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◎ 一般質問

○中村幸一副議長 ただいまの出席議員44名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割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、35番萩原耕三議員。

○萩原耕三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。８月12、13、14、15日の辺は千の風

が吹いていたんですけれども、また強烈に東の

風が吹きまくったような気がいたしておりま

す。昨日は全国的に敬老会でありまして、敬老

会に出席するたびに思うのですが、今は亡きお

やじが―昔の人はいいことを言っているなと

思っているんですが、「親の意見とナスビの花

は千に一つも無駄はない」、なかなか先人の含

蓄のあるいい話だなと思って、きのうは敬老会

にお招きいただいたところで、その話をして回

りました。年をとったからといって、余りいい

おじいちゃん、いいおばあちゃんにならないで

ください。もう少し息子や孫たちに、人間の生

き方の指導も意見も言ってください。反面、今

は核家族の時代ですから、余りやかましいこと

を言えば、自分が本当にベッドに横たわったと

きに、子供や孫が面倒を見てくれるんだろうか

という御心配もあるかもしれませんけれども、

その辺は先に逝く人が後を導きということがあ

りますから、どうかそういうことで努めていた

だきたいというお話をしたところであります。

まず、うれしいニュースを一つお話ししてみ

たいと思います。きょうは９月18日、19世紀

の1895年９月18日、今、世界男性長寿ナンバー

１の田鍋友時さんが誕生された日でありま

す。19世紀、20世紀、21世紀、日本の年号で言

いますと、明治、大正、昭和、平成となるわけ

ですが、こういう時代に112年。先日、9.11とい

うと日にちがちょっと聞こえが悪いですが、９

月11日に東国原知事が田鍋さんのお宅をお訪ね

になられて、お祝い状と金一封５万円を、それ

と田鍋友時さんの記念切手もお渡しになって、

そのほかいろいろあったようですけれども、東

国原知事になったんですから、５万円じゃなく

て、もう少し、112万とは言わんけれども、時宜

を得た11万2,000円ぐらいやってもよかったん

じゃないかなと思っているわけです。これは後

ほど質問をしてみたいと思います。

それと、うれしいニュースはまだあります。

知事、甲状腺の腫瘍が良性でよかったですね。

心配していました。せっかく知事に当選された

のに、ダウンされたら困るがなという気持ち

と、一昨日は何か50歳の誕生日を迎えたそう

で、どうもおめでとうございます。私と16歳違

うわけでありまして、テレビのニュースにより

ますと、宮崎県は―老人というと65歳以上を

言うそうですけれども―老人が27万、女房が

「お父さん、あなたも老人よ」と、こうおぬか

しになりました。かつては都城、隣保班とはま

では言いませんけれども、直線距離で200メート

ルぐらい、近いところにお住まいのようでした

から……。これからお話に入ってまいりたいと

思います。質問に参ります。

知事、１月に知事に就任されて、知事に就任

される前の知事という職業に対する想定と、知

事になってからの意外なことや想定外のことが

あったのかどうか、また、知事としてのお話を

平成19年９月18日(火)
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聞かせていただきたいと存じます。

２番目が、先ほど申しましたように、男性長

寿世界一になられた田鍋友時さんにお祝い状を

渡されましたが、都城市は市民栄誉賞というの

を贈呈されました。宮崎県の県民栄誉賞という

のをいろいろ調べてみますと、該当しないとい

う返事が事務方の話でありました。祝い状とい

うのを、決してけちをつけるわけじゃないんで

すが―まあ、けちになるわけですが―拝見

させていただきました。立派な大きな賞状で

す。祝い状と書いてあるんですね。私はいろい

ろ事務方と話しているときに、「テレビでも全

国放送されたし、コマーシャル効果は非常に

あったんじゃないですかね」と、こう言われま

すから。テレビの方が悪いとは言いませんよ。

テレビというのは一過性のものであります。そ

れではと、事務方に聞きました。「あなた

は、10日前の出来事を覚えているね」というよ

うなもので……。世界一男性長寿特別賞とか、

もっとそういう賞状があってもいいんじゃない

かなと。何となく都城市民栄誉賞を渡したか

ら、県としても何か賞状を渡さないかん、それ

で祝い状となったのかな、その辺のところもお

尋ねして、後は自席から質問させていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 おはようご

ざいます。お答えいたします。

知事就任８カ月の感想についてであります。

知事の仕事というのは、連日各種行事への出

席、陳情や要望への対応、また各部局との施策

や予算の協議など、想像を超えた激務でありま

す。予想はしておりましたが、見るもの、聞く

ものが新しいものばかりで、非常に驚くことが

多い毎日でございます。その裏返しとして、こ

の８カ月、全身全霊を傾け、必死で取り組んで

きたところであります。この間、私を支えてく

れた職員の方々、そして御理解、御支援をいた

だいた議会の皆様、県民の皆様、さらには全国

から応援をいただいた方々に感謝申し上げたい

と思っております。職員の方々は、仕事はきっ

ちりしているのは確かなんですが、一方で、不

適正な事務処理に見られたようなコンプライア

ンスの欠如や慣例主義的なものも感じます。ま

た、コスト感覚とかスピード感覚については、

ちょっと物足りなさを感じているところでござ

います。また、県政全般につきましては、観光

客の増加や県産品の売り上げは一定の成果を上

げることができたと考えておりますが、建設産

業を初め厳しい状況下にある諸産業の活性化

や、高速道路など交通網の整備、さらには医療

や福祉、教育など暮らしの充実については、ま

だまだこれからだと考えております。しかしな

がら、私のマニフェストを踏まえた新たな総合

計画を６月に策定し、スピード感を持って県政

運営をスタートすることができましたので、今

後とも新しい宮崎の実現に向け、初心を忘れ

ず、精いっぱい努力してまいりたいと思ってお

る次第でございます。

続きまして、男性長寿世界一になった田鍋友

時さんについてでありますが、田鍋さんが男性

では世界一の長寿者に認定されたとお聞きした

ときは、宮崎県が全国どころか世界に誇れるこ

とと、県民の一人として大変うれしく思った次

第でございます。その思いをあらわすために、

先日９月11日、御自宅を訪問し、お祝い状とお

祝い金、そして御本人の最高の笑顔をプリント

した記念の切手をお贈りさせていただいたとこ

ろであります。新聞やテレビなどでも大々的に

取り上げていただき、誇らしい気持ちを県民の

皆様と共有できたものと考えております。な

平成19年９月18日(火)
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お、世界一の過去の例をひもときますと、泉重

千代さん初め、世界一の女性、男性の方がい

らっしゃいましたが、過去の他府県の事例を参

照してまいりますと、県民栄誉賞というのは余

りなかったということでございますので、県民

栄誉賞はどういう方をもって与えられるべき賞

かというのを十分検討した上、考えておる次第

でございます。県民栄誉賞というような賞をと

いう話もございますが、先日、田鍋さんにお会

いしたとき、お祝い状等を贈らせていただいた

ことで、県民を挙げてお祝いを申し上げたとい

う認識でおります。そういうことを御配慮いた

だければと思っております。

壇上からは以上でございます。〔降壇〕

○萩原耕三議員 県は何かというと「適宜的確

な対応をしてまいります」と、いつもこう言う

わけです。今度は適宜的確でないような気がす

るんですね。田鍋さんの祝い状は確かにいいん

ですよ、中を読むと。ところが、田鍋さんは、

子供、孫、ひ孫、やしゃご、112名、今いらっ

しゃるわけですね。将来、いずれ千の風になら

れるでしょう。そのときに祝い状では―よく

家に行くとあるじゃないですか、賞状が、そう

いうのじゃなくて、やっぱり県民特別賞とかそ

ういうのを考えてはどうかという、適宜的確に

対応してほしいということを述べているわけで

す。

これから一問一答で質問してまいります。

まず、知事にお伺いしますが、そのまんま君

というキャラクターを管理する「株式会社びっ

きょ」という会社があります。それと知事との

関係をちょっとお知らせいただきたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） 「株式会社びっ

きょ」は、代表取締役の私の古くからの友人が

経営している民間企業でございます。みずから

が独自に開発して著作権を持っているイラスト

の管理とか、イベントの企画あるいは芸能学院

等々を、営利目的とした事業として行っている

と伺っております。ことし４月に設立された会

社だと伺っております。私自身との関係です

が、これまで私はこの企業の役員に就任したこ

とはなく、「びっきょ」の株主でもありませ

ん。この企業というのは、ほかの企業と同じよ

うに、宮崎の活性化のために御尽力いただくと

いうような趣旨であることは伺っております。

県外から移住して来ていただきまして、こうい

う会社が私の知っている限り数社ありますけれ

ども、県の産業的な発展の側面的な支援から、

御努力、御尽力をいただいていると認識してお

ります。

○萩原耕三議員 知事、答弁を伺っておりまし

て、ブログですよ、あの日記、あそこに余計な

ことを書き過ぎるんですよ。例えばどういうこ

とかというと、この前、100万円いただきました

ね。県に贈呈されました。非常にいいことです

よ、こういう時代に100万円贈呈していただくと

いうのは。もうちょっとみんなで足を引っ張ら

ずに、みんなで宮崎をよくしようやとブログで

ずっと書いてあるんです。「びっきょ」はそう

いう大きくもうかっている会社じゃないような

趣旨で、金融機関からも借り入れを何かお願い

しているらしいとか、そういうことをブログに

書く必要はないんですよ。一企業が金の借り入

れをするということを知事が知っているという

ことは、結局よからぬ腹を探られるわけですか

ら、私は、ブログに、金融機関から金を借り入

れるのを申し込んでいるらしいとか、そういう

のは書かないほうがいいんじゃないかなと。

さっき言いましたように、私のほうが年をとっ
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ておりますから、ちょっと老婆心ながら、お話

をしたところであります。

次に行きます。きょうかきのうかオープンし

たんだろうと思いますが、県庁横の「喫茶らく

がき」の跡に、「そのまんま市場」が開設され

たようですけれども、県の物産館とこちらの

「そのまんま市場」の商品は、どういう構成で

考えられているのか、その辺を聞かせていただ

くとありがたいですが。

○知事（東国原英夫君） 私、「そのまんま市

場」が開設されたことは知っておりますが、中

の商品がどういう管理になっているのか、物産

館と重なっているのか重なっていないのか、ど

ういうすみ分けをしているのかというのは、私

は存じ上げておりません。済みません。

○萩原耕三議員 県の物産館があるわけですか

ら、そこと商品が合致しないのか、物産館にな

い、例えばそのまんま君というキャラクターを

中心としたグッズ類なのか、その辺は商工観光

労働部長、把握されていらっしゃいますか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 私も行っ

ておりませんので、詳しくは存じ上げていませ

んが、実際のぞいてみた職員によりますと、何

かキャラクター商品があったとか、食品はな

かったとか、そういうことだけは聞いておりま

す。

○萩原耕三議員 物産館にない品物、例えば

「そのまんま君」というグッズを中心としたも

ので、せっかく県庁に来られる県外県内のお客

さんが、物産館ではそういうお土産品、こちら

のほうではそういうグッズ類を買うというん

だったら、非常に喜ばしいことだと思います。

あくまでも民間が、先ほどおっしゃったように

利益を追求するわけですから、もうけていただ

いて、また次は100万円もらうように努力してい

ただきたいなと思っております。

次に、これは知事か商工観光労働部長だろう

と思いますが、インターネットショッピングモ

ール、これに都城の人たちが中心に「そのまん

ま市場」というのを開設されまして、楽天だと

かあるいはソフトバンクだとかいう、いわゆる

インターネット市場ですけれども、それを「そ

のまんま市場」という―知事には「そのまん

ま」というのを使わせていただきますという了

解をとっているそうですが、これについては知

事は御存じですか、ちょっと伺ってみたいと思

います。

○知事（東国原英夫君） それは「そのまんま

市場」じゃなくて、「そのまんま百貨店」では

ないかと思うんですけれども、その存在は認識

しております。

○萩原耕三議員 実は、それを聞きましたら、

非常にいいんですよ。例えば楽天だとかソフト

バンクとか、私もはっきり把握はしていません

けれども、例えば私が会社をしていて商品を出

すとすると、その楽天市場に出すと、50万、60

万という大変大きな額が要るそうです。ところ

が、この「そのまんま百貨店」というのは、一

企業が１万500円、中小・零細事業者を相手にし

て、非常に低額な金額で開設するそうでありま

す。１万500円プラス1,500円、その1,500円とい

うのは、零細事業者が多いですから、ホームペ

ージを持っていないところ、あるいは「そのま

んま百貨店」に似つかわしくないホームページ

を持っているところに、全部そのホームページ

をつくってやると、それを1,500円でつくってや

るそうです。非常に私はいいなと思って応援し

ているわけですが、ひとつこれは、知事もせっ

かく「そのまんま」という名前を使っておるわ

けですから、そのまんまにほっておくんじゃな
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くて、応援をしてやってほしいなと思っており

ます。

時間がありませんから、次に行きます。総務

部長、今度の「預け」を初め、俗に言う裏金の

問題で、私はずっと思っていたんですが、前も

本会議で言ったことがありますが、県の職員に

もうちょっと朝礼をするようにしたらどうです

か。今、朝、集まったときには、健庁体操なん

かというのをやっているそうですが、それもば

らばら、やっているのかやっていないのか、面

々だそうですが、民間だったら相当規律正しく

朝礼をやっております。きょう議場から出ると

きに、この「職場の教養」を皆さんにお配りし

ますから、ひとつ読んでいただきたいと思いま

すが、この「職場の教養」というのは、倫理法

人会というのが出しております。私どもは月１

万円。１万円会費を出すと、大体30冊送ってこ

られます。全国で何万社という会社がこれに加

入して、朝礼をみんな励行している。

時間がありませんが、ちょっと読んでみたい

と思います。例えば、県民栄誉賞をもらった田

中幸雄選手の話も出ております。これは毎日、

日めくりです。大体２分から３分かかる朝礼で

輪読していくわけですね。こういうことです。

「22年目の栄冠」、ちょっと読んでみます。

「やっと打つことができた。ありがとうござい

ました」と、ハニカミながらも喜びを語るの

は、今年５月、プロ35人目の通算2,000本安打を

達成したミスターファイターズ・田中幸雄選手

です。日本ハムファイターズ一筋でプレーした

田中選手には、球団から1,000万円の祝い金が贈

られました。ケガと闘いながらの苦節22年。中

でも「出番の減った３、４年くらい前がつら

かった」と田中選手は振り返ります。若手重視

のヒルマン監督の就任で、出番が激減したので

す。２年前には「もう潮時かな」と親しい仲間

に打ち明けました。すると同僚たちが、ヒルマ

ン監督に「田中さんの2,000本安打は僕らの願

い」と直談判。監督も「やり方が違う外国人が

来て、彼に負担をかけてしまった」と反省し、

非情采配を改めました。成功の陰には、その友

人の皆さんの支えがあったのです。これは「支

えられていることに感謝しましょう」というテ

ーマで、朝礼でやるわけです。こういうのがた

くさんあるんです。

これはコンプライアンスの問題もそうです

し、まずあいさつをしましょう、私は議会でこ

ういう話をしたことがあります。議長から「何

々部長」と言うと、「はい」と言う人もおれ

ば、手を握りこぶしで挙げる人もおれば、きれ

いにぱっと挙げる人もおれば、ばらばらです。

それは人間ばらばらですから、いいんですけれ

ども、もう少し気持ちよく返事もして、気持ち

よく答弁もする、あいさつも励行しましょう

と。そういうのは日々、皆さんは頭脳集団、非

常に高いレベルを持っておりますけれども、こ

ういうことを日々繰り返すことが大事だと私は

思いますが、どうお考えですか。

○総務部長（渡辺義人君） 萩原議員の朝礼の

件、私も前に聞いたような覚えがありますが、

県庁の各所属におきましては、連絡事項の伝達

ですとか目標の共有化などのための職員会議を

実施しておりますほか、朝礼につきましても、

業務の引き継ぎ、交通安全意識の徹底、職場の

活性化など目的はさまざまでございますけれど

も、一部の所属で行っているところでございま

す。例を挙げますと、萩原議員の地元の北諸県

農林振興局では、毎週月曜日の朝に交通安全標

語の復唱等を実施したり、あるいは本庁のある

所属では、月に１回朝、所属長等が講話をいた
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しまして、職員がスピーチをして、連絡事項の

伝達等をやっているとか、それから私がかつて

所属しておりました、今、市町村課であります

が、毎週水曜日だったと思いますが、各職員一

人一人交代制で、ちょっといい話も含めまし

て、３分間スピーチというのを実施したりして

おりました。そういうことで、このような朝礼

等は、職員の倫理意識の醸成や風通しのよい職

場づくりを図る観点から効果があると思います

ので、今後、御指摘の法令遵守の徹底ですとか

組織風土の改革を一層進めていく中で、庁内の

こういったすばらしい取り組みを広く紹介しな

がら、各所属においていろんな取り組みが促進

されるように促してまいりたいと思っておりま

す。以上です。

○萩原耕三議員 ぜひひとつ検討して取り組ん

でいただきたいと思います。

次に質問いたします。地域生活部長、今、市

町村合併がかなり進んでまいりましたけれど

も、市町村合併の交付金並びに合併特例債の活

用状況をお示しいただきたいと思います。

○地域生活部長（丸山文民君） 旧合併特例法

下におきまして、19の市町村が６市町に合併を

しているところであります。これら合併した市

町におきましては、市町村合併交付金やあるい

は合併特例債といった財政的な支援制度を活用

して、新たなまちづくりに鋭意取り組まれてい

るところであります。まず、市町村合併支援交

付金でありますけれども、合併した市町の新た

なまちづくりのための事業に対して県から交付

をするものであります。これまでに、各種電算

システムの統合、あるいは老人ホームや保育所

等の社会福祉施設、防災行政無線の整備、ある

いは総合計画等の策定などの事業に活用されて

おります。一方、合併特例債でありますけれど

も、これは、合併した市町の一体性の確立のた

めの事業を対象とする有利な起債制度でありま

す。この制度は、事業費の95％を起債で賄うこ

とができ、さらに償還に際して、その70％が交

付税で措置をされるというものであります。合

併された市町におきましては、合併特例債を活

用して小中学校等の公共施設の整備、あるいは

道路、上下水道といった社会生活基盤の整備を

進めているほか、地域振興のための基金の造成

などを行っておられるところであります。県と

いたしましては、合併した市町がこれらの支援

策を活用して、速やかな一体性の確立と均衡あ

る発展ができるよう、これからも支援に努めて

まいりたいと考えております。以上です。

○萩原耕三議員 部長、合併はしたが合併の意

味がないと言われないように、ひとつ県も全面

的に応援してやっていただきたいと存じます。

次に、福祉保健部長にお尋ねします。今、少

子社会で大変なんですが、全庁的にどういう格

好で少子対策を取り組んでいるのか。よく生み

育てやすい環境づくりと言いますけれども、そ

の以前の問題、結婚しやすいような環境づくり

も大事だと私は思います。いわゆる所得格差と

言われますけれども、そういうものも含めて、

県民にわかりやすい少子化対策室とか、そうい

うのをアピールしたほうがいいと思うんですよ

ね、知事。庁内ではよくわかっているんです。

いろんなのをつくっているようですけれども、

県民の皆さんがわかりやすいような少子化対策

特別室みたいなものをつくってはどうかと思い

ますが、いかがですか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 少子化対策に

つきましては、平成17年に策定いたしました次

世代育成支援宮崎県行動計画に基づき、各種施

策を全庁的に推進しているところであります。
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しかしながら、平成18年の本県の合計特殊出生

率は1.55と、沖縄県に次いで全国２位ではあり

ますものの、依然として少子化の進行は深刻な

状況にあります。こういったことから、ことし

６月に策定いたしました新みやざき創造計画に

おきましても、子育て支援体制の充実を特に重

点的に推進すべき戦略の一つに位置づけるとと

もに、７月には、知事を本部長とする宮崎県子

育て応援本部を設置いたしまして、県庁内の横

断的な体制強化を図ったところであります。ま

た、その中に部局横断的な検討チームを設置

し、地域における子育て支援体制づくりや子育

ての経済的・精神的負担感の軽減策、あるいは

出会いの機会づくりや仕事と家庭の両立支援策

など、少子化に歯どめをかけるための具体的な

方策等について検討を進めているところであり

ます。子育て応援本部を設置いたしまして、県

庁内の横断的な体制強化を図ったところであり

ますが、今後、対策をさらに効果的に推進する

観点から、少子化担当組織の充実などにつきま

しても検討してまいりたいと考えております。

○萩原耕三議員 知事、どうでしょう。やっぱ

り県民の皆さんにわかりやすいような組織がえ

と言ったらなんでしょうけれども、生み育てる

ということだけじゃなくて、結婚前の結婚しや

すいような条件づくり、そういうのも踏まえ

て、県民の皆さんが、県が本格的に取り組んで

いるんだなということを考えて―考え方はど

うでしょう、知事。

○知事（東国原英夫君） おっしゃるとおりで

ございますね。子育て応援本部というのを立ち

上げまして、横断的な取り組みをしていきたい

と考えております。おっしゃるように、少子化

対策というのは、子供を生み育てる以前の問

題、その出会いとか、そういったこともやらな

ければいけないと思っているんですが、前向き

に検討しているところでございます。

○萩原耕三議員 ひとつよろしくお願いしま

す。

次に、商工観光労働部長にお尋ねします。宮

崎県の観光の一番大きなものは、スポーツキャ

ンプ・合宿等でございますが、このスポーツ

キャンプ・合宿等のチームあるいは団体への

フォロー、今まで来ていただいたフォロー、あ

るいは今度は新しいところへのアプローチ、そ

の辺はどのような状況か、お知らせください。

○商工観光労働部長（高山幹男君） スポーツ

キャンプに来ていただいたところに対するフォ

ローとか誘致の取り扱いということであります

けれども、これまでこちらのほうへおいでいた

だいたキャンプに関しましては、県として、地

元市町村とか競技団体と連携しまして、受け入

れに際しましての歓迎行事の実施や県産品の贈

呈、それから要望事項への対応、そういうこと

をやっておりますほか、キャンプの終了後に

は、チームを訪問して意見交換を行いますな

ど、継続してキャンプを実施していただけるよ

うに、きめ細かな対応をやっているところであ

ります。また、私はもちろんでありますけれど

も、知事や副知事も、機会あるごとに関係団体

等を訪問していただいて、キャンプの実施、継

続をお願いしておりますが、これからもそのよ

うな取り組みを積極的に進めてまいりたいとい

うふうに考えております。

○萩原耕三議員 言葉で言えば簡単ですけれど

も、そこには手土産の一つか二つ持っていくん

ですか、マンゴーだとか炭火焼きとか、そうい

うのも人間の気持ちですから、感謝の気持ちと

また来てくださいという気持ち、その辺はどう

いう対応をされていらっしゃるんですか。
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○商工観光労働部長（高山幹男君） お土産を

