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◎ 一般質問

○萩原耕三副議長 ただいまの出席議員40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、宮

原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。３月３日、ひな祭りの日でありま

す。毎回、質問のたびに地元から応援に来てい

ただいておりますが、きょうも一生懸命頑張り

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

ありがとうございます。

通告に従い早速質問に入らせていただきま

す。

まず、知事の政治姿勢ということで、マニ

フェストについてであります。我が党の蓬原議

員からも代表質問でもありましたが、現在、国

政選挙や地方自治体の首長選挙において、多く

の候補者がマニフェストを示しながら選挙に挑

まれております。もちろん東国原知事も、先駆

けてマニフェストを作成され、多くの県民の支

持を得られ当選し、マニフェストの達成に向け

て努力されていることは十分承知しております

し、県民の生活の向上・安全対策など多くの実

績を上げておられ、私も県民として高く評価し

ているところであります。そこで、マニフェス

ト選挙、つまり国政であれば国民との約束、県

知事選挙となれば県民との約束ということにな

ります。県の行政の内部におられた方であれ

ば、ある程度の財政面、政策面がわかると思い

ますが、知事のように宮崎県のあらゆる状況を

分析された方であっても、情報が十分になかっ

たのではないかと考えます。県行政にかかわっ

た関係者と分析をされたのであれば別と思いま

すが、知事はそうした潤沢でない情報の中でマ

ニフェストを作成されたと推測します。当選さ

れて御自身が分析された情報と現実に大きな差

があったのではないかと考えますが、知事はい

かがだったでしょうか。さらに、少ない情報の

中でのマニフェスト作成で御自身が掲げられた

マニフェストの中で、目標達成に最大限の努力

をされているわけでありますが、厳しい項目も

あったのではないかと考えます。県の行政は多

岐にわたっており、すべてに予算が絡み、これ

までの県債の償還なども絡んでくることを考え

ますと、掲げられたマニフェストをすべて達成

することはなかなか容易なことではないと考え

ますが、知事はマニフェスト選挙をどのように

考えておられますか。

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〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

私は、急遽決まった知事選に出馬させていた

だきましたが、その１年ほど前から、県内各地

を回って直接、多くの県民の皆様からさまざま

な御意見や地域の実情を伺っておりました。そ

して、仲間の力もかりながら、さまざまな資料

や情報を収集・分析して、マニフェストを作成

いたしました。県行政の内部にいたわけではあ

りませんので、必ずしも十分な情報が得られた

とは言えない面もありますが、私としては、限

られた時間と情報の中で、できる限りのものを

作成したと考えておるところであります。この

マニフェストは、目標を高く設定しております

し、事前の情報と現実との若干のずれや想定で

きなかった社会経済情勢の変化もありましたの
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で、その達成が思いどおり進んでいない項目も

あります。しかしながら、知事に選んでいただ

いた以上、県民の皆様とのお約束を果たすべ

く、マニフェストの達成に全力で取り組んでま

いりたいと考えております。マニフェスト選挙

はいまだ発展途上であり、さまざまな課題もあ

りますが、マニフェストのつくり手である政治

家とそれを評価する有権者が相互に理解を深

め、さらに成熟していくことを期待していると

ころであります。〔降壇〕

○宮原義久議員 ありがとうございます。

次に、首長御自身の給与の減額、退職金の減

額、また公用車の廃止などのように、個人だけ

に係るものだけでなく、マニフェストに掲げた

ものをどうしても修正しなくてはならないとし

たときに、議会や住民の一部が公約違反と騒ぐ

わけでありますし、最悪のケースになると、リ

コール運動に発展することも考えられるわけで

あります。しかし、マニフェストの項目によっ

ては、先ほども話しましたように、情報の食い

違いなどで変更があってもよいと私は考えます

が、知事は、掲げられたマニフェストの変更に

ついてどのような考えを持っておられますか。

○知事（東国原英夫君） 一般論として、マニ

フェストはその性質上、財源も含め具体的な政

策を明示することによりまして政権運営や政策

の実行を支える反面、マニフェストに必要以上

に拘束されると、政策が硬直化するという側面

もあります。マニフェストの変更は議論が分か

れるところでありますが、選挙に際し、有権者

の皆さんとのお約束をしたマニフェストについ

て、その目標値や文言を修正する形で変更を加

えることは、マニフェストの本質と相入れない

ものと考えております。なお、社会経済情勢の

変化など不測の事態が生じたために、やむを得

ず掲げた政策の見直しを行わざるを得ない場合

には、その理由を十分、有権者、県民の皆様、

地域の住民の方々、県議会等々に説明する責任

があると考えております。それによって、最終

的に、国民、県民によって選挙などを通じて評

価されるものだと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。むや

みに変更するものでないということは、私も十

分理解をします。すべてのマニフェストを否定

するわけではありませんが、知事はいつも県民

との約束だからとかいうことを言われます。県

民も、100％のマニフェストの実行を必ずしも望

みながら投票されたわけではなく、立候補され

ている方が特定の方に限られますので、２人と

か３人とかいう中から選ぶわけであります。そ

の基準の中で選ぶわけでありますから、とてつ

もない項目がマニフェストの中にあったとした

場合、私はマニフェストに掲げたから絶対これ

はやるんだということが、マニフェストに掲げ

たわけですから、当然それはやらなければなら

ないということになるというふうに思うんで

す。先ほど知事が言われましたように、財政面

も絡むわけですから、いろいろそういうことも

含めて十分検討をしていただいて、私は変更が

あるべきだと。４年間という時間がありますの

で、十分変更も含めながらマニフェストを進め

ていただきたいなというふうに思っているとこ

ろであります。よろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、知事のマニフェストの目玉政策とし

て、本県経済の振興、雇用創出ということで、

企業誘致100社を掲げておられます。2008年ごろ

から生じました世界同時不況の影響を受けまし

て、国内外の企業には事業構造の転換を迫られ

ているものや投資意欲の減退などが見られ、知
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事就任以前の考えとはかなり違ってきたのでは

ないかと思います。特に、平成11年度に分譲を

開始しました宮崎フリーウェイ工業団地につい

ては、私も同団地に係る協議会の顧問を引き受

けており、県の担当部局や高原町を初め西諸地

域の各自治体の皆さんと、10年以上にわたる熱

心な企業誘致活動を見てきたところでありま

す。そのような中、現在、県土地開発公社が所

有しておりますフリーウェイ工業団地を来年度

予算で県が購入することとなっています。代表

質問でも質問がなされておりますが、ここで改

めて２点ほど知事にお伺いをいたします。ま

ず、工業団地の平米当たりの単価を１万2,000円

として、公社の資産として計上してあります。

約33億円で県の当初予算でも計上してありまし

て、今回提案のフリーウェイ工業団地購入につ

いては、公社の役割や公社と県の関係などを知

らない県民の立場から見れば、安いものを高く

県が購入するのではないかという印象を与えか

ねないと、地元議員としては心配をしておりま

す。ここで再度、わかりやすく今回の購入の考

え方等について御説明をいただきたいと思いま

す。知事、よろしくお願いします。

○知事（東国原英夫君） フリーウェイ工業団

地につきましては、地元西諸市町村の強い要望

を受け、県が公社に要請して造成されたもので

ありますが、公社の役割、公社と県の関係、さ

らには団地の造成や分譲の経緯等を含めてお答

えさせていただきたいと思います。まず、フリ

ーウェイ工業団地に係る県と公社の役割でござ

いますが、土地の所有・管理と分譲における事

務手続については公社が行い、分譲を図るため

の企業誘致については県が行うこととしてきた

ところであります。また、同団地の取得造成に

は約35億円かかったわけですが、この経費につ

きましては、県から公社に無利子で貸し付けを

行い、一件一件の分譲ごとに県に返済をするこ

ととなっており、現在までに約２億円が県に返

済され、約33億円が残額となっております。な

お、平成11年の団地完成時から県の所有として

おれば、取得造成経費約35億円は、当然ながら

その時点で県が公社に支払うべき性格のもので

あったわけでございます。今回の購入につきま

しては、県と一体的な関係にある公社の解散に

伴い、団地の所有権を県に移転するための手続

であり、ただいま御説明いたしましたとおり、

当時の取得造成経費の残額約33億円について、

公社と清算を行うものであります。もうちょっ

とわかりやすく申し上げますと、「県の要請で

団地を造成し、その土地を所有・管理するのが

公社」で、「企業誘致（いわゆる営業活動）に

ついては県が行う」との役割分担をしたことか

ら、取得造成経費の残額については、県の責任

として公社に支払い、一方で貸し付けた額につ

いては、公社から返していただくという形で御

理解いただければよろしいのではないかと考え

ています。このため、今回の購入は、安いもの

を高く買うとか買わないとかいうことではない

のでありまして、団地の実勢価格に左右される

ものではないことから、現時点で経費を使って

まで不動産鑑定を行う必要はないと判断してい

るところであります。

○宮原義久議員 詳しく説明をいただきまし

た。ありがとうございます。

次に、県が取得した場合、これまでのように

県が企業に対して補助金を出せなくなると考え

ますが、新たな価格設定についてどのように考

えておられるのか、また、不動産鑑定の問題も

含めてお伺いをいたします。知事、よろしくお

願いします。
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○知事（東国原英夫君） フリーウェイ工業団

地が県の所有となった後につきましては、県の

管理下での新たなスタートとなりますので、改

めて企業誘致の戦略等を練り直す必要があると

考えております。その際には、分譲価格の設定

を含め、企業立地をより促進するための新たな

方法について検討することとしております。分

譲価格の設定に当たりましては、判断基準の一

つとして不動産鑑定を実施するとともに、鹿児

島県や熊本県などの隣県や県内の近隣の工業団

地等の取引事例、また、これまでの企業との交

渉等を総合的に勘案しながら決定してまいりた

いと考えております。なお、これまで10年以上

にわたって懸命に企業誘致活動を行ってまいり

ましたが、結果として企業立地が進まなかった

ことに対しまして、事実として重く受けとめな

ければならないと考えております。今後、新た

な企業誘致等を進める中で、土地の取得造成経

費以上の経済効果を生み出すことが、県民の皆

様に対する私どもの責務であると考えておりま

す。

○宮原義久議員 ただいまの答弁によります

と、今回は33億円を県土地開発公社に支払う必

要があるということ、そして、そのため不動産

鑑定は現時点においては必要ないということ、

さらに県有地になった後に、分譲を行う際に不

動産鑑定を行う考えであるということでよろし

いんですね、知事。

○知事（東国原英夫君） そのとおりでござい

ます。

○宮原義久議員 県土地開発公社から県有地に

なった後も、西諸地区住民としては、若者が地

元に定着できる雇用の場の確保という観点か

ら、これまで以上の企業誘致に全力で取り組ん

でいただきますよう要望いたしておきたいと思

います。

次に、さきの総選挙におきまして、民主党さ

んが掲げられたマニフェストの中で、国民の多

くの関心を引いた目玉政策が、子ども手当と高

速道路の無料化という項目であります。子ども

手当につきましては、公約達成に向けて努力し

ておられるようでありますが、高速道路の無料

化については、高速道路を原則無料化という公

約であり、国民はほとんどの区間が無料化とい

うような認識になっていたと思います。特に九

州、北海道から順次、無料化を進める方針とも

聞こえておりましたが、今回報道されている高

速道路無料化の場所は、利用率の低い場所のよ

うであり、本県においても一部のみと言われて

おります。マニフェストは今後４年間の公約で

しょうが、国民が民主党に期待したのは、スピ

ード感のある政策実行であったと思います。現

在までのマニフェストの進行状況を、知事はど

のように考えておられますか。

○知事（東国原英夫君） まず、私が民主党の

マニフェストの中で最も注目しておりますの

は、地域主権確立に関する政策でありまして、

この件に関しては、昨年末に地域主権戦略会議

が設置され、全国知事会が主張してきた国と地

方の協議の場の法制化や義務づけ・枠づけの見

直し、補助金の一括交付金化などの大まかなス

ケジュールが示されたことは、一定の評価がで

きるのではないかと考えております。しかしな

がら、最も重要な課題である地方税財源の充実

・確保や権限移譲などについては、まだ内容が

不明確であり、さらに踏み込んだ具体案を示す

べきだと考えております。また、マニフェスト

の全体で申し上げれば、厳しい財源問題等を背

景にして、子ども手当の地方負担を初め、暫定

税率や高速道路の無料化などの課題が残されて
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おりますが、政治主導のもとで早期にマニフェ

ストを実行しようという強い姿勢を持っておら

れますので、今後の政権運営を注視していきた

いと考えておるところであります。

○宮原義久議員 ありがとうございました。

次に、観光問題として、ＪＡＬ問題、国際定

期線についてお伺いをいたします。

本県を取り巻く観光の状況は、平成23年春に

は、九州新幹線の鹿児島までの全線開通が予定

されております。この新幹線開通については、

県としても、鹿児島中央駅等から誘客に向けた

対策を試験的に打たれるようであります。ま

た、本県においては、東九州高速自動車道の整

備も着々と進み、早期全線開通が待ち望まれて

おりますし、航空路線については、国内線で、

ＪＡＬの経営再建問題などで宮崎関係路線にも

影響がないのか心配をしております。国際線に

ついては、知事の提案説明にありましたよう

に、10月１日に宮崎―台北線が運休となってお

りましたが、３カ月半となります本年１月21日

にチャイナエアラインが就航いただき、今後の

安定した利用が課題となっております。こうし

た状況の中で、平成20年度の本県の観光客数

は、神話やいやしを中心とする一部観光地では

増加をしているようでありますが、県全体とし

て前年に比べて減少しているのが現状でありま

す。そこでお伺いをいたしますが、まずＪＡＬ

の経営悪化による路線見直し等が進んでいるよ

うでありますが、宮崎関係での影響はないの

か。また、影響があったとすれば、他の航空会

社を含めて、対策はどのようなことを行ってお

られるのか、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） 日本航空グル

ープの路線見直しについてでありますけれど

も、厳しい経済情勢による需要低迷により、日

本エアコミューターが、４月から宮崎―伊丹線

を１便減便することとなっております。その他

の見直しについては正式に聞いておりません

が、今回の経営再建問題に関係して、広島西線

の廃止について一部報道されているところであ

りまして、県といたしましては、来年３月に全

線開通する九州新幹線との関係もありますの

で、その推移を見守っているところでありま

す。航空路線を維持するためには、まずは利用

していただくことが基本でありますので、観光

部局とも連携しまして、全日空及び日本航空と

タイアップした利用促進キャンペーンを積極的

に行っております。本県にとりまして、航空路

線は地域経済の活性化とか交流のための重要な

基盤でありますので、今後とも路線の維持・充

実に向けた取り組みに努めてまいりたいと考え

ております。

○宮原義久議員 次に、アシアナ航空の宮崎―

ソウル線、11月から１月の直近３カ月の搭乗率

は70.9％、今回就航したチャイナエアラインの

宮崎―台北線の就航後１カ月間の搭乗率は79％

という状況のようでありますが、今後も搭乗率

のアップを図り、継続的な路線の維持という観

点から、台湾、韓国からの観光客を中心に来て

いただくだけではなく、県民や近隣県の方々に

台湾、韓国に行ってもらわなくては相互の交流

にならないわけでありますが、利用に対する補

助の支出状況はどのようになっているのか。さ

らに、本県を初め隣県からの利用率向上に向け

た対策について、県民政策部長にお伺いをいた

します。

○県民政策部長（高山幹男君） 県におきまし

ては、市町村と連携して、宮崎空港振興協議会

を通じて団体利用者等に対し補助を行っており
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ます。昨年度は、団体利用補助金が148団体の延

べ2,333名、修学旅行等交流事業補助金が14の学

校と２つの団体の延べ713名に対しまして、合わ

せて約2,000万円の補助を支出いたしておりま

す。この補助金につきましては、より利用しや

すい制度とするために、昨年度、宮崎空港まで

のバスの借り上げに対する補助を始めましたほ

か、団体利用の対象人数を10名から６名に引き

上げたところであります。また、利用率向上に

向けた対策ということでありますけれども、よ

り一層、補助制度等の周知に努めながら、県内

企業や団体への働きかけの強化、さらには、将

来にわたって安定的に利用者を確保するため、

修学旅行や文化・スポーツ交流の促進など、さ

まざまな取り組みを行っていきたいと考えてお

ります。特に、台北線は南九州では本県のみの

路線であり、チャイナエアラインは宮崎に営業

拠点を置いて、本県のみならず隣県への営業も

展開されておりますので、県といたしまして

も、チャイナエアラインと連携し、鹿児島のメ

ディアを活用した路線ＰＲを行うなどいたしま

して、利用促進に取り組んでいきたいと考えて

おります。

○宮原義久議員 ありがとうございました。

せっかく再開したところでありますから、搭乗

率が安定しますように、最大限の努力をしてい

ただきたいと思います。

次に、県では平成21年から22年の２カ年で、

県内観光地の現状分析や誘客対策の検討を行

い、本県観光の振興を図ることを目的として、

県内観光地の総点検を進められておるようであ

りますが、現在までの実施状況と今後の展開に

ついて、商工観光労働部長にお伺いをいたしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 観光客の

入り込みを左右するのは、アクセスの整備、ル

ートの設定など、さまざまな要因があるわけで

ございますが、基本的には観光地自体の魅力度

ではないかと考えております。したがいまし

て、観光地総点検は、各観光地に何が問題があ

るのか、食なのか、宿泊施設なのか、土産品な

のか、地元の応援不足なのかなど、さまざまな

面で考察しまして、その磨き上げの方法等を明

らかにしながら、さらなる魅力アップにつなげ

ていくものでございます。今年度は、高千穂

町、えびの市京町、えびの高原、串間市都井岬

の４カ所を対象とし、これまで、現地調査や地

元市町村及び関係団体等との協議はもとより、

県観光審議会委員や外部専門家などの意見もお

聞きし、鋭意作業を進めているところでござい

ます。県としましては、今後、この総点検の結

果に基づき、市町村、民間との協働で「観光地

づくり支援事業」等の支援施策をフルに活用

し、積極的に観光地の磨き上げに取り組んでま

いります。また、来年度も新たに対象地を選定

して作業を引き続き実施しまして、県内観光地

全体の底上げ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。

○宮原義久議員 ただいま答弁にもありました

ように、串間市都井岬という箇所も入っており

ます。昨日、外山衛議員からも質問がありまし

たが、突然ではありましたが、串間の都井岬観

光ホテルの閉鎖となりました。串間市都井地区

の観光宿泊施設の中核がこのような事態となっ

たわけであります。県の観光にとりましても大

きな痛手と考えますが、県内観光地の総点検を

速やかに行っていただき、早急な対策を打って

いかなければ、こういうことが続くようである

と、宮崎県の観光に大きなイメージダウンにな

ると思いますので、十分早急な対策を打ってい
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ただきたいと思います。要望にしておきたいと

思います。

次に、景気・雇用対策についてお伺いをいた

します。

ここ数年、世界的な同時不況となり、大変厳

しい経済状況となっております。国において

も、かつてない大型補正を編成しながら、景気

回復、雇用対策に全力で取り組まれております

が、一向に回復の兆しが見えないのが現状であ

ります。昨年12月の全国の完全失業率は5.1％、

完全失業者数は317万人となり、14カ月連続増加

という最悪の状況が続いております。また、有

効求人倍率は、全国が0.46倍に対して本県

は0.38倍となり、全国に比べて0.08ポイント下

回っており、依然厳しい雇用情勢が続いており

ます。県では、平成22年度当初予算において、

雇用の確保と就労支援を重点施策に位置づけ、

積極的に取り組むこととされております。特

に、ことし３月の大学、高等学校等の卒業予定

者の就職内定状況が厳しいことから、新規学卒

者等の就職支援に重点的に取り組まれるようで

ありますが、まずは直近の高校、大学等の就職

内定状況について、商工観光労働部長にお伺い

いたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） ことし１

月末現在の状況を申し上げますが、県内の大学

等における就職希望者数は1,989人でございまし

て、このうち内定者は1,278人、内定率は64.3％

となっており、前年同月比2.8ポイントの減と

なっております。また、県立及び私立における

高等学校の就職希望者は2,838人でありまして、

このうち就職内定者2,297人、就職内定率80.9％

となっており、前年同月比７ポイントの減と

なっております。以上でございます。

○宮原義久議員 ただいま答弁いただきました

ように、新規学卒者の就職内定状況は、依然と

して厳しい状況となっております。このため、

新規学卒者の早期就職を実現するために、どの

ような事業展開を考えておられるのか、商工観

光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） まず、民

間団体等から事業の企画提案を受けまして、委

託することにより、未就職卒業者等に対しまし

て、雇用と人材育成の機会を創出する「新規学

校卒業者等雇用創出・人材育成事業」につきま

しては、先般、事業の概要等について説明会を

開催したところでございまして、今後は、今月

中旬に企画提案を募集するなど、早期の事業展

開が図られるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。また、若年者等の正規雇用化を促進す

る「若年者等正規雇用化促進特別事業」につき

ましては、国のトライアル雇用制度と連動して

おりますので、現在、宮崎労働局と事業展開等

について協議を進めているところでございまし

て、今後、早急に事業主等に対する制度の周知

等に取り組んでまいりたいと考えております。

以上でございます。

○宮原義久議員 次に、離職者や就職未決定卒

業者が就労するためには、技術や技能を身につ

けるための職業訓練は重要であり、失業者等に

対する職業訓練を、国、県においても積極的に

取り組まれております。しかし、厳しい雇用情

勢の中では、技術を取得した者でさえも就職が

困難な状況にあります。関係機関等が連携した

訓練修了生に対する就職支援が求められており

ます。このため、国の緊急人材育成支援事業に

よる基金訓練の実施機関に対して、訓練修了生

の就職実績に応じて謝金を支給する新規学卒者

等就職支援事業に取り組まれ、就職支援体制を

強化されるようであります。そこで、基金訓練
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の県内における取り組み状況と今後の見込みに

