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平 成 2 1 年 1 2 月 ３ 日 ( 木 曜 日 )

午前 10時１分開議

出 席 議 員（40名）
5番 松 田 勝 則 （愛みやざき）

6番 図 師 博 規 （ 同 ）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 中 村 幸 一 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 高 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

17番 西 村 賢 （愛みやざき）

18番 武 井 俊 輔 （ 同 ）

19番 横 田 照 夫 （自由民主党）

20番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 外 山 衛 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 水 間 篤 典 （自由民主党県民の会）

31番 浜 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 萩 原 耕 三 （ 同 ）

40番 権 藤 梅 義 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 徳 重 忠 夫 （自由民主党県民の会）

46番 坂 口 博 美 （自 民 党 鳳 凰 の 会）

47番 蓬 原 正 三 （自由民主党）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 押 川 修一郎 （ 同 ）

50番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

51番 米 良 政 美 （ 同 ）

52番 外 山 三 博 （ 同 ）

53番 福 田 作 弥 （ 同 ）

欠 席 議 員（２名）

16番 外 山 良 治 （社会民主党宮崎県議団）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

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 長 高 橋 博

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 高 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 鶴 見 雅 男

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 浜 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 高 正 憲

議 事 課 長 補 佐 福 嶋 清 美

議 事 担 当 主 幹 日 高 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 一般質問

○中村幸一議長 ただいまの出席議員37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、松

村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党児湯郡選出の松村悟郎で

ございます。よろしくお願いします。

ことしも残り１カ月となりました。先月は、

観光宮崎を代表するスポーツイベントとして

フェニックストーナメントなどの大きなプロゴ

ルフ大会が開催されました。また来週末には、

ことし最後の大きなスポーツイベントでありま

す青島太平洋マラソンもあります。知事、副知

事そろっての御出場だと聞いております。話題

性も大変多く、県外からも多くの方が参加され

ます。昨今、東京マラソンを初めとする市民マ

ラソンが観光イベントとして大きな成果を上げ

ていることを私も肌で感じたいとの思いから、

無謀にもフルマラソンに参加することといたし

ました。私も観光宮崎の盛り上げ隊の一人とし

て、ほんの少しですが貢献できればと思ってお

ります。このことに関しては後ほど改めて質問

させていただきます。

今回は、通告に従いまして５つの項目につい

て質問いたします。

まず初めに、農業の経営環境についてお伺い

いたします。

最近、近所に買い物に行くことがございます

が、大根１本50円、白菜100円、キャベツは50

円、野菜の低価格に驚かされます。消費者に

とってはうれしいことでありますが、「安いか

らといってたくさん売れるわけではない」と小

売店の方は嘆いていました。生産する農家に

とっては、１年間汗を流して大事に育ててきた

作物がこのように安い価格では、高騰する資材

費とあわせて、利益はとても望めない状況にあ

ると考えられます。まさに昨年から続く燃油、

穀物飼料、農業資材の高どまりや、現在のよう

な経営悪化の中では、価格低迷を考えると、農

家経営は大変厳しい状況にあると言えます。農

業は、本県産業の中でも最も重要な基幹産業の

一つであります。このような状況を踏まえ、本

県農業の経営状況に対する知事の認識を、改め

てお伺いしたいと思います。

壇上の質問はここまでとし、以下、質問者席

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。

本県農業の経営状況についてであります。担

い手の減少や高齢化が進む中で、原油・配合飼

料価格の高騰を初め、景気悪化による農畜産物

価格の低迷など大変厳しい環境に直面してお

り、中でも本県を代表する畜産や施設園芸で

は、農業所得も大幅に減少するなど経営的にも

深刻な状況にあると認識しております。こうし

た中、農家経営の安定・向上を図るためには、

農業分野の枠組みを超えた多様な人・技術との

連携強化をはぐくみながら、本県農業を収益性

の高い生産構造に転換していくことが、極めて

重要であると考えております。このため、農業

者の所得向上を基本として、収量・品質の向上

や省エネ等による生産コストの低減、本県農業

ならではの特徴を生かした農商工連携による新

たなビジネスモデルの創出、付加価値を高める

ためのブランド・流通販売対策などに取り組む

平成21年12月３日(木)
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とともに、私もあらゆる機会をとらえて、産地

の厳しい現状の理解醸成や県産品の消費拡大を

訴えながら、基幹産業として自立できる「宮崎

の農業」を築いてまいりたいと考えておりま

す。〔降壇〕

○松村悟郎議員 ありがとうございました。安

定した所得で安心して営農できる農業、そして

雇用の受け皿となれる力強い農業産業をつくる

ことが、まさに宮崎の農業の役割だと思いま

す。さらなる知事の御尽力をよろしくお願いし

ておきます。

このように大変厳しい経営環境の中にある本

県の農業でございますが、具体例として原料用

カンショと畜産経営についてお伺いいたしま

す。

まず、原料用カンショについてでございま

す。私の地元であります高鍋町を初めとする児

湯地域は、野菜や畜産などの本県農業産出額の

約３割を占める主要な農業地帯でございます。

原料用カンショの生産については畑作地帯を中

心に盛んな地域であります。昭和30年代には県

内で146のでん粉工場が操業し、でん粉原料用カ

ンショを中心に約３万ヘクタールでカンショが

栽培されておりました。児湯地域でも26の工場

が操業し、7,300ヘクタールでカンショが栽培さ

れておりました。しかしながら、工場の排水規

制やコーンスターチの増加、あるいはでん粉原

料用としてカンショの需要が大きく減少し、他

の品目への転換が進んだところでございます。

平成４年には児湯農協のでん粉工場が閉鎖され

たことから、現在、児湯地域では、焼酎用原料

として、あるいはかりんとうなどの加工原料と

してのみになっております。

そのような中で、先日、地元の農業生産法人

の皆さんと意見を交換する機会がございまし

た。ことしの原料用カンショが大変な豊作と

なっており、販売先の確保に大変苦慮している

ということでありした。当然、生産に当たって

は、ＪＡや焼酎メーカーとの契約栽培というこ

とを中心に行われているわけでございますが、

まさに契約を上回るカンショの生産が見込まれ

ているということでございます。あわせて、需

要を期待した契約外の農家もカンショの生産を

しております。そこで質問であります。県内で

は他の地域においても原料用カンショの生産が

行われているかと思いますが、本年の県産の原

料用カンショの生産状況はどのようになってい

るのか、農政水産部長にお伺いしたいと思いま

す。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県の原料用

カンショでございますけれども、北諸、児湯地

域を中心に生産されておりまして、その主な用

途は焼酎原料用あるいは加工用が中心となって

おります。近年、芋焼酎の消費の伸びに伴いま

して急速に生産が拡大をいたしておりまして、

平成15年度の1,000ヘクタール、３万1,000トン

が、平成20年度には2,3 0 0ヘクタール、６

万9,000トンとなりますなど、この５年間で作付

面積、生産量とも２倍以上に拡大をいたしてお

ります。このような中で、本年産の状況でござ

いますけれども、芋の肥大期に非常に天候に恵

まれたといったことから、総合農試のデータ等

から試算をしますと、県全体で７万6,000トン程

度、昨年より１割程度─約7,000トンになろう

かと思いますが─増収が見込まれているとこ

ろでございます。以上であります。

○松村悟郎議員 どの地域でもカンショが豊作

であるということでありますが、契約を上回る

余剰分を販売する方法はないのでしょうか。事

例は異なるかもしれませんが、昨年は、国の管

平成21年12月３日(木)
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理するＭＡ米に係る事故米の問題で、鹿児島の

焼酎メーカーの仕込み量が大きく激減いたしま

した。そのため、酒造メーカーと出荷契約をし

ていたカンショ生産農家のカンショでさえも

メーカーに引き取られなくなり、いわゆる余剰

カンショが産地にあふれたということでありま

す。私ども自民党では、そのような地域の窮状

を踏まえ、焼酎原料用カンショ生産者の農業経

営及び南九州地方の地域経済に対する影響を緩

和する観点から、焼酎用として販売が困難なカ

ンショについて、でん粉原料用に緊急に用途転

換するための対策を国に働きかけ、「焼酎原料

用かんしょ緊急用途転換事業」が実施されまし

た。県内のカンショ農家もこの事業によって救

われたところであります。

私は、ことしの豊作の状況を受け、昨年のよ

うな緊急の買い入れ対策ができないものか、独

自のルートで国に探りを入れてみましたが、政

権もかわり、なかなか回答が得られない状況で

あります。しかしながら、地域では原料用カン

ショが販売されないままの状態にもあります

し、集荷業者の皆さんも、さまざまなルートを

通じて、契約を上回るカンショの販売に努力は

されているということであります。一方、豊作

ばかりでなく、年によっては契約数量が確保で

きないような不作の年というのもございます。

その場合には、集荷業者の皆さんはカンショを

つくっている農家を回り、どのような規格のカ

ンショであってもいいからと集荷に躍起になっ

ているということでございます。このような話

を聞くと、原料用カンショの需給安定に向けた

取り組みが大変重要だと思います。県はどのよ

うに考えられているのか、農政水産部長にお伺

いしたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お話にござい

ましたように、原料用カンショの収量増加が見

込まれる中で、集荷業者と出荷契約を結んでい

ない農家、あるいは契約量を上回った農家のカ

ンショにつきまして、その取引が今厳しい状況

になってございます。このため県といたしまし

ては、関係機関・団体とともに需給安定に向け

た検討会議を緊急に開催しますとともに、本年

産につきましては、食品加工業者等への利用拡

大、あるいは畜産での飼料用としての活用など

の働きかけを行っているところでございます。

さらに、今後の取り組みといたしましては、生

産者・実需者間の出荷契約の確実な締結の推

進、あるいは需要に応じた高品質な原料用カン

ショの生産などに、関係機関・団体がより一層

連携して取り組むこととしたところでありま

す。県といたしましては、今後ともこういった

取り組みを積極的に推進しながら、本県産原料

用カンショの需給の安定に最大限の努力をして

まいりたいと考えております。以上でありま

す。

○松村悟郎議員 カンショは、宮崎県にとって

も土地利用型として大変重要な作物の一つと

なってきております。農家にとっても比較的取

り組みやすい作物でもあります。基幹作物とし

て定着するように、農商工連携の取り組みを活

用した加工食品の開発など新たな需要の拡大へ

の支援や、昨年のようなでん粉としての活用が

できないのか、再度調査と国への働きかけをよ

ろしくお願い申し上げます。

次に、畜産経営について、特に肉用牛繁殖経

営についてであります。配合飼料価格の高どま

りや食肉の卸売価格の下落、子牛価格低迷など

により農家の経営を大変圧迫しております。そ

こでまず農政水産部長に、現在の厳しい畜産経

営の改善を図るためにどのような対策に取り組
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んでいるのかお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県の畜産経

営につきましては、ただいまもお話ございまし

た、景気後退による消費の減退等に伴いまして

畜産物価格が総じて低迷しており、加えまして

配合飼料価格の高どまりなどから、大変厳しい

状況にあると認識しております。このため、肉

用牛肥育経営安定対策事業、いわゆるマルキン

事業でございますが、こういった国の価格安定

対策によります補てんが行われておりまして、

県といたしましては、これら国の補てんに係る

生産者負担の一部助成を行っているところであ

ります。

また、価格安定のみならず、飼料作物や飼料

用米などの自給飼料の増産や、焼酎かすを初め

とした食品残渣等の未利用資源の家畜用飼料へ

の有効利用、さらには分娩間隔の短縮や事故率

の低減による生産性向上などの対策を引き続き

実施していくことといたしております。今後と

も、関係機関・団体とも連携しながら、本県の

畜産経営の改善に向けた取り組みを積極的に

行ってまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 昨日の宮日新聞の県北版の中

で、東臼杵郡市の畜連での肉用牛改良増頭研修

会の記事が目に入りました。畜産農家500人が参

加して１年１産を目指すという研修会の記事で

ありました。私も地元の児湯畜連子牛の競り市

場に時々お邪魔するわけでございますが、繁殖

農家の方からも同様な御意見があります。「今

はコスト削減による所得の確保に取り組む必要

がある。まず行わなくてはいけないのは、分娩

間隔の短縮による子牛生産頭数のアップであ

る。１年１産に近づけていくことがコスト削減

への一歩である」という御意見でございまし

た。そこで農政水産部長に、肉用牛繁殖経営の

コスト削減に効果がある分娩間隔短縮のために

どのような指導、支援を行っているのかをお伺

いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お話ございま

したように、肉用牛繁殖経営におきまして、生

産コストを削減し収益性を高めていくために

は、母牛の分娩間隔の短縮によりまして子牛の

生産効率を高めることが非常に重要であると考

えております。そのためには受胎率の向上が不

可欠でございますから、県といたしましては、

飼養管理技術や飼養環境の改善を図るための委

員会を設置し、実態調査やマニュアルの作成を

行いますとともに、日ごろから母牛の観察を徹

底し、適期の授精がなされるよう繁殖農家に対

する普及啓発を図っているところであります。

また、国や県の事業を活用しまして、受胎率向

上も図れる牛舎等の整備とか、発情発見装置の

導入支援、低コスト化についても取り組んでい

るところであります。以上であります。

○松村悟郎議員 分娩間隔の短縮についてでご

ざいますが、私の母校である宮崎大学の研究者

から、現在取り組まれている研究の一部を聞く

機会がございました。漢方薬として用いられて

いるヒュウガトウキの葉の部分を、繁殖雌牛の

分娩前後３カ月程度の期間、飼料に加えること

によって繁殖成績の改善を図るというもので、

実証実験の中で分娩間隔の短縮が図られた事例

が見られるというものであります。ヒュウガト

ウキについては、地域により、従来より家庭で

せんじて飲むなど、人に対しての効能はいろい

ろ聞いておるところであります。繁殖牛への利

用については課題はあると聞いてはおります

が、肉用牛繁殖経営農家のためのコスト削減へ

の一助になるのではと期待をしているところで

あります。そこで、農政水産部長にお伺いいた
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します。県も、例えば大学などと一緒に研究に

