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平 成 2 0 年 ２ 月 2 7 日 ( 水 曜 日 )
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◎ 代表質問

○坂口博美議長 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。

本日の日程は代表質問であります。

ただいまから代表質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、自由民主党、47番星原透議員。

○星原 透議員〔登壇〕(拍手） きょうから代

表質問、一般質問が始まるわけですが、先発登

板となりました、自由民主党会長の星原透でご

ざいます。自由民主党を代表いたしまして質問

をいたします。

「宮崎をどげんかせんといかん」というス

ローガンで東国原知事が誕生し、宮崎県が全国

から注目と話題を集めた１年間でありました。

今後は、このブームを一過性のものに終わらせ

ることなく、県民すべての利益となるように、

県経済全体の浮揚、いわゆる県民益の向上、つ

まり県民所得などの底上げを図っていく必要が

あると考えます。

ところで、県民は、具体的な数字を掲げたマ

ニフェストに共感し、東国原知事に県政運営を

任せたわけであります。知事は、115万県民の生

命と財産を守るべきトップリーダーでありま

す。その責務は限りなく大きく、県民は、その

行政手腕と庶民的感覚に期待をしております。

これまで、マニフェストで実現したもの、まだ

手つかずのものもありますが、今後、どのよう

に具現化し、約束である目標値をクリアしてい

かれるのか、真価の問われる１年になると考え

ます。そこで、東国原県政の１年を振り返りな

がら、県政の現況を検証しつつ、今後の県政の

かじ取りと取り組み姿勢などについて、通告に

従い順次質問をいたします。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

本格的な人口減少社会の到来、少子高齢化に

伴う社会保障費の増大、原油価格の高騰、サブ

プライムローン問題など社会経済情勢が大きく

変化している中で、本県の経済は依然として厳

しい状況であります。そのような中、知事は本

議会冒頭に、「一刻も早く宮崎県政の再生を果

たしたいとの一念で、県民総力戦による新しい

宮崎県づくりを目指して全力で取り組んでまい

りました」と述べられました。「県民総力戦」

という言葉は、大変響きのよい言葉であります

が、「具体的に何をやればよいのか」という、

ちまたの声があることも事実であります。本県

のトップリーダーである知事として、宮崎県の

将来像をどのように描いて、具体的にどう展開

していかれるのか、県が目指す方向、進むべき

姿を、県民にわかりやすく示す必要があると思

います。そこで、知事就任後、丸１年を経過し

ての感想、「どげんかせんといかん」でどげん

かなったのか。何がよくなって、何の努力が足

りなかったのかなど、率直な感想と、今後どの

ように県政運営に取り組んでいかれるのかお伺

いします。

また、知事は就任当初、「マニフェストの検

証については、目標の達成状況をかんがみなが

ら、毎年度その進捗状況に応じて、評価と検証

を行い、それを県民の皆様に広く公開していき

たいと考えている」と述べられております。マ

ニフェストの検証についてはどのように考えて

おられるのか、知事にお伺いをいたします。

次に、平成20年度当初予算編成についてであ

平成20年２月27日(水)
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ります。

平成20年度の一般会計予算規模は5,5 9 0

億8,000万円余、昨年度に比較して1.0％減で、

７年連続のマイナス予算であります。予算編成

に当たっては、平成19年度から始まった第２期

の新たな財政改革推進計画を策定され、財政基

盤が脆弱であることからも大変苦労されたと思

います。財政が硬直化している中で、限られた

予算をどのように活用していかれるのか、腕の

見せどころではなかったのかと考えておりま

す。今回、平成20年度の予算編成は、東国原県

政にとって初の通年予算であり、知事にとって

は、正念場となる２年目の大仕事でもありま

す。提案理由説明の中で言われました、予算編

成の基本方針である「財政改革の着実な実行」

「「新みやざき創造戦略」に基づく重点施策の

推進」「県民目線による見直し・県民総力戦に

よる実行」を基本方針として検討し、「オン

リーワンの宮崎を目指して～宮崎再生推進予

算」として編成されたようでありますが、どの

ような感想を持っておられるのか、知事にお伺

いをいたします。

ところで、昨年２月議会の知事答弁で、「人

件費の総額100億円程度の削減及び投資的経費

の100億円程度の抑制とともに、事業の棚卸し、

見直しを行いながら、任期中のできるだけ早い

時期に、単年度予算ベースで350億円の歳出見直

しをする」と言われておりますが、結果とし

て、実質的、本格的な予算編成となる平成20年

度当初予算上はどのようになっているのか、知

事にお伺いをいたします。

さらに、本県が抱える政策課題に的確に対応

するため、選択と集中の理念のもと、「新みや

ざき創造戦略」に基づく施策のうち、中山間地

域・植栽未済地対策、子育て・医療対策、建設

産業対策を、特に重点的に推進すべき施策、い

わゆる平成20年度重点施策として措置されたと

いうことであります。そこで、各部のメーン、

柱となる事業の目的と、その事業を行うことに

よってどのような成果と効果が県民生活にあら

われてくるのか、総合政策本部長、総務部長、

地域生活部長、福祉保健部長、環境森林部長、

商工観光労働部長、農政水産部長、県土整備部

長にお伺いをいたします。

次に、行財政改革の取り組み状況及び今後の

財政運営の見通しについてであります。

御案内のとおり、本県の歳入の４割近くが地

方交付税等で賄われており、脆弱な財政基盤の

状況であります。県では、平成15年12月に策定

された宮崎県財政改革推進計画に基づき、３年

間にわたって緊急財政改革に取り組んでこられ

ましたが、計画策定後、三位一体改革により、

地方交付税などの大幅な削減や社会保障関係費

の増大、台風災害による財政支出などがあり、

財政状況は一段と厳しさを増してまいりまし

た。このため、平成19年３月、新たな財政改革

推進計画を策定され、また同年６月に、新たな

財政改革プログラムとして盛り込まれた「宮崎

県行財政改革大綱2007」を策定されたところで

あります。財政面で言いますと、短期的には、

財政再建団体への転落を回避するため、多額の

収支不足を圧縮する対策を集中的に実施され、

中長期的には、将来世代への負担軽減のために

県債残高を減少に転じさせるとともに、持続的

に健全性が担保される財政構造への転換に向け

た取り組みを推進されるとのことでありまし

た。

ところで、人件費の削減や投資的経費の縮減

・重点化、事務事業の徹底した見直しなどの財

政改革を講じられたにもかかわらず、平成20年

平成20年２月27日(水)
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度予算は、前年度に比べると30億円多い286億円

もの収入不足が生じることとなり、この収入不

足を基金の取り崩しで補充した結果、平成20年

度末の基金残高は、213億円という低い水準とな

る見込みであります。これからも収支不足が生

じるとすれば、財源の不均衡を調整する機能を

果たすべき基金は、来年度には枯渇するという

ことになります。そこで、平成20年度当初予算

案において大綱で示された財政構造改革がどの

程度進展しているのか、知事にお伺いします。

今後とも、本県財政はますます厳しさの度合

いを増していくことが予想されますが、私は、

本県の経済を活性化していくためには、前向き

に萎縮することなく、県勢の発展につながる施

策に積極的に取り組むことが必要であると考え

ております。今後の財政運営の見通しをどのよ

うに考えておられるのか、知事にお伺いしま

す。

次に、平成20年度重点施策についてお伺いし

ます。

まず初めに、子育て支援対策についてであり

ます。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位でありますが、依

然として少子化の進行は深刻な状況であり、私

の住んでいる地域でも、子供のいない集落が発

生するようになりました。そのような中、県で

は、平成17年に策定された「次世代育成支援宮

崎県行動計画」や「新みやざき創造計画」にお

いて、重点的に推進すべき戦略の一つとして、

子育て支援体制の充実を掲げられております。

子育て支援・少子化対策については、男女の出

会い、結婚、出産、育児という一連の中で、そ

れぞれの支援策を考える必要があり、また、実

際何に困っているのか、どうしてほしいのかな

ど現場の声を十分に聞いて、対応策、具体的な

方策を検討することが肝要であると考えます。

そこで、平成20年度重点施策の柱の一つであり

ます子育て支援対策に、どのように取り組まれ

るのか、知事にお伺いをいたします。

また、安心して子供を生み、育てる社会づく

りは、国を挙げて取り組むことが必要であり、

国策として行うべきであります。特に、来年度

から拡充される乳幼児医療費助成制度等に伴う

県費については、国費補助か地方交付税措置を

要望するべきであると考えますが、国の動向に

ついてどのように把握されておられるのか、福

祉保健部長にお伺いをいたします。

次に、植栽未済地対策についてであります。

本県は県土面積の約76％が森林であります。森

林は、木材の供給はもとより、県土の保全や水

源の涵養、地球温暖化の防止など、私たちの生

活に欠くことのできない多くの機能を有してお

ります。しかしながら、木材価格の長期低迷、

あるいは林業後継者の不足や高齢化などによ

り、伐採後３年以上経過しても植林することな

く放置されている森林、いわゆる植栽未済地が

現在約2,000ヘクタールあるということでありま

す。戦後の拡大造林により、県内では伐期を迎

えた森林が今後ますます増加する状況にあり、

これに伴い植栽未済地がふえることも予想さ

れ、伐採跡地の崩壊などによる森林の公益的機

能の低下が懸念されております。平成20年度の

重点施策の柱の一つとして、植栽未済地対策を

掲げておられますが、どういうところに重点を

置かれたのか、知事にお伺いします。

また、さきの議会答弁で知事は、「この既存

の約2,000ヘクタールの植栽未済地を３年で何と

かしたい」とおっしゃいました。これは新たな

雇用対策になるのではないかと考えます。現

在、倒産、廃業などに追い込まれている建設業

平成20年２月27日(水)
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者に対して、何とかその事業へ転換できないも

のか。可能になれば、造林、下刈り、間伐

と、10数年継続して仕事ができることになりま

す。建設業者の失業対策という観点からとらえ

ることができないか、環境森林部長にお伺いい

たします。

重点施策の３つ目、建設産業対策等について

であります。建設産業は、地域の振興・活性化

や雇用を支える基幹産業として地域経済の発展

に大きな貢献を果たしており、また、災害時の

応急・復旧対策においても、地域の安全・安心

の中核的な存在として重要な役割を担っており

ます。このような中、近年の公共工事の大幅な

減少により、公共事業費はピーク時の約50％以

上にまで落ち込んでいる状況に加え、急激な入

札・契約制度改革により、平成19年の建設業者

の倒産件数は55件と、前年度の23件の約2.4倍に

まで増加しております。また、倒産業種全体か

ら見ても、半分が建設業であり、倒産した建設

業に常時従事していた方が620人にも上り、日雇

いの方を入れると、当然もっとふえるものと考

えます。経営と技術にすぐれた建設業者も、工

事量の減少と一般競争入札の拡大に伴う過当競

争で経営環境が急速に悪化し、厳しい状況に追

い込まれていると聞いております。また、農業

や福祉事業など新分野に進出しようと思ってい

ても、経営面や資金面で思うように進まないと

いう声も上がっております。このような実態を

当然把握されていることとは存じますが、平

成20年度重点施策の柱の一つであります建設産

業対策に、どのように取り組まれるのか、知事

にお伺いします。

また、一連の入札・契約制度改革の影響をど

う分析し、今後どのように対応していかれるの

か、県土整備部長にお伺いします。

次に、景気対策についてであります。

内閣府が発表した平成17年度の県民経済計算

によりますと、本県の１人当たりの県民所得

は221万2,000円と、前年度と比較して0.4％の減

であり、全国平均304万3,000円には遠く及ば

ず、全国で44番目と相変わらず下位グループで

あります。前年度と比べ下がったのは、本県を

初め大分、香川、徳島、高知、鳥取及び岩手な

ど７県であり、その他の40都道府県はふえてお

ります。上位は東京で477万8,000円と、宮崎の

倍以上の所得であります。また、外需主導の景

気回復を反映し、自動車や電気機械、鉄鋼など

輸出向け製造業の立地する都道府県の所得が伸

び、九州では福岡、佐賀、熊本の伸び率が全国

平均を上回り、地域間の格差はますます拡大す

る一方であります。本県の産業別の県内総生産

額を見ますと、前年度額から大きく減少してい

るのは、木材価格の低下や林業経営費の増加に

よる林業と、海面漁業の減少による水産業、及

び食料品、電気機械の減少による製造業、そし

て公共工事の減少による建設業などでありま

す。この県民所得は、一概に個人の所得水準を

あらわすものではありませんが、企業利潤など

も含んだ県の経済全体の所得水準であり、伸ば

す努力をしていく必要があると考えます。そこ

で、平成20年度当初予算では、どこの部分が県

民所得向上対策及び景気対策となっているの

か、知事にお伺いします。

次に、企業誘致の現状と促進対策についてで

あります。

企業の経済活動が好調な地域である東京、神

奈川、大阪、愛知など、都市と地方との経済格

差はますます広がってきております。そのよう

な中、即効性のある経済対策は、やはり企業誘

致であります。企業誘致は、新たな雇用の創出
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だけでなく、関連産業の進出、地場企業との取

引拡大が見込まれるなど、本県経済の活性化に

大きく寄与するものであります。また、多くの

企業が立地すれば、企業からの税収増による自

主財源の増加や、県民所得の向上にもつながる

ものと考えます。県においては、知事を本部長

とする企業立地推進本部を庁内に設置し、全庁

的な推進体制を整備され、個別企業へのトップ

セールスに加え、知事みずからが本県の立地環

境をプレゼンテーションする企業立地セミナー

を東京、名古屋、福岡で開催され、好評だった

と聞いております。昨年策定された「新みやざ

き創造計画」においても、４年間に新規立地企

業100社の実現を目標に掲げられておりますが、

自治体間競争が激化する中、なかなかすぐに効

果があらわれてこない状況であります。本県が

全国から大きな注目を集めている今日、二の

矢、三の矢の促進対策を繰り出すことが重要で

はないかと思います。そこで、今年度から企業

立地促進補助金の最高限度額を50億円に引き上

げられましたが、企業の反応はどうなのか。企

業立地セミナーでの状況や、実際に相談件数な

どが多くなったのか、知事にお伺いいたしま

す。

また、成長の見込める業種、半導体・デバイ

ス産業、自動車産業、コールセンターなどの情

報サービス産業、太陽電池等の新エネルギー、

バイオ、食品製造業、医療関連企業などを中心

に誘致活動を進めるということでありました

が、現在の企業誘致の状況と来年度実施する具

体的な促進対策について、商工観光労働部長に

お伺いいたします。

次に、雇用対策についてであります。

昨年の経済財政白書では、「日本経済は戦後

最長の景気回復を続けている一方、広がる所得

格差を放置すれば国民生活水準が低下する」

と、パートや派遣社員などの増加や格差問題を

取り上げ、今後の経済に与える影響を分析、警

鐘を鳴らしているのであります。そのような

中、国の雇用情勢を見ますと、有効求人倍率の

全国平均は昨年の12月時点で0.98倍と、１倍台

は下回ってはおりますが、厚生労働省は、「中

小企業に人手不足感はあるものの、原油高など

による収益圧迫で採用を手控えている」と発表

しております。一方、本県の有効求人倍率

は0.62倍であり、依然、全国平均に比べると厳

しい雇用環境であり、特に新規学卒者等の若者

や中高年齢者などの一層の雇用対策の推進が求

められております。そこで、景気の回復、さら

なる雇用の安定・確保に向けて、来年度予算で

どのように取り組まれるのか、知事にお伺いし

ます。

また、宮崎労働局資料によりますと、昨年12

月時点における、ことし３月卒業予定者の就職

内定率は、高校卒業予定者が85.7％、大学等卒

業予定者が64.1％であり、昨年同期と比べます

と、高校卒業者で3.2ポイントのアップ、大学等

卒業予定者で3.5ポイントのダウンとなっており

ます。元気が出る宮崎にするためには、何より

も若者の雇用率をアップさせることだと考えま

すが、この状況をどう分析され、今後の雇用対

策にどのように取り組まれるのか、商工観光労

働部長にお伺いします。

次に、物流対策についてであります。

本県は大消費地である都市圏から遠隔地にあ

るため、農産物を初めとする県産品の品質向上

はもとより、輸送コストを引き下げることが競

争力を高めることとなります。また、企業立地

の促進などによる県内産業の活性化を図るため

にも、物流体制を整備し、物流の効率化を図る
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ことが大変重要であります。しかしながら、県

内の状況を見渡しますと、原油価格の高騰によ

る輸送コストの増加等により、物流を担う陸・

海・空の流通関係業者は大変厳しい状況であり

ます。そのような中、県においては、京浜航路

の休止後、関東向け航路の再開に向けて、関係

事業者への働きかけを行い、定期貨物船「南王

丸」の細島寄港が開始されることになり、県北

地域から関東方面へ県産品を直接輸送できるこ

とになりました。ただし、運航便数や所要時間

の問題があり、今年度の新規事業により、南王

丸を利用する運送事業者に対する助成や農産物

輸送の実証試験を実施されたとのことでありま

す。この事業を行ったことでどのような効果が

あったのか。また、運航会社に対する増便やダ

イヤ改正など本格的な関東向け航路の開拓がな

されたのか。さらに、来年度どのような事業を

展開していかれるのか、地域生活部長にお伺い

します。

なお県では、庁内に関係部局間連携のもとで

「宮崎県物流協議会」を設置し、民間事業者の

実情も十分把握しながら、物流対策に取り組ん

でおられるところであります。今まで何回もこ

の問題については指摘しておりますが、以前の

議会答弁では、「首都圏、大消費地からの帰り

荷の確保など諸課題に対するために、分野横断

的な物流専門組織の設置について研究する」と

のことでありました。これまでの研究の結果、

来年度はどのように取り組まれるのか。さら

に、本県だけでなく、物流の問題を南九州全体

でとらえ、県域を越えた物流面での連携につい

てどのように考えておられるのか、あわせて知

事にお伺いいたします。

次に、農業の振興について、３点お伺いしま

す。

まず１点目は、農家の所得向上対策について

であります。本県の基幹産業であります農業に

ついては、平成18年の農業産出額が3,211億円と

全国第５位になったところであります。全国屈

指の食料供給県としての地位を不動のものにし

たのは、先人たちの知恵と努力のたまものであ

り、また、農業の担い手が意欲を持って農業に

取り組むことで、食料の安定供給、自給率の向

上並びに豊かな地域づくりにつながり、本県全

体の振興にも寄与するものであります。さて、

現在問題となっている中国製冷凍ギョーザ中毒

事件等を見てもわかるとおり、「世界の工場」

と言われる中国からの食品輸入が多い日本に

とって、不安は高まる一方であります。その

上、我が国の食料自給率は39％と、主要先進国

の中で最低の水準であり、食料を他国に任せる

という、食品安全保障の面からも憂慮すべき事

態であり、国全体での食料自給率のアップに向

けた取り組みが重要であると考えます。そのよ

うな中、食料自給率を高めていくためには、地

産地消を進めていくとともに、農業所得の向上

を図っていくことが必要であると考えます。そ

こで、農家の所得向上対策についてどのように

取り組んでいかれるのか、農政水産部長にお伺

いをいたします。

２点目は、飼料価格高騰対策についてであり

ます。原油価格の高騰による輸送コストの増大

や、バイオ燃料の需要増に伴うトウモロコシを

主原料とする配合飼料価格が、この１年半で約

４割も上昇するなど、本県の畜産農家の経営に

極めて大きな影響が出ております。そのような

中、県においては、稲わら確保等による粗飼料

の増産対策や飼料米の利活用などに取り組んで

おられるところであります。先日、政府・自民

党では、飼料価格の高騰に苦しむ畜産農家の支
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援策として、平成20年度の畜産対策費を前年度

比632億円にふやすことで最終合意があったと聞

いております。今後、国の動きを注視しなが

ら、飼料価格高騰対策にどのように取り組んで

いかれるのか、農政水産部長にお伺いします。

３点目は、農産物を生かした加工対策につい

てであります。燃油や飼料高騰にあえいでいる

農業者に対する所得の向上、及び今後の本県農

業の振興を考えますと、農産物をそのまま市場

に供給するだけではなく、素材のよさを生かし

た付加価値の高いものに加工し、供給する体制

を構築することに、積極的に取り組むべきであ

ると考えます。生産から加工し、直接、消費者

へ販売するというシステム、いわば卸売や仲買

を通さず、流通過程のマージンを省き、生産者

にも利益が還元できるという仕組みづくりがで

きないものでしょうか。

また、大消費地から遠隔地にある本県が大都

市近郊の生産地との競争に打ち勝つためには、

鮮度を保つ技術が大事であります。真空パック

や冷凍保存などの研究開発を行い、とれたまま

の状態をキープし、鮮度、味を落とさず、消費

者ニーズに合った安全・安心なものを売り込む

ことが重要ではないかと考えます。そこで、県

内の農産物などを用いた食品開発に関する研究

や企業との共同研究等を行っている県食品開発

センターの活動状況、並びに本県の農産物を活

用した付加価値の高い商品開発にどのように取

り組まれていくのか、さらに、生産から加工、

販売に至る一連のシステム構築に向けて取り組

む考えはないのか、商工観光労働部長及び農政

水産部長にお伺いします。

次に、道路特定財源の確保についてでありま

す。

道路特定財源制度は、受益者である自動車利

用者が道路整備の費用を負担するという合理的

な制度であり、計画的に道路整備を推進するた

めの財源を安定的に供給するという重要な役割

を担ってきたところであります。県内の道路事

業費を平成18年度決算ベースで見ますと、約850

億円のうち約８割である670億円が道路特定財源

で占められ、そのうち暫定税率分が半分を占め

ております。本県では、道路交通への依存度が

極めて高いにもかかわらず、高速道路の供用率

が40％、国県道の改良率が約64％と、ともに九

州では最下位であり、当然、全国でも下位のほ

うであります。地域を活性化し、安全で安心し

て暮らせる社会を実現するためには、体系的な

道路交通網の整備が必要であります。我々県議

会も、これまで何度も道路特定財源の確保につ

いて国に意見書を提出してまいりました。地

方、特に宮崎の場合は、県民の悲願であります

東九州自動車道、九州縦貫自動車道延岡線、都

城志布志道路などの地域高規格道路の整備がよ

うやく緒についたばかりであり、さらに、国県

道などの整備がまだまだ必要なのであります。

知事は、みずから地方の代表として頑張ってお

られますが、いよいよ佳境に近づいておりま

す。そこで、道路特定財源暫定税率に関する基

本的な考え方及び廃止された場合の影響、さら

に今後の取り組みについて、知事にお伺いいた

します。

次に、カジノに関する知事の見解についてお

伺いします。

県議会では、平成13年３月、「カジノ合法化

を求める請願」を採択し、翌年６月には、宮崎

県新地域活性化促進問題研究会及び宮崎市議会

が、「カジノ合法化についての要望書」を内閣

総理大臣を初め関係省庁、国会議員に提出して

おります。カジノは、刑法第185条及び第186条
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の「賭博及び富くじに関する罪」において、賭

