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平 成 2 0 年 1 2 月 ８ 日 ( 月 曜 日 )
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◎ 一般質問

○星原 透副議長 ただいまの出席議員44名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、濵砂守議員。

○濵砂 守議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。西都市・西米良村選出の濵砂守でご

ざいます。年の瀬も大分押し迫ってまいりまし

て、残すところあと20数日になってまいりまし

たが、世間では冷たい風が吹き荒れておりま

す。100年に一度という大恐慌に突入したとも言

われております。そういう中で、依然として景

気は低迷しておりまして、けさの新聞を見てみ

ますと、宮日新聞のトップに、国富日立プラズ

マの社員最大400人の配置転換というのが載って

おりました。また、その中の派遣社員全員250人

が１月末で解雇されるというニュースも載って

おりました。また、朝、インターネットを引い

てみましたら、民主党がだんだんと追い上げて

まいって、麻生内閣をとうとう追い越してしま

いました。麻生支持率22％、小沢支持率35％と

いうことでありますから、議員の配分数からす

ると相当数違います。何か足元にどんどん近づ

いてきているような気もいたしますが、こうい

う世相でありますから、しっかりとした政権を

持って頑張っていただきたいと思います。そう

念じつつ、一般質問に入らせていただきます。

まず、知事の政治姿勢について伺います。

政府・与党が支給を予定しております、麻生

太郎首相が追加経済対策で表明をいたしました

総額２兆円規模の定額給付金について、知事は

どのように評価をされておられるのかお尋ねを

いたしたいと思います。この件につきまして

は、少なくとも国民から預かった税金でありま

すから、最小限の支出で最大限の効果が得られ

るように配慮をするべきであります。例えば、

小学生に一律小遣いをやるというのなら、一律

でいいんでしょうけれども、世の中にはたくさ

んの方々がいらっしゃいまして、幼稚園生もお

れば小学生も、あるいは中高年者もいらっしゃ

いますし、高齢者の方もいらっしゃいます。い

ろんな考え方があるかと思うんですけれども、

私は、基本的にはみんなが平等に利益を受けら

れるそういった対策が必要、そして消費を拡大

するそういった政策というのが必要かと思いま

す。例えば、消費税を一時期減税するとか、み

んなが同じような効果をもって消費が拡大でき

るというのがいいんじゃないかなと、私は自分

ではそういう気がするんですが、もし知事がそ

ういった２兆円規模の政策を打つとされるな

ら、どのような政策を打とうと思っておられる

のか、御感想を知事の立場の中で結構ですから

お聞かせください。

次に、道州制ビジョン懇談会についてであり

ます。

06年９月に発足した安倍内閣は、道州制担当

大臣のもとに道州制ビジョン懇談会を設けまし

た。具体的な検討を開始しております。ビジョ

ン懇は、08年３月に中間報告を提出し、その中

で、道州制の導入により、憲法を改正しない前

提で、広範囲な条例制定権や行政裁量を備えた

「地域主権型道州制国家」への変換を目指すこ

ととしております。議会は一院制で、首長や議

員は住民の直接選挙で選出するとし、道州制の

完全移行を10年後の2018年度とするなどの方針

を打ち出しております。最終報告は2010年に出
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される予定であります。

また、総理大臣麻生太郎氏は、本年９月29日

の所信表明演説で、地域の再生についてこのよ

うに述べておられます。「目を地域に転じま

す。ここで目指すべきは、地域の活力を呼び覚

ますことです。それぞれの地域が誇りと活力を

持つことが必要です。しかし、その処方せん

は、地域によって一つずつ違うのが当たり前。

中央で考えた一律の策は、むしろ有害ですらあ

ります。だからこそ、知事や市町村長には、真

の意味での地域の経営者となってもらわなけれ

ばなりません。そのため、権限と責任を持てる

ようにします。それが地方分権の意味するとこ

ろです。進めるに際しては、霞が関の抵抗があ

るかもしれません。私が決断します。国の出先

機関の多くには、二重行政の無駄があります。

国民の目も届きません。これを地方自治体に移

します。最終的には、地域主権型道州制を目指

すと申し上げておきます」と表明をされており

ます。地方分権の推進の必要性はだれでも口に

しております。しかし、その歩みはおそく、進

みません。分権を徹底して進めていけば、これ

までの日本のすべての制度・政策が根底から見

直されることにつながるからであります。道州

制の実現に向けては、「政治によるリーダー

シップが強力に発揮されなければならない」と

指摘されております。現在のように、１年ごと

に首相が交代し、就任したばかりの麻生総理ま

でがどうなるのかわからないような政治情勢で

は、なかなかビジョンが描けないのではないか

と危惧するものであります。知事はどのように

とらえられているのかお聞かせください。

地方分権を進める中で、最大の問題である税

財政制度の設計については、06年度税制改正で

所得税から個人住民税へ約３兆円の税源移譲が

行われたことで、いわゆる三位一体改革は終了

いたしました。しかし、04年度から06年度まで

の３年間で、補助金は約4.7兆円の削減、地方交

付税及び臨時財政対策債は約5.1兆円の削減が行

われました。３兆円の税源移譲が行われたとし

ても、地方にとっては6.8兆円のマイナスという

残念な結果となっております。国庫補助金の削

減に見合う地方税、地方交付税が措置されるべ

きであったにもかかわらず、地方交付税が削減

され、地域間の格差がますます拡大しているこ

とについて、知事の所見を伺います。

また、ビジョン懇では、国の役割について

は、外交や安全保障などに限定し、中央省庁の

機能や国家公務員の大幅削減、道州や市町村に

関与する国の出先機関の全廃を打ち出しており

ます。このことから、全国知事会は08年２月、

出先機関の整理について見直しの具体的方策を

取りまとめ、地方分権改革推進委員会や経済財

政諮問会議に提出いたしました。その内容は、

都道府県単位の出先機関は原則廃止、ブロック

単位の出先機関については、地方でできるもの

は廃止として、具体的に廃止または縮小できる

機関名を列挙したものであります。見直しの対

象になっている機関の職員数は９万6,000人、う

ち国に残すものが２万人、業務廃止や合理化で

２万1,000人を削減し、約５万人を地方自治体で

引き受ける方針が盛り込まれております。地方

分権改革推進委員会においても、08年８月、

「国の出先機関の見直しに関する中間報告」を

発表しています。これは今月にも―恐らく

きょうだと思うんですが―行われる首相への

第２次勧告を目前にして、国土交通省地方整備

局など８府省15機関の統廃合などを盛り込ん

だ、一層具体化した整理基準を打ち出したもの

であります。現在、各省庁の反発もあり、議論
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が大詰めを迎えておりますが、国の出先機関の

見直しについて、知事の感想をお尋ねいたしま

す。

以上で壇上からの質問を終わります。後は、

今回は質問者席で質問をさせていただきます。

（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

景気対策についてであります。私は、景気対

策にはいろいろなやり方があると思いますが、

国民が老後や病後を心配せずに安心して日々暮

らせるよう、まずは社会保障制度の充実を図る

ことが真の景気対策であると考えております。

このため、年金制度の確立や医療制度の充実な

どに予算を投ずるべきであると考えます。ま

た、我が国経済に安定感をもたらし、安定した

雇用の創出を図るためには、外需に依存した、

あるいは海外の食料やエネルギーに依存した、

現在の経済体制を是正する経済構造や産業構造

の改革につながる投資をすることが必要である

と考えております。さらに、景気浮揚を図る上

では、まずは疲弊した地方をよみがえらせるこ

とが必要です。このため、地方交付税を増額

し、各地方自治体に地方の実情に応じた景気浮

揚に資する施策の立案、実行をさせるべきだと

考えております。このような考え方以外にも、

あるメディアでは、学校耐震化で約１兆円、介

護報酬の一律２万円アップで約1,200億円、就学

前児童の医療費助成で約1,900億円、国民健康保

険料の１万円引き下げで約4,000億円、合計で

約1.7兆円というような提案がなされておりまし

たが、景気対策の選択肢はさまざまあろうかと

考えております。世界的な景気後退が伝えら

れ、その長期化が懸念される中にあっては、英

知を絞ってスピード感のある対応をしていく必

要があると考えております。

続きまして、道州制のビジョンについてであ

ります。政府では、道州制ビジョン懇談会が平

成22年３月までに道州制ビジョンを策定するこ

ととなっており、月に１回のペースで積極的な

議論が行われております。この懇談会は、平

成19年１月に安倍元総理が設置されたわけです

が、その後の福田前総理、麻生総理におかれて

も、「地方分権の総仕上げとして、最終的に地

域主権型道州制を目指す」と所信を表明される

など、政府は一貫して道州制に前向きな姿勢を

示しているものと認識しております。今後、最

終報告に向け、税財政制度等について、さらに

具体的な検討が続けられることとなりますが、

私といたしましては、これまで同様、我々地方

自治体関係者の意見を踏まえた、真の地方分権

改革の集大成となるような道州制の制度設計が

なされるとともに、この懇談会の活動を通じ

て、道州制に対する国民の理解が深まり、国民

的議論が喚起されることを強く期待しておると

ころでございます。

続きまして、地方財政についてであります。

平成16年度から平成18年度までの三位一体の改

革により、国庫補助負担金改革と税源移譲との

差による地方財源の削減のほか、地方交付税等

が約5.1兆円と大きく削減されたため、地方の深

刻な財源不足と地域間格差の拡大につながった

ものと認識しております。その後も、地方の一

般財源総額は厳しく抑制され、地方財政はさら

に厳しい状況を強いられておりますが、今後と

も、確実に増加が見込まれる医療、福祉等の社

会保障や教育、警察、消防といった住民生活に

直結した不可欠なサービスを着実に提供してい

くためには、安定的な財源の確保充実を図るこ

とが必要であります。このため、税収など自主
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財源が乏しい本県にとりましては、とりわけ財

源調整機能と財源保障機能を一体として有する

地方交付税総額の復元充実を図る必要があると

考えておりますので、今後とも、全国知事会等

を通じて、国に対して強く要望してまいりたい

と考えております。

続きまして、国の出先機関の見直しについて

であります。地方分権改革推進委員会では、本

日午後、国の出先機関の見直し等を内容とする

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。国の出

先機関の統廃合は、すなわち国の権限を引きは

がすということでありますので、予想どおり各

省庁の反発は非常に強く、今後も抵抗が続くも

のと思っております。このような状況を打開す

るためには、政治の強いリーダーシップが不可

欠であり、麻生総理の手腕に期待しておるとこ

ろでございます。私といたしましても、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。以上です。〔降

壇〕

○濵砂 守議員 それでは、質問者席から質問

させていただきます。

知事にお答えをいただきました。この出先機

関なんですが、中央省庁、各省庁が非常に強く

反発しておるということをよく新聞などで見る

んですけれども、そういったものが道州制の導

入に非常に妨げになっておるわけでありまし

て、長年続いてきた中央集権国家でありますか

ら、そういうものがなかなかぬぐい切れないと

ころもあるんでしょうけれども、知事は各省庁

の反発についてどのように考えておられるの

か。

また、2018年には道州制を導入するというこ

とでありますので、こういうものから見て、18

年度に現実的に道州制へ完全移行することがで

きるかということをどう考えていらっしゃる

か、お答えいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 国の出先機関の統廃

合は、国と地方の二重行政の解消とか、国民の

目の届かない出先機関を住民の目に届くものに

すること、行政サービスをより住民に近いとこ

ろで行うこと等を目的として実施されるもので

あります。したがいまして、私としては、国と

地方の役割分担の見直しとか必要な財源の移譲

等を前提とした上で、国の出先機関の統廃合に

ついては賛成の立場でありますが、御指摘のと

おり、なかなか中央省庁の抵抗は根強いものが

あると考えております。

2018年に道州制へ移行するという計画が順調

にいくかという問いでございますが、今、国民

は、希望とか夢とか安心、生きる気力などが希

薄化し、慢性的な閉塞感に覆われておると考え

ております。これを打破・打開するためには、

この国のあり方を根本的に見直す大きな変化が

必要ではないかと考えております。中央集権か

ら地方主権に変革することで、地方にも可能性

が出てくる、夢や希望が出てくるのではないか

と思っております。したがいまして、道州制は

できるだけ早期に実現させなければならないと

考えておりまして、その意味で、2018年の道州

制移行が順調にいくかどうかではなく、順調に

移行させなければならないと考えております。

このため、今後、道州制の制度設計をできるだ
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け早く固めた上で、何よりも主権者である住民

に道州制の意義とか必要性を理解していただけ

るよう、さまざまな機会をとらえて、ＰＲ活

動、周知活動に力を注いでまいりたいと思って

おります。国民にやはり支持していただかない

と、この政策というのは前に進まないと思いま

すので、道州制導入の機運をどうやって醸成し

ていくかというのが、我々に課せられた、私に

課せられた課題でもあると考えております。

○濵砂 守議員 ありがとうございました。知

事がいつも言われております。明治維新のころ

は地方からつくり上げたんだと。今回の道州制

国家の成立のためには、知事としては、やはり

地方からつくり上げるということを考えてい

らっしゃるのか。それとも中央からつくり上げ

ると。今の主導型は中央からの主導型でありま

すから、当然に地方の意見も吸収といいます

か、意見も発していかなければならないわけで

ありますが、知事としてはどちらのほうが早道

だ、どちらのほうがしっかりした道州制度がで

きると思っておられますか。

○知事（東国原英夫君） 地方からの声を大に

していかなければならないというのは大前提で

ございますが、何せ制度上、地方から国の制度

を変えられるかという、非常に困難な局面が多

いかと思います。私はそれよりも国のトップが

政治判断としてリーダーシップを発揮して英断

していただくことが一番早道だと考えておりま

す。

○濵砂 守議員 時間がなくなりますので、次

に移らせていただきます。第２期財政改革の進

捗状況について伺います。全国の地方一般歳出

の削減の状況でありますが、決算ベースで、全

都道府県の削減状況を合計で比較してみまし

た。平成11年度の歳出決算額の合計が43兆880億

円であるのに対して、平成18年度の歳出決算額

合計は35兆6,614億円となっておりまして、金額

にして７兆4,266億円の減、率にして17.2％の減

となっております。また、全国の市町村合計で

比較しますと、平成11年度の歳出決算額の合計

が41兆9,733億円であるのに対して、平成18年度

歳出決算額の合計は36兆7,847億円であります。

金額にして５兆1,886億円の減、率にして12.4％

の減であります。本県の平成11年度と平成18年

度の歳出を決算ベースで比較すると、本県並び

に本県市町村の平均削減状況はどのようになっ

ているのか、総務部長に伺います。

○総務部長（山下健次君） まず、県の歳出額

で申し上げますと、普通会計決算に係る歳出額

は、平成11年度約6,906億1,000万円、これが18

年度には約5 , 7 9 9億 9 , 0 0 0万円ということ

で、1,106億2,000万円、19.1％の減となってお

ります。市町村の普通会計決算に係る歳出額で

ございますけれども、県内市町村全体で、平

成11年度約5,402億1,000万円、これが平成18年

度には約4,828億5,000万円ということで、573

億6,000万円、10.6％の減となっておるところで

ございます。

○濵砂 守議員 本県では、19年から22年度ま

での４年間を第２期財政改革推進期間として定

めまして、財政改革に取り組んでいただいてお

るところでありますが、県税や地方交付税など

の歳入の落ち込みに加えて、社会保障経費等が

想像以上に伸びておるというようなこともあり

まして、大幅な収支の改善に結びつかない、こ

のままでは平成22年度には基金が不足して、予

算編成が難しくなるという話であります。中期

的な収支の見通しについても極めて厳しく、状

況によっては、まさに聖域なく改革をせざるを

得ないということでありますが、具体的にはど
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のようなことなのか、総務部長にお尋ねをいた

します。

○総務部長（山下健次君） 現在「宮崎県行財

政改革大綱」の財政改革プログラムに基づきま

して、徹底した財政改革に取り組んでいるとこ

ろでございますが、地方交付税や県税等の減

少、社会保障関係費や公債費の増などにより、

今後とも厳しい財政状況は継続するものと見込

んでおります。このため、収支不足を基金に頼

るというこれまでの方法では、御指摘のよう

に、22年度当初予算の編成が難しくなると見込

まれますことから、人件費等の義務的経費、投

資的経費、一般行政経費のいずれにつきまして

も、徹底した分析・再検討を行った上で、状況

によっては、さらなる改革の取り組みについ

て、総合的に検討していく必要があると考えて

おります。

○濵砂 守議員 そのさらなる改革という問題

なんですが、これ以上の改革というと、どのよ

うなことが考えられますか。

○総務部長（山下健次君） 現在、人件費の削

減、投資的経費の縮減・重点化、事務事業の見

直し、それから執行段階での経費節約、こう

いった歳出の抑制のほかに、歳入の確保に鋭意

取り組んでいるところでございますけれども、

さらなる取り組みとしては、こういった取り組

みを強化するということで基本的には対応せざ

るを得ませんので、例えば計画に示されており

ます削減、抑制、あるいは増加すべき取り組み

につきまして、現在以上に上乗せをしていくと

いうことのほかに、計画に示されていない新た

な取り組みについてもやっていく必要があると

いうふうに考えております。

○濵砂 守議員 時間がないから先に進みま

す。今のまま改革を進めるということのようで

ありますから……。

平成19年６月に地方公共団体の財政の健全化

に関する法律が制定されております。平成19年

度決算から財政指標の公表、平成20年度決算か

ら計画策定が義務づけられましたが、その中で

本県の財政状況を比較してみますと、都道府県

別・団体別健全化判断比率では、実質公債費比

率が、47都道府県中、本県は健全なほうから14

位の12.3％、基準の25％を大きく下回っており

ます。なお、１位が東京都の8.7％で、最も公債

費の多い北海道が21.7％の47位であります。ま

た、将来負担比率から見ても、本県は212.3％

で、全国47都道府県中、健全なほうから13位で

ありまして、基準の350％を大きく下回っており

ます。健全化判断比率では健全であるというの

に、予算が組めないほど財政が逼迫していると

いうことはどういうことなのでしょうか、総務

部長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 今回、議会に報告

をさせていただきました財政健全化法の４つの

指標、実質赤字比率等でございますが、いずれ

の数値も、御指摘のように現時点では、財政再

生基準はもとより、早期健全化基準も下回って

いる状態でございます。こういった指標は、基

本的には、財政状況が一定程度まで悪化いたし

まして、国の関与のもとでの財政健全化が必要

かどうかを判断するための指標ということでご

ざいますので、それらが一定の基準を超えれ

ば、当然、財政運営に何らかの意味で支障を来

すといった意味で、「悪い」というふうに判断

はできますけれども、基準を下回っているから

といって、必ずしも財政状況が「よい」とは言

えないということでございます。本県におきま

しては、国の関与を受けざるを得ない基準まで

は財政状況は悪化しておりませんけれども、問
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題は、県債残高などの過去からの累積に関す

