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平 成 2 0 年 1 2 月 1 0 日 ( 水 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（45名）
5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 川 添 博 （無所属の会）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 高 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 廣 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 井 本 英 雄 （ 同 ）

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 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 水 間 篤 典 （ 同 ）

47番 中 村 幸 一 （ 同 ）

48番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 星 原 透 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

県 民 政 策 部 長 丸 山 文 民

総 務 部 長 山 下 健 次

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

環 境 森 林 部 長 高 柳 憲 一

商工観光労働部長 高 山 幹 男

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 高 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 大 重 都志春

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 大 野 俊 郎

事務局職員出席者

事 務 局 長 石野田 幸 蔵

事 務 局 次 長 弓 削 孝 幸

総 務 課 長 田 原 新 一

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 桑 山 秀 彦

議 事 課 長 補 佐 孫 田 英 美

議 事 担 当 主 幹 日 高 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二



- 282 -

◎ 一般質問

○坂口博美議長 ただいまの出席議員44名。定

足数に達しておりますので、これより会議を開

きます。

本日の日程は、昨日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。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 社会民主党

の太田清海でございます。

私ごとではありますが、私には４人の子供が

います。みんな20歳以上になりまして、巣立っ

ていきました。私は、自分の子供をこの世の中

に送り出すことに大変不安を持っておりまし

た。かわいそうだなという思いがありました。

例えば、いじめられたりせんだろうかとか、逆

にいじめたりせんだろうかとか、そういう思い

がありました。最初生まれた長女に、私はそう

いう思いがあったものですから、「友達をいじ

めたらいかんよ」ということを常々言っており

ました。小学校時代にその長女が、「友達をい

じめても全然おもしろくないよ。みんなと仲よ

くすることが一番楽しいよ」と言ってくれたこ

とが、何かほっとすることでした。

その長女が中学生になって、家に体の大きな

女の子を連れてきておりました。聞くところに

よると、その女の子は、家が貧しくて、ふろに

入らなかったんでしょうか、体のにおいがする

ということで、みんなからいじめられていたそ

うです。長女は、その子を家に連れてきていた

わけですが、いじめられている現場で立ちはだ

かって、そのいじめをとめるような勇気はな

かったようですけれども、家に連れてきて遊ん

でいたということはいいことだなと思っており

ました。

そしてまた、３年生のときでしたけど、ある

寒い冬の晩、家に帰ったら、その女の子とこた

つで勉強しておりました。「どしたこつか」と

いうふうに聞いたら、「あしたは県立高校の入

試だ」と言うんです。ちょっと見ちゃらないか

んかなと思って、その女の子と２人で勉強して

おったものですから、見ましたところ、その女

の子の学力がなくて、単語も知らないというよ

うな状況で、この子は不合格になるんじゃない

かと思って心配で、たまたまそのときその子が

持っていた理科のテキストを出して例題を解い

たわけですが、カロリーの計算でした。翌日、

テストを受けたところ、私がたまたま説明した

その例題がそのまんま、本当に出ていたそうで

す。だから、その女の子は喜んで、うちの娘の

ところに飛び込んできて、「きのうおじちゃん

から習った問題がそのまま出ちょったね」と

言ってきたそうです。その子は合格しました。

そして、高校を卒業して、今は看護師の免許を

取って大阪方面でばりばりと働いています。

その後がまた問題だったんですが、うちの娘

も卒業しまして、就職したんですが、実は20歳

過ぎになって、結婚したいと言ってきました。

相手はどんな人かと聞いたら、自分よりか15歳

も年上で、しかも子供が３人おるというんです

ね。これはどしたもんじゃろかいと思って、

「どうしてそういう人と結婚すっとか」と聞い

たら、「３人の子供がかわいそうでたまらん」

と言うんですね。それを言われたら反対するわ

けにはいかんものですから、「おまえ早う結婚

しちゃれ」と言って結婚させました。それを話

したのは自動車の中で、駅まで送る途中だった

んですが、おりるときに助手席のドアを閉めな

平成20年12月10日(水)
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がら、「お父さん、ありがとう」と言ってくれ

ました。それが本当によかったなと思っていま

す。その娘も今、10年たちましたので、自分の

子供を３人産みました。ですから、前の人のお

子さんが３人で、合わせて６人、一生懸命育て

ております。それを思うと、人間社会というの

は、やっぱり助け合うこと、ほのかでもいいか

ら、みんなで助け合うということを、私たち

が、特に政治の場でも、できるだけそういう方

向に持っていかないかんのじゃないかなという

ことをつくづく感じております。ということを

前置きしながら、質問に入りたいと思います。

まず、市町村合併についてであります。

私が平成15年に初めて議員になってここに登

壇したときに、合併については問題があるん

じゃないか、特に宮崎県という地域では、合併

に、「それやれ」ということで突入していくこ

とについては問題があるんではないかというこ

とで、私は常にこれまで、それに対して立ちど

まってちょっと考えてみようという立場で、

ずっと松形知事のときから言ってきました。資

料を渡しておりますが、特に宮崎県では当時、

市町村数が44。福岡は97、長崎は79、熊本は94

とか、かなりな数字であったわけです。宮崎県

の場合は、昭和の合併でもう合併がなされてき

ているんじゃないか、そういう思いからもそう

いう気持ちを伝えたわけですが、合併の移り変

わりを見てみますと、隣の大分とか長崎あたり

では今どうなっているのかなという感じもいた

します。

平成20年10月に、全国町村会から研究会報告

書が出されました。平成の大合併について、100

ページにわたる報告書であります。ダイジェス

ト版もついておりますので、簡単に読み解くこ

とはできるんですが、全国町村会ですから、自

治体のプロであります。そういう人たちが出し

た意見書、報告書でありますが、その中には、

市町村を合併に向かわせたのは財政問題、それ

から国、府県の強力な指導があったからだとい

うマイナスの問題、それからプラス、明るい光

の部分ももちろん述べてあります。しかし、合

併によって生じるさまざまな問題もこの中で述

べられておるわけです。私は、宮崎県において

も、こういったものがまた検証されるべきでは

ないかなと思っておりますが、まず知事の合併

の報告書を見ての所感を伺いたいと思います。

後は質問者席で質問をさせていただきます。

（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

議員の娘さんの結婚のケースと合併問題とつ

なげたあたりは、すばらしい着眼点じゃないか

と思っております。市町村合併についてであり

ます。本年10月の全国町村会の合併に関する報

告書につきましては、合併の効果や影響等につ

いてまとめられたものでありますが、県といた

しましては、市町村合併に対する一つの見方を

示されたものと認識しているところでありま

す。

合併した市町においては、合併後、特に福祉

サービス部門の充実や、道路・下水道といった

社会基盤の整備などが進んだという御意見を伺

います。一方では、今回の報告書にありますよ

うに、行政と住民の距離感が拡大したとか、役

場との一体感が希薄になったという声も聞かれ

るところであります。いずれにいたしまして

も、これからの市町村には、多様化する住民の

ニーズに的確に対応できる行財政基盤の維持・

確立が不可欠であります。県といたしまして

は、その有効な方策である市町村合併の円滑な
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推進が図られるよう、支援に努めてまいりたい

と考えております。以上です。〔降壇〕

○太田清海議員 これまでの一般質問の中で知

事の答弁を、合併の問題、それから道州制の問

題等で聞かせていただきましたが、答弁の中で

使われた言葉で、「合併、それから道州制とい

うもので疲弊した地方をよみがえらせる必要が

ある」という答弁もなされておるようです。合

併によって地域をよみがえらせるということが

どういうことなのかなというふうにも思うんで

すが、市町村役場をその地域に存続しておくと

いうのは、私は、ある一つのまた別な公共投資

ではないかなというふうに思うわけです。そう

いうところが引き揚げられて、予算もおりない

といいますか、建設業者がそういうことでまた

悩んでおられるということも聞きます。生き生

きとした、疲弊しない地方をつくるという意味

では、果たしてどうだったのかなと思います

が、知事としては、合併の影の部分というのは

何か感じておられるところはありますか。

○知事（東国原英夫君） 合併は、意思として

は、住民の皆さん、そこに住んでいらっしゃる

方たちの基本的な意思が尊重されなければいけ

ないと思っております。合併は、国の財政的な

逼迫というような状況を解消するための施策で

あってはならないと思っております。合併する

からには、その地域住民にメリットがある、そ

して広域連合というメリットを最大限に生か

す、あるいはマンパワーを生かすといったもの

がなければいけないと思います。合併問題は、

それぞれ各地方においてメリットとデメリット

が出ている現状でございますので、そういった

ものは今後、十分検証なされなければいけない

と考えております。

○太田清海議員 わかりました。できるだけそ

ういう形になっていかないかんだろうとは思う

んですが、合併と道州制の関係、知事はその関

連とか何かお考えがありますでしょうか。合併

と道州制の関係というのを……。というのは、

先ほど言いました全国町村会の研究会の名前

が、道州制と町村に関する研究会というふうに

なっておるものですから、知事に、道州制との

関係をお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 道州制につきまして

は、国や全国知事会など、さまざまな機関で議

論がされておりますが、今後、制度の仕組み等

の検討が本格化していくのではないかと考えて

おります。将来、道州制が導入された場合、現

在の県という垣根がなくなります。市町村その

ものが厳しい地域間競争にさらされて、その中

で生きていくことになろうかと思います。その

ため市町村には、行財政基盤の確立を図り、活

力ある市町村としての総合力、体力をつけてい

ただく必要があるのではないかと考えておりま

す。市町村合併というのは、体力をつける方策

の一つだと考えております。

○太田清海議員 体力をつけるということであ

りますが、果たして本当に体力がついていくの

かどうか、今からその辺が問われていくだろう

と思っております。

ここでちょっと見方を変えて、認証保育所と

いうものがテレビ等で報道されたものですか

ら、認証保育所という制度について福祉保健部

長にお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 認証保育所と

いいますのは、児童福祉法に基づく認可保育所

とは異なりまして、東京都が、待機児童の解消

など、大都市の保育ニーズにこたえるために保

育室の面積基準を緩和するなどの独自の認証基

準を設けて、設置を認めている保育施設であり

平成20年12月10日(水)
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ます。

○太田清海議員 東京都が独自に基準を設けて

ということでありますが、ちょっと調べてみま

すと、例えば東京都だけでつくった認証保育

所、普通は認可保育所と言います。これは認証

保育所というような形で呼ばれているようです

が、駅前につくるとか、厚生労働省の基準とは

また違う、緩やかな、東京都に住む住民のニー

ズにこたえてつくられたんだろうと思います。

私がテレビで見たのは、お母さんがだっこして

子供を連れていこうとして、認証保育所という

ところに行ったところ、張り紙がしてあって、

もう閉鎖しましたということなんです。行政の

継続性とか公平性とか、いろいろあると思いま

すが、住民に継続して安定的に供給するという

のが公のサービスだろうと思うんです。それ

が、いかにも英語の学習塾みたいな、授業料だ

け取って、いつの間にか閉鎖しておったという

ような話もありますが、行政がそういうことで

あってはならんと思うんです。そういう認証保

育所というもの等も、東京都で考えられたこと

なんですが、分権分権と言いながら、国でき

ちっと基準を守っていかなければならない分野

もあるかもしれません。そういう分権に対する

いろんな角度からの議論があってもいいと思う

んです。道州制に向けては、まだ十分な国の方

針なんかも示されていないようですから、まだ

その議論にはなっていないかもしれませんが、

例えばそういうこともあるということで、宮崎

県においても、平成の合併に向けての検証をす

るべき時期に来ているんではないかと思うんで

す。知事、その辺はどうでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 合併の検証でありま

すが、県におきましては、合併した市町に直

接、職員が出向きまして、意見交換を行うとと

もに、国や県の支援策を活用したまちづくりに

努めているところであります。これまでに合併

した市町においては、一体性の確立と均衡ある

発展に向けて各種事業に取り組んでいるところ

でありますが、その取り組みはスタートしたば

かりでありまして、合併の効果があらわれるに

は、いましばらくの時間が必要かなと考えてお

ります。県といたしましては、今後とも、市町

村や地域住民の皆様の御意見に耳を傾けなが

ら、合併後のまちづくりに引き続き支援をして

いきたいと考えております。

○太田清海議員 いましばらくということであ

りますが、ぜひ検証をしていただきたいと思い

ます。

実は、お手元に配っておりますが、資料の中

に、交付税算定の特例というのがありまして、

合併算定替という制度の説明があります。旧

法、新法で少し違いますけれども、合併した場

合は、普通交付税については、毎年算定した普

通交付税の額を保障しますと、言葉ではなって

います。毎年算定した額ということであれば、

三位一体改革等で交付税はどんどん下がってお

りますので、総務省が示している合併算定替の

グラフ、これは言葉では間違いはないと思うん

ですが、多少、グラフのかき方としては間違い

があるんではないかなと思いました。調べてみ

ますと、北川町の住民説明会で説明された資料

の中では、合併算定替による交付税の増加額と

いうところが、イメージとしてはずっと下がり

ながら、後は段階的に５年計画で落ちていくと

いうことであります。私は、イメージとして

は、総務省が示しておる普通交付税の額の、平

行移動したこのグラフはちょっとまずいんじゃ

ないかなというのも感じました。住民に説明す

る場合とか資料を提出する場合、正当にプラス
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マイナス含めて示していって、住民、県民の正

当な判断をいただくという作業は絶対必要だと

思うんです。そういうことで、これは参考に挙

げさせてもらいました。検証をいましばらく

待ってほしいということでありますが、ぜひそ

ういう視点で、プラスマイナスも含め説明して

いただきたいと思っております。

次に、消防の広域化の問題についてお尋ねを

いたします。

消防広域化の県の取り組みの現状についてお

伺いいたします。どういう状況であるかという

ことです。

○総務部長（山下健次君） 近年の災害あるい

は事故の大規模化、多様化、また人口減少、高

齢化の進展によりまして、地域防災力が低下を

しております。こういったことに対応するため

に本年３月に、「宮崎県市町村消防広域化推進

計画」を策定いたしました。この際、推進計画

については、広域化の組み合わせについて関係

者の意見の一致を見なかったことから、県全体

を１消防本部体制、もう一つは３つの消防本部

体制、この２通りの組み合わせを記載しており

ます。現在、この２通りの組み合わせにつきま

して、消防本部等の関係機関と、具体的メリッ

トあるいは組み合わせの有効性、課題等の検討

を行っているところでございます。組み合わせ

の決定に当たりましては、今後とも、市町村や

消防本部等関係機関と十分に協議を行ってまい

りたいと考えております。

○太田清海議員 消防行政の広域化について

は、国からも、ある程度のモデルを、30万人と

いう数字を示しながら、それで割ったらどうだ

ろうかということを示されております。これ自

体は、大都会の人口が満遍なく密集していると

ころでは成り立つかもしれないけれども、宮崎

県という、いろんな谷沿いがあったりする、集

落がいっぱいあったりするところでは、この広

域化については、国が示されたとおりのやり方

はなじまないのではないかなというのを、まず

基本的に私は感じるんです。ただ、今、総務部

長が言われたように、宮崎県としての結論はい

つまでに出されようとしているのか、お尋ねい

たします。

○総務部長（山下健次君） 広域化に当たりま

しては、関係機関が共通の認識を持つことが大

変重要でございますので、いたずらに拙速に走

ることなく、さらに議論を深めた上で、可能な

限り速やかに決定してまいりたいと考えており

ます。

○太田清海議員 なかなか困難をきわめている

のかなという答弁であります。可能な限りとい

うことでありますが、そういう悩ましい問題だ

ろうなと思います。早く結論を出せということ

かどうかわかりませんが、今のままで十分機能

できるなら、今のままがいいんではないかなと

は思います。ただ、議論の中で、ことし６月に

我が会派の満行議員が質問した中で、広域化す

ることによって重複投資の回避が可能という言

葉だけを言われて進んだものですから、重複投

資の回避が可能ということの意味について、も

う一回お尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） せんだって、広域

化のメリットの一つとして、重複投資の回避が

可能ということを申し上げました。例えば指令

台の整備、これは多額の経費を伴います。例え

ば、10万人未満の場合には国庫補助基準で約2.1

億円、それが40万人未満の場合には約3.1億円。

ですから、2.1億を２つそろえるより、40万人未

満の場合は少額で済む、こういったことでござ

いまして、本部を統合することにより、これま
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で消防本部ごとに整備していたものを新たな１

ないし３の本部で整備すれば足りるということ

で、大きな経費節減が可能になるということで

ございます。またさらに、高度な救助資機材あ

るいは訓練施設等につきましても、共同利用を

行うことによりまして経費節減につながるとい

うのがございます。さらに、広域化によりまし

て、消防本部の財政規模も当然大きくなりま

す。このことから、より高度な施設、あるいは

資機材等の計画的な整備も可能となるというこ

とで、住民サービスのさらなる向上につながる

というふうに考えております。

○太田清海議員 本部機能とか、そういったも

のが統合されてスケールメリットが働くという

ことは理解できるんですが、資機材についても

そういうスケールメリットが働くというような

イメージを説明で受けるんです。本部機能を統

合しても、車が実際出ていくときに、谷沿いの

町とか村に行かないかん、３分以内に行かない

かんとか、そういう時間的な制限があったりも

するわけです。資機材というと、自動車も含ま

れる、高規格の車とかいうのもあろうかと思い

ますが、資機材については、本来、各署に満遍

なくあることのほうが消防機能としては充実す

るんじゃないんですか。私は、資機材というの

は、スケールメリットには当てはまらないん

じゃないかと思うんですが、いかがでしょう

か。

○総務部長（山下健次君） 資機材というの

は、今申し上げた指令台等も含みますけれど

も、消防車につきましても、高規格消防車等は

非常に高価なものでございますので、広域でそ

ろえる、あるいは機能の高いものをそろえると

いうことが、当然可能になってくるというふう

に考えております。

○太田清海議員 私は、機材というものは満遍

なくあるべきではないかなと。消防の特殊性か

ら、すぐに出ていかないかん、そしてすぐ対応

せないかんという意味では、そういう機材等は

各地区に満遍なくあるというのが基本でないか

なと思っております。

それから、本部機能が統合された場合、消防

通信関係でいろんな事故については、自宅から

電話したりする人もおるだろうし、ほとんどが

携帯電話だろうと思うんです。自宅からの場合

は、ある程度、最近の技術の発達によって、

ぱっと画面に地図が出て、どこから発信された

ものであるかわかるというのは、私も見たこと

があるものですから、理解できるんですが、携

帯電話からの通報というのは、例えば１本部機

能になって、延岡の人が宮崎の本部に電話した

ときに、字名で言ったときにはわからんと思う

んです、「どこどこで事故が起こっておるよ」

ということを言われても。その辺の携帯電話の

対応はどうでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 携帯電話からの119

番通報は、従来から発信位置を確実に把握する

ことが困難でございまして、各消防本部とも苦

慮していたというのが現状でございました。こ

ういったことから、昨年４月から、携帯電話か

らの119番通報に係る位置情報通知システムの運

用が開始されまして、本県では、延岡市の消防

本部が導入をしております。このシステムで

は、衛星で位置を確認できるＧＰＳ機能のつい

た携帯電話の場合には、発信位置が10数メート

ルの範囲内で特定できるということでございま

す。また、通常の携帯電話からでも、ちょっと

範囲は広くなりますけれども、数百メートルか

ら数キロの範囲内で絞り込むことが可能という

ことでございます。これ以外にも、まだ本県に
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は導入がございませんけれども、電柱とか自販