ということですが、先ほど申しましたキャンプ

地での歓迎行事、こういったときは、例えば宮

崎牛の差し入れでありますとか、そういうこと

をもちろんやっておるんですけれども、訪問し

たときも、品物はちょっと申し上げられません

が、何かの手土産は持っていくようにしてあり

ます。

○萩原耕三議員 おいでいただくわけですか

ら、これも宮崎県の売り上げが上がるためにや

るわけですから、何も持っていったから悪いと

いうことじゃないわけですので、どしどし活用

していただきたいと思います。

時間がありませんからちょっと急ぎますが、

次に県土整備部長にお尋ねします。入札制度改

革を次々にやっておるんですけれども、部長、

そもそも予定価格とは何ぞや、ちょっとお聞か

せください。

○県土整備部長（野口宏一君） 予定価格でご

ざいますけれども、設計図書で定められた工事

目的物をつくるために必要な価格でありまし

て、標準的な施工能力を有する建設業者が、そ

れぞれの現場条件に照らし合わせまして、最も

妥当性があると考えられる標準的な工法で施工

する場合に必要となる経費を基準として積算し

たものでございます。なお、予定価格には、現

場での施工に直接必要な経費だけではなく、本

支店の一般管理費等、会社の運営に必要な経費

も含まれているものでございます。

○萩原耕三議員 ということは、結局、予定価

格に限りなく近い入札があれば、健全な経営が

できるということですよね。アメリカなんかで

は、予定価格に限りなく近いところで入札され

るそうであります。私は思うんです。同じ建設

業、それは確かにパイが小さくなったわけです

から、大変だろうと思いますけれども、すそ野

の広い建設業の皆さんはみんな県民です。です

から、一方的に建設業に携わっているだけで、

肩身の狭いような思いをさせちゃならない、こ

う思っております。これはダーウィンの進化論

じゃありませんけれども、大きいもの、強いも

のが生き残るんではない、変化に対応するもの

が生き残っていく。建設業も今そういう状況な

んです。ですから、その辺も含めて、温かい入

札制度というのをやっていかなきゃいけないと

私は思います。その競争入札の中で、地域要件

だとか工事高の割り振り、その辺は血の通った

ような対応をされていらっしゃいますか、お答

えください。

○県土整備部長（野口宏一君） 地域要件ある

いは工事規模との関係でございます。工事の種

類によって異なるものでございますけれども、

土木一式工事を例に申し上げますと、原則とし

て、予定価格8,000万円以上の工事につきまして

は県内一円、予定価格2,000万円以上8,000万円

未満の工事につきましては、県北、県央、県南

の県内３ブロック、予定価格250万円以上2,000

万円未満の工事につきましては、農林振興局の

区域を基本とした県内６ブロックとさせていた

だいているところでございます。これらの地域

要件につきましては、地域における建設業者の

役割を考慮いたしまして、業者数や事業量も勘

案して設定させていただいております。

○萩原耕三議員 ぜひ血の通った方法をやって

いただきたいと思います。ちょっと数字を言い

ますけれども、ことしの第１・四半期、４、

５、６、３カ月です。わずか３カ月の間に21社

が倒産して3,189人が失業、そして、その3,189

人のうち1,536人が新たな職業を見つけた。とい

うことは、結局残りの1,600人ぐらいが仕事につ
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けないわけですね。この方々のほとんどは農家

の方なんですよ。第一線で現場で働いている方

々。ところが、この建設業というのは、倒産と

か何とか、こういうふうに数字が出てきます。

ところが、実態は農家の倒産。農家の場合、倒

産は数字は出ませんけれども、ＪＡだとか金融

機関が清算したところ、農家関係の負債額のほ

うが建設業よりもはるかに大きいだろうと言わ

れております。そういうことも考えて、さきの

代表質問のときに、知事が最低制限価格をアッ

プするというようなことでしたので、この方々

も現金収入があって、農業兼業ですから、農協

やら金融機関にお金を返したりしておる。そこ

には、子供たちを大学に出したり、あるいは高

校に送ったり、同じように非常に出費が多いわ

けです。その辺までひとつ、ぜひ血の通った入

札制度をやっていただきたいと思います。時間

がありませんから、入札関係は、後は委員会で

やります。

次に、総合政策本部長に伺います。県土の均

衡ある発展の考え方、予算配分は総務でしょう

けれども、その辺も含めて、どのように気を

使って頭を悩ませていらっしゃるか、お聞かせ

ください。

○総合政策本部長（村社秀継君） 県土の均衡

ある発展についてでありますけれども、県内各

地域を見ますと、それぞれの地域において、医

療、福祉、教育、あるいは産業基盤などの面で

多くの課題を抱えており、今後の地方分権の推

進あるいは道州制の動きなどを踏まえますと、

各地域が真に自立し、発展するための基盤の強

化が大切であるというふうに考えているところ

でございます。また、県全体の底上げを図るた

めには、県内各地域がそれぞれの地域特性を生

かしながら活性化していくことも不可欠でござ

います。このため、総合計画「新みやざき創造

計画」におきましても、県土形成の基本的な考

え方としまして、「各地域が個性豊かに自立し

た県土の形成」を掲げたところでございます。

総合政策本部としましては、今後とも、各部局

と連携を図りながら、各地域の中心的な都市機

能の整備あるいは地域間相互の交流・連携によ

る役割・機能の分担を図りながら、それぞれの

地域の個性が発揮され、将来にわたって自立で

きる県土の形成を図ってまいりたいというふう

に考えているところでございます。

○萩原耕三議員 県土をブロック別に分けて、

過去５年ぐらいの予算配分を調べさせていただ

きました。そうしますと、私は我が田に水を引

くわけですけれども、都城・北諸方面というの

は、どの分野もずっと予算が低いんですよ。例

えて言いますと、医師会病院、これは延岡と宮

崎と日南に大きな県立病院ができました。県の

持ち出しで頭を悩ませていらっしゃるようです

が、都城・西諸で大体県下の30万弱ぐらいの人

口があります。そういう県立病院とは言わんけ

れども、せっかく長年、都城でも市郡医師会が

一生懸命頑張っているので、ここを応援しては

どうかと。国立病院があるじゃないかとは言い

ましたけれども、ここも独立法人になって、な

かなか救急に対応できない。結局、第２次、第

３次の重篤患者が今の医師会病院では遠いもの

ですから、インターチェンジ付近に医師会病院

を移転しようというのが本格的に動き出すよう

であります。こういうときに、日南、宮崎、延

岡というのは、100何十億、200億というお金を

投じて県立病院をつくったわけです。土地は都

城・北諸の広域事務組合が準備するでしょうけ

れども、ここにつくりますと、西諸の皆さんは

余り御機嫌麗しくないかもしれませんが、西諸
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の皆さんだって、インターの周囲に持ってきま

すと―重篤の患者に対応できるような市郡医

師会病院をつくろうという動きがあります。そ

れに対して、２～３億のお茶を濁す程度じゃな

くて、もうちょっと設備費の２分の１ぐらい補

助してやるよというような気持ちがあるかどう

か、検討するのか、お尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 都城市郡医師

会病院についてでありますけれども、市郡医師

会病院につきましては、これまで２次救急医療

や災害時における医療を担う病院として、県と

いたしましても、運営費等の補助を行ってきた

ところであります。しかしながら、三位一体改

革の一環として、国庫補助制度が廃止されたこ

とによりまして、現在では市町村に財源が措置

され、都城市や三股町などからの支援により運

営がなされております。こうした中、都城市で

は、サブシティ構想に基づく「健康医療ゾーン

の整備に関する協議会」が設置され、市郡医師

会病院の移転も含めた検討がなされていると

伺っているところであります。したがいまし

て、県といたしましては、協議会の検討状況を

見守っていく必要があると考えております。以

上です。

○萩原耕三議員 非常に優秀な答弁でありまし

て、後から、ああだこうだ、いちゃもんがつか

んような答弁ですが、県の人口の約３割強がお

るわけですから、医師会の皆さんに聞いてみる

と、第２次から第３次救急、宮医大あるいは宮

崎病院に運ぶ、それもどうかなというような重

篤な患者に対応するには、どうしても相当の病

院をつくらないかんという考え方です。きょう

は曽於市の皆さんがお見えということですが、

曽於市の皆さんも、また都城から曽於の市郡医

師会病院に運んだりしております。そういう面

で、ひとつ将来の道州制を考えてでも応援をし

ていただきたいなと思います。

次に、商工観光労働部長にお尋ねします。企

業誘致に伴う複雑な許認可業務があります。こ

れは非常に今までも問題があったんですが、宮

崎県はどのように対応されていらっしゃいます

か。あるいは、誘致企業の方々から、あなたた

ちには不満は言わないだろうけれども、そうい

うのが耳に入らないかどうかをお尋ねします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 企業が立

地して工場を建設するという場合につきまして

は、土地取引の届け出でありますとか建築確認

の申請、それから場所とか業種によりまして

は、開発行為等の許可とか公害関係法令に係る

届け出等のほか、融資等のさまざまな相談に対

応するという必要がございます。このような誘

致企業が行います諸手続等が迅速に進むよう

に、県が窓口を一本化して、いわゆるワンス

トップサービスで対応するということが、企業

誘致を進める上で大変重要な要素となっており

ます。このため、県におきましては、企業立地

担当班が総合的な窓口となりまして、いわゆる

ワンストップサービスの対応を行っておりまし

て、例えば企業の方が県のほうに相談においで

になるという場合には、担当部に一緒に行って

対応するとか、そういった対応を行っておりま

す。あわせまして、10月には企業立地推進本部

を設置しまして、誘致企業に係る諸手続等につ

いて、全庁的な体制で、より一層、迅速に対応

できるようにしてまいりたいというふうに考え

ております。

○萩原耕三議員 一昨年でしたか、私どもが部

会だったか委員会だったか、三重県の亀山市、

いわゆるシャープ亀山工場に行ったんですけれ

ども、この誘致のときの担当者の皆さんに実に
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一挙手一投足、すきがない。本当に県のこの人

が市の職員か県の職員かというぐらいに、普通

の商いをしている商社マンよりも実にすきのな

い、非の打ちどころのないしぐさですね。「名

刺一つ出すでも、絶対、企業誘致の相手のより

も名刺を上に出したことはありません。名刺は

必ず２～３センチ下から出します」と、そうい

う一挙手一投足が、宮崎県は対応がいいなとい

うことになるわけです。ですから、私は先ほど

職員の朝礼の話をしましたけれども、そういう

のは日々やっていないと、なかなか身につかな

いんです。そういう面で十分注意して、やって

いらっしゃると思いますけれども、ひとつ頑

張っていただきたいなと思います。それに関連

して、総務部長にお尋ねしますが、県の職員に

は専門的な資格を持っている人が相当おると思

います。そういう専門的な資格を利用した、活

用した人事配置がされているか、お伺いしてみ

たいと思います。

○総務部長（渡辺義人君） 人事異動に当たり

ましては、直面する県政の課題解決に取り組み

ますために、能力主義と少数精鋭主義による適

材適所の職員配置、あるいは人材育成などを念

頭に行っているところでございます。このよう

な中で、今のお話にありました件につきまして

は、例えば語学検定ですとか、簿記あるいは教

員等の各種免許、こういったものがいろいろ考

えられると思いますけれども、そういった職員

の持つ資格につきましては、できるだけ職員調

書への記載を求めるなどいたしまして、その把

握に努めておるところでございます。また、そ

ういった能力につきましては、人事異動面で一

定の配慮をいたしておるところでございます。

また、職員のいろんなそういう能力というの

は、なかなか職員調書では反映できないところ

もあると思いますので、これはまた後、いわゆ

る口コミで入ってくることも結構ございますの

で、そういった点にも十分留意しながら、御指

摘の趣旨を踏まえて、その人の持つ専門的な資

格が生きるように―もちろんこれは職員本人

の意欲ですとか希望ですとか、そういったもの

もございますけれども、そういった点も勘案し

ながら適時適切に対応したいと、このように考

えております。

○萩原耕三議員 適時適切にというお話です

が、いろんな資格というのは、中には資格マニ

アもいらっしゃるんですよ、たくさん資格を取

ろうと。ところが、それじゃなくて、まじめに

自分の仕事に生かそうと思って取る資格もある

んです。できましたら、２年から３年でローテ

ーションで人事異動するんじゃなくて、そうい

う優秀といいますか、その職業に―うってつ

けと言いますがね―よく似合う職員は、任用

期間、在任期間をちょっと長くするとか、特に

企業誘致とかそういう対外的なところは、２

年、３年で回すんじゃなくて、ひとつ心がけて

いただきたいと思います。

次に行きます。地域生活部長、総務省が「移

住・交流推進機構」というのをスタートするよ

うですが、それについての情報なり、あるいは

県としての考え方をお尋ねします。

○地域生活部長（丸山文民君） 「移住・交流

推進機構」でありますけれども、この組織は、

都市から地方への移住等推進による地域振興を

目的として、現在、設立が準備をされている全

国組織でありまして、来月に設立が予定をされ

ております。機構の事業内容ですけれども、例

えばポータルサイトによる情報発信や都市部で

のＰＲ、そういうことでありまして、県が昨年

度から実施している事業と重なっている部分も
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あると伺っております。一方、県の移住促進の

取り組みについてでありますけれども、まだ緒

についたばかりでありまして、まずはみずから

の足元を固め、受け入れ体制等を整えていくこ

とが必要との判断から、現在のところ、加入を

見送っているところであります。ただ、機構に

は、全国規模の展開による効果も期待されてい

るところでありまして、本県取り組みの強化の

一つとして、その加入の是非について、今後、

検討を行ってまいりたいと考えております。以

上です。

○萩原耕三議員 総務省は、いわゆる団塊の世

代の移住・交流を全国的に進めようということ

であります。これは、この推進機構に入るには

金がかかるんですか。

○地域生活部長（丸山文民君） 年会費が最

低30万円で、それ以上と伺っております。

○萩原耕三議員 それは初めて伺いましたけれ

ども、全国的に展開するのであれば、30万円が

高いのか低いのかわかりませんけれども、入っ

ていて損はないと、いろんな情報が入ってくる

わけですから。今、部長の話では、まず足元を

固めてからという話ですが、ひとつ慎重に検討

していただきたいと存じます。

次に、農政水産部長、お尋ねします。部長の

マニフェストに、「みやざき地産地消こだわり

料理の店」、100店舗目標とあります。これの趣

旨と今の進捗状況といいますか、どの程度の状

況なのかお答えください。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 「みやざき地

産地消こだわり料理の店」についてでありま

す。この趣旨は、地産地消の推進を図りますた

めに、県内の農畜水産物をふんだんに利用した

料理を提供していただけるお店を「みやざき地

産地消こだわり料理の店」として登録する制度

でありまして、「みやざきの食と農を考える県

民会議」において、本年度より始めたところで

あります。現在の状況でございますけれども、

目標を100店舗といたしておりますが、現時点で

目標を超えます132店舗の登録がございます。以

上でございます。

○萩原耕三議員 その「こだわり料理の店」に

加入したら、特別な恩典とか何かあるわけです

か。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 恩典といいま

すか、この店に登録いたしますと、登録店に対

しまして、登録証、それからのぼり旗―よく

お見かけかと思いますが―そういったＰＲ

グッズの使用を認めております。それから、店

内のメニューに張るようなシール、そういった

ものも認めております。こういった登録された

店につきましては、ホームページ等で各店舗を

紹介するといったことをやっておりまして、こ

ういったことが特典かというふうに考えており

ます。以上です。

○萩原耕三議員 それは県内だけで、県外に、

東京などに行ったときにありますよね、宮崎専

門の店が。その辺はどう考えていらっしゃるん

ですか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） この制度の趣

旨が地産地消を推進するということでありまし

て、現時点で県内の店舗に限っております。県

外については、この制度は適用しないこととし

ております。

○萩原耕三議員 これは飲食業組合とか、そう

いうところにも働きかけていらっしゃるのか。

具体的にどういう方法で募集されておるのか、

お尋ねします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） この制度は、

先ほど申しましたように、本年度からの制度で
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あります。いろいろな現在の宮崎県の農産物等

の非常な人気の高さ、こういったようなものが

ございまして、東国原知事の人気等も相まって

おりますことから、各飲食店組合のほうから

―組合だけではありませんけれども、いろい

ろなお店関係の組合のほうからも、いろいろな

要望がございましたことを踏まえまして、「み

やざき食と農を考える県民会議」という、地産

地消と食の安全・安心を一体的に推進する民間

の会議がございまして、こちらのほうが、いろ

いろな団体、組合等の要望を受けまして、こう

いった事業を始めるという経過になったところ

であります。したがいまして、お尋ねの組合か

ということでありますれば、そういう面もござ

いました。それは大きなインパクトだと思って

おります。

○萩原耕三議員 ひとつ頑張っていただきたい

と存じます。

次に、県土整備部長、きょうはたまたま曽於

市の方がいらっしゃっているようですが、宮崎

県は、高速道路を何とかして県北のほうに延ば

していかないかん、県南のほうも日南線のほう

を延ばしていかないかんと今一生懸命ですけれ

ども、私どもの都城でも、都城志布志の高規格

道路は目に見えて橋もできたりしております。

ところが、都城は10号線でみんな今、鹿児島の

ほうに向かっているわけですが、末吉のところ

から―通山というところかな―いわゆる鹿

児島のほうの高速―あれは東九州の高速とい

うんですかね―あそこに乗って行くわけで

す。高規格道路五十市インターチェンジと末吉

のインターチェンジ―これは東九州自動車道

の末吉のインターチェンジ―これが大体７～

８キロあるんです。これは一般道は10号線があ

るんですけれども、観光とかいろいろこれから

の長い将来のことを考えたら、高規格道路の五

十市インターチェンジと東九州自動車道の末吉

インターチェンジを、高規格道路なりあるいは

高速道路で結ぶと。今、宮崎から鹿児島に抜け

るときに、高速道路で行こうと思ったらえびの

のほうに回って、いわゆる二等辺三角形の上を

通っていくわけです。これが都城の高規格道路

と東九州自動車道ができると、底辺を通って鹿

児島に行ける。私はこれから先、観光だ何だか

んだする上でも、物流の面でも、非常に大きな

ウエートを占めるんじゃないかなと。今それを

しなさいとは言いません。とても金がないわけ

ですから。県北の問題もやりながら、そして都

城志布志の高規格道路もやりながら、将来はこ

ういう話もあるよということを、国やあるいは

鹿児島県とお話をテーブルにのせるお気持ちは

あるかどうか、お伺いします。

○県土整備部長（野口宏一君） 御質問にあり

ました高速道路に関する周辺道路の整備状況で

ございますけれども、現在、東九州自動車道、

鹿児島県側でございますけれども、末吉財部イ

ンターチェンジから隼人東インターチェンジま

でが供用されているところでございまして、末

吉財部インターチェンジで国道10号と連結して

いるというような状況でございます。一方、都

城志布志道路でございますけれども、宮崎県側

におきましては、国の直轄事業と県の事業によ

りまして、鋭意整備を進めているところでござ

います。都城市の五十町におきましては、国

道10号とインターチェンジで接続する予定に

なっております。今後、両路線の整備が進んで

まいりますと、五十町インターチェンジから末

吉財部インターチェンジの間をつなぎます国

道10号の交通量の増加が見込まれる状況でござ

います。県といたしましては、当面、東九州自
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動車道及び都城志布志道路の整備促進に全力で

取り組ませていただくわけでございますけれど

も、御質問にありました道路につきましては、

今後の課題といたしまして、国や鹿児島県と相

談してまいりたいと存じております。

○萩原耕三議員 実は、都城出身の藤井さんと

いう建設省の事務次官がいらっしゃいました。

後の道路公団総裁ですけれども。私がたまたま

市議会時代でしたけれども、いろいろ陳情やら

相談に行ったときに、都城志布志の高規格道

路、これもその時点から本格的にやろうと、将

来はね―私に萩ちゃん、萩ちゃんと言ってま

したから―萩ちゃん、宮崎県の高速ができ上

がる前には、この話も早目に言うとけよ、言い

出して20年から25年かかっとじゃと、できるの

が。ですから、今のうちに声をかけていない

と、10号線を多少よくしても、高規格道路、い

わゆる高速道路、一たん一般道におりて、また

高速道路に乗ると、観光する上でもいろんな面

でも不便なんですよ。例えば、志布志と宮崎県

は、大型車の飼料の搬入口が志布志港になって

います。これは本当に10トン車、20トン車がど

んどん走るわけですから、これが一般道に入る

とかそういうことじゃなくて、できれば、将来

―私はもう千の風になってますけどね―20

年、25年か30年かかるかもしれません、今から

言い出して。だから、そういうのも今のうちに

―あなたはステージの高い国から来ているん

ですから、あなたが鉛筆でちょっとこうやる

と、決まるかもしれないわけです。県の出身の

部長じゃないわけですから。その辺を含めて、

藤井さんという方が建設省時代に、「萩ちゃ

ん、そういうことも早目早目に言うとけよ。予

算が今つくつかんじゃないんだ。それが政治と

いうものだ」ということで、いつも言っておら

れましたので、よろしくお願いいたします。

次に、選挙管理委員長、久々に出ていただき

ましたので、お尋ねをしてみたいと存じます。

期日前投票、不在者投票、この違いと、たしか

選挙のときに知事のコメントが出ておったです

ね。期日前投票は何で面倒くさいのかと。誓約

書とか何とか、普通、期日前投票しましょう、

期日前投票しましょうと言うんだから、何も難

しいことを言わずに、入場券を持っていった人

は住所、氏名でいいんじゃないかと。それを誓

約書みたいに仰々しく、いかにもお役人らしい

んですが、この辺を簡素化できる方法をちょっ

と検討できないですか。

○選挙管理委員長（若友慶二君） 期日前の投

票制度についての御質問でありますが、有権者

の方々が、いわゆる名簿登録をした市町村の選

挙管理委員会において不在者投票をする場合

に、直接、投票箱に投票できるという制度が、

期日前の投票制度であります。不在者投票は依

然として残るわけです。例えば、指定施設で投

票する場合、こういうのはちゃんと不在者投票

として残る。この場合にどう違うかというと、

これまでの不在者投票ですと、中封筒に入れ

て、さらに外封筒に署名をして出すという制度

でありましたけれども、期日前投票ではそうい

う制度は全く要らないということで、非常に不

在者投票の制度としては簡便になってきたとい

うことであります。

しかしながら、期日前投票というのは、あく

までも選挙日投票の例外である。そういう意味

からしますと、どうしても選挙日に行けないと

いう方々だけが期日前投票されるということに

なるわけでありますけれども、例えて言えば、

仕事でよそに行くとか、仕事が忙しいとか、旅

行に行っているとか、そういう予定があると
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か、そういうことだと思っております。そうい

う意味でございますので、現在の法制度の中で

は、旅行なら旅行、仕事なら仕事で投票日に投

票できませんということで、その誓約書をいた

だいている、そういう法制度になっているわけ

であります。選挙の公正さというものを確保す

るためにも、やはり本人確認だとか選挙権の有

無だとか、いろんなそういう確認のために申告

していただくことは必要なのかなと、私も思っ

ております。

先ほどお話しのように、この投票制度が極め

て簡単にやれるような仕組みというのもあるん

だろうと思いますけれども、いろいろ制度的な

制約もありますし、そういうことも含めて、今

後、私ども選挙管理委員会としては、各県の選

挙管理委員会との会議もありますので、そうい

う場に問題提起をしながら、整理をしてみたら

ということを考えております。以上でございま

す。

○萩原耕三議員 今ここでも、「いや、誓約書

はないよ」と言われたんですが、あるんです

よ。投票用紙請求書兼誓約書なんです。細かく

ずっと書いてあるんですよ。だから、期日前投

票しなさいよ、しなさいよと言うなら、もう

ちょっと簡単に―簡単にと言ったらいけませ

んけれども、もうちょっと有権者がわかりやす

いような方法を、選挙管理委員長、全国のほう

で進めていただきたいと思います。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○中村幸一副議長 次は、３番川添博議員。

