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◎ 一般質問

○星原 透副議長 ただいまの出席議員41名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、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、宮

原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。議長より発言の許可をいただきまし

たので、一般質問をさせていただきます。

本日は、雨が降って大変足元の悪いところな

んですが、後援会長を初め何人かの方に来てい

ただきました。本当にありがとうございます。

先週の２月28日に県立農業大学校の卒業式に

出席させていただきました。本県基幹産業であ

る農業の将来のリーダーとなられる60名の生徒

が、夢と希望を胸に巣立っていかれました。ま

た、３月１日には、県内各地で高校の卒業式が

とり行われ、進学、就職とそれぞれの新しい道

へと旅立っていかれました。現在の日本経済

の100年に一度と言われる厳しい社会情勢の中へ

の旅立ちとなりました。この子供たちの前途が

明るいものであってほしいし、この厳しい中を

くぐり抜けて、たくましく社会人として頑張っ

てほしいと感じたところでありました。

それでは、通告に従い質問をしてまいりま

す。

まず初めに、知事の政治姿勢についてお伺い

をいたします。

知事就任２年が過ぎ、いまだに衰えることの

ない東国原知事ブームが続いております。それ

に引きかえ中央政界は、ごたごたが続いており

ます。麻生総理の支持率低下、それに輪をかけ

る状況で中川前財務大臣の問題、２次補正予算

の定額給付金問題、かんぽの宿の売却問題、結

論が出たはずの郵政民営化問題などなど、中央

政界は混沌としており、国会が政治をやってい

るのかと思えば、朝のワイドショーが政治を

やっている状況に見えてきます。このような中

央の政治の状況を知事はどのように感じておら

れますか。知事にお聞かせいただきたいと思い

ます。

以下の質問は自席で行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 おはようご

ざいます。お答えいたします。

中央の政治状況についてであります。現在の

国政の状況は、国民不在、機能不全、思考停止

とも思えるような混迷のきわみにあり、国会の

議論が膠着化している間に、景気や雇用はます

ます悪化している状況でございます。各政党

が、自己の利益やお互いの立場、メンツばかり

を前面に出し、不毛な主張を繰り返している場

合ではありません。国政を担う方々には、国民

のことをまず第一に考え、与党と野党の枠を超

えて協力すべきは協力し合って、喫緊の課題で

ある景気・雇用対策に真剣に取り組んでいただ

きたいと考えております。以上です。〔降壇〕

○宮原義久議員 ありがとうございました。今

言われているような状況がありますので、今一

番力を持っているのは全国知事会なのかなとい

うふうに感じております。そのあたりで、知事

会の力を使って、国の政治を正常化できるもの

であれば、その方向に持っていってほしいなと

いうふうに思っております。お願いをしておき

たいと思います。

次に、新幹線の建設費増加に伴う地元の負担

金の増加に対して、関係する知事の一部は反対
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を表明し、09年度の県予算に地元負担増の増額

計上を見送るなど、整備新幹線だけでなく、河

川や道路など国直轄工事の負担金のあり方が問

われる状況にあります。本県の直轄工事負担金

も、平成10年度105億円、平成15年度118億円、

平成19年度156億円、平成20年度159億円、平

成21年度160億円が見込まれております。年々増

加傾向となっている状況でございます。当初予

算が大きかった時代からすると、緊縮型予算の

中にあって、直轄工事負担金の県予算の中に占

める割合が大きくなっていますが、この点につ

いて知事はどのように考えておられ、また今後

どのような行動をとられるか、お聞かせをいた

だきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 交通インフラ等の整

備のおくれた本県といたしましては、その促進

と維持管理水準の保持のため、直轄負担金制度

による事業実施であってもやむを得ないと考

え、これまで高速自動車国道の新直轄分を初

め、直轄事業の所要額について応分の負担をし

てきたところであります。この直轄事業負担金

は、地方財政法の規定により支出が義務づけら

れているところでありますが、本来は、事業主

体である国が負担すべきものであり、責任の明

確化のためにも廃止されるべきと考えておりま

す。このことにつきましては、これまでも、地

方六団体として強く申し入れを行ってきており

ますが、このたび全国知事会では、プロジェク

トチームを設置して、改めて直轄事業負担金を

めぐる問題点を整理の上、国との協議を行って

いくこととしており、私もそのメンバーに入っ

ております。私としましては、このような協議

の場やマスメディアなどさまざまな機会をとら

え、国と地方の役割分担を踏まえた権限と財源

のあり方について積極的に意見を申し上げてい

きたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございました。各

県非常に厳しい財政状況であることから、県直

轄工事の負担金のあり方について異議を唱える

状況となっているようであります。知事からも

ありましたように、国と地方の役割分担の明確

化、知事がいつも、国の下請でないと言われて

いるように、地方六団体とともに、負担金のあ

り方について早急に国との協議を進めてほしい

ということをお願いしておきたいと思います。

次に、職員の人事交流についてお伺いをさせ

ていただきたいと思います。県職員の幹部職員

の中に若い方がいらっしゃるなと思えば、中央

から来られた方であります。「中央からの職員

の派遣は要らない」ともとれるような発言が、

知事からたびたびあります。幹部職員の派遣に

ついては、県からの要請で行っていらっしゃる

のか。また、中央からの要請なのかお聞かせい

ただきたいと思います。

さらには、今後の人事交流のあり方をどのよ

うに考えておられるのか。知事にお聞かせいた

だきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） ますます厳しさを増

す財政状況の中で、県政の重要課題に的確に対

応し、県民本位の施策を推進していくために

は、行財政運営について豊富な知識と経験を有

する人材を、県庁内外を問わず幅広く求めてい

くことが、今後とも重要かと思っております。

そのため、現在、課長級以上で８名を国から登

用しているところでありますが、いずれも、県

政の推進を図るため、本県から国に対し派遣要

請を行ったものであります。地方分権が推進さ

れる中で、このような派遣は少しずつ縮小され

る傾向になると考えられますが、地方自治体や

民間も含めた人事交流というのは、職員の育成
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や連携の強化といった観点からも大変有効であ

ると考えておりますので、引き続き取り組んで

まいりたいと考えております。

○宮原義久議員 知事がテレビで、国が財源を

持ち、また多くの権限を持っていると。県に押

しつけると。さらには人まで押しつけるという

趣旨の発言をされたということから、今回の質

問ということになったわけですが、今の答弁を

聞きますと、県が派遣要請をされて本県に来て

いただいているということがわかりました。確

かに中央から来られた―ここにいらっしゃい

ますが―財政課長を筆頭に、宮崎県のために

一生懸命やっておられるわけであります。（発

言する者あり）副知事もいらっしゃいますが…

…。国と県の関係、また市町村との関係で人事

交流が重要であると思いますので、やはり知事

の発言というのは、職員のやる気を引き出すよ

うな発言であってほしいなと。先ほど言いまし

たように、「人材まで押しつけるんですよ」と

いうような発言は、やはり慎んでいただきたい

ということをお願いしておきたいと思っており

ます。

次に、今の宮崎ブームは、知事自身が起こさ

れたものでありますが、新年には、「ことしは

知事が一歩下がって宮崎ブームの定着化を図り

たい」との考えを発言されております。私ども

の政務調査として、自民党の総合農政調査会で

中央の市場関係者との意見交換をした中で、

「知事一人に頼った売り込みをやっていると、

知事さんがいらっしゃらなくなったら大変です

よ」との御指摘もいただきました。そこで、こ

れまでトップセールスとしてやってこられた売

り込みから、今後どのような定番・定着化を

図っていかれるつもりなのか、お聞かせいただ

きたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 宮崎の知名度が大き

く向上する中で、宮崎の魅力を効果的に情報発

信するため、「アピール戦略方針」を策定し、

この方針に基づき、トップセールスやイメージ

戦略に取り組んできたところであります。例え

ば、首都圏で実施した「みやざきweeeek」な

ど、多くの民間企業等の協力を得て、全国各地

で「宮崎フェア」を開催したほか、山形や宮城

など他県との連携などによるＰＲ効果の高いイ

ベント等を実施し、旬の農産物や特産品など本

県のさまざまな魅力を情報発信してまいりまし

た。その結果、例えば「マンゴーなら宮崎県」

「地鶏なら宮崎県」「スポーツキャンプなら宮

崎県」といったイメージが定着し、高い評価を

得たところでありますが、これらは、長年にわ

たる関係者の皆様の努力があってこそのことで

あると考えておるところでございます。

本県には、農産物のほか、地域の祭りや観光

地など、四季折々の魅力あふれる多様な資源が

まだまだ豊富にあります。今後は、県民総力戦

でそれらの魅力を磨き上げてくことが、まずは

重要であると考えております。私は、引き続き

県民の皆様の先頭に立って、その魅力を効果的

に情報発信できるよう、メディアの活用やイベ

ントの手法など常に創意工夫を凝らしながら、

宮崎ブームの定番・定着化を図ってまいりたい

と考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。新年

早々に、「知事が一歩下がって」という発言も

ありましたが、答弁では「引き続き」というこ

とであります。確かに、ブランド等の事業課と

意見交換をさせていただきますと、この知事の

知名度のあるうちに最大限売り込もうというの

が本音であるようであります。それが宮崎県の

ためになることであると思いますが、先ほど言
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いましたように、「知事人気だけにあやかる政

策では限界ですよ」と、中央の関係者は見てお

られるようでありますから、答弁でありました

ように、創意工夫を凝らしてほしいと思います

し、県庁内の若い優秀な職員の意見を、それぞ

れどしどし取り入れていただいて、定着・定番

化に向けて、どんどん事業を進めていただきた

いということを要望しておきたいと思います。

次に、宮崎市民から、「知事の危機管理を問

う」という声が私に届けられましたので、知事

の危機管理についてお伺いをさせていただきた

いと思います。

ことし１月14日に、沖縄県糸満市の水道工事

現場で米国製の不発弾が爆発し、２人の方が重

軽傷を負った事故がありました。戦後60年が

たった今でも、沖縄には2,000トン以上の不発弾

が埋没していると言われているようでありま

す。そうした事件が記憶に残っている直後の１

月24日に、宮崎空港近くの宮崎市本郷北方の住

宅街で、太平洋戦争中に米軍が使った250キロ爆

弾がガソリンスタンド拡張工事中に見つかり、

重機が接触したとの報道が流れました。２週間

後の２月８日９時から不発弾の処理がなさ

れ、11時に作業が終了するまで、その地域全体

に緊張感が走ったようであります。当日は、現

場から半径400メートルの住民に避難勧告が出さ

れ、11時48分に避難勧告は解除されたようであ

ります。また、近くを通るＪＲ日南線、ＪＲ宮

崎空港線、宮崎空港でも、欠航やおくれにより

多くの影響が出たようであります。幸いにも爆

発することなく処理できたことが何よりであり

ますが、処理をする方々を初め多くの県民が危

険を伴う作業をされておられるわけでありま

す。知事は、宮崎空港が使用できないというこ

とで、朝、東京でのテレビ出演後、鹿児島空港

からヘリコプターで日南へ入られ、茨城ゴール

デンゴールズとチームそのまんま宮崎で野球を

されていたようであります。以前に、アメリカ

の原子力潜水艦と水産高校の実習船が衝突事故

を起こした折に、時の内閣総理大臣がゴルフを

しており、そうした衝突事故を告げられたにも

かかわらず、対策本部などの設置の行動がおく

れたとの非難を受けましたが、今回の事件は、

知事御自身が処理できるわけではありませんの

で仕方がないというふうには思いますが、宮崎

市の不発弾処理の対応について、担当職員に対

してどのような指示をされたのか。処理中に爆

発でもしたら一大事となったわけであり、処理

当日の連絡状況はどうだったのか、お聞かせい

ただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 今回の不発弾につき

ましては、発見当日の１月24日に報告を受けた

ところでありますが、その際、担当部局に対

し、地元宮崎市と連携し、県警や自衛隊等関係

機関との連絡調整を十分に行うなど適切に対応

するよう指示したところであります。不発弾の

処理につきましては、自衛隊、自治体、警察等

の機関が協力して実施しておりますが、処理に

当たっては住民の避難を伴うケースが多いこと

から、災害対策基本法上、避難勧告や指示の一

次的な権限を持つ市町村が中心となって対応を

行っております。今回の処理においても、これ

までの経験等をもとに宮崎市を中心として対応

されたところでありますが、県としましても、

発見から処理終了までの間、危機管理局や県土

整備部の職員が宮崎市を支援し、対応に当たっ

てきたところであります。処理当日におきまし

ては、宮崎市が設置した現地対策本部に職員を

派遣し、その状況について適宜報告を受けてお

りました。なお、処理が無事終了し、安全宣言
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が出されたことについては、鹿児島空港に到着

した際に報告を受けたところであります。

今回の不発弾処理が無事に終了したことにつ

きましては、発見直後から迅速に対応していた

だいた宮崎市を初め、自衛隊、県警、消防、各

事業所等の関係機関の皆様、そして何よりも住

民の皆様の御理解と御協力のおかげであると考

えております。心より御礼申し上げたいと思っ

ております。以上です。

○宮原義久議員 何かこういった問題が起きる

と、ブログであったりいろんなところで早急な

対応を打たれたり、知事を先頭にやられるとい

うのがよく目につくんですが、今回の場合は余

りそういうところが見えなかった、知事の顔が

見えなかったということから、地域住民に不満

が残っているようであります。そのあたり、十

分、県の職員としても対応をやられているとい

うことであれば、やはり知事の顔が見えるよう

な形で対策をやってほしかったなというふうに

思っているところであります。

宮崎市民も宮崎県民でありますし、処理につ

いては宮崎市を中心に対応されておられます

が、支援ということでなくて、合同対策本部の

設置というような形で処理がなされるべきで

あったのではないかというふうに思いますし、

今後も、いざというときには迅速な対応と市町

村との連携を密にとっていただきますよう、要

望いたしておきたいと思います。

また、この点については、沖縄県知事はいち

早く関係省庁にも―あそこは爆発したという

こともありますが―費用負担を含めていろん

な要請もやられるということのようであります

から、同じ状況で、爆発はしなかったもののと

いうことになりますが、沖縄県あたりとも、ど

ういう状況で省庁と交渉されたのかということ

なども、連携をとっていただければありがたい

かなというふうに思っております。要望にかえ

ます。

次に、市町村合併について何点かお伺いをさ

せていただきます。

市町村合併については、何回となく質問をさ

せていただいておりますが、我が西諸地域にお

いても、いろいろな枠組みの中で協議会が立ち

上がっては消えしながら、小林市と旧須木村が

合併旧法の中で合併し、今回、１月21日に、知

事にも特別立会人として御出席いただき、小林

市・野尻町合併協定調印式が行われました。そ

れを受けて今回の議会に、議案第58号で、小林

市と西諸県郡野尻町の廃置分合案が提案されて

おります。これにより合併新法期限内の合併が

現実のものとなります。ただ、何回となく協議

を重ねてきた高原町が、町立病院問題の調整が

整わなかったことから合併できなかったこと

は、非常に残念であります。西諸２市２町１村

の時代から「西諸は一つ」という言葉があり、

小林、高原、野尻の合併により、西諸は一つに

なる時代が近いと思っておりましたが、現実は

厳しいものとなりました。

また、県内においては、宮崎市と清武町の合

併問題で先月22日には住民投票があり、賛

成6,610票、反対6,217票で、393票差で宮崎市と

の合併が動き出すようであります。票差はわず

かで賛成が上回っておりますが、賛否半々の状

況は、住民の合併に対する不安のあらわれとい

うふうに考えます。

そうした中で、市町村合併を所管します総務

大臣が、１月31日、宇都宮市で開かれたタウン

ミーティングで、「これ以上の市町村合併はど

うかと思う」と述べられております。市町村合

併に対して、所管大臣が否定的な見解を示され
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ております。つまりは、市町村の数さえ減少す

ればいいとの考えで、合併を国は考えていたよ

うにもとれる発言でありますが、知事はこの発

言をどのように考えられますか。

○知事（東国原英夫君） 市町村合併につきま

しては、国において、合併新法の期限でありま

すところの平成22年３月末を見据え、引き続

き、自主的な市町村合併を推進していく方針で

あるとのことであります。また、今後の市町村

合併のあり方につきましては、現在、国の第29

次地方制度調査会において調査、審議がなされ

ているところであります。県といたしまして

は、それぞれの地域での市町村合併に向けた取

り組みが円滑に進められるよう、今後とも必要

な支援や働きかけを行ってまいりたいと考えて

おります。

○宮原義久議員 鳩山総務大臣の発言を、まず

携帯電話のニュースで知りました。２月１日、

毎日新聞でも記事として取り上げられておりま

した。ただ、小さく取り上げられておりました

ので、大臣の発言も余り重みがないのかなとい

うふうに思ったところでありますが、市町村合

併支援室へ連絡をしたところ、すぐに国のほう

へ確認をとっていただきました。国の見解は、

今、知事が答弁をされたとおりのようでありま

すが、「所管大臣が軽はずみな発言をされては

困る」というくらいの申し入れはやらないと、

国がちょっとおかしな状況なのかなということ

を考えておりますので、十分そのあたりも検討

していただいて、合併がうまくいくような方向

で働きかけをしていただきたいと思います。

次に、人口から見た市町村の適正規模につい

て質問させていただきます。１月15日に、内閣

官房・九州地域戦略会議主催の「道州制シンポ

ジウムin宮崎」が開催され、対談者であった知

事から、「市町村の最低人口は７万から８万く

らいは必要」という発言があり、１月21日の小

林・野尻の合併協定調印式においての発言は、

「５万人くらいは必要」ということでありまし

た。町から市へ昇格するための条件が５万人で

あることを考えると、そうなるのかなというふ

うに考えますが、一概に無理やり人口だけを基

準とするわけにはいかないと考えます。今後の

宮崎県の一市町村の適正人口規模についてのお

考えをお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 市町村の適正な人口

規模についてですが、特に明示されたものはご

ざいません。県の市町村合併推進構想におい

て、将来の望ましい市町村の姿として、７つの

地域をお示ししているところであります。県と

いたしましては、市町村行政を取り巻く情勢が

大きく変化する中で、これからの市町村には、

みずからの責任と判断で、地域の実情に応じた

行政サービスを効率的に提供できる規模と能力

を有する自治体であることが求められると考え

ております。

○宮原義久議員 今、答弁にありましたよう

に、「市町村は、みずからの責任と判断で、地

域の実情に応じた行政サービスを効率的に提供

できる規模と能力を有する自治体」という漠然

としたものではなく、人口だけの基準を示すこ

とはなかなか難しいということであれば、例え

ば、こういうことができないといけないという

ような例を挙げた基準を定めて、市町村合併に

向けていろいろと相談をしていくべきではない

かなと考えますので、そのあたりも検討してい

ただきたいというふうに思っております。

次に、県内の市町村の中では、合併を実行し

た自治体、合併に向けて行動をしている自治

体、いまだ議論を行っていない自治体とさまざ
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までありますし、全国の中において合併が進ん

でいない県と言えるようでありますが、先ほど

知事より示していただきました適正人口規模の

自治体に持っていくため、一つの適正な大きさ

の自治体に持っていくために、県としてはどの

ように取り組まれるのか。これは総務部長にお

聞かせいただきたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 適正な人口規模と

いうのは、考え方として、先ほど知事が申し上

げたとおりでございますが、県におきまして

は、今後の合併推進の方向性を示した「宮崎県

市町村合併推進構想」に基づきまして、各市町

村の自主的な合併を推進しているところであり

ます。合併新法の期限まで、残り１年余りと

なっておりますことから、各地域で合併に向け

た一層の取り組みがなされるよう、合併機運の

醸成に努めますとともに、市町村に対して必要

な支援や働きかけを行ってまいりたいと考えて

おります。

○宮原義久議員 機運の醸成を図っていくとい

うことなんですが、合併をやれやれと言ってや

れるものでもないというふうに思います。この

前も話がありましたが、合併をやったところで

も、「やらんければよかった」という話も出て

くるわけであります。これから先が皆さん不安

であるわけですから、先ほど言いましたよう

に、有効な自治体の規模というのを数字で示さ

れないのであれば、最低これぐらいのものは末

端の自治体でやれる、仕事としてはこれができ

ないと自治体としては一つの大きさじゃないん

じゃないかというようなものを示していくべき

じゃないかと思いますから、よろしくお願いを

したいと思います。

次に、市町村合併が進むことで、道州制も現

実のものとなるように考えます。毎議会、道州

制の質問が出ていますが、九州知事会として、

いつごろまでに道州制移行を目指す方針で議論

されているのか。さらには、道州制に向けての

専門職員や事務局の設置などの状況を、知事に

お聞かせいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 道州制につきまして

は、現在、国や全国知事会などさまざまな機関

で議論されておりまして、政府の道州制ビジョ

ン懇談会では、昨年３月に出された中間報告の

中で、2018年までに道州制に完全移行すべきと

されております。九州知事会では、道州制への

移行時期については明示しておりませんが、私

は、国民の間に蔓延する閉塞感を打破し、地域

主権を実現するため、道州制の意義や導入のメ

リットについて、主権者である県民の十分な理

解をいただいた上で、できるだけ早期に実現し

なければならないと考えております。また、九

州知事会として、道州制に関する専門職員や事

務局は設置しておりませんが、官民が一体に

なった検討組織である九州地域戦略会議におい

て、道州制についての議論を行っているところ

であります。

○宮原義久議員 専門職員とか事務局は特別設

置していないということでありますが、先ほど

話がありましたように、2018年ごろというのが

めどになるようでありますし、日本経団連

が2015年、九州市長会がおおむね10年後、2016

年あたりをと、2015年から2018年ごろというの

が大体皆さんの共通した考えであるようであり

ますから、そう長い時間ではないというふうに

思います。そのあたりに向けて、各自治体が合

併をきちっとやれて、ある程度自立できるよう

な状況―なかなか財政的に厳しいと思います

が―そこまで手をとってあげての合併という

ことにつないでいってほしいと思っておりま
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す。

次に、農業問題についてお伺いをさせていた

だきます。

国際的な景気の悪化から、大手企業までもが

経営内容の見直しを推し進めております。契約

社員を中心に、１企業でも数万人単位のリスト

ラが行われており、日本経済へ大きな影響が出

ております。そこで見直されているのが農業で

あり、農業をやりたいという人が増加傾向にあ

るようであります。ただ、農業の現状も、原油

高騰、飼料高騰、肥料高騰、諸材料費の高騰な

ど生産費の大幅なアップにより、非常に厳しい

経営状況という現実があります。そうしたこと

から、農業に携わられる方の高齢化、担い手の

減少、耕作放棄地問題などで、農業も大きな岐

路に立たされております。ただ、農業を経験し

たことのない人から見れば、のんびりと家畜を

飼い、米や野菜を生産しているように映ってい

るのだろうと思いますが、いざ経営となります

と想像以上の苦労が必要という現実を、就農さ

せる以前に指導しておかなければならないと思

います。

県におかれましては、１月24日、経済・雇用

緊急対策における就農相談会を開催され、１日

で61人の参加があったようであり、内容として

は、農業に興味を示す方や県の臨時雇用の相

談、年代別では30代、40代、20代の順となって

いるようであります。平成19年度の就農相談件

数が459件に対して、ことし１月24日から２月17

日までの間に相談があった件数が215件となって

いるようであります。そこで、１月補正でみや

ざき農業チャレンジ支援事業として2,1 5 0

万4,000円で、本県での就農に意欲を有する若者

を対象として県で臨時雇用し、農業試験場や農

業大学校において圃場管理等を行っていただき

ながら、就農ガイダンスや新規就農の確保及び

担い手の育成を図ることとなっているようであ

りますが、興味を持って臨時雇用となられた

方々の仕事ぶりなり、就農に向けての考え方に

ついてはどのようになっているのか。農政水産

部長にお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 県では、みや

ざき農業チャレンジ支援事業を実施するに当

たって、就農意欲を有することを前提として募

集を行いまして、採用した臨時雇用者は、農業

大学校等における圃場管理の業務などに従事し

ております。現在まで、２月に29名、３月に19

名を採用しておりますが、業務に従事する中

で、臨時雇用者の方からは、「一日も早く独立

して農業がしたい」、あるいは「農業の技術を

もっと勉強したい」などの就農に向けた強い意

欲がうかがえるところであります。これらの

方々は、農業法人への就業や自営の農業を希望

しておりますが、今後はさらに、就農ガイダン

スや農業法人とのマッチング面接会等十分な

フォローアップを行いながら、一人でも多くの

方が就農できるよう努めてまいりたいと存じま

す。

○宮原義久議員 そういった答弁をいただきま

したが、現在の農業の状況は、プロの農家で

あっても非常に厳しい経営をされております。

仕事がないからということで、「農業でもする

か」くらいの方を容易に農業へ進めることは、

逆に非常に厳しい将来が待っているというふう

に思いますので、そのあたりしっかりとした、

厳しいという面の指導もやってほしいというこ

とを要望しておきたいと思います。

次に、農産物の販売価格という点から質問さ

せていただきたいと思います。全国トップクラ

スの残留農薬の測定をされ、ブランド化し、食
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の安心・安全を売りにしての販売戦略となって

