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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）
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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）
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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

- 115 -



- 116 -

◎ 一般質問

○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。

ただいまから一般質問に入ります。まず、濵

砂守議員。

○濵砂 守議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

県民の会の濵砂守でございます。３日目のトッ

プバッターでありますので、きょうはちょっと

質問事項が多くて、夕べ遅くまでやっておりま

した。内容が少し変わったかもしれませんの

で、ひとつよろしくお願いいたします。

それでは、通告に従いまして一般質問を行い

ます。

まず、経済・雇用対策についてお尋ねをいた

します。

政府は、経済危機対策を踏まえ、平成21年度

補正予算13兆9,256億円を４月27日に国会に提

出、５月13日に衆議院で可決し、５月29日に成

立いたしました。これにより国の補正後の予算

総額は102兆4,736億円となり、日本で初めて100

兆円を超える予算になります。しかし一方で

は、国の21年度当初予算額で、借金に当たる公

債費が33兆2,940億円、借金返済に当たる国債費

が20兆2,437億円にも上っております。今回の補

正により国はさらに膨大な借金を抱えることに

なり、そのツケはすべて国民にのしかかってま

いります。この政策について知事の感想をお聞

かせください。

本県においても、平成20年度後半から打ち出

された経済・雇用緊急対策の実施に伴い、今議

会開会日の12日に上程された59億9,500万円余の

一般会計補正予算案、及び17日に上程された追

加補正予算案122億6,200万円余が可決をされま

すと、総額で約182億円が補正されることになり

ます。知事は、この補正により本県に与える経

済・雇用効果はどの程度発揮できると予測され

ているのか、お聞かせをいただきたいと思いま

す。

次に、道州制国家の対応についてお尋ねをい

たします。

政府の地方制度調査会は６月16日、平成の大

合併について、市町村合併の期限である来年の

平成22年３月末で打ち切るとした答申を提出い

たしました。しかしながら、基礎自治体に残さ

れた課題として、人口１万人未満の小規模市町

村は依然として471団体、本県では８団体であり

ますが―平成22年３月23日見込みであります

―数多く存在しております。今後、急速な人

口減少により小規模市町村の数は増加すると予

想されていることから、小規模市町村における

行財政基盤強化の必要性が求められておりま

す。本県における小規模市町村に対する今後の

取り組みについて、知事にお尋ねをいたしま

す。

平成７年に制定された地方分権推進法に基づ

き進められた改革は、平成12年４月から地方分

権一括法として実を結び、国主導で地方自治制

度の姿を一新するための取り組みが行われてき

ました。道州制について、平成18年２月28日、

国の第28次地方制度調査会から答申がなされた

ことにより、同年12月に地方分権改革推進法が

制定され、現在、政府の道州制ビジョン懇談

会、自由民主党、全国知事会、日本経済団体連

合会など各方面で議論が行われております。九

州においても、九州地方知事会、経済界等で構

成する九州地域戦略会議において、道州制に関

平成21年６月19日(金)
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する議論が進められているとお聞きをいたしま

す。今後のスケジュールについて、道州制ビ

ジョン懇談会では、2011年に道州制基本法の国

会提出を求め、2018年までに地域主権型道州制

に完全移行するとの考えを示しておりますが、

本当に2018年までに道州制国家の成立はあり得

るのか、知事の見解を伺います。

次に、だれもが暮らしやすい宮崎県について

であります。

2009年６月、今年６月ですが、英経済誌「エ

コノミスト」の調査部門、エコノミスト・イン

テリジェンス・ユニットは、世界主要都市の暮

らしやすさランキングを発表いたしました。そ

れによると、最も暮らしやすいとされたのはカ

ナダのバンクーバーで、日本では大阪が13位、

東京がフランクフルトと並んで19位にランクさ

れております。調査は、各都市を医療、安定

度、文化・環境、教育、インフラの５つの要素

で評価をしランキングにまとめたもので、その

結果、バンクーバーは暮らしやすさ98％で堂々

１位であります。２位以下は、ウィーン、メル

ボルン、トロント、パース、カルガリー、ヘル

シンキ、ジュネーブ、シドニー、チューリヒ

で、上位10都市のうち６都市はカナダとオース

トラリアが占めております。ちなみに最下位

は、混乱が続くアフリカのジンバブエの首都ハ

ラレだそうであります。

一方、日本国内においては、山梨県の横内正

明知事が、暮らしやすさ日本一を目指すとし

て、首都圏にありながら、周囲を日本一の山・

富士山を初め八ヶ岳、南アルプスといった名峰

に囲まれ、県土の78％を森林が占める水と緑の

宝庫であるとして、豊かな自然環境や「果樹王

国やまなし」を売り物にしております。また、

岡山県の石井正弘知事は、今期の退職金を全額

返上した上で、太陽光発電など環境に配慮した

県立図書館は３年連続して全国一の利用者であ

ること、全国に先駆けた国際貢献活動推進条

例、さらには安全・安心まちづくり条例やドク

ターヘリ・防災ヘリの導入など数々の大きな成

果を上げているとして、「暮らしやすさ日本一

を目指す」と宣言されております。もちろん我

が宮崎県においても、条件や基準、思い、考え

は異なるにしても、暮らしやすさにおいては、

当然に、他県に比べてまさることはあっても劣

ることはないと、私自身も、県民の皆さんも自

負していらっしゃると思います。知事は、国

内47都道府県の中で暮らしやすさランキングを

つけるとしたら、宮崎県は何番目に宣言されま

すでしょうか、お聞かせください。

以上で壇上からの質問を終わります。後は質

問者席から質問をいたします。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 おはようご

ざいます。お答えいたします。

国の景気対策についてであります。今般の未

曾有の経済危機に対応するため、国においては

昨年来、「景気対策３段ロケット」に引き続く

経済危機対策として、過去最大規模の補正予算

を措置したところであります。これは、世界同

時不況に対応するため、加盟各国が財政出動等

に取り組むこととされた本年３月のＧ20会議で

の合意を踏まえるとともに、景気の底割れリス

クや世界経済の大調整といった危機的な経済情

勢を克服し、成長戦略を推進していかなければ

ならないという認識のもとに打ち出されたもの

と理解しております。一方、御質問にありまし

たように、補正後の国の予算は公債金が44兆円

余と歳入の43％を占めることとなり、本年度末

での公債残高見込みは581兆円と、主要先進国の

平成21年６月19日(金)
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中でもひときわ厳しい財政状況となっておりま

す。当面は経済の回復と国民生活の安定を図る

ことが第一でありますので、今回のような果断

な措置が講じられたものと思いますが、この経

済危機を脱した段階においては、持続的な成長

と財政健全化の両立をどのように図っていく

か、改めて検討が行われることになると考えて

おります。

次に、経済・雇用対策の効果についてであり

ます。県内の経済・雇用情勢は依然として厳し

い状況にありますことから、先般、新たな経済

・雇用対策を策定し、それに基づく補正予算を

お願いしているところであります。今回の補正

予算では、緊急的な経済・雇用対策として、県

単独公共事業を初め、雇用確保のための基金の

積み増しや事業の追加を行うほか、中長期的な

産業づくりとして、農林水産業の活性化や農商

工連携の推進等による新たな産業の創出な

ど、175億円余の経済・雇用対策を計上したとこ

ろであります。これらの事業による効果といた

しましては、すそ野の広い公共事業の実施によ

る地域経済への波及や民間における雇用の維持

確保、基金を活用した事業の実施による新たな

雇用の創出など、直接的な効果が期待できると

ともに、産業基盤の整備による既存産業の活性

化や農商工連携等、本県の特性を生かした新産

業の創出など、将来の経済発展や雇用の安定に

つながる礎づくりを進めてまいりたいと考えて

おります。

続きまして、小規模市町村への今後の取り組

みについてであります。地方を取り巻く情勢が

大きく変化する中、市町村におきましては、地

方分権の受け皿としてその行財政基盤の強化を

図ることが重要な課題となっております。特に

小規模市町村におきましては、人口の流出や高

齢化等による地域の相互扶助機能の低下が懸念

されており、高度化・多様化する住民ニーズ

に、現在の体制のままで将来にわたって対応す

ることができるのか、真剣に検討いただく必要

があろうかと考えております。県といたしまし

ては、行財政基盤を強化する手段の一つとして

市町村合併が今後もなお有効な方策であること

を、引き続き訴えてまいりたいと考えておりま

す。また、先日の第29次地方制度調査会の答申

で示された、行政機関や内部組織の共同設置な

ど市町村の広域連携策等も踏まえ、小規模市町

村におきましても地域の実情に応じた住民サー

ビスが維持できるよう、必要な助言を行ってま

いりたいと考えております。

次に、道州制についてであります。人口減少

や少子高齢化、グローバル化など急激に社会が

変化する中で、これまでのような画一的な中央

集権システムでは、地域の多様な課題に十分な

対応ができなくなっており、また、それによる

国民の慢性的な閉塞感を踏まえると、道州制を

含む大きな変革が必要であると認識しておりま

す。また、道州制は真の分権型社会の実現を目

指すものであって、国の都合による行財政改革

等の手段であってはならないと考えておりま

す。その意味において、国と地方の役割分担を

見直し、権限、税財源を地方に移譲する第二期

地方分権改革を、政治の強いリーダーシップの

もとで確実に推進するとともに、あわせて国と

地方のありようについての国民的な議論をしっ

かりと行い、道州制の導入に向けた検討を着実

に進めていく必要があると考えております。

宮崎県の暮らしやすさについてであります。

暮らしやすさにつきましては、個人の価値観に

よるところが大きいことから、客観的に順位づ

けすることは困難かと思います。しかしなが
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ら、人の温かさや自然の豊かさ、温暖な気候、

そして山の幸、海の幸にあふれる宮崎県で生ま

れ育った者として、故郷に対する愛着、誇りは

人一倍ございますし、どこよりも暮らしやすい

ところだと思っております。また、民間の研究

所による昨年の調査によりますと、「いい子ど

もが育つ」都道府県ランキングで、本県は総合

第１位という結果もございます。郷土の宝であ

り、未来を担う子供たちが、心身とも健全には

ぐくまれる環境にあるという評価は、だれもが

誇りに思えることではないかと考えます。その

一方で、厳しい経済・雇用情勢、医師の確保、

中山間地域対策などさまざまな課題があること

は事実でありますので、引き続き、山積する課

題の解決を図り、存在感のあるオンリーワンの

自治体の実現に向け、県民総力戦で取り組んで

まいりたいと考えております。〔降壇〕

○濵砂 守議員 ありがとうございました。そ

れで、ちょっとお尋ねしたいんですが、ことし

の１月15日に、宮崎市で道州制シンポジウムが

行われました。そのときに東国原英夫知事が、

「140年前に実施した廃藩置県の面積と人口割

は、現在の情報や交通の高度化・高速化にはそ

ぐわない。現在の統治システムを変えなけれ

ば、日本は衰退化していく」「いわゆる地方は

国の制度にがんじがらめにされておる。これを

取っ払ってしまえ。自分たちで地域づくりをし

ていこうとする発想が非常に育ちにくい。目指

すは九州独立ですよ」という発言をされている

んです。そこでメッセージですが、話題の鳩山

邦夫、当時の道州制担当相なんですが、「道州

制は地方分権の先にある理想の姿だ。目指すべ

き道州制は地方主権型道州制と考える」、そう

いう発言をなされました。一方、江口克彦道州

制ビジョン懇座長ですけれども、「今後20～30

年で東京はさらに人口や資金が集中して、地方

の活力が失われる事態を懸念する。今後のスケ

ジュールについて、ビジョン懇談会では、2011

年に道州制基本法の国会提出を求めて、2018年

までに地域主権型道州制に完全移行することを

考えている」ということで発言をされておりま

す。それがあったものですからもう一度お尋ね

したいんですが、2018年までに道州制国家が本

当に成立できるのかということなんです。知事

はどういうふうにお考えになっていますか。

○知事（東国原英夫君） 時間軸で申します

と、ロードマップとしては、私はあと10年ぐら

いのうちに地方分権型の地域主権型の道州制に

移行するべきであると考えております。そのた

めには、あと10年というのを目標にして、それ

を想定して今から何をするべきかということ

は、細かいロードマップとかスケジュールは決

めていかなきゃいけないと思いますけれども、

総括すると、あと10年を目途に道州制の移行は

されなければいけないと考えております。

○濵砂 守議員 それから、私たちもそうなん

ですが、県会議員の選挙があと２回かなという

漠然とした話はよく出るんですけど、県がなく

なるという―なくなることはないかもしれま

せんが、こういった組織がなくなる、そういう

漠然とした感があるんですけれども、なかなか

実感としてわかない。県民の皆さん方はなおさ

ら、そういう気持ちがないだろう。道州制とい

う話は聞くけど、まさか宮崎県が、自分にはね

返ってくるというのは、恐らく職員の皆さん

も、わかっていても実感はわかないと思うんで

す。隣の熊本県、ここは道州制になったらうち

が州都だという運動も展開されております。そ

れで、話題になっているのは道州制導入後の州

都、これが福岡、熊本、それから福岡県の久留
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米市、佐賀県の鳥栖市を中心とした筑後川流域

クロスロード協議会、こういうところがみずか

ら手を挙げて活動しているという状態でありま

す。宮崎県の県民の皆さんにも、こういうとこ

ろはちゃんと報道等で、あるいは今の状況を県

の広報等でも知らせて関心を持たせることが、

将来の宮崎県のためになると思いますので、そ

うしていただきたいと思うんですが、知事とし

ては、宮崎県に、成立後には州都なり、あるい

は重要な機関を置くというようなお考えはない

でしょうか。

○知事（東国原英夫君） まだ州都までの議論

は早いのかなという感じはするんですけれど

も、要するに道州制というのは地域主権型とい

うことで、国の中央集権、今のシステムを地方

分権型にするということでございますので、国

と地方の役割をどうするか。国は外交とか防衛

とか金融とかそういったもの、グローバルな世

界の中での国のあり方の役割にしていただい

て、住民サービスは道州あるいは基礎自治体に

すべて権限や財源を移譲していただくという、

いわゆる霞が関の権限を分散、分権するという

ことでございますので、都道府県の合併とかそ

ういったものではない、主権の問題であるとい

うことです。完全自治体として行政権と立法権

と財政権を完全に移譲していただいた九州が、

完全自治体として独立をするといったことが道

州制の意味だと思います。それによって無駄を

なくして、住民サービスや行政サービスをス

ピーディーに意思決定していくということが目

的でございます。ですので、まず分権ありきだ

と考えますので、その次の州都がどうとかいう

のは、まだ議論の余地があるんじゃないかと

思っております。

○濵砂 守議員 そういう話があるんですよ。

ところが、意識をさせるための一つの方法とし

て、やっぱり候補に手を挙げる、これも必要な

ことじゃないかと思うんです。それで、１月の

懇談会、いわゆるシンポジウムのときに知事が

言われておるのは、導入後の州都について、

「道州制導入後の福岡１県集中はあり得ない。

格差をなくして地方に分散しよう、多元的にし

ようというのが道州制である」と発言をされて

おります。そういった意味からちょっとお聞き

をしたんです。

それから、先ほど答弁にありましたように、

公債費残高見込みが今年度で581兆円、国民１人

当たりが国の借金だけで581万円になるんです

ね。今回の当初予算と補正を含めて44兆円の借

金ですから、４月から今にかけて国民１人当た

り44万円の借金が起きているんです。こういう

状況から見ると、いずれにしても道州制の論議

というのは高まってくるんじゃないかというよ

うな気がするんですが、その辺についてはどの

ようにお考えですか。

○知事（東国原英夫君） 予算をどうするか、

税制をどうするか、今の借金を地方に担っても

らうのかというのは、次の議論だと思います。

いずれにしろ、国の公債、いわゆる借金をどう

するかというのは、地方分権の中で考えていか

なきゃいけないと思います。ですから、地方の

税制をどうするか、今の借金をどう分散する

か、どう処理するかというのは今後の議論だと

考えております。

○濵砂 守議員 それでは、次に、農林水産政

策についてお尋ねをいたします。

まず、農政についてでありますが、今議会に

提案されている冬春ピーマン等生産体制再生支

援モデル事業2,650万円の内容について、農政水

産部長にお尋ねをいたします。
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○農政水産部長（伊藤孝利君） この事業は、

冬春ピーマン等を対象に、展示圃の設置や養液

土耕栽培技術の導入を支援するモデル事業でご

ざいまして、本県冬春ピーマン栽培面積の約５

％に相当する13.5ヘクタールを目標に取り組む

こととしております。この技術は、ハウス内に

点滴かん水を行うチューブを配置しまして、か

ん水と施肥を同時に行う栽培技術でございまし

て、作業の大幅な省力化と施肥量の低減、さら

には収量品質の向上を目的として実施すること

としております。県といたしましては、本事業

の実施によりまして冬春ピーマン等の生産構造

の強化を図ってまいりたいと考えております。

○濵砂 守議員 この件につきましては、同じ

く西都・西米良からの押川議員が後にじっくり

と質問されるそうですから、ここで終わりま

す。

次に、林政についてお尋ねをいたしますが、

同じく、今期上程してあります森林整備加速化

・林業再生基金積立金の取り崩しによって、間

伐推進加速化事業２億8,450万円、森林整備加速

化・林業再生事業４億7,250万円の内容につい

て、環境森林部長にお尋ねをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） まず、間伐推

進加速化事業についてでございますが、この事

業は、地球温暖化防止対策としての間伐の集中

的な実施を促進するものでございまして、その

主な内容は、森林組合等の林業事業体が行う間

伐に対しまして、１ヘクタール当たり25万円以

内を支援するものであります。また、間伐を円

滑に行うための森林境界の明確化や簡易作業路

の開設に対し、それぞれ１ヘクタール当たり４

万5,000円以内、１メートル当たり2,000円以内

を支援することとしております。

次に、森林整備加速化・林業再生事業につい

てでありますが、この事業は、間伐材等を有効

に活用しまして低炭素社会の実現を図るため、

間伐材等の流通経費や買い取り資金の利子助成

に加えまして、木質バイオマス利用施設の整備

や公共施設の木造化・木質化等を支援するもの

であります。いずれの事業も、国からの補助金

を県の基金に造成しまして、今後３年間で取り

崩しながら実施することとしております。以上

でございます。

○濵砂 守議員 ありがとうございました。こ

の事業は非常におもしろいなと思っているんで

すが、これは農林漁業の底力の発揮として補正

予算化された１兆131億円のうちの森林整備加速

化・林業再生事業としての1,238億円ということ

ですね。47都道府県で割ったにしても、全体

で26億円程度になりますから、まだ10億円しか

来ていませんね。山村地域によると、人件費が

これだけあったら十分間伐できますから、雇用

再生については非常に効果があると思うんで

す。こういう時期ですから、ぜひちゃんとした

森林整備をお願いしておきたいと思います。

それから、水産行政について伺います。平

成20年度宮崎県水産白書によりますと、「本県

は全国でも有数の水産県であり、カツオ一本釣

り漁業、マグロはえ縄漁業を初め、まき網漁業

や養殖業などさまざまな漁業が盛んで、中でも

近海カツオ一本釣り漁業は、連続して全国一の

生産量と生産額を誇っておる」ということで

載っております。「しかしながら、水産業を取

り巻く環境は、国際的な漁獲制限や資源の減少

に伴う漁獲量の減少、引き続く魚価の低迷、就

業者の減少と高齢化、さらには、依然先行き不

透明な燃油価格等への対応など極めて厳しい状

況にある」、こういう説明がなされておるんで

すが、ちょっとそれを調べてみますと、平成19
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年度末現在の県内の海面における漁船登録隻数

