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平 成 2 1 年 1 2 月 ２ 日 ( 水 曜 日 )

午前 10時 0分開議

出 席 議 員（41名）
5番 松 田 勝 則 （愛みやざき）

6番 図 師 博 規 （ 同 ）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 中 村 幸 一 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 高 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

17番 西 村 賢 （愛みやざき）

18番 武 井 俊 輔 （ 同 ）

19番 横 田 照 夫 （自由民主党）

20番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 外 山 衛 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 水 間 篤 典 （自由民主党県民の会）

31番 浜 砂 守 （ 同 ）

32番 中 野 廣 明 （自由民主党）

33番 星 原 透 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

36番 中 野 一 則 （ 同 ）

38番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 徳 重 忠 夫 （自由民主党県民の会）

46番 坂 口 博 美 （自 民 党 鳳 凰 の 会）

47番 蓬 原 正 三 （自由民主党）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 押 川 修一郎 （ 同 ）

50番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

51番 米 良 政 美 （ 同 ）

52番 外 山 三 博 （ 同 ）

53番 福 田 作 弥 （自由民主党）

欠 席 議 員（１名）

16番 外 山 良 治 （社会民主党宮崎県議団）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

県 民 政 策 部 長 高 山 幹 男

総 務 部 長 山 下 健 次

福 祉 保 健 部 長 高 橋 博

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

農 政 水 産 部 長 伊 藤 孝 利

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 高 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 大 重 都志春

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 太 田 英 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 浜 砂 公 一

事 務 局 次 長 岡 田 英 治

総 務 課 長 渡 邉 靖 之

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 日 高 正 憲

議 事 課 長 補 佐 福 嶋 清 美

議 事 担 当 主 幹 日 高 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 一般質問

○中村幸一議長 ただいまの出席議員40名。定

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、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、新

見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。公明党宮崎県議団の新見昌安でござ

います。通告に従い、順次一般質問を行いま

す。知事を初めとして、関係各部長、教育長及

び警察本部長に答弁をお願いいたします。

初めは、若者支援に関して３点伺いたいと思

います。

１点目は、求職者総合支援センターについて

であります。県においては、本年４月22日、宮

崎市内に宮崎県求職者総合支援センターを開設

されております。このセンターは、厳しい経済

・雇用情勢が続く中で、離職を余儀なくされた

方々の生活の安定と再就職を促進するために、

相談員を配置し、職を求める方々に対して、生

活・就労支援を行うための施設という位置づけ

であります。その業務内容は、生計維持や住宅

確保、能力開発などに関する相談、さまざまな

情報提供が主なものとなっているようでありま

す。ただ、このセンターは、本年２月議会での

質問でも取り上げましたが、緊急雇用創出事業

臨時特例基金を活用しているその性格上、設置

期間は最長３年であり、この間に景気回復に全

力で取り組んでいかねばならないというふうに

確認したところでありました。

ところで、センターも開設から既に半年が経

過をしております。利用者は、ひとり若者たち

ばかりではありませんが、まずは、この間の全

般的な利用実績について、商工観光労働部長に

お伺いをいたします。

２点目は、高校生の就職状況、就活の現状に

ついてであります。景気低迷による雇用情勢の

悪化が、高校生の就職戦線をも直撃している状

況にあります。極めて憂慮すべき事態でありま

す。厚生労働省の調査結果によりますと、来春

卒業予定の高校生の就職内定率は、９月末現在

で37.6％、前年同時期より13.4ポイントも下

がっており、調査を開始した1988年（昭和63

年）以降では４番目の低さ、下落幅は過去最大

となったようであります。同省は、「景気悪化

によって先行きが見通せない状況の中で、製造

業を中心に企業の求人が大幅に減少したことが

就職内定率にも影響している」というふうに分

析をしておりますが、日本経済の二番底が懸念

される年末に向け、高校の新卒者に対する就職

支援のさらなる強化が必要だと痛感しておりま

す。ここでは、直近の県立高校３年生の就職状

況について、改めて教育長に伺いたいと思いま

す。男女別の状況もお示しください。

３点目は、「子ども・若者育成支援推進

法」、いわゆるニート支援法についてでありま

す。仕事につかず、学校にも通っていないニー

トやひきこもりの若者たちの社会参加を後押し

するということで、これを目的としたこの法律

は、本年７月１日の参院本会議で、民主党も含

めた賛成多数で可決成立をしております。施行

期日は、「公布の日から起算して１年を超えな

い範囲内において政令で定める日から施行す

る」というふうになっており、現時点ではまだ

施行はされておりませんが、ニートや不登校、

いじめ、児童虐待など、子供や若者を取り巻く

問題が多岐にわたっている中で、社会を挙げて

平成21年12月２日（水）
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支援するためのネットワーク整備が促進され、

ひいては、そのような状況にある子供や若者の

社会参加が前進することにもなり、早く施行さ

れることを望むところであります。条文は第５

章の罰則までで、34条と短目であり、全体的に

は大枠でありますけれども、一方で結構細かい

ところまで書いてあります。国はもちろんのこ

と、地方公共団体に対してさまざまな努力義務

を規定しております。施行前ではありますけれ

ども、法が定めた努力義務規定に関して、県と

してどのように取り組むのか、福祉保健部長に

お伺いをいたします。

次は、道路行政についてであります。

「崩落寸前の橋121基」という11月４日付の朝

日新聞の１面見出しは、いささかショッキング

なものでありました。記事を読み進めてみます

と、大型車の通行を禁止した重量制限つきの橋

も68 0基確認されたということでありまし

た。121基は、橋脚や床板に重大な事故につなが

りかねない亀裂、腐食が見つかり、既に通行が

禁止されているようであります。今回の結果

は、平成19年８月１日に、米国・ミネアポリス

のミシシッピー川にかかっていた高速道路の橋

が崩落し、多数の死傷者が出た事故をきっかけ

に行われた調査によるものでありますけれど

も、改めて、損傷している橋の存在を知らしめ

てくれました。今回の報道で、橋の寿命の目安

が50年ということも初めて知ったところであり

ますけれども、そこに達していないものが大半

だったということで、恐ろしさも倍加した感が

あります。国内の橋は、60年代の高度成長期以

降に大量に建設されており、一つの目安であ

る50年を超える橋が今後ますますふえるという

ことを考えれば、定期的な点検の実施ととも

に、修繕の重要性が高まってくると思います。

そこで伺います。まず、この調査結果は国土交

通省から示されたものでありますけれども、調

査の時期、調査内容はどのようなものであった

のか。また、県としてはこの調査にどのように

かかわったのか。さらに、その結果はどうだっ

たのか。もう一点、修繕の必要がある橋の有無

についてもあわせ、県土整備部長に伺いたいと

思います。

次は、交通行政に関して伺います。

まずは、３人乗り自転車についてでありま

す。本年７月１日の道路交通法規則の一部改正

にあわせ、３人乗り自転車が認可されておりま

す。一度は禁止案まで出されたこの３人乗りで

ありますけれども、全国の子育て真っ最中のお

母さんたちから猛烈な反発を受け、逆に３人乗

りができる安全確保の基準を満たす自転車に限

定することで３人乗りが許可されることが、

ニュースや新聞等で報道されていたのは記憶に

新しいところであります。小さな子供が２人以

上いる家庭においては、車や徒歩以外で幼児と

行動するには、自転車での３人乗りもせざるを

得なかった状況にあったわけで、安全確保の規

格を満たした自転車に幼児２人を乗せてさっそ

うと走るお母さんの姿を想像すると、ほほ笑ま

しいなと思うところでありますけれども、本来

なら違反である、普通の自転車の前後に幼児２

人を乗せてペダルを踏んでいる光景はたまに目

にするものの、本格的な３人乗り自転車にはな

かなかお目にかかれません。余り普及していな

いようであります。普及していない理由の一つ

に、その価格が高過ぎるということはよく指摘

されているところであります。３万円台から電

動アシストつきになると10数万円ということ

で、確かに高い。量販店で１万円前後の安価な

自転車が販売されている時代でもあり、利用者

平成21年12月２日（水）
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の立場としては、わずか数年しか使わない自転

車への出費はできれば抑えたいというのが本音

ではないかと思います。そのような中、全国的

にも、購入費の助成あるいはレンタルに乗り出

す自治体もあるようであります。使用期間が限

定されることを考えれば、個人的にはレンタル

方式が有効ではないかと考えます。平成12年４

月からチャイルドシートの着用が義務化された

ことにあわせて、チャイルドシートの貸し出し

事業もスタートしていましたが、３人乗り自転

車のレンタル事業も、子育て真っ最中の若いお

母さんたちから歓迎されるのではないかと思わ

れます。県内のレンタル事業や購入費の一部助

成制度の実施状況はどうなっているのか、伺い

たいと思います。

２点目は、高齢運転者等専用駐車区間制度に

ついてであります。制度の名称だけ聞くと、

長ったらしくて、どのような制度がわかりにく

い面もありますけれども、公道、公の道路上に

高齢者や障がいのある人、妊娠中の女性などが

利用できる専用の駐車区間を設けるというもの

であります。病院やスーパー、公共施設の敷地

内に設けられた専用駐車スペースはよく目にす

るところでありますが、道路上は初めて。警察

庁は、電車の中に設けてある、いわゆる優先シ

ートに近い制度とも例えているようであります

が、高齢者がふらふらと駐車場を探しながら運

転する苦労や危険を減らして、交通事故の未然

防止に役立つことにもなるのではないかと思い

ます。来年の４月中旬過ぎには各地に登場して

くるようであり、これから警察本部としても場

所の選定に入るのではないかと思います。自動

車やバイク・オートバイなどのスムーズな走行

に支障を来さないよう配慮しつつ、対象者に

とって便利のいい場所を選定するのは、なかな

か困難な作業になるのではないかと思いますけ

れども、高齢社会の進展に伴って、高齢運転者

が安全な運転を継続できるような支援策の充実

を図る目的で導入することが決定したというこ

とをかんがみれば、しっかり取り組んでいただ

きたいと思うところであります。改めてこの制

度の概要と、県としては今後どのように取り組

んでいくのか。以上、２点について警察本部長

に伺いたいと思います。

次は、子供の健全育成についてであります。

まず、読書環境の充実について伺いたいと思

います。子供たちの豊かな心をはぐくみ、健全

な育成に欠かせないものの一つが読書であると

いうことは、だれも異論がないと思います。現

在は、ブックスタート事業に始まり、読み聞か

せ運動、学校における授業開始前の時間を使っ

ての朝の読書運動など、子供たちと本を結びつ

けるための多くの取り組みがなされているとこ

ろでありますが、子供たちにとって本とのかか

わりで一番身近な存在は、学校の図書館ではな

いかと思います。しかし、学校図書館について

は、蔵書数が国の基準を満たしていない学校が

数多く存在するなど、課題もあります。また、

一定規模の学校には司書教諭を配置されていま

すけれども、学級担任などと兼務のために、図

書館のほうに十分な時間が割けないという現実

もあります。私が小学校のころ、図書室には、

事務服を着た、授業を教える先生ではなかった

女性が常時おり、本に関していろいろ教えても

らった記憶があります。やはり学校図書館には

専門の学校司書が必要でありますが、島根県で

は、今年度から、県が市町村に対する助成制度

を創設して、全公立小中学校347校に専門の司書

を配置する取り組みを始めております。他県同

様、島根も財政的には厳しいのではないかと思
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いますけれども、大英断であります。学校司書

完全配置後の図書館に多くの子供たちが集まっ

て楽しそうに本を読んでいる、想像するだけで

もうらやましい限りであります。本県の現状は

どうなのか、県内の小中学校における学校司書

の配置状況について、教育長に伺います。

子供の健全育成についてもう一点伺います。

万引き防止対策についてであります。東京都で

は、ことしに入って万引きが急増し、深刻な状

況にあるという報道が先般なされておりまし

た。特に中学生によるものが急増しているとい

うことで、検挙・補導された中学生によれば、

「ゲーム感覚」「罰金があることを知らなかっ

た」など、犯罪であることの認識のなさ、規範

意識の薄さも指摘されております。読書の問題

と対極にある感が否めませんけれども、大事な

子供たちが犯罪に手を染めることのないよう、

しっかりとした対策を講じていくことが重要で

あります。そこで、本県において万引きで検挙

された者のうち、少年の割合はどういう状況な

のか、ここ５年のデータでお示しください。警

察本部長にお願いをいたします。

次は、情報システム共同化について、県民政

策部長に伺います。

11月７日の日本経済新聞によりますと、佐

賀、大分、宮崎の３県で、市町村が住民情報や

税業務の管理などに使用する基幹業務システム

の共同化事業にそれぞれ乗り出すというふうに

ありました。数年前にも、幾つかの県が共同し

て自治体向けの基幹業務パッケージソフト開発

に取り組むという話を聞いたことがありますけ

れども、九州において共同化に取り組むのは、

この３県が初めてのようであります。そのねら

いの一つがコストの削減にあることは当然であ

りますけれども、記事によりますと、本県にお

いては、延岡市、門川町、綾町、日向市、串間

市の３市２町が共同化に参画するようであり、

また、災害時に本県内のデータセンターが機能

不全に陥ることに備え、バックアップデータを

佐賀県内のデータセンターに保存するようであ

ります。そこで伺いますけれども、共同化に取

り組むこととなった経緯や、コスト削減を含め

た期待できる効果、また、バックアップデータ

の持ち方等も含め、当該事業の概要についてお

示しください。

次は、生活弱者支援についてであります。

10月８日の新聞報道によりますと、「国民生

活を保障するための最後の手段とも位置づけら

れる生活保護の受給世帯が、平成20年度では月

平均で114万8,766世帯に上り、８年連続で最多

記録を更新したということが厚生労働省の社会

福祉行政業務報告で明らかになった」とありま

した。それによると、「受給世帯が平成５年か

ら増加傾向が続いている中で、平成20年度は前

年度より４万3,491世帯増加しており、昨年秋の

リーマンショックを契機とした世界同時不況で

雇用情勢が悪化し、派遣切りなどによる失業者

の増加が要因」ともありました。さらに、生活

保護を受けた実人数は月平均159万2,620人で、

前年度より４万9,299人増加、世帯累計別の中で

は、65歳未満の失業者らのその他が9.2％増

で、12万1,570世帯と急増しております。雇用情

勢の悪化を如実に反映しており、極めて憂慮す

べき事態であると思います。８月25日に公表さ

れた2009年版「厚生労働白書」の中でも指摘さ

れておりますけれども、生活保護を受給するよ

うになる前に自立を維持できるようにすること

がセーフティネットの重要な役割であります。

ここではまず、本県における生活保護受給の動

向について、福祉保健部長にお聞きしたいと思
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います。

通告しておりました最後の質問であります

が、捕獲したシカなどのその後について、農政

水産部長に伺います。

「捕獲したシカなど」、説明するまでもな

く、農作物などに深刻な被害をもたらす野生鳥

獣についてであります。野生鳥獣の被害につい

ては、９月議会において、特に野生猿による被

害状況とモンキードックを活用した防止策につ

いて伺ったところでありますが、きょうは、シ

カ及びイノシシによる農作物被害の状況と、そ

れらはどのように推移してきているのか、伺っ

ておきたいと思います。

以上で壇上からの質問を終わり、後は自席か

ら行います。（拍手）〔降壇〕

○県民政策部長（高山幹男君）〔登壇〕 お答

えいたします。

情報システムの共同化についてであります。

今回取り組みます事業は、国の自治体クラウド

開発実証事業を活用するものでありますが、採

択されますのが全国で３カ所の予定であったこ

とから、実証を希望する九州３県で協議しまし

た結果、佐賀県に全国と連携してデータのバッ

クアップを行うデータセンターを置くこととし

たところであります。県内での事業実施に当た

りましては、すべての市町村に参加を募ったと

ころ、延岡市、日向市など３市２町が参加する

ことになったものであります。システム共同化

による効果につきましては、大分・宮崎両県の

市町村が同じシステムを利用しますことから、

システムの構築や改修、運営に要する経費の削

減はもちろん、サーバーを集約することによる

消費電力の削減などの効果も期待しているとこ

ろであります。また、バックアップのためのデ

ータの送受信や保存方法等についても開発実証

し、安全性の向上を図ることといたしておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、子ども・若者育成支援推進法について

であります。この法律におきましては、地域の

実情に応じた子供や若者の育成支援を行う趣旨

から、都道府県計画の作成などの地方公共団体

に対する努力義務が規定されております。県と

いたしましては、国が今後、子ども・若者育成

支援推進大綱を作成することとなっております

ので、その内容を踏まえ、関係部局と連携しな

がら検討を行ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、生活保護の動向についてであります。

本県の被保護世帯及び被保護人員は、平成16年

度以降横ばい状態でありましたが、昨年度から

増加傾向となり、平成21年10月の速報値では、

被保護世帯数が１万1,107世帯、被保護人員が１

万4,656人となっております。昨年同月と比較し

ますと、それぞれ1,017世帯、1,315人増加し、

世帯、人員ともに約１割の増加となっておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

求職者総合支援センターについてでございま

す。センターの利用実績につきましては、こと

し４月22日の開設以来、11月末までで延べ237人

が利用し、332件の相談が寄せられております。

その主な内容としましては、生活支援に関する

ものが128件と最も多く、次いで、就労に関する

ものが105件、住宅確保に関するものが42件と

なっております。以上でございます。〔降壇〕

○農政水産部長（伊藤孝利君）〔登壇〕 お答

えいたします。
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野生鳥獣によります農作物の被害についてで

ございます。平成20年度の野生鳥獣によります

農作物被害につきましては、市町村の報告によ

りますと、面積で約1,600ヘクタール、金額では

約２億円となっております。このうち、イノシ

シとシカの被害状況につきまして、平成15年度

と平成20年度で比較してみますと、イノシシで

は、被害面積が460ヘクタールから420ヘクター

ルに若干減少しておりますものの、被害金額

は、4,800万円から8,200万円に大幅に増加して

おります。また、シカでは、被害面積が240ヘク

タールから330ヘクタールに、被害金額が2,400

万円から5,100万円に、いずれも大幅に増加して

おります。そのほか、直接的な農作物被害にと

どまらず、営農意欲の低下や作付の断念など

の、数値としてとらえられない影響もあるもの

と認識しております。以上であります。〔降

壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

道路橋の実態に関する報道についてでありま

す。この報道は、昨年の３月に、国土交通省か

ら全国の自治体に対し、長さ15メートル以上の

道路橋の規制状況と、規制を必要とする原因及

びその内容について報告を求められたことか

ら、県が、県内の市町村分も合わせまして４月

に報告し、公表をされたものであります。本県

の状況につきましては、全面通行どめを行って

いる橋梁は、市町村で１橋、県管理ではござい

ません。重量制限を行っている橋梁は、県が１

橋、市町村で11橋となっております。なお、規

制の主な原因につきましては、部分的なコンク

リートのひび割れや、手すりの老朽化等であ

り、直ちに崩落につながるものとはなっており

ません。また、県におきましては、この調査と

は別に、平成19年度から本年度にかけて、橋梁

の長寿命化を図る、いわゆるアセットマネジメ

ントを検討する中で、15メートル未満を含むす

べての橋梁の点検を行っております。その結

果、県が管理する約2,000橋のうち、交通どめを

必要とするような危険な状態のものはございま

せんが、約240橋については、維持管理していく

上で部分的に何らかの修繕が必要であると診断

をしたところであります。市町村につきまして

は、現在、それぞれ橋梁の点検を実施しており

まして、平成24年度までには、15メートル以上

の橋梁についてすべて終了する予定でありまし

て、今後、その詳細が明らかになってくるもの

と考えております。以上であります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、県立高校生の就職状況についてであり

ます。来春卒業予定者の10月末の内定状況につ

きましては、56.6％で、前年同期比マイナ

ス10.2ポイントとなっております。また、県内

・県外の別で見てみますと、県内が49.4％、県

外が65.0％と、県内の就職が厳しく、また、男

女の別では、男子が62.0％、女子が49.0％と、

女子の就職が厳しい状況になっております。

次に、小中学校における学校図書館担当職

員、いわゆる学校司書の配置状況についてであ

ります。文部科学省が平成21年４月に発表いた

しました平成20年度「学校図書館の現状に関す

る調査」によりますと、本県で学校司書を配置

している学校数の割合は、小学校で32.3％、中

学校で29.7％となっております。以上でありま

す。〔降壇〕

○警察本部長（鶴見雅男君）〔登壇〕 お答え

します。

３人乗り自転車の県内におけるレンタル制度
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等の実施状況についてでありますが、県内でレ

