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◎ 議案第18号及び議案第19号追加上程

○坂口博美議長 ただいまの出席議員42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が、お手元

に配付のとおり、知事より議案第18号及び議案

第19号の送付を受けましたので、両案を日程に

追加し、議題とすることに御異議ございません

か。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

○坂口博美議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時２分開議

○坂口博美議長 会議を再開いたします。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 おはようご

ざいます。どうも済みません。

ただいま提案いたしました議案第18号及び議

案第19号について御説明申し上げます。

まず、議案第18号は、教育委員会委員江藤利

彦氏が平成20年10月８日をもって任期満了とな

りますので、その後任委員として柏田芳徳氏を

任命いたしたく、また、議案第19号は、教育委

員会委員福本安甫氏が平成20年10月８日をもっ

て任期満了となりますので、その後任委員とし

て水永正憲氏を任命いたしたく、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規

定により、県議会の同意を求めるというもので

あります。よろしく御審議のほどお願い申し上

げます。以上です。〔降壇〕

○坂口博美議長 知事の説明は終わりました。

◎ 代表質問

○坂口博美議長 それでは、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、蓬原正三議員。

○蓬原正三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党を代表して質問をいたし

ます。

いざなぎ景気を超す戦後最長と言われた景気

の拡大でありましたが、地方ではほとんど恩恵

を受けることもなく、好況にはほど遠い状況の

まま、アメリカのサブプライムローン問題や昨

今の原油価格高騰などの影響により、既に後退

の局面に転じております。また、ここに来てア

メリカ証券会社の破綻であります。影響が懸念

されるところであります。そのような中、先

日、政府・与党は総合経済対策を決定しました

が、一時的な負担軽減などによる対症療法的な

内容と思われるなど、その効果は未知数であり

ます。また、前福田総理の突然の辞任、今後予

定されている衆議院解散・総選挙など、まさに

日本の政治、経済とも混沌とした状況でありま

す。

さて、２年目を迎えた東国原県政において

は、平成16年度から実施されている第１期の行

財政改革に続き、第２期の行財政改革に取り組

んでおられます。そのような厳しい財政状況の

中で、限られた予算、人材を最大限活用し、県

平成20年９月18日（木）
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民総力戦を基本とし、県政運営に取り組まれて

おりますが、雇用対策、地域医療対策、中山間

地域振興などなど、課題は山積しております。

これからの１年は、任期のちょうど折り返しの

時期であります。１年目の反省を踏まえなが

ら、任期４年間しっかり頑張っていただいて、

県政の課題を着実に解決されることを願ってお

ります。我々議員も、二元代表制のもと、県民

が宮崎に住んでよかったと思えるような県政に

すべく、監視機能の強化や政策の提言などに邁

進する所存であります。

それでは、通告に従い質問をしてまいりま

す。

まず初めに、知事の政治姿勢についてであり

ます。

急激な入札・契約制度改革などに伴う建設業

者の大型倒産や有効求人倍率の低迷等々、本県

の経済は疲弊しております。知事には、県民の

財産、安全を守るべきトップリーダーとして、

重い責任があります。県民が県政の道標となる

べき知事のマニフェストに共感し、県政のかじ

取りを負託して１年半になります。就任当初に

知事は、「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」

と言われておりました。しかしながら、さきの

２月議会では、「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いる」とのことであ

りました。マニフェストは、言うまでもなく、

知事が県民と約束した事項であり、その検証は

しっかりやる必要があります。検証の２年まで

あと半年となったわけでありますが、客観的に

見るに、企業誘致100社、雇用人数１万人など厳

しいものもあるのではないかと思います。現時

点でのマニフェスト達成の状況についてどう考

えているのか、また、達成が厳しい状況である

と思われる項目については今後どのように取り

組んでいくのか、あわせて知事にお伺いしま

す。

次に、平成21年度の当初予算編成についてで

あります。

国においては、経済財政改革の基本方針2008

を踏まえ、引き続き、骨太の方針2006で示され

た基準、すなわち、2011年度に国・地方のプラ

イマリーバランスを黒字化するという目標に

のっとった最大限の削減を行う方針が打ち出さ

れております。概算要求基準を見ますと、公共

事業関係費は昨年同様３％カットとするなど厳

しい状況であります。しかしながら、成長力の

強化、地方再生戦略など、緊急性や政策効果が

特に高い事業などについては、重要課題推進枠

として約3,300億円の特別枠が措置されておりま

す。

一方、本県においては、平成19年３月に新た

な財政改革推進計画を定め、この計画を財政改

革プログラムとして盛り込んだ宮崎県行財政改

革大綱2007を策定されました。この大綱に基づ

き各種改革を行い、財政面では、多額の収支不

足の圧縮を図るとともに、将来にわたって健全

性が確保される財政構造への転換に向けた取り

組みを推進されております。しかし、一方で

は、倒産が相次ぐ本県の厳しい経済情勢にも十

分配慮していくことも必要であります。先ほど

述べたとおり、国においては、重要課題推進枠

という所管を超えた予算配分の重点化を促進す

る枠を設けております。予算編成方針の策定前

ではありますが、平成21年度の当初予算編成に

対する基本的な考え方について、知事にお伺い

平成20年９月18日（木）
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します。

また、本県においても、独自の重点課題推進

枠的なものを創設することは検討しないのか、

あわせて知事にお伺いします。

次に、宮崎県行財政改革大綱2007の進捗状況

についてであります。

昨年、宮崎県行財政改革大綱2007を策定され

ました。既に策定後１年余過ぎたことになりま

すが、改革プログラムの収れん期間である平

成22年度に向けてどのような状況なのか。総職

員数については、平成23年４月１日時点で、平

成17年４月１日と比較し、1,000人を純減すると

いう目標が策定されております。既にことしの

４月１日の時点で790人の削減が達成されたとい

うことであり、取り組みが進んでいるようであ

ります。財政部門については後ほど質問をいた

しますが、行政部門においては、現時点で、全

体の目標達成を100とした場合、どの程度進んで

いるのか、総務部長にお伺いします。

また、特に達成率の悪い部門は何なのか。聞

くところによれば、市町村への権限移譲につい

ては進んでいないようであります。進捗率が悪

い部門については今後どのように取り組んでい

くのか、あわせて総務部長にお伺いします。

次に、今後の財政運営について３点ほど質問

いたします。

まずは、第２期財政改革推進計画についてで

あります。財政の中期見通しでは、平成19年度

から平成22年度までの４年間で、一般財源収支

不足の累計が1,086億円になるとの見通しであり

ました。そこで、第２期財政改革推進計画で

は、当面の対策として、収支不足額の半分以上

を基金でカバーしながら、４年間の累計で600億

円から700億円の一般財源を見直すという目標が

設定されました。しかしながら、平成19年度で

は収支不足額は計画より拡大、154億円増の256

億円に拡大し、そのため基金残高も計画より減

少、前年度末667億円あった財政調整のための基

金も平成19年度末で577億円に目減りし、さらに

本年度末の基金残高は302億円にまで減ると想定

されております。毎年の基金の取り崩し額を考

えると、いよいよ１～２年後には基金の枯渇が

現実のものとして見えてまいります。要は、ど

こまで収支不足の改善が図られるかということ

でありますが、歳出には社会保障関係費の自然

増など圧迫要件があり、歳入には景気後退によ

る不安要素があります。収支不足の圧縮は厳し

くなる一途であります。台風・地震など突然の

災害を初め、予測不可能な行政需要や歳入の落

ち込みに対応するために、一定額の基金は残し

ておかなければなりません。今まさに本県の財

政は危機的状況を迎えようとしております。一

方、基金はもとより、平成21年度以降の県財政

に影響を及ぼしてくる地方法人特別税を初め、

税収の動向なども気になるところであります。

今後の財政収支の見通しについてはどう推移し

ていくと考えるのか、知事にお伺いします。

また、ことし４月に財政健全化法が施行され

ましたが、これまで以上に財政情報の開示の徹

底や財政規律の強化が求められます。平成19年

度の決算から、実質赤字比率、連結実質赤字比

率、実質公債費比率や、公社等を含めた実質的

負債による将来負担比率を議会に報告し、公表

することになります。決算の確定については11

月議会での審議となりますが、先日、決算見込

みが公表されたところであります。例えば、公

債費及び公債費に準じた経費の比重を示す比率

である実質公債費比率が25％以上になると、財

政健全化計画の策定や外部監査の要求などが行

われ、35％以上になると地方債の起債が制限さ
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れるなど、国が関与する財政再生団体となりま

す。先ほど申しましたとおり、本県は多額の収

支不足を基金の取り崩しにより埋め合わせると

いう厳しい財政状況であります。よもや財政再

生団体に陥るようなことはないとは考えます

が、今後の見通し、特に、今後５～10年間の中

期的な展望、見通しはどうなのか、知事にお伺

いをいたします。

次に、税収確保対策についてであります。安

定的な財政運営基盤の構築については、やはり

税収確保対策の推進が不可欠であります。昨年

度の徴収率は前年度と比べ幾分アップしたと聞

いておりますが、収入未済額の多い個人県民税

及び自動車税については、今後とも徴収率の向

上を図る必要があります。特に個人県民税につ

いては、収入未済額が最も多く、税源移譲によ

り、さらにその額がふえることが懸念されま

す。賦課徴収を担っている市町村との連携が最

も必要でありますが、さらなる効果的な滞納整

理の促進に向けて、今後どのような対策を講じ

ていくのか、総務部長にお伺いします。

また、各種使用料・手数料等の見直しなど、

創意工夫を図りながら歳入の増加に努めること

が肝要であります。歳入増加の確保については

今後どのように取り組んでいくのか、あわせて

総務部長にお伺いします。

次に、中山間地域振興についてであります。

中山間地域については、本県においては、き

ちんとした基準というものは策定されておりま

せんが、過疎地域自立促進特別措置法や山村地

域振興法などの地域振興５法の指定地域及び農

林統計上の中間農業地域と山間農業地域をあわ

せた地域であると考えると、県内の30市町村の

うち26市町村が該当し、県内市町村の約９割を

も占めることになります。この中山間地域が国

土保全と自然環境の維持、日本伝統文化の継承

等々、重要な役割を担いながらも、近年の人口

の減少や高齢化の進行により、耕作放棄地・未

利用地の増加、森林の荒廃など、危機的状況に

あることは御案内のとおりであります。また、

先月まで県が公募しておりました限界集落にか

わる新たな呼称についても、県内外から1,800件

もの応募が寄せられたとのことであり、国民の

関心の高さがうかがえます。中山間地域の活性

化のためには、農林業後継者の確保、担い手の

育成が急務であり、定住条件の向上とあわせ、

各種事業の拡大・強化及び財政措置の充実が必

要であります。これまで農政水産部、環境森林

部、商工観光労働部など、それぞれ施策、事業

が実施されているとは聞いておりますが、縦割

り行政の弊害か、なかなかスピード感が感じら

れないのが現実であります。

さて、今年度、中山間地域振興対策が重点施

策として位置づけられ、新設されたばかりの中

山間・地域対策室ではありますが、これを縦割

り行政を排除すべく、関連事業をすべて包括し

た知事直轄の中山間・地域政策局として格上げ

し、本県の実情に合った施策を展開すべきでは

ないかと考えます。今後の中山間地域振興に対

する取り組みと組織の改編についてどのように

考えるのか、知事にお伺いします。

また、今年度、都市と地方の税収偏在を是正

するため、地方交付税の特別枠として、財政状

況の厳しい地域へ重点的に配分する約4,000億円

の地方再生対策費が新設されました。本県分と

して約40億円、市・町分でも同じく約40億円が

一般財源として配分されたと聞いております。

この財源は、本県の活性化のための対策費とし

てであり、まさにこの中山間地域振興対策費と

して活用すべきではないかと考えます。地域再
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生対策費の活用方法について、総務部長にお伺

いします。

次に、情報通信等の格差是正、いわゆるデジ

タルデバイドについてであります。

情報通信技術は、豊かな国民生活の実現に不

可欠な社会経済活動の基盤であるとともに、我

が国が厳しい産業国際競争に勝ち抜き、持続的

な経済成長を図る上での原動力となるものであ

ります。そのため、いつでも、どこでも、何で

も、だれでも、ネットワークに簡単につながる

ユビキタスネット社会の実現を目指すことが望

まれております。しかしながら、山間部等の中

山間地域を中心に、ブロードバンドや携帯電話

を利用できない地域が存在しており、それらの

解消を図ることは、地域の発展にとって欠かせ

ない喫緊の課題であります。また、現在、国策

として進められている平成23年７月までの地上

デジタル放送への完全移行についても、地理的

条件による格差発生の防止など、早急な受信環

境の整備が必要であります。一方、県において

は、新みやざき創造計画の中で、ブロードバン

ドや携帯電話等の情報通信環境が整備されてい

ない地域において環境整備を図っていく必要が

あると掲げられております。県民がひとしく情

報通信技術の恩恵を受けられるようにすること

は、当然のことであります。しかし、中山間地

域、条件不利地域を中心に、いまだに携帯電話

のサービス未提供地域が存在することは、まこ

とに残念なことであります。これらのサービス

未提供地域に対する県の具体的な対策、及びい

つまでに解消することができるのか、県民政策

部長にお伺いします。

また、地上デジタル放送についても、都市部

と同等のサービスを早期に受けられるよう、視

聴可能範囲の確保や、従来の難視聴地域の解消

に向けて、国の責任において適切な措置を講じ

ることが必要であります。地上デジタル放送に

対する県の取り組み方針についても、あわせて

県民政策部長にお伺いします。

次に、新エネルギー施策の推進についてであ

ります。

化石燃料に乏しい我が国において、電気エネ

ルギー源の多様化、自給率の向上は、永遠の課

題であります。近年、地球温暖化対策の必要性

から、化石燃料にかわるエネルギー源として太

陽光が脚光を浴びております。余談ながら、風

力も水力もその発電の源は太陽でありますが、

この地球に無尽蔵に降り注ぐクリーンエネルギ

ー・太陽光を、大量に電気エネルギーに変換す

る技術を我々はようやく手に入れました。日照

時間、快晴日数ともに恵まれた本県にとって、

太陽光エネルギーに関する施策については積極

的に推進したいところであります。去る６月に

「『低炭素社会・日本』を目指して」と題し、

日本記者クラブにおいて前福田総理は、「ドイ

ツから太陽光発電世界一の座を奪還するため、

導入量を2020年までに現状の10倍、2030年に

は40倍に引き上げることを目標として掲げた

い」とのスピーチを行いました。

また、知事も６月の定例記者会見において、

「太陽光発電は、取り組みたい。環境先進国に

なりたい」と発言されました。さらに、「住宅

用の太陽光発電設置に独自補助を今後検討した

いが、何分財政が厳しい。緑と太陽の国という

一昔前のキャッチフレーズを、太陽光発電とか

太陽エネルギーという太陽の意味にシフトして

いかなければいけない。そのためにはいろんな

事業なり施策なりをしていかなきゃいけない」

とも発言をされました。確かに財政難ではあり

ますが、新みやざき創造計画の中ではっきり、
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太陽光発電など新エネルギー導入の促進が打ち

出されております。これまで、総合農業試験場

や工業技術センターなどの県有施設への率先導

入実績もあり、知事みずからも、稚内市で実証

研究中のＮＥＤＯ・大規模電力供給用太陽光発

電を視察されたとのことであります。全国に先

駆け、太陽光発電を初めとする新エネルギー施

策の推進を図るべきであります。知事の御見解

をお伺いします。

また、随分前ですが、平成４年ごろだったと

思っておりますが、九州電力が串間市に原子力

発電所をつくる計画が表面化し、頓挫した経緯

があります。新エネルギーと呼べるかはいざ知

らず、原子力に関しましては、ＣＯ２排出ゼロと

いう特性及びエネルギー価格の高騰傾向を反映

して、先進国のみならず開発途上国において

も、積極的に原発を導入する動きがあります。

当然、施設の立地については、安全・安心を大

前提として、電気事業者である九州電力と地元

市町村が十分話し合って進めていくのが原則で

あるとは思いますが、原子力発電所の建設に関

する基本的な考え方について、あわせて知事に

お伺いします。

次に、燃油等価格高騰対策についてでありま

す。

近年の原油価格の高騰は、農林水産業、製造

業、運輸業などの経営を圧迫するとともに、ガ

ソリン価格や原材料価格の高騰により、県民生

活にも大きな影響を及ぼしております。特に本

県の基幹産業である農林水産業においては、ビ

ニールハウスを主体とする施設園芸を初めとし

て、重油価格高騰の影響により経営が厳しく、

また、畜産業においても飼料価格高騰などの影

響も大きいものがあります。さらに、水産業に

おいては、コスト削減努力を大きく上回る影響

が生じており、危機的な状況となっておりま

す。なお、運輸業、建設業などにおいても、燃

油価格や原材料価格の高騰によるコスト上昇分

を価格や運賃等に転嫁できず、企業収益を大き

く圧迫しているのが現状であります。一方、商

業・サービス業においても、多くの商品におい

て値上げの動きが見られ、消費者の買い控えも

起きております。このような原油価格高騰につ

いては、国策によって十分な対策を講じること

が何より必要であります。

そこで、先月19日に、我が県議会自由民主党

として、知事に対し、「原油価格等高騰に対す

る緊急対策に関する申し入れ」を行いました。

１つ目は、県当局においては、急激な原油高騰

に伴う本県各産業の危機的な状況をかんがみ、

早急に補正予算を含め、実態に即したあらゆる

措置を講じること。２つ目は、国に対し、本県

の産業や県民生活の現状を踏まえ、迅速かつ効

果的な原油価格等高騰対策の充実強化につい

て、引き続き、強く要請するとともに、県単独

で行った財政措置に対する国の財政支援等を求

めることというものです。今回、補正予算とし

て緊急対策を打ち出されておりますが、この緊

急対策で十分と考えるのか、また、この緊急対

策によってどのような効果を生み出すのか、さ

らに、国に対しては今後どういう要望を行って

いくのか、知事にお伺いします。

次に、農業の振興についてであります。

農業は、食料問題であるとともに環境問題で

もあります。我が国は、今や他に類を見ない食

料輸入大国であり、食料自給率は先進国におい

て最低水準の約40％であります。また、昨年の

食品偽装問題に加え、中国製ギョーザ中毒事件

による海外加工食品に対する不安は、改めて地

産地消などによる安全・安心な食料の国内供給
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の必要性を喚起することとなりました。また、

バイオ燃料の拡大がエネルギーと食料の争奪戦

を生み、輸入農産物は高騰、結果、食料品は軒

並み値上がりしております。この状況は、日本

の農業にとって追い風、農業の存在意義が大変

重要になるところでありますが、なかなか現実

はそうはいきません。「つくり手がいない」

「頼みたいが引き受け手もいない」という言葉

を耳にし、祖先から引き継いだ田畑を放棄せざ

るを得ない姿が各地に見られます。

平成18年の本県の耕作放棄地面積は4,685ヘク

タールで、経営耕地面積の8.3％、ここ10年間

で1,600ヘクタールも増加しております。県にお

いては、平成14年度から県単事業で耕作放棄地

の復元整備等に取り組み、平成19年度までに342

ヘクタールの耕作放棄地の解消が図られまし

た。一方、国においても、平成23年度を目途

に、農業上、重要な地域を中心に耕作放棄地ゼ

ロを目指すことが決定され、昨年度から全市町

村は、耕作放棄地解消計画を策定するととも

に、耕作放棄地の地図化に取り組んでいる状況

にあります。しかしながら、担い手不足、耕作

者不足による耕作放棄地の増加はとどまるとこ

ろを知らず、農村の崩壊は目前に迫りつつあり

ます。

また、国においては、平成19年度からの米政

策改革や品目横断的経営安定対策は、生産現場

の実態との乖離が甚だしいため、改革初年度で

見直されることとなりました。まさしくサプラ

イズ。現場の実態も知らず、霞が関でつくられ

た国の施策がいかに地方の農業にそぐわないか

の証明であります。

本県には、耕作面積が１ヘクタールに満たな

い多数の小規模農家や兼業農家がおられます。

大規模化一辺倒の国の施策は不似合いでありま

す。工業界も９割以上は中小企業であり、大企

業との共存が今日の工業立国日本の礎をなして

おります。農業界も同じ。大規模農業化もさる

ことながら、特に本県の場合、小規模農家や兼

業農家に手を差し伸べることが肝要でありま

す。村を存続し、食料安定供給、ひいては地球

環境を守るためにも、基幹産業である農業の振

興は県政の重点課題であります。今後の農業振

興にどのように取り組んでいくのか、知事にお

伺いします。

また、食の安全・安心対策や本県農産物の消

費・流通対策についてどのように進めていくの

か、農政水産部長にお伺いします。

次に、水産業の振興についてであります。

御案内のとおり、水産業は今、漁獲量の減少

や魚価の低迷、燃料や飼料代の高騰による生産

経費の増加により、非常に厳しい状況にありま

す。中でも魚類養殖業は、飼料代が生産コスト

の約６割を占めることから、その経営は危機的

状況に瀕しております。

そのような中、マグロやサケなどの水産物の

消費が世界的に拡大する中において、安定的に

供給される水産物として、計画生産が可能な養

殖業への期待はますます高まってくるのではな

いかと予想されます。本県においても、主にブ

リ類、マダイを主体とする海面養殖業が営まれ

ており、冬季の高水温と天然種苗の確保が容易

であるという条件を背景にし、内湾の多い県北

部のブリ養殖を中心に伸びております。また、

近年は、ニーズの多様化等により新魚種への転

換が進み、カンパチ、マダイ、シマアジなどの

養殖が行われております。

しかしながら、現状のような生産経費の上昇

と魚価の低迷が続くとなると、養殖業自体が成

り立たない状況に追い込まれることになりま
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す。水産業全体としては、国際的な操業規制の

