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◎ 一般質問

○萩原耕三副議長 ただいまの出席議員40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。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割どおり取り運びます。〔巻末参

照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕(拍手） おはようござ

います。トップバッターを仰せつかった徳重で

ございます。昨日、南米チリで発生いたしまし

た巨大地震による津波については、県におかれ

ましては、休日にもかかわらず、いち早く警戒

態勢をしかれ、幸いにも被害はありませんでし

た。この間の御苦労に対しまして、感謝を申し

上げる次第であります。さらに、バンクーバー

五輪がきょう閉幕ということになりました。銀

が３個、銅が２個、ほかに数々の入賞を果たし

てくれまして、たくさんの県民の皆さんととも

に、私たちに与えていただいた感動に対しまし

て、おめでとうの拍手を贈りたいと、このよう

に思っております。

それでは、通告に従いまして質問をさせてい

ただきます。

まず初めに、知事の政治姿勢といたしまし

て、県選出国会議員との意見交換についてであ

ります。

この件につきましては、昨年９月の議会でも

質問をさせていただきましたが、その後、こと

し１月に、本県の地方六団体で構成する宮崎県

自治体代表者会議との意見交換会を開催された

とお聞きしております。私は、今回開催された

ような県内市町村を交えた意見交換を行うこと

も大事だと思いますが、他県に比較して大幅に

おくれている道路等のインフラ整備など、県と

して抱える大きな課題が数多くあり、知事と執

行部が一体となって、一緒になって、国会開会

前や政府予算編成の時期などに、県選出国会議

員との意見交換を行う機会を定期的につくるべ

きではないかと考えておるものであります。政

府に対しまして陳情、要望を行うことも必要だ

と思いますが、地方の現状を知らない官僚に対

する要望では、どの程度の効果があるのか疑問

であります。さらに言えば、政権が交代し、党

や政務三役を通さないと陳情ができないような

状況の中では、官僚に宮崎の現状を伝えること

すらできないのではないかと思うのでありま

す。こういう状況であればこそ、宮崎のことを

本当にわかっている国会議員が、それぞれの所

属されている委員会や国会での質問などで、宮

崎の現状を強く訴えてもらい、政府の目を宮崎

に向けさせることが必要ではないかと考えてお

るところであります。

そこで、１月に開催されました国会議員との

意見交換は、どういう内容で、どのような感想

を持たれたのか。

また、県選出国会議員に本県の課題解決に向け

て活動してもらうためには、知事と執行部が、

定期的に国会議員との意見交換を行うべきと思

いますが、いかがでしょうか。知事にお尋ねを

し、後は質問者席から質問をさせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

国会議員との意見交換についてであります。

ことし１月に東京で開催しました国会議員との
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意見交換会は、従来の政府予算に対する県から

の要望事項についての説明会を見直し、県及び

県議会、市長会、町村会、各議長会で構成する

自治体代表者会議と国会議員との意見交換会と

いう形で実施したものであります。この会議で

は、県、市町村を通じた重要課題として、地方

分権、インフラ整備、医療対策、農林水産業の

振興、過疎対策、有害鳥獣対策等について率直

な意見が交わされ、大変有意義な内容になった

と思っております。また、出席いただいた国会

議員の方々は、本県が抱える課題に精通されて

おり、そうした課題の解決のために、強い責任

感を持って尽力されていると感じたところであ

ります。今後とも、私はもちろん、各部局長等

も含めまして、国会議員の皆様と直接お会い

し、県政の重要課題について、率直な意見交

換、情報交換を行う機会をできるだけ多くつ

くっていくことが大切だと考えております。

〔降壇〕

○徳重忠夫議員 国会議員も、以前は、自民党

国会議員７名という状況にありました。現在、

民主党国会議員４名、自民党国会議員３名とい

う状況であります。それぞれの国会議員の先生

方と、ぜひとも意見交換、そういったものを機

会あるごとに積極的に進めていただきたい、こ

のように思っております。

それでは、質問を続けていきます。県有財産

の有効活用について、総務部長にお尋ねをいた

します。

県内各地に職員宿舎が設置されております

が、地区によっては入居者が少ない宿舎もある

ようであります。職員宿舎につきましては、転

居を伴う異動の円滑化や、災害時の危機管理の

対応などから設置されているものと思います

が、道路事情もよくなり、公共交通機関も発達

してきている時代の流れの中で、そこに住まな

ければならない事情も変わってきているのでは

ないかと、このように思うわけであります。そ

のようなことから、職員宿舎の数は必要最小限

でよいのではないかと考えるところであります

が、中でも、入居者が少なく、維持費用と家賃

収入のバランスがとれていないような宿舎につ

いては、財政負担の観点から、宿舎を廃止した

り、その土地を売却したりして歳入とすること

も一案ではないかと、私は考えるところでござ

います。

そこで、全体と地区別の戸数や入居状況、維

持費と家賃収入のバランスがどのようになって

いるのか、総務部長にお尋ねをいたします。

○総務部長（山下健次君） 知事部局所管の職

員宿舎でございますが、現在、県内に628戸ござ

いまして、全体の入居率は、２月１日現在

で71.5％となっております。これを地域別に見

ますと、入居率の最も高い地区が西臼杵地区

で96％、続いて、串間地区、椎葉・諸塚地区

が90％を超えている状況でございます。逆に、

入居率の最も低い地区が日南地区で41％、さら

に小林地区の44％といった状況でございます。

これを種類別に見ますと、世帯用の宿舎が73

％、単身者用宿舎及び単身寮が83％、独身寮

が34％となっております。収支バランスでござ

いますが、全体で見ますと、家賃総額9,700万円

に対し、工事費を除いた固定資産税に相当いた

します市町村への交付金、さらに修繕費などの

維持費が4,400万円という状況でございます。

○徳重忠夫議員 ただいま、内容について説明

をいただいたところであります。全体のバラン

スはとれているようでございます。入居率の低

い職員宿舎がありますので、現状を踏まえ、取

り組みが必要ではないかと、このように考えま
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す。その中でも、独身寮が34％という状況もあ

るようでございます。今後、職員宿舎について

どのように取り組まれていくおつもりか、部長

にお尋ねをいたします。

○総務部長（山下健次君） 職員宿舎につきま

しては、管理計画を定めまして、計画的な維持

管理を行っているところでございます。この管

理計画におきましては、建てかえが必要となっ

たものを除きまして、宿舎の新規建設は行わな

いこととしております。また、老朽化が進みま

して入居者の増加が見込めない宿舎は、廃止を

検討していくこととしております。入居者が少

ない職員宿舎につきましては、過去５年間で168

戸を廃止するなど、その処分に努めてきたとこ

ろであり、独身寮につきましても、来年の３月

末ですべて廃止することとしております。今後

とも、入居状況、地域的な事情、維持コスト等

を総合的に勘案しながら、適正な職員宿舎の管

理に努めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 次にまいりたいと思います。

「いきいき集落」活性化推進事業について、県

民政策部長にお尋ねをいたします。

全国的に過疎化や高齢化が進行しておりま

す。中山間地域を取り巻く状況は一段と厳しさ

を増しておるようであります。このような中

で、先日、鹿児島県の鹿屋市にある柳谷集落、

通称「やねだん」と呼ばれる集落の取り組みが

テレビ番組で放送され、私は大変感銘を受けた

ところであります。この集落では、補助金によ

る振興策は完全に終わった。それでは人も地域

も育たないと考えて、まず、自主財源確保に取

り組まれたそうであります。そこで、住民総出

で遊休農地にサツマイモを植え、その収益で肥

飼料の土着菌製造にまず着手され、さらに、栽

培したサツマイモを原料に芋焼酎などを開発・

販売して、その収益金を集落住民にボーナスと

して配っているとのことであります。まさに、

ボーナスの出る集落として全国で注目されてい

るようでございます。高齢者が、できる範囲で

体を動かし、わずかでも収入を得ることによっ

て生きがいを持ち、皆が明るく元気になるとい

うのは、元気な集落づくりのモデルではないか

と、このように思うところであります。また、

これらの取り組みをスタートさせ、指導してき

たのは、集落の公民館長であります豊重さんと

いう方でございます。この方の強いリーダー

シップなしには、現在の「やねだん」の成功は

なかったと言われております。このような高齢

者でもできる活動は、たくさんあります。高齢

者の出番をつくり、活躍の場を与えてやれば、

高齢者はますます生き生きと輝き出します。そ

のためには、そのような高齢者を初め、地域を

しっかり引っ張っていくリーダーを育成するこ

とが重要であります。それらは行政の役割だと

考えます。

そこで、所得の確保を含めた住民主体による

集落活性化の取り組みと、これからの取り組み

を引っ張っていくリーダーの育成が重要と考え

ますが、県民政策部長の見解をお伺いしておき

たいと思います。

○県民政策部長（高山幹男君） リーダーの育

成ということでありますけれども、御質問にご

ざいましたとおり、県におきましては、昨年度

から、いきいき集落の取り組みを行っていると

ころであります。いきいき集落の中には、五ヶ

瀬町の桑野内地区とか、高千穂町の五ヶ村集

落、都城市の笛水地区のように、住民みずから

地域の活性化とか所得の確保を図る取り組みを

行っている事例も見られるところでございまし

て、このように、まずは、住民自身が自主的、
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主体的な取り組みを始めることが何よりも重要

であるというふうに考えております。また、地

域の活性化を図るためには、リーダーの存在は

不可欠であると認識しておりまして、先般、諸

塚村、高千穂町で「いきいき集落」研修交流会

を開催いたしまして、約250人の方々に参加して

いただいております。地域づくりの意義であり

ますとか、各集落の取り組み内容等についての

情報交換等を通じて、人材育成にも努めたとこ

ろであります。県といたしましては、今後と

も、いきいき集落同士のネットワーク化を図る

などいたしまして、地域住民の主体的な取り組

みの促進とリーダーの育成を図るとともに、集

落営農など産業振興の施策等とも十分連携を図

りながら、集落の活性化を図ってまいりたいと

考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひそういう方向で努力をい

ただきまして、立派なリーダーを育てていただ

きたいと思います。

次にまいりたいと思います。外国人の雇用に

ついてお尋ねをしてみたいと思います。

これは外国人研修・技能実習制度ということ

でございますが、一昨年来の厳しい経済状況の

中、昨年12月の全国の完全失業率は5.1％と、９

カ月連続５％台で推移し、依然として極めて厳

しい状況が続いております。また、昨年12月の

有効求人倍率は、全国0.46倍、本県は0.38倍と

なり、過去最低水準で推移しております。県内

の月間有効求職者数３万69人が、月間有効求人

数１万1,459人を大きく上回っている状況にあり

ます。このような中、厚生労働省によります

と、平成21年10月時点で、全国で56万人を超え

る外国人労働者がさまざまな仕事に従事してお

ります。また、これらの労働者に加えて、平成

５年に創設されました外国人研修・技能実習制

度により来日された研修中の若者が、平成20年

末で８万人を超えております。元来、この制度

は、途上国の経済発展や産業振興に向けた人材

育成を目的としたもので、来日した外国人は、

１年間の研修期間を終えると、２年間の技能実

習を受けることができる制度であり、日本の国

際協力、国際貢献の一翼を担っているものと認

識をいたしております。私の居住する都城にお

いても、外国人研修・技能実習制度による研修

生を、縫製業を初めとして、農業、建設業等さ

まざまな職種で受け入れておるのが現状であり

ます。このような中、県内の離職者等は、働き

たいけれども、働く場がなかなか見つからない

という現実に加え、この制度により、数少ない

雇用の場が狭められているのではないかと思う

のであります。

そこで、まず、外国人研修・技能実習制度の

概要及び県内の研修生の受け入れ状況を含めた

現状について、商工観光労働部長の考えをお伺

いしておきたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 外国人研

修・技能実習制度につきましては、１年間の研

修とその後２年間の技能実習から成り立ってお

ります。研修生は、技能士資格を取得すること

によりまして技能実習生への移行が可能となっ

ており、あわせて、労働基準法等が適用される

こととなります。本県の平成20年度の研修生

は623人、技能実習生は、明確な数字は出ており

ませんが、約800人でありまして、繊維・衣服、

農業、漁業等で受け入れされているところでご

ざいます。また、在留中の研修生等の収入につ

きましては、平成20年度の研修生の研修手当の

月額平均は６万5,000円余、技能実習生の基本給

の月額平均は12万2,000円余となっております。

以上でございます。

平成22年３月１日（月）



- 190 -

○徳重忠夫議員 ただいま、内容について説明

をいただきました。そこで、県内の状況を踏ま

えて、この制度についての県の認識をお伺いし

ておきたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） この制度

につきましては、先ほど議員からもありました

ように、諸外国の青壮年労働者に、その国の経

済発展を担う人材育成を図ることを目的に、国

際協力・国際貢献の理念のもとに創設された制

度であります。また、研修の在留資格で行うこ

とのできる活動は、出入国管理及び難民認定法

によりまして、我が国産業の技術や知識等の習

得に限られております。このようなことから、

この制度につきましては、国際貢献のもとでの

あくまでも研修でありまして、労働力として取

り扱わないことと認識しております。以上でご

ざいます。

○徳重忠夫議員 ただいま説明をいただいたと

ころでございますが、最後にもう一言お尋ねを

しておきたいと思います。外国人研修生が増加

するということになりますと、本県の雇用に大

きな影響を及ぼすのではないかと危惧をいたし

ております。今後の見通しについてお伺いをし

ておきたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 研修生・

技能実習生が、実質的に低賃金労働者として扱

われる等の現行制度の問題点を踏まえ、国にお

いては、昨年７月に出入国管理及び難民認定法

を改正しまして、入国直後の２カ月の講習期間

を除き、最低賃金法、労働基準法を適用するな

どの改善が図られ、本年７月から施行されるこ

ととなっております。近年の研修生の推移を見

ますと、平成15年の338人から平成20年には623

人となっており、増加傾向にあるわけでござい

ますが、今回の法改正に伴いまして、制度の不

適正な利用が是正されることになりますので、

今までのような推移にはならないのではないか

という見通しを持っております。以上でござい

ます。

○徳重忠夫議員 それでは、次に進めさせてい

ただきます。県の試験研究機関のあり方につい

てお伺いをしていきたいと思います。

県では、多額の経費をかけて設置された試験

研究機関を各部局で所管しておられますが、県

民目線で見れば、それぞれの研究内容とその成

果に触れる機会が大変少なく、なかなかわかり

にくいと映っているのではないかと思っており

ます。これらの試験研究機関では、多くの研究

スタッフが日々試験研究に尽力されていること

は理解しておりますが、その研究内容や目的

が、研究のための研究になっているのではない

かと心配をしているところであります。県の試

験研究機関でありますから、基礎的な生産技術

や品種開発などに加えて、その成果が県民の所

得向上や産業の活性化に直接つながるような、

現場に密着した現場目線での課題の設定や研究

にも積極的に取り組むことが必要ではないかと

考えます。そのような地元の利益に密着した研

究がなされ、県民の役に立っているのであれ

ば、研究成果等を県民にもっとわかりやすく周

知し、研究機関の存在意義をアピールすべきで

はないでしょうか。

そこで、県内の代表的な試験研究機関であり

ます木材利用技術センター、工業技術センター

及び総合試験場について、それぞれどのような

研究に取り組まれ、これまでどのような成果が

あったのか。また、それぞれの研究成果をどの

ように県民へ周知しているのかについて、各部

長にお伺いをしておきたいと思います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 木材利用技術
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センターにつきましては、全国でも数少ない木

材に特化した試験研究機関でありまして、本県

の杉を中心とした豊富な森林資源を有効に活用

することを目的として、平成13年に設置されて

おります。当センターでは、県内企業等のニー

ズを踏まえまして、県産材の新たな利用技術の

開発や、企業の技術移転につながる実用的な研

究を進めるとともに、年間600件を超える技術相

談などにも取り組んでいるところでございま

す。主な研究成果といたしましては、宮崎市の

木の花ドームや日向市駅舎等大型木造施設建設

への技術協力、杉とヒノキを組み合わせた国内

初の構造用集成材の開発、さらには、木材の乾

燥工程で生じる飫肥杉精油を用いたアロマ製品

の開発などにつながっているところでございま

す。また、県民への周知につきましては、年

間1,500名を超えるセンター見学者に対しまし

て、その研究成果や取り組み状況を紹介すると

ともに、毎年開催しておりますスギシンポジウ

ムや研究成果報告会等通じて、広く県民への情

報提供に努めているところでございます。今後

とも、あらゆる機会を通じて、その成果等を県

民や木材関係産業へ提供するとともに、引き続

き、企業ニーズを的確に把握いたしまして、実

効性の高い研究開発を進め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） 工業技術

センターでございますけれども、このセンター

におきましては、企業ニーズに即した研究を行

うために、大学や企業等の外部委員で構成して

いる委員会の意見を踏まえながら、県内中小企

業の技術力向上や新製品開発につながるような

研究に取り組んでいるところでございます。こ

れまでの主な成果といたしましては、センター

がＳＰＧを利用したハンダ粒子の製造技術を開

発しまして、その結果として、その製造工場の

誘致が実現したところでございます。そのほ

か、県内企業が、センターのコンピューター解

析技術を活用することによりまして、試作品の

製造回数を大幅に削減し、自社製品の高性能化

を低コスト、短期間で行った事例などがありま

す。これらの研究成果につきましては、新聞等

のマスコミに対し積極的に情報提供を行うほ

か、「みやざきテクノフェア」への出展やセン

ター主催の研究成果発表会等を行っているとこ

ろでございまして、今後とも、広く県民への周

知に努め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） 総合農業試験

場におきましては、普及センターとも連携しま

して、現場等の要請にこたえながら、本県独自

の新品種の育成とか収益性の高い生産技術の開

発など、農業者の所得向上や本県農業の競争力

強化につながる研究に取り組んでいるところで

あります。その主な研究成果といたしまして

は、マンゴーでは、高品質生産技術の開発など

によりまして、平成20年産の産出額が、ここ５

年間で約2.2倍の37億円に増加するとともに、中

山間地域では、オリジナル品種を活用した夏秋

イチゴやラナンキュラス等の産地化、さらに、

安全・安心な「みやざきブランド」を支える全

国トップクラスの残留農薬分析技術の開発な

ど、研究成果が農業者の所得向上につながり、

地域農業の活性化に貢献しているものと考えて

おります。また、県民への周知につきまして

は、県立図書館等の展示場を活用しましたパネ

ルや現物等を展示するとともに、小学生から大

人までを対象といたしまして、「試験研究ウイ

ーク」などの公開講座とか、商工業分野の研究

機関や大学との合同研究成果発表会の開催など

を実施しているところでございまして、今後と
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も、広く県民への情報提供に努めてまいりたい

と考えております。

○徳重忠夫議員 それぞれ研究成果が上がって

いるわけでありまして、そのことが県民に周知

されることが最も大事なことだと思います。一

つ提案しておきたいと思いますが、各市町村役

場の待合室等に毎日何百人の方がおいでになり

ます。私は、住民票などをとりに来られる県民

の方、市民の方にこれを知ってもらう、その時

間を利用してもらうことも一つの方法ではなか

ろうかと思います。図書館やそういった専門的

な場所に置くのも結構です。それは当然のこと

でしょうが、やはり全県民に知らせる必要があ

ろうと、このように思います。

それでは次に、農業問題についてお尋ねをし

ていきます。

私ども県民の会の水間幹事長が代表質問でも

取り上げました、米戸別所得補償モデル対策事

業についてでございます。私のほうは、現地の

状況を踏まえてお尋ねをしてみたいと思いま

す。

私の地元であります都城・北諸地域において

は、個々の農家が零細な規模で農業を営むので

はなく、効率的な農業経営を行うため、産地確

立交付金―今までの転作助成金でありますが

―農地の集積や団地化などの取り組みに手厚

く加算助成をしてこられました。このことによ

りまして、発足して間もない集落営農法人など

においても、農地集積などの取り組みを進める

ことにより、一定の助成金が交付されることか

ら、安定的な農業経営を目指して、集落全体が

一丸となって取り組もうという意欲が醸成され

てきたところであります。その結果、都城にお

いては、「きっとかな田」「きらり農場高木」

「夢ファームたろぼう」など、全国段階の農業

コンクールでも優良事例として表彰されるよう

な、先進的な集落営農法人が設立されてまいり

ました。県におきましても、意欲のある担い手

として、認定農業者8,400経営体、集落営農組

織145組織、うち集落営農法人57法人を目標に、

各種施策を集中しておられます。平成21年度の

実績といたしまして、認定農業者8,700経営体、

集落営農組織105組織、うち集落営農法人20法人

となっておりまして、担い手育成の取り組みは

まだ道半ばであります。これから、さらに集落

営農への施策の強化が求められる中で、全国一

律の転作作物助成の新たな対策が実施される

と、これまで農地集積等を進めてきた集落営農

組織に対する助成金が大きく減少するのではな

いかと、地域においては、今後、営農組織を存

続できるのかどうか、強い不安を持っておられ

ます。もし、国の政策転換により、これまで育

成されてきた担い手がつぶされるようなことに

なりますと、担い手を目指して汗水流して営農

の組織化に取り組んできた農業者の努力を、国

が切り捨てることにほかなりません。

そこで質問でございます。集落営農など大き

く助成金が減額される組織等への対応について

どのように考えているのか、農政水産部長にお

伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） モデル対策に

つきましては、昨年の概算要求の時点では、御

指摘にございましたように、団地化等に取り組

んできた集落営農組織等におきましては、交付

額が大幅に減額となるなど、厳しい内容となっ

ておりました。こういったことから、県として

は、地域の実態を踏まえた制度となるように、

国に強く要望を行ってまいったところでありま

す。この結果、国におきましては、本県の要望

等も踏まえ、これらの影響を緩和するため、今
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回、激変緩和調整枠を設定し、本県には１

