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◎ 一般質問

○中村幸一副議長 ただいまの出席議員41名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、14番髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 昨日の質問

で、知事は、暮れのＮＨＫ紅白歌合戦の出場を

否定されましたが、あるスポーツ新聞の報道に

よりますと、審査員として出場が内定されてい

るということを伺っております。もし実現すれ

ば、政治家としては50年ぶり―田中角栄元首

相が郵政大臣のころだったそうですが―だそ

うです。実現すれば、新語・流行語大賞とあわ

せてお喜びを申し上げたいと思います。

その新語・流行語大賞に同じようにノミネー

トされました、御存じでしょうか、「そんなの

関係ねえ」の小島よしおさん、後方にお座りの

先輩方、おわかりでしょうか。海パン一枚でテ

レビに出ていらっしゃる方であります。（「早

稲田出やね」と呼ぶ者あり）そうです、早稲田

を出られて国語の先生になる予定が、どうして

もお笑い芸人になりたいということで、今の世

界がある方でございます。沖縄出身の方で、そ

の方が、「そんなの関係ねえ」の一通りの芸を

された最後に、「オッパッピー」という、私

は、わけのわからない言葉というふうに受けと

めていましたら、これ、実は意味があったんで

すね。「オ」は「オーシャン」、「パ」は「パ

シフィック」、「ピ」は「ピース」、「オーシ

ャン・パシフィック・ピース」の略で、つま

り、沖縄の海を平和にしたい、こういう願いが

込められている言葉だそうです。芸能界にはさ

まざまな分野がありまして、この小島よしおさ

んとか、知事も含めてお笑いの分野もあります

が、いろんな演技の中の一言一言に、信念とま

では言いませんが、大事な意味が含まれている

と思ったところであります。知事も、「すべて

の大人は、すべての子どもの教師たれ」という

すばらしい言葉を発せられております。人権週

間は10日まででした。知事の発言にさまざまな

賛否や御批判もあろうかと思いますが、思いや

りの心を持って人と接すること、言葉を発する

ことが大事なことだと、改めて感じました。

早速でありますが、質問に入っていきます。

12月に入りまして、街の繁華街ではイルミネ

ーションの光が華やかさを演出しています。し

かし一方で、異常とも言える燃油高騰があらゆ

る産業へ悪影響を及ぼしています。特に、本県

産業経済を支えてきました農林水産業の不振、

さらに公共事業の急激な落ち込みによる基幹産

業である建設業の衰退で街が活気を失っており

ます。支え合う社会が崩壊している今日、結果

として深刻な格差社会を生んでいると思いま

す。格差には、所得格差を初め、教育格差、医

療格差、情報通信格差、交通格差、文化の格

差、安心・安全の格差などがあります。これら

のすべてを都市と地方の格差でくくれるのでは

ないかと考えます。競争を否定するわけではあ

りません。節度ある、人格ある競争、結果の格

差であれば妥協も必要だと思います。人の尊厳

までをも奪う命の格差など、異常なまでの今日

の格差を憂うものであります。深刻な格差社会

についての知事の所見を伺います。

後は質問者席で行います。ありがとうござい

ました。（拍手）〔降壇〕
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○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

格差社会についてであります。現在、日本経

済は全体として回復基調にあると言われており

ますが、大都市と地方の間、あるいは企業の規

模等によって、その回復にはばらつきが見られ

るところであります。また、フリーターなどの

非正規雇用者やニートやワーキングプアの増加

も指摘されているところであり、こうした状況

が長期化すると、いわゆる経済的格差が固定・

拡大する懸念があります。けさの新聞にも載っ

ておりましたが、県民所得などは都市部との格

差が拡大しております。このような状況を見ま

すと、農林水産業や商工業など、本県経済を活

性化させ、働く場を確保することはもとより、

本県が自立的に発展していくためには、地域や

企業、個人がそれぞれの能力を最大限に発揮

し、さまざまな分野でオンリーワンを目指して

いくことが重要ではないかと考えております。

また同時に、環境や医療・福祉、防犯や防災な

ど、安全で安心な暮らしの確保にかかわる問題

については、引き続きその基盤整備に努めると

ともに、地域や個人がともに助け合い、協力し

合うことが大変重要でありますので、今後と

も、県民総力戦によるさまざまな取り組みを通

じて、社会のきずなをより深めていかなければ

ならないと考えております。以上です。〔降

壇〕

○髙橋 透議員 11月27日の総括質疑で、我が

会派の満行議員が、知事と島田紳助さんの対談

をまとめられた本を紹介しましたが、きょうも

持ってきました。「ニッポンを繁盛させる方

法」という本であります。表紙を開きました

ら、宮崎県知事東国原英夫、2007年11月27日、

サインがしてあるんですよ。実はこの本、私の

本なんです。私が書店で買ったんですが、満行

様と書いてあるんですけれども、これは髙橋様

の間違いじゃないかと思うんです。御存じな

かったからしようがないんですが……。先ほど

壇上で言葉の大切さを申し上げました。この本

に知事としての発言の重みをちゃんと言われて

いる項があるんですね。ちょっと紹介してみた

いと思います。118ページから119ページなんで

すが、前は省略します。「私が「右向け」と

言ったら、右を向いてしまう状況が、少なから

ずある。90％以上の支持してくださっている方

の声としては、「テレビに出演して宣伝してく

ださい」という期待感が一番大きいと思いま

す。それによって恩恵を受ける方々がたくさん

いますから。ＰＲによって生産量が増えて、周

辺産業が栄える。でもそうじゃない人たち、恩

恵を被れない人たちも実際いらっしゃるんです

よね。だから一歩間違えると、僕らはポピュリ

ズム、大衆迎合主義になってしまう。その危険

は常に意識しておかなければならない」。徴兵

制度で、我が党は厳しく知事に抗議をしました

が、知事は深く反省されていると信じたいと思

います。

次に移りたいと思います。格差の問題で、教

育格差について、知事にもう一度お伺いしたい

と思います。所得の格差で子供の将来が決まっ

てしまうと言う方もいらっしゃいます。子供を

取り巻く環境は、現在どうなっているんでしょ

うか。私も以前の質問で指摘しましたが、普通

科高校通学区域の撤廃あるいは中高一貫教育も

今進められて、宮崎市にも新しくつくられまし

た。あるいは高校再編の問題など、地域で伸び

伸びと学べる環境が後退しているような気がし

てなりません。財政問題を理由に、教育の効率

化とか学力向上が優先されて、いかにして、だ
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れもが地域で学べる環境をつくるかという議論

は置き去りにされているような気がしてなりま

せん。個々の子供の能力の差は認めたとして

も、子供の成長にかかる格差、環境の格差、社

会的格差は、行政が埋めるべきだというふうに

私は思うんです。知事の所見を伺いたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 子供たちを取り巻く

環境が大きく変化している中で、あすの宮崎や

日本を支える子供たちをはぐくむためには、よ

りよい教育環境と、より質の高い教育を提供す

ることが、何よりも大切であると考えておりま

す。このため、県教育委員会におきましては、

各地域のニーズ等に適切に配慮しながら、一貫

教育や高等学校再編整備計画の推進、また、学

校力・教師力や家庭・地域の教育力の向上な

ど、子供たちの人間力を育成する県民全体によ

る教育県みやざきの実現に、全力で取り組んで

いると認識しております。人づくりは、これか

らの県づくりの基本でありますので、今後と

も、郷土を愛し、郷土に誇りを持ち、郷土を支

える、知・徳・体の調和のとれた宮崎人を郷土

の宝として、社会全体ではぐくんでまいりたい

と考えております。

○髙橋 透議員 学校には非効率な面もたくさ

んあるのが現実なんですよ。だから、小規模校

ほど子供１人当たりの税投入というのは多くな

るんですね。私もたまたま、小規模校で極端に

子供の少ない学校区に住んでいるものですか

ら、肌で感じるわけですが……。それぞれ大規

模校もメリット、デメリットあると思います。

例えば修学旅行の問題。保護者負担を紹介しま

すけれども、小規模校ほど実は不利なんです

ね。数が少ないと１人当たりの単価が高くなる

んです。これは当たり前なんです。ですから、

小規模の学校は、２校合同で中型バスで行くと

か工夫されています。それでもまだ満席になら

ないんですね。人数が少ないと団体割引もきき

ません。遠足なんかもやりくりに非常に苦労さ

れているというふうに聞きますが、県内の実態

を教育委員会で把握されていれば、教育長、お

聞かせください。

○教育長（高山耕吉君） 修学旅行につきまし

ては、小規模校では、修学旅行の保護者負担の

軽減を図るために、例えば近隣の学校が合同で

実施したり、５・６年生をまとめて実施するな

どの工夫を行っております。こういったさまざ

まな工夫につきましては、これからも県内の各

学校に紹介して、こういった方法があるという

ことを周知していきたいというふうに考えてお

ります。

○髙橋 透議員 複数校で修学旅行を計画でき

ない学校もあって―例えば、私の母校で、

今、私の子供も通学していますが―そういう

ところは２年生、３年生で行くんです。だから

修学旅行は隔年になるんです。そして、私の子

供も通学しています酒谷小学校は、吉野方小学

校と行っているんですが、来年から吉野方小学

校は飫肥小学校と行く。ちょっと大きい学校で

すけれども。ですから、単価も上がりますね。

中学校区も飫肥中ですから、当然の結果じゃな

いかなと思うんです。となると、連携していけ

る学校がなければ、またここの学校も５・６年

生で行く。それでも14人なんですよ。そういう

現実があって、非常に苦労されているというふ

うに思います。今、いろいろと周知していきた

いという教育長の答弁もありましたから、大連

立ならずとも、学校間の小連立、ぜひ効果的な

教育をお願いしたいと思うんです。

そして、あともう一点訴えますが、小規模校
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ほどいろいろ苦労があることを申し上げます。

いろいろ保護者の参加がありますが、特徴的な

のは運動会とか奉仕作業があります。大規模校

も小規模校も、運動場の広さ、あるいは体育館

の大きさとか、余り変わらないんですね。プー

ルの大きさだって。でも、やることは同じなん

です。ですから、準備とか掃除は、保護者、児

童生徒、教職員、それこそ総力戦でやらないと

終わらないんです。ですから、きょうは、学校

というところは十把一からげに整理できない面

がたくさんあるということを、都市部の方々に

特にわかっていただきたいという思いで申し上

げたところであります。

次に移りたいと思います。燃油高騰対策につ

いて関係部長にお尋ねします。

先ほども壇上で申し上げましたが、異常なほ

どの燃油高騰であります。とりわけ、暖房コス

トが増加し続けている施設園芸農家の経営は深

刻なんです。働けば働くほど収入が減っていく

というのが、農家の現状だというふうに伺って

おります。水産業も同様であります。農林水産

業を初め、県民生活に与える影響ははかり知れ

ないものがあると思いますが、運輸業を含めた

燃油高騰の影響とその対策について、関係部長

にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 燃油高騰

に関することでありますけれども、全日本ト

ラック協会の調査によりますと、運送事業者が

使用します軽油の価格は、最も安価なタンクロ

ーリー買いで、10月が１リットル当たり98.1円

と、平成16年３月に比べ、約1.5倍となっており

ます。また、県が11月に宮崎県トラック協会の

会員に対して行った緊急アンケートの結果によ

りますと、回答のあった101社のうち、91％が運

賃に転嫁できておらず、81％が収益が大きく悪

化したとのことでございました。また、宮崎県

バス協会への聞き取り調査におきましても、同

様に大変厳しい状況にあるということでござい

ました。

このような中、国におきまして、昨日、関係

閣僚会議が開催され、運送業界など業種別の緊

急対策を打ち出されたところでありまして、今

後、具体的な対応が実施されるものと考えてお

ります。県におきましては、県中小企業融資制

度の緊急経営対策貸付など、さまざまな貸付制

度の利活用を、引き続き呼びかけていきたいと

考えております。

○農政水産部長（後藤仁俊君） まず、施設園

芸に対する影響と対策についてでございます。

Ａ重油１リットル当たりの県内平均価格は、平

成16年５月の44円に比べまして、平成19年11月

には79円と、約２倍程度高騰しております。特

に、経費に占める暖房費の比率が高いピーマン

におきましては、経費が約２割程度増大してい

るなど、経営に多大な影響を及ぼしているとい

うふうに認識しております。このため、県とい

たしましては、農家みずからが行うことができ

る省エネルギー対策の紹介・周知を、関係機関

と連携して進めております。また、県単独事業

や国の緊急対策事業の活用により、複層フィル

ム、循環扇などの省エネルギー資材の導入を進

めるとともに、さらに、木質ペレット等の代替

エネルギーの実用性の検討を進めることで、農

家経営の負担軽減に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、水産業についてでございますが、Ａ重

油の価格は、先ほど申し上げたとおり、約２倍

程度高騰いたしておりまして、特に、経費に占

める燃油費の比率が高いかつお・まぐろ漁業に

おきましては、経費に占める燃料費の比率が５
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％から10％程度増大しているといった状況な

ど、経営に大きな影響を与えていると認識いた

しております。このため、県といたしまして

は、漁場の選択が容易となるよう、新たな海洋

情報の提供システムを開発しまして、現在、そ

の情報の提供を行っております。また、効率的

な操業を促進するため、操業方法の改善やグル

ープ操業など、国の事業も活用しながら進めて

いく考えでございます。今後とも、これらの取

り組みの実施や、国との連携を図りながら、漁

家経営の負担軽減に努めるとともに、農業・水

産業ともに、国に対し、省エネルギー促進のた

めの技術開発・導入の支援を要望してまいりた

いと考えております。以上であります。

○髙橋 透議員 年を越せるかどうかという不

安を抱いている方々が、大変多くいらっしゃる

と思うんです。県におかれましても、いろんな

制度事業の周知あるいは相談事業、窓口を広げ

てしっかりと対策をとっていただきたいと思い

ます。

次に移りますが、本県の労働事情についてお

尋ねしていきたいと思います。

いざなぎ景気を超える戦後最長の景気拡大と

いうふうに言われていますが、先ほど知事も言

われました県民所得、すごく下がりました。本

県の実態は非常によくないわけであります。特

に雇用状況が悪過ぎます。有効求人倍率をここ

で紹介します。８月の数字で申しわけないんで

すが、全国1.06に対して本県は0.66なんです。

回復基調にあった失業率も最近では落ち込んで

いるんですね。後退しています。そういう状況

です。経営金融課からいただいたデータであり

ますけれども、本県のことし１月から11月まで

の負債額1,000万円以上の倒産件数は95件であり

ます。失業者数は1,041人となっています。一方

で、ことし１月からの誘致企業数と新規の雇用

者数はどうなっているんでしょうか、商工観光

労働部長に答弁を求めます。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ことし１

月から11月までの誘致企業の件数であります

が、これは16社でございまして、最終雇用予定

者数は1,146人となっております。

○髙橋 透議員 倒産件数95件はあくまでも負

債額1,000万円以上ですから、倒産件数はまだほ

かにもあるというふうに認識したほうがいいん

ですね。当然、失業者数も1,041人を超えてきま

す。単純な数字合わせをしてはいけないと思う

んです。そういう認識をした上で申し上げるん

ですが、県内でリストラなり失業された方の雇

用確保ができていないという現実があると思う

んです。追跡調査ができていませんから、正確

なところは言いにくいかもしれませんが、恐ら

く県外へ―どうしてもない方は県外に出て行

きますから―職を求めて転出されていると思

いますが、どう分析されていますか、商工観光

労働部長に答弁をお願いします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 宮崎労働

局の調査によりますと、ことし１月から10月ま

でに、ハローワークを経由した就職件数が２

万3,486件となっておりまして、このうち、県外

への就職件数は2,127件というふうになっており

ます。ただ、これらの方々がどのような理由で

転出されたのか、倒産に伴うものなのかにつき

ましては、国においても、統計資料がないため

に把握できない状況でございます。

○髙橋 透議員 企業誘致には、知事初め職員

の方々も一生懸命御努力されて、それなりの成

果は上げられていると思いますが、企業立地促

進補助金がありまして、本年度は50億円という

九州では最高額の予算をつけていただきました
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けれども、この補助金がどのように生かされて

いるのか、説明をお願いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 企業誘致

につきましては、自治体間の競争が大変激化し

ており、優遇制度も多様化・高額化している傾

向にあることから、ことし７月に、これまで５

億円でありました補助金の最高限度額を50億円

に増額したところであります。これによりまし

て、大きな経済効果と大量の新規雇用が見込め

る大型投資案件に対し、これまで以上に魅力あ

る提案ができるようになりまして、積極的な誘

致活動に役立っているところでございます。そ

の結果、本年11月には、初めての大型案件とし

て、150億円の投資と150人の新たな雇用が見込

まれる昭和シェルソーラーの第２工場の立地が

決定したところでございます。

○髙橋 透議員 誘致企業、いろいろと大なり

小なりあると思いますが、今後とも御努力いた

だきたいと思います。

もう一点、補助金の関係でお伺いします。な

いとは思いますが、倒産とかリストラで補助金

返還を受けた企業はあるのでしょうか、商工観

光労働部長にお尋ねします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 補助金の

返還を受けた企業はあるかということでありま

すけれども、これまで、企業立地促進補助金を

交付した企業に対して、県が返還を命じた例は

ございません。

○髙橋 透議員 わかりました。私、これは誘

致企業と聞いておるんですけれども、実は９月

に県内で採用された方で、10月に横浜の本社に

転勤になった方がいるんです。会社からは、住

民票は宮崎に置いたままで横浜に行ってくれと

いうふうに言われたそうなんです。これは企業

立地促進補助金が関係しているというふうに私

は思うんですが、もしこれが事実であれば、補

助金返還でしょうか、商工観光労働部長にお尋

ねします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 基本的に

は、県内での雇用に対して雇用割の補助金を出

しておりますので、詳細を見ないとわかりませ

んが、例えば、研修で行ってくれとか、５カ月

間研修で行くという場合もございますので、そ

の辺は実情をよく見ないとわからないというふ

うに思っております。

○髙橋 透議員 転勤なんですね。転勤で行っ

てくれという職務命令なんですよ。これは補助

金返還にならないんですか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 転勤とい

うことで、ずっとこちらに帰ってくる予定がな

いということであれば、可能性はあるというふ

うに思っております。

○髙橋 透議員 これは雇用の偽装だと私は思

うんです。結局この方は、体調を壊されて11

月25日で退職されています。私もまた聞きで申

しわけないんですけれども、そういう事実を確

認しております。こういった事例は、ひょっと

したらほかに埋もれているんじゃないかという

心配をするんです。税金の無駄遣いにもなるわ

けで、商工観光労働部長は実態をどこまでつか

んでいらっしゃるのかわかりませんが、労働基

準監督署も労働相談をやっているでしょう。行

かれたことはありますか、商工観光労働部長。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 私が直接

行ったことはありません。

○髙橋 透議員 部下は行かれたことがありま

すか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） あると思

います。

○髙橋 透議員 ぜひ調査をしていただいて、
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例えば連合宮崎は労働相談をやっていまして、

