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平 成 1 9 年 ６ 月 1 3 日 ( 水 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（44名）
3番 川 添 博 （無所属の会）

5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 河 野 安 幸 （自由民主党）

8番 山 下 博 三 （ 同 ）

9番 黒 木 正 一 （ 同 ）

10番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13 番 前屋敷 恵 美 (日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24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 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 原 正 三 （ 同 ）

32番 濵 砂 守 （ 同 ）

33番 水 間 篤 典 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 井 本 英 雄 （ 同 ）

47番 星 原 透 （ 同 ）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （ 同 ）

50番 坂 元 裕 一 （自由民主党）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 中 村 幸 一 （ 同 ）

欠 席 議 員（１名）

37番 中 野 一 則 （自由民主党）

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

総 合 政 策 本 部 長 村 社 秀 継

総 務 部 長 渡 辺 義 人

地 域 生 活 部 長 丸 山 文 民

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

環 境 森 林 部 長 髙 柳 憲 一

商工観光労働部長 高 山 幹 男

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

県 土 整 備 部 長 野 口 宏 一

会 計 管 理 者 甲 斐 景早文

企 業 局 長 日 髙 幸 平

病 院 局 長 植 木 英 範

財 政 課 長 和 田 雅 晴

教 育 委 員 長 江 藤 利 彦

教 育 長 高 山 耕 吉

警 察 本 部 長 吉 田 尚 正

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 大 野 俊 郎

事務局職員出席者

事 務 局 長 石野田 幸 蔵

事 務 局 次 長 弓 削 孝 幸

総 務 課 長 馬 原 日出人

議 事 課 長 四 本 孝

政 策 調 査 課 長 富 永 博 章

議 事 課 長 補 佐 孫 田 英 美

議 事 担 当 主 幹 亀 澤 保 彦

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二



議案第19号及び第20号追加上程◎

ただいまの出席議員44名。定○坂口博美議長

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が、お手元

に配付のとおり、知事より議案第19号及び第20

号の送付を受けましたので、両案を日程に追加

し、議題とすることに御異議ありませんか。

〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○坂口博美議長

ように決定をいたしました。

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○坂口博美議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようご○知事（東国原英夫君）

ざいます。ただいま提案いたしました議案第19

号及び議案第20号について御説明申し上げま

す。

まず、議案第19号は、公安委員会委員長佐々

木文雄氏が平成19年７月31日をもって任期満了

となりますので、その後任委員として大浦克博

氏を任命いたしたく、警察法第39条第１項の規

定により、県議会の同意を求めるというもので

あります。

次に、議案第20号は、人事委員会委員佐藤安

正氏が平成19年７月18日をもって任期満了とな

りますので、その後任委員として郷俊介氏を選

任いたしたく、地方公務員法第９条の２第２項

の規定により、県議会の同意を求めるというも

のであります。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

以上です。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○坂口博美議長

一般質問◎

それでは、ただいまから一般○坂口博美議長

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

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔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、43番鳥飼謙二議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○鳥飼謙二議員

ざいます。本日から一般質問でございます。い

ろいろ議会改革の意見等も出まして、知事のお

話等もありながら、初めての一問一答方式の導

入ということも含めて、きょうから始まること

になりましたけれども、私がトップバッターで

ございますが、精いっぱい頑張っていきたいと

思っておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

昨年11月、災害復旧工事設計入札に係る官製

談合事件で、安藤忠恕前県知事や県幹部６名を

含む16名が競売入札妨害容疑で逮捕されるとい

う事件に、県民は大変な衝撃を受けました。県

議会での知事不信任案が可決をされない中に、

私は社民党県連合の代表といたしまして、県議

団の皆さんと一緒に安藤前知事に直接会って辞

職の申し入れを行うなど、県政刷新の流れをつ

くってまいりました。次々と明らかになる知事

という県庁トップの犯罪は、県民の県政への信

頼を根底から覆し、県民福祉の向上を目指して

きた県職員の誇りを失墜させるものであったと

言えます。このようなことを二度と繰り返さな

いために、贈収賄である今回の官製談合事件が

なぜ起きたのかを真剣に考える必要があるので

平成19年６月13日(水)
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はないでしょうか。選挙時の資金の出入りや利

益集団とのつながりを第三者機関が監視するシ

ステムや、支援者との利害関係を禁じる制度の

創設なども検討されなくてはならないと思うの

であります。絶大な権力を持つ知事と業者との

癒着、土木行政における官と民との間では周知

の事実とさえ言われてきた談合という不正のル

ール、知事も選挙前の一時期、「必要悪」とさ

え発言した報道がございましたけれども、最後

の日本的システムと言われる談合、なぜ不正を

承知で前出納長を初め県幹部が県トップの指示

に従ったのかなど、議論をしておくべきことは

数多くあると思うのであります。

例えば人事であります。また後ほど触れます

けれども、選挙後直ちに、元知事を支持した幹

部職員36人を西臼杵支庁や図書館などの外局に

配転した人事異動は、県職員に激震をもたらし

ました。私も当時の幹部から、自分の配転人事

を朝のテレビ報道で知ったときの驚きと怒りの

声を聞いた覚えがございます。４年前の選挙は

何だったのだろうか、県政トップに座るべきで

ない人物を27万3,879人の県民が選択した草の根

選挙の結果を苦く思い出すのであります。根元

から腐っていた前知事やその側近体質を一掃す

るときだと思うのであります。そこで、東国原

新知事に、県政刷新への決意をお伺いいたした

いと思います。後は質問者席から質問をいたし

ます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 県政刷新へ○知事（東国原英夫君）

の決意についてであります。

県発注工事に関する入札談合事件は、県民の

皆様の県政に対する信頼を失墜させたばかりで

なく、県の名誉と県民の皆様の誇りを大きく傷

つけたと考えております。このため、一刻も早

い宮崎県政の再生、そして県民の信頼を回復す

ることが私に課せられた使命であると考え、知

事就任後直ちに入札・契約制度改革に取り組ん

だところでございます。このような中、物品購

入に係る不適正な事務処理が行われていたこと

はまことに遺憾であり、相次ぐ不祥事を重く受

けとめ、法令遵守の一層の徹底や再発防止のた

めのシステムづくりに全力を挙げて取り組む必

要があると考えております。

このようなことから、現在策定中の新しい

「行財政改革大綱」におきましては、特に意識

改革を大きな柱とし、いま一度、「公務員は全

体の奉仕者である」という原点に立ち返り、公

務員倫理の確立や組織風土の改革、適正な行政

執行体制の確立に積極的に取り組むこととして

おります。行政運営の指針である「新みやざき

創造計画」と新しい「行財政改革大綱」は、一

体となって私のマニフェストの実現を図るもの

であり、今後これらに基づき、全力で職務に励

み、県民総力戦による新しい宮崎県づくりを着

実に進めていく決意であります。以上です。

〔降壇〕

初めての質問者席ということ○鳥飼謙二議員

で、私もいささか緊張しておりますけれども、

順に通告に従って質問してまいりますが、その

前に、知事にお尋ねをしておきたいと思いま

す。これまででしたら、いわゆるすり合わせと

いうことでやってまいりました。それはそれ

で、その段階で私どもは真剣に議論してきたわ

けでございますが、今回、質問書、答弁書のや

りとりというのはするなということで言明をい

ただいたと思いますけれども、その辺の知事の

意見をお伺いしておきたいと思います。

私もそのように聞い○知事（東国原英夫君）

ておりますが、すり合わせないというのと質問

どりと、どの辺のラインで区切るのかわかりま
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せんが、余りにも広範囲で、どういうような質

問をするとか、そういったジャンル分けぐらい

はしておかないと、何をどうというのは、やっ

ぱり議会が空転したり非効率化になるような気

がしますので、ある程度の質問どり等は必要

じゃないかと考えております。

私も知事のおっしゃるとおり○鳥飼謙二議員

だと思っていますが、私が申し上げたのは、質

問書、答弁書のやりとりはしていないでしょう

ね、そういう言明をしたでしょうねということ

ですから、もう後は申しませんけれども、今後

しっかりそういうことで議論をしてまいりたい

というふうに思っております。

そこで、今、前知事の事件について、いろい

ろ決意なり、お聞きをいたしました。今回の捜

査といいますか、事件の中でまだまだ未解明な

部分がたくさんあるわけでございます。それは

例えば5,000万円、宙に浮いたといいますか、そ

ういう事件もございまして、前知事が持って

いった金が本当は本人がもらっていたけれど

も、出どころがわからないというようなこと

で、これは未解明の点だなということでござい

ました。４月３日の宮日新聞によりましても、

県警捜査二課の幹部の発言ということで、「捜

査はほぼ尽くしたと考えている。5,000万円の原

資は今後も継続して捜査する」というようなこ

とでコメントが載っているわけでございますけ

れども、警察本部長は、県民のこれらの声をど

のように受けとめて、今後どう反映させていこ

うとされるのか、お尋ねをしたいと思います。

県警察におきま○警察本部長（吉田尚正君）

しては、本年４月、御指摘のありましたよう

に、前知事らを、5,000万円の借り入れにつきま

して収支報告書に虚偽の記載をしたとして、政

治資金規正法違反の事実で宮崎地方検察庁に送

付、送致いたしております。御質問の件でござ

いますが、個別の事案につきましてのお答えは

差し控えさせていただきます。あくまでも一般

論として申し上げれば、警察におきましては、

いかなる場合におきましても、刑罰法令に触れ

る行為があれば、法と証拠に基づいて適正に対

処をいたしておるところであります。以上であ

ります。

個別のということですから、○鳥飼謙二議員

それ以上は申し上げませんけれども、県民はそ

ういう目で見ているということは、しっかりと

受けとめておいていただきたいというふうに

思っております。

次に、新たな行財政改革と総合計画について

お尋ねをいたします。

こういうのが今回、案でございますけれど

も、「行財政改革大綱」素案ということで、そ

れから「新みやざき創造計画」ということです

ね。こういう説明なり発表を受けたわけでござ

います。県が今回発表した新たな行財政改革大

綱には、３月に制定した新たな財政改革推進計

画がそのまま挿入されているようでございま

す。それによりますと、知事の選挙戦でのマニ

フェスト、単年度で350億円の削減計画が入って

おりますけれども、根拠がいささか不十分では

ないかというふうに思うのでございます。人件

費カットとかそういうことは書いてございます

けれども、福祉・医療・教育予算に切り込むこ

とになるのではないか、県民生活に大きな影響

を与えるのではないかと懸念をしているわけで

ございます。知事はこの県民生活への影響をど

のように考えておられるのか、ほかの点を含め

て今回の「行財政改革大綱」、これについてお

尋ねをしたいと思います。

本年３月に策定した○知事（東国原英夫君）
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新たな財政改革推進計画では、人件費の削減と

か、投資的経費の縮減あるいは重点化、事務事

業の見直し等により、平成18年度当初予算よ

り350億円の歳出の見直しという目標を掲げてお

ります。この350億円の歳出の見直しに当たって

は、単に歳出を削減するだけではなくて、見直

しによって捻出された財源の一部を「新みやざ

き創造計画」、私のマニフェストを盛り込んだ

「新みやざき創造計画」に掲げた３つの政策

に、すなわち３つの戦略と申しますのは、「郷

土の宝『宮崎人』づくり」戦略、そして「成熟

社会における豊かな暮らし」戦略、そして

「『経済・交流』拡大」戦略、この３つの戦略

の中の重要施策に振り向けて、県民生活への影

響にも配慮しながら、新しい宮崎県づくりを模

索していきたいと考えておりますので、御理解

いただきたいと思っております。

知事は知事の方針なり考え方○鳥飼謙二議員

と思うんですけれども、その際に、県民生活に

支障が出るとかいうようなことでは困りますよ

ということですから、マニフェストで掲げたか

らこれをやりますよということだけじゃなく

て、そういう声も聞きながら、反すうしなが

ら、必要であるならばいろいろと変えたりと

か、そういう検討も加えながらやっていってい

ただきたいということでございますので、御理

解いただきたいと思いますが、何かございます

か。ないですね。知事、ありますか。具体的に

県民生活にどのような影響があるのかとかを、

ちょっとお答えいただきましょうか。

先ほども申し上げま○知事（東国原英夫君）

したとおり、350億円は事業費ベースで見直しま

す。その財源を捻出したものは、重複いたしま

すけれども、県民の生活に真に必要な事業に振

り分けていきたいと考えております。ですの

で、県民の生活、できるだけ県民福祉の向上に

資するものに使い分けていきたい、振り分けて

いきたいと考えております。以上です。

次の質問なんですけれども、○鳥飼謙二議員

非常に財政が厳しいということで、いろんな苦

労を皆さん方含めてやっておられますし、県内

の市町村もございます。夕張市の事例等も出て

くるわけでございます。いわゆるふるさと納税

とかいろいろ出ておりますけれども、今日の地

方財政の危機というのは、国の政策によっても

たらされたものが大きいと私は思っておりま

す。三位一体改革と言いながら、３兆円こちら

に渡して10兆円カットをするというようなこと

では、当然地方が苦しくなるというのは目に見

えているわけでございまして、地方交付税の総

額の確保というのが、やはり地方自治体、我々

県にとりましても市町村にとっても大きな課題

でございます。今、知事は全国から注目をされ

ておりますし、この間、全国知事会にも出られ

たということですが、そこで、知事に代表して

地方交付税をしっかりと確保してもらいたい、

そういうことを全国に呼びかけていく、そうい

うことが必要ではないかというふうに思います

ので、知事のお考えをお聞きしたいと思いま

す。

近年、大都市圏を中○知事（東国原英夫君）

心とした景気回復を背景に、地域間の税収の差

が広がって、財政力の格差が拡大傾向にあるこ

とは御案内のとおりでございますが、こうした

中で本県におきましても、税源移譲後の自主財

源比率が４割にも満たず、財政基盤は依然とし

て脆弱であります。財源調整機能と財源保障機

能を一体として果たす地方交付税制度の役割

は、極めて重要であると考えますが、地方交付

税の現行の法定率を堅持するということは、こ
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れからも訴えていかなきゃいけない。また、地

方交付税を地方共有税に変える、あるいは、そ

れよりも偏在性の少ない安定的な収入が得られ

る地方消費税の配分を維持する、配分を変える

といったことも考えていかなきゃいけない。あ

るいは税源移譲といったことも多面的に考えて

いかなきゃいけない。そういった意味で、地方

の財源を確保するということは、地方交付税だ

けではなく、自主財源の確保に資するような税

体系を多面的に考えていかなきゃいけないん

じゃないかと考えています。

また、ふるさと納税についてですが、ふるさ

と納税というのは、税制として制度化するとい

うのには越えなきゃいけないハードルがたくさ

んあると考えております。しかし、ふるさと納

税というのが、その考え方、自分の生まれて

育ったふるさと、あるいは親兄弟がいるふるさ

とに何か貢献できないかというような考え方と

して、私は総論としては賛成だという立場でご

ざいます。以上です。

確かに地方消費税の増とか、○鳥飼謙二議員

そういうこともあると思うんですが、やっぱり

根幹は地方交付税ですから、地方交付税の算定

率を変えるなり、そういうふうに書いてあるわ

けですから、大事なところは交付税だと思って

いるんです。そこを知事が、今、注目を受けて

いるときですから、いろいろ言わなくて、交付

税をやっぱり確保しなさいよと。後で借金の財

源は地方交付税で見ますよということを、今ま

で20年も国は言ってきたわけですから、そうい

う意味では交付税は非常に大事、根幹だと思っ

ているんです。特に宮崎のような財源が厳しい

ところではですね。ですから、それを発信して

くださいと、発信すべきだと言っているわけで

す。明確な数字ではございませんけれども、国

税は宮崎は恐らく、1,700億円ぐらいだと思うん

です、県内、収入されるのは。しかし、交付税

は、県と市町村合わせて3,200～3,300億はある

んではないかと思っていますから、すべて上げ

ますよと言ってもどうにもならんわけで、やは

り平衡交付金からの流れを受けた地方交付税を

充実すべきだという主張をしっかりやっていか

ないと、いろいろつけると口調が弱まりますの

で、そういうことを申し上げて、もう一回答弁

をお願いします。

御指摘の点は、全国○知事（東国原英夫君）

知事会初め、地方六団体との連携を深めなが

ら、今後とも国に要望していく所存でございま

す。

一番注目を受けている知事で○鳥飼謙二議員

すから、自信を持ってひとつ頑張っていただき

たいというふうに思っています。

もう一つ、総合計画なんですが、工程表とい

うのもこの間いただきましたけれども、この総

合計画は４年間の計画というふうになっており

まして、長期的な目標、展望が明確になってい

ないんではないかなというような感じがするわ

けでございます。ここに持ってまいりました

「第五次宮崎県総合長期計画」、これは松形知

事の時代につくられた計画ですね。審議会をつ

くって県内の識者の皆さん方に集まっていただ

いて、何百万かかけてつくった資料、計画、こ

れを前知事が変えてしまった。継続していくべ

き県の計画が寸断をされたところに、大きな問

題点があると思っておるんですけれども、また

これを、10年の長期と短期の計画とがあるわけ

ですが、今回、これはまだ冊子になっておりま

せんけれども、こういうふうに変えていく。ど

うも私どもとしましたら、どうなっているのか

なという思いもありまして、そして確かにスピ
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ード感のある時代ですから、知事がマニフェス

トで書かれたことが工程表の中にもたくさん出

ておりますけれども、もっと長期の視点もまた

出していくべきではないかなというふうに思う

わけであります。ですから、これまでの計画と

の整合性とか、そういう長期的な展望、そうい

うことも必要ではないかというふうに思います

ので、お尋ねをします。

私のマニフェスト○知事（東国原英夫君）

は、今後４年間に特に重点的に実施すべき施策

・事業を整理し、新たに体系化したものであり

ます。前計画とその構成や重点部分には大きく

異なる面があると考えております。また、さき

の官製談合事件により、県政に対する県民の信

頼は大きく失墜いたしました。その県政の刷新

の姿を明らかにする必要がございます。このた

め、今般、新しい総合計画「新みやざき創造計

画」を策定したところでございます。この計画

では、今後10年程度の中長期展望として、「日

本の原点 時代の起点 創造みやざき」を基本

目標に掲げ、その目指す姿を「人づくり」「く

らし」「経済・交流」の３つの側面から明確に

描くとともに、マニフェスト等を踏まえた「新

みやざき創造戦略」を計画の中心に位置づけた

ところでございます。

なお、前計画がスタートして３年目の計画期

間半ばであったことから、策定に当たっては、

前計画との継続性に十分留意したところであり

ます。また、私の任期に合わせ、計画期間を４

年間としたところであります。知事は１期１期

県民の負託を受けて県政を担当することを踏ま

えると、今後の総合計画は４年ごとに策定、改

定していくことが望ましいかと考えておりま

す。

確かに知事の任期は４年であ○鳥飼謙二議員

ります。しかし、県の行政なり県民の生活は永

遠であります。ですから、当然、長期的なもの

を持ちながら短期的にやっていくというのが出

てくると思うんですけれども、そこを長期的な

ものがないと、やはり不十分ではないかなと私

は思うわけなんです。知事は県民の絶大な支持

がありますので、また２期目、３期目というふ

うに当選をされていかれるかもしれませんけれ

ども、それはこちらに置きまして、やはり長期

的な展望も踏まえる必要があるんではないかな

というふうに思うんです。せんだって新聞にも

出ておりましたけれども、合計特殊出生率、こ

れを２位にしましょうという計画、つくってお

られましたね。この間発表になった数字では、

もう２位になっていましたね。それはそういう

こともあるのかなとは思って、とやかくは申し

上げませんけれども、やはり長期的なものが抜

けているんではないかなというふうに思ってお

りまして、やはりそこを補充していく必要があ

るのではないかというふうに思いますので、再

度お尋ねをいたします。

これまでの中長期計○知事（東国原英夫君）

画では５年とか10年というスパンだったと思い

ますが、これは私はふだんから疑問でありまし

た。５年というのは、なぜ任期４年でその後の

１年 ４年で首長がかわった場合に政策を変―

えるたびにまた策定をし直さなければいけない

のか。これは二度手間、三度手間になるんじゃ

ないか、無駄になるんじゃないかという感じは

しておりました。ですから、４年ごと４年ごと

の８年、12年という中長期計画であれば、まだ

納得もいくものでありましたが、これを５

年、10年という、任期とは相反した策定の仕方

というのに、私は疑問を持っていました。決し

て、中長期で長い展望、持続性のない県政とい
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うものをイメージしているわけではございませ

ん。まずは４年間で足場を固める、その次の４

年間、次の４年間、10年じゃなく８年、12年と

いったような中長期展望を見据えた策定が必要

かなと考えております。

今いろいろお話がございまし○鳥飼謙二議員

たけれども、そうであるとするならば８年の、

もしくは12年というと私、ちょっと長過ぎるか

なという感じがするんです。８年の長期的な計

画というものを盛り込んでいくべきではないか

というふうに思っておりますけれども、これは

決定されたんですよね。やはりそういう長期的

な展望を持たないと、知事の考えで４年、８年

ということであっても、知事の考えを入れて８

年ということでつくるべきではなかったのかと

いうふうに思っておりますので、これは指摘を

しておきたいと思います。

次に、入札制度の改善についてでございま

す。

県政への信頼を大きく失墜させた県庁トップ

の一連の入札談合事件によりまして、県民から

公共工事発注のあり方が厳しく問われている中

で、県は一日も早い県民の信頼回復を図るとし

まして、入札・契約制度改革に関する実施方針

を３月に発表されました。内容は、職員の意識

改革と法令遵守の徹底、公正、透明で競争性の

高い入札・契約制度への改革、入札・契約制度

の適正な運用、建設業界への対応、その他とい

うふうになっております。予定価格250万円以上

の公共工事については、平成19年度は原則とし

て条件付一般競争入札に移行するとし、具体的

には、4,000万円以上の土木工事一式等について

は４月から実施をし、来年１月から本格的実施

というふうに聞いております。今回の方針で予

定価格は事前公表し、最低制限価格も設定する

というふうにしておられますが、公共工事が激

減する中、入札・契約は生き残りをかけた熾烈

なものになるのではないかというふうに思って

おります。結果として、最低制限価格に限りな

く張りつく結果となって、営業利益がなくて良

質な企業が倒産をしたりとか、手抜き工事が出

てくることが予想されるわけでございます。そ

こで、検査体制の強化が求められるわけでござ

いますけれども、具体的にどのように対応をさ

れるのか、お尋ねをいたします。

公共工事の縮減や条○知事（東国原英夫君）

件付一般競争入札への移行に伴い、落札率が低

下し、手抜き工事や下請業者への不当なしわ寄

せなどによる公共工事の品質低下が懸念されて

おることは、御案内のとおりでございます。こ

のため、落札率が一定以下の工事については、

監督業務の重点実施、中間検査の追加実施を行

うなど、工事監督・検査体制を充実強化するこ

ととしております。また、施工体制監視チーム

を緊急に立ち上げまして、施工体制の重点点検

等を抜き打ちで実施し、不適切な施工を防止す

るとともに、適正な品質の確保を図ることとし

ております。以上です。

お聞きをするところ、非常勤○鳥飼謙二議員

の職員４名程度配置をするというようなことで

すが、大丈夫かなと私、思っているんです。

しっかりとした検査体制をつくっていっていた

だきたいと思いますので、もう再答弁は結構で

すけれども、そのことを申し上げておきたいと

いうふうに思います。

それから、公共工事以外、庁舎の清掃とか警

備というのがございます。業務委託、物品調達

について、これらは、物品は160万円、庁舎管理

業務は100万円を超えるものは原則として一般競

争入札にするとしております。平成19年度の県
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有施設の清掃業務、警備業務の落札率はどのよ

うになっているのか、お尋ねをしたいというふ

うに思います。新聞報道でかなりの削減効果が

あったというふうに聞いておりますが、その点

について総務部長にお尋ねします。

お答えをいたしま○総務部長（渡辺義人君）

す。

平成19年度につきましては、条件つきの一般

競争入札により、ただいま御指摘がありました

清掃・警備関係については入札を執行いたしま

したけれども、その結果につきましては、清掃

業務が73.4％の落札率、警備業務が70.9％の落

札率となっております。

かなりの低下があったという○鳥飼謙二議員

ことで、新聞報道で見ると、「よかったです

ね」ということで知事のコメントが載っており

ましたけれども、これらの委託事業というのは

労働集約型ですね。競争が過熱をいたしますと

どんどん下がっていく。そうしますと、そこに

働いている人たち、労働者の人たちにしわ寄せ

が行くんではないかなと、非常に心配をするわ

けでございます。例えば社会保険、労働保険の

適用、労働基準法、最低賃金 宮崎県は611円―

だそうですけれども、低いほうから５番目に

なっております が担保されているのかとい―

うことも出てくるわけでございまして、これら

の要件を県は発注者としてチェックをしていく

必要があるというふうに思いますので、総務部

長にお尋ねしたいと思います。

県から発注いたし○総務部長（渡辺義人君）

ました清掃・警備関係の委託業務でありますけ

れども、これにつきましては、適正な履行の確

認という意味では、毎日、警備日誌ですとか作

業日誌等の提出をしていただいておりますの

で、それによって確認をしているところであり

ます。それから、今、議員から御懸念のあった

点につきましても、我々も当然留意をしていか

なければいけないと思っておりますので、従業

員の賃金等については、毎月でありますけれど

も、賃金台帳を提出していただきまして、支払

いの有無とか、あるいは遅延がないかとか、そ

ういった点について確認をいたしているところ

であります。労働関係の法令の遵守というのは

当然のことでありますから、これについては労

働基準局のほうから係官を招きまして講習等も

実施するなどして、その点については特に留意

して対応いたしているというところでありま

す。

違法行為を防止するために、○鳥飼謙二議員

県は、工事請負契約以外の委託契約についても

最低制限価格制度を入れるべきではないかなと

いうふうに思っております。これは、知事も御

案内のように、地方自治法の施行令で、それが

できるように改正をされました。平成14年です

けれども、施行令167条の10、この中にうたわれ

ておるわけで、今までやってこなかったのがど

うかなというような気がするんですけれども、

最低制限価格制度を入れるべきではないかと、

そういうふうに思うわけですが、知事の御意見

をお尋ねしたいと思います。

委託業務にかかわる○知事（東国原英夫君）

最低制限価格の設定につきましては、適正な履

行を図る観点から、この設定の適否について

は、国や他府県の事例も参考にしながら、今後

検討してまいりたいと思っております。

知事の発言としては若干残念○鳥飼謙二議員

な感じがいたしますけれども、ひとつしっかり

と受けとめていただいて、検討をお願い申し上

げたいというふうに思います。

最後に、公共工事、業務委託契約を進めるに
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当たりまして、これは価格だけではなくて、県

