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平 成 1 9 年 ６ 月 1 8 日 ( 月 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（44名）
3番 川 添 博 （無所属の会）

5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 河 野 安 幸 （自由民主党）

8番 山 下 博 三 （ 同 ）

9番 黒 木 正 一 （ 同 ）

10番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13 番 前屋敷 恵 美 (日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24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）

31番 原 正 三 （自由民主党）

32番 濵 砂 守 （ 同 ）

33番 水 間 篤 典 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 井 本 英 雄 （ 同 ）

47番 星 原 透 （ 同 ）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （ 同 ）

50番 坂 元 裕 一 （自由民主党）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 中 村 幸 一 （ 同 ）

欠 席 議 員（１名）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

総 合 政 策 本 部 長 村 社 秀 継

総 務 部 長 渡 辺 義 人

地 域 生 活 部 長 丸 山 文 民

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

環 境 森 林 部 長 髙 柳 憲 一

商工観光労働部長 高 山 幹 男

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

県 土 整 備 部 長 野 口 宏 一

会 計 管 理 者 甲 斐 景早文

企 業 局 長 日 髙 幸 平

病 院 局 長 植 木 英 範

財 政 課 長 和 田 雅 晴

教 育 委 員 長 江 藤 利 彦

教 育 長 高 山 耕 吉

警 察 本 部 長 吉 田 尚 正

選 挙 管 理 委 員 長 若 友 慶 二

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 大 野 俊 郎

事務局職員出席者

事 務 局 長 石野田 幸 蔵

事 務 局 次 長 弓 削 孝 幸

総 務 課 長 馬 原 日出人

議 事 課 長 四 本 孝

政 策 調 査 課 長 富 永 博 章

議 事 課 長 補 佐 孫 田 英 美

議 事 担 当 主 幹 亀 澤 保 彦

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二
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◎ 一般質問

○中村幸一副議長 ただいまの出席議員43名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

記者の皆さんにお願いがありますが、携帯電

話はマナーモードにするか、電源を切っておい

ていただきたいと思います。

そして、この前、井上康生選手が来たときか

ら東国原知事が一本背負いを練習しているそう

ですから、皆さん方、一本背負いに遭わないよ

うに質問をお願いいたしたいと思います。

ただいまから一般質問に入ります。まず、21

番十屋幸平議員。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。きょうは日向から私の後援会の方々

にたくさんおいでいただいて、お忙しい中、あ

りがとうございます。本当に感謝申し上げてお

ります。ここで手を振るわけにはいかないので

申しわけありません。

私は、２期目の改選を迎えまして、図らずも

日向は無投票ということになりました。これも

ひとえに、やはり後援会の皆さんの御支援のお

かげだと、そのように思っております。無投票

というのにおごらず、ひるまず、市民の負託を

受けて、その責任の重さを真摯に受けとめて、

県民福祉の向上に精いっぱい頑張ってまいりた

いと、そのように思っております。また、東国

原知事が就任以来、県議会がよくも悪くも注目

を集めておりまして、これはやっぱり知事の人

気と大きな影響力だなということを常々思って

おります。そして、県民の皆さんも県議会に大

変関心を持っていただいております。やっぱり

納税者、タックスペイヤーとしての目覚めでは

ないかと、そのようにも考えております。ま

た、東国原知事とは今回が初めての議論の場で

ありまして、よく勉強されておりまして頭のい

い知事ですから、先ほど副議長が申し上げまし

たように、一本背負いされないように頑張って

まいりたい、そのように思います。

そこでまず、私が政治の道を志した動機につ

いて簡単に触れさせていただきたいと思いま

す。私は、21年間、スポーツ少年団の指導者と

して活動してまいりました。そして、多くの子

供たちと接してきて、その間に子供たちから教

えられることがたくさんありました。また、う

れしいことや悲しいこと、悔しいこと、いろん

なことを教えられました。そして、すばらしい

感動と思い出ももらいました。その子供たちが

大人になって帰ってこれる町、ふるさとにした

いという思いで、40歳のときに政治を志しまし

た。まだまだ道半ばでありますけれども、新し

い発想と行動力で一生懸命に頑張ってまいりた

いと思います。

それでは、一般質問に入らせていただきま

す。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いいたし

ます。

今回の肉付け予算は、実質的に東国原知事が

初めて手がけた予算でありまして、知事のマニ

フェストを具現化したものであると説明を受け

ました。さきの答弁でも、知事の考えを可能な

限り盛り込んだと言われております。そして、

本年度の一般会計予算規模は5,648億円、そして

補正予算額が984億円余、本年度予算に占める割

合は17.4％であります。その中で、知事が言わ

れる可能な限り盛り込んだという事業規模は、

知事が思っていたより少ないのではないかなと

いうふうに考えております。そこで、県民満足

平成19年６月18日(月)
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度調査というのをよくやります。逆に肉付け予

算の知事の所見と、それから知事の満足度、こ

れは何％ぐらいになったのか、知事にお伺いを

いたします。

後の質問は自席で質問させていただきます。

（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 おはようご

ざいます。お答えいたします。

今回の補正予算案は、私にとりまして実質的

に初めての予算編成でありましたが、本県の財

政状況は厳しく、また地方財政対策等の結果、

本県の収支不足が見込み以上に拡大し、予算編

成には大変苦労いたしました。しかし、私のマ

ニフェストの具体化のために、徹底した事務事

業の見直しや歳入確保等を行い、災害時安心基

金の創設や企業立地促進補助金の最高限度額の

引き上げ、医師確保対策強化、二地域居住や移

住の促進等、現時点で私の考えを事業化できる

もの、あるいは早急に取り組まなければならな

いものは可能な限り盛り込んだところであり、

積極的かつ緊縮型予算になったと考えておりま

す。知事の満足度、知事としての満足度でござ

いますね。70～80％でございましょうか。以上

でございます。〔降壇〕

○十屋幸平議員 やはり財政が厳しいというこ

との裏返しだと思うんですが、骨格予算でも示

されたように８割方は使い方が決まっている

と。そういう中で苦労された補正予算のあり方

だと思います。ですから、この満足度を知事も

県民もしっかりとまた高めていただくように、

これは要望にしておきたいと思います。

それから次に、裏金問題について質問させて

いただきたいと思います。これはいろいろ、官

製談合事件があったり、そしてまた今回の裏金

ということで、本当に県政は県民の信頼を失っ

ている、そして怒りもあるというふうに思いま

す。知事自身が謝罪をされたり、御自身の処分

も含めてまた検討されるという答弁もいただき

ました。同じ質問になるかと思いますが、防止

対策のシステムづくりをどう構築していくかと

いう点と、もう一点は、自主申告された職員さ

んが、だれにどのような形でされたかというこ

と、自主申告の仕方、それをどういうふうにさ

れたかということを知事に御質問したいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 今回の「預け」等が

発覚した背景としては、予算を使い切ろうとす

る誤った認識とか、公金に対する職員のコンプ

ライアンス意識の希薄さなど、職員の意識の問

題とともに、財務会計制度の運用や物品購入に

係るチェック体制などにも見直すべき課題があ

るのではないかと考えております。このため、

今後の全庁調査の中で実態の把握と原因の究明

を行い、外部調査委員会の提言などもいただき

ながら、職員の意識改革の一層の推進ととも

に、具体的な再発防止の仕組みづくりを検討し

てまいりたいと考えております。

なお、出先機関においては、物品購入の仕組

みが本庁と異なり、各出先機関が直接納入業者

を決定し、発注する仕組みとなっており、この

ことも要因の一つと考えられるため、今後、出

先機関における物品調達の一元化等についても

検討していきたいと考えています。

あと、自主申告の件なんですが、だれがどの

ようにとは、職員の方たちが上司の方に自主申

告したというような経緯を伺っております。

○十屋幸平議員 昨年、18年の３月に公益通報

制度という形で、それが活用されたのかどう

か、再度御質問したいと思います。

それともう一点は、これは、別の質問になり
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ますが、本庁の出納閉鎖は５月だと伺っており

ます。そして、出先が４月だというふうにも

伺っております。いわゆる「預け」と「書きか

え」があって、我々も物品購入に際していろん

なことが想像できるんですね。逆に、年度をま

たいで、業者さんのほうに備品や物品の借り、

いわゆる物を先に買って翌年度支払うというこ

とはなかったのか、またそういうことを調査さ

れたのか、知事にお伺いしたいんですが……。

○総務部長（渡辺義人君） 後段の今、議員が

おっしゃったのは、いわばツケ払いかなという

感じですけれども、その件については、自主報

告の段階ではそのような報告は受けておりませ

ん。なお、御指摘のような事例が仮にあるので

あれば、今後、各所属から事情聴取を行ってい

きますので、そのような中で把握したいという

ふうに考えております。

それから、公益通報制度につきましては、今

回の自主報告は、総務部のほうから各部局に対

しまして、預け等の事実があれば報告をしてく

れということで要請をしまして、各所属におい

ては、所属長の指揮のもとにそれぞれ調査を進

めたわけでありまして、いわば公益通報制度が

働くまでもなく、そういう形で申告が上がって

きた、こういう経緯がございます。以上であり

ます。

○十屋幸平議員 公益通報制度、なかなかこ

れ、私もそうですけれども、そういうことを言

いづらいような―弁護士さんがおられても言

いづらいんではないかなということを危惧して

おります。それをシステムつくってうまく使っ

ていくのは、やっぱり生身の人間ですから、そ

のあたりもちょっとまた御検討いただきたいと

いうふうに思います。

そして、預けがあって、書きかえがあって、

今度調査をされて、今後のことかもしれません

が、業者さんへの対応、業者さんも今、調査票

に記入されて出されるんでしょうけれども、そ

の対応を調査票が出てからある程度考えられる

のか、もう既にどの方向性でという考え方があ

るのか、業者さんへの対応についてどうお考え

か、知事にお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 今、外部調査委員会

では、業者さんも含めて調査を行っていただい

ております。物品等の購入を一元化するかどう

かも含めまして、今後の検討課題だと考えてお

ります。

○十屋幸平議員 わかりました。この件につき

ましては、一昨日からずっとありますので、こ

れで差し控えたいと思いますけれども、やはり

ちゃんとした調査をお願いしたいというふうに

思っております。

次に、予算編成システムの見直しについてお

聞きしたいと思います。厳しい財政状況で緊縮

型というのも、先ほど知事もおっしゃいまし

た。第２期財政改革の推進もやらなければなり

ませんし、また一方では、新みやざき創造計

画、これを、新たに策定されて、県勢の発展に

役立てなければなりません。今やられています

予算編成のシーリング方式、これを見直す考え

はないかということでお尋ねをしたいと思いま

す。いわゆるシーリング方式、最初から各部局

にある程度、予算の枠ではなくてパーセンテー

ジなりを示して、どこどこの部はここまでしか

要求できませんというふうなやり方ですね。そ

の弊害というのが、今の社会経済情勢に合わな

いんではないかとか、不要な事業であっても基

準の中であれば、財政当局が査定のときに甘く

なるんではないか。そして、よく我々も予算書

を見ると、それぞれの割り振りというのもそん
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なに変わらないんですね。箱物を建設したら大

きくなったり、それがなくなれば翌年度は減っ

たりとか、そういうのではなくて、枠配分方

式、今、いろんな県もやっておられますが、最

初に各部にある程度枠を預けて、管理する各部

長さんたちが、その事業の中をちゃんと予算編

成する。いわゆる県庁の中の分権という形で、

そういう枠配分方式が考えられないか、知事に

お伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御指摘の、いわゆる

枠配分方式につきましては、全国の地方公共団

体の中でも、部局の主体性を尊重するなどの観

点から導入している自治体があることは、認識

しております。例えば佐賀県がそうだと思いま

す。この方式の導入により、各部局の独自の創

意工夫により事業の見直し意欲が高まる等のメ

リットがある一方、各部局へ予算の枠や予算編

成の一部を任せてしまうことにより、県全体か

ら見た優先度や緊急性の観点からの審査機能が

働かない、財源の有効活用が最大限になされな

いというデメリットもございます。いずれにし

ましても、今日の社会経済情勢の変化や厳しい

財政状況のもと、効率的な財政運営を図りつ

つ、さまざまな行政ニーズに的確に対応し、成

果を出していくことが求められておりますの

で、予算編成のあり方については適宜検討して

いく必要があるかと思います。

○十屋幸平議員 今、知事が言われたデメリッ

トの部分なんですけれども、予算配分する前に

は、先ほど言いました新みやざき創造計画の方

針とか、行革大綱の方針を踏まえてということ

が当然、大前提であります。ですから、今おっ

しゃったように、何でもかんでもお任せするん

ではなくて、その基本方針に沿った形でそうい

うものを取り入れてはどうかという提案であり

ます。このシステムを変えるというのは、これ

までずっと何十年もやってきましたので、なか

なか厳しいかと思いますが、そういう見直しを

する必要性、これは十分にあると思いますの

で、これは今後の検討課題として御検討いただ

ければと思います。

それから、もう一点は、それとあわせて、今

回の裏金問題でもありましたように、使い切り

予算、これは早急に見直しをやっていただきた

いと思います。三重県とか横浜とか、知事も御

存じだと思いますが、メリットシステム、その

年度節約した分を来年度、全額または２分の

１、その担当部に配分するという、このシステ

ムの導入についてはどのようにお考えか、知事

のほうにお伺いをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） お尋ねのメリットシ

ステムなんですが、これは残った予算が単に不

要だったのか、積極的な節約によるものなの

か、検証が必要だと思われます。平成19年度の

予算で収支不足額が256億円でございましたが、

多額の財源不足が生じている中で、限りある財

源は真に必要なものへと配分する必要があるの

ではないかと考えております。このような御意

見も慎重に承りながら、検討してまいりたいと

考えております。

○十屋幸平議員 先ほどの枠配分方式とメリッ

トシステムの両方を組み合わせてやっていくと

いうことは、先ほど最初に質問しました知事の

満足度で70～80％だと、その中で、ここの２つ

を組み合わせて、マニフェストにより近い形で

の予算編成ができるんではないかというふうに

私は思っています。知事も大変忙しいでしょう

けど、その中で考えていただければありがたい

というふうに思いますので、これはまた別の機

会に議論をさせていただきたいと思います。
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次は、職員の意識改革、これは簡単に言いま

すが、今度の裏金に関して、全職員さんに知事

の思いをどのように伝えるかということが一

点。それから、当然人を育てる中では信賞必

罰、いいことをしたら褒める。私が市議の時代

に、業者さんに頼むと数百万かかるパソコンの

システムを独自に個人で開発した職員さんがお

られました。それを議会を通して大変賞賛した

んですけれども、そうしたら、その職員さんは

大変喜ばれたんです。昨日も鳥インフルエンザ

の浜口対策監のお話が出ました。罰するだけで

はなくて、やっぱり褒める、そして職員さんの

やる気とかそういうものを出してくるというこ

とも大事なので、知事はその点についてどのよ

うにお考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） まず、職員の方々へ

の意思疎通、私の意思をどう伝えるかでござい

ますが、庁議とか自身のブログ、あるいはラン

チミーティング等々を重ねて、できるだけ職員

の方々とコミュニケーションをとり、私の意思

を伝えるように努力させていただいておりま

す。

信賞必罰に関してでございますが、論功行賞

等々も含めて、そういったものは重要な検討課

題かと思います。ただ、どの程度のものを必罰

とするのかということでございますが、その辺

は、私のさじかげんと申しましょうか、それに

かかっているかもしれませんが、他府県の事例

もかんがみながら、考えさせていただきます。

○十屋幸平議員 それこそ懲戒処分とか、分限

とか、それから倫理規程とか、そういうものは

あるんです。逆に言うと、そういう褒めるほう

の部分がないので、十分に知事のほうで御検討

いただきたい。さじかげんもあるでしょうし、

それはいろいろ考えられることがあると思いま

すが、そのことを要望としておきたいと思いま

す。

それから、新企業立地についてお尋ねをした

いと思います。今回、新企業立地で100社１万人

ということで、そしてまた、企業立地促進補助

金が今回の補正でも20億2,000万円計上されてい

ます。この件に関しましては、非常に私も評価

しております。それと、先ほどの県民意識調査

の中でも、2,006人のアンケートの中で864人、

雇用を県民の方も望まれております。そこで、

知事にお尋ねしたいのは、この新企業立地100社

と雇用１万人、この根拠をお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 根拠についてであり

ますが、過去の年度の企業立地等を合わせる

と、この４年では恐らく80数社だったと思いま

すが、それを超える枠、頑張れば超える枠とい

う100社ですね。１万人の雇用につきましては、

企業立地、誘致した企業だけではなく、県内で

新しく企業を起こされた方等々の雇用の創出も

含まれると思います。１万人というのは、失業

率を１％程度上げるというような数字を根拠に

しております。

○十屋幸平議員 県のデータを見ると、15年か

ら18年の４年間で99社なんですね。ですから、
※

超えると。１つ超えれば100なんです。本来な

ら、この前からマニフェストで知事が言われて

いるように一生懸命頑張るということで、企業

数のほうでは目標値が、知事がおっしゃった高

い目標を上げるということでは、ちょっと低い

のではないかなというふうに考えております。

景気も、都会においては若干上向いております

が、地方ではまだまだということでありますけ

れども、そのあたりは我々も―この前、副議

長に言われました、１社持ってこいと―そう

いういろんな形で取り組んでまいりますけれど

※ 210ページに訂正発言あり
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も、先ほど述べましたように、県民の雇用、働

く場、そこが非常に望まれておりますので、

しっかりと頑張っていただきたいというふうに

思います。

それから、もう一点は、もう一回質問します

ので、そのときに一緒にお願いします。

企業立地促進法というのが、国において６

月11日に施行されました。これの県の取り組み

はどういうふうになされていくのか、知事にお

伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 先ほどの企業誘致の

件数でございますが、平成15年から18年までの

４年間で、こちらの統計数字だと89件になって

おります。平成16年度の33件というのは、この

年は非常に多かったわけでございますが、平均

すると14件、26件、16件と、１年にそんな感じ

でございます。それを４年間に100社ということ

は、私としては非常に高い目標を設定したとこ

ろでございます。

企業立地促進法につきましては、県と市町村

等が連携して、地域の強みと特性を生かして、

その地域に特徴的な産業の集積を図るための基

本計画を策定し、国の同意を得た場合に、誘致

活動や人材育成等の事業に対し、国からの支援

を受けることができるものであります。県とい

たしましては、現在、計画策定の前提となる、

集積を図ろうとする産業や対象とする地域につ

いて、検討しているところでございます。企業

誘致につきましては、市町村や関係機関・団体

等が一体となって、さまざまな取り組みを行っ

ていくことが重要であります。今後、企業立地

促進法の活用も見据えながら、引き続き誘致活

動に全力で取り組んでまいりたいと考えておる

次第でございます。以上です。

○十屋幸平議員 ちゃんとお読みになられたん

ですけれども、この前から出ています５ブロッ

クに分けた企業立地促進協議会、これとどうい

うふうに連携するのか、関係が出てくるのか、

そのあたり商工観光労働部長、わかりますで

しょうか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 今お話ご

ざいました５地域にあります企業立地促進協議

会、これと今回この法律で言います協議会とい

うのは全く別なものでございまして、例えば県

と市町村、そういった関係団体等が集まって、

この地域にどういった関係の産業を誘致しよう

かとかいうのを検討してその計画をつくる、そ

ういうことが前提となっております。以上でご

ざいます。

○十屋幸平議員 ですから、どういうふうに今

度はその連携をしていくか。こっちの促進法で

は、行政がいつもですと事務局をやったり、い

ろんなことをしますね。そういうことがこれで

はできないというふうになっております。その

あたりをどう連携させていくのか。県が計画を

つくってやっていくということなんですが、そ

れはどう整理していったらよろしいんでしょう

か。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 基本的

に、市町村と県が中心になって、そういった協

議会をつくって、そういった独立した事務局を

つくって持っていく。そこがいろんな事業を進

めていくということになろうかと思います。

○十屋幸平議員 それは企業立地促進協議会の

ほうで、地域産業活性化協議会というのは、行

政が事務局になるんではなくて、商工団体とか

大学とか、そこではないんでしょうか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 地域産業

活性化協議会、これにつきましては、別途その

協議会の事務局といいますか、執行する機関が
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ないといけないと。例えば今おっしゃった商工