いろんな情報を持っていますので、もし労働基

準監督署以外でも行けるのであれば、実態を

しっかりとつかんでいただいて、そういう埋も

れた労働者がいないように調査していただきた

いと思います。

次に移ります。労働実態について、もっと

突っ込んで申し上げていきたいと思うんです。

これは平成18年の厚生労働省の賃金構造基本統

計調査でありますが、本県の初任給は、大卒で

全国下位から６番目、高卒で下位から５番目で

あります。平均賃金は、全国平均33万900円で、

本県は24万7,900円です。全国で下位から３番目

となっています。知事は、ある市町村長との懇

談会の中で、労働力が安いということが本県の

武器だと言われているんですね、御存じだと思

うんですけど。そのことは、結果的に本県の所

得水準を低くして、経済低迷の要因となってい

ないのか、知事の見解を求めたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御質問の内容が

ちょっとわからないんですけれども、労働力が

若いとか安いとかいうことを武器にして企業誘

致をするということは、企業誘致が促進され

て、結果、所得というのは上がるんじゃないか

なと思っております。企業誘致に当たりまして

は、本県の特性である、すぐれた住環境とか、

安価な土地と豊かな水資源などに加えまして、

豊富で良質な労働力を大きなセールスポイント

として推進しております。企業誘致は、新たな

雇用の創出だけではなく、関連産業の進出や地

場企業との取引の拡大が見込まれるなど、本県

経済の活性化に大きく寄与するものであり、ひ

いては、県民所得の向上につながるものと考え

ております。県といたしましては、今後とも誘

致活動に積極的に取り組み、１件でも多くの企

業誘致の実現に努めてまいりたいと考えており

ます。

○髙橋 透議員 採用される方が若いというの

は、別に何も否定するものじゃありませんし、

ぜひ若い人たちをどんどん雇用してほしいし、

そういう企業に来てほしいですね。ただ問題

は、初任給については仕方ないにしても、スキ

ルアップすることによって賃金が上がらない

と、これは話にならないんですよ。そういう実

態にないということを、私は先ほど、平均賃金

で全国が33万900円、本県は24万7,900円ですよ

と申し上げたんです。全国で下位から３番とい

うことを。先ほども言いました、誘致企業は大

なり小なりあると思うんです。誘致企業の実態

についてはどう把握されていますか、商工観光

労働部長。賃金の実態を把握されていれば教え

てください。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 本県に誘

致しました企業の給与・賃金等の詳細な実態に

つきましては、把握しておりません。ただ、

今、議員の御質問にもありましたけれども、国

の平成19年賃金構造基本統計調査で、県内の平

成19年度新規大学卒業者の初任給平均額は18

万1,400円となっておるんですが、ことし８月に

宮崎市で開催した県の就職説明会に参加しまし

た誘致企業のほとんどが、この金額を上回る内

容で求人計画を出しているというふうに聞いて

おります。

○髙橋 透議員 今の部長の答弁によります

と、誘致企業の初任給は、今のところいいレベ

ルで、高いレベルできているという認識をしま

した。ただ、先ほど私も言いました、知事も話

をされましたが、県民所得、また下がっちゃっ

たんですね。けさの宮日新聞にも出ていまし

た。これは県が発表した数字です。県民所得、
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平均221万円。全国平均を100としたときに76.9

なんですね。前年度から1.3ポイントまた下がっ

ちゃった。拡大したということです。私は、全

国平均の８割、東京の６割という認識をしてい

たんです。全国平均、大体3 0 0万です。私

は、240万という数字を覚えていたんですが、そ

れからまた221万に下がったわけですから、いか

に今、働く人の賃金が下げられているかという

実態がこれでわかると思うんです。もちろん第

１次産業の方々も含めるんですが……。知事効

果がいろいろと言われています。しかし、ピン

ポイント効果と言う人もいるんですね、観光面

と県産品が非常にふえていますから。問題は、

これからこの効果が税収につながっていくの

か、あるいは雇用にしっかりとつながっていく

かだと思うんです。確かに今すぐあらわれない

と思います。２～３年見る必要もあると思うん

です。そこで県民所得も一緒に上がっていく、

知事はこのことをセットにして認識した上で、

今後も御尽力いただきたいというふうに思って

います。

次に移ります。指定管理者が導入されて、そ

こで働く労働実態も非常に劣悪といいますか、

調査しましたら、非情なところがありました。

最低賃金をやっと上回る賃金、あるいは休みが

とれない、こんな実態も私は聞きました。そう

いう認識を、総務部長はされているかどうか。

これは指定管理者制度に限らずに、公の施設等

で雇用されるすべての方を対象にして伺いたい

と思います。

○総務部長（渡辺義人君） 指定管理者なり、

公の施設につきましては、それぞれ所管部局が

ございますので、詳細についてはそちらの所管

部局で把握しているかと思いますが、今お話の

ありましたような従業員の労働条件等につきま

しては、基本的には、指定管理者における就業

規則などにより定まっておるものと考えており

ます。県では、指定管理者制度を導入した施設

につきましては、適切な管理運営の確保等を図

るために、各施設の所管部局が行っております

指定管理者に対する実地調査等を通じて、法令

遵守等も含めて把握に努めているところであり

まして、これまでのところ、法令遵守という面

では特段の問題は生じていないというふうに聞

いておるところでございます。

○髙橋 透議員 私は、法律を守っているから

いいというふうに申し上げているんじゃないわ

けですね。これは９月議会でもたしか言ってい

ると思うんです。こういう方が来ましたよ、指

定管理者が入って20％給料が下がったという人

が。30万だったら24万になりますよ。これは、

賃金の高い人はそう大したことはないんでしょ

うけれども、大変な問題なんですよ。そして、

この方は、来年、再来年に指定管理者で選定さ

れるかどうかも保証されていないわけだから、

非常に不安なんですよ。そして、これは指定管

理者のところじゃなかったんですが、休みをと

るときに自分でかわりの人を探す。病院の電話

交換の方ですけど、パートさんに、こんな実態

があるんです。業者の就業規則がちゃんとして

いるからと、それは当たり前の答弁なんです。

私はもうちょっと実態を見ていただいて―こ

の前、質問時間がなくてできなかったんですが

―公契約制度はつくってほしいなと思うんで

す。これは最低賃金を守れば別に問題ないわけ

ですが、公の施設で働いてもらっているわけだ

から、例えば全国平均でここを下回らない条件

をつけるとか。今、東京が739円で宮崎は619円

なんですね。下から２番目ですよ、宮崎は。せ

めて全国平均687円、ここを下回ったら選定しま
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せんよという条件をつけていいじゃないです

か。きのう、おとといですか、県庁の臨時職

員、日額5,580円とおっしゃいました。８時間で

割ったら697円、これも基準にしていいじゃない

ですか。あるいは、社会保険はちゃんとつけて

いるの、福利厚生はしっかりあるんですか、休

みをとれるんですか、年金付与はあるんです

か、そういうところにしっかりと条件をつけた

制度をつくってくださいよ。ただ、全国ではこ

れはつくっていないんです。この公契約制度を

どうされるか、答弁してください。

○総務部長（渡辺義人君） 今いろいろお話が

ございましたけれども、公契約であるか、ある

いはそうでないかを問わず、賃金等の労働条件

につきましては、労働基準法等の関係法令を遵

守していくことが必要であるというふうに考え

ております。以前にも、公契約条例に関しまし

てお話がございましたけれども、また繰り返し

になりますが、我が国では、国際労働機関（Ｉ

ＬＯ）の「公契約における労働条項に関する条

約」の批准をしておらず、国の公契約法も未制

定という状況でありますので、引き続き、その

動向を踏まえてまいりたいと考えておるところ

でございます。

○髙橋 透議員 いろんな情報を調査して、労

働者が切り捨てられない、そういうものにして

ほしいなと思います。

時間がなくなりまして、準備していました特

定健診、これはまた次の機会に質問したいと思

います。福祉保健部長、残念でした。またよろ

しくお願いします。

観光行政について質問しますが、日銀宮崎事

務所が発表しました10月の主要ホテル・旅

館、11軒ですけれども、宿泊者数は前年度

比11.6％、7,790人増加しておるようです。しか

し、主要な観光施設、これは５カ所ですが、天

候不順もあって前年度比4.6％、１万479人減と

なっています。しかし、私は知事効果で県外観

光客が、ことしはふえているというふうに思う

んですが、知事、どう考えていらっしゃいます

か。

○知事（東国原英夫君） 平成18年の観光客数

は、全体では５年ぶりに増加したものの、県外

の観光客が10年連続の減少となりまして、宮崎

の観光再生のためには、より一層の努力が必要

と改めて強く感じたところでございます。私

は、知事就任以来、あらゆる機会をとらえて、

宮崎の魅力を全国に向けてＰＲしているところ

でございます。その結果、全国的に宮崎の認知

度が高まってきております。例えば、新しい観

光スポットとなった県庁には、４月以降25万人

を超える方々にお越しいただいております。主

要ホテル・旅館の宿泊者数も増加しているな

ど、一定の手ごたえを感じているところでござ

います。

○髙橋 透議員 このまま順調に推移していく

と、知事のマニフェスト達成も可能かなという

気もいたしますが、本県観光地の観光客上位を

申し上げますと、１位から、高千穂峡、西都原

古墳群、綾・酒泉の杜、道の駅フェニックス、

えびの高原、そして鵜戸神宮という順番になっ

ているんです。中でも、観光客数が前年度―

これは18年度の数字ですから―17年度を超え

たところは、西都原古墳群、道の駅フェニック

スと鵜戸神宮となっているんです。そこで、９

月議会でも質問がありましたが、鵜戸神宮の海

岸斜面崩壊の復旧見込み―その後、地元日南

市とかいろんな関係機関の御尽力もあって、宮

崎、日南市の「「青島再勢」による観光活性化

プロジェクト」で整備される道筋ができたよう
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ですが、復旧の見通しについて、知事から御答

弁いただけませんか。

○知事（東国原英夫君） この案件につきまし

ては、私も現地を見まして、何か手だてはない

ものかと考えていたところでございます。しか

し、日南市と対応を検討する中で、市町村が事

業主体となる国庫補助事業のまちづくり交付金

が活用できるとの見通しがつきましたので、県

としましても、早急に対策が図られるよう、直

ちに国に対して要望を行い、その結果、先月、

国の承認が得られたところでございます。これ

により、早速、事業主体である日南市が調査と

設計を行うことになりました。完了の時期につ

きましては、詳細な調査の結果を踏まえてのこ

ととなりますが、日南市は来年度中にもすべて

を終えたい意向でありますので、県としまして

も、速やかにかつ安全に整備されますよう助

言、調整に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 まだ具体的にいつということ

にはならないんでしょうが、来年度中に復旧が

できるということで答弁いただきましたので、

これ以上申し上げませんが、知事は鵜戸神宮に

行かれたんですね。ありがとうございます。鵜

戸神宮は、先ほども言いましたように、前年度

の観光客数を超えたということで、県内の主要

な観光施設の一つであると認識いただいている

と思うんです。この鵜戸神宮は、実は神社の中

でも格が違うということで申し上げるわけです

けれども、神宮と、名前が違いますね。「神

宮」をつけるためには、特別な由来があって、

皇室を祭っているからだそうですが、鵜戸神宮

は神武天皇のお父さんみたいですけれども、こ

れは九州で６カ所しかないんです。本県では宮

崎神宮があるでしょう。隣の鹿児島県に霧島神

宮と鹿児島神宮、大分県の宇佐神宮、福岡県の

英彦山神宮、全国でも24カ所なんです。それだ

け格式がある鵜戸神宮ですから、県庁と同じく

もっと観光ＰＲをしていただくと、そのことが

年５％の県外観光客増に貢献できると思います

ので、よろしくお願いします。

次に行きます。最後になりますが、障がい者

にやさしいまちづくりについて質問いたしま

す。障がい者には自動車税の減免があります

が、納期限内に申請できないと減免の対象にな

らないんですね。ただ、障がいをお持ちの方、

いろいろ環境が違って、家族で住んでいらっ

しゃる方、いろんな条件のある方がおられまし

て、うっかりということもありますし、納期限

を過ぎても、例えば月割り減免で救済できない

のか、総務部長に伺いたいと思います。

○総務部長（渡辺義人君） 自動車税について

ということでお答えをさせていただいてよろし

いでしょうか。自動車税につきましては、地方

税法では、賦課期日であります４月１日を基準

として、年額を課税することになっておりま

す。このことから、本県では、年度途中で減免

の要件を備えた場合につきましては、翌年度か

ら自動車税を全額減免することにいたしており

ます。また逆に、年度途中で減免の要件に該当

しなくなった場合につきましては、その年度は

全額を減免して、翌年度から課税することにい

たしております。お話のありました月割りの減

免につきましては、ただいま申し上げましたよ

うに、自動車税が年額課税であるという原則と

の整合性ですとか、減免の要件に該当しなく

なった場合に、実際の課税対象者の実態をどう

やって把握するのかといった難しい課題がござ

いますので、それらを踏まえて研究すべきもの

というふうに考えております。
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○髙橋 透議員 申し上げたいことはいっぱい

あるんですが、時間がありませんので、自動車

税減免のもう一点の課題を申し上げていきたい

と思います。知的障がい者には、療育手帳Ａの

交付があった方は減免を認められていますが、

Ｂ１、Ｂ２の方はだめなんですね。これは長年

の要望でありまして、例えば、子供を養護学校

とか病院へ同じように送っていくのに、Ａを

持っている子の親は減免の車、そうじゃないＢ

１、Ｂ２の親の車は当たり前に自動車税を払っ

ている。非常に不公平もあるんですが、これは

全国的に６県が拡充しています。県内の市町村

でも６市町村拡充しています。本県も長年の要

望をぜひ聞いていただけるように、どうされる

か、総務部長に答弁をお願いします。

○総務部長（渡辺義人君） 自動車税の減免に

つきましては、日常生活を営む上で、歩行困難

等によりまして、自動車が日常生活に欠くこと

のできない生活手段になっている障がい者の方

々に対して減免するという制度の趣旨から、今

お話のありました特別支援学校、知的障がい者

ということで判断させていただきますと、知的

障がいを持たれる方につきましては、身辺処理

等が困難な重度の障がいのあるＡ判定の方に対

して、減免を実施しているところでございま

す。このため、減免の範囲を、知的障がい者の

全体に拡大するということにつきましては、た

だいま申し上げました制度の趣旨などから、困

難ではないかというふうに考えております。な

お、お話にございました特別支援学校への通学

に使用する自動車に係る減免ということに限定

させていただきますと、我々のほうで実態調査

等を進めまして、保護者の自動車による送迎を

必要とする児童生徒がいるという実態は把握し

ているところであり、関係部局の意見も聴取い

たしているところでありまして、現在、検討を

進めている段階でございます。

○髙橋 透議員 Ｂ１、Ｂ２の療育手帳を受け

て保護者が養護学校などに送迎している数を把

握されていると思いますが、教育長、どうで

しょうか。

○教育長（高山耕吉君） 特別支援学校の児童

生徒の療育手帳の保持でございますが、Ａ

が446、Ｂ１、Ｂ２につきましては382というこ

とで、その中での減免ということについては把

握いたしておりません。以上です。

○髙橋 透議員 私、地元の日南養護学校で調

べましたら、18名親が送迎している中で、その

うちの５名はＢ１、Ｂ２なんです。障がいを持

つ子供の親としては、障がいの程度の差はあっ

ても、子供を送迎する負担は同じなんです。ぜ

ひここは早急な見直しをしていただきたいと思

うんです。条件をつけて拡充することも困難な

んですか、総務部長。

○総務部長（渡辺義人君） 特別支援学校への

通学に自動車を使用している実態は、先ほど申

し上げましたように把握いたしております。そ

れで、減免の趣旨というのは、自動車が日常生

活に欠くべからざるものであるということが判

断の基準になろうかと思います。そういうこと

で御理解を賜りたいと思います。

○髙橋 透議員 必要なんですよ。保護者の車

での送迎は必要なんです。そうしたら、総務部

から教育委員会に言って、隅々までスクールバ

スを走らせてください。そういう論法だってで

きるわけですから。そしてまた、この方々が社

会に出る―この方々も社会に出る権利はあり

ますよ。特に田舎に行けば公共交通機関は整っ

ておりませんから、どうしても自家用車が必要

になります。そのこともしっかり踏まえた上
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で、ぜひ前向きな検討をお願いしたいと思いま