強化、地球温暖化など環境問題の顕在化による

水産資源への影響、漁業就業者の減少・高齢化

等に加え、さらに燃油価格高騰など極めて厳し

い状況に置かれております。このような現状を

打破するためにも、地域産業との連携や消費者

ニーズに対応した水産流通・加工業の健全な発

展を図るための施策を充実することも重要であ

ります。

本県の水産業の振興については、「つくり育

て、管理する漁業」を推進されているところで

ありますが、このような厳しい生産環境にある

養殖業の安定経営を含め、今後の水産業振興に

どのように取り組んでいくのか、農政水産部長

にお伺いします。

次に、森林・林業・木材産業の振興について

であります。

ことし７月に行われた北海道洞爺湖サミット

において、2050年までに世界全体の温室効果ガ

ス排出量を少なくとも50％削減することを、世

界全体の目標として採用することが決定されま

した。また我が国では、京都議定書で約束した

温室効果ガス６％削減を達成するため、森林に

よる二酸化炭素吸収量を約1,300万炭素トン確保

することとしております。したがって、地球温

暖化阻止の観点からも、活力ある森林の育成・

保全への取り組みは、今や国民の共通課題と

言っても過言ではありません。言い尽くされた

ことですが、間伐等の森林整備はもとより、国

産材の利用を拡大し、林家等の収益拡大を図る

ことが必要であります。

一方、近年、世界的な木材需要の逼迫や原油

価格の高騰などにより、外材輸入価格が上昇

し、合板や集成材の原材料を国産材にシフトす

る動きが顕著になってまいりました。国産材自

給率が平成17年以降20％を超えてきたことや、

このたびの中国木材の日向市進出がそのあらわ

れであります。このような情勢を踏まえ、林業

・木材産業関係者は、国民の森林や木材に対す

る要請に的確に対応し、林業再生の礎を築くと

きであると考えます。県としては、県産材の需

要拡大対策を含め、今後の森林・林業・木材産

業の振興をどのように進めていこうとしている

のか、環境森林部長にお伺いします。

次に、地球温暖化対策についてであります。

今世紀後半の温度は、過去1300年間で最高に

達しており、ここ50年間の気温上昇速度は100年

間の上昇速度の２倍となり、温暖化が加速しつ

つあると言われております。このまま温暖化が

続くとどうなるか。ことし５月、環境省から発

表された研究報告結果によりますと、日本では

豪雨の頻度と強度が増加し、洪水の被害が拡

大、土砂災害などが深刻化、積雪水資源の減少

で北陸から東北の日本海側で農業用水の不足、

南九州南部と沖縄で渇水リスクが高まる。森林

は大きな被害を受ける。ブナ、ハイマツなどの

分布域は激減。米は北日本で増収、近畿以西で

は現状維持かやや減少。米の品質低下、果樹生

産適地の北上や減産による影響が大きくなる。

海面上昇と高潮の増大で浸水面積、浸水人口の

被害が増加。日最高気温の上昇により、熱スト

レスによる死亡がふえ、熱中症患者発生数は急

激に増加、とりわけ高齢者のリスクはふえると

のことであります。

政府は、地球温暖化対策推進法等の改正や目

標達成計画を改定し、京都議定書での削減約束

の６％を達成させるために国民の協力も必要と

して、「１人１日１キログラムのＣＯ２削減キャ

ンペーン」等を展開し、国民のライフスタイル

の変革を求める運動を実施するといたしており
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ます。県においても、宮崎県環境基本総合計画

の中で、温室効果ガス排出量を、平成22年度に

は平成２年度に比べて43％削減するという目標

を掲げられております。クールビズや冷房温

度28度、暖房温度20度などの取り組みが、自治

体や一部の企業では行われておりますが、家庭

とか県内企業などの全体としての取り組みにつ

いてはどう把握されているのか、また、排出削

減に向けた今後の具体的な取り組みについて、

環境森林部長にお伺いします。

最後に、エコクリーンプラザみやざき問題に

ついてであります。

エコクリーンプラザみやざきの浸出水調整池

が開業以来破損していたことに端を発する一連

の問題については、さきの６月議会での一般質

問や、所管常任委員会である環境農林水産常任

委員会において、当局への質疑や資料要求、財

団法人宮崎県環境整備公社理事長を初めとする

他の参考人招致や、知事の出席による調査等が

行われてきたところであります。当局からは、

「事実をすべて明らかにし、今後の対策を含め

て、現在、関係部局と協議を行っている。でき

るだけ早急に対応できるようにしたい」との答

弁がありました。また、知事からは、「地元住

民の不安解消と一刻も早い機能回復のため、周

辺地域の早急な環境調査の実施、原因等究明の

ための外部調査委員会の設置、第３水槽の安全

性の検証とその他の水槽の早急な工事の実施、

調査結果の速やかな公表の４つを基本方針とし

て対策を実施する」との説明もありました。

現在、知事をトップとする対策本部や、副知

事をトップとする連絡調整会議、及び地盤工

学、環境工学、コンクリート工学、公認会計士

や弁護士という専門家から成る外部調査委員会

において、それぞれ専門的な立場から調査中で

あります。議会としては、宮原環境農林水産常

任委員長報告にもあったとおり、一日も早い県

民、地域住民の安心・安全が確保されるよう、

特に外部調査委員会においては、徹底した原因

究明と責任の所在の明確化、抜本的な対策の検

討、また、梅雨や台風時期に備えた早急な対策

の検討がなされるよう、強く要望しておりま

す。

既に梅雨も過ぎ、台風シーズンとなってお

り、地域住民の方々も早期の補修工事を望まれ

ております。現在の外部調査委員会の活動状況

及び原因究明と責任の所在についての調査結果

はどのような状況となっているのか。また、今

後の抜本的な対策はいつ、どのような形で行わ

れるのか、あわせて知事にお伺いします。

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。

マニフェスト達成の状況についてでありま

す。マニフェストに掲げた数値目標について、

就任から現在までの進捗状況を見ますと、例え

ば、移住世帯数が100世帯の目標に対して63世

帯、新規立地企業件数が100件の目標に対しまし

て36件、11年ぶりに増加に転じた県外観光客数

は、前年比５％増の目標に対し3.5％増となって

おります。また、総額６億円に上る宮崎県・市

町村災害時安心基金の設置や、乳幼児医療費助

成制度の拡充、さらには、みやざきブランド向

上プロモーションの強化など、その他の項目に

つきましても、新みやざき創造戦略などによ

り、必要な施策・事業を実施しており、全体と

しては、おおむね順調に進んでいるのではない

かと考えております。なお、マニフェストの進

捗状況については、これまで申し上げたとお
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り、任期の折り返し点である２年を終えた時点

で、一定の整理を行い、客観的な立場から外部

に評価をお願いした上で、その結果を県民の皆

様に公表してまいりたいと考えております。

マニフェスト達成への取り組みについてであ

ります。私のマニフェストには、新規立地企業

件数100社など４つの数値目標を掲げております

が、数値目標は相当の努力を要するものでなけ

ればならないとの思いから、できる限り高いハ

ードルを設定しておりますので、達成が容易で

ないものもあることは十分認識しております。

しかしながら、高い目標を掲げ、その達成に向

けて努力することにより、県民生活の向上につ

なげていくことが重要であると考えております

ので、今後とも、県民の皆様の御協力をいただ

きながら、県庁一丸となって、マニフェストの

達成を目指してまいりたいと考えております。

続きまして、平成21年度の当初予算編成につ

いてであります。御質問にありましたように、

国の概算要求基準では、財政健全化と重要課題

への対応の両立を図るため、基本方針2008を踏

まえ、引き続き、歳出全般にわたる徹底した見

直しを行い、歳出の抑制と真に必要なニーズに

こたえるための財源の思い切った重点配分を行

う方針が示されております。また、地方財政に

つきましては、国と歩調を合わせて徹底した歳

出見直しを行い、引き続き地方財政計画の歳出

規模を抑制することとされており、地方交付税

の動向についても、全く予断を許さない状況で

あります。こうした状況の中、厳しい本県の財

政状況を踏まえますと、まずは、第２期財政改

革推進計画に基づき、将来にわたって健全性が

確保される財政構造への転換に向けた取り組み

を、引き続き着実に推進する必要があると考え

ております。

一方で、県が抱える諸課題に的確に対応し、

県民総力戦による新しい宮崎県づくりを進める

ため、新みやざき創造計画に基づく重要施策を

積極的に展開していく必要があると考えており

ます。したがいまして、平成21年度当初予算に

つきましては、財政改革を着実に推進して財源

の捻出に努めながら、地域経済の状況等も十分

に踏まえ、選択と集中の理念のもと、優先度の

高い施策や事業には積極的に取り組み、私のマ

ニフェストの実現を目指してまいりたいと考え

ております。

次に、重点課題推進のための予算枠について

であります。国の概算要求基準では、公共事業

の３％削減等の枠組みによる基準額を設定する

とともに、そこから政策の棚卸しや経費の無駄

ゼロに向けた見直しによって、さらに２％削り

込んだ額を要望基礎額といたしまして、その捻

出した財源をもとに3,300億円の重要課題推進枠

を設けております。本県におきましては、現

在、厳しい財政状況に対応するため、第２期財

政改革推進計画に基づき、投資的経費の削減の

ほか、事務事業の見直し等によって収支不足の

圧縮に取り組んでいるところでありますが、そ

うした中にあっても、本年度から、新みやざき

創造計画の中で特に重要性や緊急性のある課題

のほか、社会経済情勢の変化や新たな県民ニー

ズ等へ的確に対応するための施策について、重

点施策と位置づけた上で予算配分を集中させ、

積極的に展開しているところであります。平

成21年度においても、引き続き、選択と集中の

理念のもと、真に県民福祉の向上に必要な施策

・事業を掲げ、重点的に取り組んでまいりたい

と考えております。

次に、財政収支の見通し及び中期的展望につ

いてであります。県では、平成19年度から22年
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度までを第２期の財政改革推進期間と定め、現

在、徹底した財政改革に取り組んでいるところ

であります。しかしながら、県税や地方交付税

など歳入の落ち込みに加え、社会保障関係経費

等について予想以上の歳出増が続いており、大

幅な収支の改善には結びついていないところで

あります。今後とも、こうした財政収支の厳し

い状況は継続するものと見込まれ、平成22年度

には、収支不足を補てんしている基金が不足

し、当初予算が組めなくなるおそれがあります

ことから、引き続き、行財政改革を着実に推進

していく必要があると考えております。

また、今後５年から10年間の中期的な展望に

ついては、経済情勢の変化や税財政制度、社会

保障制度の姿など、予測が難しい要因が多く、

見通しを定めることが非常に困難であると思っ

ておりますが、地方の財政構造の現状、つま

り、地方税の伸び悩み、地方交付税等の抑制に

よって一般財源が減少する一方で、社会保障関

係費など義務的経費のほか、医療、福祉、教育

等の経費が増大していく傾向にあり、また、基

金残高も年々減少の一途をたどっている状況を

踏まえますと、中期的な収支の見通しについて

も、極めて厳しいと言わざるを得ないと考えて

おります。

続きまして、今後の中山間地域振興に対する

取り組みと組織の改編についてであります。中

山間地域対策は、本県にとりまして重要かつ喫

緊の課題でありますので、今後とも、民間など

域内外の多様な主体の参画も促しながら、農林

水産業を初めとする産業の振興や生活支援対策

等に、県庁一丸となって取り組んでまいりたい

と考えております。また、その推進組織につい

ては、関係部局の総合調整と連携を図るため、

今年度から中山間・地域対策室を設置するとと

もに、去る６月には、私が本部長を務め、全部

局から構成される中山間地域対策推進本部も設

け、私みずからが直接指揮をとる体制を敷いた

ところであります。今後は、これらの組織を活

性化しながら、総合的、効果的な施策を推進し

ていきたいと考えております。

続きまして、太陽光発電等の新エネルギー施

策の推進についてであります。全国でも有数の

日照時間に恵まれた本県にとりまして、太陽エ

ネルギーは有用かつ無限の地域資源であり、こ

れを活用した太陽光発電は、本県が全国をリー

ドできる分野の一つであると認識しておりま

す。私は、この優位性を強くアピールしたいと

の思いから、そのシンボル的な取り組みとして

大規模太陽光発電所の立地を掲げ、国や電力会

社等に協力を訴えてまいりました。その結果、

国においても、住宅用発電設備の普及と並んで

大規模発電所の全国展開が掲げられ、来年度の

概算要求にも関連予算が盛り込まれたところで

あります。今後とも、このような国の動きを踏

まえながら、宮崎ならではの新エネルギー施策

の展開について積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

続きまして、原子力発電所の建設に関する基

本的な考え方についてであります。原子力発電

は、他の発電方法と比較して、電力の供給安定

性、経済性等のメリットがあり、我が国の基幹

電源として欠くことのできない存在になってお

ります。しかしながら一方で、地震等の災害時

の対策や放射性廃棄物の処分の問題など、原子

力発電の安全性等に対し、国民の理解が十分に

得られているとは言えない状況にあります。エ

ネルギー政策は、基本的に国が主導的役割を担

うべきものと認識しておりますが、その中で特

に原子力発電については、まずはこのような不
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安を解消することが不可欠であり、その上で、

地元市町村において冷静な議論が行われる必要

があると考えております。

続きまして、燃油価格高騰対策についてであ

ります。燃油価格の高騰により、本県経済は大

きな影響を受けていることから、去る７月18日

には、議長とともに、国に対し、即効性のある

支援や、原油価格の引き下げに向けた取り組み

を行うことなどについて、緊急要望を行ったと

ころであります。県としましては、これまで、

特に影響を受けている中小企業者、農業者や漁

業者を支援するため、相談窓口を設置するとと

もに、省エネ対策や融資制度の創設・拡充など

に取り組んでおり、また、今回提案している補

正予算については、農業者や漁業者の方々が意

欲を持って経営を継続し、各産地の維持が図ら

れるよう、施設園芸における内張２層カーテン

の整備や融資枠の拡充などの緊急的な追加支援

を行うものであります。しかしながら、根本的

な解決のためには、原油価格を安定させること

が不可欠であり、また、県としての取り組みに

は限界がありますので、今後とも、国に対し

て、必要に応じ、現在の窮状に対する支援策の

早期実施や、国際石油市場の安定に向けた取り

組みについて要望してまいりたいと考えており

ます。

次に、今後の農業振興への取り組みについて

であります。世界的な干ばつや洪水等の異常気

象の多発、そして人口増加、さらには農産物の

エネルギー転換などにより、将来の食料に対す

る不透明感が広がる中で、我が国においても、

食料自給率向上への関心や農業に対する期待が

ますます高まっております。一方、近年の農業

を取り巻く情勢は、担い手の減少や高齢化の進

行といった構造的な課題に加え、国際貿易交渉

問題や原油・飼料価格の高騰など、かつて経験

したことのない大変厳しい状況に直面してお

り、大きな変革期を迎えております。このよう

な中において、私は、今世紀は「水と空気と食

料の世紀」であると考えております。全国第５

位の農業産出額を誇る本県農業は、これらの変

化をビジネスチャンスととらえ、消費者の信頼

と期待にこたえながら、これまで培ってきた資

源と潜在能力を発揮させれば、さらに飛躍でき

ると思っております。そのためには、世界的な

視野と中長期的な展望を持って、現在の厳しい

諸課題を克服していくための重点取り組みとし

て、１．認定農業者や農業法人、小規模農家等

を支える集落営農組織など多様な担い手の確保

・育成と農地の有効活用、２．自然エネルギー

や多様なバイオマス資源等を活用した低コスト

生産構造への転換、３．確かな技術に基づく品

質・収量の増大と安全・安心日本一のみやざき

ブランド対策のさらなる強化、４．農業を核と

した中山間地域の活性化や他産業と連携した付

加価値向上などに取り組み、農業者の所得向上

を基本に、魅力ある宮崎の農業を実現していき

たいと考えております。

続きまして、エコクリーンプラザみやざき問

題に係る外部調査委員会の活動状況等について

であります。外部調査委員会では、現在、施設

の機能回復や、今回の問題に至った原因の究明

等について鋭意、調査検討を行っているところ

であります。まず、浸出水調整池の機能回復に

つきましては、施設の安全性の確保を最優先

に、さまざまな角度から工法の検討を行うとと

もに、塩処理につきましても、クローズドシス

テムのあり方を含め、対策の検討を進めていた

だいているところであります。また、原因究明

や責任の所在につきましては、建設当時、公社
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に在籍した役職員や施工業者等から事実申立書

を提出していただき、この申立書をもとに事実

の聴取を行うとともに、理事長でありました元

副知事からもお話を聞いたと伺っております。

今後、これらの申し立て内容を精査するととも

に、必要に応じて再度の聴取などを行うと伺っ

ており、私も委員長に徹底した調査を進めてい

ただくようお願いしたところであります。

続きまして、抜本的対策についてでありま

す。住民の皆様が最も心配しておられる浸出水

調整池の工事につきましては、さまざまな角度

から工法の検討がなされているところでありま

すが、地盤の状況を把握するボーリング等の地

質調査が今月末で終了しますことから、その結

果も踏まえ、来月には外部調査委員会としての

見解が示されるものと考えております。その上

で、公社並びに関係する11市町村や地元の皆様

方と協議を行い、できるだけ早く着工できるよ

う努力してまいりたいと考えております。な

お、塩処理につきましては、遅くとも年明け早

々に取りまとめる予定の最終報告書の中で、そ

の対策が示されることになると考えておりま

す。〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、情報通信基盤の整備についてでありま

す。ブロードバンドなど情報通信基盤の整備

は、中山間地域等の情報通信格差を解消する上

で大変重要であると認識をしております。この

ようなことから、県はこれまで、国の事業の活

用や県単独事業の実施により、中山間地域等の

情報化に努めてまいったところであります。そ

の結果、ブロードバンドサービスについては、

本年３月現在、世帯カバー率が96.0％となって

おり、中山間地域の市町村におきましても、中

心部においてはその利用ができるようになって

おります。また、携帯電話につきましては、平

成６年度から平成19年度までの14年間に約２万

世帯のエリア拡大が図られ、その結果、現在の

世帯カバー率は99％を超え、多くの中山間地域

でも利用が可能となっております。県といたし

ましては、今後とも市町村と連携し、事業者の

協力も得ながら、引き続き、サービス未提供地

域の早期解消に努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、地上デジタル放送についてでありま

す。地上テレビ放送のデジタル化への移行は、

国の政策として行われるものであることから、

国の責任のもとにその対策がなされるべきであ

ると考えております。したがいまして、県とい

たしましては、受信者に過大な負担が生じない

よう、これまで機会あるごとに国へ、共同受信

施設の改修等への支援措置の拡充を初め、地上

デジタル放送への移行に合わせた従来のアナロ

グ放送の難視聴地域の解消への取り組みなどに

ついて要望しているところであります。これら

地上デジタル放送への完全移行に向けてのさま

ざまな課題は、本県だけではなく、中山間地域

を抱える地方の共通の課題でもありますので、

ほかの県や県内市町村とも連携を図りながら、

都市部と地方との間で受信環境や負担の格差が

生じないよう、引き続き国に対して強く要望し

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

行財政改革大綱2007の進捗状況についてであ

ります。大綱における行政部門の改革につきま

しては、職員数の純減など数値目標を設定して

いる項目以外に、人材育成の推進や県民サービ
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スの向上などのように、取り組みの方針を立