います。他県と比較して安心・安全を売りにし

ての生産をしている農家にとっては、その安心

・安全を維持するための努力があるわけであり

ます。当然そこにはその分の付加価値がつき、

きちんと付加価値分が取引に反映されていると

思われますが、現状はどのようになっているの

か。農政水産部長、お聞かせください。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 食に対する信

頼が揺らぐ中で、「宮崎産なら安全・安心」と

いった消費者の信頼をかち取るため、全国トッ

プの残留農薬検査システム等の産地の取り組み

を、フェアの開催やトップセールスで広く周知

するとともに、市場、量販店とのパートナー

シップの一層の強化を、これまで推進してきた

ところであります。これらの取り組みの結果、

完熟マンゴーや宮崎牛などの認知度や産地の信

頼度が着実に向上するとともに、ピーマンやキ

ュウリ等については、量販店のプライベートブ

ランドに採用されるなど、一定の成果が上がっ

ていると認識しております。今後は、さらに関

係団体と連携しながら、みやざきブランドの付

加価値が十分反映されるよう、契約取引の拡大

を図るなど農家所得の安定向上に努めてまいり

たいと存じます。

○宮原義久議員 一定の成果が上がっていると

は私も思っております。また、部長もそのよう

に認識されているようでありますが、私が感じ

るには、付加価値分が価格に反映されている状

況ではないようであります。ただ、宮崎の農産

物は安心・安全という点においては、自信の持

てる体制となっていることは間違いはないかな

と評価するところでありますが、農家ができる

ことは、安心・安全なものをつくるところまで

であります。それをいかに高く売るかというの

は、知恵を絞り工夫をしない限り、なかなか厳

しいかなというふうに思っておりますので、関

係機関とも連携を図りながら、その分、価格に

反映できるように努力をしていただきたい。そ

ういう施策を打っていただきたいと思いますの

で、要望しておきたいと思います。

次に、糖度検査機器等の性能が上がり、割ら

ずに糖度の測定ができるすばらしい技術であり

ますが、消費者は一概に糖度だけを求めている

ものではないというふうに思います。一番は、

やはり見た目がよくないとだめだと思います。

形の悪い規格外品が幾ら味がよくても、価格に

はなかなか反映されないのが現状であります。

高級果物を生産される施設園芸農家の方から、

「検査機器の性能がよくなり、農家の収入が大

きく減少した」という話を聞かされます。農家

の収入を上げるための検査が農家を苦しめてい

るわけであります。糖度がどうしても高値販売

の基準ということであれば、収穫までの技術指

導などを県が中心となり、しっかりやってほし

いというふうに思います。その指導をしっかり

やらなければ、新規就農どころか、現在のある

程度の技術を持った農家までもが消えてしまい

ますが、農政水産部長、どのように考えられま

すか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 近年、メロン

やマンゴー等の高級果物においては、外観はも

ちろん、糖度、均一性等、より高い品質が消費

者から求められております。県といたしまして

は、これまで、各地域の普及部門を中心に生産

者への技術支援等を行ってまいりました。今後

はさらに、平成21年度新規事業としてお願いし

ております、「目指せ「所得アップ」経営・技

術サポート作戦」におきまして、高級果物につ

いても、モデル集団を設置し、県と関係機関等
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で構成するサポートチームが重点的な支援を行

うこととしております。これらの取り組みによ

り、品質の高い果実を生産するための栽培技術

の確立・普及を推進し、農家の所得アップを

図ってまいりたいと存じます。

○宮原義久議員 マンゴーは、完熟して落下す

るという状況までということになるんですが、

メロンの場合は、収穫時期というのが、ハウス

全体が同一の収穫となります。つまりは、収穫

までにどれだけ糖度を乗せられるかということ

が価格を左右することになりますので、収穫の

適期と収穫の前の糖度をどうやって乗せるかと

いう技術の確立が、一番重要ではないかなとい

うふうに考えております。県が中心になって、

こういった栽培技術のさらなる確立と普及とい

うものに力を入れていただきますようお願いを

したいと思います。いい機械が入って農家の所

得が減るというのはおかしいというふうに思い

ます。当然それに伴っただけの技術を農家にも

指導していただきますよう、お願いを申し上げ

たいと思います。

次に、農産物の海外戦略についてお伺いいた

します。今回、商工観光労働部の新規事業で、

みやざき県産品東アジア販路拡大戦略推進事業

を計画されております。この事業は、農産物だ

けでなく、広く県産品の海外輸出を促進するも

のとなるのだろうと考えますが、まずは県内農

産物の海外輸出の現状を、農政水産部長にお聞

かせいただきたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県の農畜産

物の海外輸出につきましては、平成16年度か

ら、香港やシンガポール等の海外の量販店にお

いてフェアを開催するなど、関係団体と一体と

なった取り組みを進めております。その結果、

ミニカンショや完熟キンカン、宮崎牛などの農

畜産物が、香港やシンガポールを初めとする東

アジアやアメリカの量販店で継続的に取り扱わ

れ、平成19年度の取引数量は約157トンになるな

ど年々増加してきております。

○宮原義久議員 答弁にありましたように、157

トンということでありますから、かなりの量が

出ているんだなというふうに思っております。

出ていく経費と、実際、向こうの販売価格の関

係まで突き詰めて検証していく状況が必要かな

とは思いますが、まずは、知事がよく言われま

すように、海外に向けて宮崎の品物を、とりあ

えずはどんどん出していくと。一回口に入れて

あげないと、なかなか厳しいのかなというふう

に思っておりますから、積極的に各関係機関、

一般の農家でもそういう方はいらっしゃいます

ので、連携をとっていただきたいというふうに

思っております。

次に、東アジアを相手に宮崎県単独での販路

拡大を図るよりは、道州制という議論も一方で

はありますので、今回の販路拡大戦略推進事業

も1,039万4,000円の事業であります。こうした

事業は、九州各県ばらばらに取り組まれている

というふうに考えられますが、九州各県持ち寄

り、九州輸出戦略くらいやらないと、インパク

トが薄いんじゃないかというふうに考えます。

九州単位、南九州３県単位などで取り組むべき

ではないかというふうに考えますが、商工観光

労働部長にお伺いをいたしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 各県と連

携した輸出の促進ということでありますけれど

も、少子高齢化等によりまして国内市場が縮小

する中で、地理的にも近くて、富裕層が増加し

ている東アジア諸国は、新しい可能性に富んだ

魅力的な市場となりつつありますことから、本

県を初め各県が、積極的に輸出に取り組んでい
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るところでございます。輸出に当たりまして

は、県によりましてターゲットとしている国が

異なることや、産品が競合することなどから、

各県それぞれが創意工夫を凝らしながら取り組

んでおりますけれども、農畜産物の輸入制限や

文化や商慣習の違い等から、単独での取り組み

等が難しい中国などにつきましては、九州合同

での商談会開催や見本市出展などに取り組んで

いるところであります。効率的、効果的な海外

への販路拡大を図っていくために、今後とも、

各県と連携できるところは連携しながら、少し

でも多くの県産品の海外への販路拡大と、定番

・定着化を図っていきたいというふうに思って

おります。

○宮原義久議員 九州合同で連携できるところ

は連携をとるということでありますが、どこが

もとになって連携をとるように進めるかという

ことも問題であるかなというふうに思います。

九州は一つというような考え方から、うちの県

がそれをやってもいいのかなとも思いますの

で、九州各県と連携をとられて、1,000万の予算

よりは、各県持ち出せば億単位になると思いま

すので、そういうような施策を打っていただく

ように要望しておきたいと思います。

次に、教育問題についてお伺いをいたしま

す。

まず、県立高等学校の中途退学者問題につい

てお聞かせいただきたいと思います。中途退学

者の推移は、前回の議会でもお示しいただきま

したが、平成15年491名、平成16年392名、平

成17年487名、平成18年477名、平成19年413名と

なっているようであります。退学するにはそれ

なりの理由があるというふうに考えますが、現

在、授業料等の滞納が増加しているとよく聞か

されます。景気の悪化から、県民の多くが厳し

い生活環境となっておりますし、そうした問題

から授業料等の滞納が増加している現状がある

のではないかと心配をするものであります。経

済的な面は親の問題であり、子供に何ら責任が

あるわけではないのでありますが、授業料等の

滞納がある家庭では、おのずと子供に伝わるも

のであると思います。そうした経済的理由から

授業料の滞納が発生した場合の、教育委員会と

しての対応について、教育長にお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 経済的理由から授業

料の納付が困難な生徒に対しましては、県立高

等学校授業料減免制度により、授業料全額を免

除しているところであります。また、授業料減

免制度の適用の有無にかかわらず、経済的理由

により修学が困難な生徒に対しましては、宮崎

県育英資金により修学資金の貸与を行っており

ます。なお、保護者の失職や勤め先の倒産等に

より家計が急変した場合には、同育英資金にお

ける緊急採用制度により、迅速に救済を図って

いるところであります。今後とも、こうした救

済制度の適切な運用により、生徒の修学機会の

確保に努めてまいりたいと考えております。以

上です。

○宮原義久議員 授業料の免除制度や修学資金

等の貸与など、生徒とも十分な連携をとりなが

ら、迅速な対応をお願いしたいと思います。ま

た、貸与したものが滞納となってしまっては元

も子もないと思いますので、制度の中身につい

ても、生徒にも十分周知をされるよう望みたい

と思います。

次に、携帯電話の部分を取り上げさせていた

だこうと思いましたが、この携帯の部分は次の

機会にでも回したいと思います。

教育問題の中で薬物の問題についてお伺いを
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させていただきたいと思います。先日、薬物の

使用で摘発された数が、警察庁より発表されま

した。覚せい剤絡みの摘発が１万1,041人、前年

比968人の減であります。一方、大麻絡みの摘発

者が2,778人、前年比507人の増であります。過

去最悪の記録となっております。芸能界、有名

大学生、大相撲の力士、オリンピックに出場し

たスポーツ選手など、子供たちのあこがれる職

業の模範となるべき人たちの使用は、大きな影

響があると思います。年代別では、20代が1,516

人（54.6％）、30歳代が682人、20歳未満が220

人（7.9％）となっており、大学生89人（前年比

３人減）、高校生49人（前年比21人増）、中学

生２人であります。決して他県での問題でな

く、全国的にも高校生の摘発が伸びていること

を考えると、覚せい剤や大麻などの薬物の危険

性についての教育が重要と考えます。そこで、

薬物乱用防止対策について、教育委員会として

はどのような取り組みをなされているのか、現

状をお聞かせいただきたいと思います。

さらに、薬物の危険性について、県警と教育

委員会が連携をとって、小・中・高等学校の教

育を行うことが重要と考えますが、教育長並び

に県警本部長にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 薬物乱用につきまし

ては、児童生徒の健全な心身の発達に悪影響を

及ぼす重大な問題として受けとめております。

小・中・高等学校におきましては、日ごろか

ら、保健体育科の授業はもとより、学級活動や

総合的な学習の時間などの教育活動全体を通し

て、薬物乱用と健康について指導いたしており

ます。また、警察職員や学校薬剤師等による薬

物乱用防止教室を開催しており、特に高等学校

におきましては、警察の担当者から、現在起き

ている大麻事件などの具体的な事例をもとに、

薬物の危険性等について強く注意を促していた

だいているところであります。なお、平成19年

度の公立学校のこの教室の実施割合は、小学校

で30％、中学校で83％、高等学校で93％であ

り、今後、中学校、高等学校では完全実施を目

指すことにいたしております。

県教育委員会といたしましては、児童生徒の

発達段階に応じた的確な指導ができますよう

に、文部科学省や警察庁が作成いたしました指

導資料やＤＶＤなどを学校に配付して、指導の

充実に努めているところであります。今後と

も、警察などの関係機関とさらに緊密な連携を

図り、継続的な薬物乱用防止教育の推進に努め

てまいりたいと考えております。以上です。

○警察本部長（相浦勇二君） 薬物乱用につき

ましては、成長過程にある児童生徒の心身の発

達に重大な影響を与えるものでありますことか

ら、警察におきましては、児童生徒に対して早

い段階から適切な啓発活動が重要であると考え

ております。そこで、小学生、中学生、高校生

に対しまして薬物乱用防止教室を開催して、薬

物の危険性、有害性について広報啓発活動を推

進しているところでございます。昨年は、薬物

乱用防止専用の広報啓発車を活用して、各学校

において、延べ回数で151回、約３万5,000人の

児童生徒さんを対象に薬物乱用防止教室を開催

いたしました。今後とも、教育委員会、学校と

連携しながら、近時、大麻の蔓延が見られる状

況を十分に踏まえながら、少年の薬物乱用防止

のための広報啓発活動を推進してまいりたいと

考えております。

○宮原義久議員 薬物の危険性について、教育

の現場において警察と十分連携がとられている

ようで安心をしたところであります。これだけ

頻繁にテレビのニュースで流れると、興味を持
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つ子供たちも出てくると思いますし、いつそう

した薬物と出会うかわからない状況が考えられ

ます。県内の小・中・高等学校でしっかりとし

た教育がなされ、薬物が入りづらい環境をつく

ることが重要であります。今後も、しっかりと

した指導をお願いしたいと思います。

先ほど言いましたように、教育問題のうち携

帯電話の問題と、消防団員の確保については、

次回の質問に回させていただきたいと思いま

す。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○星原 透副議長 次は、外山衛議員。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 初めに、知

事に、県内の振興策についてお尋ねします。

知事も任期の折り返しを迎えられ、これまで

の検証を踏まえ、意を新たにされていることと

思います。マスコミの絶大なる支援を受けた

セールス活動の効果により、宮崎県が全国の表

舞台に立ったことは紛れもない事実ではありま

す。しかしながら、表舞台で主役を演じるだけ

の準備ができているのかについては、冷静に考

えなければならないと思います。

さきの議会にて、宮崎県の現状を五右衛門ぶ

ろに例えて話をいたしました。「五右衛門ぶろ

は、表面がたぎっておっても、中が冷たい水で

は」との問いかけに、知事は、「よくまぜて入

る」と、機転のきいたとも言える返答をいただ

きました。五右衛門ぶろは、まきの残り火やふ

ろ自体の余熱でお湯が冷めにくく、また、ふろ

底でたまった湯が軽くなり上に行き、水面の冷

たい湯は重くなり底に沈むという対流により、

常に温かい状態を保てるのが魅力であります。

最高のお湯にするためには、表面のたぎり湯を

対流させながら中を温めなければなりません。

知事のつけたまきの火により、表面のたぎりが

始まったとは感じております。これから県民総

力戦による対流を促進しなければと思っており

ます。

総力戦においては、個々の力を最大限に生か

すために、指揮官が個々の力を熟知し、効果的

な戦術を展開する必要があります。我々県政に

携わる者は、常に県内の状況を十分に把握した

上で、その任に当たらなければなりません。県

内も、県南、県央、県西、県北とそれぞれの地

域が特性を持つ中で、抱える課題も異なり、振

興策も異なると考えます。それぞれの地域の特

性を生かした施策を展開することこそが、宮崎

県全体の発展の基礎であると考えます。そこ

で、県政運営の中での課題を地域別にどのよう

に把握し、解決するためにどのような施策を展

開しようと考えておられるのか、知事にお伺い

します。

以下、自席から質問いたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

地域別の課題把握等についてであります。私

は、知事就任以来、県内各地に可能な限り足を

運び、地域実情に直接触れるとともに、市町村

長との意見交換や県民フォーラムなど、あらゆ

る機会を通じて地域課題の把握に努めてきたと

ころであります。県内各地域を見ますと、雇用

の確保や中山間地域対策、さらには医師確保や

交通網の整備など多くの共通した課題を抱えて

おり、また、それぞれの地域の実情によって課

題解決に向けた優先度も異なっているところで

あります。例えば、議員御出身の県南地域で

は、東九州自動車道の整備促進、商店街の空洞

化、観光や漁業の振興等がよく話題になりま
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す。したがいまして、今後とも、各地域の振興

に当たりましては、このような地域の声や実情

をよく踏まえた、きめ細かな施策展開を図って

まいりますとともに、各地域がそのポテンシャ

ルを最大限活用し、将来にわたって自立できる

ような取り組みに対して、積極的に支援してま

いりたいと考えております。〔降壇〕

○外山 衛議員 次に、県と市町村の関係につ

いて伺います。平成18年以降、道州制の議論が

活発化し、日を追うごとに高まっております。

九州市長会においても、「九州府」構想推進研

究委員会によるさまざまな検討がされているよ

うであります。しかしながら、現在の国、都道

府県、市町村という機構の中では、県と市町村

の関係が非常に重要であると考えます。そこ

で、本県における市町村との関係について、３

点ほど伺います。

１点目は、緊急時の県職員派遣についてであ

ります。平成17年の台風14号災害の反省に立

ち、大きな災害が発生しそうなときには、市町

村に県職員を派遣して連絡調整を図るように改

めるとの説明を受けておりますが、その後どの

ような対応がなされておるのかを、総務部長に

お伺いします。

○総務部長（山下健次君） 災害の発生時にお

きまして迅速的確な応急活動を実施するために

は、刻一刻と変化する被害の状況を県と市町村

が連携しながら確実に共有していくことが大切

でございます。そこで県では、被害の状況等に

応じまして、災害対策本部の地方支部である出

先機関等の職員を市町村に派遣いたしまして、

県と市町村との連絡調整を行うこととしており

ます。そのための取り組みの一環といたしまし

て、昨年８月には、職員の派遣時に活用できる

衛星携帯電話とデジタルビデオカメラをすべて

の地方支部に配備したところであります。ま

た、ことしの１月には、地方支部と市町村の連

携を強化する観点から、災害図上訓練研修を合

同で実施したところであります。幸いなことに

今年度は、職員を市町村に派遣するような大き

な災害は発生しておりませんが、今後とも市町

村と緊密に連携して、応急対策を初めとする災

害対策の充実に努めてまいりたいと考えており

ます。

○外山 衛議員 ２点目ですが、日常的な県職

員の派遣についてであります。宮原議員の質問

とも重複しますけれども、地域振興を図るため

には、市町村においても、外部からの力や新た

な感覚が必要と考えます。そこで、県職員が

もっと市町村に出向し、そこに住みながら―

いろんな問題がありますけれども、そこに住む

ことが重要と考えます―一緒に地域づくりに

取り組むことも重要であると考えますが、この

ことについての見解を、県民政策部長にお伺い

いたします。

○県民政策部長（丸山文民君） 県職員が市町

村に出向しまして、ともに地域づくりを進める

ことは、県と市町村が一体となった取り組みが

展開されること、また、県職員の地域の実情へ

の理解が進展することなどが期待され、有意義

なことと考えております。また一方、市町村に

とりましては、地域づくりに外部の視点が取り

入れられるという利点があるとも考えておりま

す。このようなことから、県では来年度から、

新規事業の「中山間盛り上げ隊」派遣事業の中

で、新たに３名程度の県職員を中山間地域に年

単位で派遣し、町村役場に駐在させることとい

たしております。

○外山 衛議員 ３点目ですが、県の設置して

いる県外事務所の有効活用についてでありま



- 240 -

平成21年３月３日(火)