博行為が禁止されております。カジノの設置に

ついては、法改正が必要であり、法的整備が問

題となっている状況であります。しかしなが

ら、先日の新聞報道において、カジノを合法化

するためのカジノ法案の成立に向けて、自民、

民主両党は今後協議を重ね、来年の通常国会に

も議員立法で提出、成立を図りたい考えだとい

うことであります。聞くところによりますと、

今年度、沖縄県では、観光商工部観光企画課に

カジノ担当職員を２名配置し、昨年８月には有

識者でつくるカジノ検討委員会を発足し、カジ

ノを導入した場合の課題や対応策について検討

しているとのことであります。また、同じく昨

年８月に、長崎、福岡、佐賀の経済関係者を中

心に研究会を発足したやに聞いております。以

前、全国に先駆け、本県を含む６都府県で「地

方自治体カジノ協議会」を設置した経緯もあり

ます。私は、今後、景気や雇用など経済効果の

面と自主財源確保の起爆剤として、カジノの制

度化に向けて積極的に取り組むべきだと考えま

すが、知事の考えをお伺いいたします。

次に、県立病院事業における中期経営計画の

進捗状況と今後の見通しについてであります。

少子高齢化を初め、医療の高度化や専門化の

進展、医療制度の改革など医療を取り巻く環境

が大きく変化する中で、経営状況も大変厳しく

なってきております。そのような中、県立病院

が、全県レベルあるいは地域の中核病院とし

て、今後ともその使命と役割を果たしていくた

めには、思い切った経営改革に取り組むことが

喫緊の課題であります。病院局が発足した平

成18年８月に、平成22年度までの５カ年の経営

指針である中期経営計画を策定され、これまで

の単年度30億円を超える赤字経営の状況から、

５年後には単年度で黒字化を目指すという思い

切った改革案を打ち出されました。平成18年度

決算で計画を上回る約14億円の収支改善が図ら

れ、今年度の平成19年度決算見通しでは、さら

に約６億円近くの収支改善ができるとの見通し

を公表されております。赤字額が４病院合計で

約10億円少々まで圧縮するとのことであり、２

年前に比べますと約20億円強もの大幅な改善と

なるようであります。そこで、これまでの経営

改善の取り組みについてどのように総括してお

られるのか。また、平成19年度の収支改善の見

通しについて、どのような点から達成可能とさ

れておられるのか、病院局長にお伺いします。

さらに、改革３年目である平成20年度の収支

見通しについて、どの程度の改善を図り、収支

をどこまで持っていかれようと考えておられる

のか、あわせてお伺いいたします。

最後に、教育行政についてであります。

先般、文部科学省は、教育基本法や学校教育

法の改正などを踏まえ、学習指導要領の改訂案

を発表しました。現行版の理念である生きる

力、いわゆる基礎基本を確実に身につけ、いか

に社会が変化しようと、みずから課題を見つ

け、主体的に判断し行動し、よりよく問題を解

決する資質や能力、また、みずからを律しつ

つ、他人とも協調し、他人を思いやる心や感動

する心などの豊かな人間性、たくましく生きる

ための健康や体力などは、そのまま引き継がれ

ております。しかしながら、ゆとり教育による

学力の低下が問題となる中、基礎的・基本的な

知識の習得や思考力・判断力等の育成、学習意

欲の向上など、確かな学力を確立するための時

間確保により、総授業数と学習内容がふやされ

たのであります。そこで、今回の改正をどのよ

うに受けとめておられるのか、教育長にお伺い
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します。

また、教育長は、平成16年４月に就任され、

４年間の任期を迎えられるところであります

が、知・徳・体の調和のとれた健やかな子供の

育成を目指し、中高一貫校の新たな設置や、高

等学校等の再編整備などに鋭意取り組んでこら

れました。これまでの４年間の思いと、今後の

宮崎の教育のあり方、人づくりなどについて、

あわせてお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。(拍手)

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まずは、就任１年を経過しての感想等につい

てであります。本当にあっという間の１年だっ

たと思います。振り返ってみますと、何と申し

ましても、これといって行政経験、政治経験が

ない私を支えてくださった県職員の皆さんや、

御理解、御協力をいただいた議会の皆様、そし

て県民の皆様に心から感謝を申し上げたいと

思っております。

この１年は、まずはマニフェストを踏まえた

「新みやざき創造計画」を策定しまして、その

中で「日本の原点 時代の起点 創造みやざ

き」という基本目標を掲げさせていただきまし

て、さまざまな施策を展開してきたところでご

ざいます。このほか、入札・契約制度改革や事

業仕分けなど、行財政改革についても着実に進

めることができたと思っております。また、宮

崎の知名度の飛躍的な向上が図られまして、県

産品の売り上げとか観光客の増加につながった

ことは成果であったと考えております。しかし

ながら、企業誘致や交通網の整備、さらには中

山間地域対策や子育て・医療対策など、問題、

課題は山積しており、これらの解決にはある程

度の時間を要するものと考えております。今後

とも、県民総力戦のもと、県民の皆様の声に

しっかりと耳を傾けながら、「宮崎に生まれて

よかった」「宮崎に住んでよかった」と実感で

きる新しい宮崎の実現に向けて、日々全力で取

り組んでまいりたいと考えております。

続きまして、マニフェストについてでありま

す。マニフェストは、私の県政運営の根幹にあ

るものであり、県民の皆様とお約束した事柄で

あります。それだけに、その検証というのは

しっかりとやっていきたい、そして県民の皆様

に包み隠さず明らかにしてまいりたいと考えて

いるところでございます。しかしながら、マニ

フェストは任期４年間を見通したものでありま

して、この１年の評価につきましては、取り組

みがまだ緒についたばかりであるということか

ら、自分としては、まだ評価するには時期尚早

かなという考えでおります。したがいまして、

任期の折り返し地点である２年を終えた時点

で、客観的な立場から外部に評価をお願いした

いと考えております。

続きまして、予算編成についての感想であり

ます。平成20年度当初予算編成は、私にとって

初の通年予算という本格的な予算編成でありま

したので、私のマニフェスト達成に向け、19年

度の肉付け予算では盛り込むことのできなかっ

た事業や、中山間地域・植栽未済地対策等の３

つの重点施策を中心に、積極的に取り組むこと

といたしました。しかしながら、19年度地方財

政対策等の影響などにより、収支不足額が中期

財政見通しの264億円から386億円にまで拡大す

るなど、本県の財政状況はさらに厳しさを増し

ており、大変苦しい予算編成を強いられたとこ

ろでございます。このような大変厳しい財政状

況ではありましたが、第２期財政改革推進計画
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に基づき、さらなる事務事業の見直し等を進め

るなど財源捻出に努めることにより、３つの重

点施策を初め、本県が直面する喫緊の課題に対

応した優先度及び重要性の高い事業につきまし

ては、しっかりと措置することができたのでは

ないかと考えております。

続きまして、350億円の歳出見直しについてで

ありますが、第２期財政改革推進計画では、職

員数の削減等による人件費の見直しや投資的経

費の縮減・重点化、事務事業の見直し等によ

り、平成21年度には、平成18年度と比較して350

億円の歳出見直しを達成する見込みを立ててお

ります。平成20年度当初予算におきましても、

この計画を踏まえ、公共事業のシーリングの設

定や事務事業の見直し等に取り組んだところで

あり、第２期財政改革推進計画の取り組み内容

につきましては、ほぼ見込みどおり推進できた

と考えております。

続きまして、財政改革の推進状況についてで

あります。20年度当初予算におきましては、人

件費の削減や投資的経費の縮減・重点化、事務

事業の徹底した見直し、歳入確保対策により、

一般財源ベースで100億円の削減を行いました。

これは、第２期財政改革推進計画における当初

予算編成時の収支不足圧縮額目標と比較して、

約38億円の積み上げとなっておるところでござ

います。しかしながら、19年度地方財政対策の

影響や20年度の税収減等により、最終的な収支

不足額は286億円となり、20年度末の基金残高

も213億円程度となる見込みでありますので、今

後とも財政改革に着実に取り組んでまいりたい

と考えております。

続きまして、今後の財政運営の見通しについ

てであります。本県の財政状況は、三位一体の

改革等による地方交付税の大幅な削減や台風災

害による予想外の財政支出等に加え、今後、社

会保障関係費や公債費の増等が見込まれており

ますので、将来に禍根を残さないためにも、財

政改革をさらに着実に推進し、持続可能な財政

構造へ転換していくことが重要課題と認識して

おります。一方で、本県が抱える政策課題に的

確に対応していくために必要な施策につきまし

ては、積極的に展開していく必要があると考え

ております。このため、今後も財政改革を着実

に推進し、財源の捻出に努めながら選択と集中

の理念のもと、優先度の高い施策や事業には

しっかりと取り組み、県勢の発展を図ってまい

りたいと考えておる次第でございます。

続きまして、子育て支援対策についてであり

ます。子供は社会全体の宝であります。若者が

出会い、結婚し、子供を産み、健やかに育てて

いける県づくりは、私の県政運営の大きな柱で

ございます。このため、20年度当初予算におき

ましては、厳しい財政状況ではありますが、子

育て支援対策を重点施策に位置づけ、思い切っ

た予算措置をすることとしたところでございま

す。中でも乳幼児医療費助成制度につきまして

は、入院外の助成対象年齢を、これまでの３歳

未満から小学校入学前まで拡大し、入院・入院

外とも小学校入学前までの乳幼児に対し助成を

行うことといたしました。また、地域のきずな

や近所づき合いを活用した子育て支援の取り組

みに対する助成事業を実施し、地域における持

続的、自立的な仕組みづくりを促進することと

しております。さらに、少子化の要因の一つで

ある未婚化、晩婚化に対応するため、独身男女

の出会いの機会づくりとなる取り組みを支援し

てまいります。これらの新たな事業推進を含

め、少子化対策を担う組織として、「こども政

策局」を本年４月に設置することとしており、
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この組織を中心に、全庁を挙げて本県の子育て

対策の一層の充実を図ってまいりたいと考えて

おります。

続きまして、植栽未済地対策についてであり

ます。これからの森林づくりは、森林の有する

多面的な機能を高度に発揮させるため、適地適

木を基本として、杉の人工林だけでなく広葉樹

林の造成など、健全で多様な森林づくりを進め

ていくことが重要であると考えております。こ

のため、植栽未済地対策につきましては、現在

の約2,000ヘクタールの早期解消と新たな発生の

抑制を柱として、総合的な対策を講じることと

したところであります。まず、有利な補助事業

による造林や森林環境税を活用した広葉樹の造

林などにより、現在の植栽未済地を３年間でゼ

ロにすることを目指すとともに、県単独による

補助率のかさ上げにより計画的な再造林を推進

し、新たな植栽未済地の発生を抑制することと

しております。また、適正な伐採や植栽に対す

る指導の強化や、長伐期施業の普及促進にも取

り組んでまいります。森林はかけがえのない県

民共有の財産でありますので、森林所有者や市

町村等との連携はもとより、県民の理解と協力

を得ながら、県民総力戦で50年先、100年先を見

据えた森林づくりに鋭意取り組んでまいりたい

と考えております。

続きまして、建設産業対策についてでありま

す。社会資本整備の担い手である建設産業は、

災害時の緊急対応などに大きな役割を果たすと

ともに、中山間地域等における地域経済と雇用

を支える重要な産業の一つであります。しかし

ながら、近年の建設投資の大幅な減少に加え、

一般競争入札の導入など入札制度改革により、

建設業を取り巻く経営環境は大変厳しい状況と

なっております。このため、技術と経営にすぐ

れた建設業者が伸びていける環境づくりなど、

県内建設産業の健全な発展を図るため、総合的

な対策を講じてまいります。まず、経営相談や

新分野進出セミナーを引き続き実施するほか、

新分野での事業定着をより一層促進するため、

初期経費に対する補助限度額を大幅に引き上げ

ることといたしました。また、専門家で構成さ

れた支援チームによる助言を行うとともに、新

たに「建設産業等支援貸付」を創設し、建設業

者等の経営基盤強化や新分野進出を支援してま

いります。このほか、地域企業育成型の総合評

価落札方式を導入し、技術力や地域貢献度の高

い地元の業者が受注しやすい環境を整備するこ

とにより、地域の建設産業を育成してまいりた

いと考えております。

続きまして、県民所得の向上対策等について

であります。私は、知事就任当初から、「産業

振興と雇用の拡大なくして宮崎の再生なし」と

考えており、「新みやざき創造計画」において

「経済・交流」拡大を大きな柱の一つに位置づ

けるとともに、平成20年度当初予算案におきま

しても、産業振興に係る各種事業を積極的に盛

り込んだところであります。例えば農林水産業

につきましては、県と市町村が拠出する基金に

よる山間地域の農業活性化の取り組み支援や、

植栽未済地解消を通じた森林・林業の活性化、

また、新産業創出の取り組みとして、農業と医

療の連携によるバイオメディカル産業の創出、

さらには、県民総力戦による「おもてなし日本

一」の観光地づくりなど、より効果的な事業展

開を図ることとしております。また、全国的に

見て製造業のウエートが低い本県にとりまし

て、直接的な経済効果、雇用効果をもたらす企

業誘致は、産業振興施策の中心的取り組みであ

ります。このことから、来年度は新たに「企業
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立地推進局」を設置し、また、知識・人脈が豊

富な民間企業経験者から成る企業誘致専門員を

新設するなど、誘致活動のさらなる充実強化を

図ることとしており、私も積極的に前面に立っ

て、１件でも多くの誘致を実現したいと考えて

おります。

なお、公共事業につきましては、新直轄分

や、県内中小建設業者に関係の深い県単独の維

持管理経費を、５％削減というシーリングの対

象外としたところであり、災害復旧費を除く投

資的経費は前年度比3.3％減と、国や地方財政計

画と同程度になっております。今後とも、この

ような幅広い産業振興の取り組みを柱としつ

つ、経済・交流活動の基盤である交通網の整備

等も着実に進めることにより、本県経済を活性

化させ、働く場の確保と県民所得の向上を図っ

てまいりたいと考えております。

続きまして、企業誘致活動に対する企業の反

応についてであります。企業誘致につきまして

は、本年度、企業立地促進補助金の最高限度額

を九州最高額に引き上げたほか、東京、名古

屋、福岡で企業立地セミナーを開催するなど、

さまざまな取り組みを行ったところであります

が、企業の皆様には、本県の企業誘致に対する

熱意、意気込みを大きくアピールできたものと

考えております。この結果、企業立地セミナー

に参加した企業が本県立地を決定した成功例も

出ておりますし、県外の産業団体や企業による

本県視察が増加するなど、本県に対する企業の

関心が高まっていることを実感しております。

今後とも、私が先頭に立った誘致活動に積極的

に取り組み、１件でも多くの企業立地に努めて

まいりたいと考えております。

続きまして、雇用の安定・確保対策について

であります。雇用の安定・確保を図るために

は、ただいま申し上げましたような企業誘致等

による雇用創出に努めるとともに、地域特性を

生かした雇用対策の強化を図る必要があると考

えております。このため、昨年10月に県北地域

雇用開発計画を策定し、国の支援措置の対象地

域としたところでありますが、現在、県南や西

都・児湯など４地域につきましても、計画策定

を進めているところであります。また、県北、

県南など３地域においては、地域の関係機関・

団体と雇用対策連絡会議を設置し、市町村の自

立的な取り組みを促しながら、新たな雇用創出

施策の検討を行っているところであり、今後、

県西地域においても、このような取り組みを進

めてまいりたいと考えております。

さらに、雇用推進員を新たに配置し、企業訪

問の拡大による雇用の掘り起こしやフォロー

アップ、商工団体との連携による各種事業の普

及啓発等にも取り組むことといたしておりま

す。今後とも国や関係機関と連携しながら、若

年者から高齢者まで、県民の皆さんの多様な就

業ニーズに応じた就労支援に努めてまいりたい

と考えております。

続きまして、物流対策についてであります。

農産物を初めとする県産品の競争力向上や、企

業誘致の推進等による県内産業の振興を図る上

で、物流対策の強化は大きな課題だと考えてお

ります。このため、つい先日も、関係する庁内

の所属長を集め、物流対策の強化について議論

をいたしましたが、効果的な対策を進めるため

には、農産物や工業製品などそれぞれの産品、

製品に応じた専門的な対応を行うことが重要で

あると考えているところであります。一方、物

流問題は、低コスト・大量輸送が可能な海上輸

送や鉄道輸送の充実、あるいはモーダルシフト

の推進など、各産業分野に共通する課題も多い
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ことから、庁内関係課で構成する物流協議会を

積極的に活用して、今後とも全庁的な取り組み

を強化していきたいと考えております。

また、県域を越えた連携につきましては、隣

県からの輸送も視野に入れた効率的な物流ルー

トの確保も必要だと考えますが、まずは県内か

らの輸送手段を利用することで、輸送力の維持

充実を図る必要があると考えております。

続きまして、道路特定財源についてでありま

す。本県は、高速道路の空白地帯であり、国県

道の整備水準も著しく低い状況にあります。福

祉・救急医療・災害対策など、命の根幹となる

道路交通基盤の整備を、せめて全国水準までは

引き上げたい、そのためには、現段階では、暫

定税率を延長し、安定的かつ継続的な道路整備

財源を確保することが必要であると考えており

ます。もし仮に暫定税率が廃止されれば、高速

道路の全線供用の見通しが全く立たなくなるば

かりか、新たな国県道の整備着手はもちろんの

こと、整備中箇所の事業継続も困難となりま

す。さらに、維持補修や老朽化する道路構造物

への対応ができないなど、危機的な状況になる

と考えております。したがいまして、結果的に

道路予算以外の予算を充当せざるを得なくな

り、福祉、医療など他の分野に多大な影響を及

ぼすと危惧しております。このようなことか

ら、先日の公開討論会や総決起大会、さらには

要望活動などにおいて、宮崎の実情や暫定税率

延長を訴えてまいりましたが、今後も引き続

き、関係団体等とも協力しながら、さまざまな

機会をとらえて取り組んでいきたいと考えてお

ります。

続きまして、カジノの制度化についてであり

ます。カジノにつきましては、観光資源として

非常に大きな集客力を有しているほか、厳しい

財政状況にある地方において新たな財源の確保

が見込めるなど、プラス面での効果が期待され

る一方で、青少年に対する悪影響や治安の悪化

などの懸念が指摘されておりますので、さまざ

まな面からの検討が必要であると考えておりま

す。現在、国レベルでは、自民党カジノ・エン

ターテインメント検討小委員会において、制度

化に向けた議員立法の取り組みに新たな動きが

出てきていると伺っておりますので、県といた

しましては、地方自治体カジノ協議会とも連携

しながら、より一層、情報収集に努めるととも

に、しっかりとした制度化が図られるよう、必

要に応じ、国に働きかけてまいりたいと考えて

おります。〔降壇〕

○総合政策本部長（村社秀継君）〔登壇〕 お

答えいたします。

平成20年度当初予算案における総合政策本部

の主要事業についてであります。平成20年度当

初予算につきましては、総合計画に掲げる新し

い県づくりの基本目標「日本の原点 時代の起

点 創造みやざき」の実現に向け、積極的な施

策展開を図るための予算編成がなされたのでは

ないかと考えております。

総合政策本部では、重点施策の中山間地域に

資する事業として、「中山間地域活力再生事

業」を計上いたしております。この事業は、過

疎化・高齢化が急速に進む中山間地域に対し、

各部局事業との効率的な連携を図りながら、コ

ミュニティビジネスの創業支援、あるいは行政

と住民が連携した地域再生計画の立案・推進の

支援など重点的、総合的な支援を行い、中山間

地域の再生を図るものであります。中山間地域

の活力再生の効果は、単に当地域内にとどまら

ず、地域づくりの成功事例として他地域の啓発

にもつながるなど、県全体の活性化にも寄与す
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るものと考えております。

次に、「みやざき総合ＰＲ推進事業」につい

てであります。知事の積極的なＰＲ活動によ

り、本県は全国的に非常に注目度の高い状況に

あります。今後は、この宮崎ブームを一過性の

ものに終わらせることなく、高水準で維持し、

さらに定番・定着化させるため、戦略的なＰＲ

施策の検討やメディアを活用した取り組みの企

画・実施、さらには、本県情報のさらなる発信

を図ることとしております。これらのＰＲ事業

等を効果的かつ総合的に展開することにより、

本県の知名度を定番・定着化させることがで

き、また、県民の自発的な情報発信活動を促進

することにより、県民総力戦の推進にも寄与す

るものと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○総務部長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えい

たします。

総務部の重点推進事業についてであります。

防災関係として２つの事業を計上いたしており

ます。１つ目は、地域防災力向上促進事業であ

ります。この事業は、防災意識の高い自主防災

組織が行います消火器や発電機などの防災資機

材の整備について補助することなどによりまし

て、各地域のモデルとなる自主防災組織を育成

するとともに、一方で、自主防災組織が未結成

である自治会や活動が低調な自主防災組織に対

して、地域防災力向上に重要な役割を担います

防災士を派遣し、新たな組織の結成や活性化を

促進するものであります。

２つ目は、「消防広域化等体制強化促進事

業」であります。この事業は、消防力の強化を

図るために行う市町村消防の広域化や、消防本

部のサービスを受けることができない、いわゆ

る消防非常備町村の常備化を促進するととも

に、市町村が実施する消防防災力強化のための

資機材等の整備や、都道府県間の災害時の相互

応援組織であります緊急消防援助隊の体制強化

に対する支援を行うことを目的としておりま

す。これらの事業の推進によりまして、地域や

市町村における消防防災力が一層強化され、災

害に強い安全・安心な地域社会づくりに貢献で

きるものと思っております。以上であります。

〔降壇〕

○地域生活部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えいたします。

平成20年度の地域生活部の当初予算について

であります。地域生活部といたしましては、県

民生活に直結する分野を担当する部局として、

県民との協働や地域づくりに力点を置いた予算

編成を行い、重点施策関連では２つの新規事業

を予定しております。まず、「個性と工夫で頑

張る地域づくり応援事業」は、新みやざき創造

計画による県づくりを推進するため、市町村と

地域住民とが一体となった地域づくりの取り組

みを支援するものであります。例えば、地域の

農産加工グループにおける新商品開発や、行政

と住民が連携した子育て支援など、資源や特性

を生かした独自の地域づくりを支援することに

より、県民総力戦による地域の活性化を図るも

のであります。また、「宮崎魅力再発見 出会

い・ふれあい交流事業」は、自然や文化、農林

水産物など地域の宝を活用した交流・体験機会

を提供することで、独身男女の出会いの場を創

出し、地域のすぐれた資源の再発見や交流人口

の拡大など、過疎地域等の活性化を図るもので

あります。このような事業を行うことによりま

して、中山間地域の地域づくりに積極的に取り

組んでまいることとしております。

次に、関東向け航路についてであります。ま
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ず、「南王丸」利用者に対する助成事業につき

