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午前 10時 0分開議
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5番 松 田 勝 則 （愛みやざき）
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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 ）
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事 務 局 次 長 岡 田 英 治

総 務 課 長 渡 邉 靖 之
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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
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◎ 知事報告

○中村幸一議長 ただいまの出席議員43名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

りますが、この際、知事より、新型インフルエ

ンザ患者の発生について報告したい旨の申し出

がありますので、特に知事の発言を許します。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 貴重なお時

間をいただきまして、県議会を初め県民の皆様

に御報告を申し上げたいと存じます。

昨日、17日午後11時、県内で最初の新型イン

フルエンザの患者１名の発生が確認されまし

た。症状は軽く、快方に向かっているとのこと

ですが、患者さんが一日も早く回復されますよ

うお祈りいたします。

県といたしましては、先ほど対策本部会議を

開催し、県民の皆様には外出や事業活動の行動

自粛は行わないこととし、引き続き、関係機関

と十分連携して対策に当たることを決定したと

ころであります。

県民の皆様におかれましては、正確な情報に

基づき、冷静な対応をお願い申し上げます。以

上です。〔降壇〕

◎ 一般質問

○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。まず、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。ただいま知事から、新型インフルエ

ンザの患者さんの発生について御報告がござい

ました。一日も早い御回復をお祈りいたします

とともに、知事以下県職員の皆さん方の御苦労

に感謝申し上げます。とりわけ健康増進課を初

め保健所、関係機関の皆さん方のこの間の御労

苦に心から感謝申し上げたいというふうに思っ

ております。私も家に帰りましたら、これまで

健康増進課、関係機関からありましたように、

まず手を洗う。手を洗うのも、蛇口をひねりま

して、石けんをとりまして泡立てる。そして指

の間を、そしてこっちも洗う。親指を洗うんで

すね。で、つめを洗う。そして手首を洗うとい

うようなことを実行して、そしてうがいをする

ということでしているんですけれども、やは

り、それでも風邪を引くときは風邪を引きま

す。しかし、この新型インフルエンザ、十分注

意をしていかなくてはならないというふうに

思っております。

それでは、通告に従いまして一般質問を行っ

てまいります。

５月29日、総額15兆円を超える国の2009年度

補正予算が成立いたしました。過去最大の当初

予算88兆5,000億円の執行効果を見定めることも

なく、４月27日に国会に提出され、１カ月で３

分の２条項を使って成立したものであります。

これは、政府みずから当初予算の欠陥を認め

て、総選挙対策向けのばらまき支出を盛り込ん

だものではないかと、各方面から批判が上がっ

ているところでございます。今日の危機的な経

済状況をもたらした、小泉・竹中路線の破綻に

対する真摯な反省からスタートすべきではない

かと思うのでございます。ワイズ・スペンディ

ングとは名ばかりで、底力発揮・21世紀型イン

フラ整備と称してこれまで抑制してきた従来型

の大型公共事業の大盤振る舞いやアニメセンタ

ーの建設、公共交通事業会社から極めて不評の

マイカー高速割引、需要の先食いと言われるエ

コカーや省エネ家電の買いかえなど、一部評価

ができる雇用調整金の積み増しや職業訓練・生
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活支援などを除くと、不要不急と見られる補正

予算となっていると思うのでございますが、知

事はどのように評価をしておられるのか、お尋

ねをいたします。

後は質問者席から質問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。

昨年来の世界的な金融・経済危機に対応する

ため、国におかれましては景気・雇用対策が切

れ目なく講じられており、ことしの４月10日に

決定された経済危機対策についても、平成21年

度補正予算（第１号）により、その対策を実施

に移すために必要な経費として、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、雇用の維

持や一刻も早い県内経済の回復を図っていくた

めには、大変貴重な財政措置であると思います

が、交付金の中には地域の実情に十分対応でき

ていないものも見受けられることから、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、本県の経済・雇用情勢に

合わせ、きめ細かな対応ができるよう、本県経

済を回復から成長の軌道へ乗せていくための効

果的な事業についての予算化を図ってまいりた

いと考えております。〔降壇〕

○鳥飼謙二議員 今、知事から御答弁ございま

したけれども、一定の評価をするということの

ようでございます。宮崎県としましたら、背に

腹はかえられないというところもあるのかもし

れませんけど、きのうの党首討論にありました

ように、極めて不評の補正予算ではないかなと

いうふうに思っております。50近い基金をつく

るというようなことで、そういう意味では、き

のうの民主党と総理大臣の党首討論にもござい

ましたけれども、我が党も含めまして、やはり

これはばらまきではないかと、厳しい批判をし

ているところでございます。追加経済対策だと

いうことで、国の予算に安易につき合う必要は

ない。これまで国の意向に沿って、後に地方交

付税として措置するからと公共事業を実施した

結果、9,000億円もの県債の山となっているので

はないかというふうに思っております。確かに

便利ではあるが、果たしてこれが必要なのかと

いうものが県内にもございます。今回、補正予

算の対応に当たっては、しっかりと精査をして

いただいたと思うのでございますけれども、こ

の点については、きのう一定の議論がされまし

たので、省いておきたいと思っております。

それでは次に、知事の退職金について。きの

ういろいろとございました。任期は2007年の１

月23日から2011年、再来年の１月22日までと

なっておりまして、任期を終了いたしますと、

退職手当約4,000万円が支給されるわけでござい

ます。きのうの答弁では、「県民満足度の評価

が困難、厳しい行財政、各県の状況などを考慮

した政治判断である」というふうに答弁をして

おられます。これまで２年間、２年と少し知事

職をしてこられたわけでございますけれども、

それでは、２年間をどのように今評価をしてお

られるのかなというふうな感じがいたすわけで

ございますけど……。その前に、２年２カ月前

の2007年２月議会の代表質問、自民党の亡くな

りました永友一美議員の代表質問がございまし

て、非常にマスコミの注目を浴びて、知事も決

意を込めて答弁をされたというふうに思ってお

平成21年６月18日(木)
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りますけれども、永友議員は知事の政治姿勢、

議会との関係、そういうことについて質問をさ

れておられまして、それに対しまして知事は、

「ただいまの永友一美議員の、「イチミ」とい

うだけあって非常にスパイスのきいた御質問で

すね」というようなお答えをしておられました

ね。私はここにおりませんでしたけれども、こ

れはどうしたお答えなのかなというような気が

したことを覚えております。

一括方式でないということで、一問一答とい

うことについていろいろございまして、この中

でも「20問以上の質問があったと思うんです。

それにお答えするのも大変でございますが、一

生懸命頑張らせていただきたいと思います。覚

えていらっしゃいますでしょうか、１問目。ま

ず、議会への対応についてであります」という

ふうに答弁をしておられるんです。この中で、

この議会での議論を、フレキシブルな闊達とし

た議論ができるんじゃないかと、一問一答のほ

うがですね。そういうふうにお答えをいただい

ておりまして、私どもも議会の中で議論をしま

して、このような質問者席を設けると、これは

議会改革の象徴であると私は思っております。

そして、一問一答についてはほぼ定着をしてき

ている。ただ、ここを使用してというのは、ま

だ定着をしてきていない部分もございます。そ

ういうふうに思いますと、この間、知事のこの

とき言われておりましたフレキシブルな闊達と

した議論が展開されているというふうに思って

おられるのか、その点についてお聞きをしたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） この２年間、議会で

の議員の方々との質疑応答、一般質問と代表質

問等々の答弁、そういったものを今思い起こす

に、私はその前の過去を議事録でしか読むこと

ができないんですが、私としては、闊達でより

躍動的な議論ができているのではないかと考え

ております。

○鳥飼謙二議員 そのようになっているのでは

ないかということですけれども、この間に、知

事もそこに答弁書を持っておられると思います

けれども、かなりの苦労を職員の方がしておら

れるんです。我々も職員の方に配慮するという

面もございまして、やはり、まだまだ知事がそ

の当時言っておられたような議論には到達して

いないんじゃないかなというふうに思っており

まして、これは今後の私どもと知事との間での

課題ということで残しておきたいというふうに

思っております。

それから、知事マニフェストというのがござ

いますが、それによりますと、「知事の退職金

に県民の満足度を元に一定比率を返納する能力

主義制度（出来高制）を導入」「知事の多選自

粛」等というふうに書いてございます。満足度

測定による出来高払いが困難とのことでござい

ますけれども、どういう理由からそういうふう

に判断をされたのか、それについてお尋ねいた

します。

○知事（東国原英夫君） 県民満足度という数

字が、公正で客観性の高い、また妥当性のある

手法、基準となるべき数値を導き出すことが困

難であること、これは支持率であるのか、マニ

フェストの達成度の客観的な点数なのか。その

点数を出すのは一体どこの組織なのか、団体な

のか。そういったもの、そういった公正で客観

的な数字が非常に出しづらい、困難であるとい

うことの結論に至ったわけでございます。そし

て、退職金としては見直すというのが前提でご

ざいますので、どういったように見直すかとい

うことを考慮したところ、半額ということを政
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治判断させていただいたところです。その理由

につきましては、きのうの議会でも答弁させて

いただいたとおりでございます。

○鳥飼謙二議員 いろいろと理由を言われまし

たけれども、なぜ今なのかということになるわ

けですね。後で質問いたしますけれども、知事

が国政に転出するのではないかという議論も、

やはりこの間の知事の言動からきているという

ことは、知事自身もお考えだろうというふうに

思っております。ではなぜ今なのかということ

なんですけれども、結局、出来高払い制の測定

が困難とか言われましたけれども、では、マニ

フェストに掲げたこと自体が間違いであったと

いうふうに思っておられるのかお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） きのうも申し上げた

と思いますが、この判断は、出来高払いという

指標は採用することが困難であるということで

断念せざるを得なかったという結論に、２年を

経て至ったわけでございます。それに関して

は、メディア等も通じて、この議会でも県民の

皆様に謝罪をさせていただきたいと思っており

ます。

○鳥飼謙二議員 そもそもマニフェストに掲げ

ること自体が問題であったというようなことだ

ろうというふうに思うんですけれども、１月に

ございました早稲田大学のマニフェスト検証

会、私も行きまして、知事のお話も聞かせてい

ただきましたけれども、ここでは最大級の賛辞

を彼らは呈していたというふうに私は受け取っ

た、感じたわけでございます。しかし、彼らで

はなくて、第三者、大学の教授とか県内にたく

さんおられますので、そこの評価、検証を待っ

てから判断をするということがあっても、マニ

フェストというものに掲げたわけですから、し

かるべきではなかったのかなと思うのでありま

すけれども、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 任期２年の折り返し

の時点で、マニフェストというのを検証してい

ただきました。客観的な数値あるいは評価をし

ていただいたと思っております。その時点で、

これはできるもの、明らかにできないものとい

うものが色分けされました。その中に、この出

来高制という項目も入っておりました。これは

４年の任期が終わっても、客観的な数字という

のはなかなか出しづらいという結論にその時点

で至ったものですから、見直しを前提とさせて

いただいていますので、早い段階で、私のこの

見直しの姿勢というものを県民の皆様にお知ら

せする必要があったということでございます。

○鳥飼謙二議員 早稲田大学の検証会、これを

受けてということなんですけれども、早稲田大

学だけがこれを検証するものではないと思うん

ですね。やはり県民が検証していくことが必要

だと思うんですけれども、そこは、私も、県民

もそう思っているんですけれども、それだけで

知事が判断をされるというのはいかがなものか

なと、ここはもうあとは聞きませんけれども、

そんなふうに思っております。そこで、２年

間、もう２年５カ月になりましたけれども、ど

のように評価をしておられるのかについてお尋

ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 就任以来、行財政改

革や職員の意識改革を初めとする県政改革を着

実に進めさせていただきながら、災害時安心基

金の創設や乳幼児医療費の助成対象の拡大な

ど、県民の安全・安心な暮らしを守る施策に力

を入れてきたつもりでおります。また、本県を

積極的にＰＲすることにより、宮崎牛や地鶏、

マンゴーなどすぐれた県産品のブランド力を高

めるとともに、県外からの観光客数も増加する
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など、「宮崎」の存在感を高めることができた

ものと考えております。このほか、地方分権の

必要性や直轄負担金の問題など、さまざまな事

柄に関して、いわば地方の代表として中央に訴

えてまいりました。このように、私は宮崎県知

事として、本県の浮揚と発展を第一に考え、全

力で努めてまいりましたが、その結果、一定の

成果は得られているのではないかと考えており

ます。しかしながら、昨年来の世界的な金融・

経済危機の影響を受けまして、本県の経済・雇

用情勢が依然として厳しい状況にありますこと

から、医師の確保や中山間地域の活性化など、

引き続き積極的に取り組んでいかなければなら

ない課題も多いと感じているところでありま

す。

○鳥飼謙二議員 これは、宮崎日日新聞１月23

日の「東国原県政３年目」という記事でござい

ますけれども、その中には非常に厳しい意見が

出されています。「広告塔としての功績は非常

に大きいが、内政面では知事が興味を持つ範囲

が狭いのではないか」、いかにも厳し過ぎるな

と、私どももそんなふうに思いますけれども、

実際そういうふうに受け取っておられる方もい

るようでございます。そこで、１年７カ月につ

いて残しておられるわけですけれども、先ほど

いろいろ理由が挙げられました。これを省くと

いたしまして、マニフェストの中でセットと

なっております知事の多選自粛条例、これを提

出されなかったのはなぜなのか、このことにつ

いてお尋ねをいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、同一人物が権

限が集中する知事の職に長く在任することは、

行政のマンネリ化、硬直化を招き、権力の腐敗

や独善的な県政運営などの弊害が生じるおそれ

があると考えております。マニフェストにおい

て多選自粛を掲げたところでありますが、この

県民の皆様とのお約束である多選自粛について

は、前知事が議会で否決されたこともあり―

ちなみに前知事の退職金の減額に関する条例は

可決されましたが―この多選自粛について

は、条例化するまでもなく、自分で律するべき

ものと考えております。現在、私自身は１期目

の任期を折り返したところでありますので、ま

ずは与えられた任期の一日一日を誠心誠意、県

政運営に努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 全国の知事にもいろいろおら

れますが、鳥取県の片山知事という方がおられ

ます。彼は２期されまして、副知事の先輩だろ

うと思うんですけれども、非常に潔いといいま

すか、かなりの実績も残された。そして、今も

極めて辛口の評論といいますか、議論を展開し

ておられます。この条例を出すからどうこうと

いうことではないんですけれども、セットとし

て出してマニフェストに挙げておられるわけで

すから、これはやはりそのように対応されるべ

きではないかというふうに思いますので、指摘

をしておきたいと思います。

それから次に、知事の県外出張について。東

京のテレビ番組等への出演についてなんですけ

れども、知事の週末・祝日の上京は恒例となり

まして、余りうわさにも上らなくなりました。

しかし、やはり宮崎にいて県民や職員の声を聞

き、宮崎の地で悩みながら県政の課題に取り組

んでいただきたいと思っているのは、私だけで

はないでしょう。そこで、昨年度は公務と政務

で何日県外に行かれているのか、その日にち

と、月平均にすると何日程度となるのかお尋ね

をいたします。

○知事（東国原英夫君） 県外への出張であり

ますが、県内で行事や打ち合わせをしてから県
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外に行く日もありますし、逆に、県外から帰っ

て、そのまま県内での業務をこなす場合も数多

くあります。そういう前提で申し上げます。昨

年度は、公務出張が79日、月平均で6.6日、政務

活動が59日、月平均で4.9日となっております。

合計では138日、月平均では11.5日であります。

なお、常々申し上げておりますとおり、スケジ

ュールは公務優先で調整しておりまして、昨年

度は公務で48日、政務活動で46日、宮崎を終日

―丸一日ですね―不在にしましたが、政務

活動はすべて休日や夏季の休暇を利用したもの

であります。また、政務活動であっても、宮崎

を積極的にＰＲするという姿勢は貫かせていた

だいているところです。ちなみに、これは基準

となるかどうかわかりませんが、毎月８日程度

の土日の休みがあるということを考えますと、

その日、休日以内で公務・政務の県外丸々の出

張をこなしていると、それに充てているという

御理解をいただければと思っています。

○鳥飼謙二議員 そのような日にちをおっしゃ

られましたが、それでは、ことしの４月と５月

についてお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） ４月、５月は、全国

知事会や企業訪問などの公務出張が11日、ゴー

ルデンウイークもありました、土日や祝日など

を利用した政務活動が16日で、合計で27日、４

月、５月、２カ月で27日であります。なお、県

外に参りました27日のうち、15日間は終日宮崎

を不在にしましたが、５日間は公務出張で、残

り10日間は休日を利用した政務活動でありま

す。

○鳥飼謙二議員 ５月は半分近く、公務・政務

合わせて県外に行っておられる。知事のお答え

をお聞きしますと、土日や祝日だからというよ

うな理由だろうというふうに思いますけれど

も、部下は土日でも仕事をやっているんです

ね。私はもう今回聞きませんけれども、かわい

そうなぐらい職員というのは対応しているとい

うか、仕事をしているような感じがしまして、

これ以上の職員削減はもう困難じゃないかとい

うふうに思うぐらいで、担当の方には常々そう

いうふうなお話をしております。必要な分につ

いては出ていただいて結構なんですけれども、

ぜひ自粛をしていただきたいというふうに思う

のでございます。知事も昨年でしたか、年の初

めにお会いしたときには、「自粛をします」と

いうふうに言っておられたようなんですけれど

も、その点についてお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 県外の出張を自粛し

ろということと理解して申し上げます。県外の

公務での出張は、いたし方ないとしまして、政

務での県外出張を自粛しろという意味だと承っ

てお答えいたしますが、先ほども申し上げまし

たとおり、休日内、県民の皆様の御理解が得ら

れる内と判断しての出張でございます。また、

その出張に関しては、政務、メディアの取材で

あったり講演会であっても、必ず宮崎をＰＲす

る。そのために移住や観光や企業やそういった

ものの立地をお願いしているところでございま

すので、必ずしも政務であることが無駄だとい

うことにはつながらないと、私は理解しており

ます。

○鳥飼謙二議員 私どもとしましたら、お笑い

番組とかそういうところは控えてくださいよと

いうことでございますので、ぜひよろしくお願

いを申し上げたいというふうに思っておりま

す。

それから、次に行きます。本県の地域医療に

ついてでございます。

ことし４月４日午後７時ごろ、日向市日知屋
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の市道で、心臓の急病で心肺停止になった門川