す。市町村単独で県外に事務所を設置すること

は、合理的ではありません。県の事務所にもっ

と多くの市町村職員を受け入れて、一緒に県を

ＰＲしながら、それぞれの市町村も売り込むよ

うな体制をつくるべきと考えますが、このこと

についてはどのようなスタンスをお持ちなのか

を、県民政策部長にお尋ねします。

○県民政策部長（丸山文民君） 現在、県外事

務所におきましては、東京事務所と福岡事務所

に各１名ずつ、延岡市及び日向市から研修職員

を受け入れているところであります。研修職員

は、人材育成の観点や、県産品のＰＲ、流通あ

るいは企業誘致といった特定の業務への従事な

ど、派遣元市町村の要請に応じて受け入れてい

るものであります。県外事務所は、県産品の販

路拡大を初め、観光ＰＲや企業誘致活動の最前

線であることから、市町村が職員を派遣するこ

とは大変有意義であるとともに、県といたしま

しても、地域の実情に精通した市町村の職員と

相互に情報交換をすることによりまして、より

効果的できめ細かな業務を行うことができるも

のと考えております。このため今後とも、市町

村の要請に応じまして、積極的に研修職員を受

け入れてまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 次に、ＴＲ高千穂鉄道廃止路

線の展望について、同じく県民政策部長にお尋

ねします。

現在、沿線の日之影町におきましては、廃棄

される予定であった２両の車両を譲り受け、簡

易宿泊施設に改装して、日之影温泉駅構内に設

置し、「ＴＲ列車の宿」と銘打って、来年オー

プンさせる計画が進んでおります。またあわせ

て、駅舎内に鉄道資料館をつくったり、線路跡

を遊歩道にして自転車を貸し出す構想について

も検討がされているようであります。廃線の悲

しみを乗り越えて、新しい観光資源として活用

すべく積極的な取り組みがなされております。

去る２月11日に車両が駅構内に設置されて以

来、多くの人が見物に訪れているということ

で、私は、鉄道ファンを初めとした観光客の集

客増につながるものと期待しているところであ

ります。そこで、このような取り組みに対して

県からの助成措置はあるのか。また、他の沿線

区間で同様の動きがあるようであればお聞かせ

ください。お願いします。

○県民政策部長（丸山文民君） 旧高千穂線の

施設の活用につきましては、御質問にありまし

たように、日之影町が、鉄道施設を生かしたま

ちづくりに具体的に取り組まれており、県も、

駅周辺の整備計画の策定や列車の改装等に対し

まして支援を行っております。一方、他の沿線

自治体では、庁内や議会内に検討組織が立ち上

がったところであり、今後、地域のニーズや特

色を踏まえ、具体的な活用策の検討がなされる

ものと考えております。県といたしましても、

施設の積極的な活用が図られますよう、今後と

も、沿線自治体と十分連携しながら対応してま

いりたいと考えております。

○外山 衛議員 次に、ＪＲ日南線のトロッコ

列車についてお尋ねします。

ＴＲ高千穂鉄道のトロッコ列車がＪＲ九州に

移管され、この秋から日南線に導入されるとの

ことでありますが、このことは、低迷している

日南線の利用促進や県南の観光振興から考える

と、非常に喜ばしいことではあります。そこ

で、以下３点についてお伺いいたします。

１点目は、路線や時間、料金等を含めて、具

体的にどのような導入計画になっているのか。

わかりましたらば、県民政策部長にお伺いしま

す。
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○県民政策部長（丸山文民君） ＪＲ九州から

伺っているところでは、ことしの秋をめどに日

南線で運行させる計画でありまして、運行区間

やそのダイヤ、あるいは指定席料金等の特別料

金を設定するのかどうかといった具体的な方法

につきまして、現在、社内で鋭意検討中である

と伺っております。

○外山 衛議員 続いて、利用促進策について

であります。ＰＲ方法を含めまして、どのよう

な利用促進策を考えておられるのか、同じく県

民政策部長にお尋ねします。

○県民政策部長（丸山文民君） トロッコ列車

の運行は、利用者数の減少が続く日南線の活性

化を図る好機と考えておりまして、地元が中心

となり、地域の観光資源なども生かしながら、

列車の有効活用を図ることが必要だと考えてお

ります。このため県といたしましては、21年度

の新規事業といたしましてトロッコ列車活用促

進事業を実施し、運行開始セレモニーやマスコ

ミを通じたＰＲを行いますとともに、日南線沿

線の自治体や観光協会等が行う駅舎の改修や鉄

道沿線の美化、あるいは、トロッコ列車を活用

したイベント列車や観光ツアーの企画等の取り

組みに支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。

○外山 衛議員 ３点目は、観光振興への活用

についてであります。トロッコ列車を周辺地域

の観光振興に生かすべきと考えます。それにつ

きましてどのような対策を考えておられるの

か。また、市や町、民間施設との連携をどのよ

うに考えておられるのか、商工観光労働部長に

伺います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 日南線沿

線地域におきましては、青島とか飫肥など県内

を代表する観光地がありますとともに、プロ野

球やサッカーなどのキャンプ、「伊勢エビ祭

り」などのイベント、それから森林セラピー、

温泉などさまざまな魅力にあふれておりまし

て、これらとトロッコ列車を結びつけていくこ

とが大変重要であるというふうに思っておりま

す。このため県といたしましては、関係団体、

観光関連事業者等と協力しながら、ＪＲと共同

で観光キャンペーンを実施するなどの取り組み

を進めていきたいというふうに思っておりま

す。また、観光列車の活用としましては、例え

ば、えびの市真幸駅では、地元のまちづくり団

体が、乗降客に地元でとれた野菜などを販売す

るとともに、列車の乗客に手を振って見送るな

ど心温まるおもてなしで、多くの観光客から好

評を得ているような事例もございます。日南線

につきましても、地元において、沿線の魅力向

上や駅舎の利活用など、利用客のおもてなし向

上に向けた取り組みを進めていただくよう働き

かけてまいりたいと思っております。

○外山 衛議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。これからですから、お願いいたします。

次に、商店街の振興対策について商工観光労

働部長にお尋ねいたします。

新聞報道によりますと、中小企業庁が全国の

商店街を対象に行った実態調査では、全体の

約70％が、商店街の現状として、「衰退してい

る」または「衰退のおそれがある」と認識して

いるようであります。また、宮崎商工会議所の

調べでは、宮崎市中心部の商店街の空き店舗数

が、昨年９月時点で192店舗と過去最多となった

ようであります。本県の中心地ですらこのよう

な状況でありますから、私の地元である日南市

を初め、他の地域の商店街も惨たんたる状況で

あります。一方、郊外の大型量販店などは客足

が減っていないようであり、やはり、公共交通
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機関が発達していない本県においては、車での

移動が常であり、駐車場の確保を含めた中心市

街地の空き店舗対策が必要急務であると考えま

す。

他県の例を申し上げますと、愛知県におきま

しては、まちづくり団体や学生のグループなど

が、生産者や商店街と連携し、空き店舗を活用

して地元農産物の販売あるいは情報提供を行

う、市街地等の空き店舗を活用した地産地消の

推進、また、島根県では、子育てサロンの設置

に対しての支援や助成を行っているようであり

ます。このような事業や仕掛けを行うことが

きっかけとなり、県内各地域の中心市街地に人

が集まることで、町のにぎわいが創出され、地

域全体の活性化につながると確信をしておりま

す。そこで３点伺います。

まず１点目は、空き店舗の現状についてであ

ります。県内における商店街の空き店舗の数

と、商店街に占める空き店舗の率についてお伺

いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 空き店舗

でございますけれども、県で毎年、県内の主

要14商店街において実施しております空き店舗

調査によりますと、平成20年７月現在の空き店

舗数は、調査しました全489店舗のうち117店舗

となっておりまして、空き店舗率は23.9％、前

年と比べまして2.7ポイントの増加となっており

ます。

○外山 衛議員 ２点目、空き店舗対策につい

てであります。空き店舗の対策については、ど

のような施策を行っておられるのかをお尋ねい

たします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 空き店舗

対策でありますけれども、商店街といいますの

は、買い物の場の提供でありますとか、生活の

質の向上など地域住民の生活に不可欠でありま

して、空き店舗対策を含めた地域商業の振興を

図ることは大変重要なことと認識しておりま

す。このため県におきましては、空き店舗を活

用した商店街の利便性の向上や、にぎわいの再

生に向けた取り組みを支援してきたところであ

ります。具体的には、地域商業づくり総合支援

事業によりまして、例えば、日南市岩崎商店街

における高齢者交流施設の運営、西都市妻駅西

地区商店街におけるギャラリーの運営やイベン

トの開催などについて助成しておりまして、商

店街の活性化に努めてきたところでございま

す。

○外山 衛議員 もう一点でございますが、平

成21年度の施策についてであります。新規事業

で、まちなか商業再生支援事業に取り組まれる

予定でありますが、この事業により、どのよう

な成果を期待されているのか。また、今後どの

ように商店街の振興を図っていこうとされるの

かお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） まちなか

商業再生支援事業でありますけれども、この事

業は、人口減少など厳しい商業環境の中で、商

店街独自では活性化に取り組むことが困難に

なってきておりますことから、商店街が産業や

観光などの地域資源を活用して行うイベントの

開催でありますとか施設整備などに助成するも

のでございます。このような取り組みを重点的

に支援することによりまして、商店街を中心と

する「まちなか」のにぎわいづくりや買い物の

場の再生など、その成果やノウハウが、例えば

川南町の「軽トラ市」のように、県内に広がる

ことを期待しているところでございます。

また、商店街の振興を図るためには、商店街

全体の活性化とともに、個々の店舗の魅力向上
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や経営力の強化も重要でございますので、経営

・相談窓口の提供や勉強会の開催などを支援し

ていくことといたしております。

県といたしましては、今後とも関係機関と十

分連携を図りながら、商店街の振興に向けた取

り組みを、ソフト・ハード両面から支援してま

いりたいと思っております。

○外山 衛議員 ありがとうございました。

ここからは、入札関連についてお尋ねいたし

ます。

質問に入る前に、時事通信社が発行している

「地方行政」という情報誌の2009年１月26日付

の記事の一部を紹介したいと思います。記事の

タイトルは、「検証・東国原県政 一般競争入

札全面導入で落札率急落―「性急過ぎる」と業

界抵抗―」であります。御紹介いたします。

読み上げますが、冒頭に、「官製談合が完全

になくなるだけで投資的経費の５％が浮くんで

す。100億円が浮くんです。そのお金を医療や福

祉に何で向けんとか。私は公共事業が悪いと

言っているんじゃない。県内の中小企業の土

木、建築業の方々が悪いと言っているんじゃな

いんです。その方々も県民です。でも、官製談

合をやめることによって、その人たちの税金は

安くなるんです」「この官製談合のせいで落札

率96％、日本で最悪だった。５年も10年も官製

談合しちょっとですよ、悪いですよ。そこを私

は改革するんです」ということから知事選に踏

み切られまして、この中に、中段ですが、「入

札制度改革を開始した07年、県内の建設業者の

倒産件数は52件と前年より19件増加。建設業の

倒産は、全体の倒産件数（101件）の51.5％を占

めた。08年も11月までに全体の倒産件数97件の

うち建設業者52件が倒産している。その中に、

「建設関連産業危機突破総決起大会」等の記載

がありますが、後段に、「知事は自身の著書

「知事の世界」で、「指名競争入札を一般入札

に切り換えた入札契約改革については、少し性

急だったかという思いはある」と記してい

る」。また、「「入札契約改革を一気に進めれ

ば、倒産なり失業者なりが出ることは予測でき

ていた。その一方で、ゆっくり進めるのでは改

革にならないという思いがあった」と、建設業

者の倒産は織り込み済みだったことを明かして

いる」。こういったことが、「地方行政」―

いわゆる公務員の方々、皆さんが読んでおられ

る情報誌と思います―に記載がございまし

た。

最後のくだりを読みまして、知事にお願いを

したいんですが、一度決めたことでも、状況に

よっては撤回、あるいはもとに戻す勇気があっ

てもいいと思うんであります。また、それも改

革であろうと思います。横田議員も昨日言って

おられました。決して戻すことは後退ではあり

ません。前向きな改革でありますから……。な

お、知事のモットーであるスピード感、いつも

言われますスピード感を具現化する機会ではな

いかと思っております。

そこで、県土整備部長にお伺いします。知事

の答弁は求めません。わかり切ったことであり

ますけれども、部長、入札における予定価格、

設計価格といいますか、これはどのような位置

づけと認識をされておりますか。

○県土整備部長（山田康夫君） 予定価格は、

設計図書で定められた工事目的物をつくるため

に必要な価格でありまして、標準的な施工能力

を有する建設業者が、それぞれの現場条件に照

らして、最も妥当性があると考えられる標準的

な工法で施工する場合に必要となる経費を設定

いたしております。なお、地方自治法上、競争
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入札により契約を締結する場合においては、予

定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって

入札した者を契約の相手方とするものとされて

おります。

○外山 衛議員 もう一点です。落札率が低い

ことが何よりも最良とお考えでしょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） 落札率につき

ましては、競争入札の結果でありまして、高い

低いについての適・不適を判断することは困難

でありますけれども、現在の本県の落札率は、

建設投資の大幅な減少、そして一般競争入札の

拡大により、競争性が高まっていることによる

ものと考えております。これらに加えまして、

景気の急速な悪化等もあり、建設産業が極めて

厳しい経営環境に直面していることは十分認識

いたしております。

○外山 衛議員 毎回、よく競争性という言葉

が出ますけれども、私は今、当県における競争

性というのが、後ろ向きといいますか、下へ向

いたほうの競争性というふうに認識しているん

ですよね。それはいいと思います。

私は、本来、入札とは適正金額であるべき

で、企業の経営努力によって、つまり、経費削

減に取り組んだ結果、必要経費を織り込んだ金

額を提示するものであると考えます。それでな

ければ、公共工事、公共事業の意味がないと思

います。そこで、最近の現状を見ますと、最低

制限価格に張りつく金額で業者の応札が集中す

るという傾向が見られますけれども、県土整備

部長、このことについてはどうお考えでしょう

か。

○県土整備部長（山田康夫君） 今申し上げま

したように、建設投資の大幅な減少、一般競争

入札の拡大による競争性の高まりにより、最低

制限価格付近での入札が多い傾向にあるものと

考えております。こういった厳しい経営状況に

置かれている建設産業の実情に応じた支援に努

めますとともに、入札・契約制度についても、

引き続き、制度の検証、見直しを行ってまいり

たいと存じます。

○外山 衛議員 よろしくお願いします。

昨日の中野廣明県議の議場配付資料が手元に

ございますので、ちょっと読み上げます。「九

州各県入札制度の状況」、それぞれの県の平

成19年度競争入札の平均落札率が一覧表になっ

ております。福岡県90.6％、佐賀県88.8％、長

崎県88.6％、熊本県93.3％、大分県92.4％、鹿

児島県94.2％、沖縄県88.2％、宮崎県83.3％。

この表を見るときに、なぜこの厳しいときに宮

崎が低く抑えなければならないのかという疑問

を持つところであります。これも答弁は結構で

ございます。

続けます。中村議員の代表質問の中にありま

したけれども、特に測量関係などにおいては、

最低制限価格が65％、この設定などはどう考え

ても論外と言わざるを得ません。これも含め

て、ぜひとも見直しをお願いしたいと思いま

す。

次に、知事に伺います。過去の議会の答弁に

おきまして、「落札率が下がれば、その経費節

減分―執行残とも言えるんですけれども―

が再投資できる」との答弁が幾つかございまし

た。そのお考えは今も変わってはいないと理解

してよろしいでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 入札の結果、予算に

残額が生じた場合は、道路、河川等、必要な社

会資本整備の再投資に活用することができると

いうことでありまして、残額を生じさせて再投

資するという考えではありません。

○外山 衛議員 例えば事業費1,000万円の案件
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があったとします。これを落札率75％で執行し

たとすると750万円になります。その執行残250

万円をまた75％で執行となれば、もともと適正

な設計によれば1,000万円かかるものを、それを

下回る金額で受注するわけでありますから、業

者は利益を出すどころか赤字になりかねませ

ん。結局、それでは、せっかくの公共事業、い

わゆる事業でありますが、市中にお金が回らな

い、景気の浮揚など考えられないと思うのであ

ります。今日のように実質経済の低迷期におい

ては、落札率に余り縛られることなく、予算を

より効果的に執行するという考え方を持っても

よいのではないかと思います。また、それが一

つの景気浮揚に対する対策と言えると思いま

す。

そこで、入札制度改革についてお尋ねしま

す。ここ２年の間、入札に関しては、業界から

の要望も考慮しつつ、幾つかの試行がなされて

おりますが、主にどのような取り組みをされて

きたか、また、その結果をどう検証されている

か、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 本県では、よ

り公正、透明で競争性の高い入札・契約制度を

確立するため、平成19年度から抜本的な改革に

取り組んでおりますが、並行して改革の検証も

随時行い、一昨年10月には最低制限価格の見直

しも行ったところであります。しかしながら、

建設投資の大幅な減少や競争性の高まりに加

え、景気の急速な悪化等により、建設産業が極

めて厳しい経営環境に直面していることは十分

認識いたしております。このため県といたしま

しては、入札・契約制度について随時見直しを

行ってきており、特に本年度は、見積もりを行

わない不良・不適格業者の排除等を図る観点か

ら、予定価格の事後公表の試行を行うととも

に、技術力や地域貢献度が高く地域に根差した

建設業者が受注しやすい環境を整備する観点か

ら、本県独自の地域企業育成型の総合評価落札

方式を創設したところであります。また、さき

の臨時県議会で公共事業費約40億円の増額補正

を行い、その執行に当たりましても、早期発

注、地域企業の受注機会の確保などに努めてい

るところであります。

○外山 衛議員 ９月議会でも質問しました

が、再度。現在、予定価格250万円以上の公共工

事について条件付一般競争入札としているとこ

ろを、福島の例に倣いまして、例えば予定価

格1,000万円以上などに改める意向があるかない

か。再度、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 入札・契約制

度につきましては、談合事件により失われた県

民の県政に対する信頼を回復するために一般競

争入札に移行してきましたことから、今後と

も、一般競争入札の枠組みの中で、制度の検

証、見直しを行うとともに、厳しい経営環境に

置かれている建設産業の実情に応じた支援にも

努めてまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 この場で具体的には答えられ

ないでしょうから、検討をお願いします。

続けます。中村幸一議員の代表質問と重複し

ますが、今、世界は、100年に一度と表現される

ほどの経済危機を迎えているようであります。

もちろん、県も国も補正予算等でさまざまな政

策を掲げて対応しておるところでございます

が、長崎県に倣って最低制限価格を90％に引き

上げてはどうかと考えます。県内のすべての産

業が疲弊して落ち込んでいる今、即効性がある

政策ではないかとも思いますが、知事はどのよ

うにお考えか伺います。

○知事（東国原英夫君） 最低制限価格につき
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ましては、一昨年10月に引き上げを行ったとこ

ろでありまして、全国的には遜色のない水準と

なっておりますが、建設投資の大幅な減少や一

般競争入札の導入による競争性の高まりに加え

て、昨今の経済情勢等により、会社の経営は非

常に厳しい状況にあると認識しておりますの

で、今後、関係各位、現場等のさまざまな意見

をちょうだいしながら、どのような対応ができ

るのか、引き続き検討してまいりたいと考えて

おります。

○外山 衛議員 現時点ではその答弁になろう

かと思いますが、先ほどの中野廣明議員の議会

提出の資料の数字を見ますと、遜色ないと言え

ばないんでしょうが、九州の中においては一番

低いんですね。この辺もちょっと考慮されては

いかがかと思います。

関連して、長崎県の最低制限価格の引き上げ

につきましては、知事の意向であったのか、そ

れとも事務方の提案で行われたものであるのか

を、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 長崎県におけ

る最低制限価格引き上げの経緯でございます

が、経済・雇用情勢等が一段と厳しくなってい

る状況を考慮し、長崎県の庁内でさまざまな対

策を議論される中で、最終的に最低制限価格の

引き上げの試行が取りまとめられたものと理解

をしております。

○外山 衛議員 前向きな検討をお願いしたい

と思います。国や他県の状況を見ながら検討す

るのではなく、知事の英断でもって、ぜひ最低

制限価格を90％に上げていただくことを要望し

ておきます。

この件は、中村議員の代表質問の中で３度ほ

どやりとりがございまして、現在においては明

確な答弁はなかったので、ここでは、答弁はも

う結構でございますので、よろしくお願いしま

す。もっとも、議場で一般質問においてすべて

の結論が出るわけではございませんから、ある

意味、問題提起の場と認識しております。御検

討よろしくお願いいたします。

最後に、皆さんゴルフをやると思いますけれ

ども、ニアピン賞というのがございます。ニア

ピン賞というのは、カップにより近いほうが賞

をとるわけでございます。法制度上困難なこと

は百も承知で申し上げます。入札においても、

例えば1,000万円の予定価格であれば―もちろ

ん事後公表でありますが―999万9,999円で応

札した業者が落札とすることはできないんで

しょうか。その業者は積算能力にすぐれている

優良な業者との判断もできるのではないでしょ

うか。つまり、発注側、いわゆる執行部、県

は、しっかり積算、設計をした上で予算に計上

するわけですから、その範囲内であれば問題な

いと思うんです。その範囲内で執行される事業

に問題ないはずでありますから。もちろん、こ

の考え方は余りにとっぴ過ぎるかもしれませ

ん。しかし、私が申し上げたいのは、そのぐら

いの逆転の発想を持って取り組まなければ、業

界の厳しい現状を打破することはできないとい

うことであります。このことにつきましては、

答弁は求めません。意味合いを好意的に理解し

ていただき、知事に、ぜひとも思い切った施策

の展開を図っていただけるように強く要望いた

します。

もう一点です。知事は就任当初、改革路線を

標榜して、「宮崎型改革」を全国レベルに波及

させようとしておられました。ところが最近で

は、特に今議会での答弁を聞いていると、「国

や他県の動向を見ながら検討する」というふう

にトーンダウンしているようで、当初の意気込
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みとの違和感、ずれを感じているのは私だけで

しょうか。もしかすると、一番違和感を感じて

おられるのは知事御自身かもしれません。知事

におかれましては、これからも飽きることなく

県勢発展に御尽力いただきたい。元来、行政の

トップの仕事は日々の積み上げでありますから

地味であります。また孤独であります。「朝の

来ない夜はない」と申します。将来の明るい展

望を信じて、お互いに頑張りましょう。

これで私の一般質問を終わります。（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。

午前11時34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、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 滝田洋二郎

