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一般質問◎

ただいまの出席議員43名。○中村幸一副議長

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。質問の通

告がありますので、順次発言を許します。ま

ず、22番押川修一郎議員。

〔登壇〕（拍手） ２日目の○押川修一郎議員

トップバッターをあずかりました押川でござい

ます。

本日の朝刊を見られてお気づきだと思います

が、第21回国際青島太平洋マラソン大会が、９

日、国道220号と一ツ葉有料道路をメーンコース

として行われたということであります。今回、

国内外から過去最高の約１万人以上の方がエン

トリーされたというふうに記事に書いてありま

した。もちろん知事も走っておられるわけであ

りますけれども、その効果も少しはあったのか

なというふうに読ませていただいたところであ

ります。１万人を超える大会でありますから、

今後、恐らくメジャー大会の一つになってくる

のかなという期待もしておるところでありま

す。そうであれば、メーンストリートでありま

す橘通りを往路か復路に使うようなことになれ

ばとつぶやきながら、実は新聞を読んだところ

でありまして、その日が来ることを期待しなが

ら、通告に従いまして一般質問をさせていただ

きます。

既に12月、師走となりました。師走とは、主

な語源説として、師匠の僧がお経を上げて回る

ために東西をはせる、いわゆる飛び回るという

ふうに解釈をされております。東国原知事にお

かれましては、ことしの１月知事就任以来、ま

さに東奔西走、宮崎のＰＲに、東京を初め精力

的に走り回り、毎月が師走ではなかったかなと

いうふうに思うところであります。そこで、就

任後約１年、県政運営はどうであったのか、ま

た、この約１年を振り返って、率直な感想を知

事にお願いいたします。

それから、就任後約１年、知事のキャッチフ

レーズでありました「どげんかせんといかん」

が流行語大賞ともなったほど、宮崎、いや、東

国原英夫知事の知名度が上がったのではないか

というふうに認識をしておるところでありま

す。その中で、私は知事のブログを拝見させて

いただいています。知事のマニフェスト達成の

ためのお考えや行動など、御活躍が手にとるよ

うにわかるような記事もよく目にします。例え

ば、これもブログでありますから、読ませてい

ただきますが、11月14日、「まさに殺人的スケ

ジュールである。いや、殺人スケジュールであ

る。12日、福岡で企業立地説明会や県産木材の

ＰＲなど。夜、東京へ飛び、代官山のフランス

料理店でテレビ収録」、私は行ったことがあり

ません。「終わったのが夜中の２時過ぎ。翌朝

の13日は朝５時30分起床というか、ほとんど寝

ていない。朝一の飛行機で宮崎へ。県庁で各種

レク、表敬など。その後また東京へ。御飯を食

べる暇もろくにない。東京で要望活動、その

後、全国知事会。終わってテレビ収録など」、

とても尋常な人間には体力、精神力とも続かな

いと思います。知事、お体を御自愛いただきた

いと思いますが、この忙しさはいつまでお続け

になるのでしょうか、あわせてお伺いをいたし

ます。

一方、県職員から、レクに対する知事の反応

がそっけないというような意見をよく耳にいた
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します。部下ですから、何もテレビ出演みたい

なリアクションは要らないと思いますし、職員

と十分な議論がされるかどうかということが大

事ではないかなと思います。昨年から続く、官

製談合事件、裏金問題での処分、返還金等、当

然、不適正な処理をしてきた責任は負うべきで

すが、職員の士気が下がっていくのではないか

というふうに感じております。山積する県政の

課題解決に向けた、県民と地域の視点に立った

事業の実施、今後の事業展開など、実働部隊で

あります職員と十分な検討、議論をされますよ

うに、また、そのような時間が本当にあるの

か、これもお考えをお聞かせください。

次に、県立高等学校通学区弾力化推進につい

てであります。

いよいよ来年度から、普通科の通学区域の廃

止が予定されております。通学区の撤廃によ

り、生徒たちがこれまで以上に、それぞれの個

性や能力、適性に合った高校を適切に選択で

き、魅力ある学校づくりが進められるというふ

うに書いてあります。しかしながら、希望する

学校に生徒が集中し、人気校とそうでない高校

との格差が広がっていくのではないかと危惧さ

れております。また、新聞報道によりますと、

中学校の現場では、進学指導の方向性が見えな

いとか、保護者からも、生徒が都市部に集中

し、学校統廃合や地域衰退につながると、不安

が訴えられております。生徒や保護者のニーズ

を踏まえた県立普通科高校の通学区域の撤廃に

ついては、導入に当たっての課題について調査

研究を行うということでありますが、平成18年

度事業である県立高等学校通学区域弾力化推進

事業の取り組み状況と成果について、教育長に

お伺いをいたします。

壇上の質問はこれで終わり、後は自席のほう

で質問をさせていただきます。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

顧みますと、官製談合事件後、高病原性鳥イ

ンフルエンザが相次ぎ発生するという大変厳し

い状況の中で県政運営がスタートし、見るも

の、聞くものが新しいものばかりの未経験の世

界で、全身全霊を傾け、必死の思いで取り組ん

できた月日であったように思います。具体的な

取り組みとしては、入札・契約制度改革を初め

とする県政改革の推進や、本県の将来を描く総

合計画の策定等に努めるとともに、本県を県内

外に積極的にＰＲしてまいりました。おかげを

もちまして、いろいろな県産品が人気を呼び、

県庁舎には県内外から連日大勢の方が来訪さ

れ、加えて、「どげんかせんといかん」という

本県の方言が流行語大賞を受賞するなど、県産

品の売り上げや観光客の増加、宮崎の知名度の

向上については、一定の成果を上げることがで

きたと考えております。

しかしながら、建設産業を初め厳しい状況下

にある諸産業の活性化や、雇用の促進、高速道

路など交通網の整備、さらには医療・福祉や教

育といった暮らしの充実など、まだまだ解決し

ていかなければならない課題が山積しておりま

す。また、今のこの宮崎ブームが未来永劫いつ

までも続くわけではありません。今後とも、議

会の皆様を初め県民の皆様の御理解と御支援を

いただきながら、県民総力戦で宮崎の高次安定

に努め、ブームから定番へをモットーに、新し

い宮崎の実現に向けて、初心を忘れず精いっぱ

い努力してまいりたいと考えております。

続きまして、私のスケジュールについてであ

ります。私は24時間、いつでも、どこでも知事
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としての職務を遂行する立場にあり、また、多

くの県民の皆様からの要望に可能な限りこたえ

ていきたいとの気持ちから、各種行事やイベン

トの対応を初め、表敬、陳情、県内各地の現場

の実情把握、各種メディアを通じた宮崎県のＰ

Ｒなど、県民の皆様の福祉の向上のために精

いっぱいの努力をしているつもりであります

が、結果として、スケジュールが過密になって

いる面があるかと思います。今後は、スケジュ

ール管理を含め、健康に十分留意しながら、ま

た、県政全般をつかさどる知事としての職責を

踏まえて対応してまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、職員との議論、関係についてで

あります。よりよい県政運営を行っていく上

で、職員と大いに議論し、職員の持つ知識や経

験といった力を最大限に引き出すこと、また、

議論を通じて課題や施策に対する認識を共有す

ることは、大変重要であると考えております。

このため、可能な限り時間を確保し、県政の課

題に関する検討の場や、予算編成、各種行事・

大会等の打ち合わせ、さらには職員とのランチ

ミーティング等々、いろいろな場所で職員と率

直に話し合い、意見交換をし、力を合わせて県

政運営に取り組めるように努力しているところ

でございます。以上です。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（高山耕吉君）

します。

通学区域弾力化推進事業につきましては、普

通科の通学区域撤廃の円滑な導入を図るため

に、ＰＴＡ代表者や学校関係者等から成ります

協力者会議におきまして、制度導入に伴う課題

やその対応等につきましての御協議をいただ

き、入学志願手続の改善などに取り組んできた

ところでございます。また、新聞による広報や

全中学生と保護者に向けたリーフレットの作成

配布を行いまして、制度の趣旨や内容を周知い

たしますとともに、各高校の特色ある学校づく

りの推進を図ってきたところでございます。以

上でございます。〔降壇〕

それぞれありがとうござい○押川修一郎議員

ました。知事におかれましては、ただいま答弁

があったように、まさにトップセールスとして

の行動なり活動というものを、私たちもありが

たく見守ろうと思っておるところであります。

また、特に、職員のレクを初め、大会・行事等

の打ち合わせ、これは今お聞きしたとおり、十

分に職員の皆さん方とそういうことをやってい

ただかないと、知事がトップセールスとしてよ

そに出られる機会が多い。留守は、副知事初め

優秀な職員の皆さん方が宮崎県を守っていただ

くという形の、２つの看板といいますか、持ち

つ持たれつ、車で言えば前輪後輪でしょうけれ

ども。そういう中で、知事が職員の皆さん方を

今後どう自分の行動の実働部隊として網羅して

いただけるかということが大事だろうと思いま

すから、ぜひそのような方向で頑張っていただ

きたいと思います。

次に、教育長にお伺いいたしますが、教育長

の今の答弁は、当然納得ができるような答弁で

はないと私は思っております。宮日新聞が３日

間にわたって記事の連載等もされております

が、その中で特に、宮崎、都城、延岡市などの

都市部を中心とし、郡部から私立高校を受験し

ていた成績優秀な子供たちが参戦することに

よって、合格ラインが上がるんじゃないかと

か、受験競争の激化や大学進学率など、学力だ

けにとらわれた高校の序列化が進むことを心配

する声など残っておるという記事が載っておっ

たところであります。私も、そういう都市部集
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中の中で、郡部の高校の定員割れ等も出てくる

のではないかという危惧をしているところであ

りまして、そういったことが起こらないという

ことで理解をしてもいいのかどうか、教育長に

再度お伺いをいたします。

本県の普通科高校○教育長（高山耕吉君）

は、地域の方々の御支援もいただきながら、こ

れまで、進学や就職や部活動などで着実な実績

を残しておりまして、地域にしっかりと根づい

ております。生徒は、各学校の特色を十分理解

した上で、通学距離等の条件も考慮しながら、

個性や能力・適性に応じた学校を適切に選択す

るものと考えておりまして、通学区域撤廃後

も、志願者の大きな変動はないというふうに考

えております。現在、普通科高校では、教育内

容の工夫改善や部活動の活性化、魅力ある学校

行事など、特色ある学校づくりに鋭意取り組ん

でいるところでございます。県教育委員会とい

たしましても、これまでのいろんな事業、ハイ

スクール学力アップ総合推進事業とか中・高連

携推進モデル事業等を積極的に推進しまして、

普通科高校の特色づくりを進めてまいりたいと

いうふうに考えておりますので、御理解をいた

だきたいと思います。

今まではそういうことで我○押川修一郎議員

々も理解をしておったところでありますけれど

も、今回は普通科高校の区域の撤廃であります

から、今まで行きたくても行けなかったという

ことが、生徒にとっては広き門になりつつある

のではないか。今、教育長が言われたとおり、

本年度までは、地域の皆さん方も地域の高校と

いうことで、地域の学校が発展してもらうよう

な形での協力があったというふうに考えており

ますけれども、今、教育長のお話ではそうであ

りますが、20年度は校区撤廃されるわけであり

ます。この状況を十分見ていただいて、必ず検

証していただいて、見直しをする点が出てくれ

ば、これも早速そういう方向の中で改善をして

いただくというふうにお願いをしておきたいと

思います。

次に、物流対策であります。

言うまでもなく本県は、大消費地である都市

圏から遠隔地にあるということであります。産

地間競争に打ち勝つためには、農産物を初めと

する県産品の品質向上はもとより、輸送コスト

をいかに引き下げるかということが不可欠だと

考えております。しかしながら、原油高騰によ

るコストの増加により、物流を担う陸・海・空

の関係業者の経営が大変厳しい状況にあるわけ

であります。物流は、生産・流通の関係先が多

岐にわたっており、産業活動を支える基盤とな

る効率的な物流体制の構築に向け、関係団体や

民間事業者とともに連携を密にしていくことが

必要ではないかというふうに考えております。

今回、スカイネットアジア航空と全日空の共同

による宮崎―東京間の貨物事業再開という喜ば

しい状況はありますけれども、本県の物流対策

について、今までどのように取り組んでこられ

たのか、また、今後どのように取り組んでいか

れるつもりなのか、知事にお伺いいたします。

これまで県では、大○知事（東国原英夫君）

消費地から遠隔地にある本県の物流効率化を図

るために、高速道路を初めとする道路網の整備

や、国内外との海上輸送の充実を図るための重

要港湾の整備などを積極的に進めてまいりまし

た。昭和40年代には、当時としては画期的で

あった本県と関東を結ぶ長距離フェリー航路を

誘致し、その後、大阪航路等の就航も相まっ

て、本県の物流体制の整備が進んできたところ

でございます。特に、農産物につきましては、
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川崎市の県有地の荷さばき基地としての整備

や、海上輸送コスト削減のための冷蔵コンテナ

と専用シャシーの導入支援などを行ってまいり

ました。そのような中で、本県物流は、昨今の

相次ぐ海上航路の休止や原油価格の高騰などに

より、大変厳しい状況にあると認識しておりま

す。このため、東九州自動車道や九州横断自動

車道の早期整備を図るとともに、昨年就航した

南王丸の利便性向上による海上輸送の拡充、Ｊ

Ｒ貨物の利用促進など、本県物流の効率化に積

極的に努めてまいりたいと考えております。

遠隔地という中で、緊急に○押川修一郎議員

燃料等が高騰してきた、そういう中で、海上等

がなかなかうまく使えないというようなデメ

リットというものが出てきておりますし、この

遠隔地の中で、今言われたような形で、過去の

ものと、今後の新しいものを構築しながら、何

とか物流対策にも取り組んでいただきたいと思

います。

あわせまして、平成18年度の政策評価におい

ても、人・物の交流が広がる社会の中で、鉄道

輸送、航空輸送、海上輸送機能の強化や効率的

な物流体制整備など、どれをとってもＣ評価と

いうことであり、一部に努力を要することと評

価されております。物流は、ＪＲや船、航空会

社などの民間企業と荷受け先の調達など、生産

・流通の関係者による調達が最も重要であると

いうことであります。多岐にわたる物流の効率

化を十分施策に反映させるためには、例えば、

農林水産業、商工業などにおける流通に精通し

た職員を配置し、横断的な分野、いわば今の総

合政策本部の中に、物流を専門的に担当する課

を設置すべきではないかと考えております。こ

の専門的な担当課の設置については、何度も本

会議でやりとりされております。私も18年度の

９月に質問させていただいたところであります

が、設置に至っておりません。知事、どのよう

にお考えでしょうか。私は、県政における重要

課題こそ、縦割り行政ではなく、組織として横

断的な体制、専門的な部局や課を設置すべきだ

と考えますが、前向きな回答をお願いいたしま

す。

物流の専門組織の設○知事（東国原英夫君）

置についてでありますが、農産物を初めとする

県産品の競争力向上や、企業立地の促進などに

よる県内産業の活性化を図るためには、物流体

制を整備し、物流の効率化を図ることが大変重

要であると考えております。また、物流は、農

林水産業を初め産業全般にわたり、荷主や運送

事業者など関係者が多岐にわたることから、庁

内の関係部局間はもとより、民間事業者の実情

も十分把握しながら施策を進めることが必要で

あると考えております。このため県では、庁内

に物流協議会を設置し、関係部局間の連携のも

とで、物流に関する情報や課題の共有化を図り

ながら物流対策に取り組んでおるところでござ

います。御質問の組織につきましては、より効

果的な推進体制のあり方という観点から、今後

研究させていただく所存でございます。

ただいま知事から答弁をい○押川修一郎議員

ただきました。その中に、物流協議会が設置さ

れておるということでありますけれども、この

物流協議会のメンバー並びに開催の頻度、内容

等はどういうものを協議されておられるのか、

地域生活部長にお願いいたします。

物流協議会に○地域生活部長（丸山文民君）

つきましては、平成８年度に設置しておりまし

て、部としては、総合政策本部、地域生活部、

環境森林部、商工観光労働部、農政水産部、県

土整備部及び警察本部の各担当リーダーで構成
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をしております。活動内容でありますけれど

も、総合交通課が事務局となりまして、関東航

路への対応など横断的な取り組みを要する物流

対策について協議を行いますとともに、日ごろ

から、構成メンバー同士での情報交換や課題の

共有化を図っているところであります。開催頻

度でありますけれども、協議内容によります

が、年に２～３回は開いて、その都度課題等の

解決策とか対応方策を協議しているところであ

ります。以上であります。

ただいま地域生活部長から○押川修一郎議員

お話を伺ったところでありますが、これだけ多

岐にわたる宮崎県産品の消費地への流通をどう

するかということが一番大事なわけでありま

す。それを、今お話があったとおり、県の各部

の皆さん方がお集まりになって、年に２回か３

回程度協議をされる。そういう頻度で果たして

この遠距離の宮崎の農業を初めとした県産―

品が大消費地に行く中で、コストが下がるかと

いうことが大事だと思いますし、これはやはり

先ほど知事にも申し上げましたけれども、この

頻度を、開催を多くしながら、一番の解決策は

流通対策をどうするかということだろうと私は

思っております。今まで私も３名の知事に接す

ることができました。松形元知事、安藤前知

事、そして現在の東国原知事であります。知

事、やはり新しい発想の中で、知事がこれだけ

お忙しい方でありますから、知事がやはりトッ

プセールスとして、大都市圏を中心にいろんな

ところに出向いていただいて宮崎県のＰＲをし

ていただく。そういう外に向けて知事が活躍さ

れれば、私は、宮崎県においては、副知事を中

心として、新しく部署を開設して、そこに横断

的に職員が入って、専門的な物流体制、流通体

制に特化する、そういう課をつくっていかない

といけないというふうに考えておりますが、再

度知事にお願いをしたいと思います。

おっしゃるとおり、○知事（東国原英夫君）

物流というのは総合的な面があります。例えば

農産物とか鉱工業製品といったものを、一つの

コンテナ、一つの物流手段で集積して運ぶとい

うのは、コスト的にも安くなりますし、非常に

効率がいいわけでございますが、民間の方たち

も含めて、なかなかそれを集積できない、集積

するのが難しいというのが現状だったような気

がします。そうも聞いております。ですから、

今後は、私も県民総力戦と言っておりますか

ら、そういったものの集中・集積も図りなが

ら、そういう組織をつくるかどうかは別にし

て、今後、部局横断的に考えていかなきゃいけ

ないとは思っております。

ぜひそういう方向で、知事○押川修一郎議員

にはお願いをしておきたいと思います。私は、

そのことができるかできないかで、宮崎県のこ

れからの農業を中心とした第１次産業の発展に

必ず貢献できる、そのように考えております。

そのことは、職員の皆さん方に専門的な形の中

でやっていただく、そういうことに期待をし

て、次の質問に移りたいと思います。

御案内のとおり、施設園芸の重油高騰対策で

あります。今も申し上げましたとおり、本県は

畜産と並び施設園芸の盛んなところでありま

す。世界的な原油高騰を受けて、最新の重油価

格も80円を超えたという状況であります。これ

は16年度の同期、12月と比べると２倍近くの価

格にはね上がっておるところであります。生産

農家は悲鳴を上げておられます。例えばピーマ

ンで試算をしてみますと、16年度、重油44

円、10アールの所得が125万4,000円でありま

す。18年度、重油85円と仮定したときに、10ア
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ール当たりの所得が55万3,000円でありますか

