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◎ 議案第33号から第37号まで追加上程

○坂口博美議長 ただいまの出席議員45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が、お手元

に配付のとおり、知事より議案の送付を受けて

おります。

議案第33号から第37号までの議案の送付を受

けておりますので、これらを日程に追加し、議

題とすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

○坂口博美議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ただいま提

案いたしました議案の概要について御説明申し

上げます。

まず、議案第33号は、収用委員会委員久保和

華氏が平成20年12月27日をもって任期満了とな

りますので、その後任委員として同じく久保和

華氏を任命いたしたく、また、議案第34号は、

収用委員会委員村岡啓吾氏が平成20年12月27日

をもって任期満了となりますので、その後任委

員として、現在、収用委員会予備委員である眞

茅喜久氏を任命いたしたく、土地収用法第52条

第３項の規定により、県議会の同意を求めるも

のであります。

次に、第35号は、収用委員会予備委員眞茅喜

久氏の後任予備委員として梅薗雄次郎氏を任命

いたしたく、土地収用法第52条第３項の規定に

より、県議会の同意を求めるものであります。

最後に、議案第36号及び第37号は、先般行わ

れました県人事委員会の職員の給与改定に関す

る勧告等を踏まえ、医師に係る手当の改定、教

員の新たな職の設置に伴う職務の級の増設並び

に教員給与見直しなどを行うための関係条例の

改正であります。よろしく御審議のほどお願い

いたします。〔降壇〕

○坂口博美議長 知事の説明は終わりました。

◎ 一般質問

○坂口博美議長 それでは、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。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、福田作弥議員。

○福田作弥議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。30年前の12月に、私は初めてこの壇

上から質問をいたしました。30年という節目で

ありますから、ちなみに当時の質問項目を見た

わけでありますが、米の転作問題、青果物の価

格安定事業、カーフェリーの京浜航路の問題、

石油燃料基地の問題、農家の固定化負債対策、

そして県道の認定問題でございました。既に解

決しました石油基地や県道の認定問題を除い

て、まだ質問を続けなければならない自分の非

力を今恥じると同時に、県政上の重要課題がい

かに困難で解決に時間を要するか、改めて認識

をさせられておるところであります。長い間、

知事初め県の職員の皆さんに口うるさい議員だ

と思われてきたでしょうが、我が郷土宮崎県の

前進のためにお許しをいただきたいのでありま

す。

そこで質問の第１項は、何といっても本県の

長年の懸案事項でございます物流の構築につい

平成20年12月４日(木)
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てであります。

我が会派の総合農政調査会では、９月に物流

問題一本に絞って勉強会をいたしました。講師

に、本県の代表的な荷主の団体である経済連の

羽田会長、それから、県工業会の会長でもあ

り、旭化成の延岡支社長であります水永会長の

お二人をお迎えしまして、講演と意見交換会の

研修会を行いました。最近、地元紙に「逆風

下、本県物流の構築を」というタイトルで、河

野副知事と水永県工業会の会長、羽田県経済連

の会長、お三方の物流座談会の内容が紙面２

ページを使って掲載されておりました。本県の

物流の現状と課題、具体策、連携の形などの項

目で意見、考え方が整理されております。知事

も、紙面２ページにわたる記事でありますから

目を通されていると思いますが、この内容か

ら、本県の物流の現状をいかに考えておられる

のか、まずお尋ねをしておきたいと思います。

後は、30年間にわたり取り組んでおります物

流問題を主に数点、質問者席からお尋ねをいた

したいと思います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 物流対策に

ついてであります。大都市から遠隔地にある本

県が、農産物を初めとする県産品の販売促進

や、企業誘致等による産業振興を図っていくた

めには、低コスト、大量輸送が可能な海上輸送

やＪＲ貨物輸送の充実等による物流効率化が重

要な課題であると認識しております。このため

県では、物流を取り巻く環境が厳しさを増す中

で、産業界とも連携しながら、部局横断的な取

り組みを強化することを目的とし、ことし７月

に、私を本部長とする物流対策推進本部を設置

したところであります。この本部では現在、産

業界との意見交換やヒアリング調査等により、

本県物流の実態把握と課題の整理を行っている

ところであり、これらの結果を踏まえ、産業界

との連携や役割分担のもとで、本県物流の効率

化に取り組んでまいりたいと考えております。

〔降壇〕

○福田作弥議員 それでは、物流問題、長い間

取り組んでおりますから、検証しながら、今日

までの問題点を洗ってみたいと思います。

昭和52年度に県は、農畜産物専用船開発のた

めの調査研究、あるいはチャーター船によるテ

スト輸送をされております。そのときには、専

用船の規模あるいは荷役施設、また専用船のあ

るべき姿等について、当時、シンクタンクで

有名な日通総研に委託をされておるわけであり

まして、その結果を受けて昭和54年度、専用船

開発研究委員会を庁内に組織されました。そし

て、この調査研究をもとに農畜産物の専用船を

開発するということを、この本会議場で、当

時、農水省から出向してこられていました白井

さんという部長でしたか、答弁をされておりま

す。

その後、昭和60年に宮崎港が暫定開港いたし

ておりまして、そのあたりから少し、県の取り

組み姿勢がカーフェリー問題に弱くなってきた

なと思っていたんですが、その反省点を見てみ

ますと、まず、宮崎港が暫定開港しまして、細

島港と宮崎港のカーフェリー京浜航路の航路調

整がうまくできなかった。また、航路調整がで

きなかったために、運送業者が非常に使い勝手

が悪くて、カーフェリーの積載も減った。結果

的にはカーフェリー会社の体力が弱ったんで

す。ちょうどその当時、国のハイテク貨物船テ

クノスーパーライナーの実験が始まった。これ

にすぐ県は飛び乗って、既存の大事なカーフェ

リーについては顧みる余地がなかったと申しま

すか、余り見向きしなかったんです。ここで本

平成20年12月４日(木)
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県の、特に京浜のカーフェリーが衰退の一途を

たどったと思うんであります。

それからもう一つ、当時の流れは、宮崎県の

観光がだんだんフェリーから飛行機のほうにシ

フトしていましたから、エアのほうに。ここで

旅客主体のフェリーから貨物主体のフェリーに

船を代替させる必要があったのを見逃してし

まった。こういう反省点を持っております。さ

らに、テクノスーパーライナーで踊ってしまっ

て―これは私ども議会も反省点があると思い

ますが―10年近く海上航路に対する取り組み

の時間を失ってしまった。このように大変反省

をいたしているところであります。

私が今振り返っている点について、間違いが

ないと思いますが、どのように考えておられる

かお聞きをしたいと思います。これは県民政策

部長でよろしいかと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 今、議員のほ

うからるる、現在までの物流体系の経過等をお

話しいただきました。確かに、例えばテクノ

スーパーライナーなんかにしましても、一生懸

命取り組んだ経緯を私も聞いておりますし、ま

た、たしか利用促進協議会とかつくられたん

じゃなかったかなと思っていますけれども、そ

れももう解散をしているというような状況にご

ざいます。この30年の間、関東航路のフェ

リー、それから大阪航路があったわけですけれ

ども、関東航路は17年７月以降休止をしており

まして、現在、大阪航路しかない状況でござい

ます。その中で、モータリゼーションの発達に

よりまして、例えば高速道路が整備されてきた

とか、そういうことによって輸送体系がトラッ

クのほうに主体的に転換をしてきたというよう

な状況もございます。

しかし、先ほど知事の答えにもありましたよ

うに、本県は大消費地から遠隔地にあるわけで

すから、やっぱりコストを削減することが、物

流にとっては一番大切であります。その中でど

ういうふうな物流体系を確立していくのか、こ

れが一番大事な点であります。例えば積載物、

荷物をどうするか、集約をどうするかでありま

すけれども、残念ながら今となっては、関東航

路のフェリーにしましても下り荷が少ない、当

然、宮崎、南九州にとっては、日常生活品とか

そういう需要が大都市圏ほどはないわけであり

ますから、関東航路フェリーについては下りの

面でなかなか採算がとれないということで、今

のような状況になっているわけであります。

知事もお答えいたしましたように、現在、庁

内で物流対策推進本部をつくりまして、民間の

方、産業界の方といろんな意見交換をさせてい

ただいております。その中で、現在の問題点、

課題、そこらあたりを摘出しまして、行政とし

てはどんなことができるのか、産業界としては

どういうことをやっていくのか、ある一定の方

向性を見出せば、物流対策も産業界、行政お互

い、よりよい方向に、進んでいくのではないか

と考えております。以上であります。

○福田作弥議員 毎回同じような答弁であるわ

けでありますが、私どもがテクノスーパーライ

ナーの誘致に失敗した後、県もこれは大変だと

いうことで、九州運輸振興センター実施の「宮

崎県下における海陸一貫輸送システムの形成の

促進等に関する調査研究」を依頼されておりま

す。平成13年に大変立派な報告書が出ておりま

すが、これらをずっと見ますと、調査はもう既

に何回もあっているんです。どういう点に問題

があるかということもわかっているんです。そ

こで、これらを参考に数点お尋ねをしたいと思

います。

平成20年12月４日(木)
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まず、1,400億円かけた宮崎港の利活用につい

て県の方針が定まっていない。南九州の物流拠

点として国内物流機能に重点を置いて機能強化

を図っていくということを考えておられるんで

すが、実際、航路がつかなかった。もう一つ、

この立派な港の利活用で、さらに港湾用地ある

いは臨海地区の土地利用規制の弾力化に時間が

かかっておる、こういうものがあります。それ

から、これも議場で何回か申し上げましたが、

県が有する川崎港の用地の有効活用について

も、運用について、ＰＦＩ初め民間の資金やノ

ウハウの導入による利用を検討しなくてはいけ

ないと言っているんです。それからもう一つ、

国内の長距離フェリーが、各航路とも建造や運

航コストの関係で旅客フェリーから貨物フェ

リーに転換する流れが多かった中にも、宮崎県

はそのままにしておってフェリーを失ってし

まった。全部書いてあるんです。そして、県の

役割についても書いてあります。物流の担い手

として、各関係団体と連携を図りながら、各種

施策を総合的に推進していく役割を務めなけれ

ばならない。いわゆるオール県庁で取り組みな

さい、こういうことが既に７年前に指摘をされ

ているんです。

私は、もう調査研究は既に終わっている、与

えられた条件でどうするかだと思います。本県

において、大都市圏と定期航路を持つことは、

県産品の出荷を初め、県内の産業や県民生活に

不可欠であります。ぜひ、公益性、公共性の観

点から再構築を図る必要があると考えておりま

して、この点についてこういうことを言われて

います。「行政は計画を作ることで満足してい

る場合が多く、実行性がない。作文から行動へ

移し、実行することによってその成果が検証さ

れ、評価を受け満足すべきである」。これは宮

崎県だけじゃないんです。全体を指して、ある

シンクタンクの方が申されているんです。それ

から、私は勉強会で耳の痛いことを聞きまし

た。「県は何事でも玄関口までは案内するが、

それ以上は踏み出そうとしない。お金がなけれ

ばないで取り組む方法があるのではないか」、

こういうことがございました。河野副知事も紙

上対談でそれを認めておられると思います。

「物流については後退の歴史がある。そこを取

り戻していかなければならない」、こういうふ

うに座談会で反省の弁を述べられておりまし

て、私は大変心強く感じました。副知事、恐ら

く秘策をお持ちであろうと思いますが、お尋ね

をいたしたいと思います。

○副知事（河野俊嗣君） 物流問題に関しまし

て両会長と紙上対談をさせていただきまして、

物流問題が本県にとって本当に重要な問題であ

るということ、産業界が連携をしてこれに取り

組んでいくという並々ならぬ熱意を感じたとこ

ろであります。

物流問題につきまして、今、これまでの経緯

も含めて、議員から説明があったわけでござい

ますが、これまでの問題というものを十分踏ま

えて、特に今回、お二人の会長からは、本県の

物流を効率化させるために、鉄道輸送や海上輸

送の選択肢を広げていくということであります

とか、農商工連携などを進めていきまして、こ

れまでの問題として、荷物が不足していた、分

散化していたという問題があるわけでございま

して、貨物の集約などに取り組むことが大切だ

という方向性が示されたところであります。行

政といたしましても、県民総力戦で取り組むべ

き課題ということで設置をいたしました物流対

策推進本部をしっかり機能させていきまして、

産業界の連携というものと歩調を合わせて、物
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流対策というものに取り組んでまいりたいと考

えております。

○福田作弥議員 最後に、県としては、もう半

世紀近くこの問題に取り組んでおられるんで

す。私はずっとかかわってきまして、ただ一

点、やはり、お金でもなければ組織でもない、

最後の決断です。いわゆる方向性を絞ることが

できずに、結果的には、長い間に物流に関して

何も成果を得ることなく挫折をしてしまってい

るという感があります。先人の鉄道輸送や海上

輸送に取り組んだときの環境を思えば、今のほ

うがずっと恵まれているんです。ぜひ、本県最

大のネックであります物流の構築に情熱を持っ

て取り組んでいただきたいと思いますが、物流

対策推進本部長であります知事に、再度の強い

決意、御所見をお聞きしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 非常に重要な御指摘

だと思います。まず、御質問の中にあった、役

所の仕事は計画倒れ、計画が先行して実効性に

欠けるという御指摘ですが、私も少なからずそ

ういう所感を持っております。総合計画主義な

ので、計画を立てるというのは非常に重要なこ

とかもしれませんが、それが立派過ぎて、現実

に、リアルに実行されていないという部分もあ

るかなと思います。その辺は反省点だと思って

おります。

それで、物流問題ですけれども、私は過去の

細かい物流の歴史については余り把握しておら

ないのですけれども、条件不利地として、この

県がこれまでなし得なかった、県民総力戦とい

うか一丸となって、産業界とか行政とか、ある

いは産業界でも農業とか工業がございますけれ

ども、その荷の集積というのが一番重要じゃな

いかなと思っています｡そこにポイントを置い

て、対策推進本部も活動していかきゃいけない

と思っております。コンテナの中とか冷凍の技

術、あるいは搬送の技術なんかも向上しており

ますので、工業製品、農業製品等々荷の集約と

いうのができる限りできるように、産業の横断

的な取り組みというのに、今後力を入れていか

なければいけないんじゃないかと思っておりま

す。

また、モーダルシフトの中で、今後、環境問

題も含めて、鉄道や船の輸送にウエートがか

かってくるんじゃないかなと思って、それを期

待しているところでございます。今後、物流対

策には県庁一丸となって、あるいは産業界と連

携して取り組んでまいらなければいけないと考

えております。

○福田作弥議員 ありがとうございました。

続きまして、ちょっと順序が入れかわります

が、セーフティネット貸付と融資審査について

お尋ねをいたしたいと思います。

一時忘れかけておりました「貸し渋り」「貸

しはがし」の言葉を、また連日耳にするように

なりました。新規の融資案件がほとんど審査を

通らない、あるいは既存融資の借りかえ拒否や

減額が増加をしている。その背景には銀行の業

績悪化があり、自己資本比率を毀損することを

恐れる銀行が、大変貸し出しに慎重になってい

ることもあると言われていますが、このような

状況は、経済不況の中で中小企業の経営が悪化

し、銀行の不良債権がふえ、さらに貸し出しの

審査が厳格化し、いわゆる負のスパイラルに

陥っていく状況にあると思うのであります。

そこで私は、セーフティネットという名称か

らしましても、このような悪の循環を断ち切る

必要があると思うのでありますが、どうも国の

出しておられます追加経済対策の目玉である中

小零細企業向けの緊急保証枠、セーフティネッ
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トが文字どおり運用されていないような嫌いが

いたしております。私どもはそのまま受けます

から、民間の金融機関がこれ以上は貸し付けは

難しいという案件に対して、中小企業や零細企

業に融資を促すものと考えておったんですが、

どうもそうではない。私はきょう、お手元に資

料をお配りいたしております。審査についての

資料でありますが、その２枚の資料に基づい

て、現実には、民間の金融機関等は審査をされ

ているようでございまして、これを見る限りに

おいては、かなり厳しいものだと考えておりま

す。なぜ金融機関の審査に落ちるのか、あるい

はなぜ審査が通らないのかという原因等が書い

てございますが、これで審査をやられますと、

かなり厳しいのではないかと考えております。

現況について、県内に限って、担当部長にお尋

ねをしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 中小企業

に対する貸し付けの状況はどうかということだ

と思いますけれども、巷間においては、いろい

ろ貸し渋りがあるんじゃないかとかございま

す。私どもで、具体的にこういうことが上がっ

ているというのは直接はございませんが、全体

として見まして、例えばセーフティネット貸

付、これは連鎖倒産防止とか不況業種関係と

か、いろいろあるわけですけれども、その辺の

保証状況を見てみますと、セーフティネット保

証トータルのことし現在の分でございますけれ

ども、約90％は保証承諾しているというような

状況でございます。そういった意味では、厳し

過ぎるといいますか、なかなか審査が通らな

い、保証がされていないとか、そういう状態ま

では行っていないのではないかというふうに考

えております。

○福田作弥議員 統計数字が９月末とか10月末

でありますから、そんなに厳しい数字が出てい

ないかと思いますが、12月に入りまして、悲し

いかな、現実はかなりシビアな貸し付け状況で

あると思います。その証拠に、政府あるいは金

融庁がいろんなマニュアルを出しています。貸

し出しを促進するためのマニュアルであります

が、その中に、３年で区切ったやつを５年に改

善計画をしてもよろしいですよとか、場合に

よっては、経営改善計画が順調であれば10年ま

で延ばしてよろしいですよという、非常に緩和

された貸し出し条項が出てきておるんですが、

なかなかそれが適用されていない。その証拠

に、きょうの新聞を見ますと、中川金融大臣

が、大手銀行や地域金融機関のトップの皆さん

方に集まっていただいて、「中小企業への融資

をぜひ円滑にやってくれ」と何回も要請された

そうでありますが、きのうも行われておりま

す。

業績不振と資金繰りの悪化が共振する中で、

景気後退局面での金融機関の難しさは、私も１

億から数十万円の決裁を26年間やってきました

から、金融機関の責任者としてわかるんです。

わかりますけど、ここは、100年に一度の金融危

機でありますから、何とか対応してあげなくて

はいけないと考えておるわけであります。回答

が即出るとは思いませんが、国が金融関係者を

集めて特別要請されました。本県においてもぜ

ひ、知事初め関係部長に、地元の金融機関に対

して、年末の中小企業、零細企業への特別融資

の円滑な融資の要請をしてもらいたいと考えて

おりますが、御所見を賜りたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 世界的な金融危機の

影響を受けまして、国内の景気は後退局面にあ

りまして、本県においても中小企業を取り巻く

経営環境は一段と厳しさを増しているのじゃな
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いかなと認識しております。このような中、国