ンタルや購入費用の一部助成制度を導入してい

る自治体・団体等につきましては、現在のとこ

ろないものと承知をしております。

次に、高齢運転者等専用駐車区間制度の概要

と本県の取り組み状況等についてであります。

この制度は、道路交通法の一部改正により新設

をされ、来年の４月19日から施行される予定で

ありまして、身体機能の低下等が見られます高

齢運転者の方々等を支援するものであります。

高齢者や肢体不自由な方々などがよく利用され

ます官公庁、福祉施設、あるいは銀行などの施

設で駐車需要が満たされていない場合に、その

施設の直近の道路上に、高齢運転者等のための

専用駐車区間を都道府県公安委員会が設置する

というものであります。この高齢運転者等専用

駐車区間に駐車できますのは、70歳以上の高齢

運転者のほか、聴覚障がいまたは肢体不自由を

理由に免許に条件を付されている方、及び妊婦

等政令で定める方が対象であります。駐車する

には、本人の申請に基づきまして、都道府県公

安委員会が交付する標章が必要であります。ま

た、この標章は、全国に設置されます同専用駐

車区間で使用することができることとなる予定

であります。

この制度に関する本県の取り組み状況であり

ますが、現在、設置可能な区間の選定を進めて

いるところでありまして、選定に当たりまして

は、駐車需要、道路状況等のほか、地域の方々

等の意見を伺いながら選定することとしており

ます。また、選定後は、有効な活用が図られま

すように、チラシ配布や県警ホームページ等に

より広報いたしまして、県民の皆様への周知を

図ってまいる所存でございます。警察といたし

ましては、進展する高齢化社会を踏まえまし

て、高齢運転者の方々等が安心かつ快適に運転

できるよう、今後とも交通環境の整備に努めて

まいりたいと考えております。

次に、万引きに占める少年の割合についてで

ありますが、過去５年間における万引き非行少

年の検挙状況につきましては、検挙人員、検挙

総数に占める少年の割合ともに、平成17年が最

も多く、また割合も高くなっておりまして、万

引きの検挙総数945人のうちの362人が少年で、

少年の占める割合は約38％となっております。

平成18年以降は減少傾向にありまして、昨年は

検挙総数946人でありますけれども、そのう

ち233人が少年でありまして、その割合が約25％

となっている状況であります。以上でありま

す。〔降壇〕

○新見昌安議員 それぞれ答弁をいただきまし

た。ありがとうございます。何点か伺っていき

たいと思います。

まず、若者支援についてでありますが、求職

者総合支援センター、開設から７カ月たったと

ころでありますけれども、利用者の延べ人数

が237人というのはどうかなと。ちょっとばかり

寂しい気がいたします。相談員は４名常駐して

おりますので、じっくり時間をかけて相談に対

応できるというメリットもありますけれども、

もう少し有効活用を図る必要があるのではない

か。求職者総合支援センターが開設される２カ

月前に、同じビルにある宮崎労働局と県が開設

した共同就職支援センターを知事が訪問された

ときの写真を新聞で見たことがあります。真剣

なまなざしでパソコンの画面を見詰める姿が映

し出されていたと思います。厳しい雇用情勢の

中で、再就職を目指す方たちを支援したいとい

う知事の熱い思いは、求職者総合支援センター

のほうにも詰まっているんじゃないかと思いま
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すが、有効活用について知事に見解を伺いたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 私は、この支援セン

ターの開設のときに参りまして、その後、アポ

なしで突然訪問したこともありました。相談者

が少なかったです。少なかったというよりだれ

もいませんでした。係員の方が暇そうにしてい

らっしゃいました。ですから、就職とか、こう

いう求職とか、ハローワークとか、そういった

ところは、込まないのが社会状況としてはいい

んでしょうけれども、昨今の雇用状況を見てい

ますと、こういったところに人が殺到する状況

を見ていますと、そういう視点から見ると、求

職支援センターというのは人が少ないと。つま

り、利活用されていないというか、周知されて

いないというような状況じゃないかと思ってい

ます。一方、ハローワークにその日、同じ日に

行きましたが、ハローワークのほうは人で混雑

しておりました。ですから、有効な利活用とい

うのは─この前、渋谷のハローワークが窓口

を一元化されましたね。ああいうハローワーク

の近くに開設するとか、中に一元化するとか、

あるいはもうちょっと周知徹底をするとか、そ

ういった対策はこれからとっていかなきゃいけ

ないと思っております。いずれにしろ、相談者

の多寡にかかわらず、こういう相談窓口は必要

だと思いますので、これの有効活用に向けて取

り組んでいきたいと思っております。

○新見昌安議員 私も不要だと言っているわけ

ではありません。その存在をしっかり県民に知

らしめてくださいということであります。きち

んと周知することによって、多くの方が訪問さ

れてくるんじゃないかと思います。若者の求職

に関する相談に関しては、「ヤングＪＯＢサポ

ートみやざき」あたりともしっかり連携をとっ

ていただきながら、きめ細かな対応をしていた

だきたいというふうに思います。

また、高校生の就職状況についてもお聞きし

ましたけれども、改めて、第二の就職氷河期が

現実のものになりつつあるんじゃないかという

実感がいたしました。女子の内定率のほうが低

いのは、全国と同じような傾向にあるわけです

けれども、ここに来てもまだ就職が決まらない

生徒に対するきめ細かな指導、あるいは卒業ま

でに就職が決まらなかった生徒の心のケア、今

後どのように取り組んでいくのか、教育長にお

伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 就職を希望する生徒

に対する進路指導体制の充実のために、退職教

員による就職支援教員７名と、企業経験者など

の進路対策専門員５名を学校に配置しておりま

したが、10月から、進路対策専門員を18名増員

いたしまして、厳しい就職状況への対応を図っ

たところであります。各学校におきましては、

教員とこれらの進路対策専門員等がお互いに密

接な連携をとりながら、求人開拓のための企業

訪問や、生徒・保護者との面談、進路講演会等

を行っているところであります。また、現在就

職が決まっていない生徒に対しましては、今後

の新たな求人に向けて親身になって相談に応じ

るとともに、卒業時に就職が決まらなかった生

徒に対しては引き続き支援していくことを伝え

るなど、精神的な面でも支えてまいります。今

後とも、県教育委員会といたしましては、学校

と連携をして粘り強く求人開拓を行いますとと

もに、一人でも多くの生徒の進路が実現できる

よう取り組んでまいりたいと考えております。

以上です。

○新見昌安議員 精神的な負担が重くのしか

かっている、また、それに押しつぶされそうに
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なっている子供たちはたくさんいるんじゃない

かと思います。つらい思いになります。ぜひと

もメンタルな部分へのきめ細かなフォローをお

願いしておきます。

子ども・若者育成支援推進法についてです

が、特に、子ども・若者支援地域協議会の設置

が重要になってくるのではないかと考えます。

この取り組みについてどのように考えているの

か、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 子ども・若者

支援地域協議会に関しましては、さまざまな課

題を抱える子供や若者に対し、福祉、雇用、教

育などの関係機関が連携して総合的な支援を図

ろうとするものであります。その設置につきま

しては、子供や若者を支援する既存のネットワ

ークの活用なども含め、関係機関等と意見交換

などを行いながら検討してまいりたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 先ほどの壇上からの質問への

答弁で、法律は成立したわけですけれども推進

大綱がまだ作成されていないということがわか

りました。推進大綱は推進本部が作成するとい

うことになっておりまして、その本部長は内閣

総理大臣をもって充てるというふうになってお

ります。実効ある法とするためにも、国におい

ては、この推進大綱の一日も早い作成をお願い

したいというふうに思います。と同時に、県に

おいては、法の趣旨も含めまして、子ども・若

者育成支援推進法を広く県民に周知させていた

だきたいというふうに思いますが、どのように

取り組んでいくのか、これは知事にお伺いをし

たいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私は、かねてから、

地域づくり、県勢の発展には、人材の育成と産

業の創出、この二本柱と思っております。そう

いった意味では、人材を育成するという視点に

おいては、この法律は非常に有意義だと思って

おります。先ほど来、議員御指摘のように、国

が大綱をつくって、それに沿って計画を立てる

ということでございますので、その大綱をまっ

て関係部局あるいは市町村、国との連携を図り

まして、これを進めてまいりたいと。この周知

に関しても全力で取り組んでいきたいと考えて

おるところでございます。

○新見昌安議員 よろしくお願いします。

次に、道路行政についてですが、諸外国に比

べると、日本の建造物はかなり安全じゃないか

と。地震国ゆえにしっかりした考慮がなされて

いるのではないかというふうに思っていたわけ

ですが、そういった中での今回の報道で、いさ

さか驚いたところであります。答弁では、県が

管理する橋のうち危険な状態にあるものはない

ということで一安心でありますけれども、壇上

でも述べたように、今後、定期点検が極めて重

要になってくるんじゃないかと思います。県と

してはどのように取り組んでいくのか、県土整

備部長に伺いたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 今後、アセッ

トマネジメントに移行する上では、議員御指摘

のとおり、橋梁の定期的な点検とその対応の判

断、診断が重要であると考えております。この

ため現在、その導入に向けた取り組みを行って

いる中で、点検の方法や橋梁診断の考え方を取

りまとめました橋梁点検マニュアルを策定する

こととしているところでございます。

○新見昌安議員 点検マニュアルの策定、ぜひ

とも早目に仕上げていただきますようにお願い

をいたします。

次に、交通行政についてですが、県内で３人

乗り自転車のレンタル制度、一部助成制度につ
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いて、導入している自治体・団体はないという

ことでありました。３人乗り自転車が解禁され

てからまだ５カ月しかたっていないということ

もありますけれども、レンタル制度あるいは購

入費の一部助成制度の導入について、今後、警

察本部から県内各自治体に対して働きかけをす

べきじゃないかと思いますけれども、警察本部

長の見解を伺いたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） ３人乗り自転車

は、相応の強度、安全性を有するものでありま

して、一般の自転車よりも高価なものでありま

すことから、その利用促進を図るために、発売

開始に先立ちまして、５月から実施をいたしま

した県内各市町村長との交通安全対策の協議の

機会に、レンタル制度等の導入についての検討

をお願いしてきたところであります。今後、ま

た機会をとらえてそういったこともお願いをし

てまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 私たちも公明党の市町村会議

員を通して要請していきますけれども、警察本

部としても、しっかりお願いをしたいと思いま

す。また、壇上で述べましたチャイルドシート

の貸し出し事業については、県内の13の交通安

全協会で現在も実施されているようでありま

す。保有台数863台、ことしの１月から10月末ま

での延べ貸し出し台数2,167台と、結構実績があ

るようであります。市町村のみならず、交通安

全協会が保有しての貸し出しも一考の価値があ

るんじゃないかと思います。検討していただけ

ればと思います。

もう一点、３人乗り自転車について、安全な

利用を促進するためにも、交通安全の教育が重

要になってくるんじゃないかと思います。これ

についてはどのように取り組んでいかれるの

か、同じく警察本部長に伺います。

○警察本部長（鶴見雅男君） ３人乗り自転車

の安全な利用を促進するためには、まず、安全

基準に適合した自転車の利用を促進いたします

とともに、自転車利用者の交通ルールとマナー

の遵守、３人乗り自転車の正しい利用方法につ

いての理解が必要であります。県警といたしま

しては、今後も自転車販売店や幼稚園、保育所

等と協力をいたしまして、幼児を持つ保護者を

対象に、幼稚園等への送迎時や利用者が集まる

機会をとらえまして、安全な乗り方、幼児を同

乗させる際の注意事項等について周知・指導を

実施してまいりたいというふうに考えておりま

す。

○新見昌安議員 よろしくお願いいたします。

続いて、子供の健全育成についてですが、ま

ず、学校司書をふやすためにも、先ほど壇上で

紹介しましたが、島根県のような取り組みをす

べきじゃないかと考えます。教育長の見解を伺

いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 魅力的で利用しやす

い学校図書館づくりは、子供たちの読書活動を

推進するために欠かすことのできないものであ

り、学校図書館の充実や情報化の推進等を行う

学校司書の役割は大切であると考えておりま

す。県教育委員会といたしましては、昨年度ま

で取り組んでまいりました学校における読書活

動推進モデル事業におきまして、地域の人材を

学校司書として配置し、図書館の設営や資料の

分類など図書館環境の整備にかかわる支援を

行ってきたところであります。本年度から、こ

の取り組みに加えまして、小中学校９年間を見

通した読解力の向上を主な目的として、県内の

３地域に読解力向上推進サポーターを配置した

ところであります。今後は、各市町村でこれら

の成果を生かしていただき、利用しやすい学校
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図書館づくりや読解力の育成に役立てていただ

きたいというふうに考えております。そういう

中で、お尋ねの島根県の取り組みにつきまして

は、全国初の試みであると聞いておりますの

で、その成果等について情報の収集に努めてま

いりたいと考えております。以上です。

○新見昌安議員 検討や研究、こういった前の

段階にとどまるようですけれども、確かに島根

県の取り組みは、今年度から５年計画というこ

とでスタートしたばかりの先駆的なものだとい

うふうにあります。年度ごとの情報収集にしっ

かり取り組んでいただければというふうに思い

ます。

もう一点、これは高知県ですが、これも今年

度からスタートしたようですけれども、本が好

きな小中学生を「子ども司書」として育成し、

読書の楽しさ、大切さを友達に広めていく、読

書活動推進のリーダーになってもらうための子

ども司書を養成する取り組みがスタートしてい

るようであります。このままいくと、来年の１

月に認定をされて、新年度から、図書館や学校

で司書のアシスタントをしたり、読み聞かせな

どのボランティアの一員となってもらうという

ようなことですが、本当に夢がある事業じゃな

いかと思います。この子ども司書についても、

本県で導入できないかどうか、教育長の見解を

伺いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 本県におきまして

は、子供の読書活動への関心を持たせるととも

に、多様な読書環境の整備のために、地域ぐる

みの読書活動を推進します「読書活動推進講

座」や、小中学校における全校一斉読書、ボラ

ンティア団体による読み聞かせ等を行うなど、

さまざまな取り組みを行ってきているところで

あります。高知県や福島県の矢祭町で実施して

おります、御質問にありました「子ども司書」

の取り組みは、読書に関心の高い児童生徒を対

象に、プロである図書館の司書を講師にして講

座を開催することによりまして、司書のノウハ

ウを学ばせ、子ども司書として養成するものと

伺っておりまして、読書への関心をさらに喚起

するという点で新たな取り組みであるというふ

うに考えております。この取り組みは、御質問

にもありましたように、いずれも始まったばか

りでありますので、その成果や課題を見きわめ

ていく必要があるというふうに考えておりま

す。以上です。

○新見昌安議員 次に、万引き防止についてで

あります。先ほどの答弁で、「減少傾向にあ

る」という部分だけには救われた気がしたんで

すけれども、それでも233人という子供たちが検

挙されております。この数字をさらに減らすた

めの努力をしていかなければならないというふ

うに思っております。少年たちが万引きに走ら

ないようにする防止策の一つとして、店舗ある

いは事業者側へ働きかけをすることも重要に

なってくるのではないかと思います。この事業

者側への働きかけはどのように取り組んでいか

れるのか、見解を警察本部長に伺いたいと思い

ます。

○警察本部長（鶴見雅男君） 万引きの防止に

つきましては、各警察署において、商店街並び

に学校関係者等で構成をいたします「万引き非

行防止対策協議会」というものを設立しており

まして、店舗側には、万引き防止のために、自

主警戒活動の強化や万引き防止用ポスターの掲

示をお願いしているほか、地域警察官による店

舗内のパトロール等を実施しているところであ

ります。さらに、万引きが多い店舗を中心に、

県下64店舗を「万引き防止モデル店」に指定を
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いたしまして、陳列だなの見通しをよくするな

どの商品陳列方法の改善をしていただいたり、

従業員による店舗内の巡回や少年への声かけな

どの、万引きができない環境づくりへの働きか

けを行っているところであります。警察といた

しましては、万引きは、本格的な非行へ深化を

していく危険性が高い非行としてとらえており

まして、今後とも、関係機関・団体と緊密に連

携しながら、規範意識の醸成と街頭補導活動の

強化を図るなど、少年の健全育成に努めてまい

りたいと考えております。

○新見昌安議員 学校現場では、万引き防止に

関する指導をどのように行っておられるのか、

教育長に伺いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 各学校におきまして

は、道徳やホームルームの時間を初め、すべて

の教育活動を通して規範意識や倫理観の醸成に

努めますとともに、学校参観等の機会を利用し

て、家庭におけるしつけの重要性について保護

者への啓発を行っているところであります。ま

た、各学校が警察の協力を得ながら実施してお

ります「非行防止教室」におきまして、万引き

の事例を取り上げて、悪いことは悪いといった

善悪の判断や、決まりを守ることの大切さを理

解させる取り組みを進めております。県教育委

員会といたしましては、今後とも、市町村教育

委員会や警察等の関係機関と密接な連携を図り

ながら、児童生徒に、社会のルールを守り、マ

ナーを身につけさせる取り組みが一層充実する

よう、学校に対する指導に努めてまいります。

以上です。

○新見昌安議員 警察と学校現場、しっかり連

携をとっていただいて、万引きは犯罪であると

いうことを厳しく教えてやっていただきたいと

思います。それが子供たちを守ってやるという

ことにつながり、子供たちが長じた後も心に傷

を残さないということになりますので、よろし

くお願いをしておきたいと思います。

次に、生活弱者支援についてでありますが、

生活保護の動向で、この１年間で世帯、人員と

も１割の増加ということは、やはりゆゆしき問

題であると思います。経済・雇用情勢が厳しさ

を増す中、多重債務や生活保護に陥る前に、何

らかの対策を講じる必要があるわけですけれど

も、本年10月に一つのセーフティネットが強固

になったというふうに思います。きのうの一般

質問でも取り上げられておりましたけれども、

生活福祉資金貸付制度の抜本的な改正でありま

す。昭和30年の制度創設以来、実に54年ぶり

と、抜本的な見直しとなったようであります。

この制度については、昨年の11月議会で、「連

帯保証人が必要。借りたいときに借りられない

といった、極めて使い勝手が悪い、利用面での

制度改善が必要」というふうに訴えたところで

ありますけれども、国が定めた制度ゆえに厳し

い面がありました。今回の改正の大きな目玉

が、連帯保証人がなくても利用できるように

なったということ、また、金利が原則年３％か

ら1.5％に引き下げられたことなどであります。

また、さらに、10種類あった資金を４種類に統

合したと。その一つに、失業などで生活に困窮

する世帯に対する総合支援資金というものを創

設したということも挙げられるんじゃないかと

思います。今回、改正施行された生活福祉資金

貸付制度の周知への取り組みと、まだ２カ月経

過しただけですけれども、この間の貸し付けの

実績について、福祉保健部長に伺いたいと思い

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 改正後の生活

福祉資金貸付制度につきましては、事業実施主
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体である県社会福祉協議会の情報誌等を通じ

て、民生児童委員等関係機関への周知を図ると

ともに、相談窓口である市町村及び市町村社会

福祉協議会において、相談者等に対し、詳しく

説明を行っているところであります。また、改

正後の10月の貸付実績につきましては、貸付件

数31件、貸付金額3,125万5,800円となってお

り、改正前の今年度４月から９月までの月平均

が、貸付件数約11件、貸付金額約1,100万円であ

りましたので、改正後は約３倍の貸付実績と

なっております。以上でございます。

○新見昌安議員 これだけ貸付実績が伸びたと

いうことは、今までがいかに使い勝手が悪かっ

たかという証左ではないかと思います。今後も

この制度の周知にさらに努めていただきますと

ともに、利用促進を図っていただきたいという

ふうに思います。

最後になりますけれども、捕獲シカ等のその

後についてということであります。まず、シ

カ、イノシシ捕獲の現状とその推移について伺

いたいと思います。また、捕獲したシカ肉の有

効活用についてはどのように考えておられるの

か、環境森林部長に伺いたいと思います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 平成20年度の

捕獲頭数につきましては、シカが9,233頭、イノ

シシが9,347頭となっておりまして、５年前の平

成15年度に比べますと、シカが約1,000頭、イノ

シシが約400頭の増となっております。シカ肉に

つきましては、１頭当たりのとれる量が少ない

ことや、年間を通した安定的な供給が難しいこ

とから、ほとんどは自家消費にとどまっている

現状にありますけれども、最近、シカ肉を資源

といたしまして地域活性化に生かそうとする発

想から、試食会の開催とかソーセージなどへの

商品化の取り組みが見られるようになっており

ます。しかし、シカ肉の有効活用には、安定供

給や解体・加工処理、あるいは魅力ある商品開

発などの課題もありますので、今後、関係機関

と連携を図りながら、その活用方法について研

究してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 日本では、古来、イノシシの

肉は「ぼたん」、シカの肉は「もみじ」といっ

て食べてきたようであります。また、フランス

では「ジビエ」というそうなんですが、シカ肉

などが貴重な食材として活用されているようで

あります。人間の食用にとどまらず、高たんぱ

く、低カロリーで健康によいということで、長

野県の伊那市等では、犬のためのペットフード

としてこのシカ肉を活用する取り組みもスター

トしているようであります。おもしろい取り組

みではないかと思います。本県でも、このシカ

肉の有効活用、ペットフード等への活用を研究

してみたらというふうに提案をいたし、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）

○中村幸一議長 次は、高橋透議員。

○高橋 透議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い、質問をいたします。

20年先を見据えた新たな総合計画の策定が進

められています。シミュレーションによります

と、本県人口は、20年後に100万人を割る予測が

立てられています。人口増による右肩上がりの

成長はもう過去のことであり、人口減少のもと

でどう生産性を高め、限られた財源で有効な政

策の立案が極めて重要になってきます。この20

年、県土の均衡ある発展を標榜され、県政運営

に取り組んでこられたと思いますが、果たして

現状はどうなのか、疑問が残るところでありま

す。県都宮崎市に人口が集中する一方で、中山

間地を抱える地方都市が衰退し、宮崎県内にお
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ける地域格差が拡大しています。地域格差は、

