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平 成 2 0 年 ６ 月 1 9 日 ( 木 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
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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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◎ 一般質問

○星原 透副議長 ただいまの出席議員43名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、きのうに引き続き一般質問で

あります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、武

井俊輔議員。

○武井俊輔議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、武井俊輔でございます。今回で３回目の一

般質問になります。今回、この質問に向けてさ

まざまな調査も重ねてまいりましたので、執行

部におかれましては、明瞭な答弁をよろしくお

願いいたします。では、早速質問に移らせてい

ただきます。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いいたし

ます。

知事が選挙の応援にまで行かれた大阪府の橋

下徹知事ですが、人件費にまで踏み込んだ、ま

さに聖域なき財政改革に取り組んでおられま

す。知事は、その行政姿勢についてどのように

評価しておられるか、お伺いいたします。

続いて、知事の国政転身等についての話でご

ざいます。知事の話は、いろんなことが、あり

とあらゆるところで話題になりますが、その中

には、知事は国政に転身するのではないかと

いったようなことも多く出てまいります。県庁

での定例記者会見でも、県政と同じぐらい国政

の話題や見解が求められております。知事は、

国政転身が県民の中で取りざたされていること

についてどのような認識をお持ちか、見解をお

伺いしたいと思います。

以下、自席で行います。ありがとうございま

した。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

橋下知事の府政への取り組みについてであり

ますが、大阪府の橋下知事におかれましては、

就任以来、市町村長や府職員など関係者と精力

的に対話を重ねる中で、改革の必要性を説き、

先日、財政再建、政策創造、府庁改革を主な内

容とする『大阪維新』プログラム（案）を示さ

れたところでございます。短期間でよくまとめ

られたものと考えておりますが、大阪府の状況

を考慮すれば、あの改革案は必要不可欠であ

り、府民から高く支持されているということ

も、評価に値するものだと考えております。私

自身、就任４カ月余りで、マニフェストを踏ま

えた総合計画並びに新たな行財政改革大綱をま

とめ上げておりまして、スピード感を大事にす

る点や改革の方向性という点においては、相通

ずるものがあると感じております。今後、橋下

知事におかれましては、改革案の実行に当た

り、大変な御苦労に直面されると思いますけれ

ども、同じく改革に取り組む者として、その動

向に注目をしてまいりたいと考えております。

続きまして、私の今後についてであります。

最近の私の国政に関する発言等をとらえ、国政

に転身するのではないかという見方をされる方

もおられるようでありますが、私の行動は、あ

くまでもこの国のあり方を変えることがひいて

は本県の発展に結びつくものと考えてのことで

あります。これまでにもたびたび申し上げてお

りますが、私が知事を志しましたのは、地方の

立場で宮崎の活性化に尽力したいという強い気

持ちからでありました。ちなみに、坂本龍馬、

高杉晋作、西郷隆盛といった方は、あの方たち

は国政なんでしょうかね、地方政治なんでしょ

うかね。今後とも、与えられた任期を県民の皆

平成20年６月19日(木)
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様との約束を果たすために誠心誠意努めてまい

りたいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○武井俊輔議員 では、続いて自席から質問い

たします。

先ほどの答弁に対して質問していきます。確

かに知事と比べましても、橋下府知事の改革は

非常に急進的な感はありますが、人件費や外郭

団体等へのメスの入れ方は、大阪の府民からも

高い評価を受けているようでございます。知事

は、橋下府知事のような具体的な取り組みをど

んどん進めていきたいというお考えはあります

でしょうか。

○知事（東国原英夫君） 本県におきまして

も、平成15年12月に第１期の財政改革推進計画

を、平成19年３月には第２期の財政改革推進計

画を策定し、取り組みを進めているところでご

ざいます。この中では、歳出面での対策として

は、義務的経費、投資的経費、一般行政経費、

執行段階での経費節約等を図ることとしており

ます。また、歳入面での対策として、自主財源

や依存財源の確保に努めることとしているな

ど、手法としては大阪と同様でありまして、予

算規模に対する改革の割合は同程度でございま

す。三位一体の改革の影響を初め、地方交付税

や県税収入など予想外の落ち込みなどにより、

引き続き厳しい状況が続いておりますが、財政

改革推進計画を着実に推進して、持続性のある

財政構造へ転換を図りたいと考えております。

○武井俊輔議員 わかりました。人件費等に手

をつけていくというのは、本当になかなか最終

最後の、基本給にということ、手段になります

ので、とにかく今おっしゃったような改革を一

層進めていただきたいと思います。

続いて、先ほどありました国政の件ですが、

歴史上の人物になぞらえてお話しされましたけ

れども、先ほど申し上げましたような県民の不

安の声もあります。２期目以降はもちろん政治

的な判断があると思いますが、少なくともこの

１期は最後まで、任期満了まで務めていただけ

るということでよろしいでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 私は、宮崎の浮揚と

いうことを大前提に考えて、宮崎の発展という

ことを考えて、一日一日を誠心誠意県政運営に

務めてまいりたいと思っております。

○武井俊輔議員 わかりました。今お約束はな

かったということになるのかなと思いますが、

結構です。

次に進みます。テレビ出演のあり方について

お伺いいたします。テレビ出演のあり方につい

ては、今まで何度か議会でも取り上げられまし

た。県民のもっとＰＲしてほしいという声が多

いというのも、よくわかっております。しか

し、知事として公務を担う性格上、そこには一

定の出演の基準等があるかと思いますが、それ

をお教えください。

○知事（東国原英夫君） 私は、マニフェスト

の中で、宮崎をＰＲするということは宮崎県民

の皆さんとお約束をさせていただいて、そのマ

ニフェストどおりにお約束を果たすべく、これ

まで行動してまいりました。しかし、宮崎をＰ

Ｒするというのは、どこまでＰＲすればいいの

かとかいうようなライン引きというのは、非常

に難しいと思うんです。これで終わりなのか、

もっとするべきなのかというのは、私の判断に

よるところなんですが、宮崎県民の皆さんの意

見も十分お伺いしながら―その番組の内容に

ついては、宮崎県を最大限ＰＲするというのが

前提でございますが―その質等については

やっぱり考慮していかないといけないと。考慮
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しているつもりでおりますが、一部から、出過

ぎとか露出のし過ぎとかいうような御意見も

賜っております。そういった貴重な意見も勘案

しながら、今後、出る番組、ＰＲする番組を選

別していく予定でおります。

○武井俊輔議員 わかりました。ただ、私が見

ている番組でも、中には疑問に感じるようなも

のもありました。例えばあるトーク番組で、

「恥ずかしい」に「事」と書いて「恥事」と呼

ばれるとか……。やはり、こういったものとい

うのは、知事の品格として非常に疑問がありま

す。例えば、事前にプロデューサー等と打ち合

わせをするとか。そういうことはちゃんとされ

ているのか、お伺いします。

○知事（東国原英夫君） 台本等々は事前にい

ただいて、十分な検討はしておるんですが、

「恥事」というのは、私は記憶にないんですけ

れども……。どういった番組か、私は把握して

おりません。できるだけそういった宮崎県のイ

メージダウンにならないように、あるいは本

人、知事の、あるいは行政のイメージダウンに

ならないように心がけているつもりでおりま

す。

○武井俊輔議員 番組は、島田紳助さんの番組

であったと記憶しておりますが、ぜひそういう

ことがないようにお願いをしたいと思います。

知事の上京についてお伺いをいたします。上

京―東京に行くということですね。週末は、

公務、政務を問わず、よく県外に出られており

ます。秘書課に調査を依頼しますと、上京、つ

まり東京に行った回数は、公務が32回、政務

が40回ということでございました。他県や海外

は除いておりますから、計算上は、ほぼ毎週、

県外に出ておられるのではないかということに

なるわけでございます。知事は就任のとき、同

じ選挙に出馬された方を副知事にするという話

が浮上したときに、その方が「毎週、東京に帰

りたい」と言っている、それでは副知事の職は

難しいのじゃないかといって断念されたという

経緯があったかと思うんですが、結局は同じこ

とになっていないかと思うんです。県内でのイ

ベントでも、「きょうは県外」ということも多

いのですが、今後の上京、県外に出られるとい

うことについてどのような見解を持っていらっ

しゃるか、お伺いします。

○知事（東国原英夫君） ちょっとおかしな話

でございまして、その副知事になっていただき

たいと僕が要望した方は、「必ず土日は東京に

帰りたい」とおっしゃったんです。ですが、

「帰りたい」と「行きたい」というのは全然違

うわけです。どちらをふるさとだと思っている

かという話なんです。まず、ここが一つ気に

なったところです。私は、県外に出張すること

を予測しておりませんでした。でも、結果、宮

崎をＰＲしたり、あるいは国から、あるいは政

府・与党、野党さんから地方の意見を聞かせて

くれといったこと、あるいは全国知事会、それ

以外の国政、地方政治にかかわるシンポジウム

等々のリクエストが多うございます。そういっ

たものにできるだけ地方の声を届けたいという

気持ちで県外に出張させていただいた結果が、

そのような数字になったということです。でき

るだけ政務と公務をあわせて行くように、コン

パクトにまとめて行くようにしております。そ

の中で効率というものは重視しておりますの

で、無駄に県外に出張したり、そういったこと

はないと思っております。

○武井俊輔議員 知事に伺いますが、知事は別

に大学の先生とかコンサルタントではないわけ

ですから、一義的には、宮崎にいて宮崎県民の

平成20年６月19日(木)
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声を聞くのが仕事であって、優先順位的には、

地方の声を発信するのはその下ではないかと思

うんですが、その認識をお伺いしたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） 県民の声を聞いてい

ないんじゃないかというようなお声もちょうだ

いするときがありますが、これはデータはござ

いませんが、前の知事さん、その前の知事さん

よりも県内を回っている回数がふえているとい

うのがございます。これは詳しいデータはござ

いませんが、リクエストがあるんだったら、そ

のデータを出します。「県民の声」「県民フォ

ーラム」、あるいは「ひざ詰めトーク」等で、

十分に宮崎県民の皆さんの声を聞いているつも

りではおります。ただ、宮崎県内にずっといる

だけでは、井の中のカワズ、コップの中の議論

になってしまいます。やはり県外から宮崎を見

るという視点も重要かなと、私は考えておりま

す。

○武井俊輔議員 いろいろとこれだけ議論して

いても時間もありませんので、次に移ります。

台湾航空路線の振興についてでございます。

就航時は、お見合いツアーなど大変話題性のあ

るものがありましたが、大事なのは継続性であ

ると思います。今後の台湾路線振興への取り組

みをお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 今回、国際定期便を

就航していただいて、台湾政府あるいはエバー

航空、関係各位の方たちには本当に心から感謝

申し上げたいと思っております。今まではチャ

ーター便で非常に実績を残されて、その功績が

また実を結んだ結果じゃないかなと思っており

ます。定期便になりますと、チャーター便より

も便利な部分、あるいは逆にちょっと不便な部

分等々も出てくるかと思いますが、定期便化さ

れたということは、やはり台北と、台湾と宮崎

を結ぶきずなというものが非常に強まったとい

うような認識をしております。今後は、この定

期便をどう増便していくか、あるいはこの定期

便をどう維持していくかが、我々に課せられた

課題だと思っています。そのためには、やはり

台湾から宮崎に来られる方だけではなく、宮崎

から台北に、台湾に行っていただく。あるい

は、宮崎だけではなく、鹿児島や熊本、大分、

近隣の県、九州枠内から台湾に行っていただ

く。それは、観光であったり、ビジネスであっ

たり、学業であったり、修学であったり、さま

ざまなケースがあると思いますけれども、そう

いった方たちが一人でも多く人的な交流を深め

ていく、盛んにしていくということを、我々は

行政として取り組んでいかなければいけないと

認識しております。

○武井俊輔議員 最初は派手でも、続かないと

いうことではいけませんので、ぜひ今のような

取り組みをお願いしたいと思います。

次に移ります。移住促進、マニフェストに掲

げられていたものでございます。知事は100世帯

移住を掲げられまして、取り組んでおられます

が、とりわけ団塊の世代の退職を踏まえ、高齢

者の移住等によるサンシティ構想など、さまざ

まな動きが出ております。このような高齢者移

住等への取り組みをどのようにされようとして

いるか、見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 県では、交流人口の

増加等による地域の活性化を図るため、御質問

のありましたような高齢者を含め、あらゆる世

代を対象として、県内各地域への移住とか二地

域居住を促進する必要があると考えておりま

す。そのために、移住者を実際に受け入れる市

町村の取り組みが重要でありますので、お試し
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滞在とか空き家情報の提供等に積極的に取り組

んでいる市町村を支援するとともに、県といた

しましても、私みずから出席しての大都市圏で

の移住セミナーの開催とか、県外事務所等に相

談窓口を設置するなど、体制整備を行っている

ところであります。今後も、市町村や関係機関

等と連携して、４年間で100世帯の移住というも

のの実現に向けて、鋭意取り組んでいきたいと

考えています。

○武井俊輔議員 次に、エコクリーンプラザみ

やざきの問題に移らせていただきます。

知事は２月の段階で、緊急性は低いと説明を

受けた旨の答弁をされていました。

まず、環境森林部長にお伺いをいたします

が、知事に対して２月の段階ではどのような報

告をされたのか、また知事が結果として高い意

識を持てなかったということについて、どのよ

うにお考えであるかお聞かせください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） ２月21日に、

担当課が知事に対しまして、浸出水調整池は第

３水槽のみで賄えているが、想定外の大雨や大

地震も予想されるため、浸出水調整池の補強工

事を速やかに行う必要があること、また、公社

が県や関係市町村に対して浸出水調整池の補強

工事の費用負担を要請していたことから、費用

負担の了解が得られ次第、できるだけ早期に補

強工事を実施したいとの報告を行ったところで

あります。その際、知事からは、できるだけ早

期に補強工事を行うことについての了解を得た

ところであります。

なお、知事報告の時点では、漏水の事実や第

３水槽以外の水槽の使用を把握していなかった

ことから、緊急を要する問題であるとの認識を

持たずに、知事へ報告を行ったものでありま

す。

○武井俊輔議員 知事にお伺いいたします。去

る金曜日の環境農林水産常任委員会の宮原常任

委員長の委員長報告の際に、首をかしげたり、

御不満そうな表情が見てとれましたし、新聞で

も書いてあったんですが、委員長報告について

の御所見をお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 不満そうにしていた

かどうかというのは、武井議員の主観でありま

して、一般的に表情でうかがわれるということ

の判断はしかねると思います。

所見でございます。今、環境森林部長からも

答弁がありましたように、２月の時点では、第

３水槽で当分は賄えるという報告がありました

ので、私自身、危機感や早急に対処しなければ

いけないという感は、そこではありませんでし

た。４月17日の報道、そしてその後の21日の報

告により、想定外の災害等々について、第１、

第２の補強工事が必要である、あるいは漏れ

や、第１、第２を使っていたなどというような

報告を受けて、これは緊急を要するという認識

を持ったものでありますので、２月の時点で私

が緊急性を持っていなかった、それを認識して

いなかったことに対して、執行部と私の中で意

見調整あるいは意思の疎通が行われていなかっ

たという指摘に対して、私はどうかなという疑

問を持った次第でございます。

○武井俊輔議員 とにかく、知事は長たるこの

組織を預かっているわけですから、結果として

こういう事態になったということ、これはまた

今後の県庁内での意思疎通に課題を残したのは

事実であると思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

質問を続けます。県は、この問題の解決のた

めに外部調査委員会を設置いたしました。県議

会のみならず、該当市町村の首長さんや議会
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も、この経緯には大変注目しております。私も

先日、第１回を傍聴したんですが、非常に技術

的な観点の専門家が多く、また人数も４人と、

大変少ない印象を受けました。このメンバーは

だれの責任で決まったのか、また当時の経緯を

よく知る住民代表等が入っていないのはなぜ

か、環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 外部調査委員

会は、客観的・専門的立場から、事実の調査、

問題点の摘出と整理、責任の所在の調査等を

行っていただくことにしております。このた

め、環境工学、地盤工学、コンクリート工学の

専門家だけでなく、法律や会計の専門家にもお

願いし、技術的な面の検証に加えまして、予算

執行や意思形成過程などを調査、検証していた

だくこととしました。委員の就任につきまして

は、県内の状況にも詳しく、かつ迅速な調査、

検証が求められることから、県内在住のそれぞ

れの分野に精通した方々に、５月27日、知事名

で就任をお願いしたところであります。なお、

地元の住民の皆様の御意見につきましては、意

見調整や情報交換を行うために、関係市町村

長、地元対策協議会長などで組織します連絡調

整会議を設けているところであります。

○武井俊輔議員 部長に伺います。最も切迫感

を持って問題の解決を望む意思を持っているの

は、やっぱり住民の方だと思うんですが、今

後、例えば委員会に追加していくとかいう御予

定はありませんか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 現時点では、

先ほど申し上げました観点でお願いしておりま

す。ただ、今後これを進めていくに当たって、

いろんな要望とか必要性等も出てこようと思い

ますが、それが委員の追加ということになるの

か、あるいは具体的にそれを進めていく場合、

特に土木、地質工学関係で専門的な、例えばワ

ーキングコンサル、あるいはそういった方面で

の詳しい方の意見を聞くとか、そういうことは

今後十分できるように要綱上もしておりますの

で、今後の委員会の審議に沿いまして、必要な

対応というのは考えておるところでございま

す。

○武井俊輔議員 そのあたりでの姿勢というの

を、ぜひよろしくお願いしたいと思うんです。

知事に伺いますが、昨年行われた事業仕分け委

員会では、いろいろ公募などもありましたの

で、今回、対応がちょっと違うなと思っている

んです。また、会議を見ていましても、例え

ば、委員長からスケジュールは４回程度でとい

う発言があって、慌てて副知事が修正をされた

りということがありましたけれども、私は見て

いて、既にもう幕引きへのレールが敷かれてい

るんじゃないかなという懸念を非常に感じたん

ですが、そのようなことはないということでよ

ろしいでしょうか。知事に伺います。

○知事（東国原英夫君） それは何に対しての

幕引きですか。エコクリーンプラザみやざきの

問題―そういうことはございません。外部調

査委員会に徹底的に調査していただいて、責任

所在を明らかにして、その後、執行部、委員

会、公社、県、任命権者が処分等々のことを検

討するものだと思っております。

○武井俊輔議員 そのようなことはないと期待

をしたいと思います。

同じく外部調査委員会の委員長が、報道の中

で、責任追及等は難しいという旨のコメントを

しておりました。独立した事務局すらなく、ま

た警察権限も持たないこの委員会に、どの程度

まで真相究明が期待できるのか、伺いたいと思

います。
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○知事（東国原英夫君） 重複しますけれど

も、外部調査委員会には、徹底的な原因の究

明、そして責任の所在を明らかに、明確化して

いただくということでございます。

○武井俊輔議員 では、仮に外部調査委員会が

責任者の処分等は難しいという結論を出したと

して、県はその結論は結論として、改めて県と

しての判断で処分ないしは告発等を行うという

ことはあり得るのか伺います。

○知事（東国原英夫君） あくまでも外部調査

委員会の調査結果を見てからの判断になると思

います。

○武井俊輔議員 知事は任命権者ですから、そ

のあたりは調査結果を見て適切な判断をしてい

ただきますよう、切にお願いしたいと思いま

す。

責任問題について、もう一つ重要な問題を指

摘したいと思います。最高責任者でありました

過去の理事長についてお伺いをいたします。ま

ず、この公社が設立されたときから、理事長は

代々、副知事が務めてまいりました。初代は中

里清敏氏、続いて折笠竹千代氏、鈴木良一氏、

三宅義彦氏と続いてまいりました。いずれも総

務省及び旧自治省からの派遣の方です。現在、

田中義信理事長はあらゆる場面で矢面に立って

いらっしゃいます。その逃げない姿勢には、私

は大変評価をし、敬意も表しております。しか

し、考えてみますと、言ってみれば田中理事長

はたまたまこの席にあったということで、ばば

抜きでばばを引いたようなところがあるんじゃ

ないかなと、私は思っております。本来は、こ

れらの方、特に計画策定及び建設時の６年間在

籍をした鈴木、三宅の両氏は、宮崎に来て、県

民に対して経緯、見解を説明する義務があるの

ではないかと思いますが、知事の見解を求めま

す。

○知事（東国原英夫君） 歴代の理事長に関し

ましては、外部調査委員会に、必要に応じて事

情を説明していただくこととなると思います。

○武井俊輔議員 県としては、そういったお話

を聞くという意思はないということでしょう

か。今まで聞かれたこともないということで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 今まで聞いたことも

ございません。この問題は、外部調査委員会に

全面的に付託をしましたので、今はその調査結

果を見守る、その調査結果が出るのを待ってい

るという状況でございます。

○武井俊輔議員 ここは極めて重要なところだ

と思うんですね。外部調査委員会はわかるんで

すよ。しかし、当時は県の外郭団体として県の

指揮下にあって、その人たちは理事長であった

わけですから、それは県として当然責任がある

と私は思っております。国から来て、帰ったら

責任とらなくていいんですか。当時は、副知事

が理事長をするほどの組織だからと言って、住

民に説明をしていたんです。そういう人たちの

結果責任を問うのは当然のことじゃないかと、

私は思います。考えてみてください、皆さん。

皆さんが住民の立場だったとして、「当時の社

長は知らんと言っているので、済みませんね」

ということで納得しますか。

改めて聞きます。知事に伺いますが、鈴木・

三宅両氏に対して、道義的な部分も含めて責任

はないのか、また知事として、宮崎県として話

を聞いたり、宮崎に呼ぶ意思はないのか、改め

て伺います。

○知事（東国原英夫君） 何度も申し上げます

けれども、外部調査委員会の徹底した調査を私

は要求しているわけでございます。当然、その
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中で理事長なり何なりの関係者の情聴取は行わ