億8,000万円の調整枠が配分されたところであり

ます。県といたしましては、この調整枠の活用

につきましては、地域の特色を生かした多様な

担い手を育成する観点から、交付額が大幅に減

少する集落営農組織等を対象に、団地化等によ

り作物の生産を行う場合や、地域の振興作物の

生産を行う場合に加算が行えるように、現在、

国と協議を行っているところであります。今後

とも、これら調整枠を有効に活用しながら、集

落営農等のこれまでの取り組みをさらに持続・

発展させてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。本県

からの提案もあったということでございます

し、措置された激変緩和調整枠を活用して、存

続の危機に瀕している集落営農組織等への支援

をしっかりとやっていただきたいということで

ございます。そして、地域農業者も安心できる

ということで、ぜひとも前向きに、この１

億8,000万、有効にお使いいただきたいと思いま

す。

次に、地域の集落営農の代表者と意見交換を

する中で、都城・北諸地域においては、ブロッ

クローテーションや後作の関係から、現在は飼

料用米などを拡大するような状況ではないと思

います。やはり飼料作物などを中心に取り組ん

でいただきたいということであります。しかし

ながら、飼料作物の生産は、利用する畜産農家

や牛があって初めて生産が成り立つものであり

まして、高齢化や販売価格の低下など、地域の

畜産の状況を見ると、果たして飼料作物をやみ

くもに生産拡大していいのかという気がいたし

ております。一方では、安全・安心な国産粗飼

料に対するニーズというものもあり、食料供給

県宮崎を支える畜産部門としても、そのニーズ

にこたえなきゃならないと考えております。

そこで、本県における国産粗飼料の利用状況

はどうなっているのか、また、生産される飼料

作物の県内における需給調整の取り組みをすべ

きと考えますが、農政水産部長の考えをお伺い

しておきたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 畜産の粗飼料

関係でございますけれども、本県では、これま

で、国の事業等を活用しまして、粗飼料の生産

と利用の拡大を図ってきたところでございま

す。その結果、トウモロコシとか牧草等の飼料

作物が、全国第３位の３万900ヘクタールで作付

されております。さらに、県内の水稲作付面積

の３分の２に当たる約１万4,000ヘクタール分の

稲わらも、粗飼料として利用されておりまし

て、本県で必要とされる粗飼料の約９割程度を

自給している状況にございます。今後は、さら

に粗飼料自給率100％を目指して、これまで以上

に粗飼料の生産振興に取り組んでいくこととい

たしておりますけれども、地域によっては、高

齢化あるいは労働力の不足等で粗飼料の確保が

困難になることも懸念されております。このた

め、御指摘にございましたように、来年度から

の米のモデル対策の実施により、粗飼料増産の

機運が一段と高まることも想定されますので、

需給調整機能を持ったコントラクターの育成を

図るなど、畜産農家に十分な飼料の供給が行え

る体制整備に、積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひそういう方向で努力をい

ただきますように、お願いを申し上げておきた

いと思います。

次に、スポーツランドについて質問をする予

定でございましたが、さきの代表質問で、社民

党の満行議員から、るる質問がございましたの
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で、このことについては割愛をさせていただき

たいと思います。

続きまして、都城市のサブシティ構想につい

て、知事にお伺いをしてみたいと思います。

去る１月24日に実施されました都城市長選挙

の結果、現職の長峯市長が圧倒的な得票で再選

されました。長峯市長は、合併前の旧都城市長

から数えますと、通算３期目ということになり

ます。今回の選挙におけるマニフェストの一つ

に、都城インターチェンジ付近に、健康・医療

ゾーンと雇用創出ゾーンを整備するサブシティ

構想があります。この構想は、長峯市長の１期

目からの基本的な公約であります。３期目とな

るこの４年間で、実現に向けて努力されるだろ

うと考えております。健康・医療ゾーンは、都

城救急医療センター、都城市郡医師会病院、都

城健康サービスセンターの一体的移転整備によ

り、広域的な高度医療拠点の構築を目指すもの

でありまして、雇用創出ゾーンは、約20ヘクタ

ールの工業団地を整備する計画とお聞きしてお

ります。

今回の選挙で、多くの市民の信頼を受け当選

された長峯市長でありますから、この構想にも

大方の市民は賛成とは思いますが、一方では、

莫大な経費負担が生じることは間違いありませ

ん。また、この構想は、都城市のみならず、西

諸地域、また曽於市まで含んだ広域的な取り組

みであり、南九州の中核都市として、今後の産

業集積、医療の集積を考える上で注目されるも

のと考えております。そういう意味で、この構

想の推進は、県政全般における重要な政策課題

の一つであると、私は考えております。健康・

医療ゾーンにつきましては、市長選挙前に、私

も何回か質問をしてまいりましたが、今回の長

峯市長の当選を受け、改めて質問をするもので

あります。都城市のサブシティ構想に対し、県

としてどのような支援を考えているのか、知事

にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 都城市のサブシティ

構想に対する支援についてであります。

まず、本構想の健康・医療ゾーンについてで

あります。この健康・医療ゾーン整備の核にな

る都城救急医療センター、都城市郡医師会病院

及び都城健康サービスセンターの一体的移転整

備は、県西部圏域の救急医療を初めとする医療

機能強化を図る上で、重要な取り組みとして認

識しております。このため、今年度策定した地

域医療再生計画においても、特に、圏域の２次

救急の中核を担う都城市郡医師会病院の施設設

備整備を対象に、支援を行う予定としておりま

す。次に、雇用創出ゾーンについてであります

が、南九州の中核都市として発展を目指す都城

市が、産業集積、雇用の確保を図るために、工

業団地の整備を計画しているところでありま

す。県といたしましても、この団地を重要な大

規模工業団地と位置づけておりまして、今年度

の広域拠点工業団地整備促進事業により、調査

及び測量設計等に対して補助を決定したところ

であります。

○徳重忠夫議員 大変前向きな御答弁をありが

とうございます。ぜひ、大いに支援をいただい

て、これが早く完成できるようにお願いを申し

上げたいと思います。

続いて、都城市郡医師会病院等の移転整備

は、現時点での概算で、事業費75億円という規

模の大きな事業と聞いております。こういう大

規模な投資を行った場合、その後の経営が大変

厳しくなるのではないかということが心配され

るわけでありますが、都城市郡医師会病院等の

移転整備後の経営見通しについて、福祉保健部
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長はどうお考えなのか、お伺いをしておきたい

と思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 都城市郡医師

会病院等の移転整備については、早ければ平

成25年度中の開設を目指して、現在、都城市や

都城市郡医師会を中心に準備作業が進められて

おりまして、約75億円と見込まれる移転整備費

の財源につきましても、移転整備後の安定的な

経営という観点から、県や市の財政支援、低利

融資制度の活用など、慎重に検討・調整が進め

られていると伺っております。来年度中には、

立地場所の選定、施設の機能・規模、診療体制

に関する計画のほか、運営収支計画も含めた基

本計画が取りまとめられる予定と聞いておりま

すので、移転整備後の経営見通しにつきまして

も、その中で明らかにされてくるものと考えて

おります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。

それでは、最後の質問になろうかと思いま

す。都城志布志道路についてお伺いをしていき

たいと思います。

この都城志布志道路については、私が県議会

議員になってずっと、代表質問、一般質問、常

任委員会でも取り上げてきました。まさに私の

政治生命をかけた、いわゆる私の命の道路と

言ってもいい課題でございます。この道路がつ

ながれば、都城・北諸圏域を中心とする地域の

活性化はもちろんのこと、県南全体の地域の活

性化、さらには南九州の物流効率化に大きく寄

与することは、だれが考えても明らかでありま

す。この道路の全体計画、延長42キロメートル

のうち、本県内の区間が半分の21キロ。このう

ち、都城インターから五十町インターまでの

約13キロにつきましては、国の直轄事業であり

ます国道10号都城道路として、平成11年度から

事業に着手され、また、五十町インターから梅

北インターまでの約３キロメートルについて

は、平成13年度から、県の事業としてそれぞれ

事業着手されております。着手されてから既

に11年を経過したものの、いまだ開通している

区間はなく、県の施行区間であります五十町―

梅北間3.1キロが、前回の私の質問に対しまして

も、22年度に供用開始されるという県土整備部

長の答弁をいただきました。また、国の施行区

間であります平塚インター―五十町インター1.9

キロが、平成23年度の供用予定と聞いておりま

す。実に、一部が開通するのに13年もの年数が

かかるわけであります。

一方、同じ21キロの鹿児島県を見ますと、末

吉インターから有明北インター間の8.3キロメー

トルは既に開通し、これに続く有明北インター

から志布志港間も、平成27年度までには全線開

通に向けて取り組んでいるという、まさに雲泥

の差というのはこのことではないかと思う次第

であります。これはどういうことなのか。私自

身、鹿児島県庁に足を運び、整備の方針を聞い

てまいりました。鹿児島県の場合は、都城志布

志道路を重点事業として位置づけ、供用してい

る8.3キロを、年間15億円ぐらいずつ投資いたし

まして、10年間で完成させておられます。ま

た、厳しい予算の中で、次の事業区間も、年

間12億円前後を集中的に投資して、あと５年程

度で県境区間を除き全面開通させるという意気

込みでございます。鹿児島県の場合は、21キロ

全部が県施行の補助事業で行われています。本

県の場合は、６割を国の直轄事業でやってくれ

るという経費面での節約になります。公共事業

予算が大きく削減される中で、全線開通を見据

え、整備効果を発現させるため、選択と集中の

理念のもと、重点投資を行うべきだと考えま

平成22年３月１日（月）



- 196 -

す。

私なりに都城インターから志布志港へのルー

トを眺めますと、梅北インターから県境区間の

約５キロを早急に整備することが何よりも重要

ではないかと考えます。そこで、まず初めに、

都城志布志道路について、鹿児島県との連携を

どのように行っているのか、県土整備部長にお

伺いをいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 都城志布志道

路は、都城インターチェンジと志布志港を直結

しまして、物流の効率化に寄与することはもと

より、広域救急医療の整備充実などを掲げた都

城定住自立圏構想を実現するための重要な幹線

道路でございます。このため、国、鹿児島県、

本県で構成します行政連絡調整会議で調整を行

いながら、連携して整備を進めてきたところで

あります。また、本県と鹿児島県の沿線自治体

で組織する都城志布志道路建設促進協議会や、

民間団体である都城志布志道路早期完成促進民

間協議会におきましても、国や関係機関に対す

る提言活動が行われるなど、両県の官民を挙げ

た連携により、都城志布志道路の整備促進に向

けた取り組みが行われている状況であります。

○徳重忠夫議員 先ほど申し上げましたが、や

はり既存の国道10号から志布志港へのルートを

考えますときに、県施行区間である梅北インタ

ーから県境区間を早急に整備しなければ、経済

効果の発現は期待できないと、このように思い

ます。県境区間の整備の見通しについてどのよ

うに考えていらっしゃるのか、再度お尋ねをい

たします。

○県土整備部長（山田康夫君） 都城志布志道

路の梅北インターチェンジから、鹿児島県境を

経て末吉インターチェンジに至る未整備区間に

つきましては、物流の効率化などの経済効果を

早期に発現するため、速やかに整備を図るべき

区間であると認識いたしておりまして、これま

でも鹿児島県と連携しながら、両県をつなぐル

ートの検討などを行ってまいりました。宮崎県

内の未整備区間約５キロメートルのうち、梅北

インターチェンジから県道飯野松山都城線まで

の、（仮称）諏訪山インターチェンジ間の約2.5

キロメートルにつきましては、早期の事業化に

向けまして、本年度、道路整備に伴う環境への

影響調査を実施しているところであります。今

後とも、早期整備に向けて、鹿児島県と連携

し、積極的に取り組んでまいりたいと存じま

す。

○徳重忠夫議員 知事にお伺いをしておきたい

と思います。都城志布志道路は、経済効果は宮

崎県が約６割と言われております。鹿児島県は

積極的に整備を進めていただいておりまして、

大変ありがたいことであります。次の事業区

間、８キロ以上完成されておりまして、10年で

宮崎県は３キロしか完成されておりません。考

えてみますと、この３年間の投下財源は、宮崎

県17億円、鹿児島県34億円であります。この現

実を知事はどう考えていらっしゃるか、お尋ね

をいたします。

○知事（東国原英夫君） 都城志布志道路につ

きましては、定住自立圏構想を目指す都城圏域

と志布志港を結び、物流効率化、産業振興、広

域医療の充実などに寄与する重要な幹線道路で

ありますことから、これまでも国及び鹿児島県

と連携を図りながら整備を進めてきたところで

あります。過去３年間の投資額につきまして

は、議員御指摘のとおりでありますが、本県側

では、県事業に加え、直轄事業による整備も行

われておりまして、それに要する県の負担額を

合わせますと、遜色はないものと考えておると
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ころであります。本県側におきましても、これ

までの投資が実を結び、来年度以降、順次開通

予定であり、今後とも早期整備に向け、国や鹿

児島県と一体となって整備促進に努めてまいり

たいと考えております。

○徳重忠夫議員 知事、よく御案内のとおりで

ございまして、今、小林から来る221号、あるい

は269号、そして222号、それぞれの国道は10号

線に直結しております。そして、今町まで完全

に改良整備が終わっております。今町からイン

ターに乗れる、志布志道路に乗れますと、全く

経済効果は変わらないと私は思うんです。直轄

事業をやっておりますが、あと10何キロありま

す。これが恐らく10年、15年かかるでしょう。

それをやらなくても、今の道路で効果は十分出

ると思いますときに、とにかく今町からインタ

ーに乗れるような５キロをつくる。そして鹿児

島県側の高速に乗れる。鹿児島県から２キロで

す。鹿児島県は２キロをつながなくても経済効

果は100％あるんです。うちのほうは、あそこの

５キロを、今町からインターまでつなぐ道路を

つくっていただくことによって、経済効果は100

％満たされると。そして、ちゃんとした道路が

できれば、私はこれでいいと。そしてまた、あ

とできる工事も直轄部分11キロぐらいでござい

ますが、１キロ大体30億かかるんです。30億か

かったら、300億という資本が投下されるわけで

す。だから、経済効果も抜群に上がってくると

考えますときに、どうしても今町から県境ま

で、そして鹿児島県につなげるような形、これ

は知事が鹿児島県知事と話をして、ここをやっ

てくださいとお願いするしかないと。待ってい

たら、ただ協議だけしていたって進まないと。

知事が直接知事に会って、どうしてもこれを

やってほしい。つなぎを早くやってほしい。こ

れをぜひともお願いしたいと。これが私のきょ

うの大きなお願いでございます。そうすること

によって絶対にできると信じております。

もう一つ、鹿児島県は、まず予算をつけるん

だそうです。県で予算をつける。そして国に、

県がつけたから国もつけてくださいよというお

願いをしてきたからここまで行きましたと。県

が率先して予算をつけたと。このような話を聞

いたところであります。参考にしていただきた

いと思います。よろしくお願いをして、私の質

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 次は、河野安幸議員。

○河野安幸議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の河野安幸でございます。議長のお許しをいた

だきましたので、一般質問をさせていただきた

いと思います。

バンクバーオリンピックもいよいよ最終日を

迎えました。滑り、飛び、本当にすばらしい演

技を見せてもらいました。先日の読売新聞の

「編集手帳」にこう書いてありました。「大坂

本町糸屋の娘／姉は十六、妹は十四／諸国大名

は弓矢で殺す／糸屋の娘は目で殺す」と書いて

ありましたが、全く、あのカーリングの石を投

げるときの選手の目、これは本当にすばらしい

集中力の目であったと感動いたしたところでご

ざいます。ジャンプも、飛ぶというよりも空中

を舞うと言ったほうがよかったと思っておりま

すが、知事もいつかは国政へジャンプされるん

じゃないかというふうに思いながら見ておった

ところでございます。

まず、知事にお伺いをいたしたいと思いま

す。知事におかれましては、就任後３年が過ぎ

ました。就任以来、宮崎を大きくＰＲされ、全

身全霊を傾けてとよく言われますが、そのとお
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り、全国に宮崎県の名を広められましたこと

は、県民は高く評価しておるところでございま

す。そこで、知事とされまして、マニフェスト

の達成状況を見て、何％達成したと自分で思っ

ておられるか、まず、お伺いをしておきたいと

思います。

次に、教育問題から質問をさせていただきた

いと思います。

教育は国家の礎と申しますが、果たして、現

在の子供を取り巻く教育環境は、教育が正しく

行われていくことに適した姿でしょうか。私

は、甚だ疑問があると言わざるを得ません。そ

の多くは、私たち大人の責任の部分が多いと考

えますが、教育の１番目の目標と言える学力に

つきましても、諸外国に比べて低下が著しく、

国際比較において、我が国の学力はむしろ低位

にあることが報道されております。このこと以

外にも、不登校、いじめ、学級崩壊、給食費滞

納、親の経済状況による教育格差拡大、そして

また、教師の不祥事の増加、問題を挙げると切

りがないほど、現状には問題点を挙げることが

できます。私たちが子供の時代とは大いに違っ

てきていると思っておるわけでございます。

そもそも何ゆえこうなったのか。社会・経済

情勢の劇的変化はあるでしょうが、ある学者

は、加えて、平成８年の中教審答申に一因があ

るのではないかと指摘されております。平成８

年の中教審答申は、いわゆるゆとり教育に戦後

の教育が大きくかじを切った答申であります。

ゆとりの中で生きる力を育成する。自分の力で

課題を見つけ、みずから考え、主体的に判断

し、よりよく解決する能力、みずから律しつ

つ、他人と協調し、他人を思いやる心や感動す

る心など、豊かな人間性と、たくましく生きる

ための健康や体力を身につける。なるほど、そ

のとおりになれば申し分のないことでありま

す。しかしながら、必ずしもこうはいかなかっ

たことは、現在の幾つかの課題点を見ても明ら

かであります。特に小中学校の時代は、親と教

師が濃密にかかわって導き、才覚を引き出して

いくべき最も大切な時期ではないでしょうか。

この平成８年の中教審答申は、なぜこういう

答申を必要としたのか。その一つの背景は、平

成14年からの完全学校週５日制の導入であった

ことは明らかであります。子供にとって、時間

的・精神的なゆとりのある教育活動を推進する

ためと言われておりますが、極論でありますけ

れども、子供のためというより、教育現場に働

く教師に週休２日制を導入するためのゆとりで

はなかったかと、私は考えておるところであり

ます。その結果、授業時間は大幅に削られ、高

校においては日本史が必須でなくなるなど、こ

の国の将来はどうなるのでしょうか。

昔は、どこの子供にでも注意をし、説教する

大人が周りにいたものであります。また、子供

から見ても、怖いものはおやじ、先生、お巡り

さんがいたものであります。こうした現状のな

い中に自由に子供を解き放っている今の状況

は、問題であると考えております。今はどうで

しょうか。友達言葉で会話し合う教師と生徒が

大半であります。このことはよしとしても、休

日に働く親も多く、子供の周りは危険がいっぱ

いであります。せめて学校だけでもしっかりと

子供と向き合うべきと考えますが、いかがで

しょうか。

私は、例えば必要な教員を増員してでも学校

は６日制であるべきで、今、少子化の時代であ

りますから、よほど実行しやすい環境にあるの

ではないかと思うのであります。ゆとり教育の

弊害は、学力低下ばかりではなく、勤勉さやま
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じめさという、学校教育において最も大切な徳

目を奪ってしまうことのように思います。「予

習・復習はゼロでオーケー。学校は生活すると

ころで、勉強は塾」という考えがかなり浸透し

ているという教師の話が、問題の深刻さを示し

ております。

そこで、知事にお尋ねいたしますが、知事が

御自身の経験に照らし、理想とされる初等中等

教育はどういう姿でしょうか。また、いわゆる

ゆとり教育に対する知事の所見をお伺いしたい

と思います。

次に、２学期制についてお伺いいたします。

我が国は、古来といいましても、明治以来と

いうことのようですが、３学期制でありまし

た。そこに２学期制が、ゆとり教育を契機に義

務教育の分野まで入り込み始めたのでありま

す。３学期制が、我が国の四季との関係に密接

であることや、古くからの風習や礼節を重んじ

る国民性に根差していたことを考えると、ない

がしろにはできないものと考えております。そ

もそも２学期制は、平成14年度からの完全週５

日制と新学習指導要領の施行から端を発して、

授業日数の確保から始められた学校や地方自治

体が多く、ゆとり教育推進のため導入されたも

のであります。もちろん２学期制にも、「行事

の見直しを図ることができる。そしてまた、長

いスパンで評価できることで指導が生かせる。

そして、学習の連続性が図られる。また、教員

の事務仕事が軽減され、子供と触れ合う時間が

増えるなどのメリットがある」と言われていま

すことは、承知をいたしておるところでござい

ます。しかしながら、実際にどの程度、行事の

見直しが図られてそれが生かされているのか、

教師や子供たちが触れ合いの時間を共有でき、

また、そう感じているのかというところまでは

見えていない感じがいたします。

週６日制のころ、明治時代から慣習的になっ

ている行事の見直しを図ることは、２学期制を

導入する以前に課題となっていたものを見直す

というのなら、当然のことでありますが、そう

いう話は余り聞いたことがございません。ま

た、長いスパンで学習効果を上げていく意味で

は、確かに２学期制のメリットとして効果を期

待できるものがあろうと思いますが、導入後、

劇的に学力が向上したというのでしょうか。

そこで、教育長にお尋ねいたしますが、ま

ず、宮崎県で２学期制を導入している市町村数

と学校数、私学関係を別といたしまして、お尋

ねをいたします。

次に、教育長は２学期制をどう評価されてい

るか、そしてまた、文科省の見解はどうなの

か、お尋ねをいたしておきたいと思います。

次に、教育委員長にお伺いいたします。宮崎

県教育委員会の将来の方針はどうあるのか、お

尋ねをしておきたいと思います。

次に、農商工連携及び第６次産業について、

農政水産部長にお伺いいたします。

国では、地方経済活性化のため、地域の基幹

産業である農林漁業と商業、工業等の産業間で

の連携を強化し、相乗効果を発揮していくこと

となるよう、農商工連携促進法を平成21年に制

定しました。この法律では、中小企業者と農林

漁業者が連携して、新商品の開発、需要の開拓

等に取り組む事業計画を作成し、国に認定され

れば、金融、税制上の優遇措置が受けられるこ

とになっております。昨年末までには既に300件

を超える事業計画が認定されておるようであり

ます。本県におきましては、みやざき農商工連

携推進事業を創設され、制度の普及・ＰＲに努

められているとともに、みやざき農商工連携応
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援ファンドを設立、総額25億円の基金を積み、