が進めております公正労働基準、８時間労働と

か、環境や障がい者雇用などの福祉、男女平等

参画などにかかわる政策を推進していくために

も、公契約入札を希望する企業に、このような

社会的な価値の実現に向けた取り組みを求める

ことが必要ではないかというふうに思うわけで

ございます。従来の価格入札を社会的価値の実

現を図るための政策入札に転換していくため

に、総合評価入札制度、今もやられております

が、これをなお一層促進する。そして、自治体

公契約条例の制定を図って、公正性、透明性、

公平性を担保することが必要ではないかという

ふうに思いますので、知事にお尋ねいたしま

す。

今後拡充することと○知事（東国原英夫君）

しております総合評価落札方式は、価格と技術

力など価格以外の要素を総合的に評価し、落札

者を決定する方式であります。価格以外の要素

につきましては、企業の地域社会貢献度を評価

するため、障がい者の雇用状況も評価項目に設

定しているところでございます。また、入札参

加資格審査においても、企業の社会貢献を促進

する観点から、現在、障がい者の雇用実績を評

価の対象としておりますが、介護・育児休業制

度の確立や、環境保全への取り組みである「エ

コアクション21」の認証、労働安全を促進する

建設労働災害防止協会への加入などについて

も、評価の対象とすることを検討しておりま

す。

公契約条例をつくって担保していくべきでは

ないかという御質問でございますが、公契約条

例につきましては、我が国では、国際労働機関

（ＩＬＯ）の「公契約における労働条項に関す

る条約」の批准をしておらず、国の公契約法も

未制定の状況でありますので、その動向を踏ま

えてまいりたいと考えております。

極めて後ろ向きの発言と思い○鳥飼謙二議員

ます。公契約条例、積極的にやってください。

検討してください。それは要請をしておきたい

と思います。

それから、いわゆる預け金問題についてでご

ざいますけれども、県立みやざき学園や、その

後の調査でいろいろと明らかになってまいりま

した。職員の飲食等の不正流用はなかったわけ

ですけれども、決して許されるものではないと

いうふうに思いますし、早急な是正を求めるべ

きだというふうに思っております。しかし、予

算査定時における問答無用の一律カット、予算

残額が出た場合の私ども議会からの厳しい指摘

など、我々議員も含めて、予算査定から執行に

至るまで、反省すべき点も多々あるのではない

かというふうに思っております。今回の預け金

問題について、預け金が生じた背景やシステム

をどのように受けとめておられるのか、また、

今後どのように改善をしていこうとしておられ

るのか、知事にお尋ねをいたします。

予算編成に当たりま○知事（東国原英夫君）

しては、厳しい財政状況の中で、各部局と協議

しながら必要な予算を措置しており、予算の執

行に当たっては、公費であることを常に意識

し、必要最小限で効率的なものとするよう指導

してきたところでございます。しかしながら、

こうした指導にもかかわらず、今回の不適正な

事務処理では、与えられた予算は年度内に使い

切ってしまおうという誤った認識、あるいは予

算は貴重な税金であるという認識の乏しさな

ど、職員の意識の問題が背景にあったものと認

識しております。また、現在の財務会計制度の

運用や物品購入に係るチェックシステム、さら
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には事務費に係る予算措置のあり方等について

も、効率的な予算執行や内部牽制機能の向上の

点から見直すべき課題がないか、検討する必要

があると思っております。再発防止策について

は、こうした視点を踏まえて、今後の全庁調査

において実態の把握や原因の究明を行った上

で、外部調査委員会の提言等もいただきながら

検討してまいりたいと考えております。

今度の事件で遺書を書いた職○鳥飼謙二議員

員もおるんです。７キロやせた職員もいるとい

うことなんですが、組織としてのけじめは大事

だと思います。長としてのけじめももちろんご

ざいますけれども、問題は再発防止ですから、

ぜひそこに重点を置いて進められていくように

お願いをしておきたいというふうに思います。

続いて、県職員の意識改革と処遇についてお

尋ねをいたします。

厳しい財政状況の中でいろんな改革が進めら

れておりまして、さらには地域給の導入とか、

そういうことで今後の昇級は期待できない、い

わば給料は上がらない、仕事はふえる、人は減

る、そんな状況に今なっているわけでして、こ

のような状況の中で、職員の意識改革とあわせ

てモチベーションをどう引き上げていくのかと

いうのが非常に大きな課題ですし、知事に考え

ていただくことだというふうに思っておりま

す。

そこで、まず最初に、鳥インフルエンザ、知

事も先頭に立って頑張っていただいたわけなん

ですけれども、特に長友前農政水産部長、そし

て畜産課を中心に、県職員が先頭に立って市町

村や県民の皆さん方と対処してこられまして、

大変な重労働だったというふうに聞いておりま

す。特に、がんに耐えて命を削りながら陣頭指

揮に立って、４月１日に亡くなられた畜産課の

浜口定男防疫対策監に、知事は４月20日の日に

感謝状を贈られているようでございますけれど

も、対策監とその御家族に対する知事の思いを

聞かせていただければというふうに思います。

浜口対策監について○知事（東国原英夫君）

の思いでありますが、県内３件の鳥インフルエ

ンザ発生という未曾有の災害に向けて、本当に

不眠不休で防疫対策、蔓延防止、風評被害に対

して職務を遂行されたことに対して、心から敬

意を表するものでございます。また、御自分が

御病気だということを認識されておりながら、

それよりも自分の身を挺して、文字どおり自分

の身を挺して任務に当たられたことを、心から

感謝申し上げる次第でございます。

私も先日、おくればせながら○鳥飼謙二議員

墓前に参ってまいりまして、奥様の思いやらを

聞かせていただきましたけれども、続けて質問

いたします。人材の養成ということでございま

す。今、ＮＨＫで「風林火山」というのが放映

をされておりますが、人事というのは、企業も

「人」ですけれども、行政も「人」でございま

すし、「人は石垣、人は城」というふうに言わ

れております。４月の人事異動、これはどのよ

うな方針のもとに行われたのか、お尋ねしたい

と思います。

人事異動に当たりま○知事（東国原英夫君）

しては、直面する県政の課題解決に取り組むた

め、能力主義と少数精鋭主義による適材適所の

職員配置や人材育成などを念頭に行ったところ

でございます。特に人材育成の観点は、定期人

事異動の大きな意義の一つであると認識してお

ります。このため、職員が新たな業務に従事し

たり、国、民間等への研修に派遣されることを

通じて、意欲と能力の向上が図られるよう努め

ております。今後とも、県民ニーズの多様化や
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急速な社会変化に対応し、効率的かつ効果的な

行政サービスを提供するために、職員一人一人

が意欲を持って業務に取り組み、個々の能力を

最大限に発揮できるような職員配置と人材育成

に努めてまいりたいと考えております。

モチベーションを引き出すと○鳥飼謙二議員

いうのは非常に大事なことだと思うんですが、

永年勤続表彰という制度がございます。職員に

やる気を起こさせる極めて重要な制度だという

ふうに思っております。警察本部では実施をさ

れておられるということでございますので、制

度の概要と取り組み状況について警察本部長に

お尋ねします。

永年勤続表彰で○警察本部長（吉田尚正君）

ございますが、警察職員として多年にわたり職

務に精励した職員の労に報いまして、警察職員

全体の士気を高めようとするものであります。

受賞した職員には大きな励みになっているもの

であります。平成18年は勤続20年表彰が48名、

勤続30年表彰が53名、計101名が受賞いたしてお

ります。なお、副賞として5,000円以内の記念品

を授与することといたしております。

知事部局と教育委員会におい○鳥飼謙二議員

て、04年度から廃止をしておるんです。それま

であったんですけれども、その理由はどうで

あったのか、経費はどれぐらい削減をされたの

かなというふうに疑問に思うわけでございます

けれども、導入時の総務部長である副知事にお

尋ねします。

永年勤続表彰の関係○副知事（河野俊嗣君）

でございますが、これは経費節減という観点、

それから、もう一つの観点としましては、勤務

時間中に多数の幹部職員が、ある会議室といい

ますか、そこに集まって表彰を行っていた、そ

のようなことが県民の理解を得られるだろうか

という問題意識から、平成17年度に廃止された

ものでございます。御指摘のとおり、職員の士

気の高揚を図っていくことは大変重要な観点だ

と考えておりますので、今後、士気高揚のため

の方策を検討していく中で、これにつきまして

も検討していきたいと考えております。

検討されるということですけ○鳥飼謙二議員

れども、それは前向きに検討していただくと。

経費の削減と言われましたけれども、どの程度

削減になったのか、ちょっとお尋ねします。

ただいま手元に数字○副知事（河野俊嗣君）

がございませんので、早急に調べて御説明する

ようにいたします。

資料はないかもしれませんけ○鳥飼謙二議員

れども、しかし、おおむねこのぐらいだろうな

というのはわかりますね。1,000万もかかると

か、2,000万もかかるとか、そういうことではご

ざいませんね。 というふうに思っているん―

です。ですから、知事、これは先ほど警察本部

長がおっしゃられましたけれども、本当に職員

は、そのことでやる気を出していってもらえる

だろうと、私は思っているんです。大した紙切

れというか、紙切れだけにしても、それを持っ

て帰って、奥さんに「30年表彰をもらったよ」

と、「御苦労さんでした」と、「よし、あした

から頑張ろう」ということになるんではないか

と、私は思うわけでございまして、費用対効果

を考えると、これは復元をすべきではないかと

いうふうに思うわけなんですが、知事の御意見

をお伺いします。

おっしゃるとおりで○知事（東国原英夫君）

ございますね。長年お勤めになって、そして褒

められるということは、人間、勤めていればそ

んな悪い気持ちはないと思いますね。それより

モチベーションを高めるというのは、公僕でご
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ざいますから、全体の奉仕者、県民福祉の向上

という結果が一番のモチベーションになるん

じゃないか、自分が直面している問題を解決し

たり、自分の職務を全うしたときに初めてモチ

ベーションとかいうものが上がるんではないか

と。その満足度による、モラルといいましょう

か、純粋な気持ちが公務員になければならない

一番の気持ちではないかと考えております。

精神論大いに結構であります○鳥飼謙二議員

けれども、私が指摘をした理由はわかりますよ

ね、知事。やるのかやらないのかということな

んです。復元するのかしないのか。そんなにか

かる経費ではございません。再度、答弁をお願

いします。

研究してみたいと思○知事（東国原英夫君）

います。

知事も２回目の議会を迎えら○鳥飼謙二議員

れると、かなり答弁も工夫をされておられるよ

うでございますので、ぜひ真剣に検討していた

だきたいと思います。私は本当に頻繁に声を聞

くんですね。ぜひそこはお願いを申し上げたい

というふうに思います。

それから、マイクをもうちょっと上げてもら

うようにしなくてはいけませんね。ちょっと遠

いということですから。暫定的にここでやって

いるわけですから、やはり質問者席を設けてや

らないと勝手が悪いのかなというふうに思いま

すが、できるだけ大きな声でやりたいと思いま

すので、お許しをいただきたいというふうに思

います。

人事異動発令書のことについて、ちょっと細

かい点ではありますけれども、これについても

見本を持ってきて提示をしようかと思っていた

んですけれども、手違いでここにありません

が、モチベーションを高める意味で、副知事、

あなたが当時の責任者なんだから、しっかりと

受けとめて、そういう方向で検討を、しっかり

と次の職場で頑張れよという意味の人事発令書

をつくっていただくようにお願いをいたしたい

と思います。県議会議長で出している人事発令

書は立派なものが 普通なんですけれども―

出ておりますので、そこはお願いを申し上―

げておきたいと思います。

それから、余り時間がありませんので、は

しょりまして、現業職員の任用がえについて若

干お尋ねをしたいと思います。農政水産部含め

まして、07年４月からと08年４月から、それぞ

れ事務職に転換をさせるというふうになってお

るわけでございます。55歳以下の調理師の皆さ

んについては、あしたから事務をやってくださ

いよと、47歳以下の試験研究機関の研究補助員

の皆さん方については、事務にかわってくださ

いよということで今、研修も進められておりま

すけれども、果たしてフォローがしっかりされ

ているのかと、私は思っているんです。やめら

れた方、そんなことを含めて、現状とフォロー

の体制について、これも当時の責任者でありま

す副知事にお尋ねをします。資料がないからと

言わないようにしていただきたいと思います。

現業業務の見直しに○副知事（河野俊嗣君）

伴います現業職員の一般職員への任命がえにつ

きましては、労使交渉の結果を踏まえまして、

１年間の実務研修及び能力実証を経まして、こ

の４月の定期異動から実施しているところであ

ります。任命がえ後の職員につきましては、担

当業務になれ、スムーズな職務遂行ができるよ

う、基本的には配置がえを行わなかったという

ことであります。また、対象となった職員は、

それぞれ意欲的に業務に取り組んでいるところ

でありますが、業務に習熟するには、なお一定
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の期間が必要と考えておりますので、今後と

も、それぞれの職場におけるほかの職員の支援

が大変重要であると考えております。このた

め、それぞれの所属長に対しまして、引き続き

個々の職員の状況を把握するとともに、職場環

境や業務への適応の面につきまして、きめ細や

かな支援や指導を行うよう指示しているところ

であります。

先ほどの経費節減額につきまして、申しわけ

ございません、この場をおかりして御説明いた

しますと、永年勤続表彰の関係、会場費であり

ますとか、写真撮影とか、表彰状につきまして

約50万円程度ということでございますが、そこ

に集まる職員の旅費、約300人程度だったという

ことでありますが、これは別途かかっておると

いうわけであります。そうしたことのコストの

削減という観点から見直しを行ったというもの

でございます。

費用対効果を考えると、何と○鳥飼謙二議員

愚かなことをしたのかなと私は思っておりまし

て、しっかり再検討をお願いしておきたいとい

うふうに思います。

それから、現業職員の問題で、まあまあスム

ーズにいっていますよというような御答弁がご

ざいましたけれども、年度途中で退職をされた

り、職場に適応できないといって退職された方

がおられるんです。それを把握しておられます

か。

任命がえをされた職○副知事（河野俊嗣君）

員の中には年度途中で退職された職員もあると

いうことにつきましては、把握しておるところ

であります。

現状についてお聞かせいただ○鳥飼謙二議員

きたいと思います。把握をしておられれば、ど

の程度そういう対象があったのか、どの程度適

応できない職員が出てきたのか、御答弁をお願

いします。

ただいま手元に具体○副知事（河野俊嗣君）

的な数字は持っておりませんが、それぞれの職

員、さまざまな判断によりまして別の道を歩ま

れた方もいらっしゃるというふうに把握してお

ります。後ほど御説明をいたします。

私は任用がえについてお聞き○鳥飼謙二議員

をしますよと言いましたよね。通告をしており

ます。当然把握をして、こういう質問も出るだ

ろうと予想するのが当然だと私は思っているん

ですけれども、答弁に納得できないんですけれ

ども。

どなたか答弁できますか。行○坂口博美議長

き違いがあるようですので。

いずれにいたしまし○副知事（河野俊嗣君）

ても、現在、手元に資料がございませんので、

早急に調べてお答えするようにいたします。

議長、どうしますか。○鳥飼謙二議員

今後、質問続けられますか、○坂口博美議長

答弁なしで。

ちょっと休憩してもらいたい○鳥飼謙二議員

んですけれども。

執行部は今すぐ準備できない○坂口博美議長

ですか、今の答弁。

できるだけ議会を混乱させた○鳥飼謙二議員

くないと思っています。私は通告をしておるん

ですから、これをお聞きしますよと。当然その

数値を把握しておるべきだ、準備をしておくべ

きだというふうに思っているんです。そのこと

について答弁お願いします。

通告をしていただい○副知事（河野俊嗣君）

ておるというお話でございますが、通告につき

ましても、いろんな通告の仕方があるかと思い

ます。そのような具体的な数字まで求められて
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いるというふうな形では、私は伺っていないと

ころであります。以上であります。

議長、質問続けられません、○鳥飼謙二議員

今のでは。

暫時休憩をいたします。○坂口博美議長

午前10時56分休憩

午前11時５分開議

休憩前に引き続いて会議を再○坂口博美議長

開いたします。

〔「まだそろっていないよ」と呼ぶ者あ

り〕

暫時休憩いたします。○坂口博美議長

午前11時５分休憩

午前11時６分開議

会議を再開いたします。○坂口博美議長

先ほどの現業の任命○副知事（河野俊嗣君）

がえにつきまして、具体的なデータについての

お尋ねがあったわけでございます。結果的に手

元に資料がなくて貴重な時間を消費することに

なって、まことに申しわけなく思っております

が、18年度に年度途中の希望退職者は４名でご

ざいます。

議会をとめることが私の本意○鳥飼謙二議員

ではありません。副知事の発言に、通告制度に

対する大変な挑戦があるというふうに思ったか

らです。私は、口頭ですけれども、これをやり

ますよと言ったんですよ。それなのに、そのよ

うな通告は受けておりませんと。じゃ、具体的

にこれを聞きますよ、これを聞きますよという

ことでしたら、質問書をやるのと一緒じゃない

ですか。すり合わせをやるのと一緒じゃないで

すか。私は、その制度、その対応に疑問があっ

て言ったわけですから、知事、今後のことを

ちょっとお聞かせいただきたいと思います。

御指摘のとおりでご○知事（東国原英夫君）

ざいますが、こういう質問をするということを

されまして、執行部のほうも、それに対する細

かな数字のデータを、あらゆるデータを個々に

網羅するということは、非常に非現実的ではな

いかなと思います。できるだけデータは用意し

ますが、それ以外であるものに関しては、順次

このように後でデータを取り調べて御報告ある

いは答弁いたしますというようなことをしてい

かないと、今後、細かいデータ、データと重箱

の隅をつつくような議論になってしまうと、執

行部のほうでも、それを網羅して準備するとい

うのは非常に非現実的ではないかな、厳しいか

なというような考えを今持っております。以上

です。

私は、先ほど例えば経費削減○鳥飼謙二議員

の額を聞きました。今、資料がありませんが

と。了としましたよ。しかし、答弁のやり方

が、具体的にこういうことを聞くと言われてい

ないから準備をしていないんですよというよう

なことでは、質問できないということなんで

す。

それは御指摘のとお○知事（東国原英夫君）

りです。ですから、その数字を全部細かいこと

まで網羅するということは……（発言する者あ

り）、いや、今のところは細かいことじゃない

かもしれませんが、今後、細かいところまで網

羅することは、ちょっと非現実的で非常に厳し

いかなというふうな感想は抱いております。

私が申し上げたのは、こうい○鳥飼謙二議員

う質問をしますよと言ったわけですから、該当

人数はこれぐらいあるわなと、現業職員は何人

いるなと、転換する人はどうだなというのは、

関連ですから、当然調べておくべきことなんで
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す。今、手元にございませんから後ほど御報告

しますということであればよろしいですけれど

も、その通告がなかったということを問題にし

ているわけですから。よろしいですか、わかり

ますか、知事。

ですから、今、手元○知事（東国原英夫君）

に具体的な数字がないので、後ほど御報告ある

いは御答弁いたしますということではだめなん

ですか。（発言する者あり）いや、そういった

意味で発言したんではないでしょうか、副知事

は。

〔「私、とめることが目的じゃないんで

すよ。数字までも聞かれていないので

ということなんですからね」と呼ぶ者

あり〕

質問者は挙手をして発言して○坂口博美議長

ください。

〔「納得できません」と呼ぶ者あり〕

とめることが本意ではありま○鳥飼謙二議員

せん。しかし、知事、このことについて聞きま

すよと言った場合は、必要最低限のことは調べ

ておかなくちゃならないんですよ。それは重箱

の隅じゃないんです。少ない４つか５つ、10ぐ

らいの数字なんです。資料１枚あれば足りるん

です。それを、そういう通告をしていない、受

けていないのでお答えできませんという答弁が

問題であると、私は言っているわけです。もう

一回すり合わせをやりなさいと彼は言っている

ように聞こえるんですよ。そこを問題にしてい

るんです。

そういった意味では○知事（東国原英夫君）

なかったんじゃないですかね。具体的な数字

が、今ここに資料がないので後ほど答弁いたし

ます、報告いたしますという意味ではなかった

んでしょうか。私はそう理解しました。

〔「いや違う、違う。知事の発言で、な

おさら納得できない。休憩してくださ

い。私のと全然違う答えを知事はやっ

ています」と呼ぶ者あり〕

暫時休憩をいたします。○坂口博美議長

午前11時11分休憩

午前11時15分開議

休憩前に引き続き会議を開き○坂口博美議長

ます。

副知事に再度答弁を求めます。

御質問に対する先ほ○副知事（河野俊嗣君）

どの答弁の中で、質問通告とそれに対する答弁

のあり方で、大変誤解を招くような言いぶりを

私がしたことにつきまして、まことに申しわけ

なく思っております。本会議における答弁につ

きましては、質問通告を受けて、私ども誠意を

持ってできる限りの資料を手元に持ってお答え

するように、今後とも努めてまいりたいと考え

ております。

私の方からも、重ね○知事（東国原英夫君）

ておわびを申し上げます。今後は、副知事の話

にもあったように、できるだけ質問に係るデー

タは用意して、それ以外の専門的なあるいは細

かい数字になりますと、わからない点があった

場合は、後日改めて答弁させていただくという

ような、誠実な対応をさせていただきますの

で、御了解いただきたいと思います。

時間も参りました。今の答弁○鳥飼謙二議員

を了としまして、残りの質問につきましては、

もうできませんので、また後日やらせていただ

きたいと思いますので、終わりたいと思いま

す。ありがとうございました。（拍手）

次は、53番中村幸一議員。○坂口博美議長

〔登壇〕（拍手） 質問項目を○中村幸一議員
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すべて忘れてしまったような気がいたすわけで

ありますが、早いもので県議会の選挙が終わっ

てから２カ月が経過いたしました。本当にいい

ところで当選させていただきました。人から恨

まれもせず、疎まれもせず、３番目ということ

でありますから、一番いいところで当選させて

いただいたんじゃないかということで、感謝を

いたしております。まず、都城の皆さんに、本

当にありがとうございました。そして、私を支

持する、宮崎県に住んでいらっしゃるいろんな

方々が支援していただいたと思います。この４

年間、じっくり腰を据えて県勢発展のために努

力をしていきたいというふうに思っておりま

す。

知事は就任以来、本当に東奔西走の活躍でご

ざいます。知事の行ったいろんなことにつきま

しては、本当に一生懸命頑張っているというこ

とで、エールを送らせていただきたいと思いま

す。そしてまた、人気というのが非常に持続性

が長いような気がいたしております。せんだっ

て私と議長と、春秋会がありまして、平和台公

園に参りました。議長の車に乗せていただいた

わけでありますが、そのとき、駐車場に車を入

れますと、私も知りませんでしたが、知事の

追っかけがおりまして、30人ぐらいの人たちが

待ち構えておりました。おりたのが私と議長で

ありますから、びっくりしまして、３メートル

ぐらい飛び下がりましたね。知事を待っている

んだということでございましたが、そのような

人気ぶりでございます。人気を持続させて宮崎

県の発展のためにつなげていただきたい、この

ように思っているところでございます。

さて、知事のマニフェストの一つに、４年間

で100社の企業を誘致して１万人の雇用を創出す

るということがございました。今までも100社に

近い数は企業誘致がなされておったわけで

す。3,000人ぐらいの雇用だったと記憶しており

ますが、これが１万人となると、このぐらいの

規模の企業を誘致するのには300社ぐらい企業誘

致しなければならない、１万人の雇用はできな

い、こういう勘定になりますが、よっぽど大き

な企業を誘致しないといけないのかなと思いま

す。そこで、議員の皆さん方に提案ですが、こ

の件は知事が提案されたマニフェストであるか

もしれませんが、これは我々も、議員もやはり

１人１社企業誘致をするぐらいの気概を持って

頑張らなくちゃいけないと思います。いや、本

当です。笑っている場合じゃない。私も紹介を

しようと思っているんです。だから、常任委員

会あるいは特別委員会が県外視察に行くときに

は、必ず行く先の県にどのような企業があるか

調べていただいて、御苦労でありますが、その

企業に、委員長、副委員長、行って、宮崎県に

来ていただけませんかと、このぐらいのことは

皆さんやっていただきたい。提案を申し上げま

す。

さて、知事、この前の４月10日だったと記憶

いたしておりますが、ＵＭＫの討論会がござい

ました。私も出席したわけでありますが、知事

は非常にテレビに出るときの姿勢がうまい。コ

マーシャルの10秒前には本当に気をつけておる

のは間違いない。コマーシャルの10秒前にこう

言いました。「官製談合を見抜けなかったのは

県議会の責任だ」と。それでぴしゃっとコマー

シャルが入るんです。後、我々は反論ができな

い。コマーシャルが終わってがやがやしてから

私は手を挙げました。そして、「官製談合を議

会が、県議会が見抜けるはずがないじゃないで

すか」。そしてまた、談合すら私たちは蚊帳の

外でありますから、そういうようなことにはか
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かわり合っていない。そして、知事は自分では

選挙のときに「談合も必要悪だ」とおっしゃっ

ているんです。明くる日ころっと変えているん

ですから、そのことも忘れたらいけないと思い

ます。そして、官製談合というのは、知事が知

事室なりどこなりで密室の中でやっているんで

す。密室の中でやっているものを我々も県警本

部も見抜けるはずがない。知事はああいうこと

をおっしゃったけど、あれはおかしいんじゃな

いか、そのことも、談合も含めてちょっと答弁

いただきたいと思います。

そして、病院局長にお伺いいたします。平

成18年の８月だったと記憶しておりますが、病

院局の中期提言の中で １年近くなるわけで―

すが １年30億ぐらいの赤字を出していて220―

～230億の赤字があります。これを５年間で黒字

にするということで、もろもろおっしゃってお

ります。今、各病院がどのような状況にあるの

か、また、おのおの病院と全体像をお知らせい

ただきたいと思います。

そして、県土整備部長、いろいろと県土整備

部長が出していらっしゃるものも、この前見せ

ていただきました。入札・契約制度改革に関す

る実施方針、さして目新しいものもございませ

んでした。この程度かなということで、いわゆ

る疑惑を払拭するほどの大きな改革ではなかっ

たと記憶しています。ただ１カ所だけ目にと

まったのが、入札ボンドについて検討する、こ

のように書いてありました。ボンドには３つあ

りまして、入札ボンドと履行ボンドと支払いボ

ンドがあります。やはりこれも含めて検討すべ

きではないかというふうに私は思うところでご

ざいます。

教育長に質問させていただきますが、私もも

う14年 五ヶ瀬中高一貫教育校ができてか―

ら14年になります ずっと、都城の地に中高―

一貫教育校をつくるべきだということを訴えて

まいりました。それ以来、何ら進展がないわけ

でありますが、私もここに来て、もうこのこと

について14年もやってきて、都城に帰るに帰れ

ない。本当に都城の皆さんたちが「いつ中高一

貫教育校がでくっとけ」と、このようなことを

言われているんです。宮崎になんかつくる必要

なかったんです。私がおらんかったからつくっ

ていましたけれども……。そういうことを含め

て、今度はだらだら要りません。するかしない

か、はっきりと答弁いただきたい。

これで壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お褒めをい○知事（東国原英夫君）

ただきましてありがとうございます。中村議員

の御質問でございますが、人気があるというこ

とで、ブームとか人気というのはいつしか去る

もので、その去った後にこの宮崎県がどういう

位置にとどまっていられるか、高次安定できる

かが、今後の県民総力戦の真価が問われるとこ

ろであると考えております。

２月議会の途中に私は皆様方に、「１人１社

企業誘致をしてくれませんか」と申し上げまし

た。そのとき、皆さんからは「ええっ」という

ような、知事からそういうことをお願いされる

筋合いはないみたいな空気があったんですが、

本日、中村副議長から皆さんに呼びかけがあっ

たというのは、非常にあれからまたこの議会の

空気、議員の皆様の意識も変えていただいたん

じゃないかなと、私は非常にありがたく理解し

ているわけでございます。

御指摘の「必要悪」という発言ですが、あれ

は就任前とおっしゃいますが、選挙前のことで

ございまして、「必要悪」と言った言葉の足り
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なさを翌日に訂正させていただきました。それ

