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平 成 1 9 年 ９ 月 1 2 日 ( 水 曜 日 )

午前 10時 1分開議

出 席 議 員（45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 ）

37番 中 野 一 則 （ 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 （自由民主党）

50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 中 村 幸 一 （ 同 ）

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 相 浦 勇 二

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
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議案第19号から第27号まで追加上程◎

ただいまの出席議員45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。

本日の日程は代表質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第19号から第27

号までの送付を受けましたので、これらを日程

に追加し、議題とすることに御異議ございませ

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

号から議案第27号までについて御説明申し上げ

ます。

まず、議案第19号は、「知事等の給料の減額

に関する条例」であります。今般の不適正な事

務処理問題に関しまして、私並びに関係する特

別職である副知事、教育長及び代表監査委員に

ついて、その責任を明確にするため、給料の減

額を行うものであります。

次に、議案第20号は、教育委員会委員岩下サ

チ子氏が平成19年10月９日をもって任期満了と

なりますので、この後任委員として近藤好子氏

を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４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。

続きまして、議案第21号から第27号は、土地

利用審査会委員萩元重喜氏ほか６名の委員が平

成19年10月24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迫敏輝氏ほか６名を

任命いたしたく、国土利用計画法第39条第４項

の規定により、県議会の同意を求めるというも

のでございます。よろしく御審議のほどお願い

申し上げます。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○坂口博美議長

代表質問◎

それでは、ただいまから代表○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

代表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、自由民主党、46番井本英雄議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○井本英雄委員

ざいます。まずは、台風第４号、第５号で被災

された方たちに対しまして、心よりお見舞いを

申し上げたいと思います。

また、先日御逝去されました松形元知事の御

冥福を心からお祈りしたいと思います。

それでは、自由民主党を代表して、ただいま

より質問を行っていきたいと思います。私も最

初の質問というのは初めてのことでありまし

て、いささか緊張しております。

それでは、県民総力戦について、まずお伺い

したいと思います。

「県民総力戦」という言葉は、ことし６月に

策定された県の総合計画である「新みやざき創

造計画」において、県づくりの基本姿勢の一つ

として掲げられております。知事もまた、機会

あるごとに県民に対して県民総力戦を呼びかけ

られております。県民総力戦といいますと、私

など人間が古いせいか、「戦」という字がある

平成19年９月12日(水)
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わけでありますので、あの戦時中の国家総動員

法を思い出してしようがないわけであります

が、何かもう少し宮崎県らしい穏やかな、例え

ば「県民思いやり総運動」とか、そんなものは

なかったのかなと思うんですが、それは私の主

観でありまして……。

それはそうといたしまして、安藤前知事の時

代には、「県民が主役」の名のもとに県民サポ

ーター制度というものが設けられておりまし

た。そして、県民の県政への参加を呼びかけて

いたわけでありますが、東国原知事における

「県民総力戦」というのは一体何なのか。具体

的にどのような展開を図っていこうとしておら

れるのか。単なる県民に対する精神的な呼びか

けと解してよろしいのでしょうか、知事のお考

えをお聞かせ願いたいと思います。

次に、「宮崎県行財政改革大綱2007」におけ

る意識改革についてお尋ねいたします。

この宮崎県行財政改革大綱2007は、意識改

革、経営改革、協働改革、入札改革、財政改革

の５つの改革プログラムで構成された内容と

なっております。この中で、特に改革を進める

ためには職員一人一人の意識改革が基本である

という考えから、意識改革を最重要課題として

５つの改革プログラムの筆頭に置いたと聞いて

おります。

ところで、知事は、ことしの４月２日の新規

採用職員の入庁式において、「部長は要らな

い、実動部隊が重要。55歳ぐらいで自主的にや

めてもらってもいい」、そういった発言をした

と聞いております。また、７月25日に福岡市内

において開催された講演会においては、地方公

務員のスト権付与の問題に関して、「スト権を

与えるかわりに首にできる制度をつくればい

い」といった趣旨の発言をされたと聞いており

ます。県職員といえども、仕事に安定性だけを

求めているのではありません。仕事にやりがい

を持ちたい、自分の能力を目いっぱい発揮した

いという思いは、人間として当たり前でありま

す。執行権を持っているのは知事さんだけであ

ります。職員は知事の代行者であります。県民

総力戦にいたしましても、知事の手足である職

員がその気にならなければ、成功することはな

いと思うのであります。我々県議会議員は知事

に対するチェック機関でありますから、我々な

らこのような発言もありますが、知事は立場が

違うのであります。職員が知事と心を一つにし

て、知事のもとで働くことを誇りとし、喜びと

するようにしむけることが大切であると私は思

うのであります。知事がこのような発言をした

意図は何なのか。また、職員が意欲を持って仕

事をするような組織風土改革にどのように取り

組んでいくのか、お尋ねしたいと思います。

次に、平成20年度の当初予算編成についてお

尋ねいたします。

国においては、平成20年度概算要求基準に基

づき、各省庁による概算要求が８月末に出そ

ろっております。この概算要求基準を見ます

と、平成20年度予算は、昨年度決定された、い

わゆる「骨太の方針2006」で示された基準に

沿ったものとなっております。すなわち、2011

年度に国、地方のプライマリーバランスを黒字

化するという目標に向けて、最大限の削減を行

う方針が打ち出されておりますが、公共事業関

係費は昨年同様、最大値である３％カットとす

るなど厳しい要求基準となっております。

一方、本県でありますが、ことし３月末に

「新たな財政改革推進計画」が決定され、東国

原知事のマニフェスト等に基づき、単年度350億

円の歳出見直しや、一般財源ベースで600億円以
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上の収支不足額の圧縮等に向けて取り組まれて

いるところであります。安藤前知事が取り組ん

だ第１期の財政改革により、予算編成が困難に

なるという危機的な状況は当面回避できたわけ

でありますが、三位一体の改革による地方交付

税の大幅な削減や社会保障関係費の増加等で、

本県の財政状況は大変厳しい状況であります。

そうでありますから、引き続き財政改革に取り

組んでいかざるを得ないということについて

は、理解できるところであります。

しかし一方で、県としては、本県の厳しい経

済情勢にも十分配慮していくことが必要である

と思います。国は、我が国の経済情勢につい

て、「企業部門の好調さが持続するとともに、

家計部門の改善も続き、民間需要中心の経済成

長が持続する」としております。しかし、これ

は大都市部のみの話でありまして、疲弊した地

方の実情を全く理解していないのであります。

人口減少や高齢化、安全・安心の確保、産業振

興など、本県が抱えるさまざまな課題には、財

政が厳しい中にあっても的確に対応していく必

要があると思います。そこで、知事にお伺いい

たします。本県の厳しい財政状況や地域経済の

状況等を踏まえ、平成20年度の当初予算編成に

どう取り組んでいくのか、知事の基本的な考え

方についてお伺いいたします。

次に、裏金問題について総務部長にお尋ねい

たします。この件につきましては、全員協議会

におきまして、いろいろ突っ込んだ意見が出さ

れましたので、ここでは３点についてお聞きし

たいと思います。

まず最初に、責任というのは本来、故意・過

失責任が原則であろうと、私は思うのでありま

す。それを今度の場合は、道義的責任として返

還するということだろうと思われます。しか

し、道義的責任というのであるなら、強制する

ことはできないのではないかと思うのでありま

す。課長補佐以上に返還しなさいということが

出れば、課長補佐以上は出さざるを得ないので

はないか。言ってみれば強制と変わらないので

はないかと私は思うのでありますが、これにつ

いてどのように考えられるのか、お聞かせいた

だきたいと思います。

次に、新聞報道によれば、外部調査委員会の

役割は、基本的に庁内調査委員会の出された報

告の指導、提言にとどまったということであり

ます。外部調査委員会は、庁内調査委員会の報

告に頼ることなく、みずから出向いて調査する

ことはなかったということなのでしょうか。こ

れでは身内の調査と言われても仕方がありませ

ん。厳正を期すことはできないと思います。ど

のようにお考えでしょうか。

最後に、多額の不適正な事務処理が発覚した

ことについて、どのような感想を持ち、教訓が

得られたのか。また、それを今後どのように生

かしていこうと考えておられるのか、お聞かせ

ください。

次に、ＮＰＯとの協働についてお尋ねいたし

ます。

少子高齢化時代を迎え、ボランティアの力が

必要な時代となってきております。ＮＰＯは、

そのボランティアの中核として今後大きく成長

していかなければならない存在であります。全

国には３万2,000を超えるＮＰＯ法人があり、本

県でも220余りのＮＰＯ法人が設立されておりま

す。こうしたＮＰＯと地方自治体が手を取り

合って協働を進め、役割分担を明確にしながら

多様な住民サービスにこたえていく姿が、これ

からの行政の姿ではないかと思うのでありま

す。そこで、知事はＮＰＯの健全な育成につい
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てどのように考えておられるのか、お伺いいた

します。

また、今後、県内全域に協働の機運を醸成し

ていくには、県と市町村とＮＰＯが一体となっ

て協働を進めていくことが重要であります。県

としては、市町村とどのように連携しながらＮ

ＰＯとの協働の輪を広げていくつもりなのか、

知事のお考えをあわせてお伺いいたします。

また、新たな施策に取り組む手法の一つとし

てＮＰＯと協働する場合、行政主導で、いわゆ

る官製ＮＰＯをつくって事業を委託することに

なれば、ＮＰＯが行政の下請となり、ボラン

ティア精神が育たないことにもなりかねませ

ん。県の役割として、ＮＰＯが主体的に活動で

きるような協働の仕組みをつくるべきだと思い

ますが、地域生活部長の御見解をお伺いいたし

ます。

また、県は本年度中に協働事業マニュアルを

つくると聞いておりますが、それはどういう内

容になるのか。また、市町村との連携において

もマニュアルの活用を広めていくつもりはある

のか、地域生活部長の御見解をお伺いしたいと

思います。

次に、高千穂線についてお尋ねいたします。

高千穂線は、先般、槇峰―延岡間の廃止が確

定いたしました。高千穂線は、昭和７年、延岡

側から工事が始まり、実に40年の歳月をかけ

て、昭和47年に延岡―高千穂間が完成したので

ありました。熊本まで延ばすつもりで工事をし

ていたのでありますが、国鉄民営化のために工

事中止となりまして、経営主体も第三セクター

に移行したわけであります。平成17年９月の台

風災害で運休するまで、70年の長きにわたりま

して、沿線住民の生活路線として、また観光地

・高千穂につながる観光路線として大きな役割

を担ってまいりました。しかし近年、毎年7,000

万円、累積で11億円の赤字を出しているところ

に、このような台風災害に遭い、その復旧には

約30億円かかることから、県もその再開を断念

したものと思われます。しかし、地元住民から

は、「通学や通院に支障を来している」との声

が出ております。住民の生活を支える足の確保

について知事はどのように考えておられるの

か、お聞かせ願いたいと思います。

また、高千穂―槇峰間については、民間の神

話高千穂トロッコ鉄道が路線再開に取り組んで

いるところでありますが、資金面など解決すべ

き課題も相当あるようであります。県はこのよ

うな動きに対してどのように対応していくの

か、知事のお考えをお聞かせいただきたいと思

います。

次に、災害時安心基金についてお尋ねいたし

ます。

一昨年の９月の台風第14号では、13名が亡く

なり、6,000棟を超える住宅が全半壊や床上浸水

し、未曾有の災害となりました。このとき県

は、専決処分によりいち早く市町村と協力し

て、既存の被災者生活再建支援制度等では対象

とならない床上浸水等の被災世帯に、当面の生

活費を緊急に支援する特別措置を講じたところ

であります。しかし一方、昨年の７月には、記

録的集中豪雨による、えびの市を中心とする住

宅の浸水被害、また９月には、延岡市や日向市

の竜巻による住家被害など大規模な被害が生

じ、被災者生活再建支援法が適用されたにもか

かわらず、県は「広域かつ甚大な被害ではな

い」として、特別措置は講じられず、被災され

た県民にとって大変な不公平感が残ったところ

であります。

このようなことから、県議会におきまして
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は、被災者生活再建支援法が適用された市町村

を対象とするなど、具体的な基準を設けた支援

制度の創設を強く求めたところでありますが、

前知事の時代には実現されることはありません

でした。そこに、「災害時安心基金の創設」を

マニフェストの一つとして掲げられ当選された

東国原知事は、６月議会でその予算を提案され

るなど、大変スピーディーに実行していただき

ました。しかしながら、せっかく市町村と共同

で創設された災害時安心基金でありますが、被

災者生活再建支援法の適用が条件となってお

り、ことし発生した台風４号や５号の住宅被害

には適用できない状況となっております。この

ような小規模災害においても、被災者一人一人

を見れば被災者の痛みは同じであり、大規模災

害では支援があり、小規模災害では支援がない

という不公平感が生じております。

そこで幾つかお尋ねいたしますが、まず、知

事は今回の２つの台風の被害地をいち早く視察

されて被災者を激励されておりますが、その率

直な感想をお伺いしたいと思います。

また、前知事時代の台風第14号の際の特別措

置についてどのように考えているのか、お伺い

いたします。

さらに、７月に創設された災害時安心基金の

目的、創設に当たっての県と市町村の協議でど

のような議論がなされたのか。そして、なぜ基

金の支援対象となる災害は被災者生活再建支援

法が適用される災害としたのか、お伺いいたし

ます。

あわせて、現在の安心基金の基準では適用さ

れない小規模災害による被災者に対して、知事

はどのようにお考えか。また、今後どのように

対処されていくお考えなのか、お伺いしたいと

思います。

次に、自殺対策についてお尋ねいたします。

自殺者は、平成10年以来全国で３万人を超え

る高い水準で推移しておりまして、まことに憂

慮すべき事態であります。本県では昨年１年間

で361人の方が亡くなられており、およそ１日に

１人という計算になります。交通事故死亡者

が96人でありますので、実にその４倍に当たる

わけであります。本県の自殺死亡率はこの10年

間、平成13年の第３位を最高に常にワースト10

に入っております。自殺者がこのように増加し

た原因はいろいろ考えられますが、私は最も大

きな原因は人間関係が希薄化したことにあるの

ではないかと思っております。死ぬ直前に心か

ら相談する人がいない世の中になっているので

はなかろうかと、私は思っているのでありま

す。いずれにいたしましても、根本的な原因を

直ちに解消するわけにはいきませんので、対症

療法にならざるを得ないと思われます。当面の

課題としてどのような自殺予防の取り組みを

行っていくのか、知事にお伺いしたいと思いま

す。

また、先日、県自殺対策協議会より「総合的

自殺対策に関する提言書」が提出され、その中

で自殺対策に対する専門部署の設置が要望され

ておりますが、専門部署の設置を行う意向はあ

るのか、知事にお伺いしたいと思います。

次に、今回の台風５号災害に対する県の対応

についてお尋ねいたします。

県北部を中心に豪雨をもたらした台風５号

は、五ヶ瀬川水系の細見川、曽木川を増水さ

せ、延岡市細見地区及び旧北方町二股地区、黒

仁田地区に甚大な被害をもたらしました。特に

被害の甚大であった二股地区の河川沿いの水田

は、農地の流失や土砂の流入によって全滅とい

う状況であります。この災害復旧において、も
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し農家に自己負担が強いられることになれば、

農家の人たちは「もう水田は放棄する」と言っ

ております。「それまでしてもうからない米を

つくってもしようがない」と言っておるのであ

ります。この災害復旧事業に対する農家の負担

軽減を図るためには、激甚災害の指定を受ける

ことが不可欠であると私は考えます。私は、被

災現場のこの状況を踏まえ、国に対し激甚災害

指定に向けて最大限の努力を行うことが、県の

大きな役割だと思うのでありますが、農政水産

部長に御見解をお伺いいたします。

次に、今回の台風は、本県の養殖業にもかつ

てない大きな被害をもたらしました。県の発表

では、８月20日現在で、カンパチ等を中心に

約13億4,000万円の被害ということであります。

これら被害の主要因は流木であります。おびた

だしい量の流木と、その流木によって破壊され

た養殖用のいかだ、白い腹を出して浮かんでい

る大量の魚、無残の一言であります。漁業者

は、「かつてこのような大量の流木による被害

は発生したことがない」「流木さえなければこ

のような被害は発生していなかった」と言って

おります。特に被害が甚大である北浦漁協、島

浦町漁協は、養殖業が生産額の約６割を占めて

おり、被災した養殖業が再開できるかどうか

が、漁業を主幹産業とするこの地域の再生のか

ぎを握っております。そこで、今回の台風に

よって被災した養殖漁業者等への支援について

は、県はどのように対応していくのか、農政水

産部長にお伺いします。

次に、県北部の海岸に漂着している流木等の

処理問題について、環境森林部長にお尋ねいた

します。

台風５号による養殖業の被害は大量の流木に

よるものであることは、先ほどお示しいたしま

したが、被害を受けた漁業関係者からは、「今

回の災害は、山林内の風倒木や間伐材等が流出

したり、過去に河川や海岸に放置されていた木

材等が流れ出したものであり、山や河川などの

管理者に責任があるのではないか」という声が

あります。今回の流木等の発生は、森林の管理

が不十分であったことによるものではないかと

思われますが、いかがお考えでしょうか。

次に、北浦海岸や島浦海岸のみならず、延岡

市東海町の海岸、長浜海岸に大量の流木が漂着

しております。先日の日曜日には、国、県、市

の関係機関が中心となって、多くのボランティ

アの参加によって清掃が行われたところであり

ます。ボランティアの方々には本当に御苦労さ

までございました。しかし、これで問題が解決

したわけではありません。漁場や養殖場保全の

観点から見ても、この流木対策をどうするのか

は大変重要な課題であると考えております。大

量に漂着している流木等はだれが処理するべき

なのか、お聞かせください。

これについては、漁業被害に係る流木処理に

ついて、農政水産部長にもあわせてお尋ねした

いと思います。

また、今後、このような流木による災害が発

生しないようにするために、どのように森林の

管理を行っていくのかお聞かせください。

次に、工業の振興、特に本県中小企業の振興

についてお尋ねいたします。

2007年度版の中小企業白書では、「製造業主

導により景気が回復基調にあるが、景気回復度

合いにおいては、地域間、企業規模間でばらつ

きが見られ、多くの中小企業においては必ずし

も景気回復が実感できるものとはなっていな

い」と指摘しております。本県の平成17年の工

業統計を見てみますと、事業所の99％、従業者
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の75％、製造品出荷額の57％は、従業員300人未

満の事業所、つまり中小企業が占めているので

あります。このようにすそ野の広い中小企業が

日本の技術を支えてきたのでありまして、日本

の将来を切り開く原動力と言うべきものであり

ます。ところが、今やその中小企業もグローバ

ル経済の波にさらされております。中国・東南

アジアの海外企業との品質・価格競争にも打ち

勝っていかなければ生き残れない時代を迎えて

おります。そこで、中小企業の技術力や人材の

レベルアップを図るために、県はどのような取

り組みを行っているのか、商工観光労働部長に

お伺いいたします。

また、国のほうでは、得意技術を持った複数

の企業が協同して新事業や新分野に進出する取

り組み、すなわち中小企業の新連携事業が進め

られているとのことでありますが、県はこの取

り組みにどのように対応しておられるのか、商

工観光労働部長にお伺いしたいと思います。

次に、建設産業の支援についてお尋ねいたし

ます。

建設産業は現在、窮地に立たされておりま

す。御存じのように原因は大きく２つありま

す。一つは、公共工事がピーク時の約50％に削

減されたことであります。もう一つは、官製談

合事件のあおりを受けて一般競争入札が実施さ

れることとなったために、落札率が低下したこ

とであります。そのため経営も危ぶまれており

ます。建設業者は、転業か廃業か継続か、その

決断を迫られております。県は、平成16年度に

策定した建設産業活性化プランに基づき、経営

基盤の強化や若年労働者の確保育成などさまざ

まな支援を講じてまいりましたが、ここに来て

建設業者へのさらなる支援が必要ではないかと

思われます。公共事業は雇用対策という一面が

あったことは、歴史的な事実であります。雇用

対策のために建設業者を支援していく必要があ

ろうかと思われます。知事のお考えをお聞かせ

ください。

次に、道路特定財源確保に向けた今後の取り

組みについてお尋ねいたします。

今回の参議院選挙では、自民党は非常に厳し

い国民の審判を受けたところであります。これ

は、政治と金や年金問題もありましたが、地方

と都市との格差も大きな原因の一つであると思

います。我が国の経済状況は上向き、回復傾向

にあるとの見方もあるようでありますが、それ

は都市部での話であり、地方の話ではありませ

ん。このような地域間格差是正のためにも、基

盤となる各種道路の整備は喫緊の課題でありま

すが、道路を取り巻く環境は、公共事業費の削

減や道路特定財源の一般財源化へ向けた見直し

など大変厳しいものがあります。御案内のとお

り、道路特定財源制度は、立ちおくれている我

が国の道路整備を推進するために、受益者であ

る自動車利用者が道路整備の費用を負担する制

度であり、必要な道路整備費を賄うために創

設、拡充されてきた税制度であります。「都市

部の道路は整備されたから、道路特定財源を一

般財源化せよ」という主張は、余りにも都市部

の利己主義であり、地方のことを無視した主張

であります。本県においては、基本的なインフ

ラ、高速道路を初めとする道路整備がまだまだ

必要であります。そのためには、道路特定財源

制度を堅持していくのは当然であります。県は

今後、道路特定財源確保に向けてどのように取

り組んでいかれるのか、知事にお伺いいたしま

す。

次に、県内高速道路の早期整備についてお尋

ねいたします。
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全国の高速道路の供用率は64.7％、九州の高

