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平 成 2 0 年 ６ 月 2 0 日 ( 金 曜 日 )

午前 10時０分開議
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11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）
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21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）
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32番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

33番 野 辺 修 光 （ 同 ）

34番 浜 砂 守 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）
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48番 蓬 原 正 三 （ 同 ）
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◎ 一般質問

○星原 透副議長 ただいまの出席議員40名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、きのうに引き続き一般質問で

あります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、松

村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の松村悟郎でございま

す。今回は、３つの点について質問いたしま

す。

まず初めに、本県の鉄道整備のあり方につい

てであります。

戦後60年以上がたち、その間、日豊本線を中

心に人と物を大都市東京・大阪などに運んだ

り、県内を移動する足として重要な働きをして

きました。また、日豊本線から宮崎空港に直接

乗り入れる空港連絡鉄道の整備や、宮崎―延岡

間の高速化も図られてきました。しかし、道路

整備も進み、モータリゼーションの発展に伴

い、妻線・高千穂線の廃止や貨物輸送の減少、

そしてブルートレイン廃止など、その機能は著

しく後退してきています。一方、九州では、既

に九州新幹線鹿児島ルートが一部開業し、全線

開通が目前に迫ってきております。また、長崎

ルートも10年後の開業を目指して整備が開始さ

れております。さらに、複線化の状況を見てみ

ますと、九州で複線化された区間がないのは本

県だけであります。

御案内のとおり、来月開催される北海道洞爺

湖サミットでは、環境問題が主要議題とされて

おります。地球温暖化による環境問題の中心で

ある石油に依存する社会からの改善や、石油高

騰によるあらゆる産業への影響を考えると、今

こそ輸送コストが低く、二酸化炭素排出量も自

動車の10分の１、船に比較しても半分程度の鉄

道輸送が活用されねばならない重要なファクタ

ーになると思います。高速鉄道整備は、東九州

自動車道の平成26年度の供用開始を目指して着

実に進んでおります。一定の方向性をつくり上

げたわけであります。ここで、もう一つの柱と

して、日豊本線を中心とした本県の鉄道整備に

積極的に取り組む必要があるのではないでしょ

うか。そこで、知事にお尋ねします。産業振興

や環境問題、脱石油などの観点から、本県の鉄

道整備のあり方についてどう考えておられる

か、お伺いしたいと思います。

次に、子育て支援についてであります。

核家族化、女性の社会進出、晩婚化など、社

会構造の変化に伴い、子供の出生率が平成17年

には1.26と大きく下がるほどの少子化の影響

で、保育園、小学校の統廃合、地域存続の危機

など、将来の日本を支える人材の確保や社会構

造に大きな影響が出るのではと懸念されており

ます。今まさに、安心して子供たちを生み育て

る社会を構築することが求められております。

積極的な家族政策を進めるフランスでは、一時

出生率が1.65の水準から2005年には2.005と大き

な回復を遂げております。我が国でも少子化対

策は、エンゼルプランから現在の子ども・子育

て応援プランとしてさまざまな対策が打ち出さ

れていますが、それでもフランスの予算の３分

の１であります。ただ、この政策の中で、本県

として最大の効果を上げる支援をしていく必要

があるわけです。

私の住んでいる高鍋町では、放課後児童クラ

ブ、いわゆる学童保育の充実など、子育てに対

する支援を求める声を多く聞きます。知事は、
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新みやざき創造計画の中で、だれもが安心して

子供を生み、健やかに育てられる環境づくりを

進めるとし、こども政策局も新たに設置される

などしております。安心して子育てできる環境

づくりに今後どのように取り組むのか、県の基

本的な考えについてお伺いしたいと思います。

次に、産業と雇用の拡大に大きく寄与してい

る我が県の農業の役割についてであります。

宮崎県は、自他ともに認める、日本の中でも

有数な農業県であります。昨年、鳥取県で開催

された５年に一度の和牛界のオリンピック、全

国和牛能力共進会では、９部門のうち７部門で

優等主席を受賞し、さらには種牛、肉牛の両部

門で最高賞の内閣総理大臣賞を受賞した、名実

ともに日本一の宮崎牛を初め、「太陽のタマ

ゴ」のブランド名で全国に名を広げたマンゴ

ー、完熟キンカン「たまたま」など、全国を代

表する逸品となりました。これもひとえに、こ

れまでの生産農家や関係者のおいしい牛肉やマ

ンゴーなどをつくり上げるために積み重ねてこ

られた地道な努力の成果であると思います。ま

た、知事におかれましても、全国をまたにかけ

たトップセールスや各種マスコミなどを活用し

たＰＲ等により、全国での知名度も一気に上

がってきております。また、相次ぐ台風災害や

口蹄疫、鳥インフルエンザの発生などの本県農

業の存亡の危機に遭遇したときでも、あらゆる

対策が講じられ、それらの苦難を乗り越え、今

や日本の農業の中で、本県農業生産額も全国第

５位まで上り詰め、他県が減少している中で、

これまでの取り組みは大変評価ができると思い

ます。

しかしながら今、生産農家の現場で、重油、

配合飼料などの価格が、かつて経験したことの

ないスピードで上昇しており、農家の経営努力

で解消するには限界に達し、厳しい経営環境に

置かれております。一方、同時に世界的な食料

不足と日本の自給率低下の問題も抱えており、

この苦境をチャンスととらえ宮崎の農業がさら

に飛躍できるのか、大変大事な時期でもあるの

ではないでしょうか。今こそ農業が宮崎の産業

や雇用の拡大に果たす役割が大きいと考えられ

ます。農業が果たす役割の重要性について、知

事の所感をお伺いしたいと思います。

以下、関連する質問については、自席にて行

います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

鉄道の整備についてであります。鉄道は、だ

れもが利用できる定時・大量輸送が可能な交通

機関であり、県民の生活や地域の産業を支える

社会基盤として、さらには、高齢社会の進行や

地球環境問題にも対応する交通手段として、今

後ますますその役割は重要になってくるものと

考えております。そのような中で、本県の鉄道

の状況を見ますと、東九州新幹線の整備、日豊

本線の高速化、車両のリニューアル化など多く

の課題があります。特に東九州新幹線の整備、

日豊本線の高速化は、いずれも多額の費用を要

し、昨今の国、地方の厳しい財政状況、ＪＲ九

州の経営実態、さらに、今後ますます求められ

る費用対効果の視点やコスト意識の中で、具体

化の見通しが立たない状況であります。一方

で、西九州では九州新幹線の整備が進み、まさ

に鉄道に関しては西高東低がより明確になって

きております。私は、このような状況を見たと

き、本県の鉄道整備、特に東九州における幹線

鉄道の整備のあり方、方向性について、具体的

な戦略を固めなければならない時期に来ている

のではないかと考えているところであります。
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いずれにいたしましても、鉄道の整備は、本県

の活性化はもとより、九州の一体的発展を図る

上で重要な課題でありますので、積極的に対応

してまいりたいと考えております。

続きまして、子育て支援対策の基本的な考え

方についてであります。子供は社会全体の宝で

あり、子供を生み、健やかに育てていける環境

づくりは、私の県政運営の大きな柱でありま

す。このため、本年度におきましては、子育て

支援対策を重点施策に位置づけるとともに、福

祉保健部内にこども政策局を設置し、少子化対

策の強化及び施策の総合的な推進を図ることと

したところであります。また、県庁内におきま

して、私を本部長とする子育て応援本部を中心

に、各部局の連携をさらに強化するとともに、

企業や店舗等の協賛を得て取り組んでおります

「みんなで子育て応援運動」の一層の推進を図

るなど、社会全体で子育てを応援する機運や仕

組みづくりを進めてまいりたいと考えておりま

す。子育て支援につきましては、これらの取り

組みとあわせ、税制の見直しや財源の確保な

ど、国における抜本的な対策が不可欠でありま

すので、引き続き、国に対し強く要望してまい

りたいと考えております。

続きまして、農業が果たす役割の重要性につ

いてであります。農業は、食料の安定供給のみ

ならず、国土・環境の保全など多面的な機能を

有するとともに、地域社会の維持・活性化、さ

らには生産活動に伴う雇用等も含めた他産業へ

の経済波及効果も高く、本県の重要な基幹産業

であると認識しております。しかしながら、農

業を取り巻く情勢は、国内外の産地間競争の激

化や、担い手減少、高齢化の進行などの構造的

な課題に加え、地球温暖化の進行や原油・飼料

価格の高騰など、近年、新たな課題も顕在化し

ております。また一方では、食料自給率や食の

安全・安心の問題など、国民の食に対する関心

は確実に高まってきているところでございま

す。これらの情勢に的確に対応し、食料供給県

としての地位を確固たるものにしていくため

に、私は、「食料と環境の世紀」と言われる今

こそ、これらの変化をビジネスチャンスととら

え、本県農業の強みを生かした農業を展開し、

さらなる発展を図る必要があると考えておりま

す。以上です。〔降壇〕

○松村悟郎議員 それでは自席から、鉄道整備

についてまず質問したいと思います。

今、知事から、鉄道整備のあり方、方向性に

ついて、具体的な戦略を固めていかないといけ

ない時期に来ているという認識の御発言があり

ました。私も全く同感であります。高速道の整

備活動に関しては、本当に目に見えた活動がな

されてきたと思います。一方、鉄道整備に関し

ては、なかなか見えないものがあったのではな

いかと思いますけれども、これまでどのように

取り組んでこられたのか、県民政策部長にお伺

いします。

○県民政策部長（丸山文民君） これまでの取

り組みについてであります。県では、平成５年

に、県費12億円余を含む総事業費24億円余をか

けまして、日豊本線宮崎―延岡間の高速化を実

施し、また、平成８年には、県費11億円余を含

む総事業費38億円余をかけて、宮崎空港連絡鉄

道を建設するなどの整備を進めてきたところで

あります。また、毎年300万円程度の予算措置を

講じまして、宮崎県鉄道整備促進期成同盟会を

初め、九州、全国の鉄道整備促進協議会や九州

知事会などを通じまして、国及びＪＲ九州に対

して、宮崎と鹿児島及び大分県境間の高速化や

車両更新などの要望を行ってきたところであり
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ます。さらに、機会あるごとに県独自の要望活

動も行っているところでありまして、今後とも

引き続き、日豊本線の利便性向上のために強く

要望してまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 今の御答弁で、平成８年の宮

崎空港連絡鉄道整備以降、平成９年以降に関し

ましては、要望活動を引き続き行っていらっ

しゃいますけれども、現在、大きな効果はな

かったというふうにとらえさせていただきたい

と思います。日豊本線の高速化とともに複線化

の推進というのも、鉄道整備促進期成同盟会で

決議をされておりますが、複線化について県の

考え方を、県民政策部長にお伺いしたいと思い

ます。

○県民政策部長（丸山文民君） 複線化につき

ましては、列車すれ違いのための待合をなく

し、増便や利用しやすいダイヤの編成が容易と

なるという効果がございます。また、待合時間

の解消により、時間短縮効果も期待できるもの

であります。御質問にありましたように、県で

は、これまで日豊本線の複線化についても要望

を行ってまいりましたけれども、ＪＲ九州とい

たしましては、現在の利用者の状況では、用地

費や工事費に莫大な費用を要する複線化は困難

との考えを示しておられます。当面、実現は厳

しい状況にあるのかなというふうに考えており

ます。

○松村悟郎議員 鉄道が民営化されてＪＲが運

営しているわけですけれども、現在、採算性ば

かりが表に出て、なかなか事業として日豊本線

には取りかかっていただけないという現状では

ないかと思います。利便性の悪い鉄道にはなか

なか利用者もふえないということで―手元の

資料を見ていただくとおわかりになると思いま

すが、これは本年度の６月の時刻表から抽出し

たものです。ラッシュ時の夕方６時から７時の

１時間の宮崎あるいは各地域を比較した表でご

ざいますが、約30キロをめどに抽出させていた

だきました。宮崎―高鍋間、普通電車２本、特

急１本、普通電車ですと30分待たないといけな

い。博多―鳥栖間は普通が７本、特急６本、13

本です。普通でも10分待たなくて電車が来る。

複線と単線の違い、あるいは人口が集中してい

るかいないかという違いがあると思いますけれ

ども、このように、利便性を高めれば利用客が

ふえるのか、このことも検討していかないとい

けないのではないかと思います。

次に、鉄道利用の拡大と国が進める効率的な

利便性を高める都市づくりの観点から、駅を中

心としたコンパクトシティへの取り組みについ

て、その考え方を商工観光労働部長にお伺いい

たしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 本県に限

らず、全国も同様でありますけれども、人口減

少、少子高齢化が進む中におきましては、商店

とか職場、住まいなどの多様な都市機能を集積

しました、コンパクトでにぎわいにあふれるま

ちづくりというものが求められております。こ

れまで県におきましては、例えば日向市駅周辺

において、土地区画整理などとあわせて実施さ

れました商業集積整備などに対して支援を行っ

てきたところであります。まちづくりを進める

ためには、地域が主体となり、国や関係機関な

どと密接な連携を図って進めていくことが大変

重要でありますので、県におきましては、今後

とも、地域商業づくり総合支援事業などを通じ

て、子供とか高齢者にも暮らしやすい、コンパ

クトなまちづくりへの取り組みを支援してまい

りたいというふうに考えております。

○松村悟郎議員 まちづくりから駅や鉄道を広
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げていくという考えも、コンパクトシティの中

にはあると思います。利用客が少ないから複線

化や駅整備が難しいでは、何の解決にもなりま

せん。環境問題を初め、社会ニーズは大きく変

わろうとしております。複線化や駅を中心とし

た都市整備をすることで利便性が増し、利用の

増加につながります。卵が先か鶏が先か、それ

だけの話であります。知事は、道州制への移行

に当たり、高速道路整備を初め、インフラ整備

が各県同等のものになり、県民の不利益になら

なければと発言をされております。また、昨日

の福田議員の質問の中でも、鉄道貨物のあり方

がやっと話されることになったと発言がありま

した。課題はたくさんありますが、知事の発言

どおり、具体的な戦略を固めていただいて、積

極的に取り組んでいただきたいと思います。

次に、子育て支援対策についてであります。

少子化対策は本当に幅広い分野にわたり、社会

全体で取り組まなければならない課題でありま

す。特に今回は、学童保育についてお伺いしま

す。共稼ぎや女性の社会進出、ライフスタイル

の変化に伴い、学童保育のニーズが高まってお

ります。放課後児童クラブにおける待機児童や

クラブの大規模化への対応が課題となってお

り、これらの課題に対する支援が必要になって

いると思いますが、県の支援策について、福祉

保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 放課後児童ク

ラブにつきましては、子供の健全育成を図ると

ともに、仕事と子育ての両立支援の役割も担っ

ていることから、設置箇所数の充実や、良好な

環境の確保が重要と考えております。このた

め、県におきましては、国庫補助制度を活用

し、市町村に対して、放課後児童クラブの運営

費助成を行い、クラブの設置を促進するととも

に、厚生労働省が策定した「放課後児童クラブ

ガイドライン」の周知徹底を図るなど、放課後

児童クラブの運営内容の充実に努めているとこ

ろであります。この結果、設置数は、次世代育

成計画を上回るペースで増加しておるところで

あります。今後とも、子育て支援対策のより一

層の推進を図る観点から、放課後児童クラブの

設置や適正な人数規模への移行について、市町

村に働きかけてまいりたいと考えております。

以上です。

○松村悟郎議員 ＰＴＡ活動などで小学校にも

行く機会はあるんです。特に１年生のクラスで

は、そのクラスをまとめるのに先生たちも大変

苦労しているというお話もよく聞きます。放課

後児童クラブを利用する児童には、きめ細かな

指導が必要な障がい者の方も含まれておりま

す。一緒に保育することによるトラブルも発生

しているようです。県の対策について、福祉保

健部長にお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 放課後児童ク

ラブにおける障がい児の受け入れを円滑に行う

ためには、障がい児に適切に対応し得る指導員

を確保することが特に重要であります。このた

め、今年度から、国の制度改正を踏まえ、障が

い児対応に関する専門的な知識を有した指導員

をクラブに配置した場合には、その人件費を助

成するなどの対策を講じているところでありま

す。以上です。

○松村悟郎議員 子育て支援には、きめ細かな

取り組みが必要です。行政のみならず、ＮＰＯ

など民間団体の取り組みが欠かせないと思いま

す。県の認識と民間団体の取り組みに対する支

援について、再度、福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 多様化する子
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育て支援ニーズに対応するためには、お話のよ

うに、ＮＰＯ等民間団体の取り組みが不可欠で

あると認識しております。このため、平成20年

度の新規事業として、「地域の絆で子育て支援

事業」を創設しまして、民間団体が行う、例え

ば、ファミリーサポートセンターの立ち上げ

や、子育て支援者の研修・交流、さらには、父

親の育児参加促進事業などを支援することとし

たところであります。また、こうした民間団体

の活動を促進する観点から、新たに表彰制度と

して「夢ふくらむ子育て顕彰事業」を実施いた

しますとともに、ＮＰＯ等民間団体との交流の

場である「みんなで子育て協働推進プラザ」の

充実にも努めてまいりたいと考えております。

以上であります。

○松村悟郎議員 民間の取り組みについては、

さまざまなものがございますけれども、今、御

答弁の中でありましたファミリーサポート事

業、これは非常にいい事業だなと私も思ってお

ります。一昨年、私も、静岡県、神奈川県を視

察してまいりました。先進地の取り組みの現状

でございますが、子育てが終わった御夫妻が、

サポートセンターに里親として登録して、御近

所のお子さんを放課後とか土曜日とかお預かり

する制度でございますが、実の孫のようにかわ

いい、そして、生活に生きがいを感じるように

なったというお話もされておりました。ファミ

リーサポート事業などさまざまな支援に手を差

し伸べる県の政策でございますが、多様化する

子育て支援のニーズに、これからも積極的に取

り組んでいただきたいと思います。

さて、学童保育の現場では、大変苦労しなが

らも、子供たちのために一生懸命取り組んでい

ただいております。一つの例でございますが、

きょうはここに１冊の絵本を持ってまいりまし

た。一人の子供がかいた世界に一つだけの本、

題名は「天才きつつき」というものですけれど

も、小学校１年生の子がかいた絵でございま

す。そして、放課後クラブの先生がアドバイス

しながらお手伝いして、１冊の絵本をつくり上

げた、その絵でございます。クラスが本当にま

とまらなくて、子供たちも先生も悩んでいた。

児童クラブがですね。そのとき、この絵本をか

いた一人の子が、隅っこで絵をかいていた。な

かなかその子もなじめなかった。先生の提案で

絵本をつくることにした。そして、１年生です

ので時間がかかったんでしょうけれども、やっ

と１冊の絵本をつくり上げた。そのつくり上げ

る過程で、周りの子供たちもだんだん興味が出

てきて、児童クラブの運営も非常にうまくいく

ようになった。今、この絵本も何冊かになって

いると思います。それぞれの子が参加し始め

て、児童クラブの運営も本当に楽しいものに

なっていると聞いております。放課後も子供た

ちにとっては社会性を築く大切な一つの場所で

あると、そのとき本当に感動させられました。

世界にたった一つの絵本です。ほかにないんで

すけれども、後で知事にお届けしますので、ぜ

ひ御感想をお聞かせいただいて、それを子供に

届けたいと思いますので、またよろしくお願い

申し上げます。

それでは次に、農業の果たす役割について質

問させていただきます。経済の動きを左右する

ものは、そこにかかわる人材、資源、そして資

金力であります。本県の農業にどれだけ予算措

置をされてきたのか。県全体及び農業部門にお

いて、10年前と現在の予算ベースでどれぐらい

減ってきているのか。また、予算削減の中で、

農業施策についてどのように取り組んでこられ

たのか、農政水産部長にお伺いしたいと思いま
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す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 県の一般会計