取り組んではいかがかと思いますが、いかがで

しょうか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） ヒュウガトウ

キ、いわゆるヤマニンジンでございますけれど

も、関係機関の資料によりますと、宮崎県の北

部から大分県の南部に自生する薬用植物でござ

いまして、人に対して、血液循環の改善、ある

いは血圧降下作用、性ホルモンの分泌促進等の

効能があるとされております。御質問にござい

ましたとおり、現在、宮崎大学の研究者等によ

ります肉用牛の分娩間隔短縮を目的としたヒュ

ウガトウキの研究が進められておるということ

は、我々も承知いたしております。県といたし

ましては、今後、ヒュウガトウキが牛の生理に

与える影響とか課題等々につきまして情報の提

供も受けながら、また当面、その研究成果を見

守らせていただきたいというふうに考えており

ます。以上でございます。

○松村悟郎議員 ありがとうございます。部長

からも今お話がありましたように、このヒュウ

ガトウキは、九州山脈の、特に宮崎県側に自生

するセリ科に属する宮崎県固有の野草でありま

す。いわゆるニホンヤマニンジンというもので

ございます。古くから県北を中心に、薬草とし

てお茶にしたりして使われております。県北の

道の駅などでも、少量でございますが販売をさ

れております。今回の試験では、通常の妊娠期

間280日を含めた出産間隔420日から450日を、ヒ

ュウガトウキを飼料に配合することで340日程度

に短縮を図るものであります。１年１産を可能

にする取り組みになるのではないかと希望を

持っております。導入には幾つかの課題はあり

ますが、例えば実生から苗の供給が大変難しい

ということから安く安定的な確保ができるかど

うか、これからの取り組み次第だと思います。

順調にいけば肉用牛繁殖農家の経営を大きく改

善できるものだと思います。また、ヒュウガト

ウキも新たなみやざきブランドの作物になるの

ではないかと、大変期待もしているところでご

ざいます。産官学の取り組みへの御支援を含め

て、これから注意深く見守っていただきたいと

思います。

次に、観光遺産の掘り起こしについてであり

ますが、知事を先頭に、一村一祭、宮崎観光遺

産という新しい切り口で宮崎の魅力をＰＲして

いただいております。地域の祭りや遺産を活用

し、県内各地においてさまざまな取り組みが行

われているようで、高鍋町におきましても県か

ら支援を受け、高鍋大師の周辺整備や灯籠まつ

りの盛り上げに地元を挙げて取り組んでおり、

地元が活気づき、大変好評であります。そこで

まず、本年度からスタートした一村一祭、宮崎

遺産についての期待や思いなど、知事の所感を

伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私が知事就任して最

初に取り組んだ仕事の一つが、県庁を観光地と

して活用することでありました。今では県庁が

人気の観光スポットになりましたが、このよう

に、身近にあってもその魅力に気づかず、生か

し切れていない多くの資源を掘り起こし磨き上

げることで、新たな魅力を創出し、宮崎独自の

アピールができるものと考えております。そこ

で、各市町村一押しの祭りやイベントを「一村

一祭」として、また、集客可能性を秘めた本県

ならではの資源を「宮崎観光遺産」として選定

し、地元が行う磨き上げや情報発信等の取り組

みに支援を行うこととしたところであります。

その結果、「チキン南蛮」や「日向ひょっとこ

踊り」などがマスメディアから取り上げられ、
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新たな観光資源として全国から注目を集めると

ともに、高鍋大師を中心とした地域を挙げての

取り組みなど、県内各地において地元手づくり

のおもてなしや交流の促進が図られておりま

す。今後とも、私が先頭に立って地域の個性あ

ふれるさまざまな魅力を全国に発信し、県内各

地の活性化や観光宮崎の再生につなげてまいり

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す。

次に、商工観光労働部長にお伺いしますが、

それぞれの地域に対する支援などの取り組み状

況についてお伺いしたいと思います。それぞれ

の市町村単体だけでの一祭り、あるいは１つの

観光遺産で完結するのではなく、既存の宮崎の

すばらしい観光資源や周辺市町村との連携が大

変大事だと思いますが、今後の展開についても

あわせてお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） まず、県

の支援についてでありますが、トップセールス

やホームページ等によりまして祭りや観光遺産

の魅力を全国に情報発信するとともに、交流促

進等の地元の取り組みに対しまして事業費の一

部を助成しております。このような中、各地域

におきましては、例えば、観光遺産の周辺整備

や、祭り・イベントのときの新たな鍋料理の開

発、参加者のためのガイド配置など、さまざま

なおもてなしの企画が実施されております。加

えまして、祭りや観光遺産からさらに発展させ

た取り組みも一部始まったところでありまし

て、議員からただいま紹介がありましたよう

に、高鍋町の灯籠まつりでは姉妹都市との交流

行事が実施され、また、日向市と美郷町におい

ても両市町が連携して祭りを活用したツアーが

実施されたところでございます。このように、

その地域の魅力や集客力をより高めていくため

には、祭りや観光遺産を、単独ではなく、隣接

市町村を含め他の観光資源と組み合わせて活用

することが重要でありますので、県といたしま

しても、このような取り組みを今後とも支援し

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。

○松村悟郎議員 観光遺産に選定された高鍋大

師は、地元が地域の観光資源を観光スポットと

して再認識して、ボランティアや子供たちが地

域ぐるみで一生懸命取り組んでおります。高鍋

大師のお化粧直しや草切りなど、みずから汗を

流して磨き上げに取り組んでいるところであり

ます。さらに、灯籠まつりでは、これまで串間

市や朝倉市、そして山形県米沢市など姉妹都市

の参加をしていただきましたが、ことしはさら

に魅力アップのために、秋月藩ゆかりの姉妹都

市、福岡県朝倉市から、秋月藩砲術林流抱え大

筒保存会の皆さんに砲術実演を実施していただ

きました。この祭りの歴史的な背景を地元とし

て再認識して、地元の自信をさらに深めるとと

もに、県内各地から多くの来場者でにぎわって

くるようになりました。このように、一村一

祭、宮崎観光遺産の選定を契機に、地域の活性

化、誇り、自信につながっていると強く感じて

おります。この盛り上がりを大切にし、県内外

に広くアピールしていただきたいと思います。

今後とも県の協力をよろしくお願い申し上げま

す。

次に、同じく観光資源の掘り起こしについて

でございます。市民マラソンのスポーツ観光へ

の効果等についてでございますが、ことしの２

月、私は都農尾鈴マラソンに参加いたしまし

た。副知事も参加でございましたが、既に41回

目を数え、参加者も3,000人を超えるような大会

になりました。関係者によると、さらに拡大し
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そうな勢いであるということでございました。

そして10月に行われました綾マラソンも、綾

町7,100人の人口を上回る7,300人のエント

リー、そして応援団を含めると綾の町も大変な

にぎわいとなっておりました。年間を通じて県

内各地でマラソン大会が開催され、県内外から

多くのランナーが参加するなど、地域活性化に

も大いに役立っていると思います。本県におけ

るマラソン大会の現状と観光面からの県の取り

組みについて、商工観光労働部長にお伺いした

いと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 本県で

は、議員から御指摘がありましたように、年間

を通じて多くのマラソン大会が開催されており

まして、近年のランニングブームの高まりや、

ランナーが楽しんで参加できる趣向を凝らした

大会の増加に伴いまして、県内外から多くのラ

ンナーが参加しているところでございます。県

といたしましては、これまで県外から多くの参

加が見込まれる大会を中心に運営の支援や大会

のＰＲを行ってまいりましたが、本年度から

は、県内で開催される主なマラソン大会の情報

を盛り込んだ「マラソンカレンダー」を、県観

光情報サイト「旬ナビ」に掲載することも始め

たところでございます。今後とも県内外に、マ

ラソン大会の開催日や特徴等の情報発信に努め

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。

○松村悟郎議員 マラソン大会自体は参加者の

参加料が大きな財源になります。まさに自主財

源で運営できる、その上、多くの参加者でにぎ

わう、さらには地元産品や観光などもＰＲでき

るなど、大変有意義なイベントであると思いま

す。最近では、スポーツ用品店にファッショナ

ブルなマラソングッズが多く並べられるなど、

競技者の底辺も大変広がっているようであり、

特に冬暖かい本県では、マラソンを活用したス

ポーツ観光に取り組むべきだと考えますが、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） 本県では多くのマラ

ソン大会が開催されております。担当課の調べ

によりますと、主なものだけでも20を超える大

会があるようです。まだすべてには参加できて

いないんですが、私も知事就任前から時間が許

す限り参加しているところであります。実際に

走ってみますと、大会が地元の皆さんの声援や

多くのボランティアの方々に支えられていると

いうことをつくづく感じるところであります。

コースが開催市町村の広いエリアにわたること

を考えあわせますと、マラソン大会は、地域住

民の交流と一体感を促進して地域を元気にする

イベントであると考えております。また、これ

らのマラソン大会は、地域の住民だけでなく県

内外から多くの方々が参加されることや、近年

の健康志向の高まりを背景に愛好者も増加傾向

にあることから、スポーツランドみやざきの推

進や観光振興にもつながっていくものだと考え

ております。ただ、青島太平洋とか綾とか、

コースをアレンジしてちょっと創意工夫をする

だけで2,000～3,000人はすぐふえるんです。こ

の前、つわぶきマラソンに参加したんですけれ

ども、いま一つぴりりとエッセンスが足りない

なと思いました。私のアイデアがあるので、ま

たそれは提言とか発案をさせていただきたいと

思っております。県といたしましても、そう

いったアドバイスも含めて、引き続き主催者や

各地域の取り組みについて支援してまいりたい

と考えております。

○松村悟郎議員 知事が参加するマラソン大会

は特にたくさんの人でにぎわうのを見ておりま
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す。知事の参加していない、あるいは副知事も

参加していない綾マラソンも大変なにぎわいで

ございましたので、市民マラソンの威力という

ものをまざまざと見せつけられたような気がい

たします。特に今月は青島太平洋マラソンでご

ざいます。先ほども申し上げましたけれども、

知事も副知事も参加ということでございますの

で、まさに関心の高いマラソン大会になるので

はないかと思います。全国的には、東京マラソ

ン、約３万人の参加というマラソンでございま

すが、30万人の応募があるということで、募集

はしたけれどもなかなか走れないというのが現

状であるということです。市民マラソンを、ど

うぞ県のスポーツ観光に積極的に取り組んでい

ただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。

次に、沿道修景美化についてでございます。

県内の道路における沿道修景の維持管理につ

いてお伺いいたします。以前は、「宮崎空港か

ら市街地に通じる沿道の美しさに驚いた」とい

う声を私自身もよく聞きました。観光宮崎が浮

揚する中で、このようなすばらしい景観が大き

く貢献してきたものだと考えます。しかしなが

ら、近年は、沿道美化・緑化は継続されており

ますが、以前に比べ維持管理に手が届いていな

いように感じられます。時々見苦しい箇所にも

遭遇することがございます。財政事情もあるで

しょうが、沿道修景の管理手法を見直すなど対

策が必要ではないかと思います。また、沿道の

美化について、行政だけではなく県民や地域と

の協働作業も必要ではないかと思います。今

後、本県の観光振興を進める上で、沿道修景に

よる景観の保全とその維持管理は非常に重要だ

と考えております。そこで、県内道路における

沿道修景の維持管理の現状と取り組みについ

て、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） 本県は昭和44

年に、全国に先駆けて「沿道修景美化条例」を

制定しまして、観光宮崎にふさわしい、花と緑

にあふれた道路環境の創出及び保全に努めてま

いりました。しかしながら、その現状は、樹木

の老齢化や厳しい財政状況の中、従前と同様な

対応が困難となってきております。このため、

今後の沿道修景美化への取り組みの一つとしま

して、今年度から、本県の代表的な沿道修景を

担っております宮崎市のデパート前交差点から

県総合運動公園までの国道220号沿線を対象とし

まして、将来あるべき樹木等の配置や管理手法

等について見直し検討を始めたところでありま

す。また、草花の植栽等による修景につきまし

ては、フラワーフェスタ等の春のイベント対応

に配慮しまして、切れ目のない一貫したものと

なるよう、今年度初めて年度をまたいだ契約を

行うこととしております。今後は、こういった

見直しを踏まえまして、県内の沿道修景のあり

方を検討していくとともに、県民の皆様との協

働や国及び市町村等関係機関との連携を図りな

がら、沿道修景美化の推進に努めてまいりたい

と考えております。以上でございます。

○松村悟郎議員 ありがとうございます。

また、公園や文化施設周辺、良好な景観が求

められる県の景観づくりに対する取り組みにつ

いてお伺いしますが、本来、公園周辺は心地よ

さや安らぎを求めて訪れる文化施設でありま

す。良好な修景や景観を保全することが特に重

要であります。このため、公園や施設は無論の

こと、その周辺地域も含めた環境整備により、

だれもが心地よくいやされる風景を形づくるこ

とが極めて重要だと思います。しかるに、一例

ですが、総合文化公園周辺においては、公園や
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文化地区として余りふさわしくないポスター類

が散見される現状であり、場所にそぐわない広

告物があるために、文化拠点としてその雰囲気

までも損なっていると私は思っております。こ

のようなケースを引用するまでもなく、県内に

は多数の公園や文化施設がありますので、心地

よい景観やいやされる風景にあふれる地域をよ

り多く形成することが急務だと考えておりま

す。県においても、良好な景観形成による地域

の魅力の維持・創出は極めて重要であるとの観

点から、平成16年には景観法を制定して、潤い

のある豊かな生活環境を創造することを目的と

したさまざまな仕組みや支援措置が整備された

ところであります。全国的にも良好な景観に対

するニーズが急激に高まる中で、本県において

も、より質の高い良質な景観形成を目指すこと

が緊急の課題であると考えております。今後、

具体的な対策を進める上で、景観や屋外広告に

対する県民意識の向上や、住民生活に身近な市

町村の景観行政との連携も、極めて重要となっ

てまいります。県はどのような取り組みを行っ

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） 本県はこれま

で、豊かな自然を生かした美しい県土づくりに

取り組んでまいりましたが、地域住民にとって

身近な周辺環境と調和した良好な景観を形成す

ることは、美しいまちづくりを進める上で非常

に重要であると考えております。このようなこ

とから、屋外広告業者に対する講習会や一般住

民等を対象とした景観セミナーの開催などを通

じまして、美しい景観づくりに対する意識やモ

ラルの向上を図るための啓発活動に取り組んで

まいりました。さらに、景観法の制定を受けま

して、平成19年４月に宮崎県景観形成基本方針

を策定しまして、これに基づき都市景観や農山

漁村景観、あるいは歴史や文化的な景観等の幅

広い分野において、住民と行政が一体となって

「美しいみやざきの創造」を目指した景観づく

りを進めることとしたところであります。県と

いたしましては、この基本方針を踏まえ、市町

村とも緊密な連携を図りながら、屋外広告物も

含めた美しい景観づくりについて、引き続き積

極的に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す。

そこで、市町村に対する県の景観行政への具

体的な支援策とその成果についてお尋ねをしま

すが、言うまでもなく市町村は地域社会の実情

をよく理解しております。また、地域住民に最

も身近な相談役でありますので、景観行政にお

いてもその主役となることが望まれます。この

ような認識に立つとき、市町村がその地域にふ

さわしいきめ細かな景観行政を行い、地域住民

が快適で心地よく安らぎのあふれる景観づくり

を積極的に進められるような体制を築くことが

重要であると思います。景観法では、このよう

な施策を推進する市町村は、県が同意した上で

景観行政団体となることができますが、小規模

市町村では、景観行政に関する知識や経験、あ

るいは技能に対する情報が少ないことから、現

段階ではまだまだ県の支援が欠かせないものと

考えております。具体的な支援策とその成果に

ついて、重ねて県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（山田康夫君） 地域の景観づ

くりは、議員御指摘のとおり、住民に最も身近

な市町村が中心的役割を担い、主体的に取り組

むことが望ましいと考えておりまして、県では

市町村の景観行政団体への移行を促進してきた

ところでございます。そのため、景観セミナー
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や研修会等の開催、また景観アドバイザーの派

