを認め合うと。認め合うと

いうことはどういうことか。物理的バリア、心

的バリア、制度的バリア、この３つを解消しな

ければ、相手を認めたということにはなりませ

ん。

福岡で我が子を殺害した。トイレが映った。

私は一瞬こう思った。これは身障トイレではな

いわなと。では、どういうことか。難病のお母

さん、多分―これは私の推察ですよ―座る

ことでしか用を足すことができないということ

は、恐らく筋無力症か何かでしょう、座ったら

立ち上がれない。ですから、子供に頼んだ。

「嫌」と言った。そのときの絶望感、失望感、

わかりますか。

日南に行った。かんぽの宿に大きな児童公園

があった。漏らしそうでありましたから、走っ
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ていった。身障トイレに入ろうとした。かぎが

かけてある。あのときのショック、わかります

か。わかり合う、認め合うということはどうい

うことかということを、担当部長……。余り苦

しめたらいけませんから、やめておきます。そ

ういうことをしっかり念頭に置いて、今後の施

策を講じていただきたい。

一番のバックアップシステム、こども療育セ

ンターがあります。小児科医がやめました。相

談件数はどのくらい変化していますか、答弁し

てください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） こども療育セ

ンターの相談件数でありますか。予約件数につ

きましては、平成19年４月から７月までを比較

いたしますと、小児科の診療が19年度の場

合、435件、20年度に入りまして93件というふう

に減少しております。

○外山良治議員 400件が90件に減った。その患

者はどこに行ったんでしょうか。おわかりであ

れば答弁してください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） かなりの方が

発達障がいの方だろうと思うんですが、受け皿

としては、市の「おおぞら」とかがありますけ

れども、非常に受診するまでに時間がかかると

いうことでありますので、細かいその後の状況

は把握しておりません。

○外山良治議員 そういったことをしっかりと

踏まえた上で、きれいな答弁ではなくて、現場

を反映したような答弁というものを今後気をつ

けていただきたいというふうに思います。

海岸侵食については、知事答弁もあったよう

に、例えば河川が海に土砂を提供する、そう

いったシステムというものを今後検討していく

という答弁がありました。私は、ある面、感動

しております。ぜひやっていただきたいと。

もう一点は、例えばどれだけ流出していって

いるかという計算はできていないということで

ございましたが、ちなみに、住吉海岸の年間の

土砂流出量というのは20万、マックスで30万立

米と言われております。それを単純に１億立米

で割ると、330年分、これがダムにたまっている

と。ですから、その量というのがいかに多いか

ということがおわかりいただけるものと思いま

す。ですから、たしか44ダムあると思います

が、この44ダムを年次的に―年次的にできる

かどうかわかりませんが―ダム堆砂をいかに

排砂し、河川に流出させ、海に戻すか、こう

いった一連の総合土砂管理というものを44ダム

の中でつくっていただきたいということをお願

いいたします。

それから、一つ気になることは、魚、いわゆ

る回遊する魚、アユとかウナギとかズガニと

か、いっぱい河川の魚がおります。この河川の

魚というのはどういうふうな変化になったんで

しょうか。例えば魚種、それと量、わかる範囲

で答弁してください。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 現在、河川に

生息するすべての魚種についてのデータはござ

いませんが、河川漁業で利用されておりますア

ユ等の主な魚の種類については、著しい変化は

見られていないようであります。

本県の漁獲量につきましては、昭和50年代に

は約700トン前後で推移しておりまして、昭和56

年の710トンをピークに年々減少しております。

全河川を対象にしました国の調査の最終年度に

なる平成15年度の漁獲量の総量は、約330トンで

あります。なお、この調査が終了した関係もご

ざいまして、平成16年度以降、県内主要河川で

あります五ヶ瀬川、一ツ瀬川、大淀川の漁獲量

は約200トン前後で推移をいたしております。
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○外山良治議員 魚種については調査はしてい

ないということですか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 魚種につきま

しては、すべての河川あるいはすべての魚種と

いう形での調査はいたしておりません。これは

国のほうの調査で、大河川の特定河川を対象に

した調査がございまして、特定の河川について

は、魚種が一応把握できているという状況でご

ざいます。

○外山良治議員 例えば、平成９年だったと思

いますが、利根川で河口堰をつくったという事

例があります。魚類が66種のうち、河口堰をつ

くったために21％が姿を消したということに

なっています。ですから、こういったことを十

分考えていただいて―例えばダムがある。遡

上限界がダムで切れる。ちなみに、44ダムのう

ち、魚道は何カ所あるんでしょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） 県内の44カ所

のダムのうち、魚道が設置されておりますのは

４カ所でございます。内訳でございますけれど

も、九電が管理するものが３カ所、旭化成が管

理するものが１カ所となっております。以上で

ございます。

○外山良治議員 アユで、棒高跳びで堤高40メ

ーターを跳び越して上流に行くアユなんか、い

てへんと思いますよ。そんなアユ、棒高跳びの

選手がおったら大変ですわ。そういったことを

考えて、今後、遡上限界というものを―上流

までどういうふうに流すか、これは河川の魚種

というものを含めて、担当部長、一回、全河川

調査をする気はないですか。答弁してくださ

い。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 私どもも、こ

ういった実態を把握することは必要だというふ

うに考えております。ただ、御案内のとおり、

予算等厳しい財政事情の中で、なかなか大変な

部分もございます。したがいまして、国が調査

されますそういった調査データの活用、それか

ら、中小河川につきましては、私どもも、内水

面漁協等の協力を得て現在も調査をいたしてお

りますので、そういったようなデータをきちん

と一元的に把握していくというようなことを進

めながら、調査の正確性を期していきたいとい

うふうに考えております。

○外山良治議員 常套手段、予算が予算がとい

うことがいつも出てきます。ちなみに、宮崎県

の基金が1,500億あったときに、宮崎県は大金持

ち、そのときに何でしやらんとですか。答弁し

てください。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 私もその当時

の事情を把握しかねますけれども、先ほど申し

上げましたように、大河川につきましては、国

が調査をいたしておるという状況もございまし

た。したがいまして、国の調査対象外でありま

す中小河川につきましては、逐次実施をしてき

たところでございます。そういうことで、よろ

しく御理解を賜りたいと思います。

○外山良治議員 了解しました。

エコクリーンプラザについてお伺いします。

知事答弁で、責任の所在が明確になった場合に

は告発についても考えるという答弁がございま

した。私、この問題については全くわかりませ

ん。ちなみに、会計検査院が入ったということ

ですが、「県環境整備公社に調整池の地盤沈下

の責任がある」とマスコミでは報じられていま

すが、これは事実ですか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） ７月14日か

ら16日までの３日間、会計検査が行われまし

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して、結論はまだ
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出されておりません。

○外山良治議員 質問したことに答弁してくだ

さい。

○坂口博美議長 事実かどうかということです

ね。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 私はそれは確

認いたしておりません。結論としてはまだ出さ

れておりませんので、会計検査の指摘とか、そ

ういう意味での発言があったということはない

というふうに思っております。

○外山良治議員 わかりました。ということ

は、マスコミが間違っているということです

ね。

もう一つどうしてもわからんのが、これだけ

ふぐあいが生じながら、なぜ検査が合格とされ

たのか、引き渡しを受けたのか、「調整池など

の計画・施工、ＰＣ工法決定などの意思形成過

程等資料がない」と説明されているが、これら

の資料は作成義務があるのか、また宮崎県文書

管理規程等で何年の保存義務となっているの

か、答弁してください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 廃棄物処理施

設に関係する法令におきましては、工法決定に

関する資料の作成義務については定められたも

のはございませんが、通常は作成されるべきも

のと考えております。保存でございますが、予

算に関する文書につきましては５年ということ

になっております。

○外山良治議員 これは公社だけではなくて、

作成義務はないんですよ、自治事務ですから。

県庁でも義務はありません。しかし、文書管理

規程では５年ですね。もう一度答弁してくださ

い。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 予算に関する

文書については、保存年限が５年ということに

なっております。

○外山良治議員 もう一点どうしてもわからん

のは、調整池第３水槽の補強工事について、変

更契約で実施しておりますが、この時点で施工

業者への民法570条及び566条による瑕疵担保責

任を問い、すべての補強工事を実施させるべき

であり、公社が負担すべきではないと思いま

す。なぜ原因の分析、責任の追及が行われな

かったのか、この事案の時効は何年か、変状原

因の覚書は公文書か私的文書か、私印でなくそ

れぞれを代表する団体印であれば公文書となる

のか、答弁してください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 何で検査調書

を作成したのかと。これは全く不思議なといい

ますか、現在、外部調査委員会の中で調査をし

ているところでございます。

それと、瑕疵担保責任についてでございます

が、これについては、建設に係る請負工事につ

いて、工事請負契約約款という契約上、物件の

引き渡し後２年、故意または重過失の場合は10

年というふうにされております。

次の覚書の問題でございますが、この覚書が

どういう経緯で、そしてどういう意思でつくら

れたかにつきまして、現在、外部調査委員会で

調査中であります。

それから最後ですが、私印が押されていると

いうことで―これは17年10月26日の文書だと

思いますが―公社の文書ということになりま

すれば、当然それについての伺いをとって公印

で発せられるのが通例だというふうに思ってお

ります。あの文書には私印ということでござい

ますので、どういう経緯、意思でつくられたの

かについては、先ほど言いましたように、外部

調査委員会で調査中でございます。

○外山良治議員 答弁がない。
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○坂口博美議長 公文書、私文書に係る部分で

２項目ありましたので……。答弁者が確認でき

ていないと思いますから、その部分、質問者か

らもう一度趣旨を……。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 私、今の質問

だけしか聞き取れなかったものですから、漏れ

がありましたら、もう一度質問をお願いしたい

と思います。

○外山良治議員 時計をとめてください、あっ

ちの都合だから。例えば、公文書となるために

は、公印かつ、それぞれの団体を代表する印鑑

であれば公文書になるのかと。今、私文書と

おっしゃったから、どういうことならば公文書

になるのか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） どういう文書

であれば公文書になるかということについて

は、公社におきましては、当然、その意思決定

について権限のある者までの決裁をとり、それ

については通常、公印、公社印として印鑑を押

されたものが公社の文書ということなると思い

ます。

○外山良治議員 ということは、私文書をもと

にして、負担割合を4,000万、4,000万、4,000万

としているのはおかしいんじゃないですか。答

弁してください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 先ほどの17

年10月26日の覚書については、確かに私印が押

されておりますが、例えば、この覚書がどうい

う経緯で上司についてそういう意思確認が行わ

れてされたものかとか、どういう意思でこれが

つくられたのかということについて、現在、外

部調査委員会で、関係者なりからそこの調査を

行っているということでございますので、現時

点では公文書、私文書という形での結論はまだ

出されておりません。調査中であるということ

でございます。

○外山良治議員 これ以上言ってもしようがな

いでしょう。

もう一点わからないのは、下水道担当部は、

公社の宮崎処理センターへの汚水投入はいつ

知ったのか、また下水道法第24条、第25条等に

照らして違反ではないのか、違法状態を解消す

るため、担当部は関係自治体にどのような指導

をしたのか、現在、違法状態は解消されている

のか、答弁してください。

○県土整備部長（山田康夫君） エコクリーン

プラザみやざきが宮崎処理場へ浸出水処理水の

搬入を開始しましたのは、平成18年７月であり

ますが、宮崎市の下水道部局から県土整備部へ

報告がありましたのは、本年の５月でございま

す。それを受けまして、県土整備部としては、

整理しましたところ、「補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律」、いわゆる適正化

法に規定する目的外使用に当たりますことか

ら、県としては、直ちに国への手続を進めるよ

うに指導しまして、この７月に、来年の７月ま

でを期限とする目的外使用の承認を受けたとこ

ろでございます。

下水道法上どうなっているのかということで

ございますけれども、第24条に「区域外からの

流入に関する事項」というのがございますが、

これは物理的に管渠に接続したものについての

定めでございまして、タンクローリーで持ち込

むといったことは想定されておりません。そう

いった想定外のことにつきましては、第25条

に、その他そういった必要なものについては条

例で定めるということがございますので、本来

でありますと、条例で規定することが必要であ

ると考えております。

○外山良治議員 ということは、違法状態が２
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年半ぐらい続いたと。それを県が知ったのはつ

い最近だと。それを知った上で宮崎市のほうを

指導したと。確かにそうなっています。宮崎市

の許可は１年というふうになっています。とい

うことは６月までに、エコクリーンプラザみや

ざきの脱塩装置及びクローズドシステムは破壊

されたと私は思いますが、どういうふうにして

いくのかということが最大の課題。時間がな

い。これらをどういうふうに短時間で解決を図

るのか、担当部長、答弁してください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 今お話があり

ましたように、塩処理問題は大変大きい問題で

ありますし、また対応するとなると、いろいろ

予算的なものもございます。関係市町村もござ

います。これにつきましては、現在、外部調査

委員会でその原因あるいは対策について検討を

していただいているところでございます。

○外山良治議員 時間もありません。代表監査

委員、私はいつも、社民党の議員ですから社民

党に対しては自信を持って、今まで30数年間歩

いてきました。監査委員は監査委員としてのプ

ライドがあるのか、そこがわかりません。とい

うのは、外部調査委員会が今やっている―監

査委員会の権限権能というものは、例えば資料

の提出を求めることができる、かつ出頭も命じ

ることができる、そして06年６月の改正では、

学識経験者等から意見を聞くこともできると

なっています。そして、あなた方が出頭を命じ

ても出てこない、資料を持ってこいと言っても

持ってこなければ、議会は自治法で定められ

た99条、100条委員会を設置して真相究明をす

る。これが60年間で蓄積をされた、地方自治の

蓄積の結果です。それをなぜしないのか、私は

わかりません。答弁してください。

○坂口博美議長 時間が両方とも過ぎておりま

すので、簡潔に。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 監査の基本的

な考え方、使命といいますのは、公正で合理的

かつ効率的な行政を確保するための指導や助言

をするというのが第一義の目的でございまし

て、不正や不法行為の摘発というのは、いわば

副次的な目的であるというのが、実務も学説も

共通の認識となっております。このような考え

に立ちますと、今回の案件への対応は、急いで

監査をするよりも、外部調査委員会の調査結果

を待って実施したほうが、より充実した監査に

なると考えているところであります。

○外山良治議員 これは警察のほうに少しお伺

いしたいと思いますが、例えば公文書等を…

…。

○坂口博美議長 質問者に申し上げます。時間

が経過しております。

○外山良治議員 文書毀棄罪というものがござ

います。公文書なり、そういったものを団体、

個人の都合によって毀棄及び隠匿した場合に、

そういった成立要件というものが、法律要件と

して構成された場合、そういったものがあるか

どうか、教えてください。

以上ですべての質問を終わります。（拍手）

○総務部長（山下健次君） 先ほどのお答えで

すけれども、高規格救急車は県内43台、救急救

命士218名、基本的には充足していると。ただ、

気管挿管あるいは薬剤投与ができる陣容はまだ

確保できていないということでございます。

○坂口博美議長 もうよろしいですね。

時間が双方とも経過をしましたので、以上で

外山良治議員の質問を終わります。

次は、河野哲也議員に入ります。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 質問が重複

していると思いますが、それだけ重要な案件で
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あるととらえていただいて、明確なる御答弁、