速道路は63.4％であります。それに対しまし

て、東九州自動車道が20.9％、九州横断自動車

道延岡線が3.9％であります。西九州は高速道路

は完備され、2011年には新幹線まで全線開通す

る予定であります。本州から九州に入った途

端、表日本と裏日本が逆転するのであります。

本当に悔しい思いであります。そこで、本県の

整備状況を見ますと、東九州自動車道のうち、

門川―西都間は平成26年度には完成する予定で

すし、この６月には大分県境―北川間の着工が

なされ、ようやく東九州自動車道の姿が見えて

まいりました。一方、九州横断自動車道延岡線

は、昨年２月に舞野―延岡間が開通し、本年度

中には北方―舞野間が開通する予定となってお

ります。

しかしながら、先ほど道路特定財源の一般財

源化についてお尋ねしたところですが、道路整

備のための財源が削られれば、高速道路の完成

がおくれてしまうことにもなりかねないのであ

ります。というのも、西日本高速道路株式会社

が整備する区間は、完成予定年度が公表されて

おりますが、国土交通省が整備する区間につい

ては、完成予定年度が公表されていないのであ

ります。つまり、道路整備財源の確保次第で、

早くもなり遅くもなるのであります。また、県

内には補償金を目的とした過密植栽が41カ所も

あると聞いております。まことに許しがたい行

為であります。県は完成がおくれないように法

的手続を早急に進めるべきであります。高速道

路は、つながってこそその効果が発揮されま

す。東九州自動車道及び九州横断自動車道延岡

線を整備し、循環型の高速交通ネットワークを

形成することは、本県のみならず九州全体の一

体的な発展のためには必要不可欠であると思い

ます。県内高速道路の一日も早い完成に向け、

今後どのように取り組んでいかれるのか、知事

のお考えをお伺いしたいと思います。

次に、総合運動公園の大規模災害時に備えた

改修計画について、県土整備部長にお尋ねいた

します。

宮崎県におきましても、日向灘南部地震、日

向灘北部地震、えびの小林地震、さらに平成17

年の台風14号など、大きな災害がいつ発生して

もおかしくない状況であります。このような中

で、総合運動公園を改修して大規模災害時の救

助、復興の拠点としたいということであります

が、総合運動公園を大規模災害時の救助、復興

の拠点とした理由をお聞かせ願いたいと思いま

す。また、具体的にどのような機能を有するこ

とになるのかお聞かせください。また、津波の

影響はないのか、これについてもあわせてお伺

いいたします。

次に、教職員人材育成プランについてお尋ね

いたします。

この教職員人材育成プランの中では、教職員

の資質を高めるためにいろいろな施策に取り組

んでおられます。これはこれで結構なことであ

りますが、私が少々疑問に思いますことは、生

徒の保護者、そして地域との関係を余り重視し

ていないのではないかと思うのであります。確

かに２～３の施策はありますが、これでは余り

に貧弱な気がするのであります。生徒に体罰を

与えればすぐに保護者が飛んでくる。先生は生

徒をしかれなくなります。保護者は自分の子供

を育てることは考えておりますが、先生を育て

ることは全く考えておりません。「子育てとは

自分育て」という言葉があります。これは、先

生においても通用する言葉だと思うのでありま

す。子供とともに先生も保護者も成長するもの



- 20 -

平成19年９月12日(水)

だと思うのであります。そのためには、保護者

と地域の人々の理解、協力が必要であると思う

のであります。このプランでは、大きな柱の一

つとして、「保護者及び地域との関係」を設け

てもよかったのではないかと思うのであります

が、教育長のお考えをお聞かせください。

次に、ゆとり教育についてお尋ねいたしま

す。

現在、教育基本法及び教育関連三法の一部改

正を受けまして、文部科学省は学習指導要領の

改訂に取りかかっております。ゆとり教育に対

する反動が起きております。ゆとり教育が導入

されたいきさつを見てみますと、受験戦争の過

熱化、いじめの問題などがありました。これま

での詰め込み教育や知育偏重の反省から、ゆと

りの中で子供たちに生きる力をはぐくむことを

目指すというものでありました。しかし、この

ゆとり教育は、目的はよかったと思うのであり

ますが、その実現手段・方法に誤りがあったの

ではなかろうかと私は考えております。私は、

小学校時代には基礎基本を大切に、教師がしっ

かりと教えるべきことは教えることが大切だと

思うのであります。そこで、今、見直されよう

としているゆとり教育についてどのように考え

ておられるのか、教育長にお伺いしたいと思い

ます。

次に、延岡西高跡地についてお尋ねいたしま

す。

宮崎県立延岡西高等学校は、ことし３月３日

に卒業式が挙行され、最後の卒業生を送り出

し、翌３月４日には閉校式典が行われ、44年間

の歴史に幕をおろしました。延岡西高の跡地活

用につきましては、延岡市より、県営施設とし

てスポーツ施設、教育施設、保健福祉施設の３

つのうちのいずれかで整備を望む要望書が県教

育長に提出されておりました。そこで、県教育

委員会の答えとしては、庁内に設置された延岡

地区高等学校再編整備検討委員会において、教

育財産として教育関連施設を検討しているとい

うことでありました。そこで、教育長にお尋ね

いたしますが、この教育関連施設とはどのよう

なものになるのか、お答えをいただきたいと思

います。

それでは最後に、治安対策についてお尋ねい

たします。

近年の本県における治安情勢を見てみます

と、昭和60年に１万件を超えた刑法犯認知件数

は、その後増加傾向に歯どめがかからず、平

成14年には約１万8,000件まで増加しておりまし

たが、街頭犯罪抑止対策を推進した結果、平

成15年から減少に転じ、昨年は約１万1,000件に

まで減少しております。また、刑法犯の検挙率

は、平成14年には22％まで落ち込みましたが、

その後回復を続け、昨年は47％にまで上昇する

など、治安の悪化に一定の歯どめがかかったの

ではないかと考えております。しかし、県内で

も殺人、強盗などの凶悪事件が相次いで発生す

るなど、県民の体感治安はいまだ回復したとは

言えない状況にあると感じております。このた

びの異動で、宮崎県警本部長に相浦勇二警察本

部長が着任されたわけでありますが、ここで２

つの質問をしたいと思います。一つは、宮崎県

の治安情勢に対する認識であります。もう一つ

は、県警本部長として、今後の治安対策につい

てどのように考えておられるのか。以上２点に

ついて、新本部長にお伺いいたします。

以上で壇上での質問を終わりたいと思いま

す。ありがとうございました。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）
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します。

まずは、県民総力戦についてであります。我

が国は、歴史上どの国も経験したことがないよ

うな高齢化、少子・人口減社会を迎え、私たち

は、従来の発想や手法にとらわれていてはなし

得ない、大きな変革が求められる時代の分岐点

に立っております。このような中で、県政にお

いては、行財政改革を初め、医療・福祉、教育

問題、さらには災害による甚大な被害、交通イ

ンフラの立ちおくれなど、早急に取り組まなけ

ればならないさまざまな問題が山積しておりま

す。このような難局を乗り切っていくために

は、私は、行政だけではなく、県民一人一人が

本県の発展について考え、それぞれの得意分野

や持ち味を生かしてさまざまな場面で力を発揮

していただく必要があり、すべての県民の力を

結集すれば宮崎は必ず変わるという信念から、

県民総力戦を掲げているところであります。わ

かりやすく言えば全員野球であります。

具体的な展開としましては、例えば、「おも

てなし日本一」を目指して、「県庁見学ツア

ー」など県庁が率先して行動を起こし、また、

私が直接県民の皆様と意見交換を行う座談会や

フォーラムを開催するなど、県民総力戦の環境

づくりに取り組んでいるところであります。こ

れらを契機として、県民の皆様が、観光客や移

住者の受け入れ、防災や子育て支援など、地域

の活性化や安全・安心につながる行動を各地で

自発的に起こし、その行動の輪が県内全域に着

実に広がっていく、そのような展開を図ってま

いりたいと考えております。

続きまして、組織風土の改革についてであり

ます。活力のある県政運営を進めていくために

は、全体の奉仕者として職員一人一人の意識改

革を進めるとともに、前例や従来の枠組みにと

らわれない組織風土づくりが必要であると考え

ております。このような考えから、入庁式にお

ける私の発言は、幹部職員に対しては、いわば

ショック療法として意識改革を求めたものであ

り、また新規採用職員に対しては、新しい宮崎

づくりに向けた創意工夫と挑戦には若い力が必

要なんだと訴えたものであります。職員の意欲

喚起につきましては、職員と直接語らい、私の

思いを伝えるランチミーティングの実施や、職

員の政策提案、アイデアを掘り起こす職員提案

制度、派遣研修等の庁内公募制度などさまざま

な取り組みを進めているところでございます。

また、私自身がトップセールス活動を行う姿勢

や、県庁見学ツアー等の成果を見ることで、職

員は、新しい発想や取り組みの必要性を感じ取

り、その意識や意欲も変わりつつあると思って

おります。今後とも、職員の仕事に対する意欲

の喚起や、柔軟な発想で果敢にチャレンジする

ことができる組織風土の形成を図りながら、職

員と一丸となって、新しい宮崎の創造に向けて

取り組んでまいりたいと考えておる次第でござ

います。

続きまして、平成20年度の当初予算編成につ

いてであります。御質問にありましたように、

国の概算要求基準は、骨太の方針2006に沿って

最大限の歳出削減を行う方針が示され、引き続

き厳しい内容となっております。また、地方財

政に関しましては、国と歩調を合わせて徹底し

た歳出見直しを行うとされており、地方交付税

の動向についても全く予断を許さない状況でご

ざいます。こうした状況の中、厳しい本県の財

政状況を踏まえますと、まずは行財政改革大

綱2007の財政改革プログラムに基づき、将来に

わたって健全性が確保される財政構造への転換

に向けた取り組みを着実に推進する必要がある
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と考えております。一方で、県が抱える諸課題

に的確に対応し、県民総力戦による新しい宮崎

県づくりを進めるために、新みやざき創造計画

に掲げた３つの戦略、すなわち「郷土の宝『宮

崎人』づくり」戦略、「成熟社会における豊か

な暮らし」戦略、「『経済・交流』拡大」戦略

に基づく重要施策については、積極的に展開し

ていく必要があると考えております。

したがいまして、私にとって実質的に本格的

な予算編成となる平成20年度当初予算につきま

しては、財政改革を着実に推進し、財源の捻出

に努めながら、地域経済の状況等も十分に踏ま

え、選択と集中の理念のもと、優先度の高い施

策や事業には積極的に取り組み、私のマニフェ

ストの実現を目指してまいりたいと考えており

ます。

続きまして、職員による返還についてであり

ます。先ほど井本議員は総務部長にとおっしゃ

いましたが、この内容によりますと、知事に対

する質問と解釈して、私が答弁させていただき

ます。

今回の不適正な事務処理により県が損害をこ

うむったと想定される金額については、課長補

佐以上の管理監督的立場にある職員により返還

を行うこととしたところでございます。返還の

対象職員を課長補佐以上に限定しましたのは、

預け等が長年にわたりあしき慣行として行われ

てきたことについて、組織として責任をとるべ

き問題であり、また、チェック体制が機能して

いないなど、管理監督的立場にある職員の責任

が大きいと判断したことによるものでございま

す。この返還の性格は、損害賠償を求めるもの

ではなく、あくまでも職員による自主的な返還

でありますが、職員一人一人が今回の問題を組

織全体の問題として真摯に受けとめ、反省の気

持ちを共有する必要があると思っております。

職員には、こうした趣旨を御理解いただき、協

力をお願いしたいと考えております。

続きまして、外部調査委員会の役割について

であります。不適正な事務処理に係る全庁調査

については、調査の実務は庁内調査委員会が主

体となって実施いたしましたが、その準備段階

から外部調査委員会の指導助言等を受けながら

進めてきたものであり、庁内調査委員会が精査

した内容については、詳細に報告の上、調査の

節目節目で客観性や公正性に関する厳しい検証

を行っていただくとともに、専門家としての指

導、提言をいただきました。また、預け等の金

額の大きな所属や、著しく不適切な使途のあっ

た所属等に対しましては、外部調査委員みずか

ら現地調査やヒアリングも実施して、報告内容

のチェックや原因の分析を行うなど、徹底した

検証をしていただきました。さらに、県の組織

風土の中で行われてきたあしき慣行であること

を裏づけた職員への意識調査も、外部調査委員

会の提言により実施したところでございます。

このように、本調査の客観性や公正性の確保に

ついて、外部調査委員会の果たした役割は極め

て大きなものがございます。報告の指導や提言

にとどまったというようなことは決してない

と、私は認識しているところでございます。

続きまして、「不適正な事務処理」について

であります。私は就任当初、新しい宮崎に生ま

れかわるために、もし裏金のようなあしき慣行

があるとすればなくしたいという思いから、幹

部職員に呼びかけたところでありましたが、結

果として、このように多額の不適正な事務処理

が行われていたことが判明し、大変驚くととも

に、県民の皆様に心から申しわけなく思ってい

るところでございます。
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今回の全庁調査では、「うみはすべて出し切

る」という強い決意のもと、徹底的な調査を進

めてまいりましたが、その中で私が最も痛感し

たのが、職員の公金に対する意識や法令遵守の

意識の希薄さであります。外部調査委員会から

も、こうした点を強く指摘されたところでござ

います。今回の結果報告書では、物品調達シス

テムや予算システムの見直しなど、可能な限り

具体的な再発防止策を盛り込んだところであ

り、十分な検証を行いながら実効ある改善を実

施してまいりたいと考えておりますが、何より

も重要なのが職員の意識改革であると考えてお

ります。今後、職員の公金意識の確立等に向け

た各種研修の充実を図るとともに、全庁的なコ

ンプライアンス推進体制を整備すること等によ

り、組織風土の刷新に取り組んでまいりたいと

考えております。今回の全庁調査によって問題

の全容を明らかにし、私を含め職員による返還

等により責任を明確にすることで、新たなスタ

ートラインに立つことができたのではないかと

考えております。今後は、再発防止策を早急か

つ着実に推進することにより、県政に対する信

頼の一日も早い回復を図るとともに、県民総力

戦に向けて全職員一丸となって全力で取り組ん

でまいりたいと考えておりますので、どうぞ御

理解をお願いしたいと思っております。

続きまして、ＮＰＯについてであります。私

は、厳しい財政状況の中で、今後、さまざまな

県民ニーズに柔軟かつ的確に対応していくため

には、ＮＰＯを初めとする民間の方々と互助の

精神で力を合わせて行政運営を行うことが大変

重要であると認識しております。ＮＰＯにつき

ましては、ＮＰＯ法人みずからが事業報告書等

を情報公開することにより、その信頼を得る制

度となっており、行政の関与は最小限とされて

おります。したがいまして、県としましては、

ＮＰＯの健全な運営が図られますよう、ＮＰＯ

の運営に関する講座や相談事業を実施するな

ど、側面的な支援を行っているところでありま

す。

次に、県がＮＰＯとの協働を進めるに当たり

ましては、職員の意識改革、ＮＰＯとの情報共

有、市町村との連携が特に重要であると考えて

おります。この中で、職員の意識改革につきま

しては、職員みずからがＮＰＯを理解し、ＮＰ

Ｏと協働して多様な住民ニーズにこたえていこ

うという意識を持つことが大切であり、全庁的

にこうした意識改革に取り組んでまいりたいと

考えておる次第でございます。また、市町村と

の連携につきましては、現在、宮崎市と都城市

にＮＰＯ法人の設立認証を初めとする権限移譲

を行っておりますが、県と市町村が一体となっ

て県内各地でＮＰＯとの協働が円滑に進められ

ますよう、権限移譲を初めとする環境整備を

図ってまいりたいと考えております。

続きまして、高千穂線についてであります。

高千穂線は、長年多くの方に親しまれてきた鉄

道であり、槇峰駅―延岡駅間が廃止されたこと

は大変残念に思いますが、第三セクターの経営

断念は、台風被害の状況や将来にわたっての経

営の見通しに立って判断したものであります。

しかしながら、公共交通は住民の生活を支える

ため大変重要でありますので、高千穂線の運休

後、県と沿線市町では、沿線住民の意向も踏ま

え、路線バスの増便やルートの変更、新たな停

留所の設置、通学者のための駐輪場の整備など

に取り組んできたところであります。今後と

も、路線バスの利便性の向上や新たなコミュニ

ティバスの導入など公共交通手段を確保してい

くとともに、道路網の整備に努めてまいりたい
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と考えております。

一方、民間の力で鉄道再開を目指す神話高千

穂トロッコ鉄道に対しましては、鉄道資産の譲

渡、貸し付けについて、同社の負担がなるべく

生じないようにしたり、高千穂駅―槇峰駅間の

休止期間を可能な範囲で延長するなど、できる

限りの協力を行っているところであります。神

話高千穂トロッコ鉄道には、残された期間、課

題解決に全力で取り組まれるものと考えており

ます。

続きまして、災害時安心基金に関する一連の

お尋ねであります。

まず、被災地を視察した感想についてであり

ます。私は、台風４号と５号の被災地に足を運

び、自分の目で被災状況を確認し、県民から直

接お話を伺ったところでございます。住家の倒

壊や山林の崩壊、また多数の倒木流出によっ

て、下流の道路や橋、農地、漁場等を破壊する

など、そのつめ跡はまことに凄惨であり、県民

生活に多大な影響を与えていると感じたところ

であります。今回の台風で被害に遭われた方々

は、本当に大変な思いをされたと思います。被

災者の方々には心からお見舞いを申し上げます

とともに、近年、災害が多発化、激甚化してい

ることから、県民が安心して安全に暮らせる県

土づくりに邁進していかなければならないもの

と、思いを新たにしたところであります。

次に、一昨年の台風14号の特別措置について

であります。この台風災害は、県民の経済面や

精神面に大打撃を与えるなど、未曾有の被害を

もたらしました。中でも、生活基盤である住宅

に甚大な被害をもたらすなど、広範囲にわたっ

て県民生活に多大な影響があったことから、こ

の災害に限った特別措置として実施されたと

伺っております。この特別措置は、一瞬にして

貴重な財産を失った県民の方々の生活の一助と

なるとともに、県全体の活力を取り戻す意味に

おいても成果があったものと考えております。

次に、災害時安心基金の目的等についてであ

ります。平成17年の台風14号などにより多くの

県民の方が被災されましたが、国の支援制度で

は対象とならない床上浸水が多数発生したこと

や、年収・年齢制限などから支援を受けられな

い人が多数おられました。このため、今後この

ような状況が生じないよう、いつ起こるかわか

らない大規模な災害発生時に速やかに被災者の

生活支援ができるよう、この基金を設立したと

ころであります。基金の検討に当たりまして

は、支援金の額は妥当なのか、基金の積立額は

十分か、あるいは支援対象とする災害の規模は

どうするのか、県、市町村の負担割合をどうす

るのかなど、さまざまな観点から議論がなされ

たところであります。基金の支援対象となる災

害の規模につきましては、このような議論や、

昨年９月の県議会での決議、隣県の制度等を総

合的に勘案し、被災者生活再建支援法が適用さ

れる大規模な災害とすることで市町村と合意し

たところであります。

最後に、小規模災害への対応についてであり

ます。基金の対象とならない小規模災害におき

ましても、住宅が全壊するなどの被害を受けら

れた方がおられ、その支援のあり方が課題と

なっていることは十分認識しております。ま

た、県議会や市長会からも、制度の弾力的な運

用や適用災害の範囲拡大の要望を受けていると

ころであります。一方で、この基金で毎年のよ

うに起こる小規模災害にまで対応するとした場

合、基金の枯渇が確実に早まり、県と市町村の

財政負担の増加を招くという財政面の課題もあ

り、また、災害が少ない市町村にとりまして
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は、「お金を出すばかり」という議論も強くな

