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平 成 2 1 年 1 2 月 ４ 日 ( 金 曜 日 )

午前 10時 0分開議

出 席 議 員（41名）
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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 ）
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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 ）
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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）
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知 事 東国原 英 夫
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病 院 局 長 甲 斐 景早文
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教 育 委 員 長 大 重 都志春
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◎ 一般質問

○萩原耕三副議長 ただいまの出席議員39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、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、黒

木正一議員。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） 本日は、い

よいよ一般質問の最終日となりました。通告に

従いまして質問を進めてまいります。

県会議員選挙に出るに当たり、選挙用はがき

を出しました。恥ずかしながら自分の顔写真を

載せまして、その横に大きく「豊かな山づくり

は豊かな海づくり」と書きました。豊かな森林

が魚の豊富な海をつくる。このことは、いろい

ろな研究者によって明らかにされております

が、山側と海側と力を合わせて豊かな社会をつ

くりましょうという思いでもありました。私

は、山に生まれ、そこに住む者として、これま

で山側が抱えているいろんな問題ばかり取り上

げてきました。山側が多くの問題を抱えている

今、しからば海側はどうか。宮崎県は、北は日

豊海岸から南は日南海岸に至る長い海岸線を持

ち、豊かな海洋資源に恵まれた日本有数の水産

県であります。しかし、水産業は、生産量の減

少、消費の低迷、就業者の減少、高齢化、価格

の低迷など、林業と同じように困難な課題を多

く抱えています。基幹産業の一つである水産業

の振興は、本県の重要な課題であると考え、水

産業の基本的な問題について、数点質問いたし

ます。まず、本県の水産業の現状をどう認識さ

れているか、知事にお伺いします。

以下の質問は、自席から行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 おはようご

ざいます。お答えいたします。

水産業の現状についてであります。本県水産

業につきましては、カツオ・マグロ漁業や日向

灘におけるまき網漁業などを中心に、全国でも

有数の生産量を誇っており、地域の重要な産業

であるとともに、我が国水産物の安定供給の一

翼を担っておると思っております。しかしなが

ら、担い手の減少や高齢化が進む中で、資源の

悪化に伴う漁獲量の減少、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

迷などにより収益が減少し、極めて厳しい状況

に直面していると認識しております。このた

め、県といたしましては、増殖場の整備や栽培

漁業の推進による資源の回復・管理、みやざき

ブランドの確立、本県水産業の将来を支える多

様な担い手の確保育成等により、今後とも、持

続できる水産業・漁村の構築に向けて、積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

〔降壇〕

○黒木正一議員 我が国の漁業生産は、これま

でいろんな要素で変動してきましたけれども、

主なものとしましては、円高による輸入水産物

の増大、200海里体制の進展による遠洋漁業の後

退、マイワシ資源の大変動による漁獲変動、他

産業への就業者の異動による漁業者の減少な

ど、いろいろな要因で大きく変動してきており

ます。漁獲量は、1988年には1,200万トンあった

ものが、1998年には半減して600万トンにな

り、2000年以降は500万トン台で推移していま

す。有用魚の自給率は、1980年代に80％以上

あったものが、2005年には55％にまで低下して

おります。本県においては、1990年をピークに

減少を続け、ここ数年はピーク時の半分程度の

平成21年12月４日(金)
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漁獲量となっています。数日前に、県南におい

て、カツオ漁船が不漁により、港に帰っている

というニュースも流れておりました。水産資源

の減少の原因をどうとらえているのか、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 水産資源の減

少の要因についてでございます。一般的には、

水産資源の産卵・育成の場となります藻場・干

潟が、沿岸域の開発等によりまして減少したこ

と、それから資源の回復力を上回る漁獲が行わ

れたこと等、さまざまな要因により減少してい

ると言われております。本県の海面漁業生産量

を見てみますと、ピーク時であります平成２年

の約22万トンから、平成19年には半分ほどの10

万7,000トンに減少しておりますが、これは先ほ

ど申し上げた要因に加えまして、海水温等の海

洋環境の変化により、大きな周期で変動を繰り

返すマイワシ資源が急減したこと等によるもの

と考えております。以上であります。

○黒木正一議員 水産資源減少の原因は、一般

的には、沿岸域の環境の悪化、それから生産力

を上回る漁獲などが考えられるということであ

りますけれども、答弁にもありましたように、

本県の生産量の大きな減少は、主としてマイワ

シ資源の減少であり、その周期変動は数十年の

スケールということであるなら、そのピークが

平成の初めにありましたから、回復まで何十年

もかかることが予想されます。そのような中

で、資源を枯渇させることなく漁業を継続させ

るためには、沿岸域の環境をよくすること、乱

獲をしないことなどが考えられますけれども、

水産資源をふやすために、県といたしましては

どのような取り組みを行っているのかお伺いい

たします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 水産資源の増

加に向けた取り組みでございますけれども、本

県では従来より、関係機関と連携を図りなが

ら、安定的に収益の見込めるマダイ、ヒラメ、

カサゴ等の稚魚を生産し、年間100万尾程度の放

流に努めております。また、ヒラメ、アオリイ

カ等の魚種を対象としまして、産卵や稚魚の生

息の場として重要な増殖場を造成しているとこ

ろであります。さらに、本年度からは、日向灘

海域の生産力を高めるため、稚魚のえさである

プランクトンなどをふやすためのマウンド魚礁

という新たな増殖場整備に着手したところであ

ります。今後は、これらの取り組みとあわせま

して、緊急に回復を図る必要があるカサゴ等に

つきましては、漁業者みずからが行う禁漁期等

の設定や漁獲物の体長制限など、資源管理のた

めの取り組みをより一層促進してまいりたいと

考えております。

○黒木正一議員 本県においては、水産資源の

維持のために、いろんな有用魚の種苗生産技術

の開発を行っていると聞いております。どのよ

うな魚種の種苗生産技術開発を行い、実績を上

げているのかお伺いします。また、私は魚が大

好きで、よく魚料理屋さんに行くんですけれど

も、あるところに行った折、トラガニが生けす

に入っておりまして、初めてトラガニというも

のを知ったんですけれども、料理屋の主人の話

では、北海道から予約して食べに来る客がいる

ということでありました。実際、北海道からの

客が来ておりまして、増殖して宮崎のトラガニ

をもっと売り出したらどうかという話になりま

した。トラガニの種苗生産・増殖はできないの

か、加えてお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県ではこれ

までに、マダイ、カサゴ、オオニベ等の種苗生

産技術の開発に取り組みまして、特にカサゴで

平成21年12月４日(金)
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は、稚魚を安定的に生産する本県独自の量産化

技術を確立し、現在、年間30万尾以上の生産を

行っております。御質問のトラガニであります

が、本県沿岸にも生息し、量は少ないものの、

小型底びき網漁業等で漁獲されておりますが、

このトラガニの種苗生産につきましては、他県

の取り組みを見ましても、生産初期の死亡率が

高いなど技術的な課題も多く、非常に難しいも

のであると聞いておりますので、今後とも、他

県の状況など情報収集にさらに努めてまいりた

いと考えております。県といたしましては、本

県の水産資源を維持するための新たな技術開発

につきましては、漁業者等の意見や市場の動向

などを踏まえながら、今後とも、積極的に対応

してまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 非常に難しいということであ

れば、また可能性も多いということではないか

というふうに思います。

魚離れというのが漁業経営に大きな影を落と

していると言われております。いろんな統計を

見ましても、年間１人当たり食用魚介類供給

量、1988年の72キロから2005年には61キロに低

下、年間１人当たりの生鮮魚介類購入量

は、1970年の14.8キロから2006年には12.3キロ

グラムに低下、魚介類の年間１人当たりの支出

は、1992年の４万円から2005年には２万9,000円

に低下、魚介類支出が食料支出に占める割合

は、1980年の14％から2005年には10％に低下、

いろいろな統計を見ましても、魚を買う量も魚

を食べる量も減っております。子供に敬遠され

ると言われ、食の簡便化を初めとする消費者ニ

ーズの変化があるとも言われておりますけれど

も、魚離れの原因をどう考えているのかお伺い

いたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 魚離れの状況

でございますけれども、国の水産白書によりま

すと、近年、若年層を中心に魚離れが進行して

おりまして、昭和40年と平成18年の比較では、

生鮮魚介類の１人当たりの年間購入量が約３割

減少している状況にございます。その原因とい

たしましては、骨があること等の理由で子供が

魚を好まないといったこと、それから調理が面

倒であること、魚介類の調理法を知らないと

いったことなどが指摘をされております。

○黒木正一議員 若者の魚離れが進行してい

る、特に子供が骨があることなどを理由にだそ

うですけれども、魚を好まない。ということに

なれば、将来にわたって消費を拡大していくに

は、学校給食での魚利用を図ることも必要では

ないかというふうに思うわけです。そう考えま

して、学校給食における魚利用の実情を少し調

べてみました。給食費がおよそ１カ月4,000円

弱、１食当たりが約230円、このうち主食が18

％、牛乳が16％、副食が66％としますと、副食

にかかわるのが152円、野菜、調味料を引いた残

り、肉や魚に使うのが60円から100円となるよう

です。給食に魚を取り入れようとしても、単

価、調理法の問題から、イカ、エビ、練り製品

といった輸入冷凍食品になるという傾向がある

ようです。このような学校給食の状況の中で

は、何らかの後押しがなければ、県内産のおい

しい魚を給食に使うということは難しいと考え

られます。食育基本法が施行されて、地産地消

への機運が高まって、本県でも取り組みが始

まったと聞いております。魚に限らず、学校給

食における地産地消の取り組みについて、教育

長にお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 学校給食の実施主体

であります市町村におきましては、学校と生産

者との契約により、県内の農水産物等を安価で
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安定的に購入するための支援や、生産者や地元

企業との連携による交流給食会の開催などによ

りまして、地場産物活用が図られているところ

であります。県教育委員会といたしましては、

毎月16日を「ひむか地産地消給食の日」とし、

県内産の農水産物等の利用を働きかけますとと

もに、ＪＡ、漁業協同組合等との連携による地

場産物活用の体制づくりや、地場産物を使った

子供たちの食づくり教室などに取り組む「食育

実践事業」を推進しているところであります。

○黒木正一議員 農産物の給食での地産地消と

いうのは、食育基本法ができる前から全国で行

われていたようですけれども、水産物に関して

は、沿岸でとれる魚は多種多様で量が安定しな

い、また値段の高い魚が多いということから、

学校給食では難しいと利用が進まなかったよう

であります。2006年の内閣府食育推進室の報告

によりますと、当時、魚の食育活動を行ったの

は全国で５県、その中に宮崎県が入っておりま

して、本県は全国に先駆けて水産物の食育活動

を行っております。学校給食における県内産水

産物利用の状況・促進についての教育長の見解

をお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 学校給食に出されて

いる県内で水揚げされている水産物といたしま

しては、シイラ、カツオ、アジや県北の特産物

であるメヒカリなどがあり、地域によってばら

つきはあるものの、多いところでは、月に３回

程度使われております。また、これらの魚を

使った献立には、「かつおの角煮」「めひかり

の南蛮漬け」「魚うどん」等があり、子供たち
ぎょ

に喜ばれていると聞いております。学校給食に

地場産物を活用することは、子供たちが郷土の

産物に触れることにより、郷土の食文化等に関

心を持ち、地域社会との結びつきを深めること

ができるなど、教育的に意義深いことであると

考えております。今後とも、市町村や関係部局

と連携を図りまして、学校給食における県内産

の農水産物等の活用に努めてまいりたいと考え

ております。以上です。

○黒木正一議員 学校給食に魚を使う頻度とい

うのは、米飯給食のときに多くなるようです。

米飯給食を進めることが、魚の消費拡大にもつ

ながると思われます。本県においては、魚、水

産加工品８品目をみやざきブランド品として認

証して付加価値をつけて、そのＰＲ、需要の拡

大に取り組んでいると聞いております。販路開

拓に成果が上がっているのかお伺いいたしま

す。農政水産部長にお願いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県水産物の

ブランドにつきましては、関係機関・団体で構

成しております「いきいき宮崎のさかなブラン

ド確立推進協議会」におきましてブランド認証

を行っており、これまでに、お話にありました

ように、「シイラの焼酎もろみ漬け」あるいは

「一口あわび」など、８品目が認証されており

ます。水産物ブランドのＰＲや消費拡大につき

ましては、知事のトップセールス、漁協直営レ

ストランでの県産水産物フェアの開催、新たな

販路拡大のためのシーフードショーへの出展等

に対する支援を行っておりまして、一定の成果

が得られているものと考えております。県とい

たしましては、今後とも、本県水産物の認知度

アップや消費の拡大を図るため、関係機関と一

体となりまして、水産物ブランド対策に積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 水産業活性化のために、各地

で朝市などの水産振興イベントが催されており

ますが、鮮魚類の販売には食品衛生法に係る規

制があり、漁業者の話によりますと、他県に比
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べて本県は特に規制が厳しいという話をお聞き

します。運用の状況はどうなっているのか、ま

た、緩和ができないのか、福祉保健部長にお伺

いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 食品衛生法に

おいて、鮮魚介類を販売しようとする者は、魚

介類販売業の許可を受けなければならないとさ

れております。県におきましては、食品衛生法

施行条例で必要な許可の基準を定めております

が、営業の形態、施設の周囲の状況等により、

公衆衛生上支障がないと認められる場合は、基

準の一部を緩和できることとしております。こ

れに基づき、水産振興イベントにおきまして

は、あらかじめ魚介類販売業の許可施設で包装

した鮮魚等については、イベント会場に冷蔵設

備等を設けた店舗での販売を認めているところ

であります。県といたしましては、流通、販

売、消費に至る各段階における食品の安全・安

心確保は、極めて重要でありますことから、今

後とも、適切に対応してまいりたいと考えてお

ります。

○黒木正一議員 食の安全という面を考えます

と、また県民の健康ということを考えますと、

難しい面もあろうかと思いますけれども、水産

業の活性化のために、できるだけの配慮をお願

いしたいと思います。

先月、大西洋まぐろ類保存国際委員会におい

て、クロマグロの漁獲量の４割削減が決定した

という報道があり、話題となりました。これが

本県のマグロはえ縄漁業には影響はないのかお

伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お話にござい

ましたように、先月開催されました大西洋まぐ

ろ類保存国際委員会におきまして、来年の大西

洋におけるクロマグロの漁獲可能量を、ことし

に比べて４割削減することが決定されたところ

であります。本県のマグロはえ縄漁船113隻あり

ますけれども、すべて太平洋のみで操業してお

りますことから、今般の漁獲削減措置は、本県

漁船の操業に支障を及ぼすことはないと考えて

おります。しかしながら、太平洋のクロマグロ

につきましても、資源管理の強化に向けた議論

がありますことから、県といたしましては、今

後とも、情報収集に努め、本県マグロはえ縄漁

業の経営に支障を及ぼすことのないよう、関係

機関・団体とも連携しながら、国に対して必要

な働きかけを行ってまいりたいと考えておりま

す。

○黒木正一議員 10月の終わりでしたが、佐賀

県の漁船が転覆し、乗組員８人が行方不明にな

り、そのうち３人が転覆した漁船の中から４日

ぶりに奇跡的に救出されました。海難事故は一

度起これば命にかかわることとなるために、漁

業関係者は不安を抱えて操業を行っておりま

す。本県においても海難事故は繰り返されてお

り、安全対策を充実させることが水産業の健全

な発展につながると思います。本県の海難事故

の状況と安全対策への取り組みについてお伺い

いたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県漁船の人

命に係る海難事故につきましては、平成16年か

ら20年までの最近５カ年で延べ72件の発生があ

り、10名の方が死亡または行方不明となるな

ど、水産業の健全な発展を図る上で大きな障害

となっております。このため、県といたしまし

ては、従来より、漁船と漁業無線局との交信

を24時間確保するための支援やライフジャケッ

ト着用、救命いかだ設置の推進などに取り組ん

できたところであります。さらに、本年度は、

県単事業によりまして、海中転落の際に船員が
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身につけた小型発信器の救急信号を漁業無線局

が受信し、迅速な人命救助につなげるシステム

を整備することとしておりまして、漁業者の生

命の安全確保に大きく寄与するものと考えてお

ります。県といたしましては、今後とも、関係

機関・団体と連携しながら、漁業者の一層の安

全確保に努めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 県単事業において、海中転落

事故対策を国内でも早く取り組まれているとい

うことでありますが、早急な普及に努めていた

だきますようにお願いしたいと思います。

本県の漁業就業者は、ここ25年で半分も減っ

ております。60歳以上が36％と高齢化も進んで

おります。本県の水産業を継続し発展させるに

は、若年者の就業を促進するとともに、着実な

定着を図り、地域漁業の担い手を確保すること

が必要と考えますが、担い手対策についてどの

ように取り組んでいるのかお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県におきま

しては、厳しい漁業情勢等を背景に、漁業就業

者の減少・高齢化が進行しておりまして、担い

手の確保育成は喫緊の課題であると考えており

ます。このため、県といたしましては、従来よ

り、漁業就業を促すための体験研修や船舶免許

等漁業に必要な資格取得のための講習を実施し

ますとともに、就業後も普及指導員を中心に技

術指導や経営相談等を行うなど、就業啓発から

定着までの総合的な支援を行っているところで

あります。県といたしましては、今後はさら

に、関係機関・団体と連携しながら、研修の充

実やマッチング機能の強化、地域の受け入れ体

制づくりなどに一体的に取り組むことにより、

本県漁業の担い手の確保育成に努めてまいりた

いと存じます。

○黒木正一議員 次に、林業行政についてお伺

いいたします。

これまで何人もの方が国の行政刷新会議によ

る事業仕分けについての感想や本県への影響に

ついて取り上げましたが、林業分野に関する事

業仕分けの対象事業と本県林業への影響につい

て、環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 林業分野に関

します事業仕分けの対象事業といたしまして

は、間伐や作業道開設等の支援を行います「森

林・林業・木材産業づくり交付金」の一部事業

や、森林所有者が実施いたします施業実施区域

の明確化作業等に対し支援を行います「森林整

備地域活動支援交付金」などで、合わせまして

７つの事業が今回対象になっております。今回

の事業仕分けの作業におきましては、「取り組

みの必要性はよく理解できるが、平成21年度補

正予算の使い勝手をよくすることで対応できる

のではないか」といった意見や、「平成21年度

の基金残高の活用で十分対応できるのではない

か」といった意見が多く出されまして、結果と

して、「廃止」や「来年度の予算計上見送り」

等といった評価がなされたと聞いております。

これらの予算の今後の取り扱いにつきまして

は、現時点では不明確な部分が多いことから、

県といたしましては、引き続き、国の動向を注

視してまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 合わせて７つの事業が対象と

なり、廃止などの厳しい評価がなされたという

ことでありますが、私はこの事業仕分けの様子

というのはテレビでしか見ておりませんが、何

か新しく変わったなと思う一方で、地方や弱者

に対しての優しさが感じられないという印象を

持ちました。中山間地域等直接支払制度の林業

版とも言える森林整備地域活動支援交付金、こ
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の事業も対象となり、事業仕分けでは平成22年

度予算要求は見送りとなったようであります

が、私の地元では、この交付金を活用して災害

時に被害に遭った作業道の復旧をするなど、協

同して道路や森林を守ろうという取り組みをし

ております。民主党のマニフェストには、間伐

などの森林整備を実施するために必要な費用を

森林所有者に交付する森林管理・環境保全直接

支払制度を導入するとあります。事業仕分けに

はマニフェストとの整合性がなく、森林・林業

をどう位置づけるのか、その政策目標がないま

まに進められ、予算の無駄はなくなったが地方

がさらに疲弊したというのでは意味がないわけ

であります。地方の実情をよく調査して予算案

をまとめられるように期待したいというふうに

思います。

次に、21年度補正予算、目玉でありました森

林整備加速化・林業再生事業、この執行が棚上

げとなって、関係者の方は気をもんでいたので

ありますが、本県予算への影響はなかったの

か、環境森林部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 国の第１次補

正予算の執行の見直しにつきましては、本県の

林業予算に関係する事業といたしまして、森林

整備加速化・林業再生事業、森林整備地域活動

支援交付金、それから森林整備事業、治山事業

の４事業が対象となりました。これらの事業に

つきましては、見直し作業に一定期間を要しま

したため、事業執行におくれが生じております

けれども、予算額どおりの執行が認められてお

りますことから、本県予算への影響は今のとこ

ろないと思います。

○黒木正一議員 執行が認められるということ

でありますが、執行おくれもあるということ

で、おくれを取り戻すように御努力いただきま

すようにお願いしたいと思います。

私の住む諸塚村、これは日向市から耳川を１

時間ほどさかのぼった、総面積の95％を山林が

占める典型的な山の村です。ことし５月に村制

がしかれてから120年を迎えて、11月15日にその

記念式典が行われたところです。村の120年前の

姿は知る由もありませんが、耕地がわずか１％

しかない厳しい条件の中で、自然と向き合い、

山林を利用して焼き畑を行い、わずかな食料を

糧にシイタケやお茶をつくりながら、杉やクヌ

ギを植えて林業立村を目指し、戦中戦後の厳し

い時期に村の礎を築いてこられた先人に対し、

深く敬意を表さずにはおられません。村で

は、16の公民館を中心にしてお互いが協力し合

い、ふるさとは自分で守るという意識を持っ

て、簡単な道路の維持補修や集落間を結ぶ公道

の道草刈り、先人たちが守り育ててきた林業や

シイタケ栽培など、村の産業の拡大に向けた活

動を行っております。また、公民館単位に間伐

など森林整備の優良事業を出してもらい、表彰

を行う育林コンクールを行っています。実施に

当たっては、各公民館の産業部が中心となり、

県の諸塚駐在や森林組合の指導も受けながら、

間伐などの森林整備の推進を図っているところ

です。間伐につきましては、森林の持つ公益的

機能の発揮に加え、二酸化炭素の吸収源として

新たな役割が期待されておりますが、材価が低

迷する中で、間伐の採算性を上げ、森林所有者

の負担を軽減していくためには、高性能林業機

械の導入や路網の整備がこれまで以上に重要に

なっております。こういった状況の中で、間伐

を今後どのように進めていくのかお伺いいたし

ます。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 間伐につきま

しては、間伐経費の助成やコスト削減等により
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まして、森林所有者の負担軽減を図り、その推