教育・文化の格差を生み、人づくりの格差にま

で広がっているのではないかと心配します。平

成18年５月に、当時の東大総長・小宮山宏さん

の講演会が宮崎市でありました。太陽光エネル

ギーの優位性や将来展望などについて話された

のを記憶しています。東大総長が宮崎に来られ

るなんてめったにないことですから、私も講演

を聞きに宮崎観光ホテルに行きました。開会を

待っていましたら、高校生が何人も入ってきま

した。制服を見ると、宮崎市内の高校に通う生

徒ばかりです。講演が終わった後に、「これっ

て不公平ですよね」と総合政策課の方に申し上

げましたら、県教育委員会から県内の高校に案

内してありますとのことでした。そう言われて

も、平日です。宮崎市以外の高校生はそう簡単

には来ることができません。こういうイベント

などは結構、宮崎市内であると思います。芸術

劇場や美術館があり、豪華な図書館、映画館も

あります。さらに、スポーツ施設は宮崎市に集

中しています。やっぱり不公平感を覚えます。

もう一つ、宮崎市以外に居住していると大変

だなと思うことがありました。日南でのある懇

親会で、アルコールを飲まない方が目の前にい

らしたので、理由を聞いてみました。コブクロ

のコンサートに行った高校生の息子を宮崎市民

文化ホールまで迎えに行くとのことでした。コ

ンサートへ行くときはＪＲ日南線とバスを利用

できます。しかし、コンサートの終了が10時近

くなので、帰りは宮崎駅までのバスがなく、コ

ンサート会場まで迎えに行かなくてはならない

とのことでした。同じ宮崎県でも、住む地域が

違うことによってこんなに大変なんです。これ

が西臼杵や東臼杵になると、もっともっと大変

になります。入場料以外に交通費などの余分な

お金も必要になります。例を挙げれば切りがあ

りませんが、県都宮崎市以外に居住される方々

の苦労がたくさんあることを少しでもわかって

いただきたい思いのほどを申し上げた次第であ

ります。

そこで、将来に向けた本県の課題について、

向こう20年の計画を策定するに当たり、これま

での20年をどう総括するかが大事です。知事は

この20年をどう総括されているのかお尋ねしま

す。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〕 これまで

の20年の総括についてであります。これまで

の20年間を振り返りますと、国際的には、冷戦

終結に始まるグローバル経済の進展という大き

な流れがありまして、国内的には、バブル崩壊

とそれに続くいわゆる「失われた10年」、そし

て、世界経済が大きく変化する中での新たな成

長の模索といったように、時代は大きく移り変

わっております。このような変化に対応し、経

済成長を維持していくため、規制緩和を初めと

するさまざまな構造改革が進められましたが、

その一方で、都市部への人口集中や格差の拡

大、さらには、雇用不安の深刻化などのさまざ

まな問題も生じており、これまでの経済成長の

あり方について、そろそろ見直されるべき段階

に来ているのではないかと思っております。

このような中、本県におきましては、リゾー

ト構想やフォレストピア構想等、本県の特性を

生かした産業振興や地域づくり、あるいは県土

の均衡ある発展のための社会基盤の整備等に取

り組んできたところでありますが、少子高齢化

の進行やグローバル化に伴う競争の激化等、本

県を取り巻く情勢は依然として厳しいものがあ

ると考えております。これから本格的な少子高
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齢・人口減少時代を迎えますが、本県が将来に

わたって個性と活力ある地域であるためには、

長期的な展望を持って戦略的な施策を講じてい

く必要がありますので、現在、作業を進めてお

ります新たな総合計画においては、これまでの

取り組みの成果や課題も十分に踏まえた上で、

将来ビジョンを描いていきたいと考えておりま

す。〔降壇〕

○高橋 透議員 余り私の質問に対するお答え

になっていないような気がするんですが、20年

先を見据えた県の総合計画なんですね。全国で

初めてと聞きます。私は、それだけ重みのある

ものだと受けとめているわけで、県民政策部の

方々を初め、職員の方々の苦労をお察しすると

ころであります。そこでお尋ねしていきますけ

れども、本県は今後何を武器にしていくのか。

今、地域の雇用機会が不足しております。若者

がいまだ大都市へ流れる状況が続いておりま

す。そのことが地域力を低下させていると思い

ます。しかし、私ども、まだ本県には大都市に

ない強いきずなで結いが多く存在していると思

います。地域の方が地域みずから解決する、そ

ういう力を持っていると私はまだ確信をしてお

ります。そこで、労働力が減少して、財源が不

足する中で、より効果的な政策を打ち出すため

に、大都市には負けない地域の支え合いを維持

し、広げていくことが大事であります。そのた

めには、医療や福祉、防災、教育が、都市部と

格差なく均等に整備・維持されなければならな

いと思います。今後、本県が20年間発展してい

くために何を武器にしていくのか、知事に答弁

を求めたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 本県の自然と環境の

豊かさ、そういったものがまずは武器になると

思います。本県の基幹産業であります農林水産

業を中心として、食料基地にする。あるいは、

太陽の日照時間あるいは晴天率等々生かした太

陽光発電あるいは新エネルギーの開発、そう

いったものを基調とした産業の創出。あるい

は、温厚な、そしてまた穏和な県民性というも

のが、観光、おもてなし、そういった付加価値

を生むのではないかと。あるいは、共立総合研

究所というところが昨今出しましたが、宮崎県

は、「いい子が育つ」都道府県で１位に輝いて

おります。そういった意味で、人材の育成、子

供を生み育てていく、そして教育していく、そ

ういったものに可能性を感じるきょうこのごろ

でございます。

また、議員が御指摘の地域コミュニティーの

崩壊といいますか、それが非常に国家全体の活

力を失っているのではないかと思っておりま

す。そういったところにも、私は県民総力戦と

言っていますが、まじめな、そしてまた、非常

に地味でおとなしく、勤勉な宮崎の県民性、国

民性を利活用しまして、新しいコミュニティー

づくり、そういったものが宮崎県でできないか

というようなことも考えております。そういっ

たものが、今後の宮崎が全国へ発信していく、

あるいは存在感を示す、あるいは地域特性を生

かした地域づくりというものをしていく一つの

重要なファクター、要素になると考えていま

す。以上です。

○高橋 透議員 私が壇上から申し上げてきた

教育・文化の格差に余り触れられませんが…

…。今議会でもいろいろと医師不足を質問され

ておりますが、なぜ県北、県西に医師が不足す

るか。私の住む県南もそうですが、先ほど申し

上げた教育・文化の格差に原因があるというふ

うにも言われているんです。だから、今後の20

年を見据えた総合計画は、丁寧、慎重に策定し
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なければならないと私は訴えたいのでありま

す。

そこで、その策定方針について伺っていくわ

けでありますが、県内８ブロックで地域別の県

民会議を開催されるようになっています。この

８ブロックで28市町村の意見をしっかり反映で

きるのか、伺いたいのであります。最初に開催

されました南那珂ブロック、この出席者には、

自治会代表あるいは産業・経済団体代表、医療

福祉、さらには教育分野の代表者が明確に人選

されていないと私は見受けました。いわゆる、

県民参加による計画策定という今度の総合計画

の策定方針になっています。人選は適切なの

か、県民政策部長の見解をお伺いしたいと思い

ます。

○県民政策部長（高山幹男君） 総合計画への

県民参加ということだと思いますけれども、新

たな総合計画の策定に当たりましては、県民の

皆様のお考えとか率直な御意見が反映された県

民参加による計画といたしますために、今御質

問にありましたように、県内を８つのブロック

に分けまして、地域別の県民会議を設置してい

るところでございます。そのメンバーにつきま

しては、１地域当たり20名程度で、年齢とか性

別、分野等のバランスを考慮しまして、市町村

から推薦のあった方々、公募に応じていただい

た皆様で構成しており、11月からスタートいた

しました会議においては、地域の実情を踏まえ

ました自由で建設的な御議論や御提案をいただ

いているところでございます。また、この地域

別の県民会議のほか、県民を対象としたアンケ

ート調査を実施いたしますとともに、今後、テ

ーマ別あるいは年齢層を特定した意見交換等も

検討していく必要があると考えておりまして、

県民の皆様の多様な参画のもとで計画を策定し

ていきたいというふうに思っております。

○高橋 透議員 よくわかりませんけれども、

先ほど知事の答弁の中でありましたけれども、

いま一度聞きます。本県の基幹産業は何でしょ

うか、知事。

○知事（東国原英夫君） 建設業とか、製造業

とか、観光関係といったサービス業とか、重要

な産業は数々あると思いますが、やはり本県の

特徴であります自然と環境といったもの、ある

いはその生産額、全国で有数の生産額といった

ものを見ますと、農林水産業あるいは農林水産

業関係の食料品加工関係のそういった総合産業

が本県の基幹産業だと私は考えています。

○高橋 透議員 もう簡単でよかったんです

が、農林水産業ですね。その農林水産業、実は

南那珂ブロックの県民会議には水産業の方が

入っていません。さらに伺いたいのは、県総合

計画審議会の委員、農業、林業を代表する方は

いらっしゃいますが、これまた水産業を代表す

る方が見受けられないんです。なぜでしょう

か。知事の見解を伺います。

○知事（東国原英夫君） この総合審議会とい

うのは、学識経験者としての委員の定数が、条

例で15名と定められておりますことから、委員

の皆様にはそれぞれの専門分野に限らず、幅広

い御意見、御経験、あるいは御提言をいただく

こととしておるところなんですが、何分15名と

定められておりますので、水産関係が外れてし

まったと。しかし、総合計画審議会の専門部会

を置くこととしておりますので、その専門部会

のほうには、もちろん水産業からも参加してい

ただくということになっております。

○高橋 透議員 外れたとおっしゃるのは、こ

れはまた水産関係者の方は立腹されると思うん

ですが、実は４～５年前でしたか、私ども県議
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会の環境農林水産常任委員会が設置されたと

き、実は当初「水産」の名称がなかったんで

す。そのことに水産関係団体の代表者などから

抗議とか陳情がありました。結局すったもんだ

の末に、条例を改正して今の名称になったとい

ういきさつがあります。今、専門部会でという

ことをおっしゃいましたけれども、今後策定さ

れる中で、関係者の意見─農林水産業が基幹

産業ということを明確に知事はおっしゃったわ

けですから、十分に意見を聞いていかれるよう

に要望をしておきたいと思います。

次に、計画を実施する段階での市町村との協

議体制はどうなるのか、お尋ねしていきたいと

思います。先月、私の所属する総務政策常任委

員会で、神奈川県の自治基本条例について調査

をしてまいりました。県と市町村の協議体制は

条例に規定されて、条例に基づく協議体制で物

事を決めていくべきとの考え方であります。総

合計画を推進していくに当たって、市町村との

連携は不可欠です。県と市町村との協議体制を

条例で制度化していくべきではないか、伺いた

いと思います。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のように、総

合計画を着実に推進していくためには、もちろ

ん市町村との連携というのは必要不可欠でござ

います。神奈川県の事例を出されましたが、神

奈川県の場合は、横浜とか川崎という政令指定

都市、日本最大の都市がございます。県と市の

関係というものを法律化したい、制度化した

い、その協議の場を。そういったものは、一

部、その政令指定都市が大きいと、県との関係

をということの地域事情があったと私は理解し

ております。本県の場合ですが、市町村長との

自治懇話会あるいは市長会、町村会、議長会と

いった団体との間で、私としては、満足いくと

いいますか、そういう意見の場というのは確保

していると思っておりますので、今のところ

は、県と市町村との協議の場の法制化といった

具体的なことは、まだ考えておらないというと

ころであります。

○高橋 透議員 今、知事は、神奈川県の場合

は、大都市を抱えているそういう特別の事情の

ことをおっしゃいましたけど、神奈川県は、現

在、制定済み市町村が10、検討中が９です。

全33市町村ありますが、神奈川県全体でこうい

う県と市町村との関係を法制化する、そういう

環境が整いつつあるわけです。小さい市だって

そこに入るわけですから、決して横浜とか川崎

だけを向いたものじゃないということなんで

す。それと、あくまでも任意ということなんで

すね、今、知事が、懇話会とかいろんな場で市

町村と協議するということをおっしゃいました

けれども。ただ、きのう、田口議員の質問に対

して知事は、国と地方との協議の場の法制化な

どさまざまなシステムが機能していくことが大

切だということを答弁されています。例えば、

今議会の補正予算の中に新型インフルエンザ対

策事業があります。非課税世帯の接種費用の助

成を支援するものでありますが、財源は、国が

２分の１、県が４分の１、市町村が４分の１と

いう負担です。しかし、この事業というのはそ

もそも全額国庫負担だったはずです。ところ

が、途中で方針が変わって、国は２分の１しか

出しませんよ、あとは県と市町村で出してくれ

ということになったんですね。長妻厚労大臣

は、自治体負担分は特別交付税で補てんするか

らいいということをおっしゃっているらしいん

ですけれども、そうじゃないでしょう。特別交

付税は総額固定されているらしいですから、こ

れはいつもだまされ続けているらしいんです
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ね、自治体は。だから、非常にこれは悩ましい

問題で、信用できないと私も伺っております。

それと、今話題の農業者戸別所得補償、これ

も全額国庫負担ですね。私、ついこの前、新聞

で見ましたら、これを、自治体に財源負担と農

家に自己負担を求める。いわゆる農業共済組合

みたいな制度にしたらどうかという検討も新聞

に載っていて、私、びっくりしたんですが。だ

から、国と地方との協議の場が必要だと、知事

もそういう気持ちできのうも答弁されていると

思うんです。同じようなシステムを、県と市町

村との関係において、協議の場を条例で縛って

制度化すべきじゃないかということを申し上げ

ているんです。市町村だって、一方的に県から

押し付けられた事業によって負担をさせられた

ら、たまったものじゃありませんよ。そのこと

を私は、今度のこの総合計画をつくる上で、神

奈川県みたいな自治基本条例をつくったらどう

ですかということを申し上げているんです。ワ

ーキンググループなんかもつくっていただい

て、ぜひ研究・検討していただきたいと思って

います。

次に、知事の政治姿勢といいますか、期待で

きるかどうかわかりませんが、実は、知事の２

期目の出馬のことを申し上げていくわけですけ

れども、総合計画の総責任者は知事にあるわけ

です。策定の責任者は知事です。したがって、

２期目の知事選出馬を前提とした総合計画と理

解をするんです。私以外のすべての方はそう理

解されていると思うんです。知事はこれまでの

答弁で、しかるべき時期に判断すると言われて

います。そのしかるべき時期というのは今だと

私は思うんです。総合計画を策定し、提案しよ

うとする今が、出馬を表明されるタイミングだ

と思っています。知事は、３年前に、官製談合

事件で本県が本当に失意の底にあったときに知

事に就任されて、宮崎をよみがえらせていただ

いた功績があるというふうに私は思っておりま

す。たまに失言がございますけれども、行政出

身者にはない斬新な発想、これは知事の最大の

魅力だというふうに私は評価しております。さ

らに宮崎を発展へと導かれていくことを、実は

私は確信するんです。私の会派には賛否両論あ

ります。私は、知事のそのすばらしい発想を、

今後の宮崎の発展に導かれていくよう確信した

い。多くの県民も期待しています。態度を表明

するのは今ということで、私は、しかるべき時

期、そのことをいま一度知事に伺いたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 長期総合計画を実行

する、20年後、30年後を見据えた総合計画です

から、計画を実行するために２期目と言われる

と……。計画は20年かかりますから、20年やれ

ということになると、解釈も仕方によるとそう

なるんでありますが。そのお尋ねの点ですが、

今回何人かの方に答弁申し上げましたけれど

も、とりあえず今は一日一日を県勢発展のため

に、推進のために全力を尽くすということしか

考えておりません。はっきり言えることは、１

期は全うさせていただくということです。しか

るべきときにしかるべきタイミングで私自身が

判断して、また、県民の皆様、県議会の皆様の

御意見等も賜りながら判断してまいりたいと考

えております。

○高橋 透議員 この長期計画は、長期、中

期、短期とあるんですよ、そのことは私、詳し

く申し上げていませんけど。だれも20年知事が

やるなんて思っていませんよ。この計画表を見

ますと、マニフェストに基づくアクションプラ

ンというのは、確かに、知事選が終わった後、
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６月議会に提案されるみたいです。でも、それ

までにしっかりとした策定行動というのはずっ

と続くわけでしょう。そのことをする責任者は

あなたなんですよ。だから、この計画に責任を

持つべきだということ、出馬のタイミングは今

だということを申し上げているんです。もう一

遍私の質問に答えてください。

○知事（東国原英夫君） 総合計画というの

は、行政の連続性において立てられるものだと

思うんです。ですから、今、この行政としての

県の方向性を我々が策定するというのは何ら問

題ない。県を20年後、30年後、少子高齢化、人

口減の社会で、この地域をどういう地域にして

いくかというような大まかな計画を立てるとい

うことは、何ら問題がないと。それに対して、

私は、20年後、30年後、この宮崎をどうするか

ということに対して責任を持って計画を立てる

ということでございますから、２期目、３期目

の出処進退とはまた別だと考えております。

○高橋 透議員 一致するところはあるんです

よ。長期な部分は普遍的なものとして、当然だ

れがなってもその部分は生かされないといかん

と思うんです。ただ、アクションプランは少な

くともあなたは手がけるはずです。そのことに

ついて責任はあなたにあるわけで、そのことを

手がけることによって、次に知事になられる方

の手足を縛ることになるわけでしょう。だか

ら、私は、しかるべき時期というのは今だとい

うふうに申し上げたいんです。出るか出ない

か、そのことをはっきり申し上げる時期は今だ

というふうに思うんです。もう一度お願いしま

す。

○知事（東国原英夫君） アクションプランを

つくるというのは、私の責任のもとでやってい

くと思います。それを実行されるかどうかとい

うのは、次の知事さんの判断だと思います。

○高橋 透議員 私の質問の趣旨がわかってい

らっしゃらないかもしれませんが、アクション

プランをつくられる責任者は東国原知事です

よ。そのことを実行する段階であなたがいな

い。新しい知事が来る。それでいいかというこ

とです。

○知事（東国原英夫君） アクションプランと

いうのは23年の１月に発表なんですが、それ

は、２期目の知事さんのマニフェストを踏まえ

たアクションプランということは入っておりま

す。ですから、アクションプランはつくるんで

しょうけれども、それは、次の知事さんのマニ

フェストあるいは総合計画に生かしていかれる

ものだと思っています。僕はそういう理解をし

ています。

○高橋 透議員 よくわかりません。あなたと

は違う候補者のアクションプラン、マニフェス

トを参考にアクションプランをつくるというこ

となんですね。このことに集中しても、私、ほ

かにも大事な質問を控えていますので、どなた

かとやっていただきたいと思います。

通告しています水産業の振興についてお尋ね

していくわけですけれども、水産業は深刻なん

です。低迷が続いていることは御承知のとおり

なんですが、特に燃油高騰、そして、ことしは

魚がとれなかったんです。おまけに魚価も安

かった。踏んだりけったりで、漁師の方は嘆い

ていらっしゃいます。この深刻な水産業の現状

をどう見られているか、知事に見解をお尋ねし

ます。

○知事（東国原英夫君） 本県の水産業につき

ましては、日向灘におきますまき網とか船びき

網等の漁船漁業や養殖業、全国の沖合で操業す

るカツオ一本釣り、マグロはえ縄漁業などを中
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心に、全国でも有数の生産量を誇っており、地

域の重要な産業であると考えております。しか

しながら、近年の漁業経営におきましては、議

員御指摘のように、非常に厳しいものがありま

す。資源の悪化に伴う漁獲量の減少とか、燃油

などの高騰によるコストの増加、景気後退によ

る産地魚価の低迷、そういったもので収益が減

少し、極めて厳しい状況だと言わざるを得ない

と思っております。このため、県といたしまし

ては、養殖場の整備や栽培漁業の推進による漁

場生産力の維持向上、操業方法の改良やグルー

プ化によるコスト縮減あるいは削減と漁獲物の

付加価値向上の推進、そしてまた、みやざきブ

ランドの確立や産地の販売力強化、こういった

施策により収益の増、あるいは資金繰りの円滑

化のために緊急的な資金対策も講じておるとこ

ろであります。今後とも、持続できる水産業・

漁業の構築に向けて全力で取り組んでいきたい

と考えております。

○高橋 透議員 燃油高騰のコスト対策なんで

すが、一時、燃油が１リットル120円を超えまし

たね。そういう時期もありましたから、省燃油

操業実証事業というものが打ち出されて、燃油

高騰分を助成する事業が展開されました。この

事業を生かされたんでしょうか、農政水産部

長、お尋ねします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お話ございま

した燃油価格の高騰に対応した国の省燃油操業

実証事業でございますけれども、本県では、昨

年の９月から本年の８月にかけまして、多くの

漁業者が、燃油価格急騰に対するセーフティ

ネットとして本事業に取り組んだところであり

ます。しかしながら、その後の燃油価格の急落

等もございまして、燃油代が補償基準を下回っ

たといったことから、結果的に国による補てん

は行われなかったところでございます。燃油価

格は、経済情勢や投機筋の動向等によりまし

て、今後も大きく変動することが予想されてお

ります。現在、国のほうでは、新たなセーフ

ティネットとして、燃油価格が一定の基準を超

えて上昇した際に、補てん金を交付する事業が

検討されているというふうに伺っておりますの

で、県といたしましては、これらの国の動きを

今後十分注視してまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○高橋 透議員 適用はなかったということな

んですが、そうだと思うんです。基準が86円で

す。このハードルが高いわけです。現在60円台

の後半で推移をしているようですけれども、現

場の漁師さんから言わせると、従来42～43円、

このときの値段じゃないとやっていけないとい

うふうにおっしゃっています。それどころか、

最近、租税特別措置の見直しが検討されていま

して、たまたま私、テレビを見ていましたら、

重油の免税措置、いわゆる石油石炭税の免税が

廃止になる、俎上に上がったということをニュ

ースで見ました。そうなると、約２円４銭が燃

油に上積みされるということになるんです。非

常に心配をします。今、部長の答弁にもありま

したように、有効な対策を検討中ということで

すから、今後も国に強く働きかけていかれるよ

うに要望しておきたいと思います。

次に、融資制度の関係で質問しますが、９月

補正で制度化されました漁業緊急保証対策資金

利子補給金は、資金に困窮する漁業者を幅広く

対象にすべきだと私は考えます。どのような融

資基準になっているのか、農政水産部長にお尋

ねします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お話にござい

ました漁業緊急保証対策資金につきましては、
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厳しい状況に直面しております本県水産業の経