会議所だったりとか、そういうことは可能性と

してはあろうかと思います。

○十屋幸平議員 この促進法、せっかくできた

んですから、本当に積極的に活用していただき

たい。

そこで、知事に一つお願いがあるんです。こ

の法律は、農業とか食品関係の企業の誘致はだ

めなんです。66業種が決められていますが、そ

れは入ってないんです。この前から知事がお答

えになっているように、そういう食品関係の誘

致とかありますので、これは国のほうにぜひこ

ういう業種も―宮崎は特にそうなんです―

入れていただくように御要望していただけます

でしょうか。

○知事（東国原英夫君） 検討させていただき

ます。

○十屋幸平議員 次に、環境問題に移りたいと

思います。

知事、総合計画審議会で女性の方から、マニ

フェストに環境問題の記述がないということが

出ました。私もその場におりまして、御意見を

聞いたところですが、当然、十分認識はされて

いるということだと思います。改めてこの場

で、知事の環境問題に対する認識をお伺いした

いと思います。

○知事（東国原英夫君） 時々いろんなところ

で御指摘を受けるんですが、環境問題がマニ

フェストに入ってないということですね。80項

目に上るマニフェストの中で環境問題はあえて

入れなかったというか、環境問題は、今まで宮

崎県は非常にいい取り組みをされているので、

それを継続させていただくという意味で、あえ

てマニフェストには載せなかったということで

ございます。

本県には、温暖な気候や豊かな森林、きれい

な水や空気、自然の景観など全国に誇れる豊か

な自然環境と良好な生活環境がございます。し

かしながら、今日の環境問題は、身近な地域の

問題から地球規模の問題まで広範かつ複雑化し

てきております。本県におきましても、生活排

水の処理や地球温暖化対策など取り組まなけれ

ばならない多くの課題がございます。このた

め、今般策定した「新みやざき創造計画」にお

きまして、環境保全の推進を重要かつ喫緊の課

題の一つと位置づけ、森林環境税を活用した森

林保全への取り組みや、省エネやごみ対策等を

柱とした地球にやさしい３つの行動、さらに

は、環境にやさしい新エネルギー導入の促進に

取り組むこととしております。いずれにしまし

ても、環境の保全には、県民、団体、事業者、

行政が一体となった取り組みが必要であります

ので、県民の皆様の御理解と御協力、そして積

極的な活動への参加をお願いしたいと考えてお

ります。

○十屋幸平議員 マニフェスト云々かんぬんは

いいんですけれども、県民意識調査というのを

されていてデータがありまして、「県の政策で

重要なものは何ですか」というと、先ほど

の2,006人の中の471人、24.1％が「環境保全対

策」というふうに書かれてありました。という

ことは、今までやってきた政策が浸透していっ

て、皆さん一生懸命やっているんだと理解する

のか、もしくは逆に、まだ足りないのか、そこ

が分かれ目だと思うんです。この数値からする

とですね。ですから、そのあたりを今、知事が

おっしゃったように、現在あるいい取り組みを

進めていくということも一つなんですけれど

も、これからちょっと提案させていただきたい

んですが、時間がありませんので２つ立て続け
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にやらせてもらいます。よろしいでしょうか。

一問一答方式にならないんですけど、知事、よ

ろしいですか。

静岡県は全国に先駆けて「ＳＴＯＰ！温暖化

アクションキャンペーン」というのをやってい

ます。６月の環境月間から来年の１月までの運

動期間中に、個人から団体、企業、さまざまな

チーム1,530、県民の１％、約３万8,000人をこ

とし募集して、所定のシートに活動内容とか企

画とかそういうものを書いて、それから、終

わった後にそれをレポートとして提出して、来

年の２月に「ＳＴＯＰ！温暖化グランプリ」、

こういうものをやろうとしています。これは全

国で初めてです。こういうことが宮崎県でも取

り組めないかというのが一つと、それから、も

う一つは、リサイクル製品認定制度、これは36

都道府県がやっております。三重県のフェロシ

ルトの問題とかもあります。しかしながら、県

民、市民の意識、リサイクルへの意識を啓発す

る意味では、やっぱり必要ではないかと思いま

す。片一方では、リサイクル産業の育成という

側面もございます。その両方あわせて県として

取り組めないか、これは環境森林部長、よろし

いですか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） まず最初に、

静岡県の例による温暖化防止の取り組みについ

てでございます。二酸化炭素の排出量を削減す

るためには、この前の井上議員の御質問にもご

ざいましたけれども、やはり県民一人一人が、

地球温暖化の現状というのをしっかりと認識し

て、それを行動として省エネルギーを実践する

ということが非常に重要であるというふうに

思っております。今、静岡県の例でお話ござい

ましたが、本県におきましても、今年度から

「一村一品・知恵の環づくり」事業を、県が法
わ

律に基づいて指定した地球温暖化対策の普及啓

発の拠点であります「宮崎県地球温暖化防止活

動推進センター」というのがございますが、こ

こと県と協働いたしまして実施することにいた

しております。この事業は、地域の創意工夫を

生かしまして、温暖化対策の取り組みをまず公

募いたします。そして、その中ですぐれた取り

組みを県の代表といたしまして、全国大会に選

出をいたします。そして、全国大会では、各都

道府県の代表する取り組みが全国に発信され、

その中から特にすぐれた取り組みが、グランプ

リ等ということで表彰をされることになってお

ります。この事業を通じまして、県内外のすぐ

れた取り組みを県民に発信して、地球温暖化に

対する興味や関心を喚起することによりまし

て、新たな取り組みを促すものでございます。

今後とも、このような普及啓発活動を通じまし

て、地球温暖化防止活動の輪を県全体に広げて

まいりたいというふうに考えております。

次に、リサイクル製品認定制度についてでご

ざいます。この制度は、安全性や品質について

一定の基準を満たすリサイクル製品を行政機関

が認定をいたしまして、その利用を促進するこ

とにより、資源の循環利用と廃棄物の排出抑制

を図るものであります。この制度は、リサイク

ル製品について行政機関が安全性や品質を審査

し、また広報等も行いますことから、リサイク

ル製品の利用促進には一定の効果があるという

ふうに考えております。しかしながら、この制

度の運用に当たりましては、安全性や品質の認

定基準をどのようにするのか、また、価格など

の面から認定品が必ずしも優先的に利用される

ものではないというような課題もございます。

このため現在、九州地方知事会におきまして

も、国において認定に係る基準等を定めるよう
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要望をいたしているところでございまして、こ

ういった動きも見きわめながら研究してまいり

たいというふうに考えております。

○十屋幸平議員 まさに一人一人の意識の問題

だということはあります。この前、私たち県議

も数名、アル・ゴア元副大統領のドキュメンタ

リー「不都合な真実」を見てきました。著書も

ありまして、その中に、「地球のためにあなた

が出来る最初の一歩は、この事実を知ること

だ。」というふうに記されております。これは

本当にそうだと思います。そこで、一つ私は知

事に御提案をしたいと思うんですが、県内小・

中・高、499あります、この「不都合な真実」の

ＤＶＤが税込みで4,179円で販売されています、

これを各学校に配付して環境教育に役立てるこ

とができないか、知事はそのことに対してどう

いうお考えか、聞かせていただきたいと思うん

です。

○知事（東国原英夫君） 「不都合な真実」の

ＤＶＤ、１本4,000円ですか。500で200万ぐらい

ですかね。環境に対する意識の醸成は非常に重

要かと思います。そのＤＶＤを見せることが、

どのような効果あるいは結果を招くのか、

ちょっと検証してみないとわからないんでござ

いますが、税の趣旨、税の使い目途の趣旨とい

うことも含めて勉強させていただきます。

○十屋幸平議員 先ほど私の発言、一部訂正さ

せていただきたいんですが、企業立地の件数、

知事が89件、私が99件と申しました。私のほう

が10個余分に―希望的観測があったんだと思

いますが―足しておりましたので、そこを訂

正させていただきたいと思います。

今、税のあり方、税の目的、これ、まさに森

林環境税があるんですね。210万円。これは研究

―知事は大分なれられて、研究、検討課題、

いろいろ使い分けをされるようになったんです

が、そのあたりで、やはり子供たちが体験しな

がらやるということは十分わかります。ですか

ら、もう一歩、今度は先ほどお話ありましたよ

うに見て、知ることが大事なんだと。自分たち

が住んでいる地球が今からどうなっていくんだ

ということを知ることが大事ということを御提

案したんです。再度そのことで知事の答弁を求

めたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 知ることは大切だと

思います。それはテレビ等々の環境番組あるい

は実体験、教育の中での実体験等々も含めて、

知るということは、認識するということは大切

かと思います。ただ、環境に関して申します

と、宮崎県は非常に能動的な取り組みをされて

いると思います。ちなみに、川の水質、海の水

質、日本で屈指の水質基準だと考えています。

空気に関しては、光化学スモッグ等の注意報は

これまで発せられておりません。等々もかんが

みて、宮崎県は非常に環境の取り組みというの

は良好かなと思っております。今後はＣＯ２の

削減だけではなく、ＣＯ２を吸収する、つまり

森林を大切にするというような取り組みも大切

かと思っております。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。今か

ら森林の話をしようと思っておりました。そう

いう取り組みをぜひやっていただきたい、これ

は要望にとどめたいと思います。

先ほど知事もおっしゃったように、森林・林

業の大事さ、いろいろ現在の状況が少しずつ、

ほんの兆しではありますが、いい方向になりつ

つあると。そういうことを踏まえて、今もおっ

しゃいましたが、森林・林業の現状と課題につ

いて知事がどのように認識されているか、お願

いいたします。
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○知事（東国原英夫君） 御案内のように、平

成３年から16年連続で杉素材生産量が全国１位

となっております。本県は、我が国を代表する

国産材の供給基地としての地位を築いているわ

けでございます。しかしながら、林業を取り巻

く環境は、長期にわたる木材価格の低迷や担い

手の減少、高齢化等厳しい状況にあることか

ら、手入れの行き届かない森林や植栽未済地の

増加等が懸念されております。私としては、こ

のような本県の森林・林業の現状を踏まえ、県

産材のあらゆる需要拡大を図るとともに、林業

を支える山村地域の振興や森林・林業を担う人

づくりを行い、森林の公益的機能にも十分配慮

しながら、持続可能な循環型の林業を推進して

いくことが重要であると考えております。

○十屋幸平議員 それこそ２月も、当時の部長

がちゃんと答弁されております。そのとおり

おっしゃったんだと思うんですが、だから、環

境森林部長、その課題をどういうふうに政策と

して県は取り組んでいくか、解決していくか、

そのことをお伺いいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 本県林業の活

性化をどうやって図るかということでございま

すが、これまで整備をしてきました林道等の生

産基盤、当然これを活用いたしまして、適切な

森林の整備を進めますとともに、県産材の需要

を拡大していくということが非常に大事である

というふうに思っております。このため、県と

いたしましては、補助事業等を活用した間伐の

推進、あるいは植栽未済地の再造林に努めて、

健全な森林づくりを推進しているところであり

ます。また、県産材の需要拡大を図るため、素

材を安定的に供給する新生産システムの導入を

初めとしまして、人工乾燥材等の高品質材の生

産体制整備、あるいは県内外への新たな販路の

開拓にも取り組むことといたしております。さ

らに、新規就業者の確保あるいは林業技能者の

養成など、担い手対策に取り組むとともに、施

業の集約化や機械化の推進等によります木材生

産の低コスト化を図るなど、再生産可能で競争

力の高い林業・木材産業の確立に努めてまいり

たいというふうに考えております。

○十屋幸平議員 しっかりと取り組んでいただ

きたい、そのように思います。

中国木材について、この前ちょっと出ました

けれども、知事の答弁では、「共存共栄できる

着地点を探っていただきたい」というような発

言をされたと思います。今、川上・川下、意見

が分かれて、賛否両論いろいろあるのは十分認

識しております。県の林業政策の中で、今回の

企業の進出について基本的にどういうお考え

か、環境森林部長にお伺いしたいと思います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 先ほど知事の

ほうからもございましたように、本県の杉を中

心とします森林資源というのは着実に充実をし

てきており、この資源を最大限に活用する、こ

れを生かして林業・木材産業の活性化を図って

いくということは、非常に重要な課題であると

いうふうに認識いたしております。このため、

安定的な県産材の需要拡大に結びつきます企業

の進出等は、森林所有者の所得向上や新たな雇

用にもつながり、地域経済の活性化が図られる

ものと期待されます。今回の中国木材株式会社

の進出につきましては、地元から、原木調達の

競合あるいは植栽未済地の拡大への懸念などを

理由に、進出反対の意見も聞いておりますの

で、会社に対して、具体的な原木の調達計画等

を明らかにして、地元製材業界等と話し合いの

機会を持つように、会社のほうに働きかけてい

るところでございます。いずれにいたしまして
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も、川上・川下の地元業界と会社が十分に話し

合う中で、共存共栄できる道を探っていただき

たいと考えております。

○十屋幸平議員 この議論はまたさせていただ

きたいと思います。それに呼応するかのように

―直接的な原因はないんですが―宮崎ウッ

ドテクノが倒産しました。最初に、昨年度黒字

だと新聞発表があって、しばらくすると８億の

負債、そして２～３日すると９億8,000万の負

債、こういうことで会社が破産しました。こう

いう会計処理のずさんさから、市民も含めて経

営自体に不信が募っているんです。それを受け

て地元企業への影響がないのか、県と、そうい

うあたりにどのような影響があるか。環境森林

部長、お伺いいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 宮崎ウッドテ

クノ株式会社につきましては、耳川流域の豊富

な森林資源を活用するために、平成11年から操

業を開始し、これまで宮崎市の木の花ドームあ

るいは日向市駅舎など大型木造建築物の建設を

数多く手がけ、県産杉材の需要拡大に貢献をし

てきたところであります。また、木材利用技術

センターなどとも連携をいたしまして、本県杉

材の特徴を生かした建築工法等の技術を集積し

てきたところでもございまして、このような事

態を迎えましたことはまことに残念でありま

す。このたびの破産によりまして、県内唯一の

大断面集成材の生産施設と加工技術が失われる

ことは、県産材を活用した大型木造建築物の建

設や需要拡大等の面で影響が生じるものと考え

ております。このため、県といたしましては、

関係市町村等とも連携をしながら、耳川流域を

初め、県内の林業・木材産業への影響が極力少

なくなるように努力をしてまいりたいというふ

うに考えております。

○十屋幸平議員 これは事実だけを知っていた

だくためにちょっとお話ししますが、平成９年

に県と愛知木材が積極的に誘致したわけです。

今、11年に操業とおっしゃいました。２年間何

もやっていなくて800万の赤字を出しているんで

す。ですから、そのあたりがきちんと―県の

責任もあると私は思うんです。当時の１市２町

５村が出資を拒んだ。ある１村は賛成したんで

すけれども、県のほうに陳情書として、出資を

してほしいというのが出ていると思います。そ

の中で、県はしっかりと断ったと。しっかり

断ったんです。だから、そこで責任がないとい

うことではなくて、最初の取っかかりのところ

でちゃんと、誘致しているときに、県としては

関与しているんです。そのあたりをちゃんと、

もっと調べて、市と協議してほしいというふう

に思います。これは時間がありませんので、ま

た次回に回したいと思いますが、そのあたり、

もし、環境森林部長、何かありましたらお伺い

いたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 平成９年か

ら11年までの２年間の空白ということでござい

ました。確かに出資の要望があったというのは

聞いております。それに対して県では、かさ上

げ補助等で対応したというふうに聞いておりま

す。その時点でのいろんな議論をされまして、

県としての方向性を出したものというふうに考

えております。いずれにしましても、こういう

事態に至ったわけでございますので、いろんな

影響が最小になるように、県としても関係市町

村等と連携をして努力していきたいというふう

に思っております。

○十屋幸平議員 商工観光労働部長、それでも

し、こういう連鎖倒産とか起きたら、県として

はどういう対応ができますか。

平成19年６月18日(月)



- 213 -

○商工観光労働部長（高山幹男君） 連鎖倒産

等が心配される場合に、県の中小企業融資制度

の中に緊急経営安定貸付、連鎖倒産防止関係の

融資制度もございますので、そちらのほうを御

利用いただくようにしていただければよろしい

かなというふうに考えております。

○十屋幸平議員 もしそういうことがあった

ら、市とちゃんと連携をとって協議していただ

きたい、そのように思います。

次に、観光客５％アップについて。きのう

も、日曜日、テレビで宮崎の番組が、知事も出

られて３本放映されました。けさも観光客の方

がバス２台、大型バスで来られて、本当にすご

い人気だと思います。知事は観光客数の５％

アップについては、御自身認められて、「間

違ってしまったんだけれども、一生懸命取り組

む」というふうに言われております。そこで、

具体的にこの５％の数字の根拠、それをお聞き

いたします。

○知事（東国原英夫君） 数字の根拠とおっ

しゃられても、そもそもこれは間違ったもので

ございまして、根拠は示すことができないんで

すが、間違ったとは言えませんから、年率５％

というのを達成できれば、私は、観光立県とし

ての宮崎、宮崎再生はこれで図れるんじゃない

かなと思っているぐらい重要な数値だと思いま

す。このマニフェストで一番ハードルの高いの

が、実はこの５％だと思います。御案内のよう

に、毎年、県外から450万人の方がお越しいただ

く。それを５％上げるというのは20数万人、４

年間で100万人上げる。４年後に550万人にす

る。これはとんでもない数字でございます。で

も、これを高い目標として、私は努力させてい

ただいているつもりでございますので、必死で

ございます。

観光のあり方というのは、これから長期滞在

型あるいは体験型になっていくと思うんです

が、あらゆるものが観光にマッチングして、あ

るいはコラボレーションして、例えば農林水産

業と観光、あるいはスポーツと観光、あるいは

医療と観光、あるいは森林セラピー等のいやし

の観光、あらゆる視点で観光振興を図っていか

なければいけないと考えています。そういった

意味で、宮崎が無から有を生む、例えば県庁庁

舎が観光の資源となるというようなことは、今

までなかったことでございます。そういったこ

とも含めて、無から有を生む、これまでの観光

行政としての箱物ではなく、あるものを有効利

用して、それを再発見して観光に結びつけてい

くというような創意工夫等を駆使しながら、こ

の実現に向けて邁進したいと考えております。

○十屋幸平議員 皆さん、お手元にこの資料が

配付されていると思います。今まさにあるもの

を活用するということで、さざれ石でございま

す。日向の大御神社というところに、こんな
お お み

でっかいさざれ石がありまして、知事もことし

の１月、知事選前にこちらにおいでいただい

て、見ていらっしゃると思います。昨日、井上

康生選手が表敬訪問されて、金メダルをとりた

いということを言われておりました。「ママに

なっても金」という谷亮子選手も出ますが、も

う一つ言いますと、星野ジャパンも何か合宿を

すると。私の提案は、そういう方々にこの前で

必勝祈願をしていただいて、その結果を観光誘

致に結びつけられないか、まさにスポーツと神

話と伝説を結びつけたような、そういう考え方

はできないか、知事にお伺いしたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） さざれ石というの

は、調査によりますと全国至るところにあるん
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ですが、大きさが日本一だということで、これ

もまた微妙なんです。日本一と日本２位の差が

余りないというような現状もございます。で

も、日本一ということは、非常にうたい文句と

しては価値が高まるかと思います。この近隣に

位置する馬ヶ背等も含めて、ここの神社の本殿

などは国の登録有形文化財であるということな

どから、非常に観光価値としては高いんではな

いかと、私も認識しております。このさざれ石

は県北における有力な観光資源でありますの

で、県としましても、今後とも地元自治体など

関係の方たちと連携を深めながら、私も積極的

にテレビ等で「さざれ石」と言うようなＰＲに

努めてまいりたいと思っています。

○十屋幸平議員 先日、さざれ石の銘菓が知事

の手元に届いたと思うんですが、ぜひよろしく

お願いしたいと思います。できれば、太平洋マ

ラソンを走る前に一度お参りいただくとありが

たい、そのように思います。

次に、建設行政に移らせてもらいます。

御案内のとおり、宮崎の産業構造として、本

当に農業と公共投資、これが非常に比率が高

い。これは全国で５番目。平均値は全国平均値

が約20％、そして宮崎県が29.1％、ちなみに１

位は山梨県の32.5％、これが歳出総額に占める

割合であります。こういうことを考えたとき

に、建設業の活性化策ということで、知事はど

のようにお考えかお尋ねを申します。

○知事（東国原英夫君） 御案内のように、建

設産業というのは、社会資本の整備を通して県

民の生活を支えるとともに、災害時の緊急対応

とか雇用の場として大きな役割を担っていると

思います。公共事業に大きく依存している本県

の建設業は、年々、公共投資が減少する中、経

営を取り巻く環境というのは非常に厳しくなっ

ていると認識はしております。このようなこと

から、県では、経営革新など意欲ある企業の取

り組みを積極的に支援するとともに、経営と技

術にすぐれた企業が成長できる環境づくりを進

めていく必要があると考えております。また、

今般の入札・契約制度改革におきましては、県

発注の公共工事について、原則として県内建設

業者へ発注するとともに、入札参加条件に地域

要件を設けたところであります。今後とも引き

続き、建設産業の育成に十分配慮してまいりた

いと考えております。

○十屋幸平議員 次に、入札制度については、

るる議論がありましたので、県土整備部長、こ

の入札制度が導入された場合、県内建設産業へ

の影響、どのように考えておられるか、お伺い

したいと思います。

○県土整備部長（野口宏一君） 平成18年５

月、中央建設業審議会総会におきまして、「建

設産業は、急速な建設投資の縮小により深刻な

過剰供給構造となっているため、再編・淘汰は

避けられない、厳しい経営環境に直面してい

る」という報告がございます。本県内における

建設投資総額は、建設統計調査によりますと、

平成10年度の7,343億円をピークに、平成17年度

は5,287億円と約３割も減少するなど、本県建設

産業を取り巻く環境は大変厳しい状況にござい

ます。今回の一般競争入札の拡大は、建設業者

にとりましては、入札への参加機会が増加する

というメリットもある一方で、競争性の高まり

によりまして利益率が低下することも考えられ

ますことから、業界の再編等が進むことも十分

想定されます。このため県といたしましては、

建設産業活性化プランに基づき、今後とも、経

営改善や新分野進出に取り組む意欲ある企業を

積極的に支援してまいりたいと考えておりま

平成19年６月18日(月)