におきましては、「安心実現のための緊急総合

対策」の中で緊急保証制度を創設するととも

に、政府系金融機関の融資枠を拡大するなど、

中小企業の資金繰り対策に積極的に対応してお

られるところでございます。県におきまして

も、中小企業の金融の円滑化を図るため、県制

度のセーフティネット貸付の融資枠を52億8,000

万円から100億円に拡大するなど、制度の充実強

化を行うとともに、この貸し付けの浸透を図る

ため、市町村、商工会、商工会議所等を通じ、

制度を周知したところであります。さらに、金

融機関及び信用保証協会に対しましては、積極

的な対応を文書等で要請したところでありま

す。今後、年末の資金需要も本格化することか

ら、私が金融機関を直接訪問しまして協力要請

を行うなど、さらに中小企業の金融の円滑化に

努めてまいりたいと考えております。

○福田作弥議員 ありがとうございました。中

小企業、零細企業の皆さんは、知事みずから、

あるいは関係部長みずからが関係金融機関に働

きかけされることを待っておられますから、お

願いをしておきたいと思います。

続きまして、食の国産志向と食品産業の立地

についてお尋ねをいたしたいと思います。

先般、九州経済同友会が「フードアイランド

九州」という提言書を出しております。今日ま

でおおよそ農業に関心のなかった経済界が、九

州経済を支えるかなめとして、農業などの１次

産業「食」を明確に位置づけたことに、いささ

か私は驚きを感じ、また、本県は農業県であり

ますから、ありがたく感謝もいたしたのであり

ます。

そこで、次世代の戦略産業として食を考える

ことは大事でありまして、食の安定供給、食の

安全・安心、地球環境に優しい食、こういうも

のを考えますと、九州は食料生産にふさわしい

地域でございまして、今の数字で全国の食料生

産の20％を受け持っているそうです。しかも、

農林水産業に、食品加工や流通業、外食産業を

加えた、いわゆるフードビジネスの就業者数は

全就業者の２割以上を占めており、非常に大き

なウエートがあるんです。食の「安定供給」

「安全・安心」「地球環境」、３つの課題を

テーマに、付加価値の高いフードビジネスの再

構築をやったらどうかな、このように考えてお

ります。フードビジネスの展開にうってつけの

地区が宮崎県と考えるのでありますが、本県は

今まで、食の素材供給に終始することが多く、

付加価値をつけて食品加工の産業を起業したり

誘致することが余りなかったんです。ぜひフー

ドビジネスを起こし、付加価値をつけ、生産農

家の手取りをアップさせる、あるいは県民には

働く場所を提供する、こういうふうに考えてお

りまして、今日まで影の薄かったフードビジネ

スにぜひ取り組んでもらいたいと思います。今

こそ、食の安全・安心からの国産志向の追い風

をとらえて、フードビジネスを立地促進する時

期だと思いますが、いかがでございましょう

か。これは農政水産部長にお尋ねをしたいと思

います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県では、農

業者の方々が、安全・安心で品質の高い農産物

の生産に取り組んできた結果、先ほど御指摘が

ございましたけれども、全国でも有数の食料供

給県としての地位を確立しているところでござ

います。この良質な本県農産物の素材を生かし

た付加価値の高い加工食品等の製造・流通・販

売に至るフードビジネスが、県内において多様

に展開されますことは、農業所得の向上にもつ
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ながり、ひいては本県経済全体への効果が期待

されるところであります。このため本県では、

県内の農業団体や製造・販売業者、試験研究機

関等で構成いたします食料産業クラスター協議

会を組織しまして、人・物・技術を有機的に結

びつけながら、新たな製品開発や販路開拓等に

取り組んでいるところであります。今後とも、

農産物の加工・販売力強化のための農商工連携

について、農業サイドからも積極的に働きかけ

るとともに、生鮮仕向けのみならず、業務用需

要等にも対応できる産地体制の整備に努めてま

いりたいと考えております。

○福田作弥議員 関連して、県土整備部長にお

尋ねをしたいと思います。私は、食品関連の企

業について以前から関心を持っておりまして、

特に宮崎港湾について、一時期、食肉市場等の

開設も提案したのでありますが、その時期はほ

とんど観光・リゾート一色でございまして、私

の提案等は余り関心を持ってもらえませんでし

た。今、港湾等をずっと調査して遊休地を見ま

すと、この際、食品関連のフードビジネスをあ

そこで展開すると好立地だな、そういう気持ち

を持つのであります。現状では、用途変更等の

問題を解決しないと利用できないようでありま

すが、それについてはどのようにお考えか、お

尋ねをしたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 宮崎港の分譲

地についてでございますけれども、高速道路あ

るいは空港、鉄道等にも非常にアクセスしやす

い恵まれた地理的条件を有しておりまして、港

湾計画に基づき、運送業あるいは倉庫業などの

流通関連用地として整備をしまして、これまで

分譲に努めてきたところでございます。しかし

ながら、昨今の厳しい経済情勢、あるいは企業

が在庫を抱えないといった業務形態の変化など

もありまして、流通関連用地としては、分譲が

思うように進んでいない状況―遊休地といい

ますか、そういう状況でございます。このよう

なことから、現在、より幅広い業務に分譲でき

るように、港湾計画で定めた土地利用計画の見

直しに取り組んでいるところでございます。

フードビジネスなどの工場の立地につきまして

は、現時点では土地利用計画上、困難な状況で

ありますので、現在の取り組みの見直しの中で

検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。

○福田作弥議員 ぜひ、活気ある宮崎港を取り

戻すために、対応を急いでほしいと思います。

次に、経済効果のあるゼロ予算施策について

であります。

財政状況が厳しくなりまして、「ゼロ予算施

策」という言葉が踊っておるわけであります

が、これは内容がつきませんと全く意味がない

わけであります。ずっと読んでみますと、経済

効果を出すようなゼロ予算施策については少な

いなと考えておりまして、県の裁量権でできる

ものを考えた場合、やっぱり経済波及効果の高

い住宅建設。住宅建設は当然、市街地にはでき

るんですが、私が申し上げますのは、いわゆる

既存の集落内の市街化調整区域のいろんな規制

がかかっているところを、ある程度規制緩和し

見直しをすることによって、住宅建設が進んで

いくと。だれでもかれでもそれを認めますとス

プロール化いたしますから、そうではございま

せんで、ある一定の規制のもとにそれを認める

と。住宅建設は関連産業のすそ野が広いですか

ら、大きな経済効果を得ることができると思い

ます。特に今、本県では、限界集落を「いきい

き集落」に変えて、何とか活気のある既存集落

を再生しようと考えているわけでありますか

平成20年12月４日(木)



- 86 -

ら、ぜひ―これは何回か取り上げてみました

が、進んでおりません。担当課にも内容はお話

ししていますから、多くを申し上げませんが、

都市計画法や農地法等の問題をクリアされまし

て、市街化調整区域であっても、既存の集落内

であれば住宅建設ができるようにお願いをした

いと思います。これは両部長にまたがります

が、農政水産、県土整備両部長にお願いしたい

と思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農用地区域内

農地で住宅建築を行う場合には、農振法に基づ

きまして農用地区域からの除外手続が必要にな

ることは、御案内のとおりでございます。その

除外手続につきましては、法律で要件が明確に

定められております。また、国におきまして

は、この要件を厳格化するなどの法令改正も近

く予定しているということを伺っておりまし

て、現段階での県の裁量による見直しは難しい

ものがあるというふうに考えております。しか

しながら、集落内の農用地への住宅建築につき

ましては、一定の要件を満たせば除外可能な場

合もございますので、個別事案ごとに、市町村

の意見も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。

○県土整備部長（山田康夫君） 市街化調整区

域につきましては、御承知のとおり、市街化を

抑制すべき区域として開発等が抑制をされてお

るところでございますけれども、その区域にお

いても、既存集落につきましては、その地域に

居住する方々の利便施設あるいは分家住宅など

の建築物について、地域の実情などを考慮した

上で個別に許可をしているところでございま

す。また、市や町が進めますまちづくりの中

で、一定の区域において、道路等の基盤整備の

計画とあわせて都市計画を決定することにより

住宅等の建築が可能となる、いわゆる地区計画

制度、こういったのもあるわけでございます。

開発許可制度の適切な運用を図るとともに、そ

ういった地区計画制度等の活用についての助言

を、市や町に対して行ってまいりたいというふ

うに思っております。

○福田作弥議員 県行政が予算を全く使わずに

大きな経済効果を生む施策でありますが、今、

両部長の答弁からもわかりますとおり、みずか

らを縛り過ぎて、効果を生む施策を余り活用さ

れていないことは残念です。本県は林業県であ

り、もっと規制を緩和して住宅建設を促進し、

冷え込んでいる県内の住宅建設需要を掘り起こ

し、景気の下支えをしていただきたいと要望し

ておきます。

続きまして、福祉の関連であります。

ショートステイ床の有効利用でございます。

全国の平均とか県内の平均とか、いろいろ違っ

た数字が出てきましたが、私は全国平均、県内

平均、大体５割を切っていると思うんでありま

す。特別養護老人ホームのベッドは１床当た

り1,000万円以上の費用がかかっているんです。

これが常時、１特養当たり多いところは５～６

床、少ないところでも４床ぐらい遊休化してい

る。もったいないですね、7,000万ないし１億の

金が遊んでいるんですから。税金を投入したも

のがですね。前々からショートステイ床の有効

利用をお願いしておるんですが、なかなか進ん

でおりません。一方では、特別養護老人ホーム

に入所したいという待機者が、１養護施設当た

り100人ぐらいいらっしゃる。かけ持ちもありま

すから、それを相殺しましても50人ぐらいい

らっしゃると思いますが、その後一向に転換が

進んでいないようであります。現状と今後の見

通しについて、福祉保健部長にお尋ねします。
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○福祉保健部長（宮本 尊君） ショートステ

イ専用ベッドの特別養護老人ホームのベッドへ

の転換、いわゆる定床化につきましては、おっ

しゃるように、新たな施設整備を必要としない

で特別養護老人ホームの定数をふやすことがで

きますので、入所待機者対策として一つの手法

ではありますけれども、一方で、住民が負担す

る介護保険料の上昇につながることや、市町村

の第３期介護保険事業計画の施設整備予定数が

ほぼ達成されているということから、現状では

定床化は難しいと考えております。しかしなが

ら、現在策定中の第４期介護保険計画の中で、

定床化は、療養病床の再編成に伴う受け皿にも

なり得るということから、今後、市町村の意向

等を踏まえながら、定床化について市町村と協

議してまいりたいと考えております。以上で

す。

○福田作弥議員 ぜひ検討をお願いしたいと思

います。今のままでは、入所待機者の要望もか

ないませんし、あるいは今、部長がおっしゃっ

たとおり、特養ホームの経営が措置から契約の

時代に移っています。介護保険制度に変わりま

して、非常に経営も厳しくなっておりますか

ら、遊休施設を置いておくことは大変なんで

す。１施設当たり5,000万ないし１億遊ばせてい

るんですから。介護保険制度の問題もあると思

いますが、ぜひこれが有効活用できるように、

それをクリアしてお願いをしたいと思います。

最後になりましたが、知事の政治姿勢につい

ては、今まで私が質問しました内容からして特

段お聞きすることはないなと考えておるんであ

りますが、一つだけ要望申し上げますと、この

前、全国紙に「「東国原効果」帳消し!?」とい

うタイトルの記事がありました。何かなと思っ

て一瞬、目を奪われたんですが、内容はまじめ

な内容でありました。この金融危機の中で知事

の努力が、前半はよかったけれども、後半、非

常に報われなくなっているということで気の毒

だという内容です。同情の内容ですね。それか

らもう一つ、最近、私は―知事はそういうこ

とはないと思うんですが―政局が不安定であ

りますから、今の政局は、知事がしっかり腰を

据えて県政に取り組むには悩ましい状況にある

のかなと考えるんです。県民が、「もう一回、

知事、しっかり腰を据えて頑張ってくれ」と

おっしゃっているのでありますから、ぜひ県民

の要望にこたえて―ほかの県がうらやむほど

のトップセールスの力をお持ちの知事でありま

す―頑張ってほしいと要望申し上げまして、

質問を終わりたいと思います。以上でありま

す。（拍手）

○坂口博美議長 次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 人権週間で

あります。したがいまして、執行部の皆さんは

胸にそれぞれ啓発のワッペンをつけていらっ

しゃいます。思いやりの心を大切にして人に優

しい政治を取り戻すために、私も頑張ってまい

ります。

通告に従い、順次質問してまいります。

まず、雇用対策について、知事にお尋ねをし

てまいりますが、今、環境問題を初め、地球レ

ベルで物事を考え、模索する時代でございま

す。とりわけ戦争は、地球レベルで制御できる

仕組みをしっかりつくらなければならない、極

めて重要な問題であります。同時に、アメリカ

発金融危機に伴う世界同時不況、経済において

も世界レベルで制御できる仕組みをつくる必要

があるのではないかと言われております。労働

によってお金を得る経済ではなく、お金でお金

を膨らますために人間が振り回されてきた結
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果、この不況の進行がさらに何をもたらしてい

くのか、非常に不安であります。この金融危機

による世界的不況の中、雇用をめぐる厳しい状

況が報道されております。厚生労働省は先月

末、非正規雇用労働者の期間満了、途中での雇

いどめが３万人を超えるという調査結果を出し

ました。また、来春の新卒者の内定取り消し

は331人、高卒者求人数は前年同期比の3.8％減

で、６年ぶりに減少したそうです。そこで、本

県における雇用状況及び内定取り消しの実態に

ついて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。

今回、国が行った調査によりますと、本年10

月から来年３月までの間に、全国で約３万人、

県内では578人の非正規労働者の解雇が見込まれ

ております。また、新規学卒者の就職内定取り

消しにつきましては、11月末現在で、県内事業

所による取り消しは起きておりませんが、県外

事業所によるものが３名あったとのことであり

ます。以上です。〔降壇〕

○髙橋 透議員 ところで、誘致企業でありま

すけれども、国富町に日立プラズマディスプレ

イ工場がございますが、９月に事業縮小を発表

されました。ここには社員が1,000名、そして派

遣労働者を含め非正規労働者400名の方がいらっ

しゃいますが、この方々の雇用がどうなるの

か。非常に大幅な人員の整理が懸念をされま

す。実情と対策について、把握していらっしゃ

れば答弁をお願いします。

○知事（東国原英夫君） 本年９月に、同社か

ら県に対しまして、国富工場のプラズマディス

プレイパネルの生産を来年３月までに終了する

との話がありました。今後、同工場におきまし

て、引き続きモジュールの製造を行うととも

に、あわせて日立グループの他の事業を導入

し、同社社員の雇用の確保を図っていくとのこ

とでありました。これを受けまして、私は10月

８日に上京し、同社及び親会社であります日立

製作所の社長等に直接お会いしまして、国富工

場における事業展開と雇用の確保を確実に実行

していただくようお願いしたところでありま

す。現在、日立グループにおいては、全力を挙

げて対応していただいているところでありま

す。

○髙橋 透議員 知事も早速、御努力をされて

対応いただいているようであります。聞きます

と、社員の中には、県外から転勤で見えて家も

つくられた、そして永住するということで両親

も呼んで、そういう方もいらっしゃるわけで、

ぜひ雇用を守るために県としての最大限の取り

組みをお願いするものでございます。

そして、先ほどの答弁の中に、内定取り消し

が県外で３名、これは高校卒の方なんでしょう

か。私、１名の報告を聞いているんですが、今

後ふえてくる可能性は極めて高いということを

覚悟しなければならないと思うんです。内定取

り消しにつきましては、労働関係法令で制約が

ございます。安易な内定取り消しはできないよ

うになっているわけですが、学校の就職担当者

は、安易に受け入れをしない、詳細をしっかり

と調査して迅速かつ的確な対応を行うべきだと

考えておりますが、教育委員会に、内定取り消

しの現段階の状況なり対応についてお尋ねいた

します。

○教育長（渡辺義人君） 県立学校におきまし

ては、就職を希望する生徒たちの就職決定に向

けて手だてを尽くしているところであります
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が、現在のところ、県外事業所での採用内定取