町の男性が死亡するという痛ましい事件が起き

ました。お聞きしますと、午後７時40分ごろに

日向市消防局に119番通報があり、８分後に救急

隊が現場に到着。直ちに心肺停止状態の患者に

除細動を実施しながら受け入れ病院を探しまし

たが、要請した７病院が受け入れできず、結局

１時間10分後に旧東郷町の日向市立東郷病院に

搬送され、18分後に死亡が確認されたという、

本当に気の毒で痛ましい事件でありました。小

泉内閣が進めた構造改革による市場経済万能・

規制緩和路線は、富の格差や中央と地方の格差

となりまして、社会保障費の2,200億円カットと

なって地方を襲い、命と健康までも脅かしてい

ます。このような事件を二度と繰り返してはな

らないと思うのでありますが、その背景と今後

の対応について、知事にお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 県におきましては、

本事案の発生を受けて、原因や今後の改善策等

について、圏域内の市町村や消防本部、医療機

関等と協議を行うため、日向入郷地域救急医療

協議会を開催したところであります。協議会に

おきましては、医師の確保や消防機関と医療機

関のさらなる連携強化の必要性など、さまざま

な意見が出たところであります。県としては、

医師不足により、地域の救急医療体制が手薄に

なっていたことが最も大きな原因であると考え

ております。今後は、消防機関と医療機関の連

携の強化に向けた取り組みを進めるとともに、

地域の医療を担う医師の確保に、引き続き全力

で取り組んでまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思いますけれども、医師自体は全国的にはふえ

てるんですね。数字、ここに書いておるのは省

きますけれども、しかし、それでも県病院など

の拠点病院で医師が不足する理由は、新臨床研

修医制度、医療の高度化、患者の高齢化・複雑

化、医療の不確実性への理解不足など、さまざ

まであるというふうに思いますけれども、本県

が抱える問題点について、知事はどう認識して

このことに対応しようとしておられるのか、お

尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 県民の皆様が、必要

なときに適切な医療を受けられる体制を確保す

ることは、大変重要な課題であると認識してお

ります。しかしながら、平成16年度からの新医

師臨床研修制度の導入を契機として、地域の中

核的病院から医師が引き揚げられるなど、医師

不足が深刻化しているところであります。こう

した状況が、救急医療を初め僻地医療や小児医

療など、地域の医療提供体制を確保する上で、

重大な影響を及ぼしていると認識しておりま

す。このため、医師確保を初め救急医療や僻地

医療の充実など、各種施策に積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 国に対しても、これまで要望

してまいりますということですから、それなり

のこともやっていただくといたしまして、本県

でできることはないかということが非常に大事

ではないか。県内医療の底上げに向けて、県が

取り組んでおられると思いますけれども、どの

ように取り組んでおられるのか、お尋ねしたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 地域医療の充実を図

る上で、何よりも医師確保が重要な問題だと考

えております。このため、県におきましては、

医師修学資金貸与制度や医師派遣システム等に

よる医師の養成確保に加え、特に小児科医の確

保を図るための小児科専門医育成確保事業にも

取り組んでおります。また、本年度から、女性
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医師の離職防止や復職支援も実施しているとこ

ろであります。さらに、医師不足は全国的な課

題でもありますことから、国に対して、医師確

保対策の強化を強く要望しているところであり

ます。今後とも、市町村や県医師会、宮崎大学

等の関係機関と連携を図りながら、医療体制の

充実に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

それで、きょうの新聞にも出ておりましたけ

れども、宮崎大学で地域医療の総合医を育てよ

うということで、セミナーの記事が、これは宮

日の記事なんですけれども、きょう出ておりま

した。知事もきのう記者会見で遅かったので、

見る暇がなかったと思いますが、具体的に取り

組みがこうやって進んでおります。せんだっ

て、池ノ上医学部長にもお会いして、また、県

医師会の皆さん方とも話を聞きながら、この地

域医療学講座、いわゆる寄附講座の開設につい

て、宮崎大学から要請が来ているというふうに

思います。この基本構想によりますと、医師不

足の中で、医師偏在というのもあるわけでござ

いますけれども、この中で「地域医療を支える

公的医療機関を初め地域中核医療機関の勤務医

が減少している。この現状に対処するために、

宮崎県の寄附をもとに地域医療学講座を開設す

る。この講座では、宮崎県の医療実態を疫学的

に分析し、医師の適正配置の研究や地域医療学

の教育を実施し、さらには、本学地域枠推薦入

学者や自治医科大学義務年限修了者等の受け皿

となり、各自のキャリアアップを担保しつつ宮

崎県の地域医療実態に応じた医師派遣の実現を

図る」というふうに書いてございます。

お配りしていないんですけれども、ケラー・

ホワイト、アメリカの医学者でございますけれ

ども、1,000人の人が１年間に何らかの身体のぐ

あいが悪いと感じる比率は75％、750人、そして

そのうち250人が総合医―ゼネラル医というこ

とですね―の診察で事足り、そのうちわずか

２％の15人が専門医の治療を要すると指摘して

います。ですから、神の手と言われる人たち

は、なくてはならないわけですけれども、それ

だけ比率が少ないということでございます。同

じく、アメリカのバーバラ・スターフィールド

という学者は、患者の75％から80％は１次医療

で対応が可能であると指摘しているわけでござ

います。１次医療にかかわるいわゆる総合医の

存在が、いかに重要であるかということであり

ます。宮崎大学から地域医療学講座の開設に要

請が出ておりますけれども、積極的に支援をし

ていくべきではないかというふうに思いますの

で、知事にお尋ねをいたします。

○知事（東国原英夫君） 宮崎大学の地域医療

学講座は、本県の地域医療を担う医師の養成を

目的に、本県の医療実態に関する研究や学生に

対する地域医療学の教育を実施するとともに、

自治医科大学卒業医師や宮崎大学の地域枠、地

域特別枠の卒業医師等を受け入れ、医師のキャ

リアアップの支援等を行うというものでありま

す。また、将来的には、この講座で養成した医

師を地域の中核病院等に派遣するという効果も

期待できると伺っております。医師不足が深刻

化する中、宮崎大学においては、本県における

地域医療の充実を図るため、講座開設に取り組

まれているところでありますので、引き続き大

学側と協議を行いながら、県としての役割のあ

り方を含め、検討してまいりたいと考えており

ます。

○鳥飼謙二議員 ぜひお願いを申し上げたいと
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思います。やはり信頼と連携、これが非常に大

事だというふうに思っております。ちょっと１

つ２つ例を申し上げたいと思いますが、日南市

で救急医療が８月から、３時間ですけれども始

まる。去年、私どもは地方を回りまして、市郡

の医師会の皆さんとお話をしました。「私たち

はもう１次はやらないかんと思っているんです

よ」「日・祝日しかやっていませんでしたの

で、平日もやらないかんと思っていますよ。し

かし市役所が取り合ってくれない」、簡単に言

えばそういうことです。今度は市長さんのほう

に申し入れといいますか、こういう地域医療の

問題について聞きましたら、「いや、医師会は

やる気がないと思いますので」というようなこ

とを担当の方が言われるわけです。ですから、

地域の医療をよくしたいと思っているのに、そ

れがうまくかみ合っていない、連携がされてい

ないというのが、信頼がない一つの例ではない

かというふうに思います。この間、厚生常任委

員会で県立延岡病院に行ったとき―私は行っ

ていないんですけれども、又聞きなんですけど

―お聞きしましたら―延岡市が開業医に何

百万か支援をします。新規開業、きのう質問に

出ましたけれども、いろんな施策を打ち出し

た。延岡市にも県病院にも私ども行って、「延

岡市、もうちょっと頑張ってください」という

ことで申し入れをしてまいりましたけれども、

それを新聞で病院長は見たと。これもやはり、

お互いどうにかしなくちゃならないと思ってい

るのに、何か連携がうまくいっていないといい

ますか、そこを聞いて、もっともっと連携を十

分とって、お互いが信頼をしていくことが大事

ではないかというふうに思っています。ですか

ら、先ほどの宮大の地域医療学講座について

も、ぜひ宮崎県と宮崎大学の信頼関係、連携を

しっかりとっていただきたいというふうに思い

ます。そのほかにもございますが、あとは省略

させていただきますけれども、宮崎県だけが出

さなくてもいいんですよね。市長会もあるし、

町村会もあるし、医師会もあるわけですから、

多くの人たちがかかわってそういう講座ができ

ていくということで、認識も変わっていく、県

民の意識も変わっていく、医師の意識も変わっ

ていくということですから、ぜひその旗を振っ

ていく、先頭で振っていただきたい、これは知

事にお願いをしておきたいというふうに思って

おります。

次に行きます。国際音楽祭についてでござい

ます。

第14回宮崎国際音楽祭は、５つのメーンプロ

グラム、９つのスペシャルプログラム、３つの

教育プログラムなどの演目で、５月５日から19

日間にわたってメディキット県民文化センター

を中心にして開かれ、延べ５万6,000人の聴衆に

多くの感動を残して23日に閉幕しました。私も

５月５日に橘通りで開かれたストリート音楽祭

に妻と自転車で出かけ、会場を歩き回り、橘通

りのど真ん中に準備されたいすに座って、時々

ビルの谷間から宮崎の青い空を見上げながら、

バイオリンの徳永二男さんやバンドネオンの京

谷弘司さんらが奏でるリベルタンゴなどをうっ

とりと聞いて楽しんだのでございます。ま

た、17日のメーンプログラム４「ウィーンの栄

光」では、世界的指揮者シャルル・デュトワさ

んの100人を超す大編成オーケストラによって奏

でられる「フィガロの結婚」序曲やマーラーの

交響曲第１番「巨人」のすばらしい迫力に圧倒

され、今でもその余韻を感じるほどでございま

す。知事も15日のスペシャルプログラム３

「ウィーンの森」でベートーヴェンの「皇帝」
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などを鑑賞されたとのことですが、いかがでし

たでしょうか、御感想をお聞きいたします。

○知事（東国原英夫君） ことしの音楽祭も

シャルル・デュトワ氏を芸術監督としてお迎え

しまして、バイオリニストの徳永二男さんな

ど、世界を代表する音楽家に参加していただ

き、プログラムも例年になく多くのなじみ深い

定番の曲が並べられておりまして、好評のうち

に終了することができたと思います。私が鑑賞

いたしました「演奏会３ ウィーンの森」で

は、ブラームスの代表作の一つであります交響

曲第４番が演奏されましたが、総勢80名にも及

ぶオーケストラの迫力ある響きに圧倒されまし

て、音楽のすばらしさを改めて痛感した次第で

ございます。

○鳥飼謙二議員 この国際音楽祭が節目を迎え

るとして、「宮崎国際音楽祭を考える懇談会」

が始まりました。県民から広く意見を得て、今

後の運営の方向を検討するとしておられます

が、県はこの音楽祭を県政においてどう位置づ

け、これまでの音楽祭をどのように総括し、今

後どう発展させたいと思っておられるのか、お

尋ねしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 平成８年３月に創設

した宮崎国際音楽祭につきましては、同年に策

定した「宮崎県文化振興ビジョン」において、

「文化の鑑賞・発表機会の拡充」という基本方

策の中で、文化振興の拠点である県立芸術劇場

の核となる事業として位置づけ、以来、一貫し

て県の文化振興の主要な施策として取り組ませ

ていただいたところであります。これまで14回

の音楽祭を通じて、宮崎において、質の高いク

ラシック音楽を鑑賞する貴重な機会を県民の皆

様に提供するとともに、アジアを代表する音楽

祭を目指して、宮崎から情報発信してまいりま

したが、今や演奏家やマスコミからも「日本を

代表する音楽祭の一つである」との評価をいた

だきまして、本県のイメージアップや県民の誇

りの醸成に寄与しているものと考えておりま

す。今後も、宮崎が誇る文化のビッグイベント

として、工夫を加えながら、さらに発展させて

まいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 ６月９日、もう過ぎましたけ

れども、ＮＨＫＢＳ第２でザルツブルク音楽祭

―これはモーツァルトの非常に有名な音楽祭

だそうです―に並んでこの国際音楽祭が放映

されるということで、知事が言われたように、

非常にすばらしい音楽祭に発展してきたという

ふうに思いますので、ぜひこの国際音楽祭を考

える懇談会についても、県としての考え方を示

して、そして県民の意見をお聞きするというこ

とをやっていただきたいというふうに思ってお

ります。

それから、この財団なんですけれども、同財

団は、県が主体となって設立したものでござい

ますけれども、指定管理者制度というのが導入

されました。これをなぜ導入されたのかという

のが、いまいち私、まだひっかかっておりま

す。これについてお尋ねをしますとともに、こ

の間、５億9,400万円をかけて大規模改修がこの

間行われてまいりましたけれども、民間の財団

というふうな位置づけであるとするならば、な

ぜ同財団が２分の１の２億9,700万円を支出して

いるのか、法的根拠とあわせてお尋ねいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 指定管理者制度とい

うのは、御案内のように、平成15年６月の地方

自治法の改正によりまして、公の施設の管理に

ついて、民間の能力を活用しつつ、住民サービ

スの向上や経費の縮減等を図ることを目的とし
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て創設されたものであります。県におきまして

も、平成18年４月から当制度を導入したところ

でありますが、導入に先立ちまして、「公の施

設の指定管理者制度の導入に関する指針」とい

うものを定めさせていただきまして、既に管理

委託を行っている公の施設については、原則と

して指定管理者制度を導入することといたしま

した。県立芸術劇場につきましては、導入時に

おいて、管理委託により適切・円滑な運営が行

われていたことから、業務内容等について検討

した上で導入することとしたものであります。

また、県立芸術劇場は、平成５年の開館以

来、相当の年数が経過しておりまして、改修や

修繕を要する設備が増加していることから、施

設の安定した運営及び県民の継続的な文化活動

に支障を来さないよう、平成19年度から改修を

行っております。改修に当たりましては、財団

法人宮崎県立芸術劇場に対し、宮崎県立芸術劇

場文化事業基金の一部を、改修に必要な財源の

一部として活用させていただくよう協力を依頼

し、理事会で同意を得たものであります。

○鳥飼謙二議員 この財団、芸術劇場は、県が

設立したんです。そして、県の手を離れたとは

いっても、やはり県の意思として設立したも

の、エコクリーンプラザみやざき、これは今も

めていますよね。やはり、これは県の意思とし

てそういうものをつくってきたわけですから、

そういう点に立てば、私は指定管理者制度を導

入するということは理解できないなと思ってい

るんです。これは、やはり県として、県立芸術

劇場財団が、もし指定管理者制度に指定されな

かったら、この財団は消滅しますよね。そのよ

うな財団なんです。そこはしっかりと頭に入れ

ておいていただきたいと思います。

それから次の、ストリート音楽祭のオープニ

ングセレモニーで、航空自衛隊の戦闘機―練

習機と言われる方もおられますが―Ｔ４（ド

ルフィン）が、橘通りの上空300メートルという

ことなんですが、上空を飛びました。音楽祭と

戦闘機の組み合わせに、何かそぐわないという

ような違和感を持った県民も多くいたのではな

いかと思います。関係者にお聞きしますと、

「始まりますよ」という合図のようなもので、

花火でもよいしクラッカーでもよかったのだそ

うです。どうして戦闘機だったのかなというふ

うに思うのでありますけれども、知事はこのこ

とについてどのように感じられたのかお尋ねし

ます。

○知事（東国原英夫君） ストリート音楽祭

は、中心市街地商店街を中心とする民間の有志

で組織する実行委員会が主催しておられまし

て、平成18年度から実施されているもので、県

民による音楽文化の振興とか文化による地域づ

くりに、大きく寄与しているものと考えており

ます。具体的なプログラムの内容は、実行委員

会が会議を重ねながら決定しているところであ

りますが、今回の自衛隊機の飛行については、

今回のストリート音楽祭に航空自衛隊西部航空

音楽隊が参加するということもありまして、オ

ープニングを飾るイベントとして実行委員会が

決定されたものと聞いております。実行委員会

の決定でありますので、私のほうから言及する

ことはないと思います。感想を求められるので

あれば、諸外国等々でよくイベントで航空ショ

ーとかそういったものに飛行機が飛んで彩りを

添えるとか、そういった意識で実行委員会がお

決めになったことですので、私としては実行委

員会の決定に異論はないところでございます。

○鳥飼謙二議員 極めてがっかりですね。

「ウィーンの森」を聞いて感動したという人
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が、すばらしい組み合わせ、異論はない、

ちょっと残念でございますが、次に参ります。

その市民団体がやっておられますストリート

音楽祭実行委員会は、宮崎市から補助がなされ

ておりますけれども、資金的には厳しい、苦し

い運営を強いられているということでございま

すが、何らかの支援ができないのかお尋ねしま

す。

○知事（東国原英夫君） ストリート音楽祭

は、音楽による中心市街地の活性化を目的とし

ておりまして、市民の有志が主体的に企画・運

営し、成果を上げていることに大きな意義があ

るものと認識しております。ストリート音楽祭

では、例年、そのステージの一つを宮崎国際音

楽祭のスペシャルプログラムと位置づけまし

て、当国際音楽祭の出演者によるコンサートを

実施しているところであります。また、ストリ

ート音楽祭の立ち上げに当たっては、橘通りの

交通規制に関する関係機関との協議に協力した

り、毎回、県職員の運営ボランティアへの参加

について呼びかけを行うなど、側面的な支援を

行っているところであります。今後とも、スト

リート音楽祭が発展するよう、県といたしまし

ても、可能な限り協力してまいりたいと考えて

おります。

○鳥飼謙二議員 実質的な支援はできないとい

うことで、ジェット戦闘機にかわる、花火みた

いなものは支援できないのかなというような気

がせんでもないですが、次に移ります。

次に、私立学校助成のあり方についてお尋ね

いたします。

せんだって、総務政策常任委員会の学校法人

宮崎学園―旧宮崎女子高なんですけれども

―の視察に地元議員として出席しまして、い

ろいろとお聞きしまして、非常に少人数教育を

行いたいということで中高一貫校を設立したと

いうようなお話も聞かせていただきました。感

心しましたのは、ふすまのあけ閉めやお茶の入

れ方など礼儀・作法の実践的な教育、茶道の精

神を学ぶ礼法教育でした。今春卒業した大学生

に話を聞きましたら、「新鮮ですごくよかっ

た。２年生の後期から３年生の前期にかけ、10

日間の修練教室では、７時半ごろに登校し、決

められた先生にお茶を入れたり茶わんを洗った

りしたけれども、いつも話ができない先生たち

とも話ができて、よい経験になった」と言って

おりました。礼法教育の現場を実際見学しまし

たが、子供たちは実際はなかなか苦労していた

ようでございました。そこで、私立学校への指

導・支援の現状について、これは県民政策部長

にお尋ねいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 県におきまし

ては、私立学校に対しまして、その自主性を尊

重しながら、また、私立学校の教育の振興と経

営の安定化、保護者の経済的負担の軽減を図る

ことを目的としまして、私学助成を行っており

ます。その助成につきましては、平成20年度

は、私立の高等学校14校、中学校８校、小学校

１校、計23校に対しまして約37億円を交付いた

しております。そのような補助金を交付してい

る立場から、私立学校振興助成法に基づきまし

て、補助金の事務処理とか会計処理などについ

て検査を行いますとともに、私立学校や学校法

人の設置等の認可を行っている立場から、学校

教育法や私立学校法の遵守について指導を行っ

ているところでございます。

○鳥飼謙二議員 経営の安定と、学校教育法に

従っていろんな指導を行っているというような

ことでございますが、今、解雇撤回の訴訟が行

われておりまして、学校法人玉城学園都城東高
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校では、いわゆる学園紛争と私立学校振興補助

