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◎ 一般質問

○中村幸一議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、黒

木正一議員。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。きょうは、地元からはるばる傍聴へ

来ていただいております。ありがとうございま

す。一般質問も５日目となりました。５日目に

なりますと、いろいろ質問が重なってまいりま

すが、またかということでお許しをいただきた

いと思います。

一般質問の２日目だったでしょうか、電話を

いただきました。「今、宮崎県が抱えておる一

番の重要な課題は、知事の退職金の問題か」と

いうことでありましたが、そうではありませ

ん。宮崎県における一番の問題は、現下の危機

的な経済状況であって、これを県民挙げていか

に乗り切るかであります。国はこれまで、財政

健全化に向けて国債の発行を抑えるなど、財政

改革に努めてきました。しかし、目の前の経済

危機を回避するために、大規模な公的資金など

を投入することは、明らかに将来にわたって大

きなツケを回すことになり、長期的な見通しに

基づいた政策と、今ここで緊急を要する政策と

の間に深刻なジレンマがあるとはいえ、今この

時点では、緊急経済対策は不可欠であります。

国は、石油など資源価格の高騰、さらに米国

発の金融危機に始まった経済の急速な悪化に対

し、20年度１次・２次補正、さらに21年度当初

予算と合わせて、75兆円に及ぶ経済・雇用対策

を打ち出し、なお、日本は経済危機とも言える

ということで、新たな経済危機対策として、今

回、大型補正予算を可決し、補正後の21年度予

算総額は、初めて100兆円を超えるということに

なりました。本県においても、国の対策を踏ま

え、これまで300億円を超える経済・雇用対策を

打ち出し、今回また、大型の補正予算で対応し

ようとしております。このような経済状況を、

知事はどれほど深刻なものであると考えている

のか、また景気の見通しをどのように考えてい

るのか、まずお伺いをいたします。

次に、経済危機時の県民総力戦についてお伺

いをいたします。今の経済状況は、100年に一度

の大不況とよく言われます。これまで経験した

ことのない事態が続くときに、人々は歴史を振

り返り、どういう時代が最も参考になるか考え

ます。80年前、世界じゅうを覆った大恐慌が

今、強い関心を集めています。そこで、今か

ら80年前に起こった昭和恐慌時、県は、そして

地域はどう取り組んだのか。先日、新聞に、昭

和恐慌時に財政を立て直そうと県が取り組んだ

行財政改革の資料が見つかったという記事が

載っており、そこには補助金の削減や物品の一

括購入による経費削減など、県の節約に関する

厳しい姿勢がうかがえることが書かれておりま

した。

一方、当時の人口の３分の２が住んでいた農

山村ではどうであったのか。大正から昭和にか

けて、農産物の価格は低落傾向が続き、米も台

湾などからの輸入が増大するなど、厳しい状況

にあったと言われていますが、いよいよ昭和恐

慌に入ろうかというとき、宮崎県の山奥、私の

住んでいる諸塚村はどうであったか。当時の村

長が次のように書いております。昭和４年１

月23日のことです。「数年来の不景気が、今尚

つづいて此の諸塚村は非常に経済上に困難を来

平成21年６月23日(火)
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して居ると思います。

それは色々なことに良く現れてまいります

が、尚自分達個人として以前と現在との経済上

の比較をして見ると良くわかって参ります。

自分の家政の状態即ち自分の足元を静に見つ

めてごらんなさい。実際多くの人が、借金がふ

える。食物がたらぬ。土地を抵当に入れる。売

却する。牛を売る。小さい山まで売ってしまう

という状態ではないでしょうか。

それのみならず、朝も昼も晩も銭借りで農業

に実際従事する間は非常に少なくなって居りま

す。諸塚村は、このままにしておけば、どんな

苦るしみの底に落ちるか分かりません」。

仕事をせずに銭借りばかりしていた。非常に

困難な状況にあったことがうかがえます。これ

は、県内の農山村は大方このような状況ではな

かったのでしょうか。また、全国の農山村もそ

うではなかったのでしょうか。産業組合中央会

秋田支部の会報に―今でいえば秋田県農協中

央会の会報に当たるんでしょうか―次のよう

な歌が紹介されています。「米で誇った瑞穂の

国も 米が足りぬで外米輸入 味噌の宗料は満

州大豆 はく下駄さえも支那の桐 住む家多く

は米材で 持った時計はウオルサム（米国産）
ベイマツ

其の外総て輸入品 シャクにさわって寝床に

入れば かけた布団はインド綿 これを染めた
ワタ

がドイツぞめ」。輸入品が年々ふえて、農村が

次第に衰退していくさまを皮肉った歌ではない

かと思います。

このような状況の中、当時の浜口内閣は、世

界の一等国の仲間入りを図るためもあって、金

融経済政策として金解禁を行い、それが運悪く

ウォール街発の世界恐慌と重なって、深刻な不

況へと進んだと言われています。このことは、

今月号の文藝春秋に詳しく載っておりますけれ

ども、このことをどのように理解して、どのよ

うに対応しようとしたのか。金解禁を行おうと

したとき、農山村はどのように対応したのか。

再び、当時の諸塚村長が送った文書を、少し長

くなりますが、引用させていただきます。昭和

５年１月の年頭に、村長が村民に送った文書で

す。

「昭和５年は、日本が経済上で漸く世界ノ国

々と肩を並べられる様になった、金輸出解禁を

断行サレタ記念すべき年であります。

今迄、日本は13年の永い間、金の輸出を禁止

していましたため、毎年、外国へ出す品物代よ

り外国から日本に買い入れる品物代の金高の方
かねだか

が多くなって来て、毎年２、３億円、多い時は

４、５億づつ、大変な損をして来たのでありま

す。これ程日本は毎年毎年、日本の身代を外国

へやってきたのであります。

それと共に、物価が非常に高くなり、又その

変動がはげしくなって来たのであります。然る

に日本は、欧州大戦争で非常に金儲けがあった

ため「ぜいたく」になれて、経済の心持ちが少

なくなって来たのであります。

それで、日本は国としても、国民としても経

済を立て直してやらなければ、絶対に立ち行か

ぬことになったのであります。

それで政府はこの１月11日から金解禁を断行

して、外国から多くの金を取り入れる工夫を
きん

し、一方、国民には「消費節約、国産品愛用、

勤勉貯蓄、無駄廃除」を奨励し、経済立て直し

を目標にして、私達国民の自覚を促して居る次

第でありまして、経済的に吾々は今迄より一段

の努力をしなければならない時代になって来て

いる次第であります。

いよいよ金解禁が断行されました。これがた

めに色々な日用品や私達の作り出した産物の
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「値段」が下落し今迄以上の不景気が来るもの

と思わねばならないのであります。

物価が下がることは金が少なくなるというこ
かね

とであって、従って私達の生活に色々な困難が

出来てくることと思われますので、此の際、私

達は充分なる覚悟を要する次第であります」。

このように、住民に覚悟を求め、具体的に取

り組むべきこととして、次のようなことを挙げ

ています。１、絶対に借財の整理をし、確実な

る支払いの計画を立てること、２、家計簿をつ

け収支を明らかにすること、３、今までより支

出を少なくすること、４、少しずつでも貯蓄を

すること、５、収入をふやす工夫をすること、

自給肥料をつくり当収を上げること、改良農具

で手間を省くこと、養蚕、製茶、シイタケ、

牛、馬、豚、鶏などで金を取ること、すべて共

同で実行すること。これらを実践するために、

「村は、村民の最もよい相談相手となることに

少しも努力をおしまないのであります」と述べ

ています。

本県の21年度当初予算の編成の基本方針に、

役割分担を踏まえた見直し、県民総力戦による

実行を掲げています。80年前と今とでは社会情

勢は違います。当時、情報がどのように流れて

きたのかはわかりませんが、国の方針、政策を

踏まえ、地方ではどうすべきか、個人はどうす

べきか、真剣に覚悟を決めて、まさに総力戦で

取り組もうとしていたことがうかがえます。今

回の経済危機の中にあって、県民総力戦の実行

のために、県民にどのようなメッセージを送る

のか、知事にお伺いします。

以下の質問は自席から行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

景気の現状と見通しについてであります。６

月17日の内閣府の月例経済報告によりますと、

４月の鉱工業生産が前月比で5.9％のプラスとな

りまして、輸出の持ち直しや在庫調整の進展な

どから、「景気は、厳しい状況にあるものの、

一部に持ち直しの動きが見られる」との基調判

断となっておりまして、事実上の景気の底打ち

宣言との報道もされておるところであります。

一方で、完全失業率が５％と雇用状況は急速に

悪化しており、設備投資も大幅に減少している

ことから、景気を下押しするリスクがあるとも

されております。県内の状況を見ますと、４月

の有効求人倍率は0.41と前月からわずかに上向

いたものの、生産や消費活動は低い水準で推移

しておりまして、経済基盤の弱い本県の実情も

踏まえますと、県内の経済雇用情勢は依然とし

て大変厳しい状況にあると考えております。

次に、経済危機に際しての県民総力戦につい

てであります。私は、新しい県づくりの基本姿

勢として、県民総力戦を掲げておりますが、100

年に一度と言われるこの困難な状況を克服して

いくためには、まさに県民の力を結集して立ち

向かっていかなければなりません。例えば、地

産地消の推進による地域における消費拡大や、

都市と地方の交流を通じた中山間地域の活性

化、あるいは農商工連携等による地域資源を活

用した新たな事業の創出など、県民の皆様がそ

れぞれの地域や分野で最大限の力を発揮してい

ただくことが大変重要であると考えておりま

す。県といたしましても、新たな経済・雇用対

策に基づき、公共事業等による県内経済への波

及や雇用確保・維持対策に引き続き取り組みま

すとともに、新たな産業や地域づくりのための

施策を展開していくこととしておりますので、

このような行政施策と県民の皆様の取り組みと
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が一体となって、一刻も早くこの経済危機を乗

り越え、本県の未来の礎づくりを進めていきた

いと考えております。以上です。〔降壇〕

○黒木正一議員 今の経済状況は厳しいという

見方をされておられますし、また、県民総力戦

についての知事の決意をお伺いいたしました。

昭和恐慌のときに、アメリカで株式の大暴落が

起こると、当時、日本最大の輸出品でありまし

た生糸の輸出が大きく減少した。しかし、農山

村にほとんど何の手も打たれなかった。結局、

農山村では、娘の身売りや欠食児童や長期欠席

など、悲惨な状況になったということが言われ

ております。そのようなことで、地方を中心に

不満が広がり、政治不信につながり、テロ

や5.15事件、2.26事件といったクーデターが引

き起こされて、経済政策の失敗が軍の台頭を招

き、第２次大戦へと進んでいったわけです。歴

史は繰り返すといいますが、このような歴史を

繰り返さないためにも、今回の経済対策を生か

し、新たな時代づくりに向けて取り組まなけれ

ばならないと思います。

今回の補正予算について、林業関連について

質問をいたします。

今回の国の補正予算の中で、農林水産省関係

の追加額は総額１兆302億円で過去最大規模、う

ち林野関係の補正追加額は2,537億円で最大級、

特に非公共事業に1,537億円を計上したのは初め

てのことと言われております。中でも、森林資

源の徹底した活用による林業・木材産業の再生

として、「森林整備加速化・林業再生事業」い

わゆる「緑の産業再生プロジェクト」を創設さ

れていますが、このプロジェクトのポイントと

県の取り組みについて、環境森林部長にお伺い

いたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 緑の産業再生

プロジェクトは、地球温暖化防止に向けました

森林吸収源対策の推進と、木材・木質バイオマ

スを活用しました低炭素社会の実現を図るため

に、県に基金を造成し、定額助成方式での間伐

等の推進を初め、間伐材等の円滑な流通や利用

を地域で一体的に進めていくことが重要なポイ

ントであると考えております。その実施に当た

り、県としましては、市町村や林業・木材産業

関係者等で構成する協議会を立ち上げまして、

その意見や要望を参考に、今後、３年間の全体

計画を策定して、円滑に推進していくことが必

要であると思っております。このため、10億円

の基金造成と、それを取り崩して執行する間伐

推進加速化事業や森林整備加速化・林業再生事

業等を、今議会において提案させていただいて

おります。現在、本県の林業を取り巻く環境

は、原木価格が8,000円台を割り込むなど、大変

厳しい状況でありますことから、この補正予算

を最大限に活用しまして、林業・木材産業の再

生に向けまして、全力で取り組んでまいりたい

と考えております。

○黒木正一議員 この事業のポイントは、基金

を造成すること、そして定額助成方式であるこ

と、協議会を立ち上げて３年計画で推進するこ

となどのようでありますが、今の経済状況の中

にあって、木材価格はさらに下がって、林業地

帯は窮地にあります。製材加工場も原木の確保

に困るところもあり、製品の動きも鈍く、製品

市場の倒産があるなど、森林組合も計画の下方

修正を続けざるを得ない状況にあります。この

危機的状況にあって、今回の補正予算が本当に

困っているところに行き届くことができるかど

うかが一番のかぎではないかと思います。

現在、県では、企業誘致、雇用の維持創出に

力を入れておりますが、企業立地の困難な山村
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において、林業を核とした所得の向上、雇用の

創出を図ることが重要であると考えます。山村

地域において、貴重な雇用の場であった建設業

が、公共事業の減少など厳しい状況にあり、林

業作業班が雇用の受け皿ともなっている事実が

あります。緑の産業再生プロジェクトの主体

は、間伐材の推進となっていますが、雇用の創

出、山村振興の観点から、間伐推進加速化事業

などをどのような考えで進めていくのか、環境

森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 林業の再生な

ど川上対策として実施いたします間伐推進加速

化事業は、森林資源の経済的価値や森林所有者

の所得の向上、さらには雇用の創出など、林業

を核とした山村地域の経済・雇用対策としての

視点を持って進めていくことが重要であると認

識しております。このため、市町村や林業関係

者はもとより、建設産業など他産業との連携も

図りながら、地域一体となった推進体制を整備

しまして、将来にわたって林業が産業として安

定的な経営ができるための基盤整備等を進めて

まいりたいと考えております。公共事業の減少

や林業の不振等によりまして、山村地域は大変

厳しい状況にありますが、本事業の実施を通じ

まして、地域経済の活性化と雇用の創出につな

げてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 このプロジェクトは、所得の

向上、そして雇用の創出など、経済・雇用対策

の視点を持って進めるということでありますけ

れども、林業従事者は非常に減少し、高齢化し

ております。現在でも、計画どおりに間伐が達

成できなかったり、仕事がおくれるという事態

も現実に起こっております。せっかくの事業を

推進するためには、人をいかに確保するか、こ

れが課題であります。今回のこのプロジェクト

における林業従事者対策はどうなっているのか

お伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） この事業にお

きましては、定額助成方式による間伐等の森林

整備や、省力化につながる高性能林業機械の導

入を進めることとしております。これらの取り

組みによりまして、間伐等の事業量が増加し、

就業者の所得向上につながることや、機械化に

よる労働負担の軽減が図られるなど、林業就業

者対策が推進されるものと考えております。

○黒木正一議員 担い手をどうするかというこ

とは、非常に重要なことだと思います。この事

業によりまして、定額の助成によって間伐を推

進することになっておりますが、木材価格が非

常に安いことから、間伐を控えていたという事

実があるわけであります。それが一斉に間伐を

進めるということになりますと、原木が供給過

剰となり、逆効果になったらいけないわけで

す。国有林、林業公社などと合わせた生産調整

も考えていく必要があると考えますが、その対

策についてお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） おっしゃいま

すように、原木供給を安定させるためには、伐

採方法を一斉伐採から間伐へ転換することによ

り生産調整を進めるとともに、原木市場の需給

調整機能を強化することなどが重要でありま

す。このため、今回補正提案しております「間

伐材等需給安定緊急対策事業」を通じまして、

林業事業体が間伐へ転換する際の資金に対しま

して利子助成を行うことにより、間伐への円滑

な移行を進め、生産調整に努めることにしてお

ります。また、原木市場におきまして、需要量

を超える原木を一時的にストックし、製材工場

等の需要に応じて安定的に供給する仕組みを支

援することによりまして、原木供給の平準化に
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努めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 今後、緑資源からの出材も予