る懸念もあります。いずれにしましても、今

後、市町村と一緒になって検討してまいりたい

と考えております。

続きまして、自殺予防についてであります。

本県では、平成９年から毎年300名以上の方がみ

ずから命を絶っております。このことは、社会

全体にとっても大きな損失であるとともに、み

ずから死を選ばれた方の思い、御遺族の悲しみ

を推察すると、まことに悲しい現実でありま

す。みずから命を絶つ方々を一人でも減らし、

県民の皆様が安心して健やかに暮らせる社会づ

くりは、喫緊の課題であると認識しておりま

す。そのため、平成18年度から「生きる力」応

援・うつ病対策事業を立ち上げ、自殺予防対策

に取り組んでおります。主なものとしまして

は、去る９月８日に自殺に関するシンポジウム

を開催したほか、本年度から設定された自殺予

防週間で「自死遺族の声パネル展」を開催する

など、自殺予防に関する普及啓発を図ったとこ

ろであります。また、自殺死亡率の高い西諸県

地域において、健康診断にうつ病の調査項目を

取り入れるなど、早期発見・早期治療につなが

る予防対策を実施しております。さらに、24時

間体制で相談できる「いのちの電話」の来

月、10月の開設に向けて、現在、民間ボラン

ティア団体と連携し、準備を進めております。

今後、県としましては、自殺対策に直ちに取り

組むため、自殺対策に関する庁内連絡会を設置

するとともに、各市町村への自殺対策について

の説明会等を開催し、広く県民に自殺防止につ

いて普及啓発を図ってまいります。

次に、専門部署の設置についてであります。

昨年８月に、医療、福祉、労働、マスコミ関係

者等から成る県自殺対策協議会を設置し、自殺

の背景や対策について検討いただき、今回、提

言書として提出いただきました。その中で、自

殺の原因については、健康問題を初め経済や生

活問題、家庭問題のほか、人生観・価値観、職

場や地域のあり方の変化など、さまざまな社会

的要因が複雑に関係していることが示されてお

ります。そのため、多角的な視点で自殺予防の

検討を行い、総合的対策として全庁的な施策を

構築していくことが課題であると認識しており

ます。今回、提言書で貴重な御意見をいただき

ましたので、今後、専門部署の必要性も含め、

自殺対策が効果的に実施できるように検討して

まいりたいと考えております。

続きまして、建設産業の支援についてであり

ます。建設投資の大幅な減少に加え、入札・契

約制度の改革により競争性が高まった結果、落

札率も急激に低下するなど、建設産業を取り巻

く環境は大きく変化しております。このため県

におきましては、総額で2,175万1,000円となる

建設産業の支援対策を補正予算として計上した

ところでございます。新たな支援策といたしま

しては、今後の建設業経営に悩んでいる業者を

対象にした地区別の講習会を開催するほか、地

域に密着している商工会議所や商工会等を総合

的な相談窓口として、建設業者等の相談を受け

付け、県内10カ所に設置した専門家等をメンバ

ーとした経営支援チームにより、多角的に分析

し、経営方針決定に係る助言等を行ってまいり

ます。また、従業員の雇用を維持するため、建

設業も営みながら新分野に進出する企業に対

し、従来の支援策では対象とならない設備の整

備や研修経費の一部を補助するなど、ハード・

ソフト両面にわたる助成を通じて、新分野にお

ける事業定着を支援してまいりたいと考えてお

ります。県といたしましては、今後とも、技術
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と経営にすぐれた企業が成長できる環境づくり

を進めるとともに、厳しい経営環境にある建設

業者のニーズに応じたきめ細かな支援に努めて

まいりたいと考えております。

続きまして、道路特定財源確保に向けた今後

の取り組みについてであります。交通インフラ

の整備促進が、地域間の競争力、あるいは国際

間の競争力確保において必要であり、また、安

全・安心な生活の確保の上からも非常に重要で

あるということは、私も全く同感であります。

国においては、真に必要な道路整備を計画的に

進めることとし、今後の具体的な道路整備の姿

を示した中期計画を19年中に作成するための作

業を進められております。先ごろ公表された第

１回目の問いかけ結果概要では、有識者の中に

は、「交通量の少ない地方の道路は無駄であ

る」とか、「高速道路の整備水準は上がってい

るから、これ以上の整備は不要である」との意

見もあったようです。こういった意見は、本県

のように基本的なインフラである道路がまだま

だ不足している地方の実情を全く知らない方々

の意見ではないかと、一人一人説明して回りた

い気持ちであります。高速道路、災害時の孤立

化防止、渋滞緩和など、本県の道路整備は課題

が山積しており、その着実な整備促進のために

も、道路整備財源の確保は重要でありますの

で、機会あるごとに意見を述べるとともに、各

種大会を開催するなど、みずから先頭に立ち、

本県の真に必要な道路整備が中期計画に盛り込

まれるよう、県民総力戦で国に対して要望して

まいりたいと考えております。

最後に、県内高速道路の早期完成に向けた今

後の取り組みについてであります。東九州自動

車道を初めとする高速道路の整備については、

就任以来、県政の最重要課題として取り組み、

あらゆる機会を通じて関係機関に対し早期整備

を訴えてきたところであります。先月31日に

は、大分県佐伯市において東九州自動車道建設

促進地方大会を開催し、大分県知事を初めとす

る沿線の４県１市の首長とともに、事業者であ

る国や西日本高速道路株式会社に対し早期整備

の必要性を訴えてきました。また本年10月に

は、東京において東九州自動車道及び九州横断

自動車道延岡線の建設促進中央大会を開催し、

地元選出国会議員や政府関係者などに対し、直

接、整備の重要性を訴えることとしておりま

す。現在、東九州自動車道については、門川―

西都間が平成22年度から26年度までの順次開通

予定でありますが、県としましては、一年でも

一日でも早い開通を目指し、平成19年度には、

補償金目的植栽行為への対応等を踏まえ、用地

取得体制の強化を図ったところであります。今

後とも、事業中区間はもとより、基本計画区間

を含め、県内高速道路の早期整備に向け、沿線

市町村、経済団体、女性の会などと連携し、県

民総力戦で取り組んでまいりたいと思っており

ます。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 ＮＰ○地域生活部長（丸山文民君）

Ｏに関しての質問であります。

まず初めに、ＮＰＯが主体的に活動できるよ

うな協働の仕組みについてであります。県は、

平成18年度からＮＰＯとの協働のモデル事業と

して、提案公募型のＮＰＯパートナーシップ創

造事業を実施しているところであります。協働

の仕組みとして重要なことは、情報の共有と参

加のプロセスでありますが、この事業では、選

考方法や選定結果、事業報告書等を県のホーム

ページで公開しているほか、ＮＰＯと行政が相

互に評価を行い改善点を確認する検討会を実施

するなど、ＮＰＯが主体的に活動できる仕組み
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づくりに取り組んでいるところであります。そ

の結果、県の委託事業に取り組んだＮＰＯの

ネットワークが民間企業に広がったり、ＮＰＯ

のスタッフと一緒に現場を回った県職員が、地

域のニーズを積極的にとらえ、新たな県の施策

に生かすなどの効果が出ているところでありま

す。県といたしましては、モデル事業での取り

組みをもとに協働事業マニュアルを作成し、県

庁内の各課で活用することにより、全庁的に協

働を推進してまいりたいと考えております。

次に、協働事業マニュアルについてでありま

す。協働事業マニュアルは、ＮＰＯの提案が生

かされる契約の仕方など、行政とＮＰＯの双方

が現場で活用できる実用的なマニュアルにした

いと考えております。このマニュアル作成後

は、協働推進のための職員研修や、県内で開催

する協働講座のテキストとして活用し、協働事

業の推進を図っていくこととしております。ま

た、市町村に対しましては、協働推進のための

連絡会議を開催し、協働事業マニュアルの活用

事例を紹介するなど、ＮＰＯと市町村のよりよ

い協働を進めるための意見交換や情報提供を

行っ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○環境森林部長（髙柳憲一君）

えいたします。

まず、流木等の発生と森林の管理についてで

あります。森林の管理につきましては、これま

で、国の補助事業や森林環境税等を活用し、健

全な森林づくりに努めているところでありま

す。御質問の台風５号における流木の発生につ

きましては、延岡市付近では１時間に120ミリメ

ートル以上の大雨となったほか、日之影町見立

では観測史上１位となる91ミリメートルに達す

るなど、県北部を中心とした記録的な豪雨によ

り、山腹が崩壊をし、また渓流や中小河川の水

かさが急激に増したことから、川岸が侵食され

立木等が流出したことが主な原因ではないかと

考えております。

次に、流木等の処理についてであります。台

風などにより発生した流木等の災害ごみは一般

廃棄物とされており、市町村にその収集、運

搬、処分の統括的な責任があるとされておりま

す。一方、河川や漁港、海岸などの公共施設の

管理者には、管理区域を常に清潔に保つ努力義

務があります。なお、流木等を処理する場合に

は、みずからの責任において適正に行わなけれ

ばならないというふうにされているところでご

ざいます。したがいまして、市町村と施設管理

者が相互に連携して処理を行うということにな

ります。御承知のとおり、今回の場合は大量に

漂着しており、このまま放置しておくと養殖生

けす等に再度損害を与えることが懸念されるこ

とから、９月９日に延岡市が中心となって、

県、国の河川国道事務所、漁業者、林業関係

者、ボランティア等により流木等の分別を行

い、流木以外のごみの搬出をしております。な

お、今後は、10日ほどかけて流木の焼却等を行

う予定であるというふうに聞いております。

次に、流木被害が発生しないようにするため

の対策についてであります。流木の発生を防止

するためには、上流域の森林を適切に管理する

ことも重要であるというふうに考えておりま

す。このため、国の補助事業などを活用し、伐

採跡地の早期再造林や間伐対策等に引き続き取

り組みますとともに、平成18年度から導入しま

した森林環境税を活用いたしまして、森林の公

益的機能を高めるための広葉樹の植栽や、針葉

樹と広葉樹の入りまじった森林を造成するため

の間伐の実施、さらには、地域や森林ボラン
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ティアの方々の御協力も得て、県民総参加の森

林づくりを推進していくことといたしておりま

す。一方、台風等により発生した山地災害につ

きましては、緊急治山事業などにより早期復旧

に努めますとともに、予防治山事業により山地

崩壊等の防止に努めていくことといたしており

ます。今後とも、関係機関と一体となって適切

な森林管理に努め、災害に強い森林づくりを推

進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。〔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、中小企業の技術力や人材のレベルアッ

プについてであります。競争力のある中小企業

を育成しますことは、本県経済の活性化や雇用

の確保につながるなど大変重要であると認識を

いたしております。このため県におきまして

は、工業技術センターを核としまして、中小企

業への研究成果の技術移転や、技術的な相談に

対する指導などを行っております。さらに、県

産業支援財団と連携しまして、技術開発に対す

る助成や、産学官連携による共同研究を推進す

るなど、本県中小企業の技術力の強化に努めて

いるところであります。また、人材育成につき

ましても、工業技術センターが実施する研修を

初め、機械技術センターによる熟練技術者から

若手への技術伝承の取り組み、さらには、県工

業会による若手技術者の現場改善実習への支援

など、人材のレベルアップに向けて、さまざま

な側面から支援を進めているところでありま

す。今後とも、関係機関と連携を図りながら、

技術力の向上や人材の育成に向けた取り組みを

積極的に進めてまいりたいと考えております。

次に、本県における新連携の取り組みであり

ます。新連携事業は、異業種の中小企業が、そ

れぞれ独自の技術やノウハウを持ち寄り、新た

な製品やサービスを提供しようとする場合に、

直接、国が助成を実施しているものでありま

す。本県におきましても、例えば、建設業者と

造園業者が連携して、杉の樹皮を原料とした土

壌改良材の販路拡大に取り組むなど、これまで

３つの事業が新連携事業の認定を受けておりま

す。中小企業が新しい製品やサービスの開発な

どに取り組みますことは、本県中小企業の振興

のために大変重要であると考えておりますの

で、今後とも国や産業支援財団等と連携を図り

ながら、さらに推進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○農政水産部長（後藤仁俊君）

えいたします。

台風５号の激甚災害の指定についてでありま

す。現在、国において、激甚災害指定の基準と

なる全国の被害額の集計を行っているところで

ございます。県といたしましても、激甚災害の

指定の重要性は十分認識しており、農地・農業

用施設の復旧に対する農家の負担軽減を図ると

ともに、被災農家の不安を解消するため、激甚

災害指定に向けた国への要望活動を、被害の大

きかった大分県と合同で８月29日に行ったとこ

ろであります。今後とも、国及び市町村との連

携を図りながら、農地・農業用施設の早期復旧

に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、被災された養殖業者等への支援につい

てであります。県といたしましては、まず、災

害発生後直ちに金融機関に対しまして、被災漁

業者の既往借入金の貸付条件緩和措置につきま

して要請を行ったところであります。また、養

殖業者の負担を軽減し経営の安定化を図るた

め、カンパチ等の種苗やいかだの購入費等を対

象とした低利の融資を行うこととし、今議会に
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補正予算をお願いしているところであります。

さらに、関係組合等と協議の上、補助事業の活

用等による施設整備につきましても検討してま

いりたいと考えております。これらの対策の適

切な実施、活用により、本県の主要な漁業であ

る養殖業の振興に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、漁業被害に係る流木処理についてであ

ります。五ヶ瀬川河口や長浜海岸の漂着流木に

つきましては、台風で再度の漂流が懸念されて

おりましたことから、８月22日に、延岡市や県

の関係部局と流木対策連絡調整会議を開催いた

したところであります。先ほどお話がございま

したが、９月９日には、地元延岡市が中心とな

りまして「海岸清掃大作戦」が実施され、現

在、重機や人が入れない箇所を除いては、流木

処理が進んだものと考えております。また、漁

場内の流木につきましては、漁業者が回収し、

それぞれの漁港に陸揚げされており、今後、県

と市が連携して処分することとしております。

これらの流木処理につきましても、国の補助制

度がありますが、地域の実情に合った活用がで

きるよう、国に対しまして、８月29日に補助事

業の採択要件の緩和や拡充などについて要望し

たところであります。今後も台風の襲来により

流木の漂流、漂着が懸念されますが、引き続き

地元市町や関係部局との連携により、対策を

図ってまいる所存でございます。〔降壇〕

〔登壇〕 県総○県土整備部長（野口宏一君）

合運動公園を大規模災害時の救助・復興拠点と

した理由などについてであります。県総合運動

公園は、県央に位置し、陸上競技場、武道館、

このはなドームなどのさまざまな施設や駐車

場、運動広場など広い空間を有するとともに、

高速道路、空港、港からのアクセスがよいこと

や、大学病院が近いなどの条件が整っているこ

とから、災害時における避難場所や災害応急対

策活動の広域防災拠点公園として位置づけ、整

備することとしたところであります。具体的に

は、大規模な災害が発生したときに、自衛隊、

消防、警察などの支援部隊の集結地及びベース

キャンプ、緊急物資、復旧資機材の備蓄・輸送

拠点、避難地などさまざまな後方支援活動や、

これらを指揮統括する機能を持たせることとし

ております。なお、陸上競技場や合宿所など一

部の施設につきましては、新耐震基準を満たし

ていないものがあるため、これらにつきまして

は、今年度から計画的に耐震化などの改修を図

ることとしております。

また、津波の影響につきましては、平成18年

度に県で調査した津波の浸水区域の予想結果で

は、東南海地震と南海地震が同時に発生した場

合を想定しても、河川堤防や海岸堤防などによ

り、公園の主要な施設が浸水することはないと

されております。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。

まず、教職員の人材育成についてでありま

す。知・徳・体の調和のとれた健やかな子供を

育成するためには、教職員の資質向上を図るこ

とが極めて大切であり、そのため、中長期的な

視点から一貫した理念に基づいた人材育成を行

うために、教職員人材育成プランを策定したと

ころであります。この中で、家庭や地域の理解

と協力が不可欠であるとの認識のもと、家庭や

地域に期待することといたしまして、教職員の

社会性を育成するための地域と交流する機会の

提供、人材育成のための適切な情報提供、学校

教育への積極的な支援等を盛り込んだところで

あります。今後とも、本プランに基づき家庭、
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地域、学校と十分連携をしながら、教職員の人

材育成を図ってまいりたいと考えております。

次に、ゆとり教育についてであります。いわ

ゆるゆとり教育は、時間的なゆとりや精神的な

ゆとりの中で子供たちに生きる力をはぐくむた

めに、平成14年度から実施をされたものであり

ます。しかしながら、国際的な学力調査の結果

等から、学力の低下が懸念され、国では現在、

各教科の時間数やその内容などにつきまして検

討がなされており、教育課程の基準となります

新しい学習指導要領が、今後示されるものと考

えております。県教育委員会といたしまして

は、国の動向を見据えながら、一貫教育や学力

向上、そして命を大切にする教育など、これか

らの宮崎を担う子供たちをはぐくむための教育

を、今後とも積極的に推進し、社会の中で自立

して力強く生きていく人間力を身につけた子供

の育成に全力で努めてまいります。

最後に、延岡西高等学校の跡地活用について

であります。延岡西高等学校の跡地につきまし

ては、学校関係者や地域の方々を初め各方面か

ら幅広く御意見をいただきながら、現在、教育

関連施設としての活用について検討していると

ころであります。県教育委員会では、子供たち

によりよい教育環境と質の高い教育を提供する

ために、「明日の宮崎を担う子どもたちを育む

戦略プロジェクト」を立ち上げ、その柱の一つ

としまして、障がいのある子どもの教育の推進

を掲げ、積極的な取り組みを進めているところ

であります。

このような中、延岡地区の特別支援学校にお

きましては、児童生徒数の減少、進路の固定

化、台風等の災害への脆弱さなど、それぞれが

早急に対応すべき課題を抱えております。ま

た、今般、学校教育法が改正をされまして、盲

・聾・養護学校は、複数の障がいにも対応でき

る特別支援学校に位置づけられるとともに、小

中学校等を積極的に支援いたします、地域の特

別支援教育センターとしての機能を求められて

おります。このようなことから、県教育委員会

といたしましては、現在、宮崎県特別支援学校

総合整備計画の策定を進めているところであ

り、延岡地区の現状等も踏まえ、総合的な検討

を行っているところでございます。以上でござ

います。〔降壇〕

〔登壇〕 治安に○警察本部長（相浦勇二君）

係る情勢認識、そして対策についてお答えいた

します。本県警察では、平成15年度から街頭犯

罪等抑止総合対策を推進してきた結果、４年連

続して全刑法犯の認知件数を減少させ、また検

挙率も向上いたしまして、犯罪の増加傾向に一

定の歯どめをかけることができたと考えており

ます。しかしながら、殺人、強盗あるいは放火

などの凶悪事件、知能犯事件の発生や、暴力団

関係者からのけん銃押収などが続いているとこ

ろでありまして、治安に対する県民の不安が解

消されたとは言えず、県下の治安情勢は予断を

許さない状況にあると認識をいたしておりま

す。そこで、警察業務運営の最重点に掲げてお

ります街頭犯罪等抑止総合対策を引き続き推進

し、犯罪の抑止、犯罪の検挙両面における諸活

動を強力に展開することにより、指数治安のみ

ならず体感治安の向上に取り組んでまいりたい

と考えております。

特に本県では、平成17年10月に「宮崎県犯罪

のない安全で安心なまちづくり条例」が施行さ

れ、そうした中、本年６月現在で275の防犯ボラ

ンティア団体が設立されており、200台近い青色

回転灯装備車、いわゆる青パトが運用されるな

ど、県内各地におきまして、地域住民による自
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主防犯活動が活発に行われております。今後