は、新聞あるいは報道等にもあったと思いま

す。あれは、談合を必要悪とするような風潮、

見方も過去の歴史の中ではあったというような

ことを言いたかったんですが、私の言葉足らず

でああいうような表現になった。あるいは、報

道のワンセンテンス報道というのは皆さんも御

存じだと思いますが、全体の流れの中で一部分

を切って、それをワンセンテンスで流すという

ような報道の仕方が、昨今の報道でございま

す。そういった色合いもあったんではないかな

ということでございます。御理解いただければ

と思います。

あと、官製談合を見抜けなかったんじゃない

かというようなことでございますが、官製談合

を議会のチェック機能として見抜く見抜けな

い。見抜くということは大変厳しいことだと私

も理解しております。ただ、本県は入札率にお

きまして96％です。日本で最悪だったという現

状を踏まえて、何かそこに摩訶不思議な部分が

ないか、何か疑義がないかなということを、当

然、専門家である皆様方は察知していたんじゃ

ないかなということ、私があのＣＭの前に申し

上げたかったことです。ＣＭの前に数秒しかな

かったので、ワンセンテンスでああいうふうに

問いかけをさせていただいた次第でございま

す。ここで、言葉足らずを謝罪するとともに、

改めてここで、こういうような意味だったとい

うことを御理解いただければと思っておりま

す。私のほうから以上です。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○県土整備部長（野口宏一君）

えいたします。

入札ボンド制度についてであります。入札ボ

ンド制度は、不良不適格業者の参入を防止し、

公共工事の適正な施工の確保を図るため、金融

機関等が入札参加業者の実施能力を担保する制

度であります。現在、国土交通省及び幾つかの

県で試行されておりますので、それらの状況も

踏まえながら、その実効性等について検討して

まいりたいと考えております。なお、制度の検

討に当たっては、工事の完成を保証する履行ボ

ンドや、元請業者が支払う賃金、下請代金等を

保証する支払いボンドもあわせて研究してまい

りたいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えい○病院局長（植木英範君）

たします。

県立病院事業の中期経営計画の目標達成状況

についてのお尋ねでございます。県立病院が、

県民の皆様に信頼される医療を持続的に提供し

ていくためには、経営の健全化を図ることが極

めて重要でございます。このため、中期経営計

画では、繰入金の削減を含め、最終年度である

平成22年度には、すべての県立病院で単年度黒

字化を目指して目標として掲げているところで

ございます。この目標達成に向け、平成18年度

におきましては、７対１看護体制の導入などさ

まざまな取り組みを行ってきたところでござい

ます。これまでのところ、おおむね順調に推進

しているものと考えております。

病院ごとにはどうかというお尋ねもございま

したが、主なものだけを簡単に申しますと、ま

ず全体的には、調理・給食等の全面委託、それ

から看護補助業務の非常勤対応といったような

ことで、現業的な業務の委託を推進いたしまし

て、人件費の削減を行いました。それからま

た、医薬品、小型の医療機器の共同購入を実施

することによりまして、費用の節減に努めまし

た。さらに、入院患者の減少が進んでおりま

す。そういったような周囲の状況を踏まえまし
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て、経営効率化の観点から、日南病院と富養園

におきまして、病棟の削減を実施したところで

ございます。また、収益の確保と一層の高い看

護を提供するために、宮崎、延岡、日南の各病

院におきまして、先ほど申しましたように７対

１看護を導入したところでございます。

このほか特徴的なことをちょっと申します

と、宮崎病院につきましては、質の高い医療を

提供するために、本年１月にがん治療センター

を設置いたしました。それから、延岡病院につ

きましては、県北地域の医療水準の維持向上を

図り、医療連携のかなめとしてその役割を果た

していくために、昨年11月に地域医療支援病院

の承認を受けたところでございます。また、日

南病院につきましては、循環器系の診療機能の

強化を図るといった観点から、医師の確保に努

め、本年４月に循環器科を設置したところでご

ざいます。

今後、国の医療制度の動向など病院事業を取

り巻きます環境はさらに厳しさが予想されます

が、引き続き収益の確保に向けましては、医師

の増員・確保や、診療報酬制度への的確な対応

に努めてまいります。一方、費用の面では、さ

らなる業務委託や医薬品等の共同購入の推進を

図ってまいりたいと考えております。このよう

に、収益と費用の両面からきめ細かな取り組み

を実施することにより、各病院とも目標が達成

できますよう、病院局職員一丸となりまして全

力を挙げて取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上でございます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（高山耕吉君）

します。

中高一貫教育校の設置についてであります。

このことにつきましては、昨年度、今後の本県

学校教育の方向性につきまして学識経験者等に

御意見をいただく「宮崎県学校教育改革推進協

議会」におきまして、６年間を見通した特色あ

る教育課程の編成など教育効果が期待できます

ことから、県全体から見た地域的なバランスや

周辺中学校への影響、さらには各地域の実態や

ニーズ等を踏まえまして、設置を検討してほし

いという御提言をいただいたところでございま

す。

そこで、今議会で予算の御審議をお願いいた

しております。新規事業におきまして、学識経

験者や行政経験者、保護者代表等で構成をいた

します「中高一貫教育校調査・研究委員会（仮

称）」を設置いたしまして、新たな中高一貫教

育校につきまして、設置地域や時期、その形態

等を調査研究する予定でございます。以上でご

ざいます。〔降壇〕

教育長から答弁いただきまし○中村幸一議員

たけれども、調査研究が長いですよね。知事が

言っていらっしゃるスピード感を持って事に当

たらないと。14年間このことで訴えるんであれ

ば、私には考えがあった。実現しないんであれ

ば……。鹿児島県のラサール高校を分校として

誘致するか、あるいは東京の開成高校とか、あ

あいうのを持ってきたほうがましだった、14年

待つんであれば。そのように私は今、思ってい

ます。なぜ教育が大事なのかといったら、先ほ

ど演壇から、いわゆる企業誘致の話をしまし

た。企業誘致をするのに、大きな会社の幹部職

員が来るのに、子弟を教育するのに立派なとこ

ろがなければ来たくないというんです。だか

ら、教育現場の整備を早くしてほしいと言うん

です。知事、予算を持たないところだから、予

算が来るのかどうか迷っていらっしゃると思う

んですけど、予算はちゃんと教育には出してほ

しいと思います。教育長には２回聞いても、ま
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た立ち上げていろいろとおっしゃるでしょうか

ら、聞きません。とにかく早く、だれも疑わな

いんだから、都城につくると言えばいいわけで

すから、そのように早くやっていただきたいな

というふうに思っております。

それから、特別支援学校の高等部設置につい

てお尋ねをいたしたい。教育長ですよ。せん

だって南養護学校のお母さん方が陳情に来られ

ました。南養護学校だけじゃなく、高等部がな

いところはたくさんある。まだ３カ所ぐらいあ

るんですが、高等部を設置していただきたいと

いう熱い気持ちを受けましたときに、私も息子

が宮崎養護学校に12年間通いました。寮生活で

した。そのころ都城養護学校はなかったんで

す。ですから、小学１年生から預けて高等部ま

で行かせてもらいました。大変でした。風邪を

引くと、すぐ迎えに来てくださいと。何十回と

なく行ったんです。家内と車で子供を乗せて帰

りながら、おれたちはあと何百回ここを通らな

いかんのだろうなという思いをしましたから、

本当にお母さん方の熱い気持ちはよくわかりま

す。教育長、どうか早く高等部の設置をしてく

ださい。そして、もし高等部の設置がまたまた

時間がかかるようであれば、県教委はしなくて

いいんです。県教委がするんじゃなくて 私―

立高校が今７対３の割合で非常に少なくなって

いる。だから、あいているんです、私立高校

が。空き教室がある。３年ぐらい私立学校の先

生たちを研修させて、そして転勤もないわけで

すから、小学校１年生から12年間、見れるんで

す。そして、県教委で今、県立学校でやってい

るよりか費用は物すごく安くて済むと思うんで

すね。県教委の先生たちは給料が高いから、そ

ういったメリットもあります。これはひとつ考

えてみる必要もあるんじゃないかと思います

が、教育長と、私立学校は地域生活部長、お二

人に答弁をいただきたいと思います。

特別支援学校○地域生活部長（丸山文民君）

の私立学校法人による経営ということだろうと

思うんですけれども、私立学校法人は、もちろ

んそれぞれの建学の精神に基づいて特色のあ

る、そして将来的に有為な人材を育てようとし

て、いろいろ教育に励んでおられます。県にお

ける学校教育の大きな地位を占めていると考え

ております。特別支援学校の設立なんですが、

それは学校法人のほうで申請をされて、それに

対して県の私立学校審議会に諮って、最終的に

は知事の認可を得るということが必要になって

きます。ですから、最終的に特別支援学校を私

立学校法人がつくるか否か、これについては、

ひとえにその私立学校法人の主体的な判断にか

かっているものと、そういうふうに考えており

ます。

特別支援学校の高等○教育長（高山耕吉君）

部設置についてでありますが、今回、予算審議

をお願いしております新規事業におきまして、

学校教育法の改正によりまして、盲・聾・養護

学校から転換をいたしました特別支援学校の今

後のあり方につきまして検討するため、外部の

有識者等から成ります策定委員会を設置し、新

たに特別支援学校の総合的な整備計画を平成20

年度までに策定をいたすことにしております。

今後、高等部を含めた整備計画の策定に当たり

ましては、これまで培ってきました専門的な指

導方法や経験豊かな人材をさらに活用すること

を含めまして、広く県民の御意見等をいただき

ながら、全県的な視野に立ちまして検討を行っ

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。

まず、教育長に申し上げます○中村幸一議員
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が、いろんな有識経験者がやっておるとなる

と、平成20年とおっしゃったでしょう、できる

までにまだ時間がかかるんですよ。卒業してし

まいますよ。親は亡くなってしまいます。

地域生活部長、当たり前のことですがね。何

も目新しいことを言っていませんがね。建学の

精神に基づいてちゃんと私学がやってくれるの

は当たり前のこと。こっちから働きかけて、あ

なたのところはどうですか、こういう県立学校

は長引くので、空き部屋があったり、いい先生

を育てたりしてやってみませんかと。向こうか

ら申請してきたものを待っているようじゃ、申

請するところはないでしょう。こちらからも働

きかけんとだめですよ。そうでしょう。教育長

はもういいですから、地域生活部長。

私立学校も、○地域生活部長（丸山文民君）

特別支援教育をやるということになりますと、

いろいろ設備の関係とか、あるいは教員の関

係、ここらの問題を解決してからでないと、な

かなかできないんじゃないかと考えておりま

す。そこらあたりの意向とかそういうのを聞い

ていく必要があると考えております。

それは地域生活部長が心配す○中村幸一議員

る必要はない。向こうが心配すること。だか

ら、投げかけてみて、やれるかということも

ちゃんとやってみてください。

それから、病院局長にお伺いをいたします。

５カ年で全病院を全部黒字にするということで

ございましたが、最初は、１年ぐらいは、今

おっしゃったようにいろんなことがわかるか

ら、取り組みをして、ぐっと伸びるんです。正

念場は２年、３年、４年だと思うんです。所期

の目的を達成していただきたいと思いますが、

どうですか。１年が過ぎた今からが正念場と思

うが、どう考えていらっしゃいますか。

おっしゃるとおり○病院局長（植木英範君）

だと思います。ことしが病院局発足２年目でご

ざいます。私も目標達成に向けまして、今年度

が正念場であるというふうに考えております。

そして、中期計画の中で医師○中村幸一議員

確保の問題にも触れていらっしゃいましたね。

全部読みました。医師確保の問題は今、全県

下、全国的なことですよね。福祉保健部がやら

なくちゃいけないんですが、医師確保の問題で

も一番よくわかっているのは病院局だと思うん

ですが、県病院も医師が足りませんよね。足り

ていないでしょう。どうやって確保されるおつ

もりか、お聞かせをいただきたい。

今現在、６月１日○病院局長（植木英範君）

現在の充足率を申し上げますと、県立病院の医

師数が87.6％、定数と比較しますと24名の不足

となっております。そういう意味で、医師確保

は喫緊かつ最重要の課題であるというふうに、

私は思っております。このようなことから、各

病院長はもとより、私みずからも、病院長とと

もに直接、九州管内の大学に伺いまして、医師

の派遣をお願いしているところでございます。

また、医局の派遣とは別に、県出身者や臨床研

修医への個別の働きかけなど、さまざまな手だ

てを講じているところでございます。抜本的な

対策がない中で大変厳しい状況でありますが、

今後とも医師確保に向けまして、鋭意努力して

まいりたいと思っております。

次に、一般会計からの繰り入○中村幸一議員

れについてお伺いいたしますが、中期計画の中

で平成17年度繰入金の額は約58億円、計画の最

終年度には50億円となっていますね。圧縮して

８億円の削減を図ると書いてありますが、一般

会計も非常に厳しい中にあります。こういった

中で50億円程度が適当とされた根拠は何なの
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か、これを説明お願いします。

ただいまお話のあ○病院局長（植木英範君）

りましたように、一般会計からの繰入金を最終

年度の平成22年度には、17年度と比較をいたし

まして約８億円を圧縮いたしまして、50億円程

度とすることといたしております。この状況で

すが、現在、県の財政状況も大変厳しい状況に

ございますので、そういった状況も踏まえまし

て、私ども病院局も徹底した病院改革を行った

上で、県立病院として県民の皆様に安全・安心

な医療を提供するための最低限必要な額が、平

成22年度においては50億円程度と見込んだもの

でございます。

知事にお伺いいたします。一○中村幸一議員

般会計が６年連続して緊縮予算になっている。

このような一般会計から多額な繰り入れをして

いるわけですが、このことに対してどのように

考えていらっしゃるか、見解を賜りたいと思い

ます。

御案内のとおり、６○知事（東国原英夫君）

年連続で緊縮財政になっております。前年度

の2.6％減で、今年度は5,468億900万円という緊
※

縮財政の中でございますが、県病院の役割等々

は、効率性とかそういったものでは一概にはは

かれない部分がございますので、この繰入金は

妥当な数字かなと考えております。

理由は、まあいいでしょう。○中村幸一議員

病院会計で平成17年度の収入未済額、いわゆる

金を取っていない未収金の分が１億4,000万ぐら

いありましたね。その後、改善されています

か、この１億4,000万は。

ただいまお話あり○病院局長（植木英範君）

ましたとおり、現在、17年度の状況ですけれど

も、県立病院の未収金につきましては１億4,000

万ほどございます。それで、私どもとしまして

は、定められました要領に基づきまして、督促

状の発送や臨戸訪問を行い、催促等を粘り強く

行い、その回収に努めているところでございま

す。特に16年度からは、非常勤職員として専任

の未収金徴収員を宮崎、延岡、日南の３県立病

院に各１名配置いたしまして、一定の成果を上

げていることから、18年度以降、増員措置を講

じております。また、ことし３月からは支払い

督促の申し立てなど、法的措置による取り組み

も進めているところでございます。今後とも、

経営改善はもちろん、患者負担の公平性の観点

からも、未収金の回収により一層努めてまいり

たいと思います。

これは総合政策本部長なのか○中村幸一議員

総務部長なのかわかりませんが、平成17年度で

１億4,000万の未収金分があったと。去年、監査

委員をさせていただいて、ずっと調べていた

ら、その他県税がありますね。母子寡婦の貸付

金がある。児童相談所等も未収金がある。たく

さん未収金があるんですね。私は計算しなかっ

たが、３億円ぐらいあるんじゃないかと思うん

です。これを回収するに当たって、専門家チー

ムをつくったらどうかと思うんです。というの

は、県立の病院で、患者さん同士で窓口でこん

な話をしていた。「県病院な診療報酬は払わん

でよかげなよ。請求をせんとやげな」、こうい

う話があったらしい。不届ききわまりない。こ

ういう人が母子寡婦なり、あるいは県税なりも

一緒に払っていないおそれがある。そうであれ

ば、警察官ＯＢとか、あるいは自衛隊のＯＢの

皆さんでプロジェクトチームをつくって、病院

会計だけじゃなくて全部の未収金を１カ所に

持ってきて集金業務をすると。絶対そういう不

届きな者は許さない、こういう態度が必要じゃ

ないかと思いますが、どちらが答えられます

※ 38ページに訂正発言あり

平成19年６月13日（水）
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か。

大変ユニークな提○総務部長（渡辺義人君）

案だと思いますけれども、県税の未収金が、未

収としては一番大きいわけでありまして、この

部分については、私ども県税事務所の職員がそ

れこそ日夜兼行といいましょうか、そういう形

で徴収に一生懸命頑張っておりますし、その点

についての体制はできていると思います。それ

から、母子寡婦福祉資金の未収金とかこういう

ものについては非常勤職員を活用して 特に―

こういう方々につきましては、やはり地元の事

情に精通しておられるというのが一番大事なこ

とだと思います。そういうことで地元の方を採

用して、特に徴収に努力をいただいております

し、それらの成果も上がっておると思います。

その他の県立病院の未収問題につきましては、

これは企業会計の原理が働くところであります

ので、私ども一般会計側からどうこうというこ

とは適当ではないんではないかと思いますけれ

ども、いずれにしても効果的な徴収方法のあり

方については、今後絶えず研究してまいりたい

というふうに考えております。以上でありま

す。

今から、知事を中心に聞いて○中村幸一議員

いきたいと思うんですが、入札制度についてで

すね。知事は２月定例議会で、ある議員の質問

で水産関係のことを言われたら、「水産関係業

者と何かあるんですか」というような発言をさ

れたんです。覚えていらっしゃらないかもしれ

ませんが、その本人も気づかずにずっと過ごし

たんです。私が今から入札制度をやると、建設

業者とつるんでいるんじゃないかと言われるお

それがあるので申し上げておきますが、４年前

の選挙のときには、確かに業者の方も加勢して

いただきました。落選したらだれもいなくなっ

た。だから、私は業者とのつながりはだれもな

い。このことを申し上げておかないと、何かつ

るんでいるんじゃないかとあなたから言われる

と、またカチンとなるから、はっきり言ってお

きます。

知事、テレビがずっと並んでいた。これがす

ばらしいテレビで30％オフと書いてある。10万

円のテレビが７万円で買えますよということ

だったとします。このテレビを買ったというこ

とは、完成品を買ったんだから非常に得した。

ところが、入札で予定価格、最低限度価格、30

％切って70％で落とした。1,000万のが700万

だった。300万損している。これから物をつくら

なくちゃならない。今まではテレビの場合は物

をつくったものを買ったんだけど、物をつくら

なくちゃならないというときに、先ほど鳥飼議

員もちょっとおっしゃいましたけど、やはりど

うして手を抜こうか、考えますよ、もうけない

んだったら。だから、私は、国土交通省もダン

ピングを心配して監視員制度をつくるように指

導しているんだと思う。６月補正でも1,900万円

余の予算を組んでいますよ。理由として、「入

札・契約制度の改革により競争性が高まる一

方、手抜き工事や下請業者へのしわ寄せなどに

よる公共工事の品質低下が懸念されるため、施

工体制監視チームによる施工体制の重点点検等

を実施し、適正な品質の確保を図る」、こう書

かれている。本当に今まで、業界との信頼関係

の中でちゃんとやってきた。それが、ダンピン

グをすることによって、発注側も疑心暗鬼だ。

結局、悪いことをしやへんどかいと、監視チー

ムをまずつくりましょうと言っているんでしょ

う。こんな悲しい話はないですよね。ダンピン

グが行われたりして入札価格が下がるというこ

とによって、こういう弊害がある。これについ
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て知事はどのようにお考えか、お伺いしたい。

まず、前提として○知事（東国原英夫君）

は、さきの官製談合という悲しい事件がありま

して、この県政に対する不信感、信頼の失墜を

全力で回復しなければならない。そこに官製談

合が行われていたということで、これを防止す

るための入札・契約制度改革、これは大前提で

ございます。改革をしていく上で、そのように

品質管理の部分、従業員に対する影響、あるい

は手抜き工事等の問題が出てくるというのは、

また次の議論でありまして、まずは官製談合を

なくす。なくすために入札・契約をやる。まず

これが前提ですね。そして、その結果、一般競

争入札を段階をもって250万円までにする。それ

によって、自由で公平で平等な競争原理をここ

に確保するというのが、まず第一の目的だと思

います。それによって、おっしゃるように入札

率が下がる。予定価格、最低限が下がる。下

がっていくと、そのような弊害が起きるんでは

ないかということは、当然、懸念されます。

この前、九州知事会でもそういう話がありま

して、他府県でもそういう懸念が起きつつある

ようなときには最低価格をどう調整するか、と

いうようなことも議論してまいりました。ま

ず、入札率、あるいは最低価格を下げればいい

というものじゃありません。御存じのようにで

すね。その辺は他府県の先輩方、例えば佐賀県

とか大分県とか長崎県、やっております。佐賀

県は去年、一般競争入札250万まで下げました。

その弊害等あるいは影響等をかんがみながら、

今後とも、この宮崎県に即した、この宮崎県に

なじんだ対応の仕方をしていかなきゃいけな

い。それは総合評価方式であったり、地域要件

であったり、ランダム方式といったような方

法、最低価格で張りつきが起きますから、それ

を防止するためにもランダム方式というものを

積極的に取り入れていく方法もあるかなと考え

ています。

いずれにしろ、土木建築業の方々というの

は、災害が多い宮崎県では、そういった意味で

は非常に国土保全のために役割を担ってきてい

らっしゃいます。あるいは農家からの就労者と

いうか従業員の方たちも、農業以外で収入を得

るというのは、この建築土木業関係企業で収入

を得ているということも把握しております。つ

まり、地域の建築土木業の方たちに悪影響が起

きるということは、農家にも、農業従事者にも

悪影響が起きて、ひいては国土保全等々の悪影

響も、広域で考えていかなければならない。そ

ういったものを多面的に考えて対応していかな

きゃいけないと、私は考えています。

知事、大分よくなりました。○中村幸一議員

わかっていますがね、こういう入札制度につい

ても。大分わかってきていますがね、最近。最

初はそうでなかったと思うんですよ。最近非常

によくなってきたと私も思いますよ。今回、入

札改革で落札価格が低ければ、手抜きをやった

りして、技術者が育たないんじゃないかと思う

んです。そういう手抜きをしたりいろんなこと

ばかり考えておって、予算もないし、勉強にも

行けない、技術力が非常に低下するんじゃない

かと思うんですが、これは県土整備部長に聞き

ましょうか。

現在、県のほ○県土整備部長（野口宏一君）

うでは財団法人宮崎県建設技術推進機構という

ものがございますけれども、そこを活用いたし

まして、民間の建設関係業者の皆さんの技術力

の向上、あるいは健全な育成というものを図る

ようにするために、施工管理研修とか、あるい

は測量研修等を実施しているところでございま
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す。平成19年度も、今までやっていた研修に、

先ほどからお話しになっていますけれども、総

合評価落札方式、これについての研修を追加す

るなど、現在、研修の一層の充実を図っている

ところでございます。入札参加資格の審査、こ

のときも一級土木施工管理技士など国家資格保

有者の雇用数や技術研修の受講実績に対して加

点したりいたしておりまして、技術と経営にす

ぐれた企業を評価する環境づくりというものを

通しまして、建設業者の技術力向上というもの

を促進していきたいと考えております。

今回の入札改革で建設業者が○中村幸一議員

倒産したり、あるいは逃げたりする会社が、廃

業も含めてふえているという話も聞いておりま

すが、どのような実態をつかんでいらっしゃる

か、お伺いいたします。

倒産と廃業に○県土整備部長（野口宏一君）

ついてのお尋ねですけれども、初めに倒産の件

数です。ここ10年ぐらいのところなんですけれ

ども、平成12年度に一つ倒産のピークがござい

まして、１年間で89件倒産がございました。最

近、減少傾向にございまして、昨年度、平成18

年度は１年間に33件まで倒産の件数は減少して

おります。そして、今年度、平成19年度に入り

まして、これは４月、５月の２カ月間の数字で

ございますけれども、８件の倒産が発生したと

いうことで、昨年の同時期と比較すると、少し

増加しているという形になっております。倒産

の原因につきましては、売上不振というのが大

体半数ぐらいを占めておりまして、ほかに放漫

経営でございますとか、運転資金の不足という

ものがございます。

それと、廃業のほうでございます。数値的に

は建設業法に基づく廃業届、これによるもので

ございますけれども、昨年度、平成18年度が１

年間で127件の廃業がございました。今年度５月

末までの数字でございますけれども、24件とい

う形になっておりまして、こちらのほうも若干

増加の傾向にあるということでございます。

先ほど知事がちょっと触れら○中村幸一議員

れましたけど、宮崎県に建設業の従事者、約10

万人ぐらいいると言われていますが、これが例

えば３分の１失業するようなことがあると３万

人。知事がマニフェストの中で、100社誘致して

４年間に１万人を雇用創出するとおっしゃって

いる。我々も努力したいと思っている。しか

し、このような建設業の中で失業者が出てくれ

ば、１万人雇用がふえたとしても何もならな

い。そのようなことが起こってきますね。その

ことについて知事はどう思われますか。

その前に、先ほどの○知事（東国原英夫君）

私の答弁で、一般会計予算が5,468億900万と

言ったみたいですが、正しくは5,648億900万で

ございました。訂正しておわび申し上げます。

今の御質問なんですが、まず10万人程度とい

う従事者、それは家族を含めてですね。そうい

う生活を守っていかなきゃいけないというのも

行政側の使命かなと思っておりますが、建設土

木業者の数におきましては、人口当たりの数と

いうのは、我が県は5,000を超えています。これ

は他府県に比べて非常に多うございます。とい

うのは、今まで自然淘汰というものがされてい

なかった。自由競争の中で自然淘汰がされてい

なかった。それは事情はわかるんです。例え

ば、ここは公共依存型の県なので、公共投資、

投資的経費というのが非常に大きかったという

のはわかります。それに災害が多かったという

ことで、建築土木業者の数が他府県より人口当

たり多いというのがある。でも、その中でも、

やはり時代の流れ、社会の流れとして、ある程
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度の自然淘汰はなされるべきじゃないかなと考