知事、関係部長、教育長、よろしくお願い申し

上げます。

まず、厳しい経済状況下での県政運営につい

てお尋ねいたします。

６月議会におきまして、原油高騰の中、中小

零細事業者、農業従事者への支援について、た

だしました。今回の補正予算において、国の補

助金を活用しながら、少額ながらもこれらの事

業者支援のための予算を組んでいただいたと理

解しております。

内閣府が発表した08年４―６月期の国内総生

産（ＧＤＰ）改定値は、物価変動の影響を除い

た実質で前期比0.7ポイント減、年率換算で３ポ

イント減と、１年ぶりのマイナス成長。世界的

な景気減速の影響を受けて内外需ともに停滞感

が強まっており、政府が事実上認めた景気後退

を裏づける内容となっております。ＧＤＰの５

割強を占める個人消費は0.5ポイント減、賃金が

伸び悩む中で生活必需品が値上がりし、消費者

の購買意欲は冷え込んでしまっております。

また、大和総研のデータ分析によると、「原

油高と穀物高によって、食料や外食、エネルギ

ーを中心に小売価格が上昇しており、家計の暮

らしぶりが急激に悪化している。しかし、その

度合いは地域別に見ると大きな開きがある」と

されております。これは、所得水準やライフス

タイル、気温にばらつきがあるため、価格が上

昇した品目に対する消費額が異なっているため

だとしております。食料、外食、エネルギー価

格の上昇によって、各都道府県でどれくらい家

計消費額が増加したか紹介いたしますと、04年

の月当たり消費額と08年４月と比較して、最も

増加したのは青森県、8,491円で、逆に増加額が

最も小さかったのは東京都、3,370円であり、青

森と東京との差は実に2.5倍強、また年間収入、

月平均比率で考えれば、青森県が1.7％に対して

東京都が0.5％と、両地域の差はさらに拡大する

こととなっております。ちなみに、宮崎県は

約5,300円、東京の1.5倍となっており、やはり

格差が顕著に見られます。原因を幾つか挙げて

おりますが、消費額の増加分の約８割がエネル

ギー価格の上昇によるものであったことから、

宮崎に当てはまる原因としては、特にガソリン

消費の差であると考えます。

知事はこれまでの答弁から、県内経済の厳し

さをよく掌握していると考えております。今、

我々議員も、県民の皆様から相談を受けても胸

を張って「任せてください」と言えない状況で

あります。代表質問において我が会派の長友代

表に知事は、「真に必要な対策に集中して的確

に対応する」と答弁されました。景気浮揚とと

もに、喫緊の県民生活支援策を打つべきである

と考えますが、知事の御所見をお伺いいたしま

す。

次に、自殺対策についてお伺いいたします。

「他人の不幸の上に自分の地位を築くな、こ

れがおやじから教えてもらった言葉です」とい

うのが、先日、知人の告別式で息子さんが語っ

たあいさつの言葉でした。人間らしくまじめに

生きて働いてきた方が病気になり、一線を退

き、会社経営を息子に譲る。その会社の厳しい

状況を知ってしまう。それを自分の責任と悩ん

だ末のことなのか、せめて会社がうまくいって

おけば、せめて手伝えるくらいに体が回復して

おけば、せめてだれかが声をかけておけばと、

遺族、関係者ののたうち回るような苦しみを目

の当たりにしました。なぜ懸命に生きた人間が

自分で死を選択するのでしょうか。自殺者が減

らない要因として、そもそも自殺の実態が解明
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されておらず、実態に即した対策が実行できて

こなかったとの指摘があります。

そうした中、自殺問題に取り組むＮＰＯや精

神科医、経済学者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人を地域別に解析された内容になって

おり、地域の特性を踏まえた総合的な自殺対策

を推進するに当たって、ぜひ活用すべきである

と考えます。

知事は、本県が19年、自殺率ワースト２に

なってしまったことを受け、昨年11月に庁内に

自殺対策推進本部を立ち上げて全庁的に取り組

むとされました。また、数値目標として、全国

のそれよりも厳しく取り組むとして、平成28年

度までに平成17年度を基準とした基準値で自殺

率を25％減ということを打ち出されました。白

書によると、本県は、警察署26地域とも圧倒的

に高齢者の自殺者が多くなっております。高齢

化の進展とともに、ひとり暮らしの高齢者も増

加しており、地域から孤立する状況がふえてお

ります。これが非常に懸念されるところでござ

います。福祉保健部長にお尋ねします。高齢者

の自殺予防をどう考えておりますか。お願いし

ます。

続きまして、汚水対策でございます。

７月、北海道洞爺湖サミットの議長国とし

て、地球温暖化問題に加えて水問題について、

ますます深刻化していくことが予想されるとし

て、保全のための技術提供等、積極的な提案を

示したのは御案内のとおりでございます。そこ

で、水資源の保全により一層の努力をしなけれ

ばならない本県の下水道等生活排水処理施設の

整備問題についてお伺いいたします。この問題

につきましては、平成16年に長友代表が２月と

６月に扱い、早期の整備を提案いたしました。

本県の生活排水処理率は全国に比べてまだまだ

低い状況であるということ、厳しい財政の中、

今行われている下水道事業をこのまま推進すれ

ば市町村の財政を圧迫しかねないこと、そのよ

うな状況から、処理水に問題のない市町村型合

併処理浄化槽の設置整備を提案されました。は

や４年たちましたが、どのような状況になって

いるのでしょうか。まずは県内の生活排水処理

の状況を環境森林部長、教えていただきたいと

思います。

最後に、教育再生への課題解決を試みたいと

思います。

「教育を破壊する力はとんでもない形で存在

している。日本の教育界に広く根を張ってい

る」と言われております。今回の学習指導要領

は、子供の学力を保障するための努力がされて

いると考えます。当たり前のはずなんですが、

今回、学習に習得という概念が入りました。世

の中にある学校は、習得を目標としています。

自動車学校は、運転免許を取れるように習得さ

せます。習得させないで練習だけさせる自動車

学校はありません。スイミングスクールは、泳

げるように習得させます。しかし、小中学校

は、算数のテストが５点、10点であっても、進

級させます。学級のテスト平均が他のクラスよ

り悪くても、教師は首にはなりません。学力差

は、習得させられなかった教師の責任と考えら

れていないからです。確かに、教師力、授業力

を鍛えなければと努力している教師を私は何人

も知っております。しかし、子供の平均点が悪

いのは自分の授業力が低いと考えるのではな

く、子供が悪い、家庭が悪いと思っている教師

がまだいるのです。漢字が書けないのは家で練
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習させない家庭が悪いと本気で思っている教師

が４割はいるという教育者もいます。教師だけ

でなく、教育研究者、大学教授、管理職の中

に、この基礎学力を習得させることに強く反対

する勢力があることなのです。

ことし４月、第２回目の全国学力・学習状況

調査が行われました。この実施目的を確認いた

します。また、今回のテスト内容は、その目的

達成に適していると判断できますか、教育長の

考えをお聞かせください。

以上で壇上の質問を終わります。後は自席で

行います。（拍手）〔登壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

県民への生活支援の対策についてでありま

す。県といたしましては、これまで特に影響を

受けている農業者や漁業者、中小企業者等を支

援するため、相談窓口を設置するとともに、省

エネ対策や融資制度の創設、拡充などに取り組

んでいるところであります。なお、厳しい状況

にあるのはこのような事業者だけでなく、一般

県民も同じであると認識いたしておりますが、

本県の財政状況が厳しさを増す中で、選択と集

中の観点から、県民生活を支える産業について

支援することが緊急かつ重要であると考え、こ

のような対応をしたところであります。また、

国民、一般県民への直接給付といったような対

策については、日本全体の課題でありますこと

から、国において十分論じられるべきであると

考えております。以上です。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

高齢者の自殺予防についてであります。本県

における65歳以上の高齢者の自殺は、全自殺者

の３割から４割で推移しており、高齢者の自殺

予防は大きな課題であると認識しております。

その背景には、体の衰えや病気から生じる悩

み、さらには家庭や地域での孤立感、将来への

不安などがあると考えられます。このことから

西諸地域では、高齢受給者証交付時に、うつス

クリーニングを実施し、うつ病の早期発見・早

期治療につなげるとともに、高齢者向けの健康

生きがいづくり「いきいきサロン」を開催し、

生きがいづくり、仲間づくりを推進するなどの

取り組みを実施しております。県といたしまし

ては、このような取り組みを踏まえまして、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んでまいりたいと

考えております。以上です。〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

県内の生活排水処理の状況についてでありま

す。県におきましては、平成19年３月に改定を

しました第２次宮崎県生活排水対策総合基本計

画に基づきまして、生活排水処理率を平成22年

度までに71.2％、平成26年度までに78.1％に引

き上げることを目標としまして、公共下水道、

合併処理浄化槽、農業集落排水施設等の整備に

取り組んでいるところであります。平成19年度

末では、公共下水道による処理率が42.4％、合

併処理浄化槽が18.7％、農業集落排水施設等

が3.5％となっておりまして、県全体では64.7％

と、ほぼ計画どおりの進捗となっております。

〔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。この調査の目的につきましては、文部科学

省の実施要領によりますと、国及び各教育委員

会、学校等がそれぞれの立場において児童生徒
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の学力・学習状況を把握、分析することによ

り、継続的な検証改善サイクルを確立するとと

もに、児童生徒一人一人に対する教育指導や学

習状況の改善に役立てることとなっておりま

す。調査の内容につきましては、国語、算数・

数学の学習指導要領に準拠し、ＯＥＣＤ、いわ

ゆる経済協力開発機構が実施しておりますＰＩ

ＳＡ調査なども参考にしながら、すべての領域

にわたって選択式や記述式などの形式で出題を

されております。また、学力と基本的な生活習

慣等との相関を見るための質問紙も作成されて

おり、調査の目的を達成する内容であったと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○河野哲也議員 それぞれ答弁ありがとうござ

いました。再質問に移ります。

国は、御案内のとおり、安心実現のための緊

急総合対策を打ちます。国民の生活防衛に役立

つことは何なのか訴えた我が公明党案を大きく

採用していただいた対策案です。今できる緊急

の経済対策です。平成10年の景気後退時の比で

はないのです。状況が明らかに違います。国の

とった緊急経済対策をどのようにお考えか、知

事にお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） ８月29日に閣議決定

されました国の安心実現のための緊急総合対策

につきましては、経済成長と財政健全化の両立

を堅持することを基本とする一方で、高速道路

料金の引き下げや特別減税などが盛り込まれて

おります。また、地方公共団体がこの緊急総合

対策に取り組むに当たり、地方財政の運営に支

障が生じないように対応することや、道路特定

財源の１カ月分の地方税減収分の財源措置な

ど、地方への配慮が示されており、この点は評

価できると思っております。今後の国会運営が

どうなっていくのか、不透明な情勢でございま

すが、中小零細企業の資金繰り対策や燃油・資

材価格高騰対策など、緊急を要するものについ

ては早急に実効性のある施策に取り組んでいた

だき、国民の不安を取り除いていただきたいと

考えております。

○河野哲也議員 ブログと少々違う答弁だった

のですけれども、目の前の苦しんでいる人たち

に医者が、５年待っていただけませんか、いい

薬がそろそろでき上がるころですからなんて到

底言えないわけですね。福井では、県民の不安

やトラブルが少しでも抑えられるような施策を

打っているようです。また、埼玉では、原油価

格の高騰対策として新たに有料道路の特別共通

割引券を発行し、少しでも県民生活の一助へと

対策を打っているようです。再確認しますが、

今のところ、知事、今度の補正が精いっぱいで

あると考えてよろしいでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 極めて厳しい地方財

政の状況にかんがみ、国は、安心実現のための

緊急総合対策の８本の柱の一つとして地方公共

団体に対する配慮を明記しており、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ございます。抜本的な解決

というのは、やはり国による包括的な対策によ

らざるを得ないと考えておりますが、県におき

ましても、原油・配合飼料価格高騰の影響緩和

を図るために、現段階で対応し得る事業につい

て補正予算をお願いしているものであります。

今後は、国会運営等不透明な情勢もあります

が、国の補正予算等による措置の内容が明確に

なってくると思いますので、そうした国の動向

等も踏まえながら、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
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考えております。

○河野哲也議員 的確に、スピード感を持つと

いう、知事の本当にいつも主張しているところ

をよろしくお願いしたいと思います。また、議

会も懸命に議論して対策を打たせていただきた

いと考えています。

本県も、自殺対策については総合的な取り組

みが必要と考え、自殺対策協議会の発足、本年

度新たに立ち上げたプロジェクト推進事業の中

で、市町村、民間団体、企業等で実施する自殺

防止のための行動計画の策定、実施、自殺防止

のための相談電話の充実、自殺やうつ病に対す

る正しい理解の普及啓発、自殺対策の担い手と

なる人材の育成に積極的に取り組むとされまし

た。私は、自殺対策として３点取り上げ、福祉

保健部長にお尋ねをしたいと思います。

昨日の井上議員も取り上げておりましたが、

白書の中で、自殺の危機連鎖度が最も高いのが

うつ病から自殺の経路であるということ、ま

た10大要因の中で自殺の危機複合度が最も高い

のはうつ病であると分析しております。そこ

で、うつ病の早期発見・早期治療の対策をと考

えますが、御所見をお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 自殺を図った

多くの方がさまざまな原因がもとでうつ病に罹

患していると言われておりまして、うつ病対策

は自殺対策を進める上で重要な課題であり、早

期発見・早期治療が必要であると考えておりま

す。このため県では、うつ病に関する理解促進

のための講演会や、健康診査の際に行う心の健

康測定、内科医などのかかりつけ医に対するう

つ病の研修などを実施してきております。今後

とも、関係機関・団体とも連携しながら、うつ

病に対する正しい知識の普及啓発や相談支援体

制の充実を図ってまいります。

○河野哲也議員 うつ病対策に精神科医の一層

の充実化は最重要課題であると白書は訴えてお

ります。しかし、今回の議会でも話題になって

いるように、疲弊した医療関係者の置かれた現

状を改善しない限り、効果的な医療は期待でき

ないとされております。それに加え、幾つも重

なっている要因に対する現実的な対応も必要と

し、精神保健福祉士などによるケースワーク活

動が非常に重要であると訴えております。本県

の現状と今後の取り組みをお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県の精神保

健福祉士は、主として精神科病院等に勤務しな

がら、精神障がい者のソーシャルワーカーとし

て、障がい者の社会復帰とか日常生活、社会生

活での相談、助言指導を行っておりまして、自

殺対策においてもその果たす役割は重要である

と認識しております。現在、精神保健福祉士会

には、専門的な立場から御意見をいただくため

に自殺対策推進協議会のメンバーとして参加を

いただいているところであります。今後は、自

殺対策を全県的に進めていく中で、さらに精神

保健福祉士との連携を深めてまいりたいと考え

ております。

○河野哲也議員 全県的に対策をという部分が

本当に大事なところでございます。先ほども外

山議員が訴えていただきましたけれども、県北

の医療環境は、正直言って劣悪と申し上げてい

いと思います。何とかお願いしたいと思いま

す。

白書の中で多くのページを割いているのが自

死遺族の実情です。注目すべきは、今までなさ

れなかったことで、現在、日本に存在する自死

遺族の総数300万人であると推定されたことであ

ります。次に、現在置かれている状況を分析し

ております。自殺による偏見にさらされてい
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る、４人に１人は自分も死にたい、自殺のサイ