遣等、景観に対する意識の向上や人材育成を目

的とした支援を行っております。また、景観行

政団体に移行した市町村が景観計画を策定する

際の費用の補助やアドバイス等も行っておりま

す。このような取り組みによりまして、最近、

景観行政団体へ移行する市町村が急増しており

まして、手続中のものも含めますと、今年度新

たに10市町村、合計で17市町村となっておりま

す。景観行政団体への移行により、住民の皆さ

んが身近な景観に関心を持ち、みずからが地域

づくりを考え主体的に取り組むきっかけとなる

と考えております。そして、地域の特性を生か

した、ほかにない美しいまちづくりが進めら

れ、ひいては地域の振興やおもてなし観光の推

進に大きく寄与するものと期待をしているとこ

ろでございます。県としましては、すべての市

町村が景観行政団体へ移行し、地域における景

観づくりがさらに進められますよう、引き続き

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す。よろ

しくお願いしておきます。

次に、教育事務所の再編についてでありま

す。

さきの９月議会の会期中に教育委員会より、

教育事務所を７事務所から３事務所へ再編する

という報告を受けました。教育主事の偏在の現

状を改善し、すべての教科の指導強化を図り、

さらに教育事務所長や総務部の人員削減も図れ

るということでありました。教育事務所再編で

それぞれの地域でうまく機能すれば問題はない

と私も思いました。

そこで、このことで地域の影響をどのように

地元では考えているかということをかんがみ、

地元の町村の教育長など関係者に意見を伺って

まいりました。児湯地域におきましては、各市

町村とも規模が大変小さく、自前で教育指導主

事を配置できないことから、学校教育や社会教

育活動においては児湯教育事務所が大変重要な

役割を果たしております。地元の声では、「大

変頼りにしており、大変ありがたく思ってい

る」という御意見でございました。そうした中

で、地域から困っているというような話も聞か

ないわけでございますが、どうしていきなり再

編が行われることになったのか、今回の教育事

務所再編は本当に地域に役立つ再編なのか、今

回の教育事務所再編の意義と効果について、教

育長にお伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 今回の教育事務所の

再編につきましては、教育事務所の専門性の向

上、市町村合併への対応、行財政改革の推進の

３つの観点から進めているものであります。ま

ず、１点目の専門性の向上につきましては、県

内７カ所の教育事務所を３カ所に統合し、１つ

の教育事務所の規模を拡大することにより、今

お話がありましたように、教科や生徒指導等の

各専門分野に対応した指導主事を配置する体制

を整えることができますことから、市町村教育

委員会及び小中学校に対して、より専門性の高

い指導・助言・援助を行っていこうとするもの

であります。２点目の市町村合併への対応につ

きましては、市町村合併に伴い、教育事務所に

求める役割が市町村教育委員会により異なって

きている状況にありますことから、教育事務所

を再編することにより、指導・助言・援助を効

率的に行っていこうとするものであります。３

点目の行財政改革の推進につきましては、教育

委員会といたしましても、全庁を挙げた行財政

改革の一翼を担っていく責任を果たそうとする

ものであります。
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○松村悟郎議員 地元の教育委員会でのお話の

中で、今回、児湯教育事務所と宮崎教育事務所

が１つになるということでございましたが、宮

崎市では自前の指導主事が19名そろっており、

児湯教育事務所と宮崎教育事務所では果たして

いる役割が異なるのではないか、そういう御意

見もございました。自前で主事を配置している

宮崎市教育委員会に対する県の宮崎教育事務所

の役割は小さいのではないかと思いますが、教

育長にお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 教育事務所は、総務

課と教育推進課の２課で構成をされておりま

す。このうち総務課では、教職員の給与・旅費

に関する業務や教職員の人事・服務に関する業

務を行っております。これらの業務の業務量

は、その性質上、教職員の数に比例するもので

ありますが、平成21年５月１日現在、宮崎教育

事務所管内の教職員数は2,297名であるのに対し

て、児湯教育事務所管内の教職員数は786名と

なっております。一方、教育推進課では、市町

村教育委員会や小中学校に対する教科指導力向

上等の専門的事項に関する指導・助言業務を

行っております。これらの業務の業務量は、学

校数、教職員数、各市町村教育委員会の派遣指

導主事の配置状況によって異なってまいります

が、学校訪問の実績を見てみますと、宮崎教育

事務所の訪問回数が児湯教育事務所の訪問回数

を大きく上回っている状況にあります。

○松村悟郎議員 また、宮崎市は、中核市とし

て人事権の移譲の要望を県に対して行っている

と伺っております。私は、県教育委員会は中核

市への人事権移譲を進めるべきであると考えて

おりますが、いかがでしょうか。教育長にお伺

いします。

○教育長（渡辺義人君） 中核市への人事権移

譲につきましては、平成17年10月の中央教育審

議会答申を踏まえまして、平成20年５月に、国

の地方分権改革推進委員会の第１次勧告におい

て人事権移譲についての方向性が示され、その

後、文部科学省において、広域での人事のあり

方や給与負担等を含め検討がなされてきている

ところであります。県教育委員会といたしまし

ては、地方分権の必要性は当然としても、一方

で、県内の均質的な教育水準と教育環境を確保

することは大変重要な課題となりますことか

ら、全国知事会、全国都道府県教育長協議会等

を通しまして、中核市への人事権移譲を検討す

るに当たっては地方の意見を十分に踏まえると

ともに、移譲の是非を含めた慎重な検討を国に

要望しているところであります。

○松村悟郎議員 今のお話のように、現在の地

方分権の流れを考えますと、そして、県もでき

るだけ市町村に権限移譲するという改革の流れ

を考えますと、できるだけ地方に権限をおろし

ていく必要があると思います。今後、宮崎市に

人事権が移譲されれば、宮崎教育事務所は本当

に役割は小さなものとなると思います。教育事

務所が本当に宮崎市に必要なのか、再度教育長

にお伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 現時点では、ただい

まの中核市への人事権移譲の検討の行方が見通

せない状況にあります。したがいまして、再編

後の教育事務所の場所につきましては、現時点

における教育事務所の業務量により判断してい

く必要があると考えております。先ほど申し上

げましたように、総務課担当業務、教育推進課

担当業務いずれを見ましても、宮崎教育事務所

の業務量が児湯教育事務所の業務量を上回って

いる状況にありますことから、再編後の中部教

育事務所の場所につきましては、現在の宮崎教
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育事務所の所在地が適当であると判断しており

ます。

○松村悟郎議員 教育事務所再編の最後でござ

いますが、10月23日に、児湯地方教育委員会連

絡協議会及び教育長連絡協議会から宮崎県教育

委員会委員長あてに要望書が提出されておりま

す。この要望書に対してどのように受けとめて

いらっしゃるのか、教育委員長にお伺いしま

す。

○教育委員長（大重都志春君） 児湯地方教育

委員会連合会会長及び児湯地方教育長連絡協議

会会長から提出をされました今回の教育事務所

再編に関する要望書につきましては、児湯地域

の各市町村にとりまして、今回の再編が、身近

にあった教育事務所が遠くなってしまうことに

より、これまでと同じ支援が受けられなくなる

のではないかという不安から提出されたもので

あると理解をしております。したがいまして、

この要望に対する回答に当たりましては、その

ことを真摯に受けとめた上で、これまでの検討

経緯や再編後の指導・助言・援助の体制につき

まして、誠意を持って御説明させていただいた

ところであります。

県教育委員会といたしましては、教育事務所

の再編後におきましても、児湯地域の市町村教

育委員会が不安を感じることがないよう、これ

までと変わらない支援に万全を期すとともに、

専門性を向上させた教育事務所の機能を十分に

生かしながら、学校教育や社会教育のさらなる

充実発展に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す。７つ

の教育事務所、それぞれ市町村からいろいろな

意見、要望も出てきていることと思います。地

域の学力格差に影響が出ないよう、十分な御配

慮をお願いしたいと思います。

次に、特別支援学校の施設整備についてであ

ります。

先般、私はみやざき中央支援学校を見学させ

ていただきました。校舎も新しく、校門までの

敷地の広さ、大きな屋根のついた玄関と、すば

らしい教育環境に感じ入ったたところでござい

ます。訪問した際は、ちょうど帰りのスクール

バスに子供たちがたくさん集まっておりまし

た。先生たちが子供たちに手を振って見送る

姿、校門に立ち、出ていくスクールバスを見送

る姿に、心温まる思いもしたものでございま

す。一方、児湯るぴなす支援学校にも時々お邪

魔させていただきますが、同校は築30年が経過

しております。耐震性は問題がないようでござ

います。防音措置もされているようでございま

すが、とびらが重く段差も多く、来年度から肢

体不自由の子供たちも入学すると聞いておりま

すが、バリアフリーやユニバーサルデザインが

最も充実しなければならない特別支援学校でご

ざいます。特別支援学校におけるバリアフリー

化の取り組み、中でも児湯るぴなす支援学校に

おけるその取り組みについて、教育長にお伺い

したいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 特別支援学校におけ

るバリアフリー化につきましては、各学校にお

ける児童生徒の障がいの実態に応じて、身障者

用トイレやスロープなど必要な施設の整備に努

めてきているところであります。このうち児湯

るぴなす支援学校につきましては、従来、病弱

児を対象としていた施設でありまして、その経

緯に応じた施設となっているところでありま

す。そうした中で近年、お話ありましたよう

に、肢体不自由との重複障がい児も受け入れて

おりますことから、その実態に応じて、身障者
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用トイレ、手すり、スロープなどの整備を行っ

てきており、今年度は身障者用トイレを増設す

ることにいたしております。今後は、知的障が

いや肢体不自由の児童生徒も受け入れていく予

定にしておりますために、特別支援学校全般の

バリアフリー化を進めていく中で、同校につき

ましてもバリアフリー化の推進に努めていきた

い、このように考えております。

○松村悟郎議員 よろしくお願いします。

特別支援学校の通学路の安全確保についてで

ございますが、住吉駅近くの国道10号線、これ

は中央支援学校あるいは明星視覚支援学校がす

ぐ近くにございます。この付近の国道10号線は

大変交通量も多いわけでございますが、白杖を

ついて通学する生徒さんも見かけます。以前

は、狭く段差もあり、歩道も大変不便な感じも

いたしましたが、最近、段差のない歩道が整備

されつつあるところでございますので、本当に

よかったなと思っております。この地域に限ら

ず、障がい者の子供たちが通う特別支援学校に

おいては、特に安全確保が重要であり、歩道整

備や毎日通う通学路の環境整備に十分配慮する

必要があると思いますが、この安全確保につい

て教育長の考えをお伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 特別支援学校の通学

方法につきましては、子供たちの障がいの特性

や程度、学校所在地の交通事情によって異なっ

てまいりますが、スクールバスや保護者による

送迎、または自転車や路線バス、ＪＲ等の公共

交通機関を利用している現状にあります。通学

の安全確保につきましては、通学手段の違いこ

そあれ、子供たち本人の安全はもちろんであり

ますけれども、保護者や地域の方々が安心でき

るように、学校におきまして、交通安全教育を

今後ともしっかりと進めていく必要があると考

えております。

御指摘の通学路の問題でありますけれども、

道路を管理する関係部局や国、市町等の関係機

関に対して、子供たちの通学の安全が十分確保

されるよう、環境整備をお願いしてまいりたい

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。よ

ろしくお願いいたします。

以上で一般質問を終わります。（拍手）

○中村幸一議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時０分休憩

午後１時０分開議

○萩原耕三副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎

県議団、河野哲也でございます。

「デフレ脱却こそがボウリングの１番ピンで

ある」、これは11月６日、延岡市で開催された

全国男女共同参画宣言都市サミットで講演され

た勝間和代氏の言葉でございます。この日は、

河野副知事が来賓で来られて、お酒の好きな牧

水の歌をそらんじられていました。見事なあい

さつでした。日本は、今、デフレスパイラル状

態であること、この状態が３年続くと日本経済

はもたないことを断言されました。ここを倒さ

ずしてほかの施策を行っても、効果は限定的だ

として、脱デフレが解決さえすれば、それぞれ

が課題解決に向かって動き出すと進言されまし

た。政府は、おくれること11月20日、日本は

「緩やかなデフレ状況にある」と、月例経済報

告の中でデフレ認定をいたしました。しかし、
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この時点で、日銀は金融政策を変更しませんで

した。政府もデフレ宣言したのみで、対策は打

ち出しませんでした。そして、日銀も11月30日

にやっとデフレ宣言をいたしました。

実は、６日のセミナー前日、勝間氏は、菅直

人国家戦略担当大臣がエコノミストから意見を

聞くマーケット・アイ・ミーティングに参加さ

れ、「まず、デフレを止めよう」と題したプレ

ゼンテーションを行い、通貨の大量発行などの

大胆なデフレ退治策を求めたそうです。納得は

得られなかったが興味を持ってもらったと、勝

間氏は評価していました。勝間氏はブログの中

で、「このまま、デフレが３年も続いてしまえ

ば、少子化対策も雇用対策も焼け石に水です。

デフレ対策は、政府と日銀が共有する政策の目

標と達成期限を政策合意として、国民に約束す

ることが一つの手段です」と述べられていまし

た。この勝間氏の提案について、ぜひ地方から

メッセージをと思い、知事にただそうと準備を

していたところ、やっと昨日、デフレ対策につ

いて、政府、日銀連携と報道されたところでご

ざいます。そこでまず、このようにデフレ対策

としての政府と日銀の大胆な金融政策が課題で

あるという意見がございますが、知事のデフレ

対策についての認識をお伺いいたします。

次に、介護問題について福祉保健部長にお伺

いいたします。

今年度、県は、今後３カ年における高齢者保

健福祉対策の指針となる、新たな「宮崎県高齢

者保健福祉計画（第五次宮崎県高齢者保健福祉

計画・第四期宮崎県介護保険事業支援計画）」

を策定されました。その中で、国は、世界に例

を見ない速さで高齢化が進展しており、平成19

年10月の推計人口における高齢化率は21％に達

したとし、宮崎県は、全国平均よりもさらに５

年程度速いペースで高齢化が進み、高齢化率は

平成12年には20％を超え、平成20年10月に

は25.1％に達しているとしています。全国平均

よりも速いペースで高齢化が進む本県は、時代

の変化と要請に的確に対応していかなければな

らないと思います。

私ども公明党は、このような状況を再認識

し、3,000人を超える地方議員で行動を起こして

おります。11月から12月上旬にかけての介護問

題総点検運動でございます。深刻化する介護現

場の実態を全国的に総点検し、本格的な高齢社

会に対応した介護のあり方など、新たな介護ビ

ジョンを組み立てていこうと取り組んでいると

ころでございます。

最近、高齢社会の深刻な実態を浮き彫りにす

るようなデータが発表されました。11月20日付

の警察発表の新聞情報データです。介護保険制

度が始まった平成12年から昨年10月までの10年

間に、全国で高齢者介護をめぐる家族や親族間

での殺人、心中などで被介護者が死に至る事件

が少なくとも400件に上るという実態の報告でご

ざいます。事件は、肉親の介護を背負った家族

が疲れ果てた末に起こるケースがほとんどで、

加害者となった介護者のうち４割は執行猶予判

決を受けております。超高齢化、家族の崩壊、

貧困、制度の不備など、さまざまな問題が絡み

合う介護社会の重い現実を浮き彫りにしている

事実だと受けとめざるを得ません。介護保険

は、これからこそ必要な制度であり、よりよい

制度につくり上げなければならない緊急の課題

だと考えます。そこで、現在の介護保険制度に

おいては家族介護が評価されておりません。現

状では家族の負担は増大しており、今後は家族

介護に対する支援も必要と考えますが、その認

識と対応についてお伺いいたします。
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次に、教育力の向上について、人的環境の観