れると思います。そしてまた、それはオープン

になると思います。それは県民の皆さんの前に

白日のもとにさらされると、私は思っておりま

す。

○武井俊輔議員 確認ですが、でしたら、今申

し上げたような方々は、いずれ宮崎に来て、県

民に説明する機会があり得ると、知事はお考え

になっているという理解でよろしいですか。

○知事（東国原英夫君） 何度も言いますけれ

ども、外部調査委員会の調査、報告で考えた

い、検討したいと考えております。

○武井俊輔議員 この問題は国と地方自治体の

あり方にも大きく関係することだと、私は思い

ます。

副知事にお伺いをいたします。副知事は調整

会議の議長などを務めておられます。また、例

えば、昨年であれば裏金問題の責任者などもさ

れておりましたが、御自身が受けた役職につい

て、宮崎県副知事として在任中の問題が発生し

た場合、本省に戻られた後であったとしても、

宮崎に戻ってきて県民に対して説明をするとい

う意思はありますか。

○副知事（河野俊嗣君） 仮定の御質問であり

ますが、いずれにせよ、そのときに自分が担っ

ておった責任というものはしっかり重く受けと

めて、その中で自分の果たすべき役割を粛々と

果たしてまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 やはりそれがなければいけな

いと思うんです。

再び知事に伺います。先ほど外部調査委員会

の話もありましたが、国から来られた方は、権

限はあるが責任は問われないということになれ

ば、やはりこれは非常にひどい話だと思うんで

す。ですから、今後、副知事などを総務省から

迎える場合は、今、副知事がおっしゃったよう

なことを確約して迎えるべきじゃないかと思い

ます。この公社の問題はまさに、責任をとるべ

き人がとらない。トップをすげかえて責任の所

在をあいまいにする。公社はまさに責任のロン

ダリング組織になっているんじゃないかと私に

は見えるのですが、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 私自身、就任してか

ら数多くの理事長や顧問や代表というものにつ

かせていただいています。私がその折々に考え

るのは、責任は私にあるのだなということでご

ざいます。それは自覚して、その理事長という

立場につかせていただいております。当然、理

事長あるいは副理事長というところの役職にお

つきになる方は、その責任を自覚されて、その

職責を務められると私は思っております。

○武井俊輔議員 であれば、先ほど申し上げた

ような方々にも、その自覚を知事からも促して

いただきたいと思います。

この問題で特に大事なことは、行政の情報公

開等に対する信頼を大きく損ねてしまったこと

にあると思います。結果として今後、行政が迷

惑施設をつくるということが非常に難しくなっ

たのではないかと感じています。これは、次の

世代の行政マンにも非常に大きな禍根を残すこ

とにもなりかねません。そうならないために、

最後にこの問題について伺います。住民の皆さ

んに対して直接、説明をしたりする意思はある

か、知事及び環境森林部長にお伺いいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 私が行政を行わせて

いただく上で大前提としていることが、情報公

開と説明責任です。今回も適切な時期を見て検

討させていただきたいと思っております。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 住民の方への
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説明責任、これは当然やらなきゃいけないこと

だと思っております。私は、これまでには地元

対策協議会の会長さんとはお会いしてお話をさ

せていただいておりますが、今後、知事が申し

上げました適切な時期には、そういう誠意を

持って対応することが必要であるというふうに

は考えております。

○武井俊輔議員 知事に伺います。知事は、鳥

インフルエンザのときは、就任初日であるにも

かかわらず、日向まで行かれました。また、昨

年の台風災害でも、日之影に足を運ばれたりさ

れました。このエコクリーンプラザみやざき周

辺の住民の皆さんも、同じように不安を抱えて

生活をしているんです。ましてや、これは県や

公社に起因する問題なんです。そちらにはすぐ

行かれて、こちらにはすぐ行かれないのはなぜ

ですか。

○知事（東国原英夫君） 環境調査等々を今、

行っております。２次調査まで行われると思い

ますが、その結果を受けて、住民の皆様に直接

の被害があったのかどうかといったものを確認

させていただいてから、適宜対応させていただ

きたいと思っておるところでございます。

○武井俊輔議員 鳥インフルエンザのときなん

か、災害でもそうですが、結果なんかわからな

いうちにまず行かれた。その行動力を県民は称

賛したと思います。知事にまた初心に立ち返っ

ていただいて、改めてその行動力に期待したい

と思います。ＰＲももちろん重要ですが、こう

いった県民の安心・安全への取り組みも期待を

して、この問題を終わりたいと思います。

次に移ります。宮崎国際音楽祭についてお伺

いします。

最初に申し上げておきますが、私は、別にこ

の音楽祭をやめろとか、文化芸術にお金を使う

のが無駄だと言いたいのではありません。先

日、私は､34回開催されています「ゆふいん音楽

祭」の実行委員会を訪問してきました。みんな

手弁当で遅くまで作業しております。演奏家も

すべてボランティアと、その姿を見て大変すが

すがしく感じました。翻って、この宮崎国際音

楽祭、県民の皆さんや携わっている方からもい

ろんな声が出ております。開催13回となります

が、それを踏まえて御質問申し上げます。県民

政策部長にお伺いします。まず、県の総予算が

幾らあるかお伺いします。

○県民政策部長（丸山文民君） 国際音楽祭の

県の予算額でありますけれども、平成20年度予

算につきましては、本年度の開催経費とし

て8,000万円余、それから来年度の準備経費とし

て5,000万円余、合計約１億3,100万円となって

おります。以上であります。

○武井俊輔議員 わかりました。文化事業とし

ては、この音楽祭は突出して予算が高いんで

す。いろいろ調べていくんですが、非常に情報

公開に問題があります。いろいろ内訳を求めて

いったんですが、例えば、出演料等9, 1 4 5

万1,000円、以下の内訳は全く出ないんです。も

ちろん滞在費とか旅費、交通費というのは別に

それぞれ1,000万以上の枠を組んでいるんです。

今、私たち議会でも１円からの情報公開を行う

時代です。今回の議会を見ても、さまざまな県

民の方からの切実な要求がある中で、厳しい予

算の中でのこの情報公開のレベルは大変問題が

あると考えますが、いかがでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 国際音楽祭に

つきましては、指定管理業務の一環として財団

法人宮崎県立芸術劇場に、その企画・実施を委

託して実施しているところであります。財団に

おかれましては、県の情報公開条例に準じた情

平成20年６月19日(木)



- 75 -

報公開実施要綱を策定されております。その規

定にのっとり、可能な限り情報公開に努めてお

られるというふうに考えております。以上であ

ります。

○武井俊輔議員 ところが、開示請求しても、

ほとんどゼロ回答なんです。私が、例えば氏名

は伏せてでもいいから状況を教えてほしいと

言っても、それも全く出ないんです。つまり、

これでは、この経費が適切なのかどうかという

のを判断する指標が全くない。やはり、こう

いったことでは全くもって見直しが進まないの

ではないかと思うんですが、部長、いかがで

しょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 今申し上げま

したように、音楽祭は指定管理業務の一環とし

て財団法人宮崎県立芸術劇場に企画・実施を委

託して実施しているところでありますけれど

も、経費につきましては、指定管理者制度が導

入されたのは平成18年度以降であります。それ

以前に比べますと、経費も1,000万円以上削減さ

れておるという結果になっております。また、

劇場におかれましては、当然ですけれども、県

の支出以外に入場料、それから協賛金等、別途

収入を確保されて、音楽祭を開催していただい

ているところであります。音楽祭、それから施

設の管理運営等につきましては、複数年の準備

等を要しますので、指定管理期間を５年として

いるところであります。基本協定を県と締結し

ておりまして、その中で、固定した指定管理料

の中で音楽祭をお願いしているという状況でご

ざいます。

○武井俊輔議員 知事にお伺いいたします。今

回、私がこの質問をすると新聞に掲載されます

と、ファクスやメールで多くの声が寄せられま

した。具体的なことは避けますが、それを見て

も、滞在費や旅費など大いに見直すべき点があ

るなと感じました。今お話があったとおり、特

定財源じゃないんですけれども、結局、具体的

な情報が非公開な中で、非常に高コスト体質を

生んでいるのではないかと思うんです。私は、

県民からこの音楽祭が愛されるためには、先ほ

どから知事がおっしゃっています、情報公開の

推進が必要であると思っておりますが、知事の

見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） この音楽祭に対して

は非常に意見が分かれるところだと思うんで

す。情操教育のために費用対効果をどうするか

という関係がございます。もちろん県費は安

く、そして音楽祭としての質を高めていただく

と。質はどういうのが高められるのか、世界の

権威であれば質が高いのかといった細かい議論

になってきて、県費をこの出演者たちに、この

企画に、この出し物にどれぐらい使うのがいい

かというのは、非常に意見がセンシティブな、

何か物すごく細かい話になってくると思うんで

す。ですから、その辺を議論するのはちょっと

難しいのかなと思います。ただ、県民の、公

費、血税を使いますものですから、これはきち

んと県民の皆様には説明をしなきゃいけない、

これにこういうふうにかかったというような説

明をしなきゃいけないと、私は思っています。

ただ、個人レベルでだれに幾ら払ったとか、こ

のバイオリンに幾ら払った、チェロに幾ら払っ

たという、そこまでの情報公開というのは可能

なのかなという感じはします。ただ、今、武井

議員御指摘の、グロスでこれぐらい、幾らか

かったという―グロスでというよりもちょっ

と踏み込んだ情報公開というのは必要なのかな

という考えは持っております。

○武井俊輔議員 個人名等は結構なんです。た
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だ、具体的に見えなければ、やはりコスト、例

えば、これを仮に1,000万下げる、2,000万下げ

るといっても、わからないんです。中身がわか

らないと、ブラックボックスになっているとい

うのが現状であるということは御理解いただけ

たと思います。

続いて、プログラムに移りますが、ことし音

楽祭を終了するに当たって、デュトワ氏が、来

年も「兵士の物語」を公演するなどと言って

帰ったんです。プログラムは、オフィシャルで

はアンケートなどに基づいて決めることになっ

ていますし、現に議会でも予算も可決されてい

ないのに、このような発言があるというのは大

変疑問なんです。実際は、既に来年の内容まで

決めてしまっているのではないかと思うんです

が、県民政策部長にお伺いします。

○県民政策部長（丸山文民君） まず、プログ

ラムの決定の方法でございますけれども、これ

は総監督、総合プロデューサーあるいは芸術監

督、三者一体となって基本的にその中身、コン

セプトを決めているところであります。当然そ

れだけじゃございませんで、それぞれ演奏会を

劇場でメーンプログラム、あるいは外に出て

いって出張演奏会等もしておりますし、その中

でアンケートも、県民の皆さんからちょうだい

しているところであります。それからまた、劇

場には文化事業協議会というのを設置しており

ます。マスコミ、それから学識経験者、音楽

家、演劇家、そういう方たちから構成されてお

りますけれども、その方たちからも御意見等を

拝聴しているところでございます。デュトワさ

んの来年の音楽祭に対する言及ですけれども、

これはデュトワさんがそういう希望を持ってお

られるという話でございますけれども、当然、

ストリート音楽祭実行委員会が実施主体であり

ますので、またその中で検討されていくべき問

題であると認識しております。以上です。

○武井俊輔議員 先ほど出てきました文化事業

協議会のメンバーの方にもお話を聞いたんです

が、およそそこではこんなプログラムの話とか

は全然出てこないということですので、実際的

には、さっき提案とも言われましたが、メーン

のデュトワ氏が言っているわけですから、それ

は一つの方針をそこで決めているということと

同義ではないかと思うんです。つまり、そのあ

たりが、もう既に来年もあるものだという認

識、非常にそのあたりに一種の既得権的な認識

を感じるんですね。宮崎大学教育文化学部の竹

井成美先生、私の親戚じゃないんですけれど

も、この方が宮日新聞のコラム「コンサートの

泉」2007年６月４日の中で、あるスペインのプ

ログラムに言及して、デュトワ氏の実験工房と

化しているのではないかと述べていらっしゃい

ます。プログラムについてもう少し、来年どう

するか、県民の代表も含めたオープンな場で決

定していくということはできないんでしょう

か。

○県民政策部長（丸山文民君） ただいま申し

上げましたように、音楽祭におけるアンケート

の実施結果とか、文化事業協議会、それから県

民の皆様方の御意見等も真摯に拝聴しながら、

課題等を整理いたしまして、より県民に親しま

れる音楽祭にさせていただきたいと考えており

ます。以上であります。

○武井俊輔議員 先ほどから、いろんなお答え

の中に指定管理の話が何度も出てまいります。

財団が指定管理なのはわかるんですが、指定管

理、２期といいますが、今、１期目があと残り

２年あるんです。ということは、改めるのは、

検討は３年後からということになってしまうん
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ですが、指定管理中というのは、例えば来年か

ら検討するというようなことはできないんです

か。指定管理中というのは、一切改められない

ものなんですか。何かそのあたりにも非常に既

得権を感じるんですが。

○県民政策部長（丸山文民君） 指定管理者制

度は、受託者と行政側、県とが協定を結んで指

定管理を行っているところであります。その中

で、今後、音楽祭についてどうするのか、出演

者をどうするのか、プログラムをどうするの

か、それはまた協議をさせていくことは可能だ

と考えております。

○武井俊輔議員 指定管理とはいえ、予算は毎

年、議会で通しているものですから、そういっ

たことは当然改められて、県民のチェックが

入ってしかるべきだと考えております。

続いて、音楽祭の期間中に上がる県民の声

で、練習室が芸術劇場（メディキット県民文化

センター）の中にあるんですが、すべて音楽祭

用にブロックされる。スケジュールが緩い日も

全く県民に開放されない。これについて多くの

クレームが上がっているんですが、例えば、せ

めてあいている日は柔軟に貸し出しをするべき

ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 音楽祭につい

ては、今年度も20日間程度の期間をとって実施

したところであります。演奏家が国内外含め

て100数十名に上ります。その方たちが宮崎に来

られて、当然、毎日何時間も―プロですから

当然ですけれども―練習をされているわけで

あります。ですから、この期間中に限っては、

セキュリティー等の問題もございますし、当

然、楽器なんかは高価なものを持ち込んでこら

れますので、そういうセキュリティーの面等を

勘案して、使いたいときに出演者に使っていた

だくということで、練習室が10室ございますけ

れども、この間、すべてクローズさせているよ

うな状況でございます。

○武井俊輔議員 セキュリティーといいます

が、改める、改善する工夫は幾らでもあると思

うんです。あいている日はあいているわけです

から、その辺でも何か県民は二の次的な感じを

非常に受けるんですね。

その事例をもう一つ挙げたいと思います。講

習会のプログラムについてです。これは、有能

な若手を、宮崎に来る一流の演奏家が指導する

というもので、それ自体は悪いことではないん

ですが、私は、大変驚いたことがあります。こ

のプログラムの受講者は、今までで国内外合わ

せて122人いるんですが、その中で宮崎県民はわ

ずか２人しかいないんですね。これだけ多額の

予算を使っているのに、この実態は一体どうい

うことでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 御指摘のとお

り、県の出身はバイオリンの方が２人だったと

私は記憶しておりますけれども、確かに人数的

に言われると、そうでございます。ただ、この

音楽祭が始まったときの講習会の基本的な考え

方といいますのは、アジアを代表する音楽祭と

してアジアの若手演奏家の育成を図るというこ

とが一つの大きなコンセプトになっておりま

す。ですから、韓国、中国、日本、この３カ国

の受講者を募集して行っているところでありま

す。お話にございましたように、できれば私ど

もも、県内出身者がこれで講習を受けていただ

くことが一番いいわけでありますけれども、い

かんせん、最初にそういう基本的なコンセプト

がございますし、当然応募される方はいらっ

しゃいますけれども、結果として２名の方しか

受講されていないという結果となっておりま
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す。

○武井俊輔議員 その選考はだれが行うんです

か。

○県民政策部長（丸山文民君） これは芸術劇

場で行っております。総監督、それから総合プ

ロデューサーが行っております。

○武井俊輔議員 おかしくないですかね。宮崎

県の予算で１億3,000万もかけてやっているわけ

ですね。アジアに冠たるのは構いませんけれど

も、今の話は、要は、宮崎県民はレベルが低い

から指導するに値しないと言っているようなも

のなんですよ。これは本当に大変なことだと思

うんですね。

知事に伺いますが、宮崎にも音楽を志す若い

人はいっぱいいるんです。原則、こういったも

のは受講者を県民にするということはできない

んでしょうか。

○知事（東国原英夫君） そのコンセプトとか

内容については、恐らく県立芸術劇場を初め、

その方たちが指名した方たちがプログラミング

について細かいことは決めていらっしゃると思

うんです。ですから、私も、できれば宮崎県の

方たち、もうちょっと参加していただきたいと

思いますけれども、そこには規定とか、そうい

うものが恐らくあるんでしょうね。それを超え

られなかったから、結果、宮崎県の方たちが受

講できなかったというように考えられますけれ

ども、今後は、武井議員が御指摘のように、地

域枠とか、そういったものを広げる工夫という

のはあってもいいんじゃないかと思います。

○武井俊輔議員 知事に伺いますが、私は、そ

もそもそういったコンセプトを改めるべきでは

ないかと思うんです。宮崎県の予算を使って98

％ぐらい県外の音楽家を養成して、宮崎の人は

受けられないというのは尋常ではないと思うん

です。本来なら監査で指摘があってもいいぐら

いではないかと思うんですが、知事はいかがで

すか。このコンセプト自体を改めるべきではな

いかということですが、いかがですか。

○知事（東国原英夫君） この音楽祭に関して

は、やっぱり、宮崎県民の皆さんあるいは周辺

の皆さん、県外の皆さんに、より高質な音楽に

接していただくというのが前提だと思うんで

す。そのためには、県内外を問わずというのが

国際音楽祭の大前提にならなければいけないと

思います。武井議員が御指摘のように、もっと

県民に目を向けた、県民の皆さんに受講する

チャンスを与えるということは一理ありますけ

れども、ニュートラルな音楽祭としては、県内

外を広く対象にしているという大前提はあると

思うんです。御指摘のように、そうであって

も、やはり県費を使うので、宮崎県民の皆さん

に目を向けたプログラミングにしていったほう

がいいんじゃないかという意見は重く受けとめ

て、今後の検討課題にさせていただきたいと

思っております。

○武井俊輔議員 宮崎県の県費を使っているわ

けですから、そこはぜひよろしくお願いしたい

と思います。

県民政策部長に伺いますが、例えば、宮崎出

身で県外で活躍されている方が、よく地元に

戻ってコンサートをしたいとかおっしゃること

があるんです。でも、そういう方は一から自前

でやらなきゃいけないんです。本人とか御家族

がチラシをつくって、会場から―非常に苦労

してされていらっしゃいます。例えば、もっと

そういう人を応援するような取り組みがあって

よいのではないかと思いますが、いかがでしょ

うか。

○県民政策部長（丸山文民君） 県内出身で国
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の内外で活躍されている演奏家の方の件だと思

いますが、当然、プログラムが決まった後に、

県内出身者に対しても、日程等調整が可能な方

に対してはお声かけをしております。これは、

従来からずっとやってきております。今後と

も、引き続き積極的にそういう出演交渉をやっ

てまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 ただ、現状は、結局は総指揮

の徳永氏やデュトワ氏のめがねにかなった人と

いうことになっているわけです。彼らが決める

わけですから。つまり、プログラムのあり方自

体を抜本的に見直さなければいけないんじゃな

いかなと思っております。つまり、プログラ

ム、運営等も含めて、公募の、県民の代表も含

めたオープンな形での協議会等をつくって、公

開、透明化して、このあり方を広く県民に問う

ていく必要があるのではないかと思いますが、

県民政策部長の見解をお伺いします。

○星原 透副議長 執行部は簡潔な答弁をお願

いします。

○県民政策部長（丸山文民君） そういう御意

見等もお聞きしまして、今後よりよい音楽祭と

なるよう検討させていただきたいと考えていま

す。

○武井俊輔議員 最後に、知事にお伺いいたし

ます。私は、この音楽祭に対して、果たしてき

た意義、価値は認めるものではあります。しか

し、情報公開のレベルは低い、県民のプログラ

ムへの関与も弱いなど、挙げてきたとおり、さ

まざまな課題があります。私は、このような状

態でこの音楽祭をこのまま続けていくことには

非常に疑問を持っております。また、指定管理

も変わるわけですが、もうちょっと抜本的な見

直しを図っていくべきではないかと思います

が、見解を伺います。

○知事（東国原英夫君） この音楽祭につきま

しては、今後、県民の皆様の御意見を十分お聞

きしながら、よりよい音楽祭、より県民の皆様

あるいは県外の、全国あるいはアジアを含めた

愛される音楽祭にしていかなければいけないと

考えております。

○武井俊輔議員 アジアも大事なんですけれど

も、まずは宮崎県民があってよかったなと、宮

崎県民が私たちの音楽祭と思えるようなものに

するのが第一義です。芸術家の方々にはいろん

な考えもあるでしょうけれども、まずは県民第

一に、十分あり方を検討していただきたいと思

います。音楽祭、終わります。

次に移ります。スポーツランドみやざきに係

る諸問題について伺います。

今、スポーツランドみやざきといいますと

―県もそれを目指すと言っておりますが―

実際のところは、野球とかサッカーのキャンプ

誘致ということになっていると思います。私

は、県民がスポーツに親しめてこそのスポーツ

ランドだと思っておりますので、以下、県民ス

ポーツに係る諸問題について伺っていきたいと

思います。

先ほどのコンサートとも似ているんですが、

まず、宮崎県出身者及び在住者に対しての県有

施設の減免についてでございます。去る４月19

日、知事も一緒でしたが、県体育館で日本ウェ

ルター級タイトルマッチ―ボクシングでござ

いますが―に行ってまいりました。そこで、

私たちが応援しておりました都城市のジムに所

属するチャンピオンの湯場選手―湯場忠志選

手ですが―残念ながら敗れてしまいました。

負傷もして大変残念だったんですが、ぜひ負傷

を乗り越えて、またリングに立っていただきた

いと願っております。
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ただ、湯場選手を見ていて感じたんですが、