営改善を早急に支援するため、漁獲金額や利益

率が前年に比べて３％以上減少するなど、一定

の要件に該当する漁業者に対しまして、県の利

子補給による低利融資を行い、資金融通の円滑

化、金利負担の軽減を行うものでございます。

融資に当たりましては、返済の可能性が判断基

準となることはもちろんですけれども、その

際、現在の経営状況だけで判断するのではな

く、今後の経営改善に意欲的に取り組む漁業者

につきましても、本資金を幅広く活用できるよ

うに、関係機関に要請をしたところでございま

す。県といたしましては、資金を必要とされる

漁業者の方々の要望にこたえ、できるだけ速や

かに適正かつ円滑な融資が行われますよう、関

係機関に対する指導を徹底してまいりたいと考

えております。以上です。

○高橋 透議員 ありがとうございます。弾力

的な措置を検討されているということでありま

すから、大変喜ばれると思います。ただ、こ

の40億の枠、現場に聞きましたら、57億も申請

の動きがあるというようなことですから、それ

だけこの融資に対する期待というのが漁師の方

々にはあると思うんです。ぜひ審査を緩やかに

─緩やかにといいますか、弾力的な措置が

しっかりと講ぜられるようお願いしておきま

す。

次に、農業や林業と同じように加工などに

よって付加価値をつけることが、水産業の生き

残れる道の一つではないかと考えております。

いわゆる農商工連携であります。しかし、農商

工ファンドは新規開発商品しか支援の対象にし

ません。既存の加工品を今以上に販路拡大して

いきたい。そのためにはいろんな設備が必要な

んです。でも、農商工ファンドは新商品じゃな

いと支援をしませんから、何とか今の既存の加

工品に支援ができないのか、農政水産部長にお

尋ねいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お話にござい

ましたように、付加価値の高い水産加工品の販

売等を通しまして、漁業所得の安定向上を図っ

ていくということは大変重要であると思ってお

ります。現在、県内の各漁協では、女性部を初

めとして、水産加工品の開発あるいは販売促進

などに積極的に取り組まれているところであり

ます。これらの取り組みに当たりましては、お

話ございました、例えば原材料をストックする

冷凍庫とか、あるいは加工機械等の施設整備が

必要となりますので、県といたしましては、従

来から、これらの施設整備に対しまして、各種

の補助事業等を活用し、支援を行っているとこ

ろであります。今後とも、関係機関・団体とも

連携しながら、水産物の高付加価値化に向けた

取り組みを積極的に支援してまいりたいと考え

ております。以上です。

○高橋 透議員 ありがとうございます。以前

も私、この場で申し上げたかもしれませんが、

日南漁協大堂津婦人部が取り組むみやざきブラ

ンド「かつおうみっこ節」、こういった加工品

があります。ことしは、先ほど言いましたよう

にカツオは不漁でしたが、それでも地元でさば

き切れないんです。さばき切れないカツオは、

どんどん土佐に流れているらしいですね。土佐

は、大規模な加工施設あるいはそういう能力が

あるらしいです。水揚げでは日南が格段に上で

すよ。でも、土佐のほうが日本では、土佐かつ

おで有名ですね。日南のほうが水揚げでは上

回っているわけですから、日南かつおが日本

一。どうか水産振興に今後とも力を入れていた

だくようにお願いをしておきたいと思います。
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水産業については以上で終わりたいと思いま

す。

次に、道路行政についてお尋ねをしてまいり

ます。複数の議員から、国交省の概算要求に対

する知事への見解等が求められてきましたが、

私は、国道220号、青島日南改良対策に絞って質

問をしてまいります。

概算要求を作成されたのは、九州地方整備局

ですね。高速道、直轄道などの全体予算を20％

減額されたということであります。ただ、今

回、国道220号の防災改良事業が無視されたの

は、かつて凍結されたときに費用対効果が持ち

出されましたが、あの費用対効果を再度持ち出

された結果なのか。概算要求で計上されなかっ

た理由を、知事、説明いただければ、よろしく

お願いします。

○知事（東国原英夫君） 理由をと言われて

も、新政権に理由を聞きたいのはこっちでござ

いまして、九州整備局長から説明されたのは、

基本的に、国土交通省は新規事業はやらないと

いう説明でありました。ですから、ＢバイＣと

か、あるいはＢバイＣの新たな基準、例えば災

害とか医療とか、そういったものを入れるとい

うような細かい説明はございませんでした。た

だ、国土交通省さんは、原則、新規事業は行わ

ないということで説明を受けました。しかし、

この220号と東九州自動車道の日南のほう─南

のほうですね─こちらも大幅に予算を削減さ

れているんです。そうすると、南に─日南、

串間ですね─行く道あるいは志布志まで回る

道が２本ともおくれるということですから、220

号と東九州自動車道の南のほうが。これは私は

ゆゆしき事態だと思っております。非常に遺憾

だと私は考えております。

○高橋 透議員 「細かな説明はなかった」だ

けでいいんですよ。私が聞きたいのは─知事

も一緒に行きました、ことし７月５日に、当時

の国交省の金子大臣が見えました。あのときに

現場を見て、費用対効果だけじゃはかれません

ねということを認識された結果が、凍結解除に

なったはずなんです。私は、説明に見えたか

ら、あなたに、理由は何だったのかと聞いたん

です。そこをあなたは率直に答えてくだされば

いいわけで、そのときにＢバイＣをもう一度質

問されなかったことは、私は逆に問題だと思い

ますよ、なぜ凍結なんですかと。

私は、ここで一つ問題にしたいのは……。

○知事（東国原英夫君） 問題ですよと今おっ

しゃいましたね、それに対する答弁をします。

○高橋 透議員 いや、私が今質問しているん

ですよ。

○中村幸一議長 ちょっと、知事、待って。

○高橋 透議員 全体の公共事業削減、20％、

これ、明確に説明されました。これは政治主導

ですよね。20％公共事業、政治主導で。ただ、

具体的な九州整備局での予算の配分とか割りつ

けというのは政治主導だというふうに思ってい

らっしゃいますか、その見解をお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） それはわかりませ

ん。政治主導で20％削減というのは、おっしゃ

るとおりです。箇所づけとかそういったものが

官主導になったことは、私は推しはかれませ

ん。わかりません。

○高橋 透議員 私も憶測でしか物を言えない

んですよ。ただ、全体の公共事業の20％が政治

主導で削減されたのは事実です。20％引いたそ

の残りで九州に割り振られた。これを配分した

のは現場の方々だと思うんです、九州地方整備

局の。だから、私が先ほど言った、あの７月５

日は何だったのということを申し上げたいんで
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す。

私は、もう一つ知事に申し上げておきたいん

ですけど、説明に来られたのは11月24日午後で

したね。この午前中に日南市長、議長、あるい

は関係する自治体、これは県道・河川の要望で

したけれども、たしか市長は、あわせて220号を

強く言われました。でも、あなたはあのときに

何とおっしゃったか。「私は政権与党寄りじゃ

ありませんが」とおっしゃいましたね。後で、

「冗談ですから、これは」というふうにつけ加

えられました。これは言っちゃならぬ言葉だと

思うんですよ。その後に九州地方整備局長が来

て、220号はもう無視ですよということだったわ

けでしょう。この流れを見たあの方々は、知事

は本気で220号のことを考えていらっしゃるんで

しょうかと、やっぱり首をかしげられたと思う

んです。この220号の防災改良事業、非常に重要

ですから。知事もそういう認識だと私は思いま

す。ぜひ、着手に向けた知事の意気込みを─

誤解のないように、220号の凍結を今されていま

すから、この復活、事業着手の意気込み、その

本気度をぜひ知事にお聞かせいただきたい。

○知事（東国原英夫君） 本当に遺憾ですね、

遺憾ですよ。問題であるとか、意気込みがない

とか、首をかしげられたとか、どなたですか、

議員だけじゃないですか。私は、220号、この数

年、就任してから、東九州自動車道も含めて、

宮崎県の社会基盤整備、インフラ整備に全力で

取り組んでいるんです。ＢバイＣの説明がな

かったのは問題だとおっしゃいましたが、私は

ずっとしていますよ、いろんな機会をとらえ

て。国にも言ったし、政務三役にも言いまし

た。今までのＢバイＣだけではいけないんじゃ

ないか、前政権にも言いました。ずっと言って

きていますよ。誤解のないように、その首をか

しげられた方には言っておいてください。頑

張っていますから。でも、20％カットの中であ

あいう答えが出たので、今、計画を立てていま

すけど、国土交通省大臣に直接直談判に行く

と、社会基盤整備について。そういったものを

今計画しています。会ってくれるかどうかわか

りませんけれども、それはチャレンジしていき

ますよ。それを僕は政治生命をかけてやってい

きます。以上です。

○高橋 透議員 だから、私は、誤解を招くよ

うな発言があったらいかんでしょうということ

を申し上げたんです。知事は一生懸命やってい

らっしゃいます。それは認めています。だか

ら、その言葉には気をつけていただかないとい

かんですよという意味で私は申し上げました。

だから、ここでいま一度、本気度をこの議場で

お尋ねしたんです。それでいいんですよ。あり

がとうございますと私は素直に申し上げます。

極論に聞こえるかもしれませんけど、知事、

いいですか、私は、この220号は高速道よりも優

先されるべき道路だと思っているんです。あそ

こには1,200名の方が住んでいます。そして、御

存じのように、県内で２番目の観光都市になり

ました。100万人を超えました。鵜戸神宮につな

がる国道なんですね。本県にとって無視できな

い、本当に命の道路だということ、これは知事

も認識された上で、先ほどおっしゃった答弁の

とおりだと思うんです。私も凍結解除に汗をか

きますので、今後、今おっしゃられたことを信

じて、先頭に立って220号の整備をよろしくお願

いしたいと思います。

最後に、教育問題に移っていきます。

平成15年に高等学校再編整備計画が策定され

まして、23年、高原高等学校が統合されて終了

します。しかし、少子化は依然として進行して
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いますので、今後さらに次の再編計画があるん

じゃないかという心配、危惧をしておるんです

が、もしあるのであれば、その方向性について

教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） 県立高等学校の再編

整備につきましては、平成15年度から24年度ま

での10年間の再編整備計画に基づき、特色と活

力のある高等学校の創造を目指しまして、現在

取り組みを進めているところであります。平

成25年度以降につきましても、少子化によって

高等学校の入学者がさらに減少することが予測

されていますことから、新たな再編整備計画を

策定することが必要であるというふうに考えて

おります。

そこで、今年度から、学識経験者等から構成

されます宮崎県学校教育改革推進協議会におき

まして、「今後の高等学校教育の在り方」とい

うテーマで、少子化等による生徒数減少に対す

る対応と多様な生徒のニーズに対する対応の２

つの視点を設定しまして、検討を始めていると

ころであります。この協議会での会議や、県内

７地区で開催しております地区別協議会におき

まして、保護者や有識者等からさまざまな御意

見を伺い、平成22年度末を目途に協議のまとめ

をいただくことにいたしております。その後、

この協議のまとめを踏まえて、さらに県民の皆

様の幅広い御意見をいただきながら具体的な検

討を進め、平成25年度以降の新たな再編整備計

画を策定する予定にいたしております。以上で

す。

○高橋 透議員 今、教育長からありましたよ

うに、25年度以降の再編整備計画があるという

ことで理解をいたしますが、従来の再編整備計

画に、１学年４学級から８学級を基本とする適

正規模があります。いわゆる１学年３クラス以

下は統廃合の対象だということの裏返しだと私

は思うんですが、23年統合予定の高原高校を除

きますと、現在、１学年３クラスの高校は７つ

あるんです。五ヶ瀬中高一貫校、日向工業、西

都商業、海洋高校、高城高校、飯野高校、福島

高校です。五ヶ瀬は特別扱いで再編対象外と私

は思うんですが、６校は再編の対象になると理

解しなければならないのか、いかがでしょう

か、教育長にお尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 今、議員からの質問

の中にございましたように、現在、取り組みを

進めております県立学校の再編整備計画におき

ましては、全日制高等学校における１学年の適

正規模は、４学級から８学級を基本としており

まして、１学年４学級以下の高等学校について

は、さらに１学級の削減を行うことが予想され

る場合に統廃合を検討することにいたしており

ます。したがいまして、お尋ねの１学年３学級

の高校がさらに１学級減となるというような場

合には、現在の高等学校再編整備計画では再編

の対象になるということであります。ただ、こ

れは一律に適用されるものではなくて、高等学

校の所在地や学校種、生徒、保護者、地域のニ

ーズ等に適切に配慮するものとしているところ

であります。以上です。

○高橋 透議員 今、教育長の答弁にありまし

たように、一律に再編はしないということであ

りました。今後10年間で生徒数が1,400人減少す

ると数字が出されていますが、単純に考えれ

ば、県全体で学級数にして36減らさないといけ

ないという報告もされております。次期再編計

画において、４から８のただし書きを含めて、

適正規模の見直しをする考えはないのか、教育

長にお尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 高等学校の適正規模
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につきましては、生徒同士の切磋琢磨や学び合

いの機会を確保することができるのか、あるい

は活気ある学校行事や部活動が展開できるの

か、そのような観点から考慮していく必要があ

ると考えております。平成25年度以降の再編整

備計画の策定に当たりましては、１学年３学級

以下の各学校のあり方につきまして、今申し上

げました観点に加えまして、通学の利便性や地

域のニーズ等を踏まえ、今後、学校教育改革推

進協議会や県民の皆様の幅広い御意見を伺いな

がら検討することになるものと考えておりま

す。以上です。

○高橋 透議員 いろいろな知恵・工夫で、地

域に高校を残す努力をしてほしいんですが、県

境にある地区、こういったところと連携した高

校入学についてはどんな検討がされているの

か、教育長にお尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 県立高等学校は、県

の予算により設置・運営しているもので、これ

は自明のことでありますけれども、県立高校に

入学できるのは、そのような事情から、本人及

び保護者が原則として県内に住所を有する者と

しているところであります。しかしながら、現

在、地理的に近く、生活圏を同じくする県境の

一部の地域におきましては、通学の利便性や生

徒のニーズ等の事情を考慮して、これまでの慣

例に従いながら、お互いに県を越えて入学を認

めている状況があります。一方で、県を越えて

の入学を認めていない県境地区もあるところで

あります。県を越えた入学を認めるか否かにつ

きましては、なかなか難しい課題があるという

ふうにとらえておりますけれども、今後、隣県

と情報交換を行い、地域や保護者のニーズを慎

重に見きわめながら研究してまいりたいと考え

ます。

○高橋 透議員 適正規模とも関係するんです

けど、この前、新聞に出ていましたね。五ヶ瀬

の隣の熊本県の蘇陽高校、ここは来年、矢部高

校に統合されてなくなっちゃうらしいんです

が、ここは全校生徒は81人です。１クラスで

す、１学年１クラス。鹿児島にも２クラスの高

校はいっぱいあります。隣県では、３クラスな

くても、２クラスでも１クラスでも、ぎりぎり

地域に高校を残そうという努力をしているんで

す。連携の時代と知事も最近よく言われます

が、教育も連携の時代ですから、ぜひ、地域で

いかに子供たちが学べるか、せめて高校まで。

そのことをぜひ宮崎県教育委員会も、隣県と連

携をして教育の提供をお願いしたいというふう

に思います。

次に、部活動の学校間の連携の現状について

お尋ねしていきますが、少子化で生徒数が減っ

ていますから、部活動も少なくなってきていま

す。学校間の連携は現在あるわけですが、現状

を簡単に答弁ください。

○教育長（渡辺義人君） 本県の公立中学校に

おける運動部活動の加入率は、70％前後で推移

しておりますが、加入者は、少子化の影響もあ

りまして、本年度と５年前の平成16年度と比較

をいたしますと、2,857人の減となっておりま

す。このような状況の中で、特に少子化の影響

によりまして、単独校でのチーム編成ができな

い学校もありますことから、県中学校体育連盟

が主催する大会においては、合同チームによる

出場を可能とする措置が講じられております。

本年10月に行われました県中学校秋季体育大会

の地区大会への参加状況で申し上げますと、

サッカー、ソフトボールなど４種目におい

て、28校が合同チームを編成して大会に参加し

ているところであります。以上です。
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○高橋 透議員 合同チームが認められて、子

供たちの参加というのが広がってきているわけ

ですが、ただ、その条件がちょっと厳しいん

じゃないかと思うのがあるんです。私のことを

申し上げますけど、私の次男坊は酒谷中学校の

１年生です。バレー部しかありませんが、１年

生でレギュラーなんです。６人しかいません。

ただ、問題になるのは、６人いるから、外部か

らの助っ人はだめだということになっているら

しいんです。試合中にアクシデントが起こった

ら、これで棄権じゃないですか。ぜひ学校間連

携の条件が厳しくならないように、今後検討す

る余地があるかどうか、これは中体連の管轄に

なるでしょうが、県教委からも指導できないの

か、答弁ください。

○教育長（渡辺義人君） 部活動に励んでいる

子供たちに、日常の練習の成果を存分に発揮で

きる環境や機会を与えるということは、大変大

切なことであると考えております。今、議員か

ら御紹介のあったような事例もお聞きしました

ので、関係団体におきまして、人数不足でチー

ム編成ができない学校や生徒が、これまで以上

に大会などに参加しやすくなるような環境整備

ができないのかということにつきましては、私

も中体連の関係者等とお会いする機会もござい

ますので、そういうお話があったということを

しっかりとおつなぎをして、前向きに検討でき

ないか、いろんな課題があると思いますけれど

も、そのようなことをお伝え申し上げたいと思

います。以上です。

○高橋 透議員 ありがとうございます。よろ

しくお願いします。

最後に、校長とか教頭が今、降任する現状が

あります。その実態について、教育長にお尋ね

します。

○教育長（渡辺義人君） 希望降任制度であり

ますけれども、校長や教頭などの教職員本人の

希望を踏まえまして、管理職等に任用される前

の職に降任することによりまして、学校運営の

円滑化と組織の活性化を図りますとともに、当

該教職員の意欲を喚起し、職務遂行能力を最大

限に発揮させることを趣旨としたものでありま

す。数字として申し上げますと、制度を開始し

た平成15年度以降、１人の校長と11人の教頭が

教諭へ希望降任をいたしております。以上で

す。

○高橋 透議員 教頭職の降任が多いようであ

りますが、過重労働じゃないかと私は思ってい

るんです。ＰＴＡ対策、地域対策、仕事量。朝

６時出勤らしいですね。私は重い負担になって

いると思うんですが、教育長の見解はどうで

しょうか。

○教育長（渡辺義人君） 教頭職につきまして

は、校長を助け、学校内の校務を整理するとと

もに、必要に応じて児童生徒の教育をつかさど

る職務でありまして、その職責には重いものが

あるというふうに思います。具体的には、教職

員の服務管理ですとか、あるいは学校施設の管

理、それから保護者や地域への対応、こういっ

たことで、学校運営のかなめの存在として、教

頭職というのは大変多忙感というのがあるの

は、議員御指摘のとおりだというふうに考えま

す。

○高橋 透議員 心的疾患教諭もふえておるら

しいですが、教員評価制度もやり過ぎじゃない

かという声もあります。いろんな面で検証して

いただきたいと思っています。

最後に、今後20年を見据えた長期計画、冒頭

申しましたように、均衡ある県土の発展、教育

・文化も、どこに住んでいても受けられる、そ
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ういう宮崎県をつくっていただくために、ぜひ

知事には、これからも誠心誠意頑張っていただ

くことを心からお願い申し上げまして、私の質

問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○中村幸一議長 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56分休憩

午後１時０分開議

○萩原耕三副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、十屋幸平議員。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） 早速、一般

質問に入らせていただきます。午前中、激論が

ありまして、お昼休みを挟み、冷静に議論した

いと思いますので、よろしくお願いしたいとい

うふうに思います。

まず、知事の政治姿勢について、国と地方の

関係についてお伺いをいたします。

鳩山政権になって、はや２カ月が過ぎ、総理

自身の政治資金規正法の問題や米軍普天間基地

移転の混迷、そして子ども手当に関して、総選

挙のマニフェストでは今まで一言も言っていな

い、財政負担を地方自治体、企業に求める発言

など、余りにも閣内不一致発言が目立ちます。

そして、民主党の政権構想５原則の中に、「中

央集権から地域主権へ」がしっかりと明記さ

れ、さきに地域主権戦略会議が設置をされまし

た。これまでの地方分権のイメージは、国から

権限、財源等を分けてもらうという上下主従関

係の印象はぬぐい切れていませんでした。その

点では、地域主権の発想は新しい国の形を目指

すものとして評価はいたします。しかしなが

ら、八ッ場ダム建設中止等に見られるように、

関係自治体や住民との協議もなく、マニフェス

トに書いてあるからと、いきなり事業中止の結

論が発表されて、住民や関係自治体は戸惑い、

反発の声も上がっております。地域主権国家を

目指すという鳩山政権の現実の政治手法は、中

央集権的ではないかという声すらあります。地

方の声をもっと聞く必要があるのではないで

しょうか。そこで、地域主権について知事はど

のように考えておられるか、お伺いをいたしま

す。

以下の質問に関しましては自席から行いま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

新政権は、地方の権限や財源は中央から分け

与えられるものではなく、地域のことは地域に

住む住民が決めるという考え方に立って、地域

主権を政策の一丁目一番地に掲げ、国民目線で

の政策を実現するとしておられます。私は、地

方分権あるいは地域主権というものの本質は、

地方が自己決定・自己責任の原則に基づいて政

策や住民サービスのあり方を決定し、実行でき

るようにすること、そのために必要な権限、財

源をしっかりと確保することが肝要だと考えて

おります。地方分権・地域主権を確立するため

には、国と地方が本当の意味で対等の立場に立

つことや、国、県、市町村の役割分担を明確に

することが必要であります。その意味から、

国、地方双方が率直な話し合いを行う機会を数

多く確保することが大切であり、今回の新たな

陳情方法を初め、地域主権戦略会議や国と地方

の協議の場などが十分機能していくようにしな

ければならないと考えております。〔降壇〕

○十屋幸平議員 まさに、最後のくだりのほう
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の、国と地方の関係が対等であるということが