- 215 -

す。

○十屋幸平議員 宮日政経懇話会が４月16日に

開催されまして、そのときに慶應義塾大学の土

居丈朗准教授がおっしゃいましたのは、「公共

工事は悩ましい問題である。削減は必要だが、

他の産業にシフトが必要」。そして、削減して

景気が悪くなってはならないというふうなこと

も述べられております。ですから、その分、十

分注意してやっていただきたい、そのように

思っております。

それから、もう一つ、４月から落札率が７割

に急落しているという報道がありました。その

中で、例えば総務部長、残額が出た場合、今後

その残額についてはどういうふうな取り扱いに

なるのか、お伺いしたいと思います。

○総務部長（渡辺義人君） 落札率の低下分に

つきましては、基本的には再投資に振り向けら

れる、このように考えております。以上です。

○十屋幸平議員 再投資というと、その年に再

度別な事業に振り向けられるというふうに理解

してよろしいんですか。

○総務部長（渡辺義人君） 具体的なところは

県土整備部長が詳しいと思いますけれども…

…。落札率が低下した分だけ、それだけいわば

一時的に余剰金が生じるわけであります。その

分がふえたわけでありますから、それは例え

ば、工事の残事業量があればそちらのほうを前

倒して実施するとか、そういう形で有効活用が

図られる、このように認識しております。以上

です。

○十屋幸平議員 県土整備部長、それでよろし

いんでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） ただいま総務

部長のほうから答弁ございましたように、例え

ば継続中の事業でございますと、まだ翌年度や

らなくてはいけない工事、工区があります場

合、そういうところに対しまして差額分を充当

して、新たな工事を発注するという形になって

まいります。

○十屋幸平議員 国の補助金が入っている場合

はどうなるんでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 手続等が必要

な場合はその手続を行いまして、そのような措

置をとらせていただきます。

○十屋幸平議員 この入札制度にはいろいろ議

論がありまして、最低制限価格が低いところに

落札率が張りついているということもありまし

た。その答弁の中で、算定価格のあり方等を検

証していくということであります。これから最

低制限価格の議論があるところだと思うんです

が、今の価格よりアップする可能性もあるの

か、またはこれ以上下がる可能性があるのか、

大体どちらの方向で―検討されるんですか

ら、これからまたいろいろデータも検証しなが

らやられるとは思うんですが―どちらの方向

に行きそうな感じか、そのあたりは県土整備部

長、お答えできますか。

○県土整備部長（野口宏一君） 最低制限価格

につきましては、恐らく２点あると思います。

１点目が、現在の状況ですと、予定価格等の公

表で、あるいは積算ソフトの高機能化がかなり

進んでいるということで、かなり近いところま

で推測可能になって、そのために最低入札価格

周辺に非常に入札が集中する。そういうものを

解決することで、知事が答弁しておりますよう

に、ランダム方式等の導入というものを早急に

考えてまいりたいと思っています。

もう一つは、実際に最低制限価格の全体的な

価格が高いのか安いのかというようなお話だと

思っております。この点につきましては、実際
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に建設業者、県工事を受注している建設業者さ

んのコスト構造等をしっかり調査した上で、今

後の施策について検討していきたいと思ってお

ります。

○十屋幸平議員 知事にお尋ねしたいんです

が、ランダム方式、これは早急にと今、県土整

備部長がおっしゃいました。私もいろいろお話

を聞くと、来年度から取り入れたほうがいいの

ではないかと思うんですが、知事はどういうふ

うにお考えになりますか。

○知事（東国原英夫君） 先日も御指摘があっ

たように、昨今、非常に張りつきが精緻になっ

ておりまして、予定価格とぴったり合うような

事象も、とび・木工という積算がしやすい事象

につきましては、そういう一致する事例も出て

くるかと思います。そういったことを避けるた

めにも、ランダム方式というのは積極的に検討

してみるべきではないかなと考えています。た

だ、ランダム方式にしますと、どうもくじ引き

的な要素がございますので、きちんと企業努力

されている方にとっては不利益になる可能性も

あることから、慎重に検討していくべきかなと

考えています。

○十屋幸平議員 それは十分に検討していただ

きたいと思います。

最後に、知事に観光５％アップ、ちょっとま

た戻りますけれども、ことしの８月３～４日

に、日向の「第24回日向ひょっとこ夏祭り」と

いうのがございます。御存じでしょうか。知っ

ていらっしゃれば、これは県内外からたくさん

の方が踊りに来られます。そこで、もし知事が

―今山大師、延岡にも行かれたと伺っており

ますが―こちらのほうに来られれば５％達成

も夢じゃないと思うんですが、知事の日程的に

合うか合わないか別にして、どういうお考えか

伺わせていただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 大変申しわけないん

ですが、私のスケジュールは11月いっぱいまで

決まっておりまして、８月の３～４日がどのよ

うになっているか、秘書課のほうに聞いてみな

きゃわからないんですが……。最近考えている

のが、私、体が一つでございますので、２つ、

３つにふやすために、東国原知事人形というの

をつくって、僕が行けないところにはそういう

人形が行くというようなことも考えてはどうか

というようなアイデアも出しております。以上

でございます。

○十屋幸平議員 県民の期待が大きいので、知

事、ぜひ体を壊さないようにしっかり頑張って

いただきたいと思います。終わります。（拍

手）

○中村幸一副議長 次は、９番黒木正一議員。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） 私は、東臼

杵郡選出の黒木正一でございます。きょうは、

選挙区からたくさんの傍聴の方が見えておりま

す。それから、ふるさと会の方まで見えており

ます。本当にありがとうございます。ありがた

いと同時に、非常に緊張いたします。

私は今回の県議選で初めて当選いたしまし

た。私の住む諸塚村は、この春に人口2,000人を

切りました。典型的な過疎の山村でございま

す。基幹産業である林業の不振で人口が次第次

第に減っていき、高齢化が進む中、このままで

は山間地は切り捨てられるという悲鳴にも似た

声に後押しされて、山間地に点在する一票一票

をいただいて、この場に立つことができまし

た。このような背景から選出された者でありま

すから、初めての一般質問は、中山間地域の諸

問題、中山間地域は農林業が主要産業にならざ

るを得ず、中でも林業の復興なくして地域振興
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はあり得ないという基本的考えに立って、質問

をいたします。

日本は島国であり、山国であります。この100

年間を見ても、森林面積率が65～67％の間を推

移している、世界に冠たる森林国であります。

今でこそ人口が、文化の中心地が平野部におり

てきており、山の寂しさが当たり前のように

なっておりますが、平野部に人口が移動し出し

たのは徳川の時代、それ以前の長い年月、山の

文化があったのであります。それは縄文の時

代、旧石器の時代にまでさかのぼることがで

き、山のにぎやかさに支えられて森林は守られ

てきたと言われています。文明人はその足跡に

砂漠を残したと言われるように、多くの文明国

が森林を破壊することによって文化を育ててき

たのに対し、日本は木を植えることで文化を育

ててきた国と言われています。もちろん、高温

多湿の夏を持つ温帯モンスーン気候に位置して

いることも、大きな要因であると思います。

戦後、日本は工業化社会を目指し、生産の現

場を沿岸部に集中させ、分散していた人口が都

市に移動し始め、高度経済成長期にそれが顕著

となりました。工業製品を海外に輸出し、その

見返りとして安い農林水産物を輸入、中山間地

の基幹産業である農林業が立ち行かなくなり、

人口がさらに都市に集中する。政治力まで都市

に集中し、地域間の格差が広がっているのが現

実であります。確かに、経済成長は物質的に豊

かな社会をもたらしました。一方で、連日の殺

人事件、そして自殺者の増加、私は、経済成長

が置き去りにしたものは、ふるさとである中山

間地域、そして日本人の心ではないかと思いま

す。経済成長期の中山間地問題は、単に過疎問

題でありましたが、今や、山の崩壊が起き、下

流域の都市住民や漁業者などと流域全体を巻き

込んだ広範囲なものになっております。知事の

マニフェストの中に、中山間地域に対する思い

が伝わってこないのであります。中山間地域に

対する位置づけ、役割について、知事の率直な

考えをお伺いしたいと思います。

さて、今回の県会議員選挙の投票率55.38％、

過去最低。東国原知事が誕生した１月の知事

選64.85％を大きく下回り、存在感薄い県議と、

投票率の低さばかりが話題となりました。一方

で、西米良村と諸塚村が90％を超え、椎葉村と

美郷町が80％を超えています。これは、候補者

が地元から、また近くから出たというわけでは

決してありません。知事選においても、ほかの

選挙においても、これらの町村、そして西臼杵

郡を加えた、いわゆる県北の中山間地域はいつ

も投票率が高いのです。

日本農業新聞が読者を対象にしたモニター調

査によると、「村の将来に不安」と答えた人が

中山間地域では97％、ほぼ全員であります。不

安の理由は「過疎・高齢化の進行」「地域の農

業の衰退」が多く、「活性化に必要なものは何

か」との問いに、「収入の増加」、その次に

「農業・農村を重視する国政」というのが来て

おります。政治への期待が大きくなっておりま

す。基幹産業が不振で過疎・高齢化が進む地域

は政治にすがらざるを得ない。この調査の結果

は、県内の投票率によくあらわれているのでは

ないかと思います。知事は、投票率の低さにつ

いてのコメントを新聞でされておりましたが、

この投票率の高さに対する考えをお伺いした

い、そのように思います。

それから、もう一点、知事にお尋ねします。

林業に対する知事の考えでありますけれども、

先ほど十屋議員から質問がありまして、ある程

度のお答えはいただきましたけれども、知事の
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言葉で答えをいただきたいというふうに思いま

す。私のような中央から離れた山村に住んでい

る者は、中学を卒業しますと、村を離れて日向

市か延岡市か、または宮崎市の高校に行きま

す。寮か下宿から通うことになります。１人な

らまだしも、２人がダブついて高校や大学へ入

学することになりますと、自宅通学と比べて大

変な負担となります。私も、中学を卒業すると

同時に村を離れて日向市の高校に行き、下宿を

しました。今から約30年前に、いろいろと回り

道をして帰りました。地元に帰りますと、あと

５年すれば林業はよくなるよという話でした。

それ以来、あと５年、あと５年と何回聞いたこ

とでしょうか。あれから30年、木材価格は下が

る一方、反面、労働賃金は上がるばかりであり

ました。林業は非常に厳しい時代が続いており

ます。しかし、だからといって何もかも行政頼

み、人頼みしていたわけではありません。林家

が力を合わせて木材加工場をつくったり、林業

後継者を育てる組織をつくったり、産直住宅に

取り組んだり、森林認証を取ったり、シイタケ

を振興したり、必死になって活路を見出してき

ました。そうして今、ようやく目の前に国産材

の時代到来という新たな局面を迎えています。

先日、押川議員も、ある本のインタビューで知

事が林業に力を入れたいという話をしているこ

とを紹介しました。知事の林業に対する思い

を、知事の言葉でお答えいただきたいと思いま

す。

後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〕 お答え申し

上げます。

中山間地域の位置づけについてであります。

平野の周辺から山地に至る中山間地域は、森林

の整備や農業生産活動等を通じた県土の保全、

水源の涵養、食料の供給機能など、県民の生活

を守る重要な役割を果たしております。また、

個人の価値観が物の豊かさから心の豊かさの重

視へと変化する中で、豊かな自然環境や伝統文

化を有する中山間地域は、都市住民にいやしの

場を提供するなど多面的な機能を有しておりま

す。私は、豊かな自然や、神話・伝承などの歴

史文化、安全で安心な農林水産物など、本県の

中山間地域が有する多くの地域資源は、全国に

誇るべき財産であり、県民全体の宝であると考

えております。一方で、中山間地域は、過疎

化、高齢化の進行や担い手の減少、耕作放棄地

の増加等により、地域活力や多面的機能の低下

が懸念されている状況にあります。したがいま

して、今後とも国、市町村と連携しながら、生

産基盤や生活環境基盤などの社会資本の整備を

進めるとともに、定住条件の改善や就業機会の

確保に努めるなど、地域の実情に応じたさまざ

まな施策を総合的に講じながら、中山間地域の

振興を図ってまいりたいと考えております。

続きまして、中山間地域の投票率の件であり

ますが、選挙の投票率につきましては、御指摘

のとおり、各種選挙を通じて、中山間地域の市

町村のほうが都市部より高い傾向にあります。

これは全国的にそうかと言えます。御質問にも

ありましたように、中山間地域においては、都

市部と比べ交通インフラなどの社会資本の整備

がおくれているため、政治や行政に対する期待

が高いこともその理由の一つかと思います。ま

た、このような地域におきましては、住民の連

帯感が強いことや、行政と住民との関係が近い

ことなども、このような投票結果につながって

いる要因ではないかと思っております。

続きまして、林業についてでございますが、
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私は、再三、「森林を守る。50年後、100年後を

見据えて今、森林を守る。それが宮崎モデルの

一つの要因ではないか」と発言させていただい

ている次第でございます。御案内のように本県

は、杉の素材生産量が平成３年から16年連続し

て全国１位になるなど、国内有数の国産材供給

基地としての地位を築いておる次第でございま

す。しかしながら、御案内のように、木材価格

の長期的な低迷や、林業担い手の減少・高齢化

など、林業を取り巻く環境は厳しい状況が続い

ております。このような中で、山村地域の基幹

産業である林業を活性化していくことは、地域

の振興を図る上で極めて重要な課題であると認

識しております。昨今、御案内のように木材価

格が上向きになったことで、一縷の光というも

のは差してきたんじゃないかなと考えておりま

す。今後、できる限りの施策を講じて、森林の

整備保全に全力を傾注してまいりたいと考えて

おります。森林が滅びれば国土が滅びる、地方

が滅びれば国が滅びる、私はそういうような認

識でいます。〔降壇〕

○黒木正一議員 知事はある本の中で、林業の

振興のために勉強会を立ち上げるというような

ことを言われておりますが、どのような勉強会

を立ち上げるのか、おわかりでしたらお答えい

ただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 先日も環境森林部の

方々とお話ししたんですが、一応議会が終わっ

て、そのような勉強会を立ち上げる方向で考え

ております。

○黒木正一議員 どのような勉強会でしょう

か。

○知事（東国原英夫君） 森林環境を考える全

体的な会議でございます。

○黒木正一議員 次に行きます。次は、各部長

にお尋ねをいたします。私の家は、山の中腹に

しがみつくようにといいますか、はいつくばる

ように点在している集落の中にあります。ある

海岸部の人がそれを見まして、日本のマチュピ

チュだと言いました。これは喜んでいいのかど

うかわかりませんが、そんな山奥に住んでいま

すから、山村のことはよくわかっているつもり

でおりました。しかし、この広大な入郷の山間

部を歩いてみて、驚くこと、知らなかったこと

が幾つもありました。まず、高齢者世帯の多

さ、ひとり暮らし、２人暮らしの多さ、空き家

がだんだんと多くなっていること、鳥獣被害に

悩んでいる人の多いこと、台風災害などの自然

災害におびえている人の多さ、知っていたつも

りだったこれらの問題は大変深刻なものになっ

ております。

そこでまず、高齢者のひとり暮らしや２人暮

らしの問題であります。阪神・淡路大震災のと

き、多くの高齢者が亡くなられましたが、ひと

り暮らし、２人暮らしの老人世帯が都会でも多

いんだなと思ったものでした。また、一昨年の

冬だったでしょうか、長野や新潟の豪雪のと

き、屋根の雪おろしの事故や雪の下敷きになっ

て亡くなられたのはほとんどが高齢者であり、

ふるさとはお年寄りが守っているのだなと感じ

たものでありました。

私が訪ねたある家のことでありますが、隣の

家からは車で10数分離れた家、車がないからだ

れもいないかなと思いました。だが、家の中で

大きな声がする。だれかいると思って声をかけ

ても返事がない。玄関に「訪問販売お断り」と

書いた札があるので、警戒しているのかなと思

いましたが、テレビの音がする。玄関の戸をあ

けて大声で呼んでも返事がない。もしかしてテ

レビをつけたまま倒れているのかもと中に入
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り、中の戸をあけると、ようやく気づいて、体

全体でやっと振り返るお年寄り、こういう人が

ぽつりぽつり何人も住んでいます。この人たち

が幸せか不幸かはわかりません。ただ、言い方

は悪いかもしれませんが、現代社会の孤独の象

徴、地域間格差の象徴ではないかと思うので

す。夫や家族を戦場に送ったかもしれない。子

供たちを都会に送り、今日の豊かな社会をつ

くった恩人ではないでしょうか。こういう方々

が大事にされる社会、そうでなくてはならない

と思います。

もちろん、それぞれの地域地域で声をかけ合

う役割を決めたり、災害のときは安全の確認を

し合う仕組みをつくったり、郵便配達のとき声

をかけたり、いろいろな方法でサポート体制を

つくっています。しかし、これからは高齢者が

高齢者を支えるという時代になります。県内の

ひとり暮らし、２人暮らしの世帯がふえている

と思いますが、現状と見通し、それから、県の

対応、今後どのようにしていくのかということ

を福祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 少子高齢化や

核家族化の進行により、ひとり暮らしや夫婦の

みの高齢者世帯が増加しておりまして、特に中

山間地域では、過疎化の進行と相まって、その

傾向がより強くなっております。中山間地域の

高齢者は、長い間その地域社会を守り、支え続

けてきた方々であり、今後とも、その住みなれ

た地域で安心して生活していただくためには、

医療の確保とか介護保険制度の円滑な運用はも

ちろん、その地域の実情に応じて、日常生活を

地域で支えるための仕組みをつくっていくこと

が大変重要であります。こうした取り組みの一

助としまして、県といたしましては、高齢者等

保健福祉推進事業等によりまして、市町村の社

会福祉協議会などが実施する配食・入浴サービ

ス、移動の支援、宅配サービス、それから高齢

者の見守りネットワークづくりなどの取り組み

に対して支援を行ってきたところであります。

今後とも市町村と連携して、高齢者を地域で支

え合う取り組みに対して積極的に支援してまい

りたいと考えております。以上です。

○黒木正一議員 次に、空き家対策についてお

聞きをいたします。この件につきましては、先

日、丸山議員のほうから質問があり、その現状

や取り組みについてはお伺いいたしました。重

複する点もありますけれども、改めて質問いた

します。

私の周りもそうでありますけれども、空き家

がふえています。一方で、過疎の村にも都会か

ら移り住んでいる人たちがいます。山の仕事に

従事する人、炭窯をつくって炭焼きをする人、

ある若い夫婦に「何もないところによく来まし

たね」と言いましたら、「何もないけど、何で

もあるじゃないですか」と言われました。都会

で定年を迎えて移り住んでいる人もいます。雪

崩を打ってとまでは無理でしょうが、都会から

田舎へという予兆が、ぽつりぽつり確かにあら

われています。これまでの人口減少は、主とし

て世帯員数の減少によるものでした。しかし、

ひとり暮らし、２人暮らしの世帯増加により、

人口減少は世帯数の減少を伴うものとなりま

す。つまり、空き家がますますふえることは間

違いありません。集落に空き家がふえ、朽ちて

屋根が落ちた家、つるに巻かれた家は寂しいも

ので、集落の活力もなくなります。空き家の活

用と同時に、今後どう処分するかも今後の課題

と考えますが、空き家対策について地域生活部

長にお伺いいたします。

○地域生活部長（丸山文民君） 中山間地域で
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の空き家対策についてであります。今、議員御