の当初予算額ベースで平成10年度と本年度を比

較しますと、県全体では、平成10年度が6,582億

円、本年度が5,590億円で、額で992億円の減

額、10年前の85％程度となっております。

一方、農政水産部の予算のうち、農業部門に

おきましては平成10年度が666億円、本年度

が364億円で、額で302億円の減額で、10年前

の55％程度となっております。農業予算の主な

減少の要因といたしましては、公共事業の縮減

とともに、平成10年度に行われていた試験場や

農業改良普及センター等の整備が順次終了した

ことなどによるものでございます。こうした厳

しい財政状況の中で、これまで整備してまいり

ました基盤や培ってきた生産技術等を効率的に

活用し、施策の選択と集中を進めながら、新た

な課題等にも、農政水産部組織一丸となって積

極的に対応し、本県農業の発展に取り組んでま

いったところであります。

○松村悟郎議員 今御答弁いただいたように、

県の予算全体がここ10年間で15％削減をされて

おります。農業予算は３倍に当たる45％が削減

されております。こういう中で、これまで関係

者が本当によく努力されてきたんだなと驚かさ

れます。先ほどもお話をさせていただきました

が、宮崎県の産業を引っ張る農業は、大変健闘

はしておりますが、県の施策、予算の中では大

変厳しいものがあるのではないかと思います。

また、昨今、燃油や配合飼料の高騰対策など、

喫緊の課題も抱えております。自給率を上げ、

世界的な食料難に立ち向かう日本の食料を支え

ていかないといけないと思います。それが、宮

崎県のこれから果たさないといけない役割だと

も思います。この予算の流れの中で宮崎の農業

を支えられるんでしょうかという疑問を持ちな

がら、次の質問をさせていただきます。

次に、人についてちょっとお伺いをいたしま

す。年々進んでおります農業従事者の減少ある

いは高齢化に悩む農業を支える担い手について

でありますが、将来の宮崎の農業を担ってくれ

る新規就農者の確保・育成の現状と今後の取り

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） 平成17年の農

林業センサスでは、基幹的農業従事者が５年間

で約2,000人減少し、また65歳以上の割合が５割

を超えるなど、担い手の減少や高齢化が進行し

ておりまして、新規就農者の確保・育成は大変

重要な課題であると認識しております。このた

め、県といたしましては、県内外での就農相談

会や、新規就農者等を対象にした農業実践塾を

初め、各種研修、普及センター等による就農後

の重点指導を行うとともに、就農開始に必要な

施設・機械等への補助や無利子資金の貸し付け

を行っております。また、将来の若い担い手を

確保するため、先進農家を農業高校に派遣する

出前授業などを行っております。就農相談件数

は、団塊世代の退職者を含めて増加しておりま

して、関係機関・団体一体となった取り組みに

より、近年、新規就農者数は約200名を確保して

いるところであります。今後とも、県、市町

村、ＪＡ等で構成します担い手育成総合支援協

議会と連携を図り、就農啓発から定着までの総

合的な支援を行ってまいりたいと存じます。

○松村悟郎議員 それでは、次代を担う子供た

ちの教育についてお聞きしますが、夢を持って

農業を職業として選ぶ基盤づくり、これも大切

なことであります。農業高校のあり方、あるい

は農業大学校のあり方、この件についてお聞き
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したいと思いますが、まず、本県の農業高校に

おける担い手育成や今後の農業教育のあり方に

ついて、教育長にお伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会におき

ましては、一昨年度から、各地域のＪＡや農林

振興局などと連携をいたしまして、農業の担い

手を育成する事業に取り組んでいるところであ

ります。その中で、学校におきましては、先進

農家での体験実習や就農支援制度に関する研修

などの実践的な学習を取り入れているところで

あります。また、現在、県の産業教育審議会

に、これからの本県農業教育のあり方について

諮問をし、時代の変化に適切に対応する農業教

育や地域の特色を生かす農業教育の推進等の視

点で、御審議をいただいているところでありま

す。この審議会では、委員から、高校の再編整

備や大学との連携等が進む中で、農業高校と農

業大学校とが連携した担い手育成の取り組みが

必要ではないかとの御意見もいただいていると

ころであります。今後とも、地域や関係機関等

との連携を図りながら、本県ならではの農業教

育の推進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。

○松村悟郎議員 少子化の影響ということで、

学校現場、学校教育も大きな転換期に来ている

と思います。小中高連携や一貫教育あるいは再

編整備など、既に実施されているところもあり

ます。今、教育長からも農業高校と農業大学校

の連携というお話もありましたが、それでは、

農業大学校での取り組みの現状と今後のあり方

について、農政水産部長にお伺いしたいと思い

ます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農業大学校で

は、すぐれた農業後継者及び地域農業を先導す

る指導者を養成するため、農業経営に関する高

度な知識及び技術についての教育を行っており

ます。直近５年間の入学者数は、ほぼ定員を充

足しており、また、卒業生331名の進路は、直ち

に就農した者が136名、それから、研修を経て就

農する者が57名、農業団体や農業関連産業に就

職した者が87名、専攻科進学が24名となってお

ります。このように、卒業生の多くが就農また

は農業関連産業に従事し、地域農業を牽引する

リーダーとして活躍するなど、本県の農業の発

展に大きく貢献していると認識しております。

今後とも、最近の農業情勢の変化を踏まえ、高

度な経営感覚と国際的視野を持ったプロの農家

や地域農業のリーダーを育成するため、実践教

育の充実を図るとともに、さらに魅力ある農業

大学校に向けた取り組みを検討してまいりたい

と考えております。

○松村悟郎議員 今、人材育成、担い手育成と

いうことで、高等学校、そして農業大学校につ

いての現状と取り組みについてお話を伺ったと

ころであります。農業高校は、職業系の高等部

ということで、今、再編も進んでおります。専

門性を残しながら農商工をリンクさせた横のつ

ながりといいますか、総合学科的に連携した再

編だと思います。私の地元ですので、高鍋農業

高校についてはよく知っているわけでございま

すが、高鍋農業高校も昨年は肉牛で宮崎県の

チャンピオンになりました。また、地域の青年

の主張とかあるんですけれども、農業高校から

もよく参加されております。その中でもほとん

どいい成績をとられますし、そのお話にも感動

させられます。さらに、通っている高校生の皆

さんも、本当にあいさつもよくできております

し、地域の清掃なんかにも積極的に取り組んで

くれております。すばらしい教育、子供たちの

人材が育成されているなと思っております。た
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だ、これからの農業、より高度な経営感覚、あ

るいは国際的な農業に対応するためには、もっ

ともっとプロの担い手になってもらう必要もあ

るのではないかと思います。例えば、高校をさ

らにパワーアップして、農業大学校とリンクし

た日本で初の農業高専大学校、農業高専として

一貫教育ができるような、夢の持てる農業マイ

スターを育成できる農業大学校になったらいい

のではないか―これは私の考えでありますの

で―私はそのように思ったりもしておりま

す。それだけ農業高校と農業大学校のそれぞれ

が非常によく検討されていると思いますが、

せっかくあるその資源を、これからの宮崎県の

農業のために、夢の持てる農業のために、何と

か県のほうで活用して、パワーアップしてもら

いたいなというのが私の所感であります。

また、農業はすそ野が大変広く、地域の産業

に大きな広がりをもたらしています。食品関連

産業の振興にどのように取り組んでおられるの

か、商工観光労働部長にお伺いしたいと思いま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 本県製造

業の主要な業種である食料品、飲料などの食品

等関連産業の振興を図りますことは、素材とし

て用いられる本県農産物の活用につながるな

ど、第１次産業の振興にも貢献するものであり

まして、大変重要であるというふうに思ってお

ります。このため、県におきましては、食品開

発センターを中心にして、県内の農産物を用い

た食品開発に関する研究や、企業との共同研

究、また、技術指導等により商品開発を支援い

たしておりまして、これまでに、例えば、県産

ブドウを利用したワインとか、日向夏やユズの

リキュール、さらには干し大根のドレッシン

グ、そういったさまざまな商品開発を支援し、

実際に事業化も図られてきているところでござ

います。また、物産展とか商談会を開催します

など、本県農産物を活用した県産品の積極的な

販路開拓・拡大への支援も行っているところで

ございます。今後とも、農政水産部はもとよ

り、関係機関とも連携を図りますとともに、地

域資源の活用や農商工連携などの国の施策も活

用しながら、食品等関連産業の振興への取り組

みを一層進めてまいりたいというふうに思って

おります。

○松村悟郎議員 平成18年度の工業統計調査結

果によりますと、食料品関連の本県の事業所数

は518事業所で、全体の30.5％であります。従事

者数も１万5,790名、全体の26.8％であります。

このように、農業が本県にもたらす効果は大変

大きなものがあります。国の農商工連携を活用

した取り組みも、これをリードしていくのは、

まさに農業だと思います。本県農業へのさらな

る投資を誘発していくためにも、将来を見据え

た上での魅力と夢の持てる農業への展開が必要

だと思いますが、最後に、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

ございまして、私は、21世紀は水と空気と食料

の時代になると考えております。そのため、基

幹産業として、これまで先人たち、大先輩たち

が知恵と工夫を駆使して受け継がれてきたこの

本県の農業というのを、大きく花開かせること

が私の一つの役割だと思っております。そのた

めに、この１年半、主に農林水産製品を中心に

ＰＲをさせていただいたところです。それはひ

とえに、生産者の方々の生産意欲を損なわな

い、それを持ってもらうということが私の目的

でありました。農業は生まれ変わろうとしてお

ります。ＩＴ化、集約化、大規模化、そして１
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次産業と２次産業を合わせた３次産業化、ある

いは３次産業も合わせた６次産業化、そういっ

たものに姿を変遷して生き残っていかなければ

いけないと考えております。そういった意味で

は、あらゆる視点に立ち、農業を革新する先進

県であっていただきたいと、私は考えておりま

す。今後とも、本県の食料供給県としての役

割、農業が持つ重要性、そういったものを本県

の方々、あるいは後継者の方々に広く知ってい

ただく、そういった運動もしていかなければい

けないのではないかと考えております。例え

ば、県庁職員、まず隗より始めよではないです

けれども、県庁職員全員が農業に従事する半官

半農運動―例えばですよ―そういったよう

な運動も必要なのではないかと考えておる昨今

でございます。

○松村悟郎議員 ありがとうございます。私

も、半農議員という形で取り組んでみようかな

という気持ちにもなりました。昨年の経済の動

きの中で、宮崎県では、地銀であります宮銀、

宮崎太陽銀行が、一昨年よりも大きな農業投資

をしております。農林中金も昨年より大きな投

資をしております。それは、経済の専門家であ

る彼らが宮崎県の農業に期待をしているからだ

と思います。先ほどもお話ししましたけれど

も、非常に難しい局面には来ておりますけれど

も、今、まさに大きなチャンスだと思います。

知事が日ごろから宮崎県をどげんかせないかん

とおっしゃっているとおりでございますが、本

県の農業も、どげんかせないかん。農業は、宮

崎県が一番得意とする分野でございます。この

得意とする分野に積極的に投資することが大事

だと思います。昔から、「農家が元気が出らん

と商店街も暇でいかんわ」と、よく話が出てき

ます。そのように、農業は地域を支えると思い

ます。この10年間で半分近くになった県の農業

予算、大きなツケが回ってこないことを願って

おります。今こそ農業に積極的に投資すべきだ

と思います。知事の御英断をお願いして、一般

質問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○星原 透副議長 次は、押川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。自民党５番バッターの押川修一郎

でございます。実は昨夜、家内と家内の友達に

連れられて、宮崎市民文化ホールに行ってまい

りました。「佐藤竹善＆フレンズ」というコン

サートに行ってみました。宮崎市民文化ホール

にはどのぐらいが入るのか知りませんけれど

も、恐らく2,000名ぐらい入れるのではないかな

と思います。会場はいっぱいでありました。そ

れも私の子供たちぐらいの若い世代がたくさん

出てきておりました。まさしくちょっと前まで

この議場もいっぱいだったということでありま

すけれども、少しずつ議場の人数も少なくなっ

てきております。私も、この佐藤竹善さんのす

ばらしい歌声に私も魅了されましたので、きょ

うも一般質問、一生懸命頑張ってみたい、その

ように思ったところであります。

それでは、財政問題に関して何点か、通告に

従いまして質問させていただきたいと思いま

す。

国は、地方の平成20年度の予算編成に関しま

して、財政制度等審議会において基本的な考え

方を示し、地方はプライマリーバランスと財政

収支が均衡し、債残高は減少し、地方税収は大

幅に増加しているというマクロの数値を根拠

に、地方財政にあっては、歳出に関してさまざ

まな問題を指摘しておられるところでありま

す。基本方針2007で示された歳出改革路線を堅
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持し、地方歳出を厳しく抑制していくこと、ま

た地方向け補助金・負担金の整理合理化に一層

取り組むべきとし、地方、とりわけ本県の実態

とはかなりかけ離れた根拠による地方歳出の抑

制が言及されていることは、地方の実態とはか

なりかけ離れた論拠をもとに地方財政を抑制

し、国の財政再建を推し進めようとするスタン

スだというふうに危惧をするところでありま

す。こうした方針は、基本的には堅持されたと

ころでありますが、地方自治体間の税収格差是

正策や交付税に地方再生、活性化対策として特

別枠の設定など、地方への一定の配慮がなされ

たのは御案内のとおりであります。

こうした中、本県の本年度当初予算は、中山

間地域対策としての森林の未植栽地対策、入札

改革に伴う建設産業対策、少子高齢化対策、医

療構造改革への対応など、さまざまな課題に直

面する中、苦心の編成であったところでありま

す。本県の予算、財政構造の問題点をあえて３

つ挙げれば、経常収支比率と公債費比率が高

い、県税収入が低いことに尽きるのではないか

と思います。したがって、今年度の収支不足

は、中期財政見通しの264億円から386億円に拡

大し、昨年度にも増して厳しい環境になってお

ります。少子高齢化の進展や産業構造の変化の

中で大きく変化し、それに対応すべき課題が山

積をしております。

しかしながら、最近の国の政策の流れを見ま

すと、三位一体改革や新型交付税の導入、道路

特定財源の一般財源化などの税財源の問題を初

め、国民生活に少なからず影響を及ぼす各種の

政策において、地方との認識にギャップがあ

り、そのしわ寄せがすべて地方に回されている

ような気がしてなりません。厳しい財政環境を

打開し、国と地方の認識のギャップを改め、本

県の直面する県民に身近な喫緊の諸課題を解決

していくためには、行政の効率化を図り、無駄

ゼロを進めるさらなる行財政構造改革の推進、

税財源の確保・充実などの徹底した自助努力を

行い、財政の健全化に努めることはもちろんで

すが、地方分権改革推進法によって本格化した

地方分権の第２期改革に当たり、国と地方の役

割分担の見直しや地方税財源の充実に向け、知

事が強力なリーダーシップを発揮し、必要な事

業には予算を積極的に計上していくことが、何

よりも今、強く求められておると思います。そ

こで、知事にお伺いいたします。本県の財政構

造、とりわけ経常収支比率の改善が必要である

と思いますが、改めまして決意及び今後の方針

についてお伺いいたします。

次に、地方分権改革についてお伺いいたしま

す。真の地方分権を推進し地方自治の確立を図

るため、さまざまな議論を経ながら、一応の決

着を見た三位一体の改革の大きな柱である税源

移譲が実施されました。しかし、地方分権に向

かった改革が始まったばかりで、第一次段階に

すぎません。さらなる税源移譲、地方の自由度

を高める視点から、国庫補助負担金改革、地方

交付税における財源の保障機能の充実・確保な

どを図っていくことが必要であると思います。

県、市町村が一体となって、地方税財政の確立

のための改革を国に強く求めていかなければな

らないと思います。このたびの分権委員会の答

申について、知事の考えをお聞かせください。

以上で壇上の質問を終わり、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〕 お答えいた

します。

経常収支比率についてであります。平成18年

度普通会計決算ベースで、全国と比較します
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と、財政構造の硬直度をあらわす経常収支比率

は、全国平均が93.6％に対して、本県は92.1％

で全国第11位となっております。しかしなが

ら、柔軟性を失いつつあるとされる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。私といたしまして

は、本県が直面するさまざまな政策課題に的確

に対応していくために必要な施策を積極的に展

開できるよう、持続可能な財政構造への転換を

図らなければならないと考えております。その

ためには、人件費、公債費など義務的支出であ

る経常経費を削減するとともに、県税、地方交

付税等の一般財源の確保が必要ですので、引き

続き、第２期財政改革推進計画に基づき、義務

的経費の削減や事務事業の徹底的な見直し、歳

入確保に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、地方分権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

性に応じ個性豊かで活力に満ちた地域づくりを

進めていくためには、地方への権限移譲ととも

に税源移譲を積極的に行い、真に実効性のある

地方分権を推進し、分権型社会の構築を図る必

要があると考えております。このため、地方が

担う事務と責任に見合う財源を確保できるよ

う、まずは国と地方の税源配分を５対５にする

ことを目指して、税源移譲を含む税源配分の見

直しを行うとともに、税源の偏在が小さく、安

定性のある地方税体系が確立されることが重要

であり、特に地方消費税の充実強化を図ってい

くことが必要であります。また、地域の財政力

格差解消のためには、財源調整機能と財源保障

機能を有する地方交付税について、総額を確保

するとともに、制度の充実を図っていくことも

必要であると考えております。今後とも、全国

知事会等と連携しながら、さらなる地方分権の

確立につながる地方の税財源の充実強化につい

て要望してまいりたいと考えております。〔降

壇〕

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

地方が担う事務と責任に見合う財源を確保す

る、国と地方の税源配分５対５、まさしく私た

ちもそういうふうに考えておりますし、ただい

ま知事も全国知事会等と連携しながら、さらな

る地方分権の確立につながる地方の財源確保等

に努力されるということであります。そういう

中で知事は、５月24日の自民党県連の総会に際

し、地方分権改革に関連して、知事会のあり方

を強く批判されるような発言をされました。こ

の全国知事会を批判する真意、これはどういう

ものなのかということと、本来、地方六団体と

いう組織の中核的な知事会でありまして、議を

尽くし、ここで一丸となって、国にいろんな要

望なりを取りまとめていくのが知事会かなとい

うふうに私たちは理解しておりましたので、よ

ければ真意をお聞きしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 全国知事会が果たす

べき役割、あるいは果たしてこられた功績や実

績は、私もある一定の評価をさせていただくと

ころでございますが、御存じのように、三位一

体の改革のとき、闘う知事会として、国に要望

・要請を取りまとめました。しかし、御案内の

ように、地方財源というのは、地方交付税とし

て総額5.1兆円減らされております。その結果を

踏まえて、あのときの知事会は一体何ができた

のかというふうに、一抹の疑問と一抹の心もと

なさというか、そういったものを感じておりま

した。ですので、今後の知事会というのは、や

はり一丸となって国に対して物が言える、そう

いった闘う知事会、地方の代弁者として役割を
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大きくする、その権限を大きくしていこうとい

うような期待、目標もあっての発言でありまし

た。

○押川修一郎議員 わかりました。

再度お聞きいたしますが、知事本人、国会に

出て地方分権の代弁者としてさらに力を発揮さ

れる場のほうがいいのか、あるいは、今の県知

事として、宮崎県の代表として、全国知事会の

中の一人として地方分権をされたほうがいいの

か、どちらでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 地方分権というの

は、地方と国が両輪でやらなければいけない政

策だと考えております。そのために、地方から

の分権が有効なのか、あるいは国からの分権が

有効なのか、それは適宜、その場の重要性を勘

案しながら、それに対応してまいりたいと思っ

ております。道州制も視野に入れた地方分権、

この国の統治システムを変えるということが、

私の最終的な目標であります。

○押川修一郎議員 わかりました。できるだけ

我々県民が幸せになるような方向で、知事は、

今の立場にある以上は一生懸命やっていただく

ことが一番いいなと思いますから、ぜひ頑張っ

ていただきたいと思います。

次に移ります。経常経費についてであります

が、予算の弾力性を高めるには、経常経費をい

かに圧縮できるかがポイントであるというふう

に思います。約70％強を人件費と公債費が占め

ております。どちらも抑制は難しいのですが、

人件費は既に手をつけておられますし、経常経

費を抑制するために、今後どのような対策を考

えていかれるおつもりなのか、総務部長にお願

いいたします。

○総務部長（山下健次君） 経常経費の削減に

つきましては、先ほど知事が申し上げましたよ

うに、基本的には第２期財政改革推進計画の着

実な実施により取り組んでいくものと考えてお

ります。具体的には、先ほどお話もございまし

たように、引き続き人件費の削減策を実施する

ほか、扶助費につきましては、近年これが増嵩

しているというところがございますが、国の基

準づけがございまして、困難な面はあるもの

の、中長期的な抑制策に取り組みますととも

に、公債費につきましては、県債の新規発行を

可能な限り抑制するということと、借換債の活

用による平準化、こういったことで残高の圧縮

を図ってまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 先ほど知事もおっしゃいま

したし、今、総務部長のほうからもありまし

た。人件費の改革というのは、１次は多分平

成23年度までだったというふうに思っています

けれども、もう既にそういう人件費あたり、あ

るいは職員の削減等についての議論、そういう

ものがなされておるわけですか。

○総務部長（山下健次君） 本県におきまして

は、従来から、職員数の適正な管理に努めてま

いりました。18年の２月に行政改革大綱2006、

ここでまず総職員数、平成22年度に、17年度と

比べて900人、率にして4.8％純減することと

し、国がこのときには4.6％という基準を示して

おりましたけれども、それを上回る数値目標を

設定したところでありました。その後、知事就

任後の昨年６月にこの大綱を見直し、行財政改

革大綱2007におきまして、期間を１年間、知事

の任期と同じということで延ばしました上で、

さらに削減の100人上積みを行いました。そし

て、平成23年度には、17年度と比べまして

約1,000人、率にして5.4％の純減を行うという

数値目標を掲げたところでございます。県とい

たしましては、組織の簡素合理化あるいは事務
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事業の抜本的な見直し、それから民間委託等を