る、言うならばストックの面ではなくて、毎年

度の収支、いわばお金のやりくりに関するフロ

ーの面であるというふうに考えております。現

在、財政改革プログラムに基づきまして、歳出

の削減、歳入の確保の取り組みを行っているに

もかかわらず、多額の収支不足、これは解消ど

ころか、むしろ拡大しておりまして、それらを

すべて基金の取り崩しによって埋め合わせをし

ておるという状況でございます。その基金も枯

渇寸前という段階でございまして、本県の財政

は非常に厳しいというふうに考えております。

こういったことから、今後とも財政状況は厳し

さを増すことが懸念されるということで、引き

続き、より一層の健全化を図っていく必要があ

るというふうに考えております。

○濵砂 守議員 健全化判断比率で14位なんで

すよ。また、将来負担比率、公債費、いわゆる

借り入れが多くて将来に払っていかないかんと

いうその負担なんですが、これが13位というこ

とですと、宮崎はこういう状況であるけれど

も、ほかの県はもっと悪い状況にあるというこ

とで理解していいんですか。

○総務部長（山下健次君） 一部の県を除きま

して、基本的には同じような状況であろうかと

思います。御指摘のように、本県は13位、14位

というところでございますが、やはり財政状況

は本県よりさらに厳しい県も相当数あるという

ふうに考えております。

○濵砂 守議員 それで、この健全化判断比率

の基準が25％なんですが、本県が先ほど言いま

した12.3％、それから将来負担比率から見る

と、基準が350％、本県は212％なんですが、国

はそれぞれのこの指標を―25％と350％という

基準、ここまでは各都道府県は運営ができるん

だという基準を持っているんでしょうか。

ちょっとわからないんですけれども、いわゆる

だんだん交付税が減らされてくる。この減らさ

れてくる現状でもこういう数字なんですから、

本県でも厳しい、予算が組めないよという状況

で、この数字、パーセントしか出ておりません

ので、これがぐっと示された表まで行くとき

は、ここまではもつと思って、国は地方自治体

に対して対応しているのかなという気がするも

のですから……。どうですか、部長。

○総務部長（山下健次君） 先ほど申し上げま

したように、基本的には、現在の各自治体の財

政の状況を示すということで、これによって将

来的に国が自治体の財源を保障するということ

ではございません。もともとこの４つの基準と

いうのは、御承知のように、夕張市の破綻の問

題がございまして、そこでいわゆる隠れ借金、

こういったものを数字上も明確にするというこ

とを目的に、旧法を改正して、こういった制度

ができたという経緯がございます。

○濵砂 守議員 ですから、夕張はあそこまで

何とか隠れ借金でもちましたから、そのぐらい

は行政としてもっていくのかという国の判断な

のかなと思ったものですから、あえて質問させ

ていただきました。結構です。

ちょっと項目が多いものですから、次に進め

させていただきます。本県の30市町村の歳出決

算額の合計を、平成11年度と平成19年度を、同

じく比較してみました。災害復旧費を除く歳出

合計は、金額で668億5,000万円の減額でありま

す。率にして12.6％。その中で最も歳出の削減

率が高いのが、人口5,000人以上9,000人未満の

日之影町、木城町、美郷町、綾町、野尻町の５

町でありまして、その平均は29.8％の歳出削減

になっております。次いで削減率の高いのが、
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人口5,000人未満の西米良村、諸塚村、椎葉村、

五ヶ瀬町、北郷町の５町村であり、その平均

は20％の歳出削減。一方で、人口の最も多い10

万人以上の宮崎市を初め、都城市、延岡市の３

市の削減率の平均は、何と7.9％の歳出削減であ

ります。その差が20％を超えております。中央

と地方の格差どころか、今後、県内におけるこ

の地域の格差がますます開いていくのではない

かと危惧しているんですが、小規模町村の今後

の財政見通しについてどのように考えておられ

るのか、総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 本県市町村のほと

んどは、自主財源に乏しく脆弱な財政基盤にご

ざいまして、近年の地方交付税の削減等に伴い

まして、厳しい財政運営が続いております。特

に小規模な町村ほど厳しい状況にございまし

て、必要な行政サービスの水準を維持しなが

ら、社会基盤の整備とか、あるいは独自のまち

づくりを進めるための財源の確保を図ること

が、かなり困難になってきておるところでござ

います。こういった状況は今後とも続くものと

見込まれますので、地方交付税の動向によって

は、小規模町村の財政見通しは、さらに厳しさ

を増すこともあるものと考えております。

○濵砂 守議員 総務部長、地方交付税の動向

ということなんですが、来年度予算も30兆円を

超すほどの借金をしないと予算を組めないとい

うような状況なんですね、御承知のとおりで

す。それで、今後、地方交付税が末端の市町村

まで、市といいますか町村まで、行き渡ってふ

えていくと思われますか、お伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 21年度の概算要求

が現在出ておりますけれども、その時点で既に

昨年度比6,000億の減という、いわゆる総額確保

という意味では非常に厳しい状況がございま

す。さらに、交付税の場合には国税の一定割合

ということでございますが、こういった景気の

中で当然国税収入も落ちる。それに従って、そ

の一定割合で交付されている交付税も落ちると

いう状況からすると、相当厳しい状況ではない

かと考えます。

○濵砂 守議員 知事、今の話なんですが、こ

の中の議員さんで、東京から「じっとしちょれ

ん」と言って帰ってこられた方がいらっしゃい

ます。地方の今の状況が、本当に中央省庁はわ

かっているのかなと思うんですが、知事、どう

でしょうか、この感想をお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） わかっていないと思

います。非常に国の財政状況がよくないという

ことで、国を立て直さなきゃいけないというこ

とはわかるんですが、それによって地方はいつ

も犠牲になった歴史が、この10年間あります。

それは税制等々も含めて制度の見直しというの

が必要。先ほどの道州制の議論に入るんですけ

れども、この国のあり方、国の統治システムと

いうんですかね、全体の制度を抜本的に変えな

いと、今後の地方の疲弊というのは、このまま

進んでいくんじゃないかと危惧しております。

○濵砂 守議員 ありがとうございました。知

事会ももちろんでありますが、前回から出てお

りますように、国政の話もありますから、知事

をちゃんと務めて、県民の理解を得て、ぜひ、

これは国の立場からも、あるいは地方の立場か

らも、あわせて頑張っていただきたいと思いま

す。何と言っていいのかわかりませんが。

次に進ませていただきます。県内に30市町村

ございます。この30市町村の中でもかなり格差

があるんですけれども、この30市町村の職員給

与の最も高い自治体と最も低い自治体、また、

災害復旧費を除いて、歳出に占める人件費の割
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合が最高と最低の自治体はどこなのか教えてく

ださい。総務部長、お願いします。

○総務部長（山下健次君） 19年度のデータで

申し上げますけれども、まず県内市町村一般行

政職の平均給与月額、最高は宮崎市の46万6,106

円、これは平均年齢が43.1歳ということでござ

います。それから、最低は椎葉村の30万8,257

円、平均年齢は39.1歳でございます。次に、災

害復旧費を除いて、歳出に占める人件費の割合

ということでございますが、最高が都農町

の27.1％、最低は諸塚村の12.3％でございま

す。

○濵砂 守議員 実に15万円、行政職の職員の

給与もこんなに差があるんですよ。宮崎の県内

における各業種の階層、農業はある程度均一し

ているのかもしれませんが、そんなに県内でも

格差がある。この格差について、知事、どう考

えられますか。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、非

常に重要な指摘だと思いますけれども、この格

差是正に向けては、県、市町村で連携して、ま

た国の改革というのも要望しながら、適切に対

応しなきゃいけないと思っております。

○濵砂 守議員 よろしくお願いします。とい

いますのが、仕事はそれぞれみんな同じ仕事を

しているんですね。地域によって賃金の差があ

るということなんですよ。宮崎が決して高いと

いうわけじゃないんですが、椎葉村も一緒の給

料になったほうが、全部が一緒に引き上げたほ

うが宮崎全土の均衡ある発展につながるという

意味から申し上げましたので、ぜひひとつよろ

しくお願いいたします。

次に、市町村合併についてであります。

合併新法が21年度末で期限切れとなります。

依然として、小規模な町村が全国でも数多く

残っております。我が宮崎県においても、人口

の少ない小規模の町村が残っております。しか

も、本県の小規模町村は、過疎地域や山村地域

などに位置して、県都宮崎市から遠く離れてお

ります。自前の収入もなく、先ほど申し上げま

したように、地方交付税も毎年減らされていま

す。一方で、地方分権改革や道州制の論議がこ

のまま進んでいけば、基礎自治体としての市町

村の役割はますます高まってまいります。役目

に応じた市町村の機能の強化や財政基盤の充実

がおのずと必要になります。こういう状況から

すると、今後、合併も視野に入れながら、財政

運営を検討していく必要があるのではないかと

思いますが、総務部長、どうでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 市町村合併につき

ましては、今後とも、多様化、高度化していく

住民ニーズに的確に対応していくための有効な

方策の一つであると認識をしております。財政

状況が厳しさを増す中で、とりわけ小規模町村

におきましては、引き続き、財政の健全性を維

持していく取り組みが必要でありますので、県

といたしましては、合併についてのそれぞれの

考え方を尊重しながら、安定的な財政運営に向

けて、きめ細かな助言を行ってまいりたいと考

えております。

○濵砂 守議員 次に行きますが、そのような

ことで市町村合併には地域実情がそれぞれある

ものですから、道州制等に先駆けて、いろんな

整備をしていかないかんという気持ちはありな

がらも、なかなか地域のことを考えるとできな

いというのが現状でありますので、ひとつ検討

いただきながら、前向きに進めていただきます

ように……。

それから、現在、本県に30の市町村が存在し

ます。その中に、商工会議所、商工会がそれぞ
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れ複数存在する市町村があると聞いております

が、それはどのくらいあるのか、また、なぜそ

うなっているのか、それに対する補助金は幾ら

なのか、あわせて今後の考え方を商工観光労働

部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 商工会等

についてのお尋ねでございますけれども、ま

ず、商工会等が複数存在している市町村であり

ますが、宮崎市ほか５つの市と美郷町の６市１

町になっております。従前は、大体が１町村に

１商工会というのが多かったんですけれど

も、30年代、40年代ごろからの合併等に伴いま

して、１つの市に２つあったとか、そういう状

況にございます。それに対する補助金でござい

ますけれども、平成20年度の予算で、県内39の

商工会及び商工会連合会に対しまして９億5,400

万円、県内９つの商工会議所及び商工会議所連

合会に対しまして４億6,800万円の計14億2,300

万円となっております。また、今後の商工会等

のあり方につきましては、現在、国におきまし

て、地方分権改革推進委員会の第１次勧告を受

けまして、商工会議所と商工会の一元化を含め

た新たな商工団体制度を設けるなどの検討が行

われておりますので、県といたしましては、引

き続き、組織運営の一層の効率化を求めなが

ら、今後の国の動向を踏まえて、適切に対処し

てまいりたいというふうに思っております。

○濵砂 守議員 旧来の昭和の合併からですけ

れども、合併等を含めてそういった団体が複数

存在する、しかも補助団体であるというのを踏

まえて、一遍にはということじゃないでしょう

けれども、地方分権改革の中にもそういったも

のが出てきておりますし、スムーズに統合でき

るものは統合すると、ある意味では地方を疲弊

させるという逆な面もありますから、ぜひスム

ーズにその辺は進めていただきたいと思いま

す。

それから今度は、県民生活の実情についてで

あります。

まず、本県農家の１戸当たりの所得と農業従

事者１人当たりの所得はどうなっているのか、

農政水産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農家１戸当た

りの所得等でございますけれども、経営耕地面

積が30アール以上、または１年間における農産

物販売金額が50万円以上あります、いわゆる販

売農家１戸当たりの農家総所得は、平成18年度

は488万5,000円となっております。これをもと

に、農業経営に関与しました農業従事者数は平

均2.31人になりますけれども、これで計算いた

しますと、１人当たりの総所得は211万5,000円

となります。

○濵砂 守議員 次に、本県の生活保護の状況

でありますが、生活保護費を受給している世帯

数と受給者数、また保護費の総額と１人当たり

の保護費はどうなっているのか、福祉保健部長

に伺います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 生活保護につ

いてでありますけれども、本県の生活保護受給

世帯数及び受給者数につきましては、平成19年

度では9,698世帯１万2,899人に達しておりまし

て、最も少なかった平成８年度の6, 9 1 0世

帯9,990人と比較しますと、2,788世帯2,909人の

増加となっております。受給者の内訳を見ます

と、65歳以上の高齢者が全体の46％となってお

ります。保護費の総額につきましては、平成19

年度で208億6,900万円余に上り、平成８年度

の151億1,300万円余と比較しますと、57億5,600

万円余の増加となっております。また、受給者

１人当たりの保護費についてでありますが、平
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成19年度では、医療扶助を含め年間161万7,000

円余となっております。

○濵砂 守議員 ありがとうございました。

水産業とかは、なかなか統計が出ていないよ

うで、よくわからないんですが、林業従事者も

それぞれあるというようなことで聞き取りをし

てみました。17年の国勢調査では、林業従事者

数が県内で2,311人、これは多い順から見ると、

私も住んでおります西都市が150人で一番多いん

ですよ。それから、諸塚村が131人、日向市129

人の順となっておりますが、10年前の平成７年

の4,232人と比較すると、10年間で45％減少して

おります。昭和45年には１万人、35年には１

万7,000人いたということでありますから、農山

村がいかに疲弊してきたかというのが目に見え

てわかるわけであります。それで、林業従事者

の賃金を、働いている人に聞いて確認してみま

した。そうしますと、１人の１日の日当が大

体8,000円から１万円程度だそうです。それに

チェーンソーあるいは下刈り機、草刈り機を

持っていますので、そういったもろもろを含め

て機械代が2,000円、合わせて約１万2,000円。

一月に働く日数が18日から多くて20日。そうし

ますと、手取りの金額というのが約20万弱、年

収にして200万いけばいいほうだという話を聞き

ました。そういう状況でありますので、ますま

す地方が疲弊してくるというのが非常に心配で

ならないわけであります。

御承知のとおり、本県の県民所得は22 1

万2,000円、全国47都道府県中の44番目です。ま

た、個人の貯金残高では１人当たり321万7,000

円、全国46位。貯金額は東京が一番多くて732

万9,000円、全国平均でも502万4,000円ですか

ら、個人の貯金で、全国平均の60％ぐらいしか

ないというのが本県の現状であります。これか

ら見ても、宮崎県民の所得と個人貯金が他県に

比べていかに低いかというのがはかり知れるわ

けであります。これでは将来に不安を持つなと

言うのは無理でありまして、当然、みんな将来

に不安を持ちながら生きているんですけれど

も、ほかの県よりもかなり低いということにつ

いて、何とか改善をしていただかなければなら

ない。我々も含めてでありますが、今後の県民

所得の向上について、知事はどのように取り組

んでいかれようとしているのかお尋ねをいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 本県経済の浮揚を図

りまして、県民所得を向上させるためには、第

１次産業はもとより、第２次、第３次産業も含

めた幅広い産業の振興や雇用の場の確保が必要

でありますので、基幹産業である農林水産業の

振興や、雇用創出に効果の高い企業誘致の推

進、「おもてなし日本一」の観光地づくりな

ど、私が先頭に立ち、県庁一丸となって取り組

んでいるところであります。このところ、全国

的に景気が後退しまして、本県経済も一段と厳

しさを増してきておりますが、私は知事就任当

初から「産業振興と雇用の拡大なくして宮崎の

再生なし」と申し上げており、その信念はいさ

さかも変わっておりません。まずは、経済対策

が喫緊の課題でありますので、来年度の重点施

策について、新たに「雇用創出・就業支援対

策」を掲げますとともに、現在、国において検

討が進められている経済対策に対しても、国の

動向を踏まえ、的確に対応してまいりたいと考

えております。また、本県の独自性を発揮し、

新たな活路を見出すという観点から、例えば農

商工連携による地場産業の振興や、新エネルギ

ー関連分野の産業集積などにも取り組みなが

ら、少しでも県民所得の向上につながるよう努
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めてまいりたいと考えております。

○濵砂 守議員 よろしくお願いいたします。

先ほどの公務員、自治体の賃金の差ではありま

せんが、収入があって、そこで生活ができれ

ば、こういった過疎地域というのは生まれない

わけであります。地域差もありますから、やむ

を得ないといえばそういうことなのかもしれま

せんが、そこを補てんしていくのが政治の力、

県においては県知事の政策、国においては総理

の政策ということなんですが、本当に最初から

何度も言いますが、地方だけでできないものに

ついては、全国知事会なり、あるいはいつにな

るかわかりませんが、国政において、そういっ

たものを政策として打ち出していくというのも

一つの方法でありますから、ぜひひとつ頑張っ

ていただきたいと思います。

それから次に、ことし５月からスタートしま

した「ふるさと納税制度」についてでありま

す。御案内のとおり、この制度は、「ふるさ

と」に貢献したい、「ふるさと」を応援したい

という納税者の思いを生かすことができるよう

に、納税者の選択で、自分の住む地域以外の地

方自治体に個人住民税の一部を寄附できるとい

うものでありまして、自主財源の乏しい本県で

ありますから、自主財源の積極的な確保に向け

て、この活動をするのは大きなチャンスであり

ます。まず、このふるさと納税に対する県及び

県内市町村の取り組み状況について、総務部長

にお尋ねをいたします。

○総務部長（山下健次君） ふるさと納税につ

きましては、本県では「ふるさと宮崎応援寄付

金」という名づけをいたしまして、宮崎県を

「ふるさと」と考えていただく皆様に、さまざ

まな施策を応援いただこうと広く寄附をお願い

しております。取り組みといたしましては、県

のホームページ上に寄附申し込み専用の「ふる

さと宮崎応援サイト」を開設いたしまして、イ

ンターネットによる申し込み、あるいはクレ

ジット払いを導入いたしますとともに、県外で

開催されます県人会、同窓会での御案内、新宿

みやざき館でのＰＲなど、周知に努めてきたと

ころでありまして、本年の11月末現在で31件819

万7,000円の寄附金をいただいておるところでご

ざいます。また、県内の市町村におきまして

も、ホームページあるいは広報誌を利用した広

報のほかに、同窓会などでの呼びかけ等を行っ

ておりまして、こちらは、10月末現在、20の市

町村で合計1,196万円の寄附金を受けているとい

う状況でございます。

○濵砂 守議員 総務部長、全国で一番寄附金

が多いところはどこでしょう。

○総務部長（山下健次君） 栃木県の２億2,300

万円余ということでございます。

○濵砂 守議員 このふるさと納税―先ほど

から話しておりますように、本県は非常に財源

が脆弱であります。私、けさインターネットを

引いてみましたら、出身地や将来の住居予定地

など、払いたい地域、都道府県を複数回答で尋

ねると、１位が北海道、２位が沖縄らしいんで

すよ。ずっと行って、以下も大阪7.1％、京都７

％なんですが、どうもこの大阪が気に入らんの

ですわ。知事は宮崎県の財源ですから、ある意

味では、この知事の有名さ、あるいはこの人気

というのは宮崎県の財源。そういったことから

考えると、ぜひ宣伝をしていただいて―テレ

ビにもしょっちゅう出ておられますので、上京

もしておられます―いろんな機会を通じて、

どうか日本一のふるさと納税ができるように。

そういったものが本来の県民所得につながって

いくということになりますので、ぜひ頑張って
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いただきたいと思うんですよ。どうでしょう