質問されましたように、空き家は中山間地域に

おいて増加傾向にありまして、空き家の有効活

用が図れないかというような声を伺っていると

ころであります。住居に関することは、具体的

に二地域居住を検討されている方々にとりまし

ても、大変優先度の高い関心事項ではないかな

と思っております。空き家の活用は、二地域居

住を進める上で有効な手段の一つではないかと

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、今議会に提案しておりますけれ

ども、「宮崎に来んね、住まんね、お試し事

業」の中で、市町村において登録物件等を紹介

する「空き家等情報バンク活動」への補助制度

を設けまして、その活動を積極的に支援してま

いりたいというふうに考えております。

○黒木正一議員 それでは、鳥獣被害の対策に

ついてお尋ねをいたします。被害がどんどんと

広がっております。猿やシカの影響でシイタケ

の生産を断念した地域、植林後のシカの食害対

策に多大な労力と費用を余儀なくされている林

業者等、農林産物の生産意欲の低下につながっ

ています。ある地域に行きますと、住宅と家庭

菜園を鳥獣被害から守るために、住宅と家庭菜

園の周りを網と電気さくで囲んでいる農家があ

りました。どうなっているのかとのぞいてみま

すと、家の人が「入ってこい」と言うものです

から、どうやって入ろうかと迷っていますと、

「網をくぐって入ってこい」と言うのです。鳥

獣被害のために人間が網の中で生活している。

そんなところさえあります。豊かな森づくりを

怠っている人間社会への警鐘かもしれません。

県のほうでも、それぞれの動物に対して対策が

とられておりますけれども、現状とその対応に

ついて、環境森林部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） シカ、猿など

の野生鳥獣による農林作物への被害額というの

が、ここ数年２億円程度で推移をいたしており

ます。県ではこれまで、電気さくの設置ですと

か、あるいは有害鳥獣駆除への助成を行ってき

たところであります。特にシカにつきまして

は、雌ジカを狩猟する区域、あるいは狩猟期間

を１カ月延長する区域を設定するなど、捕獲の

強化に努めてきたところであります。しかしな

がら、一部地域では、お話にありましたよう

に、被害が深刻化しているところもございま

す。より効果的な被害防止対策が必要であると

いうふうに考えております。

このため、猿につきましては、今議会でお願

いをいたしております「野生猿被害防止総合対

策事業」におきまして、地域の被害実態に応じ

た対策の構築、あるいは地域での相談体制の整

備、さらには捕獲活動への支援を強化すること

といたしております。また、シカにつきまして

は、今年度から、雌ジカの狩猟できる区域を県

下全域に拡大いたしますとともに、狩猟期間を

延長する区域も拡大することといたしておりま

す。今後とも市町村等関係機関と一体となっ

て、より実効性のある被害防止対策に努めてま

いりたいというふうに考えております。

○黒木正一議員 それでは、台風、大雨の災害

対策についてお尋ねしたいと思います。

昨今の異常気象、地球温暖化によるものと思

われますが、台風や局地的な豪雨など、これま

での常識では考えられない自然災害が、国内外

で増加しています。一昨年の台風14号、県内で

これまでで最大の被害をもたらしました。私の

住む耳川流域でも、とうとい人命が失われまし

た。私の地元の商店街も、２年続きの洪水に見

舞われました。水の引いた商店街を見たとき
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に、この先どうなるだろうかと思いまして、言

葉もない状況でありました。そういう中、地域

の方々、地域の建設業の方々、県の出先の職員

の方々、学校の先生方、ほかの市町村の方々、

多い日には数百人のボランティアの方が集まっ

て、片づけの手伝いをしていただきました。多

くの生活物資、義援金も届けられました。この

ような温かい支援に支えられて、ほとんどの商

店が復興し、営業を始めております。しかしな

がら、土砂の堆積、上流の山崩れ、山林のひび

割れなど危険な状況があります。雨が音を立て

て降ると気が気ではありません。災害を未然に

防止するには、河川土砂のしゅんせつ、ほか

に、適切な河川管理や予防的治山治水事業を計

画的に推進し、災害に強い安心して住める県土

づくりに努めるべきと考えますが、環境森林部

長、県土整備部長に考えをお伺いいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 本県の山間地

というのは非常に地形が急峻で、地質的にも非

常に脆弱であるということから、山腹崩壊等の

災害が多く発生をいたしております。特に平

成16年、17年の台風では、県北を中心に過去に

例を見ない大災害が発生いたしまして、県民生

活に大きな影響を与えたところでございます。

山地災害予防対策の推進を図りますことは、大

変重要な課題であるというふうに考えておりま

す。このことから、県民の方の生命・財産に直

接影響を与えるおそれのある4,363カ所を山地災

害危険地区として指定いたしまして、このうち

危険度の高いところから計画的に、治山ダムあ

るいは山腹工、地すべり防止工等の予防対策に

努めておるところでございます。また、梅雨や

台風時期を前に、市町村等と合同で危険地区の

調査・点検を行いまして、早目に対策を検討す

るなど、災害の未然防止にも取り組んでいると

ころでございます。今後とも、関係機関と連携

を図りながら、現地に合った山地災害予防対策

を実施して、災害に強い県土づくりを推進して

まいりたいというふうに考えております。

○県土整備部長（野口宏一君） 県土整備部の

ほうからもお答えいたします。

本県は、地理的・自然的条件などから、台風

などによりまして風水害や土砂災害を受けやす

い状況にありますことから、安全で安心な暮ら

しの確保を目指しまして、災害に強い県土づく

りを推進しているところであります。治水上支

障がある堆積土砂の除去など適切な河川管理を

行うとともに、災害時の避難を円滑にするため

のソフト対策と一体となりました河川改修や砂

防施設整備などの、防災対策の計画的な推進に

努めているところであります。平成17年の台

風14号では、未曾有の被害を受けまして、これ

までに堆積土砂につきましては約150万立方メー

トルを除去したところであります。今年度も引

き続き実施をしてまいります。また、河川激甚

災害対策特別緊急事業などによりまして、五ヶ

瀬川や大淀川、耳川など甚大な浸水被害が発生

しました河川の改修を重点的に実施するととも

に、砂防堰堤など防災施設整備を計画的に実施

しているところであります。県といたしまして

は、今後とも、適切な河川管理や予防的治水対

策の推進に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○黒木正一議員 県土整備部長にお尋ねをいた

します。私は昨日、河川の災害復旧、地すべり

防止工事の状況を改めて、一部ではありますけ

れども、見に行ってきました。工事は着々と進

行しておりますが、川の流れ、また山の土質、

ひび割れ状況等、毎日そこを見ている地元の人

が、これまでの経過、自然状況というのを一番
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わかっているというふうに思います。もちろん

工法とかそういったものは、素人でありますか

らわかりませんが、最少の予算で最大の効果、

つまり次の災害を未然に防ぐためには、地元の

方々の意見を聞いて説明をし、事業を進める必

要があると思います。そのような方法を十分に

とられておるかどうか、県土整備部長にお尋ね

いたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 耳川流域で

は、平成17年の台風14号におきまして、非常に

大きい山腹崩壊とか浸水被害が多数発生してお

りまして、諸塚村の中心部につきましては、浸

水被害の甚大さから、河川改修などの防災対策

に早急に取り組む必要があると考えておりま

す。その中で、現在、河川改修につきまして、

国、学識経験者あるいは九州電力というような

ところで、技術的な検討を昨年度までにほぼ完

了したところでございまして、今年度は、地元

の皆さんの御意見を伺いながら、具体的な実施

計画というものを作成していきたいと考えてお

ります。

○黒木正一議員 今の私の質問は、地域の住民

の意見を聞きながら事業を進めているかどうか

ということでございますが、その点についてお

伺いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 今までも留意

しながら、地域の皆さんの声を聞きながら、事

業を進めていると思いますけれども、今後とも

さらに一層、皆さんの声を聞いていきたいと

思っております。

○黒木正一議員 昨日、工事の現場を見まし

て、また災害が起こるのではないかと心配され

る―素人目でありますけれども―そういう

箇所があったものでありますから、十分に地元

の方々と協議をしながら進めているものかどう

かと少し心配したものですから、今、質問した

ところであります。耳川には民間の利水ダムが

数多くあります。今後の台風や大雨というの

は、これまでの想定を超えたものになるという

ことも予想されます。防災対策というのは、根

本的に見直す必要があるというふうに思いま

す。ダム管理者や関係機関が連携して、県民の

生命・財産をどうしたら守れるのかという最善

策を講じる必要があると考えます。県の取り組

みについては今、部長からお答えがありました

ので、お答えは要りませんけれども、本当にど

うやったら県民の生命が守れるのか、それを最

優先にして、どうか防災対策を民間企業と相談

しながら考えていただきたい。答弁は要りませ

ん。

続きまして、林業の政策についてお尋ねをい

たしますが、この件につきましては、先ほどの

十屋議員が先に質問をしてしまいましたので、

その考えについてもお聞きをいたしたところで

ありますけれども、きょうは地元からも林業地

帯から大勢傍聴者も見えておりますので、重ね

てお聞きしたいと思います。

国産木材に追い風が吹き始めたと言われてお

ります。一つは、輸入外材の価格の高騰にあり

ますが、日本は蓄積された40億立方メートルの

人工林を持っておりますが、宮崎県でも民有林

だけで9,900万立方メートルの蓄積、杉の標準伐

期を迎えたものが6,000万立方メートルを蓄積し

ており、年間成長量も200万立方メートルと、こ

のように資源が蓄積されております。外材が高

くなり、国内の人工林がいよいよ収穫期を迎え

た、まさに機は熟したのであります。しかし、

現在の現場において、木材価格の低迷、労働力

の減少、高齢化により、大型機械による大面積

伐採で未植栽地がふえ、山が荒廃するという悪
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循環に陥っています。輸入木材価格が上がり、

いよいよ国産材の時代が来たといいましても、

８割は輸入外材であります。今、輸入外材にか

わる安定した量、質の供給体制が求められてお

ります。

しかしながら、残念なことに、山元には、安

定供給し、再造林する人とエネルギーが不足し

ています。全国の林業就業者、ピーク時に40万

人を数えたのが、今や６万人、宮崎県でも9,000

人を超えていたものが、2005年には2,300人、そ

のうち60歳以上が35.5％、まさに高齢化してお

ります。国産材の時代が来たから安定供給しよ

うと思っても、人は山から去っているのです。

しかしながら、私たちはこれ以上、外国の資源

を食いつぶすことは許されませんし、林業再生

だけでなく、50年後、100年後のために豊かな森

林環境をつくる責任があると思います。再度、

環境森林部長にお尋ねいたします。再生産可能

な林業を振興していく基本的な考えをお伺いい

たします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 森林につきま

しては、今、議員おっしゃいましたようないろ

んな課題を抱えております。これは木材の生産

はもとよりでございますが、県土の保全や水源

の涵養、あるいは今、問題になっております地

球温暖化の防止など、県民生活に欠くことので

きない多面的な機能というのを森林は有してお

ります。このようなことから、本県の豊かな森

林を県民共有の財産として保全しますととも

に、経済資源として積極的に活用することによ

りまして、再生産可能な林業を確立することが

非常に重要であるというふうに考えておりま

す。このため県としましては、補助事業等を活

用した間伐の推進、あるいは伐採跡地の再造林

を引き続き支援いたしますとともに、新規就業

者の確保、あるいは林業技能者養成の担い手対

策などにも取り組み、健全で多様な森林づくり

を進めているところであります。さらに今、議

員のお話にありましたように、最近の外材から

国産材利用への転換の動き、これを的確にとら

えまして、川上と川下が一体となって、素材を

安定的に供給する新生産システムの導入ですと

か、あるいは県内外への販路拡大等の取り組み

によりまして県産材の需要拡大を図り、森林・

林業の活性化を推進してまいりたいというふう

に考えております。以上でございます。

○黒木正一議員 林業の担い手をどうするかと

いう問題は、非常に大きな問題であるというふ

うに思います。いろんなところで育成策がとら

れておりますけれども、ある程度研修を受けた

人も、最後は半数近くがほかの仕事につく、そ

ういう報告もされております。今後の担い手に

ついて、もう一度どのようにお考えかお尋ねい

たします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 議員御指摘の

ように、林業の就業者は年々減ってきておりま

す。やはりこの確保がされませんと、川下も大

きな影響を受けます。そのための方法として

は、当然、新規就業者をいかに確保するのか、

あるいはそういう林業の技能者の事故とかいろ

んな面もございますし、またしっかりした技能

者の育成、養成というのは非常に大変でござい

ます。これについては、いろんな手だてを講じ

ておりますが、やはり現実的には山でそういう

業務に従事して生計が成り立つということが前

提になります。そのためにはいろんな、要する

に林業が業として成り立つような仕組みという

のは当然必要でございます。先ほど申し上げま

したように、昭和54年ですか、１立方が３

万5,000円超えていた時代から9,000円まで落
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ち、今ようやく１万円を超えるような回復。こ

れはいろんな外材との関連でそういう状況があ

りますので、こういった流れを的確につかん

で、当然、新規就業者につきましては、いろん

な―県内でも例えば建設産業の問題も従事者

の問題もございます。関係部局、市町村とも十

分連携をとりながら、そういった確保に努めて

いきたいというふうに考えております。

○黒木正一議員 林業をなりわいとするという

のは、今から木を植えましても、果実があらわ

れるのは40年か50年先であります。特に環境に

強い森林をつくろうと思えば、やはり100年と

か200年の計をしなければならないということ

で、なりわいとしてやっていく、産業としてい

くというのは非常に困難な面があります。そう

いうものを踏まえて、どこで森林を守るのか、

どこでそういう仕組みをつくっていくのかとい

うのは非常に難しい問題があろうと思います。

今後しっかりと対策をしていただきまして、再

生産できる仕組みをどうやってつくっていくの

かというのが、この新しい国産材時代の中で非

常に求められている取り組みであると思います

ので、ひとつしっかりとした対応を、これは県

だけでなくて一緒になって取り組んでいくよう

に、今後ともよろしくお願いしたいというふう

に思います。

次に、木質バイオマスの件についてお尋ねを

いたします。現在、トウモロコシを家畜と車が

奪い合うような時代になっています。30年以上

前になりますけれども、トウモロコシの輸出国

アメリカで、将来の食糧難を予想して、人道的

に、家畜にはトウモロコシを与えられなくなる

かもしれないというようなことで、のこくずを

肉用牛のえさに利用しようという研究が行われ

ていました。今どうなっているのかはわかりま

せんが、日本の持つ唯一の循環可能な資源が森

林と言われております。各地でいろんな用途に

活用されておりますけれども、これは地域の活

性化につながることであるとも考えられます。

木質バイオマスの本県での取り組み、今後の取

り組みについて、環境森林部長にお尋ねをいた

します。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 木質バイオマ

スにつきましては、本県では、利用されずに森

林内に残された間伐材、あるいは製材工場で発

生いたします端材など、多くの木質バイオマス

資源が発生をしておりまして、その有効活用を

図ることは大変重要であるというふうに考えて

おります。これまで、製材工場の端材などは、

製紙の原料となるチップですとか、あるいは畜

産用の敷料―要するに敷きわらの代用品でご

ざいますが―こういったものに主として利用

されてきましたが、近年は、県内製材工場等に

おいて木質ボイラーが導入されまして、木材乾

燥や発電の熱源としての利用が図られておりま

す。県といたしましては、今後とも資源を無駄

なく有効活用し、地球温暖化防止や循環型社会

の構築にも貢献するよう、熱源としての利用を

促進しますとともに、関係団体等との連携も図

りながら、新たな分野での利用拡大にも努めて

まいりたいというふうに考えております。

○黒木正一議員 次に、知事にお尋ねをいたし

ます。「そのまんまマニフェスト」に「環境税

の導入を検討」というふうにありますけれど

も、これは森林環境税のことでしょうか、お尋

ねいたします。

○知事（東国原英夫君） そうでございます。

○黒木正一議員 私はこのマニフェストを見

て、環境税の導入というのを見まして、

「おっ」と思いました。私どもはこれまで、森
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林を守るのは国の役割ではないかと思いまし

て、国税としての森林環境税の創設を求めて市

町村議会の促進議員連盟をつくり、市町村の促

進連盟と歩調を合わせて、10年来、各関係機関

に要望を続けてきました。国においては、環境

税が政府税調において議論されております

が、17年度に引き続き、18年度税制改正におい

ても見送られています。

先日、井本議員の質問の中でも、先ほどの十

屋議員の質問の中でも出てきました「不都合な

真実」という映画の話がありました。その書籍

版でありますけれども、223ページと224ペー

ジ、見開きの航空写真が載っております。一方

がハイチ、一方がドミニカ共和国の国境線であ

ります。一方は豊かな森林で、もう一方は茶色

のはげ山、国の森林政策によってこれだけ極端

な違いになるんです。京都議定書目標達成計画

の目標達成には、現在より20万ヘクタール多

い55万ヘクタールの山林で毎年間伐などを行う

必要があるとされています。実施のためには、

安定的な財源を確保しなければ実現は不可能と

考えられます。その手段としても国税としての

環境税を国に要望する考えはないか、知事にお

尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 地球温暖化防止等に

貢献する循環型社会の構築に向けては、二酸化

炭素の吸収源として重要な役割を果たすと考え

ております、多様で健全な森林の整備保全に努

めることが、重ねて必要であると考えておりま

す。このため、本県では昨年４月、森林環境税

を導入し、水を貯え、災害に強い森林づくり

や、県民等による森林づくり活動への支援等に

取り組んでいるところでございます。一方、国

に対しましては、温暖化対策のための税制度を

早期に創設し、それを財源として森林整備事業

への地方財政措置等の充実強化を図るよう、平

成16年度から毎年要望してきたところでござい

ます。本年５月にも要望を行ったところでござ

います。

○黒木正一議員 ぜひとも安定的な財源確保の

ために御努力いただきますように、お願いをし

たいと思います。

さて、知事に質問をいたしますが、知事は就

任以来、トップセールスに駆け回るなど精力的

に行動しておられます。多忙なことだろうと思

います。先ほどの質問の中でも、もうスケジュ

ールはいっぱいだという話でありました。しか

し、足元の地元の現状を知ることも大切なこと

であります。知事は選挙期間中、間違っていた

ら大変失礼でありますけれども、村と名のつい

た地域には足を踏み入れられませんでした。人

口の少ない地域に住んでいる人も県民でありま

す。知事にいつ会えるのかと待っております。

どうか現地に足を運んでいただいて生の声を、

僻地でも一生懸命汗を流している人たちの声を

聞く機会をつくってもらうように、お願いをい

たします。また、県庁の職員の方々にも、積極

的に県内各地に足を運ぶように促していただき

たいと思います。県庁職員の方々は能力、情報

を持った方々です。地域の資源開発など再発見

につながるのではないかと思いますが、知事の

考えをお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 選挙中のことでござ

いますが、確かに椎葉村、諸塚村あたりには行

けなかったと思います。それは、向かう途中で

拡声機が壊れまして、それでＵターンせざるを

得なかったという事情がございました。事実

行っておりません。その後、就任してから、ま

だ椎葉村には行ってないですけれども、諸塚あ

たりは行かせていただいております。今後また
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中山間地域を中心に、実際に自分の目で見るよ