金の不適切執行により、学校運営に支障を来し

ているというふうに思いますので、お尋ねをい

たします。まず、学園紛争のほうですけれど

も、予算にない校舎改築や特待制度の乱発によ

り生じた収入減を、職員の賃金切り下げなどに

より補てんした理事者に対して、2006年８月、

教職員が組合を結成いたしました。そして翌

年2007年３月、連合宮崎に加盟した直後に組合

委員長などを解雇したということで、解雇撤回

を求めた紛争が始まったのでございます。裁判

資料等によりますと、学校幹部の学校私物化と

暴走により、学校法人に損害を与え、運営に支

障を来しているようであり、極めて問題である

というふうに思うのでございます。2008年７月

に、都城東高校での不当労働行為に対して、宮

崎労働委員会から懲戒解雇処分の救済命令が出

されているようでございますけれども、事件の

概要について、労働委員会にお尋ねいたしま

す。

○労働委員会会長代理（村田 綜君） 事件の

概要について申し上げます。平成18年に学園側

から賞与のカットについての提案がございまし

て、それを背景に都城東高校には組合が結成さ

れたわけでございます。そして、翌年、19年の

３月に、組合幹部の方々４名の懲戒解雇処分が

なされました。それを受けまして、19年の４

月26日でございますが、組合から不当労働行為

救済の申し立てがございました。当委員会とい

たしましては、調査、審問、合議等を行いまし

て、結論といたしまして、学校側に不当労働行

為に該当するということで、４名の方々の原職

復帰、それから懲戒解雇処分の取り消し等の命

令を、昨年の７月、発したところでございま

す。以上でございます。

○鳥飼謙二議員 今、不当労働行為であるとい

うことで救済命令を出されて、これは宮崎地裁

の本庁でも確定をしているようでございます。

そこで、この間のいろんな状況がございますけ

れども、やはり学校側といいますか理事会が、

学校法人に対して、今の理事者の人たちが4,000

万近い不利益な行為を行っているんではないか

というようなことで、これは裁判でもいろいろ

と議論をされているところでございますけれど

も、補助金を交付している県において、同校に

対してどのような指導を行っておられるのか、

お尋ねをいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） まず、不当労

働行為関係につきましては、救済命令が出まし

て、最終的に現在、原職復帰等の措置がとられ

たというふうに聞いております。あと、補助金

交付に関しまして、必要がある場合について、

一般的に、学校法人から報告を求めまして検査

の実施を検討することとしておりまして、都城

東高校に関しましても、そのような状況があれ

ば適切に対応してまいりたいというふうに思っ

ております。

○鳥飼謙二議員 今から指導していくというこ

とでよろしいんでしょうか。いろいろ聞いてみ

ますと、大変なことをやっておられると。個人

に対する慰謝料も、この裁判で理事者の方に

あったんです、出されたんですけれども、その

お金を理事会の学校のほうから出している。そ

んなでたらめなこともやっているわけです。で

すから、補助金から個人的な慰謝料も出してい

るというようなことも言えまして、告発も今な

されて、県警において受理されているようでご

ざいますけれども、ぜひ指導する県としても適

切な対応をとっていただくようにお願いしてお

きたいというふうに思います。
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時間が参りましたので、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 次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、図師博規です。まず初めに、県内でも新型

インフルエンザが確認されました。県当局にお

かれましては、適切・的確な対応と正確な情報

提供を、そして県民の方々には、正確な情報収

集と落ちついた言動を強くお願いいたしまし

て、質問のほうに入らせていただきます。

先般通告しておりました、尾鈴地区大規模土

地改良事業と土木事務所の再編成について、順

次質問をしてまいります。

まず、尾鈴地区土地改良についてであります

が、この地域は、お手元の資料のとおり、宮崎

県のほぼ中央部に位置し、東は日向灘、西は尾

鈴山系に囲まれた、西高東低の緩やかな丘陵地

帯であります。また、小丸川と名貫川に挟まれ

たこの地域は、水田と畑が混在した県下有数の

農業地帯でもあります。ここに農業水利確保の

ため昭和51年から基本調査が開始され、ダムや

幹線水路に約290億、末端水路に約100億、総工

費約390億円をかけ、畑地かんがい施設整備が進

められていることは周知のとおりであります。

この畑かん事業は、「畑作振興を目的とし、

畑台地への水源確保をし、計画的な水利用を図

ることが、農業生産性の向上と農業経営の安定

につながる。さらに整備を進めることは、土地

の付加価値を上げることになり、生産者はもと

より、これから就農される方々にも大きな魅力

になる」といううたい文句にはなっています

が、実際現場に足を運んで、地域の生産者の声

に耳を傾けてみますと、事業計画とははるかに

乖離した実態が、私のほうには飛び込んできて

おります。地元では事業推進と反対の方々の活

動が激化し、県当局への正確な情報提供を求め

る声が大きくなっているはずです。県の適切な

指導を求める声が大きくなっているはずです。

また、６月14日の朝日新聞の１面には、全国の

ダム畑地かんがい水使用率が取り上げられてお

りました。全国の使用率がたったの26％にとど

まっている実態と、県内尾鈴地区で反対運動が

展開されている内容が紹介されておったのは、

皆さんもごらんになったと思います。

そこで、知事にお伺いいたします。今回の尾

鈴地区国営かんがい排水事業及び県営畑地帯総

合整備事業により、一体どのような効果がある

と考えていらっしゃいますか。また、この事業

自体をどのように評価されているのかを御答弁

ください。

続きまして、土木事務所の再編成についてお

伺いいたします。

今定例議会に、土木事務所に関する条例改正

案が上程されています。その中で、高鍋土木事

務所の定員が半減され、出張所として位置づけ

られておりますが、事実上は西都土木事務所に

統合される案と理解します。その内容につい

て、関係自治体にはどのような過程を経て説明

を行い、理解を得た上での上程となっているの

かどうか、県土整備部長にお伺いをいたしま

す。

後の質問につきましては、自席より行いま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

農業は本県の基幹産業であり、尾鈴地域は県

下有数の畑作農業地帯であることから、大変重

要な地域であると認識しております。畑作農業

の振興を図るためには、水を自由に利用できる

生産環境が必要でありまして、事業の導入によ
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りまして、収量の増加や品質の向上、新規作物

の導入、干ばつや霜による被害の防止などを通

じて、収益性の高い農業の実現が可能になると

考えております。さらに、農業の持続的な発展

を通じて、県土や環境の保全、農村景観の向上

などの多面的な機能も維持・増進され、県民の

暮らしと命の安全・安心の基礎として、大きな

役割を果たすものと考えております。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

土木事務所の再編につきましては、これまで

行政改革の視点から、限られた人材を有効に活

用し、簡素で効率的な組織体制の整備を図るた

めに、再編の必要性、再編する場合のメリッ

ト、デメリットなど、さまざまな観点から具体

的に検討を行ってまいりました。また、行財政

改革大綱2007におきましては、「道路交通網の

整備や情報通信技術の進展を踏まえ、３つの地

域の土木事務所の統合再編について検討する」

とされており、大綱決定に当たっては、県民の

方々のさまざまな御意見を反映するため、パブ

リックコメント等も実施されたところでありま

す。この大綱に基づきまして、当初の統合再編

案を作成しまして、平成19年９月から10月にか

けて関係市町村等にお示しをしたところ、さま

ざまな御要望や意見書をいただきました。ま

た、「土木事務所存続に関する請願」がなさ

れ、県議会の採択を受けました。このため、今

回の再編案につきましては、行財政改革の視点

を踏まえつつ、地元市町村等からの要望や請願

採択の趣旨を十分考慮しまして、当初案の設置

期間を限定した駐在所にかえて、住民サービス

の確保、災害等緊急時の対応が可能な機能を備

えた出張所を設置するなど、できる限りの見直

しを行いました。この見直し案について、今

回、関係市町村の皆様に具体的に説明をさせて

いただいたところであります。御理解を賜りた

いと存じます。以上であります。〔降壇〕

○図師博規議員 まず、土木事務所再編成につ

いて続けます。東児湯５町の首長及び議長は、

この再編計画が浮上してから何度となく県庁に

足を運び、存続を訴えてこられました。当局も

その行動に配慮されてか、折衷案なるものを今

回提示されているとも映りますが、結局その案

は、現在も東児湯５町に理解をされているとは

私は思っておりません。さらに、高鍋土木事務

所の存続を求める請願の中には、行政関係者以

外にも、商工会や公民館連絡協議会などの地域

団体の方々も連名で上げていただいておりま

す。それらの団体に対して、何ら理解を得るよ

うな働きかけはないまま、現在に至っているも

の事実です。条例が提案された今、これ以上の

議論を本会議場ですることよりも、委員会審議

に期待することといたしまして、昨年12月の定

例議会におきまして、串間土木事務所の存続も

あわせて、全会一致で御承認いただいた議員各

位に大きく期待をし、思いのたけを伝えまし

て、土木事務所関連の再質は控えさせていただ

きます。

次の質問に入ります。尾鈴地区大規模土地改

良事業について質問をしてまいります。先ほ

ど、知事の答弁では、尾鈴地域を県下有数の農

業地帯と評価され、事業推進に大きく期待をさ

れているという内容の答弁でした。私は地元議

員として、日常的に生産者や地域の行政関係者

の方々から、さまざまな意見を聞いて確認して

おります。その一つ一つを質問させていただき

ます。まず、水源確保のため、青鹿ダムと切原
せいろく

ダムを利用する内容になっていますが、ともに

大変河川流量が少ない。それにより、雨水もた
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める設計となって、今、事業が進んでおりま

す。先日も、環境農林水産常任委員会で切原ダ

ムの調査に行きました。ダムの上部から河川を

確認しましたが、あの水量でダムがたまるのに

は一体どれくらい時間がかかるんだと、心配に

なったのは私だけではないはずです。青鹿ダム

は、貯水量が90万トン、上流域面積は4.9平方キ

ロメートルです。切原ダムの貯水量は、青鹿ダ

ムの倍以上の190万トンであるにもかかわらず、

上流域面積は3.1平方キロメートルです。そし

て、少ない流量を補うために、山を隔てた宮ヶ

原川から導水路トンネルを使い、切原ダムに

持ってくる計画になっています。しかし、宮ヶ

原川も大変小さな川です。水量が少ないんで

す。県としては、宮ヶ原川からの水量をどの程

度期待されているのか、切原ダムにはどの程度

の量の水が運ばれるのか確認されていますで

しょうか、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 宮ヶ原頭首工

の河川流量につきましては、国営の事業計画の

中で、過去の流量や雨量データに基づき算定さ

れておりまして、事業着手後も定期的な観測を

行い、確認がなされていると伺っております。

計画では、宮ヶ原頭首工から最大で毎秒約0.5ト

ンを取水し、切原ダムへ送水することとなって

おります。

○図師博規議員 今の毎秒0.5トンで、切原ダ

ム190万トンが、切原川の貯水と合わせて十分た

まるという理解をされているということです

ね。では、190万トンたまるのには、その２つの

川からの貯水で何日間ぐらいかかるか、そのあ

たりも把握されていますでしょうか、農政水産

部長。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 何日かかるか

ということにつきましては、そのときの雨量と

かいろいろございまして、我々としましては、

国が今やっておる関係で、何日かかるかという

ことはつかんでおりません。

○図師博規議員 この質問に関しましては、事

業は、国も県も地元も一体なんです。だから、

国だからとか、町だからとか、地元のことだか

らで割ってほしくないんです。県としても、

ちゃんと情報は収集した上で事業着手している

と、そういう責任感を持った答弁をお願いした

いと思います。

わからないという答弁が繰り返されるのは非

常に残念です。では続きまして、日ごろから水

量が少ない切原川、宮ヶ原川ですが、地元の林

業者に確認をしましたところ、地下に浸透して

いる水もかなりあるということです。浸透した

水は、木城町方面の小丸川に抜けているのでは

ないかと言われました。地質学で言う帯水層が

小丸川方面に向いているということだと推測で

きるわけです。同じ畑かん用ダムである熊本県

の大蘇ダム、御存じですね。ここは水がたまら

ないダム、底抜けダムとして、最近マスコミに

取り上げられました。この切原ダムも、そうい

う浸透水が多いということで、水がたまらない

というおそれはないんでしょうか。県は、切原

ダムから小丸川にかけて浸透水がどれだけある

かのボーリング調査のデータを持っていらっ

しゃいますか、確認されていますか、農政水産

部長、お伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 切原ダムの建

設に先立ちまして、昭和60年度以降、国が行っ

た調査の結果、ダム建設地は地下水位が高く、

漏水等の問題は起こり得ないといったことが確

認されていると伺っております。

○図師博規議員 では、ダムはたまるという確

信を持って事業を進められていると理解いたし
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ます。

では次に、仮にダムに予定どおりの貯水がで

きたといたしまして、私の手元には、土地改良

区を立ち上げる際に使用された事業計画概要表

があります。これによりますと、１つの土地改

良区の中を７ブロックに分けまして、１ブロッ

クごとにローテーションで給水をする計画に

なっています。つまり、１つのブロックには、

７日間に１回しか給水がされないということで

すね。そして、この給水日量をこの表の中から

算出してみますと、１平方メートル当たり、１

日につき、たった４リットルしか給水されない

という計画になっています。この１日４リット

ルの給水で、どんな作物の栽培に適しているの

か甚だ疑問です。また、この事業計画表の中に

は、通年通水、つまり１年じゅういつでも水が

使えるような内容がうたってあるんです。そも

そも、この程度の給水量で就農者が魅力を感

じ、積極的に事業に参加したいと思うような

―知事の答弁でもありましたが―農業の土

地に付加価値となるような、そんな水量、魅力

ある水源、水量だというふうに考えていいんで

しょうか。農政水産部長、お願いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 水利用のお話

ですけれども、ローテーション方式といいます

か、ローテーションブロック方式というのが一

般的にとられてございまして、いわゆるすべて

の農地に水を一斉に使用するのではなくて、輪

番制による水利用計画をするといったことで、

畑地かんがい事業においては、必要水量を算定

する場合、一般的にとられている方式でござい

ます。なお、かんがい水量につきましては、国

の基準によって算定されたものでございまし

て、作付されております作物に必要な量が確保

されております。また、実際の水利用に当たり

ましては、作付状況や農家の意向に沿った柔軟

な水利用が可能となってございます。以上で

す。

○図師博規議員 多分どなたもかみ合っている

と思われていないと思いますが、前に進みま

す。日量４リットルでスプリンクラーを回した

とき、一体何時間回せるか、茶農家に聞いてみ

たんです。そうしたら、節水型のスプリンクラ

ーでも、１平方メートル当たり１時間に1.4リッ

トルの水は必要だと言うんです。つまり、日量

４リットルだと、３時間もまけないじゃないで

すか。茶農家の最盛期には、１日に６時間から

７時間ぐらいスプリンクラーを回さなきゃいけ

ないときがあるんです。それでは全然足りない

という計算になります。計算上ですね。今、部

長の答弁では、利用量は柔軟に対応していただ

けるという御答弁もありましたので、くれぐれ

も作付内容で水利用に不公平感が生じないよう

に配慮してくださいね。茶は使っていいけれど

も、ほかの作物は我慢しなさいとか、同じブ

ロック内でもそういう不公平感がないような、

きちっとした御指導をしていただきたいと思い

ます。

では、切原川、宮ヶ原川から畑かんの用水に

回した場合、冒頭で言いましたが、ここには水

田もかなりの量あるわけです。その水田用水が

不足するような事態がないのかどうか。川南に

は実際、切原ダム建設に反対する農家の期成同

盟会があります。これはまさに、水田用水不足

に陥ることを懸念している期成同盟会です。こ

の同盟会の方々へ、「水田にもちゃんと水が回

るんですよ」というような説明をされているの

か。そして、その方々にもちゃんと了解を得た

上でこの事業が進んでいるのかどうかを、農政

水産部長にお伺いします。
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○農政水産部長（伊藤孝利君） 国のほうで策

定しております貯留計画では、下流の水田等に

影響を与えないように、必要な水量は常に確保

されているというふうに伺っております。ま

た、平成８年から関係者への説明を行いまし

て、平成12年に了解を得た後に、河川法上の同

意が完了したというふうに伺っております。

○図師博規議員 では、水田用の水は十分確保

されていると、団体関係者にも理解を得られて

いるという理解をいたします。

では、続きまして、土地改良整備後に発生す

る賦課金についてお伺いしていきます。受益者

にかかる賦課金の徴収のための県条例が整備さ

れています。その客観的基準となる尾鈴地区全

体の受益面積は1,580ヘクタールとなっていま

す。この受益面積は、いつの時点で確認された

ものでしょうか。また、どのような過程を経て

積算された面積となっているのか、農政水産部

長、お答えください。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 国営事業地区

全体の受益面積、ただいまお話がございまし

た1,580ヘクタールにつきましては、国営かんが

い排水事業尾鈴地区の施行申請がなされました

平成８年時点のものでございます。以上でござ

います。

○図師博規議員 ８年、まあいいでしょう。

では次に、調査されてから13年の月日が流れ

ているわけです。この間、農業人口は明らかに

減少しております。現在の土地利用状況と、

今、御答弁にもありました1,580ヘクタールとい

う数字が果たして合致しているのか、疑問があ

ります。このままですと、実際よりも大きい面

積で賦課金が算定され、受益者に不利益が生ず

る可能性もあります。再度、土地利用状況を調

査すべきと考えますが、農政水産部長、いかが

でしょうか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 賦課金の対象

となります受益地につきましては、将来の土地

改良区の設立認可の際に必要となるデータでご

ざいますので、設立認可を申請する時点で再

度、受益地の調査が行われるということになっ

ております。

○図師博規議員 では、土地改良区が設立する

前には、もう一度調査が入るということで理解

いたします。

では続きまして、現在、耕作面積が多い普通

畑及び茶畑、ビニールハウスへの賦課金の概算

がどの程度になっているのか、農政水産部長、

教えてください。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 失礼しまし

た。現在の賦課金……。

○図師博規議員 現在つかんでいらっしゃると

いうことで、多分この賦課金に関しては、今、

明確な賦課金ではなくて、将来的な予測も含め

てということでしょうから、それでも構いませ

ん。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 失礼しまし

た。将来の賦課金につきましては、正式には今

後設立されます尾鈴地区全体の土地改良区にお

いて決定されるものでございますが、尾鈴地区

の関係町や農業関係団体で構成されます促進協

議会の試算によりますと、10アール当たり、普

通畑で約2,700円、ハウスや茶で約6,500円と

なっております。

○図師博規議員 今の金額設定、ほかの土地改

良区と比べると非常に安いほうの設定になって

いるんだろうなとは思いますが、それでは、受

益者には水を利用した際の負担のほかに、ダム

や水路の維持管理費及び土地改良区の運営費も

賦課されていくわけです。調べたところにより
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ますと、尾鈴地区の維持管理費は、年間約6,500

