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- 13 -

平 成 2 0 年 ６ 月 1 8 日 ( 水 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（45名）
5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 川 添 博 （無所属の会）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 高 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 廣 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 井 本 英 雄 （ 同 ）

32番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

33番 野 辺 修 光 （ 同 ）

34番 浜 砂 守 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 水 間 篤 典 （ 同 ）

47番 中 村 幸 一 （ 同 ）

48番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 星 原 透 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

県 民 政 策 部 長 丸 山 文 民

総 務 部 長 山 下 健 次

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

環 境 森 林 部 長 高 柳 憲 一

商工観光労働部長 高 山 幹 男

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

県 土 整 備 部 長 野 口 宏 一

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 高 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 江 藤 利 彦

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 大 野 俊 郎

事務局職員出席者

事 務 局 長 石野田 幸 蔵

事 務 局 次 長 弓 削 孝 幸

総 務 課 長 田 原 新 一

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 桑 山 秀 彦

議 事 課 長 補 佐 孫 田 英 美

議 事 担 当 主 幹 日 高 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二
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○坂口博美議長 ただいまの出席議員44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。

なお、議事に先立ちまして一言申し上げま

す。

先日の岩手・宮城内陸地震におきましては、

たくさんの方々が被災されました。また、この

地震によりまして、多くの方がとうとい命を落

とされました。本県議会は、この地震に際して

お亡くなりになられました方々に、心から哀悼

の意を表するとともに、被災された皆様に、心

からお見舞いを申し上げるものであります。ま

た同時に、一日も早い復興を願うものでありま

す。

◎ 議案第10号から第12号まで追加上程

○坂口博美議長 それでは、ただいまから一般

質問に入りますが、お手元に配付されておりま

すように、知事から、議案第10号から第12号ま

での送付を受けましたので、各号議案を日程に

追加し、議題とすることに御異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定をいたしました。

◎ 知事提案理由説明

○坂口博美議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ただいま提

案いたしました議案の御説明に先立ち、今回の

岩手・宮城内陸地震により、不幸にも亡くなら

れた方々とその御遺族に対しまして、衷心より

お悔やみを申し上げますとともに、被害に遭わ

れました皆様に、心からお見舞いを申し上げた

いと思っております。

それでは、ただいま提案いたしました議案

第10号から第12号について御説明申し上げま

す。

まず、議案第10号は、公安委員会委員佐々木

龍彦氏が平成20年８月７日をもって任期満了と

なりますので、その後任委員として野中玄雄氏

を任命いたしたく、警察法第39条第１項の規定

により、県議会の同意を求めるというものであ

ります。

次に、議案第11号及び第12号は、収用委員会

委員野﨑義弘氏及び近藤日出夫氏が平成20年７

月18日をもって任期満了となりますので、その

後任委員として同じく野﨑義弘氏及び近藤日出

夫氏を任命いたしたく、土地収用法第52条第３

項の規定により、県議会の同意を求めるという

ものであります。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

〔降壇〕

○坂口博美議長 知事の説明は終わりました。

◎ 一般質問

○坂口博美議長 それでは、ただいまから一般

質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、萩原耕三議員。

○萩原耕三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。梅雨の合間でどんよりとした雲の一

面ですけれども、何となく自分の心をあらわし

ているような気がいたしまして、どうも質問に

乗らないような気分だったんでありますけれど

平成20年６月18日（水）
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も、きょうは傍聴席に私より大先輩の方もい

らっしゃいますし、先人の教えなども交えなが

ら質問をしてまいりたいと考えております。

先人の教えに、「きょうでも遅過ぎるという

のに、あしたやろうというしれものがいる。賢

者は、機を見るに敏ゆえに、きょうから始めて

いる」という教えがあります。遅いということ

では、ここに居並ぶ知事を初め、行政当局、役

人の仕事が遅いと、よく言われます。民間は競

争社会に生きているわけですから、非常に機を

見るに敏であります。そういうことも含めなが

ら、質問に入らせていただきたいと存じます。

つい数年前まで、県下には44市町村ありまし

た。平成の大合併で現在は30、やがて日南、南

郷、北郷が一つになりますから、28の市町村に

なろうかと存じます。統計調査課の調査では、

日本一、世界一じゃありませんけれども、県内

一も、すべてですけれども、そういう統計調査

が大変莫大な資料で出ております。これで調べ

ていきますと、なかなか大変でありまして、28

になるであろう市町村の、おらが町の日本一、

おらが町の世界一、あるいはここにしかない、

俗に言うオンリーワン。オンリーワン、ナンバ

ー１という、県民がひとしくわかるような一覧

表をつくってはどうかなというふうに考えま

す。

なぜそういうことを言うかといいますと、最

近ＤＳＩと知事は言っております、「どげんか

せんといかん」と。であれば、そのＤＳＩのた

めには、県民総力戦と知事が言いますように、

それぞれの地域に住む人たちが、自分たちのふ

るさとには、自分たちの市町村にはこういうも

のがあるんだという意識を持っていただく必要

があるんじゃないか、そう思っております。質

問するに当たって、担当部課といろいろ、一言

で言えばすり合わせ、打ち合わせをしている中

で、いや、統計調査はあるんですよ、こうおっ

しゃいますけれども、それはごく一部の人で

あって、県民ひとしく情報の公開、また一番わ

かりやすい方法でそういう意識を持つ必要があ

るんじゃないかと。数字というのは、農産物だ

とか畜産物だとか、水産物もそうですけれど

も、数字に出るんですが、ほかに工業製品、い

わゆる誘致企業とかそういうものもたくさんあ

りますけれども、宮崎県にしかないという品物

もあるはずでありますので、ひとつ調べていた

だければありがたい。それから、自然、環境、

人物、そういうたぐいも、ナンバー１、オンリ

ーワンを調査した上で、一覧表をつくって県民

に広く知らしめる必要があるんじゃないかと思

いますから、検討していただいて実行していた

だきたいと思います。

次に、教育長にお尋ねをいたします。

総務部長から教育長に、これは栄転という

か、御就任といいますか、すばらしい人材が教

育長になられたわけですが、今から４年間やっ

ていかれるわけですから、教育長に就任された

抱負と教育長の考えを伺いたいと存じます。

同時に、教育長と私とは７つか８つぐらい違

うんだろうと思いますけれども、私どもの世代

は―余りじいさんの私が言うとどうかと思い

ますけれども、昔のことを言うなと言われるか

もしれませんが―非常に競い合う場面が多く

ありました。学問の成績によっても競い合う、

スポーツによっても競い合う、あらゆる面で競

い合う場面が教育の現場にありました。具体的

に言いますと、最近はどういうわけか、人権な

のか、情報公開なのか、平等でなきゃいけない

という意味なのか、成績表を全く張り出さない

ような状況であります。かつては、ベスト30と

平成20年６月18日（水）
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かあるいは全員の成績を張り出して、自分のク

ラスの中で、あるいは学年の中でよきライバル

をつくって、競い合うものでありました。学問

で１位だから、それではスポーツで１位かとい

うことではないわけでありまして、それぞれ得

意の分野があるわけです。図工のすばらしい

人、音楽にたけた人、学問に秀でた人、それぞ

れの中で、そういう挫折感を味わったり屈辱感

を味わうことで、私は、たくましい心、たくま

しい身体、そして秀でた知識が出ていくんじゃ

ないかと。結局その延長線上に、自分も勝者に

なったり敗者になったりしますから、思いやり

の心も自然とわき出でてくる。そういう競い合

う教育が、最近はとみに少ないんじゃないかと

いうふうに思っております。

例えば運動会等に行きますと、競い合うじゃ

なくて、みんな仲よく走っているというところ

が、非常に最近多くなっております。昔のこと

を言うわけじゃありませんが、結局、そういう

競い合う中から、お互いがお互いを思いやり、

勝者が敗者を思いやるという気持ちがはぐくま

れていって、いずれ成人になりましたら競争社

会に出るわけですから、そういうたくましい

心、たくましい体、秀でた学問を身につける、

そういうことをたくさん重ねることが、私は一

番大事じゃないかと思いますから、その考え方

について教育長に見解を伺いたいと思います。

次に、知事にお伺いいたしますが―現在さ

れていらっしゃるようですが―企業誘致を宮

崎県が始めて30数年になると思いますけれど

も、誘致された企業に出向いていく、あるいは

誘致企業の親会社のほうに出向いていくという

トップセールスは、これまでどの程度されたの

か、今後どのようにお考えなのかをお伺いいた

します。

次に、警察本部長にお伺いいたします。

最近は、秋葉原の事件を初め、次から次に事

件が、言うならば、事実は小説より奇なりと言

いますけれども、小説にも書けないような残酷

で悲惨な事件が多発しております。こういう中

で、宮崎県の不審者・変質者あるいは声かけ事

案等の情報はどの程度入っているのか、どのぐ

らいの地区から上がっているのか、それに対す

る警察の対応はどのようにされているのか、お

伺いいたしたいと存じます。

後は自席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

本県が本格的に誘致活動を始めた昭和36年か

らこれまで、524件を誘致しておるそうです。そ

のうち、本社や親会社等が東証一部に上場して

いる誘致件数というのは90件余りあるそうで

す。企業誘致というのは、御案内のように、県

外からの新規誘致と同様に、本県に立地した企

業が工場等の新・増設をしていただくことはも

とより、関連企業等も進出していただくこと

が、本県の地域経済の活性化、あるいは新たな

雇用の確保にもつながる大変重要なことである

ということは認識しております。このため、私

自身、昨年度は、大手を初めとする県内外の企

業14社を訪問しまして、本県への立地や企業拡

大等を直接働きかけるとともに、企業立地セミ

ナーなどにおきまして、本県の立地環境のよさ

といったものを広くアピールしたところでござ

います。今後とも、私が先頭に立って積極的に

企業訪問を行い、新たな立地や事業の拡大等の

実現について努めてまいりたいと思っておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 県内

市町村の一番をまとめた一覧表の作成について

平成20年６月18日（水）
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であります。現在、県では、各種統計調査結果

の公表データをもとにした「統計からみた宮崎

県のすがた」を作成し、全国における本県の位

置、あるいは市町村の現状などを広く紹介して

いるところであります。県民の方々に、それぞ

れの市町村における日本一あるいは世界一を

知っていただくことは、そこに暮らす地域住民

にとって大きな自信となるものであり、地域が

元気となる一助にもなると考えております。今

後、歴史や自然、人物等も含めた市町村ごとの

一覧表の作成につきまして、各市町村や国、関

係機関等の協力をいただきながら、掲載できる

データや項目等について調査してまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

教育長としての抱負についてであります。教

育には、人格の完成を目指すという崇高な理念

と重大な使命があると考えております。今、教

育界は、教育基本法の改正を初め、まさに大き

な変革の時期を迎えており、このような節目の

時期に教育長を拝命いたしましたことに、身の

引き締まる思いをいたしているところでござい

ます。私は、子供たちの健やかな成長の源は、

まずは家庭にあるというふうに考えておりま

す。子供を慈しみ、親や祖父母を敬うなどのき

ずなを大切にした家庭での営みの中で、子供た

ちは、人を思いやる心や規範意識など人として

生きる基礎を学び、この基礎は、学校教育を経

て社会において花開き、実を結んでいくものと

いうふうに考えております。

県教育委員会におきましては、本年度から

「のびよ！宮崎の子どもたち」をスローガン

に、学校・家庭・地域社会が一体となった、三

者のきずなを基盤とする第２期戦略プロジェク

トに取り組むことといたしましたが、これは私

の思いと基軸を同じくするものでございます。

この取り組みを通し、あすの宮崎や我が国を担

う子供たちが、いかなる試練や困難に直面しよ

うとも決してくじけることなく、自信と誇りを

持って乗り越えていけるよう、県民総ぐるみ

で、子供たちの人間力をはぐくむ教育の推進に

全力で取り組んでまいりたいと存じます。

次に、切磋琢磨の教育についてであります。

子供たち一人一人が、将来にわたって集団の中

で、個性豊かに、しかもたくましく生きていく

ためには、子供たちの発達段階や教育活動のね

らいに応じ、切磋琢磨させることや、鍛えるべ

きときには徹底して鍛えていくことが必要であ

ると思います。そのためにも、子供を指導する

立場にある教職員自身が、絶えず研修に励むと

ともに、みずからを磨き、信念を持って子供た

ちを教育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。県教育委員会といたしまし

ては、未来を切り開く、たくましい子供たちの

育成に、今後とも積極的に取り組んでまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 子供に

対する声かけ事案の現状と対応状況についてで

あります。本県における不審者等の子供への声

かけ事案の届け出につきましては、平成19年中

は過去最高の333件でありまして、本年の５月末

の統計を見ますと、前年度と比較して29件の減

少で119件となっておりますが、質問にもありま

したとおり、全国的に子供さんが被害に遭う凶

悪事件の発生が相次ぐ状況下で、緊張感を持っ

て対応する必要があると考えております。現

在、県下では、約300の防犯ボランティア団体、

そして300台のいわゆる青パトによりまして、各

地区で、地域の住民の方々によります子供の見
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守り活動を初めとする、自主的な防犯活動が活

発に行われているところでございます。警察に

おきましても、これらの活動と連携を図りつ

つ、子供の登下校時間帯等にあわせまして、通

学路を中心に街頭活動を強化しているところで

ございます。

また、こうした声かけ事案等に関する情報

を、地域の住民の方、場合によっては広く県民

にタイムリーに提供することが、被害の再発防

止、そして不審者情報の通報の促進を図る上で

大変重要でございますので、被害者のプライバ

シーの保護に十分配意しつつ、防犯メール、

ファクス、報道機関等を通じての積極的な情報

提供に努めているところであります。さらに、

学校との連携という面では、学校関係者や保護

者に対するこうした情報の連絡通報にも留意し

ているところでございます。警察といたしまし

ては、引き続き、関係機関・団体、そして地域

住民の方々と連携をしながら、子供の安全確保

に取り組んでまいりたいと考えております。以

上です。〔降壇〕

○萩原耕三議員 商工観光労働部長、さっき知

事が、今まで546社、30何年間で企業誘致してお

るということですが、委員会でちょっと出たと

思ったんですけれども、そのうち撤退した企業

は何社ぐらいあって、その撤退した企業の主な

る原因は何なのか。それは、県の職員ですか

ら、３年ぐらいで異動していくでしょうけれど

も、そういうファイルみたいなのは残っていて

調査もされていると思いますから、その辺もお

知らせいただきたいと存じます。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 企業誘致

は昭和36年から本格的に始めているんですけれ

ども、その企業は524社ございまして、そのうち

閉鎖に至ったものが136件となっております。そ

のうち主なものは、繊維関係企業が53件、一般

機械器具と電気機械器具の製造業がそれぞれ９

件などとなっております。閉鎖に至った理由と

いたしましては、技術革新でありますとか、海

外とのコスト競争の激化に伴いまして産業構造

の変化でありますとか、消費者ニーズの変化な

どによるものというふうに考えております。

○萩原耕三議員 私は、いろいろ考え方もある

と思うんですけれども、誘致した企業の製品が

広く県民に―誘致企業ですから、これを使っ

てくださいというのはなかなか難しいと思うん

です。しかし、行政が、せっかく一生懸命上げ

ぜん据えぜんで誘致したわけですから、そこで

できる製品等を行政がある意味積極的に購入し

て、販売促進の一助にもなるというようなこと

を考えたり、あるいはされたことはあります

か。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 優先的に

県が、行政が発注するということだと思います

けれども、具体的に、例えば県の場合は入札関

係とか、そこら辺がいろいろ制約がございまし

て難しいことがございますが、昨年から始めま

したトライアル発注制度、これは新製品とか新

技術を優先的に購入しようという制度でありま

すから、そういったものを活用していただくこ

とになろうかというふうに思っております。

○萩原耕三議員 県内で需要がありそうな商品

というのは、やっぱり県も誘致する以上はその

手助けをする、あるいは直接口に出してやらな

いと、誘致はしたけれども、何もその後なかっ

たじゃ、お話にならぬ。我が家の女房と一緒

で、釣り上げるまではいろいろやったけれど

も、釣り上げてから何もしないじゃ、やっぱり

女房も腹かくわけでありますから、それは全く

心情的に一緒じゃないかと私は思いますので、
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その辺もひとつ十分考慮していただきたいと思

います。

次に、知事にお尋ねします。先ほどオンリー

ワン、ナンバー１の話をしましたけれども、ち

なみに私は都城出身です。都城で全国一という

のは結構多いんです。例えば牛・豚・鶏の生産

は日本一。肉の三冠王とよく言いますけれど

も。それから大弓・木刀の生産も日本一。人物

的には田鍋友時さんが男性長寿世界一。それか

ら、これはオンリーワンになるんだろうと思う

けれども、例えば関之尾の甌穴群、これは恐ら

く世界にも類を見ないというオンリーワンで

す。そういうふうにして調べると、それぞれの

地域には結構あると思うんです。そのことで地

域の皆さん方が自分の地元に愛着を持つだろう

し、子供たちの学校の教材にもなる。士気の高

揚にもつながる。統計調査課がいろいろ出して

いる書類は、小冊子でまとめてありますけど、

発行部数なんていうのは知れたものです。です

から、県下の皆さんに、我が町は、我が村はこ

ういうこともあるんだ、あるいは、これから伸

ばしたら、ひょっとしたら日本一になるんじゃ

ないだろうか、県下一になるんじゃないだろう

かという意識の高揚にもなると思うんですが、

その辺は知事としてどう考えますか。

○知事（東国原英夫君） 私は、皆さん御存じ

かどうかわかりませんが、「日本一」という称

号が好きでございまして、マニフェストにも

「おもてなし日本一」とか、ああいったものを

使わせてもらっているんです。いろんな産物と

かいろんな局面で、私は職員の方々に、日本で

宮崎は何位ですか、何位ですか、何位ですか

と、いつも聞くんです。経常収支は何位です

か、実質公債費比率は何位ですか、何とかは何

位ですか、自殺率は―ちょっと悪いですけれ

ども―何位ですかと、いつも順位を非常に気

にします。これは多分、昭和30年代から40年代

ぐらいの教育は、萩原耕三議員がおっしゃった

ように、我々は競争というような、順位を非常

に重んじられたとか、成績なんかも何位、何位

というふうにつけられた、それの功罪じゃない

かと思っているところなんです。でも、この順

位をつけるというのは、萩原議員もおっしゃっ

たように、非常に切磋琢磨のインセンティブに

なりますね。いいライバルを設定して、彼より

は勝つんだとか、今度は彼に負けたから次は頑

張るんだというような、非常にモチベーション

のもとになったような気がします。と同時に、

大切だったのは、負けた側の気持ちを想像する

ということを鍛えられたような気がします。宮

崎にはキンカンとかスイートピー、あるいは杉

の生産量、あるいは近海一本釣りのカツオ、そ

ういった日本一がいっぱいあります。例えば去

年、宮崎牛が共進会で１位になりましたが、私

は非常にうれしかったですね。そういったもの

をもっともっとＰＲして、皆さんに周知してい

ただければ、皆さんの生きる誇りというか、宮

崎に生まれてよかったという、そんな自信にも

つながると思うんです。ですから、私はちょっ

とほかにはないぐらい順位にこだわっているん

ですけれども、私も知事になった以上は、知事

で日本一になろうと思っていますし、皆さんも

議会として日本一を目指していらっしゃると思

います。そういった意味でも、スポーツでもそ

うだし、学芸でもそうだし、芸術でもそうだ

し、そういった切磋琢磨、日本一になろうじゃ

ないかという気持ちというのは非常に大切にし

たいし、そういったものも今後、皆さんに広く

周知していただいて、全国に、あるいは世界に

周知していただいて、この宮崎のポテンシャル
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といったものをＰＲしてまいりたいと思ってお