○川添 博議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。無所属の会の川添博でございます。

初めての議会での質問ですので、大変緊張いた

しております。一般質問の機会を与えていただ

き、大変感謝申し上げます。ふなれではござい

ますが、新人議員らしく、県民の視点で率直に

質問ができればと考えております。どうぞ皆

様、温かく見守ってくださいますようお願い申

し上げます。

私は、ことし４月の選挙で、多くの皆様に支

えられ、初当選させていただきました。しか

し、その喜びもつかの間、直後には多くの支援

者の方々や関係者の方々に対して、大変な御迷

惑と御心配をおかけいたしました。この場をお

かりしまして、心より深くおわび申し上げま

す。私は、県民の多くの方々の期待と負託を受

けた以上、微力ではございますが、しっかりと

その職責を果たしてまいりたいと考えておりま

す。皆様の御指導をよろしくお願い申し上げま

す。

本日は、木城町町議会の議員の方々もお見え

になっていらっしゃるということでございま

す。

それでは、通告に従いまして、質問に入らせ

ていただきます。

最初の質問は、知事のマニフェストの進捗状

況についてでございます。

知事が就任されてはや約８カ月、また、平

成19年度も約半年がたとうとしております。就

任してからの知事のスピード感を持った行動力

には目をみはるものがあり、私もその点につい

ては大変感心いたしておるところでございま

す。知事がいつも言われるように、政治にはス

ピード感が必要であり、このスピード感を多く

の県民が知事に期待しているわけでございま

す。このスピード感を持った政策を展開するに

当たって大変重要になるのが、その政策一つ一

つに関する進捗状況の管理ではないかと考えて

おります。民間企業においては、上半期で中間
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決算を行い、成果と課題を検証した上で、下半

期にそれを生かし、決算期末にはきちんと成果

が出せるよう努力をしております。職員も常に

進捗状況を把握しながら、問題点の把握や解決

に努めております。また、このような取り組み

を含めて、企業情報をディスクローズしていく

ことが、企業価値を高めていくことにつながっ

ております。県においても、政策の進捗状況を

しっかりと管理することで、その政策のよしあ

しを逐次判断することができるものと考えてお

ります。このような視点から、まずは知事のマ

ニフェストの現在の進捗状況について、具体的

な数字も含めてお伺いをいたします。また、１

年目の達成見通しについてはどうか、さらに進

捗状況の管理の実を上げるためにはどのような

ことが必要と考えるか、知事にお尋ねをいたし

ます。

これ以降の質問については、質問者席にて行

わせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

マニフェストについてでありますが、私のマ

ニフェストを実行するために、就任後、速やか

に新たな総合計画「新みやざき創造計画」を策

定したところであり、計画に掲げた具体的な数

値目標の達成を目指し、施策・事業を着実に実

行しているところでございます。就任から現在

までの進捗状況につきましては、統計の手法等

により、現時点で数字が把握できないものもあ

りますが、例えば、新規立地企業件数につきま

しては12件、移住世帯数については15世帯と

なっております。また、具体的な数字ではあら

わしがたいものもありますが、宮崎県のＰＲや

入札制度改革、行財政改革等にも鋭意取り組ん

でいるところであります。なお、これらの取り

組みは緒についたばかりであります。１年目の

達成見通しにつきましては、今の段階で申し上

げることはできませんが、その進行管理につき

ましては、副知事を本部長とする推進本部にお

いて、目標の達成状況等を踏まえながら、毎年

度、検証・評価を行ってまいりたいと思ってお

ります。今後とも、進捗状況を常に念頭に置き

ながら、県庁一丸となって、スピード感を持っ

て施策や事業の改善に取り組むことで、マニ

フェストの達成を目指しておるところでござい

ます。〔降壇〕

○川添 博議員 今、知事がおっしゃられたの

は、統計の手法から現時点の数字の把握ができ

ないということでございます。今回、私は知事

マニフェストの進捗状況の分析をしてみたかっ

たのですが、マニフェストを具体化した「新み

やざき創造計画」の基本指標23項目でさえ、余

り集計がなされていないという実態に直面をい

たしました。スピード感を持って政策に取り組

んでいるはずなのになぜと、にわかに信じられ

ませんでした。自分でも各所管部に聞いてみた

ところ、「まだ半年しかたっておらず、数字を

出すことができません」との回答がほとんどで

ございました。昨年度の数値でさえも、まだ出

ていないところもございました。昨年度の実績

が今に至っても数値として把握されていないよ

うでは、スピード感が全く感じられないと考え

ます。民間企業の感覚では、到底理解できない

ところでございます。確かに、行政上の統計で

すから、正確性が問われますし、慎重にやらな

ければならないということは理解できます。し

かし、政策立案、実施、検証のスピードを上げ

ていくためにも、例えば、確定値ではないもの

の、概数というか粗の数字ででも集計していく
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ことも必要ではないでしょうか。そして、この

数値を、好調であれ不調であれ、県民や議会の

場で公表し、政策の有効性について議論してい

くことも有益だと考えております。今の状況で

は、４年後に知事が次期選挙で県民の審判を仰

ぐ際にも、２年間分程度しか実績が公表されて

おらず、４年間の知事のマニフェストの成果を

検証できない事態が生じることが予想されま

す。これでは、知事も自信を持って選挙戦に臨

めないのではないでしょうか。私は決して行政

の事務に負荷をかけることは望みませんが、知

事マニフェストは県政を推進するための重要な

方針であり、何らかの改善策を講じるべきでは

ないかと考えております。ぜひ、半年単位のス

パンでも結構ですので、概数での集計を実現

し、スピード感を持ったマニフェストの実現に

努力していただくことを要望いたします。

次に、知事の給与以外の副収入についてお尋

ねをいたします。

知事におかれては、連日連夜、宮崎県の広告

塔として活躍されているわけでございまして、

その点については、私も大変評価をいたしてい

るところでございます。知事の高い支持率を見

ましても、多くの県民も高い評価をしているの

ではないかと思います。しかし、その一方で、

県民の最大の関心事は、それに伴う収入が幾ら

なのかということでございます。確かに、これ

については、知事の政治家としての活動に伴う

収入という面もあります。また、１年ごとには

資産報告もなされることから、どの程度まで県

民に公開すべきかについては難しい点もあろう

かと思います。しかし、これだけ高い支持率を

持つ知事であるからこそ、多くの県民の関心事

について、可能な限り真摯にディスクローズし

ていくことが、政治家の務めだと考えます。そ

こで、宮崎県の知事という立場で出演されてい

るテレビ番組の謝金、雑誌等の取材料、また書

籍の印税収入等について、その出演数や金額の

概要についてお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） お尋ねの件でござい

ますが、主なものを申し上げますと、まず、印

税につきましては、知事就任後、新刊が３冊と

再刊が４冊ありました。この辺はブログ等でも

申し上げているんでございますが、一般に、書

籍定価の７％から10％前後に発行部数を掛けた

ものが印税による収入となります。また、取材

依頼に応じて約200回ほどテレビ出演をしており

ますが、このうち報道番組、県内番組以外のテ

レビ出演や政務として行う講演会については、

謝礼をいただいております。これらの中には、

出演から３～４カ月後に支払われるものもあり

ますので、現時点でその総額を申し上げること

はできかねるところでありますが、私の所得に

つきましては、私の任期が平成19年の途中であ

る１月21日から始まった関係で、資産公開条例

というのは、平成20年分の所得から公開対象と

なっております。つまり、就任して丸々１年が

たたないと、そこを公開できないというような

条例になっております。ですから、平成19年分

の所得は対象外となっておるわけですね。しか

しながら、おっしゃったように、ディスクロー

ズという観点から、その透明性を確保する観点

から、私、平成19年分の所得については、途中

でございますが、丸々１年ではないですが、し

かるべき時期に何らかの形で皆様にお知らせし

たいと考えております。以上です。

○川添 博議員 このことにつきましては、県

民の関心事であるということを、どうかお忘れ

にならないようにお願いいたします。

さて、さらに知事にお尋ねですが、このテレ
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ビ出演のためにわざわざ上京されることもあろ

うかと思います。それもかなりの頻度で上京さ

れているような印象もございます。そこで、こ

のテレビ出演等と公務とのバランスはとれてい

るのか、公務に支障を来していないのかについ

てお尋ねをいたします。また、テレビ出演の時

間があれば、県内の地域にもっと足を運ぶこと

も大事ではないかと思いますが、知事の所見を

お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は知事就任以来、

マニフェストにお示ししたとおり、県民とのお

約束のとおり、宮崎のＰＲのために全身全霊を

傾けているわけでございます。そういった意味

では、積極的にテレビ出演等を活用させていた

だいておるところです。その日程等の調整につ

きましては、当然、県政全般をつかさどる知事

としての職責を踏まえて行ってきたところでご

ざいます。また、地域に足を運ぶことは、現地

の実情やそこに住む県民の皆様の声をしっかり

受けとめるという意味で、非常に重要だと考え

ております。また、その御当地御当地の課題解

決に向けた施策の立案につながるものであり、

大変大事であると考えております。このため、

可能な限り日程を調整して、県民フォーラムや

県民ブレーン座談会、さらには各種行事を活用

して、県内各地に出向いているところでござい

ます。今後とも、できるだけ多くの市町村を訪

問して、県民の皆様と意見交換、あるいは出会

う、触れ合う機会を多くしてまいりたい、確保

してまいりたいと考えております。

○川添 博議員 県内の地域の人たちからは、

知事に生の声を聞いてほしいという強い要望が

ございます。まだ行かれていない市町村もある

と伺っております。ぜひそういったところへも

足を運んでいただき、農家や建設会社、またサ

ラリーマンや主婦などと本音で語り、地域の窮

状を御自分の目で見ていただきたいと思いま

す。そして、この地域の声を県政に反映すると

ともに、ぜひ国などにも届けていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。

次に、裏金問題についてでございます。

今回の裏金問題については、県庁全体の連帯

責任ということで、課長補佐以上の幹部職員及

び県庁ＯＢの方々で返還を行うことになってお

ります。裏金問題の県民に与えた影響は大変大

きく、県政に対する信頼は著しく低下している

ものであり、当然の判断であると考えます。し

かし、一方で、裏金には一切関与していなかっ

た職員やＯＢの中には、この連帯責任という点

に不満を持つ方々もいると伺っております。こ

の方々は、自主返還には抵抗感を持っているの

ではないでしょうか。そこで、知事にお尋ねで

すが、この自主返還を拒否した職員に対して、

人事面でのペナルティーを考えていらっしゃる

のでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 返還を拒否した職員

に対するペナルティーについてでありますが、

今回の返還は、損害賠償を求めるというもので

はなく、あくまでも自主的に行うものでありま

す。決して強制的なものではありません。した

がって、返還を拒否した職員に対しては、人事

面でペナルティーを科すことは考えておりませ

ん。しかしながら、今回の不適正な事務処理に

ついては、組織全体の問題として、職員一人一

人が真摯に受けとめ、反省の気持ちを共有する

必要があると思います。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。

○川添 博議員 ペナルティーはないというこ

とですが、果たしてどれほどの金額が返還され
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るのか、いささか心配ではございます。もし、

この自主返還について、返還に応じる職員やＯ

Ｂが少数であったらどうするのか、知事にお伺

いします。

○知事（東国原英夫君） これに関しまして

は、非常に強力に要請あるいは要望を行ってい

きたい、協力をお願いしていきたいと思ってお

ります。今のところの報告が上がっているとこ

ろの範囲内につきましては、かなりの高い数値

で御協力いただく予定だということは伺ってお

ります。

○川添 博議員 返還された金額については、

何らかの方法で県民の皆様に公表されるものと

考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

では、次に総務部長にお尋ねいたします。職

員による返還額の算出に際して、県の損害と想

定される金額を預け・書きかえの公用使用分

の15％に相当する額とした根拠についてお答え

ください。また、法的な損害賠償ではなく、あ

くまで協力依頼による返還とした理由について

もお尋ねをいたします。

○総務部長（渡辺義人君） お答えをいたしま

す。

今回の預け等に関する職員等の返還に当たり

ましては、公的に使用されている支出について

も、購入の必要性や価格の相当性、適正性には

問題があったものと推定をいたしまして、その

一部を返還するものでございます。具体的に

は、最も競争性が確保されております本庁の総

務事務センターの取引と預け・書きかえでの取

引の平均的な価格差は８％程度と見込まれます

が、これに購入の必要性のチェックが十分でな

いことを勘案いたしまして、その約２倍の15％

相当を損害と想定される金額としたものでござ

います。また、今回の問題は、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

きまして、組織として責任をとるべきと考え、

他県の事例も参考に、個別の責任を問う損害賠

償の手法はとらなかったものであります。

○川添 博議員 本庁発注との価格差の単に２

倍とした理由や金利が２％という理由が、いま

一つ理解できないところでございますが……。

そもそも、私的流用が発覚した長崎県方式を、

私的流用がなかった本県に準用するのはおかし

いような気もいたします。

次ですが、職員等による返還について、課長

補佐以上の連帯責任ということになっているわ

けですが、直接かかわった職員でも、係長以下

なら返還を要しない職員が出てくるかと思いま

す。県庁全体の連帯責任ということであれば、

事務の実質的な実施者である係長レベルにまで

責任を広げるべきではないかと考えますが、総

務部長にお伺いします。

○総務部長（渡辺義人君） 今、お話のありま

した、返還の対象職員を課長補佐以上に限定い

たしましたのは、先ほど申し上げましたよう

に、この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きまして、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ところによる

ものでございます。なお、預け等に直接かか

わった職員の責任につきましては、その関与の

度合い等を勘案しながら、職員に対する処分の

観点から明らかにしていきたいというふうに考

えております。以上であります。

○川添 博議員 庁内調査委員会の委員長であ

る副知事にも一言申し上げますが、返還額の算

出方法や返還の対象者の範囲については、県民
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には大変わかりにくいものとなっております。

副知事におかれても、もっと県民が納得できる

形で、今後とも報告書の詳細な説明に努めてい

ただきたいと思います。

今回の不適切な事務処理は、県政の大きな汚

点の一つになるものと思います。しかし、次に

大切なのは、この教訓を将来に生かし、徹底し

た再発防止に努めることであると考えます。知

事の所見をお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 今回の全庁調査で

は、「うみをすべて出し切る」という強い決意

のもと、徹底的な調査を行ってまいりました

が、その中で、職員の公金に対する意識や法令

遵守の意識の希薄さを大変強く痛感しました。

このため、今回の再発防止策では、職員の意識

改革を重要な柱の一つと位置づけまして、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。ま

た、物品調達システムや予算システムについて

も、可能な限り具体的な対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

改善を進めていきたいと考えております。この

ように、今回の事件の反省を踏まえた種々の取

り組み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に努めてま

いりたいと考えております。

○川添 博議員 今後、しっかりと新しい物品

調達システム、予算システムを確立していただ

きたいと思います。

次に、官製談合事件についてお尋ねをいたし

ます。

前知事の官製談合事件を受け、東国原新知事

が誕生いたしました。そして、新知事のもと、

速やかに入札・契約制度の改革が行われまし

た。ここで、改めて知事にお尋ねをいたしま

す。官製談合事件の検証と再発防止策は本当に

万全なのでしょうか、知事の掲げる「クリーン

な宮崎」は実現されたのでしょうか、知事にお

伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 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

の誇りを大きく傷つけたと考えております。こ

の事件の詳細は、司法の場において、今後明ら

かにされていくものと思いますが、官製談合と

いう点につきましては、県庁全体として法令遵

守に対する意識が十分徹底していなかったこと

が大きな原因であると考えております。このた

め、知事就任後から、マニフェストにもお示し

させていただいたとおり、一般競争入札の拡大

など、透明・公正で競争性の高い入札・契約制

度への改革を進めるとともに、特に職員の意識

改革と法令遵守につきましては、職務執行の公

正さを保持するための行動規範である職員倫理

規程の制定や公益通報制度の充実強化など、種

々の対策を講じてきたところであります。今後

とも、このような不祥事の再発を防止するため

に、職員研修の充実に加えて、全庁的なコンプ

ライアンス推進体制の整備強化を進めまして、

職員一人一人が県民全体の奉仕者であるという

ことを自覚して、法令を遵守する意識の徹底を

図ることで、県民の皆様の信頼を一日も早く回

復したいと考えております。

○川添 博議員 執行部の皆さんには、「終

わったことを何を今さら」とお考えの方もあろ

うかと思います。しかしながら、私が今回、裏

金問題、官製談合事件をあわせて取り上げまし

たのは、そこに共通する問題が残されているの
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ではないかと思ったからでございます。それ

は、両方とも上司の命令に忠実に従ったという

ことでございます。地方公務員法では、一見し

て違法、不当な命令以外は、部下職員は上司の

命令に服従する義務があるわけでございます

が、もし上司に対して意見具申できる組織風土

があったなら、両方の事件を防ぐことができた

のではないかと残念に思っております。このよ

うなことから、官製談合事件についても、裏金

問題と同じように、庁内で徹底した検証を行っ

ていただきたいという趣旨で質問させていただ

いたわけでございます。

さて、総務部長にお伺いしたいのですが、こ

の官製談合事件で逮捕及び書類送検された職員

は何名いらっしゃるのでしょうか。また、不起

訴となった職員は、その後どうされていらっ

しゃるのでしょうか。

○総務部長（渡辺義人君） お答えいたしま

す。

事件に関し、逮捕、書類送検された職員は５

名であります。また、書類送検のみ行われた職

員は４名であります。なお、いずれも起訴猶予

とされたところであります。以上の９名のう

ち、定年退職を含む４名が退職し、残る５名に

ついては在職いたしております。以上でありま

す。

○川添 博議員 事件に関与した職員の中に

は、責任をとって無念のうちに退職した方もい

れば、いまだ勤務している方もいるとのことで

すが、この処遇には不公平な点はないのでしょ

うか。当時、総務部長であった副知事にお尋ね

いたします。

○副知事（河野俊嗣君） 職員の処分について

であります。この事件は、組織のトップが主導

した事件でありまして、関与した職員につきま

しては、従属的な立場にあったということや、

自己の利益を図る目的はなかったことなどを考

慮して、処分を実施いたしました。具体的に

は、部長級以下７名の職員に対しまして、停職

または減給の処分を行いましたが、これは、個

々の職員の事件への関与の度合いや職責の重さ

などを勘案の上、処分の量定、処分の重さを判

断したところであります。また、定年を除く３

名の退職者につきましては、処分と同日付で自

主的な退職の申し出があったため、これを承認

したものでございます。

○川添 博議員 わかりました。飲酒運転につ

いては処罰規定がございますが、このような談

合事件については規定はないと聞いておりま

す。今後二度とこのような不祥事を発生させな

いためにも、客観的に見てもわかりやすい、公

平な処分が実施されるようお願いいたします。

次に、本県の財政再建策についてお尋ねをい

たします。

先週、長崎県が地方交付税の減少等から６年

後に財政再建団体に転落する可能性があるとい

う予測が発表されました。また、隣の鹿児島県

も財政危機に苦しんでいると聞いております。

本県の財政状況は大丈夫だと言う人もいらっ

しゃいますが、私は非常に厳しい状況であると

認識しております。そこで、収支不足構造の要

因の一つである県債について、公営企業や特別

会計の負債を合わせた連結ベースでの状況と今

後の見通し、また、その中で交付税措置されて

いるものが何割あるのかを、総務部長にお尋ね

いたします。また、普通会計ベースでの実質公

債費比率をお伺いいたします。

○総務部長（渡辺義人君） お答えいたしま

す。

平成18年度末の一般会計、特別会計、それか
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ら公営企業会計を合わせました県債残高は、合

計で9,816億円となっております。県債の発行

は、経済情勢の変化ですとか国の動向、さらに

は災害の発生状況等、さまざまな要因に左右さ

れますことから、今後の県債残高の推移を見込

むことは難しい面がございますけれども、第１

期及び第２期の財政改革推進計画に基づきまし

て県債の抑制等に努めておりますが、すべての

会計を合わせました残高につきましても、平

成18年度をピークとして減少に転じる見込みで

ございます。また、県債の元利償還金に対する

交付税措置の割合でありますけれども、一般会

計分では残高の６割弱、それから、すべての会

計を合わせた合計では５割強が、基準財政需要

額に算入される見込みでございます。

次に、実質公債費比率でありますが、これに

つきましては、公営企業の元利償還金に対する

繰出金等を含めた、いわば実質的な公債費負担

に関する指標でございますけれども、この指標

が18％を超えますと、国の起債の調達に当たっ

ての許可が必要となるものでございますが、本

県における数値は、平成18年度が12.2％、平

成19年度が11.8％というふうになっておりま

す。以上であります。

○川添 博議員 県債は連結ベースで9,816億円

ということでございますが、交付税措置されて

いる割合が約６割、連結で５割ですか。という

ことは、措置されていない部分が約4,000億円弱

ということになると思います。この部分が収支

構造を圧迫している要因ではないかと考えてお

りますが、県債の年間金利負担も165億円になる

と聞いております。本県の県債については、今

年度予算から減少に転じるということでござい

ますが、今後、大規模災害等が発生した際など

には財政出動を余儀なくされ、また増加してし

まう可能性もあるかと思います。ぜひとも前倒

しの圧縮に努力していただくよう、要望をいた

します。

６月に財政の健全化に関する法律が策定され

て、平成20年度決算より実質赤字比率や実質公

債費比率等を公表し、基準以上であれば財政再

建計画を定めなければならないということが発

表されました。行財政改革大綱においては、４

年間で努力して収支不足を圧縮していく計画で

ありますが、依然、収支不足構造は続いていく

見込みでございます。この計画以上に抜本的な

財政再建策が必要と考えますが、知事に所見を

お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 本県の財政は、三位

一体の改革等によりまして、地方交付税の大幅

な削減や社会保障関係費の増等により一段と厳

しさを増し、財政再建団体への転落も懸念され

たことから、本年３月に第２期の財政改革推進

計画を策定させていただいたところでありま

す。この計画に基づきまして、私自身の給与減

額を初めとする給与の削減や職員数の削減によ

る人件費の見直し、投資的経費の一層の縮減・

重点化、事業仕分けの実施等による事務事業の

徹底した見直し、税収の確保や新たな広告収入

等による歳入確保などに取り組んでいるところ

でございます。今後４年間の収支不足は1,000億

円を超えると見込まれるところでございます

が、一度に解消を図りますと県民生活への大き

な影響も予想されます。このため、まずは４年

間累計で600億から700億円の収支不足の圧縮を

目標とするとともに、これまで累増してきた県

債残高を減少に転じさせるための取り組みを進

めているところでございます。今後も、計画を

着実に推進し、収支不足の圧縮と持続的に健全

性が確保される財政構造への転換を目指してま
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いりたいと考えております。