えております。例えば３分の１が倒産するとい

う話がありますが、その数字的根拠がちょっと

わかりませんけれども、例えば仮の話で申し上

げますと、その３万人というのは、家族も含め

てですね。仮にそれが３分の１だとしますと、

そういった方には異業種への転換や、中小企業

等の保護・支援、そういったものにも行政側は

力を入れていかなければいけない。雇用創出の

カウントの仕方でありますが、100社を誘致し

て、その誘致した中での単純な雇用創出の数だ

とは私は考えておりません。県内でも企業を起

こした人たち、あるいは異業種に転換した人た

ちというのも、広義にカウントの対象にしてい

かなければならないかなと、こう考えておりま

す。以上でございます。

今ちょっと触れられたことに○中村幸一議員

も触れようと思ったんですが、県土整備部長、

あなた方は、建設業の人たちを集めて異業種に

いろいろと仕事を移すように講習会等を開いて

いらっしゃいますね。現在、先ほど触れられま

したが、5,500社ぐらいあると聞いていますが、

宮崎県で建設業は何社生き残れば妥当と 今―

さっき自然淘汰が行われていないとおっしゃっ

た。何社ぐらい残ったのが妥当な線になると考

えていらっしゃるか、お伺いしたい。

業者数につい○県土整備部長（野口宏一君）

てのお尋ねですけれども、基本的には、公共投

資や民間投資の増減などによりまして、需要と

供給の関係でおのずと決定されていくものでご

ざいますから、適正な建設業者数について想定

することは困難だと思っております。ただし、

建設業者は地域の公共施設をつくっていただい

ている。これも品質をしっかり確保した形でつ

くってもらわなくてはいけないと思っていま

す。あるいは、災害があったときにはしっかり

災害復旧に御協力をいただく、あるいは先ほど

からお話しいただいているように、雇用の場に

もなっているわけでございますので、その辺が

各地域地域でしっかりと根づいていくような形

になっていかなくてはいけないと思っておりま

す。そういう面では、技術力、経営力にすぐれ

た会社がしっかりと県の仕事をできるというよ

うな体制を確保していきたいと思っておりま

す。

やっぱり、異業種へ転換する○中村幸一議員

ことを進めているんであれば、どのぐらいが妥

当な数なのかというシミュレーションぐらいは

ちゃんとすべきだと思うんです。呼びつけてお

いて、他業種にどんどんかわりなさいよという

んじゃなくて、私たちは大体3,000社なら3,000

社ぐらい残ったほうがいいんだと。景気の動向

とかいうのがあるかもしれませんが、そういう

めどがなければ、業者は迷いますよ。うちはや

めたほうがよかっちゃろかいねとか、続けたほ

うがよかっちゃろかいねと思いますがね。どう

なんですか。

各建設業者の○県土整備部長（野口宏一君）

皆様ですが、いろいろ御事情があると思いま

す。そこで、やはり自助努力、自己責任という

ことが大事になってきていると思っておりま

す。県土整備部では、そのようなお話につきま

しても、親身になって相談を受けさせていただ

きたいと思っております。

宮崎県は災害がよく発生しま○中村幸一議員

すね。低価格で落札がどんどん進んでくる。70

％を切ってくるようになると、今度、災害が起

こったときに建設業がかかり合わない。だれが

今までサービスしよったのか、おれたちはしな

いよと、こうなるんです。県土整備部長、「ク
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ローズアップ現代」見ましたか。あそこでも不

落がどんどん起こっているじゃないですか。も

ううまい仕事しかしないんです。おいしくない

仕事にはかかり合わない、こういう不落が起こ

ると思うんです。「クローズアップ現代」でも

やっていましたが、そのことについてどう思わ

れますか。

２つお尋ねが○県土整備部長（野口宏一君）

あったと思うんですけれども、１点目につきま

して、大規模な災害時における応急対策の形で

ございますけれども、これにつきましては、建

設関連団体と協定を締結しておりまして、いろ

いろ今まで協力をお願いしているところでござ

います。そういう面で、災害応急対策で大変重

要な役割を果たしていただいておるわけですか

ら、引き続き県民の安全・安心を確保するとい

う観点に立ちましては、先ほど申し上げました

けれども、地域に優秀な建設業者が継続的に存

在していただけるということが必要不可欠な話

であると思っております。そのため、条件付一

般競争入札の導入等に当たりましては、地域の

建設業者の育成というものに配慮して地域要件

を設定するなどしておるところでございます

し、あるいは総合評価落札方式の導入に当たり

ましても、災害時の地域貢献というものを評価

項目に設定しているところでございます。今後

とも引き続き、災害時の建設業者の皆さんとの

協力体制というのは維持していきたいと、我々

考えております。

もし仮に別の工事で手を挙げる業者さんがい

なくなったらということでございますけれど

も、現在、私どもでも、工事におきます予定価

格、これにつきましては、施工歩掛かり等を適

切に運用しておるところでございまして、適切

に算出しているということでございます。仮に

入札が不調になったというときでございますけ

れども、この場合には改めまして入札参加の条

件等を見直して、再度入札するという形になっ

てまいります。

これ以上言ったって仕方ない○中村幸一議員

でしょうが、建設業法26条３項の中に 御存―

じですよね １件2,500万円、建築一式工事で―

は5,000万円以上の建築工事には主任技術者、監

理技術者に専任義務が課せられておりますね。

これだけどんどん価格が下がっていくとなると

優秀な技術者が離れていく。そうなると、本当

に、優秀な技術者が離れていくことによって、

ここに専任義務が遵守されるかどうか、その辺

はどうですか。

県におきまし○県土整備部長（野口宏一君）

ては、県内８地区で建設業者研修会というもの

を開催しておりますけれども、その中で、主任

技術者の配置についても、具体的な例をもちま

して周知徹底をさせていただいているところで

す。また、契約締結時にも主任技術者の配置と

いうものをしっかり確認させていただいており

ます。さらには、工事を実際やっている間のこ

とでございますけれども、現場点検を実施して

おるところでございます。また、特に落札率が

一定以下の工事、こういうものにつきまして

は、監視体制を強化するということにしており

ます。主任技術者の配置というものは、工事の

品質を確保する上で不可欠のものでございま

す。もし仮に、規定を満たさないことが見つ

かった場合には、建設業法に基づきまして適正

に対処させていただくということにしておりま

す。

知事会あたりでも、いわゆる○中村幸一議員

一般競争入札の最低は1,000万円ぐらいと言われ

ている。本県は250万円、この250万円の根拠は
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何ですか。

今までの指名○県土整備部長（野口宏一君）

競争入札におきましては、業者選定に恣意性の

余地が残るというようなこと、あるいは入札参

加業者数が限定されるということで競争性が不

足する場合もあるというような問題点が、一般

的に指摘されております。そのため、入札の透

明性・競争性を確保して、県民の県政への信頼

を早急に回復するために、全国知事会の打ち出

した1,000万円以上という一般競争入札の限度を

さらに上回るような形で、250万円以上の工事に

ついて一般競争入札とさせていただいたという

ことでございます。250万円を超えないような小

規模な工事、これにつきましては随意契約がで

きることになっておりますので、そちらについ

ては、応急的な工事等もございますし、発注事

務の軽減ということもあわせまして、250万円以

上を一般競争入札の対象とさせていただいてい

るところです。

僕は、250万円は知っていたん○中村幸一議員

です、随意契約があるというのはね。監査委員

をしていましたから、わかっているんです。だ

けど、本県だけいい格好をして1,000万円を250

万円にして、この差があれば、県土整備部長の

管轄のところで250万円以上を一般競争入札にす

ることになると、相当の事務量がふえやしませ

んか。いかがですか。

今の250万円以○県土整備部長（野口宏一君）

上の工事について一般競争入札をすると事務量

がふえるんではないかということでございます

けれども、入札事務に当たりましては、電子入

札というものをあわせて導入するような形にし

ております。ことしの７月から全面導入を図る

こととしておりますけれども、入札参加資格の

審査もあわせまして、最低価格の入札者に限り

実施するというような形、いわゆる事後審査制

を導入することから、発注機関の事務量の増大

をもって業務に支障を来すことはないと考えて

おります。

知事、一番問題なのは最低価○中村幸一議員

格をどこに置くかということなんです。これは

もう長年の懸案だったんですね。本を読んだら

こんなことが書いてあった。大正９年内務省令

第36号「入札人中予定価格ノ三分ノ二ヲ下ラザ

ル最低価格ノ入札ヲ為シタル者ヲ以落札人ト

ス」。大正９年、今から87年前ですね。66％

だ、これは。この結果、物すごく反発が起こっ

て、業者から突き上げられたらしい。結局は、

その業者の人たちが言ってきたのが、最低価格

を８割に上げてくださいということだったんで

す。こういうことになった。「十分ノ八ヨリ三

分ノ二ノ範囲内ニ於テ道路管理者ノ定ムル最低

価格」とした、こう書いてある。これが昭和27

年の道路法改正により失効したと書かれてある

んですね。これ、やっぱり、知事、最低価格と

いうのは87年前の人たちも、このことについて

悩んでおったんですね。これは先人の知恵を

ちゃんと受け継いで、本当にそういう業者の人

たちの利益分岐点がどの辺なのか、これをちゃ

んとしないと、お互いが生き残るようなことを

していかないといけないと思うんですが、それ

はどうお考えですか。

おっしゃるとおり、○知事（東国原英夫君）

先達あるいは歴史に学んで、今後、十分検討し

ていきたいと思います。

そのような答えしかないかと○中村幸一議員

思います。簡単に答えられましたので、ちょっ

と拍子抜けしましたけれども、次にいきます。

知事は、落札率が75％であれば、いわゆる350

億円の削減の問題で、100億円はこの中から捻出
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たね。これは私はおかしいと思う。県単事業が

全部であれば、それは100億円捻出できると思う

んですけど、これは国庫予算２分の１補助ある

いは起債でつくる、そういったのがあるわけで

すから、この100億円捻出できるというのはおか

しいと思う。昔、１億円原資があれば10億円の

仕事ができると言われた。それからかんがみて

も、知事がおっしゃるように、350億円削減する

ために75％の落札率であれば100億円捻出でき

る、これはちょっとおかしいと思いますが、い

かがでしょうか。

長崎の例では５％下○知事（東国原英夫君）

がったら87億ですか、何か下がったようなこと

を、具体的な数字はちょっと定かではないです

が、そういうことをお伺いしたことがありま

す。本年３月に策定した「新たな財政改革推進

計画」では、人件費の削減や投資的経費の縮減

・重点化、事務事業の見直し等により、平成18

年度と比較して350億円の歳出見直しという目標

を掲げていますが、これは事業費ベースでの見

直し額です。御案内のとおりです。したがっ

て、この見直し額には国庫補助金等も含まれて

おりますが、たとえそれを差し引いた一般財源

及び県債の合計額でも、平成22年度には投資的

経費の縮減・重点化で87億円程度、総額で338億

円程度の見直しを達成する見込みでございま

す。この歳出見直しは、スクラップ・アンド・

ビルドによる事業の再構築や、県債発行の圧縮

による将来の公債費の負担の軽減、そして財政

構造の健全化等につながるものであり、着実に

推進してまいりたいと考えております。

できるということですから、○中村幸一議員

一生懸命頑張っていただきたい。

今回、裏金というのが正しいのか、不適正処

理というのがいいのかわかりませんが、知事が

就任のときに開口一番、「裏金はありません

か」と。私も去年１年間、監査委員をしながら

回って、「裏金はないでしょうね」と言ったん

です。47件ぐらい出てきましたね。知事が就任

されて「裏金はないですか」と言われてから、

この「預け」が発生したのはありませんか。

反問権がないので、○知事（東国原英夫君）

今の質問の内容がちょっとわからないんです

が、就任からと……。

〔「知事が就任された以降に……。」と

呼ぶ者あり〕

質問の趣旨をはっきりさせる○坂口博美議長

ために、質問者はもう一度挙手をして質問をお

願いします。

知事が就任されてから、その○中村幸一議員

ように「裏金はないですか」と言われた後か

ら、47件のうちにそういった「預け」が発生し

た件がありますか。

就任してからの「預○知事（東国原英夫君）
※

け」が発覚したということはありません。今の

ところ報告はありません。

知事、立ち入った話で恐縮で○中村幸一議員

すが、知事は私的秘書の人たちと４人ぐらいで

暮らしている。何人か知りません。４人です

か、暮らしていらっしゃるとおっしゃっていま

した。私は、知事公舎に住むべきが妥当だと思

うんですが、それは見解の分かれるところだか

ら、それは言いません。しかし、知事がいろん

なところに行かれる場合に秘書がつきますね。

これは県庁職員だ。公務員だから守秘義務があ

る。しかし、知事のところに一緒に住んでいる

人たち、これは一般の方ですから守秘義務はな

いですね。県関係の情報の管理、これはどのよ

うになさっているんでしょうか。

※ 44ページに訂正発言あり

平成19年６月13日（水）
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私は、私的な 公○知事（東国原英夫君） ―

邸というんですか 私が住んでいるところに―

は重要書類等の公に関する書類等は一切持ち込

んでおりません。それと、私的な政務的な秘書

にも守秘義務というものは、私的にお願い、指

導をしております。それは普通の政治家の方た

ちが私的に秘書を、私設秘書というのを設けら

れていらっしゃいますが、そういった位置と同

じ位置だと思っております。

わかりました。これ以上言い○中村幸一議員

ません。というのは、これは押さえておかない

と、もし知事の周りからいろんなことで事件が

発生したときに困るから、県議会ではそういう

指摘があったんだということで押さえておきた

かったから言ったんです。

副知事にお伺いしますが、副知事、知事が就

任されてから さっき言ったように知事とい―

うのは、例えれば軍事と外交をやればいいんで

す。内政は副知事がやればいいんです。知事が

マニフェストを示された。それにのっとって、

副知事や総合政策本部長やら総務部長が一丸と

なってやっていけばいい。副知事は就任のとき

に、「知事の補佐役として頑張ります」と、こ

のように言った。こんな人気のある、日本じゅ

うに人気のある知事の補佐役として責任を感じ

る、このような趣旨の発言をされた。副知事、

平成18年の地方自治法の改正がありましたね。

地方自治法167条、御存じですか。当然、東大出

だから知っていらっしゃるんです。早大出です

から。私は「モンダイ」です。そのことで、法

解釈すると以前と違って、167条の中に、長の権

限に属する事務の一部について、第153条第１項

の規定により、長の委任を受けて事務を執行す

ることが加えられて規定された。非常に権限が

重くなったんです。副市長もそうですね。今ま

で補佐役だったのが、委任されれば全部自分で

実行できる。そこまで来ているんです。これは

副知事のためにつくられたような地方自治法の

改正なんです。知事に一生懸命頑張ってもらう

ためには、内政はおれたちがやるぞという気持

ちがないといけないんですが、私は、命がけで

内政を総合政策本部長やら総務部長がやって、

今までどおりテレビにも出て、そして物を売っ

てもらう、そういうことをどんどん知事にやっ

てもらったらいいんじゃないかと思う。そのこ

とについて副知事の気概、やる気、どのような

考えでおられるか、聞かせてください。

副知事に就任しまし○副知事（河野俊嗣君）

たときに、知事からも、知事マニフェストを実

現するための事業本部長的な役割として現場の

陣頭指揮をとってほしいという御指示をいただ

いておるところでございます。今回、「新みや

ざき創造計画」、知事のマニフェストを実現す

るための計画が策定されたところでありまし

て、これの的確な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。

今、知事部局、それから県職○中村幸一議員

員と言われるのを含めて２万人ぐらいおるのか

な。僕は先ほど冒頭に、県議会の皆さんにも１

社企業誘致する努力をしてほしいと。僕は知事

に２回ぐらいそういう話をしましたよね。です

から、みんながやれば45社できるわけだ。この

２万人ぐらいいる県庁職員にも、どこかに親戚

があるんじゃなかろうか、いい会社のトップの

ところに。そのことを考えると、県庁職員にも

企業誘致をしてください、そしてもしビッグな

企業が誘致できたら報奨金として50万やります

よと、そのようなことをしてもいいんじゃない

かと思うんですが、それについてどうお考えで

しょうか。
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その前に、先ほどの○知事（東国原英夫君）

私の発言で「預け」の件なんですが、１月21日

から３月31日の間にはないと、就任以降ないと

言いましたが、何件かあるということでござい

ます。訂正いたします。

企業誘致に対する報奨金制度というのは、他

府県でも数県やっているところがございます。

私のマニフェストの中でも、その件については

ちょっと触れさせてもらっています、検討とい

う課題で。でも、今のところは、企業誘致とい

うことを私も全力でやっていく、あるいは行政

側も企業説明会を行ったり、つて等を伝いなが

らやっております。今後、企業誘致に関して

は、また今度、補助金も50億、九州一にふやし

ましたけれども、その報奨金については、私も

検討の余地はあるんじゃないかなと考えておる

次第でございます。

先ほど「預け」があったとい○中村幸一議員

うことで、ゆゆしき問題ですけど、ちゃんと皆

さんでまた頑張ってください。

これで私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○坂口博美議長

す。

午後は１時10分再開といたします。

休憩をいたします。

午後０時25分休憩

午後１時10分開議

休憩前に引き続き会議を開き○坂口博美議長

ます。

次は、52番福田作弥議員。

〔登壇〕（拍手） ４年ぶりに○福田作弥議員

県議会にカムバックをしてまいりましたら、知

事初め執行部の皆さん全員おかわりでございま

す。私も真っ白な気持ちで、県民の皆さんに納

得いただけるような議会活動をいたす決意であ

ります。34歳で初当選したんですが、これまで

通算20年間議会に在籍しましたが、途中で２回

も中休みを命じられましたから、改選後の県議

会では、当選回数、年齢とも年長組になってし

まいました。しかし、こうして再び県政壇上で

質問ができることを、御支援賜った皆さんに感

謝を申し上げる次第であります。

それでは、質問に入ってまいります。

まず、知事の政治姿勢についてでございま

す。

マニフェストを携えて選挙戦に臨み、見事当

選され、連日、全国注視の中で精力的に知事職

をこなしておられる東国原知事には、まず御同

慶の至りであります。

知事が、数値目標の入った県民との約束、マ

ニフェストを果たすため、強力なリーダーシッ

プで県政運営を進められていくのに対し、地方

自治の二元代表制の一方の県議会は、どうも影

が薄いようでございます。地方自治の基本は二

元代表制であり、知事も議員も直接選挙で選ば

れ、対等の立場であり、県議会も県民の声をも

とにみずから政策立案をすることが求められて

いるのであります。しかしながら現状は、知事

の政策の追認に終始することが多く、議会の存

在感を問われているのであります。知事に強力

な権限が集中する中で、議会が厳しく監視の目

を光らせることや、県民の声を集めて、議会み

ずからが政策をつくり上げていく議会力を持っ

た県議会が待ち望まれているのであります。そ

こで知事にお尋ねいたしますが、今の県議会の

現状や二元代表制をどのように認識されておら

れるのか、まずお尋ねをしたいのであります。

以下、一問一答方式のため、質問席へ移らせ

- 44 -



平成19年６月13日(水)

ていただきます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 御質問にお○知事（東国原英夫君）

答えいたします。

議会のあり方についてでございますが、私

は、２月議会でも、一応私の希望といたしまし

て議会改革をやっていただきたいと、個人的な

希望でございます。執行部からは議会に対する

そういうふうな権限はございませんので、あく

までも議会マターでありますが、今まで議会の

透明度に関する数値は、皆さん御存じのように

日本で最悪でございました。そういう透明度を

高めると同時に、政務調査費、議員定数並びに

議会の政策立案、チェック機能等も含めて闊達

な議会になってほしいという要望はさせていた

だきました。その一つのツール、テクニックで

ございますが、「一問一答方式などはいかがで

しょうか」という御提案をさせていただきまし

たところ、議会の方が本当に柔軟に対応してい

ただきまして、本日、議会が始まって以来なん

でしょうか、一問一答方式で皆さんの前にマイ

クがついたということで、午前中の議会の議

論、あるいは答弁を見ていても、今までにはな

い闊達とした意見の交換ができたのではないか

と考えております。まだ一問一答方式等につい

ては始まったばかりですので、今後、この答弁

の仕方も含めて改良の余地があるのではないか

と思っております。

二元代表制についてでございますが、二元代

表制というものは、執行部の代表、いわゆる行

政の長と議会の代表を同じ直接選挙で選ぶとい

う、御案内のとおりのシステムでございます

が、私はこの二元代表制については、現在ある

民主主義制度あるいは選挙制度についての範囲

内で申し上げると、極めて優秀な制度ではない

かと思います。これが機能するためには、議会

と執行部の代表が二輪、まさしく二輪の役割を

して両輪でやっていかなければならないと考え

ています。そういった意味でも、単なる追認機

関にならないように、厳正で、かつ中立公平な

チェック機能を果たし、そして同時に政策立案

等に尽力いただけるとありがたいなと思ってお

ります。

残念ながら、この10年ぐらいで議会発案の条

例は１本だと聞いております。他府県と比べる

とまた文句を言われるかもしれませんけれど

も、宮城県は10数本。ただ条例を決めればいい

ということではございませんが、そういった姿

勢も、議会としては県民の皆様から求められて

いる態度ではないかなと考えております。今後

とも、議会、執行部、そしてマスコミの皆さ

ん、県民の皆さん、私は県民総力戦だと考えて

おります。民主主義の基本は地方自治にある。

地域民主主義というものがこの県で実行されれ

ば、あるいは実践されれば、全国に冠たる宮崎

モデルを配信できるのではないかなと考えてお

ります。私は、基本的には地方自治は全員参

加、全員決定だと思っておりますので、その政

治理念を今後とも貫いてまいりたいと考えてお

ります。以上です。〔降壇〕

知事は議会の現状や二元代表○福田作弥議員

制の役割をよく御認識をいただいていると思う

んですが、実は、知事が初当選された段階で私

は浪人をいたしておりましたから、新聞紙上や

マスコミ等で、知事のいわゆるマニフェストを

丹念に読ませていただきました。私自身無所属

での立候補でありましたから、それに沿った一

部同感である点につきましては、私のマニフェ

ストにも入れました。そこで、今、知事が御期

待される県議会になるためには、もう20数年間

言われてきたことでありますが、どうも私ども
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議会事務局の体制、これが守衛さん入れまし

て30数人ですから、力不足だと、こういうふう

に私は実感をいたしております。幸い、改選後

の議会で県議会の検討委員会等もできました。

知事のおっしゃる議員定数や政務調査費の問題

も特別に委員会ができていますし、進んでいく

と思いますが、それにはやはり知事部局の御協

力がないと進まないと思うのであります。例え

ば事務局体制の強化等にしましても、長年言わ

れてきたことであるが、今までに解決していな

い。少なくとも私が20年在籍した中 中２回―

休んでいますから、もう28年です 解決して―

いないんです。その辺をぜひお願いをしたいと

思います。いかがでしょうか。

たしか福田議員のマ○知事（東国原英夫君）

ニフェストには、定数是正は45から38に減らす

というような数値目標があったように記憶をし

ております。定数是正の問題、政務調査費の問

題等に関しましては、これはあくまでも議会の

方たちの決定事項でございますので、存分に、

県民の目線に立った、県民に資するような改革

の仕方を望むわけでございます。それに対して

の部局等のかかわり方、部局等の態度と申しま

すか協力の仕方は、今後検討していかなければ

いけないと。それが県全体の浮揚、県益、ある

いは県民の皆様の福祉向上の目的であれば、我

々行政側、執行部も協力をするよう検討してい

きたいと考えております。以上です。

ありがとうございました。○福田作弥議員

次に移ります。知事の「新みやざき創造計

画」の素案が出ていますが、この文面から、私

は、透明で公正公平な県政の実現への知事の意

気込みを感じるのでありますが、知事に就任さ

れまして４カ月余でございます。県庁組織をど

のように認識されておりますか、まずお聞かせ

ください。県庁の組織をどのように御認識な

さっているか、ちょっとお聞きしたいんです。

私は左耳が非常に難○知事（東国原英夫君）

聴でございまして、済みません。午前中も聞こ

えない部分が多々ありまして、申しわけござい

ませんでした。

県庁の組織をどういうふうに認識しているか

という、非常に抽象的で、かつ非常に難しい問

題かなと思っています。県庁の組織について、

組織力なのでしょうか、それとも組織の形態な

のでしょうか。それとも組織の巨大化というこ

となのでしょうか、スリム化という観点なので

しょうか。県庁が行っている宮崎県のあり方な

んでしょうか、県民に対するあり方、接し方な

のでしょうか。よくわかりませんが、総括して

申し上げますと、県庁という行政組織は非常に

巨大な組織で、県政全体を運営していかなけれ

ば、あるいは経営していかなければいけない組

織体でございます。そういった意味において、

県庁の内部で官製談合、あるいは「預け」の問

題があったということは、県庁の職員としては

あってはいけない。県民の皆さんの県税、公費

を扱う人間としましては、コンプライアンスの

徹底、意識等に甘さがあったのではないかと考

えております。県庁のあり方としては、今後こ

ういう不祥事、あるいは認識を改めて意識改革

に努めさせていただきますとともに、県民目線

で県民の皆様と密に接し、そして協働し、県民

総力戦でこの県を発展・推進、あるいは県政の

運営・経営をしていくことといたしておりま

す。

抽象的な質問でしたので、抽象的な答えに

なってしまいました。以上でございます。

設問が、知事のおっしゃるよ○福田作弥議員

うで、後の方を言えばよかったんですが……。
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実は、午前中も問題になりました裏金の問題