り消しの報告を１件受けております。県教育委

員会におきましては、採用内定取り消しの通知

があった場合は、公共職業安定所に直ちに連絡

するとともに、事業主に対して取り消しの理由

等を聴取し、撤回を申し入れることなどを各学

校に対して指示をいたしているところでありま

す。今後とも、宮崎労働局など関係機関と連携

しながら、就職を希望する生徒たちの希望がか

なえられるように、迅速かつ適切な対応に努め

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。

○髙橋 透議員 大変心強い御答弁だというふ

うに受けとめたいと思います。これまで、非正

規社員をふやして安い賃金で働かせて、巨額の

利益を上げてきているわけですよね。したがい

まして、ひょっとしたら多額の内部留保をして

いるかもしれないわけなんです。今、教育長か

ら答弁がありましたように、ぜひ詳細な調査を

して、安易な受け入れはしない。生徒の人生を

左右する問題でありますから、どうか泣き寝入

りをすることのないような対応を、しっかりと

お願いをしたいと思います。

次に、労働相談などがふえていると思われる

んですが、主な相談内容も含めて、労働相談窓

口の利用状況について、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） 労働相談

についてでありますけれども、平成19年度に県

の労働相談窓口に寄せられた相談件数は300件と

なっております。その内訳は、賃金、労働時間

や解雇など「労働条件に関すること」が176件、

均等待遇やセクハラなど「男女雇用機会均等に

関すること」が31件、定年制、配置転換など

「雇用に関すること」が24件などとなっており

ます。また、宮崎労働局における相談件数は１

万467件でございまして、労働条件に関する相談

が大部分を占めているというふうに聞いており

ます。

○髙橋 透議員 中には、職を失うかもしれな

いという相談もあったりして、当座の生活資金

とか、そういう相談もされているというふうに

私は解釈したいんですが、ここで申し上げたい

のは―職を失った方々への金融支援が極めて

今、不十分なところがあると思うんです。年

収200万円以下の方々が金融機関の門をたたいて

も、貸してくれない現実があるんです。今、非

正規雇用は、３割を超えております。長引く不

況でありますから、そのあおりでまた多重債務

に苦しむ人がふえております。そして、多重債

務で苦しんだあげくにうつ病になって、みずか

ら命を絶つ方も、全国で年間8,000人以上に上る

というふうに言われております。本県は全国で

４番目に低い県民所得です。自殺率もワースト

２位という数字が出ています｡金融機関が貸して

くれない低所得者に対する融資について、県が

金融機関に出資をして、多重債務者も含めて支

援する低金利の貸付制度に力を入れるべきでは

ないでしょうか。知事へ見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 県では、県内の中小

企業勤労者の生活の安定と福祉の向上を図るこ

とを目的に、九州労働金庫との提携によりまし

て、低利率で教育及び一般生活等の資金の融資

を行うハッピーライフ資金融資制度を設けてお

りますので、その中で、可能なものについては

対応してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 県は、多重債務者対策協議会

という組織を昨年８月に立ち上げていらっしゃ

いますが、県内の多重債務者をどの程度把握さ

れているのか。今、ハッピーライフローンです
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か、説明がありましたが、具体的な支援につい

てお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 多重債務について

は、県消費生活センターでの相談が、平成18年

度以降、年間900件を超えており、一方、自殺死

亡率が全国ワースト２位という状況にあって、

その主たる原因が、「健康問題」に続き「経済

・生活問題」が占めておりますことから、多重

債務に悩む人も数多くおられるものと憂慮いた

しております。そのため、多重債務対策といた

しまして、昨年８月に設置した多重債務者対策

協議会におきまして、国、県、市町村や弁護士

会等の関係機関が、情報の共有化や相談体制の

連携を図っているところでございます。また、

消費生活センターでの啓発・相談事業に加えま

して、弁護士会、司法書士会の協力により無料

相談会を実施するなど、債務の整理、解決に向

けての支援に取り組んでいるところでありま

す。

○髙橋 透議員 実態はある程度わかりました

が、具体的な支援になりますと、恐らく、相談

を受けて、こういった方法があるよという指示

だと思うんです。先ほどから言いますように、

具体的な多重債務を整理する金融商品までは、

恐らく今のところ県は私に答弁できないと思う

んです。ちなみに全国で３つ、岩手県と東京都

と福岡県が、金融機関に自治体が出資をして多

重債務を整理するための融資制度をつくってい

るんです。ぜひ県もそういう商品をつくって、

多重債務者を新たに出さない、あるいは多重債

務に苦しむ方々を救済する、そういう制度をつ

くるべきだと思うんです。

日にちはちょっと覚えていませんが、労働者

福祉団体中央会という組織が県に要望書を出し

て、知事にも説明した経緯があると思うんで

す。現に、従来、県が出資をしているお金が

あって、それを活用すれば、中央会が１億7,000

万ほど加えて、5,000万と１億7,000万、２

億2,000万ものお金で融資制度ができるというこ

とを私も聞いたところであります。そういった

新たな融資制度を創設できないのか、ぜひ答弁

いただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 県は、宮崎県労働者

福祉団体中央会の３つの基金に対しまして出資

を行っておりますが、これらはいずれも関連す

る融資制度の債務保証に活用するなど、一定の

目的のために出資しているものでありますの

で、基金の果たす役割やこれまでの実績を踏ま

えて、総合的に判断してまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 その出している県の出資金を

返していただくんです。返していただいて、そ

れをまた活用いただくような新たな出資をして

やればできるんです。先ほど、ハッピーライフ

ローンがあるじゃないかということをおっしゃ

いましたけど、上限が100万なんです。そして生

活資金なんです。多重債務には使っちゃいけな

いんです。審査ではねられます。そういうのが

あるから新たな融資制度をつくってほしいとい

うのが、私のきょうの質問の趣旨なんです。お

金はあるんです。ぜひつくっていただきたい。

知事もおっしゃいました。自殺の原因は、生

活苦、そして病気。病気が一番なんですけれど

も、病気のもとになっているのは借金ですよ

ね。借金で苦しんでうつ病になって自殺をし

ちゃう、そういうパターンが多いはずです。だ

から、私は、借金苦、多重債務に苦しんだ人の

自殺が多いということを認識しなくちゃならぬ

というふうに思いますので、早急に動いていた

だきたい。中央みたいに迷走せず、スピードが
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大切ですので、ぜひ早急に動いていただくこと

をお願いしたいと思います。

次に移ります。地域医療問題について質問し

てまいります。

私は、９月議会で質問をいたしましたが、そ

のときに、「こども医療圏の再編に伴って、県

南の小児２次医療はどうなるか」という問いに

対して、執行部から、「地元医師会や市町村等

関係機関で構成するプロジェクトチームで協議

を行っている」と答弁をいただきました。その

協議の状況について答弁をいただきたいと思い

ます。知事、よろしいでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 本県の小児医療につ

きましては、小児科医の絶対数が不足し、県民

が安心できる小児医療体制を維持するために

は、広域での体制を整備せざるを得ない状況に

あります。このため県では、県医師会、市町

村、宮崎大学等で構成する県地域医療対策協議

会での検討を踏まえ、県北部、県央部、県西部

の３つのこども医療圏を設定したところであり

ます。このこども医療圏構想につきましては、

地域の実情に合った具体的な方策を検討するた

め、圏域ごとに組織しているプロジェクトチー

ムにおいて検討を行っているところでございま

す。県南を含む県央部こども医療圏につきまし

ては、昨年度、小児医療提供体制の現状やこど

も医療圏構想の必要性等について県から説明を

行い、意見交換を行ったところでございます。

また今年度は、現在、プロジェクトチームの中

心的なメンバーで議論を行っているところでご

ざいます。

○髙橋 透議員 よくわからないところもあり

ますが、医師不足の問題は、これまで多くの議

員から質問がありました。その対策について、

６月議会で、我が会派の鳥飼議員の質問に対し

て知事が答弁されております。「宮崎大学等の

関係各位の方々と十分、意見交換、協議をしな

がら、医師確保に全力を注いでいきたいと思っ

ている」、こういう知事の答弁があったわけで

すが、知事みずから宮崎大学等へ働きかけを行

われたのかお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 医師確保につきまし

ては、私も、ひざ詰めトークなどで県内の市町

村長等とお会いしまして、医師確保について意

見交換するとともに、医師会との協議の場でも

お願いしているところでございます。宮崎大学

に対しましても、学長とお会いしまして、県内

の地域医療を支える医師の養成・確保について

支援をお願いしているところであります。ま

た、県と関係市町村で医師確保対策推進協議会

を設立したところですが、このホームページの

中で、私みずから全国の医師に対し、県内医療

機関での勤務を呼びかけているところでありま

す。今後とも、さまざまな形で医師の確保に尽

力してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 宮崎大学に行かれて、学長に

会ったということであります。医局に行ってく

ださったほうがよかったんですよね。せっかく

足を運んでいただいたわけですから、医局の現

場に行かれて、頑張っていらっしゃる、県民の

医療を担っていただいている方ですから、激

励、そしてまたあわせてお願いをしていただく

とよかったのかもしれません。

先ほどから申し上げますように、県の医療計

画では、こども医療圏が４から３になる。県南

では、保護者を中心に大変心配しているわけで

すが、私は、４月以降に県立日南病院の小児科

が閉鎖されることはないというふうな認識をし

ておるんです。知事に改めて確認いたします

が、答弁ください。
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○知事（東国原英夫君） 県立日南病院の小児

科医につきましては、現在、病院局長及び病院

長から大学医局に対して重ねて派遣要請を行う

など、全力を挙げて取り組んでいるところであ

ります。

○髙橋 透議員 私の質問にお答えになってい

ないようですけれども……。私は、努力をされ

ているということで、県としても小児科の医師

を育成するためのいろんな事業も、公金を出し

てやっていらっしゃるわけですから、４月以降

にこども医療圏を再編することはまずない、小

児科の２次医療も存在するということで認識を

しているわけです。しかし、宮崎大学の医局が

県立日南病院の小児科医師を引き揚げるという

ことも考えられます。それは知事、いかがで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 全国的な医師不足の

中、大学医局においても入局者が減少し医師が

不足するなど、これまでどおり医師の派遣を行

うことが大変厳しい状況になってきていると聞

いております。特に近年、診療の高度・専門化

に伴いまして、若手医師が資格取得のための指

導体制の充実や研究のための時間の確保等を勤

務先の条件とする傾向が強まっていることか

ら、医師確保のためには、指導医の確保や勤務

の負担軽減を図ることが必要となるなどの新た

な課題も生まれており、県はもとより、派遣元

である大学医局も対応に苦慮する状況となって

おります。このように大変厳しい状況でありま

すが、引き続き小児科医師の派遣を継続してい

ただけるよう、病院局において全力を挙げて取

り組んでいるところであります。

○髙橋 透議員 医師派遣の決定はいつごろ行

われるんでしょうか。知事、お願いします。

○知事（東国原英夫君） 各大学の医局ごとに

異なると思いますけれども、１月末ごろから３

月にかけて医師派遣が決定されるものと聞いて

おります。

○髙橋 透議員 早ければ１月末に県立日南病

院の小児科医師を引き揚げる、そういう内示と

かがある可能性ということを今おっしゃったわ

けですよね。３月末までと幅が広いわけです

が、早ければ１月末にそういう結果が出るかも

しれない。だから、今、県南の保護者を中心に

心配をして署名行動もされていると思うんで

す。「県立日南病院の小児科を存続してくださ

い」という署名に今取り組んでいらっしゃいま

す。とにかく今、県南の小児科の２次医療がな

くなるかもしれない、そういう瀬戸際なんで

す。公立病院を抱える首長さんみずから、医局

へ働きかけをしていらっしゃいます。知事の思

い、県民の不安を―学長にお会いされたわけ

ですから、医局に直接行かれてその医師を励ま

され、実情を訴えていただきたいと思うんで

す。ぜひ医師確保に向けて、知事みずから直接

医局へ出向くなどの早急な対応が必要なんで

す。ぜひ答弁をいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 派遣元であります大

学医局においても、医師確保に大変苦慮されて

いるようではありますが、小児救急医療体制の

確保は重要でありますので、県立日南病院が県

南地域の中核病院であることを強く訴え、医師

の派遣について粘り強く要請するなど、適切な

対応を行ってまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 私は、直接、知事みずから

が、現場で仕事をしていただく医師に、県民の

思い、今の実態をお願いいただけないかという

質問をしました。保護者も、あの寒い中を署名

で頑張っていらっしゃいます。「こども・いの

ち・つなぐ会」という組織をつくられたようで
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すけれども、２～３回その方々にお会いしまし

たら、やっぱり離せないんです、子供を。一緒

に連れてきていらっしゃいます。また機会があ

りましたら、署名用紙をお届けしますが、こど

も医療圏が外されちゃえば、１時間以上かけて

宮崎市に搬送することになる、重病の我が子を

そばで１時間も見ながら行かなくちゃいかん、

こういうことにはしたくない、そういう話題で

いっぱいでした。そういう県南の保護者の方々

の思いを、ぜひ知事みずからが、知事みずから

の口で医局にお願いいただきたい。そのことを

強くお願いをして、この問題は終わりたいと思

います。

次に、１次救急医療支援の問題でお尋ねする

わけですが、医師不足、この要因に勤務医の過

酷な勤務実態があることは御指摘のとおりであ

りますが、その背景には、救急医療体制がそれ

ぞれ市町村で不十分であるといったところも隠

されてきたかもしれないと思います。初期救急

医療につきましては、交付税措置等財源の関係

から、市町村が整備をしっかり担う必要がある

わけです。しかし、現状は役割分担が明確に

なっていないんです。１次も２次もごっちゃに

なっているのが現状。県立日南病院に救急医療

で見える方の７割は初期救急の方々なんです。

これは御案内のとおりであります。ですから、

私たち社民党も、初期救急医療の整備拡充の要

請を行ってきたところでありますが、日南串間

医療圏では、現在、休日の準夜帯しか初期救急

医療をやっていないんです。ようやくその整備

充実の検討が始まったようであります。そこ

で、県は救急医療の役割分担を明確にしていく

ために、初期救急医療整備にどのような働きか

けを行ってこられたのか、お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 地域に必要な救急医

療を確保するためには、軽症の患者を受け入れ

る初期救急医療から重篤な患者を受け入れる３

次救急医療まで、各医療機関がそれぞれの役割

を担って相互に連携する体制の構築が重要であ

ります。このため県では、初期救急医療体制の

整備を担う市町村に対しまして、これまでも、

救急医療協議会等さまざまな機会を通し、夜間

急患センターの整備拡充を働きかけてきたとこ

ろであります。こうした中、日南串間医療圏に

おきましては、現在、日南市が中心となりまし

て、センター充実に向けての具体的検討が行わ

れていると伺っております。

○髙橋 透議員 今、答弁がありましたよう

に、ようやく地元でも初期救急医療の整備拡充

に向けて立ち上がりました。何とかお金も出す

というふうに言っているわけです。医師会も当

番で出るよということも、意見交換会の中で私

は直接聞いております。そういうところがしっ

かり整備されれば、県立日南病院の医師の疲弊

も緩和されると思うんです。県も、新聞の広告

を出されていますし、いろいろと努力もされて

いますので、ぜひ要所要所で、これからも一刻

も早く整備ができるように指導を強化いただき

たいということを申し上げておきます。

次に移りますが、観光振興の件で２つほど御

質問してまいります。

本県への県外からの観光客数が11年ぶりに増

加をしたということで、過日報道があったとお

りであります。県庁を新たに観光スポット、観

光資源として売り出された東国原知事の効果で

あると、私も率直に認めるものでありま

す。2011年に九州新幹線が全線開通するわけで

すが、残念ながら本県は完全にルートから離れ

ているわけです。しかし、今後、新幹線観光客

をいかに宮崎に呼び込むかというのが、さらな
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る県外観光客をふやす手段になると思うんで

す。そこで、現在の交通機関で誘客に資する可

能性があるものとしてバス輸送が考えられるわ

けです。現在、高速バスは熊本のバスセンター

から八代を経由して１便あるようなんです。新

八代駅との接続が想定されますけれども、高速

バスの増便、こういったところの可能性につい

てお伺いをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 九州新幹線を利用し

て熊本、鹿児島を訪れる観光客を、いかにして

本県へ呼び込むかは、極めて重要な課題である

と認識しております。このため県としまして

は、熊本県、鹿児島県と連携しまして、周遊旅

行商品や広域観光ルートの開発を行うなど、南

九州一体となった誘客対策に取り組んでいると

ころであります。また、新幹線利用者の本県へ

の誘客対策につきましては、バスとの連携も重

要になると考えられます。こうしたことから、

宮崎交通におかれましても、新幹線全線開通を

見据え、ことし８月から宮崎―熊本間の高速バ

スのダイヤのうち１往復を新八代駅経由に変更

したところであります。県としましても、新八

代駅などの新幹線停車駅を起点とした新たな観

光ルートの開発に努めるとともに、高速バス路

線の充実等を関係機関に働きかけてまいりたい

と考えております。

○髙橋 透議員 鉄道については、ダイヤの編

成とか快適な車両の導入など、ＪＲ九州への働

きかけも、あわせて要望しておきたいと思いま

す。

県外観光客の増加で喜んでいるところです。

しかし、宮崎県を取り囲んでいる鹿児島、熊

本、大分はけた違いですよね。御認識されてい

ると思うんですが、あそこは100万単位でふえて

いるわけです。県外観光客数も、いろいろとと

り方が違いますから、単純に比較できないとい

うことなんですけれども、大分県が18年以降

やっていませんから、17年の数字しか言えない

んですが、宮崎県は450万、熊本県は2,670万、

大分県が3,830万、鹿児島県が2,470万なんで

す。けた違いの６倍ぐらいのところでありま

す。だからこそ、宮崎県は逆転の発想で、宮崎

県の周りにはいっぱい県外の観光客がいるんだ

と、知恵を絞っていけば、かなりの観光客の見

込みができると思うので、ぜひ今後、今ある観

光資源に磨きをかけられて、私もともに頑張り

たいと思いますので、取り組み方の強化をよろ

しくお願いします。

もう一点、これは、最近報道があって私も

知ったわけですが、高千穂鉄道で使われていた

トロッコ列車をＪＲ九州で買い取るということ

であります。そして、ＪＲ九州で買い取ったト

ロッコ列車を日南線で活用したいということで

あります。県南観光振興に向けた活用策につい

て、知事にお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） トロッコ列車につき

ましては、ＪＲ九州が高千穂鉄道株式会社から

車両を買い取り、来年秋から日南線を中心に運

行開始する予定で準備を進めていると伺ってお

ります。日南線沿線には、青島や鵜戸神宮など

県内を代表する観光地を初め、飫肥城下まつり

やプロ野球のキャンプなどたくさんのイベント

がありまして、県といたしましても、こうした

地域の魅力とトロッコ列車を組み合わせること

により、観光客誘致に大きな効果が出るのでは

ないかと期待しているところであります。現

在、ＪＲ九州におきまして、車両の整備や運行

計画を検討されておりますので、地元にちなん

だ親しみやすいネーミングや地域のイベントと

連携した運行など、沿線の魅力を最大限生かせ
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るような活用をＪＲ九州に働きかけるととも