一層進めることによりまして、当面、この厳し

い数値目標の達成に全力を挙げて取り組んでま

いりたいと考えております。

○押川修一郎議員 職員の皆さん方がやる気が

出ないような人員削減等々には、私は賛成しか

ねる部分があるわけでありますけれども、一方

では、歳入等を上げていかなければならないと

いう中で、そういった工面というものがあるわ

けでありましょうけれども、これは十分検討さ

れながら、最小限のそういった職員減あたりに

は努めてほしいなと。そして、技術職の皆さん

方が削減対象になっているとは思いませんけれ

ども、農業が主体の宮崎県でありますから、そ

ういう現業職あたりが少なくなることはぜひ考

慮の中に入れて、職員の削減等にもまた取り組

んでほしいと思います。

次に、本年度の予算執行方針について、20年

度予算の方針の中で特に強調されたい点があれ

ば、総務部長、お願いいたします。

○総務部長（山下健次君） 平成20年度予算の

執行に当たりましては、限られた財源の中で、

新みやざき創造戦略に基づく重要施策など、本

県が抱える政策課題に対応する優先度の高い施

策について積極的に取り組んでいく必要があり

まして、これまで以上に予算の効率的・効果的

な執行を図っていかなければならないと考えて

おります。このため、職員一人一人が本県の厳

しい財政状況及び行財政改革大綱2007を十分理

解して、予算の計画的・効率的な執行に努めて

いただきますとともに、行財政全般にわたり、

さらに徹底した見直しを行う必要があると考え

ております。また、不適正な事務処理に関しま

しては、既に一部実施しておりますけれども、

引き続き職員研修等を実施いたしますととも

に、今年度措置いたしました調整事務費及び予

算流用手続の簡素化といった予算執行システム

の運用見直しにより、再発防止の一層の徹底を

図ってまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 そういうことでありますけ

れども、私も部長に聞きたかったことが今、出

てきたわけでありますけれども、実は、昨年の

不適正な事務処理の反省に立って、県として

は、対策の一つとして、物品調達事務の執行体

制についてということで、本庁に総務事務セン

ター、出先に県税・総務事務所という体制をと

られておりますよね。この機能について問題点

はなかっただろうかということで、私、聞こう

と思っておったんですけれども、今、答弁の中

にもありましたけれども、改革の中で、そう

いったことを推し進めていくということであり

ますから、現状の中で何かそういう―今３カ

月ぐらいでありますけれども、せっかくこの業

務を立ち上げたけれども―改善するようなこ

とがあるのかないのか。なければ結構でありま

すけれども、あわせてお聞きをしたいと思いま

す。

○総務部長（山下健次君） 総務事務センター

の業務の件でございます。この総務事務センタ

ーを今回設置したというのは、先ほども申し上

げたような経緯で設置をしたわけでございます

けれども、やはり立ち上がり早々の所属という

こともございますし、もちろん従事する職員

も、言うならば初めてのシステムの中での仕事

ということで、まだふなれな点は多々あろうか

と思います。やはり基本的にはルールを守っ

て、諸規定や通知に基づきまして適正な事務処

理をするということが前提でございますけれど

も、より効率的な物品調達を進めていく上で改

善をすべき点があれば、随時見直しをしてまい
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りたい、このように考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

たいと思います。地域の中でそういった業者さ

んもいらっしゃいますし、特に出先になります

と、事務所が中心になるというふうに思います

ので、業者の皆さん方が平等に物品等の納入が

できるような入札等々でやっていただければあ

りがたい、そのように思います。

最後に、県税の徴収率ということで、昨年度

の税源移譲は、県民の皆様にはある意味では地

方税の重税感を感じさせるものとなり、新たな

問題も出てくるのではないかと懸念をしており

ます。県民の皆様に、より行政に対する御理解

を得ながら、一方では納税確保対策を進めてい

く必要があると考えます。特に税源移譲の対象

である個人県民税については、これまで以上に

県と市町村が連携して、積極的な対策を進める

必要があります。そこで、県民の皆様の理解と

協力を得ながら、税源移譲額を確実に確保する

ためにどのような対策を講じておられるか、総

務部長にお願いいたします。

○総務部長（山下健次君） お話がございまし

た個人県民税につきましては、平成18年度のデ

ータでございますが、調定額として155億2,100

万円余、一方、収入額が143億3,200万円余、収

入未済額は10億8,900万円余、徴収率が92.3％と

なっておりまして、徴収率は全国平均と同じで

ございます。御指摘にありましたように、平

成19年度の税源移譲に伴いまして、個人県民税

は重要な税目の一つとなっておりますことか

ら、これまで以上に市町村との連携を密にし

て、税収確保を図ることが重要でございます。

この個人県民税は、賦課徴収権が市町村に委任

されておりますことから、市町村との徴収対策

会議を初め、共同徴収あるいは徴収実務研修な

どを実施しておりますが、平成18年度からは、

個人住民税の滞納案件を市町村から引き継ぎを

受けまして、差し押さえあるいはインターネッ

ト公売、こういったものを行う直接徴収を実施

しております。さらに、これに加えまして19年

度からは、税務職員の市町村との併任人事交流

制度をつくり上げまして、財産の差し押さえ等

により、共同して滞納案件の解消に当たるとい

うことで、市町村と一体となった徴収対策を実

施しているところでございます。今後とも、税

収確保を図るため、積極的に取り組んでまいり

たいと存じます。

○押川修一郎議員 平等に徴収されるような方

法の中で、さらに努力していただきますよう

に、お願いをしておきたいと思います。

次に、燃油高騰でありますけれども、ここ数

日の新聞・テレビで、漁業においても大変だと

いうことでありますが、あえて施設園芸にかか

わる重油価格高騰対策についてお伺いいたしま

す。ガソリンの小売価格がリッター170円を超え

ました。重油も、６月16日現在112.1円でありま

す。農家は、ハウスの密閉度を高める管理の徹

底や省エネルギー設備の導入など、燃費コスト

縮減の努力を重ねておりますが、農産物価格が

低迷する中、燃油上昇コストを農業経営の中で

吸収することができず、営農の維持継続さえ危

ぶまれる状況になっております。また、省エネ

設備についても、高額なものについては、多く

の農家は導入できないのが現状であり、支援策

として、中長期的には省エネによる設備投資あ

たりを何とか補助等々で賄っていかなければ大

変だろうと思います。現状、実証ということで

木質ペレット、あるいはファンヒーター等々の

実証もされておりますし、それなりの効果は出

ておりますけれども、余りにも価格が高過ぎる
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ということがあるわけであります。そういうこ

とと、この燃油高騰をしている現状で、どのよ

うな支援というものがあるのか、ないのか、そ

ういったことにつきまして、燃油高騰による現

在の状況をとらえられて、国へのさらなる要望

や県として何ができるかということで、農政水

産部長にお願いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県の施設園

芸におきましては、重油価格高騰が継続した場

合、大幅な経費の増大による所得の減少が予想

され、特にピーマン等の暖房費の割合が高い品

目につきましては、再生産が極めて厳しい状況

になるものと認識しております。このため、県

といたしましては、関係団体等と協力しなが

ら、基本的な省エネ対策の徹底並びに高い省エ

ネ効果が期待できる内張二層フィルム等の導入

推進によりまして、重油使用量の大幅な削減を

図るとともに、収量・品質向上対策に取り組

み、生産者の所得確保、ひいては産地の維持に

努めてまいりたいと考えております。また、中

長期的な視点では、さまざまな情勢変化が予想

されることから、今後の本県の施設園芸のあり

方につきまして、関係団体等と協議しながら、

検討を進めてまいりたいと考えております。

なお、お尋ねの中に、国への要請というお話

がございました。あわせて、この点についても

お答えしたいと思いますが、施設園芸に対する

重油価格高騰対策につきましては、本年５月30

日に、関係省庁に対しまして、「みやざきの提

案・要望」の中で、重油価格高騰対策の支援拡

大並びに再生産が可能な野菜経営安定対策の構

築に向けた要望を実施したところであります。

この中で、実用段階に入った代替エネルギー機

器につきましては、開発初期に当たり高価格で

あることから、国の十分な支援の要望を行った

ところであります。県といたしましては、重油

価格高騰による本県施設園芸への影響を最小限

にとどめるため、引き続き、関係農業団体等と

の十分な連携によりまして、国への働きかけを

行ってまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 特に中長期的については、

よろしくお願いを申し上げておきたいと思いま

す。

それから、県でできることということで、こ

れは先ほど松村議員のほうからもありましたけ

れども、特に農業、途中で生産を変えるわけに

もいかないわけでありますから、これだけ施設

園芸においてコストがかかる重油を使う農業

が、果たしてこれから続くのかなということ等

を考えたときには、皆さん方が知り得た情報と

いうものを、出先の普及所初めＪＡあたりと連

携をしながら、現在のいろんな状況というもの

をつないでいただければありがたい、そのよう

に思っております。

次に、中山間地域対策について、国土保全や

水源の涵養、地球温暖化等の防止やいやしの場

の提供など、中山間地域が多くの公益的機能と

多面的な役割を担っておることは御存じのとお

りであります。しかしながら、これらの地域で

は、若年者の流出や高齢化の進行等により、農

林業従事者が減少し、耕作放棄地や植栽未済地

が増加しておるのが現状であります。中山間地

域の機能・役割は、都市部の市民生活や経済活

動を安定的に確保できる基本であり、国におい

て総合的に対策を講じていくべき分野ではない

かというふうに思っております。ところが、残

念ながら、都市部の住民からの反応は鈍く、国

においても本腰を入れた対応が出てきておらな

いのが現実ではないのかな、そのように思って

おります。そこで、知事にお尋ねいたします。
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知事は、中山間地域対策推進本部を設置され、

全部局長を前に、「従来にとらわれない思い

切った発想で事業を展開していただきたい」と

発言されたようですが、具体的にどのような支

援策を念頭に指示をされたのか。また、国に対

し、どのような項目をどう仕掛けていかれるお

つもりなのか、手ごたえ等があれば、あわせて

お伺いをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 中山間地域対策とい

うものは、地方の再生の根幹をなす重要な施策

だと思っております。また、この中山間地域

は、いろいろな役割、多面的機能・役割を果た

しております。そういった意味でも非常に重要

な位置づけではないかという認識はしておりま

す。この中山間地域の対策なんですが、どこの

地域も、どこの国も、非常に頭を悩ませている

難問ではないかと考えております。私は、中山

間地域対策の活性化、再生に向けてのこれと

いった有効策、起爆剤というのは、実を言う

と、まだ模索中であるという認識をしておりま

す。産業を活性化するのか、医療を充実させる

のか、インフラを充実させるのか、人と人との

交流を活性化するのか、そういった広角的な視

点で総合的に施策を講じなければいけないと

思っております。ですから、この対策室あるい

は対策本部を、あらゆる考え方、あらゆる視点

に立って、中山間地域対策を講じていただきた

いというこの理念のもとに指示をさせていただ

いた、そして、そういった趣旨でこの本部を立

ち上げさせていただいたものでございます。

○押川修一郎議員 昨日も黒木議員のほうから

もあったところでありますけれども、中山間地

というものが我々国土の基本であるし、我々が

生きていく中で、この中山間地をどう守り育て

るかということが、これも大事なことであっ

て、災害等々では即相当の出費等々も要るわけ

でもありますし、中山間地の活力というもの

が、いかに町場に住んでおられる方々に恩恵を

なすかというのは御存じのとおりであります。

知事、そういうような気持ちの中で、せっかく

そういう部屋もつくっていただきましたから、

さらに、そういう人材の方々を地域に派遣して

いただいて、今本当に何が必要なのかというこ

とをつかさどっていただいて、対策を打ってい

ただければありがたいという要望を申し上げて

おきたいと思います。時間がどんどん迫ってき

ますから、急ぎたいと思います。

松村議員と少しかぶるところがありますけれ

ども、今回、農商工等連携というものが法律と

して認められたところであります。地方の基幹

産業であります農林水産業と商業・工業等の連

携が重要であるということで、農林水産省と経

済産業省が連携し、農商工等連携関連２法案が

成立。農水省としては、設備資金の貸付割合の

引き上げができる、事業資金の債務保証を実施

する、農業改良資金等の償還期間・据置期間の

延長ができる。企業立地促進ということで、経

済産業省においては、農林水産関連産業の企業

立地税制の大幅な優遇措置、小規模企業の設備

投資への無利子融資、事業資金の債務保証な

ど、特に税というのが優遇されるというような

ことになっておるわけであります。そこで、知

事にお伺いしたいのですが、農林水産業を基幹

産業とする本県であります。私も絶好のチャン

ス到来だなというふうに思います。100社誘致、

１万人雇用をうたわれておる知事であります。

今回の農商工等連携関連２法の活用について、

どのように理解されておるか、まずお伺いをし

ておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 今回の国の農商工連
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携施策というのは、農林水産業と商業・工業等

の産業間の壁を越えた連携促進により、地域経

済の活性化を目指すものでありまして、農林水

産業を基幹産業とする本県にとっては、まさに

ふさわしく、大いに活用できる施策ではないか

と考えております。本県では、これまでも豊富

な農林水産物を生かした産業の発展とか集積を

図ってきており、食品開発センターなどを中心

に、企業との共同研究による新商品開発支援等

を行うことによりまして、地場産業、地場企業

の事業拡大や新規事業の創出に努めてきたとこ

ろであります。今後、農商工等連携関連２法の

支援措置を十分活用して、本県の農林水産関連

産業等のさらなる高付加価値化や事業拡大、ひ

いては新規企業の立地、新規雇用の創出が促進

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。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。そ

ういう方向で、ぜひまたこれからいろんな指示

を出していただければありがたいと思います。

そのことを受けさせていただきまして、商工

観光労働部長へお尋ねいたします。知事のただ

いまの答弁にもありましたとおり、では具体的

にどのように農政水産部や環境森林部と連携を

図りながらこの事業を進めていかれるおつもり

か、もし考えがあればお聞きしたいと思いま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 農商工等

連携促進法におきましては、先ほど御質問、知

事の答弁がありましたように、中小企業と農林

水産業者が共同して行います新たな商品とかサ

ービスの開発等について事業計画を策定して、

国の認定を受けた場合に、先ほど議員の質問に

ありましたような事業資金の貸し付け等の支援

策が受けられるということになっております。

また、本県におきましては、産業支援財団が経

済産業省から委託を受けまして、中小企業や農

林漁業者向けの相談窓口の設置でありますとか

専門家の派遣、あるいは農業法人と中小企業と

のマッチング会の開催、そういった農商工連携

を軸とした取り組みを展開することといたして

おります。県といたしましては、これらの施策

とか取り組みを円滑に行うために、商工観光労

働部、農政水産部、環境森林部の関係課による

連絡会議を今月初めに設置したところでありま

して、関係省庁や各部で行っております関連事

業、連携事例の掘り起こしなどについて、情報

交換を行いますとともに、緊密な協力を行って

いきたいというふうに考えております。

○押川修一郎議員 ぜひ、縦割りじゃなくて、

横の課の連携のもとに、それぞれ職員の皆さん

方がいろんな情報を集めていただき、その集

まった情報あたりを分析をしながら、どういっ

たものができていくのかということを最優先に

やっていただければありがたい、そのように思

います。

同じく農政水産部長にお尋ねいたしますが、

食品関連では、畜産や園芸分野で的確な現場説

明を行えば、すぐにでも動きが出てくるような

ものがあるのではないかなという感じがいたし

ます。例えば、牛、豚、鶏等、ミヤチクとか地

場食品企業もあるわけでありますから、整備拡

大等を図る上でも、何かそこあたりに考えがあ

ればお聞きをしたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 基幹産業でご

ざいます農業と食品加工業、それから卸売・小

売業、飲食業を含めた食品関連産業との連携強

化は、諸産業の振興、それから雇用の拡大、生

産者の所得向上など、さまざまな効果が期待さ

れているところでございます。県では、地域の
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資源を生かし、製造業者、販売業者等を有機的

に結びつけ、魅力ある商品開発や販路開拓を行

う食料産業クラスターの取り組みを現在支援し

ているところであります。一方では、最近の中

国産冷凍野菜の残留農薬問題等に端を発しまし

て、外食・中食・加工産業等からの国内の農産

物に対する期待感や新たな利活用の動きが高

まってきております。こうした状況を踏まえ、

県におきましては、地域における農商工連携の

取り組みを加速させる国の支援策等について、

園芸・畜産分野への関係者へ広く周知を図ると

ともに、関係団体とも連携しながら、農業分野

から食品関連産業等への積極的な働きかけを

行ってまいります。

○押川修一郎議員 なかなか農業現場、家族農

業だけでもかなり資金等がかさむ時代でありま

すから、大変な農業の現状があるわけでありま

す。生産というものはできるわけでありますか

ら、地域の中で生産をし、そこに加工等を入れ

ながら、雇用を求める宮崎県の新しい農業の形

態、こういったものを私はつくっていくべきだ

ということで、実は今回、この質問をさせてい

ただいたところであります。

最後になりますが、建設業等民間の資金を出

して、農林産物の生産加工に取り組みたいとい

う声を特に聞きます。知事の人気によって、県

外の方も、宮崎の農業に出資をしたいという方

がいらっしゃるそうでありまして、本県農業へ

の投資に対して、農政水産部長はどのようにそ

の声に対しておこたえをされるか、あればお聞

きをしたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） これまでの本

県農業は、基本的には農業者みずからの生産基

盤と資金、技術により支えてきたところであり

ます。しかしながら、昨今の厳しい農業情勢の

中におきましては、他産業分野からの資金や技

術、ノウハウなどを活用して、農産物の生産や

加工に取り組むことは、新たなビジネスチャン

スの創出にもつながり、これからの本県農業の

振興を図る上で大変有効な手段の一つと考えて

おります。県といたしましては、県庁内部で構

成する農商工連携の連絡会議やさまざまな業界

との情報交換等を行い、他産業からのさまざま

な提案に適切に対応してまいりたいと存じま

す。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

宮崎県の農業に出資したい、そういった方々が

いらっしゃれば、そういうことを受けて、ぜひ

早目にそういった取り組みもしていただければ

ありがたいと思います。

次に、食の安全・安心への取り組みというこ

とでお尋ねをいたします。ことし４月に内閣府

が、社会意識に関する世論調査を発表されまし

た。この発表を見ますと、悪い方向に向かって

進んでいる分野のトップ３として、景気、物

価、食料が挙げられております。この要因とし

て、原油や穀物の値上がり、中国製冷凍ギョー

ザの毒物混入事件や、相次いだ食品偽装が影響

しているものと分析がされております。本県に

おいても、台湾産ウナギを国産として販売して

いた事実や、宮崎地鶏が偽られて販売されてい

た偽装事件が発覚し、消費者の信頼を大きく損

ねたということは記憶に新しいところでありま

す。このような中、つい３日前になりますが、

愛知県の一色産ウナギが、これまた産地偽装と

いったことで報道されております。知事のブロ

グにも載っておりました。ところが、本県にお

いては、昨年のウナギの産地偽装を受け、こと

しの３月25日に社団法人宮崎県シラスウナギ協

議会が、消費者に信頼される安全・安心なウナ
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ギを提供するための６つの取り組み事項を発表

されております。それによりますと、早期に取

り組む事項として、１つ目に安全・安心で消費

者に支持される養鰻生産、２つ目に積極的な情

報提供、３つ目に生産から流通に至る情報管理

体制の整備、次に、長期的な取り組みとして、

１つ目、ブランド化と生産から加工・流通まで

一貫した体制づくり、２つ目にトレーサビリテ

ィーシステムの構築、３つ目に環境に配慮した

生産への取り組みとなっております。

そこでお伺いいたします。３月25日の提言か

らやがて３カ月になろうとしておりますが、具

体的にどうしていこうとされておるのか、目に

見えたものが出てきておりません。提言はシラ

スウナギ協議会ですが、県も「みやざきウナギ

安全安心推進委員会」のメンバーとして提言内

容の策定にかかわっておられるというふうにお

聞きしております。シラスウナギ協議会の指導

的立場にあります県として、協議会にどのよう

な指導をされているか、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） 県では、シラ

スウナギ協議会に対しまして、流通業者を含め

た関係者間の安全・安心の取り組み強化の合意

形成が図られ、全養鰻業者による信頼回復への

取り組みがなされるよう指導を行っているとこ

ろでございます。具体的には、安全・安心なウ

ナギを生産するために、日々の養殖作業におい

て守るべきルールを明文化した「適正養殖規

範」、いわゆるＧＡＰの導入や、生産情報の伝

達などの取り組みの実施体制が早期に構築され

るよう、同協議会に対して助言をいたしており

ます。また、体制が整い次第、速やかにこの取

り組みの公表が行われるよう指導してまいりた

いと存じます。

○押川修一郎議員 ただいまＧＡＰの導入とい

う話が出たところでありますけれども、シラス

ウナギ協議会ではどういった取り組みがなされ

ているのかということですね。これまでにどの

ような取り組みをされておるのか、指導されて

おるのか、あわせて県の考え方をお聞かせ願い

たいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） ＧＡＰにつき

まして、シラスウナギ協議会では、養鰻業界の

全国団体が示したＧＡＰについての講習会を開

催し、さらに会員全員を招集した会議におきま

して、ＧＡＰの本格実施に向けて、全国団体の

基準に基づいて試行するよう、会員に対して指

導を行っております。なお、一部の業者におき

ましては、既に試行に入っているところでござ

います。

○押川修一郎議員 適正養殖規範といったもの

の策定を急ぐ必要があるのではないかというふ

うに思います。規範どおりに実行されているか

どうかをチェックしていく仕組みづくりなどは

考えておられないのか、あわせてお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） このチェック

をする仕組みづくりにつきましては、まずは信

頼回復の取り組みということでございますの

で、シラスウナギ協議会が自発的に行う必要が

ございまして、そのルールを遵守する仕組みを

業界が主体性を持って構築すべきものというふ

うに考えております。今後、取り組みのルール

等を全関係業者が遵守できるように周知させま

して、研修や遵守できない業者等への現地指導

を行う体制の構築など、シラスウナギ協議会と

して適正な対応をとるよう、指導助言を行って

まいりたいというふうに存じております。

○押川修一郎議員 今の部長の話では、まだ
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チェック体制までできていないのかなというふ