て、それを毎年度推進しているものが含まれて

おります。こういったことから、全体の進捗状

況を数字であらわすことはできませんが、全体

で141ある実施項目のうち、数値目標を設定し進

捗状況を把握できる40項目につきましては、昨

年度における各項目の進捗率を単純に平均しま

すと、４年間の計画期間中の１年目で約33％と

なっております。また、それ以外の101の項目で

は、改革を進めるための指針策定やマニュアル

づくり、あるいは県民の利用する施設の利便性

向上などに、積極的に取り組んだところであ

り、全体としてはおおむね順調であると考えて

おります。

次に、今後の取り組みについてであります。

大綱の中には、今後、より力を入れていかなけ

ればならないものが幾つかあります。例えば、

県から市町村への権限移譲や、行政運営に民間

のノウハウや人材を活用するアウトソーシング

の推進があります。このうち、市町村への権限

移譲につきましては、今後とも、市町村に対す

る移譲対象事務の拡大を図るなど、積極的に取

り組んでまいります。また、アウトソーシング

につきましては、指定管理者制度導入施設の拡

大やＮＰＯとの協働の推進などに努めてまいり

ます。

次に、税収確保対策であります。県税収入の

確保につきましては、常に適正な課税と徴収率

の向上及び収入未済額の圧縮に努めておりまし

て、特に自動車税と個人県民税を重点税目とし

て積極的に取り組んでいるところであります。

自動車税は、コンビニ収納や、他県に先駆けて

導入したインターネットによるクレジット収納

により、納税者の利便性の向上に努めるととも

に、インターネット公売やタイヤロックによる

一斉差し押さえを実施するなど、滞納処分の強

化を図っているところであります。また、個人

県民税は、平成19年度の税源移譲に伴い、収入

額及び収入未済額とも大幅に増加しております

ことから、これまで以上に市町村との連携を密

にし、その税収確保を図ることが重要であると

認識をしております。このため、市町村との徴

収対策会議を初め、徴収実務研修や共同徴収の

実施、さらには、市町村から引き継ぎを受け、

県が滞納処分等を行う直接徴収に加えまして、

昨年度からは、税務職員の併任人事交流制度を

創設いたしまして、県税職員を市町村へ派遣し

たり、市町村職員を県に受け入れて、財産の差

し押さえ等により滞納案件の解消に当たるな

ど、市町村と一体となった徴収対策を実施して

いるところであります。今後とも、これらの対

策に積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

次に、歳入の確保についてであります。使用

料・手数料による歳入は、例年、100億円前後に

上っておりまして、本県の貴重な財源の一つで

あることから、受益者負担の原則に立ちまし

て、負担の適正化・公平化を図る観点から、処

理コストや類似施設との均衡、他県の状況等を

総合的に勘案いたしまして、毎年度見直しを行

い、適正水準となるよう努めているところであ

ります。また、平成20年度においては、新たな

歳入確保策として、県立芸術劇場へのネーミン

グライツを導入したところであります。今後と

も、厳しい財政状況の改善に資するよう、歳出

削減の取り組みとあわせ、歳入の確保について

積極的に取り組んでまいりたいと存じます。

次に、地方再生対策費についてであります。

今年度新設されました地方再生対策費は、地方

が自主的・主体的に取り組む、中山間地域対策
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を初めとする地域活性化施策に必要な財源を確

保することを目的に措置されたものでありま

す。一方、地方交付税は、いわば国が地方にか

わって徴収する地方税でありまして、地方税と

同様、使い道に指定のない一般財源でありま

す。自主財源の占める割合が歳入全体の４割に

満たない本県にとって、一般財源である地方交

付税は大変貴重なものであり、その特別枠が創

設され地方交付税が増額されたことは、本県が

自主的・主体的に施策を推進する上で重要なこ

とと認識をしております。この特別枠について

は、今年度の重点施策の一つとして位置づけて

いる中山間地域対策を初め、本県が進める地域

活性化のための施策等に充てる貴重な一般財源

として活用することとしております。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。

まず、森林・林業・木材産業の振興について

であります。森林は、木材の供給はもとより、

県土の保全や地球温暖化の防止など、多くの機

能を有していることから、県民共有の財産とし

て整備・保全するとともに、経済資源として積

極的に活用することが重要であります。このた

め、国の森林整備事業や森林環境税等を活用い

たしまして、健全で多様な森林づくりを推進す

るとともに、本年度からは、植栽未済地の解消

や抑制のための総合的な対策に取り組んでいる

ところであります。また、県産材の需要拡大を

図るため、生産から加工・流通に至るコストの

削減や、首都圏等大消費地における市場開拓等

に加え、品質の高い乾燥材等の安定供給体制づ

くりを積極的に推進してまいります。さらに、

林業担い手対策基金を活用した就業条件の改善

や技術研修等の実施により、担い手の育成にも

取り組んでいくこととしております。このよう

な取り組みによりまして、持続可能な循環型林

業の確立を図り、森林・林業・木材産業の振興

に努めてまいりたいと考えております。

次に、地球温暖化対策についてであります。

県では、平成17年度に、県民や事業者を対象に

環境保全に関するアンケート調査を行い、県民

の地球温暖化に対する関心や取り組み、事業者

の省エネ設備の導入状況などについて把握をし

たところであります。このアンケートの結果か

ら、県民の関心は高まっているものの、実践活

動には至っておらず、事業者においては省エネ

対策が進んでいない状況となっております。こ

のため、これまでに温室効果ガス削減のため、

事業者を対象とした省エネの研修会や、地球温

暖化防止活動推進員による家庭でできる身近な

温暖化対策の普及啓発を行ってきたところであ

ります。さらに、今後の新たな取り組みといた

しましては、排出量が伸びております家庭や事

業所への対策を強化するため、スーパーマー

ケットや事業所において、レジ袋削減や省エネ

に目標を定めて取り組み、その達成状況を公表

することにより、実践活動を促進することとい

たしております。地球温暖化対策は地域での取

り組みが重要でありますことから、市町村と十

分に連携を図り、県民、事業者等と一体となっ

て取り組んでまいります。以上でございます。

〔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、食の安全・安心、消費・流通対策につ

いてであります。消費者の食に対する信頼が揺

らぐ中で、本県農業の振興を図るには、まずは

食の安心・安全の確保を図ることが大変重要と

なっております。このため本県では、全国トッ
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プの残留農薬検査システムを活用し、安全な農

産物を消費者の皆様に届ける体制の確立や、生

産履歴の記帳等に基づく産地からの積極的な情

報発信に努めるなど、食の安全・安心の確保に

全力で取り組んでいるところであります。ま

た、本県産の品質の高い農産物の価値や、これ

ら産地における安全・安心の確保を目指した取

り組みを、トップセールスやフェア等を通じて

広く消費者の皆様に周知するとともに、市場、

量販店とのパートナーシップの一層の強化を推

進しているところであります。さらに、遠隔地

の産地として、鮮度保持対策や拠点施設への集

約化による流通コストの低減など、効率的な物

流システムの構築にも取り組んでおります。今

後とも、生産者はもとより、関係機関・団体が

一体となって、安全・安心な食料を安定的に供

給できる、消費者から信頼される食料供給県と

して、一層努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、今後の水産業の振興についてでありま

す。本県水産業は、県内外に良質な水産物を供

給する重要な産業であり、将来にわたり健全な

発展を図るため、現在、宮崎県水産業・漁村振

興長期計画に基づき、豊かな資源の確保と持続

的利用の推進を初め、５つの柱に沿って施策を

推進しているところであります。しかしなが

ら、水産資源の減少、魚価の低迷に加え、最近

の燃油・飼料価格の高騰により、漁業・養殖業

の経営は極めて厳しいものとなっております。

このため、収益性を重視した水産業への転換を

早急に進める必要があることから、グループ操

業等によるコスト削減とともに、水産物のブラ

ンド化による付加価値向上や、直販等による販

売力強化の取り組みを促進してまいりたいと考

えております。また、養殖業につきましても、

効率的な養殖生産体制づくりを確立する必要が

あるため、魚種の多様化、漁場の適正管理、協

業化等による経営の規模拡大などにより、生産

効率の向上や経営の安定を促進してまいりま

す。県といたしましては、今後とも国の制度の

十分な活用も図りながら、関係団体と連携し、

本県水産業振興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〕

○蓬原正三議員 御答弁をいただきました。再

質問いたしたいと思います。

まず、喫緊の問題についてでありますが、三

笠フーズの事故米の転売についてであります。

報道によりますと、宮崎県も購入業者さんが大

変多いというふうな発表が農林水産省のほうか

らございました。このことについてどういうふ

うに感じておられるか、知事の御所見をいただ

きたいと思います。また、県として、このこと

について何か今とるべき対応があるのかどう

か。その２点について知事の御意見をお聞かせ

ください。

○知事（東国原英夫君） 事故米が食用として

流通していたことに対しては、大変驚くととも

に、その影響の大きさを考えますと、非常に腹

立たしいというか、憤慨の念を持っておりま

す。事故米の事案につきましては、九州農政局

宮崎農政事務所と連携をとりながら、食品衛生

法に基づきまして迅速に調査を行ってきたとこ

ろであります。現在すべての調査を終了しまし

て、県内には事故米に関連する食品は全く流通

いたしておりません。公表されました菓子製造

業者は、事故米とは知らずに使用した、いわば

被害者でありまして、大変気の毒に感じている

ところでございます。

次に、県の対策といたしましては、経済変動

・災害対策貸付の融資対象者を拡大いたしまし
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て、今回の事故米関連事業者等への金融支援措

置を直ちに講じたところでございます。今後、

食の安全・安心に対する消費者の信頼回復を図

るために、このようなことが二度と発生しない

ように、国に対しても強く要望してまいりたい

と考えております。

○蓬原正三議員 ありがとうございました。

次に、今後の財政運営についてであります

が、知事にお尋ねいたします。「第２期の財政

改革推進計画、いろいろ取り組んでいるが、大

幅な収支の改善には結びついていない。今後５

年から10年の中期的な展望についても極めて厳

しい」という御答弁でございます。では、どう

するのかという話であります。歳出削減とあわ

せて歳入の確保に積極的に取り組んでいくとい

うことでありますが、具体的にどうするかとい

うことを、もう少し具体的にわかりやすくお答

えいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 歳出削減につきまし

ては、第２期財政改革推進計画に基づきまし

て、人件費や事務事業の見直しを初め、投資的

経費の削減等によりまして、引き続き取り組ん

でまいりたいと考えております。また、歳入の

確保につきましては、使用料とか手数料の見直

し、ネーミングライツの導入、それに加え、県

税の徴収率の向上や、県有財産の売却、県庁ホ

ームページへのバナー広告の掲載などに、引き

続き取り組んでまいりたいと考えております。

さらに、本県歳入の大きな割合を占める地方交

付税等については、国の動向を十分把握すると

ともに、全国知事会等を通じて、所要の額が確

保されますように要望しているところでござい

ます。

○蓬原正三議員 同じく財政運営についてであ

りますが、入るをはかって出るを制す、民間で

あれば、徹底した歳出の削減、歳入の増を図る

ことが、会社を生き残らせる手だてでありま

す。そういう場合に、資産の放出もその視野に

入れるべきではないかというふうに思うわけで

ありますが、県においては、公有財産のうち行

政財産、いわゆる庁舎や議事堂などの公用財産

や、学校、病院などの公共用財産以外の普通財

産というのはどのくらいあるのか、総務部長に

お伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 県で保有しており

ます普通財産は、平成19年度末現在、土地につ

きましては、山林や職員宿舎用地などで約2,125

万平方メートル、また、建物につきましては、

職員宿舎などで、延べ面積約12万平方メートル

となっております。

○蓬原正三議員 そのような場合、いわゆる遊

休公用地の売却ということも、歳入確保という

意味からは一つの大きな入り口ではないかとい

うふうに考えます。それだけ危機的な状況に

今、本県の財政は追い込まれているということ

だというふうに思いますが、その遊休公用地等

の売却も視野に入れた今後の活用方法等につい

て、総務部長にお伺いをいたしたいと思いま

す。

○総務部長（山下健次君） 県有財産につきま

しては、全庁的に利活用の実態を把握いたしま

した上で、各部長等で構成いたします公有財産

調整委員会におきまして、有効活用策について

の検討・調整を定期的に行っているところでご

ざいます。その結果、利活用の見込みがないと

判断したものにつきましては、一般競争入札等

により処分を行っているところでございます。

今後とも、積極的に売り払いを行うとともに、

売却が困難なものにつきましては、貸し付ける

ことによりまして歳入の確保を図ってまいりた
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いと考えております。

○蓬原正三議員 時間の都合もありますので、

次々に行きます。次に、情報通信等の格差是

正、その中の携帯電話であります。携帯電話

は、かなり普及しておりまして、そのカバー率

も高いようでありますが―カウントの仕方に

ついては、区長さんの家が入ると、その近郊は

一応入ったとみなすというようなカウントの仕

方ですから、多少問題がありますけれども―

携帯電話はライフラインであるというふうに

思っております。理想は県土を100％カバーする

ことだと思いますが、せめて国県道の上におい

て、100％携帯電話が入るところまでカバーすべ

きではないかというふうに考えます。というの

は、途中で事故が起きたとき、いろいろ災害が

起きたとき、あるわけですね。だから、そうい

うふうに、せめて国県道は100％カバーできない

か。このことについての考えを県民政策部長に

お伺いします。

○県民政策部長（丸山文民君） 今、御質問に

ございましたとおり、県道、国道上へのエリア

の拡大は、県民の安全・安心を確保する上で大

変重要であると認識をしております。しかしな

がら、県としましては、地域住民から要望が多

いものですから、まずはその地域住民の居住地

での安全確保を図るために、携帯電話が一社も

利用できない世帯の解消に向けた取り組みを進

めてまいりたいと、今のところは考えておりま

す。以上です。

○蓬原正三議員 地上テレビ放送のデジタル化

についてであります。まず、お尋ねしたいと思

いますが、デジタル化することによって国全体

で何兆円ぐらいの市場になるものか。アナログ

をデジタルに変えることによってどれぐらいの

市場になるか、おわかりと思いますが、お答え

ください。県民政策部長。

○県民政策部長（丸山文民君） ちょっとデー

タが古くて申しわけないんですけれども、平

成10年にアナログ放送からデジタル放送への全

面移行を答申しました、国の地上デジタル放送

懇談会というのがございます。これの報告書に

よりますと、平成22年の放送市場は、広告収入

の増加やモバイル向け放送サービスの創出など

によりまして、約16兆円と推計をされ、デジタ

ル放送受信機などの関連市場も含めた市場規模

は約35兆円と推計されております。

○蓬原正三議員 相当な市場になるようであり

ます。それで、これは国策としてアナログをデ

ジタルに変えていくわけですね。今でも、アナ

ログでも十分問題なく見られるのに、各家庭は

デジタル化にしていかなければいけないとい

う、非常に不合理な問題があります。ましてや

難視聴地域というのは大変なことになるわけで

あります。そこで、電源立地交付金なるものが

あります。少し性格は違いますけれども、デジ

タル化することによって、いわゆる電気事業会

社等というのは相当な売り上げの増加になるの

だろうということが想像できるわけでありま

す。そうであるならば、いわゆる関連の会社の

利益というものを、何か難視聴地域解消対策に

充てるような仕組みというのをつくるべきでは

ないか、つくれないかというふうに考えるわけ

なんです。これは国がやるべきことでしょうけ

れども、発信力の強い知事でありますから、知

事がテレビにお出になったときに、そのあたり

の考えを訴えられないかどうかというふうにも

考えるわけであります。早い話が、国に提案し

てはどうかというふうに考えます。知事のお考

えをお聞きしたいと思っております。

○知事（東国原英夫君） 地上デジタル放送へ
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の完全移行に向けた国の対策予算でございます

が、その大部分は、携帯電話事業者や放送事業

者などが負担する電波利用料が財源となってお

るところでございます。私としましては、デジ

タル化は国の政策でありますので、国の責任に

おいて十分な予算を確保していただくよう、必

要な手だてを講じられ、難視聴地域の解消を

図っていただくことを、国に対しては引き続き

強く要望してまいりたいと思っております。

○蓬原正三議員 中山間地において、なかなか

このデジタル化が進みませんと、中山間地の人

は知事のお出になる番組も見られないというこ

とになりますので、そのためにも、ぜひ100％普

及を図るために、ひとつ何かのテレビのときに

言っていただくとありがたいかなというふうに

思います。

太陽光発電に移ります。国においては、大規

模発電所の全国展開が掲げられ、概算要求に関

連予算が盛り込まれたとのことであります。こ

の太陽光発電については、今さらいろいろ言う

までもありませんが、ぜひとも導入をしていた

だきたい、促進すべきことだと考えます。この

太陽光大規模発電所の建設に向けた知事の意気

込みを、再度お聞かせいただきたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） 大規模太陽光発電所

につきましては、かなりの投資や広大な用地が

必要であるなどの課題もあり、その立地という

のはなかなか容易ではないのですが、国や企業

への働きかけを強めるとともに、市町村にもお

願いを申し上げまして、ぜひとも実現をさせた

いと意を新たにしているところでございます。

○蓬原正三議員 燃油高騰対策についてであり

ます。今回の緊急対策は、融資枠や融資対象の

拡大とか、設備導入時の一部補助などの対策が

メーンとなっております。御案内のように、南

郷町や日南市では、１リットル当たり１円を補

助すると。いわゆる真水部分での支援、直接補

てんというようなことをされました。また、南

郷町は、施設園芸農家についても、ハウスの加

温などに用いる重油に対して、１リットル当た

り１円の補助を行うということでありますが、

この真水の部分についてどうお考えかというこ

と。また、農業者や漁業者ばかりではありませ

ん。県内企業の大宗を占める中小企業者に対し

ても、貸し付けの融資対象の拡大、相談窓口の

設置だけでなく、もっと具体的な対策が必要で

はないかと考えますが、農政水産部長、商工観

光労働部長、お二方にお尋ね申し上げます。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 中小企業

の燃油等価格高騰対策につきましては、国と同

じように、金融対策を中心に実施しているとこ

ろでありまして、その融資要件について、従来

より大幅に緩和をしているところでございま

す。具体的には、県制度融資の経済変動・災害

対策貸付を１月から、また８月からは、快適な

環境・職場づくり支援貸付についても要件を緩

和しておりまして、８月末現在の保証実績は、

２つの貸し付けを合わせまして、23件の２

億9,620万円となっております。現在、国におき

まして、低炭素化を目指す中小企業への支援策

等について検討がなされているところでござい

ますので、今後、国の動向も踏まえながら、燃

油等価格高騰に悩む県内中小企業の経営支援に

努めてまいりたいと考えております。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 長引きます原

油価格の高騰は、本県の農林水産業だけでな

く、さまざまな分野におきまして、企業活動や

県民生活に深刻な影響を与えているというふう

に考えております。９月に入りまして原油価格
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が下落傾向にありますものの、長期的には高ど