ましては、運送事業者や船会社の感触もよく、

運送事業者が助成終了後も乗船を継続してお

り、南王丸の利用率が上がっていることから、

一定の効果はあらわれているものと考えており

ます。

また、南王丸を利用して農産物輸送を行う実

証試験については、事業主体であるＪＡ宮崎経

済連と、県及び川崎近海汽船との連携のもとで

実施され、課題の整理が行われているところで

あります。しかしながら、南王丸の増便には、

さらなる利用の促進が必要な状況にありますの

で、来年度におきましても、助成事業を引き続

き実施しますとともに、農産物の輸送につきま

しても、実証実験を継続することとしておりま

す。今後とも、船会社に対する増便等の働きか

けを行うなど、関東向け航路の輸送力拡充に向

けて、さらに取り組みを進めてまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、福祉保健部の平成20年度当初予算にお

ける主要事業についてであります。福祉保健部

は、平成20年度において、子育て・医療対策を

特に重点的に推進してまいります。まず、子育

て対策につきましては、「子育て支援乳幼児医

療費助成事業」により、乳幼児医療費の助成対

象を小学校入学前まで拡大し、子育て家庭の経

済的負担の軽減を図ることとしております。次

に、医療対策としましては、医師の確保、とり

わけ医師不足が深刻な小児科医の育成確保や小

児救急拠点病院の整備などを柱とする「こども

医療圏プロジェクト推進事業」を実施いたしま

して、地域医療提供体制の充実を図ることとし

ております。また、これらの事業以外にも、自

殺者数の低減を図る「「自殺ゼロ」プロジェク

ト推進事業」や、動物愛護の推進を図る「「命

の架け橋」犬ねこの譲渡推進サポート事業」な

どを主要事業として取り組むこととしておりま

す。

次に、子育て支援対策に関しての国の動向に

ついてであります。国におきましては、子育て

支援対策として、本年４月から、医療保険にお

ける自己負担分を３割から２割に軽減する対象

年齢について、これまでの３歳未満から義務教

育就学前までに引き上げることとしておりま

す。しかしながら、従来から本県が国に対して

要望しております、国による乳幼児医療費助成

制度の創設など、次世代育成支援のための抜本

的な対策につきましては、具体的な動きが見ら

れない状況であります。安心して子供を生み、

育てられる社会づくりは、国を挙げて取り組む

べき課題でありますので、今後とも、子育て支

援対策の充実について、全国知事会、九州地方

知事会と連携しながら、国に強く要望してまい

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〕 お答

えいたします。

環境森林部の事業についてであります。当初

予算の編成に当たりましては、「新みやざき創

造計画」に沿って、１つは、自然と共生した環

境にやさしい社会づくり、２つ目に、災害に強

い県土づくりによる安全で安心な暮らしの確

保、３つ目に、環境を守り人と産業を育む林業

の振興の３つの視点から、各般の施策の展開に

努めることといたしております。特に重点施策

である植栽未済地対策につきましては、既存事

業に加えまして、「植栽未済地解消対策事業」

などの新規・改善事業合わせて11の事業に取り
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組み、約2,000ヘクタールの早期解消と新たな発

生を抑制するなど、総合的な対策を講じてまい

りたいと考えております。また、地球温暖化対

策のための取り組みを推進するほか、県民が親

しめる水辺環境づくりや、県民、団体、事業

者、行政等が連携した環境保全活動等も推進す

ることといたしております。これらの事業の展

開により、健全で多様な森林づくりが推進され

るとともに、豊かな自然環境や生活環境が保全

・創出されるものと考えております。

次に、植栽未済地対策における雇用について

であります。植栽未済地対策によりまして、植

栽、下刈り、間伐などの作業について相当量の

雇用が生まれるものと考えております。したが

いまして、厳しい環境にある建設業にとりまし

ては、新しい分野への参入の機会になります

が、林業は急傾斜地での危険度の高い作業も伴

いますことから、技術や資格を持った作業員の

養成が必要であると考えております。環境森林

部といたしましては、県内の建設業者に対しま

して、林業への参入に必要な情報の提供を行う

とともに、技術・資格取得研修の案内等を行っ

ているところであり、今後とも関係団体等と連

携を図りながら、林業に関する情報の提供など

を行ってまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、20年度の重点事業についてでございま

す。商工観光労働部におきましては、「新みや

ざき創造計画」に掲げます新規立地企業100社な

どの実現を目指しまして、各種事業に重点的に

取り組んでまいりたいと考えております。具体

的には、企業誘致活動の充実強化を図るため、

製造業界等の知識・人脈が豊富な民間企業経験

者を、企業誘致専門員として東京、名古屋等に

配置することといたしております。また、新た

に行います「食と健康・バイオメディカル産業

創造プロジェクト」におきましては、地域結集

型共同研究事業の研究成果の事業化を図り、新

商品開発やベンチャー企業の創出等を促進して

まいります。さらに、重点施策である建設産業

対策関連として、中小企業融資制度に建設産業

等支援貸付を創設し、金融面から経営基盤強化

や新分野進出を支援してまいります。また、観

光に関しましては、「おもてなし日本一」の実

現に向けて、地域別研修会の開催や観光関連団

体等の取り組みを支援する「宮崎おもてなし日

本一実践事業」を実施することとしておりま

す。これらの事業を通じまして、本県経済の活

性化や雇用の確保を図ってまいりたいと考えて

おります。

次に、企業誘致の状況等についてでありま

す。本年度の誘致状況につきましては、これま

でに件数で19件、最終雇用予定者数が1,090名

と、いずれも昨年度実績を上回っております。

特徴といたしましては、今回の補助金最高限度

額引き上げ後、初めての大型案件の適用が予想

される昭和シェルソーラーの太陽電池工場を初

め、自動車用部品や医療用機器、水や木材など

の地域資源を活用した製品の製造工場、雇用創

出効果の大きいコールセンター等の立地が決定

をいたしております。今後の誘致活動につきま

しては、これまでの取り組みに加え、企業立地

推進局の設置による組織体制の強化を図ります

とともに、企業誘致専門員を新たに設置するな

ど、一層の充実強化に努めてまいりたいと考え

ております。

次に、若年者の雇用状況と今後の対策につい

てであります。本年３月卒業予定者の就職内定
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率は、高校、大学ともに昨年同期と比較いたし

ますと、時期によって多少の増減はあるもの

の、おおむね順調に推移してきたところでござ

います。しかしながら、若年者の雇用状況につ

きましては、他の世代と比較して失業率が高

く、早期離職やフリーターの正規雇用への転換

など、多くの課題を抱えております。このた

め、「ヤングＪＯＢサポートみやざき」を中心

に、就職に悩む若年者を対象としたセミナーや

カウンセリングの実施など、職業意識の醸成か

ら就職活動、職場定着の支援まで、それぞれの

段階に応じて、きめ細かな支援を行っていると

ころでございます。また、ふるさと宮崎人材バ

ンクを通じた職業紹介や県内外での就職説明会

の開催など、若者と企業との出会いの場の提供

にも努めております。今後とも、宮崎労働局や

大学、高校など関係機関・団体と緊密な連携を

図りながら、本県の将来を担う若者が安心して

働き、その意欲や能力を十分発揮できるよう、

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

最後に、食品開発センターの活動状況等につ

いてであります。県内農産物など地域の資源を

活用して付加価値の高い商品を開発しますこと

は、食品加工業のみならず第１次産業の振興に

も貢献するものであり、大変重要であると考え

ております。このためセンターでは、農産物な

どを用いた食品開発の研究や企業との共同研

究、技術指導等を行っており、これまでに、県

産ブドウを使用したワイン、日向夏やユズのリ

キュール、干し大根のドレッシングなどさまざ

まな商品開発を支援し、事業化が図られており

ます。また、農産物の加工技術やカット野菜の

品質保持に関する研究開発などにも取り組んで

いるところでございます。さらに、県内外の産

学官が連携して取り組んでおります「地域結集

型共同研究事業」では、県内農産物のすぐれた

特性を生かした機能性食品の開発などを目指し

ておりまして、がん細胞の増殖を抑制する機能

が見出されたブルーベリーの葉の加工品の開発

などを進めているところであります。今後と

も、関係機関と十分に連携しまして、付加価値

の高い商品の開発に積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、平成20年度の農政水産部の予算につい

てであります。本県の農水産業を支える担い手

の育成確保などの課題への対応に加えまして、

近年顕在化しております、地球温暖化や飼料価

格の高騰などの新たな課題に適切に対応するた

め、特に３つの事業に力を入れてまいりたいと

考えております。まず、１つ目といたしまし

て、「きらり輝く山間地域農業活性化プロジェ

クト事業」であります。本事業は、県と関係市

町村が連携して、３年間で総額３億円の基金を

設置し、農業を核とした山間地域の創意工夫に

あふれた取り組みに対して、オーダーメードの

支援を行うこととしております。これにより、

集落みずからが描く将来像に向けて、主体的な

取り組みを促進し、山間地域の活性化を図って

まいりたいと考えております。次に、２つ目で

ありますが、「飼料価格高騰緊急対策事業」で

あります。本事業は、配合飼料価格の高騰に対

応して、自給粗飼料の作付推進や疾病対策を通

じた生産性の向上を図り、畜産経営の収益性の

確保に努めることといたしております。次に、

３つ目でありますが、「地球温暖化対応産地構

造改革モデル実証事業」であります。本事業
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は、総合農業試験場に研究センターを設置し、

本県農水産業への温暖化の影響を把握するとと

もに、温暖化に対応した技術の実証や、温暖化

を抑制する対策等を講じるものであります。こ

れらの取り組みにより、農水産業の担い手が将

来にわたって安心して経営を維持拡大できるよ

う、生産構造の改革に取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、食料自給率の向上も視野に入れた、本

県農業の振興についてであります。本県ではこ

れまで、地域の特色を生かして、米と野菜、畜

産などの多様な農作物を組み合わせた複合経営

を主体に、生産性の高い農業経営の展開に努め

てきたところであります。一方で、農業を取り

巻く情勢は、食の安全性をめぐる事件の発生

や、飼料価格の高騰など新たな課題が顕在化

し、農業経営に大きな影響を与えつつありま

す。このため、県といたしましては、これらの

課題に的確に対応するため、安全・安心日本一

を目指すブランド対策の取り組みを進めるとと

もに、農商工連携などを通じて、消費者ニーズ

に即した付加価値の高い生産体制の構築に努め

てまいりたいと考えております。また、飼料価

格高騰の影響緩和と飼料自給率向上の観点か

ら、トウモロコシや飼料米などの自給飼料の増

産を進めるとともに、衛生対策の徹底による家

畜の生産性の向上に取り組み、農業経営の収益

性の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。さらに、これらの取り組みとあわせ地産地

消と食育を一体的に進めることにより、食料供

給県として、我が国の食料自給率の向上に貢献

してまいりたいと考えております。

次に、配合飼料価格への対応であります。現

在、トウモロコシの燃料向け利用の拡大によ

り、配合飼料価格はトン当たり５万8,000円と、

平成18年に比べ１万5,000円高騰しております。

その影響は関連産業も含め甚大なものと認識し

ております。このため、昨年６月、関係機関と

「配合飼料価格上昇対応生産性向上推進会議」

を設置し、自給飼料の増産や家畜の生産性向

上、さらには食品残渣等の飼料化をそれぞれ５

％アップする３つの対策を展開しているところ

であります。県といたしましては、今回打ち出

されました国の飼料対策とあわせ、トウモロコ

シや飼料米等のさらなる増産に努めるととも

に、養豚農家への衛生指導を強化する等、「飼

料価格高騰緊急対策事業」を、新たに本議会に

提案しているところでございます。さらに、生

産コスト上昇分が小売価格に適正に反映されま

すよう、消費者、流通業者等への理解醸成にも

努めてまいりたいと存じます。

最後に、本県農産物の生産から加工、販売に

至る一連のシステム構築に向けた取り組みにつ

いてであります。良質な本県農産物の素材を生

かし、付加価値の高い加工品の製造、販売を通

して、生産者の所得の安定・向上を図ることは

重要であります。そのため本県では、県内の農

業団体や製造業者、販売業者、試験研究機関等

で構成する「食料産業クラスター協議会」を設

置し、地域の食材、人材、技術等の資源を有効

に結びつけ、新たな製品、新たな販路、新たな

地域ブランド等を創出するためのシステムづく

りに取り組んでいるところであります。今後と

も農商工の壁を越えた連携強化に積極的に努

め、農産物の１次加工品など、業務需要にも対

応できるシステムの充実強化に努めてまいりた

いと考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。
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県土整備部の当初予算についてでございま

す。平成20年度の予算編成に当たりましては、

「新みやざき創造計画」に沿いまして、安全で

安心な暮らしの確保、経済・交流を支える基盤

づくり、快適で人にやさしい生活空間づくりの

３つの観点から、県民生活に密接に関連した公

共施設の整備など、真に必要な事業を、重点化

を図りながら推進することとしております。特

に、県政の最重要課題でございます東九州自動

車道の整備につきましては、大分県境―北川

間、清武―日南間の新直轄事業負担金や、高速

道本線建設に必要となります工事用道路の整備

に要する経費などを大幅に増額し、一日も早い

全線開通を目指してまいりたいと考えておりま

す。

また、平成20年度重点施策でございます建設

産業対策につきましては、新たに「建設産業育

成総合対策事業」を創設し、新分野進出に対す

る助成の大幅な拡充や、地域企業育成型の総合

評価落札方式を導入するなど、技術と経営にす

ぐれた建設業者を重点的に育成・支援していく

こととしております。

次に、入札・契約制度改革についてでござい

ます。本県では、県議会や民間有識者及び県民

の方々の御意見や御提言も踏まえ、昨年３月に

「入札・契約制度改革に関する実施方針」を策

定し、より公正、透明で競争性の高い入札・契

約制度を確立するために、抜本的な改革に取り

組んでいるところでございます。また、並行い

たしまして改革の検証も随時行い、昨年10月に

は、建設産業の健全な発展を図り、良質な社会

資本の整備を進める観点から、最低制限価格の

見直しも行ったところであります。

しかしながら、建設投資が大幅に減少し、増

加が見込めない状況にあっては、技術と経営に

すぐれた業者が伸びていける環境づくりが不可

欠であると考えており、今後、価格と技術提案

等を評価する総合評価落札方式をさらに拡充す

ることが必要であると考えております。具体的

には、18年度から試行しております総合評価落

札方式において評価項目の見直しを行い、対象

事業を大幅にふやすとともに、新たに地域企業

育成型を導入し、地域に根差し、技術力や地域

貢献度の高い業者が受注しやすい環境を整備し

てまいりたいと考えております。今後とも、関

係団体等を含め幅広く意見を伺いながら、より

よい入札・契約制度の構築に向けて取り組んで

まいります。以上でございます。〔降壇〕

○病院局長（植木英範君）〔登壇〕 お答えい

たします。

県立病院の経営改革に関する一連のお尋ねで

ございます。

まず、平成18年度の改善要因についてであり

ますが、収入面では、７対１入院基本料の導入

や高度医療の実施による診療収入の増があり、

一方、費用の面では、現業部門の委託化、医薬

品等の共同購入の実施などによるものと考えて

おります。特に、７対１入院基本料の導入に係

る収益増は、年度途中の病棟再編を財源とした

人的資源の再配分を、まさに自立した病院局と

してスピーディーに行えたことも、その大きな

要因であったというふうに考えております。

次に、今年度の収支改善の見通しについてで

ありますが、昨年度に比べ、病院事業全体では

延べ入院患者数の増加が見込まれますととも

に、７対１入院基本料の通年効果等による収益

増が牽引する形で、経営改善が進展しておりま

す。このような傾向から、中期経営計画上のこ

としの目標も達成できる見通しであると判断を

しているところでございます。
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このように、これまで経営改善がおおむね順

調に進展しておりますのは、単に収支の改善に

向けた取り組みによるものだけではなく、並行

して診療機能の充実を図り、県民の皆様に対す

る医療サービスの向上に努めた結果であるもの

と考えております。具体的には、県立宮崎病院

「がん治療センター」の設置や、県立日南病院

「循環器科」の新設など診療機能の充実を図り

ますとともに、７対１看護体制の導入を初め、

一層質の高い看護の提供にも努めているところ

でございます。また、医療の質を向上させるた

め、認定看護師、がん薬物療法認定薬剤師な

ど、専門性の高い医療スタッフの育成にも取り

組んでおります。県立病院は、県民の皆様から

の厚い信頼と期待に支えられ、これまで、その

使命と役割を果たしてまいりました。今後と

も、高度で良質な医療を持続的、安定的に提供

していくためには、県立病院事業の経営健全化

が極めて重要であることを、病院局職員一人一

人が認識し、経営改善に向けて全力で取り組ん

でいることが、よい結果を出しているものと考

えております。

次に、平成20年度の収支の見通しでございま

す。現在、国におきまして、平成20年度の診療

報酬の改定作業が行われているところでござい

ます。この点で不透明な要素はございますが、

平成20年度は、引き続き７対１看護体制を維持

しながら、急性期医療に重点を置いた診療の提

供や新たな施設基準の取得など、診療機能の充

実に取り組むことにより、収益の確保を図って

まいりたいと考えております。一方、費用につ

きましては、業務委託の推進による人件費の節

減、共同購入など材料費の節減等に、さらに努

めてまいりたいと考えております。このような

取り組みにより、平成20年度の収益的収支

は、19年度の見通しより、さらに３億円余の改

善を見込んだ結果、単年度赤字を７億円台前半

までに圧縮して、８億円台後半としております

中期経営計画の年度目標を上回る改善を目指す

こととしたところでございます。今後とも、高

度で良質な医療の提供に努めながら、収益と費

用の両面からきめ細かな経営改善に取り組み、

目標達成に向け、病院局職員一丸となりまし

て、全力を挙げて取り組んでまいりたいと考え

ております。以上でございます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

新しい学習指導要領（案）についてでありま

す。国際化や高度情報化の進展など、急激に変

化しつつある現代社会においては、単に知識の

量を追い求めるだけではなく、みずから学び、

みずから考え、問題を解決する資質や能力、豊

かな人間性、たくましく生きるための健康や体

力など、いわゆる「生きる力」を子供たちに身

につけさせることが一層重要となっておりま

す。このため、基礎的、基本的な知識・技能の

習得はもとより、学習意欲の向上を図ること

や、課題を解決するために必要な思考力、判断

力、表現力等の育成が必要であるという観点に

立ちまして、今回の学習指導要領の改訂が行わ

れたものと認識をいたしております。県教育委

員会といたしましては、新しい学習指導要領の

趣旨や内容が一人一人の教師に至るまで十分理

解されるよう、周知徹底を図ってまいりたいと

考えております。

次に、教育長としての所感についてでありま

す。私は、就任以降一貫して、「あすの宮崎や

我が国を担う子供たちが、いかなる困難な試練

に直面しても決してくじけることなく、自信と

誇りを持って乗り越えていくことができるよ
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う、「たくましく生き抜く力」を身につけさせ

ることが、本県教育の役割である」と申し上げ

てまいりました。このため、知・徳・体の調和

のとれた健やかな子供の育成を目標として、本

県教育の目指す姿を明確にいたしますととも

に、中長期的視点に立ちまして、選択と集中に

より、優先的に取り組む重点施策を体系的に示

した戦略プロジェクトであります「はばたけ！

宮崎の子どもたち」を策定し、各般の教育施策

の一体的かつ総合的な推進に努めてきたところ

であります。おかげをもちまして、一貫教育の

推進を初め、命を大切にする教育の推進、障が

いのある子供の教育の推進、さらには、学校、

家庭、地域が一体となった地域教育システムの

構築による学校支援体制の整備等、新しい時代

に対応した教育基盤の整備が着実に進展したも

のと考えております。この中で、特に、今年度

の全国学力調査におきまして一定の成果を見る

ことができ、強い感銘を覚えたところでありま

す。これもひとえに、教職員の日ごろの真摯な

取り組みはもとより、保護者や市町村教育委員

会等の関係者の皆様方の御支援、御協力による

ものと、感謝を申し上げる次第であります。

社会経済情勢の急激な変化により、子供たち

を取り巻く環境が一層厳しさを増す中、これか

らの予測の難しい未来を切り開いていくすぐれ

た人材の育成は、本県の最重要課題となってお

ります。このため、これまでの取り組みの成果

を踏まえ、子供たちの豊かな個性や能力、可能

性を最大限に伸ばすことを目指しまして、「の

びよ！宮崎の子どもたち」を新たなスローガン

とします第２期の戦略プロジェクトに、平成20

年度から取り組むことといたしております。今

後とも、県教育委員会におきましては、夢や希

望を抱いて社会に貢献する気概を持つ子供の育

成に、全力で取り組んでまいりたいと考えてお

りますので、県議会を初め、県民の皆様方の教

育行政に対する一層の御理解と御支援を賜りま

すよう、お願いを申し上げます。以上でござい

ます。〔降壇〕

○星原 透議員 知事を初め、それぞれ答弁い

ただき、ありがとうございました。

それでは、再質問をさせていただきたいと思

います。

まず初めに、財政運営について、総務部長に

伺いたいと思います。７年連続のマイナス予算

の中で、歳入面では自主財源である県税収の減

少、歳出面では社会保障関係費や公債費の増な

どにより、財政運営が厳しい状況であることに

は間違いないと思っております。そこで、九州

各県と比較して、財政指標ではどのようになっ

ているのか。また、財政の弾力性を示す経常収

支比率や、地方債関係の実質公債費比率、起債

制限比率などを他県と比較した場合、九州の中

ではどれぐらいの位置にあるのかお伺いいたし

ます。

○総務部長（渡辺義人君） お答えいたしま

す。

御指摘のありました指標に基づきお答えさせ

ていただきますが、平成18年度の普通会計決算

ベースで申し上げさせていただきます。九州各

県の平均と比較いたしますと、財政構造の硬直

度をあらわす経常収支比率は、平均94.1％に対

しまして本県は92.1％で第２位と、ややよい状

況であります。しかしながら、柔軟性を失いつ

つあるとされます80％をはるかに上回ってお

り、財政構造の硬直化が進んでいるところでご

ざいます。

また、公債費負担の状況をあらわす２つの指

標のうち、まず起債制限比率につきましては、
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平均11.6％に対し、本県は10.6％と第３位であ