湯場選手は、宮崎に本拠を置いて戦おうという

ことにこだわっていましたが、これが非常に難

しい。湯場選手は、試合の運営資金を捻出する

ために、さまざまな会合に出たり、メディアに

出たり、イベントに参加したりして、チケット

の呼びかけをしなければいけなかった。私もそ

ばで見ておりまして、湯場選手の敗退には、そ

れによる練習不足とか精神的な負担も決して少

なくなかったんではないかと思っております。

県体育館の使用料は、一番高額の席の100倍とい

う規定です。今回であれば、リングサイドが１

万5,000円でしたから、150万円ということにな

ります。やはりこれをペイしていくのは、宮崎

のマーケットでは大変難しい。そこで、補助は

できないにしても、こういった宮崎を本拠とす

るスポーツ選手を、減免という形で応援してい

くことはできないのか、教育長にお伺いしたい

と思います。

○教育長（渡辺義人君） 県体育館ということ

でお答えさせていただきたいと思いますが、県

体育館の使用料につきましては、一般的にこう

いう施設全体の共通の考えでありますが、受益

者負担ということがございますけれども、県民

の利用につきましては、利用しやすい料金設定

を心がけているところであります。そういう中

で、使用料の減免ということについてでありま

すけれども、これにつきましては、条例等に基

づきまして、具体的には、「国民の祝日に関す

る法律」に規定する「体育の日」の一般開放で

すとか、あるいは県または県の教育委員会が主

催する事業などを減免の対象として、限定的に

規定をしているところでございまして、お尋ね

のようなケースについては、減免の取り扱いは

できないものというふうに考えております。

○武井俊輔議員 知事にお伺いいたします。難

しいのは、教育長の答弁のとおり、わかりま

す。しかし、これもやはり県民総力戦だと思う

んですね。湯場さんは、東京に行けば幾らでも

楽な環境があるのに、宮崎の皆さんのためにと

いうことで宮崎に残って、厳しい環境の中で、

練習環境も悪い中でやっているわけです。知事

も、このことを御自身のブログに書いておられ

ましたけれども、知事として、教育委員会と積

極的にこういうことを協議していくという御意

思はございませんか。

○知事（東国原英夫君） 県の施設に対して、

特にスポーツ施設に対して、目的外使用だとか

一般の興業目的で使用するときに、非常に高額

な使用料を払わなければいけないという現状は

把握しております。他府県等々も調べさせても

らいましたが、大体横並びでございます。で

も、宮崎県の場合は地理的に条件不利地でござ

いますから、そういったことをカバーするため

に何か手だてはないかなということを常々考え

ております。そういったことは今後、教育関係

の方たちとも十分討議してまいりたいと考えて

おります。

○武井俊輔議員 ぜひよろしくお願いします。

宮崎で頑張ろうという人を応援してこその宮崎

県だと思っております。本当に宮崎県の施設で

す。第一義的に宮崎県民に使ってもらいたいと

思っております。

続きまして、スポーツ施設の予約の重複につ

いて御質問します。県有スポーツ施設はいつも

大人気でございます。それはそれでよいことな

んですが、中には、雨天用に室内を押さえて、

晴れたから使わなかったとか、３日のうち１日

だけ使うつもりで予約したけれども、残りを

キャンセルしないというようなことがあって、
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結局、使いたい人がいっぱいいるにもかかわら

ず、料金を支払われた結果、使えない。いざ当

日はあいているといった現状というのがよくご

ざいます。キャンセルの徹底、またキャンセル

しなかった団体へのペナルティー、また、あい

ている場合は、その場で柔軟に対応するなどの

対応が必要ではないかと思いますが、教育長の

見解を求めます。

○教育長（渡辺義人君） ダブルブッキングへ

の対応等につきましては、利用申請者が利用し

ないことが明らかな場合ですとか、あるいは天

候等の関係で事前に利用しないことが明らかで

ある、こういった場合には、ほかに利用希望団

体があるときには、協議調整を行うことにより

まして、でき得る限りの便宜を図っているとこ

ろでございます。県教育委員会といたしまして

は、御質問にありましたように、一つでも多く

の団体が円滑に利用できるように、指定管理者

に対して留意を促してまいりたいと思います。

○武井俊輔議員 限りある県有施設ですから、

どうぞよろしくお願いいたします。

続きまして、総合型地域スポーツクラブにつ

いてお伺いいたします。この問題は、この議会

でも過去に取り上げられていますから、詳細に

ついては割愛をいたしますが、地域のスポーツ

振興、また健康増進にも大きな役割を担うもの

として、文部科学省も推奨しているものであり

ます。しかし、実際に運営されている皆さんの

お話を伺いますと、多くの種目を運営するに当

たり、体育館などの施設の確保が難しい、結果

としてプログラム確保に大きく苦慮していると

いうような話でございました。文部科学省が各

市町村に１つの設置を目指して対応しています

し、メタボリック対策、生涯スポーツに大きな

効能があると思われます。県としても、これら

のスポーツクラブが持続的に運用が可能なよう

に、例えば体育館の優先使用等ができないの

か、県有施設はもちろん、関係自治体とも積極

的に協議していくべきではないかと考えており

ますが、いかがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 総合型地域スポーツ

クラブでの体育館等の利用につきましては、多

くの利用者、利用希望団体が実際ございますの

で、各施設におきましては、公平公正の視点か

ら、先着順等でその利用決定をしているところ

でございます。そういう中で、総合型地域スポ

ーツクラブの果たす役割は、大変大きなものが

ございます。健康づくり、生きがいづくり等

々、スポーツの効用は、大変大きなものがござ

います。それを健全に育成していくということ

は当然のことでありますので、スポーツクラブ

につきましては、例えば、各県の総合型地域ス

ポーツクラブの運営の実態ですとか、あるいは

活動を円滑に進めるための具体的なアドバイス

等を、そういった形でできるだけ支援を行って

いきたいと思います。ただ、施設の利用につき

ましては、先ほど申し上げましたように、やは

り公平公正という視点がありますので、その点

はきちんと押さえておく必要があると思いま

す。以上です。

○武井俊輔議員 意義、価値が高いということ

はお認めいただきましたので、ぜひ、いろんな

ことができないか、また知恵を出していただき

たいと思います。

続いて、県立の中高一貫校における体育施設

の整備についてでございます。先日、ＰＴＡの

方からお話がありまして―私の母校でもある

んですが、県立宮崎西高校及び附属中学校に

行ってまいりました。学校には大変活気があり

まして、県として非常に力を入れているという
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のがよくわかります。しかし、ちょうど部活動

の時間になりまして、体育館に行ってみて非常

に驚きました。中学生が高校生のすき間、本当

に狭いところで練習をしているんです。中学１

年生と高校３年生というと、体格的には大人と

子供ぐらいの差があるんです。見ていても大変

危なっかしいし、はらはらしますし、学校に話

を聞いても、大変それに苦慮しているというこ

とでございました。今後、都城北諸県地域にも

中高一貫校が開設されることになります。県が

鳴り物入りでつくった中高一貫教育でございま

すが、文武両道というものをうたっているわけ

ですから、肝心の生徒にとりまして、このよう

な環境はちょっと厳し過ぎるなと思っておりま

す。体育館の整備改善等の計画はないのか、お

伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 体育館の整備に限ら

ず、児童生徒によりよい学習環境あるいは活動

環境を提供したいというのは、私も全く同じ思

いでございます。そういう中で、西高の附属中

学校につきましては、本県の厳しい財政事情か

ら、その設置形態を、既存施設の利用を前提と

する併設型とした経緯がございます。また、ほ

かの県立学校の中には、老朽化が進んで改修を

必要としているところも多々ございます。そう

いう中で、御指摘のような実態も踏まえまし

て、どうしたらいいのかということになるわけ

でありますけれども、現在の厳しい財政事情の

もとでは、なかなか新たに建設するということ

は難しいことでありますので、当面、対応策と

しては、例えば、近辺に体育館等の使用ができ

るところはないか、そういったところで利活用

ができないかということを考える必要があるの

かなというふうに思います。

○武井俊輔議員 来年までまだ生徒さんもふえ

ていくわけですから、いよいよ大変な状況にな

ると思います。そのあたりの問題意識は持って

いただいているようですから、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。

最後に、職員健康プラザの県民への開放につ

いてであります。職員健康プラザ―皆さんは

御存じかと思うんですが、県民の方はほとんど

御存じないんじゃないかと思います。県庁の

横、自治学院の隣にあるんですが、体育館、ジ

ム、小さいですが武道場なんかもあるスポーツ

施設でございます。これは、県職員向けの施設

として地方職員共済組合から県が借り受けて、

それを宮崎県が毎年8,000万の県費で償還をして

いるという施設でございます。私も先日行って

まいりましたが、健康診断等を除けば平日の昼

間はあいておりまして、使用しない状態にある

わけでございます。県民も大部分は、この場所

にこのような施設があるということを知らない

と思います。しかしながら、市内で最も便利な

場所にある体育施設であるということは間違い

ないと思います。ですから、県もこれだけ大き

な施設ですから、こういった厚生施設があるこ

とは是とするにしても、やはりルールを明確化

し、現実にあいている時間がかなりあるわけで

すから、県職員とうまくすみ分けをすること

で、一般県民の利用にも供していくべきではな

いかと考えておりますが、見解をお伺いしま

す。

○総務部長（山下健次君） 職員健康プラザで

ございますけれども、議員御指摘のように、地

方職員共済組合の所有ということで、県はそれ

に年々償還して、平成27年に所有が移るという

形になっております。そして、契約上は一定の

制約がございまして、原則、職員の使用という

ことになっておりますが、御指摘のように、県
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民への開放ということができるのではないかと

いうことも考えられます。したがいまして、使

用料の徴収とか、あるいは隣接の宮崎小学校へ

の騒音の問題といった課題はありますけれど

も、どのような開放の仕方が可能なのか、今後

検討してまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 ありがとうございました。

○星原 透副議長 次は、福田作弥議員。

○福田作弥議員〔登壇〕（拍手） 福田作弥で

ございます。

知事の政治姿勢についてでございます。

我が国を代表するある経済誌に、地方議会の

不経済という特集記事がありました。本来、行

政を監視して税金の無駄遣いをやめさせるのが

議会の役割なのに、現実は議会そのものが無駄

遣いの温床になっているとの文面であります。

おもしろくない記事でありますが、私どもは日

ごろ、まじめな議会活動を自負しておりますか

ら、余り気にすることもない、このようにも考

えたのでありますが、有権者にこのように思わ

れているとは、議員の活動は知事の動きのよう

にははっきりと見えず、理解されない点が多

く、残念でなりません。さらに、ある県の知事

経験者の、「全国のほとんどの地方議会は八百

長と学芸会をやっている」との発言には、憤り

さえ覚えたのであります。私どもの宮崎県議会

においては、断じてこのようなことはないので

あります。就任から１年５カ月になられます知

事は、今まで私ども県議会が進めてきた議会改

革についてどのような評価をされているのか、

お尋ねしたいと思います。また、この間、ほぼ

全議員の質問を受けられましたが、就任当初考

えられた執行部と議会の関係のあり方、さらに

一問一答方式による質問など、意図された成果

は手ごたえとして得られているのか、お尋ねし

たいと思います。

後は、一問一答方式により質問者席から行い

たいと思います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

就任以来の感想等についてであります。本当

にあっという間の１年半と申しますが、がむ

しゃらに必死の思いで県政運営に取り組んでき

た、この１年半だったと思います。この間、マ

ニフェストを踏まえた新みやざき創造計画を策

定させていただき、さまざまな施策を展開する

一方、行財政改革にも鋭意努めるとともに、積

極的なＰＲ活動により、宮崎の知名度を飛躍的

に高めることができたと認識しております。し

かしながら、企業誘致や交通網の整備、さらに

は中山間地域対策や、子育て、医療対策など、

課題は山積しておりまして、今後とも、県民総

力戦による新しい宮崎の実現に向けて、日々全

力で取り組んでいかなければいけないと考えて

おります。

また、私は、このような取り組みを進める上

で、県議会の皆様には御理解と御協力を賜り、

心から感謝を申し上げたいと思っております。

県議会におかれましては、昨年来、政務調査費

や費用弁償等を見直されたほか、定数削減の方

針を示されるなど、より県民に信頼される県議

会の確立に向けた改革の取り組みが確実に進ん

でいるのではないかと評価しております。ま

た、議会と執行部との関係におきましては、あ

る一定の距離を置き、緊張感を持った、是々非

々で議論がなされているのではないかと思って

おります。一問一答方式の選択制におきまして

は、多くの方が採用していただき、ある一定の

成果が出ていると認識しております。〔降壇〕

○福田作弥議員 知事の答弁をお聞きします
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と、まずまずの評価をされておるようでありま

すが、県政はこれからが正念場と考えておりま

す。

次から次から難問が登場しておりますが、エ

コクリーンプラザみやざきの問題、きょうで、

もう２議員が質問をいたしておりますから、内

容的には出尽くした感がございます。また、県

議会開会日冒頭に、宮原環境農林水産常任委員

長から、エコクリーンプラザみやざきの一連の

問題について報告を受けましたので、内容を

絞って質問をいたしたいと考えるわけでありま

す。さらに、知事も、「県がリーダーシップを

発揮して、スピード感を持って対応してまいり

たい」、こういうことも発言をされました。外

部調査委員会も設置され、技術的問題や法的な

責任については原因究明を始められたと思いま

す。そこで、私は、今回の質問は、あえて重複

を避けまして、今後の運営問題に絞ってお尋ね

をしたいと思います。その前提条件としてお尋

ねしますが、環境整備公社の役員構成、基本財

産の出捐比率、県出向者の職責等から見て、主

導権は県当局にあったと思われるが、知事はど

のように判断されているのか、これをまずお尋

ねしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 平成７年３月に公社

を立ち上げたと思うんですけれども、そのとき

には、産業廃棄物の処理施設ということの議論

だったと思いますが、そのときから県が主導的

に、公社に対しても理事会に対しても働きかけ

を行ったということは認識しております。理事

会におきましても、公社におきましても、宮崎

県が非常に重要な立場に位置づけられていたと

いうことは認識しております。

○福田作弥議員 確認がとれましたので、次に

移ります。常任委員長の報告の中に、責任のな

すり合いという表現がありました。「責任の所

在をはっきりするためには、ごみを搬入してい

る11市町村の中から、首長を代表として、多く

公社の理事会に登用する必要がある」という意

見を市町村長が述べておられます。また、現在

の理事は、出捐団体の会長等の充て職ポストが

非常に多いと思われますが、これは何を基準に

選任されたのか、あわせてお尋ねしたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） まず、公社を設立す

るに当たり、理事会というものをつくった。こ

の理事会の中でのルールで選ばれたのが理事長

だというふうに、私は認識しております。

○福田作弥議員 きょうの宮日のトップのアン

ケート記事にも、そういう市町村長の意見が出

ておりました。今後、組織の改編等もやられる

と思いますが、第１弾の公社の理事に市町村代

表を多くとるべきではないかという質問への答

弁がなかったと思いますが……。

○知事（東国原英夫君） それに関しまして

は、関係11市町村の方々と、これから十分に議

論を尽くして検討していくべきものではないか

なと考えております。

○福田作弥議員 次であります。市町村の合併

によりまして、宮崎市関係の処理量が80％を上

回っております。そこで、県としては、今回の

調整池や関連施設の補修が終わった段階で、エ

コクリーンプラザみやざきの運営の主体を、宮

崎市を中心とした関係市町村に移譲したほう

が、今後の運営がうまくいくのではないかと思

うのでありますが、知事のお考えをお聞かせく

ださい。

○知事（東国原英夫君） それに関しても、公

社あるいは関係市町村と十分な協議が必要だと

考えております。
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○福田作弥議員 そういうことを相談すること

になれば、当然、今後の問題も含めて、80％以

上関係しています宮崎市のトップと会談を行

い、今後のスムーズなエコクリーンプラザの運

営ができるようにされる考えはないか、お尋ね

をしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） それに関しまして

も、あくまでも外部調査委員会の調査を踏まえ

た上で、今後検討することになると考えており

ます。

○福田作弥議員 エコクリーンプラザみやざき

に関しては最後でありますが、私は、公社理事

会の議事録を見せてもらいました。この議事録

の中から感じますことは、大変申しわけないん

ですが、先般の県の裏金問題にも似た隠ぺい体

質を感じざるを得なかったのであります。であ

りますから、この件もしっかりと問題の本質を

解明しておかないと、せっかく精魂傾けて県政

改革に取り組んでおられる折でありますから、

その努力が水泡に帰することにもなりかねない

と考えております。知事は議会冒頭に、原因の

徹底究明を約束されておりますから、当然され

ると思いますが、改めて、地域の皆さん方に不

安を与えないような施設の補修、そして原因究

明、これからのこの施設のスムーズな運営、こ

の３点について知事の見解を求めておきたいと

思います。

○知事（東国原英夫君） 浸出水調整池の第３

水槽の安全性とか、第３水槽以外の工事の工法

等につきましては、あわせて外部調査委員会で

徹底的な調査をしていただく。もちろん原因究

明、責任の所在というものを明確化していただ

く。それを踏まえて、その次は、公社あるいは

市、県、任命権者である我々がそれに対して検

討していくということでございます。

○福田作弥議員 以上でエコクリーンプラザみ

やざき関係を終わりますが、何はともあれ、知

事のリーダーシップが大事でありますから、よ

ろしくお願いをしておきたいと思います。

次に、食と農の諸問題についてであります。

まず、調理冷凍食品の原料原産地表示の義務

づけについてお尋ねしたいと思います。この件

に関しましては、中国製の冷凍ギョーザ事件か

ら、食の安全・安心への消費者の関心が一段と

高まりを見せております。国内産、外国産を問

わず、食品の原料である農産物のトレーサビリ

ティーが厳しく管理され、消費者が安心して食

することができる管理体制が要求されておりま

す。幸い、本県においては、トレーサビリティ

ーの徹底、残留農薬の検査体制は食料基地にふ

さわしい内容で、まさに日本一であります。そ

こで質問でありますが、県内工場で生産されて

いる冷凍食品や加工食品でありますが、どの程

度、県内産を含む国内産の原材料が使われてい

るのか、農政水産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 今、そのデー

タを持ち合わせておりませんので、少し時間を

いただきたいと思います。

○福田作弥議員 待ちたいと思いますが……。

本県におきましても、かつてウナギの偽装事件

で消費者の信頼を一時失いました。県当局や関

係者の努力もあり、ようやく回復をしました。

原料や原産地をはっきり正しく表示することに

より、消費者にみずからの判断で購入を決めて

いただく、そういう時代になりました。国内で

生産された冷凍食品や加工食品の原料原産地表

示は、ＪＡＳ法により、原材料に近いカット野

菜、乾シイタケなどの20食品群と、野菜冷凍食

品、農産物漬物など４品目に限られて、それ以

外は義務づけがされておりません。しかし、食
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の安全対策の面から考えますと、調理冷凍食品

についても義務化が必要だと思います。本県に

おいてはどのような対応を、食料基地の農政水

産部長として考えておられるのか、お尋ねした

いと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） ただいま議員

御指摘のとおり、食の表示につきましては、Ｊ

ＡＳ法で決められております。そこで、私ども

は、こういったものに対しまして、食品加工業

者の意識啓発を図りますために、各種研修会に

おきまして、この表示の問題につきまして研修

等を進めているところでございます。

○福田作弥議員 この問題は条例の制定を要す

る問題でありますから、知事にお聞きしたいと

思います。義務化は、国産、外国産がわかるわ

けですが、産地には追い風ですね、これは国内

産ですよと出るんですから。消費者にも、国内

産の原料が使われた商品だということで、非常

に安心して食してもらえる。本県は食料供給県

でありますから、イメージアップにもつながる

と思うんですが、その動きのある都道府県もあ

りますが、本県について知事はどのような見解

を持っておられるか、お尋ねをしたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） 昨年の冷凍ギョーザ

事件や、たび重なる食品表示偽装の問題などに

よりまして、消費者の安全志向とか国産志向は

年々高まっており、加工食品についても広く原

料原産地を表示すべきであるという御意見も増

加しているところでございます。このような

中、東京都が国に先駆けて、原料原産地表示の

義務づけられている食品の中に調理冷凍食品の

みを限定して追加する予定であることは、私も

聞いているところでございます。しかしなが

ら、加工食品が都道府県を越えて流通している

実態を踏まえると、全国的に統一された取り組

みが極めて重要であると考えております。現

在、国におきましては、食品表示制度の拡充に

向けて、調理冷凍食品のみならず、加工食品全

体にわたる原料原産地の表示のあり方や、消費

者への情報提供体制、あるいは積極的に表示に

取り組む事業者の評価制度の創設など、総合的

な検討が進められております。県といたしまし

ては、このような国の動きを注視しながら、適

切に対応してまいりたいと考えております。

○福田作弥議員 まだ準備の段階まで行ってい

ないようでありますが、食料供給県であります

し、日本一を何でも目指そうという知事であり

ますから、ぜひ全国に先駆けた表示の義務化を

お願いしたいと考えております。

次は、米問題でございます。畜産と園芸が主

力の本県の農業におきましては、稲作は年々影

が薄くなってきております。平成18年度で生産

量が10万トン、販売金額で234億円程度でありま

す。最盛期の半分程度以下に落ち込んでおりま

す。しかし、地球環境の保全とか、先祖伝来の

財産である水田を守るという考え、いざという

ときの食料などなどの理由から、採算を度外視

して米つくりは続けられております。他の作物

とは違う、農業の象徴的存在でもあります。ま

た、我が国の農政を左右する、大きく影響を与

える品目でもございます。しかし、幾らそうい

う品目であっても、採算を度外視して、長くは

栽培ができないと思うんです。そこで、私は15

年前、この本会議場で、田植えをしない低コス

ト米つくりの直まき栽培を提案いたしました。

当時はまだそういう状況になかったと思います

し、関心が薄かったようであります。その後、

県としては、どのようにそういう問題について

試験研究をされているのか、農政水産部長にお
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尋ねします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 直まき栽培