まりするということも予想されておりまして、

食料の安定供給の観点から、農水産業分野にお

きましては、省エネ対策や、さらなる生産収量

アップなどの技術向上等への取り組みが大変大

事ではないかと考えております。県といたしま

しては、こういう状況を踏まえまして、緊急対

策といたしまして、比較的農家の負担が少なく

て省エネ効果が高い２層カーテン等の整備を重

点的に支援するとともに、各種の運転資金の融

資対策をお願いしているところであります。国

におきましては、水産部門で省エネ実証に取り

組む場合に、燃料費の、燃油の一部を支援する

制度等の緊急対策が講じられておりまして、今

後、園芸部門におきましても、追加対策が検討

されるというふうに伺っております。これらの

積極的な活用を図りながら、市町村や関係団体

等との緊密な連携や役割分担によりまして、効

果的な支援に今後とも努めてまいりたいという

ふうに考えております。以上でございます。

○蓬原正三議員 続きますが、配合飼料の大幅

な価格高騰についてであります。原材料価格が

高騰したことによって、配合飼料の大幅な価格

高騰についても農家の悲鳴が聞こえておりま

す。県としてどのような対策を講じていくの

か、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 配合飼料の価

格高騰によりまして、国の配合飼料価格安定制

度を活用後の農家の実質負担額は、２年前と比

較しましてトン当たり約１万5,000円上昇するな

ど、大変厳しい状況となっております。県とい

たしましては、まず対策といたしまして、自給

飼料の作付の拡大、出荷頭数の改善等によりま

す家畜の生産性の向上、焼酎かす等の食品残渣

の飼料化につきまして、それぞれ５％アップ運

動を展開しておりまして、配合飼料価格上昇に

対応した生産性向上に努めているところであり

ます。さらに、６月に出されました国の緊急対

策の積極的な活用を図るとともに、今回お願い

いたしております補正予算の家畜飼料特別支援

資金の推進等によりまして、市町村や関係団体

と連携をしまして、配合飼料価格高騰の影響緩

和を図ってまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 一通り、行政の施策面のこと

等については終わりました。最後になります

が、知事の政治姿勢についてお伺いをしたいと

思います。

まず、外政と内政について。外政について

は、外交といいますか、よほどの公務がない限

り、土日は東京に出向かれ、私どもが地元民放

局では見られない多くの番組に出演されている

と、東京近郊在住の友人、知人らから聞いてお

ります。知事としてどこまでの番組出演が妥当

なのか、その是非については賛否ありますが、

宮崎のＰＲという点に関しては効果も高いとの

評価もありますし、また、これまで一般質問等

で何回も議論もされてきましたので、今回は内

政、いわゆる内治と言ってもいいかと思います

が、このことについて質問をいたします。

野球のイチロー選手や松坂選手、大変な人気

であります。イチロー選手は日米通算3,000本安

打達成、松坂投手は今期20勝の実績を残す勢い

であります。もし両選手にこれほどまでの数字

の実績がなかったならば、いかに球場で派手な

パフォーマンスを演じようとも、野球ファンか

らは大ブーイングでありましょうし、少年たち

のヒーローとはなり得なかったと思います。実

績が物を言う厳しい世界であります。厳しさと

いう点においては、政治の世界とて同じ。その

行為が結果として、住民、県民、いわゆる他者
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の生活に密接に影響を与えるものであればこ

そ、為政者に厳しく実績、成果が求められるの

は必然であります。決して先進県とは言えない

宮崎県、その多くの県民が官製談合事件を受

け、新しい風、県勢の浮揚を期待し、東国原知

事に県政のかじ取りを託しました。したがっ

て、知事には、マニフェストを具現化した新み

やざき創造計画の実現を含め、内政において確

かな実績、成果をおさめることが要求されるこ

とになります。

さて、そのような中、本県における経済指標

などをひもといていくといかがかといいます

と、例えば観光動向調査によりますと、県の先

日の発表によりますと、昨年１年間の県外の観

光客456万8,000人、前年比3.5％増。11年ぶりに

増加に転じたということでありまして、５％増

のマニフェストには届きませんでしたが、確か

に知事効果であろうというふうに思います。

しかしながら、本県経済の全般を見ますと、

直近のデータはありませんが、平成17年度の県

内総生産額約３兆8,0 0 0億円、10年前が３

兆4,000億円、20年前が２兆3,000億円と、緩や

かに伸びてきてはおります。しかし、しかしこ

こが問題です。１人当たりの県民所得は、平

成17年度は約220万円、10年前は約230万円、減

少いたしております。物価高を考えると、実質

はもっと下がっているということになります。

また、景気の動きをより敏感に反映する有効求

人倍率でありますが、本県では、平成18年が0.7

倍、10年前が0.67倍、20年前が0.53倍と、これ

も伸びておりません。また、直近のことし７月

のデータでは0.57倍、18年が0.7倍、そして20年

前が0.53倍ですから、20年前に逆戻りしている

というような状況にあります。なお、先日発表

されました８月の企業倒産情報によりますと、

本県の倒産件数13件―志多組も入っているで

しょう―負債総額309億円と、ことし最大額と

なりました。もう一つ、完全失業率の推移を見

ますと、平成17年度に3.8倍、平成18年に3.6

倍、平成19年3.5倍と、一向に改善する兆しはあ

りません。微妙に下がっております。それか

ら、所得などの不平等感をあらわすジニ係数と

いうのがありますが、これを厚生労働省の所得

再配分調査報告書で見ますと、我が国のジニ係

数は、平成２年が0.36から平成14年は0.38に増

大しております。当然、本県においても確実に

所得格差が広がっているというふうに思われま

す。

そのような中にあって、県当局においても、

知事をトップとする各部局長等がメンバーであ

ります県経済対策連絡会議を開催され、県内の

経済状況や企業動向の情報を集め、対策を協議

されているとのことであります。燃油高騰、配

合飼料高騰、原材料高、物価高騰、公共事業激

減等々、県民の皆さんは、実際大変です。子牛

価格も下がり始めました。県内経済の浮揚と県

民所得の向上や所得格差の解消等の対策が不可

欠であります。そこで、まず知事には、県内の

この状況についてどのように感じておられるの

か、感想をお聞かせいただきたいということ

と、現在落ち込んでおります県内の景気対策に

今後どのように取り組んでいくのか、あわせて

お考えをお聞かせいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、県

内の数値でいいますと、県の経済は非常に厳し

いものと認識しております。しかし、これは宮

崎だけに限ったことではなく、日本全体、多く

の地方、あるいは世界経済が後退局面に入って

いることが要因の一つではないかと考えており

ます。世界の景気が後退局面に入ったときに、
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一地方だけが景気がよくなるというのは、非常

に無理のある考え方かなと思っております。景

気対策としては、グローバル化を考え、そし

て、国策として景気対策はまずやっていただか

なければならないと考えております。そして、

宮崎県が地域としてどうあるべきかというの

は、その次の問題でございまして、御指摘の

あったように、本県産業は、農林水産業が基幹

産業となっておりますので、県民所得として

は、やはり著しい増加は見込まれない。やはり

県民所得を上げるためには、製造業、サービス

業といったものが向上しないと、そういった数

値は上がらないと思っております。そういった

ことも踏まえまして、これまで以上に、農林水

産業や地場産業の振興及び企業誘致の推進等、

産業振興に努めてまいりたいと考えておりま

す。この県内の厳しい経済状況を踏まえなが

ら、国に対しても、経済対策、財政対策、景気

対策を緊急に行っていただくよう要望してまい

りたいと考えております。

○蓬原正三議員 確かに国際経済の中で、グロ

ーバル化する中で、一地方だけが、じゃ、景気

対策はどうするんだと。確かに難しい問題はあ

るというふうに思います。ただしかし、宮崎県

として何か手だてはないのかということを、も

がきながらも模索していく、そこにやはり将来

の希望もあるわけでありますから、そこを世界

経済で、地方だからあきらめてしまっては、そ

こには何も生まれないと思います。やはりそこ

は、宮崎県のトップとして何かの政策を打ち出

す、県民に希望を与える、そういう政策を知恵

を絞って出していただきたいものだというふう

に希望しておきたいと思います。

それで、マニフェストで数値目標化されたも

の、あるいは本県の各種指標、データ等々ある

わけでありますが―確かに知事という職責、

大変な職責だとは思います。先ほどイチロー選

手と松坂投手の話をしましたが、いわゆる野球

でいうところの打率を残すということについ

て、改めて知事の宮崎県を引っ張っていくんだ

という決意のほどを、実績を残すというそのあ

たりについてお聞きしたいというふうに思いま

す。

○知事（東国原英夫君） 打率と景気対策の実

績というのは、必ずしも例えとしてどうなのか

なという感じはするんですけれども、お答えい

たします。

リーマンショックと言われる未曾有の経営破

綻が発覚しまして、世界経済、米国経済の将来

が不安視されている中で、県勢浮揚の意気込み

を語るというのは、先ほど申し上げましたとお

り、たやすいことではないと思っているんで

す。ただ、県民の皆さんが将来の生活に不安を

覚える今このときこそ、県民が安んじて暮らし

ていけるよう、安心・安全に暮らしていけるよ

うに、県政を預かる知事として、政治家とし

て、県民の皆様に希望をお示しする、行政的な

希望をお示しするというのは責務かと考えてお

ります。私は、マニフェストで県民の皆様にお

約束したことの実現はもとより、県民の皆さん

が心から、「宮崎に生まれてよかったな」「宮

崎出身でよかった」「宮崎県に行ってみたい

な」「宮崎県に帰ってみたい」というような、

自信と誇りを持てる郷土をつくるために、全身

全霊を傾けて、県民総力戦で県づくり、地域づ

くりに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○蓬原正三議員 確かに大変な状況であります

が、夢を語っていただいて、経済だけでなく

て、例えば福祉面でもいろいろなデータとかあ
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るわけですね。大変な人たちがいっぱいいらっ

しゃいます。その人たちに夢を語り、希望を持

たせ、そして引っ張っていく。結果的にはそれ

がみんなの頑張りにつながる。それは、県民総

力戦ということもおっしゃいますが、県全体の

浮揚につながる、そういう頑張りをたゆみなく

続けていただきたいというふうに思います。

次に移ります。本県の産業構造ということ、

将来的に本県の産業構造はどうあるべきかとい

うことをお尋ねしたいのでありますが、本題に

入ります前に、現在の本県の産業構造はどう

なっているのかということをお尋ねしておきた

いと思います。本県の直近の県内総生産と各産

業の占める割合は、第１次、第２次、第３次、

どういう状況になっているか。これは県民政策

部長でしょうか、お答えいただきたい。お願い

いたします。

○県民政策部長（丸山文民君） 直近といいま

すと、平成17年度になります。この年度の県民

経済計算によりますと、本県の県内総生産―

これは名目でございます―約３兆5,600億円で

あります。その各産業の占める割合であります

が、第１次産業が約５％で1,900億円でありま

す。その大部分は農業で約1,600億円でありま

す。また、第２次産業は、県内総生産の約22％

で約7,800億円でありますが、そのうち製造業が

約4,700億円となっております。最後に第３次産

業、その他でありますが、約73％で、金額にし

て約２兆5,900億円となっております。

○蓬原正三議員 今ので大体本県の産業構造と

いうのはわかるわけでありますが、将来的に、

県内の経済浮揚のためには産業構造の転換が必

要ではないかというふうに、これはよく言われ

ております。基幹産業と言いながら、農林水産

業、第１次産業の県内総生産額に占める割合は

低いものがありますし、国際的には工業立国を

うたう日本でありますが、本県の第２次産業の

割合は大変低く、第３次産業の割合が圧倒的に

高いという状況にあります。今、バブルが崩壊

して中国等に生産拠点を移した企業が、拠点を

国内にまた返してくるという、いわゆる国内回

帰現象があると、私どもはいろんなところから

実際聞いております。これは誘致のチャンスで

もありますし、どんな企業を誘致するかという

ことが、また宮崎県の産業構造にも影響するこ

とでありますし、知事のマニフェスト、100社１

万人とも関連します。また、知事のマニフェス

ト、100社１万人という中には、この宮崎県の産

業構造を将来的には変えていこうという思いが

あるのではないかというふうにも読めるわけで

ございます。そういうことを考えたときに、今

後、本県の産業構造はどうあるべきか、どのよ

うにシフトして持っていけばいいか、まさしく

政治の世界の仕事ではないかというふうに思う

わけでありますが、知事の御見解を賜りたいと

思います。よざんなことですが、第３次産業と

いうのは、第１次産業と第２次産業の相関関係

で発展すると言われておりますから、１次と２

次が盛んになれば、必然的に第３次産業は伸び

ていくということだというふうに思っておりま

すので、知事の御見解をお願いします。

○知事（東国原英夫君） 本県は他府県と比べ

て、就業者数とか県民総生産ともに第１次産業

が大変多くなっております。そういった意味で

は、農林水産業が基幹産業と言われるゆえんだ

と思います。私は、産業構造の転換は図られる

べきだと思うんですが、農業が、第１次だけで

はなく、そこに工業や商業や、あるいはサービ

ス業がくっついた、いわゆる1.5次産業とか、１

次、２次、３次あわせた６次産業とか、そう
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いったものに発展するべきだと考えておりま

す。そういった意味で、農商工連携による農業

の基盤の強化といいますか、拡充といったもの

が、一つ基本になると思います。やはり宮崎県

は、農業生産物の供給県であり、食料の発信の

基地でありますから、そこは崩せないと思いま

す。ただ、農業はそうやって新しいＩＴ化とか

工業化とか大規模化に生まれ変わらなきゃいけ

ないと思います。

同時に、先ほど言った県民所得等々を上げる

ためには、製造業、サービス業が充実しなきゃ

いけないと思いますので、その製造業、サービ

ス業を誘致する活動は、今後とも一生懸命やっ

ていきたいと思っております。製造業と一口に

申しますけれども、宮崎県は「太陽と緑の国」

ということで、先ほど蓬原議員からも御指摘が

あったように、新エネルギー、太陽エネルギ

ー、太陽光発電等の新しい先進的な産業の集積

というものを図れればいいかなと、それは理想

として持っております。ですから、まとめて言

いますと、農業を基盤とした、機械化・ＩＴ化

・大規模化、そして産業を誘致するのであれ

ば、新エネルギー産業に基軸を置いた誘致活動

というのを行っていきたいと思っております。

いずれにしろ、この国というのは、石油に余り

依存しない、あるいは食料を輸入することに余

り依存しない、そういう産業構造にしていかな

ければいけないと思っております。その一翼を

担えればと考えております。以上です。

○蓬原正三議員 隣の中村会長からも、今の答

弁でよかということでのうなずきがありました

ので、次に移ります。みやざき農商工連携応援

ファンド創設事業、今、知事がいみじくも先に

言われました。このことについては、詳しくは

丸山議員が昼から質問することになっておりま

すので、私は産業構造の転換という立場で尋ね

ますが、この事業は産業の壁を取り払おうとい

うおもしろい事業であるというふうに思ってい

ます。思っていますが、これが産業構造の転換

に将来的にどう結びついていくのか。今、知事

が、「農業を基幹としながらいろんな産業…

…」とおっしゃいましたが、そういう産業構造

の転換という意味で、この事業が将来的にどう

いうふうに結びついていくのかということが１

点。これは国の施策であり、全国一律の事業で

ありまして、今、地域間の競争を言う時代です

から、本県の個性、独自性というのはなかなか

発揮しにくいんじゃないか、どこの県も同じに

なってしまうんじゃないかというような、ある

意味危惧も感じるわけで、どうやって本県の独

自性を、この事業を利用しながらやっていくか

ということ。この２点について、商工観光労働

部長お願いします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） まず、農

商工連携でありますけれども、これは農林漁業

者と中小企業者が業種間の壁を越えて連携しま

して、お互いの技術とかノウハウを結びつけな

がら新商品の開発等に取り組みまして、これに

よって新たなビジネスを創造していこうという

ものでございます。これらの取り組みが広く行

われることによりまして、本県の重要な地域産

業であります農林水産業、あるいは食料品、飲

料、木材など関連する中小企業、それらが元気

になりまして、地域経済全体の活性化につな

がっていくというふうに考えております。

また、農商工連携は、豊富な農林水産資源を

有します本県にとって、まさにふさわしい施策

であるというふうに思っております。例えば、

本県において実現している農商工連携の事例を

見ますと、豊富な農畜産物を生かした加工食品
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の開発を初め、ＩＴ技術を生かした圃場管理シ

ステム、あるいは間伐材を活用した木質ペレッ

トの製造など、これまでも、本県の農林漁業の

実情に即して県内中小企業の技術等が生かされ

た特徴ある取り組みが行われてきたところでご

ざいます。今後とも、関係団体と情報を交換

し、共有しながら、本県の個性とか独自性が発

揮されるような農商工連携に、積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 一応、質問は以上で全部終わ

りました。最後に、要望等もありますので多少

申し上げて―党議にも諮って、これを言えよ

というようなこともありましたから、申し上げ

ておきたいと思います。個人的には、先般、新

知事が誕生いたしました熊本県と高知県を、機

会をとらえて訪ねてまいりました。政策的に、

本県にとって何か目新しい参考になるものはな

いかという思いがあってのことであります。熊

本は、学者知事をお迎えして、戸惑いながら

も、将来の州都を目指して、知事のマニフェス

トの構想具現化に、職員の皆さんも一生懸命頑

張っておられました。また、高知は、財務省

だったというふうに思いますが、若い知事をお

迎えして、議会と一体となって頑張っておられ

ました。また、市井の中では―市井というの

は、一般の市民の方―橋本県政４年間の功罪

も聞いてきたところであります。いずれにして

も、どこの県も一生懸命頑張っているな、こう

感じたところでありまして、我が県も負けじと

頑張らないといけないということ、必然であり

ます……。

そこで、知事に要望を申し上げておきたいと

思いますが、知事はトップセールスに大変頑

張っていただいております。マンゴー、地鶏な

どがその一例でありましょう。宮崎の知名度も

上がりました。宮城県との立場も逆転したよう

に感じております。これはこれで評価すべきこ

とだと思っております。ただ、先ほど内政とい

うことで申し上げましたが、内なるところで

―耳が痛いかもしれませんが、聞いてくださ

い。土日に開催されるイベント等で代理出席が

あって、参加者から―遠く来られた参加者

が、知事も見たさに来られたのでしょう―落

胆の声があるというふうに聞いております。そ

のとき代理で出られるのが大半、副知事なんで

しょう。副知事には大変申しわけない話であり

ますが、おもてなし日本一戦略の推進というこ

とも言われておりますし、要はホスピタリティ

ーの実践、率先垂範ということではないかとい

うふうに思います。トップセールスにかわる

トップ接待、いわゆるトップレセプションにも

もっと力を入れていただくと、宮崎県の浮揚の

ためになるんじゃないかなというふうに思いま

すので、これは要望として申し上げておきたい

と思います。

また、国政進出について、まことしやかに話

が出ておりますが、ここでは代表質問としては

聞きません。はっきり聞いたほうがいいという

声も、我が会派には一部にありましたが、マニ

フェストは県民との契約とまで言い切られた知

事でありますから、これはあり得ないことだと

いうふうに思っております。しかし、もし国政

進出が途中ありとするならば、後には東国原知

事個人一人のサクセスストーリーだけが残って

しまって、契約をほごにされた、知事を信じて

県政を託した県民には立つ瀬がないということ

になるわけであります。県政、非常に多端なと

きではありますが、外向きのベクトル、内向き

のベクトルにバランスよく力を入れていただい

て、県勢浮揚のためにさらにさらに―健康不
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安もあったのかなというふうに聞いております

が―健康に十分御留意いただいて頑張ってい

ただきますようにお願い申し上げまして、代表

質問を終わります。以上です。（拍手）

○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。

午前11時51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、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） こんにち

は。台風13号が近づいており、大変心配してお

ります。日向市においては、既に災害等も発生

しているということでありますので、最小限の

被害で済めばいいかなというふうに思っており

ます。実は私自身、よく雨男と言われているも

のですから、初めての代表質問でも、やはり雨

になってしまいました。

それでは、自由民主党を代表し、代表質問を

させていただきます。西諸県郡選挙区の丸山で

ございます。私ごとで大変恐縮ではあります

が、県議会議員になり10年目、40歳という大き

な節目のときに自由民主党を代表し質問させて

いただきますことを、まことに光栄に存じま

す。これもひとえに、高原町、野尻町を初め多

くの県民の皆様の支え、御指導のたまものと

思っております。また、これまで10年間で、さ

まざまな課題等に対して御指導していただきま

した先輩議員、同僚議員の皆様、県職員の皆様

のおかげであります。まことにありがとうござ

います。

私が初当選したのは平成11年でしたが、まず

従軍慰安婦問題で議会が荒れ、さらに60億円の

シーガイアへのリゾート基金問題で荒れまし

た。ちなみにそのときの担当部長は、皆様御存

じの中野廣明議員であります。平成12年には、

宮崎県でサミット外相会合が行われるという華

々しい話題があったと思いきや、畜産王国であ

る本県から口蹄疫が発生。あのときには宮崎県

はどうなるのかと思ってしまいました。平成13

年には、シーガイア破綻、ＢＳＥ問題で畜産農

家に大きな打撃。平成14年にはレジオネラ事

件、平成15年には安藤県政スタート、平成16年

には念書問題で県政が混乱、平成17年には台

風14号により過去最大の被害、京浜航路の歴史

が幕を閉じております。平成18年には、官製談

合事件で知事が辞職、逮捕。平成19年には、御

存じの東国原知事が誕生、鳥インフルエンザ発

生。平成20年にはエコクリーンプラザ問題、原

油高騰、濃厚飼料高騰、建設産業経営悪化等さ

まざまな課題が起きました。その課題に対して

各議員と連携し解決した、この10年であったと

いうふうに思っております。孔子の言葉に、

「吾、十有五にして学に志し、三十にして立

ち、四十にして惑わず」という言葉がありま

す。惑わず、ひるまず、積極果敢に、これまで

の経験を踏まえ、通告に従い代表質問を行いま

す。

まず、本県のＩＴ化の状況、特に宮崎情報ハ

イウェイ21について知事にお伺いします。

国策として行われたe-Japan構想、いわゆるＩ

Ｔ革命により、都市圏と地方圏の情報格差、電

子自治体の実現、教育の情報化など、情報化ニ

ーズに対応し均衡ある国の発展を進めるという

構想のもと、本県においても、ブロードバンド

時代におくれることなく、地域が民生面でも産

業活動の面でも他の地域におくれないように
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と、平成13年度単年度事業で約14億円の経費