が2,971隻となっております。15年の3,488隻と

比較しますと、517隻、15％減少しております。

そしてまた、船の年齢構成、船齢というんだそ

うですが、大体15年がその基準だと言われてい

るんですけれども、この占める割合が非常に高

くなってきたという状況であります。こういう

状況をどのように受けとめておられるのか。ま

た今後の対策を、あわせて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） 御指摘にござ

いましたように、本県におきましては、零細な

沿岸漁業層を中心に漁業者が減少していること

や、経営環境の悪化等に伴いまして漁船の更新

が進まないことから、漁船の隻数の減少や高齢

化が進んでいると認識しております。このため

県といたしましては、関係団体で構成しており

ます地域漁業改革推進協議会におきまして、個

別経営体の経営状況を踏まえながら、収益性重

視の操業・生産体制への転換や漁船更新の促進

など、漁業者等への総合的な指導助言を行うこ

とにより、国や県の事業を活用した生産基盤の

強化を図っているところでございます。今後と

も、漁業者や関係団体と一体となりまして、経

営環境の変化に耐え得る足腰の強い経営体の育

成に取り組んでまいりたいと考えております。

○濵砂 守議員 それでは引き続き、だれもが

暮らしやすい宮崎県についてお尋ねをしたいと

思います。

先ほど知事の答弁をお伺いいたしましたが、

当然に上位１番目という話が出てくるのかと思

いましたけれども、ちょっと角度を変えてそう

いう話になったようであります。私自身、そう

言いながらも、答弁にありましたように、非常

に県民所得も低い、あるいは日照時間等が長

い、あるいは快晴日数がたくさんあるにもかか

わらず、それが余り利用されていないとか、い

ろんなものもあるようであります。そこで副知

事、何も言っていませんでしたけれども、宮崎

県に来られて５年目ですか。５年間住んでおら

れて、宮崎県の暮らしやすさについてはどのよ

うに評価されますか。

○副知事（河野俊嗣君） ５年目に入りまし

て、これまで地方自治体の勤務は宮崎以外に３

カ所。４カ所目の地方自治体勤務であります。

それぞれの土地にはそれぞれのよさがあるとこ

ろでありますが、その中で比べましても、知事

の答弁にありましたように、温かな県民性、優

しい人柄というものが一番魅力的に感じておる

ところでございます。

○濵砂 守議員 さすがに、副知事ですから、

ちゃんとした答弁をいただきました。

それでは、まず最初に、太陽光発電について

お尋ねをいたします。環境省では６月の１月間

を環境月間として定めております。月間中は、

環境の保全に対する国民の関心と理解を深め、

エコライフ・フェアを初めさまざまな行事が行

われております。これは県の広報で出たんです

よ。本県では、６月12日の読売広告に、「「製

造」・「発電」・「活用」の三拍子揃った太陽

光発電の拠点づくり みやざきソーラーフロン

ティア構想」、サブタイトルは「太陽光発電の

フロントランナーを目指す……宮崎県住宅用太

陽光発電システム融資制度を実施」と大きく掲

載をされました。この中で知事は、「低炭素社

会を実現していくことが求められていますが、

宮崎県は、まさに最適な自然条件を備えている

と思います。（中略）太陽光発電のフロントラ

ンナーとして、新しい「太陽と緑のくにみやざ

き」の実現をめざしてまいります。」とごあい
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さつをされております。そこで、当の宮崎県の

取り組みであります。一般家庭用の太陽光発電

装置の設置助成の取り組みについて、国、県、

市町村においてそれぞれどのような支援を行っ

ているのか、環境森林部長にお尋ねいたしま

す。

○県民政策部長（高山幹男君） 私のほうから

答弁させていただきます。

太陽光発電装置の助成についてでありますけ

れども、国のほうでことし１月から住宅用太陽

光発電等に対する補助制度を復活させまして、

１キロワット当たり７万円を助成することと

なっております。県におきましては、先ほど御

質問にございましたように、本年４月から、宮

崎銀行、宮崎太陽銀行の協力を得まして新たな

融資制度をスタートさせ、300万円を上限に低利

で融資を行っております。このほか県内の市町

村におきまして、宮崎市が本年度から１キロ

ワット当たり３万円、上限10万円といたしまし

て助成する補助制度を新設いたしたところであ

りますけれども、予算枠の関係上、現時点では

締め切りになっておるというふうにお聞きして

おります。

○濵砂 守議員 そうなんですよ。宮崎県は県

独自でやっているのは融資だけなんですよね。

しかも要保証です。あとどこがやっているかと

いうと、宮崎市が上限10万円で補助金を出して

おります。ところが、全国で見てみますと、15

都府県が県独自の補助金を出しているんです。

フロントランナーじゃありません、宮崎県は。

そういうふうに大々的に打ち出したにもかかわ

らず、余り対策がとられていない。

それで、快晴日数が全国で第２位、そのよう

な状況であるにもかかわらず、余り活用がされ

ていない。埼玉県が快晴日数第１位なんです。

ここは、既存の場合１キロワット当たり６万円

の補助金を出しています。上限は１戸建てで21

万円であります。それから、東京都あたりは１

キロワット当たり10万円。けさ電話して聞いた

んですが、１軒の普通の４～５人の家族の中で

使う電力量というのは４キロワットぐらいだそ

うです。そうしますと、１キロワットに10万円

補助しますと東京都は40万円。それから、あそ

こは23区で補助金を出していますので、上限が

大体20万円ぐらいなんです。国のを合わせる

と、東京都が一番高くて90万円ぐらいになりま

す。県民政策部長、どのようにお考えですか。

これでもフロントランナー宮崎県というのが

堂々と言えますか。

○県民政策部長（高山幹男君） 御質問に当初

ございましたように、ソーラーフロンティア構

想は、メガソーラーの誘致とか家庭への普及促

進とかを上げまして、製造、発電、活用、そう

いったものを含めましてソーラーフロンティア

構想を策定してございます。今、補助金の関係

がございましたけれども、宮崎県の場合、300万

円を10年間で借りますと、トータルで30万円の

プラスになるというようなことがありますの

で、そういったことで今、私どものこの融資制

度をやっているところであります。

○濵砂 守議員 せっかく恵まれた自然の気候

でありますから、ぜひ大事にしていただいて、

太陽光発電支援策をぜひとっていただきたいと

思います。

次に、深刻化する地球温暖化問題に備えまし

て、ＣＯ２削減対策として、宮城県では、環境

に優しいハイブリッド車などの環境対応車購入

時の独自の助成金を１台当たり10万円とすると

いうことを決めているようです。本県ではどの

ように考えておられますでしょうか。
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○環境森林部長（吉瀬和明君） 二酸化炭素削

減のための低公害車導入促進につきまして、国

において、自動車税等を軽減する自動車グリー

ン税制に加えまして、今年度新たに、ハイブ

リッド車等のエコカーを購入する人に対しまし

て、補助制度や自動車重量税等の減免措置が設

けられたところでございます。本県ではこれま

で、「みやざき県民の住みよい環境の保全等に

関する条例」等によりまして、自動車等から排

出されます二酸化炭素削減につきまして、アイ

ドリングストップやノーマイカーデーの普及啓

発、それから事業者等を対象にしましたエコド

ライブ講習会の開催などに努めているところで

ございます。県の新しい施策によります低公害

車の導入促進につきましては、国の助成等によ

りまして全国的にハイブリッド車の受注等が大

幅に伸びているとの報道もなされております。

その状況を見守るとともに、まずは、今後とも

県が率先して導入していき、その普及啓発に努

めてまいりたいと考えております。

○濵砂 守議員 地球温暖化問題、深刻な問題

になっておりますので、これもあわせて、ぜひ

検討いただきたいと思います。

それから自殺の問題ですが、本県の特徴とし

て自殺者が非常に多いのが気になるわけです

が、何が原因なのか。また、自殺予防のために

どのような対策を講じておられるのか、福祉保

健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） まず、本県

の自殺の現状についてですけれども、厚生労働

省の人口動態統計によりますと、平成20年の本

県の自殺者数は363名で、前年に比べて31名減少

し、人口10万人当たりの自殺者数は32.0人でご

ざいますが、全国で４番目となっております。

また、平成20年の県警本部の統計によります

と、自殺の原因は健康問題が最も多く、次いで

経済・生活問題や家庭問題などが挙げられてお

ります。

次に、対策についてであります。昨年度から

「自殺ゼロ」プロジェクト推進事業の中で、官

民一体となって総合的に自殺対策を進めるため

の基盤づくりや講演会の開催、テレビＣＭの放

映などの普及啓発、あるいは、かかりつけ医な

どの専門家や各種相談員への研修などに取り組

んでいるところであります。今後とも、関係機

関と連携しながら、積極的に対策を進めてまい

りたいと考えております。

○濵砂 守議員 次に、国民のだれもが心配し

ているのが老後の生活であります。安心した老

後を迎えるのに必要な年金が危機にさらされて

いる。倒産やリストラによる失業者がふ

え、2008年度の国民年金保険料の納付率は62％

前後と見込まれております。３年連続して下

回っており、過去最低だと推測をされます。政

府が目標としている80％との乖離が広がってい

るように思えます。本県ではどうなっておりま

すか、福祉保健部長にお尋ねをいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 国民年金を

所管いたしております社会保険庁によります

と、本県における平成19年度の現年度分保険料

の納付率は63.3％で、全国平均の63.9％を下

回っております。この納付率の全国順位は、高

いほうから33番目となっております。市町村ご

とでは、最も高いところが高千穂町の83.3％、

最も低いところは宮崎市の57.0％となっており

ます。国民年金保険料の納付率につきまして

は、全国的に低い状況にありますことから、社

会保険庁では、クレジットカード納付の導入や

年金制度の普及啓発など、納付率向上のための

取り組みを講じられているところでございま
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す。年金制度は、社会保障上重要な制度であり

ますけれども、このように納付率が低い状況が

続きますと、今後、制度の安定的な運営に支障

を生じ、また、高齢者等の暮らしに影響が出る

ことも懸念されますことから、納付率向上のた

めの対策をより一層充実していく必要があると

考えております。

○濵砂 守議員 次に、国民健康保険税の滞納

世帯の状況はどうなっているのか。また、倒産

やリストラによって所得が激減した、国民健康

保険事業の被保険者に対する救済措置について

お尋ねをいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 国民健康保

険税の県内の滞納世帯数ですけれども、昨年９

月の実態調査の結果によりますと、４万562世

帯、市町村国保加入世帯数の20.1％となってお

ります。国民健康保険税の減免につきまして

は、県内すべての市町村において、条例により

減免措置を設けておりまして、失業等により所

得の減少があった場合、減免を受けようとする

方からの申請に基づきまして、納期が来ていな

い税額を対象として減免を行うこととなってお

ります。

○濵砂 守議員 そこで次長、何も通告という

か話をしておりませんでしたが、御存じでした

らお答えください。国民年金保険料の金額は１

人幾らか、国民健康保険税の最高額は幾らか御

存じですか。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 県内の１人

当たりの保険税ですけれども、20年度で９万722

円となっております。最高が南郷町で11万8,093

円でございます。

○濵砂 守議員 国民年金保険料が１人１

万4,6 6 0円で、夫婦２人で掛けると月に２

万9,320円、12カ月で35万1,840円なんです。そ

れから、国民健康保険税は課税の上限額が56万

円、それに介護保険分９万円を足しますと65万

円、年間101万840円支払わなければならぬとい

う状況なんです。例えば、私どもでも職員の皆

さんでもそうですが、きょう退職をされる。す

ると、昨年度の収入がその対象になって所得割

が出てくるわけです。そうしますと、失業され

た方、リストラに遭った方、こういった方たち

は、今までは社会保険ですよね。奥さんの分ま

で一緒に払っていますから、だんなさんが１

人、勤め人が払えばいい。ところが、やめた途

端に、保険は社会保険から国民健康保険、そし

て年金は、勤めておった企業のそれぞれの年金

ですが、その年金から普通の国民年金にかわ

る。一遍にこの負担がかかってくるんです。そ

のような状況の方がたくさんいらっしゃいま

す。それで、国民健康保険料を払えないから、

病院に行って治療を受けることができない。そ

ういう相談が結構多いんです。その辺はどのよ

うにお考えですか。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 保険の種類

の移動については、国の保険等の関係もありま

して、今のところ明確にお答えできませんけれ

ども、例えば、今、所得割額の話がございまし

たけれども、国民健康保険税の算定に当たりま

しては地方税法というのがありまして、その規

定により、所得割額につきましては前年の所得

について算定することとなされております。失

業等によりまして所得が大幅に下回った場合で

も、所得割額というのは前年の所得に基づいて

算定することになっております。なお、失業等

によりまして所得の減少があった場合には、市

町村は条例で減免措置を設けておりますので、

保険税の減免を行うことができるようになって

いると思っております。
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○濵砂 守議員 だから所得を、失業した時点

でゼロにできないかということなんです。税金

を全然払えないわけですし、収入がゼロですか

ら。これを昨年度でやるから、急に会社をやめ

なくてはいけなくなった人たちとか失業した人

たちは困っているんですよ。

これよりも年金に影響が出てくるんです。年

金は、今掛けなかったら将来は生活保護しかあ

りませんから。きのう国会でそういう話が出て

おりました。国会の中で、年金の将来は心配な

いというんです。きのうラジオを聞いておりま

したら、掛けない人はもらえないから、払わな

くていいから、掛けた人だけで将来はもらって

いけばいいというふうな言い方をしていたんで

すけどね。しかし、それは何にかわるかという

と、生活保護にかわるんです。だから、３点

セットで考えたときに、国民年金保険料のほう

が滞納しやすい。国民健康保険は払わないと医

者に行けないんですよ。ところが、年間100万円

もというと、これがかなり家計費を圧迫してい

ます。多分、皆さんが退職されて翌年は、この

状態になります。我々もみんなそうなんですけ

どね。これを、退職した、あるいは失業した時

点でその年の収入額の中での算定というのがで

きないかということなんですけど、どうでしょ

うか。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 先ほども

ちょっとお答えいたしましたけれども、地方税

法上で、所得割というのは前年の所得に基づい

て算定するというふうになっておりまして、減

免措置というのもございます。例えば、その減

免が全額減免になるかどうかということでござ

いますけれども、国民健康保険税の減免の割合

といいますのは、それぞれの市町村によって異

なっております。県内での一例を挙げますと、

前年の所得が1,000万円以下の人で、前年の所得

に比べて50％以下に所得が減少した場合ですけ

れども、12.5％から全額までの範囲で減免でき

るというような規定ができている市町村もござ

います。

○濵砂 守議員 検討していただきたいと思い

ます。実際に皆さん困っておられます。ですか

ら、何とかいい方法はないかなと思うんですけ

れども……。今回の経済危機対策関係の交付金

の中に、7,000億、安全・安心確保というのがあ

りますが、ここも減免に使えるという話を聞く

んですけれども、そういう救済措置があった

ら、本当に大変なようですから、ぜひ検討いた

だきたいと思います。

次に、平成20年度の２月にありました２次補

正、これを含めて20年度から21年度へ繰り越し

た事業のうち、公共事業の箇所数と繰越明許額

をお示しいただきたいと思います。公共三部に

お願いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 環境森林部に

おきましては、箇所数が85カ所、繰越額は25

億6,378万円であります。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農政水産部に

おきましては、箇所数が84カ所、繰越額は30

億6,647万9,000円となっております。

○県土整備部長（山田康夫君） 県土整備部に

おきましては、箇所数が756カ所、繰越額は206

億1,173万2,000円であります。

○濵砂 守議員 それを聞いて、先に延ばした

いと思いますが、まだあと２点残っております

ので……。

先ほどの暮らしやすさの中での質問なんです

が、「母子家庭で育っている高校３年生の就職

希望者の４割が、生活苦を理由に進学を断念し

ており、不況の深刻化で今後もふえるおそれが
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ある」と、遺児を支援するあしなが育英会が

ショッキングな情報を流しているんですが、本

県ではどのような状態になっているのか、教育

長にお尋ねをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 本県の県立高等学校

の生徒で、経済的な理由で進学を断念したケー

スにつきましては、家庭の状況等にかかわるプ

ライベートな内容でありますので、把握するこ

とがなかなか困難でありますが、各学校におい

て進路指導をする中で、今お話にありましたよ

うな状況というか、進学を断念せざるを得ない

ような状況がうかがえる生徒もいるということ

を聞いております。経済的な理由で進学できる

かどうか悩んでいる生徒に対しましては、各学

校におきまして、大学進学のための奨学金制度

の利用や、働きながら学べる方法を紹介するな

ど、進学して将来への夢を実現できるように、

親身になってでき得る限りの支援に努めている

ところであります。

○濵砂 守議員 本県は、先ほどのデータを見

ると、非常に離婚率も高くて母子家庭が多いよ

うですから、ぜひ、いろんな意味でまた指導を

お願いしたいと思います。

それからもう一点ですが、暮らしやすさの中

で、まず生活の安全・安心が第一となると思い

ます。本県の治安の現状と、他県に比べてどう

なっているのか。県内における犯罪の発生状

況、検挙状況について、県警本部長にお尋ねを

いたします。

○警察本部長（相浦勇二君） 犯罪の発生状況

でございますけれども、平成14年約１万7,000

件、これは一番多かったときなんですけれど

も、ここをピークに減少しておりまして、昨年

は約１万1,000件ということで、約6,600件、割

合にして３分の１以上減少しております。また

本年に入りましても、５月末現在で約3,800件の

認知件数、昨年同期比でマイナス700件というこ

とでございます。

また、検挙について触れますと、昨年の状況

でございますが、殺人、強盗、放火、そして強

姦罪のいわゆる凶悪犯罪につきましては、統計

上は一応100％―これは昨年以前に発生した事

件の検挙も検挙件数として含むという統計上の

操作がございますので、決して昨年発生したす

べての凶悪事件を年内に解決したという意味で

はございませんけれども、統計上一応100％とい

うことでございまして、県民の不安感の強い犯

罪であります住宅等への侵入窃盗につきまして

は約51％の検挙率ということで、決して他の都

道府県に比較をして遜色のあるようなデータで

はございません。治安は、他県に比較をすれば

比較的良好なのではないかというふうに考えて

おります。

○濵砂 守議員 いろいろの暮らしやすさでお

答えいただきましたが、知事、ぜひ日本一だよ

と言えるようにみんなで頑張っていただきたい

と思います。今度質問するときは、「余り大き

い声で言えんけど、私は日本一だと思っていま

す」というふうに言っていただくと、みんな元

気が出るんじゃないかと思いますが、知事はい

かがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 大きな声では言えま

せんが、私は日本一だと思っておりますので、

宮崎をこれからもＰＲしていきたいと思ってお

ります。

○濵砂 守議員 それでいいと思います。

最後ですが、先ほど20年度のいわゆる補正、

繰越明許の話を公共三事業部門でお尋ねいたし

ました。示していただいた925件、262億4,200万

円と、今回補正分の県単公共事業、補助公共事
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業合わせて56億9,700万円です。さらに地域活性

化公共投資臨時交付金が交付をされる予定に

なっております。それで、非常に今まで要望が

多かった、道路、河川いろんな面で積み残しが

あると思うんです。しかしながら、急にこれだ

けの予算が入ってくるものですから、なかなか

消化できないというのはわかるんですけど、今

から順を追ってちゃんと計画をして、ぜひ、今

までの積み残した分について早目に解消―こ

れは緊急雇用対策も含めて経済対策ですから、

年度内にしないと意味がないんです。今からこ

れを想定すると400億円ぐらいになるんですか

ね。これは既存分とは別ですから、そのような

金額をぜひ早目に進めていただいて、県内の公

共事業、あるいは建設業の皆さん、関連企業、

こういった景気浮揚をぜひ早目に対策を打って

いただきたいと思いますが、県土整備部長いか

がですか。

○県土整備部長（山田康夫君） 議員御指摘の

ように、今回の補正予算案におきましても、国

の経済危機対策に伴う公共事業が含まれており

まして、今後もさらなる事業の追加も予想され

るところであります。そういったことでござい

まして、経済危機対策の趣旨を十分踏まえまし

て、国の動き等を注視しながら、私どもとしま

しては十分な事前準備をこれまでもやってきた

つもりでありますけれども、今後も十分行いな

がら、経済対策に伴う公共事業の執行につきま

して最大限の努力をしてまいりたいと考えてお

ります。

○濵砂 守議員 よろしくお願いします。

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）

○中村幸一議長 次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。公明党県議団の河野哲也でございま

す。通告に従い順次質問させていただきます。

一般会計総額13兆9,256億円、５月29日、国の

平成21年度補正予算が成立いたしました。我が

党の太田代表は、今回の新経済対策について、

「「国境の長いトンネルを抜けると雪国であっ

た」とは、川端康成の「雪国」の冒頭の一節。

長い不況のトンネルを抜けると新しい日本の姿

があったと言われるように、「全治３年を、嵐

をくぐり抜ける３年にするだけでなく、次の新

しい日本のスタートに」と、環境を初めとする

角度をつけた対策が打ち出されたものです」と

しています。「ばらまきということを無責任に

すぐ言う人がいるが、それは違う。何をばらま

きと言うのか答えられる人はいない。要するに

選択と集中があるかどうかが大事な点である」

とも言われています。５月14日付の朝日新聞

に、「街角景気 雲間に光 ４カ月連続上昇

給付金・高速1,000円など好感」という記事が出

ていました。また、その隣に月例報告として、

「景気悪化「緩やか」に 内閣府３年ぶり上方

修正へ」という記事が掲載されました。平成20

年度第１次補正、同第２次補正、そして平成21

年度本予算の75兆円の景気・経済対策の成果

が、徐々にではありますが見えてきたというこ

とではないでしょうか。

このたび県は、182億5,796万円の追加を含め

た補正予算案を今議会に提案されました。知事

は、急落した景気を、御自分のできることから

スピード感を持って底上げしようとされている

と考えます。まさに今が正念場で、今回の補正

予算が極めて重要です。県においても、今こそ

切れ目なく大胆に手を打つということが、今回

の補正予算の持つ意味だと考えます。特に地方

財政支援として、今回の地域活性化・経済危機
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対策臨時交付金においては、試算額ではありま