進に取り組んでいるところでございます。しか

しながら、議員御指摘のとおり、木材価格が低

迷する中で間伐をさらに促進していくために

は、間伐コストの一層の削減や間伐材の利用促

進を図り、森林所有者の所得の向上につなげて

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、今後３カ年間で、施業の集約化を

進めながら、森林所有者の負担のない定額助成

による間伐や作業道の整備に集中的に取り組む

ことにしております。なお、作業道につきまし

ては、高齢級森林の間伐にも対応できるよう、

高規格な作業道を整備していくことにもしてお

ります。今後とも、これらの施策を着実に進め

ながら、効率的な間伐を推進いたしまして、間

伐材の安定供給体制を構築することに努めなが

ら、森林整備の推進に取り組んでまいりたいと

考えております。

○黒木正一議員 先ほども述べましたとおり、

産業の中心となっております杉の材価が長期に

わたって低迷するなど、林業を取り巻く状況は

厳しいものがありますが、村では管理の行き届

いた森林を認定する森林認証の取り組みや認証

材を使った産直住宅に取り組んでおり、建設棟

数が200棟を超えるなど、人気を博しておりま

す。また、林家の手取りが目減りしている中

で、森林の二酸化炭素吸収量に着目し、吸収量

をクレジット化し企業などに販売するＪ―ＶＥ

Ｒ制度の申請を行い、森林整備や担い手対策に

つなげていこうとする活動も始めたところであ

ります。私は、この制度は林家の手取りを補

い、ひいては森林整備の推進や担い手確保に有

効な手段であり、この動きを県内に広めていく

ため、県でも当制度の導入に取り組んでいくべ

きだと考えておりますが、県の考えを環境森林

部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 昨年11月に、

環境省によりまして創設されましたＪ―ＶＥＲ

制度につきましては、地球温暖化防止を推進す

るために、間伐による森林の二酸化炭素吸収量

の増大や木質バイオマスの化石燃料代替による

排出削減に経済的な付加価値をつけまして、市

場で流通させる仕組みであります。温暖化対策

の取り組みを推進する有効な制度であるという

ふうに考えております。県といたしましても、

この制度を活用することで、間伐などの森林整

備の推進や林地残材の利用促進が期待されます

ことから、本制度の活用を希望する事業者等に

対しましては、申請等に必要な森林資源情報の

提供などを行っているところでございます。ま

た現在、部内にＪ―ＶＥＲ制度に関するワーキ

ンググループを立ち上げまして、具体的な活用

方法等の検討を進めているところでございま

す。

○黒木正一議員 諸塚村では、過疎化や高齢化

が進行している状況を踏まえまして、将来にわ

たって地域の農林業を維持していくには、将来

を担う若い労働力の確保が不可欠であるという

考えから、平成２年に諸塚村国土保全森林作業

隊を創設したんですけれども、それを発展させ

て、平成７年に財団法人ウッドピア諸塚を立ち

上げました。これにより、造林や間伐といった

森林整備だけでなく、畜産センターとか製茶工

場の管理運営など、多方面において地域産業の

振興に大きな力を発揮しております。過疎化が

進む中で、林業振興はもちろん、村内での若者

定住により地域活性化に大きく貢献している反

面、独立採算を目標に経営努力を続けておりま

すが、経営は厳しく、村からの運営補助を受け

ているのも実情です。林業担い手の確保は、本
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県の林業振興や森林の適正管理、また若者の定

住により中山間地の活性化を図るためにも、緊

急かつ不可欠な課題であり、県や市町村関係者

が一体となって進めていく必要があると考えて

おります。そこで、県は林業担い手の確保育成

にどのように取り組んでいるのかお伺いしま

す。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 森林の有しま

す多面的な機能を高度に発揮していくために

は、森林の適正な整備と、それを支えます担い

手の確保育成が極めて重要だと考えておりま

す。このため県では、林業担い手対策基金を活

用いたしまして、就労条件の改善や林業技術者

の養成等に取り組んでいるところでございま

す。また、平成15年度から、国の「緑の雇用担

い手対策」を活用いたしまして、新規就業者の

確保にも取り組んでおりますが、これまで740人

の研修修了者の約６割に当たります411人が森林

組合等の林業事業体に就業しております。さら

に、本年度から新たに、林業就業相談会を開催

するとともに、新規就業者の定着促進を図るた

めに、緑の雇用研修修了者を継続して雇用する

事業体に奨励金を交付します「森林の仕事担い
も り

手新規参入等支援事業」にも取り組んでいると

ころでございます。今後とも、これらの施策、

関係機関との連携を通じまして、林業担い手の

確保育成に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○黒木正一議員 11月15日から狩猟が解禁とな

りました。ことしの狩猟シーズンがいよいよ始

まりましたが、農林業における鳥獣被害、ここ

数年、急激に増加しており、平成20年度の被害

額は約２億7,000万円となっております。このう

ち、シカが約４割の被害を出しております。椎

葉村や美郷町などでは、特にその被害が甚大で

あり、林業経営意欲の低下にもつながりかねな

い状況です。

10月の初めだったと思います。椎葉村の非常

に奥に入ったある集落にお伺いをいたしまし

た。去年行ったときは14戸と言っておりました

けれども、ことし行きましたら、２戸減って12

戸になったと言っておりました。３人以上の世

帯が１戸だけで、あとは１人ないし２人の世帯

です。人口が１人減るということが世帯の減少

を伴うという、そういう地域でありますが、私

が車で行きまして、家の近くに車をとめて家の

ほうに歩いていきましたら、家の上で、小さな

畑で作業をしておりました高齢者の女性の方が

慌てておりてくるのが見えました。近くに行き

ましたら、ちょうどその日はそこの子供さんが

日向から帰ってくる予定になっていたようで、

慌てておりてきて、私の顔を見て「子供かと

思った」と言ってがっかりしておりましたけれ

ども、「何をしていたんですか」と聞きました

ら、ちょうどその日は十五夜でした。「十五夜

さんにお供えする芋を掘っているんですよ」と

いうことを言っておりました。「子供さんは日

向からどの道を通ってここに帰ってくるんです

か」と聞きましたら、「日向から美郷町、それ

から諸塚に行って、諸塚に小原井という集落が

ありますが、そこを通って小原井峠を越えて

帰ってくるんです」と。本当に遠い道です。そ

この小原井峠という林道がありますけれども、

そこの一部補装されていないところがあったん

ですけれども、そこを補装してもらうと話を聞

きましたと、本当にありがたいことです、便利

になりますということで、もし県庁の方に会う

機会があるならお礼を言ってくださいというこ

とでありました。

その人は言いませんでしたけれども、その地
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区のほかの人に聞きました。その人は、１週間

に一度、タクシーで病院に通っているという話

でした。椎葉の病院よりも熊本県の病院のほう

が近いから、そちらのほうに通っているんです

が、１回１万円かかると、大変な思いをしてい

ますねという話をされておりました。

その地区でシイタケ栽培をやっている農家に

行ったんですけれども、そこに行きましたら犬

が何匹か寄ってきまして、放し飼いです。私は

犬と相性が悪いので、よくほえられるんですけ

れども、そこの犬はほえもせず、もちろんかみ

つくことせず、しつけがいいのだと思いますけ

れども、優しい犬たちで、そこの農家の主人に

話を聞きますと、シイタケをシカが食べに来る

んだと、家のそばの家庭菜園も荒らされてどう

もならんから、仕方なく犬を放し飼いにしてい

るんだということでした。何とかシカの害をう

まくやってくれんかという話でした。

今回の一般質問の初日に、丸山議員からモン

キードッグの話がありましたけれども、既にモ

ンキードッグじゃなくてディアドッグです。自

衛のためにやっているところもあります。私の

住んでいる諸塚村、一昔前まではシカの姿は見

たことはなかったんですけれども、夕方には鳴

き声を聞きますし、ヒノキが皮をむかれたり、

田や畑に姿を見ることになり、被害の拡大を心

配しているところであります。県では今年度、

新たに個体数調整のために、シカの特別捕獲に

対しまして、市町村と連携して１頭当たり8,000

円を助成するとともに、シカの１日１人１頭と

なっていた捕獲頭数制限の撤廃を打ち出してい

ただいており、その成果を期待しているところ

でございます。しかしながら、ハンターの方に

聞きますと、先ほどの林業担い手と同じく、狩

猟者が高齢化して減ってきていると、狩猟者の

確保も重要な課題となっております。そこで、

どのように狩猟者の確保対策を進めていくの

か、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） 平成20年度の

本県の狩猟免許保有者数は約6,900名でありまし

て、このうち60歳以上の方の割合は約７割と

なっております。これを平成16年度と比べます

と、保有者数は約400名減少し、一方、60歳以上

の割合は約15ポイント上昇しております。この

ように、狩猟者の減少・高齢化が進行している

状況にあるところでございます。このため県で

は、新規狩猟者の確保対策といたしまして、狩

猟免許試験の休日実施や県内複数会場での実施

など、受験機会をふやす取り組みを行いますと

ともに、受験を希望される方を対象に、事前の

講習会を開催しているところでございます。ま

た、試験の実施や事前講習会の開催に当たりま

しては、周知の徹底を図る必要があることか

ら、テレビやラジオ、新聞などを通じて、広く

ＰＲに努めているところでございます。今後と

も、市町村等と連携を図りながら、受験しやす

い環境づくりをさらに進め、狩猟者の確保に努

めてまいる考えでございます。

○黒木正一議員 続きまして、教育行政につい

てお伺いしますが、その前に、知事に子ども手

当に関してお伺いしたいと思います。中学卒業

までの子供に月額２万6,000円を支給する新政権

の目玉政策、子ども手当でありますけれども、

制度内容の議論が続いています。所得制限を設

けるのか一律支給にするのか、全額国庫負担に

するのかどうするのか、この政策、子を持つ親

ならだれでも飛びつきたくなるマニフェストで

あっただけに、国民、県民、非常に関心を持っ

ております。この子ども手当の政策目標自体、

いま一つはっきりしませんが、経済的に苦しい
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世帯の子育てを支援するというのであれば、所

得制限を設けるべきで、高所得の家庭にまで支

給する必要はないと私は思います。経済格差が

広がっており、経済的に本当に困っている世

帯、地域の実情を考慮した対策を講じるべきだ

というふうに考えます。先日、テレビを見てお

りましたら、夕方だったと思います。知事が作

詞したという歌が紹介されていました。女性歌

手の２人組の方が歌っておりまして、定かでは

ありませんが、間違っていたら申しわけないと

思いますが、歌詞の中に次のような歌詞があっ

たと思います。「家族を持とう、兄弟をつくろ

う、子ども手当もよろしくね」という歌詞が

あったのではないかと思います。知事は今議論

されています子ども手当をどう考えておられる

のかお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 子ども手当につきま

しては、現行の児童手当よりは支給額がふえ、

支給対象も拡大することから、子育て家庭の経

済的負担の軽減につながるものと考えておりま

す。国におきましては、全額国費になるのか、

所得制限なしを前提としているのか、そういっ

た視点で概算要求がなされているようでありま

すが、制度設計に当たりましては、地方の声を

十分聞いていただくよう、国へ要望していると

ころであります。いずれにしましても、現段階

では制度の詳細が明らかになっておりませんの

で、県といたしましては、今後とも、国の動向

を注視してまいりたいと思います。

○黒木正一議員 歌詞は間違っていなかったで

すよね。

教育問題について何点かお伺いいたします。

私が卒業したのは諸塚小学校でありますけれど

も、明治７年、８年ごろは、神社の神楽殿とか

お寺が教室として使われていたようで、読み書

き、そろばんを教えていたようです。教師がい

なかったようで、たまたま教師が来ても長続き

せず、数カ月で去って、欠員が１年以上になる

こともあったようです。その間は、上級の生徒

が助手となって教えていたこともあったようで

す。明治23年に小学校令の改正があり、学校の

設備もやや充実して児童の数も増加したもの

の、免許状を持った教師を得ることができず

に、単に学校としての形式を整えたにすぎない

状態であった、そういう記録もあります。教師

をどう確保するかが、かつて大きな問題であっ

たようです。明治、大正、昭和を通じて積み重

ねられた多くの先人の努力と教育に対する人々

の変わらぬ熱意が、どんな山間僻地であっても

当たり前のように教師がいて、同じレベルの教

育を受けられる今日の義務教育の仕組みをつく

ることができたのだと感謝しなければならない

と思います。

このことを踏まえながら質問をいたします。

最近のいろいろ週刊誌等の雑誌で、よく有名私

立の中高一貫校の入試情報、そういう記事を目

にします。私のような地方に住む者にとりまし

ては、同じ日本に住みながら、何か違う教育制

度があるのではないかと思うくらいでありま

す。教育における格差、お金のある人もない人

も、都会の人も僻地の人も、一定水準の公の教

育を受けられるようにすること、公立中学校、

小学校を含めてかもしれませんが、公立学校の

充実を図ることが教育格差を是正する基本では

ないかと考えます。現在、新しい学習指導要領

への完全移行に向けて、一部先行実施されてい

る段階にありますけれども、この新学習指導要

領で中学校教育はどう変わっていくのか、教育

長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 新しい学習指導要領
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の理念は、現行の学習指導要領と同じであり、

子供たちの「生きる力」をより一層はぐくんで

いくことを目指しております。その理念を具現

化するために、中学校教育では、国語や数学、

英語など、ほとんどの教科において、学習内容

とともに授業時数も増加され、これまで以上に

基礎的な知識・技能の習得や考える力・判断す

る力の育成などに努めることとされました。ま

た、道徳教育においては、地域のさまざまな施

設を利用しながら体験活動等を積極的に行い、

子供たちの社会性や人間性をはぐくむことなど

も重視されたところであります。さらに、古典

や歴史学習の充実、武道の必修化など、我が国

や郷土の伝統文化に関する教育の充実も重視さ

れております。このような中、新しい学習指導

要領の実施に伴い、中山間地域の中学校はもち

ろんのこと、県内のすべての中学校において、

学校の中だけの学びではなく、地域の自然、伝

統文化あるいは人材など、その地域の教育力を

生かした教育活動が今後必要になってくると考

えております。議員の地元の諸塚村は、まさに

こういった地域の教育力が非常に豊かなところ

でありますので、私は大変なモデル地域だとい

うふうに思っております。以上です。

○黒木正一議員 どうもありがとうございま

す。

６月の議会において、僻地出身の高等学校等

生徒に対して、教育費負担が大きいので、修学

支援策を考えてほしいという質問を行いまし

た。そのとき、今後については、修学支援策全

般の中において引き続き研究を行っていくとい

う答弁でありましたが、どのように研究が進め

られているのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 僻地出身の県立高等

学校等生徒に対する修学支援策につきまして

は、去る６月議会における議員の御質問はもと

より、かねてより、僻地を抱える各市町村長等

からの御要望もあり、該当する世帯の負担軽減

の可能性について十分に研究をしてまいってい

るところでありました。しかしながら、その

後、新政権が発足し、国におきまして、国公立

高校生のいる世帯に対して、授業料相当額を助

成して実質的にその無料化を図るとともに、私

立高校生等のいる世帯に対しても、同等額を助

成する施策が概算要求をされておりますので、

現在、その動向を注視しているところでありま

す。

○黒木正一議員 この件については、本当に真

剣な研究がなされたというふうに話を聞いてお

ります。動向を見きわめて、さらに研究を進め

ていただくようにお願いいたします。

続きまして、教育委員の選任について、これ

は知事にお伺いしますが、昭和23年に県の教育

委員会が設立されたようでありますけれども、

当時は公選によって教育委員は選ばれておっ

て、いろんな事情により、昭和31年の新法で、

地方公共団体の長が議会の同意を得て任命と改

められて、今日に至っているようであります。

現在、本県には、６名の教育委員の方々が議会

の同意を得て選任されておられます。教育委員

会設立当初のように、教育委員が公選であれ

ば、人口の多い都市部の人ばかりが教育委員に

なることも考えられるわけで、現行のように、

地方公共団体の長が議会の同意を得て任命とい

うことになると、教育環境の異なる地域から選

出することができると考えられます。教育委員

の選考においては、地域性に配慮されているの

か、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 教育委員の任命に当

たりましては、県央、県南、県北の各地域から
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委員を任命するなど、地域性を初め、委員の年

齢、性別、職業等に著しい偏りが生じることの

ないよう配慮しているところあります。現在、

教育長を含めて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

北地域が各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。

○黒木正一議員 地域性だけでなくて、年齢、

性別、職業などに配慮されているということで

ありますが、私は現在の教育委員の皆さんに何

の不満があるわけではありません。また、各地

の教育事情を把握するために努力されているこ

ともお聞きしております。このような質問をい

たしましたのは、中山間地域が今日本の抱えて

いる食料や環境エネルギーといった大きな課題

を担う地域である同時に、一つの取り組みの例

として、子ども農山漁村交流プロジェクトと

いった事業があるように、日本の教育の一端を

担う地域でもあると考える者として、中山間地

域からも、人格が高潔で、教育、学術及び文化

に関し識見を有する人がいるならば、教育委員

に選任することも必要ではないかと思うからで

あります。

次に、県立図書館の利活用についてお伺いし

ます。２日前の読売新聞紙上で、童話作家で元

民主党衆院議員の肥田美代子さんが、事業仕分

けで、子どもの読書支援事業、子どもゆめ基金

が廃止、返納と判定されたことに、「活字に親

しむことではぐくまれる言語能力は、国の力の

土台である」と言って怒っておりました。いか

に情報技術が進んでも、本がこの世からなくな

ることはないと考えますし、本離れが言われる

中でも、だれでも自由に本を借りることのでき

る公立図書館は、さまざまな物事を知る上で、

とても大切な教育環境の一つであると思いま

す。私は時々、県立図書館に行きますが、これ

だけの施設を身近に利用できる近郊の人たちは

いいなと、うらやましく思います。先日、本を

借りました。地元の図書館で返却することもで

きるのですよと言われて、初めてそのような制

度があることを知りました。２日前の宮日新聞

には、西米良村の読書活動の取り組みが載って

おりまして、地元の図書室にない本を県立図書

館から取り寄せて借りられるのが好評とありま

した。県立図書館を遠隔地などより広く多くの

県民が利用する方法をどのようにしているの

か、また、その利用状況はどのようになってい

るのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県立図書館におきま

しては、県民の方々にそれぞれの居住地で利用

していただけるように、移動図書館車「やまび

こ」による巡回配本活動及び「マイライン」と

呼んでおりますインターネットを活用した貸し

出しを行っております。巡回配本につきまして

は、希望する市町村の図書館や図書室、学校か

らの要請に応じ、図書を届けるものでありまし

て、平成20年度は、12市町村15カ所の公立図書

館等と45校の小中学校及び特別支援学校を巡回

し、合わせて３万9,851冊を貸し出しておりま

す。次に、「マイライン」につきましては、居

住地の図書館や図書室を通して申し込むことに

より、図書の貸し出し及び返却ができるもので

あり、平成20年度は5,236冊を貸し出しておりま

す。今後とも、県民の方々に対する貸し出し方

法の周知を行い、県立図書館がより身近な図書

館となるよう努めてまいります。

○黒木正一議員 質問を終わります。（拍手）

○萩原耕三副議長 次は、中野一則議員。
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○中野一則議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。本日は、５日間の一般質問最終日で

あります。自民党では登壇最後であります。こ

れにふさわしい質問をしてまいりたいと思いま

す。

まずは、普天間基地の移設問題であります。

鳩山総理は、選挙公約と、それから国民新党、

社民党への配慮もありまして、年内決着を来年

に先送りされました。年内決着しない場合、自

民党沖縄県連は、沖縄県外移設方針に転換をす

ると、こういうことを先に決議されておりま

す。沖縄県のすべての政党が県外・国外移設と

いうことになりました。これで辺野古及び沖縄

県内移設は難しくなったと思っているところで

あります。けさの新聞報道にはありませんでし

たが、昨夜のニュースで、国内移設の候補地

に、佐賀空港、岩国基地とともに新田原基地が

報道されておりました。さきに関西空港への移

設、利用する案に、橋下大阪府知事は、沖縄の

基地負担の軽減で政府から提案があれば、積極

的に議論に応じる、検討する姿勢を示されまし

た。そこで、今回、新田原基地のニュースを知

事はどのように受けとめられたのか。また、政

府から打診、提案があった場合、それに応じる

のか、検討されるのかをお聞きして、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。

政府のほうから、そういう話の内容は、打診

は今のところ一切ございません。ですので、仮

にという問いでございましたが、仮の話に対し

て、ここで私が言明するということはふさわし

くないと考えております。また、ゆうべの報道

も私は見ておりませんので、どういう状況かも

把握しておりませんので、ここで答えを言う、

出すということは避けさせていただきたいと

思っております。〔降壇〕

○中野一則議員 政府からまだ打診がないとい

う話でありましたが、昨夜のニュース、それか

らインターネット等では、鳩山総理は既に辺野

古以外への移設を検討する考えを明確に示され

ております。その中に、新田原基地も具体的に

名が挙がってきております。ですから、知事は

ないと言われましたが、何かそういう打診が

あったのではないかとも思うんですが、本当に

ないわけですか。

○知事（東国原英夫君） 本当にありません。

○中野一則議員 なければ、これ以上議論をす

ることはできませんが、具体的にあった場合

は、どのように対応されますか。

○知事（東国原英夫君） 仮の話にはお答えで

きないと申し上げたんですが、これは一般論と

して、日本とアメリカの日米安保ということ

は、これは国同士の国家間の話し合いが原則だ

と思うんですね。そしてまた、政府がそれに対

して答えを出された場合は、国全体でこれは考

えていかなきゃいけないと思います。もちろん

沖縄の負担軽減ということは、国全体で協力し

ていかなければいけないとは思っております

が、まだ政府の見解等々が明らかにされていな

いので、ここでお答えすることはできないとい

うことでございます。

○中野一則議員 わかりました。

次に、来年度予算の歳入確保について質問さ

せていただきたいと思います。国も事業仕分け

等をしながら予算編成中でありますが、私は国

の予算を、赤字国債を大量に増発する超大型予

算になるのではという見方をしております。そ

こで、来年度の宮崎県の一般会計の予算規模を

ひとつ知事にお尋ねしたいと思います。
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○知事（東国原英夫君） 平成22年度の当初予