で、当時の44市町村にくまなく光ファイバー網

を敷設し、平成14年８月に供用開始をしており

ます。それ以降、維持経費は毎年２億8,000万円

程度要しており、これまでの投資額は30億円を

超えております。設置した当時も、光ファイバ

ー網は道路に言いかえれば高速道路であり、そ

こにどのような車を走らせるかにより設置した

目的を達成できるのではないかという質問をし

ております。また、設置された平成14年当時と

現在では、宮崎での民間企業がＩＴ化に取り組

む状況は、大きく変化しております。そこで、

これまでの状況変化等も踏まえ、宮崎情報ハイ

ウェイ21が整備されたことによる成果と今後の

課題について、お伺いいたします。

また、宮崎情報ハイウェイ21が整備されたこ

とで、県民にはどのようなメリットがあったの

かをお伺いいたします。

次に、宮崎県公社等改革指針について知事に

お伺いします。

我が国は少子高齢化による人口減少社会に突

入し、また、長期にわたる景気低迷が平成10年

代に続いたことなどから、国、地方ともに厳し

い財政状況にある中、今後は、地方を中心に、

住民の負担と選択に基づき、それぞれの地域に

ふさわしい行政サービスを展開していく分権型

社会への転換が求められております。こうした

中、これまで行政が主として提供してきた公共

サービスについても、今後は住民団体やＮＰＯ

法人など、多様な主体が提供する仕組みの必要

性が指摘され、指定管理者制度などが実施に移

されたことと相まって、今年度から始まる公益

法人改革は、公社等改革にも大きな影響がある

と考えております。本県では、平成16年３月に

宮崎県公社等改革指針を策定し、各公社の統廃

合を含めた改革に取り組んでおりますが、各公

社等を取り巻く社会経済状況が大きく変化する

中で、設置の目的に対する役割、意義が希薄化

したり、経営等においてさまざまな問題が生じ

るなど、団体のあり方が問われているのではな

いかと思っております。そこで、平成16年３月

に策定した宮崎県公社等改革指針に基づく改革

の成果について、お伺いいたします。

また、平成19年３月に宮崎県公社等改革指針

を改定しておりますが、その理念についてお伺

いいたします。

報道等で、国土交通省所管や厚生労働省所管

の外郭団体による国民無視の運営、目的外公金

支出と思えるものなど国の天下りが大きく取り

上げられ、「けしからん」という声を聞いてお

り、また県民からも、「本県にもさまざまな公

社等の団体があり、国と同じように、県の職員

による天下りがあるのではないか」という疑念

の声を聞いております。そこで、公社等におけ

る県からの派遣職員や県ＯＢ職員のポストが、

いわゆる天下り先として固定されていないの

か。また、県はどういった考えで職員を公社等

へ派遣したり、県ＯＢ職員を公社等へ再就職さ

せるのか、お伺いいたします。

お手元に配付の資料を見ていただくとわかる

のですが、各公社に県から補助金・委託料が支

出されておりますが、どのように使われ、どの

ような成果を上げているのか、お伺いいたしま

す。

また、一部の団体については多額の出資がさ

れており、これは本当に適正なのか疑問を持っ

ており、いわゆる埋蔵金ではないかと思ってし

まいますが、出資の考え方と適正規模について

お伺いいたします。

公社等の設立年、概要等を見てみますと、か
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なり歴史のある団体や類似の団体と思えるもの

があったり、民間移行や関係市に移譲し、県が

関与しなくてもいい団体があるのではないかと

考えますが、今後の公社等の統廃合の考えはな

いかお伺いいたします。

資料１ページに記載しております、県の商法

法人、それも民間主導で設立された法人、株式

会社などへの出資についてお伺いいたします。

県が商法法人へ出資するに当たっては、法的な

制約はともかく、それ相応の理由が存在したと

推測されるところであります。現在においても

商法法人へ出資している理由及び今後の出資の

必要性があるのか、お伺いいたします。

次に、本県の医療体制について、知事並びに

福祉保健部長にお伺いいたします。

県内の医師配置の状況は、２次医療圏の７圏

域で人口10万人当たりの全国平均217.5人を上

回っているのは、宮崎東諸県圏域のみでありま

す。中でも中山間地域は偏在が著しく、県内で

最も低い西都児湯圏域の120.4人を初め、押しな

べて100人台であります。地域によっては、救急

医療体制の確保・維持にも事欠く状況にあり、

特に内科医、小児科医、産科医が少なく、県民

生活の安心・安全が守れない深刻な事態にあり

ます。こうした事態は全国的であり、基本的に

は医師養成の抑制策が原因の一つであることを

国に訴えてきたわけでありますが、国において

も、やっと医師の絶対数は足りており、都市部

と地方での偏在が主要因とする見解を見直し、

医学部定員の増加に方針を転換されたところで

ありますが、こうした効果が現場に及ぶのは10

年を要する話であります。

ところで、現在の状況を招いた原因の一つ

に、医局制度改革、新医師臨床研修制度の導入

に起因する面を無視することはできません。こ

のため、県においてもさまざまな対策を講じら

れ、その効果も見え始めたと聞いております。

そこでまず、今年度の重点施策である医師確保

対策の進捗状況についてお伺いいたします。

医師確保対策にさまざまな施策を行っており

ますが、今いる医師、特に自治医大出身の医師

が義務年限が切れるとすぐに県外に流出した

り、公立病院の勤務医が多忙により疲弊し、県

外に流出している状態があります。そこで、現

在いる医師を県外に流出させないよう、医師確

保対策の充実が必要ではないかと考えますが、

お伺いいたします。

また、近年、宮崎大学医学部の学生の状況を

見てみますと、約４割が女性になっており、今

後、女性医師の増加が予測されます。今後、増

加が見込まれる女性医師対策の充実が必要では

ないかと考えますが、お伺いいたします。

また、勤務医等の医師が疲弊してしまう一つ

の要因として、軽度の患者までもが救急病院で

診察を受けることだと言われております。県立

延岡病院では、先ほど述べた、軽度の患者が安

易に救急病院を受診するのをやめようというキ

ャンペーンを行い、ある程度の効果があったと

聞いております。そこで、この取り組みを全県

下に広げ、救急医療に対する県民の意識改革が

必要と考えますが、お伺いいたします。

次に、ドクターヘリについてお伺いいたしま

す。ドクターヘリの内容は、これまでの議会で

の質問や「コード・ブルー」というテレビ番組

が放映されたことで、おなじみになっていると

思いますので、割愛させてもらいます。

先月、厚生常任委員会の県外調査で、千葉県

にある千葉北総病院でのドクターヘリの運航状

況等を調査することができました。年間に約700

回、実際ドクターヘリが飛んでおり、多くの人
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命を救ったことを聞くことができました。くし

くも宮崎県出身の医師に詳しく説明していただ

きました。ドクターヘリを飛ばすためには、ヘ

リの導入だけでなく、基幹病院の救急に対する

医師及び看護師の確保、そして現地でのメディ

カルコントロールを初期段階で行う消防の救急

救命士の技術向上、基幹病院以外の受け入れ体

制などさまざまなマンパワーが必要だというこ

とを聞くことができました。本県では、今すぐ

にはかなり厳しい状況であることは理解してお

りますが、５年先、10年先を見据え、ドクター

ヘリ導入に向けた研究が必要だと思っておりま

す。本県のように県土の70％が山間部であり、

医師の偏在が著しい状況にあり、地域医療の充

実という観点、こども医療圏を完成させようと

いう観点からも、ドクターヘリの導入に向けた

検討が必要だと思います。隣の鹿児島県では、

今９月定例県議会に、補正予算として、ドクタ

ーヘリ導入に向けた研究チームを立ち上げる議

案を上程しております。本県でも積極的な導入

に向けた研究が必要だと思いますが、お伺いい

たします。

次に、子育て支援について、知事並びに福祉

保健部長にお伺いいたします。

我が国の年少人口、ゼロ歳から14歳は、出生

数の減少により減少傾向が続き、平成９年に

は65歳以上の老年人口よりも少なくなったとこ

ろであります。その状況はさらに進み、超少子

高齢化を迎えようとしております。このこと

は、労働人口の減少による経済へのマイナスの

影響のほか、高齢者人口の増大による年金、医

療・介護費の増大の影響が考えられ、国、地方

を挙げて重要政策課題として諸対策を講じられ

たところであります。私も、平成15年に設置さ

れた少子社会対策特別委員会の委員長として、

県内各地に出向き、多くの県民からさまざまな

意見をいただき、特別委員会としてのさまざま

な提案を当局にいたしました。特別委員会の提

案に対して、県は早速、少子化担当の組織の構

築や乳幼児医療の充実などのさまざまな子育て

支援に取り組んでいただき、感謝しておりま

す。今年度は特に、重点施策として子育て支援

に取り組んでいただいておりますが、現在の進

捗状況をお伺いいたします。

これまでの子育て支援の主なものは、子供が

生まれてからの施策が主だったのですが、子供

が生まれる前、いわゆる妊婦健診等の重要性を

考慮し、厚生労働大臣が、妊婦健診の公費負担

増や出産時の費用負担等についても発言をされ

ております。そこで、本県の妊婦健診に対する

公費負担の状況についてお伺いいたします。

次に、高齢者対策について、知事並びに福祉

保健部長にお伺いいたします。

介護保険法に基づく介護制度につきまして

は、平成17年度に法施行後初の見直し、改正が

なされ、介護予防の導入、施設利用の際、食費

や住居費の自己負担を導入すること、また、新

たな仕組みとして、介護の予防や権利擁護の相

談機能を持つ地域包括支援センターが新設され

ております。平成18年４月の施行後、約２年半

が経過したところであります。被保険者、利用

者から見た介護の問題は、平成12年の法律の施

行時から本質的に変わりはなく、施行当初に問

題化していた社会的入院の存在があり、自宅で

の介護を促す法律の意図とかけ離れた現実が

あったと言われております。実際に介護サービ

スがあっても、介護職員の不足や資金不足等か

ら、利用者に応じたサービス提供は難しく、自

宅介護は困難なことが多く、その結果として、

差し当たり預けられる入所介護施設の不足が、
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導入当初以来解決されない大きな問題であると

指摘されております。さらに、昨年度制定され

た地域ケア体制整備構想、いわゆる病床再編で

ありますが、本県において約5,000床ある療養病

床を、介護施設の約2,500床などに再編すること

となっておりますが、現場は非常に混乱をして

おります。

いずれにせよ、介護難民が出ないよう、その

受け皿が重要なわけですが、国は去る５月に、

新型老健施設と言われる夜間看護や終末期のみ

とりの対応を有し、老健施設よりも強化された

のが特徴と言われる介護療養老人保健施設を大

きな受け皿とすると言われておりますが、本県

での病床再編の転換状況をお伺いいたします。

病床再編が仮にうまく移行できたにせよ、現

場で働く介護職、看護師等の確保が重要であり

ます。今回の代表質問をするに当たり、地元の

特別養護老人ホームで働いている介護士、看護

師、ヘルパー、ケアマネジャー、栄養士、調理

師等に直接会い、介護現場での苦労を聞く機会

をつくっていただきました。それぞれの立場か

ら御意見をいただきましたが、時間が制約され

ておりますので詳細は述べませんが、仕事柄、

慢性の腰痛、肩こりは当たり前で、人員配置に

余裕がなく、なかなか休みをとることができ

ず、精神的にも苦労し、さらに給与もなかなか

上がらず生活も苦しいなどとの意見をいただき

ました。「役所の方にはもっと現場の状況を見

てほしい」との悲痛な思いも聞くことができま

した。本県は高齢化が全国よりも５年進んでい

る状況ですが、県として介護現場の実態をどの

ように認識しているのか。また、介護保険制度

の見直しが約２年後に行われる予定ですが、現

場の声にどのように対応し、国へ要請しようと

考えているのかお伺いいたします。

また、社会保障制度を維持していくために

は、消費税を含む抜本的な税の見直しが必要だ

と考えておりますが、知事の見解をお伺いいた

します。

次に、景気・雇用対策について、知事並びに

商工観光労働部長にお伺いいたします。

我が国の経済は、平成14年第１四半期より拡

大基調にあったとされて、いざなぎ景気を越す

戦後最長の景気拡大と言われておりました。し

かし、この景気は都市部や大企業の一部のもの

であったため、国民一人一人の生活実感にはほ

ど遠いものがあり、特に地方である本県では景

気のいい話はほとんど聞いていないのが実態で

はないかと思います。地方での景気の拡大が来

る前に、世界的な原油・資源・食料価格の高騰

や、アメリカで発生したサブプライムローンの

問題を引き金に、先日の大手証券会社リーマン

ブラザーズの破綻等、アメリカ経済の行き詰ま

りにより、我が国の先行きに暗雲が漂うところ

となっております。本県経済にとっては、全く

好景気感がないまま、さらに不況の深みには

まっていくように感じられるのは、私一人では

ないと存じます。そこで、県として、原油高騰

や物価高の県民への影響をどのように把握して

いるのかお伺いいたします。

また、経営環境の厳しい地場企業の振興を図

るために、県はどのような取り組みを行ってい

るのか、お伺いいたします。

あわせて、中小零細企業の本県の地域雇用対

策をどのように考えているのかもお伺いしま

す。

地域の雇用対策として期待の大きい企業誘致

は、県としても重要課題であり、多くの県民か

らも、知事のマニフェスト、100社１万人雇用が

本当に達成できるのか、関心が集まっておりま
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す。そこで、企業誘致の状況はどうなっている

のかお伺いします。

また、企業誘致後のフォローアップをどのよ

うに行っているのかもお伺いいたします。

次に、農商工連携について、知事並びに商工

観光労働部長にお伺いします。

ことし５月に農商工等連携促進法が成立し、

７月から施行されました。農林漁業者と中小企

業者が共同で行う新たな商品やサービスの開発

等に係る計画について、国が認定を行い、その

計画に基づく事業に対し、補助金、政府系金融

機関による低利融資、信用保証の特例等の支援

をすることにより、農林漁業と商工業等の産業

間連携強化をして、地域経済の活性化を図る取

り組みであります。この法律の注目点は、とか

く縦割りで非効率の批判がある霞が関で、経済

産業省と農水省が連携することで事業が成り立

つ仕組みとなっているところであります。大い

に期待したいと思っております。本県において

も、従来から、このような分野があるようでな

い分野だったかもしれません。今９月定例県議

会に、「みやざき農商工連携応援ファンド創設

事業」を補正予算として上程されたことは、ま

ことに時宜を得たものではないかと思っており

ます。そこで、みやざき農商工連携応援ファン

ドは、どのような目的で、どのような事業に取

り組むのか。また、どのような効果を期待され

ているのかお伺いいたします。

またあわせて、本県の農商工連携を推進する

体制づくりについてどのように考えているの

か、お伺いいたします。

次に、入札・契約制度について、知事並びに

県土整備部長にお伺いいたします。

入札制度改革につきましては、昨年１月の知

事就任以来、毎議会で論議してまいりました。

平成19年２月定例県議会以降の議事録に目を通

してまいりました。知事は、「改革は知事選挙

でのマニフェストを通して県民と約束したこと

であり、不退転の決意で改革を進める」、ま

た、「公共工事の減に企業数の減は見合ってい

ない」との繰り返しの答弁しかされておりませ

ん。去る８月には、県内最大手の建設企業が民

事再生法適用申請という激震が走り、建設関連

産業全体に不安が増しております。建設関連産

業は、本県経済の振興、雇用に大きな役割を果

たしてきましたが、近年の入札制度改革、事業

量の減少で大変厳しい状況に置かれておりま

す。そこで、建設産業が地域に果たす役割をど

のように認識し、過疎地域や農林業への影響を

どのようにとらえているのか、お伺いいたしま

す。

知事は９月２日の定例記者会見で、「産業構

造を抜本的に変えなければだめ。公共工事に頼

る時代は終えんした。退場せざるを得ない人は

新エネルギーや農業を受け皿にしなければいけ

ない」との発言をしたり、これまでにも、「本

県の建設産業は多過ぎる」との発言を繰り返し

ておりますが、多過ぎるというのであれば、適

正規模を想定していなければ、何の根拠もない

不適切な発言ではないかと思います。「建設産

業は多過ぎる。産業構造の抜本的な転換が必

要」と言うのならば、お手元に配付している資

料５～６ページの、岩手県が作成した建設業対

策中期戦略プランにありますようなものを作成

すべきではないかと考えておりますが、見解を

お伺いいたします。

知事は、「入札制度改革による落札率減少に

より、余った予算でさらなる工事ができるよう

になり、県土整備が進んだ」との発言をしてお

りますが、一方で、企業収益悪化に伴う県税収
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入の減少、離職者の増加、雇用の悪化などによ

る生活保護などの福祉経費の増大など、マイナ

ス面もあるのではないかと考えますが、総合的

に見て、入札制度改革は本県にとってどのよう

な影響をもたらしたのか、見解をお伺いいたし

ます。

今年度の重点施策の一つに建設産業対策を掲

げ、新分野進出支援等の事業転換施策を実施す

る予定になっておりますが、新分野進出するた

めには、本業である建設産業の運営にある程度

めどがつかないと、新分野に進出するのは難し

いのが現実で、また、農業分野に進出しようと

思えば、農地法等のさまざまな制約、融資に

あっては貸し渋りといったものがあるのも現実

だと思います。そこで、新分野進出の実績はど

のようになっているのかお伺いいたします。

知事は、今９月定例県議会提案理由説明の中

で、「県議会を初め、関係業界、入札・契約監

視委員会からの御意見や、現在の入札状況等を

踏まえ、一部の建設工事及びすべての建設関連

業務に関し、来月から予定価格の事後公表を試

行する。試行の実施に当たっては、再度、職員

に対し入札・契約綱紀保持マニュアルの徹底を

図るなど、適正に執行してまいりたい。入札・

契約制度については、今後とも、幅広く意見を

伺いながら、改革を適宜検証し、よりよい制度

の構築に向け、必要な見直しを随時行ってまい

りたい」と述べられました。知事は、「これま

での行政の慣例にとらわれることなくスピー

ディーに取り組む」と発言をしてきておりまし

たが、今回の予定価格事後公表は、もっと早く

できたのではないかと感じております。

また、一昨年の談合事件は、官製談合事件と

言われておりますが、基本的には官と官の談合

で、被告になっている２人の民間人を除けば、

民間企業はどちらかと言えば被害者で、「今の

建設関連業の状況を見れば、まさに被害者だ。

知事さえしっかりしていれば」という意見も耳

にいたします。知事はこれまで、最低制限価格

に関し、「これ以上、上げることはできない」

との発言をされております。この最低制限価格

の根拠は、ある一定の条件のもと、全国統一の

歩掛かりに数量・単価を掛け、それぞれを足し

合い、安全管理、品質管理のために要する経費

を足し、さらに、企業が経営できるための固定

経費、従業員の雇用保険等の一般管理費を足し

た予定価格をもとに算出しております。しか

し、一定条件に現場との相違があれば、たとえ

最低制限価格が85％でも、実際は70％前後の価

格になっている現場があると聞かされます。ま

た、「一工事・一委託業務であれば、最低制限

価格で落札してもどうにか赤字は出ないが、工

事・委託業務がないときの従業員の給与、雇用

保険などの固定経費が大きく、１年間の決算で

は赤字になるために、仕方なくリストラしなけ

れば会社が倒産する」などの悲鳴めいた声も聞

いております。そこでまず、予定価格に至る積

算と現場での整合性がとれていないものがある

と認識しているのかお伺いします。あるとすれ

ば、積算と現地の相違点を解決すべきではない

かと考えておりますが、見解をお伺いいたしま

す。

また、「今の最低制限価格では、経営及び従

業員の雇用ができない」という声に対し、どの

ように考えているのかお伺いいたします。

次に、高速道路の整備促進について、知事並

びに県土整備部長にお伺いいたします。

本県最大の課題の一つでもある高速道路の整

備は、これまで鋭意、陳情・要望等を行ってき

ましたが、いまだに東九州自動車道も九州横断
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道路も完成しておらず、まことに残念なことで