ついて、商工観光労働部長にお伺いをいたしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 新規学校

卒業者等の基金訓練の円滑な実施に当たりまし

ては、訓練を行う専門学校等の協力が不可欠で

ございまして、県といたしましては、これまで

も国とともに、訓練コースの開設等をお願いし

てまいりました。その結果、現時点では、19校

におきまして、24コース、定員500名弱の訓練が

４月以降に開始される運びとなっているところ

でございます。県としましては、最終的には、

県内各地におきましてさまざまなコースが開設

され、1,000名の受講が可能となるよう、今後と

も関係機関と連携し、早期の訓練体制の整備を

図ってまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

次に、新規の雇用の場という点から―本県

の平成20年度農業産出額が3,246億円で全国第５

位と、全国有数の農業県として豊富な農産物を

生産しております。お隣鹿児島県も本県同様、

農業が基幹産業であり、農業産出額が4,151億円

でありますが、製造品出荷額約２兆円に対しま

して、約１兆円が食品産業となっているのに対

し、本県は、製造品出荷額１兆4,000億円に対し

まして4,000億円であります。食品産業が製造業

全体に占める割合は、鹿児島県の約50％に対

し、本県は28.3％となっております。平成21年

度の食料・農業・農村白書によりますと、食用

農産物の生産段階では、輸入も含めて10.6兆円

の規模が、加工や外食の段階を経ることでその

価値はどんどん大きくなり、飲食費として最終

消費額は73.6兆円となります。この間の付加価

値は63兆円となります。そこで、本県産業にお

ける食品関連産業の重要性と課題をどのように

認識しておられるのか、商工観光労働部長にお

伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 本県の食

品関連産業につきましては、従業者数あるいは

製造品出荷額の約３割を占めており、製造業の

中で最大のシェアを占める重要な業種でござい

ます。しかしながら、中小零細企業も多く、食

品産業から生み出される付加価値は、全国で最

も低い水準でございまして、食品産業全体の高

度化や競争力を高めていくことが大変重要な課

題となっております。また、本県の豊富な農畜

産物を地域経済の発展に生かしていくために

は、県内での加工をさらに進めるとともに、東

アジア市場も視野に入れた販売戦略の展開な

ど、生産・加工・販売が連携した取り組みが極

めて重要であると考えております。以上でござ

います。

○宮原義久議員 次に、本県の食品産業の振興

を図るということから、雇用の場の確保にもつ

ながることは言うまでもありませんが、本県の

恵まれた農産物を利用することで、本県経済に

も大きく影響することが期待できると考えます

が、商工観光労働部長はどのように考えておら

れますか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 素材とし

て県外に出荷されることが多い本県の農産物を

生かした商品の開発あるいは製造が促進されれ

ば、農産物の需要拡大、高付加価値化が図ら

れ、本県農業生産への波及効果も期待できると

考えております。また、食品産業は、好不況の

影響が比較的少なく、雇用の安定的な確保に重

要な役割を果たしていると考えております。加

えまして、食の安全・安心を背景としまして、

国産食品の需要がますます高まっております。
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このように、県産の農産物等を活用した食品産

業を振興していくことは、本県経済の活性化に

大きな効果があると考えておるところでござい

ます。以上でございます。

○宮原義久議員 次に、食品産業の振興を図る

ということは、商工観光労働部だけではなく

て、農政水産部とも連携が重要になってきます

が、こうした連携、取り組みについて、両部長

はどのようなお考えをお持ちか、お伺いをさせ

ていただきたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 食品産業

は、農林水産物の生産とも関係が深いわけでご

ざいまして、その振興を図るには、農政水産部

との連携が非常に重要であると考えておりま

す。これまでも農政水産部とは、農商工連携の

施策推進等につきまして、日ごろより情報交換

を行い、県産品の商品開発あるいは販路開拓な

ど、相互に連携しながら事業実施に当たってい

るところでございます。また、工業技術センタ

ーあるいは食品開発センターにおきましても、

農業試験場等との連携を密にして研究開発に取

り組んでおります。今回実施する食品産業の実

態調査あるいは技術開発などにつきましても、

農政水産部を初めとする関係部局や農林漁業団

体等の協力が不可欠でございますので、今後と

も、農商工連携で築いた協力関係あるいは推進

体制等を活用しながら、効果的・効率的に取り

組んでまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農政水産部と

いたしましては、これまでも食品会社、農業団

体などで構成している食料産業クラスター協議

会に商工観光労働部とともに参加しまして、新

たな加工食品の開発等に対して支援を行ってき

たところでございます。また、本年度からは、

多様な経営資源を有する食品関連企業等と農業

法人あるいはＪＡ等とが連携して取り組む生産

・加工・流通に必要な施設・機械の整備や、新

規雇用に対する支援も行っているところでござ

います。今後とも、商工観光労働部を初め関係

部局との連携を密にしまして、本県農畜産物の

高付加価値化による農家所得の安定・向上、ひ

いては地域経済の活性化を図ってまいりたいと

考えております。

○宮原義久議員 それぞれ答弁ありがとうござ

いました。いいモデルが隣、鹿児島にあるわけ

ですから、やはり食品産業を大きく伸ばすため

には、先進県をよく分析して伸ばしていただけ

るとありがたいなというふうに思っておりま

す。どうせなら鹿児島県を追い越すぐらいの意

気込みで農商工連携に取り組んでいただきます

よう、要望しておきたいと思います。

最後に、景気・雇用の関係では、販路拡大対

策として、すぐれた本県農産物の県産品販路拡

大のために、アンテナショップを３カ所持って

おられます。今回２月16日に、知事の定例会見

で、北部九州に４カ所目のアンテナショップの

開設を表明されております。平成10年度から知

事就任前の平成18年度までが、３アンテナ

ショップ合計で毎年３億から５億規模であった

売り上げが、平成19年、20年度とも約13億8,000

万円となっております。知事効果もあり、本県

産品に対する絶好の売り込みのチャンスでもあ

ると思います。そこで、11月議会において、ア

ンテナショップの多店舗展開について、検討さ

せている、もう少し待ってほしいという答弁が

ありましたが、北部九州の進出を含めた検討状

況を商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） アンテナ

ショップにつきましては、厳しい地域間競争の
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中にありまして、県産品のよさを広くＰＲする

有効な手段でありますので、宮崎が注目されて

いる今、この時期をとらえた新たな展開につい

て、検討を進めてきたところでございます。そ

の結果、福岡市の商業集積地区である天神に開

設を決定し、現在、運営主体である物産貿易振

興センターと協力しながら、４月下旬のオープ

ンを目指しまして、鋭意準備を進めているとこ

ろでございます。福岡市は、北部九州の拠点都

市でございまして、人口規模も大きく、相当の

潜在需要を見込めることなどから決定したもの

でございまして、加工食品を中心に日常消費型

の商品100品目以上を取り扱うことで、県内企業

に多くの機会を提供できるものと考えておりま

す。今後は、この店舗での販売実績等を、商品

開発や販売戦略に積極的に活用してまいりたい

と考えております。なお、その他の地域への展

開につきましても、引き続き検討してまいりた

いと考えております。以上でございます。

○宮原義久議員 その他の部分についても検討

していくということでありますが、せっかく北

部九州に、福岡市のほうに開設をされるという

ことでありますので、私は知事がテレビにどん

どん出るのは余り好きではありませんが、こう

いったアンテナショップの開設の折には、一番

最初のスタートが大事だと思いますので、積極

的に知事がＰＲに努めていただけるとありがた

いなというふうに思っております。ここのとこ

ろはよろしくお願いしたいと思います。

次に、医療問題についてお伺いをいたしま

す。

現在、県内の多くの公立病院において医師不

足が深刻な問題となっております。何回となく

小林市立病院問題を一般質問で取り上げさせて

いただきました。これまでは改築に対する支援

をという点でありましたが、事態はより深刻な

問題となり、市民病院の内科医師の引き揚げと

いう問題が現実のものとなり、西諸地域の中核

病院としての機能の低下、住民の不安が増大を

いたしております。そこで、２月３日には、小

林市長、野尻町長、小林市区長会連絡協議会会

長ほか20名で、知事に、２万5,547人の署名とと

もに、西諸医療圏域の医療環境の充実を要望さ

せていただきました。県としても、この事態を

重く受けとめていただいており、知事にも大変

御心配をいただき、さらに福祉保健部長を初め

担当課長にも鹿児島大学医学部にも足を運んで

いただくなど、医師確保に向けて努力いただい

ていることをお聞きいたしております。西諸地

区住民としては、この点につきましては心より

感謝を申し上げます。医師の絶対数の不足と都

市と僻地の医師の偏在や医療制度の関係にも多

くの問題があることも指摘されていますが、抜

本的な解決策が見当たらないのが現状となって

おります。

今回、国において、地域医療再生交付金を交

付して、医師不足対策や救急医療体制の確立を

目指すこととなっております。具体的には、県

内全体を対象とする部分と、県北部・日向入郷

医療圏域と都城北諸・西諸医療圏域、２つの計

画圏域を対象とすることとなっているようであ

ります。具体的な計画の内容等につきまして

は、これまでの質問で詳しく説明がありました

ので省略しますが、現在、医師不足の現状か

ら、中核病院の機能が危ぶまれております西諸

医療圏域も、この地域医療再生計画には含まれ

ているわけでありますが、具体的に西諸地域の

医療体制や医師確保についてはどのように取り

組まれるのか、福祉保健部長にお伺をいいたし

ます。
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○福祉保健部長（高橋 博君） 地域医療再生

計画においては、地元からの要望も踏まえ、西

諸地域の中核となる小林市立病院の産婦人科を

再開するための機器整備等に対する支援を盛り

込んでおります。小林市立病院については、現

在、産婦人科に加え、内科も医師の引き揚げに

よって厳しい状況にあり、県としては、こうし

た医師不足を県全体の大きな課題と認識してい

るところであります。このため、地域医療再生

計画においては、医師確保を優先すべき課題に

位置づけ、宮崎大学「地域医療学講座」の運営

支援や医師修学資金貸与枠の拡大等を実施する

こととしており、こうした取り組みが、西諸医

療圏を含め、医師不足に悩む県全域の医師確保

につながっていくものと考えております。

○宮原義久議員 答弁ありがとうございまし

た。いろいろ質問をして何とかしたいというと

ころでありますが、要は医師が確保できないと

話にならないということでありますので、西諸

地区の中核病院が、その中核の用をなしていな

い状況ということになります。これまでそれぞ

れ御努力をいただいているわけでありますが、

小林市とも連携を図っていただきながら、小林

だけの問題ではなくて西諸全体の中核病院であ

りますから、十分連携を深めていただいて、他

の公立病院でもやはり医師不足に苦しんでいる

わけでありますので、何とかその中核病院の意

味をなす形での状況ができるように、御努力を

お願いしたいと思います。いろいろ言いたいこ

とはありますが、要望にかえておきますので、

御努力をお願いしたいと思います。

次に、念願でありましたドクターヘリの整備

も含まれておりまして、僻地の医療や救急患者

の搬送に大きく貢献してくれるものと期待をし

ているところであります。平成21年５月現在

で、16都道府県で18機運航されておりますが、

運航基準が重症患者のみの搬送となっていると

聞いております。こうした僻地の住民の命を守

るとして、福岡県の医療法人地友会が民間医療

ヘリを持っております。ホワイトバードという

名前でありますが、片道１時間を圏域として運

航されております。宮崎県も全域が対象となっ

ているようであります。利用料金は、指定病院

に搬送・治療することで無料ということであ

り、救急病院からもとの病院への下り搬送にも

対応されているようであります。運航すること

で１回50万円の経費が必要と言われるようであ

りますが、医療法人の考えは、人の命はお金に

はかえられないというような姿勢であるよう

で、この医療法人の考えに頭が下がる思いであ

りますが、一方では、どうやってお金になって

いるんだろうという心配もするところでありま

す。そういうところもあるということでありま

す。また、スイスでは、ほぼ九州と同じ面積で

ありますが、2006年８月現在で、13カ所を拠点

にドクターヘリが完備されておるようでありま

す。国内全域どこでも15分で医師が駆けつけら

れる体制となっているようであります。これま

で導入されているドクターヘリの運航基準は全

国で統一されているものなのか、また県で柔軟

な対応が可能になるのか、お聞かせいただきた

いと思います。さらに、他県では年に何回ぐら

いの利用がなされているものなのか、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） ドクターヘリ

の運航基準については、先進県の状況を見ます

と、全国統一ということではなく、地域の実情

等を踏まえた上で検討・整備がなされており、

消防機関等からの要請により、医師がヘリを利

用して患者のもとに駆けつけ、治療を開始する
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ドクターヘリ本来の形を基本としながらも、病

院間の患者転院搬送の手段として積極的に活用

されている例もあります。本県におけるドクタ

ーヘリの運航基準の整備に当たっては、今後、

宮崎大学医学部附属病院を中心に、医師会や消

防機関など関係機関で協議することになると考

えておりますが、こうした他県の例や本県の地

理的状況、医療機関の状況等を考慮し、実情に

合うよう柔軟に検討してまいりたいと考えてお

ります。また、ドクターヘリを既に導入してい

る他県の出動状況でありますが、平成20年度の

実績で、最も多い施設で年間672件、運航開始初

年度で実績の少ない施設を除いた全体の平均

で、年間400件程度となっております。以上でご

ざいます。

○宮原義久議員 ありがとうございました。多

いところで672件ということでありますから、計

算すると１日に２回ぐらい飛ぶということにな

るのかなというふうに思います。医師を含めて

相当なスタッフを抱えるということになります

ので、せっかくのそういうものが有効に使われ

ないと何にもならないと思います。やはり運航

基準は低目に設定をしていただいて、一人でも

多くの命が救われるようなドクターヘリであっ

てほしいと思いますので、そのあたりはよろし

くお願いしたいと思います。

次に、危機管理という点で、山岳事故対策に

ついてお伺いをさせていただきたいと思いま

す。

先日、中野 明議員からも質問がありました

が、昨年10月31日に、宮崎県境と鹿児島県境に

ある韓国岳1,700メートルにおいて、宮崎市の小

学５年生が遭難され、連日1,000名を超す多くの

関係者が捜索をされましたが、捜索は難航した

ようであり、11月２日に沢にあおむけに倒れ、

心肺停止の状態で発見されました。心より御冥

福をお祈りしたいと思います。

この韓国岳や霧島連山は、手軽に登れる登山

コースとして人気があります。私も春先に、家

族とともに午後から登山をした経験があります

が、急に天候が変わり、雲が出てきて下山する

のに苦労したことがあります。今回の事故で、

遭難の知らせから２時間を要したとも言われま

すが、山の場合は、現場までの時間や捜索人員

の確保に時間がかかると考えられます。初期の

対応として、鹿児島県、宮崎県の防災ヘリや県

警ヘリの出動状況はどうであったのか。現場及

び関係機関からの時間によっては、日没との関

係もありますが、通常、出動に至るまでの時間

はどれくらい要するものなのか。出動判断基準

も、総務部長、警察本部長にそれぞれお伺いを

いたしたいと思います。

○総務部長（山下健次君） まず初めに、今回

の遭難におきまして、とうとい生命が犠牲に

なったことに対し、御家族の方々に哀悼の意を

表しますとともに、捜索に協力をしていただき

ました多くの方々にお礼を申し上げたいと思い

ます。

この遭難に対しまして、県の防災救急航空隊

では、当日の午後５時に消防本部からの緊急出

動要請を受けまして、直ちに出動しました。日

没後―これは宮崎の日没でございますが、当

日は日没が17時26分でございました―このヘ

リは、17時59分までは現場で捜索活動を行った

ところでございます。２日目、３日目につきま

しては、県警あるいは鹿児島県警のヘリコプタ

ーと調整しながら捜索を続けましたが、２日目

は大変天候が悪うございました。最終的には、

３日目に県の防災ヘリで小学生をピックアップ

といいますか救出いたしまして、西諸広域消防
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本部の救急車に引き渡したところでございま

す。この防災ヘリの出動に要する時間ですが、

通常の捜索であれば、出動要請を受けてから15

分以内には出動できると。当日、この件に関し

ましても、５時に連絡を受けて５時10分過ぎに

は出動をしております。また、防災ヘリは、原

則的には消防本部や市町村等からの要請を受け

て出動しておりますけれども、出動に当たりま

しては、まずは住民の生命また財産を守るとい

う公共性がある、それから差し迫った緊急性が

あること、さらにヘリ以外に適切な手段がな

い、いわゆる非代替性、こういった観点から判

断をしているところでございます。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察といたしま

しても、今回の遭難において、とうとい命が失

われたことに対し、哀悼の意を表する次第でご

ざいます。

まず、県警ヘリの出動態勢でありますが、執

務時間中は原則として15分以内に離陸できる態

勢をとっております。また、休日・夜間につき

ましては、操縦士等を自宅等から招集して準備

をするという関係もございまして、出動までに

１時間程度を要している状況でございます。今

回の韓国岳の遭難における出動状況につきまし

ては、先ほど総務部長のほうからも、天候状

況、それから日没の時間等ございましたけれど

も、初日は日没が迫っており、そういう状況も

ございまして、当日直ちに出動できる態勢に

あった県の防災ヘリと協議の上、県警ヘリの出

動は差し控えたところであります。なお、翌日

及び３日目につきましては、県防災ヘリ、鹿児

島県警ヘリと十分な連携を図りながら捜索に当

たったところでございます。

また、県警ヘリ出動の判断基準についてであ

りますけれども、ヘリの運航に関する基本的な

基準といたしまして、昼間は航空法施行規則の

第５条により５キロメートル以上、夜間は内部

規則によって10キロメートル以上の有視界飛行

での運航が可能な状況ということでございま

す。こういった条件のもとで、出動に当たりま

しては、業務の公共性、それから飛行の安全

性、緊急性、さらに非代替性、そして出動によ

る業務の達成可能性、こういったことを総合的

に判断しているところでございます。なお、今

回の捜索でございますけれども、狭い範囲に複

数のヘリが出動するというような場合は、事前

にヘリ担当者の間で相互の運航時間を調整する

などして運航を行っているところであります。

今後とも、山岳遭難等における人命の救助、ま

たは捜索救難のための出動については、安全

性、緊急性、そういったことを的確に判断し

て、関係機関と連携をとりながら、適切な運用

に努めてまいる所存であります。

○宮原義久議員 それぞれ答弁ありがとうござ

いました。今回の事故を踏まえまして、環霧島

山岳遭難対策連絡会議が開催されたようであり

ます。関係団体一堂に集まり協議をされたよう

でありますが、どのような会議となったのか、

総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） この連絡会議につ

きましては、今回の事件を教訓にいたしまし

て、県境を越えた密接な連絡体制あるいは協力

体制を構築するために、霧島地域周辺の自治

体、消防本部、それから自衛隊、警察、県の防

災ヘリの担当部局、さらには地元の山岳会、こ

ういった関係機関が出席いたしまして、これま

で２回開催されたところでございます。会議に

おきましては、特に遭難場所の特定が困難な捜

索・救助の際にどのように迅速に対処していく

のか、関係機関が意見交換を行ったところでご
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ざいまして、本県の航空隊からは、「遭難の情