ですね。これからもわかりますように、ある県

の知事経験者が、「「はい、はい」と言うほ

ど、組織は従順でも甘くもない。職員は知事を

上目遣いでずっと見て本気度を試している」と

言っておられたのであります。これは恐らく自

分自身のことを体験として語っておられると思

いますが、知事、本県の場合はこんなことはな

いですね。どうでしょうか。

私の主観でございま○知事（東国原英夫君）

すが、就任した当初から２カ月ぐらいは 私―

のあくまでも体感なんですが そういう傾向―

があったかもしれません。というのは、この行

政経験も政治経験もない人間が、どのように県

政を運営、経営していくのだろう、どのような

執行体制にしていくのか、どのような人事体制

にしていくのだろうというような、不安と申し

ましょうか、疑問と申しましょうか、あるいは

人見知りと申しましょうか、そういったような

目線を感じ取っていたことは事実でございま

す。そして、御指摘のあったように、本気度

は、本当に宮崎を変えていく、改革していく気

概があるのか、本気なのかと、そういったこと

を探っているような雰囲気はありました。それ

はどの組織体にもあると思います。どの会社で

も、新しい社長が来たときに、やり方を見せて

いただきましょうかぐらいの雰囲気はあると思

うんです。

ただ、４月以降、年度がわりぐらいから、人

事もかわり、役職もかわり、そういったところ

から、私が掲げたマニフェストは、一つの県民

の皆様が負託されたルールでございますから、

これを着実に、かつ迅速に遂行していこうとい

う気概、それこそ本気度が職員の側に見受けら

れるようになりました。これは全員が全員では

ございません。僕が見たところ、一部の人間が

冷ややかに見ているという実態は非常に見てと

れる事実もありますが、この６月議会の準備段

階に入ったあたり、１カ月前ぐらいから、県職

の方たちの意識も変わってきたなと考えており

ます。県庁挙げて県政運営に、県政経営に邁進

していくという覚悟が見受けられます。

時々私が、玄関の中で観光客等々に囲まれて

写真をせがまれたり握手をせがまれたりしてい

る姿を、遠くの方からさめざめとした目で見て

いる県庁職員は中にはいらっしゃいます。あれ

は、県庁の中で県政運営をやるとかいうんじゃ

なくて、多分驚かれているんだと思います。県

庁でこういう風景がなかったのでですね。そう

いったものも当たり前のような風景にしていか

なきゃいけないなと。つまり、県庁はそんなに

敷居の高いものではないんだ、県民の皆様に密

着した存在なんだということを印象づける、あ

るいはイメージづけるということも、観光地の

コースに選んだ理由の一つではあります。以上

でございます。

ありがとうございました。正○福田作弥議員

直に吐露していただきました。

実は午前中、質問のやりとりを聞いておりま

して、裏金の問題で、知事が就任された後も預

けの問題があったと聞いたんですが、そこは場

所はどこですか。

先ほどちょっと私の○知事（東国原英夫君）

認識不足があって申しわけなかったんですが、

質問の内容が聞き取れなくて、私、「ない」と

言ったんですが、私が就任した以降に、私が

「裏金はないですか」と言ったにもかかわら

ず、新たに預けが生じたという御質問だったと

思うんです。それが数カ所ございました。全部

申し上げます。延岡児童相談所、北諸県の農改
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センター、畜産試験場、農業大学校、都城家畜

保健衛生所、以上の５つの場所で、この具体的

な金額等については、今データがございませ

ん。以上でございます。

ありがとうございました。○福田作弥議員

次に移ります。同じく不適正な処理の問題で

ありますが、預け、裏金、県庁の内部の資料で

は「預け」ですね。マスコミになりますと裏

金、これはいろんな使い方があると思います

が、この預け、裏金の表現の仕方によって県庁

内部の意識の違いが歴然としてくると思いま

す。預け、これは余り後ろめたさはございませ

んね。裏金になりますとそうではございませ

ん。ちょっと後ろめたさを伴いますね。表現の

違いだと思うんですが、知事は行財政改革の５

大改革を出しておられます。その中に県庁の意

識改革が出ておるんです。これを今から遂行す

る上で、これは極めて重大な問題ですね。知事

の所見をちょっとお伺いしたいんですが、預

け、裏金の問題。

おっしゃるとおり、○知事（東国原英夫君）

執行部、行政側は「預け」という表現を使いま

す。あるいは「不適切な、不適正な事務処理」

というような表現を使います。メディアは往々

にして「裏金」と言う。この定義づけをメディ

アに聞きましたところ、「帳簿に表面化しない

お金は全部裏金なんだ」ということでありまし

た。そういう定義づけの差はあれこそすれ、帳

簿に載らないお金は、私的流用はなかったかも

しれませんが、裏金は裏金と呼ばれても仕方が

ないと私は考えております。

県庁職員の意識の問題ですが、預けに関して

は、単年度主義という構造的なこともあったん

でしょうが、やはり公金を預かっているという

意識がどうも希薄ではないかなと。その預けと

いうものが常態化していた、日常化していたと

いうところで、非常に罪の意識がまたそこで薄

れていたんではないかなという感じでございま

す。この数年来、他府県でもそういう指摘がご

ざいます。ございましたにもかかわらず、自分

のところが足元を見なかったということに対し

て、私は非常に残念かなと思っております。就

任当日に「この県に裏金はありませんか」と申

し上げたのは、そういう意図があってのことで

ございます。「官製談合、もし裏金があるん

だったら、この際、うみを全部出して改革をし

ていこうじゃありませんか」という私の呼びか

―けでございました。それに呼応して今回の

３カ月、４カ月後に出てきたということが時期

的に早いか遅いかは別にして、私の呼びかけが

あって、県職員の方々が自責の念に駆られて自

発的に通告していただいた。これはある意味、

県職員の意識の改革の芽生えではないかなと、

そういうふうにとらえております。今後は、県

庁職員、全庁挙げて意識改革、コンプライアン

スの徹底に取り組んで、すべてをオープンにし

てクリーンにして、県政を立て直していかなけ

ればいけないと考えておる次第でございます。

知事のお話を聞きまして、や○福田作弥議員

はり改革の一つでありますから、今回いい機会

でありますから、ぜひその意識の統一化を、ス

タートしてほしいと考えております。

次に移ります。２番目に、首都圏への本県の

物流対策についてであります。

私はかつて農業団体の長をしておりましたか

ら、40年にわたりまして農畜産物の物流対策、

特に大消費地に関するものでございますが、か

かわってまいりました。最近、今さらながら、

本県の貨物輸送の貧困な現状を思い知らされて

おります。40年間県が何もやってこなかったと
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いうことじゃないんですよ。過去を振り返って

みますと、トラック輸送では高速道路の建設促

進を一生懸命やりました。海上輸送ではカー

フェリーの就航もやりましたし、一時はテクノ

スーパーライナーの誘致運動も一生懸命でし

た。それからフライト輸送、空港の拡張、鉄道

輸送では、細々ではございましたがＪＲの貨物

コンテナ基地等があります。

ところで、さきのテクノスーパーライナーに

関連する問題でありますが、この議場で、以前

の松形知事が「関東平野の農業を宮崎で」とい

うことを盛んに使われました。知事は当時は東

京におられましたから恐らく御存じないと思い

ますが、いかがでしょうか。

「いかがでしょう○知事（東国原英夫君）

か」と言われても、非常に答えに窮するわけで

ございまして、「関東平野の農業を宮崎で」、

つまり物流を盛んにして、体感的に近距離にし

ようという意味だと思います。

御案内のように、本県は社会資本整備が他府

県よりかなり劣っております。そういった意味

では、物流に関して非常に立地条件が不利なと

ころでございます。海上輸送の充実としまして

は、物流の効率化やモーダルシフトの推進を図

る上で重要な課題であると認識しております。

このため県では、京浜航路の休止直後から、関

東向け航路の再開に向けて、関係事業者への働

きかけを行ってまいりました。その結果、定期

貨物船「南王丸」の細島寄港が開始され、県北

地域から関東方面に、県産品を直接輸送できる

ことになったものであります。しかしながら、

現在のところ、南王丸は運航便数が週２便しか

なく、また、東京港までの所要時間がカーフェ

リーに比較して長いといった課題があります。

聞くところによりますと、大分や鹿児島から物

流は航路便として出ている、海上輸送として出

ているというようなことも聞いております。こ

のため県では、今年度の新規事業で、南王丸を

利用する運送事業者に対する助成や農産物輸送

の実証試験を実施することにより、南王丸の利

用を促進するとともに、運航会社に対する増便

やダイヤ改正などの働きかけを行い、本格的な

関東向け航路の開拓に邁進していきたいと考え

ております。以上です。

私がまだお尋ねしていないこ○福田作弥議員

とを答弁されましたが、実は、関東平野の農業

ということで これはすり合わせはしてない―

んですよ 松形元知事がおっしゃったのは、―

テクノスーパーライナーです。１日で宮崎の産

地と東京の大消費地を結ぶテクノスーパーライ

ナーが就航すれば、いわゆる関東平野の農業が

宮崎に来るようなものだということを元の知事

がおっしゃって、それはそれは官民挙げて、今

の知事の言葉で申しますと「県民総力戦」でテ

クノスーパーライナーの誘致運動をやったんで

す。ところが、結果は、バブルの崩壊、あるい

は燃料の高騰で誘致の断念に追い込まれた。そ

の間、黒木さんという知事がおられました。非

常に農畜産物の輸送問題には熱を入れられた方

です。この方が40年近く一生懸命になってやっ

てきた大事な農畜産物の海上輸送方式が消えて

なくなった。京浜のカーフェリーがなくなりま

したからね。あるいはＪＲの貨物も、民営化と

ともに会社が分離しまして縮小されました。そ

ういうぐあいに非常に宮崎県の物流は今細って

おるんです。細っておるんですね。もう一回そ

れに再チャレンジしようという知事の意気込み

は今回の補正で見たんですが、○の項目はほと新

んど、私に言わせますと20年ぐらい前の予算項

目の焼き直しぐらいに思えるんです。当時もう
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既に実験が終わっている。終わっておって、も

う実用化していなくちゃいけないんです。特に

農畜産物の専用の輸送船等は、日通総研という

立派な調査会社に依頼をしてつくったんです

よ。調査し倒れです。ぜひ、今回はこれを機

に、もう一回、宮崎県の物流の再構築をお願い

したいと思います。

同じく、関連しまして、黒木知事の時代にカ

ーフェリーが就航しましたから、川崎に5,000平

米を超す県有地を持っているんです。これは現

地を見てみますと、今は宮崎県が首都圏に持っ

ている財産では最高の 市ヶ谷にもあります―

けど 宝物かなというふうに感じるんです。―

残念ながら今、トラックの積みかえ程度にしか

使われていない。私はかつて、これを首都圏に

おける本県の物流の拠点に使おうじゃないかと

いうことで、何回も提唱したんです。以前は低

温倉庫等あったんですが、経済情勢が変わりま

したから、なくなっているんです。この有効活

用方策等について、もう７年前に私、質問した

んですが、恐らくそのまま放置されていると思

うんです。通告をしましたから、何かレクチャ

ーを受けられましたか。

レクチャー受けまし○知事（東国原英夫君）

た。昭和48年に野菜のストックポイント施設と

して整備された川崎港の県有地につきまして

は、冷蔵施設の老朽化が進み、平成９年度に冷

凍・冷蔵部門の利用を中止したと聞いておりま

す。これを受けて平成10年度には、施設の有効

活用を図るため、複合型食品加工施設の可能性

について調査し、農業団体と協議しましたが、

当時の厳しい経済環境の中、新たな投資は大き

なリスクを負うこと等の理由により、新施設の

整備は実現に至らなかったと聞いております。

京浜航路休止に伴い、平成17年９月からは、京

浜地区への農産物輸送に利用される冷蔵コンテ

ナやトラック等の重要な中継基地として利用す

るために、「株式会社ＪＡ物流みやざき」に貸

し付けております。なお、平成18年度には老朽

化の進んだ倉庫の解体・撤去及び整地を行った

ところでございます。県といたしましては、関

係機関・団体と連携し、今後とも京浜地区の重

要な輸送拠点として活用されるよう努めてまい

ります。以上です。

以前の答弁に何ら変わらない○福田作弥議員

わけでありますが、これだけの宝物が首都圏に

あるわけですから、ぜひ知事、新たな活用方法

を考えていただくようにお願いをしたいと思い

ます。

次に、同じ物流対策でＪＲ貨物のコンテナ基

地でありますが、これは現在、直行のフェリー

がなくなり、あるいは大都会へのトラック輸送

等が、ディーゼル車排気ガス規制等で厳しく

なっておりますから、もう一回、鉄路、モーダ

ルシフトの面からも考えなくてはいけないと思

います。今までは行政はＪＲ貨物については余

り熱が入らなかったんです。私もずっとやって

きましたけど、もう一回見直しをいただいて、

長距離はどうしてもＪＲ貨物が使い勝手がいい

ですから、お願いしたいと思いますが、どのよ

うにお考えでしょうか。

鉄道輸送は、御案内○知事（東国原英夫君）

のように低コストで定時・大量輸送が可能であ

り、二酸化炭素の排出量が最も少ない輸送機関

でもあることから、県におきましては、ＪＲ貨

物に対して、輸送力の維持・充実の働きかけを

行ってきたところであります。しかしながら、

ＪＲ貨物によりますと、コンテナ基地につきま

しては、用地の確保や機材の整備、施設の維持

などに多大な費用を要し、現在の県内の利用状
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況では、新たな投資をすることは困難だと思い

ます。このため県といたしましては、荷主等に

対して利用促進を働きかけるとともに、引き続

き、ＪＲ貨物に対して輸送力拡充を要望してま

いりたいと考えております。

今までの答弁の域を超えてい○福田作弥議員

ないわけでありますが、ＪＲ貨物自体は今も

新幹線等でもそうでありますが 受益者― ―

負担を要求してまいりますから、当然その対応

等を県行政当局がコーディネートして荷主あた

りとやれば、ＪＲの貨物コンテナ基地は、用地

の確保ができれば あるわけですよね。私の―

地元では妻線の分岐点等を提唱したんですが、

その当時は採用されませんでした。既存の駅等

や施設を一部設置すれば済むことでありますか

ら、ぜひその旗振り役をお願いしておきたいと

思います。

次であります。次は、観光目玉、地産地消促

進施設としての大規模ファーマーズマーケット

についてであります。

私がファーマーズマーケットの最初の質問を

したのが16年前。今では県内市町村各地に直販

施設ができておりまして、地産地消の大きな役

割を果たしております。今回、三たび質問しま

すのは、東国原知事の誕生で最も有効利用でき

る施設ではないかな、環境条件が整ったと考え

たからであります。知事、大規模ファーマーズ

マーケットを国内外いずれかでもごらんになら

れたことはございますか。大規模ファーマーズ

マーケット。

あります。○知事（東国原英夫君）

よかったです。ごらんになっ○福田作弥議員

ていれば話が早いですから。

生産者への経済効果、あるいは地産地消促進

はもとより、観光目玉施設としての必要性を私

は痛切に感じておるんです。知事が心血を注い

で、あれほどトップセールスをいただいている

わけでありますから、県内産の農林水産物を一

堂に集め、本県を訪れた人々に買い求めていた

だくファーマーズマーケットを開設すること

は、まさに時宜を得たものと考えますから、ぜ

ひ知事のバックアップをお願いしたいと思いま

す。机上のペーパープランで自給率向上だ、あ

るいは言葉だけの安全・安心キャンペーンより

も、私は、まず実践が何より大事だと思いま

す。知事、所見のほどをお願いしたいと思いま

す。

恐らく福田議員が○知事（東国原英夫君）

おっしゃるファーマーズマーケットというの

は、欧米型の、特にアメリカ型の巨大マーケッ

トのことをイメージされているのではないかと

思っております。日本にも巨大ファーマーズマ

ーケットというのは大都市圏に数カ所あるかな

と思っておりますが、本県に関しましては、農

産物直売所といった位置づけだと認識をしてお

ります。平成16年度には県単独の農産物直売所

開設支援事業を実施して、独自の支援策を講じ

てきました。その結果、県内の農産物直売所の

設置数は、平成18年４月現在では173カ所になる

など大幅な伸びを示しております。このほか、

道の駅や観光施設等と併設された大規模な農産

物直売所設置の動きも広がっているところでご

ざいます。

県としましては、県民はもとより、本県を訪

れる観光客等に対し、安全・安心で新鮮な農産

物を提供するとともに、おもてなしの心を備え

た交流の場として農産物直売所を位置づけ、今

後とも、地域のニーズや観光客等の動向を踏ま

えて、関係市町村あるいはＪＡ等と連携を図り

ながら支援をしてまいりたいと考えておるわけ
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です。こういう直売所、ファーマーズマーケッ

トの巨大化というものは、郊外型の小売企業で

あります大型店舗がございますが、その店舗等

々の事業とのバッティング等、あるいは需要と

供給のバランス等も考えて、人口、面積等々も

考えて実施しなければいけないかなと、慎重に

対応しなければいけないなと考えております。

以上です。

知事にされましては非常に安○福田作弥議員

全弁を設けた答弁でございまして、いささか

がっくりしているわけでありますが、これから

さらに検討を加えていただきたいと思います。

次に、宮崎港の石油基地等についてでありま

す。

私は、宮崎港の改修計画が策定される段階か

ら、県央部に石油関連の備蓄基地を要望してま

いりました。３年前完成して、今稼働している

わけです。ちょうど私の浪人中の時期でありま

したが、正直ほっといたしております。それ

は、本県の燃料の備蓄や安定供給に大きく貢献

できる施設だからです。この質問に当たりまし

て、現地を調査してまいりました。非常に立派

な施設で、備蓄機能等には問題ないのでありま

すが、肝心な石油タンカーからの陸揚げの油送

ホース等のジョイントが毎回手作業で行われて

いるんです。最近の石油の荷役、あるいは陸揚

げの関連施設では、安全面の重視からローディ

ングアームという遠隔操作で行われています。

なぜだろうなと思いましてお聞きをしますと、

バースの占用許可の問題とのことであります。

年間、石油タンカー接岸回数が120回と聞いてお

りますが、雨天時の作業、あるいは火災発生を

考えた場合、地震等の緊急時の対応を考えます

と、やはりローディングアームの設置は許可を

すべきではないのかなと考えますが、これは専

門的な問題でありますから、県土整備部長にお

尋ねをしてみたいと思います。

宮崎港の石油○県土整備部長（野口宏一君）

基地のローディングアーム設置の可能性につい

てでございます。宮崎港の石油基地が石油燃料

荷役のため利用している岸壁は、公共岸壁とい

う位置づけになっておりまして、公共岸壁とし

て整備したものでございます。この公共岸壁の

エプロン上に固定式のローディングアームを設

置するということは、特定の事業者がエプロン

上を長期間にわたって占用することとなり、困

難な状況でございます。

それを知っておって聞いたん○福田作弥議員

でありますが、そういう事情から許可にならな

い。しかし、固定式ではなくて移動式のロー

ディングアームも開発されていますから、答え

は要りませんが、ぜひ検討してください。ロー

ディング式、ついているんです、九州のほかの

港で。公共埠頭で。ローディングアームの移動

式です。検討をお願いしておきたいと思いま

す。

次に、平成20年度の国に対する要望の中で、

バイオ燃料製造における揮発油税の課税方式の

見直しが要望されております。私は恐らくＥ３

やＥ10の混合工場の誘致、あるいは企業化が見

込まれているかなと考えたんでありますが、い

かがでしょうか。

今お話の○商工観光労働部長（高山幹男君）

ございました件を誘致しようとかいう考えはご

ざいませんで、今回の要望に関しましては、西

都の方にバイオエタノール関係の協同組合がで

きていますので、そういう関係を想定して要望

しているものでございます。

私は、バイオ関連が将来日の○福田作弥議員

目を見ることは明らかだと考えておりまして、
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こういう要請等もされておりますから、石油基

地関連として、バイオエタノールの混合工場、

あるいはバイオディーゼルの代替エネルギーの

製造施設等も検討されるべき時期に来ておると

考えます。バイオの原料は農作物でありますか

ら、遊休農地の利用、あるいは環境保全対策か

らも非常に有効であると考えておりますが、こ

れは農政水産部長でしょうか、お願いしたいと

思います。

バイオエタノ○農政水産部長（後藤仁俊君）

ールにつきましては、その原料が、飼料その他

農産物に係る一つの大きな展開方法かというふ

うに考えております。したがいまして、御指摘

のとおり進めていく方向で、いろいろと取り組

んでいくことが重要であるというふうに考えて

おります。

これからの問題でありますか○福田作弥議員

ら、ぜひ積極的な取り組みをお願い申し上げま

す。

次に、これは知事のマニフェストにありまし

た、都市住民の居住推進の件でありますが、私

は以前に、この議会で、コテージつきの市民農

園、質問したことがあるんです。たまたま浪人

中に知事のマニフェストを見ておりましたら、

「移住促進」の項目がありまして、「都市部の

退職者が宮崎での生活を実感できる移住促進モ

デルタウンの整備」をするとあります。これは

新聞報道でありますから、間違っておったら訂

正をお願いしたいと思います。そして、今回の

６月補正の「宮崎に来んね、住まんね、お試し

事業」の予算が上程されていますが、この延長

線上かなと。お試しでありますからテストケー

スでありますが。私は知事のマニフェストを見

たときに、ああ、これはいいなと思ったんで

す。

私の構想ですよ。別荘気分で団塊世代の退職

者が宮崎に来られまして、野菜つくりを楽しめ

るコテージがついた市民農園、これは今からは

やると思います。ヨーロッパ、あるいは日本よ

りか所得の低いロシア等でもかなり流行してお

りますから。そこで、私は知事のマニフェスト

に非常に共感を覚えたんです。今回はお試しの

事業でありますから、そう期待はしていないん

でありますが、これから知事が、本格的な二地

域居住促進の受け皿としてモデルタウンを設置

される考えにお変わりはないんですか、それを

お聞きしたいんです。

確かにマニフェスト○知事（東国原英夫君）

にお示しさせていただいたように、モデルタウ

ンの創設の検討ということでございますが、私

がイメージしているのは、移住というものはい

ろんな側面で考えなきゃいけないな、例えばス

ポーツ移住ということはないだろうか、サー

フィンでこちらに移住してサーフィンの町をつ

くる、青島あるいは延岡あたりに。そういった

ものもモデルタウンとして位置づけられるかな

と。福岡のほうで、あるゴルフ場がゴルフコー

スの会員権とそこのコテージを売り出したとこ

ろ、これはほぼ満杯になっている状況で、そう

いったゴルフでの移住。あるいは、先ほどあり

ましたコテージつきの市民農園、農業に従事す

る移住等も当然考えられるべきだと思います。

市民農園の整備につきましては、平成17年９

月に施行された改正特定農地貸付法により、市

町村やＪＡ、農家に加え、ＮＰＯ法人等でも市

民農園を開設することができることとなってお

り、国庫事業による支援も受けられることと

なっております。御提案のあったコテージつき

の市民農園につきましては、農地法や他の法律

等の関係もありますので、先進事例の研究を行
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い、市町村等の相談に適切に対応してまいりた

いと思うんです。どういうふうな形でモデル地

区、移住モデルとしていくかということは、

今、試行錯誤している状況ですが、その夢を捨

てたわけではございません。

知事の構想の中の一つにぜひ○福田作弥議員

はめ込んでもらいたい。なぜかと申しますと、

経済効果ということを考えますと、まずコテー

ジでは宮崎県の木材をたくさん使います。今、

建築不況です。大工さんの仕事もふえますね。

また、遊休農地、たくさん遊んでいるんです。

この有効活用。こういう面が考えられまして、

経済の波及効果が非常に大きいですから、私は

あえて知事に、マニフェストを見ましたからお

尋ねしたところであります。知事の熱意があれ

ば可能だと思いますから、ぜひ積極的な推進方

をお願いしておきたいと思います。

続きまして、施設園芸にかかわる代替エネル

ギーの活用技術開発について。

国に対する提案、要望がされておりますが、

太陽熱・光の代替エネルギーの活用技術等であ

ります。本県では過去いろんな実験をやってき

ております。それを蒸し返しておるのが現況の

ように思えてならないんです。ですから、宮崎

県の場合は施設園芸の先進地でありますし、ノ

ウハウも持っているわけでありますから、もう

少し国に対しては実用的な提案や要望をすべき

だと思います。例えば天然ガスのハウス暖房シ

ステムも、20数年前に実験が終わって、その実

証結果も出ている。夏場の不需要期対策が大変

だ。あるいは配管にお金がかかる。圧縮充てん

にも機材が要る。太陽熱は曇天対策、木質系で

は自動投入システム等の開発、いろいろな問題

がありました。こういう問題を踏まえて、ぜひ

現場からの実用的な提案をすべきだと思います

が、これは関係部長でよろしいかと思います。

お願い申し上げます。

石油代替エネ○農政水産部長（後藤仁俊君）

ルギーについての御質問というふうに考えま

す。原油価格の高騰が続きます中で、農業分野

における石油代替エネルギーの検討につきまし

ては、農家の経営安定を図る上で大変重要なこ

とであると考えております。このため県では、

平成18年８月に「宮崎県農業用新エネルギー検

討に関する連絡会議」を設置いたしまして、関

係団体や関連事業者等と連携いたしまして、地

域の特徴を生かした石油代替エネルギーの農業

分野における利用可能性について研究を進めて

いるところであります。具体的には、園芸用ハ

ウス暖房機の代替エネルギーといたしまして、

木質ペレットや天然ガスなどにつきまして現地

実証試験に取り組みまして、Ａ重油と同等の暖

房効果が実証できたところでございます。県と

いたしましても、引き続き連絡会議を中心に、

ランニングコストの優位性につきまして、木質

ペレットなどの未利用資源の利活用の可能性に

つきまして研究を進めてまいりたいというふう

に考えております。

20年前に一回終わった実用化○福田作弥議員

試験をもう一回やられたわけでありますから、

念には念を入れておられると思いますが、もう

実用化の段階であると思います。積極的な取り

組みをお願い申し上げます。

続きまして、行財政改革大綱の素案の概要に

出先機関の整理統合について書いてございま

す。久々に本格的な組織の見直しに着手されよ

うとしておりますから、私も、これはかなり組

織機構の合理化になると期待をいたしておるん

であります。しかし、文面から見ますと、従来

の縦割りのままの組織体制の見直しや統合再編
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のようであり、いささか気になり質問をしたん