あります。隣県の県庁所在地にもかかわらず、

大分市までは距離は約180キロで、何と４時間も

かかります。鹿児島市は約150キロで２時間弱、

熊本市は約190キロで２時間強ということであり

ますから、東九州道のおくれによる差は歴然で

あり、はかり知れない経済損失が生じていると

いうことになります。一日も早い完成が望まれ

るところでありますが、現在の県内高速道路の

整備状況についてお伺いいたします。

また、県内の公共工事の減少をカバーする上

でも、新直轄事業には県の負担金もあると考え

れば、できる限り、県内企業でできる工事等は

県内企業に受注していただきたいと考えており

ますが、高速道路の工事における県内企業受注

拡大の取り組みについてお伺いいたします。

高速道路は、法律にありますように、基本的

には国の責任において整備されるべきで、なお

かつ、全線がすべてつながって機能が果たせる

ことを考慮すると、本県区間の東九州自動車道

の日南から串間を通り志布志までの区間、及び

九州横断道路の北方から高千穂を通り熊本県山

都の整備がぜひ必要だと考えます。それぞれの

区間の今後の取り組みについてお伺いいたしま

す。

次に、県立病院経営改善について病院局長に

お伺いいたします。

平成17年６月に「宮崎県立病院の今後のあり

方について」を策定し、はや３年が過ぎようと

しており、このたび、県立病院の平成19年度の

決算見込みが出されました。大きく改善の実を

上げられていること、改善計画の着実な実施が

なされていることに、県民の一人として喜んで

おります。そのことが、本県の医療の安定と進

展につながるものと考えているからです。特に

４病院全体の収支で、19年度は前年の赤字を10

億円余りもの大幅な圧縮をされ、６億6,000万円

余りの赤字となっており、また、減価償却前で

は21億円余りの黒字であり、延岡・日南病院が

比較的新しい施設であることを考慮し、その努

力に敬意を表したいと存じます。そこで、経営

改善の成果をどのように分析しているのかをお

伺いします。

また、今後、県立病院の経営形態について、

これまでの地方公営企業法の全部適用を継続さ

れるのか、独立行政法人への移行や民営化も見

据えているのか、お伺いいたします。

次に、教職員の採用等について教育長にお伺

いします。

今回の大分県の県教委の事件では、公平で厳

正な試験であるであろうと信じられてきた教員

採用試験において、また、校長・教頭の任用に

おいても不正があったという今回の事件は、ま

さに信じがたい事件でありました。不合格とな

り人生が大きく変わってしまった青年には、同

情の念を禁じ得ません。まさに、あってはなら

ない事件が起きたと思っております。対岸の火

事ととらえるのではなく、多くの県民から、

「本県の教職員の採用試験等は大丈夫なのか。

大分県と同じではないか」という疑問を寄せら

れております。そこで、本県教職員採用試験の

あり方について、これまでの取り組みと今年度

改善したところ、及び今後の検討事項をお伺い

いたします。

またあわせて、校長・教頭の管理職任用制度

はどのようになっているのか、お伺いいたしま

す。

次に、特別支援学校について教育長にお伺い

します。

県教育委員会では、昨年度、「みやざき特別
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支援教育プラン」の具現化を図るため、宮崎県

特別支援学校総合整備計画策定委員会を立ち上

げ、２月に最終報告を受けております。最終報

告の基本方針として、「１、児童生徒数の増減

や障がいの重度・重複化、多様化、地域就学志

向への適正な対応、２、早期教育相談の充実、

３、複数の障がいに専門的に対応できる特別支

援学校の整備充実、４、障がいのある子供のそ

れぞれの地域における自立と社会参加の促進、

５、早期から職業教育の充実と卒業後の就労等

の実現、6、特別支援学校が地域の特別支援教育

センターとしての機能を十分に発揮するための

特別支援教育コーディネーターの人材整備と障

がいに対応した専門性の確保」となっておりま

す。提言の最初にも「地域就学志向への適切な

対応」とあり、また、県内各地から特別支援学

校の高等部設置の要望が上がっておりますが、

どのように対応されるのかお伺いいたします。

質問をするに当たり、私は、都城きりしま支

援学校、清武にあるみなみのかぜ支援学校、清

武せいりゅう支援学校、並びにみやざき中央支

援学校、それぞれの現場を見せていただきまし

た。各学校とも、近年の特別支援学校に対する

ニーズの高まりや障がいの重度・重複化等で、

学級編制など運営がとても大変である状況を聞

くことができました。また、近年、高等部設置

の要望等がマスコミ等で取り上げられておりま

す。高等部設置も大事ですが、卒業後の受け皿

づくりも並行していかないと十分ではないとい

う意見をいただきました。まさに提言にあると

おりだと感じております。そこで、特別支援学

校卒業後、地域において自立した生活ができる

ように、どのようなフォローアップを行ってい

るのかお伺いします。

障がい者が地域において自立した生活ができ

るようになることは、まさに理想的なことであ

ります。障がい者で自立できる方には、健常者

と同じように仕事をし、生活をし、さらには納

税できるような社会になってほしいと思ってお

ります。そのためには、特別支援学校の生徒の

就労に向けた、学校卒業後の福祉や労働分野へ

の円滑なつなぎが重要だと考えますが、どのよ

うに取り組んでいかれるのかお伺いします。

また、障がい者の雇用を進めるために、受け

皿である企業の理解促進にどのように取り組ん

でいるのか、あわせてお伺いします。

次に、県立学校の再編について教育長にお伺

いします。

教育委員会において、今後の生徒数の減少、

地域性等を考慮し、平成15年に宮崎県立高等学

校再編整備計画を策定し、最終年度である平

成24年度に向けて整備が進んでおります。平

成20年度には、西諸県地区において小林工業高

校と小林商業高校が再編され小林秀峰高校が開

校し、平成23年度には小林秀峰高校に高原高校

が再編される予定になっております。平成21年

度には、南那珂地区において日南農林、日南工

業、日南振徳商業の専門校３校が再編され、今

定例会に議案として上程されている日南振徳高

校の開校が予定されております。これらの再編

に伴い、小林商業高校、高原高校、日南農林高

校及び日南振徳商業高校が学校跡地になりま

す。さらに、県北において平成19年３月に閉校

した延岡西高校跡地に、延岡ととろ聴覚支援学

校、延岡わかあゆ支援学校及び延岡たいよう支

援学校３校が再編統合され、総合的な支援学校

が設置されると聞いております。このように今

後、７つの県立学校において広大な学校跡地が

生じることになります。今後、閉校を迎える県

立学校の跡地活用について、どのように考えて
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いるのかお伺いいたします。

最後に、振り込め詐欺防止対策について県警

本部長にお伺いします。

本県の刑法犯認知件数は、過去５年を見ます

と減少傾向にあり、一方で検挙数は一定水準を

維持しております。全国的には刑法犯認知件数

は本県と同様減少傾向にありますが、検挙件数

も減少傾向にあると考えますと、頑張っている

のではないかと存じます。ところで、今風とい

いますか、携帯やＡＴＭをフルに活用した犯罪

として、振り込め詐欺が報道されております。

実に単純で、「なぜ」という思いがいたします

が、被害が出ているようであります。県警察本

部においては対策本部を設置し、予防、検挙体

制を構築し、対策に当たられると伺っておりま

す。そこで、「振り込め詐欺撲滅総合対策推進

本部」設置の意義と今後の取り組みについてお

伺いし、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。

宮崎情報ハイウェイ21の成果と今後の取り組

みについてであります。宮崎情報ハイウェイ21

は、県内の情報通信格差の是正と産業の活性化

を図るため、平成14年に当時の44市町村すべて

を高速・大容量の光ファイバーで結んだもので

あります。この宮崎情報ハイウェイ21により、

ブロードバンドのネットワーク化が進むととも

に、ケーブルテレビ回線、地上デジタル放送に

おいても利用されているところであります。ま

た、携帯電話のバックアップ回線としての利用

によるサービス提供地域の拡大も見込まれてお

り、情報通信格差の是正に大きく寄与している

ところであります。今後とも、市町村と連携し

ながら、宮崎情報ハイウェイ21の特性を生かし

た利活用を進め、県内情報通信格差の是正に取

り組んでまいりたいと考えております。

次に、県民へのメリットについてでありま

す。宮崎情報ハイウェイ21は、すべての市町村

を結ぶ公共ネットワークとして整備されてお

り、例えば、宮崎情報ハイウェイ21を利用して

収集された河川、気象の防災情報や道路規制情

報などを、県庁ホームページや携帯電話などを

通じて県民に迅速に提供できるようになってお

ります。また、県内民間企業が本店・支店の情

報ネットワーク網として活用したり、あるいは

採算性の問題から大手通信事業者によるサービ

ス提供が得られにくい地域では、宮崎情報ハイ

ウェイ21を利用した地元通信事業者の参画によ

り、高速インターネットサービスが利用可能と

なっております。さらに、ケーブルテレビの延

岡から日向へのエリア拡大も、宮崎情報ハイ

ウェイ21を利用することにより早期に実現が図

られたところであります。このように宮崎情報

ハイウェイ21は、さまざまな形で利用されてお

り、県民生活の向上に寄与しているところであ

ります。

続きまして、公社等に関する一連のお尋ねに

ついてであります。

まず、成果についてであります。県出資の公

社等の改革につきましては、平成15年度に策定

いたしました公社等改革指針に基づき、各公社

等ごとに改革の方向性と実施工程を定め、取り

組んできたところであります。その結果とし

て、平成15年度から19年度までの４年間に、商

法法人を除く公社等の数を51法人から11法人減

の40法人にいたしました。また、その40法人に

おいて、県職員の派遣を155名から106名へと49

名減少させ、県からの補助金と委託料は94億円

から54億円へと約40億円削減するなど、着実な
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成果を上げているところであります。

次に、公社等改革指針の理念についてであり

ます。平成18年度に改訂いたしました公社等改

革指針におきましては、官から民へという時代

の流れや、本県の厳しい財政事情を踏まえ、公

社等の役割や必要性を抜本的に見直すととも

に、公社等の経営の効率化及び自立化を図るこ

とを基本的な考え方としております。

続きまして、いわゆる天下りについてであり

ます。公社等に対する現役職員の派遣や県ＯＢ

職員の再就職は、「県での豊富な行政経験を持

つ職員を派遣あるいは紹介してほしい」という

公社等からの要請に基づき、現役職員の派遣や

県ＯＢ職員の推薦を行っているものでありま

す。また、天下り先ではないかとの御指摘です

が、国で問題になっている、人事更新の一環と

して、早期退職者を各種団体等に再就職あっせ

んするものとは異なるものと考えております。

公社等への派遣等についての考え方について

であります。公社等からの要請に基づき、現役

職員の派遣やＯＢ職員の推薦等の支援を行って

おります。県としましては、職員が仕事を通じ

て得た知識や経験、技術等を、県政に密接な関

係のある公社等で活用していただき、その業務

執行体制の強化に少しでも寄与できればという

観点から、必要な派遣等を行っているところで

あります。

次に、補助金・委託料についてであります。

公社等は、それぞれ公益的な設立目的を持ち、

福祉・保健の向上、産業の振興などの事業を

担っております。県からの補助金・委託料は、

そうした公社等の事業のうち、必要と認められ

るものについて支出しております。

次に、出資額についてであります。県から公

社等への出資額につきましては、出資当時、公

社等の設立目的や事業内容、県関与の必要性な

どを勘案の上、判断されたものであります。こ

のうち出資額が多額となっている公社等は、出

資による基本財産等の運用益に収入を依存して

いるものや、出資を活動資金としているもので

あり、事業を実施していく上での必要な財務基

盤となっております。

続きまして、統廃合についてであります。公

社等につきましては、役割が低下していない

か、事業が民間等で実施できないか、類似団体

との統合で効率化が図れないかなどの観点か

ら、継続的に見直しを行っているところであ

り、今後、土地開発公社の解散や社会福祉事業

団の経営自立化を予定しております。

最後に、商法法人への出資についてでありま

す。県から商法法人に対しましては、地域の情

報化や公共交通基盤の充実などの県の施策推進

を図る上で必要なものに出資しております。こ

の出資につきましては、今後も、出資目的の達

成状況や県関与の必要性、株式配当の資産的な

価値を踏まえ、随時見直しを行っていくことと

しております。

続きまして、医師確保についてであります。

医療の充実は、安全・安心な県民生活を確保す

る上で極めて大きな課題でありますことから、

深刻化する医師不足に対処するため、本年度の

重点施策として、さまざまな医師確保対策に取

り組んでおります。まず、僻地における医師確

保を図るため、自治医科大学卒業医師を公立病

院等に配置するとともに、医師派遣システム

で、ことし新たに２人目の医師を採用したとこ

ろであります。また、僻地はもとより、救命救

急科等特定診療科の医師を確保するため、計画

を大きく上回る23名の医学生に修学資金の貸与

を行っており、早ければ平成22年度から公立病
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院等へ派遣できるものと考えております。さら

に、特に不足している小児科医の確保を目指

し、研修資金貸与制度を本年度創設したところ

であり、現在、６名の方から応募をいただいて

おります。このほか、公立病院等の求人情報を

全国に発信するなど、市町村と一体となった取

り組みも行っているところであります。医師の

確保は極めて重要な課題であり、今後とも、県

医師会や大学、市町村等関係機関との連携を図

りながら、全力を挙げて取り組んでまいりたい

と考えております。

続きまして、子育て支援対策の進捗状況につ

いてであります。安心して子供を生み、育てら

れる社会づくりは、県政運営の柱であり、現

在、私を本部長とする「子育て応援本部」を中

心に、各種施策の推進に努めているところであ

ります。まず、子育て世帯の負担軽減を目的と

いたしまして、ことし10月、来月から、乳幼児

医療費の助成について、入院外の助成対象を、

３歳未満から、入院の場合と同様、小学校入学

前までに引き上げることとしております。ま

た、社会全体で子育てを応援する機運や仕組み

づくりのため、「みんなで子育て応援運動」の

より一層の拡大に努めるとともに、地域のきず

なを活用した子育て支援活動の促進や、延長保

育の拡充等による保育サービスの充実などに取

り組んでおります。さらに、安心してお産がで

きるよう、県内の８病院を周産期母子医療セン

ターとして指定するなど、地域分散型の周産期

医療体制の一層の充実にも努めているところで

あります。今後とも、これらの事業の推進を含

め、子育て支援対策の充実に取り組んでまいり

たいと考えております。

次に、社会保障制度についてであります。医

療、年金、介護、福祉などの社会保障制度は、

国民生活の基盤を支えるものであり、将来にわ

たり持続可能でみんなが安心できるような制度

でなければなりません。しかしながら、我が国

が世界に先例のない「本格的な少子高齢社会」

を迎える中で、将来におけるサービスの給付水

準の切り下げや負担増に対する不安感、あるい

は社会保険庁の一連の不祥事等による制度への

不信感が、国民の間に高まっています。私は、

社会保障全体で、将来にわたって一体どのくら

いの費用が必要なのか全体像を明らかにし、国

民が負担と給付のバランスを判断できるように

した上で、安心・納得のできる社会保障制度構

築に向けて、消費税率引き上げという選択肢も

含め議論を深め、国民的な合意形成を図ってい

く必要があると考えております。

続きまして、原油高騰や物価高の県民への影

響についてであります。昨年12月に、庁内に原

油価格高騰対策連絡会議を設置し、現状の把握

に努めているところであり、それによります

と、県民生活に広範にわたって影響が出てきて

おり、非常に深刻な状況にあると認識しており

ます。具体的には、原油高騰に伴い、ガソリン

や燃油価格の上昇による一般家庭への負担増は

もちろんのこと、漁業や運送業などの事業経営

への直接的な影響や、農業用のビニールや肥

料、建設業における鋼材といった関連資材、ク

リーニング業における洗剤やハンガーなどの石

油製品についても値上がりしているといったよ

うな状況にあります。このようなことから、今

後とも、県内の経済状況や企業動向について情

報収集を行うとともに、国の動きも踏まえなが

ら、的確に対応してまいりたいと考えておりま

す。

次に、みやざき農商工連携応援ファンド事業

についてであります。この事業は、農林水産業
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と商工業等の連携促進を図るため、本年７月に

施行された農商工等連携促進法に基づく国の支

援措置とあわせまして、本県独自に農商工連携

の取り組みを支援できる仕組みを構築しようと

するものであります。具体的な事業内容としま

しては、中小企業基盤整備機構からの無利子融

資や県内金融機関からの低利融資により、総

額25億円の基金を造成し、その運用益を財源と

して、来年度から10年間、県内の農林漁業者と

中小企業者の連携体が取り組む、農林水産物を

活用した新商品・新サービスの開発や新たな生

産技術の開発などに対して助成するものであり

ます。今後、本県における農林漁業者と中小企

業者の連携による取り組みが広がっていくこと

により、農林水産物の高付加価値化や生産技術

の効率化が一層進展するとともに、それぞれの

経営の改善や向上等が図られ、本県経済の活性

化につながるものと期待しているところであり

ます。

次に、建設産業が地域に果たす役割等につい

てであります。建設産業は、社会資本の整備や

災害発生時の対応はもとより、地域経済と雇用

を支える重要な産業であります。特に中山間地

域を多く抱える本県におきましては、建設産業

は農林業と並ぶ基幹産業であり、それぞれの産

業が補完して、地域の雇用を担うとともに、地

域の人々の生活を支えております。現在、大変

厳しい経営環境にある建設産業に加え、原油価

格の高騰等により、農林業など他の主要産業に

も大きな影響が生じております。したがいまし

て、地域の人々の安全・安心を確保するために

も、建設産業の健全な発展は大変重要でありま

すので、20年度重要施策に建設産業対策を位置

づけ、総合的な施策を展開しているところであ

ります。

次に、適正な建設業者数等についてでありま

す。本県の建設投資額は、平成５年度をピーク

に、平成19年度には半減している一方、建設業

者数は約１割減であります。今後も、建設投資

の増加は期待できないことから、業界の再編等

が進むことが想定されるところであります。し

かしながら、業者数等につきましては、民間投

資を含む建設投資の増減や、その時点での経営

環境を踏まえた経営者の判断により、おのずと

決定されるものであり、適正な業者数等につい

て想定することは困難であると考えておりま

す。本県におきましては、これまで、平成16

年12月に策定した「宮崎県建設産業活性化プラ

ン」に基づき、建設産業の活性化を図ってきた

ところであり、さらに本年度からは、昨今の大

変厳しい状況を踏まえ、重点施策に建設産業対

策を位置づけ、技術と経営にすぐれた業者が伸

びていけるように、きめ細やかな支援に努めて

いるところであります。

次に、入札制度改革の影響についてでありま

す。一般競争入札の拡大等によりまして、平

成19年度の建設工事に係る落札率は、前年度に

比べ９ポイント程度低下しておりますが、この

経費節減分は、道路等必要な社会資本整備に再

投資しているところであります。一方、御質問

にありました、現在の企業収益の減少、雇用情

勢の厳しさ等については、さまざまな社会経済

情勢が複雑に影響しているものと考えておりま

す。本県では、一昨年の談合事件により失われ

た県政に対する信頼を回復するため、一般競争

入札の拡大など、より公正、透明で競争性の高

い入札・契約制度の確立に、スピード感を持っ

て取り組んできたところであります。改革につ

いて財政的な面から評価することは難しいもの

と考えておりますが、今後とも、幅広く意見を
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伺いながら、改革を適宜検証し、よりよい制度