機の登録番号で発信位置を検索できるシステム

もございます。

○太田清海議員 ＧＰＳ機能で捕捉されるとい

うことでありますが、それがどれだけ普及して

いくかという問題もあると思うんです。私は

持っていないものですから、意味がわからない

んですが、そういうものかなと思います。

もう一つ、消防広域化の組み合わせで、私た

ち社民党としては、地域医療圏に合わせて７ブ

ロックでやったらどうかと。都会で適用するよ

うな30万人とかいう構想だけじゃなくて、宮崎

県ならではのという意味では、地域医療圏に合

わせて７ブロックで分けたらどうかという提案

をしておるわけですが、いかがでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 確かに、地域医療

圏に合わせれば７ブロックということになりま

すけれども、先ほど太田議員も御指摘のよう

に、国の基本指針では、管轄人口30万人以上と

いう目標規模、それから本県におきましては、

非常に小規模な消防本部が多い上に、７町村が

消防非常備である、そういった事情を考慮する

と、県内すべての地域の安心・安全を確保して

いくためには、スケールメリットが有効に働

く、できるだけ大きな枠組みの消防本部体制を

構築していく必要があるというふうに考えてお

ります。こういったことから、推進計画では、

広域化対象市町村の組み合わせにつきまして、

県内１ないし３の２通りの組み合わせを記載し

ております。広域化の組み合わせにつきまして

は、さらに今後とも、市町村、消防本部等と十

分協議してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 ぜひ宮崎県ならではの、いい

意味での組み合わせを模索していただきたいと

思っております。

消防に関しては最後の質問になりますけれど

も、今言われた消防非常備の町村の常備化をど

う図っていくかということが、今からの課題で

もあると思うんです。広域化に伴い常備化を働

きかけていくという答弁を、満行議員の質問に

対して６月議会でされておりますけれども、実

際どのように進めていくのか、それから関係首

長の意見をどうまとめていこうとされているの

か、その辺をお聞かせください。

○総務部長（山下健次君） 従来から非常備町

村に対しましては、常備化に向けた働きかけを

行ってきておりますが、今年度、特に非常備町

村に対しまして、常備化に向けた取り組みへの

助成を行うことといたしております。現在、非

常備町村におきまして、常備化の必要性に対す

る認識が徐々に高まってきており、一部の町村

におきましては、常備化に向けた、関係消防本

部との具体的な協議が始められたところでござ

います。県といたしましても、今後とも、現在

進めております市町村消防の広域化とあわせま

して、関係市町村に積極的な働きかけを行って

まいりたいと考えております。

○太田清海議員 常備化を図っていくというこ

とは、歴史的にはずっとこれまでもやられてこ

なきゃならんかった問題だと思うんです。私

は、今回、医療問題も挙げておりますが、県と

関係市町村との関係は、前に転がるように転が

るように、県が助言をしたり、いいところで手

を差し伸べたりとか、そういう形があって、理

想に持っていこうという努力が、職員と言った

ら失礼かもしれませんが、県行政のほうにも何

かあるべきではないかなという思いがしており

ました。常備化を図っていくということを、ぜ

ひ努力していただきたいというふうに思ってお

ります。
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次に、地域医療の問題についてお尋ねをいた

します。

特に、私は県北延岡の出身でありますので、

県病院の問題等については、議員になったと

き、初めての質問でも取り上げさせてもらいま

した。延岡市の意向を酌んだりしていろいろ折

衝してみますと、当時、新人議員でもあった関

係か、なかなか県の職員の人たちと意見が―

先ほど言いましたが、理想に向かって進ませて

いくという意味で、何か回らないものを感じて

おったわけです。そういう意味では、県と関係

市町村、延岡市と常に、「じゃ、こういうふう

にしようか」という、何かそういう回っていく

ような協力をしていこうじゃないかということ

で、働きかけていくべきではないかというふう

に思っております。これは福祉保健部長になり

ますけれども、現状等を含めて、そのあたりは

いかがでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県北の医療に

ついてであります。県北地域においては、初期

救急医療体制が十分でないという状況もありま

して、２次、３次の救急医療を担う県立延岡病

院に、初期救急患者を含む多数の患者が集中す

る。そのことによって、数少ない医師に過重な

負担がかかり、医師が疲弊し、医療現場を去る

ということが懸念されるなど、大変厳しい状況

にあります。こういう中で、延岡市の呼びかけ

で延岡市医療問題懇話会が設置され、県―こ

れは福祉保健部ですけれども―それから病院

局、延岡市、地元医師会等が同じテーブルに着

いて、救急医療のあり方等についてさまざまな

角度から真剣に議論をしているところでありま

す。初期から３次の救急医療体制を構築するた

めには、各関係機関が役割を分担しながら、相

互に連携していくことが不可欠であります。県

といたしましては、県北の救急医療を確保する

という延岡市との共通目的を達成するため、今

後とも、地元と十分話し合い、協力しながら、

全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○太田清海議員 悩ましい問題ではあるんです

が、これは国の制度の問題もありますから、そ

の余波をもろに受けているんじゃないかと思い

ます。資料でも出しておりますが、県内の救急

告示病院の搬送件数一覧表というのをお手元に

配っておりますけれども、公立病院だけ名前入

りで挙げました。その他のところは民間病院等

があるわけですが、「おまえのところは努力し

ちょらんじゃないか」というような、よから

ぬ、変な誤解があってもいかんものですから、

名前は伏せさせてもらいました。

ただ、ここで言えるのは、例えば県立延岡病

院は、平成19年は2,470名の方の搬送を受けてい

るということであります。県病院の人たちが一

生懸命受けて努力している、大変な仕事をされ

ているという証明にもなろうかと思うんです。

これを見たときに、延岡市の職員、そして県の

職員を見たときに、「どうにかせないかんよ

ね」ということで、お互いに意見を出し合うと

か、行政がうまく回っていく方向に助言をする

とか、何かそういうことをやっていただきた

い。今言われている懇話会で、その辺が出され

ているのかなとは思いますが、先生たちが疲弊

していくというのは、ここでも十分わかるだろ

うと思うんです。そこを、私たち議員としても

知恵を出しながらやっていかないかんと思いま

す。ぜひ、お互いに提案しながら回していく、

延岡がこの辺をしてくれるといい、県はここが

できるよというような、何かそういう議論に

なってほしいなと思っております。
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そういう一面もあるかもしれませんが、県や

延岡市が協力して、今回、延岡病院新キャンペ

ーンで、かかりつけ医を使おうじゃないかとい

うのをやりました。実は、私たち社民党の街頭

宣伝といいますか、市民向けに訴えるときに、

このかかりつけ医の問題も含め、延岡市で訴え

させてもらいました。「かかりつけ医を使いま

しょう。つくりましょう」ということで。そう

いうキャンペーンもやられたわけですが、その

成果をお聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） ただいま議員が

御指摘のように、４月25日に、知事、延岡市

長、県北選出の県議の皆様合同で、こういう呼

びかけといいますか、キャンペーンをスタート

したわけでございます。このキャンペーンによ

り、ことしの４月から10月までの県立延岡病院

の救急の外来患者は、昨年度同期に比べ、約３

割減少するなどの成果が得られております。ま

た、このキャンペーンを契機に、医師への過重

な負担が地域医療体制の崩壊に直結する極めて

深刻な問題である、こういった意識が高まりま

して、延岡市では、ことしの７月から延岡市夜

間急病センターの診療時間が延長されますとと

もに、日向市では、来春から初期救急診療所の

開設が予定されるなど、地元との協力体制が図

られてきているものと認識いたしております。

今後とも、県民の救急医療に対する意識啓発に

努めまして、県民の皆様が安心できる救急医療

提供体制を維持していけるように、地元市町村

や医師会等と連携してまいりたいと考えており

ます。

○太田清海議員 本当に病院は危機的な状況で

あると認識しておりますので、何とか知恵を出

しながらいきたいというふうに思っておりま

す。

次に、高千穂線鉄道施設整理基金条例が今回

上程されておりますけれども、これについてお

尋ねをいたします。

実は、地元でも新聞報道されましたが、ＴＲ

の列車が分解されて処分されているという写真

も出まして、私も株主の一員になっておるもの

ですから、本当に残念な思いがいたします。今

回、条例で設置するということになっておりま

すが、その積み立て計画等についてお伺いをし

たいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 高千穂線沿線

の自治体では、高千穂鉄道から寄附を受けた施

設につきまして、まず第一に、有効活用に努め

ることといたしておりますが、中には、活用が

困難で撤去せざるを得ない施設もあると見込ま

れることから、その撤去に要する費用に充てる

ため、県と沿線自治体が共同で本基金に資金を

積み立てるものであります。今後の積み立て計

画でありますけれども、まずは高千穂鉄道への

経営支援策等を目的とした、いわゆる経営安定

基金が廃止される予定でありますので、その残

額を本基金に積み立てることにしております。

また、県と沿線自治体では、不要施設の損耗・

劣化の状況、あるいは撤去費用の規模等を勘案

しながら撤去計画を定め、この計画に沿った、

真に必要な費用を中長期的に積み立てることと

しており、これによりまして財政負担の平準化

を図りたいと考えているところであります。

○太田清海議員 撤去費用については、最初、

安定基金を積むということでありますが、撤去

費用というのは、例えば22年度から補正で積む

とか、というふうに考えていいんですか。

○県民政策部長（丸山文民君） 今のところ、

とりあえずは、先ほど申し上げました経営安定

基金が、20年度末で大体１億2,000万程度残額が
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ある見込みでありますので、これを使って撤去

費に充てたいと考えているところであります。

○太田清海議員 基金の拠出割合というのはど

ういうふうになっておりますか、関係市町村。

○県民政策部長（丸山文民君） 拠出割合につ

きましては、県と沿線自治体で協議を重ねてま

いりました。その結果、高千穂鉄道への経営安

定基金の拠出割合と同じにすることが、総合的

に勘案して適当、妥当であるという結論に達し

たところであります。具体的には、拠出割合と

しましては、県が半分の50％、延岡市が25％、

高千穂町が15.5％、日之影町が9.5％でありま

す。

○太田清海議員 最終的な積立額はどの程度と

見込まれておりますか。

○県民政策部長（丸山文民君） 沿線自治体に

おかれましては、既に活用策の検討に入られた

ところでありますが、最終的な活用方針が出る

には、ある程度の期間を要するものと考えてお

ります。このため現時点では、有効活用する施

設と撤去すべき施設を特定できませんので、全

体の撤去費用や積立額を現段階で積算すること

は困難であると考えております。いずれにいた

しましても、一度に多額の財政負担が生じない

よう、積極的に施設の有効活用を図ることが一

番大事でありますので、県といたしましても、

沿線自治体と十分協議しながら対応してまいり

たいと考えております。

○太田清海議員 本来ならば、積み立てるとい

うことであれば、その額を明示するのが基本だ

ろうと思うんです。というのは、当時、高千穂

鉄道の被害があったときに、私たちは、復旧費

用で26億円ぐらいかかるんだよということを

言ったことがあります。これは、ジェイアール

九州コンサルタンツ株式会社が調査して出した

数字なんですが、26億円があれば復旧できる

と。この積立額が今のところ不明であるという

ことですが、これが26億円を超えるような基金

になってしまうと、「何だ、復旧しておればよ

かったじゃないか」ということにもなるわけで

す。これは後戻りはできませんので、そういう

気持ちを持ってしまうということであれば、有

効利用ということをきちんとやらなきゃいかん

のかなと思いますが、26億円を超えるようで

は、いかんということはないが、「うーん」と

思いますね。やはりある程度の額を明示しなが

らやらないと、自治体のほうではどれだけ積み

立てればいいんだろうという不安感も出てくる

と思うんです。ぜひ、その辺は早目早目に情報

提供していただきたいと思っております。

次に、地上デジタル放送についてであります

が、これについては、これまでも出ております

ので、私が聞きたいところだけ先に聞かせてい

ただきます。

デジタル放送については、共同受信施設の整

備がなかなか大変だというふうに聞いておりま

す。県内の共同受信施設の数と分布状況はどう

か、教えていただきたいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 本年５月に実

施いたしました市町村調査等によりますと、県

内には、ＮＨＫが設置している施設が172、地域

住民等が設置している施設が349ございまして、

合計で521施設となっております。分布の状況で

ありますけれども、日向・入郷地域に186施設、

西臼杵地域に68施設、延岡市内に68施設となっ

ておりまして、中山間地域を多く抱える県北の

市町村で６割を超えているという状況にござい

ます。

○太田清海議員 11月14日に、県北広域行政事

務組合のほうからこれについて要望書が出され
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ましたが、県北の首長からは、こういった費用

負担について、国がなかなか危機感を持ってお

らないじゃないかという意見が出されておりま

した。この辺の安心感も持ってもらうために

は、県の情報をとりながら、適切に情報を知ら

せていく必要があるだろうと思いますが、共同

受信施設改修の移行に伴うこういった課題につ

いて、県はどのように取り組んでいかれるのか

お伺いしたいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 御存じのよう

に、地上デジタル放送への移行は、国の政策と

して推進されているものであります。国及び放

送事業者において、円滑な移行のための措置が

なされることが必要不可欠であると考えており

ます。したがいまして、県では国に対し、共同

受信施設改修への支援措置の拡充を初め、経済

弱者への対応、さらには地上デジタル放送への

移行に合わせ、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、引き続き支援制度

の一層の充実を強く要望してまいりたいと考え

ているところであります。

○太田清海議員 わかりました。

続いて、教育長にお伺いをいたします。今

回、「職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例（案）」が出されております。これ

は、我が会派の髙橋議員が初日に質問をいたし

ましたので、重複を避けて質問したいと思いま

す。

この条例の中で、新たな職を設置することに

なります。副校長とか、そういった職種を置き

ながらということでありますが、新たな職を設

置する目的について、もう一回お尋ねいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 新たな職の設置に関

してであります。現在、学校を取り巻く環境の

変化の中で、学校には、学力向上対策、不登校

対策はもとよりでありますが、特色ある学校づ

くりなどの教育課題に的確に対応することが求

められているところであります。このために、

これまで以上に組織的、機動的に学校運営が行

われるように、学校組織運営体制の一層の充実

と、教員の指導力向上のための指導体制の充実

を図る必要があると考えております。このよう

なことから、副校長、主幹教諭、指導教諭の新

たな職を、一定規模以上の小・中・高等学校等

に平成21年４月１日から段階的に配置していこ

うというものであります。

○太田清海議員 髙橋議員の質問の中にも、新

たな職をつくるよりも、現場の教員、先生をふ

やしたほうがいいんじゃないかという声もあり

ました。私もそれは聞くわけです。この新たな

職の設置が、子供と向き合う時間を確保するこ

とになるのかどうか、その点はいかがでしょう

か。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会では、

教員の負担軽減を図り、教員が子供と向き合う

時間を確保するために、各種の調査や会議の縮

減による業務の効率化、外部人材の活用等によ

る負担の軽減、こういったことに積極的に取り

組んでいるところであります。今回の副校長や

主幹教諭等の新たな職の設置につきましては、

管理職や主幹教諭が中心になり、さまざまな課

題に組織的に対応していこうとするものであり

まして、このことにより、全体として個々の教

員が抱えている負担が軽減され、子供と向き合

う時間の確保につながっていくものと考えてお

ります。

○太田清海議員 組織というのは、そういうポ

ストをつくったりすると、えてして、「おれた

ちは忙しいのにな」という相互不信が出る場合
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があるんです。私は、教頭先生というのは今一

番きついんじゃないかなという感じを持ってお

ります。ただ、現場から見ると、教頭先生にも

授業をやってほしいという声もまた出るわけで

す。だから、組織というかポストの中で、お互

い信頼感を持って一緒にやろうじゃないかとい

う気持ちを現場に醸成していくということは、

非常に大事だと思うんです。このポスト等をつ

くりながら、だんだん先生から遠ざかった、上

の先生をつくってしまうことで、何かお互いに

不信感が出てきたりするんであれば、残念な組

織になってしまうと思うんです。

私も大学時代に運送業の仕事をしたんです。

セメントを列車に運び込む仕事をしましたが、

運送会社の現業の筋肉隆々たる人たちが抱え込

むわけです。４時ごろになると、事務所から係

長みたいな人が来て、ネクタイを締めていまし

たが、ジャンパーを着て一緒に仕事をするんで

す。現場で働く人は、その人に対しては物すご

く尊敬していました。一緒にやろうというのを

漂わせる、ここが仕事のすばらしいところじゃ

ないかなと思うんです。ですから、こういう職

をつくりながら、現場でお互いに子供をどう育

てるかというところが一番大事なところであっ

て、例えば子供が卒業して、「先生、ありがと

う」と言えるような、教師には出世は無縁なも

のであるという、言い過ぎかもしれませんけれ

ども、そういう思いがあって、やっていかれた

ほうがいいんではないかなと思います。要望に

しておきます。

最後に、県道岩戸延岡線の道路拡幅について

お尋ねをいたします。

これは２～３年前、同じ質問をしているわけ

ですが、道路が拡幅されないまま、20～30メー

トルそのまま残っておるところがまだありま

す。ここについて、今後の取り組みについてお

伺いしたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 岩戸延岡線柚

木地区の未改良、約70メーターにつきまして

は、道路線形が悪くて、交通安全確保の観点か

ら整備が必要であるというふうに考えておりま

す。しかしながら、当区間につきましては、共

有地があり、かつ相続が発生していることなど

から、用地取得が―これまでもやっておりま

すけれども―なかなか難航している状況でご

ざいます。このため県としましては、地権者を

含む地元関係者ともさらに協議を進めながら、

さまざまな観点から整備について検討してまい

りたいと存じます。

○太田清海議員 さまざまな観点からというこ

とであります。私も初めてそういう言葉を聞く

ものですから、さまざまな観点からというの

は、今まではそこを通さないかんということで

頑張っておるんですが、何かほかにもいろんな

角度からという意味にとらえてよろしいんで

しょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） 当該区間の整

備手法につきまして、なるだけ実現可能な方策

を検討したいということでございます。

○太田清海議員 わかりました。

以上で私の一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 次は、野辺修光議員。

○野辺修光議員〔登壇〕（拍手） 傍聴席が寂

しくなりましたが、頑張っていきたいと思いま

す。きょうは最後でありますので、いろんな質

問、重なると思いますが、確認の意味も含めて

通告どおり質問させていただきたいと思いま

す。

社会経済情勢が刻一刻と変化していく中で、
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時間の経過が特に速くなっているような気がい