ら、44％に落ち込むということでありまして、

さらに重油等が値上がりをすると、営農も維持

できないのではないかと危惧しておるところで

あります。そこで、現在、県が実施しておりま

す代替エネルギーの検討状況について農政水産

部長にお伺いいたします。

代替エネルギ○農政水産部長（後藤仁俊君）

ーの検討状況についてでございますが、昨年８

月に、宮崎県農業用新エネルギー検討に関する

連絡会議を設置いたしまして、木質ペレット等

の実用性について検討を行いまして、Ａ重油と

同等の暖房効果を確認したところでございま

す。本年度につきましては、木質ペレットを燃

料とした加温機に加えまして、ヒート用ポンプ

を活用したハイブリット式加温機について、ピ

ーマン、マンゴーで実用性の検討を進めている

ところでございます。

私も、木質ペレット加温機○押川修一郎議員

で、今回、ピーマン栽培の展示圃の池田さんの

ところに足を運んでみました。新聞で見たとき

には大型の木質を使う加温機だったんですが、

コンパクトに改善をされておりまして、ハウス

の中にその施設も入っておるような状況であり

ました。そして、燃料を燃やすときの音等も、

現在のネポン社製の加温機あたりと遜色がない

というようなお話も聞いたところであります。

池田さんの話によりますと、私が行ったのが

ちょうど12月の初めでありましたから、11月

いっぱいと仮定すれば、対照区の圃場とこの木

質ペレットを入れた加温機の燃料あたりを試算

されておりましたけれども、旧来のネポン社製

のほうが約16万円、木質ペレットを使っておら

れるのが４万円ということで、４分の１のコス

トで加温ができるという話をされておられまし

た。それから、もう一つのハイブリット式であ

りますけれども、これも西都の堀田さんのとこ

ろに行ってみました。ここでもハウスの中にネ

ポン社製と併設でハイブリット式の、ファンで

ありますけど、これは電気で起こすものです。

これが設置してありまして、それを見てきたと

ころであります。御本人にもお話をしたところ

でありますけれども、ここも深夜料金を使って

やられるということで、深夜料金がどのくらい

になるかわからないけれども、重油の換算で

は、何と、加温機が入っているほうが800リッタ

ーの80円と仮定して６万4,000円、そしてファン

が入っているほうが、40リッターだったという

ふうに記憶しておりますけれども、3, 4 0 0

～3,500円ということでありますから、いかに効

果が出ておるかということは、私も両方の展示

圃を見せていただいて理解したところでありま

す。価格がどうも高いというふうに聞いており

ます。ネポン社製の加温機3 0 0型で恐らく

今、100万円近くするのではないかと思います。

そこで、この両方の価格を教えていただければ

ありがたいと思いますが、部長、お願いいたし

ます。

木質ペレット○農政水産部長（後藤仁俊君）

加温機につきましては、現在開発中であります

ことから、重油加温機の約３倍程度の価格と

なっております。それから、ハイブリット式加

温機につきましては、重油加温機にヒートポン

プを追加して設置しますために、重油加温機単

体に比べまして、約２倍から３倍の導入コスト

がかかるというふうに承知しております。

ただいま部長から答弁が○押川修一郎議員

あったとおり、現状のネポン社製加温機あたり

とすると両方２倍から３倍するということであ

りまして、この効果はいいというふうに、恐ら
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く来年の５月あたりには結果が出るだろうとい

うふうに、私も期待をしておるところでありま

すけれども、これを農家の皆さん方に導入して

いただくと、かなりのコスト高になってくる。

せっかくいいものを代替エネルギーとして今研

究される中で、これが実用化になれば、何とか

これを国庫補助等の対象にするような形で、国

あたりに要望とかできないものだろうか、知事

にお伺いいたします。

今の段階で補助制度○知事（東国原英夫君）

があるかどうかというのは把握しておりません

が、十分検討して、もし補助とかそういうもの

が出るのであれば、国に対して要望はしていき

たいと思っております。

これは横断的な中でも結構○押川修一郎議員

でありますから、それぞれ協議をしていただい

て、ぜひそういう方向で前向きにお願いをした

いと思います。

それから、優良牛の県内保留についてであり

ます。10月11日から14日、鳥取県で開催された

第９回全国和牛能力共進会で、御案内のとお

り、本県が誇る宮崎牛が大会史上最高の成績を

おさめました。38道府県から選ばれた約500頭が

参加した今大会、本県は種牛と肉牛の２部門９

区分で28頭を出品し、７区分で優等首席を獲

得、さらに内閣総理大臣賞を両部門で受賞し、

名実ともに日本一となったわけであります。全

国から熱い視線が注がれておるということであ

りまして、関係者の皆さん方には本当に心から

おめでとうございますと言葉を添えたいと思い

ます。そこでお尋ねいたしますけれども、優良

牛の県内保留について、県はどのような対策に

取り組んでおられるのか、農政水産部長にお伺

いいたします。

優秀な遺伝資○農政水産部長（後藤仁俊君）

源を後世に残しまして、本県の肉用牛の生産基

盤をさらに強化するためには、優良な雌子牛の

県内保留を進めることが重要であります。県と

いたしましては、県単独事業と国庫補助事業に

よりまして保留牛に対する助成を行うことで、

県内保留に努めてきたところであります。県内

保留対策につきましては、国庫事業の要件が厳

しくなりましたけれども、県単独事業におきま

して、保留枠666頭を見直しまして880頭に拡大

したところであります。今後とも、優良雌子牛

の県内保留を推進し、良質な宮崎牛の生産の拡

大を図ってまいりたいと思っております。

ただいま部長からも、県単○押川修一郎議員

事業の中で県の優秀な牛を保留していくという

ことで、666を880頭に拡大して本年度は対応さ

れたということでありまして、まさにありがた

いことだなと思います。知事も今回のこの和牛

品評会、物すごく喜んでおられたようでありま

す。私たちももちろんそうでありますけれど

も、国のこういった事業等が少なくなってくる

中で、この５年間、日本一の宮崎県の保留牛を

どう対策していくかということが今後大事だろ

うというふうに思うわけであります。20年度以

降も、これはぜひ県単事業で保留枠を維持ある

いは拡大してほしいと思うわけでありますが、

率直な知事の考え方をお聞かせください。

全国共進会で日本一○知事（東国原英夫君）

の栄誉に輝いたことから、本県産の優良な雌子

牛が今まで以上に注目されております。今後、

他県から繁殖用素牛としての需要がさらに高ま

ることが予想されます。このため、優良な雌子

牛を県内に残すことにより、全国共進会でいた

だいた宮崎牛ブランドの評価をさらに高め、確

立していくことが極めて重要であり、関係機関

一体となりまして、県内保留対策を今後とも推
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進していきたいと考えております。

ぜひよろしくお願いをして○押川修一郎議員

おきたいと思います。

次に、平成19年早期水稲でありますが、長

雨、日照不足、台風の相次ぐ来襲によって、過

去55年で最悪の被害となったところでありま

す。特に今回の被害においては、収穫前に品質

低下が予想できず、収穫後に初めて規格外米の

発生等がわかった状況でありまして、これは９

月議会で質疑が相当あったところであります。

このことを受けて、私たちは、稲作農家の今後

の減収補償と、来年、意欲を持って米づくりが

できるような支援政策を、政治としてしっかり

やらないかんということで、８月20日でありま

したが、自民党の本県選出の江藤、古川両国会

議員と一緒になりまして、自民党環境農林水産

正副部長とで、若林農林水産大臣、自民党本部

には八頭総合農政調査会長にお会いいたしまし

て要望したところであります。若林大臣から

は、共済制度の対応は難しい、何らかの対応を

考えたいということでありましたけれども、八

頭総合農政調査会長は、政治的決着を図らない

かんだろうということで、ありがたいお言葉を

いただいたところであります。そのことを受

け、県もあるいは農業団体も、農林水産大臣等

に要望されたというふうに聞いておりますし、

これらの活動が、今回、農業共済の特別積立金

を活用した経済的支援措置の創設につながった

のではないかというふうに考えております。そ

こで今回、この農業共済による早期水稲被害農

家への支援措置についてどう評価されておられ

るか、農政水産部長にお伺いいたします。

農業共済によ○農政水産部長（後藤仁俊君）

る支援措置につきましては、県といたしまして

は、８月24日に現地を訪れられました農林水産

省の保険監理官に対し、また８月29日には、若

林農林水産大臣に対しまして、早期水稲被害農

家への救済措置の実施を要望したところであり

ます。また、それぞれの関係者の要望活動等も

ございまして、今回、宮崎と鹿児島だけを対象

として、初めて、先ほどお話ございました農業

共済の特別積立金を活用しました経済的支援措

置の創設につながったと認識しております。こ

れによりまして、県内の早期水稲農家の今年産

の収入補てんの一助となりますとともに、来年

も米生産に意欲を持って取り組んでいただける

ように期待いたしておるところであります。

ただいま農政水産部長から○押川修一郎議員

もお答えがあったところでありますが、過去に

例のないような対策を今回打っていただいたと

いうことでありまして、生産農家からも喜びの

声が我々自民党のほうにも届いておることは事

実であります。そこで、県は、来年度に向け

て、農家が意欲を持って生産に取り組めるよう

に、どのような対策を講じようとしているの

か、補正予算を含めて知事にお伺いいたしま

す。

本議会に補正予算と○知事（東国原英夫君）

して計上させていただいた早期水稲被害緊急対

策事業につきましては、災害に強い安定した生

産体制を緊急に構築するため、担い手対策や災

害補償対策の周知徹底と品質低下にも対応でき

る共済制度への加入促進、土づくりなど災害に

強い技術対策の推進などによるセーフティネッ

ト対策を実施するとともに、災害により不足し

た来年用の早期水稲種子確保対策を実施するも

のでございます。県といたしましては、今回の

支援対策にとどまらず、来年度以降、再発防止

に向けた収穫前品質判定体制の構築を図るとと

もに、国、市町村、農業団体、それぞれが講じ
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る対策を一体的に進めることによりまして、農

家が意欲を持って今後も早期水稲の生産ができ

るよう努めてまいりたいと考えております。

よろしくお願いしておきた○押川修一郎議員

いと思います。

次に、農地・水・環境保全向上対策について

であります。本年度から、戦後最大の農政改革

と言われます品目横断的経営安定対策が導入さ

れ、担い手の育成確保に向けた取り組みが始

まったところであります。さらに、その車の両

輪という施策の位置づけ、農地・水・環境保全

向上対策が地域振興策として実施されていると

ころであります。本県におきましては、農業従

事者の減少、高齢化、混住化等が進み、農村地

域の集落機能といいますか、いわゆる地域力が

減退していく中、農業者、地域住民が一体と

なって、極めて貴重な資源である農地、農業用

水等の農業資源や農村の環境を守り育てていく

という、この農地・水・環境保全対策の果たす

役割は、今後ますます大きくなっていくと思わ

れます。そこで、本県における農地・水・環境

保全向上対策の本年度の取り組みについて、対

策と効果を農政水産部長にお伺いいたします。

本年度の農地○農政水産部長（後藤仁俊君）

・水・環境保全向上対策につきましては、農業

者に加え、地域住民、自治会及び子供会などが

幅広く参画して設立した197の組織が、約１万ヘ

クタールの農地を対象に活動に取り組んでおり

ます。これらの組織では、水路の草刈りなどに

加えまして、従前は余り実施されていなかった

施設を長寿命化させる活動、それから、ホタル

の再生などの環境を維持向上させる取り組みも

数多く実施されております。このような地域ぐ

るみでの活動によりまして、農村地域の集落機

能が向上しますし、地域の活性化につながるも

のと考えております。県といたしましては、平

成20年度からの新たな地区の取り組みも含めま

して、積極的に推進してまいりたいと考えてお

ります。

実は、私の集落も、本年度○押川修一郎議員

からこの事業に取り組んだところであります。

農村といえば、稲刈り等が終わったところあた

りは、次年度に田植えをするぐらいまで、車が

通る道がわからないような農道というのも実は

あるわけでありますが、今回は、集落の皆さん

方が一緒になって、自分が通っても通らんで

も、そういったところの草刈り等を初め、用水

路の整備とかそういったものをしております

し、沿道等については、草花を植えたりしなが

ら環境の保全等に努めておるところでありま

す。ぜひこの運動を広げていただくような形

で、私のほうからもお願いをしておきたいと思

います。

次に、中山間地対策についてであります。中

山間地域は、農林水産物の供給はもとより、国

土の保全や水資源の涵養、地球温暖化の防止等

の多面的な機能を果たしていますが、人々が定

住することが基本だろうというふうに思いま

す。中山間地域の森林や農地を適正に管理して

いくためには、それを担う人が安心して定住で

きる環境、生活できる所得を確保することが不

可欠であるというふうに思います。そこで、中

山間地域では、気象条件や標高差などの変化に

富んだ立地条件を生かして、露地野菜や花卉な

どの立体園芸や、地域に伝承されてきた作物な

ど、中山間地域の特性を生かした取り組みも多

く見られます。このような状況を踏まえ、中山

間地域の特性を生かした農業の振興、所得の確

保について、農政水産部長にお伺いします。

中山間地域の○農政水産部長（後藤仁俊君）
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農業を振興するためには、地域の気象条件等を

生かした商品性の高い農産物の生産に取り組む

ことが重要であると認識しております。このた

め、県といたしましては、デルフィニウムやト

マトなどの施設園芸品目の導入や、肉用牛の増

頭対策等に取り組むとともに、直接支払制度を

実施しまして、農業所得の確保に向けた支援を

行ってまいりました。また、県外の加工業者と

も連携しまして、地域特産品の開発・販売を行

うなど、所得確保に向けた独自の取り組みも行

われつつあります。県といたしましては、地域

農業の担い手の主体的な取り組みの促進や、地

域の特徴を生かした生産性の高い品目の導入と

商品価値の向上、さらには、地域の条件に即し

た生産基盤の整備など、農業分野の取り組みを

進めるとともに、関係部局と緊密に連携しなが

ら、地域全体の所得の確保につながる総合的な

取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

ぜひ、林業プラスそういう○押川修一郎議員

形の中で、所得の確保というのが大事だろうと

思いますし、これは以前から議論がされており

ますとおり、建設業関係の雇用の場の一つでも

ありますから、そういったものを含む中できっ

ちりと所得の確保をしていただきたい、そのよ

うに思います。

そういう中で、長伐期施業について質問した

いと思います。林業の採算性の悪化に伴って、

一たん伐採しても再造林の費用がかさむことか

ら、森林所有者の造林意欲がわかない状況にあ

ります。山での所得を確保していくためには、

皆伐せずに間伐を繰り返しながら定期的に収入

を得ていく長伐期施業の取り組みを進めていく

ことが必要だと考えますが、基本的な考え方に

ついて、環境森林部長にお伺いいたします。

伐採時期を通○環境森林部長（髙柳憲一君）

常の２倍程度に延長しまして、その間、間伐を

繰り返して行います長伐期施業については、森

林資源が充実している本県にとりましては、森

林の公益的機能の維持を図りながら、森林所有

者の安定的な所得を確保する上で、大変有効な

施業方法であると考えております。しかしなが

ら、長伐期施業につきましては、施業に適した

地形や地質等の自然条件を明らかにするととも

に、大径木 これは直径の大きい木のことで―

すが 生産のための間伐の方法などを確立す―

る必要がございます。このため、今年度、長伐

期施業の技術指針を作成することとしており、

今後、この指針をもとに、高齢級間伐の補助金

等を活用しながら、森林所有者等に対する普及

を図ってまいりたいと考えております。

ありがとうございます。ぜ○押川修一郎議員

ひそういう形で、今後、モデルでも結構であり

ますから、そういったものを進めながら、宝の

山が本当に存続するような形でお願いをしてい

きたいと思います。

それから次に、限界集落についてでありま

す。こういう名前を使っていいのかわかりませ

んけれども、長野大学の大野教授によれば、過

疎化、高齢化が著しく、人口の50％以上が65歳

以上の高齢者になり、冠婚葬祭など社会的共同

生活の維持が困難になった集落を限界集落と言

われておるそうであります。平成12年（西

暦2000年）に限界自治体となっていたのは、中

国地方の１自治体であったものが、2015年に

は51自治体、2030年には144自治体に拡大してい

くと言っておられます。国土交通省の調査で

も、10年以内に消滅する可能性のある集落が全

国で422集落、いずれ消滅する可能性のある集落

が2,219集落、合わせて2,641集落が極めて厳し
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い状況に置かれているという調査報告が出てお

ります。

限界集落に関係する146市町村が政策提案をし

ていこうと、全国水源の里連絡協議会を11月30

日に設立、本県からは諸塚村が参加されており

ます。こういう動きを踏まえ、国においても福

田首相を本部長とする地域活性化統合本部が、

やっと地方再生戦略の柱として限界集落対策を

掲げ、地域の自由な発想を尊重した施策を関係

省庁横断で支援していこうという方向を示した

ということであります。

そこで、県におかれましても、平成20年度の

当初予算編成方針において、厳しい財政事情の

中でありますけれども、重点施策の一つとして

中山間地域対策を取り上げられておりますが、

限界集落 と呼んでいいのかわかりませんが―

を初めとする中山間地域の振興について、―

知事の認識と基本的な考え方をお伺いいたしま

す。

中山間地域を取り巻○知事（東国原英夫君）

く状況というのは、過疎化・高齢化の進展に伴

い、生活利便性や集落機能の低下など非常に厳

しいものがあり、御質問にありましたように、

限界集落の問題も叫ばれているところでござい

ます。このような限界集落や中山間地域は、地

域住民の生活の場であるだけでなく、国土の保

全、水源の涵養など、重要な役割を担うととも

に、日本のふるさとの原風景とも言える個性や

魅力があり、安らぎやいやしの場にもなってお

ります。したがいまして、中山間地域対策につ

いては、本県が直面する喫緊の課題としてとら

え、平成20年度重点施策の一つとして掲げたと

ころであり、中山間地域の活力再生を図るた

め、その実態を踏まえた短期的・中長期的施策

を総合的に展開する必要があると考えておりま

す。

国においては、20年度から○押川修一郎議員

３カ年で都道府県ごとに複数の計画を選び、毎

年度数千万円規模の支援を行う見込みだと聞い

ておりますが、このことについて知事はどう対

応されるか、最後にお聞きいたします。

今後、国の施策等も○知事（東国原英夫君）

十分に勘案しながら、県といたしましても対応

してまいりたいと考えております。

食育並びに一般財源につい○押川修一郎議員

ては、時間がありませんので、以上をもちまし

て私の質問を終わりますけれども、知事、こう

いう状況の中であります。ぜひ横断的な職員の

部・課の設置あたり、再度要望を申し上げまし

て、すべての質問を終わらせていただきます。

（拍手）

次は、９番黒木正一議員。○中村幸一副議長

〔登壇〕（拍手） 黒木正一で○黒木正一議員

ございます。通告どおり一般質問を行います。

私の住んでおります諸塚村から、昭和38年か

ら46年までの２期８年間、県議会議員を務めら

れた古本十三郎さんという方がおられます。も

う既に亡くなられましたが、今からおよそ40年

前、山村の田舎からどういう思いで県議会議員

に出ておられたのだろうか、そういう興味で古

い会議録を調べてみました。議会での質問は、

８年間ずっと一貫して、山村の抱えている困難

な状況を訴えたものでありました。昭和42年６

月議会での質問を引用いたします。「現在の山

村は、政治の谷間にあります。山村地帯の実情

を認識されまして十分な手を差し伸べていただ

きたいものであります。山村対策はおくれてお

り、格差は次第に離れつつあります。手の打ち

方によっては山村を生かすことは不可能ではあ

りません。県はいろいろ手を打っており、県の
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計画に対しては敬意と感謝をしておりますが、