想されております。需給調整を図ることが重要

であると思います。

今回の事業は、林野庁でもかつてない規模の

補正予算額となっておりますが、市町村の財政

が厳しい中にあって、市町村の財政負担が大き

いことで、せっかくの補正予算が、使いたくて

も使えないということになってはいけないわけ

です。今回の事業で、市町村の負担が発生する

ものはどのようなものですか、また、財政負担

軽減対策はどのようになっておりますか、お伺

いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 今回の事業に

おきまして、市町村の負担が発生するものは、

木質バイオマス利用施設の整備や公共施設の木

造化・木質化等が考えられます。この場合、今

年度の財政負担につきましては、「地域活性化

・経済危機対策臨時交付金」を充当することも

可能となっております。

○黒木正一議員 臨時交付金で財政負担に充当

することができるということで、大変ありがた

いことじゃないかというふうに思います。

今回の補正予算では、木質バイオマスの一体

的な取り組みに支援するということになってい

ます。昨年、私たち森林・林業活性化議員連盟

の役員で、木質バイオマスの先進地、岩手県の

葛巻町に視察に行きました。歴史の古い民間企

業であります葛巻林業のペレット製造工場など

を見学しました。岩手県は、素材生産量が北海

道、宮崎に次ぐ第３位で、当時の増田知事を先

頭に「木質バイオマスエネルギー利用拡大プラ

ン」を策定し、取り組んできております。しか

し、岩手県の林地残材、工場残材、バークのう

ち、チップ、ペレットに利用されているのは

約4,000トンで、全体の２％にも満たず、先進地

と言われている岩手県でさえもこの程度であり

ます。木質バイオマスは注目を浴びているもの

の、その利用が思うように拡大していないのが

現実です。本県における現状、そしてまた、県

内における未利用資源はどのくらいあるのかお

伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 本県での木質

バイオマスでございますが、年間約91万トンの

木質バイオマス資源が発生していると推計をし

ております。このうち約３割に当たる29万トン

につきましては、木材乾燥用の熱源などとして

有効に利用されておりますけれども、その利用

されておるものは、製材工場等で発生します端

材やおがくず等でございます。残りの約７割に

当たります62万トンにつきましては、未利用と

なっておりまして、そのほとんどが、収集・運

搬コストがかかることから利用されずに林内に

放置されている林地残材であります。

○黒木正一議員 日本で利用可能なバイオマス

資源の半分以上が木質系、製紙系で、あとは食

品廃棄物、家畜ふん尿、農業残渣、下水汚泥な

どと言われています。こういう廃棄物系は、日

本の人口の減少傾向を考えれば、ふえるもので

はないし、ふやすものでもない。農業における

エネルギー作物も今のところ容易ではなく、持

続可能な形でふやせるのは、基本的に木質バイ

オマスであろうと考えられます。木質バイオマ

スからのエタノール製造も注目されているもの

の、技術的ハードルが高く、実用化には、低コ

スト化に向けた技術開発が必要であると言われ

ております。ペレットにするか、チップにする

か、またそのままか、熱・電力利用が現実的と

言われていますけれども、現時点での利用方法

はどのようなものがあるかお伺いいたします。
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○環境森林部長（吉瀬和明君） 木質バイオマ

スにつきましては、現在、製紙用チップや畜産

用の敷料、木材乾燥用の熱源等に利用されてお

ります。また、最近では、温泉熱源やバイオマ

ス発電、施設園芸等の燃料への利用も進んでき

ております。今後とも、このような利用方法の

普及に努めますとともに、木質バイオマスの有

効活用に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○黒木正一議員 先ほどの答弁で、建築廃材や

工場残材はほとんど余っていないということで

ありましたが、いかに林業自体を活性化させな

がら林地残材を利用していくかが問題であろう

というふうに思います。木材を伐採し、土場に

集材して、そこで玉切り、造材をしますと、大

量の枝葉を含めた残材が積み上げられます。そ

れをそのままにしておきますと、必ずと言って

いいほど、そこからがけ崩れが起きます。大き

な山地災害の原因ともなっています。そこで、

それを防ぐために、残材をもとに戻したり、安

全な場所に運搬したりしていますが、現在の木

材価格では、とてもそこまで手が回らないとい

う現場の声を聞きます。林地残材が有効活用さ

れ、少しでも山村地域の活性化につながる収集

・運搬のシステムづくりが望まれます。県で

は、木質バイオマス利活用システム構築事業で

その対策を図ろうとしておりますが、収集・運

搬の費用を軽減する対策こそが、原料供給者、

製造者、利用者にも恩恵となり、木質バイオマ

スエネルギー利用促進につながると思います

が、考えをお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 林地残材につ

きましては、議員御指摘のとおり、非常に難し

い利用の方法でございますが、その収集・運搬

につきましては、これまで、間伐現場において

中間土場へ集積する方法や、一斉伐採現場にお

ける大型トラックへの直接積み込みなど、伐採

方法ごとの効率的な収集・運搬方法について検

討をしてまいったところでございます。今年度

は、これらの検討結果を踏まえまして、耳川流

域の間伐現場等で実証事業をモデル的に実施し

まして、そのコスト比較を行うことにしており

ます。また、今回補正提案しております森林整

備加速化・林業再生事業におきましては、収集

・運搬に係る機械の導入や、積み込み経費等の

一部を助成することにしておりますので、本事

業も活用しながら、林地残材の利用促進に努め

てまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 今回の事業では、中学校にお

いて武道が必修科目になることもありまして、

武道場への地域材利用促進を図ることが言われ

ておりますが、本県の教育委員会では、このこ

とについて働きかける考えはないか、教育長に

お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 武道場の建設に当た

りましては、文部科学省の「安全・安心な学校

づくり交付金」及び林野庁の「森林整備加速化

・林業再生事業費補助金」などの補助制度がご

ざいますが、これらの制度の活用において、本

年度は特に地方負担分の大幅な軽減が図られて

いるところであります。武道場など市町村立学

校における施設整備は、各市町村が事業主体と

なって取り組まれるものでありますが、県教育

委員会といたしましても、それぞれの施設の整

備が適正に行われますよう、国の支援制度の一

層の周知を図りますとともに、関係部局と連携

の上、必要な指導助言を行ってまいりたいと考

えております。以上です。

○黒木正一議員 県庁内には、全庁横断的な県

産材利用推進委員会があり、教育長もその委員
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であるかと思います。どうか教育施設への地域

材利用促進を御指導いただくよう、よろしくお

願いいたします。

燃油高騰対策として、木質ペレット加温機を

農業用ハウスにモデル的に導入しましたが、そ

の成果は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） 本県におきま

しては、平成18年度より、燃油価格高騰対策や

環境への負荷軽減の観点から、化石燃料にかわ

る有望な新エネルギーの一つとして、木質バイ

オマスを使用したハウス暖房機の実証の取り組

みを進めているところであります。実証の結

果、既存の重油加温機と同等の暖房能力が確認

されますとともに、環境負荷軽減につきまして

も、一定の成果があったものと考えておりま

す。一方、導入コストに加えまして、使用した

木質ペレットが、予想に比べ灰の成分量が多

く、熱交換率が下がるなどの課題も明らかに

なったところでございます。今後、木質ペレッ

ト暖房機の導入・普及に当たりましては、これ

らの課題解決に取り組みますとともに、木質ペ

レットの低コストで安定的な供給体制の確立に

向けて、引き続き、関係部局とも連携して検討

を進めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 次は、補正予算とは関係はあ

りませんけれども、外国企業による森林買収問

題についてお尋ねをいたします。５月14日か15

日だったと思いますけれども、産経新聞の一面

に「“狙われる日本の森”中国 水源地求め買

収動き」という見出しの記事が載りました。中

国の企業が西日本を中心に、水源地を大規模に

買収しようとする動きが活発化しているという

ものでした。背景には中国での深刻な水不足が

あり、一方、日本においては、水源地を守る役

割を果たしてきた林業が衰退の一途をたどり、

林地価格も暴落していることから、中国資本に

ねらわれていると述べられておりました。その

ような事実はあるのでしょうか。また、記事が

事実とすれば、何らかの対策を考えるべきでは

ないかと思いますが、環境森林部長にお伺いい

たします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 外国企業によ

ります森林買収につきましては、国の調査にお

きましては、現在のところその事実は確認され

ておりませんが、引き続き国や他県などとも連

携を図りながら、情報の収集に努めてまいりた

いと考えております。今後とも、森林の無秩序

な伐採や開発が行われないように、保安林制度

や林地開発制度、伐採届出制度等を活用しまし

て、適正な森林管理に努めてまいりたいと考え

ております。

○黒木正一議員 これまで林業関係の補正予算

について数点質問をいたしました。今、「水メ

ジャー」と言われる大企業が、世界で激しい水

資源争奪戦を繰り広げているそうです。今の林

業地帯、山村において、このような資本にいつ

林地を買収されても不思議ではないというよう

な状況にあります。今回の補正予算が、この不

況の中、本当に困っているところに行き届くか

どうか、有効に使うことができるかどうかが最

も重要なことと思いますし、単に緊急の危機対

策だけにとどまらず、将来の森林・林業・木材

産業の新たな時代を切り開くことにつながるも

のでなければならないと考えます。執行当局の

努力に期待し、次に移ります。

これまでも、いろいろ格差の問題について質

問をする機会がありましたけれども、中央と地

方、それから都市と農山村、いろんな比べ方が

ありますが、いわゆる僻地と言われているとこ
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ろと、そうでないところには、いろんな格差が

あります。その格差を是正しようとしても、ど

うしてもできない、無理だということもたくさ

んあります。しかし、これだけは何とかしなけ

ればならないという格差が、命の格差と教育の

格差ではないかと私は思います。そういう観点

から、数点質問をさせていただきます。

まず、僻地医療についてでありますけれど

も、医療行政における僻地の定義はどういうこ

とになっておりますでしょうか、福祉保健部次

長にお尋ねいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 本県の医療

行政における僻地とは、宮崎県医療計画におい

て、「山間部が多いという地形的条件等から医

療に恵まれない地域であり、過疎地域自立促進

特別措置法、山村振興法及び離島振興法のそれ

ぞれの指定地域のいずれかに該当する地域」と

しております。

○黒木正一議員 この僻地という呼び方は、い

ろんな行政単位で少しずつ異なっておりますの

で、一応確認のためにお聞きしたところです。

ことしの４月、自治医大卒の県派遣医師が、

これまでの11名から９名へと２名減員となりま

した。私はこのことを聞いたときに、非常に

ショックでした。宮崎県は重点施策として中山

間地対策を挙げておりますし、医療・子育て対

策も挙げております。これは重点施策であるか

ら、何とか維持ぐらいはできるだろうという考

えが甘かったからでありますけれども、県立病

院や民間の中核的な病院の医師不足、これは本

当に深刻な問題でありまして、大きな社会問題

として取り上げられています。一方、僻地にお

ける医師不足は、話題になることも少なくて、

県当局や自治体の懸命な努力により、何とか落

ちついた状況となっております。１次から２

次、３次へと医療連携ができて初めて地域医療

は成り立つと思います。現在、県派遣医師の要

請は14名というふうにお伺いしておりますが、

県派遣医師の現状、それから将来の見通しにつ

いてお伺いいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 僻地医療に

おいては、医師の確保が一番大きな課題となっ

ております。このため、県におきましては、自

治医科大学卒業医師や医師派遣システムで確保

した医師を公立病院等へ派遣しておりますが、

平成21年度は、医師の研修など勤務ローテー

ション等の関係から、前年度と比べて２名減の

９名と、厳しい状況となったところでありま

す。一方、市町村と一体となった医師確保の取

り組みも行っており、この取り組みにより、常

勤、非常勤を合わせ、２名の医師が確保できた

ため、今年度は合計で11名の医師が僻地公立病

院等に勤務しております。今後の見通しであり

ますが、医師修学資金制度による派遣が、早け

れば平成22年度から新たに見込まれますので、

徐々にではありますが、僻地に勤務する医師数

は増加していくものと考えております。

○黒木正一議員 この４月の派遣医が減員と

なったときに、県御当局におかれましては、い

ろいろと御指導、御支援をいただき、何とか落

ちつくことができました。お礼を申し上げたい

と思います。

続きまして、救急医療対策についてお伺いい

たします。私の家の隣に、役場の職員がおりま

す。年に何回か、夜間に救急車の運転手として

出動しております。病院まで車で約10分かかり

ます。急患が出て病院に電話があり、病院から

の電話を受けて病院に駆けつける。最低、看護

師さんを乗せて現場に行き、患者を病院に運

び、初期救急を行い、必要があれば日向、延岡
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へと走るというような状況であります。役場職

員―これは消防団員でありますけれども―

を数班に分け、夜間搬送体制をとっていますけ

れども、地理的に考えましても、１分１秒をど

うするかということになると、これは問題で

す。消防非常備町村は、それぞれ工夫をして救

急搬送体制をとっておりますけれども、このよ

うな現状を十分把握しておられますでしょう

か。また、この問題にどのような対策が考えら

れるか、総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 県内の７つの非常

備町村における夜間の救急搬送につきまして

は、今、議員御指摘の役場の職員の方、あるい

は町村立病院の職員の方が対応されたり、警備

会社などに委託すると、こういった対応をして

いらっしゃるようでございます。現在、県で

は、こういった非常備町村に対しまして、常備

化の働きかけを行っているところでございまし

て、一部の町村におきましては、具体的な取り

組みが始められたところでございます。今後と

も、早期の常備化に向けまして、積極的に働き

かけを行ってまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 消防の非常備町村についてい

ろいろ調べてみますと、それぞれ取り組みが全

然違っているということで、それぞれその地域

の実情に合った対策をとっているんだなという

ふうに感心したところでした。

続きまして、教育の問題についてお尋ねいた

します。教育長に、教育行政における僻地とは

何を指すのか、まずお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 教育行政における僻

地とは、僻地学校ということになりますが、そ

の僻地学校の定義といたしましては、へき地教

育振興法におきまして、交通条件及び自然的、

経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離

島その他の地域に所在します公立の小学校及び

中学校等とされております。

○黒木正一議員 次に、学校制度が発足したこ

ろ、学校の教師を確保するのに苦労したという

記録が残っております。今ではどんな僻地にも

教師が派遣されて、義務教育が平等に受けられ

るというのは、ありがたいことだと思います。

現在、高校進学率が100％近くになり、僻地にお

ける問題は、高等教育における教育費負担であ

ります。とりわけ通学困難な地域は、寮に入る

か下宿をせざるを得ず、自宅通学に比べて大き

な負担の差があります。この対策に、県はこれ

まで対応いただいておりますが、修学支援の現

状はどうなっていますか。また、今後の対策に

ついて考えがあれば、教育長にお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 現在、高等学校等に

進学する子供を持つ僻地在住の保護者の経済的

負担の軽減等のため、２つの施策を講じている

ところであります。その１つは、県内６カ所に

地区生徒寮を設け、一般の下宿等よりも廉価な

経費で利用いただいているものであります。も

う１つは、僻地の生徒が自宅外から県立学校等

へ通学する場合、月額２万3,000円の一般育英資

金に貸与額を上乗せいたしました本県独自の

「へき地育英資金」として、月額３万8,000円を

貸与しているものであります。さらに、僻地の

生徒に限定したものではございませんが、経済

的な事由から修学が困難な生徒に対しまして

は、「県立高等学校授業料減免制度」により授

業料の減免を行っているところであります。県

教育委員会といたしましては、地区生徒寮の利

用等、現行制度の一層の活用を促してまいりた

いと考えております。なお、今後につきまして

は、修学支援策全般の中において、引き続き研

究を行ってまいりたいと考えております。以上
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です。

○黒木正一議員 これまでいろんな機会に、高

校に自宅通学ができない地域においては教育費

の負担が大きく、その支援策について要望をし

てまいりました。そのたびに、寮の利用率のこ

とや、へき地育英資金で対応しているとの返事

をもらってきました。確かに、へき地育英資金

は、一般育英資金と比べて上乗せした貸付額で

あり、へき地育英資金では、自宅通学と比べ自

宅外通学は１万1,000円の上乗せとなっていま

す。しかし、このことは裏返せば、それだけ費

用がかかることを示しています。中学校卒業生

の数を見てみますと、僻地校の生徒割合は３％

と減少しております。この10年間で全体の卒業

生の数が30％減少であるのに対し、僻地校の生

徒数は45％も減少し、この傾向はしばらく続く

ものと考えられます。重荷になっている僻地出

身者の高等学校教育費の負担軽減策について、

研究を行っていくということでありますけれど

も、どうか前向きに研究いただくよう要望して

おきたいと思います。

次に、地デジ対策について質問いたします。

この件については、もう３回目になろうかと

思います。それぞれの市町村が、それぞれの地

域に合った対応策をとって、難視聴地域の解消

に向けて取り組んでおりますが、対応状況はど

うなっていますか。県としても、国に助成制度

の充実を求め要望してきていますが、どう改善

されたのか。また、今回の経済危機対策では対

応できるのか。また、平成23年７月に予定され

ている完全移行までに対応が間に合うのか、見

通しを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） 地上デジタル

放送の対応状況でありますが、まず、市町村の

対応状況についてであります。市町村におきま

しては、辺地共聴施設の新設・改修、あるいは

ケーブルテレビの整備のいずれかによりまし

て、地上デジタル放送への対応を図るというこ

とにされております。国の助成制度につきまし

ては、昨年度に引き続き、辺地共聴施設に対す

る補助が拡充されますとともに、今回の経済危

機対策によりまして、地域活性化・経済対策臨

時交付金などを充てることができるようになっ

たところでございます。このため、こういった

状況を受けまして、幾つかの市町村から、施設

の整備に関する具体的な相談が寄せられている

ところであり、県といたしましては、技術的な

面を含めて、市町村の実情に応じた助言等を

行っているところでございます。それから、完

全移行への見通しであります。約300カ所ござい

ます改修が必要な自主共聴施設につきまして

は、既に具体的な取り組みが進められていると

ころであります。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ついて、

実際に受信できるかどうか実地調査を行ってお

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、引き続き市町村に対する支援を行いますと

ともに、国や放送事業者等と連携を強化しなが

ら、地上デジタル放送への円滑な移行に努めて

まいりたいと思っております。

○黒木正一議員 次に、ミツバチの減少問題に

ついてお尋ねをいたします。

最近、ミツバチに関する本が立て続けに出版

され、いろんな雑誌にも取り上げられておりま

す。この問題がマスコミなどで数多く話題に

なっております。世界じゅうで大量失踪すると

いう現象が起こっており、日本においても昨年

から、西洋ミツバチがいなくなる、大量死する

ということが起こっております。農水省もこと
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し４月、調査をしておりますが、21都県で不足