○川添 博議員 今、事業仕分け委員会による

見直しが行われているということでございます

が、知事、大体何割程度の削減を見込んでい

らっしゃるのか、お尋ねをいたします。

○知事（東国原英夫君） 事業仕分けについて

でございますが、事業仕分けは、第２期の財政

改革推進計画に基づきまして、外部委員により

構成される事業仕分け委員会で、事業の必要性

や実施主体のあり方について検証するものであ

ります。これまで、委員への全体説明会を１回

と、１日６時間に及ぶ班別会議を計９回行い、

仕分けを予定している約200事業のうち、半分程

度、109件の仕分けが終了したところでございま

す。仕分けの判断に当たりましては、本来どう

あるべきかという点と、現実的な問題点も考慮

しました現実的な対応という２つの視点から議

論していただいております。仕分けの結果につ

きましては、特に目標等を設定してはおりませ

んが、仕分けの過程で外部委員からいただく意

見や評価が大変重要であると考えております。

御提言等につきましては、今後の予算編成や事

務事業の見直しの参考とさせていただき、それ

らを反映させていきたいと思っております。

○川添 博議員 私は、事業の仕分けは財政再

建に資するものでなければならないと考えてい

るわけです。ですから、ゼロベースでの厳しい

視点での仕分けが必要ではないかと考えており

ます。すなわち、その知事がおっしゃられた、

現実的な対応として難しいということではな

く、現実的な対応を踏まえた上で削減していく

という厳しい視点が必要であると思います。そ

して、それが県政の政策立案の選択と集中につ

ながっていくと考えております。例えば、産業

活性化策等の経済波及効果の視点で事業や施策

の洗いがえを行うなど、今までより一歩踏み込

んだ、この危機的な収支不足を完全に脱却する

ための中長期のビジョンで、抜本的な見直しを

打ち出していく必要があると考えております。

他の自治体と同じく大変困難な道ですが、財政

課だけの問題ではなく、県庁を挙げて部局横断

的な新しい発想が必要と思いますので、ぜひ御

努力をよろしくお願いいたします。

次に、地場産業の振興についてでございま

す。

本県の最近の経済は大変疲弊しており、九州

の中でも立ちおくれている状況でございます。

本県経済の中心を担っているのは、中小零細企

業でございます。この中小零細企業の振興を図

るために、新製品の開発や販路開拓に対して、

県はどのような支援を行っているのでしょう

か。その実績や具体例について、商工観光労働

部長にお尋ねをいたします。また、産学官連携

の取り組みの状況等についても、あわせてお伺

いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 中小企業

への支援についてでありますけれども、県にお

きましては、産業支援財団等を通じまして、中

小企業の製品開発や販路開拓に関する専門的な

アドバイスを行ってきましたほか、平成14年度

からは、これらの取り組みを行う中小企業に対

する助成を実施してきておりまして、これまで

の実績は、製品開発・技術開発が99件、販路開

拓が117件となっております。具体的な例といた

しましては、製品や技術開発に係るものが、電

子カルテシステムの開発や遠隔操作によるコイ

ンランドリー事業など、また、販路開拓支援で

は、首都圏等での大規模な展示会への出展経費

の助成がございます。それから、産学官連携の

取り組み状況でありますけれども、これにつき
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ましては、特に、中小企業が大学等の研究成果

を活用して独創的な新製品開発に取り組む上で

有効でありますことから、これらの共同研究に

対する支援を行っております。これまでの成果

といたしましては、シリコンウエハーの研磨剤

の再利用を可能とする技術などがありますが、

最近では、県産農産物を活用したがん予防技術

の開発、あるいは飫肥杉から回収される油を原

料として防虫剤を開発するなど、農工連携など

による共同研究も活発に行われております。今

後とも、大学や関係機関と連携を図りながら、

研究開発への支援を行うなど、県内中小企業の

振興に努めてまいりたいと考えております。

○川添 博議員 意欲的な企業に対して積極的

な支援を行っていただき、ぜひ商品化、また販

路開拓につながることを願っております。

今、農工連携のお話がございましたが、今回

の質問で、初めて多くの県職員の皆さんとお話

をさせていただきました。仕事に取り組む姿勢

や業務知識の深さには敬服させられました。本

当によく勉強しておられるなと思いましたが、

気になった点もございました。それは、部局や

課をまたがるような業務になると、急に消極的

な感じを受けたことでございました。地場産業

の振興に関して言えば、過疎地域では既に６次

産業として、地元産品を加工し販売する取り組

みが行われ、成果を上げられているというお話

をお聞きしました。本県は農業県ですので、例

えば農政水産部と商工観光労働部が連携して、

全県的に農業と製造業、サービス業を結びつけ

ると付加価値も高まり、地場産業の振興、雇用

創出にもつながるのではないかと思います。こ

のような地場産業の振興に限らず、建設業の活

性化や物流、ブランド対策、さらには先ほど出

た少子化対策など、県の重点施策について効率

的かつ効果的に施策を進めていくためには、縦

割り行政を超えて、部局横断的な取り組みを積

極的に進めていく体制整備が必要ではないかと

思います。知事に所見をお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 産業振興や子育て問

題とかいうものは、先ほどと重複しますけれど

も、子育て応援本部とか、できるだけ横断的に

対応するようには、私の方からお願い、指示は

させていただいておりますが、今、横断的な取

り組みも緒についたばかりなので、今後の取り

組みを検証していただきたいと思います。今後

とも、全力で取り組んでいきたいと思っており

ます。

○川添 博議員 ぜひ積極的に取り組んでいた

だくようにお願いいたします。

さて、その中小企業の血液である金融の状況

でございます。現在、県の信用保証協会の保証

債務残高が約1,200億円でございます。平成12年

ごろの国策であった金融安定化保証の残高を控

除しますと、ほぼ横ばいに推移しているところ

でございます。そこで、県信用保証協会の中小

企業の利用状況について、商工観光労働部長に

お尋ねをいたします。また、あわせて、保証協

会の審査方針と利用増加のための普及策をお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 信用保証

協会は、中小企業金融の円滑化のために、極め

て重要な役割を果たしておりまして、平成18年

度における県内中小企業の信用保証の利用率

は27.9％でございます。保証申し込みに対する

承諾率、これは88.4％でありまして、九州平均

の89％とほぼ同様というふうになっておりま

す。信用保証協会につきましては、保証人とか

不動産担保に過度に依存しない保証審査を行っ

ておりますけれども、金融機関と連携した保証
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制度の創設でありますとか、商工会、商工会議

所との連携を強化するなど、制度の普及に努め

ていただいているところでございます。

○川添 博議員 利用率は27.9％ということで

ございます。約３割弱というところですが、県

内に中小零細企業は約４万2,000件ございます。

そして、保証協会を利用されているのは１

万2,000件ほどでございます。ということは、そ

れ以外の企業の人たちは保証協会を利用してい

ないということでありますが、確かに利用され

ていない７割の方たちは、超優良企業とか破綻

懸念先の方もいらっしゃると思います。しか

し、私は、大半は県の信用保証協会のことを余

り知らないのではないかと考えております。県

はこれまで、新聞やホームページでの広報で、

ずっと広告されてこられましたが、私は少し不

十分ではないかと考えております。最も大切な

のは、まず利用しやすい制度の仕組みをつくっ

ていくことであって、これによって口コミなど

で制度が広がっていくのではないかと考えてお

ります。例えば、設備資金の限度額の拡大や融

資期間の延長、そういった制度融資の見直しが

必要ではないかと考えます。また、お話があっ

た担保や保証人の条件の緩和などを行い、事業

者の事業計画書を重視した審査方針が必要では

ないかと考えております。銀行員としての経験

も含めてお話しさせていただくと、伸びる要素

を持っているのに、財務体質がよくなくて十分

な支援は受けられないが、ここを乗り切れば大

きく伸びるという事例もございました。資金を

融資する側の目ききの問題かもしれませんが、

ぜひとも頑張ろうとする企業を手助けしていく

ような融資制度に充実させていっていただくよ

う、要望をいたします。

最後に、農業問題でございます。

本県の就農人口は、ピークからすると約６万

人程度に半減をいたしております。御案内のよ

うに、本県における農業振興の重要性について

は申し上げるまでもございません。現在、担い

手対策として、ＪＡや市町村とも協力しなが

ら、認定農家制度、農業法人、集落営農組織の

普及に積極的に取り組んでいただいていらっ

しゃるようです。担い手対策への全般的な取り

組み状況と、特に集落営農組織についての問題

点と今後の取り組みについて、農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 担い手全般の

取り組み状況と集落営農の取り組みについてで

ございます。農業者の高齢化や後継者の減少が

進行します中で、県では、農業の担い手とし

て、認定農業者、農業法人、集落営農組織など

の育成確保などに鋭意取り組んでいるところで

ございます。特に、小規模農家も参画できる集

落営農の推進につきましては、重要であるとい

うふうに考えております。集落営農の推進に当

たりましては、集落の将来についての話し合い

が大切でございまして、その推進役として、行

動力や統率力のある集落リーダーの役割が非常

に大きく、その育成確保が重要であります。こ

のため、県では、集落での話し合い、合意形成

活動を推進しておりまして、普及センターや市

町村、さらにはＪＡ等の関係機関・団体が一体

となりまして、集落リーダーの確保や活動を支

援しているところでございます。今後とも、集

落営農組織の育成を図るとともに、経営安定に

向けた法人化につきましても、関係機関・団体

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。

○川添 博議員 この集落営農組織について

は、今のお話では、リーダーの役割が非常に大
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きいということでございます。僻地や山間部

で、リーダーがなかなか育たない地域や組織化

になじまない農家も多いと思います。残された

小規模農家への支援策はないのか、お伺いいた

します。部長にお願いします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 小規模農家の

対策についてであります。集落営農は、小規模

農家や高齢農家が参加できる営農形態として、

年齢や経営規模、経営形態に関係なく、集落に

農地を有する農業者にはすべてメリットがある

方式というふうに考えております。しかしなが

ら、リーダー等の不在で組織化できない集落に

おきましては、みずから耕作できない農家につ

きまして、その集落の周辺地域内の認定農業者

や集落営農組織等への農作業の委託を進めまし

て、幅広い観点から農地の有効利用と生産の維

持が図られるよう努めてまいりたいというふう

に考えております。

○川添 博議員 部長、私は、みずから耕作で

きないということを申し上げたのではなくて、

集落営農組織に入れなくても、生き生きと農業

を営む小規模零細農家や、高齢農家、兼業農家

が多いのではないかとお話ししたんです。確か

に、担い手事業を積極的に推進して、いわゆる

企業的経営体といいますか、そういった規模拡

大を目指し、厳しい時代を勝ち抜くために必要

だということは十分認識しております。しか

し、このような個別経営体の規模拡大を目指す

には限界もあり、また、地域的にはこの政策に

合わないところもあるのかと考えております。

私は、中山間地域に点在する農家でリーダーが

不在の場合や、規模拡大が困難な小規模農家に

対しても、何らかの光を当てていくべきではな

いかと考えております。例えば、これは私見で

すが、直売所を中心に出荷している農家とか、

無農薬に積極的に取り組んでいる農家とか、地

産地消に取り組むこと、営農支援に取り組むこ

となど、集落営農組織に加入できなくても生き

生きと営農を行っている小規模農家に対して、

他県に先駆けて県独自に支援対象として認定し

てはいかがでしょうか。ぜひとも検討していた

だきたいと思いますし、私は政策条例にしてで

も立案したい案件であると考えております。知

事の御意見はいかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） おっしゃるとおり、

小規模農家というものは、いろんな形態がござ

います。その場合は、ケース・バイ・ケースで

考えて、今後検討の余地があるんじゃないかと

考えております。

○川添 博議員 今後、ぜひ積極的に御検討を

お願いしたいと思います。

また、今議会におきましても、建設業の振興

に関していろいろと質問がございましたが、建

設業従事者には兼業の農家が多く見られます。

農業への影響も大変心配されます。関係部局が

連携して、基幹産業である農業の振興に取り組

んでいただくよう要望いたします。

いろいろと御答弁をいただきました。ありが

とうございました。県民の中の大多数である中

小零細企業の方たちや、長年にわたり宮崎の農

業を担ってきた小規模高齢農家の方たちなど

が、今、現実に本県の経済を支えています。知

事のマニフェストには多くは触れられておりま

せんが、そういった苦境にあえぐ人たちにも光

を当てていくことが本当の政治だと思います

し、本物の県民総力戦であると思います。諸提

案を実行に移していただくことを期待しますと

ともに、私も微力ながら、執行部の皆さんと積

極的に議論しながら、県勢発展に貢献できるよ

う努力してまいりたいということを申し上げま
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して、すべての質問を終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

○中村幸一副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時50分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、23番外山衛議員。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の外山衛でございます。

引き続き、日南市、南郷町、北郷町の皆様か

ら与えていただきました今任期におきまして、

私の政治信条に基づき、宮崎県の持つ自然や気

候風土、さらには歴史や文化などの固有の財産

を、本県の発展のためにいかに有効活用してい

くかを模索しながら、議員活動をしていきたい

と思っております。

では、通告に従いまして質問いたします。

本県発展の基本は、人口増加による活性化で

あると考えます。人口増加のためには、子育て

支援対策等の充実による出生率の向上を図ると

ともに、雇用の場の確保により流出人口を少な

くすることであり、また、本県への移住を促進

することであることは、だれしもが認識をして

いることであります。しかし、なかなか効果が

得られないことでもございます。そこで、１点

目は、移住対策、知事もよくおっしゃいます

が、移住対策について知事にお伺いをいたしま

す。

本県では、「みやざき自悠生活」という小冊

子の中で、物価が安く、自然がいっぱいのとこ

ろで子育てをしたいと考えている子育て世代の

方や、定年後に暖かいところで野菜でも育てな

がら悠々自適に趣味を満喫したいと考えている

方の夢の実現の場として、「のんびり過ごす。

のびのび暮らす。」をキャッチフレーズに移住

を推進されております。この実現には、移住者

の受け皿となる市町村との連携が非常に重要で

あると考えます。そこで、各市町村との連携を

どのようにとりながら施策を推進されているの

か、お伺いをいたします。

また、交流・移住の推進に当たっては、言葉

での表現だけでなく、移住モデルケースをつく

ることにより、移住希望者の関心を高めること

ができると考えます。交流・移住の取り組みに

ついては、県南地域が積極的に取り組んでおる

と聞いております。県南地域につきましては、

県内でも特に温暖で自然にも恵まれていますの

で、この県南地域をある意味でのモデル地区と

して移住推進を図る考えはないか、お尋ねをい

たします。

第２点目は、教育のあり方について、知事と

教育長にお伺いします。

近年の大きな問題であるところの「いじめ」

につきましては、今に始まったことではなく、

昔から存在していたことであります。要は、子

供たちに幾ら言っても一向になくならないこと

が大きな問題点と考えております。いじめの原

因としてはいろいろあると思います。その中の

一つに、私は、親の世界、我々親であったり大

人の世界にいじめが存在しているからではない

かと思います。時には国政の場であったり、時

にはメディアの場にも存在すると考えます。当

県議会においてはないと思っております。そこ

で、知事は、マニフェストの中において「すべ

ての大人は、すべての子どもの教師たれ」と

言っておられますけれども、これは、私を含め
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て、果たして現在の大人にそのような資格があ

るのかと、時に自問自答しながら思うことがご

ざいます。そこで、知事にお伺いします。知事

はどのような思いでもってこの言葉を発してお

られるのかということをお聞きしたいと思いま

す。

また、大人の教育、親の教育、教師の教育に

ついて、単に生涯学習などといった観点ではな

くて、もっと根本からやり直すべきであると思

いますが、この点についても知事の見解をお伺

いいたします。

一方で、学校の教育現場に目を向けますと、

教師は、日常が子供との接触の場であることか

ら、さまざまな問題に対してバランスよく対処

できないでいる、そういう状況があるのではと

の思いも持っております。そういった意味か

ら、事例を挙げますと、昨年発生をいたしまし

た必修科目の履修不足、この問題につきまして

も、教師のだれかがきちんと警告をし、管理者

であるところの校長が正しく判断をしていれ

ば、あれだけ大きな社会問題として、生徒や保

護者を不安にさせることは起きなかったように

思います。私は、学校にはもっと多彩な人材を

置くべきだと考えております。具体的に言いま

すと、採用に当たって年齢制限を設けず、企業

や官公庁など、あるいは民間企業で働いていた

経験を持つ30代、40代、さらには50代の人材を

採用したり、ほかの職場との人事交流によって

民間のノウハウを取り入れるという考えも持っ

ております。そういうことをすることによっ

て、学校現場に健全なバランス感覚が働き、よ

りよい学校経営につながるのではないかと思っ

ております。また、そういった取り組みによっ

て、子供の持つ潜在能力を引き出すことがで

き、豊かな人間力の形成にもつながると考えま

す。この件につきましては、教員資格の問題な

どさまざまなハードルがあろうかと思います

が、本県教育改革の一環として、ぜひ検討をし

ていただきたいと思います。今の件につきまし

ては、教育長にお伺いをいたします。

３点目です。新幹線の整備について地域生活

部長にお伺いします。

もちろん、これは簡単なことではないという

のは認識しております。2011年の春には九州新

幹線が全線開通をいたします。博多―鹿児島間

が１時間20分、わずか１時間20分で結ばれると

いう現実がございます。博多駅におきまして

は、ターミナルの本格的な整備が始まり、ま

た、熊本県や鹿児島県においては、開通後の振

興策についてさまざまな検討がなされているよ

うであります。ところで、本県におきまして

は、このような状況を指をくわえて見ているだ

けなのかと、寂しい思いもいたしております。

そこで、九州新幹線の開通を前向きにとらえ

て、鹿児島から宮崎へ向けて新幹線と連動した

新たな特急列車を走らせるとか、手前の八代駅

から快適な高速バスを走らせて誘客するとか、

今の段階から方策を検討し、ＪＲや国などと協

議を始めるべきであると考えます。そもそも、

新幹線の駅が他県にあって本県にないというこ

とは、これからさらに激化する地域間競争にお

いて、既におくれをとっているということでも

あります。確かに新幹線整備には、財政負担や

在来線との問題など、課題も多いことは認識し

ておりますが、九州新幹線の開通をにらんで、

鹿児島から宮崎へのルート、こういったものを

引くことも検討に値すると思います。これはあ

くまでも提案でございますけれども、この提案

に対する部長の見解をお伺いいたします。地域

生活部長なんですが、知事もお考えがあれば、
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知事からもお願いします。部長の答弁を求めて

おりましたので、ひとまず部長にお願いしたい

と思います。

４点目は、災害復旧でございます。これにつ

きましては、県土整備部長並びに環境森林部長

にお伺いいたします。

地元日南の鵜戸神宮の件であります。鵜戸神

宮は、日南海岸国定公園に位置し、海幸・山幸

神話の舞台となった場所でございます。これは

高千穂と並んで「神話のふるさと宮崎」と称さ

れるゆえんでもあります。また、年間約80万人

の観光客が訪れる県内有数の観光地でもありま

す。この鵜戸神宮の本参道の海岸ののり面が、

台風４号並びに台風５号の影響でもって広範囲

に崩壊をしております。その影響から、楼門わ

きの地面にひびが入り、日南市指定の文化財で

あるところの石灯籠が傾き、一時的に撤去して

いる現状であります。現在は、崩壊の拡大を防

ぐために保護シートが施されております。災害

復旧について、日南市から、土木事務所長及び

農林振興局長へ要望書が提出をされたようであ

ります。なお、知事に対しましては、公務多忙

で知事の時間がとれないという理由から、要望

書はまだ提出されていないようでありますの

で、この場において、被災地の現状を御賢察い

ただきたいと思います。

崩壊現場につきましては、土木事務所、農林

振興局、市による合同調査も行われたようであ

りますが、その復旧に関しまして、いまだに方

向性が示されていないようであります。平成10

年の大雨の際、今回の被災箇所の周辺がやはり

崩壊しました。その際には、復旧治山事業で県

が復旧に当たったと聞いております。そこで、

この件についてのこれまでの対応経過と、制度

事業の導入を含めた復旧の見通しについてお伺

いをしまして、壇上からの質問を終わります。

（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

移住施策における市町村との連携についてで

ありますが、移住施策の推進におきましては、

移住者を実際に受け入れる市町村との十分な連

携が必要であり、県といたしましても、昨年

度、意見交換会やシンポジウムなどさまざまな

場で、移住促進に対する考え方やその取り組み

方法、今後の展開などについて協議等を重ねて

きたところでございます。その結果、ワンス

トップで移住希望者などからの相談に応じる

「宮崎ふるさと暮らし相談窓口」については、

県内全市町村に設置することとなり、また、受

け入れ環境情報を発信するポータルサイトであ

る「宮崎ふるさと暮らしリサーチ」について

も、県内すべての市町村が参加し、生活環境や

受け入れ体制などの情報を発信しております。

今年度も、事業説明会や研修会を通じ、市町村

との意見交換を機会あるごとに行うなど、さら

に連携を図りながら進めているところでありま

す。今後とも、市町村と一体となって、本県へ

の都市住民等の移住を積極的に推進してまいり

たいと考えております。

続きまして、県南地区をモデル地区とした移

住の促進についてでありますが、移住等の促進

につきましては、今年度の新規事業であります

「宮崎に来んね、住まんね、お試し事業」にお

いて、積極的に推進している市町村をモデル市

町村として位置づけ、その主体的な取り組みを

支援することとしております。支援対象としま

しては、現地での実際の生活を体験するお試し

滞在や、空き家等の情報を収集・提供する空き

家等情報バンク活動などであります。県南地区
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におきましては、日南市が、今年度、首都圏の

都市住民を対象としたお試し滞在やＰＲ活動、

及び空き家等情報バンク活動に積極的に取り組

むこととしており、まさにモデル的な役割を

担っておられるところでございます。また、串

間市においては、積極的な情報発信に取り組む

とともに、昨年度から、いち早く、地元住民と

の協働による体験モニターなどの移住促進施策

を独自に展開されております。今後は、このよ

うな県南地区を初めとした市町村を先進事例と

して、全県下に移住や二地域居住等の取り組み

を広げ、交流人口の増加や県外からの人材の誘

致等による地域の活性化を図ってまいりたいと

考えております。

続きまして、「すべての大人は、すべての子

どもの教師たれ」という言葉への思いについて

であります。新しい宮崎を創造していくのは、

時代の変化に対応できる柔軟な発想と行動力を

持った「人」であり、人間力を持った人づくり

が、これからの県づくりの基本であります。そ

のためには、あすの宮崎の希望である子供たち

を、家庭、学校、地域が一体となって社会全体

ではぐくむことが重要であると考えておりま

す。しかしながら、少子高齢化、国際化、情報

化等、社会状況が急激に変化する中、規範意識

の低下や人間関係の希薄化、さらには家庭や地

域の教育力の低下等、子供たちを取り巻く環境

は、ますます厳しさを増しているところでござ

います。「すべての大人は、すべての子どもの

教師たれ」という言葉には、子供たちを教育す

ることはもちろん、子供を教育すると同時に、

我々大人自身も成長するという意味も含まれて

おります。子供たちをたくましく育てていくた

め、私たちすべての大人が、自分の子供だけで

はなく、すべての子供の手本となり、鍛えるべ

きときはしっかりと鍛え、学ぶべきことは学

び、伸ばすべきときはきちんと伸ばすという毅

然とした態度で、日常的に子供としっかり向き

合うことが大事であるという思いを述べさせて

いただいたところでございます。

続きまして、大人の教育、親の教育、教師の

教育についてであります。教育の原点は家庭に

あると言われますが、子供にとって親は人生最

初の教師であります。また、学校における教師

や、地域で子供に日常的に接する大人たちも、

子供の人間形成に大きな役割を果たしておりま

す。このため、家庭や学校、地域がそれぞれの

責任を自覚し、しっかりと役割を果たしていく

ことが何よりも重要であると考えております。

県としましては、家庭においては、よりよく生

活するための習慣をしつけること、地域におい

ては、世代間の交流を通して人とのかかわり方

を教えること、学校では、基礎学力や基礎体力

などしっかりとした力をつけ、夢や希望をはぐ

くむことなど、県民との協働による各種の取り

組みを通して、すべての大人が子供の教育にか

かわる機会を提供することにより、家庭、学

校、地域が一体となって子供を育てる教育環境

づくりに取り組むことで、家庭、地域の教育力

の向上に努めてまいりたいと考えております。

東九州新幹線でございますが、この整備は、

東九州地域はもとより、九州域内の新幹線ネッ

トワークを形成し、九州全体の交流拡大、連携

を図る上で大変重要なものであると認識してお

ります。したがいまして、九州東岸を縦断する

東九州新幹線全線の整備を求めていく必要があ

ると考えております。これは非常に夢や希望に

満ちあふれた壮大なロマンであると考えており

ますので、今後とも、その夢とロマンに向けて

邁進したいと考えております。〔降壇〕
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○地域生活部長（丸山文民君）〔登壇〕 鹿児