は、育苗、田植えが不要で、移植栽培と比較し

て、生産コストで約５％、労働時間で約20％の

削減が可能であるということでございまして、

コスト縮減、規模拡大を推進する上で非常に重

要であると認識しております。現在、県内にお

きまして、直まき栽培が主食用米や飼料用イネ

を含め、約260ヘクタール作付されております

が、発芽が不安定なこと、それから鳥害、雑草

等による収量の低下、こういった課題がござい

まして、栽培面積は伸び悩んでおります。この

ため、県といたしましては、直まき適応性の高

い品種の導入、鳥害防止に有効な資材、効果的

な除草法の検討などの改良技術を進めながら、

導入メリットが生かせる大規模農家等を中心に

普及に努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。

○福田作弥議員 当時から余り進んでいないよ

うでありますが、なぜこういう問題を持ち出し

たかと申しますと、米価が当時のちょうど半分

であります。稲作の立て直しには直まき栽培以

外ないと言われておりまして、ぜひこれによ

り、以下申し上げるような問題を解決してほし

いと思うのであります。

まず、食料より、食べることより、さらに低

コストを求められる畜産の飼料米、飼料用の

稲、これでは即、取り組んでみる価値があると

思います。最近では「こめ育ち」というブラン

ド豚まで登場しております。本県は畜産県であ

ります。牛、豚、鶏の飼料は、多くは海外に

頼っております。水田面積の40％以上で米つく

りをやめているんです。やはり水田で一番つく

りやすい作物は米なんです。しかも、本県は２

回栽培が可能なんです。世界的に食料需給が逼

迫する中、飼料米を低コストで栽培できる技術

を確立し、輸入飼料に頼らない畜産を考える時

期が来たと考えるのであります。また、食料の

自給率向上を同時に解決できる。さらに、米に

よる米の生産調整も可能になります。農政水産

部長の見解をお尋ねします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 議員御指摘の

とおり、米につきましては、基幹的な作物であ

りまして、まことに農家にとりましてはシンボ

リックな作物であるというふうに考えておりま

す。米につきましては、いろいろな経営の問題

等も御指摘ございましたけれども、そういった

問題を踏まえながら、やはり基幹作物としての

位置づけを明確にしながら、今後とも米の消費

拡大等を含めまして、施策推進に取り組んでい

きたいというふうに考えております。

○福田作弥議員 本県は畜産県でありますか

ら、飼料の確保は絶対であります。半分近い水

田が遊んでいるわけでありますから、これを有

効活用する手段を、ぜひ農業試験場等で早急に

開発をお願いしたいと思います。

今度は消費拡大では、やっぱり米を食べなく

ちゃいけません。しかし、御飯だけでは限界が

あります。最近、性能の高い米の製粉機が開発

されまして、米粉によるパンの製造やめんの製

造が今、注目を浴びております。やはり消費の

拡大ですね。消費の拡大といいますと、当然、

地産地消、食の安全・安心から自給率の向上

と、米が多角的な解決をしてくれると思うので

あります。ぜひ、これから学校給食あるいは家

庭に、米粉によるパンやめんの消費拡大を促す

キャンペーンが必要だと思いますが、生産の立

場からは農政水産部長に、学校給食という消費

の立場からは教育長に見解をお願いしたいと思

います。
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○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県では、米

粉につきましては、県と関係団体で構成する宮

崎県米消費拡大推進協議会を中心にしまして、

学校給食における米粉パンの導入支援、米粉製

品の商品化を目指す加工グループ等に対する支

援、県民への啓発など、米粉の普及に向けた取

り組みを現在進めているところであります。し

かしながら、米粉のより一層の消費拡大を図る

上では、原材料価格が高いこと、県内で製粉・

調製できる施設がないこと、こういった課題が

ございます。このため、県といたしましては、

関係機関・団体と連携して、収量の多い品種の

導入や、国等の助成制度による原料米の低価格

化、県内における製粉・調製から利用に至る安

定供給体制の検討などを行いまして、米粉の普

及拡大、定着に向けた取り組みを、今後とも進

めてまいりたいと考えております。

○教育長（渡辺義人君） 学校給食における米

飯の実施につきましては、日本の伝統的な食文

化を継承し、また教育的な意義も大変大きなも

のがあると考えられますので、その推進に努め

ているところでございます。そういう中で、米

粉パンにつきましては、実態として、データを

見てみますと、平成19年度の場合ですが、23の

市町の271の学校で取り入れておりますけれど

も、その頻度は、平均いたしますと、２カ月に

１回程度ということでございます。そういう中

で、米粉パンにつきましては、米飯だけでなく

て、パン食として米を多角的に活用することに

よりまして、新鮮な食感や味覚があり、子供た

ちからも好評だという声が寄せられているよう

でございます。そういう中で、米粉パンの拡大

につきましては、ただいま農政水産部長から答

弁がありましたように、やはりコストが一般の

パンに比べて高いという課題がございます。そ

このところをクリアしなければ、なかなか拡大

というのが難しいと思います。市町村が学校給

食の実施主体でありますので、それらの市町村

の御理解をいただくということが大事なことか

なと、このように認識しております。以上で

す。

○福田作弥議員 米作立て直しのエースであり

ますから、ぜひ関係部署、協力してお願いをし

たいと思います。

次は、園芸ハウス省エネ機器についてであり

ます。今、原油が大高騰いたしまして、本県の

ハウス園芸を直撃いたしております。私は、先

般、清武町で行われました施設園芸の新技術セ

ミナー機器資材展を見てまいりました。新しい

技術に基づく機材がたくさん展示をされておっ

たわけでありますが、どれが本当なのか、しか

もコストが下がるのか、よほどしっかりした実

用試験をしない限り、見きわめが難しいと感じ

ました。生産者も多く、後継者を中心に来場さ

れておりました。そこでお尋ねしますが、今、

ハウス暖房用の省エネ機器として、いわゆる省

エネの名前のもとに販売されている機器の加温

方式としては、どのようなものがあるんでしょ

うか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 加温方式はた

くさんあると思いますけれども、私どもがつか

んでおりますのは、木質ペレットの加温機、ヒ

ートポンプを利用しましたハイブリッド型の加

温機、ガスを利用しました加温機といったよう

なものを、今のところ把握しております。

○福田作弥議員 私は、今、部長から答弁ござ

いましたペレット系、ヒートポンプ方式、両方

とも県の試験データを見せていただきました

が、現場を長く見てきた者としまして、また生

産者の意見等も聞きますと、いま一つ確信が持
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てません。これらの機器に制度資金も使われて

いるわけでありますが、これは県のお墨つきを

意味するわけでありまして、非常に心配をいた

しております。導入を間違いますと、経営破綻

にもつながりかねないのであります。県当局と

しましては、施設の導入に当たっては、省エネ

機器の選定、見きわめを、十分試験されてお進

めいただきますようにお願いをしておきたいと

思います。

次に、物流対策とモーダルシフトについてで

ございます。

本県の物流対策改革は、残念ながら、官民挙

げて取り組んだテクノスーパーライナー以来、

挫折して進んでおりません。当時、鉄道輸送は

過去のものとして見向きもされることなく、ま

た旅客を主体としたカーフェリーは、観光ブー

ムが去った後、運航コストの面で行き詰まりま

した。そこで、この２つの輸送手段の行き詰ま

りを解決するために、テクノスーパーライナー

の夢に我々は飛びつきました。この議会で何回

も何回も、繰り返し繰り返し、議員が質問いた

しました。しかし、結果は御承知のとおりでご

ざいますが、10年ぐらいやりましたから、こ

の10年間、物流改革がほとんど進まなかった。

まさに失われた10年になりました。その後、鉄

道の関係や海運の再利用について、もう一回検

討し直そうという動きが始まりました。時あた

かも、環境問題で世界的にモーダルシフトの風

が吹き始めたところであります。本県におきま

しても、県内の企業やＪＡで組織する県物流問

題懇話会が、活発に議論を展開していると聞い

ております。また、農工商連携の検討組織とし

ては、全国では珍しいと聞いています。県行政

としてはどのようなかかわりを持たれ、指導さ

れているのか、お尋ねをしたいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 鉄道輸送でご

ざいますけれども、御承知のとおり、平成10

年10月に佐土原駅での列車取り扱いを中止して

おりまして、現在、県内では列車取り扱いは延

岡駅だけとなっております。それはもちろん貨

物取り扱いの減少からなったわけでありますけ

れども、議員がおっしゃいましたように、現

在、県内の産業界を中心に、列車発着再開を目

指した検討が行われているところであります。

当然、県も参加させていただいております。こ

の会議におきましては、再開に向けて、採算に

見合うだけの貨物量の確保が一番必要であり、

そのために、広く県内の産業界の方々に鉄道貨

物を利用していただくということが当然課題と

なっております。県といたしましては、こうい

う課題に対しまして、横断的な対応を行うため

に、庁内関係部局の連携強化を図っているとこ

ろでありまして、今後とも、そういう会議を通

じまして、産業界の皆様とも連携・協力を深め

ながら、本県物流の効率化に取り組んでまいり

たいと考えております。

○福田作弥議員 ようやく取り組みが始まりま

したが、本県で当面、緊急にできる物流対策

は、ＣＯ２排出量がトラックの８分の１と言われ

るＪＲ貨物コンテナ以外にないと思います。海

上もそう簡単にいきません。ディーゼルトラッ

クは燃料が高騰しています。私は、かつて佐土

原でやりました、ＪＲ遊休地等を活用し、物流

の改善を望んでいる農工商の荷主の参加と、県

行政、ＪＲ貨物が一体となって本格的なコンテ

ナ基地を設立する必要があると思います。財政

的には厳しい県でありますから、知恵を出して

もらって、この関係者を束ねる役割を担うだけ

でも、この問題は大きく前進することを、私は

確信いたしております。県民政策部長、商工観
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光労働部長、農政水産部長の見解をお尋ねいた

します。

○県民政策部長（丸山文民君） 議員がおっ

しゃいましたように、現在、民間でそういう取

り組みもされており、議論も深めていただいて

います。当然、県もそういう会議に参加させて

いただいておりますので、その中で課題整理、

分析等を行いまして、県の役割も明らかになる

と思います。そのような方向で取り組みを進め

てまいりたいと考えております。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県の工業

会におきましても、ＪＡ宮崎経済連とか運輸業

界等を交え、本県全体の物流の共同化、効率化

等について研究を進めており、そこに、商工観

光労働部も参加をいたしているところでござい

ます。物流の効率化といいますのは、企業誘致

もそうですけれども、地場産業の振興を図る上

でも大変重要でございますので、今後とも、そ

ういった関係部局とも連携をしながら、このよ

うな取り組みに積極的に参加・協力してまいり

たいというふうに考えております。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農産物にとり

ましても、鉄道貨物は重要な輸送手段であると

考えております。現時点では、農産物の輸送に

は利用しづらい面がございますけれども、県央

部から貨物列車の発着が再開されれば、出発時

間にゆとりが生まれまして、農産物輸送にとっ

ても大きなメリットがあるというふうに考えて

おります。現在行われております産業界を中心

とした会議には、農政水産部も参画して、各種

調査、情報提供等を行いまして、実現に向けた

対応方策等を検討しているところでございま

す。また、現在、「みやざき青果物新輸送ルー

ト実証事業」によりまして、鉄道貨物の利用促

進への具体的取り組みを行っているところでご

ざいます。今後とも、関係機関・団体と連携を

とり、農産物の効率的な輸送に積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。以上でござ

います。

○福田作弥議員 関係部長の本腰を入れた動き

に期待をいたしたいと思います。

次に、国際線の定着化対策であります。

既に質問がございましたが、私は、自分の体

験談を提言、質問したいと思います。20年ぐら

いかかりましたから、本当に長年の努力が成果

を上げ、喜ばしい限りであると思います。しか

しながら、ローカルの国際定期便は、いろんな

助成措置等の手当てが切れますと、大体が運航

中止し撤退するケースが、今日まで相次いでま

いりました。知事も、今回の台北線につきまし

ては、維持に並々ならぬ決意をされていると考

えます。エバー航空の社長は、80％の搭乗率を

目標に考えていると記者会見でおっしゃってい

ます。これはかなり高いハードルだと思います

が、知事、どうですか。

○知事（東国原英夫君） おっしゃるとおり、

非常に高いハードル、目標だと思っておりま

す。

○福田作弥議員 県民の海外旅行に対するいろ

んな海外旅行のデータを見るのに、出国率と

か、パスポートの所持人口がございますね。出

国率は全国43位、パスポートは39位のようで

す。そこで私は、いろんな助成策をとっておら

れますが、パスポートの所持がやはり海外旅行

に対する動機づけになる、このように考えてお

りまして、かつて地元で実験をしてみました。

そのときは、国際交流課に御協力いただきまし

て、100人単位でパスポートの現地での手続の指

導をお願いしたわけですが、やはり効果はあり

ますね。でありますから、ぜひ県民の皆さん
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に、海外旅行の手始めとしてパスポートの所持

―知事の言葉で申しますとお勧め―をして

もらいたいと思いますが、いかがでございま

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 国際定期便の定着を

図るためには、やはり多くの県民の皆さんに利

用していただくということが大前提でございま

す。あらかじめパスポートを取得するというこ

とは、海外渡航の誘因となり有効ではないかと

考えております。県では、７月１日から県内で

３カ所、パスポート取得する場所をふやしまし

て、これも非常に財政的に厳しい中、一生懸命

頑張らせてもらっています。県民の皆様が、よ

り身近なところでパスポートを取っていただけ

ればありがたいかなと思っておりますので、こ

の取得の促進に向けて、また今後とも鋭意取り

組んでいきたいと思っております。

○福田作弥議員 ありがとうございました。

次に、収入証紙についてであります。

平成20年度当初予算額では28億6,800万円余を

計上されております。これにかかる販売、売り

さばき手数料でありますが、印刷費と合わせて

１億800万円余であります。

私は最近、パスポートの更新を行いました。

更新する窓口に使用する印紙や証紙を置けばい

いものを、別室の外郭団体まで購入に行き、そ

れをまた持ち帰り、窓口で貼付して提出する。

社会が電子化、ペーパーレス化する流れの中

で、もう少し合理化して、申請者が１カ所で手

続が完了する方式等はできないものかと思いま

す。またさらに進んで、収入証紙を廃止してペ

ーパーレス化して、経費を１億円ぐらい浮か

す、そういう考えはないか、総務部長にお尋ね

いたします。

○総務部長（山下健次君） 証紙につきまし

て、地方公共団体の歳入の収納は、いろんなや

り方があるんですが、基本的には現金、この例

外として、県民の利便性、県の収入事務の効率

化、こういった観点から口座振替、郵便振替、

証券による収入、こういったもの、そして使用

料、手数料等につきまして、証紙による収入を

行っている。これは地方自治法等によって制度

化をされているということでございます。ま

た、18年度の法改正によりまして、クレジット

カードによる収納も可能になりました。本県で

も早速、昨年度、自動車税から導入したところ

でございます。基本的に、証紙による収納とい

うのは、通常の収入の場合には、調定、納入の

通知、現金の収入、こういった段階を踏んで収

納しておりますので、非常に煩雑だというのが

基本的にございますし、また一方では、県の組

織等で現金を取り扱う危険性というのもござい

ます。そういったこともございまして、この証

紙収入というのは各県それぞれ導入されている

ところでございますが、御指摘のような点も踏

まえまして、各県の動向とか、費用対効果と

か、県民の利便性がどの程度上がるのか、そう

いったことを勘案して研究をしてまいりたいと

存じます。

○福田作弥議員 既に廃止条例案が出ていると

ころもございますから、ぜひ御検討をお願いし

たいと思います。

次に、食の問題で残しておりましたシイタケ

の問題であります。１月末、我が会派の部会で

徳島県のバイオ生シイタケを調査いたしまし

た。徳島県は現在、全国第１位の生シイタケの

生産県です。昨年度6,000トン、売上金額が65億

円程度の数字でありました。京阪神市場の最大

の産地です。10数年前は全く実績のなかった徳

島県が全国ナンバー１の産地に成長したのには
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びっくりいたしました。本県では、かつてピー

ク時は乾シイタケを中心に140億円ありました

が、18年度では乾と生を合わせて31億まで激減

をいたしております。原木か菌床かという論争

もありましたが、もう決着がつきまして、菌床

に軍配が上がり、国内のシェアの61％になって

おります。以前質問したときに、担当部署を生

産者や流通の関係から農政に移行し、積極的に

取り組んだらどうですかと、そして乾のブラン

ドがまだ生きているうちに生シイタケのほうに

つながれたらどうですかと提言いたしました

が、それは実現しませんでした。その結果、こ

のように落ち込んだとは思いませんが、問題点

は何なのか、環境森林部長にお尋ねしたいと思

います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） シイタケの生

産につきましては、議員がおっしゃいますよう

に、かなり落ちてきております。乾シイタケ

は18年度で603トン、生シイタケは1,622トンと

いうことで、今お話にありましたように、約32

億円の産出額でございます。生シイタケの中で

も、特に菌床につきましては、18年度で申し上

げますと、対前年比で1.6倍ということで非常に

伸びておりますが、全体としましては伸びな

い。これはやはり、一つは林家における高齢

化、特に原木シイタケの部分があろうかと思い

ます。それと、外国の、特に中国産のシイタケ

の輸入というのが今までかなりありましたの

で、そういったことで落ちてきておりますが、

昨今は、食の安全・安心という観点で、かなり

また価格等も高騰してきておりますので、今後

は、そういった新規参入あるいは生産体制の整

備に支援をして、シイタケ生産の振興につなげ

ていきたいというふうに考えております。

○福田作弥議員 あえて取り上げましたのは、

建設業者の新規参入の品目として菌床シイタケ

がありましたから、お尋ねをしたのでありま

す。異業種から参入される方もいらっしゃるわ

けでありまして、将来、こういう方々が本県の

シイタケ生産の中枢を担う可能性もあります。

ぜひ御指導をお願いしておきたいと思います。

最後に、林業センターで長年研究されており

ました、乾シイタケの菌からの選抜による菌床

シイタケ種菌の開発は実用化したのでしょう

か。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 議員から平成

８年６月に同じような質問ございまして、その

後の経緯でございますが、菌床シイタケの種と

なる菌、これは種菌と言っておりますが、この

開発につきましては、林業技術センターにおい

て、平成４年度から菌床栽培に適した品種の選

抜に着手をしまして、バイオ技術等を活用しな

がら交配を繰り返し、あわせて、収量あるいは

栽培の適応性等の試験を実施しまして、４つの

種菌を開発したところであります。この種菌に

つきましては、生産現場での実用栽培試験を繰

り返し、最終的には、平成15年度に県内で菌床

シイタケを生産する２社の企業に対しまして、

種菌の管理あるいは栽培技術の移転を行ったと

ころでございます。なお、現在は、そのうちの

１つの種菌が改良を経て実用栽培が行われてい

るところでございます。

○福田作弥議員 ありがとうございました。ぜ

ひ継続をお願いしたいと思います。

最後になりますが、マンゴーについて一言触

れておきたいと思います。「東国原知事と言え

ば、あるいは宮崎と言えばマンゴーと頭に浮か

ぶ」と、東京の友人が言っておりました。その

マンゴーでありますが、最近の価格は、知事登

場以前とほぼ同じような価格に戻っておりま
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す。市況では昨年比60～70％価格でありましょ

