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午前 10時１分開議

出 席 議 員（43名）
5番 松 田 勝 則 （愛みやざき）

6番 図 師 博 規 （ 同 ）

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 中 村 幸 一 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 髙 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 西 村 賢 （愛みやざき）

18番 武 井 俊 輔 （ 同 ）

19番 横 田 照 夫 （自由民主党）

20番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

21番 押 川 修一郎 （ 同 ）

22番 外 山 衛 （ 同 ）

23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 水 間 篤 典 （自由民主党県民の会）

31番 濵 砂 守 （ 同 ）

32番 中 野 廣 明 （自由民主党）

33番 星 原 透 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

36番 中 野 一 則 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 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 徳 重 忠 夫 （自由民主党県民の会）

46番 坂 口 博 美 （自 民 党 鳳 凰 の 会）

47番 蓬 原 正 三 （自由民主党）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

50番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

51番 米 良 政 美 （自由民主党）

52番 外 山 三 博 （ 同 ）

53番 福 田 作 弥 （ 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 高 山 幹 男

総 務 部 長 山 下 健 次

福 祉 保 健 部 次 長 加 藤 裕 彦

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

農 政 水 産 部 長 伊 藤 孝 利

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 髙 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 大 重 都志春

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 太 田 英 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 濵 砂 公 一

事 務 局 次 長 岡 田 英 治

総 務 課 長 渡 邉 靖 之

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 日 髙 正 憲

議 事 課 長 補 佐 福 嶋 清 美

議 事 担 当 主 幹 日 髙 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 議案第13号から第17号まで追加上程

○中村幸一議長 ただいまから本会議を開会い

たします。

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。

本日の日程は一般質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第13号から第17

号までの送付を受けましたので、これらを日程

に追加し、議題とすることに御異議ありません

か。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

○中村幸一議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ただいま提

案いたしました議案の概要について御説明申し

上げます。

初めに、補正予算案についてであります。

国におきましては、４月10日に決定された経

済危機対策を実施するための平成21年度補正予

算（第１号）が５月29日に成立したところであ

ります。本県といたしましては、国の対策に呼

応するとともに、今般取りまとめました新たな

経済・雇用対策の実施に伴う経費について措置

することといたしました。補正額は、一般会

計122億6,294万4,000円、公営企業会計６

億5,875万円であります。この結果、一般会計の

歳入歳出予算規模は5,831億9,524万6,000円とな

ります。以下、その主なものについて御説明申

し上げます。

まず、公共事業関係につきましては、道路事

業や河川事業を中心に、県単独公共事業で37億

円余の追加補正を行うことといたしました。

次に、福祉医療関係では、新型インフルエン

ザの発生に備え、感染防護具等の追加備蓄や抗

インフルエンザウイルス薬について計画を前倒

しして購入する経費を増額するとともに、県立

３病院における高度医療、救急医療及び周産期

医療体制の充実を図るための経費について措置

することといたしました。

また、農業関係では、ピーマン産地における

収量の向上、省力化、低コスト化等による生産

体制の再生を支援するための経費について措置

することといたしました。

その他、国からの交付金をもとに、２つの新

たな基金の造成に要する経費及び既存の基金へ

の積み立てに要する経費について措置すること

といたしております。

以上、今回の補正予算の概要について御説明

申し上げましたが、これに要します一般会計の

歳入財源は、国庫支出金55億7,479万8,000円、

繰入金66億2,266万3,000円、その他6,548

万3,000円であります。

次に、特別議案の概要について御説明申し上

げます。

議案第16号は地域自殺対策緊急強化基金の設

置について、議案第17号は森林整備加速化・林

業再生基金の設置について、それぞれ地方自治

法の規定に基づき条例を制定するものでありま

す。

以上、今回提案しました議案の概要について

御説明いたしました。よろしく御審議のほどお

願いいたします。〔降壇〕

○中村幸一議長 知事の説明は終わりました。

◎ 一般質問

平成21年６月17日（水）
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○中村幸一議長 それでは、ただいまから一般

質問に入ります。質問についての取り扱いは、

お手元に配付の一般質問時間割のとおり取り運

びます。〔巻末参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。開会日の本会議終了後、議長室で勤

続10年の表彰をいただきました。この10年間つ

つがなくやってこられましたのも、先輩・同僚

議員の皆さん、そして執行部の皆さん、応援い

ただいている多くの皆さん方のおかげだと思っ

ております。今後とも初心を忘れず一生懸命頑

張ってまいりたいと思います。

それでは、質問に入らせていただきます。

知事の政治姿勢についてお尋ねをいたしま

す。

退職手当を削減する条例が提案をされており

ます。なぜ50％の減額なのか、その根拠は何な

のか、いま一度知事にお尋ねをしたいと思いま

す。

以下、質問者席で行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 知事の退職

手当の見直しについてであります。知事の退職

手当につきましては、私のマニフェストにおい

て、県民の満足度をもとにした出来高制を導入

することとしており、私は、知事に就任して以

降、その実現に向けて検討を進めてまいりまし

たが、県民満足度を客観的に評価する基準など

厳しい課題があることから、今回、出来高制に

よる退職手当の見直しは見送ることとしたもの

であります。しかしながら、私のマニフェスト

におきまして、知事の退職手当の見直しを掲げ

ていること、また、現在の厳しい社会情勢、経

済情勢をかんがみ、県を挙げて行財政改革に取

り組んでいること等から、総合的に判断して、

今回の任期に係る退職手当の額を50％減額する

という結論に至ったところであります。今回の

条例提案につきましては、県民の皆様との約束

であります私のマニフェストについて、手法は

異なるものの、できるだけ早く形としてあらわ

したいという私の強い思いからの政治判断であ

ります。〔降壇〕

○満行潤一議員 50％という根拠が余りお聞き

できていないんですけれども、今おっしゃった

提案理由に、昨今の厳しい社会経済状況も挙げ

られておりますが、ゼロか100かという議論は知

事はされなかったのか。そもそも知事職に退職

金制度があるというのはなぜなのか。二元代表

制と言いながら我々議員にはありません。改革

派を自認されている知事でありますから、昨今

の経済状況を削減理由とされるのであれば、退

職手当制度自体の廃止、見直しというのを検討

されてもよろしいんじゃないかと思いますが、

いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 50％という数字につ

いてでありますが、ゼロというのも、議員御指

摘のように検討させていただいたところであり

ますが、他府県との兼ね合い、そして現在の経

済・財政状況のことをかんがみ、総合的に判断

させていただいた数字でございます。退職金の

廃止という御指摘でございますが、そういった

議論もこれから沸騰していくのではないかと考

えております。現時点のところ、私は、周りと

のバランス、他府県との兼ね合い等も考え、50

％という数字を自分で判断したところでありま

す。

○満行潤一議員 私、きょう最初ですので、ほ

かの方々もこのことについては質問があるだろ

平成21年６月17日（水）
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うと思いますので、このことについてはもうこ

こで終わっておきたいと思います。

次に、危機管理についてお伺いをしたいと思

います。ガソリンまき男が出現をしました。県

庁舎の望ましい警備とはどうあるべきかという

ことを考えさせられる事件でした。５月22日、

県庁知事室近くの廊下で宮崎市内の男性がガソ

リンをまきました。男はその場で県職員に取り

押さえられ、威力業務妨害の疑いで逮捕されま

した。県庁本館内にガソリン臭が立ち込め、観

光客、県職員にはけがはなかったというふうに

報じられております。

今回逮捕された男性は、ガソリン５リットル

が入る縦25センチ横40センチの金属製の容器を

持って県庁に入ったということになるわけです

けれども、警備員はだれもそのことに気づかな

かったのか、疑問が残るところです。本館入り

口から入れば必ず守衛がいますが、入り口はほ

かにもあるわけで、県職員や出入り業者が利用

する通用口もあります。すべての入館者を

チェックすることは困難なんですけれども、今

回の事件を受けて、観光地宮崎県庁へのイメー

ジダウンにならないように、警備の体制を見直

す必要があると考えます。新たに防犯カメラを

２台増設しましたが、抑止力には限界がありま

す。県庁はいつも多くの観光客でにぎわってい

ます。県庁見学は観光ツアーのコースに組み込

まれ、県職員の案内で県庁舎内を自由に見学す

ることができます。これは数年前には考えられ

なかった光景なわけですけれども、しかし、庁

舎管理を考えると、観光客の通るコースをつく

るとか、庁舎内すべてを開放しなくてもよいの

ではないかと考えます。

県庁の前庭で全裸になり写真に撮って、公然

わいせつの疑いで男女３人が昨年１月に逮捕さ

れたとき、知事は警備体制の見直しをしたとい

うふうに報道もありました。今回の事件を受け

て、県庁舎の望ましい警備とはどうあるべき

か、知事の認識をお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘のよう

に、先日のガソリンをまかれた事件で、第一発

見者の県職員が迅速に対応していただいたこと

により、観光客等や来庁者の方々に、あるいは

施設への被害も大きくなく、大事には至らな

かったところであります。県といたしまして

は、この事件を受けまして、庁舎の警備体制の

再点検を行っておりまして、早速、御案内のよ

うに、本館２階知事室付近の警備員の常駐や防

犯カメラの設置、本庁舎への巡回警備の強化な

どを実施しているところであります。県庁舎内

の警備体制については、県庁内の開かれた県庁

としてだれでも自由に出入りできることや、必

要以上の警備とならないことを基本に、来庁者

や職員等の安全確保や事件の未然防止など、万

全を期していきたいと考えております。

○満行潤一議員 多くの方々が出入りする県庁

舎でもありますし、あの有名な東国原知事もお

られるところですから、目立ちたい人が知事を

襲うと。売名行為、確信犯というのも非常に危

惧されますので、ぜひ警備体制の充実について

は御検討いただきたいと思っています。

次に、国との役割分担についてお尋ねをした

いと思います。

まず、二重行政についてお尋ねをします。道

路管理、港湾管理など国と地方でそれぞれ管理

しているものが幾つかあります。今回、道路の

維持管理を例にとって調べてみました。本県の

道路管理、本県は国道10路線、県道197路線を維

持管理しているようですが、2,924キロに及びま

す。従事する県庁の現場職員は85人、１人当た
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り30.8キロとなります。同じように、国道事務

所では18人で273キロ、１人当たり15.2キロメー

トルになります。２倍の開きがあると。さら

に、管理部門の人員は、本県が10人、国道事務

所が20人となっています。一概に比較できない

でしょうけれども、圧倒的に本県のほうが少な

い人員で維持管理をしている。効率性からいっ

ても、分権の趣旨からいっても、国と地方の二

重行政を廃止して、自治体への人と財源の移管

が急がれると思いますが、知事の見解をお願い

いたします。

○知事（東国原英夫君） 道路や河川などの管

理につきましては、御案内のように、道路法、

河川法などの規定に基づきまして、全国的な

ネットワークを形成する幹線道路や都道府県を

またがる河川などは国が管理し、それ以外は都

道府県が行うこととなっております。しかしな

がら、国、地方ともに厳しい財政状況の中で、

より簡単で効率的な行財政運営が強く求められ

ておりまして、道路や河川などの管理を含めま

して、地域の実情に応じた効果的な社会資本の

整備を行う必要があると考えております。この

ためには、国と地方の役割分担を明確にし、補

完性、近接性の原理に従い、ニア・イズ・ベタ

ーの観点を踏まえながら、地方への権限、財

源、人材を移譲した上で、将来的には、地方が

担うべき事業については地方への移管を進める

べきだと考えております。

○満行潤一議員 次に、直轄事業負担金につい

てです。普通会計ベースで全国の自治体におけ

る直轄事業負担金の合計額は、平成20年度の見

込みで１兆920億円です。これには工事費用だけ

でなく、国道事務所の建てかえ、国土交通省職

員の人件費なども含まれているということです

が、直轄事業負担金の明細は後づけではないの

かと私は考えています。本来、直轄事業負担金

に明細はなかったんだろうと思うんですけれど

も。

直轄工事については、その実施箇所や内容、

規模等について事前に地元都道府県や市町村と

話し合う制度がありません。事前協議制度がな

いということです。したがって、地元住民が優

先的に工事を求める工事に適切な予算が投下さ

れているか疑問があります。地方自治体は、国

から直轄工事の出来高に応じて納入通知書が一

方的に送りつけられ、その金額を機械的に支出

しなきゃならない仕組みとなっています。これ

まで多くの直轄事業が経済対策の一環として補

正予算として行われたため、本県もそうです

が、都道府県の財政運営にも大きな、深刻な影

響を与えています。

直轄事業と言いながら、地元の負担率が高い

ことも問題だと思います。補助事業は、地方自

治体がその事業の必要性を十分に検討し、地元

住民との理解を得て行う事業です。厳しい財政

の中で難しいやりくりをしながら、国と協議を

重ねて実施されます。しかし、その補助率は多

くて３分の１程度です。反面、国の一方的な事

情で行われる直轄工事の負担金が５割近くに

なっているものもあり、どうしても納得ができ

ません。道路法や河川法など各事業に関連する

法律では、道路の場合、道路法第50条で、国道

の新設や改築の費用は都道府県が３分の１、維

持・修繕などは45％負担するなどとなっていま

す。今まで詳しい内訳や金額を計算する根拠が

示されず、県も詳しい説明を求めてきませんで

した。私たち議会も、国との信頼関係の上に立

ち、ブラックボックス化というべきか、今日ま

で問題意識を持っていなかったのも事実です。

４月に全国知事会と国側が初めて意見交換を
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し、知事会側から、負担金の額の大きさ、内容

の不透明さに対して批判が相次いでいます。知

事会は、内訳を示す情報開示の徹底や直轄事業

の縮小と将来の廃止などを求めています。直轄

事業負担金のあり方について、知事の見解を求

めます。

○知事（東国原英夫君） 直轄事業負担金につ

きましては、全国知事会と国において、見直し

の論議が急ピッチで進められておるところであ

りますが、その中では、負担金の対象範囲や基

準の見直し、国と地方が対等な立場に立ち、地

方の意見が十分反映できる仕組みづくり、本来

国が負担すべき維持管理費の負担金廃止などが

緊急の課題となっておるところであります。そ

もそも私は、地方分権を推進するためには、国

と地方の役割を明確にし、権限や財源を地方に

移譲した上で、地方が担うべき事業は地方に移

管することを着実に進めるべきだと考えており

ます。このため、直轄事業負担金制度そのもの

についても抜本的な見直しが必要だと考えてお

りますが、見直しに当たっては、本県のように

インフラ整備がおくれている地域への配慮が

しっかりとなされるべきだと考えております。

○満行潤一議員 確かに、最後、知事がおっ

しゃった視点というのは大事だと思いますね。

一律にどうこうとなると、やはりおくれている

地方は心配をしますので、そこのところはしっ

かり担保しながら、この抜本的見直しというの

が必要なんじゃないかなと考えています。

そこで、一つ問題になるのが市町村負担金の

あり方です。国に直轄事業負担金のあり方を問

うのであれば、県が市町村に求める負担金制度

の見直しも俎上に上がってしまう。市町村負担

金の20年度の実績はどのくらいになるのか、担

当部長、お願いします。

○総務部長（山下健次君） 平成20年度の建設

事業に係ります市町村の負担金額は、総額で20

億1,594万7,000円となっているところでござい

ます。

○満行潤一議員 20億ですね、県が市町村に求

める負担金制度のあり方も今後の課題だと思い

ますが、知事はどのようにお考えなのかお尋ね

します。

○知事（東国原英夫君） 県が実施する公共事

業等につきましては、受益者負担の観点から、

一部の事業に限り市町村負担金を徴収しており

ますが、この負担金は、法律等に基づきまし

て、原則として年度ごとに地元市町村の同意を

得た上で、県議会の議決をいただき、徴収して

いるものであります。市町村負担金につきまし

ては、今回の国の直轄事業負担金に係る議論も

ございますので、対象事業の内容について説明

責任を果たしていくため、市町村への十分な情

報提供や意見交換に努めてまいりたいと考えて

おります。なお、維持補修費につきましては、

県が管理する施設ではすべて県が負担しており

ますので、国の直轄負担金とは異なり、市町村

負担金は徴収していないところであります。

○満行潤一議員 道路の維持管理について一つ

お願いしますが、道路瑕疵件数、これは、損害

賠償額を定めた件数というのが毎議会ごとに提

出されますが、毎年20件前後、議会に報告が上

がっています。これは、しっかりした道路の維

持管理が行われているのかという疑問がわくわ

けです。分権でよこせよこせとは言いながら、

国から本当に引き継いで大丈夫なのかなという

ところもありますが、担当部長、いかがでしょ

うか。

○県土整備部長（山田康夫君） 道路の管理に

つきましては、職員による計画的な道路パトロ
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ールの実施や、民間委託による道路巡視を行う

など、常に道路の異状箇所の早期発見と事故防

止措置の実施に努めておりまして、管理瑕疵事

故の縮減に取り組んでいるところであります。

国から道路の移管を受ける場合がありまして

も、道路交通の安全を確保するということが道

路管理上最も重要なことでありまして、道路の

適正な維持管理を徹底していく必要があると考

えております。また、言うまでもなく、そう

いった道路管理を引き継ぐ際には、当然、財源

措置等が十分講じられることが前提となるもの

と考えております。以上でございます。

○満行潤一議員 次に、地域医療についてお伺

いします。

今回、県立病院高度医療・周産期医療対策事

業として補正予算６億円が計上されました。県

医師会、都城市郡医師会とも意見交換を、私た

ち社民党県議団は行っているんですけれども、

その中で、都城市郡医師会病院の要望が幾つか

上がっております。都城市郡医師会病院は、昭

和60年７月に高次医療と救急医療の充実等を目

的に、市郡医師会と広域行政の共同事業の中核

医療施設として、都城救急医療センター、都城

健康サービスセンターとともに開設をされてい

ます。ことしで25年目を迎え、これまでの実績

から、地域住民からも絶大な信頼を寄せられて

おります。地方都市における医師不足が深刻さ

を増す中で、その期待はますます高まっている

と思います。また、現在、都城市において進め

られているサブシティ構想においては、健康・

医療ゾーンということで、近い将来、施設の新

築移転構想も進められており、今後の発展が望

まれております。厳しい経営の中、医師確保に

も努力いただいております。一極集中する夜間

の小児救急の対応でも大変な御苦労をいただい

ているという話をお聞きしています。また、要

望として、自治医科大の医師を県だけに配置す

るのではなくて、市郡医師会とかにも配置して

ほしい、そういう意見も出されておりました。

意見交換の中で出された県への強い要望の一

つが、高額医療機器、大型放射線機器等の更新

に伴う助成が欲しいということです。今年度ア

ンギオ、23年度にはＭＲＩ、そしてＣＴ、ＲＩ

など１億円を超える高額な検査機器の更新時期

が毎年毎年やってくると。しかし、思うように

更新できないという現状を強く訴えられており

ます。このことは、私も過去に何度か質問をさ

せていただいていますが、今回、県立３病院の

補正予算が計上されています。病院局は予算を

しっかり確保されました。福祉保健部は、地域

医療を担っている都城市郡医師会病院とか小林

市民病院の関係予算の確保について努力をされ

ていらっしゃるのか、そこのところをお聞きし

たいわけです。都城市郡医師会病院は移転計画

が、また小林市民病院は改築が進行中です。福

祉保健部長、地域の中核病院の整備充実の支援

はどうなっているのか、お尋ねいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） ２次救急医

療や災害医療を担う地域の中核病院の機器整備

事業に対する支援につきましては、例年、厚生

労働省の補助事業を活用しております。今年度

も県内の関係医療機関から要望をとりまして当

初予算に計上しております。なお、平成21年度

の国の補正予算には、医療対策に焦点を当てた

交付金が措置されておりますので、その活用に

ついて今後検討してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○満行潤一議員 ちょっと、いまいちよくわか