か。

○知事（東国原英夫君） 私は宮崎の財源なん

ですかね。財産というのは聞いたことがありま

すけど、財源、ありがとうございます。「ふる

さと宮崎応援寄付金」というのは、基本的には

寄附される方の自発的な意思に基づくべきもの

と考えております。したがいまして、納税者の

皆様に、本県を「ふるさと」として思い、力を

かしたいと考えていただける機運の醸成という

のが肝要かなと考えております。私はこれま

で、本県が持つ魅力のほか、道路事情や財政状

況など地方が抱える課題を全国に発信すること

で本県をＰＲしてまいりましたが、引き続き、

全国の皆さんが本県に興味を持っていただくよ

う、また、県政運営において「宮崎を応援した

い」「宮崎に寄附しよう」と思っていただける

ような県づくりに取り組んでまいりたいと考え

ております。また、ふるさと納税そのものにつ

いて、もっと県民、国民の皆さんが関心を高め

ていただくよう、機会あるごとに制度の周知や

呼びかけを行ってまいりたいと考えておりま

す。

○濵砂 守議員 知事なら集められます。ぜひ

ひとつ頑張って集めていただいて、少しでも宮

崎県民の福祉に役立つように、よろしくお願い

いたします。

次に、オーシャンドーム跡地の活用について

であります。

オーシャンドームは、シーガイア・リゾート

の中核施設として、平成５年に世界最大の室内

ウォーターパークとしてオープンしました。延

べ1,000万人を超える入場者数を記録し、本県観

光の発展に大きく寄与してまいりましたが、残

念ながら、平成19年９月をもって閉鎖されまし

た。現在、その跡地は何ら具体的な活用方法が

示されず、閉鎖から１年を経過しております。

フェニックス・シーガイア・リゾートに宿泊さ

れた観光客のアンケートでは、オーシャンドー

ムの再開を望む声もあるやに聞いております。

現時点においてオーシャンドームの跡地利用が

どのようになっているのか、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） オーシャ

ンドームの跡地活用についてでございますけれ

ども、フェニックスリゾート社によりますと、

オーシャンドームの今後の活用につきまして

は、市場動向を調査しますとともに、専門家の

意見も聞きながら、慎重に検討されているとい

うふうに伺っております。オーシャンドームは

シーガイア・リゾートの中核的な観光施設の一

つであったことから、県としましても、その活

用には大きな関心を持っているところでありま

すので、引き続き、その検討の状況を見守って

いきたいというふうに思っております。

○濵砂 守議員 その検討状況じゃなくて、

フェニックス社に対して、県からも何かこう

いった観光浮揚につながるようなものはできま

せんでしょうかという申し入れをしていただき

たいんですよ。商工観光労働部長、どうでしょ

うか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 先ほど申

しましたように、フェニックスリゾート社にお

きまして、市場動向とか、そういった何を活用

したら一番利用度が高いのかということを専門

家の意見も聞きながらされるということでござ

います。県として、私どもが具体的にこうやっ

たらすばらしい活用ができるんじゃないかとい

うのは、なかなか私どもも妙案というのを持っ

ておりませんので、その辺の検討状況を見守っ
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ていきたいというふうに思っております。

○濵砂 守議員 そういうことじゃなくて、態

勢、姿勢の問題なんですよ。商工観光労働部

長、行ってそういう要請をされたことがあるん

ですか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 社長さん

方と時々お会いすることがありますので、その

辺でいろいろ、その後、検討の状況はどうなっ

ていますかという話とかは、よくしておりま

す。

○濵砂 守議員 時間がありませんので、次に

進みます。知事、活用方法がなかなか難しいと

いうのはわかっておるわけですけれども、そこ

で、以前にオーシャンドームにカジノを設置し

たらどうかという声がありました。当然カジノ

の設置については法改正が必要であります。法

的整備が問題となりますが、新たな観光のチャ

ンネル及び景気、雇用などの経済効果の面と自

主財源確保の起爆剤として、オーシャンドーム

跡地にカジノの誘致を計画したらどうかと思い

ますが、知事のお考えをお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） カジノ法案は、国に

おいて審議されるものだと思っておりますけれ

ども、その法案の審議が今のところ停滞してい

るということを伺っております。また、国のそ

の法案の審議の動向をうかがいながら、また県

民の皆様と意見交換、あるいは議会の皆様と意

見交換させていただきながら、慎重に検討させ

ていただきたいと思っております。

○濵砂 守議員 東京と比較したらいかんので

すが、石原知事は東京都にカジノを誘致したい

という話をされていますね。知事個人として

は、やはりそういうものも一つの方法だという

ことで考えていらっしゃるかどうかお伺いいた

します。

○知事（東国原英夫君） 観光とか産業の振興

の視点で申しますと、カジノは非常に期待の持

てる産業、施設だと思っておりますが、教育、

治安等々のさまざまな視点から検討されるべき

ものだと考えております。

○濵砂 守議員 いろいろと申し上げてきまし

たけれども、時間が参りました。知事、ぜひ県

民の今の生活の状況をお酌み取りいただきまし

て―知事も小さいころから宮崎にお住まいで

したから、よく御承知と思いますけれども―

県内でもこれだけの格差がある、この格差解消

のために、今後とも頑張っていただきますよう

に、そして国に対しても、地方が疲弊しないよ

うに強く申し入れをしていただきますようにお

願い申し上げて、私の一般質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

○星原 透副議長 次は、長友安弘議員。

○長友安弘議員〔登壇〕（拍手） それでは、

通告に従い一般質問を行います。ほとんど重複

しますが、お許しいただきたいと思います。

国では、来年度予算編成に向け、急ピッチの

作業が行われています。また、県におきまして

も、既に重点項目を明示した明年度予算編成方

針が打ち出され、予算編成に向けた取り組みが

着々と進められていることと思います。予算編

成をめぐる状況でありますが、ことしは原油高

騰、諸物価の値上がりが県民生活を直撃いたし

ました。さらに、９月に起こったアメリカ発の

金融破綻が、世界の金融破綻、世界同時株安を

招き、その影響が企業倒産や相次ぐ解雇問題と

なって、連日、津波のように襲いかかってきて

おります。各国首脳が一堂に会し、対策を講じ

ておりますが、100年に一度と言われる金融市場

の混乱は一向におさまらず、株価は急落したま

まです。世界の実体経済は弱まっており、世界
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的に景気後退が強まっていると言われておりま

す。我が国の金融システムは、海外に比べ安全

性は確保されていると言われますが、日本経済

も既に後退局面に入っております。今後のさら

なる金融経済情勢の悪化が、今でさえ暮らしの

安心が脅かされている生活者や資金繰りに苦し

んでいる中小・小規模企業、また、都市との格

差に悩む地方といった弱者に、より大きな波と

なって押し寄せてくることは必定であります。

こういった弱者に対し、セーフティネットをよ

り一層強固に張りめぐらし、緊急の備えを万全

にしていただきたいと思います。そこで、今回

は生活者を守る生活支援を中心に、知事並びに

関係部長、教育長にお尋ねをいたします。

まず、知事にお尋ねをいたします。今回の金

融破綻の規模がいかに大きく深刻か、また、消

費者物価の高騰がいかに生活者を直撃している

か、お手元の資料をごらんいただきたいと思い

ます。円グラフのほうは、アメリカの今回の金

融危機救済に関する出費のグラフであります。

アメリカがつぎ込んだ額がいかに巨額であるか

を示したものですが、赤い丸でございます。過

去の大型プロジェクトに費やした出費の何倍も

の額となっている。すなわち右側のグラフが、

過去のイラク戦争とかベトナム戦争とか、ある

いはマーシャルプランとかアポロ計画とか、そ

ういうさまざまな計画に費やしたものだそうで

ありますけれども、このトータルに比して、こ

れだけ膨大だということのようでございます。

また、もう一方の折れ線グラフでありますけれ

ども、これは世界各国の消費者物価指数が並べ

てあります。2006年から2008年までですが、や

はりことしの４月以降、イギリスとか中国はそ

れ以前から物価高が続いておりますけれども、

世界各国、物価が上昇しまして、現在、少し下

がっておりますけれども、高どまりをしている

状況が読み取れます。いずれにしても深刻でご

ざいます。生活者の暮らしの安全を何としても

図らなければなりません。とりわけ、給与が下

がる傾向の中で、生活必需品は値上がりしたま

まです。生活者は悲鳴を上げています。だから

こそ国は、景気後退下での生活者の不安にきめ

細かく対処するため、さまざまな経済対策を

打っております。家計への緊急支援として、総

額２兆円を限度とした定額給付金を実施しよう

と決めたと聞いております。標準家庭で６

万4,000円、家計の足しにならないのか、また、

不景気で困っている地域の商店街の景気対策に

ならないのか、知事の報道に対するコメントが

気になるところであります。本県で一体総額に

していかほどの定額給付金がおりることになる

のか、また、この給付金が本当に景気浮揚の一

助にならないのか、その根拠について伺いたい

と思います。

また、給付金の交付についてでありますが、

県並びに政令市に対し、説明があったと聞きま

したが、対応に追われる市町村のほうが大変で

ございます。この現状はどのようになっている

のかお尋ねをいたします。

原油価格についてでありますけれども、反落

したとはいうものの、重油や軽油は高どまりを

しております。本県の１次産業を初め流通業界

は、大変な打撃をこうむったままであります。

これらの値下げについても対策を打つべきであ

りますが、知事会等、どのような動きになって

いるのかお尋ねをいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。
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定額給付金についてであります。定額給付金

の県内の給付総額につきましては、推計で約180

億円程度になるものと見込んでおります。両親

と18歳以下の子供２人の世帯で６万4,000円の支

給ということですので、支給されれば、少なか

らず家計は助かるのではないかと考えておりま

す。一方で、平成11年の地域振興券の際には、

それによって喚起した新たな消費は、使用額

の32％程度であったと公表されておりますが、

今回の給付金の場合はどの程度の新たな消費を

喚起できるのか、それによって景気回復に寄与

することになるのか、そういったことも含め、

景気浮揚の効果は未知数と感じているところで

あります。この給付金を地域経済の振興につな

げるためには、まずは給付されたお金を使って

いただくことが必要ですので、私といたしまし

ても、機会をとらえ、できれば県産品の購入な

どの消費を呼びかけてまいりたいと考えており

ます。

次に、定額給付金に関する市町村の状況につ

いてであります。定額給付金につきましては、

先日、総務省から、現時点での検討内容につい

て説明がありました。県といたしましても、早

速、市町村に対する説明会を開催し、情報をお

伝えしたところであります。現在、市町村にお

かれては、この情報を受けて、担当部署の決定

や各市町村における具体的問題点の把握など、

実施に向けた準備をされているところでありま

すが、支給の窓口となる市町村では、短期間の

うちに膨大な事務を処理する必要があると考え

られますので、県といたしましても、可能な限

りの支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、原油価格の値下げに向けた対応

についてであります。原油価格は、ことし８月

ごろをピークに低下してきているものの、農業

や漁業で使用される重油や運送業で使用される

軽油の価格は、価格が比較的安定していた平

成16年当時と比べると、まだ２倍程度になって

おり、依然として負担が重くのしかかっている

状況にあります。原油価格の引き下げ・安定に

つきましては、国による国際石油市場の安定化

に向けた働きかけなどの取り組みが不可欠であ

りますので、全国知事会におきまして、国に対

策を講じるよう求める「漁業用燃料等の原油、

原材料の高騰に関する緊急決議」を行ってお

り、また、本県単独でも、国に対し「県民生活

の安定確保に向けた原油価格高騰対策に関する

緊急要望」を実施しております。今後とも、原

油価格及びそれに伴う県民生活への影響につい

て、状況の把握に努めるとともに、必要に応じ

て国への要望を行うなど、的確に対応してまい

りたいと考えております。〔降壇〕

○長友安弘議員 定額給付金について、再度知

事にお尋ねをいたします。ただいま県内の給付

総額は約180億円という答弁がございました。本

県は、三位一体の改革によりまして、ここ数年

で約350億円余の交付金が削減され、大変な財源

不足を来しました。180億という給付金、この額

はその半分に当たる大変な額でございます。し

かも、これは直接県民一人一人に還元をされま

す。ＧＤＰに換算しましても、0.4％程度押し上

げる効果があると言われております。今、ＧＤ

Ｐはマイナス成長となっておりますけれども、

今どき即効的にプラスの効果をもたらす政策と

いうのはないんじゃないかと、こういうふうに

思います。交付税の削減の痛みを大いにカバー

する施策と私は思います。未知数という感がす

るというのではなくて、これがさらに効果を生

むように、行政には前向きの施策を同時に打っ
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ていただきたいと思いますけれども、知事の御

所見を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 重要な御指摘だと思

います。生活支援及び景気対策ということで、

その性格は位置づけられると思いますが、交付

金ですので、先ほど濵砂議員から御指摘があっ

たように、最小限の額で最大の効果を求めると

いうことが我々行政に課せられた課題かなと

思っております。ですから、私は先日の答弁で

も申し上げましたように、定額給付金をいただ

けるなら、消費につながるように年末年始ある

いはクリスマス商戦前ぐらいにスピード感を

持って給付していただけると、まだ消費に向い

た行動等、あるいはＧＤＰを押し上げる効果と

いうのは期待できたんじゃないかと思っており

ます。いずれにしろ、少なからず助かる方、感

謝される方は多いと思いますけれども、これを

また我々の政策を通じて、どう消費、ＧＤＰの

押し上げにつなげていくかというのは今後の課

題かと思っております。

○長友安弘議員 まだ国会で通っておりません

ので、なかなか難しい状況ではございますけれ

ども、本当に通れば、ぜひとも本県の景気浮揚

につながるように、積極的な取り組みをお願い

したいと思います。

次に、市町村の状況でありますけれども、県

としても応援していくということでございまし

たので、要望しておきます。受給資格とかある

いは給付の方法等、さまざまな問題について

は、いろんな苦情等も上がっておりますが、何

はともあれ、市町村にとりましては、本当に大

事なお金になってくるんじゃないかと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。

原油についてでありますけれども、12月６日

には、一時１バレル40.18ドルというのをつけま

した。しかしながら、一番高いときは１バレ

ル147.27ドルを超しておったわけでございま

す。まさに急落をしていますが、しかし、現在

の価格は余りにも高どまりをしております。本

県農業界は、量販店に対しまして、サーチャー

ジ制度の導入までお願いした状況でございま

す。本県の農林水産業、また流通産業、それか

ら諸産業を守るためにも、重油とか軽油につき

ましては、適切な価格設定をしてもらうべきで

はないかと思います。今後、この引き下げにつ

いて、さらに何らかの働きかけをなさらないの

か、知事に質問いたします。

○知事（東国原英夫君） 原油価格のさらなる

値下げということでございますが、また、世界

の景気等の動向も見詰めながら、国に対してど

ういう政策が実効的であるのか、有効的である

のか等々、検討させていただきながら、要望も

してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 次に、雇用セーフティネット

強化対策について、商工観光労働部長にお尋ね

をいたします。

先日、県内誘致企業の非正規雇用者の大量解

雇、また正規雇用者の大量配置転換の報道がな

されました。議会でも取り上げられました。既

に私の身近でも、他企業におきまして現実にリ

ストラに遭った人が出ております。景気後退の

影響の大きさをひしひしと感じます。年末を迎

え、何としても障がい者あるいは非正規労働者

の雇用はもとより、正規雇用の安定をも図らね

ばなりません。トヨタを初め３万人規模の解雇

が報道されました。まことにゆゆしき事態でご

ざいます。多くの県民の雇用セーフティネット

の強化を求めたいと思います。本県における雇

用の直近の実態をどのように把握しておられる

のかお尋ねをいたします。
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○商工観光労働部長（高山幹男君） 雇用の状

況でありますけれども、本年10月の本県の有効

求人倍率は0.52倍と、19カ月連続で対前年同月

を下回っております。また、御質問にもござい

ましたように、国の調査によりますと、今回の

景気変動の影響によりまして、来年３月まで

に578人の非正規社員が職を失うことが見込まれ

るなど、大変厳しい雇用状況が続いているとい

うふうに認識いたしております。

○長友安弘議員 再質問いたします。昨日、日

立プラズマディスプレイについて話題になった

ところでありますけれども、今、県の状況の中

に578人というのがございましたが、その中に日

立プラズマディスプレイの分は含まれていると

は思いますけれども、その残りにつきまして、

どういう状況になっているのか、わかっていれ

ば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） 国のほう

から578人の詳細な内訳が示されておりませんの

で、私どもは承知いたしておりません。

○長友安弘議員 こういう事態になりますと、

一番先に解雇等の憂き目に遭う、そういう影響

が出てくるのが障がい者の方ということで、こ

れも議会でありましたけれども、障がい者の方

々についてはどのような雇用状態になっている

のか、わかっていればお答えをいただきたいと

思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 障がい者の雇

用ですけれども、本年６月１日現在の数字であ

りますが、従業員数56人以上の規模の企業に

は、法定雇用率1.8％が適用されますが、本県は

障がい者雇用率が1.97％で全国７位、法定雇用

率を達成している企業の割合は63.3％で全国２

位となっております。

○長友安弘議員 障がい者雇用につきまして、

後ほどまたお尋ねしたいと思いますけれども、

いずれにしましても、本当にこの578人、どのよ

うな方がどうなっているかということが大変気

になるわけですね。さらに情報等をつかんでい

ただきまして、適切な対応をお願いしたいとい

うふうに思います。

次に、生活の安心確保等について県民政策部

長にお尋ねをいたします。

消費者庁の創設は延びるようでありますが、

振り込め詐欺あるいは架空請求、多重債務等、

後を絶ちません。地方の消費生活相談体制の一

層の強化を求めたいと思います。国では、各県

に消費者行政活性化基金（仮称）等を設けて、

そして消費生活相談の強化等に向けた集中的な

取り組みを行っていきたい、こういうようなこ

とでございますけれども、消費生活相談を初

め、消費者行政に対する今後の県の取り組みに

ついてお尋ねいたします。

○県民政策部長（丸山文民君） 振り込め詐欺

や高齢者をねらった悪質商法などが後を絶たな

い状況の中にありまして、県民の安全で安心な

暮らしを確保するために、消費者に対する啓発

はもとより、相談やあっせんの重要性が従来に

も増して高まってきていると考えております。

質問にございましたように、現在、国におかれ

ましては、地方消費者行政活性化交付金の創設

によりまして、地方における消費生活に関する

相談の充実などが検討されているようでありま

す。県といたしましても、国の動向を踏まえな

がら、市町村や関係機関との連携を図り、的確

に対応してまいりたいと考えております。以上

であります。

○長友安弘議員 消費生活相談の件数というの

は若干減っているということでありますけれど

も、しかしながら、県民としては、次々と新た
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に起こってくるさまざまな詐欺まがいの行為、