うに心がけたいと考えております。

あわせて森林というのは、木材の供給はもと

より、きれいな水や空気の供給、山地災害の防

止や海への栄養分の供給など、重要な役割を果

たしていると考えております。しかしながら、

近年、木材価格の長期低迷等により、植栽未済

地や間伐など手入れの行き届かない森林の増加

が懸念されており、森林の適切な整備・保全が

課題となっております。このため、伐採跡地の

植栽や間伐等に対する支援に加え、昨年度から

は、「宮崎県水と緑の森林づくり条例」を施行

するとともに、森林環境税を導入し、県民やボ

ランティア団体、民間企業等も含めた、県民挙

げての森林づくりに取り組んでいるところでご

ざいます。今後とも県民総力戦による森林づく

りを進め、水と緑に恵まれた豊かな郷土を未来

の世代に引き継いでまいりたいと考えておりま

す。

○黒木正一議員 先ほど私は、山の中に住んで

おりながら山の中のことがわからなかったとい

うふうに申し上げましたけれども、私は今、山

村の中をずっと歩きながら思うことがありま

す。「おもてなし日本一」の宮崎県をつくろう

という話でありますけれども、これは具体的に

名前を挙げますと、椎葉村の山村に行きます

と、何げなく立ち寄りましても、お年寄りの人

たちが仕事をやめて着がえをしてお茶を出して

くれる。そして、話をしていると台所に上がっ

てリンゴの皮をむき出す。こういうことが当た

り前というか、自然にできるわけです。私は、

こういうことこそ本当におもてなしの心ではな

いかというふうに思いますので、ぜひそういう

ところにも足を運んでいただきたい。

それと、私たちが気づかない、本当にすばら

しいいろんな郷土芸能、伝統芸能が各地に残っ

ております。人口が減少していきますと、果た

してこういうことができるのだろうか、集落が

崩壊していくと、こういうすばらしい伝統芸能

とかが立ち行かなくなる、そういうことを心配

しています。今は、いろんなものがことごとく

欧米化しています。漫才にも「欧米か」という

かけ合いがありますけれども、そういう中で、

本当に日本的、日本的というよりもむしろアジ

ア的と言えるような神楽とか、そういう郷土芸

能がまだ山村にはあります。これは森林文化だ

と思います。こういうものもぜひ、知事はもち

ろんでありますけれども、県庁の職員の皆様方

にも見ていただいて、そして宣伝していただい

たり、また地域のいろんな埋もれている、地域

の人がわからないものを発見していただけれ

ば、そういう交流ができれば、本当に県民総力

戦で、今後すばらしい宮崎県づくりにみんなで

取り組めるのではないかというふうに思いま

す。この点は要望いたしまして、私の質問を終

わります。（拍手）

○中村幸一副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時54分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、10番松村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） 児湯郡選出

の松村悟郎でございます。今回初めての議会で

ございます。きょうは地元からも応援に来てい

ただいております。皆様の地域の声を本当に県

政に、そして県の抱えている課題に全力で取り
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組んでまいりたいと思います。東国原知事、

「どげんかせないかん」という思いも、私も県

議会の場でしっかりやっていきたいと思いま

す。よろしくお願い申し上げます。

きょうは一般質問ということで、いつもより

朝早く起きました。一般質問の前にちょっと皆

さんにお知らせをと思います。けさの宮日新

聞、実はその一面の記事でございます。この記

事の中で、高鍋のお話でございますけれども、

高鍋商店街でつくる「まいづるカード会」とい

う商店街のお話で、商品券で子育て支援という

記事がございます。乳児あるいは１歳６カ月児

健診で、「まいづるカード会」という経済振興

をやっているグループが、乳幼児・少子化対策

の活動をしているという記事でございます。こ

の件に関しましては、宮崎県も「みんなで子育

て応援運動」ということで、記事の中にもござ

いますが、児童家庭課の佐藤健司少子化対策監

の「県全体に紹介していきたい。ぜひ広げた

い」というコメントも載っております。私も商

店街の出身でございます。地域の商店街は、大

店舗法改正のあおりを受け、その後、相次ぐ大

型店の進出で、中心市街地、地方の市街地も空

洞化が目立っております。つい最近も、商店主

がいなくなったり、後継者がいなくてお店を閉

める、地方の商店街の苦悩も大きなものがござ

います。シャッターの閉まっている店が目立っ

ているのが現状ではないでしょうか。そんな中

で、大型店に負けない、お店は小さくても地域

でまとまれば消費者のサービスはできるんじゃ

ないかということで、ポイントカード事業を７

年前に立ち上げたのが「まいづるカード会」と

いうことでございます。実は私もその一員でご

ざいます。今回そんな中で、このように新聞に

取り上げられ、苦悩しながらも地域の問題を商

業者、そんなグループが一緒になって取り組め

る、このことは私もけさの新聞を見て地域の誇

りだと思いました。ぜひ皆さんも一度読んでい

ただきたいと思います。

それでは、早速質問に入ります。通告に従い

まして、２つの質問をさせていただきます。

まず初めに、本県の市町村合併への取り組み

についてであります。

平成12年に地方分権一括法が施行され、14年

に市町村合併特例法が５年間の時限立法で施行

されました。国と地方の役割を明確にし、地域

の住民がみずから地域の行政や経営を主体的に

行う、真の地方自治を確立するものでありま

す。その背景は、少子高齢化が進行し、国、地

方の財政状況も悪化する中で、市町村の行政運

営も大変厳しくなる現状と、将来を見据えてま

すます高度化、多様化する住民ニーズを支え

切っていけるのか、また、交通網や情報サービ

スの飛躍的な発達により、住民の生活圏が既存

の市町村の枠を超えて大きく広がっており、小

さな自治体で的確にそのニーズにこたえられる

ようになるのか、こんなことが平成の大合併推

進の大きな背景となっています。

これまでの市町村合併は、小学校設置を一つ

の目安とした300戸から500戸を標準とした明治

の大合併、そして中学校事務処理の人口8,000人

を標準とした昭和の大合併が行われました。そ

の間、７万以上あったものが約3,400の市町村数

になりました。昭和36年からは大きな変動はな

く、平成11年３月には3,232の市町村数でありま

した。今回の合併特例法による全国の取り組み

では、その数が本日現在1,804市町村と大きく合

併が進み、新たな地域づくりに取り組んでいる

ところであります。しかし、合併に至ったとこ

ろと、そうでないところとの行財政力の格差は
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大きなものが出てまいります。人口１万人以下

の小規模自治体も500近くあります。国も新たな

合併新法の中で、さらなる市町村合併を進めよ

うとしております。本県においても、平成13年

５月に市町村合併支援本部を設置し、合併に向

けた取り組みを行ってこられました。44の市町

村から現在30市町村と、一定の成果は上げてい

るものと思われますが、これまでの本県の市町

村合併の進 状況やその取り組みについてどの

ように考えられるか。また、今後の合併新法の

中で県の果たす役割について、知事にその考え

方をお伺いいたします。

次に、南九州大学移転についてであります。

昨年８月、突然の南九州大学高鍋キャンパス

都城市移転計画の発表に、大激震が走りまし

た。地元高鍋町にとっては全く信じられない事

態であり、すぐに全町挙げての存続運動が起こ

り、５万人以上の署名を集めるなど、大学当

局、都城市、そして宮崎県へと要望活動が行わ

れました。南九州大学創立以来40年に及ぶ長い

歴史の中で培われてきた大学との信頼関係、大

学生との交流と深いきずなは何だったんだろう

かと、本当に思い知らされたものでございまし

た。高鍋キャンパスが一昨年、ＮＨＫのテレビ

ドラマ「わかば」の舞台になったり、また、新

しく校舎も増設されたり、高鍋町とも学園都市

推進協議会を設立したりというやさきでありま

した。昨年４月の大学の定員割れを機に、少子

化が進む中での学生確保という大学経営上の問

題に取り組むためというのが、大学の一番の理

由だったそうでございます。また、何としてで

も誘致したい都城市の立場もわかります。産業

経営大学都城キャンパス跡地の提供と、都城市

からの財政支援が、今回の移転の引き金となっ

たのです。

人口２万2,000人の小さな町からの移転です。

人口17万人の都城市との同じ県内での大学の取

り合いという構図に、西都児湯の市町村長会、

そして議会、また県内の町村長会までも、県内

の均衡ある発展と、市と町村との対立構図は望

まないということで署名活動もされ、宮崎県知

事へ要望書も提出されました。しかし、そのか

いもなく、本年３月に大学と都城市は移転の協

定書に調印され、正式に決定されたようでござ

います。大学のなくなる高鍋町、２万2,000人の

町から800人がいなくなると、文化、教育、経

済、それに与える影響はどれほどのものなの

か、町民生活に壊滅的な影響を与えるものと大

変心配しております。特に長年、学生たちの親

がわりとなって大学を支えてきた約100軒ある下

宿・アパートを経営する皆さんの声は、本当に

悲痛なものがございました。このような現状を

踏まえ、高鍋町、そして都城市、それぞれの地

域への影響について、県としてどのように認識

されているのか、知事にお伺いいたします。

以上、壇上での質問を終わり、詳細について

は自席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、市町村合併の進 状況についてであり

ます。本県におきましては、平成15年度以降、

各地域で合併協議会が設置され、熱心な取り組

みがなされた結果、本県の市町村数は、これま

での44から30になったところでございます。合

併された市町村におきましては、それぞれの地

域の置かれた状況が異なる中で、多くの関係者

の真剣な協議の積み重ねが実を結んだものであ

り、また、合併には至っていない市町村におき

ましても、合併のさまざまな議論を通じて住民

のまちづくりへの意識が高まるなど、これまで
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の合併への取り組みにつきましては、一定の成

果があったものと考えております。しかしなが

ら、少子高齢化の進行や厳しい財政状況など、

市町村を取り巻く状況が大きく変化する中で、

より多様化、高度化する行政ニーズに的確に対

応するためには、市町村の行財政基盤の強化は

不可欠であり、市町村合併はそのための有効な

方策であります。このようなことから、県とい

たしましては、引き続き自主的な市町村の合併

を推進していく必要があると考えております。

続きまして、市町村合併推進のあり方につい

てであります。もとより、市町村合併は、市町

村と住民の皆様とが一体となって、闊達に議論

を深めていただくことが何よりも重要であると

考えております。そのため、県におきまして

は、平成18年３月、宮崎県市町村合併推進構想

を策定し、それぞれの地域での自主的な合併議

論を促すとともに、新たな合併支援プランによ

り、市町村の合併に向けた取り組みや合併後の

まちづくりに対して、人的・財政的支援に努め

ているところでございます。いずれにいたしま

しても、合併新法の期限まで既に残り３年を

切っておりますので、市町村におかれまして

は、住民の方々に対し、行財政の現状や将来見

通しなどについて十分な情報を提供していただ

き、できるだけ早く本格的な合併の議論がなさ

れるよう、県としても働きかけを行ってまいり

たいと考えております。

続きまして、南九州大学の移転に伴う高鍋

町、都城市への影響についてであります。ま

ず、大学が移転することとなる高鍋町につきま

しては、定住人口の減少による地域経済の縮小

や若者の減少によるまちの活気の低下など、地

域の将来に与える影響は大きなものがあると考

えております。今後、大学が移転した場合、跡

地利用のあり方を含む地域の振興策について、

地元や大学で検討されることになっております

ので、まずはその状況を見守りたいと考えてお

ります。一方、新たに大学が設置されることと

なる都城市におきましては、学生の受け入れや

大学の運営が円滑に進み、大学を中心としたま

ちづくりが、市民と一体となって展開されるこ

とを期待しているところでございます。〔降

壇〕

○松村悟郎議員 それでは、最初の質問であり

ます市町村合併について、自席からの質問をさ

せていただきます。

県内の市町村の合併は、合併新法の中で行わ

れた延岡市、北川町の合併が最後でございま

す。これによって30という数になったわけでご

ざいますが、その後、県内での合併への動き、

市町村の取り組みについてはどのようになって

いるのかお聞きします。地域生活部長。

○地域生活部長（丸山文民君） 合併に向けた

新たな市町村の動きでございますけれども、先

月の31日に、南那珂地区におきまして、日南

市、それから北郷町、南郷町、１市２町で、平

成21年３月31日をめどとして、ことしの10月１

日までに法定合併協議会を設置したいという動

きを、それぞれの首長さんたちが公式に表明さ

れたところであります。今のところ、それだけ

であります。

○松村悟郎議員 その後の県内の動き、県南の

ほうで１つあるということでございます。私も

初めて聞きましたけれども、その後全くないの

かなと思って、私もちょっと心配をしておった

わけでございます。知事が先ほど、宮崎県の合

併構想についてのことをおっしゃいましたけれ

ども、18年３月に策定されました宮崎県市町村

合併推進構想の中で、構想対象市町村の組み合
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わせ、あるいは望ましい市町村となるための組

み合わせということで、10地域と７地域挙げら

れて、推進を進められていると思います。平

成22年３月の合併新法期限内で、今のところ１

つ話が上がっているということですけれども、

そのほかにどのような話が上がろうとしている

のか、または県からそれに向けて活動されてい

るのか。新法期限内での目標といいますか、こ

れぐらいは合併が望ましいという知事の自信を

お伺いしたいんですけれども……。

○知事（東国原英夫君） 県におきましては、

宮崎県市町村合併推進構想を策定し、自主的な

市町村合併を推進する必要があると認められる

市町村の組み合わせを、お示しさせていただい

たところでございます。この合併構想をもと

に、市町村と住民の皆様が合併の必要性や将来

のまちづくりについて議論を深めていただくと

ともに、各地域で合併に向けてのさらなる取り

組みがされるよう強く期待しておるところでご

ざいます。目標といたしましては、これはあく

までも市町村と住民の皆様の話し合いの結果と

いうことでございまして、目標ということを具

体的にお示しすることはできないかなと思って

います。22年４月以前の合併の目標等々も同じ

ことでございます。

○松村悟郎議員 合併推進のために県が果たす

役割、地域の皆さんに合併推進に向けての議論

を深めていただきたいということでございまし

たが、今度の合併新法のもとで合併する市町

村、合併をまだ予定していないところもござい

ます。財政的あるいはソフト支援について、新

法の中ではどういうメニューを用意しているの

か、代表的なところだけで結構でございます。

これは地域生活部長。

○地域生活部長（丸山文民君） 合併新法下に

おける財政的な支援あるいはソフトの支援につ

いてであります。新法下における合併市町村に

対する財政的な支援といたしましては、普通交

付税の算定上の特例措置あるいは特別交付税の

交付、それから合併推進債の制度が設けられて

おります。また、県における財政支援といたし

ましては、合併後の一体的なまちづくりに対し

まして、７億円を上限とする市町村合併支援交

付金を交付することとしております。国や県に

よるその他の支援策といたしましては、合併市

町村のまちづくりに必要な社会基盤の整備など

に対しまして、事業の優先採択や重点的な投資

が行われるほか、合併後の人材育成や、地域づ

くりに必要な助言等を行うアドバイザーの派遣

といった制度などがございます。

○松村悟郎議員 合併特例法のときに話題にな

りましたアメとムチ、合併特例債ということ

で、地域のまちづくりの新しい財源ということ

で大きく取りざたされました。今回の合併新法

の中では、特例債については廃止という形でご

ざいます。これにかわる新たな財政措置は今の

中に入っていたわけですか。地域生活部長。

○地域生活部長（丸山文民君） 旧合併特例法

下の合併特例債、これとは違いまして、新法の

もとにおきましては合併推進債という制度がご

ざいます。

○松村悟郎議員 そして、もう一つ、地域の話

し合いとかを支援するというお話が今ございま

したけれども、実は、県がとり行っております

出前講座とか講演会の開催とか、合併に関して

は、県民への啓発を支援する取り組みが行われ

ております。私も先月、「児湯地域のグランド

デザインを考える草の根会」という会の主催

で、なぜ合併が必要なのかということをテーマ

とした市町村合併支援室の出前講座でございま
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したけれども、これに出席して、非常によい勉

強会だったと思います。40名ぐらいの住民の皆

さんの小さな会でしたけれども、熱心な話し合

いがされたんじゃなかったかと思います。こう

いう県民への啓発活動、出前講座とかでもいい

ですけれども、県内の各地でやられていると思

いますけれども、活動状況についてお伺いした

いと思うんですけれども。地域生活部長。

○地域生活部長（丸山文民君） 出前講座の開

催などの市町村合併に対する啓発でありますけ

れども、今、知事も回答申し上げましたよう

に、合併につきましては、地域住民の皆様方が

主体的に合併の議論を深めていただくことが一

番肝要でございます。宮崎県市町村合併推進構

想、それができた背景とか、その内容あるいは

趣旨、このことを広く地域住民の皆様方に知っ

ていただく、理解していただく必要があります

ので、県におきましては、市町村と協力しなが

ら、これまでも県内各地、たしか８地区だと思

うんですが、大きな市町村での説明会ですね。

こういうふうに伺っておりますし、また合併に

関するパンフレットあるいは新聞広告、今出て

きました出前講座の開催、これによりまして合

併機運の醸成に努めているところであります。

○松村悟郎議員 市民への啓発活動ということ

でございました。合併につきましては、主導権

といいますか、提案するのは各市町村の首長さ

ん、あるいはそれを可決、議決、議会にかける

議員さんたち、この影響が大きいわけでござい

ます。合併に関して、首長さんの役割、議会の

役割というのは非常に大きいわけでございま

す。県として、今、市民に対する啓発というこ

とがございましたけれども、そのような地域の

首長さん、あるいは議会に対しての理解を求め

る取り組みはなされているのか、お伺いしたい

と思います。これも地域生活部長。

○地域生活部長（丸山文民君） 市町村長さ

ん、あるいは市町村議会に対する取り組みであ

りますけれども、市町村長の皆さんに対しまし

ては、今申し上げましたように、宮崎県市町村

合併推進構想の趣旨、それから合併新法のもと

での財政的な支援策につきまして、情報交換や

助言を行ってきております。それから、市町村

議会の皆さんに対しましても、要請に応じて、

その都度、その趣旨説明等を行ってきていると

ころであります。

○松村悟郎議員 私は、先ほど自己紹介もしま

したけれども、児湯郡の出身でございます。児

湯地区は、宮崎県の中で最初に法定合併協議会

を設置した地域でございます。しかしながら、

協議会の途中で解散いたしました。また、その

後に、新富町、木城町、高鍋町３町の住民発議

による法定合併協議会設置が提案をされまし

た。これも木城町議会が否決し、合併への道は

閉ざされたわけでございます。その中で、県内

でいち早く取り組みながら、幾つかの問題を抱

えながら合併に至らなかったというこのこと

を、合併に取り組む宮崎県がどう認識し、その

中身を精査し、反省し、再度地域の合併の取り

組みに生かせるか、今後どう生かして合併支援

に取り組めるか、そのことについてお伺いした

いんですけれども。これも地域生活部長。

○地域生活部長（丸山文民君） 繰り返しにな

りますけれども、合併につきましては、地元の

地域住民の方が主体的に、合併するしないの判

断をされるということが一番大事であります。

今、質問にありましたように、児湯地域では確

かに法定合併協議会を設置され、結果としては

合併には至っていない状況にございます。た

だ、その法定合併協議会を設置された当時の状
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況と比べますと、市町村等の財政状況はさらに

厳しくなっておると認識しております。その中

で、現在の個々の市町村で多様化、高度化する

行政ニーズに的確に対応することができるのか

どうか、改めて議論をする必要があるのではな

いかと考えております。県としましては、各市

町村の意向を踏まえまして、できるだけ早い段

階で合併の議論が深まるよう働きかけをしてま

いりたいというふうに考えております。

○松村悟郎議員 合併自体は、あくまでも市町

村の自主的な合併ということもございますが、

その動きの中で、県が果たす役割ということも

非常に大きいんじゃないかと思います。今、市

町村も財政的には非常に厳しいということで、

それぞれの市町村もわかっていると思います

し、県の方も十分理解されていると思います

が、当時の状況よりもっと厳しくなったという

ことでございますけれども、それぞれの県内の

市町村が単独で自立可能かどうかという判断

は、現在のところ、県の方で把握されているの

かお伺いをします。地域生活部長。

○地域生活部長（丸山文民君） 自主財源の乏

しい本県の市町村におきましては、その財政基

盤は極めて脆弱であると考えております。地方

交付税に大きく依存せざるを得ない財政状況と

なっていることは周知のとおりであります。そ

の地方交付税の見通しでありますけれども、国

の方では歳出抑制方針のもとにありまして、将

来が不透明な状況にございます。長期的に市町

村の財政を予測することは、現時点では困難な

状況と考えております。このような中でありま

すけれども、それぞれの地域において、住民が

期待する行政サービスの水準と、それに見合う

負担の問題等を十分に議論していただいた上

で、各市町村におかれまして自主的に判断され

る問題であると認識しております。

○松村悟郎議員 全国の市町村合併の現状につ

いてですけれども、全国の中では、広島県が86

から23、一番進んでおります。九州の中で見ま

しても、九州の中で一番が長崎県、79から23、

次に大分県が58から18、佐賀県が49から20など

となっております。あとは３番目、４番目、５

番目、省きます。沖縄を除いて宮崎県が第７位

という現状でございます。このように、本県と

は合併推進に大きな開きがあります。この違い

の理由についてどのようにお考えか。これも地

域生活部長。

○地域生活部長（丸山文民君） 市町村合併の

進 につきましては、それぞれの県あるいは市

町村の歴史的な背景とか地域的な事情があった

ものと思っております。今、数を言われました

けれども、九州各県の合併前の市町村数を比べ

てみますと、本県におきましては、ある程度の

合併が進んでいたのではないか、そういうこと

も一つの要因ではないかなと思っております。

○松村悟郎議員 隣の大分県でございます。大

分県は、平松知事のころでございますけれど

も、以前、一村一品の町ということで、それぞ

れ地域が自立し、自分のところでいい物産をつ

くろう、そんな動きで元気のある市町村づくり

をしてきた県でございます。最もそれぞれの地

域を愛する県ではなかったのかと思いますけれ

ども、その大分県、それぞれの地域を守るため

に、これからの町をもっと発展させるために合

併を選択し、合併をすることで地域が生き残っ

ていける、そういう選択をされたとも聞いてお

ります。これはあくまでも自主的な合併かもし

れませんけれども、それぞれの県での取り組み

に大きな温度の違いがあったのではないかと思

います。このことはここまでにとめておきます
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けれども、地方分権の推進あるいは合併につい