点でお伺いいたします。

私が小学校教員時代は、「子供の最大の教育

環境は教師自身である」とし、教師そのものが

問われたものでございました。しかし、今は、

教師だけ、学校だけでは、子供の教育はできな

くなっています。多様な問題を抱え、多様な児

童を教育するためには、教師や学校をサポート

する人的環境が非常に必要になってきました。

改正された教育基本法も変化した教育情勢に呼

応し、第13条に、「学校、家庭及び地域住民等

の相互の連携協力」が示され、内容として、

「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、

教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚する

とともに、相互の連携及び協力に努めるものと

する」こととなっております。そこで、地域の

人材を活用した学校支援のあり方について、今

日まで本県教育を支え、御尽力いただきました

大重教育委員長に思いや願いをお伺いいたしま

して、後は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。

デフレ対策についてであります。先般発表さ

れた月例経済報告によりますと、日本経済は

「緩やかなデフレ状況にある」とされておりま

して、昨年の世界同時不況の影響からようやく

持ち直しの動きにある中、厳しい雇用情勢や最

近の急激な円高とあわせて、我が国経済の回復

を阻害する要因となるのではないかと心配して

おります。特に、デフレの状況が長期にわたり

ますと、事業利益の減少、これに伴う賃金の低

下や雇用の悪化、さらには需要の縮小と生産活

動の低下など、経済活動全般にわたり停滞をも

たらす、いわゆるデフレスパイラルの状態を招

くおそれがあると言われておるところでありま

す。経済基盤の脆弱な本県のような地方にとっ

て、このような状況は、生産や雇用、生活な

ど、あらゆる面において極めて深刻な影響を及

ぼすおそれがあります。このような状況を踏ま

え、先日、日銀による10兆円規模の金融緩和措

置が決定されました。私個人としては、インフ

レターゲットも必要かなと思っているんです

が、国においては、デフレや円高等の影響を的

確に見きわめ、引き続き適切な金融政策を行う

とともに、雇用対策や将来の成長につながる経

済対策など、実効性ある施策を一刻も早く実施

していただきたいと考えておるところでありま

す。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

家族介護に対する支援についてであります。

介護保険制度は、家族によって担われてきた介

護を多様な介護サービス事業者の参入により社

会的に支えていくことを基本理念として創設さ

れております。このため、家族による介護は保

険給付の対象とはされておりませんが、認知症

高齢者や高齢者のみの世帯が増加する中で、そ

の家族に対して一定の支援が必要と考えており

ます。県といたしましては、要介護者やその家

族に対する支援の基本となる介護サービス計画

に、ボランティア団体等により実施される地域

での見守りサービス等を盛り込むよう事業者を

指導し、要介護者やその家族の負担軽減に努め

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○教育委員長（大重都志春君）〔登壇〕 お答

えいたします。

地域の人材を活用した学校支援のあり方につ

いてであります。私は、子供の教育をさらに豊
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かなものにするためには、地域ぐるみで子供を

育てることが大変重要であると考えておりま

す。今日、情報化社会の進展や価値観の多様化

の中、人間関係の希薄化、規範意識の低下な

ど、子供を取り巻く環境が大きく変化する中

で、学校はこれまで以上にさまざまな課題を抱

えるようになっており、以前にも増して、これ

からは地域全体で学校を支えることが大切であ

り、そのことが、ひいては子供たちの確かな学

びと健やかな成長につながるものと思っており

ます。

これまでも地域の方々には、ボランティアと

して読み聞かせや登下校時の安全指導、学校の

環境美化など、学校を支援するためのさまざま

な活動を行っていただいているところでありま

す。おかげさまで、このような活動によりまし

て、学校と地域の連携が深まり、学校教育のさ

らなる充実が図られてきていると考えておりま

す。今後は、これまで培ってきた学校、家庭、

地域の連携を一段と深め、地域に根差した学校

として、よりよい教育・子育ての環境づくりの

ために、地域の方々が積極的に支援活動に参加

できる取り組みをさらに進めることが必要であ

ると考えております。子供たちは地域の宝であ

ります。地域の方々が一人でも多く学校や子供

の教育に関心を持ち、地域全体で子供の育成に

携わっていただくことを心から願っておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○河野哲也議員 それぞれ御答弁ありがとうご

ざいました。

知事が個人的にと前置きされましたが、やは

り勝間氏もインフレターゲットについては触れ

ておられました。勝間氏は、「デフレスパイラ

ルの恐怖は、まさに今、特になかなか職がない

若年層が一番感じている部分だ」と述べられて

おります。物価が下がる。賃金が頭打ちにな

る。雇用が縮む。消費が鈍る。ますます企業が

値下げする。物価が下がる。賃金が頭打ちにな

る。結果として雇用がなくなり、特に弱い若年

者層や非熟練労働者にしわ寄せが行っている

と、課題を我々に指摘してくださいました。今

議会でも雇用対策についてはさまざまな議論が

繰り返されておりますが、本当に喫緊の課題で

あります。その思いから、先ほども申しました

が、知事に国への強いメッセージを発信してい

ただきたいのですが、22年度県の重点施策に雇

用の確保と就業支援を挙げておられます。国の

動きを受けて、若年者雇用を初めとする雇用対

策にどのように取り組んでいくのか、お伺いい

たします。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、県

では、来年度も引き続きまして、重要施策の中

に雇用と就業支援という対策を盛り込ませてい

ただいておるところでございます。昨年、経済

・雇用緊急対策の策定以降、雇用創出と就業支

援には積極的に取り組んでいるところでありま

すが、議員御指摘のように、若年層、特に高卒

者、新卒者の就職内定率が非常に厳しい状況で

ございます。そういったことを踏まえまして、

県として県単で何かできないか、国の補助、基

金等々を利用して何かできないか、今、具体的

に担当部局と詰めた協議をしているところでご

ざいます。スピード感を持って対応しなきゃい

けないと思いますので、できるだけ早い時期に

この対策を皆さんにお示しできればと思ってお

るところでございます。経済・雇用緊急対策本

部会議におきましても、各部局共通認識のも

と、全庁挙げて雇用対策に取り組むように指示

もさせていただいているところでございます

し、今後、また国の第２次補正等も出てくると
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思いますので、そういったものも踏まえなが

ら、県として何ができるか、今後、対策を練っ

ていきたいと考えております。

○河野哲也議員 ありがとうございます。今の

答弁が強いメッセージとなって国へということ

で、ぜひともお願いしたいと思います。

今の知事のお答えの中で、第２次補正予算の

内容を踏まえながら適切にという言葉がありま

したが、新政権は、例えば10月16日に、前政権

が今の国民生活の糧にと打った子育て応援特別

手当を１枚の通知で執行停止にいたしました。

子育て中の若い夫婦の失望はいかばかりかと思

います。また、申請の準備を進めていた自治体

は無駄な経費を使ったことになります。国は削

減総額6,314億円を確保し、来年度の子ども手当

にと言われますが、今、どうも心もとない状況

になっているのではないでしょうか。

また、あの事業仕分けにつきましても、公明

党も推進した状況があります。確かに、作業が

全面的に公開されたこと、それも会場での限ら

れた人ではなく、インターネットで中継され、

全国どこでも見ることができることは画期的で

す。予算査定の生の現場が公開され、私たちの

納めた税金がどのように使われたか、使われよ

うとしているのかを見詰めることは、民主主義

の原点を確認する機会にもなったと考えます。

しかし、これも今議会で議論されておりますの

で、多くは申しませんが、改善すべき問題点が

あります。後ほど具体的に指摘したいと思いま

すが、その事業を最前線で取り組んでいる方々

を確実に不安にしているということが言えるの

ではないかと思います。知事、重複した質問に

なるかもしれませんが、これらのことは、特に

重点施策実現のためにという観点で見ると当初

予算編成へどのような影響があるか、お伺いい

たします。

○知事（東国原英夫君） さきの10月16日に閣

議決定されました国の補正予算の執行停止によ

る影響につきましては、これは何度も申し上げ

ておりますが、県内団体が行う事業への国庫補

助金の削減に伴い、これに対する県補助金の一

部が不要となる例があったものの、本県の予算

への直接の影響は今のところ出ておりません。

なお、国の補正予算で措置された子育て応援

特別手当につきましては、抜本的に見直され、

民主党マニフェストに基づく子ども手当が概算

要求に計上されましたが、その財源について地

方の負担が議論されるなど、県の予算への影響

が心配されるところであります。また、先週ま

で国の行政刷新会議で実施されていた事業仕分

けにおきまして、地域産業振興の基盤となる農

道整備事業の廃止とか、港湾整備事業の削減、

あるいは地域科学技術振興・産学官連携事業の

廃止、住宅用太陽光発電整備の導入補助金の削

減など、平成22年度の重点施策に掲げました新

たな産業の展開や低炭素社会の実現といった

テーマについて本県への影響が懸念されるもの

も含まれております。しかしながら、こうした

事業仕分けの結果が、今後、行政刷新会議の最

終判断、財務省の査定を経て、各府省庁の予算

にどのように反映されていくのか、現段階では

不透明な状況にありますので、今後も国の予算

編成の動向を注視するとともに、地域の実態や

意見を国に対し積極的に伝えていくなど、的確

に対応してまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 ぜひ、県民の声を後押しとし

ていただいて、具体的に発信していただくこと

を要望したいと思います。

介護問題について福祉保健部長にお伺いいた

します。
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我々も調査の途上で、本来なら家族介護等の

課題をデータとしてまとめてただしたいところ

でございますが、今回は動きながらお聞きした

声としてお伺いしていきたいと思います。先

日、県介護福祉士会主催の「学生と従事者によ

る意見交換会」に一般参加者としてグループに

入れていただき、意見交換をさせていただきま

した。学生、従事者、事業者などさまざまな立

場の方々から現場の声を聞くことができまし

た。学生からは主に、学校で学んだことと現場

実習でのギャップを感じるとか、利用者に自分

の存在をわかってもらえない悲しさなど、介護

を仕事として選択できるかなどの不安の声が上

がりました。また、従事者からは、キャリアの

必要な仕事であるため、続けることの難しさ、

仕事に見合ったお給料を等。事業者からは、重

度の人にとって介護報酬の限度額が低く、サー

ビスが限られる等、介護保険制度の理念と実態

がかけ離れていることを改めて実感いたしまし

た。これらの課題は、しっかりととらえていき

たいと考えます。

グループの話し合いの最後に、ケアマネ

ジャーをされている方の報告で、「母親が認知

症で、本人も自分もどうしようもなくなるとき

があるが、地域の見守りのありがたさをいつも

感じている」としみじみ語っておられたのが、

非常に印象に残っております。また、行政の支

援も訴えておりました。そこで、本県の認知症

高齢者を地域で見守る取り組みの状況について

お伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 認知症高齢者

の見守りにつきましては、現在11市町村で、認

知症高齢者や家族を支援するボランティアであ

る認知症サポーターを養成する取り組みが進め

られております。また、都城市においては、道

路横断時の危険箇所など見守りが必要な場所等

を示すマップの作成や、サポーターによる買い

物の手助けなどの取り組みが、市内各地区で進

められていると伺っております。県におきまし

ては、平成19年度から、認知症地域支援体制構

築等推進事業に取り組み、地域における見守り

ネットワークの構築や、認知症サポーターの養

成等を支援しているところであります。以上で

ございます。

○河野哲也議員 ありがとうございます。複数

のモデルが認知症高齢者として徘回するシミュ

レーションを行って、地域の方々がどのように

かかわることができるのか調査している自治体

もあるようですので、そういうのもぜひ参考に

していただいて、支援の拡大をお願いしたいと

思います。

介護問題のアンケートを持って訪問していた

ところで、高齢者虐待の記事が話題になりまし

た。改めて調べてみますと、厚生労働省が発表

した、65歳以上の高齢者に対する虐待の実態調

査結果の記事です。平成20年度に家庭内や介護

施設などで確認されたのは全国で１万4,959件

で、前年度より1,624件、12％増加し、このうち

殺害されるなど24人が死亡、また家庭内虐待の

うち被害者となったお年寄りの45.1％が介護の

必要な認知症の方で、加害者の約４割が息子

だったという深刻な実態が記事になっておりま

した。そこで、認知症等の高齢者に対する虐待

の県内の状況と虐待防止の具体的な取り組みに

ついてお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県が実施しま

した調査によりますと、市町村によって確認さ

れた、虐待を受けた高齢者は、平成20年度が119

人となっております。このうち認知症と認めら

れた方が66人であり、全体の55％となっており
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ます。県といたしましては、高齢者の虐待防止

に大きな役割を担っております市町村の体制整

備に向けて、情報の提供や助言等の支援を行う

とともに、関係機関から成る「宮崎県高齢者虐

待防止連絡会議」の開催や、高齢者福祉に携わ

るさまざまな関係者を対象とした「高齢者虐待

防止研修会」の開催等に取り組んできたところ

であります。今後とも、こうした取り組みを通

じまして、市町村等と連携を図りながら、高齢

者虐待防止に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 できるだけ当事者のそばで支

援できる体制をしっかりと考えていただきたい

なと思います。総点検運動をぜひとも公明党で

取りまとめさせていただいて、より具体的な実

態を報告させていただき、具体的な提言ができ

るよう努力していきたいと思います。

次に、シルバー人材センター事業について商

工観光労働部長にお伺いいたします。

壇上で申し上げた宮崎県高齢者保健福祉計画

の目指すべき政策の方向、６つの柱の一つに、

高齢者の積極的な社会参加が挙げられておりま

す。基本的方向として、高齢者の多様な雇用・

就業ニーズに対応するため、社団法人宮崎県シ

ルバー人材センター連合会等の関係機関と連携

し、就業機会の確保、提供に努めると明示して

あります。高齢者の介護予防につながる事業で

あり、医療費軽減に効果を上げている事業であ

ることも報告されているところであります。そ

こで、県内のシルバー人材センターの設置状況

についてお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県内のシ

ルバー人材センターの設置状況でございます

が、現在、シルバー人材センターが25カ所設置

されております。そのうち国と市町村が運営補

助しているセンターが14カ所、市町村が単独で

運営補助しているセンターが９カ所あります。

このほか、県シルバー人材センター連合会に対

し、国と県が運営補助を行っているところでご

ざいます。以上でございます。

○河野哲也議員 ありがとうございます。そこ

で、政府行政刷新会議の事業仕分けにつながる

んですけれども、事業仕分けの３日目に、シル

バー人材センターの補助見直しが取り上げられ

ました。結果は、予算を３分の１程度削減。概

算要求の136億円に対して仕分け人は、センター

の活動そのものは一定の役割を担っているとし

つつも、補助率が高過ぎて効率的な運営がされ

ていない上、民業を圧迫していると指摘、予算

の３分の１程度を削減すべきだと判定しまし

た。私は、連絡のとれたシルバー人材センター

に確認をさせていただきました。一番口にされ

ていたのが、効率的な運営ができていないと

は、どれだけ地方のセンターの現状を知ってい

るのだろうかということと、シルバー人材セン

ターの補助金というのはセンターの専従職員の

人件費補助にしか当たらないと言っておりまし

た。このような現場の実情を仕分け人たちは全

く理解していないのではということもお聞きし

ました。いただいた情報では、当日配付された

財務省作成の予算削減資料に、兵庫県加西市の

事業仕分けをわざわざ引用して、地方自治体で

も不要としているところがあると提示したそう

です。全国の自治体で事業仕分けが行われてい

るわけではないのに、そのうちたまたま一つの

自治体が不要としている結果をもって国の事業

の判定資料とするのは、非常に恣意的であると

考えます。シルバー人材センターについては、

調べた限りですが、来年度以降の運営を危惧す

る声が高まっております。県はシルバー人材セ
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ンターの意義をどのように認識しているか、お

伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） シルバー

人材センターにつきましては、高年齢者に対し

まして、地域社会の日常生活に密着した就業機

会を確保・提供し、高年齢者の生きがいの充実

や社会参加の促進によりまして、地域社会の活

性化を図ることを目的として設置されていると

ころでございます。今後、高齢化が一層進む中

で、地域社会においてシルバー人材センターの

果たす役割はますます重要になるものと認識し

ておりますので、県シルバー人材センター連合

会や宮崎労働局と連携し、今後ともシルバー人

材センターの事業の活性化に努めてまいりたい

と考えております。以上でございます。

○河野哲也議員 国におきまして、政府判断に

なると思いますけれども、予算的には全体から

見ると本当に少額かもしれませんけれども、何

とかしっかり考えていただいて、今後ともセン

ターの支援については調査していきたいと考え

ております。

がん検診について、今回は特に女性特有のが

ん検診推進について福祉保健部長にお伺いいた

します。

県民の皆様の署名が後押しとなり、我々公明

党も推進させていただいた乳がん・子宮頸がん

検診無料クーポン券配布が行われました。我々

は啓発活動として、がん検診50％受診率アップ

のため、「がん検診無料クーポンによる受診

を」とのチラシを配布するお知らせ運動もさせ

ていただきました。そこでまず、女性特有のが

ん検診推進事業について、前回、各市町村、10

月には完了すると答弁をいただきましたが、無

料クーポン券の配布状況はどうなっているで

しょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 女性特有のが

ん検診推進事業は、一定の年齢の女性に対し、

子宮頸がん及び乳がん検診の無料クーポン券と

検診手帳を配布することにより、検診受診率の

向上を図ることを目的として実施されるもので

あります。現時点において27市町村が無料クー

ポン券の配布を終えており、今月中には全市町

村で配布が完了する予定となっております。

○河野哲也議員 ありがとうございます。全国

では、無料クーポン券ということで、早速、検

診率向上に貢献している等の報告が上がってい

ます。県内、早いところでは３カ月たっている

と思いますが、無料クーポン券配布が検診の向

上につながっている状況はありますか、お伺い

いたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 無料クーポン

券は、早い市町村では８月ごろから配布されて

おります。年度途中ですので、受診率の前年度

との比較はできませんが、今回の無料クーポン

券の配布を受けて、初めて検診を受診しようと

される女性からの問い合わせが市町村に寄せら

れるなど、本事業が検診への関心、きっかけづ

くりとしての効果を発揮しているものと考えて

おります。

○河野哲也議員 全国的にプラスの方向に働い

ているということで、ぜひ県内でも促進をして

いきたい、そのように考えています。

本年度の補正予算で実施された子宮頸がん検

診の無料クーポン券配布に加え、昨日、田口議

員も紹介されましたが、10月には子宮頸がん予

防ワクチンが国内で初めて正式承認を受けまし

た。このこともお知らせ運動の中で語らせてい

ただきました。対話の中で、検診受診率向上の

ための具体策として、買い物のついでに検診で

きる検診ルームの設置とか、友達と行くとプレ
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ゼントがもらえるなど特典がつくとか、検診が

うまい下手などのお医者さんの技術、医療機関

の情報など受診時に参考になるものを自治体

が、県、市町村が受診者に提供する、そういう

声などもいただきました。ありがたいこと

に、11月４日の衆議院予算委員会において我が

党の斉藤政調会長が、クーポンは５歳刻みで５

年たたないとすべての人に行き渡らないとし

て、無料クーポンの継続を要請したところ、長

妻厚生労働大臣から、「継続したい。概算要求

で要求している」との答弁がありました。本県

も知恵を結集して受診率向上を重要課題として

いただきたいと考えますが、女性特有のがん検

診について、受診率50％達成に向けた今後の取

り組みをお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 宮崎県がん対

策推進計画では、平成24年度のがん検診受診率

の目標値を50％としておりますが、本県の平

成19年度の受診率は、子宮がんが21.8％、乳が

んが7.7％となっております。県としましては、

ピンクリボン活動などによる啓発活動を行うと

ともに、市町村や検診機関に対し、休日検診の

実施など女性の方が検診を受けやすい体制の確

保について要請しているところであります。ま

た、無料クーポン券の配布を行う「女性特有の

がん検診推進事業」は、子宮がんや乳がんの検

診受診率を大きく伸ばす契機になると考えてお

りますので、引き続き、国に対し事業の継続に

ついて要望してまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 もしかしたら本県の受診にマ

イナスに働く要因なんかが分析されて、それを

取り除いて向上につながるような、そういう支

援をぜひお願いしたいと思います。

教育力の向上についてでございます。

大重教育委員長、御答弁ありがとうございま

した。どうか今後とも本県教育を支えていただ

きたい、そのように思います。

11月22日、大分市で開催された「第７回全国

おやじサミットin大分」に、私の子供が通って

いる学校のおやじ会のメンバーと一緒に参加し

ました。私も、実を言うとメンバーです。全国

のおやじの会のメンバーが一堂に会して、「お

やじ会の維持の仕方」「楽しいイベントの成功

の極意」「地域とのつながり」「おやじが子供

を守る」などの分科会に分かれて、各会場とも

熱のこもった報告会がありました。規約を設け

ず、活動はできるときに無理をせず、思い切り

子供と楽しむというスタンスで、本当にできる

範囲でおやじ会として子供にかかわっているこ

とが成功の秘訣だ、そのように感じました。

ところで、本県には、それぞれの立場で子供

にかかわることをコーディネートする学校支援

地域本部が17市町21本部に委託されています

が、この学校支援地域本部事業のこれまでの成

果と今後の取り組みについて、教育長にお伺い

いたします。

○教育長（渡辺義人君） 学校支援地域本部事

業は、学校、家庭、地域が一体となって子供を

育てる体制を整えることを目的としておりまし

て、具体的には、学校と地域を結ぶコーディ

ネーターが調整を行い、学校が必要とする活動

に地域の方々がボランティアとして参加してい

ただくものであります。事業初年度である平

成20年度は、延べ２万5,000人を超える地域の

方々に、登下校時の安全確保、環境整備、学校

行事への協力、学習支援活動などに参加してい

ただいたところであります。また、今年度は、

例えば企業のＯＢによる中学校数学の学習支援

など、各地域で特色のある取り組みもなされ、

昨年度以上に充実してきているところでありま
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す。このような活動によりまして、教職員がよ

り深く子供と向き合うことができるようにな

り、教育活動の充実が図られているものと考え

ております。学校支援地域本部事業は、地域の

教育力がまさに生きる事業でありますので、今

後とも、実施主体となります市町村の積極的な

取り組みを促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 この事業は時限の事業ですの

で、何とか拡大と継続をどうかよろしくお願い

したいと思います。

午前中も質問がなされましたが、今回の教育

事務所の再編で、県北の各市町村教育委員会

は、学校、教師に対しての指導力が低下するこ

とを非常に懸念されております。教育事務所の

責務というのは、学校、とりわけ教師の技量向

上を図ることで、教育基本法や学校教育法で掲

げている教育の目的を実現することだと私は考

えます。今回の教育事務所の再編に伴って市町

村教育委員会へもたらされるメリット・デメ

リットについて、教育長、重複するかもしれま

せんが、お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 今回の教育事務所の

再編につきましては、教育事務所の専門性の向

上を大きな目的としているところであります。

再編によりまして、一つの教育事務所の規模が

拡大し、教科や生徒指導等の各専門分野に対応

した指導主事を配置する体制を整えることがで

きますことから、市町村教育委員会に対しまし

て、より専門性の高い指導・助言・援助をより

的確に行うことができるようになると考えてお

ります。一方で、今回の再編によりまして、教

育事務所までの距離が遠くなる地域が生じるこ

とは事実であり、このような地域の市町村教育

委員会からは、「これまでどおりの支援が受け

られるのか」との不安の声も聞かれるところで

あります。県教育委員会といたしましては、今

回の教育事務所の再編は、市町村教育委員会に

対する指導・助言・援助の質及び量を維持充実

させることを基本方針といたしまして、教育事

務所の担当リーダー以下の職員は現在の職員数

を維持することにいたしておりますので、その

ような体制の中で指導・助言・援助に万全を期

していくことにより、市町村教育委員会の不安

を解消していきたいと考えております。以上で

す。

○河野哲也議員 指導・助言の担当リーダー以

下の職員、指導主事の人数については維持する

ということは確認しておきたいと思います。

教育長、学校訪問や教員研修の場で、指導主

事による模擬授業とか模範授業を見られたこと

はございますか。

○教育長（渡辺義人君） 模擬授業の例になり

ますけれども、ことしの７月から８月にかけま

して、県内３つの地区で、新しい学習指導要領

の趣旨を生かした授業が実践できますように、

約2,000人の小中学校の教師を対象に、すべての

教科等で、指導主事などによる模擬授業を盛り

込んだ研修を行ったところであります。この研

修の参加者からは、「来年度もぜひ参加した

い」「学校でも実践してみたい」といった声が

あったとの報告を受けております。私自身であ

りますけれども、スーパーティーチャー等によ

る授業は幾度か直接見ておりますけれども、残

念ながら、指導主事による授業というのは今日

までまだ見る機会に恵まれておりません。した

がいまして、今の研修事業を次年度も計画いた

しておりますので、ぜひ私も直接行って見てみ

たいというふうに考えております。以上です。

○河野哲也議員 ありがとうございます。実
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は、私も現職時代、助言とか指導はありました

けれども、指導主事から模範授業というのは見

せていただいたことはありません。本当に模範

授業がされているということを確認しました

が、大変すばらしいことだと思います。宮崎な

らではの教育というのが実現できる、そのよう

に思います。議員にさせていただいて全国の教

育研究会に調査に行く中で、見るチャンスがあ

りました。やはり指導者として、してみせるこ

と、これは基本の指導法である、そのように考

えます。例えば、前回提案させていただきまし

た観光立国教育の授業とか、指導主事の提案授

業、そういうことができないか、またピサ型の

学力向上の授業を指導主事が教師に示すことは

できないか、そういうふうなことを考えており

ます。指導主事の資質向上のために教育委員会

はどのような取り組みをしているか、教育長、

お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 十分御承知かと思い

ますけれども、指導主事は、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律におきまして、「教育

に関し識見を有し、かつ、学校における教育課

程、学習指導その他学校教育に関する専門的事

項について教養と経験がある者でなければなら

ない」と規定をされております。したがいまし

て、指導主事への任用に際しましては、教員を

対象として、論文・面接による試験を実施した

上で、力量を備えた職員を慎重に見きわめまし

て、適任者を任用しているところであります。

このようにして任用されました指導主事につき

ましては、本庁の各課や教育事務所、教育研修

センター等に配置されまして、学校教育に関す

る専門的事項の指導に関する事務に従事をいた

しておりますが、指導主事として、より多角的

な視点を身につけさせる観点から、おおむね２

年～３年のサイクルでできるだけ業務内容の異

なった所属への人事異動を行うことにいたして

おります。また、市町村からの要請に基づきま

して市町村教育委員会に派遣される指導主事に

つきましては、学校現場と密接な場所で市町村

固有の課題に直面しながら業務を遂行いたしま

すことから、より実践的なスキルアップにつな

がっていると考えます。

なお、先ほど議員からお尋ねのありました模

擬授業等につきましては、今年度初めて大規模

に実施いたしたところでありますが、指導主事

の資質向上にもつながりますことから、今後も

このような形での取り組みを取り入れてまいり

たいと考えております。以上です。

○河野哲也議員 今回、この質問を作成すると

きに、県庁のホームページ、教育委員会の欄を

調べてみましたら、非常に充実して、教育委員

会の存在意義というか、それが明確にわかるよ

うになりました。どうか、ぜひしっかりと指導

主事の資質向上等を含めて取り組んでいただき

たい、そういうふうに思います。

おやじサミットの２日目は、「世界一受けた

いおやじの授業」の参観でした。担当学校の

オープンスクールに合わせて、その学校に通っ

ている子供の父親が、自分の仕事を生かした授

業を公開していました。大学教授とか、ドク

ターとか、音楽家とか、県庁職員等々でありま

した。子供たちは満面の笑顔で受けておりまし

た。オープンスクールでありましたので、地域

の人が参加していました。そのとき、お一人お

一人がネームプレートを下げていました。色が

違っていましたので、識別できるようになって

いたと思います。学校の危機管理の高さを非常

に感じました。オープンスクールで学校を開放

しながら、しっかりとそういう危機管理をやっ
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ているんだなと感じたそのとき、とっさに５年

前の寝屋川、９年前の池田小の事件を思い出し

ました。私は、何年前でしたか、小学校の門の

開閉の調査をさせていただいて、学校の危機管

理についてたださせていただいたことがあると

思いますけれども、再度、その質問、ちょっと

確認したいと思います。登下校時における声か

け事案、学校への不審者侵入事案について、過

去３年間の状況をお伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 県警察本部のまとめ

によりますと、18歳以下の子供に対する声かけ

事案の認知件数は、平成19年が333件、平成20年

が271件であり、平成21年は10月末現在で250件

が報告されています。また、子供に危害を加え

る目的で学校に侵入した事案についての学校か

ら県教育委員会への報告は、過去３年間ござい

ません。

○河野哲也議員 不審者という部分では事件性

の確認がないということですが、声かけ事案に

関しましては、内容を確認してみると、一歩間

違えば大きな事件につながる事案が数多く発生

しております。再度、確認ですけれども、学校

の安全対策についてどのように取り組んでいる

か、お伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 各学校におきまして

は、事務室に受付を設け、来校者に対して、記

名の上、名札着用を義務づけたり、職員が進ん

で声をかけたりするなどしております。また、

危機管理マニュアルの整備や、不審者侵入を想

定した防犯避難訓練の実施など、緊急時に備え

た取り組みも行っており、安全な学校づくりに

努めております。県教育委員会といたしまして

は、本年度から学校見守り支援事業をスタート

させ、子供の安全を確保するため、学校周辺や

通学路などを巡回警備する学校巡回指導員を県

内に60名配置しております。また、県内各地で

見守り活動を行っていただいている保護者や地

域のボランティアの方々を対象に、スクール

ガード養成研修を開催しており、本年度は約400

名の参加を見込んでいるところであります。今

後とも、警察との連携を深め、保護者や地域の

方々の御協力をいただきながら、子供の安全確

保に努めてまいります。

○河野哲也議員 「教育力の向上を支えるのは

安心である」と結ばせていただいて、質問のす

べてを終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○萩原耕三副議長 次は、押川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） 西都市・

西米良村選出、自由民主党の押川修一郎でござ

います。それでは、通告に従いまして質問をさ

せていただきます。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

さきの総選挙において、自由民主党は残念な

がら大敗を喫しました。このことは謙虚に反省

し、今後、国民の声にしっかりこたえていける

よう、党の再生を図っていく必要があるものと

考えているところであります。また、民主党を

中心とする新政権には、この機会に真に国民の

声にこたえ、特に弱い立場にある人や、本県の

ように財政力が弱く社会資本整備のおくれた地

域のための新しい政策を実現してもらいたい

と、大所よりエールを送りたいと思います。

新政権は、地域主権という大きな看板を打ち

立てて、総選挙において県内でも多くの票を獲

得されました。本県は、これまでいろいろな面

でおくれてきておりましたので、県民はこの地

域主権というすばらしい看板に大きな期待を寄

せ、きっと弱い立場、苦しい状況に置かれた地

方に光が当たるものと信じておられると思うと
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ころであります。しかし、残念ながら、今回行