こういうものに脅かされてまいりますので、さ

らに相談体制をしっかりしていただきまして、

対応していただきますようにお願いしたいと思

います。

次に、食の安全について、福祉保健部長並び

に農政水産部長にお尋ねをしたいと思います。

ことしは、汚染米問題、食品偽装問題あるいは

食品への農薬混入問題等で、県民は大変心配を

いたしました。国は今後、輸入食品の安全性確

保に向けた取り組みの推進や、輸入食品への化

学物質等の混入を踏まえた緊急検査の実施、ま

た有害物質、残留農薬の分析機器の緊急配置

等、食の安全対策を強化しようとしておりま

す。県民の生命と健康を守るためには、何をお

いても食の安全確保対策の強化が求められます

が、県における今後の取り組みについて伺いま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 福祉保健部で

は、食品取扱施設の監視指導や食品の収去検査

等を実施しております。昨年度は、保健所の食

品衛生監視員が食品取扱施設に対し、１万4,309

件の監視指導を行うとともに、輸入食品を含む

県内に流通する食品を1,883検体収去し、衛生環

境研究所や財団法人宮崎県公衆衛生センター等

におきまして、残留農薬や食品添加物等の検査

を行うなど、違反食品の排除に努めたところで

あります。今後とも、国や関係機関等と連携

し、突発的な違反食品等への迅速な検査対応、

分析技術の向上及び検査可能な農薬数の拡大等

の検査体制の強化を図りながら、食の安全確保

に努めてまいりたいと考えております。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農政水産部で

は、「宮崎県食の安全・安心基本方針」に基づ

きまして、安全・安心な農産物の生産と供給を

行うため、トレーサビリティーやＧＡＰ、さら

にはＨＡＣＣＰを推進するなど、各種施策を総

合的に実施しております。特に本県は全国有数

の食料供給基地でありますので、大都市を中心

に出荷される青果物等の安全性を確保すること

は極めて重要であると考えております。このた

め、農業団体等との連携によりまして、宮崎方

式と言われる残留農薬検査システムを活用し、

平成19年度は、全国でも最大規模となる290成

分、4,717検体の出荷前自主検査を行ったところ

であります。また、平成20年３月には、「ＪＡ

宮崎経済連農畜産物総合検査センター」の整備

を支援しまして、検査体制の充実強化を図った

ところであります。今後は、分析成分を400種類

に拡大するとともに、年間分析検体数も6,000検

体を目指すなど、さらなる残留農薬検査体制の

充実強化に取り組み、食の安全確保に努めてま

いりたいと考えております。

○長友安弘議員 食の安全につきましては要望

をいたしておきますけれども、本当に生活者を

全く無視し裏切るような、そういう問題が続い

ております。こういう問題がこうも続きます

と、県民は何を信じていいかわからない。した

がいまして、保健所や衛生環境研究所、この役

割というものは、県民の命を守るとりでになる

というふうに考えます。精密検査機器の導入、

また人材の確保と県民の食の安全の確保に一層

努めていただきたいと思います。特に農政サイ

ドあたりは、国からのさまざまな補助金等もあ

ると思いますけれども、衛生環境研究所では、

県費でこういう機械等を入れなくてはならない

という状況でございます。財政多難な折に大変

でありますけれども、県民の命を守るという観

点からは、それにもよく配慮をしていただい

て、気配りをお願いしたいというふうに思いま
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す。

農産物についてでございますけれども、地産

地消等、学校給食を初めとして、非常に浸透し

つつあるわけでございます。本当に県民の命を

守る安心・安全な農産物を確保するということ

が大事でございますし、また同時に、本県の売

りである農産物の安心・安全の信頼性、これを

確立するためにも、一層の検査精度のアップと

か検査体制のスピード化が大事になってくると

思いますので、この取り組みについてもまた御

尽力いただくように要望しておきたいと思いま

す。

要望いたしましたので、次に、介護従事者の

処遇改善と人材確保について、福祉保健部長に

お尋ねをいたします。介護従事者を確保するた

めには、処遇の改善が問題となっております。

しかし、同時にそのことは介護保険料の上昇に

つながります。この問題はどのように解決する

方向に行っているのか、また、県として取り組

むことがあればお尋ねをしたいと思います。

また同時に、介護に関しましては、介護従業

員の負担軽減のための設備とか機械の導入、ま

た認知症高齢者につきましては、徘徊ＳＯＳ

ネットワークの一層の整備促進等が求められま

す。それから、介護人材につきましては、今、

外国から介護人材を受け入れる試み等もなされ

ておりますけれども、雇用ということを考えま

すと、母子家庭の母親とかあるいは年長フリー

ター等の方々も介護人材として確保し、定着さ

せていく必要があるんじゃないかと思いますけ

れども、このようなことに関して、県としてど

う取り組まれていくかお尋ねをしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 介護報酬を改

善しながら、それに伴う介護保険料を抑制する

ということは、大変難しい問題であります。こ

のため県としましては、かねてから九州地方知

事会等を通じて、介護報酬の改定に当たって

は、介護保険料の引き上げにならないよう、国

に対し要望をしてきたところであります。現

在、国において、３％の報酬引き上げと、これ

に伴う保険料の上昇を半減するための国費投入

が検討されておりますが、今後とも、保険料の

上昇につながらないよう、国における十分な財

源措置を引き続き要望してまいりたいと考えて

おります。

次に、介護従事者の労力の軽減を図ること

は、介護人材を確保していく上でも重要な要素

と考えております。現在、国においては、介護

作業負担軽減のための設備・機器を導入するた

めのモデル奨励金などが検討されております

が、県としては、その動向を見守っているとこ

ろであります。また、増加する認知症高齢者を

地域で支え受け入れていくことは、介護に当た

る家族の心理的・身体的負担の軽減につながる

ものであります。現在、宮崎市と都城市におい

て、国の事業を活用し、認知症高齢者を地域で

見守るネットワークづくりや、地域住民を対象

にした認知症サポーターの養成等に取り組んで

おり、将来的には、これらの取り組みを広く普

及させていきたいと考えております。

それから、介護人材の確保についてでありま

すが、県では、福祉人材センターにおいて、就

職説明会や無料職業紹介などにより、人材の安

定的な確保に努めているところですが、介護ニ

ーズの増大が見込まれる中、お話のあった母子

家庭の母親やフリーターなどに対しても、福祉

の職場について、さらに幅広く周知を図ってい

きたいと考えております。このため、母子家庭

の自立を支援している宮崎県母子寡婦福祉連合
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会や、フリーターなど若年層の就労支援を行っ

ているヤングＪＯＢサポートみやざきなど、関

係機関と十分連携を図りながら、今後とも介護

人材の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○長友安弘議員 介護という仕事に関しては適

性というのもありますので、母子家庭の母親と

か年長フリーターといいましても、なかなか難

しいかもしれませんが、雇用の門戸を広げると

いう意味では大事な部分になるんじゃないかと

思いますので、取り組みのほうをよろしくお願

いしたいというふうに思います。

次に、出産・子育て支援の拡充について、福

祉保健部長にお尋ねをいたします。国のほうで

は、都道府県に「安心こども基金」を設置し、

子育て支援サービスを緊急整備する方針のよう

でありますが、これらの動きに呼応して、県で

はどのように取り組んでいかれるのかお尋ねを

したいと思います。また、幼児教育期の子育て

を支援するために、平成20年度の緊急措置とし

て特別手当の支給、また中小企業の子育て支援

を促進するため、育児休業あるいは短時間勤務

制度の利用や、ベビーシッター費用等補充促進

のための助成制度の拡充等も図ろうとしておら

れます。幼児教育期の子育て支援について、県

はどのように取り組んでいかれるのかお尋ねを

いたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 「安心こども

基金」の設置や「子育て応援特別手当」の支給

につきましては、今年10月末に国において取り

まとめられました「生活対策」におきまして、

保育所の整備を初めとする保育サービスの充実

や、幼児教育期の子育てを支援するための具体

的な施策として示されたところであります。し

かしながら、これらの対策につきまして、現

在、国において予算化に向けた検討を行ってい

る段階であり、詳細については明らかになって

いない状況にあります。県としては、今後と

も、国の補正予算等の動向を注視しながら、的

確に対応してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 次に、障がい者の支援策につ

いて、福祉保健部長にお尋ねをいたします。小

規模作業所を初めとして、障がい者の自立を支

援する事業所の経営というのは大変厳しくなっ

ております。事業所の支援につきまして、今後

どのように取り組んでいかれるのかお尋ねをし

たいと思います。

また、本県における障がい者の法定雇用率と

いうのは、先ほどありましたけれども、本県で

は1.97％ということで、1.8％という基準をクリ

アしておりますが、いまだ障がい者雇用の経験

のない企業というのが多いと思います。特に中

小企業に対する障がい者雇用への支援、また障

がい者雇用の特例子会社の設立促進等、推進し

なくてはならないと思いますけれども、県とし

ての取り組みについてお伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 障害者自立支

援法の施行直後は、報酬の日額化等によって事

業者の減収が見られておりましたが、国・県に

よる特別対策・緊急措置で、従前の報酬の90％

の保障や報酬単価の引き上げなどの激変緩和措

置が講じられておりますので、一定の経営改善

が図られていると考えております。また、現

在、国におきましては、新たな経済対策の一つ

として、障がい者福祉事業所の支援の拡充も検

討されておりますので、その動向を注視してい

るところであります。県といたしましては、全

国知事会等を通じまして、国へ事業者の経営基

盤の強化を引き続き要望してまいります。

また、平成18年度に、県内約7,000社を対象と
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した障がい者雇用に関する企業アンケート調査

では、障がい者を雇用したことのない企業が約

８割ありました。このため県では、中小企業の

障がい者雇用に対する支援として、障がい者雇

用の事例発表等を内容とする企業向けセミナー

の開催や、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などに取り組んでいると

ころであります。今後とも、労働局や就労支援

機関等の関係機関と連携しながら、障がい者雇

用の促進に積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

○長友安弘議員 障がい者雇用の問題につきま

しては、さまざまな議論がなされましたけれど

も、本当に同じ地域で、そしてそういう仕事に

ついていくという、ノーマライゼーションとい

いますか、その上からも非常にこれは大切なこ

とでありますので、特段のまた取り組みをお願

いしておきたいと思います。

次に、医療対策について、福祉保健部長に２

点ほどお尋ねしますけれども、まず１点目は、

これからの高度な医療、あるいはまた現在、さ

まざまな問題といいますか、ＮＩＣＵの問題等

も先日報道されましたけれども、人材不足とい

いますか、そういう問題等もたくさんございま

す。特に看護師とか助産師の高度技能習得、こ

ういうものが今から大事になってくるんではな

いかと言われておりますけれども、現状と今後

の取り組みについて伺いたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 急速な医療技

術の進歩に伴う高度・専門化する医療に対応す

る看護や、より患者の視点に立った質の高い看

護の提供が今求められてきております。このよ

うな中、県におきましては、例えば最新の医療

安全について学ぶ研修会やがん患者の在宅療養

を支援するための看護など、新しい看護分野の

研修会などを行うとともに、助産師につきまし

ても、最新の助産管理等を学ぶ研修会等を実施

しております。また、県内の病院においても、

救急看護や新生児集中ケアなどの特定の看護に

ついてのスペシャリストを育成するため、日本

看護協会が認定する「認定看護師」資格取得の

ための講習会を受講させるなどの取り組みも

行っております。県といたしましては、今後と

も、関係機関と連携しながら、看護師、助産師

等の資質向上に努めてまいりたいと考えており

ます。

○長友安弘議員 これもちょっと要望しておき

ますけれども、死因の３分の１はがんと言われ

ます。そして今、緩和ケア体制の充実というの

が求められております。また、先ほど申し上げ

ましたけれども、最近では北海道における未熟

児のたらい回し事件が報道されまして、ＮＩＣ

Ｕの設置とか運営体制の充実ということについ

ての課題が浮き彫りにされました。こういうこ

とに対する高度な技術、識見を持った看護師の

養成というのは今後大事になってくると思いま

すので、先ほどお答えのありましたような体制

で、今後の人材の確保あるいは人材の質を高め

ることに努力をしていただきたいというふうに

思います。

次に、新型インフルエンザ対策の強化につい

て、これも重複しますけれども、新たな対策と

して、プレパンデミックワクチンの製造が行わ

れるということでございます。しかし、過去に

発症しました鳥インフルエンザにかかってたく

さんの方が亡くなりましたが、その中で何とか

回復された、こういう方々からつくられるワク

チンであります。これから本県にもそういうシ

ーズンがやってまいりまして、鳥インフルエン

ザの心配があるわけでありますけれども、そう
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いう作業に従事される方につきましては、この

ワクチンというのはかなり期待されるんではな

いかというふうに思います。しかしながら、そ

うでない本当に新型インフルエンザが発生して

きたときには、今のところ打つ手がなくて、タ

ミフルということになっておりますけれども、

そのタミフルの備蓄、そしてそれが通り過ぎた

後、通り過ぎて、またその新型インフルエンザ

に抵抗性を持つ、克服された方から得られるパ

ンデミックワクチンというものが製造されれば

いいんですけれども、これは少なくともその流

行から半年以上はかかると、こういうことです

ね。新型インフルエンザが起こった場合には、

対処のしようがないというような状況でござい

ますけれども、一連の新型インフルエンザ対策

の状況と県の取り組みについてお尋ねをいたし

ます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 新型インフル

エンザ対策といたしましては、お話にありまし

た抗インフルエンザウイルス薬タミフル９

万6,000人分の備蓄や、感染症指定医療機関等に

おける必要病床数の確保を図っております。ま

た、現在、新型インフルエンザの感染拡大を可

能な限り防止し、健康被害を最小限に抑え、社

会・経済機能を維持するための新型インフルエ

ンザ対策行動計画を策定中であります。さら

に、医療従事者に対する啓発など医療体制の強

化に努めるとともに、県民の皆様に対しては、

手洗い・うがいやせきエチケットの励行、食料

品等の備蓄、流行時における外出自粛の重要性

などの啓発に努めております。今後とも、全庁

的な体制整備を図るとともに、市町村や医師会

等関係機関と連携しながら、対策の充実に努め

てまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 新型インフルエンザ対策につ

きましては、これもまたさまざま準備をされて

いると思いますけれども、本当に県民の命を守

る大事な対策となりますので、よろしくお願い

したいと思います。

次に、金融・経済の安定・強化に関して、知

事にお尋ねをいたします。

国会では今、金融機能強化法案をめぐり、議

論が行われております。世界的な金融破綻の影

響は、先ほど申し上げましたが、既に地方の金

融にも及んでおります。その中でも、いわゆる

貸しどめ、貸しはがし、貸し渋り―現実に私

も貸しはがしの本当にひどい実態というのをお

聞きしましたけれども―これは許せないとい

う状況でございました。その防止のために、国

は資本投下を行い、金融機関の資本基盤を強化

し、地方銀行には地域経済に対する適切な金融

仲介機能を発揮していただき、地方の中小・小

規模企業を守っていただきたいと。国はまた現

在、９兆円規模の金融支援を実施し、この規模

で少なくとも年内の金融の安定は図られるとし

ておりますが、中小・小規模企業の方々という

のは、資金繰りの悪化がさらに大きな波となっ

てやってくるんじゃないかという危機感を持っ

ておられます。今後、30兆円規模の緊急融資制

度の実行に大変な期待を寄せているところでご

ざいます。国には、早急かつ万全な対策をとっ

ていただきたいというふうに思いますが、県は

本県金融の現状をどう認識され、金融安定化に

向けてどのように取り組んでいかれるのかお尋

ねしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 本県の中小企業は、

世界的な金融危機や国内の景気低迷の影響を受

けまして、大変厳しい経営環境にあると認識し

ておるところでございます。このような中、県

では、国の「緊急保証制度」の創設に合わせま
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して、セーフティネット貸付の貸付要件の拡大

や、融資枠を52億8,000万円から100億円に増額

するなど、中小企業の金融の円滑化を図ってい

るところであります。さらに、年末に向けて万

全を期すため、私が直接、金融機関を訪問し、

協力を要請することとしております。

○長友安弘議員 商工観光労働部長にお尋ねい

たしますけれども、この中小・小規模企業に対

する支援についてでありますが、安心実現のた

めの緊急総合対策である資金繰り対策、すなわ

ち９兆円の枠については、日本政策金融公庫あ

るいは沖縄振興開発金融公庫による10月１日か

らのセーフティネット貸付の強化に加えまし

て、10月31日からは信用保証協会による緊急保

証が開始されております。しかしながら、現行

の資金繰り対策について、このところ、中小・

小規模企業の方々から苦情が上がっておりま

す。ほとんど昨年に比べて売り上げは落ちてお

ります。また、利益率も落ちて、大変な状況で

あるわけですけれども、必死になって市町村の

窓口に行きまして、対象事業の認可を受けられ

ます。そして、銀行とか信用保証協会に行かれ

るわけですけれども、本当にそこではねられる

といいますか―何のための制度か、なぜ不況

の影響を受けて苦しむ中小企業を救済しないの

かという叫び声でございます。県内の中小・小

規模企業の資金繰りの状況及び制度利用に関し

て、本県の実態をどう把握しておられるのかお

尋ねしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 緊急保証

制度は、10月31日からスタートしたわけでござ

いますけれども、そのスタートから12月３日ま

での約１カ月間における申込件数―緊急保証

制度でありますが―これは126件となっており

ます。この創設前にセーフティネット貸付が

あったわけですけれども、その制度の申し込み

件数が、４月から10月末までの７カ月間で263件

となっておりましたので、これを比較いたしま

すと、この緊急保証制度による保証は、わずか

１カ月間でその前の７カ月間の約半数の申し込

みがあったと、そういった実態になっておりま

す。これからまた年末に向けまして、資金需要

が本格化しますことから、先ほど知事も申しま

したように、知事が直接行って金融機関にお願

いするなど、そういうことを進めまして、これ

から本制度の利用が高まってくるんではないか

というふうに思っております。

○長友安弘議員 わずか１カ月間で、創設前の

約半数の申し込みがあったと。これほど資金繰

りが逼迫しているということでございます。し

たがいまして、知事にもう一回お伺いしたいと

思いますけど、10月31日から始まりましたこの

緊急保証制度の利用件数というのは、全国的に

は先週末で４万件を超えております。また、九

州各県の状況をまとめたデータもございますけ

れども、これらを見ますと、本県の銀行、信用

保証協会の取り組み状況というのは慎重過ぎる

と言わざるを得ません。本当にこの30兆円、今

後30兆円と言われますけれども、このような多

額の資金のほとんどを、今４万件の中では何が

使っているかというと、メガバンクが持って

いっているわけです。メガバンクが持っていっ

ております。それから、お隣の熊本県でも、た

しか2,000件以上だったと思いますけれども、非

常に積極的に活用をしております。九州管内で

もその取り組みの差が歴然としているわけであ

りますけれども、各県の財政規模からします

と、30兆円なんていうお金というのは、本県に

とりましては、マックスで3,000億円ぐらい用意

をされたというような感じになるんじゃないか
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と思うんですね。定額給付金のときにも申し上