も、県や市町村等の関係機関・団体との連携を

図り、こうした防犯ボランティア活動への積極

的な支援を推進することなどによりまして、子

供の安全の確保も含め、犯罪が起こりにくい環

境づくりを進めてまいりたいと、このように考

えております。以上であります。〔降壇〕

〔「議長」と呼ぶ者あり〕

通告がありますので、関連質○坂口博美議長

問を許します。

なお、発言時間ですけれども、主質問者の質

問時間の範囲内となりますので、よろしくお願

。いをします。緒嶋雅晃議員

ただいまの井本議員の質問と○緒嶋雅晃議員

関連して質問したいと思います。発言を許可い

ただきまして、ありがとうございます。

ＴＲ高千穂線の廃止の問題に関連して、県北

の経済浮揚、産業振興策について質問いたしま

す。

数日前、休止している高千穂線の横の県道を

通るバスに乗車していると、ところどころでヒ

ガンバナの赤い花が休止線のたもとに見えまし

た。何ともいえない哀愁が込み上げてきたとこ

ろでございます。神話高千穂トロッコ鉄道は、

残された12月26日までの営業許可の期間を考え

ると、開業は極めて困難ではないかというふう

に心配しているところでございます。知事の発

言も、何となく熱が入っていなかったような気

がするところでございます。

ＴＲ高千穂鉄道は、県北民のシンボルであ

り、観光高千穂の有力な資源であり、さらに県

北活性化の要因でもありました。万が一廃止に

なれば、県北経済、観光、県民生活にさらに大

きな打撃を与えることを危惧しているところで

あります。

県北の延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡

の２市２郡の県土に占める面積は約40％であり

ます。過去５年間の本県の企業誘致は107社、そ

のうち県北は17社、率にして15％でありま

す。19年は８社中わずか１社であります。１人

当たりの所得は、全国平均が平成16年度で282

万6,00 0円、県平均は234万円、県北は218

万9,000円、全国比77％、延岡市、日向市を除く

と60％台であり、有効求人倍率は全国が1.07、

県平均が0.69、県北は0.4であります。これも毎

月低下しておる状況であります。

建設産業はまさに地場産業であります。それ

が先行き不透明で、倒産・廃業で失業者は増加

し、社会不安を増長しております。都市と地方

の格差が大きな問題の中、県内の県南、県北格

差をどう解消するのか。県北は高速道路を初め

インフラ整備が不十分であります。

知事はマニフェストの中で、「本気で宮崎人

の底力・ポテンシャルを引き出し、郷土の更な

る発展と活性化、県民の最大幸福に資する覚悟

をもって、宮崎に帰ってきた」と述べられてお

ります。県北の厳しい経済社会情勢をどのよう

に改善し、発展させようとしておるのか、具体

的な対策を質問いたします。

お尋ねの県北地域の○知事（東国原英夫君）

振興についてであります。県北というのは、豊

富な森林資源とか水産資源、そして高い工業集

積等を有する東九州の中核的な地域だと認識し

ております。また、多彩な神話や伝説、そして

神楽や祭りなどの伝統文化、豊かな自然などの

資源にも恵まれた地域であると思います。この

地域の振興を図るためには、農林水産業や商工

業、観光などの産業振興に力を入れていくとと

もに、道路を初めとする交通基盤、情報通信、

住宅、医療、そして福祉、教育など各般にわた
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る整備も必要であります。御指摘のように、中

でも東九州自動車道と九州横断自動車道延岡線

などの高速道路を初めとする道路交通網、交通

インフラの整備というのは喫緊の課題であると

考えております。現在、国で策定中の中期計画

にこれらの道路整備が盛り込まれるように、御

案内のように、私もいろいろな大会に出させて

いただいて、声を大にして国に対して要望して

いるところでございます。

高千穂線につきましては、神話高千穂トロッ

コ鉄道株式会社の今後の取り組みを見守るわけ

でございますが、いずれにしろ、県北観光の中

心であります高千穂、あるいは製造業の中心で

ある延岡等を含めまして、県北の本県に対する

位置づけというのは重要だと認識しているとこ

ろでございます。高速道路、交通インフラの非

常なおくれというものが県北の発展を阻んでき

た事実は、再三再四指摘されているところでご

ざいます。これも重複しますけれども、一日も

早く開通するように努力していきたいと考えて

おります。「県北が元気にならなければ県全体

が元気にならない」、私はそれはずっと言わせ

てもらっております。今後とも、県央、県南、

県北の均衡ある発展のために尽力してまいりた

いと考えております。以上でございます。

ちょっと元気がないような気○緒嶋雅晃議員

がしますが、知事も……。

私は、高千穂から宮崎に来るのに３時間以上

かかります。高千穂から３時間かかれば、車で

行けば福岡以上に行くわけですね。そういう本

当に条件不利なところに住んでおるわけですか

ら、それは仕方がないわけであります。しか

し、高速道路はまだ約10年かかる、九州横断道

は全然めどが立っていない。そういう中で、高

速道路整備が終わるまで地域のことを手をこま

ぬいておっていいのか。県民総力戦と言われる

ならば、県として、やはり内部組織の中で、県

庁横断的な組織の中で県北振興を図っていかな

ければ 我々は高千穂鉄道は欲しいけれど―

も、それだけにこだわっておる時期は終わった

のではないかと心配しておるわけです。次に見

えるものがあれば、鉄道がなくてもいいんで

す。ところが、次に見えるものがないから、み

んなが心配するわけです。有効求人倍率も毎

年、毎月低下しておる。これに建設業の失業者

がふえれば、ますますもって低下するわけで、

社会不安の要因をもたらすことは間違いないと

私は思います。そういうことを考えた場合に、

真剣に、全庁的な組織をもって 県土整備―

部、商工観光労働部、農政水産部、環境森林

部、特に総合政策本部が中心になって 将来―

の県北振興のビジョンをつくるべきだというふ

うに思うんですけれども、知事、どうでしょう

か。

県庁の中に県北強化○知事（東国原英夫君）

チームみたいなものをつくるのは、今はまだ考

えておりません。それは県央、県南も含めて県

土の均衡ある発展ということでございまして、

県北だけを中心にということは今のところ考え

ておりません。しかし、県北が本県の重要な位

置を占めているということは認識しておりま

す。それは観光、産業、医療、教育、福祉等々

も含めまして。私も何回も行きますけれども、

宮崎県全体が陸の孤島なのに、その中でもまた

陸の孤島みたいな位置づけがございますので、

交通インフラも含めて 中期計画に盛り込ん―

でいただくというのは本年度中が勝負でござい

ます。９月、10月、11月ぐらいが勝負でござい

ますので、私は声を大にして、このインフラ、

県北の皆様の足となる公共的な交通手段、バス
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とかコミュニティバス、そういったところにも

留意しながら県北の発展に努めていきたいと考

えております。以上です。

もう一つ、県土整備部長にお○緒嶋雅晃議員

伺いしますが、横断道路は基本計画でありま

す。基本計画の中で中期整備計画に入れること

ができるのかどうか、この点をお伺いいたしま

す。

今のお尋ねで○県土整備部長（野口宏一君）

ございますけれども、過日、先ほどからお話し

しております道路の中期計画の取りまとめ結果

というものが公表されまして、それとあわせま

して骨子案というものも公表されております。

この中で高規格幹線道路に関する点検について

ということも公表されておりまして、現在、全

国では高規格幹線道路１万4,000キロメートルの

計画がございます。その中で既に平成15年、17

年と、国土開発幹線自動車道建設会議等で、整

備等に関しまして高速自動車国道の総合評価手

法を用いて点検を実施されておりますけれど

も、さらに現在、そのときに点検されなかっ

た2,900キロメートル これが我が県で申しま―

すと、九州横断自動車道延岡線と東九州自動車

―道の日南―志布志間に当たりますけれども

について新たに点検をするというような形に

なっております。点検につきましては、費用対

便益比、すなわちＢバイＣの検討とあわせまし

て、16指標を用いまして、外部効果についても

あわせて検討するというような形になっており

ますので、今までずっと検討が凍結されていた

ような形になっておりますけれども、これで検

討の俎上にのったというような状況になってご

ざいます。

検討するということは、可能○緒嶋雅晃議員

性があるというふうに理解していいのですか。

答弁者側の時間が随分おくれ○坂口博美議長

ている感もありますので、要約してお答えいた

だきたいと思います。

点検を国土交○県土整備部長（野口宏一君）

通省のほうで行っていただけるという形になっ

ております。県としても積極的に必要性等につ

いて訴えていきたいと思っております。

検討することはわかっておる○緒嶋雅晃議員

わけですが、可能性があるかないかということ

を聞いておるわけです。

知事の答弁に○県土整備部長（野口宏一君）

ありましたように、中間結果の取りまとめの中

では、「もう高速道路は必要がない」という方

もいらっしゃいますけれども、そういう皆さん

にしっかり反論できるような資料を用意して、

可能性を高めていきたいと思っております。

ぜひ努力していただきたいと○緒嶋雅晃議員

思います。

私は、均衡ある発展というのは、日本全体も

でありますけれども、県内でも均衡ある発展と

いうのが、一つの政治の大きな命題でもある

し、理想でなければならないというふうに思い

ます。いろいろな意味で、おくれたところを

生活保護でもですが、かわいそうな人を助―

ける、弱者を救うのが生活保護であります。そ

ういう意味では、おくれておるところをどうす

るか、厳しいところをどうするかという視点を

ぜひ持って県政に取り組んでいただきたいとい

うことを強く申し上げ、機会あるごとに、また

いろいろと御意見を申し上げたいというふうに

思います。

私の関連質問は以上で終わります。

〔「議長」と呼ぶ者あり〕

同様に通告をいただいており○坂口博美議長

ます。十屋幸平議員。
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井本県議の代表質問に関連し○十屋幸平議員

まして、さらに質問したいと思います。

先ほどの災害時安心基金について、知事に御

質問したいと思います。

先ほど代表質問で、不公平感の話が井本議員

のほうから出ました。ことし６月議会で、生活

福祉常任委員会で、この基金創設に対していろ

んな議論がありました。その一つを申し上げま

すと、大規模災害でなくても、どのような災害

に遭っても、自然災害については、被災戸数が

少数でもちゃんと見舞金を出すべきだという意

見が、それぞれの委員から出されて、部長から

前向きに検討するという御答弁もいただきまし

た。それで、知事にお伺いします。まず１点目

は、平成17年の14号の専決処分での不公平感、

それから、ことしの４号、５号の台風災害で見

舞金が出せないという制度上の不公平感、これ

についてどのようにお考えですか。

先ほども答弁させて○知事（東国原英夫君）

いただいたんですけれども、その不公平感は否

めないかなと思っております。ただ、この安心

基金につきましては、私のマニフェストに即し

た施策でございます。市町村との話し合いに

よって決められるものでございますが、今のと

ころは生活再建支援法に基づいた給付対象であ

るということでございます。御指摘のように、

その拡大をしていくのか、給付者をどのように

条件づけしていくのかというのは、今後検討の

余地があると思っております。私もこの前、見

立地区等を視察させていただきまして、１棟だ

けが全壊しているというような状況も見まし

た。そういったところをかんがみまして、あく

までも市町村との話し合いでございますが、今

後、幅を広げることについて検討していきたい

と思っております。

先ほども御答弁にありました○十屋幸平議員

ように、現場を見られて「凄惨」という言葉を

使われました。ですよね、凄惨な現場であった

と。目を背けたくなるような現場というふうに

理解するんですけれども、そういうことである

ならば、この安心基金の交付要綱の最初の趣旨

の段階で、「住家に著しい被害を受けた被災者

の生活を支援するため」と、はっきりと明記さ

れております。ですから、委員会の議論でもあ

りましたように、やはり県民が不公平感を感じ

ないようにするには、こういう基金をつくった

ときに、もう少しきちんと議論すべきだったと

は思いますが、そういう中で、今おっしゃった

ように 新聞報道にもありますが 今後支― ―

給対象を拡大すると。そうしたときには、６月

で基金創設して、各市町村が９月議会で補正予

算を組むなり、いろんな形でされると思うの

で、時間的なものが今後必要だとは思います。

どのあたりまでに、この支給拡大について市町

村との協議を踏まえて検討されるのか。そして

４号、５号に対して 及するのか。それに関連

して、18年度のえびのと竜巻等に対しての 及

措置の考え方について基本的なことを示さない

と、そこに踏み込めないと思うんです。そのあ

たりの考えをお聞かせください。

17年、18年の 及に○知事（東国原英夫君）

つきましては、私のマニフェストは19年度から

ということでございますので、再三再四申し上

げているように、マニフェスト以降ということ

で考えさせていただきます。

それと、支給対象をふやすということでござ

いますが、国の被災者再建支援法も拡大という

議論がございます。それも踏まえて、そしてま

た市町村が９月議会で予算計上あるいは予算審

議をしていただいているところでございますの
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で、その経緯も踏まえながら、今後また市町村

とも話し合い、県議会の皆さんの意見も聞きな

がら検討してまいりたいと考えております。

知事のマニフェストは、当選○十屋幸平議員

されたことで当然、県民との約束というふうに

は理解します。しかしながら、行政の継続性と

いう点を見れば、どなたが知事になられても、

今まで行ってきた県民サービスへの観点という

のは、過去も、引き続き将来にわたっても同じ

だと思うんです。そうであるならば、そのあた

りをきちんと言わないと、知事が自分のマニ

フェストはこれからだからと言っても、県民は

納得できないんじゃないでしょうか。そのあた

りはどうですか、お考えを聞かせてください。

行政の、あるいは県○知事（東国原英夫君）

政の持続性というのは非常に理解できます。し

かしながら、財政面等も考えて、どこまで 及

するのか、どういう対象まで 及するのかとい

うことは慎重に考えていかなきゃいけないと

思っております。あくまでも私は、マニフェス

トによって県民の皆様と契約あるいは約束をさ

せていただいた、この約束を遵守していくとい

うことを主眼に置きたいと思っております。

〔「18年度に知事になったんじゃない

か」と呼ぶ者あり〕

今、声がありましたけれど○十屋幸平議員

も、年度から言うと18年度です、まさに。予算

の執行上。ということを考えると、知事がなら

れた時期と年度は重なるわけです。ですから、

そのあたりは今の知事の答弁ではなかなか県民

の方は理解されないんではないかというふうに

思います。知事がおっしゃることは十分私もわ

かります。ですから、そのあたりを考えられ

て、今６月議会に基金の創設を出されて可決し

たわけです。それはすばらしいことだと私も評

価いたしますが、やはり県民が不公平感を持つ

ということは、サービスとしていかがなものか

というふうに思っております。

先ほど知事の答弁にもありました、災害が出

ない、少ない地域が、財政的に非常に厳しい中

で、支給拡大する中でも、ちゅうちょされたり

する市町村があろうかと思うんです。知事とし

ては、そういう市町村と県と、今後どのような

考え方で協議を検討されていくのか、お聞かせ

ください。

それは平等性の問題○知事（東国原英夫君）

だと思います。御指摘のように、だれが被災が

多くて、どこの地区が床上が多くてといったこ

とを一々指摘することは不可能だと思うんで

す。ですから、公平性というのは、災害が起こ

る可能性があるところには広く御理解いただく

ということで思っております。どこが災害が少

ないか多いかというのは、今後調査を見ないと

わからないでしょうけれども、そういったもの

は度外視して、宮崎県全体の、これこそ県民総

力戦で、自助もそうなんですけれども、互助と

いう意味を込めて御理解いただくように、今後

とも話し合いを続行していきたいと思っており

ます。

それでは、部長にお聞きした○十屋幸平議員

いんですが、県と市町村の人口割、世帯割の負

担割合について御説明いただけますか。

この基金の構○福祉保健部長（宮本 尊君）

成につきましては、県と市町村それぞれ１対１

になっておりまして、その中の配分割合につい

ては、今、掌握しておりません。

突然負担割合を聞いたので、○十屋幸平議員

手元にないと思うんですが、８対２であったり

とか２対８であったりとか、そこは私も持って

おりませんけれども、そういうふうな割合だっ
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たというふうに思います。

それで、先ほどお話がありましたように、県

内の市町村も、市長会を通じて知事のほうに要

望を出されていますよね。その中で、県内の市

町村でも、支給対象にならなかった４号、５号

に対して出している、出そうとする、そういう

施策を打ち出している市町村もあろうと思いま

す。そういう市町村の意向を 先ほど知事が―

述べましたように、負担感といいますか割合の

度合いはあろうかと思うんですけれども、先ほ

どから知事が言われるように、県民総力戦とい

う言葉を使いますが、やっぱり意識の共有をし

ていかなければ、災害だけの問題ではなくて、

それぞれの地域に抱えている課題があったとき

に、宮崎県民として一丸となって互助の精神で

やっていくということが県民総力戦の根本にな

ければ、それは進められないのではないかなと

いうふうに思っております。ですから、先ほど

知事がおっしゃったように、割合の負担はいろ

んな議論があろうかと思いますが、そのあたり

できちんと、県内の市町村とそういう意識の醸

成と情報の共有化を、知事を先頭にちゃんと説

明するなり、協力を求めていただきたいという

ふうに思っております。

日向市のほうでは、今議会に、全壊、半壊

が10万、床上浸水が５万、補正予算で380万ほど

組んでおりますが、そういう取り組みをしてい

るところもあるわけです。いろんな議論はあろ

うかと思いますが、ぜひ不公平感がないように

お願いしたいというふうに思っています。そう

いう市町村の取り組みについて、知事はどのよ

うにお考えですか。

市町村の取り組み○知事（東国原英夫君）

は、あるところとないところがあると思うんで

すけれども、特に日向とか西都とかいうところ

は、住民サービス、そういった意味では被災者

に対する支援というのは非常に熱心に取り組ん

でおられると思います。ただ、県がこれを安心

基金で支援する場合に、重なる場合等々がござ

います。その辺の調整をどうするかというのも

今後問題になってくると思います。いずれにし

ろ、また市町村等と十分な協議を深めながら、

皆様の御意見も参考にさせていただきながら、

今後、宮崎モデルと言われるような安心基金に

していくように検討していきたいと思っており

ます。

時間も12時前ですが、最後に○十屋幸平議員

なりましたけれども、これは知事への要望とし

てお聞きいただきたいんですが、先ほど述べら

れましたように、国の制度自体も不備な点があ

る、使いづらいところがあるということで見直

しがなされております。その点に関して、台風

災害、地震災害、いわゆる自然災害が起きる地

域というのは、ある程度固まっているように感

じるんです。台風が来るところは、宮崎だった

り鹿児島だったり沖縄だったり、九州地区が多

い。今回は群馬県のほうでもかなりありますけ

れども。そういう大きな自然災害で県民がいろ

んな被害をこうむっている自治体と積極的に連

携を図りながら、国の制度の改正に意見を言っ

ていただきたい。やっぱり地方の声を代弁して

いただくのは知事でありますから、知事会でも

いいんですけれども、そうではなくて、そうい

う大きな自然災害をこうむっているところと

もっと連携をして、国のほうにいろんな意見を

言っていただきたいと思うんですが、その考え

方について、知事のお考えをお聞きしたいと思

います。

場所場所におきまし○知事（東国原英夫君）

て、そのケース、ケースにおきまして、全国知
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事会、あるいは国に対しても生活再建支援法の