ります。

○萩原耕三議員 知事をよいしょするわけじゃ

ありませんけれども、恐らく47都道府県で支持

率の高さは日本一でしょう。私は、市町村の日

本一だけじゃなくて、県として全国47都道府県

の中で日本一はこういうのがあるんですよとい

うのも、今、知事がおっしゃったように、そう

いうのを目指すことが県下の、いわゆるモチベ

ーションとか士気とかそういうものに、あるい

は教育の現場にも、すべての分野に広がってい

くと思いますので、ひとつ頑張っていただきた

いし、それを県民に広く知らしめる対策を、県

民政策部だったですか、進めていただくように

お願いをいたしておきます。

次に、教育長に競い合う切磋琢磨の教育につ

いて伺います。いつのころからかわかりません

が、例えば子供にげんこつをあげる、ほっぺた

をたたく、いわゆるしかると怒るの違いです

ね、永久にこの論争は難しいと思うんですけれ

ども、私たちの時代は、学校の先生から怒られ

たなんて家に帰って言おうものなら、おやじか

ら倍返しでたたかれたものでしたよ。そのぐら

い先生に対しての尊敬の念が非常に高かった。

最近は、情報の世界になったのか、平等がはび

こり過ぎたのか、わかりませんけれども、家庭

でも少子化の関係なんでしょう、それと同時

に、先ほど教育長が、家庭で親子三代できずな

をはぐくむとおっしゃいましたけれども、実態

は親子三代の家庭というのは少なくなったんで

すね。お父さん、お母さんと子供が１人か２

人。お父さん、お母さんは共働きで働いてい

る。子供は家に帰っても、ふき掃除とか家の掃

除をするとか、そういうことを指導する人もい

ない。我々の時代は、じいちゃん、ばあちゃん

がいて、人としての行いをいろいろ注意してく

れたものであります。あるいは自分の家族のじ

いちゃん、ばあちゃんが指導するだけでなく

て、隣近所の年配の方々も、我が子も人の子も

世の中の宝という感覚で、よく指導したり、げ

んこつをもらったものであります。子供心に、

くそじじい、くそばばあと言って逃げた記憶が

あります。そういう環境が今はなくなった。こ

れは、原因をひもとくというのはなかなか難し

いんですね。例えば、この前の秋葉原の殺人事

件にしても―私どもの時代は小刀を筆箱に

持っているのは当たり前だった。小刀で鉛筆も

削らにゃいかんし、工作もしなきゃいけない。

そうすることで、指を切ったり、手足を切った

りするものでした。それで痛みもわかった。わ

かるから、痛いから、人を刺すということはし

ない。そういう体の五感、いわゆる視覚、聴

覚、嗅覚、触覚、味覚、そういう五感で本当に

自分がどうあるべきかということの体験が少な

過ぎる。私はぜひそういう教育を現場で取り入

れてほしいんだけれども、なかなか難しいと思

うんですよ、今の世界は。

競い合うということが、ただ記録をつくるた

めに競い合うのか、ライバルと勝ったり負けた

りしながら競い合うのか、その競い合うでもい

ろいろ意味があると思うんですね。その辺を教

育長、どう考えていらっしゃいますか。

○教育長（渡辺義人君） 今、萩原議員、私と

年齢が５～６歳違うというふうに質問でありま

したけれども、年齢的には５～６歳違いますけ

れども、私も共有した体験を持った世代である

と思います。ナイフで自分の指を切って血を流

して、その痛みで、こんな痛い目に遭えば人に

もやりたくないなとか、げんこつをもらえば、

こんな痛いことであれば人にはげんこつを食ら
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わせたくないなとか、そういった共通の経験

は、実はお話をお伺いしながら、私は大変共鳴

感を持ってお話を伺っておりました。

今、確かに、家庭の問題いろいろと御所見ご

ざいましたけれども、そういう中で家庭の教育

力というのは非常に低下をしているということ

は、つとに指摘をされております。そういう中

で、子供たちを一個の人格的な存在として立派

に育て上げていくために、やはり体感教育とい

うものは、大事なことではないかと私は思いま

す。そういう中で、学校現場におきましては、

例えば小学校の理科の５年生だったと思います

けれども、川の学習なんかにおきましては、川

の中に足を入れさせて、冷たいということを実

感させたり、あるいは流れのあるところに連れ

ていって、流れがあれば足をとられるかもしれ

ない、そういったことを教えたり、そういった

場面を取り入れたりしているようであります。

それから、部活動あるいは学校行事等がありま

すけれども、スポーツは、まさしく鍛え抜くと

いう意味では切磋琢磨の典型ではないかと思い

ますけれども、そういった部活動等も力を入れ

ているところであります。それから、スポーツ

系ではありませんけれども、合唱コンクール等

では、クラスごとに競わせて、そのために朝早

くから夕方まで一生懸命練習をして、ほかのク

ラスを何とか負かしたいというふうに子供たち

を燃えさせるとか、そういった今に合った形で

五感教育というか切磋琢磨教育というのは現場

で行われると思いますので、今後ともいろんな

創意工夫を重ねながら、御趣旨を体してしっか

りと現場に根づかせたい、このように考えてお

ります。以上であります。

○萩原耕三議員 教育の世界もドクターの世界

と一緒で、白い巨塔と言われましたけれども、

教育は教育の巨塔だと思っております。例え

ば、総務部長から教育長に行くと、教育のその

道の方々からすると、ある意味、色眼鏡で見ら

れたり……。いや、そうなんですよ。運用の妙

は人にありなんです。自分の経験、物差しでは

かるわけですから。教育を余り知らんくせにと

か、現場をよく知らないのにと、教育長の一挙

手一投足を、学校の校長経験が長いとか、教育

に自信を持っているというか、おごりがあると

言っちゃいけませんけれども、そういう人たち

はそういう目で見ていると思うんです。それゆ

えに教育長はやりにくかろうと考えておりま

す。

だけれども、今の教育が、いつごろからこう

いう教育になったのかわかりませんけれども、

田中角栄総理が教職員の給与を高くした。結

局、教職というのは聖職なんだ、労働者じゃな

いんだという意味で、故人となられた田中角栄

総理がされたようですけれども、私もやっぱり

聖職だと思うんです。給料をもらうとか報酬と

か、それは労働者としての考え方かもしれない

けれども、先生方は引退されても終生先生なん

です。私もことしは67歳になります。しか

し、80歳前後の先生から、やっぱり昔のとおり

呼び捨てで、「おい、萩原、こっちに来い」と

か、同窓会なんかに行って言われます。やっぱ

り先生の前に行くと直立不動です。それも、同

窓会には優しい先生だった人はほとんど来ない

んです。よく学生時代に食らわせて、厳しいけ

れども温かい心の先生は非常に記憶にあるし、

同窓会にも出てくるんです。だから、私は、食

らわすと言いましたけれども、教育というのは

五感で覚えなきゃいけない。憎しみでたたく

と、これは「怒る」です。教え育てるとなった

ら、これは「しかる」です。やっぱりそういう
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ところの分け隔てを―まあ難しいですけれど

も、その尺度は。

何年か前でしたか、宮崎県のどこかの高校の

監督が、保護者の―昔は父兄、今は保護者と

言わにゃいかんそうですけれども―生徒がま

ずかったものだから平手でたたいた。それは、

その子供のためにたたいたんです。ところが、

それが問題になって監督をやめざるを得なかっ

た。最近は一事が万事、何かどこか狂っている

のじゃないか。給食費だってそうです。払える

のに給食費を払わないという世の中になってい

る。だから、そういうところの現場の長ですか

ら、教育長は大変だろうと思うけれども、もっ

と競い合う機会をたくさんつくる。そのことが

いずれ―この子らは非常に厳しい競争社会に

行くわけです。個人の競争であり、県の競争で

あり、国としての競争社会なんです、現実は。

生きていかなきゃいけないから。そういうたく

ましい心、たくましい体、秀でた知性をしんか

らつくるためには、やっぱり競争ですよ。競争

させなければ―本当に挫折感を味わったり悲

哀を感じたりする中から、相手を思いやる気持

ち、自分がいつも勝者じゃないわけですから、

自分はいつか敗者になるわけですから。そうい

う気持ちを育てる現場を教育長に期待したいん

ですけれども、教育長いかがですか。

○教育長（渡辺義人君） 私は、競い合うとい

うことは、人間社会において必要不可欠なこと

であろうと思います。ですから、先ほど申し上

げましたように、現代の感覚にマッチしたとい

うと語弊があるかもしれませんけれども、適切

な形で、そういった必要な競争のあり方という

ものは現場にしっかりと根づかせていくべきで

あろうと思います。そういう中で、御所見にあ

りましたように、まさしく教育の世界というの

はマンパワーの世界であります。教師の力一つ

でありますから、その教師たちがしっかりとそ

のことを肝に銘じて、子供たちを指導・育成し

ていかなければならないと思います。その場合

の一番基本にすべきは、これも御所見にありま

したけれども、憎しみがあれば怒ると、育てよ

うという気持ちがあればしかると。言葉を変え

れば、怒（いか）るのは感情が優先するから怒

（いか）るのであって、理性が勝てばしかるわ

けですから、私は、現場の教師がしっかりと理

性を持って、子供たちをしかってしっかり伸ば

すように、なるべく現場に出ていってそのこと

を伝えたい、このように考えております。以上

であります。

○萩原耕三議員 教育長は、教育庁の長になら

れたわけですから、教育委員会の。十分おわか

りと思いますけれども。私は、今の世の中は、

平等の不平等がはびこっているんじゃないか

と、こう思っているものです。すべてが平等、

平等という名前でもって不平等があってはなら

ない、そう思いますので、ひとつその辺も十分

に頭に入れながらやっていただければありがた

いなと。

私は、以前もお話ししたことがありますけれ

ども、伸びる子の教育は伸びゆく者が指導しな

ければ意味がないんです。ですから、子供を伸

ばそうと思ったら、昔から言われるように、我

が子も他人の子も社会の宝ですから、伸びる子

たちを育てるのだったら、学校の先生たち、も

ちろん親もそうですけれども、やっぱり伸びゆ

く者が携わるべきだと思いますので、ひとつ教

育長頑張っていただきたいと思います。

知事、知事も大分人生、苦労されていました

ね。中学校、高校、大学、苦労されていました

けれども、先ほどほんの一端を述べられました
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が、どうですか、そういう競争する社会、社会

というか、競争する学校の現場、いわゆる切磋

琢磨する現場を、知事としてどういうふうにお

考えか、ひとつ伺いたいです。

○知事（東国原英夫君） 自分を磨いて、学問

や学力あるいは技芸を修練していくといった意

味で、切磋琢磨という言葉を受けとめるなら、

私は、それは非常に正しい考え方だと思いま

す。ただ、競争というのが過当競争になってし

まうと、競争至上主義、そこにドロップアウト

とか落ちこぼれというような概念が生まれてく

ると思うんです。例えば、競争の中で日本が、

メディアもそうなんですけれども、一番いけな

かったことというのは、「勝ち組」と「負け

組」というのをボーダーしたところだと僕は思

います。一体、勝ち組とは何なんだ、負け組と

いうのは何なんだと。この前の秋葉原の事件の

犯人も負け組だったと言いますね。私は、この

概念の二分化というのが、今の人間形成におい

て非常にマイナスになっているんじゃないかと

思います。萩原議員がおっしゃるように、競争

を保ちながら、負けた側の気持ち、負けた側が

もう一度頑張るぞというような気持ち、そう

いったものをはぐくむことが、競争というもの

が持っている真の意味だと思うんです。萩原さ

んがおっしゃったように、私もこれまで人生、

負け越しております。人生というのは大体50

勝50敗だと思うんです。51勝49敗、勝ち越した

人というのは幸運だなと思っています。今のと

ころ私は負け越しておりますので、また今後の

人生を勝ち越せるように切磋琢磨していこうと

考えております。

○萩原耕三議員 知事は大分謙遜されて―知

事は中学校、高校時代は割とうちの近所だった

んですね。300メーターぐらいしか離れていな

かったわけですけれども。そのころは別に注目

しておったわけじゃないですよ。私は、負け

組、勝ち組と今話が出ましたけれども、教育と

いうのを、前にも話しました、知・徳・体じゃ

なくて徳・知・体じゃないかと。私は人間の根

幹はやっぱり徳にありだと思うんです。教育で

も事業でも何でもそうですけれども、人間の根

幹はやっぱり徳にあり。というのは、勝ち組、

負け組という表現の裏に、勝者の責任というこ

とを自覚していないんですね。勝った人は、負

けた人の立場のことを十分におもんぱかってや

らなきゃいけない。例えば、今そこに居並ぶ、

知事を初め部長の皆さんがいらっしゃいます。

県庁に入れました。皆さんが県庁に入ったとい

うことは、我々議員でもそうですけど、当選し

たということですから、必ず県庁に入れなかっ

た人がたくさんいらっしゃるわけです。学校の

先生になったという人がおれば、学校の先生を

何回も受けたけれども、なれなかった人もたく

さんいるわけです。我々議員でもそうですけれ

ども、それが勝者の責任。負けた人の気持ちま

でおもんぱかって、立場まで十分理解しながら

勝ち組に、いわゆる当選したり合格したら、そ

の人たちが合格できなかった人の分までやると

いうのが、広い意味で思いやりではないかとい

うふうに思っております。そういう教育という

のか、何というんですか、論語的な発想かもし

れませんけれども、そういうことがもっと必要

じゃないかというふうに思っております。この

話はやり出すと切りがありませんので、次に、

商工観光労働部長にお尋ねします。

知事もよく出席し、あなたたちも出席すると

思いますが、関東県人会とか近畿県人会とかい

ろいろあると思います。その県人会を取り仕切

るといいますか催すのは、その地区の県人会の
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皆さんだろうと思いますが、そこに出席する方

々は、県のほうには御相談がないのか、県人会

がありますから、ぜひ出てきてくださいという

お願いなのか、今度は県人会にはこういう方々

も呼びたいと思いますが、何かほかにありませ

んかとか、そういう御相談があったり……。県

人会の活用の仕方について、部長、お尋ねしま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県人会の

活用ということでありますが、私どもにもそう

ですけれども、各県人会のお考えにもよると思

うんですけれども、県人会からは、知事に直接

御案内が来たりとか、私どもにも御案内が来る

場合もございます。そういった意味で、いろい

ろ県人会の皆様とはおつき合いをさせていただ

いているということでございます。例えば、私

どもの商工観光行政でいきますと、一番関係が

あるのは誘致関係でありますが、そういった形

で、県人会の会員の皆様にいろいろと情報等を

いただきながら、企業誘致関係に活用させてい

ただく、アドバイスいただきながら活動してい

るという状況でございます。

○萩原耕三議員 実は、私のおいが鹿児島の県

議をしているんですけれども、鹿児島県人会と

いうのは、全国でも鹿児島県人会と沖縄県人会

が一番活発で、情報網がしっかりしているそう

なんです。なぜなんだろう、こう思うんですけ

れども、以前、私はこの議会でも話したりしま

したが、一藩一県、いわゆる島津藩というので

鹿児島県が１つできた。宮崎県は、延岡から

下ってきて、日南、串間、都城まで小藩で１つ

の県ができた。どうも深層心理の中に、一つに

まとまるというのがどこか難しいのかな、こう

思ったりするんです。というのは、鹿児島県人

会は、例えば関東であれば、関東で事業で成功

した、あるいは大きな会社の重要なポストにお

る人、それから国の役人になっている人たち、

大学の教授になっている人たち、そういう人た

ちが一堂に会したら、一つのおきてみたいなの

がありまして、ここでやるときにはみんな鹿児

島弁でしゃべるんだというようなことで、そこ

に入るとタイムカプセルですぐ鹿児島弁になっ

て、そして名刺を取り交わして、後日伺いま

しょうとか、そういうのが企業誘致とかいろん

な意味で、企業誘致だけじゃなくて、あらゆる

面で非常に活用されているそうであります。そ

ういう情報を駆使しながら、企業誘致にもう少

し活用できないかなと思うんです。以前は、宮

崎県出身の事務次官が２人おったり、あるいは

厚生の局長がおったりとかいうのをよく耳にし

ていましたけれども、国の役人の中にはそうい

う方々はいらっしゃらないのか、そういうとこ

ろの活用はどうなっているのか、お尋ねしま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 宮崎県で

も、県人会もありますし、各市町村ごとの町友

会等ありましたり、同窓会とかありましたり、

いろいろするわけでございます。先ほどちょっ

と申し上げましたけれども、県人会に参加して

いる皆様方には、私ども直接お会いしたりし

て、積極的に御協力をいただいているというこ

とでございます。例えば、企業誘致に関してで

ありますけれども、県外の企業動向などの情報

を提供いただいたり、大手企業につながりがあ

る方につきましては、キーマンの紹介をしてい

ただいたりとか、あるいは県内企業を直接訪問

いただいて、人材育成とか技術開発に対する御

提言などをいただいております。例えば、中部

地区の県人会の皆様におきましては、向こうの

企業が何社かまとめてこちらに一緒に訪問いた
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だいて、県内の企業を見ていただいたり、ある