監督、本木雅弘さん主演の映画「おくりびと」

が、日本作品として初めてアカデミー賞外国語

映画賞に選ばれました。アメリカではこれま

で、異国情緒がある時代劇が注目されてきたそ

うですが、生き死にや弔いという普遍的なテー

マを笑いとともに描いた「おくりびと」が、新

鮮に映ったのではないかということでありま

す。ある映画評論家が、「アカデミー賞はその

時代の社会情勢を反映する。今のアメリカは戦

争中で、その上、不況の殺伐とした時代。「お

くりびと」は死がテーマだが、描き方は静かで

きれい。その独創性が評価されたのでは」と分

析されていました。映画で描かれている遺族と

死者との畏敬の念は、古きよき時代の理想的な

逝き方ではないかと言われます。

人の命が粗末に扱われ、死者との心のきずな

も薄れつつある昨今、効率や競争に明け暮れ、

大事なものを置き忘れてきた政治経済のてんま

つが、今日の世界同時不況を招いているのでは

ないでしょうか。一時日本を風靡した「改革な

くして成長なし」のスローガンでその一翼を

担った経済学者は、自戒の念を込めて、「懺悔

の書」を出版されました。著者は本の中で次の

ように指摘をしています。「グローバル資本主

義は、世界経済活性化の切り札であると同時

に、世界経済の不安定化、所得や富の格差拡

大、地球環境破壊など、人間社会にさまざまな

「負の効果」をもたらした「モンスター」であ

る。規律によって制御されない「自由」の拡大

は、資本主義そのものを自壊させることになる

だろう」、このように言っています。日本再生

のために、「お互いさま」「おかげさま」と支

え合って発展してきた、日本の原点に立ち返る

ときが訪れているような気がします。

それでは、自殺対策について知事にお尋ねを

してまいります。

我が国の自殺者数は、平成10年に３万人を超

え、19年までに10年連続で高い水準で推移して

います。本県においても、平成９年に300人を超

して以来、300人後半で推移し、自殺死亡率は平

成19年に全国ワースト２位となりました。先

日、各保健所別の自殺死亡率が新聞に公表され

ました。西諸地域の自殺死亡率の減少をどう評

価し、増加傾向にある地域に対しどのように対

策をしていくのかをお尋ねいたします。

以下は質問者席で行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 自殺対策に

ついてであります。西諸地区は、県内でも特に

自殺死亡率が高い状況にあったことから、平
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成16年度から先駆的に国の調査研究事業を始め

るなど、官民が一体となってさまざまな対策に

取り組んできたところであります。平成19年に

おける西諸地区の自殺死亡率は減少しておりま

すが、自殺対策は、成果が出るまでに10年、20

年の期間が必要であると言われておりますの

で、現時点で検証するには時期尚早であると考

えております。県といたしましては、ことし２

月に宮崎県自殺対策行動計画を策定したところ

でありまして、今後は、この行動計画に基づい

て、県内各地で官民一体となった推進体制を整

えることなど、一層の自殺対策に邁進していき

たいと考えております。〔降壇〕

○髙橋 透議員 先日、全国の警察に対する取

材をもとにＮＨＫが発表した報道を見ましたけ

れども、08年の調査で出ていました。３万2,194

人。結局、11年連続で自殺者が３万人を超える

ということであります。本県は382人という数字

を県警本部がまとめているようですが、外国人

を含みませんので、この数字は若干変わります

ね。しかし、高い数字であることは宮崎県も間

違いない。いろいろと24時間電話相談体制の課

題もあります。社会情勢に対策が追いつかな

い、そういうこともしっかり検証すべきなのか

なということを申し上げておきたいと思いま

す。

知事もおっしゃいましたが、先月17日に自殺

対策行動計画を策定されました。当計画には、

「平成24年における自殺者数を300人以下とする

ことを目指します」とあります。この行動計画

は、閉会中の厚生常任委員会でも説明されまし

た。そのときにも、私は、この数値目標の定め

方に疑問を呈したところであります。いわゆる

「自殺者数を300人以下にする」という表現はい

かがということであります。人の命にかかわる

ことに具体的な数字をあらわすことはなじまな

いんじゃないかと考えますが、知事の見解を求

めたいと思います。

○知事（東国原英夫君） この数値目標につき

ましては、本県における自殺死亡率が全国的に

高い水準で推移するという危機的状況の中で、

県民一人一人が共通の問題意識を持って自殺対

策に取り組んでいくための具体的な指標として

掲げたものでありまして、国を初め、行動計画

を策定して自殺対策に取り組んでいる他県にお

いても、ほとんどが数値目標を掲げておりま

す。自殺は、個人やその家族の方々、さらには

社会にとっても大変つらく悲しいものでありま

すので、本県といたしましては、一人でも多く

のとうとい命を救うために、今後とも、関係団

体・機関や市町村とも十分連携を図りながら取

り組んでまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 今、知事がおっしゃった「一

人でも多くの自殺者をなくす」、その表現でい

いと思うんです。私も各都道府県の表現を調べ

させてもらいましたら、北海道が「自殺者を一

人でも多く減少させる」。あるいはパーセント

であらわすとか、そういう数字でよかったのか

なと。例えば、301人だったらだめだったと

か、300人でよかったとか、そういうことにはな

らないわけですね、これは当然のことですが。

もうこれは変わらないんでしょうか、知事。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、北

海道のみが「一人でも多く」という表現を使っ

ております。他府県は大体パーセントか数字で

ありますから、他府県と比べてそんなに遜色は

ないかなと思いますので、ただいまのところ変

更するつもりはありません。

○髙橋 透議員 ちょっと違うんじゃないかと

思うんですが、まあいいです。次に移ります。
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昨年11月議会でも私は質問しておるんです

が、消費者向けのセーフティネット貸付の創設

についてであります。今議論しました自殺対策

行動計画に、分野別の自殺の特徴と自殺対策の

方向と取り組みがありますが、平成19年におけ

る本県の自殺者数395人の詳しい原因・動機にお

いて、多重債務は、体の病気、うつ病に次いで

３番目になっているんです。多重債務対策につ

いて、相談窓口の整備が明記されています。し

かし、債務整理して暮らしを建て直そうとして

も、建て直せない人が少なからずいらっしゃる

んですよ。消費者向けのセーフティネット貸付

の創設まで行動計画では踏み込むべきじゃな

かったのか、知事にお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 多重債務問題につき

ましては、任意整理や個人再生手続等の債務整

理により解決することができるものであります

ので、一人で悩まずに、まずは相談していただ

くということが大切かと考えております。この

ため、政策としては、来年度から消費生活セン

ターの相談員の１名増員、消費者金融相談所の

弁護士相談など、相談機能の強化や相談窓口等

の周知・啓発に取り組むこととしております。

なお、債務整理後の生活費の不足等について

は、既存の貸付制度により対応したいと考えて

おります。議員御指摘の内容につきましては、

今後、課題として検討に値するかと考えており

ます。

○髙橋 透議員 検討に値する。もうちょっと

突っ込んでお話を聞きたいんですけど、既存の

制度というのは何でしょうか、教えてくださ

い。

○知事（東国原英夫君） 主な貸付制度につい

ては、生活福祉資金貸付制度や中小企業勤労者

ハッピーライフ資金融資制度等があります。

○髙橋 透議員 今おっしゃいました生活福祉

資金貸付制度とハッピーライフローン、11月議

会でもこれでしのげるというふうに答弁をも

らっているんですね。果たしてこの制度で、債

務整理後の本当に困られている方が再建できる

んでしょうか。それぞれの貸付制度の概要と実

態、貸し付けの状況について、それぞれ所管部

長に答弁を求めます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 生活福祉資金

貸付制度でありますが、この制度の仕組みは、

低所得者等の経済的自立や生活意欲の助長を図

るための低利の資金貸付制度でありまして、原

資は国２分の１、県２分の１であり、県の社会

福祉協議会が貸付主体として管理運営をしてお

ります。資金の種類は８種類ありまして、高校

・大学等への進学に要する修学資金、技能取得

や事業開始のための更生資金、住宅取得のため

の住宅資金、医療や介護に係る費用を賄う療養

・介護資金などがあります。貸付金利は、修学

資金、療養・介護資金は無利子、その他は年利

３％となっております。相談及び申込窓口は各

市町村の社会福祉協議会が当たっており、貸し

付けには民生委員の調査及び意見書並びに保証

人が必要となっております。本県においては、

約26億円の貸付原資を確保しており、平成19年

度末で14億6,000万円余を貸し付け中でありま

す。なお、利用状況でありますが、平成19年度

における新規貸付実績は77件の7,819万円余と

なっております。以上です。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 中小企業

勤労者ハッピーライフ資金融資制度であります

けれども、これは県が九州労働金庫に預託を行

うことによりまして、県内の中小企業勤労者に

対して、低金利で、教育や一般生活資金等の融

資を行うものであります。融資対象者は、県内
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の中小企業に１年以上勤務されている方となっ

ておりますが、融資に当たりましては、九州労

働金庫の審査を受けることになり、おおむね150

万円程度の年収が必要になっております。利用

状況でありますけれども、平成19年度の融資件

数及び融資額は、65件、6,600万円となっており

ます。

○髙橋 透議員 生活福祉資金貸付制度は、

おっしゃいましたように保証人が要ります。こ

れであきらめて帰っていらっしゃるんです。私

も実態を調べてみました。全県下の社協は回れ

ませんでしたけど、日南市に行って聞いたら、

「これはあってないようなものですよ」と。ほ

とんど貸付実績がないというふうに言うんで

す。今、何が多いかというと、助け合い金庫で

すか、３万円の。今、当座の資金、きょう、あ

したのお米代が欲しいんです。保証人が要るも

のですから、結局、生活保護に走っていらっ

しゃる。そういう実態なんです。生活福祉資金

貸付制度、この制度では、多重債務整理後の生

活再建は、私はちょっと無理だというふうに思

います。そして、ハッピーライフローン、150万

以上の収入とおっしゃいましたけれども、これ

はよくよく調べてみましたら、審査があるとい

うことです。その審査、いわゆる日本労働者信

用基金協会の保証基準というのがあります。こ

れは何がネックかといいますと、返済比率、い

わゆる債務過多ではだめなんです。カードロー

ンを持っていたり、返済が１カ月遅れたりする

データがあったら、もうアウトなんです。だか

ら、このハッピーライフローンは、多重債務に

陥る前の人の制度なんです、わかりますか。だ

から、当局が言う、既存の制度で多重債務者の

救済ができるというのは、ちょっと無理がある

と思います。知事、そういう意味では、「検討

に値する」じゃなくて、「検討していく」とい

う答弁はできないんですか。

○知事（東国原英夫君） 多重債務者対策とい

たしましては、多重債務者の抱える負債返済の

ための貸付制度での対応ではなく、負債そのも

のの減額または免除を行う債務整理によって解

決を図ることが必要であります。したがって、

まずは相談していただくことが肝要かと思いま

す。「検討する」と、ここでは改めて明言はで

きないと思います。検討を検討するということ

です。

○髙橋 透議員 さっきから大分後退しました

ね。検討に値するというところまでおっしゃっ

たんですが……。福祉団体が、市長会とか町村

会にもいろいろ協議して申し入れをして、市長

会、町村会は前向きで、ぜひやってほしい、つ

くってほしいと、そこまで詰めているんです

ね。あとは県が出資して一緒になってつくるか

というところなんです。ぜひ検討を始めてくだ

さるように、後でまた時間がありましたら申し

上げますが、次に移りたいと思います。

雇用対策でありますけれども、ことし１月に

勤務先を解雇されました障がい者が全国で370人

いたことを、厚生労働省が発表しています。雇

用情勢が大変厳しい中で、本県の障がい者雇用

の現状についてお尋ねをします。部長答弁で結

構です。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 昨今の雇用情

勢の急速な悪化によりまして、障がい者を取り

巻く雇用環境も大変厳しい状況にあります。宮

崎労働局の調査では、障がい者の就職件数につ

きましては、昨年10月から12月までの第３・四

半期で111件、前年同期に比べ22件の減少となっ

ております。また、企業等から解雇された障が

い者数につきましては、全国的には昨年10月
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が125人、11月が234人、12月が265人と急増して

おりますが、本県におきましては、この３カ月

間で７人が解雇されており、前年同期と同数の

状況となっております。

○髙橋 透議員 わかりました。そこで、民間

企業における障がい者の法定雇用率がございま

すが、その状況はどうなっているんでしょう

か、部長に答弁をお願いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 同じく宮崎労

働局の調査では、平成20年６月１日現在で、法

定雇用率1.8％が適用される常用労働者56人以上

の規模の県内企業559社のうち、雇用率未達成の

企業が205社で、その割合は36.7％となっており

ます。

○髙橋 透議員 法定雇用率を下回る企業であ

りますけれども、県は、公共事業とか物品購入

とかの発注をされますけれども、法定雇用率を

下回る企業との契約において、差は設けてい

らっしゃらないのか、関係部長の答弁を求めた

いと思います。

○総務部長（山下健次君） 公共工事につきま

しては、入札参加資格審査や総合評価落札方式

におきまして、障がい者の雇用状況を評価対象

としているところでございます。また、物品の

購入につきましても、県内の中小企業者で障が

い者を一定比率以上雇用しております企業につ

いて、名簿に登録をいたしまして、契約手続に

おいて名簿登録者の受注機会の確保に努めるこ

ととしているところでございます。いずれにい

たしましても、県が行う契約であるか否かを問

わず、各企業におかれましては、障がい者の雇

用に関する法律を初めとして、関係法令を遵守

されることが必要であると考えております。

○髙橋 透議員 知事部局は法定雇用率を達成

していますけど、教育委員会が法定雇用率を下

回っているものですから、いろいろと問題もあ

ると思うんです。東国原知事におかれまして

は、今回、福祉・教育部門での特別支援学校の

高等部の設置、あるいは障がい児の社会適応訓

練など、厳しい財政の中で予算計上をしていた

だきました。そのことに感謝する県民の声を、

２月21日付の宮日の「窓」の欄で見つけました

ので、紹介をしたいと思うんですが、「障害児

教育を支える県予算」という見出しで、次のよ

うにありました。「2009年県新年度予算を見

て、障害のある子どもたちに「希望」がつな

がったという気がしました―途中省略します

―まだまだ障害のある彼らには、いろいろな

問題があると思いますが、今回の高等部設置

は、その大きな第一歩だと思います。これで、

彼らは次へ走りだせます。ますます、これから

の宮崎が楽しみだと感じます」という内容で

す。私からも、知事を初め関係者の方に心から

感謝を申し上げるわけですが、この「窓」の欄

は知事はごらんになりましたでしょうか。

そこで、もとに戻って、障がい者の法定雇用

率の関係ですけれども、実は、御存じだと思い

ますが、大阪府の橋下知事が、「障がい者雇用

の日本一を目指したい」「障がい者の法定雇用

率が未達成の企業とは取引をしない」、こうい

う宣言をされているんです。さらに、橋下知事

は、「障がい者雇用率の引き上げは行政最大の

使命だ」とまで話されているんです。ぜひ東国

原知事におきましても、橋下知事に負けないよ

うに障がい者雇用への取り組みを期待したいと

思います。

次に移りたいと思います。地域医療対策につ

いて質問をしてまいります。

県立病院の医師不足が大変深刻な状況になっ

ている中で、日南病院の小児科の医師派遣が､１

平成21年３月３日(火)



- 252 -

年ではございますが継続になりました。知事並

びに病院局長を初め関係各位の御尽力のおかげ

であります。改めまして心からお礼を申し上げ

ます。一安心はしたものの、地域医療を守るた

めに、医療に対する地域住民の意識改革を初

め、さらなるさまざまな取り組みが必要になっ

てくることを覚悟しているところであります

が、今後とも御指導をよろしくお願いしたいと

思います。そこで、県立日南病院の小児科の医

師派遣が継続となった大きな要因は何だったの

か。何が宮崎大学の医学部の背中を押したの

か、お伺いしたいと思います。知事、お願いし

ます。

○知事（東国原英夫君） 県におきましては、

宮崎大学小児科医局等に対し、小児科医師の派

遣継続について、繰り返し要望を行ってまいり

ました。また、この間、地元の住民の皆様や市

町村等関係機関の方々が、県立日南病院に大き

な期待を寄せられ、地元の強い熱意が、県及び

大学に対し伝えられたところであります。大学

医局におきましては、医局の医師が減少し、派

遣が極めて厳しい状況でありましたが、現在、

全国的に希望者が激減している若手の小児科医

を育成する観点から、今回、県が医師確保対策

として、思い切った研究研修予算を確保し、派

遣される若手医師の臨床研修及び研究の充実を

図ることとしたことについて、大学側から高い

評価をいただき、御理解を得ることができたの

ではないかと考えているところであります。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。地元

の熱意も本当にありました。私も実際にかかわ

りましたので、よくわかるんですが、１つ、私

たちの自慢話じゃないですけれども、太田清海

議員も代表質問の中で言っていましたが、昨年

の４月から私たち社民党は、この地域医療に対

していろいろ取り組みをしてきました。医師会

あるいは自治体の首長とも会っていろいろ協議

をしてきました。その中で、医師会と自治体の

協議といいますか、話し合いが余りうまくされ

ていない、意思疎通がなかったということがわ

かったんです。例えば日南でいうと、１次救急

医療は祝日と休日しかしていないんですね、準

夜帯の。医師会に行くと、私たちは輪番でやっ

てもいいと、しっかり財政的な裏づけをしても

らえば。そのことを持って自治体に行くと、

「えっ、医師会がそんなことを言っているんで

すか」ということなんです。そこで、私たちは

橋渡しをしたらというふうに思っているんです

けれども、今、報告がありますように、365日の

準夜帯ですけれども、整備を進めているところ

であります。

そして、危機感があったというのは、医療計

画にも載せてありましたが、私は、それをコ

ピーしてきましたけれども、２次医療圏は７つ

あります。その中で実は、14歳以下の人口比は

県南が最低なんです、12.9％。つまり何が言い

たいかといいますと、子供を生み育てるのに最

低必要なのは医療ですね、小児科医。ここが

整っていなけりゃ進まないです。そういう意味

では、県南の首長はそこに気がつかれていると

思うんです。私たちも申し入れの中で言いまし

た。そういうところでお母さん方も頑張りまし

たが、そういうようなことが調和して、もちろ

ん知事の背中も押しただろうし、宮崎大学医学

部の背中を押したというふうに思っています。

そこで、今、救急医療の問題も出ましたが、

新規事業にあります救急医療利用適正化推進事

業の簡単な概要と期待される効果について、福

祉保健部長に答弁をお願いしたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 救急医療利用
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適正化推進事業でありますが、これは、コンビ

ニ受診などによりまして医師が疲弊し、医療現

場を去るということが医師不足の原因の一つと

なっておりますことから、医師の負担軽減を図

るため、救急医療の適正利用の啓発を行うもの

であります。事業内容としましては、テレビの

コマーシャルや、小児科医師等による訪問救急

教室の開催、また、地域医療の問題を住民みず

からの問題として考えていただくきっかけをつ

くるため、ＮＰＯ等住民団体を育成・支援する

こと等を考えております。この事業によりまし

て、県民が救急医療について正しい知識を持

ち、安易な時間外受診が減少することによりま

して、医師の勤務環境が改善され、医師の確保

が図られる。ひいては救急医療体制の確保につ

ながるものと考えております。

○髙橋 透議員 わかりました。次に移りたい

と思います。農業振興についてお尋ねしていき

たいと思います。

知事が、本会議初日の提案説明の中で言われ

ておりました。申し上げますが、「これからの

我が国は、石油に頼り過ぎない、国外からの輸

入食料に頼り過ぎない、経済発展の基盤を輸出

に頼り過ぎない国家を目指すべきと考えており

ます。産業構造を変えることが、我が国の未来

を切り開く一つの重要なかぎであり、豊かな自

然環境に恵まれた食料基地である本県こそ、そ

のフロントランナーになり得るものと考えてお

ります」という文言でありますが、非常に的を

射たものと、私も共感した次第であります。こ

の「国外からの輸入食料に頼り過ぎない」と

は、何を意図しているのか。単純に食料の輸入

は減らしていく施策に転換すべきであるとのこ

となのか、知事の見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 発展途上国等の人口

増加や経済発展、穀物のバイオ燃料等への転

換、さらには地球温暖化等による自然災害の増

大などを背景として、世界的に食料需給が逼迫

する可能性を指摘されている今日であります。

さらに、100年に一度と言われる世界的な経済金

融危機に端を発して、国際的な社会経済情勢が

不安定となっており、あわせて、先行き不透明

な国内経済等も踏まえると、食料の約６割を海

外に依存する、世界最大の農産物純輸入国であ

る我が国が、将来にわたり、安定した食料が確

保できるのかどうか、大変危惧をしているとこ

ろであります。こうした状況から、私は、国内

農業の生産拡大による食糧安全保障の確保が、

我が国の極めて重要な課題であるとの認識のも

とに、「輸入食料に頼り過ぎない」と申し上げ

たものであります。

○髙橋 透議員 コスト高に悩んできた日本の

農業であります。特に近年の燃油高に、農業経

営は一段と厳しくなっているわけであります。

知事も言われておりますが、これからの宮崎の

農業の進むべき道を考えるときに、脱石油ある

いは法人化、こういったことがキーワードにな

るのではないかと思います。知事の見解を求め

たいと思います。

○知事（東国原英夫君） 近年の農業を取り巻

く情勢というのは、担い手の減少や高齢化の進

行といった構造的な課題に加え、ＷＴＯ・ＥＰ

Ａ交渉問題や、原油・配合飼料価格の高騰な

ど、かつて経験したことのない大変厳しい状況

に直面しておりまして、新たな変革が求められ

ていると認識しております。私は、「今世紀は

「水と空気と食料の世紀」である」と申し上げ

ておりまして、これら「変革」の時流を的確に

とらえ、これまで培ってきた農業資源と潜在能

力を生かし、かつ、本県ならではの新たな発想
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のもとで、関係者が一丸となって力を発揮すれ