すが、県に99億円、市町村におよそ92億4,500万

円とされています。さまざまな手が打てると考

えます。県の積極性が市町村に波及すると考え

ます。そこでまず、今回の地域活性化・経済危

機対策臨時交付金においてさまざまなメニュー

が示されていますが、市町村が積極的に取り組

めるよう有効に活用すべきであると考えます。

知事の所見を伺います。

次に、ふるさと宮崎応援寄付金、いわゆるふ

るさと納税についてお伺いします。

知事は、ふるさと納税に関して、「寄附税制

として、ふるさとを思う気持ち、ふるさとでは

なくても、この自治体を応援したいという気持

ちを醸成する。あるいは自治体側も、ふるさと

納税をいただいたということで、自治体運営活

性化等に力を入れることができる、そういった

意味でも意義ある税制である」と答弁されてい

ます。ただ、インターネット等で、「ふるさと

宮崎応援サイトというものを立ち上げ、寄附の

申し込み等ができるような制度を充実させてい

きたいが、他府県のように、この事業について

ふるさと納税を下さいというような積極的な呼

びかけ、あるいは景品を出すとかではなく、宮

崎県はちょっと奥ゆかしくいたい」とも答弁さ

れています。その奥ゆかしさがどのようにあら

われたのでしょうか。総務部長に、本県のふる

さと納税の状況についてお伺いいたします。

３点目は、観光に関する教育について教育長

にお伺いします。

一昨年の11月議会において、学力向上の点か

ら、また、知事が県民総力戦での観光宮崎再生

を提唱されていることから、観光に関する教育

の必要性を訴えさせていただきました。今その

必要性は一段と増していると考えます。観光立

国推進基本法が平成18年12月に成立し、19年６

月に観光立国推進基本計画が策定されました。

その基本計画の第３「学校における地域固有の

文化、歴史等に関する学習を進めることによ

り、次世代を担う子どもたちに対し観光に対す

る興味及び理解を早い段階から促す」とありま

す。学校における観光に対する教育の充実が示

されています。しかも、「早い段階から」であ

ります。教育には不易と流行があります。時代

の流れの中で必要とされる教育、それが「観光

立国教育」であります。

今までの社会科教育の弱点は、特に歴史であ

りますが、一部で、日本は悪い国だった、悪い

ことをしてきたという教育をしてきた経緯があ

ります。本来の社会科教育は、日本のすばらし

さを教えた上で、でも昔、思わしくなかったこ

とも不幸なこともあったと教えることが重要で

す。よさを教えないで悪いことだけを教えるか

ら、自分の住んでいる日本を誇れずにいるので

はないでしょうか。ダイナミックな転換、それ

が観光立国教育です。「日本はすばらしい国

で、自分たちが住む宮崎はすばらしいし、他人

に自慢ができるところである」と言える教育が

必要だと考えます。そこでまずは、現在、観光

に関する教育は学校でどのように行われている

か、教育長にお伺いします。

以上、壇上からの質問を終え、後は自席から

行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

経済危機対策についてであります。今回の国

の補正予算におきましては、地球温暖化対策、

少子高齢化社会への対応を初めとして、地域の

実情に応じた地域活性化等に資する事業を行う

ため、地域活性化・経済危機対策臨時交付金が
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交付されることとなっております。県といたし

ましては、先般策定いたしました新たな経済・

雇用対策に基づき、緊急的な対策だけではな

く、中長期的な視点に立った産業づくりや地域

づくりについて、この交付金も活用しながら取

り組むことといたしております。今後、この新

たな経済・雇用対策を実効あるものにするため

には、市町村や関係団体と連携し、それぞれの

地域特性や実情を踏まえた上で諸施策を推進し

ていくことが重要でありますので、市町村とも

十分意見交換をさせていただきながら、この交

付金の有効活用も含め、必要な対策を実施して

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。

ふるさと納税についてであります。平成20年

度における県の受け入れ件数及び金額は、36

件、878万7,000円となっております。また、市

町村分につきましては、平成21年３月末現在

で、532件、3,282万1,885円となっております。

合計で568件、4,160万8,885円でございます。以

上でございます。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

観光に関する教育についてであります。本県

では、子供たちが身近な地域にある自然、歴史

・文化、産業等について学び、そのよさを理解

することを通して郷土に対する誇りと愛着を深

めていく「ふるさと教育」を行っており、観光

を教材として学習することも、このようなふる

さと教育の充実につながるものであると考えて

おります。現在、「観光」という視点を取り入

れた教育につきましては、主に小中学校の社会

科や総合的な学習の時間などにおきまして、自

分たちの地域の特色やよさについて学習し、学

んだことをさまざまな形で発信する活動が展開

されております。その中には、地域の観光地や

特産物につきまして手書きのチラシにまとめ、

訪れる観光客に配布する小学校や、修学旅行先

で宮崎に関するアンケート調査を実施している

中学校もあり、各学校で工夫しながら観光に関

する教育が展開されているところであります。

以上であります。〔降壇〕

○河野哲也議員 それぞれ答弁、ありがとうご

ざいました。

知事の答弁にありましたように、地域活性化

・経済危機対策臨時交付金につきましては、そ

れぞれの地域に合った手が打てるわけでありま

す。有効活用が大事です。短時間で策定しなけ

ればならないもの、中長期的に効果を期待する

ものを明確にしなければならないとも考えま

す。県の態度が大事になってくるものもあるわ

けです。そこで、新経済対策関連で何点かお伺

いします。

まずは、地デジ対策です。

12日、アメリカのテレビ局が、地上波のアナ

ログ放送を打ち切り、デジタル放送に完全に移

行したことは、御案内のとおりでございます。

アメリカでは地上波よりケーブルテレビや衛星

放送などが主流になっているため、大きな混乱

は起きていないそうですが、それでもなお全米

の約2.5％に当たる280万世帯程度が未対応との

ことです。さて、平成23年７月に地上デジタル

放送に完全移行する日本でも先行事例として参

考になるところがありそうですが、本県の地デ

ジ対策はどうなっているでしょうか。現在、６

月まで鰐塚送信所及び18中継局から電波を受信

している県内約93.9％の世帯が視聴可能エリア

となっているそうです。まずは県民政策部長
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に、特に中山間地域における地上デジタル放送

への対応の現状についてお伺いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 中山間地にお

ける地デジ対策でありますけれども、本県に

は、ことし３月末現在で、地上デジタル放送を

受信するために改修が必要な自主共聴施設とい

うものが、中山間地域を中心に約300カ所残って

おりまして、市町村を中心に改修に向けた具体

的な取り組みが進められております。また、現

在国におきまして、既に地上デジタル放送が開

始された地域において、実際に受信できるかど

うか実地に調査を行っているところでありまし

て、その調査結果と対策が８月に公表されるこ

ととなっております。県といたしましては、市

町村を通じてＮＨＫによる受信点調査の実施を

促すなど所要の支援に取り組みますとともに、

本年４月からは、国や放送事業者等との定期的

な協議に参加し、情報収集や調整を行ってきて

おります。今後とも、国や市町村、放送事業者

等との連携をさらに強化しながら、地上デジタ

ル放送の円滑な移行に努めてまいりたいと思っ

ております。

○河野哲也議員 新みやざき創造戦略の中に情

報基盤整備への支援があります。例えば椎葉村

では、平成23年度までにケーブルテレビサービ

スエリアを100％に、頑張る地方応援プログラム

として計画されております。また美郷町では、

地上デジタル放送の難視聴世帯ゼロを農林水産

省交付金で賄うようです。しかし、対応テレビ

やチューナー購入に加え共聴アンテナ改修や新

設など、主に山間部の難視聴対策で自治体や住

民に多額の出費が求められています。そこで、

山間部の共聴施設のデジタル化についても、地

域活性化・経済危機対策臨時交付金が充当可能

であるということから、市町村は整備促進を図

るべきであると思いますが、県民政策部長にお

伺いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 今回の経済危

機対策によりまして国の助成制度が拡充されま

したことから、県といたしましては、制度の概

要について市町村への周知に努めているところ

でありまして、また、市町村から相談があった

場合には、技術的な面を含めて助言を行うなど

の対応を行っております。この結果、幾つかの

市町村から、今回の交付金を活用して地上デジ

タル放送対策としてケーブルテレビ整備の要望

が出されておりまして、現在、国と事業実施に

向けた協議を行っているところであります。こ

のような国や各県の状況などさまざまな情報を

収集しながら、引き続き、市町村の実情に応じ

た適切な支援に努めてまいりたいと思っており

ます。

○河野哲也議員 今、答弁の後半にありました

ように、さまざまな交付金についても条件が変

わっているようです。しっかりと情報を収集し

ていただいて、的確な情報交換等をしていただ

きたいと思います。

次に行きます。農地・就農者対策です。

新経済対策に盛り込まれた農林水産関連予算

は１兆302億円に上ります。宮崎の農業基盤の強

化が図れると思います。具体的に、農地集積加

速化事業は、農地を貸したい小規模・高齢農家

に10アール当たり年間１万5,000円を交付し、担

い手に農地を貸しやすい環境を整えるというも

のです。また、17日成立した改正農地法は、こ

れまで抜け道の多かった農地転用規則を厳格化

するとともに、農地の有効利用を図るために、

所有を基本としたこれまでの農地制度を改め、

利用へと再構築を目指すものとなりました。こ

のことによって、効果的な農地利用、担い手対
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策を講じていけることと思います。ところで、

本県の耕作放棄地の現状についてどうなってい

るでしょうか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県の耕作放

棄地につきましては、2005年の農林業センサス

では、面積で4,685ヘクタールとなっておりまし

て、５年間で240ヘクタール増加しております。

近年、発生しております耕作放棄地のほとんど

が相続等で農地を取得した非農家が所有してお

りまして、生産条件のよい農地の中でも耕作放

棄地が発生する傾向にございます。今後、昭和

１けた世代の農業者のリタイアとともに耕作放

棄地の一層の増加が懸念されますことから、耕

作放棄地の着実な解消整備とともに、担い手へ

の農地の集積を進める必要があると考えており

ます。

○河野哲也議員 宮崎の大きな課題ではないか

と思います。よろしくお願いします。

まさに、実際に農地の集積が進むかどうか

は、各市町村、関係機関との取り組み等がかぎ

となると思います。また、若者就農者の初期投

資に、最大400万まででありますが、半額が助成

される新規就農者定着促進事業も打ち出されま

した。この事業の画期的なことは、就農を希望

する39歳以下の若年者個人を対象としているこ

とであります。まさに、新みやざき創造戦略の

新規就農者の単年度目標を達成することができ

る事業ではないかと考えます。そこで、担い手

の確保や農地の利用集積を促進するため、農地

集積加速化事業や新規就農者定着促進事業を積

極的に活用すべきであると考えますが、農政水

産部長へ御所見をお伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御提案のござ

いました農地集積加速化事業と新規就農定着促

進事業につきましては、今般の経済危機対策に

よります重点事業でございまして、県といたし

ましても積極的に取り組むこととしておりま

す。本事業の推進に当たりましては、地域の理

解と協力が不可欠でございますので、市町村、

ＪＡ等で構成しております各地域の担い手育成

総合支援協議会との一層の連携強化を図りなが

ら、事業の周知徹底、掘り起こしを強力に進め

てまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 手続の詳細については、これ

からだと思いますので、どうかよろしくお願い

したいと思います。

次に移ります。保育行政についてでありま

す。

前回私が取り上げた保育行政で、保育料未納

解決策の一つとしてバウチャー制度、直接補助

導入について質問したのに対して、結構おしか

りを受けました。「保育の課題を市場原理で解

決するな」というのが大半の御意見でした。

今、保育制度のあり方が問われています。今後

も真剣な議論が必要であると考えます。本県に

おきましては、平成12年度以降、昨年４月１日

現在まで、待機児童はゼロとなっております

が、本年も待機児童ゼロなのでしょうか、福祉

保健部次長にお伺いいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 保育所の入

所待機児童につきましては、毎年度、市町村を

通じて調査を実施しております。本年４月１日

現在の調査でもゼロとなっております。

○河野哲也議員 わかりました。

おしかりを受けた保育関係者からさまざまな

声をいただきました。保育サービス充実のため

に、運営費の拡充、保育施設の看護師配置、保

育士の育休等の身分保障、保育士の研修の充実

等、要望をたくさんいただきました。国は、新
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待機児童ゼロ作戦の取り組み、保育サービス等

の充実を図るため、平成20年度補正で創設され

た都道府県の安心こども基金1,000億に、今

回1,500億を積み増しして基金を準備しておりま

す。宮崎は、待機児童ゼロ作戦の取り組みは、

今の報告で必要ないと。それでは、安心こども

基金が増額されましたけど、保育サービスの充

実と向上の観点から、この基金をどのように活

用することができると考えていますか、福祉保

健部次長にお伺いいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 保育サービ

スの充実と向上を図るためには、安心・安全な

保育環境の整備、それに放課後における児童の

健全育成、そして直接保育に携わる保育士の資

質の向上などが必要であると考えております。

このため本県では、今回の安心こども基金を活

用しまして、保育所園舎の改築整備や放課後児

童クラブの設置、あるいは保育士等に対する研

修事業等を行うこととしております。以上でご

ざいます。

○河野哲也議員 この基金、枠が決まっている

んですね。先日、知事の答弁の中でも、「使い

勝手の悪い基金である」ということをおっ

しゃっていました。地域にそぐわない枠組みを

なくすことを、ぜひ国に要望していただいて、

有用な基金にしていただきたいと思います。

次に行きます。本県におけるスクール・ニ

ューディール構想について、教育長にお伺いい

たします。

スクール・ニューディール構想は、学校への

太陽光発電の導入を初めとしたエコ改修、学校

耐震化の早期推進、ＩＣＴ（情報通信技術）環

境の整備等を一体的に推進するものでありま

す。今回の補正予算において、地方負担を大幅

に軽減するため、公立の小学校への太陽光発電

導入については、事業費の平均95％を国が負担

し、残りのすべても補正債でカバーすること

で、市町村の実質負担は平均2.5％まで軽減され

る。そのほかエコ改修についても、国の負担が

平均93％、市町村、自治体の実質負担が平

均3.35％まで軽減されると、国は低炭素革命と

して学校施設への太陽光発電の導入を積極的に

進めると方針を明確にしております。具体的に

は、太陽光発電の設置拡大については、2020年

度までに現在の太陽光発電の量を20倍程度まで

拡大することを目標にしています。学校施設へ

の太陽による光パネル設置は、その大きな推進

力となるとし、現在約1,200校に配置されている

太陽光パネルは、当面、10倍の１万2,000校への

設置を目指すとしております。そこで、本県の

公立学校での太陽光発電パネルの設置状況、及

びスクール・ニューディール構想による今後の

推進について、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 本県の公立学校にお

ける太陽光発電パネルの設置状況につきまし

て、出力が10キロワット以上の設備について申

し上げますと、現時点で市町村立小中学校にお

きましては８校、県立学校におきましては２校

で設置されているところであります。国のス

クール・ニューディール構想による取り組みと

いたしましては、複数の市町村におきまして、

事業化に向けた積極的な姿勢が示されていると

ころであります。県教育委員会といたしまして

も、今後の学校施設整備上の課題として検討し

てまいりたいと考えております。以上です。

○河野哲也議員 やはり市町村側も構えている

部分がありまして、モデル的にいろいろ見てみ

たいという声も確かにあります。

学校耐震化に関しては、本県の取り組みとし

て、これまでも特に危険性の高いIs値0.3未満の
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公立小中学校、県立学校について緊急の耐震化

を推進してきました。今回の国の補正予算で

は、小中学校の耐震化を進めるために、Is値0.3

未満の耐震化工事をすべて今年度中に完了させ

るための予算が計上されました。この国庫補助

を活用すると、市町村の負担は、Is値0.3未満で

全体事業費の６％、Is値0.6未満で全体事業費

の11％で耐震化を行うことができ、市町村に

とっては大変有利な補助制度です。しかし、合

併や少子高齢化、人口減少等を受けて、小中学

校の再編整備の検討等が行われている市町村に

ついては、なかなか進まないという部分があり

ますが、廃校の可能性がある施設であっても、

児童生徒の在学中の安全確保、廃校後の公共用

としての有効活用を考えると、耐震化というの

は必要であると思います。県教委は平成27年

の100％耐震化を目指しておりますが、公立学校

の耐震化の進捗状況、今後の耐震化への前倒し

での取り組み、いかがでしょうか。教育長お願

いします。

○教育長（渡辺義人君） 耐震化の進捗状況に

つきまして、本年４月１日現在の耐震化率とし

て申し上げますと、市町村立の小中学校におき

ましては75.0％、県立学校全体といたしまして

は85.4％となっております。ちなみに、これら

の耐震化率は、いずれも全国で10位、九州では

１位の状況であります。こうした中、このたび

の国のスクール・ニューディール構想による後

押しもありまして、現在、各市町村におきまし

ては、従来以上に積極的な取り組みが進められ

ているところであります。また、県教育委員会

といたしましても、県立学校の耐震化につきま

して、このたびの６月補正予算案として、平

成22年度以降の分としておりました12校14棟分

の設計委託に係る経費を計上するなど、可能な

限りの事業の前倒しに努めているところであり

ます。以上であります。

○河野哲也議員 緊急性が最もあるものである

と思いますので、よろしくお願いします。

学校におけるＩＣＴ環境の整備についてお伺

いします。実は、この整備については、市町村

は６月12日までがタイムリミットでした。事業

計画がですね。学校ＩＣＴ整備の予算4,081億の

うち、半分は学校情報通信技術環境整備事業で

賄われ、残りの半分は今回の交付金を活用する

ことができるとされています。しかし、後者の

交付金はどうしても、他の公共事業にも活用で

きるということで、市町村によっては学校に予

算が回らない、そういう事態もあります。未来

を担う子供たちへの情報教育というのは、非常

に大事なものであると思います。今回の補正予

算においても、国は、50インチ以上のデジタル

テレビに買いかえる、それと電子黒板を小中学

校に１台ずつ整備、教育用パソコンについては

児童生徒3.6人に１台設置、すべての普通教室に

校内ＬＡＮを設置する等の必要な予算というの

を確保しています。公立学校における学校の校

内ＬＡＮなどの整備状況、電子黒板などを含め

た学校ＩＣＴ環境整備事業への取り組みについ

て、教育長お願いします。

○教育長（渡辺義人君） まず、公立学校にお

ける校内ＬＡＮの整備状況について、平成20年

３月１日現在の調査した結果で申し上げます

と、普通教室に校内ＬＡＮが導入されている学

校数は、市町村立学校で182校、県立学校で16校

となっております。それから、教育用コンピ

ューターの整備台数でありますが、市町村立学

校で１万3,793台、県立学校で5,691台となって

おります。

次に、電子黒板、デジタルテレビ、校内ＬＡ
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Ｎ、教育用コンピューターなどのＩＣＴ環境整