たします。中国でオリンピックが開催され、投

機マネーに踊らされた石油高騰、さらにはアメ

リカのサブプライムローン問題に端を発した世

界の金融市場は大きく混乱し、私たちの日常生

活に大きな影響を及ぼしつつあります。国内に

おいては、事故米や中国の輸入食品の問題な

ど、食の安全が脅かされる事件が頻発し、また

景気が徐々に冷え込んでいく中、麻生内閣が誕

生し、安心実現のための緊急総合対策として補

正予算が成立し、追加の補正予算が検討されて

いるところであります。これらの対策が有効に

機能していくためには、これまでにも増して県

や地方の役割が重要であり、国の政策や施策に

対して物の言える強い地方になっていくことが

重要であると考えております。

知事の政治姿勢でありますが、いろいろ質問

がありました。次期衆議院選挙の時期がはっき

りしなくなってきておりますが、国政に対する

知事のお気持ちを改めてお聞かせください。

知事は、「宮崎をどげんかせんといかん」と

いう志と意気込みを持ってその改革に取り組ま

れ、一定の実績は見えてきておりますが、厳し

い社会情勢の中で、本県がこれまで抱えてきた

基本的な課題が解決したというものはないので

はないでしょうか。景気・雇用、過疎化の進

展、農林水産業・商工業の活性化、企業の誘致

など、まさに厳しい状況であります。このよう

に県の課題は山積し、これからの日本の歩むべ

き方向さえ見えてこない中で、国に対して物の

言える力のある知事こそ、今まさに地方にとっ

て必要なのではないでしょうか。宮崎県の知事

として地方を引っ張り、権限と財源の充実が図

られる真の地方分権の実現のためにも頑張って

いただきたいと思います。改めて知事のお考え

をお聞かせください。

次に、来年度の財政の見通しであります。知

事は、政府が開催する行政支出総点検会議、い

わゆる「無駄ゼロ会議」に参加されておられま

すが、どのような立場で参加され、その中でど

のような発言をされてきたのか。また、先般、

指摘事項の取りまとめが行われ、公表されまし

たが、これをどう評価されているのでしょう

か、お聞かせください。

国の会議や全国知事会等に出席され、来年度

の景気等の状況を知事としてどのように感じ、

見通しておられるのでしょうか、伺っておきま

す。

国の予算の見通しであります。国の来年度の

概算要求は出そろっていますが、エネルギー対

策や福祉予算の増加などが見込まれているとこ

ろであります。予算編成を進める中で、地方交

付税など県に大きな影響を及ぼす予算について

どのように分析しておられるのか、総務部長に

伺います。

地方交付税は地方の基幹的な財源であります

から、総額の確保が何より重要でありますが、

そのような議論とは別に、基本的な部分でおか

しくなってきているのではないでしょうか。そ

れは、ここ数年、地方公共団体の財政状況が厳

しい中で、各県や市町村が独自に削減できる単

独公共事業などが大幅に減額されてきました。

しかし一方では、社会福祉等の義務的な経費の

国庫負担は大幅に増加してきており、それに伴

う県や市町村の負担も、あわせて大幅に増加し

てきております。さらには、交付税で言います

と、県や市町村にとって役割の大きかった県単

公共や単独事業などが減少し、福祉予算に象徴

されるように、国の補助、裏の地方負担分だけ

が措置され、交付税全体はふえていないという
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ことでございます。したがいまして、交付税に

依存する地方は、ふやしたくても単独事業分は

ふやせず、各省庁が国庫補助として計上する分

の裏の負担、いわゆる県や市町村が義務的に負

担せざるを得ない額がふえてきているというこ

とであります。これでは、仮に交付税がふえた

と喜んでいても、実質的には何も変わらない。

これではまさに、地方分権どころか、地方交付

税に名をかりた中央集権化ではないかとさえ思

われます。地方の財源を保障し、地方団体間の

格差の是正に必要な交付税制度が悪いと言って

いるのではありませんが、地方公共団体のため

の制度に再度見直す必要があるのではないかと

考えるのであります。総務省出身の副知事とし

てどうお考えか、お尋ねいたします。

次に、重点施策であります。重点施策の中

に、新たにエネルギー対策が加えられておりま

すが、重点施策として取り上げられた理由と今

後の取り組みについて、知事にお尋ねします。

重点施策の中で、雇用創出・就業支援対策の

一つとして、農林水産業の雇用・就業の促進を

図ることとされておりますが、本県がこれから

生き残っていく上で最も期待され、力を入れて

いかなければならない農林水産業の振興が入っ

ていないわけであります。エネルギー対策も重

要でありますが、重点施策に入っていないのは

なぜでしょうか、県民政策部長にお尋ねしま

す。

次に、来年度予算の見通しであります。予算

編成方針には、「基金の取り崩しに頼らない持

続性のある財政構造への転換」とあります

が、20年度当初予算で280億円を超える基金を取

り崩しておられます。本当に基金に頼らない持

続性のある財政構造への転換のための具体的な

方策はあるのでしょうか、知事、お聞かせくだ

さい。

その上で、財政構造改革のプログラムでも、

平成22年度も基金を取り崩すこととなる計画と

なっており、収支は均衡していないように思う

のでありますが、いつまで財政改革を行うこと

となるのか。収支が均衡する計画を定め、具体

的な方策を早く出し、真の意味での持続可能な

収支の見通しを作成し、県民に安心を与えるべ

きではないでしょうか、総務部長、お尋ねいた

します。

次に、地域振興のあり方についてお尋ねいた

します。

従前の国土総合開発法の抜本改正により、平

成17年に国土形成計画法が制定されました。本

計画は、新しい国土像として、多様な広域ブ

ロックが自立的に発展する国土を構築するとと

もに、美しく暮らしやすい国土の形成を図るこ

ととし、その実現のための戦略的目標、各分野

別施策の基本的方向等を定めるものでありま

す。この計画は、今後の九州圏域のあり方を示

す指標となるものであり、九州ならではの計画

を策定する必要があります。また、道州制が議

論される今日、九州の中でどう宮崎を打ち出し

ていくのかもアピールする必要があると思いま

す。現在の「九州圏広域地方計画」の策定状況

並びにこの計画の中の宮崎の位置づけ、またど

のように位置づけしていかれるのか、知事にお

伺いいたします。

次に、県南地域の振興について伺います。

県南地域は、近年、県北部・県西地域の振興

に比べ、観光振興、産業振興の面からおくれて

いると感じております。その上、県南地域にお

いては、高校の統廃合や地域の核となる公共施

設の廃止など、厳しい環境となっており、ます

ます疲弊していくことが予想されます。県南地
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域の産業等の振興について今後どのように進め

ていこうと考えておられるのか、知事に伺って

おきます。

次に、県南地域は、やはり農林水産業の振興

を図ることが最も大きな課題と考えます。しか

し、どの部門も大変厳しい状況にあることは、

言うまでもないことであります。県南に限らず

本県農業は、昭和35年に策定された宮崎県防災

営農計画に基づいて進められてきました。取り

組みを始め50年が経過しようとしており、早期

水稲を初め、施設園芸など大きな成果があった

と考えます。しかし、近年の温暖化、一方では

化石燃料を多使用する営農形態は、国際情勢の

影響を受けやすいので、長期的な視点でそのあ

り方を検討し、構造改革を進める時期に来てい

ると考えますが、農政水産部長のお考えを御披

瀝いただきたいと思います。

次に、中山間地域の振興について伺います。

今日、我が国には、おくれた地域、都市部に

比較して地域開発にハンディを負っている地域

の振興のための法制がたくさんあります。過疎

振興法を初め、山村・離島・半島振興法等々、

主なものだけで10本以上の法律があり、地方の

振興を目指しております。そこでまず、知事に

伺っておきたいのであります。お手元の資料を

見ていただきたいと思います。少子化等による

人口の自然減少もありますが、本県の中山間地

域に位置する多くの市町村では、過疎・山村・

半島・離島振興法等によって、過去多様な事業

の取り組みがなされてきました。過疎法に基づ

く事業だけでも今日までに２兆2,800億円余の巨

費が投じられたにもかかわらず、過疎に歯どめ

をかけることはできなかったということを、知

事としてどうとらえていらっしゃるんでしょう

か、お聞かせください。

人は、ひとり住まいになっても、集落の戸数

が減り寂しい状況になっても、元気なうちは長

年住みなれた土地から離れられないものであり

ます。どんなに集落が小規模・高齢化となって

も、現状での集落対策というのも取り組まなけ

ればならないと考えます。すなわち、住民の生

活維持ができるような仕組みを考えていく必要

があります。それが地域の願いでもあり、人が

住み続けることで守られる、かけがえのないも

のであるということであります。特に中山間地

域では、小規模・高齢化した集落もふえており

ます。そうした中で、持続、維持存続が困難な

集落が続出してくる、そういった状況の中で、

新たな政策目標をつくり、暮らしやすい中山間

地域の形成に向けて取り組む必要があると考え

ます。県民政策部長のお考えをお聞かせくださ

い。

次に、地域振興という視点から、出先機関の

再編について伺います。

出先機関の再編については、平成19年６月に

策定された「宮崎県行財政改革大綱2007」の経

営改革の中で、「本庁と出先機関が適切に役割

を分担することにより、限られた人材を有効に

活用し、簡素で効率的な組織体制の整備を図る

こと」となっております。特に出先機関につい

ては、「市町村への権限移譲を行っても、なお

県が行うべき業務のうち、現地・現場性の高い

ものや住民サービスの向上につながるものを担

うもの」と書かれております。また、土木事務

所の統合再編については、道路交通網の整備や

情報通信技術の進展を踏まえ、宮崎地域、日南

・串間地域、西都・児湯地域の土木事務所の統

合再編について検討するということであり、昨

年11月に、県内３地域の土木事務所を平成22年

４月に統合再編する案が示されました。しか

平成20年12月10日(水)



- 297 -

し、県民のニーズが高度化、多様化する中、県

民の期待にこたえる県政を展開するために、県

民、いわゆる地域住民の視点に立った企画実践

型の行政組織へと転換していくことが求められ

ていると考えます。

このような意味から、出先機関の再編に当

たっては、今回のような部分的な統廃合を行う

のではなく、他県が導入している、各地域ごと

に総合的に県行政を担う、いわば各部門の出先

機関を統合し、総合事務所にするという考え方

を検討し直す必要があるのではないでしょう

か。組織が大規模になることに伴う組織管理上

の問題や、各部門によって所管区域が大きく異

なることで、総合事務所すべてに同じ機能が与

えられないこと等の課題もあると言われており

ますが、他県の実例を見ても、そのような影響

はないのではないかと思います。やはり時間を

かけ、十分検討し、断片的に土木事務所を統廃

合するだけでなく、最終的には地域重視型の組

織、総合事務所方式にすべきではないかと考え

ますが、知事の御所見を伺います。

また、土木事務所の統合再編が示された後、

議会に対し、「高鍋土木事務所存続に関する請

願」及び「串間土木事務所の存続に関する請

願」が提出され、現在、委員会で継続審査中で

あります。特に串間土木事務所については、串

間市内に残る唯一の県行政機関であり、廃止さ

れることになると、国道448号を初めとする主要

地方道の災害時の対応、港湾・漁港等の整備、

河川改修などの生活基盤の促進、また災害対策

などの緊急時に求められる迅速かつ的確な対応

ができなくなり、市民の安全・安心を確保する

観点からも心配であります。県土の均衡ある発

展や地域間格差の是正を行うことが行政として

の務めであり、かつ県民として、ひとしく行政

サービスを受ける権利もあるはずであります。

出先機関の再編について見直すとともに、串間

土木事務所の存続はできないのか、総務部長に

伺いまして、壇上からの質問を終わります。

以下、質問者席から質問を続行いたします。

（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

国政等についてであります。私は、地方の活

性化というのは、地方と国が力を合わせて、車

の両輪となってやっていかなければならないと

認識しております。そして、私が知事を志しま

したのは、地方の立場で尽力したいという気持

ちがあったからでございます。また、地方の活

性化を図るためには、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、無駄ゼ

ロ会議を初め、さまざまな場面で、いわば地方

の代表として、地方の実情や意見を訴え続けて

きたところであります。今後とも、本県の発

展、さらには地方の活性化を目指して、与えら

れた任期の一日一日を県民の皆様との約束を果

たすため、誠心誠意努めてまいりたいと考えて

おります。

続きまして、国の行政支出総点検会議、いわ

ゆる無駄ゼロ会議についてであります。この会

議では、行政支出の無駄の根絶を図ることを目

的に、公益法人への支出や特別会計の支出など

について集中的な審議を行ってまいりました。

私は、宮崎を初めとした地方の代弁者として出

席してまいりましたので、国をはるかに上回る

地方の行革努力の実態や、本県が実施している

毎年の事務事業見直し、公社等改革などについ

て、その手法や成果といったものを踏まえなが
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ら、国の支出のあり方に対して意見を申し述べ

てきたところであります。

去る12月１日に、当会議の指摘事項が決定さ

れましたが、公益法人への支出の37％、約3,500

億円削減や、特別会計の見直し、広報経費・委

託調査費等、行政経費の削減など、当初の目的

はおおむね達成した内容になったのではないか

と思っております。このような中、交付税及び

譲与税配付金特別会計について、地方交付税の

削減につながりかねない表現がありましたの

で、その削除を求めて、地方の立場から強く意

見を申し上げ、議論をしてまいったところであ

りますが、最終的に私の意見が受け入れられな

かった部分があったことは、非常に残念に思っ

ております。年末には、来年度の政府予算案が

示される予定になっております。この会議の提

言が的確に反映されたものとなるよう、また無

駄ゼロの取り組みが継続的に行われるよう、今

後とも注視してまいりたいと考えております。

続きまして、来年度の景気の見通し等につい

てであります。世界的な金融危機や原材料価格

の高騰等の影響を受け、株価の低迷や円高の進

行、輸出の減少などにより、全国的に投資や消

費の減退、企業の雇用の抑制・削減などの動き

が強まっており、地域経済を取り巻く状況は厳

しさを増してきていると感じております。県内

経済への影響につきましても、自動車生産台数

の減少に伴う関連製造業者の受注減、一部企業

における採用予定者数の抑制・削減、円高ウォ

ン安による韓国人観光客の減少などの形であら

われてきており、県内経済も予断を許さないも

のと認識いたしております。このように、我が

国の景気は非常に厳しい状況にあり、来年度の

見通しとしても深刻な状況が続いていくものと

考えております。

続きまして、環境エネルギー対策についてで

あります。地球温暖化対策が注目され、また原

油価格高騰が経済問題となっている中で、人と

自然が共生する社会の実現や脱石油化に向け

て、本県の地域特性を生かした、環境に優しい

新エネルギー等の普及促進を図ることを目的と

して、平成21年度の重点施策の一つに環境エネ

ルギー対策を掲げたところであります。今後の

取り組みにつきましては、現在、鋭意検討を

行っているところでありますが、例えば、全国

トップクラスの日照時間というすぐれた自然条

件を生かした太陽光発電の推進や、バイオマス

資源の活用、省エネルギーの取り組みなどを通

して、新しいイメージの「太陽と緑の国みやざ

き」の創造を全国に発信してまいりたいと考え

ております。

財政改革についてであります。「宮崎県行財

政改革大綱2007」の財政改革プログラムにおき

ましては、短期的には、多額の収支不足を圧縮

する対策を集中的に実施し、中長期的には、県

債残高を減少させるとともに、持続的に健全性

が確保される財政構造に転換することを基本的

な考え方としております。このため、まずは多

額の収支不足を圧縮する対策を着実に実行して

いくことによりまして、基金取り崩しに頼らな

い持続性のある財政構造への転換を図ってまい

りたいと考えております。

九州圏広域地方計画についてであります。九

州圏広域地方計画は、九州における国の機関の

長及び九州各県の知事等を委員とする九州圏広

域地方計画協議会において検討を進めており、

去る10月14日に開催された協議会において、

「中間整理」が取りまとめられたところであり

ます。

この計画は、九州全体としての発展方向を示
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すもので、各県ごとの位置づけを明確にするも