が明らかになっているということで、受粉用ミ

ツバチが大きく19年から減少し始め、20年には

減少しているという結果が出ております。本県

の状況はどうなっているのか、本県の農業への

影響はどうなっているか、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） お話にござい

ましたように、昨年から全国的に受粉用ミツバ

チが不足している状況にございますけれども、

県内の産地におきましては、イチゴ、メロン、

マンゴー等の受粉用ミツバチは、おおむね確保

されている状況にございます。しかしながら、

今後、不足する場合等に備えまして、本年度創

設しました「ミツバチ資源活用調査事業」によ

り、供給側であります養蜂農家と、利用側であ

ります園芸農家について調査を実施し、需給調

整を行うこととしております。このような取り

組みを通しまして、県内の園芸農家において、

受粉用ミツバチが不足することのないように努

めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 現状では、受粉用ミツバチは

何とか確保されているとのことでありますが、

ハチみつを採取している養蜂業者の方の話を聞

きますと、少なくなったという話をされる方も

おります。まだ原因も特定されておらず、十分

に調査して、農業県である本県への影響が大き

くならないよう対応いただきたいというふうに

思います。椎葉にニホンミツバチの名人がおら

れます。話を聞きますと、ニホンミツバチ

は、16年から17年にかけてほぼ全滅の状況にな

りましたけれども、少しずつ回復しつつあると

のことです。ニホンミツバチの利用も含め調査

するのも一策かと思われます。この問題は、単

にミツバチだけの問題ではなく、環境に非常に

敏感と言われるミツバチに異変が起きていると

いうことは、生態系の問題、人間への警告では

ないかと思い、質問をいたしました。

時間がもうなくなりましたが、「中山間盛り

上げ隊」について、少しだけ述べさせていただ

きたいと思います。県は、中山間地域対策を重

点施策として取り上げ、活性化のためにさまざ

まな事業を展開していただいていることに感謝

を申し上げます。長期派遣の県職員も、一生懸

命にいろんな行事に積極的に参加して活躍して

おります。今後どのような効果があらわれるの

か、非常に期待しているところであります。今

後とも継続していただきまして、活性化のため

に取り組んでいただきますように御期待を申し

上げ、質問を終わります。（拍手）

○中村幸一議長 次は、外山良治議員。

○外山良治議員〔登壇〕（拍手） 精神的に不

安定なお母さんの相談に乗っていただきたいと

の電話があり、事務所で待っていると、若いお

母さんがお見えになった。「子供（５歳）は自

発呼吸ができない。脳死の宣告を受けた。しか

し、髪もつめも伸びる。私の機嫌がいいときは

顔の表情が穏やかである。くすぐると笑みを見

せてくれるように感じる。床ずれ防止のため体

位を変えるとき、体は温かい。私の宝です」等

々、一気に話し出されました。「衆議院で臓器

移植法が可決されたら、私の子供はどうなるの

でしょうか。それが心配です」、お母さんには

「保護者の同意が前提でございますから心配さ

れなくてもいいですよ」と伝えておきました。

「何となく落ちつくことができました」と言っ

て帰宅されました。約１年、我が子への奇跡を

信じての生活は大変だろうと思った。何よりお

母さんの子への愛の深さを知った思いがしまし

た。命に関する質問をします。
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九州電力は、鹿児島県と川内市に、川内原発

３号機の増設を申し入れています。世界最大

級1 5 9万キロワットの巨大原発―投資額

約5,400億円―と言われています。川内原発３

号機の増設問題は、単に鹿児島県のみの問題で

はなく、同原発から宮崎市は約120キロ、大規模

事故が発生したときは、風下に当たる宮崎県は

放射能で壊滅的被害を受けること、使用済み核

燃料は、行き先、処理方法等確立されていない

こと、世界最大の柏崎刈羽原発が中越沖地震に

より、あわや大惨事寸前であったこと等を考え

ると、３号機増設は慎重であるべきと考える

が、知事の見解を求めます。

オバマ・アメリカ大統領は、深夜のバラエ

ティー番組で、自分のボウリングの不得手さを

語る中で、「スペシャルオリンピックスのよう

なもの」と笑いながら話し、知的発達障がい者

のスペシャルオリンピックスを差別と受けとめ

られる発言をし、批判を受けております。スペ

シャルオリンピックス委員会のシュライバー委

員長は、「こうした言葉は知的障がい者に痛み

をもたらし、偏見を定着させる」と批判し、ま

た、ダウン症の息子を持つペイリン・アラスカ

州知事も、「世界で最も力のある立場の人間に

よる、世界じゅうで最も大切ですばらしい人た

ちをおとしめる発言だ」として、「衝撃を受け

た」との声明を発表しています。06年に国連総

会で採択され、08年５月３日に発効した「障害

者権利条約」は、社会が障がい者を社会の一員

として認めていくことに大きな影響を及ぼすも

のとなっています。しかし、我が国は批准して

いません。障害者権利条約早期批准と宮崎県障

害者差別禁止条例制定についての知事の見解を

求めます。

以下、質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

国の原子力政策大綱におきましては、エネル

ギーの安定供給や温暖化対策への貢献を目的と

して、原子力を基幹電源に位置づけるととも

に、その新設・増設を推進するとの基本的な方

針が示されておりまして、川内原子力発電所の

３号機増設についても、この方針に沿って進め

られていると理解しております。原子力発電

は、経済性や効率性の面ですぐれているとされ

ている一方で、その安全性等について国民の十

分な理解が得られているとは言えない状況にあ

ると思います。川内原子力発電所の増設につき

ましては、九州電力が平成12年に鹿児島県や川

内市に対し環境調査の申し入れを行って以降、

環境影響評価に関する手続が進められ、ことし

１月には、九州電力から環境影響評価の準備書

が国及び鹿児島県に提出されたと聞いておりま

す。現在、慎重に審査が行われていると存じま

すが、当然のことながら、安全性の確保を最優

先にして、正確な情報提供を行うとともに、住

民の理解を得ながら進められる必要があると考

えております。

次に、障害者の権利に関する条約の早期批准

と条例の制定についてであります。この条約

は、障がい者に対するあらゆる差別を禁止し、

社会参加を推進するため、教育、労働、文化等

の分野で、各国が守るべき事項について定めた

ものと理解しております。また、昨年12月、県

議会におかれまして、条約の早期批准を求める

意見書を国に提出されましたことは、大変意義

あることと思います。こうした中、現在、国に

おいて、条約の批准に向け、国内法制定の検討

も進められておりますので、当面は国の動向を
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注視してまいりたいと考えております。〔降

壇〕

○外山良治議員 担当答弁代理者に質問しま

す。九電のプレスリリース、九電のピーク電

力、供給出力はどのようになっていますか。

○県民政策部長（高山幹男君） 現在の九州電

力の発電能力、ピーク時の電力消費量でありま

すけれども、平成20年でありますが、最大電力

消費量が1,698万キロワット、それから供給力

は1,941万キロワットというふうに聞いておりま

す。

○外山良治議員 ピーク電力は幾らですか。

○県民政策部長（高山幹男君） 最大消費電力

ということでよろしいですか。平成20年で1,698

万キロワットです。

○外山良治議員 私は、あくまでも九電のプレ

スリリースで聞いていますよ。大丈夫ですか。

○県民政策部長（高山幹男君） ことしの３月

に九州電力からいただいた平成21年度の経営計

画の中で見ますと、平成20年度の最大電力とい

うのは、やっぱり1,698万キロワットというふう

になっております。

○外山良治議員 ここにプレスリリースがあり

ます。それによると、昨年の８月１日、1,771万

キロワットアワーではないですか。答弁してく

ださい。

○県民政策部長（高山幹男君） 先ほど申し上

げましたとおり、21年度の経営計画の概要の中

から見ますと、平成20年度で最大電力が1,698万

キロワットというふうに、私が持っている資料

にはそうなっております。

○外山良治議員 ちょっと答弁おかしいよ。ま

あいいですわ。私が申し上げたいのは、現在の

供給電力でも約1,900万キロワットあると。で、

ピーク電力が、あなたのほうが正しいというこ

とであれば、1,600何十何万キロワットだと。そ

こに十分の余剰電力があると。だから、159万キ

ロワット、5,400億円、安全性が担保できていな

い。例えば核廃棄物の処理、これはすべて深層

部に核廃棄物を埋めようとすれば、仮に、後処

理、総額幾らかかると思われますか。

○県民政策部長（高山幹男君） 申しわけあり

ません。そういった数字、計測はできません

で、申しわけございません。

○外山良治議員 約20兆円と言われています。

だから、そういったことを十分踏まえて、今な

ぜ必要なのかと。だから、私は、この増設問題

については十分考えたほうがいいよと。知事は

ほとんどわかっておらないと思いますから、答

弁代理者に今質問したわけです。

では、２問に移ります。それで、障害者批准

の問題、条例の問題については、今、知事はこ

うおっしゃいました。国の動向を見てと。地方

から国を変えると、これが私は知事の政治スタ

ンスではなかったのかなというふうに、耳にた

こができるほど伺っていましたが、「国の動向

を見て」……、若干矛盾を感じるなと。しか

し、それはそれとして、千葉県が条例化をし、

北海道が条例化をし、そのうねりというものは

全国津々浦々に波及していっております。国の

動向を見て、宮崎県が置いてけぼりにならない

ように、早急な条例化というものを検討してい

ただきたいと、これはもうこれでいいです。

次に移ります。県立こども療育センター

は1959年に設立され、約20年前、組織改編・移

転し、現在に及んでいます。初期のポリオ中心

から、現在では重症児が７割を占める重度脳性

麻痺中心ですが、看板は今でも児童福祉法に基

づく肢体不自由児施設のままです。施設は、一

般65床、母子棟５床の病棟を中心に、通園保育
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（定員20名）、重症心身障害児（者）通園事業

Ｂ型（定員５名）を設置、最近はショートステ

イの利用が急増し、数年前には年間利用が２け

たであったが、今は延べ1,600件を超え、長期入

所児の減少に伴う空きベッドの有効利用につな

がっています。しかし、在宅児の重度化に対

し、施設の古い組織体系と建物・設備等が十分

でないとの保護者の声を伺っています。08年

「医局だより：宮崎県立こども療育センター」

には、「施設の古い組織体系と建物・設備等が

十分でない」と記述されていますが、具体的な

答弁をお願いします。また、これらについて、

改善策等についてもあわせてお願いをします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） こども療育

センターは、児童福祉法に基づく肢体不自由児

施設であるとともに、医療法に基づく小児整形

外科としての機能を備えた県内唯一の施設であ

りまして、肢体不自由児に対し、整形外科的治

療や機能回復訓練などを行っております。ま

た、障がいの重度・重複化への対応など、近

年、センターに求められるニーズも多様化して

きており、重症心身障害児（者）通園事業、

ショートステイ、巡回指導などに取り組んでお

ります。こうした中、センターは、スタッフの

確保や設備面が十分でないなど、解決すべき課

題も抱えております。お尋ねの「医局だより」

は、このようなセンターの状況を記載したもの

と理解しております。センターの抱える課題に

つきましては、本年度、整形外科医を増員した

ほか、酸素吸入等の増設を行う予定であるな

ど、改善に努めているところでございます。

○外山良治議員 リスクの高い医療的ケアの必

要な方は、小児科医がいなければだめです。小

児科医の必置は大丈夫ですか。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 確かに今、

小児科医がいないということでございまして、

これにつきましては、小児科医を何とか配置で

きるよう努めているところでございます。

○外山良治議員 これは、宮崎県に一つの療育

センター、そこに小児科医がいないと。これは

致命的。「私、頑張ります」と今まで何人が言

うてきましたか。時が流れて、今もいない。子

供たち、子供を持つ親が、宮崎県内を東奔西走

していますよ。ちなみに、医療的ケアの必要な

延岡市の利用者は何名おられますか。―もう

いいですわ。ゼロ。小林市、ゼロ。こういうふ

うに重心児を抱えて、ショートに預けたいと。

しかし、酸素が要る、気管切開が要る、走れな

い、レスパイトも必要だ。今から10年ぐらい

前、正確に覚えていません。外山さんも頑張っ

てくれという手紙が来た。日向の方。頑張って

くれと言ってから２週間後、みずから命を絶っ

た。子供と一緒に。なぜか。自分自身が末期の

がんを罹患した。よって、この子供の通園がで

きない。通院ができない。よって、心中。この

時代と今、何も変わらへん。どうですか、担当

部長。あんたの命をかけて小児科医を引っ張っ

てきてくださいよ。答弁してください。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 今のお話の

ことは十分理解いたしました。これにつきまし

ては、私もですけれども、部を挙げて対応した

いというふうに思っております。

○外山良治議員 ぜひお願いします。療育セン

ターについては、もう決意がわかりましたが、

期待します。

人工死産についてお伺いをいたします。

人工死産に至るその背景と母体への影響等に

ついて質問をします。05年、厚労省研究班は、

約１年かけ、13の高校生１年から３年生の男女

約5,700人に対し、匿名の質問票や尿検査などで
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調べた結果、性体験のある高校生の約１割が、

性感染症（ＳＴＤ）である性器クラミジアの感

染が明らかにされています。クラミジアは、性

行為により感染し、多くが無症状で、抗生物質

で治るが、放置すると不妊症などになるおそれ

があると言われています。性交渉の経験者は、

男子高校生が全体の約31％、女子高校生は約44

％、このうちクラミジアに感染していたのは、

男子が6.7％、女子は13.1％、全体では10.6％、

年齢別では、16歳の女子高校生が17.3％で最も

高く、欧米の女子高校生の感染率は１～４％と

なっているようであります。日本は際立って高

いと言われています。本県におけるこの種の調

査は行われているのか。行われているというの

であれば、現状について答弁を求めます。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 同種の調査

でございますけれども、2002年に、宮崎県内の

専門学校と大学に所属する学生1,325名を対象と

したクラミジア感染の実態調査が、厚生労働省

の研究事業として実施されております。この調

査結果では、性交渉の経験者は、男性71.1％、

女性74.2％で、そのうちクラミジアに感染して

いた者は、男性7.1％、女性9.3％でございまし

た。

○外山良治議員 教育委員会の調査はどうです

か。

○教育長（渡辺義人君） 教育委員会として性

感染症の実態調査というのは行っておりません

が、本県の高校１年生と２年生を対象に、平

成16年度に性に関する調査というのを行いまし

た。その際に、性交渉の体験率ということで申

し上げますと―これは本県の県立学校並びに

私立学校を合わせた数字でありますが―高校

１年生で、男子が7.1％、女子が13.8％、高校２

年生で、男子が20.4％、女子が27.6％、こうい

う調査結果が出ております。

○外山良治議員 答弁代理者にお伺いします

が、宮崎県の性感染症の資料をいただきまし

た、ここに。クラミジアは30.2となっておりま

す。厚労省研究班調査では、約40何％が性経験

者であって、そのうち10％が感染者であると。

そうしたら、これを宮崎県に引き直すと、クラ

ミジア感染症を発症している高校生は何人にな

るんですか。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 済みませ

ん。ちょっと高校生の数は把握しておりません

ので……。

○外山良治議員 簡単な計算ですよ、これはも

う。大体１～２年で約１万人、そのうち４割と

して、４×３＝12、１万2,000人、そのうちの10

％、1,200人ですがね。何でこんな―まあいい

ですわ。だから、この現状をしっかりとまず把

握した上で、現在の母体保護が将来どうあるべ

きかということを、ちゃんとやっぱり考えても

らいたい。教育委員長、この現状というものを

どういうふうに思われますか。

○教育委員長（大重都志春君） 議員の御指摘

がございましたとおり、子供たちの性感染症等

の実態は大変憂慮すべきものがあります。私

は、性に関する教育は、学校教育の一環とし

て、子供たちの人格の完成、豊かな人間形成を

目的として行われるものでありまして、そのた

め、すべての子供に対して、生命を尊重する態

度を育成し、人間としての生き方、あるいは家

庭や社会の一員としてのあり方などについて、

十分学ばせることが重要であると考えておりま

す。先ほど御指摘もありましたとおり、現在、

子供を取り巻く社会環境は大きく変化してお

り、インターネットあるいは雑誌等による刺激

的な性情報のはんらんに加え、性に関するモラ
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ルの低下など、極めて厳しい状況にあります