備事業についてでありますが、ほぼすべての市

町村におきまして、積極的な取り組みが見られ

る状況であります。また、県立学校につきまし

ては、本年度当初予算に加えまして、このたび

の６月補正予算案におきましても所要の経費を

追加計上することにより、校務用コンピュー

ター1,300台を導入することとし―これは当初

予算と合わせてでありますけれども―これに

よりまして、すべての教職員へのコンピュー

ター配備を完了することとしております。な

お、県立学校におけるテレビのデジタル化につ

きましては、昨年度中に完了しているところで

あります。

○河野哲也議員 一つ要望です。こういうＩＣ

Ｔ環境が整います。教員の技術が追いつかない

という部分があります。ただ本当に、この環境

が整うことによって抜群に、授業に対しても理

解が深まるという実践は数多く見られます。後

から観光立国教育のところでもちょっと触れよ

うと思いますけど、どうか教師の技術習得の研

修等、よろしくお願いしたいなというふうに思

います。

次に、ふるさと納税に移ります。

額につきましては、寄附者の真心であります

から、本当にありがたくいただき、県の重点施

策に有用に使っていただくことを確認しておき

ます。

ただ、県に対して36件の寄附数ということに

対しては少々寂しさを感じました。市町村への

寄附件数を見ると、宮崎は我が町を大事にされ

ているんだなと、この確信は持てました。これ

は大事な視点であると考えます。ふるさと納税

は、個人住民税における寄附金税制の拡充とい

う形で制度化されました。募集に当たりまして

意思を尊重していくということは非常に大事な

ことであります。その上で、大都市に住む本県

出身者や勤務経験者等の方々に積極的に寄附金

を募ることも、大事なことではないかというふ

うに考えます。

鹿児島県は、ふるさと納税について、県と市

町村で構成する「かごしま応援寄附金募集推進

協議会」を発足させました。東京、大阪に専従

の職員を配置し、福岡事務所も含めて現地推進

本部を設置、県に窓口を一本化し、県、市町村

が一体となって県外に在住する本県関係者に積

極的に働きかけをしているというふうに聞いて

おります。また、寄附金の形、市町村との配分

方式で、協議会において募集した寄附金につい

ては、その10分の６を市町村の施策に、10分の

４を県の施策に活用することとしています。こ

れは個人住民税の税率、すなわち所得割の税

率10％のうち４％が県民税、６％が市町村民税

であることを勘案して決定したと聞いておりま

す。結果、鹿児島県のふるさと納税は、795

件、6,347万円となりました。これはトータルで

すね。ちなみに、宮崎より人口の少ない県で、

方法は違いますが、積極的に取り組んでいる結

果として、県単独で徳島県が148件の2,784万円

というふうになりました。そこで、まず総務部

長、鹿児島の取り組みについてどう思われるか

お伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 本県におきまして

も４つの方法、大まかに申し上げまして、イン

ターネットによる申し込みとか、あるいはクレ

ジット払いの導入、ホームページでのＰＲ、そ

れから、特に知事を筆頭に機会あるごとに県人

会での周知に努めておるところでございます。

御指摘の鹿児島県の状況でございますけれど

も、全国的にも大変ユニークな取り組みの方法
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であるとは思っております。ただ実際には、先

ほど議員御指摘のように、専従班ということで

相当のコストもかけられているというところは

ございます。そういった意味で、人的・財政的

措置等につきましては、慎重を期す必要がある

というふうに考えております。

○河野哲也議員 実は、このふるさと納税を取

り上げた理由というのは、複数の団体と最近意

見交換をさせてもらっているんですけど、それ

ぞれのジャンルで懇談するんですが、最終的に

子供の教育に帰結していきます。その充実のた

めの財源という問題になって、その確保にふる

さと納税は考えられないのか、そういう話に

なっていったということで、今回取り上げさせ

てもらいました。知事、今後、ふるさと納税の

取り組みの充実を考えていただきたいと思うん

ですが、御所見をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は基本的に、地方

の財政力格差を抜本的に解消するためには、地

方消費税の充実や地方交付税の持つ財政調整機

能の充実などが必要であると考えております。

ちょっとふるさと納税で気にかかっているのは

―私もこの制度設計あるいはＰＲには努めさ

せてもらったんですが、地方税の水平的な取り

合いになってしまう、あるいは受益者負担の原

則、そういったものにちょっと問題があるかな

というので、ちょっと気になっているところで

ございます。しかし、ふるさと納税につきまし

ては、ふるさとに貢献したいとか、あるいは応

援したいという納税者の思い、あるいはふるさ

とを思う気持ちというのが非常に重要かなと

思っておりますので、一定の評価をさせていた

だいているところでございます。

したがいまして、納税者の皆様に、本県をふ

るさととして思っていただき、そしてまた、力

をかしたいと考えていただく機運の醸成に努め

ることが肝要でありますので、私はこれまで、

本県を積極的にＰＲすることによりまして、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、観光客を誘致する

など、本県の存在感を高める努力をしてまいり

ました。今後とも、ホームページによるさらな

るＰＲ―ちなみに私は名刺の表に「ふるさと

納税は宮崎へ」と刷らせていただいておりま

す。これは１カ月ぐらいになりますけれども。

記者会見等々のバックボードにふるさと納税の

ことを書かせていただいたりしております。

また、大阪のほうが、去年ですか、タレント

の爆笑問題さんが1,000万円ですか、そしてこと

しは島田紳助さんが500万円というようなふるさ

と納税をされております。こういうことをされ

ると、私にもそういう活動もしろと、知り合い

の高額所得者に働きかけをしなきゃいけないん

じゃないかというようなプレッシャーもかかっ

ているわけでございますが、そろそろそういう

こともちょっと考えていこうかなという思いで

おります。また、機会あるごとに県人会や同窓

会を通じて制度の周知を行うとともに、他の自

治体の取り組みも参考にしながら、宮崎の存在

感をふるさと納税に結びつけられるよう努力し

てまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 知事、ありがとうございま

す。よろしくお願いします。

観光立国教育についてであります。

５月に第１回観光立国教育全国大会が静岡で

開催されました。参加させていただきました。

そこでの観光庁長官の講演の中で、注目する報

告がありました。私は、東国原知事就任以前の

県政の弱点というのは前例と慣例と様子見、こ

れが弱点だと思っていました。みずから先駆し
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てという気概が薄いと感じていました。しか

し、今回は違いました。宮崎は全国に先駆けて

平成16年に観光副読本を発行しています。みや

ざき観光コンベンション協会作成です。資料提

示はありませんので、もし興味のある方は、後

からお見せします。観光立国基本計画の中でモ

デルとして紹介されていました。「わたしたち

にできることってなあに？ わたしたちの観光

・リゾート宮崎」という表題です。内容は、

「「観光」って何だろう？」と、観光の語源か

ら始まって、「もっと知ろう！宮崎のこと」ま

で、最低９こまの授業に耐えられるような内容

になっておりました。観光立国教育の柱という

のは、「地域のよさを調べる」「地域の人々と

触れ合う」「地域のことを知る」「地域のこと

を考える」「地域のことを好きになる」という

ことを前提に授業化されている報告がありま

す。その観点を見事にクリアしている副読本で

あるなと感じました。格好の教材だと思いま

す。この副読本は、平成17年度の公社等経営評

価シートを見ると、16年度に17万5,000部を小学

校中学年以上、高校生まで配付しておりまし

た。そこで、この宮崎観光副読本、発行の目的

と活用状況について、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） 宮崎観光

副読本は、将来を担う子供たちが、本県の観光

について学ぶことを通しまして、郷土宮崎の自

然、歴史・文化などのすばらしさに気づきまし

て、郷土愛やもてなしの心をはぐくむことを目

的としまして、財団法人みやざき観光コンベン

ション協会が作成しているものでございます。

この副読本は、毎年県内すべての小学４年生に

配付しているところでございまして、多くの学

校で社会科や総合的な学習の時間の教材として

活用いただいているところでございます。県と

いたしましては、この副読本が活用されること

によりまして、子供たちの観光に対する理解が

深まり、県民総力戦による「おもてなし日本

一」の実現につながることを期待しているとこ

ろであります。

○河野哲也議員 １年でしょうか、使った後ア

ンケートもとられているようで……。そういう

ふうなものをしっかりと位置づけていただきた

いなと思ったのは、新みやざき創造戦略工程表

を見ると、戦略の中に副読本配布とあるんで

す。ところが、活用が位置づけられていませ

ん。これは御一考いただきたいと思います。

もう一つ、この副読本、非売品なんです。沖

縄にも副読本があるんです。これは買えます。

ですから知らないんです。と思って調べたら、

観光旬ナビの中でフラッシュを使ってしっかり

と副読本がありました。ぜひ見ていただきたい

と思います。

教育長、この副読本を使った観光立国教育の

授業をぜひ公開していただきたいなと思いま

す。全国から教師が集まると思います。学習指

導要領には「観光」という文言は出てきませ

ん。だからしなくてもよいとはなりません。学

習指導要領解説に明記されています。また、観

光立国基本法は学習指導要領の上位法になるわ

けですから、教育委員会が無視するわけにはい

きません。積極的な教育委員会のかかわりが必

要であると考えますが、どのように推進してい

くか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 今回の学習指導要領

解説の社会科編におきまして、「観光」という

用語が初めて取り上げられまして、自分たちの

住んでいる地域の特色を学ぶ際の一例として観

光という視点が示されたところであります。県
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教育委員会といたしましては、小学校３、４年

生で使用しております県の社会科副読本を初

め、ただいま御質問にありました、みやざき観

光コンベンション協会作成の観光副読本なども

活用いたしまして、県の関係部局や市町村教育

委員会との連携を図りながら、児童生徒の発達

段階や地域の特性を踏まえまして、地域の資源

を生かした特色ある教育活動が展開されるよ

う、指導に努めてまいりたいと考えておりま

す。

なお、県が作成しております社会科の副読本

の中には、ただいまの宮崎観光副読本のコー

ナーも設けておりまして、これを使って調べて

みようとか、関連性はとって子供たちに教える

ように配慮しているところであります。以上で

す。

○河野哲也議員 指導も大変ありがたいんです

が、でも、教育委員会の指導主事の先生方は、

ほとんど観光立国教育の実践者はいらっしゃら

ないと思います。知事がユーチューブ発信の会

見をされていましたが、実は全国の実践では、

ユーチューブに子供たちのつくった「我が町の

観光案内」というのが、もう500ほど発信されて

います。また、グーグルの開発した３Ｄ画像で

表現できるスケッチアップで作成した観光関連

教材も発表されています。これは現職の先生が

つくられた教材です。子供たちの調べ学習の充

実のために、再度のお願いですが、教育委員会

にＩＣＴ環境の支援をお願いしたいと考えま

す。

最後に、知事として、観光立国教育の推進に

ついて、お考えをお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 観光立国教育とは、

地域の文化や歴史等の魅力を学び、郷土を愛

し、郷土を誇りに思う心をはぐくむことを通

し、観光に対する興味や理解を深めていく教育

ではないかと考えております。宮崎の魅力、ま

た宝である、人情味あふれる心とか、伸びやか

な感性、そしてまた温かさは、日本のふるさと

宮崎の豊かな自然とおおらかな風土の中で脈々

とはぐくまれているものであります。だからこ

そ、子供のころから宮崎のよさに触れ積極的に

学ぶことは、とても大切なことであると考えて

おります。そのためにも、関係部局が連携する

とともに、県民総力戦という意識で、県民一体

となって郷土を愛し、郷土を誇りに思う心をは

ぐくむ教育に取り組むことが大事ではないかと

考えております。

私は、知事就任以来、本県を国内外に積極的

にＰＲしてまいりました。現在も、一村一祭ア

ピール事業や、みやざき恋旅プロジェクトを初

め、さまざまな取り組みを行っております。今

後も、観光という視点も大切にしながら、宮崎

の多くの人的、物的なポテンシャルを引き出し

まして磨き上げることを通して、さらに活力あ

る宮崎を創造していきたいと考えております。

○河野哲也議員 観光について、結構時間を

とって質問させていただきました。副読本の作

成のエピソードの一つに、海外から宮崎に来ら

れた外国の方が、子供が向こうからあいさつし

てくれたということに非常に感動して、宮崎の

よさを一遍にわかって、それでもう一度宮崎に

来たいと、そういうエピソードも書かれてあり

ました。知事のおもてなしの心という部分をぜ

ひ推進していただきたいなと要望して、以上で

質問を終わります。（拍手）

○中村幸一議長 以上で午前の質問を終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時47分休憩
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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、松田勝則議員。

○松田勝則議員〔登壇〕（拍手） 延岡市選

出、愛みやざき、松田勝則でございます。

先日、延岡市内で第２回「そのまんま趣味の

会」という大会が開催されました。芸事の盛ん

な延岡においても、ジャンルを超えた演者がそ

ろうということはなかなかありません。しか

し、この「そのまんま趣味の会」、さまざまな

分野の芸達者みずからが集い、みずからが舞台

をつくり上げ、演じ、そしてさまざまな演者を

応援するという、いわば文化・芸能の異業種交

流会の体をなしておりました。歌、踊り、語

り、ありとあらゆる人々がこぞってこの梅雨の

間、ひとときを楽しむという、延岡市民にとっ

て何とも言いがたい、温かい気持ちを醸成した

空間となりました。この「そのまんま趣味の

会」なんですが、誕生のいきさつは知事にあり

ました。と申しますのが、知事に接した延岡の

ある女性が、知事から受け取ったそのパワー、

真摯な姿勢に大変感銘を受けまして、「私も何

かできるっちゃなかろうか」ということで、心

に「どんげかせないかん」という旗を立てまし

て邁進し、たった一人で500人の聴衆を集める会

に成長させました。まさに、県民総力戦の精神

が県民の間に開花した一つの事例かと思いま

す。そのように、知事が意識するせずは別とし

て、県民に与える影響は大なることを踏まえな

がら、知事の政治姿勢について伺います。

国政選挙の長い長いトンネルもようやく出口

が見え始めました。県民の関心も再び高まりを

見せております。今議会でも知事の動向が昨年

の秋と同じように注目を集めるのは、これもま

た知事に対する県民の関心度の高さの裏づけで

ある、そのように思います。

さて、この国政選挙に向けて大阪の橋下知事

は、「地方分権の視点から支持する政党を選択

する」というコメントを出されましたが、支持

政党の選択ではなく、知事御自身にはまた立候

補の要請、あるいは政党を問わずに応援の依頼

が殺到しているのではないか、県民の一人とし

てこのように推察いたします。知事、いかがで

しょうか。状況をお聞かせください。

以下、自席より質問いたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

今度の総選挙は政権選択選挙でありますこと

から、「各政党はマニフェストを示し、国民に

その信を問うべきである」と、かねてより私は

主張させていただいております。私たち国民

は、その内容を十分に検証し、これからの日本

を託す政党を選ばなければならないと考えてお

ります。

なお、私に対する立候補の要請や他の候補者

の応援依頼についてでありますが、現在のとこ

ろございません。〔降壇〕

○松田勝則議員 次に、今議会、議案第６号と

して提出された「知事の退職手当の特例に関す

る条例」、50％減額の根拠についてお聞かせく

ださい。

○知事（東国原英夫君） 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

道府県の状況は、具体的には、７県が不支給、

支給していない、１府が50％減額、６道県が50

％未満の減額という状況です。また、厳しい社
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会経済情勢や、本県の厳しい財政状況等々をか

んがみまして総合的に判断し、50％の減額とさ

せていただいたところです。

○松田勝則議員 県財政をおもんぱかっての減

額、それはよくわかりました。ただ、50％とい

う根拠、１府が大阪府ですね。そうしますと、

どうしても50％ということが大阪府の橋下知事

を意識しての算定ではないかと思ってしまうん

ですが、どうでしょうか、知事。

○知事（東国原英夫君） 先ほど申し上げまし

た14道府県のほぼ平均をとったということでご

ざいます。御理解いただきたいと思います。

○松田勝則議員 平均値の50％という答弁でし

たね。そうしますと、次に、提案になります。

知事が今回、50％をお返しになるということな

んですが、あえて100％おもらいになって、そし

て政治家の立場を離れたときに、それを積み立

てしておいて、県民のために基金としてお使い

になる考えはないか。例えば、育英基金であり

ますとか、福祉、障がい者に対する基金、ある

いは、知事が構想しておられました芸能スクー

ルを創設するような基金、こういった形とし

て、知事が御自分の意を100％反映できるような

基金としての使い方、選択肢はなかったのか、

知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 現職のまま基金を積

み立てるということは寄附行為に当たりますの

で、これはできないことでありますが、議員御

指摘のように、やめてから―これは１期でや

めろとおっしゃっているのか。２期まで続いた

場合には、退職金が満額ということは約8,000万

でございますから―それを基金に積み立てて

県に役立てる、そういう御提案だと認識しまし

て……。現時点では、減額分あるいは退職満額

分で基金を創設することは考えておりません

が、減額で得られた財源というのは一般財源化

されますので、これは大変貴重なものではない

か、今の財政状況厳しい折、県に少しでもお役

に立てるんじゃないかと考えております。

○松田勝則議員 県に対する思い、大変ありが

たく思っております。きのう井上議員の質問で

もありましたように、松形知事の例をとるまで

もなく、私は、１期でやめろなんてことはさら

さら申しておりません。ぜひぜひ、２期、３期

続けていただきまして、それを積み立てた額を

退職のお祝いとして県民にかえって披露すると

いう方法もあったのではなかろうかな、このよ

うに思っております。

続きまして、知事が今回のこの議案を提出さ

れた反面、他の特別職との兼ね合い、あるいは

県内市町村の首長さんへの影響、どのようなも

のを考えていらっしゃるのか、お聞かせをいた

だきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 続きまして、御指摘

の他の特別職への影響等についてであります

が、知事の退職手当の見直しにつきましては、

あくまでも私のマニフェストに係る対応であり

まして、他の特別職とは切り離しております。

また、県内市町村長への影響につきましては、

既に４名の市長及び町長さんが退職手当の減額

を行っておられますが、それら以外の市町村長

においては、現在のところ、減額等を行うよう

な動きは見られません。ちなみに、知事の退職

手当の減額を措置している14道府県の市町村に

おける状況を聞き取り調査しましたところ、こ

れら道府県内でも市町村への影響は特にないと

いうことでございます。いずれにいたしまして

も、退職手当のあり方については、それぞれの

市町村長、首長さんがお考えになることで、地

域の事情などを踏まえながら、独自に判断され
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るものだと考えております。

○松田勝則議員 では、影響はない、それぞれ

の退職金はそれぞれの首長の独自の判断による

ものということで理解をいたしました。

続きまして、私は、先ほど申し上げましたよ

うに、「知事は、ぜひこの退職金を100％もらっ

てしかるべきだ」、このような声を多くの

方々、県民の皆様からいただいております。昨

日の夜に放映されました―これはＴＢＳでし

たか―「秘密のケンミンＳＨＯＷ特別版」

で、知事は宮崎県代表といたしまして、いつも

のように県産品の紹介、販路拡大、そして宮崎

県のＰＲをしていただきました。まことにあり

がとうございます。私は、知事ほど宮崎県勢に

尽力をされた知事はいないんじゃなかろうかと

思います。県産品の紹介、そして観光客の誘

致、メディアでの宮崎のＰＲ、この八面六臂の

働きは、その評価は温度差があるとはいえ、ま

さに県民のだれしもがその頑張り方、奮闘努力

には敬意を払うところであります。まさに神武

天皇以来、この日向の国が生んだ英雄の一人と

して、このままいけば、本県の歴史に名を残す

ことは間違いありません。先ほど、ふるさと納

税の話もありましたけれども、ですから、100％

受け取ってもしかるべきではなかろうかと思い

ます。そうはいいながら、この経済状況をかん

がみ、そしてこの時期に県民に御自分の懐を分

け与えるという姿勢はよく理解ができました。

そうしますと、県民の多くが求めるように、知

事は県にもっともっと尽力をする、すなわち、

きのうから断言していらっしゃいますように、

国政への進出はあり得ないということを裏側に

とれば、このまま県に残って、まだ今後も続投

されるというふうに考えてよろしいのか、２期

目以降の続投について知事に伺います。

○知事（東国原英夫君） あり得ないとは申し

ておりません。今のところ考えていないという

ことでございます。２期目以降についてであり

ますが、私はまだ１期目の折り返しを過ぎたと

ころであります。いつの日か、東征に向かうか

もしれませんが、今議会でも申し上げておりま

すが、私は今後とも、県民の皆様とのお約束で

あるマニフェストの達成に向けて、与えられた

任期を全うすべく、一日一日を全身全霊を傾け

て県政運営に邁進してまいる所存でございま

す。

○松田勝則議員 神武御東征も突然やってき

た。それで日向につきいれもちの風習が残った

わけでありますけれども、その東征の突然来る

ことも想定しながら、私たちは県政に当たりた

い、このように思います。父の日が近づいてま

いりました。いわゆる県民の父として、家族で

ある、ファミリーである宮崎県民に誠意ある姿

勢を示しながら、ますますの御活躍を祈りなが

ら、次の質問に移らせていただきます。

続きまして、駅の利便性向上について伺いま

す。

すなわち、県内の駅のバリアフリー化につい

てであります。最近、県北では駅の利用につい

て、こんな現象が見られるようになりました。

延岡市には特急列車がとまる駅が２つありま

す。延岡駅、南延岡駅です。ところが、高齢者

や体の不自由な方々が宮崎方面に赴くとき、地

元の駅から乗車をせず、わざわざ隣の日向市の

駅を利用されるといった光景を多く見受けるよ

うになりました。これは、延岡駅、南延岡駅と

もにバリアフリー化ができておらず、階段の上

り40段、下り40段が困難なために、延岡からわ

ざわざ30分かけてでも日向市の駅に行く。延岡

の高齢者の方、体の不自由な方は、こんな苦労
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をされている人が少なくありません。