のではありませんが、現在、計画を推進するた

めのプロジェクトとして、フードアイランド・

観光アイランドの形成や、地球環境に優しいエ

ネルギー先進圏の形成などが検討されており、

今後の展開において、豊富な農林水産資源を生

かした食料供給基地の確立や、全国有数の日照

条件を生かした太陽光発電の普及促進など、本

県の強みや特色が十分反映されるよう働きかけ

てまいりたいと考えております。

過疎地域対策に対する評価についてでありま

す。いわゆる過疎法に基づく対策により、過疎

地域における社会資本の整備は着実に進展する

など、一定の成果を上げてきたところであり、

この対策がなければ、過疎地域はもっと深刻な

状況になっていたのではないかと考えておりま

す。また、道路などの基本インフラの整備に

よって、まさに今後の過疎地域振興の大きなテ

ーマであります「都市との交流」等の基盤づく

りにも寄与してきたものと考えております。私

は、国、地方を問わず、財政状況が深刻さを増

す中で、今後は、これまでの過疎地域への投資

を無にすることなく、いかに活用し、それを地

域振興につなげていくかが問われてくると考え

ております。いずれにしましても、急速な少子

高齢化の進展など、現在の過疎地域を取り巻く

環境は依然として厳しいものとなっており、県

といたしましても、引き続き積極的に支援して

いくことが必要であると考えております。

出先機関の再編についてであります。極めて

厳しい財政状況の中で、持続的、自立的な行財

政システムを構築していくためには、徹底した

事務事業の見直しはもとより、職員数の削減

や、より簡素で効率的な組織体制の整備など、

やれることはすべてやらざるを得ない状況にあ

ります。また、地方分権の進展などにより、市

町村の権限が拡大しており、地域住民に身近な

行政は、できる限り市町村が担っていくことが

求められております。このようなことを踏ま

え、行財政改革大綱2007におきましては、県の

行政組織については、政策立案業務など全県的

・専門的視野に立った業務は本庁で担い、出先

機関においては、現地・現場性の高い業務等を

担うという役割分担のもと、簡素効率化を図る

こととしたものであります。出先機関につきま

しては、総合事務所化するという考え方もあり

ますが、組織が大規模になることに伴う組織管

理上の課題等がございます。このため、出先機

関の再編につきましては、部門内の関係機関相

互の一層の連携強化、現場に必要なマンパワー

の確保等を図ることとし、本年度の組織改正で

一部実施したところであります。

県南地域の産業の振興についてであります。

県南地域におきましては、広く知られておりま

すように、野生馬で有名な串間市の都井岬や、

特産品であるカンショ「宮崎紅」、昔ながらの

城下町の風情を残す日南市の飫肥、北郷町の猪

八重渓谷の森林セラピー基地、近海・遠洋漁業

基地を擁する南郷町など、歴史や自然にはぐく

まれた貴重な地域資源がたくさんあり、産業振

興に向けたポテンシャルが非常に高いと考えて

おります。また、産業の振興を図っていくため

には、さまざまな条件が考えられますが、中で

も、本県にとって九州で最もおくれている道路

整備の問題は、産業の活性化はもちろんのこ

と、観光・交流や地域づくりの面からも非常に

重要であります。このようなことを踏まえ、ま

ずは、産業振興の基盤として重要な東九州自動

車道の整備促進を図るとともに、第１次産業を

初めとする地域の特色を生かした産業の振興、
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魅力ある観光地づくりや地域づくりなど、県南

地域の市町村や住民の皆様と一緒に知恵を出し

合いながら、県民総力戦で取り組んでまいりた

いと考えております。〔降壇〕

○副知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいた

します。

地方交付税制度についてであります。議員御

指摘のとおり、地方交付税制度を取り巻く状況

は大変厳しさを増しておりまして、社会保障関

係の国庫補助事業や公債費等の義務的経費の増

加要因がある中で、また新たな制度の創設や制

度改正に伴う地方の負担増なども生じておりま

す。また、そもそも国、地方を通じた危機的な

財政状況におきまして、財政健全化を図るため

の指針、いわゆる骨太方針におきまして、給与

関係経費や地方単独事業など、地方におきまし

ても、国の歳出削減と歩調を合わせて歳出の抑

制を図るという方針が示されているところであ

ります。一方、このような状況におきまして

も、地方の声を踏まえて、その時々に応じた地

方公共団体に配慮した方針決定、また見直しが

なされており、例えば地方交付税の現行の法定

税率を堅持することであるとか、行政改革に積

極的に努力している団体や地方税収の伸びが余

り期待できない団体に対する配慮として、「頑

張る地方応援プログラム」に基づく措置が講じ

られるとともに、新たに特別枠として地方再生

対策費が盛り込まれるなど、地方活性化に必要

な歳出も計上されているところであります。ま

た、地方の意見をより的確に反映するための意

見の申し出制度というものも平成12年度から創

設され、本県におきましても、新直轄高速道路

に係る算定費用の見直しが認められ、需要の上

積みが認められたというようなこともございま

す。国に対しまして、引き続き、地方交付税総

額の復元・充実はもとより、義務的経費や地方

の振興・発展の経費など、今後増加が見込まれ

る地方の財政需要が的確に交付税に反映される

ような要望を行い、制度の見直しを促してまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、重点施策のテーマと農林水産業の振興

についてであります。平成21年度の重点施策に

つきましては、新みやざき創造戦略の中で、特

に重要性、緊急性がある課題や社会経済情勢の

変化に伴う新たな県民ニーズなど、喫緊の課題

の中からテーマを選定しており、雇用創出・就

業支援対策、中山間地域対策、子育て・医療対

策、環境エネルギー対策の４つを掲げたところ

であります。本県農林水産業は、農業産出額が

全国５位となるなど、まさに本県の基幹産業で

あり、従来から、そのさらなる振興のため、さ

まざまな施策の展開を図ってきているところで

あります。今後とも、その重要性を踏まえ、新

みやざき創造戦略に位置づけております、みや

ざきブランドの確立や、大都市等への販路の拡

大、担い手の育成確保などに積極的に取り組

み、引き続き、その振興・発展に努めてまいり

たいと考えております。

次に、暮らしやすい中山間地域の形成に向け

た取り組みについてであります。中山間地域の

深刻な状況を考えますと、その対策は喫緊かつ

重要な課題であります。したがいまして、県で

は、中山間地域対策を重点施策に位置づけると

ともに、その対策は各部局広範にわたることか

ら、知事を本部長とする中山間地域対策推進本

部を設置し、統一的な政策目標のもとに総合調

整を図りながら、取り組んでいるところであり
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ます。今後の施策展開といたしましては、住民

の意向を踏まえた集落の活性化の取り組みを推

進するとともに、医療・生活交通等の住民の日

常生活の維持・充実、また農林業を初めとする

産業の振興、さらには都市との交流の推進等が

重要であると認識しており、それらの課題を重

点的に推進することによって、暮らしやすい中

山間地域の形成を図っ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。

初めに、地方交付税等の見込みについてでご

ざいます。地方交付税につきましては、国の概

算要求において、全国ベースの配分額で今年度

より6,000億円、3.9％少ない14兆8,000億円と

なっており、地方税等と合わせた一般財源総額

でも0.6％の減となっております。三位一体の改

革から、なお引き続く地方交付税の減少、さら

には社会保障費の増加によりまして、大変厳し

い財政運営を余儀なくされている地方公共団体

は、さらに厳しい状況に置かれるものと懸念さ

れるところでございます。なお、地方交付税の

総額等につきましては、今後、経済情勢の推移

や税制改正、国の予算編成の動向等を踏まえて

決定されることになりますので、今後の国の動

向を注視するとともに、九州知事会、全国知事

会とも連携しながら、地方交付税の総額確保等

について強く要望してまいりたいと考えており

ます。

次に、財政改革についてであります。収支が

均衡する予算、すなわち財源調整のための基金

に頼らない財政運営を行うためには、毎年度発

生している多額の収支不足をゼロにする必要が

ありますが、これを一度に解消を図るというこ

とになった場合に、県民生活への多大な影響が

予想されたため、財政改革プログラムでは、４

年間累計で600億から700億円の収支不足の圧縮

を目標とするとともに、これまで累増してきま

した県債残高を減少に転じさせるための取り組

みを進めているところであります。本県最大の

歳入財源である地方交付税や、景気の影響を受

けやすい地方税収が当初の見込みより減少した

ことなどによりまして、計画からずれてきてい

る面もありますが、今後とも、収支不足の圧縮

と、持続的に健全性が確保される財政構造への

転換を目指しながら、財政改革プログラムを着

実に推進いたしますとともに、状況によって

は、さらなる取り組みについて総合的に検討し

てまいりたいと存じます。

最後に、土木事務所の再編についてでありま

す。土木事務所の再編につきましては、関係す

る地元の皆様からいろいろな御意見をいただい

ているところでございますが、厳しい財政状況

のもと、限られた人材や財源を有効に活用する

ためには、組織の見直しは進めざるを得ないと

考えております。再編に当たりましては、土木

事務所の担うべき役割を十分踏まえまして、県

土整備部と連携しながら、引き続き、しっかり

とした対応ができるようにしてまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

本県農業の構造改革についてであります。本

県農業は、原油・飼料価格高騰などの影響を受

け、厳しい経営環境に直面するとともに、地球

温暖化の影響も懸念されております。このよう

な中で、農家経営の安定向上を図るためには、

中長期的な視点に立って、国際情勢の影響を受

けやすい重油や穀物飼料等への依存度の低減

や、自然環境等の変化に対応した取り組みが大
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変重要であると考えております。このため、輸

入資源に依存した生産構造の改革を目標に、施

設園芸では、木質や畜ふんのペレット等を活用

した脱石油型エネルギーへの転換、畜産では、

飼料米やエコフィードなど、国内資源を最大限

に利用した飼料自給率の向上などに積極的に取

り組んでいるところでございます。さらに、県

では本年度、温暖化研究センターを設置し、産

業界や大学等とも連携した調査検討を行ってい

るところであります。今後とも、本県農業が抱

える担い手の確保等を含めた幅広い課題をしっ

かりととらえ、農業者の所得向上を基本に、良

質かつ安全・安心な農産物を安定供給できる農

業構造の構築に努めてまいりたいと存じます。

以上であります。〔降壇〕

○野辺修光議員 御答弁ありがとうございまし

た。

知事の国政に対する明確な答弁がもらえな

かったんですが、何回も聞かれましたので、そ

ういう姿勢だと思っております。私としては、

衆議院選に絞ったわけでありまして、知事は出

られる可能性もあるというとらえ方をしている

んですが、そういう理解でよろしいでしょう

か。

○知事（東国原英夫君） 地方を活性化する、

宮崎を発展させるという大命題が私の政治課題

でございますので、それに向けて今は、与えら

れた一日一日を県知事の職責を全うするべく努

力しなければいけないと、意を新たにしている

ところでございます。

○野辺修光議員 わかったような、わからない

ような答弁だと思います。知事に地方交付税の

ことを聞いてみたいんですが、国がやるべきこ

とは国がやっていく、地方がやるべきことは単

独事業を含めて地方がやる、その分の財源措置

はきちっと措置する、そのことによって地方の

活力が生まれてくると思うのであります。国に

縛られた交付税がふえても意味がない。交付税

の確保はもちろんでありますが、交付税のあり

方について、知事会等の力を合わせて国民に訴

えていく必要があると思いますが、いかがで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 地方交付税に関する

主張・提言等につきましては、これまでも、全

国知事会を初め地方六団体等と連携をとりなが

ら、国に対して総額の確保とか機能の強化を強

く要望してきたところでございます。財源調整

機能と財源保障機能を一体として果たす地方交

付税の必要性やあり方等につきましては、国と

地方を通じた税源配分や、地方消費税の充実を

含む税体系の抜本的な改革など、地方税財政制

度全般に関する課題も含んでおりますことか

ら、今後とも、県民の皆様はもとより、県議会

や全国知事会等と一体となって、幅広く訴えて

まいりたいと考えております。

○野辺修光議員 知事に再度伺いたいのであり

ますが、予算編成の方針であります。本県の景

気・雇用状況は、他県に増して大変厳しいと

思っております。緊急を要する景気・雇用対策

には、やはり何といっても公共事業の投資が効

果的と考えるのでありますが、災害が少なくて

多額の決算残が見込まれるようなとき、国の補

助公共事業にとらわれない本県単独事業費の上

乗せを図ることも必要と考えます。これが、ま

さしく知事の予算に取り組む政治姿勢だと思い

ますが、英断できないものか、伺っておきま

す。

○知事（東国原英夫君） 現下の本県財政は、

三位一体の改革により大幅に削減された地方交

付税は減少を続けており、また、基金残高も平
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成22年度当初予算の編成に支障が生じかねない

状況となっておりますことから、財政改革プロ

グラムに基づく収支不足の圧縮に着実に取り組

むことが肝要かと思っております。しかしなが

ら、県内景気の現状は十分認識しておりますの

で、厳しい財政状況であることを踏まえなが

ら、選択と集中の理念のもと、重点施策の推進

のほか、社会経済情勢の変化、新たな県民ニー

ズ等に的確に対応してまいりたいと考えており

ます。また、国におきましては、現在、景気の

後退等への対策等として、２次補正予算の検討

が進められておりますので、その動向を見きわ

めながら、財政健全化とのバランスを図った上

で、本県の景気対策として有効活用できるよ

う、その対応について総合的に検討してまいり

たいと考えております。

○野辺修光議員 知事、財政健全化も大事なこ

とでありますが、いつも言われておりますよう

に、県財政は健全化されても、県民生活が破綻

してしまったのではどうしようもない。企業の

倒産も続いているような状況でありますので、

この非常時を乗り切るためには、景気対策を優

先させる国の施策に連動して、緊急的に県債を

発行してでも公共事業に取り組んで、景気・雇

用対策を行うべきだ。これが知事に課せられた

政治決断、政治姿勢だと思うのですが、そうい

う決断はできないんでしょうか、お尋ねいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 補助事業というの

は、御案内のように50％は補助で来るんですけ

れども、その残りの50％の半分、約25％が県債

を認められるとするなら、その残りの25％は

キャッシュ、現金をそろえなきゃいけないとい

うことでございまして、その現金がないという

のが今の実情でございます。県債の発行に伴っ

て必要となる一般財源の状況や将来負担の増加

を考慮しますと、現時点では、県債発行による

公共事業の追加実施には、当面、慎重にならざ

るを得ないと考えております。なお、国におき

まして、景気の後退等への対応策として約27兆

円の２次補正予算の検討が進められております

が、この中には、インフラ整備などの財源とな

る総額6,000億円の「地域活性化・生活対策臨時

交付金（仮称）」の措置も盛り込まれているよ

うでありますので、その内容と成立時期につい

て、国の動向を見きわめながら、財政健全化と

のバランスを図った上で、本県の景気対策とし

て有効活用できるよう、その対応について総合

的に検討してまいりたいと考えております。

○野辺修光議員 総務部長にお尋ねしますが、

毎年毎年、県単公共を削減して、来年も95％と

した理由を教えていただきたい。

○総務部長（山下健次君） 公共事業のシーリ

ング率につきましては、第１期の財政改革推進

計画に基づくシーリングが対前年度比30％減で

あったことも念頭に置きながら、閣議決定をさ

れた基本方針2006におきまして、地方単独事業

については、国の取り組みと歩調を合わせるこ

ととされたことも踏まえ、前年度当初予算の財

源のうち、県債充当前の一般財源額の95％を上

限としたところでございます。なお、直轄事業

負担金のうちの新直轄分、さらに県単公共事業

の維持管理経費につきましては、所要額を計上

することといたしておりますので、公共事業全

体の実質的なシーリング率は、最終的にはこれ

を上回るものと考えております。

○野辺修光議員 次に、県南地域の振興につい

て、商工観光労働部長にお尋ねしてみたいと思

います。県南地域の振興については、知事から

総括的に答弁いただいたわけでありますが、雇
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用の場も県南地域は少ない、したがって、求人

倍率も低いわけであります。企業誘致も大変厳

しい状況でありますけれども、それでも特段の

県の努力によって、県央、県北あるいは県西地

域にはそれなりの企業の誘致ができておると思

うのであります。もちろん市町村とか、そうい

う独自の努力も必要でありますし、いろんなイ

ンフラの整備も条件があろうかと思っておりま

すけれども、県南地域への企業誘致に対する県

の誘導も大事ではないかと思います。そのあた

りの考えについてお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 企業誘致

につきましては、地域経済の振興と雇用の拡大

に大きな効果が期待できますので、県といたし

ましては、県内各地域において立地が進むこと

が望ましいというふうに思っております。この

ため18年度には、県と地元市町で構成する県南

地区企業立地促進協議会を設置しまして、企業

立地に係る情報交換等を行ってきておりますけ

れども、本年７月と10月には、関係市町と合同

で、工業用地等の現地調査を行っております。

引き続き、市や町と連携しまして、地域の特性

を生かした企業誘致に努めてまいりたいと思っ

ております。

○野辺修光議員 もう一点伺いたいと思いま

す。県南の観光振興、日南海岸国定公園の中で

青島、堀切峠、サボテン園、鵜戸神宮、海岸線

を経て都井岬、いわゆる観光のシンボルであっ

たわけであります。道路の整備は大変喜ばしい

ことでありますが、これらが国道からちょっと

離れてしまったということで、日南海岸の観光

振興をまた見直す必要があるんじゃないかと

思っております。この点どうお考えでしょう

か。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 日南海岸

でありますけれども、この地域は、青島や鵜戸

神宮、都井岬など、本県を代表する観光地が多

数ありまして、本県の観光振興を図る上で非常

に重要な地域であるというふうに認識しており

ます。また、この地域におきましては、さまざ

まな団体が地元住民や行政と一体となり手づく

りイベント等を実施するなど、地域ぐるみの活

動が活発に行われておるとともに、マリンスポ

ーツなど新たな観光資源を生かした観光地づく

りが進められております。昨年の観光動向調査

によりますと、この地域の主要な観光施設のほ

とんどで入り込み客が増加したところでありま

すが、県といたしましては、引き続き、日南海

岸地域の魅力を県内外に広くＰＲいたしますと

ともに、各地で行われている観光地づくりの取

り組みを積極的に支援していきたいと思ってお

ります。

○野辺修光議員 次に、農政水産部長に伺って

みたいのであります。栄養表示の問題でありま

すが、商品づくりに取り入れると、消費者に安

全・安心、健康によい食品としてアピールする

絶好の材料だと思うのであります。県では、こ

の調査に対する取り組みはなされております

が、この成果を踏まえて、どう活用していこう

とされておるのか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 健康維持や病

気の予防などに役立つベータカロチン等の機能

性成分の分析につきましては、平成17年度から

本県産のピーマン、キュウリ、トマトなど11品

目について取り組んでまいりました。この結

果、ピーマンにおいて、国の「日本食品標準成

分表」の値に比較して、年間の平均値でベータ

カロチンが1.5倍、ビタミンＣが1.4倍多く含ま

れているというデータを得ております。これら

の成果を食品に表示する場合には、消費者に誤
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解を与えることのないよう、景品表示法などの