が、このような状況下にあっても、子供たち自

身が、性に関する正しい知識を持ち、適切な行

動がとれるような教育の推進に努めていくこと

が大切であると考えております。以上でござい

ます。

○外山良治議員 私がなぜこういうことをお伺

いするかと申し上げますと、感染症が治癒しな

いまま放置をしていくと、結果、どうなるの

か、どういうふうな後遺症等が心配されるの

か、担当部長、お答えください。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 感染症の治

療がおくれますと、母体では、不妊症や流産、

早産の原因になりやすく、また、子宮内感染や

産道感染により、新生児にも感染することがあ

ると言われております。クラミジア感染症で

は、母体に子宮頸管炎や卵管炎を起こし、不妊

症や流産、早産につながるとともに、新生児に

結膜炎や肺炎を起こすこともあると言われてお

ります。

○外山良治議員 そういうことが心配される

と。だから、そういうことに至らないうちに、

予防というものをしっかりと今後取り組む。関

係機関と話し合って予防策を講じていただきた

いと思います。

宮崎県母体保護統計報告によると、人工妊娠

中絶件数は、昭和50年以来、横ばい状態で推

移。10代の中絶率が全国平均より高いのが特徴

とされています。厚労省研究班調査では、先ほ

ど申し上げたように、非常に高校生の性交渉の

経験率が高い。宮崎県青少年健全育成条例で

は、第10条１項で、青少年の年齢は18歳未満の

者としています。また19条では、「何人も、青

少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行

為をしてはならない」、２項で「何人も、青少

年に対し、前項の行為を教え、見せ、又は聴か

せてはならない」「第７章 罰則 第19条第１

項、第19条の２に違反すると、２年以下の懲役

又は50万円以下の罰金に処する」としていま

す。10代の中絶は何件か。

また、同条例19条違反による検挙件数につい

て答弁を求めます。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 本県におけ

る平成19年度の20歳未満の人工妊娠中絶の件数

は259件で、総数の9.9％となっております。

○警察本部長（相浦勇二君） 御指摘の条例違

反、「みだらな性行為及びわいせつの行為の禁

止」違反の検挙状況でございます。昨年が12

件11名、一昨年が19件17名の検挙でございま

す。以上です。

○外山良治議員 これは中絶も多い。それ

で、19条違反では、13、14、15、16、17、これ

は条例適用年齢の人は免責になるから、ほとん

どが、大人が18歳以下の女性に対してみだらな

行為をしたと、それで検挙をされたということ

になると思います。今後、こういったことがな

いように―もう本当に大人は何を考えている

のかと私は考えたくなります。そこで、第４条

（県民の責務）に、「青少年を健全に育成する

ための施策の実施について、相互に連携」とあ

ります。10代の中絶が多いのが本県の特徴であ

る。条例対象者の中絶の場合、相互に連携し対

応すべきではないかと思いますが、答弁を求め

ます。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 県としまし

ては、青少年の健全育成を図るため、有害環境

の浄化活動とか、地区青少年問題協議会の開催

などを通じまして、警察、教育、市町村等との

情報共有と連携強化に努めているところであり

ます。また、要保護児童対策連絡会議におきま
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しても、性非行や性被害を含む児童福祉対策に

ついて、医師会、警察、家庭裁判所等とも、情

報交換や協議を行い、連携を図っているところ

でございます。お尋ねのような10代の中絶につ

いて、即通報するというようなことにつきまし

ては、いろいろと法律上の守秘義務等の問題、

課題もありますが、今後とも、可能な限り連携

強化に努めてまいりたいと考えております。

○外山良治議員 ありがとうございます。今か

ら夏が来る。どうしても開放的な気分になる。

悪さをする大人がおる。純粋な宮崎県の女性

が、若い高校生、中学生が、こういった連中に

被害に遭わないように、ぜひ尽力をしていただ

きたい。これは特にお願いをしておきます。

ふるさとバスと公共交通の利用促進について

お伺いをいたします。政府が10日、2020年まで

の日本の温室効果ガス削減目標（中期目標）

を05年比15％減としています。日本のＣＯ２排出

量は、1990年度から2000年までの間に、約１

億1,800万トン増加。10年間の増加量の内訳を見

ると、最も多いのが運輸部門で、約4,400万トン

で増加量全体の約37％を占め、排出削減対策を

推進する上で、運輸部門対策が非常に重要と

なっています。しかし、政府は経済対策の一つ

として、大型連休の２週間だけで、高速道

路1,000円乗り放題によるＣＯ２排出量が66万ト

ンもアップしたと報じられています。これに対

し、「公共交通機関の利用が減ってトータルと

してＣＯ２が増加すれば、温暖化対策に逆行して

いる」と、斉藤環境大臣はコメントされていま

す。また、環境自治体会議の上岡主任研究員

は、「低炭素社会を目指しながら、地域の景気

浮揚を図るなら、高速道路より公共交通機関の

税金を投入するほうがベターだ」と提案されて

います。本県のＣＯ２部門別排出量の現状と抑制

策の中期目標等について答弁を求めます。ま

た、ＣＯ２排出量削減の一つとして、公共交通機

関の積極利用が求められているが、本県の利用

状況とＣＯ２排出量の推移等、あわせてお願いを

します。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 本県の平成17

年度の二酸化炭素排出量は、全体で891万9,000

トンであります。そのうち、産業部門が401

万4,000トンで45.0％を占めております。次い

で、運輸部門が228万1,000トンで26.6％です。

家庭部門が120万トンで13.5％となっておりま

す。また、削減目標でありますが、現在のとこ

ろ、18年３月に策定いたしました「宮崎県環境

基本総合計画」におきまして、基準年でありま

す平成２年度に比べて、平成22年度の二酸化炭

素排出量を10％削減することにしております。

なお、国が今月示されました2020年の中期目標

を踏まえまして、来年度、新たな計画を策定し

てまいりたいと考えております。次に、県内の

公共交通機関の利用状況でありますが、一般乗

り合いバスにつきましては、昭和44年度のピー

ク時で、宮崎交通の輸送人員は7,805万1,000

人、平成20年度が1,084万3,000人となっており

まして、ピーク時に比べ86.1％減少しておりま

す。本県の運輸部門の二酸化炭素排出量の推移

でございますが、京都議定書の基準年でありま

す平成２年度は184万3,000トン、平成17年度

は228万1,000トンで、24％増となっておりま

す。以上です。

○外山良治議員 今、公共交通機関、バスに限

定をして、7,800万人が1,000万人に減少と。例

えばこれをＣＯ２の関係で言うと、どのくらいの

排出量になるんですか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） ピーク時

の7,805万1,000人から平成20年度の現在で1,084
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万人と、86％減少しているわけでございますけ

れども、公共交通機関、バスでございますと、

１台の自動車に比べますと、３分の１程度のＣ

Ｏ２の削減効果があるというふうにお聞きしてお

りますので、そういうものからしますと、相当

数の減少になっているというふうに思っており

ます。

○外山良治議員 まあ相当数でしょうな。細か

く言うと、人、単位輸送量というのが運輸省か

ら出されておりますから、計算は簡単。またい

つかしてみてください。

今から10年前、ある集落で街頭宣伝活動をし

ていたとき、老夫婦が出てきて、「難しいこと

はいい。バスをもとどおり走らせろ」と、おし

かりを受けました。もちろん私の責任ではあり

ません。おばあちゃんが、「バスが廃止され、

バス停の看板が撤去されたとき、我が子がさら

われていくようだった」と話をされました。御

主人の足が不自由で、通院のためバスが必要だ

と言っておられました。県警本部長にお伺いし

ます。平成20年の変死体件数は何体か。また、

特徴等について答弁を求めます。

○警察本部長（相浦勇二君） 平成20年に警察

で取り扱いました変死体でございますけれど

も、取り扱い体数は1,478体でございます。若干

傾向を申し上げますと、この10年間を見ます

と、取り扱い変死体総数は増加傾向で推移して

おりまして、平成11年の約４割増しが昨年の状

況でございます。まず総数についての特徴でご

ざいます。

中身についての特徴を申し上げますと、基本

的には男性の方のほうがずっと多くて、この10

年間調べましたが、年により多少ばらつきがあ

りますけれども、ざっくり言いますと、大体男

性２、女性１の割合程度で、変死体の取り扱い

をしております。また、死因につきましては、

犯罪の疑いということで我々取り扱うわけであ

りますが、結論から言うと、やはり病死の方が

多くて、平成20年では約６割が病死の死体でご

ざいました。この10年間を見ましても、基本的

に５割から６割程度が病死ということでござい

ます。それで、一番問題のポイントのところだ

と思いますが、年齢層でございますが、65歳以

上の方が、昨年で変死体の約６割を占めており

ます。これも10年間を見ますと、じわじわと増

加をしてきておりまして、平成11年で約全体の

５割程度でございましたので、割合だけから見

ても10ポイント程度、高齢者の方がふえている

と。さらに、ひとり暮らしという観点で見ます

と、昨年で65歳以上の死者の中の約３割の方が

ひとり暮らしの方でございます。これも10年間

を見ますと、どちらかというと、割合という意

味では減少のトレンドなのでありますが、絶対

数を見ますと、10年間でやはり増減を繰り返し

ながらも、基本的には増加の基調にありまし

て、絶対数としては、ひとり暮らしの高齢者の

変死体を取り扱う数はふえていると、こういう

ことがうかがえるかと思います。以上です。

○外山良治議員 本当に、聞いてびっくりしま

す。たしか平成19年度は1,440体だったと、私は

記憶しています。それが38体増加をして、20年

が1,478体、病死が多い。

先ほど、諸塚の方がおっしゃっておられまし

た。本当に人口減少、病院も遠い。町、村に

あったお店も閉める。ひとり暮らしのお年寄り

が病院に行くこともできない。買い物にも行く

ことができない。それで死んでしまう。こんな

悲惨なことが許されていいはずがない。これは

例えば、生活路線をどんどんどんどん切ってい

く。バスを、足を奪う。結果、こういうふうな
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社会というものを、担当部長、あなたたちがこ

ういった悲惨なことをつくり出していると言っ

ても過言ではないと私は思います。ちなみに、

平成20年度時点で43系統の生活交通路線がある

ようですが、４系統を除いて、すべて赤字路線

と聞いています。赤字額の約54％をバス事業者

が負担しているようですが、20年度の生活交通

路線の損益、国庫補助額等について答弁を求め

ます。

○県民政策部長（高山幹男君） 生活交通路線

についてでありますけれども、平成20年度につ

きましては、宮崎交通のバス路線のうち、43系

統を生活交通路線として認定をしたところでご

ざいます。宮崎交通によりますと、その43系統

の損益は、約５億7,000万円の赤字になっており

まして、これらの系統に対する国・県の補助額

が、合計で約２億6,000万円になっております。

○外山良治議員 ということは、約３億円は事

業者負担ということですね。だからバス事業者

は生活路線をカットしていかざるを得ないとい

うことが、今明らかになりました。

１年間に主要都市間を結ぶ８系統が廃止され

ているようですが、廃止の要因は、いわゆる生

活路線認定基準をクリアできなかったためとさ

れています。21年度以降も、この傾向は続いて

いくものと推察をしますが、生活路線に対する

補助金制度の抜本的見直しは喫緊の課題である

と、私は思います。国交省への要請など県の対

応策について、答弁を求めます。

○県民政策部長（高山幹男君） 生活交通路線

につきましては、複数の市町村にまたがって、

１日当たりの運行回数とか輸送量が一定の要件

を満たして、かつ赤字となることが見込まれる

広域的・幹線的な路線について認定いたしまし

て、運行実績が補助基準に適合した系統につい

て、国・県が補助をしているものでございま

す。県といたしましては、バス事業者とか市町

村と連携しまして、利用促進に努めますのはも

ちろんでありますけれども、将来にわたって生

活交通路線の維持確保が図られますように、国

に対しまして、補助単価の引き上げなど、地域

の実情に応じた補助制度への改善、あるいは財

源の確保について要望しているところでござい

ます。

○外山良治議員 なぜこういうふうな赤字、３

億もバス事業者が負担をしなければならないの

か。担当部長、なぜこういうふうな３億の赤字

というものを、県と国が補助しないんですか、

答弁してください。

○県民政策部長（高山幹男君） この生活交通

路線に対する補助金につきましては、基本的に

は、赤字について条件が満たされれば、県と国

で補助するということになっているわけでござ

いますけれども、国の補助単価といいますか、

これと宮崎交通の実際に要する経費との差異が

あるということ等によって、結果的に宮交のほ

うにかなり負担がかかっているという状況にご

ざいます。

○外山良治議員 宮崎県のキロ当たり原価とい

うものはどうなっていますか。宮崎と京浜を比

較してください。

○県民政策部長（高山幹男君） 宮崎県での宮

崎交通が言っております単価につきまして

は、273.63円ということであります。京浜につ

きましては、今、承知いたしておりません。

○外山良治議員 何で私が一々答弁せななら

ん。542円ですよ。だから国・県の補助単価が安

いんですわ。だから３億の赤字になるんです

よ。そうなると、どうなるかというと、バス事

業者は３億の赤字、８割が赤字、生活路線を
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カットしていきますよ。当然です。私も商売を

長年やってきていますから、そうします。そう

したら、変死体が大量生産されますよ。これは

笑い事じゃない。こういったことを十分踏まえ

た上で、国に対して、あしたでも結構ですか

ら、補助単価を上げろと、国・県の補助率を上

げろと、こういった動きをしてもらえんです

か。担当部長、答弁してください。

○県民政策部長（高山幹男君） 毎年、県が国

に出しております国に対する要望なんかにつき

ましては、この地方交通路線につきまして、地

方の実情を十分に踏まえた上で、地方バス路線

の維持対策に向けた充実・改善、もちろん補助

金のアップもあるわけでございますけれども、

その辺と財源の確保を要望しているところでご

ざいます。

○外山良治議員 本当に気の抜けたビールのよ

うな答弁ですね。もうちょっと、先ほど申し上

げたように、1,478名、多くのお年寄りが足を奪

われて、白骨化した死体とかウジがわいた死体

とか、そういう方々が発見される。これが今、

宮崎県の現状、これでいいのかと。こういった

現状というものを十分踏まえた上で、もっと国

のほうに声を大にして訴えていただきたいと。

私は、公共交通機関の重要性について、夜寝な

くて準備をしました。人は皆、年老いて、身体

的な障がいがあらわれる。あるいは健常者で

も、いつ体の自由を失ってしまうかわかりませ

ん。高齢者、子供、障がい者に優しい社会の建

設は、健常な人たちにとっても重要な課題の一

つであると思います。言うまでもなく、公共交

通機関の役割は、人々の移動の自由をいかに保

障するかというところにあると思います。さら

に、今日的には、高齢社会を見据えた福祉・医

療という視点はもとより、教育や環境、それに

まちづくりという観点から、どうしてもこの公

共交通機関を守っていかなければいけないとい

うふうに思います。これは衣食住に次ぐ生存権

の主要な柱として位置づけて、今後、公共交通

機関をぜひ守っていただきますようにお願いを

し、すべて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 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43分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、松村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） セミファイ

ナルを務めさせていただきます松村悟郎でござ

います。よろしくお願い申し上げます。

一般質問も最終日、本当に待ち長かった質問

でございますが、やっと眠れない夜が続いたの

も終わりかなと思っております。今回は、通告

のとおり４つの件について質問をいたします。

まず初めに、国からの権限移譲についてであ

ります。

地方分権改革推進本部が示した第１次勧告で

は、一般国道の国直轄区間のうち、地域内交通

を担う道路や、１つの都道府県内で完結する一

級河川の管理などの権限を、当該都道府県に移

管するとしております。本県でも移管する方向

で調整を進めていくものとして、河川では小丸

川、道路では国道10号線の２カ所、220号線の一

部１カ所、さらに移管の可能性について協議す

るものとして、国道220号線の橘通りから鹿児島

県境までの１路線が対象となっております。
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明治以来長く続いた中央集権行政の行政疲労