うか。しかし、前々年比から見ますと、まだ110

％台ですから、依然として知事効果は持続して

いるんです。ありがたいことであります。しか

し、この季節、雨が多くて、規格外品が加工向

けとして２割ぐらい出ております。これは、単

価の安い商品を出荷することになりますから、

大変問題がある。しかも、栽培農家に技術格差

で大きな収益格差が生まれておりますから、大

変注意を要する時期になったと思います。せっ

かく、知事のトップセールスによりブランド化

に成功した品目であります。大事にしたいと思

います。宮日の読者の欄にも載っておりました

ね、前の県会議員の方が。本県としては、これ

からの後発産地の追い上げに備えて、マンゴー

「太陽のタマゴ」を、名実ともに本県のブラン

ド商品として定着させることが肝要だと思うの

であります。マンゴー「太陽のタマゴ」に消費

の最前線で生命力を吹き込んでいただいた知事

に、今後の対応や今までの思いについて御所見

をお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のように、完

熟マンゴーというのは、今や宮崎を代表する農

産品に成長したのではないかと思います。私の

ＰＲは本当に微力だったんですが、これまで20

年間、生産に携わって鋭意努力をされてきた生

産者の方々、そして流通の方々、あるいはＪＡ

関係の方、あるいはその関係各位の方々の長年

にわたる努力、御労苦の成果ではないかと思っ

ております。宮崎県内ではこれはわからないこ

とだと思いますが、県外に出て思いますのは、

全国的に宮崎完熟マンゴー「太陽のタマゴ」は

非常に周知をされております。そして、都市部

の市場では名実ともに日本一になったのではな

いかというような御意見も多数伺っておりま

す。それは、山形のサクランボとか、夕張メロ

ンとか、あるいは二十一世紀梨等々を超える、

日本を代表するブランドに成長したのではない

かと思っております。今後とも、これにあぐら

をかくことなく、技術革新、あるいは技術の向

上、あるいは生産・流通の拡大、販売促進に向

けて、鋭意努力を重ねていきたいと考えており

ます。以上です。

○福田作弥議員 知事初め関係部長の御答弁あ

りがとうございました。

以上をもちまして、私の質問を終わります。

（拍手）

○星原 透副議長 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。

午後０時２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。

ここで、午前中の福田作弥議員の質問に対す

る農政水産部長の答弁を求めます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 先ほど福田議

員よりございました、県内の食品加工場におい

てどの程度農産品が使われているかという御質

問でございますが、この件に関する調査はこれ

まで実施いたしておりませんので、データがご

ざいません。御理解をお願いいたしたいと思い

ます。以上でございます。

○坂口博美議長 次は、黒木正一議員。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） 通告に従い

まして、順番どおり一般質問を行おうと思って

おりましたが、午前中の質問、特に福田議員の

質問と重なる部分がかなり出てまいりましたの

で、重ならない部分を探しながら質問させてい
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ただきますので、よろしくお願いいたします。

ことしの梅雨は、非常に降水量が多くて、会

えば「よく降るね」という会話が交わされてお

ります。平年の２倍から３倍の雨量があるとい

うことで、土が多くの水分を含んでおりまし

て、少しの雨でもがけ崩れが起こるような状況

にあるということで、台風や地震等の災害が心

配されるところであります。そこで、自然災

害、特に山地災害の対策についてお伺いをいた

します。

６月14日、岩手・宮城内陸地震が発生しまし

た。その被害の状況をテレビ等で見て、その被

害の大きさと地震の恐ろしさを改めて感じまし

た。まだ何人もの方が行方不明となっておりま

して、一日も早く救出されることを祈るばかり

でございます。海外においては、ことしはミャ

ンマーでのサイクロン、それから中国の四川省

での大地震と、続けざまに大災害が発生、大変

な犠牲者を出し、いまだに多くの方々が行方不

明となっております。本県は大きな地震こそこ

のところないものの、平成16年の台風に始ま

り、17年の台風14号、18年の豪雨や竜巻、昨年

は台風４・５号による土石流被害など、数年連

続して台風・大雨による自然災害を受けていま

す。このところの台風・大雨の被害状況を見て

みますと、山地災害が土石流となり、中・下流

の河川のはんらんを招き、大きな被害をもたら

しているのが特徴として言えると思います。国

内における山地災害の発生状況を見ますと、熊

本、鹿児島、宮崎の九州３県で、山地災害発生

件数の５分の１を占めています。急峻な山地を

多く抱えている上に、台風が強い勢力を持った

まま上陸、接近する地域でもあります。本県に

おいては、治山事業や家屋等のかさ上げ事業な

ど、県民を災害から守るため取り組んでいただ

いており、感謝をしているところであります

が、大災害を未然に防ぐためにも、山地災害対

策が重要であると思います。知事のお考えをお

伺いいたします。

次に、情報網の整備についてであります。

災害時に情報が途切れる、これほど不安なこ

とはありません。平成17年の14号台風のとき停

電し、一番役に立ったのは携帯電話でした。携

帯電話のカバー率は、人口で言えば100％に近い

でしょうが、山間地においては、電波の届かな

い地域がまだかなりあります。山地災害の多い

南九州の山間地、防災上の面からも、また危険

の多い仕事をする林業従事者の安全のために

も、全地域をカバーすることが必要でありま

す。県を初め関係の方々の努力で一歩一歩前進

はしていますが、携帯電話も全地域カバーでき

ない、ラジオ放送も入らない、アナログ放送の

難視聴地域さえある中で、３年後には地上デジ

タル放送に全面移行になろうとしています。ま

だゴールできずに走っているのに、次のレース

がスタートして追い抜かれようとしているよう

なものです。中山間地域の自治体は、必要な事

業を先送りしても難視聴世帯を出さないように

と、地上デジタル化対応に苦慮しています。知

事は記者会見の折にも、国が進めることである

から、国の責任において適切に対応してほしい

旨の発言をされておりますが、この問題につい

てどのように対処されるのか、お伺いをいたし

ます。

続きまして、教育施設の利活用についてお尋

ねをいたします。

宮崎県には、県立の総合博物館、美術館、図

書館等の教育施設が宮崎市にあります。いずれ

も県の誇るすばらしい施設であります。このよ

うな立派な施設、一人でも多くの県民の方に利
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用してもらいたいし、中心部から離れた県民が

利用するためには、何かよい方法はないだろう

かと考えます。せっかくすばらしい企画があっ

ても、知らないということで機会を失っている

人がいるのではないか。最近、これらの施設に

行く機会があるようになって、そう思います。

これらの施設のＰＲ及び利活用の促進について

どのように取り組んでいるのか、教育長にお伺

いします。

次に、観光対策についてであります。

宮崎―台北間の定期便が就航しました。この

件については、午前中に２人の議員から関連の

質問がありましたけれども、本県の観光・宿泊

業にとって大きな刺激であり、さまざまな分野

での交流も期待されております。東アジアの経

済が好調で円安でもあり、日本観光ブームが起

こっておりますが、それを受けて国内の多くの

自治体が外国人観光客誘致に乗り出しておりま

す。観光客を誘致したい国、地域として、９割

以上の自治体が韓国、台湾を挙げているという

調査結果があります。この観光客誘致、宮崎―

台北間の定期便の就航について、知事の思い入

れと期待についてお尋ねをいたします。それか

ら、宮崎の物産フェアを開かれておりますけれ

ども、この物産フェアを通じて、宮崎県の物産

販売、宮崎の産物の何が売れると感じたのか、

知事にお尋ねをいたします。

次に、自殺の対策について福祉保健部長にお

尋ねをいたします。

「太陽と緑の国」と言われる宮崎県が自殺率

全国２位というニュースは、少なからず県民に

とってショックではなかったかと思います。都

道府県別では、秋田、青森、岩手、山形、富山

という冬の厳しい豪雪地帯の県が自殺率が高

く、自殺率が低いのが太平洋側の気候温暖な県

と一般的に見られていますが、宮崎県と高知県

が温暖な太平洋側からはワースト10に入ってお

ります。気候だけではなく、交通の不便な、過

疎と高齢化の進んだ農山村県の自殺率が高いと

言う学者もおりますが、決定的な傾向ではない

と思われます。宮崎県の自殺率が高い理由をど

のように分析されておるのか、お伺いをいたし

ます。

次に、「集落の現状に関する調査」について

お尋ねをいたします。

現在、この調査が公表されて、いろいろなと

ころで話題となっております。調査の結果をど

う見るのか。まだ公表されたばかりですので、

これからの分析になるのだと思いますが、私

は、集落の置かれている現状がやはりそうだっ

たのかと、素直にあらわれているのではないか

と思います。山間集落ほど機能が低下し、耕作

放棄地がふえ、森林が荒廃し、鳥獣害がふえて

いる。これからの存続のためには、雇用の機会

の創出、つまり所得対策、そして医療対策が必

要である。そういうようなことが、この調査に

あらわれていると思います。この調査に当たっ

て、予想された結果どおりなのか、違っていた

のか、思っていたより厳しくなっているのか、

そうでないのか、どういう感想を持っているの

か、県民政策部長にお伺いいたします。

以下の質問は自席から行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

自然災害への認識と対策についてでありま

す。本県は、毎年のように大雨や台風の被害が

発生しており、特に平成17年の台風14号による

風水害や平成18年の延岡市などで発生した竜巻

は、県内に未曾有の被害をもたらしました。ま
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た先日、岩手県や宮城県で震度６強を記録する

非常に強い地震が発生しましたが、本県におい

ても今後、日向灘や内陸部を震源とする同規模

の地震の発生する可能性が指摘されておるとこ

ろでございます。このようなことから、県で

は、昨年策定した新みやざき創造計画の中で、

「安全で安心な暮らしの確保」を県の主要施策

として位置づけ、宮崎県地域防災計画に基づ

き、災害に対する意識づけや治山・治水対策な

どソフト・ハードの両面から、災害に対する取

り組みを行っているところでございます。特に

中山間地域における災害につきましては、道路

の寸断による孤立化など地域住民に与える影響

も大きいことから、そのことを想定した通信手

段の確保や輸送手段の確保などは大変重要なこ

とであると認識しており、先般の県総合防災訓

練におきましては、孤立地域に電気を回復する

訓練や孤立住民を救助する訓練も実施したとこ

ろでございます。県といたしましては、今後と

も宮崎県防災対策推進条例に基づき、自助、公

助、共助の考えをもとに、県民への啓発や市町

村など関係機関との連携を図りながら、災害に

強い県づくりに努めてまいりたいと考えており

ます。

続きまして、地上デジタル放送についてであ

ります。地上デジタル放送への移行は、国の政

策として推進されているもので、国及び放送事

業者において、円滑な移行のための措置がなさ

れることが必要不可欠であると考えておりま

す。また、県といたしましても、県内の地上デ

ジタル放送を円滑に推進することは、情報通信

格差の拡大を防止する上でも大変重要なことで

あると認識しております。したがいまして、国

に対する「みやざきの提案・要望」において、

支援措置の拡充を初め経済的弱者への対応、さ

らには地上デジタル放送への移行に合わせ、従

来のアナログ放送の難視聴地域の解消への取り

組みなどを要望しているところでございます。

今後とも、私はあらゆる機会をとらえ、国の支

援制度の一層の拡充を要望してまいりたいと考

えております。

続きまして、台北線への思いについてであり

ます。台北線の開設につきましては、チャータ

ー便の実績を積み重ねるとともに、長年にわた

り、県議会や経済団体等と一体となって関係機

関や航空会社に働きかけ、ようやく実現した路

線であり、大変うれしく思っております。今

後、この定期路線を御利用いただくことによ

り、本県と東アジアとのさまざまな交流が拡大

するとともに、地域の活性化が一層促進される

ことを期待しております。また、台湾への県産

品の販路拡大についてでありますが、台湾では

安全・安心な日本の産物に対する評価も高いこ

とから、魅力的な市場であると考えておりま

す。特に農産物では、カンショ、キンカン、加

工品では、乾シイタケ、漬物などが定番化して

おり、今後、有望な産品ではないかと考えてお

ります。今後とも、物産フェアの開催等を通じ

まして、県産品の認知向上と販路拡大に積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。以

上です。〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 「集

落の現状に関する調査」の結果についてであり

ます。本調査につきましては、県内の過疎地域

等市町村の集落の実態を把握し、今後の集落整

備のあり方に関する検討の基礎資料とするた

め、集落の住民等に対してアンケート調査等を

行ったものであります。集落の厳しい実態につ

きましては、これまでもしばしば言われてきて

おり、私も、県内の集落に直接足を運びなが
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ら、その実態を把握してきたところでありま

す。そのような中におきまして、今回の調査結

果につきましては、私もある程度予想はしてい

たところでありますが、さまざまな角度からそ

の実態が数量的にも明らかになり、改めて集落

の厳しい現状を実感したところであります。以

上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 本県

の自殺死亡率が高い原因についてであります。

本県において、昨年１年間に394名の方がみずか

ら命を絶たれているということは、まことに悲

しい現状であります。一般的に自殺の原因につ

きましては、健康問題、経済問題、家庭問題な

どが挙げられておりますが、本県では自己破産

率や完全失業率、離婚率等が高く、これらと自

殺率との関係があると考えられます。また、平

成17年度に精神保健福祉センターが西諸県地域

５市町村の住民を対象に実施した「こころの健

康アンケート調査」では、自殺願望に影響を与

える要因として、「家庭内ストレス」「自殺に

対する寛容さ」「助けを求めることへの恥ずか

しさ」等が挙げられております。これらの要因

が相まって、本県の自殺死亡率が高くなってい

るのではないかと考えております。以上です。

〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 教育施設の

ＰＲ等についてであります。総合博物館、美術

館、図書館におけるＰＲにつきましては、年間

の展示会等の予定や提供するサービスの内容等

をパンフレットにまとめ、県内市町村や関連文

化施設、学校等に配布するとともに、特別展示

や講座などの開催に当たりましては、テレビ、

新聞等を通じて県民の来館や参加の呼びかけを

行っているところであります。また、各施設に

おきましては、野外講座や移動美術館、コン

ピューターネットワークを活用した図書の貸し

出し等を実施し、広く県民の皆様の利活用が図

られるよう努めているところであります。今後

とも、市町村や関係団体等と十分連携を図りな

がら、各施設のＰＲと利活用の促進に努めてま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○黒木正一議員 防災対策につきまして、総務

部長にお尋ねをいたします。

岩手・宮城内陸地震や、４年前にありました

新潟県中越沖地震は、どちらも中山間地に被害

が集中し、山地崩壊によって道路が寸断され、

集落が孤立しました。本県においても、台風災

害により集落が孤立する事態が起こっておりま

す。このことを想定した通信手段の確保や輸送

手段の確保などは、大変重要であると認識され

ておられるようでありますけれども、このよう

な事態に備えての食料備蓄体制、搬送体制はど

うなっておるのか、お伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 食料備蓄あるいは

輸送手段についてのお尋ねでございますけれど

も、県や市町村で、米、缶詰、毛布などの物資

を、日赤の倉庫あるいは県の出先機関等に備蓄

しているところであります。こういった備蓄で

も不足するような大規模災害発生時には、災害

応援協定に基づきまして、民間の流通在庫備蓄

を活用するとともに、国、九州あるいは山口各

県に対しまして、応援物資の要請を行うことと

しているところでございます。物資の輸送でご

ざいますが、トラック協会等による陸上輸送と

しておりますけれども、中山間地域において、

道路の寸断ということで車両輸送が困難な場合

も想定されますので、防災ヘリの活用、それか

ら自衛隊等への要請によるヘリコプター等によ

り輸送することとしておるところでございま

平成20年６月19日(木)



- 98 -

す。以上でございます。

○黒木正一議員 今回の岩手・宮城の地震は、

震源が浅くて活断層によるものと言われており

ます。その脅威はすさまじいものがあります。

先ほど知事は、「本県においても今後、日向灘

や内陸部を震源とする岩手・宮城内陸地震と同

規模の地震が発生する可能性があるというよう

な指摘を受けている」という話をされましたけ

れども、本県には活断層があるのかどうか、ま

た地震の発生予測はどう考えているのか、地震

対策にはどう取り組んでいるのかということ

を、総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 一般的に活断層と

いうのは、過去にその地域で大きな地震が発生

した痕跡でございまして、国の地震調査研究推

進本部がことし５月に公表した資料によります

と、発生する地震の規模が大きく、社会的・経

済的影響が大きいとされる主要な活断層は、全

国に110あるということでございますが、その中

に本県は含まれておりません。しかしながら、

本県ではこれまで、御承知のように日向灘ある

いは東南海・南海を震源とする、いわゆるプレ

ート型の地震、さらにはえびの市周辺を震源と

する内陸部の地震が発生している事実がござい

ます。また、今後10年以内には、マグニチュー

ド7.1前後の地震が日向灘で30％から40％の確率

で発生すると予測されているところでございま

す。

こういったことから、昨年３月に、プレート

型地震に加え内陸部の地震も想定した「宮崎県

地震減災計画」を策定したところでございまし

て、その内容は、想定される死者数の半減を目

指し、防災意識の啓発あるいは自主防災組織の

充実、住宅・建築物の耐震化などの取り組みを

行うこととしているところでございます。本年

５月の第４日曜日、「宮崎県防災の日」を中心

として、県総合防災訓練を行いましたし、テレ

ビ、ラジオ等を活用した啓発、それから小中学

生への防災教育の実施、あるいは市町村や防災

機関との連携強化、こういったことに鋭意努め

ているところでございます。今後とも、こう

いった取り組みを推進いたしまして、地震によ

る被害の最小化に努めてまいりたいと存じま

す。

○黒木正一議員 先般、宮崎県総合防災訓練が

行われたということであります。小林市、えび

の市、高原町で行われたということでありま

す。自衛隊や消防団は参加しておりましたけれ

ども、これまで参加していた地元の建設業協会

が今回は参加しなかったというふうに聞いてお

ります。台風、地震等の災害時に、非常に重要

な役割を担ってきたのは建設業者であります。

災害時応援協定を結んで協力関係にある建設業

協会はなぜ訓練に参加しなかったのか、また、

これからの連携をどう考えているのか、総務部

長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 御指摘のように、

地域における建設産業の役割というのは、大変

重要なものがあると認識しております。県にお

きましては、本年５月に、小林市、えびの市、

高原町において、先ほどの県総合防災訓練を実

施したところでございますけれども、訓練の実

施に当たりましては、昨年12月から関係市町と

調整を始め、本年２月には関係機関を集めた全

体会議を開催し、その後も相当回数にわたって

関係者の連絡会議等を重ねてきたところでござ

います。御質問の建設業協会につきましては、

第１回の全体会議に地元の関係者に御出席をい

ただいたところでございますが、訓練内容等を

考慮され、参加を見送られたものと理解してお
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ります。県といたしましては、災害時における

建設業協会の役割は、御指摘にもありましたよ

うに極めて重要でありますし、さらに災害時応

援協定も締結いたしておりますことから、引き

続き今後とも連携を十分図ってまいりたいと考

えております。

○黒木正一議員 今後とも良好な関係を保って

いきたいということでありますけれども、台風

等で―地震のときもそうでしょうけれども

―道路が寸断されたときには、本当に活躍す

るのが地元の建設業、重機を持っている建設業

でありまして、これからもどうか良好な関係を

保っていかれるように御要望しておきたいとい

うふうに思います。

さきに申しましたとおり、ここ数年、宮崎・

熊本・鹿児島県の南九州に山地災害が集中して

おります。本県においても、数年前から非常に

多くなっておりますが、山地災害の過去５年間

の発生状況、復旧及びその予防対策について、

環境森林部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 平成15年か

ら19年までの５年間の被害は、858カ所、552

億5,000万円となっております。これらの箇所に

つきましては、治山事業により、これまで388カ

所の復旧を終えているところでございまして、

その他の箇所については、緊急性の高い箇所か

ら計画的に復旧することといたしております。

また、山地災害の予防対策を推進することは、

県民の生命や財産を守るとともに、下流域への

被害を軽減する上でも大変重要でありますの

で、県では4,405カ所の「山地災害危険地区」を

指定しまして、危険度の高いところから、治山

ダムや地すべり防止工等の予防対策を計画的に

実施しているところであります。今後とも、市

町村や関係機関との連携を図りながら、山地災

害の未然防止に取り組みまして、災害に強い県

土づくりを推進してまいりたいというふうに考

えております。

○黒木正一議員 ここ５年間で552億を超える被

害額、なお4,400を超える危険箇所があるという

ことであります。台風の襲来、梅雨時の地震な

どが起きますと、下流域にかけて大被害をもた

らす可能性が考えられます。山地災害の未然防

止に対しまして、力強く取り組まれることを期

待いたします。

ここ数年の台風・大雨被害によりまして、河

川に大量の土砂が堆積しており、台風など災害

に対する大きな不安要因となっております。河

川の砂利しゅんせつ、河床の掘削など、災害予

防対策を求める声が非常に大きく上がってきて

おります。県も優先順位を決め、その対策を

とっていただいておりますけれども、追いつか

ないというのが現状であります。県の今後の方

針について、県土整備部長にお尋ねをいたしま

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 平成17年の台

風14号を初め、近年の多発する集中豪雨による

山腹崩壊などによりまして、耳川や小丸川、一

ツ瀬川などで土砂が河川に堆積いたしまして、

川の流れが著しく阻害される状況が発生したと

ころでございます。このため県では、治水上、

緊急性が高い箇所を優先的に、災害復旧事業で

すとか県単独事業によりまして、土砂の除去に

努めてまいりました。県が管理する河川の堆積

土砂につきましては、平成17年度から19年度末

までに、おおよそ28億円の予算を投入いたしま

して、約180万立方メートルを除去したところで

ございます。また、本年度も、現在、出水期を

控え対策が必要な県内13カ所におきまして、堆

積土砂の除去を行っているところでございま
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す。県といたしましては、公共事業への活用で