関係法令に基づく慎重な対応が必要となりま

す。現在、この機能性成分の情報提供の方法等

につきましては、国において検討を行っている

というふうに伺っておりますので、この動向を

踏まえつつ、農業団体や関係取引先とも協議し

ながら、県産青果物の有利販売への活用を検討

してまいりたいと考えております。

○野辺修光議員 もう一点伺いたいのでありま

すが、漁業の問題であります。燃油高騰、不漁

あるいは魚価安ということで大変厳しい状況に

ありますが、県南に限らず本県の漁港は、一部

を残して、県の努力によってかなり高水準の整

備がなされてきております。したがって、今後

は、資源保護、つくり育てる漁業という面か

ら、漁場の整備にシフトすることが大事ではな

いか。そうすることによって大きな成果が生ま

れてくると思いますが、農政水産部長のお考え

をお聞かせください。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 近年、漁港に

おきましては、防波堤や岸壁等の老朽化が進む

とともに、浮き桟橋や防風さく等の作業環境改

善対策、さらには高潮対策が必要とされており

ます。このため、防波堤等の整備率は、平成19

年度末で約96％となっておりますが、引き続

き、計画的に整備を進めていく必要があると考

えております。また、本県の沿岸地形は単調

で、天然の漁場に恵まれていないという条件の

もとで、漁業を持続的かつ効率的に営んでいく

ためには、漁場の造成が大変重要であると考え

ております。このため、広域漁場整備計画に基

づきまして、平成14年度から、日向灘の沿岸か

ら沖合までの一体的な漁場整備に努めていると

ころでございます。さらに、今年度から、海底

の栄養豊富な海水を利用した新たな魚礁の検討

など、より効果的な漁場の整備にも取り組むこ

とといたしております。今後とも、地元と十分

な調整を図りながら、漁業生産力の向上に努め

てまいりたいと考えております。

○野辺修光議員 環境森林部長に伺います。林

業振興につきましては、今はグローバルな視点

から考えなくてはなりません。本県林業のう

ち、県北の耳川流域の林業については、中国木

材の進出計画により、一定の方向が見えてきた

と思います。しかし、歴史ある飫肥林業として

の県南林業に対して、中国木材の進出計画はど

のような影響、また効果をもたらすのか、ある

いは今後、飫肥林業をどのような方向に持って

いくかということを伺ってみたいと思います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 中国木材株式

会社が使用する原木は、既存の原木市場等を活

用して、県南地域も含めた県内一円からの集荷

が計画されておりまして、安定的な木材需要が

見込まれております。このため、施業の集約化

や植栽未済地の解消などを行うとともに、林業

担い手の確保育成や効率的な生産を行うための

基盤整備など、安定した原木供給体制づくりを

着実に進めていくことが必要であると考えてお

ります。県南地域は、飫肥杉造林地としての長

い歴史と、豊富な杉資源を有する重要な地域で

ありますので、今後とも、林業の活性化が図ら

れるよう努めてまいりたいと考えております。

○野辺修光議員 次に、県民政策部長に伺って

みたいと思います。高規格道路の都城志布志道

路は、志布志港を拠点として、都城・北諸を結

ぶ物流道路であります。日南から宮崎までの高

速道の整備が進む中、県境、県域の壁を乗り越

えて、南九州一帯の中核国際港湾―資料を見

ていただきたいと思いますが―に位置づけら

れている志布志港を拠点とする県南地域の物流
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対策を考えていくことが大変重要だと思います

が、部長のお考えをお聞かせください。

○県民政策部長（丸山文民君） 物流につきま

しては、本県産業の振興を図る上で大変重要な

課題となっております。低コスト、大量輸送が

可能な海上輸送へのモーダルシフトの推進が必

要だと考えておるところであります。御質問の

ありました志布志港の活用については、物流

は、地理的条件はもとより、貨物の種類、出荷

先、納品時間等、求められる輸送条件がさまざ

までありますので、南九州全体の物流という視

点から、本県の港湾を含め、それぞれの役割分

担のもとで活用されていくものと考えておると

ころであります。

○野辺修光議員 もう一度、中山間地域の問題

でありますが、中山間地域も地理的にいろんな

状況が違うわけでありまして、画一的な施策展

開は困難だと思っております。したがって、幾

つかに分けて、特に条件の厳しい集落、あるい

は小学校、個人商店は何とかあるような、市町

村の周辺部に当たるような地域、あるいはまた

中学校、スーパー、診療所等もあるような、あ

る程度人口が集積した日常生活の拠点となる地

域、あるいは市役所、病院、高校等もあるとい

う、かなり人口も集積した広域的な生活拠点と

なる地域、このように分けて考えて対策を打つ

必要があると思いますが、いかがでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 今御質問がご

ざいましたように、中山間地域は、各地域、各

集落によって、その置かれている状況や課題は

さまざまであります。このため、その対策に当

たりましては、個々の集落等の置かれている現

状をしっかりと把握した上で、地元住民の意向

を踏まえつつ、その対策をきめ細かく実施して

いくことが必要であると考えております。

○野辺修光議員 もう一点伺います。中山間地

域対策は、県や市町村がそれぞれ対策を講じて

事業も実施してまいりましたけれども、なかな

かうまくいかない。むしろ悪化しているんじゃ

ないかとさえ思われますが、新たに設置された

県の中山間・地域対策室は、今年は調査が主で

あったと思うのでありますが、現状をどのよう

に分析し、来年度予算にどのように反映される

のか。あるいはまた、10年後、20年後、30年後

を見据えて対策を考えていく必要があると思い

ますが、部長、いかがでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 昨年度実施い

たしました集落調査の結果によりますと、冠婚

葬祭などの集落機能の維持に支障が出ている集

落が相当数認められるとともに、医療・福祉を

初め、日用品の購買、地域交通などの日常生活

の支援の重要性と、働く場所や機会の確保と

いった産業の振興のニーズが高いことが明らか

になったところであります。このため、今後の

中山間地域対策に当たりましては、今申し上げ

ましたとおり、集落の活性化、日常生活の維持

・充実、産業の振興、さらには都市との交流の

推進を柱として、短期的、中長期的な施策を

国、市町村と連携しながら、総合的に展開して

いきたいと考えております。

○野辺修光議員 ありがとうございました。

半島振興法とポスト過疎法については、黒木

議員からも出ましたので、時間の関係で飛ばし

たいと思います。

県土整備部長に伺いたいのでありますが、そ

の前に、先ほど知事の答弁にありました機構改

革ですが、現地・現場性の高い業務というのは

残すべきだということになっております。現地

・現場性の高い業務というのが、まさに土木事

務所じゃないかと思うのでありますが、現地・
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現場性の高い業務というのはどういうことで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 出先機関の担う現地

・現場性の高い業務とは、県民サービスにかか

わる窓口相談業務を初め、各種の普及事業や公

共事業の実施、防災への対応など、地域の中で

直接、業務執行を行う必要のあるものでありま

す。

○野辺修光議員 先ほど、土木事務所の件で総

務部長に答弁いただいたわけでありますが、串

間土木事務所は、道路、河川等の基盤整備や災

害時の緊急対応など、住民の安全・安心を確保

するため必要不可欠であると考えるわけであり

ます。土木事務所が再編されるということにな

りますと、県民の安全・安心という点から、い

ろんな支障が出てくると思うのでありますが、

県土整備部長、その辺についてのお考えをお聞

かせ願いたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 土木事務所

は、道路、河川等の社会資本の整備や災害に強

い県土づくりなど、県民生活に直結した重要な

役割を担っております。また、県民の安全で安

心な暮らしを確保していく上で、昨今の異常気

象による豪雨等への対応が大きな課題となって

おります。このため、土木事務所再編に当たり

ましては、本県の大変厳しい財政状況等を十分

踏まえまして、県民への行政サービスの確保や

災害時への緊急体制のあり方など、県民の皆様

が安心して暮らしていける体制づくりについ

て、総務部と連携しながら検討しているところ

であります。

○野辺修光議員 どうも再編については、計画

どおりやっていくしかないというようなことで

あったと思います。議会に請願が出ておりま

す。後は、この請願の願意を了として、皆さん

方に採択していただくということが、一つの残

された手かなと思っておりますので、外山委員

長、よろしくお願いしておきます。

東九州自動車道の日南―志布志間の問題であ

ります。これは平成７年だったと思っておりま

すが、基本計画には志布志―串間間は早くなっ

たんです。そういう経緯もあるんですが、今の

ような状況であります。また、昨年ですか、示

された中期計画の素案で、「その必要性は認め

るが、一部は既存の道路を活用する」というこ

とは、どうしても私は承服できないのでありま

す。これらを含めて、今後どう取り組んでいか

れるのか、部長に伺ってみたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 東九州自動車

道の日南―串間―志布志間につきましては、昨

年11月に行われた高規格幹線道路の点検の中

で、議員御指摘のとおり、「４車線から完成２

車線相当の構造に見直しつつ、これに加え、円

滑な走行が可能な現道の一部を当面、活用する

など、構造・規格の見直しを行い、早期にネッ

トワークの機能を確保する」とされたところで

あります。県としましては、全線整備とされな

かったことには不満が残りますが、高規格幹線

道路のネットワークとして、整備の必要性等が

示されたところであり、早期ネットワーク確保

の観点からも、一定の評価をしたところであり

ます。しかしながら、先日、国土交通省から交

通需要推計の下方修正が示されました。また、

道路事業の評価手法の見直しのための検討が行

われているなど、本県の高速道路整備にとって

は、道路特定財源の一般財源化とあわせて、先

行き不透明な状況となっております。県としま

しては、今後とも、基本計画区間のままである

日南―串間―志布志間について、少しでも進展

が図られるよう、一般財源化の議論の動向を注
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視しながら、国や関係機関に強く要望してまい

りたいと存じます。

○野辺修光議員 今の答弁の中で、「しかしな

がら」というのが、私は非常に気になるんで

す。国土交通省の交通需要推計の下方修正、さ

らには道路事業の評価手法の見直しのための検

討、これはまさしく、もうつくらないというこ

とを言っているんじゃないかという気がするん

です。先ほど県民政策部長にもお尋ねしたので

ありますが、知事にも、「県南の地域振興のた

めには、東九州自動車道はどうしてもつくるべ

きだ」という答弁を、さっきいただいたわけで

あります。しかし、今、日南―志布志間の道路

建設については、暗礁に乗り上げていると思っ

ております。

私は都城志布志線をよく走るのであります

が、末吉から松山、４キロメートルのときはほ

とんど車が通っておりません。途中で１台会う

ぐらい閑散としておりました。それが有明まで

延びて８キロメートル、今は数十倍の交通量に

なっております。したがって、都城志布志道路

が完成した暁には激増すると思うんです。これ

はまさしく、県が好まなくても北諸・都城と志

布志港を結ぶ物流道路でありますし、物流対策

ができておると私は思います。したがって、日

南までは高速道路ができるように今も建設され

ておりますので、志布志―日南をクリアするた

めには―志布志港は御案内のとおり九州一の

中核国際港であります。したがって、鹿児島県

のものではありませんので、今はまた、宮崎港

に投資したような多額の投資でもって、多目的

国際ターミナル事業が進められております。平

成７年から始められておりますが、来春には一

部開港するということでありますので、また取

扱貨物量も数倍になると思います。やはり南九

州一帯を考えた物流といいますか、県南、県央

を含めて対策を考えていくということが、東九

州自動車道の日南―志布志間が暗礁に乗り上げ

ている問題を解決する大きな決め手になると思

うんです。これをぜひ県の施策の中に取り入れ

ていただいて、前向きに取り組んでほしいと思

うのであります。その点ひとつ、そういう面か

ら県土整備部長はどう考えていらっしゃいます

か。

○県土整備部長（山田康夫君） 高速道路は、

全線がつながってこそ初めてその機能を十分に

発揮するものであります。日南―串間―志布志

間につきましても、沿線には、都井岬を初めと

する本県有数の観光資源や重要港湾である油津

港などがあり、これらを生かして産業の振興や

地域の活性化を図っていくためにも、その基盤

となる東九州自動車道全線の整備は大変重要だ

と考えております。また、御質問にありました

志布志港は、南九州圏域の今後の物流を考えま

すときに、本県の重要港湾も含め、それぞれが

重要な役割を果たしていくものと思われます。

したがいまして、鹿児島県と十分連携を図りな

がら、東九州自動車道日南―串間―志布志間の

整備について進展が図られるよう、今後とも全

力で取り組んでまいりたいと存じます。

○野辺修光議員 ありがとうございます。都城

志布志道路は無料ですね。日南―串間が仮に建

設されると、これも新直轄になると思います。

そうなると、志布志から清武は無料ということ

になりますので、知事、この物流対策をぜひ考

えてほしい。そのことによって突破口が開ける

と思いますので、よろしくお願いします。

国道448号については、通告しておりましたの

で、内容はよくわかっていらっしゃると思いま

す。前向きに取り組んでいただきたいと思いま
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す。

時間が参りましたので終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午後０時４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、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） いよいよあ

と２人です。都城が並びますが、よろしくお願

い申し上げたいと思います。

今、都城は非常に元気であります。今、篤姫

ブームですけれども、その放映前から企画され

ていました島津発祥まつり、11月、ゆかりの地

各地で毎日のようにイベントが開かれておりま

す。また、川南のトロントロン軽トラ市を見

習って、都城でも軽トラ市、都城ぼんち市とい

うのが始まりました。商工会議所がスポンサー

になってコンサートを開いたり、本当に元気な

都城になってほしいなと切に願っております。

さて、私のふるさと庄内には、熊襲踊りとい

う伝統芸能があります。この踊りは、ヤマトタ

ケルノミコトが熊襲を征伐した後に、その祝い

の席で踊ったと伝えられております。熊襲とい

うのは、今の熊本県の球磨川上流から霧島連峰

のあたり、向こうは球磨地方、こっちが曽於と

いうふうに言われて、それを合わせて熊襲とい

う話もありますが、強い部族だったということ

であります。この熊襲がヤマトタケルノミコト

に征伐され服従してからは、「隼人」というふ

うに呼ばれる薩摩隼人の名前が残っておりま

す。隼人は京の都の警備を歴代やっていたとい

うことで、平安時代に頻繁に「隼人」という名

前が出てくるんだそうであります。

薩摩隼人で思い出すのは、日本道路公団の組

織を変えるときに、あの都城出身の藤井総裁

が、「私は薩摩隼人だ」というふうに言った、

それを思い出します。近ごろまた、この話に近

いようなフレーズが聞こえてきました。時の中

山文科大臣が知事に対して、「直接は話をして

いないけれども、私の気持ちは、同じ諸県なの

で以心伝心で伝わっているだろう」というふう

におっしゃっております。そのときにずっと聞

いていたんですけれども、私にも同じ血が流れ

ているはずなのに、私には全然聞こえてこない

なという思いであります。知事にお尋ねをした

いんですが、衆議院選立候補の可能性があるの

かどうか、改めてお尋ねをしたいと思います。

今まで、「一日一日を誠心誠意、知事職を務め

ていく」というのはもうお聞きしましたので、

結局、衆議院選に出る可能性があるのかないの

か、そこだけをお願い申し上げたいと考えてお

ります。

入札・契約制度についてお願い申し上げたい

と思います。

価格だけに頼らない総合評価落札方式、それ

を担保する公契約条例の制定が急務だと強く感

じています。価格のみ重視した競争入札では、

安かろう悪かろうという悪循環に陥りかねな

い。価格入札から政策入札への転換が必要だと

思います。

地方自治法では、自治体が物品やサービス、

請負などの契約をする際には、一般競争入札、

指名競争入札、随意契約、競り売りの４つの方

法が定められております。一般的には指名競争

入札と随意契約が多く用いられておりますが、
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現在の入札制度の問題点は２つあるだろうと思

います。１つは、公共工事、物品購入をめぐっ

ての業者との癒着、口ききなどの談合、ごみ収

集や施設管理、庁舎メンテナンスなどの業務委

託契約の入札時に不当に安い価格で落札するダ

ンピング、この２つだろうと思います。現在の

入札制度は、可能な限り安い価格で調達するこ

とで、税金の無駄をなくすという考え方に基づ

いたものであります。しかし、価格という単一

要素だけで業者を選ぶ手法が、幾つもの弊害を

生んでいるように思えてなりません。

従来の価格入札を、社会的価値の実現を図る

ための政策入札に転換していくために、自治体

がどのような社会的価値を追求するのかを基本

条例で宣言する、これが社会的価値を実現する

ための自治体公契約条例と言われるものであり

ます。自治体公契約条例では、公正労働基準、

環境や福祉、男女平等参画など社会的価値の実

現を追求することを宣言するとともに、自治体

だけでなく事業者の責務についても定め、自治

体契約の入札においても、前に述べました社会

的価値の実現を追求する旨を明記することが重

要であります。状況によっては適切な民間委託

も認められますが、各種法令や県の政策に沿っ

た事業所に業務委託すべきであります。安かろ

う悪かろうではなく、真に県民の安心・安全を

守るためにプラスとなる価格入札から政策入札

への転換が必要であります。そうして、総合評

価落札方式をより生かすための公契約条例の制

定が求められております。公契約条例の制定に

つきましては、きょうは要望にとどめておきま

すが、これまでの総合評価の適用実績につい

て、公共三部を代表して担当部長の答弁をお願

いします。

後は質問者席で行います｡（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

この変化の激しい時代にありましては、社会

経済情勢や政治状況等、刻一刻と変化しておる

ところであります。今後どのような事態が起こ

るかは、だれも予測し得ないところでありま

す。私は今後とも、自身のマニフェストの達成

を含め、地方の活性化、宮崎の発展、県民生活

の向上という私の政治課題、大命題に向かい、

知事として一意専心し、不偏不党、堅忍不抜の

精神で取り組んでまいりたいと思います。一貫

して言わせていただいておりますが、今のとこ

ろありません。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

総合評価落札方式についてであります。総合

評価落札方式は、価格と、技術力など価格以外

の要素を総合的に評価し、落札者を決定する方

式でありまして、工事の品質確保を図り、建設

業者の育成や技術力の向上にもつながることが

期待されております。この方式につきまして

は、平成18年度から試行を開始しまして、その

結果を検証しながら、評価項目の見直しや適用

範囲、試行件数の拡大を図ってきたところであ

ります。

試行開始から本年11月末までの試行件数及び

当初請負金額の合計でございますが、部ごとに

申し上げます。環境森林部が38件の12億4,594

万4,000円、農政水産部が56件の52億3,735

万6,000円、県土整備部が241件の194億7,828

万9,000円となっております。公共三部を合計し

ますと、335件の259億6,158万9,000円となって

おります。以上でございます。〔降壇〕

○満行潤一議員 知事からはっきり、今のとこ

ろないというふうにお聞きをしました。いろい
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ろと新聞・テレビで報道されております。我々