す。

時間がもうありませんから、養護学校のスク

ールバス、医療的ケアの車いす対策について

は、次回に先送りしたいと思います。

最後に、日南養護学校の創立30周年式典が先

月あったものですから、そこに行きましたとき

の感想を述べて終わりにしたいと思うんです

が。その中で学習発表会がありましたが、高等

部全員で、「見上げてごらん夜の星を」をすご

く上手に歌ってくれました。しかし、全員がう

まく歌えるわけじゃないんです。ただ声を出し

ている子供、あるいは歌に合わせて後方で踊っ

ている子供、でも、みんなが一生懸命で、一体

感がありました。終わった後に大きな拍手が起

こりました。目頭がとても熱くなりました。私

が直接聞いた保護者の言葉が印象的だったんで

すが、「障がいを持つ子供を抱えたときに、最

初は現実を受け入れることができなかった。子

供を隠そう、隠そうとした。しかし、障がいを

持つ子供を育てていく中で、世の中がむしろわ

かってきた。物事をゆっくり見られるように

なった」と話をされました。その方は、来年３

月に卒業するけれども、ＰＴＡのＯＢとして支

援していきたい、活動していきたいということ

を話されていました。

養護学校は来春から特別支援学校と呼び名は

変わりますが、普通校と違って、重度障がいを

持つ子供に対しては、３名に対し先生が１名つ

きます。このことがもったいないという方がい

らっしゃったら、これは大きな問題でありま

す。障がい者に対する認識が希薄であり、バリ

アフリーがおくれている、そういう環境がまだ

整っていないということを認識すべきだと思う

んです。校名を変えても、中身が、周りが変わ

らなくてはなりません。だれもが安心して暮ら

せる共生社会にしていくために、知事と教育長

に、今後の御尽力をよろしくお願いしまして、

質問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○中村幸一副議長 次は、28番新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎

県議団宮崎市選出の新見でございます。よろし

くお願いいたします。

この一年を振り返ってみますと、知事選に挑

むそのまんま東候補の「宮崎をどげんかせんと

いかん」という熱い訴えに始まり、東国原英夫

知事の「どげんかせんといかん」のユーキャン

新語・流行語大賞の受賞で終わる一年なのかな

という思いでありますが、私にとっては、この

「どげんかせんといかん」と聞かされるたび

に、この言葉に宮崎市が席巻されそうで、「う

ん、どんげかせんといかん」と、宮崎市バー

ジョンに修正しつつ走った一年でもありまし

た。

とはいうものの、昨年の今ごろは、官製談合

事件の余波を受け、忘年会は自粛、例年だとに

ぎわうはずの夜の街は寂しい限りであったし、

多くの県民が元気を失っておりました。そう

いった中、年が明けて行われた知事選以降、こ

の年末まで、我が県が曲がりなりにも全国で話

題になり続けられたのも、ひっきょう、知事の

精力的な活動のおかげでもあり、そのことは虚

心に認めるところであります。願わくは、来年

も本年同様に、知事には、県勢発展と県民の福

祉の向上に向けて率先の行動をお願いしたい。

そのことを念じつつ質問に入ります。

なお、通告しておりました食育運動について

は割愛させていただき、そのほかについて、通

告に従って順次一般質問を行ってまいります。
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ふるさとに貢献したいというだれにでもある

気持ちを、個人住民税の一部を居住地以外の自

治体に納めるということで形にする、いわゆる

ふるさと納税制度、来年度に実現する可能性が

高まってきております。そのような中、先月

の10億円を寄附した女性のニュースには、大変

に驚かされました。報道によれば、40数年前に

教育基金づくりに10億円ためると決めて、以

後、宝石も買わず、風呂水を洗濯、トイレにも

使うということで、節約に節約を重ねて、先

月、米寿の記念に生まれ故郷の南足柄市に現金

で寄附したというものでありました。テーブル

の上に積み上げられた1,000万円の新札の束

が100個、本当に市長がうれしそうにしている写

真がありましたが、南足柄市の今年度一般会計

予算の6.7％に相当する額と聞けば、納得できる

ものでもありました。その女性がすごいのは、

平成11年、今住んでいる大磯町にも福祉目的で

５億円を寄附しているところであります。本当

に感服の至りであります。この女性の例は、極

めてレアだと思いますが、厳しい財政難に苦し

む地方自治体にとって、住民や企業・団体から

の善意としての寄附金、また土地や物品の寄

附、これは本当に貴重な経営資源になっている

ことと思います。そこでまずは、本県の平成18

年度決算における寄附金の現状をどのようにと

らえておられるのか、あわせて、寄附金はどの

ように推移してきたのか、まずは総務部長にお

伺いいたします。

次に、防災士の育成について、同じく総務部

長にお伺いいたします。

防災士は、平成７年に発生した阪神・淡路大

震災において、被災者の多くが近隣の住民に助

けられたといったことを教訓にして、住民の初

期対応力を高める目的で平成14年に設立された

日本防災士機構が認証する民間の資格でありま

す。最近、この資格を取得する人がふえてきて

いるようであります。同法人のホームページに

よれば、全国の資格取得者数は、本年の10月31

日現在で１万9,717人、平成17年３月に5,000人

を達成していますので、わずか２年半で約４倍

近くになったということになります。平常時に

は、身につけた知識と実践力を生かして、それ

ぞれの地域で住民の防災意識の啓発、また訓練

に努める。いざ災害が発生したときには、消防

や自衛隊などの公的な機関が来るまで、その地

域あるいは職場で、人命救助、避難誘導、また

避難所の運営、そういったものをやっていく

と。地震や台風など相次ぐ自然災害に対する住

民の防災意識の高まり、そして、高齢化で形骸

化が指摘されている自主防災組織の機能向上を

目指して、その育成に本格的に乗り出そうとす

る自治体の増加が相まって、防災士は、これか

らもますますふえてくると思われます。そこで

伺いますが、防災士の育成に向け、県としては

具体的にどのように取り組んでおられるのか。

また、認定された防災士の中に県職員は何人い

るのかお伺いいたします。

次に、観光資源のＰＲについて伺いたいと思

います。

県庁に観光客が訪れるようになってからどれ

くらいになるでしょうか。「引きも切らず」と

いう表現が誇張でないほど、いまだに押し寄せ

ています。最近はバスを誘導する警備員まで配

置されている、およそ去年までは想像もできな

い状況であります。ところで、９月議会で私

は、地域資源の活用について質問をいたしまし

た。本年６月に施行された中小企業地域資源活

用促進法に基づいて、全都道府県から申請され

た「地域産業資源活用事業の促進に関する基本
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的な構想」が、８月末に経済産業省から認定さ

れておりますが、本県の基本構想で特定された

地域資源のうち、観光資源は121個、これは九州

・沖縄の中では沖縄の167個に次いで２番目、宮

崎の次は大分の85個ですから、かなり多い部類

に入るわけでございますが、県は、観光資源の

一つに県庁舎、すなわち県庁の本館を選定して

おられます。知事の発案が観光ルートの一つに

組み込まれた結果であるとは思いますが、観光

資源としての県庁本館、今後どのように活用し

ていく考えなのか、知事にお伺いいたします。

次に、関連ですが、先ほど述べた121個の観光

資源を活用して行う「中小企業地域資源活用プ

ログラム」の推進について、県としてはどのよ

うに取り組んでいかれるのか、商工観光労働部

長に伺いたいと思います。

また、観光資源として認知したのであれば、

しっかりとそのＰＲ、観光客が現場で簡単に情

報を入手できるような観光ＰＲにも取り組む必

要があると考えますが、同じく商工観光労働部

長に見解を伺います。

次は、５歳児健診についてであります。

現在の乳幼児健康診査は、母子保健法の第12

条及び第13条の規定によって、市町村が行って

いるところであります。その対象年齢は、零

歳、１歳半、３歳、その後は初等教育に就学す

る直前の11月30日までに行うことになっている

就学前健診となります。実は、３歳児健診から

就学前健診までの期間の開き過ぎ、これが、特

に近年増加している発達障がいにとって重要な

意味を持っているということです。なぜなら、

発達障がいは早期発見・早期療育の開始が重要

であって、５歳程度になると健診で発見するこ

とができるわけでありますが、就学前まで健診

の機会がなく、ようやく就学前健診で発見され

たときには遅いと言われております。発達障が

いは、対応が遅れるとそれだけ症状が進むとい

うふうに言われております。また、就学前健診

で発見されても、親がその事実を受け入れるの

に時間がかかって、適切な対応・対策を講じる

ことなく子供の就学を迎えることになって、状

況を悪化させてしまうという現実もございま

す。厚生労働省による平成18年度の研究報告書

によれば、鳥取県の５歳児健診では9.3％、栃木

県の健診では8.2％もの児童が、発達障がいの疑

いがあると診断されたそうですが、そういった

児童の半数以上は、３歳児健診では何ら発達上

の問題を指摘されていなかったということであ

ります。そしてその報告書は、現行の健診体制

では十分に対応できないと結論づけておりま

す。このような中、長野県の駒ヶ根市では３年

前から、ほかにも香川県東かがわ市と三木町、

鳥取県米子市、静岡県御前崎市、熊本県城南町

などが本格的に導入を始めているようでありま

す。早期発見で多くの子供たちを救うための５

歳児健診の導入を急がなければならないと思い

ます。そこでまずは、本県において５歳児健診

を実施している市町村の現状はどうなっている

のか、また、県として当該市町村にどのような

支援を行っているのかもあわせて、福祉保健部

長にお伺いいたします。

次は、長期生活支援資金貸付制度について、

同じく福祉保健部長に伺います。

先日、「自宅担保に老後資金、リバースモー

ゲージ広がる」というタイトルでの新聞報道が

なされておりました。リバースモーゲージ、久

々に目にした言葉でありました。これについて

は過去２回質問したことがありますので、興味

を持って読み進んでいくと、質問したときの趣

旨と少々異なった内容となっていました。生活
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困窮者の話ではなくて、月に数十万の年金があ

る高齢者夫婦の話でありました。「今は高齢者

いじめの時代で不安が募る。老後だからこそ、

生活水準を下げずに、ゆとりを持って生活した

くてリバースモーゲージを利用した」というコ

メントでありました。リバースモーゲージの

「リバース」は「逆の」、「モーゲージ」は

「担保あるいは抵当権」という意味でありまし

て、普通の住宅融資が家を取得した後に毎月借

入金を返済するのに対して、逆の形で年金方式

の生活資金を借り入れるという方法でありま

す。居住用の住居や土地を持ってはいるもの

の、現金収入の乏しい高齢者の方々が、持ち家

の土地を担保に、年金のような形で定期的に生

活資金を借り入れるというものであります。借

入金の返済は、借り受けた本人が死亡した後

に、土地を売却して借入金を一括返済するシス

テムであります。このような制度が利用できれ

ば、生活に不安を持つ高齢者が、持ち家を手放

すことなく、住み慣れた地域、また愛着のある

自宅で暮らすことができると同時に、豊かな老

後を送ることが可能となるわけであります。

リバースモーゲージ制度は、我が国において

は、1980年代初頭に東京都の武蔵野市が最初に

導入して、その後、都市部の一部自治体で実施

されていたところでありますが、厚生労働省

が、生活福祉資金貸付制度の一部門としてリバ

ースモーゲージ方式による「長期生活支援資金

貸付制度」を全国一律の制度として創設したの

は、平成15年でありました。この長期生活支援

資金貸付制度は、「一定の居住用不動産を有

し、将来にわたりその住居に住み続けることを

希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保

として生活資金の貸し付けを行うことにより、

その世帯の自立を支援することを目的とする」

というふうにうたっております。本県では、既

に５人に１人が65歳以上という超高齢社会を迎

えており、県内でも該当する高齢者への生活支

援制度として相応の効果を上げるものと期待し

たところでありましたが、利用例が極めて少な

い状況にあるというふうに聞いております。そ

こで、制度創設以降、今日までの申し込み件

数、実際の利用件数はどうなっているのか、ま

ずは伺いたいと思います。

次は、宮崎―台北線の開設について伺いま

す。

去る11月1日、日本と台湾の関係団体との間で

国際定期便、宮崎―台北線の開設が合意された

ところでありますが、関係者の皆さんにとって

は、本当に長年の苦労が実を結んだ日でありま

して、喜びもひとしおであったのではないかと

思います。これによって、文化、経済、スポー

ツの交流が深まる、また、観光・リゾート産業

を始めとする本県の諸産業の振興にも寄与する

というふうに思いますが、いずれにしても早期

開設が待ち望まれるところであります。ＣＩＱ

体制の整備、観光客の誘致活動など、開設に向

け、現在どのような準備を行っているのか、地

域生活部長並びに商工観光労働部長に伺いま

す。

最後に、県立図書館の蔵書に関して、教育長

に伺います。

少々旧聞に属するところでありますが、今年

８月26日の宮崎日日新聞の一面トップは、「蔵

書63万5,000冊超、県立図書館収蔵ピンチ」とい

うものでありました。ほかに大きな出来事がな

い日だったのか、なぜ一面のトップなのかとい

う思いはありましたが、その内容はといえば、

県立図書館の深刻な状況がうかがえるものであ

りました。昭和63年のオープン時、33万7,000冊
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だった蔵書数、毎年２万冊のペースで増え続け

て、現在は先ほどの数字となっているようであ

ります。規模的に64万冊程度が適正だというこ

とですが、財政難で書庫の増加もできずに厳し

い状況にあるということでありました。最近の

県立図書館は、ビジネス支援や緑の図書館、緑

陰コンサート、図書館シアター、こういった多

種多様な事業を展開されておりますが、蔵書を

抜きにして図書館は語れない。その収蔵がピン

チということはゆゆしき問題であって、知恵を

絞って解決を図っていかなければならないと考

えます。県民に積極的に活用してもらい、貸し

出しを多くすることは、ささやかな解決法の一

つになるかもしれません。県立図書館には、現

在、市町村立図書館・図書室と県立図書館とを

結ぶマイラインというコンピューターネットワ

ークが構築されております。自分の町の図書館

・図書室から、マイラインによって県立図書館

の本の検索、借り受け申し込みができるという

便利なシステムであります。そこで、マイライ

ン利用による貸し出しの状況は、どのように推

移しているのか、また、周知にはどのように取

り組んでおられのか、伺いたいと思います。

壇上からの質問は以上で終わりまして、後は

自席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 観光資源と

しての県庁本館の活用についてであります。昭

和７年に竣工した県庁本館というのは、九州で

最も古い県庁舎であり、九州運輸局による九州

遺産にも選定された歴史的な建造物でございま

す。県におきましては、この貴重な資源を活用

して、４月以降、県庁ツアーの実施や県庁カ

フェテラスの設置、本館ライトアップ、あるい

は楠並木の持つポテンシャルを引き出すことな

ど、おもてなしの取り組みを進めながら、観光

客誘致に努めてきたところでございます。ま

た、県庁にお越しいただいた方々に対して観光

情報を提供するなど、県内周遊を促進してきた

ところでもありますが、今後とも、旅行会社へ

のセールスやメディアを活用しながらのＰＲに

努め、県庁訪問を契機とした県内各地へのさら

なる観光客誘致につなげていきたいと考えてお

ります。〔降壇〕

○総務部長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えを

いたします。

まず、寄附金についてであります。平成18年

度の寄附金の決算額は２億9,200万円余となって

おります。また、寄附金の推移を平成13年度以

降について見ますと、まず、特異な年度のほう

から申し上げますと、平成16年度が、全国植樹

祭実行委員会から剰余金の寄附が約２億円あり

ましたので、４億円余となっております。ま

た、それに続く平成17年度が、みやざき21世紀

戦略財団の解散に伴う寄附金約10億円がありま

したので、12億円余となっております。そのほ

かの年度につきましては、おおむね２億円程度

でございます。

次に、防災士の育成についての取り組み状況

等であります。防災士は、防災に関して十分な

知識・技能を有する者で、日ごろは、地域住民

への防災意識の啓発や防災訓練等の推進に当た

り、また災害発生時には、地域における避難誘

導や救助・救命、避難所の運営等に当たるな

ど、地域の防災力向上に重要な役割を果たす存

在であります。県では、平成17年の台風14号災

害の教訓を踏まえまして、地域の自主防災組織

の育成強化を図る役割を担っていただくため

に、防災士の育成に取り組むことにしたところ

であり、昨年度は10名、今年度は15名の防災士

の資格取得に支援を行っているところでござい
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ます。また、県内で防災士の資格を取得してい

る人は、人員にして131名でございまして、この

うち１名が県職員でございます。以上でありま

す。〔降壇〕

○地域生活部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えいたします。

宮崎―台北線についてであります。宮崎―台

北線につきましては、去る11月１日に路線の開

設が決定し、現在、台湾当局において航空会社

の選定が進められているところであります。県

といたしましても、早期の就航を期待している

ところであります。宮崎空港の税関や出入国管

理、それから検疫といった、いわゆるＣＩＱ体

制につきましては、平成13年のソウル線の就航

を機に整備が進められ、現在では、国際チャー

ター便を含めまして年間７万人を超える利用者

を受け入れていただいておるところでありま

す。今回の台北線の開設に加え、ソウル線につ

きましても、先月22日から週４往復へと増便に

なっておりまして、国際線の利用者がさらに増

加することが見込まれますことから、出入国の

手続等が円滑に進みますよう、国に対して、各

ＣＩＱ機関の人員増など、体制の充実強化を強

く要望しているところであります。以上であり

ます。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

５歳児健診の市町村の実施状況等についてで

あります。このことにつきまして各県に照会し

ましたところ、全国では56の市区町村で実施し

ているという回答がございました。本県では、

平成17年度から日之影町、平成18年度から高千

穂町及び五ヶ瀬町が実施しております。５歳児

健診は、発達障がい児の早期発見等を目的に市

町村が行いますが、３歳児健診で把握できな

かった軽度の発達障がい児等の発見ができたと

の報告もありまして、健診の意義はあるものと

認識しております。県としましては、市町村職

員等を対象とした研修会の実施、関係機関等と

の調整、連携及び情報提供等を行い、市町村の

健診事業を今後とも支援してまいりたいと考え

ております。

次に、長期生活支援資金貸付制度についてで

あります。長期生活支援資金貸付制度は、高齢

者の方々が、居住用の不動産を担保に生活資金

を借り入れることにより、その世帯の自立を支

援する制度であります。宮崎県社会福祉協議会

が事業を行っておりまして、相談及び申し込み

窓口は、各市町村社会福祉協議会となっており

ます。平成15年６月の制度開始から現在まで111

件の相談を受け、このうち４件の借り入れ申し

込みがあり、この４件とも貸し付けがされてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、観光面における中小企業地域資源活用