報については、情報の精度が不確定であって

も、できるだけ早急に連絡をしていただき、防

災ヘリを積極的に活用してほしい」と、そう

いった御意見を申し上げたところでございま

す。

○宮原義久議員 ありがとうございます。やは

り、最後にありましたように、不確定であって

も命がかかっていることでありますから、防災

ヘリなどを有効に活用していただくような体制

を、またこういった会議の中でも再度念押しを

していただけるとありがたいなというふうに

思っております。

次に、今回の痛ましい事故を教訓にしまし

て、手軽に安全に登山のできる霧島連山の県と

して管理している登山道の整備や、子供たちに

も理解のできる読みやすい、理解しやすい看板

の設置を進めてほしいと考えますが、霧島連山

にある県が管理する登山道の安全対策につい

て、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） 国立公園霧島

地域における登山道につきましては、韓国岳登

山道など４路線、約16キロメートルを県が整備

しておりまして、補修や草刈りなどの維持管理

を行い、登山者の安全の確保に努めているとこ

ろでございます。昨年10月の遭難事故を受けま

して、国や霧島地域周辺の自治体で構成されて

いる「霧島連山利用対策連絡会議」で、韓国岳

登山道の再点検を行いまして、危険箇所への立

ち入りを禁止するロープの設置や、山頂付近の

分岐点にわかりやすく示します指導標を設置し

たところでございます。また、本議会で新規事

業としてお願いしております「えびの高原パト

ロール事業」におきまして、登山道の維持補修

や登山者への注意喚起を行う安全パトロール推

進員４名を配置することにしております。今後

とも、関係機関と一体となって、安全で快適な

登山道の管理に努めてまいりたいと考えており

ます。

○宮原義久議員 ありがとうございました。昨

年11月23日にも、都農町と木城町の境にある尾

鈴山で男女２人が遭難をされております。その

２人の発見にも防災ヘリが役立ったと聞かされ

ました。特に霧島連山の標高の高いところは、

大きな木がなく、ヘリなど上空から見おろすこ

とで人の発見は容易であると思いますし、そこ

に人影がなければ、捜索の範囲を絞り込むこと

にも役立つというふうに考えます。こういうこ

とが頻繁にあってはならないわけであります

が、ヘリの初期活動というのは、霧島連山にお

いては大変重要になるのかなというふうに思っ

ておりますので、今後とも有効な活用をお願い

したいと思います。私も生駒高原の上に入って

みましたが、あの下のあれだけ木が茂っている

ところに入ると、なかなかヘリの活用は厳しい

のかなと思いますが、ちょうど霧島の上のほう

は、ミヤマキリシマとかそういった低木の木し

か生えておりませんので、いざというときには

初期の対応で命が救われることもあるんじゃな

いかと思いますので、よろしくお願いしておき

たいと思います。

最後に、市町村合併についてお伺いをさせて

いただきます。

３月23日に宮崎市と清武町が合併して宮崎市

に、小林市と野尻町が合併して小林市となりま

すが、市町村合併旧法以前は44市町村あったも

のが、旧法・新法を通じて、住民の御理解をい

ただきまして、３月23日には26市町村となり、

県内の市町村数も半減したことになります。合
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併してよかったこと、悪かった点、いろいろあ

ろうかと思いますが、県としては、これまでの

合併の評価をどのようにされておられますか、

知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 今回のいわゆる平成

の大合併におきまして、本県でも相当程度合併

が進んだものと考えております。合併の本来の

効果があらわれるには一定の期間を要します

が、本県におきましては、合併後、最長でも４

年を経過したばかりであり、合併団体の取り組

みは緒についたところであります。このような

中、合併に対しましては、社会生活基盤の整備

や行財政の効率化などが効果ととらえられる一

方で、周辺部が寂れるのではないか、住民の声

が届きにくくなるのではないか、成果が出るの

はまだ先など、さまざまな御意見があるところ

であります。申し上げるまでもなく、合併はゴ

ールではなく、新たなスタートでありますの

で、合併団体におかれましては、合併の効果を

最大限に発揮していただくため、今後とも、中

長期的な視点に立ったまちづくりを積極的に進

めていただきたいと考えておるところでありま

す。

○宮原義久議員 ありがとうございます。合併

したところの自治体に対する交付税の関係も通

告で上げておりましたが、時間の関係もありま

すので、これについては割愛させていただきま

す。

最後になりますが、市町村合併のために県で

中心になっていたのが市町村合併支援室であり

ますが、今後の市町村合併に対する県の考え

と、これまで合併された市町村に対する支援は

今後とも必要と考えますが、今回組織の改正に

よりまして市町村合併支援室は廃止となるよう

でありますが、今後の市町村合併の支援を含め

て県の考え方を、総務部長にお伺いいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） 平成の大合併は本

年度で一区切りとなりますけれども、行財政基

盤を強化する手法の一つとして、市町村合併は

今後もなお有効であると考えておるところでご

ざいます。したがいまして、合併を選択されな

かった市町村におきましても、合併や今後のま

ちづくりについて、引き続き、自主的・主体的

な検討をお願いしたいと考えております。な

お、市町村合併支援室、お話にございましたよ

うに、今年度限りで廃止をいたしますが、合併

に係る業務は市町村課に移管することとしてお

りまして、引き続き、合併団体のまちづくりを

総合的に支援してまいりますとともに、自主的

な合併に向けた取り組みに対しましても、適切

に対応してまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 それぞれ答弁いただきまし

て、本当にありがとうございます。大変質問項

目をたくさんつくりましたので、早口でありま

して、聞き取れなかった点もあったかと思いま

すが、お許しをいただきたいと思います。以上

で私の一般質問を終わります。ありがとうござ

いました。（拍手）

○萩原耕三副議長 次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 知事に、政

治姿勢、地方分権のテーマで質問をいたしま

す。

私は、延岡に住む２人の方からある話を聞き

ました。１人の方は、子育てがそろそろ終わろ

うとする40代のお母さんの話です。その人が言

われるには、長女、長男の２人の子供がまだ小

さかったころ、アパートに住んでいた。そのア

パートには、いろいろな人がチャイムを鳴らし

て訪問してきた。いろいろな犯罪が起こってい
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るときでもあり、また煩わしさもあって、チャ

イムが鳴ると、長女、長男に対して「しっ、

黙っちょきね、静かにしちょきね」と言って静

かにさせ、不在を装う。しばらくしーんとして

息を凝らしていると、２～３度チャイムが鳴っ

た後、その営業マンらしき人はすごすごと帰っ

ていく。その後、子供たちは、お母さんの顔色

をうかがいつつ、テレビや遊びに戻っていく。

こんな生活をしながら、そのお母さんは「この

ままでいいのだろうか」と自問したそうです。

子供はぜんそくになり、神経質な子になってい

く。このままでいいのだろうか。そんなある

日、御主人の御両親との同居の話が持ち上がっ

たそうです。そして同居が始まる。同居といっ

ても、おばあちゃんもおられたため、４世代同

居となりました。４世代同居10数年、いろいろ

なことがあり、優しくしてくれたそのおばあ

ちゃんの死もありました。そしてことし、幼

かった長女が成人式を迎えました。御主人の御

両親であるおじいちゃん、おばあちゃんを前

に、しっかり手をついて、「これまで育ててく

れてありがとうございました」とお礼を述べて

くれたそうです。思えば、あのままアパート暮

らしをしていたらどうなっていただろう。

「しっ、黙っちょきね」と、子供に世の中の不

信感を植え込むように育てていたら、私の子供

や家族はどうなっていただろうか。今考えただ

けでもぞっとするそうです。家族というものの

きずなの大切さを物語っていると思います。

もう１人の方の話は、よんどころない理由か

ら、家族でふるさと延岡に帰ってきた50歳代の

男の人の話です。その人が言うには、ハローワ

ークに毎日毎日通い職を求めたが、満足できる

職はなかった。仕方なく、１日に３つのアルバ

イトをかけ持ちした。しかし、３つのアルバイ

トをかけ持ちしても、稼げる金は月12万円だっ

た。「これで家族を養えというのか」、そんな

憤りも心に満ち満ちた。時折、正規職員の募集

もあったので応募してみると、もう採用は終わ

りましたというか、年齢で最初からはねられ、

ただ企業は形だけ年齢を幅広く応募をかけてい

るだけだと思ってしまったそうです。探しても

探しても職はない。家族を養うための求職活

動、孤独感や焦燥、そんな恨みにも似た感情が

心の中に去来し、ついにその人は、いらいらか

らハローワークに、「上司を出せ」とどなり込

んでしまったそうです。ハローワークの人が悪

かったわけではないが、どなり込まずにはいら

れなかったとのことであります。その人は今、

幸いにも、ある会社の正規の運転手として働い

ておられます。ハローワークにどなり込んで

いったときのことを申しわけなかったという思

いを込めて、少し恥ずかしそうに話をされまし

た。職がないということ、働くことが正当に扱

われない社会は、善良な人間の心をいかに孤独

にさせ寂しくさせるか、いかに人間の心を病的

にさせるかということを物語っていると思いま

す。

さきの代表質問で、我が会派の満行議員が、

物価や賃金、消費支出のデフレ現象をあらわす

資料を議場配付して、デフレスパイラルの説明

をいたしました。また、自民党県民の会の水間

議員が、「問題は景気回復ですよ」と、熱く語

られておりました。まさに同感、共感でありま

す。県民のさまざまな人にお会いして、その悩

みや苦しみをお聞きするとき、問題解決はまさ

にこの一点、景気回復にあるのではないかと思

うのであります。このような立場に立って、知

事に質問をいたします。まず、今日の日本のデ

フレスパイラルをどう思われるか、また、この
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デフレから脱却するための知事の考えを、政治

家としての考えをお伺いしたいと思います。

以上、質問し、後は質問者席で質問をさせて

いただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

我が国は、緩やかなデフレ状況にあるとされ

ておりますが、今後もこうした状況が続きます

と、御質問にありましたような、いわゆるデフ

レスパイラルの状態を招くおそれがあると言わ

れております。経済基盤の脆弱な本県のような

地方にとって、このような状況は、生産や雇

用、生活など、あらゆる面において深刻な影響

を及ぼすおそれがあり、これを回避するために

は、国全体としての明確な成長戦略と、それに

基づく経済の活性化が不可欠であります。こう

した中、先般、国において「需要からの成長」

を図る新成長戦略の基本方針が示され、今後、

６月をめどに具体的な目標や施策をまとめられ

ることとされておりますので、国において、経

済の現状を踏まえ、また、先見性のある効果的

な施策を一刻も早く実施していただきますとと

もに、財政規律に配慮しつつ、日銀の国債の買

い増し等を含む適切な金融政策もあわせて行っ

ていただく必要があるものと考えております。

このように、デフレからの脱却は国の政策によ

るところが大きいものでありますが、県といた

しましても、来年度の重点施策として、雇用対

策等の緊急的な課題への対応に加え、新たな産

業の展開など、今後の成長につながる将来的な

課題への対応を掲げたところであり、これらの

事業の展開により、本県経済の回復に向けて全

力で取り組んでいきたいと思っております。

〔降壇〕

○太田清海議員 ありがとうございました。こ

のデフレスパイラルというのは、基本的には国

の政策からくるものであって、県としても、い

ろんな雇用対策を打っておられるということは

わかりました。国においてということが基本だ

ろうとは思いますが、実は私ちょっと気にか

かったのは、全国知事会の７項目の提案であり

ます。昨年、非常に有名になった提案でありま

すが、私は、地方自治体として地方自治という

ものを健全に運営していくためには、本当に健

全な財政でなければならないと思っておりま

す。ただ、この７項目の提案の中を見てみる

と、国に財源を寄こせ、十分な金を寄こせとい

うことは十分述べられておるけれども、国自体

の原資を適正に大きくしてほしい、いわゆるい

ろんな税の取り方があるかもしれんが、要する

に国の財源自体を適正に多く、大きくしてもら

わないと、私たち地方自治体から見た場合に、

幾ら寄こせ寄こせと言ったにしても、国のパイ

が小さければ、なかなかだと思うんですね。と

いうことは、私は、そろそろ全国知事会とし

て、国のそういった税制のあり方も含め、もう

少しパイをふやす努力をすべきじゃないですか

ということを訴える時期に来ているんじゃない

かと思いますが、全国知事会で国の財源のあり

方等についてどう論議されておるのか。私は、

７項目の提案では、少しその辺が足りないので

はないかという思いがしたものですから、全国

知事会ではそういう議論はなされないのかどう

かお聞きしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 全国知事会では、昨

年７月の知事会議の際に、国・地方の財政状況

は構造的な危機に直面しており、抜本的な解決

のためには、国・地方を通じた歳入増加策が不

可避であるという認識のもと、「住民福祉を支

える地方消費税の引き上げを含む税制抜本改革
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の提言」を取りまとめました。その中で、全国

知事会として、消費税・地方消費税の引き上げ

を含む税制の抜本改革の実現に向けて、国民の

理解を得ていく運動を推進する決意であるこ

と、国政においても、真摯な議論を行うととも

に、国・地方を通じた税財政構造の再建に責任

ある対応と展望を示すべきであること等を提言

したところであります。また、全国知事会で

は、国と地方の財源配分について、地方の自立

・自主性を高めるとともに、社会保障を初め教

育、警察、消防など住民生活に直結する行政サ

ービスを、地方が将来にわたって適正かつ安定

的に担っていく観点から、まずはその比率を５

対５にすることを目指し、要望活動等を行って

いるところであります。

○太田清海議員 今の知事の説明によります

と、地方消費税、消費税を含む、そういったと

ころを何か改革していこうというように聞こえ

ますが、この７項目の提案の中でも、最後の大

きな３に、「新たな国民負担について議論を避

けず、地方消費税の充実、引き上げを」という

のがあります。「新たな国民負担について議論

を避けず」というところが非常に興味があった

ので、この各論のところを読んでみますと、ど

ういうふうにというのは書いていないように思

われました。また、消費税についての議論なん

だろうなという感じを受けます。私も前回、平

成20年の６月議会で、やはり高額所得者あたり

からの税金を取らないと、この国はだめになる

んじゃないかということを訴えて、議場配付し

て、高額所得者上位100人、この人たちに昔の75

％─今は40％の税率だと思いますが、昔は75

％かけていた時代があった、そこにもう一回引

き直して75％にすると、上位100人だけで所得税

が550億生まれますよということを言ったもので

あります。そういったいわゆる所得税は、昔

は75％もあったわけで、不可能ということでは

ないんです。だから、75％に戻さなくても、で

きるだけそこから税率を上げて、格差が起こら

ないように広く税金を集めたほうが、地方自治

の発展につながっていく、地方からももっと原

資を寄こしなさいということが自信を持って言

えるのではないかと思うんですが、そういう高

額所得者に対する税率アップについて、知事は

どうお考えになりますか。

○知事（東国原英夫君） 我が国の税制につい

ては、消費税の導入や個人所得課税の累進緩和

等、幾度かの改革を重ね、その時々の社会経済

情勢に応じたあるべき税制を目指す取り組みが

行われてきたものと認識しております。また、

昨年末に閣議決定されました平成22年度税制改

正大綱において、所得税については、所得再配

分機能や財源調達機能が低下しており、累進構

造を回復させる改革を行って所得再配分機能を

取り戻す必要があるとされていることも承知し

ております。所得税の最高税率を含む税制度の

あり方につきましては、基本的には、今般、議

論が開始されました政府税制調査会を中心に、

国において十分議論がなされるものと考えてお

りますが、一方で、地方分権確立のために、地

方税財源の充実確保も重要な課題でありますこ

とから、全国知事会等とも連携を図りながら対

応してまいりたいと考えておるところでありま

す。

○太田清海議員 地方自治を本当に充実してい

くためには、ぜひそこの改革をしてほしいとい

うことを、できるだけ知事会の中でも、消費税

だけに限らず、その辺も言っていっていただき

たいなと思っています。参考に挙げますと、私

が前回、平成20年の６月議会でそういったとこ
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ろを発表して以降、実は「税を直す」という本

が発行されました。この方の考え方は、基本的

には私と同じなんですが、2007年の所得者に対

して60％の税金に引き直してみると、６兆円と

いうお金が生まれますという計算であります。

これは、私が上位100人にやったら550億円が出

たというあの計算を、もっと厳密にきちっと全

国民を対象にやった場合、６兆円という金が生

まれるという計算をしています。私は、こう

いったところをぜひ全国知事会等でも訴えてい

ただきたいなと思っております。それから、も

う一つ言えば、経済評論家の勝間和代さんとい

う人がいらっしゃいますが、この方の考え方

は、相続税を上げて階級固定をなくしていこう

という、これも格差社会を解消するための方法

として、基本的には私と同じ考えではないかな

と思っております。そういうことで、ぜひ今後

の議論として、こういったテーマも上げていた

だきたいと思っております。

次に、デフレ脱却のため、県としてもいろん

な雇用を図る、いろんな財政支出もされておる

わけですが、県の行政改革大綱2007、このこと

についても、確かに無駄を省いていくというこ

とは大変大事なことですから、それについては

異論を述べませんが、県自体も少しデフレに加

担をしてしまうような感じのものがあるのでは

ないか。というのは、私も新聞報道しか聞いて

おりませんけれども、自民党の中でも小さな政

府というのが果たしてよかったのかどうかとい

う議論がなされておるようです。これは本当に

自民党としても政権奪還のための真摯な努力が

内部でされているという思いから参考にさせて

いただきますが、小さな政府というのが果たし

てよかったのかという議論もされておるようで

す。ですから、この2007についても、今般の経

済情勢等を考えながら、果たしてデフレ傾向に

持っていくような政策がいいのかどうかという

ことは、何か考えて、修正とまではいかないま

でも、その辺の検証をすべきではないかなと思

うんですが、知事、どうでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 県では現在、「宮崎

県行財政改革大綱2007」の財政改革プログラム

に基づきまして、将来にわたって健全性が確保

される財政構造への転換に向けて、義務的経費

の削減や投資的経費の縮減・重点化、事務事業

の徹底した見直し、財源確保対策等の取り組み

を着実に実行しているところであります。一

方、御指摘のありましたように、厳しい経済状

況やデフレの影響等による深刻な雇用情勢につ

いては、財政が厳しい中にあっても、県が対応

すべき喫緊の重要課題であると認識しておりま

すので、平成22年度重点施策の筆頭に「雇用の

確保と就業支援」を掲げ、的確な対策を推進し

ていくこととしております。このため平成22年

度当初予算におきましては、財政改革の取り組

みによって捻出した財源等を積極的に活用し

て、選択と集中の理念のもと、県内の経済・雇

用の回復につながる、より優先度の高い事業に

ついて措置したところであります。なお、現在

の財政改革プログラムは、平成22年度が最終年

度でありますので、次なる財政改革計画の策定

につきましては、平成22年度に検討してまいり

たいと考えております。

○太田清海議員 国のいろんな制度と関連して

おりますから、県のあり方がどうというのはな

かなか難しい判断もあろうかと思いますが、例

えば民間委託なり職員の縮減、定数の削減と

か、管理職の方々もみずから賃金・手当等の引

き下げをされておりますが、そういうマイン

ド、気持ちが縮小していくようなものを、何か
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少し脱却していくようなことも今後必要ではな

いかと思うところであります。22年度というこ

とでありますので、今後そういったところもぜ

ひ検討していただきたい。職員のほうも一生懸

命足らない人間の中でされていて、病気になる

人もいらっしゃるようであります。ぜひ、いろ

んな分析をしていただきたいと思っておりま

す。

次に移りますが、嘱託職員の雇用についてお

聞きしたいと思います。

総務部長であります。嘱託職員の定義及び根

拠についてお伺いしたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 嘱託という言葉自

体は、官民を問わず用いられているようでござ

いますが、地方公務員に関しては、特段に法令

等での定義はございませんけれども、正規職員

としての任命によることなく、一定の事務をあ

る人に委嘱すること、あるいはその委嘱された

人を意味しているようでございます。任用の根

拠といたしましては、地方公務員法第３条第３

項第３号に、特別職の一つとして非常勤の嘱託

員というのが掲げられておりまして、日常的に

は非常勤職員あるいは嘱託職員と呼称されてい

るところでございます。

○太田清海議員 わかりました。非常勤職員と

いうことで聞いていきますが、非常勤職員につ

いては、今回通勤手当が支給されるということ

で、非常にこれまで我が会派の鳥飼議員がこう

いったところも改善せないかんとじゃないかと

いうことでありましたが、今回そういった条例

も出されているおるようであります。ありがと

うございましたとお伝えしておきたいと思いま

す。この非常勤職員でありますが、県に何人ほ

どいらっしゃるのか、お聞きしたいと思いま

す。

○総務部長（山下健次君） 知事部局における

平成20年度の実績でございますが、総数で1,317

人でございます。内訳を申し上げますと、人数

の最も多い職が統計調査員の254人、次に県営林

監視人の123人、さらに農林振興局あるいは土木

事務所等の用地調査員及び登記嘱託員が合わせ

て135人、鳥獣保護員が69人、こういった内訳に

なっております。

○太田清海議員 そういった業務員が1,317人お

られるということであります。これも非常勤職

員としては一定の事務を任せておるということ

で、通常言われている22条の職員とはまた違っ

た立場にあるということだろうなと思います。

これは私がお聞きしたことでありますので、こ

の場ではどうかと思いますが、福祉保健部長に

お聞きしたいと思います。私、母子相談員とい

うふうに今まで聞いておったんですが、今、母

子自立支援員というふうに名称が変わったと聞

いております。私は、この母子自立支援員とい

う人たちの業務というのは、ほとんど正職員と

変わらないのではないか、いろんな貸し付け業

務、返済業務、いろんな課題を持っている母子

家庭の方が相談に来られる、その人の全人格を

判断して、家族関係も全部把握し、適正な指導

もしながら、お金の貸し付け、そしてまた返し

てもらいますよという約束もしていくわけです

から、極めて人間的な対応をしていかないかん

職だろうと思うんですね。この職というのは、

非常勤職員─嘱託職員とも言っておりました

けれども、１年雇用であるということだと思う

んですが、こういう業務というのは１年雇用と

いうものになじまないのではないか。どうぞ技

術を高めて、ノウハウを高めて、一生懸命県の

行政のために努力していただきたいという思い

を込めるならば、１年雇用というのは何かかわ
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いそうではないか、なじまないのではないかと