バリアフリーがおくれているのは延岡だけで

はありません。県内主要駅の利用者数は１位が

宮崎駅です。あと順を追ってみました。南宮崎

駅、延岡駅、都城駅、日向市駅、そして南延岡

駅、この中で、エレベーター、エスカレーター

が設置されているのは、宮崎駅、そして日向市

駅、このエリアから漏れておるのは宮崎空港

駅、この３駅にとどまっております。地方公共

交通の利用促進を推し進める中で、交通弱者へ

の支援が大きく叫ばれております。その前には

まず、肝心のステーションの整備が急務かと思

います。都城ももちろんですが、特に他県から

のビジネスマンの利用も多い延岡、南延岡の駅

の利便性の向上は、企業誘致の観点からも不可

欠の要素ではないか、このように思っておりま

す。エレベーターの設置につきまして、県の見

解を伺います。

○県民政策部長（高山幹男君） 県におきまし

ては、毎年、県内の市町村とか経済団体等から

鉄道に関する意見等を取りまとめまして、ＪＲ

九州に要望を行っているところでありまして、

その中で、延岡駅、南延岡駅へのエレベーター

の設置につきましても要望しているところでご

ざいます。延岡駅の１日当たりの利用者数

は2,800人程度、南延岡駅が1,600人程度ありま

すけれども、ＪＲ九州におきましては、現在、

１日当たりの利用者数5,000人以上の駅を優先し

て整備を進めているというふうに聞いておりま

す。県といたしましては、県内鉄道の利用促進

を図りながら、引き続き、駅舎などのバリアフ

リー化に向けた働きかけを続けてまいりたいと

いうふうに思っております。

○松田勝則議員 県北延岡でも高架のうわさは

出ておりますが、まだまだ遠い先のことになる

かと思います。今、部長がお示しになりまし

た、ＪＲの推進する5,000人以上の駅となります

と、これは１日の利用者数9,000人の宮崎駅しか

ありません。第２位の南宮崎でさえ4,000人の利

用者数です。そうしますと、ＪＲの推進を待っ

ていたら、ある意味、未来永劫、この宮崎県に

は駅のバリアフリーは回ってこないんじゃなか

ろうかと思います。やはりそれは、県がもっと

もっと連帯を持ってＪＲに、各方面に働きかけ

る姿勢が大事かと思いますが、部長、いかがで

すか。

○県民政策部長（高山幹男君） ＪＲ九州にお

きましては、いわゆるバリアフリー新法に基づ

きまして、その基本方針を踏まえまして、国と

か地方自治体の補助を受けながら、順次、駅舎

のバリアフリー化を進めているとのことであり

ますが、現在のところ、利用者が5,000人以上の

九州内の駅のうち、２割程度が未整備の状況で

ありますことから、まずはこれらの駅を優先し

て行いたいということでございます。県といた

しましては、県内鉄道の利用促進を図りなが

ら、引き続きＪＲ九州に対しまして、地域の実

情を訴えながら整備を働きかけてまいりたいと

いうふうに思っております。

○松田勝則議員 インフラ整備のおくれは、道

路だけでなく鉄道の分野においても、県北は大

きくおくれをとっております。国土交通省鉄道

局が示します交通施設バリアフリー化実施要綱

でも、やはり5,000人以上の駅に対しての補助で

ございます。やはりここは県が音頭をとって、

強く要望されるよう希望いたしまして、次の質

問に移ります。

続きまして、児童の虫歯予防につきまして福

祉保健部長に伺います。

６月４日は「虫歯の日」でした。本県の子供
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たちの虫歯率、いわゆる虫歯成績はどうだろう

かと思いまして、厚生労働省の全国の虫歯の成

績推移データを見てみました。順位でいきます

と、３歳児では、平成15年が全国47都道府県の

うち43位、16年41位、17年40位、18年38位、19

年が39位と、低迷しております。また、本県の

医療費を見ますと、宮崎県と宮崎県国民健康保

険団体連合会がまとめました平成19年度の国民

健康保険事業状況、これによりますと、平成19

年度の全体の国保医療費は、３歳未満の幼児で

は、全体の医療費17億8,465万円に対し、歯科に

かかわるものは1,674万7,000円、比率にすると

約１％です。これが全体の統計になります

と2,130億3,771万8,000円、そして歯科治療にか

かわる金額は95億4,707万円、パーセントで4.5

％に増大いたします。この増大率、決して看過

はできません。医療費の抑制は家計にも直結し

ますが、医療予防の分野では、虫歯予防は効果

を上げやすいとも聞きます。県は子供の虫歯予

防に対しどのような策を講じているのか、お伺

いいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） ただいま全

国の順位の話がありました。本県の３歳児１人

当たりの平均虫歯本数は、年々減少を続けてい

るところでございますけれども、平成19年度

は、全国平均１人1.00本に対しまして、宮崎県

は1.58本となっております。県といたしまして

は、市町村の虫歯予防事業への補助によりまし

て、乳幼児に対する定期的なフッ化物塗布や、

保育所、幼稚園、小学校、中学校でのフッ化物

洗口と、歯の健康教育を推進しているところで

ございます。また、毎年、３歳児歯科検診を受

診した幼児とその母親を対象に、「母と子のよ

い歯のコンクール」を開催しているほか、平

成20年度にはフッ化物応用を普及啓発するため

のＤＶＤを作成し、県内の保育所、幼稚園、小

学校等に配布するなど、虫歯予防の広報啓発に

取り組んでいるところでございます。

○松田勝則議員 ただいまフッ化物という言葉

が出てまいりました。フッ化物、弗素なんです

が、フライパンのテフロン加工している弗素と

いう物質、これの有効性について県はどのよう

に考えているのか、福祉保健部長、見解をお聞

かせください。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） フッ化物利

用の有効性につきましては、平成15年に国が策

定しましたフッ化物洗口ガイドラインにおい

て、フッ化物洗口は、特に４歳児から14歳まで

の期間に実施することが、虫歯予防対策として

最も大きな効果をもたらすことが示されており

ます。こうしたことを踏まえまして、県といた

しましては、「健康みやざき行動計画21」の中

で、フッ化物洗口を実施している施設の数をふ

やすことを目標項目としておりまして、平成21

年３月末現在、目標値を上回る218施設―目標

値は平成24年で200施設という目標値でございま

したけれども―がフッ化物洗口を導入してい

るところでございます。今後とも、乳幼児期、

学童期等の虫歯予防のためのフッ化物洗口など

を、積極的に推進してまいりたいと考えており

ます。

○松田勝則議員 ４歳から14歳というガイドラ

インがありますが、まさしく乳幼児期、学童期

になります。では、本県の学校の教育現場では

どのように歯の健康、虫歯予防のための取り組

みをしているのか、教育長、お聞かせくださ

い。

○教育長（渡辺義人君） 学校における「歯・

口の健康つくり」に関する指導につきまして

は、虫歯の予防を含め、みずから学び、みずか
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ら実践する力を総合的にはぐくむ内容であるこ

とが大切であると考えております。そのため、

本県の小中学校におきましては、児童生徒の発

達段階に応じて、自分の歯・口の健康状態を知

り、正しい歯磨きや歯によい食生活などについ

て、保健や学級活動、給食の時間など、学校教

育活動全体を通して指導しているところであり

ます。また、虫歯予防につきましては、家庭の

役割も大きいものがございますので、保護者と

十分連携しながら、その取り組みを進めている

ところであります。以上です。

○松田勝則議員 学校サイドでは、歯の健康、

虫歯予防に弗素が有効であるという認識を持っ

ていらっしゃるということですね。しかし、県

内の小中学校での取り組みを見ますと、わず

か11校というデータをいただきました。しか

も、自治体で見ますと、美郷、川南、木城、西

米良のエリアに限定されています。そして、そ

の導入をした後の推移のデータもない。いささ

かがっかりいたしました。学齢期は、乳歯から

永久歯に交換する時期であり、虫歯の多発する

時期でもあります。罹患すると自然治癒は望め

ず、歯が抜ける原因の過半数を占めることから

考えても、生涯にわたる歯の健康を守るため

に、学校現場で公衆衛生上の予防措置をとるこ

とは大変重要であることには変わりありませ

ん。本県の学校におけるフッ化物洗口のますま

すの推進が考えられないものか、教育長にいま

一度お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 小中学校における

フッ化物洗口につきましては、厚生労働省の

フッ化物洗口ガイドラインに示されております

ように、各市町村の判断におきまして、学校、

保護者、学校歯科医等の十分な理解を得まして

取り組まれるものと考えております。以上で

す。

○松田勝則議員 市町村の判断によるというこ

とですが、市町村の判断に任せているから学校

の導入率が悪いんじゃなかろうかと思います。

ぜひ、これは県が音頭をとりまして、他県で大

きな効果を上げている弗素による虫歯予防の推

進に尽力をいただきたい、このように思ってお

ります。

続きまして、食料自給率の向上につきまして

伺います。

次期衆議院選挙を目前に、政権を争う自民、

民主両党のマニフェストづくりが本格化し、と

もに第１次産業への政策の打ち出しに腐心して

いる様子が伝わります。食料自給率10％向上の

かけ声がようやく形になろうかという感じです

が、今回、国の補正予算では、農林水産業は過

去最大の１兆円を確保し、麦、大豆、米粉、飼

料用米への支援に100億を超す財政が充当されて

います。また、米の生産調整、減反の見直しは

見送られましたが、17日の参議院本会議におい

て、農地を借りる規制を大幅に緩和する改正農

地法が可決いたしました。企業の参入など農業

のビジネス化も含んだ農地利用の促進で、日本

農業の活性化に期待が寄せられます。食料自給

率の向上は、農業を基幹産業とする本県にとっ

てまさに密接した課題ですが、改正農地法の成

立もあり、耕作放棄地への取り組みが注目され

るところです。まずは県内の耕作放棄地の現状

を伺いたいのですが、この値につきましては、

先ほど河野議員の説明の中でちょうだいいたし

ました。

次に、今回の農地法の改正は、農地を借りて

農業に参入する企業の増大で、新たな雇用や農

業の担い手がふえることを期待しております。

そのような背景の中、耕作放棄地の解消や整備
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に向け、国からはどのような指示があり、それ

に対してどう対応しているのか、農政水産部長

に伺います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 国におきまし

ては平成19年に、「平成23年度を目途に農業上

重要な地域を中心に耕作放棄地を解消する」と

の方針を決定し、目標達成に向けた各種施策に

重点的に取り組んでいるところでございます。

具体的には、耕作放棄地を１筆ごとに把握し、

今後の利用方法等を明らかにする「耕作放棄地

全体調査」をすべての市町村で実施するよう指

示し、これを受けまして、県においても本調査

が着実に進むよう、市町村・農業委員会への指

導を行っているところでございます。また、平

成20年度、21年度の国の当初・補正予算では、

耕作放棄地対策として総額381億円の予算措置が

なされており、本県においても積極的な活用が

求められているところでございます。本県とい

たしましても、事業の効果的な推進に努めてま

いりたいと考えております。

○松田勝則議員 総額381億円の予算が措置され

ているということで、まさに本県でも、いち早

くこの予算のめどをつけてお使いいただきた

い、このように思います。

耕作放棄地の解消を飛ばしまして、では、食

料自給率を上げるために、中山間地域で何が問

題かということに視点を当ててみました。有害

鳥獣の駆除ということが真っ先に出てまいりま

す。その中で何よりも一番大きな問題になって

いるのが、シカの被害であります。年に１回繁

殖していたシカが、最近では年に２回の繁殖さ

え遂げている。かなり数が増大しております。

これは、農作物だけではなく、林業―ヒノ

キ、杉を植えてもすぐにシカに食い荒らされて

しまうということで、大変大きな負担となって

おります。その中で、今、本県では、シカの捕

獲に対する補助金が5,000円ということなんです

が、ハンターの方々も、御自分の狩猟ではな

く、有害鳥獣の駆除という観点で生き物の命を

奪うときに、やはり大きなストレスを感じてい

ます。そして、その対価が5,000円ということで

は、なかなか狩猟の意欲もわかないという声を

聞いております。イノシシより安価なシカの捕

獲のために、捕獲報奨金の引き上げが効果的で

あるのは言うまでもありません。追加補正予算

には、特定鳥獣適正管理支援事業で特にシカが

掲げられていますが、助成金の増額について環

境森林部長の見解を伺います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） シカの有害捕

獲につきましては、農林作物の被害を防止する

ために、市町村と連携しまして、１頭当た

り5,000円を現在、助成しております。しかし、

今、議員も話されたように、近年、シカの生息

数と被害額が急激に増加しておりますので、シ

カの適正な保護管理のため、特定鳥獣適正管理

支援事業を今議会の追加補正予算としてお願い

しているところでございます。この事業では、

広範な地域で捕獲を行うことなど、捕獲班の負

担を考慮いたしまして、１頭当たり8,000円を市

町村と連携して助成することにより、捕獲の促

進を図ってまいりたいと考えております。

○松田勝則議員 5,000円が8,000円に引き上げ

られるということで伺いました。8,000円に引き

上げの効果がどう出るかは今後の検証によるか

と思いますけれども、せっかく生き物の命をい

ただくからには、そのシカ肉を、自家消費だけ

ではなく商品化するなどして有効に活用できれ

ば、助成金とは別の形で捕獲の助けにもなるか

と思います。シカ肉の活用について県は検討で

きないか、環境森林部長、いま一度お願いいた
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します。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 捕獲しました

シカにつきましては、シカ１頭当たりからとれ

る肉の量が少ないこととか、あるいは年間を通

して安定的な供給が難しいことから、そのほと

んどが自家消費にとどまっている現状でござい

ます。しかしながら、最近、シカ肉を資源とし

て地域活性化に生かそうという発想から、ソー

セージなどの加工品やレストランでメニュー化

する取り組みが見られるようになっておりま

す。シカ肉の有効活用には、安定供給や解体・

加工処理、魅力ある商品開発などの課題もあり

ますので、活用方策につきましては、関係機関

と連携を図ってまいりたいと考えております。

○松田勝則議員 大分県では、野生のイノシシ

やシカの肉は食用として活用されているわけな

んですが、さらに進めて本年度から、シカの

肉、イノシシの肉にトレーサビリティーを導入

しました。つまり、狩猟から加工までの記録を

表示して消費者の安心感を高め、消費の拡大を

ねらいます。ひいては、捕獲促進につなげるわ

けですが、農商工連携の観点からも本県でも検

討いただきたいと思います。

続きまして、食料自給率のアップということ

で、今度は漁村のほうに目を移してみます。県

北は、まき網漁が大変な不漁に悩んでおりま

す。この件は割愛をいたしますが、漁業界全体

を見ますと、漁業従事者、皆さんが危惧してい

らっしゃることがあります。燃油の高騰です。

昨年の燃油の高騰は、船の燃油を頼りとする漁

業者にはかつてない打撃を与え、昨年７月の全

国一斉休業という行動を巻き起こしたことは記

憶に新しいところです。杞憂に終わることにこ

したことはありませんが、漁業者が燃油の価格

の動向に敏感になっている中、もし燃油の高騰

がまたぞろ去年のように一挙に来た場合、本県

はどのような対応を考えているのか、農政水産

部長に伺います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 燃油価格の先

行きは、引き続き不透明な状況にございますけ

れども、急激な燃油価格の上昇に対しまして

は、燃油費増加分の最大９割を国が補助します

省燃油操業実証事業等の活用により対応が可能

であると考えております。また、長期的な燃油

価格の動向に対しましては、県や関係団体から

成ります協議会を通じまして、省エネルギー・

低コストな操業への転換と水産物の高付加価値

化、魚価の向上を図るための多様な販路開拓等

の取り組みについて、漁業者等に指導・支援を

行っているところでございます。

○松田勝則議員 先ほどの有害鳥獣の駆除に対

しまして、自衛隊をという声も一部では聞かれ

るようですが、漁業関係者は、御自分たちの仕

事に対して、経済行為だけではなく国防である

という意識を持っていらっしゃいます。毎日、

危険を冒して海へ出、そして漂流物等を片づ

け、さまざまな監視をし、潮目を見る。こう

いった方々が必死で、漁業日本一の自負を持つ

宮崎県の海を守っていらっしゃいます。不作の

場合は、やはり範囲のことでありますとか、そ

の被害エリアが広いということで対応が早いの

ですけれども、不漁あるいは燃油といった問題

に対しまして、県の対応は決して早いとは思っ

ておりません。さまざまな問題があり、また来

年春には県下漁協の一斉の統一が図られる中、

不安要素が累積している漁業界に対して、なお

一層の尽力―そしておわかりのように、漁業

関係者はやはり何度も何度も足を運んで、せっ

かくいい制度があっても、理解していただくに

は時間がかかります。その労を惜しむことな
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く、国からせっかく―あるいは県が用意した

すばらしい施策があるのでしたら、漁業者に理

解をいただくまで説明を繰り返す御努力をいた

だきたい、このように思っております。

次の質問に移ります。県北の道路整備です。

毎回、質問のたびに取り上げております県北

の道路整備なんですが、今回は延岡市土々呂町

の渋滞について質問いたします。門川町と境を

接する延岡市土々呂地区の渋滞が30年この方、

解消されておりません。国道10号線の通勤時の

渋滞は、ひとり国道の渋滞だけにとどまらず、

平行して走る県道49号線、つまり北方土々呂線

の狭い車線にまで車両があふれ、地域住民の生

活、とりわけ通学する児童生徒の登下校の安全

を脅かす状態になっております。地元の土々呂

地区、伊形地区では、高齢者の方々が中心と

なって子供たちの安全パトロール隊を結成し、

毎朝毎夕、まさに道路に張りつくような形で安

全確保に当たっていただいております。私もた

まに参加をいたしますが、雨も風も暑さも北風

も苦とされないその献身的な努力には、ただた

だ頭が下がる思いです。国道10号線、混雑時は

渋滞し、一寸ずりが続きますが、その国道10号

線を嫌い、狭い県道に流れ込んだ通勤車両

が、30キロ規制のある県道を60キロ、70キロと

いったスピードで突進する箇所もあり、危険き

わまりない光景が日常茶飯事のように展開され

ています。幾度となくこの議会で取り上げられ

ております延岡の南の玄関口、土々呂地区の交

通渋滞に向けて、国道10号、県道49号北方土々

呂線の現状を県はどう認識し、その解決に向け

た取り組みはどうなっているのか、県土整備部

長にお伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 国道10号及び

県道49号北方土々呂線についてであります。

土々呂地区につきましては、特に朝夕の通勤時

間帯に慢性的な渋滞が発生しております。この

ため国におきまして、国道10号と県道遠見半島

線との交差点部に右折レーンを設置することと

しまして、現在、用地買収が進められておりま

す。また本年度からは、新たに土々呂漁港入り

口交差点におきましても、同様に右折レーンを

設置するため用地買収に着手されたところであ

ります。一方、県としましては、平成18年度か

ら、地元代表の方々や延岡市と意見交換を行い

ます道路問題懇談会を開催してきておりまし

て、その場におきますさまざまな御意見や、本

年度延岡市が行う予定の都市計画道路の見直

し、こういったことを踏まえながら、県道北方

土々呂線を含む周辺道路網のあり方について検

討してまいりたいと考えております。さらに、

現在事業中の東九州自動車道及び国道10号延岡

道路が全線開通しますと、この土々呂地区の渋

滞緩和に大きく寄与するものと考えておりまし

て、今後とも、国等と連携して、課題解決に向

けた取り組みを行いたいと考えております。

○松田勝則議員 今の答弁の中で、ポイントが

東九州自動車道の完成ということにあるんです

が、その東九州自動車道の利用アップに伴って

この地域の渋滞が増す結果となっております。

延岡南道路は、国道10号線のバイパスとしてい

ち早く供用されたものですけれども、延長は6.1

キロです。そのうち有料区間はわずか3.8キロ、

この距離に対して250円の料金の割高感が利用者

に敬遠をされ、南下する車両はその手前の延岡

南インターでこぞって下車し、国道に、県道

に、そして農道にと、怒濤のごとくあふれ出し

ておりました。250円の課金が引き起こす一斉下

車現象は、土々呂地区だけではなく、伊形や

一ヶ岡団地の朝夕の静寂を打ち破り、先ほど述
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べた交通戦争状態を引き起こしております。