すとか、公募により募集いたしました砂利採取

業者に搬出させる制度の活用というものを図り

ながら、今後とも引き続き、堆積土砂の除去に

努めてまいりたいと存じております。

○黒木正一議員 砂利の利活用の根本的な対策

はないだろうかと、いつも思うのでありますけ

れども、住民の不安が解消されるように、さら

なる取り組みをお願いしておきたいというふう

に思います。

次に、学校の耐震化についてお伺いをいたし

ます。中国・四川省の大地震では、多くの学校

が崩壊いたしました。数多くの子供たちが犠牲

となりました。この地震を受けて、災害時の避

難場所としても利用されている学校の耐震化を

急ぐために、国も早急に法を改正して、その対

策に取り組もうとしております。地方自治体の

負担を軽減する措置がとられるようであります

けれども、耐震化の現状と今後の取り組みにつ

いて、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 本年４月１日現在の

県内の公立小中学校における耐震診断の実施率

は97.8％であり、耐震化率は71.4％となってお

ります。また、県立学校につきましては、耐震

診断は終了しており、耐震化率は83.0％となっ

ております。こうした中、今、御披瀝になりま

したように、去る６月11日に、地震防災対策特

別措置法改正法が成立したところであります。

この法の成立によりまして、国庫補助特例にお

ける平成22年度までの時限措置は据え置かれた

ままで、大規模地震の際に倒壊等の危険性の高

い公立小中学校等の建物を対象とする耐震補強

事業につきまして、補助率が２分の１から３分

の２に引き上げられるなど、地方負担の軽減が

図られたところでございます。このような国の

積極的な方針を受けまして、県教育委員会とい

たしましては、各市町村に対し、小中学校の耐

震化を一層推進するよう、指導助言にさらに力

を入れてまいりたいと存じます。また、あわせ

まして、県立学校につきましても、耐震化の推

進に一層努めてまいりたいと考えております。

以上であります。

○黒木正一議員 今年度、県は私立学校への耐

震化支援事業を創設して、公立学校に比べおく

れている耐震化促進に取り組み始めたところで

ありますけれども、私立学校の耐震化率と今後

の取り組みについて、県民政策部長にお尋ねい

たします。

○県民政策部長（丸山文民君） 平成19年４月

現在でございますけれども、私立小中学校の耐

震化率は80％、私立高校の耐震化率は59.2％と

いう状況になっております。もとより学校施設

は、児童生徒の学習・生活の場でありますとと

もに、災害時の避難場所ともなりますので、安

全性を確保する観点から、耐震化は極めて重要

な問題だと認識しております。県といたしまし

ては、私立学校における耐震化を促進するた

め、今年度、お話にございましたように、「私

立学校耐震対策緊急支援事業」を創設し、耐震

診断を実施する私立学校に補助を行うこととし

たところであります。また、私立学校が耐震補

強工事等を行う場合には、国の補助制度や私学

事業団の融資制度がございますので、私立学校

に対しまして、これらの支援制度を活用した耐

震化について指導助言を行い、耐震対策を図っ

てまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 こういう機会をとらえて、ぜ

ひ諸学校の耐震化に早急に取り組んでいただく

ようにすべきだというふうに思います。

さて、個人の住宅でありますけれども、この
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耐震化については、現在、耐震化事業が行われ

ておりますが、診断はしても費用が大きいから

改修が進まないというような状況を聞いており

ます。現在、県内には耐震診断の必要な住宅は

どれぐらいあるものなのか、また実施率、今後

の耐震改修に対する考え方について、県土整備

部長にお尋ねいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 木造住宅の耐

震化の促進を図るために、県におきましては平

成17年度から、木造住宅の耐震診断に取り組む

市町村に対しまして支援を行っているところで

ございます。これまでに20の市町におきまし

て、279戸の耐震診断が実施されたところでござ

います。しかしながら、耐震診断を必要といた

します木造住宅は、県内に約12万戸存在してお

りますので、引き続き、市町村の取り組みを促

進してまいりたいと考えております。また、耐

震改修につきましては、耐震診断の結果ですと

か居住の状況などに応じた改修が望ましいと考

えておりますので、今年度から新たに導入いた

しましたアドバイザー派遣制度を活用しなが

ら、きめ細かな相談の実施など、市町村との連

携を図りながら、木造住宅の耐震化の促進に取

り組んでまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 個人の木造住宅ではあります

けれども、まだまだ耐震診断が進んでいないと

いう状況のようでありますが、市町村の取り組

みをぜひ促進していただきたいというふうに思

います。

続きまして、県民政策部長に、地上デジタル

放送に関してお伺いをいたします。先ほど知事

が、「あらゆる機会をとらえて国の支援制度の

充実を要望していきたい」と力強く言われまし

たので、大変心強く思うところであります。こ

れまでのいろんな要望の結果、国の補助事業も

変わりつつあるようでありますが、どのような

ものでしょうか。それから、現在、各市町村が

どのような取り組み状況なのか。また、他県に

おきましては、県が補助事業を行っているとこ

ろがあるようでありますけれども、他県の動向

についてもお伺いをいたします。

○県民政策部長（丸山文民君） まず、国の補

助制度についてであります。県では、これまで

国に対して、地上デジタル放送への移行に必要

な支援措置の創設等を要望してきたところであ

ります。その結果、昨年度、中山間地域等にお

ける共同受信施設につきまして、地上デジタル

放送を視聴可能にするための改修等に対する支

援制度が創設され、さらに本年度におきまして

は、補助率の引き上げなど、制度の改善がなさ

れたところであります。次に、現在の市町村の

取り組み状況についてであります。市町村にお

かれましては、共同受信施設の受信点の調査及

び改修等についての住民への説明会を実施さ

れ、啓発に取り組んでおられるところでありま

す。最後に、他県の動向についてであります。

本県と同様に、ほとんどの県が中山間地域等難

視聴地域を抱えてその対策に苦慮し、支援措置

の拡充を求めるなど、国等への要望活動を実施

してきているところであります。なお、４府県

におきましては、国の補助制度とあわせて、県

の補助事業も実施されていると伺っておるとこ

ろであります。以上であります。

○黒木正一議員 昨年12月の議会においても、

地上デジタル化への対応についてお聞きいたし

ました。そのときに、全面移行したときの難視

聴予測世帯は約4,000世帯という答弁でありまし

た。このたびの国に対する「みやざきの提案・

要望」では、5,910世帯となっております。増加

している理由についてお伺いをいたします。
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○県民政策部長（丸山文民君） これまで御説

明申し上げております約4,000世帯の内訳であり

ますけれども、これにつきましては、共同受信

施設の新設等が必要となる世帯が1,780世帯、そ

れから共同受信施設の移設等が必要となる世帯

が2,010世帯であります。この合計の3,790世帯

につきまして、約4,000世帯と申し上げてきたと

ころであります。これらに加えまして、現在の

アナログ放送におきましても難視であり、地上

デジタル放送への移行後も同じく難視となる世

帯が県内で2,120世帯ありますので、これを合計

いたしまして5,910世帯ということになります。

以上であります。

○黒木正一議員 何かちょっとよくわからない

んですけれども、12月のときも5,910世帯はあっ

たというふうに理解してよろしいわけですね。

○坂口博美議長 傍聴者もありますし、質問さ

れている議員にもそこのところは大切ですか

ら、だれにでもわかる説明を再度求めます。

○県民政策部長（丸山文民君） 提案・要望で

は5,910世帯と合計をしております。その中で、

現在の共同受信施設を新設しなければデジタル

放送が見られない世帯が1,780世帯。現在、共同

受信施設はあるんですけれども、それをほかの

場所へ移設しないとデジタル放送が見られない

世帯というのが2,010世帯、これが合計する

と3,790世帯になります。そのことを今まで

約4,000世帯と申し上げてきたところでありま

す。一方では、今でもアナログ放送が見られな

い世帯が2,120世帯あるということであります。

そして、これはデジタルへ移行しても、やっぱ

りそのまま見られないということでありますの

で、この世帯が、今申し上げました2,120世帯と

いうことであります。ですから、結論を申し上

げますと、今までも5,910世帯はあったというこ

とであります。

○黒木正一議員 今年度の県の予算におきまし

ても、アナログの難視聴地域の解消事業という

のがあるわけでありますが、これはなぜかなと

最初の予算の提案のときに思ったんです。３年

後にデジタル化するのに、なぜ今ごろアナログ

の対応―といいますか、もう既にデジタルの

対策の研究費ぐらいはつけるのが本当であっ

て、なぜアナログ放送の解消をするのかなとい

う気がしたんです。聞くところによりますと、

このアナログ放送の難視聴対策事業というの

は、使われることはないだろうというような話

も聞いておるものですから、何かちょっと、そ

ういう人たちが置き去りにされておるというよ

うな感じで、複雑な思いはいたしますけれども

……。ぜひ難視聴世帯がないように、ひとつ御

努力いただきますよう、よろしくお願いを申し

ておきたいというふうに思います。

続きまして、携帯電話についてでありますけ

れども、県土の何％、面積でいうと何％利用で

きないところがあるのだろうかと、いろんな人

に聞くのでありますけれども、なかなか答えが

難しいようであります。この携帯電話の現在の

エリア拡大の状況はどうなっておるのでしょう

か。それからまた、ラジオ放送の受信について

でありますけれども、これまで私ども、山で作

業する人とか、いろんな台風災害とかあったと

きに、ラジオ放送が聞ければいいんだがなと思

いまして、何度も要望してきたわけであります

けれども、これはなかなか難しいという話であ

りまして、本当に不可能だろうかというふう

に、いつも思うんです。夜になりますと、外国

語放送は非常に強く入ってきて、ナイターを聞

いていても、いつの間にか妙な歌謡曲番組に変

わってしまったりということで、電波的にそう
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いう何かの利用ができないものだろうかといつ

も思うんですけれども、要望はしてきました

が、一向に前進はいたしません。特に災害時に

は重要な情報源でもありまして、ラジオの時代

はまだ終わってはいないと思うのでありますけ

れども、可能性があるのかどうかお伺いいたし

ます。

○県民政策部長（丸山文民君） 携帯電話であ

りますけれども、もちろん日常生活の利便性向

上を初め、災害等の緊急時の連絡手段としても

大変重要な情報手段であると認識をしておりま

す。県におきましては、これまで国の補助事業

や平成18年度に創設した県単独事業を活用しま

して、エリア拡大を図ってきたところでありま

す。その結果、平成６年度から19年度までの14

年間に、約２万世帯のエリア拡大が図られたと

ころであります。県内で携帯電話が１社も使用

できない地域は、平成19年度末現在であります

けれども、約2,300世帯となっております。この

結果、県内全世帯の99.5％で携帯電話のサービ

スを受けることが可能となっております。次

に、ラジオでありますけれども、これにつきま

しては、中継局の整備に要する経費や維持管理

経費が多額に上ることから、放送事業者におい

て事業の見通しが立っていないのが現状でござ

います。しかしながら、県内の情報通信格差の

是正を図ることは必要であると思っております

ので、放送事業者との意見交換などを通じまし

て、今後も粘り強く要望してまいりたいと考え

ております。以上であります。

○黒木正一議員 可能性がゼロではないと思い

ますので、可能性がある限り、ぜひ御努力いた

だきたいというふうに思います。

それから次に移りますが、総合博物館の利用

状況についてお尋ねをいたしたいと思います。

ことしの３月であったでしょうか、博物館で開

かれました「やってきたきた 県北調査展」と

いうのがありました。県北の「北」にかけて

「やってきたきた」というふうに言っているの

かもしれませんけれども、博物館では、県内を

県北、県央、県南、県西の４つのゾーンに分け

て調査を行っており、県北地域の動物、植物、

地質、考古、歴史、民俗に関する資料や情報を

展示したという展示会でありました。私は久し

振りに総合博物館に行って、県北展を見て大変

感動いたしました。そこには、五ヶ瀬町で発見

された県内最大のアンモナイトの化石、それか

ら日之影町で発見された大きな二枚貝のメガロ

ドンの化石―今も博物館の横に置いてありま

すけれども―そういうすばらしいものが展示

されておりました。それからまた、大崩山に自

生していたナガバノキソチドリ、ヨウラクツツ

ジ等重要植物が、シカの食害に遭って減少もし

くは消滅している可能性があるというようなこ

とも、そこでわかりました。この展示会の中

に、次のような説明がありました。「五ヶ瀬川

や五十鈴川の河原を歩くと、まるで岩石の図鑑

を見ているようです」と。この流域に住む子供

たちが、この展示会を見てこの説明を読んだ

ら、恐らく河原に行って石拾いをしたり、岩石

に興味を持ったのではないかなというふうに思

いました。県北の子供たちがこの展示会をどれ

ほど見たのかな、見る機会があったのかなとい

うふうに思ったものでありましたが、この博物

館の利用状況については現在どのようになって

おりますか、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 総合博物館におきま

しては、平成17年度の常設展の無料化以降、年

間10万人を超える入館者数を数えておりますけ

れども、特に平成19年度は、過去最多の入館者
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数を記録した「エジプト発掘40年展」が開催さ

れたこともありまして、17万人余りの方々に入

館いただいたところであります。また、総合博

物館では、常設展等の展示事業のほか、県内各

地域におきまして動植物の観察会や化石調査な

どの野外講座を実施するとともに、剥製標本等

を県内の小中学校や市町村の歴史資料館等に貸

し出し、有効に活用していただいているところ

であります。以上であります。

○黒木正一議員 利用状況も非常に好調に推移

しているということであります。いろんな企

画、出張展とか、そういったものをされている

ということでありまして、ますますそういう取

り組みをしていただきたいと思うんです。博物

館の特別展等展示会に行きますと、女性がいろ

いろ紹介したり案内していただくんですけれど

も、非常に熱心で親切に説明していただくもの

ですから、何度もつられてその後も行っており

ます。

そこで展示されていたメガロドンの化石であ

りますけれども、県内では椎葉村、高千穂町、

日之影町、そして博物館の調査で、ことし諸塚

村で発見されたということでありますが、諸塚

で発見されたものは、最近、山の中の作業道か

ら運び出して、諸塚の公民館のそばに置いてお

ります。こんなものが我々の住んでいる山の中

にあったのかなと、そういうのを見ると非常に

感動するんですね。メガロドンという二枚貝

は、熱帯地方の火山島のそばにすんでいた２

億1,000年から２億3,000年前の貝だそうであり

ますけれども、それが長い年月をかけて、海洋

プレートの移動によって長距離運ばれて、海洋

プレートが陸地に潜り込むときに陸にくっつい

た、付加されたと書いてあります。そういう説

明がしてありました。２億年の歴史を経たもの

を目の前にしますと、やっぱり大陸は動いてい

るんだな、長い歴史の中に我々は生かされてお

るんだなというような実感がわいてきて、非常

に感動してロマンを感じるんです。多分、子供

たちもそういう機会に接すると、自分たちが住

んでいるところの地層には日本列島の形成の歴

史が刻まれているんだなと思って、驚き感激す

るのではないかというふうに思います。

宮崎県の教育基本方針には、「郷土に対する

誇りを持つ人間の育成を目指す」というような

ことが書いてありますけれども、地域の歴史、

民俗、風土、そういうものを学ぶことによっ

て、そういうものを体感することによって、ふ

るさとを大切にしようという気になるのではな

いかというふうに思います。こういうすばらし

い財産が博物館にはいっぱいあると思います

し、間違いなくあります。これを有効利活用す

るように、例えば化石を一緒に探しに行くと

か、いろんな岩石を拾って、それのいろんな説

明をするとか、そういう野外での機会というも

のも非常に教育上有効ではないかというふうに

思います。

私は山に住んでおりますから、海のこととか

町のことはよくわからないんですけれども、か

つて、私どもより年上の人たちでしょうか、家

は一応出るけれども、学校に行かずに野山で遊

んで夜帰るというような―「山学校」と言っ

ておりましたけれども、大抵の人が経験してい

ると思いますけれども―教科書にはないもの

をいろいろな勉強をした。勉強になったかどう

かはわからないし、給食のない時代は弁当を

持っていきますから、腹を減らすこともなく、

そういう経験をしたものです。今、諸塚村で

は、諸塚で山学校をしようというエコツーリズ

ムをやって、わざわざ体験させてやるようなこ
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とをやっておりまして、静かなブームになって

おりますけれども、とにかくいろんな自然とか

いろんな文化とかに触れる機会を、総合博物館

を拠点として取り組んでいただきたいというふ

うに思います。

非常に時間が限られてきておりますので、次

に、ここで三たびですけれども、鳥獣害の問題

について質問したいと思います。私もこういう

宮崎の議場に来て、３回連続、何でイノシシと

かシカの話をするのかなと、自分でも非常に不

思議なような気がいたします。そして、私は一

番最初の質問のときに、東臼杵郡内では人間が

おりの中に住んで鳥獣害の対策をしているとい

う話をしましたけれども、この前、高千穂町の

緒嶋先輩議員に聞きますと、西臼杵にもそうい

う地区があるというような話でありました。全

国からの非常に深刻な鳥獣害の声を受けて、２

月に鳥獣害対策特別措置法が施行されまして、

それに基づいて鳥獣被害防止計画がどうなって

いるかという全国の作成状況が明らかになりま

したけれども、本県の状況というのはどうなっ

ておるのでしょうか。それから、それが少ない

という話も聞きますけれども、その理由につい

て、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 市町村におけ

る鳥獣被害防止計画につきましては、現在、３

市町が作成中、それから10市町村が今年度中に

作成する予定となっています。本法律の施行後

間もないことから、市町村の計画作成に対する

取り組みがおくれている面がございますが、県

としましては、鳥獣被害の防止は大変重要な問

題であると認識しておりますので、市町村にお

ける計画作成及び被害防止のための徹底的な取

り組みへの助言指導を行いまして、鳥獣被害防

止を推進してまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 シカの緊急捕獲促進事業がス

タートいたしまして、シカの捕獲への補助など

被害対策がとられるようになりました。また、

シカは１カ月猟期が延長されましたが、イノシ

シの猟期は２月15日までと、通常の猟期となっ

ております。隣接する他県では、３月15日まで

延長しているところがあるというふうに聞いて

おります。イノシシは、恐らく自分は熊本のイ

ノシシだとは思っていないんではないか、大分

県のイノシシだとは思っていないと。境が山で

すから、恐らく猟期でないところに入ってくる

という可能性はあると思います。そういう意味

で、被害が出ていなければ問題ないのでありま

すけれども、大変被害があるという話を聞いて

おります。イノシシの猟期の延長はできないの

か、環境森林部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） イノシシにつ

きましては、最近、被害額が増加傾向にありま

すことから、本年中に特定鳥獣保護管理計画を

策定いたしまして、狩猟期間の延長などを検討

してまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 ぜひその方向でお願いをした

いと思います。

次に、自殺対策についてお尋ねしたいと思い

ます。

このほど県は、自殺対策推進本部を開

き、2016年までに2005年の自殺率を25％減らす

という目標を設定いたしました。自殺は心の問

題であって、数値目標を立てて実行することは

容易ではないと考えられますけれども、対策の

先進県におきましては、相当な減少を実現して

おります。この問題は、県民それぞれが自分の

問題として取り組む必要があるというふうに思

いますが、その対策について、また25％減の根

拠をお伺いいたします。福祉保健部長にお願い
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いたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 国では、平

成17年の自殺死亡率を基準にしまして、28年ま

でに20％以上減少させるという目標を立ててお

ります。各都道府県が自殺対策を進める上で、

この20％というのが最低ラインであると認識し

ておるところであります。自殺死亡率が全国第

２位になった本県にとりましては、その対策を

進めるために、国よりも厳しい25％減という目

標を設定したところであります。この自殺対策

のために、今年度は、新規事業であります「自

殺ゼロ」プロジェクト推進事業の中で、行動計

画の策定や県民への普及啓発、人材の育成及び

未遂者や遺族に対する支援を行うこととしてお

ります。また、昨年11月に、県庁内に知事を本

部長とする「自殺対策推進本部」を設置いたし

ましたが、この６月には、県内で活動されてい

る諸団体や関係機関で構成する「自殺対策推進

協議会」が発足したところでありまして、官民

一体となって自殺対策に取り組んでまいりたい

と考えております。以上です。

○黒木正一議員 きょう昼のニュースでも、自

殺の問題が取り上げられておりました。自殺者

の動向というグラフが出ておったわけですけれ

ども、これまでの自殺者がふえた時期等を調べ

れば、どういう背景があるのかというので、原

因究明と対策に生かせるというふうに思うわけ

であります。自殺率が高くなった時期というの

は、戦後の経済復興期、それから昭和60年前後

の石油危機後の不況期、そして最近では平成９

年から平成10年にかけて一気に高くなりまし

て、それがずっと今まで継続しております。平

成10年に急に自殺率が高くなった要因をどう考

えるのか、お伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 御指摘のとお

り、平成９年から10年にかけて、全国的にも、

また本県においても、自殺者数の急増が見られ

たところであります。今回初めて発行されまし

た国の自殺対策白書などによりますと、平成10

年の自殺者急増の要因は、45歳から64歳までの

中高年男性の自殺者の増加によるもので、その

背景には、バブル崩壊後の景気後退局面の中

で、中高年男性の雇用、経済環境の悪化などが

あると分析されております。この年は、都市銀

行や大手証券など企業倒産が増加するととも

に、景気に対する見通しが急速に悪化し、企業

に対する貸し渋りなどが社会問題となった時期

であります。このような状況が働き盛りの世代

の男性に強く影響して、この世代の自殺者が急

増したものと考えられます。以上です。

○黒木正一議員 景気・経済が要因とします

と、平成10年に急に自殺率が高くなって、それ

がずっと推移しているということは、やはりい

まだに景気が悪いといいますか、経済状況が厳

しいということになろうと思います。ちょっと

心配されますのは、前回の自殺率が高くなった

ときがちょうど石油危機後の不況期ということ

で、今、燃料が非常な勢いで上昇しておりまし

て、将来というのが非常に心配されるなという

ふうに考えられるわけでございます。

そこで今回、県はこういう自殺対策をとるわ

けでありますけれども、やはりそれぞれ一人一

人が、みんなが協力し合って、それぞれできる

ことをやらなければならないというふうに思い

ますが、それなら何をやったらいいのかという

ところがあるわけです。知事は日本一が好きだ

と言われましたけれども、これだけは日本一に

するわけにはいかないと思う。そのためには、

みんな一人一人がきょうから対策を考えなけれ

ばならない。そのためには何をしたらいいのか
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というのがわかりません。ですから、早くそう