に、トロッコ列車を活用した誘客対策に、沿線

自治体など関係機関と一体となって、積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。ぜひ

県南観光振興には一番力を注いでいただくよう

に、お願いをしたいと思います。

次に移りたいと思いますが、農林水産業の振

興についてでございます。

その１点目として、農商工連携について申し

上げるわけですが、みやざき農商工連携応援

ファンドが立ち上がったわけでございます。こ

のファンドによる支援で、農林水産業の活性化

を期待するものでございますが、これには条件

があるんです。新商品開発などが条件でありま

すので、現在、製造・販売をしている加工品の

拡大には該当しないとお聞きをいたしました。

例えば、私の地元に、日南市漁協婦人部が展開

をしています水産加工品「かつおうみっこ節」

がございます。みやざきブランドの認証を受け

ています。製造・販売活動の拡大に、地元の

方々は大変意欲を燃やされています｡このような

団体、農業関係の加工グループはたくさんある

んです。申し上げましたように、恐らく今の商

品は、応援ファンドではけられますので、こう

いう団体への支援策について、農政水産部長に

御答弁をお願いしたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 県内の各漁協

では、女性部を初めとしまして、直販所やレス

トランの運営、水産加工品の開発、こういった

ものを通じまして、県産水産物の販売促進、付

加価値向上に積極的に取り組まれております。

これまで県は、これらの取り組みに対しまし

て、補助事業による施設整備の助成、それから

水産物ブランド認証やイベント開催など水産物

の広報活動、さらに地産地消に関する取り組み

などへの支援を行っているところであります。

今後とも、水産業の振興に資する活動に対しま

して、関係団体と連携しまして支援してまいり

たいと考えております。

○髙橋 透議員 ぜひ、意欲がある団体に積極

的な支援をお願いしたいわけです。ちょっと中

身、実情を申し上げますと、日南市漁協のこと

だけしか言いませんが、かつおうみっこ節です

からカツオが原料です。漁師の方々のために

も、安いときでも10円でも20円でも高く買いた

いとおっしゃるんです、大量に。でも、大量に

買うためにはストックする冷蔵庫が必要なんで

す。その冷蔵庫が、大変高価なものですから、

支援の一部にならないかということもあるんで

す。それぞれ加工グループは、そういう実態を

お持ちですから、育てていただくためにもぜひ

調査をいただいて、可能な限りの支援をお願い

したいと思います。

そして、地産地消の関係で一点申し上げます

が、県の地産地消推進月間というのがあって、

県立病院で地産地消昼食というのを実施されま

した。私も新聞で見たわけですけれども、これ

が大変好評だったというふうに聞いておりま

す。「安心・安全でおいしい」、そういうこと

をお聞きしました。ただ、御案内のように、通

常より１割ほどコスト高になるようでありま

す。ここがどうもネックであります。しかし、

病院食ですから、当然、安全なものを提供しな

くちゃならないことは、もうわかり切ったこと

であります。もっと給食全般に拡充いただくこ

とはできないものか。病院局長にお尋ねいたし

ます。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立病院給食の

食材でございますけれども、ただいま議員のほ
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うからも御指摘がございました。そのように日

ごろから、食の安全・安心の確保の観点から、

可能な限り、県内の産物といいますか、食材を

使用しておりまして、例えば、米あるいは卵、

豚肉はすべて県内産ということになっておりま

す。御指摘のとおり、入院生活を送られる患者

さんにとりましても、食事は治療の一環として

大切な役割を果たしているものと認識をいたし

ておりますし、また楽しみの一つでもあろうと

いうふうに存じます。こうしたことからも、今

回の取り組みに限らず、以前から実施しており

ます選択メニューや、季節ごとの行事食に地産

地消の献立を加える工夫を行いますとともに、

地元農水産物を、御指摘ございました価格の

面、あるいは安定的に調達できるよう、農業団

体などとの連携を図ってまいりたいというふう

に考えております。以上でございます。

○髙橋 透議員 地産地消については、学校給

食が、早くからいろいろと言われてきた課題で

あるんですが、なかなかこれが進んでいないん

です。価格の面と提供する食材の部分にいろい

ろと難がある。安定的に供給できるというとこ

ろもあるんでしょう。こういうところは何とか

クリアしないと、なかなか前進しないわけで、

地産地消する場所を多く見つけることも大事な

ことです。病院が初めて今回やられたわけです

から、２回目も３回目もずっと拡大していただ

きたい。あるいは企業の社員食堂で何カ所か

やっていらっしゃいます。ぜひ推進いただくよ

うに、今後とも御努力をいただきたいと思って

います。

次に移ります。教育問題についてでありま

す。

先ほど追加提案をされました、「職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例」につい

てでございます。その中身について御説明をい

ただきたいのと、なぜ追加提案なのか、理由を

お伺いしたいと思います。教育長で結構です。

○教育長（渡辺義人君） 教職員給与に係る条

例改正の内容等についてであります。今回の改

正は、平成19年６月の学校教育法の一部改正

や、今年度の人事委員会勧告等を踏まえまし

て、新たな職の設置に伴う給料表の改正や教員

給与の見直し等、関係規定の所要の整備を行う

ものでございます。

まず、内容でありますが、新たな職につきま

しては、学校における組織運営体制や指導体制

の確立を図りますために、平成21年４月１日か

ら、一定規模以上の小・中・高等学校等に、副

校長、主幹教諭、指導教諭を段階的に配置した

いと考えております。これらの職の設置に伴

い、教育職給料表を４級制から５級制へ改正す

るなど、関係規定の整備を行うものでありま

す。

次に、教員給与の見直しにつきましては、国

の予算措置の動向に合わせて、義務教育等教員

特別手当を、平成21年１月１日から給料月額

の3.8％程度から3.0％程度に改定するととも

に、部活動指導業務などの教員特殊業務手当

を、業務の困難性や特殊性を勘案いたしまし

て、本年10月１日に遡及して引き上げるなど、

所要の改正を行うものであります。

なお、今回の給与条例等の一部改正につきま

しては、11月上旬から職員団体と交渉を行って

まいりまして、12月１日に合意に達したこと

や、義務教育等教員特別手当の改定を平成21年

１月１日から予定していること、さらには、新

たな職についての学校への周知等に一定の期間

が必要なことから、今議会に追加提案をさせて

いただいたところであります。以上でありま
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す。

○髙橋 透議員 私は、労使関係のことにいろ

いろと口を挟むつもりは毛頭ありません。た

だ、相手があることですから、相手への周知期

間は必要だということは申し上げておきます。

それと、そういうところを計算した上で、こ

の提案に至るべきだということを申し上げた

い。というのは、教育現場の組織の改編ですよ

ね、条例改正。これは大事な問題です。追加議

案、たった今ですよ。もちろん、議運で簡単な

説明はあったんでしょうけれども、私たちの質

問権というのが狭まるじゃないですか。こうい

う重要な問題は、もっと事前に、労使の話し合

いがあるのであれば、そういうのを計算した上

で協議すべきだと私は思います。これは重要な

案件ですよね。教育長、そこをもう一度答弁い

ただけませんか。

○教育長（渡辺義人君） 新たな職の設置等に

つきましては、新たな職を設置する場合に、一

番の関係者というのは現場の職員ということに

なろうかと思いますので、その職員で構成いた

しております職員団体との交渉が成約をしない

ことには、なかなか対外的には申し上げにくい

というような事情もございますので、その点は

御理解をいただきたいと存じます。

○髙橋 透議員 私は議員として非常に不満を

抱くわけです。私以外の議員も恐らく……。私

は、たまたま教育問題で通告しておりましたか

ら、よかったんです。そういう関係もあって、

単純な給与改正は別として、組織の改正ですか

ら、冒頭で提案すべき代物だったということを

申し上げておきます。

それと、中身、細かなことについては、今聞

いたばかりですから一々論ずることはできませ

ん。ただ、大まかな特徴は、副校長、主幹教

諭、指導教諭と、新たに職名をつけるわけです

よね。職名によっては、新たに人をふやして職

名をつける、そういう人も出てくるわけです

か。それはどうですか、教育長。

○教育長（渡辺義人君） 小中学校の主幹教諭

については、一定の加配措置がなされるという

ふうに考えております。

○髙橋 透議員 人がふえるということですよ

ね。私が人がふえるというところで教育委員会

にただしたいのは、今、教育に不足しているの

は何かということなんです。私は人だというふ

うに思います。これは一致する認識だと思うん

です。数であり質であるというふうに思うんで

す。副校長とか主幹教諭とか指導教諭は、指示

・管理する職員を新たに配置することだという

ふうに私は理解するんです。いわゆる上から物

を見る人を配置する、そういうふうに私は理解

をするんです。今、教師のゆとりというのが問

われています。学校現場はどれだけ今ぎくしゃ

くしているか。「児童生徒と向き合ってゆっく

り話ができない」「昼休みも遊べない」、そう

いう教師の嘆きを私は聞きます。そしてまた一

方では、学力向上というふうに教育委員会は投

げかけています。そして、いじめとか不登校、

いっぱい問題があります。特別支援教育にも課

題があります。副校長とかいう職名を設けて人

をふやすんじゃなくて、一般の教諭をふやすこ

とが、今、教育現場で求められている課題じゃ

ないんですか。教育長、見解を求めます。

○教育長（渡辺義人君） 教職員定数の改善に

つきましては、これまでも毎年、国に対して要

望を重ねてまいっているところであります。た

だ、現状としては、行政改革推進法の定員の純

減という非常に大きなバリアがございまして、

そういった中ではありますけれども、宮崎県の

平成20年12月４日(木)



- 98 -

場合は、例えば学力向上ですとか、いじめ対策

等のための教員の加配措置等については、近

年、一定の職員数を確保できているところであ

ります。

お話の新しい職の関係でありますけれども、

確かに今、学校現場は、いじめとか不登校と

か、あるいは学力向上対策―私があえて申し

上げるまでもなく、議員が一番御存じかと思い

ますけれども―そういう課題がございます。

そういう中で、学校組織というのは、校長、教

頭、その下が教諭というふうな非常にフラット

な組織になっておりまして、学校の組織全体と

して、そういった多様化、複雑化する課題に対

して組織的かつ的確に対応するという面では、

体制的に課題を抱えているというふうに考えて

おります。そういう中で、主幹教諭なり副校長

なり、そういう職を置いて、学校全体として組

織的、機動的に的確な学校運営が行われるよう

な体制を組みたい、こういうことで職の設置を

したいということでございます。以上です。

○髙橋 透議員 これは「設置をすることがで

きる」だから、置かなくてもいいんですよね。

私は、条例は提案されておりますが、これは十

分検証せないかんなと思っているんです。学校

現場に縦社会がなじむのかというところなんで

す。学校長とか教頭は別にして、先生たちの序

列がないところに教育の大切さがあると思うん

です。ただ、子供たちはよく見ていますよ。

「教育委員会が来られると言葉遣いまで変わる

よね、先生は」と。だから、そういう縦社会を

つくることが今、子供たちにいいかどうか、ぜ

ひ検証していただきたい。これは、文科省が全

国都道府県に通達を出したみたいですけれど

も、大事なところだと思います。

最後に、小規模校に対する教育支援でありま

す。小規模校といいますと、集団性とか、ある

いは競争性とか、そういう切磋琢磨に欠けると

いうことをすごく悩むところでありますけれど

も、複数の小規模校を連携することによって弱

点を補えると思っているんです。学力向上にも

つながる、いわゆる小規模校のネットワーク連

携について、事例とかありましたら、教育長、

見解をいただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 小規模の学校と他校

との連携した取り組みということであろうと思

いますが、現在、多くの市町村におきまして、

合同で修学旅行を実施したり、都市部の学校と

交流しながら、各種行事を初め合同授業やホー

ムステイなど、さまざまな活動を展開している

ところであります。例えば具体的な取り組みと

して申し上げますと、県北の椎葉村では、平成

７年に「夢織りの館」という宿泊施設を設置

し、それ以来、村内の小学校が７つあり、中学

校が２校ありますけれども、これらのすべての

小中学校の児童生徒が一堂に集まって―学年

単位で仕分けはしておるようでありますけれど

も―学び合うことのできる「集合学習」に取

り組んでいるところであります。また、議員の

地元の隣の北郷町におきましては、小規模の小

学校の子供たちが、近隣のより規模の大きい小

学校に行きまして、１週間程度連続して学んで

いるところであります。このような他校と連携

した取り組みが、いい意味での切磋琢磨につな

がり、ひいては小規模校の児童生徒の自立性や

社会性の向上に寄与しているものと考えており

ます。以上であります。

○髙橋 透議員 集合学習、大変いいことだと

私は思います。ただ、これにはコーディネート

が必要だと思うんです。そのためには、今の人

員ではなかなか難しいと思うんです。そのため
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には、副校長とか主幹教諭とか指導教諭とか、

そういう人をふやすのではなくて、一般教諭で

こういうところを補うようなシステムをぜひつ

くっていただきたいということを要望いたしま

す。

時間が来ました。以上で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 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43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、押川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） こんにち

は、自由民主党の押川修一郎でございます。本

日は、たくさんの皆様方が傍聴においでいただ

いております。張り切ってまいりますので、よ

ろしくお願いいたします。

まず、私が胸につけておりますバッジは、

「笑味ちゃん」と呼ばれておりますが、これ
え み

は、ＪＡグループとして、国内農畜産物の消費

拡大並びに日本農業を目的に、キャラクターと

して食をデザイン化したものです。このバッジ

は70円ですので、皆様も買ってつけていただ

き、一緒に日本農業の応援をしてくださいとい

うことでありますから、よろしくお願いを申し

上げ、通告に従いまして質問をさせていただき

ます。

まず、平成21年度の財源問題についてであり

ます。

これまで、三位一体改革の推進などにより、

地方固有の財源である地方交付税は大幅に削減

されています。財政力の弱い本県にとっては、

大きな痛手であり、今日の財源不足の最大の要

因であると思います。一方、現在、国において

は、道路特定財源の１兆円の配賦について、地

方道路整備臨時交付金とは別枠で、地方交付税

で措置するのかしないのか、議論が白熱してき

ているようであります。来年度予算における財

源確保を考えるとき、我が県にとっては、何と

いっても地方交付税の確保が最も重要であると

思います。全体枠としての総額確保が課題とな

ると思います。このことについてどのように考

えておられるのか、知事にお伺いいたします。

次に、社会保障財源の問題から、地方負担の

方向性について伺います。

このほど、政府の社会保障国民会議が最終報

告をまとめ、将来の社会保障のあり方と必要と

される財源の見通しについて公表されました。

これを見ますと、2015年には消費税換算で3.3％

から11％程度の追加財源が必要であると示され

ており、この問題から政府も、消費税の引き上

げについては、時期的なものは明確でないもの

の、消費税を引き上げるという方向性は示され

てきつつあるものと、私は受け取っているとこ

ろであります。そこで、地方消費税の取り扱い

についてでありますが、地方消費税は、地方に

とって極めて貴重な財源であり、断じて譲れな

い財源であります。消費税を引き上げるのであ

れば、地方消費税も引き上げるのが筋であると

思います。また、将来の社会保障関係費の増大

に関してでありますが、社会保障関係費の多く

は地方が負担するものが多いのに、世論はどう

も消費税換算議論に終始してしまい、結局、国

が財源を握ってしまう形になると、地方分権の

流れはどうなってしまうのか、疑問を感じてい

るところであります。そこで、社会保障国民会
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議の最終報告を受けて、社会保障関係経費の増

大についてどのように対応されるのか、また、

地方消費税のあり方についても、あわせて知事

にお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問を終わり、後は自席か

ら質問させていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 地方交付税

の確保についてであります。本県の財政は、自

主財源の占める割合が低く、財政基盤が脆弱で

ありますので、財源調整機能と財源保障機能を

一体として有する地方交付税の役割は極めて重

要であり、その充実確保を図る必要があると認

識しております。地方交付税を含む地方財政計

画の内容は、今後、経済情勢の推移や税制改

正、国の予算編成の動向等を踏まえ決定されま

すので、その行方を注視するとともに、全国知

事会等とも連携しながら、地方交付税の充実確

保について強く要望してまいりたいと考えてお

ります。

社会保障関係費及び地方消費税についてであ

ります。三位一体の改革によりまして地方交付

税が大幅に削減されるなど、地方の一般財源は

厳しく抑制される中で、各地方公共団体は不断

の行財政改革に取り組んでいるにもかかわら

ず、今後も社会保障関係費が増大することが見

込まれ、地方財政を取り巻く環境はますます厳

しくなってまいります。このたび、社会保障国

民会議がまとめた最終報告において、社会保障

のあるべき姿と将来的に必要となる費用の増加

分について、消費税換算による具体的な数値が

示されたところであります。しかしながら、今

後とも、地方公共団体が住民生活に直結した不

可欠なサービスを安定的に提供していくために

は、その財源として、税源の偏在性が小さく、

税収が安定的な地方消費税の充実が必要である

と考えており、全国知事会におきましても、こ

とし７月に、地方消費税の充実を含む税体系の

抜本的改革の必要性について提言を行ったとこ

ろであります。消費税のあり方については、今

後、国の税制改正の中で議論されるものと思い

ますが、引き続き、知事会を通じて我々地方の

意見を積極的に訴えながら、国会等での議論を

注視してまいりたいと考えております。〔降

壇〕

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

それでは再質問で、まず地方財政対策について

質問させていただきます。地方交付税の総額確

保については、１兆円の別枠確保について、全

国知事会を初めとする地方六団体も、11月25日

に全国大会を開き、決議を採択し、政府へ提出

されたということであります。そこで、再度知

事にお伺いをいたしますが、知事は、今回の道

路特定財源のほか、三位一体改革で削減されま

した地方交付税総額５兆1,000億円に上る削減に

ついて、復元すべきであると考えておられると

理解をしてよろしいでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 地方の財源不足を抜

本的に解消しまして、住民サービスの水準を維

持していくためには、大幅に削減された地方交

付税の復元・充実が必須であると考えておりま

す。このことに関しましては、私が参加してお

ります行政支出総点検会議、いわゆる無駄ゼロ

会議等におきまして、地方の一層の行革努力が

地方交付税の削減につながりかねない意見が出

されておりましたので、そういうことにならな

いよう、そして、地方行財政の運営に不安が生

じないよう、会議の最後の場面で地方の立場か

らの意見を強く主張してまいりましたが、一定

の理解が得られたと認識しております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。あ
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わせて、再度質問させていただきますけれど