その運用益で新商品の開発促進や生産技術開発

のための助成を行っておられます。

一方、近年、農業の第６次産業という言葉を

よく見聞きします。第１次産業の農畜産物の生

産だけでなく、第２次産業である食品加工及び

第３次産業の流通販売にも、農業者が主体的か

つ総合的にかかわることによって、今までの第

２次産業、第３次産業の事業者が得ていた加工

賃や流通マージンなどの付加価値を農業者自身

が得ることによって、農業を活性化させようと

いうものであります。１次プラス２次プラス３

次は６次であります。なおまた、１次掛ける２

次掛ける３次も６次というわけであります。農

商工連携、第６次産業という言葉がよく取り上

げられることになった背景には、もはや従来の

ように農畜産物を生産するだけでは、農業は存

続できないということではないでしょうか。

しかしながら、すべての農業者が農商工連携

や第６次産業に取り組めるものではありませ

ん。農林統計によりますと、本県の農家数は年

々減少し、経営農家面積が30アール以上、また

は農産物販売価格が50万円以上の農家、いわゆ

る販売農家のうち、主業農家―農業所得が主

であり、65歳未満の農家でございますが―こ

れは35.7％しかありません。基幹的農業従事者

の５割以上が65歳以上となっており、高齢化が

進行している現状であります。我が清武町は、

本県の冬の特産物である千切り大根の主産地で

ありますが、生産している農家はほとんどが65

歳以上であります。本県は、全国５位の農業産

出額を誇る農業県であり、農業は本県の基幹産

業であります。ブロイラー、豚、肉用牛の畜産

を初め、ピーマン、里芋、キュウリなど、常に

全国でも１位から３位の生産量を維持しておる

ところでございます。これら本県農業を支えて

いく農家は、主業農家以外の中小農家も多くい

るわけでございます。そういう個々の農家では

競争力が弱いということで、農家の集合体であ

る農協組織があるのではないでしょうか。した

がいまして、この農商工連携や第６次産業に

は、農協が積極的に取り組むべきと思うのであ

ります。

このような情勢の中、まさに時宜を得たかの

ように、先月の農業新聞にも発表されておりま

したが、宮崎県経済連では、九州最大規模の野

菜冷凍工場を本年７月に建設するとのことであ

ります。私も、この工場建設により、本県農業

の第６次産業化が進展すると、大いに期待をい

たしておるところでございます。農業者が生産

したものを、その組合組織である農協組織が加

工、流通・販売を担う、これこそ農業協同組合

の本来の姿ではないでしょうか。

そこで、農政水産部長にお伺いいたします。

県では、農商工連携の一環として、平成21年度

に連携推進室を設置いたしましたが、農商工連

携の実績はどのくらいあるのか。今後、農政水

産部として農商工連携をどのように進めていか

れるおつもりか、お伺いをしておきたいと思い

ます。

次に、林業関係についてお伺いいたします。

我が国の森林は国土の67％を占めており、そ

の６割は民有林であります。本県におきまして

は、県土の76％が森林で、うち７割が民有林と

なっております。森林は、単に木材資源として

の私的な経済価値にとどまらず、水源涵養や土

砂崩壊防止、二酸化炭素を吸収する地球温暖化

防止機能などの公益的、多面的な機能を持って

おります。経済資源としての機能は年間6,700億

円、環境資源としての機能は、何と年間70兆円
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とも言われております。しかしながら、今、林

業の現状を見ますと、極めて厳しいものがあり

ます。昭和39年の木材輸入自由化を契機に、昭

和55年ごろをピークにして国産材の価格は落ち

続け、長期的な停滞が続き、採算性の悪化、林

業就業者の減少及び高齢化など、林業現場は限

界に来ておると思います。我が町の隣でありま

すが、田野町においても、以前は杉の苗の生産

が盛んでありましたけれども、林業不振のあお

りから、今はほかの露地野菜に転換をいたして

おります。

これは、ある経済誌に掲載してあった記事で

ございますけれども、林業の不振から、林地価

格が18年連続で下落し、山林の売り圧力が強

まった中、これまで森林に対する関心を示さな

かったような人たちが、日本各地で山林買収に

参入しているとのことであります。東京のある

新興不動産会社は、発足後５年間で、全国で約

２万ヘクタールの森林を所有。また、東京都内

のコンピューターソフト開発会社は、平成18年

だけで4,300ヘクタールの森林を取得したとのこ

とであります。国土交通省によると、５ヘクタ

ール以上の大規模な土地売買、特に都市計画区

域以外の山間部における取引総面積は、平成11

年度の１万4,000ヘクタールから、平成20年度に

は３万2,000ヘクタールと、10年で倍増いたして

おります。都道府県別では、北海道、宮崎、福

島、熊本の中に大きいとのことであります。さ

らに、このデータは、国土利用計画法に基づく

１ヘクタール以上の土地売買の事後届け出に基

づくものであり、これが土地売買の実態のすべ

てとは言いがたいものであります。

また、この山林売買につきましては、外資に

よるものがほとんどのようでございます。既に

三重県や長野県では中国系資本による水源林買

収の動きがあったそうであります。その後、北

海道、熊本など日本各地で聞かれるようになっ

ており、うわさを含め、外資による山林売買の

動きは後を絶たないようであります。こうした

外資による山林売買の理由につきましては、山

林価格がこれ以上下がらないと見越したねらい

か、世界的な水資源不足を背景に、日本の水源

地を購入して地下水を確保しようとしているの

か、そしてまた、森林が温室効果ガスＣＯ２の吸

収源として位置づけられると期待した先行投資

か、林業関係者の中では憶測が広がっていると

ころでございます。

本県の林業関係者の意見として、今年の２月

１日付の宮日新聞に、耳川広域森林組合長・轟

さんのインタビューが載っておりました。中身

につきましては、皆さん読まれたと思いますの

で省略いたしますが、日本一の杉生産県として

の位置づけを守るべく、林業の復興を願ってお

られる熱意を十分に感じさせる内容でございま

した。

繰り返しになりますが、森林は我が国におけ

る貴重な資源であり、水源林のおかげで日本で

はおいしい水が飲めるのであります。この水源

林が外国資本の手に渡ったらと思うと、将来に

大きな不安を抱くのであります。そこで、環境

森林部長にお伺いいたします。長期的な停滞が

続いている林業不振を受け、国では、間伐など

の費用に対する定額補助金制度を設置している

ようでございますが、全国有数の林業県である

本県において、県独自の振興策は何か講じてお

られるのか、お伺いをいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。
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マニフェストについてであります。私のマニ

フェストの進捗状況につきましては、ことし１

月、早稲田大学マニフェスト研究所などが評価

を行った結果が報道されておるところでありま

す。その内容を見ますと、具体的な取り組みと

して掲げた85項目について、Ａの「達成できた

又は順調に進んでいる」が63項目で約74％、Ｂ

の「やや遅れて進んでいる」が10項目で約12

％、Ｃの「かなり遅れて進んでいる又は方針転

換した」が12項目で約14％となっており、私の

認識とおおむね一致しているところでありま

す。私のマニフェストにおける２つの柱である

「県政への信頼回復」及び「宮崎のブランド力

向上」についてはおおむね達成され、全体とい

たしましては順調に進捗していると思っており

ますが、社会経済情勢の変化等もあり、厳しい

状況の項目もありますので、今後とも、県民の

皆様との約束を果たせるよう、マニフェストの

達成に向け、この１年を全力で努めてまいりた

いと考えておるところであります。

ゆとり教育についてであります。私は、これ

までの経験から、勉強は、自分に自信と生きる

力を与えてくれるものであり、自分の人生の幅

を広げ、大きくしてくれるものであると考えて

おります。また、先行き不透明なこの時代にお

いて、一人一人が自己責任のもと、自分がやる

べきことを真剣に考え、それぞれの立場で新た

な社会を創造していくことが大切であると考え

ております。天はみずから助くるものを助くと

いう、まさに強い信念を持って行動することが

必要であると考えております。したがいまし

て、人生の土台となる小中学校段階におきまし

て、今、最も大切なことは、ゆとりか詰め込み

かといったことではなく、さまざまな学習場面

を通して、子供たちに、生きていく上で必要な

知識をしっかり身につけさせるとともに、自分

で課題を見つけ、その解決に向けて、みずから

考え判断していく力をつけさせていくことであ

ると考えております。以上です。〔降壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。

間伐の推進策についてでございます。全国に

先駆けまして伐採時期を迎えている本県人工林

を、健全で多様な森林へと誘導するためには、

間伐の推進が大変重要であります。このため、

県におきましては、国の補助制度を積極的に活

用するとともに、今年度から、県下８つの森林

組合に27名の間伐等促進班を配置いたしまし

て、森林所有者への制度事業の周知や施業提案

等を行う、本県独自の推進策を講じているとこ

ろでございます。また、木材価格の低迷など大

変厳しい状況等に対応するため、本議会に新規

事業としてお願いしております「奥地共同間伐

促進事業」によりまして、奥地林を対象に、間

伐材の搬出経費を支援する、新たな森林所有者

への負担軽減策にも取り組むこととしておりま

す。今後とも、本県森林・林業の特性等を踏ま

えながら、さまざまな施策を図ってまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○農政水産部長（伊藤孝利君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、農商工連携の取り組み実績についてで

ありますけれども、中小企業者等と農林業者と

の連携による取り組みといたしまして、「牛

歩」―コムテックさんと畜産農家が連携した

取り組みとか、あるいは新型乳酸菌による混合

飼料の開発、それから、規格外青果物のパウダ

ー加工及び販路開拓等の取り組み、さらには、

銘柄鶏の「刀根鶏」の低利用部位を主原料にし
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た新商品の開発と販路開拓がございます。さら

に、最近の動きとしまして、特に企業の農業参

入、県内の法人と連携した取り組みというとこ

ろで、株式会社シーイーシーさんが本県に参入

をされたと。それから、三鷹光器さんが他産業

分野から技術開発の提携をやるといった動きが

ございます。

それから、今後の取り組みについてでござい

ます。御質問にもございましたように、担い手

の減少、あるいは高齢化が進行する中で、今後

とも本県農業・農村を維持発展させていくため

には、御質問にありましたように、豊かな地域

資源を２次産業、３次産業と連携して最大限活

用することによりまして、新たな価値を生み出

していく、いわゆる６次産業化の取り組みを推

進することが大変重要であると思っておりま

す。このため、県といたしましては、これまで

以上に関係機関・団体と連携を密にしながら、

食品産業との連携による新商品の開発や販路開

拓、加工・業務用需要に対応した産地の育成、

さらには、他産業からの農業参入や新たなビジ

ネスモデルの創出など、農業を核にした６次産

業のための多様な取り組みを支援しまして、本

県農業・農村、ひいては地域経済の活性化を

図っ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（近藤好子君） 本県教育の将来

の方針についてであります。私は、子供たちが

健やかに成長できるよう、家庭、学校、地域に

おいて、子供たちの心にしっかりと寄り添い、

それぞれの場の力を生かした取り組みが大切で

あると考えております。そのため、家庭におい

ては、育ちの場として、家族との確かなきずな

をつくり、学校においては、学び・集団生活の

場として、仲間とのつながりの中で生きる力を

はぐくみ、そして、地域においては、実践の場

として、文化やスポーツ、地域の伝統行事等を

通し、世代を超えたつながりの中で、ふるさと

を愛する心を育てていくことが重要であると考

えております。家庭、学校、地域が持っている

役割は、これまでも、これからも変わるもので

はなく、変わってはいけないと私は考えており

ます。それぞれが持つ力を再確認し、引き出

し、生かしていくことが求められていると考え

ております。今後の教育行政におきましても、

このようなことを基本に据えて、これまでの県

教育委員会の取り組みを基盤に、さらに検証

し、創意工夫や改善を重ねてまいりたいと考え

ております。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔降壇〕 お答えいた

します。

小中学校の２学期制についてであります。

まず、２学期制の導入状況でありますが、市

町村別では、宮崎市、小林市、えびの市、高原

町、野尻町の５市町であり、学校数につきまし

ては、小学校69校、中学校39校であります。な

お、導入の時期につきましては、宮崎市が平

成16年度から、西諸県地区の４市町は平成17年

度からであります。

次に、２学期制の評価についてであります。

２学期制のメリットについて、実際に取り組ん

でいる５つの市町の状況から申し上げますと、

始業式や終業式などが減ることに伴い、授業時

数がふえることによってゆとりが生まれ、これ

まで成績処理などに追われていた長期休業前に

修学旅行などの行事を組むことができたり、児

童生徒との触れ合いの時間や、じっくりと指導

できる時間が確保できることなどがあると聞い

ております。一方で、３学期制には、長期休業

前に各学期の評価ができるよさや、季節に応じ
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た学期の区切りを意識できるよさなどがありま

すので、設置者である市町村の教育委員会が、

学校や地域の実態等を踏まえながら実施されて

いくものであると考えております。

最後に、文部科学省の見解についてでありま

すが、文部科学省は、２学期制について直接見

解を示しておりません。なお、文部科学大臣の

諮問機関であります中央教育審議会は、平成15

年の答申の中で、「２学期制等の学期区分の工

夫については、全国一律に実施する性格のもの

ではなく、各教育委員会等の取り組みにゆだね

るべき事柄である」と述べております。また、

「各教育委員会が、学期区分の工夫を検討する

場合は、既に導入している地域や学校の実施状

況等を参考にしつつ、それぞれの教育方針に基

づいて、その教育的効果等を十分研究すること

が重要である」と述べられております。以上で

あります。〔降壇〕

○河野安幸議員 知事にお伺いいたしますが、

知事の出処進退の問題について、先月の宮日新

聞にも出ておりましたが、任期満了の３カ月か

ら５カ月前というふうになっております。私と

しては、９月議会までにははっきりされるん

じゃないかというふうに認識をいたしておるわ

けでございますが、知事として２期目を目指す

ということを視野に入れておいてもよいので

しょうか、伺っておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私は、県民の皆様と

のお約束であるマニフェストの達成に向けて、

そしてまた、経済・雇用対策などさまざまな重

要課題の解決に向けて、一日一日、全身全霊を

傾けて県政運営に取り組んでいるところであり

ます。したがいまして、１期目を終えた後の出

処進退につきましては、今後、県民の皆様、県

議会の皆様などに幅広く御意見をお聞きしなが

ら、私自身、熟慮を重ねた上で、一般的には任

期満了の２カ月から５カ月前に出処進退の表明

がなされているようですので、私もこうした時

期を目途に、その態度を明らかにしたいと考え

ているところであります。

○河野安幸議員 県民政策部長にお伺いいたし

たいと思いますが、本県において、過去５年間

の大規模な森林の売買の実態はどうなっている

のか。また、その中に外資系と見られる案件は

どのくらいあるのか、お尋ねをいたしたいと思

います。

○県民政策部長（高山幹男君） 山林売買の実

態ということでありますけれども、一定面積以

上の土地取引を行った場合には、国土利用計画

法に基づきまして、知事に届け出を行うことと

されております。この届け出によりますと、平

成16年度から平成20年度までの本県の山林売買

のうち、20ヘクタール以上の大規模な一団の山

林の取引は、合計で30件の5,658ヘクタールと

なっております。取引面積は年度によってさま

ざまでありますが、このうち取引が最も多かっ

たのは、平成20年度の８件、3,758ヘクタールで

あります。これは、林業経営を目的に、約2,800

ヘクタールを一度に取得した取引があったもの

でございます。なお、21年度につきましては、

１月末時点で２件の182ヘクタールとなっており

ます。また、取引の届出書には、譲受人の氏名

とか住所が記載されているわけでございます

が、これを見る限りにおきましては、外国企業

をうかがわせる事例は確認されておりません。

○河野安幸議員 農政水産部長に再度お伺いい

たしたいと思います。県としては、今後、農業

の第６次産業化をどのように推進されていくお

つもりかは、先ほど御答弁いただきましたが、

さらに、本県は全国有数の畜産県であり、多く
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の畜ふんが出るのであります。これらを原料と

して安価な有機質肥料を製造する肥料工場を、

県として、また経済連として建設されること

も、第６次産業の確立につながることと思いま

すが、その計画はないのか、明確な答弁をお願

いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県の基幹産

業であります畜産業から排出される畜ふん等

を、従来からの堆肥としての利用に加えまし

て、２次産業である発電事業あるいは肥料製造

業、さらには、３次産業である流通・販売業な

どの関連産業とも結びつける、いわゆる６次産

業化の取り組みに大変効果的であると思ってお

ります。こういったことから、県といたしまし

ては、これまでも―南国興産等でございます

が―畜ふんの焼却処理により発電を行う畜ふ

ん発電施設の整備に対して支援を行いますとと

もに、発電施設より発生した焼却灰につきまし

ては、経済連の肥料供給センターにおいて、有

機肥料として加工製造をしまして、これを県内

園芸農家を初め、広く流通販売させるなど、コ

ストの安い肥料として大変喜ばれているところ

であります。さらに、今議会でも、畜ふん発電

施設等の増設等のための予算もお願いしており

ますけれども、今後とも、団体等とも連携を

―当面の計画としては肥料工場の設置はござ

いませんけれども、畜産業をベースにした、資

源循環型社会にも貢献できる、６次産業化に向

けた取り組みを強力に進めてまいりたいと考え

ております。

○河野安幸議員 それぞれ前向きの答弁をいた

だきまして、本当にありがとうございました。

私の質問をこれで終わります。ありがとうござ

いました。（拍手）

○萩原耕三副議長 以上で午前の質問を終わり

ます。

午後は１時より再開いたします。休憩いたし

ます。

午前11時33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、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 民主党の田

口雄二です。２月議会で代表質問、そして一般

質問と行われていますが、まだ１人も県北の議

員の出番がありません。ようやく県北のトップ

バッターとして登壇いたしました。山積する県

北の課題を初め、質問をさせていただきます。

先日、延岡から国道10号線を２時間以上かけ

て宮崎に向かう車の中で、ラジオから流れる国

会の予算委員会の質問を聞いておりました。質

問者は自民党の重鎮、熊本県選出の建設大臣、

自治大臣を歴任した野田毅衆議院議員でした。

さすがに大蔵省の出身で、財政の問題点など厳

しく鳩山総理や菅財務大臣等に質問していまし

た。そして、その中で、今回の県議会でも何度

も出されています鳩山政権の予算編成のキャッ

チフレーズ、「コンクリートから人へ」の話に

なりました。厳しく批判するのかと思っていま

したら、我が国の公共事業が最大のときの約15

兆円近くあったものが、現在は半減し約７兆円

を下回ったこと、この間、逆に社会保障費など

人への予算が大幅に増加してきたことを例に挙

げながら、「「コンクリートから人へ」は鳩山

政権の専売特許ではない。自公政権時代から既

に行われてきたことだ」と、鳩山総理などに力

説していました。

なるほど、自民党は、鳩山政権のようなキ
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ャッチフレーズを言わずに進めてきたから、大

きく批判されなかった。自民党もやってきたこ

となのに、政権交代を意識し、国民に「コンク

リートから人へ」とアピールしたばかりに、鳩

山政権は矢面に立たされ、県議会でもそのこと

で民主党に一々注文がつけられています。しか

し、うっかりしていると、圧倒的に自民党の牙

城であった本県のインフラ整備がここまでおく

れているのも、鳩山政権や民主党のせいにされ

てしまうのではないかと心配です。これまで均

衡ある国土の発展とずっと言われながら、信じ

ていたらだまされてしまいました。バブル崩壊

後の景気対策と称する相次ぐ公共事業で、膨大

な借金をつくったにもかかわらず、本県はその

恩恵をこうむることもなく、いびつな予算配分

で地域間に大きな格差が生じました。鳩山政権

には、これまでの予算の分捕り合戦で負い目を

負った地域に、今後、手厚い予算配分をお願い

し、格差是正に努めなければならないと痛感い

たしました。私たちも、地方からの声を、特に

インフラ整備のおくれた地区の声を大にして、

鳩山政権につないでまいります。

それでは、通告に従い一般質問を行います。

初めに、知事の政治姿勢に関して、まず企業

誘致についてお伺いいたします。

さて知事は、2010年度予算案、前年より当初

比2.6％増の一般会計総額5,772億6,600万円を発

表いたしました。これは知事任期の最終年にも

当たり、マニフェストの達成に向けた予算案で

もあります。本県の緊急的な課題への対応とし

て、「雇用の確保と就業支援」「地域医療の再

生」と「中山間地域の活性化」の３項目と、将

来的な課題への対応の３項目の合計６項目につ

いて、重点的な措置を講ずることにいたしまし

た。特に雇用と地域医療については、１月に行

われた延岡市長選挙でも一番の争点になった課

題です。「雇用の確保と就業支援」は37事業に

及び、105億円が計上されています。また、組織

改正を行い、企業立地推進局に企業立地課を新

設し、人員も増加し、３人体制にして積極的な

企業誘致に取り組むことといたしました。ここ

で、マニフェストの中でも重点課題の一つであ

る企業誘致について、目標達成に向けて知事の

意気込みをお伺いいたします。

次に、高速道路無料化の社会実験について、

知事にお伺いいたします。

国土交通省は２月２日に、本年６月から高速

道路無料化の社会実験を行うことを表明し、交

通量の少ない地方を中心に、37路線の50区間が

対象となりました。県内では、3.7キロメートル

の延岡南道路、そして西都―清武間の27キロメ

ートルの２路線が対象となりました。県北の延

岡南道路は、国道10号線の土々呂地区が慢性的

に渋滞することの改善策として建設されまし

た。ただ、距離に対して割高感のある料金設定

もあり、思いのほか利用者が少なく、土々呂地

区の渋滞の解消に至らないまま20年が経過いた

しました。この間、工都延岡と日向市の細島港

を結ぶ産業道路としての意味合いも高くなり、

これまで行政や経済界、青年会議所や市民、そ

して延岡選出の各県議会議員もこの壇上で、高

速道路の早期完成とあわせて、延岡南道路の料

金値下げ運動を訴えてまいりました。これで土

々呂地区の国道10号、日豊線に並行する県道の

渋滞はかなり改善されるのではないか、物流の

改善も図られ、全国でもトップクラスの実験結

果が出るのではないかと期待しています。今回

の県内の高速道路無料化の社会実験について、

知事の所見をお伺いいたします。

次に、本県には、日向市の細島港、宮崎市の
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宮崎港、日南市の油津港と、重要港湾がありま