いは県内の工業団地を見ていただいたり、そう

いった活動をしていただいているような状況で

あります。また、国の、県出身の東京はまゆう

会という会がありますけれども、そういうとこ

ろにつきましても、新しい国の施策等について

直接、この事業については具体的にはどういっ

た動きをすればいいでしょうかとか、そういっ

た御相談などをして情報提供いただいている、

御相談に応じていただいている状況でございま

す。

○萩原耕三議員 これは、小さな親切大きなお

世話かもしれませんけれども、企業はやっぱり

生き物ですから、そういう意味で機を見るに敏

に行動していただきたいと思います。後日伺い

ますでは、１週間、10日じゃ後日ではないわけ

で、ひょっとしたらひょっとして企業誘致がで

きるかもしれない、いい人を紹介してくれるか

もしれないとなったら、間髪入れずにぽっと行

くというような体制をぜひとっていただきたい

と思っております。

質問が長くなりましたので、次は、警察本部

長にお伺いします。この前、チラシを見ており

ましたら、社団法人宮崎犯罪被害者支援センタ

ーの一行詩「生命のこえ」というのを見ること

ができました。小学校の部、中学校の部、高校

の部、一般の部の最優秀作を２～３御紹介して

みたいと思います。小学校の部では、日向市の

子供さんですが、一行詩で「命をつなぐリレー

にはアンカーなんていない。永遠にバトンを渡

していく。命ある限り私もその一人」、これが

最優秀作です。中学校は、「会いたいけど、も

う会えない。言いたいこと、いっぱいあるの

に。大好きだよ、もう一度会いたいよ」、これ

は友人を亡くしたときの切実な思いだと思いま

す。高校になると、ちょっと冷静になってきま

すね。「『また明日』、そう言い、別れた我が

友に『明日』という日はこなかった。だから、

私はきょうを生きる」というのが最優秀作で

す。一般の部では、「人は皆、きっと誰かの大

切な人。一人でも多くの人が犯罪被害の悲しみ

を知ることがありませんように」。

今の世の中は、加害者のほうには国選弁護士

とかいろいろついて、加害者のほうが何か大事

にされているようで、最近、ここ半年ぐらいの

間ですか、被害者にもそういう温かい手が伸べ

られそうになってきております。本当は被害者

を、もっと行政も警察も、あるいは国のほうも

面倒を見てやらなきゃいけないわけでありま

す。この前の秋葉原の事件なんかでも、車でひ

かれた、トラックがばんとひいたですね、あれ

は自賠責で保険が何千万か、1,000万か幾らか出

る。刺し殺されたほうは国のほうの賠償で300万

しか出ない。言うならば一つの理不尽な話なん

ですね。

そういうときに、被害者の家族とかそういう

人たちは、どこに相談に行ってどういうふうに

対応したらいいかというのは、非常に迷ってい

らっしゃる。実際、私ども県議の中でも、相談

を受けた方がおると思います。例えば、「どこ

か弁護士を御存じないですか」とか、あるいは

「もっと詳しいところはどこがありましょう

か」とか。社団法人の犯罪被害者支援センター

も活動されていらっしゃるんだけれども、どう

も受ける県民のほうが、あすは我が身というこ

とを真剣に考えない。私もその一人ですけれど

も……。人のことだと思っているから目にとま

らない。だから、その辺をもう少し広く県民

に、「あすは我が身で、自分がそういう当事者

になった場合は、こういう犯罪被害者支援セン
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ターというのがあるんですよ。ここに御相談し

てください」というような広報はあるかない

か、あるいはどういうふうに考えていらっしゃ

るか、本部長にお尋ねします。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

御質問にありました支援センターの紹介、も

ちろん一般的には犯罪被害者になられるという

のは、一般の方は直接機会がございませんの

で、不幸にしてそういうお立場になられれば、

まず私どもが最初に被害者になられた方とお会

いすることになり、警察で、支援センターの御

紹介や民事的なバックアップができるような関

係弁護士さん、弁護士会の御紹介については努

めておりますし、今後ともやっていきたいと

思っています。

また、今、御質問の中にもありましたよう

に、被害者支援センター、全国に、ほぼすべて

の県にこうした組織があるんですが、当県のセ

ンターは大変活発に活動しておりまして、かな

り全国でも上位に入るようなすばらしい活動を

していただいている団体でございます。こうい

う組織があってこういう活動をしているという

ことを県民の方に広く知っていただくというこ

とは、大変結構なことであります。そういう観

点から、当然、ポスターやリーフレットの掲示

等も行っておりますし、例えば、路線バスの車

体に掲げるラッピング広告、これは200万程度予

算が要るんですが、これも１月間ほど、県下で

地域的なバランスを見ながら７台ほど選びまし

て、被害者支援センターでの活動についても目

で見てわかりやすそうな形での広報にも努めて

おります。

また、御質問にもありました例の一行詩のコ

ンテストというのも、昨年から始めているんで

すけれども、心に響く、非常に重要な行事でご

ざいますので、報道機関の方々にも、このコン

テストを大きく取り上げていただいて、命の大

切さということについて、平素から県民の方が

気づいていただくような契機になればというふ

うに思っております。センターも、そういう観

点で、今後とも引き続き、広報啓発には留意し

ていきたいというふうに考えているものと承知

しております。よろしくお願いしたいと思いま

す。以上です。

○萩原耕三議員 実は、先般、私の家に電話が

ありまして、「都城の本駅の北側で不審者がう

ろうろしている。何とかならんか。一回現場を

見にきてくれんか」と。行ったんですけれど

も、行ったときはもういませんよね、不審者で

すから。その地元の皆さんがこうおっしゃった

んです。「こういう不審者がおる場合は、パト

カーなり、あるいは交通指導員の車のスピーカ

ーで地域の皆さんに、『最近この辺は不審者が

出没しておりますから、十分気をつけてくださ

い』、あるいは、『長くとまっている車がある

ときにはナンバーを覚えておいてください』、

そういう広報をしてほしい」と。そうすること

で結局、地域の皆さんもよく注意するし、警察

本部はＰＴＡとかそういう方々にもやるんです

けれども、それを都城警察署の椎署長に申し上

げましたら、それは大事なことだということ

で、「みんながみんな警察で回り切らんから、

そういうことも大事だということで、明くる日

には朝礼で言って、そういう場所があったとき

には、広域にやる必要はないから、その地域に

は、最近は不審者、変質者が出没しております

から、ひとつ注意してくださいということを呼

びかけるようにしました」ということだったん

ですが、そういう対応を本部長としてどうお考
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えなのか、お伺いします。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

都城署長の言ったとおりでございまして、大

変有効な手段であるというふうに考えておりま

す。ただ、場所的な問題とか、頻度の問題と

か、どういうバランスでどういうふうにやった

らいいのか、それと、捜査との関係とか、捜査

と防犯のバランスとか、いろんな問題がありま

すので、個々具体的にはどういうタイミングで

どの辺でやるのかというのは、十分に検討した

上でやる必要があると思いますけれども、警察

のパトカーもございますし、地区防犯協会も広

報車を持っております。また、交通安全の関係

でございますので―直接的には交通安全協会

は関係ないんですが―広く安全・安心の確保

という観点で、交通安全の広報啓発活動とあわ

せて、そうした地域防犯に関する情報について

も御協力をいただいているというふうに承知し

ております。今おっしゃった視点からは、私も

そのとおりだと思っていますので、引き続き

しっかりと取り組んでいきたいと思っておりま

す。以上です。

○萩原耕三議員 本部長、警察署長会議がある

でしょうから、そういうところで提案をしてい

ただきたいと思うし、だからといって、今度は

不安をあおり過ぎるのもいけないし、難しいん

ですよ。何かをするには難しいものがあると思

いますが、不安をあおらない方法もあるわけで

すから。例えば、まず、ちょっと問題があるな

というところは青パトをしょっちゅう走らせる

とか、これは拡声器でやったほうがいいなとい

うときには拡声器でやるとか、その辺を臨機応

変にやっていただきたいと思います。いろいろ

皆さんに質問いたしましたけれども、これで終

わります。（拍手）

○坂口博美議長 次は、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） それでは、

通告に従い質問させていただきたいと思いま

す。たくさんの傍聴の方もおいでです。ありが

とうございます。

先ほどもありましたように、東北地方で大地

震が発生しました。山間部、多くの交通遮断が

起こりまして孤立し、ヘリコプターが毎日たく

さん飛んで救出するのをテレビで見せていただ

きました。また、日本じゅうのＤＭＡＴが、要

請もないままドクターヘリで岩手、宮城に入っ

ている状況にあります。また同じ日、土曜日で

したけれども、宮崎では、高千穂町でＵＭＫの

アナウンサーが頸椎の損傷で、高千穂町立病

院、そして熊本の医療センターに運ばれまし

た。日赤の熊本医療センターではヘリポートが

２基あるんです。本当に充実した施設でありま

す。ぜひまた次の機会に、ドクターヘリについ

ては訴えていきたいなと思っておるところで

す。本当に災害時には非常に有効な手段だとい

うことを認識しました。

それでは、音楽祭についてであります。

「宮崎には音楽の咲く季節があります」をキ

ャッチフレーズに、ことしで13回になる宮崎国

際音楽祭に、私も観客の一員として参加をさせ

ていただきました。ことしも盛大に開催され、

感動的な最終日の様子は、毎日新聞支局長のコ

ラムに載っておりましたので、見られた方も多

かろうと思います。本当に感動的なフィナーレ

でありました。昨今のクラシック音楽は、若い

世代が背を向けて危機的な状況だとも言われま

すが、この音楽祭は、妥協を許さないプログラ

ムと第一級の演奏を提供していると、高い評価

をいただいています。ことしのオーケストラコ
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ンサートは、ベートーベンの「英雄」など、芸

術監督で世界的な指揮者デュトワ氏の得意とす

る曲目が並び、開幕前から期待されていまし

た。

宮崎音楽祭は、アイザック・スターン氏を中

心とした室内楽の音楽祭で始まりました。スタ

ーン氏没後、2004年の第９回から、シャルル・

デュトワ氏と国内外の演奏家で音楽祭のために

編成された宮崎国際音楽祭管弦楽団約120名の活

動と、大がかりな形に発展してまいりました。

シャルル・デュトワ氏の指揮する宮崎国際音楽

祭管弦楽団は、各パートとも正真正銘、国内外

ともに一流のアーチストで、海外からの参加希

望者が多く、断るのに困っているということも

聞いています。デュトワ氏が、欧州の各都市で

見られるような、市民に親しまれサポートされ

る音楽祭にしたいと発案した、野外音楽祭のア

イデアから実現したストリート音楽祭は、こと

しで３回目です。過去２回とも雨にたたられ、

本当の意味の野外公演となったのは、ことしが

初めてでありました。橘通りを歩行者天国とし

て、約１キロにわたる大通りには８つのステー

ジを設け、発表では４万人を超す大変な人出

だったと報道されています。ことしから音楽祭

公式ブログも開設され、雨天時の日程変更など

が大変便利になりました。また、舞台裏での表

情がかいま見られ、ファンとしては興味津々

で、その更新を楽しみにしていました。指定管

理者となった芸術劇場の熱意を感じます。

昨年の６月議会でも、今後の音楽祭の支援の

あり方について知事に質問をしています。昨年

の音楽祭閉幕会見で知事は、「質を落とさない

よう節約してほしい。身の丈に合った開催の仕

方もある」とコメントされ、このことについて

私は知事に、「宮崎国際音楽祭は今後も継続発

展していただきたい。しかし、これだけの一流

のメンバーを集めるとなると、やはり運営費が

ネックとなる。音楽祭などの文化事業は公的支

援なしには存続が困難なので、今後の支援のあ

り方について慎重に検討いただきたい」との趣

旨で質問をしました。知事の発言に触発された

感もありますが、今回は昨年以上に運営費にも

知恵を絞り、支出の削減に加え、収入増に努力

されたようであります。昨年から企業、個人の

支援も広がっています。昨年は協賛企業59社か

ら3,700万円の協賛金を集め、ことしもメーンプ

ログラムの５演奏会のうち４演奏会がスポンサ

ー企業名を冠したコンサートとなり、協賛企

業54社から3,400万円の協賛金になっています。

財団法人県立芸術劇場の涙ぐましい努力を大変

評価するとともに、今後の県の積極的な支援の

あり方について引き続き検討を加えるべきと考

えますが、知事の見解をお聞きします。

次に、地域医療の充実についてであります。

県の医師会長が、会報の新年号に次のように

述べておられました。「国民の生命と健康を守

る安全保障である医療を、医療制度改革という

名の下に、国庫負担を減らし医療費の抑制を進

め、課題解決のために競争原理を導入するとい

うのは、まさにアメリカの医療制度に追随する

政策的な誤りである。難病患者や障がい者の切

り捨て、介護難民・医療難民などが現実のもの

となってきている。立ち去り型サボタージュで

表現されるように、過酷な労働条件のもと、病

院勤務医が開業していく。地域の病院から新臨

床研修制度の影響により医師が立ち去り、７対

１看護により看護師が立ち去り、やむなく診療

科が閉鎖するなどのドミノ倒し現象が始まって

いる。まさに本県でも、地域医療の崩壊がとう

とう現実のものとなってきた。安心・安全を追
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求する医療にはコストがかかる事は事実」と述

べておられます。医療制度改革ではなく医療制

度改悪そのものともおっしゃっておられまし

た。

医師不足等により、宮崎県はより早く医療の

崩壊が始まっています。特に２次・３次救急医

療体制での診療科の休止や縮小、勤務医の疲弊

など、危機的な状況であります。これらの状況

を受けて、社民党は県議団を中心に、地域医療

体制確保についての政策提言を目的とする地域

医療対策本部を設置し、県内各地域の医師会、

県立病院などと意見交換をさせていただいてお

ります。特に、県医師会や地域の医師会の役員

の皆さんにおいては、多忙な中、夜の時間設定

にかかわらず出席いただき、感謝申し上げてお

ります。それぞれの団体から、せっぱ詰まった

現状と課題や、率直な行政に対する要望などを

いただきました。ここで、その一部を紹介させ

ていただきたいと思います。

病院局に対しては、病院局の組織体制や予算

配分のあり方について不満が出されておりまし

た。必要な機材（備品）が購入できない。診療

に支障を来している。病院局に現場の声が届い

ているのか疑問。意見交換会もしていない。医

師確保は大学医局に大きく依存しており、県み

ずから医師の養成をやっていない。自治医大卒

業生の確保も重要である。勤務医の処遇も定着

率に大きなウエートを占めている。こういった

意見もありました。これらを受けて質問に入り

たいと思います。

まず、医師確保、臨床研修医確保についてで

あります。昨年、地域医療対策特別委員会で、

千葉県立東金病院の調査を行いました。病院長

から具体的なアドバイスをもらいました。千葉

県東部に位置する東金病院も、千葉大学付属病

院から医師の派遣を受けていましたが、平成16

年から始まった新臨床研修制度によって若手医

師が研修先を自由に選択できるようになったこ

とで、大学医局で研修を受ける医師が激減し、

病院に派遣してもらうことができなくなった。

これまでの大学医局からの医師派遣に依存して

いた医師供給システムの見直しを迫られること

になり、平井院長は、今の若手の医師は学位取

得よりも認定医・専門医のライセンスを取れる

病院が大前提であることに注目し、医師を病院

で育てる時代になったと、千葉県立の医療施設

８病院から成る県立病院群方式で研修指定の認

定を取得し、さらに18年度からは後期研修医の

教育研修体制も立ち上げておられます。これま

での初期研修医の受け入れ実績は、平成17年

度15名、18年度12名、19年度７名となっていま

す。医師を病院で育てる時代、臨床研修病院と

して教育機能を充実させることが地域中核病院

としての必須の要件であり、県病院のネットワ

ークを生かした研修医師の確保を呼びかけてお

られました。本県では、各病院がそれぞれ研修

医を募集しておりますが、本県でも取り組むべ

き課題ではないかと考えます。担当部長並びに

病院局長に見解をお伺いいたします。

次に、消防の広域化についてであります。

市町村消防広域化につきましては、平成18年

６月の消防組織法の一部改正で、「消防の体制

整備及び確立を図ることを旨として行わなけれ

ばならない。広域化によって消防本部の対応力

が低下することはあってはならない」と明記さ

れました。この法改正を受け、「市町村の消防

の広域化に関する基本指針」が、総務省消防庁

から出されております。その内容は、「小規模

な消防本部においては、消防の体制は必ずしも

十分でない場合がある。これを克服するために
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は、市町村の消防の広域化により、行財政上の

さまざまなスケールメリットを実現することが

極めて有効である」とうたってあります。

ことし３月、宮崎県は「宮崎県市町村消防広

域化推進計画」を策定しています。消防庁の発

表によれば、本年４月１日現在で30都道府県が

計画策定済みとなっています。30のうち８県が

県の全域を管轄区域とする１つの消防本部体制

とすることになっています。宮崎県も、消防庁

のホームページを見る限りでは、全県１つの消

防本部体制に再編することになっています。し

かし、本県は県北部の７町村にいまだ常備消防

体制がありません。私も幾度となく非常備町村

の解消を訴えてまいりました。県土の面積の約

３分の１を占める非常備消防町村を一挙に加え

た全県１つの広域消防体制で、本当に住民サー

ビスが低下しないのか、スケールメリットを生

かした行財政改革となるのか、甚だ疑問であり

ます。消防の広域化について担当部長の見解を

お聞きします。

次に、ＩＴ調達についてであります。

ＩＴ調達につきましては、平成17年４月よ

り、情報政策課に情報技術に精通した任期付職

員を採用いただきました。それまで、システム

の企画、開発、保守は90％以上が随意契約、業

者丸投げの状況でありました。専門家を採用し

て真に必要な開発費などが精査できるようにな

り、大幅な経費削減となっているはずでありま

す。17年度、18年度、19年度の決算をお尋ね申

し上げます。

最後に、交番のパトカー設置基準についてお

尋ねいたします。

またもや東京秋葉原で通り魔殺人事件が起こ

りました。本当に日本の治安も危うくなってま

いりました。日々現場で私たち住民を守る防犯

対策に尽力されている関係者の皆さんに、感謝

を申し上げております。犯罪の予防には、警察

官がパトロールをするなどの露出そのものが大

きな抑止力になります。制服での巡回やパトカ

ーの警らをふやしてほしいと願うものでありま

す。さて、地域の防犯ボランティアから私に要

望がありました。「近くの交番にパトカーを設

置してほしい。パトカーがあれば、パトロール

などの防犯活動や警察官の機動性も高まり、ま

た、事件事故の対応も早まる」という要望であ

りました。警察本部長に、交番のパトカー設置

基準についてお尋ねを申し上げます。

以上で壇上の質問を終わります。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ことしの音

楽祭につきましては、私もメーンプログラムを

鑑賞させていただきました。また「子どものた

めの音楽会」にも出演させていただきました

が、子供たちが本物の演奏に触れることができ

る機会として、情操教育の面でも非常に大切で

あると痛感したところでございます。さらに、

ことしは、県民との協働で開催した「みやざき

国際ストリート音楽祭」などの野外演奏会を含

めますと、県内外から５万人の方々が御参加い

ただいたと伺っております。開かれた音楽の祭

典として、大きな成果が得られたのではないか

と考えております。この音楽祭の企画・実施と

いうのは、御案内のように、財団法人宮崎県立

芸術劇場に委託しているところでございます

が、財団におかれましては、県からの委託料に

加え、入場料収入や企業協賛金収入等を確保

し、より充実した内容の音楽祭開催に努めてお

られるところでございます。県といたしまして

も、これまでの成果を踏まえまして、県民の御

意見等を十分伺いながら、より一層支援が得ら
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れ、質の高い、そして親しまれる音楽祭を目指