プログラムの活用についてであります。このプ

ログラムは、地域間格差が叫ばれる中、各地域

の有する資源を活用した中小企業の取り組みを

支援することを目的に、今年度創設されたもの

であります。具体的には、県内の中小企業が、

県の基本構想で指定した観光資源を活用し、新

たな観光メニューの開発に取り組もうとする場

合、開発に必要な市場調査の実施や専門家の招

聘などについて、国が支援を行うものでありま

す。県では、制度の活用を促進するため、11月

に、市町村や観光関係団体等を対象にした説明

会を開催したところでありますが、今後とも、

この制度の周知に努めてまいりますとともに、

観光事業者等から相談があった場合には、国な
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どとも連携いたしまして、的確な助言を行って

まいりたいと考えております。

次に、観光ＰＲの取り組みについてでありま

す。本県を訪れる観光客に対して、きめ細かな

観光情報を提供しますことは、観光客の満足度

を高めるとともに、県内周遊を促進していく上

でも極めて重要であると認識をしております。

このため、ホームページやパンフレット、情報

誌などにより、本県観光の情報発信に努めてい

るところであります。このほか、簡単に情報を

提供する方法としてＱＲコードというのがあり

ますが、現在実施中の「ぽかぽか！宮崎キャン

ペーン」のＰＲに活用しておりますほか、県内

各地の観光案内板への導入を、今年度から順次

行っていくことにしております。今後とも、こ

のようなＱＲコードの活用を含めまして、観光

客への迅速かつ的確な情報提供に努めてまいり

たいと考えております。

最後に、台湾からの誘客対策についてであり

ます。台湾からの観光客につきましては、平

成15年以降、チャーター便利用の団体客を中心

として増加傾向にありまして、平成18年には１

万9,400人の方々においでいただいております。

今回、台北―宮崎間に定期便が就航することと

なりますので、従来の団体周遊型観光に加えま

して、ゴルフやスキー、マリンスポーツなど宮

崎ならではの体験メニューを取り入れた新たな

観光プランの提案を行うなど、個人客もター

ゲットにして、さらなる誘客を図ってまいりた

いと考えております。また、本県は南九州で唯

一、台湾との定期路線を有することとなります

ことから、南九州各県や九州観光推進機構とも

連携を図りながら、周遊ルートの開発や修学旅

行の誘致など、積極的な誘客対策に取り組んで

まいりたいと存じております。以上でございま

す。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

県立図書館のマイラインシステムについてで

あります。マイラインシステムは、県民が、県

立図書館の図書を、身近な市町村の図書館等を

通じて借りることができるシステムでございま

す。このシステムを利用いたしまして、年

間5,000冊から6,000冊の貸し出しを行っており

ます。また、このシステムを周知するために、

県立図書館のホームページに掲載いたしますと

ともに、市町村の図書館等とも連携しながら、

利用者への呼びかけを行っているところでござ

います。以上でございます。〔降壇〕

○新見昌安議員 それぞれ答弁いただきまし

た。ありがとうございます。

寄附条例についてお伺いしたいと思います。

現在、全国から寄附を募って、それを財源にし

て施策を実現するための寄附条例を制定する動

きがあるようであります。これは、自治体があ

らかじめ複数の政策メニューを提示し、全国の

個人や団体から政策を選んで寄附してもらっ

て、それを基金として積み立て、目標額に達し

たら事業化して政策を実行するというものだそ

うです。平成16年に長野県の泰阜村が全国で初
やすおか

めて制定し、その後、各地に広がってきている

ようであります。現在、ほとんど市町村が中心

となっているようでありますが、新たな自主財

源の調達手段となるだけでなくて、示した政策

がどのような評価なのかという、外部評価の効

果も得られるのではないかと。これは、県レベ

ルでも有効に活用できるのではないかと思いま

す。

現在、ふるさと納税に先駆けて、ホームペー

ジで寄附を呼びかけている県もあるようであり
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ます。寄附に当たってのルール、また寄附を募

る根拠を明確にするのが、この寄附条例であり

ます。知事の奮闘によって今、本県が全国的に

注目されておりますし、今こそ、この寄附条例

を制定し、前向きに取り組んで、全国に訴える

政策を示すことによって、多くの寄附金が集ま

るのではないかと思うわけですが、知事の寄附

条例に対する所見を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 寄附金についてであ

りますが、本県は、寄附金は毎年度２億円程度

の収入があり、貴重な財源となっておるところ

でございます。来年度からは、納税者が任意の

自治体に寄附した金額に応じ住民税が控除され

る、いわゆるふるさと納税制度が導入される見

込みとなっております。このため、全国の納税

者に、本県に寄附したいと思っていただけるよ

う、本県の魅力を高め、情報発信に努めるとと

もに、納税者が寄附しやすい仕組みを検討して

まいりたいと考えております。寄附条例につい

ては、お話がありましたが、こうした寄附環境

を整える点から、どういう手法がよいのか、研

究してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 防災士の育成について、総務

部長にお伺いをしたいと思います。先ほどの答

弁で、県職員が１名ということでありました。

ちょっと少な過ぎるんじゃないかと思います。

いろいろインターネットなどで調べてみます

と、栃木県栃木市は、今後５年間で全職員―

今は618名いるそうですが―に防災士の資格を

取得させることを決めたそうであります。これ

は何でかといいますと、７月の新潟県中越沖地

震の際、栃木市も柏崎市に職員を派遣したそう

でありますが、その派遣された職員が、全く災

害復旧作業の経験がないために、物資運搬作業

をしただけだったそうです。そのため、地域の

防災適応力を高めるためには、職員一人一人の

危機管理能力が必要と判断し、市長みずからこ

れを提案して、要する費用は５年間で700万円か

かるそうです。本県においても、全職員とまで

は言いませんけど、少なくとも関係する部局あ

るいは出先機関の職員には防災士の資格を取ら

せるべきじゃないかと思いますが、見解をお伺

いしたいと思います。

○総務部長（渡辺義人君） 防災力の向上に

は、いろんなアプローチの方法が考えられます

けれども、自助・共助・公助と言われますよう

に、個人、地域、行政機関が、それぞれの立場

で災害対応力を高めて、連携していくことが大

事であるというふうに考えております。地域の

防災力を高めるためには、それぞれの地域の自

主防災組織の育成強化が何よりも重要でありま

して、先ほども申し上げましたが、防災士に

は、そのリーダーとしての役割を担っていただ

きたいと考えておりますので、当面は、その地

域のリーダーとして活動していただける方々を

対象に、資格取得を支援していきたいと考えて

いるところでございます。なお、県職員の防災

適応力につきましては、日ごろの防災関係業務

の推進や研修会の開催等を通しまして、その強

化を引き続き図ってまいりたいと考えていると

ころであります。

○新見昌安議員 防災士は、一回資格を取った

らそれで終わりじゃない。その得た知識と技能

を常に維持向上させる必要があるわけでありま

す。しかし、その維持向上は、個人レベルでは

なかなかでき切らないと、限界もあるんじゃな

いかと思います。県として、この防災士のスキ

ルアップにどのようにかかわっているのか、も

う一度、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（渡辺義人君） お答えいたしま
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す。

防災士は、平成15年度から資格取得が始まっ

た新しい制度でありまして、防災等の現場にお

いて経験を積むことにより、知識・技能の向上

が図られるものと考えております。県といたし

ましては、県内に防災士のネットワークが設立

されておりますので、この組織と十分連携を図

りながら、ただいま議員から御意見がございま

したけれども、各種の防災訓練への参加や研修

会講師等への活用など、活動、活躍の場を提供

していくことによって、支援してまいりたいと

考えているところでございます。

○新見昌安議員 そういったＯＪＴでしっかり

支援をしていっていただきたいと思います。

それと、防災士の育成を加速させるために

は、資格取得に要する費用についても、市町村

と連携して一定額補助をすべきじゃないかと思

いますが、再度、総務部長にお伺いいたしま

す。

○総務部長（渡辺義人君） 県では、平成18年

度から、自主防災組織活動強化事業といたしま

して、昨年度は10名、今年度は15名、先ほど申

し上げたとおりでございますけれども、防災士

研修講座の受講料、資格取得受験料等、資格取

得に必要な経費について助成しているところで

ございます。なお、防災士希望者の掘り起こし

など、市町村との協力も不可欠と考えておりま

すので、今後とも連携しながら、防災士の育成

を推進してまいりたいと考えているところでご

ざいます。

○新見昌安議員 壇上でも言いましたけど、こ

れから防災士をもっともっとふやしていかない

といけないと思いますので、市町村としっかり

連携をとりながら、育成に努めていっていただ

きたいと思います。

５歳児健診についてお伺いいたします。先ほ

ど壇上で鳥取県と栃木県を紹介したのは、両県

が全国に先駆けて全市町村で５歳児健診を実施

しているからであります。平成17年４月１日に

施行された発達障害者支援法の中では、国、都

道府県、市町村の責務として、発達障がい児に

対して、発達障がいの症状の発現後、できるだ

け早期に発達支援を行うことが重要であること

から、発達障がいの早期発見のために必要な措

置を講じなさいというふうに定めてあります。

この法の趣旨にのっとって、県の責務を果たし

ていくためにも、５歳児健診は全県的に実施し

ていく体制をつくるべきだというふうに思いま

すが、福祉保健部長に見解を求めたいと思いま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ５歳児健診の

実施に当たっては、発達障がいについて専門性

の高い知識・技術を持った医師、臨床心理士、

保育士、あるいは保健師等が必要とされてお

り、市町村の人的資源に応じた健診の実施方法

を検討する必要があるものと考えております。

県内では、西臼杵の３町以外では５歳児健診を

実施しておりませんが、５歳児の相談事業や乳

幼児を含めた発達相談、遊びの教室等を実施し

ているところもありまして、地域の実情に応じ

て、発達障がい児の早期発見に取り組んでおり

ます。県としましては、研修会等の実施や、管

轄保健所等を通じて、市町村へ専門的技術支援

を行ってまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 この５歳児健診については、

過去に外山議員も質問されておりますが、なか

なかそのときの答弁から、今回も越えるものは

ないということで、厳しい状況があるとは思う

んですが、壇上からも言いましたように、本当

に発達障がいの発見には、この５歳児健診が非
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常に大事な健診になってくるんですね。いろい

ろ厳しい状況もあると思うんですが、前向き

に、また検討をお願いしたいと思います。

長期生活支援資金貸付制度について、いま一

度、福祉保健部長にお伺いいたしますが、この

制度の創設が平成15年６月ですから、既に４年

半たっているわけです。利用件数もさることな

がら、相談件数が111件というのはちょっと少な

過ぎるんじゃないかと思います。こういった制

度があることを県民が知らないというふうに考

えるんですが、九州各県の状況、またあわせ

て、この制度の県民への周知はどんなふうに取

り組んでおられるのか、お伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 平成18年度末

の時点で、九州各県の状況につきましては、100

件を上回る相談件数を有するのが３県ございま

す。また、貸付決定件数は、福岡県が60件、熊

本県が25件と多数に及んでおりますが、他の県

につきましては10件未満で、本県と余り変わら

ない状況となっております。

次に、県民への周知の方法につきましては、

貸付主体である県社会福祉協議会及び県内各市

町村社会福祉協議会の広報誌により、県民に周

知をしているところであります。また、各地区

の民生委員・児童委員連絡協議会等においても

制度の説明を行い、利用を図っているところで

あります。県におきましても、一層の利用の促

進を図るため、県広報誌等を通じて周知・ＰＲ

等に努めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 利用件数が、４件申し込んで

一応４件とも貸し付けられたということですけ

れども、これもやっぱり実績としては少ないと

いうふうに思います。制度における貸付対象と

か貸し付けの内容を見てみると、結構細かく規

定されておりますね。このあたりにも原因があ

るんじゃないかと思うんですが、この制度の現

在の課題、そしてまた、将来どういうふうにこ

れを持っていこうと考えておられるのか、お伺

いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本制度の借り

入れ申し込みあるいは貸し付け実績の少ない理

由としましては、抵当権等が設定されている資

産は対象外となることや、連帯保証人を確保す

ることが難しいこと、さらには、昨今の金利で

は民間金融機関との金利差がほとんどないこと

などと聞いております。県としましては、御利

用いただく高齢者や御家族の方々の相談内容に

応じた、きめ細かな対応が図られるよう、県社

協及び各市町村社協との連携により、一層の利

用促進に向けて取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 壇上でも言いましたけど、こ

の制度は、持ち家のある高齢者にとっては非常

にいい制度でありますので、しっかりＰＲして

いただいて、利用促進に努めていただきたいと

思います。

県立図書館の蔵書について何点か、教育長に

お伺いをいたします。先ほどの答弁で、マイラ

インシステム利用は、年間で5,000冊から6,000

冊、予想したほどではなかったなという感じが

するんですが、せっかくの便利なシステムです

から、もっと利用されるように周知に努めてい

ただきたいと思っております。

ところで、群馬県では今年度から、県立高

校60校の図書館が地域住民でも利用できるよう

になったそうであります。ここ群馬県において

は、去年、モデル事業として、公立図書館がな

い地域で、県立高校の図書の閲覧・貸し出しと

いったことを実施したところ、非常に好評だっ

たということで、今年度から対象高校を60校ま
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で拡大したと。学校の図書資源を住民に活用し

てもらうことによって、地域に開かれた学校づ

くり、これが一つの目標だとは思うんですが、

資料が不足している高校に対しては、県立図書

館が１校当たり最大で300冊まで図書を貸し出す

というサービスをしているそうであります。全

校が最大冊数まで借りたとすると、１万8,000冊

もの県立図書館の蔵書が図書館外に出て行くこ

とになります。県立高校では図書館が充実す

る、県立図書館では蔵書の有効活用ができると

いうことで、一石二鳥だというふうに思いま

す。本県でマイラインシステムを利用した貸し

出しがありますが、これ以外の図書館外への貸

し出し、どういったものがあるのか、お伺いを

いたしたいと思います。

○教育長（高山耕吉君） 県立図書館における

館外貸し出しといたしましては、移動図書館車

「やまびこ」によります学校や市町村の図書館

等への巡回貸し出し、それに、子供たちに読み

聞かせ等を行います読書団体への長期貸し出し

がございます。以上です。

○新見昌安議員 今の答弁でも、取り扱い量は

少ないんじゃないかと考えられます。収蔵のス

ペースが乏しくなってきたら、そこにある蔵書

は、何らかの形で処理する必要が出てくるわけ

でありますが、現在どのように処理を行ってい

るか、また、処分する場合、費用はどのくらい

かかっているのか、お伺いをしたいと思いま

す。

○教育長（高山耕吉君） 県立図書館におきま

しては、雑誌・新聞で３年以上経過したもの

や、汚損、破損により利用できなくなった資料

等につきまして、計画的に処分を行っておりま

す。処分に当たりましては、リサイクル業者に

処理を依頼いたしておりますけれども、年間５

万円前後の費用がかかっている状況でございま

す。以上です。

○新見昌安議員 廃棄処分の話が先になってし

まったんですけれども、廃棄する前にもっとい

い方法があるんじゃないかと思います。これは

国立大学法人愛知教育大学というところの話な

んですが、11月15日から30日まで約半月間、古

くなった蔵書を１万4,000冊ほど、１冊100円で

売りますという呼びかけをしたところ、全国か

ら注文が殺到した、ほぼ完売しそうだという話

であります。もちろん採算はとれないと思うん

ですけれども、140万近い売り上げにはなるわけ

ですね。廃棄する前に、こういった販売という

形はとれないのか、伺いたいと思います。

○教育長（高山耕吉君） 不要になった蔵書に

つきましては、ほとんどが価値のないものであ

りまして、販売することは困難であると考えて

おります。以上です。

○新見昌安議員 ばっさり切られましたが、い

ずれにしても、手をこまねいていると、収蔵ス

ペースはいずれ満杯―時間の問題だと思いま

す。館外の貸し出し、販売、こういったものを

しっかり視野に入れて、対応策を考えていただ

きたいと思います。

ＪＴＢが、任天堂の携帯ゲーム機、ニンテン

ドーＤＳというのがあるんですが、「ＤＳもっ

て旅にでよ♪京都」という観光案内ソフトを来

年の２月末に発売するというのが新聞に載って

おりました。販売目標は10万本だそうです。観

光案内がゲームソフトになる時代でもありま

す。この京都版の売れ行きが順調だったら、ほ

かの観光地のソフトも制作しようという考えも

あるようです。宮崎はどうかなと、期待は少々

ですね。また、先ほど答弁がありましたが、携

帯カメラでＱＲコードを読み込んで―これは
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文字によって観光案内を入手するという方法で