ンを見逃したとの自責の念、家計の深刻化等々

挙げられておりました。自死遺族の集い等の必

要性を説き、自死遺族のケアの重要性が訴えて

あります。自殺対策は、まず自死遺族の支援か

らと考えますが、御所見をお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 自殺により残

された御家族など周囲の方々は、深刻な心理的

影響を受けると言われておりまして、遺族支援

につきましては、自殺対策の重要な課題の一つ

であります。このため県では、西諸圏域をモデ

ルに実施してきました、遺族支援にかかわる人

々への研修やカウンセリングなどの相談支援、

遺族のためのパンフレットの作成などを本年度

から全県下に広げて実施しております。今後は

これに加えて、さらに遺族の集いの開催や遺族

への保健師の訪問などにも取り組むことによ

り、遺族に対する理解の促進や支援の充実を

図ってまいります。

○河野哲也議員 最後に、白書は、自殺問題の

中心は人であると結んでおります。確率や統計

では決してあらわすことのできない、かけがえ

のない存在が常に問題の中心にいるということ

を忘れないでいただきたいと。対策に取り組ん

でいると、ついつい自殺者の増減に目が行きが

ちになると指摘しております。推進する以上、

絶対忘れてはいけない視点であると思いますの

で、どうかよろしくお願い申し上げます。

汚水対策についてに移ります。第２次宮崎県

生活排水対策総合基本計画によると、平成22年

の処理率の達成目標は71.3％でありましたが、

平成15年までに達成した処理率は54.7％、平

成19年度で67％と、確実に伸びていることはわ

かりました。しかしながら、前回も指摘したの

でありますが、今回は、公共用水の水質の保全

を図るための課題のクリアでございます。公共

事業費の削減、債務返済を含めたランニングコ

ストへの一般会計からの持ち出し、中山間地域

の住宅での事業コストの割高です。あの破綻し

た夕張市の下水道事業は、人口1.3万人、普及

率28.3％だったのですが、汚水処理に３億3,400

万投じていたというふうに書いてありました。

今、夕張は下水料金２倍、そういうふうになっ

ていると聞いております。交付税削減や税収の

減収で大変厳しい財政運営を強いられている本

県市町村のことを考えれば、各市町村はまだま

だ下水道事業の工事期間の延長や工事方法の見

直し、使用料の値上げ等さまざまな課題を抱え

ております。

そこで、事業コストが安く、処理水の水質が

下水道の処理水の水質に劣らない、市町村型の

合併処理浄化槽設置整備事業への移行を再度、

提案させていただきたいと思います。総合計画

を詳しく読んでみますと、22年度処理目標で公

共下水道では46.3％としています。今より3.9％

の伸びを目標としております。しかし、合併浄

化槽のほうは18.7％、つまり、先ほど部長答弁

ありましたが、伸び率ゼロです。ということ

は、合併浄化槽のほうには施策が行っていな

い。よく読んでみると、不思議な文章がありま

した。施策の欄に、合併浄化槽、特に市町村型

の導入促進とうたってあるんです。なのに、伸

び率ゼロというのは、いいかげんな計画だなと

いうふうに考えます。もっと公共下水道整備に

比べて有用な合併浄化槽を認めていただき、よ

り一層の浄化槽への転換啓発を行うべきと考え

ますが、環境森林部長の御所見をお伺いいたし

ます。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 今お話にあり

ましたように、厳しい財政状況の中で生活排水
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対策を推進していくためには、地域の特性に応

じた、より経済的な処理施設の整備が求められ

ております。生活排水処理施設の中で、主に住

居が密集している地域においては公共下水道

が、中山間地域など主に住居が散在している地

域においては合併処理浄化槽が経済的でありま

す。このため、今お話にありましたように、第

２次生活排水対策総合基本計画におきまして

は、処理施設の経済性を改めて比較をし、公共

下水道や農業集落排水施設による整備地域の一

部を合併処理浄化槽による整備に転換するな

ど、より効率的かつ経済的な整備に見直したと

ころであります。今後とも、関係部局との連携

のもと、市町村と一体となって生活排水対策に

取り組んでまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 ということは、目標値を見直

してください。ゼロです。よろしくお願いしま

す。汚水が河川に流れ込む前に防ぐという意識

を持ちながら、業務に携わっている方々がいま

す。県民への啓発もあわせて、提案への前向き

な姿勢をどうかよろしくお願い申し上げます。

最後です、教育再生への課題解決。先ほど全

国学力・学習状況調査の目的を確認いたしまし

た。実を言うと、目的の２つ目にこういう記述

があります。「各教育委員会、学校等が全国的

な状況との関係において、みずからの教育及び

教育施策の成果と課題を把握し」とあります。

ということは、比較になる資料が必要となるわ

けです。結果の公開が必要となると思うんです

が、この前の図師議員の答弁でも、公開は市町

村教育委員会にゆだねるとありますが、例えば

学校名を特定しない抽出という形での成果の公

開等、可能な市町村に働きかけるべきではない

かと考えますが、教育長のお考えをお伺いしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査の市町村ごとの結果の公表については、

今、私の答弁を河野議員のほうから先に言われ

てしまったんですけれども、市町村の教育委員

会の御判断にゆだねられるべきものであろうと

いうふうに私は考えております。県教育委員会

が、今、抽出というお話もありましたけれど

も、公表を前提として市町村教育委員会に働き

かけるということは適切でないのではないかと

いうふうに考えております。

なお、県が実施をいたしております学力・意

識調査につきましては、小学校１校、中学校１

校という町村や、調査を受けている児童生徒数

が極端に少ない、ごく小規模の学校などがあり

ますので、学校名や個人名が推定されたり、序

列化や過度な競争を招いたりすることのないよ

うに、教育事務所ごとの小中学校別、教科別の

平均点の公表としているところであります。以

上であります。

○河野哲也議員 実は昨年の学力の結果が公表

されたのが非常に遅かったんです。これでは、

懸命に努力した子供たちに何もしてやれないわ

けです。ところが、今回は予定どおりの公表で

した。今度はじっくり子供に返すことができま

す。比較がしたいんです。でも、資料が足りな

い。序列化にならないような公開というのはな

いのか、ぜひ検討していただきたいなと思いま

す。

宮崎の学力はおおむね良好であると図師議員

の答弁で江藤教育委員長は評価されました。し

かし、算数Ｂでは、今回、第１位でありました

秋田県との正答率を比べますと、算数Ｂ、活用

能力という部分ですけれども、10ポイントの差

があったんです。これをどのように考えます

か。また、今考えられる改善策をお伺いいたし
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ます。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査の結果を見ますと、今お話にありましたよ

うに、小学校算数の活用に関する問題は全国平

均を下回っておりまして、内容を見てみます

と、特にグラフから情報を読み取ったり、論理

的に思考して図形の問題を解いたりするなど、

習得した知識を活用していく力の育成が今後の

本県の重要な課題と認識いたしております。こ

のため県の教育委員会といたしましては、本年

度も各教育事務所の単位で、調査結果から明ら

かになったこれらの課題解決を図ることに力点

を置いた授業研究会を開催し、指導方法の工夫

改善に努めてまいりたいと考えております。ま

た、各学校では、県教育委員会が本年２月に作

成をいたしました学校改善支援プランに基づき

まして、活用する力を高めるための取り組みを

推進しているところであります。今後とも、教

員の指導力の向上はもちろん、御質問にありま

した秋田県を初め他県の取り組みも参考にしな

がら、活用する力の育成に取り組んでまいりた

いと考えております。以上です。

○河野哲也議員 この件は、また後からたださ

せていただきたいと思います。

ちょっと観点を変えます。続出するさまざま

な教育問題ですが、宮崎で気になるのは、今あ

りました基礎学力の低下、それから髙橋議員も

ちょっと言葉を使われましたけれども、モンス

ターペアレント、学級崩壊、小１プロブレム

―小１プロブレムというのは、小学校一年生

が教室に座っていられない現象ですね。それか

ら、不適格教員、教師の心の病の増加です。こ

の原因を探り出し、それを克服する方向を定

め、克服する実践によって成果を上げた方策だ

けが教育の再生を担うことができると考えま

す。その解決に、新卒の教師、すぐれた校長、

授業という観点でお聞きしたいと思いますが、

これまでの３年間の新規採用者の人数と、その

中で休職者がいらっしゃいますか。その理由が

わかれば教えてください。

○教育長（渡辺義人君） 過去３年間の小中学

校教員の新規採用数でありますが、３カ年につ

いて申し上げます。平成18年度採用が、小学

校54名、中学校36名、合わせまして90名であり

ます。それから、平成19年度採用が、小学校37

名、中学校35名の合計で72名であります。それ

から、直近の平成20年度採用が、小学校43名、

中学校32名の合計75名であります。また、この

３年間の新規採用者数の合計が237名となります

けれども、このうち休職者数は２名でありまし

て、その理由は、２名とも精神性疾患でありま

す。以上です。

○河野哲也議員 例えば、モンスターペアレン

トのことでお話を進めたいんですが、モンスタ

ーペアレントというのは、学校クレーマーとは

ちょっと違うんですね。４つ条件があるという

ふうに私、認識したんですけれども、第１に、

信じられない要求を学校にするということ、第

２に、行動が破壊的であるということ、第３

に、学習活動や学級の状態、学校全体の計画を

めちゃくちゃにするということ、第４に、先ほ

どとちょっとかかわりますけれども、教師が自

殺、退職、病休、通院まで追い込まれるという

こと、この４つの条件がすべて含まれているこ

と、これをモンスターペアレントと言うという

ふうに定義されていました。

実を言うと、新規採用者がモンスターペアレ

ントに当たって、管理職が無能だと、どうなる

かというと、残念ながら、これが理由で、東京

で自殺した新卒者がいるんです。だけど、これ
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を現在の学校システムで対処するのは本当に極

めて困難だと思います。壊れた学校というのは

モンスターペアレントが出没すると言われてい

ます。でも、授業力のある教師の学級にはほと

んど発生しないと言われています。また、すぐ

れた校長のいる学校は上手に対処しているとい

う報告があります。校長ができる仕事を一つ挙

げてくださいと、私は在職中に尊敬する校長に

聞いたことがあるんですけれども、部下を守る

こととおっしゃっていただいたときに、これが

すぐれた校長なんだと確信しました。そういう

ことから、ちょっと質問したいと思うんですけ

れども、小中学校の新規校長の20年度採用人数

を教えていただきたいと思います。金品授与な

どによる不正な採用はなかったと確信します

が、教育長、それでよろしいでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 小中学校の校長の任

用でありますが、平成20年度は、小学校で36

名、中学校で22名、合わせまして58名を任用い

たしております。今、不正な任用等はなかった

かというお話でありますが、校長の任用につき

ましては、校長を希望する者を対象に、日ごろ

の勤務状況を評価するとともに、県教育委員会

の複数の幹部職員による面接や論文試験も実施

しているところであります。その結果をもとに

適任と認められる者について県教育委員会が厳

正に校長として任用いたしております。また、

教育委員会事務局からも、日々の業務を通して

学校の管理職としての能力を評価し、適任者を

任用しているところであります。以上でありま

す。

○河野哲也議員 ここでなぜそんな質問をした

かというと、今、不正に採用された管理職に乗

り切れるような学校現場じゃないということで

す。本当にすぐれた校長のもとで働いていかな

いと、学校そのものが崩壊するということを言

いたくて、その発問をさせてもらいました。御

理解ください。

授業力、教師力を向上させるシステムを望み

ます。管理職のマネジメント能力の育成が急務

だと思います。対策を望みます。18年６月の議

会で提案したことを確認します。算数の学力低

下を食いとめる方法というのは、授業で教科書

をきちんと教えるということだと、はっきりし

ているんです。実を言うと、２年前に教育長

に、すべての小学校の校長に指示して調査をお

願いしました。全児童のノートを点検しても

らって、算数の教科書のすべての問題が書いて

あるかどうか、調べていただきたいと申し上げ

たんですけれども、これは実行されたでしょう

か。

○教育長（渡辺義人君） 実行いたしておりま

す。御質問を受けまして、学校訪問の際に、ノ

ートの活用状況について把握をいたしますとと

もに、教科書の十分な活用やノートの使い方等

について、指導助言に県教育委員会としては努

めてきたところであります。ノートの活用につ

きましては、教科書のすべての問題をノートに

記入させるような指導がすべての学校で行われ

ているというような状況ではございませんでし

たけれども、ほとんどの学校で指導の効果を高

めるために、教師が教科書の問題を授業の流れ

に沿ってわかりやすく学習できるようにした自

作のプリント教材を活用するなど、子供たちに

とって学習のよりどころとなる教科書を活用し

た授業が実施されている状況にございました。

以上であります。

○河野哲也議員 ２年前も同じことを言ったと

思うんですけれども、学校教育法21条に、教科

用図書を使用しなければならないと定められて
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いるんです。教科書を写したプリントでさせ