です。どうでしょうかね、これは。久々に本格

的な機構改革に、出先機関含めて着手されよう

としておりまして、大変その意気込みを評価い

たしております。しかし、素案の文面から見ま

すと、従来の縦割りの機構の中での見直しのよ

うに見えまして、いささか気落ちをしたんで

す。しかし、今からでありますから、知事と

ちょっとお話をすれば、方向転換ができて、さ

らに合理的な機構改革ができるのかなと考え

て、お尋ねをするものであります。

県の行政組織につき○知事（東国原英夫君）

ましては、財政状況が厳しさを増す中、一層の

簡素効率化に努め、少数精鋭の経営体への転換

を図っていく必要がございます。このような中

で、出先機関につきましては、最近では、市町

村合併に伴う福祉事務所の組織体制の見直しを

初め、建築基準法の改正に対応した土木事務所

等の建築部門の集約化、畜産試験場と優良家畜

受精卵総合センターの統合、県民ニーズに柔軟

かつ迅速に対応するための担当制の出先機関へ

の拡大等を行ってきたところであります。

御提言のありました、各部門の出先機関を統

合した、いわゆる総合事務所については、現時

点では、組織が大規模になることや、複数の庁

舎に分かれてしまうことに伴う組織管理上の問

題や、円滑な事務執行が確保できるか等といっ

た課題が想定されるところであります。このた

め県といたしましても、まずは各出先機関に共

通する総務事務の集約化を進めるとともに、現

地・現場機能の確保等にも留意しながら、各部

門ごとに組織体制の見直しについて検討してま

いりたいと考えております。

出先機関の整理統合は、県民○福田作弥議員

サイドの簡素な行政組織を目指すべきであると

いうことを申し添えておきたいと思います。県

民サイドの簡素な行政組織。今、スーパーに

行ってワンストップショッピングができます

ね、あの方式なんですよ。ぜひ頭に御記憶をお

願いしたいと思います。

もう一つ、宮崎市は中核市になりました。宮

崎県の人口の３分の１を擁しているんですが、

県と宮崎市との重複、二重行政を避けることに

よって、かなり合理化もできると思うんです

が、その二重行政の面は今のところないんで

しょうね、どうでしょうか。

二重行政について○知事（東国原英夫君）

は、今、把握しておりません。他県で、県と県

庁所在地との間で、国と地方にあるような二重

行政があるとは聞いておりますが、本県につい

ては、まだ私は把握しておりません。

今後の調査をお願いしたいと○福田作弥議員

思います。

次に、今話題の、いわゆる県債等の利率であ

ります。資料をいただきましたが、努力をされ

ている経過は見られますが、やはり17年度末の

資料でありますし、当時の金利ボトムでござい

ますから、その利率から見ますといかがかなと

思っているんですが、大丈夫でしょうかね、金

利水準。これはもらった資料は２年前だったで

すよ。

「大丈夫ですかね」○知事（東国原英夫君）

と言われても……。

内容は、県債基金の借り入れ○福田作弥議員

の利率が、民間の借入利率等と比較をして大丈

夫かということをお聞きしているんです。安い

か高いかということですね。

直近であります平○知事（東国原英夫君）

成19年５月の借入利率は、財政融資資金98億円

が1.5～1.9％、公営企業金融公庫資金４億円
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が1.9％、銀行等資金600億円が1.787～1.79％と

なっております。ここ10年間は2.5％以下の低金

利で借り入れを行っておりますので、決して高

いとは言えません。ちなみに九州各県の状況を

見ますと、宮崎県は６番目です。一番高いの

が1.815％の大分県、うちは1.787％なので、６

番目、あるいは７番目ぐらいに位置しておりま

す。

各県の横並びよりも、知事は○福田作弥議員

民間ということを言われますから、民間の借入

利率等も参考にしてほしいと思います。

最後に、「改革をすべき宿命を知事も県議会

も負わされているので、同じ方向を向かざるを

得ない。県議会との対立は考えにくい」と言っ

た政治学者がおられました。私の県議会カム

バック以前の報道ですが、復帰後、まさにその

とおりだなと、今回の質問を通して実感をいた

しております。知事が言われるとおり、宮崎を

変える。みんなで変える 真の宮崎改革が実―

現できるよう、お互いに努力してまいりたいも

のであります。

以上で、私の一般質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

次は、34番丸山裕次郎議員。○坂口博美議長

〔登壇〕（拍手） 西諸県郡○丸山裕次郎議員

選挙区高原町の丸山裕次郎です。高原町、野尻

町の皆さんのおかげで、このたび再びこの壇上

に立つことができました。改めて、これまでの

御支援、御鞭撻をいただきました多くの方々に

厚くお礼申し上げます。

東国原知事には初めての質問になりますの

で、知事に私のことを理解していただくため

に、今回、選挙で訴えてきたこと、また、私の

政治信条、基本理念を先に述べさせていただこ

うと思います。今回の県会議員選挙は、私にと

りまして３期目の挑戦でしたが、昨年末の前知

事の官製談合事件により、行政不信、政治不

信、さらには知事選挙によりまして自民党不信

といった、これまでと違った選挙戦でありまし

た。その中で私が訴えてきましたのは さき―

に述べました官製談合等により大きく宮崎県が

揺らいでしまいました。今後は、宮崎県政が揺

るぎなく前へ発展するために、地域振興、産業

振興、医療福祉、教育など、宮崎が抱えている

さまざまな課題に対し、熱意と誠意と創意を

持って取り組んでいくことを訴えてきました。

私の政治信条は、「郷土（ふるさと）と家族

（ひと）を愛する政治」であります。また、

「地域の声が反映される政治」「清潔で信頼さ

れる政治」であります。また、基本理念では、

何事でも成就するために必要なものは、熱意、

誠意、創意であると考えております。また、先

人のたゆまぬ努力で今があり、この今が未来を

切り開くのだと思っております。これまでの先

人の熱意、誠意、創意が私たちの社会を支え、

今があります。その貴重な今を未来の人たちに

つなげていくことが、今生きている私に課せら

れた使命だと思っております。

以上、私の政治信念、基本理念等を述べさせ

ていただきましたが、任期中、県内のさまざま

な課題に対し議論を深めていきたいと思ってお

りますので、知事を初め執行部の方々の明確な

答弁をお願いし、また、宮崎県が揺るぎなく前

へ発展しますよう祈念し、通告に従い一般質問

を行います。

まず初めに、私は自分の足で歩き、また肌身

で感じてきました空き家対策についてお伺いい

たします。

私はこれまで、２期８年間の現地調査などの

活動や、また、今回の選挙に当たり後援会活動
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を通じて感じましたのは、空き家の増加にびっ

くりしております。この前まで人が住んでいた

家なのに、なぜまた空き家になっているのかと

か、まだ十分に住める家なのになぜ空き家に

なっているんだろうかと、正直言ってもったい

ないなという気持ちと、このままの状況を放置

しておくと、地域の活力がなくなるだけでな

く、治安にも悪影響が出るのではないかと心配

しております。空き家といっても個人の所有物

でありますので、多くの制約があるのは十分わ

かっておりますが、田舎に行けば行くほど今後

さらに空き家がふえ、少子高齢化という問題で

はなく、集落の存続といった人口減少問題であ

るととらえ、何らかの人口政策が必要になって

きていると強く感じております。そこで、県と

して空き家状況をどのように把握しているのか

お伺いいたします。

また、少子高齢化が進んでいる中山間地域で

の空き家の増加に対し、二地域居住等を推進し

てほしいと考えておりますが、どのように考え

ているのか。それぞれ担当部長にお伺いいたし

ます。

私の集落では、農業の担い手として注目され

ております集落営農に取り組んでおります。こ

の集落営農の基本理念として、自分たちの集落

は自分たちで守っていくという気概で取り組ん

でおり、農業だけでなく、集落内にある伝統文

化である棒踊りの継承に加え、福岡、熊本から

の田植えツアーや稲刈りツアーなどを行ってき

ております。そのツアーの参加者から「もっと

交流したい」という意見等があり、集落内にあ

る、現在空き家になっている古民家を農家民宿

の場として活用できないか、検討を行っており

ます。そのような折、今回の補正予算の中で、

「宮崎に来んね、住まんね、お試し事業」700万

円の事業費が計上されておりますが、事業の目

的と事業効果はどのように考えているのか。ま

た、同事業で集落営農などの地域活動を行って

いる団体も対象になるのか、お伺いいたしま

す。

また、昨年取り組んだ「宮崎に来んね、住ま

んね、お誘い事業」約360万円の予算規模で、ホ

ームページの作成やシンポジウムなどに取り組

んでいるということでありますが、事業実績と

成果がどのようなものであったのか、あわせて

担当部長にお伺いいたします。

空き家が増加すると治安上も懸念されること

から、何らかの対策が必要と考えますが、警察

本部としての見解をお伺いいたします。

次に、１月に発生した高病原性鳥インフルエ

ンザについてお伺いいたします。

１月11日に清武町で、１月23日に日向市で、

１月30日に新富町で相次ぎ発生しました。特に

３例目が発生したときは大変ショックで、畜産

王国宮崎がどうなってしまうのだろうと大変心

配をいたしました。しかし、畜産王国にふさわ

しく、農家、県、関係市町並びに関係団体の御

努力で早急に終息することができました。まこ

とにすばらしいことであり、国からも、宮崎県

の防疫体制の評価は極めて高いと聞いておりま

す。また、心配しておりました風評被害も、知

事の抜群のＰＲ効果により最小限でとどまり、

逆に現在では消費拡大になっていることは高く

評価しております。東国原知事でなければでき

なかったのではないかとも思っております。

しかし、鳥インフルエンザが発生した折、知

事は発生現場近くまで行かれました。その当

時、マスコミからも非常に注目されており、多

くのマスコミの方も現場に駆けつけておりまし

た。防疫活動を行っているあの現場に、防疫認
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識の少ない方があのように集まるのは、防疫上

考慮しますと、知事は現場近くまで行くべきで

はなかったと私は思っております。私にはただ

単なるパフォーマンスにしか映りませんでし

た。行くにしても、市役所等に出向き情報収集

するべきではなかったかと思っております。宮

崎は畜産王国です。宮崎のトップとして、知事

の防疫に対する認識をお伺いいたします。

私も、その当時、環境農林水産常任委員長と

いう立場もあり、清武町役場、日向市役所、新

富町役場に出向き要望等を聞かせていただき、

また、養鶏協会を初め多くの関係者からも御意

見を賜り、県はもとより農林水産省まで出向き

要望活動をさせていただきました。今回の鳥イ

ンフルエンザは、知事の言う県民総力戦で終息

できたと思っておりますが、今回の発生を踏ま

え、県、市町村、関係機関及び国との情報の共

有化や役割分担の明確化などを初め、さまざま

な問題があったと思いますが、その反省点と今

後の改善策について、農政水産部長にお伺いい

たします。

今回の鳥インフルエンザ対策は、発生農家を

初め影響を受けた農家に対しては助成がなさ

れ、大変助かったと聞いております。しかし、

現制度では、本県が日本一を誇っているブロイ

ラーの解体処理を行う食鳥処理場には全く救済

措置がなく、今回の発生で１億円を超す損金が

発生した処理場もあります。言うまでもなく、

消費者は生きた鶏を買うのではなく、解体処理

された鳥肉を買うのであります。一連の流れが

あってこそ成り立つのでありますから、何らか

の救済措置が必要ではないかと思っておりま

す。鳥インフルエンザの感染源は、渡り鳥を初

めとする野鳥という説が極めて高いと言われて

おり、そうなれば、いつ、どこでまた発生して

もおかしくないと思っております。先ほど述べ

ましたように、今回の宮崎の防疫体制は、国で

は高く評価されており、国において防疫指針の

見直しを検討していると聞いておりますが、そ

の進 状況と本県からの要望について、あわせ

て農政水産部長にお伺いいたします。

また、今回の補正予算の中に高病原性鳥イン

フルエンザ緊急防疫対策事業が提案され、その

中で5,000万円県が基金造成する予算が提案され

ておりますが、その使途基準と運用について、

農政水産部長にお伺いいたします。

次に、入札制度についてお伺いいたします。

昨年末、県発注の橋梁設計委託業務において

官製談合事件が発覚したことは、まことに残念

なことでありました。私は元県土木部職員で

あったので、今回の事件にかかわったとされる

県幹部の職員の方々には、県職員時代に大変お

世話になっておりましたので、大変ショックを

受けたものであります。県では、官製談合以

来、入札制度改革に取り組まれ、さまざまな検

討を行われ、ことし３月に「入札・契約制度改

革に関する実施方針」を出され、さらに、新た

な行財政改革大綱の素案を５月に発表され、意

識改革、経営改革、協働改革、入札改革、財政

改革の５つの柱から成っております。入札制度

の透明性を高めることは必要だと理解はできま

すが、品質の確保や安全の確保、また、建設産

業の健全育成といった観点が大きく抜けている

のではないかと思っております。官製談合は、

県、特に知事に大きな責任があるのに、建設業

だけが悪いことをしたかのような感じにとらえ

られ、建設業だけを締めつける改革はいかがな

ものかと思っております。そこで数点お伺いし

ます。

まず、最低制限価格の設定についてでありま
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す。現在の最低制限価格の根拠は、設計金額の

中の一般管理費、共通仮設費、現場管理費など

の経費に、工事ごとにある程度の係数を掛け、

算出していると聞いておりますが、一般管理費

は請負業者の利益部分であり、その部分をある

程度削除、減額するのは理解できますが、共通

仮設費及び現場管理費は必要経費でありますの

で、減額するのはいかがなものかと思っており

ます。実際に現在の最低制限価格は予定価格

の70数％ということになっているようで、品質

確保、安全性の確保の観点から低過ぎるのでは

ないかと思っております。また、現在、予定価

格が事前に公表されているため、しっかり積算

せずに適当に入札に参加している不適格な業者

がいるようですので、予定価格の事前公表は、

不適格業者の排除という観点から事後公表に変

更すべきだと考えております。そこで、最低制

限価格と予定価格の事前公表のあり方について

お伺いいたします。

また、あわせて、建設業者の手持ち工事量や

地域貢献等も考慮した総合評価方式の拡大もす

べきと考えておりますが、県の考え方をお伺い

します。

次に、発注後の発注者と請負者の関係につい

てであります。法令ではあくまで対等な立場で

あるはずなのに、発注者が強過ぎるというのが

現状だと思います。これは下請のときにも散在

するような感じに聞いております。そこで、発

注者と請負者が対等な立場を構築するため、第

三者機関を設置するべきではないかと思います

が、見解をお伺いいたします。

また、あわせて、工事の検査について、検査

員ごと、あるいは発注部局ごとに点数のつけ方

に差があるのではないかと思います。検査体制

の充実が必要だと考えていますが、見解をお伺

いします。

次に、工事実施前の測量設計についてお伺い

いたします。測量設計業界も、官製談合以来、

非常に低入札の状況が見受けられ、品質の確保

が保たれるのか心配な状況になってきておりま

す。耐震偽装が一時話題になりましたが、今後

は測量設計にも出てくるのではないかと心配を

しております。また、現在の測量設計に関する

検査体制は十分でないのが実情ではないかと思

います。そこで、工事実施前の測量設計の検査

体制の充実と、測量などの委託業務も、品質の

確保を考慮し、最低制限価格の設定や入札資格

の厳格化を行うべきではないかと考えておりま

すが、見解をお伺いいたします。

最後に、災害時等の緊急体制についてお伺い

いたします。記憶に新しい昨年の延岡市の竜巻

被害や、一昨年の台風14号の大災害時に、いち

早く重機等を現場に持ち込み、昼夜を問わず命

がけで県民のために頑張ったのは建設産業では

ないかと思っております。しかし、一部の県民

や報道には、「建設産業は後の仕事でもうかる

からやっている」といったような間違った認識

があるような気がします。そこで、これまで建

設関連の方々が行ってきました貢献をどのよう

に評価されているのか、知事にお伺いします。

また、入札制度改革が進み、現状のような低

入札の状況では、建設産業の淘汰や体力の減少

が容易に想像でき、これまでのような災害時の

緊急体制に支障が生じ、県民生活に甚大な被害

が想定できます。そこで、今後の災害時の対応

をどのように考えているのか、知事にお伺いい

たします。

次に、産業開発青年隊についてお伺いいたし

ます。

産業開発青年隊は、本県の建設産業を支える
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人づくりの場ということは御承知のことと思い

ますが、少し紹介をさせていただきます。産業

開発青年隊は、昭和26年に「災害予防対策実践

班」として発足し、昭和28年に現在の「宮崎県

産業開発青年隊」に名称を変更しております。

これまでに、南郷村の渡川を初め、串間市市

木、木城町切原などで各種土木工事に従事しな

がら、昭和40年に現在の清武町に移り現在に

至っております。「働きながら学ぶ」という実

践と学習、全寮制の中で「友愛・希望・協力」

という精神を養っております。これまでに4,500

名を超す修了生が、県内の建設産業を初め多く

の産業で中心的な存在で活動しており、また、

ほとんどの方が消防団活動を初め地域貢献も多

くしております。産業開発青年隊は、近年の建

設産業を取り巻く影響を受け、急速に入隊希望

者が減少しております。ニーズに対応するので

はなく、シーズ 宮崎の人づくりの場、宮崎―

の「人」という種をまく場として最高の場と私

は考えております。知事は、ことしの産業開発

青年隊の修了式並びに入隊式に参加されており

ますが、産業開発青年隊に対する感想をお伺い

いたします。

次に、市町村合併についてお伺いいたしま

す。

旧市町村合併法のもと、本県でも市町村合併

が進められ、44市町村あったのが30市町村にな

りました。旧法のもとで合併協議を行いました

が、各市町村の考え方の相違で合併に至らな

かったケースもありました。ことしの統一地方

選挙が終わり、新法期限まで約３年余りにな

り、合併に対する機運が高まってくるのではな

いかと思っております。私は、合併は10年、20

年先を踏まえたまちづくりのあり方の議論を

しっかりすべきだと思っております。そのため

には、宮崎という枠組みを超えた発想、わかり

やすく言いますと、私の西諸という地域を挙げ

させていただきますが、宮崎県の中の西諸とい

う位置づけだけでなく、九州の中の西諸はどう

いう位置づけなのか。また、アジアの中での西

諸はどういう位置づけなのかといったマクロ的

な視点に立って、地域の特性を伸ばしていくた

めには、まちづくりをどのようにするか議論す

べきではないかと考えております。そこで、旧

合併特例法下で合併に至らなかった市町村の考

え方の隔たりを埋めるために、マクロ的な視点

で描いた地域の将来ビジョンを見据えて議論す

るよう、県として助言すべきではないかと思っ

ておりますが、地域生活部長に見解を賜りま

す。

また、福岡県では法定合併協議会の設置勧告

が行われたところもありますが、本県ではその

ような勧告を出す考えはないのか、知事にお伺

いいたします。

最後に、企業誘致についてお伺いいたしま

す。

今回の補正予算で企業誘致促進補助金制度の

改善が行われ、これまでの補助金最高限度額５

億円を、九州最大の50億円に増額しました。ま

た、宮崎フリーウェイ工業団地限定の補助制度

の新設は高く評価するところであります。そこ

で、今回の企業立地促進補助金制度の効果と、

フリーウェイ工業団地への企業誘致の取り組み

についてお伺いいたします。

私は、今回の質問に関してはこれまでのよう

な質問をさせていただきました。といいますの

も、本会議場の質問といいますのは、今やるべ

きことだけではなく、任期中にしっかりと議論

を進めていくものだというふうに思っておりま

す。一問一答方式、いろんな方式があろうと思
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いますが、私はこの方式で今後とも進めていこ

うと思っておりますので、執行部の皆様方に

は、しっかりとした答弁をお願い申し上げまし

て、壇上からの質問を終わります。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 丸山議員の○知事（東国原英夫君）

御質問は、大変滑舌がよく、舞台俳優のような

発声で、非常によく聞き取れました。ありがと

うございます。

高病原性鳥インフルエンザの防疫作業中に私

が現場に行った行動と、防疫に対する認識につ

いてであります。今回、本県で発生した３件の

農場のうち、日向市、新富町については、蔓延

防止や防疫作業に支障がないよう、現地対策本

部の指示に従いながら現場確認を行ったところ

であります。県民生活や本県経済に与える影響

の大きさを考えますと、発生現場に行くこと

は、対策本部長としてその後の防疫対応を的確

に行う上で不可欠であるとの考えによるもので

ございます。実際、現場の非常性や深刻性、緊

急性に直接触れることができ、その後の防疫対

策や風評被害対策の大いなるモチベーション、

やる気を起こしたわけでございます。ちなみに

申し上げますれば、他府県の県知事も現場に

行っておられます。今後とも、市町村、関係団

体と十分連携し、発生防止と発生した場合の早

期通報、迅速な初動防疫体制の整備など蔓延防

止に向けた取り組みに、常日ごろから万全を期

したいと存じます。

続きまして、建設産業の評価等についてであ

ります。建設産業は、社会資本の整備や地域の

雇用を担う本県の重要な産業であり、災害発生

時には最前線で復旧に努力されるなど多大な貢

献をしていただいております。このため、入札

・契約制度の改革に当たりまして、県発注の公

共工事については原則として県内建設業者に発

注するとともに、工事規模や種類などを勘案し

た地域要件も設定しているところであります。

さらに、価格と品質を総合的に評価する総合評

価方式や入札参加資格審査においても、企業の

地域貢献を評価するなど、建設産業の育成に配

慮しているところであります。

次に、今後の災害時の対応についてでありま

すが、現在、大規模な災害が発生した場合の応

急対策につきましては、建設関連団体と協定を

締結し、協力体制を整備しているところでござ

います。今後、さらに協力体制を充実させてま

いりたいと考えておる次第でございます。

続きまして、産業開発青年隊についてであり

ます。産業開発青年隊の修了式と入隊式には私

も出席させていただきましたが、修了生はもち

ろんのこと、入隊後間もない隊員もきびきびと

入場するなど、全寮制による規律ある集団生活

と訓練の成果を目の当たりにし、各方面から高

く評価されていることを実感したところでござ

います。

御指摘のように、産業開発青年隊は昭和26年

に創設され、「働きながら学ぶ」を教育理念と

し、4,500名を超える修了生が建設産業を中心に

県内外で幅広く活躍されておりますが、近年、

少子化や社会経済情勢の変化等により入隊者は

年々減少しており、県内建設業への就職者も修

了者の６割程度にとどまっております。ニーズ

からシーズというお話がございましたが、その

シーズが非常に少なくなっておる次第でござい

ます。県といたしましては、入隊の年齢制限の

緩和や受験機会の拡大を行い、さらには関係者

の協力をいただきながら、高等学校へじかに足

を運ぶなど精力的に募集してきたところでござ

いますが、入隊者は定員の半分に満たない状況
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にあります。このような隊員数の減少により、

養成にかかる経費も相対的に多額に上ってお

り、本県の財政状況や費用対効果の面から、産

業開発青年隊の運営は非常に厳しい状況にある

と考えております。

続きまして、市町村合併についてでありま

す。少子高齢化の進行や厳しい財政状況など、

市町村を取り巻く環境が大きく変化する中で、

市町村の行財政基盤の充実強化を図るため、引

き続き、合併新法下での自主的な市町村合併を

推進していく必要があると考えております。お

尋ねのありました法定合併協議会の設置勧告に

つきましては、「市町村合併は市町村と住民の

皆さんが自主的、主体的に判断されるものであ

る」という基本的な考え方に立ち、各市町村の

合併に向けた取り組みの状況などを十分に踏ま

えた上で、適切に対応していくことが肝要であ

ると考えております。いずれにいたしまして

も、合併新法の期限である平成21年度が迫って

おりますので、今後、市町村におかれまして

は、できるだけ早い段階で自主的に法定合併協

議会を設置され、本格的な合併の協議を深めて

いただきたいと考えております。以上でござい

ます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○地域生活部長（丸山文民君）

えいたします。

まず、中山間地での空き家の増加についてで

あります。二地域居住等を促進するに当たっ

て、市町村から、空き家の有効活用が図れない

ものかといった意見がしばしば聞かれるところ

であります。田舎暮らしを具体的に検討されて

いる方にとっても、住居に関することは大変重

要な要素であり、空き家の活用は、二地域居住

等を促進する上で有効な手段の一つであると考

えております。このようなことから、今年度の

新規事業で今議会に提案しております、「宮崎

に来んね、住まんね、お試し事業」の一つとし

て、市町村において登録物件を紹介する空き家

等情報バンク活動への補助制度を設け、その活

動を支援していきたいと考えております。

次に、「宮崎に来んね、住まんね、お試し事

業」の目的等についてであります。この事業

は、団塊の世代を初めとしたあらゆる世代の都

市住民等による本県での二地域居住等を促進

し、地域の振興を図ることを目的としたもので

あり、ホームページの更新・充実や、東京の

「ふるさと暮らし情報センター」への窓口設

置、市町村の取り組みへの支援、もてなし研修

の実施を考えております。市町村の支援では、

宮崎の生活を体験していただく「お試し滞在」

や都市部でのＰＲ、空き家等情報バンク活動に

対し補助することとしております。これらの事

業を実施し二地域居住等を進めることにより、

交流人口の増加による経済効果や、社会活動等

の担い手増加による地域の活性化が図られるも

のと考えております。

なお、補助事業については市町村を対象と考

えておりますが、実際の活動においては、地元

でさまざまな活動を行っている団体と地元市町

村が連携を図りながら進めていくことは十分あ

り得ることと思っております。

次に、「宮崎に来んね、住まんね、お誘い事

業」の実績等についてであります。昨年７月、

市町村やグリーン・ツーリズム関係団体、旅行

業者等約130名を対象にしたシンポジウムを開催

し、市町村等における交流居住に向けた環境づ

くりを推進したところであります。また、10月

には「宮崎ふるさと暮らし」情報サイトを県の

ホームページ内に開設し、各市町村における交

通、教育、医療、福祉等の生活環境や、田舎暮
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らし・農林漁業体験プログラム等の受け入れ体

制、Ｕターン、Ｊターン、Ｉターン施策等に関

する受け入れ環境情報を発信しております。サ

イトの開設から先月までの８カ月間に約１

万7,000件を超えるアクセスがあり、県や市町村

に対する具体的な相談も、月に30件程度寄せら

れております。これら宮崎に関心のある方々に

おもてなしの心で対応し、二地域居住等へつな

がるよう、今後とも市町村等と十分連携を図っ

てまいりたいと考えております。

最後に、市町村合併についてであります。市

町村合併は、住民の方々が長年なれ親しんだ市

町村の枠組みを見直すという、非常に困難な協

議の積み重ねが必要であります。旧合併特例法

下で合併協議会を設置しながら、結果として合

意に至らなかった市町村におかれては、それぞ

れの御事情、御判断があったものと考えており

ます。しかしながら、今後、より一層高度化・

多様化する住民のニーズや、厳しさを増す地域

間競争に、現在の体制のままで的確に対応する

ことができるのか、改めて議論する必要がある

と考えております。県といたしましても、今

後、既存の市町村の枠組みにとらわれることな

く、地域の将来像を見据えながら、地域一体と

なった発展を目指すという観点からも、市町村

合併の議論が進められるよう、適切な情報の提

供や助言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〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（高山幹男君）