すけれども、最近では、読み込むと音声によっ

て観光ガイドを電話から流すというものもある

そうであります。本当に日進月歩の世界だと思

いますが、121というすばらしい観光資源がある

宮崎県でありますので、しっかりアンテナを張

りめぐらして、観光客のニーズを的確にとらえ

ながら情報を発信していただきたい。ことしの

流れを来年まで続けられるように要望して、以

上で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42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、33番水間篤典議員。

○水間篤典議員〔登壇〕（拍手） きょうは12

月12日、私、12番目の質問者であります。本来

であれば12時12分から始まればまだよかったん

ですが、１時となりました。小林市選出の水間

であります。一括方式でお尋ねをしてまいりま

す。

ことしのいのしし年は、政治経済激変の年と

して幕をあけました。知事選に始まり、県議

選、市議選、そして市町村長選、また参議院選

挙、さらには総理総裁選挙まで行われ、まさに

選挙一色の年でもありました。食品の偽装問題

やサブプライムローンによる株の乱降下、ある

いは、お話にありますように原油高による物価

上昇、まさに波乱の年でありました。そういう

中で、第52代東国原知事の誕生によりまして、

マンゴーや地鶏、そして和牛の日本一、県庁ツ

アー、また、知事の言われました裏金問題、夢

とロマンのツアー問題、県政も波乱の年であっ

たのではと思います。もう一つ言いますと、決

算の２期連続の不認定もありました。気が早い

かもしれませんが、来年は皆様にとりましても

すばらしい年でありますことを念願いたしなが

ら、通告順に質問をしてまいります。

初めに、第２期の地方分権改革、新地方分権

改革について、知事にお伺いをいたします。

新地方分権改革につきましては、昨年末の分

権委員会設置以降、国、地方に対する意欲的な

ヒアリング及び現地調査が重ねられ、今日に

至っていると聞き及んでおります。去る11月16

日に地方分権推進委員会は、勧告に向けての方

向性を示す中間まとめを行い、いよいよ地方自

治体の自由度や自主性を高めるため、地方固有

の事務に国が法令で事業内容や実施方法を縛る

義務づけの原則廃止を明記するなど、条例の上

書き権の承認や国の出先機関の縮減などを示し

たところであります。今後、こうした方針で順

次政府に対し勧告がなされ、平成22年の新地方

分権一括法案の国会提出を目指すことになりま

した。

こうした中、増田総務大臣はその後の記者会

見で、法案の提出については―知事がよく言

われますが―「スピード感を持って対処し、

少なくとも半年は前倒しをしたい」とし、当初

予定の平成22年の通常国会提出予定を、平成21

年秋の臨時国会に前倒しすることを公表されま

した。まさに地方にとって、いよいよ新たな時

代の幕あけがスケジュールに乗ったのではない

かと感じさせる出来事であります。

地方分権改革は、まずは平成12年の第１期の

地方分権改革におきまして、地方分権推進一括

法の施行により、中央集権の象徴でありました
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機関委任事務が廃止され、国と地方の関係は、

上下・主従の関係から対等・協力への関係へ

と、法の上では位置づけされました。しかしな

がら、税財政面での分権化は果たされないまま

先送りとなりました。そして、第１期改革の置

き忘れと言われた税源移譲の壁を突破すべく、

小泉内閣により三位一体改革が提唱され、３兆

円規模の税源移譲が平成16年、17年で行われた

のは、記憶に新しいところであります。この三

位一体改革による国から地方への税源移譲の実

現は画期的なものでありまして、まさに戦後の

政治史にさん然と残るはずであったのでありま

すが、残念ながら現実は、地方自治体の中から

は、この三位一体改革を評価する声は余り聞こ

えてきません。それは、中央省庁の抵抗と、国

の財政改革優先の方針が押し通され、３兆円の

税源移譲とともに、4.7兆円の国庫補助負担金の

削減、さらには5.1兆円に上る地方交付税の削減

が同時に行われたからであります。補助金の削

減、地方交付税の縮小、税の移譲はバランスの

とれたものとして行うべきであったにもかかわ

らず、地方の財源は結果として６兆円以上の純

減という著しくバランスを欠いたものになりま

した。地方自治体に大きな弊害と不信を残すこ

とになったのは、非常に残念なことでありま

す。三位一体改革が、いつの間にか国の財政健

全化に置きかえられたという気がいたします。

この交付税の大幅な減は、地方全体を衰退へ

と向かわせるとともに、税源移譲により税源の

偏在が増大したことも重なり、地域間格差とい

う新たな、そして大きな問題を生じさせまし

た。一方で、不交付団体である東京都を中心と

した大都市圏は、好調な税収増を背景に福祉施

策などの充実を図るなど、対照的な光景が見ら

れております。こうした結果は、地方分権とは

単に勝ち組と負け組、いわゆる強い者が勝つと

いう世の中をつくっただけという感想を抱いて

いる自治体関係者も多いと思います。

この第２期の地方分権改革において、今まで

の反省の上から、税財源の格差を生じさせない

ように税財政を抜本的に見直し、地方交付税の

総額確保をした上で自治体の自由度を高め、地

域の個性を生かした活性化を図ることにより、

地域間格差の問題も解決していくべきだと考え

ております。全国知事会など地方六団体で一致

団結して取り組むべきだと思います。知事もい

ろいろな講演会、あるいは記者とのトークを含

めて、そういう中でお話をされておりますが、

真に地方のための地方分権改革となるように働

きかけていくべきだと思いますが、改めて知事

の御所見をお伺いいたします。

また、税源移譲により都市と地方の財政力格

差がさらに増大いたしました。今後、地方税源

の偏在度あるいは格差是正に向け、国レベルで

も、ようやくいろんな方策が模索されていると

ころであります。県としては、どのように国に

働きかけ、また提言を行っていくのか、あわせ

て知事にお尋ねをいたします。

次に、財政健全化法についてであります。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律が

本年６月22日に公布されました。従来は、財政

状況の悪化した地方公共団体については、地方

財政再建特別措置法によって、財政再建制度が

用意されてきたわけであります。これは、御承

知のとおり、赤字が生じた団体みずから申し出

て財政再建計画を策定し、総務大臣の同意を得

ることにより計画的な財政再建を行う仕組みで

あります。再建法によって再建するかしないか

は、あくまでも当該地方公共団体の自主性にゆ

だねられております。標準財政規模に対する赤
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字の比率が、道府県で５％、市町村で20％以上

となっているものについては、起債の制限がか

かることになります。このような現行制度に比

べ、今回の財政健全化法による新しい制度は、

夕張市の教訓などを踏まえてつくられたとも聞

いております。起債制限比率などは若干緩めら

れるなどとも報じられておりますが、基本は旧

法の精神が生きているのだと思っております。

新しい基準は、一体どういう特徴、ねらいがあ

るのでしょうか。最近、佐賀県などでは、この

法律の成立もあって、さらに財政健全化に取り

組み出したとのことであります。本県において

は、どのような対応をとられるおつもりか。ま

た、普通会計以外の会計を連結した指標やその

他の指標により、財政健全化計画策定の対象と

なるおそれはないのか、総務部長にお伺いをい

たします。

次に、平成20年度の財政見通しについてお尋

ねいたしますが、今年度の予算以上に、来年度

に向けては予算規模を確保できるのかどうか。

また、財政４基金については、新たな財政改革

推進計画の中ではどのように推移しているの

か、お尋ねをいたします。

次に、品目横断的経営安定対策についてお伺

いをいたします。

今年度から国においては、米、麦、大豆など

を対象とした品目横断的経営安定対策が開始さ

れ、一定規模の担い手や経営体のみを対象とし

た安定対策に移行しているところであります。

野菜や畜産においては、品目別の経営安定対策

が実施されるなど、担い手の育成確保の視点か

ら、対象農家の見直しが進められております。

県においても、集落営農の組織化・法人化や認

定農業者の育成確保、農地の集積について、市

町村、関係機関と一体となった対策を図られて

いるところであります。そこで、品目横断的経

営安定対策への取り組みの現状についてお聞か

せください。

また、国の対策に加入できない小規模農家や

兼業農家を含めた、宮崎ならではの宮崎型農業

を今後どのように育成していこうとされている

のか、農政水産部長にお尋ねをいたします。

またあわせて、麦の生産対策については、県

はどのように奨励されているのかお聞かせくだ

さい。

次に、食育推進についてであります。

食育基本法が平成17年７月に施行され、はや

２年半が経過しようとしております。本県の基

幹産業は農林水産業であります。そうであるな

らば、本県は、食育に関してはぜひ先進的であ

り、また先進県であってほしいと考えます。食

育とは、食育基本法の中では、生きる上での基

本であって、知育、徳育、体育の基礎となるべ

きもので、さまざまな経験を通じて、「食」に

関する知識と「食」を選択する力を習得し、健

全な食生活を実践することができる人間を育て

ることと位置づけられております。また、「食

育」という言葉は、明治期には、「通俗食物養

生法」という本の中で、「今日、学童を持つ人

は、体育も智育も才育もすべて食育にあると認

識すべき」、また、同じ時期に報知新聞編集長

であった村井弦斎が連載していた人気小説「食

道楽」の中でも、同様の内容のものが記述され

ております。これらは、食料事情が現在よりも

劣った時代背景があるとはいえ、食育というの

は大変古くからのものであると感じます。最近

では、すぐにキレやすい、怒りっぽい子供がふ

えるなど、その原因を食事に求める向きもあ

り、やはり食育は子供たちに大変必要であると

感じます。
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一方で、食文化及び食の伝統は、その地域で

とれる農産物を食材として利用することで成り

立っておりました。その地で生産される農産物

は、昔からそこに住む人たちにとって体に一番

合っているとも言われております。これが地産

地消の本来の目的でもあります。まずは、学校

給食から地産地消をしていくことが必要であり

ますし、学校給食に地場産品を活用すること

は、新鮮で安全な食材を確保することにより安

心・安全であるということ、地元の産業に直接

還元される経済効果、また、学校教育の中で、

総合学習や給食指導などにより子供たちが生産

者と交流し、食の大切さを知り、地元の産業を

学ぶことで地域への理解や郷土の伝統、食文化

への関心を深める機会になるのではないでしょ

うか。

そこでまず、教育長にお尋ねいたします。平

成18年度から食育に関する新規事業で食育推進

モデル事業をやっておられます。その成果及び

課題、今後の展開方針についてどのようにお考

えでしょうか、お尋ねをいたします。

また、農政水産部長にお尋ねをいたします

が、地産地消と食育の一体的な推進を図る「食

ルネサンス「いただきます」推進事業」の成

果、課題、今後の進め方についてお答えくださ

い。

次に、有機農業の推進についてであります。

環境や生態系を考え、化学合成物質の利用を

やめ、有機物による肥料を用いるなど、自然の

仕組みに逆らわない農業に有機農業がありま

す。本県においても、綾町を初め多くの取り組

みがあり、心強いものがあります。農産物は、

消費者に対して安全・安心で、栄養面も心配が

ないことが不可欠です。そのため、有機農産物

に対する消費者のニーズは高く、生産性と経済

性の向上を追求してきた近代農業とは異なる理

念に基づいて、土づくりを十分に行い、自然と

調和することによって環境負荷を軽減するよう

に行われている有機農業の重要性は、さらに高

まっているように感じます。現在、有機農産物

は消費者をとりこにし、少々高くても有機農産

物を買おうという消費者もふえているようであ

ります。また、有機・無農薬野菜、天然魚など

のオーガニック食材だけを使うレストランも人

気があるようであります。有機農業の取り組み

については、まだまだ面の広がりに欠ける状況

かと存じますが、栽培方法の工夫や独自の販路

開拓をするなど、頑張っておられる方もたくさ

んおられます。こういった方々を支援するため

に、昨年の12月15日、超党派の議員立法として

「有機農業の推進に関する法律」が施行されま

した。また、これを受けて、国の有機農業の推

進に関する基本的な方針がことしの４月27日に

公表され、これに対する国の来年度予算要求

も10倍の５億円に拡大するなど、有機農業の推

進は、今や国を挙げた施策として取り組まれる

ようになりました。そこで、農政水産部長にお

尋ねいたします。そもそも有機農業とはいかな

る農業であると認識されておられるのか。ま

た、それが今日においてかくも重視されるよう

になった理由、有機農業は本県においてどの程

度普及し、今後の取り組みはどうなっているの

か、お伺いをいたします。

次に、医師確保についてであります。

毎議会ごとに問題となっておりますが、全国

的な医師不足が大きな社会問題になっているの

は御案内のとおりであります。国においても平

成16年度より、地域における医療対策協議会の

開催、17年度、小児・産科における医療資源の

集約・重点化の推進、また、18年度新医師確保
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総合対策の策定、本年度は医師確保等支援チー

ムの設置など、医師確保に関する政府・与党の

協議会等々、緊急の医師確保対策をまとめるた

めに160億円の予算要求もされておりまして、施

策の展開を図っておるようであります。さらに

は、この緊急医師確保対策に基づき労働者派遣

法の改正を図り、医療機関に限り派遣できるよ

うに改正を考えているようでもございます。そ

こでお尋ねをいたしますが、県においても、医

師確保対策として、さまざまな対策が講じられ

ておるようでありますが、これらの進捗状況は

どうなっているのかお聞かせください。

また今回、国においては、全国の大学医学部

定員増の方針を発表し、各県で５名、北海道

で15名、公立で20名を含め、年間285名の増員と

なる見込みのようであります。当宮崎大学医学

部の増員は５名のようであります。しかも自治

医大方式というふうに聞き及んでおります。そ

うなりますと、修学資金の手当てまでしなけれ

ばならないと感じますが、宮崎大学との話は進

んでいるのか。また、本県独自の修学資金制度

と重なることになると思いますが、お聞かせく

ださい。

また、自治医大卒業生の本県定着率が全国の

平均よりも低いと聞いておりますが、どの程度

なのか。また、その理由はどこにあるのかお聞

かせ願います。

今は、医師国家試験の合格者の３分の１が女

性と言われております。近い将来、医師の３分

の１は女性になると予想されますが、本県の女

性医師の割合はどうなっているのか。また、今

後の女性医対策として、就業環境の充実が求め

られますが、院内保育所の設置状況はどうなっ

ているのかお尋ねをいたします。

次に、獣医師確保についてお尋ねします。

最近また、中国で鳥インフルエンザが発生し

たようであります。本県における今回の鳥イン

フルエンザの発生時には、発生源周辺における

防疫対策、初動態勢の整備、発生農場における

鳥の殺処分など、獣医師が中心となり24時間態

勢で対応した結果、まさに最小限の被害で食い

とめることができましたのは、御案内のとおり

であります。発生の３農場もそれぞれ違う振興

局管内であったために、畜産課を中心に関係機

関の力を結集して終息させることができまし

た。鳥インフルエンザ防疫対策は、獣医師でな

ければ対応ができない業務がほとんどでありま

す。また、県内においては家畜保健衛生所、あ

るいは５カ所の食肉衛生検査所がありますが、

食鳥検査羽数は約１億2,000万羽、また、ＢＳＥ

全頭検査を含めると、獣医師の皆様方は過酷な

勤務状況にあるようであります。また、団塊の

世代の退職を迎え、30人近い皆さんが欠員にな

ることが予想されるところでもあります。そこ

で、本県の獣医師の体制整備と確保対策はどの

ように考えておられるのか、農政水産部長、ま

た福祉保健部長にお尋ねをいたします。

最後に、国県道整備についてお尋ねをいたし

ます。

本県においては、県内１時間構想を軸として

鋭意努力をいただいているところであります。

しかも、本県の高速道路問題を最優先として、

東九州道あるいは九州横断道の整備促進に向け

て頑張っておられることに敬意を表する次第で

あります。ただ、一般国県道の整備について

は、昨日も質問がありましたように、公共事業

等の縮小により、舗装率、改良率は、若干の伸

びはあるものの、ストップしている状況に近い

と言わざるを得ないのであります。国道221号線

人吉―都城間の問題であります。小林地区の石
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氷地区（通称種子田地区）の路線であります。