から、時代に即した地方行政のあり方を進める

必要があるとのことから、特に内政に関して

は、地方がみずから地方を運営する地方分権へ

と大きく転換しようとしています。地元のこと

は地域が一番理解しているわけで、それぞれの

地域に合った地方行政を行えることは、私に

とっても大いに賛成であります。ただ、今回の

権限移譲については、国と地方の維持管理費の

格差や交付税措置などの不透明な財源、そして

災害時の安全確保に対する不安など、懸念材料

が多い中での国からの提示であります。現在、

本県も国との協議を行っていると聞いておりま

すが、本県の考え方について、知事にそのお考

えをお伺いしたいと思います。

壇上での質問を終わり、以下自席で行いたい

と思います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

地方分権改革推進委員会の第１次勧告におき

まして、国から都道府県への移管の要件とし

て、道路については、１つ目に、同一都道府県

内に起点・終点がある区間、２つ目に、バイパ

スの現道区間などがあり、また河川について

は、同一都道府県で完結する一級河川などが示

されたところであります。本県におきまして

は、平成20年10月に国から県への移管について

の個別協議開始の申し入れがありまして、道路

につきましては国道10号都城道路や国道220号折

生迫―内海などのバイパスの現道区間が、河川

については一級河川の小丸川がその対象となっ

ております。移管に当たっては、生活者の視点

に立った徹底した検討がなされるとともに、道

路や河川の移管に伴う財政措置や人員等の確保

が前提と考えており、こうした観点を踏まえな

がら、今後とも国と具体的な協議を進めてまい

りたいと考えております。〔降壇〕

○松村悟郎議員 引き続き、権限移譲について

質問を続けます。地元の小丸川の移管について

でありますが、国からの権限移譲については、

人員、財源等の確保が不透明な中で県に移譲さ

れたら、特に災害時の対応が十分にできるのか

不安があります。地元では、小丸川を取り巻く

木城町の高城橋の歩道や、高鍋町にある潜水橋

の竹鳩橋の改修という課題を抱えており、さら

に国土交通省では、平成17年台風で流量が危険

水位を大きく超えたことによる河川整備計画の

見直しにも取りかかっていると聞いておりま

す。今までどおり国が管理するほうが安心であ

るとの意見もありますが、県土整備部長にお伺

いしたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 小丸川の権限

移譲につきましては、適切かつ確実な財源、人

員等の確保について必要な措置が講じられるこ

とが条件であると考えております。この条件が

満たされれば、県においても同程度の管理がで

き、地域住民の安全・安心が確保できると考え

ております。

○松村悟郎議員 私も小丸川のすぐ近所に住ん

でおりますので、国土交通省小丸川河川事務所

にお話に行ったりもしております。現在、小丸

川に対して国は、維持管理費を含んでどれぐら

いの経費をかけて整備しているのか。また、県

に移譲された場合には、県はどのような整備計

画をするのか、県土整備部長にお伺いしたいと

思います。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、国の維

持管理や災害復旧を含む経費でありますが、平

成16年度から20年度の５年間でお答えします

と、年間約２億円から10億円の範囲で推移をし
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ております。平均では年間約５億5,000万円と

なっております。

次に、県に移管された場合でありますが、先

ほども申し上げましたように、同程度の財政措

置や人員等が確保されるという条件が満たされ

れば、十分な維持管理ができるような仕組みづ

くりを構築していきたいと考えております。

○松村悟郎議員 答弁にもありましたように、

小丸川河川事務所では年間平均５億5,000万円の

事業費をかけて、人員としては大体７名体制で

管理しております。設備に関しましても、パト

ロール車、そしてボートも常備しております。

また、現在行われております河川整備計画の見

直しによっては、堤防のかさ上げ、河川底の掘

削、さらには下流の日豊本線の小丸川鉄橋への

影響も考えられるわけであります。非常に不透

明な状況にありますが、高鍋土木事務所と河川

事務所は、小丸川沿いの非常に接近した場所に

あります。高鍋土木事務所を強化することで、

移管は十分できるものだと私は考えておりま

す。地域住民の安全・安心のため、権限移譲に

当たっては、人員、財源等を十分確保されるこ

とを前提に協議を進められるよう、御要望させ

ていただきたいと思います。

それでは次に、土木事務所の再編についてで

あります。

国の行財政改革に伴い、これまでの中央集権

的な財政構造から、地方分権にふさわしい財政

構造へ転換するために行われてきたのが三位一

体の改革でありましたが、バブル崩壊後の国の

再建には、持続可能な分権社会の構築を目指す

上で必要なものでもありました。しかし、税源

移譲も進まず、地方交付税も減少するなど、自

主財源に乏しい地方と中央との格差はますます

広がるばかりで、これ以上地方が疲弊しては、

活力ある国土の形成はできなくなります。

そこで、近年、改革のあり方について見直し

が検討されようとしております。市町村合併な

ど、身を切り汗を流してきたのが地方でありま

す。真っ先に地方を切り捨てる改革になっては

ならないのです。県においても同じです。知事

も道州制論議の中で、「地方が不利益になる道

州制には賛成できない」とも言っておられま

す。県も改革は必要です。ただ、その手法とし

て、県民に近いところで住民サービスを行う出

先機関の廃止を真っ先に論ずるのは、国の行き

過ぎた行革と同じ轍を踏み、宮崎県内での格差

を広げると思います。また、それぞれの地域か

ら存続を求めた要望が何度も出されており、昨

年の12月の議会では全員一致で、県民の声とも

言える請願を採択されたところです。地方切り

捨てにつながるような土木事務所廃止を伴う再

編案をなぜ提出されたのか、知事の見解をお伺

いします。

○知事（東国原英夫君） 県では、厳しさを増

す財政状況を踏まえまして、行財政改革の取り

組みとして、徹底した事務事業の見直しや歳入

の確保はもとより、職員の削減、出先機関再編

を含む組織の見直しなど、やれることはすべて

やらざるを得ない状況であります。土木事務所

再編案につきましては、一昨年の10月に当初の

再編案を公表させていただいてから、これまで

に、県議会を初め地域住民の方々からさまざま

な御意見をいただき、加えて県議会において、

昨年12月に土木事務所の存続に関する請願が採

択されたところであります。そうした経緯を踏

まえ、今回、再編案を見直し、住民サービスや

安全・安心等の確保が図られるよう、再編後も

串間、高岡、高鍋の事務所を廃止することなく

出張所を設置することとするなど、県として可
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能な限り地域に配慮した見直しを行ったもので

あります。厳しい財政状況の中で、限られた人

材を有効に活用できる組織への転換を進めざる

を得ない状況でございますので、御理解をいた

だけたらと思います。

○松村悟郎議員 住民サービスの向上や安全・

安心が果たして確保できるか不安であります。

県の出先機関の再編は、福祉、農政、土木など

それぞれの分野でばらばらに行われておりま

す。組織については、県全体を見渡して総合的

に行われるのが望ましいと考えるわけでありま

す。さらに、道州制への移行を考えると、県庁

本体より出先機関を強化する観点を持つことが

大事であります。西臼杵支庁という総合事務所

もあるように、総合事務所化を視野に入れる必

要もあると思います。地域住民への対応を重視

するのであれば、管理部門の本庁の人員を削減

し、県民に近い土木事務所に人員を配置するこ

とが、地域の活力の向上、活性化につながるの

ではないかと思いますが、知事にお伺いしま

す。

○知事（東国原英夫君） 地方分権の進展など

によりまして、今後も市町村の権限拡大が見込

まれておりまして、地域住民に身近な行政はで

きる限り市町村が担っていくことが求められて

おります。このような中で、本県におきまして

は、政策立案業務など全県的・専門的視野に

立った業務は本庁で行い、出先機関において

は、現地・現場性の高い業務等を担うこととし

ております。出先機関につきましては、総合事

務所化するという考え方もありますが、組織が

大規模になることに伴う組織管理上の課題等が

ございます。また、他県におきましては、市町

村合併の進展により市町村の権限が拡大する

中、二重行政の弊害も生まれたため、総合事務

所を廃止した県も出てきております。このため

出先機関の再編につきましては、部門内の関係

機関相互の一層の連携強化、現場に必要なマン

パワーの確保等を図ることとし、そのような観

点から、今回の再編案を提案させていただいた

ところであります。今後とも、本庁を含め限ら

れた人材を有効に活用できる少数精鋭の組織へ

の転換を進めてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 ただいまの答弁ですけれど

も、県民のための改革というよりも、県庁内の

組織の改革を重視されているのではないかと思

います。住民の安全・安心を考える上では、決

して他県も宮崎県と同じような改革をやってい

るわけではございません。他県の状況でありま

すが、道州制への移行への対応や地方分権の推

進の観点から、出先機関の強化を図られている

県もあります。岩手県では平成18年、行政改革

の一環として出先機関の見直しを行っておりま

す。県庁本庁の管理部の人員を大きく削減し、

現場性の高い広域振興局に権限を移譲し、基礎

的自治体の市町村と連携して市町村の自治能力

を高めると同時に、協力して県民サービスの向

上を考えた改革を進めております。

土木事務所の機能が半減することで、災害時

など地元にすぐ駆けつけ対応してもらえるの

か、住民の不安の声もあります。前回の再編案

と今回の見直し案の違いは何なのか、県土整備

部長にお伺いします。

○県土整備部長（山田康夫君） 平成19年10月

に、商工建設常任委員会におきましてお示しし

ました当初案は、一般国道448号の災害関連工事

や東九州自動車道に係る関連道路の整備に対応

するため、串間地域と高鍋地域の２地域に、３

年間をめどとして、工務部門を中心とした駐在

所を暫定的に設置するというものでありまし
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た。しかしながら、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

を備えた一定規模の出張所を、高岡を含め３地

域に設置するなど、できる限りの見直しを行っ

たところでございます。

また、出張所の主な業務としましては、道

路、河川等の保全業務、災害時の緊急時におけ

る初動対応、各種申請の受付・審査・交付、住

民の方々からの相談窓口等を行うこととしてお

ります。なお、災害時におきましては、まずは

初動対応として出張所が行い、災害の規模に応

じて、統合によるスケールメリットを生かし

て、事務所全体で臨機応変な対応が可能になる

と考えております。再編後におきましても、住

民の皆様が安心して暮らせるよう、引き続き、

所管区域全体の的確な管理や社会基盤整備に努

め、しっかりとした体制を確立してまいりたい

と考えております。

○松村悟郎議員 次に、小丸川の権限移譲につ

いては、移管する方向で調整を進めるものとし

て国土交通省も示しておりますが、先ほども述

べましたとおり、大変大きな事業量があるわけ

で、このことを考えても、私は高鍋土木事務所

は存続すべきであると思います。今回の見直し

は、この権限移譲の考えも含まれて提案されて

いるのか、県土整備部長にお伺いしたいと思い

ます。

○県土整備部長（山田康夫君） 現在、地方分

権改革の権限移譲の議論におきまして、本県の

河川では、国が管理している一級河川でありま

す小丸川水系の直轄区間12.7キロメートルにつ

いて、県への移管が検討されております。小丸

川が県へ移管されることとなった場合は、その

前提として、移管に見合う財源や人員が移譲さ

れ、管理水準を落とさないということを基本と

考えておりますので、移管に伴う業務量がふえ

るという状況になれば、当然、全体の中で人員

の配置の見直しなど所要の対応を行ってまいり

たいと考えております。小丸川の改修につきま

しては、現在、国において河川整備計画の策定

を進めている段階にありますが、小丸川が移管

された場合においても、本所と出張所が十分連

携を図ることで、適正な改修・保全等が可能で

あると考えておりますので、御理解をいただき

たいと存じます。

○松村悟郎議員 ５月24日は「宮崎県防災の

日」でありました。知事も参加されておりま

す。それは当然、主催者でございますので…

…。今年度の本県の防災訓練は、一級河川の小

丸川で行われました。広い海岸線を有する県央

の重要な防災拠点として、高鍋が認知されてい

るからだと思われます。そのような防災拠点と

しての高鍋土木事務所を、私は存続させるべき

だと思いますが、県土整備部長にお伺いしたい

と思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 防災訓練につ

きましては、県内、毎年地域ごとに行っており

ますけれども、今年度は児湯地区ということで

高鍋町、木城町で実施されまして、私も参加さ

せていただきました。東児湯地域の海岸につき

ましては、現在、高鍋土木事務所及び中部港湾

事務所が管理しておりますが、この地域の海岸

の保全・管理は、県民の生活・財産を守る上で

大変重要であると認識をしております。防災対

策につきましては、これまでも土木事務所と港

湾事務所が十分連携しながら対処していくこと

にしておりますが、事務所再編後も、災害等緊

急時には、本所と出張所が緊密な連携を図り、
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機動力を生かして対応し、また、大規模な災害

後の災害復旧に対しましては、県土整備部の組

織を挙げて全庁的な対応をとることにしており

ますので、御理解を賜りたいと存じます。

○松村悟郎議員 それぞれの答弁、ありがとう

ございました。いろいろ答弁がございました

が、今回の提案にもまだまだ多くの問題点はあ

ると思います。現場の仕事効率が大きく下がる

のではないか、住民サービスの低下は避けられ

ないと、私は感じております。そこで、現場で

いろいろ調査した件について幾つか述べさせて

いただきます。

今回の提案では、西都を本所とするのは、建

設改良工事の事業量がやや多く、また、西米良

を含む地域全体を同等にカバーできるからとい

うものであります。一方、出張所の機能は、水

害や土砂災害など監視と緊急対応、道路や河川

の維持補修、県営住宅の管理などになると思わ

れます。しかし、実際の事業計画を前提とする

ならば、単に事業量ベース、距離ベースだけで

なく、その事業の効果を享受する７万5,000人の

県民や事業のウエートも考慮すべきでありま

す。西都の主な事業は、西米良駐在所の国道219

号線改良工事であります。西都土木事務所は三

財川の大規模改修事業及び東郷西都線の改良事

業であります。一方、高鍋土木事務所で今後計

画しているものは、高鍋市街地の街路事業２

本、緊急輸送道路等２本、新富、高鍋の市街地

の河川の改修２本であります。さらに地域住民

から、青木地区の拡幅、竹鳩橋のかけかえな

ど、市街地での道路改良の要望が出されている

ほか、移管が想定される小丸川についても、国

土交通省では、河川整備計画の策定のほか、総

合土砂管理、防災情報提供システムの構築など

が予定されております。今も述べましたよう

に、実際に事業計画がある地域を見ると、西都

は山間部や営農地が主であります。高鍋は市街

地が主であるため、住民との意思の疎通や折衝

などについて、より多くの職員の皆さんの労力

が必要であります。決して、西都と高鍋を比較

してどちらにするかと申し上げているものでは

ありません。土木事務所を存続させてくれとい

う質問でございます。建設事業ではそういう課

題もあります。

そして防災関係について、建設事業は一刻を

争うことはございませんが、災害対策、緊急対

応は迅速に行う必要があります。そのためには

本所機能というのは重要になります。これは、

県の職員の方は非常によくわかっていらっしゃ

ると思います。本所をどちらにするかというこ

とで言っているわけではございませんが、本所

をどちらかにするについては、単なる時間距離

だけではなくて、被災地域や路線の重要性、利

用度を加味して決めるものであります。また、

災害対策のかなめは農林振興局となっておりま

す。その連携も図る必要があるわけでありま

す。例えば小丸川の内水対策などについては、

緊急時の指揮系統が重要であります。道路の冠

水などへの緊急対応は本所で決定することにな

ると思われ、状況の把握、報告、判断、決定

と、意思決定の流れが高鍋、西都の間を行った

り来たりすることになると思います。迅速、的

確な対応には支障が出ると思われます。

そのほか、現在行われている総務事務の件に

ついて申し上げますと、高鍋総務事務所には総

合事務センターがございます。物品の購入は一

元化しているので、出張所が必要な資材は、西

都本所に申請し、要求書を決裁し、高鍋の総務

事務センターで、またその手続をしなければな

りません。それこそ行ったり来たりで、事務効
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率も大きく低下すると思います。どちらに土木