て、その一つの指標となるところに、行政事務

などの権限移譲という項目がございます。そこ

で、今後、住民のサービス向上、直接住民サー

ビスを行うのは市町村になると思いますが、市

町村への権限移譲を計画している事務数、ある

いは権限移譲した市町村数などについてお伺い

したいと思います。

○総務部長（渡辺義人君） 市町村への権限移

譲につきましては、平成18年３月に権限移譲推

進方針というのを策定いたしまして、これに基

づきまして、市町村の規模・能力に応じたメ

ニューの中から市町村が希望あるいは選択する

方式によって進めているところでございます。

この方針策定後の数値として申し上げますと、

平成18年４月に18市町村に42事務、それから19

年４月におきましては20市町村に285の事務、こ

れらを移譲いたしております。なお、これまで

の移譲済みの総数として申し上げますと、累計

で692の事務となっております。以上でありま

す。

○松村悟郎議員 総務部長、ちょっとお伺いし

ますけれども、今から予定されている権限移譲

の数についてはお答えがなかったんですけど、

もう一度お伺いしたいんですけど。

○総務部長（渡辺義人君） これから計画をい

たしております事務につきましては、行財政改

革大綱の中におきまして、対象事務の総数とし

ては2,400の事務まで対象事務を拡大して、その

うち計画期間内に1,200事務ぐらいを移譲したい

というふうに明記いたしております。以上で

す。

○松村悟郎議員 今、地方分権を進めるために

権限移譲ということが進むこと、これは大きな

前提でございますけれども、18年、19年の数的

には、全体の数からいきますと、なかなか厳し

いものがございます。メニューを選ぶという、

市町村が選択することになります。今、市町村

は大変厳しい、三位一体の改革で財源も厳し

い、そして厳しい中で、職員の数を減らしなが

ら市町村運営もやっております。規模の小さい

市町村は、１人で何役も職員の皆さんがこなし

ております。新たな事務事業の受け皿となるに

は、小さな市町村では厳しいんじゃないかな

と。今、行財政改革大綱の中でうたわれている

数字がこのまま進むのかなという疑問を抱きな

がら、この質問は終わります。

次に、合併特例法と今回の合併新法の大きな

違いの一つは、知事による合併協議会設置の勧

告など、県の果たす役割が強化されたことで

す。この権限を行使する考えがあるのか、知事

にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 市町村合併は、市町

村と住民の皆様が、あくまでも自主的・主体的

に判断されるものと認識しております。お尋ね

の法定合併協議会の設置勧告につきましては、

各地域における市町村合併の取り組み状況や市

町村の置かれた状況を十分踏まえながら、適切

に対応していくことが必要であると考えており

ます。

○松村悟郎議員 宮崎県市町村合併推進構想、

この中に構想に基づく設置勧告ということで、

新たな権限がうたわれております。このような

県の権限を行使しないということになります

と、前回の合併特例法と何ら変わりない。新法

になって、新たな県の役割が出てきたわけでご

ざいます。自主的な合併と法定合併協議会設置

の勧告とは別の問題だと思います。法定協設置

の勧告はイコール合併ではない。自主的に合併

を決めるのは、該当するそれぞれの議会であり
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ます。あくまでも、勧告をした後でも、自主的

な合併をするのは、それぞれの市町村でありま

す。新法の中で、県の役割がうたわれているわ

けでございます。どうぞ勧告をしていただきま

すように……。

そのことも踏まえて、もう一つ知事にお伺い

しますが、道州制について知事は「県にとって

プラスであれば賛成の立場をとる」という御発

言でございました。そのためには、先ほどもお

話ししました県の事務事業を大幅に移譲してい

くこと、それにこたえる市町村の行財政力を高

める市町村づくりをしていかないといけないこ

と、これが道州制移行への一つの大きな課題に

なると思います。このことについて知事の御所

見を求めます。

○知事（東国原英夫君） 道州制につきまして

は、国や全国知事会、九州地方知事会議など、

さまざまな場で検討されており、今後、議論が

本格化していくものと考えております。将来、

道州制が導入された場合、現在の県の垣根がな

くなって、市町村そのものが厳しい地域間競争

の中で生きていくこととなると考えておりま

す。そのためには、今から行財政基盤の確立を

図り、活力ある個性豊かな市町村としての総合

力をつけておくことが必要であると考えており

ます。市町村合併は、そのための有効な方策で

あることから、引き続き、合併新法のもとで自

主的な市町村合併を推進していく必要があると

認識しております。県としましても、体力ある

市町村というものをつくっていただくよう、あ

くまでも住民の自主的な、あるいは自立的な、

あるいは主体的な考えを期待していくものでご

ざいます。

○松村悟郎議員 時間がなくなってまいりまし

た。平成の大合併は、国の構造改革、地方分権

政策の大きな渦の中で、日本じゅうの市町村が

どうやって生き残っていこうか、あえぎながら

結論を出し、削減された1,400を超える市町村が

血や汗を流して、将来来る日本のうねりを乗り

越えようとしているのです。首長や議員の方々

も自分の首をかけ、職責を全うする決断と勇気

であったろうと思います。我が宮崎県も我が町

もこれでいいのかと考えながら、市町村合併に

ついては終わります。

次に、南九州大学の問題についてでありま

す。時間がないので飛ばしていきます。

まず、昨年、５万人を超える署名を集めて、

これは前知事時代でございましたけれども、大

学が移転するに当たって、高鍋あるいは児湯郡

に対する影響あるいは都城市との調整につい

て、要望書を宮崎県の方に提出されました。し

かし、文書の回答あるいはその後の対応につい

ては聞いていないと、私は思っております。宮

崎県はどのような措置をされたのか、お伺いを

いたします。これは総合政策本部長、お願いし

ます。

○総合政策本部長（村社秀継君） 今回の南九

州大学の移転につきましては、大学側が学校経

営の観点から判断されたものでございます。地

元からの県に対する要望への対応につきまして

は、県は、大学設置等に関しまして認可とか指

導の権限がなく、また、県全体の振興を図ると

いう立場にありますことから、市町間の調整と

いう役割も困難であると判断し、その旨を直

接、口頭でお伝えしているところでございま

す。

○松村悟郎議員 大学内の調整あるいは地域間

の調整、これに関しては４回ほど回答があった

ようでございます。ただ、その中で、大学移転

により、児湯郡、高鍋町の地域が、これから非
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常に厳しいことになるということで、そのとき

の知事からは、「何らかの対策はせないかん

ね」という発言もあったとは聞いております。

ただ、それが具体的に進んだかどうかというこ

とは、その後、私も存じておりません。そこ

で、既に都城、南九州大学の移転は決定してお

ります。移転して都城に移る南九州大学に関し

ましても、これから地域で、地域の大学として

しっかり頑張っていただかないと、高鍋で40年

過ごした方々も応援はされていると思います。

そのために、都城での大学への支援についてお

伺いしたいと思うんですけれども、都城キャン

パス、今、産経大跡地でございますけれども、

新たな大学に対しての支援というのは県は考え

られるのか、お伺いしたいと思います。総合政

策本部長。

○総合政策本部長（村社秀継君） 県におきま

しては、これまで県内に大学が新設される際に

は、地域経済あるいは産業への波及効果などの

観点から、個別に総合的な検討を行った上で、

必要な財政支援を行ってきております。しかし

ながら、今回のケースにつきましては、新設で

はなく、県内での移転でありますことから、こ

れまでの例からいたしますと、財政的支援は困

難ではないかと考えております。

○松村悟郎議員 宮崎産業経営大学が都城キャ

ンパスに新設したときには、県が大学用地とし

て県有地を安く譲ったということがございます

けれども、今回の案件で、具体的ではないんで

すけれども、そういうことがあれば可能性はあ

るのかお聞きします。

○総務部長（渡辺義人君） 今お話にございま

したように、大学などから、例えば県有地の売

却等のお話というのは一切参っておりません。

仮にそういう話が参った場合でありますけれど

も、県の財産に関する条例あるいは規則に基づ

いて、対応というか判断をしていくということ

になろうかと思います。以上です。

○松村悟郎議員 次に、大学が移転してしまい

ます高鍋町についてお伺いをいたします。大学

移転に伴い、高鍋町の人口が800名ほど減少しま

す。これに伴い、地方交付税が減額される見込

みでございます。この交付税が減額されるとい

うことで、町行政は大変なことになると思いま

す。これに対する財政支援は、これにかわるよ

うな財政支援が何かあるのか。

あわせて、高鍋町では多くの下宿やアパート

の皆さん、飲食店など、地域経済には大きな影

響が出ると思います。先ほども言いましたけれ

ども、前知事への陳情の際に、何らかの支援が

必要だというコメントもございました。これら

の方々への支援について、お伺いをいたしま

す。これは地域生活部長と商工観光労働部長で

ございます。

○地域生活部長（丸山文民君） 高鍋町に対す

る新たな支援制度でありますけれども、地方交

付税制度で標準的な行政需要は賄うということ

で、そういう仕組みになっているわけでありま

すけれども、地方交付税制度そのものが需要に

応じて措置をされるというものでありますの

で、その地方交付税の減少に対応した新たな財

政支援措置を講じるということは、制度上考え

られないところであります。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 大学等移

転に伴いまして、例えば売り上げ減少でありま

すとか、業種の転換でありますとか、そういう

ことがあった場合ですけれども、県の中小企業

融資制度、この中に、例えば売り上げ減少によ

る緊急経営対策貸付とか、そういったものがご

ざいますので、その活用などにつきまして、高
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鍋町とか商工会議所等と連携いたしまして、積

極的にその経営相談に応じていきたいというふ

うに考えております。

○松村悟郎議員 先ほど、知事の答弁の中でお

話が出ましたけれども、南九州大学高鍋キャン

パス、大学が移転した後の跡地についてでござ

います。これに関しましては、大学当局と地元

高鍋町と話し合いながら、今後の課題について

検討していくというのが、大学側のお話でござ

います。この話いかんによっては、新たな大学

誘致あるいは研究所等とか、新たな施設の活用

も望まれるわけでございます。ただ、大学の誘

致といいますと、今、大学も冬の時代、なかな

か少子化で学生が集まらない。この現状が南九

州大学高鍋キャンパスの移転ということになっ

たわけでございますので、状況的に、新しい大

学を持ってくるというのはかなり難しい問題で

ございます。高鍋という小さな地域、あるいは

南九州大学というその中での話では、なかなか

事が進まないわけでございます。そこで、まだ

決定して話し合っている中ではないんですけれ

ども、所感で結構でございます。企業の誘致に

関しましては、知事は大きな計画、マニフェス

トをお持ちでございますけれども、大学につい

ても、地域には大きな雇用と定住人口をもたら

します。今回、大学の誘致に関して、東国原知

事のネットワークを使って、何とか東京やよそ

から持ってこられないか、それは希望には思っ

ているんですけれども、所感を含めて答弁をお

願いします。

○知事（東国原英夫君） おっしゃるとおり、

大学の教育というのは非常に重要な位置づけだ

と思っております。御案内のように、この少子

化の中で、大学は定員割れを起こし、また多く

の大学が倒産時代に入ると言われております。

その中での誘致というのは非常に厳しいものが

あります。本県の地の利あるいは環境、自然、

そういったものに合うような、見合うような大

学等があれば、積極的に話をしてまいりたいと

思いますが、現状ではそのような社会状況があ

りますので、非常に厳しいものがあるかと考え

ております。

○松村悟郎議員 ありがとうございました。

以上をもちまして、一般質問を終わらせてい

ただきます。ありがとうございます。（拍手）

○坂口博美議長 次は、31番 原正三議員。

○ 原正三議員〔登壇〕（拍手） 田植えの疲

れもまだとれておりませんが、頑張ってまいり

たいと思います。もうしばらくおつき合いくだ

さい。18番目になりましたので、重複をできる

だけ避けてまいりたいと思います。またゆうべ

も、家内が筆で書いてくれました。一問一答に

なって数が減ったと、大変喜んでおります。

それでは、早速入りたいと思います。

まず、知事の政治姿勢について伺います。

知事は東奔西走、マスコミへの露出度も満

点、大変な人気であります。内なるところで

は、入札制度や行財政改革の断行推進もうたっ

ておられます。市井の人々は、そんな知事を評

して、このように申しております。済みませ

ん、ありのままに申し上げます。「東国原知事

は県民に幸せ運ぶチャンスの宝船か、はたまた

脅威の黒船か、あるいはただの幽霊船なのか」

と。就任間もない時期であり、その評価は成果

を見ずして、いまだ定まるはずもないところで

ありますが、確かなことは一つ、真に宮崎の発

展を願う者ならば、だれ一人として宝船である

ことを願わない者はいないということでありま

す。

知事は、宮崎を「どげんかせんといかん」と
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言われます。これは我々も全く同じ気持ちであ

ります。ならば、これに対し、議会としては、

当然の役目として「どげんすっとな」と聞かな

ければなりませんし、来年以降、しかる年月の

後には、「どげんなったっな」とその成果を

見、県民の皆様とともに評価を下さなければな

らないということになろうかと思います。その

ときには、知事が晴れて宝船としての称賛の栄

に浴されますよう御期待申し上げながら、「ど

げんすっとな」の問いに答えるべく、今回完成

したマニフェストの具体化策「新みやざき創造

計画」について一点のみ、地球温暖化対策をお

尋ねいたします。

京都議定書の発効や地球温暖化に関する科学

的知見については、井上議員が述べられました

し、御案内のとおりでありますが、本県におい

ては、平成10年の「地球温暖化対策の推進に関

する法律」の制定を受け、地球温暖化対策地域

推進計画が策定され、平成12年には地球温暖化

対策実行計画を策定、これを平成18年には改訂

いたしております。また、途中、平成14年には

宮崎県環境基本総合計画が策定され、今日に

至っております。

さて、２月議会でも指摘いたしましたが、知

事のマニフェストには環境政策が述べられてお

りません。21世紀は、福祉と並び環境の世紀と

呼ばれて久しいものがございます。今回のドイ

ツサミットでも、地球温暖化対策が大きなテー

マとなりました。それも日本の提案によるもの

であります。知事は２月議会で、「マニフェス

トの性格上、すべてを網羅しているわけではな

い。優先順位の関係で環境政策は載せていな

い」旨の答弁をされましたが、これは疑問であ

ります。優先順位を言うならばなおのこと、上

位に位置づけるべき政策と考えます。人類が

よって立つところの地球がおかしくなりつつあ

る話であります。もし県民の皆様に、知事は環

境問題に関心が薄く熱意がないとの印象を与え

てしまっては、せっかくの宝船への願いや期待

を裏切ってしまうことにもなりかねません。環

境についてのお考えは先日お聞きいたしまし

た。きょうは、環境政策は優先順位の上位に位

置づけて力を入れてやるんだとの知事の決意を

お聞かせください。それだけで結構でございま

す。

統一地方選の総括についてであります。

今回の県議選は、過去最低の投票率55.38％で

ありました。前回から何と9.39％の減でありま

す。本県だけかなと思い、他県の状況を見てみ

ますと、44道府県のうち29県、実に65％が減少

しております。さらに、戦後、昭和22年以来実

施された全国15回の統一地方選挙の平均投票率

の推移を見ますと、知事、都道府県議、市区町

村長、市区町村議とも、途中２～３回の上昇は

ありますが、すべての選挙において投票率は確

実に右下がりの傾向を示しております。した

がって、全国的な傾向でもありますので、知事

の過去最低の投票率は「議会の無力さが要因」

の発言は、必ずしもボールの真しんをとらえた

打球とは言いがたいと思います。が、しかし、

全国一の投票率低下については、我々も議会人

として真摯に受けとめ、今後の課題として投票

率アップに努めていく必要があると考えます。

今回の道府県議選では、投票率50％以下、い

わゆる40％台８府県、50％台から60％以下23

県、合計して31県が60％以下であります。も

し、このまま投票率低下の傾向でグラフを延長

しますと、次回は全国平均で50％を切ってしま

うのではないかとの予想も十分立てられます。

本県も50％以下になるかもしれません。その原
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因としては、社会が物質的に豊かになって、議

員や政治に対する意識の変化があるのは間違い

ないことですが、しかし、このことは民主主義

の根幹にかかわることであり、ある意味、大変

危険な社会の状況と言えなくもありません。政

治への関心、参加を促し、投票率アップに努め

る必要を感じます。今回の低投票率をどう評価

しておられますか、選挙管理委員長の御所見を

お聞かせください。

以上、壇上からは終わりまして、後は自席で

行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 私は「どげ

んかせんといかん」という確固たる意思を持っ

て選挙戦に臨んだんでございますが、それに対

して「どげんすっとな」ということでございま

す。まるで人ごとのような「どげんすっとな」

という疑問でございますが、それに対しては、

「一緒にどげんかしようじゃありませんか」と

いうお答えをさせていただきたいと思います。

宝船、黒船、幽霊船という比喩がございました

が、もしこれが幽霊船であれば、県産品がこの

ように売れたり、観光客がふえたりするもので

ございましょうか。本当の宝船になるかどうか

は、今後の県民総力戦の実現いかんにかかって

いるものと考えております。

環境政策に対する決意についてであります。

本年２月議会におきまして 原議員から、私の

環境問題に対する認識について御質問を受け、

その際に私は、「これまでの宮崎県の環境に対

する取り組みを高く評価し、今後さらに強化し

ていきたい」とお答えいたしました。この考え

方は、今般策定しました「新みやざき創造計

画」において、「成熟社会における豊かな暮ら

し」戦略の中に、きちんと位置づけをしたとこ

ろでございます。具体的には、環境保全の推進

を重要な課題として、森林環境税を活用した森

林保全の取り組みや、地球にやさしい３つの行

動、さらには環境にやさしい新エネルギー導入

の促進に取り組むこととしております。地域レ

ベルから地球規模のさまざまな環境問題の解決

を図り、本県のすぐれた自然環境や良好な生活

環境を未来の世代に引き継いでいくことは、私

たちの責務であると考えておりますので、県民

の皆様の御協力と御参加をいただきながら、豊

かな環境に恵まれた魅力ある宮崎県づくりを進

めてまいりたいと考えております。〔降壇〕

○選挙管理委員長（若友慶二君）〔登壇〕 お

答え申し上げます。

投票率についてのお尋ねでございましたが、

４月の統一地方選挙、投票率は全国的にも非常

に低かったと。そして、そのあおりもやはり同

じことで、御指摘のとおり、本県の選挙におき

ましても非常に低かった。これは市町村並びに

選挙区で若干の違いがあります。最高は92％超

等、そして低いところで44％というふうな開き

がありましたけれども、全体では55.38％となっ

て、前回よりも9.39ポイント落ちたということ

であります。

投票率というのは、有権者一人一人の価値観

だとか社会情勢、選挙区の政治情勢、また投票

日の天候、加えて候補者の政策や選挙の争点と

いうものに非常に左右される、さまざまな要因

が有権者の投票行動に影響を与えるというふう

に考えております。今回の選挙も、そういうこ

とが一つの大きな原因であると同時に、選挙が

続くという一つの現象があります。本県の場

合、１月に知事選挙がございました。その約３

カ月後でありますので、続いて行われた選挙、

これまでの経験則からいきますと、そういう選

挙の続いたときの投票率は下がっているという
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ふうな傾向があるわけであります。そういう意