昭和63年から始まり、平成10年までに35億の総

事業費により全面４車線に改良したところであ

ります。しかし、その後は、10年を経過した現

在でも、いまだにもとの２車線のままでありま

す。その先では、先般、死亡事故や接触事故が

起きておりまして、近くは観光農園、ブドウ、

ナシの有名なところで、観光バスも出入りする

地区でもあります。今後の整備の進捗について

お聞かせください。

またあわせて、県道の石阿弥陀五日市線、奈

佐木高岡線、宮崎須木線について、今後どのよ

うに整備をされていかれるのかお聞かせくださ

い。

以上、壇上からの質問といたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

地方分権改革についてであります。地方の自

主性、自立性を高め、地域の特性に応じた個性

豊かで活力に満ちた地域づくりを進めてまいり

ますためには、今後とも地方分権を推進してい

く必要がございます。これまでも、国から地方

への権限移譲や関与の見直しがなされてきては

おりますが、先般の第１期改革は、地方の裁量

を高めるという点で、真の地方分権につながる

ものとは言いがたいものでありました。

このような中、国では、昨年12月に制定され

た地方分権改革推進法に基づき、本年４月から

地方分権改革推進委員会における協議を開始し

たところでありますが、地方といたしまして

も、この第２期改革こそ、権限移譲や税源移譲

を伴う真に実効性のある分権改革につなげてい

かなければならないと考えております。現在、

全国知事会等におきまして、具体的な権限移譲

項目などの協議を続けておりますが、第２期改

革が大きな成果を上げるためには、やはり、地

方が一致団結することが大切であります。今後

とも、真の分権型社会の構築に向けて、全国知

事会議等の場で議論を深めながら、国や地方分

権改革推進委員会等に働きかけてまいりたいと

考えております。以上です。〔降壇〕

○総務部長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、地方公共団体財政健全化法についてで

あります。この法律のねらいは、財政の健全性

に関する比率の公表制度を設け、その比率に応

じて財政健全化計画や財政再生計画を策定する

制度を定めることによりまして、地方公共団体

の財政の健全化に資することを目的とするもの

であります。基準となる健全化判断比率は、こ

れまでもあった実質赤字比率、実質公債費比率

に加えまして、新たな指標であります連結実質

赤字比率、将来負担比率の４つでございます。

まず、実質赤字比率は、普通会計を対象とした

実質赤字の標準財政規模に対する比率でござい

まして、現行の財政再建法でも用いられている

指標であります。これに、公営企業の資金の不

足額及び普通会計の対象とならない特別会計の

実質赤字を加えたものが、連結実質赤字比率で

あり、地方公共団体のすべての会計を対象とし

た場合の状況を示す指標であります。また、実

質公債費比率は、公営企業の元利償還金に対す

る繰出金等を含めた実質的な公債費負担に関す

る指標であり、平成18年度から導入されている

ものであります。以上の３つはフローの指標で

ありますが、将来負担比率は、これまでなかっ

たストックに関する指標であり、公営企業、出

資法人等を含め、普通会計が将来負担すべき実

質的な負債の状況をあらわすものとなっており

平成19年12月12日（水）
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ます。

次に、財政健全化法に対する本県の対応等に

ついてであります。健全化判断比率の公表は、

平成19年度決算から適用されることとなってお

り、去る12月７日には各比率に関する基準値が

公表されたところでありますが、詳細な算出方

法等は、現在、国において検討されているとこ

ろであります。したがいまして、現時点で、本

県の健全化判断比率の状況がどうなのかを申し

上げることは難しいところでありますが、例え

ば、実質公債費比率で申しますと、早期健全化

基準が25％であるのに対し、本県は11.8％と

なっているなど、いずれの指標も財政健全化計

画や財政再生計画の策定が必要な状況にはない

のではないかと考えております。いずれにいた

しましても、本県におきましては、今後とも健

全化判断比率の状況に十分留意しながら、第２

期の財政改革推進計画を着実に実行することに

よりまして、財政の健全化を図ってまいりたい

と考えております。

次に、平成20年度予算についてであります。

現在、鋭意、予算編成作業に取り組んでいると

ころでありますが、予算の規模等は、今後明ら

かになります国の予算案や、地方財政対策を含

めた地方財政計画の動向、とりわけ本県最大の

歳入財源であります地方交付税がどうなるかと

いうことなど、さまざまな要因が関係してまい

りますので、現時点でどの程度になるのかとい

うことを申し上げることは困難なところでござ

います。

最後に、基金の推移についてであります。財

源調整のための４つの基金は、第１期財政改革

推進計画開始前の平成15年度末が約765億円であ

るのに対し、その翌年度の16年度末が約722億

円、17年度末が約684億円、18年度末が約667億

円と、15年度末に比べまして約100億円減少いた

しております。なお、本年11月補正後の19年度

末見込み額は約425億円となっております。以上

であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、医師確保対策の進捗状況についてであ

ります。県では医師確保についていろいろ取り

組んでおりますが、まず、山間僻地の医療を確

保するため、自治医科大学卒業医師10名及び医

師派遣システムで採用した医師１名を、僻地公

立病院等へ派遣しております。また、僻地医療

はもとより、小児科、救命救急科といった特定

診療科の医師を確保するため、昨年度は８名、

今年度は６名の医学生に医師修学資金の貸与を

決定したところであります。さらに、現在、医

師派遣システムによる採用につきまして、医師

と個別に交渉をしているほか、関係市町村と設

置した医師確保対策推進協議会のホームページ

等で、自治体病院等の求人情報を広く全国に発

信していくなど、関係機関一体となって医師確

保に取り組んでいるところであります。

次に、大学医学部の定員増についてでありま

す。今回の措置は、国の緊急医師確保対策の一

環として、平成21年度から９年間にわたって、

地元大学の定員を最大で５名までふやすことを

認めるというものであります。また、県には、

定員増の条件として、知事が指定する医療機関

に原則９年間勤務すれば返還を免除するという

奨学金の創設が求められております。この制度

を導入するためには、宮崎大学の受け入れ体制

や既存の県の医師修学資金との整合性、さらに

は、定員増分が確実に地元定着につながるよう

な入試方法の検討など、解決しなければならな

い課題もありますことから、今後、宮崎大学と
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十分に協議してまいりたいと考えております。

次に、自治医科大学卒業医師の県内定着につ

いてであります。本県の県内定着率は、平成19

年６月段階で57.1％と、全国平均の約70％を下

回っている状況にあります。これは、自治医科

大学卒業医師の多くが、義務終了後に、医療技

術の進んだ大都市圏での専門研修を希望し、県

外に出てしまうことが主な要因となっておりま

す。今後、こういった状況を踏まえ、医師派遣

システムの活用を初め、自治医科大学卒業医師

の県内定着に向けた取り組みについて検討して

まいりたいと考えております。

次に、女性医師対策についてであります。県

内の女性医師数は、平成16年12月末現在で318人

であり、医師総数の12.5％となっております。

また、女性医師が働きやすい就業環境を整備充

実していくことは、今後、女性医師の増加が予

想される中でますます重要になってくるものと

思われます。特に院内保育所は、女性医師の就

労継続に大きな役割を果たしており、本年４月

には宮崎大学に開設されたほか、国立病院機構

の３病院、民間の12病院、合わせて16の病院に

設置されております。

最後に、獣医師の体制整備と今後の獣医師確

保対策についてであります。福祉保健部におい

ては、本県における食の安全・安心確保のた

め、５つの食肉衛生検査所に62名、８つの保健

所に27名、衛生環境研究所に４名等、合計101名

の常勤獣医師を配置しております。さらに、食

肉衛生検査所においては、獣医師の資格を持っ

た非常勤の嘱託検査員を現在54名雇用しており

ます。食肉衛生検査所では、屠畜検査はもとよ

り、ＢＳＥ検査や、早朝からの食鳥検査等、休

日における検査にも柔軟に対応しております。

このような中で、福祉保健部においては、今後

５年間で獣医師職員29名の退職が見込まれてお

ります。また、近年の獣医科大学生の就職希望

が小動物診療に向かっているため、公務員獣医

師の確保はますます困難な状況にあります。こ

ういうことから、今後とも各獣医科大学訪問等

による本県への就職勧誘を実施するとともに、

県獣医師会を初めとした関係機関とも連携しな

がら、獣医師確保に努めてまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、品目横断的経営安定対策の取り組みに

ついてであります。この対策は、認定農業者な

どの担い手の経営安定を図る上で重要でありま

して、県及び関係機関等で構成する担い手育成

総合支援協議会が中心となり、説明会の開催や

加入手続の支援などをきめ細かく行ってきたと

ころであります。平成19年産の加入状況は1,063

経営体、1,915ヘクタールで、品目別では、米

が1,062経営体、1,756ヘクタール、麦が16経営

体、30ヘクタール、大豆が31経営体、129ヘクタ

ールであります。県といたしましては、今後と

も、本対策を活用しながら、認定農業者や集落

営農組織など意欲ある担い手の育成確保に向け

た支援に努めてまいりたいと思います。

次に、本県農業の振興方向についてでありま

す。本県では、温暖な気候や豊かな自然を最大

限に活用して、意欲のある生産者を中心に、米

と野菜や畜産などの複合経営を主体に農業経営

が展開されてきました。その結果、平成18年の

農業産出額は全国第５位の3,211億円でありまし

て、全国有数の食料供給県であると認識してお

ります。一方、国の対策等におきまして想定さ

れる経営耕地面積の大きい農業経営体は、本県

では3.8％にすぎず、小規模な農業経営が農業生
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産の主体となっております。このため県といた

しましては、多様な品目を組み合わせて経営を

展開する認定農業者や農業法人などの個別経営

体はもとより、小規模農家等を含む集落営農の

育成など、地域の特徴を最大限に活用した取り

組みを進めることにより、経営として成り立つ

農業の展開に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、麦の生産対策についてであります。本

県の麦の作付面積については、価格の低下や収

穫期の気象条件等による品質低下等から面積が

減少しておりましたが、平成19年度では78ヘク

タールと増加に転じております。その要因とい

たしましては、焼酎用原料として生産者と県内

の酒造会社等との間で播種前契約が行われる大

麦の生産増加が挙げられます。県といたしまし

ては、今後とも、冬作として輪作体系に組み込

める地域を中心に、大麦を主体とした播種前契

約の拡大を推進するとともに、品目横断的経営

安定対策への加入を進めながら、取り組んでま

いりたいと考えております。

次に、「食ルネサンス「いただきます」推進

事業」の成果等についてであります。本県で

は、食育基本法の制定を受け、平成18年９月に

「「いただきます」からはじめよう！みやざき

の健全な食生活」を基本目標とした宮崎県食育

推進計画を策定し、あわせて本事業を実施して

おります。本事業では、テレビＣＭによる啓発

活動や学校給食における県産食材の利用促進、

さらには地産地消推進協力員による自発的な活

動に対する支援等を行っております。これによ

り、自主的な食育活動グループによる特徴ある

取り組みが見られ始めるなど、家庭、学校、地

域等に食育、地産地消に対する関心が高まって

おります。今後は、県民全体の活動へと発展さ

せるため、市町村における食育推進計画の策定

を促進しながら、関係機関・団体が一体となっ

て、より一層の推進を図ってまいりたいと考え

ております。

次に、有機農業についてであります。有機農

業とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使

用せず、環境への負荷をできる限り低減した農

法でありますが、安定した収量・品質を確保す

るなどの面からは、解決すべき課題が多くある

ものと認識しております。近年、有機農業は、

消費者の環境問題や安全・安心な食に対する関

心が高まる中、環境に優しい農業として重視さ

れるようになってまいりました。県内でも綾町

を初め各地域で、露地野菜や茶などで実践され

ておりますが、多くは個別的な取り組みとなっ

ております。このため県としましては、有機農

業の実践者や関係機関による検討会を立ち上

げ、技術の開発や消費者等との連携を進めなが

ら、本県の温暖多湿な条件のもとでの定着、拡

大の可能性について検討を行ってまいりたいと

存じます。

最後に、獣医師の体制整備と今後の獣医師確

保対策についてであります。農政水産部におい

ては、現在62名の獣医師が勤務しており、その

うち家畜保健衛生所に44名を配置しておりま

す。今回の高病原性鳥インフルエンザのような

緊急事態においては、法律上、全国の獣医師に

応援を依頼し体制を整え、その対応を行うこと

ができることとなっております。しかしなが

ら、近年、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ

など海外悪性伝染病が相次いで発生しており、

予防や発生予察調査等、その業務量は増加傾向

にあります。今後とも、家畜伝染病の予防と獣

医師の重要性は増加することが見込まれる一方

で、公務員獣医師への就職希望者が減少してい
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ることから、関係大学や他部局とも連携を図り

ながら、獣医師の確保に努めてまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

国道221号種子田地区の道路整備についてであ

ります。本路線につきましては、特に線形の悪

い石氷橋の前後約1.5キロメートルにつきまし

て、平成10年度までに整備を完了したところで

ございます。これに続く区間につきましては、

一部線形、見通しの悪い箇所があり、交通安全

などの観点から道路整備が必要であると考えて

おります。このため、本地区の道路整備につき

ましては、他の事業中箇所の進捗状況等を踏ま

えて、整備について検討していきたいと考えて

おります。

次に、県道石阿弥陀五日市線の道路整備につ

いてであります。小林市とえびの市境の約２キ

ロメートルについて、現在整備が完了したとこ

ろでありますが、これに続く未整備区間の鍋倉

地区につきましては、農道等と一体的に整備効

果を発揮するため、整備が必要であると考えて

おります。他の事業中箇所の進捗状況等を踏ま

えて、整備着手について検討していきたいと考

えております。

次に、県道奈佐木高岡線の道路整備について

であります。本路線につきましては、須木中心

部と内山地区間の交流促進のため、県道宮崎須

木線や大規模林道宇目須木線と連携を図りなが

ら、一連の区間として整備を進めております。

事業中の須志原工区、延長約１キロメートルに

つきましては、平成14年度に事業着手し、既に

用地取得を完了しており、これまでに新出之口

橋を完成させるなどしております。本年度は、

切り土や盛り土などの道路改良工事を進めるこ

ととしており、早期完成に向け事業推進を図っ

ていきたいと考えております。また、奈佐木地

区につきましては、厳しい地形条件や交通量を

勘案し、特に幅員の狭い箇所や急カーブ箇所の

部分的な整備について検討してまいりたいと存

じます。

最後に、県道宮崎須木線の道路整備について

でございます。本路線につきましては、広域観

光ルートとして重要な路線であることから、現

在、綾町の大口工区や小林市須木の下田工区の

整備を鋭意進めているところでございます。残

る未改良の綾町から小林市須木間につきまして

は九州中央山地国定公園内であり、綾の照葉樹

林の保護にも配慮する必要があることから、今

後、整備手法について検討していきたいと考え

ております。以上でございます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

心と体を豊かにする食育推進モデル事業につ

いてであります。本県におきましては、平成18

年度から、食に関する指導を推進するモデル校

を指定いたしまして、食育の専門家である栄養

教諭を新たに配置し、子供たちに正しい食習慣

を身につけさせるための授業や、偏食や肥満傾

向のある子供への個別相談、さらには食に関す

る校内研修会などに取り組んでいるところであ

ります。これまでの取り組みによりまして、食

生活の改善が図られますとともに保護者や職員

に食育の認識が高まり、朝食を食べない子供が

減少したり、給食時での残食量が減少するな

ど、一定の効果が見られてきております。今

後、県教育委員会では、これらの状況を踏まえ

まして、学校における指導マニュアル作成に取

り組みますとともに、関係部局との連携強化を

図っていきたいと考えております。以上でござ
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います。〔降壇〕

○坂口博美議長 ここで、総務部長にちょっと

申し上げますけど、先ほどの答弁の中で、平

成18年度末の県債残高667億と答えられたと思う

んですけれども、我々が今いただいております

議案の中の決算書では690億となっておりますの

で、そこのところの説明を追加してお願いしま

す。

○総務部長（渡辺義人君） 後ほど、確認した

上でお答えさせていただきます。

○水間篤典議員 るる御答弁をいただきまし

て、ありがとうございました。

知事もちょっとお疲れのようですね。先に知

事にお伺いしますが、今、私が財政改革の問題

で基金の問題をお聞きしました。基金が今、

ちょっと数字が違うということでしたが、私の

手元にある数字で言いますと、なぜお聞きした

かというと、これは15年度が764億7,700万、16

年度が722億、17年度684億、18年度667億、そう

いう中で、ことしの19年度予算の概要の中で、

実はこの６月補正の不足額が256億円、これを基

金で取り崩したということで、667億から256億

を引くと412億円、これが平成19年度末の基金残

高ということになるんです。そこまではいいん

です。ところが、今度は17年度になります

と、684億あった基金から222億取り崩すんで

す。結果、462億しか残らないところであります

けれども、現実、執行部の皆さん方の一つの努

力もあります。あるいは人件費であったり事務

事業であったり投資的経費、こういうもの、こ

れは県民の皆さん方に痛みを与えながらも、そ

こにまた200億程度の積み戻しをしているんです

よ。その結果が667億という数字になっていくん

です。

ですから、毎年、そういう意味では、139億と

か206億、16年度になりますと265億も積み戻し

になっている。こういう状況を考えますと、私

が言いたいのは、やはり、今倒産も―さっき

の質問にありました―92社倒産をする中で、

建設業者は50社を超えているんです。そういう

流れ。そしてまた、先ほど説明もありました、

県民所得が221万2,000円、去年よりも9,000円下

がっているんですよ。そのことを先ほども指摘

されたと思います。こういうことを考えます

と、やはり、積み戻しも大事なんですが、少し

はその中で、県民生活の安定のためには何ら

か、200億もそんな必要ないんじゃないかという

のが私の持論で、そのうちの半分か、あるいは

３分の１かは、何か県のために、県民のために

……。こんなに倒産がふえている状況の中で、

どうすれば景気対策につながるか、経済対策に

なるのか。そこらあたりもひとつ考えていただ

きたいということで、これは、来年度もありま

すが、知事、お聞かせいただけますか。どのよ

うに考えていかれるか。取り崩しをしろとまで

は言いませんけれども、もうちょっとそういう

ところ、経済対策、景気対策まで考えるのかど

うか、お聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 積み戻しを半分ぐら

いは景気対策に回せということなんですけれど

も、基金がなくなって、あるいは財政再建団体

は標準財政規模の５％ということは御存じです

よね。それを踏まえて言います。本県の財政状

況は、地方交付税等の大幅な削減や社会保障関

係費の増大等により一段と厳しさを増しており

ます。これまでの財政改革の取り組みにより、

財源調整のための基金については一定額を確保

できましたが、今後も、毎年度200億円を超える

収支不足が見込まれ、財政改革に取り組まなけ

れば財政が破綻し、県民生活に極めて甚大な影
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響が生じるという事態も危惧されるところであ