も、もし知事が国政に行かれることがあれば、

まずは地方財政及び運営のことを第一に考えて

いただけるものと思うのでありますが、現在は

知事というお立場であることを含め、東国原知

事は政治家として、小泉内閣が断行してきた三

位一体改革について、地方交付税削減を最優先

にしてきた、都市偏重できた姿勢について、こ

れは間違いであったという認識でおられると理

解してよろしいでしょうか、どうでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 本県では、平成18年

度までの３年間の三位一体の改革に伴いまし

て、地方交付税が約350億円のマイナスになるな

ど、本県財政にとって、大変厳しい状況を強い

られる結果となったものと受けとめているとこ

ろでございます。都市偏重という御質問でござ

いますが、都市偏重の要因としては、こういっ

た地方交付税の削減もさることながら、法人税

等の改正もあったものと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

ぜひ知事には、財政力の弱い地方の実情を、あ

らゆる機会をとらえていただいて、そのことを

中央のほうにも届けていただきますように、お

願いを申し上げておきたいと思います。

次に、副知事へお尋ねいたしますが、本県へ

の地方交付税の確保について、具体的な交付税

確保の方策の検討、あるいは副知事として確保

のためにどのような活動なりされてこられたの

か、お聞きをしたいと思います。

○副知事（河野俊嗣君） 交付税の確保につき

ましては、県全体といたしまして、国に対し、

知事を先頭に、知事会と連携しながら強く訴え

ていく、そのサポートを私も一スタッフとして

務めておるところでございますが、本定例議会

の初日に不在届を出させていただいて、全国知

事会に知事代理として出席させていただいてお

ります。そのときにも、先ほど知事が紹介申し

上げました、交付税が削減されかねない議論が

進んでいるということにつきまして、知事会の

ほうに発言を求めて報告をし、各県知事の協力

を求めたところでございます。また、総務省の

ほうにも個別に要請をしたところでございまし

て、年末の地方財政対策に向けてが勝負だと考

えております。引き続き、宮崎の実情も含めて

強く訴えてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 今ありましたとおり、年末

に向けて、この問題は本当に予断を許さない状

況にあると思います。ぜひ副知事には―総務

省から迎えておるわけでありますから、我々県

民としても、地方交付税をより多く確保してい

ただきたいというのが県民の願いだろうと思い

ますから―引き続きよろしくお願いを申し上

げておきたいと思います。

次に、国の出先機関の統廃合についてです

が、政府の地方分権推進委員会がことしの８月

に中間報告として、当時の福田首相に、国の出

先機関の統廃合の方針を示しました。福田首相

は、これを受け、「役所の利害にとらわれず、

政治的リーダーシップを発揮してほしい」と、

課題解決に向けて全閣僚に指示をされたところ

であります。この国の出先機関の見直しは、国

から地方への権限移譲を盛り込んだ第１次勧告

に続く第２次勧告の柱となるものであり、大き

な変革であります。この流れを踏まえ、その後

に首相に就任しました麻生総理も、11月初旬の

閣議で、国の出先機関の統廃合については、職

員を指導し、実行させるようにと、各閣僚に檄

を飛ばされたというふうに聞いておりますし、

このことは皆様方も耳に新しいことだろうと思

います。
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しかし、後日の記者会見で、例えば金子国土

交通大臣は、「首相が廃止と言ったとは理解し

ていない」と、廃止が前提なのではなく、組織

の改善あるいは見直しを行うのが首相の指示の

趣旨である旨を発言されるなど、各大臣、各省

庁とも受けとめ方に温度差が生じているように

思います。確かに県民にとりましても、九州地

方農政局を初め、国の出先機関がすべて本当に

なくなった場合、一体どうなってしまうのかと

いった現実的な問題など、さまざまな問題があ

るのも正直なところだと思います。そこで、本

県とこれまで関係の深かった、また、お世話に

なってきた国土交通省の地方整備局や農林水産

省の地方農政局を含めた国の出先機関の統廃合

の問題について、知事にお伺いをいたします。

また、国と地方の二重行政の解消に向けて独自

の対策があれば、お聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 地方分権改革推進委

員会では、今月上旬にも、国の出先機関の見直

しを内容とする第２次勧告の取りまとめが予定

されておりますが、先般、麻生総理大臣から、

国の出先機関の抜本的な統廃合方針が示され、

委員会としてもその方向で勧告を行う予定と

伺っております。全国知事会におきましても、

勧告に先立ちまして、地方の自立を高めていく

観点から、国の抜本的な統廃合を実現すべきと

の「国の出先機関の見直しの具体的な提言」を

取りまとめたところであります。私も、行政

サービスをより住民に近いところで行いつつ、

国と地方の二重行政を解消し、行政のスリム化

を図るためには、国が国本来の役割に専念でき

る組織に生まれ変わる必要があると考えており

ます。国の出先機関の統廃合に関する人員、財

源などの基本的事項が現段階では不明確であり

ますので、第２次勧告を踏まえて、今後の検討

が必要でありますが、私は、今回の地方分権の

議論が、単に国と地方との綱引きに終わること

なく、権限や財源が十分に担保され、真に住民

の利益につながるものとなるよう、あらゆる機

会を通じて、さらなる地方分権の推進に向け

て、積極的に意見を申し上げてまいりたいと考

えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

たいと思います。ただいま知事にも伺ったとこ

ろでありますが、今後、この国の出先の統廃合

問題がさらに具体的に議論されて進んでくると

いうふうに考えます。その中で、最も関係のあ

る担当部長に伺います。まず、農政水産部長に

お聞きしますが、農政局の統廃合についてどの

ように考えておられるのか、お聞かせくださ

い。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 安全・安心な

食料の安定的な確保は、国民の生活の安定を図

る上で極めて重要なことでありまして、国が果

たすべき役割は大きいものがあると考えており

ます。九州農政局は、基盤整備を進める必要性

の高い本県におきまして、国直轄の大規模な土

地改良事業を実施しているほか、最近特に問題

が顕在化している食品表示適正化等に関しまし

て、県域を越えた広域的な観点から指導・監督

・支援等、重要な機能を果たしております。行

政の効果的・効率的な運営を図るために、社会

経済情勢の変化に対応して、業務や組織のあり

方等を見直すことは当然のことであります。ま

た、農業生産につきましては、地域ごとに生産

条件等が異なり、例えば、九州を単位とした特

徴ある施策の構築や推進が必要であります。し

たがいまして、このような点を踏まえまして、

食の確保に関する国と地方の役割分担、地方に

おける組織のあり方など、幅広い観点から検討
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が必要ではないかと考えております。以上で

す。

○押川修一郎議員 次に、県土整備部長にお聞

きします。地方整備局にも統廃合の動きがあ

り、本県への影響が懸念されますが、権限移譲

の動きも含めてお聞きをしたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 地方分権改革

推進委員会の第１次勧告を受けまして、現在、

当部におきましても、国土交通省と直轄国道及

び一級河川の権限移譲について、必要な財源措

置が十分講じられること等を前提としまして、

個別協議を行っているところであります。県民

生活、県民経済の一層の向上、発展を図ってい

くためには、社会基盤の整備が不可欠でありま

すけれども、本県は、東九州自動車道に象徴さ

れる高速交通体系の整備のおくれ、地理的・自

然的条件からくる災害への備えなど、国の協力

が必要な大きな課題を抱えているところであり

ます。そうした中で、地方整備局の果たしてい

る役割は重要なものがあると認識をしておりま

す。このようなことから、地方分権の議論につ

きましては、地方の自主性、自立性を高めつ

つ、今後とも、本県の社会資本整備を促進する

という観点で対応してまいりたいと考えており

ます。

○押川修一郎議員 いずれにしても、合理化を

念頭に置いた、国から地方への権限移譲という

観点と、地方にとって受け入れ可能な事務なの

か、地方になじむ事務なのかといった、本来的

な観点の両面から十分議論をしていただき、ま

た、議会への報告も含め、県民を巻き込んだ議

論を尽くしていただきたい。そして、国の出先

機関の統廃合への対応をお願いしたいと思いま

す。特に、行政の立場のみに終始することな

く、県民の目線で事務のあり方については考え

ていただきたいと思いますので、よろしくお願

いを申し上げておきたいと思います。

次に、エコクリーンプラザみやざきについて

であります。

浸出水調整池破損問題がことしの４月に発覚

し、大きな社会問題になったところでありま

す。そして、県では、この問題に関する外部調

査委員会を設置し、破損の究明や機能回復のた

めの工法等の検討がなされております。その中

で、10月24日、第３回調査委員会が開催され、

工法に関する見解が示されたところでありま

す。そして、施設を管理する県環境整備公社

は、11月７日、調整池の補修工事について、県

の外部調査委員会が示した杭基礎補強工法で行

うというふうに決められたようであります。こ

のことについて、関係する11市町村長も大筋で

理解を示されたということであります。しか

し、費用負担について、幾つかの選択肢がある

ようであり、意見が分かれているということで

あります。今後の外部調査委員会の結果次第と

いうことでありますが、現在の県の立場として

の負担割合について、お考えを副知事にお伺い

いたします。

○副知事（河野俊嗣君） 補強工事の費用負担

につきましては、去る10月31日に開催をいたし

ました関係11市町村長との打ち合わせ会におき

ましても、いろいろな御意見を伺ったところで

あります。県といたしましては、年明けまでに

外部調査委員会の最終報告が取りまとめられる

こととなっておりまして、この中で、今回の問

題に関する原因分析でありますとか責任、こう

いった問題について整理をされることとなって

おります。そういった内容も十分に踏まえなが

ら、関係市町村や公社と十分協議をしてまいり

たいと考えております。
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○押川修一郎議員 地元西都市を初め、近隣町

村におきましても、非常に今、厳しい財政状況

であるということであります。各町村の財政が

逼迫しないような計らいの中で、これは要望で

ありますが、お願いをしておきたいと思いま

す。あわせて再質問いたしますが、今後、仮に

エコクリーンプラザの他の施設でも大がかりな

補修工事が発生した場合、どのような対応をさ

れるお考えか、改めて副知事にお伺いいたしま

す。

○副知事（河野俊嗣君） エコクリーンプラザ

を今後安定的に運営していくという観点は、大

変重要だと考えておりますが、そのためには、

関係市町村や公社と、万が一のことがあった場

合を想定して、どのような協議を進めていくか

という一定のルールづくりが必要になってくる

のではないかと考えております。したがいまし

て、今回の補強工事の費用負担などにつきまし

て協議する際にも、そういった観点を十分踏ま

えて協議をしてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 今度の問題が発覚する前に

は、こういった協議をする場もなかったという

ような話も聞いておりますから、ぜひ、そう

いったことがないように、ルールづくりの中で

きちんとしていただきたいと思います。

次に、担い手の確保と産地づくりについてで

あります。

本県農業を支える農家は、特に農業生産の中

心を担う主業農家で見ると、平成17年度まで

の10年間で38％減少し、１万2,588戸という状況

にあります。また、基幹的農業従事者も、こ

こ10年間で18％減少し、65歳以上の割合は51.5

％となるなど、担い手の高齢化が加速している

状況であります。こうした中、県では、第６次

農業・農村振興長期計画において、担い手育成

・確保の目標を掲げ、平成19年度実績で、認定

農業者は8,587経営体、農業法人は560、集落営

農組織は79組織と、現時点ではいずれも目標数

値を確保しているということであります。しか

しながら、農業者の減少により低下しつつある

地域の生産力や、昨今の高コスト農業への喫緊

の対応など、農業者を取り巻く現状は厳しいも

のがあり、私の集落を見ても、篤農技術を持っ

ていても農業後継者として残っておられないの

が現状であります。今後、産地間競争の激化や

高コスト農業への対応に当たっては、従来の家

族経営の取り組みだけでは限界もあり、農業法

人等を含めた経営の拡大や多角化を一層進め、

一経営体当たりの所得を増加させていく取り組

みが必要であると考えます。また、リタイアし

ていく家族経営体も、例えば、農業法人経営や

集落営農などの組織的生産活動にうまく組み入

れることにより―農業によって地域全体の雇

用と所得の確保が支えられる仕組みづくりが必

要だというふうに考えております。そこで、担

い手の数の確保だけではなく、今後はこうした

視点に立って、経営力の強化等に係る担い手支

援の具体的な施策を打ち出すべきではないかと

考えますが、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 本県農業・農村を発

展させるためには、地域の話し合いによる合意

形成活動等を通じ、まずは、地域農業の特性を

踏まえて担い手を明確化することが必要であり

ます。その上で、認定農業者や農業法人等の担

い手に農地等の利用集積を行うことにより、効

率的な営農を実現し、農業産出額の相当部分を

これら担い手が生産する農業構造を構築してい

くことが重要であると考えております。このた

めには、企業的な担い手の経営体質強化が重要

であることから、農地、施設等の経営資源を集
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積できる仕組みの構築、雇用型経営体に対する

安定的な人材確保のための仕組みづくり、農商

工連携による新たなビジネスチャンスの拡大な

どの取り組みを、さらに進めていくこととして

おります。

○押川修一郎議員 家族経営を中心とした今の

宮崎県の農業状態でありますけれども、今、知

事のほうからもありましたとおり、そういう具

体的なものの中に、できればモデルをつくって

いただいて、モデルを核とした広がり等もして

いただくとありがたいと思うところでありま

す。

次に、全国における農業産出額を見ますと、

昭和60年から平成18年までの約20年間で、全国

では、北海道レベルの３産地分に相当する約３

兆円が減少している中で、本県は3,211億円とほ

ぼ横ばいで健闘しており、まさに、厳しい状況

下でも創意工夫し、多様な農業生産に励まれる

農業者の方々を中心とする取り組みの成果だと

考えております。将来に向けた展望として、世

界的な食料危機のもと、消費者の国産志向の高

まりなどの追い風を受け、県の目標とする平

成26年の農業産出額3,400億円達成に向けて、本

県が全国に誇れる食料供給基地としての役割を

果たしていくことは、農業を基幹産業としてさ

まざまな産業に波及効果をもたらし、本県産業

全体の活性化にも大きくつながるものと考えま

す。しかしながら、その基幹産業たる農業の生

産を担うのは担い手そのものであり、その数の

確保はもとより、品目ごとの育成ビジョンの裏

づけがあってこそ200億円の上乗せが可能とな

り、全国第５位以上の飛躍が可能となると考え

ております。また、こうした取り組みは、こ

こ10年が正念場であります。そこで、産地品目

ごとに戦略を持って、担い手育成確保対策を進

めるべきではないかと思いますが、知事にお伺

いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、本県の担い手

育成・確保の戦略は、各産地ごと、品目ごとに

担い手を明確化し、５年後、10年後の動向を見

通した生産力を強化するとともに、所得が確保

されることが重要であると考えております。ま

た、消費者ニーズや市場動向を踏まえた産地振

興のあり方や、品目ごとの振興策などの戦略を

示すことにより、担い手みずからがビジョンを

持って経営が展開できるようにすることが必要

であると考えております。さらに、技術の伝承

と経営資源の有効活用が必要なことから、各産

地の野菜、畜産など品目ごとの生産者組織が、

生産施設等の利用調整や後継者の育成確保など

に積極的に取り組むことができるよう、その機

能の充実強化を図っていくことが重要であると

考えております。したがいまして、県といたし

ましては、今後とも、関係機関・団体が一体と

なって、産地ごと、品目ごとの担い手対策に積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 所得の確保があっての後継

者育成、産地づくりだろうと思いますから、よ

り力を入れてやっていただきますようにお願い

をしたいと思います。

次に、高齢者のリタイアが加速する中、本県

の特色である施設園芸や畜産施設型農業を維持

拡大するには、農地、施設などの継続が必要で

あり、こうした施策を強化すべきではないかと

思いますが、農政水産部長にお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県の農業の

持続的な発展を図りますためには、優良農地や

農業施設などの経営資源を担い手に集積してい
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く必要があります。特に、農地は集落単位での