す。インフラ整備のおくれた本県にとっては、

地域間競争において、企業誘致等は物流の脆弱

さが大きなハンディになります。物流体制の確

立において、県内重要港湾の位置づけと今後の

港湾物流のあり方についてお伺いいたします。

以上で壇上からの質問は終了いたします。後

の質問は質問席よりとり行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、企業誘致についてであります。私は知

事就任以来、県外での企業立地セミナーや、県

内で行われるコンベンション等の機会をとら

え、本県の立地環境をアピールするとともに、

企業のトップに直接お会いして、本県への立地

を働きかけるなど、積極的に誘致活動を行って

まいりました。また、これまでに企業立地推進

局の設置や、県外に企業誘致コーディネーター

を配置するなど、体制の整備・強化を図ったと

ころであります。世界的な景気悪化に伴い、企

業誘致を取り巻く環境は厳しい状況となってお

りますが、４月から、さらなる体制の強化を行

うとともに、引き続き積極的な誘致活動を展開

し、マニフェストに掲げました４年間で新規立

地企業100社の実現に向けて、全力で取り組んで

まいりたいと考えております。

続きまして、高速道路無料化の社会実験につ

いてであります。このたび、国土交通省より、

高速道路無料化の社会実験の対象区間に、県内

から、東九州自動車道西都―清武間、国道10号

延岡南道路が選定されたところでありますが、

この社会実験は、無料化に伴っての地域経済へ

の効果、渋滞や環境への影響を把握するための

ものと聞いております。延岡南道路の無料化自

体につきましては、国道10号の渋滞が軽減され

るなどの効果が上がることが期待でき、地元を

初め利用者にとって大変喜ばしいことと認識し

ております。しかしながら、今後開通する区間

も含めた全国の高速道路ネットワークの無料化

につきましては、物流や観光などの地域経済へ

の効果が期待される一方で、高速道路整備のお

くれ、公共交通機関や環境への影響、受益者負

担の問題などが懸念されることから、慎重に検

討されるべきであり、今回の社会実験について

は、効果が出る特定の区間だけではなく、さら

に問題点が出るような区間も対象としてはどう

かと考えております。いずれにいたしまして

も、今後実施される社会実験の動向を注視して

まいりたいと考えております。

次に、県内重要港湾の位置づけと今後の港湾

物流のあり方についてであります。本県の重要

港湾につきましては、県北の細島港は九州の扇

のかなめに位置しており、外国貿易を含む東九

州の物流拠点港として、また、県央の宮崎港は

南九州の物流拠点港として、さらに、県南の油

津港は県南地域の物流拠点港として位置づけて

いるところでありまして、それぞれの地域の産

業や経済を支える港として重要な役割を担って

いるところであります。今後の港湾物流につき

ましては、地球環境問題の深刻化に伴い、二酸

化炭素排出量の少ない海上輸送の役割がますま

す大きくなるものと考えております。また、高

速道路網の整備に伴い、隣県も含めた広域的な

物流環境の変化も予想されるところでありま

す。このようなことから、利用者のニーズに的

確に対応し、本県港湾の利用促進を図っていく

ためには、ポートセールス活動による新たな航

路の誘致や岸壁などの施設整備に、引き続き積

極的に取り組んでいく必要があると考えており
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ます。〔降壇〕

○田口雄二議員 ありがとうございました。

ここで、企業誘致等に関しましてお伺いをい

たします。知事就任以降の企業誘致件数は何件

あり、雇用者数は何名ほどになるのか。また、

知事就任以降の県内の建設業を含む企業の倒産

件数はどれほどになるのか、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 知事就任

以降、現時点での企業誘致件数につきまして

は、昭和シェルソーラーの国富工場や延岡市の

センコービジネスサポートなど69件でございま

して、最終雇用予定者数は4,256人となっており

ます。このうち、操業を始めた企業は50社で、

約1,900名の雇用が発生しております。また、知

事就任以降の県内企業の倒産状況につきまして

は、民間調査会社によりますと、負債額1,000万

円以上の倒産件数は288件で、負債総額は1,291

億6,600万円となっております。このうち建設業

は146件で、負債総額563億2,800万円となってお

ります。以上でございます。

○田口雄二議員 ありがとうございました。誘

致企業100社に対して現在69社、マニフェスト達

成には、あと１年弱で31社、これから毎月平均

３社ぐらい誘致しなければなりません。この経

済状況では、どう考えても厳しい目標だと思い

ます。しかし、知事就任以降、逆に倒産した企

業は288社、誘致企業数と相殺すると220社ぐら

いが減少しています。現時点での誘致企業の雇

用は1,900人、倒産した288社の離職者数は把握

できていないようですが、単純に１社10人とし

ても288社ありますので、3,000人近くが失業し

ていると想像されます。現在までに誘致企業

で1,900人の雇用が生まれましたが、トータルす

ると、既存の企業の倒産で1,000人以上の離職者

が出たと予想されます。知事、マニフェストの

企業誘致の数も大変大事ですけれども、雇用を

いかにふやすことができるのか、来年度予算案

では2,000人を超える雇用創出を想定されている

ようですが、これまで宮崎の経済や雇用を支え

てきた地場産業の活性化・振興による雇用の創

出も重要です。この取り組みについて、知事に

お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 地場産業につきまし

ては、本県経済の発展や雇用の維持・確保に大

きな役割を果たしていることから、その振興を

図ることは大変重要であると認識しておりま

す。そのため、私は、県内の景気動向に留意し

ながら、中小企業等に対する資金繰りや新商品

・新技術開発の支援、商店街の活性化、県産品

の販路拡大等に取り組むほか、高速道路や港湾

等の産業基盤の整備促進に努めているところで

あります。昨今の本県を取り巻く厳しい経済・

雇用情勢を考えますと、こうした取り組みを進

めることはもちろんでありますが、さらに今後

は、本県の意欲のある地場企業等が、他の産業

との連携等により、一層伸びていく環境整備を

行うとともに、本県農産物の付加価値を高める

食品産業の振興や、新エネルギー等の成長産業

の育成等を推進することによりまして、本県地

場産業の底上げと、将来にわたる安定的な雇用

の確保を図ってまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。先日

の延岡市長選挙では、新規雇用3,000人というマ

ニフェストが出ましたが、県が３年かかって現

時点で1,900人ですので、いかに大きな数字かよ

くわかります。しかし、今議会でも何度も出て

いますフリーウェイ工業団地の買い戻し問

題、28ヘクタールもの土地が10年以上もほとん

ど売れなかったとは腹立たしい限りです。これ
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がもし延岡にあれば、以前打診のあった電子機

器メーカーの1,000名ほどの雇用も生まれたであ

ろうに、メーカーの要望する広大な用地が期限

内に用意できず、泣く泣く断念した経緯があり

ます。進出すれば地元経済に大きく寄与してく

れたと思われるメーカーは、先日、長崎県に工

場を完成させました。逃した魚の大きさにむな

しさが募ります。高速道路のインターチェンジ

が近くにあるだけで、企業が進出してくるとは

限りません。企業が何を求めているのか、しっ

かりと調査しながら、誘致活動を進めていただ

きたいと思います。

次に、延岡南道路の無料化実験について、知

事にもう一度伺います。東九州道の門川から日

向までの年内開通の見込みと、連結する延岡南

道路が20年目に無料化に進み出すという二重の

喜びと思っていました。ところが、発表された

当日の知事の全国ニュースのテレビでのコメン

トを見てびっくりいたしました。画面には、ま

ゆをつり上げてこの政策を批判する知事の大写

しの顔が出ていました。このシーンを見た方か

ら、「延岡や県北の念願であった無料化に向け

て動き出したにもかかわらず、お礼も言わずに

批判ばかりして、知事は何を考えているんだ」

という抗議の電話が何本か私にございました。

延岡市長等より強い要請もあり、民主党県連と

しても最重要項目の一つとして党本部幹事長室

につなぎ、また、市長と前原国交大臣との面会

までセッティングして実現したものです。知事

のコメントを、当然、前原大臣も耳にしたとは

思いますが、要望にこたえたにもかかわらず批

判されたのでは、心証がいいわけがありませ

ん。どういうおつもりで知事はあのような発言

をしたのか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 延岡南道路は、地元

の方にとって、大きな経済的あるいは雇用効

果、あるいは渋滞緩和への効用あるいは効果が

あると把握しております。地元を初め利用者の

方々にとっては大変喜ばしいことだと、私は認

識しております。そのことも申し上げておりま

すが、ただ、先ほども申し上げましたとおり、

重複いたしますが、社会実験としては、全体の

高速の約18％、全国切れ切れの数キロの路線を

抽出しただけでは、真の社会実験とはならない

のではないか。つまり、効果があるところだけ

を取り上げてこれを社会実験とせずに、メリッ

ト・デメリット―デメリットの部分がある、

例えば環境の問題、他の公共交通機関への影響

等々も含めた、そういう社会実験を広く行って

こそ真の社会実験になるのではないかという意

図で発言をさせていただいたところでありま

す。例えば九州で申しますと、九州縦貫自動車

道をすべて無料化にして、これを社会実験化す

るということは、環境あるいは受益者負担ある

いは他の公共交通機関等への影響もはかれるこ

とから、こういったものを鋭意していただくと

いうことを、御要望という意図で申し上げたと

ころであります。高速の無料化というのは、現

政権・民主党さんが特に目玉政策として推し進

められている政策でございますので、これは国

民との約束・契約としてぜひやっていただきた

い、やらなければいけないことだと思うんで

す。その割には、社会実験としては規模が小さ

かったのではないかと、私は非常に残念だと

思って、そういう意図を持ちまして発言させて

いただいたところです。

○田口雄二議員 規模がもともと予定していた

よりも、財政状況が今非常に景気の低下等によ

りまして、民主党が考えていた以上のものがで

きなかったという、その反省点はあります。た
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だ、県内の自治体の一つが大臣まで直接お会い

して要望したことに対しまして―テレビでは

切られたのかもしれませんが―お礼の言葉が

あったのかどうかわかりませんが、テレビの中

では知事が、先ほど申しましたように、非難ば

かりをしているシーンがかなり何度も出ており

ました。そういう意味では、先ほど言いました

ように、私は去年の11月議会のときにも申し上

げましたけれども、今の政権をとったのは鳩山

内閣でございますので、その政権と何もべった

りくっつけと言うわけじゃありません。やはり

友好的な関係を保つことが、この宮崎県にとり

まして、いろんな意味でプラスになるかと思い

ますので、これから先も、こちらの要望を認め

てくれたときには、きちっとお礼を言うのが筋

だと思いますので、今後、発言はしっかりと気

をつけていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

次に、重要港湾について知事にお伺いいたし

ます。県内の３つの港湾は、それぞれの役割が

あるとのことですが、もともと港湾物流が少な

い本県に重要港湾が３つあります。しかも、県

西地区の皆さんは、実際には志布志港しか目が

向いておらず、重要港湾が４つあるようなもの

です。国も今、全国の港湾の整備を大きく見直

しし始め、選択と集中が進められます。成田空

港は国際線と貨物、羽田空港は国内線と使い分

けと称して、使い勝手を無視した利便性の低い

空港になってしまい、韓国の巨大なハブ空港、

仁川空港などと大きな差がついてしまいまし

た。本県の港湾が工業会や農業団体などと連携

を深めて、利便性の高い港にしていただきたい

と考えますが、知事の見解をお伺いいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘のとお

り、利用者の皆様にとって使い勝手のよい港と

して機能強化を図ることが重要であると認識し

ております。このため、特に細島港につきまし

ては、工業会など関係団体からの要望を踏まえ

まして、平成22年度の当初予算案の中で、県単

独事業によりコンテナターミナルの整備拡充を

図ることとしており、また、大型岸壁の新規着

手についても、国に強く要望しているところで

あります。県におきましては、これまで物流対

策推進本部において物流の実態調査等を行って

まいりましたが、今後とも引き続き、港湾セミ

ナーの開催などを通して、企業ニーズの把握を

行いながら、地元市町村や産業界と一体となっ

て、航路の充実や選択と集中による重点的な施

設整備に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 ありがとうございました。

それでは次に、医療・福祉行政についてお伺

いいたします。

年度末が近づきますと、人事異動で、またし

ても医師不足が発生するのではないかと、非常

に心配な季節です。既に県内各地で医師の退職

や異動の記事が、連日報道されております。そ

んな中、先日の地元紙の記事には、驚きととも

に本当に頭の下がる思いがいたしました。宮崎

市、そして宮崎医科大出身の谷口雅彦さん45歳

は、北海道大学病院の医師であるにもかかわら

ず、「医療でふるさとに恩返しをしたい」との

思いから、延岡市の民間病院まで月に３日間、

診療に来ていただいております。昨年の４月か

ら、毎月第２金曜日から３日間、肝臓内科の外

来を担当していただいているようです。北海道

から延岡に来るだけでも身体に大きな負担がか

かると思いますが、金曜と土曜には夜間当直も

受け持ち、月曜日の朝には北海道に向けて帰っ
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ていくと報道されていました。実は私は、この

事実を恥ずかしながら全く存じていませんでし

た。救急医療の医師派遣には延岡は遠いと敬遠

されるとよく言われますが、何と北海道から来

ていただいたとは。こんなにふるさとの現状を

憂い使命感に燃える医師は、まさに地域の宝、

感謝の気持ちでいっぱいです。なお高い医療技

術を習得したら、早く宮崎に帰ってきてほしい

ものと思っております。

さて、本県の来年度予算においても、地域医

療対策に重点配分されていることは大変ありが

たいことです。そのような中、厚生労働省の諮

問機関である、通称「中医協」と呼ばれている

中央社会保険医療協議会で、２年に一度の診療

報酬の改定の答申がまとまり、４月から実施さ

れることになります。地域医療の崩壊を食いと

めるために出された答えは、特に深刻さが増し

ている救急医療や産科、小児科医療の報酬が手

厚くされています。医師不足等の要因で、県立

３病院の事業会計は厳しさを増していますが、

新年度からの診療報酬改定が県立病院の収益に

与える影響はどの程度と予想されるのか、病院

局長にお伺いをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 診療報酬改定に

つきましては、議員御指摘のとおり、２月12日

に中央社会保険医療協議会のほうから厚生労働

大臣へ改定案の答申がなされております。改定

率につきましては、全体で0.19％増となってお

り、この内訳を見ますと、医師の技術料などに

当たる本体部分は1.55％のプラス改定、医薬品

などの薬価部分は1.36％のマイナス改定となっ

ており、勤務医の待遇改善や、救急、産科、小

児科、外科等急性期医療、入院医療に手厚く配

分されているようでございます。県立病院への

影響でございますけれども、現在、情報収集に

努めているところでありますが、救急医療管理

加算やハイリスク分娩管理加算など、救急や周

産期医療の分野で収益の増加が期待できるので

はないかと、このように考えております。

○田口雄二議員 わかりました。現時点では、

どの程度の影響かまだよくわからないというこ

とのようですが、県立病院の収益に寄与してく

れることを期待したいと思っております。

次の質問に移ります。さらに深刻さを増す医

師不足対策の地域医療再生計画が国に採択され

ました。新年度予算案に８事業６億7,800万円が

盛り込まれ、2013年度までの４年間にわたり、

さまざまな医師不足対策に取り組んでまいりま

す。医師不足が深刻な県北地区は、特にこの計

画に大きな期待を寄せています。本県にも、長

年待望されていましたドクターヘリが今回配備

されるようですが、ドクターヘリの運航開始ま

での予定について、福祉保健部長にお伺いいた

します。

○福祉保健部長（高橋 博君） ドクターヘリ

は、宮崎大学医学部附属病院が主体となって導

入するもので、県としては、地域医療再生基金

を活用して支援を行うこととしております。平

成22年度においては、宮崎大学が、医師等医療

スタッフや消防の救急隊員に対する研修、運航

マニュアルの整備、大学内でのヘリポート整備

のための調査等に取り組むこととしておりま

す。また、ドクターヘリについては、救命救急

センターに配備することが国の補助基準上の条

件となっておりまして、宮崎大学医学部附属病

院の救命救急センター化が並行して進められる

こととなっております。今のところ、運航開始

までに必要なすべての準備作業が完了するの

は、早くて平成23年度末と見込んでおります。

○田口雄二議員 あと２年ほど待たなければな
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りません。一人でも多くの命を救うためにも、

一日も早く運航開始してほしいという思いはい

たしておりますが、研修や調査、マニュアル等

をしっかりしたものにして、運航につないでほ

しいと思っております。よろしくお願いいたし

ます。

地域医療再生計画は、ドクターヘリの導入な

ど救急医療体制の強化を柱としているようです

が、県北部圏域の救急医療体制強化に向けては

どのような事業を計画しているのか、再度、福

祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県北部は、医

師不足により、救急医療体制が不十分な状況と

なっており、その強化が喫緊の課題となってお

ります。このため、県北部圏域を対象とする地

域医療再生計画では、初期救急を担う延岡市夜

間急病センターや、県立延岡病院を輪番制で支

える２次救急医療機関の医師確保や施設整備の

ほか、３次救急を担う県立延岡病院について

は、救命救急センターの充実と、これに伴うへ

リポート整備を計画しているところでありま

す。

○田口雄二議員 県立延岡病院にもヘリポート

整備の計画があると伺いました。ありがとうご

ざいます。九州では、今回の件も含め、ドクタ

ーヘリが佐賀県を除く全県に配備されると聞き

ました。大分、熊本、鹿児島など、隣県とスピ

ーディーな対応ができますよう、しっかりと連

携を図っていただきますようよろしくお願いい

たします。

次に、本県の医療体制を確立するため、県内

の受験者を優先して10人を受け入れる「地域

枠」が、宮崎大学医学部に2006年に創設されま

した。その後、卒業後に県内の地域医療機関な

どで奨学金を受領した期間勤務すれば返還が免

除される「地域特別枠」５人も創設され、本県

出身者枠が増員されています。本県出身者が多

くなれば、それだけ本県に勤務する医師が多く

なると期待されており、新年度予算案にも医師

修学資金貸与事業と、さらに充実を図っていこ

うとしています。ところが、宮崎大学医学部の

地域枠に関して、来年度の入学定員10名に対し

て合格者が２名しか出なかったようですが、な

ぜこのような事態になったのか、また地域特別

枠の状況について、福祉保健部長にお伺いをい

たします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 宮崎大学医学

部の地域枠及び地域特別枠は、医師不足が深刻

化する中で、将来の本県の地域医療を担う医師

の養成確保を図る観点から、地域枠については

平成18年度から、また、地域特別枠については

今年度から設定されているものであります。こ

のうち地域枠については、先日、来年度の入学

定員10名に対し合格者２名という、大変厳しい

選考結果が出されました。県としても非常に残

念に思っておりますが、大学からは、センター

試験の結果など、大学の求める合格ラインに達

する受験生が少なかったと聞いております。な

お、合格者が優先的に県の医師修学資金貸与の

対象となる地域特別枠については、定員５名に

対し５名が合格となっております。また、今年

度の国の医学部定員増の方針に基づき、来年度

入学分から新たに、宮崎大学５名、長崎大学２

名の計７名が、本県の地域特別枠の拡大分とし

て認められておりますが、今年度の選考は、両

大学とも一般前期日程の試験で行うこととなっ

ており、現在、選考の手続が進められていると

ころであります。

○田口雄二議員 非常に残念ですけれども、大

学の求める合格ラインに達する学生、受験生が
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少なかったということのようです。わかりやす

く言うと、学力が足りなかったということだと

思うんですが…。というと、これからは学力等

に関することになりますので、教育長にお伺い

をいたします。

まず、本県から何人ぐらいの医者の卵が生ま

れているのか。昨年度、本県の県立高校から医

学部医学科に合格した人数をお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 昨年度、本県の県立

高校から医学部医学科に合格した人数は、過年

度卒業生も含めて、延べ人数は70名であります

が、１人で複数の医学部医学科に合格した生徒

もおりますので、実人数として把握いたします

と、61名ということであります。

○田口雄二議員 延べ70名の合格で61名の進

学。これに私学や県外の進学校に行っている生

徒も入れますと、本県出身者はもっと多くの合

格者になると思います。最近の定員増の影響も

あるかもしれませんが、この合格者の一人でも

多く本県で勤務してほしいものです。恐らく単

純に考えても、ことしもこの程度の医学部への

合格者が出るのではないかと思いますが、なぜ

今回は宮崎大学地域枠の合格者が２名なのか、

残念でなりません。教育長にお伺いいたしま

す。宮崎大学医学部地域枠の推薦入試につい

て、生徒や保護者への周知はどのようにされて

いるのかお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会といた

しましては、県内の高校１年生、２年生とその

保護者を対象としまして、県の福祉保健部が主

催し、毎年実施しております宮崎大学医学部講

座の中で、地域枠推薦入試制度の趣旨や出願資

格、試験の方法等について説明をいたしており

ます。また、各高校におきましても、進路説明

会や三者面談におきまして、医学部への進学を

希望するすべての生徒や保護者に対し、この推

薦入試制度の趣旨や目的を説明し、周知すると

ともに、医師としての能力や適性が見られ、本

県の地域医療に貢献する気概のある生徒に、受

験を勧めているところであります。以上です。

○田口雄二議員 ありがとうございます。都市

部の大学等に進学しますと、なかなか本県に

帰ってこないのではないかと危惧されます。宮

崎大学医学部地域枠を生かさない手はありませ

ん。今後も、しっかりとした取り組みをお願い

いたします。

以前もこの議場でお話をさせていただいたこ

とがありますが、私どもの会派では、地域医療

が本県同様で危機的状況に陥っている青森県の

メディカル・サポート推進事業の話を聞いてま

いりました。対象者は高校生ですが、「サラリ

ーマン家庭から医者を」をキャッチフレーズ

に、生徒たちに地域医療で活躍する医師の話を

聞いたり医療現場を見てもらう等々の事業を推

進し、生徒たちに医師や地域医療への理解を深

めてもらう取り組みをしており、だんだん実績

も上がってきているようでした。ただ、私たち

会派の感想は、すばらしい取り組みではある

が、高校生からでは少し遅過ぎるのではない

か、中学生のときからのほうが効果が高いので

はないかと感じた次第です。本県において、中

学生の地域医療に対する関心を高めるための取

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） 中学生が医療の現場

などを学ぶ機会といたしましては、平成13年度

から、県教育委員会と宮崎大学が連携して実施

しております、３泊４日の「科学どっぷり合

宿」があります。これは、医療、工業、農業な

どの分野の講座を設け、私立学校を含む県内全
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域の中学生・高校生を対象に実施しているもの