らないんですけど、国の平成20年度２次補正、

今回の経済危機対策臨時交付金で、県病院の補
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正予算６億円とか、新型インフルエンザの防護

服、タミフルの備蓄など行われているんですけ

れども、今回の国の補正予算を、今ちょっと

おっしゃいましたけど、地域の中核病院の設備

の整備とか、そういうのには利用できないんで

しょうか。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） ただいま申

し上げましたとおり、今年度につきましては、

県内の関係機関から要望をとりまして当初予算

に計上しておりましたので、地域活性化・経済

危機臨時交付金の活用は予定しておりません。

先ほども言いましたように、なお、平成21年度

の国の補正予算には医療対策に焦点を当てた交

付金が措置されておりますので、その活用につ

いて今後検討してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○満行潤一議員 県は県立病院６億円、あと、

市町村立とか地域で一生懸命頑張っているとこ

ろも、ぜひ県の支援というのを引き続きお願い

したいと思います。

次に、難病団体連絡協議会から県議会の各会

派に要請においでになりました。多くの種類の

難病を抱える皆さんから、意見交換をして、ま

た要望もお聞きしました。多くの要望が寄せら

れております。幾つかあるんですけれども、

きょうここでは１つお願いをしたいんですけれ

ども、進行性骨化性線維異形成症、アレルギー

性肉芽腫性血管炎、線維筋痛症、シェーグレン

症候群、この４つの疾患について特定疾患の指

定ができないのか、県の単独で指定をしてほし

いと。また、国に対して特定疾患治療研究事業

の追加指定に要望をいただけないかという内容

なんですけれども、このことについて担当部

長、お願いいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） まず、線維

筋痛症につきましては、今のところ明確な診断

基準や特効薬がないことから、国の責任におい

て、早急に診断、治療の確立を行うことが必要

かと考えております。残る３疾患につきまして

は、現在、国において治療法の研究が行われて

いるところでありまして、県といたしまして

は、診療技術が一応確立したとして、国の特定

疾患治療研究事業で認定された45の疾患につき

まして医療費の給付を行っているところですけ

れども、これらの４疾患につきましても、国の

追加認定の動向を見守ってまいりたいと考えて

おります。また、国に対しましては、全国衛生

部長会におきまして、特定疾患治療研究事業の

対象疾患を拡大するように要望しているところ

でございます。以上でございます。

○満行潤一議員 本当に大変な御苦労をされて

いるわけですよね。進行性骨化性線維異形成症

というのは、県内では患者はお１人と。今おっ

しゃったように、鎮痛剤服用程度しか治療方法

が今ないということですし、線維筋痛症は県内

には専門医がいないと。鹿児島や福岡に通って

診断を受けているとか、そういうお話でもあり

ました。ほかの一部の都道府県では、一部の助

成というのも行われておりますので、ぜひ県単

独の支援というのを検討いただきたいなと考え

ております。

あと、国民皆保険制度についてお尋ねをした

いと思います。「いつでも、どこでも、だれで

も」、これがスローガンとなっていますが、国

民皆保険制度、これは世界に誇るべき日本のす

ばらしい制度なんですけれども、この国民皆保

険制度が崩れつつある。私は危機感を持ってい

ます。この前、毎日新聞の全国調査が載ってい

ました。この全国調査で判明した国保保険料の

地域格差は最大3.6倍に上ると。国費投入を削減
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しながら自治体には財政健全化を迫ってきた。

この国の政策の結果だと思いますが、高額な保

険料が、「無保険の子」問題を初めとして、低

所得者層を医療から遠ざけ、半世紀に及ぶ国民

皆保険制度が機能不全を起こしているというふ

うに考えます。７割の国保組合が赤字という国

保財政の逼迫の背景、これは国保加入者の構造

変化が一番大きいだろうと思います。職業別の

加入世帯を見ると、20年前に比べて無職者が54

％、これは20年前の倍になっています。反対に

自営業者は14.5％、20年前の半分に落ち込む。

そういう構図ですから、当然、国保会計は厳し

いわけです。リストラによる失業者とか年金生

活者、そういう生活的に弱い方々が増加をし

て、この国保がどうにか福祉の根幹を支えてい

る。これが現状じゃないのかなと考えていま

す。

国は、84年に国保への国庫補助削減を始めま

した。2000年には保険料に介護保険分を上乗せ

しています。しかし、保険料がどんどん上昇す

ることによって滞納がふえる。そういう悪循環

を招いています。2008年度には滞納世帯は何

と20％を突破しているということであります。

国保の運営改善を目的に、75歳以上を別枠に移

す後期高齢者医療制度を創設するんですけれど

も、財政難から45％の自治体が保険料の値上げ

に動くと。これはこのままでいくと、とどまる

ことを知らない保険料の増額です。一部の世帯

では所得の４分の１に及ぶ高額な保険料とな

る。これは、昨今の経済状態で払いたくても払

えない世帯が急増している、そういう状況にあ

ります。

毎日新聞の調査では、保険料を高額設定せざ

るを得なかった自治体から、国に対する批判も

多かったと伝えています。国費投入拡大など抜

本的対策を示さない限り、早晩、国保制度の破

綻は避けられないと考えます。我が国の国民皆

保険制度の評価と課題について、知事の認識を

お聞きします。

○知事（東国原英夫君） 我が国は、国民皆保

険制度のもと、だれもが安心して医療を受ける

ことができる医療制度を実現し、世界最長の平

均寿命や高い保健医療水準を達成しているとこ

ろであります。しかしながら、急速な少子高齢

化など大きな環境変化に直面しており、この国

民皆保険制度を維持し、将来にわたり持続可能

なものとするためには、国におきまして、医療

制度改革に取り組み、さまざまな関係法令の改

正が行われ、既に実施されているところであり

ます。県といたしましては、今後とも国民皆保

険制度を維持できるよう、国の動きを注意深く

見守っていく必要があると考えております。

○満行潤一議員 国の動きを注意深く見守って

も、これはもうなかなか大変なんですよ、現場

は本当に。特に本県みたいな経済状況の著しく

悪い地方では、本当に病院に行けない、そうい

う方が日に日にふえております。ぜひ国に対し

て強く、この国民皆保険、国保制度の維持とい

うのを、もっともっと国税投入を訴えていただ

きたいと思っております。

情報技術・情報発信についてお尋ねをしま

す。ちょっとマニアックな中身でわかりづらい

かもしれませんが、おつき合いいただきたいと

思います。

オープンソースソフトウエアという概念で経

費節減を行える、そういう提案であります。オ

ープンソースというのは、ソフトウエアの著作

者の権利を守りながらソースコードを公開する

ことを可能にするライセンス、それを示す概念

なんですが、日本語では、ソースコードが無償
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で公開されているということで、オープンソー

スという表現が使われています。要は、その著

作権は保持するけれども、無償で提供します

と、無料で使えますよという話です。現在で

は、コンピューター業界ではなくてさまざまな

分野で、非営利の組織とか営利企業、国、自治

体、行政機関、かなり普及が進んでいます。世

界の多くの国において、多種多様の分野で開発

が行われ、また無償で提供をされ、普及が進ん

でいます。

オープンソースソフトウエアの一つに、オペ

レーティングシステム（ＯＳ）、リナックスと

いうのがあります。ウィンドウズは有償です

が、このリナックスは無償なんです。パーソナ

ルコンピューターに限らず、携帯電話のような

システムにも使われていますし、スーパーコン

ピューターにもこのリナックスというのが使わ

れて、本当に幅広く今応用されています。最近

ではOpenOffice.org、これはマイクロソフトの

有償ソフト、ＭＳ（マイクロソフトオフィス）

というのがありますが、これは有償ですけれど

も、それに劣らないフリーソフトウエア、無料

のソフトが出ています。ウィンドウズと比べて

も操作性も遜色ないリナックスディストリビュ

ーションの登場。これは私も使っていますけれ

ども、全く問題なく使えています。もっと特徴

は、最新版のウィンドウズの動作がしない、古

い型のパソコンでも動作が軽いということで使

える。こういうこともあって、官公庁とか自治

体などで導入を検討する動きも広がっているん

ですけれども、海外では公的な機関が相次いで

リナックスの導入推奨を決めています。

そういう意味では、世界的にこのリナックス

というのがかなり普及するというのはもう確実

化されていると感じているんですけれども、

翻って県庁を見てみますと、今１人１台のパソ

コンです。一太郎とかエクセルとかと県庁の方

は使っていらっしゃるんですが、しかし、その

使っている中身は、インターネットの閲覧、メ

ール、さっき言った一太郎、エクセル、ワー

ド、あとＰＤＦの閲覧、大方このぐらいの範囲

でしかお使いでないと思うんですよね。という

ことは、無償のリナックスでも十分使えるとい

うことなんです。リナックスというのは、使っ

たことがない人ばかりだと思うんですけれど

も、これはなれるしかないと思うんですよね。

これはそういうソフトだと、今のウィンドウズ

になれた人にはちょっと抵抗があるかもしれま

せんけれども、要は使いなれるしかないと思う

んですが、全国には幾つか自治体の例もありま

す。情報系のシステムの端末をすべてリナック

スにして、マイクロソフトオフィスのかわりに

オープンオフィスを導入したり、かなりの冒険

をしている栃木県の二宮町の事例とか、会津若

松市はオープンオフィスの導入に踏み切ったと

かいう話を聞きますと、少しずつ自治体も変

わってきたなという気がします。これの活用に

よって大幅な経費削減が可能ではないかと考え

るんですが、検討の余地はないのか、担当部

長、お伺いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） オープンソー

スソフトウエアの導入につきましては、御質問

にありましたように、経費削減対策の有効な手

段の一つとして認識しておりまして、既にサー

バー用につきましては一部導入をしておるとこ

ろであります。しかしながら、全庁的に使用し

ておりますパソコン用の文書ソフトとか表計算

ソフトなどにつきましては、保守管理面での信

頼性あるいはデータの互換性などに課題がござ

いまして、現時点では導入していないところで
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あります。また、国や他県の都道府県レベルに

おきましても、標準ソフトとして導入している

例はないというふうに聞いておりますが、そう

いった経費節減効果等もございますので、各県

の動向等も踏まえながら、慎重に検討してまい

りたいと思っております。

○満行潤一議員 新しいものをやろうとする

と、いろいろと課題はあると思うんですけれど

も、ただ、そんなに難しいことではないんです

ね。一番私が訴えるのは、今、５年でリースを

されて、機械的にされているんですけれども、

データの互換性と部長はおっしゃるんですけれ

ども、新しいパソコンに今オフィス2007が入っ

ているんですけど、互換性ないんですよ。配ら

れた新しいパソコンにはオフィス2007―でつ

くると、今までのオフィス2000と互換性がなく

てばたばたしていたり。オフィス2007はプロ

フェッショナルなので、使わないであろうアク

セスとかパワーポイントとか入っているんで

す。無駄じゃないのかなと、こう思ったりもし

ます。

話を戻しますが、５年でリースは今切れるん

です。新しい分になるんですが、全職員を５年

リースでする必要があるのかと。その理由がよ

くわからないんですね。リース契約を買い取り

に変更する。皆さんも一緒でしょうけれども、

パソコンを５年でかえる人はいないですね。普

通はパソコンは壊れるまで使えるんですよ。何

もオフィス2007とかいう最新のソフトウエアを

使う必要もないと考えているんですけど、いか

がでしょうか。

○県民政策部長（高山幹男君） パソコンの調

達に当たりましては、モデルチェンジでありま

すとか、新たなソフトウエアの開発動向などを

調査いたしまして、毎年度導入方式、例えば購

入するのがいいのか、リースするのがいいか、

またはリースの延長がいいのか、その辺と、ま

た、リースする場合においては、その期間等を

どうするか等を総合的に判断して行っていると

ころでございます。リース期間の延長につきま

して、経費削減には有効でありますけれども、

一方では故障が増加したりとか、故障した場合

に部品調達等の問題等も懸念されますので、円

滑な業務の推進とか効率性などを総合的に勘案

しながら、引き続き検討してまいりたいという

ふうに思っております。

○満行潤一議員 まさに機械的な５年リースと

いうのを僕は考えてほしいと思うんですね。全

員を古いパソコンでいいよと言っているんじゃ

なくて、今グループ制で各グループが仕事をさ

れていますんで、そのグループごとに、１つは

最新のパソコン、あとは壊れるまで使う。それ

はできるんじゃないかなと思います。

あと、違法コピーの対策というのでお願いし

ます。石川県庁が、写真加工とかプレゼンテー

ション用のパソコンソフト550本を不正コピー

し、公務に使っていたことが発覚して、各企

業、団体に対して約4,000万円で和解交渉を進め

ているということが新聞報道されています。著

作権保護団体から指摘を受けて県が調査をした

ところ、1,000台を超えるパソコンで不正利用さ

れていた。これは組織的な犯罪と言えると思う

んですけれども、このニュースに対して、ネッ

ト上でいろいろ意見が出ているわけですね。賠

償金は県民の血税から払うのか、公費で賄われ

ることを問題視する意見が多数占めていて、民

間なら会社存続の危機だという、認識の甘さに

怒る声も寄せられていました。著作権の認識の

甘さから生まれた事件だとは思うんですけど、

本県はこの違法コピー対策というのは大丈夫な
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のか、お尋ねします。

○県民政策部長（高山幹男君） 県庁で使用し

ておりますパソコン用のソフトにつきまして

は、すべての台数分のライセンスを購入するこ

とによりまして、違法コピーが発生しないよう

にいたしております。また、県の情報セキュリ

ティポリシーにおきまして、違法コピーを禁止

しておりますほか、情報セキュリティ監査を

行っておりまして、各職員のインストールソフ

トのチェックを行うなど、指導徹底に努めてい

るところであります。

○満行潤一議員 おっしゃるとおりなら安心を

しますが、よろしくお願いしたいと思います。

最後に、ユーチューブ利用によるＰＲについ

てお尋ねをしたいと思います。ユーチューブと

いうのは、知っている人は知っていると思うん

ですけれども、世界中で物すごくヒットしてい

ます。一月にユーチューブ、世界中で４億人、

日本でも2,300万人が見ていると言われていま

す。観光ＰＲとか行政情報の動画を公開する自

治体が最近ふえています。函館市をぜひ見てほ

しいんですけど、ユニークな動画があります。

五稜郭などの観光地の映像を取り入れて、函館

が宇宙人の攻撃を受けるという設定で、これは

昨年11月から今日まで21万回以上視聴されてい

ると。世界各地から、「すばらしい、次の旅行

先に決めた」という書き込みも寄せられている

ということです。大阪府は、ことし２月からユ

ーチューブ上に、公式チャンネル「大阪府ムー

ビーニュース」というのを開設をしていると。

その担当者は、府の情報が届きにくい若者にも

見てほしいと期待をしているということであり

ます。このように、ユーチューブは、安価で情

報発信できるツールだと思いますが、知事の見

解をお聞きします。

○知事（東国原英夫君） インターネットを活

用した県政情報の発信につきましては、この６

月から、無料のブログ情報サービスを活用させ

ていただきまして、県民の皆様に県庁の業務を

わかりやすく紹介する「宮崎県庁職員日記」を

県ホームページ内に開設したところでありま

す。御質問のユーチューブでございますが、無

料の動画情報サービスにつきましては、私も以

前から有力な広報手段であることを認識してお

ります。今、担当部局に活用について指示をさ

せていただいているところでございます。

○満行潤一議員 ぜひいろんな手段を使って県

の情報発信、知事がいらっしゃるわけですか

ら、今一番いい機会だろうと思います。ぜひ御

活用を検討いただきたいと思います。

以上、予定しました質問を終わりましたの

で、終わりたいと思います。ありがとうござい

ました。

○中村幸一議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。日本共産党の前屋敷恵美でござい

ます。通告に従い、一般質問を行います。

まず最初に、新田原基地問題に関して知事の

御見解を伺いたいと思います。

在日米軍再編に伴う日米共同訓練は、沖縄の

負担軽減を理由に訓練移転が始まり、新田原基

地では既に2007年以降４回の訓練が行われてき

ました。この訓練は、米空軍嘉手納基地及び米

空軍岩国基地所属の米軍機を新田原基地に移転

して実施をされています。ところが、実際は、

訓練を移転したはずの嘉手納や岩国の負担は軽

減されておらず、逆に騒音回数はふえているこ

とが政府自身の騒音調査で明らかになり、沖縄

の負担軽減は全くの偽り、日米共同訓練のさら

なる強化にほかならないことが明らかになりま
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した。この実態に対する知事の認識をお伺い

し、後は質問者席から続けさせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

在日米軍再編は、我が国の平和と安全保障に

関することであり、国において適切に対処され

るものと認識しておりますが、嘉手納飛行場周

辺の騒音が訓練移転後も軽減されていないとの

一部報道があることは承知いたしております。

これは、これまで実施された移転訓練のほとん

どが比較的規模の小さな訓練で短期間であった

ことなども影響していると考えられますので、

今後、全国的に移転訓練が実施されれば、嘉手

納飛行場周辺の負担軽減につながるものと予想

されます。以上です。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 この移転訓練で、地元新富

町の騒音負担と事故への危険度はさらに増し

て、町民は耐えがたい生活を今強いられていま

す。実際、沖縄の負担軽減などという理由は口

実であったことが今明らかになりました。これ

は、国会の中でも政府答弁で明らかになったこ

とです。実際、沖縄の仲井眞知事も、この訓練

移転の期間中、さらに沖縄での騒音が激しく

なったという事実をもって記者会見で厳しく批

判をして、国にその是正を求めているという状

況でもあります。私は、二重に国民を愚弄する

もので、まさに許しがたいことだというふうに

思っています。根拠も崩れたわけですから、こ

の日米共同訓練は直ちに中止をすることが当然

ではないかというふうに思います。

この問題とあわせて、新田原基地の施設整備

問題について伺いたいと思います。新田原基地

で行う米軍のタイプⅡと言われる大規模訓練に

向けて、基地の整備が計画をされております。

この６月からその工事が始まるということも言

われております。現滑走路のかさ上げ工事、駐

機場の改修、米軍人200名規模の宿泊施設、さら

には管制塔の新設などです。総額91億円もの巨

額が投入をされるということになっています。

この莫大な費用もさることながら、この計画に

伴い、滑走路の改修期間中、訓練を継続できる

ように仮滑走路を新設することになっていま

す。幅45メートル、全長3,200メートルの滑走路

で、事実上、滑走路が２本できるという状況に

なろうとしています。また、新田原基地は高台

に位置しているために、地元住民からは、雨水

の流出が増加することにより被害の拡大が懸念

をされています。本来、環境影響評価法で

は、2,500メートル以上の滑走路の新設や設置に

ついては、環境影響評価実施の対象になってい

るところです。当然、環境アセスメントの実施

は必要と考えますが、知事の見解を伺います。

○知事（東国原英夫君） 仮滑走路の整備につ

きましては、いわゆるアセス法を所管する環境

省に確認したところ、本滑走路の改修工事期間

中に一時的に航空機が離着陸できる仮設の滑走

路を、現在の着陸帯の中に整備するものであり

まして、アセス法の対象にはならない、当たら

ないとのことでありました。このようなことか

ら、私から特に見解を述べる立場にはないと考

えておりますが、工事に当たりましては、地元

住民に工事内容を十分に説明し、地元自治体の

意見を取り入れながら、周辺地域の環境に十分

配慮して実施するよう、国に機会あるごとに申

し入れを行っているところであります。

○前屋敷恵美議員 今、知事がおっしゃられた

ように、政府としては、環境アセスをやること

の計画がないというふうに言っております。し

かし、現状からして大変私はそぐわないことだ
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というふうに思います。仮という名前がついて