現在の対策ぐらいでは山村の格差是正は不可能

と思います。思い切って急速な手を打たなけれ

ば手おくれとなって、救うことは困難になりま

す」、このように述べ、交通網の整備、医療や

教育格差の是正、産業の振興などを訴えており

ます。

確かに、道路交通網の整備は進みました。当

時は、日向市から椎葉までバスで４時間かかっ

ていたそうでありますが、日向から諸塚までは

２時間半ということで、現在は約半分の時間短

縮が行われております。そのように道路網整備

は進みました。生活も便利になりました。しか

し、本質的な問題は現在とぴったりと重なり合

うのに驚きました。40年たっても、社会格差は

より複雑になって拡大していると思えてなりま

せん。先輩の質問も参考にしながら、押川議員

に引き続き、再び中山間地域の抱える諸問題に

ついて質問をいたします。

最初に、知事に、来年度予算編成方針につい

てお伺いします。来年度予算編成の重点施策と

して、中山間地域・植栽未済地対策、子育て・

医療対策、建設産業対策を特に重点的に取り組

む方針を示しておりますが、その理由について

お伺いいたします。

後は自席から質問を行います。(拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

平成20年度重点施策についてでありますが、

厳しい財政状況の中、予算編成に当たっては、

選択と集中の理念のもと、真に必要な施策・事

業について重点的措置を講じる必要がありま

す。このため、「新みやざき創造戦略」に掲げ

る重点施策や、本県が直面する喫緊の課題を踏

まえ、平成20年度においては、中山間地域・植

栽未済地対策、子育て・医療対策、建設産業対

策の３つを特に重点的に取り組む施策として、

当初予算編成方針にも明記したところでござい

ます。

１つ目に、中山間地域対策と植栽未済地対策

を掲げておりますが、本県の県土の多くを占め

る中山間地域については、人口減少や高齢化の

進行等により、地域活力が低下しており、維持

・存続が危ぶまれる集落も見られるところであ

ります。また森林・林業においては、現在

約2,000ヘクタールの植栽未済地が存在し、水資

源の涵養や山地災害防止など、森林の有する公

益的機能の低下が懸念されております。「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」、私はこのような思いから、中山間地

域の振興や植栽未済地の解消を重点施策の筆頭

に掲げたところであります。次に、少子化や医

師不足といった課題に的確に対応するために、

子育て対策と医療対策を、さらに、近年の建設

投資の大幅な減少や入札制度改革により、大変

厳しい経営環境にある建設産業対策を掲げたと

ころであります。以上、いずれも解決が困難な

施策テーマではありますが、来年度の予算編成

において、その解決の糸口を目に見える形で県

民の皆様にお示ししていきたいと考えておりま

す。以上です。〔降壇〕

私は、前回の質問のときに、○黒木正一議員

知事のマニフェストには中山間地域への思いが

伝わってこないと申しましたが、中山間地域対

策と植栽未済地対策を、本県が直面する喫緊の

課題として来年度予算編成方針重点施策の筆頭

に上げていることを、大変うれしく思うもので

あります。先月末、政府の地域活性化統合本部

は、地域格差是正に向けた地方再生戦略、いわ
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ゆるマスタープランを決定し、その柱の一つと

して限界集落対策を掲げたほか、来年度から地

方の元気再生事業を創設し、地域の自由な発想

を尊重した施策にも取り組む方針とされており

ます。また、国においては、地球温暖化防止対

策の観点から、今後６年間で330万ヘクタールの

間伐を推進することが必要として、昨年度に引

き続き、平成19年度補正予算の検討作業が進ん

でいると聞いております。中山間地域は、過疎

化・高齢化に加えて、長期的な材価の低迷、公

共工事の減少に伴う建設産業の不振など、極め

て厳しい状況にあり、これらの施策の展開に、

地元は大いに期待をしているところでありま

す。どうか植栽未済地の解消ばかりでなく、間

伐の推進などの森林の整備にも積極的に取り組

んでいただいて、安定した所得や雇用の確保に

つながるような対策をお願いするとともに、一

過性で終わることのないよう、腰を据えた中山

間地域対策に取り組んでいただきたいと、強く

要望しておきたいと思います。

次に、中山間地域の総合的な対策について質

問をいたします。10月中旬に中山間地域振興特

別委員会で、中国地方の山口・広島・島根県の

中山間地域振興の取り組みについて調査を行い

ました。山口県においては中山間地域振興条例

を平成18年度に制定、広島県においては全国で

も早い時期、平成９年に中山間地域活性化対策

基本方針を策定、島根県においては全国唯一の

中山間地域研究センターを設置するなど、中山

間地域の役割、定義の明確化と県の責任の明確

化を図り、活性化に向けて取り組んでおりまし

た。また、島根県の中山間地域研究センターを

核として、中国５県で連携し、共同研究、共同

事業を行うなど、地域再生へ向けての取り組み

も行われておりました。本県においても、活力

再生を図るための施策を総合的に展開する必要

があると思いますが、どのように進められるの

か、総合政策本部長にお考えをお伺いいたしま

す。

中山間地域○総合政策本部長（村社秀継君）

を振興していくためには、そこで暮らしている

住民の生活環境の整備はもとより、集落機能の

維持あるいは産業の振興、都市部との交流の促

進、あるいは多面的機能の確保など、総合的な

対策を講じていく必要があると考えておるとこ

ろでございます。このようなことを踏まえ、関

係する部局間において、十分連携を図りながら

対応を図っていくとともに、御質問にもありま

した他県の取り組み事例なども参考にしなが

ら、施策の構築を進めてまいりたいと考えてい

るところでございます。

島根県の中山間地域研究セン○黒木正一議員

ターのパンフレットの表紙に、「生命地域宣

言」と題して、「中山間地域は、私たちの生命

地域です。20世紀は、都市の世紀でした。多く

の人々が、自然豊かな緑の大地を離れ、日々暮

らすようになりました。しかし、生命を育む地

域のことを忘れた文明は、行き詰まろうとして

います。21世紀、「奪う」暮らしから「育て

る」暮らしへ。中山間地域へ、そして中山間地

域から、新しい生き方を始めませんか。新しい

地域をつくりませんか。今ここに、環境の世紀

における先進空間として中山間地域の再生を宣

言します」、こう書かれてあります。行き詰ま

ろうとしている社会、東京でさえ10年後には高

齢化率が３割近くになると予想されています。

不利な条件ゆえに、高齢化という将来の日本の

最大の問題に直面する中山間地域、ここを最前

線ととらえ、この地にこそ新しい生き方が生ま

れてくると位置づけております。宮崎県の希望
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に満ちた中山間地域対策を望むものでありま

す。

次に、集落の状況調査についてお伺いしま

す。国土形成計画策定のための集落の状況に関

する現況把握調査、つまり国の集落状況調査が

発表されて、厳しい集落の実態が明らかとな

り、各方面で話題となっております。本県にお

いても調査が行われておりますが、その状況は

どうなっておりますか、地域生活部長にお尋ね

いたします。

○地域生活部長（丸山文民君） 御質問の調査

につきましては、県内の過疎地域等市町村の集

落の実態を把握いたしますとともに、前回、平

成13年度に実施をしておりますけれども、その

調査データと経年比較をいたしまして、過疎地

域における集落状況の変化を把握すること等に

よりまして、今後の集落整備のあり方に関する

検討の基礎資料とするため、市町村に対してア

ンケート調査を実施したものであります。現

在、市町村からの回答を集計し、精査中であり

ますので、近日中に調査結果を公表できるもの

と考えております。以上です。

○黒木正一議員 今後の集落整備のあり方に関

する検討の基礎資料を得るために実施している

ということでありますが、島根県の中山間地域

研究センターが、「集落の衰退・消滅のメカニ

ズム」という研究成果を出しています。それに

よりますと、限界化の初期は世帯や人口が急激

に減少するが、集落機能の低下はまだまだ穏や

かである。しかし、臨界点を超すと機能は急速

に低下し、どんな対策をとっても再生は難し

い。対策は臨界点までの勝負である。臨界点

は、世帯の数が役の数を下回ったときと言って

おります。つまり、一人が二役を持つように

なったときが対策の臨界点と分析しておりま

す。結果を十分に検討されまして、適切な対策

をとっていただきたいと思います。

次に、過疎法についてお尋ねをいたします。

昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定され

て以来、平成12年に過疎地域自立促進特別措置

法が制定され、これらの法律に基づき、全国で

は76兆円に及ぶ投資が行われ、宮崎県におきま

しても計画を策定、多くの事業に取り組み、道

路等社会資本の整備、生活環境の改善・向上が

図られてきました。これまでの過疎法が本県に

おいて果たしてきた役割についてどう考えてお

られるのか、お伺いします。また、過疎法が延

長されないというような事態になりますと、過

疎地域は極めて深刻な状況になると考えられま

す。広島県においては、２年後に期限切れとな

ることに備えて、過疎法対策プロジェクトチー

ムを設けるなど、積極的に新法へ向けて取り組

みをしているようであります。本県の取り組み

についても、地域生活部長にお尋ねいたしま

す。

○地域生活部長（丸山文民君） 過疎地域対策

につきましては、昭和45年の過疎地域対策緊急

措置法の施行以来、国、市町村と連携しなが

ら、交通・通信体系の整備、生活環境の整備な

ど、全庁挙げて総合的な対策に取り組んできた

ところであります。こうした取り組みの結果、

過疎地域における社会資本の整備は着実に進捗

するなど、一定の成果を上げてきたと考えてお

るところであります。しかしながら、急速な少

子高齢化の進行、あるいは過疎地域を取り巻く

環境は依然として厳しいものとなっており、県

といたしましても、過疎地域に対するさらなる

支援が必要であると考えております。したがい

まして、今後とも国、市町村と連携をしなが

ら、引き続き、社会資本の整備を進めますとと
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もに、産業の振興や交流人口の拡大に努めるな

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、過疎地域の振興を図ってまい

りたいと思います。

それと、過疎法の延長についてですけれど

も、今、庁内でもいろいろ議論を始めておりま

すので、地方にとっていい内容の法律となりま

すよう頑張っていきたいと考えております。以

上です。

知事にお尋ねしますが、２年○黒木正一議員

後に期限切れとなる過疎法の後の新法につい

て、どのように取り組むか、お尋ねをいたしま

す。

新法の国の法案等々○知事（東国原英夫君）

も十分に勘案しながら対処していきたいと思っ

ております。

現在、政府においても、新法○黒木正一議員

へ向けての取り組みが始まっているようであり

ますので、ぜひ過疎地域を多く抱える宮崎県と

いたしましても、新法へ向けて熱心に取り組ん

でいただきたいというふうに思います。

次に、シカの食害について、以下、環境森林

部長にお尋ねをいたします。

鳥獣害の問題については、前回も質問いたし

ました。今回は、特にシカの食害対策について

お伺いします。野生鳥獣による農産物被害は全

国で約200億円。けもの類が約６割、鳥類が約４

割。イノシシや猿、シカによる被害が全体の約

５割、けもの類の被害の約９割を占めていると

言われております。西日本を中心に多かったイ

ノシシによる被害が東日本にも拡大するなど、

被害は全国に広がっております。生息分布域

は30年前と比べて、イノシシが1.3倍、ニホンジ

カが1.7倍、ニホンザルが1.5倍と拡大してお

り、シカが最も生息域を広げていると言われて

おります。本県では、シカの生息密度調査を実

施されておりますが、調査の方法とその結果に

ついてお伺いいたします。

シカにつきま○環境森林部長（髙柳憲一君）

しては、平成７年度から、県内を６ブロックに

分けまして、毎年度１から２ブロックを対象

に、一定区域のシカのふんの数から生息数を推

定する、いわゆるふん粒法という方法を用いて

生息数の調査を実施しております。また、平

成18年度につきましては、耳川と一ツ瀬川に挟

まれたブロックについて調査を行ったところで

ありまして、県全体の生息数は約５万2,000頭と

推定され、平成17年度と比較しますと約9,000頭

の増加となっております。

部長に確認いたしますけれど○黒木正一議員

も、9,000頭というのは１年間でふえた数でしょ

うか。

平成18年度が○環境森林部長（髙柳憲一君）

約５万2,000頭ということで、17年度との比較で

ございます。１年で9,000頭ということになりま

す。

9,000頭ものシカが１年でふえ○黒木正一議員

ると。１頭１頭数えたわけではありませんで

しょうけれども、これは異常なふえ方ではない

かというふうに思います。このままでは山村は

サファリパークのような状況になるのではない

かというふうに、本当に心配されます。先日、

椎葉村尾前というところに行きました。そこで

イノシシやシカ狩りをしている猟師の方の話を

聞きました。宮崎、熊本、鹿児島３県合同で年

数回狩猟し、相当数のシカを捕獲するけれど

も、シカによる食害が一年一年多くなっている

と。造林したヒノキ、杉だけではなく、雑木の

若芽を食べているので、これからは雑木も育た

なくなるのではないかと。実際、椎葉村にあり
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ます九州大学の演習林などでは、下草が食べら

れて、ほうきで掃いたようにきれいになってい

る、そういう状況もありますし、森林の保水力

の低下が懸念されます。東京都奥多摩町では、

シカが森林の下草を食べ尽くしたため、裸地が

広がり、流出土砂で水道水源に深刻な被害をも

たらした例があるなど、全国各地で被害が報告

されております。昆虫や土壌微生物などの減

少、一方でヒルやダニなどの増加拡大と、地域

の生物の変化が起こっております。シカがふえ

ている原因の一つが、狩猟者数の変化と言われ

ております。また、狩猟者も次第に高齢化し

て、狩猟人口も減少していると聞いております

が、本県の状況はどうなっているのか、お伺い

いたします。

平成18年度末○環境森林部長（髙柳憲一君）

の狩猟免許の保有者につきましては、銃器を用

いる免許の保有者数が4,966名、網・わなを用い

る免許の保有者数が1,949名、計6,915名となっ

ております。これを５年前の平成13年度と比べ

ますと、約700名減少しておりますが、県としま

しては、有害鳥獣対策の面からも、狩猟者をふ

やすことが課題となっておりますので、新規取

得者の研修や、試験日を休日にするなど、受験

しやすい環境づくりに努めているところであり

ます。

〔「自衛隊を出せ、自衛隊を」と呼ぶ者

あり〕

全国の狩猟登録者数は53万人○黒木正一議員

がピークで、現在は16万人と言われておりま

す。平均年齢も60代というふうに言われており

まして、免許者数もかなりの勢いで減少してい

る状況のようであります。今回、特にシカの食

害について質問をしますのは、古い会議録に、

シカに関する次のような質問を目にしたからで

あります。今から36年前の昭和46年の県議会に

おいて、椎葉村出身の椎葉保さんが、次のよう

な質問をしています。「シカは、九州ではカモ

シカとともに非常に珍しい野獣の一つとなって

きたのでありまして、いまにして保護をしなけ

れば、かつての祖母山のツキノワグマのように

絶滅が心配されるのであります。ただいまアオ

バト、ヒヨドリなど保護鳥の鳥害が問題になっ

ておりますが、この鳥類よりもむしろシカのほ

うが非常に珍しい野生の動物となっております

ので、これを保護獣とする考えはないか」。こ

れに対し当時の林務部長は、「シカの保護でご

ざいますが、現在、雄のシカは狩猟してもいい

ということになっておりまして、雌のシカは保

護されております。しかし最近狩猟されますシ

カの数がだんだん減ってきておりまして、生息

数もそういうことから推察しますと、減ってい

るのじゃないかというぐあいに考えますが、な

おその生息状態などもよく調査いたしまして、

積極的に保護を必要とするような状態であれ

ば、またこの保護対策を考えてまいりたいと考

えております」と答えております。今から36年

前、今は厄介者のシカが絶滅の危機にあったの

です。わずか30数年で自然生態環境は大きく変

わるのです。当時の宮崎県の狩猟人口は１

万2,300人で、年々５ないし10％増加、１シーズ

ン43万羽の鳥と３万3,000頭の獣が殺されてい

る。これは多過ぎる、シカは減少するし、狩猟

税を倍にしてでも狩猟人口を減らすべきと、当

時主張しています。本県の捕獲頭数は現在どう

なっておりますか、お伺いをいたします。

平成18年度の○環境森林部長（髙柳憲一君）

シカの捕獲頭数につきましては、狩猟によるも

のが8,043頭、有害鳥獣捕獲によるものが1,261

頭、合計で9,304頭となっておりまして、５年前
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の平成13年度と比較しますと、約2,800頭の増と