でありまして、これまでに382名の生徒が参加し

ております。このうち医療分野の講座では、宮

崎大学医学部におきまして、最先端の医療器具

を操作する体験をしたり、カエルを教材として

外科手術を見学したり、夜は宿泊先におきまし

て、医学部の先生方や大学院生から、医療現場

の実情や、医師としての仕事のやりがいや使命

感などについて話をしていただいておりますの

で、参加した中学生・高校生の医療に対する興

味・関心を高める機会になっているものと考え

ております。また、中高一貫教育校の宮崎西高

校附属中学校におきましては、宮崎大学医学部

の教授陣を講師として招いて、さまざまな医学

研究の話を聞いたり、実際に医学部を訪問し、

医療現場や医療施設の見学を通して、現在の医

療技術などへの理解を深める取り組みを行って

いるところであります。県教育委員会といたし

ましては、今後も、地元の医療系大学や関係機

関と連携を図りながら、医療分野に対する関心

を高め、本県医療を担う人材の育成に取り組ん

でまいりたいと考えております。以上です。

○田口雄二議員 ありがとうございます。本県

においても、青森に負けないすばらしい取り組

みをしていることがよくわかりました。既に382

名が「科学どっぷり合宿」を受講しているよう

ですが、既にこの合宿も10年近くが経過してお

りますので、この中から何人医師に関心を示

し、医学部に進学したか等々を検証しながら、

さらに充実した合宿にしていただきたいと思い

ます。

次の質問に移ります。次に、農林水産行政に

ついてお伺いいたします。

まず初めに、最近、各地区で人気を博してい

る農林水産物直売所についてお伺いいたしま

す。延岡市でも、ＪＡ延岡が現在、大型の直売

所を建設中ですが、市民の期待も大きいものに

なっております。取り立ての新鮮な野菜が格安

の価格で手に入り、生産者などの名前も入って

おり、安心して手に入れられると、農林水産物

直売所が全国的に急増しております。地産地消

の最たるもので、開店前から行列ができ、年商

が20億円を上回るところも出ており、地域経済

にも影響を与えるほどの直売所も誕生し、まち

おこしの中心となっている地域もあります。消

費者だけでなく、逆に生産者にも好評なところ

が特徴です。出荷する野菜が自分で値段を決め

られる、消費者より生産者名で野菜を選んでも

らう、また手ごろな現金収入となり、農家もや

る気を出し、研究し、新たな野菜の開拓に取り

組む傾向も出ています。地域によっては、大規

模な農地が必要でもなく、耕作放棄地対策とし

て取り組んでいるところもあります。そこで、

農政水産部長に、本県における農林水産物直売

所の現状についてお伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 直売所につい

てでございますけれども、本県では平成14年度

から、直売所の定義を、県内に所在し、地場の

農林水産物等を扱っており、かつ施設が常設・

有人で、農林水産物の売り場面積が半分以上、

過半を占めているものを「農林水産物直売所」

と位置づけまして、その実態調査を毎年行って

いるところであります。平成21年度の調査結果

を見ますと、まず設置数では、全体で150店舗と

なってございまして、85店舗であった平成14年

度と比較しまして、大幅な増加が見られており

ますけれども、ここ数年は横ばいの状況となっ

てございます。また、運営形態で見ますと、個

人とかグループによる経営が全体の５割を占め

ておりますが、ここ数年では、法人あるいは農
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協等の団体による経営が増加している傾向にご

ざいます。さらに、販売額で見ますと、1,000万

円から5,000万円未満が約４割と最も多くなって

おりますけれども、ここ数年は１億円を超える

ようなところもふえておりまして、年々大型化

が進んでいる状況にあります。なお、道の駅に

つきましては、県内に14店舗ございますけれど

も、12店舗が直売所として位置づけられてお

り、うち７店舗が１億円を超える販売実績と

なっております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。本県

においても大型化が進み、売り上げが１億円を

超えるところも増加しているようです。私ども

は、常任あるいは特別委員会等の視察で県外に

行くことが多くあります。借り上げバスにより

まして現地で移動することが多いのですが、道

の駅などで休憩をとることがありますけれど

も、各地でその農林水産物直売所の近年の販売

の規模や充実ぶりは目を見張るものがありま

す。このような現状を踏まえ、今後、農林水産

物直売所をどのように位置づけていくのか、農

政水産部長に再度伺います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） それぞれの地

域の農林水産物を取り扱います直売所について

は、消費者にとりましては、新鮮な商品を比較

的安価で購入できるといった点、あるいは産地

の顔が見えるという点で、安心感が得られるこ

と、また、生産者にとりましても、少量のもの

や規格外品なども含めて販売ができるといった

点、流通経費や手数料等のコスト削減が図られ

るといったことなど、いろんなメリットがある

と考えております。このようなことから、直売

所は、本県の基幹産業であります農林水産業の

理解促進はもとより、地域の活性化にも大きく

貢献することが期待されることから、県といた

しましては、今後とも、施設整備や販売品目の

拡充に向けた加工品等の開発、さらには産地の

各種情報発信に向けた取り組み等に対して、支

援を行ってまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 農林水産物直売所の存在は非

常に大きいと判断していると理解いたしまし

た。後継者不足・耕作放棄地対策としても十分

活用できますので、しっかり指導、支援をよろ

しくお願いいたします。

次に、生産物に名前が掲載されていたり、農

家の写真が生産物の陳列棚に添付されている

と、生産者が責任を持って安心・安全の生産物

が販売されていると思います。しかし、品質や

残留農薬などの安心・安全対策は万全を期さな

ければなりません。一度消費者を裏切ると、信

頼を取り戻すには大きな時間と労力を要しま

す。生産物や出荷物の安心・安全対策の指導は

どうされているのか、再度、農政水産部長にお

伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 直売所の健全

な発展を図りますためには、消費者のニーズを

的確にとらえながら、かつ消費者との信頼関係

に基づいた運営が必要でございます。御質問に

ありましたように、商品の品質管理とか安全・

安心の確保が大変重要であると認識しておりま

す。このため県としましては、保健所あるいは

普及センター等関係部局との連携を図り、毎

年、県内直売所の関係者等を対象に、適正な品

質表示とか施設等の衛生管理、さらには農薬の

適正使用等に関する研修会を開催しまして、品

質管理や食の安全・安心の確保に向けた総合的

な取り組みについて普及啓発に努めているとこ

ろであります。また、今後はさらに、残留農薬

の自主検査等の取り組みにつきましても、こう

いった研修会等を通して、積極的に働きかけを
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してまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 安心・安全対策、しっかりよ

ろしくお願いいたします。

次に、漁業緊急保証対策資金についてお伺い

いたします。燃油高騰、水揚げの激減、魚価の

低迷等々、水産業を取り巻く環境は未曾有の厳

しい状況です。先日は、カツオ一本釣り漁業関

係者が厳しい状況をアピールし、理解を求める

ため、宮崎市の橘通りを、水産業者としては初

めてデモ行進しています。漁業緊急保証対策資

金は、漁業者に県の利子補給による低利融資を

行い、資金融通の円滑化や金利負担の軽減を幅

広く行うものです。11月議会での質問時は、

「現在、各漁協から漁業者に説明が行われてお

り、一部は融資の受付が始まったところであ

る」と答弁いただいております。今年度も残り

少なくなってきた中、漁業緊急保証対策資金の

進捗状況を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） 漁業緊急保証

対策資金でございますけれども、本資金につき

ましては、昨年の12月から融資の審査等が開始

されており、順次、貸し付けが行われていると

ころであります。養殖業あるいはカツオ・マグ

ロ漁業等において、燃油とか餌料―えさでご

ざいますが、えさの高騰等により発生しました

既往債務の借りかえなど、漁業経営の安定化を

図るために活用されているところであります。

さらに、昨今のカツオの極端な不漁とかマグロ

の魚価安の影響等により、カツオ・マグロ漁業

を中心に新たな資金需要が発生しておりますこ

とから、これに迅速に対応するため、本議会

に10億円の融資枠の増額をお願いしているとこ

ろであります。県といたしましては、今後と

も、本資金が漁業者の方々に広く活用されるよ

う、引き続き関係機関への指導を行ってまいり

たいと考えております。

○田口雄二議員 この漁業緊急保証対策資金が

漁業関係者の活性化につながるように、よろし

くお願いいたします。

次に、警察行政について県警本部長にお伺い

をいたします。

先日、宮城県の石巻市で、元夫の少年が元妻

の姉と知人等を次々に包丁で刺し、２人が死亡

し、１人がけがをする事件が発覚いたしまし

た。この事件が注目を浴びたのは、現在増加す

るＤＶに端を発する凄惨な事件であるというこ

ともさることながら、被害者が、何度も警察に

相談に行き、ほかに電話で相談をしていたにも

かかわらず、悲惨な事件となってしまったこと

です。以前、埼玉県桶川市でのストーカー殺人

事件の際にも、警察の対応は適切であったの

か、事件に至らない解決策があったのではない

かという声もありましたが、今回も同様の声が

聞かれました。そのような中、警察庁は、市民

からの相談を放置せず、事件への発展や被害の

拡大防止に努めるため、すべての相談内容を文

書として記録し、責任者を明確にし、組織的に

管理することを決めました。警察の相談業務

は、平成12年から警察改革の一環として全警察

署に専従体制で担当者を配置し、市民からの相

談を受け付け、既に10年が経過いたしました。

本県の相談業務の現状と、すべての相談の記録

化への対応について、警察本部長にお伺いをい

たします。

○警察本部長（鶴見雅男君） まず、受理状況

についてでありますが、過去10年間における当

県の警察安全相談の受理件数、このピークは平

成16年でありまして、２万5,305件を受理してお

ります。昨年は１万8,272件で、前年比543件の

減少となっております。また、相談の内容であ

平成22年３月１日（月）



- 217 -

りますけれども、犯罪の予防に関するものから

家庭関係に関するものまで、非常に多岐にわ

たっており、昨年の特徴点を申し上げますと、

ピーク時に全体の約53％を占めておりました振

り込め詐欺に関する相談が、昨年は約10％とな

るなど大幅に減少しております。その一方で、

家庭内暴力や放置車両などの迷惑行為に関する

ものが増加しているという状況でございます。

それから、これら相談への対応についてであり

ますけれども、本県におきましては、ストーカ

ー及びＤＶ事案を含め、従前から署長を責任者

とした上で、全相談を記録化するなど、受理か

ら処理に至るまで組織的な管理を行ってきたと

ころであります。さらに、一元管理の充実強化

を図るということで、平成16年には警察安全相

談の受理及び処理状況をオンライン化いたしま

して、これによって、警察本部においても措置

結果などについて確認できるシステム、宮崎県

警察安全相談管理システムと言っておりますけ

れども、これを構築して、より迅速・的確な対

応に努めているところでございます。その結果

でありますけれども、昨年は、受理した警察安

全相談の約90％を解決いたしまして、その他に

ついても、関係機関に引き継ぐなど適正な対応

を図ったところでございます。今後とも、県民

の皆様の立場に立った適切な警察安全相談の受

理・処理、この対応に努めてまいる所存であり

ます。

○田口雄二議員 宮崎県警の取り組みは、全国

の模範になるようなすばらしい取り組みだと

思っております。本当にありがとうございま

す。ただ、警察に相談に来るというのは、警察

の人が思う以上に相当の決意をもって来ている

と思います。また、深刻な状況のためとも思わ

れます。適切な対応を求めるとともに、相談も

できず一人で悩んでいる方も多くいると思いま

す。相談しやすい環境づくりや啓発活動にもさ

らに努めていただきますよう、よろしくお願い

申し上げます。

時間が余りましたけれども、今回、質問を全

部いたしましたので、これで終わります。あり

がとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、中野廣明議員。

○中野廣明議員〔登壇〕（拍手） 今、戦後65

年であります。私も県議、行政に従事して45年

になります。よくもっているなと、裏を返せば

それしか能がなかったのかなと、そんな思いで

もあります。タイムスリップしますと、昭和42

年といいますと、初任給が２万5,000円でした。

ちょうど今の上海の大卒初任給と一緒かなと

琏。それから、雇用といいますと、余りなく

て、金の卵と言われた中学生の皆さんが、宮崎

駅で泣く泣く涙の別れで、関東、関西に就職列

車が出ておったと、そんな時期でもあります。

また、企業誘致はアパレルぐらいでした。30

人、40人規模が来ますと、その日は祝宴であり

ました。しかし、これも時代の流れで、韓国、

台湾に行って、そして今は中国、ベトナム、そ

んな流れであります。それから、タクシーとい

いますと、新婚旅行の時期になりますと、市内

からタクシーが消えたといって苦情の電話が来

ておりました。そんなよき時代といえばよき時

代、今考えれば何だったろうと、そんな感じで

あります。

一昨年の、リーマンショック以来、先が見え

ない、景気回復の要素が見えない、国の動向が

見えないというのは、45年で初めてでありま

す。ちょうど富士山の頂上に立って、行き先を

探しているような状況かなと、そういうふうに

思うわけであります。そして、政権も自民党か
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ら民主党へ移行いたしました。新政権の新年度

予算は、歳出約92兆円、歳入額、税収37兆円、

国債発行額44兆円、埋蔵金等で11兆円の92兆円

であります。2010年度末の国の借金約860兆円、

これも過去最大、国民１人当たりに直します

と、約680万円の借金であります。私はよう払い

ません。ＧＤＰでいいますと180％、先進国中最

悪ということであります。国債が予算で税収を

超えるのも戦後初めてということであります。

こんな状況の中での新政権の新年度予算に対し

ての知事の所見をお尋ねいたしたいと思いま

す。

後は質問者席のほうからいたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

国の予算についてであります。国の平成22年

度当初予算は、新政権による初めての編成であ

り、景気の後退やそれに伴う大幅な税収減の中

で、過去最大の国債発行や税外収入の確保な

ど、マニフェストの実現に向けた事業推進と財

政規律とのバランスをいかに確保するか、非常

に厳しい予算編成であったものと存じます。本

県の財政は、地方交付税や国庫支出金等の依存

財源の占める割合が高く、国の予算に大きな影

響を受けることから、国による財政運営の安定

性、健全性の維持が望まれるところでありま

す。今回の国の予算につきましては、さまざま

な議論、指摘がなされているところであります

が、本県予算との関係から申し上げますと、地

方交付税の増額による厳しい地方財政への配

慮、暫定税率の維持、直轄事業負担金の維持管

理費分の廃止などにつきましては、評価できる

ものと考えております。一方、児童手当との併

給という形で実質的な地方負担が求められた子

ども手当や、全体で18.3％の大幅な減少となっ

た公共事業につきましては、地方の意見を踏ま

えた新制度への移行や、インフラ整備のおくれ

た地域への重点配分など、適切な対応を行って

いただきたいと考えております。〔降壇〕

○中野廣明議員 実は、財務省が平成22年度以

降の歳出・歳入への影響試算というのを出して

おります。それによりますと、３年後ですけ

ど、25年度税収を大体40.7兆円と見込んでおり

ます。22年度に対しますと、3.3兆円の増加とい

うことであります。国にしてみれば小さい数字

かなと。そしてまた、25年度の歳入不足、これ

は国債発行になると思いますけれども、55.3兆

円、22年度比で11兆円の増加という数字であり

ます。そして一方では、国債乱発という言葉が

出ております。そういう状況で、日本国債の保

険料も上昇したという記事が出ております。要

は、国債を買った人が保険を掛けるわけです

ね、それの保険料。それから、アメリカの格付

も下がったということであります。これは、現

在の政策では、財政再建が従来の予想よりもお

くれる点が主な理由と書いてありました。国際

的な信用がなくなるということは、本当に日本

経済にとっても、国民にとっても大きな損失で

あります。今、テレビ等でギリシャの財政破綻

が出ております。その前はアルゼンチンだった

と。こんなところは国債もみんな紙切れになる

わけであります。そういうことでありますけ

ど、我々平社員はこの県議会で言うのが精いっ

ぱいでありますから、そういうことを含めて、

全国知事会等で県民の代表として、しっかり国

の健全財政等について議論をお願いしたいと

思っております。

次に、少子化対策についてであります。日本

で今、直接国民が痛みを感じない大きな痛み
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は、私は人口減少だと思っております。欧米に

比べてその対策は30年以上おくれていると、私

はそう思っております。これは自民党の失政だ

と私は思っているんです。今回、新政権での子

ども手当、公立高校の授業料の無償化について

は、２～３疑問があります。まず、福祉保健部

長に、簡単に子ども手当の内容についてお尋ね

いたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成22年度の

子ども手当につきましては、現在、国において

検討されております法律案によりますと、次代

の社会を担う子供の健やかな育ちを支援するた

め、中学校修了までの子供１人につき月額１

万3,000円が支給され、所得制限は設けないこと

とされております。また、子ども手当の一部と

して、従来の児童手当を支給する仕組みとなっ

ており、児童手当分につきましては、国、地

方、事業主が費用を負担することとされており

ます。なお、所得制限の撤廃に伴う児童手当の

地方負担の増加分につきましては、現時点では

１億4,000万円程度と推計されますが、この分に

ついては、国の特例交付金で措置されることと

なっております。

○中野廣明議員 また続けて、公立高校授業料

の無償化に伴い、既に減免されている生徒分の

財源措置についてはどうなっているか、教育長

にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、数字として申

し上げますと、県立高校における授業料減免の

対象者数でありますが、本年度の場合、本年の

１月末時点で、生徒数全体の11.7％に当た

る2,876名でありまして、この時点までの減免総

額は３億1,778万円となっております。この部分

に相当する公立高校の授業料無償化後の財源に

つきましては、これまでと同様に地方交付税に

おいて措置される旨、国から説明を受けている

ところであります。以上です。

○中野廣明議員 この２つの事業で私が言いた

いのは、結論から言いますと、国は国費でやり

ますということでありますけど、一部地方交付

税で負担するという部分が残っているわけで

す。子ども手当も一部、従来の児童手当の分に

ついては地方交付税措置が残っていますよね。

例えば木城町、ここは九電様様のおかげで地方

交付税不交付団体なんです。そうすると、木城

町で子ども手当、新しい上乗せをして大体１億

円ぐらい要るそうであります。しかし、従来の

児童手当のところが、3,000万ぐらい地方交付税

措置の部分があるんですね。だけど、木城町は

不交付団体だから、地方交付税では来ないとい

うことで、自前で払わんといかんということに

なるわけです。それから、県もそうですね。約

３億円、地方交付税で措置すると言われており

ますけど、地方交付税で措置するということ

は、いわゆる約３億円の金が丸々地方交付税と

して宮崎県に来るかというと、そうじゃないで

すよね。総務部長、どうですか。大丈夫です

ね。そういうことで、ここで言いたいのは、国

が全額負担すると言っておったのに、地方交付

税で措置しますということとは意味が違います

よということを私は言いたかったんです。大し

たことはないですけどね。それで、今回、新政

権の目玉政策でもある子ども手当、高校生の授

業料無償化についての知事の所見をお尋ねいた

します。

○知事（東国原英夫君） 子ども手当及び高等

学校授業料無償化につきましては、子育て家庭

の経済的負担を軽減するため実施されるもので

ありますことから、これらの制度が将来にわ

たって継続されれば、少子化・子育て支援対策
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としても期待できるものと考えております。し

かしながら、子ども手当につきましては、平

成22年度において地方負担が求められるなどの

課題がありますので、23年度以降の本格的な実

施に当たっては、事前に地方の意見を十分に聞

いた上で、国の負担と責任において制度設計が

なされることが必要であると考えております。

○中野廣明議員 私は、そういう子ども手当と

か少子化対策、大いにやるべきだと思っている

んです。ただ、今回の子ども手当に対するアン

ケート調査が出ておりました。これは大和総研

だと思います。子供の将来のために貯蓄、これ

が54.4％、それから子供の教育が30.6％、生活

の補てん、その他が15％でありました。要する

に生活支援に約70％回っていると、少子化対策

とは言えないんじゃないかということでありま

す。それから、景気対策の乗数効果というのが

あります。これは、財政支出によって一定の間

に国内総生産額（ＧＤＰ）がどの程度上がった

かを示す指数であります。知事、一番がやはり

公共事業です、1.2。それから２番目が法人減

税0.5。次に子ども手当0.4。４番目が個人所得

税減税0.2。そういう数字であります。これもい

ろいろ、子ども手当、景気対策、内需拡大の一

環と言われておりましたけど、余り景気対策と

しては効果がないんじゃないかなということを

申し上げたいんです。月に２万6,000円、年間に

しますと大体5.3兆円、これは消費税の約２％分

に相当します。ですから私は、少子化対策は政

権がかわっても維持可能で恒久的な制度で、初

めて安心して子育てができる制度の確立が必要

じゃないかなと思っているんです。やはりこう

いうのを政争の具にしないでほしいと、まじめ

に少子化対策に取り組むべきじゃないかなと、

私はそういう気がしてなりません。私が言うの

もここまでですから、後は知事会等でしっかり

頑張ってほしいとお願いしておきます。

次に、国の事業仕分けについてであります。

無駄を省くということは、私は大変大事なこと

だと思っております。小泉さんじゃないけど、

改革なくして発展はないと私は思っておりま

す。方法論については、それぞれ異論のあると

ころかと思いますけれども、本県にとって事業

仕分け―廃止、減額、補助額の不明分―に

よる県の予算編成への影響はどうなっているの

か、総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） お話にございまし

たように、国のほうでは、昨年の11月に行政刷

新会議の事業仕分けにおける歳出の見直し等を

踏まえまして、12月下旬に来年度予算案を編成

されているところでございますが、この事業仕

分けの結果による本県の予算への影響でござい

ますけれども、まず、国の予算計上が見送られ

たために本県の予算にも計上できなかったもの

として、ケーブルテレビ施設整備支援事業、こ

の１件のみでございます。また、次世代育成支

援の事業といたしましては、国の一般会計と児

童手当特別会計というのがございまして、これ

との所管事業の調整により、県の負担割合があ

る事業の事業量がふえたということで、県の予

算計上額もふえているものもございます。その

ほかにつきましては、国の予算が減額をされた

ため、本県への事業配分を減少と見込まざるを

得ないものの、現段階で影響額が明確となって

いるものはほとんどございません。今後、事業

量、箇所づけによりまして事業配分が具体化さ

れ、本県の事業額が明確になるものと見込まれ

ますことから、当初予算では、できる限りの情

報を収集した上で、前年度の事業量や現行基準

での算定を参考といたしまして所要額を措置し
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たところでございます。