からお願いすることは、知事は我々113万人の代

表ですので、発言には十分慎重になっていただ

きたいなと。我々の知事ですので、ぜひそこの

ところは誤解のないように、今後ともお願い申

し上げたいなと思っております。

地域医療の充実についてお尋ねを申し上げま

す。

まず、定住自立圏構想についてであります。

総務省の定住自立圏構想というのに、都城、延

岡、日向の３市が、具体化に向けた先行自治体

に選ばれました。この構想は、中心市に機能を

集約して、周辺自治体と連携し、人口流出を食

いとめるというのがねらいだそうであります。

都城市は、広域救急医療体制の整備と、そのた

めの道路網の整備となっています。選ばれた自

治体は、遅くとも新年度中に定住自立圏の協定

の締結を目指すそうであります。選定されると

国、県の支援があるのかどうかお尋ねいたしま

す。

○県民政策部長（丸山文民君） 定住自立圏構

想における国、県の支援でありますけれども、

この構想につきましては、現在、国と先行実施

団体との間で、中心市の機能強化や周辺市町村

との役割分担のあり方などに関する検討が進め

られているところであります。その中で、具体

的な支援策につきましても、年内をめどに取り

まとめが行われる予定でありますので、引き続

き情報収集に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 財政的支援がぜひあるといい

なと思っているんですけど……。

都城市の救急医療体制整備についてお尋ねし

ます。このことについては、毎回、一般質問、

代表質問でも取り上げております。去年の２

月、ことしも２月に質問させていただいており

ますが、この救急医療体制の整備については、

今月17日に知事に、地元の都城、三股の首長、

両議会議長と地元の県議で要望活動を行いたい

なと考えているところなんです。その内容は、

救急医療センター、そして２次医療施設である

都城市郡医師会病院を県西地域の救急医療拠点

施設として位置づけて、整備の際には２分の１

の施設整備費補助の実施をお願いしたいという

趣旨なんです。前回も知事にお願いを申し上げ

ましたが、もう一回、前向きなお答えをいただ

けないかなと思って、お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 都城市郡医師会病院

は、県西部の中核的な医療施設として、救急医

療や災害医療、小児医療等において重要な役割

を担っております。このため県では、これまで

高度な医療機器等の整備について補助を行うな

ど、支援を行ってきたところであります。こう

した中、都城市におきましては、サブシティ構

想に基づき、市郡医師会病院等の移転整備が検

討されているところであります。県といたしま

しては、医師会病院の建物整備について、過

去、助成した例はなく、また、県財政も大変厳

しい中、財政的支援は難しいと考えております

が、医療機器整備等についての既存の補助制度

の活用について、県として努力してまいりたい

と考えております。

○満行潤一議員 財政的に厳しいというのはよ

くわかるんですけれども、ぜひ県西地区の拠点

病院としての整備をしたいということで、定住

自立圏構想の中にも位置づけをされております

ので、引き続き御検討いただきたいなと思って

います。

周産期医療、出産期の医療についてお尋ねを

申し上げます。
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10月に、７病院で受け入れを拒否され、出産

後に死亡したという事例が大きく報道されてお

ります。この事件が大々的に報道されたのは、

一つは、東京都内の出来事である、さらに、24

時間体制で緊急処置が必要な妊婦を受け入れ

る、最後のとりでである総合周産期母子医療セ

ンターに指定されていた都立墨東病院も含まれ

る３施設にも受け入れを拒否されていたという

事実が明らかになったということだろうと思い

ます。地方に比べて医師も多くて、医療機関も

整備されているはずの首都東京で、なぜこのよ

うな悲劇が生まれたのか。医療界からは、「背

景にあるのは医師不足」との声が続出しており

ます。都会の総合周産期母子医療センターに指

定された病院でも、産科の常勤医は定数割れに

陥り、週末の当直は１人体制を余儀なくされて

いると、共同通信調査の結果が報道されており

ます。本県の実態はどうなっているのでしょう

か。総合周産期並びに地域周産期母子医療セン

ターの産科医の配置を含めてお伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県では、宮

崎大学医学部附属病院を総合周産期母子医療セ

ンターとして、また、県立宮崎病院など７医療

機関を地域周産期母子医療センターとして認定

しております。宮崎大学医学部附属病院には非

常勤を含む22名の産婦人科医がおり、総合周産

期母子医療センターの休日及び夜間の当直は２

名体制となっております。また、地域周産期母

子医療センターにおいても、産科及び新生児診

療で24時間医師が対応できる体制がとられてお

ります。

○満行潤一議員 県北のＮＩＣＵは７床しかな

いですよね。県北を含めて県内のＮＩＣＵは充

足しているのかどうかお尋ねします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県は、県

央、県北、県南及び県西の４つの医療圏で構成

する地域分散型の周産期医療体制を構築してお

り、現在、ＮＩＣＵ等の病床は４地区合わせ

て98床となっております。４つの医療圏の中

で、県北地区については、お話にありましたよ

うにＮＩＣＵは７床ということで、他の地区よ

り少ない状況ですが、状態の落ちついた新生児

を搬送元のかかりつけ医に帰す逆搬送システム

や、防災救急ヘリコプターの活用などにより対

応しているところであります。県内では、妊

婦、新生児の救急搬送時には、医師自身が情報

交換を行い、いずれかの周産期母子医療センタ

ーが必ず受け入れる体制が整備されており、県

全体としてはＮＩＣＵは充足していると判断し

ております。

○満行潤一議員 私は都城ですので、県北のこ

とは県北の人に任せればいいんですが、県北に

は98床のうち７床しかないわけですよね。バラ

ンスのいい整備をぜひお願いしたいなと思って

います。

共同通信の調査で、医師が疲れ切っていると

いうアンケート結果が出ています。周産期医療

というのは大変なストレスだと思うんです。24

時間、そして新生児だけでなくて母体も急変す

る可能性が高い。産婦人科、小児科医だけでは

対応できない事例もたくさん予想されるわけ

で、そういう急変に対応できる脳外科等のほか

の科の救急医療体制との連携というのが非常に

重要ではないのかなと思いますが、３次救急医

療機関との連携というのはどのようになってい

るんでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 妊婦の緊急搬

送に適切に対応する上では、産科と他の救急医

療部門との連携が大変重要であると考えており
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ます。こうした中、本県の周産期母子医療セン

ターである８医療機関のうち、宮崎大学医学部

附属病院、県立宮崎病院、県立延岡病院の３医

療機関は３次救急医療機関でもあり、産科と救

急医療を担う他の診療科との連携は、病院内に

おいて十分に図られているものと考えておりま

す。また、その他の５つの周産期母子医療セン

ターでは、３次救急医療機関である宮崎大学医

学部附属病院などと連携が図られているところ

であります。県としましては、今後とも、緊急

時の妊婦に対して、産科以外の対応が必要な場

合の病院内及び病院間の連携を促進してまいり

たいと考えております。

○満行潤一議員 次に、感染症対策についてお

尋ねをいたします。感染症対策、予防が非常に

重要なんですけれども、新型インフルエンザに

ついては、幾人もの方々から質問がありました

ので、今回、私は特に予防接種についてお尋ね

をしたいと思います。

まず、麻疹・風疹の予防接種率の向上につい

てであります。就学時期に行う２期の予防接種

が、19年度は84.7％という報道がありました。

これは全国平均を下回るということですけれど

も、接種率向上に向けた取り組みはどのように

なっているでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 麻疹・風疹ワ

クチンの２期の接種率は、お話のように平成19

年度84.7％であり、全国平均の87.8％を下回っ

ているという状況であります。２期の予防接種

率の向上につきましては、教育委員会と連携し

ながら、就学前健康診断時に接種の有無を把握

するとともに、未接種者の保護者に対して、小

学校入学前に接種するよう勧めておるところで

あります。

○満行潤一議員 ぜひ接種率向上の取り組み

を、教育委員会と共同で行っていただきたいと

思います。

同じく３期・４期、中学生・高校生が対象に

なる。これは臨時的な措置で、向こう５年間だ

と思いますけれども、やるようになりました。

教育委員会の協力をもらって、県が調査をした

ようです。夏休みにアンケート調査をされてい

るようですけれども、これが全国の状況と比べ

てまた大きな開きがあります。中学生を見る

と、最も高かった福井県が84％、本県61.7％で

も驚きますが、宮崎市が７割、都城市が５割、

県内でもまた大きな格差があるように感じるん

です。県内の実態はどのようになっているで

しょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 今年度から５

年間に限って、中学１年生を対象とした３期

と、高校３年生を対象とした４期の麻疹・風疹

予防接種を実施することとなりました。県で

は、教育委員会や医師会と連携し、夏休み前に

各学校を通じて接種を勧め、夏休み後に接種状

況を把握したところであります。その結果、夏

休み前の麻疹接種率は、３期が25.2％、４期

が19.9％でありましたが、夏休み後には、３期

が63.1％、４期が53.5％と向上しており、全国

平均を上回っております。市町村別に見ると、

３期が31.0％から100％、４期が32.7％から97.4

％と、市町村によって接種率にばらつきが見ら

れるところであります。

○満行潤一議員 全国平均より高いと言われて

も、低いですよね。やっぱり100％にいかに近づ

けるかが大事だろうと思うんですけれども、今

度、冬休みがやってきますよね。その対策が非

常に大事じゃないかなと思うんですけれども、

教育委員会との連携というのをおっしゃってい

るんですけど、どのように冬休み対策をお考え

平成20年12月10日(水)



- 314 -

なのか、再度お願いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 麻疹・風疹の

予防接種につきましては、市町村及び医師会と

連携して、対象者に受診を勧めているところで

あります。特に中学１年生・高校３年生を対象

とする３期・４期につきましては、教育委員会

と連携し、現在、各学校を通じて、未接種者に

対し冬休み中に接種するよう呼びかけていると

ころであります。さらに、冬休み後には、再度

接種の有無を把握した上で、未接種者に対しま

しては、年度内に必ず接種を済ませるよう勧め

ることとしております。

○満行潤一議員 次に、百日咳についてお尋ね

をします。ことし、成人の感染者が物すごく増

加をしておって、ある調査を見たら、罹患者

の37％が成人だということです。百日咳の流行

防止、現状と課題について、県はどのようにと

らえておられるのかお尋ねします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 百日咳の報告

数は、全国では、昨年の2,914人から、ことし

は11月末現在で6,223人と増加しております。ま

た、本県においても、昨年の11人から、ことし

は11月末現在で80人と大幅にふえております。

県では、百日咳患者の増加を受けて、５月に、

百日咳の感染予防対策の周知や早期の予防接種

の注意喚起を行うとともに、教育委員会を通じ

て、学校における百日咳の感染拡大防止や予防

接種歴の確認等の注意喚起を行ったところであ

ります。

○満行潤一議員 今、２期が２種混合なんです

よね。百日咳が入っていないんです。２期をＤ

ＴからＤＰＴへ、２種混合から３種混合へ変更

することが、成人になってからの罹患を抑える

重要なことじゃないのかなと思うんです。私と

しては、国に３種混合にするように要望してい

ただきたいなと思いますが、県はどのようにお

考えでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 百日咳は、こ

れまでは乳幼児を中心とした疾患とされてきま

したが、近年、成人の感染者が増加しておりま

す。感染症発生動向調査によりますと、ことし

１月から11月までに報告された全国の患者のう

ち、20歳以上が35.9％を占めております。県内

におきましても、同じ時期で16.3％が成人の患

者となっております。このような中、成人の百

日咳の増加は世界的な傾向でもあり、10代に百

日咳ワクチンを追加した予防接種を始めた国々

もございます。しかしながら、我が国における

百日咳の増加の原因は明らかになっておらず、

国における解明と対策の動向を見守りたいと考

えております。

○満行潤一議員 日本脳炎についてお伺いいた

します。日本脳炎のワクチンは、接種事故があ

りまして、接種を控えるように、都道府県に国

の要請が来ているようなんです。しかし、畜産

県である本県では、豚もたくさんいるわけで、

日本脳炎の罹患が非常に危惧されるわけです。

そういった中にあって、市町村は、国から勧奨

をやめなさいというふうに言われていても、畜

産県であるがゆえにやらざるを得ない、新しい

ワクチンがまだ開発されていないというジレン

マがあるだろうと思うんですが、県はどのよう

に対応されようとしていますか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 日本脳炎ワク

チンの接種後に重症の脳脊髄炎の発生が認めら

れたために、厚生労働省は平成17年に、予防接

種の実施主体である市町村に対し、日本脳炎ワ

クチンの定期予防接種を積極的に勧めることを

控えるよう勧告しております。しかしながら、

日本脳炎に感染するおそれが高い場合には、特
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に接種を希望する保護者に副反応等の説明を十

分に行い、同意書に署名を得た上でワクチン接

種を認めております。県では、このような勧告

を受けて、市町村に対して、本県における日本

脳炎のリスクを周知するとともに、接種希望者

が予防接種を受けられる体制の確保を依頼して

おります。

また、県では、豚の日本脳炎抗体を測定する

ことにより日本脳炎の流行予測調査を行ってお

り、豚の感染状況により日本脳炎ウイルス注意

報や日本脳炎注意報を発令して、注意喚起を

行っているところであります。

○満行潤一議員 ヒブワクチンについてお尋ね

します。インフルエンザ菌ｂ型（Ｈｉｂ）ワク

チンが12月から解禁になります。これは当面、

任意接種ということで、100％自己負担で、医療

機関に行って予防接種をしないといけないわけ

なんですけれども、細菌性髄膜炎を予防する、

小児科の先生たちから見ると本当に待ち望んだ

ワクチンだというふうに言われています。この

ワクチンは、アメリカはもちろん、アジア、ア

フリカを含む世界各国で導入されています。Ｗ

ＨＯの推奨により、120カ国以上で公費負担によ

る接種が行われている。しかし、日本では任意

接種ですので、国の補助がない。今回、宮崎

市、３町が助成を行うというテレビ、新聞の報

道がありました。県内の動きはどうなっている

のかお尋ねしたいんです。いずれ国の定期予防

接種になるとは思うんですけれども、それまで

の間、自己負担100％というのは非常に重い負担

だと思います。県の助成があれば、市町村間の

補助のばらつきとかいうのもかなり解消される

のではないかと思いますけれども、行政として

助成される考えはないのかお尋ねいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ヘモフィルス

・インフルエンザ菌ｂ型、通称ヒブは、小児の

細菌性髄膜炎の原因の50％以上を占め、感染す

ると５％が死亡するという病気であります。ヒ

ブワクチンは、小児の細菌性髄膜炎の予防を目

的とした任意の予防接種であり、既に世界の100

カ国以上で導入されており、国内でも本年12月

から販売される予定となっております。このワ

クチンは、通常４回の接種が必要であり、任意

接種のため約３万円の自己負担が生じますが、

公費補助につきましては、お話のあった県内の

４市町のほか、県外では鹿児島市が実施予定と

聞いております。公費補助は、予防接種の普及

を図る上で効果が期待できるものではあります

が、他のワクチンとのバランスもありますの

で、まずは実施主体の市町村において検討され

るべきものと考えております。

○満行潤一議員 ドクターヘリについてお尋ね

をします。これも何回も質問していますが、フ

ジテレビ系列で７月から９月まで、ドクターヘ

リを題材にしたドラマ「コード・ブルー―ドク

ターヘリ緊急救命―」が放映されましたけれど

も、非常に視聴率が高くて、最高視聴率は21.2

％という数字を記録したということでありま

す。このことで大分、ドクターヘリの認知度も

高まったんだろうと思うんですけれども……。

さて、都城市で11月16日に米国航空救急医療

講演会というのがありまして、参加をしてきま

した。米国の救急医療と救急ヘリの最新情報な

ど貴重な意見を伺うことができたんですが、米

国では840機の民間ヘリが運航しており、その99

％が24時間体制で運航されているということを

知りました。講師は、米国航空医療学会会長の

サンディ・キンケイド女史だったんですが、改

めて、ヘリ搬送の必要性、重要性や経済的効果

についても確信が持てたところであります。国
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内でも、ぜひヘリ搬送で多くの患者の命が助

かってほしいなと思っています。現在どんどん

ふえていますので、非常にすばらしいことなん

です。既に13県、14機が導入され、今年度中に

沖縄、青森、群馬の３県で運航が開始され、11

県で導入を検討中です。また、静岡県に次いで

北海道、千葉県が２機目の導入を目指しており

ます。ことし６月に、いわゆる骨太の方針2008

が閣議決定され、その中に、「ドクターヘリを

含む救急医療体制の一層の整備を行う」という

文言も挿入されました。厚生労働省は、新年度

予算概算要求で24機分を要求しております。新

年度予算にドクターヘリ導入調査費を計上され

るおつもりはないのか、知事にお尋ねいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） ドクターヘリは、本

県の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、

その導入には、費用面はもとより、ドクターヘ

リの拠点となる病院の確保や医療スタッフの確

保等、さまざまな課題があります。中でも、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、医師不足が深刻化している状況で