味で、実態はそうでありますけれども、私ど

も、やはりこの選挙を、４年間本県の政治を託

す私たちの代表を選ぶ大切な選挙であると、そ

して、今後の県政の方向を決める上で重要な意

義を持つ選挙であったというふうに認識してい

るにもかかわらず、こんな結果になりましたこ

と、まことに残念であります。

今後はいろんな分析をしまして、特に都市

部、またその周辺の投票率が低下していると、

そういう面から、啓発の中でもそういうめり張

りをつけた啓発を実施する。現在、学生による

選挙啓発というものをいろいろ考えております

が、それらも含めて、関係機関・団体とも協力

しながら努めてまいりたいというふうに考えて

おります。以上でございます。〔降壇〕

○ 原正三議員 まず、この投票率の問題のほ

うから質問をしてまいりたいと思います。今の

今回の投票についてでありますが、高齢者の方

から若者、一般的には高齢化が進んで寝たきり

が多いとか、それから若者の投票行動が鈍い

と。また、先ほど黒木議員からもありました

が、中山間地は高い。都市部との違い、また先

ほどの答弁の中にもあったように思いますが、

今回の投票の統計の中で、どこが投票率の低下

として世代的に一番投票率が低いか、そのあた

りを御説明いただきたいと思います。

○選挙管理委員長（若友慶二君） 今回の投票

の状況でありますけれども、やはり年代別に見

たら、若い人が若干低いと。20代が45.8％、30

代から40代が66.4％、50代から60代が76.4

％、70代以上が67.7％ということを見ます

と、65歳以上の方々の投票率は70％を超えてい

る。そういう状況を見れば、どうしても20

代、30代の若い人たちの投票率が低いと。年々

かかわっていけば、そういう人たちも60代にな

るわけで、そのときには高くなるわけですけれ

ども、現時点での30代ぐらいまでの投票率が低

いと、そんな状況であります。よろしゅうござ

いましょうか。

○ 原正三議員 今、低い若者もいずれ年をと

れば投票率は上がるだろうというお話ですが、

いずれにしても全体として下がってきておりま

す。その中でも若者が45.8％ということですか

ら、かなり低いということになるんですが、い

わゆる都会化の様相を呈してきているのかな

と。50％を切っている都府県というのは、大体

都市部なんですね。大体そういう傾向にあるよ

うです。先ほど答弁の中にもございましたが、

この投票率アップに今後どうやって取り組んで

いくのか、やはり何かをしていかないといけな

い、あきらめるわけにはいかないと、何かこの

秘策がございますか。

○選挙管理委員長（若友慶二君） 非常に難し

い問題でありますけれども、宮崎の場合も、や

はり都市と都市の周辺の市町村、ここの投票率

が非常に低いということは現実であります。そ

のような意味から、無関心層が多いというふう

に評価されますけれども、そうなのかなという

感じはいたします。私ども選挙に携わる者、ま

た、立候補者の皆様方、そういう方々の運動と

いうのは、また行動というのは、広く知られて

いるわけです。そういう意味では、選挙がある

ことはちゃんと知っている。なぜ行かないかと

いうところですが、やっぱりそこには無関心さ

もあるというふうに解釈せざるを得ないと、そ

のことを受けとめております。

そういう意味から、私ども選挙管理委員会と

しては、どうしても、私どもができる範囲で最

大限の努力をしたいということで、市町村の選
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挙管理委員会、さらには明るい選挙推進協議

会、その団体の方々とも協力をしながら進めて

いきたいというふうに思っています。同時に、

若い人の投票率が低いという問題もありますの

で、これについても、先ほど申し上げました学

生の協力を得たり、また一般の若い人たちの協

力を得たりしながら、アイデアを出しながら、

若い人の視点で見た啓発活動も組み立てていか

なきゃならないかなと、そんなことを思ってお

ります。有権者の政治参加が、自分たちの日ご

ろの生活の場になるように、私どもも設営して

いきたいと、そんなことを考えております。以

上です。

○ 原正三議員 そこで、若者対策ということ

なんですが、いわゆるインターネットによる選

挙運動、これについてはまだ解禁になっており

ません。ホームページあるいはメール等が考え

られます。現在、電話はいろいろやっているわ

けですよね。これについての制約というのは、

今大体どういう制約になっていますか。一応確

認のために、話を進める前に……。

○選挙管理委員長（若友慶二君） インター

ネットによる選挙運動というのは、いわゆるメ

ールだとかホームページだとかいう形でやられ

るんだと思いますけれども、現在のところ、公

選法におきましては、メールによる選挙運動、

これは頒布違反ということになっておるようで

あります。そして、今現在、総務省にＩＴ時代

の選挙運動に関する研究会というのがありまし

て、これは14年８月にいろいろ取りまとめられ

たようですけれども、これにつきまして、一

応、電子メールによる選挙運動は引き続き禁止

するという考え方の報告がなされておるようで

あります。ホームページについては、これまで

選挙の告示の前まで、そこまではずっと同じも

のを出されていたようですが、その後の変更は

きかないと、そういうふうな状況のようであり

ます。

○ 原正三議員 ホームページとメールについ

ては、まだそういう状況のようですが、実際メ

ールというのは電話みたいなものですよね。ホ

ームページも後で書き込んではいけないという

ことになってますが、そこにはあるわけで、閉

鎖しなさいということじゃないわけですから、

見ようと思ったら、前もってずっと書き込んで

おけば見られるわけで、それからしますと、や

はりこれは、国に対してそういう法改正の働き

かけをして、インターネットでもできるように

解禁していく時代じゃないかな、これが若者を

投票所に向ける一つの方策につながるんじゃな

いかなと思うんです。見通しについては今、私

が聞く前を読んでお答えいただきましたので、

投票率アップにつながると思うんですが、所見

はどうですか。

○選挙管理委員長（若友慶二君） おっしゃる

とおり、このインターネット等を活用した選挙

運動、非常に若い人たちの中で活用が日常的に

なっており、これについての費用というのも安

価である。そういうようなことも含めて考えま

すと、やはり有効な方法じゃないだろうかなと

私も存じております。そういう意味から、御指

摘のように、いろんなことも加えて考えます

と、投票率のアップにつながるんじゃないか

と、そんなことも考えます。これからの作業と

いいますと、私どもそういうふうに思っても行

動しなきゃならんわけで、全国の選挙管理委員

会の集まりもありますし、そういう中での研究

課題にして、いろいろと議論をさせていただき

たい、そんなことを思っています。以上です。

○ 原正三議員 インターネットについては、

平成19年６月18日(月)



- 242 -

ぜひそういうことを全国的な選挙管理委員会の

組織の中で要望していただきたいというふうに

思います。有効な手段だと私も考えます。

それから、投票所について、これは奇抜なア

イデアだと思うんですが、うちの自民党の幹事

長が言うわけですが、巡回投票所なんていうの

はどうだと。これからいろいろ改革していく時

代ですから、必ずしも固定じゃなくていいじゃ

ないか、巡回で回れば。特に高齢者の方々は動

けないわけですね。だから、そういう発想もあ

るんですが、それについての感想はどうです

か。

○選挙管理委員長（若友慶二君） 人を集める

か、箱を持っていくかと、こういう発想のよう

でありますが、考え方の一つには、今、高齢者

の方も動けなくなったというふうな状況もあり

ますので、その辺の発想は、非常にアイデアと

していいのかなという感じはしますが、かたい

ようでありますけれども、現行制度では、１つ

の投票区に投票所は１つと、そういう定めであ

りますので、今のところ、そういう方向は非常

に難しいことかなというふうに考えておりま

す。しかしながら、高齢化は進行してまいりま

す。投票所の環境づくりというものも考えてい

かなきゃならない。そんなことも含めて、今後

研究させていただきたいと、そういうふうに思

います。よろしくお願いします。

○ 原正三議員 なぜその巡回投票所なるもの

を言ったかといいますと、今回の県内の投票所

を見てみますと、投票所が減少いたしておりま

す。総数806が796、増減があってマイナス10で

す。５つの自治体で減少して、３つの自治体で

増加になってマイナス10、そして時間短縮がか

なり増加をいたしております。総数279、これま

で時間短縮をしていたものが209、プラス70、時

間短縮をしておると。５つの自治体だけがゼロ

です。ほとんどの自治体で増加をいたしており

ます。減らす方向にいっています。これは、市

町村でこの扱いはまちまちのようであります

が、どのような理由によって投票所を減らし、

あるいは投票時間を短縮しているのか、そのこ

とを教えてください。

○選挙管理委員長（若友慶二君） 投票所の増

減の関係でありますけれども、御案内のとおり

でありますが、投票所につきましては、市町村

の選挙管理委員会が、地域の有権者の数だとか

地形、そんなものを考慮しながら投票所を決め

ておるわけです。いわゆる法上になりますと、

１投票区１投票所というのが原則で、あとは数

カ所の投票所をつくるというのが、市町村の選

挙管理委員会の機能としてやっておるところで

ありますが、先ほどおっしゃられましたよう

に、現在、前回の806から796に減ったと、そう

いう状況はあるわけであります。投票所の減少

については、市町村の選挙管理委員会におい

て、住民のアンケートや、また自治会等の意向

聴取など、いろいろ住民の意見を聞きながら、

そしてまた、広報を通じてそれらの実態を流

す、有線放送を通じて流すというふうに情報提

供は十分行われている。そして選挙民には余り

迷惑をかけない、そういうふうなところでの設

定だというふうにお伺いをいたしておるわけで

あります。以上であります。

○ 原正三議員 この投票所に関してですが、

どこが一番減らしているか見ますと、三股町

―私の町です―綾町、椎葉村、高千穂町、

日之影町。椎葉村に至っては５カ所減らしてい

ます。全部非合併のところだけなんですよね。

まさかとは思いますが、先ほど合併の話もあり

ましたけれども、地域生活部長、いわゆるアメ
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とムチ、行革の一環として、かなり迫るから、

費用をかけちゃいかんということで、市町村は

大変苦しい思いをして投票所を減らしたという

ことがあるんじゃないのかなと危惧したんです

が、そのことについて御回答をいただきたいと

思います。

○地域生活部長（丸山文民君） 決してそのよ

うなことはないわけであります。投票所の設置

等につきましては、公職選挙法におきまして、

地域の実情に一番通じた市町村選挙管理委員会

が決定をするということになっております。そ

れぞれの市町村の選挙管理委員会において、十

分に検討された結果であると考えております。

○ 原正三議員 そうであれば安心をいたしま

した。さて、その投票所ですが、先ほどから申

し上げておりますけれども、高齢化が進行する

中、私は減らすべきではないと思うんです。そ

れは市町村が決めるべきことでしょうが……。

しかも、投票所が遠くなるために高齢者の皆さ

んの送迎を始めるわけですね。年寄りの方は、

どうしても棄権しちゃいかんという気持ちが強

いですから、そうなったときに、どうしてもそ

の途中で不正が起きやすいというようなことが

出てくるわけでございます。昭和44年、私が20

歳のときですから、かなり古い自治省の選挙部

長通知ですが、投票所については積極的にふや

すように頑張りなさいというようなことが、遠

距離地区の解消あるいは過大投票区においては

規模の適正化を図ること等々、投票区の増設に

ついてという通達があります。その後、何か新

しい通達があったものかどうか、それはわかり

ませんが、いずれにしても減らすべきではな

い、むしろふやすべきだと思うんですが、その

あたりの所感をお願いしたいと思います。

○選挙管理委員長（若友慶二君） 投票所の問

題でありますけれども、おっしゃるように、44

年５月でしたか、通達がありまして、大体の基

準を2,000名が１つの投票区、そして２キロぐら

いの移動区間を標準として、それ以内におさめ

たらと、そういう通達が出ておりますが、その

後、通達は出ておりません。社会的に道路交通

事情とかいろんなことが変わってまいりました

ので、また再検討される部分はあろうかと思っ

ていますが、宮崎の場合は2,000名というのはか

なり大きな選挙区で、あとは大体1,000名を下る

というふうな形になっておりますので、そのあ

たり、市町村全体のいろんな行政の中での決定

だろうと、そういうふうに思っています。以上

です。

○ 原正三議員 それと、その時間ですが、市

町村の中でも時間帯が違う。市町村別では当然

ばらばらですね。そうすると、若い人たちはこ

の時間に思い込みがありまして、私を一生懸命

応援してくれて、出陣式のときに一緒に「頑張

ろう」をしてくれた若者が、しばらくして、消

防団で飲んでおりましたら、「 原さん、ごめ

んなさい」と。どういうことかと思いました

ら、８時までかと思って、家内と７時ごろ帰っ

て、すぐ投票所に行った。そうしたら閉まって

いました。あなたに２票投票できませんでし

た」と、そういう笑い話なんですけど、実際に

あった話です。そういうことが身近にあったこ

とを思いますと、この時間について、この町で

は８時ですよと言って回る、この町では６時で

すよと言って回る、どうもそのあたりが徹底せ

ずに、結果的に棄権してしまったというような

ことも私はあるなと、現象としてあるなという

ふうに―身近な問題がありましたので―

思っているので、これについては今後、考察が

必要、対応が必要じゃないかなと思いました。
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これは意見として申し上げておきます。

選挙については最後の一つです。選挙の七つ

道具というのがあります。たすき、それから造

花の胸花があるんですが、このたすきと胸花、

もうそろそろやめていいんじゃないかなと私は

思います。車の乗りおり、走り回るときに大変

不便ですね、不便なんですよ。決してスマート

じゃないですね、スマートじゃないです。どう

も邪魔くさい。ここ（胸）にピンでとめないと

いけないですね。そういうことを考えますと、

形から入るということでもないんですが、何か

ワッペンにするとか、本人とわかるバッジにす

るとか。名前は車に書いてあるし、のぼりもあ

るし、わかるわけですから、そのあたりは法的

な制約があるんですか。それとも県の選管でで

きるのであれば、何か考えていただきたいと思

うんですが、その前に、突然知事に振ります

が、知事も選挙に出られましたね。そのとき

に、こういうたすきだとか胸花だとか当てて、

特に走って回られたと思うんですが、感想はど

うですか。私はそういう感想をずっと持ってい

たんですが、これはもう変えた方がいいんじゃ

ないか。

○知事（東国原英夫君） 私も非常に邪魔でし

た。ですから、僕は余りしていなかったんです

が……。というのが、突然車から出て走ってい

くときに足に絡まったりするわけですよ。です

から、これはしなきゃいけないのかなと思いな

がらも余りしておりませんでしたが、これは選

挙違反ですか（笑声）。

○ 原正三議員 選挙管理委員長、私の質問も

含めて、知事の質問も込めて御答弁をお願いい

たします。

○選挙管理委員長（若友慶二君） 例に出まし

た、たすきの問題でありますけれども、この選

挙の七つ道具というものは、公営で私どもの方

からお渡しする、告示の日に受け付けをしてお

渡しするというものです。その中には、たすき

は入っておりません。そういう意味では、こち

らから絶対つけてくださいという品物じゃない

んですね。そういう意味で、白のお花、これ

は、選挙管理委員会、私どものほうと一緒に

なっております明るい選挙推進協議会が、きれ

いな選挙をしていただきたいという願いを込め

て、あの花をお願いしている。それはぜひつけ

ていただきたいという私どもの要望でありま

す。そういうことで御理解をいただきたいと思

います。

○ 原正三議員 そのたすきは自由ということ

であればわかりましたが、ぜひ胸花について

も、もうちょっとスマートなやつに変えて、そ

の中から選んでくださいという形にしてもらう

ように要望いたしまして、次に移ります。

環境森林部長にお尋ねいたしますが、温室効

果ガス、専門が化学じゃないので、よくわから

ないんですが、二酸化炭素、一酸化二窒素、メ

タン、ハイドロフルオロカーボン、六弗化硫

黄、パーフルオロカーボンとあるそうです。こ

の温室効果ガスの総排出量が、平成22年の予測

で、平成２年の基準年に対し、本県の場合、マ

イナス35％になるとあります。それは、二酸化

炭素と一酸化二窒素が、いわゆる東の横綱と西

の横綱だそうですが、この一酸化二窒素の削減

効果が大きいためとあるんですが、この35％と

いう数字はかなり大きいんですよね。これから

いくと、京都議定書、十分満足しているじゃな

いかという話になるんですが、本当かというこ

とと、事業者のどういう取り組みによって、こ

の一酸化二窒素というのは削減効果が大きく出

るのか、このことについて環境森林部長、お願
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いいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） まず、温室効

果ガス全体でございますが、これは基準年の平

成２年度で見ますと、約1,653万トンというふう

になっております。このうち、今お話の出まし

た一酸化二窒素は約791万トンということで、約

半分を占めております。平成11年の企業により

ます一酸化二窒素排出対策によりまして大幅に

削減され、その結果、温室効果ガス全体の削減

がなされたものでございます。

２番目の御質問でございますが、どういう取

り組みによるものかということでございます。

これは具体的に申し上げますと、旭化成ケミカ

ルズ株式会社レオナ樹脂・原料工場のナイロン

製造工程におきまして、本県の一酸化二窒素排

出量の83％を排出しておりましたが、先ほど言

いましたように、平成11年にこの一酸化二窒素

を熱分解いたしまして、硝酸として回収する設

備を設けたことによりまして、工場からの排出

量が９割以上削減されたものでございます。

○ 原正三議員 よくわかりました。

次に、西の横綱の二酸化炭素でありますが、

これは残念ながらふえる方向でありまして、急

激な増加が予測されております。数字は申し上

げません。森林による吸収を差し引いても７％

の増加とあります。家庭、温室、店舗のエネル

ギー消費、あるいは自動車がふえたこと、家

庭、業務、運輸部門のＣＯ２排出量増加が原因と

いうことでありますが、いずれにしてもＣＯ２を

減らさなければいけないと、このことに焦点は

いくのかなというふうに思います。ここで問題

にするのは、県庁みずからが「宮崎県庁地球温

暖化対策実行計画」というのをつくっておられ

ます。ところが、残念ながら、旗振り役の県庁

の実行計画が未達成だということなんですね。

平成10年度比―16年度だから、たった６年で

６％減少させるつもりが―４％、絶対値で10

％ふえているということであります。これにつ

いてお尋ねいたします。原因は何か。何が障害

でなぜそんなに10％もの差が、予測と実際とが

違うのか。達成はこれはどうするのか。県庁み

ずからが、環境マネジメント等々いろいろ計画

しながら達成できないで、一般の人に、県民に

いろいろ啓発をやってもできるはずがないんで

すよね。できるはずがないと思います。だか

ら、今この原因が何か、障害は何か、達成はど

うするか、このことについて御回答いただきた

いと思います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 議員御指摘の

とおりでございます。増加の主な原因でござい

ますが、これは庁舎施設の新・増改築に伴う床

面積の増加ですとか、あるいはパソコンなどＯ

Ａ機器の普及による電気・燃料使用量の増加で

ございます。また、病院等県民に直接サービス

を提供する部門では、一定のサービスを確保す

る面から、電気・燃料使用量の削減がなかなか

難しい状況にございます。しかしながら、今、

議員御指摘のとおり、県庁は地球温暖化対策に

率先して取り組んでいく立場にございますの

で、今後とも、目標達成に向けて、あらゆる部

門で温室効果ガス削減の努力を行ってまいりた

いというふうに考えております。

○ 原正三議員 要は、最終的には数字だと思

うんですよね。数字が実態をあらわす最終的な

究極の表現方法なわけですから、言葉はどうで

もごまかしがききます。最終的には数字だと思

いますから、その数字をしっかり押さえていた

だくように計画を立て直して、実行に取り組ん

で、その後、県民の皆さんにも、「しっかり我

々もこれだけやっているんだから、皆さん頑張
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りましょう」という啓発をやっていただきた