思うんですが、その辺はどうでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 母子自立支援

員は、母子家庭の方々からの相談に応じ、自立

に向けた支援などを行っておりますが、非常勤

職員でありますことから、任用期間は１年とし

ております。なお、更新につきましては、配置

先の状況等を勘案し、適切に対応してまいりた

いと存じます。

○太田清海議員 本当に業務が正規職員と同じ

ではないかなという思いからでありますが、実

は母子自立支援員の方は社会福祉主事の免許を

自費で取られている方もいるんですよね、その

賃金の中から。普通、公務員の場合は、公のあ

る程度そういう業務につく場合はということで

出してくれますけれども、自費でやっておられ

るとか。私はこの業務、詳しくは知りませんか

ら、言いますと─総務部長にもぜひ認識をし

ていただきたいんですが─こういった自立支

援員、非常勤職員の方は、12月が近づくと「も

う私は首を切られるのではないか」といって、

びくびくしているんですよ。１月、２月、まさ

にびくびくなんですね。「またもう１年続けら

れるんだ」という思いの人たちなんですよ、実

は。通常のあれだったらいいかもしれん。本当

に県の行政の一部を担っている人たちは、12月

が近づくとびくびくものなんです。そこのとこ

ろを、ぜひ総務部長、お考えいただいて、こう

いう方々の正規雇用を図るというのが一番なん

ですが、やっぱり業務を、県の行政をしてくだ

さっているわけですから、頑張りましょうとい

うそういったメッセージ、１年というメッセー

ジじゃなくて、何かそういうのが伝わるべき人

ではないかなというふうに私は思っております

ので、その辺をぜひ勘案していただきたいと思

います。

次に、病院局長のほうにお伺いいたします。

県立病院経営形態検討委員会の報告が出され

ました。ある分科会の報告で、こういった表現

もあるようです。「本来、地方公営企業法の全

部適用は、議会によるチェックがより強いこと

を除けば、地方独立行政法人とそう変わらな

い。非常に自由度が高い制度である」という記

述があるようであります。これは独法の場合、

独立行政法人は全適と余り変わりませんよとい

う記述があったものですから、ちょっと気にな

りました。この独立行政法人となった場合、企

業債というものが借りられない、そういう制約

があるというふうに私は聞いているんですが、

そのあたりはどうでしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） お尋ねの企業債

でございますけれども、地方公営企業である県

立病院が、医療器械の購入ですとか施設などハ

ード面の整備を行うための財源に充てるもので

ございます。こういうことから、御指摘のとお

り、地方独立行政法人というのは、法律で設立

団体から長期借入金のみを認められておりまし

て、これ以外の長期借入金及び債券発行、こう

いったことはできないというふうになっており

ます。

○太田清海議員 そういった問題もあります

ね。それから、独立行政法人になった場合、差

額ベッドというのがありますが、病院の場合、

これが地方自治体病院の場合は、その総枠が３

割以下というふうに設定されているようです。

これが独立行政法人になった場合、５割まで引

き上げられる。その行政法人にとってはいいか

もしれないけれども、住民の側から見たら、差

額ベッドが半分以下まで取れるのかということ

では、経営状態によっては負担がかなり出てく
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ると思うんです。この辺の違いもあろうかと思

います。料金も上がっていく、住民負担になっ

ていくんじゃないかと思いますが、病院局長、

そのあたりはどうでしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 今の差額ベッド

の取り扱いでございますが、これも議員御指摘

のとおりでございますけれども、ただ、県立病

院のほうから独立行政法人化ということになり

ますと、地方公共団体でなくなるわけでござい

ますから、差額ベッドの数の枠につきまして

も、現在、地方公共団体という性格から３割以

下ということになっておりますけれども、これ

が５割というふうに拡大をされることになりま

す。しかしながら、一方で、差額ベッドの料金

に関する事項といいますのは、独立行政法人が

作成する中期計画の中で定めることとされてお

ります。この中期計画につきましては、議会の

議決が必要だということになっております。こ

ういう手続を経る必要があること等を勘案いた

しますと、独立行政法人化された場合でも、や

はり患者さんのニーズですとか、そういったも

のを的確に把握した上で、病床数の枠ですとか

料金を慎重に設定することが求められるという

ふうに認識をいたしております。

○太田清海議員 わかりました。そういった違

い─ほかにも繰り入れ基準の問題等もあるん

ですが、違いがあるんではないかなと思ったも

のですから挙げさせてもらいました。今後の判

断にしていただきたいと思っております。これ

は是とは思っております。

次に、ドクターヘリの問題についてお尋ねし

たいと思います。福祉保健部長にお尋ねいたし

ます。実は、今までの説明の中で、ドクターヘ

リの要請は、消防機関あるいは医者というふう

に聞いておりますけれども、そのドクターヘリ

を要請する根拠法令をちょっと確認しておきた

いと思います。法としては何で定められており

ますか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 航空法の中に

その定めがありまして、消防非常備の町村にお

いても要請ができるということになっておりま

す。

○太田清海議員 消防非常備の問題を私も言い

たかったわけですが、消防非常備の町村におい

ては、いわゆる派遣要請はだれがするのだろう

かということで、救急隊が常備されておるとこ

ろであれば行くんですが、県北に特に多いわけ

ですよね。西米良とか日之影とか五ヶ瀬は非常

備でありますけれども、こういったところにお

けるドクターヘリの活用ができるのかどうか、

どう考えておられるか、もう一度。

○福祉保健部長（高橋 博君） ドクターヘリ

の運用につきましては、通報を受けた救急隊

が、まず患者の居場所に急行し、その容体を見

きわめて、ヘリを要請するかどうかを判断する

ケースが大半でありますことから、その円滑で

効果的な運用を行う上で、救急隊の果たす役割

が非常に大きいものとなります。このため、現

在、役場職員などが救急搬送を行っている消防

非常備の町村においては、ドクターヘリ要請の

適切な判断をどのように行うのかが課題になっ

てまいりますので、今後の運航マニュアルの整

備の中で、宮崎大学はもとより、県と関係町村

が連携し、検討していく必要があると考えてお

ります。

○太田清海議員 今後の運航マニュアルの策定

過程で、いろんな研修があったりするだろうと

思いますが、今の説明では、非常備町村には消

防団の担当の職員がおって、ほかの業務もされ

ている。それも含めて、どうも消防機関として
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一応法上は認められるという解釈があるようで

ありますが、現場で事故があった場合、山間地

で事故があった場合、役場の消防団担当の消防

機関と言われる人間が、ほかの仕事もしながら

その連絡を受けて、まず現場に飛んでいく。飛

んでいく時間が必要ですよね。その現場で、こ

の人はドクターヘリを呼んだほうがいいと判断

して呼ぶまでに、時間がかかりますよね。です

から、私は、本来ならば専門の救急隊が常備さ

れていることが望ましいと思うんですよね。残

念なことに、県北で７町村の非常備の町村があ

るわけで、消防機関として要請はできますよと

はいえ、時間のロスはかなりあると思うんで

す。ですから、今後、運航マニュアルをつくっ

ていく過程で、常備化というものを、その辺の

テーマも挙げながら議論をして、ぜひ常備化を

図っていただきたいと思っております。よろし

くお願いいたします。

次に、医師修学資金貸与事業についてお尋ね

をいたします。

これは、既に昨年の11月議会で自民党の丸山

議員がお尋ねしたところでありますが、その

後、変更がなかったのかどうか、医師修学資金

の貸与を含めた来年度の状況をお伺いしたいと

思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成18年度に

創設した医師修学資金貸与制度については、今

年度までに35名の医学生に貸与しております

が、そのうちの１名が臨床研修を今年度で終え

る予定であります。この医師の貸与期間は２年

間であり、制度上、貸与期間の２倍の期間、具

体的には、来年度から４年の間に、貸与期間と

同じ２年間、県の指定する僻地医療機関等で勤

務することが、貸与資金の返済義務免除の条件

となっております。県としては、来年度からの

勤務開始を大変期待していたところであります

が、御本人に確認したところ、来年度は大学に

残り、さらに実力をつけたいという意向のよう

であります。

○太田清海議員 わかりました。これは新聞報

道を見たときに、ちょっとマイナスのイメージ

を受けたものですから。ただ、御本人にとって

は、技術を高めたい、また４年間の間にまだ時

間がありますし、今後、僻地医療機関等に勤務

していただくチャンスは十分あるわけですか

ら、御本人の向学意欲であるというふうに、い

い方向に解釈しながら、今後、こういった卒業

生の地域医療に携わる人をふやしていただきた

いと思います。それで、私がちょっとここで言

いたかったのは、県がそういった貸与をする場

合に、在学期間中に、そういう学生の方々とオ

リエンテーションといいますか、近況報告と

か、そういった接触を持っておかないと、どう

いうやり方で貸与しているかわかりませんが、

何か口座に振り込んでしまってそれで終わりと

いうことではなくて、何らかの接触と今後のお

互いの希望を聞いたりの作業も必要かと思うん

ですが、そのあたりのことはどうされているん

でしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 医師修学資金

制度を、本来の目的どおり、本県の僻地や特定

診療科の医師確保につなげるためには、貸与者

に、貸付金の返還ではなく、県の指定医療機関

での勤務を選択していただく必要があります。

このために、県では、従来から貸付決定時に説

明会を実施するとともに、毎年度の定期的な面

会を行い、貸与者に対する制度趣旨の理解の促

進に努めているところであります。また、貸与

者に僻地医療に対する理解を深めてもらうた

め、僻地病院等で体験研修等を行う事業への参
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加も促しております。医師確保は重要な課題で

ありますので、今後も制度の適切な運用に努め

てまいりたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。

続いて、重症心身障がい児の入所施設の整備

についてお伺いしたいと思います。

延岡では、延岡こども発達支援センターさく

ら園というのがあります。これも県の努力で整

備をしていただき、本当にありがたく思ってお

ります。そういう中で、本県の重症心身障がい

児施設の定員、九州各県の人口比で比較してど

ういう状況かということをお尋ねしたいと思い

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県の重症心

身障がい児施設の定員は、２つの施設合わせ240

人、人口1,000人当たりは0.21人となっておりま

す。これを九州各県と比較しますと、佐賀県

が0.55人、長崎県、熊本県及び鹿児島県の３県

が0.3人台と本県より高く、大分県、沖縄県の２

県が本県と同じ0.2人台、福岡県が本県より低

い0.15人となっております。なお、全国の平均

は0.15人であり、本県を含め九州のすべての県

が全国を上回る状況にあります。

○太田清海議員 参考に聞かせていただきまし

たが、高いところもあるわけですね。それで、

県北の出身者は、どこの重症心身障がい児施設

に何人入所しているのか、そういった状況をお

伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 現在、県北出

身の重症心身障がい児施設の入所者数は52名で

あり、そのうち県内には、45名が川南町にある

施設に、１名が日南市にある施設に入所されて

おります。残り６名は県外の施設であり、熊本

県の施設に４名、大分県の施設に１名、鹿児島

県の施設に１名となっております。

○太田清海議員 そういう状況であります。県

内といっても、県北からすれば遠いところでも

ありますし、これは要望にとめておきますが、

県北あたりに今後─さくら園等の整備もあり

ますけれども─こういった重症心身障がい児

施設の整備をぜひ検討していただきたいという

ふうに思っております。

続きまして、介護職員の報酬についてお聞き

をいたします。

これは、民主党の権藤議員も代表質問の中で

質問をされました。介護職員の報酬について、

平成21年の４月から介護報酬が３％増額されま

した。その後に、介護職員処遇改善交付金が創

設されたということになっています。介護職員

処遇改善交付金については、権藤議員の答えで

もわかりましたが、介護報酬の３％増の問題も

ありますので、それぞれの目的と介護従事者の

処遇改善における効果等についてお聞きしたい

と思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 昨年４月の介

護報酬改定は、介護従事者の人材確保や処遇改

善、認知症など利用者の状態に応じたケアの充

実等を目的として実施されております。した

がって、改定分のすべてが介護従事者の処遇改

善に充てられるとは限らず、その使途は各事業

者の判断とされております。この介護報酬改定

による処遇改善の具体的な効果として、厚生労

働省がことし１月に発表したところによります

と、介護従事者の平均給与月額は約9,000円の増

額となっております。一方、今回の介護職員処

遇改善交付金は、介護職員の処遇改善を図るこ

とを目的としており、その使途は介護職員の賃

金改善に限られております。当該交付金の効果

については、国の予算積算上の指標として、介

護職員１人当たり月額１万5,000円の処遇改善が
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想定されております。

○太田清海議員 なぜ賃金にうまく反映されな

かったのかについては、事業所のほかの従事者

との関係のバランスが悪いというのが回答とし

て言われましたので、そういうふうに解釈をい

たします。先ほど私が言ったデフレスパイラル

の問題等が絡んでくるんですけれども、延岡に

は九州保健福祉大学というのがあります。一生

懸命に教授陣が世の中にこういった人たちを送

り出している。「頑張ってこい」と言って送り

出すんだけれども、介護職員の賃金が低いため

に定着率も悪い、なかなか職につけない、そう

いった状況であります。そういった送り出す学

校側としては、本当に若者が希望の持てる、そ

ういう賃金であってほしいというのがあるんで

すよね。これは事業所等でのいろんな問題もあ

るかもしれませんが、県としても、国が保証す

るわけですから、ぜひそれを活用してほしいと

いうメッセージを送っていただきたいと思って

おります。ぜひよろしくお願いいたします。

次に、広葉樹造林等推進事業についてであり

ます。

これはきのう、自民党の横田議員が全く私と

同じ質問を緑のダムでされましたので、質問す

る必要はないかもしれませんが、聞く相手が

違ったものですから、一応念のため、ちょっと

趣旨が違うかもしれませんので、環境森林部長

にお尋ねしたいと思います。この事業、どのよ

うな樹木を植樹されるのかお伺いしたいと思い

ます。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 広葉樹造林等

促進事業につきましては、平成18年度から、森

林環境税を活用して、水源の涵養とか山地災害

防止等の公益的機能の発揮が求められる森林に

おいて、広葉樹を植栽するものでございます。

その種類、樹種ということでございますが、ク

ヌギとかケヤキ、山桜など15種類を対象樹種と

しておりまして、平成20年度までの３カ年で

約140ヘクタールを植栽したところでございま

す。

○太田清海議員 きのうの企業局の答弁では、

何か実のなる木を少し入れられたようでありま

す。今の中には余り入っていないような気がす

るんですね。それで、私も、有害鳥獣を山に戻

すためには実のなる木を植えたらどうかという

ことを提案したかったわけです。環境森林部

長、実のなる木を植えたらどうですかというこ

とについてはどうでしょうか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） おっしゃいま

すように、最近、山のほうで鳥獣の被害もある

わけでございますけれども、本県としてそうい

うことも考えますと、「多様な生物を育む森林

づくり」というものを推進しておりまして、そ

の中で広葉樹等も植えているわけでございま

す。先ほど申しました15種類の中にも、先ほど

言いましたクヌギとかクリあるいはイチイガ

シ、センダンなど、鳥や動物が好んで食べる実

のなる木の植栽も進めております。そういうも

のを進めることによりまして、人工林の自然林

化あるいは天然林等の整備・保全を図りなが

ら、野生鳥獣の生育あるいは生息の場の確保に

努めていきたいと思っております。

○太田清海議員 わかりました。南那珂の森林

組合にも、かつて視察に行ったときに提案書を

いただきましたが、その中にも山づくりについ

て、山の上は広葉樹、下、ふもとが、切り出し

やすいところが針葉樹というような提案もある

ようでありまして、本当に「百年の大計」で山

をつくっていかないかんという意味では、森林

のプロみずからの、こういう山づくりについて
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の提案もあるようです。ぜひ県としても、百年

を見ながらつくっていただきたいと思っており

ます。

次に、教育長にお伺いいたします。延岡総合

特別支援学校設置事業についてであります。

この中で、基本構想策定委員会が、策定は終

わりまして、設置準備委員会というものが設置

されておると聞いております。この設置準備委

員会の性格、基本構想策定委員会との違い等を

含めてお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） この事業につきまし

ては、延岡市にある延岡ととろ聴覚支援学校、

延岡わかあゆ支援学校、延岡たいよう支援学校

の３つの学校を統合して、延岡西高校跡地に複

数の障がいに対応できる総合特別支援学校を設

置するものであります。基本構想策定委員会

は、昨年度、設置理念や基本方針等を検討する

ために、地域の学識経験者、医療・福祉・労働

関係者、障がい者団体代表、特別支援学校の校

長や保護者代表、行政関係者等23名で構成した

ものでありまして、この委員会の提言を踏ま

え、県として平成21年３月に基本構想を策定

し、公表したところであります。お尋ねの設置

準備委員会は、この基本構想をもとに、学校の

教育目標や教育課程、施設設備の設置要件等を

具体化するために、関係する特別支援学校３校

の職員を委員として今年度設置しておりまし

て、現在、医療・福祉・労働等の関係者からの

御意見も伺いながら検討しているところであり

ます。

○太田清海議員 わかりました。３校の人たち

が委員として、いろんなところにヒアリングに

行くということだろうと思います。この中には

障がい者関係団体は入っていなくて、ヒアリン

グでということであると思います。後で関連す

るんですが、この西高跡地の既存の施設すべて

を活用するのかどうか、足りないのか、余るク

ラスもあるのかとか、学校の、その辺どうで

しょうか。

○教育長（渡辺義人君） 既存の施設につきま

しては、耐震補強やバリアフリー等の改修工事

を行った上で、そのほとんどを利用したいと考

えておりますけれども、老朽化が進んだものや

段差の解消が構造上困難なものなど、特別支援

学校の施設としての利用が見込めないものにつ

きましては、解体をすることにいたしておりま

す。なお、既存の施設の利用のみでは必要な教

室等が不足するため、これらにつきましては、

増築等により整備してまいりたいと考えており

ます。以上です。

○太田清海議員 わかりました。実は、西高跡

地には野球場というのがありまして、そこは

今、延高の野球部が使っておると思います。今

後使えるのかなという不安もありますが、そう

いった野球場が今後使えるのかどうか。そして

また、その野球場との関係で、安全対策は今後

どうされるか、お伺いをしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 現在、延岡高校が使

用しております野球場につきましては、特別支

援学校の開校後も、引き続き延岡高校が使用す

ることにいたしておりますことから、児童生徒

等の安全を確保するためにも─野球場からの

打球が飛んでくるおそれがありますので─特

別支援学校側の安全対策が必要であるというふ

うに認識しているところであります。このた

め、打球が特別支援学校側に入ることのないよ

うに、野球場と運動場との間に防球ネットを設

置することを検討しているところであります。

○太田清海議員 わかりました。それで、この

設置準備委員会というのがいろんな関係団体の
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ヒアリングをしていくということでありました