いう対策、みんなが取り組むべきことというの

を、専門家とか先進地の事例とかそういったも

のを紹介していただいて、みんなで、それこそ

県民総力戦で取り組んで、何とかとうとい命を

取りとめるためにみんなで努力していくよう

に、ぜひそういういろんな資料というか情報を

提供していただきたいと思います。以上、要望

いたしまして、私の質問を終わります。（拍

手）

○坂口博美議長 ここで、答弁者側に一言申し

上げます。答弁の工夫あるいはあり方ですけれ

ども、今の質問に対しての答弁もそうでした、

全く理解できないですよね。傍聴者の皆さんも

わからなかったと思います。今の難視聴予測の

数字の違い、11月議会では同じトーンで黒木正

一議員は質問されております。それに対しての

答えがまるっきり違っているのが一つ問題。そ

れから、今の質問で、建設業者がなぜ訓練に加

わらなかったのかという県の判断を求められた

けれども、それは第１回目の全体会議に出席し

て業者が勝手に必要ないと判断したのだろうと

いう答弁でありました。これもすれ違っており

ます。それから、以前は議案書で上げられてお

りました県の基金の残高、これが答弁と違って

いたいきさつもありました。調整後の数字だと

いうことで弁明されましたけれども、議会は

もっと真剣な場所です。ですから、答弁のあり

方は一貫性を持つべきですし、工夫があるべき

ですし、精いっぱい議員の気持ちに対してこた

えるべきだと感じましたので、今後、検討方を

お願いいたしておきます。

次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

２番手、中継ぎの図師博規でございます。たく

さんの傍聴者の皆様、まことにありがとうござ

います。先日、県議会対抗の野球大会がありま

した。そのとき、先発ピッチャーを務めさせて

いただきましたが、フォアボール連発の的外れ

ばかりで、チームの皆さんには大変な御迷惑を

おかけしました。きょうの一般質問は、的を外

すことなく直球勝負でまいりたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いします。

まず初めに、通告しておりました自治体の税

収格差対策についてお伺いしてまいります。

この税収対策を考える上で、皆様と共通認識

を持っておきたいと思うことがあります。それ

は、国の財政状況は既に破綻状態にあるという

こと、もっと言うならば、中央政府は既に沈没

しています。自治体の財政状況を示す４つの指

標があります。１つは実質赤字比率、もう１つ

が連結実質赤字比率、そして実質公債費比率で

す。４つ目は将来負担比率。国と地方の財政状

況を示す上で、判断していく上で、収入に対す

る赤字の元利支払い分がどれほど大きいかを示

す実質公債費比率で比較をしてみますと、既に

財政破綻して財政再建団体になった北海道夕張

市の数字は38.1％、長野県滝沢村につきまして

は42.2％、そして国は何と80.4％を示している

んです。これはもう驚きの数字です。この数字

が何を示すかと申しますと、中央政府は既にリ

ーダーシップをとる能力は欠落しており、今

後、地方公共団体が護送船団を組んで国を引っ

張っていくような、もしくは地方が沈没船を引

き揚げるような時代になってきているというこ

とを、我々は認識しなくてはいけません。

これから財政改革をしていく上で、国は特殊

法人の切り捨てをし、国会議員も、我々がする

ように大幅な定数削減を図らなくてはいけない

と考えます。不透明な浪費をなくし、今後、健
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全な国、そして地方を築くためにも、今まさに

この税制改革というのは必然なんです。今後、

我々が果たす役割は大きく、そして、国との役

割の割合を変えていく時代でもあります。三位

一体改革では、地方交付税がカットされ、補助

金がカットされ、事務事業だけが押しつけられ

る、そういう状況が目につきます。国と地方の

税源配分を５対５にするということを目指した

地方六団体の地方分権推進決議はどれだけ尊重

されているのか、甚だ疑問です。それでも今後

地方は、足腰の強い自治体運営を目指し、道州

制も視野に入れ、税収確保を図らなければなり

ません。特に現在、地方経済の盛衰で顕著と

なってしまった都市部と地方の税収格差是正

は、あらゆる手段を講じて取り組まなければな

らない一つです。

その一助として考案されたのが「ふるさと納

税制度」ですが、正直言ってこの制度にも、私

はがっかりです。この制度の考案当初は、個人

住民税の部分を自分のふるさと、もしくはみず

から納付先を選定し、都道府県及び市町村に納

められるものになると協議されていたにもかか

わらず、実際の内容は、従来施行されていた寄

附金制度の内容を拡充したものにすぎなくなっ

てしまっているんです。それでも、ふるさとを

思い、宮崎を愛する方からの納付はありがたい

限りで、納税額の大小にはかかわらず、宮崎に

関心を持っていただくことは、宮崎への帰省に

もつながり、県産品の購入にもつながるなどの

相乗効果は大いに期待できます。今後、このふ

るさと納税の促進のため、ＰＲは有効だと考え

ます。そこで、平成20年１月から受け付けが開

始されましたこの「ふるさと納税制度」に、宮

崎県では、今どれぐらいの申し込みがあって、

また総額がどれぐらいになっているのかをお答

えください。

鹿児島県では、鹿児島県出身者を、関西への

出身者が150万人、関東への出身者が100万人、

合計250万人、その250万人の30％の方から１人

１万円ずつ納税いただいたとした場合、75億円

の納税があると試算され、鹿児島県の県外事務

所には、ふるさと納税促進員を特別に配置さ

れ、その活動を強化されております。今後、知

事として、この納税制度にどのように取り組ま

れるのか。また、この納税制度を今どのように

評価されているのか、そのあたりも含めてお答

えください。

以上、残りの質問は自席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 「ふるさと

納税制度」についての御質問でございますが、

この導入に当たりましては、私も地方を代表し

て、都市部の県知事の方たちと御議論もさせて

いただいたところでございます。そのときに、

やっぱり都市部と地方とでは意見の相違がござ

いました。受益者負担等々の問題があって、そ

れは水平調整で、水平的な地方の取り合いでど

うするのかというような議論がございまして、

結局、寄附税制に落ちついたところがありま

す。寄附税制ではやっぱり限界がある、図師議

員が御指摘のように、それは当初からわかって

おりました。10％というですね。それと、寄附

に対する日本人の考え方が、いま一つ諸外国に

比べて薄うございます。これは宗教的な問題も

あったんでしょうけれども、そういう寄附税制

にすることについての限界性というのは感じて

おりました。

しかし、このふるさと納税というのは、地方

にとっては非常に重要な財源となるわけでござ

います。これをＰＲしようじゃないかと、各自

平成20年６月19日(木)



- 109 -

治体も一生懸命頑張っておりますが、ＰＲする

と同時に、それに対する何かお礼を上げたり、

商品を上げたり、そういったもので過当競争に

なってしまうのもいかがかなという感じがござ

います。鹿児島県におきましては、県外の事務

所に数人、それ専門の方々を置いて、鹿児島県

出身の方々に広く働きかけるというような取り

組みもなされているようでございます。それが

今の段階でどれぐらいバックがあるのか、効果

があるのかということで、具体的な数字は、細

かい数字は出ておりませんが、６月１日現在、

たしか鹿児島は10数件で100数十万ぐらい、本県

は10件でたしか48万だったと思いますけど、そ

れぐらいの効果が出ているわけでございます。

今後、このふるさと納税というのは、重複しま

すけれども、非常に自治体にとっては、財源的

には非常に重要なツールにしなければいけない

と思いますので、県のホームページ等でも「ふ

るさと宮崎応援サイト」を立ち上げるととも

に、県外で開催される県人会とか同窓会などで

ＰＲをしてまいりたいと考えております。私も

機会を通じ、これは全国的に―最初だけ花火

を上げておいて後は知らぬ存ぜず、あるいは、

じり貧になってしまうというか、竜頭蛇尾に

なってしまうようなことのないように―ＰＲ

活動、周知活動に努めてまいりたいと考えてお

ります。〔降壇〕

○図師博規議員 今の御答弁の中にもありまし

たが、このふるさと納税に関して他県では、１

万円以上の納付者に伝統工芸品や絵葉書、スト

ラップを贈っているところもありますし、ま

た、感謝状を送付しているところもあるようで

す。児湯郡の高鍋町では、担当の職員が直接、

納付者に電話をして、一人一人に感謝の意を伝

えられているようです。ちなみに、高鍋町の第

１号納付申込者は、東京都多摩区の私のおじで

した。おじは、高鍋町職員の非常に丁寧なお礼

のあり方に、ますます今後も寄附します、納付

しますということを言っておりました。このよ

うなきめ細やかな対応こそが、納税額の積み上

げになるのではないかなと考えますが、知事、

御所見をお伺いします。

○知事（東国原英夫君） ふるさと納税、これ

は鹿児島のように県が一括して窓口を一元化し

て、その後、市町村に配るという方法など、い

ろいろな方法が考えられておりますが、それが

いいのかどうか、福井県とか鹿児島県とか佐賀

県とか、先進的に取り組まれていらっしゃる、

先進的というか力を入れていらっしゃるところ

の状況も、今後検証しなければいけないと思い

ます。

そのきめ細やかなお礼なんでございますが、

新聞等によりますと、どうも綾町は5,000円ぐら

いのマンゴーとか特産品をお礼に差し上げると

いうことで……。このお礼に対する気持ちとい

うのは高く評価するんですけれども、先ほども

申しましたように、このお礼が過当に競争され

て、そういったものでつるとか、そういったの

はどうなのかなと。もっとふるさとを思う気持

ちというものを重視していかなければいけな

い。県の出身者である、あるいは県に住んでい

らっしゃる方や県を思う方が、県に関係ない方

でも、宮崎県に寄附してみたい、宮崎県を応援

したいという気持ちになれるような自治体をつ

くることが大前提じゃないかと考えておりま

す。きめ細やかなお礼と申しますと、その視点

で言いますと、宮崎県はお礼状を書かせていた

だいております。これに今度は私のサインなど

もつけるようにして、きめ細やかなお礼を考え

ていきたい、検討していきたいと思っておりま
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す。

○図師博規議員 大変前向きな御答弁ありがと

うございます。ちなみに、九州・沖縄８県のう

ち、このふるさと納税の受け付け・納付状況を

公表していないのが宮崎県だけなんですけれど

も、これは何か意図的なものがあるのでしょう

か。総務部長、お答えできればお願いいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） 特段隠そうと思っ

てやったわけではございませんで、私どもも、

この記事に接したのはきょうが初めてで、特段

取材を受けたということでもございません。先

ほど知事が申し上げたとおり、48万5,000円、10

件ということでございます。

○図師博規議員 それでは続きまして、法人事

業税に関する暫定措置についてお伺いいたしま

す。この措置は、地方税である法人事業税の半

分を、新たな国税として地方法人特別税とした

形で一たん国に集め、自治体間に大きな格差が

生じないよう再分配する仕組みであります。こ

れにより、大多数の道府県では税収が全体

で4,000億円ほど増加する一方、東京などの税収

が同額減少してまいります。地方税の偏在是正

が一定程度進むと評価できますが、実際、この

税制改革で宮崎県にどれほどの歳入増が見込ま

れるのか、この税制の導入効果をお答えくださ

い。総務部長、お願いします。

○総務部長（山下健次君） 御質問にございま

したように、地方と都市の税源の偏在を踏まえ

まして、今年度の税制改正で、偏在性の小さい

地方税体系の構築が行われるまでの暫定措置と

いうことで、地方税でございます法人事業税の

税率を引き下げ、法人事業税の全国税収の約半

分に当たる２兆6,000億円程度を一たん国の税収

といたしまして、それを地方法人特別譲与税と

いうことで、人口と従業者数の割合に応じて各

都道府県に再配分されるという制度でございま

す。本県の歳入への影響でございますが、近年

の法人事業税の税収額、約210億円程度で推移し

ておりますけれども、これをベースに試算いた

しますと、法人事業税は105億円―半分になる

んですが―減収となって、一方、この減収分

が集められて、それを財源として国から配られ

る分が225億円ということになり、差し引き120

億円の増となる予定でございますけれども、地

方交付税への影響も加味した上で、実質的に本

県の歳入増加につながるよう措置される必要が

あるというふうに考えております。ただ、この

地方法人特別税は、ことしの10月に開始します

事業年度から適用されますので、歳入増の効果

が平年度化するのは平成22年度から、フルには

平成22年度からということになります。

○図師博規議員 今の御答弁では、単純計算は

できないにしても、120億円程度の歳入増は見込

まれるというお答えをいただきました。自治体

間の再分配制度、この税制は大変有効と私は考

えます。しかし、今の御答弁でもありましたと

おり、あくまでもこれは暫定措置です。地方交

付税等で調整されて、丸々120億円増額、歳入増

となる可能性がないかもしれません。ただ、こ

れが恒久化されるとするならば、やはり安定的

な歳入増として見込まれるわけですから、知事

として、この制度の恒久化を国のほうへ訴えて

いくようなお考えはないかお伺いします。

○知事（東国原英夫君） この地方法人特別税

及び地方法人特別譲与税は、平成20年度税制改

正において創設され、あくまで税体系の抜本的

改革が行われるまでの間の暫定措置ということ

でございました。地方にとって財源がふえるこ

とはありがたいのですが、地方税である法人事
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業税の一部を国税化するというのは、地方分権

のあり方、先ほどと重複しますけれども、この

地方税の本質、負担分任であるという、受益者

負担であるという、あるいは地方同士の水平的

な取り合いになってしまうということから、適

切ではないと考えております。やはり地方分権

の推進とその基盤となる地方税財源の充実を図

るためには、地方消費税の拡充、つまり水平よ

りも垂直な国とのやりとりということに重きを

置いたほうがいいのではないかということで、

消費税を含む税制の抜本改革というものが必要

であると考えております。

○図師博規議員 ただいまの知事の御答弁は十

分理解できるところであり、全国知事会でもそ

のような内容で国に上申されておるようです。

重複いたしますが、今の御答弁、知事会の内容

とほぼイコールなんですが、知事のお考えも、

その知事会のお考えとほとんど同じ、イコール

としてとらえてよろしいんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） とらえてもらって構

わないと思います。

○図師博規議員 それでは、その知事会の内

容、そして知事の御意向にもありました地方消

費税分、つまり消費税の論議についてお伺いし

たいんですが、今の地方の財政状況や少子高齢

化対策等の社会保障費の増大を考え、日本経団

連は、夏にまとめる税制改革に関する提言の中

で、消費税を10％へ引き上げることを明記する

ことを検討し始めました。たとえ消費税が10％

になったとしても、福祉目的税として確立さ

れ、提供される具体的なサービス内容と運用内

容が明確にされるのならば、国民の理解も得ら

れる、10％でも得られると私は考えます。知事

は、この消費税、何％まで引き上げることが妥

当だと今お考えですか。

○知事（東国原英夫君） 消費税議論、消費税

論議をするときには、必ず前提になることが、

国の無駄、政府の無駄遣いを徹底的になくすと

いうこと、それを前提に、偏在性のない消費税

として国民の皆様方にお願いする段階になるん

じゃないかと思います。全国知事会等も、これ

は数字的に発表しておりますが、平成23年度に

おける地方の財源不足というのが約８兆円とい

う数字が出ております。これを地方消費税に換

算すれば約３％に相当すると試算されておりま

すが、今後こうした試算も勘案しながら、税制

の抜本的改革の議論の中で、税率の検討がなさ

れるべきであると考えております。

○図師博規議員 今できるぎりぎりの御答弁だ

と思います。地方消費税の３％という試算も実

際示されておりますが、今後、そのしのぎ合い

になってくるのかなと思われます。また、この

税制改革につきましては、道州制論議も並行し

て進めていく必要があります。国の動向も踏ま

えた上で、道州制等につきましては、また次回

の質問機会に取り上げたいと思っております。

では、次に参ります。薬害肝炎についてお伺

いいたします。

昭和39年にフィブリノゲン製剤、昭和47年に

は第９因子製剤が日本において製造・販売が開

始され、そして平成６年に至る25年もの間使用

が続けられました。これらの血液製剤は、出産

の出血のときや手術の止血剤に使用されてきた

ことは周知のとおりであります。しかし、これ

らの血液製剤にはＣ型肝炎ウイルスが混入して

おり、多くの母親、あるいは手術を受けた方が

Ｃ型肝炎に感染された可能性があります。ま

た、注射針や採血ホルダーの連続使用でＢ型肝

炎ウイルスに感染したと考えられる方を合わせ

ますと、医原性の感染、つまり医療が原因で感

平成20年６月19日(木)



- 112 -

染してしまったウイルス性肝炎被害者は、全国

で350万人もいると推計されています。このこと

は、もちろん国及び薬品の製造会社に賠償責任

があるわけですが、県としても、県内にいらっ

しゃる被害者、潜在的な被害者の救済のため

に、積極的に取り組む必要があると考えます。

ここでは、県内の医療機関のうちフィブリノゲ

ン製剤及び第９因子製剤を使用した医療機関が

何施設あったのか、そしてその医療施設でどの

程度その薬剤が使用されたのか、また、その薬

剤によって何人の方が感染された可能性がある

のか、そのあたりをお答えいただきたいと思い

ます。福祉保健部長。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県内でフィブ

リノゲン製剤などを使用していた施設は、厚生

労働省の公表によりますと69施設であります。

また、メーカーから各医療機関へのフィブリノ

ゲン製剤等の納入数量が不明でありますので、

使用された患者数の推定は困難であります。以

上です。

○図師博規議員 推計困難ということでありま

すが、大ざっぱな試算で申し上げますと、宮崎

県というのは、大体全国の100分の１が該当する

とも言われます。人口もそうです。経済的な歳

入歳出もそうです。このことから考えますと、

やはり３万人を超える方が潜在的な感染者と

なっているとも言えます。先日、薬害肝炎全国

訴訟の弁護団が発表した内容によりますと、

フィブリノゲン製剤使用の確認がとれた方だけ

でも全国で１万人を超え、実際のＣ型肝炎感染

者は少なくとも２倍以上に達するという見解を

発表しています。国は、ことしになりようやく

救済のための特別措置法を制定し、症状に応じ

給付金を支給し始めました。給付内容は、Ｃ型

肝炎ウイルスの無症状キャリアの方、症状が発

症していない方にも1,200万円、Ｃ型肝炎の罹患

者には2,000万円、Ｃ型肝炎が進行し、肝硬変及

び肝がんに罹患した方及び死亡した方には4,000

万円の給付がされます。また、治療のためのイ

ンターフェロン注射に対しても医療費の助成を

設けていただきました。が、給付金の支給を受

けるには、まず国を相手取り訴訟を起こす必要

があります。その際に、製剤投与をカルテなど

の医療記録により証明しなければならないんで

す。しかし、医療機関に義務づけられているカ

ルテ等の保管期間、年数は５年間です。それで

は、再度お聞きしますが、先ほど説明された医

療機関のうち、カルテなど医療記録が残ってい

る医療機関がどれぐらいありますか。福祉保健

部長。

○福祉保健部長（宮本 尊君） カルテ等の何

らかの記録が残っている施設は、21施設であり

ます。

○図師博規議員 69施設のうちの21施設しか

残っていないんですね。つまり３分の１も残っ

ていない。先ほども言いましたが、保管期間が

過ぎておりますので、これを医療機関のほうに

責任を追及するのは酷なことかと思われます。

しかし、薬剤投与の証明はカルテ以外でもでき

るんです。医師、看護師、薬剤師等の投与事実

の証明や本人、家族等による記録、証言までも

裁判手続の中では有効判断されます。ところ

が、被害者の多くは高齢者であり、自身だけで

は訴訟手続を進めていくことは非常に困難で、

実際、私のところにも何件か相談が寄せられま

した。県としては、保健所を中心として、肝炎

感染に関する身体的な相談や、この特別措置法

に対する相談体制をいかにとっていらっしゃる

のかお答えください。福祉保健部長。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 厚生労働省が

平成20年６月19日(木)