げましたけれども、本県は三位一体の改革で350

億円以上削減をされているという状況でありま

して、そのしわ寄せというのは、中小企業にも

少なからず来ているというふうに思います。必

要な企業には本当に貸し出すべきだと思うんで

すね。したがって、それを可能ならしめるの

は、これは知事のリーダーシップということに

なるんじゃないかと思います。銀行とか信用保

証協会というのは、それぞれ遠慮しているとい

うか、そういう状況でございますので、どうか

知事と銀行、信用保証協会、３者で協議を重ね

て、腹を決めて、この融資制度の活用というの

をどれぐらいやらなくちゃと、こういうことを

やってもらいたいと思います。倒産してからで

は遅い。本当にこれ以上、失業者を出してはな

らないと思いますので、この融資制度に対する

知事の取り組みについて、再度お尋ねをしたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 先ほども答弁させて

いただいたように、年末に向けて万全を期すた

め、私が直接金融機関を訪問いたしまして、協

力を要請するつもりでおりますが、議員御指摘

のような内容につきましては、また前向きに検

討させていただきたいと思っております。

○長友安弘議員 銀行、保証協会は専門家であ

りますので、さまざまな経営状況を見て判断を

しますので、シビアになるわけでありますけれ

ども、ここは一番、知事の腹決めが大事であろ

うと思いますので、これはひとつよろしくお願

いしておきたいというふうに思います。

もう時間がなくなりましたので、ちょっと要

望しておきます。今まで我が国の経済、本県も

そうでありますけれども、外需を中心に日本経

済というのは引き上げられてきたと言われてお

ります。今、世界各国もそうでありますが、今

回の金融破綻を契機にしまして、内需主導型に

切りかえようとしております。しかし、これは

なかなか進むというふうには言われておりませ

ん。そういう中で、官需といいますか、いわゆ

る公のところの財政出動、そういうものが大事

になってまいりますので、この内需と同時に官

需のほうも、限られた財源の中で本当に考えて

いただいて、少しでも新年度の予算編成等を

行っていただきたい。このようなことを最後に

要望いたしまして、質問を終わらせていただき

ます。（拍手）

○星原 透副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時51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、中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

疲れさまです。早速、質問をしてまいりたいと

思います。

知事の品格とは、いかなるものでありましょ

うか。近年、「国家の品格」「男の品格」「女

性の品格」「親の品格」「自分の品格」など、

品格についての書籍が多く出版され、ベストセ

ラーにもなりました。私も「国家の品格」を読

み、深い感銘を受けました。

ところで、先月27日と30日の民放テレビのバ

ラエティー番組での知事発言に対し、ある県民

の方から、「知事の発言はいかがなものか」と

の電話が、私にありました。また、今月３日の

地方新聞に、「知事の発言に驚いた」との投稿
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がありました。いずれも、知事の発言に品位・

品格を疑う内容のものであります。いかなる番

組であろうとも、知事の発言は、政治家・東国

原宮崎県知事の発言であります。発言は知事ら

しく、品位・品格を持ってすべきと、私も思い

ます。今回のテレビでの発言と知事の品格につ

いて、知事御自身の御見解をお聞かせくださ

い。

後は自席から質問いたします。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

私は就任以来、これまでにない、個性あふれ

る、オンリーワンの存在感ある自治体としての

宮崎の実現を目指しております。そのために

は、私自身が固定観念や先入観を捨て、新し

い、私ならではのオンリーワンの政治・行政ス

タイルや知事像を構築したいと考え、行動して

まいりました。というのも、前例のないスタイ

ルや型破りな発想や行動を持つ政治家や革命家

たちが、これまでの歴史を変えてきたと思うか

らであります。私は、宮崎から政治・行政、そ

してこの国の歴史を変えようと考えておりま

す。そうした活動の一環として、宮崎を知って

いただくために、報道番組だけでなく、いわゆ

るバラエティー番組など、さまざまな番組に出

演し、全力で宮崎をＰＲしているところであり

ます。番組の出演に当たっては、宮崎を確実に

ＰＲしつつ、かつ視聴者に宮崎のことを飽きさ

せないために、自分なりに創意工夫し、真剣で

スマートな部分やユーモラスな部分など、硬

軟、バランスを考え、見せる努力をしており、

サービス精神旺盛な自己演出の中で、議員御指

摘のとおり、場合によっては、視聴される方か

ら行き過ぎではないかと受けとめられかねない

ケースもあったかと存じております。私といた

しましては、今後とも、皆様のさまざまな御意

見や知事の職責というものも踏まえながら、県

勢発展のために邁進してまいりたいと考えてお

ります。以上です。〔降壇〕

○中野一則議員 知事は、宮崎県民113万6,310

人の頂点におられます。県民の中には多くの子

供がおります。子供はよくテレビを見ておりま

すので、テレビの影響は大きいものがありま

す。テレビ番組での発言は、青少年教育という

立場から、子供への影響を考慮すべきものと考

えます。歴史を変えると言われましたが、歴史

を変える子供を育てることも知事の役割だと、

役目だというふうに思っております。いかがで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、テ

レビ出演に関する私の言動には、細心の注意を

していかなければいけないと考えております。

努力いたします。

○中野一則議員 努力をして頑張っていただき

たいと思います。そして、大いにテレビには出

て結構だと思います。大いに発言されて構いま

せんが、品格だけは守ってほしい、このように

御要望申し上げておきたいと思います。

次に、新年度の当初予算編成についてお尋ね

いたします。

ことしの９月、アメリカ、大手証券会社リー

マン・ブラザーズの経営破綻に端を発したアメ

リカ発の金融危機が、世界じゅうに飛び火をい

たしております。日本の金融・経済に大影響を

与えて、まさに大不況の様相を呈する状況に

なっているところでございます。宮崎県におい

ても、先日、有効求人倍率が発表されまし

た。0.52、これは19カ月連続の前年同月比の減

であります。また、完全失業率も４％でありま
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す。このような中での平成21年度当初予算編成

の考え方について、知事にお尋ねをいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 県税や地方交付税な

ど歳入の落ち込みによりまして一般財源が減少

する一方、社会保障関係費等が予想以上に増加

するなど、本県は厳しい財政状況が続いており

ます。しかしながら、このような中にあって

も、本県が抱える政策課題に的確に対応するた

め、21年度重点施策である、雇用創出・就業支

援対策、中山間地域対策、子育て・医療対策、

環境エネルギー対策について、積極的に展開し

ていく必要があると考えております。したがい

まして、21年度当初予算におきましては、財政

改革を着実に推進して財源の捻出に努めなが

ら、地域経済の状況等も十分に踏まえ、選択と

集中の理念のもと、優先度の高い施策や事業に

は積極的に取り組み、私のマニフェストの実現

を目指してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 予算について、私もちょっと

調べてきましたが、当初予算は、平成13年

が6,812億円で、これが一番ピーク、そして翌

年、14年から20年まで７年連続、前年を下回る

予算でありました。また、決算ベースでも調べ

てきましたが、平成10年が7,042億円で、これが

ピーク、そして平成11年から19年まで９年連続

マイナス予算であります。これは限界に来てい

る、このように認識するものであります。県の

景気対策、雇用対策、県経済の再生、基幹産業

である農業の振興等々を考えれば、平成21年度

当初予算は、景気対策、雇用対策のためにも、

公共事業あるいは社会保障を中心にした、20年

度よりも増額する予算を組むべきだと思ってお

ります。いろいろと積極的に取り組むと言われ

ましたが、ぜひ20年度よりも幾らか増額をし

て、県民に明るい展望を示していただきたいと

思いますが、知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 財政状況が厳しい中

にあっても、本県が抱える政策課題には的確に

対応していく必要があると考えております。県

内景気の現状は十分認識しておりますので、厳

しい財政状況であることを踏まえながら、選択

と集中の理念のもと、重点施策の推進のほか、

社会経済情勢の変化、新たな県民ニーズ等に的

確に対応してまいりたいと考えております。ま

た、国におきましても、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

については総合的に検討してまいりたいと考え

ております。

○中野一則議員 県のほうは、既に原案はでき

ていると思うんです。そしてまた、先ほど言わ

れたように、国もいろいろと対策を打つようで

ありますけれども、この前、総理が熊本県で、

地方交付税をいかにして流すかというような話

をされておられました。もう一回、練り直しを

してみて、予算をいろいろやってほしい、でき

たら前年よりも増額で、というふうに要望して

おきたいと思います。

次に、19年度決算の実質収支額についてお尋

ねをいたします。

19年度の実質収支額、これは普通、黒字とい

うことになるんですが、24億8,400万円でありま

した。過去10年間、平成９年度から18年度

は、19億1,400万から20億2,900万の範囲内に必

ずあります。平均が19億8,500万円、今回ほぼ５

億円ほどふえております。これが自然、現実の

決算だというふうに私自身は理解をするもので
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ありますが、実質収支額が５億円大幅に伸びた

理由を総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 御指摘のように、

本県で例年、実質収支額20億円前後ということ

でございますけれども、19年度決算は５億6,000

万程度上回っておるという状況です。理由とい

たしましては、まず歳入で、県税が最終予算を

上回る収入があったということが一つ。一方、

歳出のほうでは、歳出削減の努力等によりまし

て、執行残が予想以上に多くなったということ

でございます。

○中野一則議員 平成19年に財政健全化法が制

定されました。正式には20年度からが公表なん

ですけれども、19年度の決算から健全化判断比

率ということで、主なものは、連結実質赤字比

率など４項目でありますが、こういうものの公

表をするようになった。決算の安全性確保のた

めに、実質収支額を例年よりも急激に増額した

とは思いませんけれども、そんな気もせんでも

ありません。来年度以降、今回のような変化が

あるのか、またもとの19億、20億円というもの

に戻るのか、総務部長、いかがでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 19年度は、先ほど

申し上げたように、若干補正なりで予測が不可

能な部分が出てまいったということでございま

す。それが20年度決算以降どうなるかという点

については、私どもとしては、できるだけ不確

定な要素を縮めたいとは考えておりますけれど

も、20年度以降、その額がどうなるかというこ

とについては、現時点では定かに申し上げられ

ないと思います。

○中野一則議員 的確な決算をすべきだと思い

ますが、自然な流れでの決算を要望しておきた

いと思います。

次に、危機管理政策についてでございます。

まず、訓練の成果についてお尋ねいたしま

す。日ごろから県民の防災意識の高揚、自主防

災組織の育成を図るために、県は毎年、総合防

災訓練を実施されておられます。ことしは５

月25日、西諸県郡、関係市で実施されました。

また、10月19日、これは国土交通省主催であり

ましたけれども、宮崎港で大規模津波防災総合

訓練がありました。そして、同じ月の27日、こ

れは図上訓練でしたけれども、天然痘の生物テ

ロに関する宮崎県国民保護共同図上訓練が実施

されました。県民の安全で安心な暮らしの確保

をするために、これらの訓練のどのような成果

があったものか、また課題はなかったかを総務

部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 今、議員御指摘の

ように、今年度も幾つかの訓練を重ねてまいり

ました。端的に申し上げれば、やはり練度の向

上というのが基本になろうと思います。その上

に、関係機関の連携強化というのが成果として

つながってくるのではないかと考えておりま

す。さらに、こういった訓練を繰り返すことに

よりまして、住民の防災意識の向上にもつなが

るのではないかと考えております。一方、こう

いった訓練をやる中で、その反省点といたしま

して、多くの関係機関あるいは住民の参加とい

うことで課題があったのではないかということ

で考えております。

○中野一則議員 次に、自衛隊の協力とえびの

駐屯地の重要性ということで質問したいと思い

ますが、えびの駐屯地存続期成同盟会が９月１

日に、知事に対して、陸上自衛隊第24普通科連

隊等えびの駐屯地の増員増強と存続について要

望をいたしました。私も同席をしました。恐ら

くこれを受けてのことだと思いますが、知事は

先月27日に、防衛省に陳情をされておられま
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す。陳情内容とその結果をお聞かせ願いたいと

思います。

○知事（東国原英夫君） 先日、11月27日の防

衛省訪問では、これまでの災害時の自衛隊派遣

に対するお礼とあわせて、県内駐屯地等の現状

維持についてお願いしてまいりました。特にえ

びの駐屯地は、平成16年の新防衛計画大綱策定

時に廃止候補となり、県も地元と一丸となって

存続運動を展開して、これまで現状維持が認め

られた経緯もあることから、本年９月には、え

びの市ほか地元自治体で組織する存続期成同盟

会の要望を受け、その重要性についてお願いし

たところであります。陸上幕僚長は、えびの駐

屯地の重要性を認識され、私が直接要望したこ

とに対して一定の評価を得たところであると感

じております。

○中野一則議員 各防災訓練のときも、あるい

は災害が発生したときも、必ず自衛隊が主力的

に協力し、あるいは支援されております。有事

の場合も同様であろうと考えるわけでありま

す。あってはならないことでありますが、万が

一、有事が発生した場合、恐らく南九州におい

ては、都城と国分の連隊が前線へ出て、えびの

の24普通科連隊は後方支援部隊の態勢をとると

考えられます。このようなときに万が一、災害

が発生した場合、頼みとする自衛隊は、えびの

駐屯地の24普通科連隊になると思うんです。と

ころが、24普通科連隊は平成16年度改編で縮小

され、コア化部隊になりました。えびの駐屯地

の隊員は、1,380名おられたものが、現在は600

名に削減されております。そして、現在、自衛

隊の新たな改編がされていて、さらに縮小とい

う懸念があるわけであります。それで、先ほど

来の陳情をしているところであります。

また、陸上自衛隊は、全国に５つある方面隊

ごとに教育隊専門の方面混成団を編成しつつあ

ります。既に結成されている東北、中部の方面

混成団を見ますと、この混成団には、前期の再

編でコア化された連隊が組み込まれておりま

す。西部方面混成団が編成されるとき、コア化

されているえびの24普通科連隊が組み込まれる

おそれがある、その可能性が大きいのではと、

私も懸念いたしております。災害や有事のこと

を考えれば、県民の安全・安心のために、危機

管理体制上、えびの24普通科連隊はコア化や新

たな縮小でなく、もとの精鋭部隊に回復される

べきものと思います。知事も一生懸命努力して

もらっておりますが、さらに西部方面総監部あ

るいは第８師団、さらにまた防衛省への陳情

を、繰り返し知事からお願いしたいと思いま

す。いかがなものでしょうか。

○知事（東国原英夫君） えびの駐屯地は、昭

和56年の設置以来、災害派遣に積極的に対応し

ていただいており、地元にとって極めて心強い

存在で、経済振興にも寄与していただいている

ところでございます。また、京町温泉マラソン

や霧島登山マラソンなどの地元の行事にも積極

的に参加をしていただくなど、えびの市を初め

として周辺市町村との共存共栄のまちづくりに

重要な存在であると認識しております。したが

いまして、今後とも、地元自治体と十分連携を

図りながら、引き続き要望してまいりたいと

思っております。

○中野一則議員 ありがとうございます。

次に、消防本部の広域化についてでございま

す。本県も、人口減少などに対応しながら、消

防本部の機能を維持するため、総務省消防庁が

求める広域化推進計画を策定されました。現在

９つある消防本部を１消防本部に、または３消

防本部も検討するということでありました。そ
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の後、宮崎県の進展はあったのかを含めて、宮

崎県として消防本部のあり方をどのようにされ

るのかを、総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 大規模化する災害

あるいは高齢化・人口減少に伴いまして、地域

防災力の低下が叫ばれております。さらにこの

傾向は強まっていくことが予想されますので、

消防広域化については住民サービスの向上ある

いは消防体制の強化等、いわゆる行財政上のさ

まざまなスケールメリットが期待できますの

で、昨年度末、宮崎県市町村消防広域化推進計

画を策定いたしました。この広域化の組み合わ

せについて関係者の意見の一致が見られなかっ

たことから、この計画上は、県域１消防本部、

さらには３消防本部体制の２通りの案を記載し

たところでございます。現在、この組み合わせ

につきまして、組み合わせの有効性、具体的な

メリット、あるいは課題等について検討を行っ

ているところでございますけれども、決定に当

たりましては、市町村、各消防本部等関係機関

と十分に協議を行ってまいりたいと考えており

ます。

○中野一則議員 広域化策定に当たっては、現

在９つある消防本部、及び非常備の高千穂町な

ど７町村のそれぞれの立場や要望等をよく聞い

て取り組まれているものかどうか。先ほどは十

分協議するという説明でありましたけれども、

改めてお聞きしたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 現在、各関係機関

と協議中でございます。さらに、非常備町村に

つきましても、常備化の動きとあわせて、関係

の消防機関も含めて今、お話を進めている段階

でございます。

○中野一則議員 これからの広域化の、消防本

部を１つか３つに、この複数案をまとめる作

業、策定後５年後を目標に統合の実現をさせる

ことになっております。また、非常備の町村が

７つもあり、面積が極めて広いわけです。こう

いうこと等を考えれば、危機管理局に消防本部

広域化のための対策か支援の特別室を設置し

て、より専門的に取り組む必要があるのではな

いかと思いますが、知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 広域化については、

今、国のほうからも指導が来ておりますので、

３地域あるいは１地域本部体制で検討を行って

いるところでございます。それに準じて消防の

広域化を進めてまいりたいと思いますので、議

員御指摘の内容に関しては、今後、必要性もか

んがみながら検討してまいりたいと考えており

ます。

○中野一則議員 消防広域化の策定に関するこ

とはもちろんのことでありますが、防災上の危

機管理体制には、警察や自衛隊と同様に、消防

の果たす役割が大変大きいと考えております。

危機管理局に既に警察から課長が着任、あるい

は自衛隊からも一佐の幹部が登用されておりま

す。消防本部からも消防長クラスの幹部を危機

管理局に配置すべきだというふうに考えます

が、知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 関係各位の意見を十

分交換して、また検討させていただきたいと思

います。

○中野一則議員 次に、教育・文化行政につい

てであります。

まずは、小中高一貫教育についてお尋ねした

いと思います。県と、えびの市、串間市、西都

市、それに美郷町が共同で小中高一貫教育の特

区申請をしました。そして、ことしから正式に

本格的にスタートしております。どこの市町も

真剣に取り組んでおられるということを聞いて
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おるわけでありますが、県教育委員会が管轄す