る。プリントというのは教科書じゃないんで

す。プリントというのは、教科書の一部を抽出

して、筋道なく抽出してつくってあるんですか

ら、教科書のとおりに教えたということになら

ないんです。

算数科の問題解決学習というのは問題である

と２年前、指摘しました。もう一回、これを確

認したいと思うんですけれども、算数科におけ

る問題解決学習という授業パターンがありま

す。どういうパターンかというと、教師が一つ

の問題を黒板に提示するんです。子供はそれを

見て20分ほど自分で解決法を考えるんです。幾

つかの方法で解けた児童が黒板で説明するんで

す。15分ぐらいそれで練り合います。一番いい

方法を教師がまとめるという授業なんです。塾

に通っている子は、その問題を見たら、もう２

分で解ける。後の43分、何をしているのか。僕

はグレーゾーンという言葉を使いますけれど

も、グレーゾーンの子供たち、軽度発達障がい

の子供たちは、初めて見る問題ですから、机に

うつ伏せます。わからない。それで45分たって

しまうんです。昨年度の学力調査の結果を受け

て、教育委員会が指導資料集をつくられまし

た。それを見せていただきました。指導案とい

うのがありましたが、残念ながら、問題解決学

習の指導案です。これでは算数Ｂの活用する能

力は身につかないんです。今言いましたよう

に、身につけられないんです。塾に通っている

子は２分で終わり、グレーゾーンの子はうつ伏

せているんですから。これは僕の教師時代の反

省点なんです。再度繰り返してさせていただき

ました。算数のテスト、学級平均90点以上の学

級を調査してみてください。算数科の90点以上

の平均をとれる学級、ただそれだけじゃありま

せん。子供たちが口をそろえて算数が大好きだ

という学級を調べてみてください。決して問題

解決学習をやっていないと思います。今、脳科

学と教育と結びついた部分がありますけれど

も、エラーラーニングという間違った脳の回路

―結局そういう授業を積み重ねていくと、グ

レーゾーンの子供たちはだんだんエラーするこ

とばかりが身についてしまう。そして、結局は

どうなってしまうかということです。

きょう、外山議員の質問を、僕も緊張しなが

ら、何て答えるのかなと、どきどきしながら聞

いていました。幾つも納得したんですけれど

も、その中で、きれいな言葉で飾るなというこ

とをおっしゃったんです。これは、僕は本当に

納得します。問題解決学習の研究紀要なんかを

読むと、本当にきれいな言葉でまとめられてい

るんです。その裏側にある子供たちの事実を確

認していただきたいということを申し上げて、

質問を終わります。（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、休憩をいたします。

午前11時58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、川添博議員。

○川添 博議員〔登壇〕(拍手） 無所属の会の

川添博でございます。一般質問もいよいよ終盤

に差しかかってまいりました。質問の機会を与

えていただきました先輩・同僚議員、また県民

の皆様に対して心から感謝申し上げます。未熟

者ですが、県民の視点に立って一生懸命頑張り

ます。
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さて、先週の台風13号につきましては、幸い

人的な被害はなかったようですが、私の地元も

含めて、県内で農作物やがけ崩れなどで相当な

被害が出ております。被災者の方々に謹んでお

見舞い申し上げるとともに、各所管部におかれ

ては早急な対応を行っていただくよう、お願い

いたします。

それでは、通告に従いまして質問に入らせて

いただきます。

最初の質問は、知事の政治姿勢としまして、

みやざきアピール課の現状についてお伺いをい

たします。

全国的な宮崎ブームの定番・定着化を目指し

て、ことし４月にアピール課が創設されまし

た。全国民に宮崎の魅力を奥深く知ってもらう

ためには、今まで縦割りであった所管課の仕事

を部局横断的にアピール課に集約させて、戦略

的に展開していくことは極めて重要でありま

す。宮崎のＰＲは新しい段階に入らなければな

りません。今後、こういった宮崎メニューを体

系的にセットで伝えていく手法や、また、次の

全国ブランドにしていきたい品目は何か、さら

に現在のアピール課の進捗状況を知事にお伺い

いたします。

また、一方で、この宮崎ブームの中で踊って

いるだけでもいけません。こういうブームの中

で将来のための戦略が見えません。将来のため

の投資や施策の種まきがされているかというこ

とでございます。目立たない施策や事業、今、

種まきをしても５年後にしか花が咲かないが、

やっておかないと大きなおくれをとるような施

策が、不十分ではないかと思います。例えば、

企業収益の回復を県内経済の活性化にまでつな

げていくためには、戦略に広がりを持たせてい

くことが必要であります。知事の見解をお伺い

いたします。

次に、総務部長に財政状況についてお伺いい

たします。

県財政は、収支不足が改善されておらず、危

機的な状況であります。財政基金残高の枯渇も

時間の問題となってまいりました。そこで、財

政基金残高と収支不足の見通しをお伺いいたし

ます。

これ以降の質問については、質問者席にて行

わせていただきます。ありがとうございまし

た。(拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

宮崎のＰＲに関する取り組みについてであり

ます。宮崎の知名度が大きく向上する中、この

機を逃さず、宮崎の魅力を効果的に発信するた

め、庁内に部局横断的なアピール戦略会議を設

置し、トップセールスやイメージ戦略を柱とす

る新たな戦略方針を策定したところでありま

す。この戦略方針に基づき、大手量販店など民

間企業と共同したフェアや、山形や宮城など他

県との連携によるＰＲ効果の高いイベント等を

実施してまいりました。 このような取り組み

は、旬の農産物や特産品、観光地など、本県の

さまざまな魅力を総合的に情報発信するもので

あり、マスメディア等から広く注目を集めるな

ど、各部局が連携した宮崎アピールの取り組み

は順調に進捗しているものと考えております。

また、本県には、今や全国ブランドとも言える

マンゴーや地鶏以外にも、日本一の宮崎牛や完

熟キンカンを初め、四季折々の魅力あふれる多

様な資源がありますので、私が先頭となって今

後とも積極的にアピールしてまいりたいと考え

ております。

続きまして、現在のブームは未来永劫続くも
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のではなく、県政のかじ取りに当たっては、本

県の将来を見据え、それに向けて投資や施策を

検討し、実行に移していく必要があると認識い

たしております。このような中で、特に今年度

は、持続、存続が危ぶまれる集落への対応な

ど、中山間地域の活力再生、水源の涵養や二酸

化炭素吸収のための植栽未済地の解消、未来の

環境、未来を担う人づくりの観点での乳幼児医

療費助成等の子育て支援などについて、重点施

策として取り組んでおります。また、将来の食

料戦略のために、農林水産業における新たなみ

やざきブランドの確立に向けた取り組み、農商

工連携による新商品開発に対する支援、急速に

成長を遂げる東アジアへの県産品の販路拡大、

森林のいやし機能や農山村文化を活用した新た

な観光資源の創出などにも取り組んでいるとこ

ろでございます。今後とも、短期的な施策だけ

でなく、本県の将来を見据えた中長期的な施策

についても、しっかりと検討を行いながら実行

していくことにより、県民福祉の向上を図って

まいりたいと考えております。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

基金残高及び今後の収支見通しについてでご

ざいます。平成19年度決算につきましては、財

政調整のための４基金の残高は約577億円となる

見込みでございます。ここから、平成20年度当

初予算において286億円を取り崩すこととしてお

りまして、また今回の補正予算でお願いしてお

りますように、積み立て、取り崩しを勘案いた

しますと、今年度末の残高は約302億円と見込ま

れます。今後の収支見込みでございますが、県

では、19年度から22年度までを第２期の財政改

革推進期間と定めまして、現在、徹底した財政

改革に取り組んでいるところでございますが、

県税や地方交付税など歳入の落ち込みに加えま

して、社会保障関係経費等の予想以上の歳出の

増が続いているところでございます。今後と

も、こうした財政収支の厳しい状況は継続する

ものと見込んでおります。引き続き、行財政改

革を着実に推進していく必要があると考えてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○川添 博議員 ありがとうございます。アピ

ール課につきましては、スピード感を持って新

しい発想で取り組んでいくことと、県庁組織の

壁を乗り越えて、農政など各課と連携していく

ことが試されていると思います。知事のリーダ

ーシップを期待しております。

さて、知事のテレビ出演につきましては、今

後、視聴率のリサーチ会社などを活用して、ど

の番組が視聴率が高いのか、また情報発信に有

効かなどの分析を、庁内で組織的に十分行うべ

きです。知事だけの判断となると、知事個人の

アピールにとどまってしまい、宮崎全体のアピ

ールにならないときがあると感じております。

基本的には、すべて公務という位置づけで、内

政面とのバランスには十分配慮しながら、計画

的で戦略的なＰＲを展開していくことが必要で

あると考えます。これは私からの提案にとどめ

ておきます。

さて、知事はマニフェストの中で、宮崎を日

本国じゅう、世界じゅうに全力でＰＲしていく

とおっしゃいました。東アジアへは、香港やシ

ンガポールを中心として輸出の取り組みに努力

していただいております。しかし、取り組み方

や発想が他県と同様では、なかなか成果に時間

もかかります。そこで、これからの本県の世界

ブランド戦略を打ち立てる意味として、世界の

富裕者が集まる中東のドバイへ宮崎牛やマンゴ

ーの輸出に取り組んでみてはいかがでしょう
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か。知事の見解をお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 農産物の輸出につき

ましては、相手国のニーズや輸入条件、あるい

は本県の供給量などを考慮し、定番化による安

定的な取引が可能な東アジアを中心に、加工品

を含め、総合的に取り組むことにしておりま

す。御質問にありましたドバイは、世界各国か

ら富裕層の集まる国となっておりますが、牛肉

については、宗教に基づくハラールと言われる

特別な食肉処理が必要であり、解決すべき課題

が多いと考えております。また、マンゴーにつ

いては、国内においても供給量が不足している

ことから、積極的な輸出は展開しておりませ

ん。今後とも、海外におけるみやざきブランド

の確立を目指して、農業団体や商工業関係者等

とも連携を図り、本県農産物の輸出に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○川添 博議員 特別な加工処理が宗教上の理

由から求められるということで、ちょっと消極

的な御回答でしたが、何をするにでも必ず課題

はあると思います。毎年、アラブ首長国連邦の

ドバイへは年間630万人の観光客が訪れ、高級ホ

テルには世界じゅうから富裕者が集まります。

オイルマネーが集中する金融拠点であり、高い

所得水準や購買力、経済成長は日本を上回って

おり、テレビなどで紹介されているとおりでご

ざいます。実は、私がちょっと調べたところに

よりますと、現在、日本からの牛肉の輸出は行

われておりません。先ほど言われたように、イ

スラム教の宗教上の理由から、ハラール処理と

いう牛の屠畜方法をしなければ輸出ができない

からでございます。ミヤチクなどが行っている

日本の効率的な屠畜の作業とは全く違っており

ます。イスラム教のお祈りをささげたりして、

日本の常識からすると作業効率も劣るものであ

ります。また、ＵＡＥが認証したハラール処理

の施設を設置することも必要であります。しか

し、このハラール処理施設を国内でつくろうと

いう動きがあります。来月、ＵＡＥのハラール

処理の担当者が来日されて、国内のハラール処

理の認証機関の設置と、ハラール処理をする見

込みの屠場を指導に回るということらしいで

す。これには佐賀県や大阪府、埼玉県など数県

が手を挙げているとのことであります。

そこで大事なのは、果たしてコストをかけて

ビジネスベースに乗るのかということでありま

す。現在、全農がシミュレーションを行ってお

りまして、農林水産省もサポートをしているそ

うです。さらに、昨年末には、佐賀県の古川知

事と担当職員がクエート大使館のレセプション

に参加し、ドバイの最高級ホテルへ営業に出向

かれました。当面、農水省の輸出促進事業など

を活用し、毎月１トン程度の輸出を目指して、

他県に先駆けて精力的に販路拡大に取り組んで

います。課題を必死で乗り越えようとしてい

らっしゃるようです。知事、日本一の宮崎牛を

擁する本県としては、手をこまねいていてよい

のでしょうか。積極的な情報収集をし、前向き

に検討していくべきと考えます。それはでき

ん、無理ではないかではなく、どうしたらでき

るかという発想が必要ではないでしょうか。見

解があればお願いします。

○知事（東国原英夫君） 決して無理だとは

言っていません。前向きに取り組むべきだと考

えております。ドバイにつきましては、私も非

常に興味を持っておりますが、乗り越えるべく

諸課題がたくさんございますので、その辺は研

究させていただきたいと思いますけれども、先

日、西村議員からも御指摘のあったように、ド

バイより、まず上海、香港、シンガポールと
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いった東アジアに優先順位をつけるべきだと私