なっております。

シカの捕獲数も相当数ふえて○黒木正一議員

いるようでありますし、また、シカのネットを

張っているところにも、山奥を歩きますと、そ

こにひっかかって死んでおるというシカも見受

けられますので、まだ相当多いのではないかと

いうふうに思います。鳥獣害被害が特に深刻な

のは山間地であります。あの手この手の対策が

講じられていますが、被害は拡大する一方。営

農意欲や植林意欲をそぐ原因や、人口流出の遠

因ともなっております。シカの被害を防ぐため

に、侵入防止のさくやネットの設置など多額の

費用を使ってその対策をするものの、被害は広

がる一方と思われます。シカ害を防ぐにはオオ

カミを放つしかないと真剣に主張している人も

おります。また、狩猟で捕獲したシカを特産食

材として生かすために、食肉処理販売に関する

マニュアルをつくって、捨てられることも多

かったシカ肉を食材として売り出そうと、長野

県では取り組んでおります。被害の深刻さか

ら、先ほどもだれか言っておりましたけれど

も、自衛隊を出動させろという、ある政党もあ

るようでありますが、国会においても、対策を

強化するために、生産現場に近い市町村が主体

的に対策に取り組めるようにする、鳥獣害対策

特別措置法の制定に向けた動きもあると聞いて

おります。県は被害防止対策にどのように取り

組んでいかれるのか、お伺いをいたします。

シカによる農○環境森林部長（髙柳憲一君）

林作物への被害額は、平成18年度には１億円を

超えるなど、深刻な状況となっております。こ

のため県では、これまで、被害を防止するた

め、防護ネットの設置や有害鳥獣捕獲活動に対

しまして助成を行ってきたところであり、今年

度から、雌ジカの狩猟区域を県下全域にすると

ともに、シカの狩猟期間を１カ月延長する区域

を拡大し、シカの捕獲促進に取り組んでいると

ころであります。また、昨年度からは、南九州

３県合同で、県境付近におけるシカの一斉捕獲

を実施しているところであります。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考え

ております。

なお、先ほどございましたが、今国会に鳥獣

被害防止特措法案というのが提案されておりま

す。この辺の経緯等も十分踏まえながら対応し

てまいりたいというふうに考えております。

私は、鳥獣害の被害の話を聞○黒木正一議員

いたり現場を見ておりますと、鳥獣害の問題

は、現在の山村、林業の問題点がそのまま反映

されていると思わざるを得ません。30数年前、

保護しなければシカは絶滅すると言われました

が、今の山村は人間が絶滅の危機にあります。

一定の人が定住し、豊かな山をつくることなし

に、鳥獣害の根本的な解決はないし、国土を守

ることもできないと考え、林業対策についてお

伺いをいたします。

現在の林家の置かれている状況について、農

林水産省の2005年の調査によりますと、山間地

域の販売農家１戸当たり総所得437万円、このう

ち、農業の所得が79万円、林業所得はわずか８

万円であります。主として年金や農林業外から

の収入に頼っているという状況であります。所

得金額は別といたしましても、林業による収入

は極めて少ない、なきに等しいのであります。

現在の林業の状況がよくあらわれていると思い

ます。木材価格が安いので、皆伐したとしても

再造林の費用が出ない。主伐の手控え化、皆伐

放置・未済地化。国内の人工林資源が成熟し、
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輸入材との価格が逆転、いよいよ国産材の時代

が到来したのに、長年の山元価格を圧縮する形

で進んだ価格低下で、人も流出し、手入れの行

き届かない森林が増加、山の境界さえわからな

くなりつつあります。このままでは、多くの努

力を払って植林し、年月をかけて育ててきた森

林が、一度も富をもたらさないまま、一度も日

の目を見ないままに、災害に遭うことになるか

もしれない。この最悪の状況、それを避けるた

めには、生産・加工・流通の新しい効率的な流

れをつくって、林家の所得を上げる対策をとら

なければならないと思います。そしてそれは、

林齢や植生の多様化を図るチャンスでもありま

す。林家の所得確保につながる森林整備対策に

どのように取り組んでいくのか、お伺いいたし

ます。

今お話があり○環境森林部長（髙柳憲一君）

ましたように、林家の所得を確保し、植栽や保

育など適切な森林整備を進めるためには、林業

の採算性の向上を図ることが極めて重要である

というふうに考えております。このため県で

は、国の補助事業等を積極的に活用いたしまし

て、施業の集約化や路網の整備、あるいは高性

能林業機械の導入などによる生産性の向上や、

経営コストの縮減などに取り組んでいるところ

であります。また、戦後一斉に植林をされまし

た本県の人工林は、利用可能な資源として充実

しつつあることから、今後は、伐採時期を迎え

た高齢級の森林を対象に、重点的に間伐を実施

し、長伐期施業への誘導を図るなど、森林所有

者などの安定的な所得の確保に努めてまいりた

いと考えております。

続きまして、林業担い手の確○黒木正一議員

保について質問をいたします。日本の持ってい

る循環可能な資源は、唯一、森林資源と言われ

ておりますが、森林の循環活用になる林業を営

んでも適正所得を稼げない状況の中で、林業就

業者数は、平成12年は７万人で、10年前の６割

の水準となっています。また、高齢化も進行

し、平成12年には65歳以上が４分の１を占める

状況となっており、林業の担い手づくりが課題

となっております。現在、緑の雇用担い手対策

事業等の効果もあって、新規就業者の数は増加

傾向で推移しておりますが、今後、人工林が成

熟し、長伐期施業への移行も考えると、より専

門的な技術者が必要になると思われますが、林

業の担い手確保についてどのように取り組んで

いかれるのか、お伺いをいたします。

今お話があり○環境森林部長（髙柳憲一君）

ましたように、本県の森林資源が充実する中

で、素材生産等を担う林業就業者の確保という

のは、大変重要な課題であります。このため、

「宮崎県担い手対策基金」を活用いたしまし

て、林業への就業を目指す高校生への育英資金

の貸与、あるいは林業技術者の養成などの人づ

くり、また、高性能林業機械の活用促進などの

基盤づくり、そして３つ目に、事業主の負担す

る社会保険への助成などの就労環境づくり、こ

ういった３つを柱に今取り組んでいるところで

あります。さらに、林業後継者を育成するため

に、林業研究グループの学習活動などにも支援

をいたしているところであります。また、お話

にありましたように、林業就業者が減少・高齢

化する中で、平成15年度からは「緑の雇用担い

手対策事業」に取り組み、これまで４カ年で364

人が新たに雇用されたところであります。今後

とも、これらの施策を通じまして、若者にも魅

力ある職場づくりを促進し、林業担い手の確保

に努めてまいりたいと考えております。

次に、シイタケの振興につい○黒木正一議員
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てお尋ねをいたします。林業は長い時間を要す

ることから、山村地域にとって短期換金作物で

あるシイタケは、重要な特用林産物として、本

県においては過去に生産日本一を目指して取り

組んできております。しかし、中国からの輸入

増加によって次第に国産シェアが低下、価格も

低迷し、生産量、生産者も年々減少しておりま

す。生産農家も高齢化が進み、原木であるクヌ

ギ伐採跡地に針葉樹を植えかえるという傾向が

見られます。このことは、健全で多様な森づく

りに逆行することにもなります。シイタケ栽培

が発展することは、広葉樹を植林することにつ

ながり、災害に強い森林をつくることでもあり

ます。これまで県は、生産体制の整備や消費拡

大など、その振興のために取り組んでおられま

す。中国産が残留農薬等の問題で敬遠されてい

る中、価格も上昇し、生産農家も少しは元気を

取り戻しております。国内消費を国産で賄い、

再び輸出作物の地位を築くまで振興していくべ

きだと思いますが、お考えをお伺いいたしま

す。

乾シイタケは○環境森林部長（髙柳憲一君）

山村地域の貴重な収入源でありますが、価格の

低迷、あるいは生産者の減少・高齢化などによ

りまして、生産量が減少傾向にあります。この

ため、労力の軽減を図るための人工ほだ場の設

置や管理道の開設など、効率的な生産体制の強

化に努めているところであります。また、消費

者ニーズが「食の安全・安心」へと急速に高ま

る中で、乾シイタケにつきましても、国産品を

求める動きが高まっておりますことから、産地

偽装を防止するため、科学的な判別調査やトレ

ーサビリティシステムをスタートさせたところ

であります。さらに、みやざきブランドの認証

取得を目指した取り組みも行っているところで

あります。今後とも、これらの取り組みを強化

し、安全で安心な乾シイタケの生産振興に努め

てまいりたいというふうに考えております。

次に、情報格差についてお尋○黒木正一議員

ねをいたします。携帯電話のサービスエリア

は、関係の方々の努力により広がっていること

に、感謝をするものであります。世帯数はかな

りカバーしておりますが、面積でいくと、山間

部はまだまだサービスの届かないところが広い

のが現状であります。救急や台風災害時におけ

る重要な通信手段でもあり、これからのエリア

拡大を願うものであります。

さて、国において、平成23年に地上アナログ

放送から地上デジタル放送へ全面移行すること

になっておりますが、県としての対策はどのよ

うに考えておられますか、地域生活部長にお伺

いいたします。

地上デジタル○地域生活部長（丸山文民君）

放送への移行につきましては、国策として推進

されているもので、国及び放送事業者におい

て、円滑な移行のための措置がなされることが

必要不可欠であると考えております。県といた

しましても、山間部において新たな難視聴世帯

が発生することのないよう、デジタル化を円滑

に進めることが大変重要であると認識をいたし

ております。このため県では、国等に対し、地

上デジタル放送への移行に必要な支援措置の創

設等を重点的に要望してまいりました。その結

果、地上デジタル化に対する国の交付金制度が

本年度創設されたところであります。しかしな

がら、この制度におきましては、助成対象者が

市町村に限られていることや、対象事業が共同

受信施設の改修のみであることなどから、さら

なる支援策の拡充が図られますよう、全国34の

道府県で構成いたします地上デジタル放送普及
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対策検討会におきまして、国に強く要望をして

いるところであります。以上です。

知事にお尋ねしますが、知事○黒木正一議員

はきょう何時に新聞を読まれましたか。

朝８時半ぐらいだと○知事（東国原英夫君）

思います。

私もきょうは県議会議員寮に○黒木正一議員

泊まっておりましたから、朝、新聞を読んでこ

こに参りました。私の家は諸塚村ですけれど

も、新聞は郵便で配達されています。ですか

ら、大体昼に届きます。郵便による配達が、山

間の僻地においてはかなりの数に上っておりま

す。新聞の購読料とは別に配達料も支払わなけ

ればなりませんし、所によりましては日曜の新

聞が月曜に届く、そういうところも実際あるわ

けです。ただ、不便なところに住んでいる人は

ある程度の不便さは覚悟しなければいけません

し、そのこと自体については、テレビがありま

すから、テレビでニュースを見ますから、別に

私としてはそんなに不都合は感じていないんで

すけれども、平成23年７月24日、山村におる老

人がテレビを見ていたら、突然テレビが消えた

ということになったら、これは許されないので

はないかと思うのです。国の試算では、山間地

域において難視聴地域が拡大するなど、全面移

行の期日以降、テレビが受信できない世帯が生

まれるおそれがあるとされています。地上アナ

ログ放送でカバーしていた地域に、100％デジタ

ル放送を受信できる環境を整備する必要がある

と思いますが、地域生活部長に、100％受信でき

るかどうかお尋ねをいたします。

今、100％とい○地域生活部長（丸山文民君）

うお話がございましたけれども、なかなか今の

ところはめどが立たない状況であると認識して

おります。県内の状況を申し上げますと、昨

年12月に、鰐塚山の中継局の開局によりまし

て、宮崎県における地上デジタル放送が開始さ

れ、現在、県内の約87％の地帯で地上デジタル

放送の視聴が可能となっている状況にございま

す。今後、平成22年までに順次中継局を設置す

ることによりまして、県内ほぼ全域でデジタル

放送が開始される予定となっているところであ

ります。ことしの９月に総務省が発表いたしま

した「市町村別ロードマップ」によりますと、

電波の直進性が強いこと等のデジタル放送の特

性から、現在のアナログ放送と同様には見るこ

とのできない新たな難視聴世帯が、県内におい

て、山間部などを中心に約4,000世帯と想定され

ているところであります。これらの世帯につき

ましては、より高性能なアンテナへの交換や共

同受信施設の新設・移設などにより、受信が可

能になると伺っているところであります。

今、23年という話がございましたけれども、そ

れに向けて、円滑な移行のために、国のほうで

も、特に総務省あたりで、一生懸命、難視聴世

帯の解消対策にいろんな手を尽くして今考えて

おられるところでありますので、それらの国等

の動向を見ながら、県としての対策も今後検討

してまいりたいと考えております。以上です。

これは国策としてデジタル放○黒木正一議員

送に移行するわけでありますから、新たな情報

格差とならないように、その対策を国に対し強

く要望していただきたいと思います。

次に、地域医療の問題についてお尋ねいたし

ます。医師不足については、昨日も質問があり

ましたが、全国的に医師不足・偏在が深刻に

なっており、本県も同様の状況にあります。過

去にも、昭和40年代の初めには、４つの県立病

院においても、医師定員が85名のところ、74名

しか確保できない、そういう状況があったよう
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でありまして、特に山間僻地にあっては深刻で

あったようであります。例えば、これは一番最

初に紹介いたしました諸塚村出身の古本議員の

質問をまた引用させていただきますが、昭和45

年３月議会で、次のように述べております。

「医師を雇うにしましても、僻地には容易に来

てくれません。雇い入れるまでには何回も村長

や村会議員が交渉に行き、多額の旅費を使いま

して幸いに話をつけて雇い入れても６カ月か１

年しますと、もうおりたくなくなって出ていく

のであります。こういうことで特別の住宅まで

提供しなければならないのであります。入郷地

区の医師の俸給はおそらく宮崎県一の俸給とり

ではないかと思っております。諸塚村では欠員

となり、なかなか見つからない。やむを得ず厚

生省にお願いいたしまして、赤江診療所から医

師が１週間交代でしばらく診療してもらうこと

になっております」。当時の医師の俸給、給料

でありますが、これは37年前ですが、椎葉村の

院長38万円、税金は村で負担していたというこ

とですが、西郷村が35万円、南郷村が26万円、

諸塚村が25万円、村によってかなり差がありま

す。諸塚村が一番財政状況が悪かったのでしょ

うか、一番給料が安かった。そのためかどうか

はわかりませんが、当時、医師を見つけており

ません。過去に大変苦労して医師を確保してい

た状況がわかります。宮崎県にも医科大学をつ

くって何とかこの状態を緩和してほしいと、当

時訴えていたのであります。昭和40年代の後半

に無医大県解消構想なるものが策定され、宮崎

県にも医科大学が昭和49年に開学しておりま

す。開学して33年がたち、さまざまな医療を取

り巻く状況は変わったにせよ、もう少しはよく

なるはずが、医師不足。この原因についてどの

ように考えておられますか。また、県も各種の

医師確保対策に取り組んでおられますが、県の

対策だけで医師不足が解消されるのか、福祉保

健部長にお伺いいたします。

現在の全国的○福祉保健部長（宮本 尊君）

な医師不足の原因は、これまでの大学医学部の

定員削減や、特に平成16年４月からの新しい臨

床研修制度の導入など、さまざまな要因がある

と考えております。その結果、医師の都市部へ

の偏在や小児科等の医師の不足など、地域医療

に大きな影響を及ぼしております。このため県

では、医師修学資金貸与制度や医師派遣システ

ムなどによりまして医師の養成確保を図ってい

るほか、今年度は、県と関係市町村で構成する

「医師確保対策推進協議会」を設立し、求人情

報の全国への発信等、一体となって医師確保対

策に取り組んでおります。また、医師不足は全

国的な問題であり、県レベルでの対応には限界

がありますので、臨床研修制度の改善や医師の

僻地勤務の義務化など、抜本的な対策を国に対

して強く要望しているところであります。今後

とも、市町村や県医師会、宮崎大学等の関係機

関と連携し、地域医療の現場を担う医師の安定

的な育成確保に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

来年度予算編成の重点施策の○黒木正一議員

中に建設産業対策があります。建設業を取り巻

く状況は、もう御承知のとおりでありますが、

中山間地域にとりまして、農業、林業が不振の

中で、建設業は雇用力のある重要な地場産業で

あります。ほかに大きな雇用の場がないため、

大きく依存してきました。建設業に従事し現金

収入を得ることで、山も辛うじて守ってきたの

が現実であります。建設業従事者が失業し、地

域を離れるようなことがあるとすれば、人口は

ますます減少しますし、ただでさえ少なくなっ
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ている消防団など、防災組織も弱体化するのは

間違いありません。急速な改革は過疎に拍車を

かけることにもなります。正月を不安な気持ち

で迎える若い人たちのことが心配です。どうか

優秀な建設業の育成と総合的な雇用対策に強く

取り組んでいただくように要望いたしまして、

私の質問を終わります。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○中村幸一副議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時42分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○坂口博美議長

ます。

次は、18番松田勝則議員。

〔登壇〕（拍手） いつもお世○松田勝則議員

話になりまして、ありがとうございます。延岡

市選出、愛みやざきの松田勝則でございます。

大変緊張しております。

今、全国でまちおこし、村おこしが大変盛ん

です。そのきっかけになったのは、大分県の平

松知事が提唱された一村一品運動、あれが大き

くこの輪を広げてくれたと思います。私も去年

の９月まで東京でサラリーマンをしておりまし

た。その中で、こういった村おこしというよう

なことをやってきたんですけれども、成功した

例、幾つかのパターンがありました。成功法則

というのがあったような気がいたします。村お

こし、まちおこしが成功した例、１つ、地元で

生まれ育った人が一回都会に出て、戻ってきて

から何かを始めた、２つ目、都会に住んでいた

人が仕事をやめて地元宮崎に移り住んで何かを

始めた、３つ目、地元以外の土地に多くの友人

とか知り合いを持っている人が宮崎に帰ってき

て何かを始めた、この３つのうちのどれかに当

たるそうです。外の世界と交流を持ち、外の世

界を知っている人が、新しいそして楽しいアイ

デアを持ち込み、活性化のきっかけをつくって

いるようです。その試み、アイデアが受け入れ

られるかどうかというのはわかりません。しか

し、ああだこうだと論議するよりも、まず何か

を起こす、そういった変わった人、いわばドン

・キホーテ 特定の企業の名前ではありませ―

ん 的な人の出現によって、まちおこし、村―

おこしはまず第一歩を起こすというデータがあ

ります。まさに、今、宮崎県がそのいい例であ

ろうかと思います。我が愛するふるさと宮崎を

こんなに活気づけてくれました知事、それか

ら、それを支えられた県の職員の方々に感謝と

敬意を払いつつ、質問に移ります。

最初に、不適正な事務処理問題に関しまし

て、再発防止という観点から質問させていただ

きたいと思います。

去る12月６日、県議会普通会計決算特別委員

会は、平成18年度の一般会計と特別会計決算を

不認定といたしました。理由は言うまでもあり

ません。３億円を超える預けなど不適正な事務

処理が含まれており、信頼できないという判断

だったからです。決算不認定の採決を下したの

は、2005年度の官製談合事件の決算に引き続き

２年連続で、全国的にも、そしてこの宮崎県政

史上でも異例のことで、私たち議員としても恥

ずかしい思いをいたしております。私の所属す

る環境農林水産分科会でも現地調査を行いまし

た。行ったところ、さまざまな疑問点が見出さ

れました。その中でも大きな疑問点は、裏金の

存在や預けなどの不正行為に加担した特定業者

の存在でした。外部調査委員会の報告でも、不

自然な取引を指摘しています。しかし、それ以
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上は追及せず、業者への事情聴取などが行われ

ない事実に、真相解明の意欲のなさとか早目の

幕引きを意図しているんじゃなかろうかという

ことを感じずにはおられません。数々の不備が

指摘された内外の調査結果に対して、知事は

「精いっぱいのことはやった」という答弁をさ

れましたが、県民といたしましては、まだまだ

釈然としない気持ちが残っております。副知事

に、調査委員会の責任者として見解をお聞かせ

いただきたいと思います。

後は自席にて質問させていただきます。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○副知事（河野俊嗣君）