利用集積を促進する必要があることから、農地

利用について話し合う農用地利用改善団体等の

育成に取り組み、国の事業も活用しながら、担

い手への利用集積を推進しております。また、

農業施設につきましては、耕作放棄地の解消対

策におきまして、空きハウス等の情報収集を行

うとともに、老朽施設の改修整備等を支援して

おります。今後とも、市町村、農業委員会、Ｊ

Ａ等の関係機関との連携を強化し、農地や農業

施設の中間保有を行う農地保有合理化事業を最

大限に活用することで、本県農業を支える経営

資源の継承を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 次に、農業法人を含めて本

県の認定農業者は、平成19年度で、先ほど申し

上げましたとおり、全国では第６位の8,587経営

体ということであり、それぞれ意欲あふれる経

営改善の取り組みをされているところです。こ

うした認定農業者による活動の強化は、本県農

業の活性化に大きくつながると考えるので、活

動支援にかかわる助成制度を導入することはで

きないのか、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） 認定農業者の

資質向上や相互の連携を図るため、県内では28

市町村で認定農業者組織が設置され、主体的な

活動が現在行われております。県におきまして

は、認定農業者の経営改善・向上を図るため、

担い手育成総合支援協議会の取り組みを通じま

して、経営管理能力向上のための研修会の開催

等を行っております。今後とも、こうした事業

を積極的に活用していただきますとともに、担

い手育成総合支援協議会の活動強化を図りなが

ら、認定農業者の自主的な活動を支援してまい

りたいと存じております。

○押川修一郎議員 組織はありますけれども、

金がないということではいけませんので、組織

と金とが一緒になって、宮崎県の農業を担って

いただける認定農業者の方々がそういう活動が

できるような方向で、ぜひお願いをしたいと思

います。それから、先ほど御答弁をいただきま

した空きハウス等の老朽施設の改修あるいは撤

去、これも新たなことでしょうから、ＰＲ方を

ぜひお願いを申し上げておきたいと思います。

次に、中山間地域振興対策についてでありま

す。

中山間地域が、国土保全と自然環境の維持、

日本伝統文化の継承など、重要な役割を担いな

がらも、近年の人口の減少や高齢化の進行によ

り、耕作放棄地、未利用地の増加、森林の荒廃

など、危機的状況にあることは御案内のとおり

であります。また、県が公募しました限界集落

にかわる新たな呼称についても、県内外か

ら1,900件を超える応募があったと聞いておりま

す。中山間地域の活性化のためには、農林業後

継者の確保、担い手の育成が急務であり、定住

条件の向上とあわせ、各種事業の拡大、財政措

置の充実が必要であります。そこで、本年度、

中山間地域振興対策が重点施策として位置づけ

られ、引き続き21年度も実施されるようであり

ます。新設されたばかりの中山間・地域対策室

に大いに期待をいたすところであります。そこ

で、生き生きとした生活が送れるような、本県

の実情に合った施策を展開すべきであると思い

ますが、今後の取り組みについて、知事にお伺

いいたします。

○知事（東国原英夫君） 中山間地域対策は、

本県にとりまして重要かつ喫緊の課題であると

の認識のもと、今年度、私が本部長を務め、全
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部局から構成されます中山間地域対策推進本部

を設けさせていただきまして、県庁一丸となっ

た取り組みを推進しているところであります。

今後とも、集落住民の意向を踏まえた集落の活

性化の推進や、生活者としての暮らしに必要な

医療、生活、交通等の日常生活の維持充実、農

林業を初めとする産業の振興、さらには都市と

の交流の推進など、短期的・中長期的な施策

を、全庁連携のもと総合的に展開してまいりた

いと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。本

年度は、特に、中山間地域の厳しい現状に対応

するため、特別枠のような形で何らかの措置を

講ずることはできないでしょうかということ

で、知事に質問させていただきます。

○知事（東国原英夫君） 本県の県土を大きく

占める中山間地域については、人口の減少や高

齢化の進行等によりまして、地域活力が低下し

ておりまして、地域によっては維持存続が危ぶ

まれる集落も見られるなど、大きな課題となっ

ておるところでございます。このため、今年度

は、中山間地域対策を重点施策の一つに位置づ

け、厳しい財政状況の中においても重点的な予

算措置を講じるとともに、宮崎県中山間地域対

策推進本部を設置させていただきまして、各種

対策に取り組んでおりますが、引き続き、中山

間地域の活力再生を図る必要がありますことか

ら、来年度においても重点的な予算措置を講じ

ることなどにより、その実態を踏まえた短期的

・長期的施策を総合的に展開したいと考えてお

ります。

なお、国においては、現在、景気の後退等へ

の対応策として、２次補正予算の検討が進めら

れておりますので、その動向を見きわめなが

ら、財政健全化とのバランスを図った上で、本

県の景気対策として有効活用できるよう、その

対応について総合的に検討してまいりたいと考

えております。

○押川修一郎議員 いまいち理解に苦しむわけ

でありますけれども、具体的にどういったもの

をされようとしているのか、再度お願いいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） ただいま申し上げま

した国の今年度の２次補正予算の検討におきま

して、総額6,000億円の地域活性化・生活対策臨

時交付金―これは仮称でございますが―の

措置も盛り込まれるようでありますので、その

内容と成立時期について、国の動向を見きわめ

ながら、中山間地域の日常生活の維持充実や産

業の振興に資する施策への有効活用についても

検討してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 この問題の最後にいたしま

すけれども、知事、例えば本年度の国庫支出金

を見てみますと、18年度が1,130億円、本年度

が840億円、19年度だけでも290億円の災害関連

での仕事が減少しておるということでありま

す。主なものは、緊急治山事業費、林道災害復

旧費、耕地災害復旧費などでありますが、中山

間地域の課題は、どうやって若者の定住を図る

か、過疎に歯どめをかけるか、農地・林地を守

るかということであります。そこには雇用の場

の確保がいかに必要であるかということであり

ます。再度知事にお伺いしたいんですが、企業

誘致もままならない状況の中で、県費を打って

でも、今の厳しい中山間地の雇用の確保に英断

をしてほしいと思うわけでありますけれども、

いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 県としても、財政的

に厳しい中で特別枠を設けるというのは、現時

点では非常に厳しい状況かと思いますが、先ほ
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ども申しましたとおり、臨時交付金等々の国の

施策の動向も注視しながら、中山間地域対策に

なお一層力を入れて取り組んでいかなければい

けないと考えております。

○押川修一郎議員 地元の皆さん方も、知事の

英断に本当に期待をされていると思っておりま

すので、今後の国の動向も見ながら、ぜひそう

いうような対策を打っていただきますように、

お願いをしておきたいと思います。

次に、情報通信等の格差是正についてであり

ます。今までも数名の議員から議会ごとに質問

がなされております。また一歩進んだ答弁を期

待しながら、この問題に質問をしていきたいと

思います。

携帯電話のサービス提供地域の拡大について

は、都市部と中山間地域との格差是正が大切な

事業であると思います。特に、災害、事故等の

連絡、伝達手段が乏しい山間部こそ携帯電話が

重要であり、いつでも、どこでも、だれでも使

える社会の実現を目指すことが望ましいと思い

ます。しかし、山間部などの中山間地域を中心

に、携帯電話を利用できない地域が県内でも

約0.5％、94地区あるとのことです。それらの解

消を図ることが、地域の発展に欠かせない喫緊

の課題であると思います。また、現在、国策と

して進められている地上デジタル放送の平成23

年７月までの完全移行についても、地理的条件

による格差発生の防止など、早急な受信環境の

整備が必要であります。我々が地域を回ってみ

ますと、「年をとっての楽しみは、テレビを見

ることしかないとよ」といった声もよく聞くわ

けでありまして、「皆が見られるようにしてく

ださい」ということをよく頼まれるわけであり

ます。また、新みやざき創造計画の中でも、整

備されていない地域において環境整備を図って

いく必要があるという意見も述べられておりま

す。県民がひとしく情報通信の恩恵を受けられ

るようにすることが大事だと思います。

しかし、条件不利地域を中心に、携帯電話の

サービスが受けられない地域が存在することは

残念なことであります。これらのサービス未提

供地域に対する県の対策について、県民政策部

長にお伺いいたします。

また、地上デジタル放送への完全移行に当

たっては、県内全域で視聴可能になることが必

要と考えますが、現状と今後の見通しについて

も伺いたいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 中山間地域に

おける情報通信環境の整備についてでありま

す。

まず、携帯電話でありますけれども、県にお

きましては、平成６年度から、国の補助事業の

活用や県単独事業の実施によりまして、平成19

年度までの14年間に約２万世帯の未提供世帯の

解消を図ってきたところであります。しかしな

がら、本年５月に実施しました市町村調査によ

りますと、先ほど質問の中にもございましたよ

うに、いまだに94地区、約2,500世帯が携帯電話

が利用できない状況にあります。県といたしま

しては、引き続き、電気通信事業者や市町村と

連携して、未提供世帯の解消に鋭意努めてまい

りたいと考えております。

それから、地上デジタル放送であります。地

上デジタル放送は、年内に県内の94％の世帯で

視聴が可能となる予定となっております。しか

しながら、本県のように中山間地域を多く抱え

る地方では、デジタル化のための共同受信施設

の改修や難視聴世帯への対応など、完全移行に

向けてさまざまな課題がございます。現在、国

及び放送事業者では、平成23年春までに具体的
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な地区別の対策を実施することによりまして、

難視聴世帯の解消を図っていく予定でありま

す。ただ、平成23年７月に予定をされているア

ナログ放送の終了時期までに、既存の共同受信

施設の移設や新たな共同受信施設の設置が困難

な世帯に対しましては、暫定的に放送衛星によ

り対応する予定であると伺っているところであ

ります。県といたしましては、デジタル化への

円滑な移行へ向け、引き続き国への要望活動を

行うなど、的確な対応をしてまいりたいと考え

ております。以上であります。

○押川修一郎議員 携帯電話におきましては、

電気通信事業者や市町村とさらに協議をしてい

ただいて、カバーできるような形での努力をお

願い申し上げたいと思います。ただいま、地上

デジタル放送については、放送衛星による対応

をする予定であるということでありますから、

そのような方向でさらに国等へ働きかけていた

だきまして、県内どこでもデジタル放送が見ら

れるように、お願いを申し上げておきたいと思

います。

次に、障がい者支援についてであります。

我々自民党といたしましては、９月９日であ

りましたけれども、会派で、県手をつなぐ育成

会・岡崎会長を初め、100名ぐらいの保護者の皆

さん方と意見交換会をさせていただきました。

その中の幾つかを今回質問させていただきたい

と思います。

障害者自立支援法において、障がい者の地域

生活移行と就労支援が大きく前面に出ていま

す。地域生活移行と就労支援は表裏一体のもの

と考えられます。地域生活を行う上で重要なの

は居住の確保であり、その一端としてグループ

ホームやケアホームが考えられます。そこで、

本県の障がい者の更生・授産施設の数、また火

災などに対する安全・安心対策の現状と今後の

取り組みについて、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） 本県の障がい

者の更生施設・授産施設は、全部で55カ所ござ

います。ことし６月に神奈川県の施設で３人の

方が亡くなるという痛ましい火災事故があった

ことから、県では、安全対策に対する緊急の調

査を実施いたしました。その結果、消防用設備

につきましては、消火器は全施設で設置されて

おり、火災報知器やスプリンクラーなどは、施

設の規模、構造等によって消防法に基づいた設

置がなされております。また、全施設で火災や

地震を想定した避難訓練が定期的に実施されて

おります。以上であります。

○押川修一郎議員 次に、同じく、グループ

ホーム、ケアホームの数と、火災などに対する

安全・安心の対策、今後の対策について、福祉

保健部長にお願いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） まず、グルー

プホーム、ケアホームの設置数であります

が、36事業者、103カ所となっており、そのうち

民間の住宅、アパートを借用したものが90、公

営住宅を活用したものが１、自己所有が12であ

ります。火災等に対する安全対策については、

基本的には更生・授産施設と同様の取り扱いと

なっております。また、グループホーム、ケア

ホームは、専任の世話人が配置されております

とともに、グループホーム等を支援する後方支

援施設からの巡回などが実施されております。

これらグループホーム、ケアホームの事業者に

対しましては、安全対策の確保をより一層指導

してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いしたいと思

います。
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次に、平成19年３月に策定した障害福祉計画

の中で、平成23年度までに180人を施設からグ

ループホーム等へ移行させるという目標を立て

ておられますが、グループホーム等をどのよう

に確保していかれるのか、あわせて福祉保健部

長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 障がい者の方

が地域で自立した生活を送るためには、居住の

場としてのグループホーム等の十分な確保が必

要でありますので、設置者の負担を軽減するた

めに、民間物件の借用時に発生する敷金・礼金

や、バリアフリー化に要する経費に対する助成

等を実施してきております。県としましては、

今後とも、これらの施策を活用するとともに、

国の施策にも留意しながら、必要なグループ

ホーム等の確保に努めてまいります。

○押川修一郎議員 これから地域の中で一緒に

生活をする中では、このグループホーム等が本

当に大事な一つの居住地になるというふうに、

私も考えております。その確保については、今

言われたとおりでありますから、今後も、そう

いった方々が地域の中で一緒に生活できるよう

な方向の中でお願いをしておきたいと思いま

す。

次に、グループホーム等の世話人に対する待

遇の現状はどのようになっているのか、お聞か

せください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 世話人の給与

など、グループホーム等の運営に係る報酬基準

については、国で定めております。しかしなが

ら、報酬基準の低さもありまして、事業所に

よっては円滑な事業の実施に支障を来す状況に

ありますことから、その見直しについて、今年

度の九州地方知事会でも要望を行ったところで

あります。県としましては、引き続き報酬基準

の見直しについて要望をしてまいります。

○押川修一郎議員 次に、就労についてであり

ます。行政も積極的な対応をしていただいてお

りますが、この件で大事なことは、継続して就

労することであると考えます。そこで、就労や

職場定着のためには、障がい者に対する企業の

理解促進が重要であると考えますが、県として

どのような取り組みをされているのか、あわせ

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） 一人でも多く

の障がい者が企業に就職し、職場定着するため

には、企業の経営者や従業員の障がい者に対す

る正しい理解を促進することが極めて重要であ

ると認識しております。このため、県としまし

ては、昨年、行政や支援機関はもとより、企業

もメンバーとする障がい者雇用促進協議会を立

ち上げ、今後の取り組みの具体的内容等を盛り

込んだ「障がい者雇用促進のための取組指針」

を策定したところであります。現在は、この取

り組み指針に基づき、企業の障がい者に対する

理解を促進するための取り組みとして、企業向

けセミナーの開催や、企業が障がい者に接する

ことにより、障がい者の特性や能力を知ること

ができる職場実習の促進、さらには、特別支援

学校卒業生の離職調査を踏まえた職場定着のた

めの対策の検討など、関係機関と連携しながら

積極的に取り組んでいるところであります。

○押川修一郎議員 再質問をいたしますけれど

も、今後、施設からの就労者も多くなると考え

られます。この事業については、先ほど述べら

れましたように、特別支援学校卒業生の離職調

査等はされるということでありますから、同じ

くこの調査等もお願いをしたいと思いますが、

いかがでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 離職の実態に
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ついて調査して、職場定着の支援につなげてい

くということは大変重要でありますので、今

後、福祉施設と連携しながら、離職調査の実施

について検討してまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 昨今の不景気によりまし

て、今、企業においても解雇等があるわけであ

りますけれども、ややもすると、障がいを持っ

ておる人たちが企業のそういう解雇の一番手に

上がるというような話も聞いておりますから、

これは十分、指導等をよろしくお願い申し上げ

ておきたいと思います。

最後になりますけれども、公衆浴場法施行条

例についてであります。

県内の公衆浴場は、公衆浴場法施行条例によ

り、「介助を必要とする場合等を除き、８歳以

上の男女を混浴させないこと」を規定してお

り、混浴が禁止されておりますけれども、現

在、ホテル・旅館などの旅館業においては、客

室等に付設されている露天や家族ぶろなどは、

宿泊客などに特定されるということで、混浴で

の利用は可能となっております。しかしなが

ら、宿泊施設を伴わない家族ぶろを認めていな

いところは、九州では本県のみであります。風

紀上の観点からということでありますが、他県

で家族ぶろで風紀が乱れた事態が起きていると

いうような事実は聞いたことがありません。

西米良村「ゆた～と温泉」に来られるお客様

が、「家族ぶろがなぜだめなんですか」とか、

「どうしてこの観光地宮崎で家族ぶろがないの

か不思議でならない」ということをよく言われ

るそうであります。団塊の世代がリタイアし、

熟年カップルが癒しで旅行に行っても、二人

ゆっくり温泉につかりながらしみじみとした話

もできない、そういった話もあるようでありま

す。本県においても、家族ぶろが認められます

よう条例の改正を図るべきだと思いますが、改

めて福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） これまで、混

浴可能な家族ぶろにつきましては、風紀上の観

点から、利用者が特定される旅館業法に基づい

て対応してまいりました。しかしながら、公衆

浴場法に基づく許可施設においても、家族によ

る貸し切りぶろの利用を認めてほしいという要

望があることや、御指摘のありました九州各県

の状況等を踏まえ、研究を重ねてきているとこ

ろであります。その結果、利用者を特定する受

け付けを条件とするなど、旅館業法に準ずる対

応により、これまで最も懸念しておりました風

紀上の問題については、解消できるものと判断

するに至ったところであります。したがいまし

て、公衆浴場法に基づく施設においても、家族

ぶろを認める方向で、具体的な検討を進めてま

いりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。こ

の問題につきましては、近隣町村からも要望を

受けておりました。ただいまの答弁の方向で、

一日も早く進めていただきますようにお願いを

申し上げまして、私の本日の一般質問のすべて

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、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） 本日の最後

の質問者となりました。通告に従いまして、一

般質問をさせていただきます。

まず、知事の政治姿勢について伺います。

知事は、宮崎の危機を救うべく、昨年の知事

選挙におきまして、宮崎に骨を埋める覚悟で立

候補され、当選されたのは昨年の１月でありま

す。考えてみますと、まだ２年が過ぎておりま
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せん。知事は、基本政策でありますマニフェス