これに対応し、この１月21日から、自動料金

収受システム、すなわちＥＴＣを搭載した普通

車の通行料金が値下げをされました。週末や通

勤割引時間帯などで現在の250円から150円へ

と、100円の割引がされました。料金値下げの対

象はＥＴＣ搭載の自動車とバイクです。料金

が150円となりますのは、普通・軽自動車とバイ

クで、土日祝日と平日の午前０時から４時、い

わゆる深夜割引時間帯、午前６時から９時、午

後５時から８時の通勤割引時間帯が対象です。

平日のほかは200円に割引をされておるわけで

す。ところが、その措置にもかかわらず、地元

では県道、国道に流入する車両の軽減感は感じ

られておりません。いわば東九州自動車道が完

成され、利用度が上がったとしたならば、なお

のこと、この料金所がある限りは、一般道に流

れ込む車はふえるのではなかろうか、このよう

な危惧がございます。延岡南道路におきまし

て、現行のＥＴＣ料金の割引の実施に加えて、

県として、さらなる料金の割引とか、ＥＴＣの

未搭載車に対する割引について独自の対策を講

じることはできないか、県土整備部長に伺いま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 延岡南道路の

さらなる料金割引につきましては、県が負担す

るなどの独自の対策を講じることは困難である

と考えております。なお、当該道路におきまし

ては、議員のお話にありましたように、ことし

１月にＥＴＣの運用が開始されまして、３月か

らもろもろの割引、ＥＴＣ料金の引き下げが実

施をされているところであります。これにより

まして、当該道路の交通量も増加をしておりま

して、料金引き下げの効果があらわれてきてい

るところであります。また今後、東九州自動車

道のネットワークが順次整備されていくことに

よりまして、さらに現道の国道10号からの交通

が転換していくものと考えております。このよ

うなことから、県としましては、東九州自動車

道の早期完成について、引き続き国に対して強

く働きかけてまいりたいと存じます。

○松田勝則議員 今述べております国道10号

線、県道49号線は、もう一つ大きな悩みを抱え

ております。土々呂地区を西から東に貫き、国

道、県道をかいくぐって日向灘に流れ込む浦上

川、この川が増水をいたします。わずか延長６

キロにも満たない小さな川なんですが、平成16

年以来、去年を除きまして、台風時には必ず増

水し、国道、県道はもちろんのこと、日豊線ま

で冠水して交通を遮断いたします。平成19年７

月の台風時にはすべての交通が麻痺し、大きな

障害となったことは記憶に新しいところです。

浦上川の問題も議会で再三取り上げられており

ます。しかし、全く改良されておりません。こ

の川の増水問題の原因は何でしょうか。県はど

う認識し、今後どう解決しようとされているの

か、さらには強制排水、ポンプなどの設置の可

能性はないか、延岡市民の声はどう県に響き、

延岡市民の声にどうこたえるか、県土整備部

長、お聞かせください。

○県土整備部長（山田康夫君） 浦上川でござ

いますけれども、この流域につきましては、標

高が低うございます。海に近いために、大雨が

降りますと排水がうまくいかずに、道路等の冠

水が発生をしております。県では、家屋や道路

等の浸水被害の軽減を図ることは重要であると

考えております。そういったことから、浦上川

につきましては、河口から約500メートルの区間

につきましては、河川改修を完了したところで

ございます。しかしながら、残りの区間につき
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ましては、用地買収が困難な箇所がありまし

て、改修が進められない、そういう状況にござ

います。また、ポンプ設置の可能性につきまし

ては、浦上川の支川あるいは排水路は県の管理

ではないということから、県でのポンプ設置と

いうのは困難と考えております。浦上川周辺の

道路冠水対策につきましては、河川改修だけで

の解決は困難であるというふうに考えておりま

して、今後、浸水状況の詳細な把握などを含め

まして、基礎的調査を行いまして、国あるいは

延岡市等と調整を図ってまいりたいと考えてお

ります。

○松田勝則議員 浦上川は、管理が延岡市と宮

崎県の２つにわたるという川であり、何だか聞

いていて責任のたらい回しのような感がしてな

りません。当初予算にも調査費を計上している

と伺っておりますが、さっき部長がおっしゃい

ました基礎的調査、これは必ず着手されるもの

と確信してよろしいでしょうか。部長、お聞か

せください。

○県土整備部長（山田康夫君） 今年度、調査

を実施いたします。

○松田勝則議員 わかりました。今後の進展に

期待をいたします。

最後になります。県立病院のあり方について

伺います。

昨年来の延岡病院、日南病院の医師退職問題

は、市民の皆様の御苦労もあり、落ちつきを見

せています。まことに敬意と感謝の意を表する

ばかりです。さて、地域医療の中核をなす県立

病院３院の判断がいよいよ今年度いっぱいとな

りました。地方公営企業法の全部適用を受け

て、平成19年度から評価委員会を交えての経営

改善の取り組みが始まり、いよいよ本年度は経

営形態の検討に着手し、その最終結論を出すと

きを迎えております。いや、２月議会での議決

を考えますと、その前には結論が出なくてはい

けない、県にとってはシーガイア問題に匹敵す

る大変大きな判断かと思います。県立病院経営

形態検討委員会の分科会委員の公募が始まりま

した。宮崎、日南、延岡の各病院に２人ずつと

いうことですが、現在の応募状況はいかがで

しょうか。病院局長、お願いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 分科会委員の募

集期間を６月８日から26日までとしております

が、これまでに電話によるお問い合わせが数件

あっているところで、現段階では正式な応募は

ございません。現在、県庁ホームページや病院

局ホームページ、あるいはメディアを利用した

県政番組等で周知を図っているところでありま

す。県民の皆様におかれましては、積極的に御

応募をいただきたいと考えております。

○松田勝則議員 これだけ県民の関心の高い事

案に対しまして分科会の応募者が今のところゼ

ロというのは、いささかがっかりいたしまし

た。病院局長、いま一度伺いますが、２名ず

つ、計６人の分科会に応募者がゼロであった場

合、どのように対応されますでしょうか、お聞

かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） そういう形にな

らないように今、周知に努めております。仮に

応募者がなかった場合でございますけれども、

関係団体等に、医療を受ける立場の代表として

適任者を推薦いただきまして、決定したいとい

うふうに考えております。

○松田勝則議員 わかりました。そのような形

で分科会を成立させるというふうにとらえまし

た。

さらに、この委員会に分科会を設置する目的

を伺います。また、分科会の意見は検討委員会
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においてどのように反映されるのでしょうか、

病院局長、お示しください。

○病院局長（甲斐景早文君） 経営形態の見直

しに当たりましては、医療を提供する立場や医

療を受ける立場の代表、さらには経営等の専門

家、学識経験者や関係機関など、幅広い分野の

方々から成る検討委員会を設置いたしまして、

医療と経営の両面から、病院ごとにふさわしい

あり方について検討を行うこととしております

が、病院の収支の状況やその他の運営状況、圏

域の医療事情等を総合的に勘案しながら、より

地域の実態に即した検討を行うために、それぞ

れの病院ごとに分科会を設置するものでありま

す。この検討委員会には、各分科会の代表が委

員として参加するため、分科会の意見をもとに

検討委員会としての意見がまとめられるものと

考えております。

○松田勝則議員 おっしゃるように、病院ごと

にふさわしいあり方を求めるということです

が、極端な言い方なんですけれども、３つの県

立病院が最終的にはそれぞれ違う形、すなわち

４つの選択肢がありました。１、現在のまま県

病院として運営する、２、地方独立行政法人、

３、公設民営化、４、民間移譲といった、異

なった経営形態になり得ることも当然あると理

解してよろしいでしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 議員御指摘のと

おり、各分科会での検討の結果が異なる場合も

想定されるわけでございますけれども、検討委

員会では、各分科会で得られた結果を踏まえま

して、本県医療の確保・向上の視点から総合的

にさらに検討を行い、持続的、安定的な医療を

提供するにふさわしい経営形態を選択し、病院

局に報告していただくこととしております。各

分科会での検討の結果を検討委員会としてどの

ように報告をまとめられるかについては、委員

会の中で総合的に検討されるものというふうに

考えております。病院局といたしましては、検

討委員会からいただいた報告をもとに、医療と

経営の両面から検証を行いまして、ふさわしい

経営形態を選択してまいりたいと考えておりま

す。

○松田勝則議員 続きまして、今議会に提出さ

れました追加補正予算について伺います。県立

病院高度救急・周産期医療対策事業として５

億9,985万円もの追加補正予算が計上されており

ます。県立３病院における高度救急医療・周産

期医療体制の充実を図るための医療機器の更

新、そして購入が目的とされておりますが、患

者の獲得と高度医療のために、この６億円はど

のような機器に使われるのか。

一例があります。私は、聴覚の障がいを持つ

お子さんのお母さんからこんな話を聞きまし

た。宮崎県の県病院には赤ちゃんの聴覚を調べ

る器械がないというんです。新生児のうちにき

ちんとした検査を受けていれば、補聴器の完備

等々で特別支援学校ではなくても普通クラスに

通学できるケースが多いはずだということでし

た。その器械、よほど高価な器械かと思いまし

たら、１台が300万円程度だそうです。このよう

な病院機器に対する要望もある中で、今回の医

療機器は果たしてどのようなものが更新され、

また新たに購入される予定があるのか、病院局

長、お聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） 事業費合計の５

億9,985万円でございますが、まず、更新につき

ましては、主に脳や心臓の血管造影検査や血管

内治療を行うために県立３病院に設置する予定

の、いわゆる血管造影装置、アンギオ等でござ

いまして、これが５億6,940万円でございます。
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それから、新規購入につきましては、ただいま

議員からも御指摘がありましたけれども、新生

児の聴覚障がいの早期発見を行うために、やは

り県立３病院に設置する予定であります新生児

聴覚検査装置、いわゆるＡＡＢＲでございま

す。こういった経費で3,045万円というふうに

なっております。

○松田勝則議員 約６億円の追加補正予算です

けれども、医師獲得、医師の招聘には、県民、

そして医師が求める機器の充実も必要不可欠か

と存じます。このような機器を十分に活用いた

だきまして、県病院のさらなる発展に努めてい

ただきますよう希望いたしまして、私の質問を

終えます。ありがとうございました。（拍手）

○井本英雄副議長 次は、押川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） 本日最後

であります。いましばらくおつき合いをいただ

きたいと思います。西都市・西米良村選出、自

由民主党、押川修一郎であります。

けさ、いつものとおり愛犬と散歩しながら、

ふと田んぼの稲を見てみますと、出穂が始まっ

ていました。ちょうど３月の今ごろ定植したと

ころでありますけれども、あと一月もすると、

おいしい地元の山田米が食べられます。とても

おいしいので、今から楽しみにしているところ

であります。また、議会に来る途中、いつも葉

たばこが見えるところを通ってくるわけであり

ますけれども、ことしは今のところ、作柄がよ

いんじゃないかと、素人目でも見ているところ

であります。このことを生産者の河野安幸議員

に尋ねたところ、「ことしはいいどう」と、顔

をほころばせていました。そして、きょうの昼

食の時間にテレビを見ていますと、台風３号が

南シナ海で発生したという情報が流れてまいり

ました。農業にとって自然のいろんな気象条件

に左右されるわけでありまして、今後の進路を

大変心配しておるところであります。

それでは、通告に従いまして質問をいたしま

す。

こちらも心配でありますが、先ほども松田議

員のほうからありました、本議会提案の「知事

の退職手当の特例に関する条例」についてであ

ります。

知事は当初、知事マニフェストに掲げておら

れた、知事退職金の県民満足度による出来高払

い制度の導入によって満足度をはかった結

果、50％減額するということでありました。し

かし、これを一転して、現下の厳しい経済状況

を考慮してのことと、その理由を変えられてお

られます。条例の提案の理由がそんなに簡単に

変わるものかと思いますが、知事自身がみずか

らの退職金を削減されるということは、姿勢と

しては評価しますけれども、しかし、退職金の

問題を、任期を約２年近く残している今、なぜ

唐突に条例改正をされるのか、やらなければな

らないのかということに対して理解に苦しむと

ころであります。この50％削減の条例案の提案

理由、タイミング、削減率について知事にお伺

いをいたしまして、以下、自席で質問させてい

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。

まず、条例提案の理由及び時期についてであ

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、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、大変厳しい課題があるとい

う考えに至りまして、出来高制については断念
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することとさせていただきました。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掲げております。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。また、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お示ししたいとい

う私の強い思いから、今議会に提案させていた

だいたものであります。

次に、削減率の考え方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道府県の状況、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

厳しい財政状況を総合的に判断し、50％の減額

とさせていただいたものであります。以上で

す。〔降壇〕

○押川修一郎議員 引き続き質問いたしますけ

れども、なかなか理解に苦しむわけであります

けれども、去る12日、大阪市内のホテルで開催

された橋下知事の政治資金パーティーに出席さ

れ、その中で、地方分権実現には行動が必要と

訴え、「地方に元気な首長がいる。いつか地方

の反乱が起きるかもしれないので、そのときは

よろしく」と、支援を求めたと言っておられま

すが、いまいち理解に苦しんでおるところであ

りまして、率直にこの意味をお聞かせいただけ

ればありがたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 前回の全国知事会に

おきまして、私は、来る政権選択選挙において

各パーティーマニフェスト（政党のマニフェス

ト）を勘案し、地方分権あるいは公務員改革等

の文言が、全国知事会の要請、要望がきちんと

マニフェストにうたわれた場合、盛り込まれた

場合、全国知事会として政治的なメッセージあ

るいは行動に出るべきではないかという提案を

させていただきました。もし全国知事会の議論

が高まった場合に、これを地方の反乱と私は位

置づけておりますが、そういったことが起こり

得る可能性があるという発言の趣旨でございま

す。

○押川修一郎議員 わかりました。このこと

は、もう３日目でありますから、それぞれいろ

んな議員の方々からも質問が出ておるところで

ありますけれども、こういうことを踏まえなが

ら、軸足が宮崎なのか、あるいは国政なのかと

いうこともあるのかなということも理解をしな

がら、話を進めていきたいと思います。

そういう中で、県内経済は冷え込んでおるわ

けでありまして、できれば退職金を100％もらわ

れて、例えば50％分を県内で消費するような方

向の中でできないものだろうかということを提

案したいと思いますけれども、いかがでしょう

か。

○知事（東国原英夫君） 満額いただいて半分

を県内で消費する―相当な額を消費しなきゃ

いけない。例えば、日常品とか、食、衣、住、

それは今のところ考えておりませんが、今、財

政難の折、これは大切な血税、県民の方々の税

金なので、それをできるだけ有効に使いたいと

いう趣旨で半分に減額して、それを一般会計に

回して財政難に寄与できればという考えを、今

は持っております。

○押川修一郎議員 わかりますけれども、同じ

く県内も冷え込んでおるわけでありますから、

できれば県民が喜ぶような形でこれを使われた

らどうだろうかと思っております。ぜひそうい
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うような方向で、また検討していただければあ

りがたいと思います。

それから次に、かぶりますから、県内の首長

の分においては結構であります。特別職、職員

等への影響をどのように考えておられるのか、

知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 他の特別職や職員へ

の影響につきましては、今回の退職手当の減額

は、あくまでも私のマニフェストに係る対応で

ありまして、切り離して考えております。

○押川修一郎議員 それはわかるわけでありま

すけれども、県のトップであります知事のそう

いう判断の中で、もしこれが半分になったとす

るならば、特別職あるいは職員の方々も、世論

としてはやはり下げざるを得ないような方向に

行くんじゃないかと私は思うんです。できれ

ば、切り離したく何かあるのであれば、ここで

お答えをいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 他府県の場合、職員

の給与減額という措置をされている地方公共団

体もございます。現在、本県におきましては、

職員の一律給与カットということはさせていた

だいておりませんが、この財政難の折、いつか

はそういったことにも足を踏み込まなきゃいけ

ない、そういう状況も考えられます。ですが、

今はあくまでマニフェストにおける私の問題で

ありますので、職員の方の給与とは切り離して

考えていただきたいと思っております。

○押川修一郎議員 わかりました。

それから、今後、知事選挙に出馬する人の予

想でありますけれども、国会議員あるいは元

職、２世の方、知事を含む有名人の方、資産

家、そして政策よりか、そういう給与とか歳費

面の削減をされる人たちのほうが主になって、

政策論争に欠けるのではないだろうかという話

もお伺いをするわけでありまして、注目度のあ

る知事であります。今回そういうようなことを

含むと、もう少し時間をかけてこの問題につい

ては結論を出されてもいいのではないかと思い

ますけれども、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 繰り返しになります

けれども、今回の退職手当の減額というのは、

県民の皆様との私のマニフェストを通じてのお

約束でございますので、できるだけ早く形にし

たいという私の強い思いを条例提案の理由とさ

せていただいたものでございます。昨今の全国

的な首長選挙等々の流れを踏まえますと、みず

からの給与や退職金の減額というのは、今や標

準装備となっておりますので、これは別にし

て、政策というものは、つまり給与とか退職金

の減額というのは、当たり前のようについてい

る条項でございまして、それは切り離して、政

策というところを前面に出して、住民の皆さ

ん、有権者の皆様に問うということが重要かな

と思っております。

○押川修一郎議員 わかりました。そういう政

策論争ができるように、お互いそういう啓蒙を

やっていく必要があるなと思います。後は委員

会のほうで、また議論させていただきたいと思

います。

次に、第22回スポーツ・レクリエーション祭

が、本年10月17日から20日までの４日間、全

国、本県から、選手・役員を含め４日間でおよ

そ12万人が参加し、県内各地、15市町を会場と

して開催されます。この祭典は、気軽にスポー

ツ・レクリエーション活動を楽しみながら交流

を深めようというイベントであり、国民参加型

イベントと言えます。また、開催県では、地域

地域の特色を生かし、余りお金をかけない、気

軽に楽しめる祭典、イベントとして、趣向を凝
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らした開催内容となっております。