万円にも上ると積算されている。では、この維

持管理費も、先ほど言われました普通畑や茶

畑、ビニールハウスの賦課金にすべて包含され

ていると理解してよろしいでしょうか。農政水

産部長、お願いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 試算されてお

ります賦課金には、土地改良区の運営費、施設

の維持管理費などの必要経費はすべて含まれて

おります。

○図師博規議員 それであればなおのこと、良

心的な金額設定なのかなという気もしますが、

この設定にもちょっと落とし穴があるようにも

思われます。

続けます。今回、受益者をふやすために県内

で初めて開閉栓方式というものが導入されてお

ります。これは、受益者が水を利用する農地と

時期を選択できる方式であり、また、開栓届

け、つまり栓をあけますという届け出があるま

では、その受益地とはならない。つまり、そこ

には賦課金がかからないというようなものでも

あります。土地改良法第36条の２項で、「賦課

金は客観的基準をもって決めること」と明記さ

れておりますが、つまり開栓しなければ受益地

にならないということは、この36条の２項で定

めてある、いつまでたってもその客観的基準、

対象となる土地が決まらない、面積が決まらな

いんじゃないかなと私は考えるんです。だか

ら、この開閉栓方式の導入と土地改良法の間で

は整合性に欠けているというふうに私は理解し

ております。また、尾鈴北第１土地改良区の開

閉栓方式を定めた定款がありますね。この定款

を認めた、その定款でいいですよという許可を

したのは県ですから、その責任は県に帰属して

まいります。私は先ほども言いましたが、県が

下された法的判断には、土地改良法との整合性

に欠けるという問題が生じているのではないか

と考えますが、農政水産部長のお考えをお伺い

します。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 土地改良区

は、土地改良法によりまして、みずから賦課方

式を定め、組合員から賦課金を徴収することが

できることになっております。その方式につき

ましては、農地面積などの客観的な指標に基づ

くとともに、農地の受益の程度を勘案したもの

であり、かつ、総代会の議決を経て定款に定め

る必要があります。今回の開閉栓方式は、土地

改良区の受益地のうち、給水栓を開栓し、かん

がい用水を利用する農地に対し賦課することが

定款で定められており、土地改良法上の規定に

沿ったものと判断し、定款変更について認可し

たところでございます。

○図師博規議員 今の答弁ですと、栓を開かな

いところも受益地に含まれて、それを客観的事

実と勘案して賦課金が算定されているというふ

うに理解しますが、水を使わないところが受益

地として換算されるというのは、どうも釈然と

しないというか腑に落ちないのは、私だけで

しょうか。今回の開閉栓方式の導入は、これか

らほかの土地改良区にも適用されていく可能性

が十分あります。ですから、このような整合性

に疑問を抱かれるようなことがないように―

県はそれでいいとおっしゃるんでしょうけれど

も―私は、条例改正も含めて、今後、万全な

体制を講じられていく必要があると思います。

（「収益性の高い農業はできんじゃないです

か」と呼ぶ者あり）

○中村幸一議長 傍聴席から発言しないよう

に。

○図師博規議員 では、次に行きます。苦肉の
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策と思われるこの開閉栓方式導入をもってして

も、なかなかその利用率が上がっていないとも

聞きます。では、実際どれぐらい利用されてい

るのかを聞きますが、尾鈴北第１地区受益面

積590ヘクタールのうち、この開閉栓方式導入を

された後の水利用面積は今どれぐらいになって

いるのか、農政水産部長、教えてください。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 平成20年度ま

での給水栓の整備面積は、旧唐瀬原土地改良区

の区域を中心に146ヘクタールとなっており、既

に青鹿ダムを水源として水利用が開始されてい

るところであります。

○図師博規議員 その数字だけ言われるのは、

結局５分の１程度しか利用されていないんです

ね。では、その程度の利用面積にしかなってい

ないということですから、これから徐々に水利

用面積が拡大するにしても、県が見込んでいる

水利用面積には到底届かないことも想定されま

す。さらに、先ほど答弁いただいた賦課金徴収

が困難となって、土地改良区の運営を初め、事

業自体が頓挫するような問題も発生することは

十分考えられます。このあたりの対応として、

農政水産部長はどのようにお考えでしょうか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 川南町や都農

町では、今回の開閉栓方式の導入に伴いまし

て、「土地改良区の助成に関する条例」の改正

を行いまして、土地改良区の運営費に不足が生

じる場合は、組合員の賦課金が増加しないよう

に、町が助成するなどの対策が講じられている

ところであります。

○図師博規議員 そのとおりです。つまり、賦

課金徴収の不足が発生した場合は、都農町、川

南町は、身を削って町で負担するという内容を

提示しているんです。また、先日開かれた高鍋

町議会におきましても、この開閉栓方式の導入

に当たっては、県が主導して導入を進めたとい

う経緯が説明されたとも聞きます。そこで、県

としても、この賦課金不足が発生した場合に

は、徴収不足が発生した場合には、具体的な支

援策を講じる必要があると私は思いますが、農

政水産部長、いかがでしょうか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 県といたしま

しては、土地改良区の適正な運営が図られます

ように、町、ＪＡなどの関係機関と連携しまし

て、畑地かんがい用水の利用拡大に向けての取

り組みを強化しますとともに、維持管理に対す

る助成事業の活用等を通じまして、積極的に支

援してまいりたいと考えております。

○図師博規議員 積極的に財政的な支援をして

いただくというふうに理解してよろしいでしょ

うか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 国の事業等を

使いながら、積極的に支援してまいりたいと…

…。

○図師博規議員 了解いたしました。

では続いて、受益者の今事業に対する同意形

成状況についてお伺いいたします。計画では、

尾鈴地域を10地区に分けて事業を進めることと

なっておりますが、現在、10地区のうち何地区

から県営事業の施行申請が上がって、何地区が

県営事業施行に必要な法定基準であります75％

の同意をクリアされているのかを、農政水産部

長、教えてください。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 尾鈴地区にお

きましては、これまでに尾鈴北第１地区に平

成13年の６月に施行申請が出されまして、現

在、事業に取り組んでおるところであります。

また、尾鈴北第２地区において、現在、施行申

請に向けた同意徴集が行われているところでご

ざいます。
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○図師博規議員 つまり、法定基準である75％

以上の同意がとれている地区は尾鈴北第１だけ

であって、ほかの９地区はこれから、特に北第

２は今その作業をしているということですね。

それでは、現在、尾鈴北第２地区の方々から同

意を得るために、受益者192名いらっしゃるんで

す。今、一軒一軒、地元と連携して、振興局や

普及センターの職員も説明に回られていると聞

きます。その作業には非常に頭が下がるところ

でありますが、では実際、北第２地区の同意率

は今何％になっているのでしょうか。部長、お

願いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 尾鈴北第２地

区は、現時点では、法定同意率―議員は75％

と言われましたが、これは３分の２でございま

す―３分の２にまだ達しておりません。申請

人を中心に、現在、引き続き同意徴集に取り組

んでおるという状況でございます。

○図師博規議員 何％、それは３分の２でもい

いです。今の段階での数字が明確にお答えでき

ないと私は理解します。答弁になっていないで

すよね。では、なぜ数字で答えられないのか。

同意取得に難航しているからじゃないんです

か。そう受け取られてもやむを得ない、そう理

解します。それで、地区の合意形成をするため

に、国、県、町が連携して地元での説明会も順

次行われたようです。これからも行われるで

しょう。では、尾鈴北第１地区以外の土地改良

区設立準備委員会の説明会の開催状況、そし

て、そこへの出席者数、出席率を、部長、教え

てください。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御質問にござ

いました地元の説明会、仮称でありますけれど

も、尾鈴土地改良区設立準備委員会を設立する

ために、促進協議会の主催によりまして開催さ

れたものでございます。４月23日から５月13日

までの延べ６日間、川南町の６会場において開

催されておりまして、出席状況につきまして

は、対象者728名のうち、約１割の62名の参加で

あったというふうに伺っております。

○図師博規議員 約１割という表現、いや、８

％なんですね。何でこんなに低いんですか。な

ぜこんなに低いのか。この低い出席率は何を意

味しているのか。農政水産部長、どう考えられ

ますか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） この説明会

は、本年の３月上旬に開催する予定であったと

いうふうに伺っておりますが、今回の事業に対

する反対の動きが出てきたといったこともあり

まして、開催がおくれまして農繁期にずれ込ん

だといったこと、さらには、説明会の対象者

が、現時点ではまだ水利用ができない農家の方

々であったといったことから、出席者が少な

かったというふうに伺っております。

○図師博規議員 理由づけになっていないよう

な気がしますし、私は率直に、この事業への期

待のあらわれじゃないのかなというふうにも考

えております。

時間が迫ってまいりました。次に参ります。

私も実は、この説明会に参加させていただこう

と、傍聴させていただこうと思いまして、担当

課に申し込んだんです。ところが、受益者以外

は会場に入れないということで、県営事業に係

る部分もある説明会であるにもかかわらず、傍

聴すらできなかったんです。私は、この対応は

どうかと思います。怒りとともに失望感を抱き

ました。何で、県が関与する事業、また県の職

員もそこに立ち会う、説明者として出てくる事

業の説明会に、県会議員が入れないんですか。

そして、私はその中でどういう受益者の方の声
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が飛び交っているのかを聞きたかった。やむを

得ず確認するすべとして、そのときの質疑応答

録を入手して、確認をいたしました。その中身

が、同じ日時で同じ場所で開催された質疑応答

録が２つ存在するんです。そして、何で同じ会

議の質疑応答録が２つ―何がどこの部分が

違っているのかと見ましたら、受益者の方か

ら、国営部分の事業開始の同意をとる際に不正

があったんじゃないかという質疑が出たんです

ね。その答弁もあったようですけれども、２枚

目の質疑録にはその部分が削除されているんで

す。何でこんなことが行われるのか。だから全

く、行政側の都合のいい記録しか残らないよう

なことになっているんじゃないかと、私は心配

しました。県がこのような状況をどこまで把握

されているか甚だ疑問ですけれども、今後、こ

のようなことが生じないように、やはり開かれ

た場でちゃんと説明が行われるような体制整備

を、私は県主導でやっていただきたいと思って

おります。強くこれは要望いたします。

３月17日、尾鈴北第１地区と第２地区から、

事業の見直しを求める申立書が知事あてに提出

されております。特に尾鈴北第２地区につきま

しては、地区内の農家192人中137人の反対署名

も添えられていました。この状況を踏まえる

と、今後残る土地改良区設置は困難をきわめ、

現時点でこの県営事業は暗礁に乗り上げている

と言わざるを得ません。今後、県はこのような

状況に対してどのような打開策を図ろうとされ

ているのか、そして137人の反対署名がつけられ

たこの異議申立書につきまして、いつまでに回

答されるおつもりなのか、農政水産部長にお伺

いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 県といたしま

しては、尾鈴北第１地区につきましては、現

在、個別に農家への説明を行っているところで

ありまして、十分な説明を行いながら、御理解

いただけるよう最大限の努力をしてまいりたい

と考えております。また、尾鈴北第２地区につ

きましては、事業施行申請書が県に提出された

段階で、同意の状況等も踏まえ、適切に判断し

ていく必要があると考えております。したがい

まして、申立書等につきましては、両地区の今

後の状況等を十分踏まえた上で対応してまいり

たいと考えております。

○図師博規議員 申立書については、両地区の

状況をということは、両地区の状況がどうなっ

たら、いつの段階でというのもないですよね。

申し立てをされた方々は、そこを待っていらっ

しゃるわけです。ぜひ紳士的な誠意あふれる対

応を期待いたします。

それでは、事業推進のため農地の付加価値を

高め、農地の賃借を進めていくことに関して、

県がどのようなビジョンを持っているかをお伺

いいたします。例えば、農業法人や株式会社な

どの参入を計画的に実施していくため、現時点

で既に交渉を始めているような団体があると

か、振興局や普及センターが中心となって進め

ていると聞きます「水を使った営農指導プロ

ジェクト」、プロジェクトチームがあるそうで

すね。それにより、団地化や集約化が促進され

ている、また、それが計画的に進められている

というような、つまり事業に参加される方が

「安心してこの事業に乗っていいんだな」と、

「県も戦略的に今後事業展開するんだな」とい

うようなビジョンをどれほどお持ちなのか、農

政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 県におきまし

ては、水を自由に利用できる生産環境や広大な

まとまりのある優良農地を有する尾鈴地区の強
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みを最大限に活用するため、関係町やＪＡなど

の関係機関と連携しまして、ニーズを踏まえた

加工・業務用農産物の生産拡大や契約栽培の促

進、農地法の改正を踏まえた担い手への農地の

面的な集積、農商工連携等を通じた他産業から

の農業参入、畑かん用水の新たな活用方策の検

討などを通じまして、競争力の高い畑作農業経

営の展開を図っていくこととしております。こ

のため、本年度、農林振興局内に畑かん営農推

進担当を配置したところでございまして、今

後、水を活用した新たな営農モデルの構築な

ど、安定的で生産性の高い畑作営農の確立に向

けまして、関係機関が一体となって取り組みを

強力に推進してまいりたいと考えております。

○図師博規議員 答弁は模範的で、理解はでき

るんです。ただ、この尾鈴地区は、高齢者も多

い、また担い手・後継者が少ない。その状況に

即した、尾鈴地区の対策はこれですよというの

が聞こえてこない。

それでは、今の部長とのやりとりも含めてで

すが、今後の方針をまとめる上でも、知事にお

伺いしていきます。知事は、尾鈴畑かん事業を

考える会の方々とも話をされ、また現地にも足

を運んでいただきました。そこで現状を把握さ

れ、また今の執行部とのやりとりを聞かれた上

で、この事業に対する評価―最初言われまし

たが―それと変わったかどうか、今どう思わ

れているか、率直な意見を聞かせてください。

○知事（東国原英夫君） 県下有数の畑作農業

地帯であります尾鈴地域の農業の持続的発展を

図るためには、水が自由に利用できる生産環境

を整備する畑地かんがい事業は必要であると認

識しております。他方、事業への反対意見もあ

ることから、農家の方々への十分な説明を行

い、地元の意向をしっかり把握した上で、事業

のあり方について、今後、適切に判断していか

なければいけないと考えました。

○図師博規議員 それでは、これは提案なんで

すが、このまま大規模なかんがい施設の事業を

続けるのではなくて―この地元の方々の声な

んですが、「小丸川も名貫川も非常に水量が豊

富で、地下水源もたくさんある。こんな大きな

事業じゃなくて、近くの井戸を掘ってくれた

り、ため池つくってくれたほうが、よっぽど使

い勝手はいいし、料金も安く設定できるだろ

う」というような意見が飛び交っております。

その内容も知事の耳に聞こえているのではない

かなと思うんですが、このままの事業推進では

なくて、これから県が事業投資される金額を

もってすれば、井戸やため池の設置というのは

十分できる内容なんですね。そのような事業の

見直しというのが、今後、知事の視野の中に

入ってくるのか、今来ているものがあれば教え

てください、知事。

○知事（東国原英夫君） 地元説明会や意向調

査では、賛成や反対などのさまざまな御意見が

あったと報告を受けております。その中で、議

員御指摘のような意見もあるようですが、他

方、井戸やため池から圃場までポリタンクで水

を運搬し散水しているなど、用水確保に多大な

労力を要しているという意見もございます。最

終的には、さまざまな意見を吸い上げて判断し

なければいけないと思いますが、いずれにいた

しましても、農家の方々の意見や意向をしっか

り把握した上で、適切に判断していかなければ

ならないと考えております。

○図師博規議員 知事は再三、「適切な判断

を」と言われます。それで、知事は就任当初か

ら、「この宮崎から日本を変えるんだ」と、改

革派知事としてのリーダーシップを十分発揮さ



- 87 -

平成21年６月18日(木)

れてきました。ここで、国追従の事業を推進す

るだけではなくて、もっともっと現場の声を聞

かれ、実態に即した決断をされるときが近づい

ていると思います。もしその決断が知事にでき

るとするならば、これは全国に影響を与えるす

ばらしい決断になると思います。知事はマスコ

ミのインタビューでも、「受益者の反対が多け

れば、その判断いかんによっては事業中止もし

なければならない、考える。」と明言されてお

ります。では最後に、知事、今後この畑かん事

業を継続するのか、いや、見直しをせざるを得

ないという状況になるとするならば、それがい

つの段階なのか、またどのような状況のときな

のか、知事、お言葉をお願いします。

○知事（東国原英夫君） 尾鈴北第１地区につ

きましては、現在、農家の戸別訪問を通じて、

個々の農家の方々の意見や意向を把握している

状況であることから、現時点で具体的な判断基

準、期日を述べることは控えさせていただきた

いと考えております。いずれにしましても、私

も現場に行きましたが、さまざまな意見がある

ことは事実でございます。これを集約するのは

非常に困難な道になろうかと思いますけれど

も、法定同意率等々も勘案しながら、農家の方

々の多方面からの、あるいは多角的な御意見を

伺いながら、適切に判断していかなければいけ

ないと考えております。

○図師博規議員 知事の早期の的確な判断に期

待をいたしまして、質問を終わらせていただき

ます。（拍手）

○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45分休憩

午後１時０分開議

○井本英雄副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問を行います。

まずは、景気・雇用対策についてお伺いいた

します。

アメリカのサブプライム問題、リーマン

ショック、大手自動車会社の事実上の破産な

ど、急速な景気低迷により、全世界が100年に一

度とも言われる極めて厳しい景気状況に陥りま

した。景気・雇用対策のため、麻生総理を先頭

に、政府は、まず景気回復ということで、昨年

度の補正予算、今年度当初予算、今年度補正予

算、いわゆる三段ロケットと言われる75兆円と

いう世界の中でも素早い景気対策を打ちまし

た。その効果で、一時は株価は7,000円を割ろう

かという非常に厳しい状況でありましたが、そ

ういう危機から脱し、８カ月ぶりに一時１万円

台を回復しております。早く景気の底を打って

ほしいと思っております。

依然として景気・雇用情勢は厳しいというこ

とで、４段目のロケットと言われる過去最大の

約14兆6,000億円という追加経済対策がなされま

した。国の補正予算成立を受け、各自治体とも

この６月定例県議会等に補正予算を提案されて

おります。隣県の鹿児島県では651億円余、熊本

県では656億円余という大きな補正予算になって

おります。国全体では14兆6,000億でありますの

で、よく本県の予算になるのは100分の１と言わ

れておりますので、今回多くの補正予算を期待

しておりましたが、本県では追加補正分を入れ

てわずか約180億円余というふうになっておりま

す。そこで、国の補正予算14兆6,000億円を受
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け、県として今回の補正予算にどのように反映