してまいりたいと考えております。〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 ＩＴ

調達における経費の削減についてであります。

本県におきましては、情報通信技術に精通した

任期付職員を中心に、予算の作成前から業者の

選定、システム開発及び運用保守までのそれぞ

れの段階で、仕様内容の確認や費用のチェック

を全庁的に行っております。これらの取り組み

によりまして、17年度は約５億2,000万円、18年

度は約３億4,000万円、19年度は約４億1,000万

円、合計いたしまして、３カ年で計約12億7,000

万円の経費削減を見たところであります。今後

とも、ＩＴ調達のさらなる経費削減に取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

消防の広域化についてでございます。近年、

災害や事故の形態が大規模化・多様化している

一方で、人口減少あるいは高齢化の進展により

まして、地域における防災力の低下が懸念をさ

れているところであります。このため国は、行

財政上のさまざまなスケールメリットが期待で

きる市町村消防の広域化を推進し、消防体制の

効率化や基盤強化を図ることとしたところであ

ります。本県におきましても、小規模な消防本

部が多く、初動体制あるいは専門要員の確保等

に限界がありますことから、将来の見通しを踏

まえました、先ほど議員も御指摘の「宮崎県市

町村消防広域化推進計画」を、昨年度末に策定

したところでございます。広域化によりまし

て、本部要員の効率化等による現場の消防力の

増強と財政基盤の強化が図られるものと考えて

おります。以上でございます。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

臨床研修医の確保についてであります。新臨

床研修制度の導入を契機といたしまして、地方

で研修を行う臨床研修医が減少し、医師不足の

大きな要因となっておりますことから、臨床研

修医の確保は極めて重要な課題であると認識し

ております。このため、県といたしましては、

臨床研修医が本県での研修に魅力を感じられる

よう、研修指導医養成講座を開催し、臨床研修

医の指導に当たる医師の資質の向上に努めてお

ります。また、宮崎大学における卒後臨床研修

センターの設置や臨床研修病院による説明会の

実施など、県内関係機関が、それぞれ臨床研修

医の確保に向けたさまざまな取り組みを行って

いただいているところであります。県といたし

ましても、今後とも、関係機関との連携を図り

ながら、研修医の確保に取り組んでまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

臨床研修医の確保についてであります。臨床

研修医を積極的に確保することは、優秀な医師

を必要とする県立病院にとりまして、将来に向

けて重要な取り組みであると認識をいたしてお

ります。現在、宮崎、延岡、日南の３病院が管

理型臨床研修病院に指定されておりまして、こ

のうち宮崎病院及び延岡病院において、臨床研

修医を受け入れているところであります。その

際、単独で実施できない精神科や僻地医療など

につきましては、県立富養園を初め、県内自治

体病院などと連携をいたしまして、さまざまな

医療施設を活用しながら研修を実施していると

ころでございます。今後とも、それぞれの県立

病院の特性を生かしながら、臨床研修医の希望
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に応じた研修内容の充実や指導医の育成を図る

とともに、県立病院間での連携についても取り

組むなど、臨床研修医の確保に引き続き努力し

てまいりたいと存じます。以上です。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 交番等

へのパトカーの配備基準についてであります。

交番等におけるパトカーにつきましては、実態

として、そのほとんどが国から配分されている

車両という現状にございますけれども、その配

備に当たりましては、まず、受け持ち区域内の

事件・事故等の発生状況、そして受け持ち区域

内の広さ等を総合的に勘案しながら、治安維持

のための機動力確保の観点から、必要性が高い

と認められる施設を優先して配備している現状

にございます。現在、県下の交番・駐在所の総

数が1 7 1ございますけれども、これらのう

ち107、パーセントでいいますと62.6％でござい

ますが、この107カ所に配備をいたしまして、所

要の警察活動を行っているところでございま

す。

一方で、パトカーの運用につきましては、本

部関係の部隊や署直轄での運用ということで、

広域・機動的な運用にも留意しております関係

上、交番等に配備可能なパトカー台数について

は限りがある中で、現在最も効果の高い配備を

心がけているという現状にございます。今後と

も、台数拡充の検討や国への増強要望等に努め

るということはもちろんでありますけれども、

引き続き、治安情勢の変化に応じて柔軟かつ適

切な配備に留意をしていきたい、このように考

えております。以上です。〔降壇〕

○満行潤一議員 それぞれ答弁いただきました

けれども、再質問させていただきます。

まず、今、本部長からパトカーの設置基準に

ついていただきました。62.6％という数字とい

うのを知りませんでした。あと４割近くは配備

がないということですね。ただ、今、本部長が

おっしゃった中で、物すごく気になったんです

けれども、事件事故の多さとかが勘案されると

いうことなんです。我が地域は一生懸命、住民

団体で防犯組織を組織してやっているわけで

す。まじめにやっていて犯罪が少ないところは

パトカーがないよという話なので、それをやっ

ていないところにパトカーが行って、地域で一

生懸命防犯をやっているほうが何か割を食って

いるような感じがしましたので、ぜひ配慮いた

だきたいと思っております。

知事から、音楽祭についてコメントいただき

ましたけれども、ことしもすごくすばらしい、

多くの方々からよかったという意見を聞いてい

るんですけれども、宮崎国際音楽祭と、鹿児島

には霧島国際音楽祭というのがあります。南九

州には２つ代表する音楽祭があるんですけれど

も、去年から両者で交歓演奏会も行われてきま

した。どんどん充実する音楽祭、来年はもっと

楽しみだなと今から期待をしているところなん

ですが、１つ問題なのは、駐車場の問題です。

これは前にも質問しているんですけれども、私

も行きましたが、最終日だったんですけれど

も、その日、45分前に行きましたが、もう駐車

場はいっぱいで、ガードマンから誘導されて公

立大学の駐車場に行きました。45分前でもあい

ていないんだなと思ったんですけれども、日ご

ろからこの駐車場はあいていないんですね。図

書館とか公園とかと共同利用になっているとい

うことですけれども、駐車場管理のあり方を抜

本的に見直す必要があるんじゃないのかと思っ

て前回も質問しましたけれども、今回も早目に

駐車場がいっぱいだと。私が質問して以降、対

策をとられているのかどうか、担当部長にお尋
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ねをしたいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 総合文化公園

の駐車場につきましては、今、御質問ございま

したように、メディキット県民文化センター、

県立図書館、あるいは美術館、それから県民広

場等の各施設の共有施設として、従来、公園内

に531台分のスペースが確保されておりました。

催し物等の重なる休日などに活用ができるよ

う、19年３月に新たに215台分のスペースが、公

園の北側に整備・確保されたところでありま

す。音楽祭期間中における県民文化センター利

用者の駐車場対策につきましては、できる限り

公共交通機関の利用をお願いしておりますけれ

ども、近隣における臨時駐車場の確保、あるい

は係員の適切な誘導などにより、県民の皆様が

利用しやすい環境づくりに努めているところで

あります。以上であります。

○満行潤一議員 担当部でも努力いただいてい

るのはわかります。国の土地を借りて整備をし

て駐車場にしているというのは―私もきのう

見てきました。言っている手前、今の状況はど

うかなと思いまして、きのう行ったんですけ

ど、きのうは平日の梅雨空の日ですね。午後１

時半ごろ行ったんですけれども、もういっぱい

なんです。南側の駐車場は半分以上埋まってい

ました。362台だそうですけれども、半分以上も

ういっぱい。北側の図書館側は169台あるとなっ

ていますけれども、満杯なんです。日常的に駐

車場がいっぱい。公園に遊びに来ている人は、

梅雨空で平日ですからいないですね。歩いてい

る人ぐらいしかいませんでした。それだけ図書

館にたくさん来ているのかなと思ったりしま

す。結局、毎日いっぱい。隣近所の人が使って

いらっしゃるのだろうと思うんですけれども、

日常的にいっぱいなわけですから、イベントの

ときには最初からあっぷあっぷで、そのほかの

神宮とか公立大とかを借りている。これでは問

題の解決になっていないんじゃないかと思うん

ですけれども、そのあたりは、所管する県土整

備部長、いかがなんでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 総合文化公園

の駐車場でございますけれども、先ほど県民政

策部長のほうから答弁ございましたように、で

きるだけ公園施設の利用を総合的に勘案した形

で、可能な限りのスペースをとらせていただい

ていて、現在531台の駐車が可能になっていると

いう状況でございます。平成17年と19年に駐車

の実態調査を行いました。その結果、目的外と

思われます長時間の利用、あるいは恒常的な利

用というものが一部に見られました。現在、文

化施設管理者と協力しながら、目的外駐車など

への注意喚起や悪質な車両への張り紙、自治会

へのチラシ配布、イベント時の交通整理員の配

置などの駐車対策を行っているところでござい

ます。今後とも、これらの対策を徹底いたしま

して、本来の駐車場としての利用が守られます

よう努めてまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 私たちもしょっちゅうあそこ

を使うわけじゃないんです。年に１回しか使わ

ない駐車場ですけど、これも県民の共有財産で

すから、本来の目的に使えるように、やはり日

ごろから対策を打っていただきたいと、都城の

私からすると切にお願いを申し上げたいと思っ

ています。

次に行きます。地域医療について質問をさせ

ていただきましたけれども、私は、医師確保を

直接、各病院でやっているのはわかるんですけ

れども、県立病院群方式とか、県立病院をネッ

トワークしてやれないかということを提案して

おりますので、各病院でやっているよりは、
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もっとネットワークを広げたほうが、たくさん

研修先も広がるし、魅力的な研修先じゃないか

と思いますので、御検討いただきたいと思って

います。

それと、もう一つ提案なんですが、県独自の

医局を設置してはいかがかという提案を申し上

げたいと思っています。今、宮崎大学の医学部

の卒業生、定数100名ですから、100名前後が毎

年卒業をしているわけですけれども、前期研修

終了後の宮崎大学医学部医局の定着率、定数100

に対して30人前後だと思います。これでは、宮

崎大学自体も医師不足で、医者を出せる状況に

ないと思うんです。しかし、そういっても、市

町村も医師が確保できる状況にはないんです

ね。とても市町村立病院が確保できる状況には

ないと思うんです。前にも申し上げました。県

が医師を確保し、採用して、県立病院、市町村

立病院に派遣してはどうかと申し上げておりま

すが、もっと一歩進んで、きょうは具体的に、

知事部局に市町村立の病院に対する地域医療専

門医師の医局を、県立病院局に県病院に派遣す

る医師の医局を配置してはどうかと思います

が、福祉保健部長、病院局長、見解をお尋ねい

たします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） お話にありま

したように、大学からの医師派遣が大変困難と

なっておりまして、僻地の公立病院等における

医師不足というのが深刻化しております。こう

いう中、県におきましては、医師を県職員とし

て採用して医療機関に派遣する「医師派遣シス

テム」を19年度から始めまして、県立宮崎病院

及び延岡病院に「地域医療科」という実質的な

医局を新しく設置し、ここから現在、西米良診

療所に１名派遣しているところでございます。

今後、このシステムにより、平成22年度までに

合計６名の医師を確保することとしておりまし

て、全国的な医師不足の中で医師の確保は大変

困難な状況でありますが、義務年限明けの自治

医大卒医師に働きかけるなどいたしまして、全

力で取り組んでまいりたいと考えております。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立病院におけ

る医師の確保につきましては、これまで、宮崎

大学を初め各大学の医局から派遣をしていただ

いているところでありまして、近年の全国的な

医師不足の中で、医師の確保が非常に厳しい状

況となっております。こうした中で、これまで

の大学からの派遣とあわせまして、最近は、県

出身の医師あるいは臨床研修医への個別の働き

かけなど、さまざまな手段で医師確保に努めて

いく必要があるということで、現にこの取り組

みを始めているところでございます。今後と

も、大学とのこれまでの関係―こういったも

のにも非常にデリケートなものがございまして

―にも十分配慮しながらそれぞれの病院長と

もども、医師の確保に積極的に取り組んでいき

たいというふうに考えているところでございま

す。

○満行潤一議員 医局を置くということは、各

大学の医局との関係がやっぱりありますね。う

ちの大学は要らんのかと言われたら、またこれ

は困るので、そういうことじゃなくて、大学の

医局ももちろん大事にしながら、大学の医局と

切れた方々、医師の確保も企業誘致と一緒だと

思うんです。やっぱり縁のある人じゃないと、

東京から北海道まで探したって、宮崎に縁があ

る、そういう縁故関係じゃないと企業も来な

い。医者も一緒だと思うんです。そういうふう

に頑張って当たっていただきたいと思っていま

す。

もう一つ、地域医療についてお尋ねしたいの
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ですが、きょう資料をお配りしていますけれど

も、県医師会、各市郡の医師会から、看護専門

学校への補助金増額の要望があります。「県は

県立看護大には６億以上支出をしていながら、

卒業生90人のうち半分ぐらいしか県内定着をし

ない。半分以上が県外に出ている。それで６億

も使っているんだ。我が地域の看護学校はほ

ぼ100％の地域定着率。もっと地域の専門学校の

補助金をふやしてほしい」という趣旨なんで

す。表を見ていただければわかるんですが、国

・県の補助金は定数に応じての額だと思うんで

すけれども、市町村の補助金と、かなり差があ

りますね。赤字補てん前の収支差というのが、

下から４段目にあるんですけれども、都城以外

は大幅な赤字です。宮崎1,200万マイナス、都城

はプラス、延岡1,800万マイナス、日向800万マ

イナス、児湯500万マイナス、西諸4,200万のマ

イナス、こういうふうになっているわけです。

何で都城はプラスかというと、都城の看護学校

の土地建物は市が無償で貸与していますから、

その分がかかっていないということで、経営は

非常に安定をしているということですけれど

も、その他の繰入金、各医師会が物すごく負担

をして、どうにか地域の看護学校は維持をして

いるという現状なんです。医師不足もそうです

が、看護師不足の状況にあって、医師会として

は、ぜひこの看護学校を残したいという思いな

んですけれども、この増額について県としては

どうお考えなのか、担当部長、お願いいたしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県では、医師

会立の看護師養成所３校と准看護師養成所６校

に対しまして、20年度予算で約１億600万円の補

助を行うことにしております。この運営費補助

金につきましては、県内の看護師等の安定的な

確保と教育内容の充実を図る上で大変重要な事

業でありますことから、県の財政状況が大変厳

しい中、補助額の維持が図られるよう、最大限

の努力をしているところであります。今後と

も、運営費補助事業を通して、看護職員の育成

確保に努めてまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 厳しい財政状況でありますけ

れども、看護師養成も大変重要な課題ですの

で、ぜひよろしくお願い申し上げたいと思いま

す。

消防の広域化について、かなりたくさん質問

を考えているんですけれども、あと７分しかあ

りませんので、できる限り質問させていただき

ます。

1970年代、財政力の弱い市町村は、一部事務

組合とか、宮崎市みたいな委託方式で消防の広

域化を図って、非常備の市町村はかなり減りま

した。宮崎も減ったんですけれども、しかし、

県内７町村が今日まで常備化できていません。

今まで県はこの７町村にどういう指導をされて

きのたか、ここで再度お伺いしたいと思いま

す。

○総務部長（山下健次君） 消防非常備町村の

件ですけれども、従来から検討会を開催するな

ど働きかけを行ってきたところでございます。

その結果、実績としては、現在は延岡市に合併

されておりますけれども、北方町、北川町、北

浦町、こういったところが常備化されたという

実績はございます。ただ、御指摘のように、本

県はまだ７つ非常備町村が残っておりまして、

これは全国的に見ても―もちろん離島とかそ

ういったところはありますけれども―非常に

高い率で残っているというのが実情でございま

す。したがいまして、これは先取りするかもし

れませんけれども、今回、広域化に伴いまし
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て、ぜひこの非常備のところも常備化というこ

との働きかけを、あわせて行っていきたいとい

うふうに考えております。

○満行潤一議員 かなり無理がある全県１区だ

と思っているんですが、県内消防職員の充足率

は57.6％という数字です。全国平均は76.7％、

本県はかなり大きく下回っている現状がある。

消防車両の充足率は87％ですから、車両に人が

追いついていない現状があるわけです。この現

状を知りながら１つの消防本部にできるのか、

本当に私は疑問なんです。ただでさえ足りない

資機材と人員を、その７町村含めて全県下にば

らまけば、今の消防本部の体制は低下するのは

当たり前じゃないのかなと考えるわけです。市

町村の財政状況は日々厳しさを増して、消防費

も削減される状況です。ここで、果たして広域

化のメリットで市町村の財政負担が軽減される

見通しがあるのか、もう一回お尋ねいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） 私どもが考えてお

りますのは、やはり広域化によりまして重複投

資の回避が可能になるのではないかと。つま

り、それぞれの消防本部で個別に資機材をそろ

えるといった重複投資の回避が可能になるので

はないかということでは、市町村の財政負担は

軽減できるのではないかというのが一つでござ

います。

また、あわせまして、御指摘の人員等の問題

も含め、広域化することによって効率的な運用

が可能になるのではないかと。当然、職員の質

も上げられるのではないかということで、高度

規格車両あるいは通信設備、こういったことも

計画的な整備が可能になるのではないかという

ふうに、私どもは考えております。

○満行潤一議員 国がスケールメリットという

のを７項目示しています。その中で、今おっ

しゃった広域化で特殊車両の重複投資の回避が

できるとか言われているんですけど、今、特殊

車両もほとんど重複していませんね。宮崎市以

外はほとんどない。重複をしない。今の計画で

いくと、署所は減らさないということなので、

どうやって今の体制を維持するのかなと、非常

に疑問なんです。結局、先ほど申し上げたよう

に、市町村にばらまけば、一番質の高い宮崎市

に合わせるのか、平均に合わせるのか、という

ことは宮崎市は下げろという意味ですね。宮崎

市が全県１つの広域化に同意をしないわけで

す。私はそういうふうに理解をしています。国

が広域化に当たり配慮すべき点として、消防の

一元化の確保に、「広域化した場合、一元的な

組織編成や出動態勢が求められる。現状では消

防本部ごとに消防体制の格差があるから、一番

高いところに合わせればかなりの人員増が要

る。人員増なしに県内一円を同一水準とすると

なれば、宮崎市の人材や財政をほかに流出させ

る」。そういうことが、宮崎市がこの広域化に

反対をしている要因だろうと思うんですけれど

も、このことについては、いかがお考えでしょ

うか。

○総務部長（山下健次君） 確かに御指摘のよ

うに、宮崎市は、全県を１広域消防ということ

については異論があるようでございます。した

がいまして、先ほどの広域化計画の中では、基

本的には、国の示す30万人単位ということでい

けば３つの本部体制というのも考えられるとい

うことで、言うならば両論併記をしております

けれども、やはり、最終的には全体をまとめる

ことが、結局は全体の利益になるのではないか

というふうに私どもは考えております。いずれ

にしましても、市町村と今後さらに協議を重ね
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てまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 大分私と認識が違うんですけ