まず大前提であって、その次にそれぞれの国、

県、市町村の役割分担ということをしっかり考

えていく、これはやはり地方のほうから情報発

信しなければなかなか伝わらないと思いますの

で、その点は知事のほうにお願いしたいと思い

ます。

次に、政治主導についてお伺いをいたしま

す。11月30日の毎日新聞では、「色あせた政治

主導」「仕分けはイベント」と、かなり厳しい

論調の見出しで報道されていました。そして、

宮日新聞に、京大大学院教授佐伯啓思氏の「民

主党の政治主導とは」という記事が載っており

ました。その記事の一部の文を読んでみます。

「実務と調整」という欄です。「私は、本当に

脱官僚政治などというものが成立するのか疑問

に思うし、政治主導や脱官僚政治も、せいぜい

程度問題か、あるいは見かけ上のものになるだ

ろうと推測する」云々とあります。最後に、

「本当の政治主導とは、政治があるべき国家像

や将来像を提示して、ある方向を打ち出し、国

民を引きつけていく指導行為ではなかろうか」

というふうに結んでおります。

今の民主党政権では、脱官僚依存、天下り根

絶を御旗にしているんですけれども、日本郵政

社長や人事院総裁に官僚ＯＢを、政治主導で適

材適所を理由に起用しました。そしてまた、国

会議員の大事な仕事であります議員立法を禁止

するということなどで、非常に我々議員として

は理解に苦しみます。私が思う政治主導とは、

官僚を排除するものではなくて、官僚の専門的

な知識や能力をいかに引き出して国民の公僕と

して働いていただくか、そういうふうに考えて

おります。そこで、知事の考えます政治主導に

ついてお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 私も、政治主導とい

うのは政治家が最終的に判断するものだと思っ

ておりますが、その過程において、事務処理と

か、事務手続とか、政策立案とか、そういった

ものはやはり高度な専門知識や技術を持った人

たちの協力を得ずして成り立つものではないと

思っているんです。私は、知事の立場からも言

わせてもらうと、職員の協力なしに政策あるい

は実務というのはできないものですから、そう

いう職員あるいは官僚を十分に使いこなして十

分にその能力を発揮する、それを政治主導で行

うこと、政治主導とは、突き詰めると、国民目

線で地域の住民や国民の考え方にのっとった判

断を下す、いわば国民主導だと私は考えており

ます。今回の地方分権・地域主権という一丁目

一番地の新政権の政策ですが、こういったもの

も政治家が主導して、政治家が判断して、地方

分権・地域主権を確実に着実に実行していただ

くことを期待するものであります。

○十屋幸平議員 まさに意見は一致しているん

ですけれども、本当にそういうことで知事のほ

うにも県政運営にも頑張っていただきたいと思

いますし、先ほどありました政治主導イコール

国民主導ということで、ぜひ県民主導というこ

とで県政運営に頑張っていただきたいというふ

うに思います。

次に、事業仕分け委員会についてお尋ねした

いと思います。国の予算の無駄を洗い出す、い

わゆる事業仕分け作業が国民注視の公開の場

で、ネット中継や連日のマスコミ報道とあわせ

て実施されました。国民は税金の使途について

高い関心を持ち、納税者意識を喚起し、事業仕

分けに高い評価と支持をしています。私も、予

算の無駄遣いや天下りは徹底して削減、廃止し

なければいけないというふうには思います。し
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かし、事業仕分けの問題点としていろいろ報道

されていますのは、対象事業の選定が不明確、

仕分け基準が明確でない、地方の声が生かされ

ていない、科学技術研究予算の縮減など、国家

戦略の先が見えないなどという指摘もありま

す。財務省が対象事業の問題点を列挙して、査

定マニュアルと称して参考メモを仕分け人に配

付するなど、財務省主導で行われたということ

も事実のようであります。そこで、知事に、事

業仕分けをどのように見ているか、何回も御答

弁されておりますけれども、再度御答弁をお願

いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 今回の仕分け作業に

おかれましては、予算の使われ方、国民の税金

の使われ方、事業の選定過程、事業の趣旨等々

が衆人環視のもとで国民の知るところとなった

ということに関しては非常に有意義だったと

思っております。そしてまた、議員御指摘のよ

うに、選定時間の問題、あるいはその選定内容

とされた基準の問題、あるいは政治銘柄が入っ

ているんじゃないかとか、あるいは財務省主導

ではないかといったような問題点も浮き彫りに

された―問題点が浮き彫りにされたことがま

たこれも有意義だったんじゃないかなと私は

思っています。今後、仕分け作業が予算編成に

どう影響するか、反映されるかというのは、こ

れまた政治主導で行われなければいけないと

思っております。ただ、地方の立場から言いま

すと、地方の実情を踏まえた政治判断していた

だきたい。例えば、公共インフラの問題、かん

がいや港湾とか道路とか、そういったものも仕

分け作業の対象になっておったので、こういっ

たことをもう一つ行政刷新会議のほうでは地方

の実情に考慮していただいて、政治判断をして

いただきたいと期待しております。

○十屋幸平議員 一昨日からの質問の中で相当

議論されましたので、今、知事がおっしゃった

とおり、私も同感であります。国の予算の仕分

けをするということは、とりもなおさず、大

半、地方自治体に予算が振り分けられまして、

そこで1,800自治体の予算にも関連してくるわけ

ですから、当然、県も市町村も大きな影響を受

ける。先ほど知事から、よく言われますよう

に、地方での目線、いろんなこと、意見、そう

いうものを行政刷新会議の中で国のほうには

ちゃんとしていただくように要望なりをしてい

ただきたいというふうに思っております。

それに関連しまして、今度は、連立政権の県

予算への影響という点で質問させていただきま

す。厳しい経済・雇用緊急対策として第１次補

正予算が組まれました。政権交代がありました

が、補正予算の停止・凍結、そして今回の事業

仕分けによる本県と各市町村の予算への影響に

ついて知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 先般、10月16日に閣

議決定された国の補正予算の執行停止による本

県予算への影響については、国から直接補助を

受けて県内の団体が行う事業の内示額が要望額

を下回ったことに伴い、それとあわせて措置す

ることとしていた補助金の一部が結果として減

額となる事業がありますが、本県及び県内の市

町村の予算への直接の影響は今のところありま

せん。しかし、事業仕分けの内容で、地方交付

税とか、地方のインフラの問題等々の社会基盤

整備、例えば農道整備事業、そういったものが

廃止されるという判断があったので、今後、本

県や県内の市町村への影響が懸念されると考え

ております。また、先ほども申し上げましたと

おり、これが行政刷新会議、親会議、本会議の

ほうで議論されると思いますので、そこは地方
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の実情に配慮された判断を期待するものであり

ます。

○十屋幸平議員 今回の質問は、民主党政権に

対する質問と、知事に対する関連ということ

で、非常にやりにくい側面もあるんですけれど

も、民主党のマニフェストでは、地方の自主財

源を大幅にふやしますというふうに書かれてい

まして、先ほど知事も答弁されましたが、事業

仕分けにそぐわない地方交付税を仕分けの対象

事業としました。原口大臣も、地方交付税の１

兆1,000億円の増額を求めました。すると、すぐ

に藤井財務大臣が、私の常識では考えられない

と一蹴して、我々地方はどちらの言葉を信じて

いいのかわからないのは、議会、執行部側も同

じだと思います。不安ばかりが先に立っており

ます。今議会も議論がありました農道整備事業

の廃止、これは全く地方の実情が理解されてい

ないということで、甚だ疑問であります。民間

仕分け人と言われる方々は、大学の教授、シン

クタンクの職員、証券会社のアナリストなど専

門家の方々で、有識者と言われる方々でありま

す。そして、とりもなおさず、大都会の方々が

中心で構成されています。そうなると、どうし

ても都市の視線、そして費用対効果ばかりが目

立ちます。事業仕分けがなされた後で、今後、

宮崎などの地方はどのように要望を国に行っ

て、地域の活性化に取り組むのか、知事のほう

にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 事業仕分けで地方交

付税についての抜本的な見直しということが出

ました。減額ではないそうなので、抜本的な制

度の見直しということなので、今後の議論を期

待したいと思います。期待している部分という

のは、恐らく法定率を上げていただけるんじゃ

ないか、総額の確保はしていただけるんじゃな

いか、そしてまた事項要求だった１兆円、あれ

も確保してくれるんじゃないか、いただけるん

じゃないかなと、大変な期待をしているところ

でございます。そして、交付税というのは、一

括交付金とも論議をセットでやらなきゃいけな

いと思っていますので、十分な財源確保と、財

政調整機能、そういったものを持つような制度

設計をしていただきたいと思っております。

陳情なんですが、陳情は、基本的には窓口を

一元化するということでございますので、民主

党県連政策会議等に要望してまいりますが、こ

れも閣内、ちょっと意見が違うところなんです

が、重要事項に関しては、首長さんは直接、政

務三役に陳情してもいいというようなこともお

伺いしていますので、その辺は行ってみらんと

わからんかなという感じでございます。

○十屋幸平議員 いろいろ違うのは、きょうの

読売新聞でしたか、岡山の民主党県連と岡山県

の各自治体の方々が意見交換した場合に、岡山

の民主党県連は、一元化されたんだからといっ

て、上に行く必要はないんだというような発言

をされて、岡山県知事が腹かかれて、県議会も

同調されまして、「国として直接地方の声を聞

く仕組みを保障することを求める意見書」とい

うことで出されております。宮崎県議会の民主

党さんはそうはないと思うので安心しておりま

すけれども、直接訴える場所を、国民の請願

権、憲法の部分もあると思いますので、しっか

りそういうものを使ってやっていただきたいと

思います。それから、細島港等県内インフラ整

備対策、これは前振りの大型岸壁とか、北郷―

日南間、220号、いろんなことでありました。概

算要求に漏れたり、そういうところがありまし

て、こういう地域活性化に必要な港湾、国・県

道路等のインフラ整備を県はどういうふうに取
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り組むか、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は就任させていた

だいてから３年間、宮崎県の社会基盤整備、イ

ンフラの整備、おくれている地方に特段の配慮

をお願いしたい、せめて全国平均レベルにはし

ていただきたいということを強く前政権にも新

政権にも述べさせていただいているところであ

ります。それは東九州自動車道であり、細島

港、港湾、河川であり、九州横断道延岡線であ

り、220号であり、あるいは国・県道であり、そ

ういったものが非常に本県おくれておりますの

で、それらをセットにして整備をお願いしたい

と。地域主権と言っておられる新政権の中で、

地域間競争、地域は競争してこれから発展して

いくんだと。競争であれば、平等に、せめて平

均的にインフラ整備をしてくれと、そして条件

を整えてから競争のスタートに立てるというこ

とを私は考えておりますので、そういったとこ

ろは今後も声を大にして国あるいは関係機関に

要望、提言をさせていただきたいと考えており

ます。

○十屋幸平議員 午前中からもいろいろありま

して、我々も一緒になってやらなければ、なか

なか声が国のほうに届かないのかなというふう

に思っております。県も含めて、各市町村、団

体も、民主党県連の政策会議のほうにいろんな

要望をされたというふうに伺っております。あ

る団体関係者からは、何か踏み絵をさせられて

いるようだという声を聞きました。これはうそ

か本当かわかりません。そういう声をその方か

ら伺っただけであります。このまま地方は、県

民も含めて、鳩山政権が言われるまま、宮崎に

必要なインフラ整備、ほとんど新規だったりと

かするわけですが、先ほどもありましたが、新

規事業は認めない、それをただ黙って指をくわ

えて見ているわけにいきません。江戸時代とか

そういうときは、農民も「むしろ旗」を立てて

農民一揆をして、代官様に要望に行ったり、抗

議をしたり、それで命を落としたり、そういう

時代がありました。今の時代がそうとは言いま

せんけれども、むしろ旗を立てて地方一揆の声

を上げて、そして国会へ、県内の首長さん初

め、議会を初め、いろんな方々が行動を起こす

ということも、そこまでやらないと、なかなか

地方の声が届かないのかもしれないというもの

を実感しております。そういうところで、先ほ

どの議論の中では、政治生命をかけて大臣のほ

うに要望に行くというふうに知事はおっしゃい

ました。そういう国への要望、陳情活動、むし

ろ旗を立てて一揆を起こすぐらいの行動をされ

るかどうか、知事にお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 検討させていただき

ます。就任して以来、道路に関しては世論がア

ゲインストなんです。世論が非常に厳しかった

んですが、それでも地域が発展するためには、

あるいは住民の命を守るためには最低限のイン

フラ整備は必要だということを声を大にして

言ったんですけれども、どうも都市部に行く

と、都市部の議論、あるいは学識経験者とか評

論家の論がまさってしまいまして、ともする

と、地域エゴではないかということを言われる

ことがあったんですけれども、それでも私は、

どんなことを思われようと、私は宮崎のため

に、あるいはおくれている地方のためにと思っ

て頑張ってきました。これからもそのつもりで

おります。日向でしたか、東九州自動車道建設

促進地方大会、あそこで私は一揆という言葉を

使わせていただきました。必要とあらば、そう

いったこともやっていかなきゃいけないときが

来るのではないかという予感もしております。
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○十屋幸平議員 ありがとうございます。本当

にそのぐらいの行動を起こさないと、議論だけ

ではなかなか国のほうへ届かない。知事がおっ

しゃいました、仕分けのところでもお話をしま

した、都市部の方々の意見と地方の意見が全く

違うというところで、マスメディアを利用させ

ていただくといったら言葉が悪いんですけれど

も、そういう行動を起こすことによって、地方

の声を国のほうへ届けさせなければいけないと

いうふうに思います。もし知事がむしろ旗を立

てるなら、私が先頭に立ちますので、よろしく

お願いいたします。

次に、情報政策の推進についてお伺いしたい

と思います。

午前中も新見議員が情報の共同化ということ

で質問されました。情報技術の進展は日進月歩

という言葉が全く当たらないぐらいに、すさま

じいスピードで進化しています。そのような中

にあって、最近、新聞、テレビ等でクラウドと

いう言葉を見聞きするようになりました。クラ

ウドというのは、わかりやすく言いますと、雲

であります。ネット上の巨大な雲の中に、企業

運営の方法や社会システムで必要な情報資源が

あります。それをパソコンや携帯電話などの端

末画面でメニューを操作して選択して、必要な

作業をいたします。雲の端末から利用するとい

うことでクラウドコンピューティングというこ

とで題に上げさせていただいております。わか

りやすく言いますと、今、皆さんが使っていま

すヤフーやグーグル、これは無料でウエブサー

ビスが受けられますけれども、その技術を進化

させて、有料で法人や公共機関がＩＴサービス

をするというものであります。これは、これか

らコンピューターの利用方法の大きな転換にな

りまして、所有から利用へ、そう変えることで

クラウドは人類社会の変革を加速すると言われ

るほど、今後のコンピューターの活用の方向性

を決める重要なシステムだと考えます。そこ

で、午前中にもありましたけれども、本県の新

規事業として自治体クラウド開発実証事業に取

り組んでおりますが、その取り組みと、どのよ

うな効果を期待しているのか、県民政策部長に

お伺いをいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 自治体クラウ

ドへの取り組みでありますけれども、これは全

国の自治体が個別に構築、運用しております情

報システムを全国数カ所のデータセンターにバ

ランスよく集約しまして、最新のＩＴ技術を活

用して共同利用する仕組みでございます。本県

におきましては、佐賀県、大分県と共同で事業

に取り組んでいるところでありますけれども、

宮崎、大分両県の市町村が県境を越えて住民情

報や税などのシステムを共同利用するというこ

とが自治体クラウドの将来の姿を示すものとし

て注目されているというところでございます。

事業の効果につきましては、特に、増加傾向に

あります調達・運営コストを共同利用によって

大幅に削減できますとともに、データのバック

アップによりまして、安全性の向上にも資する

ものと期待をしているところであります。

○十屋幸平議員 各市町村に参加を呼びかけた

んですけれども、日向市と綾町、延岡市が参加

している。今後、参加されていない市町村に対

して積極的に参加を促すべきだと思うんですけ

れども、県民政策部長にお考えをお聞かせいた

だきたいと思います。

○県民政策部長（高山幹男君） 情報システム

の共同利用につきましては、先ほどの効果でも

申し上げましたとおり、自治体の厳しい財政状

況の中にありまして、経費を削減する上で大変
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有効な手段であると認識しておりまして、今年

度から新たに、情報システムの共同利用をテー

マにいたしました研修会等も実施しているとこ

ろであります。しかしながら、システムの共同

利用を進めるためには、調達方法でありますと

か、複数の市町村における業務の標準化など、

解決しなければならない課題というのもありま

すので、今回の開発実証を通じまして、その方

策についても検討してまいりたいと考えており

ます。また、現在、各市町村の情報システムの

運用状況等につきまして実態調査を進めている

ところでありますので、今後、各市町村のシス

テムの更新時期等にも配慮しながら、共同利用

の促進に努めてまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。

次に、難病対策についてお伺いをいたしま

す。

1955年ごろから薬害のスモン患者が増加して

社会問題化し、薬害病の被害者団体が原因究

明、責任の明確化、被害者救済を求めて、各地

で提訴が起こりました。このことが難病対策の

大きな一歩として記されております。そして、

昭和47年10月に当時の厚生省が難病対策要綱を

制定いたしました。難病の定義として、次の２

項目を基本に現在も取り組まれております。そ

の１点目が、原因不明、治療方法未確立であ

り、かつ後遺症を残すおそれが少なくない疾

病。２点目、経過が慢性にわたり、単に経済的

な問題のみならず、介護等に著しく人手を要す

るために家族の負担が重く、また精神的にも負

担の大きい疾病となっております。そこでお伺

いいたしますが、ことしの６月議会で請願が採

択をされました進行性骨化性線維異形成症など

４疾患について、特定疾患治療研究事業の対象

として県単独で指定できないか。また、請願が

採択された後の県の取り組み状況及び進行状況

について、福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 請願のありま

した４疾患につきましては、特定疾患治療研究

事業、いわゆる医療費公費負担の対象疾患とし

て追加指定するよう国に対して直接働きかける

など、要望活動を行ってきたところです。しか

しながら、本年10月に国が事業対象として追加

指定した11疾患の中にはこれらの４疾患は含ま

れず、残念ながら公費負担の対象とはなりませ

んでした。県としましては、これらの疾患は国

の責任において早急に診断基準や治療法の確立

を行い、公費負担の対象と位置づけるべきもの

と考えておりますので、今後も引き続き、さま

ざまな機会をとらえて国に対して粘り強く要望

してまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 先ほど読み上げた２項目は、

我々が単純に読めば、「原因不明、治療方法未

確立であり……」とあるんです。そこのところ

だけを読み取ると、だから難病なんですけれど

も、指定事業に乗らないというのは、治療方法

がわからないから、医療機関等が対処するとこ

ろがないから公費負担の対象にならないんだと

いう論法なんです。個人的に言わせてもらう

と、では、難病のこの２項目の定義は何なんだ

ということになってしまうわけです。そのあた

りを厳しい現実問題として難病の方々が訴えて

も、なかなか―先ほど言われました11疾患が

指定されたのも６年間空白があるんです。その

あたりで非常に困っていらっしゃるんです。国

が難しければ、県のほうでそういうのを指定で

きないかというのが難病の方々の要望だと思う

んです。特定疾患治療研究事業の対象として県

単独で指定している県は幾つあって、財政負担
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等はどうなっているか、福祉保健部長にお伺い

をしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 請願のありま

した４疾患のうち、アレルギー性肉芽腫性血管

炎については東京都が、シェーグレン症候群に

ついては、東京都、北海道、富山県が単独で指

定しており、そのうち富山県は入院のみが対象

となっております。また、残る２疾患について

は単独で指定している都道府県はありません。

なお、各疾患ごとの公費負担額については、各

自治体とも把握していないと聞いております。

以上でございます。

○十屋幸平議員 東京は財政力が別格ですか

ら、そうかなというふうに思うんですけれど

も、北海道、富山、これは地方といえば地方な

んで、そういうことをやっていらっしゃるとい

うことは先進的にやられているんだなというふ

うに理解いたします。宮崎県も、先ほど言った

ように11疾患またふえるということで、義務的

経費の中に超過負担分がまたふえてくる可能性

もあります。県の財政も非常に厳しいから、そ

の部分があって、超過負担がふえる。部長に

は、国のほうにもう少しそのあたりの手厚い補

助を出していただけるようにお願いしてほしい

というふうに思います。そうしないと、いつま

でたっても、認定されなければ生活もままなら

ない、そして難病に苦しむ。そういう方々の声

を代弁していただいて、ぜひお願いしたいと思

います。そういう方々のよりどころとして、い

ろんな相談を受けます難病相談・支援センター

がありますね。さきの議会でも質問がありまし

た。この支援センターの充実に向けた取り組み

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（高橋 博君） 宮崎県難病相

談・支援センターにつきましては、宮崎県難病

団体連絡協議会に委託し、運営をしておりま

す。平成17年の設置以来、多くの相談が寄せら

れているほか、講演会やシンポジウム、患者同

士の交流会の開催、情報誌の発行など、難病患

者の交流及び情報交換の場として重要な役割を

担っているところであります。今後とも、難病

相談・支援センターと保健所との連携を一層密

にするとともに、相談員の研修を行うなど、業

務のさらなる充実に努めてまいりたいと考えて

おります。

○十屋幸平議員 本当に県財政が厳しいので、

運営費、年間530万ですか、それが削られるので

はないかという心配もしておりますので、その

あたりを削らないように、私のほうからも要望

申し上げたいというふうに思っております。

次に移ります。環境という言葉で連想します

のが、今で言えばＣＯ２、太陽光発電、ハイブ

リッド車、レジ袋有料化、低炭素社会、いろい

ろイメージをされます。県民ひとしく環境には

非常に関心が高くて、個人、企業、団体を問わ

ず、いろんな形で環境負荷を減らす努力をされ

ております。一方で、地球温暖化によります気

候変動が世界各地で災害を発生させます。本県

では、平成17年の台風14号によります大規模な

災害が発生しまして、とうとい人命を奪う結果

となりました。その中で、森林・木材産業の低

迷によりまして、県土保全、水源涵養など、こ

れまで森林が持っていました公益的な機能が失

われることに気づきまして、平成18年度に森林

環境税を導入いたしました。年間約２億9,000万

円の森林環境税があると言われております。そ

こで、現在まで森林環境税を活用して取り組ん

だ事業効果について環境森林部長にお伺いいた

します。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 森林環境税に
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つきましては、森林を県民共有の財産としてと

らえまして、県民みんなで森林を守り育てるこ

とを目的といたしまして、県民参加と公益的機

能の重視の２つを大きな柱に森づくり事業を展

開しているところでございます。

まず、県民参加の森づくりでは、森づくりへ

の県民の理解を促進するために、ボランティア

団体の育成・活動や、企業の参加による森づく

りの支援のほかに、子供たちが森林の役割を学

ぶ森林環境教育に取り組んでいるところでござ

います。また、公益的機能を重視した森づくり

におきましては、水源地等の上流にあります長

期間放置されました森林を対象に、広葉樹造林

等の森林整備を行いますとともに、公益保全上

重要な森林を市町村が公有林化する取り組みへ

支援を行ったところでございます。

これらの取り組みによりまして、森づくりボ

ランティア活動への参加者数は、税導入前の平

成17年度に比べますと、20年度は約4,000人増加

し、約２万5,000人となっており、また税導入後

の３年間で約1,000ヘクタールを超えます森林の

整備、保全が図られております。県民参加によ

る森づくりへの理解と公益的機能の高い森林整

備が促進されたものというふうに考えておりま

す。

○十屋幸平議員 森林環境税の使途事業は森づ

くりに主眼が置かれているという取り組みだと

思います。いろんな意見がありまして、もう少

し幅広く森林環境税の使途を拡大してはどうか

というふうに思いますが、環境森林部長の見解

をお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 森林環境税の

使途につきましては、本県におきましては、ソ

フト・ハード事業の両面から森づくりに重点を

置いて取り組みを実施しているところでござい

ますが、これまでに税事業の使途を検討いたし

ます森林環境税活用検討委員会での提言を踏ま

えまして、渓流の流木を撤去するなどの新たな

分野も取り入れて実施しているところでござい

ます。また、税につきましては、現在、広く県

民の意見を聞くための地域意見交換会を実施し

ておりますけれども、その中で、使途といたし

まして、森づくりのほかに、木材の利用促進の

ための普及啓発などへも活用すべきとの御意見

もいただいているところでございます。このた

め、これらの新たな分野の使途につきまして

は、森林環境税活用検討委員会などの意見も踏

まえまして、今後検討してまいりたいと考えて

おります。

○十屋幸平議員 私は１回ほど、意見を聞く会

に参加させていただきましたが、いろんな意見

がありましたので、そのあたりは十分活用でき

るように検討いただきたいというふうに思いま

す。

宮崎県森林環境税条例が、22年度末ですか

ら、23年３月に期限が切れます。それ以降、私

は、最初に申し上げましたように、県民の皆さ

んが環境に非常に高い関心を持っておられます

ので、そのまま継続して、宮崎の森林環境含め

て、いろんな林産業も含めて活用すべきではな

いかと思っております。期限を迎えます森林環

境税は継続すべきと思いますけれども、環境森

林部長に今後どうするのか、お伺いをいたしま

す。

○環境森林部長（吉瀬和明君） この税につき

ましては、御質問ありましたように、課税期間

が平成18年度から22年度までの５年間となって

おりますことから、今年度４年目を迎えており

ますが、これまでの税を活用した取り組み、あ

るいは今後の税のあり方につきまして、先ほど
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申しました県民との意見交換会や、現在やって

おります1,000名の県民あるいは500社の企業を

対象にしたアンケート調査、こういうもので森

林環境税に対する県民の意向とか、公益的機能

の発揮を求められます森林の整備状況等を踏ま

えまして、今後検討してまいりたいと考えてお

ります。

○十屋幸平議員 県の重点施策でも、低炭素社

会に向けてという、これからの重点事項という

のがあるわけですね。広く県民の皆様1,000名で

すか、500社、そういう方々の意見を踏まえて検

討委員会で検討されるということなんですけれ

ども、森林環境税にあっては、県の政策として

県民の皆さんに御理解をいただくという考え方

もなければいけないというふうに思います。そ

のあたりを前面に出してお願いしますという考

え方と、広く意見をいただいてそれを見ながら

やっていくという、平等に県民の目線でという

ことだと思うんですけれども、ある種、政策誘

導していくというところも必要ではないかとい

うふうに思うんです。検討委員会の中でどうい

う検討がされるかわかりませんが、もしだめと

いったら、やめなきゃいけないんです。そのあ

たりをどうされるのかということで、再度お尋

ねしたいと思います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 今、議員が

おっしゃったようなリードの仕方等もあろうか

と思いますけれども─確かに本県の地域特性

からいきましても、環境面というのは、私もそ

れなりの意義があるものと思っておるところで

ございますが─現在、地域での意見交換会と

か、アンケート調査を実施しておりますので、

これらによります県民の意向を把握しますとと

もに、県議会を初め、森林環境税活用検討委員

会の御意見等もお聞きしながら、検討してまい

りたいと考えております。

○十屋幸平議員 それでは、十分検討いただい

てよろしくお願いしたいと思います。

次に、入札制度改正ということでお尋ねした

いと思います。

このことについては、本当に各議会ごとにい

ろいろ議論がありました。そして、急激な公共

工事の縮減とか入札制度改革で建設産業は倒産

を余儀なくされたり、厳しい状況にあります。

そして、政権がかわりまして、今後また公共投

資が減るということを明確にうたわれておりま

す。ですから、公共投資の一層の縮減が進んで

まいります。一般競争入札で競争が激化する中

で、受注業者に偏りが見られるという意見もあ

り、工事の受注が技術力の差なのか、くじ運な

のかというふうに企業は困っております。さき

の９月議会で徳重議員が指名競争入札の質問を

されております。全国で34都道府県、約７割以

上が指名競争入札を実施しているという答弁も

ありました。その問題点としては、入札参加業

者数が限定されることによる競争性の問題や、

業者選定に恣意性の余地が残るとか、一般競争

入札の枠組みの中で制度の検証と見直しを継続

するというふうに答弁されております。そし

て、指名競争というと、どうしてもイコール談

合というイメージがありますが、限られました

公共工事をともに分け合うワークシェア制度が

できないか、知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 入札・契約制度につ

きましては、平成19年度から抜本的な改革に取

り組みまして、より公正透明で競争性の高い制

度の構築が図られてきたところであります。し

かしながら、建設投資の大幅な減少や、一般競

争入札の拡大による競争性の高まりに加えまし

て、景気の急速な悪化によりまして、建設産業
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が極めて厳しい経営環境に直面していることは

十分認識しておるところであります。このた

め、入札・契約制度については、従来から検証

と見直しに努めてきたところでありまして、本

年１月には、本県独自の地域企業育成型の総合

評価落札方式を創設しまして、４月には、最低

制限価格の引き上げ、そしてまた地域企業育成

型の対象範囲の拡充などを実施するとともに、

さらに８月からは、総合評価落札方式におい

て、入札参加者の受注状況を評価対象とさせて

いただいたところであります。また、従来か

ら、ワークシェアというような要素も入るんで

しょうが、個別工事の発注において一定の基準

に基づき、工区分割施行や工事分離施行も行っ

てきたところであります。入札の状況につきま

しては、建設工事の落札率は、今年度上半期で

は、新聞発表になったと思いますが、88.0％と

なっておりまして、昨年度に比べ3.9ポイント上

昇しているところであります。また、土木一式

工事の受注者の状況について、一般競争入札拡

大前の平成18年度と昨年度を比較しますと、事

業量が２割程度減少する中で、入札参加者に占

める受注できなかった者の割合が増加する一方

で、複数の工事を受注した者の割合がふえてお

りましたが、今年度のこれまでの状況では、入

札参加者に占める受注できなかった者の割合

は、昨年度の同時期に比べ減少しております。

私といたしましては、今後とも、公平性、透明

性、競争性を保ちつつ、技術にすぐれ、経営努

力を行い、地域にも貢献されている建設業者が

受注しやすい環境づくりが必要だと考えており

ますので、これまでさまざまな取り組みも行っ

てまいりましたが、その効果も含めた入札状況

等を検証し、どのような対応ができるのか、さ

らに今後とも検討を進めていきたいと考えてお

ります。

○十屋幸平議員 いろいろこれまでやられたこ

とをずっと列挙されまして、本当に我々もそう

思いますが、時間は待ってくれないという現実

もありますので、しっかりと検討していただき

たいというふうに思います。

次に移ります。耳川水系総合土砂管理に関す

る技術検討会についてお尋ねをいたします。

先ほど話しました平成17年の台風14号におき

まして、耳川の河床が大変上がりまして、河床

掘削の要望が地域から出ております。そういう

住民の不安を背景に、耳川水系総合土砂管理に

関する技術検討会が設置されているというふう

に伺っておりますが、この検討会の役割と、耳

川における事業内容及び今後のスケジュールに

ついて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） まず、議員お

尋ねの当検討会の役割についてであります。耳

川では、平成17年の台風14号によりまして、甚

大な浸水被害が発生いたしましたが、被害拡大

の一因は、山地の崩壊等でダムや河川に流入し

た土砂による河床の上昇でありました。このた

め、学識経験者、地域代表者等で構成した当検

討会を設置しまして、耳川水系の山地から河口

域までの土砂に起因するさまざまな課題の解決

に向け、検討をしているところであります。

次に、治水対策としての事業内容でありま

す。現在、県では、日向市及び諸塚村で河川改

修事業を進めるとともに、治水上支障がある箇

所の堆積土砂の除去を行ってきております。ま

た、九州電力におきましては、西郷ダムや山須

原ダムにおいて貯水池内に土砂が堆積しないよ

う、洪水時に土砂を流下させるためのダム改造

を計画いたしております。

今後のスケジュールでありますが、河川改修
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事業につきましては、引き続き、早期完成に努

めますとともに、堆積土砂の除去につきまして

も適宜実施をしてまいります。また、九州電力

が施行予定のダム改造の事業着手につきまして

は、当検討会の議論を踏まえまして、調整をし

ていくこととしております。今後とも、土砂の

動きについて追跡調査、検討を行いますととも

に、地域の方々と十分に意見交換を行いまし

て、耳川水系の適切な土砂管理に努めてまいり

たいと考えております。

○十屋幸平議員 川上川下、両方が成り立つよ

うに、川下では海の心配、川の心配をされてお

りますので、地域の住民の方々と十分意見交換

をして事業にかかっていただきたいというふう

に思っております。

次に、高校生の就職状況についてお伺いをい

たします。

これはいろいろ出ました。いろんなデータを

見せてもらうと、実業系の卒業生や県立産業技

術専門校の卒業生は内定率が高いわけです。そ

ういう意味で、就職希望の卒業生に資格や技能

を習得させる必要があるのではないかと思って

おります。そこで、教育長に見解をお伺いいた

します。

○教育長（渡辺義人君） 来春県立高等学校卒

業予定者の10月末の就職内定状況については、

議員御承知かと思いますけれども、前年同期比

でマイナス10.2ポイントということで大変厳し

い状況にございます。そういう中で、県教育委

員会といたしましては、企業や各種の団体、各

地区の商工会議所、商工会などに求人要請を

行っているところであります。

お尋ねの、就職のための資格や技能を習得さ

せる取り組みといたしましては、職業系の専門

学科におきまして、専門性を向上させるため

に、資格取得や技能習得に積極的に取り組んで

いるところであります。普通科におきまして

も、就職希望者には就職コースを設置したり、

簿記や情報処理などの資格取得に対応できる選

択科目を履修できるようにして、高校在学時に

就職のためのスキルアップを図る学習機会を提

供することで、生徒たちの就職に必要な力をは

ぐくんでいるところであります。

また、この厳しい就職環境から考えますと、

就職が決まらない生徒も出てくるということが

予想されます。したがいまして、就職が決まら

ない生徒が就職から専修学校等へ進路変更する

場合において、その場合に経済負担が生じます

ので、その軽減を図るために、入学金の猶予等

を県専修学校各種学校連合会に対しお願いを

し、先日、具体的な支援策を提示いただいたと

ころであります。さらに、宮崎労働局と雇用・

能力開発機構に対しまして、失業者を対象とす

る職業訓練を新規の高卒者でも来年４月から受

講できるように協力要請を行ったところであり

ます。今後とも、関係部局、関係機関と連携し

ながら、学校、教育委員会挙げて求人開拓等の

就職支援に全力を傾注してまいりたいと考えて

おります。

○十屋幸平議員 最後のくだりのほうで、雇用

・能力開発機構は失業者対策を中心とするんで

すが、この組織でも新規学卒者の受講ができる

ということで、非常に心強いと思いますので、

そのあたりしっかりと取り組んでいただきたい

というふうに思っております。

最後に、国体の成績についてお伺いしたいと

思います。

昭和54年の第34回「日本のふるさと宮崎国

体」は、「伸びる心、伸びる力、伸びる郷

土」、皆さん覚えているかどうかわかりません
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が……。ことしの第64回「トキめき新潟国体」

は、「トキはなて 君の力を 大空へ」というス

ローガンで開催されました。もちろん優勝は新

潟、東京が２位、大阪が３位と続いております

が、残念ながら、宮崎は46位でした。昨年の37

位から大きく落ち込みました。そこで、国体成

績の不振の原因と今後の対策について教育長に

お伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 本年度の第64回国民

体育大会における天皇杯順位は46位となり、本

県が目標としておりました３年連続の30位台を

確保することができませんでした。その主な原

因といたしましては、団体競技におきまして、

活躍が期待されていた競技種別で国民体育大会

の予選であります九州ブロック大会を通過でき

なかったこと、それから九州ブロック大会を通

過して臨んだ本国体におきまして、上位入賞が

期待されたバスケットボール少年男子やソフト

テニス成年男子などが序盤で優勝チームや上位

入賞チームと対戦し惜敗するなど、上位進出が

できなかったことなどが挙げられます。県教育

委員会といたしましては、今回の結果を真摯に

受けとめ、原因をさらに分析しますとともに、

関係部局や競技団体等で構成します宮崎県競技

力向上推進本部会議の意見等を踏まえまして、

県体育協会などの関係機関と十分連携を図りな

がら、競技力向上の各種施策を推進してまいり

たいと考えております。

○十屋幸平議員 ありがとうございました。デ

ータを見ると、３年置きに、山があって下っ

て、山があって下って、これをずっと繰り返し

ているんです。成年の男子女子、この安定がな

いというのもあるんでしょうけれども、そうい

う波がある程度フラット化して、30位台を目指

して頑張っていただきたいなというふうに思っ

ております。

以上で終わります。（拍手）

○萩原耕三副議長 次は、松田勝則議員。

○松田勝則議員〔登壇〕（拍手） 延岡市選出

愛みやざきの松田勝則でございます。

本当にはるばる遠いところから、きょう、延

岡からも応援の皆様が駆けつけていただきまし

た。また、この登壇の機会を与えていただきま

した愛みやざきのメンバーの皆さん、それから

さまざまな御意見、御指導いただきました同

輩、先輩の議員諸氏、支えてくれた議員の方々

に感謝をしつつ、一般質問通告に従いまして質

問いたします。また、重複した質問に関しまし

ては、割愛いたします。

まず、知事の政治姿勢につきまして伺いま

す。

マニフェストについてであります。政府の行

政刷新会議が行った平成22年度の概算要求の無

駄を削る事業仕分けが、国民注目のもと行われ

ました。「効果のほどは」「この法人に官僚出

身者は何人いるのか」「平均年収は」といった

国民視線の質問が繰り返し投げかけられました

が、結果を見ますと、キーワードは「成果」で

ございました。一方、鳩山首相は事業仕分けに

ついて、民主党の衆議院選マニフェストについ

ても聖域なき見直しを行うことはあり得るとし

ましたが、実際の仕分け作業では、マニフェス

トで掲げられた事業は厚遇される傾向にあった

というふうに感じます。

さて、政権交代の引き金ともなった民主党の

マニフェストですが、マニフェスト選挙の牽引

役とも言える知事は、政権与党のマニフェスト

を熟読されたのか。また、その中で、先日の答

弁にありましたように、知事は特定の政党には

くみしない、いわば県民党とのお立場を示され
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ましたが、その党首として、そして県知事とし

て、この政権与党マニフェストの中で理解、共

感できるもの、あるいは反論したいものはどの

ような点かを伺います。

後は自席にて質問いたします。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 民主党のマ

ニフェストにつきましては、マニフェストとと

もに発表されたインデックスも含めて読ませて

いただいております。特に、地方分権に関する

部分につきましては、私が最も関心があるとこ

ろでありまして、全国知事会の政権公約評価特

別委員会のメンバーとして、衆院選前に開催さ

れた公開討論会にも参加し、意見を言わせてい

ただいたところであります。

次に、マニフェストの内容についてでありま

すが、マニフェストに掲げられている政策につ

きましては、地域主権の確立を初め、子育て支

援、医師不足対策、農家所得の向上対策など、

理念的には共感できるものが幾つもあります。

一方、我が国の経済情勢は、依然として予断を

許さない状況が続いており、国の税収不足がさ

らに深刻な状況に陥ることが懸念される中で、

新政権の公約に掲げられている政策において、

再考を検討すべきと思われるものがあることも

事実であります。例えば、高速道路の無料化や

暫定税率の廃止等は、受益者負担の原則をどう

整理するのかという根源的な問題もさることな

がら、財源不足により、本県の発展に不可欠な

東九州自動車道など道路整備のおくれが懸念さ

れるところであり、先日、九州地方整備局長か

ら説明があった国交省の概算要求を見ますと、

懸念では済まされない状況にあると言わざるを

得ません。また、最近になって、子ども手当や

高等学校授業料の無償化等々、そしてまた農家

の所得補償において地方負担を求める案が浮上

していることも、大変気にかかる部分でありま

す。私としましては、個々の政策の実現はもち

ろん重要でありますが、やはり現下の経済情勢

等に対応するための国家的な戦略や、マニフェ

ストの柱として掲げられた地域主権の考え方を

踏まえて、政策の優先順位やその工程を適切に

判断していただきたいと考えておるところであ

ります。〔降壇〕

○松田勝則議員 私たちと同じく、地域主権を

どう国に伝えていくかというのが柱だというこ

とを聞いて、安心をいたしました。

「コンクリートから人へ」のキャッチフレー

ズがひとり歩きをして、さまざまな波紋を呈し

ております。高速道路の無料化により高速道整

備がおくれ、のみならず重要港湾３港を抱える

本県のフェリー運航、ひいては本県鉄道事業に

も影響が大きいことは明らかです。知事は今議

会一般質問の初日から、国土交通省が示した本

県関係分の予算が削減されていることについ

て、「疲弊していく地方の叫びが予算や政策に

どの程度反映されるのか不安を覚える」と、国

に予算削減の見直しを訴える姿勢を示されまし

た。先ほどの十屋議員への答弁にもありました

ように、一揆ですとか、あるいはさまざまな手

法を用いてというようなこともコメントされて

おります。では、具体的にはどのような形で国

に訴求されるのか。まず私は、スタイルとし

て、現状維持の形で、そして全国知事会を通じ

て提言していただきたいと思うのですが、知事

の国へ訴えかけるその意気込み、姿勢を伺いま

す。

○知事（東国原英夫君） 新政権におかれまし

ては、陳情、要望、提言等の窓口を一本化する

という方針を打ち出されました。これは、これ
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までの歴史上初めてのことなので、どう機能す