事務所をといって質問しているのではございま

せん。それぞれに地域の土木事務所は必要だと

思います。高岡はあります。串間もあります。

そして、繰り返しになりますが、何よりも住

民からの唯一の直接請求であり、県民の声とも

言える土木事務所の存続を求める請願を、県議

会全員一致で採択されました。この重みを考え

ますと、今回の提案は、県民や議会を余りにも

軽視した提案であると私は思います。納得でき

ないと申し述べて、次の質問に移ります。

次に、救急救命体制の整備についてでありま

すが、私は昨年の11月議会において、救急搬送

の受け入れ拒否の実態について伺ったところで

す。県からは、「全国平均の半分以下であり、

照会回数が多かったことが原因で、重大な事故

を招いた事例はない」との答弁でありました

が、全国的にも受け入れ拒否による重大な事例

が報道されていることから、本県においても重

大な事故がないとは言えず、医療機関と消防本

部との十分な連携と、救急通信体制を含めた消

防行政の広域化を早急に図ることを要望させて

いただきました。

しかしながら、ことし４月、日向市で延べ10

の医療機関から受け入れを拒否され死亡に至っ

た事例が報道されたところであります。私はこ

の事件の詳細について知り得る立場にはありま

せんが、宮崎県内でもこのようなことが起こっ

てしまったことは本当に残念であります。お亡

くなりになられた方に心からお悔やみを申し上

げます。このような事件はあってはならないこ

とでありますが、全国でもまだ数多く発生して

いるようであります。このことに対して、知事

の見解をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） まず、このたびお亡

くなりになられた方の御冥福を心からお祈りい

たしますとともに、御遺族に対して心からお悔

やみを申し上げたいと思っております。

今回の事案は大変残念なことでありまして、

二度とあってはならないことだと考えておりま

す。私といたしましては、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認識しております。今後

は、消防機関と医療機関の連携強化を図るとと

もに、地域の医療を担う医師の確保に全力で取

り組んでまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 そこでお伺いしますが、前回

の質問では19年中の救急搬送の数字をお伺いい

たしましたが、本県の受け入れ拒否の実態につ

いて最新の状況を、総務部長にお伺いしたいと

思います。

○総務部長（山下健次君） 総務省消防庁が、

平成20年中の救急搬送状況につきましてまとめ

ておりますけれども、それは３週間以上入院を

要する重傷以上の傷病者について調査をされて

おります。それによりますと、県内で搬送状況

が把握できております4,263件のうち、3,558

件、83.5％が、１回目の問い合わせで受け入れ

病院が決定をしているところでございます。ま

た、３回目までで97.2％が受け入れられており

まして、これを全国と比較いたしますと、全国

が96.4％ということでございますので、県内の

患者は比較的早い段階で病院が決定している、

そういった状況でございます。

○松村悟郎議員 ありがとうございます。今の

御答弁の数字では、全国平均より比較的早い段

階で病院が決まっているようでございますが、

平成19年中と比較しますと、宮崎県自体も

ちょっと多くなっているようでございます。４

回目以上で受け入れられたのが、前回は1.9％で
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ございましたけれども、20年中は2.8％とふえて

いる傾向にありますので、今後とも十分対策に

努めていただきたいと思います。

日向市においては、今回の事件を受けまし

て、保健所や医療機関、消防機関など関係機関

が協議して、二度とこのようなことが起こらな

いように連携を深めていると聞いております。

医師不足の中で対応に大変苦慮されているよう

であります。くしくも国においては、消防機関

と医療機関の連携の強化を柱とする消防法の一

部改正が、ことし５月に公布されたところであ

ります。まだ法の施行はなされていないようで

すが、今回の法整備の具体的な内容と県の今後

の取り組みについて、総務部長にお伺いしたい

と思います。

○総務部長（山下健次君） 今回の消防法の一

部改正は、消防と医療の連携体制を強化し、受

け入れ医療機関の選定困難事案の発生をなくし

ていくことを目的に行われたものでございま

す。その内容は、１つは、救急搬送・受け入れ

に関するルールを県が調整し策定をすること、

２つ目は、消防機関と医療機関が連携して協議

を行うための組織を県が設置すること、この２

つの柱から構成されております。この法律

は、10月の末までには施行される予定でござい

まして、現在、国において準備作業を行ってい

るところと聞いておりますので、県としまして

は、こうした動きを確かめながら、法に基づく

ルールづくり等を具体的に検討してまいりたい

と考えております。

○松村悟郎議員 私の住む児湯地区でも消防機

関の業務の多くは救急搬送業務が占めていると

聞いております。火災活動が年間50件前後に対

しまして、救急搬送業務は2,500回、児湯の人々

が７万5,000人ですから、年間30人に１人が運ば

れているということになると思います。救急搬

送については、より高度で迅速な救急搬送体制

を構築していく必要があると思います。医療行

為のできる救急救命士の確保はもとより、救急

隊員の質的な向上は大変重要であると考えてお

ります。こうした要請にこたえるためには県内

の消防機関を一本化すべきであると、私は従前

から考えておりましたが、県で現在進めている

消防広域化の取り組みについて、総務部長にお

伺いします。

○総務部長（山下健次君） 本県では昨年３月

に「宮崎県市町村消防広域化推進計画」を策定

したところでありまして、現在、県全域を１消

防本部体制と３消防本部体制の２通りの組み合

わせにつきまして、広域化の具体的メリットあ

るいは課題などにつきまして、市町村や消防本

部など関係機関と協議を重ねているところであ

りますが、現段階では決定に至っておりませ

ん。

○松村悟郎議員 県では、１本部制と３本部制

で議論を続けているとのことでありますが、そ

れぞれのメリット、デメリットはどうなってい

るのか。県としてはどういう方向で考えている

のか、総務部長にお伺いしたいと思います。

○総務部長（山下健次君） これまでの議論の

中で、消防の広域化のメリットにつきまして

は、本部要員の人員削減に伴う現場要員の増

員、あるいは指令台等の高額な設備等の整備に

おける負担の軽減、また、各消防署の管轄区域

の見直しによる現場到着時間の短縮等が挙げら

れているところであります。一方、デメリット

といたしましては、広域化に伴う庁舎等の一時

的な初期投資や事務負担がふえること、消防団

と市町村との連携への影響、また管轄面積が広

くなることへの消防力への影響、こういった点
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が挙げられております。県といたしましては、

スケールメリットが働く、できるだけ大きい枠

組みのほうが望ましいと考えておりますけれど

も、いずれにいたしましても基本は、今後とも

関係機関との議論が重要でございますので、さ

らに議論を深めてまいりたいと考えておりま

す。

○松村悟郎議員 次に、非常備町村と常備町村

の違いにつきましては、昨日、長友議員、そし

て本日も黒木正一議員のほうから質問がありま

したので省かせていただきますが、常備市町村

と非常備市町村との間でも非常に格差が出てき

ております。これらのことを含めましても、私

は消防の一元化を行うべきだと考えております

が、知事の見解をお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 消防の広域化につき

ましては、これまでも、１消防本部体制と３消

防本部体制の２通りの組み合わせについて、消

防本部等関係機関と、それぞれのメリットや組

み合わせの有効性あるいは課題等について検討

を行ってきたところでありますが、現段階で

は、まだ意見の一致を見ていないところであり

ます。いずれにしましても、消防業務は市町村

の自治事務であり、広域化についても自主的に

行われることが基本であります。広域化に当た

りましては、関係機関が共通の認識を持つこと

が大変重要でありますので、今後とも、市町村

や消防本部等と十分に協議しながら取り組んで

まいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 ありがとうございました。

次に、農業基盤の整備についてでございます

が、先日、私は自民党農政部会で北海道帯広郊

外の士幌町の畑作農業を調査してまいりまし

た。ジャガイモを中心に小麦、ビート、小豆を

主品目とした土地利用型の北海道を代表する農

業地帯でありました。約480戸の組合員から成る

士幌町農協管内では、１戸当たり38ヘクタール

の広大な農地を所有しており、１戸当たりの預

貯金は平均で１億2,000万円、所得も1,000万円

以上を上げておりました。もちろん後継者の心

配もないとのことで、たまに農地が売りに出て

も、農地の購入希望者は多く、農業委員会が積

極的に農地集約を行っているとのことでありま

した。しかし、厳しい条件下であり、冬場は耕

作できず、年間の３分の２しか耕作できないわ

けで、過去には出稼ぎに出ていた時代もあった

とのことでありました。農地の集約や計画的な

営農品目の作付、ジャガイモの巨大な冷蔵倉庫

を整備し出荷を調整したり、ポテトチップの工

場で直接製品化を図るなど、農商工の取り組み

も早くから取り入れ、もうかる専業農業地帯を

つくり上げてきたわけであります。一方、宮崎

県もまた日本を代表する農業地帯であります。

温暖な気候に恵まれ、北海道と違い一年じゅう

耕作できるわけですから、同じ面積でも年２

作、３作と耕作でき、より生産性の高い農業が

できると思います。

ところで、私の住む児湯地域は、宮崎県の中

でも温暖で日照時間が長く、広大な農地を最大

限に生かした農業が展開されており、露地野菜

やピーマン、トマト、イチゴの施設園芸は本県

における主産地となっております。また、標高

差を利用したカラーピーマンなどの立体園芸や

マンゴーなどの亜熱帯性果実など、新しい営農

方式や品目の定着化も図られており、もともと

盛んな畜産とあわせて着実な発展を遂げており

ますが、農業経営の向上を考えますと、さらな

る農業の展開を図っていく必要があると思いま

す。

そんな中、児湯地域におきましては、現在、
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畑地かんがい施設の整備を進めるため、尾鈴地

区国営かんがい排水事業が実施されておりま

す。御承知のとおり、県営事業の中止等を求め

る反対運動も起こっており、知事も現地に行か

れております。マスコミでもたびたび取り上げ

られるなど、何かと話題の絶えない状況にあり

ます。しかしながら、反対の一方で、既に水を

使われ営農されている農家や、また水を待ち望

まれている農家、特に若手の意欲ある農家がお

られるのも事実であり、私も大変心を痛めてい

るところであります。一方、同じ児湯地区で

は、過去、国営かんがい排水事業・一ツ瀬川地

区でございますが、畑地かんがい施設が整備さ

れ、農産物の生産性や品質の向上、また新規品

目の導入などによって以前と比べ農業所得の向

上が図られるなど、地域農業が大きく変貌して

おります。私は日ごろから、世界的な食料不足

や輸入食材の安全性への不安から、自給率を

もっと上げていく使命があると考えており、ま

た、これからの多面的な農業を考えると、安定

した水の確保は必要であるとも考えており、農

業を基幹産業とする本県にとって、農業の振興

を図るためには、畑地かんがい施設の整備は大

変重要な施策であると考えております。そこ

で、尾鈴地区における畑地かんがい事業の必要

性を、改めて農政水産部長にお伺いしたいと思

います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農業は本県の

基幹産業でございまして、県下有数の畑作農業

地帯であります尾鈴地域におきまして収益性の

高い畑作農業の実現を図ることは、極めて重要

であると認識しております。このため、水を自

由に利用できる生産環境の整備を通じまして、

収量の増加や品質の向上、収益性の高い新規作

物の導入、干ばつや霜による被害の防止などを

可能にする畑地かんがい事業は、本地域にとり

まして必要不可欠なものであると考えておりま

す。さらに、担い手への農地の面的集積を通

じ、将来にわたり優良農地の確保と有効利用を

実現する観点からも、畑地かんがいの整備を推

進する必要があると考えております。

○松村悟郎議員 さて、この尾鈴地区において

は、他の地域と同様に、高齢化や後継者不足を

初め、水を使って何をつくればよいのかという

課題とともに、農家の中には将来の賦課金や水

が十分なのかといった不安もあるようでありま

す。事業を進めていくには、農家の意見を十分

把握して、それらの課題を一つ一つ解決しなが

ら、農家の不安を解消していかなければならな

いと思います。畑地かんがい用水を利用した生

産性や収益性の高い農業の展開を農家の皆さん

に説明しながら、農家が安心して営農できるよ

うな取り組みを行っていくことが大切ではない

かと考えておりますが、農政水産部長にお伺い

したいと思います。

○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、加工用・業務用

農作物の生産拡大や契約栽培の推進、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、

競争力のある畑作農業の展開を図っていく考え

でございます。

また、先般国会で成立いたしました農地法等

の改正を踏まえまして、優良農地の確保と担い

手への農地の面的集積を推進していくこととし

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
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まして、収益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た取り組みを強力

に推進してまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 せっかく事業が円滑に進み畑

地かんがい施設が整備されたとしても、これま

でと同様な農業を行っていては、やっぱりだめ

だと思います。水を生かした効率的で付加価値

の高い営農を展開して、生産拡大や農家の所得

の向上を図っていかなければならないと思いま

す。これからも営農面での県の指導、積極的な

取り組みをお願いしたいと思います。

ところで、先日の全国紙の報道によります

と、国営事業で整備された畑地かんがい施設の

水利用率が低い状況にあるようですが、水の有

効活用の観点から、単なる畑作へのかん水利用

だけでなく、土壌の陽熱消毒や病害虫の防除な

どさまざまな活用を図るとともに、新たな利用

法についても検討すべきだと思います。

そのような中で、児湯地域は、御承知のとお

り畜産が大変盛んな地域であります。畜舎の洗

浄や夏場の冷却などに大量の水を使用しており

ます。かんがい用水が畜産に利用できれば、生

産コストの削減により、現在の厳しい畜産経営

にとっても大きな効果が見込めると考えており

ますが、畑地かんがい用水の畜産用水への利用

は、現在では大変困難だと聞いております。た

だ、一ツ瀬川地区におきましては畜産用水への

利用が今度可能になったことから、そのほかの

地域でも地元の期待等も膨らんできておりま

す。何らかの方策がないものかと考えるところ

であります。そのようなことも含めて、畑地か

んがい用水の有効活用について、知事の見解を

お伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 地球温暖化等により

まして世界的にも水不足が叫ばれている中、限

りある水資源としての畑地かんがい用水の効率

的な活用というのは、大変重要かと思っており

ます。特に本県の畜産経営におきましては、飼

料価格の高騰や子牛・枝肉価格の低迷等により

まして厳しい環境にあります。畑地かんがい用

水を有効に活用し、経営の安定を図っていくこ

とは喫緊の課題であると考えております。した

がいまして、収益性の高い畑かん営農の確立に

向けての有効活用を図ることはもちろんのこ

と、さらに、畜産用水への利用も可能となるよ

う、関連する諸制度も考慮しながら、国に対し

積極的に働きかけてまいる所存であります。県

といたしましては、これらの取り組みにより、

農業所得の安定向上、さらには農業を基幹産業

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。

○松村悟郎議員 ありがとうございました。農

家の所得が上がるように、この事業が農家の御

理解を得て進みますことをお願いしておきま

す。

今回、質問が多かったことでちょっと、早口

になってしまったことをおわびして、私の質問

を終わりたいと思います。ありがとうございま

した。（拍手）

○中村幸一議長 次は、萩原耕三議員。

○萩原耕三議員〔登壇〕（拍手） 昼の時間、

テレビを拝見しておりましたら、沖縄戦没者追

悼式が行われておりました。議場を眺めながら

―戦争といえば大東亜戦争をまず考えるんで

すけれども、昭和16年12月８日、これ以前に生

まれた人が、この議場に４人おります。執行部

も議員も……。傍聴席はわかりませんけど。私

は終戦のときは、いわゆる旧満州国、今の中国

におりました。５つのときに引き揚げてきまし

た。ですから、こういう沖縄戦没者追悼式を拝



- 257 -

平成21年６月23日(火)

見するたんびに、やっぱり戦争はいかんな、沖

縄の皆さん、あるいは第２次大戦で亡くなった

皆さんに哀悼の意を表したいと思うのでありま

す。

紅白歌合戦でトリといえばギャラも相当高か

ろうと思いますが、一般質問のしんがりという

のは大体出がらしでありまして、質問をしよう

と思ったことはことごとく皆さんがやっていた

だきました。２～３、自分の質問らしいのが

残っておりますから、進めてみたいと思います

が……。

皆さん、２年半前を思い起こしていただきた

いと思います。いわゆる東国原知事が当選した

ときであります。当時の有権者は約92万、有効

投票が60万ちょっとです。ということは32万の

人が投票行動を起こしていない、32万人の県民

の方が知事選に行っていないんです。衆議院で

１区、２区、３区ですけれども、32万の有権者

というのは、宮崎市を中心とした１区の有権者

の数の方々が選挙行動を起こしていないという

ことです。その中で、当時私は、故人になられ

た持永氏の選挙応援を一生懸命しておりました

が、当時は川村さんか持永かということでし

た。共産党、済みませんね、ささやかにおられ

ましたけれども。そして、東国原知事が手を挙

げてきたわけであります。今は東国原知事と言

いますけれども、当時はそのまんま東でありま

した。

私は家が近所であります。私の家から直線

で300メートルぐらいのところです。イメージ

が、今の知事のイメージとは全く違うわけです

よ。当選したときに―知事が泉ヶ丘高校のと

きの担任の先生が松山という先生。選挙が終

わってから３カ月ぐらいして他界されましたけ

れども、私の青年会議所の後輩です。東国原知

事を―当選したその夜です。電話が来て、大

変な褒めようでありました。私には「こうちゃ

ん、こうちゃん」と言っていましたけれども、

「こうちゃん、英夫君はな」と、こう言いまし

た。「あんたたちが想像する以上に、非常に厳

しい家庭環境から泉ヶ丘高校を出て専修大学に

行って」、早稲田にも通っていたんですよね、

たしか。たまたまお金を使ってしまっただけ

で、先に専修大学にお金を納めにゃいかんやっ

たわけです。それで専修大学に行ったわけです

けれども。その松山先生がおっしゃるには、

「とにかく頑張り屋だから、こうちゃん、ひと

つ知事の指導を頼むよ」、こういう旨の話でし

た。だから、私はその先生に言ったんです。

「恐れ多くも知事になったんだから、我々が指

導する立場じゃない。じさまの苦言ぐらいは言

うことはあるかもしれないけれども、そういう

立場じゃない」という話をしたことがありまし

た。

そして、知事が就任したときにもいろんな話

が出ました。選挙期間中も個人演説会の録音を

聞いたこともあります。よく知事が、「マニ

フェストに掲げておるから」というお話をされ

ますけれども、今のマニフェストというイメー

ジと選挙時のマニフェストというイメージは、

投票行動にはさして影響はなかったと私は見て

います。29万ぐらいでしたかね、票をとられた

のは。そのうちの10％あればいいほうだろう

と。ほとんど９割の人が、東国原知事、当時の

そのまんま東があちこちで個人演説会を打って

いって、自分の生きざま、赤裸々な部分を、あ

るいは不祥事のことも全部吐き出して、今、宮

崎県がこういう暗い時代だから、自分がもしお

役に立てるんだったら、全身全霊を傾けて宮崎

県をどげんかせにゃいかんといって、それが自



- 258 -

平成21年６月23日(火)