ので、こういった野球関係者ともヒアリングを

ぜひしていただいて、万全なものにしていただ

きたいと思います。

質問の中で、中学校１年生の少人数学級推進

事業についてお聞きするところでしたが、時間

もありませんので、ここで─説明では非常勤

講師とかそういった名前が出ておりますが─

正規職員をぜひ採用していくようにしていただ

きたいという思いを込めて、すべての質問を終

わりたいと思います。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。

午後11時52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、黒木覚市議員。

○黒木覚市議員〔登壇〕(拍手） 皆さんお疲れ

さまでございます。県北が３人続きまして、私

の後にまだ西村議員がいますけれども、きょう

は３月３日ひな祭り、先ほどテレビを見まして

も、ひな祭りの放送ばかりでしたね。私も人並

みに孫が欲しいなと思っておったら、昨年は孫

が一遍に３人できまして、男の子が２人、女の

子が１人。以前、井上議員が「覚ちゃん、孫は

かわいいわ」と私に言うんですね。「目に入れ

ても痛くないわ」と。ほお、そんげなものじゃ

ろかいなと私は思っておったんですが、このご

ろはようやくその実感がわいてきました。きょ

うは少し早く帰って孫娘とお祝いをしてやらな

いかんかなというふうに思っております。孫の

話はこれぐらいにしまして―まだ知事には孫

はいないですね―子育ての話は、最後になり

ます西村議員にお任せをして、私は質問に入ら

せていただきたいと思います。

知事は、就任当時、県債の残高をどうにかせ

んといかんと言っておられました。就任後に策

定された行財政改革大綱2007では、短期的には

多額の収支不足を圧縮する対策とともに、中長

期的には、県債残高を減少に転じさせるととも

に、持続的に健全性が確保される財政構造への

転換に向けた対策を内容とする財政改革プログ

ラムを柱の一つとして、各種の取り組みを実施

しておられます。最近、知事の口から、県債残

高の減少に向けた意気込みは余り聞かれないよ

うな気がするんですが、そこで、県債残高の削

減を初め財政改革の取り組みについて、知事に

所見を伺いたいと思います。

もう一点、教育行政について教育長にお尋ね

をいたしておきます。

かつて、地域においては、青年団や婦人会な

どの団体が地域の中心となった祭りやイベント

などの行事が盛んに行われておりました。当時

は、ほとんどの者が社会教育関係団体に入っ

て、地域の中心となって地域おこしをしており

ました。私自身、青年団の一人として、先輩・

後輩のつながりの中で活動し、育てられたとい

う思いがあります。今は、少子化や都市部への

流出などにより、地域に若者がいなくなると

いった現実はありますが、地域にある青年団や

婦人会などに入会しない者がふえていると聞い

ております。私は、地域の中でこのような団体

が精いっぱい活動することによって、地域が元

気になると考えておりますが、今ではそれがな

くなってきているように思い、残念に思ってお

ります。また、最近の若い人たちは、気の合う
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仲間同士で、自分たちのことだけ考えて活動す

る傾向が強いと感じておりますが、地方分権の

流れの中で、住民が中心となった地域づくりを

進めるためには、地域にある青年団や婦人会な

どの団体による地域おこしが活発に行われるこ

とが大切であり、そのことが地域の発展、ひい

ては県勢の発展にもつながると考えておりま

す。そこで、会員の減少等により、青年団体や

婦人団体では活動の衰退が懸念されております

が、最近の社会教育関係団体の活動の現状につ

いて、教育長にお聞きをいたしておきます。

以上、壇上からの質問を終わります。(拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

私は、知事就任後すぐ、「宮崎県行財政改革

大綱2007」を策定いたしまして、その柱の一つ

に位置づけた財政改革プログラムに基づき、本

県財政を将来にわたって健全性が確保される構

造へ転換させるよう、これまで、義務的経費の

削減や事務事業の徹底した見直し、財源確保対

策等を着実に実行しているところであります。

御指摘のありました県債残高につきましては、

平成22年度末で9,410億円を見込んでおります

が、このうち、地方交付税の代替財源である臨

時財政対策債が2,714億円と、全体の３割を占め

ているところであります。県債残高を削減する

ことは、将来世代への負担を軽減し、財政の健

全性を確保する観点から、大変重要なことと認

識しておりますので、財政改革プログラムに基

づき、引き続き、投資的経費の縮減・重点化や

県債の新規発行の抑制を図り、県債残高の圧縮

に努めてまいります。また、臨財債につきまし

ては、その元利償還金相当額を後年度、地方交

付税の基準財政需要額に算入することが地方財

政法に規定されておりますので、国に対しまし

て、その確実な措置を求めてまいりたいと考え

ておるところであります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔降壇〕 お答えいた

します。

社会教育関係団体の活動の現状についてであ

ります。近年、少子化の進展や個人志向の高ま

りによる連帯意識の希薄化などの社会状況の変

化によりまして、社会教育関係団体の多くは会

員が年々減少する傾向にあります。これらの団

体にありましては、会員の固定化や次代を担う

リーダーの不足、会員の負担感の増大などが予

想されますことから、これまでのような活発な

活動ができなくなるのではないかと心配される

ところであります。このような状況の中におい

ても、それぞれの団体の創意工夫のもと、例え

ば、青年団体においては、担い手の少なくなっ

た郷土芸能の継承活動、あるいは駅伝等のイベ

ントの実施、また婦人団体においては、保護者

が参観日に参加しやすいように子供を預かる託

児ボランティアの実施や、子供の登下校時の交

通安全指導など、地域づくり、人づくりのため

に活動していただいているところであります。

以上であります。〔降壇〕

○黒木覚市議員 知事に行財政改革の取り組み

についてお尋ねをいたします。県議会の中にお

きましても、県民に信頼される議会というもの

を目指して、さまざまな議会改革に取り組んで

いるところでございます。これまでに、議員が

本会議、委員会等に出席した場合に支給される

費用弁償、これも一律5,000円減額する、また議

会報の充実などにも取り組んできております。

また、改革に向けた大きな取り組みの一つとい

たしましては、議員の定数削減、これが一番大

きな改革になったと思いますが、現行の45名か
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ら、次の県議会議員選挙では39名、６名削減す

るということになりました。県におきまして

も、厳しい財政状況の中で、人件費の縮減のた

めに職員数の削減に取り組んでいるところであ

り、知事が就任後に策定された行財政改革大

綱2007において、平成23年当初までに、平成17

年当初比で県の職員を1,000名削減するという目

標を掲げて取り組んでおられるところでござい

ます。そこで、知事にお伺いをいたしますが、

本県における職員数削減の進捗状況と今後の取

り組みについて、お聞きをしておきたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 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

職員数の削減などの改革が必要不可欠でありま

す。このため、議員御指摘の行財政改革大

綱2007におきまして、総職員数を平成23年４月

までに、17年４月対比で1,000人純減するという

目標を掲げ、昨年４月時点までで881人の純減と

なっておるところであります。全体といたしま

しては、これまでおおむね順調に推移してきて

いると考えておりますが、一方で、22年度重点

施策に掲げている雇用の確保や中山間地域の活

性化、子育て支援などの行政課題にも適切に対

応していく必要があると考えております。今後

とも、こうした行政課題と職員削減のバランス

をとりながら、県民に必要なサービスの提供に

努めてまいりたいと考えております。

○黒木覚市議員 私たちの時代には退職金がも

らえるだろうかと心配する職員も、若い職員の

中にはいると私は聞いております。この３月に

は、知事部局で129名、企業局で２名、病院局で

５名、教育委員会で177名、警察本部で78名、合

計391名の職員が定年退職をされる見込みであり

ます。これに希望退職をプラスしますと400名以

上になるのかなという気がいたします。仮に１

人2,500万円平均で計算いたしましても、定年退

職だけで98億円の退職手当が必要ということに

なるわけであります。民間であれば、このよう

な支出に備えまして積み立てをしているわけで

す。しかし、行政の場合は単年度収支というこ

とになりますので、その財源の一部を退職手当

債で賄わなければならない、そういうふうに

なっているようであります。そこで、総務部長

にお尋ねいたします。退職手当債は、昨年度と

比較して今年度はどうなのか、お尋ねをしてお

きます。

○総務部長（山下健次君） 退職手当債は、平

成18年度以降でございますけれども、10年間の

特例措置として基本的に認められておるもの

で、一定の発行条件のもとにできるということ

でございますが、本県の場合、20年度は30億円

を発行しております。21年度も同じく30億円の

発行を予定しているところでございます。

○黒木覚市議員 今後、職員給与の減額を行う

ことになった場合、退職手当の減額も考えられ

ますが、他県ではどのような手当等を減額して

いるのか、総務部長にもう一度お伺いいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） 全国における一般

職の給与の減額状況についてでございますが、

平成22年の１月１日現在で、給料を減額してい

るのが31道府県、期末・勤勉手当を減額してい

るのが15道府県、管理職手当を減額しているの

が、本県を含めまして30道府県、退職手当を減

額しているのが２府県でございます。以上であ

ります。

○黒木覚市議員 職員を削減し続けるというの

は限界があるわけです。知事は、現在のとこ
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ろ、給与の20％カット、そして退職金を50％

カットと、そういうふうにしておられます。県

民の中には、私たち議員も退職金をもらってい

るのではないかと思っている人もいるんですけ

れども、私たち議員は、何年しても何十年して

も退職金は一円たりともございません。知事御

承知のとおりでございます。私はそれでもよい

とは思っています。そこで、財政がますます厳

しくなる中で、知事は、この職員給与あるいは

退職手当の減額についてどのように考えている

のか、伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 公務員の給与につき

ましては、地方公務員法により、国や他の地方

公共団体、民間企業の従事者の給与などの事情

を考慮して定めることとされており、職員給与

の決定に当たっては、まずは人事委員会勧告制

度の趣旨を尊重することが大切かと考えており

ます。一方、昨今の厳しい地方財政を受けて、

先ほど総務部長が申し上げたとおり、各県とも

総人件費の抑制に取り組んでいるところであり

ますが、本県におきましても、行財政改革大

綱2007に基づきまして、平成23年度までの６年

間に1,000人の職員数削減に取り組むとともに、

特別職報酬の減額を初め、一般職につきまして

も、管理職手当の10％削減を平成16年１月から

実施し、総人件費の抑制に努めているところで

あります。今後の職員給与の減額については、

このような視点を踏まえながら、慎重に検討し

ていく必要があると考えております。

○黒木覚市議員 続きまして、東九州自動車道

の県北区間及び九州横断自動車道延岡線につい

て、国土交通省から平成22年度予算の仮配分が

示されたところでありますが、九州横断自動車

道延岡線など、今後の見通しが不透明な状況に

あることから、今後、整備促進に向けてどのよ

うに取り組んでいくのか。知事にこの点をお伺

いしておきます。

○知事（東国原英夫君） 東九州自動車道を初

めとする県内高速道路の整備促進につきまして

は、県政の最重要課題として幾度となく要望を

行うなど、積極的に取り組んできたところであ

ります。このたび、国土交通省から示された平

成22年度予算のいわゆる仮配分では、東九州自

動車道の県北地域については、県が要望してい

る平成26年度供用に向け、ほぼ順調な予算額が

示されたところでありますが、九州横断自動車

道延岡線につきましては、前年度を大きく下回

るなど、非常に厳しい状況にあると認識してお

ります。本県は、全国的にも社会資本整備のお

くれが顕著であり、地域間競争のスタート台に

すら立てていない状況であり、高速道路の整備

は急務と考えております。県といたしまして

は、政府を初め関係機関に対して、地方におけ

る高速道路の必要性とその整備に必要となる予

算の確保、特に整備のおくれた地方への重点配

分について、県議会を初め、地元や経済界等と

も連携しながら、県民一丸となって引き続き強

く訴えかけてまいりたいと考えております。

○黒木覚市議員 九州横断自動車道延岡線は、

国土交通省により、国道218号北方延岡道路及び

高千穂日之影道路で整備が進められているとこ

ろでありますが、これ以外のまだ基本計画のま

ま整備のめどが立っていない区間に対しまし

て、今後どのように取り組んでいくのか、もう

一度知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 県内の九州横断自動

車道延岡線につきましては、現在、国道218号北

方延岡道路及び高千穂日之影道路について、国

土交通省により事業が進められているところで

ありますが、供用区間及び事業中区間合わせて
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も、県内計画区間のわずか37％にとどまってい

る状況にあります。いまだ基本計画のままで整

備着手のめどが立っていない区間につきまして

は、国において、高速道路の整備の過程に関

し、現行の国幹会議を廃止し、新たな仕組みを

構築すること、また、平成22年度において原則

新規事業を行わないとされた方針が今後どのよ

うになっていくかなど、大変不透明な状況にあ

ります。高速道路は、全線がつながってこそ、

初めてその効果を最大限に発揮するものと考え

ますことから、県としましては、これらの国の

動向を注視するとともに、整備の道筋すら見え

ていない区間について早期に整備・着手してい

ただけるよう、県議会を初め、地元や経済界等

とも連携しながら、県民一丸となって、引き続

き、政府を初め関係機関に対して、強く訴えか

けてまいりたいと考えております。

○黒木覚市議員 東九州自動車道北浦―北川

間、先般、私ども県境議連で、大分のほうで総

会がございました。その際に、県北の議員全員

で、延岡事務所のほうから案内を受けてトンネ

ル等の視察をしました。１日に３メーターから

４メーター大きなトンネルが進んでおるという

説明等も聞きました。しかし、この北浦―北川

間は、工事はだんだん進んでいるけれども、開

通年度が示されていない部分なんです。国に開

通年度を示すよう、より一層働きかける必要が

あるのではないかと思いますが、この点、知事

に伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 現在、東九州自動車

道につきましては、蒲江―北浦間及び国道10号

延岡道路について、国土交通省から平成24年

度、また、門川―西都間については、西日本高

速道路株式会社から、平成22年度から25年度ま

での順次開通の予定が示されておるところであ

ります。これまで県では、県内の東九州自動車

道すべての事業区間について、遅くとも平成26

年度までに開通していただけるよう関係機関に

要望してきたところでありますが、北浦―北川

間など、いまだ開通年度が示されていない区間

が残されております。県としましては、開通目

標の時期が示されることは、早期開通に向け、

重要なポイントであると考えておりますことか

ら、これらの区間について、少しでも早い開通

に必要な予算を確保していただくとともに、早

期に開通目標年度を示していただくよう、引き

続き国に対して強く訴えかけてまいりたいと思

います。

○黒木覚市議員 直轄事業の負担金制度の廃止

問題が議論されているわけであります。高速道

路の整備がおくれた本県にとりまして、国が整

備を進める東九州自動車道等の区間を早期開通

させるためには、県も財政が厳しい状況であり

ますが、しばらくは現行制度のもと、直轄事業

についての応分の負担をしていかなければなら

ない現状であります。このことについて、知事

の所見を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 東九州自動車道を初

めとする高速道路の整備がおくれた本県といた

しましては、その整備促進のため、厳しい財政

状況の中ではありますが、現行制度のもとでの

直轄事業負担金を負担することは、法の規定に

基づくものであり、やむを得ないと考えて、こ

れまで応分の負担をしてきております。この直

轄事業負担金につきましては、現在、全国知事

会と関係省庁の間で、そのあり方について協議

が進められており、さきに公表された平成22年

度の政府予算案においては、制度の廃止に向け

た第一歩として、維持管理費に要する経費や、

退職手当、営繕宿舎費などを含む業務取扱費を
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負担の対象から除外するとされており、大きな

前進と評価しているところであります。このた

め、本県の平成22年度当初予算編成におきまし

ては、これに沿って所要額を計上したところで

あります。なお、制度の廃止に向けた検討が進

められているところでありますが、いずれにい

たしましても、本県のように高速道路の整備が

おくれている地方の実情にも配慮し、国が責任

を持って早急に整備を進めていただくことを求

めていきたいと考えております。

○黒木覚市議員 続きまして、高速道路に係る

直轄事業の負担率は、以前は事業費の10％で

あったというふうに私は記憶しておりました

が、近年、負担率が上がったと聞いておりま

す。その状況と理由を県土整備部長にお伺いい

たします。

○県土整備部長（山田康夫君） 国が直轄で整

備を行う高速道路の事業費は、高速自動車国道

法の規定によりまして、国が事業費の４分の３

を負担することが基本となっております。本県

の場合、これに加えまして、「後進地域の開発

に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に

関する法律」の規定が適用されますので、国の

負担率が引き上げられることになります。引き

上げ率は総務大臣が毎年算定することとなって

おります。これに基づき、本県の負担率も自動

的に決まることとなりますが、近年の県の負担

率を申し上げますと、平成15年度から平成18年

度は10％でありましたが、19年度が10.75％、20

年度が11.5％、21年度が12.25％と、御指摘のと

おり負担率が上がっております。その理由であ

りますが、総務大臣が算定する引き上げ率は、

財政力指数をもとに、本県と財政力指数が最小

の団体との比較計算により決定されるというこ

とから、変動するものでございます。

○黒木覚市議員 今のお話を聞いております

と、宮崎県は財政力がよくなったのかなという

気がしますけれども、感じだけでしょうかね、

そのあたりは。

次に移ります。国道218号北方延岡道路には規

制速度50キロの箇所があるわけです。ここの改

良の見込みはどうなっているのか、県土整備部

長にもう一度お聞きします。

○県土整備部長（山田康夫君） 国道218号北方

延岡道路の北方―舞野間におきましては、用地

の取得が完了していないことが原因で道路の線

形の悪い箇所があり、一部の区間で規制速度が

時速50キロメートルとなっております。現在、

この用地に関し、県では、事業者である国土交

通省からの請求を受けまして、土地収用に向け

た法的手続を慎重に進めているところでありま

す。国土交通省によりますと、用地取得後、速

やかに工事を実施すると聞いておりまして、工

事完了後、規制速度の変更がなされる見込みと

なっております。

○黒木覚市議員 東九州自動車道門川―日向間

が、今年の末には開通するというふうに伺って

おります。東九州自動車道とつながる国道218号

北方延岡道路などの速度規制箇所も、さっき部

長がお答えいただいたように改良されるという

ことになりますと、今後どのようになるのか、

警察本部長にお伺いをいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 国道218号北方延

岡道路につきましては、現在、先ほどありまし

たように、道路の線形が悪いため、一部50キロ

規制となっている区間を除いて、60キロ規制と

なっております。また、東九州自動車道につき

ましては、門川インターチェンジから日向イン

ターチェンジまでの間が、本年末までに開通す

る見込みと伺っております。これに伴いまし
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て、日向インターチェンジから北方インター

チェンジまでが一本化され、先ほどございまし

たように道路環境も整備されれば、門川―日向

間の開通にあわせて、北方延岡道路を含めて、

日向インターチェンジから北方インターチェン

ジ間の速度規制については、70キロとすること

を考えております。

○黒木覚市議員 ありがとうございます。北方

から日向まで70キロ規制ということになります

と、かなり時間の短縮ができるなと、地域の皆

さんは非常に喜ばれるというふうに思っており

ます。

次に、県有財産の管理についてお尋ねをいた

します。

知事部局628戸、教育委員会555戸、警察関

係885戸の職員住宅があるわけであります。中に

は、老朽化が進み、古い年代の職員宿舎もある

ようであります。今後どのように管理していく

のか、それぞれ総務部長、教育長、警察本部長

にお伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 知事部局の所管し

ております職員宿舎につきましては、628戸のう

ち、一番古い建物は昭和43年に建設されており

ます。こういったものを含めて、昭和40年代に

建設されたものが174戸と、全体の28％となって

おります。こういった老朽化した職員宿舎につ

きましては、管理計画に基づきまして、今後も

職員宿舎として利活用が見込まれる場合には、

改装工事や修繕により対応いたしますととも

に、利活用の見込みのない職員宿舎については

廃止し、処分をしてきたところでございます。

今後とも、入居状況あるいは地域的な事情、維

持コスト等を総合的に勘案しながら、適正な職

員宿舎の管理に努めてまいりたいと考えており

ます。

○教育長（渡辺義人君） 教育委員会所管の教

職員住宅につきましては、現在、老朽化した住

宅であっても、入居率が高く、将来とも活用が

見込めるものにつきましては、その補修等に努

め、住環境の維持を図っているところでありま

す。一方、長年にわたり入居率が低く、入居者

の増加が見込めない住宅につきましては、計画

的に処分しているところであります。今後と

も、こうした方針を基本として、教職員住宅の

適正な管理に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察は、事件・

事故、災害等、あらゆる警察事象に即応して、

迅速かつ的確な初動警察の体制を確立しなけれ

ばならないわけでありまして、警察職員は管内

居住を原則としております。したがいまして、

こういった警察職員を入居させるための職員宿

舎というのは極めて重要な施設でありまして、

計画的な維持管理を行っているところでありま

す。こういった中で、老朽化が進んだ職員宿舎

につきましても、今後も利活用が見込まれるも

のにつきましては、各地区の民間の住宅事情や

職員の住宅事情等を考慮しながら、各宿舎ごと

に存続の必要性や改築等の検討を重ねつつ、適

正な職員宿舎の管理に努めてまいる所存であり

ます。

○黒木覚市議員 ありがとうございました。知

事部局の管理戸数628戸のうち、入居戸数が449

戸、入居率は71.5％、179戸の空き家があるわけ

です。特に、日南、小林、日向、都城地区は、

入居率が50％前後となっているようでありま

す。教職員住宅555戸のうち、入居戸数が431

戸、入居率が77.7％で、124戸の空き家があるわ

けであります。教職員住宅の世帯用で見ます

と、宮崎地区が67.7％、日向・延岡が66.7％、
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西諸地区が53.8％と、低いところもあるようで