お答えいたします。

企業立地促進補助金の制度改正等についてで

あります。企業誘致につきましては、自治体間

競争が激化いたしまして、優遇制度が多様化・

高額化している現状にありますことから、今

回、補助金の最高限度額の引き上げや、懸案で

あります宮崎フリーウェイ工業団地に限定した

補助制度の新設など、喫緊の課題に対応するた

めに制度の改正を行うこととしたものでござい

ます。これによりまして、大きな経済効果と大

量の新規雇用が見込めます大型投資案件に対

し、より魅力ある提案ができるようになるな

ど、積極的な誘致活動が展開できるものと考え

ております。また、宮崎フリーウェイ工業団地

に立地する企業に対しましては、投資割補助を

他地区への立地に比べて２％高くするなど、優

遇した補助を行うこととしております。今後

は、優遇措置充実のＰＲを広く行いますととも

に、企業誘致アドバイザーの活用など、関係の

市や町と連携しながら幅広く誘致活動を行うこ

とによりまして、宮崎フリーウェイ工業団地へ

の企業立地促進に努力してまいりたいと考えて

おります。以上でございます。〔降壇〕

〔登壇〕 高病○農政水産部長（後藤仁俊君）

原性鳥インフルエンザに対します一連のお尋ね

についてであります。

まず、今回の発生を踏まえた反省点と今後の

改善策についてであります。今回、県内３カ所

で発生いたしました高病原性鳥インフルエンザ

につきましては、国、市町村、関係団体等と県

が一丸となって迅速に対応しました結果、防疫

措置を短期間に完了でき、関係方面から高い評

価を受けているところであります。しかしなが

ら、御質問にありましたように、今回の発生に

おきまして、情報の共有化という面では、発生

の届け出から診断の確定に至るまで、情報管理

の面において関係機関内に連携の不備が認めら

れました。また、役割分担につきましては、防

疫措置に係る指揮命令系統の混乱や、人員配置

の不備といった課題が生じてまいりました。し

たがいまして、今後、３カ所の事例を踏まえな
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がら、情報の共有化、あるいは役割分担の明確

化等につきまして、防疫演習を繰り返す中で再

検証しますとともに、防疫対策マニュアルをよ

り実態に即したものに見直してまいりたいとい

うふうに考えております。

次に、国の防疫指針の見直しの進 状況と本

県からの要望についてであります。４月に開催

されております国の家きん疾病小委員会におき

まして、防疫指針につきましては、今回の一連

の発生における防疫対応の検証を踏まえ、整理

・検討することが必要との報告がなされており

ます。国は今後、同委員会で見直し案を引き続

き検討し、パブリックコメントを経て防疫指針

を改正する予定であると聞いております。国の

見直しに当たり、県といたしましては、今回の

発生を踏まえ、移動制限範囲の縮小や食鳥処理

場の取り扱いについて要望しているところであ

ります。

次に、基金の使途基準と運用についてであり

ます。新富町での発生は、食鳥処理場が移動制

限対象となっていましたことから、家畜伝染病

予防法の支援の対象にならない種々の損害が明

らかとなってまいりました。このため、県独自

の「宮崎モデル」として、万が一の発生に備え

た農家や食鳥処理場等への支援を行うため、ブ

ロイラー関連業者と県で基金を造成することと

し、本議会に予算をお願いしているところでご

ざいます。本基金の使途基準につきましては、

関連農場の出荷や入雛遅延、すなわちひなを入

れてくる時間のおくれということ。さらには食

鳥処理場の操業停止に係る損害とすることにい

たしております。その運用につきましては、今

後、ブロイラー関係業者等の意向も踏まえなが

ら、家伝法での支援対象とならない方々への支

援という基金の目的に従いまして有効に活用さ

れるよう、詳細について十分検討してまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

〔登壇〕 お答○県土整備部長（野口宏一君）

えいたします。

まず、空き家の状況についてでございます。

総務省統計局が「住宅・土地統計調査」を５年

ごとに実施しており、この中で空き家の状況が

把握されております。一番最近の調査は平成15

年に実施されましたが、その調査結果によりま

すと、県全体で約５万4,000戸、賃貸住宅と賃貸

住宅以外のベースで申しますと、賃貸住宅が約

２万3,000戸、賃貸住宅以外が約３万1,000戸と

なっております。また、市部と町村部の別で

は、市部におけるものが約３万9,000戸、町村部

のものが約１万5,000戸という状況になっており

ます。この平成15年の空き家の数は、その５年

前、平成10年の調査結果と比較いたしますと、

約１割程度増加している状況になっておりま

す。

次に、入札・契約制度の一連のお尋ねについ

てでございます。

その１番目といたしまして、最低制限価格と

予定価格の事前公表のあり方についてでありま

す。予定価格及び最低制限価格は、「公共工事

の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」

に基づきまして、入札の透明性の確保を図るた

めに公表することとされております。現在、予

定価格につきましては、事前漏えい防止の観点

などから事前公表としているところですが、今

後、入札結果等の検証を行いまして、事前公表

を継続するか、事後公表とするか、検討を行う

こととしております。

次に、最低制限価格につきましては、工事の

品質確保や下請保護などを含めた適正な施工の

- 64 -



平成19年６月13日(水)

確保の観点から設定しておりますが、公共工事

の縮小や一般競争入札の拡大に伴い競争性が高

まっていることから、最低制限価格周辺での入

札がふえております。予定価格等の公表制度や

工事費積算ソフトの開発により、その推計が容

易になってきていることもあり、今後、算定方

法や価格のあり方について検討を行ってまいり

たいと考えております。

次に、総合評価落札方式の拡大についてであ

ります。総合評価落札方式は、従来の価格のみ

による競争とは異なり、価格と技術力など価格

以外の要素を総合的に評価し、落札者を決定す

る方式であります。県では、公共工事の発注に

おきまして、昨年度３件を試行したところであ

ります。今年度はさらに30件程度に拡大するこ

ととしております。価格以外の要素の評価に当

たりましては、簡易な施工計画や企業の施工実

績などの技術力に加えまして、企業の地域社会

貢献度を評価するため、地域内における営業所

の有無、災害時の地域貢献や地域でのボラン

ティア活動などを評価項目に設定しておりま

す。また、建設業者の手持ち工事量の評価につ

きましては、国や他県の状況も踏まえながら研

究していきたいと考えております。総合評価落

札方式は、公共工事の品質確保の促進を図ると

ともに建設業者の育成にもつながりますので、

今後とも件数の拡大及び評価項目の充実に努め

てまいりたいと考えております。

次に、第三者機関の設置についてでありま

す。工事請負契約は、発注者と受注者とがそれ

ぞれ対等な立場で締結するものであります。こ

のため、工事条件の変更は県と工事請負者とが

協議して決定するとともに、県が請負者に損害

を及ぼした場合には必要な費用を負担すること

としております。また、工事の施工に支障が生

じないよう、請負者からの協議等に対しては、

原則として24時間以内に回答するワンデイレス

ポンスの取り組みも進めているところでありま

す。契約内容等について疑義や不服がある場合

には、管理課等に設置された建設業者相談窓口

で対応することとしているほか、契約に関して

紛争が生じた場合には、民間の有識者等で構成

する第三者機関の「宮崎県建設工事紛争審査

会」で解決を図ることが、工事請負契約約款に

明記されているところであります。

次に、検査体制の充実についてであります。

工事の検査につきましては、平成16年度に工事

成績評定要領を、環境森林部、農政水産部及び

県土整備部で同時に改訂し、工事成績採点の考

査項目を細分化するなど、より客観性の高い評

定が行われるよう見直しを行ったところであり

ます。また、３部の工事検査専門員による連絡

調整会議や、各部で開催する工事検査専門員会

議を通じまして、工事検査の的確性や共通認識

を深め情報共有を図るなど、工事の適正化とば

らつきのない厳格な評価を行い、検査技術の向

上に努めているところであります。なお、平

成20年度を目途に、公共工事の一層の品質確保

を図るため、工事検査部門の統合などにより体

制の充実強化を図ることとしております。

次に、測量設計の検査体制の拡充と委託業務

の最低制限価格の設定等についてであります。

測量設計の検査体制につきましては、委託業務

の成果品の品質が、その後に実施する工事の品

質に大きな影響を与えることから、今後とも、

複数の調査職員による監督や、照査要領により

ます成果品のチェックを厳正に行ってまいりた

いと考えております。委託業務に係る最低制限

価格の設定につきましては、適正な履行を図る

観点から、その設定の適否について、国や他県
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の事例等も参考にしながら検討していくことと

しております。

なお、測量、補償関係業務につきましては、

一般競争入札の試行を７月から実施し、10月か

ら本格実施することとしており、その入札参加

資格要件につきましては、同種業務の実績、配

置技術者の資格や経験を求めること等により、

品質確保を図りたいと思っております。以上で

ございます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答え○警察本部長（吉田尚正君）

します。

空き家に対する防犯対策についてでありま

す。空き家等につきましては、少年のたまり

場、あるいは犯罪等に利用されるおそれがござ

いますので、日常のパトロールや巡回連絡など

の警察活動を通じまして実態把握に努めており

ます。今後とも、地域住民の方々や空き家等の

所有者・管理者の方々と十分に連携を図りなが

ら、管理体制の強化を働きかけるとともに、警

察官によるパトロールなどの街頭活動を強化い

たしまして、犯罪の未然防止に努めてまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

今、執行部の方から答弁が○丸山裕次郎議員

ありましたが、やはり空き家につきましては、

市よりも町村、田舎に行けば行くほど多いとい

うのは数字で出ていまして、これは、少子高齢

化が進んでおりますので、さらにふえていると

いうふうに認識せざるを得ないというふうに私

は思っております。そこで、早目に実態調査を

やっていただきたいというふうに思っていま

す。市町村の空き家バンクを支援していきたい

というふうに地域生活部長が申されたんです

が、本当に空き家バンクができるのかどうか。

登録してくれれば、今度のお試し事業でできる

ということなんですが、なかなか厳しいのでは

ないかと。精神的には物すごくいいんですが、

具体性には欠けているような気がするんです。

実践方法としては、その登録の仕方とかはどう

いった形でやっていこうというふうに考えてい

るのか、地域生活部長にお伺いいたします。

空き家の登録○地域生活部長（丸山文民君）

制度でありますけれども、これにつきまして

は、一義的に市町村の方でやっていただくこと

を考えております。一番直近のところに市町村

がいるわけですから、一番詳しいと思っており

ます。やり方といたしましては、例えば地域内

の市民あるいは町民、村民に対して、「どこど

こに空き家はお持ちじゃないですか。空き家を

知りませんか」ということを市町村の方に一元

的に集めていただいて、その情報を県の方にい

ただくと。そういうことで、今度は県の情報サ

イトから発信をすると、そういうふうな方法を

考えております。そして、市町村等からの呼び

かけにつきましては、パンフレットあるいはリ

ーフレット等を作成して、住民の皆さんがより

興味を持っていただくような方法をとりたいと

考えているところであります。

しっかりとした呼びかけな○丸山裕次郎議員

り お試しだけであって、それで前に進まな―

ければ……。

知事がマニフェストで言われている、移住100

世帯というのがあったと思います。実は、私の

親戚なんですが、愛知県の方からことしの３月

に宮崎に移住してこられました。これは団塊の

世代なんですが、お父さんの介護のこともあっ

て帰ってこられたんです。空き家といいます

か、表現は好ましくはないかもしれませんけれ

ども、そこに帰ってきました。しかしながら、

帰ってくるに当たっても、確かに年金生活がメ

ーンだろうと思っておりますけれども……。お
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試し事業の中を見てみますと、サーフィンがで

きますよとか、趣味がいっぱい、ゴルフができ

ますよだけでは、私は全然だめだと思っていま

す。こっちに移住してきた後の職、仕事をある

程度しながら生きがいを持たないと、このお試

し事業といいますか、知事の言う移住政策には

つながっていかないというふうに思っておりま

す。移住後も含めた総合的な移住政策に関して

積極的に取り組むべきというふうに思っていま

すが、知事もマニフェストで100世帯移住させた

いということを言っておられますので、知事に

お考えをお伺いいたします。

お尋ねの件について○知事（東国原英夫君）

でありますが、御案内のとおり我が国は、本県

も含めて、これまで経験したことのないような

人口減少・少子高齢社会を迎えているわけでご

ざいます。地方への移住政策というのは、地方

の再生・活性化を図る観点から、国土政策上重

要な課題の一つとなっております。どの地域も

移住促進に非常に力を入れているわけでござい

ますが、本県におきましても、「新みやざき創

造計画」の重点施策として、「おもてなし日本

一移住促進」を掲げたところでございます。御

案内のように、100世帯というのが４年間の目標

でございます。今後、本県への移住をさらに進

めるためには、住宅や雇用の場の確保を初め、

医療・福祉の充実などの生活全般にわたる受け

入れ環境の整備が必要だと考えております。

蛇足ではありますが、私も本県にＵターンし

てきまして、友達等々、知人等々をこの時点で

もう５世帯誘致しております。移住を誘致して

おります。きょうもマンションのエレベーター

の中で、お一組の老夫婦が「東京から移住して

まいりました」と言っておられました。「県

か、あるいは市町村に一報をいただきました

か」と言ったら、「いや、一報はしておりませ

ん。我々勝手に決めました」と。ぜひ一報をお

願いします。それで１世帯とカウントされるわ

けでございます（笑声）。

中でも、御案内のように、雇用の場の確保に

つきましては、県内のＵターンやＩターン就職

を促進するために「ふるさと宮崎人材バンク」

の運営とか、新たに農業を始めようとする方が

就農に必要な知識・技術を習得できる「みやざ

き農業実践塾」の実施などに取り組んでいくと

ともに、「働く場づくり・ものづくり振興」の

観点から、企業誘致活動の推進や地場産業の振

興、農林水産業の活性化、観光振興、また、こ

れらの基盤である交通網や情報通信環境の整備

促進など、これまで以上に産業面にも重視した

底上げを図っていくわけでございます。さら

―に、暮らしの充実という面から医師の確保

移住者にとって医療体制というのは非常に重要

な要件だと思います。医療提供体制や地域福祉

の充実、もちろん防災や地域安全等々の推進も

含めて、総合的な施策の展開を図ってまいりた

いと考えております。以上です。

できれば、知事が言われる○丸山裕次郎議員

マンションではなく、私は過疎地域のほうに非

常に重点を置いていただきたいというふうに

思っております。といいますのは、私の周りに

は空き家がどんどんふえておりまして、あと10

年先には集落すらなくなる地域も出てくるので

はないかというふうに思っております。非常に

心配しておりますので……。しかしながら、集

落営農という形で今、取り組みをさせていただ

いておりますので、また、集落営農をします

と、機械を持っている方のちょっとした手伝い

とか、いろんな手伝いができる仕事もあるし、

いろんな地域交流がないと、ただ帰ってきて
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も、周りとの接触がなければ、どんどん病気と

いいますか、ひきこもりといいますか、そうい

う形になってしまいがちだというふうに聞いて

おります。シルバー人材センターで働いている

方々は老人医療費は半分で済んでいるとかいう

形で、やっぱりしっかりと仕事をフォローして

いくことが重要だというふうに認識しておりま

すので、そういった意味でしっかりと移住政策

をやっていただきたいというふうに思います。

次に、県土整備部長にお伺いしますが、先ほ

ど第三者機関を設けるべきではないかという話

の中に、現在でも不服審査会に申し立てている

ということでありますけれども、発注者側はそ

うでしょうが、請負者側はなかなかそこまで

持っていきづらいというのが現状ではないのか

なというふうに思っております。でありますの

で、もし数値がわかればなんですが、この審査

会に、平成17年、18年何件申し立てがあったの

かお伺いしたいというふうに思います。

最近の実績で○県土整備部長（野口宏一君）

ございますけれども、平成17年に１件あったき

りでございます。そういうことで、御指摘のと

おり非常に使いづらいかもしれません。先ほど

も答弁で申し上げましたけれども、事務所に相

談しにくければ、本庁の方に相談していただい

ても結構でございますので、できるだけ対応を

させていただくような形にさせていただきたい

と思っております。

知事、今１件ということで○丸山裕次郎議員

あります。非常に相談しにくいということであ

ります。第三者機関を設置しないと、建設産業

の方々は苦労するだけであって、恐らく廃業も

しくは倒産に追い込まれてしまうと思っていま

す。今の状態は、仕事をとっても地獄、とらな

くても地獄という形で、いつやめようか、逃げ

てしまおうかというような方が多いのでありま

す。実際、残念ながら、私の友人も今、連絡が

とれない状況になっております。これ以上、建

設関係の方々が苦しめば、知事が言う県民総力

戦ということはないというふうに思っておりま

す。

近年、「大学」という古典を勉強している中

にこの文がありましたので、少し読ませていた

だきます。「徳は本なり。財は末なり。本を外
もと すえ

にし末を内にすれば、民を争わしめて奪うこと

を施く。是の故に財聚れば則ち民散ず。財散ず
し あつま

れば則ち民聚る。」、これは、要するに「徳が

本で財は末である。本である徳をおろそかにし

て、末である財を重んずれば民を争わせてしま

と、それを施してしまう」ということでありま

す。実際それを今、県の方は行っているのでは

ないかと。また、税を厳しく取り立てれば、そ

の国からは民が逃げてしまう。逆に、しっかり

としたことをやると民が来てくれるということ

であります。今の宮崎県の状況は、ただ県が厳

しくしていて、県民に対して、特に建設産業に

対しては何もしてくれないのが現状だというふ

うに思っておりますので、しっかりとしたサポ

ートも含めてお願い申し上げまして、質問を終

わります。（拍手）

ここで、10分間の休憩をいた○坂口博美議長

します。

午後３時９分休憩

午後３時19分開議

休憩前に引き続き会議を開き○坂口博美議長

ます。

次は、８番山下博三議員。

〔登壇〕（拍手） それでは、○山下博三議員

通告に従いまして順次質問に入らせていただき
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ます。

その前に、私は都城市議会議員２期５年の経

験のもと、ことしの４月の統一地方選挙におき

まして、都城市選挙区のたくさんの皆様方と出

会い、そして温かい御支援をいただき、無事当

選を果たすことができました。改めて、この壇

上に立ち責任の重大さを感じているところであ

ります。諸先輩議員各位、そして同期の皆さ

ん、また、東国原知事を初めとする執行部の皆

さん方、御指導、御鞭撻のほどよろしくお願い

を申し上げたいと存じます。

今回の選挙戦の中で、昨年秋の県政の不祥事

を受けまして、東国原知事の「宮崎をどげんか

せんといかん」という熱い気持ちと同じよう

に、「宮崎県を、あるいは都城地域を、そして

農林業を何とか元気にしてほしい」、さらには

「息子の働く場所をつくってほしい」「介護福

祉を充実してほしい」などの多くの声が寄せら

れ、宮崎の改革、再生が求められた選挙でもあ

りました。県議会のあり方についても、市民の

皆さん方から厳しく問われたところでもありま

した。

私自身は、高校卒業後、農業に従事してまい

りましたが、農業をめぐる動きも、今日までに

大きな変化を遂げてまいりました。国際貿易の

伸展する中、農林水産業の第１次産業のみが他

産業の発展から取り残されているような気持ち

に陥るときもあります。しかし、人間が生きて

いくために必要な食料を供給する産業は、これ

からも持続的に発展していかなければならない

ことは、だれしもが認めるところであると思い

ます。私は、農業を何とか元気にしたいという

熱い思いを中心に訴えてきたところでもありま

す。ここに、気持ちを新たにして頑張ってまい

りますので、皆様方の御理解と御協力をよろし

くお願いいたします。

それでは、初めての登壇でありますので、今

日多くの県民が抱えている不安、そして私の思

う諸課題等を訴えながら質問に入らせていただ

きます。

まず、「新みやざき創造計画」についてお尋

ねをいたします。

県は、東国原知事のマニフェストをもとにし

た、新たな総合計画であります新みやざき創造

計画を策定されました。この計画は、知事の任

期期間である４カ年の県政運営の基本的な考え

方や重点施策の内容を盛り込んだ新しい総合計

画であります。今回の県民総力戦で進める新み

やざき創造計画の実現に向けては、まさに115万

県民の全員の協力が必要であると思っておりま

す。この新みやざき創造計画を進めていく上

で、県民に期待されることは何なのか、また職

員に何を期待されるのか、知事にお伺いをいた

します。

次に、企業誘致について、商工観光労働部長

に３点ほどお伺いをいたします。

まず、第１点目でありますが、企業誘致は、

全国はもとより県内各地域とも、地域の将来を

かけて必死で取り組んでおられるところであり

ます。しかしながら、新たな企業誘致が新たな

地域格差を発生しても、均衡ある県土の発展に

とっては問題だと思うのであります。ついて

は、県内への企業誘致に当たっては、どのよう

な企業を、どのような地域に配置しようと考え

ておられるのか、お伺いをいたします。

第２点目は、今回新たに引き上げられた大規

模立地企業への企業立地促進補助金が、九州で

もトップであることは、企業の県内進出への意

欲や動機を高める効果は大きいと考えられま

す。そこで、この大型企業はどのような企業を
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考えておられるのかお伺いをいたします。

第３点目として、企業誘致に向けては、これ

までにも県内それぞれの地域で取り組まれてき

ております。企業も、進出するに当たっては、

大規模な土地を必要とする製造業、あるいは労

働力を必要とするもの、ＩＴ等のソフト企業等

いろいろあると思うんですが、宮崎県の基幹産

業である農林水産業を活性化あるいは元気づけ

る関連企業の誘致も、一方では重要であると考

えているところでもあります。そこで、今回の

企業立地促進補助金の見直しの中で、農林水産

業の基幹産業と連携した企業への補助金の充実

強化をされたのか、あるいはこの見直しのポイ

ントはどこに置かれたのか、お伺いをいたしま

す。

次に、福祉政策について福祉保健部長にお伺

いをいたします。

平成12年にスタートしました介護保険も８年

目を迎え、県内の介護支援施設も順次充実して

きていると私は感じております。しかし、毎年

高齢者が急速に増加している一方で、施設の不

足が地域で生じているのではと危惧いたしてお

るところであります。また、市町村にとって

は、財政難の中で介護保険への負担の増大が大

きな問題となってきております。したがって、

財政改革が進められる中では在宅介護が叫ばれ

るのも納得できるものであります。そこで、現

在、県内における要介護認定者数、介護給付費

及び県費負担金の推移をお伺いいたします。

また、要介護認定４から５の認定者数、この

方が何名ほどおられるのか。そして、この認定

者の中で在宅介護を受けておられる方が何人お

られるのか、お伺いいたします。

次に、農政問題についてお伺いをいたしま

す。

宮崎県は、温暖多照な気候条件を生かしてさ

まざまな農畜産物が生産され、現在では農業産

出額が全国第６位で、我が国の食料供給基地と

して重要な役割を担っております。しかし一方

では、大消費地から遠いというハンディキャッ

プもあります。そこで、知事にお尋ねいたしま

す。本県農業の将来像をどのように認識されて

おるのか。特に、「攻めの農政」、あるいは地

域の特性を生かした「みやざきブランド」の確

立に向けて、将来、例えば10年先を見通したと

きに何が重要と思われるのか、お伺いをいたし

ます。

次に、ＥＰＡ対策について農政水産部長にお

伺いをいたします。経済のグローバル化の進展

に伴って、農産物輸入関税の撤廃の動きが活発

化し、予断を許さない状況にあります。もし、

米や肉・牛乳等の畜産物の関税が撤廃される

と、本県はもとより、我が国農業を崩壊させる

ものであり、地域経済に大きな影響を与えるも

のであります。本県では、オーストラリアとの

ＥＰＡ交渉で輸入関税が撤廃されたときの悪影

響が、肉用牛、乳用牛などの産出額で約687億

円、現在の本県農業産出額の約20％になるもの

と思われます。また、関連する他産業への影響

を含めますと約1,000億円もの損失が出ると予想

されております。そこで、このようなグローバ

ルな動きに対してどのような認識をされておる

のか、お伺いをいたします。また、その対策に

ついても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〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

総合計画を推進する上で、県民や職員に期待

することについてであります。私は、無から有
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を生み出す、これまで価値がないとされてきた

ものに価値を見出すというアイデア、例えば県

庁舎や公舎自体を観光資源にする、そういった

発想の転換をし創造することこそが、この厳し

い自治体間競争を勝ち抜く時代に最も必要なこ

とであると考えております。それをもって、こ

のたび「新みやざき創造計画」を策定させてい

ただきました。地方の再生や活性化に関する議

論の中で、お決まりのように、個性を生かし

た、自主自立の地域づくりの必要性が語られて

おりますが、真に独創的で価値あるものを生み

出すことは、実は大変困難なことであると考え

ております。私は、その真の創造にチャレンジ

していきたいと考えております。私淑する故岩

切章太郎翁の「心配するな工夫せよ」、この言

葉を胸に、宮崎をどげんかせんないかん、そう

考えているわけでございます。

しかしながら、私一人ではどげんもできん。

私は従来の発想を変えて、県民、県職員、県議

会、まさに総力戦で新しい宮崎の創造に取り組

もうと主張させてもらっております。県民の皆

さん一人一人が県政に積極的に参画し、要求

し、知恵を出し、汗を流し、協働参画で県民総

力戦で施策に従事していただきたい、そのよう

に考えております。県職員の皆様も、「これは

できん」から「できるかもしらん。どうしたら

できるだろうか」という可能性を追求する柔軟

な発想と明確なコスト意識を持っていただき、

従来の固定観念や部局の枠を超えて、私と一緒

に創造にチャレンジしていただきたい、かよう

に考えております。

続きまして、農業振興上最も重要な課題につ

いてであります。本県ではこれまで、温暖な気

候や豊かな自然を最大限に活用した農業の展開

により、全国に野菜や畜産物を供給する食料供

給県として発展してきておりまして、平成17年

度の農業産出額は全国第６位の3,206億円となっ

ております。しかしながら、農業分野において

も高齢化や担い手不足が進行しておりまして、

今後10年間を見通したとき、最も重要な問題

は、この農業生産を支える担い手、その育成と

保護だと、そして確保だと考えております。こ

のため、認定農業者や農業法人、集落営農等の

地域農業の核となる意欲ある担い手を育成確保

し、これら担い手を中心に、低コストで消費者

のニーズを踏まえた、安全で質の高い農産物の

生産体制を構築するとともに、安定的に消費者

に届けられる産地を目指して、施策を推進して

いかなければならないと考えております。〔降

壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（宮本 尊君）

えします。

介護保険の要介護認定者数等についてであり

ます。要介護認定を受けた方は、要支援の方も

含めまして、平成19年４月末で約４万5,000人、

介護給付費は平成19年度当初予算で約722億円

と、制度がスタートしました平成12年度に比べ

まして、いずれも約1.6倍の増加となっておりま

す。また、この介護給付費に対する県費の負担

金でありますが、これも年々増加しておりまし

て、平成19年度当初予算は約109億円と、平成12

年度に比べまして２倍近くとなっております。

要介護４ないし５の認定者数につきましては、

平成19年４月末で約１万500人でありますが、こ

のうち在宅で介護を受けておられる方は約4,200

人と見込まれます。以上でございます。〔降

壇〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（高山幹男君）

お答えいたします。

まず、企業誘致における業種と地域について
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であります。企業誘致の対象業種としまして