も、2,700メートルの滑走路にオーバーランを含

めて3,200メートルになります。本滑走路の改修

が終了するまでは、この滑走路を使って訓練が

実施されることになります。しかも、現段階で

は、この滑走路はこのまま残すというのが政府

の方針でもあります。そうなれば、より環境に

与える影響は大きくなって、政府の環境アセス

を実施しない根拠は、私は成り立たないという

ふうに思うんです。環境アセスを必要とするの

は地域住民の暮らしそのものですから、「仮」

ということがついただけで環境アセスをやらな

いということにはならないというふうに思いま

す。住民の安全にも配慮しない政府のやり方

は、私は無責任きわまりないものだというふう

に思いますが、改めて環境アセスの必要性につ

いて知事の見解を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 何度も申し上げます

が、私から特に見解を述べる立場にはないと考

えております。重複しますが、工事に当たりま

しては、地元住民に工事内容を説明し、地元自

治体の意見を十分取り入れながら、周辺地域の

環境に十分配慮して実施するよう、国に機会あ

るごとに申し入れを行っていきたいと考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 地元住民の意思を尊重した

いということでありますけれども、地元住民の

皆さん方は、この環境問題に大変懸念をされて

おられるわけです。ですから、私は、最低でも

この環境アセスをやることは必要であるという

ふうに思いますし、また、沖縄の負担軽減とい

う根拠も崩れてしまったわけですから、演習そ

のものの中止、そうなれば、この基地の整備そ

のものも中止をするのが当然だというふうに思

います。莫大な費用はすべて国民の税金から賄

われるわけです。今、経済・雇用危機の深刻な

状況の中で窮地に立たされている国民の暮ら

し、福祉、医療、教育、こういったところにこ

そ県民の税金は使われてしかるべきだというふ

うに思います。ましてや、県民がこれほどない

がしろにされていいはずはありません。訓練移

転の中止、そして、新たな基地整備の中止に向

けた知事の明確な答弁、御見解を改めていただ

きたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 基地の改修工事等々

におきましては、住民の安全・安心、そして環

境等に十分配慮していただくように、国にも申

し入れていきたいと思っております。

○前屋敷恵美議員 本当に県民の立場に立つ県

政、行政であるならば、国に対してもはっきり

住民の立場で、安心・安全を担保するように進

言するのが私は筋だというふうに思いますの

で、今後の知事の行動に期待をするものであり

ます。よろしくお願いいたします。

では、次に移ります。次は、経済・雇用危機

の問題について伺いたいと思います。

景気悪化で有効求人倍率が0.4という状況の中

で、県内の大手企業での大量の雇用調整や事実

上の解雇が一段と今進んでいます。１つには佐

土原町のパナソニック宮崎工場です。報道によ

ると、ことし３月、10年以上勤務している正社

員を対象に早期退職者を募り、約490名のう

ち200人以上が応じたと報じられています。ま

た、条件つきの配置転換に応じられなければ退

職の道を選ぶしかないといったことも聞かれま

す。また、延岡の旭化成は、グループ企業の旭

化成せんいがことし９月でエステルとモノフィ

ルの２つの工場を閉鎖することを決定し、従業

員203名については配置転換などで対応するとし

ていますが、どんな条件でどこに回されるかわ
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からないと、不安が広がっているといいます。

この203名の従業員のうち正規の従業員はわず

か80名と聞きます。また、発注がなくなる下請

や請負業者も数社ありますが、今後の仕事は自

己責任でと、廃業の瀬戸際に追い込まれていま

す。一番苦労の多い劣悪な現場を請け負い、３

交代までして働いて旭化成そのものを支えてき

たこれまでの苦労は全く報われないまま放り出

されようとしております。従業員を抱えた下請

業者は本当に哀れです。旭化成が全く責任を負

わないとするのでは、とりわけ世界にも通じる

大企業としての社会的責任を放棄することであ

り、到底許されるものではありません。県民の

暮らしと地域経済を守る行政の立場から、県は

これら企業に対して、雇用を守り、企業として

の社会的責任を果たすよう要請、申し入れるこ

とは当然であり、必要なことだと思います。商

工労働部長の見解を求めます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 昨年秋以

降の世界的な金融危機等の本県企業への影響に

つきまして、県といたしましては、本年１月に

県内の主要企業に対する調査を実施しますとと

もに、誘致企業に対するフォローアップの強

化、あるいは雇用推進員による企業訪問を行う

など、企業の経営動向等につきまして随時情報

収集を行っているところでございます。また、

国の数次にわたる経済対策に呼応しまして、県

内企業に対する経営相談や金融支援の充実を図

りますとともに、宮崎労働局と連携しまして雇

用調整助成金等の制度の周知に努めるなど、さ

まざまな対策を講じてきたところでございま

す。今後とも、地域経済の動向を注視しなが

ら、県内企業の経営や雇用に関する情報収集、

相談に適切に対応することによりまして、雇用

の維持を図ってまいりたいと考えております。

以上でございます。

○前屋敷恵美議員 今、深刻な経済状況の中

で、さまざまな企業によるこういう解雇を含め

た労働問題が起きています。私が今お話しした

のは、その中でも大量なそういう実例をもって

お話をしたわけで、そういう事態があらわれた

ら、やはり即座に私は、県民の暮らし、地域経

済を守る立場から対処することが必要だという

ふうに思います。仕事を失った後の暮らしや経

営がどんなものであるか思いをはせることが、

私は行政には必要ではないかというふうに思い

ます。そういう課題が出たら、即座にやはり私

は調査など行って対処をすることが必要かとい

うふうに思います。

パナソニックに勤めるある労働者は、自分の

町に大企業があること、そして、そこで働いて

いることに誇りを持っていたと語っておられた

そうです。だれしもそんな思いで愛社精神をは

ぐくみながら勤め上げるものではないでしょう

か。労働者は物ではありません。それぞれに家

族を含めた生活を支え、将来の人生設計を持っ

ています。労働者がいてこその会社、企業では

ないでしょうか。会社の経営方針だといって一

方的に解雇や配置転換を求めたり、退職強要な

どは解雇権の濫用であって、私は許されるもの

ではないというふうに思います。せめて人間ら

しく働くルールを確立するためにも、企業とし

て雇用を守る道義的責任を果たさせることは、

行政としても私は当然なことではないかという

ふうに思っています。改めて知事の行政として

の見解を求めたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御質問の内容がいま

一つまとまらなかったんでございますが、大変

申しわけないんですが、もう一回お願いできま

せんか。
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○前屋敷恵美議員 時間もないんですけれども

申し上げます。今この深刻な経済危機の中で、

企業が、経営方針のもとに解雇をしたり配転を

したりという実例がこれまで起きてきました。

そして、現時点で大きな課題として、私が紹介

しました佐土原のパナソニックであるとか旭化

成そのものが、大量な人員の削減を含めた課題

を今抱えているという点で、具体的に表面化し

ている点について、そこも含めて、県として県

民の雇用や暮らしを守るという立場から、やは

り行政としても、雇用を守れという企業へのア

プローチ、要請、指導あたりをするべきじゃな

いかと。そういう役割を県に果たしてほしいと

いうことを申し上げているところです。

○知事（東国原英夫君） 済みませんでした。

行政が公の立場として民間にどれだけの介入が

できるかというのは、基準がはっきりしておら

ないので、そこに関しては明言はできないと思

いますが、企業誘致等大手の企業あるいは宮崎

県内の経済・景気に影響を及ぼすような大企業

等々、中小企業も含めて、その雇用のあり方と

いうものは、県民の雇用を確保するために守っ

ていただかなければいけないと、私は個人的に

は考えております。ですので、今回の景気・経

済対策、この不況時に、雇用どめとか派遣切り

とかいったものが県内でも数多く見られますの

で、そういった雇用形態を改善していただくよ

うに、企業にはこれからお願い、働きかけをし

ていくべきではないかと思います。また、国に

おかれましては、今回の追加の経済対策で、非

正規雇用に対する職業訓練や、そしてまた、所

得保障なども安心社会実現会議の中で提案され

ておりますので、そういったものがまた鋭意取

り組まれていかれることを、これからも国に要

望していきたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 行政として限界があること

は、私も理解をするところです。こういう状況

ですから、県民の暮らしや中小業者の経営に行

政として心をはせていただきたい、そういうふ

うに思うところですので、ぜひ県としてのそう

いう役割、しっかり果たしていただきたいとい

うふうに思います。

では、次に移ります。次に、国民健康保険の

問題について伺います。

法の改正により、ことし４月から、15歳（中

学生）以下の子供たちへは無条件に短期保険証

の発行が義務づけられ、すべての自治体で６カ

月の短期保険証が交付されるようになりまし

た。私は、前回の質問で、子供のいるすべての

世帯に保険証を交付することを求めていただけ

に、子供たちの無保険状態が解消されたという

点で評価をしたいというふうに思います。そこ

で、今後、保険証の更新が６カ月ごとに速やか

に行われるのか、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 有効期限が

満了しましたときには、更新が行われることに

なっておりますけれども、県といたしまして

は、未交付状態が発生しないよう、市町村にお

いて適切に更新し、交付するよう助言指導を

行ってまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○前屋敷恵美議員 ぜひよろしくお願いいたし

ます。

次ですが、児童福祉法でいう「子供」という

のは18歳未満です。しかも、今、中学校卒業者

のほとんどが進学という状態を考えれば、当

然18歳までは無条件に保険証を発行して、必要

なときに安心して医療が受けられるようにする

ことが必要と考えますが、県として市町村をそ

ういう方向で指導すべきではないか、ぜひ行っ
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ていただきたいというふうに思います。改めて

御答弁ください。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 短期被保険

者証の交付年齢が中学生以下となった理由とい

たしましては、これまで独自の救済策をとって

いた市町村の状況とか、義務教育終了後は就労

する可能性があることなどを踏まえまして、決

定されたというふうに聞いております。県とい

たしましては、国における今後の議論の行方を

注視してまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 今、私、言いましたよう

に、今ほとんどが高校進学をされておられ

る。100％ではありませんけれども、そういう状

態ですので、ぜひ、やはり18歳までの子供たち

の世帯には保険証を交付することが必要じゃな

いかというふうに思います。また、これは自治

体の裁量で保険証の交付はできるという実例

が、北海道の札幌市などでは、18歳未満の子供

たちを対象に、昨年12月には、１年の資格証明

書とは別に保険証が交付されているという事例

もありますので、ぜひそういうことも参考にし

ながら、子供たちの健やかな成長のために努力

をしていただきたいというふうに思います。

次ですが、適正な減免制度について伺いたい

と思います。厳しい経済・雇用状況のもとで、

国民健康保険税を払いたくても払えない。ま

た、何とか払っても、病院の窓口負担、３割負

担が払えない。安心して医療にかかれない。こ

うした事態も広がっております。こうした今、

深刻な経済状態のときですから、法に基づく申

請減免というのが緊急に私は求められていると

考えます。失業などで収入がないときなど、こ

としの収入予測ができるわけですから、この申

請減免、ぜひ制度化できるように各自治体に指

導していただきたいと思います。また、実際こ

の要綱をつくっておられるところもあろうかと

思いますが、その実態とあわせて、今後すべて

の市町村への指導徹底をお願いしたいというふ

うに思いますが、御答弁をお願いします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 国民保険税

の減免制度につきましては、県内すべての市町

村におきまして、条例により減免措置を設けて

おります。事由がある場合には保険税の減免を

行っております。平成19年度の実績で申し上げ

ますと、県内全体で520世帯、2,870万7,000円を

減免しております。今後とも、市町村窓口での

相談を十分に行い、適切に対応するよう助言指

導を行ってまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 これは一般的な減免とは

違って、申請減免といって法的に、昨年の保険

料が設定されたんだけれども、ことしは収入予

測がつかないと、減収が予想されるということ

をもって減免ができるという制度ですので、そ

ういったものが、今この時期ですから必要だと

いうことですので、ぜひその辺も調査もしてい

ただいて、御努力をいただきたいというふうに

思います。

それともう一つですが、保険証未交付世帯、

資格証明書も含めて、今やはり、かなり支払い

が困難なという状況の中で、この未交付世帯も

ふえているというふうに思いますが、県内の状

況を伺いたいと思います。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 平成20年11

月30日現在で、未交付の合計は9,193世帯でござ

いまして、全世帯に占める割合は4.5％となって

おります。内訳としましては、短期被保険者証

の未交付が8,327世帯、資格証明書の未交付

が540世帯となっております。以上でございま

す。

○前屋敷恵美議員 本当に私は、国民皆保険の



- 26 -

平成21年６月17日（水）

国なのかと疑うほど深刻な事態が広がっている

というふうに思います。今、御答弁をいただき

ましたけれども、こういう状況ですので、そう

いった中で、国会の質疑の中で明らかになりま

したが、厚労省は、直ちに病院で診察を受けな

ければならない理由、急迫した理由があれば、

保険証を無条件に発行しなければならないとい

う対応を示しております。各市町村でこういう

事態の対応はどうなっているのか、聞かせてい

ただきたいと思います。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） まず、未交

付となる原因といたしましては、世帯主に窓口

に来てもらえないケース、あるいは居どころが

不明で証明書がお渡しできないためのものでご

ざいます。窓口に来ていただきますれば、いろ

いろとお話を伺って、交付できるものについて

は速やかに交付するようになっておるところで

ございます。

○前屋敷恵美議員 窓口に来ていただくという

ことでしたが、窓口に行けば支払いを要請され

ることはわかっているんですね。ですから、や

はりなかなか行きたくても行くことができない

という実態があるわけで、そういうこともしっ

かり踏まえて、厚労省が、急迫した世帯には

ちゃんと命を守るという上からも保険証を交付

することを言っているわけですから、ぜひそう

いう立場で速やかな対応が徹底されるように、

県の指導を求めたいというふうに思います。よ

ろしくお願いいたします。

では、続いて、介護保険問題に移らせていた

だきます。

介護保険制度が導入されて10年目を迎えまし

た。この間、社会保障費が毎年2,200億円削減さ

れるという福祉切り捨てが行われるもとで、介

護保険制度は、保険あって介護なしと言われる

ように、今、家族の介護の負担も非常に重く

なっている状況があります。介護難民という言

葉まで生まれるほど深刻な事態を生み出してい

るというふうに思います。そこで、介護保険の

現状と対策についてお聞きしたいと思います

が、まず、現状から、認定の状況、県内市町村

の保険料、各サービスの利用率、特別養護老人

ホームへの待機者数についてお聞かせいただき

たいと思います。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） まず、介護

保険料ですけれども、県内平均で4,150円となっ

ております。国の介護保険財政への支援の効果

もございまして、昨年度比0.3％の増にとどまっ

ております。次に、介護サービスを利用してい

る方は約３万8,000人で、要支援・要介護認定総

数の約８割の利用状況となっております。次

に、特別養護老人ホームの待機者数は、昨年４

月時点で約3,200人ですが、このうち約３分の１

は比較的軽度な要介護度２以下の方となってお

ります。また、待機者対策につきましては、

ショートステイの活用や在宅サービスの利用促

進に努めてまいりたいと考えております。以上

でございます。

○前屋敷恵美議員 今、状況を示していただき

ましたが、まだ質問の中身に十分お答えになっ

ておられないところもありますが、このサービ

スの利用率とか認定の状況などは、後ほどまた

数字で示していただきたいと思いますが、今さ

まざまに問題を抱えている介護保険制度だとい

うふうに思います。療養型病床の廃止が今から

出てくるということもありまして、なかなか厳

しい状況に置かれております。本来の介護保険

が十分に行き届かないという事態を生もうとし

ておりますので、そうならないための施策を、

県としてしっかり対策を立てていただきたいと
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いうふうに思います。また、この４月から、要

介護認定内容の見直しが行われました。調査項

目が14項目も削減をされて調査の判断基準が変

えられ、これまで認定審査会に提出されていた

統計資料を削除するということになっておりま

す。特に、調査項目の削減と調査の判断基準の

改悪によって、コンピューターによる１次判定

で軽度に判定される人がふえることが予想され

ています。新認定制度のもとで、県内自治体で

こうした事例は起きていないのか。４月に始

まったばかりですので、なかなか実態をつかむ

のも難しいかと思いますが、今あらわれている

ところで結構ですので、実態について伺いたい

と思います。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） まず、今回

の見直しは、調査項目を再編しまして、介護の

手間をより正確に反映させることを目的とした

ものであると聞いております。県といたしまし

ては、今後とも、公平公正な認定事務が継続さ

れるよう、認定事務に当たる市町村と連携を

図っていくほか、現在国で行われている見直し

後の検証データを用いた検討の動向等を注意深

く見守ってまいりたいと考えております。今の

ところ、各市町村から、制度変更の後、時間が

余りたっておりませんので、具体的状況の報告

はまだ聞いておりません。

○前屋敷恵美議員 予測される、懸念される事

項が出てきた場合は、ぜひその解消に努めてい

ただきたいと思いますし、また改めて伺いたい

というふうに思います。

認定調査に当たって、今多くの自治体で、利

用者の実態をよく知る介護施設の職員やケアマ

ネジャーの同席を認めていないという状況があ

るようなんですけれども、宮崎ではどうなんで

しょうか。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 認定調査に

つきましては、公平性の確保というのが前提と

なりますので、市町村に所属する調査員が調査

に当たるということが原則でございます。ただ

し、更新変更に限りまして、居宅支援事業者等

のマネジャーへの委託も可能とされておりま

す。また、ケアマネジャー等の意見等につきま

しては、また市町村が認定調査後にいろんな意

見を伺うことは可能だというふうに思っていま

す。

○前屋敷恵美議員 後で意見聴取があるという

ふうでありますけれども、私は、この調査会の

中で、やはり日ごろから生活実態をきちんと反

映することができるこういうケアマネジャーさ

んたちがあわせもって認定に当たると、調査に

当たるということが必要であるというふうに思

いますので、ぜひそういった点での改善が図ら

れるように努力をしていただきたいというふう

に思います。

時間もあれですけれども、一つ、宮日新聞の

投書に載っていたものを、ごらんになったかも

わかりませんけれども、お話しさせていただき

たいと思いますが、「介護保険制度の一部が４

月から変わりました。母が入院中、日曜以外は

２時間から３時間受けていたリハビリが、今は

訪問で週２回、40分ずつしか受けられません。

自宅で訪問リハビリを受けられる人は恵まれて

いるというシステムだそうです。母の左足は入

院中のほうがよく動いていたような気がしま

す。脳の病気で倒れた多くの人が、今の制度で

は、治り切らなくても家に帰され、リハビリを

もっと受けたくても介護保険の枠があり、受け

られません。介護保険制度を小手先で修正する

よりも、倒れた人たちが病と闘い、元気になっ

ていくのを後押しするような制度に抜本的に切



- 28 -

平成21年６月17日（水）

りかえてほしいと切に思います」という、お母

さんを在宅で今介護されておられる方の投書な

んですけれども、今、こういう実態が多く広

がってきているというふうに思います。本当に

公的な介護保険制度が、必要な方に必要な介護

が受けられるような制度になるように、ぜひ制

度の改善も含めて、国のほうにも、県からもそ

ういう実態も踏まえて、物を言うべきところは

言って制度の改善に努めていただきたいという

ふうに思います。よろしくお願いします。

最後になりますが、生活困窮者への行政の対

応についてお伺いをしたいと思います。

厚生労働省は、３月18日付の通達で、雇用失

業状況が厳しい中、全国的に生活保護受給者の

増加傾向が続いていることを踏まえ、生活に困

窮する方々を早期に発見し、状況に応じた支援

を迅速に実施する必要があるとして、福祉事務

所の体制整備を初め、保護の申請から保護の適

用までの適切な対応、保護の適用後の就労支援

の実施など、かなりきめ細かに各自治体での施

策の充実・徹底を図ることを指示いたしまし

た。この通達は、宮崎市を除き、県を通じて各

自治体へおろされていますが、この通達に基づ

く趣旨の徹底、具体化の徹底はどう図られてい

るのか、その状況を伺いたいと思います。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 今ございま

した厚生労働省からの通知につきましては、宮

崎市を除く８市及び郡部の福祉事務所に文書を

送付するとともに、３月に福祉事務所との連絡

会議を開催するなどいたしまして、通知の趣旨

徹底に努めたところでございます。今後とも、

生活保護の適正な実施が図られるよう、関係機

関と連携を図ってまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○前屋敷恵美議員 では、もう少し具体的に伺