ど、このまま宮崎市が同意しないままこれを進

めたって進まないですね。これは無理なんです

よ。宮崎市のことを考えると、とても次に進め

る状況にないと思うんです。国が広域化に当た

り配慮するべき事項の２番目に、消防団との連

携・協力体制は維持しなさいと言われていま

す。消防は広域化しなさいと言って、消防団は

広域化しないわけですね。市町村に残ります。

そうすると、消防団事務は消防本部から市町村

の役場に移るわけです。従前よりも関係が希薄

になるんじゃないかという心配もありますが、

その点はいかがでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 消防団との関係で

ございますけれども、確かに御指摘のように、

全県１つあるいは３つということになります

と、これまでのそれぞれの消防本部体制と消防

団との結びつきという意味では希薄化が懸念さ

れますが、基本的には消防団というのは、消防

活動はもとよりですけれども、災害の対応と

か、言うならば地域の防災力のかなめになって

おります。したがって、当然一元化に当たって

は、そことの結びつきをどう果たしていくかと

いうことも、十分検討する必要があるというふ

うに考えております。

○満行潤一議員 ぜひ今後、検討いただきたい

と思うんです。これまで県の対応というか考え

方は、「消防は市町村の固有業務」と、助言に

徹していると言われているんですけれども、今

回、県主導で組織改編を行うということは、ま

さに今問題になっていますごみの広域化計画に

本当にうり二つになってしまっているな、こう

映るんですね。

今回の広域化計画も、財政の効率化だけが先

行しているように思えてなりません。国は、10

万ぐらいの人口の消防本部が多いので30万ぐら

いの単位に再編しよう、そういうふうにしてい

るんですが、これはあくまでも机上の理論です

し、都会の管轄面積が小さいところならスケー

ルメリットも出てくるかもしれませんけれど

も、宮崎県には当てはまらないと思うんです。

もう既に宮崎県では広域化は進んでいま

す。1970年代に広域化をやっているわけなんで

すけど、やっていないのは串間とかそういった

ところしかない。あと７町村をどうするかとい

う部分が残されて、今日まで来ています。国が

地方交付税を減らしたいがための広域化じゃな

いのかと思えてならないのです。消防無線のデ

ジタル化も迫られています。それには大変な財

源が要る。小さな市町村では対応できない。そ

れでどうするか。国は、今ある900の消防本部に

引き続き支援をするのか、それとも30万単位に

ひっくるめて300ぐらいに集約をして、そこに負

担をするか。国からすると、300の広域化された

消防本部になったほうが負担は非常に少なくて

済む。それが根本にあるんじゃないかと思えて

なりません。

ごみの広域化計画も、県の当初の提案は３ブ

ロックでした。ごみも、一般廃棄物は市町村の

固有業務と言いながら、県は強い指導力をもっ

て県内のごみ広域化を進めました。最初３ブ

ロックでしたけれども、我々はおかしいと、地

域完結型でいかなきゃならないということで６

ブロックになりました。しかし、残ったのが宮

崎、西都児湯のブロックなんです。それで今の

大瀬町の問題が起こっているんです。多くの自

治体が遠くで、大瀬町でやってもらう。ほかの

ところは、あとはお金を出せばごみはあそこに

行ってしまう。地域完結型じゃないから、責任
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がどんどん遠ざかってしまう。

消防も、30市町村、こんな広いところを１つ

にしたら、一体だれが責任をとるのか。また同

じような問題が起こるんじゃないのかと、非常

に心配をしています。最小の経費で最大の効果

を得るためには、経費負担が少ない生活圏、地

理的条件、管轄面積などを勘案すると、県内７

ブロック、県北、日向入郷、西都児湯、宮崎中

央、北諸、西諸、南那珂の７ブロックの広域化

が一番現実的じゃないのかなと思うんです。こ

れは地域医療圏とも一緒です。宮崎県の示して

いる合併のモデルとも合うんです。これは歴史

的、地理的にそれが大事じゃないのかなと僕は

思うんです。またぞろ県が公社か何かつくっ

て、理事長に県の副知事とかが入ってしまう。

これでは問題の解決にはならんだろうと思いま

す。ぜひそこのところは、もっと慎重に考える

必要があると思うんですけれども、部長、いか

がでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 今後さらに、引き

続き市町村と協議していく必要があるというこ

とが大前提でございますけれども、私はごみ問

題についての統合ということを述べる立場にご

ざいませんが、基本的に、重複投資といいます

か、個別の市町村でフルセットをそろえていく

というのは、やはり財政的にも、住民にとって

も負担であろうということで、恐らくこういう

一部事務組合方式とか、あるいは委託方式とい

うことで、そういう制度があるんだろうと思い

ます。もちろん消防の広域化計画も、そういっ

た前提での話でございます。ただ、基本は―

これは消防庁が言っておるわけですけれども

―消防力は落とさないということが大前提で

ございますので、より財政の効率化、つまり、

それによって合理化して金額を落としたいとい

うことが基本ではないということは御理解いた

だきたいと思います。

○満行潤一議員 やっぱり県民も議会も、絶

対、全県１区が正しいと思っていないと思うん

です。今、広域化をやっているわけです。なぜ

広域化をやっているかというと、財政力が乏し

い市町村で独自じゃ持てない、だから、今もう

広域化を進めているわけです。財政力の弱い基

盤の宮崎県の30市町村がどれだけ頑張ったっ

て、財政規模は変わらんわけです。一緒にし

たって……。これは、財政のあり方を抜本的に

見直さないと、財源の捻出方法、あり方を見直

さないと、全県１区にしても、この広域化の問

題は解決しない、そのように考えています。こ

の問題、たくさんまだありますので、今後とも

引き続き私も質問させていただきたいと思いま

すが、県当局におかれては、真摯に受けとめて

当たってほしいと思います。時間が来ました。

終わります。ありがとうございました。（拍

手）

○坂口博美議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午前11時46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、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 通告に従い､

順次一般質問を行います。知事を初めとして、

関係各部長、教育長、警察本部長に答弁をお願

いいたします。

初めに、行政財産の活用についてお伺いをい

たします。
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地方自治法第238条以下には公有財産に関して

の規定があります。それによれば、公有財産は

行政財産と普通財産に分類される。そして行政

財産は、「普通地方公共団体において公用又は

公共用に供し、又は供することと決定した財

産」、一方の普通財産は、「行政財産以外の一

切の公有財産」というふうに定義をされており

ます。また、普通財産は、貸し付けや交換、売

り払い、譲与や私権の設定などができるもの

の、行政財産については、従前は、原則として

貸し付けや交換、売り払い等をすることはでき

ないとされていたところでありました。

県においては以前から、未利用県有地の利活

用や処分について種々取り組んでおられます

が、県有財産のうち行政財産については、その

利用を廃止して、普通財産にしてからの取り扱

いとされていたようであります。

そのような中、昨年３月の地方自治法の一部

改正によって、行政財産についても、幾つかの

特定された場合に、「その用途又は目的を妨げ

ない限度において、貸し付け、又は私権を設定

することができる」というふうになっておりま

す。これを受け、一部の自治体においては、施

設の利活用の促進、また歳入確保を目的に民間

への貸し付けをスタートさせているようであり

ます。地方自治法の一部改正から既に１年以上

経過しておりますが、この間、行政財産の活用

について、本県ではどのような取り組みをなさ

れてきたのか、総務部長にお伺いをいたしま

す。

次は、エコクリーンプラザみやざきについて

であります。

この施設は、県が策定した宮崎県ごみ処理広

域化計画に基づいて、県央の11市町村で発生す

る一般廃棄物、それと県内で発生する産業廃棄

物の処理を行うために整備された廃棄物処理施

設であり、その本格稼働は平成17年の11月から

であります。御案内のとおりであります。所在

地は宮崎市大瀬町倉谷、廃棄物処理施設は迷惑

施設でもあり、地域の住民にとっては、当初は

受け入れがたいものであったことは想像にかた

くありません。しかしながら、周辺11市町村に

加え、管理運営を行う宮崎県環境整備公社の理

事長には当時の副知事が就任するなど、県と市

町村がかかわる、いわゆる公共関与の廃棄物処

理施設であるということを信頼して、また、法

的拘束力はないというものの、公害防止協定を

締結した上で受け入れに同意したところであり

ました。

しかるに、浸出水調整池が開業以来破損して

いたことに端を発した一連の信じがたい問題、

これによって、その信頼は根底から覆されたと

言っても過言ではありません。調整池が試験段

階から破損しており、梅雨や大雨時に必要とさ

れる４万立方メートルの貯水量を確保できるど

ころか、１万3,000立方メートルの貯水能力しか

ない第３水槽のみの、まさしく見切り発車で操

業に踏み切ったということは、環境の汚染、地

域住民の安全・安心の確保、風評被害の及ぼす

深刻さ、これらを全く顧みない暴挙でありま

す。しかも、公害防止協定が守られることな

く、地域住民には全く知らされていなかった。

本来なら、操業継続の存否にかかわる極めて重

大な事件であります。公共関与であることをか

んがみれば、公社はもちろんのこと、県、関係

市町村は直ちに周辺住民に謝罪するとともに、

一致協力して問題解決に取り組み、住民の安心

・安全の確保、信頼回復に努めることが重要で

あります。県はこの問題をどのように受けとめ

ているのか。また、どのように今後解決してい
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こうとしているのか。まずは知事にお伺いをい

たします。

次に、携帯電話のリサイクルについて、何点

か伺いたいと思います。

今や日本国内に１億台以上も普及していると

言われる携帯電話、まさにあふれ返っている時

代であります。私の自宅もそうですが、買いか

えによって使わなくなり、机の引き出しの中で

何台か眠っております。孫のおもちゃになって

いるものもあります。今、この使われなくなっ

た携帯電話に注目が集まり、回収・リサイクル

に取り組もうとする動きが加速しております。

その大きな目的は、日本の産業競争力のかなめ

とも言われるリチウムやインジウムなどのレア

メタル、いわゆる希少金属が携帯電話内部に多

く使われているからであります。また、金や銀

といった貴金属も使われております。ちなみ

に、天然の金鉱石１トンには金が５グラム程度

含有されているのに対して、１トン分の携帯電

話には400グラムの金が含まれているとも言われ

ておりまして、この電子機器からの貴金属回収

が進められている一方で、レアメタルのほうは

ほとんど未回収のままとなっている現状がある

ようであります。まさしく、このレアメタルの

安定確保は喫緊の課題となっており、３つの

Ｒ、リデュース、リユース、リサイクルの観点

からも、適切な処理、そして有用資源の回収、

これらに大きな期待が寄せられているところで

あります。

しかしながら、携帯電話のリサイクル活動を

推進するモバイル・リサイクル・ネットワーク

というのがあるんですが、ここがことしの２月

にまとめた「携帯電話・ＰＨＳのリサイクル状

況」という報告書によれば、回収実績が2000年

は約1,362万台あったそうですが、これをピーク

に減少しており、2006年は約662万台と半減して

いるようであります。このままでは、貴重なレ

アメタルが無駄に眠ってしまうことになりま

す。そこで、回収に協力することイコール環境

保護へ貢献することにつながるということを実

感できるような施策を講じるとともに、県とし

ても、この携帯電話の回収・リサイクルに積極

的にかかわっていくべきであると考えますが、

取り組みと効果について、環境森林部長に見解

を伺いたいと思います。

ところで、拾得物、遺失の携帯電話の数も相

当数に上るのではないかと思いますが、どれぐ

らいあるものなのか。うち、最終的に本来の所

有者の手元に戻らなかった携帯電話端末は、ど

のように処分されているのか。この点について

は警察本部長に伺います。

次に、中小企業、ベンチャー企業への支援に

ついて、何点か伺いたいと思います。

まずは、トライアル購入事業者認定制度につ

いてであります。この制度は昨年度に創設さ

れ、将来性がありながら販売ルートが限られて

いる県内中小企業の製品の販路開拓を支援する

ために導入されたものであります。県のホーム

ページによりますと、昨年の11月、12月にかけ

て募集をかけ、18事業者20製品の応募があった

ようですが、本年２月18日付で７事業者７製品

を認定したというふうにありました。認定を受

ければ、県の機関に随契で購入してもらうとい

うこともできますし、企業にとっては活路を開

くチャンスを得ることになります。そこで伺い

ますが、認定されるための必須条件は何か。裏

返せば、認定されなかった事業者、製品には何

が足りなかったのか。商工観光労働部長にお尋

ねをいたします。

ところで、県内には、技術力はあるけれど
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も、経営手腕、また営業力など何かが不足して

いるために活路を見出せない中小企業、ベンチ

ャー企業も存在しているのではないかと思いま

す。そのような企業に対して、県として情報提

供や経営指導など、どのような体制で支援して

いるのか。この点に関しても、商工観光労働部

長にお伺いをいたします。

次は、新技術活用促進システムについてであ

ります。これは、民間で開発された有用な新技

術の活用促進を図るために、新技術に係る情報

の収集、また新技術の公共事業への適用性など

に係る評価を行って、その特性や活路の適否の

情報を容易に収集できるように登録するシステ

ムのようでありますが、気になるのは評価・登

録された後どうなるのかということでありま

す。あっせんや紹介など、県として具体的に支

援することができるのか。これについては県土

整備部長にお伺いをいたします。

次は、学校裏サイトといじめについてであり

ます。

インターネット上のフリー百科事典ウィキペ

ディアによりますと、「学校裏サイトとは、あ

る特定の学校の話題のみを扱う非公式の匿名掲

示板である」というふうに記述がなされており

ます。そのほとんどが、部外者が入れないよう

にパスワードを設定していたり、携帯電話から

のアクセスしかできないようになっていると

か、学校名で検索してもヒットしないように

なっていると、なかなか探し出すのは容易では

ないようであります。この学校裏サイトが最近

問題視されるのは、深刻ないじめの温床になっ

ているという現実もあるからであります。文部

科学省は、本年１月から３月にかけて初めての

全国的な実態調査を行って、先般、その結果を

公表しております。今回は、学校管理者が公式

に運営しているホームページ以外の、携帯電話

やインターネットを通じて閲覧、書き込み、管

理運営などを行うことができる公開型の各種サ

イトやスレッドといったものを学校裏サイトと

いうふうに定義した上で調査を行ったようであ

りますが、それによりますと、学校裏サイトの

数は全国で３万8,260件、全国の中学・高校の学

校総数の２倍を超えていたというふうに報道が

ありました。その中には、個人を中傷する言

葉、わいせつな言葉や画像、青少年にとって有

害な広告などもあったようであり、いじめの温

床となる下地が散見されたようであります。そ

こでまずは、学校裏サイトの本県の実態をどの

ように把握しておられるのか、教育長にお伺い

をいたします。

次は、不登校問題について、同じく教育長に

お伺いをいたします。

この問題については、過去に２回ほど質問で

取り上げたことがあります。スクールカウンセ

ラーの配置による児童生徒や保護者の悩みの相

談に応じる体制づくり、あるいは適応指導教

室、こういったものの配置によって、本県にお

ける不登校の児童生徒の割合は、全国的には低

い水準にあるというふうに認識はしておりま

す。ここでまずは、本県における不登校の実態

は現在どのような状況になっているのか。あわ

せて、適応指導教室の設置状況及び活動状況は

どうなっているかについて伺っておきたいと思

います。

次に、交通事故の防止について、警察本部長

にお伺いをいたします。

今月１日から、交通環境の安全性向上を目指

しての改正道路交通法が施行されております。

自動車や自転車の交通ルールが大きく変わって

きております。自動車に関する変更点として
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は、後部座席のシートベルト着用の義務化、75

歳以上の高齢者が運転する際の高齢運転者標識

表示の義務化、そして重度聴覚障がい者の運転

免許取得が可能になったということなどであり

ますけれども、ここでは、高齢者を事故の加害

者にしないという観点からお伺いをいたしま

す。道路交通法の改正とは直接的には関係はな

いものの、高齢者の交通事故防止を推進するた

めに、この４月から新しい制度がスタートして

いるようであります。高齢者の運転免許証の自

主的な返納を勧めるために、返納した高齢者を

支援する「高齢者運転免許証返納メリット制

度」というものであります。名称はいろいろ異

なるものの、同様なサービスは他県でも実施し

ているようでありますが、本県におけるこの制

度、周知にどのように取り組んでこられたの

か。また、現在までの実績はどうなっているの

か、お伺いをいたします。

さらには、同メリット制度の拡充に向け取り

組みを加速するべきであると考えますが、どの

ように取り組んでおられるのか、お示しをいた

だきたいと思います。

次に、自転車事故防止への新たな取り組みと

いう観点から伺いたいと思います。道路交通法

の改正に伴う自転車に関する変更点、これは通

行区分の見直し、子供や高齢者らの歩道通行を

可能にしたということなどであります。先月は

「自転車月間」というふうになっておりました

が、改正道路交通法の施行を目前に控えてどの

ような取り組みをされたのか、お伺いをいたし

ます。

また、事故防止に向けての今後の取り組みに

ついても、あわせてお伺いをいたします。

最後になりますが、県の職員宿舎と県営住宅

の駐車場に関して伺いたいと思います。

料金についてであります。これは県民の方か

らの素朴な声であります。「県営住宅は駐車場

代を取られるけれども、県職員の住宅は取られ

ているのだろうか」というものでありました。

宮崎市内の県営住宅については、８月１日の入

居に向け、現在募集をかけているところであり

ます。説明会及び申込用紙の配布は既に終了し

て、これから申込書の受け付け、そして７月上

旬の抽せんというふうに続いていくわけであり

ますが、その募集チラシを見てみると、団地ご

とに駐車場料金はばらばらになっております。

一番安いところで1,350円、一番高いところで

は2,720円というふうになっております。一方

で、気になる職員宿舎のほうはと言えば、ちゃ

んと料金は設定はされておりますけれども、宮

崎市内においては、独身寮を除くとすべての宿

舎において一律1,510円、その他の市町村におい

ては、これも独身寮を除けばすべての宿舎が一

律1,250円となっております。両者の一覧表を並

べて見比べてみると、少々違和感を覚えてしま

うところであります。そこで、県営住宅の駐車

場料金はどのような基準で算定されているの

か。また、有料化スタート後、料金の改定はな

されているのか。まずは県土整備部長にお伺い

をいたします。

同様に、職員宿舎の駐車場料金については総

務部長にお伺いをいたします。

通告しておりました、「助産婦の活躍の場の

確保について」でありますが、今回は割愛し、

壇上からの質問は以上で終わります。後は自席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 エコクリー

ンプラザみやざき問題についてであります。私

は、地元の皆様の不安を解消することと施設の

一刻も早い機能回復が大変重要であると考えて
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おります。このため、①周辺地域の環境調査を

早急に実施すること、②原因等の調査を行うた

め、専門家による外部調査委員会を設置するこ

と、③浸出水調整池第３水槽の安全性の検証と

その他の水槽の工事を早急に実施すること、④

調査結果については速やかに公表することの４

つを基本方針に定め、スピード感を持って対応

することといたしました。既に敷地内や周辺地

域の環境調査を実施するとともに、６月12日に

開催しました第１回外部調査委員会で、梅雨・

台風対策について検討していただき、一部着手

したところでございます。また、私が本部長を

務め全庁的に対策を検討する「対策本部」を立

ち上げるとともに、関係市町村や地元の対策協

議会、公社との意見調整等を行う「連絡調整会

議」を設置し、問題解決に向け取り組んでいる

ところでございます。今後とも、県がリーダー

シップを発揮し、関係市町村や公社等と十分連

携をとりながら全力で取り組んでまいりたいと

考えております。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

行政財産の活用についてでございます。御質

問にございましたように、平成18年度の地方自

治法の一部改正によりまして、これまで原則禁

止とされておりました行政財産の貸し付けにつ

いて、地方公共団体の事務や事業の用に供しな

い行政財産、わかりやすく言えば、市町村合併

等で発生する庁舎敷地あるいは事務室、こう

いった空きスペース等について貸し付けができ

ることとされたところでございます。現在のと

ころ、本県におきましては適用事例はございま

せんが、庁舎等の用途または目的を妨げない範

囲におきまして、使用しないことが確実に見込

まれるスペース等があれば、地方自治法改正の

趣旨を踏まえながら対応してまいりたいと考え

ております。

次に、職員宿舎の駐車場につきましては、平

成14年７月から有料化をしておりまして、その

際は国家公務員宿舎の算定基準を参考に積算を

したところでございます。有料化後の料金改定

につきましては、昨年４月に宮崎市内の駐車場

につきまして、民間賃貸料との差を縮める観点

もございまして、地域による貸付料の調整を行

う地域係数を導入いたしまして改定を行ったと

ころでございます。以上でございます。〔降

壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

携帯電話のリサイクルについてでございま

す。使用済みの携帯電話につきましては、通信

事業者と製造メーカーが共同で回収システムを

構築し、全国の携帯電話の店舗で回収が行われ

ておりますが、電話として使わなくなったもの

でも、デジタルカメラとして保有する利用者が

ふえたことなどから、回収台数は平成12年度を

ピークに年々減少いたしております。携帯電話

には、鉄、アルミニウムのほか、お話にありま

したように金や銀も含まれており、これを回収

して再利用することは、資源の有効活用及び環

境保全の観点から大変重要であります。このた

め県といたしましては、市町村とも連携しなが

ら、今後とも、携帯電話を含め有効活用できる

資源の一層のリサイクル促進につきまして、県

民の皆様への啓発に努めたいと考えておりま

す。以上であります。〔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、トライアル購入事業者認定制度につい