します。

不適正な事務処理に係る調査についてであり

ます。このたびの全庁調査は、今回の問題に対

する深い反省に立ち、組織を挙げて徹底的に事

態を究明するという観点から、庁内調査委員会

が実施主体となって行うとともに、この調査の

客観性、公正性を確保するために、調査の準備

段階から、弁護士、公認会計士から成る外部調

査委員会の厳格な指導助言・検証を受けながら

実施したものであります。取引事業者に対する

調査につきましては、関係する所属のみなら

ず、各部の連絡調整課や庁内調査委員会の作業

チームが出向いて、徹底した調査や事情聴取を

行い、二重三重のチェックを経た上で、その内

容を外部調査委員に詳細に報告し、専門的かつ

公正公平な第三者の立場からの指導・検証を受

けております。さらに、預け等の金額の大きな

所属や著しく不適切な使途のあった所属に対し

ましては、外部調査委員みずから現地調査やヒ

アリングも実施して、報告内容のチェックや原

因の分析を行うなど、徹底した検証をしていた

だいたところであります。このように、庁内調

査委員会の徹底した調査と外部調査委員会の厳

正な検証を経た上で、私的流用については確認

されなかったと判断したものでありまして、私

どもとしては、できる限りの調査を行ったもの

と考えております。なお、外部調査委員会に

は、このほか再発防止策や職員等の責任に至る

まで具体的な提言をいただくなど、大きな役割

を果たしていただいたと考えております。以上

であります。〔降壇〕

私的流用がなかった、この言○松田勝則議員

葉に大変私たちも安心を覚えてはおるんですけ

れども、今回私たちが現地調査を行いました、

その中で、「疑惑の総合商社」という言葉を

使ったら不適切かもしれませんけれども、そう

いった業者の存在が見えてまいりました。普通

に見てそういった業者があった場合に、いろい

ろな取引があったんじゃなかろうか、接待が

あったんじゃなかろうかということを、みんな

ひとしく思いました。この件に関して、副知

事、いかがでしょうか。

特定の事業者に取引○副知事（河野俊嗣君）

が集中していたという御指摘であります。ま

ず、認識といたしまして、このような取引につ

きましては、公正性、公平性のみならず、競争

性にも問題があるものであり、大変適切さを欠

いて遺憾であると考えております。その上で、

今回のこういった特定の取引業者との取引が行

われた理由について分析をいたしますと、預け

の残額がある限り、その事業者との取引は継続

されやすいということですとか、簡便な物品購

入の手法に迅速に対応できる事業者であると

いったようなことから、このような状況が安易

に生まれやすいと考えております。調査の過程

におきましては、このような所属及び取引事業

者につきましても、また、それ以外の全体の事
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業者についても、ただいま御指摘がありまし

た、私的流用がないかという視点を厳しく持ち

ながら、入念に使途のチェックを行いました

が、購入した品目や発注金額などにつきまし

て、私的流用が疑われるような不自然なものは

確認されなかったところでございます。

今回は、どうやったらこれを○松田勝則議員

再発防止できるかというところで議論を進めた

いと思いますので、次に移ります。

今回の事件、さまざまな意見をちょうだいし

ております。その中で、どうしてこんなことが

起こったんだろうか。一つは、国庫補助金に付

随する事務費というのがあったんではなかろう

かと私は感じました。補助公共事業の予算に

は、国庫補助金が大きなウエートを占めており

ます。その国からの補助金には、一定額の事業

費が付随してきますが、それが余ったとしても

返すしかないから使い切った形をとる。これが

裏金を生み出した一つの原因ではないかという

見方をする人もあります。現状なりお考えなり

を知事、お聞かせください。

使い切りの慣例が○知事（東国原英夫君）

あった、慣習があったというのが、今回の不適

正な事務処理の要因になったことは否めないと

感じております。

そうなんですが、そういった○松田勝則議員

余った事務費等と、地方自治体の努力や創意工

夫によって削減できた事業費の何割かを、この

地方に、宮崎県に与える制度があれば、地方

は、この宮崎県は、新たな意欲で事業費節約に

取り組むんじゃなかろうかなと思っておりま

す。ぜひ全国知事会などでのそういった議論を

知事にお願いしたいと思いますが、いかがで

しょうか。

議員の御指摘という○知事（東国原英夫君）

のは、メリット制とかプール制のことをイメー

ジされているんでしょうか。そうでなければ、

国庫補助金というのは本県にとって重要な財源

でございます。適正な使途の範囲内で最大限活

用していきたいと考えております。

活用のほうは当然だと思って○松田勝則議員

おります。ただ、仮にそれが残った場合とか、

そういった工夫によって残した場合どうするの

かということをちょっとお尋ねしました。

もう一つ、これは提案という形になるんです

が、こちらのほうはちょっと割愛しておきま

す。ありがとうございます。

もう一つ挙げさせてもらいますと、備品購入

費というものを、今回の再発防止策の中に入れ

ていらっしゃるかと思います。当初予算の中

で、予備費としてプールしたものの中から緊急

性のあるものの支出を考えたいというようなこ

とがあったと思います。その予備費というの

は、こういう考え方があるんじゃないかと思い

ます。事業費の残ったものをプールしておくと

いう考え方、事業の節約分をプールしていくと

いう考え方、そして、今回お示しいただいたよ

うな当初予算から予備費的にプールするのに使

うという考え方、この３つは大いに違うんじゃ

なかろうかと思います。それは、県単事業とい

うのが、ピーク時に比べますと今、半減してお

ります。一番小回りのきく県単事業が減る中

で、行政が、仕事がやりやすい、スピードアッ

プを図るための、自分たちが使う事業費を優先

して、つかみ取りと言っていいんでしょうか、

そういった形で確保する、そのやり方はどうだ

ろうかと。というのは、一番県民サービスに対

して小回りのきく県単事業、これを支出目的が

定まっていない備品購入費というような形でプ

ールするのはいかがなものかなと思っておりま
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す。考え方としては大変よく理解できるんです

が、予算のあるべき編成の仕方であるのかな

と、私は個人的に思いました。住民の納得のい

く形で、こういった予算編成の手法を確立する

べきではなかろうかと思っております。これは

要望として申し上げておきます。

次に、高千穂線についてお伺いいたします。

高千穂線、ちょうどきのうの今の時間に、高

千穂町におきまして、神話高千穂トロッコ鉄道

が臨時株主総会を開きました。そこで、神話高

千穂トロッコ鉄道の存続をどうするかというこ

とで、大方の見方が、もう清算に入るだろうと

思われていた中で、残った個人株主たちが頑張

りまして、神話高千穂トロッコ鉄道を存続する

ということになりました。さきに、大株主であ

りますところの高千穂町観光協会が、臨時株主

総会で同社から資本の引き揚げを決定いたしま

した。これで、トロッコ社は命運を絶たれたと

いう見方が広がりましたが、高千穂線の存続を

訴える地元住民の活動はとどまりません。去

る11月20日、上京いたしました。国交省に対

し、高千穂線早期復旧に関する嘆願書を提出い

たしました。そのとき、こんなコメントをも

らって帰ってきております。「国が動くには県

や沿線自治体の協力が不可欠です」というコメ

ントでした。また、地元での支援イベントも大

変盛んです。先週、今週と日曜日には、「よみ

がえれ高千穂線！」と銘打ったコンサートが川

水流、日之影温泉の駅舎で開かれました。そし

て、ここ宮崎市内の喫茶店でも開かれておりま

す。このコンサート活動は、地元のバンドが今

後３年間をかけて、すべての高千穂線の駅で開

催する意気込みです。

さて、休止期限の12月26日以降、高千穂線は

どんげなっとかという気持ちが、地元であふれ

ております。既に、線路の中には、危険性を指

摘されて踏切の撤去に至った延岡市三軒家の

例、それから、この夏の台風で鉄砲水を引き起

こす元凶となりました曽木橋の例、この撤去が

予定されております。西臼杵では、12月26日以

降、一挙に線路をはぐんじゃなかろうか、線路

の撤去が始まるんじゃなかろうかという不安を

呼んでおります。今後の高千穂線はどう会社清

算を進めることになるのでしょうか、地域生活

部長にお伺いいたします。

高千穂線であ○地域生活部長（丸山文民君）

りますけれども、高千穂鉄道株式会社は、運営

資金がなくなります平成21年３月までに会社を

清算する必要がございます。このため、高千穂

鉄道では、鉄道事業の廃止が確定した後、清算

までの間に、安全上支障のある踏切施設の撤去

等を行いまして、その他の資産は、本年２月に

高千穂鉄道、県、それから沿線市町で合意しま

した内容に基づきまして、基本的には沿線市町

に寄附するということになります。今、休止中

でありますので、廃止が確定するのは、通常で

言いますと、廃止の届け出から１年ということ

になっております。以上です。

そうしますと、地元が今一番○松田勝則議員

話題にしております、26日が来たら県が率先し

てレールをはぐんだそうな、そのレールはどこ

どこの駅に集積するんだそうなという、これは

デマと考えてよろしゅうございましょうか。

今申し上げま○地域生活部長（丸山文民君）

したとおり、廃止が確定しないと撤去等はでき

ないということになっております。以上です。

さて、きのうトロッコ鉄道株○松田勝則議員

式会社の存続が決まったわけでありますけれど

も、全国から寄せられました支援金、約半年

で3,800万円が寄せられました。目標額にはほど
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遠いものの、全国から寄せられた浄財に熱い期

待を感じております。そのトロッコ社ですが、

きのう、大株主の高千穂観光協会の撤退に対し

まして、株主たちが毅然とした態度をとりまし

た。高千穂線の全線復活に向けて活動を続ける

と、新たにかたい意志を示したわけです。そう

はいいましても、県や市や町の財政を当てには

できず、寄附金も不足しております。知恵には

限りがあり、孤立無援の中での再々スタートを

切ったわけです。このような中、特定目的鉄

道、いわゆる観光鉄道など考えられる方策を、

前回の質問でもさせていただきました。その中

で、国が廃止の相次ぐ地方路線を支援するため

鉄道事業法改正を検討しているというニュース

が入ってきました。まだ検討段階ですが、鉄道

資産は地元公共団体が持ち、その上の運営につ

いては民間がやるといった上下分離方式と名前

がつけられております。こういったまだ検討中

の案ではございますけれども、どのように県は

とらえられているのか、再び地域生活部長にお

伺いいたします。

御質問にあり○地域生活部長（丸山文民君）

ましたように、国では、経営の厳しい鉄道路線

に対しまして、地方公共団体が施設を保有し、

その整備等に要する費用を負担するという内容

の鉄道事業法の改正を検討されているようであ

りますけれども、詳細については、まだ具体的

に把握いたしておりません。示されていないと

ころであります。一方、高千穂線は、第三セク

ターの鉄道として、施設の整備から運営まで、

行政からの多額の財政負担によって経営してま

いりましたけれども、将来にわたり経営の見通

しが成り立たないとの判断から経営を断念した

路線であります。このような経緯から、鉄道事

業法の改正による制度が地方公共団体の財政負

担を前提とするものであれば、当該制度により

高千穂線を存続することは困難であると考えて

おります。以上です。

まだ確定していない制度であ○松田勝則議員

りますから、これが適用できるかどうかわから

ないという答弁は当然かと思いますが、例えば

こんな例があります。「青い森鉄道」というの

が青森県にございます。これは、もともとＪＲ

の東北本線だったんですが、新幹線の新設に伴

い、だんだん乗降客数が減りまして、今申し上

げました実質的な上下分離といった形で運営し

ているところなんですけれども、県が地元に無

償譲渡をされて、その上物あるいは列車等々を

地元の民間業者が走らせているといった知恵を

集積して運営している会社になります。今、高

千穂沿線の住民の会、支援する方々の中で、県

や国から補助金をとか、そういった思いは持っ

ておりません。もともとが神話高千穂トロッコ

鉄道は民間会社でございますので、そういった

すがるという考えはないんですが、地域住民が

必要としているという声が残っている鉄道に対

しまして、県が何かできないか、もっと知恵と

工夫を凝らしていただけたらというふうに思っ

ております。

たまたまこういったことを発見いたしまし

た。先日お亡くなりになりました江藤隆美代議

士が、国鉄高千穂線が廃止の憂き目に遭ったと

きに県庁に乗り込んでこられて、「地元のもん

が残せと言うちょっとやから県は残さんか」と

一喝されたということも聞いております。今、

地元では、まだまだ高千穂線を残してほしいと

いう声が多うございます。決して県にすがろう

という考えではありませんが、そういった、前

向きに地域振興のためにさまざまな分野で高千

穂線を残してほしいという声があることをお考
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えいただきたい、このように思っております。

続きまして、西臼杵の観光振興について、高

千穂線を絡めまして知事にお伺いいたします。

内閣府は11月27日、地域経済の活性化策を支援

する平成19年度地方再生モデルプロジェクト

に、西臼杵３町の西臼杵観光振興プロジェクト

など県内２事業を含む８道県17事業を採択しま

した。このプロジェクトは、熊本県阿蘇地方と

の連帯強化による広域的な観光振興を図り、観

光客増加と雇用の創出を目指すとなっていま

す。この中でも大きなポイントになるのが交通

です。交通の確保は不可欠です。熊本空港との

連携、西臼杵エリア内での移動についても、地

元住民の利用も考えた対応策が求められており

ます。高千穂線の存続により、同地域の振興に

さらなる効果が期待できると考えられます。ど

うお考えでしょうか。

西臼杵３町では、先○知事（東国原英夫君）

般、御案内のとおり、国の地方再生モデルプロ

ジェクトの採択を受けまして、熊本空港や阿蘇

方面からの路線バス、地域内の観光地を結ぶデ

マンド型乗り合いタクシーの導入に向けた実証

運行など、新たな交通手段の確保によって、地

域の活性化に取り組むこととしております。今

後とも、県といたしましても、こうした地域の

新たな取り組みも踏まえながら、関係自治体と

十分連携し、高千穂沿線を含めた地域の振興に

努めてまいりたいと考えております。

ぜひお願いしたいと思いま○松田勝則議員

す。

次の質問に移ります。宮崎の女性の健康につ

いて考えるということで質問させていただきま

す。

本県、宮崎の女性たちは、日々の暮らしの中

でさまざまな問題を抱えています。例えば、結

婚、出産などで退職した後の再就職の困難さ、

パート労働の賃金の安さ、子育てや介護などが

ずっしりと肩にかかってきています。また、同

僚の西村議員がさきの９月議会で質問いたしま

したが、ＤＶ問題、これは県警や関係機関への

相談件数は倍増しておりまして、昨年、過去最

多の214件に上ったということでございました。

これらは個人的な問題のように見えて、実際の

ところ、個人では解決の困難な社会的課題だと

認識すべきです。

さて、それらの諸問題の中で、再三この県議

会で議論されてきた項目がございます。妊娠中

絶に関することです。平成17年度の「母体保護

統計報告」によりますと、宮崎県の人工妊娠中

絶率は、全国で悪いほうから12位、しかも順位

は年々上昇傾向にあります。そして、注目すべ

きは人工死産率、人工死産率とは同じ人工妊娠

中絶のことなんですけれども、12週以降のもの

をこう区別しているようです。この順位は47都

道府県中ワースト１位です。それも断トツで１

位です。昭和63年からずっとワースト１位を続

けております。20年間、自慢のできない実績で

ございます。ちなみに２位以下を見てみまし

た。平成16年の「母子保健の主なる統計」によ

りますと、高知、熊本、長崎、福岡、鹿児島、

そして北海道と続いております。この10年間の

結果で言えば、おおむね九州各県が上位を占め

ていますが、それでも２位以下のランキングは

変動しているんです。その中にあって、本県だ

けが不動の地位にあります。しかも、２位の県

に比べ、毎年２から３ポイント大きく突出して

おります。これはどうしてでしょう。県はこの

ような厳しい実態が長く続いていることをどう

認識し、どんな対策を講じてこられたでしょう

か、福祉保健部長にお伺いいたします。
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人工死産は母○福祉保健部長（宮本 尊君）