○中野廣明議員 執行部としては精いっぱいの

回答かなと思います。私が追加していろいろ説

明しますと、ケーブルテレビ、国富町は去年で

済んでよかったなと思っているんですよ。やっ

とテレビチャンネルがいっぱいできました。そ

れで、今回この仕分けでいろいろ見ますと、次

に特に農業ですね。県内農家の影響は不明とい

うのが多いんです。これはなぜかというと、国

の直轄事業が多いということです。公共事業を

除いた分が84事業あるんですけれども、84のう

ち51事業は国が直接やっているわけです、県は

素通りで。だから、いろいろ影響がわからんと

いうようなことだと思うんです。ちょっと話は

変わりますけど、知事、やっぱり地方分権のま

ず最初は、国の出先をなくすことです。民主党

さんが一生懸命言っておられるが、私もいいと

ころ取りで、こういうところはしっかり応援し

ようと思っているんです。それからもう一つ、

そういうことで、影響が県ではわからんけれど

も、県内の農家の人たちは、そういう影響をか

なりこうむっておるところがあるかもしれない

ということになります。それから、仕分けでは

廃止という言葉がありますが、それにかわる新

規事業が出ておりますけど、これも内容は全く

未定ということになっておるわけです。そし

て、国の予算縮減、これもその額が不明ですよ

と、いろいろ答弁もありました。そういうこと

を考えますと―今後、国の事業配分が具体化

されて事業額が明確になるということを言われ

ました。これを反対にすれば、現段階では、数

字を挙げていますけど、全くわかりませんとい

うふうにもとれるわけです。そして、当初予算

は、今年の予算を参考に所要額を措置したとい

うふうになっております。大体ことしの予算を

参考にしながら、今年度、これから本会議が終

わって、委員会ではその数字を煮詰めるわけで

すけど、私はどうか眠たくなるのかなと、そん

な気もいたします。そしてまた、知事、一回、

地方交付税１兆円、小沢さんが増額したという

のがありました。私も、あのうち100億ぐらい宮

崎に来て、景気対策等に独自に使えるかなと

思っていました。そうしたら、地方交付税が50

兆円増額になっていますけど、いろいろ事務費

が引かれております。それで私はチャラだと、

何もありがとうございますと言う必要はなかっ

たのかなと、そんな気がしております。ぜひい

ろいろと精査していただければと思っておりま

す。

次に、国の予算編成等についてであります。

これも国会、マスコミ等で話題になっておりま

すけど、国の箇所づけについて非常に不満だと

知事が言っているのを、テレビで拝見しまし

た。私にはどういうことかわかりません。そう

いうことで、知事も要望されたと思うんです

が、本県の国の直轄事業の仮配分について、知

事の所見をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 国の直轄事業の仮配

分につきましては、２月９日に国から説明が

あったところであります。本県分の仮配分に対

する感想としては、全体としては、概算要求時

と大きく変わってはいないとの印象を受けたと

ころであります。本県の地域活性化を図るため

には、道路や港湾などのインフラ整備を進める

ことが重要でありまして、私はこれまで、機会

あるごとに国に対して、ミッシングリンクの解

消、おくれている地方への重点的な配分など、

本県の要望を訴えてまいりました。今回の仮配

分では、概算要求時に下限値が０億円であった

ものが１億円になった箇所がある一方、例えば
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東九州自動車道の県南地区や九州横断自動車道

延岡線などで前年度を大きく下回る区間がある

など、要望してきた内容が十分には反映されて

おらず、不満の残る内容ではありましたが、最

終的には、その予算配分額がどのような基準で

決定されたのか等の考え方を明確にしていただ

きたいと思っております。

○中野廣明議員 これもあくまでも新聞報道で

ありますけど、増加率大、全国５県、東京、福

井、長野、京都、鳥取とありました。鳥取県

は、前知事片山さん、この方は民主党の委員等

もされておりますけど、要望事業費の増加率

が21％あったと、民主党の重点選挙区の一つに

もなっておると、そんなことです。また、福井

県は逆に、４事業すべてが増額、増額率約25

％、前回の衆院選で３選挙区、民主党が負けた

ところだそうであります。そういう絡みの中

で、新聞等にはそういうふうに書いてありまし

た。後はわかりません。知事、どうぞ頑張って

もらいたいと思います。

次の国の予算仕分けについては、時間の都合

で割愛させていただきます。

それから次、本県の景気・雇用対策につい

て、商工観光労働部長にお尋ねいたします。

景気の動向は、世界、日本でも本当に先が見

えない。今るる言ったように、財務省でも、本

当にここ３～４年、余り税収もふえない、借金

だけふえる、そんな予想を立てる状況でありま

す。それで、本県の県内の景気動向、融資状

況、倒産状況、保証状況、雇用保険取得状況等

はどのような状況か。また、九州各県と比較す

るとどのようになっているか、お尋ねいたしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 21年度の

状況について申し上げます。まず、倒産状況で

ございますが、民間調査会社によりますと、負

債額1,000万以上の倒産件数は、１月末現在63件

で、前年度同期比32.3％の減、このうち建設業

は28件で、42.9％の減となっております。九州

全体の倒産件数は、前年同期比28.5％減となっ

ておりまして、本県の減少率は九州平均より高

くなっております。次に、信用保証協会の21年

度の代位弁済の状況でございますが、１月末現

在399件の約30億円となっております。このうち

建設業は167件の約16億円でありまして、件数、

金額いずれも前年度同期に比べ減少しておりま

す。また、緊急保証制度の保証承諾につきまし

ては、制度が創設された平成20年10月末からこ

とし２月18日までで4,929件の約595億円となっ

ておりまして、九州各県と比べますと、件数、

金額とも比較的少なくなっております。一方、

条件変更につきましては、21年度12月末現

在1,255件の約176億円でありまして、金額で前

年度同期比36.2％の増となるなど、信用保証協

会では、中小企業の資金繰りを積極的に支援し

ているところでございます。次に、県内有効求

人倍率につきましては、昨年12月で0.38倍と

なっておりまして、九州各県の中では、鹿児島

県と並んで低いほうから２番目となっておりま

す。最後でございますが、建設業における雇用

保険被保険者資格取得・喪失状況につきまして

は、宮崎労働局の取りまとめによりますと、平

成21年度は12月までの累計で、取得が3,345件、

喪失が4,282件となっております。なお、平成20

年度同月までの累計は、取得3, 5 8 4件、喪

失4,895件となっております。以上でございま

す。

○中野廣明議員 今のような数字、私はずっと

ここ３～４年追っかけているんです。今回はく

たびれまして、部長に言ってもらいましたけ
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ど。本当にいろんな数字を見ましても、鳴かず

飛ばず、いいところもあれば悪いところもある

ということで……。しかし、大体平均して宮崎

も余りいいほうじゃないと言えるのかなと思っ

ております。現在、日本のＧＤＰギャップ―

これは需要と供給の差でありますけど―35兆

円と、内閣府が推計しているわけです。それだ

けの差がある中での景気浮揚、大変だろうなと

思っております。この景気・雇用対策を県独自

で行うのは大変困難なことだろうと、私は思っ

ております。数値もよいほう、悪いほう、しか

しながら、まだまだ景気回復の兆しはないとい

うことであります。

建設業従事者の失業保険取得者数、前は大体

月5,000人ぐらいあったと思いますけど、この数

字が去年の12月比では、20年よりか239人少なく

なっているということであります。そのことは

ちょっと減ったかなと。しかし、月によっては

ふえているところもありますから、まだまだ予

断を許さない。いろいろ一般では２月危機とか

言われましたけど、今のところ、少しは落ち着

いたかなと思っております。そういう中で今

回、知事、最低制限、90％に上げられました。

本当にこれは歓迎すべきことだと思いますけ

ど、言わせていただければ、何で１年さき、決

断されなかったのかなと、ただそれだけであり

ます。

そして、今、建設業の失業保険取得者、これ

とちょっと比較しますと、今、県の就業支援

で37事業、市町村も入れてです。105億円使って

創出効果は2,100人、その他を入れて約3,000人

しか出ないんですね。105億円、どんどん入れて

ですよ。だけど、私は、この事業も100％みんな

成功するとは思っていません。恐らく、この事

業費が切れたときに、またその人たちは失業す

るということであります。105億円入れて大

体3,000人、そうすると、建設業の失業保険取得

者、大体3,345人ぐらい。まだこっちのほうが多

いんですね。だから、さっき言ったように、ト

ータル的に公共工事の波及効果は多いと。私も

一時は公共工事は終わったかなと思ったけど、

やっぱり地方、田舎は、そういうところしか働

くところがない。それで、特に農家は兼業農家

が多いんです。本当に農家だけじゃ飯が食えま

せんから、今後は農業集落どうなるのかという

ようなところにいくわけであります。

そしてまた、財務省が平成22年度以降の歳出

・歳入への影響試算をしております。25年度税

収40.7兆円、たったの3.3兆円しか伸びないとい

うことであります。財務省も、いかに景気回復

が鈍いかということを言っていることだろうと

私は思います。そういうことで、私は特に、県

内の中小企業対策としては、県で今できること

は、中小企業の倒産防止だと思っているんで

す。融資・返済関係、特にこの条件変更につい

ては、対前年度比36.2％、金額で1,255件の176

億円ということであります。対前年度ふえたこ

とはいいことじゃないんですね。それだけやっ

ぱり企業は苦しい。しかし、それだけまた商工

観光労働部も、銀行さんも、保証協会も頑張っ

ているということになるわけであります。引き

続き頑張ってほしいと思います。

次に、雇用の面から知事に再質問させてもら

います。昨日の宮日で、政府が策定中の「成長

戦略」の政策課題というのが、きのうの夜、

ちょっと目につきました。この政策課題は、６

月に実行計画に練り上げるということでありま

す。そして、この課題の一つに、「カジノ特区

の創設」とありました。自民党時代は私はあき

らめていたんですけど、さすが民主党さんだな
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と思うわけです。このカジノ特区の設置につい

て、知事の前向きの所見をお聞かせいただきた

いと思います。

○知事（東国原英夫君） カジノにつきまして

は、観光資源として大きな集客力を有してお

り、観光振興、さらには雇用拡大の効果が期待

される一方で、青少年に対する悪影響などの懸

念が指摘されております。現在、国において

は、例えば沖縄カジノ特区などの新たな特区制

度の創設が検討されているとの報道もあります

が、県といたしましては、そのような国の動き

等の情報収集に努めるとともに、今後、国にお

いて、カジノに対する考え方や制度化に向けた

方針等が明確にされれば、県民の皆様等と幅広

い意見交換をさせていただきながら検討してま

いりたいと考えております。

○中野廣明議員 慎重な前向きの答弁、ありが

とうございました。以前に、県もこのカジノ特

区、そういうものを申請したこともあるんです

よね。そういう経緯もあります。カジノは、雇

用、観光―東アジアを受けて―国際線の維

持、税収の増、先進国でないのは日本だけであ

ります。私は本当に今、宮崎の観光界は何を

もって海外に売っていけばいいかということを

考えると、なかなか思いつかないんですね。

やっぱりこのカジノ、宮崎観光の切り札になる

のかなと、そんな気もしております。ぜひ知

事、先頭に立って今回行動してほしいと思いま

す。また、議員カジノ研究会もちょっと眠って

おりましたけど、今回を契機に再度活動をした

いと思っておりますので、どうかよろしくお願

いいたします。

次に、土地の有効利用についてお尋ねいたし

ます。

最近、農政の事業名の中に、優良農地という

単語が出てきております。今、農家は後継者不

足、借り手もいないような農地は耕作放棄地に

なる。集落人口も減少する。衰退の一途をたど

る。集落は人が住んで集落を形成すると思って

いるわけであります。今回、国では農地転用の

法律改正がありました。どのような内容か。今

後、県として将来的に農地として利用できない

ような農地をどうするのか、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） まず、農地転

用に係る農地法等の改正の内容についてであり

ます。食料の生産基盤であります優良農地を確

保する観点から、従来、許可不要であった国ま

たは県による病院、学校等の公共施設整備に係

る転用につきましては、法定協議制度が導入さ

れるとともに、違反転用に対する罰則が強化さ

れております。また、農用地区域内において、

担い手に対する農地の利用集積に支障を及ぼす

おそれがある場合は、同区域からの除外を厳格

化するなどの見直しが行われております。それ

から次に、将来的に農地として利用できないよ

うな農地の取り扱いについてでありますが、既

に山林原野化し、農地としての利用が見込めな

いものにつきましては、農業生産基盤の計画の

有無等の確認を行った上で、農業委員会等にお

いて、非農地として判定されることになってお

ります。県といたしましては、今後とも関係機

関との連携を密にしまして、周辺の状況を踏ま

えながら、地域の実情に合った有効利活用がな

されるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。

○中野廣明議員 いつも部長の答弁を聞きます

と、何かスムーズにいくような気がするんです

よね。しかし、現場に行きますと、人によって

違うんです。全然違う。本当にこれは何とかし
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てもらわんと、非常に困ります。非農地の定義

なんかしっかり―今いい農地でも、杉が大き

くなって陰になって、畑として使えないところ

が出ているんです。そんなところを見せても、

これは農振地だからだめですよと、それで一

発。じゃ何をつくるのと言ったら、いやわかり

ませんと。そういうことで、私も飽きずに似た

ような質問をしていますが、土地の流動化は、

その地域にとって大きな景気浮揚策につながる

と私は思っているんです。耕作放棄地は今ゼロ

価値。人が住んだり、またほかの道を考えれ

ば、価値が出てくるんです。農政も、地域が活

性化され、農業集落も維持できる。現状を無視

した農業政策は衰退あるのみだと私は思ってお

ります。今回、私の政治生命じゃありません

が、ライフワークの調整区域は、今度法律改正

がなされるということでありますから―部長

とはしっかりやりましたが―新部長のもとで

しっかり議論をしたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

次に、知事のマニフェスト評価方法について

であります。

ことしの１月23日、早稲田大マニフェスト研

究所、宮日新聞社と合同で、マニフェスト進捗

度調査の結果が出ました。評価は別としまし

て、私は評価方法についてちょっとがっかりい

たしました。また、北川教授、時々テレビでも

よく見ます。いつも興味を持っておりますけ

ど、今回の評価方法等については、北川教授に

もちょっとがっかりいたしました。それで、知

事にお尋ねしますけど、このような宮日も今度

入っている早稲田大学の評価方法、結果じゃあ

りません、評価方法について、知事の感想をお

尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） ことし１月に発表さ

れました私のマニフェストに対する評価につき

ましては、宮崎日日新聞社と早稲田大学マニ

フェスト研究所により実施されたものでありま

す。昨年１月、私が同研究所に依頼した中間検

証におきましては、マニフェストを実行するた

めの仕組みづくりである実行過程、個別の項目

ごとの進捗度、マニフェストの内容そのものを

含む取り組み全般の３つの区分により、それぞ

れ評価され、100点満点による総合評価を行って

いただいたところでありますが、今回につきま

しては、個別の項目ごとの進捗度のみを評価さ

れたものであると理解しております。我が国に

おきましては、マニフェスト自体が歴史の浅い

ものでありますので、その評価方法につきまし

ても、今後さまざまな角度からの研究が進んで

いくものと考えております。いずれにいたしま

しても、マニフェストは、任期４年の間に実行

するものとして県民の皆様に約束したものであ

りますので、その達成に向けてこの１年を全力

で努めますとともに、期間内の取り組み及びそ

の成果につきましては、最終的に第三者に依頼

して検証を行い、その結果を公表してまいりた

いと考えております。

○中野廣明議員 マニフェストとは―これは

あくまでも私の考えですが―有権者との一種

の契約だと思っております。有権者に評価を示

すのであれば、有権者が理解できるような方法

が一番好ましい。私は２～３人の方に聞きまし

たが、見ているけど中身はわからんと、そうい

う評価でありました。それから、85のマニフェ

スト項目を、実行過程、進捗度、取り組み全般

とか、そういうふうに分類して評価するという

ことでありますけど、これは有権者には理解す

るのが困難じゃないかなと、私はそう思ってお

ります。それから、数値目標が入った、100社と
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かいうのは簡単にできますけど、数値のない項

目、これはしっかりした採点基準なんかを示さ

ないと、採点する人の主観、客観、点数でどう

にでもなるのかなと、そういうふうに私は思っ

ています。今回の評価方法を見ますと、県が

やっております事業評価、ああいうのを参考に

されたのかなと思うわけです。

私も、知事のマニフェストで東アジアの販路

拡大、今までの知事で初めてだったんだなと

思って、評価を見たら、日本の大都市と東アジ

アが一緒の１項目になって評価されています。

私、日本のことはＡでもダブルＡでもいいと

思っていますけど、例えば東アジアで何回物産

展をした、２回した、３回したでマルＡとかい

う評価は、私はかなりいろいろ異論があるとこ

ろかなと思っております。それから、移住促

進、県民公募債、テレビ局の増設、これも私は

興味を持って見ておった。テレビ局の増設は無

理だなと思っていました。それから、県民公募

債も最初からバツですよね。ほかのものは段階

的にするとありますけど、全然ないから、１項

目でＣになるわけです。すると、移住促進もや

るべきだと私は思います。これは移住促進する

ための前段階の事業が３つぐらい書いてある。

それがみんなマルＡになっておるから、できる

項目についてはＡが多くなるんですよ。最初か

らできないのは１つしかない。そういうことを

含めて、これは知事に言うわけじゃないですけ

ど、ぜひ、早稲田大学のマニフェスト研究所に

しっかりまた頑張っていただきたいということ

を申し上げ、異論ありということを申し上げた

いと思います。

それから、最後になりましたが、私、昨年か

ら、本当に心の痛んでいることがあります。そ

れは昨年の、韓国岳の小学生遭難死亡事故であ

ります。「５時で捜索中止、これ以上は２次災

害のおそれがある」というような報道でありま

した。私は、この際、県も参加して捜索隊のチ

ームをしっかり構築すべきじゃないかなと思う

わけですけど、知事の考えをお聞かせくださ

い。

○知事（東国原英夫君） 昨年11月の韓国岳の

小学生遭難は、まことに痛ましい事故でありま

して、私も残念でなりません。御家族の方々に

哀悼の意を表しますとともに、捜索に御尽力い

ただいた多くの方々に御礼を申し上げたいと

思っております。このような悲惨な事故は繰り

返してはいけません。その原因や対応上の課題

を検討し、関係機関との連携の確認やその体制

の強化を図っていく必要があると考えておりま

す。既に本年１月には、環霧島会議の下部組織

として、環霧島山岳遭難対策連絡会議を組織し

て、周辺市町村が中心となって、その検討作業

に当たっておりますので、隣県鹿児島県と連携

しながら、県もこの連絡会議に積極的にかか

わって、広域調整に係る助言や提案を行ってま

いりたいと考えております。

○中野廣明議員 私もテレビだけを見ておった

ものですから、中身はしっかりわかりませんで

した。３日間、延べ2,500人の方が御苦労された

ということであります。本当に御苦労さまでし

たと申し上げたいと思います。ただ、今回いろ

いろ検討するに当たって、一つだけちょっと言

いたいのは、例えば今回の場合、えびの側から

登山したから、えびのの副市長さんが捜索隊の

指揮をとったということらしいんですね。です

から、高千穂、韓国、どこから登ったかによっ

て捜索チームを置くところが変わるという話で

す。例えば高原から登ったんだったら高原町が

責任者としてやると。そういうのがはっきりす
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るところはいい。じゃ子供だけ行って夜になっ

て帰ってこんよと、韓国岳に行くと言って帰っ

てこんのだけど、じゃどこが捜索チームのリー

ダーになるかというと、まずそこからどこがな

るかわからんわけです。子供がどこから―え

びの側から登ったのか、小林から登ったのか、

高原から登ったのか、その登ったところの町村

が主体になってやるということらしいんです

ね。そういうことじゃ間に合わんし、警察もえ

びの警察署、小林警察署がありますから、そこ

ら辺を今検討されている中で今後しっかりして

いただいて、私は大変貴重な人命だと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。以上

で終わります。（拍手）

○中村幸一議長 ここで休憩をいたします

が、15時再開いたします。

午後２時35分休憩

午後３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、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 早いもので