- 113 -

平成16年12月に、血液製剤が納入されたとされ

る医療機関を公表いたしましたけれども、本年

１月にも再度公表を行い、Ｃ型肝炎ウイルス検

査を受けるように呼びかけておるところであり

ます。県は、平成16年度の公表に伴い、医療薬

務課、健康増進課及び全保健所に肝炎に関する

相談窓口を設置し、検査に関する問い合わせ等

に対応したところであります。今回は、昨年10

月から薬害肝炎に関する問い合わせがふえてき

たことから、10月30日に、同じように医療薬務

課、健康増進課及び全保健所に肝炎に関する相

談窓口を設置して、相談に応じているところで

あります。以上です。

○図師博規議員 相談窓口の設置体制は整って

おるようですが、実際、それらの相談窓口で何

件の相談を受けられておりますか。その数字が

わかっておれば教えてください。福祉保健部

長。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 平成16年度で

は、肝炎検査などに関する相談が多く寄せら

れ、1,609人に対応したところであります。今回

につきましては、昨年10月からこの５月末まで

に5,373人の方から相談があり、そのうち1,001

人の方から救済措置に関する相談を受けており

ます。相談者には、フィブリノゲン製剤の投与

を受けてウイルス性肝炎にかかった方が法の救

済の対象であることや、その救済の手続につい

て説明をするとともに、弁護士会を紹介するな

ど、適切な対応に努めているところでありま

す。

○図師博規議員 今の数字、やはり驚くべき数

字です。平成16年の相談者も含めますと、7,000

名を超える方々が窓口に来られておるというこ

とですね。つまり感染のリスク、自分は感染し

ているんじゃないかという不安を抱いている方

々なんです。では、相談の次は検査です。検査

を実施していく必要があると思うんですが、厚

生労働省は、保健所を設置する全国の134自治体

での薬害肝炎のための無料検査実施状況を公表

しています。我が県では、この無料検査実施状

況はどうなっていますか。また、その受診者

数、受診状況をお教えください。福祉保健部

長。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県では、平

成19年６月からウイルス性肝炎の無料検査を県

内全保健所で実施しております。さらに、今年

度６月１日から、民間の医療機関でも無料検査

が受けられるよう体制を整え、県民の利便性の

向上を図っているところであります。これまで

に2,168人の方が受診され、そのうちＣ型肝炎が

陽性であった方が39人でありました。これらの

方につきましては、肝炎に関する保健指導を行

うとともに、救済手続の説明や医療機関を紹介

するなどの支援を行っているところでありま

す。以上です。

○図師博規議員 やはり、かなりの感染者がい

らっしゃるようです。しかし、これはあくまで

も相談窓口に、そして無料検査にたどり着けた

方々であります。まだまだ潜在的な対象者は、

救済をしなきゃいけない被害者はいらっしゃる

ものと考えます。特別措置法が制定されたのが

ことしの１月ですから、現時点で県民に広く周

知されているとは言いがたいところもありま

す。特に、その被害者の中でも高齢者の方々で

す。できることなら、保健所から地域に出向

き、検診のときや健康教室のとき、もしくは老

人クラブの集まりのときなどに、この薬害肝炎

に関する一連の説明をしたり、広報みやざき等

を利用して積極的に県民へアプローチされ、被

害者救済に乗り出す積極的な行動が必要かと思

平成20年６月19日(木)



- 114 -

われますが、今後取り組まれるような内容があ

れば、福祉保健部長、お教えください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県といたしま

しては、薬害肝炎だけでなく、全般的な肝炎対

策といたしまして、無料検診や治療費助成につ

いて、県のホームページあるいは「県広報みや

ざき」、それから新聞各社掲載の県政けいじば

ん等で広報を行っているところであります。ま

た、保健所等の窓口で相談のあった人に対しま

しては、先ほど申し上げましたように、特別措

置法が制定されたことを説明しておるところで

あります。その中で薬害肝炎の可能性のある人

に対しましては、救済を受けるためには国家賠

償請求訴訟を起こす必要があることなどを詳細

に説明しておるところであります。おっしゃる

ように、肝炎の治療費助成制度、それから無料

検査につきましては、今後とも、いろんな機会

を通じて広報に努めてまいりたいと思います。

○図師博規議員 今後も、県としてできる積極

的な救済策を期待しております。

続きまして、医療事故についての質問に参り

ます。

厚生労働省では、日本において2003年度か

ら2005年度の３年間で、入院患者の6.4％に医療

事故または過誤が起こっているということが発

表されました。ここでは、県病院におきまし

て、ここ３年間、医療事故及び過誤が何件起

こったのか、その推移と主な医療事故の内容を

御説明ください。病院局長、お願いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 過去３年間に、

県立病院におきまして発生した医療事故でござ

いますけれども、例えば、体位変換の際に骨折

させた事例、あるいは手術中に該当する部位以

外の箇所を傷つけた事例など、平成17年度に４

件、18年度に６件、19年度に３件、合わせて13

件の事例が発生いたしております。

○図師博規議員 全国平均からすると、かなり

低い数字だと思われますが、全く無事故という

わけではないようです。では、その医療事故の

うち、訴訟に至るような重大事故は何件あった

のか。また、訴訟には至らなかったものの、和

解で済んだ件数が何件。また、その和解のとき

に費用がかかった―和解金の支払いが発生し

ているかと思いますが―その金額のここ３年

間の推移を御説明ください。病院局長。

○病院局長（甲斐景早文君） ただいまの、過

去３年間に発生しました13件の医療事故でござ

いますが、訴訟に至った事例はございません。

それから、２点目のお尋ねでございますが、現

在までに、この13件のうち和解が成立したもの

は９件ございまして、その和解金額が、平成17

年度に1,114万円、18年度に4,751万円、19年度

が14万円、この３年度の合計が5,879万円となっ

ております。なお、このうち県議会の議決を必

要とします300万円以上の事例が３件でございま

して、この和解金額が5,541万7,000円ですか

ら、全体の94.3％、これが議会の議決事項とい

うことになります。残りの６件が337万6,000円

となっております。

○図師博規議員 それでは今後もこの医療事故

の減少に鋭意努力してくださいと、質問を次に

移すはずだったんですが、残念ながら、先日、

県病院及び保健所での採血ホルダーの使い回し

が発覚いたしました。この使い回しがいつから

行われ、またその対象となった方が何人いらっ

しゃるのか把握されていますか。また、これに

よりＢ型・Ｃ型肝炎等に感染された方はいらっ

しゃらないと言い切れるのでしょうか。今回の

採血ホルダーの使い回しでは、感染の可能性が

あると言わざるを得ない状況になっておると思
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われますが、そのあたりの見解、病院局長、い

かがでしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） ただいま御指摘

のございました今回の件ですけれども、患者の

皆様あるいはその御家族の皆様に大変御心配を

おかけいたしましたことを、まずこの場をおか

りしましておわびを申し上げたいと思います。

ただいま御質問の採血ホルダー再使用の件でご

ざいますが、延岡病院、日南病院、富養園で、

厚生労働省から採血ホルダーの取り扱いの変更

通知が出されました平成17年１月以降、今回中

止しました６月16日までの対象者につきまして

は、正確な把握はできませんけれども、最大で

延べ約21万人というふうに推計をいたしており

ます。なお、これまでの採血ホルダー再使用に

よる感染の報告例等を申しますと、国内あるい

は国外ともに一例もないということでありま

す。また、再使用に当たりましては、採血針は

一人ごとにそれぞれ取りかえた上で、採血ホル

ダーの部分のみを十分な洗浄あるいは消毒をい

たしまして使用しておりますので、利用者への

感染のリスクは極めて低いというふうに考えて

おります。

○図師博規議員 21万人余の方々に使い回しが

行われておったという事実、そして、完璧には

その感染の可能性を否定はできない。やむを得

ないところもあったのかもしれませんが、今後

また、前の質問でも取り上げました薬害肝炎の

ような感染のリスクがあると思われる方が相談

に来た場合には、丁寧な対応をしていただきた

い。福祉保健部長も、あわせてこの件をしっか

りと心にとどめていただきたいと思っておりま

す。

もう一点、三重県伊賀市、谷本整形におきま

しては、薬剤のつくり置きが原因で死者が出る

事態となりました。県内では、このような薬の

つくり置きの実態があるのか否か、これは県の

ほうで把握されていますか。また、谷本整形の

事件以降、県内の医療機関に何らかの指導をさ

れた経緯があるかどうか、福祉保健部長にお伺

いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 三重県の事例

につきましては、明確な原因についてはまだ明

らかにされておりませんが、報道によります

と、院内感染が強く疑われているところであり

ます。県におきましては、院内感染について、

従来から文書による指導や病院等に立入調査を

行う医療監視を通じて、医療機関における防止

体制の徹底を図っているところであります。し

かしながら、今回の事例のような注射薬のつく

り置きに特化した調査については、現在のとこ

ろ行っておりません。また、医療機関に対する

指導につきましては、今回の事案の重大性を踏

まえ、医療機関に対し、医師の管理のもとに適

切な調剤が行われるよう、指導の通知を出した

ところであります。今後、三重県での調査によ

り原因究明が図られるものと考えております

が、それらを踏まえて、さらに適切な指導を

行ってまいりたいと存じます。以上です。

○図師博規議員 県内では類似事象が起きない

ように、また細心の御指導をいただきたいと

思っております。

それでは、続きまして、高鍋町竹鳩橋周辺整

備についてお伺いいたします。この件につきま

しては、昨年の６月議会でも取り上げさせてい

ただきました。その後、新たな情報と新たな地

元自治体の動きがありましたので、再度質問さ

せていただきます。

地元では竹鳩橋と呼ばれているこの橋は、川
だけくばし

が増水すると水没する、いわゆる潜水橋であり

平成20年６月19日(木)



- 116 -

ます。車両同士の離合はおろか、車両と自転

車、車両と歩行者の離合すら大変危険な橋で、

周辺住民の悲願として、随分前から拡幅、かけ

かえの要望が上がっているところです。橋の北

側には東児湯消防組合が設置され、近く東九州

自動車道の高鍋インターチェンジも整備されま

す。理想的には、この竹鳩橋を含む周辺を県道

に昇格していただき、整備をお願いしたい―

現実的ではないと思います。しかし、あきらめ

られないんです。橋のかけかえをするならば

約60億円の費用がかかり、用地買収の問題もあ

り、整備は困難をきわめるのも事実です。

そこで、きょう、新たな提案です。消防や救

急の緊急車両だけでも対岸へ迅速に駆けつけて

もらうために、隣接する高速道路―今、お手

元の資料、その道路を示していますが―につ

ながる工事用道路があるんです。工事用の車両

が通行する道路を緊急車両が利用可能となれ

ば、対岸への移動時間が大幅に縮小されること

はもちろん、さらに、橋のかけかえに比べれ

ば30分の１程度で整備が済むとも考えられま

す。

国土交通省も昨年８月に、全国700カ所ある高

速道路につながる工事用道路の中から、地元の

要望を踏まえて場所を選び、消防などの車両が

通行できるように整備することを検討し始めま

した。また、地元自治体に対して、地域でつく

る防災計画にこの工事用道路の利用を織り込む

ようにも働きかけてくれています。このような

流れを踏まえ、高鍋町、川南町、木城町の関係

自治体は期成同盟会を立ち上げ、整備に向けて

今、一生懸命汗を流しています。しかし、３町

とこの事業主体である西日本高速道路株式会社

の間には距離があります。交渉が難航している

んです。ぜひとも県のほうに仲介役として入っ

ていただき、整備を支援していただく、そのよ

うなお力添えはいただけないものか、県土整備

部長、お答えください。

○県土整備部長（野口宏一君） 高速道路の事

業者でございます西日本高速道路株式会社によ

りますと、緊急車両用の出口の設置につきまし

ては、地元の自治体からの要望があれば、緊急

活動の円滑化等の有効性について検証し、その

結果を踏まえた上で、具体的な設置箇所等につ

いて協議に着手することとされております。県

といたしましては、地元自治体からの要請がご

ざいましたら、十分に連携を図りながら、西日

本高速道路株式会社等、関係機関との調整に努

めてまいりたいと考えております。

○図師博規議員 前向きな御答弁ありがとうご

ざいます。今言いましたが、この整備は、高速

道路の整備と並行して行わなければ終わってし

まうんです。今動かないといけない時期ですの

で、今後も力になっていただきたいと思ってお

ります。

続きまして、６月１日施行の改正道路交通法

について、県警本部長にお伺いいたします。

この道路交通法の改正により、後部座席シー

トベルトの着用が義務づけられました。この後

部座席シートベルト着用の啓発と取り締まり、

非常に見にくいところのシートベルトで、その

取り締まりも難しいと思われますが、今後どの

ように取り組まれるか、お答えいただきたいと

思います。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

後部座席シートベルト着用義務、これは６月

１日から法施行になりました。これまでも、交

通安全に関する県全体のプロジェクト長、知事

でございますので、知事にも大変お力をおかり
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いたしまして、広報啓発を行ってまいりまし

た。御案内のとおりだと思いますが、法律上、

一応これは義務化されましたけれども、取り締

まりの対象という意味では、いわゆる高速道、

高速自動車国道と自動車専用道路のみが法律上

取り締まり対象となっております。したがいま

して、具体的に挙げますと、九州縦貫自動車道

宮崎線、東九州自動車道、あと自動車専用道路

であります国道10号延岡道路、同じく延岡南道

路、国道218号北方延岡道路の３路線、ここが取

り締まりの対象になります。ただ、これは全国

的な指導取り締まりに関するスタンスというこ

とで当面決まっているのでありますが、まだ後

部座席シートベルトの着用率が十分に徹底して

いない、周知期間を置いたんですけれども、ま

だ十分でないということで、本年「秋の全国交

通安全運動」が終了する９月末までは―特に

悪質で危険なものは除きますけれども―基本

的に指導期間ということで着用促進して、まず

装着率を上げるということに―法は施行され

ておりますけれども―しばらくの間当たるこ

とで、乗っておられる方々の安全のための法制

でございますので、何とか環境が整うようにし

てまいりたいと考えております。

○図師博規議員 あわせて、今回の道路交通法

の改正の大きなポイントの一つに、自転車の歩

道通行要件の明確化があります。歩道通行でき

る自転車は、道路標識等で指定された場合や運

転者が児童等の場合に限られますが、自転車を

通勤、通学に利用する職場や学校へ、どこが走

れてどこが走れないのかの啓発が大切になって

くると思われます。今後、そのような啓発をい

かに行っていかれるのか。また、歩道で自転車

通行が認められるところには、通行を示す標識

が既に完備されていると理解してよろしいの

か、そのあたりの御答弁を、県警本部長、お願

いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） 御案内のとおり

自転車は、実は従来から車道原則というのが法

律上のルールでございます。ただ、どちらかと

いうと、現実には自動車を中心としたところで

広報啓発や指導取り締まりを行ってきています

ので、直近の状況を見ますと、いろいろその辺

が徹底されていない事情も見当たるのが現実で

ございます。したがいまして、基本的には、今

回法制を整えましたので、環境の整備も同時に

やっていこうと。おっしゃるとおり、自転車、

歩行者、そして車、この関係三者が、それぞれ

できるだけ安全に通行が確保できるような環境

を整備しながら、法律的な手当ても現実にやっ

ていこうということでございます。

御質問の中にありましたので、ちょっと御紹

介しますと、広報啓発ということでございます

が、まず前提として、自転車が歩道を通行でき

るとの標識は、平均でございますけれども、

約300メートルに１カ所程度というのが現状でご

ざいます。これは少ないんじゃないかと思われ

る方もあろうかと思います。300メートルに１カ

所程度というのが現状。それと、自転車が通行

できる歩道というのは、つまり、自転車が通行

しても、歩行者も安全であるし自転車も安全で

あるということが、ある程度認められる歩道に

限られるわけでございます。ですから、幅員が

余り十分でないとか、あるいは大変な急勾配で

自転車が急にスピードが出るようなところは、

通行可ということはできませんので、そういう

観点で規制をしております。県内全体の歩道を

見ますと、約６割程度が、自転車が歩道を通行

できる歩道になっております。ただ、これは県

内のすべてを対象の分母としての６割でござい
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ますので、例えば自転車利用の大変多い平たん

な市街地、宮崎のど真ん中の平たんな市街地と

かだけに限っていただければ、ちょっと手元に

データがありませんけど、もっとぐっと上がっ

てこようかと思っています。いずれにいたしま

しても、環境整備が非常に重要でございますの

で、御質問にありました趣旨のとおり、今後と

も、特に歩行者と自転車との双方の安全を十分

念頭に置きまして、道路管理者の皆さんと連携

しながら、標識標示のさらなる充実であります

とか、あるいは対象道路の整備に努めてまいり

たいと思っております。

○図師博規議員 丁寧な御答弁、ありがとうご

ざいます。

それでは、最後の項目でありますが、エコク

リーンプラザみやざきについての質問をさせて

いただきます。私の手元に、ことしの５月21日

に宮崎市佐土原町で行われた地区説明会の資料

があります。この内容に関して質問いたしま

す。

地元では説明会が開催されていますが、エコ

クリーンプラザに搬入している関係自治体は11

市町村あるわけであります。今後、地元以外の

自治体にはどのような説明責任を果たされてい

くお考えがあるのか。午前中の武井議員の質問

に、時期を見て誠意ある対応をしていくという

御答弁をされておりましたが、地元だけではな

く、関係自治体にも同様の対応をされると理解

してよろしいか、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、エコ

クリーンプラザみやざき問題に係る意見調整及

び情報交換のために、副知事を議長とする連絡

調整会議を設置しまして、５月22日に第１回の

会議を開催しまして、関係11市町村長等に、こ

れまでの経緯と今後の対応についての説明を

行ったところでございます。また、環境整備公

社では、従来から、関係市町村との連絡調整の

ための主管課長会議ですとか担当者会議を開催

しております。今後、住民の皆様に対する説明

につきましては、これらの会議において協議し

てまいりたいというふうに考えております。

○図師博規議員 十分納得はしておりません

が、次に参ります。調整池補修のための工事費

が公社側から示されております。５億円程度か

かるということですが、この費用は確定したと

理解していいのか。また、この費用は関係11市

町村に分担させるというふうに理解してよろし

いのか、お答えください。環境森林部長。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 浸出水調整池

の第３水槽以外の水槽の工事につきましては、

今後、外部調査委員会で工法等の検討を行うこ

ととしておりますので、その経費については確

定しておりません。また、費用負担につきまし

ては、エコクリーンプラザみやざきに搬入され

るごみの９割以上が関係市町村から搬入される

一般廃棄物であることや、一般廃棄物の処理責

任が市町村にあることから、関係市町村におい

て応分の負担をしていただくことが適当である

と考えておりますので、今後、関係市町村と協

議してまいりたいというふうに考えておりま

す。

○図師博規議員 それでは続けて、さらに浸出

水に含まれる塩化物イオン濃度が、この施設が

供用開始される前の段階では3,000ppm以下に処

理されると見込まれていたにもかかわらず、稼

働後は6,000ppmから12,000ppmの状態が続いてい

る、現在の脱塩処理施設では処理が追いついて

いないという状況が明らかになりました。この

状況を解消するために、現在はタンクローリー
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で宮崎市の公共下水処理施設へ搬出されていま

すが、一体その費用は幾らかかっているのか、

年次的にお答えください。また、この搬出は緊

急避難的な対処と思われますが、恒久的な対応

としては、脱塩処理施設の機能を増強するか、

隣接する下水道管へつなぎ込みするかしない

と、恒久的な対応にはならないと思います。施

設整備をした場合、どれほどの費用が発生する

のか、比較検討していく必要もありますので、

概算で構いませんから、その施設整備をした場

合の費用をそれぞれお示しください。環境森林

部長。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 環境整備公社

によりますと、浸出水の塩処理対策としてタン

クローリーで搬出した処理経費は、平成18年度

は約3,252万円、平成19年度は約4,377万円と

なっておりまして、平成20年度は予算額とし

て5,990万円を計上いたしております。また、恒

久的な対策として、今おっしゃいました方法で

ございますが、公社の試算によりますと、脱塩

処理施設を増設する場合は約15億円、宮崎市の

下水道へ接続する場合は約12億円の費用を見込

んでいるようであります。なお、この塩処理対

策につきましては、外部調査委員会で検討を

行っていただくことにしておりますので、その

検討結果を踏まえて対応することになると考え

ております。

○図師博規議員 タンクローリーでの搬出費用

も年々増大しています。どこまで膨らむので

しょうか。そして、かなり高濃度の塩化物イオ

ンが含まれる浸出水が宮崎市の処理施設に運ば

れているようです。宮崎市の基準によります

と、下水処理施設に運び込める塩素濃度は9,500

ppm以下の浸出水とされています。エコクリーン

プラザから搬出されているこの浸出水は、基準

をクリアしていると言い切れるのでしょうか、

環境森林部長、お願いします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 環境整備公社

によりますと、エコクリーンプラザみやざきか

ら場外搬出される浸出水処理水の公共下水道宮

崎処理場への受け入れ基準が宮崎市から示され

ておりまして、その受け入れ基準を満たしてい

るとのことであります。なお、塩化物イオン濃

度が受け入れ基準を上回る場合には、浸出水処

理水を希釈して、受け入れ基準を満たした上で

搬出していると聞いております。

○図師博規議員 宮崎市の示す基準はクリアし

ている、クリアできていなければ水で薄めてい

るという御答弁ですが、全く抜本的な解決には

なっていないですね。

もう一つ行きます。浸出水の搬入時には、宮

崎市から示された基準は守られているというこ

とですが、守られていますよという確認作業

は、書面か何かでされているのでしょうか。環

境森林部長、お教えください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 宮崎市の定め

る浸出水処理水の受け入れ基準に従いまして、

環境整備公社が、ダイオキシン類濃度は年１

回、ダイオキシン類濃度を除くシアン化合物、

有機燐化合物などの下水排除基準項目は年２

回、それから、塩化物イオン濃度は月１回、そ

れぞれ計測を委託しております財団法人宮崎県

環境科学協会の発行します計量証明書を、宮崎

市上下水道局に提出していると聞いておりま

す。なお、特に塩化物イオン濃度については、

環境整備公社において電気伝導度を常時観測

し、受け入れ基準を満たしていることの確認を

行っているとのことであります。

○図師博規議員 本当に丁寧な御答弁をいただ

いていると思いますが、今の説明での納得は非
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常にまだできかねます。現在、外部調査委員会

の調査も進んでおるようですし、その報告を

待って、今の御答弁内容との整合性は確認させ

ていただきたいと思っております。

以上をもちまして、私の質問を終わらせてい

ただきます。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続いて一般質問であります。

本日はこれにて散会いたします。

午後３時０分散会
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