は考えております。

○川添 博議員 東アジア、特に近隣諸国は確

かに重点的に取り組んでおりますが、先ほど申

し上げたように、各県横並びで競争が激しい状

態にもなっております。ドバイを申し上げたの

は、世界じゅうの富裕者が集まり、またそこか

ら情報発信がされて、宮崎牛のおいしさがニュ

ーヨークやＥＵにどんどん飛び火していけば、

世界的ブランドへの道も探れるのではないかと

いう趣旨でお話ししました。今後御検討をよろ

しくお願いいたします。

次に、知事のマニフェストについて、私なり

に改めて質問をいたします。先週の代表質問の

中で、知事は、マニフェストの進捗状況につい

てはおおむね順調と御答弁されました。しか

し、１年目の実績を数値目標で見てみますと、

１年の経過目標というものをつくったとすれ

ば、順調に達成している項目は半分に満たない

状況ではないかと思います。また、肝心な県勢

をあらわすデータは、具体的な数値を示すまで

もなく、景気指数や雇用、また所得など、こと

ごとく低下をしております。これらを踏まえ

て、おおむね順調と言われる意味が私にはわか

りません。そもそも多くの県民がこの１年の暮

らしをおおむね順調とは感じていないのではな

いでしょうか。私自身もおおむね順調とは感じ

ておりません。私でしたら、「非常に厳しい状

況で低調です。しかし、２年目に向けてまた新

しい対策を立てていきたい。努力をしてまいり

ます」という表現にしたいというふうに考えま

すが、百歩譲って、知事のおっしゃるとおり、

マニフェストの１年の実績がおおむね順調であ

るとするなら、そもそもマニフェストや基本計

画の数値設定と県民の暮らしや満足感に乖離が

あるのではないでしょうか。知事に見解をお伺

いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私ならとおっしゃい

ましたが、そういう立場におなりになったらど

うですか、じゃ。私がマニフェストで掲げた各

政策や数値目標については、知事選に立候補す

るに当たり、当時の状況下において、本県の発

展のために重要であるとして掲げたものであり

ます。新みやざき創造計画につきましては、そ

のマニフェストを踏まえ、新たな行政課題も加

味しながら、平成22年度までの県の計画として

策定したものであります。現在、この計画に基

づき、各般の施策を推進しているところです

が、最近の原油価格の異常な高騰や日本の景気

減退・減速、さらにはアメリカのサブプライム

ローン問題に端を発する世界的な金融不安な

ど、１年８カ月前には全く予想もできなかった

大きな環境の変化がありまして、本県を取り巻

く経済情勢は非常に厳しくなっております。こ

のようなことから、実感として日々の暮らしが

厳しくなっていると感じられる方、あるいは県

の施策に対し、さまざまな評価をされる方はい

らっしゃるかと思います。私といたしまして

は、県民の皆様との約束であるマニフェストの

達成に向けて、引き続き、新みやざき創造計画

を着実に推進してまいりますとともに、県民ブ

レーン座談会や県民フォーラムなどにより県民

の声をお聞きしながら、県民ニーズに的確に対

応することで、県民生活の向上に全身全霊を傾

けて取り組んでまいりたいと考えております。

○坂口博美議長 答弁者に申し上げますが、議

会には品位がありますので、品位を勘違いされ

るようなこと、あるいは挑発かなと勘違いされ

るような答弁については、質問者の質問がない

限りはこの場での発言はお控えいただきたいと
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思います。

○川添 博議員 行政ニーズの多様化は、何も

去年から始まったわけではないのではないかな

と思います。また、地方や本県の厳しい状況は

久しく続いております。私は、基本計画の数値

目標は、短期間のものと中長期に成果を目指す

ものとある程度分けていくほうがいいのではな

いかと考えます。また、県民の暮らしに直結す

るものとそうでないものとの数値目標を分けて

追加設定するなどして、より県勢の実態に近づ

くようにすべきと考えます。知事の見解をお願

いいたします。

○知事（東国原英夫君） 新みやざき創造計画

におきましては、人づくり、豊かな暮らし、経

済・交流に主眼を置きました３つの戦略を進め

るに当たり、基本指標として、合計特殊出生率

や自主防災組織率、新規雇用創出数等、23の指

標を設けております。また、各戦略を具体的に

進める工程表において、150を超える指標を用い

て、それぞれの施策、そして事業の進行管理を

行っているところであります。基本指標の追加

設定につきましては、現在のところ考えており

ませんが、その時々の行政課題について、指標

を用いることが望ましい施策・事業につきまし

ては、毎年の工程表見直しの際にその指標の設

定について検討したいと考えております。

○川添 博議員 この４年間で追加設定などの

改良を加えることで、次のマニフェストや基本

計画のバージョンアップに生かされると考えま

す。ぜひ前向きに御検討をお願いしたいと思い

ます。

ところで、知事は、先週の代表質問の中で、

日本全体、多くの地方が、あるいは世界経済が

後退局面に入っていると言われました。一地方

だけ景気がよくなるという考え方には無理があ

るとおっしゃいました。しかし、先ほども申し

上げたように、景気・不景気の波や地方全体が

低迷していることは、去年から始まったことで

はありません。したがって、宮崎のこの厳しい

状況を、一地方をよくするには無理があるなど

と簡単にかわされると、知事選挙での熱い訴え

から随分トーンダウンしているように感じま

す。知事就任時から期待している多くの県民の

ためにも知事の見解をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私がさきに、一地方

をよくするには無理があるという趣旨で発言し

ましたのは、世界経済の先行きへの不安がささ

やかれる現状にあって、日本の一地域だけで景

気浮揚を図り得ることは現実的に難しい、また

そのような発言は、地方行政を預かる者として

誠実な責任ある態度とは思えないからでありま

す。これまでにも申し上げておりますが、私が

知事を志しましたのは、本県の置かれた厳しい

現状を踏まえ、自分の持てるものすべてをささ

げてでも郷土の発展のために尽くしたいとの思

いからでありました。その思いはいささかも変

わることなく、知事就任後、県内各地を回り、

現地の厳しい現状を知り、また県民フォーラム

等で県民の皆様の生の声を聞くことで、むしろ

ますます高まっており、県政運営に日々必死に

取り組んでいるところであります。このような

取り組み姿勢は多くの県民の方に支持を得てい

ると思ってはおりますが、今後とも、知事を志

した初心を忘れることなく、県民の皆様とお約

束した新しい宮崎の実現のため全力で取り組む

一方で、地方に住む国民が暮らしやすい国政に

変えるため、地方の実情、地方の思いを届ける

べく、国への政策提言や要望活動、さらには情

報発信活動にも取り組んでまいりたいと考えて

おります。
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○川添 博議員 私もですが、ぜひ初心を忘れ

ずに一生懸命頑張ってまいりたいと思います。

知事はマニフェストの中で、「全世界的、全国

的な改革の大きな波にさらされようとしている

宮崎を変えていくのは、宮崎県自身、全県民の

マンパワーです」と、「宮崎は、さまざまな分

野で日本一になれるという発想、高いポテン

シャルがあるという発想、信念です」と、熱く

述べておられます。地方の疲弊が日本の大きな

行政課題であることを認識した上で、宮崎のポ

テンシャルや宮崎県民を信じて、「宮崎をどげ

んかせんといかん」と思って立ち上がられたわ

けです。一地方である宮崎をよくしようと政治

家になられたわけですから、初心を忘れずに、

ぜひ全力で取り組んでいただきたいと思いま

す。

次に、財政再建に移ります。まず、行財政の

健全化策に関連して、職員の時間外手当につい

てお伺いをいたします。総務部長、県庁全体の

時間外手当の年間の総額は幾らでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 総額でございます

が、平成19年度に支給をいたしました時間外勤

務手当の一般会計における総額は、約32億700万

円となっております。

○川添 博議員 課によっては深夜残業が恒常

化しているところも見受けられます。１カ月で

本俸より時間外手当が多い職員や、年間の時間

外手当が300万を超えている職員もいらっしゃる

ようです。私は時間外手当をつけるなとはもち

ろん申しません。適正な時間外労働に適正な手

当はつけなければなりません。そうではなく、

もう少し早く帰る工夫をするべきではないかと

考えます。早く帰れる体制づくりやチームワー

クを高めた上で、全職員の意識改革が必要であ

ると思います。特に、各課の担当リーダーや課

長のリーダーシップが求められます。知事のお

考えをお示しください。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、時

間外勤務縮減は大きな課題であると認識してお

ります。現在、時間外勤務については、人事給

与システムにより、職員による事前申告及び上

司による了承の上、命令されており、必要性を

判断して計画的に行っているところでありま

す。また、時間外勤務の縮減を図るため、毎月

５日と毎週水曜日は、子育て支援や環境への配

慮等の観点も踏まえ、定時退庁を原則としてい

るほか、イベント等で休日に業務を行う必要が

生じた際には、可能な限り平日に休みを振りか

えるなどの対策を講じております。さらに、職

員の意識が何よりも重要でありますので、服務

通知の中で、事務事業の見直しや効率的な業務

執行等についての徹底を促すとともに、新任の

課長や担当リーダー等に対し、職場の管理や部

下の育成・指導、リーダーシップなど、組織の

リーダーとして求められるマネジメント能力等

について研修も行っているところであります。

今後とも、あらゆる機会を通じて職員の意識の

醸成を図りながら、時間外勤務縮減に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○川添 博議員 何より職員本人の資質向上、

またワークライフバランスやメンタルヘルスの

観点からも、７時ぐらいまでに退庁を目指すと

いうのが必要ではないでしょうか。また、少子

化対策の意味からも重要であります。まず、県

庁が元気になって率先して実践していくべきで

す。職員数が減少される中、業務の仕組みを変

えていくことが必要です。また、日常の業務の

効率化や仕事の進め方について上司のフォロー

も欠かせないと思います。そのためには、課長

や主幹クラスの新しい研修も必要かと思いま
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す。全庁的に時間外勤務が縮減されれば、時間

外手当も減少し、財政再建に大きく資すること

になります。ただ、職員の方々の毎月の手取り

が少なくなるかもしれませんが、それ以上に、

家族との触れ合いがふえて、お金にはかえられ

ない幸せな時間を手に入れることができると思

います。

さて、財政状況に戻りまして、冒頭の総務部

長の御答弁では、20年度末の基金残高はいよい

よ300億円程度の見通しとのことでございます。

昨年の基金の取り崩し実績が286億円であったこ

とから、例年の税収減や社会保障費の増加など

のマイナス要因を考えますと、収支不足の状況

が例年以上に予想され、財政基金は次年度でほ

ぼ使い切ってしまい、基金残高はゼロに近くな

ります。したがいまして、今から１年後に行わ

れる平成22年度の予算編成の時点では、ほぼ基

金が枯渇したような状況で、収支不足を自力で

解決しなければならないのではないでしょう

か。この状況でどのように対応されるのか、総

務部長にお伺いします。

○総務部長（山下健次君） 先ほど壇上でも申

し上げましたように、現在、第２期の財政改革

推進計画に基づきまして、徹底した財政改革に

取り組んでいるところでございますけれども、

厳しい財政状況は引き続くものと見込まれます

ことから、引き続き、この計画を着実に推進し

ていくことが重要であると考えております。御

指摘のように、平成22年度当初予算になります

と、収支不足を基金に頼るというこれまでの方

法では予算編成が難しくなるという見込みもあ

りますことから、さらなる改革の取り組みにつ

きまして、収支不足、基金の状況を初め、本県

財政の状況等を踏まえまして、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。

○川添 博議員 さらなる改革と言われました

が、そのさらなる改革とは具体的にどのような

ものなんでしょうか。収支不足を埋めるために

赤字地方債のようなものは発行できないと思わ

れます。三位一体改革の影響により交付税が減

少し出してからというもの、厳しいシーリング

を設けて予算査定が行われてまいりました。し

かし、それでも収支不足を埋めるために財政基

金を取り崩さざるを得なかったのであります。

第２期財革計画や行革大綱2007が、そもそも収

支不足を解消する計画にはなっておりません。

基金がない以上、収支不足を補うために、今ま

でにないほどの大幅な歳出カットを強いられる

と思います。部長、さらなる改革などと抽象的

な表現では済まない状況なのではないでしょう

か。有事に向けての具体的な対応策をこの議会

の場で議論する時期に来ているのではないで

しょうか。また、財政広報を徹底し、県民にこ

の危機的な財政状況を正確に伝えていくことが

求められているのではないでしょうか。知事、

かつて今までにない危機的な事態がはっきりと

予想できるような状況になってまいりました。

県政の混乱を避けるためにも、早目に財政非常

事態宣言を出すとか、何らかの対応が必要かと

思いますが、知事のお考えをお示しください。

○知事（東国原英夫君） 県におきましては、

平成15年当時における中期財政収支の厳しい見

通しを踏まえ、第１期となる宮崎県財政改革推

進計画を策定するに当たりまして、同年８月８

日に宮崎県財政改革推進本部を立ち上げ、「財

政改革に向けた取り組みについて」という県民

の皆様へのメッセージを発し、御理解と御協力

をお願いしたところであります。現在、第２期

となります財政改革推進計画に基づく徹底した

改革に取り組んでいるところでありますが、今
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後とも厳しい財政状況は継続するものと見込ま

れ、収支不足を基金に頼るというこれまでの方

法では予算の編成が困難と見込まれますことか

ら、さらなる改革の取り組みにつきまして、収

支不足や基金の状況を初め、本県財政の現状等

を見ながら、総合的に検討してまいりたいと考

えております。

○川添 博議員 ぜひ積極的な対応をお願い申

し上げます。また、早急に、そのさらなる改革

の中身である具体的な緊急財政再建プランと言

われるようなものをぜひ策定していただくよ

う、強く要望をいたします。

それでは次に、農政問題に移ります。

施設園芸の省エネに絞って御質問をいたしま

す。本県の農業産出額は全国５位であるにもか

かわらず、農家の所得は全国40位程度でありま

す。農業以外の所得が少ないという理由があり

ますが、本県農業が、施設園芸のように高コス

ト生産構造になっていることも要因の一つで

す。また、燃油高騰は全産業の経営を圧迫して

います。施設園芸の燃油高騰対策も緊急の課題

であるものの、ヒートポンプや木質ペレット加

温機などの代替エネルギー施設は、投資金額も

やや高価であり、まずは、この経営危機を乗り

切るためにも省エネルギー対策に取り組む必要

があります。そこで、施設園芸の内張二層カー

テンの県内の普及状況と普及方法を農政水産部

長にお伺いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 内張二層カー

テンは、投資費用が比較的少ないことに対し、

省エネ効果が20％と高いことから、省エネルギ

ー対策として大変有効であると考えております

が、本年２月の普及状況は、燃油使用量の多い

ピーマンでも５％程度と、低い普及率になって

おります。このため、県といたしましては、本

議会でも緊急対策としてお願いしており、重点

的な推進を図っていくこととしております。普

及に当たりましては、補助事業による推進を図

るとともに、市町村や関係団体と一丸となって

展開いたします「原油高騰に負けない技術力

アップ作戦」によりまして、他の省エネ設備と

組み合わせた効果的な使用方法や適正な管理方

法について、適切な指導を行ってまいりたいと

考えております。

○川添 博議員 ハウスの中に内側から張る二

層カーテンですが、普及状況が５％と、ちょっ

と低調な状況です。循環扇という扇風機をつけ

るものとか、４段サーモなどの省エネ設備など

も、普及率はまだ半分程度というふうに聞いて

おります。重油を一番多くたくピーマン農家を

例にとりますと、二層カーテンや循環扇や４段

サーモをすべて導入すると、すべて合わせて省

エネ効果は30％と言われております。ピーマン

農家の場合では、二層カーテンの導入負担は、

今回の補正予算で組んでいただいていることか

ら、半分の負担で済みます。１反当たりで計算

しますと、３つの設備を導入して50万円程度の

自己負担ということで、これは１年で投資額を

回収できると言われています。そして、２年

目、３年目は約50万ずつ軽減額が手元に残りま

す。かなり経営安定が図られると思います。Ａ

重油価格は４～５年ほど前から上がってきてお

りますが、農業の収益体質の強化という視点か

ら、普及への取り組みが少し後手に回っている

のではないでしょうか。実際の園芸農家の最新

の収支状況を直接サンプリングした上で、既存

の設備や新しい省エネのメニューをどんどん組

み合わせて農家に新しい提案をしていくことが

必要だと思います。積極的な取り組みをお願い

いたします。
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今回の補正予算での省エネ普及事業によっ

て、現在５％の普及状況が20％台まで広がるよ

うです。冬場が近づいていることもあり、他の

品目も含めてさらに利用が広まるように、対策

の検討をお願いいたします。

さて、このような高コスト農業の転換を図る

ために、代替エネルギーとして、施設園芸部門

において、環境と農業の一体化した太陽光発電

の利用を図るべきと考えますが、実現の可能性

はいかがでしょうか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 環境に優しい

農業への取り組みが強く求められます中で、中

長期的な視点で本県の園芸振興を図るには、こ

れまでの化石燃料に依存した生産体制からの転

換が重要であると考えております。御指摘の太

陽光発電につきましては、本県の立地条件を踏

まえると大変重要なエネルギー資源でありまし

て、施設園芸部門での加温用としての活用も考

えられますが、使用時期が冬場になること、使

用時間帯が夜間に限られること、こういったこ

とによりまして、現時点では実用化に至ってお

りません。したがいまして、今後さらに、蓄電

システム等の技術開発の動向も踏まえながら、

農業部門への導入の可能性についても研究して

まいりたいと考えております。

○川添 博議員 ぜひ全国初の導入を期待して

おります。

次に、中小零細企業対策です。

今回の補正予算でも組まれている農商工連携

ファンドを広めていくに当たっての、具体的な

モデル例と、１件当たりの助成額は大体幾らぐ

らいになるのか、商工観光労働部長にお尋ねい

たします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 今回、補

正でお願いしております農商工連携応援ファン

ドは、総額25億円の基金を造成しまして、その

運用益を財源として、農林漁業者と中小企業者

の連携体が取り組む新商品・新サービスの開

発、あるいは新たな生産技術の開発などに助成

するものであります。支援の対象としまして

は、これまで本県で実現している事例で申しま

すと、豊富な農畜産物を生かした各種加工食品

の開発、あるいはＩＴ技術を生かした圃場管理

システム、さらには間伐材を利用した木質ペ

レットの製造など、本県の農林漁業の実情に即

して、県内中小企業の技術等が生かされる取り

組みが考えられるところでございます。また、

補助率とか助成限度額につきましては、同様の

取り組みを支援します国庫補助制度があります

ので、それと重複にならないように今後検討し

ていくことにいたしております。

○川添 博議員 県内の意欲的な企業や農家に

積極的にチャレンジしていただきたいと考えて

いるわけですが、現実に、県内の事業者の状況

は、経営も脆弱な零細企業や家族経営の小規模

農家の人たちが大半であり、申し上げたよう

に、燃油高騰や飼料高騰であすをも見えない状

況であります。日々資金繰りに追われている状

態で、なかなかこのような制度や取り組みの内

容が隅々まで伝わっていないのが現状でありま

す。一段と過酷となっている厳しい経済環境を

踏まえ、今回の事業や県の制度融資を含めて、

こういった制度を広く利用していただくため

に、県内の隅々に点在する事業者や農家を救済

すべく、今まで以上に広くＰＲしていかなけれ

ばならないと思います。県のホームページや新

聞以外に新しいＰＲ方法はないでしょうか。商

工観光労働部長にお尋ねをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 農商工連

携応援ファンド事業につきましては、来年４月
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から予定している助成事業の公募開始に向けま