見直しについては、これまで意見を述べさせて

いただきました。今後とも声を大にしていきた

いと思っております。

以上で関連質問を終わりま○十屋幸平議員

す。

以上で質問を終わりたいと思○井本英雄議員

います。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時再開、午前に引き続き代表質問で

あります。

休憩をいたします。

正午休憩

午後１時０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、自由民主党、32番濵砂守議員。

〔登壇〕（拍手） いつもです○濵砂 守議員

と、傍聴席いっぱいの傍聴者がお見えになって

いるんですが、きょうは心持ち寂しいような気

がいたします。

先ほどのニュースによりますと、安倍総理が

辞任表明をされたということで、今びっくりし

てここに上がってきたところであります。時間

がありませんから、早速入ります。

自由民主党の濵砂守でございます。午前中に

引き続き、自由民主党を代表して質問をいたし

ます。私にとりましては、東国原県政が誕生し

て以来、初めての質問でありますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

2007年１月23日、東国原英夫知事誕生と同時

に、宮崎県に東国原ブームが吹き始め、就任か

ら１週間に行ったテレビ出演を広告費に換算し

ますと、約165億円のＰＲ効果があったという報

道がありました。その後も頻繁にテレビに登場

しておられることを考えますと、きょうまでど

れだけの効果があったか、はかり知れないとこ

ろであります。また、就任３カ月を迎える４

月20日の宮崎日日新聞社が実施した県民意識調

査では、「知事を支持する」と答えた人は87％

に達し、知事の誕生以来半年が経過をした７

月23日の同新聞の調査でも、人気はさらに上昇

し、何と県民の95％が東国原知事を支持すると

の報道がなされております。さらに、知事の誕

生で一躍人気観光スポットに躍り出た宮崎県庁

舎の訪問者が、８月20日に10万人を突破するな

ど、県民の東国原県政に寄せる大きな期待は、

とどまるところを知らないほどの勢いで伸びて

おります。

そんな中に、県政は常に冷静な動きを続けて

おります。知事がトップセールスをなされてき

たことや、この異常なまでの人気は、宮崎県に

どのような変化をもたらしたのか、地鶏やマン

ゴーのように業績がアップした企業や産業もあ

るが、恩恵を受けていないところもある。建設

産業のように、やむなく倒産に追い込まれ、失

業にあえいでいる人たちもいる。この知事ブー

ムがどのような形で私たちの生活に影響したの

か、どのように変わったのか、今後どうなって

いくのか、しっかりと検証しながら、常に冷静

に県政を進めていくことも必要かと存じます。

まずは、知事の政治姿勢についてお尋ねいた

します。

知事就任から７カ月を過ぎ、県民への公約実

現の見通しについて、知事の所見をお聞かせく

ださい。

次に、県民支持率95％という異常なまでの支

持率に対して、知事御自身はどのような感想を
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お持ちになっているのか、お聞かせください。

さて、話は１月の知事選挙に戻りますが、東

国原知事は、優秀な官僚として実績のある２人

の候補を大差で破り、圧倒的得票で当選されま

した。選挙期間中のそのまんま東知事候補に県

民が期待したものは何だったのか。明らかにこ

れまでの古い制度を改める姿勢を表面に打ち出

したそのまんま東候補の選挙手法に、「何か

やってくれそうだ」という大きな期待感が寄せ

られた結果であります。今、県民は、知事の一

挙手一投足をつぶさに見守っております。県内

には、その日の生活に事欠く者、体が不自由な

独居老人、行くところのない介護難民、存続が

危ぶまれている山間僻地の小中学校、崩壊寸前

の農山漁村集落などなど、山積した問題が未解

決のまま残されております。知事には、115万県

民の熱い期待にこたえるべく、宮崎県の実情を

見きわめた上で誠心誠意、県勢の発展のために

取り組んでいただきたいのであります。

私は、政治の究極はインフラストラクチャー

であると思っております。個人の努力ではでき

ないことを行政がかわりにやることに意味があ

り、共同体が形成されております。自分の家の

戸締まりは個人でできても、町じゅうの安全は

個人ではできないのであります。宮崎のインフ

ラを考えるとき、九州でも一番おくれている道

路整備などを初め、県土と県民の安全、社会の

安定、経済の活性化など、すべてが抽象的な問

題ではなく具体的な課題として酌み取られなけ

ればなりません。性格や好みによってそれぞれ

個人的価値観の異なる「夢」や「ゆとり」や

「美しい」「すばらしい」といった、客観的な

基準を決めることが難しいものよりも、県政の

トップリーダーの政治家として、現実的で具体

的な問題の解決に専念していただきたいのであ

ります。高尚でもなく、夢もないように見えて

も、実際はまことに重要な究極のインフラとし

ての政治が、今の宮崎県には必要なのでありま

す。言いかえれば、政治思想家ではなく、政治

に全力を投球していただくことを県民は願って

おります。知事御自身の示されたマニフェスト

の実現はもとより、宮崎県知事としてのこれか

らの政治手腕に大きな望みを託しながら、順次

質問に入りたいと存じます。

まず、地方分権改革についてお尋ねをいたし

ます。

地方分権改革につきましては、昨年12月に制

定された地方分権改革推進法が今年４月に施行

され、まさに第２期地方分権改革が本格的にス

タートいたしました。第１次地方分権改革で

は、国と地方を上下主従から対等協力の関係に

変え、一定の成果は見えましたが、税財政に焦

点を当てた三位一体の改革では、国から地方へ

３兆円の財源移譲がなされたものの、国の強い

関与を残したまま、国庫補助負担率の引き下げ

や、５兆円にも上る地方交付税の大幅な削減を

するなど、地方の行財政基盤の確立、自由度を

高めるための改革からはほど遠いものでありま

す。国の財政再建と地方分権改革とをすりかえ

られたような気がしてなりません。

言うまでもなく地方分権改革とは、地方分権

改革推進法第２条の基本理念にもありますとお

り、「国及び地方公共団体が共通の目的である

国民福祉の増進に向かって相互に協力する関係

にあることを踏まえ、それぞれが分担すべき役

割を明確にし、地方公共団体の自主性及び自立

性を高めることによって、地方公共団体が自ら

の判断と責任において行政を運営することを促

進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会

の実現を図ることを基本として行われるものと
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する」ということであります。まさに、地方が

自己決定・自己責任のもと、暮らしに必要な公

共サービスを効率的・効果的に提供し、文化、

産業などの面で地域の個性を生かしたまちづく

りを行い、住民が安全・安心に暮らせる豊かな

社会を実現することが、真の地方分権だと考え

ます。そこで、地方分権改革に対する見解と今

後の取り組み方針について、知事にお伺いいた

します。

さきの質問と連動いたしますが、次に、道州

制についてお尋ねいたします。

道州制については、６月19日に閣議決定され

た「経済財政改革の基本方針2007」の中でも、

道州制実現のための検討の加速ということで、

現在、「道州制ビジョン懇談会」において、平

成19年度中に道州制の理念や大枠等について論

点を整理した中間報告を取りまとめている段階

であります。また、自由民主党や全国知事会、

全国都道府県議会議長会などにおいても、道州

制に関する検討を行っている状況であり、道州

制担当大臣を兼ねる増田総務大臣は、「今後の

我が国のあり方を考えると、道州制は必ず実現

しなければならない」と強調されております。

いよいよ道州制導入に向けた本格的な議論が一

挙に進められ、導入の時期も近いのではないか

と思っております。官主導・中央集権型の政府

からの脱却を図り、人口減少やグローバル化、

国際共存に対応した真の分権型社会を実現する

ための道州制については、国と地方の役割分担

を抜本的に見直し、中央省庁の解体・再編も含

めた我が国の統治機構全体の改革が必要であり

ます。道州制に関する国レベルの動きなど、現

在の状況をどのようにとらえられているのか、

知事にお伺いいたします。

次に、市町村合併についてであります。

国においては、第29次地方制度調査会が７月

３日に発足し、市町村合併を含めた基礎自治体

のあり方と監査機能強化などについて調査審議

がなされております。この調査会の審議対象と

しては、「平成の大合併」の検証や小規模自治

体の扱いなど、さまざまなテーマが想定されて

いるところであります。一方、第２弾の平成の

市町村合併の進みぐあいについては、総務省の

発表によりますと、合併新法の期限である平

成21年度末を踏まえ、７月１日時点で、18道府

県で190市町村が38の協議会や研究会などを設け

て協議検討を進めております。本県において

は、日南市と北郷町・南郷町や宮崎市と清武町

において、法定合併協議会の設置に向けた準備

がなされているところであります。平成21年度

末の合併新法期限をにらむと、動きが鈍いよう

な気がいたします。道州制の導入を見据えて、

基礎自治体である市町村が行財政基盤の確立を

図り、活力ある個性豊かな市町村として生き

残っておくためには、市町村合併は有効な方策

の一つであると考えます。本県における市町村

合併の状況とその取り組みについて、知事にお

伺いいたします。

次に、限界集落への対策についてでありま

す。

本県は、全国より５年ほど早いペースで高齢

化が進行しています。平成17年には平均23.5％

に達しており、県内で最も高齢化率の高い市町

村は西米良村と美郷町の41.3％であり、30％を

超える市町村は12市町村にも上ります。国土交

通省の調査によりますと、全国の６万2,273集落

のうち、2,643の集落が消滅の可能性があり、九

州で消滅のおそれがある集落は372、このうち10

年以内に消える可能性があるのは53集落とのこ

とであります。限界集落は、本県においても中
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山間地域を中心に数多く存在しています。この

ような集落をどのように維持していくのか、具

体的に検討する必要があるのではないでしょう

か。従来の農林水産業の振興にとどまらず、福

祉、防災の観点からも、集落を維持するための

方策を探る必要があります。農山漁村は、食料

等の生産の場としての役割だけでなく、国土保

全、水源涵養、自然環境の保全、文化の伝承な

ど、多面的機能の発揮の場としても重要な役割

を果たしております。一度消滅した集落は二度

ともとに戻ることはありません。荒廃の進んで

おる農山村を少しでも活力ある地域にするため

には、道路整備に加え、ケーブルテレビの整備

や携帯電話通信エリアの拡充など、地域情報網

の整備を図り、地域に住む人が安心して暮らせ

る環境づくりが強く求められております。そこ

で、このような現状を踏まえ、限界集落に対す

る対策を今後どのように展開していかれるの

か、知事にお伺いいたします。

次に、情報通信格差の是正についてお尋ねい

たします。

近年の情報化の進展は、まさに日進月歩であ

ります。国や県においてもさまざまな施策が展

開され、インターネットや携帯電話などの情報

通信機器の普及は、さまざまな面で私たちの生

活様式を変えてまいりました。これらＩＴ関連

技術は、中山間地域などの地理的なハンディ

キャップを克服し、少子高齢化問題や産業の振

興など、さまざまな地域課題に取り組んでいく

上で、切り札となる可能性を秘めております。

しかし一方で、このような情報化の進展は、こ

れを可能とする環境のいかんによって地域格差

を拡大する側面も持っております。行き先不透

明な経済環境のもとで、厳しい地域間競争を勝

ち抜いていくためには、中山間地等条件不利地

域での情報化の推進にも果敢に取り組んでいく

必要があると考えます。平成19年度の地域生活

部長マニフェストにおいても、「情報通信格差

を是正し、県民生活の利便性を向上させるた

め、携帯電話サービス提供地域の拡大を図ると

ともに、ケーブルテレビのエリア拡大を図るな

ど、情報通信環境の整備に努める」とされてお

ります。昨年の調査では、県内で携帯電話が１

社も使えない地域は、108地区、約3,800世帯で

あったとのことですが、現在どの程度解消され

ているのでしょうか。また、今後の県としての

取り組みもあわせ、地域生活部長にお伺いいた

します。

次に、医療制度改革についてお尋ねいたしま

す。

現在の保健・医療・福祉政策を見ると、政府

は、国家財政の赤字解消を優先させた社会保障

制度、とりわけ医療保険制度改革を進めてお

り、このことは、患者一部負担金の増加、高齢

者の長期療養病床の削減など、国民にとっては

厳しいものとなっております。医療制度改革の

主なものは、70歳以上の高所得者の窓口負担を

２割から３割へ引き上げる、平成20年より後期

高齢者医療制度を創設する、生活習慣病予防の

推進、療養病床再編などであります。この改革

で大きな柱となっているのは、療養病床の再編

整備であります。現在、全国の療養病床は38万

床あると言われ、医療型の25万床と介護型の13

万床に二分されております。この療養病床につ

いて、医療の必要度が高い患者に限定した上で

医療保険で対応する。医療の必要性が低い患者

については、病院でなく、在宅・居住サービス

または老人保健施設等に転換するというもので

あります。これにより、平成23年度末までに介

護型を全廃し、医療型とあわせて再編すること

平成19年９月12日(水)
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で、病床数を現在の38万床から15万床へ減らす

ことになり、削減される23万床については老人

保健施設等へ転換されることになります。宮崎

県では、医療療養病床約3,000床の縮減、介護療

養病床約2,000床の廃止が想定されています。ま

た、現時点での特養ホーム入所待機者は3,000人

を超えていると言われておりますが、新た

に3,000人の介護病床入院患者が追い出されかね

ない状況になっております。そこで、関係者が

大きな不安を抱いているのが、療養病床から移

行する患者の皆さんの受け皿の問題でありま

す。患者の不安を解消し、現場が混乱すること

なく療養病床の再編が行われることが重要であ

ります。今回の療養病床再編に係る取り組み状

況と今後の対策について、また、平成20年より

後期高齢者医療制度の創設が行われますが、そ

の取り組み状況についても、あわせて知事にお

伺いいたします。

次に、医師確保及び救急医療対策についてで

あります。

全国の医師数は、平成16年12月末現在で27

万371人であり、毎年3,500人から4,000人ほど増

加していると言われております。また、国によ

れば、平成34年（2022年）には医師の需要と供

給が均衡し、医師数は充足するとのことであり

ます。しかしながら、地方における医師不足は

ますます深刻化しており、地域医療の破壊にも

つながりかねない危機的状況であり、地域住民

の生活に深刻な影響が出ております。地域間の

医師の状況を見ますと、人口10万人当たりの医

師数が一番高いのは282.4人の徳島県、最低は埼

玉県の134.2人と、約2.1倍の差があります。本

県は全国第22位の218.4人と、全国平均の211.7

人を上回ってはおりますが、医師が宮崎東諸県

圏域に305.5人と集中しており、その他の圏域は

すべて全国平均以下であります。「新みやざき

創造計画」の中では、安全で安心な暮らしを送

ることができる社会の構築を目指しており、医

療提供体制の充実を重点施策の一つとして掲げ

られております。医師の地域偏在をなくし、医

師が不足している地域に医師を確保していくこ

とや、救急医療体制の充実は、県行政の責務で

あると考えます。他県では、地元の国立大学に

寄附をして医師派遣を受けたケースや、先日の

新聞報道では、兵庫県が鳥取大学に医師２人を

派遣してもらうために研究費名目で3,000万円を

寄附するということが記事になっておることか

らも、医師不足の深刻化が如実にあらわれてお

ります。そこで、県内において、医師確保がで

きずに診療科に影響が出ている病院はどのくら

いあるのか、また、喫緊の課題である医師確保

及び救急医療対策にどのように取り組んでいか

れるのか、あわせて知事にお伺いいたします。

次に、地球温暖化防止と循環型社会づくりに

ついてであります。

御承知のとおり、我が国は、京都議定書の発

効を受けて、2008年から2012年の５年間に1990

年比６％の温室効果ガスを削減することが義務

づけられており、それに伴う目標達成計画が策

定されておるところであります。本県におきま

しても、「新みやざき創造計画」の中で、「地

球温暖化防止に貢献する社会づくり」を施策の

基本方針に掲げており、二酸化炭素を初めとす

る温室効果ガスの排出量の削減に向けて、県

民、団体、事業者、行政等が一体となった取り

組みを推進することとしております。

そこで質問をいたしますが、まず、県では、

温室効果ガスの最たる要因である二酸化炭素を

どのような方法でどの程度削減しようとしてい

るのか、知事にお伺いいたします。
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また、宮崎県庁地球温暖化対策実行計画によ

り行われた事業の取り組み状況とその効果はど

うなのかを、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

経済活動を維持していく上では、地球温暖化

防止や廃棄物問題等の環境的な制約と、石油高

騰などを初めとするエネルギー問題等の資源的

な制約に直面をしております。これらを解決

し、経済と環境が両立した持続可能な循環型経

済社会をいかに構築するかが課題であります。

地球温暖化の主たる要因が、私たちの日常生活

や事業活動に必要な化石燃料の燃焼に伴って排

出される二酸化炭素の温室効果ガスであれば、

これに多くを頼らない、地球に優しい新エネル

ギーを含めたエコエネルギーの積極的開発と導

入も不可欠であります。この環境への負担が少

ない環境型社会づくりについて、知事はどのよ

うに展開していかれるおつもりか、お伺いをい

たします。

次に、森林・林業・木材産業の振興について

であります。

木材価格の低迷や山村の過疎化に伴う林業従

事者の高齢化等により、森林・林業・木材産業

を取り巻く環境は、日々厳しさを増しているの

は周知のとおりであります。これまで林業生産

活動を通じ森林の整備保全を担ってきた山村

は、急速に活力を失いつつあり、植栽未済地や

間伐などの手入れが行き届かない森林などが至

るところに見られます。本県は、約25万ヘクタ

ールの民有人工林を有する全国有数の森林・林

業県であります。適正な森林整備を維持するこ

とで、水源の涵養や国土の保全、地球温暖化防

止などに大きな役割を果たしております。この

ような中、健全で多様な森林を整備しつつ、そ

の資源を循環利用し、森林の多面的機能の発揮

を図ることが大きな課題となっております。一

方、平成17年の我が国の木材需要量は8,585

万7,000立方メートルとなり、原油価格の高騰な

どにより外材輸入が減少し、木材自給率が20％

を上回るなど、国産材に明るい兆しも出てまい

りました。このような中で、本県の杉を中心と

した素材生産量は、今後ますます増加すること

が見込まれております。この豊富な森林資源を

最大限に生かし、林業・木材産業の振興や、山

村地域に活力を呼び戻す動きにつなげていただ

きたいのであります。今後の森林・林業・木材

産業の振興についてどのように展開されていか

れるか、知事にお伺いをいたします。

次に、早期水稲被害の救済対策についてであ

ります。

本県の早期水稲は、昭和28年から、温暖な気

候を利用するとともに、台風などによる水稲被

害を回避するための防災営農対策として導入さ

れて以来、ことしで55年目となります。しかし

ながら、今年は、台風４号・５号のたび重なる

襲来や、生育後半の長雨、日照不足などの影響

により、大幅な収量の低下と規格外米が７割を

超えるなど、かつて経験がないほどの被害が発

生しました。また、被害額が約34億円と大幅な

収入減少となり、農家経営にも大きな打撃を与

え、極めて深刻な状態となっております。さら

に、今回の災害による最終的な減収及び大幅な

品質低下については、災害前の生育がほぼ順調

で、外見上は平年並みの様相を呈していたこと

から、多くの農業者が被害発生を事前に認識で

きず、収穫後に出荷して初めて被害の実態がわ

かる状況でありました。このため、被害申請を

行うことができた農家は、農業共済加入農家の

約２割にすぎない状況であり、大多数の農家で

は、実際に被害を受けているにもかかわらず、
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農業共済制度の救済措置を受けられない事態と

なっております。このようなことから、我が県

議会自由民主党といたしましても、去る８月20

日に、農林水産大臣を初めとする各関係者に対

し、本県の被害状況と救済措置の要望を行った

ところであります。本県における早期水稲の被

災状況とその救済対策について、知事にお伺い

いたします。

次に、企業立地についてお尋ねいたします。

先月上旬に発表された国の経済財政白書によ

りますと、「我が国の経済は、いざなぎ景気を

超えて、戦後最長の景気回復を続けている」と

のことであります。また一方では、「高所得者

と低所得者における所得格差、大都市と地方に

おける地域間格差が拡大する傾向にある」と、

白書では指摘されております。本県において

は、雇用の不足や公共事業の縮減が続く中、企

業の倒産が続くという状況も見受けられ、都会

の好調な景気回復とは裏腹に、景気回復の実感

にはほど遠いものがあります。また、本県と比

べると、自動車産業の立地が相次ぎ、経済活動

が活発化している北部九州との地域間格差もだ

んだん広がりつつあるというのが実情でありま

す。今後も、企業の経済活動が好調な地域であ

る東京、神奈川、大阪、愛知など都市圏と比

べ、企業の少ない本県のような地方との経済格

差はますます広がっていくのではないかと心配

するのであります。その解決策としては、やは

り、本県に多くの企業が立地し、それら企業か

らの税収増による自主財源の増加や雇用の拡大

を図ることが一番ではないかと、だれもが考え

ております。

知事は、マニフェスト及びそのマニフェスト

に基づく「新みやざき創造計画」において、４

年間に新規立地企業100社の実現を目標に掲げら

れております。平成15年度から18年度の４年間

における企業誘致件数が89社であることを踏ま

えますと、達成困難な目標とは思いませんが、

自治体間競争が激化する中、これまでと同じよ

うな取り組みでは達成は容易ではないと思いま

す。東国原知事の誕生により、宮崎県が全国に

大きな注目を集めている今日、今度は知事のＰ

Ｒ力を企業立地にも向けて発揮していただ

き、100人、500人、いや、1,000人規模の雇用が

可能な企業を誘致されることを期待しておりま

す。今後の企業立地に対し、具体的にどのよう

な手法で目標を達成するお考えなのか、知事に

お伺いをいたします。

次に、観光振興についてであります。

知事は就任以来、精力的に本県のＰＲに邁進

され、その効果の一つとして、築75年のレトロ

調の県庁舎が観光地となり、４月から８月まで

の５カ月間で、見学来庁者数は12万5,961人にも

達しておりますが、県外団体客数はそのう

ち6,650人ということであります。また、県の物

産館の販売額も、４月から８月まででおおよそ

２億7,000万円と大きく増加しているとのことで

あります。本日も多くの観光客が訪れており、

まさに宮崎ブームでありますが、そのブームを

一過性のものにしてはもったいないのでありま

す。県外団体客については、知事の登庁時間に

合わせた県庁見学となっているようでありま

す。その後、県外からの団体客はどういうコー

スで観光を行っているのか、滞在期間はどうな

のか、商工観光労働部長にお伺いをいたしま

す。

県外からの観光客については、長期滞在型の

観光を促進することが必要であります。スカイ

ネットアジア航空（ＳＮＡ）が９月１日、東京

―鹿児島間に就航いたしました。これで南九州
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すべてに就航したわけであります。東京から宮