体への負担が大きく、女性の健康を阻害するも

のでありまして、本県の大きな課題であると認

識しております。このような中、県では平成17

年度から18年度にかけて、健やか妊娠推進事業

において、人工死産に至った方々への調査を

行ったところであります。この調査によります

と、人工死産をされた方の半数は、過去に妊娠

あるいは出産の経験者であったことから、宮崎

県医師会と協力して、産後や人工妊娠中絶の際

に、家族計画や避妊指導の充実を図ったところ

であります。また、教育委員会や大学と連携を

とり、望まない妊娠を防ぐために、健康教育や

そのパンフレット等の提供や関係者への研修を

行うとともに、望まない妊娠に至った方への相

談窓口を設置しております。人工死産の総数あ

るいは人工死産率は確かにワースト１でありま

すが、それ自体は近年だんだん減少してきてお

ります。今後とも、人工死産の低減に向けて、

施策の充実を図ってまいりたいと考えておりま

す。

施策の充実ということで大変○松田勝則議員

期待するところですが、「赤ちゃんポストをつ

くっては」みたいな声も後ろから聞こえてきた

んですが……。人工死産率、つまり12週以降の

人工中絶率が高いだけじゃないんです。この問

題を出した理由といいますのは、この件、人工

死産率の高さには問題が２つございます。先ほ

ど部長がおっしゃいました、高齢の方が多い。

宮崎県、30代の割合が全国より高いんですね。

それから、もう一つ、２つ目です。妊娠、出産

経験者が半数以上であるということです。母体

への影響がより高い年代が多いということ、妊

娠、出産の知識がある層が多いということが本

県の一つのポイントであると思われます。

なぜか、理由を見てみました。人工死産に

至った理由です。平成17年～18年度の宮崎県の

調査によりますと、第１位、それは望まない妊

娠だった。先ほどの部長のお言葉の中にもあり

ました。では、どうしてこんな結果になったの

か。１つ、正確な避妊の知識がなかった。２つ

目、女性が避妊の意思を明確にできなかった。

３つ目、パートナーの協力がない。この結果か

ら何が見えるでしょうか。いろんな要素が考え

られると思うんですが、一つには、本県では避

妊に関する正しい知識がまだまだ普及していな

いのではなかろうかと考えられます。また、付

随しまして、性病についても意識が希薄だとい

う声を聞きます。罹患率が高いなどという話も

聞いたりいたします。性感染症の実態について

の把握はどうか、続けてお伺いいたします。

性感染症につ○福祉保健部長（宮本 尊君）

いては、感染症発生動向調査事業の中で、発生

状況や流行状況の把握を行っております。ま

ず、ＨＩＶ感染症と梅毒については、患者の発

生が確認された場合には、すべて医師から保健

所へ患者発生の届け出がなされる仕組みになっ

ておりまして、平成18年には、ＨＩＶ感染者及

び患者の届け出が３件、梅毒の届け出が８件ご

ざいました。また、クラミジアや淋菌等の性感

染症につきましては、県内13の指定医療機関か

ら毎月患者数の報告を受けて、流行状況の把握

を行っているところであり、平成18年には、ク

ラミジア感染症の１指定医療機関当たりの報告

数は年間38.1件、淋菌感染症の報告数は年

間20.8件でありました。クラミジア感染症、淋

菌感染症、いずれも報告数は減少傾向にありま

すが、本県の１指定医療機関当たりの報告数

は、依然として全国より高い状況にございま

す。
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やはり全国より高いというデ○松田勝則議員

ータが出たわけでありますけれども、では、そ

の対策はどうなっておりますでしょうか、続け

てお伺いいたします。

本県では従来○福祉保健部長（宮本 尊君）

から、エイズの検査・相談窓口を設置しており

ますが、新たに本年６月から、その他の性感染

症についても、無料、匿名で受けられる検査・

相談窓口を全保健所に開設したところでありま

す。相談者に対しては、適切な指導を実施する

とともに、感染がわかった人には医療機関での

治療を勧め、性感染症の発生予防及び蔓延防止

に取り組んでいるところであります。また、高

校生等を対象とした性感染症の感染予防のため

の講演会を開催するとともに、エイズブロック

作戦として、12月１日の世界エイズデーを中心

に、若者に人気のあるラジオ番組やライブコン

サートとタイアップしたキャンペーンを実施し

ております。今後とも、性感染症に関する知識

の普及啓発に努めるとともに、検査・相談窓口

の一層の周知を図るなど、性感染症の減少に向

けた対策を推進してまいりたいと考えておりま

す。

こういった問題を取り上げた○松田勝則議員

背景には、命のとうとさということが、まず根

底に流れているかと思います。きのう米良議員

も再三訴えておられましたが、こういった性教

育あるいは性感染症等々の問題対策の根底に

は、命というものを大きく打ち出す必要がある

かと思っております。そして、妊娠や中絶にい

たしましても、特に教育現場での性教育のあり

方が重要との見方もあると聞いております。本

県でのそういった学校教育現場での取り組みは

いかがか、教育長にお伺いいたします。

学校における性教育○教育長（高山耕吉君）

は、単に知識だけを教えるのではなくて、子供

たちが、命を尊重する態度や男女平等の精神に

基づく正しい異性観などを身につけることを目

的といたしております。学校におきましては、

学校保健委員会や家庭教育学級等で、子供の性

に関する対応につきまして、保護者、教職員の

共通理解を深めますとともに、学校を挙げて発

達段階に応じた性教育に取り組んでいるところ

でございます。また、県教育委員会といたしま

しては、産婦人科医などを学校に派遣いたしま

して、専門的な立場から子供たちに命の大切さ

を伝えるとともに、管理職等を対象としました

研修会などを実施いたしまして、指導力向上を

図っているところでございます。今後とも、家

庭、地域及び関係部局と十分な連携を図りなが

ら、学校における性教育の一層の充実に努めて

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。

性教育のあり方については、○松田勝則議員

以前から熱心に取り組んでいらっしゃるという

ことは聞いております。ただ、その中で、こう

いったお話も伺いました。ある国会議員の方か

ら伺ったんですが、宮崎市の小学生が性教育の

授業を受けて帰ってきた。そうしましたら、早

速、男の子と女の子が実習、復習していた、そ

ういったところを見て親が大変に驚いた。そこ

で何が言えるかというと、性教育は大変デリケ

ートな問題でございます。それは教え手側、伝

え手側によっては過剰なこともあるかもしれな

いし、また、受けとめ方によっては、そういっ

た親がびっくりするような結果をもたらすこと

もあるかもしれないということで、あり方はど

うなんだということも聞いておりました。

また、性教育に関しましても、命というもの

が一番大事になってくるかと思いますが、この
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ような例がございます。延岡市の離島、島浦島

という島がございます。人口1,200人の小さな島

でございますけれども、そこに94歳の井戸口ス

ミ子というおばあさんがいらっしゃいます。10

年前まで現役のお産婆さん、助産師でございま

した。昭和12年から10年前までずっと産婆とい

う仕事をしてこられて、島浦の住民はほとんど

その井戸口先生の手によって取り上げられたと

いうことになっておりますが、この先生の一番

の自慢は、昭和12年の開業以来、一人として島

浦で、あるいは御自分が手がけられた妊婦で死

産を出さなかった、また、母体が亡くなると

いった悲惨なことがなかった、それだけを念頭

に置いて仕事に取り組んでこられたということ

を言っておられます。このおばあちゃんが引退

して10年ですが、今、方々から講演の依頼が舞

い込んでおります。つい先日も、日向市の財光

寺小学校で講演されました。その中で、戦争の

話ですとか、昔はこんなに大変だったといった

思い出話が主体になってくるんですけれども、

子供たちは、やはり命は大事なんだと。そこで

性教育的なことが取り組まれて、大変相乗効果

をもたらしたという称賛の声も聞いておりま

す。性教育、真正面からだけじゃなくて、そう

いった側面からも、いろんな先人たちのアドバ

イスをいただきながら子供たちに説いていった

ら、もっともっと効果が広がるんじゃなかろう

か、このように思っております。

続けます。また、このように厳しい現状、人

工死産率にいたしましても、性病罹患率にいた

しましても、本県の場合は厳しい現状にあるわ

けなんですが、背景を追求していきますと、男

女の格差というものもその一つとして見えるん

じゃなかろうか、このように思います。決して

本県の女性の地位が低いというわけではないん

ですけれども、子供を産みにくい、産んでも育

てにくいというさまざまな要素が考えられま

す。再就職の場を確保するのが難しい、パート

になると賃金の低下が著しいという経済的なこ

とであったり、出産・育児、また介護は妻の仕

事といった意識であったり、どれも一朝一夕で

なせることではありません。しかし、行政がそ

れらのために率先して対応すべきではないかと

考えております。そこで、男性側からの理解や

協力度合いを伺いたく、県庁内における育児あ

るいは介護休暇の実態をお聞かせいただきたい

と思います。総務部長、お願いいたします。

お答えいたしま○総務部長（渡辺義人君）

す。

平成18年度について申し上げますと、男性職

員の育児休業取得者は３名であります。また、

介護休暇取得者は４名となっております。

これは、知事部局だけじゃな○松田勝則議員

くて全部局の職員さんの話なのでしょうか。

失礼いたしまし○総務部長（渡辺義人君）

た。県庁内の全部局ということであります。

わかりました。決して少ない○松田勝則議員

数字じゃないと思います。しかし、もっともっ

と促進するために、県の男性職員に育児休暇と

か介護休暇をさらに勧めるような取り組みはど

うかと思います。私も民間会社におりましたと

きに、いろいろな休暇制度がありましたけれど

も、やはり、忙しいときにやってくる出産ある

いは介護といったものに対して、休むのに少し

後ろめたさがあったりしました。そういうとき

に、上司からあるいは会社から一声声かけがあ

ると、そういった制度を利用しやすいという経

験がありました。こういった部分で、県の中で

推進の取り組みはいかがか、重ねてお伺いいた

します。
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職員が仕事と家庭○総務部長（渡辺義人君）

の両立を図ることができるように、男女いずれ

においても、必要に応じて、先ほど申し上げま

した、育児休業制度あるいは介護休暇制度の活

用がなされるということは、大変重要なことで

あるというふうに考えております。これまで

も、これらの育児休業や介護休暇のほかに、例

えば男性職員の育児参加休暇というものがござ

います。それから、子供に対する看護休暇とい

うものもございます。そういった休暇など、育

児や介護等を行う職員を支援する制度につきま

して、会議、その他の方法を通じまして、職員

への普及啓発を図ってきたところでありますけ

れども、御指摘のあったような趣旨は、十分、

私どもとしても理解できるところでありますの

で、今後とも、制度の一層の周知徹底を図りま

すとともに、何よりも、職場での所属長の理解

ですとか、周囲の職員の協力というのが欠かせ

ませんので、そういった取得しやすい環境づく

りに努めてまいりたいと考えております。以上

であります。

今、県庁内おける介護・育児○松田勝則議員

休暇の推進について伺いましたが、一番主眼と

すべきは、県内の民間企業、とりわけ中小企業

への指導をもっともっと県庁が率先してやりま

しょうということを申し上げたいと思います。

県内の法人企業に、そういった制度がどこまで

普及しているのかわかりませんけれども、その

制度の推進のために、もっと県庁が率先して汗

をかくべきではなかろうか、このように提言さ

せていただきたいと思います。

次の質問に移らせていただきます。ほかの議

員、先輩議員が再三再四質問しておりまして、

取り尽くされたなという感じがしておりますけ

れども、いわゆる限界集落について伺いたいと

思います。

限界集落、最近、本当によく聞く言葉になり

ました。これまでは過疎地として表現されてき

た集落、村が、限界といういささかショッキン

グな響きをまとってクローズアップされており

ます。では何をもって限界なのか。２つの要件

があります。その集落の人口の半分以上が65歳

以上のお年寄りであるということ、２つ目、共

同生活の維持が困難な状態だということ、冠婚

葬祭がもはや村では行えないという状態。この

限界集落、先ほどの答弁にもありましたけれど

も、正式な行政用語じゃなかったんですね。そ

うだと思います。限界というレッテルを張られ

たら、もう村おこしに立ち向かう意欲もうせて

しまいます。本県では、国土交通省と同じく、

こう呼んでおります。「維持・存続が危ぶまれ

る集落」という表現をとっておられます。私は

舌をかむといけませんので、「いわゆる限界集

落」という言葉を使わせていただきます。

平成18年度、国交省の「限界集落調査・国土

形成計画策定のための集落に関する現況把握調

査の最終報告書」には、農山漁村集落の今後の

あり方を検討するとして、さまざまなデータが

記載されております。予想どおり、今後消滅の

可能性のある集落は、規模が小さくて山間地に

あると。九州圏では消滅可能性のある集落が１

万5,277集落とされているんですが、一番驚いた

データは、予測がつかないということです。い

つ消滅するのか、10年後に消滅するだろう、20

年後に消滅するだろう、５年以内は大丈夫だろ

う、さまざまなシミュレーションがあります

が、それにのっとらずに集落は消滅していると

いう事実がございました。

さて、宮崎の過疎地域市町村は17カ所です。

県土の約半分以上56.2％、県人口の12.6％に当



- 170 -

平成19年12月11日（火）

たります。昭和45年の過疎地域対策緊急措置法

以来、平成17年まで、宮崎では35年間で、県、

市町村合わせまして２兆1,800億円を投資してき

ました。その投資額の55.3％が道路網の整備と

のことですが、依然、道路整備の要望は後を絶

たない状態です。ドキュメントの映画がありま

した。「寒川」です。宮崎の小さな村々への関

心もぐっと高まりました。西米良の寒川のよう

な既に消滅した集落がどれぐらいあるんだろう

かと、お尋ねをいたしましたら、これも驚きま

した。県には、宮崎県内で消滅した集落のデー

タがないということでございました。どんな厳

しい時代にも先人たちが守り、子供たちの笑い

声が絶えなかったふるさとの村々です。その村

が皮肉にも、こんな豊かな時代に消えようとし

ています。ひとり山里の暮らしの存続云々にと

どまらず、国土保全といった大きな環境の視点

からも、日本の国にとり大きな課題となる集落

対策、宮崎県が今まさに進めております集落の

現状に関する調査の進捗状況について、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） 現在、県が

行っております集落の調査でございます。これ

につきましては、午前中も黒木議員にお答えし

ましたように、県内の過疎地域等市町村の集落

の実態を把握するということが一つ、それか

ら、平成13年度、前回調査しましたデータと経

年比較しまして、過疎地域における集落状況の

変化を把握すること等によりまして、今後の集

落整備のあり方に関する検討の基礎資料とする

ため、市町村に対してアンケート調査を実施し

たところであります。現在、市町村からの回答

を集計中、そして精査中でありますので、近日

中には公表できるものと考えております。以上

です。

○松田勝則議員 データをもとにした前向きな

施策を期待いたします。

時間がなくなりました。最後になります。県

北の悩みです。進まぬ道路整備の状態について

お伺いいたしたいと思います。

宮崎をどんげかせにゃいかんというプロジェ

クトの羅針盤たるべき「新みやざき創造計画」

の基本目標は、県内の格差をなくすこと、県土

の均衡ある発展を目指すことだとうたっており

ます。私は、その昇華した形が県民総力戦であ

ろうと思っております。そうしますと、宮崎の

地域振興ビジョンは、一律的じゃなくて、それ

ぞれの地元の特性を踏まえた独自性のある発展

ビジョンでないといけないと思っております。

将来にわたって自立のできる県土の形成に向け

た施策の展開を期待しております。

さて、自立のできる県土の形成、さまざまな

要素が挙げられますが、なかんずく急務とされ

るのがインフラの整備です。特に県北地域、宮

崎県は高速交通ネットワークの空白地帯と言わ

れております。東九州自動車道や九州横断自動

車道延岡線の早期完成は、地域の流通経済に不

可欠であるといたしまして、国、県の努力によ

り着々と進行しています。しかし、地元に目を

向けますと、生活道路はおくれ、地元住民の生

活の発展を大きく阻止しております。平成18年

４月１日現在の道路施設現況調査を見ました。

土木事務所別の道路改良補装現況を見ると、5.5

メーター未満の路線を含む規格改良率、宮崎土

木事務所は土木事務所計で81.1％、日南土木事

務所は74.6％、都城土木事務所89.2％、日向土

木事務所46.9％、延岡土木事務所57.2％、西臼

杵支庁45.4％。総合改良率の64.5％と比べて

も、県北は格段に低いというデータがありま

す。また、県南との格差もございます。地形の
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条件など県北が不利であることは承知ですが、

それにしてもこの格差は看過できません。この

結果は予算の執行にも起因するのではないか

と、地元は歯ぎしりをしております。県北の道

路、特に日常の生活や集落の維持に大きくかか

わる地方道の整備のおくれについて、県の見解

を県土整備部長にお伺いいたします。

県北地域の道○県土整備部長（野口宏一君）

路整備、県道整備についてでございますが、県

北地域は、今、議員からお話がございましたよ

うに、山地部の占める割合が約87％と、県全体

の約76％を大きく上回っておりまして、整備に

当たっては、橋梁を初めとした構造物が非常に

多くなるなど、建設コスト、整備コストが割高

になるという課題があり、県道整備のおくれに

大きく影響しているものと考えております。し

かしながら、今お話がございましたように、日

常生活の利便性向上を図るためには、県道の整

備が大変重要でございますので、延岡市街地へ

つながる八重原延岡線を初めといたしまして、

日之影宇目線や樫原細見線などの整備に現在努

めているところでございます。今後も、県北地

域の生活道路でございます県道について、事業

の重点化やコスト縮減を図りながら、整備推進

に努めてまいりたいと考えております。

特に県北は急峻な山岳地帯で○松田勝則議員

あり、そういったトンネル、橋がかかると聞い

ております。そのためには、予算の段階でも、

そういったことを御勘案いただきまして、県北

の道路、また、宮崎県全体の道路にも目を向け

ていただきたい、このように思います。

以上をもちまして私の質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

次は、５番武井俊輔議員。○坂口博美議長

〔登壇〕（拍手） 愛みやざ○武井俊輔議員

き、武井俊輔でございます。今回で２回目の質

問になりますが、どうぞよろしくお願い申し上

げます。

私は、宮崎市内の橘橋のたもとにあります観

光宮崎の父、岩切章太郎像の前で演説をしてお

るのでございますが、その岩切章太郎の言葉の

中に「心配するな工夫せよ」という言葉がござ

います。今回の質問は、お金をかけてこれをつ

くれ、あれをつくれ、これをやれということで

はなく、いかに現状において工夫して改革する

か、こういった岩切の理念に基づいて、その観

点をもって質問してまいりたいと思っておりま

す。壇上で５問、後は自席での質問とさせてい

ただきます。執行部の皆様には、30分、短い時

間ですので、明確な答弁をお願いいたします。

では早速、通告に従いまして質問に移らせて

いただきます。

まず、宮崎県事業仕分け委員会についてお伺

い申し上げます。

これは、知事のマニフェストに基づきまして

設置されたものでございますが、宮崎県が行っ

ております約4,300の事務事業に対し、精査した

ものであります。宮崎県において初めて実施さ

れた事業でもありますし、私も、暑い夏でした

けれども、何度も傍聴に行きました。そういた

しますと、多くの市民の皆さんが暑い中、一つ

一つの内容について誠実に議論しておられまし

た。本来ならば議会の役割である部分も大きい

のかなということも率直に感じました。しか

し、これは１回目の事業ということであり、ま

た、検討課題もいろいろとあったのではないか

と思います。知事にお伺いいたします。今回の

事業仕分け委員会の提言への感想、並びにその

重みについてどのように認識をお持ちなのか、

お伺いしたいと思います。
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続きまして、知事のイラストの問題について

でございます。

私は、さきの６月議会においても、この問題

を取り上げましたが、その後にも、残念ながら

台湾産ウナギ、地鶏の誤表示など、これに関連

する問題も多くございます。しかしながら、知

事は定例記者会見等におきましても、県として

管理するのは難しいといった姿勢を一貫して貫

いておられます。現状の県としての公的な対応

は、ホームページに注意喚起をした程度でござ

います。私が所属する商工建設常任委員会にお

きましても、商工観光労働部は、業者がつくる

のも自由、使うのも自由という見解を相変わら

ず崩しておりません。しかしながら、町なかに

は広告や表示に知事の顔があふれた状況にあり

ます。中には、知事や県の品格を汚すようなも

のもあるのではないかと思います。知事は宮崎

県の顔であります。その重みも踏まえますと、

これは重ねて県において管理する必要があると

考えますが、知事の御見解をお伺いしたいと思

います。

続きまして、県内学校卒業生を宮崎に残すた

めの対策についてでございます。

昨今、全国的に学力低下が叫ばれており、こ

の議会でも取り上げられておりますが、県教育

委員会でもさまざまな対応がありまして、私の

母校でもございます県立宮崎西高校などで中高

一貫教育を取り入れるなど、積極的に取り組ん

でおられることは評価できるところでございま

す。しかし、現在、高校を卒業し、県外の大学

に進んだ学生が宮崎に戻ってくるのはなかなか

難しい状況にあります。確かに就職先の問題も

ありますが、私も東京の大学を卒業しまして宮

崎県内の民間企業に就職いたしましたし、もっ

と宮崎に関心を持ち続け、常に宮崎の情報に触

れ、コミュニケーションを持ち続けることが大

変重要ではないかと考えております。つきまし

ては、まず県立高校においては、普通科、実業

系を問わず、宮崎で活躍する人材を育成すると

いうことも大変重要な課題であると思います

が、教育委員会としての認識及びそのための取

り組みについて、教育委員長の見解をお伺いし

たいと思います。

続きまして、職員の皆さんが力を出せる環境

づくりについてでございます。

議員になりまして、職員の皆さんとも話す機

会が多いのですが、そこでよく伺いますのは、

昼休みが45分というのは大変きついという話で

ございます。現在、県職員の昼休みは、労働基

準法に基づきまして、12時15分から１時まで

の45分となっております。以前は、12時から15

分間は休息時間ということで、自席での食事等

は可とされておりましたが、現在はそれも許可

されておりません。近隣の自治体等を見ます

と、15分の休息時間も維持し、また事実上は12

時からの食事等の外出も許可されておるところ

もございます。私も複数の民間企業に勤務して

おりましたが、昼休みはいずれも１時間ござい

ました。この昼の15分というのは大変貴重でご

ざいます。これは皆様もおわかりになるのでは

ないかと思いますが、例えば、銀行での用務を

したりとかスポーツ・マラソンをされる方もい

らっしゃいます。また、それによって、県庁や

県の出先機関周辺の食堂などにもいろんな経済

効果もあるでしょうし、また、同期や同僚と食

事をしたりすることで情報交換もできるなど、

多くのメリットもあると思います。もちろん、

介護や育児、遠距離通勤による電車の都合もあ

るでしょうから、例えば選択制にするなどとい

うことも考慮しながら、昼休憩を１時間行うこ
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とができないか、総務部長にお伺いしたいと思