ば、本県農業はさらに飛躍できるものと考えて

おるところでございます。

具体的には、農産物を生産するだけでなく、

生産から加工・流通販売までを一体的に展開す

る取り組み、すなわち産業間または地域間の横

断的な産学官及び農商工連携等の幅広い連携に

より、農業の付加価値を高めていくことが重要

であると考えております。農業を中心としたこ

のような取り組みにより、安定的な雇用や経済

力が生まれ、本県農業が地域活性化の牽引役と

なることが、今後の進むべき道であると考えて

おります。

○髙橋 透議員 中山間地への支援策について

尋ねていくわけですが、先月、私ども社民党県

議団で宮城県大崎市の旧鳴子町に調査に行きま

した。農政から見放されようとしている中山間

地の米づくりをさまざまな人たちが支え合い、

みずから生まれてきた地域を未来につなぐため

に、みんなに喜んでもらえるお米を懸命につく

り続ける「鳴子の米プロジェクト」でありま

す。圃場が狭い、そしてまた寒冷な気候です。

水が冷たい。何を作付しても収量が上がらない

山間地であります。３軒の農家の取り組みから

始まったわけですが、農業試験場から紹介され

た新品種を試験栽培したところ、収量もあっ

て、冷たく澄み切った山の水が、冷めるとさら

においしくなる米をつくり出したということで

あります。「ゆきむすび」と命名されたわけで

すが、これには仕掛け人がいらっしゃいます。

民俗研究家の結城登美雄さんのアドバイス、あ

るいは行政の助けがなかったらできなかったと

いうことを、ここのリーダーの方がおっしゃっ

ていました。詳しくはホームページを見ていた

だきたいと思うんですが、一番の特徴は、所得

補償です。何よりも、農家が意欲を失わず、安

心して米づくりができるような価格の設定であ

ります。生産者米価を60キロ１万8,000円、消費

者にはキロ40 0円で売買、つまり60キロ２

万4,000円で買い支えるという、市場原理とは正

反対の活動なんです。そこで、本県における中

山間地の農業・農村の振興策について、農政水

産部長にお尋ねをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県にとりま

して中山間地域は、農地や農業産出額の約６割

を占める農業生産の重要な地域でありまして、

中山間地域の活性化を図ることは非常に重要な

課題であると認識しております。このため県で

は、完熟キンカンなどのブランド品目の育成

や、ラナンキュラスなどの収益性の高い作物の

導入など、中山間地域の特色を生かした農業の

振興を図っております。また、洪水防止や水源

の涵養など県民の安全・安心な生活を支える多

面的機能の確保や、農村の活性化を図るため、

集落における農地や農道、水路の維持管理活動

等に対する支援を行うほか、本県のすぐれた自

然環境などの地域資源を最大限に活用したグ

リーン・ツーリズムなどを推進しているところ

であります。さらに、中山間地域には小規模農

家が多く、地域ぐるみの取り組みが有効であり

ますことから、今年度から、集落等が行う創意

工夫にあふれた地域提案型の取り組みに対する

支援を行っているところであります。今後と

も、こうした取り組みを総合的かつ積極的に推

進いたしまして、中山間地域の農業・農村の一

層の振興を図ってまいりたいと存じます。以上

です。

○髙橋 透議員 今ありましたように、中山間

地域は、農地や農業産出額の約６割を占めると

いうことですから、大変な位置を占めているわ
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けです。私が鳴子で勉強させていただいたの

は、これまで町内でつくっていた米は町内で消

費されていなかったことがわかったと。鳴子は

温泉街です。旅館もあります。食堂とかも結構

あるわけです。そこが使っていなかった。地元

の旅館とか食堂にも使ってもらう取り組みをさ

れました。ここはＮＨＫにも出ましたね。だか

ら、そういう宣伝もあって、町外からお米を買

う方がかなりふえてきたそうですけれども、町

内が40％、町外が60％の割合らしいです。先ほ

ど言いました、生産者が１万8,000円、消費者が

２万4,000円、その差の6,000円はどこに行くか

といいますと、ＮＰＯ法人を立ち上げられまし

たので、そこの運営費に使われるわけです。人

件費も要るだろうし、宣伝費も要ります。そう

いったことで、今のところ大変うまくいってい

ることを聞かされました。何よりもここは、付

加価値をどうつけるかというところで苦労され

ているんでしょうが、決して無農薬じゃないん

です。県が推奨する農薬基準の半分、２分の１

でやっているということ。それと、自慢は自然

乾燥ということです。これは手間暇がかかりま

す。それと、内外に、いわゆる町外の人たちに

も共感していただいているのは、鳴子は温泉街

です、周りに田畑がしっかりと存在してこそ、

その風景がしっかり宣伝できるということなん

ですね。自然環境を守りたい、そのことに、も

ちろん町内住民もそうですが、町外の方々も理

解を示して、お米を買ってあげるわという構図

ができ上がったようであります。答弁にもあり

ましたように、中山間地域には大事な農地がた

くさんありますので、ぜひこれからも支援をお

願いしたいというふうに思います。

次に移っていきます。教育問題についてであ

ります。

まずは、普通科の通学区域撤廃による影響に

ついて教育長にお尋ねしていくんですけれど

も、今２年目ですね。先日、県立高校の一般入

試の志願状況が発表されました。宮崎市への集

中と辺地にある高校の定員割れを、私は危惧し

ているんですが、教育委員会としてどう分析さ

れているのか、教育長に答弁をお願いします。

○教育長（渡辺義人君） 本県におきまして

は、平成20年度の高校入試から通学区域を撤廃

いたしました。定員の充足状況の関係でまず申

し上げますが、一般入試の志願者数が募集定員

を下回った高校は、平成20年度は７校であり、

平成21年度は９校でありました。これは、通学

区域撤廃直前の平成19年度の10校と比べて、い

ずれも少なくなっているところであります。一

方、平成20年度入試における旧通学区域外から

の合格者数を見てみますと、通学区域撤廃によ

る生徒の異動は100名程度でありまして、これ

は、普通科合格者全体の約３％に当たります。

また、通学区域撤廃による特定地区への集中、

それから特定の高校での大きな定員割れは見ら

れなかったところであります。県教育委員会と

いたしましては、今後とも、中学生が主体的に

行きたい学校を選択できるよう、高校の特色づ

くりやＰＲの支援等に努めてまいりたいと考え

ております。以上です。

○髙橋 透議員 余り影響ないという答弁なん

でしょうが、ただ、心配するのは、定員割れし

ている学校が固定化しつつありますね。私の母

校の日南高校もそうですが、南の福島高校ある

いはえびのの飯野高校とか、その落差も激しい

です。そこのところを、全体の数が減ったから

よしじゃなくて、もうちょっと分析してほしい

と思うんです。それと、通学のことも、３％と

いう数字で示されて、影響のところは余りおっ
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しゃっていませんでしたが、例えば、都城から

宮崎西高の附属中へ高速バスで通学する生徒が

いるらしいですね。当然そのまま高校に進学し

ます。これは当たり前ですね、中高一貫だか

ら。教育長はそう影響ないということでしたけ

れども、普通科通学区域撤廃によって、遠距離

通学をする生徒はふえているんじゃないか。医

療をよく地域完結型でと言いますけれども、教

育の分野でも高校までは地域で学べる環境をつ

くるべきではないかというふうに私は思うんで

すが、教育長、その辺の考え方はどうでしょう

か。

○教育長（渡辺義人君） 各県立高校におきま

しては、これまで、進学や就職、部活動などで

着実な実績を上げておりまして、それぞれの地

域にしっかりと根づいているところでありま

す。それから、今お話のありました福島高校あ

たりは、今年の入試の定員充足状況ですけれど

も、ほぼ1.0に近い状態でありまして、かなり上

昇を見ているところでございます。そういう意

味では、各学校の努力が相まりましてしっかり

と地域に根づいている、あるいは根づかせるよ

うな努力を各学校がしているのではないかと

思っております。高校進学を目指す中学生は、

各高校の特色や通学距離等の条件も考慮しなが

ら、自己の個性や能力・適性に応じて志望校を

選択しているものと考えております。県教育委

員会といたしましても、体験入学・オープンス

クールの実施や、中学校への説明のための学校

訪問等を支援する「県立高校の特色発信事

業」、中学校と高校の教員による交流事業や、

つなぎ教材の研究など、中学校と高等学校の連

携を深める「中・高連携推進モデル事業」―

これは日南高校でも実施いたしているところで

ありますけれども―これらの推進によりまし

て、各高校がこれまで以上に魅力や特色の発信

に努め、地域の中学校との連携を深めながら、

一層、地域に信頼される学校となるよう、積極

的に支援しているところであります。以上で

す。

○髙橋 透議員 そうですね、福島高校は0.99

になっています。失礼しました。

次に移りたいと思うんですが、中高一貫校の

関係で質問してまいります。この関係につきま

しては、代表質問で先週質問があっていますの

で、角度を変えて質問したいと思うんですが、

今議会で提案をされています都城泉ヶ丘高校に

併設される中高一貫校の設置後、他地区への設

置は考えていないということを先週答弁されて

います。いま一度確認しますが、それでよろし

いんですね、教育長。

○教育長（渡辺義人君） 繰り返しになります

けれども、新たな中高一貫教育校の設置につき

ましては、小学生の中学校への進学実態を踏ま

えますとともに、生徒数が減少する中で、地元

の公立中学校に与える影響や、私立の中学校と

のバランス、交通の利便性等に配慮して、宮崎

西高校附属中学校に続き、平成22年度に県南地

区の都城市に設置することが適当であると判断

したところであります。なお、平成19年度に設

置しました有識者等から成る「中高一貫教育校

調査・研究委員会」からの報告におきまして、

新たな中高一貫教育校の設置につきましては、

「北諸県地区への併設型１校の設置が望まし

い」という旨の提言をいただいており、他の地

区への中高一貫教育校の設置につきましては、

現在のところ考えていないという状況でござい

ます。

○髙橋 透議員 今の教育長の説明の中で、一

昨年の宮崎西高に併設されたことについてお聞
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きするんですけど、今おっしゃいました、私立

中学校とのバランスを十分に配慮すべきという

のが１つありますね。宮崎市内には私立中学校

が５校あります。しかも４月には私立が１校開

設するらしいです。宮崎大学附属中もありま

す。私は、むしろ宮崎市内の中高一貫校は私立

に任せてよかったんじゃないかと思うんです。

そして、もう一点、生徒数が減少していく中

で、他の公立中学校への影響も配慮する必要が

あるということをおっしゃいました。私、調べ

てみました。宮崎西高附属中に入学した地元出

身者と市外の入学者数、19年度が定員80名に対

し32名が市外、20年度は26名が市外なんです。

むしろ市外から他地区の生徒を集めている格好

になっているわけです。だから、むしろ生徒の

減少、定員割れに悩む西諸・県南地域へと設置

していくべきじゃなかったのか。このことにつ

いて教育長はどう思われますか。

○教育長（渡辺義人君） 小学生の中学校への

進学実態を踏まえる必要があるというふうに考

えまして―北諸県地区については、県内で一

番他地区への流出が大きいということが、事情

としてはございます。そういう中で、少子化時

代に入り生徒数がだんだん減少していっている

ということを踏まえますと、一番大きなポイン

トとしては、地元の公立中学校に与える影響が

非常に大きいということが決定的なポイントに

なろうかと思います。それと、さっき申し上げ

ました私立中学校とのバランス等の付加的な問

題もございますけれども、そういった点を考慮

して、都市外といいましょうか、郡部について

は、やはり公立中学校に与える影響というのが

非常に大きいというふうに考えているところで

あります。

○髙橋 透議員 調査・研究委員会の報告で

しょうから、いろいろと難しい面もあったんで

しょうが、五ヶ瀬からスタートした中高一貫校

ですね。私は、宮崎スタイルというのがあって

よかったんじゃないかと思うんです。いわゆる

田舎で学ぶ中高一貫校、こういう宮崎のスタイ

ルがあってよかったんじゃないかと私は思うん

です。そのことが地域の活性化になるんです。

五ヶ瀬は頑張っていますね。五ヶ瀬は人口減少

は割と緩やかだったと私は分析しています。あ

れは、やっぱり中高一貫校の設置のおかげだと

いうふうに思っています。

次に移ります。小規模校支援について申し上

げていきたいと思うんですが、実は先日、北郷

町立黒荷田小学校の閉校式に参加しました。同

校卒業生の方が式典の実行委員長でありました

けれども、あいさつの中で、130年を超える長い

歴史と数多くの思い出、さらに地域から学校が

なくなることへの寂しさからでしょうか、時折

あいさつが中断して涙をぬぐわれる姿がありま

した。また、在校生９人が力を合わせて一生懸

命歌い、演技をする姿に心を打たれたところで

あります。きわめつきは、校旗を降納する儀式

があるんですが、校旗がたたまれて、小学１年

生から５年生―６年生はいません―そして

卒業生へと渡って校長の手に渡ったときに、保

護者あるいは多くの卒業生からすすり泣く声も

聞こえたのであります。私も一抹の寂しさを感

じた次第であります。そこでお尋ねするんです

が、少子化と過疎化、小規模の学校が非常にふ

えております。やむなく廃校せざるを得ない学

校があります。今後の県内小中学校の統廃合の

見通しについて、教育長の見解を求めます。

○教育長（渡辺義人君） 統廃合の見通しにつ

いては、基本的に、小中学校の統廃合について

は市町村教育委員会の御判断に係る事項であり
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ますので、私のほうから断言的に申し上げるこ

とはできませんけれども、過去の経緯として申

し上げますと、平成12年度から平成21年度ま

で、今後、県教委に届け出を―まだ来ており

ませんけれども、そういった届け出るであろう

というところも入れますと、平成12年度以

降、39校が統廃合、休校も含めて、そういった

状況にございます。本県の児童生徒数がかなり

減少いたしておりまして、これは小学校、中学

校、高等学校を入れてでありますけれども、平

成元年５月１日現在で21万8,000人ほどおりまし

た。これが平成20年５月１日現在で13万9,800人

余りということでありまして、平成元年度を100

といたしますと現在64ということで、急激な少

子化の影響を受けて児童生徒数が減少している

という状況にございます。こういった状況等を

考えますと、今後の学校の統廃合等について

は、やはり避けられないものがあるのではない

かというふうに思っているところであります。

以上です。

○髙橋 透議員 今おっしゃいましたように、

児童生徒は激減をしていますね。この10年間で

小学校で29校、中学校で10校が廃校していま

す。私も調べてみました。去年の４月１日付の

児童生徒数ですけど、全校児童20名以下の小学

校が37校あるんです。30名以下になりますと51

校です。20名というと１学年３名なんですね。

非常に心配します。小規模校の複式学級を解消

するために、いろいろありました。山村住宅を

建てるとか、あるいは山村留学とか。山村留学

をしていた木城の中ノ又も今年度廃校になりま

す。小規模ならではの特色ある学校づくりで、

ゆとりある教育を求める児童生徒のために、大

規模校から小規模校に行ける、そういった弾力

的な、通学区域を緩和する施策は検討できない

ものでしょうか。そのことについて答弁できま

せんか。

○教育長（渡辺義人君） 同一市町村内の規模

の大きな学校から小規模化している特定の学校

に通学を認める制度につきましては、小規模特

認校制度がございます。この制度は、自然に触

れる中で豊かな人間性を培い、明るく伸び伸び

とした教育を受けさせたいという保護者の願い

にこたえるとともに、小規模校の教育活動の一

層の活性化を図ることを目的としております。

現在、県内の６つの市町村教育委員会が独自に

導入をしておりまして、９校の小規模校に25人

が通学しているところであります。各市町村の

実情によってこの小規模特認校制度というのは

できますので、こういった施策を活用したりし

ながら、各市町村の教育委員会において、真剣

に御検討いただくことが適当かと思います。以

上です。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。学校

選択制は、私はだめだと思っているんです。東

京都が率先してやっちゃって、入学ゼロという

ところも出てきたんですね。だから、私は、小

規模校から行くのは規制していただいて、うま

くやってほしいと思っています。中学校になり

ますと、非常勤講師になっちゃうでしょう。非

常勤講師になりますと、毎日来ませんので、昼

休みや放課後に勉強したいと思っても聞けない

んですね。できるだけ小規模の中学校でも常勤

になるように、臨時職員でも配置してほしいと

思っています。

最後に、消費者向けのセーフティネット貸付

をぜひ検討を始めていただきたい。なぜかとい

いますと、自殺をされた方の72％が、実は相談

所に相談に行っていらっしゃるんです。という

ことは、ぎりぎりまで生きようと模索をしてい
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るあかしなんですね。そこで相談だけで終わっ

たら意味がないんですね。その後にセーフティ

ネットがあるということを示すべきだと思うん

です。だから、私は口酸っぱく、このセーフ

ティネット貸付制度はぜひつくってほしい、そ

のことを申し上げたいのであります。知事、よ

ろしくお願い申し上げます。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○坂口博美議長 次は、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） 眠くなるよ

うな時間帯になりました。目をあけてしっかり

と聞いていただきたいと思います。

それでは、通告しております項目について御

質問をしてまいりたいと思います。

初めに、知事に政治姿勢についてお伺いをい

たします。

マスコミでは、「100年に一度の危機」、麻生

首相が「日本経済は全治３年」と言及している

現下の厳しい景気・雇用情勢に対応するため、

国では、総額75兆円となる経済対策が措置され

ることとなっております。75兆円の構成は、去

る10月16日に成立いたしました国の第１次補正

予算11.5兆円のほか、10月30日に決定されまし

た26.9兆円の生活対策、12月19日に決定されま

した生活防衛のための緊急対策43兆円でありま

す。しかしながら、予算の執行にかかわる関連

法案が未成立であるため、対策予算の全面的な

執行ができない状況でありましたが、ようや

く、あす３月４日に成立する見込みとなったと

報じられておるところであります。さきに内閣

府が発表しました2008年10月から12月期のＧＤ

Ｐ（国内総生産）速報値は、年率換算で12.7％

の減でありました。なお、米国は3.8％、ＥＵ

は5.7％の減少の中、米国においては72兆円、ド

イツ6.3兆円、フランス３兆円などの大規模な経

済対策が既に実施されておりまして、我が国に

おいても一刻も早い対応が望まれるところであ

ります。

さて、本県におきましても、１月の経済・雇

用対策補正予算において64億円余の予算措置が

講じられたところでありますが、宮崎労働局

の12月の有効求人倍率は0.47倍にまで減少して

いるところであります。迅速かつ効果の期待で

きる施策が求められるところでありますが、今

回の議会には、平成20年度の２月補正、２月追

加補正、平成21年度の当初、当初補正と４つの

予算議案が提出されております。今回の一連の

予算がどのように県民生活の支えにつながって

いくのか、また、どのような効果を期待してい

るのか、まずは知事にお尋ねをし、後は質問者

席からの質問とさせていただきます。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

20年度から21年度の一連の予算についてであ

ります。県におきましては、深刻さを増す景気

・雇用情勢に対応するため、国の動きに先んじ

て、１月臨時議会で補正予算をお願いし、公共

事業を中心に各分野の緊急的な対策を講じたと

ころであります。また、さきに提案しました平

成21年度当初予算では、選択と集中の理念のも

と、重点施策の第１に、「雇用創出・就業支援

対策」を掲げ、雇用の場の創出やすぐれた人材

の確保育成など、優先度の高い施策について積

極的に措置したところであります。今回、追加

提案しました20年度補正予算では、主に国から

の臨時的な交付金をもとに、７つの基金に積み

立てまたは積み増しを行い、21年度予算の補正

では、その中の２つの基金を活用して、雇用・
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就業機会の創出のための事業のうち、まず予算

化すべきものについて措置するものでありま

す。これら一連の予算を一体的に実施すること

によりまして、国の対策にも呼応しながら、県

民生活を守るという観点に立って、県民の不安

を解消し、県内の厳しい経済・雇用情勢の回復

を図るため、切れ目のない対策を講じることが

できるものと考えております。以上です。〔降

壇〕

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。ぜひ

この対策が県民のためになる、即生かされるよ

うな効果が出ることを期待いたしたい、このよ

うに思います。

受け取る、受け取らないで大変議論になりま

した総額２兆円の定額給付金でございますが、

既に95％の市町村で準備が進められているとの

総務省の発表や、本県の自治体でも準備室開設

のニュース等が報道されているところでござい

ます。さて、他県では、定額給付金にあわせ

て、地元の消費拡大につなげようと、数十％を

上乗せした特典つきの地域商品券を発行すると

いう市町村がたくさんあるようであります。本

県の市町村でも、定額給付金にあわせて地域活

性化策を講じようとしている市町村があれば、

その取り組みの内容を伺っておきたいと思いま

す。総務部長、お願いいたします。

○総務部長（山下健次君） 定額給付金にあわ

せた県内の市町村の取り組みでございますが、

現在把握しているところでは、都城市など８つ

の市町村で、市町村と地元の商工団体が連携を

いたしまして、定額給付金の給付時期をとら

え、いわゆる割り増しつきの地域商品券を発売

する予定であると伺っております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。それ

では、続いて、自衛隊と本県のかかわりについ

てお尋ねをしてみたいと思います。私の地元は

都城の鷹尾蓑原台地でありまして、地区内に

は、陸上自衛隊第43普通科連隊が配置されてお

る都城駐屯地があります。いろいろと郷土の歴

史を調べてみたところでありますが、都城駐屯

地は、もともと、旧日本陸軍歩兵第64連隊・歩

兵第23連隊が配置されていたところでありま

す。なぜ蓑原の地が選ばれたかについては、都

城市出身の陸軍三長官の要職を歴任されました

上原勇作元帥の並々ならぬ御努力や、同じく都

城出身の財部彪大将の御尽力によるものであ

り、この転営が今日の都城市の繁栄の原点であ

ると言われております。明治43年に熊本から都

城に転営されたわけでありますが、ほぼ１世

紀、現在の地で郷土の守りについているもので

あります。この間には、大戦はもとより、近年

ではイラク派遣のほか、災害時の緊急対応な

ど、時代時代の要請にこたえて、国民、県民の

安心・安全の確保のために尽力をいただいたと

ころであり、今後もその役割を果たしていくこ

とが期待されているところであります。

さて、県内には、都城を初め、新富町の新田

原やえびのなどにも防衛省関連の施設・人員が

配置されております。国民並びに県民の安心・

安全の確保のみならず、経済的にも大きな役割

を担っていると考えております。そこで、県内

の自衛隊の状況について、総務部長にお伺いを

したいと思います。

自衛隊の隊員は、全国都道府県の中で宮崎県

出身者の割合が大変高いと言われております

が、どの程度なのか、総務部長に答弁をお願い

申し上げたいと思います。

○総務部長（山下健次君） まず、人員の状況

でございますが、県内に所在する自衛隊の基地

・駐屯地等の人員状況は、平成21年の１月末現
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在で、新田原基地に約1,800名、都城駐屯地に