の構築を図ってまいりたいと考えております。

次に、予定価格の積算条件と現地との整合に

ついてであります。予定価格は、工事箇所の現

地を調査・確認し、現場の条件や施工の条件を

十分に把握した上で、工事に必要となる経費を

基準として設定しております。また、これらの

条件については、図面や仕様書等に詳細に明示

しているところであり、不明な点があれば、入

札前に発注者への質問ができる仕組みとなって

おります。さらに、契約後、条件に変更が生じ

た場合には、工事請負契約約款に基づき、発注

者、受注者双方で協議の上、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。

次に、最低制限価格についてであります。最

低制限価格は、個別の契約ごとに請負契約の内

容に適合した履行を確保するために必要となる

最低限の価格を設定しているところでありま

す。最低制限価格につきましては、昨年10月に

見直したところであり、全国的にも遜色のない

水準となっていることから、再度の引き上げは

難しいものと考えておりますが、会社の経営は

なお厳しいとの意見も伺っておりますので、ど

のような対応ができるのか、引き続き検討して

まいりたいと考えております。

最後に、県内の高速道路の整備状況について

であります。東九州自動車道は、現在、県内総

延長187キロメートルのうち39キロメートルが開

通し、供用率は約21％、また、九州横断自動車

道延岡線は、県内総延長51キロメートルのう

ち8.5キロメートルが開通し、供用率は約17％、

県全体としては、全国平均67％に比べ、わず

か42％にとどまっております。両路線の事業中

区間については、国土交通省及び西日本高速道

路株式会社により鋭意工事が行われており、こ

とし８月には国土交通省から、東九州自動車道

の蒲江―北浦間、北川―延岡間の平成24年度供

用の目標が新たに示されるなど、県が目標とす

る平成26年度供用に向けて順調に進められてい

るところであります。

しかしながら、ことし５月に、道路特定財源

制度は廃止し、来年度から一般財源化すること

などの閣議決定がなされ、先行き不透明で予断

を許さない状況となっております。これまでも

県としては、東九州自動車道を初めとする高速

道路の整備を県政の最重要課題として取り組ん

でまいりましたが、今後とも、県内高速道路の

必要性を訴えてまいりますとともに、事業中区

間の整備が順調に進められ、完成目標とする年

度が１年でも早まるよう、国土交通省や西日本

高速道路株式会社などの関係機関に対して、整

備促進と整備に必要となる財源の確保、整備の

おくれている地方への重点配分などを強く訴え

てまいりたいと思います。以上でございます。

〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、医師確保対策の充実についてでありま

す。医師確保は本県の重要課題であり、医師派

遣システムや医師修学資金等さまざまな対策を

実施しているところであります。しかしなが

ら、ことしになっても、中核的な病院の医師が

大学医局に引き揚げられるなど、医師不足は深

刻化している状況にあります。このような中、

国においては、従来抑制してきた医師の養成数

を増加させるという政策転換を行うとともに、

厚生労働省においては、医師確保に重点を置い

た21年度予算の概算要求を行ったところであり

平成20年９月18日（木）



- 51 -

ます。県といたしましては、国の動向を踏まえ

ながら、自治医科大学卒業医師の県内定着も含

め、効果的な医師確保策について、さらに検討

してまいりたいと考えております。

次に、女性医師対策についてであります。現

在、県におきましては、女性医師の就労継続に

大きな役割を果たす病院内保育所の運営費の助

成を行っておりますが、女性医師が今後さらに

増加していく中、働きやすい就業環境の整備が

ますます重要になってくるものと考えておりま

す。また、国の概算要求の中でも、女性医師や

看護師等の離職防止や復職支援を柱の一つとし

て打ち出しております。県といたしましては、

こうした国の施策も踏まえながら、女性医師の

就業環境の充実に向けて取り組んでまいりたい

と考えております。

次に、救急医療についての住民の意識改革に

ついてであります。医療現場では、軽症の患者

による不要不急の受診等が医師に過剰な負担を

与え、一刻を争う重症患者が後回しにされるな

どの問題が指摘されており、救急医療の適正利

用を推進することが大きな課題となっておりま

す。このため県では、かかりつけ医の普及や救

急医療の適正利用についての意識啓発を行って

おります。こうした中、御質問にありましたよ

うに、県立延岡病院と地元市町村が一体となっ

た取り組みにより、軽症の救急患者が大きく減

少するなど、成果が上がっていると聞いており

ます。県といたしましては、このような取り組

みも踏まえながら、さらに効果的な啓発に取り

組んでまいりたいと考えております。

次に、ドクターヘリについてであります。ド

クターヘリは、山間僻地の医療の確保や救命率

の向上等、救急医療体制の充実を図る上で大変

有効な手段であると考えております。しかしな

がら、導入には、費用の面はもとより、ドクタ

ーヘリの拠点となる病院の確保や救急隊との連

携等さまざまな課題があり、特に救急医療の専

門医を初め多数の医師が必要となりますので、

その確保が最も困難な課題であると考えており

ます。一方、国においては、民間基金の活用等

所要の検討が行われるとともに、九州、山口各

県において、共同運航の可能性について検討を

始めたところであります。今後、国の動きも踏

まえながら、隣県との共同運航を含め、調査検

討を行ってまいりたいと考えております。

次に、妊婦健診に対する公費負担の状況につ

いてであります。妊婦健診の公費負担は５回以

上が望ましいとされておりますが、平成19年度

に５回の公費負担を導入したのは、県内８市町

村にとどまっておりました。今年度は、５回

が24市町村、７回が１村となっており、平均で

は平成19年度の2.8回から4.7回に増加しており

ます。今後とも市町村に対して、妊婦健診の充

実や妊婦の経済的負担の軽減を図るため、公費

負担の回数増について助言指導してまいりたい

と考えております。

次に、療養病床の再編成に伴う介護施設への

転換状況についてであります。現在、30余りの

医療機関が、介護療養型老人保健施設を中心と

した介護施設への転換の意向を示しておりま

す。また、今年度策定する「第４期介護保険事

業支援計画」の中で、療養病床の再編成に伴う

受け皿として介護施設を計画的に整備すること

とし、転換前の介護療養病床を確保してまいり

たいと考えております。今後とも引き続き、医

療機関の意向や入所者の状況等を十分踏まえな

がら、利用者が入所先に困ることがないよう調

整してまいりたいと考えております。

次に、介護職員の勤務実態や人材確保につい
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てであります。介護職員につきましては、夜間

勤務等厳しい労働条件にもかかわらず賃金の割

安感があるなどの理由から、離職率が高く、人

材の確保が厳しくなってきているという現場の

実態はお聞きしております。また、高齢化が進

展し、介護需要の増大が予想されることから、

今後、人材確保がより困難になることが懸念さ

れるところであります。このため国において

は、介護報酬の引き上げなど、人材確保に向け

た検討が行われているところでありますが、今

後とも、さまざまな機会を利用して国に要望し

てまいりますとともに、福祉人材センター等に

おける就業支援や研修を通じて、人材の安定的

な確保に努めてまいりたいと考えております。

次に、特別支援学校の卒業生の就職について

であります。特別支援学校卒業生の企業への就

職や職場定着を図るためには、卒業後も、生徒

一人一人のニーズに応じた適切な支援を継続し

ていくことが必要であります。このため、障害

者就業・生活支援センターを本年度、県内１カ

所から３カ所に増設するとともに、雇用コー

ディネーターを県内に８名配置しているところ

であり、学校とこれらの就労支援機関との連携

を強化することにより、卒業後の一般就労や職

場定着の支援に努めております。さらに、新た

な取り組みとして、昨年度から生徒・保護者を

対象とした就労支援セミナーを開催し、卒業後

に一般就労を目指すための進路について、情報

提供や助言を行っております。今後とも、障が

い児の就学前、就学期、卒業後といったライフ

ステージに応じた一貫した支援に、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、障がい者雇用に対する企業の理解促

進についてであります。一人でも多くの障がい

者が企業に就職し、職場定着するためには、企

業の経営者や従業員の障がい者に対する正しい

理解促進を図ることが、極めて重要であると認

識しております。このため、昨年２月、行政や

就労支援機関はもとより、企業もメンバーとす

る「障がい者雇用促進協議会」を立ち上げ、今

後の取り組みの具体的内容等を盛り込んだ「障

がい者雇用促進のための取組指針」を策定した

ところであります。この取組指針に基づき、昨

年度、約200社の参加を得て企業向けセミナーを

開催いたしましたが、本年度も引き続き実施す

ることとしており、企業が障がい者の特性・能

力を知ることができる職場実習の促進などに、

積極的に取り組んでいるところであります。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、地場企業の振興についてであります。

経営環境の厳しい地場企業を支え、その振興を

図りますことは、雇用の確保はもとより、地域

の活性化を図る上でも大変重要と考えておりま

す。このため県におきましては、まず、地場企

業の経営安定を図るため、中小企業融資制度な

どの金融支援を行いますとともに、商工団体等

に設置した経営相談窓口において、企業の経営

内容に応じた指導助言などを行っているところ

であります。また、地場企業の意欲的な取り組

みの促進を図るため、新商品・新技術の開発支

援を初め、下請企業振興事業などによる取引拡

大支援、県工業技術センター等が行います技術

指導などの幅広い支援を実施しますとともに、

自動車産業などの将来の発展が期待される産業

への進出支援も行っております。さらに、本県

の持つ地域特性を生かした、農商工連携や地域

資源活用などの施策も積極的に活用しながら、

地場企業の振興に取り組んでまいりたいと考え
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ております。

次に、地域雇用対策についてであります。県

におきましては、厳しい雇用情勢の中で、地域

特性を生かした雇用対策の強化を図るため、県

内各地域に設置した雇用対策連絡会議を中心

に、新たな雇用創出施策の検討を行ってきたと

ころであります。この結果、延岡市におきまし

ては、提案した雇用創出事業が国の事業に採択

され、７月から製造業等に重点を置いた雇用創

出の取り組みが開始されますとともに、他の地

域におきましても、今後の事業提案に向けた具

体的な検討が進められているところでありま

す。また、本庁及び各総務商工センターに雇用

推進員を配置しまして、商工団体との連携によ

る各種事業の普及啓発に努めるとともに、企業

訪問の拡大による雇用の掘り起こしや、フォロ

ーアップの実施をいたしております。今後と

も、市町村の自主的な取り組みを促しながら、

国や関係機関等と連携し、地域雇用対策の強化

を図ってまいりたいと考えております。

次に、企業誘致についてであります。平成19

年度の企業誘致につきましては、件数が22件、

最終雇用予定者数が1,174名となっており、平

成20年度につきましては、９月10日現在で、件

数が12件、最終雇用予定者数が996名となってお

ります。主なものといたしましては、製造業で

は、自動車用部品や電子部品、医療用機器のほ

か、本県の豊富な水資源や木材資源を活用した

製品の製造工場などがありますし、情報サービ

ス業では、雇用創出効果の大きいコールセンタ

ー等がございます。このうち宮崎フリーウェイ

工業団地につきましては、本年３月に金属部品

加工業１社が立地調印し、10月には操業開始予

定となっております。今後とも、市町村と連携

を図りますとともに、８月に設置しました企業

誘致コーディネーターと協力して情報収集や訪

問活動を強化するなど、より一層、充実した誘

致活動を展開してまいりたいと考えておりま

す。

次に、誘致後のフォローアップについてであ

ります。県内に立地した企業が、安心して経営

を継続して本県に定着し、将来的に事業を拡大

していただくことは、大変重要なことだと認識

しております。このため県では、市町村や県外

事務所、総務商工センター等と連携して、誘致

企業の県内事業所や県外の本社を訪問している

ところであります。昨年度は219社、今年度は８

月末で116社を訪問しておりますが、実際に工場

建設につながったものもありましたほか、人材

の確保や取引先拡大などの要望、相談に対しま

しても、関係機関と連携して改善に取り組んで

いるところであります。今後とも、積極的に誘

致企業のフォローアップを進めることにより、

企業経営の維持発展を支援するとともに、１件

でも多くの企業の立地につながるよう努力して

まいりたいと考えております。

最後に、農商工連携の推進体制についてであ

ります。まず、具体的な支援でありますけれど

も、本年５月に地域力連携拠点として国の指定

を受けました、県産業支援財団など県内の５つ

の団体におきまして、コーディネーターによる

相談対応や専門家による指導などを通じて、農

商工連携の案件の発掘、事業計画の作成の支援

等を行っております。また、県中小企業団体中

央会に設置された「みやざき食料産業クラスタ

ー推進協議会」において、地域の食品メーカー

等と農林漁業者の出会いの場の設定や商品開

発、販路開拓などの支援を行っております。県

におきましても、本年６月に、関係課によりま

す庁内連絡会議を立ち上げて連携を図っている
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ところでありますが、今後、地域力連携拠点等

の支援機関や農林漁業団体、商工団体等、幅広

い参加による体制を整備しまして、全力を挙げ

て農商工連携を推進してまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

新分野進出支援等についてであります。建設

産業は、大変厳しい経営環境に直面しておりま

すことから、経営基盤の強化が求められてお

り、新分野への進出は一つの方策となっており

ます。このため、県内９カ所に経営相談窓口を

設けますとともに、新分野進出を検討している

経営者向けのセミナーや、建設業の現状や新分

野進出に係る支援制度等を内容とした研修会を

県内各地で開催しておりまして、多数の相談や

参加があったところであります。また、新分野

定着促進のための助成金につきましても、今年

度補助枠等の拡充を図りまして、現時点で、昨

年度実績の２倍に当たる22件の交付決定を行っ

ております。このような状況を見ますと、新分

野進出など、経営革新に対する取り組みの機運

が高まっているのではないかと考えておりまし

て、引き続き、関係部局と連携を図りながら、

きめ細やかな支援に努めてまいります。

次に、高速道路の工事における県内企業の受

注についてであります。平成19年度の県内の高

速道路の工事では、国土交通省発注の工事につ

いて、件数で約８割、金額で約４割、また、西

日本高速道路株式会社発注の工事について、件

数、金額ともに約１割を県内企業が受注してお

ります。公共事業において県内企業の受注機会

を確保することは、地域経済の活性化はもとよ

り、県内企業の育成を図る観点からも大変重要

であると認識をしております。このため県とい

たしましては、これまでも国土交通省や西日本

高速道路株式会社に対して、県内企業の受注機

会の拡大を機会あるごとにお願いしてきており

ますが、現在の建設業界の状況を踏まえまし

て、今後はさらに強く申し入れてまいりたいと

存じます。

最後に、高速道路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、九州縦貫自動車道と一体となっ

て、地域格差の是正、地方の活性化・自立を初

め、九州の一体的発展に大変重要な役割を果た

す道路であります。基本計画区間である東九州

自動車道日南―串間―志布志間、及び九州横断

自動車道延岡線山都―高千穂―蔵田間につきま

しては、従来から整備計画の早期策定を強く要

望してきたところでありますが、昨年11月の中

期計画素案の際に、４車線から完成２車線相当

の構造に見直しながら、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あります。

県としましては、全線整備とされなかったこと

に不満は残りましたが、高規格幹線道路ネット

ワークとして整備の必要性が示されたところで

ありまして、早期ネットワーク確保の観点から

も、一定の評価をさせていただいたところであ

ります。県としましては、東九州自動車道及び

九州横断自動車道延岡線の必要性を強く訴えな

がら、事業中区間の整備促進と整備に必要とな

る財源の確保、及び整備のおくれている地方へ

の重点配分などを強く要望するとともに、基本

計画のままである両区間について、早期の事業

化など、少しでも早い供用に向けて進展が見ら

れるよう、国や関係機関に訴えてまいります。

以上でございます。〔降壇〕
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○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

まず、県立病院の経営改善についてでありま

す。県立病院が、県民の皆様に信頼される医療

を安定的・持続的に提供していくためには、厳

しい経営状況の中、しっかりとした経営基盤を

確立することが重要であることから、平成18年

度に、地方公営企業法の規定の全部を適用いた

しまして、より企業性を発揮し、自立的な事業

運営が可能となる経営体制を導入するととも

に、平成18年８月に、平成22年度までの５年間

を計画期間とする中期経営計画を策定いたしま

して、最終年度にはすべての県立病院の単年度

黒字化を図ることを目標に、積極的な経営改善

に取り組んでいるところであります。これま

で、収益の確保につながるさまざまな取り組み

や徹底した経費削減の取り組みを行うととも

に、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、御質問に

ありましたように、平成17年度に約31億円で

あった赤字が、19年度決算見込みでは約６

億6,000万円にまで圧縮でき、中期経営計画の目

標を大きく上回る改善を達成するなど、一定の

成果が得られているものと認識いたしておりま

す。これは、県民の皆様の御理解、御協力を初

め、各地域の医療機関などとの連携の一層の推

進、さらには、職員一人一人が経営参画意識を

持って、中期経営計画の目標達成に向けて積極

的に取り組む意識が醸成されたことなどによる

ものであると考えております。

次に、県立病院の今後の経営形態についてで

あります。この経営形態につきましては、現在

進めております宮崎県病院事業中期経営計画の

本年度までの３カ年にわたる各県立病院ごとの

収支の状況やその他運営状況、さらには圏域の

医療事情なども総合的に勘案しながら、平成21

年度から検討に着手いたしまして、平成23年度

を目途に、ふさわしい経営形態を選択すること

としているところであります。現在のように、

医療を取り巻く環境が大きく変化し、経営状況

が大変厳しい中、県民の皆様に、これまで同

様、高度で良質な医療を効果的・安定的に提供

するためには、今後の経営形態の選択は非常に

重要な問題であり、医療と経営の両面から慎重

に検討を行う必要がございます。病院局といた

しましては、いずれの経営形態であっても、県

民の皆様の医療に対する安心・信頼の確保を図

りながら、多様化する需要に的確に対応してい

くことが何よりも重要であると考えているとこ

ろであります。以上でございます。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、教員採用選考試験のあり方についてで

あります。教員の採用につきましては、授業

力、高い専門性に加えまして、子供に対する愛

情と教育に対する情熱、さらには幅広い社会性

を持った教員として真にふさわしい人材を求め

るため、公平公正で透明性を確保した採用選考

試験を実施しております。具体的には、受験生

に対する情報開示として、問題、標準解答に加

え、九州では本県だけでありますが、受験生本

人の答案についても、請求により開示をいたし

ております。特に不合格者のうち希望者には、

筆答試験や面接ごとの配点及び得点、総合得

点、成績の総合ランクを通知しております。ま

た、面接につきましては、１名の受験生に対し

て計４回、民間及び臨床心理士を含む延べ12名

の面接員で実施し、少人数の面接員の評価で試

験結果を左右されない仕組みにするなど、さま

ざまな取り組みを行い、厳正な教員採用試験を
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実施してきたところであります。