ります。したがいまして、将来に禍根を残さな

いためにも、財政改革を着実に実行し、持続可

能な財政構造へ転換していくことが必要不可欠

と考えております。

なお、特別枠に関しましては―いわゆる議

員御指摘の生活関連枠でございますが―第１

期財政改革推進計画においては、県単公共事業

について対前年度比30％減などの厳しいシーリ

ングを設定したことから措置したものでありま

す。第２期財政改革推進計画においては、東九

州自動車道の整備や公共施設の県単維持管理経

費を除き、対前年度比５％減としていることか

ら、実質的には３％減程度となっており、シー

リングによる減額幅が大きく異なることや、本

県の厳しい財政状況等を踏まえますと、特別枠

を措置することは、今のところ困難であると考

えております。しかしながら、建設産業の厳し

い状況は認識しておりますので、建設産業対策

を平成20年度重点施策の一つとして位置づけ、

予算編成において重点的措置を図ることとした

ところでございます。

○水間篤典議員 来年度のそういう予算規模、

あるいは来年度の予算の流れでは、ぜひ景気対

策をお願いしたいと思います。

それと医師確保対策についてお尋ねをいたし

ます。医師確保といいますと、いつも２次医療

圏の問題になると小林市民病院の話になるんで

すが、県は２次医療圏ごとに地域災害医療セン

ターを指定しているんです。通称災害拠点病院

と言いますが、この指定の重み、あるいは役割

はどのように考えておられるのか。指定をして

いるのであれば、人的なもの、医師の派遣、あ

るいは施設の整備、こういうものに……。その

重み、あるいは役割をもうちょっと検討すべき

ではないかと思うことが第１点。

もう一つは、今、長崎県を初めとして全国７

県で、地元大学に寄附講座を設けているという

ことでありまして、本県としても、宮崎大学か

ら申し入れがあったと聞き及んでおるんです

が、どのように受けとめておられるのかお聞か

せください。福祉保健部長。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 地域災害医療

センターは、災害時の拠点病院として、多く発

生します救急患者の受け入れを初め、医療救護

チームの派遣等の重要な役割を担っておりま

す。このため県では、災害拠点病院として必要

な施設や設備整備費の補助を行い、県内の災害

医療体制の充実を図ってきたところでありま

す。しかし、市町村立の病院につきましては、

国の三位一体改革の一環として、平成18年度に

施設・設備の整備に係る国庫補助が廃止され、

市町村に財源が移譲されたために、現在は市町

村に対する財政支援は行っていないところであ

ります。一方、医師の確保につきましては、市

町村や県医師会、宮崎大学等の関係機関と十分

連携し、県のさまざまな取り組みを通して協力

してまいりたいと思います。

寄附講座につきましては、地方財政法の特例

として、自治体等が地元大学に寄附を行い、地

域医療のあり方等を研究するためのものであ

り、本来は地域への医師派遣等を目的としたも

のではございません。全国では、お話にありま

したように７県で取り組まれておりますが、大

学の医師が研究の一環として、週に数日程度の

診療を行うことにより、医師不足解消の一助と

なっている例もあると伺っております。本県に

おきましても、宮崎大学にそういう構想がある

と聞いておりますが、地域の医師不足の解消に

どの程度の効果があるのか等、検討すべき課題
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もあり、今後、宮崎大学と協議、研究してまい

りたいと考えております。

○水間篤典議員 寄附講座についてであります

が、非常に部長としては頭の痛い問題といいま

すか……。一つはこの問題は、先ほども申しま

したように、やはり大学も自治体も双方の意思

が一緒にならないと、大学だけではだめ、こち

ら側からどうの―というのは、予算の問題が

出てきますね。教授の問題、いわゆるスタッフ

の問題を含めて考えますと、非常に難しい問題

かもしれません。先ほど言いましたように、修

学資金の問題、講座の設置期間、こういうもの

も出てきます。あるいは総務大臣の同意が必要

だということもありますから。これは知事がそ

の会に出られてお聞きになったのか。また、聞

かれておれば知事の見解を、寄附講座について

はどういうお考えをお持ちか、突然ですが、ど

うでしょう。

○知事（東国原英夫君） その説明会には出て

おりません。ただ、寄附講座は、今後、先ほど

福祉保健部長からの答弁ありましたとおり、そ

の効果も含めて検討する余地はあると思いま

す。

○水間篤典議員 これは全国で７県しかやって

いない、非常に財政の持ち出しも、自治体の持

ち出しもあるということで、大変な問題かもし

れませんが、ただ、一体何が必要かというと、

医師の確保なんですよ、問題は。大変なことで

すから、そこはどうにか、お金がかかっても必

要な分は必要ということで、ひとつ検討してい

ただきたい。

それからもう一点は、国県道の問題です。先

ほどの221号線の種子田地区ですが、これは部長

も現場を視察されたようでありまして、あのま

まの状況では、とても管理責任のある県の対応

が万全とは言えないと思います。早急な御検討

をいただきたいと要望いたしまして、質問を終

わります。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 総務部長。

○総務部長（渡辺義人君） 失礼いたしまし

た。基金残高の件でございますけれども、18年

度末の４基金の残高、私、約667億円というふう

に申し上げましたが、その数字に関してであり

ますが、決算書の上では、毎年３月31日現在で

作成をいたしておりますので、そのベースで

は690億円ということでございます。その後の出

納整理期間中の移動がございますので、それを

考慮いたしました18年度末として申し上げます

と、先ほど私が申し上げました約667億円という

ことでありますので、時点のとらえ方というこ

とで御理解を賜ればと存じます。

○坂口博美議長 今、我々は、決算書をまだ預

かったままなんですね。あくまでも議員の頭の

中にはその数字がありますので、そこについて

の違いがあるときは、やっぱり一貫性を必要と

しますので、説明を補足しながらその数字を示

していただきたいと思います。

次は、46番井本英雄議員。

○井本英雄議員〔登壇〕（拍手） それでは、

フィンランドの教育についてお話をしたいと思

います。

私は、学生時代に２年間、60カ国を旅しまし

て、そのときフィンランドにも行きました。

フィンランドは別名「スオミの国」と言うんで

す。スオミというのは湖という意味ですが、地

図を拡大しますと、ほとんど湖というか、まる

で網の目のように湖がある。そこに針葉樹林が

ずうっと湖の横に生えておりましてね、原生林

が。その間を道が縫うように走っている。私は

ヒッチハイクで車に乗せてもらってそこを行っ
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たという記憶がありますけれども、まあ、きれ

いな国でありました。

ところが、このフィンランド、1991年、ソビ

エトが崩壊し、その後ベルリンの壁が崩壊し

て、それこそ未曾有の経済危機に陥りました。

失業率20％以上というひどい経済不況に陥った

わけであります。そこで、フィンランドは何と

かせないかん、それこそどんげかせないかんと

いうことで、教育に力を入れたわけです。その

ときかんかんがくがくのいろいろな議論があっ

たそうであります。その結果、世界経済フォー

ラムにおきまして、フィンランドが国際競争力

で３年連続して１位という評価をされるまでに

なりました。そして、先日発表されたＯＥＣＤ

の生徒の学習到達度調査、いわゆるＰＩＳＡと

いうんですが、このＰＩＳＡは2000年から３年

ごとにずっとやっているんです。2000年、2003

年、2006年とやって、2006年はつい先日発表さ

れまして、そこでも総合評価ではナンバー１と

いうことで、連続３回してナンバー１という評

価になりました。それで、俄然今、フィンラン

ドとは何ぞや、フィンランドの教育とは何ぞや

ということで注目されているわけであります。

フィンランドの教育とはどんなものかといい

ますと、まず、先生はすべて大学院の修士号を

取得しております。先生になるまでに50回以上

の研修を受けなきゃなりません。先生はなりた

い職業ナンバー１ということで、みんなから尊

敬されております。授業時間は日本より短い。

それから少人数、大体25人前後。小学校では１

人の先生が１年から６年まで担当する。教育費

は大学に至るまで無料。そしてまた教科書検定

制度はない。要するに先生が自分勝手に何でも

使っていいということであります。成績表もあ

りません。能力のある者はどこまでも育てるけ

れども、また、落ちこぼれが出ないようにいろ

んな手だてをしております。そして、何よりも

読み書きに力を入れているわけであります。こ

れについては、家庭内においても読書が非常に

盛んで、大体図書館が自治体の数の２倍ぐらい

あるそうですけれども、年間の図書館から貸し

出された本が大体１人当たり21冊というふうに

言われております。

そんなフィンランドの教育は、どんな人間を

つくろうとしてそういう教育を始めたか。前に

述べましたように、フィンランドは未曾有の経

済危機に陥りましたので、ともかく21世紀に向

けて、たくましい、自分で考え、自分で切り開

ける、要するに生きる力のある人間を育てたい

ということで、このような教育になったんです

ね。これは考えてみると、日本におけるゆとり

教育の目的と同じなんだ。何でフィンランドの

教育はＰＩＳＡで評価されて、日本のゆとり教

育は何でこんなに評価されなくなったのか、な

ぜなのか。これを私たちはもう一回ここで真剣

に考えないかんと思うんです。私は、ゆとり教

育の目的は間違っていなかったんじゃないか、

どうもやり方に問題があったんじゃないか。や

り方が未熟だったんじゃないかと私は思ってお

ります。ところが、現在、報道によりますと、

中央教育審議会は、ＰＩＳＡの報告を受けまし

て、ゆとり教育を反省し、再び詰め込み教育に

戻りつつあるように見えます。しかし、実はＰ

ＩＳＡが測定しようとしたのは、21世紀に求め

られるリテラシー―リテラシーとは応用力と

いう意味だそうですけど―でありまして、旧

来の学力ではないのであります。中央教育審議

会の行き先はＰＩＳＡが求めているものに逆行

しているのではないかと、私は思うのでありま

す。私は、21世紀に向けてＰＩＳＡで求められ
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ているリテラシー（応用力）の育成を目指すべ

きではないかと考えるのでありますが、教育長

の御見解をお聞かせ願いたいと思います。

次に、豊かな森づくりについてであります。

先日、日本熊森協会の森山さんの話を聞くこ

とができました。これはそのときの話が全部

入っている冊子でありまして、皆さん方の控え

室のほうに既に配ってあると思います。これを

読んでもらえば、私はもうしゃべらなくてもい

いんですが、ぜひともひとつ読んでいただきた

いと思います。これは本当は全部配ろうと思っ

たんですけれども、配っちゃいかんということ

になりましたので、この中の１ページだけコピ

ーして皆さんの手元に配ってあります。この新

聞記事に写真がありますが、これをちょっと読

んでみましょう。「オラこんな山いやだ 雑木

消え腹ぺこ眠れぬ 真冬なのに里へ…射殺 ツ

キノワグマ環境破壊に悲鳴」というふうに書い

てあります。この記事を発端として、ある兵庫

県の中学生たちが、ともかくこれはクマを守ら

ないかん、そして森を守らないかんという運動

を展開していって、それが今度は市民を巻き込

んでいったという話がこれに書いてありますの

で、ぜひとも読んでいただきたい。

かつてこの九州にもツキノワグマがすんでい

たんでありますが、絶滅してしまっておりま

す。理由は、猟師がとり過ぎたわけじゃないん

です。熊森協会の森山会長によりますと、針葉

樹林が40％を超すと、その森にはクマはすめな

くなるそうであります。我が宮崎県は58％が針

葉樹林であります。人里にイノシシが出てく

る、猿が出てくる。きのうはシカが出てくると

いうことで、シカがふえ過ぎているんじゃない

かという話をしましてね。黒木正一さんと私と

は兄弟みたいなものですから―私が兄さんで

すよ。私と違う意見を述べられて、私もちょっ

と困っておるんですが……。私としては、基本

的に、森にえさがない、それなのに動物がふえ

ておるというのは、ちょっとおかしいんじゃな

いかなと思っているんです。カウントの仕方が

問題か、もしかするとシカだけふえておるとい

うこともあるかもしれませんけどね。いずれに

しても根本的解決は、私はやっぱり、森の奥に

実のなる広葉樹林をふやさない限りは、獣害対

策は根本的な解決にならんのではないかと思っ

ております。

それから、針葉樹林が多いということは、山

に保水力がないということであります。そのた

めに、台風が来ますと、水がそれこそ鉄砲水の

ように川に下ってきまして、災害を引き起こ

す。そして、杉の木というのは根が浅いですか

ら、台風が来るたびに倒れて、それがまた流木

になって、この前の台風５号のときには海まで

流されて、そのまままた北浦や島浦の養殖場を

壊してしまったということであります。そして

海は、昔は近海に藻がたくさんあったんです。

それが今はもうほとんどなくなっております。

何でか―これは皆さん御存じでしょうけど、

広葉樹林がなくなったためであります。広葉樹

がたくさん落ち葉を落として、その落ち葉の上

から雨が降って、その雨がやがては、何年か何

カ月後かは知りませんが、川になり、そして海

になって出てくるころには栄養豊かな水にな

る。実はその水のために藻が茂っていたわけで

ありますけれども、それがなくなってしまっ

た。そういうことでありまして、「漁民の森づ

くり」というのが今、日本各地でやられておる

というのは、皆さん御存じだと思います。そう

いうことから、大型動物を守る、あるいは逆に

獣害を守る、災害から守る、そしてまた海の藻
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場を育てる、漁場を育てる、そういう観点から

して、やはり今後は広葉樹林を育てていかない

かんと、私は思うのであります。

県では、未植栽地3,000ヘクタールを３年のう

ちになくしてしまおうという計画を立てておら

れます。本当にすばらしい計画でありますが、

私は、そういう計画であるならば、先回の質問

で太田議員が、奥山を広葉樹林、下のほうを針

葉樹林―これはいいんですが、その割合を私

は６対４ぐらいに、広葉樹林６、針葉樹林４と

いうような計画にすべきではないかなと思って

おりますが、今、計画はどのように立てられて

いるのか、環境森林部長の御見解をお聞かせ願

えたらと思います。

次に、裁判員制度についてお聞きします。

裁判員制度が遅くとも21年５月には実施され

ることになっております。私の周りでも、「ど

うしてこんな制度が始まっちゃろか」「私はも

う裁判員なんか絶対ならんよ」という人がたく

さんおるんです。去年の12月の内閣府の調査に

よりましても、「私はやりたくない」という人

は78％。そういう世論調査をするたびごとに、

裁判員制度は必要ないという人がだんだんふえ

ているんですね。この裁判員制度というのは、

本来国のほうで決めた制度でありますから、私

が知事に聞いても、知事も答えようがないんだ

ろうと思うんだけれども……。しかし、これは

国会議員が通した法律でありますから、彼らも

いろいろ問題があるということは今わかってい

ても、自分たちが通した手前、議論をすること

はできないんだろうと思うんです。そういうこ

とから、私は、地方からこれは声を上げないか

んなということで取り上げた次第であります。

そもそもこの裁判員制度は、アメリカからの

日本に対する、かの悪名高き「年次改革要望

書」の中で弁護士増員を要求したことが発端で

あります。国民の司法への参加というならば、

なじみのある民事事件を避けて、なぜなじみの

ない重大犯罪だけに限定したのかわからんので

ありますが、実はその裏にはアメリカからの圧

力があったという話もあります。というのは、

アメリカで日本企業がパテント問題などで巨額

の賠償金を支払わされた。これに対して日本国

民が、今度はアメリカ企業に対して仕返しをす

るおそれがあるからだという―本当かどうか

わかりませんけれども―話もあります。ま

た、この法律は憲法違反のデパートだという論

議がなされておりますし、果たして公平な裁判

ができるんだろうかという疑問もあります。ま

た、当然、裁判員には日当が支払われるわけで

すが、費用がかかり過ぎるんじゃないかという

批判もありまして、ともかくいろんな議論がな

されております。この法律はわずか国会を３カ

月で通過したという代物でありまして、私はこ

れは論議されていない、まともに論議されてい

ないと思うのであります。私は、地方から、こ

の制度はもう一度論議し尽くさないかんという

ことで声を上げるべきだというふうに思うので

ありますが、知事の御見解をお聞かせいただき

たいと思います。

次に、脳内汚染についてであります。

脳内汚染とは何ぞやと、皆さん知っておられ

るのかなと思ったんですけど、何人かから聞か

れるものだからですね。「脳内汚染」という本

があるんですよ。岡田尊司さんという人が書い

て、ベストセラーになったんです。読んだ方は

おられますか―勉強不足ですね。少しばかり

内容を説明しますと、1990年ぐらいから、とも

かく世界的に少年犯罪、それも凶悪犯罪がいろ

んなところで起こるという現象が起きているわ
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けです。それで、何か共通した原因があるん