本県におきましても、おもてなしの心に満ち

た開催内容が企画されているようであります

が、私は、参加者はもちろん、観覧者、観光客

の方々が一緒になって楽しめるイベントもあわ

せて実施してほしいと思います。実行委員長で

あります知事が、ホームページのあいさつの中

で言われているように、日本一に輝いた宮崎牛

や地鶏、野菜、焼酎など、全国のお客さんに堪

能してもらえる、豊富なおいしい食材が県内各

地にあります。私は、この祭典にあわせて、宮

崎の食材を使った、例えば食のもてなしイベン

ト「日本一宮崎牛焼き肉パーティー」を開催し

てはいかがかと思っております。このことは、

自民党会派の中村幸一議員―現議長でありま

す―が、ことしの２月議会の代表質問でイベ

ント開催を提案されております。観光客の誘

致、産業の活性化、地域の発展にもつながって

いくものと思います。本県が誇る豊富な食材を

生かした食のもてなしイベントを、ぜひ、あわ

せて実施してはどうかと思いますが、知事のお

考えをお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 全国スポーツ・レク

リエーション祭は、大会参加者や応援の御家族

を初め、全国の方々に宮崎のすばらしさを発信

する絶好の機会であると思っております。この

ため、各会場で本県の農畜産物を味わっていた

だくほか、特に宮崎牛やみやざき地頭鶏などの

畜産物につきましては、開会式前日に開催され

る楠並木コリドールや開会式会場の周辺で行わ

れる特別行事を活用して、試食・販売等を行う

など、具体的なＰＲ方法について、現在、検討

を進めておるところであります。

さらに本年度から、ＪＡ宮崎経済連が中心と

なって、毎月29日は「肉の日」という消費拡大

キャンペーンを展開しておられますが、これら

と連携を図りながら、今後とも、あらゆる機会

を通じて、本県農畜産物のすばらしさをより多

くの方々に知っていただくために、一層のＰＲ

に励んでまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。そ

ういう方向で、ぜひお願いをしておきたいと思

います。

さらに、県内15の市町で交流行事などが開催

されると聞いておりますが、そのような場所で

の活用はないのか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 会場地として予定さ

れている市町では、おもてなしの一環として、

地元料理の提供や郷土料理の振る舞いといった

自主的な取り組みが計画されております。した

がいまして、御提案の件につきましては、各地

域の主催者の意向も踏まえながら、具体的に何

ができるか検討してまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 わかりました。成功を願っ

ております。

次に、中山間盛り上げ隊・短期支援隊につい

てであります。

中山間地域では、過疎化や高齢化の著しい進

行により、里道の管理作業や地域行事や伝統芸

能などの維持・運営を行う担い手の確保が大き

な課題となっております。集落で困難な共同作

業を支援するとともに、都市住民と中山間地域

との人的交流を促進し、中山間地域の活性化を

図る取り組みを実施されます事業内容につい

て、県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 中山間盛り上

げ隊は、中山間地域におきましてボランティア

活動を行う人材をあらかじめ隊員として登録し

まして、集落等からの依頼に応じて派遣して各
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種活動を支援して、集落の維持・活性化を図り

ますとともに、都市と中山間地域との交流を促

進しようというものでございます。支援の形態

としまして、今御質問にありました短期派遣、

これは日帰りで草刈りや植栽等の活動を行うも

のでありますが、あわせて、長期派遣として中

山間地域に数カ月滞在するものも実施すること

としております。加えまして、県職員が町村役

場に駐在して地域活性化に取り組む県職員派遣

も実施しているところでございます。

○押川修一郎議員 次に、応募状況であります

けれども、現在の人数、男女別、年齢等がわか

れば、あわせて今後の進行についてもお聞かせ

ください。

○県民政策部長（高山幹男君） 応募状況であ

ります。まず短期派遣でありますけれども、既

に第１次隊員を募集しまして、現時点で110名余

りの方が隊員登録を行っております。まず、男

女別でございますが、男性78名、女性33名、正

確に言いますと111名であります。年代別に申し

ますと、40代が一番多くて29人、26％、最高齢

で70代の方が３名いらっしゃいます。そういっ

たことで、今から運営を行う団体等と委託契約

を締結いたしまして、８月ごろから支援活動を

行おうというふうに思っています。あわせまし

て、中長期派遣につきましては、運営を行う団

体と協議を行った上で、具体的な実施方法を決

定することとしております。

なお、県職員派遣につきましては、ことし４

月から西米良村、諸塚村、日之影町の地域振興

部門にそれぞれ１名ずつ職員が駐在いたしまし

て、町村職員とか地域住民の方々と一体になり

まして、地域の活性化対策に取り組んでいると

ころでございます。

○押川修一郎議員 今後の事業については、こ

れから具体的に入っていかれるということであ

りますけれども、団体というのはどういう団体

であって、現在、どのくらい募集といいます

か、手を挙げておられる団体があるのか、あれ

ばお聞かせください。

○県民政策部長（高山幹男君） 運営を委託す

る団体につきましては、本県の中山間地域が抱

える課題の解決に向けて、県と連携・協力して

取り組もうという意欲の高い団体を選びたいと

思っておりますが、４団体から応募いただいて

いるところでございます。

○押川修一郎議員 わかりました。

知事にお伺いをいたしますけれども、県職員

の派遣について、受け入れの１町２村は大変喜

んでおられるようでありますし、我々、総務政

策常任委員会で日之影のほうにも行ったんです

が、職員とも話をしてみました。生き生きとさ

れて、今、職場で頑張っておられるようであり

ます。今後、人数をふやす方向で検討していた

だきたいというふうに私は思うのであります

が、現段階で知事のお考えがあればお聞かせく

ださい。

○知事（東国原英夫君） 中山間地域町村への

県職員派遣につきましては、派遣された職員

が、地域の実情を肌で感じ、町村職員や地域住

民と一体となって地域活性化に取り組むことを

期待しているところであります。また、現場で

の経験を通じて県への施策の提案を行うことな

ども想定しているところであります。今回の事

業は、今年度からの新たな取り組みであります

ので、まずは派遣の効果をしっかり検証してい

くことが肝要かなと思っております。

○押川修一郎議員 わかりました。ぜひ、いろ

いろ御示唆された中で、またこの問題には取り

組んでいただきたいと思います。
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次に、消防団員確保についてであります。

社会経済情勢の変化に伴い、消防団員の地域

防災力の低下が指摘されております。消防団員

数は、ピークの昭和27年の209万人から現在で

は89万人と、実に58％の減少になっておりま

す。本県においても同様な傾向があると思いま

すが、本県消防団員の推移についてどうなって

いるのか、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 本県の消防団員で

ございますが、平成20年４月１日現在で１

万5,221人ということで、これは10年前と比較い

たしますと715名、4.5％の減となっておりま

す。人口減少あるいは高齢化、サラリーマン化

の進展等に伴いまして、全国的に消防団員は減

少傾向にありまして、全国の減少率、これは同

じように比較いたしますと7.7％の減、それとす

ると本県の減少率は低いのではないかと思いま

すけれども、県内の各市町村におきましても団

員確保に苦慮している状況にございます。

○押川修一郎議員 わかりました。

次に、消防団は、みずからの地域はみずから

で守る精神に基づき、地域住民を中心に組織さ

れた集団であり、地域住民の安全・安心を守っ

ておられ、大きな期待が寄せられています。こ

のように日夜従事されている消防団員の存在を

どう認識されているのか、知事に伺います。

○知事（東国原英夫君） 消防団は、長い歴史

にはぐくまれた究極のボランティア組織であり

まして、団員の皆様は、自分が育った町、自分

が暮らす町、そして自分が働く町、そんなかけ

がえのない大切な町を守りたいという気概で、

そういう熱い気持ちで加入されておられると

伺っております。これまで各地の消防団長や関

係者の方々と意見を交わす機会がありました

が、皆さん熱心にその気持ちを語っておられ、

感銘を受けたところであります。さらに、平時

には、火災予防のために冬の寒い中、地域を巡

回されたり、高齢者宅を訪問し防火指導をされ

たり、また災害時の献身的な姿を拝見いたしま

すと、消防団が地域を支える重要な存在である

と強く認識しますとともに、深く感謝をしてい

るところであります。消防団は、地域の実情に

最も精通した、地域住民の安心・安全を確保す

るため欠かせない組織でありますので、今後と

も大いに活躍していただきたいと、私は期待し

ているところであります。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。そ

ういう日々の活動をもっともっとＰＲしていた

だくと、消防団員の皆さん方もさらに頑張ると

思いますし、後の方も続いてくれるのではない

かなと思います。

次に、知事は５月20日に、防災について県民

ブレーン座談会を開催されましたが、そのとき

の感想を率直にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 先日の座談会で

は、20代から30代の若い方を中心とした第一線

で頑張っていただいている消防職員や消防団

員、ボランティア組織の方々などから、多くの

お話を聞かせていただきました。皆様のお話を

伺いますと、大きく時代が移り変わる中で、献

身的に消防活動等に打ち込まれたり、時には危

険を顧みず任務に取り組んでおられるのだな

と、頭の下がる思いがいたしました。お話の中

で、町外の建設業に勤める傍ら消防団活動に従

事する苦労話や、消防団の方々が要援護者の住

居をすべて把握されているおかげでネットワー

クづくりがうまくいったことなど、多くの御意

見を賜ったところでございます。各地域で抱え

る多くの課題も聞かせていただきましたが、私

といたしましては、県として市町村と連携して
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どういう支援ができるのか、今後検討していか

なければいけないと感じたところであります。

○押川修一郎議員 その中で知事は、「県職員

団員数が24名では少ないのではないか」とし、

「公務員が率先してやることも部局内で話し合

いたい。また、民間での同様の取り組みに対し

て税の優遇措置を検討する」と述べたとありま

すが、今後の具体的な取り組みについてお伺い

をいたします。

○知事（東国原英夫君） 県ではこれまで、広

報誌や新聞を通したＰＲ、関係団体への協力依

頼などを行い、特に昨年度は地域貢献の観点か

ら、消防団員を雇用してくださっている建設業

の入札参加資格審査における加点措置を講じる

など、さまざまな取り組みを行っているところ

であります。しかしながら、団員は年々減少し

ておりまして、その確保は大きな課題であると

考えております。特に中山間地域においては、

人口減少と高齢化が他の地域よりも進む中で、

大変厳しい状況であると認識しております。こ

うした中で、今後、女性消防団員の加入促進、

あるいは消防団ＯＢの活用など、多方面にわた

り検討していくことが重要であると考えており

ます。また、県職員につきましては、昨年より

は10名ふえたものの、現在、34名しかいない団

員でございます。その加入促進を図るととも

に、消防団員を雇用している事業所に対して、

ほかに何らかのさらなる推奨策がないのか、検

討してまいりたいと考えております。今後と

も、市町村と一体となって、消防団員の確保に

取り組んでまいる所存であります。

○押川修一郎議員 そういうことで、消防団の

組織でありますけれども、私もＯＢであります

けれども、我々、社会教育の中で、こういう組

織の中で先輩後輩と、もまれながら、先輩ある

いは後輩の間柄というものも十分勉強させても

らったような気がいたします。そういう中で

は、以前は田舎においては、農業後継者を初

め、相当人がいたわけでありますけれども、先

ほどありましたとおり、サラリーマン化する中

で農業の後継者も少なくなってくる中で、なか

なか確保というのが難しいわけでありますけれ

ども、この問題については、市町村あたりとも

一緒になっていただいて、消防団の意義、そし

てすばらしさというものも今後さらに県を挙げ

てＰＲしていただければありがたい、そのよう

に要望しておきたいと思います。

次に、新型インフルエンザ対策についてであ

ります。

一昨日、ついに本県でも初めて新型インフル

エンザ感染が確認されたと報道がなされまし

た。幸い重症ではなく、地元病院で入院中との

ことであります。新型インフルエンザについて

は、去る12日に世界保健機構がフェーズ６に警

戒レベルを引き上げられました。厚生労働省の

発表の中で、今回の新型インフルエンザは多く

の場合、症状が軽く、回復が早く、特別の医療

を必要としないこと、若年者に感染が多いこと

が特徴であるとされていますが、免疫がないた

め、秋口からの感染の拡大が懸念されていると

ころであります。今回の補正予算でも新型イン

フルエンザ対策事業が計上されておりますが、

新型インフルエンザ対策に関連する取り組みに

ついて、福祉保健部次長にお伺いいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 新型インフ

ルエンザ対策事業といたしまして、本年度の当

初予算では、タミフル５万3,000人分、リレン

ザ6,000人分を購入する予定となっております。

これまでの備蓄分のタミフル９万6,000人分と合

わせますと、抗インフルエンザウイルス薬とし
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て15万5,000人分の備蓄を行うこととしておりま

す。

○押川修一郎議員 当初予算においても、イン

フルエンザ対策としてタミフルを購入、備蓄す

る予定となっていたと思いますが、これは何人

分を予定されていたのでしょうか。福祉保健部

次長にお伺いいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） ただいま私

が申し上げましたのは、当初予算分でございま

した。

○押川修一郎議員 済みません。今回の追加補

正では何人分のタミフルを購入することとなっ

ているのでしょうか。また、それによる全体の

量は何人分になるのでしょうか。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 失礼しまし

た。今回の追加補正によりまして、３万6,000人

分のタミフルと4,000人分のリレンザを購入する

こととしております。先ほど申し上げました、

これまでの備蓄分と当初予算分の15万5,000人分

を合わせますと、19万5,000人分の備蓄を行うこ

ととなります。これによりまして、当初、平

成23年度までに３年間で行うこととしておりま

した目標の22万2,700人分の備蓄の88％を達成す

ることになります。

○押川修一郎議員 わかりました。

それでは次に、妊婦健診についてお伺いをい

たします。

妊婦健診の公費負担は市町村と国が支出され

ますが、県内最高額は木城町と西米良村の９

万6,470円で、最低が都城市などの７市町の６

万2,730円です。そこで、市町村の取り組み状況

について、福祉保健部次長にお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 妊婦健診に

つきましては、14回受診することが望ましいと

言われておりますけれども、平成19年度に５回

分についての地方交付税措置がなされたところ

でございます。さらに今回、残りの９回分につ

きまして、平成22年度までの間、国庫補助と地

方交付税措置により、市町村が行う妊婦健診に

対し財政支援が図られたところでございます。

議員が御指摘のとおり、市町村間で公費負担に

格差が生じておりますけれども、妊婦の経済負

担が軽減されるよう、それぞれの市町村におい

て可能な限りの公費負担の拡充を図られたもの

と考えております。

○押川修一郎議員 それから、平成18年３月22

日、県議会として国へ５項目の要望をしておる

ところであります。その中の一つで、妊産婦健

診への助成拡大など出産関係費用の一層の負担

軽減を求めますという内容でありまして、少子

化対策も考えられると思いますので、公費負担

の少ないところへの働きかけはなされたのか、

お伺いをいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 先ほど言い

ましたように、市町村間によって差はございま

すけれども、県といたしましては、妊婦健診に

対する公費負担の拡充につきまして、県全体や

保健所単位で市町村説明会を開催するととも

に、県医師会と市町村の協議の場を設定するな

ど、市町村に対しまして、妊婦健診の重要性を

訴えてきたところでございます。今後とも、妊

婦の経済的負担が軽減されるよう、さらなる公

費負担の拡充に向けて、さまざまな場を活用

し、市町村に助言してまいりたいと考えており

ます。

○押川修一郎議員 わかりました。ぜひよろし

くお願いをしたいと思います。

基金は22年までですので、23年以降も国のほ

うへ支援を継続するように要望すべきだと思い
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ますけれども、同じく福祉保健部次長にお願い

いたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 23年度以降

の財政措置につきましては、国は、「市町村に

おける妊婦健康診査事業の実施状況を踏まえて

検討する」としているところでございます。県

としましては、安心して妊娠・出産できる体制

が確保されるよう、23年度以降の継続的な財政

支援について、「みやざきの提案・要望」を初

め、さまざまな機会を通じて国に要望するとと

もに、妊婦健診の公費負担の継続についても、

市町村に助言してまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 よろしくお願いいたしま

す。

次に、安心こども基金についてであります。

午前中、河野哲也議員のほうからもありまし

たけれども、国の景気対策「安心こども基金」

事業。子育て支援の切り札として本県には約９

億円余りが配分されております。ところが、認

可保育園の入園を待つ待機児童ゼロの本県で

は、一定額が使われないまま国に返還せざるを

得ない可能性が出てきております。交付金が余

る事業が出る一方で、需要が高い事業に補助金

が行き渡らない状態です。対象事業ごとに上限

を決めて転用を認めていないことが原因で、地

方の実情に合った基金運用ができるように国へ

の要望はされたのか、福祉保健部次長にお伺い

いたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 安心こども

基金につきましては、国の示した管理運営要領

で、「各事業区分を超えて配分の変更をしては

ならない」とされていることから、地域の実情

に応じた柔軟な活用ができるよう、これまでも

国に対して要望を行ってきております。また、

本年度の「みやざきの提案・要望」におきまし

ても、同様の要望を行うこととしているところ

でございます。このような国への働きかけは、

九州各県を初め、全国的に広がっておりまし

て、国においては現在、事前承認などの手続に

より、配分の変更を認め、使いやすくする方向

で検討がなされておると聞いております。県と

しましては、引き続き、具体的な運用について

は各県の裁量に任せてもらえるよう要望してま

いりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。ぜ

ひ、そういう方向でお願いをしておきたいと思

います。

県安心こども基金は、22年度まで約9.4億円

で、今回の６月補正で3.5億円を事業化されて、

残高5.9億円の予算化の予定及び内容はどう考え

ておられるか、福祉保健部次長にお伺いいたし

ます。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 基金事業の

期間は22年度までとなっておりまして、事業期

間終了後、残額がある場合は国へ返還すること

となっております。このため県といたしまして

は、事業の実施主体の中心となります市町村の

要望等を調整しまして、事業を計画的に実施し

ていくこととしておりますけれども、引き続

き、市町村等に基金事業の周知を図り、基金が

有効に活用されるよう積極的に働きかけてまい

りたいと存じます。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

たいと思います。

次に、お茶の振興について入ります。

本県のお茶は、畑地帯における安定した品目

として、これまで経営規模の拡大が続けられて

きました。中でも、平成10年に生産者や関係機

関・団体で構成される産地拡大計画を決定し、
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生産拡大を推進して、折しもドリンク茶の需要

が急増している時期でもあり、規模の拡大によ

る所得の増加を期待して、生産者も拡大計画に

取り組んでこられたということであります。し

かし、本年産の一番茶の価格は1,233円で、昨年

よりも12％下落し、生産量も気象災害等の影響

により15％減少した。その結果、地元の生産者

は、茶業経営の中心である一番茶の収入が平年

の６割程度になっておるということでありま

す。私自身、特においしい西都のお茶が心配に

なり、５月上旬に各生産農家の状況調査に行き

ました。そのとき聞いた話では、10アール当た

り10万円台の収入の方もおられると聞いて、

びっくりしたところであります。また、規模の

拡大、機械の更新等もしておられて、支払いの

めども立たないとぼやいておられたところであ

ります。このような傾向は近年連続しており、

生産者も疲弊しており、老朽茶園や品質のよく

ない茶園の抜根を行い、生産調整を行う人も出

始めたというふうに聞いております。そこで、

このような状況を農政水産部長はどのように認

識されておるのか、お伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お茶は、本県

におきます重要な土地利用型の作物でございま

して、これまで関係者と一体となりまして、そ

の生産の拡大に努めてきたところでございま

す。しかしながら、全国的なリーフ茶の消費の

減退や在庫量の増加によりまして、荒茶の価格

は近年、著しく低迷しております。また、本年

産の一番茶の状況を見ますと、お話にもござい

ましたけれども、荒茶価格の低迷に加え、摘採

前の晩霜被害等の影響によりまして、またさら

には収量も減少し、一番茶の収入が例年の約６

割程度となるなど、茶業経営は大変厳しい状況

に置かれていると認識しております。

○押川修一郎議員 部長も厳しいと認識をされ

ておるというふうに理解したところでありま

す。ちなみに、近隣県のお茶の価格、値段を教

えてください。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 近隣県という

ことで、例えば鹿児島県の本年産の一番茶の平

均価格を見ますと、キログラム当たりでござい

ますが、2,001円となってございます。本県産に

比べまして、おおむね800円程度、鹿児島県のほ

うが高いというような、高値で取引されている

という実態がございます。

○押川修一郎議員 茶の価格低迷に対して、今

ありましたとおり、隣県の鹿児島とも800円か

ら1,000円ぐらいの差があるわけでありますけれ

ども、そんなに地域的にも変わるところではな

いわけでありますけれども、そういう差額を埋

めるような対応は打たれるのか、部長にお伺い

をしたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 県のほうで

は、本年産の荒茶の価格低迷に対応するため、

先般、生産者団体、農業団体、行政で組織しま

す茶業経営対策会議を緊急に開催しまして、県

下全普及センターに営農相談窓口を設置し、茶

農家の経営相談機能を強化しますとともに、緊

急的な資金対応、農業共済制度の活用など、茶

業経営の安定化に向けた対策に、関係者が一丸

となって取り組むことを確認したところでござ

います。

一方、厳しい状況にありましても、かぶせ茶

など、品質向上のための取り組みなどにより、

昨年と同様の収入を確保されている生産農家も

見られますことから、今こそ茶生産の原点に立

ち返って、需要に応じた高品質な荒茶の生産に

努めることが重要であると考えております。こ

のため県といたしましては、みやざき茶品質向
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上対策事業を活用しまして、生産現場における