約1,200名、えびの駐屯地に約600名、このほ

か、高畑山の分屯基地なども合わせまして、県

全体の隊員数が約3,900名となっておるところで

ございます。

また、自衛隊の中に占める宮崎県出身者の割

合でございますけれども、平成19年10月末現在

で、宮崎県出身の自衛官数が8,739名ということ

でございまして、これを都道府県別に見ます

と、数では全国第７位、同時期の人口比率では

青森県に次いで全国第２位ということでござい

ます。

○徳重忠夫議員 大変な数の隊員が頑張ってい

るということでございます。さらに、約4,000人

という隊員の皆さん方が宮崎県で生活をされて

いる。これは県庁の半分ぐらいの職員数がここ

で生活しているということを考えますときに、

大変な経済効果をもたらしているということも

お考えをいただきたい、このように思うところ

であります。最近では、平成17年台風14号の際

の緊急出動など、災害時の機動力には大変大き

な期待が寄せられているとともに、我々県民の

頼みとしているところでもあります。これまで

どの程度、災害派遣の実績があるのか、総務部

長にお伺いをしておきたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 自衛隊には、災害

派遣として、台風あるいは大雨などの自然災

害、あるいは緊急の患者輸送、火災消火、こう

いった緊急事態時に出動をしていただいておる

ところでございます。その数は、平成15年以

降、現在までに、知事要請による派遣で合計30

件、延べ約2,150名の派遣をいただいておるとこ

ろでございます。このほか自衛隊独自に、駐屯

地等の近傍火災消火のための出動をいただいた

派遣が、相当数あると聞いておるところでござ

います。また、平成４年の熊本県における風倒

木による２次災害防止、あるいは平成７年の阪

神・淡路大震災での救援など、県外の大規模災

害にも派遣をされていると伺っているところで

ございます。

○徳重忠夫議員 ただいま部長から報告があっ

たとおりだと思います。過去５～６年で、

約2,150名の隊員が県内のそういった災害に出動

されているということで、大変感謝をしなけ

りゃならない、このように思っておるところで

ございます。先ほど、都城蓑原に入営して約１

世紀と申し上げましたが、明治43年の熊本から

の転営から数えまして、来年はちょうど100年の

節目を迎えることになります。地元都城でも記

念式典の準備が進められているようでありま

す。

ところで、災害発生時には、警察や民間のボ

ランティアだけでは限界があると言っても過言

ではありません。県民の安全・安心を確保して

いくためには自衛隊の協力が必要であります。

この100年の節目を機に、県民に自衛隊の重要性

を認識していただきたい、このように思います

が、知事は自衛隊に対してどのような認識を

持っておられるか、お伺いをしておきたいと思

います。

○知事（東国原英夫君） 自衛隊は、我が国の

平和と独立を守り、国の安全を保つという使命

はもとより、災害時の救助・復旧活動に多大な

貢献をいただいていると思っております。特

に、本県では、平成17年に甚大な被害をもたら

しました台風第14号災害時に、浸水で孤立した

住民の救出や土砂崩れ現場での捜索・救助、断

水地区での給水などの諸活動を県内各地で実施

していただきましたように、例年発生する自然

災害時の救助・給水を初め、急患搬送などにも
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御協力いただいているところであり、県民に

とっても極めて心強い存在であり、私も、これ

らの活動に対して深く感謝を申し上げる次第で

ございます。また、それぞれの駐屯地等におか

れましては、地域の経済振興に大いに寄与して

いただいていることはもとより、ロードレース

大会や地元の各種祭り、イベントへの支援な

ど、多大な御協力をいただいていると認識して

おります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。そ

れでは次に、宮崎牛のブランド確立への取り組

みについて、農政水産部長にお尋ねをいたした

いと存じます。

本県の畜産部門の農業産出額は、県全体の

約57％を占め、地域農業を支える重要な産業で

あります。中でも肉用牛の飼育頭数は全国第３

位で、子牛は全国的にも高い評価を受けておる

ところであります。また、宮崎牛の品質の高さ

についても、最近の知事のトップセールスや、

一昨年の第９回全国和牛能力共進会での種牛、

肉牛両部門で日本一となった実績を踏まえ、全

国にアピールしたところであります。私は、東

京を中心とする首都圏での知名度をアップさせ

ることが大変重要であると常々考えておるとこ

ろであります。

以前、地元の知人からこのような話を聞いた

ことがあります。叙勲を受けられ、その祝賀会

が東京の帝国ホテルであったそうであります。

その場で、いろんな料理が出された後、最後に

メーン料理として牛肉ステーキが出され、場所

も超一流ホテルで雰囲気もよく、大変おいし

かったということであります。そこで、余りに

もおいしかったので、ホテルの人に「この牛肉

はどこの牛肉ですか」と尋ねられたそうであり

ます。「都城の牛肉です」という答えが返って

きたそうであります。この東京の高級ホテル

で、しかも祝賀会のメーン食材として地元都城

の牛肉が使われていたことに驚き、受賞の喜び

もさることながら、宮崎牛がここまで浸透して

きたのかと深く感動したと話しておられまし

た。

しかしながら、先般、私が上京した際、食肉

処理関係者等との意見交換会の中で、宮崎から

東京への生体出荷はほとんどないということを

お聞きしたところであります。私は、宮崎牛の

銘柄をさらに確立するためには、首都圏での販

売強化を図っていく必要があろうかと考えてお

るところであります。そこで、宮崎牛の流通に

対する考え方と今後の宮崎牛ブランド確立の取

り組みについて、部長のお答えをいただきたい

と思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 御指摘のとお

り、宮崎牛の認知度を高め、ブランドを確立す

るためには、首都圏での販売力の強化を図って

いくことが重要であります。これまで宮崎牛に

つきましては、宮崎から東京まで牛を運ぶ輸送

コストや牛への輸送ストレスなどの問題から、

県内で食肉処理をしまして、部位ごとにカット

した部分肉で付加価値をつけて流通販売させる

体制を整備してきたところでございます。県と

しましては、今後とも「日本一宮崎牛」を

キャッチフレーズに、なお一層の品質向上や高

位安定化を図るとともに、知事のトップセール

ス等による宮崎牛フェア、百貨店や高級スー

パー等での試食販売、さらには大手卸売業者や

バイヤーとの商談会等に取り組むことにより、

首都圏における販売拠点づくり、販路拡大を積

極的に進め、宮崎牛のブランド確立に努めてま

いりたいと存じます。以上です。

○徳重忠夫議員 ただいまの部長のお答えで
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は、本県での宮崎牛の流通は、部位ごとにカッ

トした部分肉での流通を推進されるということ

であります。確かに、生きた牛をトラックで運

ぶより部分肉にして運んだほうが、輸送効率が

高まりますし、地元での雇用にも大きく貢献す

ると、このように思っております。また、県で

は、関係機関と連携して、知事のトップセール

スや宮崎牛フェアなどの積極的なＰＲ活動に取

り組んでおられるわけで、一定の成果も上がっ

ておると思っております。しかしながら、聞く

ところによりますと、「宮崎牛はどこで買える

のか」「どこで食べられるのか」という声もあ

るようでございます。私といたしましては、こ

れまでのＰＲ活動にあわせて、首都圏で消費者

がいつでも宮崎牛を買えるといったような販売

拠点づくりをさらに進めていく必要があると思

います。そこで、宮崎牛の首都圏での販売拠点

づくりについてどのように取り組まれているの

か、部長にお答えをいただきたいと存じます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県では、

県、市町村、関係団体で構成いたします「より

良き宮崎牛づくり対策協議会」におきまして、

宮崎牛を取り扱う販売店やレストランを宮崎牛

指定店として認定する販売拠点づくりを進めて

いるところであります。首都圏における宮崎牛

指定店の状況を見ますと、一昨年の第９回全国

和牛能力共進会で日本一を獲得して以降、スー

パーなど販売店で12店舗、レストランで５店

舗、合計17店舗増加しておりまして、現在、首

都圏で47店舗拠点がございます。県といたしま

しては、今後とも、協議会と連携しながら、知

事のトップセールスや宮崎牛フェア等の開催を

積極的に展開いたしまして、首都圏における販

路の拡大に努めてまいりたいと存じます。以上

です。

○徳重忠夫議員 ぜひひとつ、東京で、宮崎牛

はどこでも買えるというぐらい販路を広げてい

ただきたい、このように思います。

続いて、商工観光労働部長にお尋ねをいたし

ます。一村一祭アピール事業についてお尋ねを

いたします。

本県の県土を大きく占める中山間地域には、

各集落に受け継がれてきた伝統的な祭りや芸能

が数多く残されております。各集落の住民が資

金や労力などを提供しながら、これまで、この

ような祭りの開催、保存に努めてきたところで

あります。しかしながら、このような中山間地

域は、過疎化や高齢化が進行するとともに、担

い手の減少、耕作放棄地の増加等によりまして

地域活力の低下が懸念されております。今後、

集落そのものの維持存続が危ぶまれるところで

ありまして、これは同時に、祭り・伝統芸能の

消滅につながっていくものと思うのでありま

す。私は、このような状況のもとでは、各集落

の祭り等を継承していくためには行政の支援が

不可欠ではないかと考えておりますが、財政状

況が極めて厳しい市町村にその役割を求めるの

は困難であり、県において支援を行うことで、

中山間地域に勇気と元気を与えるべきと、この

ように思うところであります。

このような折、市町村の祭り・イベントを支

援・ＰＲすることを目的に、21年度、新年度の

予算で、新規事業として「一村一祭アピール事

業」が打ち出されたことは、時宜を得た施策と

大きく評価するところであります。そこで、商

工観光労働部長にお尋ねをいたしますが、今回

の一村一祭アピール事業はどのような考え方の

もとに打ち出されたのか、また、支援は継続す

るのか、支援の対象はどのようなものになるの

かについてお聞かせをいただきたいと思いま

平成21年３月３日(火)



- 264 -

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 一村一祭

アピール事業でありますけれども、これは中山

間地を含め、県内のすべての市町村が持ってお

ります一押しの祭り・イベント、あるいは「宮

崎遺産」として選定予定の個性と魅力あふれる

地域資源を県内外に広くアピールするととも

に、それらを活用して交流人口の拡大を図る市

町村等の新たな取り組みを支援することによっ

て、地域活性化を図ろうというものでございま

す。支援の対象につきましては、１市町村で１

つの祭り・イベントとしておりますが、合併し

た市町村につきましては、合併前の市町村の単

位で選定することといたしております。また、

支援としての補助金につきましては、原則とし

て１市町村単年度限りの交付としております

が、県といたしましては、各種メディアを活用

して情報発信をすることなどで、その後も継続

して支援してまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ただいまお答えをいただいた

ところでございますが、この支援事業を、単年

度支援という形の中での―原則という形では

ございますが、単年度ということであります。

そして、その情報を全国にメディアを通して、

あるいはいろんな方法でＰＲされることだと、

このように考えます。そうなりますと、１年置

き、２年置きにお帰りになったり、またその情

報を得た方々がおいでになった、次年度、３年

度、５年度にその祭りが消えていたということ

になったら、せっかくこうして立ち上げたもの

が生かされないんじゃないか、私はこう思うわ

けであります。こうして情報を発信するなら

ば、少なくとも５年、10年はちゃんとした形で

支援していく体制をぜひとってほしいと思いま

すが、いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ただいま

申しましたとおり、今回の事業は、各市町村一

押しの代表的な祭り・イベントを活用した、交

流人口の拡大を図るための新たな企画に対して

補助を行うものでございます。先ほど申しまし

たように、１市町村当たり１つのイベントであ

りますから、旧市町村でいいますとマックス44

の祭り・イベントが出てくると思います。それ

らを考えまして、補助金は単年度限りとしたと

ころでございます。このため、事業の実施に当

たりましては、市町村と十分な協議を行いまし

て、継続して取り組む意欲のある祭り・イベン

トを選定したいと思っております。また、この

事業をきっかけに、県において県内外に、この

祭り・イベントの魅力をアピールすることによ

りまして、広く周知がなされ、毎年多くの方が

訪れるような祭り・イベントとして発展するこ

とを期待しているところでございます。

○徳重忠夫議員 今、部長からお答えいただき

ましたが、やはり市町村ではそれだけの守って

いくような財政力がない、私はこのように思う

わけであります。だからこそ県が支援するわけ

ですから、どうしてもこれは何とか継続できる

ような形で、県は積極的な支援をお願いしたい

と、このように要望を申し上げておきたいと思

います。

続きまして、産科医の現状と助産師の活用に

ついて、福祉保健部長にお伺いをしておきたい

と思います。

少子化が進展する中で、妊婦が安心してお産

ができるような体制を整えることが極めて重要

であります。このためには産科医の確保が必要

でありますが、平成16年度の新医師臨床研修制

度の導入を契機といたしまして、全国的に医師

不足が深刻化しております。本県においても、

平成21年３月３日(火)



- 265 -

現在、県立延岡病院の医師６名が退職する意向

を示しておられますし、先ほどは日南病院の小

児科医の問題はある程度解決したということで

ありますが、大変な状況にあります。このよう

に、医師不足はますます深刻化している状況に

あります。中でもお産を取り扱う産科は、勤務

環境が厳しいことや訴訟リスクが高いことか

ら、医師不足が一層深刻な状況にあると言われ

ております。そこで、県内の産科医師数の現状

はどうなっているのか、まずお伺いをしておき

たいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） お話のよう

に、全国的に見ますと産科の医師の不足がある

わけですけれども、本県の産科医師数は、平

成18年12月末現在で108人でありまして、人口10

万人当たりでは、全国の7.9人に対し、本県

は9.4人と、全国平均を上回っておるところであ

ります。しかしながら、約半数の産科医師が県

央部に偏在するなどの問題もございます。この

ため、県といたしましては、限られた医療資源

を効果的に活用するため、地域分散型の周産期

医療体制を構築し、対応しているところであり

ます。

○徳重忠夫議員 全国平均を上回っておるとい

うことでありますが、これは緊急を要すること

も非常に多いわけで、何とか医師の確保を真剣

に考えていただきたいと思います。実は、先

日、テレビを見ておりましたところ、関東のあ

る産科医療機関において、医師と助産師が緊密

な連携を図り、助産師を積極的に活用すること

で、取り扱う分娩数が大幅にふえたという報道

がなされておりました。産科医療機関等におい

て、妊産婦健診や相談、正常分娩の取り扱い等

について助産師の活用を図ることは、全国的な

産科医不足の中で大変重要なことだと、このよ

うに考えるところであります。そこで、助産師

の現状についてでありますが、県内で就労して

いる助産師は何人いるのか、また、就労してい

ない助産師の数は把握しておられるのか、さら

に助産師の活用を図るべきと考えるが、その所

見を福祉保健部長にお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 助産師であり

ますが、平成18年末現在、県内では202人の助産

師が産科医療機関や助産所等に就労しておりま

す。一方、就業していない助産師については、

平成19年度に助産師会等を通じて調査を行

い、21人の未就業の助産師を把握したところで

あります。助産師は、お産の介助はもとより、

妊婦や産後の母親に対する保健指導など、身近

な相談者としての役割も担っており、全国的に

産科医師不足が深刻化する中、その養成・活用

は重要なことと考えております。このため、県

といたしましては、従来からの県立看護大学で

の助産師養成に加え、ことし４月に開学する民

間の助産師養成所へ助成するなど、人材養成に

努めているところであります。また、ナースバ

ンクを通じた就業あっせんや、未就業助産師に

対する職場復帰に向けた講習会の実施等、医療

機関等での助産師の就業促進を図りますととも

に、今後一層の活用を図るために、助産師外来

など県内での助産師の活動事例を集め、医療機

関等に周知していくこととしております。

○徳重忠夫議員 大変積極的に、そしてまた、

確実に産科医あるいは助産師の育成に努めてい

らっしゃることに敬意を表したい、このように

思います。

ところで、安心してお産をするためには、き

ちんと妊婦健診を受けることが大切であると思

います。そのために、国は今回、市町村が行う

妊婦健診の公費負担への支援措置を予算化され
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たところでございます。妊婦の経済的な負担が

軽減されれば、経済的に苦しい方も妊婦健診が

受けやすくなって受診者数もふえると思いま

す。一方で、産科医師にとっては業務量が増大

し、勤務条件が厳しくなるのではないかと懸念

もされるところであります。そこで、妊婦健診

の公費負担制度はどのようなものか、また、産

科医師の負担が過重にならないのか、部長の御

答弁をお願い申し上げます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 妊婦健診の公

費負担は、県が国の交付金を受けて基金を造成

し、市町村が行う公費負担の２分の１を交付す

るものであり、里帰り出産や助産所での健診も

対象とすることを交付の要件として、妊婦の経

済的負担の低減を図ることとしております。今

回の妊婦健診の公費負担の拡充により、健診が

受けやすくなり、受診回数もふえると思われま

すが、一方、妊婦の健康管理が充実することに

よって、リスクの高い分娩が減ることが期待さ

れますので、産科医の負担が過重になるおそれ

はないと考えております。

○徳重忠夫議員 どうもありがとうございまし

た。

次に、県土整備部長に一言質問をさせていた

だきます。まず、丸谷川の整備についてでござ

います。

丸谷川は、下流部では、整備は10年ぐらい前

に既に終わっております。上流部においては、

河川が曲がりくねっており、毎年災害が発生し

ている状況であります。私も県内の多くの河川

視察をしてまいりましたが、これほど形状の悪

い河川は見たことがありません。むろん、災害

が発生した際には現状に復旧する工事が行われ

ておりますが、毎年災害が発生するようでは問

題の解決になっていないと、このように思いま

す。丹精込めて育てた稲が、一夜の雨にして収

穫できなくなるなど、田の耕作者の方々は、い

つになったら安心して耕作ができるのか、不安

が募るばかりであります。上流地域すべてを改

修してほしいというのではありません。台風や

大雨の際に越水しないような対策さえ講じても

らえばよいと、私はこのように思っておるとこ

ろであります。丸谷川上流の河川改修などの対

策についてどのようにお考えなのか、部長の答

弁を求めます。

○県土整備部長（山田康夫君） 丸谷川につき

ましては、平成14年度までに、高崎川合流点か

ら県道の池の川原橋までの約10キロメートル区

間の改修が完了しております。現在は、支川の

山田川―これは平成５年に大規模な浸水被害

がありました―の改修を重点的に実施してい

るところであります。御質問にありました、丸

谷川の上流区間につきましては、浸水被害が農

地のみであること、また局所的であることなど

から、国庫補助事業による抜本的な河川改修は

難しいと思われますけれども、現地を確認しな

がら、局部的な改修の方法、越水しないような

ことを含めて、来年度以降、調査検討してまい

りたいと考えております。

○徳重忠夫議員 水田だからということではな

くて、やはりそこで生活する人は一緒だと、私

はこのように考えます。早急に調査検討をして

いただきますように、強く要望を申し上げてお

きたいと思います。

最後になりましたが、教育問題について教育

長にお尋ねをしたいと思います。

私は、先般、台湾に行く機会を得ました。台

湾では、憲法規定によって「徳・知・体・群・

美」の「五育」を教育の基本として、徳育が１

番目に挙げられているということです。地域な
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ど集団における人のつながりを大切にする

「群」を明示することで、集団教育の重要性を

示し、「美」として芸術教育の重要性を示して

おります。この教育方針に、私は感銘を覚えた

のであります。この教育が、中国には帰属せず

独立していくことを国民が選択し、食料自給率

も７割を超えるなどの結果をもたらしているも

のと思っております。今の日本は、個人を重視

する感覚は浸透しているように感じますが、地

域の一員であるという意識、集団への帰属意識

が薄れてきているように思うのであります。例

えば、自治会への加入率が年々低下していると

いう現実を見るにつけ、私の抱えている危惧が

単なる取り越し苦労ではないような気がしてな

りません。地域の活力の維持、地域教育力の確

保のためには、県民一人一人が、学校、地域、

市町村、県などの集団の構成者として責任を果

たすための「群育」が重要な課題であると思う

のであります。今の教育においては、「群の教

育」すなわち集団の一員としてどうあるべきか

という教育が、十分に行われていないのではな

いかと感じておるところであります。そこで、

教育長にお伺いしますが、「徳・知・体・群・

美」の「五育」の教育基本をどのように考えら

れるか、お尋ねをしておきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 「徳・知・体・群・

美」、非常に美しい響きのある言葉だなと思っ

て聞いておりましたが、その中で、議員が重要

課題としてとらえられております「群」を、集

団の一員としての教育と解釈をして申し上げま

す。私は、30数年前に台湾に行ったきり、まだ

行っておりませんので、台湾の教育内容につい

ては十分存じ上げていないところであります。

そういうふうに解釈をして申し上げますと、子

供たちが将来、社会の一員として、人と人のき

ずなを大切にしながらよりよく生きていくため

には、学校において、集団の一員であることを

自覚できるようにしていくことが重要であると

考えております。しかしながら、社会一般の風

潮として、周りの人々に支えられて生きている

ことを実感したり、人の役に立つことを自分の

喜びと感じたりするなどの経験が少なくなって

きているように思われます。昨年３月に改訂さ

れました、小中学校の新学習指導要領におきま

しても、ボランティア活動や清掃などの当番活

動に取り組みながら、所属する集団の充実や向

上に努めようとする態度を育成することが、こ

れまで以上に重視されているところでありま

す。県教育委員会といたしましても、市町村教

育委員会と連携を図りながら、道徳の時間をか

なめとして、また、地域の方々の御協力もいた

だきながら、学校の全教育活動を通して、集団

の一員としての自覚をはぐくむ教育の充実に向

けて、より一層取り組んでまいりたいと考えて

おります。以上です。

○徳重忠夫議員 私は、国を愛し、宮崎を愛

し、郷土を愛し、学校や友達を愛し、家庭を愛

することのできる、バランスのとれた子供たち

をたくさんはぐくんでいただきたいということ

から申し上げたかったわけでございます。あり

がとうございました。

ところで、集団教育を行う上で最も効果的な

学習は部活動ではないかと、このように考えて

います。中学１年から３年までは最も吸収力の

高い時期だと、このように思っております。自

分の目標、グループの目標、学校の目標に向

かって、１年生から３年生までが心を一つにし

て取り組むことができるのが部活動だと思いま

す。そこでお尋ねいたしますが、現在の中学校

での部活動の状況はどうなっているのか、もう
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少し徹底すべきではないかと考えますが、教育