トに沿って、さまざまな努力をされておりま

す。国民の宮崎に対する注目度は大きく変わ

り、さまざまな面でその効果も非常に大きいも

のがあると評価するものであります。

そのような中で、11月末には衆議院議員の解

散総選挙が行われるのではないかという状況

で、中山大臣が辞任された際、東国原知事が立

候補されるのではないかという話が、まことし

やかに県民の中に広がっていたわけでありま

す。知事に就任されてから、まだ１年10カ月過

ぎたばかりであります。４年間は知事として任

期を全うされるのが当然と考えるのであります

が、国政へのくらがえというようなことを考え

ておられるのであれば、県民や議会、また職員

の中にも動揺を生じ、あらゆる信頼のきずなが

切れてしまうのを危惧するものであります。今

後を考えますときに、衆議院解散にかかわら

ず、来年は必ず衆議院選挙が行われることにな

ります。また、平成22年７月には参議院選挙も

行われる予定であります。知事は、これらの選

挙に立候補しないということが、県民から授

かった信任に対する当然の責務だと考えるわけ

であります。知事は、県民に対して、４年間は

知事としての責任を全うすることを約束すべき

であると考えますが、知事の明快な答弁を求め

ます。

次に、県政運営についてお伺いいたします。

本県の景気や雇用の状況等を具体的に見てみま

すと、例えば農林水産業の状況は、本当に頑

張っていただいておりますが、平成18年度の数

字で見ますと、農業産出額は3,200億円で全国５

位でありながら、相変わらず生産農家所得は962

億円で12位となっております。農業産出額が所

得に結びついていない状況が見えるのでありま

す。水産業は、漁獲量が減少する中で、輸入物

による魚価の低迷に加え、燃油の高騰などまさ

に厳しい状況が続いております。

また、建設業においては、公共事業の減少や

一般競争入札による競争の激化により倒産が相

次ぎ、建設業だけでも18年が24件、19年になり

ますと55件、20年も既に40件を超えているよう

であります。平成19年度から急激に増加してお

ります。知事が力を入れておられる企業誘致に

ついても、誘致企業はあるものの、景気後退の

あおりで撤退または規模を縮小する企業も多

く、相変わらず有効求人倍率が、９月の状況で

全国では0.84に対しまして、我が宮崎県は0.54

と低迷しております。

商業関係では、県内市町村の中心商店街は、

宮崎市のみならず、どこの町でもシャッター街

がふえ続けております。観光の状況の中でも、

県外客数については増加しているとのことであ

ります。例えば、修学旅行の受け入れ状況を19

年度で見てみますと、調査の仕方が少々違いは

あるようでございますが、熊本県では12万5,000

人、鹿児島県では６万4,000人、本県は、何と

たったの4,000人という状況であります。本当だ

ろうかと疑いたくなる数字でもあります。

また、知事は一方で、多数のテレビ番組に出

演されているわけでありますが、マスコミが世

論づくりに大きな影響力を持っていることを考

えれば、重要なことであります。そのことは知

事が一番感じておられることと思います。しか

し、忘れてならないのは、東京から、また国民

の立場から宮崎を見る目ではなく、宮崎県民の

目線で宮崎県民の生活や暮らしを考えなくては

ならないということではないでしょうか。

いろいろ申し上げましたが、知事は、本県の

現在の景気の状況をどう認識されているのか、

平成20年12月４日(木)



- 113 -

お伺いをいたします。また、この２年間を御自

分でどう評価し、今後どのように県政運営を進

めていこうと考えておられるのか、お伺いをい

たします。

ほかの質問については、質問者席から質問さ

せていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 任期につい

てであります。これまでにもたびたび申し上げ

ておりますが、私が知事を志しましたのは、地

方の立場で宮崎の活性化に尽力したいという気

持ちからでありました。今後とも、地方の活性

化という知事を志した初心を忘れず、与えられ

た任期の一日一日を県民の皆様との約束を果た

すため、誠心誠意勤めてまいりたいと考えてお

ります。

続きまして、本県の景気の状況についてであ

ります。本県経済は、近年、生産活動、個人消

費などの面で低迷し、雇用情勢についても、有

効求人倍率が全国を大きく下回るなど、厳しい

状況が続いております。このような状況の中、

アメリカのサブプライムローン問題に端を発す

る世界同時不況の波は、日本、そして宮崎にも

確実に押し寄せ、景気の先行きへの不安による

投資や消費の減退、企業による雇用の抑制・削

減など、県内経済は一段と厳しい状況にあるも

のと認識しております。

次に、この２年間の評価と今後の県政運営に

ついてであります。知事に就任して以降、私は

全力で県政運営に取り組み、その結果、私が掲

げたマニフェストの各項目については、おおむ

ね順調に進捗しているのではないかと考えてお

りますが、中には、僻地医療提供体制の充実な

ど、今後、相当の努力を要する課題もありま

す。また、先ほど述べました、100年に一度と例

えられる世界的な不況など、就任前には予想で

きなかった大きな環境変化もあり、新規雇用の

創出など厳しい状況もあるところであります。

このようなことから、引き続きそれらの課題解

決に向けて、一つ一つ着実に、全身全霊を込め

て取り組んでいかなければならないと考えてお

ります。特に、経済対策は喫緊の課題であり、

国の対策や検討状況も注視し、的確に対応して

まいりますとともに、新たな発想により本県の

独自性を発揮するという観点から、農業と商

業、工業等の連携による地場産業の振興や、新

エネルギー関連分野における産業集積など、本

県の強みを生かした取り組みを進めてまいりた

いと考えております。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 ただいま知事からは、初心を

忘れず頑張っていくというような御答弁であり

ました。実は、11月20日、延岡市で自身の政治

パーティーがございました。「初当選・初入

閣、閣僚ポストが確実でない限り行かないです

よ」と話されておりますね。このような発言で

は、国政で仕事をしたいと思われても仕方がな

いと、私はこう思うわけであります。

そこでお尋ねいたしますが、知事は、昨年の

２月議会においても、中野一則議員の質問に対

して、「宮崎に骨を埋める覚悟で向き合う」

と、こういう発言をされておりますし、中村幸

一議員の質問に対しても、「初心を忘れず約束

を守る」と、こう発言されています。まだ２年

です。あと２年あるんです。約束を果たす、あ

るいは骨を埋めるというような言葉で答弁をさ

れておるわけでありますが、この宮崎に骨を埋

めるという覚悟、そして、初心を忘れず約束を

果たすという言葉の意味というものは、私は、

少なくとも任期４年というのは全うすべきだ

と、こう思います。もう一度、所信をお聞かせ

いただきたいと思います。
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○知事（東国原英夫君） 確かに、骨を埋める

覚悟と申し上げました。その前に、大前提とし

て、目標として、宮崎の活性化、疲弊した地方

の活性化、再生というものがあります。私が宮

崎に骨を埋めることによって、宮崎も埋まって

しまうと困るわけでございます。社会情勢、政

治行政状況というのは、刻一刻と変わっており

ます。過去数年を見ても、非常に予測不可能

な、不測の事態の連続かと思っております。今

後、宮崎の活性化、地方の活性化のためには、

弾力的な、そして機動的な判断が要求されるも

のと思っております。ただ、私は、先ほども申

し上げましたとおり、県民との約束を果たすた

め、一日一日を県政運営、発展に全力を尽くす

ものと―全身全霊を傾けたいと思っておりま

す。

○徳重忠夫議員 知事は、マニフェストを掲げ

られて当選されたわけであります。ならば、そ

れが少なくとも６割以上、７～８割の完成度を

もって頑張ったなという結果になるんじゃない

かと、こう思いますが、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） マニフェストは県民

とのお約束でございます。これを果たすべく全

身全霊、全力で私の力を傾注していきたいと

思っております。

○徳重忠夫議員 全身全霊で頑張っていくとい

う答弁でございますが、４年間はやるという考

え方はないか、もう一度お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 先ほども申し上げま

したとおりに、社会情勢というのは刻一刻変

わっております。今後どのような事態が起こる

か、だれも予測できないことでございますが、

私は、与えられた任期の一日一日を、県民との

約束を果たすために、マニフェストの実現に向

けて全身全霊を傾けていきたいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 それでは、次の質問に移らせ

ていただきます。

認定農業者の育成についてでございます。

先ほど押川議員からも、るる質問がなされた

ところでございますので、よろしくお願いいた

します。県では、農業・農村振興長期計画にお

きまして、認定農業者の育成目標を掲げ、その

育成確保に努力されております。平成19年度

は、目標を上回る約8,600経営体が確保されたと

しておりますが、その年齢内訳を見ますと、

約65％が50歳以上と、このようになっておりま

す。また、昨今の原油・飼料高騰など、先行き

が見えない厳しい環境の中にありまして、県の

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方

針」に示されている年間農業所得の620万円が達

成できている農家は、２割から３割程度になっ

ていると言われております。このことは、将来

の農業の継続、ひいては本県農業の先行きが大

変危ぶまれる状況であると考えております。前

回の農業センサスによりますと、販売農家で農

業後継者がいる経営体の割合は38％にしかすぎ

ない状況であります。このことは、地域農業を

支えるべき担い手が本当にいなくなるのではな

いかと、大変心配をいたしております。本県の

担い手対策に今後どのように取り組んでいくの

か、農政水産部長にお尋ねをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県農業・農

村を支える担い手の育成確保を図る上で、農業

所得の確保による経営安定は最も重要であると

認識しております。したがいまして、本県農業

を中心となって支える認定農業者につきまして

は、所得目標等を定めた経営改善計画を達成す

ることが重要でありますので、認定後３年目及

び５年目に目標の達成度合いを調査し、未達成
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者に対しては、集中的かつ重点的支援を行うこ

ととしております。また、農業後継者や新規参

入者につきましては、早期の経営安定を図るこ

とが必要であることから、農業改良普及セン

ターによる濃密巡回指導や研修を実施するとと

もに、先進農家を就農アドバイザーとして設置

し、マンツーマンの指導等による支援を行って

いるところであります。今後とも、関係機関・

団体一体となりまして、生産技術はもとより、

所得確保など経営安定に向けて支援を行い、担

い手の育成確保に努めてまいりたいと存じま

す。

○徳重忠夫議員 それでは、続いて酪農対策に

ついてお伺いをしてみたいと思います。

飼料価格や原油高騰に加えまして、乳価及び

子牛価格の低迷が続いております。酪農に特に

厳しい状況に相なっております。先日、私は、

都城にある市場を見てまいりました。乳牛雄子

牛、いわゆるぬれ子の価格が１頭8,000円前後し

かしておりません。子牛のミルク代や世話をす

る労賃を考えれば、せめて５万円はしなければ

農家の経営は成り立たないと、私はこのように

思っております。私も酪農をしていた経験があ

りますが、ぬれ子の販売は、酪農家にとっては

いわばボーナスというか、大切な副収入であり

ます。高く売れることで、その分少しでありま

すが、余裕ができると、こういうものでありま

す。また現在、酪農家では、収入を確保するた

めに、和牛交雑種（Ｆ１）の生産や受精卵移植

による和牛生産がふえていると聞いておりま

す。これは将来、後継牛が足りなくなるのでは

ないかと、こう言われておるわけであります。

このように厳しい酪農経営の中、県内の酪農

家は減少し続けております。現在370戸という状

況に相なっております。後継ぎ以外の新規農業

者は１人もいないというのが酪農家の実態でご

ざいます。酪農家がいなくなるということは、

関連産業もなくなってしまうということになり

ます。今は真に酪農の危機ではないかと考える

わけであります。私は、若い人が夢を持って新

たに酪農に取り組めるような農家の収入確保が

何よりも重要と考えますが、酪農対策に今後ど

のように取り組んでいかれるのか、部長にお伺

いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 酪農情勢は、

乳価の低迷や飼料価格等の高騰、乳用雄子牛価

格の低下によりまして、厳しい状況にあると認

識しております。このため、県といたしまして

は、優秀後継牛の育成などの生産対策や、牛乳

の消費拡大等の流通対策に加えまして、自給飼

料の増産など、配合飼料価格高騰に対応した国

の緊急対策を活用するとともに、県単独事業で

も、飼料イネの作付拡大等に対する支援や、生

産性向上を目的とした乳質改善に取り組んでい

るところであります。今後とも、関係団体と連

携し、安定した所得の確保とともに、後継者が

夢を持てる酪農経営の実現に努めてまいりたい

と存じます。

○徳重忠夫議員 続いて、乳牛の後継牛対策に

ついて伺います。乳牛の雄子牛（ぬれ子）は、

先ほど述べましたとおり、１頭が8,000円前後で

しか販売はされないわけであります。したがい

まして、Ｆ１の生産を余儀なくされているわけ

であります。子牛を競りに出荷する場合、平均

して生後１カ月で出荷されるわけであります

が、１カ月の飼育費が、えさ代ひっくるめて１

万4,000円程度かかるわけです。最低かかりま

す。また、酪農家の投資額を考えてみますと、

今、宮崎県では40頭平均でございますが、酪農

家では、新たに経営を始めると仮定しますと、
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１億円かかるんです。経営基盤をつくるのに１

億円の投資が必要だと、このように言われてお

ります。そのような中で、子牛の生産が全くの

赤字と、このような形になりますと、生産意欲

がなくなる。当然のことであります。

そこでお尋ねしますが、和牛生産に対して

は、優良牛確保対策として、数は限られており

ますが、15万程度の補助金があるようでありま

す。酪農家においても厳しい情勢が続いている

わけでありますので、酪農家に対してもそう

いった支援体制はとれないかと、このように思

うわけであります。一部の町、行政にあって

は、乳牛雄子牛に対して２万円の助成をしてい

る町もあるわけであります。乳牛雄子牛に対し

まして、県として何らかの支援をすべきと考え

ますが、部長の見解をお伺いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 乳用雄子牛、

いわゆるぬれ子は、生後１カ月で出荷されまし

て、ここ数年間は５万円程度で取引されており

ました。しかしながら、先ほどお話がございま

したように、枝肉市場が非常に低迷しておりま

して、さらには、配合飼料価格高騰等により子

牛の取引価格が下落しまして、ことし11月には

生産原価を下回る状況が生じております。この

ような中で、酪農経営を安定化させるために

は、何よりもまず、優秀な後継牛の確保や飼料

基盤の整備など、生産性の向上に向けた取り組

みが必要と考えておりまして、県としまして

は、総合的な支援によりまして、酪農経営基盤

の強化を図ってまいりたいと存じます。

○徳重忠夫議員 酪農については最後にしたい

と思いますが、農政水産部長に御答弁をお願い

いたします。牛飼いは生き物を相手にしており

ますから、酪農でも和牛生産でも、とにかく１

年365日世話をしなけりゃなりません。つまり休

みがとれないのであります。そこが若い人に敬

遠される理由の一つではないかと考えるわけで

あります。後継者や新規就農者を確保するため

には、収入の確保に加えて、休みがとれるため

のヘルパー制度の充実が絶対必要だと、このよ

うに考えるわけでありますが、酪農及び肉用牛

生産におけるヘルパー制度の利用状況、あるい

は、今後の制度の充実に向けてどのように取り

組んでいかれるのか、部長にお答えいただきた

いと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 休みのとりに

くい畜産経営におきましては、休日の確保や労

働負担の軽減を図るヘルパー制度は大変重要で

あると認識しております。現在、酪農では、県

内ほとんどの酪農家がヘルパー組合に加入し、

ヘルパーにより搾乳作業や飼養管理が行われて

おり、月平均1.3日の休日が確保されておりま

す。また、肉用牛においては、高齢者を中心

に、競り市への出荷や飼料作物の収穫作業など

でヘルパーが利用されているところでありま

す。県といたしましては、引き続き、ゆとりあ

る畜産経営の確立のため、国の事業等を活用

し、ヘルパーの養成研修や機材の導入助成、さ

らにはヘルパー組合の運営支援などに努めるこ

とによりまして、ヘルパー制度の充実に取り組

んでまいりたいと存じます。

○徳重忠夫議員 ぜひ、このヘルパー制度につ

いては努力をしていただかなければいけない

と、私はこのように考えています。今、部長の

答弁で、月平均1.3日ということでございます。

それでは納得できませんね。やはり最低月に４

回は休みがとれるぐらいの体制づくりが絶対必

要だと、このように考えますので、御努力をよ

ろしくお願い申し上げたいと思います。

次に、高速道路についてお尋ねをしたいと思
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います。

東九州自動車道の整備促進に当たりまして、

これまで、大会等においてさまざまな要望活動

を行ってきたと思いますが、その成果と予算配

分を含め、過去５カ年の進捗状況について伺い

たいと思います。また、全線開通までどれぐら

いの期間と事業費が今後必要となるのか、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） 東九州自動車

道の整備に関する事業費でございます。有料道

路区間につきましては、道路公団が民営化され

たのが平成17年度でありますけれども、それ以

降20年度までが約300億円、また、16年度から20

年度までの５年間で、新直轄事業区間が約430億

円、国道10号延岡道路が約210億円となっており

まして、事業進捗に必要な額が確保され、これ

まで順調に事業が進められているものと認識を

しております。

次に、平成21年度以降、完成までの事業費に

つきましては、有料道路区間については約1,300

億円と聞いております。また、新直轄事業区間

及び国道10号延岡道路の現時点での残事業費は

公表されておりませんが、平成17年２月に示さ

れた新直轄事業の残事業費約1,500億円からする

と、いまだ相当の事業費が残っているものと考

えております。

続いて、完成までに要する期間であります

が、事業中区間大分県境―日南間のうち、大分

県境―北浦間、北川―延岡間、門川―西都間に

ついて、平成22年度から26年度までの供用予定

が公表されておりますが、県としましては、公

表されていない北浦―北川間、清武―日南間も

含め事業中区間全線について、平成26年度まで

の供用を目標としているところでございます。

○徳重忠夫議員 26年度までには全線開通でき

るような体制が整っていると、大変ありがたく

思っております。問題は、東九州自動車道の中

で日南―志布志間でございますが、基本計画区

間のままとなっているようであります。今後の

見通しについてはどうなっているか伺いたいと

思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 日南―串間―

志布志間につきましては、昨年11月に行われま

した高規格幹線道路の点検の中で、４車線から

完成２車線相当の構造に見直しつつ、これに加

え、円滑な走行が可能な現道の一部を当面活用

するなど、構造・規格の見直しを行い、早期に

ネットワークの機能を確保するとされたところ

であります。県としましては、全線整備とされ

なかったことには不満が残りましたが、高規格

幹線道路のネットワークとして、整備の必要性

が示されたところでありまして、早期ネット

ワーク確保の観点からも、一定の評価をしたと

ころであります。しかしながら、先日、国土交

通省から交通需要推計の下方修正が示されてお

ります。また、道路事業の評価手法の見直しの

ための検討が行われているなど、本県の高速道

路整備にとっては、道路特定財源の一般財源化

とあわせまして、先行き不透明な状況となって

いるところでございます。

○徳重忠夫議員 それでは、続いて質問をさせ

ていただきます。東九州自動車道における用地

取得状況―期間も決まっておりますので、鋭

意努力していただいておると思いますが―補

償目的の植栽の状況があるのか、また埋蔵文化

財調査の状況等について伺っておきたいと思い

ます。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、用地取

得の進捗状況でございます。大分県境―北川間

が65％、北川―延岡間が86％、門川―日向間

平成20年12月４日(木)