は、今後成長が見込める業種を中心に誘致活動

を進めることとしておりまして、具体的には、

半導体・デバイス産業、自動車産業、コールセ

ンターを初めとする情報サービス産業のほか、

太陽電池等の新エネルギー、バイオ、食品製造

業、さらには医療関連企業などを考えておりま

す。

また、県全体の産業振興を図る上では、県内

各地に企業立地が進むことが有効であります

が、地方への立地を検討している企業におきま

しては、道路や港などのインフラ整備の状況、

労働力の供給体制、電力や工業用水、自治体の

優遇制度など、さまざまな観点から検討しまし

て立地を決定している状況にございます。この

ため県では、地域における市町村間の広域連携

を図りながら、地域の特性を生かした企業誘致

活動を行うため、昨年、県内５地区に企業立地

促進協議会を立ち上げたところでございます。

今後は、協議会を活用しながら、企業立地の推

進が図られるよう努力してまいりたいというふ

うに考えております。

次に、大型投資案件の企業誘致についてであ

ります。企業立地促進補助金の最高限度額50億

円の対象となりますのは、新たに県内から500人

を超える常用雇用を行い、あわせて1,000億円を

超える投資を行う企業でございます。対象とな

る業種につきましては、半導体・デバイス産

業、自動車産業、太陽電池等の新エネルギー関

連製造業などの成長産業が考えられるところで

ございます。

最後に、企業立地促進補助金の見直しのポイ

ントについてでございます。今回の見直しは、

企業誘致の自治体間競争が激しさを増す中、各

自治体の優遇制度が多様化・高額化している状

況を踏まえて行ったものであります。中でも企

業立地に関する補助金は、企業誘致の際の大き

なインセンティブの一つでありますが、年々高

額化しておりまして、本県のこれまでの補助金

の最高限度額は５億円ということで、九州で最

も少ない額でありましたので、情報サービス産

業の場合８億円に、製造業の場合、九州最高額

となる50億円に増額することとしたところであ

ります。

御質問にございました、農林水産業と連携し

た食品関係製造業等の誘致につきましても、本

県の基幹産業であります農林水産業の振興に

とっても大いに有効でありますので、引き続き

積極的に取り組んで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。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（後藤仁俊君）

えいたします。

日豪ＥＰＡ交渉により影響を受ける乳製品及

び牛肉についての認識、その対策についてであ

ります。交渉の結果といたしまして、乳製品・

牛肉などの重要品目の関税が撤廃されました場

合、宮崎の畜産のみならず、日本の農業・畜産

が受ける打撃は極めて大きく、関連産業や地域

全体にも影響が及ぶものと考えております。こ

のような認識のもと、５月11日にはＪＡグルー

プ宮崎等との共催で、広く県民が参加し、行動

に移すための「日豪ＥＰＡ交渉対策緊急宮崎県

民大会」を開催いたしたところであります。県

といたしましては、引き続き国に対し、交渉に

当たって重要品目を関税撤廃の対象から除外す

るなどの適切な対応を強く要望しているところ

でございます。

また、国際化の中で、危機意識を持ち、長期

計画に基づいた畜産農家の競争力強化のための

生産基盤づくりや、消費者に対し国産品の魅力
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を伝えるための質の高い安全・安心な畜産物供

給に積極的に取り組み、畜産主産地としての地

位を堅持してまいりたいと存じます。以上でご

ざいます。〔降壇〕

それぞれ御答弁ありがとうご○山下博三議員

ざいました。

ここでもう一回、また知事にお伺いしたいと

思うんです。まず、知事さんが就任されてもう

５カ月になられただろうと思うんですが、宮崎

のセールスマンとして連日、不眠不休で頑張っ

ていただいておりますこと、これはテレビ報道

でかなり、県民、そして全国の皆さん方が大変

興味を持ちながら、宮崎県というのが本当に全

国に知れ渡ったと、そのことで大変私どもも感

謝を申し上げているところであります。知事が

全国駆けずり回りながら宮崎産の 農産物が―

主体なんですが ＰＲをしていただいている―

中で、特にマンゴーや完熟キンカン、地頭鶏、

ブランド品というのは特に人気が高まりますと

ともに、価格でも大変いい条件で取引がなされ

ておると。そのような影響の中で大変農家も喜

んでおられるところでありますが、これまで知

事がトップセールスをされる中で、みやざきブ

ランドを、これ以上、またこれを下回らないよ

うなブランド品として拡大させていくために

は、生産者、そして産地にどういうことが必要

だと感じておられるか、お伺いをしたいと思い

ます。

お答えいたします。○知事（東国原英夫君）

就任して約５カ月弱なんですが、これまで、

東京大田市場、あるいは大阪・福岡市場、その

他もろもろの市場、あるいは消費者等に接して

きまして思うことは、宮崎の物産、産品、ある

いはブランドものは非常に力強い、そして安全

・安心だということでございます。ただ、とも

すると安全・安心さが確保されたり担保されな

い部分もございます。例えば大阪市場で切り干

し大根というものに対してのクレームがつきま

した。それは、天日干しのせいか、天日のとき

にごみが入るらしいです。それで調査しまし

た。そしたらやはり、はけだったり髪の毛だっ

たり、ピンとかブラシなど、そういったものが

発見されました。天日干しということの証左で

はないかと思っているんですが。そういったも

のが安全とか安心というものを非常に損なう要

因になるかと思います。そういったものには、

生産者に対して非常に注意していただきたいと

思っております。

あとは生産量の問題ですが、ある一定の量を

定期的に確保するということを、東京市場、大

阪市場、大都市の市場は要求しておられまし

た。今後は、ＰＲ力も含めて、新たなブランド

力の拡大に向けても尽力していかなければいけ

ないなと。同時に、今あるものを質を落とさな

いで量産する、拡大生産に持っていくことが生

産者に要求されていることではないかと考えて

おります。以上です。

今、大変いいアドバイスをい○山下博三議員

ただいたんですけれども、そのことを生産者も

しくは産地のほうにフィードバックしていただ

きまして、情報を適切に伝えていただきながら

農家産地はそれぞれ安全・安心というのを―

大きな責任と義務として今やっているわけです

から その情報をもとに信用ある産物づくり―

に励んでいただきたいと、そのように思ってお

ります。

それから、連日、知事の部屋の方に宮崎県産

の農産物が届いておるだろうと思うんですが、

その中でいろんなものを御賞味いただいておる

だろうと思うんです。その中で農家の皆さん方
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は、それぞれ売っていただきたい、東国原知事

のアンテナの中で拡大をしていただきたいとい

う思いの中で、それぞれ知事室に伺って、期待

を中に込められておるだろうと思うんですが、

知事が今から本当に売り出したいもの、そのこ

とを、お考えがあればお答えいただきたいと思

うんです。

そういうことはテレ○知事（東国原英夫君）

ビの前で言った方が効果的じゃないかなと思う

んですけれども……。

お答えいたします。

地鶏、マンゴーと来ました。もちろん宮崎牛

であったり豚で、畜産王国ということは打ち出

させていただいております。野菜も、キュウ

リ、ピーマン等々も安定した供給量、生産高を

誇っております。私は今後、宮崎としての付加

価値がつくものであれば、意外性のあるもの、

例えば最近、海産物等に目をつけておるわけで

ございます。昨今、ニュースでありました、

「中国産のウナギ等が高くなった。県内生産に

かかる期待が大きい」ということでございまし

て、宮崎は全国でも３位の生産高でございま

す。鹿児島と宮崎を合わせて県内生産量の６割
※

を占めているウナギ、あるいはその他のサバ、

アジ、そして金鱧、みやざきブランド品です

ね。あるいはマグロ、カツオ等の海産物も宮崎

は優秀である、おいしいんであると、安全・安

心であるということを広くこれからＰＲしてま

いりたいと考えております。

ありがとうございます。人気○山下博三議員

の高いうちにどんどん売りさばいていただくと

ありがたいと思っております。よろしくお願い

いたします。

次に、総合政策本部長にお伺いをいたしてま

いります。今回策定されました新みやざき創造

計画の中にあります「新みやざき創造戦略」の

一つについて、私が考えておりますことの可能

性についてお尋ねをいたしたいと思います。そ

れは、「おもてなし日本一観光推進」について

でありますが、この戦略を進めるのには、観光

資源の掘り起こし、磨き上げの推進はもちろん

でありますが、ごみのないきれいな郷土宮崎で

お迎えすることが重要であると思っておりま

す。特に道路等に落ちているごみは、訪れる人

に不快な印象を与えるばかりでなく、地球環境

にとっても悪い影響を与えるものであります。

そこで、県民一丸となって、環境保全の戦略に

もあります、ごみを捨てない・出さない、分別

・リサイクルの推進に合わせて、道路などに落

ちているごみを積極的に拾う運動を展開しては

どうかということを考えているのであります。

この場合、ごみを家庭まで持ち帰り、家庭で分

別処分をするということが望ましいんですが、

これでは必ずしも県民の理解が得られないの

で、拾ったごみを集積する場所を公的に設ける

か、あるいは他の協力、例えばコンビニエンス

ストア等の協力を得ながら進めることはできな

いのかという思いであります。ただし、一般家

庭からのごみの持ち込みが懸念されますので、

これらと区分するシステムを設けることが必要

であるということはもちろんなんですが、この

ような取り組みの可能性についてどのように思

われるのか、お伺いしたいと思います。

ごみを拾う○総合政策本部長（村社秀継君）

運動についてでございますけれども、新みやざ

き創造計画におきましては、新しい宮崎の実現

は県民一人一人の努力によってなし遂げられる

ものであるとの考え方から、県づくりの基本姿

勢として、先ほどお話がありましたように「県

民総力戦」を明記いたしております。具体的に

※ 80ページに訂正発言あり
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は、県民に期待する事柄の例としまして、「環

境保全活動への積極的な取組みにより、自然と

共生した環境にやさしい社会づくりを進める」

ことなどを挙げております。また、新みやざき

創造計画の重点施策におきましては、省エネル

ギー、ごみを捨てない・出さない、きれいな川

づくり等の「地球にやさしい３つの行動」の全

県的展開の推進を掲げ、県民参加による環境美

化運動の実施等に取り組んでいくことといたし

ております。御提言にありましたように、ごみ

を拾う運動につきましては、県民総力戦による

環境保全の取り組みの一環として、さらには、

おもてなしの具体的な行動の一つとして推進し

てまいりたいと考えております。

ありがとうございました。○山下博三議員

県民運動、そういう形で今回、新たな政策を

打ち出していただいておるんですが、過去、私

どもは松形県政の中で「新ひむかづくり運動」

というのをやってまいりました。「なんでも挑

戦・みんなが参加」でしたか。そして、これは

５年、10年というスパンの中でさまざまな末端

への政策があり、そして県民で大きな運動とし

て取り組んできたところであります。また、安

藤県政、途中ではあったんですが、「元気みや

ざき県民運動」という形で提唱され、これをそ

れぞれの県政の中で取り組んでこられたんです

が、これは東国原知事の示される４年間でのマ

ニフェストの中でのそういう対応でありますか

ら。私は、先ほどもお伺いいたしましたよう

に、県民、そして県の職員、この人たちが本当

に観光客をおもてなしするのに、それぞれ意識

改革をやりながら、できることをやっていかな

ければならない、それが基本的なこの政策の進

め方であろうと、そのように思っております。

その中で一つの提案をしたところでありますか

ら、ぜひともまた前向きに御検討いただきなが

ら、そこに行き着く運動を展開していただくと

ありがたいと思っております。

続きまして、商工観光労働部長にお伺いをい

たしてまいりますが、先ほど議員の方から、午

前、午後、それぞれ企業誘致についてはお伺い

がありました。今回の選挙戦、そしてまた市議

会を通じました今までの活動の中で、本当に都

市と地域との格差というのが開いてきているん

です。その中で、高齢化問題、そして担い手が

いない、そういう地域からの本当に悲痛な声が

たくさん聞こえてくるわけですが、これに対し

ては、介護、高齢化を支えていくのも、若い人

たちが本当に地域に定着してくれないことには

支えられないんです。行政が抱えようとしたっ

て、これは無理難題であります。そのことに対

しましては、もう待ったなしで企業誘致を進め

ていかなければならないと、そういう思いであ

ります。

そのような中で、きょうも何人か、そういう

大勢の中でお聞きいただいておるわけです。私

はこのことに対して 一極集中ではなくて、―

県内各地、それぞれ市町村も、企業誘致に対し

てはかなりな努力をされておるところでありま

すが もう一回、商工観光労働部長にお伺い―

をいたします。バランスのある企業の誘致のあ

り方、そのことに対して、地域のことを本当に

考えていただきながら、一極集中にならないよ

うな考え方を、再度ここでお聞きいたしたいと

思います。

先ほども○商工観光労働部長（高山幹男君）

ちょっと御答弁申し上げましたけれども、県全

体の振興を考えるという観点から言いますと、

県内各地にいろんな企業が立地するということ

が非常に大事でございます。その観点もござい

平成19年６月13日(水)
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まして、各地域地域でそれぞれまとまって努力

していくということが非常に有効であろうとい

うことで、昨年、企業立地促進協議会を立ち上

げたところであります。そういったものでお互

いに情報交換しながら、一緒になって努力して

まいりたいと思いますので、今後ともよろしく

お願いしたいと存じます。以上であります。

ずっと答弁をいただきたかっ○山下博三議員

たんですが、何分にも時間がありませんので、

今、御答弁いただきましたように、ぜひとも各

市町村、地域の意見を聞きながら、バランスを

とった誘致に御努力をお願いしたいと、そのよ

うにお願いを申し上げておきたいと存じます。

続きまして、福祉保健部長にお尋ねをいたし

ます。先ほど介護者の、いわゆる要介護の数に

ついてもお聞きをさせていただきました。そし

て、介護保険料が700億円を超える莫大なお金が

使われているということでの報告でありまし

た。なおかつ県の財政の中でも100億円を超える

介護のお金がかかっているということなんで

す。先ほど、在宅介護者の人数というのは理解

をいたしたところなんですが、どんどん要介護

４・５の人たちがふえてきている中で、今それ

ぞれ財政難の中で行政指導もあろうと思うんで

すが、施設入所に比べまして、在宅介護を推進

するということは、保険の給付金が抑えられる

効果があるんです。また一方で、在宅介護に携

わる人たち、御家族の精神的、肉体的な苦労と

いうのははかり知れないものがあるんです。し

たがって、在宅介護者へのねぎらい手当のよう

な支援が県として考えられないのか、お伺いを

したいと思います。

在宅介護者へ○福祉保健部長（宮本 尊君）

の手当につきましては、介護保険制度創設時に

国において議論がなされたところでございま

す。しかしながら、介護者の負担の軽減に結び

つかないなどという理由によりまして、制度と

しての導入が見送られたところであります。し

かしながら、介護保険制度の中の任意事業の中

で、市町村がそれぞれの実情に応じて家族手当

を支給するということは可能でありまして、本

県においても15の市町村で、一定の条件を満た

す方を対象に支給がされております。県といた

しましては、これらの事業への一部負担を行っ

ているところでありまして、今後とも、市町村

の介護保険事業が適正かつ円滑に運営されるよ

うに支援をしてまいりたいと思います。

ありがとうございます。○山下博三議員

実は、我が家もおふくろが要介護４でありま

して、88歳です。おやじが90歳なんです。家族

みんなで介護をやっているんですが、今、本当

にありがたい介護支援があるんですよね。在宅

介護でも、バリアフリーにしていただいたり、

動けなくなったらリフトもつけていただいた

り、大変感謝をいたしておるんですが、やはり

精神的、肉体的に、これには本当に大変な苦労

があります。その中で、見る立場の責任と義務

というのをお願いしていこうと思えば、何かし

らの手だても必要だなと、そのことも本当に痛

切に感じている次第であります。4,200戸ぐらい

だったですか、そういう人たちが在宅介護をさ

れておるということでありますから、県ができ

ないとすれば、市町村と連携していろんな形

で、今からふえるであろう在宅介護の支援策を

御検討いただきながら進めていただきますよう

に、これは要望をさせていただきたいと存じま

す。

次に、農政水産部長にお伺いをしてまいりた

いと存じます。今、農業の中で、知事が大変ア

ンテナを張っていただきまして、ありがたい立
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場になっている農業の分野。されど、さまざま

な制約の中で、農業が本当に厳しい環境にある

分野があるんです。それは酪農家の状況なんで

す。この打開、何とか解決するべく、生産者を

挙げてここ数年、消費拡大もひっくるめて、大

変な危機を突破するべく取り組みをしてきてお

るところなんですが、今の酪農家の現状と課題

ということについてちょっと述べさせていただ

きたいと思うんです。県内の酪農家が10年前

は683戸あったんです。６月上旬現在が409戸、

何と274戸、10カ年の間に減少しているんです。

特に高齢化している人たち、そして担い手が廃

業することに、本当に厳しい環境の中で、さら

に拍車がかかってくるような感じがするんで

す。さきの10年間というのは２～３％ぐらいの

減少率なんです。しかし、昨年の４月からこと

しの６月までの１年２カ月で、約１割になりま

す41戸の酪農家が廃業されているんです。そう

いう実態があるんですが、そのことに対しての

部長の認識を、どうとらえておられるのかお伺

いしたいと思います。

酪農経営につ○農政水産部長（後藤仁俊君）

きましては、牛乳の消費低迷、これに伴う計画

減産といった問題、さらには配合飼料の価格高

騰に伴います生産コストの増大というようなこ

とが大変厳しい状況としてあるのだろうという

ふうに認識いたしております。県といたしまし

ては、酪農家が安心して牛乳生産ができるよう

に、牛乳の消費拡大を図ることや、その消費に

見合う供給体制を確立するということが最大の

課題ではないかというふうに考えております。

以上でございます。

認識をされておるようなんで○山下博三議員

すが、本当に環境が厳しくなったんですね。酪

農家は、安全・安心なものを要求されながら、

コストをかけて、いい牛乳、いい乳を搾ろうと

いう努力をしてまいりました。本当に農家の責

任ではないと思うんです。社会的な要素の中で

飲用向けの消費が下がったり、そしてえさが上

がったり、今本当に、地域を支えている農業後

継者、そして規模拡大をした農業後継者、夢ま

でそがれて、どうしようもないような環境に

なっているんです。その中で酪農家というの

は、一番地域の中で 土地利用型農業であり―

ますから、例えば30頭の成牛がおりますと、10

町ぐらいの農地を耕して飼料をつくっておるの

が今の現状なんです 先進的な農業をやって―

きておりますから、地域のリーダーであります

し、地域の集落を支える一つの経営体であるの

が酪農家なんです。恐らく現状に至りまして

は、またことしのうちにかなりの人たちが経営

を去っていくだろうと、そういうことが懸念を

されているんです。

知事にちょっとまた御質問をしたいと思うん

ですが、知事、一昨日でしたか、酪農青年女性

部の皆さん方が知事に、本当に思いを込めて、

「父の日」牛乳のプレゼントという形で、忙し

い時間をとっていただいておじゃましただろう

と思うんですが、牛乳はお好きですか。そして

飲まれて、思いというのがどのように伝わった

のかお伺いしたいと思います。

はい、いただきまし○知事（東国原英夫君）

た。この数カ月でかなり酪農家の方たちに、陳

情ですか、要望ですか、要請に来ていただいて

おります。現状としては、やはり消費活動が低

迷した、みんな牛乳を飲まなくなった。乳製

品、チーズとかそういったものは維持あるいは

増加しているらしいんですが、飲乳をしなく

なったということが経営基盤を圧迫している最

大の要因かなと思っております。私も、小さい
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ことではありますが、毎日、牛乳をコップ３分

の２ほど、毎日お昼時間に出てきますので飲ん

でおります。私のうちは４人で住んでおります

が、１日で１パック飲むことを目標にしており

ます。小さなことですが、その小さなことが積

み重なって、酪農家を支える原資となることだ

と考えております。

ありがとうございます。○山下博三議員

今、必死で生産者団体は、東国原知事のイラ

スト入りのバスまで走らせたり、パックも、宮

崎産牛乳を消費しましょう、売っていきましょ

うという形で、東国原知事のイラストを、許可

をもらいながら、全国に展開して売っていこう

と。それしか生き残れないんです。そのことに

今、思いを込めて頑張っておりますから、また

御支援をいただきますようにお願いを申し上げ

たいと存じます。

それから、大変酪農家の現状は厳しいわけな

んですが、手取り乳価も去年からしてキロ10円

から下がっているんです。そして配合飼料等も

値上がりしてきましたし、石油の代替エネルギ

ーでありますトウモロコシまで車が食う時代に

なってきたと。そのことで大変農家の経営コス

トが上がっている状況なんです。農政水産部長

にお伺いしたいと思うんですが、いわゆるコス

トを引き下げていくためには、国も指針で示し

ているんですが、100％の自給飼料体制をつくっ

ていこうと。外国から配合飼料のみならず粗飼

料まで輸入しているのが今の畜産経営なんで

す。多頭化の中でですね。それを何とかコスト

を引き下げていくためには、自給飼料をつくっ

ていこうという体制であるんですが、それに対

する対策等をお伺いしたいと思います。

自給粗飼料に○農政水産部長（後藤仁俊君）

つきましては、全県的な取り組みの展開により

まして、増産確保にこれまで努めてきたところ

でございます。このような中で、御指摘のとお

り、近年の配合飼料の価格高騰、これは酪農経

営に大きな影響を与えるものと考えておりまし

て、今後さらに自給粗飼料の増産体制の確立が

重要であるというふうに考えております。この

ため県といたしましては、自給飼料の低コスト

生産を推進いたしますため、飼料作物機械の導

入助成、あるいは耕畜連携水田活用対策等によ

りまして、飼料作物の生産拡大を支援いたして

おります。今後も配合飼料価格の高値安定が予

想されますので、地域の自給粗飼料の生産供給

を担う、いわゆるコントラクター組織の支援等

も行いまして、自給粗飼料の安定確保に努めて

まいりたいというふうに考えております。

ありがとうございました。○山下博三議員

こういう自給飼料をつくったり、その対応の

中で、もう一つ、酪農家の所得安定。そして酪

農を廃業される場合に、畜産基地でありますか

ら、何とか和牛経営の方に移行させられない

か、これが我々経済団体、農家からの要望もい

ろいろ出ているわけなんですが、そういう希望

する農家に、培ってきた技術を生かすことも大

事だろうと思っております。そのために、今県

が取り組んでおります受精卵、この事業を取り

入れていくことが一番の所得安定そのものにつ

ながっていくだろうと思うんですが、さらにこ

れを充実させていこうという対応がなされてお

るのかどうか、お伺いしたいと思います。

和牛受精卵に○農政水産部長（後藤仁俊君）

つきましては、県内では畜産試験場を初め地域

採卵協議会で採卵されまして、県内の酪農家や

和牛繁殖農家等で移植しまして、子牛の生産に

広く活用されております。今御指摘のございま

したように、特に酪農家につきましては、初妊
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牛での難産防止、所得確保の面から近年、非常

に利用が高まっておるということで、畜産試験

場から供給されています和牛受精卵の約８割が

酪農家で利用されております。今後とも酪農家

からの利用が高まることが考えられますので、

これまでの対策の着実な実施に加えまして、本

議会に補正予算としてお願いいたしております

酪農経営活性化事業によりまして、畜産公社も

活用しながら、酪農家向けの和牛受精卵の供給

体制の充実を図ってまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございます。ぜひ○山下博三議員

酪農家団体・組織等のニーズにこたえられるよ

うに、県の方でも努力していただきたいと、そ

のように思っております。

それから、消費拡大の件に、もうちょっと入

らせていただきたいと思うんですが、今、学校

給食、年間190日あるだろうと思うんです。この

中で、200㏄の牛乳が利用されておるところであ

りますが、他県（鹿児島県）において250～300

㏄の牛乳を提供されているんです。いわゆる消

費拡大、200㏄ではなくて。特に中学生以上に

なってきますと体力も出てきますから、できま

すれば学校給食の中で250～300㏄の容器変換、

そういう消費拡大は取り組めないか、検討され

ておられないか、お伺いしたいと思います。

小学生、中学○農政水産部長（後藤仁俊君）

生の昼食用の牛乳、いわゆる学乳につきまして

は、児童生徒の体位・体力の向上、それから牛

乳の消費拡大に大きく貢献しているというふう

に考えております。県といたしましては、県産

牛乳飲用定着化事業によりまして、牧場や牛乳

工場での触れ合い体験、それから需要拡大のた

めの各種イベント等を通じまして、学乳の安定

需要の確保、消費量の拡大に努めております。

今御指摘のありました、250㏄、300㏄に１人当

たりの供給量をふやすことにつきましては、50

㏄ふえれば９円程度上がるかというふうにも聞

いていますが、そういった保護者の負担、それ

から牛乳工場の体制等の課題もございますの

で、関係機関と検討してまいりたいというふう

に考えております。

最後になりましたが、一番大○山下博三議員

事な問題で、これに時間をかけたかったんです

が、取り急ぎお伺いしていきたいと思うんで

す。農振法、農業振興地域内における農家住宅

の農地転用についてであります。畜産農家が、

公害防止や規模拡大に向けて、みずから所有す

る農地に畜舎を建設し、その畜舎に隣接して農

家住宅を建設することは、今の制度では困難で

あります。しかし、家畜の管理や出産時の事故

防止には多大な労力を要するため、農業経営上

は、畜舎に隣接して住居、すなわち農家住宅を

建設することが合理的であると思うんでありま

すが、農用地区域内の畜舎の近隣に農家住宅を

建設できない現状について、県としてはどう対

応していかれるのか、お伺いをしたいと思いま

す。

「農業振興地○農政水産部長（後藤仁俊君）

域の整備に関する法律」におきましては、優良

農地の確保と土地の有効利用を図る観点から、

原則として農用地区域内の住宅建設は認めてお

りません。ただ、農家住宅の建設に対しまし

て、今御指摘のような声があることは、私ども

十分に承知いたしております。農用地の集団性

や営農への支障がない場合には、農用地区域か

ら除外して建設することが可能になるといった

ケースもあろうかというふうにも思いますの

で、県といたしましては、関係法令を踏まえた

上で、農業者が安心して効率的に農業経営を行
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えるよう、市町村と十分に協議しながら、個別

事案ごとに適切に対処してまいりたいというふ

うに思います。

ありがとうございました。○山下博三議員

農振法については、長い農業の歴史の中で、

限られた畜産の経営農家が規模拡大して移転を

していくわけですから、やはり家畜とともに―

―例えば牛の鳴き声が聞こえるぐらいの範囲内

に家ができないと、やはり事故につながってく

るんです。そのことを考えますと、人間のスト

レス、そして牛のストレスもたまってまいりま

すので、ぜひとも農振の問題につきましては、

市町村とも連携をとりながら応分な判断をして

いただきますようにお願い申し上げまして、質

問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

済みません、訂正が○知事（東国原英夫君）

ございます。先ほど私の発言で、ウナギの生産

量について、鹿児島、宮崎合わせて県内生産量

の約６割と申し上げましたが、国内生産量の約

５割ですので、発言の訂正をお願いします。失

礼いたしました。

以上で本日の質問は終わりま○坂口博美議長

した。

あすは午前10時開会、本日に引き続き一般質

問であります。

本日はこれにて散会いたします。

午後４時16分散会
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