てであります。この事業は、県内の中小企業が
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開発しました新規性や利用効果が高い製品等に

つきまして、県の業務での活用が見込まれる場

合に、県が認定を行って試行的に購入すること

ができるようにするもので、中小企業の販路開

拓等を支援するものであります。認定の条件は

３つございまして、まず１つ目が、新規性、先

進性、独自性があるもの。２つ目が、事務の能

率向上やサービス向上など、社会的有用性が認

められるもの。３つ目が、県の機関でこれまで

購入実績のないもので、今後購入が見込まれる

ものの３つでございます。これらのすべてに該

当するものを認定しているところであります。

昨年11月の第１回公募におきましては、18事業

者から20製品の応募がありましたが、審査を

行った結果、それらの条件をすべて満たした７

事業者の７つの製品を本年２月に認定したとこ

ろであります。

次に、中小企業、ベンチャー企業に対する対

応についてであります。本県におきましては、

財団法人宮崎県産業支援財団を「中小企業新事

業活動促進法」に基づく中核的支援機関として

認定いたしまして、関係機関と連携しながら、

新製品の開発や新分野進出等に対する支援策を

一元的に実施しているところであります。同財

団では、総合相談窓口として専門性の高い経験

豊富なコーディネーター等を配置し、中小企

業、ベンチャー企業のさまざまなニーズに応じ

た適切なアドバイスを行っております。さら

に、コーディネーターのアドバイス等をもと

に、経営相談を初め新商品の研究開発や販路開

拓への助成、設備の導入に対する支援や資金の

調達など、各企業の経営内容や事業化の段階に

応じた各種の支援を行っているところでありま

す。今後とも、産業支援財団と連携を図りなが

ら、意欲ある中小企業、ベンチャー企業の育成

を図ってまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

新技術活用促進システムについてでありま

す。県土整備部では、平成17年度から新技術活

用促進システムを運用し、民間企業が開発した

新技術の公共工事への活用促進を図っていると

ころであります。このシステムでは、一般の公

共工事で活用可能な技術や、モデル工事で活用

効果を検証する技術など、これまで208の新技術

を登録しております。新技術活用促進システム

に登録いたしました新技術につきましては、発

注機関へ周知するとともに県庁ホームページで

紹介し、活用促進を図っているところでござい

ます。

次に、県営住宅の駐車場についてでございま

す。県営住宅の駐車場使用料につきましては、

「宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例」

第69条の規定に基づきまして、償却費、修繕

費、管理事務費及び地代相当額の合計額の月割

り額を限度といたしまして、近傍同種の民間駐

車場の料金を勘案して定めているところでござ

います。なお、使用料改定につきましては、平

成13年４月の有料化以後行っておりません。以

上でございます。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、学校裏サイトについてであります。い

わゆる学校裏サイトの実態につきましては、文

部科学省が３月に発表した報告書によります

と、九州・沖縄ブロックでは5,018サイトとなっ

ておりますが、県別の数はわかっておりませ

ん。そこで本県として、中学校の前段階であり

ます小学校６年生から高校３年生までを対象
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に、おおむね150校程度の学校を抽出して、本年

度中にその実態を調査する予定であります。

次に、不登校の実態と適応指導教室の活動状

況についてであります。平成18年度における本

県の公立小中学校の不登校児童生徒数は、小学

校108名、中学校771名で、児童生徒数に占める

割合で見ますと、全国的には低い水準でありま

す。また、適応指導教室の平成19年度の設置状

況は、県内15市町に合わせて19カ所で、利用し

た人数は、小学生17人、中学生156人でありま

す。各適応指導教室においては、学習指導を初

め創作活動や体験活動など、児童生徒の実態に

応じたカリキュラムを編成し、学校復帰に向け

たさまざまな支援が行われているところであり

ます。以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 まず、

携帯電話の拾得処理状況についてであります。

過去３年間の統計データを御紹介させていただ

きますと、平成17年度が拾得台数1,348台、うち

最終的に遺失者に返還できずに処分した台数

が162台でございます。同様に、18年度が拾得台

数1,581台、返還できずに処分した台数が178

台、19年度が拾得台数1,583台、返還できずに処

分した台数が100台となっており、ここ３年間を

見ますと、毎年度1,500台前後の拾得取り扱いが

ありまして、100～200台の間程度で最終的に処

分をしている台数があると。これくらいの台数

で推移をいたしています。

次に、処分方法でございますが、県下の警察

署のうち、宮崎北警察署、そして串間警察署の

両署におきましては、個人情報を完全に消去し

た上で携帯電話会社に引き取らせる形でリサイ

クルを行っております。しかしながら、県下全

体では、循環型社会への寄与という面での処理

方法の徹底を欠いていたという面が確かにござ

いましたので、今後は、残りのすべての警察署

でも同様の措置をとり、積極的なリサイクルに

努めてまいりたいと考えております。

次に、高齢者運転免許証返納メリット制度を

周知するための取り組み状況についてでござい

ます。この制度は、運転に不安を有します高齢

者の方々に支援を行いまして、免許証を返納し

やすい環境をつくり、高齢運転者による交通事

故の減少に多少なりとも寄与していこうという

ものでございまして、当県では本年４月から実

施をしております。テレビ・新聞等マスコミを

通じての広報はもちろん、各市町村を訪問して

首長の皆さんにいろいろなお願いをする中で、

この点についてもお願いをしたり、あるいは各

種の交通安全教室や講習会、個別の高齢者宅訪

問等を通じても、こういう制度があることをお

話しして、制度の周知を図っているところでご

ざいます。

具体的な返納者の数についてでございます

が、過去を見ますと、平成18年、一昨年が年間

合計で67人でございました。昨年、平成19年

が78人でございました。いずれも２けたでござ

いますけれども、４月から本制度を開始しまし

た後は、４月、５月の２カ月間で341人、５月末

の累計で本年が420人ということで、昨年、一昨

年に比べますと大幅に増加しておりまして、制

度の周知について相応の効果があったものと考

えております。現在、具体的には警察本部と７

警察署管内で各種のメリット制度を構築してお

りますが、今後とも、関係機関・団体に積極的

に働きかけを行い、制度の充実を行って、こう

した方向でさらに取り組みを進めてまいりたい

と考えております。

次に、改正道交法の施行を控えて、自転車月

間推進協議会の主催する「自転車月間」である
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５月をとらえた広報啓発活動の取り組みについ

てでございます。昨年、県内の自転車が関係す

る交通事故は合計で1,446件―これは全事故

の14.7％を占めておりますが―約1,500件程度

発生をしておりまして、残念ながら亡くなられ

た方が６人おられます。特に小学校、中学校、

高校生の事故が多く、約半数（全体の46％）を

占めております。「自転車月間」中の取り組み

につきましては、各種メディアを活用した広

報、各種の自治体発行の広報誌等への掲載はも

ちろんでありますけれども、これ以外にも、児

童生徒、学生を対象とした警察官らによる具体

的な交通安全教育、延べ人数で２万5,170人、機

会・回数で言いますと127回実施をしております

が、こうしたものや、18回に及びます街頭指導

・キャンペーン等を通じて、この期間の広報啓

発に努めたところであります。今後とも、児童

・幼児の自転車乗用時における乗車用ヘルメッ

ト着用促進のほか、交通ルールの遵守啓発、自

転車通行帯のカラー舗装化など、自転車通行環

境の整備等について取り組みを行ってまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○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した。

何点か再質問をしたいと思います。まず、行

政財産の活用についてでありますが、行政財産

の貸し付けについて、現時点では本県における

適用事例はないということでありました。た

だ、新たな活用の可能性がある施設が皆無とい

うことではないのではないかというふうに思い

ます。各部局が持っている行政財産の調査、こ

れも行う必要があるのではないかと考えますけ

れども、本県ではどのようにしてこの状況の把

握を行っているのか。総務部長にお伺いをいた

します。

○総務部長（山下健次君） 県有財産の状況で

ございますけれども、毎年度当初に各部局のヒ

アリングを実施いたしまして、現況の把握に努

めておるところでございます。その際は、今後

の利活用の方策についても、当然協議をすると

いうことで進めているところでございます。歳

入確保ということが求められておりますので、

当然、こういった方向で積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

○新見昌安議員 誘致企業のオフィス等にも活

用できるのではないかと思います。今おっ

しゃった歳入確保という観点からも、ぜひとも

前向きに取り組んでいただきたいというふうに

要望しておきます。

次に、県営住宅、職員宿舎の駐車場料金につ

いてでありますが、まずお願いしたいのは、県

営住宅の駐車場料金、県民に目線を当てて、職

員宿舎と同じレベルまで値下げすることはでき

ないか。県土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 県営住宅の駐

車場の使用料は、先ほど答弁いたしましたよう

に、条例の規定に基づいて算出しているところ

でございまして、近傍にございます民間駐車場

料金のおおむね２分の１程度になっておりま

す。そういうことなので、現段階では妥当な料

金であると考えております。

○新見昌安議員 それでは逆に、収入増を図る

という観点から、職員宿舎の駐車場料金を値上

げすることは考えられないか。総務部長にお伺

いいたします。

○総務部長（山下健次君） 料金改定につきま

しては、先ほどもお答え申し上げましたよう

に、19年の３月に見直したところでございま

す。３年ごとには見直すということで予定して
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おりますので、そういった方向で考えてまいり

たいと思います。

○新見昌安議員 では、３年後を期待しており

ます。

次に、エコクリーンプラザみやざきについて

であります。ここの管理型最終処分場には、焼

却施設の集じん機で集められたばいじん、焼却

灰、溶融化した廃棄物を初めとして、毒性の強

いもの、飛散性が高く、人体に重大な被害を生

じさせるおそれのあるもの、有害なダイオキシ

ンや重金属など、大変危険なものも埋められて

いるところであります。これらを雨水で洗い流

して濃度を薄めていくということが、最終処分

場には求められているわけであります。また、

その浸出水を処理することが重要であります。

しかるに、そのような危険きわまりないものが

入っている処理前の浸出水、これを一時貯留す

る調整池が破損していたにもかかわらず使用さ

れた。そして漏水を起こした。既に周辺環境が

汚染されてしまったのではないかとも思われま

す。また、浸出水を集める排水管のマンホール

からも浸出水が漏れたということは、本当に深

刻な問題じゃないかというふうに思います。水

は当然、高いほうから低いほうに流れていくわ

けであります。農業用水を確保するための防災

調整池、この汚染も懸念されるところでありま

す。また、地下水の汚染、これも絶対あっては

ならないことであります。繰り返しますけれど

も、浸出水調整池の破損、漏水問題、これはエ

コクリーンプラザみやざきそのものの存廃にか

かわる重要な問題じゃないかと思っておりま

す。失われた信頼の回復、地域住民の不安の解

消、安全の確保、環境汚染の防止、これら、小

手先ではなく二度とこのような事故を起こさな

いという、抜本的かつ万全の改修が求められる

のではないかというふうに思います。県は、こ

の問題の解決に向けてどのように取り組んでい

かれるのか、具体策を環境森林部長に伺いたい

と思います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） エコクリーン

プラザみやざきにつきましては、浸出水調整池

の機能不全に加えまして、浸出水の脱塩処理な

どの課題がございます。このため、地盤工学、

環境工学、コンクリート工学などの専門家で構

成される外部調査委員会におきまして、浸出水

調整池第３水槽の安全性の検証とその他の水槽

の工事の工法等の検討、及び脱塩処理の検討な

どを行うことといたしております。今後、これ

らの検討結果を踏まえた適切な対応を行うこと

によりまして、住民の皆様の信頼回復と施設の

安定的な運営に努めてまいりたいというふうに

考えております。

○新見昌安議員 今、梅雨の真っ最中でありま

す。また、これから台風も襲ってきて大雨が降

ることになりますが、それらに対する当面の策

として、埋め立てた部分にブルーシートをかけ

るという手法で今、対応されているようであり

ますけれども、これだけではだめであります。

また、本格的な大雨シーズンを前にして早急な

対策が急がれると思いますが、今後どのように

対処されていくのか。同じく環境森林部長に答

弁をお願いいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 浸出水調整池

の能力が当初計画の３分の１しかないという現

状で、梅雨や台風により増加します浸出水の処

理というのは、早急に対応すべき課題でありま

す。そのため、外部調査委員会の専門家に梅雨

・台風対策の検討を依頼し、６月12日に開催を

されました委員会で、その対策案が了承された

ところでございます。この中で、過去最大の雨
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量を想定した浸出水の量をシミュレーションす

ることにより、適切な対応ができるようにした

こと、浸出水の発生を抑制するため劣化してい

るブルーシートの張りかえを早急に行うこと、

調整池の貯留量に応じてタンクローリーにより

場外搬出を行うこと、緊急避難的措置として、

使っていない最終処分場Ｄ区画へ一時貯留する

ことなどの提案がなされたところでございま

す。公社では、委員会の提案を踏まえまして、

劣化しているシートの取りかえを行いますとと

もに、緊急時の人員体制や連絡体制の整備など

の対策を講じているところでございます。ま

た、これらの措置は管理型最終処分場の本来の

あり方ではございませんので、県としまして

は、浸出水調整池の機能回復のための工事を早

急に実施してまいる必要があるというふうに考

えております。

○新見昌安議員 この問題、もう一点だけ伺い

たいと思います。塩化物イオン処理施設の処理

能力の問題についてでありますけれども、当初

の設備の能力が劣っていたのか、あるいは、フ

ル回転で処理しても追いつけないほどの濃度の

塩化物イオンを発生させるごみの質そのものに

問題があるのか、これらについては専門家の調

査が必要になってくると思います。どっちにし

ても、この問題が解決されない限り、クローズ

ドシステムそのものが成り立たないわけであり

ますが、この点についてはどのように対処され

るのか。同じく部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 平成17年の台

風14号によります災害ごみを大量に焼却したこ

とや、当初埋め立て予定であった、資源となら

ないプラスチックを焼却することとしたことな

どによりまして、浸出水の塩化物イオン濃度が

高くなっているものと考えられ、現在の脱塩処

理施設では十分対応できず、脱塩できる量は当

初予定の３分の１程度にとどまっているところ

であります。このため、外部調査委員会におき

まして、クローズドシステムや塩処理対策につ

いて検証・検討をしていただくことといたして

おります。

○新見昌安議員 時間がありませんので、次に

行きたいと思います。

トライアル購入事業者認定制度についてであ

りますけれども、認定されることによって、県

は随契で購入することができるということに

なっているわけですが、企業にとって、そのほ

かにどんなメリットがあるのか。また、この制

度は今後も継続されていくのかどうか。商工観

光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） トライア

ル購入制度での認定のメリットとしましては、

県の認定によりますＰＲ効果と、それに伴って

販路拡大が見込まれることに加えまして、購入

した部署におきまして、製品の使い勝手とか改

善すべき点などの評価を行って、事業者にフィ

ードバックすることにしておりまして、それに

よって製品の品質向上に生かしていただけると

いうことが挙げられると思っております。ま

た、この制度につきましては、県内中小企業の

活性化につながることが期待されますので、継

続的に取り組んでいきたいと考えておりまし

て、現在、今年度の第１回目の募集を行ってい

るところでございます。

○新見昌安議員 それと別で、もう一つです

が、壇上での質問の答弁で、中小・ベンチャー

企業に対する支援について、県の産業支援財団

が中核となって一元的に実施しているというこ

とでありました。また、専門性の高い経験豊富

なコーディネーターを配置してアドバイスを
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行っているということも、答弁でありました。

しかしながら、以前、「相談に行ったけど、知

りたいことに的確に答えてくれる担当者ではな

かった」というような声も聞いたことがありま

す。今の人的配置では対応し切れていないので

はないか、コーディネーターの数が足りないの

ではないかという感じがするんですが、この点

について見解をお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 産業支援

財団のコーディネーター等につきましては、従

来は５名体制であったんですけれども、平成17

年度に１名増員いたしまして、さらに平成19年

度には、知的財産に関する相談ニーズに対応す

るため特許流通アドバイザーとして１名配置し

まして、現在、都合７名でやるように体制の充

実を図ったところでございます。また、財団の

ホームページでコーディネーター等の勤務スケ

ジュールを公開しておりまして、事前予約を受

け付けるなど、利用者の利便性の向上にも努め

ているところでございます。その辺を踏まえな

がら、今後とも中小企業のニーズ等踏まえて適

切に対応してまいりたいというふうに考えてお

ります。

○新見昌安議員 もう一点、新技術活用促進シ

ステムについてお伺いをいたします。このシス

テムに登録されたことによって活路が開けた、

具体的な実績に結びついたという実例等があれ

ば、御紹介をいただきたいと思います。

○県土整備部長（野口宏一君） 新技術活用促

進システムに登録した新技術についてでござい

ますけれども、これまでに25の技術で50件の工

事での活用実績があるところでございます。主

なものといたしましては、県産材を利用いたし

ました木製のガードレールですとか、汚泥や焼

却灰などを利用した歩道用の「れんが」などが

あります。以上でございます。

○新見昌安議員 次に、学校裏サイトといじめ

に関連して何点か、お伺いをしたいと思いま

す。本県における学校裏サイトの実態、これに

ついては、先ほど答弁であったように、実態調

査の結果を待つということになると思うんです

けれども、裏サイトの存在にかかわらず、本県

独自にアンケート形式でもネットいじめの実態

調査をする必要があるのではないかと思うんで

すが、教育長に見解を伺いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 本県におきまして

は、本年１月に小・中・高校生を対象にした携

帯電話及びコンピューター利用に関する抽出調

査を実施いたしております。その中で、小学校

３年生から高校３年生に対してはネットいじめ

の実態調査を行っておりますが、これによりま

すと、「悪口を書かれたり嫌がらせをされたり

したことがある」と回答したのは、携帯電話を

利用している児童生徒の場合、小学生が4.5％、

中学生が7.9％、高校生が7.5％であります。ま

た、家庭でコンピューターを利用している児童

生徒の場合ですと、小学生で1.4％、中学生

で5.8％、高校生で4.5％であります。

○新見昌安議員 ネットいじめの実態調査、こ

れは既にされているということで評価いたしま

すけれども、今のお話を聞く限りでは、やはり

携帯電話を使用してのいじめが多いという思い

がいたします。これについて対応を急ぐべきだ

と考えますけれども、保護者や子供自身の相談

への対応、また、関係機関との連携といったも

のを含めて、ネットいじめの対応にどのように

取り組んでおられるのか伺いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） ネットいじめの対応

についてでありますが、県教育委員会といたし

ましては、ただいま申し上げました、１月に実
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施した調査結果の公表や啓発資料の配布により