る高校では、串間の福島高校が大変積極的で前

向きに取り組んでいるというのを聞いていると

ころでございます。その取り組み内容について

教育長にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 串間市では、小中高

一貫教育の本年度からの実施に向けまして、地

域住民や学識経験者等で構成されます「一貫教

育推進協議会」や、校長や市教育委員会職員で

構成されます「一貫教育推進委員会」を設置

し、昨年度から積極的な協議検討が行われるな

ど、串間市全体で一貫教育に取り組む機運の醸

成が図られてきたところであります。また、串

間市の自然、歴史、産業等を学ぶ中でみずから

の生き方を考える教科として、新たに「くしま

学」を開設されたところでありますが、これに

先立ちまして、新たな教科に対する教職員の理

解啓発を図るために、地域の自然や歴史の専門

家を講師とします研修講座を実施されたところ

であります。現在、串間市内の学校では、数学

科、英会話科、英語表現科等の授業における小

・中・高校の教師の相互乗り入れや、児童生徒

の交流活動等、小中高12年間を通した、系統

性、一貫性のあるさまざまな教育活動が展開さ

れているところであります。県教育委員会とい

たしましては、小中高一貫教育を実施する市町

村の取り組みが円滑に、また主体性を持って推

進されるよう、各学校を指導しますとともに、

関係市町村教育委員会と緊密な連携を図ってま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 小中高一貫教育は、もともと

高校の存続に絡み、学力向上を含めた特色ある

高校づくりの必要性からスタートしたものだ、

このように思います。飯野高校、福島高校、妻

高校は、隣の町に県立の進学校があります。こ

ういう高校に遜色のない、特色ある学校をつく

るため、学力向上を図るために、県教育委員会

にさらなる強力な支援と指導をしてもらいたい

と考えております。どうかそういう立場からの

取り組みを教育長、よろしくお願いいたしま

す。要望にしておきます。

次に、県教育委員についてでありますが、ま

ず簡単な歴史を申し上げますと、この制度の歴

史は、昭和23年に教育委員会法が成立されまし

た。そして、当時は、委員は直接選挙、いわゆ

る公選でありまして、定数が７名でありまし

た。また、議会からも教育委員が出るように

なっておりました。そして、31年に任命制に変

わりまして、定数は５人、それから平成12年に

教育長も教育委員の中から選任するということ

になりまして、定数６名になったところであり

ます。県の教育委員の選考基準はいかなるもの

かを総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 教育委員につきま

しては、「地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律」におきまして、人格が高潔で、教育、

学術及び文化に識見を有する者のうちから、議

会の同意を得て知事が任命することと定められ

ております。実際の選考に当たりましては、法

律の趣旨を踏まえ、広く民意を反映させる観点

から、年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じ

ないよう配慮いたしますとともに、子を持つ親

の意見を委員会に反映させるということから、

保護者を委員に加えるなど、教育行政に関する

大所高所からの判断が確保できるよう努めてい

るところでございます。

○中野一則議員 昭和31年の任命制になってか

ら既に52年になります。この間、43名の教育委

員が誕生されておられます。先ほどその基準を

答弁されましたが、まことにすばらしい基準で
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あります。委員は実は宮崎教育事務所管内に

偏っているわけです。ここだけで23名、全体

の53.5％を占めております。反対に、西臼杵、

児湯、南那珂、西諸の教育事務所管内からは極

端に委員が選出されておりません。また、教育

委員ゼロの市郡もいまだにあります。西臼杵

郡、西都市、東諸県郡、串間市、西諸県郡、そ

してえびの市でございます。この中には、なぜ

か、先ほど言いました小中高一貫教育を実施し

ている串間市、西都市、えびの市が含まれてい

るわけです。委員の選考基準は地域性も考慮す

べきだ、私はこのように思いますが、知事のお

考えはいかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 教育委員の任命に当

たりましては、地域的に著しい偏りを生じさせ

ないという観点から、県央、県南、県北の各地

域に居住される方を委員に任命しているところ

であります。現在、教育長も含めて６名の委員

を任命しておりますが、内訳は、県央地域が４

名、県南地域及び県北地域各１名となっており

ます。今後とも、御指摘の地域的なバランスに

も配慮しながら、多様な人材の確保に努めてま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 次は、県文化賞の選考審査会

委員の公表についてお尋ねしたいと思います。

県文化賞は、本県の文化の向上・発展に特に顕

著な業績を有する者を顕彰する目的で創設され

ました。ことしで59回を迎えております。こと

しも芸術部門、文化功労部門に大変すばらしい

４人の方が選考されました。ところで、審査す

るほうの審査会委員が、実は公表されていない

わけであります。なぜ県文化賞の選考審査会委

員が公表されていないのか、その理由を県民政

策部長にお尋ねいたします。

○県民政策部長（丸山文民君） 県の文化賞で

あります。今、質問にございましたように、こ

れは、昭和25年に創設された本県の最も歴史の

ある表彰制度であります。受賞者の選考に当た

りましては、各分野の専門家を委員として委嘱

して、約４カ月に及ぶ慎重かつ厳正な選考審査

を行って答申をいただきまして、その答申を尊

重して受賞者を決定しているところでありま

す。このように、受賞者の決定に当たりまして

は、個々の選考審査会委員に非常に重要な役割

を担っていただいておりまして、委員名を公表

した場合、中立公平な審査に支障を来すおそれ

があることから、委員名については、賞の創設

当初から公表していないところであります。

○中野一則議員 考え方が古いような気がいた

しますが、私は、受賞者のためにも、県民のた

めにも、公表すべきだと思います。公表するこ

とが、文化賞に大変ふさわしいものだというふ

うに思います。しかも、ほかの選考委員は、若

山牧水賞も国の文化勲章も公表されておりま

す。私は鹿児島県にも聞いてみました。鹿児島

県は県みずからが決定するということで、審査

委員の制度はとっておられないようでありま

す。また、熊本県にも聞きました。ここは文化

振興審議会条例が定めてあって、この条例の中

に審議会がある。オープンにされた審議会の中

で決定をして県民文化賞を与えている、こうい

うことでありました。宮崎県もぜひ公表すべき

だというふうに思います。また、知事のマニ

フェストの中の行政改革に、県政に関する情報

の原則公開の推進というのもあるわけですか

ら、ぜひ来年度からは公表していただくよう

に、知事にお尋ねをいたします。

○知事（東国原英夫君） 県の事務事業につい

ては、その透明性の確保が極めて重要であると

認識しております。しかしながら、県文化賞の
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選考委員会委員名につきましては、その性格

上、委員名を公表した場合、中立公平な審査に

支障を来すおそれがあり、また、委員の中には

公表を望まない方もいらっしゃることから、た

だいまのところ公表していないところでありま

す。

○中野一則議員 中立公平を守るためにも、ぜ

ひ公表していただきたい。また、公表を嫌がる

人は、もともと審査委員になる資格がない、こ

のように思うものであります。

次に、郷土の先覚者、歴史上の人物について

お尋ねしますが、県内を巡回して青少年に郷土

の先覚者の偉業の啓発普及を図る、郷土先覚者

顕彰事業に取り組んでおられます。県庁本館県

民室には、伊東マンショや小村寿太郎など９人

の先覚者の肖像画を展示されております。ま

た、県総合文化公園などには、石井十次、若山

牧水など先覚者７体の銅像が建立されておりま

す。これからしますと、宮崎県が顕彰する郷土

の先覚者はちょうど10名になります。

ところで、大変人気のあったＮＨＫ大河ドラ

マ「篤姫」は、次の日曜日で最終回を迎えます

が、篤姫の出身地であります鹿児島県は、歴史

上の人物が多い県だと言われております。しか

し、神話・伝説の国「宮崎県」は、鹿児島県以

上の歴史があり、宮崎県出身や宮崎県にゆかり

のある歴史上の人物や郷土の先覚者、偉人は、

鹿児島県に決して劣るものではないと思ってい

るものでございます。神話の時代から現代まで

の歴史上の人物などを総点検、見直しをして、

大きな肖像画に偉業などの説明つきで、県庁本

館の玄関ロビーや県民室をもっと思い切って広

げて展示したらどうかというふうに考えるもの

であります。このことは、青少年の郷土歴史教

育や県民の宮崎県再発見、あるいは宮崎県人と

しての自信や誇りにもつながり、また観光資源

にもなると考えるものであります。県庁観光客

もいまだに多いわけでありますが、宮崎県への

認識、イメージがもっと大きくなるのではない

かと思います。知事、ぜひこの取り組みをよろ

しくお願いしたいのですが、お考えはいかがで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 郷土の先覚者たちの

偉業というのは、我々県民の誇りであり、ま

た、次代を担う青少年にとって、人生の道しる

べともなる地域固有の財産であると考えており

ます。このため、県におきましても、官民一体

となった先覚者銅像の建設や、本県ゆかりの数

多くの先覚者の偉業を整理した書籍の発行など

により、その周知に努めてきたところでありま

す。さらに、昨年度からは、県総合文化公園内

の案内看板の設置や、県立の各文化施設内のパ

ネルの常設などに取り組んでいるところであり

ます。今後とも、郷土の先覚者等の偉業を県内

外に広く周知し、その活用による地域づくりを

促進してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 ぜひ、先ほど言いましたこと

を検討して、前向きに取り組んでいただきたい

と思います。いずれは知事も、知事としての偉

業を果たしたということで、大きな肖像画が県

民室かどこかに張られる日があるだろうと思い

ますので、今のうちから取り組みをよろしくお

願いしておきたいと思います。

次に、福祉行政についてであります。

乳幼児医療費の無料化であります。子育て支

援乳幼児医療費助成事業が、10月１日からスタ

ートしました。県下全市町村、支障なく完全な

形で実施されたものと思いますが、いかがなも

のだったか、また県の負担額は幾らになったか

を、福祉保健部長にお尋ねいたします。
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○福祉保健部長（宮本 尊君） 乳幼児医療費

助成事業につきましては、お話のように本年10

月から、すべての市町村において、入院・入院

外ともに、助成対象年齢が小学校入学前までに

拡充されたところであります。また、これによ

りまして、県の負担としましては、通年で計算

した場合は約１億9,000万円の負担増ということ

でございます。

○中野一則議員 今回の制度は、前向きに、知

事の公約どおり実施されたわけでありますが、

まだこれよりもすばらしい取り組みをされてい

る、県内でもそういう市町村があると思うんで

す。また、県外でもそのような優良事例がある

と思いますが、御紹介いただけないものでしょ

うか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 医療費助成の

助成対象年齢が県内で最も高くなっております

のは、県内の市町村では新富町と西米良村、都

道府県では東京都となっております。これらは

いずれも、入院・入院外ともに中学校卒業まで

となっております。

○中野一則議員 例えば、小学校３年生まで実

施した場合、小学校６年生まであるいは義務教

育が終わる中学校３年まで実施した場合、幾ら

のお金が増額されるかわかりませんけれども、

医療費全体はふえるわけです。県の負担もふえ

るわけですけれども、これを段階的に実施し

て、それこそ、子育て日本一の宮崎県をつくっ

たらどうかというふうに思いますが、これから

先の取り組みは、知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 乳幼児医療費助成事

業なんですが、私のマニフェストを実行させて

いただきまして、本年の10月から実施に向けて

取り組んでおるところでございます。対象年齢

の拡大につきましては、財政状況が非常に厳し

い中、県や市町村の大幅な負担増を伴うもので

ありますので、当面は、本年10月に開始されま

したこの事業を安定的に運営することに努めて

まいりたいと考えております。

○中野一則議員 次は、地域活動支援センター

についてお尋ねしたいと思うんです。私の地元

の福祉作業所は、不況の影響だと思うんですけ

れども、入所者の仕事が大変少なくなった、探

しても探してもなかなか仕事が見つからないと

いうことをお聞きしました。また、その分、経

営も苦しいようであります。大変立派な仕事を

されている支援センターでありますが、仕事を

ふやすための対策、支援策というものはないも

のか、福祉保健部長、教えていただきたいと思

います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県では、就

労継続支援Ｂ型事業所や地域活動支援センター

の収入をふやし、そこで働く障がい者の方の工

賃向上を図るために、昨年度、「宮崎県障がい

者工賃倍増５か年計画」を策定したところであ

ります。現在は、この計画に基づき、障がい者

が製作した商品のイベント等での共同販売を行

うとともに、工賃向上支援チームを県内３カ所

に設置し、事業所での販路開拓や新商品の開

発、企業からの受注拡大についての助言などを

行っているところであります。経済状況が厳し

い中、各センターにおいても厳しい運営状況に

ありますので、県としましては、今後とも、障

がい者の工賃向上に向けて積極的に支援してま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 次に、子供の健康保険の無保

険の実態と対策でありますが、このことは既に

今一般質問でも２人の方が質問されましたの

で、要望にとどめたいと思います。国民健康保

険､264世帯427人が―これは中学生までですけ
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れども―無保険の状態であった、こういうこ

とであります。これは、憲法上からも児童福祉

法上からも大変大きな問題であるわけでありま

す。国もようやく腰を上げて、いろいろと取り

組むようでありますが、まだこれ以外にもある

かもしれません。児童福祉法でいきますと、

「国及び地方公共団体は、児童の保護者ととも

に、児童を心身ともに健やかに育成する責任を

負う」とありますから、その責任の範囲内で、

これからも県として一生懸命取り組んでいただ

くように要望しておきたいと思います。

次に、農業政策についてであります。

まず、米の問題であります。ことしは豊作で

あったというふうに報じられております。早期

水稲は、もちろん豊作でありました。普通期水

稲は、収量は昨年よりもよかったと聞いておる

んですが、一等米の比率が大変悪かったと聞く

ものであります。県下の検査結果がわかってお

れば、農政水産部長よりお答え願いたいと思い

ます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本年産の普通

期水稲につきましては、登熟期間中の日照不足

等の影響により品質が低下したため、一等米比

率が県全体で18.2％となっております。品種別

に見ますと、本県の基幹品種でありますヒノヒ

カリが、雨による倒伏等の被害も加わりまし

て、一等米比率が14.1％となりましたが、ヒノ

ヒカリよりも草丈が短く、収穫時期も遅くなっ

ております「まいひかり」は、倒伏等も少な

く、一等米比率が61.8％と、比較的良好であり

ました。

○中野一則議員 今、ヒノヒカリが14.1％とい

う話がありましたが、近年、温暖化の影響か何

か知りませんけれども、ヒノヒカリの等級がど

うもよくないように思います。品種向上対策に

ついてどのような技術指導をされておられるの

か。また引き続き、普通作主力品であるヒノヒ

カリが今後とも安定した品種であり得るかどう

かを、部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） ヒノヒカリに

つきましては、近年、登熟期の高温障害の影響

等により、白く濁った米、いわゆる白未熟粒が

発生するなど、品質低下が問題となっておりま

す。品質向上を図るためには、遅植えの推進、

適正な水管理、さらには土づくりの徹底などの

対策を講じることが重要であり、県といたしま

しては、これらの対策を示したパンフレットを

作成、配布し、農家への周知徹底を図るととも

に、普及センター等が行う栽培講習会等を通じ

て技術指導を行っているところであります。

ヒノヒカリの後継品種のことについてかとい

うふうに考えますけれども、普通期水稲で、近

年、推進を図っております新たな品種といたし

ましては、県総合農業試験場が開発・育成しま

した「まいひかり」がございます。この品種

は、ヒノヒカリに比べまして、収穫時期が２週
※

間程度早く、同等の品質・食味を備えておりま

して、現在、北諸県地域を中心に約400ヘクター

ルが栽培されております。

○中野一則議員 「まいひかり」が61.8％の一

等米比率であったということ、あるいは「まい

ひかり」についての取り組みの話をされまし

た。これがヒノヒカリの後継品種になるのかど

うかわかりませんけれども、そうであれば、県

として県下全域に展示圃をつくって、その栽培

の適性等について検証するべきだというふうに

思いますが、いかがでしょうか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 「まいひか

り」につきましては、平成14年から平成16年ま

で、えびの市、都城市において品質比較試験に

※ 215ページに訂正発言あり
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取り組み、栽培適性の把握を行った上で、平

成17年１月に本県の奨励品種に採用したところ

であります。県といたしましては、作付が特定

品種に偏ることで、気象災害の影響や収穫作業

の集中等による品質低下が懸念されますことか

ら、ヒノヒカリと「まいひかり」を組み合わせ

た適正な品種構成への転換を進めるとともに、

栽培マニュアルの配布や栽培講習会などを通じ

て、生産者の栽培技術の向上を図ってまいりた

いというふうに考えております。

○中野一則議員 「まいひかり」がヒノヒカリ

の後継品種になり得るかどうか、まだわからん

わけですけれども、なり得ないことも想定して

おかなければならないと思います。その次の品

種の育成というものに既に取り組まれているの

かどうかを担当部長、お尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 総合農業試験

場におきましては、高温条件下でも品質が安定

する有望系統について、現在、現地適応性を把

握するための品種比較試験を実施いたしており

ます。今後とも、本県の米生産の持続的な発展

に向けまして、需要に応じた売れる米づくりを

推進する観点から、本県の特性を踏まえ、食

味、品質のすぐれた品種の育成に取り組んでま

いりたいと存じます。

それから、私は、先ほど、まいひかりの特性

について、「ヒノヒカリに比べまして、収穫時

期が２週間程度早く」というふうに答えたよう

でございますが、「２週間程度遅い」ものであ

ります。失礼いたしました。

○中野一則議員 次に、食料自給率の向上対策

についてお尋ねをいたします。食の確保・食の

安全対策特別委員会で三重県を調査いたしまし

た。その折に、三重県は食料自給率を設定して

いるという話でありました。聞けば、全国に18

県、九州でも福岡・佐賀・熊本・鹿児島県がそ

れぞれ県の自給率を設定しているようでありま

す。先日、国も自給率50％を目指すというふう

に報道されておりました。日本の食料基地宮崎

県であります。食料自給率目標値の設定をすべ

しと思いますが、農政水産部長、いかがでしょ

うか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 食料自給率の

設定をすべしという御意見かと思います。世界

的な食料需給が逼迫する可能性を指摘される中

にあり、先進諸国で最低水準の我が国の食料自

給率を向上させることは大変重要でございまし

て、今般国においては、食料自給率を50％に引

き上げるための工程表が公表されたところであ

ります。本県はこれまで、我が国の食料供給県

としての役割を十分認識しながら、食料自給率

の向上に向けて、安全・安心な農畜産物の生産

拡大や家畜飼料の自給体制の強化など、関係者

一丸となって取り組んでまいっております。ま

た、幅広い県民の方々に食や農業を理解してい

ただくために、地産地消の推進や、食育等によ

る国産の消費拡大等にも積極的に取り組んでい

るところであります。今後はさらに、農業者や

県民が一体となってこれらの取り組みの輪を広

げていく観点から、食料生産の目安として、本

県独自の自給率の目標設定につきましても検討

してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 粗飼料のことにちょっと触れ

られましたが、世界的な目から見れば、食料不

足、水不足というのが世界規模であるわけであ

ります。温暖化現象、地球的環境問題等を考え

た場合に、輸入飼料に依存している畜産の自給

率、これも向上しておくことが非常に重要だと

思います。その現状の取り組みを、もうちょっ

と具体的に部長、お答え願えないでしょうか。
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○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県の飼料自