算についてでありますが、まず歳出につきまし

て、過去の経済対策等に伴う公債費の増や後期

高齢者医療費負担金の社会保障関係費の増嵩の

ほか、新政権によります子ども手当創設に係る

地方負担拡大等の懸念がある一方、公共事業費

の大幅削減、直轄事業負担金の廃止に係る議論

もなされているところであります。一方、歳入

につきましては、景気後退の影響による県税収

入の減が見込まれることに加え、国において、

自動車関連諸税の暫定税率の廃止、増額で概算

要求されたものの事業仕分けで抜本的な見直し

と判断された地方交付税の取り扱いなど、減少

要因となり得るものが検討されているところで

あります。このように、地方財政に大きな影響

を及ぼす国の制度設計等が不透明な状況にあり

ますので、現段階において、本県の平成22年度

当初予算の規模を見込むということは、非常に

困難であると思っております。県といたしまし

ては、国の動向や県内経済の状況をしっかりと

把握しながら、予算編成作業を的確に進めてま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 現段階ではわからないという

話でありましたが、少なくとも本年度の予算を

上回る予算をひとつ計上してほしいと、このよ

うに要望しておきたいと思います。

それで、当初予算の編成のポイントというこ

とで、歳入に関する事項を、積極的な歳入確保

に努力、財政の健全化を確保するため県債発行

は抑制、徹底的な見直しによる自主財源の確保

と、こういう項目がございます。それで、自主

財源の確保というのでありますが、何といって

もその中心は県税であります。先ほども知事が

減額が見込まれるという話でありましたけれど

も、もう上半期の決算も終わったと思います

が、本年度の見込み額、あるいは来年度の見込

み額がわかれば、総務部長、お答え願いたいと

思います。

○総務部長（山下健次君） 県税の本年度の見

込み額でございますが、まだ現在のところ、算

定をしておりませんけれども、相当程度落ち込

むのではないかと思っております。さらに、来

年度の税収につきましても、こういった経済状

況ということもございますし、あるいは国の税

制改正、これがどういった方向になるのか、こ

のあたりも不透明でございますので、非常に算

定は厳しいというところでございます。

○中野一則議員 県税が落ち込むということで

あろうと思います。

それから、県債発行の抑制とありますが、本

当にこれが厳守できるんですか。税収が落ち込

む中で、あるいは交付税がはっきり決まらない

中で、これが厳守できるかどうかを総務部長に

お尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 歳入の確保をどう

いった方法で行うかということでございますの

で、その中で交付税なり、あるいは税収なり、

そういったこと等を勘案して、全体としては、

財政改革プログラムを踏まえて、起債の制限、

制約は、基本的には進めたいと考えておりま

す。

○中野一則議員 それと、徹底的な見直しによ

る自主財源の確保という項目もあるわけですけ

れども、具体例があれば教えてください。

○総務部長（山下健次君） これまで、いろい

ろな方法で自主財源の確保をやっておるわけで

すけれども、例えばホームページへのバナー広

告掲載とか、あるいは自動車税のインターネッ

トによるクレジット納付とか、こういった方法

をとっておりますが、さらに、なかなかこうい
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う経済状況で難しい部分はありますが、未利用

財産の売却あるいは物品の売り払いとか、さら

には公営企業貸付金の活用、それから不要不急

な基金の見直しということで、引き続き、徹底

して取り組んでまいりたいと考えております。

○中野一則議員 次に、知事にお尋ねしたいと

思うんですが、県の補助金を５年間にわたっ

て13億円以上積み立てている団体もあります。

それから、20億円近くの県の出資金をもとに、

これを財産運用して事業を展開する団体もあり

ます。ここも近年、支出を減少して繰り越しが

ふえていると、こういう団体があるわけです

ね。こういうもの等をいろいろとチェックして

いけば、埋蔵金とは言いませんが、かなりのも

のがあるんじゃないかな、こう思っておりま

す。それで、県も国の事業仕分けに負けないぐ

らいのこういう仕分けをすべきじゃないかと思

うんですが、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 事業仕分けというの

は、非常に重要な作業だと思います。それは、

事務事業の見直しとか、あるいは議会の常任委

員会とか特別委員会のチェックというのも含ん

だ、広い意味での事業仕分けという観点でとら

えさせていただきます。議員御指摘のように、

まだまだ節約する分、削減する分は、余地が残

されておると考えておりますので、来年度以

降、そういったものにきちんと対応していきた

いと考えております。

○中野一則議員 次は、総合長期計画について

お尋ねしていきたいと思います。今回の総合計

画、10年ないし20年のスパンの計画であります

が、これは私は高く評価して大いに進めてほし

いと、こう思っておりますが、このことを前提

にして質問していきたいと思うんですが、策定

に至った経緯、背景、知事のツルの一声でこの

ようになったのかを含めて、基本的方針も含め

て、県民政策部長にお尋ねいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 総合計画につ

いてでありますけれども、平成19年に策定いた

しました現行の「新みやざき創造計画」、これ

の計画期間が平成23年３月までとなっておりま

すことから、今回新たな総合計画の策定に向け

た作業を開始したところでございます。新たな

計画におきましては、今後予想されます人口構

造の変化等を踏まえまして、長期的な視点に

立った将来像、施策の方向性を示す長期ビジョ

ンと、短期的な重点施策でありますアクション

プランとで構成することといたしております。

計画の策定に当たりましては、庁内横断的な体

制で検討を進めますとともに、市町村との意見

交換や地域別の県民会議等を行いながら、県民

参加による計画づくりを進めていきたいと考え

ております。なお、この総合計画につきまして

は、県議会の御審議をいただくことになります

けれども、長期ビジョンにつきましては、平

成23年２月の、また短期的なアクションプラン

については、次の期の知事マニフェスト等を反

映させた上で、同年６月の県議会に提案させて

いただく考えでおります。

○中野一則議員 これを計画するに当たって、

知事からの何かアクションというか、さっきは

ツルの一声と言いましたが、そういうことはな

かったんですか。

○県民政策部長（高山幹男君） 先ほど申しま

したように、いずれにしても、短期、計画期間

が23年３月でございます。期間が満了でありま

すから、それまでには準備しなければいけない

ということで進めて始めたわけでございます

が、具体的な計画の策定に当たっては、とにか

く前例にとらわれるなとか、そういった厳しい
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御指示等はございました。

○中野一則議員 知事のマニフェストが平成23

年に切れるということで、進められるというお

話でありますが、それで今回の総合計画は、知

事のマニフェスト、あるいは知事の過去の答

弁、発言との整合性があるのかということをお

尋ねしていきたいと思うんですが、実は平成19

年２月定例議会、これは私の総合長期計画に対

する質問でありますが、「知事は独自の新総合

長期計画を策定されるお考えがあるのか」とい

う私の質問に対して、「私のマニフェストは、

今後４年間に特に重点的に実施すべき施策、事

業を整備し、新たに体系化したもので、新たな

総合長期計画を策定し実施していく」と、こう

言われました。それで、私が次の質問で「で

は、新たな総合計画の期間は何年ですか」と尋

ねましたら、「これまであった総合長期計画

は、５年とか10年のスパンですよね。あれは僕

はおかしいと思っている。任期は４年なのに、

なぜ５年とか10年なのか。ちょっとおかしい。

私の場合、総合長期計画は４年ということを提

案」と、こういう答弁をされました。今回は10

年、20年という、私もそうあってほしいんです

が、そういう計画であります。そのことは、知

事のマニフェスト、当初の答弁と整合性がない

のじゃないかな、こう思うんです。知事、その

辺のことについての御答弁をお願いしたいと思

います。

○知事（東国原英夫君） 総合計画というの

は、５年から10年ぐらいで従来定めておったん

ですが、それがやっぱり任期の４年にそぐわな

いんじゃないかと、時間的には枠をはみ出るん

じゃないかという発想のもとに、４年というこ

とを提示させていただきました。これはあくま

でも短期の私の任期、１期目のプランでありま

して、それをアクションプランということと、

それと中長期という視点がやっぱり大切だなと

いうことは気持ちでありました。ですから、こ

れは分けて、短期プランと中長期プラン、中長

期プランを、20年、30年の長きにわたって見据

えて総合計画を立てなきゃいけないというの

は、議員が平成19年２月に御指摘いただいたと

きに、そうかなと思った、そういうこともあり

得るなということは思った次第でございます。

○中野一則議員 長期計画が必要だと、そうい

う認識であれば、その当時、安藤知事が作成し

た元気みやざき創造計画、これが17年３月に策

定したばかりだったんですよね。それを廃止し

て、そして就任と同時に新しい４年物をつくら

れたんですよね。マニフェストとの整合性、自

分の主張ということで。そのことと整合性がな

いと。今回これを改めてそういうふうに認識さ

れ直したんだろうというふうに思いますけれど

も、整合性を、これをするとするならば、４年

４年のスパン、これから先の４年を考えた場合

には、次の２期目への知事の布石として長い計

画を立てたんじゃないかと、そういう考えもで

きると思うんですが、いかがですか。

○知事（東国原英夫君） 長期の20年に及ぶ総

合計画の観点というのは、これから、この地

域、宮崎を初め国が、少子高齢化、そしてまた

人口減、これまで経験をしたことのないような

状況になる。産業構造の変化とか、そういった

ものに対応、あるいはグローバル化、あるいは

広域連合とか道州制とか、そういう地域の行政

自体が、その枠、パラダイムが変わる時代に、

これに対応しなければいけないという、そうい

う課題認識です。そこから長期の総合計画が必

要だということが一つあります。それと、それ

に向けての短期プランというのは、任期、あく
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までも４年で、そのときの政権といいますか首

長さん、知事さんが、自分の施策、重要政策を

入れた短期プランが必要、この二輪で、両輪で

行かなければいけないと私は考えております。

○中野一則議員 そういう状態が過去からずっ

と続いていたのに、途中で壊したのは、知事、

あなただったんですよ。ですから、ここはもう

総合計画あるいはマニフェストについての知事

自身の御認識が変化をされたと、軌道修正をさ

れたと、そんなふうに受けとめたいと思うんで

すが、それでよろしいですね。

○知事（東国原英夫君） ちょっとおっしゃっ

ている意味がわからないんですが、前首長さん

がおつくりになった総合計画を基調として、私

のマニフェストをエッセンスとして入れた、そ

れを短期プランを立てたわけでございます、４

年間の。それのスパンでこれからもいくのが、

行政の連続性としては適切ではないかというこ

とでございます。

○中野一則議員 少なくともこの３年間は、10

年、20年の長期計画はなかったと、こういうこ

とですよ。そのことは御認識していただきた

い。これから先は、２期目からは、長期計画の

中で４年間ずつのマニフェストに応じた中期の

計画をされると、そういうことになるというこ

とになるんですよ。よろしいですか。

進めていきたいと思いますが、松形知事が策

定された第五次宮崎県総合長期計画、これはそ

ういうことで存在期間は３年11カ月でした。そ

れから、安藤知事が策定された元気みやざき創

造計画は２年３カ月の寿命でした。そして、御

自身がつくられた新みやざき創造計画は、結果

として４年の寿命と、こういうことになるだろ

うと思います。とにかくこの総合長期計画とい

うものは、先ほど知事も言われましたが、継続

性、普遍性が必要だと思うんです。今回の計画

も途中で破棄されることがないように、だれが

知事になっても途中で破棄されることがないよ

うなものを策定してほしいということを要望し

て、また、計画を策定するに当たっては、拙速

であってはならんと思うんです。松形知事の五

次計画は、２年５カ月、策定期間にかかってお

ります。安藤知事の元気みやざき創造計画は、

１年７カ月かけて策定をされました。それと、

知事が今やっておる新みやざき創造計画、これ

は寿命が一番長いんだけれども、策定期間はわ

ずか５カ月でありました。それで、県民政策部

長、今回のものは23年度からということでした

が、どのくらいかけて策定されるんですか。拙

速がないようにしていただきたいということを

当初申し上げましたが、どのくらいの策定期間

でされるのかをお尋ねいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 少なくとも、

この総合計画の着手につきましては、今年度初

めから、これからの人口の移動とか減の状況と

か、そこ辺の現状の把握とかをずっと今年度初

めから進めておりますし、先ほど申しましたと

おり、長期ビジョンについて、23年の２月議会

のほうに御提案しようと、そう考えております

ので、そういった意味では、２年程度かかって

準備を進めるということになろうかと思いま

す。

○中野一則議員 どういう方が知事になって

も、途中で破棄されるような総合計画にならな

いように、拙速にならないように、じっくりか

けて策定してください。

この前、12月２日の高橋議員が、基幹産業で

ある水産業代表が委員に入っていないというこ

とを言われました。これは、20年３月の議会

で、県行政に係る基本的な計画の議決等に関す
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る条例が制定されました。これで議会がチェッ

クするということになったわけですけれども、

先ほどもちょっと言われましたが、それで、県

総合計画審議会の条例の４条は、そのときに削

除しなければならなかったわけですね。削除し

て、学識経験者等の人数をふやしておけば、工

業・水産代表、ほかの方も代表になれたんです

よ。だから、まだ今議会、期間がありますか

ら、これを削除、あるいは一部人数を変更する

議案を早速提案して、水産業界の人等も含めた

委員会にしてほしいと思うんですが、ぜひ提案

してほしいんですが、知事、いかがでしょう

か。

○知事（東国原英夫君） 一応あの条例で決め

たものですから、15名というのを、メンバーは

決まっておるわけでございますが、それをまた

これから変えるというのは、ちょっと手続上、

また検討が必要だと思いますので、それは一つ

のアイデアとして受けとめさせていただきたい

と思っております。ただ、この前も答弁しまし

たけれども、分科会におきまして、特別的な分

科会で、きちんと農林水産業の方たち、有識

者、学識経験者あるいは経験者等々は、入れさ

せていただく予定でおりますので、御理解をい

ただければとは思っているんですが。

○中野一則議員 ２年かかって策定する総合計

画ですから、改正ぐらいさっとやって、２年間

論議してもらえばいいと思うんですが、ぜひよ

ろしくお願いしておきたいと思います。

次に、県の物産館、いわゆるアンテナショッ

プについて質問させていただきたいと思いま

す。このアンテナショップの目的、必要性、効

果等については省略しますが、９月議会にアン

テナショップ整備充実事業を提案されました

が、その取り組み状況について、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（渡邊亮一君） ９月補正

で計上しましたアンテナショップ整備充実事業

につきましては、「みやざき物産館」と「新宿

みやざき館ＫＯＮＮＥ」の２つのアンテナ

ショップの改修等を行う事業が１つ、それから

もう１つは、アンテナショップの多店舗展開に

ついての調査・研究を行う事業の、２つの事業

で構成しております。まず、「みやざき物産

館」の一部改修につきましては、商品展示の要

望が多く寄せられておりますことから、効率的

な展示を行い取り扱い商品数をふやすことがで

きるよう改修工事を行うものでございまして、

その中で、特に最近ふえております冷蔵・冷凍

商品のコーナーの充実を図るものであります。

また、「ＫＯＮＮＥ」の改修は、開設後10年を

経過しまして、老朽化している階段踊り場の修

繕や、展示棚あるいは電話設備の更新等を行う

ものでございます。いずれも現在、工事発注に

向け準備を進めているところでございます。次

に、アンテナショップの多店舗展開に関する調

査・研究事業につきましては、「新宿みやざき

館ＫＯＮＮＥ」などに次ぐ新たなアンテナ

ショップの設置につきまして調査を行うもので

ございますが、現在、委託先である宮崎県物産

貿易振興センターなどと連携しまして、具体的

な調査を実施しているところでございます。以

上でございます。

○中野一則議員 多店舗展開事業のほうの新た

な設置場所、イメージでもいいんですが、どこ

か想定されるところはありますか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） アンテナ

ショップの多店舗展開事業につきましては、展

開場所として現在検討していますのは、北部九

州や中京地区など、アンテナショップのない地
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域で設置できないか、また、大阪につきまして

は、アンテナショップがあるわけでございます

けれども、アンテナショップの機能をより発揮

するという観点から、現在の県の大阪事務所と

の併設の方法がよいのかといったことなどにつ

いて、現在、検討を進めておるところでござい

ます。

○中野一則議員 その店舗展開、なるだけ急い

でほしいと思います。11月４日の宮日に物産館

の人気ベスト10というのが載っておりました

が、これは知事の戦略、トップセールス、自身

のキャラクターのおかげもあって、宮崎県は３

位にランクされておりました。１位が北海道、

票数で602票、２位が沖縄県191票、そして３位

が宮崎県でありました。票数は61票、次が鹿児

島県で30票です。３位になっているんですが、

１位、２位とはかなりの差があると、こういう

ことであります。沖縄県は、県外に４店舗、県

内に２店舗のアンテナショップを出しておられ

ます。そういうことで、宮崎県も早く、先ほど

北部九州あるいは中京等にということで進めて

おるということでしたが、一日も早くしてほし

いと思うんですが、知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） アンテナショップの

売り上げは、北海道にはちょっとかなわないな

という感じがしております。僕も県外に行った

ときに、抜き打ちでいろんなアンテナショップ

を視察させてもらうんですが、すばらしい何か

取り組みをされているなという感じがしており

ます。でも、追いつけ追い越せで、２位ではい

かんと思いますので、１位になりたいと思って

おりますので、今後とも、多店舗展開、スピー

ド感を持ってやりたいと思います。今、他のア

ンテナショップ等々で利益が出ているところな

ので、そういったものを利用して何かできない

か。例えばコンビニとかデパートだとか、ある

いはほかの何かそういう創意工夫はないかとい

うことを今検討させていただいているので、も

う少しお待ちください。

○中野一則議員 スピード感を持ってと言われ

ましたから、ぜひそういうことで進めてほしい

と思います。

それで、北部九州、名古屋等々にということ

でしたが、今まで実質、県外は東京新宿の「Ｋ

ＯＮＮＥ」だけなんですよね。それをあちこち

たくさんというのは、単独宮崎県だけでは大変

難しい面もあるだろうと思うんですよね。それ

で、他県との合同店舗の展開はできないかとい

うことを御提案申し上げたいと思います。既

に、青森県、秋田県、岩手県、この３県は、

「みちのく夢プラザ」ということで、アンテナ

ショップを福岡と大阪に展開されております。

先日私も福岡市天神にありますこの「みちのく

夢プラザ」に行ってきました。平成11年に開店

されて10年たっているんですけれども、物産、

観光の面、非常に大盛況でありました。平日、

通常の日だったのに大盛況でありました。それ

を見て、宮崎県も、南九州ということで鹿児島

県、熊本県等と、合同戦法で全国あちこちに、

あるいは海外を含めて、早く展開すべきではな

かろうかと、こう思うんです。それで、鹿児島

県、熊本県と協議しないと進められない話です

けれども、そのあたりを知事、どのようにお考

えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 大変すばらしいアイ

デアだと思います。何ができるのか、熊本県さ

ん、鹿児島県さん、実を言うと、観光関係では

飛行機ですね。去年、南九州ＰＲ大賞のとき

に、３県合同で、ＡＮＡでもＪＡＬでも乗って

いただいたところに、３県の特産品あるいは商
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品が当たるといったものを合同でさせていただ

いていますので、そういったことについては、

意思疎通ができやすいと思っておりますので、

何かできないか、ちょっと投げかけてみたいと

思います。

○中野一則議員 ぜひ多店舗展開ということ

で、合同店舗を含めて取り組みをしてほしいと

御要望を申し上げておきたいと思います。

それから、農作業事故対策についてお尋ねし

ていきたいと思います。

９月29日、五ヶ瀬町で発生した畜産用地下式

サイロの事故、非常に私も大ショックを受けた

ところであります。早速現地調査をしたいと思

いましたけれども、余りにも痛ましくて、行く

ことができませんでした。改めて御冥福をお祈

りしたいと思います。事故の原因は、二酸化炭

素発生による酸欠による窒息死と意識不明の重

体と、こういう内容であります。今回の事故を

どのように受けとめておられるか、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） 先般、五ヶ瀬

町で発生しました地下式サイロ内における事故

につきましては、ただいまお話にございました

ように、牛の飼料としてサイロ内に入れられて

いたブドウの搾りかすが発酵しまして、大量の

二酸化炭素が発生したことによる窒息が原因と

されておりますけれども、大変痛ましい事故と

して重く受けとめているところであります。県

といたしましては、事故の発生を受けまして、

サイロ内での作業の安全確保につきまして、速

やかに関係機関・団体に対して注意喚起を行い

ますとともに、県内の地下式サイロの大部分が

設置されております西臼杵地域におきまして、

町、ＪＡ等と連携しまして、農家への研修会を

開催するなどの対策をとったところでありま

す。さらに、本議会にお願いしておりますけれ

ども、「自給飼料安全確保対策事業」によりま

して、地下式サイロから、より安全性の高い地

上式の簡易型サイロへの移行を推進してまいり

たいと考えております。以上です。

○中野一則議員 既に、いろいろと注意を喚起

して、関係団体等も取り組んでおられるようで

ありますが、この同型の地下式サイロ、県内に

何基あって、まだどのくらい使用されているか

をお尋ねいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 今回事故のあ

りましたサイロは、古いタイプの地下式のサイ

ロでございまして、県内では、平地の少ない西

臼杵地域を中心に、約880基が設置されておりま

して、このうち、現在でも約500基程度が使用さ

れているということであります。

○中野一則議員 それから、県内で過去、農業

サイロによる酸欠事故というものはあったもの

かどうかをお尋ねしたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県のサイロ

での酸欠事故につきましては、県で把握してお

ります限りでは、過去に２件発生しておりま

す。うち１件は、平成４年でありますけれど

も、国富町で50歳代の男性が、それからもう１

件は、平成７年になりますが、串間市で60歳代

の男性が、サイロ内での作業中に酸欠で亡くな

られたもので、２件ございます。

○中野一則議員 過去に２件、しかも平成に

なってから発生しているわけですけれども、こ

の教訓が生かされていない。徹底した事故防止

対策なり安全対策がとられていなかった。今回

の事故の発生については、行政もひとつ責任が

あるんじゃないかというふうに思いますが、農

政水産部長、いかがでしょうか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） サイロ等の酸



- 237 -

平成21年12月４日(金)