じゃないのかなということで、一つの仮説を立

てて、この岡田先生が検証していったわけで

す。1999年に、アメリカのコロラド州の高校で

２人の高校生による乱射事件というのがありま

した。13人死亡、24人負傷という事件でありま

したが、そういう事件がアメリカでは高校の中

で何度も起きているんです。そのときに、プロ

の目から見て、彼らの射撃のやり方は訓練され

た兵士のようだというんです。彼らの撃ち方が

プロみたいだと。何でだろう。彼らはもちろん

それまで、銃なんか撃ったことがないんです

よ。撃ったことはないけれども、彼らの撃ち方

を見てると訓練された兵士みたいだと、プロは

言うわけです。なぜだろうかということで、彼

らの生活をずっと探っていったときに、たどり

着いたのがテレビゲーム、ビデオゲームであっ

たのではなかろうかというわけですね。という

のは、ビデオゲームで、そういう射殺するよう

なのとそっくりの―「ＤＯＯＭ」というらし

いんですけれども―をやっていたということ

であります。

話は少し飛びますけど、かつてフォークラン

ド紛争というのがありました。御存じでしょ

う。若い人は知らんかもしれんが、フォークラ

ンド紛争というのがありました。そのフォーク

ランド紛争で、アルゼンチン軍とイギリス軍と

の戦いでありましたが、アルゼンチン軍の兵士

は、訓練のときに昔ながらの黒い的を標的に用

いていたわけです。ですから、実際に現実の人

間を見たときには、当然撃つのをためらうわけ

です。ですから、アルゼンチン軍がそのとき発

砲した発砲率は大体10％から15％と言われてい

ます。ところが、対するイギリス軍は90％以

上、見るなりバンと発砲しているというわけで

あります。その違いは何か。イギリス軍は、よ

く見られると思いますが、人型シルエット、

ぱっと出てくるやつがありますけど、あれを見

ながら訓練していたわけです。その違いだと。

話はもとに戻りますけど、この高校生たちが

使っていたビデオゲームはもっとリアルだと。

ＦＢＩの捜査官が言うには、「我々が射撃訓練

で使っている装置と基本的に同じだ」というこ

とでありますから、毎日彼らは人殺しの練習を

しているようなものだということであります。

そこで、岡田先生は精神科の医者でありますの

で、そのゲームに没頭しているときの脳内の状

態を調べてみました。すると何と、麻薬を服用

したときと同じほどのドーパミンというホルモ

ンが分泌されていた。何でも１つのことを３時

間続けるということは苦痛なんですね。ところ

が、これをやり続けることができるということ

は、もう既に中毒症状だというんです。そうい

う状態でありまして、ゲームソフトを開発する

人たちは、これをよくわかっていて、もっとす

ごいもの、もっとすごいものといって開発して

いるんです。ですから、子供たちはそれに乗せ

られておる。この中毒が慢性中毒となれば、前

頭前野の機能が低下して、人間的な思考や思い

やりがなくなるそうであります。やがては感情

のコントロールができなくなって、ささいなこ

とでいらいらしたり、最終的には無感覚、無気

力、無関心になると言われております。今、若

者の間で起きているさまざまな精神的な症状、

発達障がい、ひきこもり、いじめ、不登校、家

庭内暴力、ＡＤＨＤとかありますけれども、あ

んなのなんかもこれに関係するんじゃないかと

いうふうに、この先生が言っております。

ヨーロッパやアメリカでは、ゲーム依存症と

いうのは既に確立された概念であります。ＥＵ
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では既に暴力ゲームの規制に乗り出しました。

しかし、日本ではその対応がおくれておりま

す。日本においてはどのような取り組みがなさ

れているのか、教育長にお伺いいたします。

次に、海外行政調査についてお伺いいたしま

す。

知事も御存じのように、今年度の県議会議員

による海外行政調査は取りやめということにな

りました。私は４期目でありまして、60歳にな

りましたから、私はもう行かなくてもいいとい

うふうに思っております。しかし、私はやっぱ

り、後輩のためには道を開いておきたいなと

思っておるわけであります。さっきも申しまし

たように、私は学生時代、２年間60カ国を旅し

ました。「百聞は一見にしかず」という言葉が

ありますが、私は本当にためになったと思って

おります。さっきのフィンランドの話もそうで

しょう。私は、フィンランドに行っていなけれ

ば何も関心はないんですよ、実は。やっぱり

行っていればこそ、そういうところに関心が出

るんです。この経験は、私の財産だ、宝だと。

それで私は今食っていると言っても本当に過言

ではないわけであります。

その旅の中でこんなことがありました。ブラ

ジルで三菱商事の独身の社員、それからイラン

で、今度は三井物産の独身の社員と会う機会が

ありました。男ですよ、もちろん。彼らは１年

間、ともかくその国をよく見なさい、そしてそ

の周辺の国もよく見なさい、そしてもう一つ、

その国の言葉を覚えてきなさいと。そして彼ら

は毎日のように一流ホテルを転々転々としてい

るわけです。その金はどこから出るか、全部会

社が出すんですね。私はぼろなホテルを転々転

々として、向こうは一流。こんなに大企業とい

うのは社員教育に金を使っているのかなと、私

は本当に感心いたしました。私はやっぱり県議

会議員も同じだと思う。県議会議員を育てるた

めには、少しはそういう金を使うことは必要

じゃないのかなと思うんです。

この宮崎からは総理大臣が出ておりません。

先日亡くなった江藤隆美先生も県議会議員出身

者でありました。県議会議員にお金を使うのが

もったいないと言う人もおります。それなら、

それだけの政治家しか育たないということであ

ります。自分のお金で行ったらいいと言う人も

おります。県議会議員は、はっきり言ってそれ

ほど豊かじゃないんですよ。今、政務調査費の

ことも言われておりますけれども、我々は退職

金がないんです。４年に１回は必ず選挙せにゃ

いかん。選挙には随分金がかかるでしょう、皆

さん。私は選挙が終わった後は借金しか残って

ない、実は本当。はたから見てるほど楽じゃあ

りませんよ。先日は、テレビでワーキングプア

の特集をやっておりました。お年寄りが食うや

食わずの生活をしているのを見ていますと、本

当に無駄遣いはできないというふうに思いま

す。私たちも、これを機会にこの制度を見直し

て、無駄遣いと言われないように、根性を入れ

て海外行政視察に取り組みたいと思いますの

で、県民の御理解を何とぞお願いしたいと思っ

ております。

そこで、知事に質問ですが、知事は県議会の

海外行政視察を愛とロマンの海外ツアーとか、

嗅覚が悪いとかやゆされました。しかし、知事

自身、既に30カ国ほど外国を訪問されておりま

す。知事は海外を見て回ることの大切さをよく

理解しておられるのではないかと思います。県

議会の海外行政視察の今後についてどのように

お考えなのかお聞かせください。

壇上での質問をこれで終わります。（拍手）
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〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ただいまの

井本議員の、一般質問というよりはトークと

いった、あるいは漫談といった、非常に有意義

で楽しい、おもしろい話をずっと聞いておりた

かったんですけれども、一応、一般質問に答え

なきゃいけないということでございまして、答

えさせていただきます。

裁判員制度についてであります。裁判員制度

につきましては、国は、国民にとって裁判が身

近になることや、国民が自分を取り巻く社会に

ついての問題を真剣に考えることにつながるな

どの効果を期待していると伺っております。一

方で、この制度については、さまざまな御意見

もあり、また、国民の制度に対する参加意識が

低いなど、まだまだ課題があることも事実であ

ります。国の司法に係る制度でありますので、

私といたしましては、国において、これらの課

題等を十分に踏まえ、今後、適切に対応される

ものと考えております。

続きまして、議員の海外行政調査についてで

あります。グローバル化が進展する中、議員の

皆様が、県民福祉の向上を目的として、より幅

広い視野から県政を考えていくため、海外の先

進的な事例を学ばれることは、大変有意義だと

考えております。なお、実施に当たっては、財

政状況が厳しい中、県民の皆様の理解が得られ

るような方法を模索、検討していただきたいと

考えております。以上です。〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

広葉樹林等の多様な森林づくりについてであ

ります。国の新たな森林・林業基本計画におき

ましては、100年先を見通した森林づくりとし

て、広葉樹林化や長伐期などの多様な森林づく

りを推進することとされております。県では、

昨年４月に「宮崎県水と緑の森林づくり条例」

を施行いたしまして、これに基づいて今後の森

林の目指す姿や、その具体的な整備・保全の手

法などを示した「森林の整備及び保全に関する

指針」を作成いたしました。その中で、林地生

産力の低い森林や野生動物のすみかとなる奥山

等におきましては、天然林の保全や、徐々に広

葉樹林等へ誘導することとしております。ま

た、昨年から導入しました森林環境税を活用し

て、広葉樹の植栽や針葉樹と広葉樹が入りま

じった森林の造成など、多様な森林づくりを展

開しているところであります。今後とも、野生

鳥獣との共生や災害の防止など、森林が有する

公益的機能を十分に発揮できる森林づくりを推

進してまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

ＰＩＳＡ調査についてであります。ＰＩＳＡ

は、知識や技能を実生活の場面でどの程度活用

できるかを調べる国際的な学習到達度調査であ

ります。この調査の目的は、それぞれの国が国

際的に通用する人材を育成するという観点か

ら、自国の教育水準を知るとともに、結果の検

証を行いまして、教育の改善に役立てることに

あります。この調査で求められますリテラシ

ー、すなわち応用的な学力は、みずから考え、

みずから切り開く力など、これまで取り組んで

まいりました生きる力にもつながるものであり

ます。新たな学習指導要領では、基礎・基本の

習得とともに、知識・技能を活用する力の育成

を基本理念とすることとされております。本県

におきましても、基礎と応用を車の両輪として

伸ばしていくために、学校において子供一人一
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人を大切にしたきめ細かな指導がなお一層充実

するよう、教員の資質向上に努めてまいりたい

と考えております。

次に、いわゆる脳内汚染についての問題であ

ります。暴力的なゲームなどが児童生徒に与え

る影響につきましては、現在、文部科学省が調

査研究を行うとともに、中央教育審議会におき

ましても審議をされており、本年１月の答申に

おきましては、ゲームにおける暴力表現が、児

童生徒の暴力への志向性を高める可能性や、脳

の発達に重大な影響を及ぼす危険性があるなど

の指摘がなされております。ゲームを含めイン

ターネットなど、子供たちを取り巻く環境が大

きく変化をいたしておりますが、どんな時代に

あっても必要な、相手を思いやる心や社会性な

どを子供たちに身につけさせることが極めて重

要でありますので、今後とも学校、家庭、地域

との連携を十分図りながら、命を大切にする教

育に積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○井本英雄議員 ありがとうございました。少

し時間がありますので……。

ことし４月に全国一斉の学力テストが行われ

ました。新聞情報によりますと、我が宮崎は、

全国で小学校が25位、中学校は10位という成績

でありました。日本自体の学力が低下している

中ではありますけれども、これはなかなかの快

挙ではなかったのかと思いますが、その原因は

どの辺にあるのか、教育長にお伺いします。

○教育長（高山耕吉君） この４月に行われま

した全国学力・学習状況調査についてでありま

すが、本調査におきまして本県の小中学生の正

答率は、実施された各教科Ａ・Ｂ問題のほとん

どで全国平均を上回っておりました。この結果

は、これまで県教育委員会が取り組んできまし

た戦略プロジェクトの小中学校学力向上推進事

業などさまざまな学力向上の施策や、市町村教

育委員会の取り組みに加えまして、各学校が学

力向上改善計画書を作成して指導方法の工夫改

善を図るなど、地道な取り組みを進めてきたこ

とがこの成果につながったものだと考えており

ます。今後は、調査結果に基づきまして施策の

検証を行いますとともに授業改善を図りなが

ら、一層の学力向上に努めてまいりたいと考え

ております。以上です。

○井本英雄議員 先ほどは議員の海外行政調査

を質問しましたが、職員はどうなっているの

か。何か中断しているという話も聞きました。

しかし、確かに宮崎県も厳しい財政状況であり

ますけれども、小泉前総理が引用した米百俵の

精神が今こそ必要ではないのかなと。こういう

ときこそ人材を育成することが肝要ではないか

と思いますが、県職員の海外研修について、総

務部長にお伺いいたします。

○坂口博美議長 総務部長でいいですか。知

事。

○知事（東国原英夫君） 現在、職員の海外研

修につきましては、まず長期研修として、宮崎

県産業貿易振興協会上海事務所、外務省在ヒュ

ーストン総領事館、自治体国際化協会シンガポ

ール事務所の３カ所で、各１名の本県職員が２

年間の予定で勤務しております。また、自主企

画の短期研修としましては、今年度は６名を欧

米、アジア、オセアニアに７日から15日間派遣

しております。この研修は、研修課題の設定や

訪問国の選定、海外での訪問先や調査内容、移

動手段など、すべて職員みずから企画して、み

ずから手配を行うものであり、職員から公募し

た企画の内容を十分審査の上派遣しておりま

す。海外研修は、国際関連業務に有益な人材の
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育成というだけではなく、国際感覚、交渉力あ

るいは自主性等、県職員の資質の向上を促進す

る効果が期待でき、また、職員の意欲喚起にも

つながることから、今後とも積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 決算審査の採決は終わってい

ないのですが、知事は、今回の件でうみを出し

切ると言われましたけれども、本当にうみを出

し切ったと知事は考えておられるのか、お聞か

せください。

○知事（東国原英夫君） 預け等の不適正な事

務処理につきましては、今回、外部調査委員会

の指導や検証も受けながら厳正に調査し、その

実態を明らかにできたものと考えております。

また、不適正な事務処理が発生した原因や背景

も分析の上、職員の責任を明確にするととも

に、二度とこのようなことが起きないよう再発

防止策も策定したところであり、私としてはで

きる限りの調査を行ったと認識しております。

さらに、今回の問題では、職員のコンプライ

アンス意識の希薄さが大きな原因の一つでもあ

りましたが、調査を通じて、すべての職員がこ

のような事務処理があってはならないものであ

ることを深く認識し、改革のスタートラインに

立つことができたと思っております。そういっ

た意味で、私としては、今回、うみを出し切れ

たものと考えておりますが、一日も早く県民の

皆様の信頼を回復するために、職員全員が気持

ちを新たに、県勢の発展に邁進していく所存で

ございます。

○井本英雄議員 私は南那珂農林振興局に調査

に行ったのでありますが、取引業者は１業者

だったということでありますが、どのような経

緯でこの１業者のみと取引をするようになった

のか。また、いつごろからの取引なのかお聞か

せください。農政水産部長、お願いします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 南那珂農林振

興局が預けを１業者のみと行っていたことにつ

きましては、具体的な経緯や預けが始まった時

期は明らかではありませんが、預けの残額があ

ると、当該業者との取引が継続されやすい状況

にあったこと、振興局側に簡便に物品を調達し

たいという間違った考えがあったことなどか

ら、結果的に預けが常態化していったものと考

えております。以上であります。

○井本英雄議員 その業者の年商はどのくらい

のものであったのか。また、従業員は何人いる

のか。総務部長、お聞かせください。

○総務部長（渡辺義人君） 今回の全庁調査に

関しましては、取引事業者が特定される情報は

公表しないということを条件として御協力をい

ただいており、お尋ねの年商、それから従業員

といった経営に関する情報につきましては、公

にすることにより事業運営上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあり、情報公開条例第

７条第３号に規定します「法人等に関する情

報」に該当するというふうに考えられますの

で、御理解を賜ればと存じます。

○井本英雄議員 それでは、南那珂農林振興局

だけではなくて、ほかの部署との取引はなかっ

たのか。また、取引があればその額はどのくら

いのものなのか、お聞かせください。

○総務部長（渡辺義人君） お尋ねの業者につ

いてでありますが、今回の調査におきまして、

預け及び書きかえについて、南那珂農林振興局

ほか６つの所属と取引がございまして、その６

つの所属との取引の合計額は2,141万2,877円と

いうことになっております。

○井本英雄議員 ということは、南那珂農林振

興局とは4,000万円、そしてあと2,000万円、結
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局6,000万円の裏金、これが１社ということであ

ります。本当にこういうのがどうして表に出な

いのか不思議なことでありますが、外部調査委

員会は彼らと実際会っていないということであ

ります。それなのに知事はこれをよしとされ

た。その根拠はどの辺にあるのか、これで幕引

きされるのか、お聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 全庁調査に当たって

は、外部調査委員会に調査段階に応じて調査状

況を逐一報告するなど、十分な情報提供を行っ

た上で検証していただきました。また、外部調

査委員会が直接調査する必要があると判断され

た場合には、委員みずからが実地調査や事情聴

取を実施していただきました。このような３カ

月にわたる調査の結果、外部調査委員会として

も、できる限りの調査はされたと判断いただい

たものと考えております。私としましても、こ

うした外部調査委員会の検証等をいただきなが

ら、可能な限りの客観的で公正な調査を行えた

ものと思っております。

今回のことに関し、井本議員を初め県議会の

皆様、県民の皆様から大変厳しい御批判をいた

だいたことを真摯に受けとめますとともに、今

後、職員全員が一丸となって、県民の皆様の信

頼回復と県勢の発展に全力を尽くしてまいりた

いと考えております。

○井本英雄議員 最後に、五ヶ瀬川河床掘削に

ついてお伺いします。

延岡市の五ヶ瀬川を、今、国土交通省、それ

から県のほうもやっていただいているようであ

りますが、支川のほうは、まだ掘っていないと

か、これで掘ったのかと言われることが多いの

でありますが、どのような状況なのか、取り組

み状況をお聞かせ願えたらと思います。

○県土整備部長（野口宏一君） 国が管理して

おります五ヶ瀬川や大瀬川におきましては、河

川激甚災害対策特別緊急事業により、平成17年

度から18年度末までに、本小路や鷺島地区など

の河川敷で約70万立方メートルの掘削が実施さ

れており、今年度はさらに約10万立方メートル

が実施される予定と聞いております。この掘削

した土砂につきましては、堤防や道路などの公

共工事のほか、砂利採取許可により、コンクリ

ートの砂などの骨材として約10万立方メートル

の活用が図られており、さらに、公募により選

定された民間の造成工事などにも利用されてい

るところでございます。また、県におきまして

は、五ヶ瀬川や北川などにおいて、家屋の浸水

被害のおそれがある緊急性の高い箇所から堆積

土砂の除去を実施しており、平成18年度末まで

に約18万立方メートルを除去したところであ

り、ことしの台風５号により新たな対応が必要

となったため、曽木川などの支川も含め、今年

度はさらに約５万立方メートルを除去する予定

でございます。掘削した土砂の処理につきまし

ては、公共工事への利用を原則としております

が、公募選定により骨材業者に砂利採取を許可

し、河川から搬出させる制度を平成17年度から

試行しておりまして、有効活用を図っていると

ころでございます。

○井本英雄議員 北方などの川では土砂がた

まったままになっております。ひとつよろしく

お願いします。

これで私の質問をすべて終わります。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。

明日は午前10時開会、本日に引き続き一般質

問であります。

きょうは、これにて散会いたします。
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午後２時44分散会