まして、保護者への注意を促しますとともに、

被害に遭った場合の対応等につきまして、市町

村教育委員会とも連携しながら、学校に対し指

導・支援をしているところであります。ネット

いじめにつきましては、匿名性が高く、その根

絶にはなかなか厳しいものがございますが、今

後とも、学校や警察等と緊密な連携を図りなが

ら、情報モラル教育の充実やフィルタリング機

能の利用促進など、未然防止に力点を置いて、

可能な限りの対応を図ってまいりたいというふ

うに考えております。以上であります。

○新見昌安議員 ネットいじめに対する直接的

な対応、これも本当に大事なんですが、今の答

弁でも触れられておりましたけれども、いわゆ

る情報モラル教育をきちんとやっていくこと

が、本当に大事になってくるのではないかと思

います。この情報モラル教育についてはどのよ

うに取り組んでおられるのか、お伺いをいたし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 小・中・高等学校の

学校現場では、総合的な学習の時間などにおい

て、人権・プライバシーの保護や情報セキュリ

ティー、ネット利用における危険性など、情報

モラル教育を児童生徒の発達段階に応じて推進

しているところであります。県教育委員会にお

きましても、親子でのインターネット講座を開

催したり、教職員等に対して情報モラルやサイ

バー犯罪等に関する研修会を開催したりするな

ど、児童生徒の適切な情報活用能力の向上を

図ってきたところであります。ＩＴ社会に生き

る子供たちが、情報モラルをきちんと身につけ

ることができますように、今後とも指導を徹底

してまいりたいと考えております。以上であり

ます。

○新見昌安議員 教育長に、不登校問題につい

て再度お尋ねをいたします。過去の質問におい

て私は、ＩＴ等を活用した在宅学習を出席扱い

にする取り組みをお願いしたことがあります。

この取り扱い、その後どのようになっているの

か、お伺いをいたしたいと思います。

また、今年度からは、今までは小中学校だけ

でしたけれども、高校の全日制課程に在籍して

いて不登校になった高校生、この子たちのイン

ターネットを活用した自宅学習でも卒業に必要

な単位を認めるという特区事業があるんです

が、これを全国展開するとなっているようであ

ります。義務教育の小中学校と異なって、高校

の場合、中退してしまうと行き場がないわけで

あります。中退後、ニートやフリーターになっ

てしまう若者も多く、自宅学習を単位として認

めてもらえる仕組みは、高校生の学習支援とと

もに就労支援にもつながるのじゃないかという

ふうに思います。この点も含めて、本県ではこ

の取り扱いをどのように考えておられるのか、

お伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） ＩＴ等を活用しまし

た学習活動の取り組みにつきましては、これま

でのところ、本県においてはその事例がござい

ません。平成18年度の調査では、全国的に見ま

すと、小学校57名、中学校で216名という結果が

出ております。この対策は、不登校児童生徒一

人一人の状況に応じて学習支援を行うことので

きる一つの手段であるというふうに考えられ、

またとらえておりますけれども、定期的に教師

がついて対面指導に当たることや、それぞれの

学習状況に応じたプログラムづくりなど、難し

い課題がありますので、児童生徒一人一人の多

様性に留意しながら、引き続き研究してまいり

たいと考えております。以上であります。

平成20年６月18日（水）



- 51 -

○新見昌安議員 ぜひとも前向きに研究してい

ただきたいと思います。

最後に、現在の高齢運転者標識、通称「もみ

じマーク」、俗には「枯れ葉マーク」とも言い

ますけれども、デザイン的に本当に年寄りじみ

て好きじゃないという高齢者もいるんですね。

そういった声もございます。先般、そういった

方の一人から要望を受けたところであります。

「今、宮崎は知事を先頭に本当に全国にいろん

な情報を発信している。ぜひとも、もみじマー

クにかわる、斬新で、高齢者からもすてきだと

言われるような新しいマークを全国に発信する

ように知事に言うてくれ。国で採用するように

頑張ってくれ」という声を受けております。こ

の場で知事にその要望をお伝えいたしまして、

私のすべての質問を終わります。（拍手）

○坂口博美議長 次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 河野哲也で

ございます。公明党２番バッター、早くも２番

バッターということで、よろしくお願いしま

す。

まずは価格高騰対策でございます。６月、つ

いにガソリンが170円を超えてしまいました。16

日のニューヨーク商業取引所の原油先物相場

は、米原油在庫が市場予想をはるかに上回る減

少、また、ドル安傾向を材料に急反発、米国産

標準油種（ＷＴＩ）の７月渡しが、前週末値

比3.77ドル高の１バレル138.63ドルと報じられ

てしまいました。そうかと思えば、サウジアラ

ビアが７月から日量20万バレルの増産を計画

中、「サウジは、現在の原油価格は異常だと認

識している」とし、「適正な価格に戻す用意が

ある」とも報道されております。日本は今、毎

日こんなニュースに翻弄されているところでご

ざいます。原油高騰は確実に今、原材料費の値

上げとなって多くの企業の利益を圧迫し、消費

者への影響も大きく、多くの商品が値上げと

なっております。確かに、国は昨年度末より、

原油高騰・下請中小企業に関する緊急対策を打

ち、中小企業、各業種、国民生活への対策強化

を打ち出しております。例えば、運送業者に対

する高速道路料金の引き下げや農・漁業者への

経営支援のほか、省エネ、新エネの開発・導入

の促進策、国際原油市場の安定化に向けたエネ

ルギー外交や、便乗値上げを許さない石油製品

等の価格監視などであります。しかし、現場は

悲鳴しか聞こえてきておりません。手の打ちよ

うのない緊迫した状況になっております。

そこで、このような状況下での価格高騰対策

についてお伺いいたします。先日、地元の運送

会社の社長とお話しする中で、「05年、軽油70

円の時代から少燃の経営努力を行ってきた。こ

とし値上げによって軽油120円。トラック所有台

数50台、従業員63名、１カ月で9.7万リット

ル、1,164万円。リストラはできない。役員報酬

減、賃金アップなし、やることはすべてやっ

た。もう限界である。他の業者では社会保険も

確保できない」という声をお聞きしました。知

事、このような中小零細の運送業者の現状をど

う認識していますか、お伺いをいたします。

続いて、温暖化対策についてお伺いします。

今、新聞やテレビでは毎日のように、地球温

暖化にどのように立ち向かうべきかと、報道が

繰り返されております。ことし、京都議定書の

第一約束期間を迎えることや、７月７日の洞爺

湖サミットが、地球温暖化対策を初め環境問題

を大きなテーマにしていることも要因となって

いるようです。

６月６日に地球温暖化対策推進法改正案が成

立いたしました。御案内のとおりこの法律
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は、97年の京都議定書の採択を受け、国、地方

公共団体、事業者、国民が一体となって、地球

温暖化対策に取り組むための枠組みを決めた環

境施策の基本となるものです。ＣＯ２をどのよ

うに削減し地球温暖化を防止していくのか、世

界が直面する課題であります。ＩＰＣＣ（気候

変動に関する政府間パネル）は、人類が適応で

きる温度上昇を２度台と言っております。その

ためには、先進国は2050年までにＣＯ２を60

～80％削減する必要があるとしております。日

本は、2008年から2012年にかけてＣＯ２を６％

削減する目標となっております。

国際温暖化防止会議が昨年度末バリ島で開催

され、2009年末までに2012年以降の削減目標を

決定する「バリロードマップ」が採択されまし

たが、当初、議長提案として、2020年まで

に1990年比で25～40％の地球温暖化ガスの排出

削減、2050年までに半減させるという数値目標

を盛り込んだロードマップが示されましたが、

アメリカ、日本などの反対によって数値目標は

削除され、具体的な目標は先送りになりまし

た。そこで、今回のサミットでの日本は、議長

国として強い意志を示さなければいけなくなり

ました。長期的視点に立った具体的な目標、取

り組みについて、世界が注目しているところで

ございます。

今回の地球温暖化対策推進法改正案の強化点

として、「地方公共団体実行計画の充実」が挙

げられております。今回の計画には、自然エネ

ルギーの導入や、企業、住民による省エネを初

めとした排出抑制策の強化、公共交通機関の整

備・改善といった、地域の実情に応じた、より

きめ細やかな内容を盛り込むとなっておりま

す。そこでまず、地球温暖化防止対策につい

て、宮崎の現状と取り組みを知事にお伺いいた

します。

学校におけるアレルギー疾患対策についてで

あります。

文部科学省の報告によると、かゆみやじんま

疹の症状が出る食物アレルギーの児童生徒は、

全国に約33万人、腹痛や呼吸困難等のアナフィ

ラキシー症状を起こす子供は１万8,300人。ま

た、全国学校栄養士協議会などが行った調査に

よると、02、03年度の２年間で、学校給食が原

因でアレルギー症状を起こしたケースは637例、

そのうち約50例が、命を脅かす可能性のあった

アナフィラキシーショックまで起こしたと報告

されております。

アレルギー疾患のある子供たちを学校や園で

どう支えるかという視点での取り組みを推進す

る「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガ

イドライン」が配布されたとお聞きしました。

これは、文部科学省の「アレルギー疾患に関す

る調査検討委員会」が、07年４月、全国の公立

小中高を対象として行った調査をもとに作成さ

れたものでございます。

その中で、アレルギー医療の現状を患者の視

点から、「医療機関を選択する情報もなく、た

またま受診した医師の資質によって治療やその

後の生活が大きく左右され、学校生活などでは

著しいＱＯＬ（生活の質）の格差を生んでい

る」とされています。「医療機関でぜんそくの

治療を受けているにもかかわらず、たびたび呼

吸困難発作を起こす。いつまでも体育の授業に

参加できない、学校行事に参加できない」「医

療機関を受診しているにもかかわらず、アトピ

ー性皮膚炎が好転しない。増悪、軽快を繰り返

す」「食物アレルギーで食べられるものがほと

んどない」「食物アレルギーで重い症状、アナ

フィラキシーを繰り返す」など、適切とは言え
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ない医療を受けている子供たちを専門医療機関

につなげるシステム構築の必要性を、県、市町

村、関係機関の連携のもとでと提言しておりま

す。

具体的にどう取り組むかとして、学校、幼稚

園、保育所などでの健康診断や、学校を中心に

疾患を理解し、自己管理を可能にする健康教育

の実施を提言しております。しかし、このガイ

ドラインが何とか学校現場で実効性のあるもの

にしなければ、意味がないものとなってしまい

ます。そこで、本県の学校におけるアレルギー

疾患の有病率の実態はどうか。それと、中でも

重い症状であるアナフィラキシーを起こす子供

たちはどれぐらいいるのでしょうか。学校など

でどう必要な対応を行っていくか、教育長にお

伺いいたします。

先日、小学校、中学校、私立高校、特別支援

教育学校の管理職、教師集団との懇談を持ち、

現場からの声をストレートにいただきました。

話は、少人数学級の功罪、特別支援教育のシス

テム構築、学校支援の制度と実際のギャップ、

学力向上対策、放課後児童クラブの課題等、多

岐にわたりました。今回、その中で２点、現場

の声として、県の施策を検討していただくため

にお伺いいたします。

まず、少人数学級の効果と課題についてであ

ります。先日、会派で、小学校において少人数

学級を全学年実施している山形県に調査に行か

せていただきました。02年の導入時は変化が見

られたようですが、直近の学年ごとのデータが

不十分で、成果が顕著に出ているかというと、

中・高学年において大きな変化を確認すること

はできませんでした。ただ、子供に向き合う教

師の資質調査を計画的に行い、少人数だけの成

果ではなく、魅力ある教師づくりを行い、子供

に返そうとしている取り組みは評価できるもの

でありました。そこで、本県において少人数学

級に取り組んでこられて６年がたちました、い

ろいろと検証してこられていると思いますが、

どのような効果があったのか、また、どのよう

な課題があったのか。本年度、中学１年にも導

入していますが、どのような効果を期待してい

るのか。教育長にお伺いいたします。

もう一点が、障がい児療育支援体制の強化に

ついてであります。06、07年度に実施された福

祉ゾーンにおける療育支援事業にかかわられた

特別支援学校の教師の声として、個別支援ファ

イルにより支援チームが細やかに子供たちにか

かわっていただいたことに非常に感謝されてお

りました。また、支援チームが福祉・保健・医

療・教育・労働分野の専門家であり、複数の視

点からの助言に説得力があったとして、親自身

の障がい受容にも役立つ等、その効果を高く評

価しておりました。特に、特別支援学校の担任

は、現場レベルでほかの専門機関との連携がよ

り必要であることを、非常に強調されておりま

した。そこで、福祉ゾーンにおける療育支援プ

ログラムの効果をお伺いしたいと思います。ま

た今後、県内全域への普及はどう図ろうとして

いるのか。福祉保健部長にお伺いいたします。

北川ダム問題についてであります。

忘れもしません。97年９月16日、台風19号で

県北の至るところで浸水。特に北川町では、家

族の安否を気遣い濁流の中を帰宅しようとした

方がとうとい命を失う等の大きな浸水被害とな

りました。当時、この台風で生じた浸水被害は

人的被害だと、ダム放流調整の操作責任などを

問うた北川ダム訴訟の裁判が行われるほどのも

のでした。06年に町民らが控訴を取り下げたも

のの、この被害の痛みは今も地元の皆様は感じ
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ておられます。そんな中、前回の議会でも議論

されましたが、来年３月に北川ダム水利権更新

が行われます。許可更新に際して、本県の意見

聴取ができるとされております。そこで、知事

に地元の要望をどう認識されているかお伺い

し、壇上の質問を終わらせていただきます。

後は自席から質問を行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、中小零細の運送業者の現状についてで

あります。最近の世界的な原油価格高騰に伴う

国内軽油価格の大幅な上昇は、本県の経済活動

や県民生活に重要な役割を担っている運送業者

に対して大きな影響を与えており、厳しい経営

状況にあることは十分認識しております。この

ような中、国におきましては本年３月、燃料価

格コストの増減分を別建ての運賃として設定す

る燃料サーチャージ制の導入促進や、荷主によ

る不当に安い運賃設定に対する監視強化等、ト

ラック運送業に対する緊急措置が講じられたと

ころであります。県におきましては、中小企業

相談窓口を設置して相談に応じるとともに、資

金の円滑化のため、本年１月から県中小企業融

資制度の融資要件の緩和を行っているところで

ありますので、引き続き、そういった利活用を

呼びかけてまいりたいと考えております。

続きまして、地球温暖化対策についてであり

ます。平成18年３月に策定いたしました宮崎県

環境基本総合計画では、平成22年度の二酸化炭

素排出量を、基準年の平成２年度と比較して10

％削減するという目標を掲げておりますが、平

成17年度は３％増加しております。地球温暖化

は、人類や生態系に影響を及ぼす大変重要な問

題であり、本県においても積極的にその対策に

取り組んでいかなければならないと考えており

ます。基本的には、県民一人一人のライフスタ

イルや事業者の事業活動を見直し、二酸化炭素

排出量の少ない低炭素社会の構築に向けて取り

組んでいく必要があると考えております。この

ため県では、新みやざき創造計画に基づき、二

酸化炭素削減のための実践活動の促進や、二酸

化炭素の吸収源となる健全で多様な森林づくり

を推進するとともに、太陽光やバイオマスなど

の新エネルギーの導入促進など、地球温暖化対

策を総合的に展開しているところでございま

す。今後とも、県民、団体、事業者、行政が一

体となって、地球温暖化対策に取り組んでまい

りたいと考えております。

続きまして、北川ダムの地元要望についてで

あります。北川ダムの水利権の更新時期を間近

に控え、平成９年に激甚な災害を受けた地元で

は、さまざまな要望があると承知しておりま

す。北川ダムの発電に係る水利権の許可の更新

は、国土交通大臣が行うことになっておりま

す。許可更新に際し、本県に対する意見聴取は

ありますが、新たな条件を課す場合は、河川法

において、必要最小限度かつ不当なものになら

ない範囲だとされております。しかしながら、

流域住民の不安感は根強いものがありますの

で、県といたしましては、延岡市が設立準備中

である国、大分県、宮崎県、延岡市及び関係団

体で構成する、仮称「北川流域防災会議」の場

を通じてさまざまな意見調整を行い、流域住民

の皆様の不安解消に努めていきたいと考えてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

福祉ゾーンにおける療育支援プログラムにつ

いてであります。県におきましては、平成17年
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度から官民で構成する検討会を立ち上げ、清武

町の福祉ゾーンにおいて、福祉・保健・医療・

教育・労働の関係機関が連携し、個々の障がい

児のニーズや、就学前、在学中、卒業後という

ライフステージに対応した一貫支援を行うため

の新しい療育支援プログラムの開発・試行を

行ってきたところであります。その成果といた

しましては、関係機関がチームをつくって、情

報を共有したり連携を強化することで、障がい

児のニーズに対応した効率的で効果的な支援が

できたことや、個別の支援ファイルを作成・活

用することにより、ライフステージごとに途切

れることなく継続性のある支援が確保できたこ

となどが挙げられます。今後は、これらの成果

を全県的に普及させていく必要があると考えて

おりまして、本年度は、モデル市町村におい

て、地域資源を活用した支援ネットワークの構

築や、一貫支援を行うための療育支援ツールの

改良などの検討及び実践を行っていきたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、本県児童生徒のアレルギー疾患につい

てであります。本県児童生徒のアレルギー疾患

の有病率は、平成19年３月に文部科学省が公表

いたしました「アレルギー疾患に関する調査研

究報告書」によりますと、アトピー性皮膚炎に

つきましては全国より低い状況でありますが、

ぜんそく、アレルギー性結膜炎については、全

国を上回っている状況であります。また、お話

にありました、アレルギー反応により呼吸困難

など複数の症状が、同時にかつ急激に出現した

状態でありますアナフィラキシーを起こすおそ

れのある児童生徒の割合は、小学校で0.41％、

中学校で0.15％、高等学校で0.04％となってお

ります。これらの状況を踏まえ、学校におきま

しては、個々の児童生徒の実態を把握しますと

ともに、今年４月に文部科学省から通知のあり

ました「学校のアレルギー疾患に対する取り組

みガイドライン」に基づきまして、アレルギー

の原因となる食物の除去などの対応をしていく

ことにいたしております。

なお、特にアナフィラキシーは、急性ショッ

ク症状であり、迅速な処置が求められますの

で、県教育委員会としましても、学校における

緊急時の対応などにつきまして、県医師会等と

緊密な連携に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、少人数学級に関する効果と課題等につ

いてであります。少人数学級につきましては、

平成14年度から小学校１年生、平成16年度から

小学校２年生で30人学級を導入しております。

この制度の導入により、学級全体に目が行き届

き、児童の実態を把握しやすくなるとともに、

きめ細かな指導が展開でき、基礎学力の定着等

が図られております。また、児童の欠席日数が

少なくなるなどの具体的成果もあらわれている

ところであります。一方で、定数の範囲内で少

人数学級を実施していますことから、これまで

理科専科等であった教員が学級担任となり、学

校によっては、専科教員がいないことが課題と

なっております。このため、非常勤講師や理科

支援員の配置を行いますとともに、国に対し引

き続き、少人数学級の実施について、定数の改

善を要望してまいりたいと思います。

次に、中学校１年生における少人数学級につ

いてでありますが、中学校におきましては、特

に１年生で不登校の急増や学力格差の拡大な

ど、いわゆる「中１ギャップ」と言われる課題

があります。これらの改善に向けまして、少人
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数学級を平成20年度から３年間、モデル校６校