うに、私はとらえたところでありますけれど

も、消費者に信頼されることが一番であります

から、やはりそのチェック体制を急ぐべきでは

ないかというふうに思います。

次に、消費者の信頼回復に向けた取り組みに

ついてであります。産地偽装は、一個人の節度

のない、全く自己本位の、他人の迷惑を顧みな

いあるまじき行為であり、まじめに一生懸命生

産活動に励んでおられる多くの健全な生産者ま

で同じ目で見られ、一夜にして消費者の信頼を

なくすことになります。そこで、違反者やルー

ルを守れない、破った人については厳しいペナ

ルティーを与えるのか、対応はどうされるの

か、あれば、この規範に基づく取り組みをお伺

いしておきたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 信頼回復に向

けた取り組みでございますけれども、先ほど申

し上げましたとおり、信頼回復への取り組み

は、シラスウナギ協議会が自発的に行う必要が

あり、そのルールを遵守する仕組みを、業界と

して、主体性を持って構築すべきものというふ

うに考えております。このルールに違反した者

に対し、ペナルティーがあるのかという御質問

だと思いますけれども、まずは全業者が守るこ

とができるシステムの構築が重要でございまし

て、違反する者が発生した場合の対応について

も、シラスウナギ協議会において検討すべきも

のと考えております。

○押川修一郎議員 わかりました。安全・安心

でありますから、それぞれそういう方向での対

応を急いでいただきたいというふうに要望を申

し上げたいと思います。

次に、ブランド化の推進について知事にお伺

いいたします。全国第３位の生産量を誇る本県

ウナギが、宮崎県水産物ブランド品として、そ

の認証が受けられていないことに不思議さえ感

じておるところであります。ブランド品になる

ためには、一定の認証基準をクリアすることが

必要であることは当然でありますが、今日、ブ

ランド品として認証されていないことを見れ

ば、生産量は全国３位と誇れますけれども、ウ

ナギの質はブランド品として全国にＰＲできる

だけの要素を持ち合わせていないといった、厳

しい指摘の裏返しになるのかなというふうに思

います。知事は、マンゴー、宮崎地鶏、完熟キ

ンカン等々全国でＰＲされております。この

チャンスに、ウナギもブランド品として、宮崎

産ウナギとして、全国に打って出る仕掛けをし

ていただいたらいかがだろうかというふうに思

うところであります。そのことで勢い県内養鰻

業界に活気がみなぎり、消費者に対する安全・

安心が今以上に強く求められることで、ウナギ

養殖に対する危機管理意識が醸成され、結果的

に業界全体の健全な発展につながるというふう

に思います。今、知事の人気もウナギ登りであ

ります。まさに、知事の人気にあやかって、ウ

ナギもそのウナギ登りであってほしいと願うと

ころであります。みやざきブランドについての

お考えをお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 人気に関しては、今

横ばいでございまして（笑声）、必ずしもウナ

ギ登りではないのでございますが、本県のウナ

ギの養殖業というのは、御案内のように全国３

位でございまして、これは全国的にも余り知ら

れてないことなんですね。そのさらなる振興を

図るためには、宮崎産ウナギとしてのブランド

化を通じた有利販売への取り組みというのは非

常に有効かと考えております。私も先日、シラ

スウナギ協議会に所属するある養鰻業者の、工
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場といいますか養殖場を視察させていただきま

した。すると、やっぱり安全・安心ですね。品

質管理に鋭意取り組んでおられました。宮崎産

の特徴というのは、水とえさらしいですね。ハ

ーブなんかを含めたえさにあるということでご

ざいまして、これはブランド化のツールとして

は非常におもしろいんじゃないかと、私は興味

深く見させていただきました。ブランドづくり

のためには、県内のウナギ養殖業者の自主的な

取り組みによる安全・安心なウナギを安定的に

供給する体制の確保というのが基盤となるもの

でございまして、養殖技術の向上や品質の均質

化などを進める必要があると考えております。

県といたしましても、早期の実現に向けて、ウ

ナギ養殖業界における具体的なブランド規格づ

くりの協議を促進するとともに、適切な助言を

行ってまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 知事のブランドへの熱い思

いを伺いましたし、期待をしているところであ

ります。そこで、先ほども言いましたけれど

も、ブランド化に向けての規格づくりについ

て、担当部長に再度、どういう規格づくり等々

でこのブランド化に向けてやっていかれるか、

お聞きをしたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 水産物につき

ましては、このブランドの規格について、「い

きいき宮崎のさかなブランド確立推進協議会」

というものがございまして、こちらでブランド

を認証することになっております。それから、

生産主体になります生産団体との基準につきま

して、いろいろと今後調整されるものというふ

うに考えております。いずれにいたしまして

も、ブランドは宮崎県を代表する品目になって

いるということでございますので、厳格な基準

が必要であろうというふうに考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

たいと思います。

次に、入札制度改革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

支える重要な産業であります。県では、平成20

年度の重点施策にこの建設産業対策を掲げ、技

術と経営にすぐれ、地域貢献度の高い業者が伸

びていける環境づくりや、新分野に進出する支

援等を行っているところであります。しかしな

がら、一般競争入札制度導入後、落札率が低下

するとともに、最低価格を追求するために、価

格競争一辺倒になっているのが現状でありま

す。工事を請け負っても、４割の事業が赤字に

なるとも聞いております。入札制度改革が及ぼ

した影響及び事業を請け負っても赤字になると

いう建設業者の悲鳴に対する状況をどのように

考えておられるか。また、どのように対応して

いこうと考えておられるか。県土整備部長にお

願いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 本県では、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、抜本的な改革に取り組んでおり

ますが、並行して改革の検証も随時行っている

ところでございまして、昨年の10月には、最低

制限価格の見直しも行ったところでございま

す。しかし、建設投資が大幅に減少する中、建

設産業については、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急務となっており

まして、今後、価格と技術力や地域貢献度など

価格以外の要素を評価する総合評価落札方式を

さらに充実することが必要であると考えており

ます。このため本年度は、試行件数の拡大や評

価項目について地域企業に配慮するなど、大幅
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な見直しを行ったところでございます。さらに

は、小規模な工事を念頭に置きまして、入札参

加企業の所在地や災害時の緊急対応など、地域

貢献度の高い業者を評価する地域企業育成型の

総合評価落札方式を創設いたしまして、来年１

月から試行してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 もう時間がありませんので

続けていきます。一般競争入札の全面導入によ

り競争性が増しているが、地元業者育成のた

め、地元業者が受注しやすくなるように、現在

の地域要件を見直すことはできないのか、同じ

く県土整備部長にお願いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 一般競争入札

の実施に当たりましては、原則、県内建設業者

に発注するとともに、工事の規模ですとか種

類、事業量等を勘案いたしまして地域要件を設

定しております。この地域要件につきまして

は、県の公共事業費が大幅に減少している中

で、その範囲を狭めてしまいますと、地域に

よっては、応札可能な工事が著しく減少してし

まうことも考えられます。このようなことか

ら、地域企業育成型など総合評価落札方式を大

幅に拡充することによりまして、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

すい環境を整備してまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 この要件見直しというの

は、急激に一般競争入札で特Ａ、Ａ３あたり

は、県内全部で入札に入るということでありま

すから、例えば、これを各振興局単位ぐらいに

狭めて、一般競争入札にすることはできないか

ということで考えておるところでありますが、

再度お願いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） ただいまの件

でございますけれども、先ほどと繰り返しに

なってしまいますが、やはり地域の公共事業を

支えていくのは地元の建設業者でございます。

そういう点を加味いたしまして、地域内におけ

る営業所等の状況なんかも踏まえるような形の

総合評価落札方式というものを活用していきた

いと考えております。

○押川修一郎議員 今年度拡充される総合評価

落札方式の中で、地域貢献度というのがあるん

ですが、この評価されることについて、再度お

願いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 地域貢献度に

つきましては、評価項目といたしまして６項目

を設定しております。具体的には、従来からの

評価項目としているものが４項目ございます。

地域内における本支店、営業所等の有無、ＩＳ

Ｏ等の取得状況、障がい者の雇用状況、ボラン

ティア等の実績及び県との防災協定への加入状

況の４項目でございます。今年度、これに加え

まして、新規学卒者の雇用状況、道路パトロー

ル等の実績及び緊急施工工事の実績という２つ

の項目について新たに追加させていただいたと

ころでございます。

○押川修一郎議員 先ほど部長が言われたとお

り、災害時の対応や防災協定の具体的な取り扱

いは今の答弁でいいんですかね。

○県土整備部長（野口宏一君） 地域貢献度の

評価の中で、ただいま、災害時の対応の取り扱

いでございますとか、防災協定の取り扱いにつ

いて言及させていただきましたけれども、具体

的には、災害時の対応の取り扱いにつきまして

は、災害時における道路パトロール等の契約実

績及び災害時等に県との契約に基づき、緊急に

実施した工事の実績が加点の対象となるところ

です。また、請負契約によらない災害時の活動

等についても、ボランティア等の実績として加
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点の対象としているところでございます。

次に、防災協定の取り扱いでございますけれ

ども、県と建設関連団体との防災協定等に基づ

く被害情報の収集など、協力体制のとれる企業

を加点の対象としているところでございます。

○押川修一郎議員 最後になりますけれども、

建設投資額の大幅な減少や入札・契約制度改革

の影響により、建設業者を取り巻く環境は大変

厳しく、今後、地域の経済や雇用のみならず、

災害時の緊急対応等にも支障を来すおそれもあ

ります。改革に取り組んで１年がたちますが、

入札・契約制度と建設産業はどうあるべきだと

考えておられるか、最後に知事にお伺いいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） このことにつきまし

ては、本日、夜７時半から30分だけ、九州・沖

縄地区でＮＨＫ総合で放送されます特集の中

で、私も出演させていただいてコメントさせて

いただいておりまして、重複しますけれども、

昨今、北海道の開発局でも官製談合ということ

が露呈、表面化いたしました。官製談合という

ものは、県民の皆様の血税あるいは国民の皆様

の大切な税金を搾取する卑劣な行為である、こ

の官製談合というのは根絶しなければいけない

と、これは大前提でございます。このことは、

私もマニフェストの中で10項目挙げて、入札契

約改革については県民の皆様とお約束をさせて

いただき、この改革は粛々としなければいけな

いという認識でおります。しかし、建設産業、

土木産業におかれましては、県の交通インフラ

あるいは産業インフラを整備する大切な産業で

あり、災害時あるいは雇用の受け皿創出の、あ

るいは地域産業の活性化のためにはなくてはな

らない重要な産業だと認識しております。です

から、私といたしましては、公正で透明で自由

な競争を確保されつつ、健全で経営努力あるい

は企業努力をされている、あるいは地域貢献を

されている企業の方に、発展をしていただかな

ければいけないと考えています。ですので、非

常に難しいのですが、公正、透明で競争性の高

い入札・契約制度の確立と建設産業の健全な発

展、この両立というのが私の理想ではありま

す。ですので、そういった透明性を確保した自

由競争の中で、競争性を高めた入札契約の中

で、建設産業の方々が、その実情に応じた維

持、強化・発展をしていただくよう、現場との

意見交換を十分しながら、きめ細かな支援も同

時に行っていかなければいけないと考えており

ます。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

これも大事な産業でありますから、ひとつ今後

もそういうことも配慮していただきながら、建

設関連の皆さん方の事業ができるようにお願い

をしておきたいと思います。

それから、教育問題並びに障がい者支援につ

きましては、今回時間がなくて申しわけありま

せんが、終わらせていただきます。以上をもち

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）

○星原 透副議長 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54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、中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

疲れさまです。ちょっと奥歯を痛めておりまし
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て、話しづらい状態でございます。また、目に

は眼鏡をかけております。まだまだ若いんです

けれども、歯、目、何とか症候群を心配してい

るところでございます。

では、通告に従い一般質問をいたします。

全世界の人々が希望と期待を込めて輝かしく

スタートした21世紀、ことしで８年になりま

す。まだわずか８年というのに、20世紀から懸

念されていた、持ち越された食料不足の問題が

早くも顕在化いたしました。理由は、人口の増

大と食料のバイオエネルギー化であります。現

在の世界の飢餓人口は８億5,000万人、世界人口

の実に12.8％を占めております。特に食料自給

率39％の日本が、爆発的に世界の人口が増加す

る中で、ますます飢餓と貧困を増大させている

と言っても過言ではありません。飢餓や貧困は

内乱や戦争を誘発させる危険性があります。先

進国日本の責任は極めて重大であります。世界

の飢餓と貧困を解決するための日本の責任のと

り方は、我が国の食料の自給率を向上させるこ

とであります。そこで、まずは日本の食料供給

基地宮崎県の自給率向上対策について、幾つか

質問していきたいと思います。

自給率向上の手っ取り早い方法は、何といい

ましても耕作放棄地を復元することでありま

す。今、全国でその機運が高まりつつあります

が、宮崎県内の耕作放棄地は何ヘクタールある

のかを、まずは農政水産部長にお尋ねいたしま

す。（拍手）〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

本県の耕作放棄地面積は、2005年農林業セン

サスでは4,685ヘクタールで、耕作放棄地率

は8.3％となっております。このうち、農家が所

有する耕作放棄地は2,969ヘクタール、非農家が

所有する耕作放棄地は1,716ヘクタールとなって

おり、2000年農林業センサスと比較すると、農

家所有が10ヘクタール、非農家所有が230ヘクタ

ール増加しております。地目別の構成割合を見

ますと、農林業センサスでは３万5,000戸分の販

売農家の数字しかございませんが、水田が47

％、畑が41％、樹園地が12％となっておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○中野一則議員 県内の耕作放棄地面積4,685ヘ

クタール、えびの市の全体の耕作面積が4,164ヘ

クタールですから、この広さがいかに大きいか

がわかります。畑に比べて、水管理を伴う水田

の耕作放棄地の復元、これは大変難しいものが

あると思います。その上に用水路等の管理が必

要であります。そこで、崩壊した用水路あるい

はため池等はないのか、実態の把握、調査等を

していないのかを農政水産部長にお尋ねいたし

ます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 用水路やため

池等の農業水利施設につきましては、管理者で

ある土地改良区などにより維持管理されており

ます。県におきましては、ため池等の基幹的な

農業水利施設について調査は行っております

が、用水路等の破損箇所等の把握につきまして

は、土地改良区の日常管理の中で行われている

ところでございます。今後とも、土地改良区や

関係市町村との役割分担のもと、施設の状況把

握を進めまして、農業水利施設の適切な維持管

理に努めてまいりたいと思います。

○中野一則議員 米価のことを考えますと、今

すぐ減反政策の緩和策は賛成しかねるわけであ

ります。しかし、いつでも稲作ができるような

状態に水田を復元しておくこと、あるいは用水

路等の崩壊等の調査、それに計画的な改修をし

ていただきたい。このことを要望して、畜産飼
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料の自給率の向上対策についてお伺いいたしま

す。

和牛子牛の価格、けさもある新聞に載ってお

りましたが、ことしになって大変急落いたして

おります。５月競りの県の荷重平均であります

が、昨年が50万2,400円していたものが、ことし

は42万3,000円であります。実に７万9,400円の

下落であります。パーセントで16％の減、県下

すべての市場がこのように下落しております

が、５月の競りにおいては、宮崎中央の市場が

一番大きく、９万3,000円下落した。また、６月

競りにおいては、都城も前年対比９万円の下落

であった、こういう報道があります。この原因

は、何といいましても飼料価格の高騰、牛の枝

肉価格の低迷であります。肥育農家が子牛を飼

えない状況が発生しているということでござい

まして、子牛価格の急落は、宮崎県の農業に大

変大きな影響を与える。農業生産額が宮崎県

は3,211億円ありますが、そのうち畜産の占める

割合、県全体で57.4％、また、各農林振興局ご

とに調べますと、北諸県管内が81％、東臼杵管

内が72.8％、西諸県管内が70.1％、西臼杵管内

が58.3％であります。諸県地域と東西臼杵地域

が、特に畜産が極めて大きい地域であります。

それで、国、県いろいろと対策を打っており

ます。例えば、畜産の価格対策とか配合飼料価

格安定制度、金融政策、こういうものの対策強

化、もちろん急務でありますから、してもらわ

なきゃなりません。日本の畜産の最大の課題

は、濃厚飼料の自給率が極めて低いということ

でございます。それで、今回は宮崎県の飼料自

給率向上対策に限定して質問させていただきた

いと思います。まずは粗飼料の利用量、県内27

万トンあります。91％が自給とありますが、私

は粗飼料は100％自給が持論でありまして、これ

に対する向上対策と県の取り組み状況を、担当

部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 安定した畜産

経営のためには、飼料自給率の向上が大変重要

であると思います。粗飼料の自給につきまして

は、現在、飼料生産受託組織の育成や飼料用機

械の導入支援等によりまして、粗飼料の生産拡

大を図っており、現在、トウモロコシや牧草等

の飼料作物が３万800ヘクタールと、全国第３位

の作付面積となっております。県といたしまし

ては、飼料価格の高騰も踏まえ、粗飼料作付の

５％アップ運動を展開しておりまして、今年度

から取り組む飼料価格高騰緊急対策事業等によ

り、３年間で1,800ヘクタールの作付拡大を図る

とともに、さらに、里山等を利用した放牧にも

積極的に取り組み、現在91％の粗飼料自給率

を、将来的には100％、当面の目標として95％を

自給することを目指してまいります。

○中野一則議員 ぜひ、将来的には100％必ず達

成できるような政策を続けてほしいと思いま

す。要望しておきます。

次に、濃厚飼料の利用量でありますが、実

に185万トンを利用いたしております。そのうち

の自給率はわずか10％であります。この自給率

の向上を図ることが大変重要な課題であります

が、これに対する取り組みを、担当部長にお尋

ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 濃厚飼料につ

きましては、国の事業も活用しながら、飼料米

やトウモロコシ等の国産飼料の作付拡大を図る

とともに、焼酎かすなどの食品残渣の利用等に

より、自給率の向上に努めているところであり

ます。今後は、飼料価格の高騰の長期化や、飼

料原料そのものが入手困難となる状況も想定さ

れますことから、生産者や関係機関・団体と連
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携して、積極的に濃厚飼料の自給率向上に取り