３月、別れ、旅立ちの月であります。旅立ちと

いえばスイートピーです。スイートピーの花言

葉が、門出、旅立ちであります。３月末をもっ

て退職される方々へスイートピーの花を贈って

ください。退職される方々には、県民の安心と

安全、そして生活と福祉の向上に御苦労いただ

き、心からなる感謝と敬意を表するものでござ

います。退職後はお体に十分留意され、さらな

る県勢発展のために後輩への御指導等を賜れば

幸いでございます。

さて、知事にはまだスイートピーの花は差し

上げられません。新たな旅立ちは当分なく、継

続とお察しします。20年先を見据えた総合計画

の作成と実行、前途多難の県政を着実に前進さ

せるために、東国原知事の次なる展開への決断

が待たれるところでございます。そこで、まず

伺います。基金の枯渇で予算編成が心配された

財政運営は、2007年から始まった財政改革によ

り、その収支不足の改善がなされました。中身

の検証は後ほどいたしますが、次なる財政改革

の策定が求められると思います。そのスケジュ

ールと基本的な考え方について答弁を求めま

す。

また、新年度予算では県税収入が約780億円、

平成２年の水準まで落ち込む予定であります。

景気の悪化、人口減に伴う経済の縮小により、

自主財源はますます厳しくなると予想されま

す。今後の県税収入についてどのような見通し

を持っているのか、伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

財政改革計画についてであります。財政改革

の取り組みにつきましては、平成15年に策定し

た第１期の財政改革推進計画による取り組み後

においても、地方交付税の大幅削減等によりま

して、本県財政はさらに厳しさを増したことか

ら、第２期の計画として、平成19年に「宮崎県

行財政改革大綱2007」の財政改革プログラムを

策定させていただきまして、将来にわたって健

全性が確保される財政構造への転換に向けた取

り組みを推進してきているところであります。

しかしながら、このような取り組みによる努力

を重ねているにもかかわらず、平成22年度予算

におきましては、地方交付税が増額確保されて

もなお多額の収支不足が生じるという、大変厳

平成22年３月１日（月）



- 228 -

しい状況となっております。また、今後も、公

債費や社会保障関係費などの増加が見込まれ、

予断を許さない状況にあることから、引き続

き、財政改革の努力を積み重ねていく必要があ

るものと認識しております。次の財政改革計画

の策定につきましては、今後、地方税財政制度

に関する国の動向等も踏まえながら、平成22年

度において検討してまいりたいと考えておりま

す。

次に、今後の県税収入の見通しについてであ

ります。平成22年度の県税収入予算につきまし

ては、税制改正の影響や景気の後退等により779

億8,000万円と、平成21年度当初予算に比べ、額

にして95億円、率にして10.9％の減と、大変厳

しいものとなっております。平成23年度以降の

県税収入につきましては、景気の動向に加え、

消費税をめぐる議論や個人所得課税のあり方、

環境関連税制の問題など、今後の国の税制改正

の動きにより、地方の税収も大きく変動いたし

ますので、現段階で見通すことは困難でありま

す。なお、仮に現行の税制が続くといたします

と、景気の状況が一部に持ち直しの動きはある

ものの、雇用情勢は依然として低水準にあるこ

となど、なお不透明でありますことから、今後

の県税収入につきましても、厳しい状況が続く

ものと考えております。〔降壇〕

○髙橋 透議員 見通しが困難、しかし厳しい

であろうという答弁でございますが、あくまで

も見込みでありますから、ひょっとしたら決算

で上回るかもしれない。しかし、このような状

況ですから、下回ることを予想したほうがいい

のかなというふうに思っています。先ほど、県

税収入約780億円、平成２年の決算と同水準とい

うことを申し上げましたが、よくよく考えてみ

ますと、平成19年度から税源移譲になりまし

た。所得税から住民税にシフトしましたから、

平成２年の790億と単純に比較できないと思うん

です。そこで、私はお尋ねするわけですけれど

も、税源移譲がなかった場合に、平成22年度は

どのくらいで算定できるのか、総務部長、答え

られたらお願いいたします。

○総務部長（山下健次君） 税制が変更された

現時点で試算というのはなかなか困難な面があ

りますけれども、平成19年度の影響額を当ては

めて考えますと、仮に税源移譲がなかったとし

た場合に、個人県民税は約100億円の減となりま

す。したがって、平成22年度の県税収入予算

は700億円を下回るという状況になると思われま

す。

○髙橋 透議員 びっくりしました。780億円

ショック、700億円ショックでしょうか。改めて

県税を初めとする歳入確保にしっかりと取り組

んでいただきたいなというふうに思います。

次に移りますが、基金についても、いよいよ

限界に来たなというふうに思われます。基金は

ゼロにはできないはずです。災害時などに取り

崩すために必要になると思いますが、基金は一

体どのくらいあればいいのか、総務部長、答弁

をお願いいたします。

○総務部長（山下健次君） 適正な行政水準が

保たれるというのであれば、基金というのは多

ければ多いほどいいというのが、財政当局とし

ての正直な気持ちでありますけれども、御承知

のように、平成６年度末に本県の基金残高

は1,479億円ということでピークでございまし

た。その後、徐々に減少しまして、平成22年度

末には286億円程度となる見込みでございます。

こういった基金は、今お話にもございましたよ

うに、災害とか、通常では想定できない事態が

生じた場合に重要な財源になるとともに、予算
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編成時における収支不足を補うための唯一の財

源でございます。この収支不足を補うという機

能をここ数年ずっと果たしておるわけですが、

今年度の予算の編成におきましても、景気後退

等の影響を受け、御指摘のように県税収入が大

きく減少する中で、国の地方財政対策は踏まえ

ておりますが、事務事業の見直し等による財源

捻出に努めてもなお、やはり約151億円の収支不

足について、この基金を取り崩して補てんせざ

るを得ないという状況でございました。基金の

適正な水準について、指標となるというのはな

いわけですけれども、財政改革に取り組み、収

支のバランスが図れる財政構造へ転換できるま

で収支調整の役割を担い得る水準が―抽象的

でございますけれども―確保されていること

が望ましいと考えております。

○髙橋 透議員 収支不足の圧縮については、

本当にぎりぎり頑張っていらっしゃって、限界

に来ていると思うんですが、収支不足の圧縮で

かなり歳出減に取り組まれております。その要

因の一つに、５年間で1,000名を削減する人員削

減、人件費の大幅減があるわけですが、これは

達成される見込みだというふうにお聞きをしま

す。既に900名弱削減されているというふうに思

いますが、スクラップ・アンド・ビルドと、行

政改革の中にうたわれております。ただ、行政

需要の多い部署へ、果たして人員増がなされて

いるのか、総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 限られた人員を有

効に活用するという観点から、事務の効率化を

進めるなどで人員を削減する一方で、必要な部

署には必要な人員の配置に努めておりますが、

例えば昨年の４月の人事異動におきまして、中

山間地域の集落活性化支援、あるいは環境エネ

ルギー対策の推進などのために、それぞれの関

係部署におきまして増員を行ったほかに、年度

途中ではありましたけれども、昨年の９月に

は、新型インフルエンザ対策のための感染症対

策監の新設等、こういった増員を行ったところ

でございます。

○髙橋 透議員 私たちから見ますと、職員の

方はかなり窮屈に仕事をされているんじゃない

かなというふうに思ったりいたします。時間外

の量もかなり多いとお聞きしますので、行政需

要の多いところには、しっかりと人員配置をお

願いするところであります。

そして、もう一点、この数年、公務員も年収

減であります。格差が極端に広がっております

ので、本県などでは、低賃金を余儀なくされて

いる中小零細企業で働く人がいっぱいいらっ

しゃいますので仕方ないんですが、そことどう

しても比較をされます。「公務員はまだましだ

が…」という論法で比較されております。それ

が公務員バッシングというふうになっている現

状があると思いますが、人員削減も賃金抑制

も、もう頭打ちに来ている、そういう判断を私

はいたします。知事の所信にもございました

「ひかり輝く宮崎の未来へ～県民総力結集予

算」と位置づけられた22年度の予算ですが、選

択と集中の理念のもとに重要施策に取り組むた

めに、知事を支える職員の方の力が必要だと思

うんです。職員の士気をどうやって引き上げて

いくのか、知事に答弁を求めたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 極めて厳しい財政状

況の中で、本県では、行財政改革大綱2007に基

づきまして、健全な財政構造と少数精鋭の組織

づくりに取り組んでいるところであります。こ

のような中で、総人件費の抑制は大きな課題で

あり、特別職の給料や管理職手当の減額に取り

組んでいるところでありますが、職員数につい
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ても削減せざるを得ないものと考えておりま

す。このため、これまで以上に職員一人一人の

能力を伸ばすとともに、職員の士気について

も、さまざまな取り組みにより高揚を図ってい

るところであります。具体的には、職員の意欲

やアイデアを人事配置や施策の展開に生かす取

り組みとして、庁内公募制や職員提案制度を実

施しているほか、国や海外等への研修派遣や自

主研究グループへの支援など、職員の自己研さ

んによる能力向上にも努めているところであり

まして、さらに、職員の精励に対する功績表彰

や永年勤続表彰も実施しているところでありま

す。職員の士気高揚は大変重要でありますの

で、今後も、職員が生き生きとみずからの職務

に取り組み、その能力を十分に発揮していただ

くよう努めてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 私は、県庁の方々を見てい

て、先ほど言いましたけれども、非常に窮屈に

仕事をされているんじゃないかなと思っている

んです。コミュニケーションがなかなかとれて

いないんじゃないだろうか、職員間で果たして

相談をされているのかなという気もいたしま

す。そういう意味では、2007の財政改革によっ

てかなり圧縮された努力、それは一方では評価

しながらも、余りにも窮屈にやり過ぎたところ

もあるんじゃなかろうか、そういうところも

しっかりと総括をしていただいて、次の財政改

革の参考にしていただきたいなというふうに

思っています。

次に移りますが、マニフェストについては、

これまで質問で取り上げられましたので、私は

別の角度から質問してみたいと思います。知事

の宣伝力は、多くの方から評価をされているこ

とだというふうに思いますが、知事の功績は、

何といっても県民の県政への関心を高めた、い

わゆる県政を身近にしたということではないか

というふうに思っています。ただ、一方で実は

気になることがあります。知事のあいさつをよ

く聞いてみますと、片仮名の用語が結構ありま

す。知事就任の初議会も、議事録を見てみまし

たら、そこで例のポテンシャルを言われまし

た。潜在する能力、可能性としての力という意

味でありますが、知事が常々使われる言葉の中

に横文字が多い。今回の答弁の中でも、例を挙

げますと、県庁職員はゼネラリストとしてたけ

ているとか、バッシング、モチベーション、パ

ラサイトシングル、ニート、スパイラル、もち

ろんポテンシャルも出てきました。使いなれ

た、聞きなれた片仮名は了としますが、ふだん

使われない片仮名用語は、県民目線、弱者目線

を考えたときに、いかがなものかと思います。

知事の御見解をお願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、あいさつなど

話をする場合は、その言葉が一般に定着し、あ

るいは自分の思いを最も伝えられる言葉だと

思ったときには、いわゆる片仮名言葉を使うこ

ともあります。おっしゃるような側面もあるよ

うですが、いずれにいたしましても、県民の皆

様に私の考えや気持ちが十分伝わるように、で

きるだけわかりやすいワード―言葉を使うよ

う努めてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 私には伝わりませんでした。

今議会での質問にも出てきましたが、肉用牛肥

育経営安定対策事業、これを通称でマル緊事業

と言うんですね。知事、マル緊事業、わかりま

すか。補完マル緊事業というのもあります。マ

ル緊事業の由来について農政水産部長、教えて

ください。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 緊急対策とい

う意味で、通常、事業名が、国の事業なんです
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けれども、非常に長たらしくて、なかなか頭に

入らない。僕たちも入りません。そうした場合

に略して、緊急対策という意味でマル緊事業と

か補完マル緊とか、また今回、新マル緊とか

言っていまして、これは県がつけた事業名では

ありません。国のほうで一応使われているとい

うことで使わせていただきました。

○髙橋 透議員 これは平成13年でしたか、古

いから緊急と言わない、だからマル緊というこ

ともわからんでもない、そういうふうに説明を

受ければですね。これはやはり農林水産省の方

々の机上の論理であって、いわゆる国民目線あ

るいは畜産現場目線じゃないと思うんです。古

い緊急事業だったらフル緊、これはおかしいで

すから、やはり名称を工夫して、わかりやすい

ものにしていただくことを、いろんな担当者会

議の中でぜひ言ってください。

今のは国の事業ですけれども、本県の事業で

も結構目につきます。ジョブカフェ、ファミリ

ー・サポート・センター、みやざきＥＶ―ＰＶ

構想推進事業、メガソーラー導入促進事業、新

ポータルシステム導入事業などなど、拾い上げ

たら切りがないんですが、特に高齢者とか横文

字が不得意な方からは、何のことかわからない

というふうに、よく声を聞きます。知事、よろ

しいですか。先ほど言いましたが、県政は身近

になったと私は認めます。ただ、それは表面だ

けで、肝心な中身は理解されていないというふ

うに私は思ってしまうんです。そこで、県の事

業名などを県民にわかりやすいものにすべきで

はないでしょうか。知事に見解を求めたいと思

います。

○知事（東国原英夫君） 私も常々かねがね、

そういうことを思っておりまして、議員御指摘

のとおりだと思います。やたら事業名が長たら

しい。漢字が多い。片仮名も多いんでしょう

が、新規事業等については、その内容のみなら

ず、事業名も含めて十分検討の上、予算化して

いるところでありますが、最近では、外来語か

ら新しく生まれた、住民に浸透している言葉も

多く、日本語に置きかえると長くなってしまっ

たり、かえって本来の意味が不明確になる場合

もあると思っております。また、国の制度名に

おいても、片仮名を用いた外来語由来の言葉と

か、先ほども申し上げましたとおり、やたら長

い事業名あるいは似通った名称、緊急経済雇用

対策何とか何とか事業というのが数種類ぐらい

ありまして、どれがどれかわからないようなこ

ともありますので、事業名につきましては、県

民の皆様に、できるだけ短い言葉で、かつ事業

内容が理解しやすく伝わることが重要であると

思いますので、今後とも、適切な表現に心がけ

てまいりたいと思っております。

○髙橋 透議員 くどいようですけれども、ま

だ言います。３月の行事予定表が送られてきま

した。これを見たら、生涯学習課の事業、アメ

リカンシェルフプロジェクト寄贈図書贈呈式、

これは組織名ですから、なかなかわからないと

いう面もある。もう一つ、県アセットマネジメ

ント導入検討委員会、道路保全課の事業です

が、よかったら県土整備部長、これを説明して

ください。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、アセッ

トマネジメントといいますのは、直訳すると、

資産管理ということだそうでありまして、従

来、金融資産の価値を最大化するためにうまく

運用していくという活動を指すようでございま

す。最近、公共土木施設についても非常に施設

量がふえてきておりますので、改築更新とか維

持管理に今後、費用がかかるということから、
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何とかトータル的に最小限にコストを抑えて、

長寿命化―なるだけ長生きさせる。そして、

単年度に大量に予算を投入しなくて済むように

平準化を図っていく、そういった管理手法を

やっていこうということで、今、議員が言われ

ましたアセットマネジメント導入検討委員会と

いうのを立ち上げたものでございます。以上で

ございます。

○髙橋 透議員 詳しく説明していただきまし

た。ありがとうございます。資産管理という名

称でもつけてくだされば、それで一目瞭然とい

いますか……。よく横断的というふうな言い方

をしますね。県庁の中でも、同じ県庁の仕事が

部局を離れるとわからないという職員の方もい

らっしゃると思うんです。オール県庁で何でも

やろうというふうに知事が先頭になって呼びか

けていらっしゃるのに、課題を共有化するため

には、だれが見てもわかるような事業名あるい

は行事予定表にしてください。お願いいたしま

す。

次に移っていきますが、地域医療対策につい

て申し上げていきます。

次世代育成支援宮崎行動計画が今議会で上程

されております。その中の小児救急医療体制の

充実に、７医療圏を３医療圏へとあります。こ

ども医療圏の考え方、そして県立日南病院小児

科の位置づけについて、福祉保健部長にお尋ね

します。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県の小児医

療は、小児科医の絶対数が不足し、また数少な

い医師に過重な負担がかかるなど、大変厳しい

状況にあります。このような中で、県民が安心

できる小児医療体制を維持していくために、従

来の７つの２次医療圏では十分な小児医療体制

が確保できないという状況を踏まえ、県内を県

北部、県央部、県西部の３つのこども医療圏に

再編して、広域での体制整備を検討せざるを得

ない状況にあります。一方で、県央部のこども

医療圏に含まれる県南地域で、県立日南病院の

小児科の存続に対する地元の強い要望があるこ

とも十分承知しているところであります。県立

日南病院の小児科については、県央部のこども

医療圏における地域の実情に合った医療提供体

制のあり方を検討する中で、宮崎大学や医師

会、地元と十分協議しながら、その位置づけに

ついて検討してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 こども医療圏、ずっと前の議

会でも私は申し上げたことがあるんですが、県

南としては、３医療圏は容認しがたい内容なん

です。ここで病院局長に聞くわけですけれど

も、皆さん方の御努力によって、４月からの県

立日南病院の小児科医師の派遣、何とか１年間

存続ができることになりました。本当にお礼申

し上げます。３ブロックの医療圏によって、今

後、１年が保証されましたが、そのまた１年先

も小児科は続いてもらわなくてはならないわけ

で、今後、県立日南病院小児科への医師派遣は

どうなるのか、病院局長にお尋ねいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立日南病院の

小児科は、南那珂地区で唯一、入院患者さんを

受け入れる施設でありまして、県南地域の小児

医療提供体制について重要な役割を担っており

ます。病院局におきましては、これまでも宮崎

大学を初めとする関係機関等と十分連携を図り

ながら、地元と一体となって日南病院小児科医

の確保に取り組んできたところでございます。

そのようなことで、議員御指摘のとおり、来年

も継続ということになったところでございま

す。御案内のとおり、小児科医の確保につきま

しては、全国的な課題となっているところか
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ら、病院局といたしましても、今後、望ましい

地域医療のあり方を常に念頭に置きながら、県

民の皆様の要望に的確に対応していくことが必

要である、このように考えております。

○髙橋 透議員 たとえこども医療圏が３ブ

ロックになっても、県立日南病院の小児科への

医師派遣、ぜひとも継続いただきますようにお

願いをしたいと思います。

次に、救急医療利用適正化推進事業というの

が21年度に事業実施になりまして、この中に、

これも片仮名でオピニオンリーダーというのが

あるんですが、オピニオンリーダー育成・強化

事業、来年度はどのような展開になるのか、福

祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 救急医療利用

適正化推進事業は、コンビニ受診と言われる不

要不急の受診が医師の負担につながっている状

況を踏まえ、救急医療の適正利用を目的に、平

成21年度の新規事業として実施しております。

お尋ねのオピニオンリーダー育成・強化事業

は、この事業の一環として、地域医療の問題を

住民みずからの問題と考え、行動していただく

ことを目的に、ＮＰＯ等住民団体が行う勉強会

や研究会、シンポジウムの開催等の活動を支援

するもので、今年度は、４市１町の５つのＮＰ

Ｏ等により活発な活動が行われております。県

としては、地域の救急医療体制を維持するため

には、このように地域住民が主体的に、地域医

療を守ろうという草の根的な活動に取り組むこ

とが重要と考えており、来年度はさらに積極的

に支援するため、予算額についても増額をお願

いしているところであります。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。日南

市で事業補助を受けております「こども・いの

ち・つなぐ会」という組織がありますけれど

も、シンポジウムとか、学校に行って講話を

やったりとか、大変、世論形成に頑張ってい

らっしゃいます。市民の意識も変わってきまし

た。そしてまた、自治体とか医師会までも動か

すような、そういう状況まで頑張っていらっ

しゃいますので、本当に事業効果は大きいと思

います。今、部長の答弁にもありましたよう

に、予算を増額されたようですから、さらなる

広がりをお願いしたいと思っています。

次に、深刻な医師不足対策、今まで質問もあ

りましたが、県も必死に取り組んでいただいて

おります。しかし、串間市民病院、小林市立病

院の医師引き揚げ、医師不足の流れがとまらな

い状況であります。このような状況に県はどう

対応していかれるのか、お尋ねをします。知

事、よろしくお願いします。

○知事（東国原英夫君） 串間市民病院や小林

市立病院など、地域の中核病院からの医師の引

き揚げが相次ぎ、地域医療の確保に重大な影響

が生じております。医師不足は県民の暮らしに

直結する問題でありますので、県といたしまし

ては、「地域医療の再生」を来年度の重点施策

に掲げ、医師派遣システムなど現在取り組んで

いる事業に加え、地域医療再生計画に基づく宮

崎大学医学部地域医療学講座の運営支援や医師

修学資金貸与枠の拡大など、さまざまな医師確

保事業に積極的に取り組んでいきたいと考えて

おります。その中でも、宮崎大学医学部の地域

医療学講座に関しては、総合医として養成して

いく過程において地域の中核病院に医師を派遣

することもあると大学から聞いておりますの

で、県としても、できるだけ早い段階での医師

派遣の実現について期待しているところであり

ます。

○髙橋 透議員 今、知事の答弁にありました
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が、地域へ医師を派遣できる。水間議員の質問

に答弁をいただいたのは福祉保健部長だったと

思うんです。そのときには、私の聞き違いかも

しれませんが、年間４名以上の医師を派遣でき

るようになりますというふうにおっしゃいまし

たが、具体的にお聞きしたいのは―４年も待

てないわけです。串間も小林も４年は待てない

んです。22年度からでも、途中からでも、医師

の派遣が可能なのか、部長、答弁いただけませ

んか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 今、議員の御

指摘の件につきましては、宮崎大学のほうから

は平成22年度からでも派遣できるというような

お話を伺っておりますので、できるだけ早い段

階での派遣が実現することを期待しているとこ

ろでございます。

○髙橋 透議員 今の部長の答弁は、22年度途

中からでも医師の派遣ができるということです

から、今申し上げました串間市民病院なり小林

市立病院、大変うれしい答弁だったというふう

に思います。今後とも、医師不足対策にしっか

りと取り組んでいただくようにお願いいたしま

す。

次に移ります。雇用対策であります。

先ほど、長たらしい事業名だということで知

事も言われましたが、緊急雇用創出事業臨時特

例基金事業、この多くは民間企業等への委託に

より実施をされております。当初は、事業費の

７割以上を人件費に充てるという条件がありま

した。しかし、要件緩和になって、それが５割

以上になったんです。この事業の目的は、次の

雇用機会までの短期雇用かもしれませんが、失

業対策です。この事業で雇用された方々の生活

給支援になるわけですから、この要件緩和の理

由について商工観光労働部長にお尋ねをいたし

ます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 緊急雇用

創出事業臨時特例基金事業につきましては、議

員御指摘のとおり、当初の要件では、事業の実

施に必要となる事務機器等のリースや消耗品等

の初期投資に係る経費が十分確保できないこ

と、あるいは地域によっては必要な失業者等の

確保が困難であること等により、事業を構築し

づらいという地方の声を踏まえまして、国にお

いて昨年10月に要件緩和されたものと考えてお

ります。この要件緩和によりまして、各地方自

治体において柔軟かつ多様な対応ができるよう

になっておりまして、より速やかな雇用・就業

機会の提供が図られるようになったと考えてお

ります。以上でございます。

○髙橋 透議員 もう一つ、ふるさと雇用再生

特別基金事業費の中に、非正規労働者を正規雇

用した事業主に対して１人当たり30万円の一時

金を支給する事業があると思います。そしてま

た、若年者等正規雇用化促進特別事業において

は、トライアル雇用終了後に引き続き正規雇用

した事業主に、１人当たり６万円の助成金が県

から交付される仕組みとなっています。事業主

に現金が行くわけですから、このことについて

適正実施を図るための十分な前後のチェックは

当然されると思うんですが、その辺のチェック

の方法について担当部長に伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 御質問の

一時金の支給につきましては、正規雇用による

継続雇用の確認が必要となります。したがいま

して、支給に当たりましては、雇用契約書ある

いは出勤簿等による事実確認を行うなど、十分

な審査を行ってまいりたいというふうに考えて

おります。以上でございます。

○髙橋 透議員 今のは書類上の審査だという
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ふうに私は受けとめたんです。できるだけしっ