して、法律等の趣旨あるいは各種支援措置の内

容を広くＰＲしていくことが重要であるという

ふうに思っております。そのため、庁内に設置

しました連絡会議のほか、県産業支援財団など

が行う各種セミナー等の機会を活用しますほ

か、今後、農林漁業団体、商工団体、金融機関

等が幅広く参加した推進体制を整備いたしまし

て、事業の周知を図ってまいりたいというふう

に思っております。また、制度融資につきまし

ては、従来から積極的な広報に努めているとこ

ろでありますけれども、今年度から新たな取り

組みといたしまして、原油価格高騰対策や連鎖

倒産防止に絞ったチラシの作成でありますと

か、政府系金融機関などと合同で行っておりま

す金融相談会の開催など、さまざまな工夫を行

いながら、制度の周知を図っているところでご

ざいます。今後とも、ファンドとか制度融資の

浸透を図るために、商工団体や金融機関など関

係機関と連携を図りながら、制度のＰＲに努め

てまいりたいと思っております。

○川添 博議員 ありがとうございます。ぜひ

今後も末端の人たちへ呼びかける姿勢で、チラ

シやポスターなどを使って、県の新しい考え方

や制度融資を積極的に広めて取り組んでいただ

きたいと思います。

次に、自殺対策であります。

現在、自殺対策プロジェクトとして、遺族へ

のフォローなど、さまざまな大切な取り組みが

行われております。多重債務やうつ病など、苦

境に陥ってからの相談業務が中心のようであり

ます。自殺の理由は経済的苦境などさまざまで

すが、これから将来的に自殺の根絶を目指すた

めには、一番の出発点である我々の日々の生活

環境を改善していくことも重要かと考えます。

そういう視点で質問をさせていただきます。

先ほど時間外手当の縮減のお話をしました

が、現在、県内の各職場での超過勤務、長時間

労働を削減して早帰りの習慣を広めるとか、ま

た学校では、いじめや不登校を減らす取り組み

をするとか、若年労働者の離職率を減らすな

ど、苦境に陥る以前の防止もまた視点の一つで

はないかと考えます。そこで、経済団体などを

中心にして、県内各事業所に残業削減のＰＲと

いうか、普及を浸透させ、それをさらにチェッ

クしていくような仕組みはつくれないか、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） 国が策定しま

した自殺総合対策大綱の中でも、職場における

自殺対策の重要性が指摘をされております。ま

た、自殺対策基本法においても、事業主の責務

として、「労働者の心の健康の保持を図るため

必要な措置を講ずるよう努める」ということが

規定されております。このため県では、企業経

営者に対するトップセミナーや、産業保健師等

に対する研修会を開催し、労働者が職場内で相

談しやすい環境整備に向けた取り組みを進めて

いるところであります。今後、庁内関係部局及

び企業や労働関係の団体と協議をしながら、自

殺対策推進のための行動計画を策定していきた

いと考えております。

○川添 博議員 ありがとうございます。ぜひ

策定中の行動計画に盛り込んでいただくよう、

御検討をお願いいたします。また、その実施状

況をチェックする仕組みもつくれないかどう

か、あわせて御検討をお願いいたします。

ところで、最近の高卒者の就職後３年以内の

離職率はどういう状況になっているでしょう

か。商工観光労働部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 高卒者の
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３年以内の離職ということでございますけれど

も、若年者の早期離職につきましては、いわゆ

る７・５・３問題と言われております。宮崎労

働局の調査によりますと、高等学校卒業者につ

きましては、４人に１人が就職後１年以内に、

そして、２人のうち１人が３年以内に離職して

いるという状況でございます。

○川添 博議員 ２人に１人ということで、こ

れはかなり高い離職率ということでございま

す。高卒の若い労働者がお勤めに行かれて、半

数が離職をされているということでございま

す。今よりもっとよい職場への転職であればよ

いのですが、実際は、職場が合わなかったり、

人間関係の問題でやめていく若者も多いようで

す。県内で私立高校を含めると1,000人以上いる

とも言われています。また、中途退学者も毎

年900人から1,000人近くいると言われておりま

す。宮崎の将来を担う貴重な若者たちが社会人

としての基礎をしっかり学んでいるのでしょう

か。こういった若者の離職が、フリーターやニ

ートなどのワーキングプアやひきこもりにつな

がっていく可能性があります。そして、閉塞感

に満ちた人生や精神的・経済的苦境が、ひいて

は自殺につながりかねません。定職につくこと

で家族を持つことができ、また働くことの喜び

を味わうことが、ひいては人生や健全な精神の

充実につながると思います。また一方、各職場

にとっては、こうした高卒者などの若年労働者

の採用や人材育成が、企業として組織を存続さ

せるためには必要不可欠なものであります。そ

ういったことを考えると、こういった高卒者の

離職を防止するために、職業観を養うような教

育が必要であると考えますが、教育長の見解を

お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 高等学校卒業者の離

職率につきましては、商工観光労働部長の答弁

のとおり、かなり高い数値を示しておりまし

て、極めて残念な思いであります。離職の理由

といたしましては、今お触れになったように、

実際に働いてみると仕事が自分に合わなかった

とか、職場の人間関係がうまくいかなかったな

ど、さまざまなものがあるようであります。こ

のため、学校におきましては、日常の授業に加

えまして、地域や企業の方々による職業講話

や、企業訪問、職場体験などの取り組みを通し

て、将来設計能力やコミュニケーション能力の

ほか、勤労の大切さや達成感を育成していると

ころであります。望ましい勤労観、職業観を育

成することは、子供たちが職業に対する夢や希

望をはぐくみ、社会をたくましく生きていくた

めに大変重要でありますので、今後とも、地域

の協力、産業界からの御支援をいただきなが

ら、一層の工夫、改善を図ってまいりたい、こ

のように考えております。以上です。

○川添 博議員 ありがとうございます。ぜひ

教育長みずからそのようなプログラムに参画し

て、直接御指導もお願いしたいと思います。

自殺防止対策に今以上に踏み込んでいくため

には、県内隅々に至る末端の職場の労働環境の

改善や、また早期教育など、さらなる福祉、教

育、商工など部局間の連携の強化が必要である

と考えます。自殺対策は総合対策であります。

県政目標の大原則である県民の暮らしを守ると

いう原点に立ち返る必要があります。知事にお

考えをお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 自殺には、事業不

振、負債、家族の不和、うつ病など、さまざま

な要因があると言われておりますので、自殺対

策には総合的な取り組みが必要であると認識し

ております。このため、昨年11月に、私を本部
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長とする全庁的な宮崎県自殺対策推進本部を設

置いたしまして、関係課長から成る幹事会やワ

ーキンググループでの議論も踏まえながら、部

局横断的に全力を挙げて自殺対策に取り組んで

いるところであります。

なお、先ほどの川添議員の質問に対して不適

切な発言がありました。おわびいたしますとと

もに、取り消しをさせていただきたいと思いま

す。

○川添 博議員 戦後まだ日本が貧しく、食う

ものも着るものもなくて苦しんでいた時代に比

べれば、今の日本で、この豊かさの中で、飢餓

で死ぬ人はいません。しかし、この豊かさの中

で自殺率は増加をしております。経済的な理由

が多いとしても、その背景には、豊かさの中で

殺伐とした社会や人間関係があるように思いま

す。傷ついて残された家族の経済的苦境―自

殺しようと思った人や、また心の中が暗い生活

を送っている方がたくさんいると思います。で

きるだけ早く自殺率全国２位の汚名を返上すべ

く、積極的な取り組みをお願いいたします。

最後に、市街地の限界集落についてお伺いい

たします。

先日、地元を回っておりましたら、自治会の

役員の方からちょっとショッキングなことを聞

かされました。「博君の生まれたところの集落

が近い将来なくなるかもしれんよ」というもの

でした。比較的すぐ近くなんですが、最近１軒

ずつ回っていなかったものですから、改めてそ

の現場に行ってみますと、30数軒ほどあった家

屋の３分の１ぐらいが空き家状態になっており

まして、残っているのは70歳以上の顔なじみの

高齢者の方ばかりでありました。今まで考えた

こともありませんでしたけれども、自分の近隣

を冷静に観察してみると、まるで限界集落のよ

うな状態になっているではないですか。私の住

んでいるところは、総合運動公園の近くにあ

り、空港まで車で10分、宮崎市中心部まで20分

という便利のよさです。また、10分も歩けばコ

ミュニティバスにも乗れます。なぜこんなこと

になったのかよくわからないのでありますが、

自治会役員の方が私に言いたかったのは、夏祭

りでみこしの担ぎ手がいなかったり、自治会の

行事に参加したり手伝ってくれるスタッフもい

ないので、地元の行事そのものの存続が危ぶま

れているということであります。先日、新聞で

も、新宿区の団地が限界集落になったという記

事が出ていました。また、宮崎市内では、昭

和40年代に造成された大規模団地も、40年が経

過し、急速に高齢化が進んでおります。もちろ

ん本県では、喫緊の課題である過疎地域の集落

対策に重点的に取り組んでいかれているわけで

すが、市街地においても空洞化が進み、いわゆ

る限界集落に近い状態が出現しているのです。

今後の対策について県民政策部長にお伺いをい

たします。

○県民政策部長（丸山文民君） 高齢化、少子

化の進行によりまして、都市部の市街地におき

ましても、地域コミュニティーの維持が困難に

なるなどの問題が発生している、そういうこと

も聞いております。このような問題につきまし

ては、まずは地元の自治体におきまして、その

実態の把握に努め、必要な措置を講ずべきもの

と考えております。ただ、地域コミュニティー

の維持を図ることは、都市部、地方を問わず、

大変重要なことであります。今後、地元自治体

に対し必要な支援等を行ってまいりたいと考え

ております。以上であります。

○川添 博議員 ありがとうございます。宮崎

市の自治会の加入率も64％にとどまっておりま
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す。我々30代、40代の世代が自治会や消防団な

どの活動にも参加しながら、しっかりと地域に

目を向けていくことも必要かと考えておりま

す。

以上、質問してまいりました。県財政が危機

的な様相を見せている中、県内の中小零細企

業、小規模農家は、燃油高騰などで大変苦しん

でおります。また、自殺者や不登校児童の増加

など、苦境に陥っている県民の顔も浮かんでま

いります。現状認識を厳しいと判断した上で、

貴重な財政資源である税収を最大限活用してい

かなければなりません。そのために、県民の頼

みの綱である県庁組織を変革し、中長期の視点

で政策を新たに立案していくことも重要である

と思います。そういった県民の気持ちをしっか

りと受けとめて、さらに県政運営に取り組んで

いただくようお願い申し上げて、私の質問を終

わります。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 次は、黒木覚市議員。

○黒木覚市議員〔登壇〕（拍手） 今議会の最

後の質問であります。選挙では、最後の最後の

お願いというふうに回りますけど、きょうは最

後の最後の質問であります。さっきから知事が

ちょっと興奮しているところもありましたが、

知事、気持ちを落ちつけてお答えください。皆

さんお疲れのところでありますが、しばらくの

間おつき合いを願いたいと思います。

まず、関係職員の皆さんにお礼を申し上げて

おきたいと思います。宮崎―ソウル線、また宮

崎―台北線が就航して、外国へ一段と行きやす

くなりました。多くの県民が海外に行くように

なったというふうに思っております。県も、県

民の利便性を考え、パスポートの窓口を日南、

小林、高鍋の各県税・総務事務所で７月１日か

ら開設され、日向地区だけが取り残されており

ました。もちろん、宮崎、都城、延岡は以前か

らございましたが、日向地域の議員の強い要望

を受け入れていただきまして、12月までに開設

の準備、そして21年１月にはパスポート窓口を

開設するようであります。仏の米良と言われる

先輩が、口うるさく言ったかもしれませんが、

私たち日向地区の議員は、職員の皆さんに心か

ら感謝を申し上げたいと思います。ありがとう

ございました。

それでは、早速一般質問を行います。

まず、東国原知事の政経パーティーについて

であります。

知事が政治活動及び後援会活動を行うには、

多額の資金が必要だというふうに思っておりま

す。私たち議員でも、後援会活動にはかなりの

資金が要ります。私は、日向市内に後援会事務

所、県政相談室を開設いたしておりますが、月

にやはり20万ぐらいかかります。東国原知事は

県下一円でありますから、後援会事務所あるい

はスタッフも多くいるので、資金を集めるのは

大変だというふうに思っております。そこで質

問をいたします。後援会主催で政経パーティー

を開催しておられますが、知事就任以来、今日

まで、いつ、どこで、どの市町村で政経パー

ティーを開催し、その会場には何人ぐらい出席

されたか。また、１万円パーティー、5,000円パ

ーティーもあったようですが、それはどの市町

村ですか、お聞かせください。また、日付とあ

て名が空欄の領収書についての所信をお聞かせ

ください。

以上、壇上からの質問を終わります。後は自

席からよろしくお願いします。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。
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私の後援会は、私が知事に就任して以来、こ

れまでに11回の政治資金パーティーを開催して

おります。内訳を申し上げますと、会費１万円

のパーティーを８回開催しておりまして、ま

ず、昨年８月に都城市で開催し、パーティー券

を647枚売り上げております。以下同様に、昨年

９月に宮崎市で1,165枚、昨年10月に延岡市

で619枚、ことしに入りまして、２月に西都市

で306枚、４月に高鍋町で296枚、７月に都城市

で606枚、同じく７月に日向市で501枚、そして

今月、宮崎市で1,188枚であります。続きまし

て、会費8,000円のパーティーは１回開催してお

りまして、ことし４月に串間市で298枚の売り上

げです。次に、会費7,000円のパーティーも１回

開催しておりまして、昨年11月に小林市で431枚

の売り上げです。最後に、会費5,000円のパー

ティーを１回開催しておりまして、昨年８月に

日南市で241枚の売り上げであります。

続きまして、政治資金パーティーの領収書に

ついてであります。パーティーの開催に当たり

ましては、後援会の職員が、出席いただいた方

々のもとに、案内状やチケットとともに日付と

あて名を記入していない領収書を持参し、出席

の依頼をしておりました。その場で出席の返事

が得られれば、代金をいただくとともに、領収

書に日付と名前を記入し、出席を断られた場合

はチケットや領収書等は持ち帰っておりまし

た。その場で返事をいただけない場合は、チ

ケット等は預けて帰り、後日改めてお伺いし、

出欠に応じて先ほどと同様の対応をしておりま

した。こうした取り扱いについては、いろいろ

な先例を参考に行ってきたところであります

が、公正・透明性をさらに高めるためにも、後

援会としてよりよい方法を検討するとのことで

した。以上です。〔降壇〕

○黒木覚市議員 今、数字をいただきましたけ

ど、足し算ができないんですが、かなりの数字

だと思います。これで総額収益は幾らになるん

でしょうか。私は今、計算機を持っておりませ

んので、大体そちらで計算できておればお教え

ください。

○知事（東国原英夫君） 手元の資料に総売上

数がないので、もし必要であれば後ほどお示し

したいと思います。

○黒木覚市議員 それでは、まだ時間が40～50

分ありますので、その間に連絡がとれれば、総

額を教えてください。知事は、このパーティー

券を悪用することはできると思いますか。お答

えください。

○知事（東国原英夫君） 私は、こういうふう

な売り方をしているというのを今回初めて知っ

たんですけれども、相手方に悪意があって悪用

しようと思えば、その方法としてはゼロではな

いと思います。

○黒木覚市議員 私がいただいた領収書、私も

日向で参加したんですが、ちゃんと持っておる

んですよ。名前も日付も確かに書いてありませ

ん。私も参加しましたが、ここで皆さんに配付

しているものと同じものです。そういうふう

に、あて名も日付もないわけです。例えば、法

人の会社は交際費を持っているわけです。この

領収書を見ると、「政経講演会と意見交換の夕

べ」、これは知事と一緒に意見交換したり、知

事の意見を聞いたりするわけですから、参加す

れば会社の交際費で落ちていくわけです。例え

ば、私はこの領収書を使えません。はっきり

言って、政務調査費もこんなのは全然だめです

から、使えません。使えない方々もたくさんい

たんです。中を見ると、個人で来ている人、企

業から来ている人、確かにいろいろおられまし
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た。若い人からお年寄りまでいたわけです。