組んでまいりたいと考えております。

○中野一則議員 濃厚資料が入ってくるうちは

いいんですが、高くなって入ってこない時代も

想定しなければならない、こう思っておりま

す。ぜひいろいろと対策を進めてほしいと思い

ます。

次に、食品の残渣についてでありますが、県

内に38万トンあります。また、日本全体で

は2,318万トンの残渣があります。先月の新聞で

ありましたけれども、県の産業支援財団の補助

を受けて、飼料製造会社である株式会社ヨフル

トフィードが、宮崎大学農学部、県の畜産試験

場川南支場の、いわゆる産学官の共同研究で新

しい飼料の開発をしたということが掲載されて

おりました。中身は、里芋の親芋に乳酸菌をま

ぜてつくった飼料の開発ということで、結果

は、「豚肉の肉質もやわらかくなった。畜舎の

悪臭も軽減した。また、その飼料で水の多い食

品の残渣を長期間保存もできる」という記載で

ございました。それで、たくさんあるこの食品

残渣の飼料活用についての取り組みを、農政水

産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 食品残渣の飼

料への利用につきましては、平成17年度に関係

機関とともに「宮崎県食品残さ飼料化推進協議

会」を設置いたしまして、特に本県で発生量の

多い焼酎かすを中心に推進に努めているところ

でございます。また、畜産試験場におきまして

も、焼酎かすを初めとした食品残渣の試験研究

に取り組み、生産現場で実用化が図られている

ところでございます。その結果、現在までに焼

酎かすの飼料化プラントが県内で８カ所整備さ

れており、県内の焼酎かすの約３分の１が飼料

化されております。

さらに、本年度は、焼酎かす、ジュースかす

等の食品残渣の飼料化施設の整備を、県内で２

カ所の大規模養豚場において取り組む計画でご

ざいます。今後とも、関係機関と連携を図りな

がら、食品残渣の飼料化を強く推進してまいり

たいと考えております。

○中野一則議員 残渣の飼料化、いろいろ課題

もあると思いますが、これからもぜひ研究を続

けてほしい、こう思っております。

次に、農業・畜産・水産試験場の強化につい

て、担当部長に質問したいと思いますが、地球

温暖化対応産地構造改革モデル実証事業によっ

て、農水産業温暖化研究センターの設置をされ

たということでございます。時宜を得た、ある

いは時代を先取りした研究センターであると、

私も大いに評価するものでございます。地球温

暖化現象、これは想像以上に農業への影響が非

常に懸念をされます。宮崎県の農業への影響も

大きいと想定するわけでありますが、これか

ら、新しい防災営農について真剣に研究する必

要があります。農業試験場、畜産試験場、水産

試験場の充実強化は国家の急務と認識すべきで

あると考えております。そこで、各試験場の人

的体制も含めた充実強化への取り組み、あるい

は考え方を、農政水産部長にお聞きしたいと思

います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県農水産業

の競争力の強化を図るためには、消費者のニー

ズに対応した品種の改良、高品質・低コスト化

等の生産技術の開発が求められておりまして、

各試験場の機能強化は重要な課題でございま

す。このため、各試験場におきましては、１つ

には、県内外の企業・大学との産学官連携によ

る共同研究の推進、２つ目には、国等の大規模

な資金の活用によります先端的研究開発、さら
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には、商工分野の試験研究機関等との連携の強

化を進めております。また、試験研究員のレベ

ル向上を図りますために、国の研究機関等での

先端技術の習得や博士号の取得を進めるととも

に、今後、宮崎大学等との人材交流についても

検討してまいりたいと考えております。このよ

うな試験研究機能の強化とあわせまして、農業

改良普及部門を核として、試験研究成果を確実

に生産現場にフィードバックすることにより、

本県農水産業の優位性の確保及び生産者の経営

安定と所得向上に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○中野一則議員 次に、総務部長にお尋ねいた

します。

私の知り合いのある識者の話では、「地球温

暖化で試験研究課題が山積しているんだ。だか

ら、試験場の強化をすべきだ。その陣容は、今

の体制にあと100人から150人は職員の増員が必

要だ」ということでございます。現在、農政水

産部の職員、知事部局に3,916人いる中で1,057

人配置されておりますが、あと100人から150人

の増員は可能かをお尋ねいたします。総務部

長。

○総務部長（山下健次君） 大変難しい御質問

でございますが、午前中にもお答えいたしまし

たように、行財政改革2007で定員の適正化を

図っているところでございます。基本的にはス

クラップ・アンド・ビルドということで対応

し、かつ定数削減の計画は達成したいという、

困難なる目標を目指すわけですけれども、関係

部局と十分協議をしてまいりたいと存じます。

○中野一則議員 増員が難しいような話であり

ました。また、スクラップ・アンド・ビルドで

いくという話でありましたが、その増員が困難

なら―農業改良普及センターに163人の職員が

配置をされております。大変有能な人材であり

ます。思い切って試験場に配置をして、試験場

の強化を図ったら、こう思っているわけであり

ます。確かに農業改良助長法上は指導員を置く

となっておりますが、普及指導センターの設置

の義務づけは、改正でなくなりました。職員を

試験場に配置する形をとっても、普及指導員を

置くことになるのではないかという考え方を、

私は持っております。小手先の再編で、既に本

年度から県庁出先機関の再編がされました。農

業改良普及センターは、県の規則上、行政組織

上は存在をしていないということでございま

す。平成18年度から、農業普及事業交付金も大

幅に削減をされております。また、合併組織再

編等で、市町村の指導員あるいはＪＡ等の営農

指導員の充実強化も図られて、質もかなり向上

いたしております。農家の指導はこれで十分対

応できるのではないかなと考えているところで

ございます。

これから県の普及指導員は、充実強化された

試験場での成果等を、市町村、ＪＡ等の指導員

に指導する普及指導員でよいのではないか。ま

た、ＪＡ等にはその分だけ自主性、責任を持た

せるべきだという考え方を持ったところでござ

います。試験場が中心になって、直接、農家や

農業団体を含めて、いわゆる産学官での温暖

化、あるいは多様化する農業についての共同研

究をどんどんする必要があります。そこで出た

成果を、新防災営農も早目に確立されて、地球

温暖化に対応できる宮崎県農業が確立する、こ

う思っているわけであります。このことが食料

基地宮崎県の農業発展に寄与するのではないか

という考え方を持つものであります。大変厳し

い状況でありますが、忌憚のない御意見を、知

事及び担当である農政水産部長から賜りたいと
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思います。

○知事（東国原英夫君） 御質問、御提案の趣

旨はよくわかります。今後、担当部局とも十分

検討を重ねて、農業供給県としての位置を維持

強化していきたいと思っております。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農業改良普及

部門は、直接、農業者に対して農業経営のため

の技術や知識を普及するという大変重要な役を

担っておりまして、完熟マンゴー、完熟キンカ

ン、こういったもののブランド確立も、これま

での普及担当職員の地道な取り組みの成果だと

いうふうに考えております。今お話がございま

した試験場との連携ということでございます

が、今回の組織改正におきましては、農業を取

り巻く情勢の厳しさがますます増していること

から、普及部門を行政部門である農林振興局の

内部組織化しまして、行政と普及が一体になっ

た、効率的あるいは効果的な業務の遂行が必要

であるということで、再編をいたしたところで

ございます。

御質問の試験場に普及部門を統合するという

部分につきましては、先ほど知事の御答弁もご

ざいましたが、試験場の強化、あるいはその成

果をまた上げていくということは大変重要なこ

とでございまして、農業改良助長法の趣旨等も

踏まえながら、今後検討してまいりたいという

ふうに考えております。

○中野一則議員 やがてそういう時代が来ると

思いますから、検討課題にしておっていただき

たいと思います。

次に、環境行政について、まずはエコクリー

ンプラザみやざきの件でありますが、浸出水調

整池の破損事故の件については、既に環境農林

水産常任委員会で５回にわたり熱心に協議をし

ていただきました。宮原委員長の報告もありま

した。また、外部調査委員会も発足しました。

きちんとした究明作業を要望して、後は担当部

長に、以下質問していきたいと思います。

まず、エコクリーンプラザみやざきの廃棄物

処理量についてでありますが、18年度処理量15

万9,925トン、うち産業廃棄物が4.6％の7,308ト

ンとあります。この供用開始平成17年度から19

年度末まで産廃処理量が累計で幾らあるかを、

まず環境森林部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 供用開始から

平成19年度末までの廃棄物処理量の累計は約43

万3,000トンであります。その内訳は、一般廃棄

物が約41万5, 0 0 0トン、産業廃棄物が約１

万8,000トンとなっております。なお、このうち

県外の産業廃棄物につきましては約6,900トンと

なっております。

○中野一則議員 県外も6,900トンあるというこ

とであります。当初、エコプラザをつくるとき

の私の認識では、県中央地区の一般廃棄物と県

内全域の産業廃棄物だけを処理するということ

であったと思うんですが、なぜ県外のもの

を6,900トンも処理しておるわけですか、担当部

長。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 財団法人宮崎

県環境整備公社では、平成18年11月に地元の３

つの対策協議会と覚書を結びまして、産業廃棄

物である使用済み自動車の破砕残渣、いわゆる

シュレッダーダストを18年の12月から搬入して

いるところであります。経緯といたしまして

は、使用済みの自動車を処理する事業者が県内

に１者しかなく、そのほとんどが県外で処理さ

れ、その結果生じるシュレッダーダストがその

まま県外で処理されている状況であったため、

公社が、宮崎市からの搬入承認を受けて、焼却

及び埋立処分を行うことになったというふうに
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伺っております。

○中野一則議員 こういう産廃の県外からの持

ち込みについては、何らかの事前協議とか、そ

ういうものが必要ということになると思うんで

すが、この点はどうでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 事前協議につ

いては、先ほど申しましたように、１つは地元

の３つの対策協議会と覚書を結んでおります。

それと、公社が宮崎市からの搬入承認を受けて

行ったというふうに伺っております。

○中野一則議員 これを放置すると、どんどん

拡大する方向にあると思います。それで、こう

いうものも、地元を初めとする県民への説明責

任を果たすべきだ、情報は開示・公開すべきだ

と思いますが、担当部長としてのお考えをお聞

きいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 情報公開につ

いては、基本的には公開すべきだというふうに

思っております。

○中野一則議員 この県外からの搬入につい

て、もっと進めたいと思うんです。このことに

ついては、環境審議会の答申を受けて原則禁止

ではなかったかというふうに、私は理解をいた

しておりますが、担当部長どうでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 申しわけござ

いませんが、環境審議会の手続・内容等につい

ては、今、手持ち資料がございませんので、確

認をさせていただきたいと思います。

○中野一則議員 大変重要なことでありますか

ら、そこのところはきちんと整理して、後で説

明をお願いいたしたいと思います。

原則というものの考え方―原則というの

は、基本的な法則、規則を絶対守るべきことだ

というふうに、私は原則論という認識をしてい

るんです。それからすると、県外からの搬入と

いうものは非常に慎重でなければならない、こ

う思っております。数年前になりますけれど

も、民間の管理型最終処分場の設置の申請が

あったことがあるんです。そのときに、県外か

らの産廃の搬入の懸念を指摘して、設置申請を

拒否されました。時あたかもエコクリーンプラ

ザの建設をしようとするときの話なんです。民

間の設置を抑制して、公共関与型の事業の設置

をした。これが今回のエコプラザの問題にも派

生してきている、こう思っております。そうい

う意味から、県外の産廃搬入は非常に承服しか

ねるわけですけれども、もう一度、担当部長の

御見解をお聞かせください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 原則禁止、持

ち込まないということであったということです

が、今後につきましては、今までの経緯等を踏

まえて検討をしてまいりたいというふうに考え

ております。

○中野一則議員 環境審議会というのは、その

都度開催されるもので、いろいろ変化するとき

のためにあるのだと思いますが、最近は開催さ

れていないわけですか。こういう内容の協議は

されていないわけですか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 環境審議会は

開催はされておると思いますが、エコクリーン

プラザの県外搬入についての議論は、少なくと

も昨年の４月以降は行っておりません。

○中野一則議員 大変重要なことですから、そ

のあたりは、審議会のきちんとした答申等の整

理を受けて進めてほしいと、要望をしておきた

いと思います。

次に、廃棄物処理施設の監視指導についてお

尋ねいたします。民間の産廃処理施設、安定型

最終処分場あるいは管理型最終処分場いろいろ

ありますが、何カ所ぐらいあるのかということ
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と、これに対する監視指導あるいは立入検査は

どこがするのかを、担当部長にお尋ねいたしま

す。

○環境森林部長（髙柳憲一君） まず、県内の

民間の産業廃棄物最終処分場の数であります

が、本年４月現在で71施設あります。その内訳

は、安定型処分場が63施設、管理型処分場が８

施設となっております。

次に、民間産業廃棄物最終処分場に対する監

視指導でありますが、県、それから中核市であ

る宮崎市―宮崎市の分は中核市である宮崎市

が行い、それ以外は県が行うということですが

―それぞれ担当しておりまして、廃棄物の適

正な処理を確保するため、職員や非常勤の廃棄

物監視員が、施設への立入検査・指導を行って

いるところであります。平成19年度は、県と市

合わせて1,592件の立入検査を実施しまして、廃

棄物の保管や処分状況などについて指導を行っ

ているところでございます。

○中野一則議員 いろいろ立入検査等をしてお

られるようでありますが、この中で指摘、違法

性のあるような事案というものがあったので

しょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 指導について

は行っておりますが、その内容等について詳細

は、今ここに資料は持ち合わせておりません。

申しわけございません。

○中野一則議員 まさか違法性のあるものはな

かったろうと思いますけれども、あれば速やか

に公表していただきたいということを要望して

おきます。

次に、一般廃棄物処理場の施設の件でありま

すが、これはすべて公共の施設として設置して

あるのか。あるいはまた、監視指導はどこがす

るのかをお尋ねいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県内の一般廃

棄物最終処分場は、公共施設と民間施設合わせ

まして26施設ありますが、このうち公共施設

は22施設であります。

次に、公共の一般廃棄物最終処分場について

ですが、市町村は、施設の設置に関して県への

届け出義務がありますことから、施設の設置状

況については把握いたしておりますが、運営状

況については把握いたしておりません。なお、

事故が発生した場合、市町村は県への報告義務

がありますことから、事故の状況について把握

するとともに、必要に応じて協力及び助言を

行っているところであります。さらに、監視指

導につきましては、公共の一般廃棄物最終処分

場については、市町村みずからの責任において

管理運営することとなっているため、県には監

視指導の権限がございません。

○中野一則議員 市町村みずからがするという

ことでしょうけれども、この公共施設で産業廃

棄物の処理はしていないものでしょうか、一般

廃棄物でしょうか、担当部長にお尋ねいたしま

す。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 一般廃棄物処

理施設で産業廃棄物を処理している例は、県内

ではございません。

○中野一則議員 次に、エコクリーンプラザみ

やざきのことについてでありますが、ここは正

式名称は財団法人宮崎県環境整備公社であるわ

けですけれども、この財団法人の公社、これは

公共施設か民間施設かをお尋ねいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） エコクリーン

プラザみやざきは、財団法人宮崎県環境整備公

社が設置・運営をいたしておりますが、位置づ

けは民間ということになります。

○中野一則議員 民間の施設ということであり
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ますが、そうすれば監視指導は、中核市の宮崎

市にあるわけですから宮崎市がするということ

になるわけですね。

○環境森林部長（髙柳憲一君） エコクリーン

プラザみやざきに対する指導監督につきまして

は、中核市である宮崎市が行っております。

○中野一則議員 では、宮崎市の定期的な指導

監査あるいは立ち入りもあっただろうと思いま

すが、今までどういう形でそういう指導あるい

は立入検査等があったのか、回数等も含めてお

聞きしたいと思います。担当部長どうぞ。

○環境森林部長（髙柳憲一君） エコクリーン

プラザみやざきに対する宮崎市の監視指導の実

態でございますが、供用開始から平成19年度ま

でに計16回の立入検査を実施したと伺っており

ます。年度ごとに申しますと、平成17年度に４

回、平成18年度に６回、平成19年度に６回とい

うことで、供用開始から19年度までに計16回の

立入検査を実施いたしております。内容等につ

きましては、今後、外部調査委員会等でお聞き

したいというふうに考えております。

○中野一則議員 大分多く立入検査されている

ようでありますが、県はこの状況というのを把

握しておられるのかどうか。この公社の出捐

は、県が全体の45.6％、市町村はわずか19.8

％。エコプラザは、どう見ても県が親会社とい

うことになりますから、常に情報は共有してお

くべきと、そして県もある程度、監視指導すべ

きではというふうに思っております。担当部長

の御見解をお聞かせください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 出捐という点

では、今、議員お話しのとおりでございます。

また、県としては公益法人を許可した立場での

指導監督もございます。また、施設の設置許可

ですとか、監視指導の権限ですとか、いろいろ

それぞれの立場で役割というのがございますの

で、その点については、今後、責任等を明らか

にしていくことになると思いますが、今おっ

しゃいましたように、情報については当然、県

としても指導する立場で把握しておく必要があ

るというふうに思っております。

○中野一則議員 親会社としての役目を果たし

ていただきたいと思います。

まとめとして知事にお尋ねしますが、現在の

監視指導の体制、あるいは立入検査の状況、民

間の施設には厳しく、公共の施設には甘い。だ

から、エコプラザが民間との認識がまたおかし

いと。だから、このエコプラザの事案が発生し

たんじゃなかろうか。いずれこれは事件化する

だろうと思いますが、親元会社としての県の責

任は大変重い。また、公共施設にも厳格な監視

指導が必要だと。市町村は市町村でできるわけ

ですから、外部から入らないわけですので、法

の整備等も必要だと思うんですけれども、知事

の率直な御感想をお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） ただいま、こういう

産廃業者に対する、施設に対する、公に対して

は優しい、民に対しては厳しいという御指摘が

ございましたが、あくまでもエコクリーンプラ

ザみやざきというのは民という立場でございま

して、そこに優しいか厳しいかというのは、御

判断等が分かれる、御意見が分かれるものだと

思っております。いずれにしろ、今回のエコク

リーンプラザみやざきの問題に関しましては、

外部調査委員会に徹底的な原因究明と責任の所

在を明確化していただく考えでおりますので、

その調査、検証を今は見守って、それが出た後

に、我々任命権者であり、市であり、県であ

る、そして公社が適切に判断していきたいと考

えております。以上です。
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○中野一則議員 期待をいたしております。ま

た、知事は適切な処置をとっていただくように

要望しておきたいと思います。

次に、不法投棄の監視指導についてでありま

すが、この担当も、一般廃棄物は市町村、産業

廃棄物は県、中核市の分については宮崎市、こ

ういうことになるのでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 今おっしゃい

ましたとおりでございます。一般廃棄物は市町

村、産業廃棄物は県と中核市である宮崎市が

行っております。

○中野一則議員 先日の新聞に宮崎市田野町の

産廃処分場のトラブルが載っておりましたが、

現在、こういう不法投棄で何か事案等は発生し

ていないものでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 不法投棄につ

きましては、例えば県内の不法投棄、平成19年

度でいきますと、118件の約4,300トンでござい

ます。そのうち年度内に、89件、約3,500トンを

原因者に適正処理させたところでございます。

なお、現在の事案としましては、産業廃棄物

処理業者が、シラス採取場にコンクリート片な

どを大量に投棄したため、警察に検挙された事

例、あるいは同じく産業廃棄物処理業者が造成

地にアスファルト片を投棄しまして、県が行政

指導を行った事例等がございます。

○中野一則議員 環境対策推進課の職員がエコ

プラザに派遣されているわけですから、同じ課

がいろいろ監視指導するのはやりにくい面もあ

るかもしれませんが、この監視指導を緩める

と、いろんな不法投棄を含めて、あるいはいろ

んな産廃処理場を入れて、いろいろと問題等も

惹起する可能性がありますから、監視指導は毅

然とした姿勢で取り組むように要望しておきた

いと思います。

次に、林業行政について、特に県産材の販路

拡大という面から、同じく環境森林部長に質問

させていただきたいと思います。

本年度の重点施策の一つに、植栽未済地対

策、いわゆる３年間で2,000ヘクタールの未済地

を解消、新たな植栽未済地発生の抑制というの

がありました。植栽未済地の発生の原因は、何

といっても木材価格が安い、この一言に尽きる

と私は思います。そこで、木材の販路拡大につ

いて質問したいと思うんです。林家の手取り増

が期待される中国木材の進出、話を聞いて久し

くなるわけですが、関係団体の最近の報道で

は、進出を容認するとの報道がありました。そ

れで、中国木材は本当に日向に進出するのかな

という気もするわけです。そのことと、ではい

つごろかということがわかれば、担当部長お聞

かせください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 中国木材株式

会社の進出につきましては、地元の関係者から

成ります「耳川流域の林業・木材産業の健全な

発展を考える会議」で、昨年９月以来、真剣な

議論が重ねられまして、６月11日に行われまし

た第８回目の会議では、進出に際しての条件が

取りまとめられたところであります。また、６

月16日には、宮崎県木材協同組合連合会などの

林業３団体から成ります「中国木材株式会社進

出に関する検討会」に対しまして、地元の意見

として、その提言書が提出されたところであり

ます。今後、検討会では、進出条件を取りまと

めまして、会社等と具体的な協議を行い、最終

的な進出の是非を判断することといたしており

ます。また、会社では、進出が容認されれば、

土地所有者との具体的な交渉に入りたいとして

おります。このため県としましては、業界と会

社との協議が円滑に進みますように、積極的に
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助言・指導を行ってまいりたいというふうに考