崎空港に到着し、宮崎観光で１泊、霧島などを

経て鹿児島観光をし、鹿児島空港から東京へ帰

る。または高千穂を経て、阿蘇方面を観光し、

熊本空港から帰る。また、その逆もあると考え

ます。地元で起業されたスカイネットアジア航

空（ＳＮＡ）を活用した滞在型の南九州観光に

ついて、知事の考えをお聞かせください。

次に、入札・契約制度改革についてでありま

す。

建設産業界は、地域の振興・活性化や雇用を

支える基幹産業として、地域経済の発展に大き

な貢献をしております。また、災害時の応急・

復旧対策についても、時間を問わず活動し、地

域の安全・安心の中核的な存在としての重要な

役割を担っております。今回の入札・契約制度

の改革により、以前にも増して価格競争が激化

するばかりで、最低制限価格付近での応札が続

いております。本年度６月までの平均落札率

が80.2％と急落し、このままでは、経営力・技

術力のある業者さえ生き残れなくなると危惧さ

れております。なお、急激な制度改革により、

建設業のみならず、関連工事業も昨年を上回る

廃業・倒産企業が増加しております。４月から

６月までの倒産件数は21社であり、昨年の８社

と比較しても2.6倍にもなっております。これら

に伴い、離職者数も４月から６月末までに3,189

人と、昨年度同時期の2,006人の1.6倍となって

おります。今回の入札・契約制度改革を進める

に当たって、このような状況を知事は想定され

ていたのでしょうか。また、現在ではどのよう

な考えでおられるのか、お伺いをいたします。

また、先ほど申し上げましたように、最低制

限価格付近での応札が続く状況では、最低制限

価格が余りにも厳しいため、採算を割り込んだ

異常な低価格での落札という結果を生み出して

いるのではないかと思われます。さらに、国や

県が実施したコスト調査などによりますと、落

札率が低くなるほど、元請業者に加え、下請企

業の赤字工事の割合が増加するとともに、工事

成績評価が下がるという結果も出されておりま

す。入札制度の目的とするところの健全な競争

そのものが阻害されるおそれがあり、最低制限

価格の引き上げが必要と考えますが、その対応

策についてどう考えておられるのか、知事にお

伺いをいたします。

なお、施工能力等のない業者が建設工事を受

注した場合、建設工事の適切な施工または履行

がなされないおそれがあります。現在、入札予

定価格を公表されておりますが、単純算定によ

り入札価格が割り出しやすいのではないかと考

えます。そこで、公共工事における品質の確保

及び不良・不適格業者の排除という観点から

も、入札予定価格を事後公表とすべきだと考え

ます。知事としての考えをお伺いいたします。

最後に、交通死亡事故の現状と抑止対策につ

いてであります。

本県の交通事故発生件数は、３年連続１万件

を超える極めて厳しい情勢にあるほか、交通死

亡事故による死者の約５割を高齢者が占めてお

ります。ますます高齢化が進む中で、高齢者の

交通安全対策が課題となっております。また、

特に８月は、ことし初めて交通死亡事故多発警

報が発令されるなど、死亡事故が多発しており

ます。言うまでもなく交通死亡事故は、一瞬に

してとうとい人命を奪うものであり、車社会の

昨今、県民の日常生活に極めて身近で深刻な問

題であります。交通事故の抑止には、道路を利

用するすべての人が基本的ルールを守ることが

必要でありますが、警察や各自治体を初めとす
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る関係機関・団体による総合的な施策に頼ると

ころが大きいと思います。そこで、最近の交通

死亡事故の発生状況と抑止対策について、県警

本部長に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。

まず、マニフェストについてであります。私

は、知事選に当たり、県民の皆様との約束とし

てマニフェストを掲げ、当選させていただきま

した。就任後は、マニフェストの達成にスピー

ド感を持って取り組むべく、６月に、私のマニ

フェストや県政の抱える課題を踏まえた新たな

県の総合計画「新みやざき創造計画」を策定し

たところであります。就任してまだ７カ月余り

であり、取り組みが緒についたばかりでありま

すし、見通しについては何とも言いがたいもの

がありますが、今後とも県民の皆様との約束を

果たすべく、マニフェストの達成を目指して、

県民の皆様の御理解、御支援をいただきなが

ら、県民総力戦で全力で取り組んでまいりたい

と考えております。

続きまして、支持率についてであります。７

月に新聞各社が報道した県民の皆様の私に対す

る支持率については、いずれも90％を超える高

いものとなっており、大変光栄に存じておりま

すが、改めて責任の重みを痛感しております。

就任してまだ半年ほどでありますが、ここまで

の私の県政に取り組む姿勢や成果について、県

民の皆様から一定の御理解、御評価を得たもの

と受けとめております。この評価については真

摯にかつ謙虚に受けとめ、支持率の高低にかか

わらず、県民の皆様の御期待を裏切らぬよう、

今後とも県勢発展のため、県民総力戦による新

しい県づくりに誠心誠意取り組んでまいりたい

と考えております。

続きまして、地方分権改革についてでありま

す。地方の自主性、自立性を高め、地域の特性

に応じた個性豊かで活力に満ちた地域づくりを

進めてまいりますためには、今後とも地方分権

を推進していく必要がございます。これまで

も、国から地方への権限移譲や関与の見直しが

なされてきてはおりますが、先般の第１期改革

は、地方の裁量を高めるという点で、真の地方

分権につながるものとは言いがたいものであり

ました。このような中、国では、昨年12月に制

定された地方分権改革推進法に基づき、本年４

月から地方分権改革推進委員会における協議を

開始したところでありますが、地方といたしま

しても、この第２期改革こそ権限移譲や税源移

譲を伴う真に実効性のある分権改革につなげて

いかなければならないと考えております。現

在、全国知事会等におきまして、具体的な権限

移譲項目などの協議を続けておりますが、第２

期改革が大きな成果を上げるためには、やはり

地方が一致団結することが大切であり、真の分

権型社会の構築に向けて、今後とも、全国知事

会議等の場で議論を深めてまいりたいと考えて

おります。

続きまして、道州制についてであります。道

州制につきましては、現在、国や全国知事会、

九州地方知事会等さまざまな機関で、道州と国

の役割分担を初めとした制度の基本的な枠組み

について検討を行っている段階であります。今

後、道州制の議論は深まっていくものと考えて

おりますが、その際には、何よりも、住民にど

のようなメリットを与え得るか、それらを十分

に考慮する必要があります。また、道州内が一

体的に発展するための十分な対策を講じないま
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ま道州制を導入した場合、地域間の格差がさら

に拡大するおそれもあります。したがいまし

て、県では、道州制への移行が本県にとってプ

ラスになるよう、高速道路などの基盤整備を促

進し、産業振興や地域の活性化を図ることに

よって、県としての総合力をつけておくこと

を、道州制導入に際しての重要な条件の一つと

位置づけておりまして、今後このような点を踏

まえ、道州制の議論を深めてまいりたいと考え

ております。

続きまして、市町村合併についてでありま

す。もとより市町村合併は、市町村と住民の皆

様とが一体となって闊達な論議を深めていただ

くことが何よりも重要であると考えておりま

す。県といたしましては、平成18年３月に策定

した宮崎県市町村合併推進構想に基づき、自主

的な合併議論を促してきたところであります。

現在、県南地域を初めてとして幾つかの地域で

真剣な取り組みがなされており、今後、合併協

議が進展していくことを期待しているところで

あります。国においては、道州制ビジョン懇談

会や地方分権改革推進委員会が設置され、今

後、道州制の導入や地方への権限移譲のあり方

等について論議が本格化していく中、おのおの

の市町村が行財政基盤の確立を図り、活力ある

個性豊かな市町村としての総合力をつけておく

必要があると考えております。市町村合併はそ

の有効な方策であることから、それぞれの地域

でできるだけ早く本格的な議論がなされるよ

う、県としても引き続き積極的に働きかけてい

きたいと考えております。

続きまして、限界集落に対する対策について

であります。限界集落とは、一般的に、住民

の50％以上が65歳以上の高齢者となり、冠婚葬

祭など社会的共同生活の維持が困難になった集

落を指すと言われております。全国的に過疎地

域等においては、若年層を中心とした人口の流

出や高齢化の進行等により、地域の活力が低下

しており、特に山間地の小規模集落において

は、限界集落を含め、維持・存続が危ぶまれる

集落もあると認識しております。本県におきま

しては、過疎計画等に基づき、これまで、国や

市町村と連携を図りながら、山間地の集落の総

合的な生活環境基盤の整備充実等に取り組んで

きており、一定の成果を上げていると考えてお

ります。しかしながら、少子高齢化の進行等に

より、全国と同様に、集落機能が著しく低下し

ている集落も見られるなど、集落を取り巻く環

境は大変厳しいものになっていると認識してお

ります。国においては、今年度、これらの集落

の新たな地域運営と資源活用に関する方策検討

調査が行われているところでございます。県と

しましては、国の動向も見きわめつつ、集落対

策の基本的な主体である市町村と協力しなが

ら、地域の実情や住民ニーズをきめ細かに把握

し、持続可能な集落対策のあり方について検討

してまいりたいと考えております。

続きまして、療養病床再編に係る取り組み状

況と今後の対策についてであります。まず、療

養病床の再編に当たりましては、各医療機関の

転換の意向や、介護度などの入所者の状況等を

把握する必要があることから、県医師会及び各

市町村と連携し、医療機関ごとに調査・ヒアリ

ングを行っているところでございます。またあ

わせて、受け皿となる介護サービスの整備の方

向性についても、市町村ごと、高齢者保健福祉

圏域ごとに検討を進めております。今後も引き

続き、それらの調査結果や施設入所待機者の状

況、介護保険料への影響など、地域の実情を十

分踏まえ、受け皿の整備などの対策について検
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討を進めてまいりたいと考えております。

続きまして、後期高齢者医療制度の取り組み

状況についてであります。この制度は、これま

での老人医療制度にかわり、県内の全市町村が

加入する宮崎県後期高齢者医療広域連合が運営

主体となり、75歳以上の後期高齢者に対して適

切な医療の給付を行うものであります。来年４

月の制度開始に向けて、広域連合では、関係機

関とを結ぶシステムの構築や、被保険者の保険

料などを定める条例制定などの準備作業に、鋭

意取り組んでいるところでございます。一方、

この制度におきましては、各市町村が保険証の

交付や保険料の徴収などの窓口事務も担ってお

りますことから、県といたしましては、制度の

円滑な導入のために、広域連合及び市町村に対

して必要な助言及び援助を行っているところで

ございます。今後とも、県民の皆様が安心して

利用できるよう、来年４月からの円滑な制度開

始に向けて、広域連合及び市町村等と一体と

なって取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、医師確保対策等についてであり

ます。県内の市町村立の病院及び診療所の医師

不足数について、本年６月１日現在で調査した

ところ、13病院・診療所の22診療科におい

て、23名の医師が不足しております。このため

県では、従来からの自治医科大学卒業医師の派

遣に加え、医師修学資金貸与制度や医師派遣シ

ステムの創設等により、医師の養成確保に取り

組んでおります。また、本年８月29日には、県

と関係15市町村による医師確保対策推進協議会

を設立し、医師の求人情報を全国に発信するな

ど、新たな取り組みに着手したところでありま

す。救急医療対策につきましては、初期から第

３次までの救急医療体制の整備充実を図ってい

るほか、防災救急ヘリ「あおぞら」を活用した

救急搬送体制の整備や救急医の育成等に取り組

んでおります。いずれにしましても、医療提供

体制の充実には、医師の確保が何よりも重要で

あります。よって、今後とも市町村や県医師

会、宮崎大学等の関係機関と連携し、本県の総

力を挙げて取り組んでまいりたいと考えており

ます。

続きまして、二酸化炭素排出削減の取り組み

についてであります。本県では、平成18年３月

に策定した「宮崎県環境基本総合計画」に基づ

き、県民一人一人による二酸化炭素削減のため

の実践活動の促進や、本県の自然特性を生かし

た太陽光エネルギー、バイオマスエネルギーな

どの新エネルギーの導入促進、健全で多様な森

林づくりや県民参加の森林づくりなどを総合的

に推進することにより、二酸化炭素の排出量の

抑制や吸収源対策に取り組んでおります。計画

では、このような取り組みを行うことにより、

二酸化炭素排出量を基準年の平成２年度に比べ

て、平成22年度に10％削減することといたして

おります。地球温暖化は、人類や生態系に影響

を及ぼす大変重要な問題でありますので、今後

とも、県民、団体、事業者、行政が一体となっ

て、地球温暖化防止に貢献する社会づくりの推

進に努めてまいりたいと考えております。

続きまして、循環型社会づくりについてであ

ります。省エネや資源の循環利用などが適正に

行われ、将来にわたって持続可能な社会をつ

くっていくためには、県民一人一人が環境保全

意識を高め、積極的に環境保全活動に取り組む

ことが重要でありますことから、今般策定した

「新みやざき創造計画」におきまして、環境保

全の推進を、特に優先的に取り組む重点施策の

一つとして位置づけたところでございます。具
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体的には、省エネルギーやごみを捨てない・出

さない、きれいな川づくりなどを柱とした、

「地球にやさしい３つの行動」の全県的な展開

を初め、森林環境税を活用した県民参加による

森林づくりや、太陽光やバイオマスなど、本県

の特性を生かした新エネルギーの導入促進に積

極的に取り組むこととしております。これらの

取り組みに当たりましては、多くの皆さんの理

解と積極的な参加のもと、県民が一体となった

事業の展開を図ってまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、森林・林業・木材産業の振興に

ついてであります。森林は、木材の供給はもと

より、県土の保全や水源の涵養、地球温暖化の

防止など、私たちの生活に欠くことのできない

多くの機能を有していることから、県民共有の

財産として、将来にわたってその適正な整備と

保全を図ることが重要であります。このため私

は、国の森林整備事業や森林環境税等を活用し

て、健全で多様な森林づくりを推進するととも

に、現在、約2,000ヘクタールほどある植栽未済

地を早期に解消し、また、新たな植栽未済地の

発生をできるだけ抑制したいと考えておりま

す。さらに、就業条件の改善や技術研修等の実

施により、森林・林業・木材産業を支える担い

手の確保育成を図るとともに、外材から国産材

利用への転換の動きを的確にとらえ、人工乾燥

材等の質の高い県産材の安定供給体制の確立

と、県内外への新たな販路拡大等への取り組み

を一層推進してまいりたいと考えております。

このような取り組み等によりまして、森林・林

業・木材産業を活性化し、山を守り、豊かな自

然環境の保全、ひいては国土の保全に貢献して

まいりたいと考えております。

続きまして、早期水稲の被災状況と救済対策

についてのお尋ねでございます。今回の早期水

稲の被害状況につきましては、作柄が「著しい

不良」となり、品質についても規格外米が約７

割の発生となるなど、過去最悪の状況となって

おります。このため、被害に伴う販売量の減少

や販売単価の低下から、収入が大幅に減少して

おり、生産農家の経営への影響は極めて大きい

ものと認識しているところでございます。ま

た、今回の被害では、収穫後に初めて被害が判

明するという特殊な事情から、農業共済制度で

救済されない農家が多数存在しているという状

況にあります。このような状況を踏まえまし

て、県としましても、国に対しまして、地域の

実情を踏まえた水稲被害農家の救済措置等を講

じるよう、要望活動を行ってきたところでござ

います。さらに、県内の関係機関・団体で構成

する「平成19年産早期水稲被害対策会議」を平

成19年９月６日に設置したところであります。

今後この中で、原因の分析、早期水稲農家への

影響の把握と総合的な対策について検討してま

いりたいと考えております。

続きまして、企業立地についてであります。

企業立地の推進につきましては、私のマニフェ

ストの中でも大変重要なものと位置づけており

ます。そのため、これまで、私自身によるトッ

プセールスや、企業立地促進補助金の最高限度

額を50億円に引き上げるなど、積極的に企業誘

致に向けた取り組みを推進してきたところでご

ざいます。その結果、知事就任後に12件の誘致

に成功したところであり、また、最近では、太

陽電池を製造する昭和シェルソーラーが第２工

場の建設を発表したところであります。しかし

ながら、企業誘致における他県との競争はます

ます激化しており、これまで以上に取り組みを

強化していく必要があると考えております。特
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に、企業誘致の推進に当たりましては、企業の

立地情報をいかに早く入手して誘致活動に取り

かかるか、また、多様な企業ニーズにいかに迅

速に対応していくかが大変重要であります。そ

のため、まず、10月には、私を本部長とする企

業立地推進本部を庁内に設置し、全庁的な推進

体制を整備することとしております。また、宅

地建物取引業者等と協力して、企業情報に関す

るネットワーク構築の準備を進めているところ

でございます。さらに、これまで実施してきた

個別企業へのトップセールスに加え、直接、本

県の立地環境をプレゼンテーションする企業立

地セミナーを、10月以降、東京、名古屋、福岡

で開催することとしております。新規立地企

業100社の実現は高い目標ではありますが、県庁

を挙げての取り組みや、民間企業等にも協力を

いただきながら、県民総力戦で企業誘致を推進

し、目標達成に向けて努力してまいりたいと考

えております。

続きまして、ＳＮＡを活用した滞在型の南九

州観光についてであります。御質問のとおり、

スカイネットアジア航空の鹿児島就航は、首都

圏から南九州への観光客誘致を促進する上で大

きな要因になるものと考えております。このた

め、県におきましては、鹿児島県、熊本県との

３県で構成する南九州広域観光ルート連絡協議

会において、ＳＮＡとタイアップした首都圏か

らの誘客促進事業を実施することといたしてお

ります。具体的には、豊かな自然や、歴史・文

化、焼酎等の南九州ならではの地域資源を生か

した滞在型の旅行商品化を進めるとともに、Ｓ

ＮＡの機内誌やホームページ等においてＰＲを

行うこととしております。今後さらに、南九州

両県と連携した観光客の誘致に積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

続きまして、入札・契約制度改革に関する一

連の御質問であります。

公共事業に大きく依存している本県建設産業

は、公共事業費の大幅な減少に加え、入札・契

約制度改革の実施により競争性が高まった結

果、落札率も急激に低下するなど、大変厳しい

環境下にあります。企業の継続に関しては、基

本的には個々の経営者の判断によるところとな

りますので、倒産数等を予測することは極めて

困難でありますが、本県における建設投資は、

平成５年度の8,384億円をピークに、平成18年度

には4,565億円と約45％も減少している一方、建

設業者数は８％程度の減少にとどまっており、

今後さらに業界の再編等が進むことも想定して

いるところであります。御意見のとおり、建設

産業は、社会資本の整備を通して県民の生活を

支えるとともに、災害時の緊急対応や雇用の受

け皿として大きな役割を担っておりますが、建

設産業を取り巻く環境が急激に変化しているこ

とから、今回、新たな支援対策を補正予算とし

て計上し、厳しい経営環境にある建設業者のニ

ーズに応じたきめ細かな支援に努めてまいりま

す。また、入札・契約制度改革につきまして

も、透明性・競争性の確保を前提に、地域にお

ける建設産業の役割を考慮し、制度の検証を行

いつつ、さらなる改善を図ってまいりたいと考

えております。

続きまして、最低制限価格の引き上げについ

てであります。最低制限価格につきましては、

「入札・契約制度改革に関する実施方針」に基

づき、改革の検証を行い検討することとしてお

り、落札率の状況等も踏まえ、建設工事等のコ

スト調査を先月実施したところでございます。

その結果、落札率が低い工事ほど赤字の割合が

高くなるという結果が出ており、さらに工事成
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績の低い工事の割合も高くなる傾向にあること