長の見解をお伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 本県の平成19年度の

公立中学校における部活動の加入率は、吹奏楽

や美術などの文化部が12.7％、ソフトテニスや

軟式野球などの運動部が71.5％、合わせまし

て84.2％となっており、多くの生徒が自主的・

自発的に活動に参加をいたしております。部活

動は、技能の習得ばかりではなく、集団の仲間

意識や思いやりの心の醸成、さらには目標達成

に向けて努力する姿勢や自分の責任を果たす態

度の育成など、現在の学校教育の大きな柱であ

ります生きる力を身につけさせる上で、大変重

要なものであると認識しております。また、地

域の方々や関係団体の協力や支援を受けながら

実施いたしており、生徒たちの地域への愛着や

感謝の気持ちもはぐくまれていると考えており

ます。県教育委員会といたしましては、今後と

も、市町村や関係する機関と連携を図りなが

ら、部活動の充実に努めてまいりたいと考えて

おります。以上です。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。部活

動に入っていない子供が15.8％いるようであり

ます。一人の生徒が問題を起こすと、学校全体

の責任ということになろうかと思います。部活

に入っていない生徒の指導も置き去りにしない

ように、ひとつしっかりと指導をしていただき

ますように、これは要望をしておきたいと思い

ます。

次に、地域における取り組みについてお伺い

をいたします。

私は、30年前、４年間、都城市内にある約500

世帯が加入する自治公民館の館長を務めており

ました。当時の公民館加入率は90％を超えてお

りました。自治公民館の活動は、自治会同様、

防犯・防災のほか、子供の見守りなども行って

おります。そういう意味では、公民館や自治会

は地域活動の中心であり、市町村などの行政と

住民の重要な橋渡し役であると言えます。集合

住宅等では未加入が多いため、防犯・防災の問

題があることや、ごみ処理などでも迷惑をかけ

ているという話も聞くところであります。自治

公民館などへの加入促進が、まずは重要な課題

であると思います。そこで教育長にお尋ねしま

すが、県内における自治公民館への加入の状況

がわかっておれば、数字をお示しいただきたい

と思います。

○教育長（渡辺義人君） 自治公民館への加入

状況につきまして、大まかな傾向を把握するた

め、平成19年度から調査を始めたところであり

ます。県内の自治公民館組織のある29市町村に

対して照会した結果によりますと、県全体での

加入率は、平成20年４月時点で約６割となって

いるところであります。以上です。

○徳重忠夫議員 ただいま６割程度とのことで

ございます。感覚としましては、それ以上のよ

うな気がいたします。先ほど申し上げましたと

おり、集団教育が十分でないことから、今後、

加入率が低下することが懸念されるものと思い

ます。社会が高度化し、価値観も多様化する中

で、自治組織の存在を認識させ、加入率を高め

ることは大変難しい課題だろうと思いますが、

元気のある地域づくりには、自治組織の活動の

充実が不可欠であります。今日、自治体職員や

教職員等の自治組織への加入率が低いというよ

うな話も聞くところでありますが、住民や児童

に指導的な立場にある自治体職員や教職員が加

入していないということは問題であると、私は

思っております。加入を促進すべきであると思

います。ところで、知事御自身は自治組織に
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入っておられますか。

○知事（東国原英夫君） 加入させていただい

ております。

○徳重忠夫議員 当然のことだと、このように

思います。そこで、具体的にどの組織かお知ら

せいただければありがたいです。

○知事（東国原英夫君） 宮崎駅前地区の自治

会でございます。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。頑

張ってください。知事は、県民との協働、県民

総力戦を掲げておられますが、そのためには、

県民が公民館や自治会など地域の自治組織に加

入し、地域の活動に積極的に参加する必要があ

ると私は考えます。そこで、県職員や教職員等

の公務員を含め、広く県民に対し自治組織への

参加を呼びかけるべきと思いますが、知事のお

考えをお示しいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 自治組織への加入者

の減少というのは、地域コミュニティーや住民

自治の崩壊、ひいては本県全体の活力低下につ

ながりかねないと危惧しているところであり、

県職員に対しましては、昨年３月に「職員力」

地域貢献推進指針を策定し、地域社会の一員と

して自主的な地域活動を推進することとしたと

ころであります。引き続き、県職員や教職員の

率先参加はもちろんのこと、広く県民の皆様に

も自治組織への参加を呼びかけてまいりたいと

考えております。

○徳重忠夫議員 知事がみずから、広く県民の

皆様にも自治組織への参加を呼びかけたいとの

ありがたい答弁に、感謝をいたしたいと思いま

す。自治会や公民館活動への参加は、地域活力

を維持・発展させる礎であります。特にメディ

アでの強力な発信力をお持ちの知事に、テレビ

やインターネットブログ等で自治組織への加入

促進を呼びかけていただくと、加入率向上につ

ながるのではないかと私は考えております。こ

のことは、県内の各市町村の首長さんを初め、

各自治公民館長や自治会長さんがもっとも喜ば

れることだと、私はこのように考えます。なか

なか呼びかけても聞いてくれない、そう考えま

すときに、知事の今の知名度、信頼度、県民に

知事が与えている信頼度―「知事が参加して

いるんだ」「しなきゃいけないんだ」と、こう

いう声をメディアを通して言っていただくと、

子供なり、おじいちゃん、おばあちゃんなり、

周りの方も、参加しなきゃいけないんだなとい

うことになると、私はこう信じておるところで

あります。メディアを通して自治組織への加入

を呼びかけていただくということが、私は、最

も効果的であり確実な方法だと、このように考

えますが、メディアを通して呼びかける意思が

あるかどうか、お答えいただきたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） 先ほどもお答えした

とおり、県民総力戦の観点から、自治組織の果

たす役割というのは非常に重要かと思いますの

で、今後、メディアだけでなくあらゆる機会を

とらまえて、発信に努めてまいりたいと思って

おります。

○徳重忠夫議員 それでは最後に、知事に要望

申し上げておきたいと思います。これは私の質

問の内容ではございませんけど、実は、さきの

代表質問で自民党の中村幸一議員からも要望が

なされたところでありますが、私は、ブラジル

移民県人会50周年に参加させていただきまし

た。その折に大変な歓迎を受けたところであり

ます。宮崎県ブラジル移民第一号は95年前であ

ります。既に約4,000人という多くの宮崎県人が

移住されております。県内から外国への移住と

平成21年３月３日(火)



- 270 -

しては特別に多い数であります。また、県費留

学生も毎年受け入れられております。知事にお

かれましては、ぜひとも60周年記念式典に出席

されまして、宮崎県の現状報告とブラジル移住

民の方々への激励をしていただくよう強く要望

を申し上げて、私の質問のすべてを終わらせて

いただきます。ありがとうございました。（拍

手）

○坂口博美議長 ここで暫時休憩いたします。

午後２時45分休憩

午後３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、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 民主党の田

口雄二でございます。いよいよ本日最後の質問

となります。既に先週の代表質問、そして今週

の一般質問と続いております。知事を初め皆様

もお疲れのことと思いますので、重複する質問

は割愛をしつつ進めてまいります。

まず、今月をもちましてつつがなく県庁を卒

業される多くの職員の皆様、そして、この議場

におられます部長の皆様も何人かが御卒業され

ると聞いておりますが、長い間本当に御苦労さ

までした。団塊の世代として40年前後の県庁勤

めであったと思いますが、振り返ってみます

と、この間に、２人の知事が逮捕され、官僚出

身の知事しか知らないところに、タレント出身

の知事が誕生し、宮崎県が大ブームになるな

ど、予想だにしなかった出来事があるなど、他

の県ではできなかった貴重な経験をされたこと

と思います。これまでの御功績に心から敬意を

表し、今後も御健勝で、県庁での御経験を生か

して御活躍されますことを心から祈念申し上げ

ます。あわせて、今後とも宮崎県発展のため、

御指導、御協力をよろしくお願い申し上げま

す。

それでは、通告に従い質問してまいります。

簡潔でわかりやすい答弁をお願いいたします。

最初に、知事の政治姿勢についてお伺いしま

す。

昨年末、私ども民主党県議団は、中国の上海

に参り、県の上海事務所の御案内で、中国人の

訪日観光市場動向、上海万博の進捗状況、日本

産農産物の対中輸出状況、そして本県木材の対

中輸出状況等を視察してまいりました。本県よ

り若干小さい群馬県と変わらない面積に、

約2,000万人の在留人口、超高層ビルが林立して

おり、発展の息吹を感じさせる物すごいパワー

でした。中国全土で見るとまだまだではありま

すが、上海だけは、１人当たりのＧＮＰが先進

国並みの7,000ドルを超える繁栄ぶりです。上海

万博を控え開発ラッシュですが、やはり中国と

思わさせられることもたくさんありました。例

えば、来年５月の開催に向けて建設工事が急

ピッチで進められている万博予定地は、328ヘク

タールもあり、そこには何と１万8,000世帯もの

住民がいたそうです。日本では考えられません

が、短期間で移転立ち退きをさせられていま

す。開発のスピードが、日本の物差しでは全く

はかれません。６カ月間で史上最大の7,000万人

の来場を目標に計画が進められています。な

お、中国人の日本製品に対する信頼とあこがれ

は相当なもので、富裕層はこぞって、高額にも

かかわらず日本製品を買い求めているようでし

た。高級デパートの加工食品売り場は、一瞬、

日本のデパートかと思うほど、日本でのパッ

ケージのままで売られていました。日本語で書

いてあると、日本でつくられているとわかり、
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安心感が高まるようです。また、日本製品のコ

ピー商品、つまり、にせものもかなり横行して

おり、ジェトロ上海センターには多数のコピー

商品が展示してありましたが、カシオブランド

のスクーターがあったのには笑ってしまいまし

た。

しかし、上海だけを見ましても、この旺盛な

消費に対し、もちろん日本の企業は既に多数進

出していますが、現在、日本の各自治体の売り

込みが加熱してきております。本県産品の中国

での販路拡大についてどのような戦略で取り組

むのか、その際、知事のトップセールスが不可

欠と私は考えますが、知事の所見を伺います。

次に、最近何かと話題の多い大阪の橋下知事

の政治手法についてお伺いいたします。約２年

前に東国原知事が誕生して、連日マスメディア

に登場し、歯にきぬ着せぬ発言などその言動が

大きく全国から注目されました。疲弊した地方

の状況を中央に強烈に訴え、また中央集権の打

破に大きな期待が高まり、全国知事会の顔のよ

うにもなってまいりました。しかし、その後に

誕生した大阪府の橋下知事の最近の言動は、と

もに圧倒的な県民や府民の支持を背景にしてい

る点は同様ですが、東国原知事より大きな注目

を浴びています。当初は、大阪府の職員や各自

治体トップとのやりとりが注目されていました

が、最近では、全国学力テストの結果を公表す

るか否かをめぐり、教育委員会を罵倒したり、

幹部職員の降格人事をちらつかせる府政運営

等々、過激な言動が注目を浴びています。

そして今、一番の注目は、国が進める公共工

事の地元自治体に費用を求める直轄事業負担金

の支払い拒否発言です。厳しい財政状況の中、

慢性的な財政難にあえぐ地方は、これまで直轄

負担金の廃止を要求しながらも渋々応じてきた

のが実情です。しかし、ここに来て、勇気づけ

られ同調する知事が続発し、「直轄金 みんな

で拒否すりゃ怖くない」状態になってきまし

た。地方からの波乱といってもいいと思いま

す。国もこの事態に大きく反応し、今後の成り

行きが注目されます。大阪の橋下知事の政治手

法について、知事はどう評価しているか、感想

をお伺いいたします。

次に、昨年、当時の中山成彬国土交通大臣の

辞任のきっかけとなりました、全く所管外の教

育に関する日本教職員組合の批判、つまり日教

組についてお伺いします。東九州自動車道や九

州横断道延岡線の建設促進、そして地方道の整

備が本県にとってまさに重要なときに、最適な

ポストに中山氏の就任が決まりました。しか

し、就任その日に中山大臣は、「日本の教育の

ガンである日教組をぶっ壊す」「日教組が強い

ところは学力が低い」などと批判の大きかった

発言を撤回することもなく、確信犯として日教

組批判をさらに繰り返し、ついに辞任しまし

た。その後、自民党内に日教組批判の議員連盟

ができ、中山氏はその顧問についているようで

す。しかし、この話題も少し沈静化してきたか

と思っていました。ところが、中山氏を閣僚に

任命し、辞任の際には任命責任があると言って

いた麻生総理が、先月22日、青森市での講演で

民主党批判をする中で、教科書の内容に関する

ことで日教組をやり玉に上げ、「私どもは断固

戦っていく。それが自民党だ」と述べられまし

た。本県では支持する政党は違いますが、全国

的には民主党を御支援いただく、たくさんの労

働組合や団体の中の一つです。そこで、昨年は

中山氏辞任で一時渦中の人になりました知事に

お伺いいたします。知事は労働組合に対してど

のような御所見をお持ちか、また、日教組に対
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しての印象をお伺いいたします。

医療・福祉行政についてお伺いいたします。

まず最初に、県立延岡病院の医師の確保につ

いてお伺いいたします。昨年の手帳を見てみま

すと、ちょうど１年前に県立延岡病院の医師不

足が問題になり、延岡の県議会議員５人が一丸

となって、３月28日に県立延岡病院、４月４日

に、知事と就任したばかりの病院局長に医師確

保のお願いに参りました。しかし、１年を経た

現在はさらに深刻さを増し、医師６人が３月ま

でに退職の意向を示しています。「地域医療を

守る県北ネットワークの会」が、「医師確保」

と「先生への感謝の気持ちを表し、コンビニ受

診をやめよう」との署名活動を実施し、わずか

３週間で約15万2,000人分の署名を集め、知事と

宮崎大学池ノ上医学部長に手渡しをさせていた

だきました。池ノ上学部長からは最悪の事態に

ならないように努力したいと述べられたようで

すが、まさにそう願ってやみません。県北25万

人を見捨てないように御配慮をお願いいたしま

す。昨日松田議員もお聞きしており、重複いた

しますが、この現状で延岡市選出の議員がこの

件を聞かないわけにはいきませんので、病院局

長に県立病院の医師確保についてお伺いいたし

ます。

次に、来年度の臨床研修医の内定状況につい

てお伺いします。卒業間近の医大生が国家試験

合格後に２年間の臨床研修を行います。その医

大生が研修先となる病院を選ぶ際、県内で６カ

所の研修指定病院の募集定員は何人で、現時点

でその充足率はいかほどなのか、また、県立延

岡病院には何人の研修医が内定しているのか、

福祉保健部長にお伺いします。

次に、医療事故についてお伺いします。先

日、香川県の県立中央病院で、不妊治療を受け

た女性が別人の受精卵を移植された疑いがあ

り、人工中絶する医療事故が発生いたしまし

た。産婦人科医が受精卵を培養するための容器

を取り違えたことが原因ではないかと見られて

います。待望の妊娠をし、出産を待ちわび、幸

せいっぱいに包まれていた中、中絶というどん

底に突き落とされる事態に陥りました。そこ

で、本県では、体外受精ができる医療機関は幾

つあり、年間の実施件数はどれぐらいあるの

か、福祉保健部長にお伺いいたします。

景気悪化に伴い、雇用情勢に厳しさが増し、

全国的に生活保護の申請が増加していると報道

されています。契約解除された多くの派遣社員

がグループになって、同時に保護申請をする

シーンも放映されていました。本県において

も、契約解除された派遣社員や倒産に伴う失業

者が多く、生活保護の申請が増加していると予

想されます。そこで、福祉保健部長に生活保護

の状況をお伺いします。

次に、自殺対策につきましては、深刻な問題

ではありますが、既にたくさんの方から質問が

なされており、この件につきましては割愛をさ

せていただきます。ただ、本年早々、私にとっ

ては衝撃の正月となりました。と申しますの

も、家内とドライブ中に、とある展望台の駐車

場に駐車したところ、不審な車を発見いたしま

した。そして車内で焼身自殺している方を発見

し、すぐさま県警に連絡し、取り調べをしてい

ただくことになりました。ことし最初の携帯電

話の連絡先は、宮崎県警となりました。御本人

がどのような理由で、新年早々なぜこのような

事態に陥ったのか、健康に関してなのか、金銭

的なものかは知る由もありませんが、御冥福を

心から祈るばかりです。ただ、要因は何であ

れ、みずからの命を絶つということは大変なこ
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と。救済する手だてがあったものと思います。

今回の自殺対策行動計画に基づき、悲しい結末

に至らないように全力を尽くしていただきたい

と存じます。

雇用の確保についてお伺いします。

昨年、日立プラズマディスプレイの生産中止

の大きなニュースに、県内には激震が走りまし

た。先日も新たに、フェニックスリゾートの派

遣社員の４月以降の雇いどめが報道され、王子

製紙の日南工場の一部廃止、そして、あの女子

実業団駅伝で何度も日本一になった沖電気女子

陸上部の廃部など、県内企業の厳しさが連日報

道されています。厚生労働省が１月までの非正

規労働者の失職について公表しました。昨年10

月から本年３月までに職を失うか、失うことが

決まっている非正規労働者が、全国の1,806事業

所で約12万5,000人で、この１カ月で４万人の増

加です。住居を失ったか、これから失う者も多

数いることと思います。そこで、県内の非正規

社員の雇いどめ等による失職者数はどれほど

か、商工観光労働部長にお伺いいたします。

道路行政についてお伺いいたします。

まず初めに、１月の臨時議会で知事より、東

九州自動車道の現在建設中の門川―西都間の全

線開通予定が、当初予定より１年早まり、平

成25年度末の見込みになったと、御報告があり

ました。高速道路の開通が悲願で、一日も早い

開通を待ちわびる県北の県民にとりましては、

何よりもの朗報でした。大分方面の開通も当初

より早まり、御尽力いただきました関係各位に

心から感謝を申し上げます。そこで、東九州自

動車道の一部になる延岡南道路についてお伺い

します。延岡の土々呂地区の国道10号の朝晩の

渋滞解消に向けて建設された延岡南道路が、距

離に対して250円は割高感があり、利用が伸び悩

み、渋滞の解消となっていません。利用促進と

物流の軽減から、延岡市や経済界から料金の値

下げ要望が再三、現在の西日本高速道路㈱に出

されていました。そのような中、昨年、国土交

通省より、西日本高速道路㈱に対して値下げ実

験の要請がなされていると報道され、また、県

当局も値下げの要請をしていると伺い、昨年、

進捗状況について質問させていただきました。

その後、この値下げ要請の結果が出たのか、県

土整備部長にお伺いいたします。

次に、東九州自動車道の追い越し車線につい

てお伺いいたします。現在の東九州自動車道の

本県内は、最終的には片側２車線の計４車線化

されると聞いていますが、とりあえず、片側１

車線で全線開通に向けて建設中です。とにか

く、自動車専用道路の全線開通を待ちわびてい

ますので、片側１車線であろうと２車線であろ

うと、一日も早く完成していただければ構いま

せん。とは言いつつも、大型のトラックや安全

運転し過ぎるもみじマークのドライバー等がい

ますと、せっかくの高速道路なのに時間短縮に

もなりませんし、いらいらが募り、精神衛生上

にもよろしくありません。現在の清武―西都間

には何カ所かが片側２車線化されており、追い

越しが可能になっております。西都―延岡間は

橋脚やトンネルが連続しておりますが、清武―

西都間同様の一部２車線の追い越しができる箇

所ができるのか、県土整備部長にお伺いいたし

ます。

次に、教育行政について、３項目について教

育長にお伺いします。

先日、日本私立中学高等学校連合会が、昨

年12月時点で授業料を滞納している私立学校生

は全体の2.7％、３月の調査の３倍に増加したと

発表しています。景気の悪化で親の収入が減少

平成21年３月３日(火)



- 274 -

し、学費を生活費に回さざるを得ない状況に

陥っている家庭が増加しているようです。特に

九州地区の悪化ぶりが目立ち、ワーストです。

そんな中、経済的な理由で教育を受ける機会を

失わないように、授業料の納入を減額・免除す

る県立学校の生徒を対象にした授業料減免制度

があります。低所得者世帯に、授業料が払えな

くなり、授業料減免制度の利用者が増加してい

るようです。県立高校の授業料減免制度の利用

状況についてお伺いします。

次に、中高一貫校の設置についてお伺いしま

す。今回、新たに都城市の泉ヶ丘高校に県内３

校目の中高一貫校が併設される予算案が提案さ

れています。定員は１学年40名で、空き教室を

利用し、来年４月の開校予定です。今回、開校

が都城泉ヶ丘高校に至った経緯を、教育長にお

伺いします。

次に、臨時教員についてお伺いいたします。

いずれ、日本や宮崎、そして地域を背負って立

つ子供たちの教育現場に、臨時教員の存在が非

常に大きくなってきています。もちろん、臨時

教員の中には大変すぐれた方もいます。実際、

私の娘は授業を受けることはありませんでした

が、文化系の部活動で何度か九州大会に県内代

表として参加させていただき、後輩も引き続き

指導を受け、現在も県内トップクラスを維持し

続けています。臨時教員の増加は財政難が一番

大きな要因だとは思いますが、非常に不安定な

立場の臨時教員が正規の教員と同様の仕事をす

ることに問題はないのか、危惧いたしておりま

す。そこでお伺いいたします。まず１点目、今

年度の臨時教員の学校ごとの人数をお伺いいた

します。２点目、臨時教員はどのようにして採

用されるのか、小中学校と県立学校ごとにお伺

いいたします。

以上をもちまして、壇上からの質問は終了

し、この後は質問者席からとり行います。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。

中国への販路拡大戦略についてであります。

急速な経済発展に伴って富裕層が増加する中国

を初めとする東アジアは、安全・安心で高品質

な日本産食品に対する信頼感も高く、今後の県

産品の販路拡大先として有望な市場にあるもの

と考えております。そのため県では、今年度、

関係団体、民間企業と一体となって、総合的な

輸出促進に取り組むための指針となります東ア

ジア販路拡大戦略を策定し、農産物、水産物、

加工食品の中から国別に品目を設定し、効果的

に販路拡大を図っていくこととしております。

中国につきましては、上海に海外交流駐在員を

置き、輸出促進や観光誘致などの情報収集・提

供、県内企業への側面支援等に努めております

が、県産品の輸出に関しましては、農畜産物の

輸入制限等がありますことから、現状では一部

の加工食品や木材などの輸出にとどまっており

ます。今後は、従来からの商談会への参加や、

九州各県合同の物産展の開催に加え、現地の流

通業者を招聘した商談機会の提供などによりま

して、さらなる販路の拡大に取り組んでまいり

たいと考えております。なお、私のトップセー

ルスにつきましては、時期を見て検討してまい

りたいと考えております。

続きまして、橋下府知事の政治手法について

であります。府民等の世論を後ろ盾にして、メ

ディアを活用して政策を打ち出す方法や、積極

的にＰＲしていく手法、政治や行政を府民、住

民に身近なものにしていこうとする考え方は、

私と相通ずるものがあると思います。また、住
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民の生活や地域の発展を第一に考え、地方をよ