欠のおそれのある場所での作業につきまして

は、これまでも換気等の基本技術につきまし

て、随時研修会等を通じて周知を図ってきたと

ころでございますけれども、サイロの構造とか

調整方法に関する具体的な法律等による規制等

はございませんけれども、県といたしまして

は、やはり今回の事故を厳しく重く受けとめま

して、改めて事故防止の啓発を図りますととも

に、より安全な代替技術とかあるいは施設の導

入に努めてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 二度とこういう事故が起こら

ないように、ひとつ真剣に行政指導等に取り組

んでいただくようにお願いしておきたいと思い

ます。

それで、多発する、深刻化する農作業事故に

ついて、ちょっと私も調べてきましたので、質

問していきたいと思うんですが、農業経営は、

基本的に最大的資本は人なんですよね。農業は

人が中心の産業ですから、その人に万が一あっ

てはならんわけですけれども、残念ながら、個

人経営であるがゆえに、雇用関係がないゆえ

に、労働安全衛生法の適用がないということか

ら、いろいろと事故も発生しているようであり

ます。事故防止・安全対策を行政も協力すべき

だと思うんですが、過去30年間のデータを調べ

てみました。これを昭和54年から63年の10年

間、平成元年から10年の10年間、平成11年か

ら20年の10年間、いわゆる延べ30年になります

が、この結果で、10年置きにまとめたことから

すると、特徴が３つあります。まず、発生件数

でありますが、これは確かにこの30年間の間

に1,845件、37％減少いたしております。それか

ら、もう一つの特徴は、死亡者数は逆にふえて

いるということであります。最初の10年間が70

人、その次の10年間が95人、最近の10年間が109

人死亡されております。そして、非常に高齢者

が死亡していると。特にこの平成20年だけを見

ますと、６件６人死亡されておるんですが、こ

の６人は60歳から85歳の方で、平均年齢は71歳

であります。すべての方が男性で、うち５件は

トラクターの事故による転落、その下敷きに

なった死亡と、こういうことであります。それ

から、もう一つの特徴、私もびっくりしたんで

すが、女性の割合が非常に増加しているという

ことであります。最初の10年間は女性の割合

が25％です。次の10年間は32％、最近の10年間

は40％なんです。こういう３つの特徴があるわ

けですけれども、ぜひ、こういう特徴、この実

態をどのように担当部長として受けとめられて

おるかをお聞きしたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県の農作業

事故につきましては、ただいま議員のほうから

お話しいただきました。県で把握しております

昭和50年以降では、昭和60年に669件ございまし

た。これをピークに徐々に減少して、近年では

年間300件程度で推移しております。ただ、なか

なか、近年余り、推移、横ばいというような感

じでございます。さらに、毎年、大体10名以上

の方が農作業中の事故によって死亡されている

ということでございまして、その原因の多くが

トラクターなどの農業機械に関連するものと

なっております。御指摘にございましたよう

に、女性の割合あるいは高齢者の割合が極めて

高くなっているという状況にございます。こう

いったことから、県では、農業機械の利用技術

の向上を図るための講習会を随時開催しますと

ともに、３月と９月を農作業安全運動月間と定

めまして、農作業安全に関する講習会、啓発ポ

スターの掲示、あるいはパンフレットの配布な

どの意識啓発を図っておるところであります。
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今後とも、市町村、団体とも連携しながら、事

故防止により一層努めてまいりたいと考えてお

ります。

○中野一則議員 この実態を重く受けとめてい

ただいて、行政も責任があるんだ、そういう立

場から、既に言われましたが、関係団体とも協

力して、できたら安衛法にのっとったぐらいの

事故防止・安全対策に努めてほしいと要望した

いと思います。

それから、農業者労災保険制度というのがあ

るんです。ところが、この加入率が極めて少な

い。ＪＡの組合員数から計算しても5.2％しか加

入していない、こういう実態がわかりました。

それで、先ほど20年度発生した死亡者６人、死

亡された６人はみんな入っていなかった。だれ

も、せっかくある制度に乗っかっていないとい

う実態であります。この制度の周知と加入促進

の啓発をぜひお願いしたいと思います。部長、

御答弁をお願いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） ただいま御指

摘ございましたように、ＪＡ中央会の調査を見

ますと、平成20年度における県内農家の労災保

険の加入件数が3,448件ということで、農家人口

で割り出してみますと、加入率が2.62％という

ことで、他県と比べますと、そんなにあれはな

いんですが、北海道あたりと比べると低いとい

うような状況にございます。この労災保険に農

業者が加入するためには、特別加入団体として

の要件を満たす農協などの団体を通して申請を

行う必要がございます。このため、県といたし

ましては、農業者の補償の充実の視点から、農

協における特別加入団体の設立とか、あるいは

各地域の農業者の加入促進につきまして、市町

村農協等と連携しながら、あらゆる機会を通じ

て啓発推進を図っていきたいと考えておりま

す。

○中野一則議員 ところで、知事は、先ほどか

ら質問している五ヶ瀬町のサイロ事故あるいは

農作業事故発生の実態をどのように受けとめら

れましたか、御感想をお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 先般、五ヶ瀬町で発

生しました地下式サイロ内における事故につき

ましては、３名の方のとうとい命が失われまし

て、また、お１人がいまだに意識不明の重体と

なっておられますことは、大変痛ましく残念な

事故であったと思っております。農作業事故に

つきましては、農業者の方々の身体・生命への

直接的な被害にとどまらず、経営はもとより生

活全般に多大な影響を及ぼすと考えておりま

す。県といたしましては、高齢者や女性の農作

業事故が増加していることなども踏まえつつ、

関係機関・団体とも連携しながら、農作業事故

の防止に向けて、より一層取り組んでまいりた

いと考えております。

○中野一則議員 次に、教育行政、徳育、いわ

ゆる道徳教育についてお尋ねしていきたいと思

います。

11月30日に文科省が発表しました、小学生、

中学生あるいは高校生の学校内での暴力行為あ

るいはいじめ、暴力行為が５万9,618件、小学

生、中学生は過去最高、いじめについては、前

年より減ということでありますが、それでも８

万4,648件発生をいたしております。文科省が分

析しているんですけれども、これは都道府県の

教育委員会からの分析ということでの分析であ

りましたが、子供たちが感情を抑えられない、

規範意識の低下、これが増加の原因、理由だ

と、こういう発表でありました。幸いという

か、宮崎県の発生率は、全国の発生率の４分の

１ではありますが、全国のこの状況あるいは県
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の状況をどのように分析されているか、教育長

にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 文部科学省が実施し

ました平成20年度の調査によりますと、本県の

公立学校において、いじめと認知された件数

は205件で、平成19年度と比べますと、176件減

少しております。1,000人当たりの認知件数で申

し上げますと、1.61件であり、全国の6.42件に

比べまして低い状況にあります。いじめの認知

件数が減少したことにつきましては、各学校が

対策委員会を定期的に開催し、個々の児童生徒

に応じた対応のあり方を検討するとともに、定

期的なアンケート調査や教育相談の実施など、

そういった地道な取り組みによるものであると

とらえております。また、暴力行為の発生件数

は138件で、平成19年度と比べますと、43件増加

いたしております。1,000人当たりの発生件数で

は1.10件であり、全国の4.39件と比べますと、

低い状況にあります。暴力行為の発生件数が増

加した背景といたしましては、児童生徒の規範

意識や望ましい人間関係を構築するためのコミ

ュニケーション能力の低下などが考えられると

ころでありまして、ささいなことでけんかに

なったり、物に当たったりする例や、同じ生徒

が繰り返す例などが報告されております。県教

育委員会といたしましては、これらの結果を

しっかりと受けとめて、今後とも、家庭や地域

と一体となって、学校における生徒指導に努め

てまいりたいと思います。

○中野一則議員 以徳報怨という言葉がありま

す。怨みに報いるには徳を以ってす、いわゆる

受けたあだを恩で返すという意味です。受けた

恩をあだで返す人間が多い現代においては、ま

ことに崇高な考え方であると、こう思っている

ところであります。今回の文科省が発表された

暴力行為等を見て、徳育、道徳教育を強化すべ

しと思うんですが、教育長、いかがでしょう

か。

○教育長（渡辺義人君） 道徳教育は、子供一

人一人のよりよい生き方を目指して、他者を思

いやる心やよいことを行う喜び、善悪を判断す

る力、約束や決まりを守ることの大切さ、価値

ある行動をとろうとする態度などを育てるもの

であり、社会に生きる一員として、非常に大切

なもの、欠かせないものというふうに考えてお

ります。子供たちの心に響く道徳教育を進める

ためには、学校において、道徳の時間はもとよ

りでありますが、命を大切にする教育や奉仕活

動等の体験活動の充実を図り、教科学習や学校

行事など、すべての教育活動を相互に関連させ

ながら取り組むことが必要であるというふうに

考えます。また、道徳教育は、学校、家庭、地

域が、それぞれの役割を果たすとともに、十分

連携しながら、子供の心が豊かになるように取

り組むことが大切ではないかというふうに考え

ます。以上です。

○中野一則議員 中華民国、台湾は、日本の徳

・知・体に群・美を加えた五育という教育をさ

れておられます。品格ある教育の推進、健全な

人間形成、道徳観を育てるということでござい

ます。群とは、群れと書くんですけれども、団

体など多数の中でのコミュニケーションをとる

ための教育、美は芸術教育、小学校１年生から

全員にバイオリンと漢字の書を教える、こうい

う教育であります。このことが宮崎県の教育の

参考にならんものかなと思っているんですが、

教育長か教育委員長、どちらか御答弁願いま

す。

○教育長（渡辺義人君） 今、御紹介のありま

した台湾の教育理念、徳・知・体・群・美、こ
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れは徳重先生がたしか２月議会で御紹介いただ

いたものではないかなと思いますけれども、い

ずれも私は人間の道徳性を培う上で欠かせない

ものというふうに理解をいたしております。そ

ういう意味で、我が国の教育基本法の教育目標

の中に、知・徳・体、この３つをあらわしたも

のがございますし、また、群の教育あるいは美

の教育ということも、全体的には理念として私

は一貫して横たわっていると、このように理解

しております。以上です。

○中野一則議員 日本、宮崎県では、全体的教

育の中で、この五育も含めて教育されていると

いうふうに理解いたしました。ぜひそういう考

え方で進めてほしいと思います。

国の行政刷新会議、事業仕分けをしてきまし

たが、文科省のものも、かなり廃止、予算縮減

をされております。その中に、道徳教育総合支

援事業が３分の１から２分の１、半額に予算が

縮減されました。特に「心のノート」の作成に

ついても、いろいろと論議されたようでありま

すが、今までこの「心のノート」、全員に配布

してあるものを、希望する市町村へ配布する、

そういうふうに仕分け委員会等では決まったよ

うでありますが、できたらこれを宮崎県全域に

配布してほしいと思っているんですが、そのあ

たりは今後どう進められるのか、教育長にお尋

ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 「心のノート」につ

きましては、これまで全員一律配布ということ

でなされてきたわけですけれども、文部科学省

の概算要求の段階で盛り込まれておりませんで

したので、そもそも「心のノート」については

土俵に上がらなかったということでありまし

て、今議員がおっしゃった３分の１か半額に削

減というのは、その「心のノート」を除いた部

分について、そういう結果になったということ

であります。その「心のノート」の取り扱いに

ついて、今後どのようにしていくのかというこ

とでありますけれども、まだ現段階でどうだこ

うだと言えるものではありませんけれども、

「心のノート」につきましては、県内のすべて

の小学校、中学校で活用されているというふう

に聞いておりますので、基本的には各市町村の

ほうで御判断をいただくことが適切ではないか

なと思いますけれども、国のほうでも、これに

かわってウエブを通じた配信ですとか、そう

いったことで支援をしたいというふうに考えて

おるようでありますので、我々としても、もう

少し今後の動向を見きわめていきたいと、この

ように考えております。以上です。

○中野一則議員 私は事業仕分けで外されたか

と思ったら、もともと文科省の概算要求から外

したということですね。この事業は、もとも

と13億あったものが11億に減らしていますか

ら、その減らした中にこれも入ったということ

になれば、ゆゆしきことだなと今思っていると

ころであります。この補助教材の「心のノー

ト」、小学校１年生、３年生、５年生、中学校

１年生に配布して、２年ないし３年使用するも

のであります。「心のノート」は、子供の成長

に合わせて、心の教育、道徳心を充実するため

に作成されたものであります。これが「心のノ

ート」の３年・４年生のものでありますが、私

も全部を読んでみました。大変すばらしいノー

トだなと、心を打たれながら読んだところであ

ります。これを今の子供にずっと教えていけ

ば、使っていけば、道徳心、すばらしい子供が

できるなと、こう思ったところであります。こ

れは子供も、もちろんノートですから、ここに

ずっと書き込みができるようになっておるし、
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学校ではもちろんですが、家庭でも使えるよう

になったノートなんです。みんな、一応配って

もらって見てください。もしこれが、もともと

文科相がこれを外して概算要求をしたというこ

とであれば、これは今後つくらないということ

になると思いますが、私は、こういうすばらし

いノートは今後やっぱり活用してほしいな、で

きたら文科省がつくらないのであれば宮崎県独

自で、もうこれはできているわけだから、印刷

するばかりですから、ぜひつくって、徳育、道

徳教育に活用していただきたいと、こう思いま

すが、いかがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 先ほど御答弁申し上

げましたように、文部科学省は、全国一律配布

ということはやめたということでありますけれ

ども、それにかわってインターネット配信をし

て、それからダウンロードして印刷をするよう

な手だてについては配慮するというようなこと

でありますので、ただ、各市町村でそれぞれダ

ウンロードして使うとなりますと、また結構厄

介かなという気もいたします。ただ、県がこれ

についてお金を出してつくって配布するという

のも、またこれは財政負担が伴う話であります

ので、今後ちょっと研究をしてみたいと、この

ように考えます。

○中野一則議員 ぜひ県でつくって、一人残ら

ず宮崎県の子供には配布してくれるよう願って

います。やはり何も資源のない日本、特に宮崎

県は資源がないですから、人が資源です。人が

資源ですから、これに費やすお金を惜しんだら

いけません。総務部長、その辺の財政配慮をよ

ろしくお願いいたします。また、知事も、そう

いうことを念頭にして指示をしていただくよう

に、よろしくお願いいたしたいと思います。

余り時間がなくなってきましたが、病院局に

２～３お尋ねしたいと思ったんですけれども、

いわゆる県立病院の見直し、これを進めておら

れますが、これについては、県立病院だけでな

く、県内にある市町村公立病院、ここも非常に

経営が厳しいし、また、今既に一般会計からす

べての病院が繰り入れをされている状況であり

ますし、それでも８病院が累積欠損金の状態で

あります。また、診療所を含めて18あるんです

けれども、うち14カ所は県立病院に遠いところ

ですから、ここはぜひ今度の見直しについて

は、このことも含めて見直しをされるようによ

ろしくお願いしたいと思います。そういうおつ

もりはないかを病院局長にお尋ねいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 御指摘の件は、

御案内のとおり、県立病院は３病院ございます

けれども、全域を所管します中核病院というこ

とでやっております。そういう意味では、一部

各分科会等でも、この県立病院が、やはり第２

次、第３次の救急医療施設として、後方支援病

院の役割を果たしてほしいという話ですとか、

他の病院では対応が難しい高度医療を担うべき

だと、こういった御意見等も出ております。そ

ういった意味では、各圏域の病院との連携をと

りながらの病院のあり方というものを当然検討

すべきですから、今御指摘の意見等を十分念頭

に置きながら進め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 県立病院では、毎年一般会計

から57億から58億費やしてやっているわけです

から、公平な面から、そのことも考慮して、一

般の地方、浦々の公立病院まで行き渡るような

ネットワークをつくったり、医療が受けられる

体制をつくることが、県立病院のあるいは宮崎

県の医療行政の役目だとこう思いますから、そ

のことを御要望を申し上げて、実は今回の質問
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が、私、個人的には20回目でありました。有権

者であるえびの市民を初め県民の皆さん方、県

の御当局あるいは同僚議員に感謝して、質問の

すべてを終わります。（拍手）

○萩原耕三副議長 以上で午前の質問を終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時58分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、浜砂守議員。

○浜砂 守議員〔登壇〕（拍手） 一般質問も

きょうが最終日になりました。ちょうど午後の

眠たい時間ですけれども、しばらくの間拝借し

たいと思います。なお、先ほど話がありました

が、自民党の最後の質問者でございます。自民

党県民の会の浜砂でございます。よろしくお願

いをいたします。また、質問項目のうちの「平

成22年度当初予算編成について」につきまして

は、政府の税制改正の確定を見てからというこ

とで、見送りをさせていただきます。それか

ら、雇用状況については、それぞれの議員さん

から質問がありまして、重複いたしますので、

割愛をさせていただきます。

それでは、通告に従い、順次質問をしてまい

ります。

まず、知事の政治姿勢についてお尋ねをいた

します。

民主党は、96年の結党以来、13年目、５度目

の衆議院選挙で初めて政権の座を獲得いたしま

した。長年政権与党であった自民党が大敗した

最大の理由は、自己変革ができないまま、現状

維持に終始したことであります。自民党は、郵

政解散から３年間で首相が、安倍・福田・麻生

首相と３人も入れかわり、国民の信を問う解散

総選挙が求められていたにもかかわらず、保守

党として新たな理念や使命を示すことができま

せんでした。このような自民党に対する不信感

の受け皿になったのが民主党であります。改革

を求める有権者の声は、総選挙で、民主党に115

議席から戦後最大の308議席へと３倍近くに増大

させ、第１党に押し上げました。鳩山内閣は、

その誕生のいきさつから見れば、日本政治を変

革し、新しい歴史をつくる使命を持った政権で

なければなりません。果たして鳩山内閣はこの

経済的不況から脱出ができるのか、社会保障制

度の将来設計や新たな戦略的外交など、政策的

課題に取り組み、どのようにして具体的成果を

上げるかが、これからの課題であります。政権

交代があり、新政権は発足しました。しかし、

経営層がかわっただけで、官僚機構はそのまま

残っておりますから、事務レベルまでかわった

わけではありません。場合によっては、長年続

いた慣例が旧態依然のまま残り、これまでの政

策を引きずる可能性もあります。しかも、政権

交代のときには必ず負の資産がついてまいりま

す。民主党政権は、前自民党政権の残した膨大

な赤字財政を背負い込んだ上でスタートしなけ

ればなりませんでした。民主党は、マニフェス

トで、16.8兆円にも及ぶ新政策を打ち出してお

ります。しかし、国民には、いわゆる政府の埋

蔵金と無駄遣いをやめさえすれば、子ども手当

も、高速道路無料化も、農家への戸別所得補償

の財源も出るような、そのような印象を与えて

しまったのかもしれません。その財源として

の16.8兆円をどのようにして何によって生み出

すか。むしろ国民に痛みや負担をかける要素を

明示したほうがよかったのかもしれません。09
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年９月、国の借金864.5兆円、国民１人当たりの

借金約678万円、自民党政権が残した過去最大の

借金、負の資産を背負っての政権交代、民主党

政権のスタートについて、知事の政治的所感を

お聞かせいただきたいと存じます。

次に、宮崎県総合計画について知事にお尋ね

いたします。

東国原知事のマニフェストをもとに、数値目

標などをまとめた「新みやざき創造計画」が、

来年度最終年度を迎えるのを前にして、新しい

総合計画を策定することとしています。新総合

計画では、20年先を見据えた県の将来像を描く

とされております。知事は、常に行政にはスピ

ードが必要であり、社会の目まぐるしい変化、

多様化するニーズについていかなければならな

いと言っておられます。社会経済状況が劇的に

変化している状況の中で、果たして20年先を見

越した県の将来のビジョンを描くことが可能で

あるのか、また、実効性のある計画となるのか

疑問に思います。内容をお聞かせください。

次に、新総合計画の中で、地方分権の進展、

道州制国家の導入、市町村合併などを含め、ど

のように想定されているのか、知事の所見をお

聞かせください。

次に、地域振興策・土地利用について農政水

産部長にお尋ねいたします。

サラリーマン家庭や都市部の住民の中で、自

然回帰、健康志向、いやしという観点から、休

日には、小面積の農地を利用して自家用野菜や

花の栽培をしたいという人がふえております。

都会から移住した方々が働く場を確保するた

め、小規模な農地を取得し、農業に新規参入す

るという動きや、環境教育の観点から、児童生

徒の自然学習、体験学習の場として、小さな農

園を活用してサツマイモなどの作物を栽培する

といった話もよく聞くところであります。この

ような流れの中で、農業の源である農地は、食

料の生産基盤であるとともに、多面的な地域資

源でもあります。地域振興策の一つとして、農

地が、新規参入者や高齢者の利用、子供の教育

の場として有効活用できるよう、小規模な農地

が取得できる制度はないのか、お聞かせくださ

い。

次に、地域振興対策・商店街振興について商

工観光労働部長にお尋ねいたします。最近、地

域の課題として、少子高齢化、地元商店と産業

の衰退、自治体の財政的逼迫等が頻繁に取り上

げられております。ことし７月、内閣府が行っ

た「地方再生に関する特別世論調査」では、地

域が元気になるために国や地方がとる有効な方

法として最も多かったのが、補助金などの財政

的支援で44.1％、次に地方自治体への権限移譲

が41.9％、次いで人材の育成となっておりま

す。さらに、「住んでいる地域は元気があると

思うか」の問いでは、「元気がある」が46.7

％、「元気がない」が46.2％であります。元気

がないと答えた人の理由は、「商店街など町の

中心部のにぎわいが薄れている」と答えた人

が70.3％、次いで、「子供や若い人が減ってい

る」が55.5％と続いております。このアンケー

ト調査は全国調査でありますが、私どもの住む

地元の西都市の市街地の商店街でも空き店舗が

ふえ、街を歩く人も少なく、12月だというのに

活気が出てきません。何か手だてはないものか

と思いますが、これといった起爆剤がないのが

現状であります。どの地域でも同じような悩み

を持ちながら活性化に向けて努力されているの

ですが、長引く景気の低迷に加え、公共投資の

抑制、倒産、失業、賃金カット、さらには人事

院勧告による公務員給与の引き下げ・賞与の
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カットなど、最近は、景気回復どころか、逆に