されようとしているのか、知事にお伺いいたし

ます。

全国の完全失業率は、４月には５％を超し、

有効求人倍率は全国で0.46と厳しい状況で、本

県の有効求人倍率は全国よりさらに厳しい0.41

という厳しい状況であります。このように雇用

情勢が厳しいのは、求人状況、失業率等から見

ても、都市部よりも地方であります。本県にお

いても同じようなことが言え、特に仕事の少な

い町村部に対する雇用対策をどのように考えて

いるのかお伺いいたします。

また、今回の補正予算で提案している「みや

ざき新産業創出型工場立地促進事業」の目的、

概要を、あわせて商工観光労働部長にお伺いい

たします。

次に、ふるさと雇用再生特別基金について担

当部長にお伺いいたします。この基金は、平

成21年度から平成23年度までの３年間に、2,500

億円余の予算枠で、地域ニーズがあり、かつ今

後の地域の発展に資すると見込まれる事業で、

事業継続性が見込まれるものを選定し、地域求

職者等を雇い入れて実施する場合に必要な費用

を、委託事業として100％支給する事業でありま

す。ちなみに本県では、県、市町村合わせて

約63億円の枠があり、県が30億円、市町村が30

億円という枠で、県、市町村を通じて企業等に

３年間委託するようになっております。事業実

施要件として、１つ目に、事業実施は民間企業

等に委託すること、いわゆる地方自治体等が直

接することは不可であります。２つ目に、事業

費に占める新規雇用失業者の人件費割合は委託

費の２分の１以上。３つ目に、労働者と原則１

年の雇用契約を締結することになっておりま

す。また、この雇用創出効果として、３年間で

全国に最大10万人を見込んでいるようでありま

す。とても魅力ある事業だと感じております

が、これまで実施してきました緊急雇用創出事

業とは違った要件になっており、市町村ごとに

取り組み方に対し温度差があったり、また、委

託を受けるはずの肝心な民間企業等に対し情報

が入っていない状況が見受けられました。そこ

で、ふるさと雇用再生特別基金について、市町

村及び民間企業等に対してどのように対応され

たのかお伺いいたします。

先ほど述べましたとおり、本県には約63億

円、県と市町村にそれぞれ30億円の枠があり、

１年間に換算すると県と市町村でそれぞれ10億

円ずつ、合わせて20億円の枠があります。そこ

で、県及び市町村の基金の活用状況はどのよう

になっているのかお伺いいたします。

また、今回の補正予算で、ふるさと雇用再生

特別基金を活用する「みやざき農業経営力強化

支援事業」、「間伐等促進事業」の目的、概要

はどうなっているのか、あわせてお伺いいたし

ます。

景気・雇用対策の最後として、ふるさと雇用

再生特別基金で、本県では３年間にどれくらい

雇用を見込んでいるのかお伺いいたします。

次に、農商工連携について担当部長にお伺い

いたします。

本県は、第１次産業の農業・林業・水産業が

基幹産業であり、県民所得に占める割合でも第

１次産業が高い県でもあります。この基幹産業

である農林水産業を軸に、商工業と真の連携に

より地域経済の底上げと活性化が図られ、新し

い宮崎パワーが構築されていくことを信じてお

ります。

ところで、我が国の食を取り巻く状況を見て

みますと、外食24兆円、加工品41兆円、生鮮
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品15兆円、合わせて80兆円と言われておりま

す。年間最終消費が80兆円ある中、国内で生産

される農産物の生産額は12兆円しかなく、食料

製造・流通といったところで付加価値はつけら

れているものの、輸入に多く頼っている状況で

す。この一つの要因として、主食である米の消

費減や、肉の消費増といった、食文化の変化が

大きく影響していると思われます。肉などをつ

くるために多くの飼料を輸入しており、加工品

でも輸入が増加しております。本当にこのよう

に輸入に頼っていいのでしょうか。

また、国際的な人口・食料状況等を見てみま

すと、世界人口は、1970年に37億人だったの

が2005年には53億人になり、さらに2050年に

は92億人になる予測がされており、特に発展途

上国を中心に人口が急増しております。一方、

１人当たりの所得が、1970年には876ドルか

ら、2005年には約８倍の6,879ドルと大幅にふえ

たことで、食生活が変化してきており、肉の消

費拡大等が起こっており、家畜を飼育するため

などにより、小麦、トウモロコシ、大豆などの

穀物市場が逼迫しております。近年では、さら

に、オーストラリアの大干ばつ、原油高騰に伴

うバイオマス利用等でさらに危機的な状況に

なっており、世界各国では食料をめぐる抗議運

動や暴動が発生している状況等を考慮します

と、今後は安易に輸入ができなくなると感じて

おります。

宮崎県は、これまで、市場等に農水産物等を

出荷する食料供給県として担ってきましたが、

今後は、農商工連携の取り組みにより、新たな

産業を創出することで農水産物に付加価値をつ

けることで、第１次産業の所得の向上・安定、

さらには食料自給率向上、そして雇用確保が図

られれば、宮崎県全体の浮揚につながると考え

ております。先ほど質問しましたふるさと雇用

再生特別基金と農商工連携事業のコラボレー

ションにより、即効性のある有効な地域振興、

雇用対策が可能になるとも考えております。こ

れまで行ってきた、産学官連携といった国から

おりてきたメニューをただ消化するだけの形だ

けの連携でなく、真の連携が重要になってくる

と思っております。そこで、県として農商工連

携にどのように取り組んでいかれるのかお伺い

いたします。

また、今回、補正予算に提案されている「宮

崎発・大地を活かす農商工連携ビジネスモデル

創出事業」の目的、概要についても、あわせて

お伺いいたします。

次に、霧島ジオパーク構想についてお伺いい

たします。

ジオパークとは、地質学的に重要で貴重な、

あるいは美しい地球活動の遺産が多数存在する

自然公園です。国際条約で認められている世界

遺産のようなプログラムではありませんが、同

じユネスコの環境・地球科学部が支援する世界

ジオパークネットワークによって、世界57カ所

が世界ジオパークとして認定されております

が、残念ながら、日本ではまだこの世界ジオパ

ークに認定されている地区はありません。

ジオパークの目指すところは、単に地質遺産

を保護するだけでなく、それを教育や地域の活

性化に積極的に生かしていくところでありま

す。地質遺産を守るために人を寄せつけないさ

くを設けるだけでなく、人が間近に見て、触れ

て、体感することを通じて、文化的な活動を楽

しんでもらうことがジオパークの前提です。ゆ

えに、ジオパークと認定されるためには、その

地域の地質遺産に解説が施されていることや、

ジオパークをめぐるジオツアーのコースの設
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定、あるいは幾つかのストーリーがあり、その

コースやストーリーに沿って解説があることが

求められております。また、子供たちや訪れる

人たちの教育の場となることも重要な要件の一

つとなっており、教育プログラムがきちんと用

意されていることが求められております。

霧島周辺のすばらしい地質遺産をジオパーク

認定に向け、霧島山周辺の５市２町で組織する

環霧島会議が発足し、さらに、宮崎、鹿児島両

県を加えた霧島ジオパーク推進連絡協議会が、

昨年10月に設立しております。霧島ジオパーク

の特性として、１つ目に、日本で初めて国立公

園になった理由でもある、雄大で美しく、かつ

多様な景観。２つ目に、100万年に及ぶ火山活

動、火山地形、地質の多様性。３つ目に、日本

神話、歴史、古代史とのかかわり。４つ目に、

広域なエリアの宿泊施設、交通機関の充実があ

ります。

地質学に詳しい井村鹿児島大学教授の話によ

りますと、「霧島は火山としての歴史が古

く、30万年前にあった加久藤火砕流以降のいろ

いろな時代の噴火物や火山の地形があり、火山

の博物館とも言える。噴火によって滅んだり、

再生したりという植生の繰り返しを見ることが

でき、九州山地とのかかわりが深く、モミやブ

ナなどの植生も豊富である。また、天孫降臨の

伝説も世界に誇れるものである。この霧島ジオ

パークは、まずは宮崎が本気にならないとだ

め、霧島は鹿児島県のものという考えは捨てな

きゃいけない。また、九州新幹線を利用する観

光客を霧島に、そして青島まで導く宮崎観光の

切り札になる」といった話も聞くことができま

した。そこで、本県としてこの霧島ジオパーク

構想にどのようにかかわっていかれるのか、先

月の環霧島会議に参加された知事にお伺いいた

します。

次に、行財政改革についてお伺いいたしま

す。

４月臨時県議会に設置されました行財政改革

特別委員会の委員長に就任させていただきまし

た。まずは心から議員各位の皆さん方に感謝申

し上げます。

さて、行財政改革大綱2007は、平成18年２月

に策定された行政改革大綱2006を見直し、平

成19年３月に策定した第２期財政改革推進計画

並びに入札・契約制度に関する実施方針を加え

たものであり、平成19年度から平成22年度まで

の４年間に、意識改革等の５つの改革プログラ

ムであります。大綱策定から３年を迎え、現在

の進捗状況と今後の取り組みについて、総務部

長にお伺いいたします。

行財政改革は、ただ削減するだけではなく、

県民への行政サービスを落とすことなく、民間

にできることは民間にといった視点も重要だと

考えております。行財政改革大綱にも民間活力

の活用を掲げ、行政サービスの向上や行政コス

トの削減を目的に、民間などの有する活力を県

の行政運営に積極的に活用するという、いわゆ

るアウトソーシングを推進するとされておりま

す。これまで、大綱に基づき指定管理者制度の

導入などを進めてこられておりますが、特に大

綱に記載されている県民提案型アウトソーシン

グの取り組みについて、これまでどのような検

討が行われ、今後どのように導入されようとさ

れるのか、総務部長にお伺いいたします。

今後の行財政改革の取り組みについては、詳

しくは特別委員会の中で協議することにして、

行財政改革という視点で問題となっている直轄

負担金についてお伺いいたします。本県での過

去５年間の直轄負担金を見てみますと、平成17
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年171億、平成18年143億、平成19年156億、平

成20年159億、平成21年160億円余となっており

ます。今回、橋下大阪府知事等からの強い抵抗

や全国知事会からの要請を受け、初めて国のほ

うから詳しい内訳が示されました。本県でもそ

れぞれの部署で直轄負担金の内訳を精査された

と思いますが、本県での疑念はどのようなもの

があったのか、また、今後の対応はどのように

されようとしているのか、知事にお伺いいたし

ます。

当初予算書を見てみますと、直轄負担金以外

にも、国の外郭団体等に○○運営費とか○○負

担金といった項目があり、現在問題となってい

る直轄負担金と同じような予算が見受けられま

す。その団体を幾つか調べてみますと、天下り

で来ていると思われる理事長や理事が多く見受

けられます。予算審議の折、各常任委員会で審

査をしておりますが、毎年計上している負担金

などということで、当局からは具体的な説明を

受けたことはほとんどありません。現在問題と

なっている直轄負担金と同様に、もっと詳しい

内訳の開示が必要と考えておりますが、知事の

所見をお伺いいたします。

最後に、街頭犯罪・治安について警察本部長

にお伺いいたします。

久しぶりにことしから文教警察企業常任委員

会になりましたので、どうかよろしくお願いい

たします。

さて、冒頭の質問で景気・雇用対策等を行い

ましたが、全国的に昨年末から派遣切りの問題

が社会的問題として取り上げられました。他県

では、派遣切りに遭った方で、所持金がわずか

になり犯罪に至ったという残念な事件が発生し

ており、景気・雇用の低迷により治安悪化を懸

念しております。県民より、治安の維持や街頭

犯罪の抑止といった声を聞いておりますが、本

県の犯罪状況はどうなっているのかお伺いいた

します。

近年、知事効果等により、県庁や県内外の観

光地等に多くの観光客が来ていただいておりま

す。ことしは10月に本県で全国スポーツレクリ

エーション大会が開催され、４日間に多くの選

手、役員、関係者の方々が来ていただくことに

なっております。観光やイベント等で本県に来

ていただいている方の中でも、宿泊されて、本

県のおいしい食べ物や焼酎などを楽しみにして

いる方も多くおられると思います。そのような

観光客を初め、多くの方々が安心して楽しんで

いただき、宮崎のファンとなり、また宮崎に来

たいと思っていただくためにも、夜の歓楽街対

策は重要だと考えております。そこで、歓楽街

対策をどのように考えているのか、警察本部長

にお伺いして、壇上からの質問を終わります。

(拍手)〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、補正予算についてであります。平成21

年度の補正予算につきましては、今議会でも冒

頭提案に加え、17日には、国の平成21年度補正

予算（第１号）の成立及び新たな経済・雇用対

策の実施に伴うものについて追加提案させてい

ただいたところであります。今回の国の補正予

算においても、昨年度の補正予算と同様、地方

公共団体の事業実施や基金創設の財源として種

々の交付金が盛り込まれておりますが、国会で

の成立時期の関係等により、現段階でも制度の

詳細等が不明確なものが多い状況であります。

こうした中、今回の補正予算におきましては、

制度の内容、本県への配分額等が明らかなもの

や、実施事業の緊急性等が高いものについて措
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置したところであります。議員御指摘の他府県

とは財政規模が違うこともあり、一概に比較と

いうのはできかねますし、今回の国の補正予算

に対して、いわゆる見切り発車的な予算措置は

差し控えさせていただき、機動的な中でも堅実

な予算化をさせていただいたところでありま

す。今後とも、交付金の詳細等の把握に努め、

実施可能な事業について、必要性、緊急性等の

観点から検討した上で予算化を図ってまいりた

いと考えております。

続きまして、霧島ジオパークの御質問でござ

いますが、この構想は、御案内のように、霧島

山を囲む宮崎、鹿児島両県の自治体の皆さんが

連携し、霧島地域の特色ある地形や自然などを

生かした地域活性化の取り組みを進めていこう

とされているものであります。私は、先月開催

された環霧島会議のシンポジウムの中で、地域

みずからが、従来の枠組みにとらわれることな

く県境を越えて連携し、このような取り組みを

されていることは、今後の地方分権の流れの中

で非常に大切なことであり、大いに期待してい

ることを申し上げさせていただきました。構想

の実現には幾つかの課題があると伺っておりま

すが、県といたしましては、引き続き検討の場

に参加させていただくとともに、鹿児島県とも

連携し、来年度の申請に向けて、地域の自主的

な活動をサポートしてまいりたいと考えており

ます。

続きまして、直轄事業負担金についてであり

ます。今回、国から示された負担金の内訳で

は、負担金の算定方法や考え方が示されていな

いこと、事業費に占める事務費の割合が国庫補

助事業と比べて高いこと、国庫補助事業では認

められない職員の退職手当や管理職の人件費、

庁舎、職員宿舎の補修費が含まれていることと

いった問題がございます。私は、まず、こうし

た負担の範囲の問題や、本来国が負担すべき維

持管理費の負担金廃止については、早急に解決

されるべきものと考えております。また、そも

そも地方分権を推進する観点から、国と地方の

役割分担を明確にし、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。そういった意味で、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を行う必要が

あると考えておりまして、本県のようにインフ

ラ整備がおくれている地域に十分な配慮を行う

こともあわせて、全国知事会などさまざまな機

会を通じ、強く主張してまいりたいと考えてお

ります。以上です。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、行財政改革大綱2007の進捗状況と今後

の取り組みについてであります。行財政改革の

これまでの主な取り組みといたしましては、職

員のコンプライアンス徹底を図るため、職員倫

理規程を制定したほか、総職員数について、平

成23年度までに平成17年度当初比1,000人純減の

目標に対しまして、881人を純減いたしますとと

もに、県直営施設のうち66施設について指定管

理者制度を導入したところであります。また、

入札・契約制度改革といたしまして、予定価

格250万円以上の公共工事について、原則として

条件付き一般競争入札へ移行するとともに、最

低制限価格の見直しや総合評価落札方式の拡充

など、公共工事の品質確保のために必要な見直

しを随時行ってまいりました。さらに、財政面

では、義務的経費の削減や事務事業の徹底した

見直し、また財源確保対策等により、収支不足

額の圧縮を図ってきたところでございます。県
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といたしましては、全体としては、これまでお

おむね順調に推移していると考えております

が、今後とも、本県の行財政を取り巻く環境は

依然として厳しいものと見込まれますので、引

き続き、さらなる取り組みを進めていく必要が

あると考えております。

次に、アウトソーシングの取り組みについて

であります。アウトソーシングは、外部の有す

るノウハウや人材等の資源を業務運営に活用す

ることでありますが、県では、行政サービスの

向上や行政コスト削減を図る観点から、各種業

務の委託や県直営施設への指定管理者制度導入

などを積極的に取り組んできたところでござい

ます。議員御指摘の県民提案型アウトソーシン

グにつきましては、今年度中にその導入につい

て検討をすることとしているところでございま

す。具体的には、今後、対象業務を選定いたし

まして、業務改善、コスト縮減及びサービス向

上等の手法について県民の皆様から幅広く提案

を募集しまして、いただいたアイデア等をもと

にアウトソーシングが可能かどうか検討させて

いただくこととしております。以上でございま

す。〔降壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。

間伐等促進事業についてであります。この事

業は、地球温暖化防止対策としての間伐の集中

的な実施等を促進するとともに、林業分野にお

ける雇用機会の創出を図るものであります。具

体的には、新規雇用者２名を含む３名の間伐等

促進班を県下の森林組合にそれぞれ配置いたし

まして、森林所有者への制度事業の周知や森林

の現況調査を通じた作業計画の提案等を行い、

間伐等の促進を図るものであります。なお、新

規雇用者の採用に当たりましては、林業への就

業を希望する方を優先的に採用するとともに、

技術習得のための実務研修もあわせて行い、森

林組合等への継続的な就業につなげてまいりた

いと考えております。〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

まず、町村部に対する雇用対策についてであ

ります。県内の町村部は、その多くが中山間地

域に位置しまして、公共事業の減少や林業の不

振、さらには雇用の大きな受け皿となります製

造業の事業所等が少ないことから、近年、雇用

情勢は大変厳しい状況にありましたが、加えま

して、昨年秋以降の金融危機等の影響もありま

して、その厳しさは一段と増しているものと認

識しているところでございます。このようなこ

とから、県におきましては、国の経済・雇用対

策等も活用しながら、町村部の基幹産業であり

ます農林水産業の振興はもとより、農商工連携

による新たな産業の創出や、都市部にはない豊

かな自然環境等の地域資源を活用しまして、滞

在型の観光産業の振興、さらには企業誘致等に

も努めているところでございます。また、雇用

創出を直接的な目的としました緊急雇用創出事

業臨時特例基金事業、ふるさと雇用再生特別基

金事業の活用等につきましても、町村部にも配

慮し、雇用の確保・拡大に全力で取り組んでい

るところでございます。今後とも、町村と連携

しまして、地域産業の活性化等に努めますとと

もに、基金事業など国の経済・雇用対策を十分

活用しながら、地域の雇用対策を積極的に推進

してまいりたいと考えております。

次に、みやざき新産業創出型工場立地促進事

業についてであります。この事業は、本県の恵

まれました自然環境や豊かな農林水産物など、

地域資源を活用しました新産業を創出すること
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によりまして、地域経済の活性化及び雇用の拡