ります。次に、公営企業の元利償還金に対する

繰出金等を含めました実質的な公債費負担の状

況をあらわす実質公債費比率は、九州平均13.5

％に対し、本県は11.8％と第２位になっており

ます。現時点では、九州各県と比べ、いずれの

指標もよい状況でありますが、今後、公債費の

増加が見込まれますことから、十分に留意して

いく必要があるというふうに認識をいたしてお

ります。以上であります。

○星原 透議員 総務部長より答弁をいただき

ましたが、本県の状況は他県と比較して、指標

的には本当に健全な財政運営がなされているん

じゃないかな、そのように思います。一方、地

方団体の予算は、地方が独自に自主財源を確保

することが厳しい仕組みの中で、国の予算や地

方財政対策等に基づき予算の編成がなされてお

ります。一方では、税収が増加している愛知や

東京など大都市圏域との格差が広がり、福祉や

教育など国民生活の面でも徐々にその傾向があ

らわれている、そのように思っています。そう

いう中で、副知事は総務省から来ておられます

が、現在の地方財政の仕組みについてどのよう

な認識を持っておられるのか、お伺いをいたし

ます。

○副知事（河野俊嗣君） 御指摘の点は、まさ

に現在の地方財政が直面しております構造的な

課題であると考えております。特に都道府県財

政は、歳入全体に占める法人関係税の割合が大

きいために景気変動の影響を受けやすく、ま

た、大都市圏に本社、中枢機能が集中する傾向

に伴う税収偏在等の問題が生じているところで

あります。これまで、外形標準課税の導入であ

りますとか法人事業税の分割基準の見直しな

ど、さまざまな制度改正が行われてまいりまし

たが、経済社会の構造的変化に十分対応できて

いるかという課題が指摘されているところであ

ります。

分権型社会における地方財政のあるべき姿と

いたしましては、住民生活に不可欠な行政サー

ビスを確実に提供できるよう、財源を安定的に

確保するとともに、地方が必要な財源を、可能

な限り、みずからの権限と責任で賄えるような

仕組みにすることが必要であると考えておりま

す。このため、国と地方の税源配分を、まずは

５対５とすることを目標として、税源移譲を含

む税源配分の見直しによりまして地方税の充実

強化を図り、地方税中心の歳入構造を確立すべ

きであると考えております。その際、税源の偏

在が小さく、安定性を備えた地方税体系の構築

という観点からは、特に地方消費税の充実強化

を図っていくことが必要だと考えております。

またあわせて、地方税収の偏在是正だけでは地

域の財政力格差は解消されませんので、地方交

付税の財源調整機能と財源保障機能を適切に発

揮することが必要であると考えております。今

後とも、地方交付税の総額を確保するととも

に、制度の充実を図っていかなくてはならない

と考えております。

○星原 透議員 副知事や総務部長からの答弁

をいただいたところでありますが、知事どうで

しょうか、知事の考えと、今回、知事が予算編

成される中で、知事の裁量の範囲というのはど

れぐらいと受けとめたらいいんですか。よろし

くお願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 経常収支比率とか実

質公債費比率とか起債制限比率というのは、星

原議員は健全とおっしゃいましたけれども、九

州ではまあいいほうかなというような、あくま

でも相対的な指標でございますので、実質的な
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財政というのは厳しい状況は変わっていないと

思います。交付税におきましても、本県では350

億円削減されております。そういった状況から

も、今、副知事が申しましたように、地方の税

体系は、地方消費税を中心とした確保というの

が急務かなと思っております。それとあわせ

て、地方交付税というのは、財源調整と財源保

障機能がございますので、その辺は確保してい

ただきたいと、それは国に要望していかなきゃ

いけないと思っております。今後とも、地方の

税財源の確保・充実というのは全力で取り組ん

でいかなきゃいけないと思っております。

そして２問目の、私の裁量権の範囲の予算で

ございますが、20年度の当初予算の中で申し上

げますれば、約5,590億円の中で、使途が特定さ

れていない一般財源というのは約3,700億円ござ

います。その中で、人件費、公債費あるいは社

会保障関係費などで、法令等により削減が困難

なもの、いわゆる義務的支出が約3,250億円と、

一般財源の大半を占めております。予算編成に

おきましては、これら義務的支出を除いた約450

億円の経費についてマイナスシーリングを設定

し、財源の捻出に努めているところでありま

す。しかし、これらの経費の中でも、障がい者

自立支援の経費とか地方バス路線等運行維持対

策費など、数々の削減が困難なものがございま

す。よって、大変厳しい予算編成を強いられて

いるところでございます。

なお、私が記者会見で約30億円と申し上げま

したのは、新規・改善事業の一般財源額であ

り、知事が決定する新年度の新たな政策の実施

に要する経費のことであります。以上です。

○星原 透議員 今、九州の中でということ

で、財政が健全じゃないかと言ったのは、一つ

には、九州の中でいいほうなので、逆に我が宮

崎県は厳しい状況にありますから、もう少しそ

ういう点で知事裁量といいますか、知事の決断

で、少し県債を使ってでもやるべきじゃない

か、そういう意味から言ったつもりでありま

す。

それから、今、知事の答弁の中に、「新規・

改善事業の一般財源額が30億円程度と言った」

ということであります。そういう中で、全体枠

は5,600億円余となっているわけですが、その中

で１％以下ということになると、そんなものか

なというふうに思っておりまして、その辺あわ

せてそのように思ったところでございます。

ところで、知事は提案理由説明で、「日本経

済は全般的に回復基調を維持している」と言わ

れており、県民生活の中でその実感は、我々宮

崎県は非常に乏しいのじゃないか、そういうふ

うに思われておりますし、また、地域格差ある

いは所得格差も出ている、そのように私は思っ

ております。そういう中で、知事がよく大都市

圏等にトップセールスに行かれたり、県内各地

を回られているところでありますけれども、や

はり宮崎県、景気回復がなされていない、その

ように思っておるわけでありまして、今一番大

事なことは景気浮揚じゃないかな、そのように

思っております。これについての知事の見解を

お伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） おっしゃるとおりで

ございます。日本全体的には、ＧＤＰ等のこと

も含めて、景気が浮揚しているというふうな数

字は出ておりますが、御指摘のように、都市部

と地方との格差というのは存在すると考えてお

ります。景気浮揚と景気動向というのは、一都

道府県―都は外しまして、一地方だけで対策

するというのは限界があるかなと思っておりま

す。原油が上がって、サブプライムローンとか
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あれば、個人消費が落ち込んで、景気というの

が低迷していくのではないかなと思っておりま

す。宮崎県としては、その中にあって、景気低

迷が、あるいは景気の上昇というのが肌で感じ

られない著しい地域の一つだと考えております

ので、今後も、宮崎県の経済の浮揚、景気の浮

揚というのは、喫緊の課題、最重要課題かなと

思っております。そのためには、「産業振興あ

るいは雇用の拡大なくして宮崎の再生なし」と

私は考えておりますので、あらゆる施策で宮崎

県の浮揚、宮崎県の経済的な活性化というもの

を図っていきたいと考えております。

○星原 透議員 次に、子育て支援についてお

伺いしたいと思います。厳しい財政状況の中で

はありますけれども、今回、入院外の助成対象

年齢を３歳未満から小学校入学前まで拡大さ

れ、また、入院・入院外とも小学校入学前まで

の乳幼児に対し助成されるということで、この

点について大変評価をいたしております。しか

し、小学校あるいは中学校まで枠を広げる、そ

ういう検討はなされなかったのか、もし広げた

場合はどれぐらいの予算が必要なのか、その辺

について福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 乳幼児医療費

助成の対象年齢の拡大は、県や市町村の大幅な

負担増を伴うものでありまして、財政状況が厳

しい中、この事業の実施主体である市町村から

の要望等を踏まえて、小学校入学前までを前提

として検討してきたところであります。それ以

上の拡大につきましては、今後、国において、

次世代育成支援対策の枠組みが見直される中

で、総合的に検討されるべき課題であると考え

ております。

○星原 透議員 数字はなかなか厳しいようで

あります。

次に、道路特定財源の確保についてでありま

す。答弁では、「もし仮に暫定税率が廃止され

れば、高速道路の全線供用の見通しが全く立た

なくなり、新たな国県道の整備着手と整備中箇

所の事業継続も困難になり、さらに維持補修な

どができなくなり、結果的には道路予算以外の

予算を充てることとなり、ほかの分野まで多大

な影響が出る」、そのように申されたところで

あります。そうなりますと、私はやはり、予算

編成の組み替えが生じたり、また県民生活にも

影響が出るんじゃないかな、そのように思って

おります。そういう中で、知事は今回の提案理

由説明の中では、この道路特定財源、暫定税率

の廃止については全然触れておられませんが、

私は最重要課題だというふうに思っておりま

す。知事の考え方をお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、仮

に暫定税率が廃止されました場合には、地方道

路交付金、あるいは県税及び地方譲与税合わせ

て118億円の減が―20年度予算ですけれども

―見込まれるわけでございます。こういった

ことが起こると、予算の見直し等も含めまし

て、県民生活に多大なる影響があるのではない

か、生ずるのではないかと思っております。し

たがって、道路特定財源確保あるいは暫定税率

の維持というものは、私も非常に重要な課題だ

と考えております。

○星原 透議員 次に、建設産業関連で質問さ

せていただきます。先日の新聞報道によります

と、本県と同じように談合汚職事件が発生し、

昨年10月から指名競争入札を全廃した福島県

が、４月から１年間、試行的ではありますが、

予定価格1,000万円未満の工事を対象に、指名競

争入札を復活させる方針が決定したようであり

ます。理由としては、低価格入札が増加し、地
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域密着型の1,000万未満の少額工事において、早

急な工事が必要にもかかわらず、応札者がいな

かったり、参加者が１者しかいないといった

ケースや、入札手続期間が長くなったとか、い

ろんな不満の声があったということでありま

す。本県においても、昨年12月ごろからことし

１月にかけて、特に県北地域で災害復旧工事等

に入札不調が多発しているようでありますが、

低価格の工事で応札者がいないとか、あっても

数者で、不落・不調になった事例がどれぐらい

あるのか、その対応はどのようになっておるの

か、県土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 応札者が１者

もない入札不調につきましては、県土整備部に

おきまして、19年度１月までに建設工事で42件

発生しております。今お話ございましたよう

に、年度後半になり、県北地域で多く発生して

いる状況にあります。うち33件につきまして

は、等級区分等の入札参加資格の見直しなどに

よりまして再度の入札を行い、工事に着工して

おります。現時点では、残り９件が引き続き入

札手続中という状況でございます。

発生の主な原因といたしましては、国、市町

村を含む公共工事の発注が年度後半に集中した

ことが考えられますが、そのほかにも、小規模

な工事におきまして業者が応札を敬遠する傾向

にあること、小規模業者の一般競争入札の導入

時期が年度後半でございまして、制度にふなれ

であったこと等が関係しているのではないかと

考えております。入札不調は工事のおくれにつ

ながりますことから、引き続き発注時期の平準

化に努めてまいりたいと考えております。あわ

せて、小規模業者に対する入札制度等の啓発を

行ってまいります。以上でございます。

○星原 透議員 数字的には結構多いな、その

ように思ったところであります。少額な工事ほ

ど、地域住民にとっては身近な工事でありま

す。なおまた緊急性も高い、そのように思って

おります。こういう状況が続けば、今後、災害

等が起こった場合、仮復旧や応急工事を請け負

う業者がいなくなるんじゃないかな、そういう

ふうな心配もしておるところでございます。そ

こで、私は、原因として、設計積算のあり方、

あるいは現場条件や施行条件等に甘さといいま

すか問題があるんじゃないかな、そのようにも

思っております。適正な予定価格を設定してい

ないからじゃないかな、そういうふうに思うの

ですが、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） お答えいたし

ます。

予定価格につきましては、工事箇所の現地を

確認・調査させていただきまして、現場の条件

とか施行の条件を十分把握した上で、工事に必

要となる経費を基準として設定しているところ

でございます。また、これらの条件につきまし

ては、図面ですとか仕様書等において詳細に明

示しているところでございまして、この条件に

ついては、入札前に発注者への質問ができると

いう仕組みになっております。なお、契約後、

条件に変更が生じた場合におきましては、工事

請負契約約款に基づき、適正に設計変更するこ

ととしております。今後とも、実態に合った予

定価格の設定に努めてまいりたいと考えており

ます。

○星原 透議員 なおまた、建設業界の皆さん

からいろいろ要望いただいているんです。その

中で、一般競争入札になって仕事を受注できる

かどうか見通しが立たない、あるいはまた、仕

事をとりやすい状況にしてほしいとか、災害協

定を締結しているようですが、そういう人たち
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にはある程度の点数的なものの配分も上げてほ

しいとか、最低制限価格、これ上げてもらった

んですが、やっぱり今の状況では大変厳しいの

で90％以上にしてもらえないか、あるいは事後

公表をしてもらえないかとか、そんなことが要

望されております。そういう中で知事の考え。

そしてまた、先ほど言いましたように、福島

県は1,000万以下をまた指名競争入札に戻すとい

うことでありますが、この点について知事の考

えをお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御案内のように、昨

年10月に最低制限価格を引き上げさせていただ

きましたけれども、この状況を見ながら現場の

意見も十分に取り組みながら、今後対応を考え

ていかなきゃいけないとは思っております。御

案内のように本県は、一昨年の官製談合によっ

て、県民の県政に対する信頼を著しく失墜した

わけでございます。これを回復するのが一つ大

きな目標ではないかなと思っております。その

ためには、一般競争入札を公正で透明で競争性

の高い入札・契約制度に改革、改善することが

必要ではないかなと考えております。また、電

子入札とか入札参加資格の事後審査の導入によ

り、入札のスピード化とか応札者の事務負担の

軽減等も図っているところであります。このよ

うな制度の改善をさらに進めるとともに、建設

産業を取り巻く厳しい経営環境も踏まえまし

て、基本的には、一般競争入札の枠組みの中

で、地域企業育成型など総合評価落札方式を大

幅に拡充するなどして、地域に根差し、技術力

や地域貢献度の高い業者が受注しやすい環境

を、今後とも整備してまいりたいと考えておる

ところでございます。

○星原 透議員 福島県の1,000万以下の指名競

争については、何らかの考えはありませんで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 福島県はまだ検証結

果が出ておらないと思いますので、その辺は参

考にさせていただく余地はあるのかなと思って

おります。

○星原 透議員 今いろいろ答弁を聞いてきた

ところなんですけれども、来年度の重要施策の

一つ、三本柱の一つということで建設産業対策

を取り上げておられるわけでありますが、この

事業の内容を見てみますと、セミナーの開催や

若手技術者育成支援等の人材育成、あるいは無

利子貸し付け、低金利の融資など、どちらかと

いえばソフト面の対策が主体になっているん

じゃないかなと思います。ですから、どっちに

しても業者の皆さんは借りた金は返さないか

ん。返す金に困っているのが今の建設業者の大

半じゃないか、そのように思っております。

今、建設業者の皆さんは、生き残りをかけて必

死に努力、苦悩をされております。私の知り合

いの会社でも、この２～３年で10社以上の方が

倒産をしております。今回のこの対策で本当に

十分だと知事はお考えか、再度伺います。

○知事（東国原英夫君） ハード面での対策と

いうのは、なかなか難しいものがあると思うん

ですが、やはり地域貢献度とか技術力とか、そ

ういった自助努力とか企業努力をされている方

たちが、公正で公平な、あるいは自由な競争の

中で生きていくということの環境の整備という

のが一番大切かなと思っております。全体的な

公共事業というのは、毎年３～５％ずつ減らさ

れているわけですから、その中で建設・土木業

の方たちの環境が厳しくなるというのは、いた

し方ないことかなと。それでは視点を変えて、

その方たちが新産業あるいは新分野に進出する

こと、あるいは統合等も含めた、あるいは事業
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拡大も含めた、そういったものをサポート的に

支援するということが重要になるかなという考

えのもとに、こういう施策をさせていただいた

ところでございます。

○星原 透議員 今、環境整備の面というふう

に言われましたが、ここ５～６年、公共工事予

算が減額されてくる中で、今回、建設産業、業

界の皆さん方は、三本柱に入ったということ

で、多分、事業費の面でも期待していたんじゃ

ないかなと思っていました。私もそのように

思っておりました。ですから、公共事業費を前

年度並みに編成する、あるいは、以前あったん

ですが、生活関連枠、特別枠みたいな事業を組

まれているのかなと、期待をしておったところ

でもあります。そういう中で、鹿児島県の当初

予算を見てみますと、普通建設事業費のうち、

県単公共事業費は前年度比99.1％と大体同額。

その一方、本県の場合は94％となっているわけ

でありまして、せめて前年度並みの県単公共事

業費にする、あるいは特別枠を設けていただく

とかして、現状を打破してもらえるんじゃない

かなと期待しておったと思うんですが、再度知

事の考えをお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 特別枠が設けられた

ときの第１期の財政改革推進計画では、県単の

公共事業が前年度比30％減などから手当てされ

たものだと伺っております。また、第２期で

は、原則５％減とシーリング率を大幅に緩和し

ております。それとともに、東九州自動車道の

整備とか公共施設の県単維持管理経費について

は、所要額を確保しているところでございま

す。特別枠に関しましては、第１期の事情もご

ざいますけれども、財政等の状況の厳しさもご

ざいますので、現状ではちょっと厳しいかなと

いうことでございます。

○星原 透議員 それぞれありがとうございま

す。

いろいろ申し上げてきたんですが、やはり県

民が幸せ感、あるいは豊かさ感とかそういうの

にならなければ、知事の言われる県民総力戦と

いうのは無意味になるんじゃないかな、私はそ

ういうふうに思っています。今回は、景気・雇

用、あるいは自主財源を確保するためのいろん

なことをやっていくべきじゃないかな、そのよ

うに思って質問をしてきたところであります。

そういう中で、カジノの件でありますけれど

も、来年の通常国会に提案されるというような

話も出ておるわけでありますから、やはり自主

財源づくりには非常に必要なカジノじゃないか

なと思っております。沖縄県では、２人も担当

を置いて研究しているようでありますから、我

が宮崎県でも、もし考えがあるのであれば、そ

ういう取り組みをしておったほうがいいんじゃ

ないかなとも考えるんですが、知事はどのよう

にとらえていらっしゃいますか。

○知事（東国原英夫君） 先ほども答弁で申し

上げましたとおり、多角的、多面的な視野で考

えなきゃいけない問題だと思いますので、慎重

に考えさせていただきたいと思っております。

○星原 透議員 時間のほうも過ぎてまいりま

した。私の持ち時間はまだ６分ほどあるんです

が、もう随分過ぎました。

最後に、知事の政治的判断というんですか、

決断、そういうものが最後は必要かなと思いま

す。厳しい中ではあろうと思いますけれども、

県民が本当に知事に期待しているものを、それ

ぞれ耳を傾けていただいて、積極的に頑張って

いただくことを期待しながら、私のすべての質

問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）
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○坂口博美議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午後０時10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、自由民主党、48番野辺修光議員。

○野辺修光議員〔登壇〕（拍手） 午後の大変

眠たい時間でありますが、午前中に引き続き、

自由民主党を代表して質問を続けさせていただ

きたいと思います。

知事は、「宮崎から日本を変える」「宮崎の

歴史が変わる」と言われているわけであります

が、理想とされる社会像をどのように描かれ、

その上で2008年をどう位置づけ、理想像へのア

プローチを展開されようとしているのか。ま

た、就任から今日まで、中央等で大変な活動、

行動をなされていらっしゃるわけであります

が、みずからのそういう行動等をどう評価され

ておられるのか。さらには、大変お忙しい中

に、国等への要望、陳情等も行われているわけ

でありますが、現在の陳情政治とも言うべき姿

をどう考えておられるのか、伺っておきたいと

思います。

さて、本論に入らせていただきます。地方分

権改革推進委員会は、昨年11月に中間取りまと

めを行い、当面６月に予定される骨太方針2008

に反映されることを前提に、春以降に順次勧告

を提出するスケジュールで審議が本格化してお

ります。政府も、福田総理が、秋の中間取りま

とめを受けた分権推進本部の席で、「地方分権

改革は現内閣の最重要課題である」と明言し、

役所の利害にとらわれず、政治的リーダーシッ

プを発揮することを各閣僚に求め、増田総務大

臣も分権改革の半年前倒しの意向を示し、政府

が一体となりスピード感をもって取り組むこと

を表明し、意気込みを示されたところでありま

す。

このように順調に見える分権改革であります

が、各論に入りますと、いずれも困難な課題が

横たわっています。大きくは、行政事務の国に

よる義務づけ廃止、県から市町村への事務・権

限の移譲、国の出先機関の整理、分権社会にふ

さわしい地方財政秩序のあり方とありますが、

いずれも大変困難な道のりがかいま見えます。

第１次分権改革で残された最大の課題も、分権

型社会にふさわしい地方財政秩序の構築であり

ました。平成12年４月の地方分権推進一括法の

施行以来、この地方財政秩序の構築に向け、三

位一体改革が行われ、分権社会の構築に向け

て、地方にも提案が促されたところでありまし

たが、結果は、交付税5.1兆円の削減、税源移譲

３兆円は行われましたが、国庫補助負担金は差

し引き１兆円の減となり、また、この平成20年

度の地方財政対策では、短期的措置と思われま

すが、マクロで法人事業税が地方対策と称し、

国に召し上げられ、地方法人特別譲与税として

都市と地方の格差是正に使われます。税源に乏

しい本県にとっては一見有利と見られ、いいの

ではという意見もあり得るところであります

が、国の財源で措置すべきが筋であり、地方の

財源で地方を助けるものであってはならないと

考えます。さらには、地方交付税の特別枠、地

方再生対策費4,000億円についても、交付税を通

じて市町村、特に財政状況の乏しい地域に重点

配分するとされ、市町村では人口１万人規模

で8,000万円程度であり、効果が期待できるとこ

ろでありますが、これの原資も、地方税の偏在
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是正により生じる財源を活用することとされて