景気の低迷に拍車をかけているとしか思えない

のであります。また、私は、議会に来るとき、

国道10号を通って来るのですが、神宮から江平

にかけて、シャッターを閉めている店舗が最近

やたら目立つようになりました。最近の県内に

おける空き店舗の状況及び商店街振興に対する

取り組みについてお聞かせください。

次に、滞在型グリーンツーリズムについて商

工観光労働部長にお尋ねいたします。

宮崎県庁舎を訪れる観光客が絶えません。東

国原知事の誕生から、宮崎を訪れる観光客は、

明らかに従来とは違ったスポットを好んで訪れ

ています。広くは知られていないにしても、高

いポテンシャルを持つ地域資源はどこにでも存

在しています。せんだって、西都市と小林市を

中心とした「北きりしま」農家民泊を組み込ん

だツアーが、県内の旅行社から初めて発売さ

れ、注目を集めました。ツアーの中身は、農業

体験や郷土料理体験などをしながら農家に宿泊

するといったプランで、農業や自然、さらには

郷土芸能といった宮崎らしい素材をたっぷりと

生かした内容となっておりました。このような

取り組みは、これまで観光とは縁の薄かった中

山間地域等に、観光客を誘致する有効な手段で

あり、農商工連携による地域活性化にもつなが

るものであります。近年、西都市でも、農家民

泊を中心とした体験・滞在型観光に積極的に取

り組んでおります。宮崎が世界に誇る西都原古

墳群や、考古博物館を初め、500年の歴史を持つ

菊池の郷、東米良の自然や、銀鏡神楽など、体

験・滞在型観光の推進地域としての潜在能力は

極めて高いものがあり、今後、積極的な推進が

求められております。県における体験・滞在型

観光への取り組み状況と今後の展開についてお

聞かせをいただきたいと存じます。

次に、エコクリーンプラザみやざきについて

知事にお尋ねをいたします。

会計検査院は、施設を管理運営する県環境整

備公社に対し、現在補強工事を進めているエコ

クリーンプラザみやざき浸出水調整池破損問題

で、基礎の設計等が適切でなかったとして、

約14億円の建設事業費は不当だったと指摘をい

たしました。加えて、公社は、水張り試験で漏

水が起きていたにもかかわらず、池の機能は十

分とする事実と異なる調書を添えて、補強事業

実績報告書を提出していたことについても、機

能を確保する手直しをした上で提出するべき

だったと指摘をいたしました。当初から何かと

問題の多い施設であります。新聞報道では、知

事は、「内容を真摯に受けとめ、今後このよう

なことがないよう対応していきたい」と述べら

れております。県議会の場においていま一度コ

メントを賜りたいと存じます。また、この施設

の建設費は、予定よりかなり安く完成したと聞

いています。施設建設における当初の計画額と

実績額、建設資金の内容について、環境森林部

長にお尋ねをいたします。

次に、西米良村板谷トンネルについて県土整

備部長に伺います。

西米良村国道219号板谷トンネルに、国内初の

ＬＥＤ発光ダイオードを使用した照明設備が設

置されました。最近までは難しいとされていた

青色ダイオードが実用化されたため、赤、青、

緑の光の三原色がそろい、フルカラーの表示装

置や照明、光ディスク装置のヘッドなどの用途

が拡大され、最近では、夜を彩るイルミネー

ションにも多く使われているようであります。

また、省エネやＣＯ２削減効果もあると聞きま

す。国内初のＬＥＤ使用について、その経過と
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効果についてお聞かせください。

次に、一ツ瀬川の改修について県土整備部長

にお尋ねいたします。

一ツ瀬川は、流路延長88キロメートル、本県

では、大淀川と五ヶ瀬川、耳川に次ぐ規模であ

ります。平成17年の台風14号により、西都市の

穂北地区、妻地区の市街地周辺において、堤防

の決壊こそなかったものの、数カ所の漏水が発

生したため、2,303世帯、6,932名に避難勧

告、240世帯、739人に避難指示が出されまし

た。その後、平成19年台風14号の襲来のとき

も、1,458世帯、3,828人に避難勧告・指示が出

されております。現在でも、台風や大雨のたび

に住民の不安は募るばかりであります。このた

め、県において、平成18年から一ツ瀬川の堤防

の調査が進められたと聞いております。一ツ瀬

川堤防の調査結果と今後の取り組みについてお

聞かせをいただきたいと存じます。

以上で壇上からの質問を終わり、残りは質問

者席から質問をいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

新政権についてであります。今回の政権交代

は、多くの国民が、従来の政治への閉塞感や、

日々の暮らしに対する不満、さらには将来への

不安から、現状の打破と変化を求めたもので

あったと思います。新政権におかれましては、

大変厳しい景気・雇用情勢や財政状況のもと、

さまざまな改革や政策に意欲的に取り組まれて

いる姿勢を大いに評価しますとともに、今後の

成果に期待しているところであります。地方の

疲弊は待ったなしの状況にあります。インフラ

整備についても地域間格差が生じております。

こうした地方の実情を十分に御理解いただき、

喫緊の課題であります景気・雇用対策はもちろ

んのこと、地域主権の実現、道路・港湾の整備

など山積する課題に、真の政治主導のもと、ス

ピード感を持って取り組んでいただければと

思っております。

続きまして、20年後の将来像についてであり

ます。本県の人口は、2030年には100万人を割り

込み、高齢化率も35％を超えると推計されてい

るなど、今後、本県の人口構造やそれに伴う産

業構造も大きく変化してくるものと予想されま

す。20年後を見通すことは非常に困難であり、

正確な予測をすることはできないと考えており

ますが、大きく構造が変わることをしっかりと

踏まえた上で、本県の目指すべき姿やその実現

に向けた方策を示すことが必要であると思いま

すので、20年後を見据えた計画にしてまいりた

いと考えております。このような考え方に基づ

き、新たな計画では、20年後の本県の姿をイメ

ージし、基本目標や将来像を示した上で、その

実現のための分野別施策の方向性については今

後10年間、重点的に取り組む必要のある課題に

ついては４年間の計画とする予定であります。

次に、総合計画における市町村合併、道州制

の考え方についてであります。地方分権改革の

進展、あるいは新政権による地域主権の推進の

中で、国、県、市町村の役割分担や、さらにそ

の形がどう変化していくか、まさにこれからが

制度設計という段階であり、現時点で将来を見

通すことはなかなか困難であると認識しており

ます。このような中で、市町村合併につきまし

ては、今回の合併推進は、本年度をもって一区

切りとされたところであり、今後は、市町村の

自主的な判断によると考えておりまして、計画

においては、基本的には、広域的な連携や、市

町村間の相互補完等による定住や自立の推進と

いう視点で検討してまいりたいと考えておりま
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す。

また、道州制につきましては、国や地方のあ

り方にかかわる大変重要な問題であり、新政権

のもとでどのような動きになるか不明な部分も

あります。したがいまして、今回の計画策定に

当たりましては、道州制の導入を前提とするこ

とはありませんが、道州制の議論の背景にある

広域的な行政課題の増加等はしっかりと踏まえ

て、他県との幅広い連携や役割分担等の観点か

らの検討を行うことになると考えております。

続きまして、エコクリーンプラザみやざきに

ついてであります。先般公表されました会計検

査院の報告書によりますと、宮崎県環境整備公

社が受けた国庫補助金のうち、浸出水調整池に

係る２億500万円余の全額について、「設計等が

適切でなかったため、工事の目的を達しておら

ず不当」との指摘がなされたところでありま

す。会計検査院から不当事項として指摘された

ことは、大変遺憾であり、その内容を真摯に受

けとめ、今後このようなことのないよう対応し

ていきたいと考えております。なお、補助金の

返還につきましては、補助金を交付した環境省

のほうで今後の対応が検討されると伺っており

ますが、浸出水調整池については、現在、補強

工事を施工中であり、これが完成すれば、補助

金の目的も達成されることとなります。したが

いまして、県といたしましては、このような状

況を環境省に十分説明しながら、補助金の返還

を求められることのないよう努めていきたいと

考えております。〔降壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。

エコクリーンプラザみやざきについてであり

ます。宮崎県環境整備公社では、エコクリーン

プラザみやざきの整備に当たり、当初、事業費

を総額508億2,800万円余と見込んでおりました

が、コスト削減に努めるとともに、焼却溶融施

設やリサイクルプラザなどの工事において入札

残が生じた関係等から、最終的には348億3,500

万円の事業費で完成しております。なお、この

事業費には、廃棄物処理施設整備事業など国か

らの58億円余の補助金と、市町村からの263億円

余の建設委託金が含まれております。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

空き店舗の状況と商店街振興についてであり

ます。県内の主要19商店街において実施してお

ります空き店舗調査によりますと、平成21年７

月現在の空き店舗数は、調査対象の664店舗のう

ち169店舗となっておりまして、空き店舗率

は25.5％と、前年と比べまして1.6ポイント増加

となっております。このような状況の中、県で

はこれまで、空き店舗における高齢者交流施設

やギャラリーの運営、イベントの開催などに助

成し、商店街振興に努めてきたところでありま

す。しかしながら、人口減少など厳しい商業環

境の中、商店街単独では活性化に取り組むこと

が難しくなっております。したがいまして、今

後は、商店街だけに着目した対策ではなく、商

店街の枠を超えたまちづくりという視点から取

り組む必要があると考えております。そこで、

本年度は、まちなか商業再生支援事業を創設

し、商店街が福祉団体やＮＰＯなどと連携し、

商店街を含めたまち全体を再生する取り組みを

支援しております。今後とも、市町村や関係団

体等と連携を図りながら、優良な取り組みを重

点的に支援することによりまして、その成果や

ノウハウが県内に広がり、生き生きとしたまち

づくりにつながっていくことを期待していると
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ころでございます。

次に、体験・滞在型観光についてでありま

す。県では、体験・滞在型観光を、宮崎の自然

や田舎暮らしのよさをゆったり、じっくり味

わってもらうということとして、「ゆっ旅宮

崎」の名称で展開しているところでございま

す。これまで、西都市など県内各地域における

モニターツアーの実施や、人材育成のための研

修会の開催などによりまして、受け入れ体制の

整備を図るとともに、ホームページや雑誌を活

用した情報発信などを行ってきたところでござ

います。本年度から、ゆっ旅宮崎の旅行商品化

に取り組んでおりますが、10月には県内の旅行

社から、「銀鏡神楽と山里の暮らし体験ツア

ー」といった、西都や北きりしま地域でのツア

ーが発売されたところでございます。今後は、

旅行商品化を一層推進するとともに、地域の受

け入れ体制や体験メニュー等のさらなる磨き上

げを行いまして、体験・滞在型観光を地域ビジ

ネスとして根づかせ、本県観光の新たな魅力の

創出につなげてまいりたいと考えております。

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。

小規模な農地取得を希望される方への対応に

ついてであります。現行の農地法では、農地の

効率的な利用を図るため、農地を取得する場合

には、50アール以上となることが原則とされて

おります。この下限面積につきましては、現行

法でも、一定の要件を満たす場合には、知事の

判断で、10アールを限度に引き下げることが可

能でありましたが、今般の農地法の改正に伴い

まして、耕作放棄地の有効活用や新規就農の促

進といった観点から、各市町村の農業委員会が

みずからの判断で、10アールを下回る面積設定

も可能となったところでございます。この新た

な制度は、今月中旬には施行されると伺ってお

りますので、県といたしましては、制度の趣旨

を踏まえ、各地域の実情に即した運用が図られ

ますよう、関係機関とも連携しながら、農業委

員会に対する指導・助言を適切に行ってまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、国道219号板谷トンネルの照明について

であります。板谷トンネルの照明につきまして

は、当初、通常の蛍光灯タイプで設計しており

ましたが、照明工事の受注者から、新規開発の

ＬＥＤ照明の使用承認申請がありまして、機能

やコストについて検討した結果、設計と同等以

上の品質と判断をされたことから、使用を承認

したところであります。ＬＥＤ照明について

は、製品価格が割高なものの、低電力で使用で

きるなどのメリットがあり、環境や省エネルギ

ーの面ですぐれておりますことから、今後、他

の製品との経済比較を行い、その使用について

検討してまいりたいと存じます。

次に、一ツ瀬川本川の堤防についてでありま

す。一ツ瀬川は、昭和７年度から平成10年度に

かけて、河口部から杉安橋までの21.2キロメー

トル区間において河川改修を実施してきたとこ

ろであります。また、平成17年９月の台風14号

により甚大な浸水被害が発生したため、支川の

三財川については、平成19年度から広域基幹河

川改修事業に着手し、浸水被害の軽減に努めて

いるところであります。さらに、漏水が発生し

た一ツ瀬川本川堤防においては、早急な対策が

必要な箇所について、災害復旧事業等により、

護岸などの補強工事や水位の上昇を防ぐための
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河床掘削などを実施いたしました。しかしなが

ら、一ツ瀬川の堤防の漏水は、堤防の材料や老

朽化が原因であり、今後とも堤防の補強などの

対策が必要であると考え、河口から杉安橋間に

つきましては、平成18年度から20年度までの３

カ年で、堤防内部の状態を把握するために、弾

性波調査やボーリング調査等の地質調査を実施

いたしました。この結果、十分な強度を持った

堤防にするためには、大規模な補強が必要であ

ると判断したところであります。県といたしま

しては、地域住民の皆さんの生命・財産を守る

上で、一ツ瀬川の堤防補強は重要な課題である

と認識しておりますので、今後は、補助事業で

の事業化へ向けた河川整備計画の策定と詳細な

検討を実施しまして、堤防の強化に向けて国と

協議を進めてまいりたいと考えております。以

上でございます。〔降壇〕

○浜砂 守議員 それでは、質問者席から質問

をしてまいります。

まず、県民政策部長、宮崎県総合計画審議

会、委員22名で構成するということになってお

ります。市及び町村代表者各１人ずつというこ

とで２名、学識経験者15名ということになって

おりますが、本県の20年後の将来像を描くとい

うことで、この委員の構成が作成されておるわ

けでありますが、書いていないからわからない

んですが、年齢的には大体どのくらいの方なん

でしょうか。

○県民政策部長（高山幹男君） 総合計画審議

会委員の年齢ということですけれども、一番年

齢の高い方で78歳、一番若い方で37歳で、平均

では59歳となっております。

○浜砂 守議員 男性の平均年齢が79.28、80前

ですから、20年後の策定をするということ

で、59歳、79歳。幅広く人間を入れて、先ほど

質問の中にもありましたけれども、このうち県

議会から互選されて５人というのもあるんです

ね。今何人入っておられるのかわかりませんけ

れども、５人以内、別にですね。辞退もしてい

るというような話も聞きますけれども、この部

分もありますので、せっかく長期計画、20年の

計画を立てられるんですから、それも十分また

検討していただきたいと思います。

それでは、次に移ります。知事にお尋ねいた

しますが、急速な過疎化、高齢化の進行や担い

手の減少、耕作放棄地の増加というのは、いわ

ゆる過疎の典型的な表現なんですが、地域の活

力がなくなってきている。昨年、知事が「生き

生き集落」という呼び名をつけられました限界

集落ですね。過疎化などで人口の50％以上が65

歳以上の高齢者、社会的共同生活の維持が困難

になった限界集落に、「生き生き集落」という

名前をつけられました。しかしながら、来年の

３月には過疎法も期限切れを迎えるということ

で、新政権のもとで過疎法が存続するかどうか

というのはまだわかりません。不透明でありま

すので、中山間地域や限界集落はまさに待った

なし。先ほどの話ではありませんが、待ったな

しの状況であります。この際、県として思い

切った政策、例えば、知事が名づけられた「生

き生き集落基金」とか、そういった独自の予算

を投じてこういうところを維持させていくとい

う考えはないかどうか、知事にお尋ねをいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 議員おっしゃるよう

に、中山間地域対策というのは非常に喫緊な課

題だと思っておりまして、来年度も、本年度に

続く重要施策の一つに位置づけさせていただい

たところであります。また、その事業の実施に

当たっては、御案内のように、中山間地域対策
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推進本部を設置させていただきまして、集落の

活性化、そしてまた、日常生活の維持充実、産

業の振興、これを三本柱として、全庁的に取り

組んでいるところであります。また、これは御

案内のように、特効薬というか、即効性のある

政策というのを見つけることがなかなか困難で

ございまして、地道な取り組み、そして、前向

きな取り組みを、あらゆる政策を総動員して

やっていくしかないかなと。地道な取り組みを

続けていくしかないかなと考えているところで

ございます。

このようなことから、国に対して、過疎地域

対策の継続を要望するとともに、集落対策等の

ソフト事業を実施するための過疎市町村基金を

創設するよう、強く提案しているところであり

まして、県といたしましても、引き続き、地域

住民や市町村と連携しまして、地域の特性を生

かした特徴ある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。なお、御提案の生

き生き集落については、生き生き集落の補助金

というものが非常に少なかったものですから、

もうちょっと拡充・拡大してはいかがというこ

とは、担当部局とは意見交換をさせていただ

き、検討させていただいているところでありま

す。

○浜砂 守議員 ぜひお願いしたいんです。と

いうのは、実は、いい機会ですから、長期的

な20年間の今後の計画を立てられるというの

も、これも一理あると思うんですけれども、県

内には極端に疲弊した地域が点在している。前

の松形知事のときに私も話をしたことがあるん

ですが、自分の田んぼの話ばかりして大変申し

わけないんですけれども、知事はまだ行かれた

ことがないと思います。副知事は一度東米良の

銀鏡に一緒に行っていただきましたね。昭和の

大合併で、昭和37年に西都市に合併をした旧児

湯郡東米良村、知事、御承知ですか。

○知事（東国原英夫君） 存じ上げておりま

す。

○浜砂 守議員 この東米良というのは、西都

市の中心街から約30キロほど山の中に入ったと

ころなんです。いわゆる準山間地域であります

が、合併した当時の人口が5,231人、昭和35年の

国勢調査の結果であります。そういう村が、当

時はちょうど一ツ瀬ダムの建設でにぎわってい

たときでもあったんですけれども、ことしで合

併47年。現在の人口が実に386人なんです。人口

減少率92.6％、高齢化率56.74％、10月１日現

在。人口減少が県内で一番進んだ地域が、この

東米良、旧東米良村。２番目が、きのう高橋議

員がお話しされましたが、酒谷村だそうです。

なお東米良の話をしますと、旧村内に13小中学

校がありました。今では、辛うじて、村の中心

地の約200人ぐらいの人が住んでおられる銀鏡と

上揚という地区に、それぞれ小学校、中学校が

１校ずつあります。しかも、地元の住民はこの

存続に大変な苦労をされているんです。学校が

なくなったら村がなくなってしまう。そういう

思いから、必死の努力で山村留学の振興をされ

ております。そして、その残りのあと200人

弱、170～180人の人たちは、旧村内の６集落に

点在をされているんです。もちろんひとり暮ら

しの高齢者の方もたくさんいらっしゃいます

し、たまに人に会うとすれば郵便配達員か農協

の職員ぐらい。まさに医療難民、介護の難民な

んです。生徒数は、小中学校合わせて32名。小

学校は全校で15人、うち地元が10人、先生の子

供さんが３人、留学生が２人。中学校は全校

で17人、うち地元生４人、留学生15人。小学２

年生と中学１年生には地元生はおりません。県
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内にはこういう地域がほかにもあると思うんで