えております。

○中野一則議員 積極的な助言・指導を期待い

たしております。頑張ってください。

次に、力強い宮崎スギ県外出荷体制づくり事

業、みやざき材海外輸出拡大推進事業をもっ

て、県産杉材の県外出荷、あるいは海外への輸

出拡大につなげての質問でありますが、この取

り組みの状況について、成果等、あるいは見通

しでもいいですから、お聞かせ願いたいと思い

ます。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県産材の県外

出荷につきましては、本県の製材品出荷量の約

６割が、九州各県あるいは首都圏など県外に出

荷されておりますことから、その拡大を図るこ

とは大変重要であると考えております。このた

め、大消費地でのトップセールスや商談会の開

催、あるいは大手住宅メーカーなど大口需要先

の市場開拓、さらには共同集出荷による効率的

な輸送体制の整備等に努めているところでござ

います。そして、その県外出荷の割合は年々増

加傾向を示しております。

また、海外市場につきましては、商談会やサ

ンプル材の輸出等に対し支援を行っているとこ

ろでございまして、韓国への輸出額が平成19年

度は前年度の約２倍になるなど、成果があらわ

れてきております。県としましては、引き続き

関係団体等と一体となりまして、県産材の出荷

拡大に積極的に取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。

○中野一則議員 その取り組みを期待いたした

いと思います。宮崎県の杉丸太材生産量日本

一、これは県内の人は知らない人はいないと思

うんですけれども、県産杉材の販路拡大、大変

難しい問題が山積していると私は思っておりま

す。それで、杉材も、マンゴーや地鶏などの農

畜産物と同じように、あるいは宮崎観光の宣伝

みたいに、知事のトップセールスが必要だと。

もうされているかもしれません。もっともっと

必要だと思います。宮崎のＰＲが必要だと思い

ますから、ぜひ取り組んでいただくように要望

しておきたいと思います。

それと、いろんなチャンスは利用すべきだと

思うんです。先日は東北で大きな地震が発生し

ました。また、５月12日には中国四川省で大地

震が発生しまして、６月14日現在で死者が６

万9,170人、行方不明者が１万7,228人、倒壊家

屋が536万戸以上。これは新華社の報道でありま

す。現在、国際的な支援活動が行われているわ

けでありますが、この地震で私が非常にショッ

クを受けたのは、小学校、中学校の校舎が倒壊

をいたしまして、多くの子供が犠牲になったこ

とです。まことに痛ましい限りであったわけで

すが、この学校再建のために、在日中国人の方

などが一生懸命募金運動をして活動されている

わけです。そこで、知事にぜひ実現してほしい

というふうに提案したいと思うんですが、宮崎

県の生産量日本一の県産杉材を提供して、崩壊

した学校再建の支援をしていただきたい、この

ように思っております。幸いに、県の木材利用

技術センターでは、県産杉材の耐震強度を高め

る技術を確立した。そのことを６月５日の木質

構造国際会議で研究成果を発表されました。今

が支援するにはいいチャンスだ、こう思ってお

ります。このことが実現すれば、生産量日本一

の宮崎杉材が、技術とともに国際的な評価を高

め、あるいは国民にアピールすることになる

と。結果として、県産材の拡大が図られて木材

価格も上昇するのではないか、このように思っ

ております。知事の御見解を承りたいと思いま
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す。

○知事（東国原英夫君） ただいま御提案いた

だいた重要な御提言につきましては、今後の参

考とさせていただきたいと思います。

○中野一則議員 どこの国も教育というのは非

常に大切なことですから、同じくアジアの民族

である中国の人も等しい環境で教育ができるよ

うに、ぜひ杉材を提供していただきたい、この

ように思います。要望しておきます。

次に、道路行政について質問いたしたいと思

います。まず知事にお聞きしたいんですが、知

事はえびの高原には何回となく行かれたと思う

んです。えびの高原には行くのに幾つか道路が

あるんですけれども、えびの市側から行かれた

ことがあるのかを、まずお聞きしたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） えびの市側からえび

の高原に行ったことはございます。ですが、就

任後、そこを注目して通ったということはござ

いません。

○中野一則議員 注目していただきたいんです

が……。えびの市からの道路は県道30号えびの

高原小田線という路線であります。これは宮崎

県の重要地方道の一つで、いわゆるえびの高原

の観光道路であります。県外ナンバーの車が大

変多く行き来するところでございます。ところ

で、先月14日、えびの市で開催された県民フォ

ーラムで、男性の方が知事に、「毎年100万人近

くの人が来るえびの高原へ通じる国立公園入り

口の県道はみっともない状況だ。早く改良して

くれ」という質問がありましたよね。私はあの

ときに、知事に現地調査をお願いするというこ

とで、行ってほしいということでお願いしまし

た。その後、現地に行かれたかどうか。行かれ

たのであれば、道路整備の状況がどうであった

のか。必要性を含めてお聞かせ願いたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） あのときは県民フォ

ーラムで行かせていただきましたけれども、時

間がなくて視察ができませんでした。その後、

確認のための現場視察というのは、残念ながら

行えておりません。しかし、担当課から説明を

いただきました。当該区間の90メートルという

のは、写真で見せてもらいましたが、道幅が非

常に狭くなっておりまして、道路整備が必要か

と考えております。県としましては、当該地が

権利関係の確定しない土地であることから、早

期に道路整備に着手できるよう、用地問題の速

やかな解決に向けて取り組んでまいりたいと考

えております。

○中野一則議員 ただいま知事が、早期に道路

整備に着手できるように云々、こう答弁されま

した。私に猜疑心があるわけではないんですけ

れども、担当部長、いいですか、最初の整備か

ら90メートルの部分だけ、26年間も放置されて

いるんです。私も今回で質問が３回目になりま

す。就任してからずっと出先あるいは本課にお

願いをしてきた経緯がございます。この間、県

は本当に何をしておったんだろうか、こう言い

たくもなるわけですね。26年間の土地等に関す

る取り組み状況を、まずは県土整備部長にお尋

ねいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 県の取り組み

でございますけれども、昭和50年代に、この区

間の道路改良に着手し、整備を進めてまいりま

したが、事業実施中に、今お話しの土地につき

まして権利関係が確定していないということが

判明したため、当該地については、現在のとこ

ろ事業を中断しているところでございます。し

かし、先ほど知事から必要性を述べていただき
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ましたけれども、事業再開に向けまして、現

在、権利関係の確定のため、宮崎財務事務所、

宮崎森林管理署、宮崎地方法務局と必要な協議

を行っているところでございます。

○中野一則議員 知事もあるいは担当部長も整

備について言及されておりますが、私に言わせ

れば、いたずらに26年が経過したと思っており

ます。しかし、正しい手続、認識、それに善管

注意義務等、忠実に業務を遂行しておれば、こ

の案件は26年もの年数はかからなかった、数年

で解決できたところだというふうに私は思って

おります。しかし、これはもう過去のこととし

て、部長、これから、今までおくれた分を取り

戻していただきたい。私は、いっときの猶予も

ない、こう思っております。官庁の言葉で申し

わけありませんが、可及的速やかに整備を進め

ていただいて、できたら来年度までには工事着

工を約束していただきたい、こう思っておりま

す。約束の弁を担当部長にお願いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 用地問題の解

決に向けまして、可及的速やかに対応させてい

ただきますので、よろしく御理解をお願いいた

します。

○中野一則議員 ありがとうございます。来年

の今ごろはスムーズに道路ができておりますか

ら（「用地が先じゃが」と言う者あり）、工事

も１年後にしてもらわないかん、そう言いまし

たよ。知事、できたら通って、えびの高原まで

行ってほしいと思います。

ところで、県道53号―京町小林線ですが

―について、懇談会ができて一つのまとめが

できております。結論としては、本懇談会の案

として現道案を推奨すると。これは、８年間も

要望したとおりの答申と言ってもいいものが出

ておりますが、その考え方について、部長お願

いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 本路線につき

ましては、中浦地区を含め、国道268号から中浦

橋までの約1.3キロメートル区間が未改良となっ

ているところでございます。当区間につきまし

ては、京町の中心市街地を通り、ＪＲ吉都線と

も交差しておりますので、まちづくりの観点か

ら、都市計画道路も含めた当地区全体の道路網

のあり方につきまして検討する必要があると考

えております。このため、学識者、地元住民、

えびの市、県を委員とする道路懇談会を設立い

たしまして、延べ４回にわたり検討を重ね、懇

談会としての考えを取りまとめたところでござ

います。今後、えびの市におきまして、当懇談

会の意見を考慮しながら、まちづくりの観点で

都市計画道路網の見直しが行われるものと伺っ

ておりますので、県といたしましても、当地区

のまちづくりと一体となった県道整備ができる

よう、地元やえびの市と連携を図っていきたい

と考えております。

○中野一則議員 この路線は駅舎の移動等もあ

ります。かなりのお金と時間がかかると思いま

す。手前のほうから、いわゆる中浦地区から順

次、今のうちから改良していただくように要望

を申し上げまして、一般質問をすべて終わりま

す。（拍手）

○坂口博美議長 ここで、環境森林部長の答弁

の追加を求めます。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 申しわけござ

いません。先ほどの環境審議会の件でございま

すが、廃棄物処理計画として、18年２月２日の

環境審議会で諮られております。その中で、県

外産業廃棄物搬入は原則として認めないという

ことを明記しております。それを受けまして、

県外産業廃棄物の搬入原則禁止につきまして
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は、県の廃棄物処理計画の中に明記され、その

要綱を、平成４年に制定された要綱の中で、議

員がおっしゃいますように、「県外産業廃棄物

の搬入は原則禁止とする。搬入する場合は県に

事前協議を行う。また、やむを得ないと判断さ

れる場合に限り県内への搬入を承認する」と。

この「やむを得ないと判断される場合」という

ことで、九州の地域内において排出された産業

廃棄物であって、排出圏内に処理する施設がな

いか、処理施設があっても処理能力が足りない

場合などを承認しているということでございま

す。申しわけございません。

○坂口博美議長 次は、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） うっとうし

い梅雨が続いており、早く晴れてくれるといい

なと思ったりいたしますけれども、普通作を

やっている農家の方々にとってはまた恵みの雨

でございまして、やはり自然というものはこう

やって過ぎていくんだなと思いながら、少しで

も他人のこと、ほかのことを思いやる気持ちを

私たちが持つこと、これがいかに大事かという

ようなことを思うきょうこのごろでございま

す。

それでは、通告に従いまして質問をいたしま

す。

まず、知事の政治姿勢についてでございま

す。

東国原知事は、官製談合事件に伴う知事選挙

で、「そのまんまマニフェスト」を掲げて見事

当選し、お笑い芸人から113万県民の生活の向上

を目指す宮崎県の知事として見事な転身を遂げ

られました。そして、行動力と独特のキャラク

ターで、沈滞した雰囲気を一掃されました。当

選してすぐに鳥インフルエンザ拡大防止対策、

預け金問題への対応、また、マンゴーの販売に

象徴される宮崎のセールスマンとして、毎週上

京してお笑い番組へ出演するなど、本県のイメ

ージチェンジを図るなど、その活躍を高く評価

したいと思います。

しかし一方で、県民の生活は依然として厳し

いものがあります。完全失業率、有効求人倍

率、大型小売店の販売高の推移、建設業を中心

とした倒産、自殺の多発、医療・介護、教育な

ど、どれをとっても県民生活は本当に厳しいも

のとなっています。

このような中で、知事は県政のさまざまな課

題をマニフェストとして掲げ、県政運営に取り

組んでこられましたが、この１年半の県政運営

をどのように評価しておられるのか、お尋ねを

いたします。

私の手元には答弁書がございませんので、

ゆっくりとわかるようにお答えをいただきま

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。

御指摘のとおり、宮崎県民の皆様の活力、元

気というか気力というものを鼓舞するために、

私は一生懸命、宮崎県のＰＲ、そして宮崎県の

浮揚に努めてきたつもりでおりますが、御指摘

のとおり、医療・福祉の問題、失業率の問題、

自殺の問題、そういった社会問題は厳しい状況

であるということは認識しております。ただ、

景気といったもの、産業といったものは、地方

の首長一人がこの抜本的対策をできることには

限界があるということも認識しております。

就任以来の日々を振り返ってみますと、マニ

フェストを踏まえた新みやざき創造計画を策定

し、さまざまな施策を展開する一方、行財政改

革にも鋭意努めるとともに、積極的なＰＲ活動
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により、宮崎の知名度はある一定の向上を示し

たのではないかと考えております。まだまだ県

政運営の途中ではありますが、今のところおお

むね順調に務めさせていただいているのではな

いかと感じております。以上です。〔降壇〕

○鳥飼謙二議員 次に、国と地方の関係につい

て、知事の認識をお尋ねいたします。

ことし４月に、ガソリン１リットル当たり

約25円上乗せされている暫定税率が失効し、折

からの物価高、原油高に苦しむ庶民は歓迎しま

した。政府の苦しい立場を擁護するかのよう

に、知事は道路特定財源維持を訴え、再度暫定

税率が復活をいたしました。ところが、政府が

来年度からの道路財源の一般財源化を決定する

と、直ちに姿勢を転換されました。ふるさと納

税制度の議論の際も、総務省の意向に沿う形

で、「地方あっての都市、ふるさとを思う気持

ちの実現を」と訴えられたのであります。私は

聞いていて、地方自治体が進めている地方交付

税復活の動きを封じ込めるものではないかと感

じたのであります。知事はどちらの立場に立っ

ているのだろうか、国の言いなりかと疑問に

思ったのであります。国と地方は対等であり、

もっと県民の立場に立って国と対峙すべきであ

ると思うのですが、国と地方との関係を知事は

どのように理解しておられるのか、お尋ねいた

します。

○知事（東国原英夫君） いわゆる地方分権の

第１期改革におきましては、国と地方は対等・

協力の関係とされたところでありますが、現実

には、現在も多くの分野で法令による義務づけ

などの国の関与が残されるとともに、税財源に

ついても国中心の体系となっているなど、地方

が主体的に権限を行使するにはまだまだ不十分

な状況だと考えております。今でも、全国の地

方自治体が上京し、各省庁へ陳情を行っており

ますが、これこそが現在の国と地方の関係を象

徴しているものだと考えております。このよう

な中、現在、政府の地方分権改革推進委員会に

おいて、いわゆる第２期改革の具体的内容が検

討されており、先月には第１次勧告が内閣総理

大臣あて提出されましたが、報道によります

と、今回の勧告に盛り込まれた見直し項目の多

くが、関係省庁の抵抗に遭っている模様でござ

います。私は、地方の自主性、自立性を高め、

個性豊かで活力に満ちた地域づくりを進めるた

めには、さらなる地方分権の推進が必要であ

り、今回の第２期改革こそ、権限移譲や税源移

譲を伴う真に実効性のあるものにしなければな

らないと考えております。官僚の壁は大変強固

なものでありますが、中央集権からの脱却を目

指して、国と地方とが真に対等の関係となれま

すよう、今後とも議論に議論を重ねながら、精

いっぱい取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 私は、知事がそういうことで

は困ると思っています。そういうシステムがあ

ることは否定をいたしません。しかし、通知通

達行政というものは、一括法のときになくなっ

たわけなんですよね。だから、知事が職員の意

識を変える、その立場に立って行動していかな

くてはならないと、私は思っております。知事

の本にもそんな感じで書いてございますけれど

も、それがトップに立つ者の、地方分権を展開

していく、そういう立場ではないかと思ってお

ります。

それから、今日の地方自治体の厳しい財政運

営というものがありますが、三位一体改革と称

した国のだまし討ちであると、私は思っており

ます。本県の地方交付税削減の影響について、
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総務部長にお尋ねします。

○総務部長（山下健次君） 平成16年度から18

年度にかけて行われました三位一体の改革にお

きまして、本来、税源移譲に伴う財政力格差の

調整の役割を担うべき地方交付税は、その総額

で約5.1兆円減額をされました。その結果、本県

におきましては、３年間で約348億円が削減され

たところでございます。

○鳥飼謙二議員 地方交付税の確保は本当に大

事ですよね。だからこそ知事会で、県民集会を

やって運動を盛り上げようじゃないかというこ

とも申し合わせられたのだろうと思います。復

活への世論を高めるためにも、道路特定財源の

ときのような県民集会、地方交付税の復活を求

める本格的な県民集会を行うべきではないかと

思いますので、知事にお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 道路特定財源の部分

での地方の集会というのは、やはりおくれてい

た本県地域の交通インフラ、社会基盤の整備

上、地方の声を中央に届けるという形で、ある

一定の意義、成果も得られたんじゃないかと

思っております。それと同時に、御指摘の地方

交付税交付金の総額の確保ということに対して

も、地方は大きな声を中央に届けなきゃいけな

いと思っております。御指摘のとおり、中央に

中央に要望を陳情をというのは、ある意味地方

分権に逆行する行動でありますが、今、統治シ

ステムが中央集権でありますゆえに、いたし方

ない部分もあるかなと思います。私は、それと

同時に、地方分権というものも中央に声を強く

届けていかなければならないと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 地方交付税は国の金じゃない

んですよ。地方の独自財源なんですね。これは

はっきりしているんです。国に陳情すること

じゃない。県民に理解をしてもらう、このこと

が大事なんですよ。だから県民集会をやったら

どうか、そう言っているんですね。それに答え

てください。

○知事（東国原英夫君） 地方交付税交付金と

いうのは地方の固有の財産と御指摘がありまし

たが、それを決めるのは国ではないでしょう

か。その計算方法もすべて国が握っておりま

す。（「質問に答えていない」と呼ぶ者あり）

答えております。地方交付税を確保するという

のは大変重要なことでありますが、これは財政

調整機能と財源確保でございます。地方の税収

がふえれば交付税は減るわけでございます。こ

の矛盾もございます。でも、地方交付税交付金

というのは、そういった地方財政をならすとい

う意味で、均一化するという意味では非常に重

要なことだと思いますので、地方からの声を大

にしていきたいと考えております。（「質問に

答えていない」と呼ぶ者あり）地方からの声を

大きくしていきたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 声を大にするんじゃないんで

すね。それは、してもらうのもいいですよ。県

民が理解をする、県民に理解をしてもらう。交

付税がどういう位置にあるのか。今の県の収入

の中で、自治体の収入の中で、それをもっと

もっと理解をしてもらう努力をすべきではない

かということで申し上げたんですが、結構で

す。なかなかわかってもらえぬのが非常に残念

でありますが……。

では、次に移ります。ふるさと納税制度、先

ほど申し上げましたけれども―これは昨

日、10件の48万5,000円、微々たるものですね。

微々たるもの。私は、交付税がいかに大事かと

いうことを、もっともっと頑張って発信してい

ただきたいと思っているんです。
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もう次に移ります。知事は、ブログ「そのま

んま日記」でさまざまな発言をし、多方面に大

きな影響を与えておられますが、ブログは公的

な発言かどうか、県民はどう受け取ればよいの

かと思うんですが、知事の考え方をお聞きしま

す。

○知事（東国原英夫君） 私は以前から、私の

考えやスケジュール、私的な事柄などを、ブロ

グという手段で日記風につづっております。知

事就任後も継続して書いておりますが、その内

容につきましては、県政の課題や政治問題等に

関して自分の言葉で意見を述べることで、読ま

れる方々に、県政や知事というのはどういう仕

事なのか、知事が今どういうふうに考えている

のかというのを、わかりやすく―いわゆる政

治一般について関心を持っていただけるという

意味で―ブログという形で情報発信させてい

ただいております。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。わ

かりました。

そのまんま日記、2004年の４月20日付、「痔

の安全保障」というのがあるんですが、その中

で、「日本は日米同盟を基軸に、武装中立（非

武装中立よりの武装中立）の道しか無いであろ

う。米国の傘下の下、国民の最大幸福と最大利

益を考慮するしかないだろう。それが選択すべ

き現実であろう。（中略）沖縄の米軍基地の本

土移転問題。僕は、個人的に、あくまでも個人

的な考えだが、「米軍の一部宮崎誘致」を議論

すべきだと考えている。まぁ、これ以上突っ込

んだ意見は差し控えることにしよう」と書いて

おられますが、現在、どのように考えておられ

るのかお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 2004年の４月20日と

御指摘でございます。2004年は今から４年前

で、私は学生の時代だと思います。その時代に

議論したこと、雑感として思ったことを日記風

につづったことがその内容でございます。今の

立場としては、私は県知事という立場でござい

ます。国の防衛問題については、知事という立

場からは、国が国防として考えていただくこと

だと思っております。県内には基地もございま

すが、住民の皆様の安全・安心等は確保できる

ように、国に対して十分に要望、要請はしてま

いりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 就任直後、鳥インフルエンザ

対策に、知事を先頭に皆さん頑張っていただき

まして、大変お疲れさまでございました。その

埋却処理などに従事をされ―財政課長も当時

行かれたということを聞いておりますけれども

―被害拡大を食いとめられました。その際、

「自衛隊を出せないか」と、当時の農政水産部

に指示したことはございますか、お尋ねしま

す。

○知事（東国原英夫君） ないと記憶しており

ます。

○鳥飼謙二議員 なければないで結構でござい

ますが、やはり、私が懸念をいたしますのは、

私が聞いている範囲では、自衛隊の派遣を要請

するということは、自衛隊に借りをつくる、米

軍再編の折に日米共同訓練も始まってくる、そ

ういう状況もあるわけですから、それはされな

かったほうがよかっただろうにと思いますが、

知事の答弁では「ない」というふうなことでご

ざいますので、それをそのまま受けとめておき

たいと思います。

次に、議会改革についてお尋ねをいたしま

す。

一問一答については、私もここから―知事

の顔色やら何やら見えるところで―目をぎょ
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ろっとしているところが見えるんですけれど