い。それが筋だと思いますので、指摘をしてお

きたいと思います。

重点取り組みというのを９項目つくってござ

いますね。主な実績と、今回の予算、２月議会

にさかのぼってもいいんですが、ことしの予算

の中で、この重点取り組みに対して、県庁内の

実行計画の９項目があります。例えばＥＳＣＯ

がどうとかありますが、このことについてどう

いうことが予算化されているかお知らせいただ

きたいと思います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県庁では、今

お話にありました９項目を重点取組として取り

組んでおります。予算化につきましては、一番

大きいのはＥＳＣＯ事業でございますが、これ

は平成17年度の導入可能性調査の結果を踏まえ

まして、「宮崎県ＥＳＣＯ事業導入基本方針」

に基づきまして、最も高い効果が見込まれまし

た県立宮崎病院へ今年度、導入をすることとい

たしております。病院局において、今議会に、

改修工事費５億2,526万円を補正予算としてお願

いしているところでございます。それと、もう

一つ、予算化について、具体的な数字は現時点

でまだ集計できておりませんが、取り組みで、

低公害車の率先導入というのがございます。こ

れにつきましては、平成18年度の数字で申し上

げますと、新規購入43台中、低公害車は39台を

導入いたしておりまして、導入率が90.7％とい

うことで、目標が70％以上というふうになって

おりましたので、これも今後こういう形で取り

組んでいきたいというふうに思っております。

○ 原正三議員 それから、井上議員から県民

の皆さんに対する啓発の話が金曜日にございま

したが、水曜日が「地球にやさしい行動の日」

ということで、特にノーマイカーデーの推進と

ありますが、これは県民運動に展開をしてはど

うか。特にこのノーマイカーデーということ

で、水曜日にしたらどうかと思いますが、知事

の御見解をお願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 県では、環境保全を

推進するために、省エネやごみ対策、きれいな

川づくり等を柱とした「地球にやさしい３つの

行動」の全県的な展開を図ることとしており、

この中で、ノーマイカーデーの実施を呼びかけ

ておる次第でございます。この取り組みについ

ては、現在、県民、団体、行政等で構成された

「環境みやざき推進協議会」を通じて、県民の

皆様に広くＰＲするとともに、民間の事業者に

おいても実践していただいているところであり

ます。ノーマイカーデーは、省エネと意識の啓

発に大きな効果があると考えておりますので、

今後、同協議会の取り組みをさらに充実し、県

民全体への浸透を図ってまいりたいと考えてお

ります。

○ 原正三議員 最後に一点です。大量伐採が

進行して未植栽地が増加しております。いわゆ

る温暖化対策を意識したことしの事業、予算と

いうことですが、森林に関する温暖化対策のた

めの事業、予算というものはどういうのが網羅

されているか、概略でいいですから主なものを

お聞かせください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 温暖化対策を

意識したことしの予算についてでございます

が、御承知のとおり森林は、植栽あるいは間伐

などを実施して適正に管理することによって二

酸化炭素の吸収力が高まります。このため、通

常の森林整備事業に加えまして６月補正予算で

新たに、管理不十分な森林を対象としました

「未整備森林緊急公的整備導入モデル事業」で

すとか、また高齢林を対象としました「森林整
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備促進対策事業」で、間伐等を推進するために

５億円余のお願いをしているところでございま

す。また、平成18年度から、森林環境税を活用

しました「水を貯え、災害に強い森林づくり事

業」で、公益保全上重要な森林のうち、放置林

等を対象としました植栽や間伐などの整備をさ

らに推進するために、補正予算を含めまして約

１億8,000万円余の拡充をお願いしているところ

でございます。以上でございます。

○ 原正三議員 環境については以上で終わり

ます。

次に、公人と私人ということについて、知事

にお尋ねいたします。知事は、地方公務員法第

３条第３項の特別職であります。知事の仕事は

通常、公務、いわゆる地方公共団体の長と、政

務、講演会活動等の政治活動に大別されると思

います。ただ、東国原知事の場合は、タレント

活動がそこに加わるのかなと。ここで、いわゆ

る公人と私人の区別、折り合いをどこでどうつ

けるんだということなんですが、県民の皆さん

方の間に大きな戸惑いの声があるようでありま

す。また今後、市町村長、いわゆる市町村の首

長さんの活動のあり方にも一つのモデル的な影

響が出てくるなと思うわけで、これは知事のた

めにも、ここでしっかり議論しておいた方がい

いというふうに考えます。５月22日の「東国原

グローバル」、いわゆるブログの中で「知事

は24時間公務公僕である」と記しておられま

す。議員の先輩諸兄にお聞きしましても、24時

間公人説が、これは聞いた限りにおいて、大変

有力、100％と言ってもいいんですが、公人、私

人、これをどう考えるかということ、知事のお

考えをお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） ブログでの表現は、

「体力の続く限り、知事としての職務を果たし

ていきたい」との私の気持ち、心構えを吐露し

たものであります。知事というのは、御案内の

ように、勤務時間や勤務場所が特定されておら

ず、24時間いつでもどこでもその職務を遂行す

ることができますし、また期待もされていると

考えております。お尋ねの公人か私人かについ

てであります。ケース・バイ・ケースで判断す

ることになると考えておりますが、この大変困

難な時代にあって、私に県政のかじ取り役を任

せてくださった県民の皆様の負託におこたえす

るために、24時間片時も忘れることなく、それ

こそ夢の中でも県政の事柄が出てくるほど、県

勢発展に全身全霊をかけて取り組みたいと考え

ております。また、御指摘のタレント活動とい

う表現でございますが、私は宮崎のために活動

しているわけでございまして、私個人の活動と

してはとらえておりません。以上でございま

す。

○ 原正三議員 わかりました。タレントとい

う言葉が不適切であれば取り消しますが、知事

は今よくテレビに出ておられます。テレビに多

く出られることは、宮崎の情報発信になること

でありますし、ＰＲになっていることはよく理

解いたしております。また、宮崎のＰＲのため

ならば、公務に支障がない限り、大いに出演し

てくださいと私も申し上げたいと思います。こ

れも県民の声ですが、声を伝えるのも仕事です

から、大変つらいことですが、あえて申し上げ

ます。先ほどの黒木議員も、中山間地を見にき

てくださいと悲痛な叫びの声をお話しになりま

した。そのまま申し上げますが、気を悪くしな

いでくださいね。「出なくていい番組もあるの

ではないか。その分、地方の実情を見にきてほ

しい」という声もあります。ある意味、知事に

とっては、これは大変ありがたい言葉でもある
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のかなと、引く手あまた、人気者ゆえの悩みか

なと思います。山田勇さん、いわゆる元大阪府

知事の横山ノックさんの場合は、これでかなり

議論されたという議事録を見ました。最終的に

は、時間がないのでテレビには一切出ないとい

う答弁が記録として残っておりました。そのテ

レビ出演の判断基準、知事がケース・バイ・ケ

ースで判断されるということを今おっしゃいま

した。テレビ出演の判断基準は、どういうとこ

ろに目線を置いてされているかということを、

この際、県民の皆さんにはっきりさせておかれ

たほうが、知事のためにもいいと思います。ど

うぞ。

○知事（東国原英夫君） 知名度がこれまで余

り高くなかった宮崎を、全国の人々の記憶に刻

まれるまでＰＲするには、全国からの注目が集

まっている今が絶好の機会であると考えており

ます。特にテレビは、いろいろな世代に身近な

メディアであることから、宮崎をＰＲする手段

としては最も有効であると考えております。こ

のようなことから、日本全国津々浦々、あらゆ

る年代、あらゆる分野の方々に宮崎を知ってい

ただくためには、報道番組を初めあらゆる番組

に出演し、宮崎をＰＲしていく必要があると考

えております。その選択に当たっては、宮崎の

ＰＲ、知名度とイメージのアップにどうつなが

るかを最優先に考えて判断しております。な

お、テレビ出演に関しましては、単に県産品の

販売促進や移住誘致、企業誘致、観光誘致等に

役立つだけでなく、「県が有名になって本当に

よかった」とか、「宮崎のことが話題になりや

すくなった」、あるいは「宮崎を誇りに思う」

などという声も県内外から多くいただいており

ます。

御指摘の出なくていい番組というのは具体的

には一体どういう番組なのか、私にはちょっと

わかりませんが、有用な番組だと判断して出て

いることは御理解いただきたいと思います。そ

して、テレビ番組に出ていることで、中山間地

域あるいは県内各地を回れないという御指摘で

ございますが、これまで椎葉、諸塚、西米良

等、中山間地は精力的に回らせてもらっていま

すので、今後とも、それは重ねて活動していき

たいと考えております。

○ 原正三議員 体に十分注意して頑張ってい

ただきたいと存じます。そういう心配の声もあ

るわけであります。

イラストの使用についてお尋ねいたします。

まず、現状についてでありますが、イラストを

使っておられる企業・団体が７つと聞いており

ます。その後、増減があったのかどうかという

ことと、武井議員への答弁の中で、「県産品の

販売促進の一助になればとの思いから、自由に

使っていただいている。似顔絵は私の一身専属

の肖像権に基づくものであり、管理等は私個人

の判断にゆだねられていると認識している」と

答弁されておりますが、この許可、あなたのと

ころは使っていいよという許可権者はだれなの

か。またその受けた企業が、その先の100何ぼの

企業に許可しているわけですが、その場合の許

可というのはだれが許可しているのか。そこの

ところを教えていただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） イラストに関しまし

ては、私の一身専属の肖像権に関連するものと

思いますが、イラスト自体については、それぞ

れの企業が私に似せて創作した著作物でありま

す。私は、イラストが、結果的に県産品の販売

促進や地元企業振興の一助になればとの純粋な

思いから、基本的には、私の肖像権に関連させ

ることなく、使っていただいても構わないと考
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えております。私としましては、７種類くらい

のイラストがあると承知しておりますが、現実

には、もっと多くのイラストやキャラクター商

品が販売されていると思われますので、すべて

を把握しているわけではございません。

なお、ほかの企業等へのイラストの提供を、

有料にするか無料にするかは聞いておられませ

んね（笑声）。有料にするか無料にするか等つ

け加えてお答えしますれば、この判断は、制作

者、その企業の経営方針、あるいは著作者の権

利であると認識しております。以上でございま

す。

○ 原正三議員 ということは、有料・無料は

つくった方が判断して、このシールは何円だよ

というようなことで、その企業に使わせてとい

うか、使う方からはお金をいただいているとい

うことで、知事はすべてを掌握しているわけで

はないということですね。ただ、肖像権は知事

に―一身専属の肖像権に基づくというような

ことですが、自由に使っていただいているよと

いうことのようですね。そうなったときに、質

問を転換しますが、じゃ、だれが使ってもいい

ということになりますか。県内の企業で、自分

で似せてつくったシールを張るのは、これは勝

手にやっていいということになるんでしょう

か。

○知事（東国原英夫君） すべて把握しておら

ない現状を踏まえますと、自由に使っていただ

いている状況だということです。事実上そう

なっておりますので……。しかし、自分に申し

出があったものに関しては、「どうぞ使っても

らっても構わない」という返事は、すべてに対

してさせていただいております。

○ 原正三議員 ということは、ここにＡ社と

いうのがあって、ぜひ使いたいと、売り上げを

伸ばしたいと。その場合は知事に申し出ればい

いというか……。それとも野放し状態。どうし

てもそこのところがうまく私まだ理解、整理で

きないんですが、もうちょっとわかりやすく説

明してください。

○知事（東国原英夫君） 使ってよろしいで

しょうかというような申し入れがある場合と、

ない場合がございます。ある場合に関しまして

は、どうぞお好きにお使いください―これは

許可ではなく、使うのは自由であるということ

でございます。自由である以上、私に直接申し

入れがなくても、現状としては使っているとこ

ろがあると理解しております。

○ 原正三議員 やはりこのシールの効果とい

うのはかなりあるんだそうです。現在売れてい

ますから、あるんですよね。となりますと、こ

のシールというのは、知事、いわゆる元芸能人

であった知事が、そのまんま東さんという人が

東国原英夫として知事におなりになった、その

ことによってシールの効果というのはかなり

アップしたわけですね。アップして、そして県

産品を売ろうという運動につながっているわけ

ですよ。そうなったときに、これはある意味、

県民の共有財産じゃないのかなと。知事である

がゆえに、これで人気が出ているわけですから

……。そこに県内の人で、じゃ私も使わせてほ

しいという人がかなり出てくるのは当然なんで

すよね。そうなったときに、７つの企業・団体

だけが使っていらっしゃるということが、ある

面によっては―今聞けばある程度わかるんで

すが―知事を中心にして閉鎖的に使われてい

るような印象になっているわけですよ。シール

について聞きますが、そうであれば、いわゆる

共有財産にすべきじゃないかということについ

てはどうですか。
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○知事（東国原英夫君） 私は、キャラクター

とか、イメージ的な、アニメーション的なキャ

ラクターグッズやシール等を制約しているもの

ではありません。つくる、つくらないを制約し

ているものではございません。ということは、

自由にお使いくださいというスタンスなので、

今、県内外で果たしてどれぐらい使われている

のか把握できない状況ですので、これを県が共

有財産として管理、制約するのは、現実的には

非常に困難かなという感じで認識しておりま

す。

○ 原正三議員 余り時間もなくなりましたの

で……、基本的なことだけお聞きして、後は委

員会で議論します。ということは、要するに、

制約するものではないと、希望があれば基本的

にはだれでも使えると、そのように理解してい

いということですね。

○知事（東国原英夫君） そういうような解釈

で構わないと思いますが、使っていただく上で

は、品位をおとしめるようなイラストは避けて

いただきたい。県産品あるいは食べ物だった

ら、その品質確保とか、そういったものには十

分注意していただく必要があるかと思います。

こういうところが侵害されますと、人格権とい

うものを行使することもあり得るのではないか

と思っております。

○ 原正三議員 シールについてはそこまでで

……。あと３分しかありません。

トップセールスの中の地鶏に移ります。にせ

ブランド対策、満行議員からもありました。大

事なことですので、もう一回やりますが、農政

水産部長、地鶏の規格・条件は何カ月飼えばい

いのかということ、それと現在の地鶏の羽数、

どれだけ県内で飼っているかという、この数字

をまずお知らせください。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 地鶏につきま

しては、いわゆる地鶏という定義が非常に広う

ございまして、広辞苑等によりますと、その土

地で飼育された鶏、さらには古くから各地で飼

われている鶏の在来種というような幅広い表現

になっております。

その中で、先ほどおっしゃいました地鶏が何

羽いるかということは、非常にいろんな統計が

あるわけでして、つかみにくい部分もございま

すが、これにつきましては、宮崎県で地鶏のブ

ランドとして普及しておりますいわゆる「みや

ざき地頭鶏」がございます。「みやざき地頭

鶏」につきましては、ことし４月現在の調査で

は、13万6,000羽、県内で飼育されております。

ちなみに、年間の出荷数は30万羽という状況に

なってございます。そして、この規格につきま

しては、飼養期間が120日以上、それから28日齢

以降、今のは平飼いの時間帯でございます。そ

れから、28日齢以降の飼養密度が１平米当たり

２羽以下というような状況で、ブランドとして

認定いたしております。

冒頭申し上げましたように、地鶏につきまし

ては、このほかに日本農林規格、特定ＪＡＳが

ございまして、こちらのほうでは、いわゆる地

鶏をより緩やかな基準で飼った場合に特定ＪＡ

Ｓマークを張れる、そういう地鶏という表示を

許しております。こちらのほうの表示になりま

すと、もっと緩やかですが、鶏自体の血統につ

きまして、日本在来種の血液が50％以上である

こと、飼養期間がふ化後から80日以上、28日齢

以降の平飼い飼育がなされていること、それか

ら28日齢以降の飼養密度は１平米当たり10羽以

下というようなものを地鶏というふうに表示す

ることができるようになっています。以上でご

ざいます。
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○ 原正三議員 後で資料をください。いずれ

にしても、急に需要があったからといって地鶏

を出荷できるものじゃないですね。そこに当然

数カ月かかるわけだし、在庫があったという話

も、在庫のだぶつきも聞きません。ということ

は、にせブランドの疑いがかなり強いというこ

とでございまして、他県産かもしれないし別物

かもしれない。というのは、これが本物でない

とわかったときのイメージダウンが大変怖いと

いうわけでありまして、地鶏の一種の認証とい

いますか、トレーサビリティーですね。例えば

牛とか、最近はチップを埋め込んで野菜につい

てもできると、こういうことまでやっています

が、一言で聞きます。食の安心・安全も言われ

るわけでございますから、この地鶏にもトレー

サビリティー制度、このシステムを確立してい

くべきではないかというふうに考えますが、部

長の御見解をお願いします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 地鶏につきま

しては、私どもも普及品目として「みやざき地

頭鶏」を普及するように、いろいろと考えてお

ります。その中で、今おっしゃいましたトレー

サビリティーでございますけれども、トレーサ

ビリティーにつきましては、確かに個体管理と

いうことができるかと思います。ただ、この鶏

の飼養実態を考えました場合に、経営上のコス

ト、それからいろいろな飼養技術上の課題、こ

ういったものが非常に大きく普及促進の阻害要

因となっております。したがいまして、御指摘

は御指摘として私どももわかるわけでございま

すが、引き続き研究を続けていきたいというふ

うに考えます。

○ 原正三議員 後は、それぞれ委員会でやり

たいと思います。

預け金対策についてであります。ある団体で

すが、連続職場離脱という制度があります。連

続職場離脱、これはコンプライアンスの徹底が

どれだけされているかという検査をし、またリ

フレッシュ休暇の意味合いがあります。前日に

本人に言い渡しをして、１週間程度休ませる

と。行動には当然、遊び場には行っちゃいけな

いよとか制約があるんですが、いわば抜き打ち

的に検査をして不正を防止するとともに、職員

が日ごろ年休もとれないで精神的に病むのを未

然に防止する目的という、２つの目的があるよ

うでございまして、なかなかいい制度だなと私

は思ったんです。前日に、あなたはあしたから

１週間休みなさい、連続職場離脱、そして本人

立ち会いのもとで、机の引き出しからロッカー

から何から全部検査をするということですね。

そして、１週間休むところに意味があると。１

週間休んで、その間に外部からの怪しいにおい

のする連絡があるんじゃないかと、そこを

チェックするというわけですね。本人たちもい

つあるかわからないから、ふだんからちゃんと

机の引き出しもやっておくし、パソコンの内容

もしっかりやっているでしょうし、ロッカーも

ちゃんと整理している、お金もちゃんと預かり

をやっておくということのようでございます。

本県の場合は、学校現場では、準公金と言われ

るＰＴＡ会費や部活動費を扱うところもありま

す。そういうところに有効じゃないかと思いま

す。

知事の御見解をいただきたいんですが、時間

がありませんので、まとめていただきたいんで

すが、監査についても、監査を受けられる側の

執行部のトップとして、抜き打ち監査というの

をやっていったらどうか。今は定期的に前もっ

てやっていますから、十分準備する時間がある

わけですね。数字上は全部合うわけだから、な
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かなか発見しづらい。抜き打ち的にぽんとやっ

ていく。その緊張感がいわゆる不正を防止する

んじゃないかと。それを休ませるかどうかは、

いろいろこれからの検討課題で、例えばどこか

に研修に行くとか、物産展があるときに、物産

展でどこか東京とかに行って、その間リフレッ

シュしてもらうとか、そういう形で職場を連続

離脱していただくというように、やり方はいろ

いろある。例えばそこで観光案内をしていただ

くとかあるわけですが、これについての知事の

御見解をお願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 各所属への検査・指

導につきましては、財務規則第225条の規定に基

づき、物品の売買、使用及び出納事務の状況等

について、事前に通知をした上で、各所属おお

むね３年に１回程度、現地に出向いて実施して

おります。御指摘のあった今後の抜き打ち検査

を含め、より効果的な物品管理事務の指導・検

査等のあり方について、外部調査委員会の御提

言なども参考にさせていただきながら、再発防

止策の中で検討してまいりたいと考えておりま

す。

○ 原正三議員 最後になりました。県庁の見

学ツアーについてあります。まとめて聞きま

す。これまでのツアーの客は延べ幾ら来られた

かということ、それと提案でありますが、早い

話が入場料をいただいたらどうかという話であ

ります。４年前、オーストラリアとニュージー

ランドに行きましたときに、農業団体とカウン

シルに行きましたが、その視察で料金を取られ

ました。横浜も30分5,000円取っているそうで

す。駐車場等の整理に充てる目的でそういうの

を取って、それをそういうものに充てるという

考えはどうかと思います。これからの一つの全

国的な流れになっていくんじゃないかと思いま

すが、知事の御見解をお願い申し上げます。

○知事（東国原英夫君） 県庁ツアーでござい

ますが、４月から始まって、今まで３万人を超

えたという数字を伺っております。４月は閉庁

日はアカウントしていないので、これ以上の数

字じゃないかなと思っております。県庁ツアー

としてですが、「おもてなし日本一の宮崎」づ

くりの県庁版として取り組んでいるものであり

まして、このツアーの実施により、県庁がより

身近な存在になるとともに、職員の意識改革に

もつながっているものと考えております。御案

内の有料にすればどうかということでございま

すが、正直私も失敗したなと思っているんで

す。今後でも有料化するということは、これま

での県庁ツアーに参加していただいた方たちと

の平等性等々も、バランスを考えながら検討し

てまいりたいと思いますが、今のところ、見学

料あるいは入場料等の徴収については、慎重に

検討することであると思っております。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県庁ツア

ーの件数は、ただいま知事が３万人と申し上げ

たんですが、４月に知事のパネルを設置しまし

てから、トータルが３万人でありますけれど

も、県外からの県庁ツアー、いわゆるツアーで

来られた方は、83団体の2,800人ということでご

ざいます。こういう関係を県職員等で御案内し

ているというものでございます。

○ 原正三議員 時間がオーバーして申しわけ

ありません。以上で終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれにて散会いたします。
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午後２時57分散会
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