を指定して試行することによりまして、少人数

学級の効果、適正な学級規模及び人員配置等に

ついて検証することにいたしております。以上

であります。〔降壇〕

○河野哲也議員 答弁、ありがとうございまし

た。

再質問させていただきます。知事も認識され

ているとおり、物流は宮崎の大きな課題です。

その役割を担い苦労されているこのような運送

業者等に対して、原油高騰に対する支援策、本

県では強化されているというふうに認識してよ

ろしいのでしょうか。県の取り組みを商工観光

労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 最近の原

油価格の高騰に対しまして、県におきましては

昨年の12月に、中小企業者からのさまざまな経

営相談に応じる相談窓口を設置いたしますとと

もに、商工会議所等にも相談窓口の設置を要請

しまして、各種相談に応じられるような体制を

とっているところでございます。また、金融の

円滑化を図りますために、融資につきまして

は、県制度資金の中で最も有利な「経済変動・

災害対策貸付」におきまして、石油関連経費の

割合が５％以上ある中小企業者も対象とするよ

う要件の大幅な緩和を行いまして対応している

ところでございます。この要件の緩和につきま

しては、６月までとしておりましたけれども、

依然として原油価格の高騰が続いておりますの

で、さらに９月まで期間を延長することといた

しております。今後とも、引き続き、原油高騰

を初めとしまして、経済変動により影響を受け

ている中小企業者に対しまして、的確な支援に

努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○河野哲也議員 原油高騰の影響は原材料の値

上げというのにもつながっていると申し上げま

したが、実を言うと、小麦粉の値上げというの

が我々の食卓を直撃しているというふうに言わ

れています。実を言うと、私の行きつけのうど

ん屋さん、大変おいしいところなんですけれど

も、そこの大将が、「小麦粉が昨年度末より30

％上がっている。開業以来値上げしてこなかっ

たが、これ以上は据え置きができない。かと

いってこれ以上借金もできん」と語っておられ

ました。おいしいうどんをつくればつくるほど

赤字になる、そういう状況だと。このような零

細事業所関係は融資されにくい状況にあるので

はないでしょうか。融資制度の緩和策は考えて

おられるか、部長に再度質問したいと思いま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県内の中

小企業者の方への融資、金融の円滑化を図るた

めに中小企業融資制度というのを設けておるわ

けですけれども、そのような中小企業者のさま

ざまな資金需要に対応するために、平成７年度

以来となる大幅な制度の改正を行っておりま

す。特に、経営状況が悪化しました中小企業者

向けの運転資金として、一般的な「経営安定貸

付」に加えまして、売り上げ減少等に対応する

「経済変動・災害対策貸付」を設けましたほ

か、小口の運転資金に機動的に対応できる「み

やざき頑張る企業応援貸付」の融資限度額を拡

大するなど、制度の充実を図っているところで

ございます。今後は、制度が一層活用されます

よう、その周知に努めてまいりたいというふう

に思っております。

○河野哲也議員 その周知徹底、どうかよろし

くお願いしたいと思います。

宮崎の基幹産業である農業においても、この
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問題は大きくのしかかっています。このことに

関しましては、他の議員が御指摘されてきまし

たので、さまざまな制度を確立していただいて

いると思います。今大事なのは、その制度の有

効利用だと考えます。例えば、トラクター等の

農地使用機械などに対しての軽油引取税免税が

あると思います。申請状況は06年で590だと聞い

ております。戸数比にすると少ないのではない

でしょうか。なぜかというと、例えばトラクタ

ーが道路を通ると免税措置されないとか、手続

の煩雑さとか、周知の不足というのがあると考

えますが、総務部長いかがでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 軽油引取税の課税

免除を受けるためには、県税・総務事務所へ免

税証等の交付申請を行いまして、その承認を得

る必要がありますけれども、やはり免税証等の

不正受給あるいは不正使用、こういったことを

防止する観点から、法令をもとにして、国の通

知等によりまして申請手続が詳細に規定され

て、厳格な審査が求められているところでござ

います。したがいまして、軽油引取税の免税制

度の運用につきましては、引き続き申請される

方に対して、制度の趣旨、あるいは申請手続等

について十分な説明に努めまして、適正な制度

の運用を図ってまいりたい、このように考えて

おります。

○河野哲也議員 先ほども申し上げましたが、

何のための、だれのための免税措置かというこ

と、少しでも農業従事者の経営努力に報いるこ

とができればと考えて、例えば運用面等の改善

があってよかれと思うのです。窓口に行かれる

方は高齢者じゃないかなと思います。県のホー

ムページでこの軽油引取税の説明とか―結

局、ホームページに掲載されていると、高齢者

は見ません。そういう部分で窓口の丁寧な対

応、それから制度利用促進を望みますが、そこ

ら辺の連携を、農政水産部長、どのように図ら

れていますか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 重油価格の高

騰等によりまして農業経営への影響が懸念され

る中で、軽油引取税免税制度を活用して経費の

節減を図ることは重要なことだというふうに

思っております。その連携のお話でございます

けれども、私どもといたしましても、県税担当

部局、それから市町村、ＪＡ等の関係団体との

連携を図りながら、農業改良普及センター等に

おきまして制度の周知に努めてまいりたいとい

うふうに考えております。

○河野哲也議員 １リットル32.1円の特例税率

への免税です。農家の方がもう一踏ん張りして

元気になっていただければ、逆に納税率のアッ

プとなるのではないでしょうか。御一考くださ

い。

温暖化対策について質問させていただきたい

と思います。先ほどの条例の改正点の２点目と

して、地球温暖化防止活動推進センターの見直

しを図るとされております。全国地球温暖化防

止活動推進センターが主催して、２月に、ス

トップ温暖化「一村一品」大作戦というコンテ

ストが行われました。この最優秀賞が、実を言

うと自治体じゃなくて京都府の高校生、高校の

１つの科だったんですね。本当に若い世代が意

欲的に温暖化対策に取り組んでいるということ

で、賞されていました。ちなみに宮崎は優秀賞

でした。内容としては、廃油の回収、バイオ

ディーゼル燃料をつくるための装置の製作、燃

料の精製、使用。副産物にグリセリンがあるん

ですけど、その有効利用の研究等で評価された

ようです。温暖化対策にとって、関係機関にお

ける連携・協力がより実効性のあるものになる
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と考えますが、本県の地球温暖化防止活動推進

センターの実情について、環境森林部長にお伺

いいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県では、法律

に基づき指定をしました地球温暖化対策の普及

啓発の拠点であります「地球温暖化防止活動推

進センター」と協働して、広く県民への普及啓

発に努めているところであります。センターで

は、県民からの照会や相談に応じ、必要な助言

を行いますとともに、地球温暖化に関する講演

会や、学校や地域の要請を受けまして出前講座

を開催いたしております。さらに、地域におい

て地球温暖化対策に取り組みます「地球温暖化

防止活動推進員」の資質向上のための研修会を

行っているところであります。今後とも、この

ような普及啓発活動を通じて、地球温暖化防止

活動の輪を県全体に広げてまいりたいと考えて

おります。

○河野哲也議員 クリスマスにセンター主催の

ライトダウンという企画もされていて、本当に

具体的な活動をされているというふうに思って

います。実を言うと、公明党青年局の提言で、

洞爺湖サミット初日の７月７日を「クールアー

ス・デー」、地球温暖化についてみんなで考え

行動する日として決めていただきました。７月

７日は七夕です。ぜひ当日は、県下各家庭、企

業でライトダウンを行い、七夕の夜空を見上げ

ようと呼びかけてはいかがでしょうか。ちなみ

に100万世帯の家庭で２時間ライトダウンを行っ

た場合、200トンのＣＯ２削減ができるそうで

す。また、毎年七夕は、星空のもと、家族と友

人で地球環境について考える日として、ライト

ダウンの推進をしていただきたいと考えます

が、環境森林部長いかがでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 国におきまし

ては、夏至の日の６月21日と、洞爺湖サミット

初日になります７月７日の午後８時から10時ま

での２時間、全国のライトアップ施設に対し、

明かりを一斉に消すライトダウン運動を呼びか

けております。本県におきましても、平成15年

度からライトダウン運動に取り組んでおり、平

成19年度は、県や市町村、民間の67施設に協力

をいただいたところでありますが、本年度にお

きましても積極的に取り組んでまいりたいとい

うふうに考えております。

○河野哲也議員 ぜひ、企業だけじゃなくて各

家庭への啓発もお願いしたいと思います。

新みやざき創造計画の中に、「環境にやさし

い新エネルギー導入の促進」とあります。先

日、知事のインタビューが掲載されている雑誌

を読んでいますと、「世界最大級の太陽光発電

所をつくる」という見出しが飛び込んできまし

た。まず、記事の中は、延岡の紹介をしていた

だいた後、「さらに」ということで、「本県

は、環境にまつわるプロジェクトが期待され、

本県の特徴ある気候風土から、環境関連産業の

集積地として将来、飛躍する可能性を秘めてい

る」として、大臣に太陽光発電所の建設をお願

いしたとありました。何とかチャンスをつかみ

たいと思いますが、太陽光発電所の建設に関す

る知事の考え、お伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） おっしゃるように、

各インタビューの中で、環境問題については自

分なりの考え方を発言させていただいておりま

す。本県が有する資源として、日照時間とか晴

天日数というのが全国でも有数でございます。

ベスト３に入っていると思うんですけれども、

そういったことを生かす新産業の創出というこ

とは、本県の浮揚に対しても重要かなと思って

おります。宮崎は「緑と太陽の国」と言ってお

平成20年６月18日（水）



- 59 -

りましたが、21世紀の新しい「緑と太陽」とい

う概念は、緑は、ＣＯ２を吸収するような自然

環境に優しい緑ということ。太陽というのは、

太陽エネルギーとか太陽光発電といった、オゾ

ン層に破壊されていない、健全な太陽を利用す

るといったような「太陽と緑の国」、環境の先

進県でありたいと私は思っております。そう

いった意味でも、太陽光発電というのは有効な

アピールにもなるんじゃないかと思いまして、

先日、経産省の甘利大臣のほうに私の考えをお

伝えしたわけでございます。

ただ、宮崎の場合、フリーウェイ工業団地と

いうところが20数ヘクタールあいております。

あそこあたりが土地としては―私の調べた結

果によると、10～15、下手すると20メガワット

ぐらいの太陽光発電所が可能であるというふう

なことでした。今、大阪の堺にあるんですけれ

ども、地元の電力会社と地元の企業が一生懸命

になってくれなきゃいけないと思いますので、

その辺には積極的に働きかけて、環境先進県で

あるというような宮崎県の今後の売り出し方、

アピールの仕方、あるいは浮揚の仕方というも

のを考えていきたいと思っております。

○河野哲也議員 知事は「日本一が大好きだ」

と、先ほど発言されました。世界一の発電所に

挑戦したいということなので、よろしくお願い

します。ちなみに、延岡にもクレアパークとい

う敷地があります。御検討ください。

学校におけるアレルギー疾患対策について、

質問をさせていただきたいと思います。答弁の

中で、ぜんそくとアレルギー性結膜炎の有病率

は全国を上回っているとのことでした。アレル

ギー性結膜炎は、宮崎で多く見られる杉等の花

粉に起因するというふうに考えられますが、な

ぜ、ぜんそくが多いのでしょうか。どうしても

疑問で、インターネットで検索してヒットした

記事の中に、ちょっとショッキングな記事が

あったので読みます。昨年６月の新聞記事に、

「ぜんそく死に最大3.4倍の地域格差、吸入薬使

用率と連動」という見出しで、「気管支ぜんそ

くの発作による死亡率に、都道府県間で最大3.4

倍の医療格差があることが、調査で明らかに

なった」と報じられていました。「気道の炎症

を抑える吸入ステロイド薬の使用率が低い地域

で死亡率が高い傾向がある」と、ドクターの調

査報告がありました。05年の都道府県ごとの統

計をもとに、高齢化による地域差の影響を除い

た死亡率を計算して、死亡率が最も低かったの

が静岡1.34人、富山、新潟と続いて、最も高い

のは宮崎4.54人で、静岡の約3.4倍。以下、沖

縄、徳島の順で、西高東低の傾向を示したとあ

りました。そこで、本県は学童期においてぜん

そくの有病率が高いことについて、教育長どう

思われますか。

○教育長（渡辺義人君） 医学的な見解につき

ましては、私も十分承知をしていないところで

ありますけれども、ぜんそくは重症化しますと

命にかかわるということでありますので、学童

期におけるぜんそくの有病率が高いということ

は、大変懸念をしているところであります。ぜ

んそくの発作の誘発要因や症状につきまして

は、それぞれの児童生徒によって異なりますけ

れども、その背景としましては、例えば、気密

性の高い住宅環境ですとか大気汚染、それから

食生活など児童生徒を取り巻くライフスタイル

の変化などが考えられるのではないかなと思っ

ております。学校におきましては、日常の健康

観察や保護者との情報の共有によりまして、例

えば体育の授業参加や掃除当番での配慮など、

個々に応じた適切な対応をしているところであ
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ります。県の教育委員会といたしましては、今

後とも、学校環境衛生の基準に基づいた環境整

備を図りますとともに、発作の予防と対応の徹

底について、市町村教育委員会など関係機関と

の連携に努めてまいりたいと考えております。

以上であります。

○河野哲也議員 先ほど、ガイドラインのお話

をしましたが、そこには、ぜんそくは今、「我

慢の治療」から「発作を起こさない治療」へ変

わっているというふうに述べられています。と

ころが、教育現場では、先ほどの答弁ではいろ

いろな取り組みをしているというお話だったん

ですけど、こうした適切な医療についての理解

が進んでいないために、ぜんそくの発作が起こ

りそうだから体育は無理だということで見学さ

せる。実を言うとそうじゃなくて、運動する前

の薬の吸入、十分なウオーミングアップ等、予

防しながら運動を続けることによって、運動で

誘発されるぜんそくも起こりにくくなっている

というふうになっています。こうした適切な対

応が学校現場で必要になってくると。

それから、薬関係なんですけど、学校によっ

ては、預かることはできない、学校に持って

いってはいけないなど対応がばらばらになっ

て、適切な自己管理を行う観点から、学校が積

極的にかかわっていただきたいなというふうに

思います。実を言うと、先ほどのアナフィラキ

シーもそうなんですけど、数的には人数が出な

かったんですが、本県の実態は全国の平均の３

倍近い有病率ということで出ています。学校で

治せと言われてもできませんので、病院に着く

前の治療薬としてアドレナリン自己注射、エピ

ペンというのが今後普及していくということで

す。ところが、これはその発作が出たときに使

わなきゃいけませんので、お医者さんとか保護

者は間に合わないということで、学校に任せる

ということが今後多くなってくると思います。

そのときに、本人の意識が薄れていく状況の中

で、だれがどうするのかという対処、養護教諭

だというふうに……。それでは本当に養護教諭

の負担増になっていくということが目に見えて

いますので、校長以下学校全体の取り組みとい

うのが今後大事になってくるということを考え

ていただきたいと思います。該当する児童生徒

がいる学校では、積極的な対応をよろしくお願

いしたいと思います。

少人数学級の効果と課題についてでございま

す。低学年における少人数学級の細やかな指導

について、効果が出ているということはわかり

ました。ただ、課題についても述べていただい

たように、専科教員が学級担任になることに

よって、児童の理科離れとか、理科専科による

指導からそういうことがなくなるということ

で、理科離れとか音楽離れという実態があると

いうふうに、懇談の中で報告がありました。特

に高学年の学級担任は、専科の授業がなくなり

ますので、それだけ授業負担、授業時数の増に

よる負担がふえていくということになります。

これは担任が自分の仕事という部分で非常に苦

労されている部分だと思います。どのようにこ

こら辺対応しているか。教育長よろしくお願い

します。

○教育長（渡辺義人君） 理科等の専科教員が

学級担任になったことへの対応につきまして

は、国の事業を活用しまして、理科が得意な人

材を理科支援員として、平成19年度には30校17

名、平成20年度ベースでは38校に21名配置をい

たしまして、小学校５・６年生の理科教育の充

実を図っているところであります。さらに、市

町村の判断によりまして、非常勤講師を理科専
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科教員として活用しているところであります。

今後とも、少人数学級の導入によりまして理科

教育に影響が生じないように、例えば授業内容

の工夫改善ですとか、研修による教職員の指導

力の向上を図っていくことが大事ではないかな

というふうに考えております。以上でありま

す。

○河野哲也議員 どうかよろしくお願いしま

す。

障がい児療育支援体制の強化ということで、

全県的に広げていく必要性を、非常に私も強く

感じています。福祉ゾーン以外は、支援チーム

も集まりにくい等の人的な不足が今後考えられ

ると思います。拡大するのは結構困難ではない

かと考えますが、先ほどの答弁の中の個別支援

ファイルの作成、非常にこれは効果的じゃない

かなということで、療育支援のツールがかぎと

なると思いますが、福祉保健部長いかがでしょ

うか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 支援ツールと

いいますのは、いわば母子手帳のような情報

ファイルでありまして、個々の障がい児ごと

に、生まれたときからの生育情報とか日常生活

動作の評価、支援の内容等を継続的に記録し

て、将来に向けて一貫した支援に活用できるも

のを想定しておるところであります。清武の福

祉ゾーンにおける事業におきまして、こうした

個別ファイルをつくったわけでありますが、今

後、おっしゃるような全県的な展開に向けて実

用的な改良を重ねていきたいというふうに考え

ております。また、支援の効率化や迅速性の観

点から、いろいろ解決すべき課題もありますけ

れども、インターネットを活用した情報の電子

ファイル化についても、検討してまいりたいと

考えております。

○河野哲也議員 この療育支援システムが県下

に確立できれば、それを未就学期、卒業後の支

援につなげていけるというふうに考えます。ぜ

ひ療育支援の宮崎モデルをつくっていただきた

いなというふうに思います。

最後に要望です。知事の答弁で、北川ダムの

水利権の件ですけど、新たな条件を課す場合

は、河川法において、必要最小限かつ不当なも

のにならない範囲ということで答弁がありまし

た。今、地元では、北川ダム対策検討委員会が

複数回開かれ、この必要最小限の要望を準備さ

れていると伺っております。河川法で、水利権

更新というのは、期限の６カ月前から国土交通

大臣あてに行うこととされています。北川ダム

は、早くてことしの10月ということになります

と、本当に時間がない。そういうことを考えて

いただいて、どうか知事、地元の思いをぜひ国

のほうへ伝えていただきたいというふうに要望

して、すべての質問を終わります。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすは午前10時開会、本日に引き続いて一般

質問であります。

きょうはこれにて散会いたします。

午後２時45分散会
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