給率は、粗飼料では91％と全国平均を上回りま

すものの、輸入の依存度の高い配合飼料を給与

する豚、鶏等の頭羽数が多いために、トータル

では24％と、全国平均を１ポイント下回る状況

にあります。このため、粗飼料につきまして

は、飼料生産を受託するコントラクター組織の

充実強化や、トウモロコシ等の作付面積を拡大

することによりまして、平成25年度には自給

率100％を目指すこととしております。また、配

合飼料の自給率を高めますために、飼料イネの

ホールクロップ化、飼料用米の作付拡大を推進

しますとともに、焼酎かす等の食品残渣を利用

するエコフィードの積極的な活用を進めること

としております。今後とも、畜産の飼料自給率

を高めることによりまして、食料自給率全体の

向上につなげてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 次に、品種登録の件について

お尋ねしたいと思いますが、青森県でリンゴな

どの品種登録の取り消しがあった、こういう報

道がありました。まさかとは思いますが、本県

でこのような事例が過去あったのかどうかとい

うことと、本県の農作物の品種登録の件数ある

いは商標登録の件数、わかっておれば県内農業

団体等の商標登録の状況がいかがであるかを、

農政水産部長にお尋ねしたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） まず、品種登

録の件でございます。種苗法に基づく品種登録

制度におきましては、毎年度の登録料を納付期

限までに支払わなければ、育成者の権利が取り

消されることになっております。本県では、登

録料の納付について、毎年度、納付期限などを

厳格にチェックしておりまして、確実に登録料

を完納していることから、これまで登録の取り

消しが行われたような事態はございません。

次に、品種登録及び商標登録の件についてで

ございます。本県では、総合農業試験場におい

て、農作物の新品種を育成し、普及、実用化を

図ることに努めておりまして、現在までに品種

登録で、稲、花卉などで45件、商標登録でイチ

ゴ１件を取得しております。また、県内の農業

団体等におきましては、代表的な商標登録とい

たしまして、ＪＡ宮崎経済連では、「宮崎牛」

「太陽のタマゴ」「ハマユウポーク」、御案内

のいろいろな登録でございますが、15件、ま

た、ＪＡ延岡では「空飛ぶ玉ねぎ」、北浦漁協

においては「北浦灘アジ」などが取得されてお

りまして、商品の広告、消費者から信頼される

商品づくりに活用されているというふうに考え

ております。

○中野一則議員 今後とも、せっかく取得した

品種登録が取り消されることのないように、十

分気をつけていただきたいということと、ます

ます商標登録等をしていただくように、よろし

くお願いしておきたいと思います。

次に、耕作放棄地の対策でありますが、こと

しから農水省も、耕作放棄地再生利用推進事業

をスタートさせております。耕作放棄地の対策

の一つとして、農地取得の下限面積の緩和もあ

ると思うんです。我々特別委員会は、奈良県大

淀町を調査いたしました。構造改革特区を利用

して、原則50アールを10アールに、下限を緩和

されております。また、宮崎県においても、既

に30アールが５町村、40アールが６町村あるわ

けですけれども、10アールから20アールぐらい

に引き下げて、耕作放棄地対策をすべきであろ

うと思っているところであります。そのために

は、県の強力な指導が必要だと思います。農政

水産部長、いかがでしょうか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農地を取得し
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ます場合、農地法では、農地の効果的な利用を

図るために、原則として下限面積を50アールと

定めております。また、平成17年の制度改正に

よりまして、耕作放棄地等が相当程度存在する

地域等においては、10アールまで緩和できる特

例措置が設けられております。しかしながら、

本県におきましては、各市町村で、下限面積の

適用がない農業経営基盤強化促進法に基づく権

利移動により対応している例が多いことから、

この特例措置につきましては、現在まで適用し

た例はございません。耕作放棄地の解消は重要

な課題であると認識しており、市町村の意向は

もとより、現在、国が農地取得の規制の見直し

を行っておりますが、そういった動向等を踏ま

え、適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

○中野一則議員 新年度予算編成のときにお伺

いしたかったわけですが、ちょっと時間があり

ますから、再度お尋ねしたいと思うんですが…

…。今回の経済不況は100年に一度のものと、こ

う言われております。1 0 0年に一度となれ

ば、100年前にあったことになるわけですけれど

も、これは御承知のとおり、1929年の世界大恐

慌であったわけであります。このときの対策で

名高いのが、アメリカのルーズベルト大統領が

とったニュー・ディール政策、公共事業による

雇用創出、総合開発計画というふうに思うわけ

であります。宮崎県も、平成のニュー・ディー

ル政策として取り組んだらどうかなというふう

に思っております。いまだに今日、ケインズの

経済学が100％機能するとは思いませんけれど

も、ぜひ公共事業をふやして雇用等を図ってい

ただきたい、このように思っているところであ

ります。特に、西諸地域では畑かん事業を行っ

ております。こういう政策的なものを―国の

事業も25、26年で終了するわけであります。県

の事業が平成31年までかかるとなっております

から―前倒しで一緒にするぐらいのことをす

ることが、宮崎県は農業県の基盤を整備すると

いうことになりますから、農業の予算は愚直に

どんどん使っていただいて、名実ともに食料県

・農業県宮崎を目指してほしいと思います。

以上、要望して終わります。（拍手）

○坂口博美議長 次は、松村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） 児湯郡選出

の松村悟郎でございます。

今、えびのの中野議員が発言されたことに、

全く同感でございます。大変な経済危機でござ

います。県も積極的な財政対策をとっていただ

きたいと思います。今、世界は戦後最大の経済

危機に直面しております。だれがこの状況を予

測したでしょう。１年前の宮崎を思い返してみ

ますと、日本一の「宮崎牛」、「太陽のタマ

ゴ」宮崎マンゴー、そして、「宮崎をどげんか

せんといかん」が流行語大賞になるなど、その

話題性で宮崎の元気を全国に印象づけた、そん

な１年ではなかったでしょうか。私もまた、ミ

シュランガイドブックが三つ星レストランを華

々しく発表し、地方と東京との格差、そして東

京一極集中のバブル経済の話題を取り上げたこ

とを思い出します。今日の現状が全く信じられ

ないほどの厳しい状態になったと痛感させられ

ました。宮崎県も厳しい財政状況の中ではあり

ますが、景気・雇用対策への思い切ったてこ入

れが必要になるのではないでしょうか。強く要

望しておきたいと思います。

本題に入ります。今回は３つの件について質

問します。

まず初めに、地球温暖化対策についてであり

ます。
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現在進行中のこの気候変動、環境問題は、数

年のうちに解決できるものではありません。

今、行動を起こさなければ、さらに状況は悪化

するばかりです。世界気象機関も、地球温暖化

の原因となる二酸化炭素などの温室効果ガスの

世界平均濃度が昨年、過去最高値になったと発

表し、このまま化石燃料に依存する生活を続け

た場合には、100年後には気温が6.4度上昇する

と予測しております。私たちも、身近なところ

で地球温暖化による影響を肌で感じるように

なってきました。例えば、局地的な豪雨などの

異常気象による災害や、海水温度上昇による漁

場の変動、そして昨年の我が県の早期米に見ら

れるような農作物への被害、地球温暖化の影響

は確実にこの宮崎にも及んでおります。

京都議定書の発動以来、たび重なる国際会議

でも、地球温暖化の問題が重要な課題として議

論されております。日本でも、この問題への関

心が高まり、マイバッグ運動によるレジ袋削減

など、一人一人の心がけによる省エネ行動や、

家庭ごみの分別収集、資源リサイクルといった

自治体の取り組みなど、環境に対する意識は年

々高まっております。また、企業においても、

省エネ、エコロジー、リサイクルといった環境

を意識した商品開発や社会活動への積極的な取

り組みなど、消費者の信頼を得る姿勢が年々増

加しております。アメリカを代表する自動車産

業のビッグ３が倒産の危機にあるのも、環境対

策車への開発のおくれが大きな原因の一つと言

われております。改めて環境対策の重要性が全

世界的に深まってきております。そこで、知事

にお伺いします。宮崎県は何をしなければなら

ないのか、地球温暖化に対して脱炭素社会づく

りに取り組む本県の考え方をお伺いしたいと思

います。

以下、自席のほうで質問させていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

地球温暖化は、人類や生態系に影響を及ぼす

大変重要な問題であり、本県においても積極的

にその対策に取り組んでいかなければならない

と考えております。このため県では、新みやざ

き創造計画に基づき、二酸化炭素削減のための

実践活動の促進や、二酸化炭素の吸収源となる

健全で多様な森林づくりを推進しているところ

であります。さらに、太陽光やバイオマスなど

の新エネルギーの導入促進など、地球温暖化対

策を総合的に展開しているところであり、今後

とも、県民、団体、事業者、行政が一体となっ

て、地球温暖化対策に取り組んでまいりたいと

考えております。以上です。〔降壇〕

○松村悟郎議員 環境に関して、まず初めの質

問をさせていただきます。省エネルギーに関し

て、県民に対してどのような啓発活動をされて

いるのか、環境森林部長にお伺いしたいと思い

ます。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 温暖化防止の

ためには、県民一人一人のライフスタイルや事

業者の事業活動を見直し、省エネなどに取り組

んでいくことが重要であると考えております。

このため県では、県民、団体、事業者、行政で

構成された環境みやざき推進協議会と連携し

て、ノーマイカーデーの普及などに努めている

ところであります。また、県が委嘱した地球温

暖化防止活動推進員が、家庭でできる身近な温

暖化対策を地域に広めていく運動を推進いたし

ております。さらに今年度から、省エネやエコ

ドライブについての講習会を開催し、事業所等

における省エネルギーを進めるとともに、エコ
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バッグの活用によるレジ袋の削減など、より実

践的な取り組みを推進しているところでありま

す。

○松村悟郎議員 地域の婦人会あるいは若い女

性のグループなどで、マイバッグ運動というの

が本当に進んできているように思います。スー

パーでも、マイバッグを持っていくとポイント

カードにポイントを押してくれる、そういう形

で、商店街もあわせて運動の高まりがあるんで

はないかと思います。ただ、やっとレジ袋が１

枚ずつ少なくなってき始めた段階でございま

す。引き続き県民への啓発をやっていただくよ

うお願いしたいと思います。

さて、白熱球１個を蛍光灯にかえるだけで

も、二酸化炭素の排出量は５分の１から10分の

１になると言われております。県庁も、本庁舎

を初め出先機関がたくさんあるわけでございま

すけれども、県庁の省エネに対する取り組みに

ついてお伺いしたいと思います。環境森林部

長、お願いします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県庁におきま

しては、平成18年３月に宮崎県庁地球温暖化対

策実行計画を策定し、低公害車の導入を初めと

するグリーン購入の推進、パソコン電源の適正

管理などオフィス活動での省エネ・省資源の取

り組み、ＥＳＣＯ事業の導入など、県有施設の

建築・維持管理における取り組み、水曜日のノ

ーマイカーデーや午後６時の一斉消灯などの４

つの重点項目を柱にしまして、全庁挙げて取り

組んでいるところであります。

○松村悟郎議員 県庁の取り組みということで

今、ＥＳＣＯ事業のお話がございました。ＮＥ

ＤＯで昨年取り組みをされたケースがございま

したけれども、発電事業を主な事業としている

企業局で、太陽光発電の取り組みが行われた経

緯がございました。今後の取り組みについて、

企業局長にお伺いしたいと思います。

○企業局長（日髙幸平君） 企業局における太

陽光発電の取り組みについてでございます。企

業局では、御承知のとおり、昨年度、企業局の

庁舎に太陽光発電設備の設置を計画したところ

でございますが、国の補助事業に採択されな

かったために断念した経緯がございます。不採

択の理由が、同一地域内に複数の提案があっ

て、他の提案よりも建設単価が高いということ

でございましたので、現在、国の補助採択に向

け、建設コストを低減するために、企業局の施

設におきまして、設置場所、設置方法等の検討

を進めているところでございます。太陽光発電

は、本県の地域特性を十分に生かすことができ

る新エネルギーでございますし、地球温暖化防

止の観点からも非常に重要なことというふうに

考えておりますので、導入に向けて引き続き努

力し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。

○松村悟郎議員 決して断念したわけではなく

て、再度検討されているということでございま

す。太陽光発電の普及に向けては、電力会社

も、あるいは一般の企業もそうですけれども、

公的機関である県も、県民啓発あるいはエネル

ギー問題に取り組むという意味でも、積極的に

取り組んでいく必要もあるのではないかと思い

ます。引き続き御検討をよろしくお願いしたい

と思います。

さて、太陽光発電の普及にとっては、一般家

庭への普及が大事ではないかと思います。住宅

用太陽光発電に対しては、12の都府県が何らか

の形で補助を出していると聞いております。

「太陽と緑の国」宮崎でございます。立地条件

は最高の県でございますので、どの県よりも
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真っ先に施策に取り組む必要があるのではない

かと思いますが、本県の太陽光発電について、

住宅用設備への助成など積極的に取り組む今後

の方針についてお伺いしたいと思います。県民

政策部長、よろしくお願いします。

○県民政策部長（丸山文民君） 太陽光発電の

推進は、地球温暖化対策としても、また本県が

新たな「太陽と緑の国」を目指す上でも重要な

施策であり、環境エネルギー対策を来年度の重

点施策に新たに盛り込んでいるところでありま

す。一方、国におきましても、さまざまなビ

ジョンやプランにおいて太陽光発電の普及拡大

の必要性を掲げ、今年度の補正予算でも住宅用

設備に対する助成制度を３年ぶりに復活させる

など、大変積極的な姿勢が見られ、本県が太陽

光発電を推進する上で強い追い風になると期待

しているところであります。今後とも、このよ

うな国の動きを最大限活用しながら、現在進め

ているメガソーラーの誘致など、宮崎ならでは

の施策の展開について積極的に検討してまいり

たいと考えております。

○松村悟郎議員 来年度からの助成制度の復活

ということで、住宅用の太陽光発電は、本当に

追い風になるんじゃないかと思います。あわせ

て、先ほども言いましたけれども、本県独自の

何らかのお助けがあると、さらに進むのではな

いかと思いますので、検討をよろしくお願いし

たいと思います。

皆様のお手元にカラーの資料をお渡ししてい

ると思います。その資料の左下になります。こ

れは、各種電源のライフサイクルにおける二酸

化炭素の排出量の比較でございます。上の４つ

が化石燃料に頼っている発電、石炭、石油、天

然ガスの排出量と、下のほうに風力、太陽光、

地熱等がありますが、新自然エネルギーを比較

しますと、格段の二酸化炭素の排出量の差でご

ざいます。これだけ自然に優しい、地球に優し

い太陽光発電でございます。このことが本当に

環境対策になると思います。

右下の表を見ていただきたいと思います。一

番下の欄でございます。新エネルギーの取り組

みでございます。太陽光発電というのは結構見

るようになりましたけれども、これも本当に始

まったばかりでございます。まだまだでござい

ます。2010年度ということで、電気事業者の概

算で見ますと、わずか１％にしかすぎないとい

うことでございます。ということは、逆を言い

ますと、今から太陽光発電がどれだけふえてい

くのだろうかと。今から新たな産業としての可

能性が非常にあるということでもあります。太

陽光発電は宮崎県に最も適した材料だと思いま

すので、引き続き普及に向けた積極的な取り組

みをお願いしたいと思います。

次に、最近の原油価格の乱高下で、低燃費車

への関心が大きく高まりました。温暖化ガスを

大量に出す今までの自動車が、地球環境に大き

な影響を及ぼしていたからです。そこで、県庁

の公用車における省エネの現状について、環境

森林部長にお伺いしたいと思います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県では、平

成14年５月に宮崎県グリーン購入基本方針を策

定しまして、低公害車の導入に努めているとこ

ろであります。これによりまして、平成14年度

以降19年度までに購入いたしました357台のう

ち、261台を低公害車としております。また、現

在保有するハイブリッド車は７台、電気自動車

は１台であります。今後とも、環境負荷の低減

という観点から、グリーン購入による低公害車

の導入に努めてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 ハイブリッド車が７台、電気
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自動車が１台ということでございましたけれど

も、電気自動車はどこにあるんでしょうか。私

も見たことがないんですけれども、宮崎県も電

気自動車を１台導入しているということで、関

心の高さがあるのかなと思います。ただ、電気

自動車もまだまだ普及の段階には至っておりま

せん。県内でも、九州電力が試験のために導入

している、デモンストレーションのためという

ことでございます。11月25日の宮日新聞に、日

本郵政グループが郵便集配業務に電気自動車を

導入すると書いてございました。この12月から

試験的に段階的に導入し、３年後をめどに本格

導入すると書いてございました。台数的には

ちょっと思い出しませんけれども、3,000台と

か、そんなかなりの台数であります。それぞれ

の企業におきましても、電気自動車の導入とい

うのは、いろいろな形で図られようとしている

のではないでしょうか。それは、電気自動車と

いうことが地球温暖化に効果が高い、企業とし

て環境対策に取り組むことで企業イメージにも

大きくつながる、その両方だと思いますが、そ

の普及についてどのように考えられているの

か、県民政策部長にお伺いしたいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 二酸化炭素の

排出量を抑制するためには、二酸化炭素の排出

量が少ない、あるいは全く排出しないクリーン

エネルギー自動車に切りかえていくことも必要

だろうと考えております。中でも電気自動車

は、ガソリン車に比べ、ランニングコストが安

く、また環境負荷も極めて小さいことから、今

後の普及に期待しているところであります。現

在、国におきましては、電気自動車が一般車に

比べて割高なため、助成制度を設けるなど、そ

の導入を支援しておりますので、県といたしま

しても、このような制度の情報提供や、新エネ

ルギー関連イベントにおける展示など、県民へ

の普及啓発に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○松村悟郎議員 今、電気自動車に関しては、

価格の問題あるいは助成制度ということでお話

がありましたけれども、電気自動車の販売価格

は、軽自動車ぐらいの電気自動車で300万か

ら400万ぐらいというのが大体の値段だろうと。

これは新聞に載っていた話でございますが、200

万を切れば随分普及するんじゃないかとも、自

動車会社の方が発表されておりました。三菱自

動車と富士重工が、来年の本格発売を予定して

おります。助成制度やインフラ整備への自治体

の取り組み、そういうのがあれば、普及に拍車

がかかるのではないかと思います。神奈川県で

は全国に先駆けて、電気自動車の普及に向けて

日産自動車と協定を結んだと聞いております。

本県でも、電気自動車の普及に向けてアクショ

ンを起こす必要があると思いますが、知事にお

伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 神奈川県は、主に大

都市の課題である大気汚染等への対策として、

自動車交通環境の改善に積極的に取り組まれて

いると伺っており、特に電気自動車の普及に関

しては、全国で最も取り組みが進んでいる県で

あると認識しております。本県につきまして

は、深刻な大気汚染問題を抱える状況にはない

ものの、電気自動車を初めとするクリーンエネ

ルギー自動車の普及促進に取り組むことは、本

県が環境先進県を目指す上で、また環境産業や

自動車関連産業の集積に向けたアピールという

観点からも、有効な手段の一つと考えておりま

す。景気の先行きが不透明感を増す中にあっ

て、特に自動車産業は厳しい状況にあると言わ

れておりますが、今後とも、電気自動車等の普
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及について、さまざまな可能性を検討してまい