- 118 -

が99％、日向―都農間が24％、都農―西都間

が98％、清武―北郷間が90％、北郷―日南間

が75％となっておりまして、全区間とも開通目

標に向けまして順調に用地の取得がなされてい

るところであります。

次に、補償金目的植栽行為に対する取り組み

についてでありますが、全体で56カ所あったも

のが、平成20年２月に初めての行政代執行を行

うなど積極的に取り組んだ結果、同年３月末で

は26カ所となりました。その後も行政代執行の

効果による自主撤去が進んでおりまして、現在

では10カ所にまで減少してきております。今後

とも、補償金目的植栽行為につきましては、国

や西日本高速道路株式会社などの関係機関と連

携を図りながら、引き続き毅然とした態度で臨

んでまいりたいと存じます。

また、埋蔵文化財調査につきましては、開通

の予定を見据えながら、埋蔵文化財センター

に35名の専任職員を配置しまして、順調に調査

を進めているところであります。今後とも、県

としましては、供用開始が１年でも早まるよ

う、全力で取り組んでまいりたいと思います。

○徳重忠夫議員 それでは、知事にお伺いをし

ておきたいと思います。御案内のとおり、道路

特定財源の一般財源化が始まります。本県の高

速道路の整備に影響が出るのではないかと心配

するわけでありまして、知事は、このことをど

のように認識されておるのか、さらに、整備促

進に対する取り組みをどのように進めていこう

と考えておられるのか、お伺いをしておきたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 道路特定財源の一般

財源化に関しましては、現在、政府・与党にお

いて、さまざまな議論がなされているところで

あります。その行方いかんによっては、本県の

今後の高速道路整備への影響が懸念されるとこ

ろであります。このため、私も先日東京に出向

き、鳥取県知事と一緒になって、地方の道路の

実情や整備の必要性、おくれた地方への財源の

重点配分などについて国土交通大臣に申し入れ

るとともに、私がメンバーに選ばれております

国土交通アドバイザリー会合におきましても、

同趣旨の内容について強く訴えてきたところで

ございます。今後とも、県内高速道路の整備が

確実に進められるよう、一般財源化の議論の動

向を注視しながら、あらゆる機会をとらえて、

国や関係機関に強く要望してまいりたいと考え

ております。

○徳重忠夫議員 続いて、教育長にお尋ねをし

たいと思います。学校における食育を推進して

いく栄養教諭について伺いたいと思います。

昨今、子供たちを初め県民の方々が、心身の

健康を保持し、生涯にわたって生き生きと暮ら

すことができるようにするために、食育の大切

さが盛んに叫ばれておりますが、子供たちの生

活の場である学校における食育の推進について

は、学校全体で一体となって取り組むことが重

要であると考えます。特に、その取り組みに際

して、専門性から栄養教諭の果たす役割は大変

大きなものがあると思います。私は、実は３年

前、初めて栄養教諭が配置されるとき、学校給

食における栄養教諭の役割、配置のあり方等に

ついて教育長にお聞きをし、「３年程度、各教

育事務所を単位として、成果や課題を検証して

いく」というような回答をいただいたところで

あります。ことしになって、国内では、中国産

冷凍ギョーザ問題を初め、偽装表示、異物混入

など多くの問題が発生し、食に対する不安は全

国に広がり、学校給食における子供たちの安全

・安心も大きく揺らいでおります。このような
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中、栄養教諭の学校における役割はますます重

要なものとなってきております。そこで、教育

長にお尋ねいたします。本県におけるこの３年

間の栄養教諭の取り組み状況と課題について、

お伺いをしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 県の教育委員会にお

きましては、食の重要性を理解し、望ましい食

習慣を身につけることなどを目的として、平

成18年度から現在までに、教育委員会事務局に

１名、県内各地の学校に15名の栄養教諭を配置

し、食育推進モデル事業に取り組んでいるとこ

ろであります。この事業では、栄養教諭が授業

への参加や給食の時間における指導などを行っ

ておりまして、その結果、毎日朝食をとる子供

がふえている、給食における食べ残しが減って

きている、食に対する感謝の気持ちが芽生えて

いる、さらには、保護者の食に関する講座等へ

の参加がふえるなど、児童生徒はもとより、教

職員や保護者の食に対する関心の高まりや食習

慣の改善など、成果が見られているところであ

ります。課題といたしましては、これらの取り

組みは、現在、モデル校などの一部にとどまっ

ておりますことから、今後は、県内各地域に普

及させていくことが必要である、このように考

えております。以上です。

○徳重忠夫議員 ３年間の成果として非常にい

い結果が出ている、これを広めたいと。大変あ

りがたいことであります。しかし、教育長、お

隣の鹿児島県では、栄養教諭の配置が、18年度

は69名、19年度は144名、平成20年度は163名

と、年々増加しております。宮崎県におきまし

ては、平成18年度が６名、19年度が11名、20年

度が15名という状況であります。宮崎県におい

ても、子供たちが公平・平等に食育の授業が受

けられるような、積極的な栄養教諭の配置が絶

対必要だと、このように考えますが、教育長の

考え方をお示しいただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 今、議員の御所見に

ありましたように、栄養教諭の果たす役割とい

うのは非常に大きなものがあると思っておりま

す。私も先月、県南地区の小学校に出向きまし

て、実際に栄養教諭が授業をしている様子を参

観いたしまして、栄養教諭の熱心な指導ぶり

と、高い興味・関心を持って学習に取り組んで

いる子供たちの様子を間近に拝見したところで

あります。現在、県内すべての小中学校におき

ましては、食に関する全体指導計画を作成いた

しまして、食育推進に学校全体として取り組ん

でいるところであります。食育の推進の中心的

な役割を担っております栄養教諭の配置という

ことでありますが、鹿児島県は九州各県の中で

も飛び抜けて突出している県であります。本県

の状況がとりたてて劣っているということでも

ないんですけれども、これらの栄養教諭の配置

につきましては、先ほど申し上げましたよう

に、モデル校での取り組みで成果が得られてお

りますことから、地域や学校の実情に応じまし

て、今後その適正な配置についてさらに検討し

ていきたいと、このように考えております。以

上です。

○徳重忠夫議員 鹿児島県は特別だと、こう言

われますが、隣ですから、情報は瞬時に入って

くるわけです。そこで、要望として申し上げて

おきたいと思います。今、教育長から、栄養教

諭の配置による成果は大きかったということで

ございました。大変うれしく思っております。

栄養教諭の適正配置については検討したいとい

う答弁でございますが、隣県の鹿児島県との格

差が余りにも大き過ぎると、私はこう思いま

す。今後、より積極的な取り組みをしていただ
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きますよう、そして、子供たちが公平・平等に

食育教育が受けられるように要望を申し上げて

おきたいと思います。

続いて、大島畠田遺跡についてお伺いをした

いと思います。

都城市金田町にございます大島畠田遺跡の件

ですが、この遺跡は、旧農用地整備公団が施行

しました圃場整備事業等に伴いまして、平成11

年に県教育委員会によって埋蔵文化財発掘調査

が実施されたものであります。発掘調査の結

果、この遺跡は、平安時代中期、９世紀から10

世紀にかけての都城盆地における有力者の邸宅

跡であることがわかり、南九州における律令社

会の崩壊と地方有力者が台頭する様相を知る上

で貴重な遺跡であることが判明したことから、

平成14年には約２万5,000平米（2.5ヘクター

ル）の遺跡全域が国の史跡に指定されたところ

であります。発掘調査を実施しました県教育委

員会におきましては、その後、遺跡を保護する

目的で全域の埋め戻しを行った後、出土した遺

物の整理などを行い、本年３月には遺跡全体の

調査結果を報告書としてまとめられたところで

ございます。その報告書はこのとおりでござい

ます。（現物を示す）立派なものができており

ます。そこで、教育長にお尋ねいたします。こ

の大島畠田遺跡につきまして、県はどのような

評価をされ、遺跡保存という結論に至ったの

か、伺いたいと存じます。

○教育長（渡辺義人君） 大島畠田遺跡は、

約90坪を有する大型の掘立柱建物や門が発見さ

れましたほか、国内外の陶磁器などの食器類が

多量に出土するなど、御質問にありましたよう

に、平安時代中期における地方豪族の館跡の全

容が解明できます、全国でも数少ない貴重な遺

跡でありますとともに、我が国における古代史

を解明する上においても重要な遺跡と評価をい

たしております。また、文化庁や専門機関から

も遺跡の重要性について高い評価をいただき、

国の史跡として指定されましたことから、遺跡

の保存を図ることになったものであります。な

お、遺跡の保存につきましては、都城市教育委

員会が、地権者の方々や事業者の多大な御協

力、御理解を得て、史跡全域の買い上げを行っ

たものであります。

○徳重忠夫議員 平成11年の発掘調査開始から

本年３月の調査結果報告書の作成まで、県教育

委員会におかれましては、おおむね10年間とい

う大変長い期間をこの大島畠田遺跡に力を注い

でいただきました。大変ありがたいことだと

思っておりますが、この間の所要経費はどれぐ

らいかかったのか、また、その内訳といたしま

して、国や県教育委員会の負担はどれぐらい

だったのか、伺いたいと存じます。

○教育長（渡辺義人君） 発掘調査や出土遺物

の整理及びそれらの成果をまとめました調査報

告書の作成に要しました経費は、5,053万2,000

円であります。その内訳といたしましては、国

が1,374万8,000円、県が1,375万5,000円、事業

者でありました旧農用地整備公団が2, 3 0 2

万9,000円をそれぞれ負担いたしております。

○徳重忠夫議員 国、県、それぞれ大変な出費

をしていただいて、現在このような形にあるわ

けでありまして、大変ありがたい限りでありま

す。大島畠田遺跡が学術上、大変貴重な文化財

であると評価されておりますことは、先ほどの

教育長のお話のとおりであります。大島畠田遺

跡の整備・利活用を考えるに当たりましては、

「大島畠田復元想像図」を見ていただきたいと

思います。皆さんの手元にあろうかと思いま

す。建物跡などが復元されるのを最も望むとこ
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ろでありますが、古代から中世にかけての都城

盆地の有力者がどのような邸宅に住み、どのよ

うな暮らしをしていたかを、訪れた人たちすべ

てが想像することができ、夢を持てるような施

設を復元することなどが大事なことであると思

うところであります。そこで、今後の整備に際

しまして、県教育委員会としては、都城市教育

委員会とどのような連携をとっていかれるの

か、お考えを伺いたいと思います。

と申しますのも、何と申しましても、県が中

心になってこれまで調査をしていただきまし

た。整理をして、ここにちゃんとした報告書を

つくっていただいたという経緯があるわけであ

ります。県が中心になっていただかなければ、

都城市は現実問題として、直接は、なかなか行

動ができないんじゃないかと、このように思っ

ているところであります。そして、復元すると

すれば、どの程度の経費が必要と考えられる

か。また、整備に要する経費に対しまして、国

及び県の支出できる、支援できる補助制度があ

るかどうか、お伺いをしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） まず、都城市教育委

員会との連携の関係でありますが、県の教育委

員会といたしましては、都城市の教育委員会が

行います遺跡の保存整備が円滑に進むように、

発掘調査で得られました成果など情報の提供を

行いますとともに、文化庁の指導も得ながら、

必要な助言指導を行ってまいりたいと考えてお

ります。

それから、史跡整備に係る経費につきまして

は、これは例として申し上げますけれども、大

島畠田遺跡と同じ時期の国指定史跡であります

山形県の古志田東遺跡におきまして、地形の復
ふるしだひがし

元や建物の柱の一部復元等による整備に約１億

円が、また、お隣の鹿児島県にあります上野原
うえ のは ら

遺跡におきましては、県の埋蔵文化財センター

の移転設置を含めまして、展示館の建設や集落

の復元、それから、縄文時代の遺跡であります

ので、縄文の森の再現等に約124億円が投じられ

ているところであります。このように、建物の

復元等に要する経費につきましては、整備の内

容等によってさまざまでございます。大島畠田

遺跡の整備につきましては、まだ具体的な整備

の方向性が確定しておりませんので、整備の規

模や内容によって、その経費は大きく異なって

くるものと思っております。なお、ここに議員

が御提示されました復元想像図でありますが、

最後の想像図というところが―実は復元図で

はなくて復元想像図ということでありまして、

実際に当時このとおり建っていたかどうかとい

うのは、実はそういう確証がないわけでありま

す。内部の間取りがどうなっているかとか、柱

にどんなものが使われていたのかとか、色が

塗ってあったのかなかったのか、そういった資

料等は全くございませんで、当時多分こうで

あっただろうということで想像して、復元的に

書いたという図面のようであります。今申し上

げましたように、これをどの程度整備していく

のかということは、まだそういった方向性が確

定をしていないところでありますので、御理解

をいただきたいと思います。

最後に、補助制度についてでありますが、指

定文化財に係る補助制度につきましては、国が

整備事業にかかる経費の５割、県におきまして

も一定の補助枠を設けているところでありま

す。以上です。

○徳重忠夫議員 今、整備のことについて、復

元費用のことについてお尋ねしたところであり

ます。山形県の古志田東遺跡においては１億円

程度で復元されているということ、あるいは
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今、上野原遺跡については124億円ということで

ありましたが、ここは論外といいますか、県の

施設を全部持ってきているわけです。だから、

縄文遺跡だけの整備ではないということで、皆

さん理解をいただきたいと。恐らく２億か３

億。５億以内で立派なものができると、私はこ

のように信じています。

それから、知事にお伺いをしたいと思いま

す。知事は都城出身でございますから、大島畠

田遺跡を見学されたことがあるかどうか、まず

お伺いをしてみたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 残念ながらございま

せん。済みません。

○徳重忠夫議員 ぜひひとつ見ていただきたい

なと思います。それで、知事に私の考え方をお

つなぎ申し上げたいと、このように思います。

大島畠田遺跡の整備につきましては、都城市教

育委員会におきまして、これから具体的な計画

づくりがスタートするわけでありますが、平

成11年の発掘調査時には、大島畠田遺跡のよう

な９世紀から10世紀にかけての大型建物跡を残

す遺跡としては、全国には山形県米沢市の、先

ほど教育長がおっしゃった古志田東遺跡のみで

あったわけであります。そのことだけでも、大

島畠田遺跡が貴重な遺跡であることが証明され

ているわけであります。またあわせて、当時、

現地で開催されました説明会には、県内外か

ら500名を超す多くの参加者が来られて、大島畠

田遺跡への関心の高さを示すとともに、後世に

しっかりと残していくべきとの要望が多数寄せ

られたとお聞きいたしているところでありま

す。

さらに、現在ＮＨＫで放映されております

「篤姫」においても紹介されましたが、都城市

は島津家発祥の地であります。都城市において

さまざまなイベントが展開されておりますが、

この大島畠田遺跡は、地方の有力者層が台頭し

始める９世紀から10世紀にかけての都城盆地に

おける有力者の建坪90坪と想定されます大邸宅

の跡であり、日本でも最大の荘園である島津荘

が成立する直前に形成された遺跡であるため、

島津荘の基礎をなす遺跡であるとも言えるので

はないでしょうか。このようなさまざまな観点

から、大変価値の高い遺跡であると考えられま

すことから、学術的・専門的な利活用だけでな

く、文化財を生かした教育、あるいは観光資源

としての利活用にも重点を置いて考えていくべ

きではないかと思うのであります。

例えば、本県を代表する観光地であります西

都原古墳群などの県内の遺跡はもとより、鹿児

島県の上野原遺跡ともつなぐ「遺跡街道」とし

て、将来売り出すことはできないかと考えてい

るところでございます。大島畠田遺跡から西都

原古墳群までは１時間程度、上野原遺跡まで

は30分程度で移動することができます。修学旅

行等のルートとしてふさわしいものと思うとこ

ろであります。そこで知事にお伺いをいたしま

す。遺跡街道の構想を含め、大島畠田遺跡を売

り出していくことは考えられないか、知事の見

解をお聞かせいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 西都原古墳群や上野

原遺跡など、本県はもとより鹿児島県におきま

しても、貴重な遺跡を初めとする文化財が多数

存在することから、南九州という広域での観点

で文化財の利活用を検討することは、意義があ

ることだと考えております。大島畠田遺跡は、

歴史的にも学術的にも高い評価を得て、国指定

の史跡となったものであり、また、本県と鹿児

島県の接点とも言える重要な地域に位置してい

るところであります。このようなことも含めま
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して、御提言につきましては、今後、都城市教

育委員会が策定する史跡の整備計画や利活用の

方針を踏まえながら、研究させていただきたい

と考えております。

○徳重忠夫議員 最後になりましたが、要望を

申し上げて終わりたいと思います。大島畠田遺

跡は、全国有数の貴重な国指定の遺跡でござい

ます。文化庁や専門機関からも高い評価がなさ

れており、既に都城市では２万5,000平米という

広大な敷地が約5,000万円で買収されておりま

す。さらに、県におかれましては、5,000万円以

上の経費をかけて、発掘調査から出土品の整理

まで、10年間もの長い間にわたり努力され、立

派な報告書まで作成をされております。この遺

跡を復元して後世に残すことが、今、私たちが

やらなくてはならない責務だと思うところであ

ります。必ずや大島畠田遺跡が復元できますこ

とを強く要望申し上げて、私の質問のすべてを

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 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

続いて一般質問であります。

きょうはこれで散会いたします。

午後２時50分散会
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