然となびいていったんだろうと思います。中に

はいろいろありますよ。川村さんでもやりにく

いし、持永さんでも入れにくいしという人たち

は、どっちも顔を立てるわけにはいかんから、

東国原知事、当時のそのまんま東に行こうと

いって行ったかもしれない。投票行動ですから

わかりません。だけれども、選ばれたことは事

実なんです。当選後いろいろなことを言う人が

おりました。特に私は地元都城ですから。「そ

れでも、いろいろ言ったところで、４年間はこ

の人を中心に宮崎県をつくらにゃいかんのだ」

という話を何回となくしてまいりました。

そして、知事の状況を見ておりますと、例の

官製談合から、知事就任したときの、「裏金は

ありませんか」の問題、鳥インフルエンザの問

題、次々にマスメディアの方々が取り上げてい

ただきました。宮崎県が一転しました。そし

て、新聞等の皆さんのあれから見ますとどんど

ん支持率が上がりました。視聴率も上がった。

視聴率も上がれば支持率も上がるわけです。そ

して当時、マスメディアの皆さんが、ＣＭベー

スの経済効果からいくと―当選後３カ月ぐら

いのときです―150～160億と言われたんで

す。そのぐらいの話が出とったんです。今度の

知事の退職金の問題であります。退職金の問題

もいろんな話が出ております。多くは言いませ

んけれども、こういう見方もあるということ

を、県民の皆さんが私に話しました。「それだ

けの経済効果があるのであれば、退職金を半額

に減額するんじゃなくて、１億ぐらいやっても

どうなの」、こういう話もあります。よくその

人に言うんです。「宮崎県が経済的に潤沢で非

常に豊富なお金があれば、１億ぐらい出しても

……」。今でしたら、恐らく数百億円の経済効

果でしょう。言い方は悪いんですけれども、い

ろんな県知事がテレビに出ますけれども、東国

原知事は、抜け目なく、さりげなく、さらり

と、県のコマーシャルから、観光から産物のコ

マーシャルをしてくれます。これは事実なんで

す。後で知事の服務規程やらいろんなお話をし

ますが、知事、退職金の話は御答弁要りません

が、今、後段で言いました、そういう県民の方

もいらっしゃるということに対して、もしコメ

ントがあったらお願いします。

時間が過ぎますので、次に、経済問題につい

てお話ししたいと思いますが、内橋克人という

経済評論家の方がいらっしゃいます。経済評論

家でも一番王道の経済評論家であります。いわ

ゆる市場万能、競争主義の新自由主義経済、

もっと極端なことを言えばアメリカ型資本主義

経済、これに陰りが出てきたということであり

ます。我が日本は、37万平方キロの狭い国土の

中に１億2,700万の国民が住んでおります。地球

儀を見ても、世界地図を広げても、日本の国土

なんていうのは木の葉のごとくです。グローバ

ルな社会からすると、一波来れば簡単に転覆す

るような国です。なぜそんなに弱いかという

と、やっぱり食料自給率に帰するところが多い

と思うんです。先進国の大半は自給率が80％、

多いところは130％、150％の自給率でありま

す。日本の場合は40％ですから、どうしても貿

易立国として、工業製品を出すから農産物も外

国から入れたりしなきゃならない。ですから、

グローバル社会にあっては、こういう問題が非

常に大きな問題となってきております。

そして同時に、マスメディアの方が悪いとは

言いませんが、都会に住んでいる国会議員の皆

さんや市場経済主義の皆さんが、地方のいろん

な国営の仕事、国のやらなきゃいけない仕事を

いろいろ言うと、費用対効果が悪いとかどうの
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こうのと言います。そうでしょうか。税金は何

のために払っているんでしょうか。憲法で平等

というのはどういうことなんでしょうか。やっ

ぱり同じ国民であれば、日本国の隅々まで、東

京みたいな大きなきれいな道路をつくれとは言

いませんけれども、国が最低限やらなきゃなら

ない仕事というのはたくさんあるはずです。午

前中、外山良治議員が、いわゆる生活路線のバ

スのことも言いました。こういうのも本来、民

間に任せること自体が大体間違っていると私は

思います。かつて３公社５現業というのがあり

ました。ある意味では社会主義体制、ほかのと

ころは自由主義体制、こういうのが日本はニホ

ンはバランスよくとれていたんです。それが崩

れてしまった。日本のきずなというのがなく

なったと思いますが、そういう新自由主義経

済、いわゆる公営事業の企業化という感覚につ

いて、知事及び商工観光労働部長にお尋ねしま

す。

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。

私の退職金についての県民の方の評価に対し

まして、過大とも思える評価をいただきまし

て、大変光栄に存じております。退職金の減額

の提案につきましては、県民の代表であられま

す本議会、県議会の御審議をお願いしたいと考

えております。

経済問題についてであります。我が国は、い

わゆる「失われた10年」の後、グローバル経済

に対応していくために、規制緩和を初めとする

さまざまな構造改革を進めてまいりました。こ

うした改革の取り組みが、経済活性化や競争力

強化につながり、長期にわたる景気低迷を克服

するための原動力になったことは事実でありま

すが、その一方で、御質問にもありましたよう

に、競争や経済効率優先により、個人、企業あ

るいは地域間における格差が著しく拡大したと

の指摘もなされております。資本主義社会にお

いては、競争や格差が存在することは、ある程

度はやむを得ないと思っておりますが、過度な

競争や格差の固定、著しい拡大は、個人や社会

全体の活力を低下させ、経済の停滞や社会不安

にもつながることになります。このため、自由

で適正な競争が確保されると同時に、格差や弱

者に対するセーフティネットの整備を初め、国

民がみずからの力で未来を切り開くことのでき

る仕組みづくりや富の再配分など、競争と安心

とのバランスがとれた社会システムを構築する

必要があると考えております。〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。私は商工観光労働部長でござい

ますので、商工業の振興という観点から、議員

のおっしゃった点について答弁させていただき

ます。

商工業の振興は、その経済実態から見まして

も、各産業分野の中で人口の維持・拡大の最も

大きな誘因をつくり出すものと考えておりま

す。地域の内外に対して需要を喚起し、さらに

新たなビジネスチャンスをつくる、そしてそれ

がまた人が人を呼ぶ効果をもたらす、これが商

工業だろうと思っています。まさに商工業の振

興は、地域経済の元気さのバロメーターであろ

うと思っています。したがいまして、商工業は

地域社会の維持・存続に深くかかわっておりま

して、本県のように、元来商工業基盤が弱く、

物流等にハンディを背負っている地域には、特

に行政による手厚い支援、あるいは経済的効率

を超えた支援も必要だと考えております。

地方における商工業の振興は、その地域社会
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に活力を与え、ひいては日本全体の経済の底上

げ、国力の向上につながるものでございます。

これは政策理念として不変であり、官の持つ意

義というのはまさにそこにあるのだろうと考え

ます。最近では、経済政策に関しまして、中長

期的な視点で経済の下支えが必要なものや、将

来の成長力を高めるものを選びながら有効な支

出を行うワイズスペンディング（賢い支出）と

よく言われております。この賢い支出も、地域

によってはその態様がおのずと異なると考えて

おります。いずれにしましても商工観光労働部

は、県民の皆さんの仕事や雇用がちゃんと確保

され、幸せに暮らせるように、その条件整備に

努めることが仕事でありますので、その使命感

を持って、今後とも商工業の振興、特に地方の

宮崎県の商工業は大変厳しい状況にありますの

で、そういう視点から商工業の振興に取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でござい

ます。〔降壇〕

○萩原耕三議員 この話は長くなりますので、

時間が何ぼあっても足らないんですね。

次に移りますが、知事と副知事の特別職の服

務規程というのはありますか。ちょっと聞かせ

ていただけますか。

○知事（東国原英夫君） お答えいたします。

知事、副知事については、勤務時間等を初

め、一般行政職員の服務規程は適用されており

ません。ありません。

○萩原耕三議員 知事、副知事の特別職の服務

規程、いろんな規則というのは全くないわけで

すよね。何時に出勤して何時に退庁しなさいと

いう時間は全くない。ところが、県民というか

市民の皆さんはそうは思わないんですよね。自

治法を調べてみますと、「知事とは」というの

は書いていないんです。「普通地方公共団体の

長は」と、こう書いてあるんですね。「普通地

方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事

務を管理し及びこれを執行する。」と。知事、

副知事の仕事は、宮崎県地方行政をいろいろ管

理して、これを執行するのが知事、副知事の仕

事で、何時から何時まで仕事をしなさい、県庁

の職員と同じように出勤しなさいとは一行も書

いていないんです。ですから、あるテレビなん

かでは、東京都知事は大半が自宅で仕事をし

て、都庁に登庁するのは週に２回程度という話

が１回流れました。副知事も割と８時半ごろ出

勤していますよね、まじめな方で。形から入っ

ているんでしょうけれども。

県の各部というのは、民間会社で言えば事業

部制と一緒なんですよね。結局、部長にほとん

どの権限を―議会で予算が決まれば、部長の

仕事でほとんどできるんですよね。あえて言え

ば、危機管理用の連絡先だけぴしゃっととって

おけばいいわけです。県の職員が勤務中に、極

端なことを言えば、ゴルフに行っておろうが、

行楽でどっかに行っておろうが、危機管理のと

きにぱんと、何かあったときにすぐ連絡がとれ

て、ぱっと指示できるような体制に整えておけ

ばいいということです。公務が入っておれば別

ですよ。例えば部長会にいろんな総合計画をや

りましょう、そういう公務が入っておるときは

別として、ふだんそういうことがないときには

フリーハンドですから、どういう時間の使い方

をしようが、東京都知事みたいにやっても構わ

ないわけです。ところが、多くの県民、私もそ

う思っていますが、知事が朝９時ごろ出勤し

て、副知事は８時半に出て夕方まで仕事をして

おると、ああ、まじめな知事であり、まじめな

副知事だ。テレビに出れば、どうしたものよ

と、こうなるわけです。その辺を多くの県民の
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皆さんが知るということも大事じゃないかな

と、こう思います。

自治法第149条に８項目ぐらいあります。知事

の管理し執行する仕事というのが掲げてありま

す。このぐらいのものでしょう。皆さんいつか

自治法を見ていただければわかりますが……。

そういう意味からすると、知事と副知事という

のは、我々議員と一緒で、どっちかというと時

間はオープン、自分の必要な時間に県庁に出て

きて執務すればいいということになるわけで

す。そういうことも私はあえて今回は言わせて

いただいて……。

そこで、きょうは、さっき昼の時間に、東京

のフジテレビで、古賀自民党選対本部長が、東

国原宮崎県知事に出馬の要請に出かけるという

ことが、テロップで流れたそうです。これは知

事がどう考えていらっしゃるかわかりません

が、やっぱりトップになると、鎌倉時代の５代

執権の北条時頼という方が出家する際に詠んだ

言葉があるんです。「心こそ 心迷わす心なれ

心に心 心許すな」、これは心ほどやっかい

なものはないということです。今、議会で知事

の退職金を半額にするというのでいろいろあ

る。半額にすると言うから半額にすればいいわ

けですよね。どっちかというと。ところが、そ

れでもいろいろ出ると心が揺れるわけです。ま

た、東京のほうの自民党の選対本部長が来ると

いえば、これもまた心迷わす問題です。あるい

は、これはガセネタか何かわかりませんが、知

事をしながら総務大臣を兼務できるわけですよ

ね。そういう話もあるのかなと。手土産ですか

ら、手ぶらでは来られんでしょう。それなりの

話を知事に持ってこられると思いますから、心

が揺れないように、「心こそ 心迷わす心なれ

心に心 心許すな」、ひとつ頼みます。次の

質問に入りますが、答弁いただければ、古賀選

対本部長に会う前に一言何かありますか。

○知事（東国原英夫君） 古賀選対本部長がお

越しになるということは伺っております。な

ぜ、どんなお話の内容でということは伺ってお

りませんので、今、ここで心が揺れることはご

ざいません。

○萩原耕三議員 議会というところは、本音で

言うと何もかもすぐたたくところです。建前論

でいかなきゃいけないものですから、形から入

るわけですね、いつも。だからどうも、余りお

もしろみがない。本音を言うと、いつかの愛の

むちの運動じゃないけれども、愛のむちを容認

したのか、暴力に賛成したのかということにな

りかねませんので、建前論でその程度でいいで

しょう。

次に進みます、時間がありませんから。人事

行政について総務部長に伺いますが、全部はお

伺いしません。一般職はいいとして、試験研究

機関の職員の異動について、どのように考え

て、どのように取り組んでいらっしゃるかが一

つ。

もう一つ、ついでに聞きます。博士号を持っ

ている人たちが何人ぐらいいらっしゃるか、そ

の処遇はどういう処遇をされているかお伺いし

ます。

○総務部長（山下健次君） 職員の人事ローテ

ーションということで申し上げますと、基本的

なサイクルは３年ということでございますが、

お尋ねの研究部門等の職員、あるいは農業改良

普及の職員、こういった高い専門性をもって対

応すべき職員につきましては、通常よりも在任

期間は長くいたします。そしてさらに、担当す

る業務の進捗状況等も十分把握した上で、異動

による支障のないように配慮しているところで
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ございます。

さらに、博士号を持っている職員ということ

でございますが、今、知事部局に全部で27名お

りまして、そのうち試験研究機関に20名が在籍

しているという状況でございます。

○萩原耕三議員 総務部長、民間のように試験

とか研究機関に膨大な予算と膨大な時間をかけ

るのは難しいかもしれないけれども、宮崎県の

産業の分野、ぜひ優秀な人材を、ある程度時間

をかけてじっくり―聞くところによると相当

優秀な方も、ヘッドハンティングじゃないけれ

どもされているようでありますから―いい職

員が育つように、そういう形をとっていただけ

ればありがたいと思います。

同時に、都城にある木材利用技術センターな

どの場合は、東大の名誉教授の有馬先生が来ら

れておりますけれども、その後、ヘッドハン

ティングというか、相当優秀な職員の皆さんを

登用する予定がありますか。考え方があります

か。

○総務部長（山下健次君） 基本的には、高度

で専門的な知識を有する方については、木材利

用技術センター以降も、例えばＩＴの管理者を

採用しているところでございますし、今後、そ

ういった職務上の必要性が出てくれば幅広くと

らえたいと思っております。

○萩原耕三議員 これは各部長にお伺いした

かったんですが―簡単ですからお聞きしま

しょうかね。環境森林部長、そして商工観光労

働部長、農政水産部長、専門の分野でそういう

方々に今後対応していく考えがあるかどうかお

尋ねします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 環境森林部に

おきましての民間からの人材登用についてでご

ざいますけれども、本県の豊富な森林資源等に

係る喫緊の課題に迅速に対応するために、高度

で専門的な知識・経験を有し、かつ早期に研究

成果を出すことのできる人材を確保することが

重要であるというふうに考えております。この

ため、今後とも必要に応じて民間等からの外部

招聘を検討してまいりたいと考えております。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 商工観光

労働部では、試験研究機関として、工業技術セ

ンターと食品開発センターを所管しておりま

す。これらの機関が研究開発の成果を上げるた

めには、民間等の高度な技術やノウハウを持っ

た人材を活用することは非常に大切であると考

えております。工業技術センターでは、今年

度、任期つきでありますが、民間での豊富な経

験と実績を持つデザイン専門の職員１名を採用

しております。さらに、民間企業や大学等、外

部との共同研究も積極的に進めているところで

ありまして、さまざまな分野で成果を上げてい

るところでございます。さらに加えまして、外

郭団体として、技術支援など民間企業の活動を

サポートする県産業支援財団も所管しておるわ

けでございますけど、ここでは民間出身のコー

ディネーター７名を配置し、県内民間企業の商

品開発等に活躍していただいております。今後

ともいろいろ工夫をしながら、民間の高度な技

術やノウハウ、優秀な人材の活用を図ってまい

りたいと考えております。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農政水産部で

は、平成12年度から５年間、総合農業試験場に

おきまして、遺伝子工学分野と天敵利用分野に

すぐれた実績を有する客員研究員を合計４名招

聘したところであります。その結果、ピーマン

等の優良品種の開発とか、昆虫による防除技術

など、農薬を使用しない環境保全型農業の進展

に結びつくとともに、県職員の研究意欲や技術
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の向上にもつながったものと考えております。