じゃ、これを使えない方が、仮に会社のほう

に、どうぞ使っていいよと言ったら、交際費で

使えるわけです。その会社の名前と日付をその

まま入れたら、会社で使える。企業はそれを交

際費の一部として使えるんです。悪用すればで

きるんですよ、これは。だから、私は知事に聞

いているんです。この前、知事が報道機関に答

えておりましたね。余り悪意がないようなこと

をちょっと私は耳にしたものですから、知事の

認識がちょっとまだ薄いな、そういうことを感

じてきょうは質問しているんです。知事、今言

うように、本当に認識していますか、パーティ

ー券のそういう重要性というのを。

○知事（東国原英夫君） 領収書の取り扱いに

つきましては、特段、先例に問題がなかったと

いう認識のもと、先例を参考にしながら行った

と後援会から聞いております。また、チケット

にはすべて通し番号を付すなどして、出席され

ない方のチケット等の回収を行っておりまし

て、これまで特に問題も生じていなかったと後

援会から聞いております。問題はなかったとい

え、御指摘のとおり、悪意があれば悪用される

可能性もありますことから、私としては支持者

を疑いたくはないのですが、議員御指摘のよう

な御心配もありますので、公正・透明性をさら

に高めるためにも、後援会としてよりよい方法

を検討するということでした。

○黒木覚市議員 先例と言われるんですが、ど

ういう先例があったんですか、そういう先例が

あれば教えてください。

○知事（東国原英夫君） 詳しくは聞いていな

いんですが、本県の議員の方、選出の国会議員

の方等々、先輩方の政経パーティーの領収書、

チケット等の売り方を参考にさせていただいた

ということを聞いております。

○黒木覚市議員 それもちょっと問題がありま

すね。今後の対応について、今まで出しておら

れる領収書はそのままにするのか、また、その

ことについてどういうふうに考えておるのか。

そのままにしておくんですか。

○知事（東国原英夫君） 先ほどと重複します

けれども、悪意があって悪用するという方がお

られるなら、その可能性はゼロではないという

ことにかんがみまして、公正・透明性をさらに

高めるためにも、後援会としてよりよい方法を

検討するということでしたので、それをお願い

したいと考えております。

先ほどの御質問の収入の合計、売り上げの合

計でございますが、5,988万6,000円でございま

した。以上です。

○黒木覚市議員 この売り上げはすべて後援会

費用として使っているということでしょうか。

○知事（東国原英夫君） さように聞いており

ます。19年度分は政治資金の収支報告をさせて

いただいていると聞いております。

○黒木覚市議員 ありがとうございました。一

番最後に行ったのは今月12日、宮崎でというこ

とでございますが、この前の日ぐらいだったで

しょうか、報道機関からちょっと指摘があっ

て、それで回収して領収を渡すようにしたと

か、その状況はどうだったんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 後援会から聞いてい

る話の範囲内では、すべて回収あるいは破棄し

ていただいた、こういうことでございます。

○黒木覚市議員 わかりました。この件はもう

いいでしょう。

それでは、次に移りたいと思います。企業誘

致についてでございます。

知事就任後の企業誘致の実績と今後の取り組
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み姿勢について伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私は、知事に就任し

ました平成19年１月以降、県外での企業立地セ

ミナーや、県内で行われるコンベンション等の

機会をとらえ、本県の立地環境をアピールする

とともに、企業のトップにお会いしまして本県

への立地を働きかけるなど、積極的に誘致活動

を行ってまいりました。その結果、本日まで

に38社の立地が決定したところであります。さ

らに、本年度は、企業立地推進局を設置すると

ともに、県外に企業誘致コーディネーターを配

置するなど、新たな体制の整備を行ったところ

であります。日本経済が減速する中、企業の投

資の冷え込みが予想されるなど、厳しい状況に

なっておりますが、引き続き積極的な誘致活動

を展開し、マニフェストに掲げました４年間で

新規立地企業100社の実現に向けて、全力で取り

組んでまいりたいと考えております。

○黒木覚市議員 次に、延岡市においては、先

日、新聞報道にもありましたが、新たに大規模

な工業団地を、10ヘクタールぐらいでしょう

か、造成するという動きがございます。日向市

においても、今、細島工業地帯のほうは、１区

に中国木材、30ヘクタールぐらいですか、あ

と、旭化成ケミカルズが４区という形で、大き

な工業団地が埋まりそうなんです。そうします

と、日向市も、大きな工業団地は用地がなくな

り、小さいところしか残っていないというふう

になるわけであります。そうなりますと、日向

でもこれからまた大規模な工業用地というもの

が必要になってくるわけであります。新しい用

地を確保する必要があると。また、日向のほう

でも動きもあるかと思いますが、このことにつ

いて商工観光労働部長、何かございましたらお

答えください。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 工業用地

についてでありますけれども、県におきまして

は、これまで、県北地域の企業集積を高めよう

ということで、関係自治体に対しまして、企業

誘致の前提であります工業用地、あるいはＩＴ

関連企業が事業所として使用する物件の確保に

ついて協力をお願いしてきたところでございま

す。日向市を含みます県北地域は、外国貿易や

内航など本県海運の拠点であります細島港があ

りますし、東九州自動車道の開通も近くなって

いることから、さらに企業立地環境というのは

充実していくものと思っております。企業誘致

を進める上で、企業ニーズにこたえられる工業

用地を確保するということは大変重要でござい

ますので、引き続き、市町村等とも連携しまし

て取り組んでまいりたいというふうに思ってお

ります。

○黒木覚市議員 次に、以前、旭化成の用地、

４区に、旭化成ケミカルズが新たな工場を建設

するというような報道があったわけです。２月

ごろだったでしょうか。その後どうなっている

のか。現地を今見ると、大型の重機が入ってい

るようなんです。現状がどうなのか教えてくだ

さい。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 今、議員

の御質問にございましたように、本年２月に旭

化成ケミカルズの進出ということが発表されま

して、その後、同社と県、それから地元日向市

との間で具体的内容について協議を進めてきた

ところであります。計画によりますと、新しい

工場は、携帯電話やノートブックパソコンなど

に使われておりますリチウムイオン２次電池用

のセパレーターというのを製造するものでござ

いまして、設備投資額が約60億円、新規雇用予

定数が21名というふうに聞いております。今後
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の予定でありますけれども、来週、今月30日に

立地調印式を行いました後、11月に着工、平

成22年２月には操業開始したいというふうにお

伺いしております。

○黒木覚市議員 設備投資が60億ということで

すから、大きな設備投資でありますけれども、

新規雇用が21名と、投資額に対し、ちょっと人

数が少ないかと思うんですが、後の雇用計画か

何か出ているんでしょうか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 同工場の

周辺で関連する企業等を含めますと、あと何十

名かの雇用は起こるのではないかというふうに

お聞きしております。細かい数字は持っており

ませんで、申しわけございません。

○黒木覚市議員 これに関連して、細島港にお

いて進出企業が、今言うように大きい企業がだ

んだんと出てくるようになりました。そうしま

すと、今、大型船に対応できるような13メータ

ー岸壁というのは１バースしかないわけです。

これがもう１バース、計画はあるんですが、今

後こういうふうに企業がだんだん出てくると、

荷の動きも大きくなる。また海外から、あるい

は中国木材になってくるとかなりの木材が、ま

た外材が入るわけです。船舶関係が動き始める

と、岸壁が足りないんじゃないかという心配も

あるんですが、岸壁の整備について県土整備部

長、何かお答えはございませんか。

○県土整備部長（山田康夫君） 細島港におき

ましては、港湾計画の中で水深13メートルの岸

壁を南側の白浜地区に２カ所位置づけておりま

す。現在、このうち１カ所を供用しておりまし

て、主に石炭などの輸入貨物を取り扱っており

ますけれども、現在のところは岸壁の利用状況

に余裕がございます。しかしながら、議員の御

質問にありましたように、細島港におきまして

は、複数の企業進出の動きが見られますことか

ら、今後は貨物量が伸びることも考えておりま

す。県といたしましては、関係機関と連携を図

りながら、貨物の動向や、使用する船舶などの

情報収集、企業ニーズの把握に努めますととも

に、既存施設の有効利用などを図りながら、新

たな岸壁の整備について今後検討してまいりた

いと考えております。

○黒木覚市議員 中国木材についてお尋ねをい

たします。

中国木材株式会社の進出について、林業３団

体から成る三木会では、進出を容認する方向で

調整が図られたようでありますが、いまだ地元

では一部の反対の意見があると聞いておりま

す。今後、県ではどのように指導していくの

か、環境森林部長、お願いいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 中国木材株式

会社の進出につきましては、地元の関係者から

成る会議におきまして、昨年９月以来、真剣な

議論が尽くされ、進出に際しての条件を提言書

として取りまとめ、宮崎県木材協同組合連合会

など林業３団体から成る検討会に提出されたと

ころであります。検討会では、この提言も踏ま

え、本県林業・木材産業全体の問題として議論

を重ね、７月末には条件つきで進出を認める決

定を行ったところであり、現在、会社との間で

その条件についての協議が進められておりま

す。県といたしましては、今後、林業団体にお

いて、中国木材への原木供給体制など具体的な

検討が行われる中で、さらなる意見調整が図ら

れますよう、指導助言に努めてまいります。

○黒木覚市議員 この中国木材については、日

向でも地元の三木会の皆さん方がこのごろ理解

をしたと私も思っているんです。でも、一部に

そういうくすぶりがある。特に、延岡森林組合
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の一部というんでしょうか、ここは木材市場を

経営しているんですね。ですから、中国木材が

山元から直接、原木を買い入れると、市場を通

らない。そうしますと、市場は非常に厳しい状

況になるんです。もう倒産するかもしれない、

もう危ないかもしれない、そういう状況にな

る。だから、反対しているんだろうと私は思う

んです。ですから、できましたら、県森連とい

う上の団体があるわけですから、上部団体の一

翼ですから、やっぱりきちっと延岡森林組合と

も話をして、理解をしてもらう。どうしたら理

解をするか。裏を聞いてみますと、いろんな方

法は、あるんじゃないかと私は思うんです。で

すから、県もそれに入ってやっぱり汗をかくべ

きだと。県も入ってしっかり汗をかいて、誘致

するならする。知事は一生懸命誘致をやってい

るんですから、誘致するならするように、県も

汗をかくような方法をとってほしいと、強くこ

れは要望しておきます。

中国木材の進出について、地元業界との話し

合いが調った後に、どのような手続で誘致をし

ていくのか、そこあたりがわかりましたら、商

工観光労働部長、教えてください。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県の誘致

企業と認定しますには、まず、地元自治体が円

滑に受け入れていただくことや、新規雇用数、

事業の実現性や継続性等、これらを総合的に判

断する必要がございます。中国木材の進出につ

きましては、先ほど環境森林部長もお答えしま

したとおり、同社と関係団体との話し合いが進

められているところでありますので、引き続

き、その推移なりを見守ってまいりたいと考え

ております。

○黒木覚市議員 中国木材もこれぐらいにして

おきます。

職務に対する不当な働きかけについて、この

ことについては、井本議員から随分質問いただ

きましたので、同じようなことなんですけれど

も、私は、１つ実例を挙げてお話ししてみたい

と思います。私ども議員は、出先の機関等への

いろんな陳情事が多いんです。日向でも、土木

事務所だとか振興局だとかあります。そこに

行ってのいろいろな陳情事とかが多いんです。

その中で一例を挙げてみたいと思うんです。

国道327がございます。椎葉線ですね。その横

に広域農道というのが通っております。その周

辺には４つの集落がございます。中村集落、奥

野集落、永田、権現原、この４つに分かれてい

るんですが、そこにコンビニをつくってほしい

と。今、小さな集落の中にお店をつくっても、

成り立たないんです。ですから、その集落の真

ん中あたりにつくってほしいと。そこは農村地

帯ですから、一々買い物に行くのも遠い。そう

しますと、朝晩に弁当だとかジュースだとかい

うものをちょっと買うのにも便利が悪い。です

から、その周辺につくってほしいと、地元から

出ておったんです。農村地帯ですから、ＪＡ

に、何とかそれをつくってほしいと。ＪＡもそ

こに施設があるんです。それを県の職員がどう

しても、今言う小さな集落は集落だと言うわけ

ですね。そこは塩見地区というんですが、市の

ほうにも、私たちは、全体を集落と見たらどう

かと。集落の中にはコンビニをつくれるんだそ

うですね。ですから、全体を集落と見る。た

だ、それを集落と見ないんですよ。職員が、見

ないんです。反対する職員は優秀な職員かもし

れませんよ、規定どおり言っているんですか

ら。集落とはこれだとか言っているんです。だ

けど、それは何十年前の話であって、今の時代

に小さな集落の中に店をつくって成り立つはず
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がございません。ですから、市のほうでも、大

きい輪の中で集落というものを考えたらどうか

と、それを了解したんです。県のほうも、かた

い職員だったんでしょう、どうしてもできな

い、だめだと。今度は次の職員が、県民のため

に、地域のためにそういうことがいいならとい

うことで、何とか許可するようになったんで

す。それは上の話もあったかもしれません。

でも、そういう中に私たちが入っていくんで

す。そうしますと、声が、井本さんじゃないけ

ど大きくなったりするんです。小さい声ばかり

で言っておったらだめで、やっぱりそこに大き

な声が出たりするんです。そうしますと、私た

ちはそこで威圧をやっているんです。威圧だと

とられたら、これは口ききになってしまうんで

す。今から陳情も何もできなくなるなと私は心

配をして、きょうは一例を挙げました。そうい

うことがたくさん今、出先ではあっているんで

す。ですから、これを一々皆さん方が言うよう

に私たちがやっておったんじゃ、議会活動もで

きなければ、議員の口封じになってしまう、そ

ういう感じがしてならないんです。ですから、

何とかここは知事、今言ったことについてお答

え願いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私が判断するに、

今、議員の御指摘にあった内容は、陳情・要望

の範囲だと思います。この制度の対象としてお

ります不当な働きかけにつきましては、法令等

の明らかな違反、あるいは一個人、一企業の私

的利益を図ろうとするような公正性、公平性を

欠くものについて、職員に対して行うよう要求

する行為ということでありますので、要求行為

が不当な働きかけに該当するかどうかは、その

客観性を確保する観点から、対応した職員では

なく、所属長が組織的に判断することとしてお

ります。また、いわゆる要望、陳情、提言等に

つきましては、この制度の要領上も不当な働き

かけとして取り扱うこととはしておりませんの

で、この趣旨は職員に徹底してまいります。で

すから、要望、陳情、提言等はどしどししてい

ただければと思っております。私は、県政運営

に当たりまして、県に対して寄せられるさまざ

まな声に耳を傾けまして、可能な限り県政に反

映していくことが大切であると考えておりま

す。このようなことから、この制度に基づく対

応が庁内において適切になされるようにする観

点から、当分の間、不当な働きかけかどうかに

ついての所属長の判断に際しては、事前に総務

部と協議を行うようにしてまいります。

○黒木覚市議員 もうこれ以上は申しません。

後は常任委員会で、常任委員でございますか

ら、常任委員会の中でいろいろ議論させていた

だきたいと思います。

次に移ります。農商工連携についてでありま

す。

木材乾燥施設の余熱をハウスに引き込み、活

用する実験の動きが、今、日向市であるわけで

す。といいますのは、ウッドテクノという―

前回倒産したんですけれども―ここを地元の

製材関係の皆さん方が買って、そこに共同で木

材の乾燥施設を今つくろうとしているんです。

その余熱が非常にたくさんあるということで

す。今まで農商工連携というのは、農業ででき

た産物を工業化する、製品化するとか、そうい

うのが多かったんですけれども、今度は今言う

乾燥施設から出てくる余熱水を利用して、ハウ

スの中を暖めようと。今まで余りないんです

よ、温水を使うというのは。ただ、この温水を

使うには、まだ今まで経験が余りないものです

から、何とか農商工連携の中の事業に取り込め
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ないか。こういうものを研究して、こういうも