いたいと思いますが、生活保護の申請について

ですけれども、申請権の侵害などが起きていな

いかという問題が一つです。町村で福祉事務所

に申請をする前に本人の事情聴取が行われると

いう、いわゆる水際作戦と言われるたぐいのも

のですけれども、こういうものが行われて、速

やかに申請がなされていない実例を聞くんです

けれども、どういう状況になっているのか、ま

た、そうであれば、やはり指導し、速やかな申

請ができるような体制を整えることが必要だと

いうふうに思いますが、いかがでしょうか。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 県としまし

ては、生活保護申請権の侵害など生活保護の不

適正なケースが生じないよう、市福祉事務所、

郡部福祉事務所に対する指導に努めているとこ

ろでございます。また、生活保護の決定期間で

すけれども、これにつきましては、２週間以内

に決定するよう努めているところではございま

すけれども、資産状況調査等に日時を要するこ

ともありまして、２週間を経過する場合もござ

います。このような場合には、決定期間を法律

によって30日まで延ばすことができることに

なっております。生活保護の適正な実施につき

ましては、これまでも毎年、法施行事務監査を

実施しているところでございますけれども、今

後とも一層、指導の徹底に努めてまいりたいと

考えております。

○前屋敷恵美議員 審査決定が２週間と決めら

れていますけれども、大幅におくれるというケ

ースが多いんですね。やはりそのおくれの原因

というのは、今の状況では調査対象の方が非常

に多いということもあって、ケースワーカーの

方が対応し切れないという事態もあろうかとい

うふうに思います。ですから、厚労省通達でも

ケースワーカーの増員のことも言っているわけ
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で、この体制についてはどういう状況か伺いた

いと思います。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 人員の配置

につきましては、生活保護の状況、今後の中長

期的な展望に立った上で慎重に検討してまいり

たいというふうに考えております。

○前屋敷恵美議員 生活保護を申請される方

は、日々の暮らしそのものが大変な状況に至っ

ているわけですから、やはりそこに思いをはせ

て、法定期間内に処理ができるという方向を目

指していただきたいし、それに向けてその体制

を整えていくことが必要だというふうに思いま

すので、ぜひその点、充実させていただきたい

というふうに思います。

それから、生活保護開始までのつなぎ資金と

いいますか、極めて少額で、これはどの地域で

もそうなのか、ちょっと私もつかんでいないん

ですけれども、宮崎市でいいますと、生活保護

開始まで5,000円が渡されるんですね。ですか

ら、宮崎市は、今、２週間で決定がおりるのが

非常に困難という状況がありまして、２週間は

大幅に超える。それでもやはり5,000円でやりく

りをせいというようなことになっているような

んですけれども、ほかのところの状態はどうな

のか。もし金額が低ければ、やはり生活実態に

見合った金額に引き上げていくという努力をし

なければならないと思いますが、お伺いしたい

と思います。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 宮崎市

の5,000円につきましては、ちょっと詳細把握し

ておりませんけれども、生活保護開始までのつ

なぎ資金として利用できる制度としましては、

県の社会福祉協議会が実施しております「緊急

小口資金」、あるいは市町村の社会福祉協議会

が実施しております「たすけあい資金」といっ

た貸付制度がございます。貸付額はそれぞれの

社会福祉協議会で異なりますけれども、県の社

会福祉協議会は10万円以内、市町村社会福祉協

議会の場合は２万円以内から10万円以内となっ

ております。県といたしましては、引き続き、

これらの貸付制度が活用されるよう、制度の周

知及び助言指導を行ってまいりたいと考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 今、２万円から10万円とい

う貸し付けがあるということでしたけれども、

実際その金額がちゃんと貸し付けとして支給さ

れているのかという実態をぜひつかんでいただ

きたいと思うんです。そして、このつなぎ資金

は、保護決定がされた場合には保護費から差し

引かれるということになっているわけですの

で、後でちゃんと戻ってくるわけですから、前

もって先渡しすることは十分できるわけです

ね。やはりそういう生活実態に見合った形で対

応ができるように、県からも調査と、そしてあ

わせて指導と、徹底していただきたいというふ

うに思います。よろしくお願いします。

次は、子供の貧困の問題で教育長にお願いを

したいんですけど、現在のこの経済・雇用危機

のもとで、家庭の経済状況が子育てや教育に与

える影響は大きいと考えられます。子供たちが

どのような環境にあっても、安心して学校に通

える基盤をつくることが求められているという

ふうに思います。そのためにも、就学援助基準

の引き上げや、学校教育にかかわる保護者の個

人負担（私費負担）の軽減や廃止などは重要な

課題だというふうに思いますが、就学援助の基

準が今どうなっているのか。また、その受給状

況、推移をお聞かせいただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 児童生徒に対する就

学援助といたしましては、生活保護世帯等の要
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保護児童生徒と市町村民税非課税等の準要保護

児童生徒の保護者を対象として、学用品費や通

学費、修学旅行費など、就学に係る経費を給付

する制度が設けられております。これらの制度

の実施主体は各市町村でありますが、県におき

ましても、県立学校の義務教育段階にある対象

児童生徒の保護者に対して、一定の疾病に係る

医療費及び給食費を給付しているところであり

ます。

それから、就学援助制度の実施状況として申

し上げますと、制度の対象者数が確定いたして

おります平成19年度で申し上げますと、生徒の

数でありますけれども、要保護の児童生徒は852

名、それから準要保護児童生徒は１万６名、合

わせまして１万858名であります。これは同年度

における児童生徒数全体の10.5％となります。

それから、ちなみに最近のこの児童生徒数の

割合について、最近３カ年程度で見てみます

と、平成16年度が全体の9.4％、それから17年度

が9.8％、18年度が10.3％、それから先ほど申し

ましたように19年度が10.5％、こういう状況で

推移しているところであります。

それから、具体的な就学援助費の実態につき

ましては、この制度の実施主体が市町村であり

ますので、市町村において適切に御判断いただ

いて措置をされるべきものと考えております。

以上です。

○前屋敷恵美議員 今、推移もお聞きしたんで

すけれども、やはり20年度はもう少し上がって

いるかなというふうにも思うところです。この

厳しい経済情勢下で生活が苦しくなった家庭の

子供たちの就学援助は、やはり十分に対応して

いくということが今必要だというふうに思って

いるところです。ぜひ、市町村から上がってく

るということで、県が直接携われないという部

分もあろうかと思いますけれども、やはり将来

の子供たちを健やかに育てていくと、どういう

状況のもとでも育てていくという立場から、こ

の制度事業としての役割が果たせるように充実

をさせていただき、積極的な取り組みに進めて

いただきたいというふうに思います。よろしく

お願いいたします。

次に、就職支援についてお伺いをいたしま

す。失業した人が、職業訓練を受けたり資格の

取得をするために、訓練や講習を受けるための

資金の助成や貸付制度の確立を図っていただき

たいという提案でございます。派遣切りに遭っ

てハローワークに通って仕事を探しておられる

方から、「なかなか仕事が見つからず、資格を

取って条件のいい仕事について生活を安定させ

たいと思っているが、受講する資金の工面がで

きない。何とかできないか」という相談が寄せ

られているのですけれども、制度としていろい

ろ探してみましたけれども、適切に対処できる

ものがないんですね。そうであれば、やはり就

職支援、大いにこの厚労省通達でも就職支援を

せいというようなことも言われておりますの

で、そういった点で、新たな制度としてこうい

うものができないのかどうかお伺いをしたいと

思います。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 離職者に限

定された制度ではございませんけれども、低所

得者等の資格取得のための支援制度としまして

は、県の社会福祉協議会におきまして実施して

おります生活福祉資金の中に、技能を習得する

ために必要な経費を貸し付ける更生資金という

のがございます。制度の内容としましては、貸

付額が110万円以内で償還期間は８年以内、貸付

利率が年３％となっております。これまでに、

理容師の資格取得とか大型自動車の運転免許取
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得などに活用されております。

○前屋敷恵美議員 そういう制度を探したんで

すけど、わからないんですよね。ですから、や

はりせっかくそういう制度があるんであれば、

その周知徹底を図っていくということが、特に

今こういう状況の中では重要じゃないかなとい

うふうに思いますので、積極的にそういう制度

を県民の皆さんにもわかるような形で示してい

くことが必要かというふうに思いますので、ぜ

ひその辺の充実をよろしくお願いいたします。

ちなみに東京では、失業した人が職業訓練を

受ける間、15万円の受講奨励金というのが支給

をされる「就職チャレンジ事業」というような

ものができておりまして、これは支援をすると

いう状況になっているんですね。こういう制度

もありますので、できれば貸し付けではなく

て、そういう奨励金制度ができれば、よりいい

というふうに思いますので、ぜひ検討していた

だきたいというふうに思います。

時間もなくなりましたけれども、今、本当に

生活が困難な方々がふえている。特に、仕事が

ない、また、医療費もなくて病気の身を案じな

がら生活しなければならないという方々に、本

当にやはり行政として手が差し伸べられるよう

な、そういう生活困難な方々をしっかりと把握

できるようなシステムが、私は各行政で必要か

というふうに思います。縦割りではなくて横の

つながりの中で、そういう方々をちゃんと把握

をして、保護したり、暮らしや就職相談に乗っ

たりという、県民の暮らしに心を寄せる、そう

いう県政をぜひ目指して頑張っていただきたい

というふうに思います。

時間が参りましたので、以上で質問を終わり

ます。（拍手）

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 済みませ

ん、先ほど要介護認定者の利用率は幾らかとい

うことでございました。要介護認定者数が、こ

れは平成19年度ですけれども、４万5,596人、利

用者が約３万8,000人でございまして、利用率は

約８割となっております。以上でございます。

○中村幸一議長 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38分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

疲れさまでございます。議員になって10年目に

なりました。初日の質問というのは久しぶりで

ございます。きょうは３番バッターであります

が、自民党では私がトップバッターであります

ので、張り切って質問していきたいと思ってお

ります。

早速でございますが、衆議院議員の任期、９

月10日までであります。本日を入れて、あと86

日、いよいよ衆議院選挙も始まるわけですが、

今のところ８月が濃厚である、このように私は

思っております。そういう中で知事は、知事の

退職金を50％カットする条例を今回提出されて

おられます。私自身は、東国原知事だけを対象

とする汎用性のないこのような条例は、抵抗感

を覚えるわけでありますけれども、それはさて

おきまして、知事の任期はまだ１年７カ月以上

あるわけです。なぜこの時期に退職金削減の条

例かと言いたいわけでありますが、それは、い

つでも知事をやめる準備をされたと。言うなら

ば、メディア等では、意識していないという否
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定はされておりますけれども、今度ある衆議院

選挙、これへの出馬の準備ではなかろうか、こ

のように私は思います。ずばり、今回の衆議院

選挙に出馬されるか否かを明言していただきた

い、このことを知事にまず質問させていただき

ます。

後は自分の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。

このたびの退職手当に関する条例につきまし

ては、私のマニフェストで退職手当の見直しを

県民の皆様とお約束していることや、大変厳し

い社会経済情勢下におきまして、県を挙げて行

財政改革に取り組んでいること等から総合的に

判断して、減額すべきであると判断したもので

あります。一部に、条例の提案と次期総選挙を

関連づける見方があるようでございますが、今

回の提案は国政への転出を意識したものではご

ざいません。私の考えをできるだけ早く県民の

皆様に形としてあらわしたいという思いから、

今議会へ提案となったものであります。私は今

後とも、宮崎の発展と県民の皆様の幸せのため

に尽くしたいという気持ちを忘れることなく、

県民の皆様と、マニフェスト実現に向けて、与

えられた任期の一日一日を全身全霊、傾注する

覚悟であります。また、出馬するか否かにつき

ましては、昨年９月以降ずっと同じ主張をさせ

ていただいておりますが、今のところ考えてお

りません。〔降壇〕

○中野一則議員 今の話を聞きますと、次の衆

議院選挙には出馬は恐らくされないだろうとい

うような感触を受けました。従来から、含みを

残した「地方から、宮崎から日本を変える」と

いう主張は変わっていらっしゃいませんね。そ

う見ると、やはりいずれ国政には参加されるだ

ろう、こういうふうな見方を私はいたしており

ます。であれば、衆議院だけが国会議員ではあ

りません、国政でありませんが、参議院選挙、

来年の６月、７月に実施される。１年後に実施

されますが、それへの出馬というのは念頭にあ

るわけでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 私は再三再四申し上

げさせていただいておりますが、今は県勢発展

に一日一日を全身全霊かけて邁進させていただ

く覚悟でございます。大変重複して申しわけあ

りませんが、今のところ、その予定はありませ

ん。

○中野一則議員 では、今まで知事がいろんな

ところで発言されたり、とられている行動があ

るわけですが、政治団体「そのまんま会」、あ

れは３月17日付で収支報告書の提出先を県の選

管から総務省に変更された。いわゆる活動区域

を県内から全国区に広げられたということであ

ります。早速、３月27日には東京でパーティー

を開かれました。それから、来月、７月24日に

は福岡で開催されますね。また、新聞情報等で

は、大阪、名古屋でも計画をされている、その

ような報道もありました。これは、国政選挙の

全国区を意識された活動というか、準備ではな

かろうかというふうに思ってしまいますが、知

事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） ３団体ある政治資金

団体の１団体を総務省に届け出し直したという

ことは事実でございます。これは、県外での政

治活動、そういったものに適用するための対応

でございます。東京及び今度福岡で政経懇話会

をやりますが、あくまでも宮崎県、本県出身者

の方、あるいは本県に非常に縁深い方、本県に

関係のある方たちの会でございまして、宮崎県
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を応援していただいてありがとうという、その

感謝の意味を込めた会でございます。国政選挙

を意識した政治資金パーティーではありませ

ん。そのことだけは理解していただければと思

います。

○中野一則議員 今回、退職条例、半額条例を

出されたわけですけれども、知事は、１期でや

められる、そして２期目以降というか、１期の

後半から国政に転身をされる、そのように私と

しては思っているわけですけれども、その証拠

として、６月12日の新聞に、６月９日の定例会

見、あのときに記者からブログで発言すること

について問われて、知事は、「私はブログ知事

と呼ばれている。ブログで発表するという手法

をとったのは私です」と答えられて、ブログで

本当のことを、本音を発表される、書いておら

れる、このように読めたわけですけれども、３

月19日、ちょうど２月定例議会が終わった翌日

の知事のブログに、こんなのがありました。

「自治体の首長を２期～３期（８年～12年）も

やって、「まだ遣り残したことがある」とか

「まだ道半ば」とか言われるケースがあるが、

その人物に相当才能が無いか相当手を抜いてい

るか死期が近いか、或いはその「楽」を手に入

れたかであろう」、こういうブログの内容であ

りました。この内容からすれば、知事の多選を

批判されている。そして、自分自身がもちろん

知事という首長であるわけですから、２期以上

を批判されているわけですから、２期以上しな

いということを、本音をブログで発表された。

つまり、当初言いましたが、１期で知事をやめ

て国政へ転身されるのではなかろうかと、これ

を読んで思ったんですが、そういうふうに思っ

てもよろしいものでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 多選に関しまして

は、私のマニフェストの中で多選の自粛という

ことを自分に約束しております。多選が何期以

上かという規定になりますと、また議論の余地

があると思うんですが、確かにブログ上では、

複数期やられる首長の姿勢というのはいかがな

ものかというのは、自戒を込めて書いたつもり

であります。２期以上はやらないかという御質

問に対しては、重複しますけれども、今のとこ

ろ私は、一日一日を県政推進・発展に全身全霊

を傾けていきたいと思います。先のことは言及

できません。今のところ、その予定はございま

せん。

○中野一則議員 国政への転身、衆議院と参議

院、１年以内に２つの選挙が、大きな選挙があ

るわけですから、実際とられる行動で結果はわ

かると思いますが、この辺でこれはやめておき

たいと思います。

次に、農業政策について質問したいと思いま

す。

和牛も、生産牛と肥育牛がありますが、この

対策であります。子牛の競り価格、大分安く

なってきました。18年度の平均が52万1,000円、

昨年20年度が39万4,000円。今、都城で競りが実

施されておりますが、大体34万円から35万円の

平均、雌に至っては30万円以下という日が２日

間ぐらいあったようであります。また今、枝肉

もＡ２が1,282円しております。これは18年に対

して77％の価格であります。Ａ３が80％、Ａ４

が86％、Ａ５が90％ということで、すべてうん

と安くなってきております。そういうことで、

価格の低迷がずっと続いておるわけですが、こ

の原因。そして、これからどんな見通しになる

のか。県は県として何ができるのか。どういう

対策をとれるのか、打つのか、打ったのか。そ

のあたりを農政水産部長にお答え願いたいと思
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います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 和牛の子牛及

び枝肉の価格低下につきましては、配合飼料価

格の高騰によります肥育農家の購買意欲の減退

や、近年の景気低迷に伴います牛肉消費量の減

少などが主な要因と考えております。また、今

後の見通しといたしましては、厳しい肥育農家

の経営状況や景気の先行きが不透明なことか

ら、当分の間はこの状況が続くものと推測いた

しております。県といたしましては、引き続き

まして、肉用子牛生産者補給金制度や、肉用牛

肥育経営安定対策事業等の経営支援対策に取り

組みますとともに、本年度から、安い子牛を生

産した繁殖雌牛を優秀な繁殖雌牛へ更新する際

に支援を行うなど、肉用牛振興対策に総合的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○中野一則議員 売り価格が安くなれば努力し