るかというのはまだ未知数でございます。しか

し、新政権がお決めになったことは尊重しなけ

ればいけないと私は思っていますので、とりあ

えずは民主党県連の政策会議に要望すると同時

に、保険を持たなければいけないと思っていま

す。ですので、これまでの方式、例えば政務三

役に直接訴えかけるとか、あるいは党本部に直

接訴えかけるという方法が、イレギュラーで阻

害されるかもしれませんが、私は、そういった

地方の実情の声は、やはり直接お伝えしたほう

が伝わるんじゃないかということを、個人的に

は思っているところであります。

○松田勝則議員 まさに、正攻法でなしにイレ

ギュラーな感じ、一揆を起こすといった意気込

みを伺いました。

先ほどの高橋議員の訴えにもありました、国

道220号。これは防災工事さえも見送られまし

て、鵜戸さんを控えて、県下第二の観光地を擁

する重要な道路でありますけれども、県北にも

同じような道路があります。十社さん、天岩戸

神社を控える高千穂です。九州横断道延岡線あ

るいは北方延岡道路、そして県内所々方々で部

分的に開通している広域農道、こういった道路

に対するめどが全く立たなくなりました。ま

た、東九州自動車道に関しましても、こううわ

さされております。完成がおくれることがあっ

ても早まることはなかろうと。まさに予断を許

さない状況にあるかと思います。高速道の恩恵

を享受しない我が県民が年間6,000億円もの高速

道建設の借財返済に税金を支払うことに、大変

な抵抗を感じざるを得ません。知事はコメント

の中で、国にどう伝えるかだ、国に伝わるかど

うかだということをおっしゃっています。これ

に関しましては、民主党の皆さん方のお力に負

うところが大変多いのですけれども、私たち議

員も火の玉となって頑張ります。どうぞ知事を

船頭役として、宮崎県民総決起大会でも開くぐ

らいの意気込みで訴求をしていただきたい、こ

のように考えます。

続きまして、2011年度からの県次期総合計画

を策定する審議会について伺います。審議され

るのは、知事の就任に伴い策定された新みやざ

き創造計画を継ぐものとされていますが、「日

本の原点 時代の起点 創造みやざき」と銘

打ったこの計画には、重点施策を初め、知事が

マニフェストで掲げられた内容がふんだんに盛

り込まれていると伺っております。そのマニ

フェストは、まず読んでもらえなくちゃとい

う、至極もっともな県民目線のコンセプトだっ

たと仄聞しておりますが、知事の立候補時のマ

ニフェストはどのような形で作成されたのかを

伺います。

○知事（東国原英夫君） 私が立候補時は、知

事選が急遽決まったこともありまして、非常に

時間がタイトでした。１週間ぐらいかけて突貫

工事で、寝ずの作業をして作成しました。普

通、マニフェストは１年間、２年間ぐらい、パ

ブコメなんかも十分いただいて作成するものな

んですが、その時間がなかったということです

が、私はその１年ぐらい前から、県内を広く

回って県民の皆様にいろいろな諸課題を聞いて

おりました。そういったことを自分の頭の中で

はまとめておりましたので、作成時間が短かっ

たといえども、一応、宮崎県が抱える諸課題に

ついては網羅できたんじゃないかなと思ってお

ります。ですので、不備な点もあったんです

が、一応、私としては、時間がなかったにして

はまあまあのできではないかという感想を持っ

ています。
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○松田勝則議員 先日から事業仕分けの件な

ど、知事の自負されるところを伺っております

が、私たちは、アマチュア集団「チームそのま

んま」が主体となってこのマニフェストをつ

くったように伺っております。いわばそのよう

な梁山泊で練り上げられたマニフェストは、現

在の新みやざき創造計画にどう反映されている

のかを知事に伺います。

○知事（東国原英夫君） アマチュア集団でご

ざいますが、一応マニフェストは、マニフェス

トの大会の特別賞をいただいたぐらい精度は高

いものと、私は自覚しております。

現在の総合計画であります新みやざき創造計

画では、議員御指摘のように、「日本の原点

時代の起点 創造みやざき」を基本目標に掲げ

させていただきまして、その目指す姿を、人づ

くり、暮らし、経済・交流の３つの側面から描

いた上で、４年間に重点的に取り組むべき施策

を新みやざき創造戦略として掲げさせていただ

いております。この新みやざき創造戦略は、私

のマニフェストをベースとして、つまりマニ

フェスト85項目のうち、計画とは別に対策を講

じた行財政・入札制度改革等々を除く61項目中

から57項目を盛り込んで策定したものでありま

す。新規立地企業100社、新規雇用創出１万人と

か、100世帯移住、災害時安心基金創設、そう

いったことなどを盛り込ませていただいて、毎

年度、工程表を作成して全庁的に取り組んでい

るところであります。

○松田勝則議員 そのような素人集団がつくっ

たマニフェストが、はえある賞に輝いたという

ことが、我が宮崎県にとっても一つの誇りにな

るかと思うんですが、次期総合計画は、20年先

という長期的な視点で将来像を描くとされてお

ります。ＮＰＯや経済団体、市町村の首長さん

ら17人で構成される審議会が結成しましたが、

知事は、こうおっしゃいました。「国のパイが

減少傾向にある中、短期計画では対応できな

い」と、計画長期化の意義を示されました。そ

のアクションプランについて激論が交わされた

のは午前中のことで、記憶に新しいですね。来

年２月にもまとめる方針の総合計画ですが、そ

のポイントはどこにあるのか、そして前回のマ

ニフェストと同様、知事らしさをどこに発揮さ

れるのか、その策定に当たり知事はリーダー

シップをどう発揮されるおつもりかを伺いま

す。

○知事（東国原英夫君） 素人集団なんですけ

ど、非常に優秀な素人集団ということで御理解

いただければと思います。

今後の宮崎県のありよう、人口動態も含め

て、産業構造も含めて、少子高齢化、人口減と

いうのは、宮崎県に限ったことじゃないんです

が、全国的に、今まで歴史上、対面、体験して

こなかった事象に我々は直面していかなきゃい

けないということで、この宮崎をこれからどう

成長させていくか、どういう存在意義を示して

いくか、アイデンティティーを示していくかと

いうことが重要になろうかと思っています。そ

この視点を、私はこの20年間の総合計画を立て

る上での重要な観点にさせていただきました。

全庁的な取り組みとして計画を策定している

ところでありますが、既存の枠組みや従前の例

にとらわれることなく、新たな構造やシステム

を設計する気概を持つこと、そしてまた、宮崎

という地域にとどまることなく、東アジアや九

州という広域的な視点、広域連合あるいは広域

自治体というような、今の県というパラダイム

にこだわらない、そういう視点を持つこと、あ

るいは大所高所といいますか、大きな視点でと
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らえるようにということを指示させていただい

ているところでございます。いずれにしろ、20

年後を見通すというのは非常に困難なことで、

少子高齢化あるいは人口減、そういったものに

どういうふうに取り組んでいくのかというもの

を、県民総力戦という意思のもとに、市町村さ

ん、関係各位の皆さんと一緒になって、今後こ

の宮崎という地域がどうあるべきかを皆さんと

議論していって、皆さんに政治参画していただ

いて、みんなで地域をつくっていこうというよ

うな計画にしようと思っております。皆さんの

御理解と御協力をお願いしたいと思います。

○松田勝則議員 知事のおっしゃるとおり、私

たちもその計画に十分に協力をいたします。知

事らしく御自分の言葉でお答えいただきまし

て、大変うれしく思います。

また、先ほどから素人集団と言っております

が、これは決してさげすんで言うのではなく

て、素のままの人、何物にも染められていない

全くピュアな形で県民の意見を吸い上げた集団

ということで、ある意味、真っ白な、称賛に値

する言葉で素人集団と使わせていただいたこと

を御理解いただきたいと思います。

先ほど高橋議員の質問にありました。知事ら

しさは、枠にとらわれない斬新さと、泣く子も

笑う明快、明朗さにある、このように思ってお

ります。その特性、徳分を損なうことなく、今

回の計画策定にも知事らしさを十分生かしてい

ただきたい、このように思うのであります。

また、県民からの要望でありますが、知事は

自治体こそが困窮者だということもおっしゃい

ました。その困窮者の一員でもあります宮崎

県、荒波に今、向かっていこうとする宮崎丸が

寄港地に帰るまでは、ぜひ船頭さんはへさきに

立って船のかじ取りをしてもらいたい、このよ

うな県民の声が多く上がっていることをお伝え

しまして、次の質問に移ります。

さて、知事、もう一回なんですが、知事の健

康面について伺います。ことしの１月１日から

きょうまで知事の休日は何日であったのか、そ

のうち、ゆっくり休養できた日は何日あったの

か、お教えいただけますか。

○知事（東国原英夫君） 平日、土日も公務が

あります。県内のイベント等への出席もありま

して、政務も公務も全くなかったのは、１月１

日から12月２日まで、きょうまでで６日ござい

ました。

○松田勝則議員 そもそも、知事には休日とい

う定義がないというふうに伺っておりました

が、健康面で─健康診断を私ども受けました

が、労働安全衛生規則でも健康診断は受けなく

てはならないとされております。知事の健康管

理は十分であるのかどうか、心配になるところ

ですが、受診のほうはいかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 私としては健康管理

には十分注意・留意をしているところでありま

す。それがまた知事としての職責だとも認識し

ております。毎年、人間ドックを受診しており

ますが、本年は８月に受診させていただきまし

て、残念ながら悪いところはございませんでし

た。

○松田勝則議員 就任直後、知事が過労の余り

３日ぐらいお休みになったことは記憶に新しい

んですけれども、そのように今まで６日のお休

み、そして健康診断もままならない―人間

ドックということで伺いましたが―多忙な知

事におかれまして、厳しいスケジュールであり

ながら、公務、政務にわたる活動は、県民が

皆、称賛するところであります。一方で、県民

からのイベント・催事への出席要請は後を絶た
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ないと拝察いたしますが、ことしの県内の催事

への出席要望と出席の実績は何件であったか、

お教えいただけますか。

○知事（東国原英夫君） 催事への出席につい

ては、公務、政務を合わせまして非常に多くの

依頼がございますが、その要望数に関しては把

握しておりません。県民の皆様と直接接する貴

重な機会だと考えてはおるんですが、業務の都

合上、すべてには参加できない、出席できない

ことを大変申しわけなく思っております。

なお、県以外の主催団体等からの依頼により

出席した県内の行事は、本年１月１日から本日

までの間、公務で72件、政務では17件ございま

した。

○松田勝則議員 県以外の主催でという、よく

わからない答弁だったんですが、それはさてお

き、県民はさまざまな形でイベントを行い、ま

た一村一祭など知事が提唱されたイベントもご

ざいます。その中で、知事が来てくれないとい

う声も所々方々で聞きます。知事が来場のイベ

ントは、それこそ集客に関しましては満員御

礼、知事が登場したその当初から、オープニン

グから熱気に沸きまして、それだけでその催

事、イベントが成功というようなこともよく聞

きます。一方で、知事の代理の方がお越しのイ

ベントに関しましては、代理者が登場した時点

で―副知事、済みません―大変、落胆の声

が漏れまして、それで何となく残念感の広が

る、そういったイベントを経験しております。

さはさりながら、副知事がいつも知事のコメン

トのメッセージの代読の後に、御自分の当意即

妙なコメントをされることによって会場が盛り

上がっていることも、延岡市民として感謝をし

ております。さて、知事出席の判断なんですけ

れども、どのような基準で、だれがどのように

決定するのかを伺います。

○知事（東国原英夫君） 公務につきまして

は、秘書広報課が担当課と協議し、行事の重要

性や意義、規模等を総合的に勘案しながら判断

をしております。その過程において私にも相談

がもちろんございます。政務につきましては、

まず公務を優先した上で、私と後援会で協議

し、宮崎県益、県の全体の利益に資するものを

優先順位として決めさせていただいておりま

す。

○松田勝則議員 そのような多忙な中で、県外

メディアへの出演も減らして、なるべく県内に

という姿勢も聞いております。まだまだ県内に

は知事に検証してもらいたい箇所がたくさんあ

ります。医療、教育、育児など主要課題が山積

の分野、御来駕を賜りますようお願いいたしま

して、次の質問に移ります。

県民の健康の分野について伺います。

県立病院３院の医師確保の状況は、今議会で

もさまざまな回答がありました。さて、医師の

人事権を握る大学医局との協議や意思疎通はど

うなっているのか。医師確保につきましては、

病院局長は再三、大学医局に足を運ばれ、医局

の意向を尊重し、また日南、延岡の両県立病院

の窮状を訴求しておられる、そのお姿には感服

するところであります。医師に関しましては、

医局派遣だけではなく県の直接採用もあること

から、私は前回の質問で、民間の人材紹介会社

の活用を提案しましたが、民間の医療機関では

常識となっている人材紹介会社の活用をどう取

り組まれているのか、病院局長に伺います。

○病院局長（甲斐景早文君） 医師の確保に向

けての人材紹介会社の活用の件でございます

が、昨年度から、全国自治体病院協議会の医師

求人求職支援センターが開設しておりますホー
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ムページにおいて公募を行っております。ま

た、今年度から、民間の医師紹介会社２社に対

しまして、ホームページ上の公募や登録医師の

情報提供等を依頼しているところでございま

す。

○松田勝則議員 民間会社の活用も行っておら

れるということなんですが、さて、その前に大

学医局との協議や意思疎通はどのような状況に

あるのか、お教えください。

○病院局長（甲斐景早文君） 大学医局との関

係でございます。宮崎大学医局を初め、各大学

医局に対しまして、県立病院が地域医療に果た

している大きな役割や県の取り組みについて繰

り返し説明をしながら、まずは休診となってい

る診療科について、新たな医師の派遣を重点的

に強力に要請をいたしているところでございま

す。また、現在派遣をいただいている診療科に

つきましても、医師の数が減少すれば、その診

療科のみならず病院全体の診療体制に大きな影

響を及ぼす、そういうおそれがございますか

ら、医師の派遣を継続していただけるように、

粘り強く繰り返し要望を行うとともに、病院長

ともども、あらゆる手だてを通じまして、全力

で医師の確保に取り組んでいるところでござい

ます。

○松田勝則議員 医師問題の根底には、医局と

県、病院局が対等な立場にあるのではないとい

うことを聞きました。こちらがお願いをする立

場にある、上下関係とまではいかなくても、な

かなか足の運びづらい、枠を破りづらい分野で

あるかと思いますけれども、今後とも、信頼関

係を築かれまして、より緊密な関係を築いてい

ただきますようお願いいたします。また、必要

があれば、知事にもぜひ医局のほうに足を運ん

でいただきたい、このように思います。

また、県立病院に限らず、中山間地の医療も

疲弊しております。県が僻地市町村へ派遣する

自治医科大学の卒業医師の配置状況はどうなっ

ているのか、詳細を伺います。福祉保健部長、

お願いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本年度の自治

医科大学卒業医師の配置状況につきましては、

延岡市の北浦町に１名、西米良村に２名、椎葉

村に２名、美郷町西郷区に２名、同じく南郷区

に１名、五ヶ瀬町に１名と、計９名の医師を５

市町村６医療機関へ派遣しているところであり

ます。

○松田勝則議員 伺いましたら、ほとんど県北

に集中しておりますね。延岡出身者としてはあ

りがたいような感じもするんですが、均衡のあ

る配置をお願いしたいと思っております。

続きまして、ＡＥＤに関して伺います。心臓

がけいれんして心室細動を起こした患者に、電

気ショックを与えて正常な脈拍を取り戻す自動

体外式除細動器、つまりＡＥＤの配置が急増い

たしました。電極パッドの張りつけ方など、私

たち議員も昨年講習を受けましたが、実際に使

用するとなると、不安が大変あります。その不

安を増す要因が、今回提起されました。メーカ

ーによりますと、バッテリーの寿命は３年から

４年、パッドの交換は２年から３年ということ

です。定期的に点検して故障の有無を確認し、

メーカーに修理交換を頼まなくてはなりませ

ん。しかし、販売者が設置者に連絡をとっても

反応がないことも間々あると聞いております。

それ以前に、設置場所や管理者がわからないこ

とが多いというのが現状です。このため、この

４月、厚生労働省は都道府県あてに、設置者が

定期点検する体制を整えるよう要請をいたしま

した。これを受けて、本県は関係団体などへど
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のように周知を行ったのか、福祉保健部長、お

願いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 国からの通知

は、自動体外式除細動器、いわゆるＡＥＤにつ

いて、設置者みずからが適切な管理等を徹底す

るよう注意喚起を行うものであります。これを

受け、設置の可能性がある各市町村、医師会、

薬剤師会、病院等に文書で通知を行っておりま

す。

○松田勝則議員 文書通知を行った、至極当然

のことなんですが、では、今、宮崎県にＡＥＤ

は何台あるのか。当然、公共とか民間とかに分

かれますが、県はＡＥＤの設置数をどう把握し

ているのか、現状を伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 正確な設置数

は把握しておりませんが、県内のＡＥＤ販売代

理店が販売している台数は約2,200台と聞いてお

ります。

○松田勝則議員 他県の例をとりますと、山口

県や大分県は、リース販売業者と連携して設置

状況を調べる調査を既に進めております。本県

は基本的に、設置者とメーカーなどの責任とい

うスタイルかというような答弁に聞こえまし

た。ＡＥＤは生命にかかわる問題であり、周知

徹底は行政の責任という見方が全国で提唱され

ております。宮崎県も、メーカー、販売者の責

任というだけでなしに、県内にどれだけＡＥＤ

があって、どのような管理状況にあるのか、ま

ずは県が主導をとって進めていただきたい、こ

のように要望いたします。

続きまして、同じ健康の問題で、献血につき

まして福祉保健部長に伺います。日本赤十字社

の調べによりますと、平成20年度の献血者は514

万人、全体的に協力者数が減っています。特に

若い世代の献血離れが深刻と聞きます。10

代、20代の献血者は、平成11年度では259万人で

ありましたが、平成20年度には145万人、ここ10

年で45％の減少という状況です。今後は、少子

高齢化の流れを受ける中、特に若い世代の献血

推進を図ることが急務とされています。この状

況を改善するために、日本赤十字社では10月１

日から、「ラブ・イン・アクション（LOVE in A

ction）」という新プロジェクトを発足させまし

た。命の大切さ、献血の重要性を伝えていこう

という取り組みです。ちなみに、福祉保健部

長、最近、献血を行われましたか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 行っておりま

せん。

○松田勝則議員 部長は行っていない、多忙の

ことだからと思うんですが、さて、献血に要す

る時間はどれぐらいであるか、覚えていらっ

しゃいますか、部長。

○福祉保健部長（高橋 博君） 20分か30分程

度だと思います。

○松田勝則議員 献血ルームに入ってから受け

付けをして採血までの所要時間は、最短で40分

ぐらいです。大体、今お答えのとおりだったと

思います。赤十字社では、「わずか40分で助か

る命があることを日本の若者2,000万人にしっか

り伝えていかなくてはならない。こんなに若者

の献血者が減っているのは私たち大人の責任

だ」と訴求をしております。若い世代の献血が

減少し続けると、どんげなるか。輸血用血液製

剤の不足が深刻な問題になることが予測されて

いるとされます。さて、宮崎県における献血の

現状はどうか、また県の取り組みはいかがか、

福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 献血者数の現

状は、平成20年度が４万6,374人で、５年前と比

較しますと約3,400人減少しております。これ
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は、現在の献血の主流が、400ミリリットルと成

分献血となっているため、主な200ミリリットル

献血者である若年層の献血者が約2,000人減少し

ていることが大きな要因でありますが、400ミリ

リットル献血は約３万人、成分献血は約１

万3,000人で安定的に推移しており、必要な血液

の確保ができております。しかしながら、献血

協力者の確保は、安定的な血液の供給を図る上

で極めて重要でありますので、県といたしまし

ては、減少傾向にある若年層と、組織的な献血

が見込まれる会社などを対象とした「がんばる

献血応援団」事業の実施や、「はたちの献血キ

ャンペーン」等による啓発に努めております。

○松田勝則議員 よく街角の献血ルームの前

に、きょうは何型の血液が足りませんというこ

とで、大変緊急性を覚えます。私もＡＢ型であ

りますので、いつも足りない血液型ですから、

協力をするんですが、「宮崎県で採取された血

液は皆、福岡県内の血液センターで一元管理を

されていて、緊急に足りなくなることはない」

というコメントをいただいているので、安心を

するところです。さりながら、若年者の献血が

減っているとのコメントでした。献血は16歳か

ら協力できる身近な社会貢献です。かつては学

校にも献血車が来ておりました。そこでサンＡ

のオレンジジュースをもらうことが私は楽しみ

だったんですが、学校教育の場でも献血の重要

性を説くことが、献血の若年層離れを食いとめ

る大きなかぎになることは言うまでもないと思

います。現在の学校の場で献血に関する普及啓

発はどうなっているのか、教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） 献血の普及啓発につ

きましては、子供たちが生命尊重や相互扶助の

精神を培うという観点からも大切なものである

と認識しております。現在、県立学校によりま

しては、文化祭等の学校行事に合わせ、献血車

に来校してもらうなど、地域の方々と一体と

なって協力しているところもあります。また、

県教育委員会といたしましては、厚生労働省が

作成しております普及啓発用のポスターや資料

を中学校や高等学校に配付しますとともに、県

赤十字血液センターが主催します、小学校の親

子を対象とした「夏休み親子献血教室」等に対

し名義後援を行うなど、啓発活動に協力してい

るところであり、今後とも関係機関等と連携を

図ってまいりたいと考えております。以上で

す。

○松田勝則議員 今、教育長の答弁の中に、地

域の方々と連携してという地域貢献の部分も出

ました。医療貢献のみならず、地域に根差す地

域の一員だという意識を醸成するためにも、学

校での献血は、また大きな役割を担うのではな

いかと思います。経済的な負担もあることとは

存じますが、児童生徒への献血の協力啓発、普

及をお願いしたいと存じます。

続きまして、中小企業や県産品の販売促進に

ついて、商工観光労働部長に伺います。

アンテナショップが花盛りであります。アン

テナショップは、地元出身者にとっては、ふる

さとの産品を手軽に購入することができる得が

たい場であり、首都圏に住む人々には、郷土色

豊かな産品の購入に加え、各地域の観光情報に

触れることができる場となっています。東京都

内でいいますと、九州からは熊本、大分、鹿児

島、宮崎の南九州４県が、それぞれ一等地と言

われる場所に店舗を構え、毎日多くの利用者で

にぎわっております。また、全国的に見ます

と、東京には32道府県のアンテナショップが運

営されておりますが、中でも成功事例として一

番注目されているのが、新宿駅南口にある我が
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宮崎県のアンテナショップ、新宿みやざき館