います。

壇上から最後でございますが、公衆浴場法施

行条例についてであります。

これは通告に混浴と書きましたので、一部誤

解を生じてはいけないのですが、これは公衆浴

場において家族湯を認めるべきだという問いで

ございます。昨今、旅行の個人化が進み、また

団塊の世代と言われた皆さんの退職によりまし

て、熟年夫婦の旅行も大変ふえております。ま

た、乳がん患者の体験者でつくる「１・２の３

で温泉に入る会」代表の俵萌子さんも、昨年11

月の朝日新聞へのコメントで、「大浴場に入れ

なくなってしまった。貸し切りぶろを利用して

いるが、いろいろ障がいを負っている人から楽

しみを奪うというのはどうか」というような意

見を述べておられます。

例えば大分県では、施行条例の中で公衆浴場

の中での家族ぶろの設置は認められておりま

す。別府の温泉などでは家族湯がある温泉も多

く、それもまた風物の一つとなっております。

また、兵庫県など、利用者の氏名の記載を条件

に条例改正を行った自治体もございます。しか

しながら、宮崎県では、条例の中で８歳以上の

男女混浴は禁止としています。同じく、昨年11

月19日付の朝日新聞によりますと、全国47都道

府県で公衆浴場 旅館ではなくて公衆浴場。―

ですから、宿泊施設を伴わないところなんです

が の家族ぶろが認められていないのは12都―

府県、そのうち兵庫県は認められるようになり

ましたので、残りは11県、九州では宮崎県のみ

ということのようでございます。旅館業法にお

ける旅館については、確かに現状も認められて

おりますが、昨今、さまざまな市町村にいわゆ

る立ち寄り温泉もふえてまいりました。本県で

も、それらの視点にかんがみ、家族湯が認めら

れますよう条例の改正を図るべきだと考えてお

りますが、福祉保健部長の見解をお伺いいたし

ます。

以上で壇上の質問は終わらせていただき、後

は自席に参ります。ありがとうございました。

（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

事業仕分け委員会についてでありますが、事

業仕分けについては、１日６時間にも及ぶ検討

会議を計18回実施していただき、198事業につい

て、「本来どうあるべきか」という視点と、現

実的な問題点等も考慮した「現実的な対応」と

いう２つの視点から、熱心な議論をしていただ

きました。去る11月13日に最終提言をいただい

たところでありますが、提言内容や仕分けの過

程でいただいた貴重な御意見、評価等につきま

しては、県民フォーラムや県民ブレーン座談

会、県民の声などと同様に、今後の予算編成や

事務事業の見直しの参考とさせていただきたい

と考えております。

続きまして、イラストについてであります

が、似顔絵は、私の一身専属の肖像権に基づく

ものであり、私の肖像権は私個人の財産であり

ます。これまで似顔絵は、県産品の販路拡大や

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、自由に使っていただいている状態でありま

すが、似顔絵がついているからといって、私や

県がその商品等を推奨したり品質を保証したも

のではありません。議員のそういった周知をホ

ームページに書いただけという御指摘がござい

ましたが、私はテレビ、メディア等に出演した

折に触れまして発信させていただいているとこ
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ろでございます。このような中で、産地偽装等

の事例がありましたが、これらは本来、企業と

してやってはならないことをやってしまった

り、企業としてやるべきことをやらなかったこ

とから生じた問題であり、仮に似顔絵を管理し

たとしても防げなかったのではないかと考えて

おります。しかしながら、似顔絵の使用が広

がっていく中で、さまざまな課題が出てきてお

りますので、似顔絵の使用のあり方について

は、現在、専門家や法律家の御意見も踏まえ、

検討しているところでございます。以上でござ

います。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えい○総務部長（渡辺義人君）

たします。

職員の休憩時間についてであります。休憩時

間につきましては、御質問にありましたよう

に、労働基準法で定める基準、すなわち勤務時

間が８時間までの場合には、少なくとも45分の

休憩時間を与えなければならないこととなって

いることなどから、現在の休憩時間45分を設定

しているところでございます。休憩時間を含む

勤務条件につきましては、地方公務員法により

まして、国等の職員との間に権衡を失しないよ

う考慮する必要がございますけれども、今年の

国の人事院の報告におきましては、国家公務員

の勤務時間が民間企業の勤務時間に比べ、１日

当たり15分程度長いことから、来年を目途に勤

務時間の見直しについて勧告が行われる見込み

となっております。御質問の休憩時間の延長や

選択制の導入につきましては、そういった国の

動向や行政サービスへの影響等を踏まえ、今後

検討してまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（宮本 尊君）

えいたします。

公衆浴場における混浴についてであります。

不特定多数の方が利用される公衆浴場における

混浴につきましては、公衆浴場法及び国の要領

に基づき、全国的に条例等で禁止されておりま

して、本県におきましても、条例で「介助を必

要とする場合等を除き、８歳以上の男女を混浴

させないこと」と規定しております。一方、ホ

テル・旅館などの旅館業におきまして、客室等

に付設されております露天ぶろ等につきまして

は、宿泊客などの特定される方が利用されます

ので、混浴等での利用も可能となっておりま

す。県といたしましては、今後とも、風紀上の

観点から、混浴可能な家族ぶろ等につきまして

は、利用者が特定される旅館業法に基づいて対

処していきたいと考えております。以上です。

〔降壇〕

〔登壇〕 答弁の○教育委員長（江藤利彦君）

機会を与えていただきまして、まことにありが

とうございます。

それでは、お答えいたします。

子供たちの県内への就職の必要性や認識につ

いてであります。職業選択の自由との兼ね合い

で、非常に難しいテーマだろうというふうに考

えます。そこでまず、教育とは、子供たちの持

つ無限の可能性を引き出すとともに、人類の

培ってきた文化を継承していく崇高な営みであ

ります。一方、地域の社会や産業を支える人材

を育成するという重要な役割があることも当然

でありますが、地域で活躍したいと願う子供た

ちの夢が十分にかなえられない現状もあります

ので、産業界との連携による県内求人拡大への

さらなる取り組みが必要であると存じておりま

す。私は、子供たちが世界のどこでどのような

仕事につこうとも、宮崎を愛し誇りに思えるこ

とは、人生の大きな支えになるものと考えてお
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ります。また、そのような子供を育てることが

宮崎の発展を支える人材の育成につながってい

くと信じております。このような思いで本県教

育の充実に邁進してまいります。

次に、県内就職への取り組みについてであり

ます。たしか本年の初めごろであったと思いま

すが、私は、母校の「ようこそ先輩」という職

業講座にお招きいただきました。そこで、私ご

とではありますが、農業の経験や、本物の火消

しである消防士から人の争い事の火消しである

弁護士になった経緯や人生観、それにふるさと

宮崎への思いなどについて話をさせていただき

ました。子供たちは真剣なまなざしで聞いてお

り、将来の宮崎を託す子供たちが確実に育って

いると感じたところでございます。このように

地域や企業の方々と交流したり、地域産業のす

ばらしさを知ることは、子供たちの職業選択の

ためにも大変意義深いことでありますので、県

教育委員会では、産業界などとも連携しなが

ら、職業体験やインターンシップなどを推進し

ているところであります。また、求人開拓等の

就職支援やキャリア教育等を積極的に推進して

おります。さらに、郷土の自然や文化、先ほど

議員の御質問にありましたが、「大地に絵を描

く」「心配するな工夫せよ」と県民を鼓舞され

ました岩切章太郎翁を初めとする先人など、ふ

るさとのよさを伝えることにより、幼いころか

ら宮崎への思いが自然に芽生えるような取り組

みも進めているところでございます。県内就職

の向上は、魅力ある地域づくりや産業振興な

ど、県全体の取り組みの成果でもありますの

で、さきに申し上げました取り組みを積極的に

推進しますとともに、知事部局はもとより、産

業界等との連携もさらに深めてまいりたいと存

じます。以上であります。〔降壇〕

御答弁ありがとうございまし○武井俊輔議員

た。

では、引き続きまして、自席から、まず事業

仕分け委員会について御質問いたします。この

件につきまして、総務部長にお伺いしてまいり

ます。この仕分け委員会ですが、4,300ある宮崎

県の事業の中から議論していったわけですが、

この4,300の中から200を執行部が抽出して、そ

の上で議論しているんですが、そもそもこの200

はだれがどのような基準で議論すると決めたの

か、御説明ください。

事業仕分け委員会○総務部長（渡辺義人君）

で検討の対象とした事業につきましては、県の

すべての事業の中から これは公共事業を除―

きますけれども 県単独事業など県の裁量の―

余地の大きな事業や多額の一般財源を要する事

業を中心に、担当部局と協議して決定したとこ

ろでございます。なお、義務的経費や施設の管

理運営経費といった県の裁量の余地が小さい事

業につきましては、１次検討として県内部で事

業の仕分けを実施いたしましたが、その検討状

況につきましては、事業仕分け委員会の各委員

にも配付いたしまして、それらの事業の中から

仕分け委員会のほうでも取り上げたいとの要望

・意見があれば対応できるようにいたしたとこ

ろであります。なお、このような措置をいたし

ましたけれども、結果として追加はございませ

んでした。以上であります。

確かに追加はなかったような○武井俊輔議員

んですが、ただ、これは全部県の事業なんです

けど、これを全部読んでみましたが、読み込む

のに本当に３日かかりました。ですから、これ

をちょっと見せて、その中であるかないかとい

うのは、これはどだい無理な話じゃないかなと

私は思います。そういう意味では、実際には財
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政課と担当課が選んだものがそのまま議論に

なっているということに、結果としてならざる

を得ないのかなと思っております。

その上で御質問です。今、裁量の余地という

ようなお話がありましたけれども、例えば、県

単予算と言われる県の裁量の大きいものでも、

ちょっと挙げてみますと、例えば広報紙「広報

みやざき」の作成経費というのは、このファイ

ルによりますと4,760万3,000円。ほかにも高額

なものはいっぱいありまして、宮崎県情報発信

マガジン「Jaja」発行事業2,529万5,000円、新

聞広報8,402万7,000円、テレビ・ラジオ放送事

業7,260万4,000円とか、非常に高額かつすべて

県予算のものもあるんですね。もちろんテレビ

とかラジオというのは当然必要ですよ。だか

ら、もちろん、別にやめろとか言っているわけ

ではないんです。ただ、こういったものはすべ

て現状だということで議論されていないんです

が、一方では、例えばえびの高原の清掃ボラン

ティア補助金39万3,000円といったものは議論の

対象になって改善すべきだとか、附帯意見とし

ては、アウトソーシングすべきだとか見直せと

か、いろんなことが出ているんです。財政課と

本課で話し合ったんですが、では、そもそもな

ぜこういった県の裁量もあって高額でかつ非常

に重複するようなものが、議論の俎上にのらな

かったのかということについて、御見解を伺い

たいと思います。

先ほど私は、県の○総務部長（渡辺義人君）

裁量の余地の大きな事業とか多額の一般財源を

要するような事業を中心にということで申し上

げましたけれども、今、議員から御紹介のあっ

た事業につきましては、余り私どもとしては、

県としての裁量の余地はそれほど大きくない、

いわば広報経費とかいったものは、県のプロパ

ー事業として、当然、外部委託等は活用します

けれども、そういった中で粛々と進めていかな

ければならないという視点で担当部局と協議の

上で、そういった整理をさせていただいたとい

うことでございます。

大変苦しい答弁じゃないかな○武井俊輔議員

と思います。というのは、例えば県庁の写真広

報、あれで300万ぐらいですか。ああいったもの

とかも本当に必要性とか、いろいろ見直してい

くものはあると思うんです。だから、同じ時間

をかけるのであれば、こんな何千万のものを、

例えば金額で一定額で切ってあるとかならばわ

かるんですけれども、非常にその辺の基準が不

明確だなというのは感じております。

引き続いて、産業開発青年隊の問題につい

て、それを踏まえてお伺いします。青年隊存続

問題の経緯については、報道でも出ております

ので、改めてここでは申し上げませんが、この

青年隊は、この委員会の中で不要とされた２つ

のうちの１つでございます。ところが、これは

県土整備部の９月の委員会で配られた資料です

が、ここを見ますと、平成18年度に庁内で検討

委員会を設置して、いろいろ縮小など考えた

が、非常に存続は厳しいという結論が出たと書

いてあるんです。つまり、県として、執行部と

して議論して、もうやめようというような方向

が出ていたんですけれども、あえてこういうも

のをわざわざここで取り上げた必要というの

は、どういう意味があったのでしょうか。全

部、総務部長にお願いします。

総務部長ですか。○坂口博美議長

仕分け委員会ですので、総務○武井俊輔議員

部長にと思ったんですが、いかがでしょうか。

県土整備部長がお答えになれば、どちらでも結

構です。
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ただいまの産○県土整備部長（野口宏一君）

業開発青年隊の件でございますけれども、議員

からお話がございましたように、県庁内部で18

年度に、これからの存続等につきまして検討し

たというような経緯がございまして、その中で

は存続についていろいろな方法を検討させてい

ただいたと。最終結論ではなくて、その中の一

つ、選択肢として幾つかのものを挙げさせてい

ただいているというような状況で、そのときま

での答えを出させていただいているということ

でございます。

では、続いて青年隊ですの○武井俊輔議員

で、県土整備部長に続けてお伺いします。結

局、この事業が200のうちの２つを廃止するとい

うふうに決めたものになった。もっと言ってし

まえば、4,300のうちの２つということになるん

ですが、これを見ますと、本来、現実的な対応

とはどうあるべきかとか、いろんなことが書い

てあるんですが、この青年隊についてのみ、６

人の委員のうち５人が要らないと、現実的にも

要らないと、１人が民間にすべきだと、ほかの

ものに比べて、非常に突出してこれだけがそう

いう数字が出ているんですね。その上で、この

青年隊の これは９月の県土整備部から出さ―

れた委員会資料なんですけれども、これを見ま

すと、ここに３番ということで事業仕分け委員

会の意見というのがありまして、平成19年９月

５日の事業仕分け委員会において、「役割は終

わった」「費用対効果は低い」などの意見が出

され、６人中５人から「青年隊に係る事業は必

要ない」という評価を受けたというようなこと

が書いてあるんです。結局、18年には庁内で要

らないんじゃないかという結論を出していて、

ある意味では理由づけみたいなものなんですよ

ね、こういう形で出しているというのは。です

から、あくまでも仕分け委員の皆さんというの

は民間の方ですよね。民間の方が民間の視点で

議論するということで、にもかかわらず、いざ

やめるとなったときに、こういった形で出すと

いうのは、民間人というか仕分け委員会に責任

を転嫁しているような説明ではないかと、大変

問題があると思うんですが、いかがでしょう

か。県土整備部長にお願いします。

先ほどお話し○県土整備部長（野口宏一君）

いたしましたように、18年度の検討におきまし

ては最終結論というところまでは至っておりま

せんので、途中で選択肢としてこういうものが

あるということを挙げさせていただいたもので

ございます。

これは突っ込んでいってもな○武井俊輔議員

かなかしようがないと思いますので、この件に

ついて知事にお伺いしたいと思います。確認し

ますが、これから県がいろいろやめるとか、予

算もないわけですから、やめるとか閉めると

か、いろんなものを削減するということがいっ

ぱい出てくると思うんですね。そうしたときに

「仕分け委員会が言ったから」といった説明を

議会とか県民の皆さんにするというのは、大変

よくないと思いますので、ぜひやめていただき

たい、今後はないようにしていただきたい。あ

くまでもこの委員の意見というのは、知事なり

執行部が参考にし、そしゃくして、最終的にど

うするか、どう議会に言うか、どう県民に言う

かというのは、県が自分たちの判断で行うべき

でありますし、こういうのは一歩間違いますと

民間人に責任をおっかぶせることにもなりかね

ないと思いますので、今後はこういった説明な

り対応はしないということをぜひお約束いただ

ければと思うんですが、いかがでしょうか。

罪をおっかぶせると○知事（東国原英夫君）
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いう意識は毛頭ございません。責任をおっかぶ

せるとか、そういう考えは毛頭ございません。

この事業仕分け委員会というのは、これまで官

がやってきたその事業について、一つ一つ民間

の視点を入れようじゃないかというのが原点で

ございます。その提言は、今後、予算編成や県

政運営を行っていく上で、あくまでも参考にさ

せていただくという立場でございます。最終的

には県として意思決定をして、予算案等につい

ては、当然ながら議会の議決で決定するもので

ございます。県民の皆様からの御意見や御提言

については、これまでも県民フォーラムや県民

ブレーン座談会、県民の声などの機会を通じて

伺ってきております。さまざまな角度からの御

意見に耳を傾けるということは、県政運営を

やっていく上で重要かと考えております。御指

摘の議員の意見は、今後、検討させていただき

たいと思います。

お答えに、ちょっと不満なと○武井俊輔議員

ころもあるんですが、結局、県土整備部からこ

ういう形でのプレゼンがありました。そうする

と、当然委員会では、ではこれはだれが議論し

たのかとか、どれぐらい議論したのかとか、我

々は初めて聞いて、これだけ大きな形で取り上

げられれば、そういうふうに感じるわけですか

ら、こういうことは非常に問題があるというこ

とを重ねて申し上げておきたいと思います。

続きまして、この仕分け委員会については最

後でございますが、この仕分け委員会がなぜ議

案として提案されなかったのかということにつ

いて、これは議案ですから総務部長にお伺いし

たいと思います。

この事業仕分け委○総務部長（渡辺義人君）

員会、議案ということは予算であろうと思いま

すけれども、予算は確かに当初予算等には計上

いたしておりませんので、財政課が所管してお

ります一般管理費の中で措置いたしたものでご

ざいます。この事業仕分け委員会を公式に実施

するということを決めましたのは、本年の３月

に財政改革推進計画、第２期の分でありますけ

れども、これを策定したときに、その中で県と

して公式に明記したものでありますので、当該

段階においては当初予算の編成は既に終えてお

りました。ただ、経費としては、内容的にはこ

れまで事務事業の見直し等も行ってきておりま

すので、そういった既定経費で十分対応できる

ということで判断したところでございます。

当然、補正で出すということ○武井俊輔議員

もできたわけですよね。私、財政課から資料を

取り寄せてみたんですが、それを見てみます

と、委員の日当が１日２万円、全委員総計で315

万円払っているんです。旅費はもちろん別です

よ。これを財政課の調整費でというのは、非常

に問題があると思うんですね。謝礼金として300

万以上払う審議会なんて県内にそうないです

よ。先ほど、えびの高原のボランティアという

のを取り上げましたけど、それから考えると７

～８倍ありますよね、300万というと。知事の諮

問委員会とはいえ、これは別に知事のお金で

やっているわけじゃなくて県費でやっているわ

けですから、こういったものはちゃんと事業概

要がこうで経費がこうでと、必要ならば補正す

るということもできたと思うんですが、何で補

正で上げられなかったのかというのをもう一度

お伺いしてよろしいですか。

先ほどお答えいた○総務部長（渡辺義人君）

しましたとおりでありますけれども、ただいま

の議員の御意見については、御指摘として受け

とめておきたいと思います。

こういった形で非常に内容は○武井俊輔議員
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よく議論されていたことは、私もこういった委