おります。したがって、新年度の交付税総額15

兆4,000億円は前年度を2,000億円上回り、また

交付税の代替財源である臨時財政対策債を含め

た実質的な交付税では、前年度を4,000億円上

回っており、これまで減少を続けてきた交付税

が増加に転じたことは大いに結構なことと評価

するところでありますが、地方再生対策費4,000

億円を除くと横ばいであることを直視する必要

を指摘しておきたいと思います。つまり、国か

らの税源移譲ではなく、本来地方の財源である

ものを振り向けることは、地方財政にとって恒

久的、抜本的解決策につながらないと思うので

あります。地方分権改革の最大のテーマの一つ

である国対地方の税源比５対５が先行き不透明

にならないためにも、消費税における地方消費

税の割合の引き上げなど、地に足がついた主張

を行っていくべきものと考えます。そこで、知

事の地方分権改革に対する基本的な考え、国と

地方の税源配分に対する考えをお聞かせくださ

い。

次に、行政組織改革についてであります。

県は、昨年秋に、出先機関の再編構想を策定

し、２～３年内に具体化するとの方針を示され

たところであります。この４月には、新みやざ

き創造戦略の着実な推進を図るため、本庁組織

と並んで出先機関も一部再編されるとのことで

あります。出先機関再編の理由として、交通・

通信網の発達などにより、住民活動や産業経済

活動が広域化していることや、市町村合併や市

町村への権限移譲といった地方分権改革の進

展、さらには現下の厳しい財政状況などによ

り、再編は不可欠ということであります。こう

した社会経済情勢の変化などへの的確な対応

や、より効率的・効果的な組織改革は、基本的

には是とするものであります。今回、本庁組織

において、臨機に中山間地域対策を講じられた

ことには敬意を表したいと思います。しかし、

今後さらに、県の行政組織には、職員数の削減

や本庁から出先機関への権限移譲といった取り

組みとあわせ、県民のニーズが高度化・複雑化

する中、県民の期待にこたえる県政を展開する

ために、国から都道府県、都道府県から市町

村、市町村から住民へと金と権限が流れていく

中央集権的な組織から、県民の視点に立った企

画実践型の行政組織へと転換していくことが求

められていると考えております。このような意

味から、出先機関の再編に当たっては、今回の

ような部分的な統廃合を行うのではなく、各地

域ごとに総合的に県行政を担う、例えば地域振

興局等を設置する方向で、いま一度そのあり方

を検討し直す必要があるのではないでしょう

か。そして、その局長には部長級を充てるなど

して地域重視の組織にすべきと考えますが、い

かがでしょうか。また、４月から本庁組織に部

内局が新設されます。対外的に事務事業の重要

度をアピールする効果は期待できますが、一方

で部内において、部長と局長の権限調整、決裁

の効率化を図ることがより大切と考えます。そ

こで、これらのことを含め、本庁、出先機関を

通じ、県組織のあり方についてどう考えてい

らっしゃるのか、知事に伺いたいと思います。

次に、公益法人についてであります。

国の行政改革の一環として、明治期の民法施

行以来100年余り続いた公益法人制度が改革の緒

についたところであります。平成18年５月に公

益法人改革関連三法案が成立し、今年の12月に

全面施行の見通しとされております。所管官庁

の設立許可制による公益法人は廃止され、これ

にかわって、登記だけで法人格を得られる一般
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社団法人、一般財団法人が新設されることにな

り、現在全国で２万6,000の公益法人は、５年以

内に新制度へ移行手続をとることになります。

この５年の移行期間内に、公益認定等委員会が

審査し、公益性の有無を判断し、公益性ありと

されれば、公益社団法人、公益財団法人とさ

れ、法人税などの税制上の優遇を引き続き受け

ることができることになります。また、委員会

に申請を行わなければ解散とみなされることと

なります。新制度の長所としては、登記のみで

法人の設立ができることになり、所管官庁の縛

りがなくなり、活動分野や組織の再編など自由

度が増すことが期待される反面、公益性がない

と委員会に認定されますと、税制上の優遇がな

くなり、団体によっては存続が危惧されること

があり得るのではないでしょうか。そこで、現

在、県下の公益法人数はどれぐらいなのか、ま

た、12月以降、知事は、公益認定等委員会の意

見を聞き、公益性の判断をすることになります

が、この場合の判断基準はどのようなものにな

るのか、総務部長にお尋ねしておきたいと思い

ます。

次に、中山間地域対策であります。

今から17年前の平成３年に、当時、高知大学

教授であった大野晃現長野大学教授が、住民の

過半数が65歳以上で、独居老人世帯が増加し、

冠婚葬祭など集落の社会的共同生活の維持が困

難な状況に置かれている集落を「限界集落」と

名づけ、その消滅に警鐘を鳴らしてきました。

それが今日、急にクローズアップされてきたの

は、地方交付税の削減や小規模市町村の解消を

図る平成の大合併により、小さな自治体の住民

サービスが低下し、また、道路整備などのイン

フラ整備が逆に若年人口の流出を招き、限界集

落の増加を加速させたと指摘されたことによる

ものであります。本県においても、多くの集落

で全国の平均を上回る速さで人口減少や高齢化

が進んでおり、将来の「まち」の姿に大きな不

安を抱いている住民は多いと考えます。農地や

森林の荒廃など、産業や環境の面での課題、あ

るいは医療や福祉など、限界集落にはさまざま

な問題がございます。まず、知事は、こうした

過疎化の進行と限界集落の本県における現状に

ついてどのように認識しておられるのか、お聞

かせください。また、農山漁村に限らず、都市

部においても高齢化が著しい自治会や町内会で

は、お祭りやイベントを初め、消防団活動など

コミュニティー活動を維持・継続することが困

難になってきているところであります。こうし

た中、住民やＮＰＯ、民間事業者などが主体的

に連携してコミュニティーを創成したり、身近

な課題を解決していく新たな公共の考え方が重

要となってきております。県は、こうした高齢

者が大半を占めるような集落における地域コミ

ュニティーの維持・再生に向けてどのように取

り組もうとされておるのか、地域生活部長にお

尋ねしておきたいと思います。

限界集落の多くは農山村地域であります。日

本の原風景でもあります。豊かな自然や歴史・

文化を有する食料の供給基地であるとともに、

水源涵養や地球温暖化防止など公益的な機能を

担っております。また、山間部の河川上流に位

置するところが多く、こうした集落が消滅する

と、山や村、田んぼや河川は荒廃し、災害など

の視点からも、町なかに住む住民の生活に大き

な影響を及ぼすことも考えられます。このよう

に、農村の集落機能の低下は、農地や農業関連

施設などの維持管理を困難にし、国土保全や洪

水防止などの機能が衰退してしまうおそれがあ

るなど、さまざまな問題が懸念されます。そこ
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で、こうした現状をどう認識され、どう対策を

講じられようとしているのか、農政水産部長に

お尋ねします。

次に、中山間地域の生活交通の確保について

であります。集落機能の維持にとって、生活交

通の確保は不可欠であります。集落の人々は、

買い物や医療、教育など、地域の中心的な街に

依存しなければ生活できず、交通手段は自家用

車に頼るほかありません。このような中、ひと

り暮らしのお年寄りや学生など交通弱者にとっ

ては、公共交通機関であるバスが重要なライフ

ラインとなります。採算性の低い過疎地ではそ

の多くが縮小・廃止されてきています。こうし

た現状を受けて、各市町村が運行するバス路線

の延長は増加してきておりますが、厳しい財政

状況から、市町村はその負担に苦しんでおりま

す。そこで、市町村が導入するコミュニティバ

スの現状をどう理解されているのか、また、コ

ミュニティバス事業を開始する際、運行計画策

定に複数の市町村がかかわることを考慮し、県

が積極的役割を果たされるお考えはないのか、

地域生活部長に伺います。

また、関連して企業局長に伺ってみたいと思

います。企業局では、水源涵養機能維持のた

め、平成18年度から、ダム上流域の1,000ヘク

タールの未植栽地対策として、針葉樹と広葉樹

の混交林を造成する「緑のダム造成事業」を行

われております。大いに評価するものでありま

すが、一方で、水源涵養の維持には、森林を

守っている中山間地域の集落機能の維持が不可

欠であります。こういった観点から、中山間地

域の交通手段の確保のため、バス事業を行うこ

とはできないのか、伺っておきたいと思いま

す。

次に、高速交通体系についてであります。

まず、高速道整備でありますが、昨年11月に

道路の中期計画素案が公表されました。今後の

道路行政のあり方を左右する重要な計画案であ

ります。この計画は、そもそも揮発油税などの

暫定税率を今後10年間延長することで成り立つ

ものであり、高騰を続ける石油製品価格を見る

とき、国民生活の安定といった視点から、大変

苦しい政策選択でありますが、本県を初め、我

が国の道路整備の現状から、国民、県民の理解

を得ながら計画の実施に向けて邁進すべきと考

えます。中期計画では、高速道路を含む基幹

ネットワークの整備に加え、通学・通勤道路対

策、渋滞対策など、地域にとって経済、生活に

不可欠な基礎的インフラの整備目標を掲げてお

り、10年間で65兆円の事業費を見込むもので、

その実施が大いに期待されるところでありま

す。一方で、素案では、高規格幹線道予定路線

を含めたすべての未開通区間の整備の方向が示

され、一部区間では、費用対効果などを考え、

２車線化や既存道路を活用するとされておりま

す。この意味するところは、２車線区間はとも

かく、既存道路を活用とは、「つくらない」と

いうことであります。昭和40年の全国の高速道

路建設構想から、もう既に40年以上が経過いた

しました。確かに政治力の不足もあったかもし

れません。しかしながら、県民一丸となって40

年余り取り組み、順番を待ち、そのあげく、少

し完全なものではないが我慢してほしいでは、

残念としか言いようがないのであります。道路

の中期計画案を受けて、東九州自動車道日南―

志布志間、九州横断自動車道延岡線山都―延岡

市蔵田間について、どう対処しようと考えてお

られるのか、知事にお伺いしておきます。

次に、新幹線の整備であります。新幹線構想

は、昭和45年に制定された全国新幹線鉄道整備
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法に基づき、全国をくまなくネットする全国新

幹線鉄道網として構想が策定され、現在５ルー

トが整備新幹線と位置づけられて、建設中か着

工間近となっております。鹿児島県が３年前に

新幹線を開通させ、観光に経済に大変元気が出

ております。鹿児島が今日を迎えるに当たって

は、昭和45年４月に新幹線建設期成同盟会をス

タートさせるなど、早くからの熱心な建設促進

運動を粘り強く続けられてきた地元の熱意のた

まものであると伺っております。現在、宮崎を

含む北九州から大分を経て鹿児島に至る東九州

ルートは、基本計画区間として存在しておりま

すが、国の財政事情などから、事実上、実現は

困難視されております。この状況を打開する方

策として、フリーゲージ規格方式による道を模

索する動きもありますが、私は、やがて福岡―

鹿児島間に全線開通するフルゲージの九州新幹

線を活用するルートを提案いたしたいと存じま

す。これは、基本計画区間のうち、最初に鹿児

島から宮崎までをつなぐということに力を入れ

るというものであります。まず、このことにつ

いて知事はどう考えていらっしゃるのか、伺っ

ておきたいと思います。

次に、一つの提案をさせていただきます。具

体的には、鹿児島県の川内から分岐させ、現在

の霧島市へ向かい、都城を経由し宮崎へ至る

ルートで新たな建設運動を提起するというもの

であります。延長115キロであります。この案の

東九州ルートに比較しての有利性は距離であり

ます。なぜ距離にこだわるかは、当然、建設費

であります。地形が類似する新八代―鹿児島中

央間の127キロは約6,400億円の建設費でありま

す。１キロメートル当たり50億円であります。

ちなみに鹿児島県の負担は、建設費のおおむね

３分の１、うち90％起債が認められ、そのうち

の２分の１が交付税へ算入されております。こ

れで本県の負担を想定してみますと、宮崎から

鹿児島県境までを約50キロと見たとき、2,500億

円の建設費がかかります。この建設費が仮に10

年間かかるとして年間250億円であります。その

３分の１の80億円の負担でありますが、90％起

債充当し、残りの当座の県の持ち出しは８億円

であります。このことは、後の特別交付税措置

の要因になるのではないかとも考えるのであり

ます。とにかくわずかな負担で建設可能と考え

られますので、年間８億円の県負担で県民に夢

と利便と経済の活性化をもたらすとすれば、す

ばらしいことと思われます。知事の御所見を伺

います。

次に、介護保険についてであります。

平成12年４月に介護保険制度がスタートし、

開始後５年目の大幅な見直しを終え、順調に機

能しているかに見えます。しかしながら、ここ

に来て幾つかの課題が見えてまいります。ま

ず、介護保険制度の保険者の問題であります。

現在、社会保障制度・医療制度は、平成13年10

月に閣議決定された医療制度改革大綱のもと、

改革の途上にあります。この大綱の流れで、こ

の４月から、75歳以降を対象とする後期高齢者

医療制度がスタートし、年金、医療制度におい

てはそれぞれ一元化が議論されております。介

護保険についても、現在の市町村が保険者であ

ることを改め、より広域で運営していくことが

目標とされておりますが、当面、後期高齢者医

療制度のように、県を単位に運営することが現

実的であると考えます。市町村が保険者か県が

保険者かは別として、市町村ごとに保険料が異

なることは是正すべきであります。知事の御見

解をお願いいたします。

次に、介護分野の人材の流出及び不足の問題
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であります。今、介護の世界から人材の流出が

なぜ起こっているのか。専門学校などの人材養

成機関の定員割れが発生しているのはなぜで

しょうか。いよいよ本格的な高齢社会を迎えた

にもかかわらず、介護崩壊が始まったのではと

懸念しております。本県における状況において

も、かなり深刻であると伺っております。もと

もと就労機会の少ない本県においても、希望を

持ってこの分野に進出が続いたのに、ここに来

てブレーキがかかっております。このままこう

した状況が進行すれば、必要な人材が支障を来

す事態が想定されます。そこで、福祉保健部長

にお尋ねいたしますが、県内の介護分野のこう

した状況をどう認識されておられるのか、ま

た、今後の対処方針についてお尋ねしておきた

いと思います。

次に、中小企業対策についてであります。

企業にとりまして一番の課題は、資金対策で

あります。今後の資金需要への対応について伺

いたいと思います。県内の製造業は、中小企業

が事業所数で98％強、従業員数で約７割を占め

ており、中小企業の振興なくして宮崎県の産業

振興は望めるはずもありません。しかし、中小

企業の多くは、原油や原材料などの価格上昇分

を製品やサービスへ転嫁できず、また、公共事

業の減少などでその９割が収益を圧迫され、依

然として厳しい経営環境の中であえいでいま

す。県ではこれまで、中小企業者に対し、長期

の低利融資制度を設け、支援されてきたところ

であります。昨今の新規貸付実績は、景気の回

復もあり、好調であると伺っておるところであ

りますが、新たな取り組みとして、無担保ス

ピード保証融資の要件緩和や再チャレンジ枠が

創設されるなど、中小企業にとって大きな支援

になると期待いたしております。しかし、融資

制度のほとんどは信用保証協会の保証が必要で

あり、保険事故率の高まり等に対応するため、

保証協会と金融機関とが適切な役割分担をする

責任共有制度を導入されると聞いております。

金融機関にもリスクが生ずることから、金融機

関の対応次第では、中小企業の資金調達に大き

な影響が生ずることも懸念されます。緩やかな

がらも続いているとされる景気回復が、地方の

中小企業にも実感できるためには、資金需要に

迅速・適切にこたえることなど、中小企業に元

気の出る取り組みが欠かせないと考えます。そ

こで、商工観光労働部長に伺いますが、現在ま

での金融対策の業種ごとの成果と課題、並びに

現在の社会経済情勢を踏まえ、今後どう取り組

まれるのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。

次に、林業振興についてであります。

今日の中山間地域の一番の課題は、所得の確

保であります。木材価格の低迷が今日のような

中山間地域の疲弊を生み出したと言っても過言

ではないと考えますとき、木材価格の上昇のた

め、どのような林業施策が必要と考えておられ

るのか、まず、知事に伺っておきたいと思いま

す。

さて、同様の視点から質問でありますが、安

定的な県産材の需要拡大に結びつく企業の進出

は、森林所有者の所得向上や新たな雇用にもつ

ながり、地域経済の活性化も図られると期待さ

れます。日向市に進出の意向を持つ中国木材株

式会社でありますが―きょうの新聞にも出て

おりましたが―この会社は、優良材の生産は

もとより、ほとんど厄介者扱いの間伐材や曲が

り材、欠陥材の有効活用のため、杉とベイマツ

の異樹種集成材の開発に道を開いたメーカーで

あり、加えて、端材、おが粉、樹皮の乾燥用燃
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料化やバイオマス発電など、その経営は先端的

な面を見ることができます。また、６隻の大型

木材専用船を所有し、物流にも強みを持ってお

ります。そこで、木材の集荷において、日向を

拠点とする耳川水系のみを想定するのでなく、

例えば、整備が進んだ串間市の福島港を県南の

木材の集積場として利用するならば、一部で危

惧されている原木の供給、また過伐による耳川

流域の荒廃にも十分配慮できると考えるもので

あります。このような視点から、県全体の林業

振興に資するものと考えます。地元との対話を

含め、積極的な役割を果たしていかれる考えは

ないか、知事に伺います。なおまた、環境森林

部長には、仮に中国木材の進出があった場合の

経済効果や雇用数などはどうなるのか、伺って

おきたいと思います。

次に、農業振興についてであります。

本県は、温暖な気候と豊かな自然を生かし

て、安全で安心な農産物を全国に供給してお

り、平成18年の農業生産額ではこれまで最高の

全国第５位になるなど、日本有数の農業県と

なっております。一方で、燃油価格や飼料価格

が高騰する中、これらを市場価格に転嫁するこ

とは難しく、農業経営は厳しさを増しておりま

す。そこでまず、県内の農業経営の現状につい

て知事はどう認識されるのか、伺っておきま

す。

さて、近年、進行が加速していると言われて

いる地球温暖化への対応についてであります。

温暖化による農業面での具体的な影響として

は、乳白米の増加など水稲の高温障害や、果実

の着色不良、病害虫の多発などが確認されてお

り、今後は、水稲の収量や品質の低下、多くの

品目での産地移動、さらには鶏の生産性低下な

どが懸念されております。地球温暖化に関する

情報が頻繁に流れる中、農業者も将来の農業生

産への不安を抱きつつ、当面の農業経営に取り

組んでいるのが実態であります。

このような中で、県は、平成20年度新規事業

として、地球温暖化対応産地構造改革モデル実

証事業を実施することとされており、近年顕在

化してきた課題に対し、農業県宮崎として積極

的に取り組む姿勢が明確に示されたことは評価

したいと思います。そこで、温暖化に対して新

規事業でどのような取り組みを行おうとされて

いるのか、農政水産部長に伺っておきます。

また、昨年のような温暖化による影響と考え

られる水稲の被害を回避するためには、被害の

原因究明と再発防止に向けた対策が不可欠であ

ります。どう分析され、どう対応されるのか、

伺っておきます。

次に、関連してお尋ねします。堆肥などを燃

料として活用するバイオマス事業についてであ

ります。近年、温室効果ガスの排出抑制による

地球温暖化防止とあわせ、未利用資源を有効活

用した循環型社会の形成が強く叫ばれておりま

す。そのような中で、農林業の生産活動の中で

排出される家畜排せつ物や林地残材等の資源利

用も、未利用資源の活用や化石燃料からの脱却

という観点から大変重要であると考えます。そ

こで、まず、畜産県として家畜排せつ物のバイ

オマスエネルギーとしての利活用が必要と考え

ますが、その現状と取り組み、さらには、本県

は全国有数の焼酎の生産県でありますが、バイ

オマス資源である焼酎かすの利活用はどうなっ

ているのか、伺っておきたいと思います。

また、木質バイオマスについては環境森林部

長に伺います。製材工場等で発生するおが粉や

端材などは、畜産用の敷料などとして利用され

ますが、森林内に未利用のまま放置されている
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間伐材や枝葉などがまだまだ多くあり、これら

を有効活用することは、地球温暖化防止や森林

所有者の所得向上にもつながるものと考えま

す。新しいエネルギーとして期待されているバ

イオエタノールの開発や木質ペレットの活用等

を含め、木質バイオマスの活用についてお聞か

せ願いたいと思います。

次に、水産業の振興についてであります。

水産資源の減少や産地価格の低迷、燃料油の

高騰などの影響から、漁業経営は悪化してお

り、就業者の減少や高齢化が進行する中、将来

の漁業や漁村の活力低下が心配される状況にあ

ります。このような中、水産業の振興を図り、

漁業県としての位置を守っていくためには、担

い手対策を含め、総合的な対策を講じることが

県の責務であると考えます。県では、漁場の選

択に役立つ情報をパソコンで漁船に提供する事

業を開始されたのを初め、新年度には、魚資源

の減少に対応した新しい漁場造成技術の確立を

目指し、中長期的な魚資源対策に乗り出すな

ど、各種事業を展開しております。今後一層の

取り組み強化を期待するものであります。そこ

で、現在、県が進めている水産業・漁村振興長

期計画が目指す本県水産業の姿はどのようなも

のか、また、今後の振興策について、農政水産

部長に伺います。

また、単位漁協の合併についてであります

が、本県漁業のさらなる発展を願うとき、合併

による体力強化は避けて通れない課題と認識い

たしますが、今後の方向性について伺っておき

ます。

次に、教育問題についてであります。

まず、先ほどの星原議員の質問におきまし

て、学習指導要領の改訂案に対する教育長の基

本的な認識を伺いました。そこで、今後の実施

あるいは移行に向けてどのような課題があり、

どう取り組んでいこうとされているのか、授業

時間数が増加し、現場の負担がふえるのではと

いうような声もありますが、教育長の見解をお

聞かせください。

次に、特別支援教育についてであります。私

は、日ごろ、障がいのある子供をお持ちの保護

者の方々のお話を伺うことがありますが、皆さ

んが異口同音におっしゃることは、将来に対す

る不安であります。自分たちが年老いたとき、

この子供たちはどうなるのだろうという心配で

あります。当然のことであると考えるものであ

ります。現在、我が国は、障がいの有無にかか

わらず、だれもが相互に人格と個性を尊重し合

う共生社会の構築に向け、新たに特別支援教育

をスタートしたところであります。障がいのあ

る子供が、将来の自立と社会参加を目指して、

安心して学び、豊かな人生を送ることができる

よう、よりよい教育環境と質の高い教育を提供

するためには、これまで以上に特別支援教育の

充実を図る必要があると思います。そこで、知

事にお尋ねします。今回、平成20年度新規事業

として、延岡地区総合特別支援学校設置検討事

業を提案されております。これは、本県の特別

支援教育について新たな展開を図られるもので

あると期待しているところでありますが、具体

的にはどのように特別支援学校の整備に取り組

んでいかれるのか、伺っておきます。

次に、中高一貫教育校についてであります。

本県は、平成６年に全国に先駆けて五ヶ瀬町に

県立の中高一貫教育校を設置し、全国的な注目

を集めてまいりました。さらに昨年４月には、

併設型の中高一貫教育校として、宮崎西高等学

校附属中学校を開校し、この両校の入学者選抜

には多くの志願者が集まり、中高一貫教育校に
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対する県民のニーズの高さがうかがえるところ