も、こんなところで発言するようになったの

は、知事がそういうふうな提起をされたからで

ございまして、こういう質問者席をつくるなど

して取り組んできたところであります。しか

し、きょうは別でございますけれども、答弁原

稿の棒読みとか、初心を忘れられているのでは

ないかなという場面がたびたび感じられました

ので、再度、知事の議会改革についての所見を

お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 今回、一般質問３日

目でございますが、私が原稿を見ている時間が

長いか、原稿を外して答弁をしている時間が長

いか、それをチェックしていただければいいと

思います。

○鳥飼謙二議員 大いに頑張ってやっていただ

きたいと思いますし、それほど事前の意見交換

も―私は、今回は財政課の担当の方が窓口

だったんですけれども、非常にすばらしかった

ですね。原課とは一切やっておりません。ぜひ

そういうことで頑張っていただきたいと思いま

す。

そこで、議会の質問というのが学芸会であっ

てはならない。これも指摘があったわけです

が、答弁書を事前に議員に交付してはいないと

思いますけれども、総務部長、そのような事実

はないですよね。確認しておきます。

○総務部長（山下健次君） ございません。

○鳥飼謙二議員 次に、人事に移ります。

前知事の報復人事の修復というのも新知事の

重要な課題であります。ことし４月の人事異

動、異動規模は昨年度より101名少ない1,447名

となっていますが、今回の人事異動の基本的な

考えをお尋ねします。

また、女性職員の登用について、現状認識と

―計画的登用を図るべきと思います。育てる

意識がないと幹部職員は育たない。ここにず

らっとおられますけれども、なぜ部長職、女性

がいないのだろうかというふうに思ったりする

わけですが、あわせて女性登用についてもお尋

ねします。

○知事（東国原英夫君） ことし４月の定期人

事異動に当たりましては、昨年６月に策定した

新みやざき創造計画の着実な推進を念頭に、少

子化対策や子供に関する施策の総合的な推進、

企業誘致の積極的な推進、観光誘致や交流促進

の強化など、直面する県政の重要課題に積極的

に取り組むための組織体制の見直しを行ったと

ころでございます。こうした新組織を初め、県

の各組織において職員一人一人の意識を刷新し

て、意欲と気概を持って能力を最大限に発揮で

きるよう、適材適所、公平公正を旨として人事

配置を行ったところであります。また、女性職

員の登用や、派遣研修等の人材育成にも積極的

に努めたところでございます。県民総力戦によ

る新しい県づくりを着実に進めてまいりたいと

考えております。

女性職員の登用の現状でございますが、平

成20年４月１日における知事部局の課長級以上

の女性職員は、こども政策局長の次長級１名、

統計調査課長、生活・協働・男女参画課長、こ

ども家庭課長など課長級４名であり、積極的な

女性職員の登用に努めたところでございます。

課長級以上に占める女性職員の割合は1.8％であ

るものの、課長補佐級では7.1％、ポスト係長級

では14.2％となっております。また、年齢別に

いたしましても、一般行政職において女性職員

は、50歳以上では3.1％しかおりませんが、40歳

代では10.3％、30歳代では22.2％、20歳代で

は31.2％を占めており、今後、管理職に占める
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女性職員の比率は確実に増加していくものと考

えております。女性職員の能力の活用というの

は、ますます重要な課題となると思っておりま

すので、今後とも、育成に向けた管理職の意識

啓発や、国、民間企業等への派遣研修などによ

り、女性の人材育成を図りつつ、登用を促進し

てまいる所存でございます。

○鳥飼謙二議員 課長級も数えるぐらいしかお

られないですね。数えるぐらい。やはり意識的

に育てていかなくてはいかんと思うんですね。

実質的な実務は総務部長、あなたのところでや

るわけですから、しっかり心してやっていただ

きたいと思いますし、全職種3,668人のうち661

人、18％、女性の方がおられるようでございま

すけれども、ぜひ頑張っていただきたいという

ふうに思います。

次に進みます。現業職員の任用がえについて

は、昨年もお尋ねをしましたが、退職者とか病

休者が多いようです。また、他県では職種変更

により自殺されたという事例も聞いております

けれども、総務部長、この現状をお尋ねしたい

と思います。

○総務部長（山下健次君） 御指摘のように、

任命がえ後の新たな事務業務への従事に際しま

して、ある程度年をとってからの業務従事でご

ざいますので、当然不安を抱えていらっしゃる

と思います。そのことは十分認識して、各種の

措置をとっておるわけでございますけれども、

御指摘のように、いわゆる精神疾患により休職

あるいは病気休暇等をとる職員が散見されてい

る状況はございます。そういったことを背景に

して、各所属長に対しましては、面談の実施等

で個々の職員の状況を十分把握してほしいと

いったことを指示しておりますし、職場では個

別に助言指導員というのを、ある意味同僚とい

う形でつけているところがございます。そう

いったことで、担当業務になじめなかったり、

職場への適応に苦労するなど、負担を抱えてい

る職員に対しましては、可能な限り本人の意向

を踏まえ、配置がえ、あるいは担当業務の見直

しを行うなどの配慮を行っているところでござ

います。

○鳥飼謙二議員 18年度、19年度の任用がえ職

員の退職状況及び病休者の状況をお知らせくだ

さい。

○総務部長（山下健次君） 18年度末の現業職

員の退職者８名でございます。同じく19年度末

の退職者23名でございます。このうち任命がえ

に係る職員が10名となっております。病気休業

等の数字でございますけれども、知事部局にお

ける現業職員の傷病休暇、平成18年度で８名、

平成19年度は11名。傷病休暇は90日以内という

ことでございますから、90日を超えて休職とな

るわけですけれども、18年度で４名、19年度で

８名となっております。

○鳥飼謙二議員 決して少ない数字とは私は思

いません。任用がえにならなければずっと働き

続けたであろうと、人生の生活設計を狂わされ

た結果ではないかなというふうに思っておりま

す。そこで、当時の責任者であります副知事

―再度登場で恐縮ですけれども―にお聞き

しますけれども、このような状況、状態を想定

しておられましたか。

○副知事（河野俊嗣君） 新たな業務への就任

で不安を感じる状況があるということで、さま

ざまなサポートを講じたところでございます。

○鳥飼謙二議員 想定していましたかと聞いて

いるんですから、想定していましたとか、して

いませんとか答えるのが筋じゃないですか。副

知事、何かありますか。
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○副知事（河野俊嗣君） 任命がえ後の職員の

さまざまな不安なりというものを想定して、私

どもはさまざまなサポート体制を整えたところ

でございます。

○鳥飼謙二議員 そうしたけれども、結局、や

めてしまった本人が悪かったんだとは、もちろ

ん思っていませんでしょうね。

いいでしょう。次に、行きます。しっかりと

フォローしてもらいたいと思うんですけれども

……。総務部の中でも人事管理部門と定員管理

部門それぞれありまして、先ほどもほかの議員

の方でも議論になりましたが、ここはしっかり

連携をとってフォローしていただかないといけ

ないと思うんですけれども、考え方を担当部長

にお尋ねします。

○総務部長（山下健次君） 任命がえ職員の定

数化につきましては、先ほどありましたような

状況もございまして、すべてを定数に組み込ん

でいく、一挙に定数に組み込んでいくといった

ことはやっておりません。やはり、状況を見な

がら定数化をしていくということで対応してい

るところでございます。

○鳥飼謙二議員 頑張っていただきたいと思う

んですが……。

次に、宮崎県行財政改革大綱2007では、2011

年度には2005年度比で1,000人の純減をするとい

うふうになっております。主に退職不補充とい

う形で進められていますけれども、昨年が126名

の減、ことしが105名の減という実質減になって

おりまして、今お答えがございましたけれど

も、人員の削減が急激過ぎて、職場がぎすぎす

している、他人のことまで手が回らないといい

ますか気が回らない、そんな状況が起きている

と思うんですけれども、現状認識について、知

事、わかればお答えいただけますか。知事がわ

からなければ、ほかの方で結構です。

○知事（東国原英夫君） 一段と厳しさを増す

財政状況の中で、新たな行政需要とか県民ニー

ズに、迅速、かつ的確に対応していくために、

事務事業の見直しとか職員数の削減など、やれ

ることはすべてやらなければいけない状況でご

ざいます。このため、昨年６月に策定いたしま

した行財政改革大綱2007に基づきまして、持続

可能な行財政システムの確立に向けて、スピー

ド感を持って、行財政全般にわたる徹底した改

革に取り組んでおるところでございます。この

改革は、当然ながら私一人の力だけでできるも

のではありません。職員一人一人がその持てる

力を最大限に発揮して、ともに力を合わせて進

めていかなければいけないと考えております。

このようなことから、今後とも、職員が元気で

意欲を持って仕事ができる環境づくりに努めな

がらも、県庁も総力戦で新しい宮崎の創造に取

り組んでいかなければいけないと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 残念ながら、知事の認識と私

の認識はぐるっと違うんですね。職場は沈滞し

ています。県庁職員は萎縮している。私はそん

なふうに思えてならないんです。ですから、任

用がえの人にまで気が回らないというか、回せ

ないんですね。しっかりと現状を見据えていた

だいて、知事は直接そこまではやらないでしょ

うけれども、総務部長、しっかりやっていただ

きたいというふうに思っております。

最後に、週刊誌等でいろいろ報道されており

ますけれども、そういうことがないように、知

事、今後頑張っていただきたいと思います。知

事は常々、「すべての大人は、すべての子ども

の教師たれ」とおっしゃっているわけですか

ら、ぜひ心していただきたいというふうに思っ

平成20年６月20日(金)



- 167 -

ております。

それでは次に、地域医療の推進についてお尋

ねをいたします。

先月末、社民党議員団で、千葉県印旛村にあ

ります日本医科大学付属千葉北総病院を訪問

し、宮崎出身の金丸勝弘医師からお話を伺い、

同県での救命救急センターでの生々しい実態

や、ドクターヘリの運用状況のすばらしさに圧

倒されたところでございます。崩壊しつつある

宮崎県の地域医療を何とかしなくてはと、頭の

中がいっぱいになり帰ってまいりました。ま

た、県内において、県医師会や市郡の医師会の

皆さんとの懇談などを続けておりますが、悲鳴

にも似た声が上がっております。例えば、延岡

では県病院の循環器科などの医師の退職が大き

な話題となりましたけれども、同市の医師会病

院でも医師が退職し、その運営に非常に支障を

来していることや、看護学校を自前で３億円か

けて建設し、その支払いに大変困っていること

など、挙げれば切りがございません。以下、お

尋ねをいたします。

平成20年度から24年度を推進期間とする県医

療計画が発表されました。「すべての県民が質

の高い医療サービスを受けられる医療体制の確

立」を基本理念としています。７つの２次医療

圏で基準病床数を定めておりますけれども、が

んや脳卒中などの４疾病と僻地医療や救急医療

などの６事業、いわゆる４疾病６事業の医療連

携体制を構築するとしております。がんや急性

心筋梗塞は県北、県央、県南、県西、小児救急

は県北、県央、県西の３医療圏としています。

これまでの１次、２次、３次のピラミッド型の

連携体制が廃止され、拠点から外れた地域住民

の不安を呼んでいます。今回の地域医療計画は

どのような考えのもとに作成されたのか、福祉

保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県の医療を

取り巻く状況は、お話のように医師不足により

大きく変化しておりまして、地域医療の確保が

大きな課題となっております。このような状況

を踏まえまして、新たな医療計画では、切れ目

のない医療提供体制の構築や安心・安全な医療

体制の充実、さらには医療従事者の養成・確保

等を基本方針とし、ことしの３月に策定したも

のであります。また、今回の医療計画におきま

しては、がんや脳卒中、僻地医療や救急医療と

いった４疾病６事業ごとに医療連携体制の構築

を目指すことを新たに記載したところが、新し

いところでもございます。以上であります。

○鳥飼謙二議員 こども医療圏、とりわけ県南

住民にとっては深刻で、さきに行われました県

南地区の医療を考えるシンポジウムに私も行っ

てまいりましたけれども、ぜひ県南地区に小児

科を残してほしいという悲痛な声が出されてお

りました。２月から３月にかけてパブリックコ

メントも徴されたようでございますけれども、

コメントはどのようなもので、計画にどう反映

されたのかお聞かせください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） パブリックコ

メントにつきましては、ことしの２月に実施

し、29名の方から合計42件の御意見をいただい

たところであります。主なものとしましては、

今お話にありました、こども医療圏の再編に関

すること、あるいは災害派遣医療チームに関す

ること、また、医療を受ける側のモラルのあり

方など、さまざまな意見があったところであり

ます。これらの意見を参考に、本県の実態に

合った計画を取りまとめたところでございま

す。

○鳥飼謙二議員 パブリックコメント、42件
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中22件というのは、県立日南病院から小児科医

療をなくさないでくださいというものでしたよ

ね。半分以上がそういう声を出していた。それ

が反映されていないんですね。何のためにパブ

リックコメントをやっているのかというような

思いがございました。

次に、医師確保についてでございます。この

ことについては、先日、我が党の満行議員が、

県独自に医局を設置して医師確保を図るべきで

はないかというふうに提言を行ったところであ

り、多くは申し上げません。しかし、医師確保

は、国に要望すれば解決するという生易しいも

のではありません。知事は県内医療崩壊の実態

をどのように認識しておられるのか、お尋ねを

いたします。

○知事（東国原英夫君） 医師不足というの

は、本県だけではなくて全国的に、地方が抱え

る難問だと思っております。医師の数というの

は宮崎県の場合は20数位で、全国的には真ん中

ぐらいなんですけれども、御案内のとおり、偏

在というものが問題視されていると思います。

それは地域の偏在であったり、診療科間の偏在

であったり、御指摘の小児科とか産科といった

ものが非常に少なくなっておるのが現状でござ

います。医師確保につきましては、医師修学資

金貸与制度とか医師派遣システム等々を導入し

て対応させていただいているんですけれども、

やっぱり医師総数、絶対数の確保というのは

―御指摘に反論するようなものですけれども

―国の政策によるところが大きいわけでござ

います。ですから私も、地方分権とは相異なる

意見でございますが、国に要望をしていかな

きゃいけない部分が一つはあると思います。

それと同時に、国におきましては、医師数の

抑制方針の転換に向けて動かれているというよ

うなことも伺っておりますので、今後とも、市

町村や県医師会、あるいは宮崎大学等の関係各

位の方々と十分、意見交換、協議をしながら、

医師確保に全力を注いでいきたいと思っており

ます。

○鳥飼謙二議員 確かに一理あります。国の政

策というのもあるんですけれども、それではも

う間に合わないんです。ですから知事、福祉保

健部とか病院局だけに任せておってはだめで

す。医師を確保するために大学病院に行ってく

ださい。宮崎県出身のよそに出ている医師に

会ってください。今、そういう努力を求められ

る時期が来ていると思いますので、ぜひ御検討

いただければというふうに思っております。

次に、看護師確保対策についてであります。

昨年も問題提起をいたしましたけれども、例え

ば、看護大学の卒業生は約60％が県外に就職し

ています。学費免除者の実態、奨学金の受給状

況はどのようになっているのか、お尋ねをいた

します。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 看護大におけ

る授業料免除等の状況でありますけれども、19

年度の後期についてお話をしますと、全額免

除、半額免除とございますが、合計で36名の学

生について免除をしております。

看護大学生に対する奨学金でありますが、平

成19年度の奨学生が、大学の場合は３名でござ

います。

○鳥飼謙二議員 非常に看護師不足も甚だしい

わけで、医師の場合と同じように、修学資金、

奨学資金を返済免除することで県内就職を義務

づけるといいますか、そういう措置も必要なの

ではないかと思うんですけれども、再度お尋ね

します。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 今申し上げた
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のは、県立看護大学の生徒に対する奨学金の貸

与状況でありますけれども、そのほかの、いわ

ゆる看護師養成所の学生につきましては、69名

に奨学金を貸与しており、この奨学金の条件と

いたしまして、卒業後は県内の医療機関に一定

期間勤務するということで貸与しております。

そういう意味で、県内の看護師の確保というこ

とに努めておるところでございます。

○鳥飼謙二議員 看護大はどうかと提起をした

んですけれども、どうですか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 看護大につき

ましては、修学資金については、先ほど申し上

げたように３名に修学資金を貸与しておりま

す。

○鳥飼謙二議員 返済免除を検討していただい

て、ぜひ義務づけをしていただけたらというこ

とですから、今後検討してください。よろしく

お願いをいたします。

医療機関の未収金対策についてお尋ねをいた

します。先日、宮崎市内のある病院で調査をし

た結果でございますが、この救急病院は昨年度

未収金が3,200万円あり、病院経営を圧迫してい

るとのことでございました。救急車で搬送され

た患者は保険がない場合がありますが、医療を

断るわけにはいかない。ところが、医療保険が

なかったり資格者証の場合、全額負担で払えな

いとなりますと、即未収金となるわけでありま

す。入院と同時に生活保護を適用するなど、生

活保護関係機関との迅速な連携をすることで、

未収金の増加を抑制することができるのではな

いかと思いますので、福祉保健部長にお尋ねし

ます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 平成19年度に

行われました厚生労働省のアンケート調査によ

りますと、病院の未収金の発生原因といたしま

して、生活困窮のケースが２割、それから払え

るけれども払わないという悪質なケースが約１

割ということであります。生活困窮のケースに

つきましては、おっしゃるように生活保護によ

る対応が考えられますが、その適用に際して

は、本人の病状によっては、職権による生活保

護適用や遡及適用など、各福祉事務所とも状況

に応じた速やかな対応を図っておるところであ

ります。

また、生活保護の決定につきましては、各種

調査を要するものでありますけれども、適時適

切な決定を行うよう、各福祉事務所に対して常

に指導しておりまして、今後とも、生活保護の

適正な運用に努めてまいります。また、厚生労

働省では、保険医療機関の未収金対策として、

未収金の回収だけでなく、国民健康保険の一部

負担金の減免制度の活用など、未収金発生の防

止策についても徹底したいとの考えがあるよう

ですので、県としても、国と連携を図ってまい

りたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 ぜひ、柔軟、迅速な対応をよ

ろしくお願いしたいと思います。

次に、公立病院改革プランについてでありま

す。自治体財政健全化法が施行される一方で、

総務省から、公立病院の経済効率化と再編ネッ

トワーク、経営形態の見直しの視点で、「公立

病院ガイドライン」が示されました。しかし、

県内医療は今、崩壊寸前、いや崩壊しつつある

状況の中で、総務省が考えるガイドラインによ

る改革プランが策定されるとなると、地域医療

は完全に崩壊するでしょう。改革プランの策定

に当たっては、住民の地域医療を守るという観

点から進められるべきと思いますが、知事の基

本的考えをお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 公立病院は、地域医
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療とか僻地医療など、地域医療を守るために非

常に貢献していただいておる公的機関でござい

ます。総務省から市町村へあてて改革プランと

いうものが提示されております。経営状況の悪

化とか周囲の環境状況を勘案した改革プランを

策定するようにという指示でございますが、医

師不足等々は、先ほど申し上げませんでした

が、女性の医師で今休業されている方とか、先

ほど鳥飼議員から御指摘のあった、県出身者で

県に関係の深いお医者さん等々、きめ細かな医

師確保の取り組みに邁進していかなきゃいけな

いと思っております。確保もさることながら、

医療機関同士の連携とかネットワーク化という

ものを、効率化の上で図っていかなきゃいけな

いんじゃないかと思っております。この改革プ

ランが地域医療を崩壊させることのないように

十分留意しながら、地域医療を守ることに、県

といたしましても全力で取り組んでいかなけれ

ばいけないと考えております。

○坂口博美議長 答弁者、ちょっと簡潔に…

…。答弁と質問の時間のバランスがとれていな

い。おくれているものですから……。

○鳥飼謙二議員 難しいことではあるんですけ

れども、知事、ひとつそこはよろしくお願いを

申し上げたいと思います。

次に、県立病院関係についてお尋ねしま

す。17年度から22年度までの５年間で３県立病

院すべて単年度黒字化を目標とした、県立病院

中期経営計画が進められておりますが、19年度

決算見込みによります中期経営計画の進捗状況

について、病院局長にお尋ねします。

○病院局長（甲斐景早文君） 平成19年度決算

見込みでございます。御案内のとおり、平成18

年度に策定をいたしております中期経営計画で

ございますが、19年度の目標値として収支差

を14億1,300万円の赤字としていたところでござ

います。たしか昨年12月の時点では御報告させ

ていただいたかと思うんですけれども、この計

画を上回ります10億6,700万円まで赤字を圧縮で

きるという見込みを立てたところでございま

す。これは19年度において、より高い次元の施

設基準となります入院基本料の通年化ですと

か、新たな診療科の開設による診療機能の充実

などにより収益の確保が図られたこと、あるい

は医薬品の共同購入の推進などによります費用

の削減に努めたことによるものであろうという

ふうに考えております。このようなことで、最

終的には、年度後半においてさらなる収益の確

保、あるいは費用の削減に努めました結果、昨

年12月時点での収支見込みよりもさらに改善が

図られる見通しになっておるということでござ

います。

○鳥飼謙二議員 先日、社民党議員団を中心

に、日南病院で調査と意見交換を行わせていた

だきました。県立病院の今後のあり方に大きな

方向性を示した今の中期経営計画に対しては、

現場スタッフの理解と協力が絶対に欠かせない

というふうに思っておるわけですが、現場との

意見交換がなされていないとの驚くべき事実が

明らかになりました。中期経営計画を成功させ

ていくためにも、現場と病院局幹部との意見交

換を行っていただきたいと思いますので、お尋

ねをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 御意見のとおり

でございますけれども、現在、病院事業の推進

に当たりましては、第一線で勤務する医療ス

タッフの意識の醸成が最も重要であるというふ

うに考えておりまして、職員一人一人が県立病

院の経営状況など関係情報を共有し、共通の理

解と認識を持つことが大変重要であるというふ
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うに考えております。このようなことから、特