かりと具体的なチェックができるように、査察

をしたりとか、そんなことをやらないと、今ま

でも、せっかくの公のお金が倒産とかいうとこ

ろで無駄になったりということも過去あったは

ずです。ぜひともチェックをしっかりとやって

いただきたいというふうに思います。

次に、農林水産業の振興についてお尋ねをし

ていきたいと思います。

「身土不二」という言葉があります。いわゆ

る体と土は二つにあらずという、人間の体はそ

の土地でできた食物でつくられるという意味で

ありますが、最近推奨される地産地消とダブら

せてもいいと思います。県教育委員でもありま

した旭化成の前延岡支社長・水永さんがテレビ

で討論されていたことを覚えておりますが、こ

んなことを言っておられます。「消費者は、安

心・安全が優先と言いながら、時間がたてば安

い輸入品を求めている。地元の食材をいかに子

供たちへ提供できるのか。食文化を地道に伝え

ることが、回り道だが、地産地消への早道」と

おっしゃっていました。安心・安全が本県農畜

産物の売りであり、武器だと思います。本県

は、食農教育にどう取り組んでおられるのか、

知事にお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 農作物の栽培体験を

通じて命のとうとさを実感し、その恵みに感謝

する心を培う、いわゆる食農教育につきまして

は、地域農業への理解促進とともに、地場産品

の消費拡大につながるものであることから、地

産地消を進める上での大変重要な取り組みであ

ると認識しております。このため本県では、私

が会長を務める「みやざきの食と農を考える県

民会議」が主体となり、食農教育に積極的に取

り組んでいただく人材の育成・確保に努めると

ともに、農作物の栽培から調理・加工までの一

連の作業等を体験できる農作業体験学習会の開

催や、学校給食における地場産品の活用などを

支援してきたところであり、これらの活動の輪

は、学校や地域において着実に広がりつつあり

ます。私は、食農教育は一人一人がその趣旨を

理解し、その必要性を感じることで、自発的な

活動が生まれ、定着していくべきものと考えて

おります。今後とも、県民の皆様を初め、関係

機関・団体と連携を図りながら、食農教育の理

解促進に取り組んでいきたい、かように考えて

おります。

○髙橋 透議員 今、知事の答弁の中に、学校

給食、地域で教育をするということでありまし

たが、以前も質問した経緯があります。学校給

食における地産地消は拡大しているんでしょう

か、教育長にお尋ねをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 文部科学省の「平

成20年度学校給食栄養報告」によりますと、本

県の学校給食における地場産物使用の割合は、

前年度比で0.6ポイント増の33.0％になっており

まして、全国平均の23.4％を大きく上回ってい

るところであります。学校給食の実施主体であ

ります市町村におきましては、学校と生産者と

の契約により県内産の農林水産物を安価で安定

的に購入するための支援や、生産者や地元企業

との連携による交流給食会などの開催によりま

して、地場産物の活用が図られているところで

あります。また、県教育委員会の取り組みとい

たしましては、毎月16日を「ひむか地産地消給

食の日」とし、県内産の農林水産物の利用を働

きかけますとともに、ＪＡや生産者、市町村等

との連携による地場産物活用の体制づくりや、

地場産物を使った子供たちの食づくり教室など

に取り組む食育実践事業を推進しているところ
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であります。今後とも、市町村や関係部局等と

連携を図りまして、学校給食における地場産物

の活用に努めてまいりたいと考えております。

以上です。

○髙橋 透議員 今、教育長の答弁でありまし

たように、前年度比0.6ポイント増、全国平均よ

りか多いということで33％のようですが、隣の

大分県は44.7％のようですね。これは全国１位

みたいです。北海道が２番で40.2％、宮崎県

は33％で６位のようです。もっともっと伸びる

要素はあると思いますので、今後、いろんな障

害があるかもしれませんが、ぜひ拡大していく

取り組みをお願いしたい。

私は、学校給食で大事なのは、食材とか調理

の過程とかを、子供たちの目で見れるかどうか

というところだと思うんです。でも、残念なが

ら、みずから給食をつくらない学校がふえてき

ました。調べてみましたら、自校方式は宮崎県

では４割です。６割は自分の学校ではつくらず

に、よそからつくったものが運ばれる、そうい

うことなんですね。ここで知事にお聞きするわ

けですが、いわゆる共同調理場方式と単独調理

場方式は、食育の観点からどちらに優位性があ

るのか。私が答えを言ったかもしれませんが、

お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、学校における

食育の推進というのは、子供たちが心身ともに

健全に育っていく上で大切なことであると考え

ております。そういう意味で、学校給食の役割

は大変大きいものがあり、学校全体で食育に取

り組まれているものと考えております。

２つの調理場方式についてでありますが、単

独校調理場方式では、児童生徒が調理の様子を

間近に見ることができたり、つくりたてのもの

を食べることができるといったことなど、一

方、共同調理場方式においては、食材の大量購

入により安価で調達できたり、また運営面のコ

ストを抑えることができるといったことなど、

それぞれに特徴があると聞いております。学校

給食の実施主体であります市町村においては、

地域の諸事情を踏まえた上で、どちらの方式を

選択するか、判断されているものと受けとめて

おります。

○髙橋 透議員 知事の答弁の中にもあった残

念な答弁―いわゆる食が、しかも学校現場の

給食がコストになっているわけですね。共同調

理場のいい点は、そこを答弁なさったわけです

けれども、やはりそこを問題としていただきた

いなと。子供たちの食育は、学校給食が一番早

道ではないかというふうに思っていますので、

聞いているわけです。ちなみに、学校給食の県

内の状況を見ますと、綾町が100％です。すべて

自校方式。高原町、新富町、諸塚村、椎葉村、

西臼杵３町、ここがすべて自校方式でやってい

らっしゃるわけです。知事もいつかおっしゃっ

ていましたね。宮崎県というところは子育て日

本一の県だということをおっしゃったことがあ

ると思うんですが、いわゆる食というのは子供

たちにとって大事なことであって、自校方式の

優位性は先ほど言ったとおりですから、中山間

地に多く残っている自校方式は、いつか武器に

なると私は思うんです。宮崎県というところ

は、自校方式で安心・安全の地産地消の食材を

提供して子供たちが食べているということは、

必ず武器になると思うんです。ぜひ、知事もそ

ういうところをしっかりと分析いただいて、今

後、機会あるごとに自校方式の優位性を訴えて

いただきたいと思っています。

次に移りますが、危険な油脂、油ですけれど

も、いわゆるトランス脂肪酸の規制がないの
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は、先進諸国では日本だけなんです。昨年11月

末に福島みずほ消費者担当大臣が、含有量表示

を義務づけるように消費者庁に指示をしまし

た。トランス脂肪酸は、恐らく学校給食で使わ

れていると思うんです。どの程度使われている

のか、児童生徒の健康に影響はないのか、教育

長にお尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 平成18年度に国の食

品安全委員会が行いましたトランス脂肪酸含有

量調査によりますと、マーガリンやバター、植

物油などに含まれているとの報告がありまし

て、学校給食においても食材の一部として使用

されているものと考えております。なお、トラ

ンス脂肪酸につきましては、食品への含有量の

表示義務がないことから、学校給食で使われて

いる食材にどの程度含まれているのかというこ

とについては不明であります。トランス脂肪酸

に関しましては、食品安全委員会のレポートに

よりますと、諸外国に比べて我が国における１

日当たりの平均摂取量は比較的少ない傾向にあ

るとされておりますが、一方で、トランス脂肪

酸を多量に摂取を続けた場合には動脈硬化など

による心疾患のリスクを高めるとの報告もある

というふうな紹介がなされているところであり

ます。今後とも、こういった専門家の所見等も

十分留意しながら、学校における安全・安心な

給食の提供に努めてまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○髙橋 透議員 どのくらい使われているの

か、表示がされていないからわからないという

ことは、当然の答弁だと思うんですが、おそれ

のあるものは使わないということなんです。使

わせない。このことを学校給食現場には徹底さ

せていただきたい。

教育長がおっしゃった食品安全委員会が、確

かに言っています。一般的な日本人の食生活で

は摂取しても直ちには問題がないと。ただ、教

育長、よく考えてください。今の子供たちは

ファストフードをよく利用しています。１つ２

つ、例を申し上げますけれども、ファストフー

ドで食べる空揚げはおいしいですね。からっと

揚がっています。からっと揚がる理由があるわ

けですけれども、ショートニングを使っている

と言われるんです。トランス脂肪酸が多く含ま

れている油です。それと私、コーヒーはブラッ

クで飲みますけれども、ひょっとしたらフレッ

シュを入れる方がいらっしゃると思うんです

が、白い液体、あれはミルクじゃありません。

植物油を加工したものですから、トランス脂肪

酸を多く含んでいるそうです。

ちょっと紹介しますけれども、食生活・医事

ジャーナリストの氏家京子さん、この方の著書

の中で言われているのは、アメリカでの調査に

よりますと、組織犯罪者の血液検査をすると血

中の脂肪構成が悪くなっていることがわかると

いうことです。ＤＨＡ―ドコサヘキサエン酸

というふうに言うらしいですが―の値が暴力

経験のない一般の人の値より著しく低くなって

いて、これは日ごろの食生活における脂肪のと

り方に問題がある結果ということが本に書かれ

ていました。人の脳の大部分は脂質でできてお

りまして、その中でも重要な役割を持つのが脳

神経細胞です。これは大量のＤＨＡでつくられ

ておりますから、これが不足すると脳神経細胞

の働きに影響が出て、学習能力とか記憶力を衰

えさせるということが考えられるそうでありま

す。まさに、食は、「人を良くする」と書きま

すが、犯罪を減らすためにも、県警本部も一緒

に食育には取り組んでいただいてもいいんじゃ

ないかというふうに思っております。
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そして、もう一つ、12月１日付の朝日新聞で

は、小中学校で児童生徒の暴力行為が前年度比

で13％増、３年間で７割もふえたことが報じら

れていました。子供たちは、「感情がうまく制

御できない」「コミュニケーションの能力が足

りない」と観察されていて、いじめは先生たち

のさまざまな努力によって毎年のように減って

おりますが、暴力行為だけはふえ続けていると

言われております。この原因のすべてを食生活

に求めるのはちょっと乱暴でありますけれど

も、魚や豆、海藻や野菜をたくさん食べていた

伝統的な和食の食卓が崩壊をして、肉食と危険

な油があふれた食事に変わったことが少なから

ず影響していることは、容易に想像できると思

います。

こういう点に着目をして、学校給食から食を

変えられたところがあります。長野県真田町、

今は上田市になっているのでしょうか。そこの

前教育長が取り組まれた米飯給食、このことに

よっていじめが消えた、学力も向上したという

取り組みを紙面で見ました。当然ここの給食は

全部、自校方式です。しかも、前教育長は、真

田町の学校給食は全部、食材については無農薬

か低農薬のお米や野菜、大豆製品などに切りか

えられました。それもすべて真田町産、地産地

消なんです。週５日の給食を完全和食、米飯給

食にされたんです。本県の学校給食、せめて自

校方式を貫いているところだけでも完全米飯に

できないものか、教育長にお尋ねしたいと思い

ます。

○教育長（渡辺義人君） 文部科学省が行いま

した平成20年度の米飯給食実施状況調査により

ますと、本県の米飯給食の実施回数は週５日の

うち3.2回で、全国平均の3.1回を上回っており

ます。米飯給食に関しましては、児童生徒が日

本の伝統的食習慣を学び、そして本県の基幹産

業である農業や生産者の思いを身近に感じると

いう教育的な意義があります。県教育委員会と

いたしましては、市町村や関係部局等と連携を

図り、米飯給食の促進に努めてまいりたいと考

えております。なお、県内でも、週５日の給食

日のうちに全日５日間、米飯給食を実施してい

るのは、えびの市と椎葉村ではなかったかなと

思います。以上です。

○髙橋 透議員 米飯給食を実施するには、い

ろいろあるそうですね。パン協同組合からも、

いろいろと今までもあった話を聞きますので…

…。しかし、そこはしっかり乗り越えて、米飯

給食を子供たちの健康のために何とか実現して

いただきたいなと思っています。とことん食に

こだわることで、宮崎県が子育てで日本一だと

いうことをアピールできると思うので、ぜひ知

事、今後、いろんな取り組みの中で努力し、頑

張っていただきたいなと思います。

次に、今議会でもかなり出てきました農家の

戸別所得補償、注目されておりますが、農業と

同様に、今、本当に苦しんでいらっしゃる漁業

に関しても所得補償制度が必要ではないかとい

うふうに私は思いますが、知事の見解を伺いた

いと思います。

○知事（東国原英夫君） 本県水産業につきま

しては、カツオ・マグロ漁業や日向灘における

まき網漁業などを中心に、全国でも有数の生産

量を誇っておりまして、地域の重要な産業であ

るとともに、我が国水産物の安定供給の一翼を

担っておるところであります。しかしながら、

漁業経営につきましては、水産資源の状況や天

候等により漁獲量が左右されるとともに、燃油

価格や魚価の変動によっても収益に大きな影響

が出るなど、大変不安定なものがあります。こ
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のため本県といたしましては、平成23年度から

の導入に向けて国が検討を進めております漁業

所得補償制度については、本県の漁業経営の安

定が図られるものとして期待をしているところ

であります。今後とも、国の検討状況を注視し

つつ、本県の水産業・漁村の持続的発展につな

がる制度となるよう、あらゆる機会を通じて強

く国に働きかけていきたいと思っております。

○髙橋 透議員 いろいろと漁業の問題は先ほ

ども出ていますから、おわかりのとおりであり

ますけれども、価格補償とか、燃油の高騰対策

とか、まき網漁の問題も出ました。これはなか

なかすぐに効果を出せない、できない部分もあ

ります。でも、漁師の方々は、今、何か欲し

い、やってほしいという思いなんです。地元の

方々が魚を食べていただく、いわゆる魚の消費

拡大、こういったことは今までもやられてきた

と思うんです。昨年も私、言いましたが、宮崎

というところは近海カツオの水揚げ日本一なん

です。その割には、実は消費がそう伸びていま

せん。カツオの魅力をどうやって訴えればもっ

と積極的にＰＲできるのか、どのように取り組

んでいるのか、そこをまず伺ってみたいと思い

ます。知事、よろしくお願いします。

○知事（東国原英夫君） 本県の農畜水産物に

つきましては、大都市圏における「みやざき

フェア」の開催や各種メディアへの出演等々を

通じて、私自身、直接、消費者の皆様に本県農

畜水産物の新鮮さやおいしさをお伝えするな

ど、ＰＲに努めているところであります。特

に、カツオにつきましては、近海カツオ一本釣

り漁業は全国トップの地位を占めており、本県

の基幹漁業の一つでありまして、今後とも、積

極的なＰＲに努めてまいりたいと考えておりま

す。

一方、カツオのさらなる消費拡大を図るため

には、県民の皆様にその新鮮さやおいしさを

知っていただくことも重要でありますので、毎

年４月に県内各地で開催されている「宮崎初か

つおフェア」の充実を図るため、漁協が直営す

るレストランでのイベントの開催など、関係機

関・団体一体となって取り組んでいるところで

あります。今後とも、あらゆる機会を通じて、

カツオを初めとした本県農畜水産物のＰＲやセ

ールスに積極的に取り組み、その消費拡大を

図ってまいりたいと考えているところでありま

す。

○髙橋 透議員 カツオの消費なんであります

が、金額ベースで―これは県都、県庁所在地

の資料なんですけれども―宮崎市は2,564

円、11番なんです。１位の高知は、断トツで１

万1,587円なんです。これだけ差があるわけです

ね。知事は実は平成19年２月の議会で、当時、

今は亡き永友一美議員ですけれども、この方の

質問で次のように答弁されているんです。「宮

崎県の漁業は、農林水産業、農業、林業といっ

て、水産業は余り―ここも片仮名です―

フィーチャーされないんです」。取り上げられ

ないということですかね。注目されない。

ちょっと省きますが、「僕もいろんなところに

行きまして、人生49年間、若輩者でございます

が、カツオを食べさせてもらって―これは日

南キャンプに行かれたときの答弁です―うま

いと思いました。これは、やっぱり僕が言った

宮崎県のポテンシャルはここにあるなと。後

は、これをどうやってＰＲしていくかというこ

とだと思っております」と言われているんです

が、宮崎市の消費量を見てみましたら、下がっ

ているんですよ。19年が2,59 4円、平成20

年2,244円なんです。知事としての、もうちょっ
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と、こうやったんだよという答弁はありません

か。

○知事（東国原英夫君） これに関しまして

は、関係各位の方々あるいは担当部局の職員等

々とも議論をしているところなんです。分析し

てみますと、カツオというのは、やはり全国の

イメージ、知るところによりますと、やはり高

知、静岡とか、千葉とか、そういうふうになっ

てくるわけです。御案内のように、近海カツオ

漁獲量は日本一を誇っていますから、そういっ

た周知を広めていくこと、そしてまたカツオを

食べる習慣、文化、そういったものを増長して

いくということが大切かと思います。ただ、分

析の中において出てきた意見が、どうも、県民

性というか、宮崎県民にカツオが合わんのじゃ

ないかと、そのような分析もあるんですね。そ

れは実際的な数値は出てこないんですけれど

も、どうもそういったイメージ、あるいは、や

はり高知が多いのは、高知はカツオが名産とい

うことで、高知県内外から観光客等が行かれた

ときに、そこで食べられるんですね。でも、お

いしさは、私は日本一宮崎はおいしいと思って

おりますので、今後とも、そういったことを強

調して、全体的なイメージを変えるような、抜

本的に変えるような取り組みというのが必要

じゃないかなと思っております。今後とも、関

係部局と意見交換、あるいは現場の方たちとも

十分に意見交換させていただいて、その取り組

みに邁進していきたいと思っております。

○髙橋 透議員 私はカツオが大好きですか

ら、合っているというふうに思うんですが、Ｐ

Ｒということもおっしゃっていますので、予算

をもうちょっとつけていただいて、多くの方に

試食をさせることですよ。実際に食べてもらっ

て、カツオのすばらしさ、おいしさをわかって

買う、そういうことでありますから、担当課に

聞くと余り―言いにくいかもしれませんが、

予算をふやしていただいて、ＰＲをぜひしてい

ただきたいと思います。

最後に、教育問題、特別支援学校の高等部の

設置、いよいよ要望がかなうときが来たようで

あります。西諸地域については、普通学校との

併設と伺っています。西諸地域における特別支

援教育のあり方について、教育長にお尋ねしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 現在、西諸県地域に

おきましては、都城きりしま支援学校小林校の

小・中学部を、それぞれ小林市立東方小・中学

校の敷地内に設置し、地域就学を推進しますと

ともに、専門的な知識や技能を生かした地域の

特別支援教育の中核として位置づけているとこ

ろであります。また、各学校におきましては、

日常的に活発な交流が行われるなど、そのあり

方は、先進的な取り組みのモデルとして県内外

に知られていると思っております。今後は、こ

のような実績を踏まえながら、小学部から高等

部まで地域で一貫した教育を実施するために、

小林校の高等部を小林高校の敷地内に設置し、

さらなる特別支援教育の充実を図ってまいりた

いと考えております。以上です。

○髙橋 透議員 大変すばらしい特別支援教育

になるなと、感想を持ったところであります。

日本一じゃないかと思います。最後に言われま

した高等部が小林高校に併設されるわけです

が、これは生徒間の交流がしっかりと図られる

のか、ここが大事だと思うんです。具体的に答

弁いただけませんか。

○教育長（渡辺義人君） 今御紹介いたしまし

た小林高校でありますけれども、平成18年度か

ら、都城きりしま支援学校小林校への訪問を実
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施しており、はがきづくりとか、室内ゲームと

か、そういった作業学習や校外活動を通じて交

流を深める中で、障がいへの理解や思いやりの

心をはぐくんできております。障がいのある子

供たちにとっては、多くの人とかかわることで

社会性の広がりが見られる一方で、高校生に

とっては、福祉や看護分野への進路を希望する

例も出てきているところであります。また、平

成20年４月に高千穂高校敷地内に併設いたしま

した延岡わかあゆ支援学校高千穂校の事例にお

いても、学校行事や部活動等におきまして、生

徒間の活発な交流が見られております。今後、

小林高校に小林校高等部が併設されることによ

りまして、これまでの取り組みがさらに進み、

生徒間の交流が一層活発になるものと考えてお

ります。以上です。

○髙橋 透議員 小林高校に併設される高等部

は、地域とか学校には十分に説明がなされてい

るんでしょうか、教育長、お尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 小林校の高等部を小

林高校に設置することにつきましては、小林校

の保護者だけでなく、小林高校のＰＴＡ、同窓

会を初め、小林市やえびの市、福祉施設の代

表、小中学校特別支援学級担当等といった地元

の関係者に御説明をし、御理解をいただいてい

るところであります。今後とも、あらゆる機会

をとらえまして、地元の方々への周知を行い、

御理解、御協力をいただきたいと考えておりま

す。以上です。

○髙橋 透議員 ありがとうございました。

時間が来たようですので、最後にお願いだけ

知事にして終わりますが、国道220号、昨年、知

事とはやりましたけれども、防災対策事業の予

算は非常に厳しいと思うんです。知事は、政治

生命をかけてやり抜くというふうにおっしゃい

ましたので、どうか最後までぜひ頑張ってやり

抜くことをお願い申し上げて、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 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時２分散会
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