すが、この状態では、とても20年というこの長

期計画の中では存続ができない。この準山間地

域といいますか、いわゆる、表現では中山間地

域でありますが、この振興について、振興か存

続か、生き長らえるための考え方として、知

事、どのようにお考えでしょうか、お尋ねいた

します。

○知事（東国原英夫君） 私はこれまで、あら

ゆる機会をとらまえまして、県内の中山間地域

を回らせていただきまして、中山間地域の厳し

い実情を肌で感じるとともに、住民の皆様の地

域に対する誇りや、地域活性化に向けた強い意

欲を持っておられることを心強く感じたところ

であります。県におきましては、現在、住民主

体の元気な集落づくりに取り組む生き生き集落

に対する支援や、「きらり輝く山間地域農業活

性化プロジェクト事業」を通じた産業の振興な

ど、各種施策を推進しているところでありま

す。今後、少子高齢化の進行等によりまして、

中山間地の集落を取り巻く環境は一層厳しくな

ることが予想されますが、これらの地域特性を

生かした住民主体の取り組みに対する支援を、

市町村と連携を図りながらしっかり行っていき

たいと考えております。また、私も可能な限

り、中山間地域の集落に直接足を運び、集落の

方々との意見交換をしてまいりたいと考えてお

るところであります。

○浜砂 守議員 知事、お願いですが、ぜひ一

度行ってみてください。みんな喜ぶと思います

ので。

それから、もう一点、４年間のアクションプ

ランの中で、本当に息絶える寸前のような集

落、ここの問題を、地元は一生懸命、地元の人

は、仕事をして、自分で企業を起こして、若い

人を雇って山村留学の子供を入れているんで

す。そういう状況ですから、ぜひひとつ、短期

間のアクションプランの中に盛り込んでいただ

きたいと思います。よろしくお願いします。答

弁があればよろしくお願いします。

○知事（東国原英夫君） 中山間地域対策は喫

緊の課題だと私は思っています。山村を守る、

自然を守るというのは非常に重要な役割だと

思っていますので、そういった観点から、今後

も短期、中長期含めて、しっかりした総合計画

に盛り込んでいきたいと考えております。

○浜砂 守議員 ありがとうございました。

次に、エコクリーンみやざきについてであり

ますが、このエコクリーンプラザみやざきには

もう一つの問題が発生しております。まだほか

にもあるかもしれませんが、今、出てきている

のはこの問題ですが、瓶の再資源率が極端に低

い。エコクリーンみやざきは、平成17年から稼

働を始めました。平成16年までガラス瓶を回収

していたたらのき台─これは前の回収施設で

すね─と比べて、そのリサイクル率が40％を

切っている。しかも、リサイクルされないガラ

ス瓶は、全部最終処分場に埋め立てられておる

と聞いておりますけれども、環境森林部長、本

当の話ですか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） ガラス瓶につ

きましては、まず、缶・瓶の選別設備というも

のがございまして、そこで分別されなかったも

の、あるいは、それらの中に資源として利用で

きるスチールやアルミが含まれておりますの

で、同じリサイクル施設内にあります不燃粗大

ごみ処理設備で再度選別処理を行いまして、リ

サイクルの推進に努めておるところでございま

す。その上で、最終的に残りましたガラスくず

でありますカレット等は、最終処分場で埋め立
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て処分をされております。

○浜砂 守議員 ですから、結局、回収できな

かった瓶はそこに埋め立てされているというこ

とですね。平成16年度に2,344トンのガラス瓶が

リサイクルされました。そして、平成20年度は

何と830トンなんです。これくらいのもの。集め

たものがリサイクルされなくて、最終処分場で

処分されているというのが実態であります。

それから、宮崎県の環境整備公社では、瓶の

回収のリサイクル施設の建設に当たり、160億円

ぐらい当初の計画からすると安くできているん

です。それに当たって、場所を必要とする、い

わゆる事前に選別するヤード方式という方式

と、深い穴を掘って、収容能率は上がるが、穴

を掘るものですから、落差があって、ピットと

言われるように、そこに一遍に落とし込むんで

す。そのような２つの方式が検討されて、結果

的には、ほかに余り例を見ないピット方式が採

用されたと聞いております。その内容につい

て、何でこういう一般的に使われていないピッ

ト方式がそこで採用されたのか、環境森林部

長、お尋ねをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） エコクリーン

プラザみやざきのリサイクル施設におきますガ

ラス瓶の処理につきましては、建設当時、公社

において、今、議員のおっしゃいましたヤード

方式あるいはピット方式という２つの方式を比

較検討されております。そこのプラントを納入

するに当たりまして、国内の主要なプラントメ

ーカー16社から意見を聞いておりまして、その

結果、15社から、限られた敷地面積あるいは大

量のごみを処理するためには、瓶割れによりま

す回収率が低下する懸念があったとしても、

ピット方式を採用すべきであるとの回答があり

まして、これを踏まえまして、公社としては

ピット方式を採用したものと聞いております。

○浜砂 守議員 ピット方式のほうがコンサル

も業者もいいでしょう。高いんですから。ヤー

ド方式は、そこに一時ストックをして、そこで

ごみ選別をして有効利用する方法です。ただ、

ピット方式、14メーターですよ、落差が。穴の

落差が14メーター。そこに缶と瓶が一緒に入っ

たものを一遍に落とし込むわけですから、割れ

るのは当たり前です。そういうのを何でリサイ

クル施設が採用したかという疑問があるんで

す。建設費の高いものを何でそこで採用した。

どうもここがおかしいところがあるんですけ

ど、瓶が割れるのは当たり前です。採用した経

過は、環境森林部長、今言われましたけど、何

で高いものを採用したのか。そこにストックす

るヤード方式というものは適用できなかったの

か、環境森林部長、お尋ねします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 先ほど申し上

げましたように、確かに建築費としてはピット

方式のほうが高いというふうな意見も出ており

ます。ただ、ここの処理の量というものが、そ

れなりの量といいますか、非常に大量な量とい

うことでございまして、各プラントメーカーか

らの回答にも、確かにコストは高いかもしれま

せんけれども、これだけの量をさばいていくに

はピット方式のほうがいいというふうな回答で

ございますので、そういうことになったんだろ

うと思います。

○浜砂 守議員 回答はそうなんですが、部長

の考え、部長は当時の担当じゃありませんか

ら。でも、今振り返ってみて、あの当時につ

くったのは確かに間違いだと思うんです。だれ

が考えても、前の施設として、回収率が４

割、37％に落ち込んでいる。これはみんな、何

でこんなものをつくったのかと。県民の皆さん
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は知らんと思います。かなりのものを回収され

ると思いますが、都城市が、20年の回収を見て

みますと、1,080トン、宮崎のこのリサイクル施

設、リサイクルセンター、今のエコクリーンみ

やざき、ここの回収は20年で830トン。都城のほ

うが多いんです。しかも、都城市の利用率は１

人が5.48キロ、宮崎は1.95キロ、このくらいの

開きがあるんです。この開きについてどう考え

られますか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 今、議員おっ

しゃいましたように、確かに、都城と宮崎市の

現在の処理量はそれぐらいの差になっておりま

すけれども、当時、このエコクリーンプラザを

つくるときに想定しました量は、もっと大きな

処理量が出てくるということで想定しまして仕

様をつくっておりますので、現在はそのような

量でございますが、当時の検討するときの想定

量が相当大きなものを想定したということでご

ざいまして、現在の量とは確かに違いは出てき

ていると思います。

○浜砂 守議員 いや、想定量は多かったんで

すよ。今のは回収量が少ないんです。回収量

が。だから、これを何とか改善せにゃいかんと

いうので、もっとお尋ねしますけど、全国の市

町村においても、ガラス瓶の回収については厳

しく規制がしてあります。できるだけ再資源化

ができるように厳重に分別して回収がなされて

いる。しかも８種類、９種類─西都市は９種

類ですけど─に分別をする。宮崎市も瓶と缶

を一緒にするのは、瓶が割れないように、いわ

ゆる空き缶がクッションとなるように一緒にし

てあるんです。このことは御承知ですか。お答

えください。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 知っておりま

す。

○浜砂 守議員 私も今まで余り関心がなかっ

た、持っていなかったんですけど、しかも、空

き缶は、水でゆすいでつぶさないで出す。ガラ

ス瓶は、ふたを外してゆすいで出す。県民の皆

さんは、資源ごみをリサイクルするために細か

い部分に手をかけて、自分が出すのがリサイク

ルされるもんだろうと思って出しているんで

す。それがリサイクルされていないということ

なんです。どうお考えになりますか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 前の施設であ

る宮崎市のたらのき台のものに比べまして、現

在の回収量というのは５割そこそこ、６割ぐら

いという形で推移しているのは知っております

けれども、おっしゃいますように、資源という

ものは循環型で考えなくちゃいけない状況でご

ざいますので、それらのことも踏まえますが、

現状では、そういう形で、公社としましても、

オープン当時に比べますと徐々に回収率は上

がっておりますので、それなりの努力は今後さ

れると思っております。

○浜砂 守議員 県民にはそういうことで厳し

く規制しているんですよ。ところが、集まった

ものを公の施設が工程の中で壊すんです。県民

にごみの区別を厳しく指定しているにもかかわ

らず、肝心な行政のリサイクル施設の工程でそ

の大半を崩してしまう。再資源化ができなく

なっている。これはやっぱり県民の皆さんに知

らせにゃいかんですよ。知事、どんなですか。

やっぱりちゃんとこれを、方式はどうでもいい

んですが、再資源率を上げるように、県民の皆

さんにも理解をいただいて、みんな県民の皆さ

んはそう思っているんです。されていると思っ

ている。実質はされていないんです。どのよう

に知事、お考えですか。

○知事（東国原英夫君） もちろん回収量を上
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げるというのは、資源の有効活用とか廃棄物の

最終処分の減少など、環境への負荷の少ない低

炭素社会には寄与するものだと考えておりま

す。その意を読みますと、これからヤード式に

変更できないのかというような意味合いが含ま

れておるかと思いますが、あくまでもこれは公

社が決めることでありまして、これからヤード

式に変えると、変更のコストはどうなのか、あ

るいは大量なごみを処分しますので、その面

積、費用のあり方、あるいは一般廃棄物は、御

案内のように最終責任は市町村にありますか

ら、市町村さんとの調整はどうなのかと、いろ

いろな問題を解決しなきゃいけないものが出て

くると思いますので、公社におきましては、円

滑なごみ処理をやっていただくように期待して

おりますので、その公社の判断、今後の運営を

見守っていきたいと考えております。

○浜砂 守議員 県民の皆さんはそれを知らな

いんですよ。それで、ヤード方式に変えろと

言っているんじゃないんです。とにかく回収率

が上がるように、ほかの県と比べてかなり低い

はずです。周辺のやり方とするとかなり低い。

高いのはえびのとか都城、このあたりは、別に

かごに入れて回収しているんです。７キロ、８

キロになっています。宮崎の４倍ぐらいです。

そのくらい回収している。それだけ再資源化が

できている。宮崎の場合は、集めたものを自分

の施設で壊しているということなんです。だか

ら、これを上げてもらうように。環境整備公社

は県の外郭団体ですから、県の出資が入ってい

るはずですから、そこが管理している施設とい

うことですから、ぜひ徹底した指導というか、

そういった改善を要求していただきたいと思い

ますが、知事、答弁をお願いします。

○知事（東国原英夫君） 今、エコクリーンプ

ラザのごみ量は、90数％が一般廃棄物となって

おりますので、県は監督指導の立場にあるとい

うのは御案内のとおりですので、それはまた公

社に意見を言っていきたいと考えております。

しかし、先ほども言ったように、主体は市町村

ということでございますので、市町村さんの意

見も十分踏まえながら今後対応していきたいと

考えております。

○浜砂 守議員 市町村と言われますが、市町

村の行政も知らないだろうと思うんです。旧田

野町・高岡町・佐土原町、清武町、国富町、綾

町、ここの人たちは全部、有効利用されている

と思っているはずなんです。報道の皆さんおら

れたら、知らせていただきたいと思いますが、

ぜひ改善していただかないと、これはやっぱ

り、日本国じゅうみんなが今取り組んでおる問

題なんです。ですから、市民ではありますが、

県民でもありますから、市・町民でもあります

が、県民でもありますから、ぜひしっかりとし

た、指導という言い方は今しないんでしょう

か、しっかりした要求をしていただきたい。知

事、もう一度お願いします。

○知事（東国原英夫君） その回収率、回収量

については、宮崎市民、県央の住民の方たちは

知らなかったことは事実かもしれません。それ

はまた検証してみないとわかりませんが、今後

その周知を広げるとともに、その回収量、回収

率を上げるような努力をされるように、公社の

ほうには意見を言ってまいりたいと考えており

ます。

○浜砂 守議員 いつも時間が足りませんか

ら、きょうはこれで終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、武井俊輔議員。

○武井俊輔議員〔登壇〕（拍手） 一般質問も
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最後になりました。きょうも多くの皆さんにお

越しいただいてありがとうございます。愛みや

ざき、武井俊輔でございます。ことし最後の質

問者としてこの場に立てること、本当に光栄に

思っております。どうぞよろしくお願いをいた

します。

岩切章太郎が、住友総本社をやめまして宮崎

に帰ってまいりましたときに、次の３つのこと

を誓って宮崎に帰ってきたということでござい

ます。まず、世の中には中央で働く者と地方で

働く者とがいる。私はあくまでも地方で働く人

間でありたい。２つ、私は旗を振るほうではな

く、旗を見て実際に仕事をする側の人間であり

たい。３つ、人のやっていること、やる人の多

い仕事はしない。新しい仕事や行き詰まった人

の嫌がる仕事をしたいということを言ったと言

われております。私もこの宮崎で実際に動きな

がら、きょうも、なかなか取り上げにくいよう

な質問も勇気を持って取り組んでまいりたいと

思っておりますので、どうぞよろしくお願いを

いたします。

では、まず、知事の政治姿勢についてお伺い

をいたします。

自民党政権時代は、有識者会議等にいろいろ

と呼ばれたりというようなこともありまして、

非常に政権との距離の近さを感じましたが、一

方、こうして民主党政権になりまして、その距

離感について、私どもで見ていますと、ちょっ

と距離感が遠いのかなという感じもいたします

が、今後、政権与党とどのような距離感で臨ん

でいかれるのか、お伺いをいたします。

もう一点、昨日の報道、沖縄の普天間基地移

転の関係でございますが、国内の移転先とし

て、一時的に新田原に移転をすると、３つの候

補のうちの一つとして移転をするという話が報

道されておりました。時間も午前中から推移を

しておりますが、県として何か報告を受けてい

るか、また、県として問い合わせを行ったの

か、お伺いをいたします。

以上、壇上からの質問を終わりまして、後は

質問者席で質問させていただきます。ありがと

うございました。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

新政権の掲げる地域主権への取り組み等に大

いに期待しているところであり、公開の場での

事業仕分けや、国への陳情・要望ルールの明確

化に取り組むなどの改革姿勢についても、評価

をさせていただいているところであります。し

かしながら、県民生活を守る立場からは、本県

などインフラ整備のおくれている地方への優先

的な配分や、地方交付税などの財源の確保にも

十分に配慮いただきたいと考えておるところで

あります。新政権に対しましては、今後の成果

に期待しつつも、本県、そして地方の発展のた

めに、地域の厳しい実態など申し上げるべきこ

とは申し上げてまいりたいと考えております。

また、沖縄普天間基地の問題でありますが、

政府から具体的な打診等々は一切今のところご

ざいません。そしてまた、県のほうからも問い

合わせもしていないところであります。以上で

す。〔降壇〕

○武井俊輔議員 普天間の問題については、や

はり、非常に県民も心配をすることであろうか

と思いますので、適宜・適切に情報を把握して

いただいて、また、公開もあわせてお願いをい

たします。

続きまして、先ほどの政権交代に関連してな

んですが、東京事務所の役割についてお伺いを

いたします。宮崎県東京事務所の重要な役割と
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して、霞が関からの情報収集でありますとか、

また、いろいろ陳情団が行ったときのコーディ

ネート、そういった役割があるかと思います。

民主党の方針が、県連を通じて要望・陳情を受

けるという形に変わってきておるわけです。と

いうことは、東京事務所の今後の役割が変化し

てくるということになるかと思いますが、その

対応について総務部長に伺います。

○総務部長（山下健次君） ただいま議員御指

摘のように、従前、確かに東京事務所は、そう

いった国との連絡調整ということが主体でござ

いましたけれども、現在は、もちろんこの連絡

調整はあるんですが、企業誘致あるいは県産品

の流通販売、観光、広報などの業務も所管をし

ております。体制については、これを体制上

は、状況の変化にあわせて見直しを行ってきて

おりまして、例えば、各省庁との連絡調整を行

います行政担当、これが平成17年度までは３課

７名体制でございましたが、現在は、１グルー

プ４名体制ということで、相対的に縮小してい

るということでございます。御指摘のように、

民主党による陳情システムの変更というのは、

今後の東京事務所の業務にも当然影響はあろう

かと思いますけれども、一方で、全国知事会の

動きというのが、御承知のように非常に活発に

なっております。その中で、各種プロジェクト

チームの設置等もなされておりまして、今後本

格化いたします国と地方の協議あるいは各種政

策の制度設計に関する情報の収集、こういった

点が非常に重要になってくるのではないかと。

あるいは、またさらに、それに対応するための

地元選出国会議員との連携、こういった業務量

は当然増加するのではないかというふうに考え

ております。こういうことでございますので、

必要に応じて状況を踏まえて見直しを行ってま

いりたいと考えております。

○武井俊輔議員 また適宜・適切に見直しをお

願いしたいと思います。

続きまして、事業仕分けについてお伺いをい

たします。国はこの仕分け委員会で、90事業、

約8,800億円分を廃止・見直しというふうにいた

しました。私も傍聴しておりましたが、2007

年、本県の事業仕分けでございますが、事業廃

止は２件ということで、しかも、おおむね事前

に方向性が出ていたものであったかと思いま

す。性格の違いからであろうかと思いますが、

県と国の事業仕分けの違いについてどのように

認識されているか、お伺いをいたします。総務

部長に伺います。

○総務部長（山下健次君） 県におきまして

は、平成19年度に、ただいま議員御指摘のよう

に事業仕分けを実施いたしましたけれども、そ

もそも事業仕分けというのは、制度の意義を見

直すための手段であるという基本を踏まえまし

て、既存の事業について、その必要性をチェッ

クした上で、その実施主体が民間か行政か。行

政であるということならば、国か県か市町村か

という役割を仕分けいたします。それととも

に、費用負担のあり方についてはどうあるべき

かという、基本的な手法にのっとって実施をし

たものでございます。さらに、この「本来どう

あるべきか」という点と、現実には、やはり必

ずしもそうはいかないという点もありますの

で、本来あるべき実施主体のいろんな事情も考

慮して、例えばこれは民でやるべきだといった

ときに、民の受け皿がないとか、あるいは力が

まだそこまで育っていないとか、そういったこ

とがございますので、そういう実施主体の諸事

情も考慮した現実的な対応はどういったものに

なるのか、こういう２つの視点から判断をして
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いただいたところに、本県の場合は特徴がある

というふうに考えております。これと比較して

国の今回の事業仕分けということでございます

と、やはりかなりの点で違いがあるというふう

に私どもは思っております。

○武井俊輔議員 確かに違いは私も見ていてあ

るなというふうに思ったんですが、県の事業仕

分けについて、先日のうちの西村議員への答弁

の中で、事業費削減の効果が得られたといった

ようなことがありました。ただ、これは事業仕

分けによる効果なのか、一般的な事務事業の見

直しによった効果なのか、ちょっと不明な部分

がありました。つきまして、以下、具体的に２

点伺いたいと思います。県の事業仕分けにおい

て、宮崎県の６人の仕分け委員全員が、不要な

いしは民間で行うべきとした商工観光労働部の

コールセンター支援事業、これは560万9,000円

でございます。また、同じく、６人の仕分け委

員が、本来ならば民間で行うべきという判断を

しました農政水産部のみやざき青果物安定取引

強化事業1,936万円、この２つについて、その後

どのように検討されたのか、それぞれ担当部長

に伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 議員御指

摘のとおり、コールセンター支援事業につきま

しては、仕分け委員会におきまして、「本来は

民間で行うべきである」と言われているんです

が、その後言葉がありまして、「が、コールセ

ンター誘致に当たっての重要な条件となってい

る点も考慮し、内容の見直し等の改善を行って

実施すべき」という御意見でございました。こ

の事業につきましては、本県が集積を図る業種

として取り組んでおりますコールセンターの誘

致を促進し、企業から要請のある人材の確保に

こたえるために行っている研修事業でございま

して、県としましては、企業誘致を促進するた

めにぜひとも必要な事業であると考えておりま

す。したがいまして、事業仕分け委員会の提言

も踏まえながら、受講者の就職がさらに促進さ

れるよう、事業内容の見直しを行いまして実施

しているところでございます。以上でございま

す。

○農政水産部長（伊藤孝利君） もう一点の、

みやざき青果物安定取引強化事業でございます

けれども、この事業は、農業団体が行います新

たな取引先の開拓、あるいは量販店等とタイ

アップした商品開発等に対して支援を行うこと

によりまして、安定的な取引づくりを通じた農

家所得の向上を目的に実施したものでありま

す。本事業につきましては、事業仕分け委員会

のほうから、「本来、民間が実施すべき事業で

ある」が、現実的な対応としては、「民間の自

立と県費負担の軽減を図れるよう、事業の改善

を行って実施すべき」との提言をいただいたと

ころであります。本年度におきましては、この

提言の趣旨も踏まえまして、19年度に対し約40

％の予算削減を行いますとともに、新たな取り

組みであります農商工連携による加工用・業務

用野菜の販売活動への支援等に切りかえまし

て、将来的には、このような取り組みが民間の

自主的な取り組みとして行われることを促進す

る内容として、事業の改善を図ったところであ

ります。以上です。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。こう

いった今のようなお話なんですけれども、当然

今、私も初めて聞きましたし、実際に仕分けに

携わった皆さん、または県民の皆さんについて

も、そういうことだったんだなということにな

るかと思うんですが、こういったフィードバッ

クとか結果の報告というのがどのようになされ
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たのか、総務部長に伺います。