にこれまで、院長あるいは事務局長会議をやり

ましたし、また看護部長等連絡会議、あるいは

薬剤長会議、それから管理栄養士長会議など各

分野における連絡会議を随時開催いたしまし

て、これらの会議を通じて、各病院における各

セクションの職員の意見などの把握に努めると

ともに、経営方針の周知徹底に努めているとこ

ろでございます。また、私も就任以来、各県立

病院に直接出向きまして、私の病院経営に関す

る考え方ですとか、中期経営計画の進捗状況に

ついて職員に説明をいたしたところでございま

す。さらに、今年度から、「１人１改善運動」

といたしまして、各職員に、県立病院事業に関

しての効率化やサービス向上策に関するアイデ

アなども提案していただこうといった取り組み

を行うこととしております。御指摘のとおり、

今後とも職員一丸となりまして、より一層、経

営計画参画意識の醸成に取り組みながら、高度

で良質な医療の提供に努めてまいりたいという

ふうに考えております。

○鳥飼謙二議員 ぜひ現場に行かれて、そこ

で、外科部長とか医療連携課長とか、たくさん

現場で一生懸命頑張っておられる方がおられま

すので、いろいろ意見を聞いていただきたい。

できたら知事にも行っていただくと、なおいい

んじゃないかなと思っておりますので、お願い

をしておきます。

次に、医師確保については、先日出されまし

た。要望にとどめたいと思いますが、先日、宮

崎病院の院長、副院長にも個別にお会いをして

まいりまして、医師確保については懸命に取り

組んでおられることを、高く評価いたしたいと

いうふうに思っているところでございますけれ

ども、病院局内の医局設置についても、真剣に

検討をお願い申し上げたいと思っております。

次に、病院事業決算報告に関連してお尋ねを

いたします。収益的収支におきまして欠損金等

が記載されるわけですが、その際、救急医療や

高度医療の不採算部門を再計上すべきではない

かと思うのであります。なぜ病院会計が赤字に

なったのか、具体的に県民に示すことが極めて

重要だと思いますので、お尋ねをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 決算の会計報告

方式であろうと思うんですけれども、御案内の

とおり、特に法律でこの方式の枠組みというも

のが、ある程度示してあります。こういうこと

から、いつも念頭にそういったものを置きなが

ら進めていかないといけないということと、経

営動向を時系列で正確に把握する必要もありま

すことから、裁量の範囲内といえども、計上方

式の変更につきましては、おのずから制約があ

るというような状況でございます。今、御案内

ありましたように、そういう政策医療ですとか

いろいろな医療分野における区分ができればい

いんですけれども、診療におきまして、どうい

う形でやったかとかそういったことが、集計と

いいますか、明確に区分できない部分がござい

まして、なかなか御意見等のようなことはやれ

ないというような状況にございます。

○鳥飼謙二議員 努力してください。でないと

県民の理解は得られないと思います。難しいだ

ろうと思いますけれども、何とか頑張って努力

をお願いしたい、そういうことをやっていただ

きたいと思っております。

１次・２次医療の役割分担については、時間

の関係で省略をいたします。１次救急の方が、

県病院２次救急にかかる比率が６割ぐらいある

んです。これを減らしていくということで、い

ろんな努力をしていかなくてはならないと思い
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ますが、これは省略をいたします。

次に、経費節減についてお尋ねいたします。

宮崎病院では、省エネルギーサービス事業であ

るＥＳＣＯ事業が行われておりますが、公募の

結果、明電舎グループが選定され、事業を進め

られていると聞いております。実施状況につい

て病院局長にお尋ねしますとともに、病院局以

外でＥＳＣＯ事業を検討されているのか、担当

部長にお尋ねします。

○病院局長（甲斐景早文君） ＥＳＣＯ事業で

ございますけれども、実は県立宮崎病院で19年

度に実施をさせていただきました。幸いに建物

が改築後20年以上経過したということもござい

まして、設備の更新時期を迎えて非常にタイミ

ングよかったんですが、これによりまして、特

に熱源機器について―ボイラーなどでござい

ますが―従来の重油からガスを主力としたも

のにするなど、省エネルギー効果が非常に高

く、また、環境負荷の少ない設備に更新したと

ころでございます。この導入によりまして、年

間約7,000万円程度の光熱水費の削減が見込まれ

るということで、御指摘のとおり、病院の経営

改善にも非常に役立っているというような状況

にございます。またもう一つ、ＣＯ２の発生と

いうのが大幅に抑制されます。こういうことか

ら、県庁の地球温暖化対策にも大きく寄与する

のではないかと考えているところでございま

す。

○県民政策部長（丸山文民君） ただいま病院

局長から御答弁がありましたように、平成17年

度に県有施設の導入可能性について調査を行い

ました。その結果、最も効果が高いと見込まれ

た県立宮崎病院につきまして、平成19年度から

事業実施をしているところであります。その他

の施設につきましては、経済効果あるいは機材

の更新時期等の理由から、現時点では導入の予

定はないところであります。

○鳥飼謙二議員 最後に、業務委託についてで

あります。官製談合事件の反省から、一般競争

入札による業務委託の業者選定が行われていま

す。しかし、安かろう悪かろうでは困るわけ

で、余りにも低価格の入札となりますと、そこ

で働く従業員の処遇に大きく影響するわけであ

ります。委託業務について最低制限価格を設け

るべきと思いますけれども、現状はどのように

なっているのか、病院局長にお尋ねいたしま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院局におきま

しては、昨年10月から財務規程を改正いたしま

して、一般競争入札により製造その他について

の請負契約を締結しようとする場合において、

当該契約の内容に適合した履行を確保するため

に必要があると認めるときは、最低制限価格を

定めることができると、実はこういう規定を置

いたところでございます。これにより、20年度

におきましては、警備業務について最低制限価

格を設けて入札を実施させていただきました。

なお、今後とも、知事部局との連携を図りなが

ら、こういう企業性、効率性を発揮した経営を

踏まえた上で、最低制限価格を設けることがで

きない、特にＷＴＯといいますか政府調達協定

に基づいたものについてはなかなかでございま

すが、それ以外については検討してまいりたい

という考えでおります。

○鳥飼謙二議員 次に、こども療育センターに

ついてであります。

こども療育センターは県内唯一の肢体不自由

児施設でありますが、入所児童の障がいの重度

化・重複化、発達障がい児童への対応など、障

がいのあり方が大きく変化する中で、体制の整
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備が大きな課題となっています。このため、平

成17年７月に策定されました「宮崎県における

障害児療育支援体制強化に関する報告書」で

は、現行機能の充実強化とあわせて、新たな機

能として、重症心身障がい児施設としての機能

の整備や発達障がい児への対応を強化するなど

としています。これまで前知事や担当部長は、

「報告書は最大限尊重すべきもの」と答弁して

こられましたけれども、障害児支援体制報告書

の県政での位置づけ、認識について、知事にお

尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 平成17年７月にまと

められました「障害児療育支援体制強化に関す

る報告書」において、こども療育センターが果

たすべき役割としては、肢体不自由児、在宅障

がい児及び重症心身障がい児への対応などがあ

ると認識しております。県といたしましては、

この報告書を踏まえ、身近な地域で必要な訓練

を受けられる体制整備や、ショートステイの充

実などに取り組んできたところでございます。

今後も、財政的には非常に厳しい状況でありま

すが、できる限り保護者のニーズにこたえられ

るよう、療育支援体制の充実に取り組んでまい

りたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 どうもわかったようなわから

んような感じがいたしますが、ぜひその実現に

向けて頑張っていただきたいと思います。

次に、医師不足によります機能の低下につい

てであります。医師の定員は、整形外科３名、

小児科２名となっていますが、ことし４月に２

名の医師が退職し、現在、整形外科医師２名の

勤務となっています。４月にはＡ医師は当直15

回、Ｂ医師は当直10回となっており、医師が過

労で倒れるのではないかという過酷な勤務を強

いられています。また、常勤の小児科医師が不

在となり、保護者も大きな不安を覚えており、

センター機能の低下が懸念されておりますが、

知事はこの現状をどのように認識しておられる

のか、お尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 本年４月から、こど

も療育センターの医師が２名退職したことによ

りまして、センターを利用されている保護者の

方々には、本当に大変御迷惑をおかけしておる

と思っております。センターの医師は、現在、

常勤医師の２名でありますが、宮崎大学医学部

からの協力をいただいておりまして、診療体制

に支障のないようにしているところでありま

す。また、小児科医につきましては、非常勤医

師３名で対応している状況にありますが、急病

などの緊急時には、宮崎大学医学部や県立宮崎

病院と連携して対応する体制をとるなど、でき

る限り保護者の皆さんが安心してお子様を預け

られるように努めているところでございます。

常勤医師の確保につきましては、依然として大

変厳しい状況がありますが、今後とも宮崎大学

医学部と連携しながら、県外も含めて、その確

保に鋭意取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 非常にセンターは必死で頑

張っているんですね、今言われたとおりなんで

すけれども。しかし、なぜ小児科医がいないの

か。先ほど申し上げた重症心身障がい施設科、

これをやめてしまいました。それを宮崎大学医

学部は非常に期待しておったんです。あそこに

入院している子供さんの受け皿になっていただ

く。しかし、それができない、県がやらない。

だから、日南の愛泉会というところに行ってし

まった。ですから、小児科医師も向こうに行っ

ているんですね。そういうふうになっているん

ですよ。しかし、実態はですね―本当に倒れ
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ますよ。１回行って―１回、去年６月行かれ

たんですけどね―その現状を見ていただきた

いというふうに思っております。

次に、保育士等のスタッフの確保についてで

あります。看護師の産休や育児休業の代替職員

や保育士の確保が極めて困難な状態となってい

ます。例えば、臨時職員は継続雇用ができな

かったり、賃金が余りにも安過ぎるので働いて

くれる人がいないのです。現状をどのように認

識しておられるのか、担当部長にお尋ねしま

す。

○総務部長（山下健次君） 臨時職員の勤務条

件につきまして、通勤手当が支給されない、こ

れを条件に基本的には来ていただいておるんで

すけれども、御指摘のように、非常に採用確保

困難な職種というのがございます。現実にそう

いうことで現場は人材確保に苦労しているとい

う話は十分聞いております。その中でどういっ

た工夫ができるかということで私どもも考えて

おるわけですけれども、県民サービスの低下に

つながることがないように、例えば勤務時間、

あるいは業務内容での工夫、そういったことで

人材確保のための環境整備に努めてまいりたい

と考えております。

○鳥飼謙二議員 働いている人も給料が10万円

を切るんですね。例えば夜に皿洗いなどをして

低収入を補っている。県庁本体でもそうですけ

れども、1,000名の非常勤職員、250名の臨時職

員、こういう人たちがおるわけで、公的機関が

ワーキングプアをつくり出している。これは去

年も申し上げましたけれども、勤務体系の柔軟

化とか、少なくとも通勤手当ぐらいは出すべき

ではないかと思うんですね。知事は答えられな

いでしょうけれどもね。知事に答えていただき

たい気持ちですよ、これは。総務部長。

○総務部長（山下健次君） 財政状況もござい

まして、1,200数名の人たち、1,000名の非常勤

の職員の中には、例えば鳥獣保護員といった方

たちも、もちろんいらっしゃるんですけれど

も、その方たちを含めて通勤手当を支給すると

いうのは、財政的には非常に厳しいというふう

に考えております。

○鳥飼謙二議員 では、人が来なくていいとい

うことですか。

○総務部長（山下健次君） 先ほど申し上げま

したように、そういった条件の中で来ていただ

くということと、採用困難な職種につきまして

は、何か工夫がないかということで考えておる

ところでございます。

○鳥飼謙二議員 実際に人が集まらないんです

よ。もっと考えてもらわないと困るんですよ。

知事、どんげかせんといかんとですよね。知事

はもう答えんでいいけど。だけど、どんげかし

てもらいたい、本当にそんなふうに思います。

保育士の確保についてお尋ねをいたします。

現在、保育士は、こども療育センターとか３児

童相談所、みやざき学園で要保護児童の指導に

当たっております。ところが、保育士を20年近

く採用していなく、保育士は近くいなくなるこ

とになります。保育士を計画的に採用すべきと

思いますので、福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 保育士は、お

話のように、こども療育センターにおいては、

肢体不自由児の入所・通所や重症心身障がい児

通園事業、ショートステイなどのさまざまなサ

ービスに従事しているほか、児童福祉の中核機

関であります児童相談所や県立みやざき学園に

おいて、入所児童の保育とか生活指導などの業

務を担っております。児童福祉の分野において

は、さらなるサービスの質の向上が求められて
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おりますので、保育士の役割は重要でありま

す。今後とも、効率的な職員配置に努めてまい

りたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 保育士の役割は重要とのお答

えですが、採用試験が行われていないんですけ

れども。人事委員長にお尋ねいたします。

○人事委員長（黒木奉武君） 保育士の採用試

験についてでありますけれども、職員の採用試

験は、毎年、各任命権者の要請に応じて実施し

てきております。保育士につきましては、「職

員の任用に関する規則」というのがございまし

て、「短期大学卒業程度」の試験区分において

実施できることとなっておりますが、平成４年

度以降につきましては、任命権者からの要請が

なかったために実施をいたしておりません。た

だ、人事委員会といたしましては、新たな行政

需要や多様化する県民ニーズにこたえるため

に、今後とも職員採用試験等につきましては、

御意見等の趣旨も踏まえながら、任命権者との

連携を深めてまいりたいというふうに思ってお

ります。以上であります。

○坂口博美議長 再度、答弁者側にお願いしま

す。時間が随分経過していますので、簡単に速

く御答弁をお願いします。

○鳥飼謙二議員 総務部長にお尋ねします。保

育士の必要性についてどのように考えておられ

ますか。なぜ試験を実施しないのか、お尋ねし

ます。

○総務部長（山下健次君） 保育士の重要性は

十分理解しておりますが、基本的には資格を

持った非常勤職員の活用で対応できるというこ

とで考えております。

○鳥飼謙二議員 資格を持った職員の対応で十

分活用できる。こども療育センターの場合です

けれども、保育士14名中２人は再任用職員、２

人は正職員、10人は非常勤職員ですよ。これで

いいんですか。

○総務部長（山下健次君） 特段、非常勤職員

を正規職員にという話は聞いておりません。

○鳥飼謙二議員 県のパイプはどうなっている

んですか。現場では必要と言う。しかし、形と

しては、要求をすれば却下されるから要求をし

ない。預けのときと一緒じゃないですか。今、

ここは必要だと言っているんですよ。正職員に

するのが当たり前でしょうが。それを必要ない

というような答弁は納得できない。再度答弁し

てください。

○総務部長（山下健次君） 基本的には関係部

局と協議をした上で決定してまいりたいと考え

ておりますが、先ほど申し上げましたように、

非常勤職員で現在対応しておるということで、

特段それを正規職員にということでは聞いてお

りません。

○鳥飼謙二議員 納得できません。この答弁で

は納得できません。休憩を求めます。

○坂口博美議長 暫時休憩をいたします。

午後３時６分休憩

午後３時８分再開

○坂口博美議長 会議を再開いたします。

ここで、答弁者、総務部長にもう一度、今の

ことを答弁、説明をいただきたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 申しわけございま

せん。先ほど福祉保健部長からも答弁がござい

ましたが、現場の必要性について、再度、関係

部局と協議した上で、その必要性について考え

てみたいと思います。

○鳥飼謙二議員 十分検討してください。

最後に、エコクリーンプラザみやざきについ

てお尋ねをいたします。
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これは、ごみ処理広域化計画に従ってつくら

れたわけでありまして、1999年から2013年まで

の15年間を期限として、県内を県北、県央、県

南の３グループ化したごみ処理広域化計画を策

定したわけであります。その後、いろいろ議論

があったんですが、県央地区については、県が

強引にといいますか、私どもからすれば強引に

進めていってしまった。その結果、今こんな事

態が起きている。その他の地域は４グループに

しようということで、その後、方針が変更、転

換されたわけでございますけれども、中央地区

以外でのごみ処理計画は今どのようになってい

るのか、どう進められているのかお尋ねしま

す。

○環境森林部長（髙柳憲一君） ごみ処理広域

化計画は、平成10年度、各市町村と協議の上策

定したんですが、その後、17年度までに３度の

改定を行い、全体35施設のうち、19年度まで

に22施設が整備されまして、30年度までの計画

期間において13施設が整備予定でございます。

これに基づきまして、県央地区ではエコクリー

ンプラザみやざき及び西都・児湯クリーンセン

ターが整備され、現在、延岡・西臼杵ブロック

でも、平成21年度からの供用開始に向けて、焼

却施設の整備が進められております。

○鳥飼謙二議員 それは、エコクリーンプラザ

みたいな広域処理ということでよろしいんで

しょうか。延岡と西臼杵を一本化したやつ、日

向と入郷を一本化したやつ、そんな感じです

か。もうちょっと具体的に御説明ください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県北地区で

は、延岡・西臼杵ブロックの焼却施設が、18年

度着工で21年度供用開始予定になっておりま

す。それから、最終処分場が未整備３カ所とい

うことになっております。それから、日向・入

郷ブロックでは焼却施設が１カ所、23年度着工

予定で26年度供用開始予定、リサイクルプラザ

につきましては１カ所で整備時期が未定、最終

処分場につきましては１カ所が未整備という計

画でございます。

○鳥飼謙二議員 社民党中央地区議員団で４

月23日に、エコクリーンプラザみやざきの現場

を調査してまいりました。理事長から話を聞い

たんですけれども、プレキャスト工法をなぜ採

用されたのかなと、疑問は深まるばかりでござ

います。既にこの問題については議論されてお

りますので、１点だけ再度確認をしたい。事実

の解明と責任の明確化、これは大事だと思って

いるんですけれども、再度知事にお答えいただ

きます。

○知事（東国原英夫君） エコクリーンプラザ

みやざきの件に関しましては、外部調査委員会

に、専門的あるいは客観的な判断を仰ぎまし

て、徹底的な原因の究明と責任の所在を追及し

ていただきたいと思っております。県といたし

ましても、このような調査等を円滑に進めるた

めに専任職員を配置したところであります。一

日も早い問題の解決に向けて、全力を挙げてい

きたいと思っております。

○鳥飼謙二議員 環境整備公社は、市町村とか

民間団体も出捐団体になっておるわけですけれ

ども、こういう事態を説明しておくべきではな

いかと思いますので、お尋ねします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 関係11市町村

につきましては、副知事を議長とする連絡調整

会議を５月22日に開催しまして、これまでの経

緯と今後の対応について説明を行ったところで

ございますが、その他の市町村や出捐団体につ

きましても、今後、公社と協議の上、適切に対

応してまいりたいというふうに考えておりま

平成20年６月20日(金)



- 177 -

す。

○鳥飼謙二議員 よろしくお願いをしておきま

す。

最後に、代表監査委員にお尋ねをいたしま

す。環境整備公社に対して、工事監査を含めた

監査を行っているのか。また、その内容はどの

ようなものなのかお尋ねをいたします。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 環境整備公社

につきましては、平成７年３月に設立された

後、８年度と12年度と14年度と17年度に、それ

ぞれ前年度の事業について監査を実施しており

ます。ただし、その中身は、公社の運営状況や

経理事務などの財務面が中心でございました。

なお、お尋ねの16年度事業を監査いたしました

が、17年度に完成した調整池工事については、

技術的な面を含めた監査は実施しておりませ

ん。

○鳥飼謙二議員 事実解明に向けて、監査委員

で監査する予定は、今後ございますか。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 今年度、この

環境整備公社については監査する予定に入って

おりますので、今、議論になっている部分を含

めて監査したいと思っております。

○鳥飼謙二議員 ぜひよろしくお願いをしてお

きます。

以上で一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

次の本会議は、23日午前10時開会、きょうに

続いて一般質問であります。

本日はこれにて散会をいたします。

午後３時15分散会
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