のがよければいろんなものに波及していくんだ

ろうと思うんです。今、県内全域に木材の乾燥

施設がたくさんできておりますが、ただ、それ

をどうやって利用していいかわからん。こうい

うところで研究させて、しっかりそれが使える

ようになるといいがなと。重油は今、110円か

ら120円ですか、燃料が３分の１でいいというん

ですが。余熱、余った熱水ですから、３分の１

でもどうですかという話なんです。非常にいい

ことだと思うんですが、これはどうでしょうか

ね。これは商工観光労働部長、いいでしょう

か。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 農商工連

携の取り組みは、農林漁業者と中小企業者がお

互いの経営資源を活用することで、新商品とか

新サービスの開発に努めていくものでございま

す。御質問にございました取り組みは、詳細を

細かく聞かないとわからない部分もございます

けれども、趣旨の点では農商工連携に相当する

のではないかと考えられます。ただ、法律に基

づく国の支援措置の適用につきましては、国か

らその事業計画の認定を受けること等の要件が

ございます。もう一つ、県が今回お願いしてお

ります県の農商工連携応援ファンド事業による

支援につきましては、来年４月の公募開始に向

けまして、できるだけ多くの案件を支援するよ

うな観点を踏まえて、今後、詳細な要件を詰め

ていくということにしております。その結果に

なろうかと思います。

○黒木覚市議員 クリーンエネルギーというこ

とで、私は、この余熱水の利用は、今からもっ

ともっと研究してほしいし、取り組んでほしい

というふうに思っております。焼却場、ここあ

たりでも余熱水がたくさん出ているんですが、

今、利用しておる焼却場、これも大きな焼却場

は余熱を利用していますね。温泉だとかプール

だとか、いろんなこともできますので、これを

積極的に利活用するということについて、知

事、何かお答えいただけませんか。

○知事（東国原英夫君） 県内におきまして

も、下水処理場や製材所で発生した熱を、その

施設内で利用している事例が見られますほか、

現在、延岡市で建設が進められている新たな焼

却施設についても、その廃熱を隣接する入浴施

設等に活用する予定であるなど、少しずつでは

ありますが、廃熱利用の取り組みは広がりつつ

あります。県におきましては、地球温暖化対策

の一つとして、太陽光やバイオマス資源等を利

用した新エネルギーの導入を進めているところ

でありますので、このような廃熱利用を含む余

剰エネルギーの有効活用についても促進してま

いりたいと考えております。

○黒木覚市議員 次に、農業問題に移ります。

今回は地頭鶏のことは言いませんが、地頭鶏

は、県内でのひなの供給体制はできているわけ

ですね。果樹についても、産地育成のためには

安定的な苗木の生産体制が必要だと考えるわけ

です。現在の果樹の苗木生産体制はどういうふ

うになっておりますか、教えてください。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 果樹の振興に

は、やはり苗木の安定的な生産と供給が不可欠

であろうというふうに考えております。現在、

県内のかんきつ類の苗木の生産体制は、県内で

保有します優良な元となる木、いわゆる母樹か

ら採取しました穂木をＪＡが苗木業者に委託し

まして、接ぎ木繁殖する体制をとっているとい

う状況でございます。これによりまして、高品

質で優良な形質を持った苗木が確保できるとと

もに、苗木の生産コストを低く抑えることがで
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きるということになります。果樹の場合、やは

り優良な苗木の導入が大変重要でありますの

で、安定的な供給体制の整備による計画的な産

地振興を図ってまいりたいと考えております。

○黒木覚市議員 果樹の苗木の中で、今言いま

すように、田主丸とかそういう産地に頼んでい

るところが、ＪＡあたりは多いわけです。果樹

の苗木生産で、県内の一貫体制、そういうもの

をとっておる品種、種目があるんですか。教え

てください。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 一貫体制でご

ざいますけれども、生産拡大が進んでおります

マンゴーにつきましては、生産者からの要望を

踏まえながら、県内のＪＡ等が出資しておりま

すアグリシードで、台木からの一貫生産により

まして、需要にこたえる計画的な生産・供給体

制を整備いたしております。

○黒木覚市議員 日向のヘベスは地域特産で、

これは県北しか今は余りありませんが、苗木を

県内でつくることが必要じゃないか。それは、

県外に今お願いしているんです。日向農協、Ｊ

Ａのほうで、田主丸のほうのある園と契約して

いるんです。それは今、契約がきちっとされ

て、ほかには流出していないというふうに信じ

ているんです。県内はいいんですよ。県内は大

いに植えないかんのですけど、やっぱり宮崎県

のヘベスというのであれば、宮崎県内はいいと

思うんですが、これが県外に出ていかないよう

にする必要があると思うんですけど、その辺は

農政水産部長、何かございますか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） ヘベスでござ

いますけれども、現在、御指摘のように、県外

のほうに苗木の生産をお願いしているという状

況です。県外の苗木の場合、先ほど私、ちょっ

と説明を漏らしたかもしれませんが、苗木の管

理に信用のある産地にお願いしているというこ

とで、非常に安心できる体制で苗木の生産が県

外に委託できるということでございます。御質

問の、県内でどのように苗木生産する体制を構

築するかということも、一つの観点かと思いま

す。これにつきましては、産地やＪＡ等とも協

議しながら、また地域の振興方向、こういった

ものも踏まえながら、資源の保護、苗木の生産

コストなどを総合的に勘案いたしまして、検討

してまいりたいと考えます。以上です。

○黒木覚市議員 ヘベスもだんだんと人気が出

てきまして、私は、県北とかそういう小さいこ

とは言っておらんのですけれども、宮崎県のヘ

ベスぐらいには考えておるんです。大分のカボ

ス、徳島のスダチ、宮崎のヘベス、それぐらい

に輪を広げていかないかんけれども、県外に出

ていくと、そっちのほうが産地になってしまう

と困りますので、そのあたりはしっかりお願い

したいと思います。

もう時間がなくなりましたので、次に移りま

すが、県道土々呂日向線についてでございま

す。

先日、県道土々呂日向線の平岩工区1.3キロを

開通していただいて、非常に喜んでおります。

赤岩踏切、曙踏切、２つの踏切で車が通れなく

なって、逆に私たちは安心して通れるんです。

しかし、地域の人は、ちょっと困ったなと。県

土整備部長は日向におられましたからわかると

思いますが、日豊線から西側の踏切から、今言

う西側になるんですが、日向工業高校周辺あた

りの方が、東側、10号線側に行くのに、今度は

南まで1.3～1.4キロ下がったものですから、2.5

キロぐらい回らないかんと。非常に不便になっ

たと、また苦情も逆に来たわけです。それで、

高速道路に入ります327バイパスというのが、
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今、工事予定で、ある程度つくっておりますけ

れども、この部分を早く開通していただけれ

ば、遠回りしなくても大分近くに行けるという

感じなんです。この327バイパスの10号線から県

道土々呂線の間は、また横断しなきゃなりませ

んので、ここが問題ですけれども、これに

ちょっと時間がかかるかもしれませんが、この

整備の見通しはどうなっているか、教えてくだ

さい。

○県土整備部長（山田康夫君） 当バイパスに

つきましては、東九州自動車道日向インター

チェンジへのアクセス道路として、平成12年度

から事業に着手しまして、東九州自動車道の整

備にあわせてこれまで重点的に整備を進めてき

ております。東九州自動車道門川―西都間のう

ち、門川―日向間が平成22年度に開通予定と

伺っておりますことから、当バイパスにつきま

しては、まず、平成22年度までに日向インター

チェンジ―県道土々呂日向線間を整備しまし

て、インターチェンジへのアクセスを確保する

こととしております。お尋ねの区間につきまし

ても、ＪＲとの立体交差協議とか補償金目的植

栽行為といったさまざまな課題がございますけ

れども、早期完成を目指して一生懸命整備を進

めてまいりたいと思います。

○黒木覚市議員 もう時間も迫ってまいりまし

たので、もう一点、国道327号のバイパス、さっ

き言いました10号線からインターまで行って、

それから入郷の327といいますか、椎葉線のほう

につなぐ路線ですが、先ほど言いましたよう

に、22年度には東九州自動車道の日向―門川間

が完成しますと、かなり入郷方面にインターか

ら入るわけです。現在は市道がありますけれど

も、市道も曲がりくねって大変なので、日向入

郷の市町村からも、このバイパスの延伸につい

て要望がございますが、この件について県土整

備部長、お答えをいただきたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 日向インター

チェンジから西側の入郷方面への道路計画につ

きましては、東九州自動車道門川―西都間の供

用後の市道を含めた周辺道路の利用状況、こう

いったものを見きわめた上で判断したいと考え

ております。

○黒木覚市議員 以上ですべての質問を終わり

ます。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で一般質問はすべて終了

いたしました。

◎ 議案に対する質疑

○坂口博美議長 ここで、今回提案されており

ます議案に対する質疑の通告がありますので、

発言時間を10分以内として、これを許します。

前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。通告をいたしておりまし

たので、提出議案に対する質疑をさせていただ

きます。また、きょうの一般質問と重なる部分

もありますけれども、既に通告しておりました

ので、そのまま質疑をさせていただきます。

では、一般会計補正予算第１号について数

点、質疑をさせていただきます。

まず、総務費で、新規事業の広域ブロック自

立施策推進調査事業に1,091万9,000円が計上さ

れています。その事業内容とどのような目的で

行われるのかを伺いたいと思います。

次に、商工費で、20億1,000万円が計上されて

おります、みやざき農商工連携応援ファンド創

設事業について伺います。同事業の概要と、具

体的にはどのような事業を対象とするのか、ま

た、事業規模によらず単に個人が行う事業も対
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象としているのか、その利用形態といいます

か、その条件などを示していただきたいと思い

ます。そしてまた、今回の事業の効果をどのよ

うに見ているのか伺いたいと思います。

次に、原油・配合飼料価格高騰に対する緊急

支援について伺います。今回、農林水産業費の

元気みやざき園芸産地確立事業で、省エネ対策

として、内張二層カーテンに対する助成に6,255

万円を補正計上しておりますが、この事業がど

の程度の需要を見込んでの予算であるのか、そ

れは全体の何割くらいをカバーすることになる

のか伺います。また、今回の原油高騰では、施

設園芸農家は、規模の差はあれ、一様に被害を

受けているわけですが、生産農家は、自己資金

がなければこの省エネ対策の支援事業を利用す

ることはできません。農家の負担はどの程度に

なるのか伺いたいと思います。

また今回、利子補給の債務負担行為で4,607万

円を補正計上し、融資枠の創設や追加を行って

金利負担の軽減を図るとしていますが、現在の

利用者数やその状況、また新たな利用をどの程

度見込んでおられるのか、農業者、漁業者の資

金需要に対応できる十分な予算なのか、お伺い

をしたいと思います。

次に、教育費で、新規事業のスクールソー

シャルワーカー配置事業に546万7,000円を計上

していますが、この事業の内容、配置人員数及

びその雇用形態について伺います。また同じ

く、理科支援員等配置事業に1,167万2,000円が

計上されておりますが、今回、補正で上げた理

由、また配置人員数、雇用形態についても伺い

たいと思います。

以上で壇上からの質疑を終わります。〔降

壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えします。

広域ブロック自立施策推進調査事業について

であります。まず、事業の目的についてであり

ますが、これから本格的な少子高齢・人口減少

時代を迎えようとする中、社会の活力を維持す

るとともに、自立可能な市町村圏を確立してい

くための方策について調査研究を行うこととし

ております。また、その内容でありますが、地

方拠点都市を中心とした、より広い圏域におけ

る人口動態等の実態把握や課題の整理を行うと

ともに、関係市町村と協議しながら、中心市と

周辺市町村との連携による住民サービスのあり

方などを検討することといたしております。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。

農商工連携応援ファンド事業についてであり

ます。この事業は、総額25億円の基金を県産業

支援財団に造成し、その運用益を財源として、

県内の農林漁業者と中小企業者の連携体が取り

組む事業に対して支援を行うものであります。

対象となる事業は、加工食品などの新商品・新

サービスの開発等の取り組みや、農林水産物の

生産や加工に必要な機械、生産システムの開発

・研究等であります。助成対象者は、県内の農

林漁業者と中小企業者の連携体としております

が、それを構成する事業者については、個人で

あっても可能であります。事業規模について

は、できるだけ多くの案件を支援する観点か

ら、来年４月の公募開始に向けて、今後検討し

てまいりたいと考えております。最後に、事業

効果といたしましては、農林水産物の高付加価

値化や生産技術の効率化が一層進展するととも

に、事業者の経営の改善や向上が図られ、本県

経済の活性化につながるものと期待していると
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ころであります。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 ま

ず、内張二層カーテンについてでございます。

この内張二層カーテンにつきましては、県内の

需要量を調査いたしました結果、約100ヘクター

ルの整備要望があり、６月から実施しておりま

す既存事業に、今回の補正を合わせ、十分対応

できるものと考えております。その結果、要望

が多いピーマンでは、全体の24％程度の普及率

を見込んでおります。さらに、内張二層カーテ

ンの整備には、10アール当たり約50万円程度を

見込んでおり、県の補助率３分の１に市町村の

補助率を上乗せいたしまして、生産者の負担は

２分の１を予定いたしております。

次に、債務負担の関連でございますが、今

回、原油・配合飼料価格高騰による影響緩和対

策といたしまして、新規の緊急支援資金で２事

業、既存資金の拡大で２事業をお願いいたして

おります。新規の家畜飼料特別支援資金につき

ましては、今年度約70件、それから、水産関係

の省エネルギー推進緊急対策資金につきまして

は、約30件の需要を見込んでおります。既存資

金の農業災害緊急支援資金及び漁業近代化資金

につきましては、これまでそれぞれ、農業で121

件、それから漁業のほうで６件の融資実績でご

ざいます。なお、資金の融資枠につきまして

は、それぞれの事業目的や融資機関の需要見込

み額等の調査を勘案したものでございまして、

農業者、漁業者の需要には対応できるものと考

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。

まず、スクールソーシャルワーカー配置事業

についてであります。この事業は、文部科学省

からの委託事業であり、社会福祉士や精神保健

福祉士の有資格者などをスクールソーシャルワ

ーカーとして雇用し、家庭環境に起因する不登

校や虐待など、学校だけでは対応が困難な事例

に対して、関係機関相互の連絡体制を整え、児

童生徒が置かれたさまざまな環境の問題の改善

を図るものであります。雇用形態は非常勤で、

７名を配置するものであります。

次に、理科支援員等配置事業についてであり

ます。この事業は、科学技術振興機構からの追

加委託を受け、新たに小学校17校に理科支援員

を配置するものであります。雇用形態は非常勤

で、16名を配置するものであります。以上であ

ります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれ御答弁ありがとう

ございました。今回、補正での助成や支援につ

いては効果的に活用されることを期待して、ほ

かの議案については常任委員会その他で深めさ

せていただきます。ありがとうございました。

○坂口博美議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で質疑は終了いたしました。

◎ 議案第18号及び第19号採決

○坂口博美議長 ここで、さきに提案のありま

した教育委員会委員の任命の同意についての議

案第18号及び第19号を一括議題といたします。

お諮りをいたします。

両案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定をいたしました。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。
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議案第18号及び第19号について、一括してお

諮りいたします。

両案については、同意することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、両案は同意することに決定いたしました。

◎ 議案第１号から第17号まで及び請願委員

会付託

○坂口博美議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第17号までの各号議案及び新規請

願は、お手元に配付の付託表のとおり、それぞ

れ関係の委員会に付託をいたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

明日27日から10月２日までは、常任委員会及

び特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、10月３日午前10時開会、常任

委員長の審査結果報告から採決まででありま

す。

本日はこれで散会いたします。

午後２時56分散会