われました事業仕分けなどの状況を見ますと、

どうも都会的感覚で、専門外の方々で、例えば

農道整備は要らないと、いともあっさり廃止を

される。また、本県の命綱である地方交付税ま

でも事業仕分けのたたき台にのせ、地方には無

駄が多いと叱責するなど、本県を初めとする財

政力の弱い地方自治体を裏切るような動きが目

についてきております。地方の人が、都市部の

人と同じような整備を行い人並みの生活水準を

目指すことが、どうしていけないのでしょう

か。これから先、ますます都市部中心の議論が

進み、我々の地方が切り捨てられるような、そ

んなことになってはいけないと強く感じている

ところであります。

そこで、このような状況の中で、これからの

宮崎県を、どのような方法であるべき姿を描き

ながら導いていこうとされるのか、知事にお聞

かせをいただきまして、壇上からの質問を終わ

り、後は自席のほうから質問させていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 今後、我が

国は、本格的な少子高齢・人口減少社会を迎

え、国・地方を通じて厳しい財政状況が予想さ

れますが、そのような中、我が国の将来を支え

るのは、地方の活力であると私は信じておりま

す。そのためには、まず、地方が真に自立でき

る社会や経済のシステムを確立することが不可

欠であり、地方のことは地方みずからが決定し

実行していけるよう、地方分権あるいは地域主

権を大きく推進していく必要があると考えてお

ります。あわせて、地方においては、分権社会

にふさわしい体制を整えるとともに、しっかり

とした戦略を立て、だれもが生き生きと暮らし

ていけるような個性と活力に満ちた地域づく

り、産業づくりを行っていくことが求められる

と考えております。このようなことから、私

は、本県が個性と活力に満ち、真に自立した地

域として輝いていけるよう、地方分権の推進に

努めてまいりますとともに、現在策定中の新た

な総合計画におきましては、少子高齢・人口減

少社会における成長戦略として、宮崎ならでは

の資源や特性を最大限生かした地域づくり、産

業づくり、さらに本県の発展の基礎となる人材

の育成など、本県の将来ビジョンをしっかりと

描いてまいりたいと考えております。〔降壇〕

○押川修一郎議員 宮崎が好きで、さらによく

したいという思いが伝わる答弁をいただき、あ

りがとうございました。知事になられて約３年

になりますが、県には今まで、宮崎県としての

あるべき姿、進む方向、いわゆる物差しとなる

ようなものがなかったと理解してよろしいで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 中長期ビジョンでの

総合計画というのはなかったと思います。それ

はどこの自治体もそうなんですけれども、本県

が今回、20年、30年先、この宮崎県の目指す方

向性というのを中長期ビジョンで総合計画とし

て立てさせていただくというのは、自治体でも

初めてだと認識しております。

○押川修一郎議員 それでは、知事の任期中

に、今ある宮崎の姿をもとに、県民の皆様のさ

まざまな意見を生かしながら、20年後を見据え

た計画をつくり上げていく作業が進められるこ

とになりますが、次の新たな総合計画に対する

知事の思いというもの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） 先ほども申し上げま

したとおり、少子高齢化、人口減の社会で、こ

の地域が個性ある、この地域の特色が光り輝く
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地域にするためには何をしなきゃいけないか、

これから県民総力戦で、県民の皆様一人一人が

御自覚をいただき、政治参画、行政参加をして

いただき、官民一体となって地域づくりをし、

小さいけれどもぴりりと辛いというような、あ

るいは九州、全国、アジアの中で光り輝いてい

るような、そんな活力に満ちた宮崎県というの

が私の理想であります。

○押川修一郎議員 今の知事の答弁の中で、20

年という長期の中で、じゃだれがそれを担うの

かということを、やはり県民、我々もそうであ

りますけれども、どこまで知事が携わられるの

かということを、知事に再度お聞きしたいと思

います。

○知事（東国原英夫君） 今考え得る限りの状

況というのを予測しまして、人口減、高齢化、

そういったものをなるべく防ぐ、それらの進行

をおくらす、あるいは今の人口等々をできれば

維持するというような成長戦略、こういったも

のが肝要だと思います。そのために、私もずっ

と言わせていただいていますけれども、人材の

育成と産業の育成、この２つ、二本柱でこの宮

崎県、そしてまた、産業はどういう特色のあ

る、あるいは人材育成にはどういう宮崎の特色

を生かしていくかということを、この私の今の

情熱を、中長期の総合計画にはふんだんに盛り

込んでいき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した。

ぜひ長くこの長期ビジョンに携わっていただき

ますように、お願いをしておきたいと思いま

す。

次に、当初予算についてであります。

国の当初予算概算要求を見ますと、公共予算

は極めて厳しいと思います。国土交通省の公共

事業関係費が対前年比86％、農林水産省の公共

事業費が同じく85％とのことで、極めて厳しい

状況だと認識をしました。さらには、国土交通

省も農林水産省も、直轄事業など自分の事業費

の確保を優先するため、地方向けの予算は対前

年度比80％はおろか、かなり下がるという話も

聞いておるところであります。県の当初予算編

成方針に示された補助公共事業費の対前年度

比95％のシーリングは、とても確保できないの

ではないかと思います。加えて、新政権の事業

仕分けでは、農道整備事業の廃止も出されてい

る状況で、公共予算はどうなるのか心配をして

いるところであります。そこで、補助公共事業

の対前年度比95％の確保は可能なのか、県土整

備部、農政水産部、環境森林部の部長にお伺い

いたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 環境森林部に

関します平成22年度の国の公共事業の概算要求

額につきましては、対前年比84.7％ということ

であります。さらには、事業仕分けの結果を踏

まえますと、非常に厳しいものになるというふ

うに考えておりますが、本県は全国有数の森林

・林業県でありますので、その影響が懸念され

るところでございます。治山・林道事業は、県

民の生命・財産を守り、林業や山村地域の振興

を図る上で極めて重要な事業でありますので、

山地災害等の復旧や林道整備の進捗に支障がな

いよう、国に強く要望し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） 農政水産部関

連の国の公共予算につきましては、概算要求で

対前年比84.7％となってございまして、さらに

事業仕分けの結果を踏まえますと、大変厳しい

状況となっており、農水産業を基幹産業とする

本県にとりまして、多大な影響が懸念されると

ころでございます。農業農村整備事業あるいは
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漁港漁場整備事業の推進は、本県の農水産業と

農山漁村の活性化を図る上で必要不可欠でござ

います。本事業の推進に支障がないよう、今後

とも、本県の実情を訴えながら、必要な予算の

確保に向けて、強く国に働きかけてまいりたい

と存じます。以上であります。

○県土整備部長（山田康夫君） 県土整備部の

公共事業予算に関係する平成22年度の国の概算

要求は、対前年比86％であり、さらに事業仕分

けの結果を踏まえますと、大変厳しい状況と

なっておりまして、高速道路ネットワークの整

備や、安全で安心な県民生活を確保するための

防災対策など、本県の社会資本整備への影響を

危惧しているところであります。このため、今

後とも国に対し、必要な予算の確保や社会資本

整備がおくれている地方への重点配分を強く要

望してまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○押川修一郎議員 ただいま三部長のほうか

ら、大変厳しいということで、国への要望をし

ていくということでありますけれども、ただで

さえ県内建設業は極めて厳しい状況が続いてお

り、さらに事業量が大幅に落ち込むこととなる

と、県内経済全体に及ぼす影響も非常に大きい

と思われます。そこで、県内建設業対策につい

てどのように取り組んでいかれるのか、知事に

お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 県におきましては、

大変厳しい状況にある建設産業の対策を重点施

策に位置づけさせていただきまして、経営相談

窓口の設置や新分野進出を図る建設業者に対す

る助成、金融支援など、各種の支援を行ってい

るところであります。また、公共事業につきま

しては、本年度は６月及び９月に、合わせて183

億円の増額補正を行いまして、切れ目のない発

注に努めるとともに、入札制度につきまして

も、最低制限価格の引き上げや、地域企業育成

型を初めとする総合評価落札方式の拡充などの

対策を講じてきたところであります。このよう

な中で、平成22年度における国の公共事業予算

の大幅な削減が見込まれておりまして、今後の

建設産業を取り巻く経営環境というのは、一段

と厳しさを増すのではないかと考えておりま

す。県といたしましては、今後とも、機会ある

ごとに国に対し、公共予算の地方への重点配分

等について強く要望するとともに、入札制度の

検証と見直し、さらには建設業者の実情に応じ

たきめ細やかな支援などに努めてまいりたいと

考えております。

○押川修一郎議員 大変厳しさというものが伝

わるわけでありますけれども、来年度当初予算

に公共の特別枠を設けるべきだと思いますが、

総務部長、お尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 県の大変厳しい財

政状況の中でございますが、やはり財政運営に

当たりましては、まずは財政改革プログラムに

基づきます収支不足の圧縮に着実に取り組んで

いく必要があると、この基調は変わらないとい

うことでございます。御指摘の第１期の財政改

革推進期間における特別枠につきましては、県

単公共事業の対前年度比30％減という非常に厳

しいシーリングを設定いたしましたことから、

激変緩和的に措置をしたものでございます。こ

れに対して現在の財政改革プログラムでは、新

直轄事業あるいは公共施設の県単維持管理経費

を除いて、対前年度比５％減程度ということ

で、緩やかな縮減を図ることとしておりますの

で、状況を異にしているというふうに考えてお

ります。したがいまして、本県の厳しい財政状

況等を踏まえますと、今回、特別枠を設けるこ
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とは困難であると考えますが、国による予算配

分におきまして、社会資本整備がおくれている

本県への重点措置が行われるのか、これは注視

をしていく必要があるものと考えております。

いずれにいたしましても、県内景気の現状は十

分認識をしておりますので、来年度重点施策に

建設産業対策を含む「雇用の確保と就業支援」

を掲げておることからも、選択と集中の理念の

もとで、的確な対応に努めてまいりたいと考え

ております。

○押川修一郎議員 公共予算確保が難しいとい

うことはわかるわけでありますけれども、しか

し、社会資本整備が低い、あるいはおくれてい

るところには、手厚い予算配分がなされて当然

だというふうに思います。陳情、要望の仕方は

工夫していただくとして、本県の来年度の予算

確保に向けて、知事の意気込みのほどを聞かせ

ていただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 非常に財政が逼迫し

ております。これは本県だけの課題ではないん

ですが、特に財政基盤の脆弱な本県等において

は、交付税のあり方、一括交付金等々、新しい

施策等々も注視してまいりたいと思っておりま

す。いずれにしろ、財政的に非常に厳しい状況

ですので、地方の財源の確保、財政調整、そう

いったものはきちんと国に対策を練っていただ

きたいということを、強く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した。

先ほど特別枠について質問させていただきまし

たけれども、「財政改革上、困難」と答弁が

あったところであります。しかし、やはりそこ

には手当てが必要だというふうに思います。特

別枠じゃなくても結構でありますから、何らか

の格好で対策を打っていただきますように、強

く要望しておきたいと思います。

次に、和牛精液流出を受けての今後の対策と

いうことで質問をさせていただきます。初日、

丸山議員のほうからもあったところであります

けれども、本年４月に県畜産試験場で発覚した

和牛の凍結精液盗難事件については、畜産界を

初め県民にも衝撃が走ったのは記憶に新しいと

ころだと思います。このようなやみルート流出

事件の反省総括をされて、県有種雄牛凍結精液

の県外流出防止策を構築されたとのことです

が、導入する県有種雄牛凍結精液の需給管理の

ための新たなシステムの具体的な内容につい

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） 今回補正でお

願いしております県有種雄牛凍結精液の需給管

理システムにつきましては、家畜人工授精師等

が、授精の都度、種雄牛や母牛の名前、精液証

明書番号、家畜人工授精師等の氏名などを携帯

端末に入力しまして、インターネットを通じて

即時に県の家畜改良事業団に報告されるもので

ございます。また、これまで家畜人工授精師等

に報告義務が課せられていなかった凍結精液ス

トローの毀損等につきましても、報告をしてい

ただくこととしております。これらシステムの

活用によりまして、家畜改良事業団が製造した

県有種雄牛凍結精液の需給状況がリアルタイム

に把握できるとともに、家畜人工授精師等が保

有しております凍結精液の在庫管理も可能にな

るものと考えております。以上であります。

○押川修一郎議員 次に、そのシステムの導入

によって、県有種雄牛凍結精液の不適正な流通

を防ぐことができるようになるのか、同じく農

政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） ただいまお答

えしましたとおり、新たな今回の需給管理シス
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テムの導入によりまして、家畜人工授精師等の

凍結精液の利用状況をリアルタイムに把握する

ことが可能になると考えております。また、あ

わせまして、凍結精液の適正利用を確保するた

め、家畜人工授精業務の適正な運用を管理監督

する管理委員会を設置しますとともに、家畜保

健衛生所の立入検査の際には、地域の家畜改良

協会の立ち会いを求めるなど、新たな管理・検

査体制を整備することとしております。このよ

うに、需給管理システムと管理・検査体制を一

体的に運用することによりまして、本県種雄牛

凍結精液の適正な流通を確保してまいりたいと

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

ひ今回のような事件が起こらないような形の中

で、万全な管理をお願い申し上げたいと思いま

す。長崎県においても、和牛精液容器1,300本が

紛失して、管理担当者が自殺をされたというよ

うな新聞報道もあるようでありますから、そう

いったことがないような形の中での管理を、よ

ろしくお願い申し上げておきたいと思います。

次に、午前中、松村議員のほうからも畜産に

関する質問があったところでありますけれど

も、私は、価格が安定するために、繁殖牛の母

牛更新についてということでお伺いをさせてい

ただきます。私は、地元郡市畜連市場の子牛競

り市によく行くのですが、数年前の高値取引と

違い、昨年来の経済の冷え込み等により、安値

取引が続いております。原因はこれだけではな

く、母牛の高齢にもあると、関係者の方々は話

をされます。実際、繁殖農家の方々も、そのこ

とには理解をされておられるのですが、安値市

場であっても、母牛を買おうとすると、その子

牛は値段が高いため買い控えをされる。結局、

県外に血統のいい子牛が出ていくことになると

いうことであります。そこで、県としても、血

統のよい子牛を母牛更新として導入しやすいよ

うな対策はないのか、農政水産部長にあわせて

お伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 最近の和牛の

子牛価格は低迷しておりますけれども、この要

因といたしまして、やはり、高齢で能力の低い

繁殖雌牛から生産された子牛が平均価格を下げ

ているといった実態がございます。このため、

能力の低いとされる古い血統パターンを持って

おります繁殖雌牛等を、市場の需要に沿った、

より能力の高い繁殖雌牛に更新することにより

まして、優良な子牛の継続的な供給が可能とな

り、子牛価格の上昇と安定化が図られるものと

考えております。県といたしましては、本年度

より、優良繁殖雌牛の更新に対して助成を行い

ます「宮崎牛資質向上緊急対策事業」を県の単

独事業として創設したところでありまして、国

の事業も積極的に活用しながら、平成23年度ま

での３年間で約１万頭の繁殖雌牛の更新を行う

こととしております。以上であります。

○押川修一郎議員 本年度より優良繁殖雌牛の

更新に対して助成を行う「宮崎牛資質向上緊急

対策事業」の創設と、国の事業を活用するとい

うことでありますけれども、このことについて

農政水産部長に説明をお願いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） ただいま申し

ました能力の低い繁殖雌牛を淘汰し、能力の高

い雌牛に更新する場合の助成でありますが、国

のほうで２つの事業、それから県のほうで、た

だいま申し上げました県単事業１つを措置して

おるところであります。まず、国の事業のほう

でありますが、「肉用子牛資質向上緊急支援事

業」につきましては、家畜市場において基準価

格を下回って取引された子牛を生産した母牛に
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ついて農家が更新する場合に、１頭当たり５万