て原価を抑えないかん、いろんなものを抑える

努力をせないかんわけです。この前、我々は同

士と北海道へ受精卵移植の状況調査に行きまし

た。先ほど、安い子牛を繁殖牛へ向ける云々と

言われましたが、まさにそのとおりでありまし

て、北海道では、もうＦ１を母牛にしてコスト

の大幅な削減を図っている、そういう取り組み

をされております。Ｆ１、300キロを７万5,000

円から15万円で購入して、それに種つけをして

いく。受精卵移植ですが、だから母牛にかかる

コストが４分の１、下手すれば、７万5,000円

だったら５分の１になるわけです。そういうこ

とに取り組んでおられます。私も、母牛等の大

幅なコスト削減や、今はＤＮＡ鑑定の時代でい

ろいろされているようでありますが、人工授精

等に関しても、時代を先取りした技術や諸課題

に取り組むべきだと、目からうろこがというよ

うな感じで、抜本的な改革が必要であろう、こ

う思います。そのあたりの御見解を担当部長に

お尋ねいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 子牛価格が、

ただいま申し上げましたように低下が続く中

で、子牛の生産コスト低減につきましては、大

変重要な課題であると認識をいたしておりま

す。特に、御指摘のございました人工授精成績

の向上につきましては、まずは生産農家におき

まして、日常の母牛観察を徹底し、人工授精師

との連携を十分に図っていただくことが重要で

ございますので、県におきましても、多頭農家

におきます発情発見器等の導入について補助を

行っているところでございます。また、繁殖経

営の大きな投資であります母牛の導入経費につ

きましても、国及び県において補助等を行って

いるところでございまして、引き続きまして、

子牛生産コストの低減に向けた取り組みを支援

してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 宮崎県の黒毛和種は非常に評

価が高くて、一昨年でしたか、昨年でしたか、

日本一になったわけですけれども、高級肉をつ

くって売る、価格の高いものを売るという、そ

の視点は一面では間違っていないと思うんです

が、余りにサシ重視の和牛改良ばかりでいいの

かなという気が今いたしております。食の安全

・安心あるいは健康食というのがブームになっ

ているわけですから、牛肉に対する嗜好、これ

も消費者は変更してくるというふうに思いま

す。そういうことで、黒毛和種の改良もサシ重

視をある程度は転換すべきではなかろうかとい

うふうに思います。担当部長の御見解をお聞か

せください。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 黒毛和牛の改

良につきましては、特に牛肉の輸入自由化を契

機にしまして、外国種との差別化を図るため
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に、脂肪交雑、いわゆるサシを重視した改良に

取り組んできたところであります。しかしなが

ら、消費者ニーズは時代とともに変化をしてお

り、他県におきましては、例えばうまみの成分

でございますオレイン酸含量を考慮した飼養管

理や改良を行っている事例も見受けられるとこ

ろでございます。

御指摘の消費者の嗜好を踏まえた肉用牛の改

良につきましては、農家の理解や協力が不可欠

であり、農家経営に及ぼす影響、改良コストや

体制など検討すべき課題も多くございますの

で、今後、関係機関・団体等とも十分に連携を

図りながら、議論を深めてまいりたいと考えて

おります。以上であります。

○中野一則議員 このことは、消費者の嗜好の

問題もありますし、コストをいかに下げるかと

いう面からも、ぜひ研究・検討して前向きに取

り組んでいただきたい。御要望を申し上げてお

きたいと思います。

それから、西諸県畑かん事業についてお尋ね

します。受益面積が4,150ヘクタールあるわけで

すけれども、国営事業１期工事、これはダムの

工事なんですけれども、321億円で平成25年度に

完成の予定、ことしの10月にはコンクリート打

設が開始される、現場からそういう話を聞きま

した。また、２期工事、これは水路の工事なん

ですが、239億円、これを平成26年度に完成の予

定で取り組まれております。この国営事業の現

在の進捗状況、それと計画どおり完成するのか

ということを、農政水産部長にお尋ねいたしま

す。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 国営事業につ

きましては、これまでの幹線水路等の整備とあ

わせまして、お話にありました、本年10月には

ダム本体のコンクリート打設工事に着手する予

定であると伺っておりまして、20年度末までの

進捗状況は、事業費ベースで48％の進捗率と

なってございます。予定どおり進行するかどう

かについては、国営のほうの関連でございます

ので、現段階では、私のほうからはちょっとお

答えができない状況でございます。申しわけご

ざいません。

○中野一則議員 それは１期だけの話ですか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） ただいま申し

上げたのは、１期、２期を含めての進捗率48.3

％ということでございます。

○中野一則議員 では、県営事業等を含めた関

連事業についてでありますが、これは平成31年

度に完成の予定とありますが、これの進捗状況

と計画どおりの完成をされるか、お尋ねいたし

ます。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 関連事業につ

きましては、計画面積4,150ヘクタールのうち、

平成21年４月時点でございますけれども、12地

区で674ヘクタール、率にして16.2％が採択され

ておりまして、うち348ヘクタールで整備が完了

しております。全体としては若干おくれている

という認識を持っておりますが、今後とも、円

滑な推進、事業効果の発現に努めてまいりたい

と考えております。

○中野一則議員 受益面積4,150ヘクタールのう

ち、2,600ヘクタールを圃場整備するようになっ

ております。この進捗状況を、できたら市町村

ごとにお答え願いたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 畑地かんがい

の整備などとあわせて行います圃場整備につき

ましては、計画面積2,600ヘクタールのうち、現

時点において４地区53ヘクタールが採択されて

おりまして、市町村別の採択状況は、えびの市

と野尻町はまだ未採択でございます。高原町の
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採択率は2.4％、それから小林市が4.4％となっ

てございます。

○中野一則議員 えびのがゼロということで、

大変心配というか、いろんな懸念をしているわ

けですが、何とかえびのも畑かん事業を成功さ

せないかんという思いでいっぱいであります。

この畑かんを成功させるために、県は県営畑か

ん推進モデル圃場設置事業に取り組まれて、

ずっとやっておられます。小林は平成８年に、

高原は平成12年、野尻は平成17年に事業をスタ

ートされておる。今、一生懸命その活動をされ

ているわけですけれども、えびのがまだであり

ます。

私は、部長がかわるたびにこのことを質問し

てきました。もちろん、一般質問だけではあり

ません。委員会その他で、何とかえびのをして

くれと。なぜかというと、えびのは米に頼る地

帯なんです。ヒノヒカリがおいしいおいしいと

いうことで、本当においしいんです。おいしい

がゆえに、なかなか畑作が進まない。野菜作が

始まらない。高速道路も開通しました。福岡市

まで２時間半でど真ん中に行くんです、高速道

路、都市高を使えば。同じように、それを利用

すれば北九州まで３時間で行くんです。そこ

に、えびのの朝どれの野菜を毎日供給する。言

うなれば、逆に考えたら、北部九州の近郊農業

としての位置づけ、そういうことをしていかな

ければならぬと思うんです。そのために、高速

道路も開通したんだと。そういうことでそうい

う農業形態も変えていかないと、農家所得が上

がってこない。新しい型のえびのの農業ができ

得ない、こうなっているんです。それもこれ

も、水田を急に畑作にといっても無理なんです

ね。畑作で収益を上げる、そのためには畑かん

事業を成功させないかん。畑かん事業を成功さ

せるためには、モデル圃場で、これはいいよと

いうことを見せないかん。そのことで事業を進

められる、私はそういう思いがしているんで

す。えびのは米がおいしいと言いましたが、米

がおいしいということは、野菜もおいしいんで

す。自信を持っておりますので、これが成功す

るように、ぜひモデル圃場の設置をお願いした

いと思います。担当部長、やる気のある答弁を

お願いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お話ございま

したように、畑地かんがい営農の普及を図りま

すためには、モデル圃場を活用した新品目等の

実証・展示あたりが効果的な手段であると認識

しております。このため、西諸県地区におきま

しては、国の補助事業を活用しました畑地かん

がい推進モデル圃場を３カ所設置いたしまし

て、作物の収量増加や品質の向上など、水利用

の効果の検証や展示を行っているところでござ

います。今後、えびの市につきましても、モデ

ル圃場の設置に向けまして、国やえびの市に積

極的に働きかけをしてまいりたいと考えており

ます。以上であります。

○中野一則議員 積極的な取り組みの発言をい

ただきました。私も協力いたしますので、ぜひ

よろしくお願いしておきたいと思います。

次に、教育行政についてお尋ねをいたしま

す。

まず、一貫教育についてであります。私は

今、文教警察企業常任委員のメンバーでありま

して、常任委員会で県北・県南の調査をいたし

ました。主な調査先は、一貫教育はどうなって

いるかということで、こっちのほうは３カ所ほ

ど行きましたが、美郷町では南郷中に行きまし

て、小・中・高一貫の教育状況を見ました。小

学校を統合して施設一体型の一貫教育に取り組
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もうということでありました。また、えびの市

では、飯野高校に行きました。飯野高校は、小

・中・高一貫ということで、連携型で小・中・

高一貫の取り組みをしております。日南は、学

びの杜北郷学園に行きました。ここは幼・小・

中一貫ということであります。幼稚園から中学

校まで、同じ校内というか、施設で勉強されて

おります。中学校１、２年というのはないんで

す。中学校の部分は７年生、８年生、９年生と

いうクラスなんです。そういうことで、県の指

導が行き届いているというか、みんな真剣に取

り組んで、地域の特性を生かした多様な一貫教

育ということに取り組まれております。聞くと

ころ聞くところ、よく取り組んでいるな、頑

張っているな、すばらしいなというのが実感で

ありました。

また、一貫教育については、今言ったこのほ

かに、幼・保・小一貫教育、中・高一貫教育併

設型、五ヶ瀬中等教育学校とか、一貫教育の型

がたくさんあるわけです。考えようでは、市町

村ばらばらというようにも見えないわけでもな

いわけです。いずれは、将来的には、これが収

れんした形で新しい型の小・中・高か、小・中

かわかりませんが、教育の体制ができるんだろ

う、こう思っております。特に中学校は、小学

校との連携、高校との連携、それが単なる連

携、あるいは施設併設型とか、県の教育委員会

の直営というか、直接の教育とか、ばらばらな

んですね。中学校の位置づけがどこかぴしゃっ

とせないかん日が来るだろう、こう思っており

ます。県として確固たる方針をいずれ示すべき

だ、こう思っておりますので、教育長の御見解

を賜りたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 本県では現在、14の

市町におきまして、小・中あるいは小・中・

高、それから今御案内のありました日南市の北

郷では幼・保・小・中、こういったさまざまな

形で一貫教育が推進をされているところであり

ます。それから、これも御案内のありました議

員の地元のえびの市では、ふるさとの産業や自

然等を学ぶ中で今後の自分のあり方を考える

「えびの学」に、小・中・高12年間を通して取

り組んでいるところであります。また、日向市

では、英会話科を設け、小中学校９年間を通し

て国際社会に適応できる児童生徒の育成を目指

しております。

このように一貫教育は、小・中・高等学校が

それぞれの課題や目標を共有し、系統性と一貫

性のある指導を通して、学力向上や地域に貢献

する人材の育成を図ることを主眼とするもので

ありまして、「地域の子供は地域で育てる」と

いう考え方のもとに、市町村が主体的に推進す

ることに意義があるというふうに考えておりま

す。県教育委員会といたしましては、市町村の

取り組みを尊重しながら、地域の実態に応じた

一貫教育が推進されるように、積極的な支援に

努めてまいりたいと考えております。以上であ

ります。

○中野一則議員 次は、県立高校の統廃合の考

え方について、質問というよりも御確認をさせ

ていただきたいと思います。平成14年度、実際

は15年１月に県立高校の再編整備計画が策定を

されました。それによりますと、全日制の高

校、県下には37校ありますが、１学年の適正規

模は４学級から８学級、それから４学級以下の

高校がさらに１学級削減されることが、３学級

が２学級になるというのが予測された場合には

統廃合を検討する、このようになっておりま

す。この整備計画というか、統廃合の考え方は

今も生きているのかを確認させていただきたい
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と思います。

○教育長（渡辺義人君） 県立高等学校の再編

整備につきましては、特色と活力のある高等学

校の創造を目指しまして、今、御質問にありま

したように、平成15年１月に、平成15年度か

ら24年度までの10年間を計画期間とする宮崎県

立高等学校再編整備計画を策定したところであ

りまして、現在、この計画に基づいて取り組み

を進めているところであります。また、今、御

紹介のありましたように、その中で、全日制高

等学校における１学年の適正規模は４学級から

８学級を基本とし、１学年４学級以下の高等学

校については、さらに１学級の削減を行うこと

が予測される場合に統廃合を検討することにい

たしております。ただし、これは一律に適用さ

れるものではなく、高等学校の所在地、学校

種、生徒・保護者・地域のニーズ等に適切に配

慮するものとしているところであります。今後

の再編整備につきましては、県民の皆様の幅広

い御意見を伺いながら、また参考にしながら、

全県的、総合的な視野に立って、適切でよりよ

い教育環境を提供するという視点で検討してま

いりたいと考えております。以上です。

○中野一則議員 生徒の数、これは少子化の影

響でこれから先もどんどんどんどん減っていく

というのが、県の教育委員会が示したシミュレ

ーションでありますが、今、高校は１学年40人

なんですね。どんどんどんどん減っていけば、

２クラスにせざるを得ないときもあるんです

が、高校を30人学級にすれば、しばらくはま

た、３学級あるわけですので、１学年３クラス

が確保されるわけですので、統廃合されないで

済むんじゃなかろうかと思うんですが、１学

級30人というのはいかがなものでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 宮崎県立高等学校再

編整備計画では、体育大会あるいは文化祭等の

学校行事、それから部活動等におきまして、生

徒同士がお互いに切磋琢磨する機会を確保する

ことなど、生徒に適切な教育環境を提供するた

めに、１学級の定員を法律に定める学級編制の

標準に準じまして40人として、このことを前提

として４学級から８学級、募集定員で申し上げ

ますと、160人から320人を適正規模として設定

しているところであります。ただし、先ほど申

し上げましたように、適正規模等の考え方は一

律に適用されるものではなくて、高等学校の所

在地、学校種、生徒・保護者・地域のニーズ等

に適切に配慮するものとしております。

なお、今、議員のほうで30人学級でというこ

とがございましたけれども、あくまでもベース

は生徒数の規模がベースとなっておりまして、

それを40人学級として学級数で置きかえた場合

に、適正規模として４学級から８学級というこ

とで、考え方としてはそのようなことでありま

す。

○中野一則議員 次に、県民総合スポーツ祭の

ことについてお尋ねをいたします。

先日、開会行事があって、スポーツ祭が開催

されたわけですけれども、開会式に出席して、

入って最初思ったのは、何か寂しいなという感

じがいたしました。翌日の新聞では、「総合開

会式に800人が」とありましたが、とてもじゃな

いけれども、800人はおられなかったと。私も、

隣の横田議員に「少ないな」と言いながら、何

回も数えてみたんです。数えた数は言いません

けれども、800人からするとかなり低かった。

せっかく功労者の表彰をされ、アトラクション

やらあるわけですので、開会行事もやはり感動

を与えるようなものにしてほしいな、こう思い

ました。その辺の開会式の工夫は来年度以降で
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きないものか、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、みやざき県民

総合スポーツ祭については、中野議員を初め数

多くの県議の皆さん方に御出席いただきまし

て、まことにありがとうございました。開会式

の規模の件でありますけれども、かつての県民

体育大会では開会式に多くの選手が参加をいた

しておりましたが、競技日程の確保ですとか、

あるいは中心となって活動いただきます市町

村、あるいは市町村体協、こういった方々の御

労苦、経費負担等、こういったことなどから、

平成13年度から現行の規模で実施をしていると

いうところであります。

なお、開会式の内容につきましては、小中学

生や高校生、大学生等にもアトラクションや運

営のスタッフとして参加をしていただいており

まして、そのような意味では工夫をしているつ

もりではありますけれども、今後とも、県民総

参加型のスポーツの祭典の趣旨にふさわしいも

のとなるよう留意してまいりたいと考えており

ます。以上です。

○中野一則議員 この大会は、平成21年度、県

民総合スポーツ祭となってのスポーツ祭であり

ましたが、実際は、この前身は県民体育大会。

これは、調べたら昭和22年からスタートして、

これを連続すると第63回になるんだそうです。

ですから、私は、大会の歴史という重みを感じ

たり、そう中身は変わらぬわけですから、第63

回県民総合スポーツ祭というふうに、第63回を

冠した大会にしてほしかったな、こう思うんで

す。今後はそういう取り組みはできないもので

しょうか。

○教育長（渡辺義人君） 県民体育大会につき

ましては、本県で60有余年の歴史と伝統を持つ

大会でありましたが、社会情勢や県民のスポー

ツに対するニーズの変化などがございまして、

交流・レクリエーション種目などを加えまし

て、現在のみやざき県民総合スポーツ祭として

リニューアルして実施をしているというところ

であります。

議員の今、63回という冠をこのスポーツ大会

にかぶせてはどうかという御提言でありますけ

れども、伝統ある県民体育大会につきまして

は、県民総合スポーツ祭の中で県民体育大会の

部として継承いたしておりまして、このスポー

ツ祭の実施要綱の中でも、第63回県民体育大会

としてうたっているところでありまして、議員

のおっしゃる趣旨は、私としては継承できてい

るのではないかなというふうに考えておりま

す。以上です。

○中野一則議員 次に、開会時期のことについ

てお願いしたいと思うんですが、ことしは空梅

雨で、実はえびのは今ちょうど田植えのシーズ

ンで、非常に水がなくて困っているんですが、

今回のスポーツ祭は空梅雨のおかげでいい天気

に恵まれて、いろいろと競技がされたようであ

ります。昨年、一昨年は雨で中止された競技も

あったやに聞いておるわけですが、６月という

のは何といっても梅雨の時期ですから、梅雨を

避けてもらえないかという要望もたくさんある

んです。そのことができるかどうか、教育長に

お尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） みやざき県民総合ス

ポーツ祭は、すべての市郡の体育協会、市町村

の教育委員会、実施競技団体の代表者で構成さ

れております実行委員会で、運営のあり方等に

ついて共通理解を図りながら実施しているとこ

ろであります。開催時期につきましては、会場

や役員・審判員等の確保を図りますとともに、

一人でも多くの県民の方々が参加できるよう
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に、５月に実施をされます「障がい者スポーツ

大会」あるいは「ねんりんピック」、秋に開催

されます市町村のスポーツ行事や学校等の運動

会、これらとの重複がないように配慮して、６

月を中心に実施しているというのが現状でござ

います。でき得れば梅雨時期は避けたいという

のが本音のところではありますけれども、そう

いうことで年間の各種大会等がタイトなスケ

ジュールになっているということで、この時期

の開催としているところでありますので、御理

解をいただきたいと思います。ただ、競技の一

部によっては、あるいは５月に実施したり、秋

口に実施できる可能性もあるのではないかなと

いうふうに考えますので、それらについては先

ほどの実行委員会において引き続き研究してみ

たいと思っております。以上です。

○中野一則議員 次に、県西の観光対策につい

て、担当部長にお尋ねいたしたいと思います。

まず、えびの高原の活性化ということであり

ますが、えびの高原を中心とする霧島、これは

九州本土では唯一、森と湖の国立公園で、これ

にいやしやリフレッシュを求めて観光客が来ら

れるところであります。ちなみに、阿蘇くじゅ

うは草原ですね。雲仙、桜島は火山岩の岩山、

それからすると、非常にいやしに向いたのが霧

島であります。その中のえびの高原、これは四

季を楽しむところでありまして、端的に言え

ば、春は花、夏はキャンプ、秋は紅葉、冬はス

ケートということで、四季折々の盛りだくさん

のところがえびの高原であります。そのえびの

高原といえども、どんどんどんどん昔からする

と観光客が減っておるわけですが、一番新しい

データではどのくらいの数の観光客が来られた

ものでしょうか。商工観光労働部長にお尋ねい

たします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） えびの高

原への過去20年間の観光客数の推移を見ます

と、平成２年の約120万人をピークに減少傾向に

ありまして、最近の５年間は80万人前後で推移

しているところでございます。

○中野一則議員 えびの高原は、さっき冬はス

ケートと言いましたが、昔は天然、今は人工ス

ケート場がありますが、この人工スケート場、

ことしの２月に冷却機というんですか、これが

故障して、後、使えなくなったということであ

ります。この取りかえには、修理費に１億3,000

万円はかかるという話を聞きましたが、このス

ケートがなくなったら冬場の客がどんと落ち込

む、こういうことも懸念されるわけですので、

平準化を図るためにも、ぜひスケートの冷却機

の取りかえを、シーズンが11月の下旬から２月

の下旬ですので、これに間に合うようによろし

くお願いしたいと思いますが、担当部長。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 日本最南

端の屋外スケート場でありますえびの高原スケ

ート場は、シーズン中には県内外から毎年２万

人を超える利用があるわけでございまして、え

びの高原はもとより、県西地域の、とりわけ冬

場の観光振興を図る上で重要な施設であると考

えております。しかし、その冷凍機―議員は

冷却機と言われましたが、冷凍機と思いますけ

ど―は、平成元年のオープン以来20年が経過

しておりまして、老朽化のため故障も発生する

ようになっております。したがいまして、県と

いたしましては、引き続き多くの観光客に利用

していただけるよう、必要な整備を早急に検討

してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 おかげさまで、頭がかっか

なっていたのが冷却されました。冷凍というこ

とで読みかえてください。
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次に、同じえびの高原には、宮交が経営して