島―宮崎間の新幹線の整備に対して、お答えい

たします。

九州新幹線鹿児島ルートは、御質問にもござ

いましたように、2011年の春、2010年度末に全

線が開通する予定でありまして、交流人口の拡

大や沿線地域の活性化など、西九州地域の高速

交通体系の核として大きな期待が寄せられてお

ります。一方、東九州地域では、博多から鹿児

島までを結ぶ東九州新幹線が、昭和48年に基本

計画に決定されておりますが、残念ながら具体

的な動きがないところであります。御提案のあ

りました鹿児島から宮崎までの新幹線の延伸に

つきましては、南九州地域の活性化等に資する

一つの案と考えますけれども、東九州地域の一

体的な発展を図り、新幹線整備の効果を最大に

するためには、九州東岸を縦断する東九州新幹

線全線の整備を求めていく必要があると考えて

おります。このため、県といたしましては、大

分県や鹿児島県などとも連携を図り、引き続き

国に対しまして、整備計画線への格上げを要望

してまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 鵜戸

神宮の参道下の災害復旧についてお答えいたし

ます。お尋ねの災害箇所につきましては、日南

市から報告を受けまして、7月17日に市と合同で

現地調査を行いました。また、台風第５号でさ

らに被害が拡大し、鵜戸神宮から早期復旧の要

望が出されましたことから、８月９日に再度調

査を実施したところであります。現地調査や検

討の結果、被災地は森林法で定めます森林区域

でないことなどから、国庫補助や県単による治

山事業での対応は困難であると考えておりま

す。なお、平成10年度に鵜戸神宮の上部森林を

治山事業で実施いたしておりますが、これは集

中豪雨により山腹崩壊を起こしたものでござい

まして、この箇所は森林区域内であったことか

ら、国庫補助事業の対象になったものでありま

す。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 同じ

く、鵜戸神宮参道わきの斜面崩壊についてでご

ざいます。台風４号によります被災後、直ちに

日南市とともに合同現地調査を実施し、さまざ

まな角度から復旧について検討を行ってまいり

ました。しかしながら、参道や崩壊した斜面が

民有地であり、公共土木施設ではないことか

ら、災害復旧事業では対応できないと考えてお

ります。また、急傾斜地や海岸などの事業も検

討いたしましたが、斜面背後の人家戸数や土地

利用状況などから、補助事業、県単事業いずれ

の採択基準も満たさず、事業化は困難な状況で

ございます。以上でございます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

学校における多彩な人材の配置についてであ

ります。御質問にもありましたように、さまざ

まな社会経験を有する職員を採用いたしまして

多様な人材構成を図ることは、教員の社会的視

野を広め、学校を活性化することにつながるも

のと考えております。このため、県教育委員会

におきましては、平成17年度の教員採用選考試

験から、民間企業や官公庁での勤務経験を有す

る社会人を対象としました特別選考試験を導入

いたしております。さらに、今年度は、小中高

の教諭の採用年齢を41歳未満に引き上げたとこ

ろであります。また、ことし３月に策定をいた

しました教職員人材育成プランに基づきまし

て、民間企業等のマネジメント手法を学ぶため

の社会体験研修に加えまして、異業種間交流等
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に取り組むことといたしております。今後と

も、このような取り組みを通しまして、幅広い

視野を有する人材の確保育成に全力で努めてま

いりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○外山 衛議員 答弁ありがとうございまし

た。１点だけ。鵜戸神宮の行政による復旧は困

難とのことでありますけれども、観光地でもご

ざいますし、神社でもございますから、対応策

を、知事も含めまして、日南市、鵜戸神宮を含

めて、十分な協議を要望しておきます。

農政水産部長にお伺いします。農業担い手対

策については、所得が不安定なことや労働に対

する偏見などから、若者の就農者が少なく、大

変苦労されていると思います。しかし、本県の

特性を生かした発展を考えた場合、農業はなく

てはならない産業であると考えます。そこで、

新しい感覚を持った担い手の確保という観点か

ら、団塊の世代をどう活用するか、これも一つ

の重要な課題であると考えています。この場

合、単に県外からの移住促進という観点だけで

なく、県内在住者を含めて、定年後いかにスム

ーズに農業に参入できるかであると思います。

そのためには、システムの構築がかぎであろう

かと思います。団塊の世代の方につきまして

も、これまでの違った経験を生かして、新たな

農業への挑戦、企業的な農業法人への再就職、

趣味としての農業など、さまざまな参入の方法

があると思います。先ほど壇上から、移住のモ

デルケースを県南地域に、と提案をいたしまし

たが、団塊の世代の農業参入につきましても、

モデル的な仕掛けをする必要があるのではと考

えます。そこで、農業分野での団塊の世代の人

材活用についてどのような構想をお持ちか、ま

た、就農モデル地域を定め、農業の活性化を図

る考えはないかを農政水産部長にお伺いしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） お答えいたし

ます。

農業の担い手が不足する中、また深刻化する

中で、団塊世代のさまざまな知識や経験を持つ

意欲ある人材を有効に活用することは、本県農

業・農村の活性化を図る上で、大変重要なこと

であると認識しております。県におきまして

は、参入希望者が経験がなくても農業につける

ように、専門相談員等による就農相談や、県立

農業大学校の「みやざき農業実践塾」における

技術研修の実施など、きめ細やかな参入者に対

する支援を行っているところであります。これ

までも、50歳代後半の就農希望者が農業実践塾

の研修に参加し、地域の農業の担い手として経

営を開始する例も見られておりますが、農地の

確保、さらには住宅の確保等のいろいろな課題

も見られているところであります。御指摘の件

につきましては、地域や産地の意向も踏まえな

がら、団塊世代も含め、新規参入者の確保育成

に向けて、就農相談から経営定着まで一貫して

受け入れ、支援する体制を、まずは充実させる

必要があるものと考えております。

○外山 衛議員 ということは、その取り組み

によって、ある一定の成果といいますか、形が

できたときに、そこがモデル地域となり得ると

理解をしたいと思います。

次に、入札制度関連について幾つか質問いた

します。

まず１点、条件付一般競争入札における事例

を御紹介いたします。ＪＶ―いわゆる共同企

業体でございます―入札公告に構成員の資格

要件というのがございます。読み上げますと、

「土木一式工事に係る一般競争入札参加資格の
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認定を受け、かつ等級区分が特Ａ級であるこ

と」。この資格要件のある入札におきまして、

該当しない、つまりランクＡの業者を加えたＪ

Ｖの応札があるようでございますが、これは業

者側の問題であるのか、あるいは制度上の問題

か。落札をしていなかったため、問題ないと言

えば問題ないんですけれども、その辺のことを

県土整備部長、お願いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） お答えいたし

ます。

一般競争入札におきましては、指名競争入札

と異なりまして、入札への参加を希望する業者

の方が、県のホームページ等に掲載してござい

ます入札公告で入札参加資格を確認していただ

きます。そして、入札が可能な工事かを判断

し、入札していただくことになります。仮に、

入札参加資格のない者が落札候補者になった場

合でございますけれども、その者の入札という

ものは無効ということになります。なお、この

ような入札参加資格の確認につきましては、こ

れまでも、入札制度説明会や建設業者説明会に

おいて、十分な注意を促してきたところでござ

います。

○外山 衛議員 了解しました。もう一点、７

月末に実施をされました、同じく条件付一般競

争入札の事例について説明をいたします。その

後、質問いたします。ある企業共同体、いわゆ

る３社のＪＶでございます。仮にＡ社、Ｂ社、

Ｃ社といたします。主たる事業体Ａ社が落札を

したのですが、その落札後に、３社の中のＣ社

に指名停止の処分が来たわけであります。理由

は、専任技術者の常駐義務違反ということであ

ります。この処分があったのが８月でありま

す。この処分を受けた業者は、５月の経営審査

において厳重注意を受け、速やかに改善をした

とのことであります。なお、その間にＣ社単独

での落札・受注もあったと聞いております。そ

の間というのは５月から８月の間であります。

以上の経緯から、今回のＪＶの案件は、構成員

の一社が指名停止となったため、入札参加資格

なしと認められたわけであります。つまり無効

ということです。県土整備部長に以下お尋ねし

ます。

１点目は、入札時において、ＪＶの主たる企

業体であるＡ社は、近い将来処分があることは

知り得ないことであります。入札参加届け出の

時点でもって、行政側から指導、アドバイスが

あってしかるべきと思いますが、いかがでしょ

う。

○県土整備部長（野口宏一君） お答えさせて

いただきます。

建設業法に違反する事実が確認され、監督処

分を行う場合には、行政手続法に基づく弁明の

機会を与えるなど、所定の手続を終えた上で措

置することとされております。この処分に関し

ましては、当該業者に通知し公表するまでの間

は、保護すべき個人情報でありますので、厳重

かつ適切な取り扱いを行っているところであり

ます。また、入札手続は、建設業法に基づく監

督処分とは別途の手続でございます。応札者等

入札に係る情報につきましても、開札までは情

報漏えいのないよう、発注機関において慎重な

取り扱いを行っているところでございます。

○外山 衛議員 確かに、保護すべき情報、そ

う言われればそのとおりでございますけれど

も、何か決め事の中に血が通っていないような

気もいたします。

先に進みます。そもそも厳重注意とは何かと

いうことです。これは追って指名停止が下され

る前の指導なのか。つまり、厳重注意の後は指
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名停止があるものと理解すべきなのか、お伺い

します。

○県土整備部長（野口宏一君） お答えいたし

ます。

建設工事の適正な施工を確保する観点から、

建設業法の遵守につきましては、機会あるごと

に建設業者に対しまして指導を行っているとこ

ろでございます。特に、公共工事を請け負う業

者に毎年受審が義務づけられている経営事項審

査では、建設業法の規定や趣旨につきまして、

詳細な説明や指導を行っているところでござい

ます。また、その際、明らかな建設業法違反の

事実が認められた場合には、その後予定される

処分等についても説明しているところでござい

ます。なお、このような指導とは別に、指名停

止に当たりましては、事実確認を行った上で、

建設業法違反や工事事故などの措置要件に基づ

きまして、厳正に運用させていただいており、

個別の措置内容につきましても、民間の有識者

で構成いたします入札・契約監視委員会におき

まして、その運用が適正であったか御審議をい

ただいているところでございます。

○外山 衛議員 今の中に、「明らかな建設業

法違反の事実が認められた場合には、その後予

定される処分等について説明がしてある」とご

ざいました。ということですから、今回のケー

スにつきましては、Ｃ社が厳重注意後の処分は

ないものと認識していたのは、見解の相違、ま

たＣ社の勘違いというふうに理解をいたしま

す。ただ、この案件につきまして、行政側には

何の落ち度もありません。ないんですが、た

だ、処分決定に至る過程で何らかの意図的なも

のがあるのではとか、もし意図的なものがあっ

たとしたらということも耳にしますので、今

後、迅速でわかりやすい対応をお願いしたいと

思います。

そこで、県土整備部長、もう一点、本来、違

反があれば、直ちに指名停止等の処分をすべき

と思いますが、３カ月から４カ月かかる理由を

教えていただけますか。

○県土整備部長（野口宏一君） その期間です

が、先ほども申し上げましたけれども、いろい

ろこちらのほうも調査いたしましたり、あるい

は先方に弁明の機会を与えているというような

ことがございまして、期間がかかる状況にござ

います。

○外山 衛議員 まあ、いいでしょう。時間が

ありませんので。

もう一点、同じく、条件付一般競争入札実施

要領に、入札の無効という項目がございます。

中に、「契約の日までに入札参加資格を満たさ

なくなった者のした入札」とございます。前年

までは、「落札の日まで」とあったように思い

ます。どんな理由で契約の日までと変更をされ

たのか、理由があればお願いします。

○県土整備部長（野口宏一君） 今お話ござい

ましたように、昨年度までは、開札後から契約

の日までの間につきましては、法令違反等によ

り指名停止を受けた業者でございましても、契

約締結を拒否しない取り扱いとなっておりまし

たが、近年の法令違反等に対します県民の皆さ

んの厳しい批判を踏まえ、不正行為の排除の徹

底を図り、入札における公正性をより高めるた

めに、本年度から取り扱いを変更したものでご

ざいます。この取り扱いにつきましては、５月

に県内８カ所で開催いたしました入札制度説明

会において、建設業者への十分な周知を図った

ところでございます。なお、隣県の大分とか鹿

児島、この両県につきましても、このような入

札参加資格の取り扱いが行われているほか、全
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国的にも見直しが行われているところでござい

ます。

○外山 衛議員 もう一点、通常の落札にて工

事予定者が選ばれます。そこから決定まで数日

を要している。業界からも、これは早めてもら

えないかと。これは理由として、事前審査ある

いは事後審査の問題があるかもしれません。あ

るいは人員の不足、または制度上の不備です

か、これもお答えをいただきたいと思います。

○県土整備部長（野口宏一君） 現在行ってお

ります事後審査型の一般競争入札につきまして

は、応札者及び発注者双方の事務量の負担軽減

を図っていくということで、最低価格で入札を

行った者を落札候補者として、入札参加資格の

審査をその後に行うというような事後審査を実

施しております。通常、開札してから落札者決

定までに５日程度を要しますが、入札参加資格

の確実な審査を行うため、最低限必要な期間と

なってございます。なお、入札全体に要する期

間でございますけれども、指名競争入札とほぼ

変わらないというようなところが現状でござい

ます。

○外山 衛議員 実例を挙げての一連の問いで

したけれども、変えられるところは、要望を聞

いてもらって改善をしてもらいたいと思いま

す。これは今さら言うまでもありませんが、公

共事業とはそもそも何であるか。県民、国民の

生活に必要な環境、基盤の整備であると思いま

す。その観点から考えますと、県が予算編成を

する中で、橋であったり、道路であったりの予

算も当然含まれるわけであります。その後の発

注においては、入札という公正な手順を踏んで

実行されるわけです。当然、発注者側は設計を

いたします。事業者側は積算をして臨みます。

事業者の経営努力によって、その金額を下げて

入札するというのが本来の競争入札と考えます

が、大変雑駁ですけれども、部長、この理解で

よろしいですか。

○県土整備部長（野口宏一君） 事業者の努力

でもって、その金額で入札していただいている

と理解しております。

○外山 衛議員 ところが、今、とにかく率が

低ければいいという風潮に疑問を持っておりま

す。私は、極論ですけれども、100％でもいいと

考えております。そこで、次の事例について県

土整備部長の見解をお伺いします。ことし５月

の国会における国交省の大臣の答弁でありま

す。この一部を原文のまま抜粋、御紹介いたし

ます。「ダンピングの問題、予定価格の85％を

切った落札、いわゆるダンピングだと思います

が、これは、急激に下請いじめ、労働者の搾取

とか、また品質が確保できない、結果、下請が

倒産することが統計上出ている。85％を切るよ

うな金額というのは、やめてもらいたい」との

答弁がございました。今の内容について、部長

はどのようなお考えをお持ちか、お伺いいたし

ます。

○県土整備部長（野口宏一君） お答えいたし

ます。

大臣が、落札率が85％を下回ると、手抜き工

事や下請業者へのしわ寄せが懸念されるとい

う、国土交通省がいろいろ調査をしておりまし

て、その調査結果を踏まえて発言されたと伺っ

ているところでございます。本県におきまして

も、先月、建設工事等のコスト調査というもの

を実施いたしましたけれども、その中でも、国

とほぼ同様な結果を得ることができておりま

す。現在、この調査の結果につきまして、詳細

な分析を進めさせていただいているところでご

ざいまして、建設産業の健全な発展を図って、
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良質な社会資本の整備を進める観点から―知

事がこれまで答弁してまいりましたけれども

―最低制限価格を引き上げる方向で検討して

まいりたいと考えております。

○外山 衛議員 これは代表質問とも重複して

申しわけないんですが、同じ案件でもって、知

事の所見もお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） ただいまの国土交通

省の大臣の発言につきましては、県土整備部長

が言ったとおりでございます。今後とも、本県

の建設産業の健全な育成、そして良質な社会資

本を整備するという意味でも、重複しますけれ

ども、最低制限価格は引き上げる方向で考えさ

せていただきたいと思っております。

○外山 衛議員 この取り組みは、業界をただ

擁護する意味じゃなくて、県全体の経済の活性

化を図るためにも、予算内でのある程度の率の

確保というのは問題ないと考えております。よ

ろしくお願いしておきます。

業界の健全化を図ることは当然必要と思いま

す。しかし、体制が整わないままに性急に改革

を進めようとすると、ひずみといいますか、混

乱を招くと考えます。ですから、知事が言われ

るように、自然淘汰、これもわかります。これ

は放漫経営であるとか、あるいは経営努力を

怠った中で、結果、やむを得ず倒産・廃業に至

るのは、これは理解できます。これが自然淘汰

であろうと考えます。しかしながら、急激な変

化による制度的なものが原因あるいは遠因と

なって、そういう状況に健全な企業までもが陥

るのはいかがなものかという気持ちを持ってお

ります。ですから、いろんな部分に細かい配慮

をしていただいて、いわゆる、公共事業イコー

ル税金の無駄遣いというような誤った解釈が一

部あるようでございますが、その辺の誤解も解

くような試みも必要と思っております。よろし

くお願いしたいと思います。

最後になりますが、これは全く知事にも、通

告といいますか、言っていなかったものですか

ら、この場で話を聞いてもらって、知事のお言

葉で何かあればと思います。知事の努力もあっ

て、今、宮崎は大変注目されています。これは

非常に評価に値すると思っております。ただ、

昔、五右衛門ぶろというのがありましたね。ま

きで沸かすやつ。ころ合いを見計らって手を入

れると、表面がたぎっているものですから、さ

あ、行けと入ったら、下のほうは水であったと

いうことを、我々は幼いころよく経験をしまし

た。これは余計なお世話かもしれませんが、当

県においてもそのような状況にならぬよう、全

県下にさまざまな分野に浸透すべく、県政に当

たってもらいたいと思います。

もう一点、県政における改革あるいは変革。

これは民間でも同じですけれども、これについ

ては、宮崎の現状に即したスピードで取り組む

べきと考えます。いわゆる目指すところ、落と

しどころは同じとしても、すべてにおいて他県

に先駆けてという思いをお持ちであるとした

ら、私は、その意識は持たなくてよいと思って

おります。案件によっては熟慮をしていただい

て、この宮崎の現状に即した改革を進めてもら

いたいと、そんなふうに思います。

以上２点、これは要望のような内容ですけれ

ども、知事から何かお言葉があれば、いただけ

ればと思います。

○知事（東国原英夫君） 五右衛門ぶろに関し

てでございます。御案内のように五右衛門ぶろ

は下からたきます。温かいお湯というものは上

に行くものでございまして、表面が温かくて、

入ってみると底が冷たい。私もそういう経験が
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ございます。例えとして、どういったことを

おっしゃっているのか、わからなかったんです

けれども、恐らくは、メディア等で県内をＰＲ

するだけで、そして、ＰＲして県産品やその関

連業者等が潤っても、県内全体にまだ潤いとか

景気浮揚感がないのではないかといったような

御指摘だと理解して、答弁させていただきます

けれども、そういう御指摘も、就任してから、

いろんな方々あるいは関係各位の方からいただ

いております。しかしながら、景気を浮揚させ

るというのは、国のこの数年間の取り組みもそ

うでありましたが、やはり大きな企業、大都市

を牽引して、そこから景気の浮揚を地方や中小

企業に広げていくというような施策をしており

ました。それがいま一つ、５～６年たっても、

地方には、あるいは中小企業には景気の波とい

うのが実感としてわかないということでござい

まして、今回の政府・与党の政策の転換等につ

ながったんじゃないかなと思っております。そ

ういったこともかんがみながら、県内では、お

湯の表面だけが温かくならないように、おふろ

に入るときにはちゃんとかきまぜてから、全体

を景気浮揚させるような施策を十分に配慮して

いきたいと考えております。

そして、改革についての性急性ということで

ございますが、おっしゃるとおり、他県に先駆

けてという、他県にはないもの、あるいは宮崎

モデル、宮崎オンリーワンの施策改革をしてい

くというのが私の信念でございます。しかしな

がら、ケース・バイ・ケースによって、他県に

先駆けてやったことによってマイナスになると

いうことも十分考えられますので、その辺は十

分検討し、配慮しながら、毅然とした態度で改

革に臨みたいと考えております。

○外山 衛議員 ありがとうございました。ま

さに今の解釈で結構だと思います。ですから、

ひとつ改革も、オンリーワンじゃなくて、そう

いう意味じゃなくて、一点は、各県、全国的に

やるべきこと、公共事業の入札制度改革もそう

ですが、その進捗の速度を多少ずらしてもいい

ような気がするということも一点ありました。

確かに、宮崎県独自のオンリーワン、これはい

ち早くやるべきだと思います。いずれにしまし

ても、今の答弁を聞きまして、そういう方針で

もって、しっかり県政のかじをとってもらいた

いと要望いたしまして、質問のすべてを終わり

ます。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 次は、24番宮原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） それでは、

本日４人目の質問となりますが、質問をさせて

いただきます。

知事が、１月の就任以来大変な人気となり、

連日、「宮崎が」とか、「宮崎県の東国原知事

が」という報道がなされています。当初は、３

カ月か、半年かと言われていました人気も、こ

の調子だと、新年の正月番組はどのチャンネル

でも、知事が出演依頼にこたえられれば、知事

の姿をテレビで見ることとなりそうな勢いであ

ります。知事のいい面は高く評価をしますし、

改革を進めてほしいと思います。しかし、宮崎

県を、知事としてでなく一個人としてじっくり

歩いて、県民の声に耳を傾けてほしいとも思い

ます。知事が、「県民総力戦で改革を進め

る」、また、「宮崎を変えることで国が変わ

る」とも言われますが、これまでの各種質問の

答弁を聞くと、「他県の状況を見る」とか、

「他県と比較して」とかの言葉を発せられます

が、裏金問題にしろ、「長崎県が」とか、比較

しての発言でありますし、既存の状況を打ち破

るということではなかったかと私は思いなが



- 193 -

平成19年９月18日(火)