あります。警察関係では、宮崎周辺、本部ある

いは宮崎南署が入居率が70％ぐらいのほかは、

各署とも100％に近いぐらい高い入居率となって

いるようであります。警察のほうはそれでも102

戸の空き家があるようであります。空き家全体

で405戸になっております。入居率の少ない職員

宿舎を有効活用するためには、他の部局との連

携が必要ではないかというふうに感じますが、

それぞれ部局長にお伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 知事部局におきま

しては、入居率の低い世帯用職員宿舎の有効活

用を図る観点から、昨年の３月に入居資格の要

件を緩和いたしまして、教育委員会及び警察本

部等の職員についても入居を認めているところ

でございます。現に、ことしの２月現在で警察

官６世帯が、知事部局が所管する職員宿舎に入

居している状況でございます。今後とも、教育

委員会や警察本部等と連携を図りながら、職員

宿舎の有効活用に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○教育長（渡辺義人君） 教職員住宅につきま

しても、県有財産の有効活用の観点から、他部

局の職員等の受け入れについて積極的に検討し

てまいりたいと考えております。以上です。

○警察本部長（鶴見雅男君） 現在、先ほど総

務部長からございましたように、６戸の知事部

局の世帯用の職員宿舎を利用させていただいて

いる状況であります。今後とも、他部局との連

携を図りながら、職員宿舎の有効活用に努めて

まいりたいと考えております。

○黒木覚市議員 知事にお伺いいたします。３

部局から、職員住宅の管理、今後の有効活用に

ついて、ただいまお聞きをいたしました。３部

局で400戸も空き家があるわけであります。県住

宅あるいは市町村住宅の空き家の抽せん、非常

に殺到して、かなり倍率が高いわけです。そう

いうことも考えますと、こういった職員住宅を

もっと活用ができないのか。あるいは住宅を

持っていらっしゃる職員の方が多い。特に延岡

や日向は通勤圏になってしまっている。電車も

延岡まで１時間で走れる。そうなりますと通勤

圏。そういうことで、かなり県住が空いてくる

んじゃないかというふうに思うんです。ですか

ら、ここあたりの住宅の整理といいますか、そ

ういうものについての知事の考え方をお聞かせ

願いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 職員宿舎につきまし

ては、異動の円滑化や災害時等の危機管理の対

応から整備を行ってまいりましたが、道路事情

の変化や地域事情等により、職員宿舎の必要性

も変わりつつあるものと考えております。この

ようなことから、県といたしましては、利活用

の見込みのない職員宿舎については、これまで

も廃止してきたところであり、既存の職員宿舎

についても、有効活用の観点から、県全体での

利活用を推進するなど、職員宿舎の適正な管理

に努めることとしております。

○黒木覚市議員 ありがとうございました。先

ほどの400戸というのは、私は大きい数字だと思

うんです。それをうまく活用ができるように、

よろしくお願いいたします。

次に、細島港の整備についてお尋ねをいたし

ます。

細島港北・南防波堤の整備の進捗により、港

内のうねりが少なくなってきたが、安全な荷役

をするためには、沖防波堤を延ばす必要がある

と思うわけであります。今後、事業費の削減が

心配されますが、知事はどのように取り組んで

いくのか、お伺いをいたします。
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○知事（東国原英夫君） 細島港につきまして

は、外国貿易を含む東九州の物流拠点港として

位置づけており、これまでも予算確保に配慮し

てきたところであります。お尋ねの沖防波堤に

つきましては、平成21年度末で約５割の進捗と

なっており、一定の効果があらわれているもの

の、現在でも、ロープが切れるなどの荷役障害

が年間約30件発生しておりますので、引き続き

整備が必要と考えております。私といたしまし

ては、国や県の公共事業予算が厳しい状況でご

ざいますので、選択と集中の理念を踏まえなが

ら、細島港の整備の必要性を国に強く訴えるこ

とで、必要な予算の確保に努めてまいりたいと

考えておるところであります。

○黒木覚市議員 次に、白浜17号岸壁について

であります。細島港大型岸壁の整備予定箇所の

背後には、既に護岸があるわけであります。こ

の護岸を改良工事として取り扱うと、整備に取

り組みやすいんじゃないかという地元の声があ

るわけです。今の護岸を改良するほうがいいん

じゃないかと。今の民主党政権は新規事業を認

めないという方向もありますので、護岸の改良

としてはできないのかという地元の声があるわ

けであります。県土整備部長、どのように考え

ておるか、お伺いをいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） お話のありま

した既設の護岸は、埋め立てのために必要な施

設でありまして、船舶を係留するための機能と

構造を有しておりません。一般的には、護岸の

ままで、かさ上げなど機能の向上を図る場合を

改良工事と表現しております。一方、今回整備

を予定しております大型岸壁は、船舶の係留と

貨物を取り扱うための埠頭用地が必要なことか

ら、港湾計画によりまして、既設の護岸から海

側に50メートル出して新たに整備するというも

のでございます。このような場合、国において

は新規事業として取り扱われることになってお

ります。

○黒木覚市議員 今、部長のほうからお話を聞

いてみますと、やはり新規でないとこれは取り

組めないということがよくわかりました。大型

岸壁の整備は新規着手ということになります

と、これは粘り強く国のほうに要望していく方

法しかないのかなと、そういう感じを受けてお

りますが、知事、どういうふうにここを取り組

みますか、もう一度、ありましたら。

○知事（東国原英夫君） 私といたしまして

は、これまでも、大型岸壁整備の新規着手に向

けて、国土交通省の大臣を初めとする政務三役

や民主党本部に対して、再三にわたり要望して

きたところでありますが、平成22年度は、直轄

事業の新規採択は行わないとする国の方針のも

と、新規着手が認められず、大変残念に思って

いるところであります。このため、平成22年度

は、大型岸壁背後の埠頭用地の利用促進と、直

轄事業の新規着手に向けての国へのメッセージ

につながるよう、県独自の調査事業を予定して

おります。今後とも引き続き、地元や産業界な

どと連携しながら、粘り強く国に訴えかけてま

いりたいと考えておるところであります。

○黒木覚市議員 今後、企業進出などにより、

細島港では貨物量がふえて重要性が増すであろ

うというふうに思うわけであります。細島港を

知事はどのように考えていらっしゃるのか、も

う一度お答えを願いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 細島港は、東九州の

物流拠点港として重要な役割を担っているとこ

ろであります。このような中、昭和シェルソー

ラーなど複数の企業が、細島港の利用を前提と

して進出を決定しておるところでありまして、
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取扱貨物量の大幅な増加が期待されておりま

す。このため、今議会で提案しております平

成22年度の当初予算案の中で、県単独事業によ

るコンテナターミナルの整備拡充を図ることと

しており、また、大型岸壁の新規着手について

も国に強く要望しているところであります。今

後は、高速道路網の整備によりまして、さらに

重要性が増大するものと思っておりますので、

ポートセールスによる港の利用促進や必要な施

設の整備に、引き続き積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

○黒木覚市議員 どうぞよろしくお願いをいた

します。

次に、麻薬・覚せい剤等についてお尋ねをい

たします。

薬物事犯についてでありますが、昨年も有名

芸能人の検挙などで全国的に話題になりまし

た。本県におきましても、昨年、新聞等に覚せ

い剤や大麻事犯の報道が取り上げられるなど、

薬物事犯の蔓延が大変危惧されているところで

あります。そこで、本県における薬物事犯の取

り締まり等の現状について、また広報啓発など

の諸対策について、警察本部長にお伺いをいた

します。

○警察本部長（鶴見雅男君） 本県における検

挙状況であります。昨年、平成21年中でござい

ますけれども、覚せい剤事犯が71件、52人、大

麻事犯で51件、37人、その他合成麻薬でありま

すＭＤＭＡの所持事犯１件を検挙しておりま

す。これを前年比で申しますと、覚せい剤事犯

が７件、４人の増加、大麻事犯が18件、７人の

増加となっており、特に大麻事犯につきまして

は、平成19年以降３年連続して過去最高の検挙

といった状況でございます。

対策といたしましては、供給源の遮断と需要

の根絶を基本といたしまして、税関、海上保安

庁等の関係機関と連携の上、密売人や末端乱用

者の徹底検挙を図ってまいります。また、取り

締まりの強化とともに、広報啓発活動の推進が

重要でありますことから、県の医療薬務課、保

健所等と連携をした薬物乱用防止キャンペー

ン、教育委員会や学校と連携した薬物乱用防止

教室の開催などを実施しているところでござい

ます。特に、大麻事犯を中心に若者への薬物汚

染が危惧されますことから、平成21年中は、県

内５つの大学で合計約2,000名を対象に薬物乱用

防止講話を実施したほか、県のサーフィン連盟

と連携しての広報啓発活動を実施しておりまし

て、今後もこうした取り組みを継続してまいる

所存であります。

○黒木覚市議員 今の検挙数には大麻の栽培事

犯も含まれているのか。それはどういう場所で

栽培されたのか。もう一度本部長にお伺いいた

します。

○警察本部長（鶴見雅男君） ただいま申し上

げました大麻事犯の検挙の中に、栽培事犯の検

挙も含まれておりまして、これが12件、６人を

検挙しております。栽培場所でありますけれど

も、借家とかアパートの一室、自宅のベランダ

等でありますが、中には、宮崎市内で検挙いた

しました栽培事案では、アパートでの栽培が手

狭になったために別に一軒家を借りて栽培して

いたという特殊な事例もございます。

○黒木覚市議員 次に、県内のケシの不正栽培

についてお伺いをいたします。ケシの仲間は、

春から夏にかけて色鮮やかで美しい大きな花を

咲かせるものが多く、ガーデニングや切り花用

の植物として大変人気があります。一方、ある

種のケシは、麻薬成分であるモルヒネを含み、

アヘンをつくることができるため、あへん法で
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栽培及び所持等が厳しく取り締まられておりま

す。つまり、ケシは、合法的な植えていいケシ

と、栽培が規制される植えてはいけないケシの

２種類があることになります。県内でも、植え

てはいけないケシ、つまり不正に栽培されたケ

シが、毎年かなりの数、保健所によって除去さ

れていると聞いております。そこで、福祉保健

部長にお伺いしますが、県内のケシの不正栽培

の現状及び原因はどうなっているのか、また、

その中でアヘンの精製を目的としたものはあっ

たのか、お尋ねをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県内で保健所

によって除去された不正栽培のケシについて

は、平成19年度が66件、5,302株、20年度が56

件、１万4,094株、21年度が41件、7,866株と

なっております。不正栽培の原因としては、合

法的なケシとの見分けが難しいことから、市販

の園芸用のケシの種の中に混入した不正なケシ

の種を、不正なものと知らずに鑑賞用として栽

培したケースがほとんどであります。なお、こ

の中で、アヘンを精製する目的で不正に栽培さ

れたものはありません。

○黒木覚市議員 植えていいケシ、植えてはい

けないケシの見分けもなかなか難しい、また、

アヘンの精製を目的とした栽培はなかったとい

うことでありますが、今はなくても、今後悪用

するなど何が起こるかわかりません。そこで、

ケシの不正栽培を根絶する対策についてはどの

ように考えておるのか、福祉保健部長にお尋ね

いたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） ケシの不正栽

培を根絶するためには、何よりも、県民一人一

人が正しい知識を身につけることが大切であり

ます。県としましては、毎年、４月15日から６

月30日まで、「不正大麻・けし撲滅運動」を実

施し、マスコミを通じての広報や、学校を初め

関係団体に啓発用のポスター・パンフレットを

配布するとともに、不正大麻・ケシの発見及び

除去を行っております。今後とも、このような

啓発活動に積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

○黒木覚市議員 保健所で取り締まりながら、

始末書もきちっと書かせているという話を聞い

ております。始末書を一回書いた人は二度とし

ないというふうに、今、県内では聞いておりま

すが、分布状況も、聞いてみますと、県内全域

にある程度あると。各保健所それぞれ摘発して

いるようですから、県内全域に、そういう種に

混入してくるのかなというふうに思っておりま

す。ぜひ不正な植えつけがないように取り締ま

りをお願いします。

ケシの不正栽培を見つけた保健所から通報を

受けた場合、警察は捜査するのか、本部長にお

尋ねをいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） その受けた通報

でございますけれども、それが刑罰法令に触れ

る内容のものであれば、所要の捜査を行うこと

になります。

○黒木覚市議員 だれも悪用で現実にやってい

ないから、今のところは取り締まるだけでいい

んですけれども、福祉保健部のほうにもしっか

りお願いをしておきます。

最後に、教育行政についてお尋ねをいたしま

す。

先ほどお伺いしましたが、社会教育関係団体

の活動の状況を踏まえ、社会教育関係団体が活

性化するためには、教育委員会として今後どの

ような支援が必要と考えているのか、教育長に

見解をお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 社会教育関係団体が
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活性化し、これまで以上に地域社会の発展に重

要な役割を果たしていくためには、その活動が

さらに地域に根差したものとなり、特に若い世

代から共感をされ、支持を得ることが大切であ

ると考えます。このためには、団体としての活

動がより地域に密着し、地域の活力につながる

ことや、子育てに悩む方々への相談といった、

時代の要請に即した魅力的な活動となることが

必要であり、あわせて、その活動内容を、若い

世代を初めとする地域住民に情報発信していく

ことが重要であると考えております。このよう

な視点に立ちまして、県教育委員会といたしま

しても、今後とも、市町村との十分な連携のも

と、社会教育関係団体の活性化が図られるよう

に、必要な情報提供や指導・助言などの支援に

努めてまいりたいと考えております。以上で

す。

○黒木覚市議員 ありがとうございました。今

回は、私の得意分野であります農業問題は一切

やりませんでしたけれども、この次は、農業問

題、林業問題、そういうものにも取り組んでい

きたいと思います。以上で終わります。ありが

とうございました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、日向市選出の西村賢です。一般質問最後の

登壇者となり、代表質問から続き、皆さん、お

疲れでしょうが、最後までおつき合いのほど、

どうぞよろしくお願いします。

先ほど、同郷の日向選出、黒木覚市先輩のほ

うから、細島港、そして高速道路に対する要望

がありました。政府も、重要港湾を絞って整備

していく旨の発言をしておりますので、細島港

の整備につきましては、高速道路の開通と相乗

効果を生むものであります。日向・入郷地域の

未来へのかけ橋、そして県北地域の最後の希望

でもありますので、県執行部の皆さん方には、

ぜひ積極的な行動をよろしくお願いします。そ

して、民主党の皆さん、よろしくお願いいたし

ます。

まず、知事の政治姿勢について伺います。

去る２月14日、延岡―日向市間を往復する西

日本マラソンにおいては、東国原知事も走ら

れ、観衆に手を振りながらも制限時間内に見事

ゴールされました。走る前に知事はテレビの取

材で、「完走して県民に勇気を与えたい」とい

う思いを有言実行してくれたことは非常にうれ

しく思います。さて、知事は、マラソンを走る

前にどういった目標を立てられ、その目標に向

かってトレーニングされているでしょうか。長

い距離を走るマラソンであれば、いきなり、あ

したフルマラソンを走れと言われても難しいも

のであります。いきなり素人にはできないこと

でもあります。高い目標だけあっても、なし得

ることではないと思いますが、最近、私の尊敬

する政治家の一人であります前厚生労働大臣の

舛添要一さんの「内閣総理大臣」という著書を

読みました。舛添氏の国を思う気持ち、そして

国際感覚や政治観など、また経済観など、非常

に共感できるところが多々ある政治家だと思っ

ております。その著書の一節で、民主新政権の

政治家主導に対し、「自転車しか運転したこと

がない人がＦ１を運転するがごときをやろうと

している」と、ジャーナリストの立花隆氏の言

葉を引用し、役所内部や官僚組織を知らずに政

治家主導をやることがいかに難しく、そして、

民主党の政治家主導に疑問を持っている様子が

うかがえました。これも、トレーニング期間

（経験）がないのに、いきなり高い目標に向

かって突っ込んでいっても難しいということを
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書きたかったのではないでしょうか。それでも

国民は、事業仕分けなど民主党の政治家主導に

大きな期待をしております。最初は当然動きが

悪いとは思いますが、これもやり続けていただ

きたいことであると思います。

話を戻しますが、知事は、みずから高い目標

を掲げたマニフェストをつくり、就任当初か

ら、４年間を一くくりとする発言をされてきま

した。知事も就任当初は、御自身の理想と現実

のギャップに悩まれたのではないでしょうか。

就任当初は県職員ともぎくしゃくしたかもしれ

ません。しかし、この３年間でしっかりと連携

を深め、あらゆる場所で県民との信頼を築き、

議会との信頼関係も―築けたかわかりません

が、そういう意味では、集大成となる就任から

４年目の予算編成となります。これまで、代表

質問、一般質問と、知事の予算編成に対する思

いは多々聞いてまいりましたが、いま一度知事

の言葉で思いを話していただければと思いま

す。

以下、質問者席より質問を続けます。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

少子高齢・過疎化の進行や、世界的な経済危

機の影響に加え、依然として厳しい財政状況な

ど、本県を取り巻く情勢は極めて厳しい状況だ

と認識をしているところであります。このた

め、平成22年度当初予算におきましては、最終

年度を迎える財政改革プログラムの着実な推進

により、徹底した財源の捻出に努めながら、選

択と集中の理念のもと、私の任期４年の仕上げ

の年として、総合計画に掲げる新みやざき創造

戦略を初め、マニフェストの実現に向けた施策

を推進してまいりたいと考えております。ま

た、緊急的な経済・雇用対策や中山間地域対策

など、マニフェストに掲げていない喫緊の課題

につきましても、迅速に対応していく必要があ

ることから、当初予算には、本県の発展のため

の重要性の高い施策や事業を盛り込んで編成し

たところであります。〔降壇〕

○西村 賢議員 ありがとうございました。再

質問したいと思いますが、先ほど私が壇上から

申し上げたとおり、知事の就任前、もしくは１

年目と４年目を迎える今の気持ちとお変わりあ

りませんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 私は、信念として、

「原点に返れ、初心を忘るべからず」というの

を私の生き方の理念としておりますので、いつ

でも原点に返る、初心に戻るということを自分

に言い聞かせながら、県勢発展のために尽力し

ているところであります。

○西村 賢議員 ありがとうございました。ぜ

ひ２期目につなげる有意義な一年にしていただ

きたいと思います。

続きまして、本県観光振興について伺いま

す。

いよいよ、大型客船のレジェンド・オブ・ザ

・シーズ号が３月30日に細島港に初入港いたし

ます。これまでも、受け入れ体制につきまして

は何度か質問させていただきました。万全を期

していただき、ことしのみではなく、次に続い

ていくような支援をお願いしたいと思います。

さて、昨年９月の代表質問で、私が知事に中国

へのトップセールスについて伺ったところ、

「今後の受け入れ状況などを把握しながら考え

ていきたい」との答弁をいただきました。いよ

いよ初めての入港日が決まりましたが、知事は

歓迎式典や表敬等に出向く用意があるのか、お

伺いいたします。
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○知事（東国原英夫君） 今回のクルーズ船の