○総務部長（山下健次君） 本県の事業仕分け

におきましては、先ほど申し上げましたよう

に、本来どうあるべきかという点と、現実的な

対応、この２つの視点から提言をいただいてお

りまして、その内容は、作業の過程で委員から

いただいた意見あるいは評価を含めまして、そ

の後の予算編成あるいは事務事業の見直しにお

いて、的確に反映をさせていただいておりま

す。対象とされなかった事業の見直しにおきま

しても、重要な視点とさせていただいていると

ころでございます。また、その結果につきまし

ては、当初予算案の概要、これを我々、白パン

フと通称しておりますが、この当初予算案の概

要のほかに、重点施策、重点推進事業等の査定

状況として、県庁ホームページ等において公表

をしているところでございます。

○武井俊輔議員 そういったことをしっかりと

取り組んでいただきたいと思います。以前、県

民サポーターのアフターフォローという話が

あったときも、その後何もしていないというよ

うな話がありましたけれども、そういうふうに

ならないように、仕分け委員にも、こういうふ

うになったとかそういったことも、結果の通知

等もあわせて行っていただきたいと思います。

次に移ります。副知事もいらっしゃって恐縮

なんですけれども、心苦しい部分もあります

が、質問してまいります。国からの派遣職員の

受け入れについてであります。この地方分権が

叫ばれる昨今ですが、なぜ宮崎県が国から幹部

職員を受け入れるのか、また、宮崎県には何人

来ているのか、受け入れる理由を含めて総務部

長に伺います。

○総務部長（山下健次君） まず、受け入れて

いる人数でございますけれども、平成21年の12

月１日現在で、国から派遣を受けている課長級

以上の職員は、私の前に座っております副知事

のほか、総務部１名、環境森林部１名、商工観

光労働部１名、農政水産部３名、県土整備部１

名、計８名でございます。これらの職員は、県

政のさまざまな課題に的確な対応が求められる

中で、よりよい県政推進を図る手法の一環とし

て、行政運営に関しまして豊富な知識あるいは

経験を有する人材を、県庁内外を問わず幅広く

求めて、適材適所で配置をしているところでご

ざいます。

○武井俊輔議員 知事にお伺いをいたします。

特に、宮崎県の財政運営のかなめであります財

政の主管ポストがございますが、調べてみます

と、過去の25年間ぐらい、昭和の60年ぐらいか

ら見てみますと、プロパーの県職員はたった１

人だけでございます。私は、この県庁の中に

も、いろんな職員の皆さんとおつき合いする中

で、財政の主管ポストの任にたえ得る優秀な職

員の方はたくさんいるんじゃないかと思うんで

すが、この財政の主管ポストを国からの派遣に

頼る現状をどう思われるのか、また、県からの

プロパー職員の登用はされないのか、知事に伺

います。

○知事（東国原英夫君） 地方分権、地域主権

というのが私の政治理念でありまして、ですか

ら、就任以来言わせていただいているのは、地

方分権は、権限と財源と人間を十分に地方にく

れと。この３つはセットなんです。ですから、

私は、結論から申し上げますと、優秀な国の人

間は地方に欲しいと思っています。国の職員に

限らず、県内外、県外、あるいは民間でもいい

と思うんですが、あくまでも適材適所、私の政

治理念やビジョンやそういったもの、考え方を

十分実務に反映できるスキルや経験や知識を
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持った、優秀な人間を適材適所で置くというこ

とが適切だと思っております。引き続き、国と

の交流という選択肢も一つでございますので、

そういったものも含めながら、人材登用、適材

適所、政治主導で行ってまいりたいと考えてお

ります。

○武井俊輔議員 適材適所という言葉が何度か

出てきたんですが、ということは、過去にこう

やって、知事の前の知事の時代も当然あるわけ

ですけれども、宮崎県には財政の主管ポストの

任に足る優秀な人材はいないということです

か。いかがですか。

○知事（東国原英夫君） 前の首長さんの判断

はわかりませんが、私は、財政課長を含め、国

の職員との交流のポジションに足る人間は、県

内にもプロパーにもいらっしゃると、十分そう

思っております。

○武井俊輔議員 地方分権、地方主権というこ

とであれば、まず、人材からの独立といいます

か、人材をしっかりと、一時的には確かに苦し

いことはあるかもしれませんが、やはりそうい

うポストで人をつくっていくというところもあ

るかと思いますので、ぜひそういう形でお願い

したいと思うんです。一挙にかえるのはなかな

か難しいところがあるのであれば、例えば１回

交代とか、そういうような形ででもプロパーの

職員をできるだけ登用していくということを、

積極的に意識されていくべきではないかと考え

ますが、知事の見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） １回ごとにかえると

いうのも、行政の連続性とか、キャリアを積

む、経験を積むといったことについて広く勘案

しなきゃいけないと思いますので、それは私の

政治主導で判断させていただきたいと。

○武井俊輔議員 地方分権、地方主権というこ

との知事は旗手でいらっしゃると思いますの

で、そういった意味では、今まで国と地方の関

係の中で、どちらかといえば当たり前になって

いるような、いわゆる予定調和になっているよ

うなルールというのは、積極的に知事には壊し

ていただきたいというふうに思っております。

次に移りますが、イラストの問題について伺

います。知事は、残り１年をおおむね迎えた段

階でイラストのあり方を考えていくというふう

におっしゃっておりました。確かに選挙管理委

員会などの見解でも、民間の商行為について規

定はできないということでしたが、例えば県が

発行するもの、また、名義協賛をするとかそう

いった後援事業のチラシなどでも、今でも知事

のイラストがあるようなものもあります。今

後、このイラストについてどのように取り扱っ

ていかれるおつもりか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、就任して以

来、イラストは、県産品の販路拡大とか、地元

企業の振興の一助になればと思いまして、基本

的には、肖像権に関連させることなく、民間の

企業や団体などのみずからの責任のもとに、自

由に使っていただいても構わないとのスタンス

で対応してきたところであります。御指摘の

あったイラストと公職選挙法との関係、あるい

は県の事業に係るものですが、「イラストの使

用が商行為に名をかりて、売名等を意図して行

われると認められた場合には、時期のいかんを

問わず、公職選挙法に抵触するが、純粋な商行

為を意図して行われるイラストの使用について

は、公職選挙法の規制の対象外になる」と、選

管の見解も示されておりますので、私が売名行

為ということを意図していない限り、それが認

められない限り、これは合法的だと考えており

ます。ですから、今のところ、このイラストに
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関して特段に我々が規制するとか、そういった

ことはしないということでございます。

○武井俊輔議員 任期１年を切ってきますと、

そういう解釈の問題もいろいろ出てくるかと思

いますので、また細心の注意をお願いしたいと

思います。

次に移ります。県の出先機関のあり方につい

てお伺いをいたします。

さきの議会におきまして、３つの土木事務所

を再編するという議案がこの県議会で否決をさ

れました。行政改革の議案が否決されたという

ことは、非常に重大なことであったと考えます

が、この問題が否決されたことについて知事は

どのような認識をお持ちか、伺います。

○知事（東国原英夫君） 再編案につきまして

は、平成19年に公表させていただきました当初

案では、廃止する予定であった高岡、串間、高

鍋の３土木事務所を、地元の皆様からの請願や

御意見を踏まえ、統合後も出張所として残すな

ど、住民サービスや安全・安心の確保が図られ

るよう、でき得る限りの見直しを行ったもので

ありましたが、結果として、県議会において提

案が認められなかったことにつきましては、真

摯に受けとめなければならないと考えておりま

す。しかしながら、極めて厳しい財政状況の中

で、持続可能な行財政システムを構築していく

ためには、徹底した事務事業の見直しや職員数

の削減、出先機関の再編を含む組織の見直しな

ど、やれることはすべてやらざるを得ない状況

であります。したがいまして、土木事務所のあ

り方につきましては、今後とも、皆さんの御意

見を賜りながら検討してまいりたいと考えてお

ります。

○武井俊輔議員 今後もそういった意味で不断

の見直しを続けていかれるということなんです

が、ここで１問、知事と副知事にも再質問を１

点させていただきたいと思うんです。これが否

決をされたというのは非常に大きなことだと思

うんですが、これは知事に伺いたいと思いま

す。地方自治法176条１項で再議、３分の２の再

可決というのが法律で規定されているんです

が、例えば前回の議会でそれが否決になったと

きに、そういったことを使ってでも通していく

といったようなお考えにならなかったのかとい

うことを伺いたいと思います。

副知事に１点お伺いしたいんですが、議会の

採決がなかなか厳しいといったような状況が

あったわけです。事務執行の責任者として、こ

れに対して、この議案についてどのように臨ま

れたのか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 先ほども答弁申し上

げましたが、一議会一提案の原則ということで

ありますので、今後とも、行財政改革のこの計

画に従って、皆さんの御意見、地元の御意見も

十分賜りながら、もう一度検討をしていきたい

というふうに考えております。

○副知事（河野俊嗣君） 前議会の対応でござ

いますが、あの議会の中でさまざまな御意見が

あるということを伺いましたので、今、知事が

見直しの考え方について説明を申し上げました

が、そのような、私どもが地元の皆様や議会の

声を踏まえて、このような見直し案を考えてい

るということを、なるべく丁寧な説明というも

のを心がけたつもりであります。

○武井俊輔議員 結果はこういうことであるわ

けですから、行革議案というのは、そういった

意味で重いものだということを改めて感じてお

ります。

引き続いて伺いますが、この議案が出ました

ときに、財政縮減効果が１億円ありますという
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ようなことがあったわけなんです。ということ

は、逆説的に言いますと、結果として１億円の

財政縮減ができなかったということになるわけ

です。１億円ですから、決して小さな金額では

ないんですが、この件についてどのような認

識、対応をお考えか、知事に伺います。

○知事（東国原英夫君） 再編案は、土木事務

所を統合し、総務・経理部門等の人員を削減す

る一方で、公共工事の品質確保など、新たな行

政課題に対応するための体制整備を図ろうとし

たものでありまして、スクラップを行いながら

も必要なビルドは行った上で、１億円程度の財

政縮減を図ろうとしたものでありました。ま

た、行財政改革は、このような努力の積み重ね

によって成果があらわれてくるものと考えてお

ります。このような意味で、私といたしまして

は、１億円という金額は、極めて厳しい財政状

況の中で大変大きな金額であり、再編案による

縮減が図れなかったことにつきましては、残念

に感じておるところであります。

○武井俊輔議員 この件につきまして、さきの

総務政策常任委員会でも担当課長と議論をいた

したんですが、県としては、先ほどの答弁のと

おり、今後も不断の見直しを進めていくという

ことでございました。確かにいろいろと難しい

部分があるのはよくわかるんですが、ただ、他

県を調べてみますと、もっと生活に身近な出先

機関、例えば警察署なんかでも、平成16年

で1,267あったものが21年で1,202になっている

とか、もっと生活に身近な出先機関でもかなり

統廃合を進めている県もあるわけなんです。そ

ういった意味で、今回の否決で、ややハードル

もこれから高くなってきたわけですが、今後の

出先機関の再編についてどのように取り組むの

か、改めて伺います。

○知事（東国原英夫君） 本県の行政組織につ

きましては、限られた人材を有効に活用し、簡

素で効率的な組織体制の整備を図ることを基本

的な考えとさせていただいているところであり

ます。現在の行財政改革大綱2007におきまして

は、本庁では、政策立案業務など全県的・専門

的視野に立った業務を担う一方、出先機関で

は、市町村への権限移譲を行ってもなお県が行

うべき業務のうち、現地・現場性の高いもの

や、住民サービスの向上につながるものを担う

こととしております。土木事務所を初め、出先

機関のあり方につきましては、今後ともこのよ

うな考えに基づきまして、引き続き検討してま

いりたいと考えております。

○武井俊輔議員 いろいろと私も考えてみまし

て、委員会の視察調査でも岡山に行ったりとい

うこともしてきたわけですが、他県では、地域

振興局という制度をとっているところも結構ご

ざいます。今は、宮崎県の場合は、土木事務所

とか、縦におりているわけです。これを横ぐし

にするというものなんですが、私は、これから

地方分権というのを、県内での地方分権という

ことも考えていったときに、例えば、県内を３

～４の振興局のような形に再編をして、各部署

を横ぐしにして、部長級の局長をそこに置い

て、そこで地域のことをより地域で決められる

ようにという仕組みというのが、これから必要

ではないかと思っております。ただ、今までの

議会の中でのいろいろと質問など聞いておりま

すと、部を超えた人員ができてしまうと。これ

は運営的に難しいとか、いろいろと課題がある

ということもあったわけなんですが、私は、地

域振興局をつくって、例えばその運営委員会み

たいなものをつくって、そこに地元の市町村長

さんであるとか、地元の県会議員の方とか、そ
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ういう方にも入っていただいて、そこのまさに

地域のことを地域で決められるような仕組みと

いうものをつくっていくということが、これか

ら必要ではないかと思います。こういった地域

振興局制度、また県内での地方分権の必要性に

ついて、知事の見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 出先機関の総合事務

所化という話でありますが、昨今、市町村合併

が進みまして地方分権が進展する中で、市町村

のエリア広域化や権限拡大によりまして、メ

リットである総合調整機能が薄れて、いわゆる

二重行政の弊害が生じないかという問題があり

ます。また、組織が大規模になることに伴う組

織管理上の問題や、さらに、他県の事例の中に

は、これは滋賀県、茨城県、広島、沖縄といっ

た県でございますが、総合事務所長の指揮命令

系統とは別に、各部門の内部組織が本庁各部と

直結しまして、指揮命令系統が二元化すると

いった、いわゆるデメリットの課題もございま

す。そしてまた、先ほど言った茨城、滋賀、広

島、沖縄の４県は、総合事務所制を廃止してお

ります。こういった他府県の例も勘案して、今

後、地方分権の進展を含めた社会経済情勢の変

化を踏まえながら、本庁及び出先機関のあり

方、そういったものの検討を進めてまいりたい

と考えております。

○武井俊輔議員 もちろんいろんな考え方があ

るかと思うんですけれども、さっきおっしゃっ

たとおりで、いろいろ役割が変わってきている

ということは間違いないんですが、るるいろん

な、先ほどの土木事務所の否決の問題から含め

て話をしてまいりましたが、最後に、知事御自

身は、今後の出先機関のあり方というものにつ

いてどのようにお考えか、伺います。

○知事（東国原英夫君） 県の出先機関は、住

民に身近な最前線の現場で、福祉や農林水産業

振興、道路等の社会基盤施設の整備など、現地

・現場性の高い業務を担うとともに、所掌事務

について、管内市町村との連絡調整業務を担っ

ており、今後も、地域における行政需要を的確

に把握しながら、必要なサービスを提供できる

よう体制整備を図っていく必要があると考えて

おります。一方で、県の極めて厳しい財政状況

の中で、最小の経費で最大の効果を上げられる

よう、簡素で効率的な組織づくりが求められて

おり、必要な行政サービスを確保しながら、将

来的に持続可能な行政システムを構築していく

ことが大変重要であると認識しております。こ

れからの地方分権改革の進展によりまして、住

民に身近な市町村へ、より一層の権限移譲が進

むことが予想されますが、県民の皆様のニーズ

に対応した行政組織のあり方については、さま

ざまな形態が考えられますので、今後とも市町

村との連携を深め、また、役割分担に留意しな

がら、必要な見直しを図ってまいりたいと考え

ております。

○武井俊輔議員 ぜひ、また不断の見直しをお

願いしていきたいと思います。

続きまして、各種委員の報酬のあり方という

ことで、行政委員会についてお伺いをいたしま

す。

本県には、監査委員会、教育委員会、人事委

員会、公安委員会、選挙管理委員会、労働委員

会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員

会、収用委員会、計９つの行政委員会がありま

す。委員の皆様には、それぞれ県行政の円滑な

運営のため、いろいろと御活動、また御意見を

いただいていることに深く敬意を表しておりま

す。私も個人的にもいろいろとお世話、御指導

になっている方がたくさんいらっしゃいます。
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それを踏まえてなんですが、このポストにつき

まして、常勤でありますところの監査委員、ま

たは教育長を除いたポストについてお伺いをい

たします。まず、この行政委員は総計で何人い

らっしゃるのか、また、年額の報酬総額は幾ら

なのか、総務部長に伺います。

○総務部長（山下健次君） 非常勤の行政委員

の人数でございますが、９つの委員会に64名の

委員がいらっしゃいます。報酬総額につきまし

ては、５％減額後の年間合計で申し上げます

と、約8,400万円が支給されているところでござ

います。

○武井俊輔議員 それぞれ御活躍いただいてお

るわけですが、このポストについてはすべて月

額報酬で賄われております。最も高いもので、

委員長さんが22万2,300円、委員が17万3,850

円。安いものは、内水面漁場管理委員会です

が、これが月額で、会長が４万6,000円、委員が

３万3,000円となっております。中には、委員長

や会長以外は、ほぼ月に１回の会議が中心と

なっているものもあるわけなんですが、これが

月額報酬であるという理由を総務部長に伺いま

す。

○総務部長（山下健次君） 行政委員会の委員

の報酬につきましては、知事から独立した執行

機関として、出勤日数だけでははかれない重要

な役割や職責を担っていただいておりますこと

から、そのような点を考慮して、現在、条例に

より月額で定められているものでございます。

ちなみに、全国の状況を申し上げますと、監査

委員、教育委員会、人事委員会、公安委員会、

選挙管理委員会、労働委員会、この各委員につ

いては、すべての都道府県で月額となっており

ます。収用委員会、海区漁業調整委員会、内水

面漁場管理委員会の各委員については、多くが

月額、一部の団体で日額となっているところで

ございます。

○武井俊輔議員 続いて、代表監査委員にお伺

いをいたします。この行政委員の報酬が月額で

あること、これも含めた報酬のあり方、または

内容については監査の対象になるのか、お伺い

をいたします。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 私ども監査委

員は、地方公共団体が条例・規則等の法令の定

めるところに従いまして、財務その他の事業を

適正に実施しているかどうかという観点から監

査を行っております。したがいまして、行政委

員の報酬につきましても、条例に基づき、会計

処理などが適正に行われているかどうかという

観点からの監査は実施しておりますけれども、

条例そのものについては監査の対象にならない

というのが基本的な考え方でございます。

○武井俊輔議員 すなわち行政監査にはなじま

ない。すなわち政治的な判断であるということ

になろうかと思います。現実に、それもありま

して、いろいろと今、これについて裁判があっ

たりというような状況にもなっているかと思う

んですが、今回、私は質問をするに当たって、

各行政委員会の会議、その回数、また、それに

要した時間などを全部取り寄せをいたしまし

た。それをいろいろと精査をしてみました。例

えば、私たち議員にとって非常に身近な存在で

あり、重要な存在であります選挙管理委員会で

すが、ちょっと選挙管理委員会のところを見て

みますと、４月が、15日会議40分、５月、28日

会議40分、６月が会議が１時間、行政訴訟打ち

合わせに３名のうち１名が１時間などとなって

おります。委員長は、辞令交付とか議会出席等

もあったりということで多少回数はふえていく

わけですが、それでも月に４日から５日ぐらい
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です。委員ですと、多いときでも月に３日程度

となっております。報酬については先ほど総務

部長からありましたが、５％削減ということは

ありますが、委員長が17万3,450円、委員が14

万5,350円というふうになっております。旅費等

はもちろん別に支給をされているわけでござい

ます。すなわち、おおむね月に１時間程度の会

議なんですね。１時間に満たない会議が多いわ

けなんですが、そういった中で、こういった金

額が支払われているわけです。今回の議会でも

そうですが、県職員の手当を削減しなければな

らないといった厳しい行財政の現状が、今、こ

の宮崎県にあるわけです。そういったことを考

えても、また社会通念上から考えても、私は、

これがこれから理解されていくのか非常に疑問

であります。例えば、日額制にして会議１回に

つき幾らといったような形の制度に変更をして

いくべきではないかと考えますが、知事の見解

を求めます。

○知事（東国原英夫君） 行政委員の報酬につ

いてでありますが、議員御指摘のように単純に

出勤日数だけでははかれない、大変重要な役

割、職責を担っていただいておるということは

事実であります。しかしながら、議員御指摘の

ように、昨今の財政状況等を見ると、公務員の

給与、あるいは行政委員を含めたその給与は、

県民の皆様に納得できるものなのかという観点

は大切だと思っております。また、今、議員御

指摘のように、大阪高等裁判所の判決が係争中

でございまして、その状況等も踏まえながら、

日額化を含めた適正な報酬のあり方について、

引き続き検討していく必要があると考えており

ます。

○武井俊輔議員 ですから、日額にして、結果

として今までと同じとか、ないしは、むしろ今

までを超える場合があっても、それはもちろん

構わないわけであります。ただ、やはり今、こ

れだけの厳しい状況ですし、純粋な、ピュアな

県民目線で見たときに、これは時代にそぐわな

いのではないかと思います。活動内容というの

は非常にありがたいことではあると思うんです

けれども、本当にそういった意味での県民目線

というものを改めて知事にも考えていただい

て、適切な対応をしていただきますようにお願

いをいたします。

次に移ります。航空路線についてお伺いをい

たしてまいります。

台湾の国際線についてでございます。2008年

の６月に運航を開始したエバー航空の国際線で

ございますが、わずか１年３カ月で運休するに

至りました。運航当初は、お見合いツアーとか

非常に華々しく運航を開始したんですが、末期

には欠航を繰り返し、短期間で運休をするとい

うことになりました。確かに、リーマンショッ

クの影響とかインフルエンザの影響があったの

は、まことにもってそのとおりであります。し

かし、同じタイミングで運航を開始した石川県

の小松線なんかは運休していないことを考えれ

ば、やはり宮崎県の取り組みの中に何か足りな

かったものがあったのではないかというふうに

私は考えております。エバー航空、この１年３

カ月の総括も含めて、どのように認識をされて

いるか、県民政策部長に伺います。

○県民政策部長（高山幹男君） 台北線の運休

につきましては、エバー航空からは、今、議員

もおっしゃいましたように、長引く景気低迷と

か、新型インフルエンザ等の影響もあって、搭

乗率が当初見込みよりも低かったことに加えま

して、厳しい同社の経営状況の中で、世界的な

路線の見直しを行う必要があったためというふ
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うに伺っております。県におきましては、昨年