ら、各種答弁を聞かせていただいております。

それでは、質問に入らせていただきます。

初めに、知事の政治姿勢ということで質問さ

せていただきます。

まず、市町村と県の関係についてお伺いをし

ます。私の思う市町村と県の関係は、県が親な

ら市町村は子の関係であると思います。県内市

町村が置かれている状況は、人口の多いところ

・少ないところ、災害に遭いやすいところ・そ

うでないところ、財政が現に非常に厳しいとこ

ろ、高齢化が一歩先に進んでいるところなどさ

まざまで、各種の相談・要望を、知事や関係部

長を初め、受けておられると思います。県も厳

しい財政状況でありますから、すべての面で、

はいはいと相談・要望を受けるわけにもいかな

いと思いますが、どのような姿勢で市町村と対

応されておられるのか、知事にお聞かせいただ

きたいと思います。

以下、自席より質問をさせていただきます。

（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えしま

す。

他県の状況を見るというのは、必ずしも他県

のまねをするとか倣うという意味とは限りませ

ん。他県の状況を踏まえて、他県とは異なる独

自の施策をするという可能性も秘めているわけ

でございます。

続きまして、県と市町村の関係についてであ

りますが、県と市町村は、住民福祉の向上とい

う共通の政策目標に向かいまして施策を推進し

ていく、対等な、そして大切なパートナーだと

考えております。それぞれが役割を分担しなが

ら、連携して施策を展開していくことは、県政

を推進する上で大変重要なことであると考えて

おります。中でも、住民に最も身近な自治体で

ある市町村のリーダーとしての市町村長との連

携は、県民総力戦による県づくりを進める上

で、極めて重要であると考えております。来月

以降、私は県内各地域を訪問し、各市町村長と

それぞれの地域が抱える課題等について、ひざ

を交えて、ざっくばらんな意見交換を行い、お

互いの信頼関係を築きながら、連携をさらに深

めていきたいと考えております。〔降壇〕

○宮原義久議員 わかりました。

次に、私の見る知事の姿勢というのは、マス

コミ関係者が同席されたときと、同席していな

いときの知事の発言・対応に大きな開きがある

ように感じております。県のもとで、市町村は

一生懸命に市町村民の生活向上を目指し、努力

をし、対策を打っております。知事のところへ

陳情活動しているわけですから、誠意ある対応

を望むものであります。知事の支持率が高いと

の状況から、市町村は知事に対して言いたいこ

とも言えない状況になってはいけないと思いま

す。あらゆる相談が聞ける度量の深い、テレビ

で県民が見ているような気さくな知事になって

もらいたいと思いますが、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 御指摘は非常に心外

でございます。本日の宮崎日日新聞に載ってお

りましたが、ある福祉関係の方々が私に陳情・

要望に来られまして、ふだんテレビでは見られ

ない、笑顔も一つもなく、かたく硬直した表情

をされておりましたというような御指摘がござ

いました。福祉関係の方たちが真剣に深刻な問

題を陳情してこられるときに、へらへらと笑顔

で対応できますでしょうか。私は真剣にその御

要望をお聞きしていたところが、かたい表情、

笑顔がないという御指摘ですけれども、そう

いったことは受け手側の感覚でございまして、

私は決してそのようなことはありません。すべ
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ての陳情・要望に対して真剣に真摯に対応して

いるところでございます。

○宮原義久議員 わかりました。知事がそうい

う姿勢で臨まれているということであれば、そ

れは構いませんが、私どもが見る目にはそうい

うふうに見えておりませんでしたので、やはり

広くそういう気持ちでやっていただけるとあり

がたいかなというふうに思っております。

次は、県職員と知事との関係という点で質問

をさせていただきます。通常の仕事の場合は、

上司と部下はお互いに信頼関係で結ばれている

と思います。７月24日、高速自動車国道建設促

進宮崎県期成同盟会総会と鉄道整備促進期成同

盟会が開催されました。高速自動車国道関係の

会長は県議会議長、鉄道関係の会長は知事と

なっています。知事は冒頭、私が会長になって

いるとは今聞きました、今知りましたとの発言

がありました。県内関係市町村長を初め関係者

が、知事の案内のもとで高速自動車国道・鉄道

の整備を願ってわざわざ集まっていただいての

会合でありました。担当部の地域生活部として

は、知事に何の説明もしていなかったのか、ま

ずお聞かせをいただきたいと思います。

○地域生活部長（丸山文民君） 宮崎県鉄道整

備促進期成同盟会でありますけれども、お話に

ございましたように７月24日に開催をしていま

す。知事に対しましては、事前に議事の内容と

か議事進行等について説明を行っているところ

であります。以上です。

○知事（東国原英夫君） つけ加えまして、私

が出席するさまざまな行事等に関しましては、

基本的には事務方のほうから事前説明は受けて

おる次第でございます。ただ、７月24日の件

は、入ってくる大量の情報等がありまして、そ

の一部を失念したところでございます。県政を

推進していく上で、私を支えてくださる職員の

方々との関係は大変重要であると考えておりま

す。今後、いろいろな場を通してコミュニケー

ションを図り、意見交換も十分し、意思の疎通

を図るとともに、今回の７月24日のようなこと

がないように今後気をつけたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 わかりました。それ以上聞こ

うかなというふうに思っていたんですが、地域

生活部としては説明をされたということであり

ます。場を盛り上げようという知事の県民に対

するサービスということから考えると、大変お

もしろいのかなというふうには思えるんです

が、たびたび代表質問等でも、県職員に意識改

革ということを常に言われております。そうす

ると、せっかく地域生活部の担当が説明したと

いうことを、知事がそういうふうに軽く皆さん

の前でパンとけられると、職員は一生懸命説明

をしても浮かばれないという話になりますの

で、県職員に改革をというふうに、まず知事が

言われるわけですから、知事の発言の重さとい

うものはやはり考えていただいて、まず知事の

そこの意識改革をしてほしいと。私どももでき

る応援はしたいんですが、そういうところが出

てくると、説明をしていたはずなのにと。この

質問をするときに、いや、冗談じゃったがと言

われましたが、ここで一回押さえをしておかん

といかんなということで、この質問をさせてい

ただいたところでございます。

次に、市町村合併と市町村の財政について、

お伺いをさせていただきます。

合併特例債については、先ほどの萩原議員の

質問とも重なっておりますので、この分につい

ては割愛をさせていただきます。合併の進捗状

況と県のスタンスということについてお伺いを
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します。市町村合併については、全国で旧合併

法令のもとで約６割に当たる市町村が合併をし

ました。県内においては、以前の44市町村が、

４月１日現在、30市町村になっております。現

在、宮崎市と清武町、日南市と南郷町、北郷町

において合併に向けての新たな動きがあるよう

であります。合併については、議会のたびに質

問が出されております。あくまで住民の意思に

基づくという県の方針となっていますが、県に

おきましても、合併に対する出前講座や、県が

策定している宮崎県市町村合併推進構想の市町

村ごとに説明会を開催する計画となっています

が、地域生活部長、現在の状況はどのように

なっておりますか、お聞かせください。

○地域生活部長（丸山文民君） 市町村合併に

関する構想説明会あるいは出前講座についてで

あります。

まず、市町村合併推進構想説明会についてで

ありますけれども、これは、合併推進構想に対

する県民の理解を深め、市町村と住民とによる

合併議論を促すため、県と市町村との共催によ

り実施しており、昨年度は県内８会場で開催を

し、本年度も、市町村の協力を得ながら、数カ

所で開催をすることといたしております。次に

出前講座であります。これは、住民団体やさま

ざまなグループからの申し込みに応じまして、

市町村合併の必要性について説明を行っている

ものであり、今後とも実施をするということに

しております。そのほか、市町村長さんとの協

議や、あるいは市町村議会議員の皆様との意見

交換会などを実施しているところでもありま

す。さらに、本年度におきましては、県主催に

よるシンポジウムを開催し、広く県民の方々

に、改めて市町村合併について議論を深めてい

ただくこととしており、さらなる合併機運の醸

成に努めてまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 十分頑張っていただきたいと

いうふうに思っております。

次に、合併新法の中での合併を考えた場合の

タイムリミットというのがあると思います。合

併新法の期限まで２年半という状況でありま

す。通常の手続上、約２年をかけて協議を重ね

て合併となるようでありますが、合併された市

町村においても、合併後もあらゆる協議を重

ね、事務事業の調整をされているようでありま

す。そうしたものを合併以前に調整すると考え

ると、より多くの時間を要することになりま

す。合併した地域と合併できなかった地域に、

大きな格差が生じることとなりそうでありま

す。この１年間が、合併新法下での、合併にた

どり着くのか着かないのかの分かれ目になりそ

うであります。合併に向けて、新法では県の関

与が大きくなっておりますが、白紙の段階から

新法の中で合併を目指すとなった場合のタイム

リミットはいつごろと想定されておられるの

か、地域生活部長にお伺いをいたします。

○地域生活部長（丸山文民君） 市町村合併の

タイムリミットについてであります。市町村合

併におきましては、合併の方式や各種の事務事

業の取り扱いなど、多岐にわたる協議や、ある

いは市町村基本計画の作成のほか、条例・規則

等の改正、あるいは電算システムの統合等も必

要となるわけであります。また、市町村議会の

議決あるいは都道府県議会の議決、さらには総

務大臣の告示という一連の法手続もございま

す。この間、今お話ございましたように、全体

ではおおむね２年程度を要するものと考えてお

ります。合併新法の期限は平成22年３月末まで

となっておりますので、新法内の合併を実現す

るためには、できれば平成19年度、本年度内、

平成19年９月18日(火)
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遅くとも来年度、平成20年度早々には、法定合

併協議会が設置される必要があるというふうに

考えております。

○宮原義久議員 わかりました。

次に、市町村の財政状況ということからお伺

いをしたいと思います。北海道夕張市が財政

上、危機的状況という報道が全国を駆けめぐり

ましたが、県内の市町村の財政状況も、三位一

体の改革等により非常に厳しくなっておりま

す。平成17年度決算の段階で、経常収支比率が

財政の危険水域と言われる85％を超えている市

町村が、31市町村中28市町村であります。う

ち、90％を超えている市町村が13市町村となっ

ています。最高では97.5％となっています。つ

まりは、建設等の経費に充てる予算がないとい

う状況であります。今後の県内市町村の財政運

営というものを、県としてはどのように考えて

おられるのか、地域生活部長にお伺いをいたし

ます。

○地域生活部長（丸山文民君） 自主財源に乏

しく、財政基盤の脆弱な本県市町村は、地方交

付税に大きく依存せざるを得ない財政構造と

なっております。近年の地方交付税の削減の影

響等によりまして、平成18年度決算見込みにお

ける普通建設事業費は約750億円となっており、

ピーク時の平成７年度に比較しまして半減する

など、非常に厳しい財政運営を強いられている

ところであります。今後も、地方交付税につき

ましては厳しい見通しとなることが予想されて

おり、高齢化の進展に伴う社会保障関係費の増

加が確実に見込まれる中で、各市町村において

は、引き続き厳しい歳出削減を進め、より一層

の財政の健全化を図る必要があると認識をいた

しております。県といたしましては、今後とも

各市町村が、基礎的自治体としてその役割を十

分に果たしていけるよう、それぞれの財政状況

に十分留意をしながら、適切な助言を行ってま

いりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、市町村の財政面の起債

についてお伺いをいたします。先ほどから言い

ますように、市町村の財政状況が非常に厳しい

状況となっております。実質公債費比率が18％

を超えると、新たに地方債を発行しての借金を

する際に、国・県の許可が必要となるようであ

ります。許可団体となった市町村に対する地方

債の許可について、県はどのように考えておら

れるのか、地域生活部長、お聞かせください。

○地域生活部長（丸山文民君） 実質公債費の

比率が18％以上の市町村につきましては、将来

の行政サービスの低下を招かないよう、計画的

に公債費の負担を軽減する必要があります。こ

のため、該当する市町村が起債を行う際は、知

事の許可が必要とされておりますが、市町村が

みずから策定した公債費負担適正化計画が着実

に実施され、公債費の負担につきまして適正化

が図られることを前提に許可を行うことになる

と考えております。なお、この比率が25％以上

になりますと、単独事業を対象とした地方債の

一部が起債できなくなり、さらに35％以上で

は、災害や合併関係などを除くほとんどの事業

で起債できなくなるなどの制限が生じますけれ

ども、現在のところ、県内に該当する市町村は

ないところであります。

○宮原義久議員 次に、実質公債費比率などの

財政状況の悪化を示す数値が上がりますと、比

率が高い自治体が合併をしようと考えても、実

質公債費比率の低い自治体としては、合併を受

け入れにくい状況になるというふうに考えます

が、県としては、合併はやっぱり進めていかな

ならんというふうに考えておられると思います

平成19年９月18日(火)
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が、この状況を地域生活部としてはどのように

考えられますか。

○地域生活部長（丸山文民君） 財政状況の異

なる市町村の合併についてのお尋ねであります

けれども、現在、地方分権の一層の進展や、地

域住民の日常生活圏の拡大、さらには道州制の

導入の議論が本格化している中で、長期的な視

点に立った市町村の行財政基盤の強化は喫緊の

課題となっております。そのため、それぞれの

市町村において、財政改革を初め、さまざまな

改革が行われているところであります。これら

の状況を踏まえつつ、市町村が相互の立場を理

解し、また尊重しながら、地域一体となった発

展を目指すという観点に立って、市町村合併の

取り組みがなされるよう、県といたしましても

積極的に働きかけをしてまいりたいと考えてお

ります。

○宮原義久議員 今、５つぐらい質問させてい

ただきましたけど、大変立派な答えが返ってき

ております。つまりは、借金がたくさんあるわ

けですから、それに基づいて公債費負担適正化

計画というのを当然つくらされると。というこ

とは、建設費に回すとかいろんなお金がないと

いうことから、当然、財政状況は今が厳しいわ

けですから、そういう計画書を出しなさいと一

方では言いますね。言われながら、一方では、

市町村同士がお互いの立場を理解し、尊重し、

地域一体となった発展を目指すという観点に

立ってと。そういうことであれば、これまでの

合併新法じゃなくて、それまでの中で、お互い

が理解し、お互いを尊重しということであれ

ば、合併特例債なりいろんなものを使いなが

ら、地域のために多少は役に立ったのかなとい

うふうに思いますが、あと半年というこの状況

になってから、お互いを理解し、お互いを尊重

し……。それを地域生活部として各市町村長さ

んを集めて、お互いを理解しなさいといって

も、これは無理な話ですよ、どう考えてみて

も。だから、県として一つのきちっとしたもの

を何か示して、合併新法が切れてしまうと、

もっと苦しい状況に追い込まれるということに

なるというふうに私は思っておりますので、そ

のあたりについては十分知事も含めて検討して

いただいて、宮崎県の基礎となる市町村の今後

のあり方というものをじっくりと考えて、なる

べく早く一つの方向性を出してほしいというふ

うに思っております。よろしくお願いをしたい

と思います。

次に、医療関係の問題について質問をさせて

いただきたいと思います。

毎回質問するんですが、今回も医療問題を取

り上げさせていただきました。現在、全国的に

医師・看護師不足となっている現状があり、国

においても医師の確保という点から、医学部の

定員をふやす方向を打ち出すなど、医師確保に

向かってやっと動き出した状況であります。県

を中心に、保健医療の資源の効率的・効果的活

用を図り、健康増進から疾病の予防、診断・治

療及びリハビリテーションに至る包括的な保健

医療を確保するために、宮崎県地域保健医療計

画を策定されています。第４次の計画期間は、

平成15年～24年の10年間とされ、計画の推進に

ついては、県及び各二次医療圏に、保健医療関

係団体、関係行政機関などの代表者などで構成

する保健医療推進協議会において、計画の推進

を図っていくとなっています。そこで、福祉保

健部長にお伺いしますが、二次医療圏の医療の

供給体制をどのように考えておられるのか、お

伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 二次医療圏に

平成19年９月18日(火)
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ついてであります。本県では、県民の方々が安

心して医療を受けられるよう、地理的な条件や

交通事情、医療資源の状況等を踏まえ、７つの

二次医療圏を設定しているところであります。

この二次医療圏において、初期医療から入院治

療を必要とする比較的専門性の高い医療の提供

体制を確保するために、地域医療推進協議会な

どを通じて、医師会等の関係機関と連携を図り

ながら、「かかりつけ医」の県民への普及啓発

や、地域医療支援病院の承認等により、医療機

関相互の機能分担や連携を促進しているところ

であります。以上です。

○宮原義久議員 それでは次に、二次医療圏域

としての中核病院の位置づけを、県としてはど

のように考えておられるのか、福祉保健部長に

お伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 二次医療圏に

おける中核病院の位置づけについてでありま

す。県では、比較的専門的な入院治療が提供で

きる病院や、24時間体制で救急患者を受け入れ

ることが可能な病院、さらには災害時の医療活

動の拠点となる病院等を、二次医療圏における

中核病院と考えております。具体的には、県立

病院を初めとする自治体病院や市郡医師会病院

等が、その役割を担っているところでありま

す。以上です。

○宮原義久議員 次に、県内７医療圏域の一つ

が、西諸医療圏域であります。医療提供体制の

整備については、「高度な医療機能を有し、か

つ医療機関の連携を図っていく上で中心となる

中核病院を核とした体系的な整備を促進しま

す」。これがちょうど、うちの小林市立市民病

院になりますが、「小林市立市民病院が中核病

院として、他の医療機関と機能分担と連携を図

りながら、高度な診療機能の整備充実を促進し

ます」となっております。そこで、西諸に住む

県民の中核病院であり、災害時の災害拠点病院

にも指定をされております。今、市民病院を改

築しようという動きであります。７月には、知

事のもとへ関係者とともに陳情もさせていただ

いたところであります。当然支援の手が届くも

のと考えておりますが、知事、いかがでしょう

か。

○知事(東国原英夫君） 小林市立市民病院につ

きましては、これまで、二次救急医療や災害時

における医療を担う病院として、県といたしま

しても、設備整備に対する補助や運営費の補助

を行ってきたところでございます。しかしなが

ら、市町村立の病院につきましては、国の三位

一体改革の一環として、平成18年度に施設設備

の整備に係る国庫補助が廃止されまして、市町

村に財源が移譲されたところでございます。こ

のような状況や本県の厳しい財政状況から、小

林市立市民病院の建てかえに対する財政支援

は、大変厳しいと言わざるを得ない状況でござ

います。しかし、病院事業債や国の国民健康保

険調整交付金等の活用など、今後とも小林市と

は十分に協議をしてまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 前の知事のときからずっと質

問するんですが、大体こんな答弁しか返ってこ

ないんです。この保健医療計画で、県が中核病

院という形で設定しているわけです。いろいろ

協議しますと言うんですけど、当初、ばんと幾

らか出せないのかという思いがありまして、何

ら大した支援もないとすれば、県が策定したこ

の地域保健医療計画というのは、ただ絵にかい

たもちと言わざるを得ないというふうに思って

おりますが、知事はどのように考えておられま

すか。

平成19年９月18日(火)



- 199 -

○知事（東国原英夫君） 「何か出せんとか」

と言われる問いに対しては、「出せんとよ」と

言わざるを得ない厳しい財政状況がございま

す。そして、この西諸医療圏における小林市立

市民病院の役割については、大きなものがある

とは認識しております。市町村立の病院につき

ましては、先ほども言いましたように、国の三

位一体改革によりまして、財源が市町村に移譲

されたわけでございます。このため、直接的な

財政支援は厳しいものがありますが、病院事業

債やあらゆる補助制度の導入について、重複し

ますが、小林市と十分協議をしていきたいと考

えておる次第です。

○宮原義久議員 「どしてん出しがならん」と

いう話のようですが、最後のここまで食い下

がってみようかと思います。

次に、県北、県央、県南の県立４病院に、一

般会計から平成17年度で58億4,000万円、平成18

年度に57億5,000万円繰り入れることで、それぞ

れの地域の医療が確保されているわけでありま

す。こういうことから考えたときに、先ほど萩

原議員からも、都城を含め話がありましたが、

県西部のこういった中核病院である小林の市立

病院の建てかえというのは、県が支援するのは

当然のことであるというふうに私は思っている

んですが、ないから出しがならんという話では

なくて、そのあたり何か考えられないものか、

再度お聞かせをいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 再度お答えします。

県民の皆様への医療サービスの向上を図るた

めに、県立病院では採算性の面から、民間の医

療機関では対応が困難な高度医療や先駆的な医

療にも取り組んでおり、このような観点から、

一般会計からの繰り入れも行っている次第でご

ざいます。小林市立市民病院の機能の充実は、

西諸医療圏の住民の方々にとりましても大変重

要であるとは認識しております。県といたしま

しても、病院事業債や各種補助金の導入、さら

には医師の確保等、側面的でありますが、こう

いったもので御協力をさせていただきたいとい

うふうに考えております。

○宮原義久議員 何回言っても同じことになる

のかなと思いますが、知事は、県内の医療とい

うものについて、「県内ひとしく均衡あるもの

としたい」「医療の格差是正をする」というふ

うなことも、たびたび言われます。今までの慣

例、殻を打ち破るというふうにも、知事は常に

言われるんですが、８万数千人の西諸の県民が

中核病院を建てかえてほしいというふうに言っ

ているわけであります。命に余り大きく―ど

こに住んでいても、そげん命が救われるとこ

ろ、救われないところがあってはならんという

ふうに、常々こういった議会でも話があるわけ

でありますから、やはりそういったものを十分

に考えていただいて、普通、政治家が、前例に

のっとって、慣例にのっとってということでは

なくて、最終的に政治的決断を望みますという

ふうに私は言いたいんです。政治的決断で、や

はりそのあたりは、この地域のこの部分につい

てはやりますよということを、そのぐらいが知

事というものではないんでしょうか。金がない

からと、また言われるんでしょうから、そこは

改めて知事にお答えを求めませんが、私は、政

治的決断というものがいろんなところであって

いいのかなというふうに思っております。その

あたりについては十分、福祉保健部長とも考え

ていただいて、その決断が来る日を私は期待し

て待っております。よろしくお願いします。

次に、農業問題についてお伺いをさせていた

だきます。
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本県の農業産出額は、平成２年に3,745億円を