円を助成するものでございます。それから、も

う一つの「優良繁殖雌牛更新促進事業」であり

ますけれども、農協が、雌牛を導入し更新を行

う農家に対して貸し付けを行う場合に、１頭当

たり20万円を限度に、その購入費用の３分の１

を助成するというものであります。それから、

先ほど申し上げました県の事業でありますが、

「宮崎牛資質向上緊急対策事業」でございます

けれども、市町村、農協等で構成しております

地域協議会が、更新を行う農家に１頭当たり５

万円の助成を行う際に、その２分の１を県のほ

うで助成するというものでございます。県とい

たしましては、今後とも、これらの事業を積極

的に推進することによりまして、本県繁殖雌牛

のさらなる能力向上に努めてまいりたいと存じ

ます。以上であります。

○押川修一郎議員 国の事業で１頭当たり５万

円ということでありますけれども、これが何と

か倍ぐらいになるように、国のほうにもまた要

望をお願いしたいと思います。さらに、この１

万頭の確保に向けても、関係の方々と一緒に

なっていただいて、更新ができるようにお願い

しておきたいと思います。

次に、たばこ増税についてであります。民主

党政権になって間もない10月に、たばこ増税の

話が出てまいりました。現在300円程度であるた

ばこを1,000円ぐらいにするという話でありまし

たが、最近では500円とか600円ということであ

ります。いずれにしましても、現在のたばこの

価格からすると２倍程度ということで、愛煙家

の皆さんの負担も大変重くなると思います。一

方、現在国においては、事業仕分けと称して、

さまざまな事業の廃止や見直しが毎日のように

報道されていますが、マニフェストに基づく政

策を実現しようとすれば、その財源を確保しな

ければならないのは当然であります。しかし、

取れるところから取る、取りやすいところから

取るとしか見えないのは私だけでしょうか。こ

れまでもたばこ税については、１本当たり１円

程度の税の引き上げが行われてきましたが、喫

煙者の減少等により、さほど増収効果はなかっ

たと聞いておるところであります。今回のよう

に、１本当たりに直せば10円から15円以上も値

上げされるということになると、果たしてどれ

だけの消費量が減少するのでしょうか。たばこ

の消費量が減少することにより、原料となる葉

たばこの需要も減少し、ひいては国産葉たばこ

を生産されている農家の耕作面積が削減される

ことになることは明らかであります。葉たばこ

は、本県の畑作地帯において極めて重要な作物

でありまして、たばこ増税の影響は、葉たばこ

主産県の本県にとって大きいのではないかと考

えております。そこで、たばこ増税等の動きの

中で、本県のたばこ税の状況と引き上げられた

場合の影響について、総務部長にお尋ねいたし

ます。

○総務部長（山下健次君） まず、税収でござ

いますが、本県のたばこ税の税収は、平成20年

度の実績で申し上げますと、県たばこ税が約22

億円、市町村たばこ税が約68億円、合わせて

約90億円ということでございます。たばこ税の

引き上げによる本県税収─これは市町村も含

めてでございますが─この影響につきまして

は、現在、議員も御指摘のように、引き上げ幅

等が現時点で不明でございますので、具体的な

額を出すことは困難でありますけれども、過去

の例で申し上げますと、税率の引き上げの直後

は一たんは増収になります。ただ、やはり御指

摘のように、喫煙者が減少しているということ



- 204 -

平成21年12月３日(木)

もありまして、消費量全体としては減少する、

したがって、漸次減っていくという状況でござ

います。県といたしましては、たばこ税の動向

につきましては、本県が葉たばこの一大生産県

でもあることから、葉たばこ生産農家等の経営

への影響も懸念されますので、今後の議論を注

意深く見守っ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

ひよろしくお願いしておきたいと思います。

次に、ここで本県の産出額と葉たばこ耕作の

推移を見ますと、平成11年度と21年度、10カ年

の比較ということになりますけれども、11年

度、面積が2,511ヘクタール、21年度が1,672ヘ

クタールで、839ヘクタールの減少であります。

販売代金で147億6,478万2,000円あったもの

が、21年には75億3,775万2,000円ということ

で、減少幅が72億2,703万円になるようでありま

す。農家戸数が平成11年度1,505戸あったの

が、21年度では889戸、616戸の減少ということ

でありまして、このような状況になっておると

ころであります。これでたばこ税が上げられる

と、たばこの消費が仮に減少すると、葉たばこ

耕作面積が削減されるおそれが高く、葉たばこ

生産農家も来年以降の耕作に不安を抱かれると

いうことになります。そこで、全国でも有数の

葉たばこ生産県として、葉たばこ面積が削減さ

れた場合、どのような対応をされるのか、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） 本県の葉たば

この生産につきましては、ただいまお話がござ

いましたけれども、大変重要な土地利用型の基

幹作物でございまして、もし仮にたばこ税が増

税されますと、耕作面積の削減が予想されまし

て、葉たばこ農家の経営等に多大な影響が懸念

されるところであります。こういった中で、今

後とも本県の葉たばこ生産の振興を図っていく

ためには、御案内のように、今、葉たばこ生産

はＪＴとの契約栽培の中で取り組みがなされて

おりますので、まずはやはり選ばれる産地とな

ることが大変重要であると考えておりまして、

需要に応じた高品質な葉たばこ生産に向けて、

関係機関・団体が一体となって取り組んでいく

ことが何よりも大切ではないかと考えておりま

す。このため、県といたしましては、たばこ耕

作組合とも十分連携しながら、品質の向上や安

定収量の確保、さらには省力化・低コスト化な

どに取り組みながら、収益性の高い葉たばこ産

地づくり、あるいは生産の維持も図ってまいり

たいと考えております。以上であります。

○押川修一郎議員 部長の思いのこもった答

弁、本当にありがとうございました。そういう

ふうな方向でぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。中山間地等でも栽培され、休耕地の解消

並びに国土保全にも重要な品目でありますか

ら、面積が削減されないように、団体等と一緒

になって産地づくりに努力していただきますよ

うに要望しておきたいと思います。

次に、みやざき農業実践塾についてでありま

す。本県では、Ｉターン、Ｕターン者等農業以

外から就農を希望する者が円滑に就農できるよ

う、就農に必要な栽培技術や経営管理等の習得

を支援するため、平成12年から農業大学校に設

置されていますが、農業実践塾卒業生の就農状

況について、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） みやざき農業

実践塾でございますけれども、ただいまお話に

ありましたように、平成12年度の開設以来、こ

れまで74名の方が６カ月または１年間の実践

コースを修了されておりまして、そのうち、現
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在就農されておりますのは53名で、７割を

ちょっと超える就農率となってございます。こ

の就農者の出身別の内訳を見てみますと、県内

出身者が34名、それから県外出身者が19名と

なっておりまして、それぞれ県内の各地域で、

施設・露地野菜等を中心に就農されているとこ

ろであります。

○押川修一郎議員 よくわかりました。そうい

う中で、９月７日に、実は私、農業大学校に出

向きまして、塾生と意見交換をさせていただき

ました。塾生の方々から、県、市町村への要望

を聞いてまいりましたので、代表して金田憲明

さんという方の内容を紹介させていただきま

す。初めに、「私は兵庫県出身で、農業を仕事

として始めようと決意し、宮崎に来ました。宮

崎を選んだ理由は、野菜づくりに適した温暖な

気候、日照時間の長さ、年間晴天日の多さ、そ

して、それを生かした施設園芸での全国トップ

クラスの野菜産地であることです。私は今、実

践塾で施設栽培の技術を学んでいます。そし

て、就農に向けての計画を模索している最中で

すが、新規就農者が就農するには容易ではない

というのが現状であり、新規就農者が農業を始

めるには狭き門だと感じています。私たちは、

新規就農者が就農への道筋が整えられるよう

に、県、市町村に次の要望をお願いします。

新規就農者に向けて支援行政機関との連携、

支援対策の強化。新規就農者への市町村農政

課、農業委員会、農協からの農地情報提供。県

外からの新規就農者を受け入れる地域体制づく

り」等の意見、要望を承ったところでありま

す。このような要望を受けて、就農支援をどの

ようにされているのか、同じく農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 実践塾生の就

農に当たりましては、栽培技術や経営管理の習

得、それから施設や農地の確保に加えまして、

就農先での地域社会の一員としての信頼関係を

築くことが重要であると考えております。この

ため実践塾では、栽培技術の指導のほか、市町

村やＪＡ等との連携のもとに、施設や農地の情

報提供に努めますとともに、就農希望地の農家

や生産部会等との積極的な交流を促すなど、就

農に向けた支援を行っているところでありま

す。さらに、就農後につきましても、普及セン

ターによります巡回指導や先進農家による助言

など、定着に向けたフォローアップを行ってい

るところであります。今後とも、関係機関・団

体と一体となりまして、実践塾生にとって就農

しやすい環境づくりを推進するなど、就農相談

から定着までの総合的な支援を行ってまいりた

いと考えております。

○押川修一郎議員 これは雇用の確保にもなる

わけであります。特に今、県外の皆さん方が宮

崎で農業をしたい、宮崎に住んでみたいという

ことでありますから、ぜひ親切な指導をお願い

したいと思います。知事も移住100人を目標にさ

れておるわけでありますが、移住対策にもなる

というふうに思いますから、機関挙げてよろし

くお願いしたいと思います。

農政最後になります。最近、私がとてもうれ

しかったニュースに関連して質問をさせていた

だきます。それは、県亜熱帯果樹部会の農林水

産祭天皇杯受賞のニュースです。この天皇杯

は、農林水産関係の顕彰事業の最高峰とされ、

ことしも514の農林水産大臣賞の中から、水稲、

園芸、畜産等７つの部門で天皇杯が決定さ

れ、11月23日に天皇杯の受賞がなされたところ

です。この天皇杯は、園芸部門と畜産部門の分

野で、本県ダブル受賞だったようです。私はこ
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のニュースを聞いて、大変苦労された地元西都

市のマンゴー農家の顔を思い浮かべたところで

あります。西都市は、宮崎マンゴーを常にリー

ドしてきた産地でもありますが、その道のりは

平たんなものではなかったということを知って

おるからであります。栽培技術も確立していな

い中での試行錯誤の連続、やに果の発生や完熟

マンゴーを受けるネットの工夫など生産面での

苦労話や、市場で相手にもされなかった時期の

思い出話は、枚挙にいとまがありません。平

成17年台風14号においては、ハウスが水につか

り、部会員関係者で復旧に努められたことも、

きのうのことのようであります。しかし、みん

なで力を合わせて現在の地位を築いてこられ、

「太陽のタマゴ」で一躍有名になったブランド

化への取り組み、知事のトップセールスによる

飛躍的な認知度の向上も、現在の宮崎マンゴー

を語るには特筆すべき事項であると思います。

今回の天皇杯受賞でそのブランド力をさらに高

めることになると考えますが、油断はしておら

れないと思います。多くの産地が宮崎を目標

に、追いつけ追い越せで頑張ってくると考える

からです。そこで、今回の天皇杯受賞を機に、

本県のマンゴーの生産振興に今後どのように取

り組んでいかれるのか、同じく農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 今回の天皇杯

の受賞につきましては、今お話にございました

ように、まさに亜熱帯果樹部会が「宮崎はひと

つ」といった合い言葉のもとに、完熟した果実

をネットで収穫する方法の徹底とか出荷規格の

統一など、県全体でブランド対策に取り組まれ

てきた、まさにたゆまぬ努力の成果であると

思っております。県といたしましては、この受

賞を機に、他県から追随を許さない確固たるブ

ランドとなるように、生産面では、さらなる品

質向上や収量アップなどの栽培技術の高度化、

販売面では、糖度保証を初めとする産地の信頼

性の向上などに、生産者はもとより、関係機関

・団体が一丸となって取り組んでまいりたいと

考えております。以上であります。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。知

事、マンゴー部会と養豚部会の方々にお祝いの

言葉があれば、ぜひお願いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私も、農林水産祭の

天皇杯のダブル受賞は、本当に心からうれしく

思いました。そしてまた、これまで長きにわ

たって御苦労を賜った生産者の方々、関係各位

に、本当に心から御礼と敬意を表したいと思っ

ています。これからもまた、宮崎ブランドとし

て、なお一層高みに確立するように、我々も御

協力させていただきますので、手に手を携え

て、一致団結して、また頑張っていきたいと

思っております。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

生産者の方々も、また励みとなって頑張ってい

けるというふうに思います。

次に、来春の卒業予定で、就職を希望する高

校生の就職内定率が９月末現在で37.6％とな

り、前年同期よりも13.4％落ち込んだと、厚生

労働省が発表しました。これは、昨日の公明党

の新見議員からもそういう質問がありました

が、重なりますけれども、後の関係があります

から質問させていただきます。９月末時点での

内定率が40％を下回ったのは、2004年以来５年

ぶりで、下落幅は過去最大、景気低迷で企業の

採用意欲はしぼんでおり、若者の就職難が深刻

さを増しています。本県においても、９月現

在、来春卒業予定者の公立高校の就職内定率

が32.9％と報告を受けたところですが、それに
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よりますと、前年同期比で9.9％低下していると

のことで、非常に厳しい状況だと認識をしたと

ころであります。そこでまず、私立高校の就職

内定率はどのような状況なのか、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） 私立高等学校

の就職内定率でありますけれども、10月末現在

で38.1％でありまして、前年同期に比べて17.6

ポイント低くなっておりまして、大変厳しい状

況にございます。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。大

変厳しいわけであります。ただいま私立高校の

厳しい状況はお聞きになったと思いますが、公

立高校の学科別の状況を含み、詳しい説明を教

育長にお願いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 来春、県立高校卒業

予定者の10月末の内定状況でありますが、56.6

％で前年同期に比べマイナス10.2ポイントと

なっております。主な学科別の内定状況を申し

上げますと、農業科が45.7％で前年同期と比べ

マイナス20.0ポイント、商業科が50.2％で同じ

くマイナス10.3ポイント、工業科が80.8％で同

じくマイナス4.6ポイントとなっておりまして、

特に農業科、商業科が厳しい状況にあります。

これは、学校現場からの声として、これまで農

業科、商業科に出された製造業の求人が、工業

科に比べ大幅に減ったことによるものであると

聞いております。以上です。

○押川修一郎議員 そのような状況を踏まえら

れて、高校生の就職状況が厳しい中、県教育委

員会としてどのように対応されるのか、あわせ

て教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会といた

しましては、社会人の第一歩を踏み出す生徒た

ちが、就職活動をするときの経済状況で不利に

なることがないよう、これまで企業や経済団体

を訪問し、求人の確保・拡大の要請を繰り返し

て行いますとともに、関係部局と連携しなが

ら、就職支援施策等の充実を図っているところ

であります。支援施策等の内容といたしまし

て、１点目は、学校の進路対策専門員を５名か

ら23名に大幅に増員しまして、学校における進

路サポート体制の充実を図っております。２点

目として、就職が決まらない生徒が専修学校等

へ進路変更する場合の支援として、経済的負担

の軽減を図るよう、県専修学校各種学校連合会

にお願いし、先日、入学金の猶予等の具体的な

支援策を提示いただいたところであります。３

点目は、宮崎労働局と雇用・能力開発機構に対

しまして、本来、失業者を対象とする職業訓練

を、新規高卒者でも４月から受講できるように

協力を要請いたしております。今後とも、県教

育委員会といたしましては、高校生が卒業まで

に進路が決定するよう、学校、関係機関との連

携を密にしながら求人開拓等に努めますととも

に、就職が決まらなかった生徒に対するセーフ

ティネットも関係部局と連携しながら構築し、

あすの宮崎を担う高校生たちが社会的・職業的

に自立できるように、積極的に支援してまいり

ます。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。努

力のほど、よろしくお願いしておきたいと思い

ます。

ただいま県民政策部長あるいは教育長の答弁

にもありましたとおり、就職氷河期で厳しいと

いうことであります。就職ができず、職業訓練

を受けるとした場合に、生活費の支援など助成

措置がない。既卒者の場合は、失業者としての

支援策があるようですが、新規学卒の場合は支

援策がなく、かわいそうでならない。そこで、
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商工観光労働部長、何か対策はないのでしょう