おったえびの高原ホテルがあるわけです。あの

跡地の利用、実は平成11年５月に３年間休業す

るということで、後また再開するような話があ

りました。当時の担当部長は中野議員でありま

したが、今にも再開するような話を何回となく

された経緯があったわけですが、今日、10年間

そのまま荒れ放題なんです。私は、このホテル

をもう一度再建してほしいと。もちろん、県内

資本があればいいわけですが、県外資本でもい

いわけですから、再建してほしいと。県営の国

民宿舎もあるわけですが、そのほうがかえって

相乗効果が出るんじゃなかろうか、こう思って

おります。部長、よろしくお願いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） えびの高

原ホテルの再開など、跡地の利用につきまして

は、現在のところ、民間事業者による新たな動

きは聞いておりません。えびの高原の現在の観

光客数は、先ほど答弁しましたように、ピーク

時から比べますと大きく減少しているところで

ございます。日本最初の国立公園内にあるえび

の高原は、四季折々の表情を見せる高原性の自

然に恵まれておりまして、本県にとって重要な

観光地でありますので、その再生に向けて、現

在の観光ニーズに即した魅力アップを図ってい

かなければならないと考えているところでござ

います。したがいまして、県としましては、今

年度から、えびの高原を初めとする県内の主要

観光地の評価、点検をすることとしていますの

で、その中で、宿泊施設も含めて、これからの

えびの高原の観光地としてのあり方について、

地元えびの市等とも十分意見交換を重ねながら

検討してまいりたいと考えております。以上で

ございます。

○中野一則議員 次に、京町温泉の活性化につ

いてお尋ねいたしたいと思います。先日、九州

・山口観光地満足度ランキングというのが載っ

ておりました。10位以内に温泉が７、20位以内

に温泉が13ということでありました。ちなみに

宮崎県は、高千穂、五ヶ瀬というのが13位にラ

ンクされて、ほかはありませんでした。県下唯

一の温泉郷といったら京町温泉ですけれども、

私は、この活性化をどうしても図らないかんと

いうふうに思っております。知事も何回か来ら

れて、一生懸命そのことを考えている、こうい

うことでありましたが、私が思っているのは、

韓国からの宿泊ツアーの誘客が図れないかとい

うことでございます。

既にみやざき観光コンベンション協会が韓国

岳等をトレッキングで取り組まれておって、韓

国で大変な人気だと。トレッキングする人

が1,000万人はいるというのが報道されておりま

した。ずっと前に聞いた話ですが、韓国の人

は、火山と温泉を好んでいらっしゃる、こうい

うことであります。えびのにある最高峰の韓国

岳、これは由来は、昔、韓国岳が噴火する前は

頂上から、朝鮮半島、韓国が見えたと、だから

韓国岳と言うんだと。また、朝鮮半島には祖先

天上降下伝説があるわけです。いわゆる天孫降

臨の伝説があるわけです。私は、本当の天孫降

臨の地は、本当の高千穂は韓国岳であろう、そ

ういうふうに思っております。そういう神話的

ロマンも含めて、これを売りにした商品をつ

くっていただきたい。昼は、韓国岳あるいはえ

びの高原に登山、トレッキング、山歩きです

ね。夜は京町温泉に宿泊、そういう商品をぜひ

つくってほしい。理論・理屈を言う時代じゃな

いんです。何をするか、何をつくるか、行政が

できるのは何かということを示して、関係者と

も協議し、韓国にも行っていろいろとやってい
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ただきたい、そのことを担当部長にお願いいた

します。コメントをいただきたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県におき

ましては、トレッキングが盛んな韓国に対しま

して、韓国岳やえびの高原等でのトレッキング

と温泉を組み合わせたツアーの造成を働きかけ

てきました。ことし４月に商品化されまして、

大変好評を得ているところでございます。京町

温泉は、えびの高原に近く、また本県を代表す

る温泉郷でありますので、韓国岳トレッキング

と組み合わせた商品化の可能性は十分にあると

考えております。このため県としましては、先

般、京町の温泉関係者に対しまして、現行の韓

国岳トレッキングツアーを紹介しますととも

に、韓国の旅行会社等を対象とした説明会への

参加等を提案したところでございます。旅行商

品化に際しましては、まずは受け入れ体制の整

備や販売しやすい料金の設定など、地元の努力

が極めて重要でありますので、県といたしまし

ても、京町温泉関係者に対しまして、旅行商品

化に向けた取り組みを積極的に進めるよう働き

かけてまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○中野一則議員 次に、工業用水道事業につい

て、企業局長にお尋ねしたいと思います。

平成20年度から、契約水量のうち未達水量を

値下げされておられます。６円だったものが４

円50銭、１円50銭安くなっておりますが、この

理由をお聞かせください。

○企業局長（日髙幸平君） 本県の工業用水道

事業の料金につきましては、基本料金と未達料

金という２本立てになっておるところでござい

ますが、このうち未達料金、すなわち一部使用

しない水量にかかわります料金につきまして

は、本県の工業振興の観点から、受水企業の負

担をできるだけ軽減するということで、減免措

置を講じているところでございます。しかしな

がら、本県の工業用水道の使用状況を見ます

と、企業との契約水量のうち、いわゆる未達水

量の割合が約68％ということで大きくなってお

りまして、しかも全契約水量の99％、ほとんど

を契約いたしております大口ユーザー６社が未

達水量を抱えておるというような状況でござい

ますので、これらの企業のほうから、これま

で、工業用水道料金見直しの要請がなされてき

たところでございます。このような状況の中

で、平成18年度に累積欠損金が解消いたしまし

て、将来も一定の利益が見込まれるということ

から、平成20年４月から未達料金について引き

下げを行ったところでございます。以上でござ

います。

○中野一則議員 この未達料金、１円50銭下げ

たことで１年間で4,674万1,000円減額になりま

す。ことしの決算での純利益は昨年より2,900万

円は安くなりましたが、5,413万9,000円を確保

されております。その理由は、地元の日向市の

上水道の関係で、あそこに特別売ったというこ

とで、その分が3,224万円あったと。それでこう

いう決算額になった。本年度からは4, 6 7 4

万1,000円がもろにかぶってくるということにな

ろうかと思います。それから、まだ工業用水道

事業にかかわる借入金の残高は33億2,000万円

残っているわけですね。そういうこと等を考え

たら、私は、値下げはいかがなものかなと思っ

ておりますが、いかがでしょうか。

○企業局長（日髙幸平君） 昨年、値下げを

行ったところでございますが、未達料金の引き

下げに当たりましては、現在、33億、借入金の

残高があるわけでございますが、この償還を含

めまして、中長期的な収支予測も行った上で、
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今後も健全経営を維持できるというふうに判断

いたしまして、引き下げを行ったところでござ

います。借入金の返済につきましては、累積欠

損金が解消いたしましたので、借入金償還のた

めの積み立てが可能になったということもござ

いまして、この積立金だとか、あるいは損益勘

定留保資金、こういったものを充当していくこ

とによりまして、今後も計画的に借入金の返済

も行っていけるというふうに考えておるところ

でございます。以上でございます。

○中野一則議員 では、宮崎県の料金が高いか

低いかということでありますが、企業から見直

しの要求があったから下げたという話でありま

したけれども、新産都市でやっている九州の料

金の状況を言いますと、熊本県の有明、基本料

金が50円、未達料金が15円。八代臨海、これが

基本料金が35円、未達が15円。福岡の大牟田、

基本料金が38円85銭、未達は制限がありませ

ん。それから、大分の２種、これは基本料金

が80円80銭、未達の料金はありません。大分の

１種、基本料金が15円80銭、未達の料金は制限

がありません。制限がないというところは契約

水量がほとんど、93％から121％あるわけです。

宮崎県が、基本料金が10円40銭、未達料金が４

円50銭、こういうことです。これが高いと言わ

れるのかどうか、局長にお尋ねいたします。

○企業局長（日髙幸平君） 九州各県との比較

の問題でございますが、工業用水道料金につき

ましては、国が定めました工業用水道料金算定

要領というのがございまして、これに基づいて

算定することになっておるわけでございます

が、この算定の方法は、必要な原価を料金に反

映するという総括原価主義をとっておるところ

でございます。したがいまして、それぞれの工

業用水道事業におきましては、立地条件、建設

の時期、投資金額、さらにはそれぞれの事業の

経営状況、これを勘案して定めるということに

なっておりまして、それぞれ料金が異なるとこ

ろでございます。本県の工業用水道事業の場合

は、建設時期も古く、また投資額も小さいとい

うこともございまして、全国と比較いたします

と、非常に安い料金ということになっておりま

す。以上でございます。

○中野一則議員 今、総括原価とか、投資額が

低いとか言われましたが、本当ですか。確か

に、昭和39年にできたときの総事業費は13億円

でした。ところが、平成13年には新たに改築を

されておるんです。このときに要ったお金は26

億円、それが加味されているかということが疑

問に残ります。それで、未達料金はもとに戻し

てほしい。これから公営企業の会計基準は民間

並みに変更したいということで、総務省が一生

懸命研究しております。大変厳しいことが想定

をされます。水道事業施設の再投資も、これか

らもせないかん。あるいは一生懸命、県が工業

団地造成をしたいということもしておりますか

ら、そういう意味で、結果としてそれも還元を

せないかん、そういう時期であるわけですか

ら、１円50銭の値下げはいかがなものかな、こ

う思っているわけであります。今でも、もとに

戻すのは遅いことはありません。ぜひ再検討を

お願いしたいと思います。御答弁をお願いしま

す。

○企業局長（日髙幸平君） 未達料金のあり方

については、それぞれ考え方があろうかと思っ

ております。それからまた、料金設定の仕方に

ついても、先ほど申し上げましたように、総括

原価主義ということでございますので、県に

よって、それぞれの内容によって異なっている

ということでございます。本県の場合には、先
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ほど申し上げましたように、契約水量と常時使

用水量、この乖離が大きいということがござい

ます。契約水量の68％が未達水量になってい

る、そういう現状もございますので、現状の状

態で妥当ではないかというふうに思っておると

ころでございます。

○中野一則議員 次に、医療行政についてです

が、要は……。県立病院の検討会が始まりま

す。これはひとつ、全体の医療行政を含めて検

討していただくように御要望を申し上げて、質

問を終わりたいと思います。（拍手）

○中村幸一議長 次は、武井俊輔議員。

○武井俊輔議員〔登壇〕（拍手） 宮崎市選

出、愛みやざき武井俊輔でございます。通告に

従いまして一般質問をさせていただきます。

昨日でございますが、私の高校時代からの親

友でもありまして、私の後援会長もしてくれて

おります榎本雄介君が延岡市大貫において診療

所を開設いたしました。県北地域の非常に厳し

い医療問題に触れるにつけ、そこに生涯をささ

げるべく飛び込んでいきました。私も非常に誇

りに思いますし、延岡の、また県北地域の皆様

のお役に立てればと、すごくうれしく思ってお

ります。また、今回の設立に当たりまして、多

くの延岡市内外の皆様に御協力を賜ったと聞い

ております。私からもお礼を申し上げますとと

もに、地元の皆様のより一層の御指導をお願い

したいと思っております。

さて、本県観光の父であります岩切章太郎

が、昭和34年でございますが、その著「無尽

灯」の中でこのように述べております。少し読

ませていただきます。

「「よく見ればなずな花咲く垣ねかな」、俳

人芭蕉は、垣根に目もつかぬくらいの姿で咲

く、なずなの花にも、限りなき美しさを感じ

て、この句を詠んだのであろう。たとえどんな

に小さくとも、どんなに田舎の片隅であろうと

も、私共が本当にいいものさえ作り上げておけ

ば、いつかは見る人が見て、世に送り出してく

れるであろう。

私はもう一度くり返したい、本当にいいもの

を作ろうではないか、と」と岩切は述べており

ます。

今回の質問、一つ一つはナズナの花のような

小さなこともあるかもしれませんが、真剣に、

よりよい宮崎づくりのため取り組んでまいりま

す。知事以下、執行部の皆様の明確な答弁をお

願いいたします。

では、質問に移ってまいります。まず、知事

の政治姿勢についてお伺いをいたします。

現在、国政は大きく乱れております。鳩山総

務大臣の辞任などによる麻生内閣の求心力の低

下は、もはや覆いがたい状況になっておりま

す。知事は今月の定例記者会見で、目前に迫っ

た解散総選挙に関し、地方分権と公務員改革が

争点になるとおっしゃいまして、全国知事会な

どでも支持政党を明確にして取り組むべきだと

いうようなことを述べられております。知事

は、この総選挙に当たり、どのようなスタンス

で臨むのか、また国政に対する関心と知事職へ

のこだわりについてお聞かせをいただきたいと

思います。

続きまして、エコクリーンプラザみやざきの

問題についてお伺いいたします。

６月１日に報道されましたとおり、浸出水調

整池補強工事現場で、漏水どめ鋼板打ち込みの

作業中に陥没事故が発生をいたしました。もと

もと谷を埋めた脆弱な土壌であり、今回の調整

池破損もそれが原因で起こっているわけです

が、今回のようなことが繰り返されれば、工期
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のおくれのみならず、経費の増加、そして何よ

り住民の皆さんの不安の増大など、さまざまな

課題や影響があると考えますが、知事の見解を

求めます。

以上、壇上からの質問を終わらせていただき

まして、後は自席で質問させていただきます。

どうも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。

先月末に、経済緊急対策として過去最大規模

の国の補正予算が成立しましたが、我が国の景

気・雇用情勢は依然として大変厳しく、先行き

が極めて不透明な状況にありますことから、国

民の間に閉塞感が蔓延し、政治に対する不信感

が増大していると思っております。このような

状況の中で、既に国政は来るべき総選挙に向け

て走り出しております。今度の総選挙は政権選

択選挙であることから、私たちは、各政党が示

すマニフェストに、特にこの国の進む方向性や

制度のあり方の根幹を変えることとなる地方分

権や公務員制度改革の要綱が明確に示される

か、あるいは実効性、実現性を十分に検証する

必要があると考えております。

続きまして、エコクリーンプラザみやざきに

ついてであります。浸出水調整池の補強工事に

おける地盤の一部陥没の原因究明につきまして

は、現在、公社において、陥没した箇所に係る

工事を見合わせて、調査を行っているところで

あります。その他の部分につきましては、予定

どおり施工されておりますが、今後、全体の工

期等にどのような影響があるか、現時点では不

明でありまして、この原因調査の結果を受けて

対応策が検討されることになると聞いておりま

す。以上です。〔降壇〕

○武井俊輔議員 では、自席から質問を続けて

まいります。

昨年の９月から100年に一度の経済不況と言わ

れ、各種交付金が造成されてまいりました。２

月議会では７基金で143億円、そして今回も２基

金で11億円余と多額に上っておりますが、知事

はこのような国の対策についてどのような評価

をされているか、お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 昨年来の世界的な金

融・経済危機に対応するため、国においては景

気・雇用対策が切れ目なく講じられており、雇

用確保や生活支援、地域活性化のための交付金

などが措置されているところであります。本県

のように自主財源が少ない地方自治体において

は、雇用の維持や一刻も早い経済の回復を図っ

ていくためには、国の事業を最大限に活用して

いくことが必要かと考えております。しかしな

がら、交付金の中には地域の実情に十分対応で

きていないものもあることから、先般取りまと

めました、国に対する「みやざきの提案・要

望」においても、事業の要件緩和や期間の延長

など、交付金を有効に活用するための提案を

行ったところであります。今後とも、国の事業

の活用を図りながら、今回策定した新たな経済

・雇用対策に基づきまして、本県経済を回復か

ら成長の軌道へ乗せていきたいと考えておりま

す。

○武井俊輔議員 確かに、実情の話が今ありま

したけれども、例えば、今回の基金の中に安心

こども基金というのがありまして、中に、妊婦

健康診査特別支援事業８億円というのがござい

ます。これは妊婦健診の公費負担の拡充ですか

ら、非常にいいものなのですが、平成22年まで

ということであります。気になりますのは、た

またまこの該当する年に妊娠する方は、公費助



- 46 -

平成21年６月17日（水）

成が受けられるということになるわけです。す

なわち、私が非常に気になりますのは、これか

ら二大政党制、政権選択という選挙になってく

るんですけれども、こういった選挙前のサービ

ス合戦のようなことになっていく懸念があるの

ではないかと考えますが、知事はいかがお考え

でしょうか。

○知事（東国原英夫君） 先ほども申し上げま

したとおり、今回の基金には、使い勝手のいい

ものとそうでないものがあることは事実でござ

います。例えば、議員御指摘の妊婦健診でござ

います。その恒久的な施策というものは今後、

国に対して要望していかなきゃいけない。ある

いは、安心こども基金なんですが、どうも待機

児童ゼロを目指したような、基金の創設になっ

ております。本県の場合、おかげさまで待機児

童はゼロでございます。もっと幼保施設等にか

かわる割合、そういったものを機動的に、弾力

的に運営できるように、国に対しては今後要望

していかなきゃいけないと思っております。

○武井俊輔議員 続いて基金について、今度は

総務部長にお伺いをいたします。例えば、今取

り上げた妊婦健診なんていうのもそうなんです

が、身近なところですと、ＥＴＣの1,000円休日

割引、こういったものも含めてですが、現実的

に考えたら、多分もうやめられないだろうなと

思うんです。すなわち、こういった基金や交付

金の増大というものが、結果として後年度にお

いて自治体の財政悪化を招く危険性があるので

はないかと考えますが、総務部長の見解を求め

ます。

○総務部長（山下健次君） 基本的なスタンス

ということで申し上げますと、今回の国の数次

にわたります補正予算では、地方公共団体の事

業実施あるいは基金創設の財源として、御指摘

のようにいろいろな交付金が措置をされており

ます。本県では、これまで基本的に予算編成に

おきまして、経済対策とはいいながら、不要不

急の事業に着手すること、あるいは将来の財政

負担を余儀なくされる、そういったことのない

ように、対策事業の緊急性あるいは効果等を検

証しながら、財政規律の保持に留意をしてま

いったところでございます。基本的にはこのス

タンスを堅持した中で、一方で景気対策という

ことで、県として必要な措置は当然とらなけれ

ばならないというのが基本的なところでござい

ます。

○武井俊輔議員 知事も先ほど、今後は地方分

権と公務員改革が争点になるということをおっ

しゃいました。ただ、基金にもまだまだ問題が

あるなというふうに感じております。本来なら

ば、こういう基金をつくるに当たって、もっと

地方の声―さっき実情に即していないという

話もあったわけですから―もっとこういった

ものが、つくる段階で反映されてしかるべき

だったのではないかと思っております。地方分

権といっても、結局は金で縛られております

し、県でも、幹部職員も国から招き入れたりも

しておりますけれども、結局は金や人で縛られ

ているように私は感じるんですが、知事の見解

を伺います。

○知事（東国原英夫君） 私は就任以来、国と

地方は対等でなければならないと申し上げさせ

ていただいております。しかし、現実には、地

方の財源や権限は非常に限られておりまして、

地方はみずからの意思と力でそれぞれの特性に

応じた地域づくりを進めるという姿には至って

いない状況であります。このような中で、現在

国においては、地方分権改革推進法に基づきま

して第２期改革が進められておりますが、この
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第２期改革こそ、権限と税財源の移譲による、