であります。全国的にも中高一貫教育校のニー

ズが高まっており、文部科学省の調査によりま

すと、平成19年４月現在、全国に257校の中高一

貫教育校が設置されており、前年度より54校増

加したと聞いております。このような中、県教

育委員会では、本年度、学識経験者等から成る

「中高一貫教育校調査・研究委員会」におい

て、本県の今後の中高一貫教育校の設置の必要

性について協議されたとのことであります。そ

の内容はどのようなものであったのか、また、

来年度の新規事業についても予定されているよ

うでありますが、今後の中高一貫教育校の整備

について、県教育委員会はどのように考えてい

るのか、教育長にお尋ねします。

次に、警察行政についてであります。

近年、県内の刑法犯認知件数は減少傾向にあ

り、検挙率は上昇傾向にございます。これは特

に平成15年以降、強力に実施してきた諸施策の

大きな成果であり、県警察の取り組みを高く評

価するものであります。こうした中、昨年末、

平成20年の警察運営指針及び運営重点を決定さ

れました。熟練警察官が退職を迎える中にあっ

て、優秀な人材の確保だけでなく、現職警察官

の職務規範を含む資質の向上が重要であると考

えますが、こういったことも含め、今後さらな

る警察力の向上を図られ、県民の安心・安全の

確保に全力で取り組んでいただきたいと思いま

す。まずは、新年度の基本姿勢及び運営指針の

要点について、警察本部長にお尋ねいたしま

す。

次に、犯罪取り調べの可視化導入についてで

あります。現在、参議院の法務委員会では、刑

事訴訟法改正案が審議中であります。この法案

は３つのポイントがあり、１つ目はビデオ等に

よる録画、録画による可視化、２つ目には録画

のない自白の証拠能力の否定、３つ目が検察官

手持ち証拠リストの開示であります。参議院で

の可決は必至で、衆議院での可決・成立は微妙

とされております。この改正案が出された背景

には、来年４月からの一般国民が裁判にかかわ

る裁判員制度の実施、及び昨年、鹿児島県と富

山県で相次いだ冤罪事件が大きな後押しになっ

たことは否めません。刑事訴訟法の第１条は、

「事実の真相を明らかにし……」とあります

が、令状により勾留し取り調べが始まると、白

とする真実の究明は置かれ、黒の事実の究明に

力点が置かれること、誤認逮捕の非難を避けた

いことなどから冤罪が発生すると言われており

ます。警察の職務は、一般職員と比較して強い

モラルが求められ、刑事事件の捜査に当たって

は、犯罪捜査規範などにより、捜査を行うに当

たっては、警察法、刑事訴訟法、その他の法令

及び規則を遵守し、個人の自由と権利を不当に

侵害することのないように注意しなければなら

ないとされております。個人の基本的人権を尊

重した上で、適正な捜査を推進し、真相解明に

当たることを県民は期待していると考えます。

こうした犯罪取り調べの可視化導入に対する一

連の動きをどうとらえておられるのか、警察本

部長にお尋ねいたします。さらには、今年１

月、警察庁から示された「警察捜査における取

調べ適正化指針」の内容についてお聞かせくだ

さい。

最後に、新エネルギー対策であります。

このことについては、国も推進体制を整備

し、県においても新エネルギー推進室を設置す

る県が出てくるなど、今後一層普及が進むもの

と思われます。企業局も昨年度、太陽光発電へ

の取り組みを検討されました。こうした中、農
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業用水や中小河川を活用した中小水力発電は、

未利用資源の有効活用という観点からも注目を

集めつつあります。そこで、この中小水力発電

について、もともと発電エネルギーを主業務と

されておる企業局としてはどう取り組まれてい

るのか。また、山形県では、次世代のエネル

ギーとして注目されている燃料電池について、

県の研究センターなどにおいて地元大学と共同

研究を行い、国内外で高く評価をされていると

伺っております。こうした地方での新分野の新

エネルギー研究は、県民に大いに勇気を与える

ものだと存じます。そこで、企業局において、

燃料電池の研究に取り組む余地はないのか。特

に、宮崎大学には工学部があります。連携は可

能であると考えますが、見解を伺って、壇上か

らの質問とさせていただきます。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

理想とする社会像、国家像についてでありま

す。私は、我が国が、環境問題やエネルギー問

題、あるいは技術革新の分野で、21世紀の国際

社会をリードする国であってほしいと考えてお

ります。また一方で、歴史と伝統を重んずる文

化国家であってほしいとも思っております。そ

して、国の成り立ちとして、脱中央集権・地方

分権の国家で、地域やそこに住む生活者たる国

民を起点とする国家であってほしいと思ってお

り、ひいては、子供や若者が夢や希望を持てる

国であってほしいと願っております。しかしな

がら、現状は必ずしもそうではありません。政

治は国民の期待からほど遠いと言わざるを得ま

せんし、地方の側にも国民の側にもお上意識が

抜け切れず、国民と政治家の双方が意識改革、

自己改革を行うべき時期が到来していると考え

ております。今や、日本を変えるため、戦後の

お任せ民主主義を打ち破り、地域や生活の現場

から、これまでの日本人の生き方、暮らし方、

働き方を、根本から問い直す運動を起こさねば

ならないと考えております。

ところで、我が国の歴史の大きな分岐点は、

戦国時代と明治維新であったと私は考えており

ます。いずれの時代も地方から日本を変えて

いったのであります。今の時代にあっても、我

が国を変えるためには、私たちはまず身の回り

から変えていかなければなりません。それが私

の言う県民総力戦なのです。私たちの暮らす地

域や宮崎県から、お任せ民主主義の悪弊をなく

していかなければなりません。そして、そうし

た宮崎モデルと言うべき、住民の政治参画への

うねりで、地方から日本を変えていきたいと考

えております。

続きまして、就任して以来の私の行動、活動

についてであります。私は、この１年、県内全

市町村を回り、県民フォーラムや県民ブレーン

座談会を通じ、県民の皆様の声をじかにお聞き

し、県内の実情把握に努めてまいりました。そ

の結果、各地域が抱える課題について十分に理

解を深めるとともに、県政に対する強い期待感

を感じているところでございます。また一方で

は、全国を飛び回り、宮崎のＰＲに努めるとと

もに、道路特定財源問題を初めさまざまな事柄

について、地方としての主張を全国に発信して

まいりました。これらの活動は、本県の産業振

興や社会インフラの整備など、すべては宮崎の

発展のため、行ってきたものであります。おか

げさまで、宮崎の知名度を飛躍的に高めるとと

もに、地方の実情や願いを中央に知らしめるこ

とができたと考えております。ただ、ＰＲの成

功は、日本一の宮崎牛やマンゴーなどの県産品
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のすぐれた品質によるところが大きく、これは

県民の皆様の長年にわたる努力のたまものであ

ります。今後とも、初心を忘れず、真摯にかつ

謙虚に、県勢の発展に尽くしてまいりたいと考

えておる次第でございます。

続きまして、陳情政治についてであります。

私は、就任以来、県政の諸課題について国等に

陳情を行う一方で、県に対するさまざまな陳情

も受けてまいりました。特に、このたびの道路

特定財源問題を通して痛感しますのは、地域の

実情や思いというのは、他の地域に住む人々か

らはなかなか理解してもらえないということで

あります。陳情する側の厳しい実情や切実な思

いを相手方に訴え、多くの方々に理解してもら

う直接的な手段として、陳情の必要性はあるの

ではないかと考えています。しかしながら一方

で、過度の陳情行政は地方の主体性を弱め、い

つまでも国への依存体質から抜け出せないこと

になりはしないかと危惧はしております。した

がいまして、可能な限り陳情に頼ることなく地

域の思いが実現できることが最も望ましいこと

であります。国と地方の役割分担の見直しや、

地方への権限・財源の移譲について、地方分権

改革の議論の中でも訴えていきたいと考えてお

ります。

続きまして、地方分権改革等に対する考えに

ついてであります。私は、地方の自主性、自立

性を高め、地域の特性に応じた個性豊かで活力

に満ちた地域づくりを進めてまいりますために

は、今後とも、権限移譲や税源移譲を伴う真に

実効性のある地方分権を推進していく必要があ

ると考えております。具体的には、まずは、法

令による義務づけなどの国の関与の見直しや、

国の地方支分部局の見直し等を通じて、地方が

主体的に権限を行使できるようにすることであ

り、本年４月以降の地方分権改革推進委員会に

よる政府への勧告に大いに期待をしているとこ

ろでございます。

次に、国と地方の税源配分につきましては、

地方の自立性を高め、地方が担う事務と責任に

見合うよう、まずは５対５にしていく必要があ

るのではないかと考えております。平成20年度

の税制改正では、地方税である法人事業税の一

部を国税化し再配分するという、いわば地方か

ら国への逆税源移譲の形となりましたが、今回

の措置は、消費税を含む税体系の抜本的な改革

が行われるまでの暫定措置ということでありま

すので、税体系の抜本改革の際には、地方消費

税の充実により地域間の税収格差を是正すると

ともに、国と地方の税源配分についても、少な

くとも５対５になるよう、全国知事会等と連携

をしながら要望してまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、行政組織のあり方についてであ

ります。財政状況が一段と厳しさを増す中で、

活力のある県政運営を進めていくためには、行

政組織につきましては、人材や財源など限られ

た経営資源を有効に活用できる、スリムで効率

的な組織体制の構築を行う必要があると考えて

おります。このようなことから、平成20年度組

織改正案におきましては、本庁、出先機関にわ

たる再編を行うこととし、本庁においては、県

民起点の政策立案等を図るため、「県民政策

部」を新設するとともに、新みやざき創造戦略

に掲げる重点目標の達成に向けて、「こども政

策局」を初め、新たに設置する局に一定の権限

を持たせ、機動的な推進体制を整備することと

しております。また、出先機関につきまして

は、各部門の出先機関を統合し、いわゆる総合

事務所にするという考え方もありますが、組織
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が大規模になることに伴う組織管理上の問題が

あることや、各部門によって所管区域が大きく

異なり、すべての総合事務所に同様な機能が与

えられないこと等の課題があると考えていると

ころでございます。このため、各出先機関に共

通する総務事務等の集約化や、各部門ごとの組

織体制の見直しを行うことにより、現場に必要

なマンパワーの確保、部門内の関係機関相互の

一層の連携強化を図ってまいりたいと考えてお

ります。今後も、時代の変化や新たな行政需要

に迅速かつ的確に対応する観点から、行政組織

の不断の見直しに努めてまいりたいと考えてお

ります。

続きまして、中山間地域についてでありま

す。中山間地域につきましては、依然として人

口減少に歯どめがかからず、過疎化が進行し、

また高齢化も進む中で、農林業を継続すること

は極めて困難な状況にあります。さらには、維

持存続が危ぶまれる集落、いわゆる限界集落が

見受けられるようになり、そこに暮らす人々の

生活だけでなく、国土の保全、水源の涵養など

の観点からも看過できない事態にあると認識い

たしております。これまで、中山間地域の振興

につきましては、過疎法等に基づく各種の事業

により、交通基盤や生活環境の整備、産業の振

興等に取り組んでまいりました。また、中山間

地域等直接支払制度など住民に対する経済的支

援を行うことにより、定住や経済活動を継続さ

せ、そのことを通じて森林や農地を守り、中山

間地域の多面的機能を維持させるという政策な

どにも取り組んできたところであります。しか

し、中山間地域という枠組みのみで振興を図る

ということは、一定の限界があるのではないか

と考えております。「森が滅びれば国が滅び

る、地方が滅びれば国が滅びる」、私はこのよ

うな思いから、中山間地域の振興や植栽未済地

の解消を、平成20年度重点施策の筆頭に掲げる

とともに、新たに「中山間・地域対策室」を設

置し、中山間地域対策等の地域振興施策の総合

的な推進を図ってまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、東九州自動車道及び九州横断自

動車道延岡線の今後の取り組みについてであり

ます。東九州自動車道及び九州横断自動車道延

岡線は、九州における循環型高速交通ネット

ワークを形成する重要な路線であるとともに、

地域の活性化はもとより、救急医療や災害時の

緊急輸送道路としての重要な役割を担う、本県

にとって「真に必要な道路」であります。東九

州自動車道の日南―志布志間及び九州横断自動

車道延岡線の山都―蔵田間につきましては、基

本計画のままで整備のめどが立っておりません

でしたが、去る11月に公表された道路整備の中

期計画素案の中で、４車線から完成２車線相当

の構造に見直しつつ、これに加え、円滑な走行

が可能な現道の一部を当面活用するなど、構造

・規格の見直しを行い、早期にネットワークの

機能を確保するとされたところでございます。

県といたしましては、全線整備とされなかった

ことには不満は残りますが、高規格幹線道路の

ネットワークとして整備の必要性等が示された

ところであり、本県の発展にとって大きな前進

であると考えております。今後は、計画の具体

化に向けて、国土交通省との協議を早急に進め

るなど、一日でも早く整備に着手できるよう

に、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

次に、東九州新幹線の宮崎―鹿児島間の整備

についてであります。御案内のとおり、東九州

新幹線の整備は、東九州地域はもとより、九州
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域内の新幹線ネットワークを構築し、九州全体

の交流拡大、連携を図る上で大変重要であると

認識しております。この路線は、昭和48年に基

本計画に決定され、整備計画路線への格上げが

待たれている状況でありますが、福岡市から本

県を経由して鹿児島市に至る、非常に距離の長

い路線でありますことから、どこから整備を進

めるかは、さまざまな観点からの検討が必要で

あると考えております。御提案のありました、

九州新幹線鹿児島ルートに近い宮崎―鹿児島間

から着工するという案も、整備効果を早期に本

県にもたらすという観点から、整備手法の一つ

となり得るのではないかと考えております。

次に、川内―宮崎ルートの新幹線建設につい

てであります。御提案のありました川内から霧

島、都城を経由して宮崎を結ぶ新幹線につきま

しては、九州新幹線鹿児島ルートに接続する一

つの案だとは考えますが、人口60万人を有する

鹿児島市を経由しないことによる整備効果への

影響を考慮しますと、現状では難しいのではな

いかと考えております。議員は、年間８億円程

度の負担で整備できると指摘されましたが、私

どもの試算では、その５倍程度の負担が生じる

と考えております。いずれにしましても、東九

州新幹線は、本県はもとより、東九州地域の一

体的発展を図っていく上で大きな効果が期待で

きるものでありますので、引き続き、国に対し

ましても、整備計画路線への格上げや財源の確

保を要望してまいりたいと考えております。

次に、介護保険制度についてであります。介

護保険は、介護が必要になっても、できる限り

住みなれた地域で自立した生活を営むことがで

きるよう設けられた制度であり、住民に最も身

近な市町村が保険者となって運営しているもの

であります。このため、各市町村においては、

高齢者数や介護ニーズ等の地域の実情を十分に

踏まえて策定した介護保険事業計画に基づきま

して、サービス量に応じた介護保険料を設定す

るとともに、計画的な介護サービスの充実に努

めているところであります。また、昨年度の制

度改正におきましては、市町村がより主体的に

きめ細かな対応ができるよう、地域支援事業や

地域密着型サービスが創設されるなど、制度の

充実が図られているところでございます。県と

いたしましては、今後とも市町村と十分な連携

をとりながら、適切かつ円滑な介護保険事業の

運営が図られるよう支援してまいりたいと考え

ております。

続きまして、林業振興、木材価格の上昇のた

めの施策についてであります。中山間地域に

とって林業は重要な産業であり、今日の木材価

格の低迷は、森林所有者等の所得や地域経済に

大きく影響していることから、木材の需要拡大

等を通じた林業の振興は大変重要であると考え

ております。このため、首都圏等での商談会の

開催など、県産材の販路拡大に積極的に努めて

おり、昨年11月には福岡市での販売促進フェア

において、私みずからがトップセールスを行っ

たところであります。また、協定による原木取

引や需要者ニーズに対応した付加価値の高い製

品づくり、さらには、木材利用技術センターで

の新たな用途開発等も進めているところでござ

います。今後とも、県内外での県産材の需要拡

大に積極的に取り組み、所得の確保を初めとし

た林業の振興を図り、中山間地域の活性化につ

なげてまいりたいと考えております。

続きまして、中国木材株式会社についてであ

ります。中国木材の進出につきましては、地元

の関係者から成る「耳川流域の林業・木材産業

の健全な発展を考える会議」の中で議論されて
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おり、昨日開催された５回目の会議では、会社

も交えた話し合いが行われております。会議で

は、会社から原木調達の計画などが示され、引

き続き協議していくことが確認されたところで

あります。また、今月15日には、宮崎県木材協

同組合連合会等の林業３団体による「中国木材

株式会社進出に関する検討会」が新たに設置さ

れ、本県林業・木材産業全体の問題として協議

が始まっておるところでございます。県も、こ

れらの協議の場に参加し、本県の森林・林業を

取り巻く現状等についての情報提供や助言等を

行ってまいりたいと考えております。私としま

しては、中国木材の進出は、新たな雇用の創出

や安定的な木材需要が生まれるなど、地域経済

の活性化につながるものと考えておりますの

で、今後も業界と会社の協議が円滑に進むよ

う、適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、農業振興、燃油や飼料価格の高

騰の影響とその対応についてであります。近年

の燃油価格や飼料価格は、国際情勢の変化や、

バイオエタノール向けのトウモロコシの需要増

大に伴い、平成16年度に比べ、燃油価格は約２

倍、平成18年度に比べて飼料価格は約1.4倍にそ

れぞれ高騰しております。これらの影響につい

ては、施設園芸における経営費で約20％程度、

養豚経営においても５％程度コストが上昇する

と試算され、本県農業経営にも大きな影響を与

えることを危惧しております。このため、県と

いたしましては、関係機関・団体等とも連携を

とりながら、本県農家への影響を緩和するた

め、原油高騰対策として、施設園芸の省エネル

ギー対策指針を作成し、コスト削減策を周知す

るとともに、ハウス内の多層被覆資材や循環扇

などの省エネルギー設備の導入、木質ペレット

などの代替エネルギーの実証を進めているとこ

ろでございます。

次に、飼料高騰対策といたしまして、飼料米

などの自給飼料の生産拡大や、食品残渣など未

利用資源の飼料化、衛生対策の徹底による家畜

の生産性の向上を進めてまいります。また、本

年２月に発動した県独自の緊急支援資金を活用

し、農業経営の維持安定に向けた支援を行って

まいります。さらには、これらの対策とあわせ

て、安全・安心日本一のみやざきブランドのさ

らなる推進により、付加価値の高い販売に努

め、本県農業経営への影響を緩和してまいる所

存でございます。

続きまして、延岡地区総合特別支援学校（仮

称）設置検討事業についてであります。現在、

延岡地区の特別支援学校３校は、災害への脆弱

さ、過密化、進路の固定化等、喫緊の課題を抱

えており、早急な対応が必要であることから、

延岡西高等学校の跡地に統合し、福祉、医療、

労働等が密接に連携した総合的な特別支援学校

の設置を検討してまいりたいと考えておりま

す。来年度は、県民の皆様から意見をいただき

ながら、複数の障がいに専門的に対応できる教

育課程の編成や、早期教育相談の充実、卒業後

の就労を目的とした就業教育の充実など、新た

な視点で多様なニーズに柔軟に対応できる、全

国に誇れる特色ある学校づくりに向けた基本構

想を作成したいと考えております。私は、障が

いのある子供たちが、明るく生き生きとした学

校生活を通じて自立と社会参加を図ることがで

きるよう、今後とも特別支援教育の一層の充実

に取り組んでまいりたいと考えております。

〔降壇〕

○総務部長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えい

たします。
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公益法人制度改革についてであります。ま

ず、現在、県で許可されている公益法人の数で

ありますが、社団法人が145法人、財団法人

が108法人の合計253法人となっております。次

に、公益性の判断基準についてでありますが、

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律」におきまして、公益目的事業を主た

る目的とし、その割合が法人のすべての活動経

費の２分の１以上を占めていることや、公益目

的事業を行うために必要な経理的基礎及び技術

的能力を有することなどの要件が定められてい

るところでありますが、現在、国において、こ

れらの要件を解釈するに当たってのより具体的

な基準等についての検討が進められているとこ

ろであります。この国の解釈基準等につきまし

ては、本年の４月か５月ごろには示されると聞

いておりますので、県といたしましては、これ

らを踏まえて、公益認定の基準を含めた本県と

してのガイドラインをできるだけ早期に策定

し、その周知や相談体制の充実を図るなど、新

制度への円滑な移行に努めてまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

○地域生活部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えいたします。

地域コミュニティーの維持・再生への取り組

みについてであります。集落は、地域住民の生

活の場であるだけでなく、農繁期等における相

互扶助、里道等の維持管理、あるいは伝統芸能

等の伝承といったさまざまな機能を有しており

ます。しかしながら、全国的に過疎地域等にお

いては、若年層を中心とした人口の流出や高齢

化の進行等により、地域の活力が低下してお

り、特に山間地の小規模集落においては、維持

存続が危ぶまれる集落もあると認識をしており

ます。本県におきましては、これまで、住民み

ずからの主体的な地域活性化への取り組みを促

進するとともに、その活動を担う地域リーダー

の育成に努めるなど、集落機能の維持・強化を

図ってきたところであります。さらに、今年

度、今後の集落対策のあり方に関する検討の基

礎資料を得るため、過疎地域等市町村の集落の

実態調査を行っているところであります。今後

は、これら調査の結果を詳細に分析し、評価を

行い、市町村との連携のもと、地域コミュニ

ティーの維持・再生のために効果的な方策を構

築してまいりたいと考えております。

次に、コミュニティバスについてでありま

す。県内の市町村では、住民の暮らしに欠かせ

ない地域交通を将来にわたって安定的に確保す

るため、地域の実情に応じたコミュニティバス

の導入が進められており、県では、地域バス再

編支援事業によりまして、こうした取り組みを

積極的に支援しているところであります。この

事業を活用してコミュニティバスを導入した三

股町と五ヶ瀬町では、低料金化や交通空白地域

への運行拡大など、住民の意見を踏まえた運営

が好評であると伺っております。コミュニティ

バスの導入に当たっては、自治体や住民など地

域の関係者による主体的な取り組みと創意工夫

が重要でありますが、県といたしましても、今

後とも市町村と十分連携しながら、地域にとっ

て最適な交通システムが構築されるよう、積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 介護

人材の確保についてであります。本格的な高齢

社会を迎える中で、今後とも質の高い介護サー

ビスを安定的に提供していくためには、何より

も介護を支える人材の確保が重要であります。

本県におきましては、現在のところは、大都市

平成20年２月27日(水)
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部に比べ、介護人材が逼迫する状況にはござい