受け入れに関しましては、地元日向市が中心に

なって受け入れ事業等々の準備を進めておると

ころでありますが、３月も含め、今後５回の寄

港が予定されておりますので、私の日程の調整

を考えながら、私もぜひ港に行って歓迎の気持

ちをお示ししたいと考えております。

○西村 賢議員 その気持ちを伝えていただく

ことはもちろん重要なんですけれども、日向市

だけではなくて県全体でお迎えするという気持

ち、知事がいつも、県民総力戦、そしてその気

持ちを相手に、観光客に伝えるということを常

々申してこられてきましたので、ぜひそれを知

事が先頭に立ってやっていただきたいと思いま

す。

次に、商工観光労働部長にお伺いしますが、

中国からの観光客誘致は、日本国じゅうの観光

地や商店街がねらっているところでもありま

す。それはもう御承知のとおり、海外旅行する

中国人の購買意欲の高さにあります。日本のみ

ならず、世界じゅうで物を買い求めており、ニ

ュース等でもたびたび報道されております。昨

年、フランスで中国人が買ったブランド品など

の免税品がロシアを抜き、１位となったという

新聞記事も読みました。本県も、先ほど話した

レジェンド・オブ・ザ・シーズ号の入港にとど

まらず、ほかの地域からも集客に努めたいもの

ですが、そのためにも、しっかりと中国人の購

買ニーズをつかむのも大事だと思います。こち

らが売りたいものを売るのではなくて、向こう

が買いたいものを店に並べる、そういうことも

重要だと思いますが、顧客満足度、観光客の満

足度を高めるための本県の準備と、ニーズをつ

かむための取り組みはどうなっているのか、お

伺いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 中国人観

光客のニーズにつきましては、現地旅行会社か

らの直接の聞き取り、あるいは県上海事務所に

よる情報収集活動、さらには、国際観光振興機

構や九州観光推進機構が実施しますアンケート

調査等により、把握に努めているところでござ

います。また、ことし１月には、中国の旅行ニ

ーズに精通している講師をお招きしまして、

ショッピングを旅行の大きな楽しみとする中国

人観光客の受け入れに関しまして、セミナーを

開催するなど、県内宿泊業者に情報提供を行っ

ているところでございます。このような取り組

みにより得ました情報等を活用し、例えば、現

在、中国でも富裕層を中心にゴルフ人口が急増

しているという動きに注目し、本県の誇るゴル

フ環境に重点を置きまして、中国人観光客の誘

致に取り組んでいるところでございます。今後

とも、さまざまなチャンネルを通じ、迅速な情

報収集を行いまして、ニーズを素早く把握する

とともに、これに的確に対応した旅行会社への

旅行コースの提案等を行ってまいりたいと考え

ております。以上でございます。

○西村 賢議員 これからのことだと思います

ので、ぜひ今回も、日向市や物産センター、そ

の関係各位とも連携をとっていただいて、お客

さまの満足度というものを高めるために頑張っ

ていただきたいと思います。

次に、中国、台湾、韓国などの東アジアから

の集客、また、その他外国からの観光客誘致

に、九州一体となっての広域的な活動は切り離

せません。先日からの質問でも、九州新幹線の

有効活用、そういう話も出ておりましたけれど

も、ぜひ九州各県の行政が連携する取り組みが

必要となりますが、その取り組みについて商工

観光労働部長にお伺いいたします。
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○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 海外から

の誘客に当たりましては、広域周遊ルートを作

成するにしても、知名度向上のための観光ＰＲ

を実施するにしても、各県が連携して取り組む

ことにより、一層の効果が上がると考えており

ます。このため、平成17年に、九州各県と経済

界が一体となりまして九州観光推進機構が設立

されたところでございまして、九州各県を周遊

する旅行商品の造成に向けて、国内外の旅行会

社等を招聘する事業、あるいは海外での各県合

同の旅行商談会等の取り組みが進められている

ところでございます。また、鹿児島、熊本、宮

崎の３県で、南九州広域観光ルート連絡協議会

を設置しておりまして、海外における南九州３

県の魅力のＰＲや、海外からの教育旅行の誘致

などに３県共同で取り組んでいるところでござ

います。そのほかにも、鹿児島県や長崎県との

共同事業等も行っております。今後とも、九州

各県と、より一層緊密に連携しまして、海外か

らの誘客の取り組み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。

○西村 賢議員 ありがとうございます。当

然、民間活力も含めた取り組みを、今後ともお

願いしたいと思います。

次に移ります。プロサーフィンのワールドツ

アー、ワールドチャンピオンシップツアー、Ｗ

ＣＴと略しますが、そのＷＣＴの開催誘致につ

いてお伺いいたします。本県でも、過去、平成

３年から３年間―基本的には１つが３年間あ

るそうなんですが―開催されて、平成３年、

当時10月８日から13日の６日間―うち１日は

台風でできなかったそうなんですが―12万人

もの観光客が世界じゅうから訪れたとのことで

す。県職員の中には、そのときのことを知る方

もまだいらっしゃるでしょう。それから宮崎に

はいい波があるということが全国的に広がり、

現在、サーフィン愛好者からは絶大な人気を集

めております。サーフィンの愛好者は、全国

に300万人、世界じゅうでは3,000万人いると言

われており、年々アジアでも広がりを見せてお

ります。サーフィンは、御存じのとおり、自然

相手のスポーツであり、自然環境やエコといっ

たものをイメージする本県にとっても、ぴった

りのスポーツだと言えます。県内にも、木崎浜

初め、日向市のお倉ヶ浜、金ヶ浜、高鍋の蚊口

浜、串間の恋ヶ浦など、有名スポットは数多く

ありますが、実際そのまま移り住んだり、別荘

を購入する人たちもいて、移住政策にもつな

がっております。このＷＣＴを見にきた方々が

もたらす大きな経済効果もあると思いますが、

来年開催候補地のエントリーがことしの９月に

迫っております。そのＷＣＴの誘致に向けて、

ぜひエントリーすべきだと思いますが、知事の

意向を伺います。

○知事（東国原英夫君） スポーツイベントや

大会の誘致というのは、議員御指摘のように、

移住誘致、観光誘致、あるいはスポーツランド

みやざきの振興にとっては、重要な施策、事業

だと認識しておるところであります。また、こ

のサーフィン大会は、議員御指摘のように、平

成３年から５年にかけて３年間行われておった

んですが、かなりの経済効果ということも数字

的に出ております。ただ、地元負担が非常に大

きいものですから、これについて状況はどうな

のかと。費用対効果等々も含め、あるいは地元

に求められる財政負担といったものを勘案し、

開催に際しては、地元関係団体の受け入れ体制

の充実・拡充といったものを広く複合的に勘案

して検討を進めないといけないと思っておりま

す。
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○西村 賢議員 過去の平成３年からの予算を

見ますと、３年間で約１億2,000万円ぐらい、年

間約3,900万円かかったという資料も見ました。

費用対効果を考えても、当然そのときの集客の

みならず、今の愛好者の多い集客力、そして知

名度を考えると、高いものではなかったのでは

ないかと思います。実際、約20年近くたつわけ

ですけれども、今、宮崎に、シーズンオフでも

サーファーの方がいっぱい押しかけるというの

は、やはりそのときの効果が今やっと花開いて

いるからではないかと思います。実は、平成３

年前後当時の県議会議事録を見ました。これは

まだ電子化されていないものですから、探すの

も大変な状況でしたけれども、当時もサーフィ

ンの集客に驚き、また、木崎浜への設備整備を

求める議員の発言などもありました。ただ、そ

の当時は、お金の心配は特に見受けられません

でした。それだけいい時代だったのかもしれま

せんけれども、やはり県の観光の魅力というも

のを考えますと、いつも知事が答弁されるよう

に、自然とか、神話とか、スポーツランドとい

うものがあると思います。先ほども商工観光労

働部長から、ゴルフというものを有効的に活用

するという話もありましたけれども、サーフィ

ンも同様だと思います。20年ぶりの開催を期待

しておりますが、再度、知事の個人的な思いで

も結構ですから、ぜひその思いがあれば、ここ

の場で発言していただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 本県はスポーツラン

ドを振興しておりまして、プロという名のもと

に、野球、サッカー、あらゆるスポーツのイベ

ントあるいは大会、合宿、キャンプ等を誘致し

ているところであります。これはもちろんマリ

ンスポーツも例外ではなく、非常に自然にも恵

まれた環境ですので、そういったものでＰＲ、

打ち出し、宮崎県のイメージの向上にもつなが

るものだと、重要な取り組みではないかと認識

しているところでございます。ただ、先ほども

申しましたとおり、財政的な負担、地元負担を

要求されるといいますか、それが伴うものです

から、議員御指摘の１億数千万、１億3,000～１

億4,000万かかったこの大会の地元負担は、私の

個人的な考えで言いますと、相場感でいいます

と３分の１、要するに３分の２ぐらいを企業協

賛してくださるというのであれば、これは乗ら

ないわけではないと、検討しないわけではない

というような、そういった相場感は持っている

わけでございます。ただ、諸事情がございます

から、地元の関係者の方、そしてまた、サー

フィン主催者の方、それを協賛される企業さん

等の発掘も含めて協議を進めていかなければい

けないのかなと思っております。

○西村 賢議員 今の思いを考えますと、財政

的な問題はあるかもしれないけれども、知事個

人としてはやりたいと、やってみたいという思

いととらえてよろしいんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） そうとらえてもらっ

ても構いません。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

それでは、次に移ります。県のＩＴの活用に

ついてお伺いいたしますが、先日、株式会社電

通が、日本の総広告費と媒体別・業種別の広告

費を推定した「2009年日本の広告費」を発表い

たしました。2009年の日本の総広告費は、景気

悪化も受け、５兆9,222億円で、前年比11.5％の

大幅減となったそうです。不況になると企業は

よく３Ｋを削るといいます。交通費、交際費、

広告費の３Ｋです。まさしくその状況が顕著に

あらわれておりますが、その広告の媒体で１位

を占めるのはテレビ、１兆7,139億円でありまし
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た。その中で今回特筆すべきは、新聞広告費を

インターネット広告費が初めて上回り、インタ

ーネット広告はテレビに次ぐメディアとなった

というところでした。広告というものは景気に

大きく左右されるものでありますが、逆に、企

業は知恵を絞り、費用対効果の高いものへと集

中させていくことは言うまでもありません。も

ちろん、新聞や雑誌などの紙媒体に頼る部分も

多いとは思いますが、このような社会的・時代

的背景を受けて、県民政策部長にお伺いいたし

ます。秘書広報課が取りまとめる広報計画とい

うものが県にあるそうなんですが、まず、広報

費に用いられている県の予算はどのぐらいで、

内訳はどのようになっているのか、お伺いいた

します。

○県民政策部長（高山幹男君） 広報について

でありますけれども、県におきましては、県民

の皆様の必要とする県政の情報を、正確でわか

りやすく、かつ迅速に提供するため、各種広報

媒体の特性を生かした広報活動に努めておると

ころでございます。その予算額でありますが、

平成22年度の当初予算案におきましては、県全

体で約４億9,300万円をお願いいたしておりま

す。内訳は、新聞広告が約１億2,700万円、県広

報誌などの刊行物が約１億3,100万円、テレビ・

ラジオ関係が約１億2,200万円、さらにホームペ

ージ関係が約3,600万円などとなっております。

○西村 賢議員 テレビ、新聞、広報誌という

ものが約１億2,000～１億3,000万円で横並び、

そして、ネット関係が約3,600万円とのことでし

たが、明らかに、これは先ほどの日本の広告費

との配分バランスとは大きな隔たりがありま

す。当然、県もユーチューブを活用したり、少

しでも安いメディアを使う努力をしているのは

非常に理解しております。当然その観点から

も、ネット関係というのは余りお金がかさまな

いものであると思いますけれども、広報のあり

方、そして、毎年の見直しなどはどのように

行ってきたのか、効果の検証はなされてきたの

か、県の広報費の推移はどのようになっている

のか、県民政策部長にお伺いします。

○県民政策部長（高山幹男君） 広報予算の推

移でありますけれども、５年前の平成17年度が

約６億4,800万円でありましたが、平成22年度は

約４億9,300万円、24％の減となっております。

これは、厳しい財政状況を踏まえまして、各部

局において検証と見直しを行うとともに、選択

と集中という形で、できるものは県民政策部の

所管する広報に集約したことも大きな要因であ

ると考えております。こうした中において、県

のホームページにおきましては、知事記者会見

や県議会本議会の同時生中継を始めたほか、一

般の職員でも、専門家に頼らずにホームページ

の入力や書きかえができるシステムを導入する

など、適宜・的確な情報提供と内容の充実に努

めてまいりました。そういった形で、今後と

も、県の広報がより多くの方に見ていただける

よう、各種広報媒体の特性を生かしながら、効

果的・効率的な広報活動に取り組んでいきたい

と考えております。

○西村 賢議員 約５年間で１億5,000万ぐらい

カットされているという、コストカットに対す

る努力は非常に評価できると思います。私は、

ただ単に予算を減らしていけばいいということ

を言っているわけでは決してありません。た

だ、現時点で、５年前と比べても、県民サービ

スが下がっているとか悪くなっているというふ

うには思いません。やはり、いろんなメディア

をバランスよく使うことで、県民への周知とい

うものはますます広がっていくと思いますし、
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当然、今、知事がいろんな場面でテレビに出ら

れたり、また、それも賛否ありますけれども、

そういう意味でメディアを活用していただくと

いうことは、やはり県民の興味を県に向ける、

また、議会に向けるということにも非常に役に

立っていると思います。ただ、今後とも、県民

のニーズ、時代のニーズにあわせていく努力は

必要だと思いますので、ぜひそこはよろしくお

願いします。

続けていきますが、ツイッターの活用につい

て伺います。ＩＴの日々の進化は説明するまで

もありませんが、その中で、新たなＩＴメディ

アと言われるツイッターが脚光を浴びておりま

す。ツイッターとは、140文字までの短い文章を

つぶやくことで、ほとんどタイムラグがなく、

書く人、読む人が双方向でつながるという特徴

があります。オバマ大統領や鳩山総理初め著名

人も多く参加されており、世界じゅうでは１億

人を超える利用者、そして、日本でも500万人以

上が利用するという社会現象にまでなっており

ます。実際、ハイチの大地震でも活用された

り、国内のある市議会でも広報に導入されたり

と、ビジネスや趣味以外でも利便性が高いこと

も証明されています。このツイッターの活用を

県も真剣に考えるべきではないでしょうか、県

民政策部長にお伺いします。

○県民政策部長（高山幹男君） ツイッターの

県広報への活用でございますが、今、御質問が

ございましたように、ツイッターが急激な広が

りで進んでいるということは、私どもも認識し

ております。ただ、県広報への活用につきまし

ては、確かに、素早い情報の発信あるいは情報

の広がり、そういったものが可能であるという

ふうに存じますけれども、どのような情報を提

供するのか、また、情報の受け手となる登録者

をどのようにふやすのか、そういった点もあり

ますので、今後さまざまな観点から検討してま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 このツイッターのように、数

年までは考えも及ばなかったような技術が誕生

し、導入されてきているわけです。特にミク

シィのときもそうだったんですが、新たな技術

を使いこなすことはコストのカットにもつなが

りますし、そういうものを使うのに検討に時間

がかかっては、また次の新しいメディアが誕生

してしまうということもありまして、ＩＴの計

画は短期間でスピーディーにやらなければいけ

ないと思っております。ぜひ今回もスピーディ

ーな検討をして早く活用していただくように、

お願い申し上げます。

続いて、実際にツイッターを使っている知事

にお尋ねいたします。これまでの経緯を踏まえ

て、コスト縮減にもつながる、時代に沿ったメ

ディアの活用を知事はどう考えるか、知事の所

見をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 県では、近年のイン

ターネットや情報技術の目覚ましい発展を受け

まして、ホームページの充実に努めてきたとこ

ろであります。昨年度は、閲覧数が年間3,000万

回を超えまして、重要な広報媒体の一つとなっ

ておるところであります。さらに、今年度は、

私の発案で、ブログを活用した「県庁職員日

記」や、ユーチューブを活用した「県政動画ニ

ュース」をスタートさせるなど、魅力の向上を

図ってきたところであります。今後とも、時代

のニーズにあわせて、さまざまなＩＴ関係の技

術を活用して、広報に積極的に、またコスト

カットに取り組んでいきたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 知事の、とりあえずやってみ
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ようとか、使ってみようということは、リーダ

ーとしても非常に大事なことだと思います。こ

れまでもたびたび取り組みを求めましたＩＴの

積極的な活用ですが、これも警察機関、また教

育機関の協力なしではできません。安心・安全

なＩＴ技術の普及のためには、教育機関、警察

機関―今回は質問いたしませんけれども―

ぜひ協力のほうをよろしくお願いいたします。

それでは、次に移ります。少子化対策につい

て伺います。

少子化の時代にありまして、出生率に大きく

影響するものに、晩婚化、未婚化があります。

実際、私自身も出生率の向上に取り組むべき立

場にあり、まだ余り大きな声で質問はできませ

んが、本県の初婚年齢が、平成20年で男性

が29.2歳、女性が27.7歳と、年々高くなってお

り、生涯未婚率も上がっております。本県の未

婚率の推移、また初婚年齢の推移を福祉保健部

長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県の未婚率

につきましては、国勢調査により、30歳代後半

を例に見ますと、男性は、昭和60年に10.0％で

あったものが、平成７年には20.1％、17年に

は27.1％と上昇しております。また、女性につ

きましても、昭和60年の6.5％から、平成７年に

は8.9％、17年には18.2％と、これも上昇してお

ります。なお、平均初婚年齢も近年上昇傾向に

あり、本県においても、少子化の要因の一つと

言われる未婚化・晩婚化が進行しております。

○西村 賢議員 今、その推移を見ましたけれ

ども、そのために今、婚活と言われる結婚活動

が真剣に行われております。その方法はいろい

ろありますが、実は私も今、日向市のほうで婚

活イベントの実行委員をしております。いろん

な団体が協力しまして婚活を応援しようと、昨

年から準備しており、やっと今月の13日に、初

めて日向市でも婚活イベントが行われます。予

定では男女70名が参加する予定ですから、この

中からいい御縁が誕生すればいいなと思ってお

ります。県の婚活事業の支援の一つ、「縁結び

応援団」がありますが、こちらにも登録させて

いただきました。その成果か、日向市外からも

多数のエントリーがありました。しかし、この

縁結び応援団事業も今年度で終わりとのことで

す。やっと日向市で婚活の機運が盛り上がって

きたときに非常に残念なんですが、これは多

分、県内を見回しても、民間団体の少ないとこ

ろでは、まだまだこれから婚活イベントをやっ

ていこうと思っている団体もあるかもしれませ

ん。都市部のようには簡単にいかない部分もあ

ります。逆に、これまで縁結び応援団で培った

ノウハウを生かして新たな婚活支援をしてはい

かがかと思いますが、事業継続について福祉保

健部長に伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成20年度か

ら実施しております「みやざき新たな出会い応

援事業」では、県内の企業や団体を「縁結び応

援団」として募集・登録し、この応援団が企画

する出会いの機会の情報を、独身男女に電子メ

ールで提供する取り組みを行っており、これま

で86団体に登録をいただき、約800名の独身男女

に対して情報の提供を行っております。また、

これらの応援団においては、相互の意見交換会

や研修会を実施されるなど、民間における交流

の広がりも見られており、結婚を応援する機運

づくりなどに一定の成果を上げているものと考

えております。このような中、県では、この事

業の今後のあり方等について、応援団の皆さん

との意見交換を行ってまいりました。この結

果、22年度以降は、民間における自主的な活動
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として、現在の実施方法による情報提供にも取

り組んでいただける方向で調整が進みつつある

ことから、県の事業としましては、21年度で終

了することとしたところであります。今後、県

としましては、応援団における活動がさらに充

実されますよう、必要な助言等に努めてまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 今の説明では、これは県か

ら、官から民へではないですけれども、民間企

業か民間団体のほうに引き継がれていくという

ことでした。先ほど申し上げましたが、県がい

ろいろな事業を打つ中で、私もこれまで子育て

支援でも言ってきたんですけれども、県が何か

事業を打ち出して、すぐに、わかったと手を挙

げてくれるような民間団体が育っているとこ

ろ、ＮＰＯが育っているところはいいんです。

ただ、宮崎市から遠くなればなるほど、どちら

かというと動きが悪いというか、どう動いてい

いかわからないという地域は多々あると思いま

す。宮崎市のように打てば響くとはいかない地

域もあるわけですから、ぜひそのことも念頭に

置いた事業を―これは福祉保健部に限ったこ

とではありませんけれども―ぜひお願いした

いと思います。

次に移ります。離婚対策について伺います。

本県は、出生率が全国平均より高いものの、離

婚率もワースト３位、宮崎は2.31、全国は1.99

というのが気にかかります。離婚率が下がれば

出生率向上につながることも考えられますし、

人口問題研究所の調査でも、結婚が続く期間が

長いほど平均出生子供数が上がっているという

結果も出ております。離婚率が高いためか、ひ

とり親世帯の抱える問題が今後本県の重要な課

題となってきています。できれば離婚せずに済

ませたいものですが、なかなか夫婦間の問題に

首を突っ込めないこともあります。ただ、私も

仕事上、離婚を考えている夫婦から、弁護士を

紹介してほしいとの相談を受けることもありま

すが、実際に話を聞いていると、数週間もすれ

ば何もなかったかのようになっている場合も多

々あります。そういうこともありますので、県

は離婚理由の調査等も行っておりますけれど

も、やはりその原因から傾向を把握して対策を

講じることもできるのではないかと思います。

離婚率を減らす対策について何かできないの

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） 離婚につきま

しては、それぞれの事情があり、基本的には個

人の意思によるものでありますことから、行政

が直接立ち入ることは困難な問題であると考え

ております。しかしながら、県といたしまして

は、離婚の要因とも言われております経済的な

問題や配偶者からの暴力、雇用、健康問題など

に対しては、それぞれの側面から各種の施策を

講じているところでございます。一例で申しま

すと、県の女性相談所では、年間1,500件ほどの

女性の不安や悩み等の相談を受けており、この

中で離婚にかかわる相談についても対応をして

おります。私としましても、離婚の減少は望ま

しいことと思いますので、離婚の要因とも言わ

れている諸問題に対しましては、今後とも適切

に対応してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 個人的な問題であるから困難

という話もありましたけれども、社会的に離婚

を容認するような風潮も確かにあります。当

然、ＤＶとか精神的な苦痛を強いられている方

々にとってはよい傾向でもあるかと思います。

ただ、離婚しても自立していける人たち、生活

していける人たちはまだいいし、また、互いの

将来のためにという離婚であればいいんですけ
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れども、しかし、現実はそう甘くないと思いま