は、その確保が最も困難な課題であると考えて

おります。県といたしましては、既定予算等を

活用し、引き続き必要な調査検討を行ってまい

りたいと考えております。

○満行潤一議員 卵が先か鶏が先かという議論

だと思うんです。やっぱり計画を立てれば、そ

れなりに医師も確保できると、私は確信をして

います。今、県内では、民間の医療機関でドク

ターヘリを運航したいというところもあるよう

に聞くんですけれども、そういった民間の医療

機関がドクターヘリを導入すれば、県としては

財政支援を行う予定があるのかどうかお尋ねい

たします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ドクターヘリ

に関します国の補助事業は、救命救急センター

にドクターヘリを導入する場合に対して補助す

る事業であります。したがいまして、救命救急

センターに指定されていない民間病院がドクタ

ーヘリを導入する場合には、補助要件に該当い

たしませんので、財政的支援は困難であると考

えております。

○満行潤一議員 ぜひ、一日も早く本県でもド

クターヘリが飛ぶようにお願い申し上げたいと

思います。

次は、消防団の現状と課題についてお尋ねを

いたします。

県内各地、消防団員の減少、高齢化、そして

企業勤務の消防団員の増加等、いろいろと団員

確保に難しい状況に陥っているわけなんです。

長野県が、団員２人以上雇用の企業に対して法

人税の減免をしたり、入札の優遇をしたりとい

うふうにやっているということを見聞きしたと

ころですが、本県ではこういった取り組みはで

きないのか、総務部長、いかがでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 確かに、本県にお

きましても、消防団員は減少傾向にございま

す。こういったことから、消防団活動につきま

して、新聞、県庁ホームページ等を活用した広

報啓発、県商工会議所連合会等各種団体を通じ

ての、傘下企業等に対する協力要請等を行いま

すとともに、団員の士気高揚を図るための県消

防大会を開催するなど、消防団員の確保に向け

てさまざまな取り組みを行っているところでご

ざいます。特に平成19年度には、県土整備部と

協議をいたしまして、平成20・21年度の建設工

事の入札参加資格審査から、地域貢献として、

消防団員を雇用している建設業者を評価して加
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点する措置が講じられたところでございます。

県税の減免につきましては、今後、他県の状況

も参考にしながら研究してまいりたいと考えて

おります。

○満行潤一議員 加点になっているんですか

ね。県内の町村からも陳情・要望が上がってい

ると思うんです。総合評価落札方式の評価項目

に実績を加味すべきじゃないかということなん

ですが、現状はどうなっているんでしょうか。

今後どうされるか。

○県土整備部長（山田康夫君） 消防団員を雇

用している建設業者につきましては、先ほど総

務部長が答弁しましたように、入札参加資格審

査において一定の評価をしております。ただ、

総合評価落札方式におきましては、現在のとこ

ろ評価項目とはしておりません。しかしなが

ら、先ほど来お話がありますように、消防団は

地域の安全で安心な暮らしの確保に欠かせない

組織でありますし、災害対応においても大変重

要な役割を果たしていると認識をしておりま

す。また、御指摘のとおり、県内９つの町議会

から、消防団員の雇用を総合評価の評価対象と

してもらいたいとの要望もいただいております

ので、現在、その検討を行っているところでご

ざいます。

○満行潤一議員 本当に市町村は大変な状況で

ありますので、ぜひ消防団員確保に向けて各機

関で協力し合って、お願い申し上げたいと思い

ます。

県立学校再編計画についてお尋ねします。

十屋議員がおっしゃっていただいたので、ダ

ブる部分もありますけれども、県立高校再編の

今後の計画はどのようになっているのか、まず

お尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会におき

ましては、平成15年度から24年度までの10年間

の再編整備計画に基づきまして、普通科高校の

再編整備、総合制専門高校や併設型中高一貫教

育校の設置等に取り組んでいるところでありま

す。今後の高校教育のあり方につきましては、

中学生の進路希望に関する実態把握に努めます

とともに、少子化に伴う児童生徒数の減少や産

業構造の変化など、さまざまな角度からの調査

研究を進めまして、県民の皆様の幅広い御意見

も参考にしながら、全県的、総合的な視野に

立って、適切でよりよい教育環境を提供できる

よう検討してまいりたいと考えております。以

上です。

○満行潤一議員 今年度までの計画ということ

ですよね。延岡、日南、そして小林という再編

があったわけですけど、特に小林商業高校の跡

地利用をどうするかというのが、地元では話が

出ているようなんですが、小林商業高校の跡地

利用というのは具体的に計画があるんでしょう

か。

○教育長（渡辺義人君） 今後閉校を迎える県

立学校の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、平成22年３月に閉

校を迎える小林商業高校の跡地につきまして

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、庁内各部局及び地元小林市の意

向も十分に踏まえまして、その取り扱いについ

て検討していきたいと考えております。以上で

す。

○満行潤一議員 ぜひ跡地を有効に使ってほし

いと。延岡と西諸とはまた別なんでしょうけれ

ども、西諸の特別支援学校の高等部の設置計画

はどうなっているのかなと。できればこの商業

高校跡地に、広いですから全部とは言いません
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けど、半分、４分の１とかいう形で設置計画に

ならないのかなと思っていますが、いかがで

しょうか。

○教育長（渡辺義人君） 高等部の設置につき

ましては、西諸県地区も含めまして、高等部未

設置の特別支援学校の保護者や関係団体より、

これまでたび重なる、そして切実な要望がなさ

れてきているところであります。県教育委員会

におきましては、平成21年度から25年度までの

５年間の特別支援学校の整備のあり方を示す

「宮崎県特別支援学校総合整備計画」を本年度

内に策定することにしておりますので、高等部

設置につきましても、この整備計画を踏まえ、

本県の財政状況や緊急性等、設置に係る諸条件

を勘案しながら、段階的に取り組んでまいりた

いと考えております。

○満行潤一議員 特別支援学校高等部の設置に

ついては、知事も前向きに発言をいただいてい

ますので、実現できるんだろうと思うんですけ

れども、商業高校跡地利用等を含めて、ぜひ今

後とも計画を進めていただければありがたいな

と思っています。

入札・契約制度についてお尋ねをいたしま

す。警察本部の１円入札報道がありました。Ｉ

Ｃ型免許証システム導入に関して、全国19の警

察本部が１円入札との報道がありました。これ

が本当だとすると、ゆゆしき問題だと思ってい

たんですが、どうも実際、「宮崎は違うんだ」

という話も聞くんですけれども、正確なところ

をお尋ねいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

朝日新聞の10月の記事でよろしゅうございま

すか。本記事の見出し等を見ますと、当県警察

で問題のある入札・契約が行われて、県民に迷

惑をかけているかのようなニュアンスの漂うも

のとなっておりまして、悔しい思いをしており

ます。

御説明いたします。ＩＣ免許証作成機につき

ましては、大きく分けますと、機器本体とカー

ド等の消耗品に分けられます。国内数社で開発

を試みてきたものと承知をしておりまして、各

社における技術的工法が違いますことから―

ここがポイントなんですが―機器本体が、あ

る業者に決まってしまいますと、カード等の消

耗品も同じ業者に頼まざるを得ないという状況

が、まず背景としてございます。したがって、

機器本体と消耗品を別々に契約しようといたし

ますと、本体を幾ら一般競争入札といたしまし

ても、消耗品の段階で本体落札業者との随意契

約にならざるを得ないという図式がございま

す。また、予算的にも、５年間の長期にわたる

消耗品ということもありまして、予算額で本体

と消耗品で、ざっくりとした割合で１対3.3ぐら

い。つまり、後者のほうが、かなり金額的に高

いわけであります。そうしますと、業者側の心

理として当然のことではあるんですけれども、

競争入札の本体部分はできるだけ安く取って、

そして額の大きい随契の部分の交渉で、より高

くもうけようとする。これは当然、業者心理と

して理解できるといいますか、予想されるわけ

であります。

そこで、我々としては、こういう手順を踏み

ますと、消耗品の部分について、より高い価格

となってしまわないか、まさしく県民に迷惑を

かけることになってしまわないか、ここをまさ

に危惧をしたわけでございます。そこで、私ど

もは、本体と消耗品を全部一括セットで、一体

として一般競争入札に付しました。そのことに

よって、消耗品が不当に高くなることを防止す
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る措置をとったと、こういう経緯でございま

す。

結果として、機器本体部分を月額１円計算と

して応札をする者が複数あったんですけれど

も、いずれにしても全体として―落札業者の

いわゆる落札率でございますが―78.7％とい

うことに相なりました。私どもとしては、こう

いう手順を踏みましたので、競争性は十分に反

映されたものと考えておりますし、また、関係

企業の努力も見られたというふうに考えており

ます。

したがって、本記事の見出しの一つとして、

「消耗品に費用転嫁 結局ツケは国民」といっ

たような見出しが出ているんでありますが、少

なくとも当県警察につきましては、こうした指

摘は全く当たらないというふうに考えておりま

す。

○満行潤一議員 安心しました。おっしゃるよ

うに、１円入札だと、結局は消耗品で、随契で

持っていかれるんじゃないのかなと思っていま

した。よくわかりました。

次に、19年度監査委員報告についてお伺いを

したいと思います。報告によれば、監査委員

は、環境森林部の災害関連緊急治山事業測量設

計委託における治山林道協会との一者随契につ

いて、また農政水産部に対しては、設計委託に

おいて県土地改良事業団体連合会との一者随契

について、それぞれ「随意契約の理由としては

不十分」と指摘をされています。その内容につ

いて代表監査委員にお伺いします。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 私どもは、委

託業務も含めまして契約については入札が基本

であり、随意契約、特に一者随契は例外という

考え方に立って監査を実施しております。今般

の監査で指導した環境森林部や農政水産部の案

件は、いずれも一者随契で発注しているケース

でありまして、競争性や透明性の確保及び民間

事業者の受注機会の拡大という視点から、入札

による契約の検討を促したものであります。

○満行潤一議員 今回指摘をされているわけな

ので、現場としては、「今までよかったのに」

という戸惑いもあったんじゃないかなと思いま

す。

次にお伺いしたいのは、物品の購入で随意契

約にできる基準額は160万円未満ということなん

ですよね。160万円未満は随意契約でオーケーと

なると、ほとんどの物品は購入できるんじゃな

いのかなと。この金額が果たして適当なのか、

担当部長の認識をお伺いします。

○総務部長（山下健次君） 物品の買い入れに

つきまして、随意契約によることができるとい

うのは、地方自治法施行令の規定によりまし

て、「160万円の範囲内で都道府県の規則で定め

る額を超えない場合」と定められております。

本県でもこれに基づきまして、財務規則におい

て、160万円をその限度額として定めておるとこ

ろでございます。この地方自治法施行令の規定

というのは、一定の種類の少額な契約につい

て、事務量を軽減し能率的な行政運営を図ると

いった趣旨で設けられたということでございま

すが、この限度額につきましては、九州各県い

ずれも同額の160万円と定めておりまして、妥当

ではないかと考えております。

○満行潤一議員 そういうことなんですね。で

も、160万円といえば自動車でも買えるんじゃな

いのかなという気がして、どうなのかなと思い

ます。

県庁では、相当な契約が随意契約されている

実績がありますが、現状をどのように認識され

ているんでしょうか。代表監査委員、いかがで
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しょうか。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 随意契約の全

体は把握しておりませんけれども、先ほど申し

上げましたように、今後とも、十分その辺につ

いてはチェックしていきたいというふうに思っ

ています。

○満行潤一議員 納品期限と出納閉鎖時期につ

いてなんですが、物品の納入期限は３月31日、

これは出納閉鎖時期とは明らかに違うわけなん

ですけれども、印刷物とかの納入期限というの

は本当に守られているかどうか、確認したいと

思います。

○総務部長（山下健次君） 物品の調達につき

ましては、契約に基づき、当該年度の履行期限

内に、それぞれの要求所属におきまして、検査

納品されていることを確認しておるところでご

ざいます。

○満行潤一議員 年度末、年度初めにいろんな

業者の方々が出たり入ったりされているんです

けれども、どうしても３月31日に印刷物等が納

品されていないように感じるんですね。これは

しっかり、決まりは決まりなのでちゃんとやっ

てほしいなと思うんですが、このあたり、代表

監査委員は指摘はないですか。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 私ども、そう

いう目で印刷物のチェックをしたことは、私の

記憶している限り、経験している中ではござい

ませんけれども、恐らくそれは適正に納品され

ているというふうに思っております。

○満行潤一議員 代表監査委員も総務部長だっ

たので、おわかりだろうと思うんですけれど

も、私はそうじゃないケースが多々あるんじゃ

ないのかなと思っております。ぜひチェックを

お願いしたいと思います。

あと、県入札・契約監視委員会の設置につい

て。これまでに委員会を３回開催されたという

ふうにお伺いしていますが、設置の目的と成果

についてお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 入札・契約監視委

員会は、県が発注する建設工事及び建設工事に

係る業務委託に関しまして、民間有識者の意見

を聴取いたしまして、入札・契約制度及びその

運用の適正化を図るために設置したものでござ

います。具体的には、入札・契約制度の見直し

内容やその進捗状況、発注工事に係る入札・契

約手続等について、調査・審議を行っていただ

いております。これまでに委員会からは、最低

制限価格の引き上げ、資材価格の高騰への対

応、指名競争入札の競争性などに関する御意

見、こういったものをいただきまして、これら

の意見を、関係部局における制度見直しの検

討、あるいは入札・契約の適正な執行に反映さ

せたところでございます。

○満行潤一議員 ぜひ、しっかりとした入札・

契約制度を確立していただきたいなと思ってお

ります。

まだ時間は残っていますが、予定しました質

問をすべて終わりましたので、これで終わりた

いと思います。ありがとうございました。（拍

手）

○坂口博美議長 次は、中村幸一議員。

○中村幸一議員〔登壇〕（拍手） 一般質問最

終日、最後になりました。自民党の中村幸一で

あります。

地元の皆さんから、「ことしはまだ１回も質

問していないじゃないか」というようなお話が

ありまして、私も、もう11月議会でしゃべりた

くてしゃべりたくて仕方がありませんので、中

身もないくせに一般質問をする次第でございま

す。
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宮崎県の平成の大合併も、44市町村が30市町

村になりました。最近では、12月１日に小林市

と野尻町が法定合併協議会を設置いたしまし

た。その前は小林市、高原町、野尻町が合併を

模索して、43項目のうち42項目が同意され、高

原町の病院問題が解決すれば、小林市、高原

町、野尻町が合併できるところまで来ていまし

た。そのほかにもいろいろあったそうです。と

ころが、この１項目だけ整わないため、１市２

町の合併が流れたのであります。

そこで私は、総務政策常任委員会で総務部長

に、「なぜ最終段階の折に知事が乗り込んで

いって高原町と話をしなかったのか」、こうい

う話をしました。ほかの県では、知事が書簡を

送ったり、報道陣を引き連れたりして行ってい

るんです。報道陣を引き連れるというのは、公

平を期するために、圧力をかけないためだとい

うことで行っているんですが、行っていない。

そこで総務部長に質問しましたら、「いや、実

は私が行きました。協議が調いませんでした。

私ではまずかったんでしょうか」「いやいや、

あなたの役職がまずかったんじゃなくて、やっ

ぱり知事がちゃんと行って話すべきではなかっ

たのか」ということを話したところでありま

す。知事が行かなかったことによって、いろん

な人たち、「やっぱり知事は内政には興味がな

いんだな」ということを言う人もおります。そ

ういったことで、やはり熱心であるならば、行

くべきだったと思います。長崎県の金子知事な

んかは、２回失敗しても行っているわけです。

公平性を期すために、報道陣を引き連れてお話

をされている。うちの知事はしていない。

私は、やっぱり原因は、総務部長を初め県の

幹部の部長にもあるんだろうと思います。うま

くいかなかったら知事に恥をかかせるんじゃな

かろうかとか、そういったことを考えているん

じゃないかなと思います。一事が万事、知事に

遠慮して、当たらずさわらずのスタンスで知事

と接しているのではないか。部長たちは、かん

かんがくがく知事に意見具申しているのか。そ

してまた、焼酎も飲んだりしながら県政のこと

を話しているのか。そういうことを私は非常に

心配しております。知事部局の部長にお伺いし

ますが、あなた方は知事とどのようなスタンス

で議論をしているのか、全部答えていただきた

い。そして、虚偽の答弁をしないでほしい。こ

こに来たらちゃんと宣誓し、そして率直に知事

とのかかわり合いを話していただきたいと思い

ます。

そして、あと、知事の政治姿勢について、ア

メリカの民主党オバマ政権が我が国に及ぼす影

響について、ホームドクター（かかりつけ医

師）について、そして４番目に、モンスターペ

アレントについて、順次自席から質問いたしま

す。自席から質問するのは―たくさん傍聴に

いらっしゃいますが―傍聴が少ないからここ

でやらずに後ろでやろうと思いましたが、自席

からやらせていただきます｡（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

小林市、高原町並びに野尻町におかれまして

は、本年４月、合併協議会を設置され、熱心に

協議を進めてこられたところであります。県に

おいては、その時々の状況に応じて助言に努め

てきたところでありますが、今回協議が休止さ

れるに至ったことにつきましては、大変残念な

ことであると考えております。もとより市町村

合併は、地域の将来に大きな影響を及ぼす大変

重要な事柄であり、市町村と住民一人一人が、

地域の現状や今後のまちづくりについて、自主
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的・主体的に十分議論した上で決定されるべき

ものと考えております。県といたしましては、

地方行政の将来像を見据えながら、それぞれの

地域での合併に向けた取り組みが円滑に進めら

れますよう、今後とも支援に努めてまいりたい

と考えております。〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 知事

との意見交換についてであります。県民政策部

におきましては、県政の重要課題の総合調整や

総合交通対策、中山間地域対策、さらには文化

施策や人権施策など幅広く所管をしておるとこ

ろであります。また、秘書広報業務など日常的

に知事を補佐する役割も担っておりますので、

職員が知事と意見交換する機会は多いと思って

おりますし、私自身も、庁議の場や全国知事

会、あるいは所管業務はもとより、県政全般に

わたる重要施策の方針決定の際など、知事と直

接、意見交換をさせていただいております。今

後とも、県政全体を円滑に推進していくため、

知事と職員との間の意見交換を密に行い、十分

に意思疎通を図ってまいりたいと考えておりま

す。

それから、時間外、仕事外でも機会あるごと

に、知事、副知事を含めまして各部長、意見交

換を行っております。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。

知事との意見交換についてであります。いろ

いろな見方、感じ方はあろうと思いますが、私

自身、部長として知事にお仕えするのは初めて

でございますので、私の感じ方として申し上げ

ます。私個人としては、所管の業務について、

異例、あるいは基本方針の変更、危機事態への

対処、こういったもの以外、つまり基本的な内

政は所管部長の判断にお任せいただいているも

のと考えております。そういう意味での部長の

責任は重いというふうに自覚をしております。

当然、異例、基本方針の変更、時にはトップダ

ウンの案件、あるいは全庁的な対応を要する事

項などの協議の際は、率直かつ実りのある意見

交換をしたいと思っておりますし、現実に相当

程度それはできているというふうに考えており

ます。知事といえども、当然、物理的な対応に

は限界があるということを考えますと、今、知

事のお持ちの力を宮崎県民のために最も効果的

かつ有効に活用するという観点からは、私とし

ては、今のあり方にそうそう不具合はないとい

うふうに感じております。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。

福祉保健部は、県民の生活に直結する重要な

施策を数多く抱え、現在は特に、子育て対策や

医療対策という県の重点施策を遂行する役割を

担っておりますことから、関連施策の方向性の

検討・確認、あるいは各種の事業の実施の過程

において、適時知事に報告し、随時意見交換を

させていただいております。知事も、当部の抱

える諸問題の解決に強い関心を持っておられ、

率直な意見交換ができていると考えておりま

す。以上です。〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 私

は、環境森林部長を19年の４月から務めさせて

いただいております。私どもの部では、今大き

な問題になっております地球温暖化対策など、

県民生活にかかわりの深い環境分野、あるいは

森林・林業・木材産業、林業の振興という大変

重要な分野を担当させていただいています。こ

れらの業務を進める中で、知事とは、特にこれ
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まで、中国木材進出にかかわる案件ですとか、