から、今後、工事の品質確保や、健全かつ継続

的な企業経営に支障を生じることが懸念されま

す。また、この調査結果につきましては、先般

開催いたしました、民間の有識者で構成する入

札・契約監視委員会において、調査結果の詳細

な分析等を行った上で、最低制限価格の見直し

を検討する必要があるとの御意見をいただいた

ところであります。現在、担当部局に調査結果

の詳細な分析等を指示しているところであり、

建設産業の健全な発展を図り、良質な社会資本

の整備を進める観点から、最低制限価格を引き

上げる方向で検討してまいります。また、建設

工事に係る業務委託につきましては、新たに最

低制限価格を設定することについて検討してま

いりたいと思っております。

続きまして、予定価格の事後公表についてで

あります。予定価格は、「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、

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、事前漏えいや入札不調による工期のおく

れ等の防止の観点から、本県を初め多くの県で

事前公表としておりますが、事前公表を行うこ

とにより、入札参加業者の見積もり努力を損な

わせるという意見もあります。したがいまし

て、予定価格の公表時期につきましては、今

後、入札結果等の検証を行いながら、最低制限

価格の見直しも踏まえ、検討してまいりたいと

考えております。

なお、公共工事の品質確保及び不良・不適格

業者の排除につきましては、最低制限価格の設

定や工事監督検査体制の強化、また、入札参加

資格として、工事成績や同種工事の施工実績等

を設定することにより対処しておるところでご

ざいます。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）

えします。

携帯電話についてのお尋ねであります。

まず、携帯電話のサービス未提供地域につき

ましては、平成６年度から18年度までの13年間

に26地区、約２万400世帯を解消してきており、

県内で携帯電話が１社も使えない地域は、平

成19年５月現在、94地区の約2,700世帯となって

おります。この結果、県内全世帯の99.4％、

約45万5,700世帯で携帯電話のサービスを受ける

ことが可能となっております。

次に、今後の取り組みについてであります。

携帯電話につきましては、日常生活での利便性

向上はもとより、災害等の緊急時の連絡手段と

しても大変重要であります。したがいまして、

条件不利地域に対する国の補助事業であります

移動通信用鉄塔施設整備事業や、県単独事業で

あります携帯電話サービス地域拡大支援事業、

これらを活用することによりまして、引き続き

サービス未提供世帯の解消に取り組んでまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

〔登壇〕 お答○環境森林部長（髙柳憲一君）

えいたします。

宮崎県庁地球温暖化対策実行計画における取

り組み状況などについてであります。計画で

は、具体的な取り組みとして４つの項目に取り

組んでいるところであります。１つはグリーン

購入の推進、２つはオフィス活動における環境

配慮、３つは県有施設の建築・維持管理におけ

る環境配慮、４つは職員の環境保全活動の実践

についてであり、全庁を挙げて取り組んでいる

ところであります。

まず、グリーン購入につきましては、再生紙
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や環境に配慮した事務用品などの購入の徹底を

図るとともに、公用車につきましては、平成18

年度に購入いたしました43台のうち39台を低公

害車としたところであります。次に、オフィス

活動におきましては、各所属において、パソコ

ン電源の適正管理や、照明時間の短縮、用紙類

の使用量削減などに努めており、本庁などの一

般行政部門では、電気の使用量が削減されるな

どの効果が出ております。また、施設面での取

り組みでは、ことし、県立宮崎病院の改修工事

にＥＳＣＯ（エスコ）事業が導入されたほか、

クールビズなどの実施による冷暖房温度の適正

管理が定着をいたしております。さらに、職員

の活動の実践につきましては、特に、毎週水曜

日を「地球にやさしい行動の日」と設定しまし

て、取り組みを強化しており、マイカー通勤の

自粛あるいは午後６時以降の一斉消灯など、省

エネの実践を図っているところであります。今

後、さらに職員研修等を通じまして、取り組み

の徹底を図っ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。〔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。

県外からの団体ツアー客についてでありま

す。県庁見学を組み込んだ県外からの団体ツア

ー客は、北海道から沖縄まで全国各地からお越

しいただいておりまして、その観光コースとし

ましては、日南海岸、綾、飫肥、えびの高原、

高千穂峡など県内各地を周遊するさまざまなル

ートが設定をされております。また、滞在期間

につきましては、県庁案内を希望する団体ツア

ーに対しましては、宮崎県内の宿泊施設に１泊

以上することを条件としていることもありまし

て、ほとんどが２日または３日となっておりま

す。県庁見学を契機として、多くの方々に県内

各地の魅力を味わっていただけるよう、これか

らも本県観光のＰＲに努め、県外からの観光客

誘致、さらにはリピーターの確保に積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

〔登壇〕 交通死○警察本部長（相浦勇二君）

亡事故の現状と抑止対策についてお答えいたし

ます。

昨日現在の交通事故による死者は63人、昨年

比マイナス１名となっておりまして、年間死者

が過去５年間で最も多かった昨年とほぼ同数で

推移をいたしております。特に、先月、８月中

は、交通死亡事故多発警報の発令期間中にも死

亡事故が多発をいたしまして、一月で16人の方

が亡くなっておられます。８月末の人口10万人

当たりの死者数では、極めて遺憾でございます

けれども、全国ワースト１という大変厳しい情

勢となっております。死亡事故の特徴を見ます

と、わき見あるいは安全不確認等を原因とする

ものが約６割を占めており、また、65歳以上の

高齢死者が63人中34人と全体の５割以上となっ

ております。県警察といたしましては、ドライ

バーが運転中の緊張感を保ち、高齢歩行者等に

対する細心の注意を払っておれば、多くの死亡

事故は防止できたものと考えております。

今後の対策につきましては、こうした現状を

厳しく受けとめ、まずは、重大事故に直結する

悪質・危険性の高い交通違反の取り締まりをさ

らに強化したいと考えております。また、死亡

事故のこうした特徴等を踏まえ、ほどなくスタ

ートします秋の全国交通安全運動の期間、その

後の年末にかけて、高齢者の交通死亡事故防止

のための、ドライバーサイド、歩行者と弱者サ

イド、双方に対する種々の対策を初め、飲酒運

転根絶対策、そして夕暮れ時の街頭指導を強化
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するなどいたしまして、関係機関・団体と連携

した総合的で実効ある対策を推進してまいる所

存でございます。以上でございます。〔降壇〕

それぞれ御答弁をいただきま○濵砂 守議員

した。それでは自席から再質問させていただき

ます。

まず、医療制度改革についてであります。後

期高齢者医療につきましては、現在、広域連合

で一括処理という方向で進められておりますの

で、そのようにお願いをしたいと思います。

一方、国民健康保険についてでありますが、

保険財政の安定化と保険料の平準化を図るため

に保険財政共同安定化事業が実施され、長期的

な制度の安定化を目指して努力がなされており

ます。しかしながら、市町村によって現実的に

は保険の額が違う。本県の平成18年度の１人当

たりの調定額、医療保険分では、最高額が清武

町の７万9, 7 9 8円、最低額が五ヶ瀬町の４

万5,739円、その差が３万4,059円と大きく開い

ております。１人当たりですよ、１人当たりこ

れだけ差がある。ですから、宮崎県の各市町村

で、宮崎に住んで、同じ財産を持ち、同じ人数

で生活をし、同じ給料をもらい、その国民健康

保険税と、あるいはお隣の清武の国民健康保険

税が違うということなんです。宮崎県下全域が

ばらばらの保険調定額であります。医療機関へ

の受診状況なり、あるいは市町村ごとの健康

度、高齢化率など、さまざまな要因があると思

いますけれども、同じ県民で、住むところが違

うという理由だけでこれだけの差があるという

のは、なかなか納得できないのであります。

国のほうでは、国民健康保険については、当

面は、複数の市町村から成る２次医療圏 宮―

崎県では７医療圏ですね ごとに保険料設定―

や保険運営を行って、将来は運営主体を都道府

県単位に拡大して、市町村のばらつきのある財

政を平準化しようと、そのような指導がなされ

ておるわけです。そこで、本県の国民健康保険

についての取り組み姿勢を、福祉保健部長にお

尋ねいたします。

もう一点、次に、医師確保対策について質問

をいたします。今年度創設された医師派遣シス

テムによりまして、現在どこに何人派遣をされ

ているのか。また、今後何人派遣をされる予定

なのか、あわせて福祉保健部長にお尋ねをいた

します。

御指摘のとお○福祉保健部長（宮本 尊君）

り、国民健康保険税につきましては、各市町村

間で格差が生じておるところであります。保険

税は、市町村が適切な医療の給付を行うための

主要な財源でありまして、市町村においては、

制度の安定的な運用と財政の健全化を考慮しな

がら、その額を決定されているものと認識して

おります。このような中、県といたしまして

は、市町村に対し、財政調整交付金の交付と

か、広域化等支援基金の設置等によりまして、

保険財政への支援を行っているところでありま

す。今後とも、国民健康保険事業の円滑な運営

が図られるよう、市町村に対し適切な助言・支

援を行っていくとともに、保険者の再編・統合

に関しまして、国でも検討が行われているよう

でありますので、この動向につきましても十分

に注意してまいりたいと思います。

医師派遣システムについてであります。医師

派遣システムにつきましては、本年４月から、

西米良診療所に医師１名を派遣しております。

また、今後４年間で計６名の医師を確保して、

派遣をしたいと考えております。以上でござい

ます。

〔「議長、ただいまの濵砂議員の質問に
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関連しまして、質問の時間をお願いし

たいと思います」と呼ぶ者あり〕

関連質問を認めます。丸山裕○坂口博美議長

次郎議員。

ただいまの濵砂議員の関連○丸山裕次郎議員

質問、特に医師確保について関連質問をさせて

いただきます。濵砂議員の質問に対しまして、

執行部から答弁がありましたけれども、医師の

修学資金とか医師派遣システムなど、ある程度

評価はできるのかなと、頑張っているのは認め

たいというふうに思っているんです。しかしな

がら、濵砂議員の質問にありましたとおり、宮

崎県内におきましても、医者の偏在が多いわけ

であります。その医者の偏在をなくすという大

きな観点だと私は認識しているんですが、宮崎

県も自治医大生の卒後研修に長く取り組んでい

るんですが、いろいろ聞きますと、この自治医

大生の定着率が宮崎県は低いのではないかとい

うようなことも耳に入っておりますので、全国

と比べて、また他県と比べてどのような状況に

なっているのか、そしてまた、県としてこの自

治医大生の定着にこれまでどのように取り組ん

でこられたのかを、福祉保健部長にお伺いいた

したいと思います。

僻地勤務の義○福祉保健部長（宮本 尊君）

務が終了しました自治医科大学卒業医師は、本

県の場合42名でございますが、県内で勤務して

いる医師が19年６月現在で24名でありまして、

県内定着率が57.1％となっております。全国の

状況につきましては、ちょっと古い数字です

が、平成17年７月の数値で70.9％となっており

ます。こうしたことから、昨年度、先ほど申し

上げました医師派遣システムを創設し、県立病

院には地域医療科を設置するなどして、受け入

れ体制の整備をした結果、１名の自治医科大学

卒業医師の県内への定着を図ることができたと

ころであります。自治医科大学卒業医師の県内

定着につきましては、大変重要でありますの

で、今後さらなる定着促進に向けた検討を行っ

てまいりたいと考えております。

自治医大生に対しまして、○丸山裕次郎議員

かなりの県費が使われておりますし、また、昨

年度からですけれども、医師修学資金というの

を立ち上げまして、それもかなりの県費を使っ

ておりまして、それにも義務年限があるんです

が、切れてしまった後のフォローアップがうま

くいかなくて他県とかに流出してしまうと意味

がありませんので、しっかりとした取り組みを

していただくことはもとより、現在いる医師が

県外にかなり出ていっているんじゃないかと懸

念をしております。といいますのも、聞いてみ

ますと、医者というのは、週に70時間の非常に

厳しい労働時間の中で、かなりストレスもあっ

たりとか、研修もしたいとか。また、余り多忙

であると医療事故等のことがありまして、いろ

んなリスクも抱えているということで、県外へ

出ていってしまうというケースが多いというふ

うにも聞いております。その辺のことを勘案し

て、私は、医師が本当に安心して医療に取り組

む体制と、先ほど言いました研修制度を具体的

に取り組んでいただきたいというふうに思って

おります。

具体的に言いますと、周産期医療で、これは

宮崎大学の先生が非常に熱心になって、トップ

になられて、１次、２次、３次と非常にいい体

制づくりをされておりますので、そういった体

制を見本にしながら、特に喫緊の課題となって

おります小児救急医療を含めて、すべての診療

分野に関して、こういった体制をしっかりと取

り組むようなこともやるべきだというふうに
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思っておりますし、今の医者というのが、これ

は患者からの要請も強いというふうに思うんで

すが、医療の高度化なり、細分化をしておりま

すので、機能分担と連携強化が必要だというふ

うに思っております。そしてまた、先ほど少し

話をしましたけれども、医師の過重労働により

まして、医者に心身ともにストレスがたまって

いるというふうに思っておりますので、医者が

研究しやすいという観点から、医学界が認定し

ています認定医師制度を活用した研修制度など

と連携しながら、そういった研修制度も含め

て、県として何らかのバックアップをすること

によりまして、他県と比べて本当に魅力のある

環境づくりをしないと、なかなか医師は来てく

れないというふうに思っております。積極的な

取り組みをしていただきたいというふうに思っ

ておりますので、宮崎モデルといったものがつ

くれないかどうか、福祉保健部長の所見をお伺

いいたしたいと思います。

御指摘のよう○福祉保健部長（宮本 尊君）

に、県内での医師の定着を図るということは非

常に重要でありまして、先ほど申し上げました

が、医師派遣システムとか修学資金、こういっ

たものをつくって県内での定着を進めようとし

ておるところであります。また、この県内定着

に結びつく大学卒業後の臨床研修医の増加を図

ることが重要でありまして、今年度、「臨床研

修指導医養成事業」を新たに実施して、県内の

臨床研修病院の魅力の向上を図ることにしてお

ります。今後とも、自治医科大学や宮崎大学、

あるいは県の医師会等と連携して、医師の県内

定着を促進していきたいと思っております。

絵にかいたもちにならない○丸山裕次郎議員

ように、しっかりとした体制で取り組んでいた

だきたいというふうに思っております。そして

また、私の地域もそうなんですが、過疎地域は

医者の確保に非常に苦しんでおりまして、特に

救急体制なんかに苦しんでいるんです。私の知

る範囲で、鳥取県、兵庫県、京都府では、お互

いが課題になっている これは日本海側でつ―

ながっているものですから、特にまた山間地域

ということで、宮崎でいいますと、入郷付近と

か、県境のあたりとか、そういった状況は似

通っているというふうに思っているんですが

医者確保対策ということで、緊急医療分野―

での連携やドクターヘリなどの共同利用も検討

すること、合意するということも、他県では連

携しながらやっておりますので、同様なことも

県のほうで、特に県境を含めて、山間地域の連

携に取り組むべきではないかというふうに思っ

ておりますが、福祉保健部長の見解をお願いい

たします。

本県におきま○福祉保健部長（宮本 尊君）

しても、県境を挟んだ市町村間で医療機関が相

互に救急患者を受け入れるなど、隣県同士での

連携が事実上図られております。山間僻地にお

ける医師の確保は大変厳しい状況にありますこ

とから、今後とも、県境を越えた連携・協力体

制の維持に努めてまいりたいと考えておりま

す。

どこに住んでも同じ命であ○丸山裕次郎議員

りますので、しっかりとした体制をお願い申し

上げまして、私の関連質問を終わります。

次に、観光振興について再質○濵砂 守議員

問をいたします。

フィルム・コミッションを活用したロケ誘致

についてということで、知事のＰＲ力が最も発

揮できるものではないかと思うんですが、知事

は、都城市出身のやまざき十三氏は御存じで

しょうか。御存じだと思いますが、「釣りバカ
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日誌」の原作者、知事と同じ都城出身のやまざ