す。ひとり親の実態調査を見ましても、離婚後

は、そのほとんどの６～７割は経済的に困窮し

ているわけですし、また、この御時世では離婚

してもなかなか仕事が見つからない。また、養

育費なども満足に受け取っていない。決してバ

ラ色の離婚後が待っているわけではありませ

ん。特に、これからその方たちが高齢者となっ

ていき、生活弱者の問題につながると思います

し、長い目で見たら、本県の社会保障費の増大

につながりかねない問題だと私は思っておりま

す。そうなってセーフティーネットの拡充を考

えていくよりも、もとから予防していくほうが

よっぽどコストもかからないのではないかと思

います。我が県において、この離婚の問題を単

に個人の問題としてとらえてほしくないと思い

ます。

例えば、本県も、自殺に関する問題、全国ワ

ースト２位。そしてまた、全国でまさしく今、

自殺対策強化月間が展開されておりますけれど

も、これも最初はやはり個人の責任だというこ

ともありましたけど、やはり３万人を超える自

殺者が出てきて、国も県も今になって一生懸命

対策を講じております。自殺も、もともとそう

いう個人的な問題だからと放置しておいたこと

が原因だと思いますが、ぜひ、この離婚対策に

対しても何かしら県ができないのか、そして何

かしら変えていけないか。ワースト３を返上す

るためにもぜひ検討していただきたいと思いま

すが、ここで知事の見解をお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 私に離婚のことを言

われてもちょっと微妙なんですが、離婚という

のは、個人的な事情等々があると思います。先

ほど部長が答弁しましたように、行政的なかか

わりというのはどこまでできるのか、その原因

となる経済的な問題だとか、ＤＶの問題だと

か、雇用の問題だとか、そういったものに対し

て、万全の対策をとっていくというのが行政の

役割かと思います。あるいは、少子化対策を含

めて考えるのであれば、ニート対策だとかフリ

ーターの問題、あるいは婚外子の問題だとか、

さまざまな結婚のあり方をどう法的に担保する

とか、あるいはそういった機運を地域や国全体

で醸成していく。そういったものも含めて総合

的に勘案されるべきだと考えております。

○西村 賢議員 いきなり知事にこういう話を

振って、いろいろ私も悩んだ部分はありました

けれども、知事が今おっしゃる中に、いろんな

結婚の形というのがあるのは、それは今、現実

だと思います。ただ、ワースト３位というのは

やはり原因があるわけでありまして、いかに対

策を講じていこうかと、そして講じていくべき

ではないかと、私はここで知事の思いを伺いた

かったところもありました。そのワースト３位

を返上することに対して、知事はどういう思い

を持っていますでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘のよう

に、自殺がワースト２位ということで強化対策

本部も立ち上げてやりました。去年の数字は正

確には把握しておりませんが、恐らく５位ぐら

いに下がってきたのではないかと思っておりま

す。これは同じような原因に通ずるものがあり

ます。経済の問題、雇用の問題、健康の問題と

か、共通する原因というものがあることは認識

しております。議員御指摘のように、離婚率と

いうものを軽視せずに、これを是正していく、

見直していくと。数字的な目標をどう立てるか

は別問題として、こういったものがいい傾向に

なるように、今後とも、行政として検討、ある

いはその対策について考えていかなければいけ
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ないと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございました。

次に移ります。次に、動物愛護について伺い

たいと思いますが、福祉保健部長にお伺いしま

す。ペットに関する質問の前に、昨年末、九州

で初めて、介助犬が都城市のある障がい者のと

ころに導入されたとのことでした。盲導犬も含

めて、普及に大きく弾みをつけていただきたい

ところですが、本県の介助犬、盲導犬の導入推

移をお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 身体障害者補

助犬は、身体障がい者への重要な支援の一つで

あり、現在、盲導犬13頭、介助犬１頭が、障が

い者のパートナーとして活動しております。県

といたしましては、身体障がい者の自立と社会

参加を促進するため、これまでに23頭を育成し

てきたところであり、今後とも育成に努めてま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 以前、視覚障がい者の団体の

方と話したときに、盲導犬トイレの設置が、盲

導犬の普及や視覚障がい者の屋外活動につなが

るとの指摘をいただきました。福岡市の天神に

盲導犬トイレがあると伺いまして、実際そこを

見にいきました。当然そんなに利用があるわけ

ではありません。しかし、その普及啓発には十

分に価値がある公共施設であったのではないか

と後で気づかされました。また、本県でも、盲

導犬、介助犬の普及とともに、犬用のトイレの

設置も検討していただくように、これはお願い

申し上げます。

続いて行きますが、ペット犬のことについて

伺います。ペット犬の推移と、また、ペットの

ふんや鳴き声による苦情相談の推移がどうなっ

ているのか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、本県の

犬の頭数でございますけれども、犬の所有者

は、狂犬病予防法に基づき、市町村へ犬の登録

が義務づけられておりまして、平成20年度末現

在、登録頭数は６万8,880頭となっております。

平成15年度末現在の６万9,130頭をピークに、最

近はほぼ横ばいとなっております。

次に、犬の飼育にかかわるトラブルについて

でございますけれども、放し飼いや鳴き声、に

おいなど不適切な管理による家庭環境や、農作

物等への被害に関しまして、保健所に届けられ

た犬の苦情は、平成20年度では2,586件と、10年

度の4,380件に比べ減少しておりますが、不適切

な管理はいまだに多くあるようでございます。

これらの苦情に対しましては、宮崎県犬取締条

例及び宮崎県動物の愛護及び管理に関する条例

に基づき、関係機関と連携し、飼い主に直接、

適正飼育の指導等を行っております。

○西村 賢議員 トラブルが減少傾向にあると

のことで、飼い主のマナーの向上というのはう

かがえますが、逆に守らないケースも目立つと

いうこともあります。これは地域によっては、

住民のトラブルが非常に根深いものがありま

す。そこで、先ほど答弁にありましたが、動物

の愛護及び管理に関する条例によりますと、第

９条、飼養者、飼い主の遵守事項に、動物の汚

物を適正に処理すること、また、異常な鳴き

声、悪臭、体毛等により人に迷惑を及ぼさない

こと、また、公園、道路その他の公共の施設も

しくは場所または他人の財産を汚染し、または

破損しないようにすることと明示されてありま

す。しかし、この条例には特に罰則規定はあり

ません。もっと明確にして厳しくするべきでは

ないかと思いますが、部長の見解をお尋ねいた

します。

○福祉保健部長（高橋 博君） 宮崎県犬取締
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条例や宮崎県動物の愛護及び管理に関する条例

には、飼育者の責任として、放し飼いや人に迷

惑を及ぼさないことなど、遵守すべき事項が定

められております。人と動物とが共生する社会

づくりを進めるためには、飼い主のモラル向上

が不可欠であることから、動物愛護行事やしつ

け方教室などを県内各保健所において開催し、

適正飼育に関する啓発に取り組んでいるところ

であります。今後とも、このような取り組みの

一層の充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 啓発を進めていただき、その

経過を見せていただいて、今後とも、広い啓

発、効果のある啓発をお願いしたいと思いま

す。

また、これも飼い主のマナーに直結します

が、19年の９月議会で外山良治議員のほうから

も質問がありました、ペットの引き渡し状況に

ついて伺います。本県の犬の引き渡し状況はど

うなっているのか、殺処分数も含めてお答えく

ださい。

○福祉保健部長（高橋 博君） 飼い主の都合

により保健所に引き取られた犬の頭数は、平

成10年度には4,589頭でしたが、平成20年度

は1,644頭に減少しております。また、処分頭数

は平成10年度には8,425頭でしたが、捕獲・引き

取り頭数の減少に加え、返還・譲渡が増加した

ことから、平成20年度は2,361頭に減少しており

ます。県におきましては、殺処分を減らす対策

といたしまして、飼い主の責任を明確にし、安

易な引き取りを防止するため、犬の引き取りを

有料化するとともに、ＮＰＯ法人との協働によ

る譲渡施設の運営や、動物愛護専用ホームペー

ジ「みやざきドック愛ランド」を活用した、譲

渡犬や保護犬の情報提供に取り組んでいるとこ

ろであります。

○西村 賢議員 この２年で非常に取り組みは

進んでいると思いますけれども、先日、産経新

聞で、熊本市が、10年前のペットの殺処分が犬

だけで年間700匹いたものを、平成21年度はこれ

まで１匹になったという記事を読みました。こ

れもさまざまな取り組みの成果だと思います

し、すばらしい結果だと思います。当然ここに

行くまでには、なかなか道のりは厳しいかもし

れませんけれども、福祉保健部長はこのことは

御存じですか。熊本市の件は。

○福祉保健部長（高橋 博君） 熊本市の動物

愛護センターには、昨年10月、私も担当課職員

とともに訪問いたしまして、引き取りや譲渡対

策、ボランティア等との連携、ホームページ等

での啓発活動など、殺処分を減らす取り組みの

重要性を改めて感じたところでございます。

○西村 賢議員 ありがとうございます。場合

によっては、本県ももう一歩頑張っていただく

何か取り組みが欲しいと思いますので、ぜひ今

後とも継続的な努力をお願いしたいと思いま

す。

時間が参りましたので、これで終わります。

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。

◎ 議案に対する質疑

○中村幸一議長 ここで、今回提案されており

ます議案に対する質疑の通告がありますので、

これを許します。

質疑についての発言時間は１人10分以内とい

たします。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 一般質問に続いて

ですが、最後ですので、よろしくお願いいたし
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ます。

提出をされました議案について質疑を行いま

す。知事並びに関係部長、教育長にそれぞれ御

答弁をいただきたいと思います。

まず、議案第35号、平成21年度補正予算（第

６号）についてです。

国の補正予算（第２号）を受けて、「地域活

性化・きめ細かな臨時交付金」関連事業が提案

をされています。この臨時交付金はどの程度交

付されているのか伺います。文字どおり、きめ

細かな事業に活用され、地域業者も潤い、地域

の活性化につながるものと思いますが、どのよ

うに配慮されるのか伺います。

次に、基金の積み立てについてですが、今

回、新たな基金の創設や既存の基金への積み増

しがかなり提案されております。まず、新たな

基金創設について、国の地域活性化・公共投資

臨時交付金をもとに25億円の臨時基金を造成す

るとしていますが、新年度においてどのように

活用するのか伺います。

次に、既存基金の追加積み立てについて、緊

急雇用創出事業臨時特例基金に26億5, 2 0 6

万6,000円の追加積み立てを行うとしています

が、積立総額及びその活用について伺います。

また、安心こども基金に４億3,897万円の追加

積み立てですが、積立総額及び新年度の活用に

ついて伺います。

さらに、既存基金へ総額37億9,718万4,000円

の追加積み立てが行われます。社会福祉施設等

耐震化臨時特例基金、介護職員処遇改善等臨時

特例基金、介護基盤緊急整備等臨時特例基金、

障害者自立支援対策臨時特例基金、地域自殺対

策緊急強化基金、森林整備地域活動支援基金

に、それぞれ積み増しをいたします。実質事業

は新年度ですが、基金総額はそれぞれ幾らにな

るのか、また、その主な活用について伺いたい

と思います。

次に、新規事業の緑の分権改革推進事業に１

億円が計上されています。具体的な事業内容を

お聞かせください。

次に、議案第１号、平成22年度一般会計予算

についてお伺いいたします。

22年度の一般会計予算は、21年度予算に比

べ2.6％増の5,722億6,600万円、県債発行額

は4.6％増の947億800万円、県債残高見込み

は9,410億円に達し、公債費は0.8％増の937

億4,000万円と、財政の状況は依然として厳しい

状況にあります。そこでまず、歳入について伺

いますが、重要な自主財源である県税収入が前

年度に比べ95億円と大幅な減収、３年連続の減

収です。その要因について、財政に与える影響

などを含め、知事にその認識をお伺いいたしま

す。

次に、子ども手当の支給について、10年度は

児童手当が継続となり、現行の地方負担もその

まま残ることになりました。また、今後の課題

として、所得税と住民税の年少扶養控除（16歳

未満）の廃止が行われようとしており、来年度

末から影響が出ることが予想されます。そうな

ると、子ども手当が支給されても、控除廃止に

より、国保税、保育料などの増額で手当は目減

りすることが懸念をされます。今回、中学生が

新たな受給対象になりますが、申請を必要とし

ています。保護者に対する周知徹底はなされて

いるのか、伺いたいと思います。

次に、高校授業料無償化について、政府は、

財源として、所得税と住民税の特定扶養控除

の18歳以下上乗せ部分の廃止や、公立高校分に

ついて、交付税の算定で授業料減免の実施分の

除外、また、私立高校についても、低所得者へ
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の上乗せを行う基準が狭められるなど、課題が

残りました。特に私学について、公私間格差の

解消は重要となっていますが、新年度予算で私

学授業料減免補助金が大幅に削減をされており

ますが、その理由、また今後の対応について伺

いたいと思います。

次に、国民健康保険について伺います。依然

として滞納世帯が多数存在し、今後ますます県

民負担がふえる要素が広がる中で、本県の国民

健康保険の現状をどのように見ているのか伺い

ます。また、市町村国保に対する県の法定分以

外の助成についてどのように考えているのか、

その考え方をお伺いいたします。

次に、教職員定数について伺います。新年

度、教職員定数の改善が措置され、大幅に定数

がふやされるとしていますが、本県にはどのよ

うに措置され、具体化されるのか、お伺いをい

たします。

以上で壇上からの質疑を終わります。〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

地域活性化・きめ細かな臨時交付金について

であります。本県への交付額は、国に要望した

事業量等を踏まえ、50億円程度を見込み、２月

補正予算に計上しております。この交付金は、

国の制度要綱等により、緊急経済対策の趣旨に

沿ったきめ細かなインフラ整備事業を実施する

ためのものでありまして、地元の中小企業や零

細事業者の受注に努め、積極的に地域活性化等

に取り組むことと定められておりますので、本

県におきましても、その趣旨を踏まえ、県単公

共事業及び県有施設の改修等に充当していると

ころであります。

次に、地域活性化・公共投資臨時基金につい

てであります。今回造成します基金は、国から

交付された地域活性化・公共投資臨時交付金を

原資とするため、その使途につきましても、交

付金の制度要綱に定められております。県とし

ましては、制度の趣旨を踏まえ、今年度積み立

てる全額を、来年度に実施する県単独事業のう

ち、建設地方債を活用できる事業の財源の一部

に充当することとしております。

次に、県税収入についてであります。県税収

入については、税制改正による影響、地方財政

計画、県内の経済動向等を総合的に検討した結

果、平成21年度当初予算に比べ、額にして95億

円、率にして10.9％の減収となっております。

これは、地方法人特別税の平年度化による影響

と、景気後退による企業収益や個人所得の減少

により、法人二税や個人県民税などが大幅に減

少すると見込まれることによるものでありま

す。〔降壇〕

○県民政策部長（高山幹男君）〔登壇〕 お答

えいたします。

緑の分権改革推進事業についてであります。

この事業は、地方の創意工夫により、地域のク

リーンエネルギー資源を活用し、エネルギーの

地産地消や地域の活性化を図る地方提案型の事

業として、国の第２次補正予算に盛り込まれ、

総務省が募集を行っているものであります。本

県からは、環境価値等の創造によって地域に経

済効果を生み出す仕組みの検討や、間伐材等を

バイオマス資源として活用していくためのコス

トダウンの調査検討などの県が直接実施する事

業のほか、市町村が希望する調査事業について

提案を行っているところでございます。

次に、私立高等学校授業料減免補助金につい

てであります。この補助金は、生活保護世帯や

解雇・倒産等による家計急変世帯等の生徒の授

平成22年３月３日(水)



- 351 -

業料負担の軽減を図ることを目的といたしてお

ります。減額の理由でありますが、就学支援金

の支給によりまして、生徒の授業料負担自体が

減ることから、結果として、補助対象となる授

業料減免額が減少するためであります。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。

基金の積立総額及び活用についてでありま

す。まず、緊急雇用創出事業臨時特例基金の福

祉保健部所管分の積立総額は約６億4,800万円

で、離職等により住宅を喪失している方等に対

する住宅手当などに活用し、次に、安心こども

基金の積立総額は約28億300万円で、保育所の整

備や認定こども園への運営費補助等に活用する

ものであります。また、社会福祉施設等耐震化

等臨時特例基金の積立総額は約18億700万円で、

社会福祉施設等の耐震化やスプリンクラーの整

備に活用し、次に、介護職員処遇改善等臨時特

例基金の積立総額は約45億1,500万円で、介護職

員の賃金改善に活用するものであります。次

に、介護基盤緊急整備等臨時特例基金の積立総

額は約33億円で、小規模特別養護老人ホーム等

の整備に活用し、障害者自立支援対策臨時特例

基金の積立総額は約35億4,600万円で、新体系サ

ービスへの移行促進や、福祉・介護人材の確保

等に活用するものであります。最後に、地域自

殺対策緊急強化基金の積立総額は約１億5,700万

円で、自殺対策に係る普及啓発や人材育成等に

活用することとしております。

次に、子ども手当についてであります。新た

に受給対象となる中学生の保護者等への周知に

つきましては、支給窓口である市町村に対し、

遺漏がないよう指導してきているところであり

ます。このようなことから、一部の市町村にお

きましては、中学校を通じて、保護者に対する

周知徹底を図るなどの措置を予定しているとこ

ろでございますが、引き続き、子ども手当の円

滑な支給ができますよう、市町村に対しまして

適切な助言・指導を行ってまいりたいと存じま

す。

次に、国民健康保険の現状についてでありま

す。国民健康保険の平成21年６月１日現在での

滞納世帯数は、４万6,983世帯で、全体の23.2％

を占めております。景気状況が依然として厳し

い中、今後も収納率の悪化や滞納世帯の増加が

見込まれるところでありますが、国におきまし

ては、22年度から、解雇や雇いどめによる失業

者に対する保険税の軽減策について制度改正が

予定されているところであり、これらの方の負

担は軽減されるものと考えております。

次に、市町村国保に対する助成についてであ

ります。県としましても、市町村国保の財政状

況が厳しい状況であることは十分に認識してお

りますが、県におきましても財政状況が厳しい

中では、現在の法定分以外の助成は困難である

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。

森林整備地域活動支援基金についてでありま

す。この基金は、平成14年度から積み立てを行

い、活用しているところでありますが、これま

での積立総額は、今回の補正額を加えますと、

利子を含め約40億2,290万円でございます。この

基金は、森林所有者等による森林の施業の実施

に不可欠な施業実施区域の明確化作業や、森林

の被害状況確認等の地域活動への支援に活用し

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〕
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お答えします。

緊急雇用創出事業臨時特例基金についてでご

ざいます。この基金の２月補正後の積立総額

は、利子を含め90億2,997億1,000万円となりま

すが、うち雇用対策分としましては、83億8,202

万円9,000円となっております。今後とも、基金

を活用しまして、失業者に対する雇用・就業機

会の創出・提供等に積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

義務教育費国庫負担に係る教職員定数の改善

についてであります。平成22年度の政府予算案

では、教員が子供と向き合う時間の確保等のた

めに、全国で4,200人の教職員定数の改善が盛り

込まれております。その定数の改善のうち、本

県への配分数につきましては、来年度の政府予

算が成立しておりませんので未定であります

が、配分があれば、小中学校での少人数指導の

充実や、特別支援教育の充実などに活用してい

きたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれ御答弁をいただき

ました。かなりの額で、基金事業で地域の雇用

や経済の活性化のために活用していく予算に

なっておりますので、きょう質疑させていただ

きました以外については、委員会その他で深め

させていただきたいと思います。以上で終わり

ます。ありがとうございました。

○中村幸一議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で質疑は終了いたしました。

◎ 議案第63号採決

○中村幸一議長 次に、さきに提案のありまし

た教育委員会委員の任命の同意についての議案

第63号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、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63号については、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、本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62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62号までの各号議案及び新規請

願は、お手元に配付の付託表のとおりでありま

す。それぞれ関係の各委員会に付託をいたしま

す。

次の本会議は、３月８日午前10時開会、平

成21年度補正予算関係議案についての常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれにて散会いたします。

午後３時６分散会
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