真に実効性のある分権改革につながるものでな

ければならないと考えております。また、大胆

な地方分権改革というのは、政治の強いリーダ

ーシップと国民的な議論の盛り上がりなくして

は、実現は不可能だと考えておりますので、私

といたしましても、あらゆる機会を通じて、地

方分権の必要性を強く主張してまいりたいと考

えております。

○武井俊輔議員 わかりました。

質問の中で１つお答えがなかった点を再質問

させていただきたいと思うんです。宮崎県では

特別職に副知事がいらっしゃいますが、副知事

以下幹部職員に、総務省、国土交通省、農林水

産省などから幹部職員を受け入れております。

確かに、国から来られた方の仕事に対する意識

であるとか知識、これは非常に県職員にも刺激

になるでしょうし、また人脈づくりも重要であ

りますから、メリットがあることについては認

めております。個々人の方は非常にすばらしい

方ばかりですから、心苦しい部分もあるんです

けれども、地方分権を一方で叫びながら、一方

では国から幹部職員を受け入れるというのは、

今言われた国と地方の対等な関係という意味で

言えば、私は整合性に若干疑問を感じるんです

が、知事の率直な見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 国から幹部職員等を

受け入れている現行の体制は、今の国と地方と

の関係上ある程度いたし方ない。議員がおっ

しゃるように、メリットとしては、情報の伝達

あるいはパイプ、あるいは技術、専門的知識、

そういったものを地方行政に生かしていただく

ということで大いに役立っていると思います。

しかし、これから地方分権に流れが向く中で、

そういったいわゆる国と地方の役割を対等に

し、税財源を、地方税体系を変えていく、財源

体系を変えていくという中で、こういったもの

はだんだん是正されていくものだと考えており

ます。

○武井俊輔議員 一つの課題として、今後とも

長期的に考えていただきたいと思っておりま

す。

続いて、そのような地方の声を上げる、知事

もいろいろと御意見をお持ちの全国知事会につ

いてお伺いいたします。知事も、知事会につい

ていろいろ御発言なさいますが、宮崎県として

も、負担金を昨年度で863万円、知事会に出して

おります。知事も何度も出席されております

し、少なからず時間とコストをかけているとい

うことになるわけですが、この全国知事会は、

地方、なかんずく宮崎県のためになっているの

か、またどのような期待を知事会にお持ちなの

か、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 御案内のとおり、全

国知事会は任意の組織でありますが、地方自治

法によって、内閣や国会に意見を申し出る権限

を与えられた組織でありまして、これまで国に

対して、さまざまな意見書や要望書、提案をさ

せていただいております。しかしながら、私

は、こうした活動の成果が具体的に見えてこな

いことに、いささか物足りなさを感じていると

ころでございます。今後、我が国が地方の自主

性、自立性を高めて、真に豊かな地域づくりを

進めるためには、国、地方の組織や権限、財源

を一から見直し、大胆な地方分権改革を断行し

なければなりません。このため全国知事会は、

単に意見を述べるだけではなく、政策決定に対

して強い影響力を持つ、力強い組織であるべき

だと考えており、先月の知事会議では、地方分

権をマニフェストに掲げる政党を支援、応援す
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るぐらいの直接的な行動あるいは気概を持って

はいかがかということを言わせていただきまし

た。今後とも、このような考え方に基づき、発

信、行動してまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 わかりました。

再質問を１点させていただきます。知事も物

足りないとお感じになる部分があるということ

ですが、確かに、以前は「闘う知事会」なんて

いうこともよく言われました。そういった意味

では、現在は、うちの東国原知事と大阪の橋下

知事が非常に注目されておりますが、知事と

いっても官僚出身の方も大変多い中で、どうで

しょう、実際に知事会に入られてみて、志の高

い方とか、この人は一緒にやれるなという方は

どれぐらいいらっしゃいましたでしょうか。

○知事（東国原英夫君） かつて「闘う知事

会」と言われた知事会でございますが、私は、

本当に闘っていたかどうかというのは疑問でご

ざいます。御案内のように、全国知事会という

のは、さまざまな方面での批評はありますが、

現在においては、単なる連絡調整会議になって

いるんじゃないか、知事のサロンの場になって

いるんじゃないかというような酷評というか、

耳の痛い御意見もございますが、そうならない

ように、全国知事会は全国47都道府県の代表、

首長、直接選挙で選ばれた人間たちが各地方を

代表して一堂に集う場でございますから、これ

は単なる行政官という仕事ではなく、政治家と

して政治的なメッセージ、そういったものを発

する場にしていかなければいけないんじゃない

かと、私は考えております。

ただ、その志について申しますと、ちなみに

前回の全国知事会で私は、政治的なメッセージ

を発したほうがいいんじゃないかと会長に言わ

せていただきましたが、それに直接同調、賛同

していただく知事さんは数名だったと記憶して

おります。

○武井俊輔議員 わかりました。私は「かもめ

のジョナサン」が非常に好きなんですけれど

も、宮崎の代表として、ジョナサンのような志

の高い方と、ぜひ知事会の改革に向けても取り

組んでいただきたいと思います。

続きまして、退職金問題についてお伺いをい

たします。退職金50％カットについては、私

は、首長の退職金カットは時代の流れでもあ

り、時期及び金額についても理解できるものだ

と考えております。しかし、なぜ今回提出した

のかということについて、県民の皆様の声があ

るのも事実でありますが、県民の皆様に対し、

なぜこの時期なのかということについて御説明

をいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 知事の退職手当につ

きましては、私のマニフェストにおきまして、

県民の満足度をもとにした出来高制を導入する

こととしておりまして、私は知事に就任して以

来、その実現に向けて検討を進めてまいりまし

たが、県民満足度を客観的に評価する基準など

難しい問題があることから、今回、出来高制に

よる退職手当の見直しは断念することとしたと

ころであります。しかしながら、私のマニフェ

ストにおいて知事の退職手当の見直しを掲げて

いること、また現在の厳しい社会経済情勢下に

おいて県を挙げて行財政改革に取り組んでいる

こと等から総合的に判断して、今回の任期に係

る退職手当の額を50％減額するという結論に

至ったところであります。

ちなみに、50％という数値は、他府県の状況

―今、全国で14都道府県の県知事が退職金の

見直しをしております。その中で７県が不支

給、ゼロです。１府が50％、残りの６県がそれ
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ぞれ割合を決めて減額しているところでありま

す。そういった周りの状況も勘案して判断させ

ていただいたところであります。今回の条例提

案につきましては、県民の皆様との約束であり

ます私のマニフェストについて、手法は異なる

ものの、できるだけ早く形にしてあらわしたい

という私の強い思いから、今回の提案に至った

わけでございます。

○武井俊輔議員 再質問させていただきます

が、先ほどもありましたけれども、今回、退職

金を知事がカットされるに当たって、国政転出

の布石ではないかというような話も非常にあり

ました。知事はそれを否定されますけれども、

なぜここまでこういった疑念が、こういうふう

な形で声が起こるのかということについて、知

事は率直にどのようにお感じになるか伺いま

す。

○知事（東国原英夫君） 私の退職金の提案に

つきましては、任期の２年間、折り返し地点の

マニフェスト検証のときに、出来高制というも

のは困難であるという結論、つまり断念させて

いただいた。その時点―その時点というのは

ことしの１月でございます―から、どうやっ

て見直しが適切であるかということを考えてま

いりまして、４月にメディアの皆様に、ことし

中に、できれば早い時期にその提案をさせてい

ただく、その見直しについてお示しさせていた

だくということを表明させていただきました。

それに基づいて今回の提案になったわけでござ

います。どうしてもそれと国政への転身という

のをリンクして見られてしまうのは、去年９

月、10月以来の国政転身というものがマスコミ

を中心とした話題になっておる、そういったこ

とがリンクしているものだと考えております。

○武井俊輔議員 先ほどの中野議員への答弁で

もありましたけれども、ぜひそういった形で、

転身とは関係ないということはしっかりと信じ

ておきたいと思います。

次に、エコクリーンプラザみやざきの問題に

移ります。浸出水調整池補強工事費についてで

す。現在では県と市町村が折半して貸し付けを

行っておりますが、今後の交渉のスケジュール

はどうなっているか、また工事費用が、こう

いったこともあったわけですから、増額になっ

た場合の考え方について知事にお伺いいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 工事費の最終的な負

担割合につきましては、公社が行う予定の損害

賠償請求訴訟など、今後の法的な手続を経て責

任の所在等を踏まえながら協議することとして

おり、現時点では時期的な見通しは不明であり

ます。また、万一、工事費用の増額を生じ、新

たな貸し付けが必要になる場合には、改めて関

係市町村と協議をすることになると考えており

ます。

○武井俊輔議員 次に移ります。県庁舎の安全

対策について、総務部長にお伺いいたします。

去る５月22日、宮崎市在住の55歳の男が県庁

知事室前の廊下にガソリンのようなものを大量

にまき、逮捕されました。県は、警備の強化、

監視カメラの設置などの対応をしております。

とはいえ、県庁というオフィス、かつ現在では

観光地にもなっているということですから、入

場制限などの管理は困難であります。また、コ

ンビニや銀行のようなカメラなどの警備がある

ところでも犯罪が発生することを考えますと、

抑止効果というのは一定程度にとどまると思っ

ております。私はむしろ、廊下全体に敷いてあ

るゴムマットを不燃性のものに交換するとか、

ドア等も含めて、防災というか、減災の考え方
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なんですけれども、燃えたときに少しでも被害

が軽減されるような対応をとるべきではないか

と考えますが、見解をお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 本館廊下のマット

につきましては、燃えにくい材質、難燃性のも

のでございますので、仮に今回のようにガソリ

ンのようなものがまかれて火をつけられたとし

ても、マット自体が一気に燃え上がるものでは

ないと聞いておるところでございます。今後、

マットの老朽化が進みまして、取りかえるとい

う場合には、御指摘のような防炎機能のあるも

のの設置について検討する必要があると考えて

おります。

○武井俊輔議員 続いて、総務部長にお伺いい

たします。犯人が逮捕された後ですが、警察に

よって、廊下には警戒線が張られまして、現場

検証が行われました。県政記者室も封鎖され

て、ちょうどお昼ごろでしたから、夕刊紙の記

者さんなんか、入稿が相当大変だというような

お話をされておりました。しかし、考えてみま

すと、実際に出火しておりましたら、一帯は火

の海、後ろに座っていらっしゃいますけれど

も、記者の皆さんなんかも大変なことになって

いたんじゃないか、それぐらいの状況だったと

思っております。その後、記者室のほうにも

私、行ってみました。ところが、行ってみまし

たら、窓を見ると、縄ばしごどころかロープと

かもないわけです。隣の秘書広報課に扉がある

んですけど、ここは机が置いてあって、両方か

らのようですけど、はめ殺しになって出られな

いということです。「皆さんどうやって逃げる

んですか」なんて話を、記者さんにいろいろ聞

いてみますと、窓の外を見て、「ここの自転車

置き場の屋根はどうもやわらかそうだから、こ

こだったら何とかなるんじゃないか」とか、そ

んな話なんです。この本庁舎というのは非常に

古い建物ですから、そういった意味では、記者

室以外もおおむねこういった構造なわけです。

こういった避難経路の見直しということも、改

めて再検討するべきではないかと考えますが、

見解を求めます。

○総務部長（山下健次君） 本館の避難経路に

つきましては、出入り口あるいは階段等の状況

から、構造的に確保されているというふうに考

えております。実際に消防署の立入検査におき

ましても、避難経路について特段の指摘は受け

ておりません。そういった中ではございますけ

れども、御指摘のように県庁の本館には来庁者

も大変多くなっておりますので、今後とも、適

切な誘導など防火対策の充実に努める必要があ

ると考えております。

○武井俊輔議員 しかし、私が実際見ても、火

事が起こったら本当に危ないだろうなという状

況でございました。ぜひ今回のことを教訓とし

て、いろいろと対応をお願いしたいと思いま

す。

続いて、知事にお伺いいたします。今回こ

の55歳の男が油をまいたとき、危険を顧みずこ

の男を取り押さえたのは、若手の男性の県職員

でありました。一歩間違えば火だるまになりか

ねないような状況の中で、この果敢な行動は、

まことに高く評価されるべきであると思います

が、この職員への評価、表彰についてはどのよ

うになっているか、知事の見解を伺います。

○知事（東国原英夫君） 今回の事件は、人

的、物的に甚大な被害につながった可能性も

あったところでありまして、液体をまいた人物

の動きをとっさに封じた職員の功績は大きいも

のだと考えております。その貢献に対しまし

て、今年度の職員表彰の中で、知事表彰を行う
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こととしております。

○武井俊輔議員 ちなみに、知事はこの職員の

方とお会いになったり、お話はされましたか。

○知事（東国原英夫君） 話は直接はしており

ませんが、存じ上げております。

○武井俊輔議員 そうですか。わかりました。

知事は、お隣の鹿児島県阿久根市の竹原信一

市長のブログの話題が出たときに、私が元祖だ

というようなこともおっしゃっていましたけれ

ども、確かに仕返しなどあってもいけませんか

ら、名前の公表というのが難しいというのはわ

かるんですけれども、せっかくいろいろブログ

も書かれているわけですから、お会いになった

感想とかも、ぜひその場ででも聞かせていただ

けるとよろしいのではないかと思いますが、い

かがですか。

○知事（東国原英夫君） 職員の極めて個人的

な評価をブログで書くというのは、昨今非常に

問題があると思っていますので……。でも、ポ

ジティブな評価であれば、あるいは感想であれ

ば、御本人の了解を得れば大丈夫かなと思って

おりますので、それは検討させていただきたい

と思います。

○武井俊輔議員 ぜひよろしくお願いします。

やる気にもなるかと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。

続いて、近代建設遺産、戦争遺跡の活用につ

いてということでお伺いをいたしてまいりま

す。

平和の塔についてお伺いいたします。まず、

前回２月議会の代表質問の中で、平和の塔の内

部公開について質問をいたしました。そのと

き、内部開放に向けて調査研究を行うというこ

とでしたが、その後どのような状況なのか、お

伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 塔内部に掲げられて

おります石こうレリーフですが、あのレリーフ

等は県民の貴重な財産でありまして、一般公開

できないか、関係各部局に総合的に検討をお願

いしました。石こうレリーフの保存等の問題か

ら、現時点では、常時の一般公開は困難ではな

いかという結論に達しております。しかしなが

ら、県民の皆様や関係各位の方々の塔内部を見

てみたいという声には、可能な範囲でこたえる

必要があると考えておりますので、石こうレリ

ーフや塔内部の施設について、安全性等の調査

を完了させた上で、11月ごろを目途に、まずは

見学会という形で公開してみたいと考えており

ます。

○武井俊輔議員 一歩前進であることは評価を

いたします。ただ、今でも必要に応じて見ると

いうことはできるわけですので、回数的には今

までと余り変わらないのかなという感じはいた

しております。確かに、非常に課題の多い塔で

はあるわけですけれども、やはりもうちょっと

いろいろと知恵を出して課題を解決しながら、

内部公開の充実というものに向けて積極的に努

力をし、平和や戦争を考える近代建設遺産とし

て活用するべきではないかと考えますが、重ね

て知事の見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 内部公開につきまし

ては、御指摘の観光への活用などを含めて総合

的に検討させていただきました。がしかし、平

和の塔につきましては、それを取り巻く背景や

経緯についてさまざまな御意見があります。石

こうレリーフの保存等も考慮しますと、現段階

では、常時一般公開というのは非常に難しいか

なと考えております。

○武井俊輔議員 もう一問、この問題に再質問

をさせていただきたいと思います。もう少しこ
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の話を知事とさせていただきたいと思うんです

が、私は大学のときに日本史を専攻しておりま

した。高校までは本当に歴史学者になろうと

思っておりました。また、いろいろ会社をやめ

た後も、日本に制圧されたシンガポールに住ん

でおったこともございます。そういった意味

で、この塔、なかんずく八紘一宇という言葉が

非常に重い意味を持っていること、とりわけア

ジア諸国の皆さんに非常に不快感を与えるもの

であるということは、十分承知しておるつもり

でございます。しかし、それでも歴史というも

のは、やはり正面から向かい合うべきだと私は

思っております。積極的な公開を何とか頑張っ

て進めていくべきではないかと思っておりま

す。

私、先日、愛みやざき４人で行ったんです

が、内部を調査させていただきました。確かに

中のレリーフというのは、天孫降臨であると

か、五族協和であるとか、当時の非常に政治的

なメッセージの強い塔であるということは、そ

のとおりであります。しかし、それでも、そう

いった時代があったんだと、歴史があったんだ

ということをしっかり踏まえて、その上で平和

を希求していくというのが次の世代への責任で

はないかと思っております。歴史と正面から向

き合うということの意味、意義について知事は

どのようにお感じになるか、お伺いをいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘のよう

に、歴史へのアプローチというのは、さまざま

な観点が可能だと、あるいは担保されなければ

いけないと考えております。ただ、平和の塔の

公開につきましては、さまざまな御意見があり

ます。そしてまた、議員御指摘のように、あの

平和の塔の公開は、宮崎県だけではなく、日本

国あるいはアジアを含めて、世界の議論になる

可能性があります。とすれば、議員は不快感と

おっしゃいましたが、アジアの方たちの不快感

というのを十分考慮しなきゃいけない。これは

本当にデリケートでセンシティブなことであり

ますので、戦争あるいは歴史の解釈がどうであ

るか、そういったものも含めた深い議論が今後

必要ではないか。それを議論するために、軽々

に公開するのはいかがなものか、公開して関係

各位の方々あるいは県民の皆様に広く御意見を

伺う、そういったアプローチを今後していきた

いと考えております。

○武井俊輔議員 わかりました。ぜひ、議論は

進めていっていただきたいと思います。この話

はまたじっくりお考えいただければと思います

し、議員各位の皆様も政治的思想信条はそれぞ

れあるかと思いますが、ぜひお考え願えればあ

りがたいと思っております。

次に移ります。宮崎空港周辺の掩体ごうの整

備についてであります。議場の皆様には写真を

配付しておりますが、これは、さきの大戦の戦

争遺跡でございます。飛行機を敵機の爆撃から

守るためにつくられた、コンクリート製のかま

ぼこ形の施設であります。わかりやすいところ

で言えば、一ツ葉有料道路南線がありますが、

空港のそばを通るときなど滑走路側を見ていた

だくと、見ることができます。戦後60年たった

今でも一部は残存しておりまして、戦争を伝え

る構造物の一つであります。この掩体ごうなん

ですが、宮崎空港周辺に数多く存在しているん

ですけれども、荒れるに任せ、ツタで覆われて

いるようなものや、既に民間に払い下げられ車

庫や倉庫として利用されているものもありま

す。少なくとも、戦争の遺産として整備されて

いるものは一つもありません。まず教育長に、
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県としては、この掩体ごうの価値についてどの