ませんが、全国的な課題として、給与水準等か

ら離職率が高いなどの指摘があり、また、今後

高齢化がさらに進行する中で介護需要の増大が

見込まれるところであります。このため、国に

おきましては、「社会福祉事業に従事する者の

確保に関する指針」の中で、必要な福祉・介護

サービスが提供されるよう、介護報酬の設定な

ど制度の見直し等を検討することとしておりま

す。県といたしましては、その推移を見守りま

すとともに、今後とも、研修事業の充実によ

り、ケアマネジャーなど専門的な人材の資質の

向上を図るとともに、福祉人材センターにおけ

る就職説明会や無料職業紹介などの就業支援に

より、人材の安定的な確保に努めてまいりたい

と存じます。以上でございます。〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

中国木材株式会社の進出によります林業への

効果についてであります。中国木材株式会社の

昨日の説明によりますと、原木調達につきまし

ては、最終的には、日向市を中心に隣接県を含

めた100キロメートルの圏域から、年間30万立方

メートルを集荷することを見込んでおり、この

うち、本県からは13万5,000立方メートルを集荷

したいとの計画であります。本県林業への効果

といたしましては、伊万里事業所での原木買い

取り単価が１立方メートル当たり１万2,000円程

度でありますので、市場価格よりも2,000円か

ら3,000円程度高く取引されることが予想されま

す。また、工場では最終的に220名が雇用される

と聞いておりますが、そのほかにも、伐採や植

栽、育林等の面でも新たな雇用が生まれるもの

と期待をいたしております。

次に、木質バイオマスの活用についてであり

ます。本県では、未利用の間伐材や製材工場の

端材など、多くの木質バイオマス資源が発生し

ており、その有効活用を図ることが重要である

と考えております。このため県では、製材工場

等への木質ボイラーの導入を図り、木材乾燥や

発電の熱源としての利用を進めておりますが、

最近では、木質ペレットの製造工場の建設やハ

ウス園芸用加温機の実証試験など、新たな動き

も始まっております。木質バイオエタノールに

つきましては、県外では大企業による建築廃材

を利用した試験的な取り組みが行われておりま

すが、設備等に多額の経費を要することや、製

品販売上の課題などがあると聞いております。

このため、当面は、木質バイオマスの熱源等と

しての利用を進めるとともに、未利用間伐材等

の効率的な収集・運搬方法の検討を行い、その

利用拡大に努めてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

中小企業の金融対策についてであります。中

小企業の振興に当たりましては、金融の円滑化

を図ることが極めて重要でありますが、信用力

や担保が十分でない多くの中小企業者において

は、資金調達が大きな課題となっております。

このため、県におきましては、信用保証協会の

保証制度を活用した中小企業融資制度を設けて

おりまして、平成20年１月末現在の保証つきの

融資残高は約563億円であり、業種別では、サー

ビス業が約114億円、建設業が約111億円、小売

業が約92億円などとなっております。また、県

はこれまで、信用保証協会に対しまして、出捐

や保証料補助等を行うことにより、保証しやす

い環境を整備してきたところであります。しか

しながら、現在、原油価格の高騰など、中小企
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業を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況

にありますので、不況対策や連鎖倒産防止のた

めのセーフティネット貸付や、経営状況の厳し

い建設業者等を対象にした建設産業等支援貸付

を創設するなど、中小企業に役立ち、かつ利用

しやすい制度となるよう、融資制度の大幅な見

直しを行うことといたしております。今後と

も、中小企業の金融の円滑化が図られるよう努

めてまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、中山間地域の公益的機能についての認

識と今後の対策についてであります。中山間地

域の農業・農村は、県全体の農地面積並びに農

業産出額の約６割を占めており、食料の供給に

加え、洪水防止や水源涵養など、県民の安全・

安心な生活を支える多面的な機能を有しており

ます。しかしながら、担い手の減少や高齢化の

進行により、農業生産活動や農村の活力が低下

してきていることから、中山間地域の多面的機

能を十分に発揮できるようにしていく必要があ

ると認識いたしております。このため、地域資

源を生かした付加価値の高い農業生産対策を進

めるとともに、直接支払制度等を活用し、農地

・農業用施設の維持管理や整備を進めていると

ころでございます。また、平成20年度から、

「きらり輝く山間地域農業活性化プロジェクト

事業」により、山間地域の創意工夫にあふれた

集落活性化に向けた地域提案型の取り組みに対

して、関係市町村と一体となって支援を行って

まいりたいと考えております。今後とも、これ

らの対策を積極的に推進し、中山間地域の農業

・農村の振興に努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、地球温暖化に向けた農水産分野の取り

組みについてであります。近年、地球温暖化が

急速に進行し、異常気象等による農作物の収量

・品質の低下、海水温の上昇による藻場の減少

などの影響が顕在化しており、これらへの対応

は、自然条件に大きく左右される農水産業の重

要な課題の一つとなっております。このため、

平成20年度から「地球温暖化対応産地構造改革

モデル実証事業」によりまして、暑さから農水

産物を守る対策、暑さを生かす対策、温暖化を

抑える対策の３つの視点から、温暖化対策に取

り組んでまいりたいと考えております。具体的

には、長期的な取り組みとして、総合農業試験

場内に設置する研究センターを中心に、産業界

や大学などとの連携を進めながら、温暖化の影

響把握や情報の収集、対応策の検討を行ってま

いります。また、短期的な取り組みとして、温

暖化の影響を受けにくい生産・経営の実証を進

めるとともに、木質ペレット暖房機等の導入実

証や、バイオディーゼル燃料の生産・利用シス

テムの構築などの温暖化抑制対策に取り組むこ

ととしております。これらの取り組みにより、

地球温暖化に対応した農水産業への構造転換を

進めてまいりたいと考えております。

次に、早期水稲の被害原因と対応策について

でございます。昨年発生した早期水稲被害につ

きましては、台風に伴うフェーン現象や日照不

足、高温などの気象的要因に加えて、地力の低

下や水管理による根腐れの発生などといった技

術的要因が被害を助長し、結果として大幅な収

量・品質の低下につながったものと分析してお

ります。このため、議会で承認いただきました

早期水稲被害緊急対策事業を活用し、栽培技術

の改善や品質低下に対応できる災害補償対策な

どへの加入促進、土づくりなどによる大規模実

平成20年２月27日(水)
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証圃の設置などを進めているところでありま

す。さらに、収穫前品質判定体制の構築などに

ついても検討することとしており、関係機関・

団体とも連携し、再発防止と災害に強い安定し

た生産体制の早期構築に努めてまいりたいと考

えております。

次に、家畜排せつ物のバイオマスエネルギー

利用についてであります。本県では、家畜ふん

尿の大半は、有機質資源としての農地還元を基

本にしておりますが、堆肥化以外にも、焼却等

によるエネルギー転換を進めていくことも大変

重要と考えております。現在、県内での主な取

り組みとしては、都城市と小林市で、家畜ふん

尿から発生したメタンガスを燃焼させ発電を行

うメタン発酵処理施設や、都城市や川南町で、

鶏ふんを燃料とした発電所が稼働しておりま

す。特に鶏ふん発電は、県内のブロイラーふん

の大部分を焼却し、蒸気熱利用や発電による電

力供給、焼却灰の肥料原料への利用など、全国

に先駆けた取り組みが行われております。さら

に、民間レベルでの新たな取り組みとして、現

在、特許申請中と聞いておりますが、畜ふんを

ペレット化し、施設園芸の重油代替燃料への実

用化がなされようとしております。今後とも、

家畜排せつ物の適正処理・利用とともに、地域

の実情に応じた家畜排せつ物のエネルギー利用

等を進めてまいりたいと考えております。

次に、焼酎かすの利活用についてでありま

す。焼酎の製造過程で発生する焼酎かすは、本

県にとって有効利用すべきバイオマス資源であ

ることから、近年、焼酎メーカーが主体となっ

たリサイクル施設整備による再生利用が進んで

きております。具体的には、焼酎かすを家畜飼

料や肥料、堆肥として再生利用するほか、処理

過程で発生するガス等をボイラー燃料として施

設内利用するものであります。また、最近で

は、地球温暖化防止対策の一つとして普及が進

められているバイオエタノールを試験製造する

動きも出てきているところであります。今後と

も、自給飼料の増産や環境に優しい取り組みの

拡大などの観点から、国の施策も注視しつつ、

焼酎かすの利活用を促進してまいりたいと考え

ております。

次に、県が進める水産業の姿と振興策であり

ます。本県では、カツオ・マグロ漁業を中心に

多様な漁業が営まれており、県内外に良質な水

産物を供給する産業として、将来にわたり健全

な発展を図る必要があると考えております。こ

のため、長期計画に基づき、水産資源の適切な

管理や、環境と調和した持続的な漁業の展開、

担い手の育成確保を通じた、付加価値の高い安

全・安心な水産物の安定供給等を図ることとし

ております。このような認識のもと、来年度予

算として、漁業生産力の向上を図るため、新し

い魚礁の調査、検討を行う「豊かな日向灘創出

プロジェクト」を初め、協業化等による収益性

の高い漁業経営への転換や、水産物ブランドの

推進などを図るための事業をお願いしており、

これらの事業により、健康で豊かな生活を支え

る元気のいい水産業を目指してまいりたいと考

えております。

最後に、漁協合併の方向性についてでありま

す。漁協につきましては、組合員の安定した経

営を支えるために、事業の効率化や合理化等に

よる経営基盤の強化が喫緊の課題であり、合併

はその一つの方策と考えております。このた

め、県は、漁協等関係団体に対し、必要な助言

・支援を行い、同団体は、県内の漁協系統組織

を再編して、県内一漁協とする案を中心に議論

を進めていく方針を、昨年６月に決定いたしま
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した。県といたしましては、この方針に沿った

合併への主体的な合意形成を見守りつつ、漁協

への必要な助言を行ってまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○企業局長（日髙幸平君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、公営企業としてのコミュニティバス事

業についてでございます。企業局では、御質問

にもございましたように、未植栽地を水源涵養

機能の高い森林として整備することにより、安

定的な電力供給に資するために、緑のダム造成

事業を電気事業会計の中で実施しているところ

でありますが、コミュニティバス事業につきま

しては、自動車運送事業という事業の内容か

ら、現在の事業とは区分した新たな公営事業と

して行うということになります。企業局が新た

な公営事業を行います場合には、県の事業とし

て実施する必要性、一般会計と区分して独立採

算制で実施する必要性、事業の採算性といった

ような点を勘案して検討する必要がございま

す。このような視点から判断をいたしますと、

お尋ねのコミュニティバス事業につきまして

は、これまでも市町村が主体となって、地域住

民のニーズに合った交通手段として実施されて

いるようでございますので、地域に密着した事

業は、そのような方法で実施するほうが適当で

はないかと考えておるところでございます。

次に、企業局における中小水力発電の取り組

みについてでございます。企業局では、これま

でのノウハウを生かしまして、中小水力発電や

農業用水を利用した小水力発電の開発可能性調

査を県下全域を対象に実施してきているところ

でございます。中小水力発電開発につきまして

は、平成５年度から７年度にかけて行った未開

発地点開発最適化調査の結果をもとにいたしま

して、開発可能性の検討を進めておるわけでご

ざいますが、開発地点が奥地化、小規模化して

おりまして、平成16年度に建設した高原町の猿

瀬発電所以降は、事業化にまでは至っていない

ところでございます。また、農業用水を利用し

た小水力発電につきましては、平成17年度から

今年度にかけまして調査を行っておりまして、

調査の結果、有望な地点について、関係市町や

土地改良区に開発や技術の提案を行っていると

ころでございます。中小水力発電は、クリーン

エネルギーとして地球温暖化防止に貢献できま

すことから、今後とも調査を続けてまいりたい

と考えております。

最後に、企業局での燃料電池に対する研究の

取り組みについてでございます。燃料電池につ

きましては、環境に優しい次世代エネルギーと

して、主に自動車や家庭用として実用化に向け

ての研究が行われているようでありますが、こ

れは現在、耐久性やコスト等が課題となってお

りまして、素材開発による長時間運転や発電効

率の向上、システムの軽量化等についての技術

開発を行っている段階というふうに伺っており

ます。企業局では発電事業を行っておるわけで

ございますが、この試験研究の分野につきまし

ては、現在、経済産業省等との国レベルでの官

民共同プロジェクトや、大学あるいは自動車

メーカー、ガス会社などの民間企業で、かなり

高度で専門的な立場から実証試験が行われてい

るというふうに伺っておりますので、その推移

を見守ってまいりたいと考えております。以上

でございます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

新しい学習指導要領の実施についてでありま

す。現行の学習指導要領につきましては、その
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基本理念であります「生きる力」の意味や必要

性が、学校関係者や保護者、社会に十分共通理

解されていなかったことや、基礎的・基本的な

知識・技能の習得とともに、それらを活用する

学習を行うには授業時数が十分でなかったこと

などが課題として指摘されております。このた

め、県教育委員会といたしましては、指導面な

どで具体的な手だてを確立することを目指しま

して、学習指導要領に関する説明会を開催して

周知を図るとともに、新しい学習内容に関する

研修会の実施、移行のための手だて等をまとめ

た指導資料の作成を行うなど、市町村教育委員

会とも十分連携を図りながら、学校に対して積

極的な指導を行ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、中高一貫教育校についてであります。

本県における中高一貫教育校の教育のあり方に

つきましては、中高一貫教育に対する全国的な

ニーズの高まりの中で、平成18年度の「宮崎県

学校教育改革推進協議会」において御協議をい

ただいたところであり、本年度はこれを受けま

して、中高一貫教育校調査・研究委員会を設置

いたしまして、本県における新たな中高一貫教

育校の設置形態等について御提言をいただいた

ところであります。その中で、県民ニーズや設

置経費の面などから併設型が適当であること、

また、設置地域につきましては、現在、中高一

貫教育校が県南には設置されていないことや、

北諸県地区は地区外の中学校へ進学する児童数

が県内で最も多いことなどから、当地区に設置

することが適当であること、さらには、今後の

設置校数につきましては、生徒数の減少や既存

の公・私立中学校への影響に十分配慮し、併設

型１校の設置とすることなどの御提言をいただ

いたところであります。県教育委員会といたし

ましても、県北、県央、県南の県内３地域にそ

れぞれ特色ある中高一貫教育校を整備すること

は、本県中等教育の充実・向上に大きく寄与す

るものであると考えているところであり、この

ため、来年度、北諸県地区への新たな中高一貫

教育校の設置に向けまして、具体的な調査研究

を行いたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 お答え

いたします。

まず、運営方針関係についてでございます

が、本年の宮崎県警察の運営方針といたしまし

ては、従前に引き続き、「県民の期待と信頼に

こたえる力強い警察」とするとともに、サブタ

イトルとして、「安全で安心な宮崎をめざし

て」にいたしました。これは、事件事故等がま

すます複雑多様化する昨今の状況を踏まえまし

て、郷土宮崎が安全で住みよいことを願う県民

の期待と信頼にこたえるために、県警察の総合

力を結集した力強い警察活動を本年も引き続き

展開しようというものでございます。具体的な

運営重点についてでございますけれども、街頭

犯罪等の抑止・検挙と地域安全活動の推進、交

通死亡事故の抑止と交通秩序の確立、重要犯罪

等の徹底検挙と組織犯罪の封圧、テロの未然防

止と災害等重大事案対策の推進、犯罪被害者支

援の推進、少年の健全育成と非行防止、以上の

６項目を掲げておりまして、県民に不安を感じ

させる侵入犯罪、街頭犯罪等の抑止対策や、特

に高齢者の交通事故防止対策などの施策を推進

することといたしております。本年も、警察官

の世代交代をうまく進めることに特に留意をし

ながら、職員が一丸となって県民の負託にこた

えるべく、各種施策を積極的に展開することと

しておりますので、御理解、御支援のほどよろ
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しくお願い申し上げます。

次に、取り調べ関係についてのお尋ねでござ

います。取り調べを含めまして、捜査は、個人

の基本的人権を尊重しつつ、事案の真相解明を

目指すものでございます。国家公安委員会にお

きましては、いわゆる志布志事件等の無罪判決

等が相次ぎ、警察の捜査における問題点が厳し

く指摘されたことなどを踏まえまして、昨年11

月、「警察捜査における取調べの適正化につい

て」と題する決定を行ったところでございま

す。警察庁では、この決定を受け、本年１月

に、部外の有識者等の意見を参酌して、これら

の事件における捜査の問題点を改めて抽出して

検討を加え、この結果、警察が当面取り組むべ

き施策を「警察捜査における取調べ適正化指

針」として取りまとめたところでございます。

主な施策として、取り調べに対する監督の強化

を図るために、取り調べに係る不適正行為につ

ながるおそれのある行為を定めた上で、捜査を

担当しない部門において当該行為の有無を確認

することなどにより、取り調べに対する監督を

行うこと。取り調べ時間の管理の厳格化を図る

ため、原則として深夜または長時間の取り調べ

を避けなければならないこととするとともに、

一定の時間帯等に取り調べを行おうとするとき

は、警察本部長等の事前承認を受けなければな

らないこととする。あるいは、適正な取り調べ

を担保するための措置として、取調室に透視鏡

を設置するなどを内容とするものでございまし

て、今後、都道府県警察を含め警察全体で、こ

の指針に沿った具体的な措置がとられることに

なる予定でございます。また、取り調べの録音

・録画の問題につきましては、実務上の立場か

らは非常に問題が多いと考えておりますけれど

も、いずれにいたしましても、現在、最高裁判

所、日本弁護士連合会、最高検察庁、法務省、

これにオブザーバー参加の警察庁を入れた、い

わゆる法曹三者協議会の場において、来るべき

裁判員裁判制度下における自白の任意性の立証

方策について、そのあり方の議論がなされてい

く中で取り上げられていくものと承知しており

ます。また、きのう、きょう、報道されており

ましたが、警察庁においても、取り調べのあり

方に関する有識者懇談会が開催され、議論され

ているということでございまして、宮崎県警察

としては、当面こうした国における議論の動向

に十分に関心を持っていくということで臨んで

まいりたいと考えております。以上です。〔降

壇〕

○野辺修光議員 御答弁それぞれありがとうご

ざいました。何点か知事にお尋ね、あるいはま

た要望申し上げておきたいと思います。

まず、知事、先ほど陳情政治については、余

りいいことじゃないが、現在においては、やは

りいたし方ないんじゃないかということであっ

たかと思います。そこで、知事も大変お忙しい

中に、県民のほうから陳情や要望を受けられる

わけでありますが、当初、知事は、「いずれも

重要な案件ですね」ということで済まされて

おったというような話も聞くんです。しかし、

今はそうではないと思っております。これら陳

情等を受けられまして、各部局等にどのような

指示をなされておるか、そしてまた、もし、財

政上の問題で即答できないようなとき、後で

ちゃんと回答されておるのか、この点、伺いた

いと思います。

○知事（東国原英夫君） 要望、陳情におきま

しては、できる限りお受けしたいという基本的

な理念を持っております。イベントに来てくれ

とか、祭りに来てくれとか、議会の皆さん方も
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多いんですけれども、後援者と会ってくれと

か、写真を撮ってくれ、サインをしてくれ、こ

ういったことはできる限りするんですけれど

も、やっぱり予算を伴うものというのは、非常

に財政逼迫の折、できかねるものもあるんで

す。そのときは、できるだけ脆弱な財政を強化

しなきゃいけないと思っています。その中で、

選択と集中を踏まえて対応していかなきゃいけ

ないと思うんですけれども、私の場合は、でき

るだけ、できるできないをその場ではっきり答

えさせていただく方向でやらせていただいてい

るんですが、できない場合、あるいは調査検討

が必要な場合は、担当部局に適切な指示をさせ

ていただいております。その後にスピード感を

もって、できるのかできないのか、検討はでき

るのか、それとも前向きなのか後ろ向きなのか

ということを、きちんと答えさせていただくよ

うには努力させていただいております。

○野辺修光議員 ありがとうございました。先

ほど、星原議員が20年度の予算については聞か

れたわけであります。私は、歳入に限って知事

にお聞きしたいんです。といいますのは、県税

も伸び悩んでおる、そしてまた交付税も抑えら

れておる、さらにはまた、地方債、県債もみず

から抑制されておるということで、20年度の歳

入予算に限って、やはりかなり厳しいものがあ

ろうかと思っておりますが、知事として歳入予

算をどう総括されているのか、その点伺ってみ

たいと思います。

○知事（東国原英夫君） 平成20年度当初予算

の歳入につきましては、自主財源では、企業収

益とか消費の減等により、県税が約40億円減少

しております。また、地方消費税清算金も約９

億円の減となっております。一方、依存財源で

は、地方交付税は約２億円の減となりました

が、地方税の偏在是正に伴う地方交付税の特別

枠が臨時財政対策債により措置されたため、実

質的に地方交付税は約40億円の増となっており

ますが、御案内のように、県としては一連の三

位一体の改革で350億円削減された地方交付税を

十分に回復したとは言い切れないかなと思って

おります。また、20年度は県税が減少する見込

みでありますので、厳しい財政状況が予想され

るんじゃないかと考えております。

○野辺修光議員 そこで、県においても、いろ

んな未納とかそういうものについて徴収に努力

いただいておるんですが、歳入については、や

はり限界があると思うのであります。したがっ

て、２点ほど新たな歳入ということで提案して

みたいのでありますが、１点目は、ふるさと納

税制度であります。今回の税制改革、税制改正

案の中で盛り込まれているわけでありますが、

全国どこからでも自分の好きな県あるいは市町

村に寄附できる。個人住民税を寄附できる。こ

れはまた全額控除されるということであります

ので、これをぜひ呼びかけていただくと大きな

財源になるんじゃないかと思っております。知

事の人気でありますので、ぜひひとつ取り組み

をいただきたいと思うのでありますが、寄附金

の活用、どう考えていらっしゃるでしょうか。

○知事（東国原英夫君） ふるさと納税に関し

ましては、地方の代表として都市部と闘ってま

いりました。今、国会で審議されているという

ことは、一歩前進ではないかなと思っておりま

す。私はこのふるさと納税に関しては、寄附税

制としてはいい税制ではないかと思っているん

です。ふるさとを思う気持ち、ふるさとではな

くても、この自治体を応援したいと思うような

気持ちを醸成する。あるいは自治体側も、ふる

さと納税をいただきたいということで、自治体
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運営、活性化等に力を入れるんじゃないか、そ