また、総合農業試験場などでは、これまで地

元の大学や民間企業との共同研究を行ってまい

りましたが、昨年設置しました農水産業温暖化

研究センターでは、大学や産業界の代表で構成

しますアドバイザー会議を設けまして、より専

門的な見地からのアドバイスや技術開発のコー

ディネートをいただくなどの新たな取り組みも

進めているところであります。大学や民間の力

を農水産行政に活用することは大変重要であり

ますので、引き続き、このような取り組みを推

進してまいりたいと考えております。

○萩原耕三議員 ぜひ力を入れていただきたい

と思います。特に、いつも言われることです

が、本県は農業が基幹産業ですから、農業の一

番弱いところは、みずからが値をつけられない

というところなんですよね。全部買い手相場、

ほとんど買い手相場。ですから、これを売り手

相場になれるように、農商工が連携して―全

部が全部というわけいきませんよね。そのうち

２割でも３割でもいいから、農商工連携をとっ

て、農産物を１次加工なり半製品なりで、みず

から値をつけて商いができるような農業に向け

て、ひとつ農商工の連携をいい人材を集めて

やっていただきたいということを要望しておき

ます。

次に、土木行政について伺います。

我が田に水を引くわけじゃありませんが、引

く前に、宮崎県下の県道の整備事業において収

用裁決を申請した実績がありますか。そしてそ

の収用、一言で言えば、俗に言う強制執行です

よね。どのくらいの時間がかかるのかお尋ねい

たします。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、県道の

整備事業におきます収用裁決申請の実績につい

てであります。最近の10年間で見てみますと、

収用委員会に収用裁決申請を行った件数は９件

でありまして、そのうち３件は手続途中に任意

取得ができたことにより取り下げております。

したがいまして、残りの６件について収用裁決

が出されたところであります。

次に、収用裁決が出るまでに要する期間につ

いてであります。期間につきましては、事案ご

とに異なりますので一概には申し上げられませ

んけれども、裁決申請してから裁決が出るまで

おおむね９カ月程度を要しております。しかし

ながら、争点が多く、当事者双方が意見書を提

出し主張を繰り返すなどの特殊な事情があれ

ば、さらに多くの期間を要することとなりま

す。

○萩原耕三議員 都城の中心を走っている10号

線があります。そこから御池都城線、いわゆる

御池のところに県道が走っているわけです

が、10号線から御池に至るまでの間が、いわゆ

る県道御池都城線であります。この取りつけ

口、いわゆる10号線のところからわずか70メー

トルぐらいの間ですけれども、これは都市計画

決定されたのがもう３年前です。地権者は２人

だと私は記憶しておるんですけれども。その道

路から北側が、宮崎に住んでいらっしゃる方の

駐車場、一方が都城のテナント、言うなら貸し

ビルですね。この２件なんです。これが、都市

計画されて３年なのに、そこに入っているたな

子さんたちも、店が古くなっているから改造し

たくてもできない。そして、あそこはヘビがカ

エルをのみ込んだような格好なんですよね。10

号線の取りつけ口のところが細くて、わずか５

メートルから６メートル。中のほうは結構広い

んです。あの道路は、山田から志比田から入っ

てくる方々が、ほとんどあの道路に入ってくる
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わけです。いわゆる中心街に入ってくるわけで

すね。これはどうしても急いでいただきたい。

これは、もう亡くなられた前の県会議長、西川

さんの時代からずっとやってきて、３年前に

やっと都市計画決定されて、みんな地元が喜ん

でいたのに、今でも遅々として進まない。非常

に地元の皆さんがじだんだを踏んでいらっしゃ

います。いつ収用委員会にこういう手続がとれ

るのか、実情をちょっとお聞かせいただきたい

と思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 県道御池都城

線の整備についてであります。御質問の事業箇

所は、中心市街地へのアクセスの強化及び安全

な交通の確保等を図ることを目的に、平成18年

の４月に都市計画道路中央西通線として計画決

定をいたしております。その年の10月に事業認

可を受けまして、街路事業として整備に着手し

ているものであります。これまで、関係地権者

と用地交渉を続けてまいりましたが、現在にお

いても合意には至らず、事業進捗が図られてい

ない状況にあります。この箇所の整備は、私ど

もとしましても、都市計画上、必要不可欠なも

のでありますので、どうしても任意取得ができ

ない場合は、土地収用法による用地取得も選択

肢の一つとして考えられますが、現時点では、

事業の協力が得られるよう粘り強く交渉してま

いりたいと考えております。

○萩原耕三議員 粘り強くがもう３年になって

おるわけですね。交渉事ですから、「どうして

も対応できなければ、県としてはもう土地収用

法、いわゆる強制執行をやらざるを得ないんで

すよね」というところぐらいは言わなきゃだめ

ですよ。一方の言うことを聞いてみると、「全

く同じ条件の駐車場をあの中心街に見つけろ」

と言うそうです。私の友達が駐車場をやってお

るんです。50台分ぐらい持っておる。駐車場に

も交渉に来たそうです。「ここを売っていただ

けませんか」と。ところが、その駐車場を経営

しておる人は、「建設会社とその駐車場の収入

で生活しているから、とてもじゃないけれど

も、少々高かろうが売るつもりはありませ

ん」、こうくるわけです。後はないんです、そ

ういうところは。全く無理難題を言っておるわ

けです。という話です、聞くところによると。

これは本音を余り言うとすぐいろいろ言われる

から、建前で言いますけれども、「交渉を一生

懸命やってみます」と言うけれども、やっぱり

ある程度時間を切っていただいて、例えば、

「本年度中、話が難しかったらこういう方向に

行きます」ぐらい……。本音を言うたらまずい

のかな、県土整備部長。

○県土整備部長（山田康夫君） 現時点では、

例えば今年度中とかいうことはまだまだお答え

できかねると思っております。先ほど申し上げ

ましたように、協力が得られるように粘り強く

交渉してまいりたいと思っております。用地交

渉の進捗状況、中身を我々もしっかり見きわめ

ながら、それを踏まえる必要があるものと認識

しております。

○萩原耕三議員 土地の買収というのは大変だ

と思うんですよ。県の若い職員が悪いとは言い

ませんよ。こういう交渉事というのは、順々に

大物が出てくると、話は大体前のほうに行くん

ですよ。その辺を考えて。そうでないと周り

が、「県のすることはどういうのろいもんよ」

と、こういう評価になるわけです。ですから、

ひとつ何とか年内にそういうめどを立てていた

だいて。それと、強制執行した場合には、買い

たたかれるというイメージがあるんです。だか

ら、「それじゃないんですよ。正常な値で買収
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に入るんですよ」ということもちゃんと言い含

めながら、交渉をぜひ進めていただきたいな

と、こう思っております。

「ぬかにくぎ」みたいで、何となく寂しいん

ですけれども……。あれは地元だけじゃないん

です。あの先のほうには、東側には交流プラザ

とかデパートだとか商店街がありまして、商店

街のためだけじゃないです。多くの17万市民が

一番利用するところですから。交通安全のため

に、電柱の横に隠れるんです、あそこは５メー

トルしかないから。電柱というのは意外と役に

立つんじゃなと思ったりするんですけどね。と

ころが、電柱と車の間に挟まれたらサンドイッ

チですから、どうにもならんのですけれども。

そういう狭い道路ですから、なるだけ急いで

やっていただきたいと思います。できたら部長

が直接、一回見に行ってみてください。そこで

後光を照らしていただくと大分違うと思いま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 私も現地は確

認しております。やはり事業を進める必要性が

あると十分認識をいたしておりますので、土木

事務所の職員にも頑張るように、また指導して

いきたいと思っております。

○萩原耕三議員 少し言い過ぎたところがあり

ましたから、お許しいただきたいと思います。

次に、教育行政について、また渡辺教育長と

やりたいんですけれども、わずか４分しかあり

ませんから、多くは話せませんけれども。

中高一貫教育、あるいは連携教育とかいろい

ろありますけれども、「廃校」と言うと聞こえ

が悪いけれども、「小中一貫教育で非常に教育

の行き届いた」と言うと、地元の皆さんも納得

するのかな、なかなか教育委員会は知恵者がそ

ろっておるなと思っておるんです。中高一貫

校、泉ヶ丘が来年からですよね。今、西高が

やっている、五ヶ瀬がある。中学校１年生の生

徒と高校３年生というのは、体格的に大人と子

供だと思うんです。部活とかいろいろな休み時

間だとか、そういう事故等を非常に心配するん

です。一貫教育のメリットの部分だけいつも聞

くものですから、デメリットの部分も話してい

ただくとありがたいと思うんです。

○教育長（渡辺義人君） 中高一貫教育校につ

いてのお話でありますけれども、まず、今御心

配の点の部活動とか体育とか、そういった年齢

差があるということに対して、現場でどのよう

な配慮をしているかということでお答えさせて

いただきますと、今御案内のありました宮崎西

高と附属中学校とか五ヶ瀬中等教育学校ですけ

れども、体育の授業では、活動場所や時間帯の

重なりをできるだけなくすとともに、部活動で

は、事故やけがが発生しないよう練習内容を工

夫しているところであります。また、心の成長

に応じて相談を行うために、カウンセリング室

としての機能をあわせ持つ保健室を中学校と高

等学校別に設置するなど、発達段階の違いに配

慮した学校運営に努めているところでありま

す。また、学校運営や日常の指導に当たりまし

ても、中学生と高等学校生の発達段階の違いに

今後とも留意しながら、きめ細やかな配慮を

行っていくことが必要である、このように考え

ております。

それから、非常に耳ざわりがいいといいま

しょうか、中高一貫と言えば何でも許されると

いうような趣旨の御発言だったかと思いますけ

れども、中高一貫教育のメリットと言われると

ころは、要は中高の６年間を通じて安定的に学

力向上が図られるということが１点あろうかと

思います。それから、中高の６年間の継続した
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生活を通じて生徒の心理的な落ちつきが見られ

る、こういったところが代表的なメリットかな

と思います。一方で課題として考えられますと

ころは、同じ集団が６年間一緒に過ごすという

のは、五ヶ瀬もそうでありますけれども、クラ

ス数にもよりますけれども、そういったところ

で友達関係が固定化されるのではないかなとい

うふうな懸念があります。それから、高等学校

に進学する場合は、通常は受験ということにな

りますけれども、受験がないことによる新鮮味

が薄れるとか、あるいは中だるみ感が出ると

か、こういったところが課題として考えられる

のかなと。しかし、それを補って余りあるメ

リットがあるのではないかなと思っておりま

す。

○萩原耕三議員 時間がたつといろんなことが

起こるだろうと思うんです。ないことはない、

必ずあるんですよね。あるから歴史がつくられ

るわけでありまして……。

この前の議会のときもお話ししましたけれど

も、子供たちが切磋琢磨する機会、そして私ど

もの育った時代は子供の縦社会でした。言うな

らば、小学校６年ぐらいに、表現が悪いです

が、餓鬼大将がいて、その下にずっと序列が

あったものです。ですから、上のお兄ちゃんた

ちが下の子供たちに、いろんな社会の出来事、

こうあるべきだ、あああるべきだということを

教えてくれておりました。今の学校はどっちか

というと横社会です。４年生は４年生、５年生

は５年生で集団を組んで遊んでいるというか、

徒党を組んでおるというか。それが今度は小中

一貫教育とか中高一貫教育になると、かつての

縦社会、子供たちが子供たち同士で縦社会の中

で必要なことを教えていくのではないかなと、

期待もしておるんです。切磋琢磨という面でも

期待もしているし、思いやる気持ちも育ってく

るだろうなと、こう思っておるんです。

一方で私は、いつも議会のたびに、委員会の

たびに言うんですけれども、教育長、やっぱり

「教員」という呼び方はよくないですね。教育

基本法では教員なんでしょうけれども、そっち

では教育基本法で教員だろうけれども、宮崎県

は先生に対しては「教師」という呼び方をして

―なぜ私はそういうことにこだわるかという

と、やっぱり形、通常言う呼称で人間というの

はできていくんですよ。全県民の皆さんが、先

生に対して教師だという、いわゆる尊敬とかそ

ういう気持ちを持てば、先生も資質が上がると

思うんです。自覚も目覚めてくると思うんで

す。この前の―宮崎県の警察じゃないです

よ、ある別の県の警察で、窃盗犯を逮捕する警

察が窃盗して、取り押さえた高校生が「世も末

じゃ」とテレビに出ておりましたけれども。私

は、これはいつかまたやりたいと思うんですが

……。知の教育を優先するから、こういうこと

になるのだと思うんです。やっぱり徳を優先し

てやらなきゃいけない、こう私は思うんです。

知が何ぼ優秀になっても徳は備わらないんで

す。徳がすぐれてくると知が備わってくるんで

す。前の教育長は「同列です」と言うから、

「たまには順番を変えてみれば、知・徳・体を

徳・知・体か徳・体・知か」と、私はよく冗談

で言うんですけれども、やっぱり人間というの

は、目にすること、通常口にすることが、そう

いう形をつくっていく。時間がかかるんです

よ。ここには本物の先生ＯＢは河野議員がい

らっしゃいます。長友先生もいらっしゃるな。

これは本物の先生たちですけど、私どもは偽物

の先生ですよね。先生というのは終生、先生で

す。生涯、死ぬまで先生。ですから、そういう
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気持ちを含めて、教育委員会や教育庁を中心と

して、まず、「教員」という呼び方をやめて

「教師」という呼び方に変えていただければあ

りがたいと思うが、ちょっと答弁、時間があり

ません。どうぞ。

○教育長（渡辺義人君） 形から入らせていた

だきますと、学校教育に携わる者の呼称といた

しまして、法令上は「教員」や「教諭」などが

用いられておりますが、一般的な呼称として

「先生」や「教師」という言葉も使われており

ます。御指摘の「教師」という呼称は、教育の

プロフェッショナルとして職務に誇りを持ち、

他者より尊敬される人物であるという、高潔で

情熱のある深い響きを持つ言葉であると考えて

おります。そのような意味で、私は、教育に携

わる一人一人の教職員が、子供たちの存在のと

うとさや、保護者、地域社会の思い、願いを理

解し、教育に夢とロマンを持って、子供たちに

限りない愛情を注ぎ、深い感動を与えることが

できる、まさに教師としての自覚を常に保持し

ていただきたいと思っております。

日常的に「教師、教師」と呼ぶことについて

は、呼ばれて本人がくすぐったいなという気持

ちになる方もいらっしゃるかもしれませんけれ

ども、ことしの新規採用の教員の皆さん方への

あいさつの中で申し上げたんですけれども、先

ほど申し上げましたように、「あなた方は教育

のプロフェッショナルである。したがって、常

に教師としての自覚を持って、子供たちに限り

ない愛情を注いで育ててくれ」と、そういった

ことを私は申し上げたところでありまして、議

員御指摘の教師という趣旨は、今後ともいろん

な場面で生かしていきたいと思います。以上で

あります。

○萩原耕三議員 最後にお願いですけれども、

通常は、例えば渡辺先生でいいんですよ。大重

先生でいいんですよ。ただ、教育長という立場

になると、いろんなところでお話ししたり、あ

るいは指導主事の皆さんに話す機会が多いで

しょう。そんなとき、まとめて言うときに「教

師の皆さんは」というふうな言い方をしてくれ

ということを言っているわけです。個人的に

―ここに丸山議員がいますが―「丸山教

師」と言う必要はないんです。「丸山先生」で

いいんです。そういうことに教育長が率先して

やっていただくと、先生たちの質も大分変わっ

てくるんじゃないかなというささやかな期待を

込めて、質問を終わります。以上であります。

（拍手）

○中村幸一議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第１号から第17号まで並びに報告

第１号及び第２号、及び請願委員会付託

○中村幸一議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第17号まで、並びに報告第１号及

び第２号の各号議案について、質疑の通告はあ

りません。

当該議案及び新規請願は、お手元に配付の付

託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付託い

たします。

あすからの日程をお知らせします。あす24日

から29日までは、常任委員会並びに特別委員会

等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、６月30日午前10時開会、常任

委員長の審査結果報告から採決まででありま

す。

本日はこれで散会いたします。

午後２時39分散会