高品質茶の生産はもとより、県外の技術者を招

聘した研修会の開催等によります製茶技術の高

度化を積極的に支援するなど、生産から加工に

至る品質向上対策に全力で取り組んでまいる所

存でございます。

○押川修一郎議員 ただいま部長から対応を聞

いたところでありますけれども、そのような対

応の中で、800円～1,000円の差額が本当に埋め

られるのか、再度お聞きをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 正直言いまし

て、なかなか難しいところもあろうかと思いま

すが、ちなみに、県外の技術者を招聘して、茶

業農家の方の茶業技術の研修、加工技術を中心

にやらせていただきましたけれども、その研修

を受けた農家の方の成績あたりを拝見させてい

ただきますと、荒茶価格で３割から７割程度価

格がアップしたといった例も出てきてございま

して、関係者の方々からも一定の高い評価を得

たところでございます。今後とも、こういった

研修を積み重ねながら、製茶技術の向上に努め

まして、他県に負けない茶の生産販売に取り組

んでまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 わかりました。十分な研修

をしていただいて、大変苦しんでおられる茶業

の生産者も大分おられるようでありますから、

よろしくお願いをしておきます。

それから、茶業を取り巻く状況が厳しい要因

に、お茶の消費の減退が挙げられると思います

が、本県茶の新たな消費拡大に向けての取り組

みについて、同じく農政水産部長にお願いいた

します。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県におきま

しては、茶業関係者で構成しておりますみやざ

き茶推進会議におきまして、これまで「宮崎の

お茶まつり」や各種イベントを活用したＰＲ活

動に取り組んできたところでございます。しか

しながら、今後は、これらの対策に加えまし

て、みやざき茶を応援していただける県民サ

ポーターを公募しまして、サポーターと茶業関

係者が連携して消費拡大に取り組むなど、新た

な対策も必要ではないかと考えているところで

ございます。県といたしましても、みやざき茶

推進会議の行います取り組みを積極的に支援し

ますとともに、関係団体と連携しながら、全国

的な消費拡大の取り組みについても、今後呼び

かけてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 わかりました。ぜひ、そう

いうような方向で頑張っていただきますように

要望もしておきたいと思います。

次に、畑作振興についてであります。

先ほどのお茶もそうなんですが、畑作物状況

を見ると、大変厳しいと思います。地元の長

園、三財、六ツ野原の状況を見ても、以前は最

も安定していたと思われる葉たばこが３～４年

前から、気象条件にもよりますけれども、作柄

が悪く、他の品目に転換された生産者の方、今

後転換したい方もおられると聞いております。

また、以前は、おいしい干し大根やゴボウ、里

芋などの重量野菜が栽培されていましたが、急

激に栽培が落ち込んでいると思いますが、畑作

物の作付面積の推移について、農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 県内の畑作物

の作付面積の動向につきまして、平成10年と19

年の品目別の比較結果を概数で申し上げます

と、まず減少している品目でございますが、大

根が3,100ヘクタールから2,200ヘクタールと、

約３割減っております。それから、里芋が1,900

ヘクタールから1,000ヘクタールと、約４割減っ
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ております。それから、葉たばこが2,500ヘク

タールから2,000ヘクタールへと、約２割の減と

なってございます。一方、増加している主な品

目としましては、ニンジンが500ヘクタールか

ら700ヘクタールへと、約４割の増、ホウレンソ

ウは330ヘクタールから550ヘクタールというこ

とで、約７割程度の増ということになってござ

います。

○押川修一郎議員 ただいまの答弁でありまし

たとおり、面積の減っている品目と伸びている

品目があるわけでありますけれども、実は私も

そのように認識をしておるところでありますけ

れども、加工用の農産物を安定的に供給するの

が大事だと思いますが、生産者におかれまして

は、安定的に生産ができて、安定した価格が必

要だと思います。そこで、今後の畑作振興につ

いて、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 今後の畑作振

興に当たりましては、近年、需要が急速に伸び

ております加工用、業務用をターゲットとしま

して、新たな取り組みを強力に推進する必要が

あると考えております。このため県といたしま

しては、農業団体とも連携しながら、畑作地帯

におきます加工・業務用野菜の振興を基本にし

まして、取引ニーズの的確な把握や販路開拓に

取り組みますとともに、畑地かんがい等の生産

条件の整備や農地の集積、さらには高性能機械

の導入によります大規模な生産体系の構築など

を積極的に促進し、需要に応じた安定的で生産

性の高い畑作振興に取り組んでまいりたいと考

えております。

○押川修一郎議員 ぜひ、そのような方向の中

での努力をお願い申し上げたいと思います。

そして、本県農業の基幹であります畜産、集

約型のハウス園芸、そして土地利用型の畑作、

どれが欠けても本県農業にとっては痛手であり

ます。そこで、部長とのやりとりを聞かれた中

で、あるいは県を預かる知事として、畑作振興

についてのお考えがあればお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 私は、本県の畑作振

興に当たりまして、３つのポイントがあると考

えております。１つは、農商工連携による消費

者ニーズを踏まえた付加価値の高い農産物の生

産、２つ目は、意欲ある担い手への農地の面的

集積による大規模化、３つ目として、安定的に

農産物を供給できる畑地かんがい施設を初めと

する生産基盤等の整備に積極的に取り組むこと

が重要であると考えております。このため、本

県農地の約半分を占める畑地の有効活用を図り

ながら、生産者を初め、関係機関・団体と一体

となって農業所得の安定・向上を図り、ひいて

は、農業を基幹産業とする本県地域経済の活性

化に努めてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ぜひ、そういうような方向

の中で、本県の農業所得が上がるような形の中

で、また、若い後継者が育つような形の中での

御努力をお願い申し上げておきたいと思いま

す。

次に、先日、地元のピーマンを栽培している

先輩のハウスを訪ねてみると、養液土耕栽培に

取り組んで、収量や品質、生産コストの低減に

取り組んでいると話を伺いました。先ほど午前

中、濵砂先輩のほうからもあったとおりであり

ますが、養液土耕栽培とは、ピーマンの根元に

かん水チューブを引き、タンクに液肥をまぜて

おき、ポンプで水と一緒に満遍なく送ることに

より、施肥の労力などの節減を図ろうとするも

のであります。しかしながら、私もかつて、栽

培経験を持つ一人として養液土耕栽培について

勉強してきましたが、この栽培は、制御装置や
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電磁弁など自動化するための装置の導入に際し

て、10アール当たり200万円程度の投資が必要

で、農家にとっては大変高価なものでありまし

た。今回の補正予算の中で、冬春ピーマン等生

産体制再生支援モデル事業が提案され、とても

うれしく思ったところであります。従来の養液

土耕と宮崎型との違いと導入メリットについ

て、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 今回の宮崎型

の養液土耕栽培の特徴としましては、従来のシ

ステムに比べまして、導入コストやランニング

コストが大幅に低減しておるというところでご

ざいます。導入コストにつきましては、市販の

機材を組み合わせることによりまして、10アー

ル当たり50万円程度と、従来のシステム、ただ

いまお話がございましたが、200万円に比べて約

４分の１程度、50万円ということで、４分の１

程度に抑えられております。また、従来のシス

テムは、高価な専用の液肥を使用する必要がご

ざいましたけれども、この宮崎型では、市販の

安価な液肥を利用できるといったことで、ラン

ニングコストも低く抑えることができておりま

す。このように宮崎型では、必要最小限の経費

で、収量・品質の向上、大幅な省力化、施肥量

の低減という３つのメリットを同時に実現する

ことが可能なシステムとなっております。

○押川修一郎議員 私も現場に行ってみたんで

すが、大変すばらしいものだなというふうに実

は思ったところであります。制御盤で、時間さ

え合わせておれば自動的に、ハウスの中での養

液が、あるいはかん水が可能だということであ

ります。また、生育状況も見せてもらったとこ

ろでありますけれども、水がむらなくずっとか

かっておるわけでありまして、樹勢も強くて、

病気もほとんど見受けられなかったということ

であります。何より、先ほど言いますようにか

ん水時間の省力化、この省力することによって

肥料代等が無駄にならない、あるいは、時間が

余ることによって収穫作業が多くなるわけであ

りますから、収量が上がってくるのは当然では

ないのかな、そのように実は思ったところであ

ります。この宮崎型養液土耕栽培技術の普及に

向けて、今後どのように進めていかれるのか、

農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 今回、議会に

お願いしております事業では、冬春ピーマン等

を対象にしまして、13.5ヘクタールのモデル的

な設備の導入と、６カ所の実証展示圃の設置を

予定しております。今後は、これらの実証展示

圃等で得られましたデータを広く生産者に提供

することによりまして、栽培技術の普及拡大を

積極的に進めまして、冬春ピーマン等の生産構

造の強化を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 ぜひ、展示圃の中でこの実

績が上がるように努力をしていただきたいと思

います。

実は昨夜、地元のハウスキュウリの農家の後

継者の皆さん方との会合があったわけでありま

すけれども、その席で今の話をしたところであ

ります。できれば、ピーマンだけでなくて、ほ

かの野菜にも導入できないだろうかという話が

ありましたけれども、このことについて農政水

産部長、いかがでしょうか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） ピーマン以外

にも、キュウリあるいはトマトあたりでも導入

は可能ではないかというふうに考えておりま

す。今後、さらに実証試験あたりを重ねなが

ら、普及に向けた検討を進めてまいりたいと

思っております。
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○押川修一郎議員 ぜひ、そのような方向の中

で展示圃を、できればしていただきますように

お願いを申し上げておきたいと思います。

次に、入札・契約制度についてであります。

今議会において、経済・雇用緊急対策の実施

に伴う補正予算を組まれ、現在、審議している

ところでありますが、一方、公共事業における

経済・雇用緊急対策として、ことし４月から、

建設工事における最低制限価格を予定価格の85

～90％への引き上げや、技術力や地域貢献度の

高い地域の企業が受注しやすい環境を整備する

ため、総合評価落札方式の実施件数の拡大や地

域企業育成型の拡大などの対策が行われており

ます。先日、地元地区の建設業協会の方と意見

交換をしましたが、最低制限価格が引き上げら

れたことは大いに評価されております。しかし

ながら、農業や林業の問題もありますが、雇用

企業の少ない中山間地域では、地域の建設業者

が地元雇用の受け皿となっているのは、だれも

が認めているところであります。そのようなこ

とから、地域の雇用を支える地元建設業者の育

成を図るため、受注機会を確保する必要があ

り、地域要件の評価の高い地域企業育成型の適

用をさらに拡大すべきではないかと思います。

そこで、知事にお尋ねいたしますが、地域企業

育成型総合評価落札方式の適用範囲の上限を、

現行の3,000万円未満から8,000万円未満に拡大

する考えはないか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 地域企業育成型の総

合評価落札方式につきましては、小規模工事を

念頭に、技術力や地域貢献度の高い地元の建設

業者が受注しやすいよう配慮した本県独自の方

式であります。昨年度は、予定価格2,000万円未

満の工事を対象に11 0件の試行を行いまし

て、109件の工事で発注事務所管内に本店を有す

る企業が落札しております。今年度は、地域企

業育成型の適用範囲の上限額を予定価格3,000万

円未満に引き上げ、拡大を図ったところであり

ます。地域企業育成型の適用範囲のさらなる拡

大については、今後とも試行結果を検証すると

ともに、幅広く御意見をちょうだいしながら、

検討してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 試行段階でありますから、

それぞれの地域に合ったいろんなものをやって

いただければいいのかなというふうに思います

から、今後もまたいろいろ試しをしていただき

たいと思います。

次に、国が発注する工事入札では、ほとんど

総合評価落札方式を採用しており、企業や技術

者の技術力や技術提案の評価が高い一企業が多

くの工事を落札していると聞いております。そ

こで、県土整備部長にお尋ねしますが、総合評

価落札方式による入札では、国のように点数の

高い企業に落札が集中する傾向があると考えら

れますが、その対応はどうされているのか、お

伺いをいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 総合評価落札

方式は、価格と技術力など価格以外の要素を総

合的に評価しまして落札者を決定する方式であ

りまして、工事の品質確保を図るものでありま

す。平成20年度にこの方式により発注した工事

の完成後の成績を見ますと、他の入札方式によ

る工事に比べて高い評価となっておりますこと

から、良好な品質確保が図られているものと考

えております。一方、落札状況を見ますと、総

合評価落札方式においては、価格以外の評価点

が高い企業が落札する傾向がありますことか

ら、試行件数の拡大に伴いまして、受注の偏り

が生じることが懸念されるところであります。

このため、工事の品質確保の観点から、企業の
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過度な受注を防止しまして、適切な施工体制を

確保するための方策について、現在、検討して

いるところであります。

○押川修一郎議員 ぜひ、偏りがないような形

の中での検討をしながら、平等の中での入札が

できるようにお願いをしておきたいと思いま

す。また、21年度中の事業を早急に発注してい

ただきますように、これも要望しておきたいと

思います。

それでは次に、交通事故等についてでありま

す。

本年は交通事故死亡が多いと聞きますが、前

年同期の件数の比較と、その中で飲酒運転によ

る件数及び飲酒先についてと、今後、何かと飲

酒を伴う行事が多くなる夏場に向けての対策に

ついて、警察本部長にお願いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） 県内の交通死亡

事故につきましては、昨日現在33件で、35人の

方がお亡くなりになっておられます。前年対比

で申しますと、発生件数でプラス16件、死者の

数でプラス17人、増加率全国第１位、つまり

ワースト１位という大変厳しい状況です。飲酒

運転によるものは６件発生し、６人の方が亡く

なられております。飲酒運転による事故全般の

主な飲酒先を見ますと、自宅というのが４割、

飲食店というのが２割、酒類販売店というのが

約13％等となっております。

今後の対策でありますけれども、いずれにし

ても飲酒運転がまだまだ後を絶たないという状

況は大変憂慮すべき状況でございますので、罰

則も行政処分も重くなっております。そのこと

の広報啓発に努めますとともに、取り締まりの

仕方についてもいろいろと工夫を加えまして、

こうした飲酒運転、そして飲酒運転に係る死亡

事故の抑止に向けて厳しい対応を行っていきた

いと考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いしたいと思

います。

報道によりますと、他県の警察官が飲酒して

車を運転し、電柱に衝突させる飲酒運転事故

や、愛知県警では、副署長が酒気帯び運転をし

て警察署の駐車場に乗りつけたところを署員に

発見され、検挙された事案が発生しています。

また、岡山県では、愛媛県警の盗犯係の警察官

がお年寄りから財布をひったくったとして男子

高校生２人から取り押さえられ、現行犯逮捕さ

れるなど、全国各地で警察官による不祥事案が

発生していますが、これらの事案は、警察官

個々の規範意識の低下が原因と認識していま

す。宮崎県警では、最近このような不祥事案は

発生していないところでありますけれども、本

県警察官の規範意識を一層高めて、今後とも、

不祥事案の絶無を期していただきたいと考えて

おりますが、どのような点に配慮していくのか

を、警察本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） 申し上げるまで

もございませんけれども、警察は、県民の安全

・安心を確保するために全力を傾注して邁進す

る組織でなければならないと考えております。

そのためには、一人一人の警察官が、今申し上

げましたことに強い誇りと使命感を持って仕事

に打ち込むということが何より大切でございま

す。今、議員が他府県の事例を御紹介されまし

たけれども、こうしたようなものを招かないと

いう意味でも、今申し上げましたことをすべて

の警察官に息長く徹底させることが肝要だと考

えております。

私どもといたしましては、採用時の教養か

ら、良識ある社会人としての知識、教養はもち

ろんでありますけれども、警察官としての責



- 166 -

平成21年６月19日(金)

任、信念、身の処し方等について徹底しており

ます。また、第一線に配属した後も、仕事を通

じて、まず実務能力の向上、これにあわせてプ

ロ意識の醸成、そして規範意識の涵養等に努め

ているところであります。今後も、こうしたこ

とを徹底して、県民の期待と信頼にこたえてま

いりたいと考えております。

○押川修一郎議員 次に、無差別殺傷事件等に

ついてであります。

ダガーナイフ等の所持を禁じた改正銃刀法の

適用猶予期間が７月４日に迫っており、県警生

活環境課は、ナイフの保有者に、匿名でも受け

るので早目に提出を呼びかけていると言われて

いますが、県内に出回っている本数と届け出の

状況について、本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） 今回の改正銃刀

法で新たに所持禁止の対象となります、いわゆ

るダガーナイフ等の刃物につきましては、実は

ネット等でもかなり販売されておりまして、特

段の統計もありませんので、実態はよくわかり

ません。参考のデータでありますが、国の経済

産業省が平成19年実施した調査によると、この

年、ダガーナイフに限ってでありますが、国内

向け販売数は3,487本だったというふうに伺って

おります。届け出の状況でございますけれど

も、今回、規制対象となったダガーナイフ、こ

れは７月４日までに届け出れば法的に問題はな

いわけでありますが、全国では５月４日まで

に2,457本、当県では６月４日までに22本の届け

出がなされております。

○押川修一郎議員 わかりました。

期間も余りないようですが、今後、届け出を

してもらうために、県民への広報についてはど

のような方法で行われるのか、また市町村の協

力と県の広報誌の活用について、また若い人、

マニアに対して、家族、親への呼びかけはされ

たのか、お伺いをいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） 既に、現在まで

に各自治体の協力を得まして、2,000枚、啓発用

のポスターを刷って、公民館等に掲示をいたし

ております。また、新聞、ケーブルテレビ、防

災無線等での広報、交番・駐在所で発行します

広報紙による広報、さまざまな媒体、場所を通

じて広報しております。特にマニア等につきま

しても意識をしながら、県民への周知を図って

いるところでございます。経過措置期間が近づ

いておりますので、今後とも、引き続き積極的

に広報をしていきたいと思っております。

○押川修一郎議員 所持されておられる方は早

く提出してほしいなというふうに私も思うとこ

ろであります。７月５日以降、不法に所持して

いた場合の対応についてお伺いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） ７月４日まで

は、先ほど申し上げましたとおり、何も罪に問

われることはありませんが、５日からは、まさ

しく銃刀法の対象になりますので、ダガーナイ

フ等の剣を所持しているという事実認定がなさ

れれば、今回の改正法により３年以下の懲役ま

たは50万円以下の罰金の対象になる、このよう

になります。

○押川修一郎議員 わかりました。そういう処

罰もあるようでありますから、啓蒙をよろしく

お願いしたいと思います。

最後になりますが、栃木県足利市で1990年、

当時４歳の保育園女児が誘拐・殺害された足利

事件の再審開始が決定となり、ＤＮＡ鑑定の信

用性が問題になりましたが、本県警察のＤＮＡ

鑑定状況についてお伺いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） 正確に言います

と、ＤＮＡ型鑑定でございますけれども、当県
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警察では平成７年から開始をいたしておりま

す。この検査法は、技術の発展とともに方法や

技術が飛躍的に向上しておりまして、現段階で

申し上げますと、ＤＮＡにつきまして16種類の

型の判定を行っております。これらの型の組み

合わせによりまして、最も出現頻度が高いケー

スで４兆7,000億人に１人という、非常に高い個

人識別精度になっております。実績としても、

昨年中、鑑定件数が約900件ということで、現

在、科学捜査に関する一つの大きな武器として

活用しているところでございます。以上でござ

います。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

それぞれ各部の部長の皆さん方や知事、質問に

対しましてお答えをいただきまして、本当にあ

りがとうございました。

以上をもちまして、すべての質問を終わらせ

ていただきます。（拍手）

○井本英雄副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

次の本会議は、22日午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時３分散会