大を図ろうとするものでございます。具体的に

は、県産業支援財団に５億円の基金を造成しま

して、立地場所を特定した上で、新産業創出に

つながるモデル的な工場建設プランを公募によ

り選定し、投資額と新規雇用者数に応じまして

５億円を限度に補助することとしたところでご

ざいます。また、事業期間につきましては、平

成25年度までの５年間を予定しておりますが、

厳しい経済情勢の中でありますので、できるだ

け早期に事業者の選定を行いたいと考えており

ます。

次に、ふるさと雇用再生特別基金事業につい

ての一連の御質問についてでございます。

まず、市町村等への対応状況についてであり

ます。この事業は、現下の厳しい雇用情勢を踏

まえまして、地域の実情に応じまして、県や市

町村の創意工夫に基づき、地域において継続的

な雇用機会の創出を図るものでございます。こ

のようなことから、県といたしましては、市町

村に対しまして数次にわたる説明会を開催し、

その趣旨や基金事業の取り組み事例の紹介等を

行うとともに、機会あるごとに、長期的な視野

に立った事業の構築に積極的に取り組んでいた

だくよう、周知等を図ってきたところでござい

ます。また、県では、民間から基金事業を活用

した事業の企画提案も募集したところでござい

まして、県のホームページや新聞広告、さらに

は事業説明会の開催等により広報に努めました

結果、54件と多くの応募があったところでござ

います。今後とも、市町村等と連携しまして、

地域のニーズを踏まえた基金事業の積極的な取

り組みを図ってまいりたいと考えております。

次に、基金の活用状況についてであります。

今年度につきましては、現在のところ、今回補

正をお願いしている分も含めまして、県事業

が18事業で、事業費６億6,661万9,000円となっ

ておりまして、196人の雇用創出を見込んでおり

ます。また、市町村事業につきましては67事業

で、事業費５億1,119万5,000円、205人の雇用創

出を見込んでいるところでございます。

次に、基金による３年間の雇用創出の見込み

についてであります。現在のところ、この基金

の活用により、平成21年度から23年度までの３

年間で約1,900人の雇用創出を見込んでおりま

す。

最後に、農商工連携の取り組みについてであ

ります。農商工連携を推進し、具体的に成果を

上げるためには、何よりもまず、中小企業者と

農林漁業者がマッチングしやすい環境づくりに

努め、具体的な事業展開が進むようにしなけれ

ばならないと考えております。このため、現

在、農商工連携の支援機関であります県産業支

援財団や県農業振興公社等が行っております、

マッチングや事業計画作成等の相談・支援機能

の強化を図りますとともに、具体的な事業支援

として本年３月に造成しました「みやざき農商

工連携応援ファンド」や政府系金融機関等によ

ります低利の融資制度の活用を促進していると

ころでございます。なお、ファンドにつきまし

ては、既に第１回目の公募を行いまして、18事

業の応募があったところでございます。

また、このような取り組みを全県的に広げて

いくことも肝要でありますので、昨年度設置し

ました「農商工連携推進ネットワーク会議」

や、庁内の推進組織であります「農商工連携推

進会議」を通じまして、関係団体や関係各部と

の連携を一層密にしまして、幅広く情報交換等

に取り組んでいるところでございます。今後と

も、農商工連携の推進につきましては、本県の
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施策や取り組み事例などを紹介するシンポジウ

ムの開催等によりまして、制度の一層の普及や

ＰＲに取り組みますとともに、産業支援財団や

農業振興公社等と連携を図りながら、積極的に

具体的な事業の掘り起こし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。〔降

壇〕

○農政水産部長（伊藤孝利君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、みやざき農業経営力強化支援事業につ

いてでございます。この事業は、担い手の減少

・高齢化が進行する中、力強い本県農業の構築

に向けた原動力となります農業法人の経営力強

化と、農業・農村における雇用創出を図るもの

でございます。具体的には、経営規模の拡大や

多角化を目指す農業法人等に対しまして、新規

雇用に要する経費を支援し、年間70名ほどの雇

用を目標に推進することとしております。本事

業により、就農希望者の雇用を確保しますとと

もに、本県農業生産の中核を担う農業法人等の

育成に努めてまいりたいと考えております。な

お、事業の実施に当たりましては、事業内容の

周知徹底にも十分留意してまいりたいと存じま

す。

次に、農政水産部におきます農商工連携の取

り組みについてでございます。本県の農水産業

及び農山漁村の活性化を図る上でも、農商工連

携による農水産業を核とした新ビジネスや雇用

を創出し、農業所得や食料自給率の向上を図っ

ていくことは大変重要であると認識しておりま

す。このため、農政水産部といたしましては、

本年４月に連携推進室を設置しますとともに、

県農業振興公社の機能強化を図るなど、推進体

制を整備したところでございます。今後は、関

係部局との連携を一層密にしながら、農商工連

携に取り組む法人や企業等に対し、新商品の開

発や販路開拓、他産業からの農業参入、産地力

強化のための農業者同士が連携を行う、いわゆ

る「農・農コラボ」の推進など、多様な取り組

みを支援してまいりたいと考えております。さ

らに、地域段階におきましても、特産品を生か

した新商品の開発、販売等の動きもございます

ことから、市町村と十分連携を図りながら、農

商工連携の取り組みを推進してまいりたいと存

じます。

最後に、「宮崎発・大地を活かす農商工連携

ビジネスモデル創出事業」についてでございま

す。この事業は、企業等と、農業法人やＪＡ等

との連携強化を促進し、農産物の高付加価値

化、新産業の創出、技術の高度化等を目指すも

のでございます。具体的には、企業等の新規参

入に伴う機械・施設の整備や新規雇用に要する

経費に対して助成を行うとともに、農業参入等

を受け入れるための農地の円滑な確保に向けて

の地元活動に対する支援も行うこととしており

ます。このような取り組みにより、農業を核と

した宮崎発の農商工連携ビジネスモデルを創出

し、本県農業・農村の活性化、ひいては食料自

給率の向上に努めてまいりたいと存じます。以

上でございます。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 お答え

いたします。

まず、犯罪情勢についてでございます。全国

の刑法犯の認知件数は、平成14年の約285万件を

ピークに減少傾向にございまして、昨年は約182

万件と、平成14年との比較におきまして、約100

万件以上減少している状況にございます。県内

につきましては、同様、１万7,000件台であった

平成14年をピークに減少傾向にございまして、

昨年はこの年との比較においてマイナス約6,600
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件、１万1,000件台でございます。全国、当県と

も、この６年間で、刑法犯につきましてはその

３分の１以上が減少したということになりま

す。

また、本年の状況でございますが、５月末現

在での刑法犯認知件数は約3,800件でございまし

て、幸いにして昨年の同期比で約700件減少をい

たしております。また、殺人・強盗等の凶悪犯

罪につきましても、同様、５月末現在で合計14

件でございまして、これも昨年同期比でマイナ

スの５件ということで減少しております。

県警察といたしましては、本年度からの新た

な取り組みとして、警察本部に「子ども・女性

安全対策班」を新たに設置したほか、今月の１

日から、県内３地区に警備会社への委託事業と

して計24名から成る「安全・安心パトロール

隊」を発足させるなどしまして、地域安全への

取り組みを強化しているところでございます。

今後も引き続き、犯罪の取り締まりに最大限の

努力を傾注するほか、地域住民の自主的防犯活

動のさらなる活性化に向け、連携支援を図るな

どして、地域住民の皆さんが安全に安心して暮

らせる社会の実現に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、歓楽街対策についてであります。歓楽

街につきましては、県民の皆さんはもちろんの

こと、来県される県外の方々に対しましても、

安心してくつろげる空間を提供するという一定

の役割を担っている反面、秩序の乱れがあれば

犯罪の多発が懸念されますとともに、ひいては

犯罪抑止機能の低下につながることが考えられ

ます。警察といたしましては、県内の歓楽街対

策の重要性は極めて高いものと認識をいたして

おります。従来から、歓楽街にある各種営業店

舗につきましては、「風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律」により、営業を厳

しく規制しているほか、同法に基づきまして立

ち入り等を実施するなどして、適法、適正な営

業の実施について指導等を行い、歓楽街におけ

る秩序維持に努めているところでありますが、

今後も引き続き、県内の歓楽街の実態をきめ細

かく把握し、そしてまた分析するとともに、県

民の皆様方の意見・要望につきましても、それ

を十分にしんしゃくしつつ、安全・安心を確保

するための諸対策について検討していくと、こ

ういうスタンスで臨んでいきたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 大変失礼い

たしました。答弁が漏れておりました。

国の外郭団体への負担金についてでありま

す。本県では、毎年度実施している事務事業の

見直しにおきまして、負担金の支出を初め、す

べての事業について、支出の根拠、必要性、重

要性等を検討しております。また、当初予算の

編成におきましても、当該年度における予算と

しての必要性や重要性等を十分審査の上、歳出

化しているところであります。そのような中、

このたびの直轄事業負担金に係る議論もござい

ますので、国の外郭団体への負担金につきまし

ても、引き続き、詳細な情報収集を行うととも

に、負担の必要性について、地方分権の観点か

らも十分に検証してまいりたいと考えておりま

す。〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 知事を初め、執行部の皆様

方に御答弁いただきまして、ありがとうござい

ます。多少時間がありますので、再質問を行い

ますが、質問に入ります前に、行財政改革とい

いますのは、行政だけに押しつけるわけにはい

かないということで、我が身をまずということ

で、議員定数を45から39という全国トップクラ
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スの議員削減を行う条例改正を行いました。ま

た、今年度に入りまして、行財政改革特別委員

会を立ち上げました。県内の行財政改革を行う

調査を行うものでありますけれども、県内の議

論は特別委員会の中で行っていくことにしたい

と思って、壇上から質問しましたとおり、今回

は、県内というよりも国等への負担金問題につ

いて取り上げさせていただきました。

先ほど知事から、国の外郭団体等についての

答弁がありましたけれども、当初予算の編成に

おいて、当該年度における予算として必要性や

重要性を十分に審査の上、歳出化しているとい

う答弁がありました。しかし、外郭団体の負担

金について詳細な情報収集を行っていないの

に、審査を本当にしているのかと。本当に必要

なものを十分に検討しているのかなという感じ

を受けまして、やはりもう少し情報開示をすべ

きだろうというふうに思っております。

この質問に入ります前に、執行部のほうに、

どれくらい国の外郭団体等への負担金があるの

かというのを調べていただきました。名前は言

うとまずいものですから、名前は伏せますが、

財団法人○○協会とか、○○連盟とか、財団法

人○○センター、何とか振興連盟、財団法人○

○協会、財団法人○○何とかセンター、こうい

う形で数多くの外郭団体等に予算が流れており

ます。私も壇上から言いましたとおり、この予

算に関しては毎年負担金を納めているというこ

とで、ほとんど委員会等では十分な説明をも

らったことがないと私は記憶しております。

そして、その中の一つを調べたところ、全国

から何と27億円という負担金を集めている団体

があったりですね。恐らく、知事も当て職が多

いものですから……。知事が理事になっている

ところにもそういう外郭団体がありまして、そ

こにも、恐らく国からの官僚と思われる、天下

りと思われる方が理事でつかれておりまして、

インターネットで今見れるものですから、私も

予算書をちょっと見たところ、県民、国民から

見て多額の役員費が払われているというような

ことがわかってきました。本当に適正な業務が

行われているのか疑念が残っております。そこ

で、改めてになりますけど、この全国の、国に

ある外郭団体の負担金について、全国知事会等

を通じてでも構いませんので、もっと情報開示

をして活発に議論をしていくべきだと考えてお

りますが、知事の見解をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、地方分権の推

進のために、国と地方の役割分担を明確にした

上で、権限や財源を移譲することが必要である

と、かねがねから主張させていただいておりま

す。議員御指摘の国の外郭団体への負担金でご

ざいますが、当初予算で本県は62団体、約２

億8,000万円の出資をしております。その中の自

治医科大学が１億2,000万ということで大部分を

占めているわけでございますが、先般話題に

なった自治体国際化協会、こういったものに

は1,500万の出資をさせていただいているところ

でございますが、この辺もまた全国レベルの議

論になろうかと思っております。御指摘のよう

に、地方分権、役割分担の観点から検証が必要

であると考えておりますので、事務事業の見直

しや予算編成の過程におきまして、そうした観

点からも検討させていただくとともに、御指摘

のように、全国知事会等を通じて、また、地方

団体共通の課題としての検証を、その必要性を

提言させていただこうかなと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ議論を深めていただき

まして、知事が言われるとおり、真の地方分権

ができることの一つの手段として頑張っていた
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だきたいと思っています。

次に、農商工連携について再質問を行います

が、私は、この農商工連携を行う最適地とし

て、地元で申しわけないと思いますが、西諸県

地域ではないかと思っております。理由といた

しまして、圃場整備が進んでおりますし、さら

に、今後整備をする予定の広大な農地が集約さ

れておりますし、霧島連山のふもとということ

で非常にきれいな水が豊富にあり、さらに、県

内で一番大きな工業団地であるフリーウェイ工

業団地等もあります。輸送に関しても、高速道

路を利用すれば、非常に大消費地であります北

部九州等にも近いということがありますので、

ぜひ、今回提案している「みやざき新産業創出

型工場立地促進事業」等を活用して、フリー

ウェイ工業団地で農商工連携のモデル的な事業

展開はできないのか、商工観光労働部長に、企

業誘致の意気込みを含めてお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今回、補

正でお願いしております「みやざき新産業創出

型工場立地促進事業」におきましては、本県の

地域資源を活用した新産業創出につながるもの

と考えております。したがいまして、当然、農

商工連携によるものも含め、民間ならではの発

想による多様なアイデアをいただきたいと思っ

ていまして、その中からすぐれた提案を選定し

て、本県産業の活性化を図ってまいりたいと考

えております。

宮崎フリーウェイ工業団地につきましては、

これまでも一生懸命、積極的に企業誘致を行っ

てきているわけでございますが、なかなか進ん

でいないわけでございます。このため、今回の

事業で民間事業者の公募を行う際には、県で設

定する立地場所として同団地も有力な候補の一

つであると私は考えております。フリーウェイ

工業団地への企業誘致につきましては、県西地

区の工業振興を図る上で極めて重要であります

ので、この事業での検討も含め、これまで以上

に積極的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上でございます。

○丸山裕次郎議員 この農商工連携について、

壇上からも言いましたけれども、単なる連携で

はなくて、真の連携をしていかないと本物がで

きないというふうに思っておりますし、農商工

連携の中には、世界的に今本当に、食料に基づ

く紛争や暴動等も起きておりますので、今後は

食料も簡単に輸入できないということを考えま

すと、自給率の向上という大きな気持ちを、も

とをしっかりわかって連携していただきたいと

いうふうに思っております。

また、ふるさと雇用再生特別基金についてで

ありますけれども、この基金の理念が、私が考

えますに、雇用の継続性ももちろんなんです

が、その事業の継続性も重要だというふうに

思っております。３年たってそれで事業が終わ

りだというような形では、何も意味がないとい

うふうに思っております。この基金が全体

で2,500億、宮崎には63億来ておりますけれど

も、もとは税金であります。税金でありますの

で、その企業が３年間いろんな形で、委託料と

いう形で支給されるわけでありますけれども、

税金ということでありますので、３年後には

しっかり一本立ちをして、利益を出して税金を

納めるという形の企業を育成してほしいという

ふうに思っておりますので、優良事例をしっか

りと全国からも集めていただいて、市町村また

民間企業のほうに伝えていただきたいと思って

います。特に、今まだ、県、市町村合わせて年

間約20億の枠があるんですが、11億7,000万しか

まだ枠を使っておりません。恐らく余るんでは
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ないかと非常に懸念しておりますので、その辺

はしっかりとした予算執行もしていただきたい

と思っています。

そして、補正予算でありますけれども、知事

等から説明がありましたけれども、なかなか国

の補正が急であって内容がつかめていなかった

ということでありますけれども、今後は、事業

の採択に当たっては、早く情報を収集していた

だいて、他県はかなり大胆に予算を組んでおる

ような気がしますので、安心して宮崎県民も、

補正予算は来るんだよという気持ちをしていた

だきたいと思っています。特にその一つとし

て、地域医療再生交付金というのが全国で3,000

億以上あると聞いているんですが、宮崎県にも

来ると思っています。その中の基金を活用して

いただければ、西諸圏域を初めとする中核を

担っている小林市民病院等に何らかの支援がで

きるようなことも考えていただきますことをお

願い申し上げまして、一般質問を終わります。

（拍手）

○井本英雄副議長 次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問をいたします。

国の2009年度補正予算は、追加景気対策の名

目で、借金の大盤振る舞いである国債の増発を

主な財源として約15兆円を決定しました。この

中には、特別養護老人ホームや老人保健施設と

いった介護拠点緊急整備事業費約3,000億円、介

護職員の処遇を改善する目的で、介護報酬とは

別に交付する介護職員処遇改善交付金約4,000億

円といった経済危機対策費も盛り込まれていま

す。これによって、３年間で介護施設等を緊急

に整備し、高まる介護ニーズに対応することが

目指され、かつ介護職員１人当たり１万5,000円

の手当を支給すること等が検討されています。

介護関連の追加景気対策によって、過去２回の

介護報酬のマイナス改定及び慢性的介護人材不

足に見舞われている介護産業に明るい兆しが見

えると期待する向きもありますが、果たして期

待どおりになるのでしょうか。

第五次宮崎県高齢者保健福祉計画によれば、

宮崎県は全国平均より５年速いペースで高齢化

が進んでおり、高齢者人口は2008年10月現在

で28万5,643人に達したとしています。2020年に

は県人口の32.9％になり、県民の約３人に１人

が高齢者という状況が目前という実態です。６

月９日、朝日新聞の１面に「介護施設整備 計

画の半分」との衝撃的な記事が掲載され、宮崎

県は43％の整備率だと報道されました。まず、

特別養護老人ホームの待機者の現状をお示しく

ださい。

また、21年３月現在で65医療機関、定員1,731

人の介護療養型医療施設は、23年度末までに廃

止になりますが、老人保健施設等への転換の現

状と施設・居住系サービスの今後の整備見通し

について、福祉保健部長へお伺いをいたしま

す。

残りの質問につきましては、質問者席で行い

ます。（拍手）〔降壇〕

○福祉保健部次長（加藤裕彦君）〔登壇〕 お

答えいたします。

まず、特別養護老人ホームの待機者の現状に

ついてであります。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、待機者の居住地

は、「自宅」が待機者の約６割を占めておりま

す。

次に、介護療養病床の転換の現状と施設・居

住系サービスの今後の整備見通しについてであ
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ります。介護療養病床の転換につきましては、