か、お伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 職業訓練

中の新規高卒者に対する生活支援につきまして

は、国の緊急人材育成支援事業に訓練・生活支

援給付金があります。ただ、この支給要件につ

きましては、世帯の主たる生計者でなければな

らないなどとなっておりまして、該当者が非常

に少なくなるものと思います。また、技能者育

成資金や生活福祉資金等の貸付制度があります

が、一定の貸出要件があることから、だれもが

活用しやすい資金とはなっていない現状になっ

ています。このようなことから、県といたしま

しては、制度の拡充や要件の緩和等、可能な支

援について、現在、鋭意検討しているところで

ございまして、国に対しても、新規高卒者に対

する生活支援の拡充等を強く要望してまいりた

いと考えております。以上でございます。

○押川修一郎議員 だれもが借りられるような

形の中で、支援が受けられるような方向の中

で、今ありましたとおり、努力をしていただき

ますようにお願いしておきたいと思います。

新卒者が職につけないと、フリーターやニー

トになる可能性が高くなると思われます。社会

的にも問題になっていますので、防止するため

にも、緊急雇用創出事業臨時特例基金の活用は

できないのか、知事にお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） るる出ましたよう

に、来春の新規学卒者の就職内定率が非常に厳

しい状況でありまして、これはまた、企業さん

の話を聞いてみますと、ことしをとにかく乗り

切りたいということで、「新規の採用は今のと

ころ考えられない」とか、「そういう余裕はな

い」とかいうような御意見があります。また年

が改まって２月、３月になると、ちょっと動き

が出てくるんじゃないかなとは思っておるんで

すが、企業さんに、特に高卒者、大卒者の就職

をお願いしているところであります。また、こ

の基金についてなんですが、私もこの基金は有

効に使えないかどうかと思いまして、例えば就

職できない高卒の方々を一回県が雇って、それ

を企業のニーズによって職業訓練等の研修に出

すというようなことはできないか、この基金を

活用しましてですね。そうしたら、検討したん

ですが、どうもこの基金ではそれができないと

いうことで、非常に使い勝手の悪い基金なんで

すね。先ほどの貸付金なんかの支援制度もあり

ますけれども、もうちょっと要件緩和をしてい

ただくというようなことを、国に対して強く要

望していきたいと思っております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。ぜ

ひそういう方向で努力をしていただきたいと思

います。これは早急に検討していかないと困り

ますので、よろしくお願いしておきたいと思い

ます。

次に、高等学校再編等についてであります。

今後も少子化が進むことが予想される中、特色

と活力ある学校づくりを掲げ、南那珂地区と西

諸県地区の学校を再編され、総合高校が誕生し

たところであります。実は、西都市には妻高校

及び西都商業高校の２校がありますが、通学区

域撤廃等により入学者数が減り、クラス数が減

少をしております。宮崎県立高等学校再編整備

計画において、「全日制高等学校の規模の適正

化」の項目の中で、１学年４学級以下の高等学

校については、さらに１学級の削減を行うこと

が予想される場合に統廃合を検討する旨記載さ

れており、西都商業高校は既に統廃合の検討対

象規模の高等学校になっています。その一方

で、宮崎市内の県立高校においては、校区撤廃
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や普通科系専門学科など特設コースを設けるな

どにより、市近郊市町の生徒が宮崎市内の学校

に進学する傾向が高くなっていると聞いており

ます。このような現状の中、本市においては、

市内の中学生が市内の県立高校へ進学する機運

を高めるべく「西都の教育を考える会」を開催

するなど、入学志願者の確保に向けた取り組み

が行われているところであります。そこで、県

立妻高校と西都商業高校の再編と新しい学科創

設について、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 現行の高等学校再編

整備計画におきまして、御質問にありましたよ

うに、１学年の適正規模を４学級から８学級を

基本としている中で、妻高校は１学年４学級、

西都商業高校は３学級になっております。両校

におきましては、生徒や職員が一体となって、

進学や就職、部活動、資格取得等に取り組み、

実績を上げているところであります。このよう

な中、西都・児湯地区におきましても、少子化

に伴う生徒数の減少が今後とも見込まれており

ますことから、妻高校と西都商業高校の今後の

あり方につきましても、現在、協議を進めてお

ります「宮崎県学校教育改革推進協議会」の中

で、保護者や有識者等からさまざまな御意見を

伺ってまいります。その後、具体的な案を作成

し、県民の皆様から幅広く御意見をいただきな

がら検討することになるものと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 昨日の高橋議員の質問で答

弁がありましたように、平成25年から新たな学

校再編整備の中で検討されると思いますが、今

後、地元の声を十分に聞いていただき、妻高と

西都商の再編をしていただき、県立高校の存続

を訴えて、要望とさせていただきたいと思いま

す。

次に、環境問題の中の生活排水対策について

であります。

県は、平成５年度に宮崎県生活排水対策基本

計画を策定しました。９年度にはその改定を行

われ、13年度には第２次計画を策定、18年度の

改定計画に基づき、現在、県、市町村、県民一

体となっての生活排水対策を推進してきている

ところであります。計画によると、生活排水

は、公共下水道、農業・漁業集落排水施設、そ

して合併処理浄化槽などによって59.5％が処理

されているが、これを平成26年度には78.1％に

引き上げることを目指すとなっています。その

内訳は、公共下水道によって49.9％、合併処理

浄化槽によって23％、農業集落排水等によっ

て5.2％を担うということになっています。同計

画の中では、平成22年度の中間目標も掲げられ

ていますが、現時点での達成状況はどうなって

いるのか、それぞれの内訳ごとの達成状況を環

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） 生活排水処理

率の達成状況につきましては、平成17年度か

ら20年度末までの３年間で、公共下水道が4.9ポ

イント伸びまして43.8％、農業集落排水施設等

が0.2ポイント伸びまして3.7％、合併処理浄化

槽が2.4ポイント伸びまして19.5％となっており

ます。公共下水道及び合併処理浄化槽の伸びは

計画を上回っておるところでございますが、農

業集落排水施設等の伸びは、現段階では計画を

下回っている状況にあります。全体の達成状況

としましては、３年間で7.4ポイント伸びまし

て、平成20年度末で66.9％となっております。

平成22年度末の中間目標値の71.2％に対しまし

て、おおむね計画どおり進んでおるというふう

に考えております。

○押川修一郎議員 わかりました。
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次に、計画によると、生活排水処理率には市

町村によってばらつきがあります。計画策定時

点において、高いところは80％を超えていま

す。低いところでは20％台といった状況です

が、処理率が低迷している市町村の理由は何で

しょうか。また、目標達成は可能と考えられま

すか、あわせ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） 基本計画にお

ける生活排水処理率とか現在の達成率につきま

しては、地域住民の河川浄化に対する意識の度

合いとか、財政状況など市町村の直面している

課題への優先度などによりまして、違いが出て

いるものと考えております。今後、経済状況等

も悪化する中で、目標達成が難しくなることも

予想されるわけでございますけれども、県とい

たしましては、生活排水処理施設の経済性を改

めて比較し、より効率的な処理施設の整備を促

進すること等によりまして、目標の達成に向け

て、関係部局との連携のもと、市町村とも一体

となって取り組んでまいりたいというふうに考

えております。

○押川修一郎議員 わかりました。

次に、財政の逼迫、人口減少、高齢化が大き

な要因になっていると考えられます。これから

は大きな公共投資はなかなか難しい状況になっ

てきています。計画の中でも、地域の特性を生

かして生活排水処理施設を整備していくとなっ

ていますので、浄化槽の整備による生活排水処

理対策が重要性を増してくると思われます。そ

の意味からも、これからは市町村設置型の整備

を進めていくべきだと思います。県として、市

町村への指導、支援を積極的に行っていくべき

だと考えておりますが、いかがでしょうか、あ

わせて部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 厳しい財政状

況の中、生活排水対策を推進するためには、先

生述べられましたように、地域の特性に応じ

た、より経済的な処理施設の整備が求められる

と思っておりまして、今後、浄化槽の果たす役

割がさらに大きくなると考えております。中で

も、市町村が設置して維持管理を行います市町

村設置型浄化槽は、個人負担が少なく、計画的

な整備とか維持管理が確実に行われることなど

から、県では平成17年度に補助制度を創設しま

して、市町村の負担が個人設置型と同等となる

よう支援を行い、整備を促進しているところで

ございます。今後も、市町村に対しまして、市

町村設置型浄化槽整備の経済性や有効性など、

あるいは既に実施している市町村の事例等、最

新の情報を提供いたしまして、積極的に市町村

設置型浄化槽の普及に努め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、そのような方向での努力もお願いしたいと

思います。

次に、実態調査・法定検査についてでありま

す。現在、県では、県下全域にわたり、戸別訪

問による浄化槽の実態調査を行っています。こ

れにより、浄化槽の設置、維持管理の状況の把

握、住民に対する法定検査受検の徹底、単独処

理浄化槽の改善指導へと生かしていけるものと

期待しています。住民への啓発、浄化槽の信頼

の確保、河川環境の保全へとつながっていくも

のと期待しています。そこで、今年度から実施

されていますが、調査対象はどのくらいと想定

し開始されたのか。また、調査の進捗状況はど

のようになっているのか、部長、お聞かせくだ

さい。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 今年度取り組
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んでおります実態調査につきましては、県の浄

化槽台帳の中で、中核市であります宮崎市を除

く約13万4,000基のうち、維持管理や設置状況が

不明な約３万3,000基を対象にしておるところで

ございます。現在、調査を行っています具体的

な内容につきましては、各保健所に調査員を２

名から６名置き、宮崎市を除く全県下で戸別訪

問による聞き取り調査を行いまして、浄化槽の

設置や維持管理状況を把握し、適正管理指導の

基礎資料を作成するものでございますが、10月

末までの調査結果は、約２万3,000基の調査を終

わりまして、進捗率は約70％と進んでおりま

す。

○押川修一郎議員 大分進んでおるというふう

に理解をしたところであります。

次に、その調査を通じて、どのような実態が

把握できたのか。また、問題点が出てきたの

か、あれば状況をあわせて部長にお伺いいたし

ます。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 現在、調査が

終わりました約２万3,000基については、下水道

に接続されるなど既に廃止されているものが、

約１万2,000基と５割を占めておりました。ま

た、維持管理の状況につきましては、法で定め

られた保守点検がなされていないものが約150基

でありましたが、法で年１回義務づけられてい

る清掃がされていないものが約4,000基となって

おります。清掃頻度の不十分な状況が一部に見

受けられたところでございます。調査の際に

は、チラシを配布するなど適正管理の啓発もそ

の都度行っているところでございますが、管理

が不十分でありますと、浄化槽の機能が低下い

たしまして、放流水の水質が悪くなることが懸

念されますので、今後、この調査結果を踏ま

え、設置者に対し、浄化槽の適正な維持管理の

指導を徹底してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 次に、浄化槽法に基づく検

査として、浄化槽を設置後、工事が適正に行わ

れたかどうかを検査するいわゆる７条検査と、

保守点検、清掃が適切に実施され、機能が保た

れているかどうかを検査するいわゆる11条検査

がありますが、本県は７条検査は100％の受検率

だが、11条検査は平成20年度で13.1％であり、

全国平均で25.7％と言われておりますので、そ

の半分にすぎないわけであります。そこで、11

条検査の受検率がこのように低い理由は何なの

か。また、受検率を上げさせるために、どのよ

うな対策を講じておられるのか、あわせて部長

にお伺いをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 法第11条の法

定検査につきましては、浄化槽の保守点検や清

掃が適正に行われ、浄化槽の機能が十分発揮さ

れているかを検査する重要なものでございま

す。毎年１回受ける必要がありますが、設置者

にとっては、法定検査の制度や定期的な保守点

検と法定検査の区別がわかりにくいため、その

重要性が認識できていないことなどが受検率の

低い理由として考えられるところでございま

す。このため、平成17年度から、条例に基づく

浄化槽設置者講習会により適正管理の啓発を行

うとともに、平成20年度には、51人槽以上の大

型の浄化槽の設置者に対しまして、文書による

指導を行ったところでございます。今後は、今

回の実態調査の結果をもとに、個人が設置して

いる小型の浄化槽につきましても、個別に文書

による指導を行い、法定検査制度の周知徹底を

図りまして、受検率の向上に努めてまいりたい

と考えております。

○押川修一郎議員 ただいま答弁で、保守点検

と法定検査の区別がわかりにくいため、重要性
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が認識できないというようなことも述べられた

わけでありますが、例えば民間委託等は考えて

おられないのか、あわせて部長にお伺いいたし

ます。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 法第11条検査

を実施する機関につきましては、公正かつ中立

的な検査体制を確保する必要があることから、

浄化槽法に基づきまして、都道府県知事が一般

財団法人などを指定することになっておりま

す。また、国の通知では、検査機関は都道府県

ごとに原則１者とされており、県としまして

は、浄化槽設置者に対し法定検査制度の周知徹

底をさらに図ることで、受検率の向上に努めて

まいりたいと考えておりますけれども、検査機

関に対しましても、受検率向上のための取り組

みをお願いしたいと考えております。

○押川修一郎議員 今後、浄化槽あたりが多く

なってきた場合には、またそういった変わるこ

ともあるということで理解をしたいと思いま

す。

最後になりますけれども、基本計画の中で

も、生活排水対策について、県民、市町村、関

係機関などが連携しての啓発の必要性、県民啓

発の推進を強く訴えられています。本県では、

生活排水処理率が低い市町村も多くあり、県全

体としても、先ほどの答弁で、現在の生活排水

処理率が66.9％ということでした。これは、全

国の処理率、19年度77.5％に比べても低い状況

にあります。そこで、県民、行政、議会、関係

機関等を含め、現在のように厳しい状況の中

で、これからの生活排水対策への取り組みをど

う進めていくべきかについての理解を深めても

らう、啓発等の機会を設けるべきではないかと

思いますが、いかがでしょうか、あわせて部長

にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 生活排水対策

を推進するには、県民一人一人が河川浄化に対

する理解を深めていくことが重要であると考え

ておりまして、小中学生にもわかりやすい水辺

調査の普及や、市町村と連携してＮＰＯなどが

行います河川浄化活動へ支援するなど、県民啓

発に努めているところでございます。また、今

年度、国が予定しております市町村長とか市町

村議会議員を対象とした「浄化槽シンポジウ

ム」の本県での開催を現在お願いしているとこ

ろでございまして、今後とも、県民や市町村、

関係団体と一体となった生活排水対策に取り組

み、美しい川づくりに努め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した。

家庭雑排水あたりもきれいに処理をしながら、

きれいな水を河川に流すということを、我々も

お約束いたしまして、本日のすべての質問を終

わらせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）

○萩原耕三副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

明日の本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時58分散会