くするために国を変えようとする政治姿勢な

ど、共通する点が多いとも感じております。橋

下府知事からは、政治・行政手法について、時

折相談等も受けたりしておりますが、これまで

大阪府政最大の課題である財政再建のため、歳

出カットを中心に果断な対応をしてこられまし

た。今後、府政運営を進めていく上で、これは

私自身にも言えることでありますが、いかに地

域の活性化と住民サービスの向上、行財政改革

のバランスをとっていくかがポイントになろう

かと考えております。

続きまして、労働組合等についてでありま

す。労働組合は、労働者が、労働条件の維持改

善など経済的・社会的な地位の確立や向上を図

ることを主な目的として組織する団体であると

認識しております。また、日教組につきまして

は、かつては組織率も高かったようでございま

すが、年々低下する傾向にあり、また、教育行

政に関して旧文部省と対立した時期もあったよ

うでございますが、平成７年に運動方針を転換

し、協調のパートナーシップを目指しておられ

ると伺っております。いずれにいたしまして

も、今後とも、よりよい教育を実現するために

努力していただきたいと考えております。以上

です。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、臨床研修医の応募状況についてであり

ます。県内では、宮崎大学医学部附属病院など

６つの臨床研修病院がありまして、全体で70名

の募集定員に対し、県内での研修決定者は、平

成19年度が36名、20年度が45名、21年度が49

名、充足率でいいますと70％と、徐々に増加し

てきております。このうち県立延岡病院につき

ましては、20年度が１名、21年度が１名となっ

ております。

次に、体外受精についてであります。県内に

おいて体外受精等の特定不妊治療を実施してい

る医療機関は、６施設であります。また、本県

における体外受精等の全実施件数は把握できて

おりませんが、本県では、特定不妊治療に対す

る医療費助成制度を設けており、平成19年度の

助成件数は487件となっております。
※

最後に、本県の生活保護の状況についてであ

ります。平成20年11月現在の速報値によります

と、県全体における生活保護世帯数は１万140世

帯、生活保護受給者数は１万3,352人、保護率

は11.79パーミルでございます。昨年の夏以降、

徐々に増加しております。このような中、派遣

社員等の雇いどめや雇用切れに伴う生活保護へ

の影響につきましては、本県では特に顕著にあ

らわれている状況にあるとは申せません。な

お、昨年末からの本県経済・雇用緊急対策にお

ける生活保護の相談は、本年２月20日までに15

件でありまして、生活保護が開始されたのは１

件となっております。他の14件は、昨年末に国

が創設しました就職安定資金の活用などによ

り、生活保護申請には至らなかったものであり

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。

県内の雇いどめ等についてであります。宮崎

労働局が行いました企業への聞き取り調査によ

りますと、昨年10月から本年３月までの非正規

労働者の雇いどめ等につきましては、２月18日

現在で40事業所、1,908人が把握されておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

※ 280ページに訂正発言あり
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延岡南道路の通行料値下げについてでありま

す。この１月に、国の生活対策の一環としまし

て、「高速道路の有効活用・機能強化に関する

計画（案）」が示されております。その中で、

ＥＴＣを活用した料金引き下げの対象路線に、

延岡南道路が含まれたところであります。例え

ば、普通車の料金割引後の通行料金につきまし

ては、平日の通勤・深夜の時間帯、土日祝日の

終日が５割引きの適用となり、通常料金の250円

が150円になると聞いております。この計画案の

施行に当たりましては、国の第２次補正予算の

関連法案の成立が前提条件となっておりまし

て、延岡南道路の料金割引が早期に実現される

ものと期待をしておるところでございます。

次に、追い越し車線の計画についてでありま

す。東九州自動車道門川から西都間におきまし

ては、追い越し車線が上下線各４カ所に計画さ

れております。設置箇所は、上下線ともに、日

向インターチェンジから北へ３キロ地点、都農

インターチェンジから北へ５キロ地点、高鍋イ

ンターチェンジから南へ１キロ地点、西都イン

ターチェンジから北へ１キロ地点、以上の４カ

所であります。以上でございます。〔降壇〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

延岡病院の医師確保の見通しについてであり

ます。県といたしましては、医師確保対策経費

として総額３億7,000万円に上る予算を新たに措

置するなど、思い切った対策を講じ、医師派遣

の継続あるいは新たな医師の派遣について、大

学当局に対しまして、再三再四、粘り強く要望

してきているところであります。大学側には、

延岡病院の地域医療に果たす役割や県の取り組

みについては十分御理解いただいていると考え

ておりますが、夜間の救急外来患者さんが多

く、医師を取り巻く労働環境の厳しさが県内の

他の地域よりも大きいことから、現時点では不

透明な状況であります。引き続き、大学に対

し、延岡病院の役割や県の対策を繰り返し訴え

ていきますとともに、地元延岡市に対し救急体

制の整備を強く要請するなど、医師確保に向け

た抜本的な対策について積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えをい

たします。

初めに、授業料減免についてであります。県

立高校における授業料減免は、経済的な理由で

授業料の納付が困難な生徒の修学を支援するた

めに実施しているものであります。対象となる

生徒は、保護者の所得が一定限度を下回る者、

風水害等の災害に罹災した者など、何らかの理

由で家計困難な家庭に属している者等でありま

す。また、最近における授業料減免の利用者数

は、平成15年度においては2,440名で全体の8.2

％、４年後の平成19年度には2,557名で全体

の10.1％となっており、この間の利用率は毎年

増加しているところであります。今後とも、県

立高校入学予定者を初め、各関係者に対して制

度の周知を図るなど、適切な運用を行い、生徒

の修学の機会の確保に努めてまいりたいと存じ

ます。

次に、中高一貫教育校についてであります。

設置校を都城泉ヶ丘高等学校としましたのは、

設置理念を実現するために理数科に接続するの

が効果的であること、また、余裕教室の数や体

育館の広さ等、中学校を併設するために必要な

施設設備の状況が整っていること、さらには、

遠方から通学する生徒の交通の利便性などをも

とに、総合的に判断したところによるものであ
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ります。

次に、臨時的任用講師についてであります。

臨時的任用講師の学校種別の人数は、平成20年

４月１日現在、小学校354人、中学校269人、高

等学校247人、特別支援学校180人の合計1,050人

であります。

最後に、臨時的任用講師の任用手続について

であります。学校において、育児休業の補充な

ど臨時的任用講師を任用する必要が生じた場

合、校長が、県教育委員会で作成しております

「臨時的任用講師登録者一覧表」等から、教員

免許の種類等を考慮の上、学校の求めに合致す

る人材を探し、面接をすることになります。そ

の結果、適任であると判断した場合、小中学校

においては、校長が市町村教育委員会に報告を

し、教育委員会の内申に基づいて教育事務所長

が任用手続を行うことになります。また、県立

学校においては、校長みずからが任用手続を行

うことになります。以上であります。〔降壇〕

○田口雄二議員 それぞれ御答弁ありがとうご

ざいました。知事は、日教組に対しましては、

中山氏や麻生総理ほど過激な印象を持っていな

いと私は判断いたしました。御答弁ありがとう

ございました。

それでは、知事に、上海でのトップセールス

について再度お伺いいたします。上海は、途方

もないぐらいに何もかもがスケールが違い過ぎ

ます。まさに急速に発展する中国経済の中心都

市であります。そんな上海で、実は、宮崎県出

身者や宮崎にゆかりのある方が「上海在住宮崎

県人会」を2002年12月に結成し、昨年末時点

で134名の会員数を誇り、熱心に宮崎のセールス

マンとして活躍していただいております。宮崎

の人はいまいち押しが足りない、アピールが下

手と、知事もよく話をされますが、ここ上海県

人会の皆さんは、昨年９月に「宮崎大使」に就

任した和田会長の強い個性もありますが、非常

に元気な方ばかりで、熱心な宮崎のＰＲ活動を

続けています。

ただ、彼らが非常に気にしているのは、上海

での本県の知名度が余りに低いということなん

です。例えば牛肉といえば、宮崎牛とかではな

くて佐賀牛とか。そういうふうに、宮崎のイ

メージが出てきません。そういう意味では、宮

崎県人会が今後の活動を進めていく中で、宮崎

県の知名度アップに何としても東国原知事の上

海訪問をと切望していました。これまで、当時

の三宅副知事、安藤知事、坂副知事、そして、

現在の河野副知事がおととしの10月に訪問さ

れ、県人会の皆さんとも交流を深めたようで

す。宮崎の知名度アップに県人会の御要望に早

急にこたえられないか、再度知事にお伺いいた

します。

○知事（東国原英夫君） 先ほども答弁させて

もらったように、私の上海訪問、トップセール

スに関しましては、時期を見て適切に判断して

まいりたいと考えております。

○田口雄二議員 副知事の上海での話もぜひと

も聞いていただきまして、判断していただきた

いと思います。先ほども話しましたように、来

年は上海万博も控えておりますが、非常に大き

な動きがありますので、早急に実現していただ

けたらと思っております。どうかよろしくお願

い申し上げます。

上海での県産品の販路拡大について、知事に

再度お伺いします。中国はマーケットとしては

非常に大きいのですが、農産品を売り込むには

大きな障害があります。上海では和牛の人気が

絶大ですが、日本からはまだＢＳＥ対策が万全

でないと輸出できませんし、加工品以外は輸出
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がかなり難しいようです。そんな中、みやざき

スギも品質は認められていながら、かなり苦戦

していました。現地の製材技術が劣り、日本で

は考えられないほど表面がざらつき、みやざき

スギのよさが出ていませんでした。以前の松形

知事のときは、御本人が林野庁の御出身という

こともあり、その拡販に熱心だったようです

が、現在はしりすぼみのようにも見えます。中

国を含めた東アジアへのみやざきスギの販路拡

大について、どのように取り組んでいくおつも

りか、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 東アジアへのみやざ

きスギの販路拡大につきましては、宮崎県森林

組合連合会などが取り組む中国、韓国への輸出

促進活動に支援しているところであります。中

国では、杉材の利用技術が普及していないなど

の理由から伸び悩んでおりますが、上海等の巨

大な市場は魅力あるものと考えております。ま

た、韓国につきましては、県木材利用技術セン

ターとソウル大学との学術交流を契機とした韓

国企業との連携が進んだことなどの理由から、

平成19年度の輸出額が前年度の２倍になるな

ど、成果があらわれてきております。県といた

しましては、引き続き、関係団体と連携を図り

ながら、商談会などの取り組みに支援を行い、

みやざきスギの販路拡大に取り組んでまいりた

いと考えております。

○田口雄二議員 現在は経済状況も大変厳しい

ですし、円高も進んでおります。韓国はウォン

安ということもありまして、輸出は今大変なと

きかもしれませんが、粘り強く取り組んでいた

だきたいと思っております。

次に、県立延岡病院の医師確保についてお話

をさせていただきます。もちろん、きのうの松

田議員への答弁と同じで、非常に厳しい内容で

す。私どもは、医師の負担軽減に向けてさらに

市民に啓発をしていかなければならない、その

ように思っております。また、再三言われる延

岡市夜間救急センターの深夜帯の365日対応を考

えていかなければならないとは思います。しか

し、現在の延岡市医師会の現状で仮に体制をつ

くっても維持できるのか、非常に心配です。と

いうのも、別にこれまでの延岡市医師会が何も

してこなかったわけではありませんし、昨年か

らは新たな取り組みもしていただきました。延

岡市医師会は、ここ数年、会員が増加どころか

若干減少している上に、高齢化が顕著です。都

城市医師会の会員247人に対して、延岡市医師会

は170名で、医療機関も減少しています。夜間診

療の協力医師は、開業医が主となるＡ会員です

が、都城医師会は131名に対し、延岡は77名で約

半数。そして60歳以上が４割を占めています。

よって、Ａ会員の多い宮崎や都城は夜間診療の

免除年齢がありますが、延岡は年齢制限もな

く、最高齢は74歳の医師が老骨にむち打って夜

間診療に御協力いただいております。少ない会

員でローテーションを組むことになりますの

で、負担も大きく、当然その頻度は都城市など

よりかなり高くなってまいります。県立延岡病

院の医師不足がクローズアップされています

が、実は延岡地区全体が医師不足で疲弊してい

ます。無理に深夜帯の診療体制をつくっても維

持することができるのか、それだけの体力があ

るのか。崩壊してしまい、延岡地区の夜間救急

体制すべてが壊れてしまうのではないかと心配

です。もう質問はいたしませんが、知事の、地

元の協力が不可欠との御発言もございました

が、こういう環境にあることもぜひ御承知いた

だきたいと思います。また、延岡市医師会の皆

さんの現状もよく話を聞いていただきたい、そ
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のように思っております。よろしくお願いいた

します。

次に、仮にそうなっては困るのですが、この

まま医師の確保がかなわなかった場合には、特

に今回は脳梗塞などが対応できなくなりますの

で、一刻の猶予もない患者を宮崎市まで搬送し

なければなりません。まさに１分１秒を争いま

す。いつも質問がなされますが、25万人の県北

の人々のことを考えますと、今こそドクターヘ

リが必要ではないかと思いますが、福祉保健部

長にお伺いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ドクターヘリ

は、救急医療体制の充実を図る上で大変有効な

手段であると考えておりますが、その導入に当

たりましては、専任医師の確保や拠点となる救

急病院の確保等、多くの課題があります。この

ため、県立延岡病院で対応できない重症救急患

者が出た場合、救急搬送機能を有する防災救急

ヘリ「あおぞら」の活用を含め、対応していく

必要があると考えております。

○田口雄二議員 ドクターヘリに比べますと、

医師や看護師が同乗しないハンディがあります

が、防災救急ヘリで対応していくということで

すね。防災救急ヘリコプターの出動実績につい

て、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 防災救急ヘリコプ

ターの緊急出動回数は、平成19年度で92件ござ

いまして、このうち54件が救急出動となってい

るところでございます。

○田口雄二議員 ドクターヘリは、残念なが

ら、現在は安全面から夜間飛行はできません。

しかし、急病は夜間に発生することが多いので

はないかと思いますが、防災救急ヘリコプター

については、夜間の運航は可能なのか、再度、

総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 本県の防災救急ヘ

リコプターは、一つには、有視界飛行を行って

おりまして、夜間においては、障害物や地形の

確認が困難で安全性が保てないといったこと。

また一つには、24時間体制をとるということで

あれば、操縦士や乗組員の大幅な増員が必要と

なるということ。さらには、夜間照明を備えた

ヘリポートの整備が必要となる、こういったこ

とがございまして、現在、夜間運航は実施して

いないところでございます。

○田口雄二議員 夜間になると、延岡とか県北

からは、救急車で宮崎まで来なければならない

ということですね。早く高速道路の整備を進め

ていただきたいと思っております。

次に、体外受精を行う医療機関が県内に６カ

所あると理解することができました。まさに子

供は宝、不妊治療で何としても待望の子供を授

かりたいと思う気持ちはよくわかります。それ

だけに、香川県の県立中央病院のような医療ミ

スがあってはなりません。体外受精を行う医療

機関の安全管理については、県はどのような指

導をしているのか、福祉保健部長にお伺いをい

たします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県内の体外受

精を行う６つの医療機関は、すべて不妊治療費

助成制度の指定医療機関となっております。指

定に当たりましては、現地調査を行い、施設設

備や配置人員等について基準を満たしているこ

とを確認しているところであります。県としま

しては、今回の事例を受けまして、現在、各指

定医療機関における安全面への対応を調査中で

あり、不備な点が認められた場合には、改善計

画を求めることとしております。また、年度内

に安全管理面を含めた研修を実施するととも

に、国において指定基準を見直す動きもありま
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すので、今後、国の動向も踏まえながら必要な

指導を行ってまいります。

ここで、答弁の訂正をさせていただきたいと

思います。先ほど不妊治療助成の件数を487件と

答弁いたしましたけれども、正しくは457件とい

うことでございますので、訂正をよろしくお願

いいたします。

○田口雄二議員 ありがとうございました。

これから、初めて人事委員会委員長に質問を

行いますので、よろしくお願い申し上げます。

先ほどの県内の雇いどめの件数は1,908人と、

かなりの数です。県は、緊急雇用対策、緊急経

済対策を１月の補正予算で打ち出しましたが、

これだけ雇いどめがいますと、焼け石に水のよ

うな気もします。そこで御相談ですが、先日、

大阪府の吹田市が、経済雇用対策の一環として

緊急に実施した事務職員採用があります。募集

人員５人に対し2,362名も受験し、公務員人気を

改めて象徴することになりました。ちょっとど

うかなとは思いましたが、59歳まで受験できる

ということが話題にもなりました。本県教育委

員会は、採用に関し年齢制限を大幅に緩和

し、41歳まで受けられるようになりました。本

県の職員採用試験について、雇用対策として、

また民間経験者や多様な人材確保の観点から、

年齢制限を見直しすることができないか、人事

委員長にお尋ねいたします。

○人事委員長（黒木奉武君） 県職員採用試験

につきましては、毎年、各任命権者からの要請

に応じまして、人事委員会が実施いたしており

ます。受験資格の年齢につきましては、試験実

施年度の初日の前日に当たる３月31日現在の満

年齢で、大学卒業程度が21歳以上29歳未満、短

期大学卒業程度は19歳以上27歳未満、高等学校

卒業程度は17歳以上21歳未満となっておりま

す。なお、九州各県もおおむね同様でございま

す。この年齢要件につきましては、職員を計画

的に幅広くさまざまな行政分野で経験を積ませ

ながら育成していく必要があることから、国や

各都道府県と同様に、新規卒業者等を念頭に置

きながら、設定をいたしているところでありま

す。年齢制限の見直しにつきましては、実際に

採用を行う各任命権者の意向や、国・各都道府

県の動向を踏まえながら、慎重に検討していく

必要があるものと考えているところでありま

す。

○田口雄二議員 ありがとうございました。今

後は、ぜひとも柔軟な対応もよろしくお願い申

し上げます。

次に、延岡南道路の値下げの件については、

非常にありがたいお話をいただきましてありが

とうございました。値下げしていただくのは、

県北の皆さんには非常に喜ばしいことです。私

の車には、ＥＴＣがまだついておりませんけれ

ども、早速取りつけたいと思っております。た

だ、確認しておきたいことは、この値下げは期

間限定であるのか、このまま継続されるものと

思っていいのか。県土整備部長にお伺いをいた

します。

○県土整備部長（山田康夫君） この通行料値

下げにつきましては、22年度までの期間限定と

なっております。したがいまして、23年度以降

につきましては、現在、実施されております高

速道路のＥＴＣ料金の引き下げが適用されるも

のと考えております。

○田口雄二議員 要するに、そのまま引き続き

値下がりすると判断してよろしいんですね。

○県土整備部長（山田康夫君） 先ほど言いま

したけれども、普通車250円に関しましては、通

勤時間帯が５割引き、深夜につきましては５割
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引き、土日祝日が５割引き、平日夜間が３割引

きと、若干変わっているかと思います。

○田口雄二議員 ありがとうございます。

最後に、教育関連について何点か教育長に伺

います。今回の泉ヶ丘高校に設置される中高一

貫校は、学力向上はもちろんですが、本県の医

療などの発展に寄与する人材育成を目指してい

ます。開校後は、宮崎大学医学部などから講師

を招く授業も想定し、地域医療、産業に理解を

深める特徴ある教育を実践していかれるようで

す。先ほども申しましたが、延岡市は地域全体

が医師不足です。県北にこそ、まさに必要な学

校ではないかと思います。教育長の母校の延岡

高校にも理数科がありますが、残念ながら先ほ

どの答弁を聞いておりましたので、この件につ

いてはもうよろしいと思います。ただ、今後も

延岡地区での設置をぜひとも検討していただき

たいと思っております。しかし、それならば、

既に設置されています五ヶ瀬中等教育学校に、

地域医療に関心を高める取り組みはできないの

か、お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 五ヶ瀬中等教育学校

におきましては、恵まれた自然の中で感性を磨

き、未来を切り開く、創造性豊かで主体的に生

きる人間の育成を目指しているところでありま

す。子供たちは、介護施設で職場体験をした

り、薬草などの東洋医学や五ヶ瀬町の福祉を

テーマにした課題研究に取り組んだり、また、

地域の家庭にホームステイし、高齢者との交流

を深めたりする中で、地域の医療や福祉を思う

心が涵養されているものと考えております。な

お、この五ヶ瀬中等教育学校の生徒の医学部へ

の進学者を見ますと、定員40名の中で、この10

年間で自治医科大学の２名を含め13名が進学を

いたしております。今後とも、医療や福祉等も

含めたさまざまな進路目標を実現するために、

６年間の計画的、継続的な指導を通して、一人

一人の個性を伸ばす教育を展開してまいりたい

と考えております。以上です。

○田口雄二議員 ありがとうございます。分析

をしていないかもしれませんが、医学部へ進学

した生徒たちは、恐らく親が医者である可能性

があります。先週の我が党の代表質問で井上さ

んより、会派視察先の青森県の医師を志す高校

生のためのメディカルサポートプログラムにつ

いて触れられましたが、サラリーマン家庭から

医師を誕生させることが大きなテーマでした。

五ヶ瀬中等教育学校においても、サラリーマン

の子供が医師や地域医療に目を向けるような取

り組みをしていただきますようにお願い申し上

げます。

次に、臨時教員についてお伺いします。来年

度新規採用の教員に占める臨時教員はどれほど

いるのか、また、臨時教員からの採用内定者

は、臨時教員として平均経験年数はどれぐらい

だったのか。あわせて、臨時教員の近年の推移

はどのような状況か、お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 平成21年度の新規採

用予定教員180人でありますが、このうち臨時的

任用講師経験者は156人で全体の86.7％でありま

す。また、平均経験年数は４年８月でありま

す。

それから、臨時的任用講師の近年５カ年間で

申し上げますけれども、この４月１日現在の推

移を見ますと、平成16年度が905人、平成17年度

が875人、平成18年度が917人、同じく19年度

が988人、平成20年度が1,050人と推移をいたし

ております。以上です。

○田口雄二議員 ありがとうございます。そこ

で、意外とこれは皆知らないんですが、来月か
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ら施行されます教員免許更新制度は、臨時教員

にも適用されるんでしょうか、お伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 教員免許更新制は、

学校現場で児童生徒の教育に携わる教員につき

ましては、正規職員か臨時的任用講師であるか

を問わず対象となります。

○田口雄二議員 わかりました。要するに免許

更新制度を受けなくてはならないということで

すね。そういう意味では、先週も話が出ました

が、かなり大きな負担になるのではないかと思

います。臨時教員の給料も安いのに大変だなと

思っております。

最後になりますが、臨時教員が、単純に数値

だけを見ますと、本県の教員全体の１割以上と

なりますが、本県教育の一翼を担っていること

を教育長はどう思っているか、見解をお伺いい

たします。

○教育長（渡辺義人君） 臨時的任用講師は、

学校において、児童生徒への学習指導や生徒指

導等に真剣に取り組んでいただいており、正規

の教職員とともに学校を支えている貴重な戦力

であると考えております。また、教育職員免許

状を有しており、任用に際しては、面接を通し

てその授業力等の専門性などを確認しておりま

すが、任用後も、校内研修の充実等を通じて、

その資質向上に配慮をいたしているところであ

ります。以上です。

○田口雄二議員 それぞれ丁寧な御答弁をあり

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）

○坂口博美議長 以上で本日の会議は終わりま

した。

あしたの本会議は、午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時54散会
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