これまで２つの介護療養型医療施設で合計49床

が、認知症高齢者グループホーム等への転換が

行われたところであります。引き続き、各医療

機関と協議して転換を促進してまいりたいと考

えております。

なお、先般、「20年度の施設整備率が本県

は43％」という報道がありましたけれども、こ

れは23年度末までに転換する予定の介護療養病

床を含めた上での算定であり、この分を除けば

整備率は97.5％となっております。

次に、施設・居住系サービスの整備につきま

しては、昨年度策定いたしました第４期介護保

険事業支援計画に基づき、平成23年度までの３

カ年で介護療養病床から介護老人保健施設等へ

の転換を進めるなど、計画的に整備してまいり

たいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○井上紀代子議員 介護業界の慢性的な人材不

足については、多くのマスコミ報道によって社

会常識化しています。2000年介護保険制度創設

時には新たな雇用として期待をされましたけれ

ども、制度発足10年目を迎えて、ここまで人材

不足が深刻化するとはだれも予測できなかった

と思っておりますが、宮崎県としては、介護職

員の労働環境については具体的に把握をされて

いますでしょうか。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 介護職員の

労働環境についてでございますけれども、平

成18年度介護サービス施設・事業所調査の結果

を見ますと、特別養護老人ホームの定員100人当

たりの常勤換算職員数は、配置基準34人に対し

まして、全国平均は44.1人、本県の平均は45.1

人となっておりまして、量的な確保は一定程度

図られているものと考えております。また、職

員の質的な側面ですが、同じ調査の中で、介護

福祉士の有資格者は、全国平均16.8人に対しま

して、本県は19.0人となっております。しかし

ながら、関係団体からは、夜間勤務を含むロー

テーション勤務ということもありまして、職員

の年休取得日数が少ないという実態があるとも

聞いております。また、施設では正規、臨時、

パートなど多様な雇用形態がとられております

けれども、利用者の安心・安全を確保する上で

も、より一層、質の高い職員の確保が課題であ

ると考えております。このため、国の21年度補

正予算で示された、介護職員の処遇改善や研修

に関する事業の詳細を確認しまして、介護職員

の処遇改善、資質の向上、労働環境の改善に向

けて検討してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 実は、私ごとで恐縮なんで

すけれども、私の母は88歳です。７月５日がお

誕生日ですので、やがて89歳になるわけです

が、２月７日までは要支援２の状態でした。そ

して、２月８日に転倒して、それ以後、脳外科

にまずは入院をさせていただいたところなんで

す。昨日、介護の認定の申請で調査員の人に

行っていただきましたら、自分の名前をしっか

り言えたそうです。私の息子がついていたんで

すけど、言えたそうです。その上に、自分の体

がこうなって家族に非常に迷惑をかけていると

いうことについても、自分の気持ちをしっかり

言ったそうです。

それで、実は私、母のことがあればなおさら

そうなんですけれども、母のこれからの10年

と、介護する私の10年とをどうしていったらい

いんだろうかということを―本当に母は私に

いい課題を提起してくれたというふうに思って

いるわけですけれども、現実にそのことを自分

の問題として一生懸命考えたときに、まず、宮
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崎県内にどのようなところがあって、私の母を

お願いできる―「家族介護は無理です」と言

われていますので、どうしたらいいんだろうか

ということをまず考えて、いろいろ研究をして

いったわけです。それで、２月８日以降は宮崎

県内のいろんなところを見せていただきました

し、いろんなお話もお伺いさせていただきまし

た。そして、私の友人たちの力もかりて、県内

の私が行けないところの施設の状況も聞かせて

いただきました。そして、県外にも行けるだけ

行って、できるだけ近辺の各県に行かせていた

だいたところです。

その中で、「本当に介護の仕事というのは大

好きだ」と、皆さん職員の方はおっしゃるんで

す。「介護の仕事は大好きなんだ」と。ただ、

「今のような労働条件だとなかなかこれからも

働き続けていくことはできない」と。「下手す

ると、その大好きな仕事をなげうってコンビニ

の仕事についたほうがいいのではないかと思う

ときさえある」というふうに言われるわけで

す。ですから、労働条件の過酷さというのは、

私どもはしっかりとこれから考えていかない

と、私は他人ごとではないのではないかという

ふうに思っております。

国が介護の問題を補正の中でどれほどしっか

りとした予算の手当てをしていくのかというこ

とは、大事なことなんですけれども、2009年度

の介護保険関連の総事業費というのは約7.4兆円

が見込まれています。そして、厚労省の調べに

よれば、2006年時点での介護職員は常勤及び非

常勤職員を合わせると約117万人で、2014年には

約140万人から155万人が必要とされるというふ

うに言われています。ですから、毎年４～５万

人をふやしていかなければならないという予測

を立てているわけです。宮崎県に当てはめる

と、毎年400人から500人をふやしていくという

計算になるわけです。ですから、今後、多くの

雇用創出が見込まれるし、しかも高齢社会の進

展で必ず社会的に達成しなければならない数値

なのですから、これは私どもがしっかりと、自

治体としても守っていかなければならないとい

うふうに思うわけです。

小泉政権下の社会保障費―これはどなた

も、今、自民党の方ですら反対だとおっしゃっ

ているんですが―2,200億円の抑制策が見直さ

れない限りはなかなか難しいと、私は思ってお

ります。政府が本格的に、介護をある意味では

成長産業ということで見据えて、結果的に介護

サービスの拡充になって利用者にもプラスにな

る、そういうふうな状況をつくり上げていくな

ら、本当にすばらしいことだというふうに思い

ます。しかし、介護を成長産業と見据えれば、

先ほど申しましたが、国は、2,200億円の抑制策

を見直さなければなりませんし、この政策転換

を図る必要があるということは自明の理です。

介護保険制度を改革していくかの議論も不可欠

だというふうに思っております。私の身内的な

発想もあって、介護保険というのをもう一度真

剣に議論しなければならないのではないかとい

うふうに思いますが、ある意味では雇用も生み

出すであろう介護保険制度の改革、このことに

ついての知事の見解をお聞かせいただきたいと

いうふうに思います。

○知事（東国原英夫君） 私ごとではあります

が、私の母も80過ぎていまして、議員のお気持

ちは大変共有できるものでございます。

介護職員の労働環境につきましては、先ほど

福祉保健部のほうから答弁しましたように、利

用者の安心・安全を確保するためにも、労働環

境の改善は必要と考えております。また、介護
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施設等で昼夜を分かたず御労苦をいただいてお

ります介護職員の方々には、心から感謝申し上

げたいと思っております。

次に、御承知のように本県は、全国平均より

も高齢化が５年以上早く進行している状況が続

いております。というのは議員から御指摘が

あったとおりでございますが、加えて、既に75

歳以上の後期高齢者人口が前期高齢者人口を上

回っておりまして、要介護高齢者数は今後とも

増加していくものと思われます。今後、介護需

要が増大する中でさまざまな介護サービス事業

の展開が予想されますので、介護分野における

雇用はますます拡大していくものと考えており

ます。

○井上紀代子議員 母のつめがどんどん伸びて

いくんですね。つめが伸びていくと、私は―

病院に入っているものですからいろんなことは

できないんですが―そのつめを切っていくわ

けです。ぷちぷちっとですね。つめが伸びてい

けばいくほど、母はまた元気になったんだ、復

活してくれたんだという思いがするんです。

やっぱり介護の問題というのは、改めて、社会

の中でのセーフティネットの一番必要な部分で

ある、国を信頼する一番最初の部分であるとい

うふうに私は認識しておりますので、この問題

については自治体挙げて取り組むという姿勢を

ぜひ示していただきますよう、そして介護に携

わられる皆さんが喜んで介護を続けていただけ

ますよう、これからも県議会挙げて取り組んで

いただきますよう要望もしておきたいというふ

うに思います。

次に、自転車レーンについてお尋ねをいたし

ます。

世界では、気候変動と同時に、その対策を軸

とした新たな世界秩序の再編が起ころうとして

います。低炭素社会を一つの軸とした日本の具

体的な政策というのは日本版グリーン・ニュー

ディールが叫ばれていますが、その多くは既存

政策の読みかえにすぎなく、抜本的な構造改革

は、私はほど遠いものとなっているというふう

に思っています。ただ、そうであっても、国民

としてはできるところから環境問題に取り組ん

でいかなければならないし、今、不況と言われ

ていますが、この不況のときというのは、逆に

ピンチはチャンス、その脱出を契機に、低炭素

社会へのかじを切るチャンスにもなるのではな

いかというふうに思っています。

エコと健康、そして節約もプラスして、最

近、自転車に乗る人がふえています。環境負荷

がない自転車（バイク）とエコロジーを合わせ

たバイコロジーという考えは、世界的にも広

がっています。しかし、現実問題として、自転

車で走るには歩道を走ることになり、とても走

りやすい環境とは言えません。2008年度、国交

省と警察庁は、自転車通行環境整備モデル地区

を全国98地区指定をしました。整備に乗り出し

ましたが、宮崎県も宮崎市、日向市が指定を受

けています。地球温暖化対策や健康志向から、

自転車はこれからもふえていくと予想します

が、警察本部長には、自転車の絡む交通事故の

実態と、自転車レーンを含む安全策についてお

伺いをいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） まず、交通事故

の実態についてお答えいたします。昨年の県内

の自転車の関与しました事故の総数であります

が、1,383件でございまして、全交通事故の約15

％を占めております。過去をさかのぼります

と、この10年間を見てみますと、大体1,200件か

ら1,600件程度の中で―年により増減があるん

ですけれども、大体このオーダーで推移してお
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りまして、ざっくり申し上げると、このオーダ

ーでほぼ横ばいと、こういうふうに考えており

ます。

事故の内容でございますが、ほとんどが自動

車と自転車との間の事故でございまして、自転

車と歩行者という観点での事故を見ますと―

これはもちろん私どもで認知している限りであ

りますが―過去10年間で総合計で14件、年平

均すると１～２件ということでございます。も

ちろん、認知をしていないところで微妙な接触

があったということは、もしかすると日常の中

にあるということは十分予想されるのかなと

思っています。事故の態様は、交差点付近での

事故が約７割であります。事故原因に自転車の

安全不確認や交通ルール欠如が見受けられるも

のが、大体半分くらいということでございま

す。

そこで、自転車の安全対策ということでござ

いますが、理想論を申し上げれば、自転車と車

と歩行者がそれぞれセパレートして通行すると

いうことが究極の理想でありますけれども、そ

うした環境というのは、現実的にはなかなかシ

ビアでございますので、私どもとしては、本県

におけるこうした事故の実情を踏まえながら、

まず自転車利用者に対して、自転車安全利用五

則というものをつくっておりますけれども、こ

れはルールでございますが、こうしたルールの

啓発、そして必要な指導取り締まり、それと自

動車のドライバーサイドに対して緊張感の醸成

を図る活動、こうしたことを中心に進めてまい

りたいと思っております。また今後、交通実態

の変化に伴い、必要がありますならば、道路管

理者と連携しながら、自転車の道路環境の整備

の検討を行うなどして、交通事故抑止を進めて

まいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 私ども民主党の会派は政務

調査で富山市に参りまして、環境に配慮したラ

イトレール等の調査をしました。その富山市と

いうのは今度、自転車を公共的に貸し出しをし

て、それをまた一つの観光のメリットにもしよ

うとしているわけです。今後の都市交通の政策

に、自転車というのは非常に位置づけが参考に

なるのではないかというふうに思っています。

自転車レーンの普及は置き去りにされた感が私

にはあるわけですが、自動車道路整備は進んで

いくということですので、県土整備部長に自転

車通行環境の整備についてお伺いをしたいと思

います。

○県土整備部長（山田康夫君） 自転車事故を

防止する観点や、近年、自転車が環境に優しい

交通手段として見直されておりますことから、

先ほど議員のお話にありましたように、国土交

通省は平成20年１月に、警察庁と合同で今後の

自転車通行環境整備の模範となるモデル地区を

指定したところであります。本県におきまして

は、宮崎市と日向市の２つの地区が指定をされ

ております。道路管理者と交通管理者とが連携

をしながら、安全な自転車走行空間の確保のた

めに、自転車通行部分のカラー化や自転車レー

ンの設置等を現在進めているところでございま

す。今後は、この２地区の整備効果の検証結果

を踏まえまして、国、市町村、そして交通管理

者とより一層の連携を図りながら、自転車通行

環境の整備について、さらに検討してまいりた

いと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ取り組んでいただきた

いというふうに思っています。というのが、韓

国では、4,411キロの区間を自転車で、いわゆる

観光地をぐるぐる回るというか、それも国策と

して整備に入るという状況になっている。一度
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会派で見に行ってみたいなというふうに、今、

会長にはお願いをしているところなんですけ

ど、そういう調査もさせていただければなとい

うふうに思っています。そして、ＪＲ亀戸駅の

ところに自転車レーンができているんですけ

ど、まだそれだけでは問題点もありそうですの

で、亀戸には私たちも行ってみたいなというふ

うに思っているところです。ぜひ積極的な、目

的意識を持った道路のつくり方というのをやっ

ていただけたらというふうに思います。

次に入ります。宮崎空港の航空路線の維持と

充実について、県民政策部長と商工観光労働部

長にお尋ねをいたします。

話題となりました静岡空港は、６月４日、国

内線、札幌へＡＮＡとＪＡＬが１日１往復、福

岡へＪＡＬ３往復、沖縄へＡＮＡ１日１往復。

国際線、ソウルへ大韓航空とアシアナ航空が毎

日１往復、上海へ中国東方航空が週４日往復運

航して、地方空港としては異例の便数で開港し

ました。2009年度の予算には―静岡の予算で

す―空港利用活用促進支援事業費ということ

で４億7,300万円を計上したと報道されていま

す。また、来年は茨城空港も開港を予定してい

ます。不況や経営状況の悪化によって、航空会

社の地方路線撤退とか便数減が相次いでいる中

で、数少ないパイをめぐって地域間競争という

のは本当に激化しそうです。宮崎県は10都市

の12路線あったんですが、国内線が現在７都市

７路線に減少しています。また国際線も、世界

的な景気後退や円高の影響で、外国人の利用が

減少傾向にあります。航空路線の減少は地域経

済に直結する重要な課題で、国際線は、本県が

目指す東アジアとの経済交流拡大を図っていく

ための基盤でもあります。この航空路線の維

持、そして、いわゆる航空使用料等の軽減措置

と、羽田空港の拡張により増加する発着枠の地

方路線優先配分の見通しについて、県民政策部

長にお伺いしたいと思います。

○県民政策部長（高山幹男君） まず、空港使

用料等の軽減措置についてでありますけれど

も、これにつきましては、国におきまして、地

方航空ネットワークを維持する観点から、国内

線着陸料を引き下げる方向で検討されてきて

おったわけでございますけれども、宮崎空港に

つきましては、ことし７月から来年３月末まで

の間、現在の３割減免から４割減免に拡充され

ることが、一昨日決定されたところでございま

す。また、羽田空港の再拡張により増加する発

着枠につきましては、現在、国の懇談会におき

まして配分のあり方が検討されておりまして、

ことし９月に報告書が取りまとめられる予定に

なっております。その中で地方路線の優先配分

について論議されるというふうに聞いておりま

す。県といたしましては、県単独あるいは九州

地方知事会などあらゆる機会を通じまして、地

方路線への優先配分を要望しているところでご

ざいます。

○井上紀代子議員 私も、今回質問するに当た

りまして、各県どのくらい支援策というのを

持っているのかを全部調べてみました。物すご

い支援をどの空港もしているんですね。宮崎

は、本当にそういう意味では先見性があったと

いいますか、多くの支援をした結果、これはい

いほうの結果が出たわけですけれども、ＣＩＱ

の体制整備というのは宮崎空港にとっては大き

なメリットだったというふうに思います。今後

も、発着枠をどんなふうに広げていくかという

ことについては、なかなか難しいとは思います

が、先ほど言われた懇談会の席に石川県知事、

入っていらして、「羽田増枠の配分は今後、地
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方空港の浮沈がかかっているんだから、全部自