りたいと考えております。

○松村悟郎議員 昭和シェル石油が、神奈川県

内のガソリンスタンドに、来年の春までに電気

自動車の急速充電器を設置すると発表しており

ます。神奈川県は、今、知事が御答弁いただき

ましたように、電気自動車に対して積極的な行

動をとっているということだと思います。40キ

ロを走るための充電時間が５分という急速充電

器と聞いております。外出先での充電設備の普

及というのが、インフラ整備に欠かせない大き

な課題になってくると思います。また、パナソ

ニックは、リチウムイオン電池の新工場に1,000

億円を投資すると発表しております。経済不透

明の中で、自動車産業も本当に大変な時期では

ありますが、電気自動車産業関連に関しては積

極的な投資を行っているようでございます。そ

こで、電気自動車製造関係の誘致を今後重点的

に進めるべきだと思いますが、これまでの誘致

実績、そしてこれからの取り組みについて、再

度、知事にお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私の知事就任後に誘

致が実現した自動車関連部材を製造する企業

は、10社となっております。また、本年９月に

日向市細島地区に誘致しました旭化成ケミカル

ズ株式会社につきましては、リチウムイオン２

次電池用の部材を製造する企業であり、将来の

電気自動車用電池への展開の可能性も高いと聞

いております。電気自動車を含む自動車関連産

業につきましては、本年３月に策定しました

「宮崎県地域産業集積・活性化基本計画」にお

いても、企業立地の重点業種の一つに位置づけ

ているところであり、今後とも引き続き、立地

に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○松村悟郎議員 今、ハイブリッド車が非常に

ふえています。これはガソリンとモーターを組

み合わせたタイプであります。ハイブリッド車

がこれだけ多くなるとは私も思いませんでした

が、企業の取り組みや行政の取り組み、今の環

境情勢あるいは経済情勢を考えると、電気自動

車の普及は想像以上に、思った以上に早く進む

のではないかなと、私なりに感じております。

自民党会派では、この12月中に九州電力の御協

力を得て、議会棟の前で電気自動車の性能ある

いは今後の課題等について政務調査、市場調査

をする予定にしております。私たちも、電気自

動車の普及に関して積極的に取り組んでいきた

いと思います。

さて、家庭でもオール電化住宅がふえるなど

して、家庭の主婦がプロパンあるいは石油を燃

料として使うケースがどんどん減っておりま

す。さらには、近い将来、電気自動車もふえて

くるでしょう。今後、人口は減っていきますけ

れども、決して電力需要というのが下がってい

くとは考えられません。そこで、先ほどのカラ

ーの資料をもう一度見ていただきたいと思いま

す。上のほうの資料でございます。2006年まで

の年度別の電力の伸びでございます。近年、横

ばいに近くなってきておりますが、微増してい

るというわけでございます。その中の化石燃料

による電力を見ていただきますと、水力が9.1と

書いてございますが、化石燃料の発電電力とい

うのは約６割でございます。この化石燃料によ

る発電をどれだけ下げていくかというのが、地

球温暖化に対しての大きな命題の一つではない

かと思います。そこで、先ほどお話をさせてい

ただきました新エネルギー、太陽光発電をどれ

だけふやしていくかということが、我々に課せ

られた大きな課題の一つではないかと思いま
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す。

そして、もう一つ、あわせて確認をしておき

たいのですが、30.5％が原子力発電による電力

であります。この議場の電球の３分の１は原子

力で明々とついている、これが現状でございま

す。現在、我が国の原子力発電所は、13道県

で55基、5,0 0 0万キロワットとなっていま

す。2006年度の総発電量の30.5％が原子力に依

存しているという現状でございます。そんな原

子力発電に関してでございますが、基本的な宮

崎県の考え方について、知事にお伺いしたいと

思います。

○知事（東国原英夫君） 原子力発電は、火力

や水力、風力など他の発電と比べ、電力の供給

安定性、経済性等のメリットがありまして、我

が国の電力供給においても欠くことのできない

存在となっており、国も積極的に推進する姿勢

を見せております。しかしながら一方で、地震

等の災害時の対策や放射性廃棄物の処分の問題

など、原子力発電の安全性等について国民の理

解が十分に得られているとは言えない状況もあ

りますので、原子力発電については、まずこの

ような国民の不安を解消することが不可欠であ

ると考えております。

○松村悟郎議員 10月に自民党会派では、九州

電力、東京電力の御協力を得まして、さきの新

潟県中越沖地震の被害を受けた東京電力柏崎原

子力発電所を調査してまいりました。それこそ

炉心の中心まで拝見させていただきました。何

重にもドアがあって、セキュリティーもすご

かったんですけれども、半年以上休止している

原子力発電所でございました。原子力に関して

は、いろいろな御意見や考え方があると思いま

すが、そこに立ってみますと、先ほどの知事の

答弁でもありましたけれども、本当に安全性

だ、何よりも安全性だということをつくづく感

じた次第であります。この中の３分の１の電力

の供給を得ておりますけれども、安全性が一番

であるということを痛感させられた政務調査で

あったと思います。環境に対する質問はこれぐ

らいにしておきます。

次に、２番目の質問になります。救急医療体

制についてお伺いしたいと思います。

先日、東京において、妊娠中の女性が都立病

院など７つの病院に受け入れを拒否され、３日

後に死亡するという悲しい事例が発生しており

ます。また、昨年も奈良県で同様な案件が起

こっております。最近では、生まれたばかりの

未熟児が、受け入れが決まらずに数日後に亡く

なるという悲しい事例も起こっております。救

命率の向上には、できるだけ早く患者を医療機

関へ搬送する必要があることは言うまでもござ

いません。宮崎県の救急医療の体制の考え方に

ついてお伺いしたいと思います。知事、お願い

します。

○知事（東国原英夫君）県民がどこでも安心し

て必要な医療サービスを受けられるためには、

救急医療体制の整備充実が重要な課題であり、

初期から３次までの体制の整備に努めてきたと

ころであります。まず、軽症患者に対応する初

期救急医療につきましては、４つの夜間急患セ

ンターが整備されているほか、９つの市郡医師

会すべてで在宅当番医制が実施されておりま

す。また、入院治療を必要とする重症患者を受

け入れる２次救急医療につきましては、７つの

医療圏で64の医療機関が担っております。さら

に、重篤な救急患者に対応する３次救急医療に

つきましては、県立宮崎病院、県立延岡病院、

宮崎大学医学部附属病院の３医療機関が担って

おります。しかしながら、医師不足等の現状か
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ら、必ずしも十分な体制が構築できていない状

況であります。このため、県といたしまして

は、医師の養成確保はもとより、広域的な病院

相互の連携や機能分担を促進し、地域に必要と

される救急医療体制の充実に引き続き取り組ん

でまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 医療体制も、医師不足から必

ずしも十分な体制が構築できていないという現

状も、今お話をいただいたところでございま

す。テレビ報道にある病院のたらい回し、県内

の救急車による搬送患者について、病院の受け

入れ拒否の現状について、総務部長にお伺いし

たいと思います。

○総務部長（山下健次君） 総務省消防庁が本

年の２月に、「救急搬送における医療機関の受

け入れ状況等実態調査」を全国的に実施してお

りますけれども、それの本県の状況でございま

すが、平成19年中に病院に搬送された患者のう

ち、３週間以上入院を要する重傷以上の傷病者

につきましては、搬送状況の把握できてい

る3,526件中2,987件、約85％が、１回目の問い

合わせで受け入れ病院が決定しております。３

回目までで、おおよそ98％強の患者が受け入れ

られているところでございます。病院への照会

回数が４回以上であった例は67件、これは全体

の1.9％となっておりまして、全国3.9％に比較

いたしますと、比較的早い段階で受け入れ病院

が決定している状況にございます。なお、受け

入れ病院が決まるまでに照会回数が多かったこ

とが原因で、その後、重大な結果を招いた事例

というのは、関係の消防本部に問い合わせたと

ころ、ございませんでした。

○松村悟郎議員 重大な結果になっていないと

いうことで一安心というところでございます

が、資料を配っておりますけれども、見ていた

だきたいと思います。これは、平成20年の１月

から10月、つい最近の資料でございますが、東

児湯消防組合管内の資料でございます。上のほ

うからいきますと、急患で脳外科関係に入院さ

れたケースでございますけれども、拒否回数11

回、52分が現場滞在時間でございます。児湯郡

では、通報を受けて平均７分で現場に到着いた

します。そして、現場に到着して、この患者

は11回拒否をされて、12回目に52分かかって病

院がわかったと。それから病院まで、また30分

かけて向かうわけでございます。その下の段

に、医療機関別救急搬送人員というのが書いて

ございます。児湯郡は２次救急病院が３つしか

ございません。したがって、管内への搬送と管

外―主に児湯郡から宮崎市内が多いわけでご

ざいますが―に搬送されるケースが約半々で

ございます。そして、病院の受け入れ拒否回数

というのが下の段に書いてございます。一番下

の段が拒否理由でございます。手術中であった

とか、医師が不足していたとかでございま

す。10月までの搬送総数が2,181件、そのう

ち408件が１回以上拒否されたということでござ

います。逆に言えば、2,1 8 1件のうち81％

の1,773件は、一発で病院に向かったということ

でございます。さらに、３回の問い合わせで受

け入れていただいたのが95％、2,071件、した

がって、４回以上の問い合わせでやっと決まっ

た、いわゆる多少のたらい回しがあったという

件数が2,181件中110件、５％でございます。先

ほどの宮崎県の1.9％あるいは全国平均の3.9％

より、かなり拒否の頻度は上がってきていると

思います。

東児湯消防組合管内ということでございます

けれども、宮崎には９つの消防管内がございま

すから、それぞれで、その能力といいますか、
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その範囲というのは違ってきているのではない

かと思います。消防署の管轄によって、搬送能

力というか、できるかできないかも含めて大き

な差も出てくるんではないかと思います。例え

ば、児湯郡におきましては、境界が宮崎市消防

との境界になります。その境が一ツ瀬川でござ

います。一ツ瀬川周辺で、例えば事故に遭った

方が児湯郡側だとすると、児湯郡の救急車が来

ます。すぐ橋を渡ったところに宮崎市の救急車

があったとしても、すぐには対応しません。こ

のことも大きな、消防救急を改善すべき点だと

思います。消防の広域化の取り組みについて、

その観点から総務部長にお伺いしたいと思いま

す。

○総務部長（山下健次君） 消防の広域化につ

きましては、18年６月、消防組織法改正により

まして、全国的に進められておりますけれど

も、御指摘のように、本県におきましても、消

防署所や管轄区域の適正化による住民サービス

の向上、重複投資の回避による消防体制の効率

化、こういったさまざまなスケールメリットが

期待できるということで、推進計画を策定した

ところでございます。しかしながら、計画の広

域化の組み合わせにつきまして、先ほども申し

上げましたように、関係者の意見の一致を見て

いないということから、県域１消防本部あるい

は３消防本部、この２通りの組み合わせを記載

いたしました。現在、この２通りの組み合わせ

につきまして、課題等の検討を行っているとこ

ろでございますが、決定に当たりましては、市

町村、消防本部等関係機関と十分に協議を行い

たいと考えております。

○松村悟郎議員 時間がなくなってきましたの

で、はしょって質問させていただきます。県内

では、気管挿管を行うことのできる救急救命士

が非常に少ないと聞いております。このような

状態に対して、現在、県ではどのように取り組

んでいるか、総務部長にお伺いしたいと思いま

す。

○総務部長（山下健次君） 救急救命士が気管

挿管を行うためには、病院で一定回数の実習を

行う必要がございます。県内では実習を受け入

れていただける病院が不足しておりまして、気

管挿管を行うことができる救急救命士は、こと

しの４月１日現在で、県内の救急救命士218名の

うち30名、13.8％にとどまっておるところでご

ざいます。特に西都、東児湯、西諸の３消防本

部においては、現在不在ということで、早急な

養成が課題でございます。そのため県では、こ

れまで関係消防本部と協力いたしまして、医療

機関に実習受け入れを要請してきたところでご

ざいますが、本年度新たに、宮崎大学医学部附

属病院による実習受け入れが決定いたしまし

て、３消防本部を優先して受け入れていただく

こととなりました。県内の救急体制の充実のた

めには、気管挿管を行うことができる救急救命

士の養成が重要でありますので、今後とも、医

療機関に対して実習受け入れについて協力要請

を行ってまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 医療機関から消防に診療がで

きるかどうかを知らせる、リアルタイムでのシ

ステムが必要ではないかと思います。再構築に

向けた考え方を福祉保健部長にお伺いしたいと

思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県では、救

急患者の受け入れ情報システムである「ひむか

救急ネット」を平成12年度から運用し、各救急

告示施設からの空きベッドの情報や手術の可否

等の情報を消防機関等に提供してきたところで

あります。しかし、情報の入力更新はその都度
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行わなければならないため、病院の受け入れ可

能性をリアルタイムで反映できないことや、搬

送先となる医療機関の数が限られていること等

もありまして、最終的には、各医療機関の医師

に直接、受け入れ可能性を確認する形で、搬送

先が決定されている状況でありました。こうし

たこともありまして、当システムについては、

昨年度をもって廃止したところでありますの

で、同じようなシステムを再構築することは困

難であろうかと考えております。

○松村悟郎議員 今まで使われていたシステム

は、平成12年度からの運用ということでござい

ます。今の社会は、かなりのスピードで進歩し

ております。今でもすぐ、新しいシステムは構

築できるのではないかと思いますので、再度、

御検討をお願いしたいと思います。

次に、県立自然公園についてお伺いします。

観光県宮崎は、霧島国立公園や日南海岸国定

公園などを中心に、南国の自然をアピールし、

新婚旅行のメッカとして、全国からの観光客が

押し寄せた時期もありました。最近では、温暖

な気候を利用したゴルフ、野球などのスポーツ

関連の観光も多くなっております。ただ、修学

旅行の減少など、さらなる観光客誘致への取り

組みが課題と取りざたされております。

本県は、東に日向灘、西に九州山脈と、豊か

な自然に恵まれております。今取り組まれてお

ります森林セラピーやトレッキングなど、自然

を活用した観光の再構築をさらに進めていく必

要があるのではないでしょうか。本県では、国

立公園、国定公園のほか、昭和33年から指定さ

れている６カ所の県立自然公園があります。そ

れぞれのすばらしい、自慢できる自然環境を残

していると思います。これらの資源を宮崎の観

光資源としてもっとアピールできないのか、本

当にもったいないと考えております。知事も就

任後から、「今あるもので資源価値がなかった

ものを価値化するのが私の発想だ」とも述べら

れております。これらの県立自然公園を観光資

源として活用すべきだと思いますが、知事に御

見解をお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 観光ニーズが多様化

する中、周遊するだけではなく、さまざまな体

験や交流を通し、心の豊かさやいやしなどを求

める観光に目が向けられている状況でございま

す。このような中、県立自然公園とその周辺地

域は、美しい自然や歴史・文化など、観光客が

いやしを実感できる豊かな資源を有する地域で

あり、これらを活用して森林セラピーなど、新

たな取り組みも各地で行われるようになってき

ているところであります。これらは地域づくり

にもつながる重要な取り組みでありますので、

県といたしましては、県立自然公園が観光資源

として一層活用されるよう、市町村等と連携を

図りながら、積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

○松村悟郎議員 県立公園を活用するために

は、まず最初に自然の保護ということが大事な

観点になってきます。ただ、公園でございます

ので、そこに人が入って触れ合うということも

必要ではないかと思います。県立自然公園や、

その中を通っている九州自然歩道の整備につい

ての考えを、環境森林部長にお伺いしたいと思

います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県立自然公園

内の遊歩道やキャンプ場などの施設の整備につ

きましては、これまで主として市町村が実施し

ておりまして、県は補助金を交付し、その促進

を図ってきたところであります。また、九州自

然歩道は、史跡、名勝等を結びつける長距離自
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然歩道として、昭和50年に環境庁によって指定

され、県内では、高千穂町国観峠を起点とし、

尾鈴県立自然公園などを経由して、高原町高千

穂峰に至るルートとなっており、県において、

国の交付金を活用しながら、歩道や標識等の整

備を行ってきているところであります。

○松村悟郎議員 県立自然公園の活用、整備と

いうのは、そこにある市町村が主体的に整備し

ていくんだ、県はその応援をやっていきますと

いう答弁でございました。その自然公園をどの

ようにアピールしていくかということも大きな

テーマだと思いますが、自然公園にたくさん来

てもらうために、県の観光としてどう取り組ん

だらいいのかということをお聞きしたいんで

す。これは商工観光労働部長、よろしくお願い

します。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県立自然

公園を有する地域におきましては、先ほどの御

質問あるいは知事の答弁にもございましたよう

に、いやしとか健康増進といった、森林が持つ

効果を活用した森林セラピーあるいはトレッキ

ングなどの取り組みが行われるようになってき

ております。県としましては、これらの地域資

源を活用して、体験・交流、滞在型の観光地づ

くりが推進されるように、例えば、いやしのト

レーナーなどの人材育成、ネットワークづくり

といった受け入れ体制の整備、旅行商品化やＰ

Ｒ等を支援しているところでございます。今後

とも、地域のさまざまな取り組みを積極的に支

援してまいりたいというふうに思っておりま

す。

○松村悟郎議員 県立自然公園については、私

の地元では尾鈴県立自然公園がございます。近

いこともあって、よく矢研の滝とか白滝とかに

出かけるわけです。小さいころにはキャンプに

も行っておりました。ところが、さきの台風

で、九州自然歩道になると思うんですが、歩道

橋とか、あるいは白滝に向かう道の路肩が壊れ

ている。地域のボランティアの方が一生懸命整

備をされますが、ボランティアではなかなかで

きないことというのもたくさんございます。九

州自然歩道、県立公園内の、そんな箇所の整備

をどうしていくのか、お伺いしたいと思いま

す。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 九州自然歩道

の再整備につきましては、県において、利用ニ

ーズや安全性等を考慮しながら、地元の要望も

踏まえまして、緊急性の高いものから順次、国

の交付金を活用して実施することとしておりま

す。また、九州自然歩道以外の県立自然公園内

の施設につきましては、市町村に対し県が補助

を行い、計画的に再整備を促進しているところ

であります。

○松村悟郎議員 地元の尾鈴自然公園のことで

ございますが、年配の女性の方で、ハイキング

とかに遠くから見えている方と出会ったりもし

ます。ただ、「途中で、危なくて引き返しまし

た」というお話もあります。本当に一般の方が

通れるような優しい自然公園でございますの

で、ぜひとも整備のほうを、地元と十分協議し

て取り組んでいただきたいと思います。

時間でございますので、これで終わらせてい

ただきます。（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

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時50分散会
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