ピークに、ほぼ毎年減少傾向でありましたが、

平成18年度は、畜産関係の伸びで3,206億円と

なったようであります。本県の平成18年度水田

本地面積は３万5,300ヘクタールで、うち４割以

上が減反となっております。平成18年、19年と

も、早期水稲9,340ヘクタール、普通期水稲が１

万2,000ヘクタール前後となっております。そう

した中で、早期水稲に台風の襲来により大きな

被害が出ております。８月15日現在の早期水稲

の作柄は、「著しい不良」となっております。

等級比率では１～３等が30％、規格外が約70％

となったようであります。早期水稲の概算金

が、規格外を３つのランクに区分して、60キロ

当たりＡランクで9,600円、Ｂランクで6,600

円、Ｃランクで3,000円となっております。最終

精算金を含めても、大変な打撃となっておりま

す。平成17年産の稲作の10アール当たり総収入

は11万3,780円となっており、そこから、苗代を

初め、肥料、農薬、農機具費など物財費の合計

が７万6,496円となっております。これに労働力

を計算すると赤字となるのが、現在の稲作経営

の現状であります。そこで、まず初めに、先週

の代表質問でも、今回の早期水稲の救済につい

て、我が会派の濵砂議員を初め、他の会派から

も質問が出されましたが、知事の答弁は、「来

年度も農家が意欲を持って作付できるよう努力

してまいります」とのことであります。先ほど

述べましたように、被害に遭わなくても収支は

非常に厳しい作目であります。今回の被害で規

格外となった農家は、大変厳しい経営状況とな

るわけですが、具体的に、次年度作付に意欲の

わく施策とはどのようなことを考えておられる

のか、知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 今回の早期水稲被害

に伴う大幅な減収というのは、農家によって

は、所得どころか経費も賄えないことも想定さ

れ、農家の生産意欲にも大きな影響を与えるも

のと考えております。このような状況を少しで

も打開するために、「平成19年産早期水稲被害

対策会議」を設置したところでございます。こ

の中で、被害原因の詳細な把握とともに、今後

の水稲栽培における技術対策を検討する考えで

あります。あわせて、今回の被害による農家へ

の影響を十分に精査した上で、各関係機関・団

体それぞれが対応できる農家経営の安定に向け

た対策について、総合的に検討してまいりたい

と考えております。

○宮原義久議員 それでは、いろいろ言われま

すが、再度確認の意味でお伺いします。今後、

早期水稲被害農家が意欲を持って作付できる施

策を打つということを言われておりますから、

打つということで知事、間違いないですね。

○知事（東国原英夫君） 総合的に検討してま

いりたいと思います。

○宮原義久議員 検討だけでは何の解決にもな

りません。知事の議会においての答弁で、農家

の意欲が出る対策を総合的に検討ということを

約束されているわけですが、検討がずっと続い

て、来年の４月植えつけた後に、検討したんで

すがと言われても話にならんのですよ。早期の

検討と、やはり意欲の出るそういった施策を、

ＪＡなり、いろんな各団体とも協議をしてやる

ということであれば、そのあたりにそれなりに

負担が出てくるのかもしれませんが、そういっ

た施策を早急に打っていただきますよう、これ

は要望にさせていただきたいと思います。

次に、知事、こういう米の現状なんですが、

なぜ水田に農家は稲を作付すると考えておられ

ますか。
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○知事（東国原英夫君） 稲作というのは、米

というのは、日本人にとって、あるいは人類に

とって主食であるということ。それと、作付が

比較的安定している。そして、国土保全あるい

は水の涵養等も含めて環境等を総合的に考えら

れて、水稲、稲作というのは行われていると考

えております。

○宮原義久議員 主食なんですね。主食だから

作付をするというふうに言われるということ

と、また、国土保全ということも言われます

が、確かに今言われるとおりなんですが、水田

に稲を作付する農家の気持ちは、先祖からも

らった農地を荒らしてはならないということな

んですよ。それが一番なんですよ。そういう状

況があって、やはりこういったものをきちっと

―採算にはなかなか合わないのかもしれんけ

ど―それなりに手を打ってやることによっ

て、今、知事が言われたように、国土の保全と

いう部分にもなります。あぜまできちっと塗っ

て水管理をすればダムの機能を果たすんです

が、こんな米の状況で、植えつけまではあぜ草

は刈られるんですが、植えつけた後は収穫まで

あぜ草も払わないというのが今の現状なんです

よ。結果的には何でそんなことをしないのかと

いったら、金にならんということなんです。だ

から、そのあたりを、今さっきから言われるよ

うに、政策的に何かきちっと次も意欲が出るよ

うな政策を打ちますよということであれば、そ

れはきちっと打ってあげないと、次の災害とい

う部分との関連も出てくるのかなというふうに

思っておりますので、そのあたりについては十

分考えていただいて、やはり早期に何かの手を

打っていただきたいなというふうに思っている

ところでございます。

次に、現在、早期水稲と普通期水稲の価格差

というのがほとんどなくなりつつあります。地

球温暖化の影響から、早期水稲の作付に無理が

あるのではないかと考えます。この前、だれか

もこのようなことを質問されましたが、本県の

農業の中においては、畜産の占める割合が非常

に高くなっております。稲わらの確保という観

点から、普通期水稲を中心にして、畜産との連

携を強化するような施策にかじを切る時期に

なっているのではないかとも考えますし、今

後、本県の稲作経営をどのようにしようと考え

ておられるのかということと、米中心の本県の

集落営農が成り立っていくと考えておられるの

か、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県の稲作経

営のあり方と集落営農等についてでございま

す。早期水稲は、本来は、台風を回避する防災

営農対策として導入しておりまして、現在、施

設園芸等との組み合わせによる複合経営の重要

な構成品目として定着しているところでありま

す。このことから、今後の稲作経営につきまし

ては、水利用などの地域の営農条件や、収益

性、労働力などの経営条件に加え、飼料自給率

向上の観点も含め、総合的に検討する課題だと

いうふうに考えております。また、土地利用型

の集落営農は、米を中心といたしまして、他の

作物と組み合わせた経営によりまして収益の確

保を図っております。今後とも、経営安定に向

けた収益性の高い作物の導入を進めるととも

に、機械の共同化、土地利用の面的集積など、

経営の効率化を図ることで、集落営農の推進に

努めてまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 集落営農という制度をまずつ

くらなければならないとしたときに、先祖から

もらった土地を守りたいという農家の気持ちが

あって稲を植えると先ほど言いましたが、土地
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は守りたいんですよ、農家は。少なくても、プ

ラス・マイナス・ゼロでも、土地を売るよりも

土地を持っておきたいという農家の気持ちなん

ですが、今回のようにＣランクに据えつけられ

たのは3,000円ですから、これの上に1,000円乗

るのか1,500円乗るのかわかりませんが、仮

に1,000円乗っても4,000円、10アール３万2,000

円しかならんわけです。経費が７万幾らかか

る。こういう状況を考えたときに、やはり集落

営農というものが成り立たなくなりますね。機

械を使って稲を刈っておれば赤字が出るわけで

すから。そうしたときには、農地だけは守りた

いという気持ちから、今度は農地を手放さざる

を得ないという状況になりますので、集落営農

のあり方というものも、その辺あたりも含め

て、例えば裏作で何かをつくって別にその土地

の有効活用をするとか、何かそういうものでつ

ないでいかないと、今、普通期は、台風が来な

いですが、こういう状況が２年続いたときに

は、集落営農という組織自体がだめになるとい

うような状況がありますので、そのあたりにつ

いては十分知恵を絞っていただいて取り組んで

いただきますよう、要望しておきたいと思いま

す。

次に、宮崎県を代表する果樹として、ことし

大変ブームになりましたが、マンゴーと完熟キ

ンカンというものが全国的にも脚光を浴びまし

た。全国のマンゴーの生産量が、平成18年で面

積で311ヘクタールあります。生産量が2,152ト

ンで、沖縄県に次ぎ、２位であります。平成19

年の生産量は702トンで、日本に輸入されている

ものが１万2,000トンとなっているようでありま

す。昭和62年より統計がとられておりますが、

平成16年度48.7ヘクタール、平成17年度52.8ヘ

クタール、平成18年が55.7ヘクタールと、毎年

３～４ヘクタールの増加傾向であります。価格

面においても、昨年のキログラム平均単価が、

先日もありましたが、3,370円、本年は、東京大

田市場の平均単価は5,500円となっておりま

す。60％以上上昇したということになってお

り、今後も有望な作目となっております。キン

カンにつきましては、全国の作付面積265ヘクタ

ールで、生産量は4,007トンとなっています。本

県の現状は、作付面積が171ヘクタールで、うち

完熟キンカンの作付面積は平成18年で58.5ヘク

タールであります。全キンカンの生産量は2,702

トンで、全国の実に67％のキンカンは本県産と

いうことになっているようであります。今後の

宮崎県を代表する果樹のマンゴー、完熟キンカ

ン栽培をどのように考えておられるのか、農政

水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） お答えいたし

ます。

本県のブランド品目であります完熟マンゴ

ー、完熟キンカンにつきましては、生産者及び

関係機関が一体となって、品質の向上、生産拡

大、販売促進に取り組んできた結果、消費者か

ら高い支持を得て、県外の市場において高い

シェアを占めております。今後の振興方針につ

きましては、完熟マンゴーでは、現状―平

成18年現在ですが―56ヘクタールに対しまし

て、21年目標は65ヘクタール。それから、完熟

キンカンにつきましては、現状―これは18年

でございますけれども―59ヘクタールに対し

て、平成21年は同じく65ヘクタール、これを目

標として掲げております。今後は、それぞれ10

アール当たりの収量を引き上げつつ、完熟マン

ゴーの「太陽のタマゴ」、完熟キンカンの「た

またま」といった最高級品の比率を高めるな

ど、これまで以上に品質を高め、他県の追随を
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許さないトップブランドの産地として維持して

いきたいというふうに考えております。以上で

す。

○宮原義久議員 次に、マンゴー栽培にはかな

り多額の資金の投入が必要となります。現在の

価格が維持されれば、そう苦労はないわけであ

りますが、これから生産を始めようとしている

農家も、相当増加が予想されると思います。経

営面の指導はどのようになっているのかという

ことと、苗の生産が追いつかないというふうに

も聞きますが、農政水産部長、現状をお聞かせ

ください。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 経営面の指導

と苗の供給です。完熟マンゴーや完熟キンカン

栽培に必要なハウスの整備につきましては、国

の強い農業づくり交付金の活用、ハウスの低コ

スト化への取り組みを推進することで、施設導

入時の初期投資をできるだけ軽減したいという

ふうに考えております。導入後につきまして

は、普及センターが中心となりまして、ＪＡ等

と連携をとりながら、品質向上と生産安定のた

めの技術や経営面の指導を行っているところで

あります。また、平成17年度から実施いたして

おりますマンゴー王国産地確立事業によりまし

て、完熟マンゴーの栽培マニュアルを確立しま

して、より盤石な指導体制を整えていきたいと

いうふうに考えております。

マンゴーの苗木につきましては、ＪＡアグリ

シードが毎年4,200本の良質苗を供給いたしてお

りますが、今年度の高価格の影響等もありまし

て、農家の作付意欲が高まっていますことか

ら、毎年2,000本程度の不足が見込まれておりま

す。この苗木不足につきましては、ＪＡアグリ

シードが台木を産地に供給いたしまして、産地

で苗を生産・確保していただくなど、現状で実

施可能な対策を工夫して不足分を補えるよう、

努力してまいりたいというふうに考えておりま

す。以上です。

○宮原義久議員 これだけ価格が高くなってし

まいますと、それぞれ作付をしたいという農家

もふえてくると思いますが、やはりかなりの投

資をしますから、そういったものも十分―こ

んなものですよということも、いいことばかり

じゃなくて悪い部分もきちっとお示しをいただ

いて、生産拡大には抜かりのない状況でやって

いただきたいというふうに思っております。

それでは次に、マンゴーとかそういったもの

と違って、本県のピーマン、キュウリなどハウ

ス園芸は多く作付をされているんですが、マン

ゴーと違い、原油の高騰によりかなり経営が苦

しめられているようであります。県としては、

ハウス暖房用エネルギー対策としてはどのよう

なことを考えておられるのか、農政水産部長に

お伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 県のハウス暖

房用エネルギー対策についてであります。施設

園芸で使用しますＡ重油につきましては、高騰

前の平成16年８月に比べまして約1.6倍になって

おりまして、農家経営に多大な影響を及ぼして

いる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、省エネルギー対策といたしま

して、県単独事業として、「元気みやざき園芸

産地確立事業」において、複層フィルム、循環

扇などの省エネルギー資材の導入を進めるとと

もに、省エネ対策の農家への周知徹底を、関係

機関と連携をとりながら進めているところでご

ざいます。

一方、代替エネルギーにつきましては、「宮

崎県農業用新エネルギー検討に関する連絡会

議」を昨年８月に設置いたしまして、天然ガ
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ス、木質ペレット等の実用性について検討して

いるところであります。現時点におきまして

は、天然ガス、木質ペレットについては、Ａ重

油と同等の暖房効果があることが確認できてお

ります。特に、木質ペレットにつきましては、

県内に豊富な木材資源を有する観点から、有望

な代替エネルギーの一つであるというふうに認

識いたしております。本年度も引き続き、実証

試験を継続いたしまして、県内への導入の可能

性について検討を進めてまいります。以上でご

ざいます。

○宮原義久議員 いろんな形で実証試験を継続

しながら、その導入の可能性を検討されている

ということでありますが、具体的に検討という

ことばかりではなくて、実用化に向けてという

ことになりますが、石油代替エネルギーを活用

したハウス暖房については、やはりそういった

検討もなんですが、どれくらいの時期をめどに

実用化を目指しておられるのかというのがわか

れば、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本年度実施を

いたします実証試験で実用可能な結果が得られ

れば、普及へのかぎを握る加温機メーカー、代

替エネルギー供給関連会社等へ、具体的な実用

化への働きかけを行いまして、来年度からでも

県内実用化に向けた取り組みを進めていきたい

というふうに考えております。以上です。

○宮原義久議員 できるだけ早くそういったも

のの対策を打っていただきたいと思います。

残り１分少々になって、あと15問ほど残って

いるんですが、とても行き着きません。一応公

共事業の部分につきましては、先ほど、いろい

ろと県内の状況から聞かせてほしいなというふ

うに思ったんですが、企業の倒産数が26社、廃

業が50社ということで、正社員という形は余り

たくさんいらっしゃらないんですね。やはり、

先ほども話がありましたように、農家の方で

あったり、いろんな臨時的雇用の方がかなりた

くさんを占めておられますから、この76社、10

人掛けても760人になりますし、大手もあります

ので、そういったものを加えると何千人かにな

るのかなと。先ほど話がありましたよう

に、2,500人ぐらいは別のところに再就職先があ

るということになります。そういったことを考

えると、知事が100社で１万人雇用と言いなが

ら、こちらでは何とかなっても、こちらで何と

もならないということがあっては困るというふ

うに思います。やはり入札の予定価格を事後公

表するということが、また不適格業者の排除に

もなってくるのかなということを思いましたの

で、そういったものも検討してほしいというふ

うに思っております。

さらに、新分野に進出される方々が、アンケ

ート等とられたときに、一番困っておられるの

が、資金面が不足しているということであった

ようであります。そういった面につきまして

も、これは進出する分野によってそれぞれ違う

というふうに思いますが、先ほどもありました

が、相談を受けられたところが、うちじゃない

というのじゃなくて、お互い連携をとりなが

ら、新分野への進出というものもスムーズにい

くように、よろしくお願いをしたいということ

を申し述べまして、すべての質問を終わらせて

いただきます。ありがとうございました。（拍

手）

○坂口博美議長 ここで暫時休憩をいたしま

す。

午後２時43分休憩

午後２時59分開議
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○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、20番横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 横田照夫で

ございます。お疲れだろうと思いますので、早

速質問に入らせていただきます。

知事のおかげで、県庁が一大観光スポットに

なっています。毎日、観光バスが何台も県庁に

とまっている情景を見ると、発想の転換という

のが本当に大事なんだなと考えさせられてしま

います。県庁に来てくださる観光客の皆さん方

が、繁華街やよその観光地にまで足を延ばして

くださることを期待したいと思います。

県庁本館は、昭和７年に建てられて、国内で

４番目に古い庁舎だそうです。古いがゆえに観

光に値する建物と言えるのだと思います。その

庁舎で75年間にわたって県政が行われてきたわ

けですが、それをじっと見守ってきたのが玄関

前に立っているフェニックスであります。この

フェニックスは、明治43年生まれだそうです。

明治45年に初めて宮崎県に植栽された３本の中

の１本で、ほかの２本は現存していないそうで

す。つまり、県内で最高齢のもので、現在97歳

であります。

そのフェニックスが、今、瀕死の状態にあり

ます。葉の下にタマシダなどが着生しておりま

すので、素人目には元気そうに見えるかもしれ

ませんが、実際は辛うじて生きている状態で、

このままではことしの冬は越せないのではない

かとも言われております。県内最高齢のこの

フェニックスが、その惨めな姿を多くの観光客

の目にさらしています。知事、このことをどの

ように感じられますか。私は、この宮崎県政と

ともに生きてきた大事なフェニックスを、多く

の観光客の前で往生させてはいけないと考えま

す。枯れてしまう前に、どこか別のところに移

植してしっかりと治療すべきだと考えます。県

庁玄関前のフェニックスは、フザリウム菌が原

因と言われていますが、以前、フザリウム菌で

枯死しそうになったフェニックスを、ある薬液

を根元及び葉面に散布し、施肥することによっ

て再生できた例もあるということです。この

フェニックスに対する治療に関してどのように

考えておられるのでしょうか。瀕死の状態の

フェニックスを別のところに移植し、その場所

に元気のいい若いフェニックスを植え直したほ

うが、観光地宮崎県庁としてもいいのではない

でしょうか。今あるフェニックスはすぐにでも

移植をしなければ間に合いませんが、新しい

フェニックスの移植適期は４月前後だそうで

す。しばらく間があきますが、その場で枯れさ

せるよりいいと考えます。

以上、県庁玄関前のフェニックスに対する考

え方を知事にお伺いいたします。

以上、壇上で質問させていただきまして、後

は自席から、通告に従い質問をいたします。

（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

県庁玄関前のフェニックスについてでありま

す。この由緒あるフェニックスにつきまして

は、数年前から樹勢が衰えたことから、大学教

授や樹木医など専門家の意見を伺いながら、そ

の対策を講じてきたところでありますが、樹勢

が急速に衰えた原因が立ち枯れ病を発症させる

フザリウム菌と判明したのは、昨年９月であり

ます。このため、樹勢を回復するための土壌改

良や特殊肥料の散布など、いろいろな対策を実

行し、その効果等を確認しながら現在に至って

いるわけでございます。移植しての治療につき
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ましても検討いたしましたが、このフェニック

スの樹齢やこれから寒くなる時期であることを

考えますと、現時点での移植は非常に危険性が

高いため、移植するとすれば３月から５月の間

に行うのが最適であるとの意見を伺っておりま

す。確かに樹勢の落ちた姿は、見学者にはよい

印象を与えないかもしれません。私も移植した

いとは考えておりますが、宮崎県にとって大切

なフェニックスでありますので、引き続き、専

門家の意見を聞きながら最善の手当てをしてま

いりたいと考えております。〔降壇〕

○横田照夫議員 県の顔である知事の勢いがす

ごいように、県庁の顔であるフェニックスも、

もりもりとした若い元気のいいフェニックスの

ほうがいいと思うんです。ですから、今ある

フェニックスは別のところに移植をしてしっか

り治療しながら、かわりに元気のいい若いフェ

ニックスに植えかえることもぜひ検討の中に入

れていただきたいと思います。

次に、入札制度改革についてお尋ねいたしま

す。また入札かと思われるかもしれませんが、

今、非常に大事な時期だと考えておりますの

で、重なって申しわけございませんけれども、

あえて質問をさせていただきます。

入札制度改革は、談合ができないような仕組

みにすることが目的であって、決して落札価格

を下げることが目的じゃないというふうに思い

ます。落札率だけで入札制度を考えたら、大き

な間違いをすると考えますので、そういう観点

で質問をいたします。

私の知り合いの公務員が、「おまえたちはお

れたちの税金で食っているんじゃないか」と言

われて、つらい思いをしたと言っておりまし

た。もしかすると、県庁職員の中にもそういう

経験をされた方がたくさんおられるんじゃない

かと思います。私はそんなふうに言われた知り

合いに対して、「公務員は、県民、市民のため

に一生懸命働いた結果、その対価として給料を

もらっているんじゃないか。たまたまその出ど

ころが税金だというだけなんだから、自信を

持ってそう言えばいいじゃないか」と言ってき

ました。総務部長、これで間違いないですか。

○総務部長（渡辺義人君） 公務員の給料が県

民や市民への奉仕の対価として支給されるもの

でありまして、また、その財源が税金であると

いうことについては、御指摘のとおりでござい

ます。私ども県職員の給料は、県議会での審

議、議決をいただいて定められているものであ

りますけれども、今お話にありましたように、

県民の貴重な税金により賄われているというこ

とを常に忘れずに、一生懸命働いたということ

を自信を持って言えるように、また、県民の皆

さんからそのように思っていただけるように、

職務に邁進することが必要であると、このよう

に考えております。以上であります。

○横田照夫議員 そうですよね。同じように建

設業者も、県民のインフラ整備などに一生懸命

働いて、その対価としてお金をもらっているん

です。その原資は税金ですけど、ただもらって

いるわけではありません。原資が税金だから、

安ければ安いほどいいという考えはおかしいと

いうふうに考えます。公務員の給料は税金が原

資なんだから、今もらっている給料の75％ぐら

いでいいじゃないかと言われたら、どんなふう

に思われるでしょうか。建設業者も「これぐら

いかかる工事なんだけど―つまり予定価格で

すね―その75％ぐらいでやってよ」と言われ

たら、とても経営はやっていけません。自分

で75％の入札をするんですから、ちょっと違う

かもしれませんけど、でも、現実はそれぐらい
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で入札をしないととれないんだから、同じよう

なことではないでしょうか。建設業者はボラン

ティアをしているわけではありません。会社経

営をしているんですから、当然利益も出さなけ

ればいけません。従業員やその家族も養ってい

かなければいけません。せっかく落札できたの

に赤字が出るようなことでは、どうにもなりま

せん。幾らかでも黒字が出る中で品質を確保で

きる、しっかりとした仕事をしてもらえるくら

いの価格は保証してやらなければいけないとい

うふうに考えます。先ほどの萩原議員の質問と

重なりますけど、改めてお尋ねしますが、わか

りやすい言い方で、予定価格というのは、工事

の過程で準備しなければいけない資材とか人員

などの実勢単価を積算して出された数字です

ね。つまり、標準的なやり方でちゃんとした仕

事をすればこれぐらいかかりますよというの

が、予定価格だと思っているんですけど、県土

整備部長、それで間違いないでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 議員の御質問

にありましたように、予定価格は、設計図書で

定められました工事目的物をつくるために、標

準的な施工能力を有する建設業者が、それぞれ

の現場条件に照らして、最も妥当性があると考

えられる標準的な工法で施工する場合に必要な

価格となるものでございます。なお、本支店の

一般管理費等の会社の運営に必要な経費という

ものも、その中に含まれているというものでご

ざいます。

○横田照夫議員 これまで宮崎県の落札率は96

％ぐらいで、全国一高くて、極めて談合してい

る可能性が高いというふうに言われてきまし

た。確かに、指名をされた業者が話し合い、い

わゆる談合の中で落札業者と落札価格を決める

ことはいけないというふうに思います。そうい

うことができないようにするために、今回、入

札制度改革に取り組んでいるんですね。今、取

り組んでいる方向でやれば、限りなく談合がで

きない仕組みになるというふうに考えます。そ

して、談合のない中で入札をした結果、95％を

超えるような高い落札率になっても何にもおか

しいことはないと考えるんですけど、県土整備

部長、それでよろしいでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 御意見にござ

いますように、落札率につきましては競争入札

の結果でございまして、落札率だけをもって、

入札が適正か不適正かを判断することはできな

いと考えております。

○横田照夫議員 入札する業者は、本当は会社

の利益分まで確保して入札をするべきだと思い

ます。でも現実は、公共事業の事業量そのもの

が大幅に減ってきている中で、なかなか仕事が

とれないから、赤字覚悟で採算を無視した低価

格入札、いわゆるダンピングですけど、それを

する業者がたくさんいる状況です。このことが

問題だというふうに思います。低価格で受注し

た結果、倒産の増加、従業員のリストラとか給

与の削減、下請業者へのしわ寄せ、安全管理費

の削減など、さまざまな問題が生じておりま

す。実際、県内でも重機による労災死亡事故が

相次いでいるそうです。宮崎労働局は、事故の

主な原因として、過重労働、作業計画書の未作

成、派遣労働者などの未熟な作業員の増加など

を挙げています。落札率の低下や無理な工費削

減が影響をしているんです。工費を浮かせるた

めに、真っ先に安全対策にかける費用を削る傾

向になっています。手抜きなど劣悪工事につな

がることも考えられます。これは、先ごろ県が

行いました入札改革アンケートでも、そういう

傾向が明らかになったですね。このような残念
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な結果にならないためにも、最低限の利益は確