次に、今年度は、大分県での事件を受け、一

層の改善を図るため、受験生の成績を入力した

成績一覧表につきまして、第三者機関でありま

す人事委員会に点検を依頼し、これをもとに合

格者名簿を作成することとしたところでありま

す。さらに、合格発表を県庁ホームページでも

行うほか、標準解答の一般閲覧や答案用紙の保

存期間の延長等を行っております。また、来年

度の選考試験におきましては、第１次試験の筆

答試験の問題用紙の持ち帰りや、選考基準の公

表を行うこととしております。県教育委員会と

いたしましては、受験生を初め県民の皆様の信

頼にこたえるため、今後とも、公平公正で透明

性の高い教員採用選考試験を実施し、本県が求

める人材の確保に努めてまいる所存でありま

す。

次に、管理職任用についてであります。校長

や教頭の管理職任用につきましては、管理職を

希望する者を対象に日ごろの勤務状況を評価す

るとともに、県教育委員会の複数の幹部職員に

よる面接や論文試験を実施しております。その

結果をもとに、候補者の学校種別や学科等を踏

まえ、学校経営ビジョンや高いマネジメント力

など、管理職として必要な能力と資質を有し、

適任と認められる者について、県教育委員会が

厳正に管理職として任用しているところであり

ます。昨年度は、すべての学校種で864名が校

長、教頭を希望し、その中から83名を管理職と

して任用しております。また、教育委員会事務

局からも、日々の業務を通して学校管理職とし

ての能力を評価し、適任者を任用しているとこ

ろであります。

次に、特別支援学校高等部設置についてであ

ります。高等部の設置につきましては、本年２

月、学識経験者等から構成されます「宮崎県特

別支援学校総合整備計画」策定委員会から、

「障がいのある子どものそれぞれの地域での自

立と社会参加を推進する観点から、すべての高

等部未設置校で高等部設置について検討するべ

きである」という最終報告をいただいたところ

であります。また、地域で専門的な教育を受け

たいというニーズや高等部生徒数の著しい増加

などから、みなみのかぜ支援学校、都城きりし

ま支援学校小林校、日向ひまわり支援学校、児

湯るぴなす支援学校の４校の保護者や関係団体

より、高等部の設置についてたび重なる要望が

なされております。これらのことから、高等部

設置につきましては、現在策定を進めておりま

す宮崎県特別支援学校総合整備計画の中で、全

県的・総合的な視野に立ちまして、鋭意検討し

ているところであります。

次に、特別支援学校高等部卒業後のフォロー

アップについてであります。高等部卒業後に就

職した卒業生については、各学校の進路指導担

当者が、特別支援学校３校に配置されておりま

す「障がい児就職指導支援相談員」と連携しな

がら、事業所への定期的な訪問を通して勤務状

況を把握したり、職場への適応に向けて事業所

の担当者との情報交換を行っております。特に

本人が就労継続の意欲を失いかけている場合、

本人や保護者、事業所の担当者を交えて、作業

の方法やコミュニケーションのとり方、家族の

かかわり方などについて共通理解を深めるな

ど、職場定着に向けた取り組みを粘り強く行っ

ております。また、就職していない卒業生につ

いては、特別支援学校の進路指導担当者が、障

害者雇用コーディネーターや障害者就業・生活

支援センター等の関係機関と連携を図りなが

ら、就職に向けた支援に努めております。

平成20年９月18日（木）



- 57 -

最後に、再編整備に伴い、今後閉校を迎える

県立学校の跡地活用についてであります。県立

学校跡地につきましては、基本的には県の教育

財産としての活用は考えていないところであり

ます。したがいまして、県教育委員会といたし

ましては、現在の厳しい財政状況や再編に伴う

費用を勘案しながら、庁内各部局及び市町村の

意見を踏まえ、その取り扱いにつきまして検討

していきたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 お答え

いたします。

「振り込め詐欺撲滅総合対策本部」の設置の

意義についてでございます。全国の振り込め詐

欺をめぐる情勢は、本年７月末で、認知件数、

被害総額とも前年同期を上回っており、特に被

害総額につきましては、過去最高であった平

成16年の約284億円を大幅に上回る勢いで増加し

ているものと承知しております。本県におきま

しては、同じく本年７月末で、認知件数につい

ては昨年とほぼ同水準でございますけれども、

被害総額は前年同期を大きく上回っており、約

１億2,900万円に達しておりまして、全国と同様

に大変厳しい状況にございます。

なお、主に高齢者が被害に遭いやすい、いわ

ゆるオレオレ詐欺につきましては、振り込め詐

欺全体の１割程度を占めておりまして、具体的

にはことし11件発生をしております。被害総額

が約3,000万円という状況でございます。

これまで本県警察では、平成17年４月に「振

り込め詐欺合同捜査本部」を設置するなどしま

して、他の都道府県に先駆けて専従捜査体制に

よる検挙活動を推進するとともに、広報啓発活

動、あるいは金融機関との連携強化等による被

害防止対策を推進してきたところでございま

す。しかしながら、情勢がなかなか好転をしな

いことから、本年、去る８月18日付で、こうし

た旧体制を発展的に解消いたしまして、「振り

込め詐欺撲滅総合対策本部」を新たに設置し

て、全体の司令塔として、検挙活動を担当する

刑事部門と予防活動を担当する生活安全部門を

一元的に指揮する独任の参事官を配置して、組

織の総合力を結集した対策を、積極的かつ効果

的に推進することとしたものであり、頑張って

まいりたいと考えております。

次に、今後の被害防止のための取り組みにつ

いてでございます。１つは、広報啓発活動のさ

らなる推進であります。振り込め詐欺に関する

被害情報を、あらゆる広報媒体を活用して積極

的に発信して、広く県民の被害防止に向けた機

運の醸成を図るとともに、特に高齢者対策とし

て、巡回連絡あるいは交通安全教室等の高齢者

と直接向き合う機会を利用して、具体的で理解

のしやすい効果的な広報啓発活動を推進してま

いりたいと考えております。

２つ目が、携帯電話等犯行ツール対策につい

てでございます。振り込め詐欺は、御案内のと

おり、架空名義あるいは他人名義の携帯電話、

預金口座が必要不可欠な犯行の手段として使用

されていますことから、携帯電話事業者あるい

は金融機関と情報交換を密にして、これらを利

用する犯罪の摘発を強化するなどの取り組み

を、さらに強化してまいりたいと考えておりま

す。

３つ目として、ＡＴＭ対策でございます。金

融機関のＡＴＭを利用した振り込みが依然とし

て極めて多いことから、既に金融機関において

は、ＡＴＭディスプレーに注意喚起メッセージ

を表示するなどの対応を行っていただいており

ますけれども、さらに、警察官によるＡＴＭ設
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置場所への立ち寄り警戒、あるいは金融機関職

員による利用客への声かけなど、水際での被害

防止対策をさらに強化するとともに、ＡＴＭ利

用限度額の引き下げや、ＡＴＭ周辺での携帯電

話の利用制限など、金融機関と連携した諸対策

を推進してまいりたいと考えております。

なお、来る10月を「振り込め詐欺被害防止強

化推進月間」として、期間中、全国一斉に振り

込め詐欺の撲滅に向けた警察活動を強化すると

ともに、関係機関・団体と一体となった広報啓

発活動を推進していくこととしております。以

上です。〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 答弁ありがとうございまし

た。

多少時間がありますので、再質問させていた

だきますが、まず、入札制度改革についてお伺

いいたします。壇上からも述べさせていただき

ましたが、知事は、今９月定例県議会の提案理

由説明の中で、「入札・契約制度については、

今後とも、幅広く意見を伺いながら、改革を適

宜検証し、よりよい制度の構築に向け、必要な

見直しを随時行ってまいりたい」と述べられて

おります。そこで、これまでも県としては、最

低制限価格の引き上げや総合評価項目等の変更

を行ってきておりますが、その変更後、建設業

界からはどのような意見が届いているのかを、

県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設業界から

の意見でございますけれども、入札制度につき

ましては、最低制限価格を90％以上に引き上げ

ることや、予定価格を事後公表とすること、予

定価格2,000万円未満の一般土木等工事は指名競

争入札とすることなどの要望をいただいており

ます。また、総合評価方式につきましては、試

行件数の拡大や地域社会貢献に関する項目のさ

らなる見直しなど、さまざまな意見をいただい

ているところであります。入札制度改革に当た

りましては、従来より、制度の検証を行うとと

もに、建設関係団体等の御意見を踏まえ実施し

ているところでありまして、今後とも、幅広く

意見を伺いながら、よりよい制度の構築に向け

て一生懸命取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○丸山裕次郎議員 建設産業は、先ほど壇上か

ら言いましたとおり非常に厳しい状況に置かれ

ております。少しデータを述べさせていただき

ますが―先に進めさせていただきますが、い

ずれにしましてもスピーディーに改善をしてい

かないと―知事はいつも答弁の中で「建設業

者数は多い」という表現をされております。建

設業者が6,000社から5,000社程度に減ったとか

いうふうな話、約１割しか減っていないという

話をよく知事はされておりますが、実際、県土

整備部所管で仕事を請け負っている方の変動と

かを見ていただければ、どれだけ変わってきて

いるのかとか、実際の登録業者と県の仕事を請

けている業者の数というのがかなり違ってきて

いる。その辺もしっかりと分析をしていただか

ないと、一概に業者数が多いという発言は、非

常に混乱を招いていくのではないかというふう

に思っておりますので、その辺は検証していた

だきたいというふうに思っております。

続いてなんですが、入札制度となりますと、

建設業ということで、土木建設業を行っている

方を中心に大きく注目されているんですが、委

託業務関連の議論とか、マスコミ等の報道等も

少ないということがよく言われておりまして、

今回、あえて委託業務に関連して再質問を行わ

せていただきます。測量等の委託関連業務は、

県土整備を図る上での基本中の基本であろうと
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いうふうに思っております。しかし、急激な入

札制度改革、一般競争入札が入ったことにより

まして、低落札者や、県南の業者が県北の仕事

を受注したり、また逆のことがあるというこ

と、県北が県南に行っているということで、本

当にたすきがけになっている状況とかありまし

て、県において最低制限価格の設定や入札参加

要件の見直し等を行ったのですが、その後の入

札結果をどのように分析しているのかを、県土

整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設関連業務

につきましては、建設産業の健全な発展等を図

る観点から、昨年の10月に新たに最低制限価格

を設定したところであります。このうち、平

成19年度に条件付一般競争入札で実施しました

測量、補償コンサルタント業務で見ますと、最

低制限価格設定前の落札率は51.0％、設定後の

落札率は69.1％となっておりまして、18ポイン

ト程度上昇しております。しかしながら、最低

制限価格付近での入札や、くじ引きの多発とい

う入札状況等を踏まえまして、今回、予定価格

の事後公表を10月から試行することとしたとこ

ろであります。これらの状況については、多少

なりとも緩和されるものと考えております。

また、測量業務の入札参加資格要件につきま

しては、品質確保の観点から、本年６月に、業

務の規模に応じて配置技術者の要件を見直した

ところでありまして、今後これについては検証

をしていくこととしております。建設関連業務

につきましては、今後とも、入札・契約制度全

般の検証を踏まえ、総合評価方式やプロポーザ

ル方式など、多様な入札・契約方式につきまし

ても検討してまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 今、答弁にありましたとお

り、一応落札率は18％アップしたということで

すが、まだ69％で非常に厳しいという―現状

はそうであります。なおかつ、事前公表にされ

た関係で、くじ引きということが続いたもので

すから、経営が本当にできないという状況で、

今後、事後公表にしていただくことで大分変

わってほしいということでありますが、本当に

それで変わるのかなという非常な懸念もありま

す。このように経営が厳しい状況が続けば―

皆さんたちも記憶にあると思いますが―数年

前に姉歯事件がありました。姉歯事件は、経営

が厳しいから手を抜いてしまうという、あのよ

うな構造が起きたわけであります。このような

ことがひょっとしたら県内の測量委託業務の中

で起こる可能性もあると懸念をしております。

しかし、この測量設計関係の委託業務を請け

て実際工事に入るとなりますと、２～３年か

かって非常にタイムラグがあるものですから、

今のチェック体制がどうなっているのかと大変

心配であります。特に近年、土木技術力の低下

がよく言われているものですから、特に測量な

どは、非常に難しいのではないかと考えており

ますし、現場に一番近いものですから、測量は

県民の財産に大きく関係しており、もし何かあ

りますと大きなトラブルにもなるのではないか

というおそれがあります。先ほど言いましたよ

うに、トラブルがわかるのは数年後であります

ので、その担当者はいないと。ひょっとした

ら、今、受注している企業も、残念ながら経営

が厳しくなっていなくなっているかもしれない

ということであります。今の測量等の委託業務

の成果品チェックはどのようになっているの

か。どのような体制で行おうとしているのか、

お伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 測量設計等の

委託業務の成果品につきましては、おっしゃる
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とおり、その後に実施します工事の品質に大き

な影響を与えますことから、複数の職員による

監督や照査要領に基づく成果品のチェックを厳

正に行っているところであります。さらに、昨

年２月からは、測量設計等の成績評定を試行し

ておりまして、工程管理や品質管理等に関する

技術力と成果品の品質を評価しているところで

あります。また、今年度から、工事の円滑な施

工を図るため、工事着手前に発注者、施工者、

設計者による公共工事三者検討会を試行的に実

施しまして、この中で設計図面と現場との整合

性の確認などを行うこととしております。これ

らを通じて、今後とも、さらなる品質の確保を

図ってまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 先ほど、公共工事の三者検

討会を行うということでありましたが、発注者

は県でありますから別に構いませんが、施工者

も受注者であります。設計者となりますと、恐

らく、１年前とかにやっていたことで出てくれ

ということになりますと、これはサービスをさ

せられるという形にもなりかねないというふう

に思っております。その辺は十二分に検討して

いただいて、これまでもかなりサービスをさせ

られているという話を聞いており、そのような

ことが経営を圧迫しているというふうに聞いて

おりますので、しっかりとした形で取り組んで

いただいて、なおかつ確実なチェック体制をお

願いしたいというふうに思っています。

測量関係の最後になりますけれども、測量関

係業務のあり方について質問してまいりました

けれども、測量設計業務の健全育成を、実際ど

のように県としては考えているのかお伺いいた

します。

○県土整備部長（山田康夫君） 測量設計関連

業者の健全育成を図るためには、技術者の技術

力向上が不可欠でありますことから、財団法人

宮崎県建設技術推進機構等を通じまして、技術

研修を実施しているところであります。さら

に、測量設計関連業者の技術力を適正に評価す

ることが必要なことから、測量、建設コンサル

タント、建築設計及び地質調査における成績評

定を昨年２月から試行し、順次拡大してきたと

ころでありまして、これにつきましては、平

成21年度から本格的に導入することとしており

ます。今後は、これらの成績評定のデータの蓄

積を図りながら、価格に加えて技術力等を評価

する総合評価方式の導入を検討するなど、技術

力にすぐれた企業が伸びていける環境づくりを

進めてまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 本当に健全に育成できるよ

うに、御努力をお願いしたいと思います。

本県には今、台風が近づいていまして、本当

に被害が少なければいいがなと心配をしておる

んですが、しかし、宮崎県は山間地域を抱えて

おりまして、いつ災害が起きるかもしれません

し、なおかつ高速道路等の公共工事の整備もさ

らに進めていかなくちゃいけないというふうに

思っております。そうなると、やはり公共工事

というのはなくなるものではないというふうに

思っておりますし、現場で一番支えている人材

育成が重要だと私は思っております。その中

で、これまでも大きな人材育成の場として産業

開発青年隊があったんですが、知事の英断によ

りまして平成21年度までは継続する、その後は

基本的には民間のほうに委託を考えながらやっ

ていただくということなんです。私は一義的に

は、人づくりといいますのは県がしっかりやる

べきだというふうには思っているんですが、平

成22年度からは民間のほうに検討していくとい

うことであります。現在、具体的にどのような

平成20年９月18日（木）



- 61 -

検討を行っていて、人づくりも含めてどのよう

にしていこうと考えているのか、県土整備部長

にお伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 産業開発青年

隊につきましては、近年の厳しい入隊者の状況

等も踏まえ、社団法人宮崎県産業開発青年協会

に業務を委託する中で、平成21年度までの２年

間を暫定検討期間と位置づけまして、平成22年

度からは民間運営に移行することとしておりま

す。このため、運営経費の大幅な削減に取り組

むとともに、民間運営の前提となる入隊者の確

保を図るため、本年度は、入試制度の大幅な改

善、募集用ポスターの全面的な刷新、学校訪問

の徹底など、募集活動の一層の強化を図ってい

るところであります。さらに、建設技術センタ

ーについて、将来を見据えた効率的な業務への

再構築を図るために、部内に課長補佐級等の職

員で構成されたワーキンググループをこの４月

に設置しまして、この中で産業開発青年隊の民

間運営についても、建設業関連団体等とも意見

交換を行いながら、鋭意検討を進めているとこ

ろであります。現時点では、関係団体からは、

みずからが運営主体になることや、経費の一部

を負担することなどについて厳しい状況にある

との意見をいただいておりますが、基幹産業で

ある建設産業の人材育成は大変重要であります

ことから、今年度の応募状況等の県民ニーズを

総合的に勘案しながら、さまざまな可能性につ

いて探ってまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 やはり人材育成というのは

重要でありますので、真剣に取り組んでいただ

きたいと思いますし、先ほども言いましたが、

一義的にはやはり県がしっかりやっていただき

たい。県がやれないものを民間にやらせるとい

うのも、本当はおかしいという気もしますの

で、十二分に検討しながらやっていただきたい

と思っております。去る９月12日に、建設業協

会、県産業開発青年協会、宮崎県産業開発青年

隊青友会の３隊が、部長のところにも要望等を

しました。しっかりとした体制づくりをしてい

ただきたいというふうに思っています。

一連の入札制度についてなんですが、知事の

ほうにお願いなんですが、業界からは、「いつ

まで頑張ればいいんだ。出口が見えない」とい

うことであります。出口の見えない努力が一番

つらいということであります。知事も、恐らく

下積みの時代とかあって苦労された時代がある

と思います。そのときに、やはり光が見えるこ

とによって努力をするというふうなこともあり

ますので、しっかりとした総合的な、ソフトラ

ンディングを含めてやっていかないと、今の経

済がつぶれてしまうというふうに思っておりま

す。これは、岩手県の資料も出させていただき

ましたが、ソフトランディングという大きなこ

とも、本当に新分野に移転できるのか、これは

なかなか難しい問題でありますので、これは真

剣に取り組んでいかないと、貸し渋りもはっき

りありますので、なかなか移行できないことを

踏まえながら、県としては取り組んでいただき

たいというふうに思います。

次に、農商工連携についてお伺いします。

「連携」という言葉は非常にいい言葉であるの

ですが、本当にできるのかなと。縦割り行政を

排除してやるということでありますが、連携と

いう言葉は簡単な言葉でありますが、難しいプ

ロセスもあるというふうに私は思っております

ので、具体的に県としてはどのように取り組む

のか、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○坂口博美議長 執行部は、大体目安の答弁時

間をオーバーしておりますので、手短に早くお
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願いします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 農商工連

携を進めるためには、農林漁業者と中小企業者

が、相互の経営資源を活用しながら事業効果を

発揮していくという必要がありますので、いか

に連携するパートナーを探してマッチングさせ

るかが重要だと思っています。このため、地域

力連携拠点に指定されております県産業支援財

団では、金融機関とか農業団体などと連携しま

して、新たに配置されたコーディネーターによ

る相談への対応、専門家の派遣、あるいは農林

漁業者や中小企業が持つ事業ニーズや技術シー

ズ、それらのマッチング等に取り組んでいると

ころでありますし、今後とも取り組んでいくこ

ととしております。また、事業の案件を掘り起

こすには、県の農林振興局や試験研究機関な

ど、さらには市町村、ＪＡ、商工会議所・商工

会など第一線の現場が有します地域での取り組

みなどの情報を収集し、共有することが重要で

ありますので、これらの関係機関と密接な連携

を図っていきたいというふうに思っておりま

す。

○丸山裕次郎議員 掘り起こしの件であります

けれども、どうしても地域の中に入りますと井

の中のカワズになってしまいがちなものですか

ら、できれば他の目線から掘り起こしをやって

いきたい。特に、ブームをつくっていくのは女

性の目も非常に大きいと、私は食べ物について

は特に思っているものですから、女性の目を活

用させていただきながら、できれば農政とか商

工とかいう目線ではなくて、県民政策部がもっ

と掘り起こしに関しては中心になってやってい

ただければ幸いかなというふうに思っておりま

す。

最後になりますけれども、御要望をさせてい

ただきます。公社等の改革についてであります

けれども、先ほど天下り等について答弁があり

ましたが、これは何となく本当にそうだと。こ

の団体の中にも、知事が理事長なりをしてトッ

プであるのに、知事が要請してまたそこに人を

送るとか、非常にあいまいな形があるのではな

いかというふうに思っています。他県と比べる

と確かに進んでいる面もありますが、まだまだ

チェックすべきところがあるというふうに思っ

ております。また、出資金にしても、ある団体

には20億円近い資金があるんですね。本当にこ

れがいい形で使われているのか疑問であります

し、本当にこれは埋蔵金ではないのかというふ

うにも思っております。いずれにしましても、

公益法人改革が進めば、いずれはこの出資金は

すべて整理しなくちゃいけない時期が来るとい

うふうに思っておりますので、しっかりと知事

のリーダーシップのもとに、これは取り組んで

いただきたいかなというふうに思っています。

最後ですが、特別支援学校のことについてで

あります。教育委員会のほうでは、いろいろと

御努力されながら調査等も進んでいるというふ

うに認識しておりますが、なかなか財政面が厳

しいということで、具体的には進んでいないと

いうことであります。財政も厳しいことはわ

かっておりますが、先ほど言いました公社等の

改革、50億円以上の資金が委託料なりで行って

おりますので、もう少しこの辺をうまく工夫し

ていただければ、予算、財政的な裏づけもでき

るのではないかというふうに思っておりますの

で、しっかりとした形で取り組んでいただきま

すようにお願い申し上げまして、私の代表質問

を終わります。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。
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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。

きょうは、これで散会いたします。

午後３時６分散会
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