ように認識をされているか、お伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 教育委員会の立場と

しては、文化的な価値ということでお答えをさ

せていただきたいと思います。文化財として歴

史的な遺産を取り扱う場合には、歴史上その価

値が定着していることが前提となりますけれど

も、御質問の掩体ごうにつきましては、いまだ

その評価についてさまざまな意見があるところ

であります。現在、宮崎市の教育委員会が中心

になって、掩体ごうの建設の経緯や他県での指

定事例などの調査が進められているところであ

りますので、県といたしましては、その動向を

見守ってまいりたいと考えております。以上で

す。

○武井俊輔議員 わかりました。ただ、下の写

真を見ていただくと、これは大分県の写真なん

ですが、このように価値を認めて整備されてい

るところもあるわけです。また、大分県もそう

ですが、高知県などでも文化財として指定され

ている場所もございます。この宮崎空港は、も

ともと海軍の赤江飛行場でありまして、滑走路

横には特攻隊の慰霊碑もございます。現在でも

航空機の離発着のあるこの場所で、掩体ごうも

あわせ、こういった施設の整備を進めれば、平

和学習の場としても非常に貴重なものになるの

ではないかと思っております。

特に、この議会でも、たびたび議論されます

修学旅行についてでございます。修学旅行客の

減少が非常に言われますが、修学旅行には平和

学習と自主研修、この２つが非常に重要な要素

であります。ですから、原爆関連の施設と路面

電車で自主研修のできる長崎は、非常に修学旅

行は強いわけです。知覧を抱えている鹿児島も

同様であります。そういった意味でも、戦争関

連施設の整備というのは、私は重要な意味があ

ると考えております。宮崎赤江飛行場から特攻

も出ておりますし、この掩体ごうも含めた宮崎

空港周辺も、知覧にまさるとも劣らない平和学

習の場になり得るのではないかと考えておりま

す。そういった意味でも、この掩体ごうの整備

は非常に意味があるのではないかと考えます

が、商工観光労働部長の見解を求めます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 掩体ごう

の観光資源としての活用につきましては、先ほ

ど議員からも指摘がありましたように、老朽化

しているもの、あるいは民有地にあるものをど

のようにして活用していくのか、具体的には、

その保存や展示方法、あるいは土地所有者の理

解、さらにはガイドの養成、整備コストなど、

さまざまな観点から検討しなければならないと

考えております。ただ、観光資源の掘り起こし

は、いろいろな提案や御意見を伺いまして、自

由な発想で議論を深めることが何よりも肝要だ

と考えております。したがいまして、宮崎空港

周辺の掩体ごうの活用につきましても、まずは

地元宮崎市がどのように考えるのか、意見を聞

くなどの取り組みをしてみたいと存じます。以

上でございます。

○武井俊輔議員 ぜひ、宮崎市とも積極的な情

報交換をしていただいて、価値をまた見直して

いただきたいと思います。

続けます。サンゴ礁の保護についてお伺いを

いたします。

まず、知事に最初一点伺ってみたいんです

が、県内でも延岡の須美江とか日南市南郷町の

外浦あたりから、海底を見ることができるグラ

スボートというのが出ていますけれども、知事

は、こういったものに乗ったりして、宮崎の海



- 54 -

平成21年６月17日（水）

の底をごらんになったことはありますか。

○知事（東国原英夫君） 宮崎の海の底は、残

念ながらございません。失礼いたしました。

○武井俊輔議員 貴重な観光資源でもあります

から、ぜひ今度お訪ねをいただきたいと思って

おります。

しかし、知事、宮崎の海の底というのは今、

大変なことになっております。先日、民放の番

組で、「宮崎のサンゴは守れるのか」というド

キュメント番組が放送されました。白くかたく

なっていく白化現象、オニヒトデの食害、そし

て、原因不明のホワイトスポットシンドローム

という病気がサンゴに蔓延しております。その

他の要因も含めて、サンゴの破壊が非常に進ん

でいるという大変な状況がドキュメントされま

した。その後、私も調査をいたしておりまし

て、改めてその状況を感じておるんですが、ま

ず環境森林部長にお伺いをいたします。このサ

ンゴの減少についてどのような認識を持ってい

らっしゃるか伺います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 近年、サンゴ

の群集につきましては、全体が白くなって死滅

する白化現象や、オニヒトデの食害などにより

ます劣化が国内でも報告されております。本県

におきましても、サンゴを食べる巻き貝であり

ますヒメシロレイシガイダマシの食害や、細菌

が原因とされますホワイトスポットシンドロー

ムの被害等が確認されております。このような

サンゴ群集の劣化は、海中の生態系が健全に維

持される上でも重要な問題であると認識してお

ります。

○武井俊輔議員 海中資源、認識はされている

ということなんですが、特に、オオスリバチサ

ンゴなんて非常に大型で貴重なサンゴが危機的

な状況にあるということも、大変大きな問題で

ございます。サンゴは、一説には地球上のＣＯ２

（二酸化炭素）の３分の１を捕捉しているとも

言われておりまして、地球温暖化の観点からも

非常に重要な問題であると考えております。そ

ういった意味で保護管理が重要なんですが、県

内には、延岡市の島野浦周辺、そして日南市南

郷町大島周辺の２つのエリアに12カ所、海中公

園が設定されておりますが、その海中公園の管

理保全対策はどのようになっているのか、環境

森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 本県では、

今、議員のおっしゃいましたように、日南海岸

・日豊海岸国定公園の中で、サンゴや熱帯魚な

どが生息する海中景観などのすぐれた区域を海

中公園として指定しておりまして、サンゴなど

の動植物の捕獲、採取や、土石の採取などの行

為を規制しておるところでございます。また、

ヒメシロレイシガイダマシによる食害が発生し

ております日南海中公園におきましては、平成

元年度から、日南市などと連携いたしまして、

駆除対策を実施しているところでございます。

以上です。

○武井俊輔議員 管理のあり方や駆除について

は、わかりました。しかし、問題は、このよう

な危機的な状況の中で、もっと戦略的な、積極

的な保全を図っていくことが大事だと思うんで

す。そういった意味で、現にサンゴの破壊がど

んどん進んでいるわけですから、具体的なスケ

ジュール感を持って取り組んでいくことが大事

ではないかと考えますが、重ねて環境森林部長

にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 県としまして

は、サンゴ群集保全のために、引き続きヒメシ

ロレイシガイダマシの駆除などに努めるととも

に、県民に対しまして、健全な生息環境の維持
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などにつきまして、さらに普及啓発に努めてま

いりたいと考えております。なお、サンゴ群集

の保全対策につきましては、現在、国におきま

して、サンゴ礁保全行動計画策定会議が設置さ

れまして、検討が行われているところでありま

す。本年度末には保全のための行動計画が取り

まとめられると伺っておりますので、関係機関

とも連携を図りながら、必要な対策に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 非常に危機的な状況にござい

ます。失われてからでは遅いわけでございます

ので、ぜひ積極的な対応をまた具体的にお願い

したいと思います。

別の視点から、その価値についてお伺いいた

します。スキューバダイビングについてであり

ます。宮崎は沖縄と並びまして、スキューバダ

イビングの適地とされております。観光コンベ

ンション協会のホームページ、旬ナビでござい

ますが、ここを見ますと、スキューバダイビン

グについて、「温暖な宮崎では１年中がダイビ

ングシーズン。特に西から北へ風が吹く11月か

ら３月頃は透明度15ｍ～20ｍと高くオススメ。

熱帯と温帯の中間に位置する宮崎では、ソフト

コーラルとハードコーラル―コーラルはサン

ゴのことですが―が混在し、ハマチ、ブリ、

ウミガメなどの回遊魚から美しい熱帯魚までが

揃う独特の環境」というふうに書いてございま

す。この旬ナビのトップページには、マリンス

ポーツパラダイスみやざきというふうにうたっ

てあるわけなんです。

私は以前、観光業で働いておりました。例え

ばサーフィンなんていうのは、今でこそ観光素

材と言われていますが、当時はまだまだ「ホテ

ルに泊まって、バスに乗って、お土産を買って

くれる人がお客さん」といったようなイメージ

が大変強い時代でございました。そういった中

でシーガイアの破綻があり、そしてまた、宮崎

にしかないものが見直されてくる中で、マリン

スポーツもこのように見直されてきていると考

えますが、その価値と観光振興への今後の活用

について、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 本県は、

サーフィンを初めとするマリンスポーツを生か

した観光振興に取り組んでいるところでござい

ますが、スキューバダイビングにつきまして

も、これまで、地元自治体や受け入れ団体と連

携しまして、本県のすぐれたダイビング環境の

全国への情報発信等に努めてきたところでござ

います。本県の海は、国内最大規模と言われま

すオオスリバチサンゴなどのサンゴ群集、さら

には多くの魚種等に恵まれておりまして、サー

フィンだけでなく、スキューバダイビングの適

地でもあると考えております。今後とも、この

貴重な資源を生かし、また環境保護にも十分留

意しながら、本県の観光振興に取り組んでまい

りたいと考えております。

○武井俊輔議員 この問題、ありがとうござい

ました。

最後に、知事にお伺いいたします。きょう

は、このようにサンゴの危機的な状況とその価

値についていろいろ議論してまいりました。知

事、森と異なって、海の中はふだんの暮らしで

はのぞくことができません。そういった意味

で、海の中で起こっているサンゴの危機という

ことを議論してまいりましたが、どのようにお

感じになったか、感想をお伺いしたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） サンゴを含めて、

海、山の自然の保全というのは非常に重要な課
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題だと思っております。これも地球規模の文明

的な課題だと思っています。サンゴの白化と

いったものは、地球の温暖化等々に深くかか

わっているのではないかと思っております。我

々一人一人が自然を大切にするという気持ちを

醸成するとともに、行政に何ができるか、そう

いったものも今後検討していきたいと考えてお

ります。

○武井俊輔議員 ぜひ、またグラスボートにも

乗っていただいて、海の底を眺めてお考えいた

だければと思っております。

最後の質問になりました。この質問は―

きょうも来ていますかね―宮崎大学の学生の

皆さんと一緒に考えてみました。宮大が木花に

移転をしまして20年以上が経過いたしました。

宮大の学生さんに話を聞きますと、木花や清武

周辺でバイトをし、原付を買って大学と往復し

ているといったような学生さんもかなり多いよ

うです。せっかく宮崎に出てきても、これでは

意味がありませんし、大変残念だなと、私もか

ねがね思っております。

ちょうどきょうの日経新聞でございます

が、25面に中央大学の細野教授が、「地域活性

化と関連して産官学連携も重要だ。地域は教材

の宝庫なのだから、学生を積極的に地域に出

し、学ばせ、愛着を持たせ、誇りを持たせる。

若者の目を大都市に向かわせるだけでは、大学

にも地域にもあすはない」と述べておられま

す。今、宮崎でも、中心市街地の「Doまん中モ

ール」や駅前の商店街で学生が活躍するなど、

少しずつ新しい動きも出てきてはおります。今

回、そういったものを踏まえて、私も応援して

いきたいという思いもありまして、一緒に質問

をつくってきたわけなんですが、こういったこ

とを通じて、政治や行政に少しでもかかわると

いうことを感じてもらいたいと思っておりま

す。

では、質問をいたしてまいりますが、まず各

種審議会についてであります。審議会への大学

生など若者の参加について伺います。県は各種

審議会を設置しておりますが、例えばこのよう

な審議会への大学生の参加状況はどうか。ま

た、そのようなものに大学生を参加させる意義

についてどのようにお考えか、総務部長に伺い

ます。

○総務部長（山下健次君） 審議会等の委員に

つきましては、適時、公募等を行いまして、広

く県民の皆様の参加を募っているところでござ

いますけれども、現時点で大学生が委員として

参加している審議会等はございません。基本的

に、審議会等に大学生などの若い人たちが参加

をしていただくということは、将来の宮崎県を

担ってほしい若者の意見が県行政に反映される

機会として、大変有意義であると考えておりま

す。県といたしましては、今後も、審議会委員

等につきまして、各種のメディアあるいは県庁

ホームページ等を活用しまして広報に努めまし

て、広く県民の皆様からの応募をお願いしたい

と考えております。

○武井俊輔議員 今のお話ですが、若者の意見

が県行政に反映されるということは有意義だと

いうことで、各種メディア、県庁ホームページ

で広報するということのようなんですが、重ね

て総務部長に伺ってまいります。広報は今でも

やっていますね。やっていますし、ホームペー

ジなんかでも今でもやっています。ただ、有意

義と考えつつも、対応的には余り今までと変わ

らないということ、そして現状は一人もいない

ということでございますから、結局は、このま

まだと、多分、状況は何も変わらずに推移して



- 57 -

平成21年６月17日（水）

いくんだろうなという感じがいたします。もう

一度ぜひ御検討いただきたいんですが、例えば

大学の掲示板に張り出すとか、学食や生協にチ

ラシを置くとか、また大学生以外でも、若い社

員が多い会社とかそういうところに、こういう

ものに参加しませんかというお願いをしていく

とか、何かこちらからそういったものに一歩ア

プローチしていくということが大事ではないか

と考えますが、総務部長の見解を伺います。

○総務部長（山下健次君） 先ほど、現在、審

議会の委員にはいないというふうに申し上げま

したが、応募も20歳代の方からはございませ

ん。結果として、選定された審議会の委員等も

いないわけでございます。そういった中で、委

員公募に当たりましては、年齢の上限を設けず

に幅広く募集をしておりまして、県といたしま

しては、青年層から高齢者層まで応募していた

だきまして御意見をいただくということが大事

でございます。御指摘のありました大学生への

アプローチ、この取り組みにつきましては、特

に若い世代の御意見を伺いたい、こういったと

きにはケース・バイ・ケースで考えてまいりた

いと思います。現実に、今どういった方法で広

報をやっているかといいますと、先ほどホーム

ページなり、あるいは各種メディアというふう

に申し上げましたが、そのほかに、リーフレッ

ト等も図書館なり、あるいは芸術劇場なり、市

町村、こういったところにお配りしておりま

す。その中に、議員御指摘のような配付先も含

むということは検討してまいりたい、こういう

ふうに思います。

○武井俊輔議員 いろいろな審議会に、私も勤

めているときにいろいろと出ていたんですけれ

ども、確かに公募というのは難しくて、応募し

てくる方というのは、大体いつも同じような方

がきたりとか、どうしても平日の昼間にあるこ

とが―それも改善していかなければいけない

とは思うんですけれども―どうしてもそう

いった意味で、時間がある方に限られてしまっ

ているところがあるのではないかなと思うんで

す。こういったことというのは、こういった形

でいろんな審議会なんかにかかわることができ

れば、例えば勉強、卒論とかも書いたりするわ

けですから、そういった意味でもプラスになる

部分もあるでしょうから、そういったあり方、

また時間とか、そういったものを含めていろい

ろと検討していただきたいと思っております。

続いて、大学コンソーシアム宮崎事業につい

て、県民政策部長にお伺いいたします。

これは県から約200万程度補助金を出していま

して、高等教育コンソーシアム宮崎というもの

が各大学なんかで設立されているわけですが、

これは、県の高等教育機関がお互いに連携を

し、単位の互換とかいったようなものも含めて

連携・協力をするというものであります。非常

に目的はいいんですけれども、いろいろ聞いて

も、「何や、それ」という話で、なかなか存在

が知られておりません。講演会とか、そういう

のもいろいろやっているんですが、もう少し、

例えば事業計画にも学生を参画させるとか、そ

ういったような形であり方を見直して、より学

生にとって有意義なものにしていくべきではな

いかと考えますが、県民政策部長の見解を求め

ます。

○県民政策部長（高山幹男君） 高等教育コン

ソーシアム宮崎は、今の御質問にもございまし

たように、県内の大学、短大等の高等教育機関

で構成されておりまして、相互の連携とか協

力、そして産業界とか地域社会との連携を密に

して、高等教育全体の機能向上を図ろうという
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ことを目的としてつくられているものでござい

ます。このコンソーシアムにおきましては、単

位互換でありますとか、県内企業、行政機関で

のインターンシップ事業―これはもちろん大

学生が参加していただくことになりますけれど

も―それとかゼミナール、研修会の開催な

ど、学生を対象とする事業にも取り組んでおり

まして、これらの活動に対しまして、県からも

支援を行っているというところであります。県

といたしましては、この組織の特別会員でもあ

りますので、今後とも、コンソーシアムの自主

的な活動が活性化いたしまして、高等教育環境

の魅力アップが図られますよう、学生の事業参

画も含めまして、提案、支援等を行ってまいり

たいというふうに思っております。

○武井俊輔議員 思い返しますと、知事と私

は、今から６～７年ぐらい前ですか、大学のト

イレかどこかで出会ったのが最初だったんじゃ

ないかと思っております。いろいろと学生とか

かわって感じますのは、宮崎でも地域活動を一

生懸命やりたいと思う人というのは結構多いん

です。ただ、なかなか宮大が遠いとかいうのも

あって、きっかけもないというところもあるん

ですが、それでもやっている人は結構多いとい

うこともあります。ただ、多いんですけど、活

動をやっている方で結構共通しているのは、県

外から来て宮崎に住んでいる人が意外と多いな

というのを感じております。そういう意味で、

せっかくこういう御縁があって宮崎の大学に来

て頑張っている方はいっぱいいますし、私は、

こういった学生に少しでも宮崎に残って頑張っ

てほしいと思っております。

最後に一点、知事に御所見を伺いたいと思い

ますが、今の宮崎の大学生にどういったイメー

ジを持っていらっしゃるか、そして、きょうも

来ていますが、どうあってほしいかということ

を知事にお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 先ほど来、議論の対

象になっておりますコンソーシアムですけれど

も、私も何回か講義をさせていただきました。

学生が100人ぐらい集まっていましたけれども、

どの学生も意欲満々に講義を受けていらっ

しゃったような印象を受けております。また、

先般、宮崎大学の学生さんでしたか、宮崎県の

財政白書というものをお出しになりました。私

も読ませていただきましたが、学生にしてはす

ばらしい研究発表だったんじゃないかなと。こ

ういう若い方が県の行政や政治に関心を持って

いただく、興味を持っていただく、あるいは参

画していただく、そういった行動をしていかな

きゃいけない、そういった呼び込みをしていか

なきゃいけないんじゃないかと私は思っていま

す。私が行政に携わらせていただいている役割

の一つとして、若い人たち、特に今まで行政、

政治に関心のなかった方たちに興味を持ってい

ただくという、そういったポリシーでも行動、

活動させていただいています。今後とも、若い

人たちが特に行政、政治に関心を持てるよう

な、そういった魅力ある行政、政治でありたい

し、そういったものをどんどん、あらゆるメ

ディアを通じて発信していきたいと考えており

ます。

○武井俊輔議員 私も知事と全く同感でありま

す。私も選挙のときは、学生が政治家になりた

いと思ってもらえるような議員になりたいとい

うことなんかも、ずっと訴えてまいりました。

そういった意味で、少しでも我々のほうからも

近づいていって、より関心を持ってもらえるよ

うな、そういう社会、宮崎づくりをしていきた

いと思っております。
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冒頭でも述べてまいりましたが、岩切章太郎

の言うナズナの花のような宮崎を、皆様と一緒

につくってまいりたいと思っております。

以上で終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○中村幸一議長 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２時56分散会