保できるほどの最低制限価格を設定する必要が

あるというふうに考えます。それが何％なのか

は難しいところではありますけど、いろんな方

面のお話をお聞きしますと、平均で85％ぐらい

なら何とかなるんじゃないかということですの

で、できることなら85％以上で設定してほしい

と考えますが、知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） これは余計なことか

もしれませんが、先ほど横田議員が、公務員に

対して「給料を75％でやってよ」と言われたら

困るでしょうとおっしゃいましたが、ちなみに

私は２割カットで80％でやらせてもらっていま

す。それは余談として、最低制限価格について

でございますが、これは「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、検討いたしておるところでございます。何

度も答弁させていただきますが、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が

生じることが懸念されますので、今後とも検討

を加え、最低制限価格を引き上げる方向で考え

ていきたいと思っております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。私た

ちも先日、長野県のほうに調査に行ったんです

けど、長野県も、私たちがお願いしているぐら

いの数字に引き上げておられるようです。ぜひ

それぐらいに引き上げていただいて、一日も早

い適用をしていただきたいというふうに思いま

す。後で道路に穴があいたりとか、橋が落下し

たりして、入札で浮いた以上の税金を投入して

補修とか手直しをしなくて済むように、品質の

確保ができる工事をしてもらうために、適正な

最低制限価格を設定するということですので、

引き上げに対しては、県民やマスコミの皆さん

方にもぜひ御理解をいただきたい、こんなふう

に思います。

次に、第一発見者の事情聴取のあり方につい

てお伺いをいたします。

先日、中学生が、ぼやを発見して近くの大人

に連絡をしました。消防車が出動する事態と

なったんですけど、幸い大事には至りませんで

した。でも、第一発見者のその少年は、警察と

消防に事情聴取されたそうです。警察からいろ

んな聞かれ方をして、相当ショックも受けたよ

うです。子供たちは家庭とか学校で、社会に対

してよいことをするように指導されるわけです

けど、よい行動をした結果、そういうつらい思

いをすることになっては何にもなりません。そ

の少年は、同じような事態に遭遇しても通報し

ないんじゃないでしょうか。警察の少年の参考

人に対する事情聴取の基本的事項はどうなって

いるんでしょうか、警察本部長にお尋ねしま

す。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

犯罪の捜査というものは、言うまでもござい

ませんが、個人の基本的人権を尊重しながら適

正に推進されるべきものであります。当県警察

におきましては、関係法令の遵守はもとより、

基礎的な捜査を徹底して、あらゆる証拠の収集

に努めるなど、科学的かつ合理的な捜査を推進

するよう留意しているところでございます。そ

うした基礎的捜査の徹底のためには、予断を持

つことなく、数多くの方々から十分な聞き込

み、事情聴取を行うということは必要不可欠で

ございまして、その際には、警察官が捜査に関

して一般的な心構えを規定しております「犯罪

捜査規範」という国家公安委員会規則がござい

ますけれども、この10条に定めております、

「捜査を行うに当たっては、常に言動を慎み、
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関係者の利便を考慮し必要な限度をこえて迷惑

を及ぼさないように注意しなければならな

い。」との規定の遵守に努めております。特

に、事情聴取の相手が少年でございます場合に

は、健全育成の精神をもって当たり、少年の心

理、生理、その他の特性を深く理解して、その

心情を傷つけないように留意する点について

も、あわせて努力をしているところでございま

す。以上です。

○横田照夫議員 事情聴取は、その道の専門家

がされるわけですので、事件の種類とか相手の

年齢など配慮すべきものはたくさんあるのでは

ないかというふうに考えます。例えば、言葉遣

いとか周りや将来に与える影響など、いろいろ

配慮した事情聴取のあり方を考えるべきだと思

いますけど、警察本部長、いかがでしょうか。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

まさしく議員御指摘のとおりでございます。

警察の事情聴取を受けた少年が、そのために心

情を傷つけられたりするということがないよう

に、面接に当たっては、少年の年齢、性格ある

いは経歴等に応じて、また、できるだけわかり

やすい言葉を用いるなど、心理的負担を軽減す

るように努めるなどして、十分に少年の心情に

配慮して聴取することが大切であると考えてお

ります。さらに、当県警察では、面接の終了後

も、必要に応じつつ、保護者や少年の不安を取

り除くために、信頼を得られるように、フォロ

ーアップをするように、努力するよう指導して

いるところでございます。今後とも、少年から

の事情聴取に当たっては、その特性に十分留意

をして、具体具体の場面において、諸要素に配

慮したきめ細かな対応が図られるように指導し

てまいりたいと考えております。以上です。

○横田照夫議員 子供たちが、同じようなつら

い思いをしなくて済むように御配慮、御努力を

お願いいたします。

次に、公営住宅の建てかえについてお尋ねを

いたします。

私もいろんな人から、「公営住宅に入りたい

んだけど」という相談をいただきます。当然、

今は、公正な公開抽せんで入居できる人が選ば

れますので、私たちがお願いできるものではあ

りませんが、でも、それだけ入居希望者が多い

ということではないでしょうか。平成18年度の

宮崎土木事務所管内の県営住宅の応募倍率

は10.5倍、市営住宅は5.7倍だったそうです。簡

易耐火平屋及び２階の長屋建て住宅というのが

あります。年金暮らしの高齢者などがたくさん

暮らしておられます。それらは、ほとんどがか

なり古くなっておりまして、建てかえの時期が

来ているものもたくさんあります。そこで、今

後の公営住宅の整備の考え方を、知事、お聞か

せください。

○知事（東国原英夫君） 県におきましては、

「新みやざき創造計画」に基づき、だれもが快

適に暮らせるゆとりある住空間づくりの実現の

ために、住宅や居住環境の質の向上を初め、住

宅セーフティネットの充実などに努めていると

ころでございます。このような中、公営住宅に

つきましては、県営と市町村営を合わせて、県

内の世帯数の約７％に当たります３万世帯の方

々に御利用いただいているところでございま

す。このうち、県営住宅につきましては約8,600

世帯で、長屋建ての住宅に入居する約500世帯の

うち、約４割は高齢者世帯となっております。

高齢者の割合が高くなっております。このた

め、今後の整備に当たりましては、このような

利用状況や、高い応募倍率等を考慮し、市町村
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とも連携を図りながら、高齢者や障がい者など

の皆様にも、安全で安心して利用いただけるよ

うに配慮してまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 建てかえをする場合は、良好

な居住環境の整備とか駐車場の整備の必要性か

ら、中層または高層の住棟形式を採用して、土

地の有効利用を図っておられるということであ

りました。

新しくなるということはいいことなんですけ

ど、当然家賃も相当高くなります。古い、新し

いの差はありますけど、例えば宮崎市佐土原町

で、簡易耐火の家賃が2,800円から4,700円、中

層耐火の家賃が１万9,300円から３万2,000円だ

そうです。約６倍くらいの差があります。

今4,000円ぐらいの家賃で暮らしておられる年金

暮らしの高齢者などは、家賃が払えないから新

しい住宅に入れないという人もたくさんおられ

るようです。そういう人たちには別の安い住宅

をあっせんしているそうですけど、みんながみ

んなそこに入れるわけではありません。そもそ

も公営住宅は、住宅に困窮している低所得者に

対し、低廉な家賃で賃貸される住宅であり、入

居者の収入に応じて負担可能な家賃に設定され

るべきものです。入居されている高齢者など

は、別に新しい住宅を希望されてはいないとい

うふうに思います。安い家賃で入れるところを

望んでおられるんじゃないでしょうか。

今、身体障がい者向けのトイレなどいろんな

施設があちこちにつくられていますけど、以前

は、せっかくつくったのに身障者にとって使い

勝手が悪いという言葉をよく聞きました。これ

は、実際に利用する身障者の目線ではなくて、

健常者の目線でつくられたからだということで

した。役所の目線ではなくて、今この公営住宅

に入っている人たちの目線で考えて、これから

どういう住宅をつくっていくべきなのか、高齢

者や身障者にとって、家賃も含めて使いやすい

住宅政策をどのように進めていこうと考えてお

られるのか、これは県土整備部長の見解をお尋

ねします。

○県土整備部長（野口宏一君） 県営住宅につ

いての御質問でございますけれども、県営住宅

におきましては、高齢者や障がい者などの方々

が安全で安心して暮らせるよう、バリアフリー

化や良好な居住環境の確保を基本といたしまし

て、建てかえ等による整備に努めているところ

でございます。御指摘のように、建てかえられ

た住宅の家賃は従前より高くなりますが、入居

者の皆様の負担を軽減する観点から、適切な規

模の住宅整備による家賃の低廉化や、激変を緩

和するための傾斜家賃制度の採用、さらには、

住みかえを希望される方に他の県営住宅をあっ

せんするなどの取り組みも行っているところで

ございます。県といたしましては、今後とも、

高齢者や障がい者の方々が使いやすい公営住宅

とするため、きめ細かな対応に心がけまして、

入居者の皆様の目線に立った取り組みを行って

まいりたいと考えております。また、こうした

取り組みは、県だけではなく市町村との連携も

必要となってまいりますので、必要な協議を行

いながら進めてまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 「ごみ掃除」と言って、若者

がホームレスを死に至らしめる事件とかも時々

起きていますね。人が生きていく上で住宅は最

も大事な部分です。それに困っている人に手を

差し伸べるのは、行政の責任だと考えます。み

んなが安心して生活できる地域をつくるために

も、そういう住宅政策をぜひとっていただきた

いというふうにお願いいたします。

次に、農業用ため池についてお伺いをいたし
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ます。

先日の台風で、佐土原町にある宮ヶ迫池とい

う農業用ため池の堤防が壊れました。外側のの

り面がずれたような状態です。８月29日の宮日

新聞に、「農業用ため池修復遅れ」という記事

が載っていました。記事によりますと、宮崎市

内の農業用ため池で、決壊した場合に下流の人

命や家屋などへの影響が最も大きい「危険度Ａ

ランク」に指定されている52カ所のうち、36カ

所が未整備のままだということです。宮崎市

は、整備するためには多額の費用と時間がかか

り、財政的にも、未整備のものすべてを早急に

改修することは難しいと考えておられるようで

す。農林水産省は、平成16年、台風による豪雨

とか地震災害により、国内で4,573カ所のため池

が被災をし、255億円もの被害額が発生したこと

を踏まえて、あらかじめ災害に脆弱なため池を

把握し、今後の被災を予防することを目的に、

農業用ため池緊急点検を実施し、その結果を受

けて、都道府県が「農業用ため池緊急整備・災

害管理対策計画」を作成することとしたそうで

すが、宮崎県としてもそういう計画を作成して

おられるのでしょうか。農政水産部長にお尋ね

します。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 「農業用ため

池緊急整備・災害管理対策計画」についてでご

ざいますけれども、本県におきましては、国が

定めた実施要領に基づきまして、受益面積２ヘ

クタール以上のため池を対象とした緊急点検を

平成17年度に実施し、受益面積0.5ヘクタール以

上２ヘクタール未満のため池を対象とした２期

点検を平成18年度に実施いたしております。こ

れらの点検結果に基づきまして、平成18年11月

に「農業用ため池緊急整備・災害管理対策計

画」を策定したところでございます。以上で

す。

○横田照夫議員 農水省の緊急点検の結果、

「早急な対応が必要」と推測されたため池は

約2,200カ所、「何らかの対応が望まれる」と推

測されたため池は約5,500カ所あったそうです

が、宮崎県の状況はどうなっているんでしょう

か。農政水産部長、お願いします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県におきま

して、平成17年度から18年度に実施いたしまし

たため池630カ所の結果でございます。「早急な

対応が必要」と推測されたため池は22カ所、

「何らかの対応が望まれる」と推測されたため

池は39カ所となっております。以上です。

○横田照夫議員 当然でありますけれども、農

業用ため池は、米をつくるために必要な水を供

給するためにつくられているものですから、稲

刈りが終わるまでは水がいっぱいにためられて

います。また、その時期が台風が襲来する時期

と重なります。もし台風などによって堤防が決

壊したら、その下流域に甚大な被害をもたらす

ことが予想されます。宮崎市大瀬町の「だら

池」という池があるんですけれども、そこは、

先日の台風でコンクリートブロックの堤防が壊

れて、決壊のおそれがあるとして、約250世

帯820人に避難指示が出されたそうです。財政状

況が厳しい中ではありますけど、緊急性の高い

ところからできるだけ早く整備をしていただき

たいと考えます。県は、早急な対応が必要と思

われる池に対して、今後どのような対応をとっ

ていかれるおつもりでしょうか。農政水産部

長、お願いします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農業用ため池

に対する今後の対応ということかと存じます。

「農業用ため池緊急整備・災害管理対策計画」

では、平成18年度よりおおむね５年間で40カ所
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の改修を実施することを内容といたしておりま

す。今後は、現在までに着手しております14カ

所の早期完成に努めますとともに、未着手のた

め池につきましては、関係市町村、管理団体で

あります土地改良区等とも十分協議を行いなが

ら、適切に管理を行ってまいりたいというふう

に存じております。

○横田照夫議員 先日、私も「だら池」に行っ

てきました。非常に大きな池です。この池が満

杯のときに堤防が決壊したら、その下流域の瓜

生野地区に、一昨年の台風14号で浸水したのと

同じぐらいの被害が出るんじゃないかと言われ

ているそうです。早急な対応が必要とされた池

については、できるだけ早い対応をお願いした

いと思います。

先ほど言いました佐土原の「宮ヶ迫池」と大

瀬町の「だら池」などは、先日の台風で堤防が

決壊したということで、現在水が抜かれていま

すけど、年が明けたらすぐ田植えの準備も始ま

ります。それまでに水をためておかなければい

けません。ことしの米は作柄が「著しい不良」

ということで、農家のやる気が落ち込んでいる

中で、さらに水がなくて田植えができないとい

うことになりますと、農家の耕作意欲がうせて

しまって、耕地の荒廃が進むことも心配されま

す。復旧工事は国の査定を受けてからになるの

だと考えますけど、宮崎市とも協議していただ

いて、何とか田植えの準備に間に合うように復

旧していただけるようお願いしたいと考えます

が、農政水産部長、いかがでしょうか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 被災したため

池の早期復旧についてでございます。ため池の

復旧につきましては、通常、査定、事業費決

定、補助金交付申請といった一連の手続を経た

後に、正式に工事に着手しますが、これらの手

続を完了する前に工事を実施できる制度等もご

ざいますので、本制度を最大限活用して、早期

復旧に努めてまいりたいと考えております。御

指摘の「宮ヶ迫池」「だら池」につきまして

は、災害規模が大きく、復旧工事の完了が田植

えの準備に間に合わない可能性が高いと考えて

おりますが、このような地区につきましては、

市町村や土地改良区などと連携を図りつつ、近

隣のため池から用水の補給を行う等の措置を講

じまして、来年の水稲の作付に支障が生じない

よう、適切に対応してまいりたいと存じており

ます。以上であります。

○横田照夫議員 ことしも、実は、初夏のころ

に池の水が足りなくなる状況がありました。も

し復旧が間に合わなかったら、水が足りなくな

ることも十分考えられますので、その対策も十

分考えていただきたい、そのように思います。

次に、企業誘致・中小企業の支援についてお

伺いします。

私の長男は、今、福岡県にある大学の３年生

です。先日、大学による保護者に対する就職説

明会がありました。私もその説明会に出席した

んですけど、宮崎県議会議員として実に悔しい

思いをしました。昨年度にこの大学に来た求人

状況は、関東42.0％、関西11.9％、中部8.1％

だったそうです。この３地区だけで62.0％に

なっています。実際の就職状況も、この３地区

で53.8％だったそうです。ことしの７月末現在

で、大学に来た求人数は2,458社あるそうです

が、その中で宮崎からの求人数はわずかに10社

だそうです。「地元にこだわらなければ、いい

企業はたくさんありますよ」という説明でし

た。私たちも選挙のときに、「雇用の場を確保

します。特に、若い人材が都会に流れるんじゃ

なくて、地元で働き、活躍できるように、企業
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誘致を頑張ります」と言ってきました。確かに

企業誘致も随分進んできたとは思いますが、実

際に大学のこういう説明を聞きますと、何てこ

とだと考えてしまいます。でも、これが現実な

んですね。もっともっと雇用の場を確保するた

めに頑張らなければいけないと、そのように思

います。

知事はマニフェストの中で、「新規立地企

業100社、新規雇用創出１万人の実現。半導体・

デバイス産業、自動車産業を中心に誘致活動を

強化」などとうたっておられます。これらのマ

ニフェストに関して、これまでどのような活動

をしてこられたのか。今、企業誘致がどのよう

な動きになっているのかをお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 私も、先日、宮崎県

立宮崎農業高等学校に出向きまして学生さんの

話を聞いたところ、やはり県外に就職せざるを

得ないと。もっともっと県内に魅力ある仕事あ

るいは企業があってほしい、そういったところ

を誘致してほしいという学生さんからの直の声

をいただきました。大変身につまされる思いを

したところでございます。

企業誘致は、地域経済の活性化はもとより、

新たな雇用の創出に大きな効果が期待できるこ

とから、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あります。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工場の建設を発表するなど、

誘致活動の成果が着実に上がってきているもの

と考えております。

午前中の萩原議員の指摘のように、誘致活動

には、名刺は相手の下に出す、そういったもの

を気概とし、きめ細やかな意識を持ち、粘り強

くエネルギッシュに、誘致活動と地場産業の活

性化に今後とも取り組んでいきたいと思ってお

ります。

○横田照夫議員 私の知り合いで、アメリカで

長い間、企業進出の担当をしてこられた方がお

られまして、そのときの経験談を聞かせていた

だきました。その方は、進出企業のロケーショ

ン選定要件として、人材の確保が容易なこと、

協力企業やインフラなど工業基盤が整備されて

いること、特別な環境規制がないこと、地域の

歓迎度が高いこと、生活空間の質がよいことな

ど幾つか挙げられました。人材に関しては、先

ほどからありますように、地元で働きたいんだ

けど、やむを得ず県外に出る若者がたくさんい

るということを考えると、そう問題ないのかな

というふうに思います。地域の歓迎度が高いこ

ととは、誘致に取り組む熱心さだそうです。本

県出身または勤務経験がある企業役員などに、

企業誘致アドバイザーとして支援をいただいて

いるということは評価できると考えます。ま

た、地元商工会議所とか商工会、できるだけそ

ういう地元の組織で誘致活動をすることも、そ

の熱意を伝えることにつながるんじゃないかと

いうことでした。また、生活空間の質がよいこ

とというのは、レジャーとかショッピング、教

育環境などのことです。このほか、生分解素材

で車のボディーをつくる次世代技術の開発と

か、国内で評判の高いダンロップフェニックス

ゴルフトーナメントとか、春のスポーツキャン

プの時期に合わせて現地説明会を開くなどの取

り組みも必要ではないかということでした。商

工観光労働部長、これらのことに関しての考え
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方をお聞かせください。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 企業誘致

に関する取り組みについてであります。今、御

質問にございましたように、立地する企業、い

ろいろな要件があるというふうにお話がござい

ましたけれども、私どもといたしましても、地

方進出を検討している企業におきましては、用

地の確保に加えまして、労働力が確保できるか

どうか、電力とか用水、道路とか港などのイン

フラの整備状況、自治体の優遇制度、さらには

生活環境、地元の熱意、そういったさまざまな

観点から検討を加えて立地を決定していただい

ているというふうに認識をしております。この

ようなことから、県といたしましては、既に県

内５地区に市町村とともに設置しております企

業立地促進協議会に加えまして、10月には、県

庁内に知事を本部長とします企業立地推進本部

を設置いたしまして、受け入れ体制をより一層

強化していきたいというふうに考えておりま

す。さらに、地元の関係団体と連携した活動で

ありますとか、現在準備を進めております企業

情報に関するネットワーク制度など、新たな取

り組みを行いながら、誘致活動を積極的に進め

てまいりたいというふうに考えております。

○横田照夫議員 知事は、自動車産業に高い関

心を持っておられるようですけれども、私たち

も先日、委員会調査で福岡県に行きまして、

「北部九州自動車150万台生産拠点プロジェク

ト」の話を聞いてきました。それによります

と、現在50％の部品の地元調達率を70％まで引

き上げることを目標にしておられるそうです。

地元とは、九州全域のことを意識して考えてお

られるということでした。でも、宮崎の中小企

業が直接トヨタとかデンソーなどにアプローチ

するのは非常に難しいので、県にプロジェクト

に参入している地場企業に対して取り次ぎ、

あっせんをしてほしいと要望がありました。ま

た、小さな部品単体をそれぞれの企業が北九州

まで運ぶのではなくて、ドアとかダッシュボー

ドなどある程度の完成部品を、県内で組み立て

て向こうに送れるような企業協力の仕組みづく

りも必要ではないかということでした。県は、

本年度、自動車関連産業支援事業を新規事業と

して盛り込まれました。その中で今言ったよう

なことも検討していただいて、県内の自動車関

連中小企業が、北部九州とのつながりを強く

持っていけるような支援をしていただきたいと

考えますが、商工観光労働部長の考えをお聞か

せください。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 自動車関

連産業に対する支援でありますけれども、県内

の企業が、北部九州の自動車関連企業とつなが

りを持ちまして、参入・取引拡大を果たすため

には、その動向を把握しまして、企業ニーズに

的確に対応できる技術とか生産体制を確立する

ことが不可欠であるというふうに考えておりま

す。このため、ただいま質問にありましたよう

に、今年度から県といたしましては、新しい事

業として、県内企業の技術力や生産性の向上、

企業が協力して行う部品生産などへの取り組み

に対し、専門家を派遣して、指導助言を行いま

す専門家派遣事業をスタートさせたところであ

ります。また本年８月には、福岡に取引開拓ア

ドバイザーを設置いたしまして、発注情報の収

集とか県内企業へのあっせんを行いますほか、

商談会の開催を通じて、県内企業の受注機会の

拡充に努めていくことといたしております。さ

らに、九州７県で構成しております九州自動車

産業振興連携会議というのがございますけれど

も、ここが実施いたします合同商談会なども十
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分に活用しながら、県内企業を積極的に支援し

てまいりたいというふうに考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。ぜひ

お願いしたいと思います。

最後になりますけど、完成車生産企業の誘致

とか自動車関連企業に対する支援について、知

事の思いがあれば、熱く語っていただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。

○知事（東国原英夫君） 自動車産業は、非常

にすそ野の広い産業でありまして、今後、企業

誘致を進めていく上で重要な産業分野の一つと

考えております。このため、10月以降、直接私

が本県の立地環境をプレゼンテーションする企

業立地セミナーを県外で開催することとしてお

りますが、今回特に、自動車産業が集積する名

古屋地区でも行うこととしております。また、

県内におきまして、自動車部品関係の製造品出

荷額が増加する中で、自動車産業への参入意欲

の高い部品メーカーなどが連携して、宮崎県自

動車産業振興会を設立し、現在、北部九州の自

動車産業への新規参入、取引拡大を目指した取

り組みが積極的に進められております。県とい

たしましては、今後より一層の本県自動車産業

の発展を目指し、関連企業の誘致とあわせ、県

内企業の取り組みを積極的に支援してまいりた

いと考えております。

○横田照夫議員 私も本年度、増設ではありま

すけど、誘致企業扱いを１社お願いすることが

できました。雇用の場の確保のために私たちも

一生懸命頑張りますので、知事初め県の皆さん

方にもさらなる努力をお願い申し上げまして、

質問のすべてを終わりたいと思います。ありが

とうございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれにて散会いたします。

午後３時45分散会
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