き十三氏であります。今や国民的映画シリーズ

であります「釣りバカ日誌」、浜崎伝助さんこ

と「ハマちゃん」でありますが、私もハマちゃ

んです。知事のいろんな人脈、今までの功績の

中で、ひとつこの「釣りバカ日誌」を宮崎に誘

致をしていただく、この映画製作の誘致をして

いただくと、舞台が宮崎になる。ストーリー

は、宮崎空港で知事と再会するところから始

まってもいいですけれども、ぜひ誘致ができな

いものかと思っているんですが、御意見をお聞

かせください。

映画誘致に関しまし○知事（東国原英夫君）

ては、宮崎フィルム・コミッション等々の施策

を立ち上げて積極的に取り組んでいるところで

ございます。映画というのは、ＰＲ告知、宣伝

効果だけではなく、撮影隊も含めて映画人の長

きにわたる滞在ということで、経済効果も非常

に見込めるものだと考えております。ただ、お

尋ねの「釣りバカ日誌」は、20作目ですね。人

気シリーズになって、寅さんに次ぐ人気シリー

ズで定着化していると、御当地を回るというこ

とで、非常にそういった意味でもＰＲ効果は絶

大なものがあると思っておるんでございます

が、「釣りバカ日誌」は、聞くところによる

と、地元誘致の負担金が非常に高いということ

も聞き及んでおりますし、その費用対効果も含

めて今後どうするか、検討に値すると思ってお

ります。なお、映像による宮崎のＰＲもさるこ

とながら、映画に限らず、テレビ、雑誌、ラジ

オ、メディア等々、インターネット等のＰＲも

広くさせていただいているところでございます

ので、映画に限らず、広く今後ともＰＲ活動に

は邁進していきたいと考えております。以上で

す。

主演の西田敏行さん、40歳の○濵砂 守議員

ころから始まって、ことし還暦を迎えるという

ことで、きのうの新聞にも載っておりました。

ぜひ誘致に頑張っていただきたいと思います。

次に、早期水稲被害の救済対策について再質

問であります。だれもがそう思うんですが、米

は、日本においては非常に特殊な意味を持って

おりまして、五穀の中でも一番重宝された穀物

でもありますし、歴史的に見ると、長い間、通

貨というか、石高でその地域の勢力が示され

る、そういった歴史も持っておりますし、日本

の農家には、米は農業の基本だとする愛着が代

々しみついております。今回のような凶作で、

そのような歴史ある、あるいは愛着のある米に

ついて、このような被害が出たということは、

農家の方々には精神的に非常に大きいダメージ

が出てきております。県独自の早期水稲被害農

家に対する救済措置というものはとれないので

しょうか、知事にお伺いいたします。

今回の被害につきま○知事（東国原英夫君）

しては、過去に経験がないほど極めて甚大であ

りますので、県としましては、国、県、市町村

等が一体となりまして、県内の早期水稲生産農

家が、来年度も意欲を持って生産ができるよう

な取り組みが必要かと思っております。そのた

め、「平成19年産早期水稲被害対策会議」の中

で、次年度の水稲生産者の経営安定に向けた取

り組みにつきまして、各関係機関・団体と十分

に協議しながら、総合的に検討してまいりたい

と考えております。

〔「ただいまの濵砂議員の質問に関連し

て、さらに質問いたしたいと思います

ので、発言の許可をお願いいたしま

す」と呼ぶ者あり〕

質問を許可します。押川修一○坂口博美議長
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郎議員。

ただいまの濵砂議員の関連○押川修一郎議員

ということで、私のほうからも質問させていた

だきたいと思いますが、まず、周りの米づくり

農家から聞いた話を紹介したいと思います。

「私は、台風４号の通過後に圃場を見回した。

自分の田んぼは被害がなかった。しかし、隣の

田んぼは白穂や倒伏で被害が出ておったという

ことで、隣の人に、本当に大変ですね、そうい

うお見舞いや励ましの言葉をかけた。そして、

稲刈りが進むにつれ、あるいは検査が進む中

で、実は、私のところはほとんどがくず米で、

収入がないような状態だ」。隣人は、早速、共

済組合のほうに被害申告されておったというこ

とでありますから、被害対策で救済ができる。

実は、被害に遭ったのは隣人ではなくて自分で

あったというような話が、これは農村の中のい

ろんなところで実話として今、話が進んでおる

ところであります。

つまり、今回の被害は、この言葉が象徴する

ように、長く米をつくっておられた農家でも、

なかなかこの被害の状況がわからなかったとい

うことが実態であります。このような実態を踏

まえて、我々常任委員会でも、西都以南、早期

地帯を調査させていただきました。その実態を

見たときに、各委員もその被害の重大さという

ものを認識したところであります。そのことを

受けまして、我々は、被害申告が２割程度しか

県内で出ていないということを踏まえて、これ

は自民党、党を挙げて、やはり何とか対策を

打っていかなきゃいかんということで、環境農

林部会のほうで正副で上京させていただきまし

て、農林水産大臣あるいは総合農政調査会長等

々に、刈り取り、精米をしなければわからな

かった状況をつぶさに伝えて、何とか未申請の

方の救済・対応、これをお願いしたいというこ

とで話をしたところであります。そのことを受

けて、８月20日でありましたが、その週のうち

に農水省の職員の方が、県内３地区を調査をし

ていただきまして、今その調査結果を待ちなが

ら、我々も期待しながら、そのことを待ってお

るところであります。

そこで、時間も余りありませんから、食料供

給基地を標榜する宮崎の知事として、東国原知

事にお尋ねいたしますが、今回の水稲被害の問

題に対して、来年の準備さえままらならない苦

しい状況に置かれている農家への救済・対応を

どう考えておられるのか。これは政治家、知事

としての判断の中でのお答えをぜひいただきた

いと思います。

先ほども申しました○知事（東国原英夫君）

が、今回の水稲の被害については、非常に甚大

である、深刻であるという認識をしておりま

す。本県の早期水稲につきましては、導入して

以来55年、夏を代表する重要な商品として、本

県農業の特徴であるハウス園芸との複合経営を

構成する重要な作目となっておる次第でござい

ます。私も実感として思ったのが、私のイラス

トのついている米が県内外に売り出されるわけ

ですが、それがことしは非常にまずいというよ

うな意見を多数いただきました。それぐらい被

害というのは深刻であったと。もちろん、被災

農家の方たちの生活面あるいは来年の作物に対

する耕作の意欲、そういったもののインセン

ティブの低下というのもありますが、それ以上

に、宮崎の米がまずいというような認識をされ

るということも、非常に経済的には大打撃なわ

けでございます。私としては、関係機関あるい

は関係各位の皆さん、あるいは市町村、国等の

動向も見、市町村とも十分に連携をとりなが
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ら、お互い何ができるのか、県は何ができるの

か、市町村は何ができるのかというのをまず出

し合って、そこから今後の特例措置というんで

すか、そういったものについての検討をしてい

かなければいけないと考えております。

ぜひそのような方向で知事○押川修一郎議員

が先頭に立っていただいて、その主導権をとっ

ていただきたい。ＪＡ宮崎経済連の９月６日現

在の宮崎コシヒカリの集荷状況という資料を

私、いただいてきました。数字でありますか

ら、ゆっくり読み上げてみたいと思いますが、

事業計画、17年度、１万6,020トンに対しまし

て、集荷実績が１万8,318トンであります。規格

外が165トン。18年度、１万6,900トンに対しま

して１万7,383トン、規格外が319トンです。19

年度、１万7,190トンに対しまして、たった

の9,108トンであります。集荷実績が53％。規格

外が6,227トンであります。約8,000トンのマイ

ナスということになります。それから、等級別

の集荷割合でありますが、17年度は１等から３

等が99.1％、規格外が0.9％であります。18年度

が98.2％、規格外が1.8％。本年度、１等から３

等が31.6％、68.4％が規格外ということであり

まして、先ほどから言われるとおり、７割以

上。この8,000トンを入れると、80％を超えてい

るような今回の被害。そして、収量も減ってお

るし、品質も低下しているということで、平年

は10アール当たり平均で12万円ぐらいの総売り

上げがあるわけでありますが、ひどい人は恐ら

く４分の１ぐらい、３万あったか、ないぐら

い。これでは来年度のやる気ももちろん出ない

し、種もみ確保も大変だというようなことが、

実はこの数字でもわかるわけでありまして、こ

の大変厳しい状況を踏まえて、今後、国に対し

て知事みずから要請活動をされるかされない

か、お答えをいただきたいと思います。

未申請の部分につい○知事（東国原英夫君）

ては、共済システムの根幹にかかわる問題と、

やはり法律を変えていかなきゃいけないという

ことであります。そうなると、当然、国に対す

る向き合い方だと考えております。先ほどと重

複しますけれども、平成19年産早期水稲被害対

策会議の中で、総合的な対策について検討して

いくこととしておりますが、その検討状況や国

の動向も踏まえて、これから国に対する要望も

判断あるいは検討していきたいと思っておりま

す。

今言いますとおり、数字で○押川修一郎議員

も収量も減っておるわけでありますし、もちろ

ん法律改正というものが今後の問題であります

けれども、今回は、この被害に対してどうする

かということが先決ではないかというふうに思

いますから、できるだけ知事が行っていただき

ますようにお願いをしたいと思いますが、そう

いう方向でよろしいでしょうか。

総合的に判断したい○知事（東国原英夫君）

と思います。

ぜひお願いをしたいと思い○押川修一郎議員

ます。

最後になります。農業は、大自然の中で夢と

ロマンを追いかけ、人間が生きていくための食

料を生産しながら、収穫を喜び、楽しみ、心か

ら感謝をするわけであります。しかし、時に

は、今回のように自然の怖さ、恐ろしさという

ものを感じ、ジレンマとの闘い、まさにわらに

もすがる思いであろうというふうに思います。

そこで、先ほど濵砂議員のほうからもありまし

た、県単独での被害対策はないのかということ

でありますが、県民総力戦、そして県民が幸せ

になることが、知事が掲げておられる、みんな
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が幸せになる、私はそういう方向だろうという

ふうに思います。米生産者の約半分、48％が早

期水稲でありますから、そういった方々が夢と

希望を持てて、農業県でありますこの宮崎、農

業で頑張っていこうというやる気が出るような

形での、県独自での対策があるのかないのか、

知事に再度お聞きをしたいと思います。

私は、行政を預かる○知事（東国原英夫君）

身としまして最近思っていることが、台風被

害、地震、竜巻、今回の水稲被害もあるんです

が、予想をはるかに超えた現状というのがあ

る。そこに我々は直面するわけでございます。

そういうときに、我々、政治あるいは行政がや

るべきことは、過去の前例がどうなのかとか、

過去の慣例がどうなのかというもの、そこから

逸脱した状況が近年起こっているわけで、今回

も例外ではございません。その中での例外では

ございません。そういった意味では、個々に対

応することが、私は行政、政治の真価が問われ

ると思っておる次第でございます。国に対する

要望も含めまして、県がどれだけできるのか、

市町村はどうする、そういうことも総合的に勘

案して、今後とも検討を進めてまいりたいと考

えております。

ありがとうございました。○押川修一郎議員

以上をもちまして、私の関連質問を終わらせて

いただきます。

米につきましては、いろんな○濵砂 守議員

思いがあるでしょうから、ぜひこれは議会全体

の意見としてお聞き取りをいただきたいと思い

ます。

次に、入札・契約制度改革について再質問を

いたします。割愛をして、はしょって質問をい

たします。前知事のもとに、平成16年度から平

成18年度の当初予算編成において、投資的経費

の削減・重点化を図ってこられました。一方、

雇用や地域経済への影響についても最大限配慮

をいただきました。３年間の予算編成の中で、

合計121億円のいわゆる生活関連枠の措置をいた

だいておりました。今回、東国原知事になりま

して、これが途切れておるんですが、台風後の

処理もままならない、河床に泥がたまっている

のをしゅんせつすることもままならない、道路

の線引きもままならない、草刈りもままならな

い、そのような状況が県内各地で発生しておる

と思います。知事の英断によって、このような

ものも、地域で生活する人たちのための政策と

いうのもぜひお願いしたいわけでありますが、

知事の御見解をお伺いいたします。

平成18年度の生活・○知事（東国原英夫君）

防災特別枠につきましては、第１期の財政改革

推進計画に基づく県単公共事業の対前年度比30

％減などの厳しいシーリングに対して、景気・

雇用への配慮や防災対策として措置したものと

理解しております。これに対しまして、平成19

年度以降の公共事業のシーリングにつきまして

は、第２期の財政改革推進計画に基づき、東九

州自動車道の整備や公共施設の県単維持管理経

費を除きまして、対前年度比５％減としてお

り、実質的には３％程度の減となっておりま

す。したがいまして、シーリングによる減額幅

がこれまでと大きく異なることや、本県の厳し

い財政状況を踏まえますと、特別枠を措置する

ことは困難であると、今のところ考えておりま

す。

十分わかるんですよ。ところ○濵砂 守議員

が、県内各地でいろんな細かいもの、ちょっと

手を入れてやれば済むようなところがたくさん

あるんです。そういうところを知事の一つの政

策として、隅々まで手が行き届く、そのような
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ものを、121億円とは言いませんけれども、幾ら

かでも各地域に配分をしていただくとありがた

い。ぜひ英断をお願いしたいと思います。返答

があればお願いします。

私は、ふだんから、○知事（東国原英夫君）

各地方に100億円の自由裁量権のあるお金を国に

要望しております。要望というのは、直接では

ないですが、そういったものを各場面場面で発

言、あるいはブログに書かせてもらったりしま

す。そういった意味では、地方は疲弊しており

ます。この100億円というのが非常に地方にとっ

ては大切な、都市部にとっては100億円ぐらいか

もしれませんが、非常に重要な、47都道府県

に100億円ずつやっても4,700億円なんです。こ

れぐらいは国にはできるんじゃないかと思っ

て、ずっとこの半年間言ってきました。そう

いった意味では、国の予算、交付税も含めて、

交付税の堅持あるいは地方消費税分の拡充も含

めて、今後とも国には予算の確保を訴えてまい

りますが、現在の本県の一般会計予算等、財政

的に非常に厳しいものがございます。ですの

で、そういう厳しい状況を踏まえますと、なか

なか厳しいかなという状況に変わりはございま

せん。なかなか厳しいです。

〔「議長、ただいまの濵砂議員の質問に

関連して質問したいと思いますので、

発言の許可を求めます」と呼ぶ者あ

り〕

関連質問を認めます。星原透○坂口博美議長

議員。

許可をいただきましたので、○星原 透議員

質問をいたします。

実は、先日、我々県議会及び自由民主党県連

にも、建設業界あるいは建設産業団体連合会か

ら、悲鳴にも近い要望書が提出されておりま

す。多分、知事に対しても同様の要望書が出さ

れているというふうに考えますが、まず、知

事、要望書を受けての率直な感想をお伺いいた

します。

現場の建設業、土木○知事（東国原英夫君）

業の方たちが非常に厳しい環境に置かれている

と、悲鳴に近い声を上げられているということ

を痛感させられました。

今ありましたように、知事の○星原 透議員

ほうも業界の厳しい状況は把握していると、そ

ういうことだそうであります。続きまして関連

して質問させていただきますが、これまで建設

産業界は、地域の振興・活性化や、雇用を支え

る基幹産業として、地域経済の発展に大きな貢

献を果たしており、また、災害時の応急・復旧

対策では、昼夜を問わず活動し、地域の安全・

安心、生命・財産、利便性を守るために重要な

役割を担ってきておるところであります。そこ

で、建設業の廃業・倒産件数についてお伺いし

ます。先ほどの質問の中で、４月から６月まで

の倒産件数が21社ということでありましたが、

８月末までの廃業・倒産件数について把握され

ておられるのでしょうか。また、これまでの土

木・建築・測量設計業務の最低落札率につい

て、あわせて県土整備部長にお伺いいたしま

す。

お答えいたし○県土整備部長（野口宏一君）

ます。

初めに、建設業の廃業数等でございますけれ

ども、本年４月から８月までの値でございま

す。廃業数につきましては50社、倒産数につい

ては26社となっております。

次に、落札率の推移について御説明いたしま

す。県土整備部、農政水産部及び環境森林部の

合計値でございますけれども、平成19年度４月
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から６月の間、第１・四半期の値でございま

す。全体では80.2％、18年度と比べまして11ポ

イント低下しております。そのうち、一般競争

入札では76.9％、これは前年度に比べて5.5ポイ

ントの低下でございます。次に指名競争入札、

これにつきましては84.3％、18年度と比べまし

て9.2ポイントの低下となっております。また、

建設関連の業務委託の落札率でございますけれ

ども、19年度、第１・四半期、79％でございま

して、18年度と比べまして13.9ポイントの低下

となっております。以上でございます。

今、部長の答弁でありました○星原 透議員

が、廃業が50社、倒産26社ということでありま

す。大変厳しい状況に追い込まれているなと、

そのように率直に思っております。私は、これ

から暮れにかけて、新しい年を迎えることので

きない業者が相当数出るんじゃないかと、その

ように危惧をいたしておるところでもありま

す。急激な制度改革は、やはり建設産業界に大

きなダメージを与えており、地域経済まで崩壊

の危機に至るのではないかと心配をいたしてお

るところであります。

ところで、ことし３月15日に公表された「入

札・契約制度改革に関する実施方針」の中で、

我々が要望した地域要件ということがうたわれ

ており、県発注の公共工事については、特殊な

工事など競争性が不足する場合を除き、県内建

設業者への発注を行うことや、地域要件として

工事の規模、種類により、またランクに応じて

県内全域、３ブロック、６ブロックに分けられ

ているところであります。そうした中で、総合

評価方式の導入・実施について、また、特殊工

事等ＷＴＯ対象以外の工事は県内業者優先発

注、そして、災害復旧工事の地域優先の発注に

ついて、どのように考えておられるのか、県土

整備部長にお伺いいたします。

まず初めに、○県土整備部長（野口宏一君）

総合評価方式についてでございます。総合評価

方式につきましては、昨年度３件の試行を実施

いたしました。今年度の実施件数は、約50件に

拡大していきたいと思っております。総合評価

方式は、公共工事の品質確保の促進を図るとと

もに、建設業者の育成につながるため、さまざ

まなタイプの評価方式の採用や事務手続の簡素

化を進めながら、さらに拡大を図ってまいりた

いと考えております。

次に、県内業者への優先発注についてでござ

います。議員からお話がございましたように、

建設産業は、社会資本の整備のみではなく、災

害時の対応、あるいは地域の雇用を担います本

県の重要な産業でございます。このため、入札

・契約制度の改革に当たりましては、県発注工

事について、地域における建設産業の役割を考

慮し、原則として県内建設業者に発注すること

としております。ただし、例外といたしまし

て、県内業者だけでは施工実績が少ない大規模

なトンネルでございますとか橋梁の上部工事、

こういうものにつきましては、県外業者の参加

を認めております。

次に、災害復旧工事の地域優先発注について

でございます。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

と協定を締結いたしまして、協力体制の整備に

努めております。さらに協力体制を充実させて

いきたいと考えております。また、災害復旧工

事につきましては、住民生活に多大な影響があ

ることから、事業の円滑な実施のためには、よ

り地域の実情等を把握している業者が施工する

ことが望ましいと考えております。したがいま

して、災害復旧工事につきましては、競争性・
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透明性を確保しつつ、より地域に密着した業者

による受注が可能な方法も検討してまいりたい

と存じております。以上でございます。

今、答弁がありました。ぜひ○星原 透議員

県内企業を信頼、また優先して育成していただ

くということで、今後育てていっていただきた

いと思います。よろしくお願いをしておきま

す。

なお、入札・契約制度の改革についてであり

ますが、必要であることは、我々も十分認識、

承知をいたしております。より公正・透明で競

争性の高い入札・契約制度を確立するため、執

行部においては、抜本的な改革に取り組んでお

られるところでありますが、価格競争だけが激

化するばかりで、経営力、技術力のある優秀な

業者でさえ生き残れなくなるような改革では意

味がなく、大変な事態になると考えておりま

す。先ほどの答弁では、「最低制限価格を引き

上げる方向で検討してまいります。また、建設

工事に係る業務委託についても、新たに最低制

限価格を設定することについて検討したい」と

いうことでありました。私は、建設業者の健全

育成の上からも、建設工事、測量設計等委託業

務とも、入札予定価格の85％以上が妥当ではな

いかというふうに考えておりますが、知事はど

のように判断されておりますか、お伺いいたし

ます。

具体的な数字につい○知事（東国原英夫君）

ては言及できませんが、これから、現場あるい

は関係各位の皆さんの御意見等を伺いながら、

他府県等の過去、現状なども踏まえながら考え

ていきたいと思っております。

やはり一日も早くそういうこ○星原 透議員

とを検討して、宮崎版の最低制限価格、そうい

うものを設定してほしい。できるだけ85％に近

づけてほしいと、そのように思います。

次に、予定価格についてでありますが、平

成18年５月23日に閣議決定された「公共工事の

入札及び契約の適正化を図るための措置に関す

る指針」の中で、「事前公表の実施の適否につ

いて十分検討した上で、弊害が生じることがな

いよう取り扱うものとし、弊害が生じた場合に

は、事前公表の取りやめを含む適切な対応を行

うものとする」と変更されております。入札予

定価格を入札前に公表することで、予定価格が

目安となって競争が制限され、建設業者の見積

もり努力を損なわせることや、談合が一層容易

に行われる可能性があることなど、問題点も多

く指摘をされております。私ども県議会自民党

は、入札予定価格の事前公表をやめ、事後公表

に変えるべきであると、全会一致で決定したと

ころであります。再度、この点について知事に

お伺いをいたします。

予定価格につきまし○知事（東国原英夫君）

ては、事後公表については、事前の漏えいとか

入札不調による工期のおくれ等の防止の観点か

ら、今、事前公表にしているわけでございま

す。ですので、他府県等も見て 先ほどと重―

複しますけれども、30県ぐらいが事前公表にし

ています。事前と事後をあわせたのが、たし

か10県近くあると思うんです。そういった面で

も、大多数が事前公表をしているということ

は、そこのメリットを重視しているんじゃない

かと思っております。以上でございます。

今、事前公表をしているとい○星原 透議員

うことでありますが、これまでの結果を見ます

と、落札額が一緒の場合、重なる場合、あるい

は1,000円ぐらいの中に何社も金額が入ってくる

場合、これはやはり事前公表掛ける最低制限価

格がある程度業者の間でわかっている、あるい
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は今までの説明の中でも、そういうソフトがあ

るということもありましたが、やはり私は、業

者が自分たちでこの仕事は幾らでできると積算

をし、そして、自分のところの企業の価格とし

てこれでやれるということで入札をする、そう

いうことが一番大事じゃないかなというふうに

思います。そういう形で考えた場合、再度、事

後公表ということについて知事の考えをお聞き

いたします。

重複しますけれど○知事（東国原英夫君）

も、事前公表にしているわけでございます。事

前公表と事後公表にはそれぞれメリット、デメ

リットがありまして、それが本県にどう合うか

ということを検討した上で、今、事前公表とい

うのを選択させていただいております。今後、

検討する段階あるいは意見交換する段階で、非

常にこれに支障を来すもの、これによって被害

等が大きくなるようなことがあれば、また再度

検討しなきゃいけないと思いますけれども、現

在は事前公表ということで御理解いただきたい

と思います。

一日も早くいい方向での結論○星原 透議員

を出されるようにお願いをし、私の関連質問を

終わります。

それでは、後は一般質問の皆○濵砂 守議員

さんにお任せをするということで、私の代表質

問を終わります。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○坂口博美議長

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続いて代表質問であります。

本日はこれにて散会いたします。

午後２時52分散会

平成19年９月12日(水)