６月の就航以来、関係団体等と連携しまして、

路線ＰＲや利用促進に取り組んできたところで

ありますけれども、台湾におきまして、宮崎と

か南九州の知名度がまだ十分でなかったこと、

さらには運航時間が利用しづらかったこと等

も、搭乗率に影響したのではないかというふう

に分析をいたしております。

○武井俊輔議員 確かにいろんな理由はよくわ

かるんですが、とにかく、宮崎だけが運休に

なったということは重く受けとめていかなけれ

ばいけないと思っております。報道では、中華

航空（チャイナエアライン）のほうで就航が検

討されているということがテレビ、新聞等にも

出ておりますし、いろいろ業界等もそういった

方向で動いておりますけれども、そういった理

解でよろしいということでしょうか。県民政策

部長に伺います。

○県民政策部長（高山幹男君） 今、御質問に

ありましたように、新聞等でも確かにいろいろ

と報道されているわけでありますけれども、私

どもとしては、正式には何も聞いていないとこ

ろでございます。

○武井俊輔議員 確かに、今の段階ですと、言

えることと言えないことがあるかと思いますけ

れども、ぜひ、そういった方向になれば頑張っ

ていただきたいと思います。

最後に知事に伺います。中華航空が運航する

というような方向性が出るだろうなという印象

は持っているわけなんですが、そういった意味

で、仮にそういった形で定期便が再開をしたと

するならば、今回のこのエバー航空の教訓を生

かして、どのような取り組みが必要と考えられ

るか、決意のほどを伺います。

○知事（東国原英夫君） エバー航空が就航し

て１年４カ月で運休となったわけでございます

が、１年を過ぎましてことしの７月ぐらいから

は、搭乗率が70％を超えたりしまして、やっと

これからだなと思ったときに運休ということ

で、非常に残念に思っているところでありま

す。また、小松空港の例を議員御提示されまし

たが、石川県は、雪、そしてまた温泉といった

台湾にない魅力といいますか、そういったもの

を前面にうまく出したなという感じがします。

今後、もし中華航空さんが運航される際には、

そういったところの反省、総括をさせていただ

きまして、宮崎だけではなく、鹿児島、熊本、

南九州、あるいは九州一体となった、九州が誇

れる資源とか特性といったものを広くＰＲし

て、個々の観光地を磨き上げ、観光素材を磨き

上げて、台湾の方たちにお示ししなきゃいけな

いかなと。同時に、九州からも台湾に興味を

持っていただくような取り組みも、あわせて

やっていかなきゃいけないかなと思っておりま

す。いずれにしろ、エバー航空さんの就航とい

うものの反省点に立ちまして、もし中華航空さ

んが本県に路線を就航していただいたならば、

その人材交流、観光交流、あるいは産業交流に

全力で努めてまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 ぜひお願いします。台湾にも

２社しかないわけですから、これがほぼ最後の

チャンス。大手では２社ですから、これが多

分、中華航空、最後のチャンスだと思いますの

で、そういった思いでぜひ取り組んでいただき

たいと思います。

続いて、ＪＡＬ（日本航空）経営再建問題と

本県に及ぼす影響についてお伺いをいたしま

す。深刻な経営不振に陥っているＪＡＬでござ

いますが、本県におきましても、ＪＡＬグルー

プの路線として見ますと、高知線、長崎線の撤



- 265 -

平成21年12月４日(金)

退、広島西空港線についても徹底が決まってお

ります。また、大阪線のみならず福岡線につい

ても、36人乗りの一部プロペラ機に置きかえら

れるなど、路線の減少、機材の小型化がどんど

んと進んでおります。地方空港の中には、信州

松本とか運航する航空会社がなくなる、そうい

う話が出ております。そういったような空港も

出ておりますが、このＪＡＬの経営再建の過程

の中で本県にどのような影響が考えられるの

か、県民政策部長に伺います。

○県民政策部長（高山幹男君） 宮崎空港から

日本航空の国内４つの路線、羽田、伊丹、福

岡、広島西、この４空港との間に就航している

わけでございますが、ことしの９月ですか、今

質問にございましたけれども、日本航空の経営

改善に関連いたしまして、このうちの広島西飛

行場について、平成22年度末で撤退を検討して

いるというふうな報道がなされたところでござ

います。現在、これにつきましては、正式には

何も聞いておりませんけれども、宮崎空港の航

空路線、これは地域経済の活性化とか交流のた

めに重要な基盤でございますので、引き続き情

報収集を行いますとともに、路線の維持充実に

努めてまいりたいと思っております。

○武井俊輔議員 ２社、３社あるという、ダブ

ルトラック、トリプルトラックといいますが、

こういったものがないと、なかなか競争原理も

働きませんし、運賃にも影響がありますので、

ぜひそのあたりも含めてしっかりと情報収集、

対応をお願いしたいと思います。

続いて、ＪＡＬに関してもう一点お伺いをい

たします。大阪線の欠航の問題について伺いま

す。ＪＡＬの大阪線、これはボンバルディアと

いうプロペラ機で飛んでいるわけなんですが、

本年度上半期だけで、悪天候とかそういったも

のを除いて、機材故障とか機材繰り不良とか、

そういったものだけで47便欠航しております。

プロペラで機材が小さいものですから、後続便

への振りかえもできない。次の便にも乗れない

といったようなこともあって、私も何度もそれ

にひっかかったことがあるんですが、およそ安

定運航とは言えない状況にあります。欠航率

が2.1％ということでございまして、ＡＮＡが全

体で0.7％ということを考慮しても、非常に高い

状況にあります。定期便というのはちゃんと飛

んでこそのものでありますし、ビジネス、観光

等含めて大きな影響があると考えます。改善に

ついてＪＡＬに要請をするべきではないかと考

えますが、県民政策部長の見解を求めます。

○県民政策部長（高山幹男君） 航空便が欠航

いたしますと、利用者の利便性を損なうことに

なりますので、県といたしましても、安定的な

運航をお願いしているところでありますけれど

も、日本航空の宮崎支店からは、天候などの不

可抗力によるもの以外の欠航につきましては、

極力なくして、さらなる利便性とか安全性の向

上と安定運航に努めていきたいと伺っておりま

すので、そのようにやっていただけるものと考

えております。

○武井俊輔議員 定期便ですから、極力なくし

ていただかないと困るわけなんですが、そう

いった意味で、こういった経営再建も含めて、

これからなかなか厳しい状況にありますので、

ぜひその辺をしっかりとお願いしたいと思いま

す。

続いて、みやざき観光コンベンション協会と

九州観光推進機構についてお伺いをいたしま

す。

これは、４年前の2005年の４月に設置された

ものでして、九州一体でセールスをするという
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趣旨で設置されたものであります。確かに、ア

ジア戦略とかそういったものを見ても、非常に

有効に活用されていることは間違いないと思い

ます。しかし、負担金を見てみますと、年間

に3,200万円、また、さらに職員の派遣も別に

行っているわけであります。ですから、おおむ

ね年間に4,000万円ぐらい宮崎県は出しているわ

けなんですが、そういった意味で、宮崎県も独

自で誘客も行っている状況の中で、この機構の

意義、また、この費用対効果についてどのよう

に認識をされているか、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） 九州観光

推進機構についてでございますが、本県への観

光客の誘致は、九州観光推進機構の取り組みだ

けでなく、観光関係事業者あるいは県や市町村

といった行政の取り組みなどが相互に連関しな

がら効果を発揮するものでありますので、機構

の取り組みによる効果だけを測定する、いわゆ

る費用対効果を測定することは非常に困難なも

のと考えております。これからの国の訪日外国

人客増加への取り組みの強化、あるいは九州新

幹線の全線開通等の動向を踏まえますと、九州

が一体となって観光客の誘致を行うことが大変

重要でございまして、機構の役割は今後ますま

す大きくなってくるものと思われます。したが

いまして、本県への集客の取り組みに当たりま

しては、機構が実施します大規模ＰＲや広域観

光ルートの設定、大型キャンペーン等の事業を

最大限に活用していく、こちらから積極的に活

用していく、あるいはその負担に見合うような

事業効果が本県にもたらされるように、機構に

対し、積極的に事業提案を行っていくというこ

とが必要ではないかと考えております。以上で

ございます。

○武井俊輔議員 2011年の３月に九州新幹線が

全通をするわけなんですが、観光業界ではそれ

を九州観光振興の起爆剤にしようということ

で、先日も観議連のほうでも延岡でもそういう

話で、かなり業界の皆さんの期待が強いという

ことをひしひしと感じているところでございま

す。ただ、現実的に見ますと、やはり宮崎は沿

線じゃないわけですから、当然、沿線である熊

本県を中心とする西側への観光のシフトという

のも、ますます進んでいく危惧も一方ではある

のではないかと考えております。そういったよ

うな状況の中で、新幹線沿線でないからこそ、

本県のＰＲに逆に力を入れていただかなければ

いけないんじゃないかと思いますが、そのあた

りをどのように働きかけていかれるおつもりな

のか、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） 九州観光

推進機構に対しましては、これまでも、評議員

会、理事会等の機会をとらえまして、本県を含

む、広く九州内にその事業効果が及ぶように主

張してまいりました。その結果、機構におきま

しては、新幹線の開通効果を、新幹線沿線地域

以外への県へ波及させるよう、九州全体のＰＲ

とともに、修学旅行について、新幹線を利用し

た横方向のモデルコースの設定あるいは誘致活

動を実施しているほか、来年度以降のキャンペ

ーンの展開に向けた準備をしているところでご

ざいます。また、現在、今後の機構の事業指針

となります新たな九州観光戦略の検討が進めら

れております。同戦略が、本県にとっても十分

な誘客効果がもたらされるものになりますよ

う、積極的にその策定に携わっていきたいと考

えております。以上でございます。

○武井俊輔議員 続いて、観光コンベンション

協会について伺います。協会の役割というのは
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非常に重要なものだということは言うまでもな

いわけなんですが、いろいろ話を聞いてみます

と、スポーツの誘致でいろいろ企業を訪問した

り、コンベンションの誘致で行く一方で、例え

ばその会社は工場を持っている会社であったり

とかいうようなことで、一方では、うまくつな

げば企業誘致の可能性とかもそのあたりにあっ

たりするわけなんですが、そういった意味で、

私は、この観光コンベンション協会を産業観光

協会的なものにして、企業誘致なんかもできる

ような、宮崎県の対外的な戦略の窓口にして

いったらいいのではないかと考えますが、見解

を伺います。

○知事（東国原英夫君） みやざき観光コンベ

ンション協会は、本県の観光振興を図るため

に、民間の観光事業者等が主体となって設立し

た団体でありまして、行政と民間事業者との間

や民間同士の連携を図りながら、観光宣伝やコ

ンベンション誘致等を中心に活動を行っており

ます。一方、企業誘致は、今後の投資に係る機

密性の高い企業の情報を収集し、本県の立地を

個別に働きかけるものでありまして、県が主体

となって取り組んでいるところであります。こ

のように、協会の設立経緯や活動の内容、さら

には企業誘致における行政の主体性などから考

えますと、協会に企業誘致の機能を持たせるこ

とは無理があるのではないかと考えておりま

す。ただ、私は、行政が対外的な誘致戦略を展

開する上では、観光誘致や企業誘致とはお互い

に連動・連携して進めるべきと考えておりま

す。そのため、例えば企業誘致で個別に企業を

訪問する際には、コンベンションなどの誘致も

あわせて行うよう、関係部署には指示させてい

ただいているところであります。また、協会に

対しても、本県への企業誘致の重要性を認識し

ていただき、例えばコンベンション等の誘致・

受け入れに際しては、企業誘致の可能性も視野

に入れて事業展開をするよう働きかけていると

ころであります。

○武井俊輔議員 わかりました。時間もありま

すので１つ飛ばして、続いて、太陽光パネル導

入についてお伺いをいたしてまいります。

議案にあります住宅用太陽光発電システム等

導入支援事業についてでありますが、非常に人

気を博しているということで、これは県のソー

ラーフロンティア構想にも資することで、評価

をしたいと思うんです。ただ、この件で１点疑

問な点がありますのは、ソーラーパネルのメー

カーはどこでもいいですよということでござい

ます。昭和シェルソーラーが、これだけの莫大

なコストをかけて宮崎県に立地をするという状

況にあるわけなんですが、この補助金で使用す

るパネルを昭和シェルソーラー製のものに限定

することはできないのか、県民政策部長に伺い

ます。

○県民政策部長（高山幹男君） 住宅用システ

ムの補助制度につきましては、環境にやさしい

自然エネルギーであります太陽光発電を、家庭

レベルに広く普及させることによりまして、新

しい「太陽と緑のくにみやざき」として、低炭

素社会実現のフロントランナーとなることを目

指しますとともに、あわせまして、経済・雇用

対策としての側面も有しておるものでございま

す。太陽光発電の普及拡大を図るためには、県

民の多様な選択を可能とすることが必要である

と考えており、また、経済・雇用の面からも、

できる限りその効果を県内全域に波及させるこ

とが重要でありますことから、補助対象を特定

の製品に限定するということは難しいんじゃな

いかと考えております。
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○武井俊輔議員 非常に残念な感じもするんで

すね。例えば営業マンが─私も営業の仕事を

しておりましたが─会社にセールスに行っ

て、「済みません、うちの商品買ってくださ

い」と。「でも、私は、あなたのところの商品

を買うかわかりませんよ」みたいな話でした

ら、ちょっとどうなのかなと。どうぞお引き取

りくださいという感じがするんです。ですか

ら、誘致企業もこれから非常に激しい競争に

なってくるわけなんです。本県は、日立プラズ

マディスプレイの非常に苦い経験もあるわけで

す。そういった意味で、誘致企業はリスクを

負って宮崎県に来ていただいているわけですか

ら、そういった意識を県民に啓発して、その製

品を優先的に使っていくといったような意識を

持っていく必要があるのではないかと考えます

が、知事の見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 昨今の厳しい経済情

勢の中にありまして、昭和シェルソーラー株式

会社様により、世界最大級の太陽電池工場が立

地することは、本県産業の振興や雇用の維持・

拡大を図る上で、非常に大きな効果があるもの

と考えております。また期待もしておるところ

であります。県民がどのような製品を購入する

か否かは、個人の自由な選択にゆだねられるべ

きものと考えておりますが、県といたしまして

は、製造、発電、活用の三拍子そろった太陽光

発電の拠点づくりを目指すソーラーフロンティ

ア構想の重要性、さらには、その推進における

昭和シェルソーラーの位置づけ等について、広

く周知いたしますとともに、メガソーラー事業

の実施等、同社とさまざまな連携を図ってまい

りたいと考えておるところであります。

○武井俊輔議員 なかなか難しいところもある

かと思うんですが、自治体によっては、例えば

そこの自治体に自動車の工場があれば、そこの

工場の車を買えば助成をするとかいうのもやっ

ているわけですから、いろんなことをまた考え

ていただきたいと思います。

最後に、国語力向上についてということを伺

います。

先日、大学生が絵文字ばかりのメールを送っ

てくるものですから、「絵文字を使わずに送っ

てみて」と言うと、「なかなか書けない」と言

うんです。携帯メールというものになれている

からかわかりませんが、文章力とか読解力とい

うのに非常に不安を感じたところでございまし

た。まず、教育委員長にお伺いをいたします。

今回で御退任ということですが、今までの中

で、読解力の向上についてどのような思いをお

持ちか、またどのような取り組みをなさってき

たか、お伺いをいたします。

○教育委員長（大重都志春君） 議員の御指摘

にもございましたとおり、我が国の子供たちの

読解力の低下を懸念する声があります。例え

ば、国際的な学力調査でありますＰＩＳＡ（ピ

ザ）調査では、思考力、判断力、表現力等を問

う読解力の問題や記述式の問題に無解答が多い

という結果が出ております。学習意欲や、粘り

強く問題に取り組む態度にも課題があるのでは

ないかと考えますが、読解力は、子供たちが社

会において必要とされる力であるため、憂慮す

べきことであると思っております。このような

状況を踏まえ、新学習指導要領では、国語を初

め各教科等で、自分の考えをまとめて発表する

などの言語活動の充実を図ることを大きな柱と

して位置づけておりますが、これはまさに時宜

を得たものであります。変化の激しいこれから

の時代を担う子供たちにとって、読解力は、生

きる力をはぐくむためにも重要なものであり、
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すべての教育活動でその育成を図っていかなけ

ればいけないと考えております。

なお、私の過去の経験を振り返ってみます

と、教壇に立っていたころ、私の一日は、ま

ず、その日の朝刊から子供たちに知らせたい記

事を探すことから始まり、朝の会では、子供た

ちと一緒に日本や世界の出来事に思いをはせて

おりました。今考えますと、ＮＩＥ教育のはし

りのようなものでしたが、子供たちのまなざし

は本当に生き生きとしておりました。教師の思

い、そして日々の取り組みこそが子供たちの大

きな成長をはぐくむと、私は信じております。

以上です。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。本当

にじっくりと聞かせていただきました。

続きまして、読解力向上のためにということ

で、新聞の活用─今まさに出ましたＮＩＥ、

これは、ニュース・イン・エデュケーション、

教育に新聞をということなんですが、こういっ

たＮＩＥ教育についても、県内各地でも取り組

まれているんです。見てみますと、基本的には

中学校がほぼ中心であるということで、高校で

すと、私が把握する限りは１校しか取り組みが

ないように思います。県として、このＮＩＥ教

育を含めて、こういった読解力をつけるために

どのような取り組みをしているか、教育長に伺

います。

○教育長（渡辺義人君） 読解力を身につけさ

せるためには、まず、読書に親しむ態度を育て

ることが大切だと考えております。各高等学校

におきましては、現在、約８割の学校で朝の読

書を取り入れております。また、図書委員会の

活動として読書週間を設定したり、図書だより

を発行し、学級ごとの貸し出し冊数や推薦図書

を掲載するなどして、読書活動を推進しており

ます。さらに、授業におきましても、国語や公

民を初め、多くの教科において、図書や新聞等

を活用して、思考力、判断力、表現力等をはぐ

くむ場を設定しながら、基礎的・基本的な知識

や技能の定着を図り、読解力の育成に取り組ん

でいるところであります。以上です。

○武井俊輔議員 私も現場でいろいろと先生と

かに話を聞いてみたんです。そうしますと、モ

チベーションの高い先生とか、そういったこと

に非常に理解のある校長先生がいるときには、

学校の中で非常に盛んになるんだけれども、そ

ういう人が異動になったり、退職をしたりとい

うことになると、またいつの間にかなくなって

しまうというような、システムというよりは、

人に依拠している部分がどうも大きいように感

じております。そういった意味で、こういった

読解力向上とかＮＩＥ教育などというのは、短

期的なものでは数字の見えにくい部分があるわ

けなんですが、こういったものに長期的な視点

で取り組んでいただきたいと考えます。教育長

の見解を求めます。

○教育長（渡辺義人君） 読解力の向上には、

先ほど申し上げましたように、読書に親しむと

ともに、新聞の活用というのも大事なことだと

考えております。ちなみに、新聞につきまして

は、現在、各高校は、生徒が利用するために平

均４紙程度を購入して、図書館や各学年の廊下

等に置いて生徒が閲覧できるようにいたしてお

ります。また、総合的な学習の時間において、

新聞を資料として探求型の授業を展開したり、

多くの教科の授業や論文指導等に利用したりす

るなど、新聞を活用しているところでございま

す。新聞には、情報源としての役割のほかに、

物事を多面的にとらえたり、あるいは社会に対

する関心を高めたりする効果が考えられますの
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で、県教育委員会といたしましても、今後とも

学校全体で、お話にありましたように、継続的

に新聞の活用がより一層促進されますように促

してまいりたい、このように考えております。

○武井俊輔議員 そういった意味で、この読解

力の重要性、また、新聞のお話もありましたけ

れども、重要性ということは非常にあるかと私

も思います。

最後に知事に、せっかくですから、１点お伺

いしたいと思うんですが、知事は、よく新聞と

闘っていらっしゃるということもあるかと思う

んですが、新聞を読むとか読書とかそういうも

のの重要性についてどのようにお感じか、お聞

かせいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘のよう

に、私は、新聞に余りいい思い出がないもので

すから。新聞ももちろん私に対していい印象は

持っていないと思うんです。特に地元の新聞は

そうだと思うんですけど。それとは別に、客観

的に、新聞は多くのものを情報提供してくれ

る、あるいは文章能力─特に社説「いもがら

ぼくと」は別にしまして、社説に関しては、文

章の構成力あるいは創造力、洞察力、そういっ

たもの、あるいは読解力、語彙力、あるいはリ

テラシー、そういったものを非常に高めてくれ

る要素があると思います。新聞─活字です

ね、そういったものに多く触れるように、これ

からも教育委員会等々にお願いしながら、読解

力、語彙力、日本語力といいますか、そういっ

たものが向上できる、そしてまた、そこから人

材育成、子供たちの育成につながっていけばい

いかなという感じがしております。

○武井俊輔議員 いろいろ御答弁ありがとうご

ざいました。いろいろと副知事初め失礼なこと

もあったかと思いますが、お許しをいただきま

して、以上をもちまして一般質問のすべてを終

わります。ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第16号及び第17号採決

○中村幸一議長 ここで、さきに提案のありま

した教育委員会委員及び収用委員会委員の任命

の同意についての議案第16号及び第17号を、一

括議題といたします。

お諮りいたします。

両案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第16号及び第17号について、一括してお

諮りいたします。

両案については、同意することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、両案は同意することに決定いたしました。

◎ 議案第１号から第12号まで及び請願

委員会付託

○中村幸一議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第12号までの各号議案について、

質疑の通告はありません。

当該議案及び新規請願は、お手元に配付の付

託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付託を

いたします。
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あすからの日程をお知らせいたします。

あす５日から10日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、12月11日午前10時開会、常任

委員長の審査結果報告から採決まででありま

す。

本日はこれで散会いたします。

午後３時１分散会