「ＫＯＮＮＥ」です。私も上京のたびに足を運

びます。レジに列をなすお客様のそのさまを見

るたびに、県民としてうれしく頼もしく、また

東国原効果をひしひしと感じるところです。さ

て、社団法人宮崎県物産貿易振興センターの委

託運営に係るこのアンテナショップの売り上げ

はどう変化しているのか、過去３年間の推移を

商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 新宿みや

ざき館「ＫＯＮＮＥ」の売り上げでございます

が、平成18年度から20年度までの状況を申し上

げますと、平成18年度は４億44万円、平成19年

度は６億542万円、平成20年度は４億7,603万円

となっております。

○松田勝則議員 ４億、６億、４億と推移した

この売り上げ、知事就任以降は売り上げが大変

伸びたというふうに聞いておりますし、また関

係諸氏の御努力のたまものもあるかと存じま

す。さりとて、新宿南口の一等地で経営は順調

なんだろうか、心配するところです。収支のバ

ランスなど経営の状況を伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 収支のバ

ランスでございますが、「ＫＯＮＮＥ」の平

成20年度の収支につきましては、販売手数料な

どの収入と人件費等の支出は、ほぼつり合って

おります。ただ、これとは別に県では、「ＫＯ

ＮＮＥ」の家賃や共益費など約7,000万円を負担

しているところでございます。

○松田勝則議員 7,000万のほかにランニングコ

ストがかかるということで、収支のほうはまあ

順調だと理解してよろしいかと思います。

さて、私が東京におりました５年前は、「Ｋ

ＯＮＮＥ」の売れ筋といいますと、焼酎と冷や

汁でありました。現在の売れ筋は何であるか、

伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 平成20年

度１年間の売上金額を部門別の割合で見ます

と、鶏の炭火焼きといった鶏肉加工品が16.9％

と最も多く、次に軽食コーナーの冷や汁定食と

いった定食類が13.5％、次いで芋焼酎の12.4

％、和菓子の6.5％、漬物、洋菓子のそれぞ

れ4.7％となっております。

○松田勝則議員 鶏製品が１位に躍り出たとい

うのは、まさに今の宮崎県の人気ぶりを示して

いるものと思います。アンテナショップは、決

して首都圏の人々のコンビニエンスストアでは

なくて、宮崎の多くの商品、商材の可能性を試

す登竜門としての役目もあるかと思います。そ

ういった売れ筋だけを並べるのでなしに、可能

性、チャレンジする商品を展示するといった当

初の意に沿った展開になっているかどうか、伺

います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） アンテナ

ショップの目的に関してでございますけれど

も、アンテナショップは、売れ筋商品といった

特定の商品だけでなく、県内企業が新しく製造

した商品など、県産品を幅広く取り上げまして

ＰＲするといった役割も担っております。その

ため、「ＫＯＮＮＥ」では、毎月、県内企業か

ら取り扱いを希望する商品を募集しまして、定

期的な入れかえを行い、なるべく多くの企業に

商品ＰＲの機会を提供するように努めていると

ころでございます。また、企業からの提案を待

つだけではなく、これまで取り扱いのなかった

乳製品などの商品発掘を積極的に行うととも

に、季節に応じました青果物を通年で取り扱う

など、宮崎の農産物や農畜産加工品など幅広く

商品のＰＲに努めているところでございまし

て、取扱商品数は約1,200品目となっているとこ
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ろでございます。

○松田勝則議員 取り扱い品目1,200品目、決し

て売り上げ重視ではないということを聞いて安

心いたしました。

さて、さまざまなお客様、利用者から、売り

上げの動向や意見、またはクレームといったも

のが日々寄せられているというふうに聞いてお

りますが、そういった消費者、利用者の声はど

のように反映されていますか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 消費者の

皆様からの御意見につきましては、日常の接客

の中でいただく御意見はもとより、電話やはが

きモニターなどの意見もすべて随時、出品企業

にお伝えし、商品改良等に役立てていただいて

いるところでございます。また、アンテナ

ショップの運営についての御意見も、例えば、

軽食コーナーのメニューの改善とか新規商品の

取り扱いの開始など、しっかりと対応している

ところでございます。今後とも、消費者の皆様

の声を真摯に受けとめ、その声をよりよき商品

づくり、アンテナショップの運営に生かしてま

いりたいと考えているところでございます。

○松田勝則議員 宮崎県にとって商品開発の一

番大きなポイント、声であると思います。十分

に活用いただきたいと思います。

また、この「ＫＯＮＮＥ」の盛況ぶり、繁栄

の結果が、物産貿易振興センターの会員企業数

の増加ですとか、あるいは利益につながってい

るのかどうか、一番気になるところですが、い

かがでしょうか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 先ほど申

し上げましたように、アンテナショップの売り

上げは大きく伸びております。そういうことも

ありまして、アンテナショップへの出品を希望

する県内企業が年々ふえてきておりまして、そ

れに伴い、物産貿易振興センターの会員企業数

も、平成17年度の414社から今年度566社へと大

きく増加しております。また、アンテナショッ

プは、消費者はもとより、流通関係者に商品を

ＰＲする機会になるとともに、企業にとって商

品改善に生かしていただく機会になっておりま

して、その意味で出品企業の利益につながって

いると考えております。

○松田勝則議員 会員企業数が150社増、また出

品企業の利益につながっているということで、

大変、この目的を達していることと存じます。

これらの成功実績を踏まえまして、首都圏を初

め、ほかの都市部に第２のアンテナショップを

設置する考えはありませんでしょうか。特に、

東京都墨田区に建設中で2012年に完成予定のス

カイツリー、第２東京タワーとも称されます

が、このテナント募集には、アンテナショップ

ということで各県も注目をしているというふう

に聞いております。第２のアンテナショップ出

店についての意向を伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） アンテナ

ショップの設置は、県産品はもとより、自然や

歴史・文化といった地域の魅力、宮崎の魅力を

発信していく、さらには県産品等に対する消費

者の反応や傾向などを収集する手段として、大

変有効な方策であると考えております。そのた

め、県におきましては、今年度の事業としまし

て、物産貿易振興センターに委託しまして、ア

ンテナショップの多店舗展開について調査研究

を行っているところでございます。調査では、

北部九州、中京地区などアンテナショップのな

い地域などで、県みずからが設置するのではな

く、民間のノウハウあるいは活力を十分に活用

して設置するなど、新しい方策について現在検

討しているところでございます。
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○松田勝則議員 新しいスタイルで第２、第３

のアンテナショップの計画があるということを

聞いて、何かわくわくしてまいりました。

さて、アンテナショップ出店はうれしいこと

ですが、大きな予算が伴います。そのコストを

大幅に縮小したアンテナショップの例がありま

す。コンビニエンスストアのブースを利用した

店舗です。徳島県は、平成18年にローソンとの

間で締結された包括業務提携に基づく協働事業

の一環として、東京都港区虎ノ門、これは延岡

内藤藩の上屋敷があったすぐそばなんですが、

そこでのローソンの店舗内にアンテナショップ

を開設しました。新たな県産品販売・観光ＰＲ

施設を求めていた徳島県と、地産外消のスロー

ガンを推進するローソンの思いが一致し、新し

いタイプの店舗が実現したとのことです。私も

見学してまいりました。３メーターの陳列棚が

上下２カ所、同店舗の６分の１の面積を使った

結構目立つ徳島県ブースで、食品を中心に60品

目を出品するということでした。残念ながら、

ブース料等々は教えていただけませんでした

が、また徳島の特産品を株式会社ローソンの

ネット販売網に乗せることもあわせて計画中と

いうことも聞いております。このような利点も

多いコンビニエンスストアとの協働事業です

が、コンビニへのアンテナショップ出店の可能

性はありませんでしょうか。よろしくお願いい

たします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 御提案の

コンビニエンスストアにつきましては、不特定

多数の消費者に県産品を紹介する選択肢の一つ

であると考えております。今、議員からありま

したように、徳島県、埼玉県が設置しているわ

けでございますが、実態を調べてみますと、ス

ペースが限られ、取扱品目が少ないこと、ある

いは相当の賃借料が必要なこと、あるいは対面

販売ではないために消費者の声を直接聞くこと

ができないといった状況もあるようでございま

す。いずれにしましても、今年度実施しており

ます調査の中で、コンビニエンスストアでの常

設棚も含め、費用対効果などあらゆる観点から

幅広く検討してまいりたいと考えております。

○松田勝則議員 コンビニ出品に当たっても、

さまざまな課題があるかとは存じますが、宮崎

県も、夏になりますと宮崎県産品フェアという

ことで、コンビニの中では大変大きな地位を占

めるようになりました。そういった全国展開を

進めるコンビニでの戦略の一環で、コンビニへ

のアンテナショップ出店もお考えいただきた

い、このように思います。

次に、コンビニ向けの商品開発を県が主導で

進められないかと考えます。今や全国区となり

ましたチキン南蛮は、首都圏のコンビニエンス

ストアあるいはスーパーの総菜コーナーでは定

番となりつつありますが、食された方々のお話

を聞きますと、本場宮崎のチキン南蛮とはほど

遠いという意見がほとんどであります。また、

先ほど売れ筋の上位にランキングされておりま

した鶏の商品あるいは漬物といったものを、コ

ンビニエンスストア向けにパッケージ化する、

パック化して県統一ブランドで全国に発信して

はどうかと思いますが、いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） コンビニ

エンスストアも、百貨店やスーパーマーケット

と並びまして、県産品の販路拡大を図る上で有

効な販売経路の一つであると考えております。

そのため、フェア開催の機会などを通じまし

て、加工食品などの紹介あるいはＰＲを行って

おるわけでございますけれども、コンビニエン

スストアでは、最低取扱数量（ロット）が非常
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に大きいことや、取引価格が安いことなどか

ら、なかなか取引につながっていないところで

ございます。今後とも、あらゆる機会を通じて

紹介、ＰＲを行いますとともに、県内企業に対

し、コンビニエンスストア向けの商品開発等に

つきまして助言等を行ってまいりたいと考えて

おります。

○松田勝則議員 同様の取り組みは、各県がし

のぎを削っていることと思いますが、マンゴー

を初め宮崎県ならではという物産も多々抱えて

おります。ぜひぜひ先駆者となるべく、努力、

研究をお願いしたいと存じます。

話題を変えます。児童虐待につきまして、福

祉保健部長に伺います。

11月は児童虐待防止推進月間でした。厚生労

働省の2008年の調査結果によりますと、児童虐

待は18年連続で増加しております。全国で４

万2,662件のうち宮崎県は287件、1990年の調査

開始から、国、県ともに最高値を示しました。

本県は特筆される点がありました。相談件数の

割合が大変高まったということです。相談件数

の順位でいきますと、鳥取、神奈川に次ぎ第３

位、287件で47％のアップです。

児童虐待は、さまざまな虐待の内容があるん

だそうですが、一番多いのが暴行を加える身体

的虐待、２番目、食事などを与えず必要な養育

を放棄しているネグレクト、３番、暴言やある

いは反対に無視をするといった心理的虐待、そ

して４番目に性的虐待とされています。その中

でネグレクトが増加していると聞きますが、深

刻化する虐待は家庭の関与が大きいとされてい

ます。本県での児童虐待はどのような家庭環境

が背景にあるのか、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成20年度の

児童相談所における児童虐待の相談処理件数

は287件であり、その内訳といたしましては、保

護の怠慢や拒否が約４割、身体的虐待が約３割

等となっております。その背景についてであり

ますが、経済的な困難や虐待者の心身の状態、

子育て世帯の孤立化など、さまざまな要因があ

るものと考えております。

○松田勝則議員 いかんともしがたい経済的原

因というのが筆頭に来ているわけですが、全国

児童相談所長会議の調査でも、経済的困難が虐

待理由のトップに位置しておりました。そうい

う家庭的な事情等がある中で、一方では、地域

とのつながりが指摘されておりました。虐待者

の孤独感ですとか、虐待者―親の地域からの

孤立も大変大きな要因とされております。親が

変わらなくては子供は帰るところがありませ

ん。児童虐待防止のための地域ネットワーク構

築が重要と考えられておりますが、県の取り組

みはどうであるのか、お示しください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 児童虐待は、

社会全体で早急に解決すべき重要かつ喫緊の課

題であり、関係機関や地域が一体となって、発

生予防や早期発見・早期対応に取り組む必要が

あると考えております。このため、県といたし

ましては、地域のネットワーク組織として、市

町村や警察・医療機関、保育所等で構成する要

保護児童対策地域協議会の設置を各市町村に働

きかけ、昨年度末までにすべての市町村に設置

されたところであります。本年度は、当該協議

会が効果的に機能するよう、関係者への研修は

もとより、個別ケース検討会議における助言や

情報提供など、さまざまな支援を行っており、

今後とも、これらの地域におけるネットワーク

のさらなる充実強化に努めてまいりたいと存じ

ます。

○松田勝則議員 お示しいただいた協議会です
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とか公的機関のほかに、市民団体が大変多くの

方々の支援に当たっています。いずれも資金面

で大変大きな問題を抱えております。大阪です

とか三重県では、民間団体と連携の取り組みを

して、官民一体となった活動をしているとも

伺っております。本県でも、そういう官民の枠

を取り払った一体的な取り組みの推進をお願い

したいと存じます。

続きまして、全国学力・学習状況調査、いわ

ゆる全国学力テストの結果につきまして、教育

長に伺います。

先日、西村議員も、その詳細あるいは意義に

ついて伺いましたが、この調査の結果をどう宮

崎県の教育に生かすのか、まずは全国や本県の

分析結果をお示しください。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査は、平成19年度から本年度まで３年間実施

されておりますが、そこで明らかになった全国

的な課題は、文部科学省の分析によりますと、

「小中学校ともに、知識に関する問題に比べて

活用に関する問題に課題があり、この傾向はど

の年度もほぼ同じ」というものでありました。

また、本県の子供たちの学力の状況につきまし

て、全国平均と比べてみますと、中学校では、

国語、数学ともに、知識及び活用に関する問題

の正答率は３年連続で全国平均を上回ってお

り、おおむね良好な状況であるととらえており

ます。一方、小学校では、国語、算数ともに、

知識に関する問題が３年連続で全国平均を上

回っておりますけれども、活用に関する問題に

ついては、２年連続、全国平均を下回るという

結果でありました。

○松田勝則議員 相対的に宮崎県は活用する力

が弱いということなんですが、活用する力とは

一体具体的に何を指すのか、お教えいただけま

すか。

○教育長（渡辺義人君） 課題になっておりま

す活用する力とは、全国学力・学習状況調査に

関する実施要領によりますと、「知識や技能等

を実生活のさまざまな場面に生かす力」、ある

いは「さまざまな課題解決のための構想を立

て、実践し、評価・改善する力」などと示され

ております。各教科における活用する力に関す

る問題の具体的な内容といたしまして申し上げ

ますと、例えば国語科では、「筆者（書き手）

の主張を評価したり、表現を工夫しながら、自

分の考えを書いたりすること」、また算数や数

学科では、「図やグラフから必要な情報を分

類、整理、比較するなどして、問題の解決に役

立てること」などが挙げられておりまして、我

々大人にとっても大変難しいのが活用する力と

いうことであります。

○松田勝則議員 活用する力は、実生活で生き

る力であり、我々大人にとっても難しい力だと

いうようなことを伺いましたが、しからば、そ

の活用する力が弱いとされた宮崎県、本県で

は、その力を伸ばすための取り組みとは何なの

か、そしてその検証はどのように行われるのか

伺います。

○教育長（渡辺義人君） 活用する力を伸ばす

県教育委員会の取り組みといたしましては、平

成17年度から取り組んでおります「教員の指導

力を高める授業研究会」や、来年１月から稼働

を予定いたしております、インターネットを

使った「ＷＥＢ学習単元評価システム」などが

あります。１点目の教員の指導力を高める授業

研究会におきましては、例えば国語科におい

て、チラシやパンフレットなど子供たちの日常

生活に結びついた資料から正しく情報を読み

取ったり、まとめて説明したりする活動を多く
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取り入れるなど、活用する力を高めるための授

業づくりに努めております。また、２点目のＷ

ＥＢ学習単元評価システムにつきましては、算

数・数学科において、活用する力を伸ばす問題

を意図的に取り入れながら、問題ごとの子供た

ちの到達状況を確認して、それをもとに教員の

指導方法の工夫改善につなげることができるよ

うにするものであります。これらの取り組みに

つきましては、本県独自の調査であります「み

やざき小中学校学力・意識調査」などにより、

児童生徒の学力の状況を比較分析しながら、検

証していくことにしております。

○松田勝則議員 大変綿密な計画のもとに対処

し、検証していくということでしたが、午前

中、新見議員の提案の中にも、島根県の数リン

ピックがありました。島根県は、同じ応用力を

示す小学校６年の算数Ｂ、また中学校３年の数

学Ｂが弱いという指摘を受けて、11月に数リン

ピックというイベントを開催したとあります。

これはどういう内容かと思って問い合わせてみ

ました。小中学生を対象に問題を解くおもしろ

さを感じてもらおうと、教育委員会が中心とな

りまして、計算ですとか図形の問題をつくりま

す。そして、おもしろいなと思ったのは、個人

部門あるいはペア部門を設定して、ゲーム感覚

で子供たちの学ぶ喜びを想起させるような、そ

ういう取り組みでありました。この問題をつく

られたのは県下の先生方であった、また特別チ

ームをつくられたということであります。そう

いう宮崎県らしい豊かな心、楽しい心を盛り込

んだ対応をお願いしたいと存じます。

最後の質問になります。商工観光労働部長に

伺います。就職が厳しい状況にあります。宮崎

労働局の発表によりますと、本年10月の求職者

は３万432人。求職者ですから、そのすべてが失

業者には該当しないものの、県内で西都市の人

口に相当する人々が職を探しているという結果

が出ました。それに対しまして、有効求人数は

１万2,141件、約３分の１にとどまり、就職、転

職の厳しい現実をまざまざと見せつけられてお

ります。雇用が厳しいのはどの世代も同じです

が、特にフリーター、ニートといった現象を呈

しました40歳以下の若い人々の就職を支援する

ために、県は宮崎市にヤングＪＯＢサポートみ

やざきを設置しました。キャリアコンサルから

職業紹介まで、ハローワークとは違う就職支援

を行っています。九州各県で同じ名称のジョブ

カフェ、ジョブサロン、キャッチワークなどの

事業が展開されていますが、県の取り組みを伺

います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） ヤングＪ

ＯＢサポートみやざきは、特に厳しい雇用環境

の中にあります若年者等に対しまして、単なる

職業紹介にとどまらず、就職のためのきめ細や

かな支援を目的としまして、宮崎市及び延岡市

に設置しているものであります。具体的に

は、40歳未満を対象としまして、一人一担当制

をとり、適性診断や応募書類の作成、面接対策

など、個々に応じたアドバイスを行っておりま

す。また、職業意識の醸成から就職活動支援、

就職後の職場定着支援に至るまでの各種セミナ

ー等を開催するほか、求人情報をみずから収

集、提供するなど、さまざまな就職支援を行っ

ているところでございます。

○松田勝則議員 先ほどから、県内の来年新卒

高校生、大学生の就職率の低さが問題になって

おりますけれども、経済不況が起こるまでは、

このような若者の就職支援施設のニーズはキャ

リアコンサルでありました。つまり、自分に

合った仕事は何かという自分探しの旅のお手伝
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いをすることが大きなウエートであったという

ふうに感じておりますが、今は、ずばりマッチ

ングです。どれだけ求人情報を持っているか、

これがこういった就職施設の最重要ポイントと

なっています。県は、独自の求人情報の開拓、

収集についてどう取り組んでおられるのか、伺

います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 独自の求

人情報についてでございますが、現在、宮崎、

都城、延岡、日南の４地区に13名の雇用推進員

を配置しまして、企業訪問により雇用情報の収

集を行っているところでありまして、その中で

新規求人申し込み等もお願いしているところで

ございます。

○松田勝則議員 独自に求人開拓者も設けてい

るということですが、その割には、各施設を回

りますと利用者数が少ないなというのが私の実

感です。知事も先ほど、ほかの若者就職支援施

設の実感を述べておられましたが、もっともっ

と活性化が図れないかと思うんです。宮崎市の

一等地にありながら、これではもったいないと

思います。私たちの特別委員会で視察をしまし

た群馬県若者就職支援センターでは、こういっ

た活動をしておりました。

○萩原耕三副議長 時間が来ております。

○松田勝則議員（続） 若者による運営ができ

ないかということを提言いたしまして、私の質

問にかえさせていただきます。ありがとうござ

いました。（拍手）

○萩原耕三副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

明日の本会議は、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57分散会