ういった意味でも意義ある税制ではないかなと

思っております。

ただ、宮崎は今、全国的に注目されているか

ら、黙っていてもふるさと納税が入っていくん

じゃないかという、全国的なトレンドというか

流れがあるんですね。そういう感があるんです

けれども……。ですから、他府県のように、こ

の事業についてふるさと納税を下さいというよ

うな積極的な呼びかけ、あるいは景品とか、あ

の景品というのも、税金使って景品出して…

…。税金をもらうのに、自分のところの税金で

景品を出してどうするんだという考えもあるん

ですね。ですから、宮崎県はちょっと奥ゆかし

くいたいなと。でも、インターネット等では、

「ふるさと宮崎応援サイト」というのを立ち上

げさせてもらって、寄附の申し込み等をイン

ターネットからできるというような制度も充実

させていきたいと思っておりますので、その辺

は、幾らぐらい宮崎に来るのかわかりませんけ

ど、期待はしているところでございます。

○野辺修光議員 ぜひ前向きに取り組みをお願

いしたいと思っております。

もう一点は、住民参加型の市場公募債であり

ます。これは全国30の都道府県で実施されてお

りますが、例えば福井県は、福井新幹線債とい

うのを発行されているようであります。ぜひ景

気浮揚とか雇用の確保という面から、これを発

行されたらどうかなと思っております。例えば

「東国原債」、あるいはまた「宮崎をどげんか

せんといかん債」、こういう名前で発行された

らどうかなと。いい財源になるんじゃないかな

と思っております。ちょっとしまったことに、

県庁の来庁者が30万人を超したということであ

ります。その来訪者のために物産館が繁盛して

いますけれども、やはり知事に会いたいという

思いで見えた人が多いわけでありまして、例え

ば東国原債を発行しておれば、おばちゃんたち

は１万円とか10万円とか買っていかれたと思う

んです。30万の人が買ったとすれば、１万円ず

つ買っても30億円なんですよ。だから、ちょっ

とおくれましたけれども、今からでもいいと思

うんですが、知事、これは絶対やってみてほし

いのでありますけど、どうでしょうか、いい財

源になると思います。

○知事（東国原英夫君） 確かに30万人の方が

県庁にお越しになりまして、失敗したと思って

います、お金を取ればよかったと思います。100

円でもいただければと思っていますけれども、

地方公募債は、償還時と発行時の手数料が高い

んですね。だから、地方銀行で調達する資金よ

りもちょっとどうなのかなと。財政的に豊かな

余裕のある自治体だったらいいんでしょうけれ

ども、その辺は慎重に検討、研究させていただ

きたいと思っております。

○野辺修光議員 いろんな課題があると思いま

すが、ぜひ前向きに取り組んでいただきたい。

副知事、総務部長にもお願いしておきたいと思

います。

先ほどの組織の問題でありますが、私は出先

機関のことを言ったんですが、やはり時間をか

けて十分検討して、断片的な、土木事務所を統

廃合するとかそういうことじゃなくて、地域重

視型の組織にお願いしたい、こう思っておりま

す。例えば東京事務所の所長、これは知事が兼

務することはできないんでしょうかね、総務部

長。といいますのは、これは答えは要りません

けれども、知事はしょっちゅう東京に行ってお

られます。往復の航空運賃も大したものだと思

うんです。東京事務所長を兼務されて、３日ぐ

平成20年２月27日(水)
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らい東京におられて、今まで以上に全国に呼び

かけていただきたい。そして、内政は、県政は

副知事に任せてですね。今から３年間のうちに

県民の皆さんに全部会おうたってどだい無理な

んですよ。会えないから人気が続いておるんで

すから（笑声）、おられないほうがいいんで

す。したがって、場合によっては、大阪事務

所、福岡事務所―札幌にも前、事務所があっ

たんですよ、札幌に開いたらどうですか。今、

県議会は海外に目を向けるなということになっ

ております。したがって、ぜひ国内に目を向け

て、そういう方向で、東京事務所長を兼務して

東京のほうで活躍していただきたいということ

を検討してみてください。答弁は要りません。

次は、道路の問題ですが、先ほど、中期計画

で一定の評価はされましたよね、知事。中期計

画の素案。ただ、私どもとしては、やはり既存

の道路を活用するというのはどうしても承服し

がたいんです。この点に絞って、今後どう運動

に取り組んでいかれるのか、知事の考えを聞き

たいんですが、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 国交省の中期計画素

案ですね、ＢバイＣを基本とした計画の中でそ

ういったところが出てきたと思うんですね。県

としましても、Ａ′等のほうが県の持ち出しは

少ない。新直轄でやると１割ぐらいなんです

が、新直轄でやると、環境アセスメントなんか

に２～３年も時間がかかったりしますから、ど

ういったところを早急にかつスピード感をもっ

てネットワーク化するかというところは、やっ

ぱり慎重に考えていかなきゃいけないと思うん

ですね。ただ、私が道路特定財源に賛成させて

いただいているのは、国交省さんにも再三言わ

せてもらっているんですけれども、優先順位を

どうするのかと。あるいは必要度とか重要度と

かを目に見える形できちんと出してくれ、そう

しないと、道路特定財源に賛成しても、この35

年間ずっと納め続けた地方、特に宮崎とか、ま

たこのままおくれるのであれば、私はとても賛

成できないと。賛成するからには、きちんと宮

崎に優先的に通してくれということは、お願い

申し上げていこうとは思っております。

○野辺修光議員 ぜひひとつ前向きな取り組み

をお願いしたいと思います。

新幹線の問題でありますが、鹿児島まで、２

年後ですか、平成22年までに全線開通します

ね。福岡―鹿児島間が１時間20分ということで

ありますから、まずそれを活用すべきというこ

とで、鹿児島―宮崎をつないで、県北から怒ら

れますけど、いずれは北九州とつなぐというこ

とになろうかと思っているんです。そういう中

で、ちょっと知事の認識と違うんですが、国が

３分の２、県が３分の１の負担ですよね。そ

の90％を起債、それは半分しか交付税で還元さ

れませんけれども。そういうことからいくと、

５倍もかからないはずなんです。起債を入れれ

ばもちろんかかりますが、起債を入れたら、知

事の言われるほうがまだ安いことになります。

例えば宮崎のエリア人口を50万、都城を30万、

霧島を30万と見た場合、110万の沿線住民がいる

わけです。したがって、これは長崎新幹線より

も多いと思うんですが、ぜひそういうことを頭

に入れていただいて―それは鹿児島でつなぐ

のが本当でしょうけど、私が言ったのはちょっ

と突飛な発想かもしれません。ただ、霧島市に

は京セラとかソニーとか非常にすばらしい企

業、２万人ぐらいの雇用がありますので、連携

をとれば何とかいい方法もあるんじゃないかと

思っておりますから、鹿児島に向けて、知事だ

けじゃなくて議会も、やはりそういう方向で展
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開したほうがいいんじゃないかなと思っており

ます。これは回答要りません。

最後に、中国木材のことですけど、きょうの

新聞に出ておりましたが、宮崎県がもたもたし

ておったために、鹿児島や大分や熊本の材を使

うということになってしまったんじゃないかと

思っております。宮崎県の林業は、もともと飫

肥林業からスタートしたわけでありますし、県

土整備部長は御存じであると思いますが、福島

港に約200億円投資しているんです。ところが、

正直言いまして、これはほとんど活用されてい

ないんです。トラックで運ぶとしても、大型ト

ラックで６立米か７立米しか積めない。100キロ

以上といったら、今、軽油が高いわけでありま

すから、莫大な燃費がかかります。船であれ

ば6,000立米、7,000立米、1,000倍ぐらい一遍に

運べるわけですから、そういう面で、ひとつい

ま一度、前向きに検討願いたい。そうすること

によって、宮崎県全体の林業の振興につながる

と思っております。これをぜひひとつ、もう一

度、知事、検討いただきたい、このように思っ

ております。

次に、総務部長に伺ってみたいと思います。

危機管理という面で、中山間地域の消防団員の

減少とかいうのは大変大きな課題だと思ってお

ります。また、そういうところは常備施設もな

いわけであります。今回、幸いにして県の市町

村消防広域化検討委員会の第２回目があって、

宮崎県を一本にするか、三本にするか、いろい

ろ論議があるようでありますが、その内容、今

後の方向、そして、特にその中で、中山間地域

の非常備体制、非常備のところに配慮はどのよ

うになされるのか、それをお聞きしたいと思い

ます。

○総務部長（渡辺義人君） どげんかしたいと

思いますけれども、近年、災害や事故の形態が

大規模化、多様化している一方で、人口減少や

高齢化の進展によりまして、地域の防災力の低

下というのが著しく懸念をされているところで

ございます。このため、国におきましては、行

財政上のさまざまなスケールメリットが期待で

きます市町村消防の広域化を推進し、地域の消

防力・防災力の強化を図ることにいたしており

ます。本県におきましても、小規模な消防本部

が多く、初動体制や専門要員の確保等にも限界

がありますことから、市町村消防の広域化を積

極的に推進する必要があると考えております。

したがいまして、今、御質問にありましたよう

に、今年度中に市町村消防の広域化計画を策定

したいということで、現在、最終の作業を進め

ているところでございます。

また、県内に消防の非常備団体が７町村あ

り、これはいずれの町村も中山間地域に位置し

ているわけでありまして、これらの地域でも、

消防団員の減少とか救急専門要員がいないと

いった課題がございまして、消防広域化の動き

を機に、常備化に向けた検討が始まっていると

ころでございます。したがいまして、県といた

しましては、これらの非常備町村の動きを積極

的に支援していきますとともに、これらの非常

備町村を含めまして、県内全市町村を対象とし

て広域化計画の策定を行って、消防力・防災力

の強化を図っていきたい、このように考えてお

ります。以上であります。

○野辺修光議員 ありがとうございました。

次に、福祉生活部長に伺ってみたいのであり

ますが、県内の介護人材は逼迫していないとい

うことであったと思うんです。しかし、これは

全国の流れとして、近い将来にそういう波が押

し寄せてくると思いますので、十分対応をお願
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いしておかなきゃいけないと思っております。

知事の答弁でいただいた介護保険の問題であり

ますが、国は一元化の方向が出ておると思うん

です。県もそのような方向ではないんですか、

介護保険等については、一元化の方向。そうい

うのがもし答弁できれば、ひとつお願いしてみ

たいのですが……。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 介護保険につ

きましては、制度設計が市町村を基盤に行うと

いうことを基本にしていまして、 先ほど知事の

答弁にもありましたように、昨年度の制度改正

におきましても、市町村で事業者を認定したり

監督する、そういった権限も、従来に増して強

められたということで、今回の後期高齢者医療

制度等とは、また制度の考え方が異なっている

のではないかと思っております。

○野辺修光議員 国も一元化の方向だと思って

おりますので、当然、県も、市町村の介護保険

料がまちまちじゃいかんから、そういう方向

じゃないかと思っております。これはまた、さ

らにひとつ検討いただきたいと思っておりま

す。

農政水産部長、聞かんでもいいようなことで

ありますが、実は40年代、振興局内に普及部門

の課があったんですね。それが一たん出てまた

今度帰る、その事情。それと、先ほどの答弁で

いただいた漁協の一本化、昨年６月ごろ、漁協

が一本化するという方針が出たということであ

ります。その後の方針がもしおわかりであれば

……。そしてまた、これはいつごろをめどにさ

れておるのか、もしおわかりであればお聞かせ

願いたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） それでは、

ちゃんと答えるべきところから答えさせていた

だきます。漁協の問題でございますけれども、

これは昨年６月に、先ほど申し上げましたよう

に、系統内で一本化を目指した話し合いをする

ということで設置されたところで、この２月に

第１回の幹事会の話し合いがなされています。

ただ、まだこれについては、めどその他につい

ては一切示されず、今は現状の分析あるいは現

状の把握といったところの意見交換にとどまっ

ておりまして、これからが本格的な展開になろ

うかと考えております。あくまで系統組織内の

自主的な協議ということでございますので、先

ほど申し上げましたように、私どもとしてはそ

れを見守ってまいりたい、また、適切な支援を

してまいりたいと考えております。

それから２点目、農林振興局と普及センター

の過去の統合の話だと思いますが、農政水産部

は、昭和46年８月に、それまでの経済部から分

離してスタートいたしました。この際に、出先

機関として農林振興局が設置されたわけでござ

いますけれども、このときに、旧農林事務所、

耕地事務所、農業改良普及所、この３つを合わ

せた形で農林振興局というのがスタートいたし

ました。その後、農林振興局につきましては

―当時は普及所が入っていたわけですけれど

も―農業改良助長法で、当時の規定は、各県

に置かなければならないという必置規定がござ

いまして、その結果、国の指導等がいろいろと

強まった関係もございまして、昭和55年に農林

振興局の普及部門を廃止したところでございま

す。今回また、農林振興局と普及センターの統

合ということで考えておりますけれども、これ

は現下の情勢を踏まえまして、担い手の確保あ

るいはブランドの確立といった地域農業の振興

施策を、行政と普及が一体となって取り組むこ

とが効率的だというふうに考えておりまして、

今回、振興局内部に普及部門を設置したところ

平成20年２月27日(水)
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でございます。普及事業につきましては、これ

までどおり、公の施設でございます普及セン

ターを活動拠点として、地域に密着した活動を

さらに積極的に展開してまいりたいと考えてお

りますので、どうぞ御理解いただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。

○野辺修光議員 大変詳しく説明いただき、あ

りがとうございました。

警察本部長に伺いたいのでありますが、可視

化に関する問題であります。鹿児島県の志布志

の冤罪事件、これは実は串間の隣接で起きた問

題なんですね。一番近いところです。そういう

こともありまして、本部長は御存じないかもし

れませんが―余りいい話じゃないんでありま

すが―私も過去に30日ぐらい取り調べを受け

たことがあるんです。大変きつい思いをしたわ

けでありますが、私としては、基本的には周り

の人に迷惑をかけてはいけないということで調

べに応じてきた、そういうつもりであります。

そのときにみずからやめました。そして、２回

目は選挙違反で連座制で、最高裁まで行きまし

たが、負けたわけであります。今ここにこうし

て議席を置かせていただいておること自体が私

自身も不思議でありますが、地元の有権者のお

かげだと思っておるわけであります。これは余

計な話ですが、そのとき、くらがえだというこ

とで、かなりマスコミの皆さんから厳しい報道

をされました。私がそのとき一番残念だったの

は、マスコミの方がいろんなコメントを有識者

に求められるんですが、ある大学の教授、政治

学の先生でありましたが、法的に許されている

ことを、あたかも悪いように極端なコメントを

載せられて―これは、この場で言うべきじゃ

ないかもしれませんが―やはりマスコミの皆

さん方にも、こういう面は、あおるような報道

はやめてほしいということをお願いしたいなと

思っておるわけであります。

そのとき私は、30日ぐらい、最後まで一人の

捜査官とずっと一緒であったわけであります。

その方に今、お会いすることがあります。ちょ

くちょく会うというと語弊がありますが、今

会ってみると、大変人柄のいい温厚な人なんで

す。しかし、なぜあのときあのような迫力が

あったのかなという気がするんですが、それは

やはり警察という職業でそうあったんだろう

と。今は恨むとかそういう気持ちはさらさらな

いわけでありますが、私のことはさておいて、

実は、うちの家内もそのとき、いろんな事情聴

取を受けたわけであります。そして、最近、ど

うだったのかと聞いてみたんですが、警察の事

情聴取はどうだったかと聞いたら、非常に丁寧

に配慮していただいたと言うんです。私はそれ

を聞いてちょっと意外だったんです。しかし、

そういうことから推測して、私が聞きたいの

は、延岡市北浦の助役さんの事案がありまし

た。このときに、奥さんが参考人で事情聴取さ

れた後に自殺をされ、そしてまた御主人が後を

追うようにして、みずから命を絶たれたという

ような事件があったと思っております。私とし

ては、うちの家内の話を聞く限りでは、そうい

うことはなかったと思います。性格の問題もあ

るかもしれませんが、もし、このことについて

本部長としてのコメントができるなら、お聞か

せ願いたいと思うんですが、いかがでしょう

か。

○警察本部長（相浦勇二君） 県警察におきま

しては、昨年、元北浦町助役を、背任及び加重

収賄被疑者として逮捕いたしまして、事案の真

相解明のための捜査を尽くしました。結論から

申し上げざるを得ないんですけれども、本件の

平成20年２月27日(水)
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捜査に関しての見解を求められるならば、警察

におきましては、一般的に法と証拠に基づき適

正な捜査を推進しておりますし、本件について

も同様であった、このように考えております。

また本件に関しては、留置管理上の問題が絡む

ような性質の事案ではございませんので、そう

した問題もございませんでした。なお、今、御

質問にありましたとおり、事件に関係する方が

お亡くなりになられたことに関しましては、心

から哀悼の意を表したい、このように考えてお

ります。

○野辺修光議員 本部長として、核心に迫るよ

うな答弁はできないと思うわけでありますが、

仮に取り調べに当たられた捜査官の皆さん方

に、多少なりとも思い当たるような節があると

すれば、やはりそれは謙虚に受けとめていただ

いて、今後取り組みをしていただきたいという

ことを、お願いしておきたいと思います。

本部長にもう一つお願いしたいのでありま

す。実は、これは私にも関係する問題で、代表

質問でどうかなと思いますが、あえて聞かせて

いただきますのは、本部長の力強い答弁をいた

だけば、まず抑止効果があるんじゃないかとい

うことを考えております。今、私は茶業経営を

行っていますが、県内の防霜施設で電線の盗難

が相次いでおります。私も最初のうち被害を受

けたんでありますけれども、１カ月ぐらい県内

各地を転々と回って、１カ月ぐらいしてまた串

間に来る、そしてまた、それから鹿児島県など

に行って、また１カ月ぐらいして来るというこ

とで、今３回ぐらい串間でも発生しておりま

す。今までに報道された中では、毎日新聞だっ

たと思いますが、80件以上出ている、こう思っ

ております。その被害額は800万円ぐらい出てお

りましたけれども、仮に80ヘクタールとして、

施設には10アール当たり40～50万円かかるんで

す。４～５億円かけております。電線がないた

めに機能しないんです。今まさに、それを使わ

ないといけない時期に来ております。そして、

これでまた霜の害でも受ければ、数倍の被害を

受けるわけであります。このことについては、

今、鹿児島県はもとより、熊本県、福岡県でも

発生しております。これは、私は非常に悪質な

犯罪だと思っておりますので、何としても検挙

願いたいと思っているわけであります。他県と

の連携をとりながら徹底的な捜査をしていただ

くということであれば、抑止効果がかなり期待

できると思いますので、ひとつそういう面で御

答弁いただくと大変ありがたいと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） 茶畑での泥棒で

ございますけれども、昨年の７月以降、茶畑に

設置されました防霜ファンのケーブルを切断し

て盗んでいくという窃盗事件が連続発生をして

おりまして、本年も継続して発生しておりま

す。件数で申し上げますと、昨年、宮崎県で21

件、ことしになりましてから、２月20日現在で

は３件でございますけれども、御案内のとお

り、県下でお茶を手がけられている農家の方

は、大変広い地域に散らばっておられますの

で、正直申し上げて、実はいろんなところで被

害が生じております。お尋ねのありました串間

に関連して言いますと、昨年が３件、ことしが

１件ということで、事案としては都合４件認知

をしております。お尋ねの中にもありましたと

おり、同様の被害は鹿児島、熊本でも発生をし

ております。昨年、本年の状況を通じて見ます

と、鹿児島県下での発生が一番多くて、さっき

の件数でいきますと、宮崎が都合24件なんです

が、鹿児島は50件を超えておりまして、場所的
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にも、宮崎の県境エリアを中心にしたところに

被害が集中しているという状況下にございま

す。本当に、これは一生懸命頑張るとしかお答

えのしようがないんですが、鹿児島県警、熊本

県警とも、既に早い段階から情報交換は緊密に

行っております。犯人検挙に結びついておりま

せんので、今後とも何とか検挙に向けまして、

引き続き両県警と連絡をとりながら、強力に捜

査を推進していきたい、このように考えており

ますので、御理解をよろしくお願いします。

○野辺修光議員 ありがとうございました。ぜ

ひひとつ強力な布陣で捜査に当たっていただき

たいと思います。

最後に、知事にもう一点伺いたいのでありま

す。知事の人気、大したものですよね。すごい

ですね。いつまでも続いてほしいと思うんです

が、しかし、歴史の中ではいつか人気にも陰り

が出てくる、こう思います。そこで、県民挙げ

て知事の応援、バックアップ、県民もセールス

マンとなってやるという方法で、県内統一の名

刺版、図柄を県のほうで作成していただいて、

宮崎県下の企業や民間を含めてすべての人にそ

れを使っていただいて、宮崎県をアピールす

る。そして、宮崎県出身の皆さん方にも都合に

よっては使っていただくということになると、

今、各市町村ばらばらですから、全国にそのよ

うな名刺が散らばると思いますので、かなり大

きな効果があると思うのであります。これは金

はかかりません。知事の一声で簡単にできるも

のでありますが、知事いかがでしょうか。それ

を知事にお尋ねして、私の質問のすべてを終わ

ります。ありがとうございました。

○知事（東国原英夫君） 全市町村の統一、ある

いは宮崎県全体の統一の名刺版ということでご

ざいますが、どうなんでしょうかね。これから

統一して、それを周知するのにどれだけのコス

トとエネルギーがかかるか。それをまた全国に

周知するためにどれぐらい……。また私はテレ

ビに出なきゃいけないのかなという感じもしな

いでもないんですけれども。県産のブランド化

とかそういったものも関連して、あるいは県民

総力戦というような指針も含めて、検討する価

値はあるのかなと思っておりますが、どうで

しょうかね。まあ、ちょっと考えてみます。

○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

いて代表質問であります。

本日はこれにて散会いたします。

午後３時７分散会
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