員会に民間人であったときに何度も入っていま

したから、よくわかっております。ただ、こう

いったあり方をきっちりしていかないと、せっ

かくのものも台なしになってしまいますので、

ぜひ今後は、今の問題点を踏まえてよろしくお

願いしたいと思います。

時間も大分超過してしまいましたので、次に

進みます。イラストの問題を質問させていただ

きます。ちょっと済みません、話がずれてしま

うんですが、きのう知事の紅白の審査員の出演

というのが一部に報道されていたんですが、出

演の御予定というのはいかがなんでしょうか。

そういったオファー○知事（東国原英夫君）

は、今のところ一切私のところには来ておりま

せん。

ありがとうございます。とは○武井俊輔議員

いえ、こういうふうに話題になるぐらいですの

で、流行語大賞ということも含め、まさにこの

１年を象徴するようなことでございまして、こ

とし１年は、まさに知事に始まって知事に終わ

るのかなというような感じもいたします。た

だ、このイラスト問題、まさにそんなときだか

らこそ、私はしっかりと対応するべきだと思っ

ております。まず、個人的に検討されていると

いうことが先ほど答弁でもありましたが、大体

いつぐらいまでに結論を出して、いつぐらいか

らどういう対応をしたいというふうにお考えで

しょうか。

今のところ、できる○知事（東国原英夫君）

だけスピード感を持ってと思っております。専

門家あるいは法律家等と意見交換をしておりま

すが、これは非常に複雑で多岐にわたる問題を

含んでおりますので、具体的な期日というのは

明言できませんけど、年内はちょっと無理かな

という感じはしております。

検討されているのはわかりま○武井俊輔議員

した。しかしながら、事態は非常に深刻なんで

すね。配付資料をごらんください。これは知事

のイラストの数々でございます。右側は私が６

月に取り上げたものですが、一番左のものは、

いわゆる出会い系サイトの広告でございます。

風俗店の広告なんですが、本来ならば、これ全

体を配ろうかと思ったんですけれども、およそ

口に出せないような表現もありましたので、あ

えてこの部分だけ抜き出したんですが、にやけ

た感じで知事が描いてあるんですが、多分、知

事は把握されていらっしゃらなかったと思いま

すが、これを見てどのようにお感じになります

か。

風俗店の宣伝に私の○知事（東国原英夫君）

イラストが使われているというのは、非常に因

縁めいたものを感じます。（笑声）

ですから、そういった過去の○武井俊輔議員

イメージまで含めて使われてしまうんですね。

いいですか、これはちょっと厳しく申し上げな

いといけないんですが、知事の顔は宮崎県の顔

ですから、この顔が風俗店の広告に使われてい

るというのは、宮崎県民 私、議員というよ―

り一県民として耐えられません。私たちは東国

原英夫さんに質問しているんじゃなくて、宮崎

県知事に御質問しているんです。もうちょっと

しっかり答えていただけませんか。

私は県知事としてお○知事（東国原英夫君）

答えしております。

わかりました。しかし、これ○武井俊輔議員

は因縁だとかおっしゃいますけれども、知事が

そうやって自主性に任せて、県がこの方針を貫

いてきた、その結果がこういうイラストを生ん

でしまったんです。これはつまり、起こるべく
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して起こった、しようがないというような理解

でよろしいということですね。

こういうことに関し○知事（東国原英夫君）

ましては、先ほどと重複しますけれども、食べ

物あるいは道具あるいはそのデバイス、そう

いったものに関して、品質管理、県のイメージ

をおとしめることなくということは、業者さん

にお願いを、再三、注意喚起をしているわけで

ございます。

風俗店の広告にどういう品質○武井俊輔議員

があるのか、さっぱりわかりませんけれども、

そういうことなんですね。非常に何かお答えの

しようもないところなんですが、何度も申し上

げますが、これは県として管理する機関を設置

するべきなんですよ。委員会で議論しても、こ

れは知事の似顔絵ですから秘書広報課、これは

物品ですから商工観光労働部、農産品ですから

農政と大変残念な対応で、正直言って話になり

ません。先日、私たち特別委員会で島根に行っ

てきたんですが、島根県では県産品の活用のた

めに、しまねブランド推進課というものを、島

根県の農林水産部、商工労働部、共管の組織と

してつくっています。こういった縦割りという

か、非常にいろんな部がこれはこうで、これは

こうでと言いますから、こういった知事の似顔

絵、ブランドにしっかり対応する組織を、部を

超えたところでつくるべきじゃないかと私は思

うんですが、知事、いかがでしょうか。

先ほどから再三申し○知事（東国原英夫君）

上げますとおり、専門家の意見も踏まえなが

ら、どういった取り扱いができるか、例えば全

部中止するのか、一部中止するのか、あるいは

存続する、維持するのかといったことを、いろ

んな視点に立って今検討中でございます。例え

ば、この不適切なと議員がおっしゃった広告で

すけれども、こういったものを県が管理して、

全国あるいは世界に広がったときに、どうやっ

てどこまで管理できるのか、私は疑問ですね。

知事は一身専属の肖像権とい○武井俊輔議員

うことをおっしゃって、結局それを行使しない

という形で、最初はずっと県産品の向上とか、

そういうことをおっしゃっていましたよね。確

かに、知事のイラストがつくことで宮崎県のも

のが売れるのであれば、宮崎県の工業とか商業

の方が元気になるのであればいいですよ、わか

りますよ、それが全国に、世界に行っても。で

も、これは県外のこういったものにまで使われ

てしまう。ほうっておくということがいかに危

険かということを、改めて執行部の皆様全員に

御認識いただきたいと思います。

その上で、まだ続けてこの問題をやります

が、今おっしゃったような問題もありますか

ら、時間がかかると思うんですが、私はすぐや

るべきことがあると思うんですね。今回の地鶏

の誤表示の問題でもそうなんですが、結局は県

外のお客さんは、幾らホームページでうたおう

が知事がおっしゃろうが、知事の似顔絵がつい

ていれば宮崎県が推奨しているものだと思うわ

けですね。そうであれば、例えばたばこの広告

のように宮崎県非公認とか、そういうことを業

者にちゃんと書かせるといったことを 業者―

の中でもイラストを扱っている大手は５社ぐら

いということですから 業者に対して要請し―

ていくとか、そういうお考えはありませんか。

県が管理することが○知事（東国原英夫君）

できないのであれば、県が公認しているもので

はないと表示しろということは、よく考える

と、県が管理することができないのであれば、

県が公認しているものではないと明示させろ

と、これは同じ管理ですよね。県が公認してい
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るものではないというのを明示させろという、

これはある意味強制ですから管理が伴う、同じ

管理でございますよね。例えば、公認している

ものではないというものがどれぐらいの字の大

きさなのか、目に見える大きさなのか、小さく

書いてもいいのかとか、そういったものも含め

て、どういった管理をしなきゃいけないのか。

非常に膨大なエネルギーと手間暇がかかるよう

に予想されます。ただ、私は再三申し上げます

とおり、業者さんには、品質管理あるいは不良

商品を出さないようにという注意喚起を、あら

ゆるところで行っているところでございます。

質問にお答えいただいていな○武井俊輔議員

いように思うんです。つまり、知事はイラスト

に対して一身専属の肖像権をお持ちなんです

ね。一身専属の肖像権をお持ちでしたら、一身

専属の肖像権を持つ東国原英夫氏が宮崎県知事

である、ついては、私のイラストがついている

と宮崎県の産品と誤解されるおそれがあるの

で、それはそうでないということを表示してほ

しいということを言うのは、何ら不自然なこと

ではないですし、大きさとかそういうことは別

に後で考えればいいことで、決してそれ自体の

管理を今宮崎県がしているものはないからでき

ないということにはならないのではないかと思

いますが、いかがでしょうか。

県が公認しているも○知事（東国原英夫君）

のではないということを表示してくださいとい

うお願いはできますよ。それを管理はできない

と申し上げております。

では、それをお願いする意思○武井俊輔議員

はございますか。

検討させていただき○知事（東国原英夫君）

ます。

ぜひよろしくお願いします。○武井俊輔議員

引き続いてでございますが、例えば車のロー

ンのＣＭで、御存じかわかりませんが、知事が

車に乗ってきて、イラストが動画になってしゃ

べるものとかあるんですね。あと、例えばイラ

ストから吹き出しがあって、これは紙でもコメ

ントが出るようなものとかあるんですが、特に

こういうものは内容を推奨していると誤認させ

る度合いが非常に強いと思うんです。こういっ

たものもあわせて一定の規制を行うべきではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。

その動画について○知事（東国原英夫君）

は、私は把握しておりませんものですから、ど

ういった程度のものかという現状を把握してい

ないので、コメントできないと思います。

わかりました。この問題もま○武井俊輔議員

だいろいろあるんですが、また今後、委員会等

でも進めていきたいと思います。イラスト関係

は以上で終わります。

時間がありますので次に移ります。県立看護

大学の問題についてでございます。県立看護大

学が非常に質の高い教育を行っていらっしゃる

ことは、先日伺って薄井学長にナイチンゲール

看護のお話などもお聞きしまして、よく理解い

たしました。しかしながら、この看護大学でご

ざいますが、今議会でも黒木覚市議員、鳥飼謙

二議員が取り上げておられますが、卒業生に占

める県内就職者の少なさが非常に懸念されま

す。昨年度で言いますと、96名の卒業者のうち

県外が55人、県内が35人、県内就職率37％でご

ざいます。また、県内でも、鳥飼議員のきのう

のお話にもありましたが、非常に看護師が不足

しているという中でございます。19年度の入学

者の割合でいきますと、県内からの入学者が102

人中66人、率にして64.7％、つまり率がほぼ逆

転しているわけです。ということは、県内の学
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生の多くが県外に流出しているということを示

しているわけでございますから、非常にその問

題は根が深いのではないかと思います。これは

民間ではなくて県立の看護大学でございますか

ら、県立の看護大学である以上は、県内就職率

を高める対策が必要であると考えております

が、福祉保健部長の見解をお伺いしたいと思い

ます。

県立看護大学○福祉保健部長（宮本 尊君）

は、開学から10年経過いたしまして、その間に

７期の卒業生を出しております。この卒業生の

県内・県外への就職の割合は、昨年度は御指摘

のとおり38％台でありましたけれども、おおむ

ね５対５で推移しております。入学生も同じよ

うな県内・県外の比率でございます。県におき

ましては、これまで入学生の県内出身枠 18―

名でございますが を設けるとともに、県内―

出身者に対する入学金の減額を実施するなど、

主に県内出身の入学生をふやすことを通じまし

て、県内就職の促進に努めてきたところであり

ます。県といたしましては、御指摘のとおり、

県内就職の促進は大変重要であると認識してお

りますので、卒業生の就職先であります県内の

医療機関を初め関係機関の御協力もいただきな

がら、今後、入試における県内出身枠の拡大な

ど、多様な視点から創意工夫に努めてまいりた

いと考えております。

続いて、この問題、知事に１○武井俊輔議員

点お伺いしたいと思います。例えば、昨年の卒

業後の就職先の資料をもらってきたんですけれ

ども、昨日から植木局長のいろんなお話も聞き

ましたが、昨年は県病院が７人、それに対して

東京の慈恵医大だけで12人行っているんです。

こういった状況が改善されなければ、県立とし

てこの大学を運営していくということに対する

意義は大きく問われてくると思うんですが、知

事は、今の一連の答弁を聞かれて、どのような

問題認識をお持ちかお聞かせください。

まず、県といたしま○知事（東国原英夫君）

しては、ナースバンク事業の中で、本県での就

職を希望する県外で就職している看護師に対し

て、県内の求人情報などを提供するなどの取り

組みは行っております。看護大学として、県外

で働く同大既卒者への県内就職の働きかけにつ

いては、優秀な看護職者確保のための方策の一

つとして、今後、研究していく所存でございま

すが、県内から県外に就職されるということ

は、県内では、それだけの魅力ある医療施設、

充実した医療施設が、都市部よりは少し劣るの

が現実なのかなという把握はしております。

それは宮崎県の医療機関に魅○武井俊輔議員

力がないということなのかというふうにも聞こ

えてしまうんですが、とはいえ、これはつくる

ときに100億円以上かかっているわけですよね。

この看護大、120億だったと思うんですけど、

今、交付税措置もありますけれども、莫大なお

金をかけて、県として運営しているわけですか

ら、職業選択の自由があるとはいえ、ちょっと

他人事のように感じます。ぜひこれは、もっと

ちゃんと具体的に計画等も含めて考えていただ

いて、これが看護大学として県民に愛される大

学になるように希望したいと思います。

続きまして、今、県内の話を、先ほどの教育

委員長のお話も含めてしましたが、今度は県外

に出た学生のフォローアップについて、これは

総合政策本部長にお伺いしたいと思います。宮

崎県は県外に、東京、大阪、福岡に出先の事務

所を持っております。それぞれ情報取得、企業

誘致などの役割を担っておりまして、私も東京

事務所には、東京に行くたびにお伺いさせてい
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ただくようにしております。しかし、私も宮崎

の高校を出て東京の大学に行ったんですが、そ

の存在感はほとんどないと思います。事実、私

も東京の大学に行きましたが、この宮崎県東京

事務所というのは存在すら知りませんでした。

そこで、これから宮崎に戻ってきてもらうと

いうことも考えますと、この県外事務所がもう

ちょっと情報発信機能みたいなものを担えない

かと考えております。例えば、今は事務所とい

う感じなんですけれども、もっと気軽に訪問し

てもらえるような雰囲気づくりをするとか、そ

ういうちょっとしたスペースをつくるとか、そ

ういうこともあるでしょうし、あとは例えば定

期的なメールマガジンの発行とか、宮崎県出身

者や宮崎県の経営者が見えたときに講演会をす

るとか懇親会をするとか、そういった形で学生

にもっと関心を持ち続けてもらう対応をするこ

とによって、宮崎へのＵターンに関心を持続さ

せていくことができるのではないかと考えてお

ります。私は、海外、シンガポールに住んでい

たことがあるんですが、大使館が当然ありまし

て、大使館から定期的なメールマガジンがいろ

いろ送ってくるんです。そういうものは、遠く

母国を離れた人間には大変貴重なものでござい

ました。県外事務所が、もっと学生にそういっ

た機能を担えるような存在になるべきではない

かと思いますが、御見解をお伺いします。

県外事務所○総合政策本部長（村社秀継君）

についてのお尋ねでございますけれども、県外

事務所におきましては、御案内のとおり、観光

・コンベンションのＰＲですとか県産品の販路

拡大、企業誘致、あるいは本県への就職・移住

などの相談、こういった業務を通して、さまざ

まな情報発信・提供を行っているところでござ

います。東国原知事の就任に伴いまして、全国

的に本県の注目度は飛躍的に高まっており、県

外事務所への問い合わせ、あるいは相談等も増

加いたしております。しかし、一方では、先ほ

どありましたように、本県出身の学生等を含

め、事務所の存在を知らない方も多数おられる

ものと思っているところでございます。したが

いまして、いろいろな機会を通じて事務所の周

知を図りますとともに、先ほど言われましたよ

うに、若者が気軽に利用できるような事務所の

あり方についても工夫してまいりたいと考えて

おるところでございます。

ぜひよろしくお願いしたいと○武井俊輔議員

思います。このようにいろいろ、先ほどから教

育委員長、福祉保健部長含めて御答弁いただき

ましたが、県内の学校で、そして県外に出てか

ら、それぞれが、それぞれの立場でアプローチ

していくこと、これが非常に効果的だと思いま

す。何だかんだいっても、人口が減っていくと

いうのは、何ら明るい将来の展望はないわけで

すから、こういう形で、少しでも県外に出た

人、優秀な方が戻ってくるような仕組みづくり

を、部を超えて連携して取り組んでいただきた

いと思います。

最後でございます。あと１分も時間がないん

ですけれども、昼休みの待遇改善でございます

が、これは確かに、国との調整というのもなか

なか難しいということはよくわかります。た

だ、今、待遇改善といっても、給料を上げると

いうのもなかなか難しい現状でございます。こ

ういった形で、できることから知恵と工夫で能

率を上げていくと。こういうことは県民サービ

スにもつながってきますので、重要なことだと

思うんですが、どうでしょうか。部長自身は、

個人的にはお昼休みが１時間あったほうがいい

んじゃないかなとお思いになりませんか。
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武井議員から、職○総務部長（渡辺義人君）

員の声について、実態のいろんな生の声のお話

がございましたけれども、確かに従前、60分間

の休憩時間ということで、ゆったりお昼休み時

間はとれていましたので、その間にスポーツと

か、外出して食事をしたりとか、そういった時

間等も十分とれたわけですけれども、いかんせ

ん国のほうで45分という指導等もございまし

て、それとの権衡上、45分ということにせざる

を得なかったわけであります。私自身は45分間

でも十分でありますけれども、今後、先ほどお

答えいたしましたように、人事院の報告等もな

されておるところでありますので、それらの状

況等を十分踏まえながら検討してまいりたい、

このように考えております。

ありがとうございます。やは○武井俊輔議員

り、そういったところで県の職員の皆さんが元

気を出して働いていただく、また、この県とい

う職場がいつまでも学生の皆さんに人気のある

職場であるというのも、大変活性化のためにも

大事ですので、ぜひよろしくお願いしたいと思

います。

きょうは、なかなか厳しい質問もさせていた

だきましたが、知事人気の中で見えなくなって

いるもの、後回しになっているものがないか、

執行部の皆様にはまた改めて見詰め直していた

だきまして、それぞれの部署で答えをいただき

ますようお願いを申し上げまして、質問を終わ

らせていただきます。本日はまことにありがと

うございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○坂口博美議長

した。

あすは午前10時開会、本日に引き続いて一般

質問であります。

本日はこれにて散会いたします。

午後２時42分散会