分たちのほうに」というふうに、強く国にも

言っていらっしゃるようです。これについて

は、改めて知事も御一緒にぜひ、この発着枠の

確保についてはよろしくお願いをしておきたい

と思っております。

もう一つは、宮崎空港をどう活用していただ

くか、来ていただくかということが大事で、商

工観光労働部長には、搭乗率をいかに上げてい

くかという、その施策についてお伺いしておき

たいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 現在、海

外や関東・関西地域などから航空機を利用して

本県を訪れる観光客、平成19年の推計でござい

ますけど、約67万人に上っております。県外観

光客全体の約15％を占めているわけでございま

す。したがいまして、これらの観光客の入り込

みを図ることは、本県の観光振興はもとよりで

ございますけど、航空路線の搭乗率向上にもつ

ながるわけでございます。現在、県といたしま

しては、県外の事務所あるいは海外事務所等と

連携しまして、それらの地域の観光客のニーズ

を的確に把握しながら、それを反映した旅行商

品の造成を、旅行会社等に働きかけておりま

す。例えば、韓国ではトレッキングが盛んであ

りますことから、最近、韓国岳等を活用したト

レッキングツアーが非常にはやっているわけで

ございます。それから国内では、都市部におき

まして旅行にいやしを求める人が多くなってい

ます。神話・伝説など本県ならではの魅力を生

かしたツアーが旅行商品として造成されまし

て、好評を得ているところでございます。した

がいまして、航空機に乗って本県を訪れるよう

魅力ある旅行商品を造成することが非常に大事

でございまして、また、単なる旅行商品だけで

はなくて、その中身を問われるわけでございま

すので、海外観光客とか、東京・大阪などから

来られます観光客のニーズを踏まえました観光

資源の掘り起こしもしなければならないと思っ

ております。

○井上紀代子議員 先ほども申しました会派の

調査では、私ども石川県にも行ってまいりまし

て、やはり近辺の県とも力を合わせて観光商品

づくりというのを非常に熱心にやっておられま

した。先ほどちょっと丸山議員のほうからジオ

パークの話が出ましたが、霧島周辺の環霧島観

光圏づくりということで、宮崎県側から言えば

えびの市、小林市、高原町、都城市なんです。

鹿児島県は湧水町、霧島市、曽於市。皆さん力

を合わせて環霧島観光圏というのをつくり上げ

ていこうというふうにされているわけです。こ

こは、先ほどジオパークの話をされましたが、

まさにそのとおりで、温泉施設はがばっとあり

ます。先ほど言われた韓国岳をちょうど中心に

へそみたいにして、すごくその周辺に温泉施設

等もあるわけです。商品化としては本当にいい

んですよね。ですから、他県との連携もとりな

がら、大きな、霧島を一つのメリットにして商

品づくりをもっとつくり上げていくというお考

えがあるかどうか、そこをお聞かせいただきた

いと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 議員が

おっしゃるとおりだと思います。したがいまし

て、我々も鹿児島県とも連携しながら、積極的

な誘致、そして環霧島圏の中で、いかにいい旅

行商品、魅力のある旅行商品をつくるかという

ことにもかかっていると思いますので、十分地

元の人たちとも意見交換しながら、いい商品づ

くりに努めてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 それと修学旅行は、外国も
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そうなんですけど、国内も大きな力を持ってい

ると思うんですね。それで、先ほどいろんな支

援をしている県が多いという中に、修学旅行に

対する支援というのはすごくやっているわけで

す。バス１台分の50万円をやるとか、パスポー

トを初めてとったらこれだけお金をあげると

か、いろんなことをやっているわけですが、も

ちろん、宮崎県もその取り組みは現実にやって

いるわけです。

私がいつも思うのは、西都原の歴史資料館、

ここはもう一度再認識していただきたいぐら

い、学術員もすばらしい方がいらっしゃるとい

うことと、展示の仕方そのものもまたすばらし

いんです。昨日、武井議員のほうから、やっぱ

り平和学習ができないといけないのではないか

とか、いろいろ御意見があったんですが、修学

旅行に関して言えば、宮崎県はいろんな意味

で、西都原の歴史資料館を中心にしながら、修

学旅行について何か掘り起こせるものはないの

かというのを、もう一回磨き上げていただける

といいなというふうに思います。もちろん、ス

ピリチュアルということで高千穂なんかもいい

わけですが。ですから、決してうちが修学旅行

で劣るとはとても思えないんです。商品化した

ときに劣るとは思えない。ですから、いろんな

意味で、私どもが持っているものについては、

自信を持ってもっと前に売り出していくという

ことが必要なのではないかというふうに思って

おりますので、よろしくお願いをしたいと思い

ます。

これはちょっと知事にお伺いしたいんです

が、自治体が地域政策全体の中で空港というの

をどんなふうにとらえて、どう活用するか、ど

う運営し経営していくかというのはすごく大事

だと思うんです。能登空港などは、地元の観光

政策と一体化しているがゆえに、採算性は悪い

かもしれないけど、経済的効果というのは高い

というふうに言われている空港なんですけれど

も、知事は、空港と知事が持っていらっしゃる

地域政策をどう活用されているか、そこについ

てお伺いしておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のように能登

空港というのは、空港内に自治体の窓口、行政

機関を入れたということで、非常に知恵をお出

しになったなという感じがしております。本県

も、空港から市内中心部まで、県都まで非常に

近い距離感でございます。こういう近い位置と

いうのは国内でも珍しいところでございます。

そしてまた、空の玄関口として、海から入って

こられる主要な交通拠点、あるいは交通の入り

口だと思っておりますので、ここを活用して、

県内外あるいは国外からの観光客誘致、あるい

は人の出入りを図っていかなきゃいけないと

思っています。また、ここを中心にして鹿児

島、熊本と連携して、インフラの整備も含めま

して空港というものをもっと活用していただく

ような施策というものを、行政的には考えてい

かなきゃいけないと考えております。

○井上紀代子議員 実は私、金城武が大好き

で、レッドクリフが始まった「１」のときに、

石川県はいわゆる商品をつくり上げたわけです

ね。「Ｋ―20」のときも山口県がフィルム・コ

ミッションの地域になったわけです。上海と山

口県なんです。最後にテロップが流れていくと

きに、あれが何で宮崎県でないんだろうという

思いはするわけです。フィルム・コミッション

も、宮崎は物すごくいいところなので、それを

またひとつ売りに出せないのか。そして旬な俳

優さんが来れるような、映画にびしっとマッチ

できるようなコミッションがとれないのかとい
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うのを、最後に商工観光労働部長、よろしくお

願いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） フィルム

・コミッションは非常に大事だと我々は思って

いまして、従来からずっとやっているわけでご

ざいます。それで、本県のいろんな場所を背景

に、あえて言えばただで広報してくれるわけで

ございますので、我々としましては、いろんな

チャンス、いろんな機会をとらえて、誘致とい

いますか、取り組んでまいりたいと思います

が、一つは、宮崎の一番いいところを映してい

ただかないと、逆に今度はマイナスになるわけ

でございますので、一番宮崎の旬な時期あるい

は物、そういうことを念頭に置きながら、積極

的に誘致に取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上でございます。

○井上紀代子議員 どうもいろいろとありがと

うございました。

次に、４月というのは人事異動の時期なんで

すね。人事異動のときには５月病にかかられる

方もいるとか、精神的に不安定な時期でもある

わけです。実は今回、職員の研修というのを一

つ挙げたんですが、パワーハラスメント防止に

ついて、管理職の研修というのはどのように行

われているのだろうかというふうに実は思って

います。このことについて、総務部長と教育長

に見解をお伺いしたいと思います。

○総務部長（山下健次君） パワーハラスメン

トと申しますのは、当事者が自覚をすることな

く、訴えがあって初めて認識されることが多い

問題でございますので、それだけ防止のために

は日常的な意識づけが重要であると考えており

ます。現在、自治学院におきます階層別研修の

一環といたしまして、新任の課長級あるいは課

長補佐級、担当リーダー、こういった管理監督

の責務を負うこととなった職員に対しまして、

その心構え、あるいは人材育成上の留意点等に

つきまして研修等を行っておりますけれども、

その中で、パワーハラスメントについても、防

止意識をたゆまず保持することの重要性を指導

しているところでございます。

なお、この問題につきましては、相互の尊重

と信頼関係の構築が何よりも必要でありますの

で、職員に対しましては、年２回発出いたしま

す服務に関する指導通知におきましても、パワ

ーハラスメントの防止に努めることを管理監督

者の責務として盛り込むなど、あらゆる機会を

通じての指導に努めているところでございま

す。

○教育長（渡辺義人君） 管理職には、職員の

心の痛みをみずからの問題として受けとめる感

性と人格を尊重する姿勢が不可欠であると思っ

ております。このため県教育委員会では、教育

研修センターにおきまして、新任の校長や教

頭、事務長及び経験３年目の校長を対象にいた

しまして、パワーハラスメント防止の徹底を含

めた管理職研修を行っているところでありま

す。また、パワーハラスメントの防止を盛り込

んだ服務規律に関する通知を各学校長あてに毎

年度発出するとともに、定期的な校長会などあ

らゆる機会をとらえて指導に努めているところ

であります。さらに、各職場におきまして、職

員同士の信頼関係を構築することが極めて重要

でありますことから、昨年７月には、すべての

教職員の手引となります「服務規律等マニュア

ル」の中に、具体的なパワーハラスメントの事

例、それから、ただいま総務部長からも答弁が

ありましたけれども、パワーハラスメントにつ

いては本人が自覚していない場合が多いという

ことも問題点として指摘をして、さらには、ど
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ういったふうにすれば改善できるのかという改

善策も提示して、そういったことを特に追加を

行いまして校内研修の徹底を図ったところであ

ります。以上です。

○井上紀代子議員 やっぱり働きやすい環境を

つくり上げていくということは大変重要で、そ

して本当に、いつも自殺の話だとか議会で出る

たんびに胸が痛くなるわけですけれども、そこ

まで追い込まないで済むような状況を、お互い

が気持ちのいい環境で仕事ができるような関係

というのをつくり上げていくということが非常

に大事だと思っています。決して管理職の方に

だけ押しつける気持ちはないんですけれども、

言葉の一つ一つ、指示の一つ一つの中に気持ち

がこもるといいますか、そういう人間関係とい

うか信頼関係が生まれるような職場環境をぜひ

つくっていただくように、御努力をお願いした

いというふうに思います。

次に参りますが、知事の退職金のことについ

てお伺いをしたいと思います。

実は、正直申し上げて私は、この議案に対し

てどういう対応をしていいのか、自分はどんな

ふうに決断をしていいのかというのを、今すご

く迷っています。それで、今議会の議論を十分

に参考にしていきたいというふうに思っている

ところです。

実は、この知事の退職金の問題が出て、私は

大方の場合、女性の人たちと多く会う機会があ

るわけですけれども、まず最初に、「きよちゃ

んは何ぼもらうとね。知事は4,000万じゃろ。き

よちゃんは何ぼもらうとね」と言われるものだ

から、「県会議員は退職金やらないよ」と私が

言うと、「知らんかった」とみんな言うわけで

すね。これが一つです。それと、「松形さん

て、すげえもらいやったっちゃね」、こういう

話になるわけですよ。だから、「そうじゃね、

それで６期だから、掛け算すれば２億4,000万

じゃろかね」という話とかするわけですが、そ

のときに、思い起こせば、私自身は郵政に働い

ていたんですが、25年間働いて私がいただいた

退職金は1,000万ちょっとだったんです。（発言

する者あり）多いですかね。私は少ないと思っ

ていたんですが……。1,000万ちょっとだったん

ですが、そのうちの必要なものを出して、そし

てあと、「選挙資金にするから持ってこい」と

か言われて、選挙に全部出してしまったと。そ

の後、夫が退職して、同じ郵政に働いていたん

ですが、40年近く働いて2,000万ちょっとだった

んです。それで、県庁の方も30年働いたら幾ら

なんだろうかとちょっと考えてしまったわけで

すが、知事の退職金、退職手当というんです

か、それの算定方法について、まず総務部長に

お伺いをしたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 知事の退職手当の

算定方法につきましては、「知事等の退職手当

に関する条例」第３条の規定によりまして、知

事の給料月額に在職した月数を掛けまして、さ

らにそれに100分の70を掛けて得た額ということ

でございます。したがいまして、知事の任期の

満了時におきましては、在職期間が48月という

ことでございますので、これで計算いたします

と4,166万4,000円ということになります。以上

でございます。

○井上紀代子議員 ずっと議会でもまだ議論さ

れておりますので、まず知事に、退職手当の減

額については、なぜ２分の１なのかということ

と、また、なぜ今の時期なのかということをお

尋ねしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 議員のお知り合いの

方々、そしてまた多くの県民の皆様に、知事の
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退職金のあり方について興味を持っていただ

き、議論を惹起していただいたのは、私の本望

であります。

まず、知事の退職手当を50％減額する理由に

ついてでありますが、現在、知事の退職手当の

減額を措置している14府県の状況です。具体的

には、７県が支給なし、１府が50％減額、６道

県が50％未満の減額という状況、また、厳しい

社会経済情勢や本県の厳しい財政状況等を総合

的に判断し勘案しまして、50％の減額とさせて

いただいたものであります。

次に、条例提案を行う時期についてでありま

す。県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、私が知事に就

任して以降、検討を行ってまいりましたが、就

任して２年後となる、ことし１月のマニフェス

ト検証会の時点で、出来高制については客観的

な指標を設定することが困難であるという結論

に至りまして、断念することといたしました。

しかしながら、私のマニフェストにおいて、知

事の退職手当については見直しをするというこ

とを県民の皆様とお約束させていただいている

ことから、その後、出来高制以外の見直しにつ

いて検討を行ってまいりました。ことしの２月

議会には準備が間に合わず条例提案には至りま

せんでしたが、４月にはメディアを通して、こ

としの早い段階で退職手当を見直すことを発表

し、このことは県民の皆様とのお約束だと私は

位置づけさせていただいておりますので、こと

しのなるべく早い時期に提案させていただくと

いうことで、今議会の提案となったわけでござ

います。以上でございます。

○井上紀代子議員 いろんな意見はあるんです

ね。先ほど知事が言ってくださったとおり、本

当に退職金の問題がこれほど話題になるという

のは、これはまたある意味ではよかったのかな

というふうには、私自身も思っています。です

から、「50％しか仕事をしやらんとね」と言う

人もおるし、「テレビやらいろいろ出ちょりゃ

るからお金持っちょりゃっとやわね」、それ

と、「政治資金パーティーをしょっちゅうし

ちょりゃるから、あの人はお金には困っちょ

りゃらんわね」みたいな、そういう意見とかい

ろいろあるわけです。

それで、私はもう一つ懸念している内容とし

ては、実はお隣に座っていらっしゃる副知事

も、給料の月額掛ける在職月数100分の50という

ことになりますので、大体ぱぱっと計算したら

これぐらいというのが出るわけですが、それに

は影響が出ないのか。それから市町村長さんに

も影響は出ないんだろうか。私は、それは非常

に悩ましい問題だというふうに思うわけです。

ここで別に知事からお答えいただかなくていい

わけですが、今回の問題を今議会で即決してい

いものかどうか、ちょっと私自身は疑問を持っ

ているというか、まだ自分自身も決め切れてい

ないと。ぜひ全額いただくようなお仕事をして

くださいというふうにお願いすべきなのか、そ

れとも、退職金というのは私どもと同じで要ら

ないじゃないかというのか、いろいろもっと研

究させてほしいなという思いがいたしました。

知事の退職金については、私の考えは以上なん

ですけど……。

最後に、身体障害者補助犬について、福祉保

健部長に主にお伺いをしたいと思います。

身体障害者補助犬というのは、盲導犬、聴導

犬、介助犬をいいます。実は、宮崎県にも盲導

犬を利用されている方が多くいらっしゃって、

本当に宮崎県のお金というか予算というのは非
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常に有効に使われていると、私は思っていま

す。今回、宮崎県から初めて介助犬をというお

話があります。御存じのとおりだと思うんで

す。実は、知事は御存じの―私は直接お会い

したことはありませんが―羽鳥アナウンサー

が「ズームイン」の中で、テレビで詳しく、九

州で初めてなんですけれども、宮崎県に介助犬

が誕生するということで報道していただきまし

た。そのズームインのときに、いかに介助犬を

育てていくのが大変であるかということと、介

助犬に育ち上がった犬と介助犬を持つ身体障が

い者の方との関係がどううまくいかないといけ

ないかということとか、細かに報道がされたわ

けです。そして、全国から九州補助犬協会とい

うところに、激励のメッセージというか思いと

いうのが非常に集まったそうです。

私が今回心配をしておりますのは、その補助

犬の所有権のことなんです。今、宮崎県は県が

所有権を持っていますが、この補助犬、今まで

全国の例を見てみますと、宮崎県が持たなけれ

ばならないという理由が、私にはなかなか納得

できないんです。宮崎県が所有しなければなら

ない理由について福祉保健部長にお尋ねしたい

と思います。

また、今回のような例の場合、それを変えて

育成団体に渡すことは本当にできないのかどう

か、そこについてお尋ねしておきたいと思いま

す。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 身体障害者

補助犬の所有につきましては、県の責任を明確

にするために県の所有としてきたところでござ

います。育成団体の所有とする場合は、病気等

への素早い対応が期待できる一方で、団体の諸

般の事情によりまして所有権が別のところに移

転される等のリスクも考えられますので、所有

のあり方については、利用者の利益と事業効果

を確保するという観点から、総合的に検討して

いく必要があると考えております。

○井上紀代子議員 昨年の８月から話を始めて

―都城市の方なんですけれども、米盛さんと

おっしゃるんですが―ずっと話を続けてき

て、そして今、ここに至って、９月28日が試験

日であるということがわかっていて、それでも

なおかつ、今までの態度というか、県が所有し

ていたのだから、盲導犬と同じように介助犬に

ついても所有しておかなければいけないという

明確な理由というのがわからないんですが、そ

こを教えてください。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 明確な理由

といいますのは、先ほど言いましたように、県

が責任を持ってこの事業を推進するという意味

で、県の所有としているところでございます。

先ほど話がありましたこの案件につきまして

は、育成団体の所有にするかどうかということ

でございますけれども、当初２月に、宮崎県の

制度の内容を育成団体のほうにも十分説明をい

たしております。またその後、育成団体の意向

も踏まえまして、契約の内容の一部変更等にも

既に対応してきているところでございますけれ

ども、今回の件は、５月になりまして所有権を

欲しいという申し出もありまして、県といたし

ましては、正直なところ戸惑っているところで

もございます。育成団体ともよく話し合いをし

まして、適切に対応してまいりたいというふう

に考えております。

○井上紀代子議員 全国に介助犬は―これは

１つ間違っているところがあるかもわからない

んですけど―46頭いるんです。46頭いて、県

が持っているところというのは徳島県が１県だ

けなんです。こういうことというのはちょっと
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ないんですよね。育成団体がつぶれちゃったら

どうするんだというのを御心配だと思うんで

す。それと、事業的にこうやって決めてしまっ

たのだから、所有権は県が持つということで決

めてしまったのだから、変えられないというふ

うに思っていらっしゃるんだと思うんです。知

事、ここは本当に九州で初めて。ということ

は、モデルケースになる可能性が高いわけで

す。ですから、かたくなに県が持っちょかにゃ

いかんという必要はないし、事業的効果が出る

ということのほうが大事ですので、九州補助犬

協会のほうに所有権を渡されたらいかがかと思

いますが、知事の御判断をお願いしたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 本県は、補助犬だけ

ではなく警察犬でも日本一になっておりまし

て、そういった意味では、宮崎発のモデルとい

うことの可能性が示唆されるわけでございま

す。私は、いつでも機動的に弾力的に対応とい

うことを自分のポリシーにしておりますので、

また十分議員の御意見を踏まえて、担当部局と

も意見交換をして検討させていただきたいと

思っております。

○井上紀代子議員 あと判こをつくだけなんで

す。所有権のところだけなんです、とまってい

るのが。そこは柔軟にやっていただいて、今の

知事のお答えを九州補助犬協会のほうにお伝え

して、判こをすぐついていただくようにお願い

したいと思いますので、よろしくお願いいたし

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）

○井本英雄副議長 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52分散会