今大きな懸案になっておりますエコクリーンプ

ラザ問題などといった重要案件の協議や報告、

また、県産材の需要拡大のためのトップセール

スについてのいろんな打ち合わせ等、さまざま

な機会を通じまして必要な意見交換をさせてい

ただいているところであります。特に植栽未済

地につきましては、昨年度の４月、新年度早々

に、知事に直接、西米良のほうを視察、調査し

ていただきまして、今後の対策について、部内

の職員あるいは関係団体との十分な意見交換が

なされまして、今年度の重点施策として実現で

きたのではないかというふうに考えておりま

す。

今後とも、部内各職場で自由闊達な議論が行

われ、知事だけではなく副知事とも十分な協

議、意見交換が行われるように努めてまいりた

いというふうに考えております。〔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。

知事との意見交換についてでありますけれど

も、商工観光労働部におきましては、企業誘

致、雇用対策、観光振興、移住促進といいまし

た、知事マニフェストに直接関係する業務のほ

か、宮崎を全国でアピールするという役割を

担っておりまして、私も含めて職員ともども、

一緒に仕事をする機会が非常に多うございま

す。知事とはこれまで、企業立地の推進体制の

整備など業務を進める上で、さまざまな場面で

直接、意見を交換しております。加えまして、

知事の高い知名度というのは、企業を訪問する

際にも極めて有効でありますので、大いにそれ

を活用させていただいておるところでございま

す。今後とも、これまで以上に知事との意思疎

通を密にしながら、業務の円滑な推進、発展に

努めてまいりたいというふうに思っておりま

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。

農業・水産業は、昨年の高病原性鳥インフル

エンザや、今年度に入りましてからの重油・配

合飼料価格の急激な高騰、こういった国際情勢

や自然条件の変化などの影響を受けやすく、こ

れに行政処分を含めて迅速・的確に対応する必

要があることから、常に知事と問題を協議の

上、さまざまな施策を実施してきております。

御案内のとおり、知事の情報発信力によります

マンゴー・宮崎牛の高値といったことは実現し

ておるわけでございます。こういった農水産物

のＰＲを知事のトップセールスを中心に展開し

ていることは、まことに我々にとってはありが

たいことでありまして、その際にも現地で、効

果的なＰＲの手法等についてさまざまな意見交

換を、担当課、担当職員まで含めて、知事と協

議をさせていただいているところであります。

さらに、本県の得意分野である農業を生かし

ました、いわゆる農商工連携による産業の活性

化や雇用の創出等についても、その重要性につ

いて、知事と共通認識のもと、今後の取り組み

を検討しているところでございます。今後と

も、知事を初め関係者と十分に意見交換を行い

まして、農業・水産業の活性化及び所得の向上

に資する効果的な施策の取り組みを、着実に推

進してまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

県土整備部におきましては、道路特定財源の

一般財源化や入札・契約制度改革の推進など重

要な課題につきまして、日ごろから知事と率直
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に協議を重ねさせていただいているところであ

ります。入札・契約制度につきましては、休み

返上で勉強会をさせてもらったこともございま

す。特に県政の最重要課題であります、高速道

路を初めとする、本県にとって真に必要な道路

整備財源確保のために、知事には、多数の大会

への出席や国等の関係機関に対する要望など、

まさに先頭に立って東奔西走していただいてお

ります。私といたしましては、知事とのいろい

ろな協議、あるいはともに行動する場を通しま

して、私を初め当部の課長等職員と知事との間

で、県土整備に向けた思いが共有できているも

のと考えておるところでございます。以上で

す。〔降壇〕

○中村幸一議員 それぞれの部長の皆さん、本

当に100点満点、すばらしい答弁でありました。

何も隠し事はなかったんだろうと思います。

ただ、先ほど知事が、合併問題に絡みまして

市町村の自主性に任せるという話をされまし

た。市町村の自主性に任せていて、44市町村

が30になったとはとても思えません。知事が知

事になられる前から、いろんな職員が市町村に

出かけて、あるいは少しはおどしながら、30市

町村になったんです｡これを自主性に任せておっ

たら、とても30市町村なんかになりません。そ

して、合併支援室もあるわけです。合併したら

１億円ずつやっているわけですから、これは自

主性に任せるなんて、そんな甘っちょろいこと

を言いよったら、合併なんかできるはずはない

と私は思っています。もう合併するところも少

ないでしょうけれども、今度から、大詰めのと

きには報道陣も連れて、公平に話せるように、

やはり知事が出向いていかなくちゃいけないと

私は思うのであります。

東国原知事がスタートして２年になります

が、いろんな議員がおっしゃいました。宮崎県

を一躍有名にしたのは東国原知事であること

は、だれもが認めるところであります。私、よ

く言われます。「まこち知事は頑張っちょりゃ

るがね。県議会は何しよっとやろかい」、私は

この言葉が一番かちんと来るんですよね。「あ

のですね、宮崎県議会が優秀だから、懐深く知

事を許して温かく見守っているから、やはり、

東京に行ったり、いろんなところに出かけて

いったり活躍できるんですよ。何を考えちょっ

とか」。こういう有権者に、はっきり私は物を

申しております。やっぱり私どもも知事を支え

るために努力しているんだということを、私は

県民の皆さんにお話をしているわけでありま

す。

せんだって議長の提案で議会側が、議会中に

知事が出張するときには、今まで届け出制を

とっていたのを、地方自治法第121条にのっとっ

て、届けなくても出張できるようにしましょう

という提案をして、そうなったわけです。しか

し、議会の審議に必要な説明のために議長から

出席を求められたときは、議場に出席しなけれ

ばならないとなっております。なぜかという

と、議会が知事に同意を与えた場合、出張中に

大きな災害、事故等が起こったときに、議会の

責任も問われる。そうであれば、自由に知事に

やっていただいたほうがいいと。これは自己責

任でやっていただきたいということで、議長か

らの提案だったと思うんですが、このことに関

して、知事はどのように認識をしておられるか

お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 県議会の御理解をい

ただきまして、本当に感謝申し上げたいと思い

ます。

議会中の出張につきましては、他府県と大体
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歩調を合わせる形になったのではないかと。今

まで、本県だけは他府県とちょっと違ったシス

テムだったので、これで他府県と遜色のないシ

ステムになったのではないかと理解しておりま

す。

○中村幸一議員 私が聞いたのは、自由になっ

たからどうでもいいんだよというのではなく

て、知事の自己責任においてやらなくちゃなら

ないということについて認識をされております

かということです。

○知事（東国原英夫君） それに関しては十分

認識しております。

○中村幸一議員 知事は、東京を初めいろんな

ところでいろいろやっていただいています。そ

ういうことを外交と言うなら、非常にすばらし

い。先ほどもお話がありましたが、行政支出総

点検会議の委員を務めている、天皇陛下に地方

の実態を御進講申し上げるなど、評価されてい

ます。しかし、先ほども申しましたように、私

が危惧しているのは、内政がどうなんだろうと

いうことなんです。職員がはつらつとして県政

に取り組んで、知事に意見具申してかんかんが

くがく意見交換をやっているのかどうか、これ

に私は非常に疑問を持っているわけでありま

す。

私が初当選したのは平成３年でした。そのこ

ろ、総務部長や県民政策部長がまだ係長かそこ

らでした。そのころから知っていますから、県

庁の皆さんからいろいろと情報が入るし、話も

します。焼酎も酌み交わして話をするわけであ

りますが、そうした折に、やっぱり、知事が課

長とか担当者と本当に意見を交わしているのか

というのがなかなか見えてこない、私はそのよ

うに思うわけであります。ある本に載っていま

したけれども、橋下知事が、夜中でも部長や次

長や課長や責任者に電話するんだそうです。

「これはどうなっているか」「どういうふうに

するのか」。週刊誌ですから、おもしろおかし

く、「非常に迷惑だ」とか書いていましたけれ

ども。県庁の職員の皆さんは、知事が夜中に電

話して「どうなっているんだ」と言ったって、

だれも怒る人はいません。「わあ、知事からそ

んなに期待されて電話が来た」ということで、

むしろうれしく思うんですよ。知事はそういう

人の生かし方を感じていないんじゃないか。こ

れはやる気を起こさせる。やっぱり、そのよう

に知事にやっていただく必要があるんじゃない

かと思います。積極的に若い連中にも声をかけ

ていただきたい。私の耳に入ってくるところで

は、知事が余り声をかけないという話が出てく

る。そのことについてどうお思いですか。

○知事（東国原英夫君） 組織やチームのまと

め方、あるいは組織やチームの運営の仕方、機

能の引き出し方というのは、恐らく議員と私と

は考え方がちょっと違うんじゃないかなと思っ

ております。夜中に電話をする、メールをする

ということについては、大変申しわけないんで

すけれども、秘書課の方たちに、よく電話やメ

ール等で指示とか意見を聞いているところでご

ざいます。

考え方が違うのでございますが、今後とも、

大先輩であり、尊敬する議員の御指摘も踏まえ

ながら、職員とできるだけ対話を重ねて、職員

が生き生きと、やる気を持って働ける職場の状

況、そうした組織運営を図ってまいりたいと考

えております。

○中村幸一議員 東国原知事の２代前は松形知

事でありました。我々がまだ若かったせいもあ

りますけれども、私がここで一般質問をします

と、松形知事さんから、夜、電話が来るんで
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す。「中村議員、きょうの質問はよかったです

ね」とか、「あそこはあんまりよくなかったで

すね」とか、「これは本当に県政として取り上

げなくちゃいけないですね」とか、いろいろ来

ていました。最初は、松形知事から電話が来た

というので、うちの家内なんか―きょう来て

いるかどうかわかりませんが―飛び上がって

いました。私は「こうちゃん」というんです

が、「こうちゃん、松形知事から電話よ」。私

も飛んで行きましたけど、これが２回、３回に

なりますとね……。１回こんなことがありまし

た。「また松形知事さんから電話よ」と言うか

ら、遠いところから―受話器をふさいでな

かったんですね―「あの人は電話魔やから、

別に慌てんでよかっちゃが」と。そうしたら知

事が、「私、電話魔やっか」とおっしゃいまし

た。それぐらい頻繁に意見交換もしておりまし

た。

だから、東国原知事に議員の皆さんに電話し

ろというんじゃなくて、それぐらい、闊達な意

見交換ができたということですね。私も３期目

のときでしたが、秘書課に電話したんでしょう

けど、松形知事に、どうしても県政上これは

言っておきたいということがあって電話した。

あの方はえびのの出身でしたから、都城出身の

私が行くと、諸県弁でしゃべりゃるわけです

ね。かんかんがくがく30分やったことがありま

したが、また帰ってから、「考えさせてくださ

い」という電話がありましたけれども、そのよ

うに対応していただきました。ですから、繰り

返しになりますが、やっぱり知事は、県議会と

もそうですが、職員との対話も、なお一層、深

めていただきたいということを要望し、そし

て、そのようなことに甚だ対応が欠けるのでは

ないかという気がしますが、要望にしようと

思ったけど、所見を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 済みません、最後の

言葉が聞き取れなかったんですけれども、何に

欠けるとおっしゃいましたか。

○中村幸一議員 職員と県議会に対する対応が

欠けているんじゃないかということですね。

○知事（東国原英夫君） 「闊達である」とい

うお言葉、表現をお使いでありましたが、闊達

であることとなれ合いというのは、非常にバラ

ンスが難しいところであります。私なりの距離

のとり方というのを、自分なりには気をつけて

いるところでございます。私は今まで、行政経

験、政治経験がないものですから、自分なりの

スタイル、自分なりの特色ある行政運営の仕

方、政治課題に対する取り組み方というのを意

識してやっております。それは人心掌握の手法

についてもそうであります。

議員の御指導、御鞭撻を重く受けとめ、拝聴

させていただきまして、問題意識の共有という

のは非常に重要だと思いますので、今後また、

職員の方々、そして県議会の方々、県民の方々

とも問題意識の共有を図りながら、コミュニケ

ーションを密に図っていきたいと思っておりま

す。

○中村幸一議員 よろしく願います。

それから、各部長に、県政運営の手法につい

てお尋ねいたします。最近、執行部の県政運営

を見ていますと、非常に議会をないがしろにし

ている部分が多過ぎると私は思うんです。早い

話が、政策を進めるに当たって、何か言えばす

ぐ、学識経験者からさまざまな提言を受ける、

こういうことであります。県民受けをねらって

いるとしか思えない。それも、議会が知らない

間にそれをやっていることがあるんですね。例

えば去年の仕分け委員会、我々が知らない間に
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仕分け委員会をつくられてやっていらっしゃ

る。それは当然、執行部が出したことを議論し

たわけであって、素人が何が細部までわかるわ

けがない。それをやらせておって、「こういう

仕分け委員会の結果でした」。せんだってはま

た、評価委員会、これもたかだか５～６時間ぐ

らい協議して、そして評価したなんていう、そ

ういったこともあるんですよ。私は、そういう

専門家が意見を述べることに異議はありません

が、やっぱり議会と執行部がコラボレーション

してやっていくという認識に立てば、各委員会

に、「こういう事業を模索しているんですよ

ね」と相談してもいいんじゃないかと思うんで

す。国会議員もこの前、こういうことを書いて

おりました。「県議会議員というのは、ある部

分では地元に密着していろんなことを知ってい

る」。あるいは、学識経験者よりか知っている

場合があるんですね。それを、何もお金をかけ

て学識経験者といろんな委員会をつくる必要は

ない、私はこのように思いますが、総務部長お

願いします。

○総務部長（山下健次君） 確かに、外部委員

会、これはもちろん法定の附属機関等は除くわ

けですけれども、私的諮問機関としての各種の

委員会等が相当数ございます。これは、基本的

に執行部内での施策の検討あるいは実施、評価

を行うに当たりまして、県民の皆様の幅広い意

見をお聞きすると。これは、あくまでも執行部

内での施策の検討の段階ということでございま

す。あるいは専門的な知識を取り入れるといっ

たときに必要な場合が当然ございます。こう

いった場合に、外部の有識者などから成る委員

会を設置いたしまして、いろいろ御意見をいた

だいているところでございます。真に県民の立

場に立ちました県政を推進していくためには、

御指摘のように、県民の代表である議会と執行

部が、まさに車の両輪となって、山積する県政

の諸課題に取り組んでいく、これが重要である

と考えております。今後とも、議会の御意見を

適時適切にお伺いしながら、さらに努めてまい

りたいと考えております。

○中村幸一議員 何でもかんでもというんじゃ

ないんです。例えばエコクリーンプラザみやざ

きあたりの外部委員会、これはやはり土木工学

的にどうして建築すればいいかということは、

なかなか議員では難しい。そういうときには、

やっぱりちゃんとせにゃいかんと思います。そ

れとこれとは分けて、議会でできるもの、学識

経験者に金を出してまで頼んでしなくていいも

のとはちゃんと仕分けしてやっていただきた

い。これが仕分け委員。

アメリカ大統領選挙の結果でございます。

アメリカ大統領選挙は、民主党のオバマ氏が

共和党のマケイン氏を破り、初の黒人代表とし

て当選しました。さてそこで、「今までブッ

シュ大統領の共和党政権でありましたが、民主

党政権に変わり、日本はどのような影響を与え

られると思っていらっしゃるか、知事の見解を

お伺いしたい」と言ったら、「わからない」と

おっしゃるでしょうから、私がちょっと私見を

述べてみたいと思います。

アメリカと日本の歴史を振り返ると、日本に

対して好ましい関係というのは、やっぱり共和

党政権だったんですね。民主党政権というの

は、今まで日本に対して非常に冷淡で、日本を

軽んじた政策を展開している傾向があります。

ちょっと歴史をさかのぼりますと、共和党で

は、日米英三国同盟を非常に望んだマッキンリ

ー大統領、そして日露戦争が終わって日露戦争

講和を日本側に立って仲介したセオドア・ルー
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ズベルト大統領、日本軍の再建と憲法第９条改

正を求め、安全保障条約を結んだアイゼンハワ

ー大統領、日米関係を強化したレーガン大統

領、そして日本と対等の関係を求めた現ブッ

シュ大統領が共和党政権。それにひきかえ民主

党は、日本に策を弄して日本を対米戦争に陥れ

たフランクリン・ルーズベルト大統領、広島、

長崎に原爆投下を命じたトルーマン大統領、頭

越しに中国に接近してジャパンバッシングをや

り、中国で、「日本を恫喝すれば日本は言うこ

とを聞きますよ」、このように中国で日本を恫

喝する外交を進めた―このことはまだ記憶に

新しいですが―クリントン大統領。その夫人

であるヒラリー・クリントン大統領候補は、大

統領の外交政策の演説においても、日本のこと

はほとんど触れていませんでした。この方がも

し大統領になれば、夫のクリントン大統領から

外交政策を聞いて、日本の外交はないがしろに

なるだろうと非常に心配いたしておりました。

オバマ氏が通って安心したわけですが、何と安

心したのもつかの間、12月２日の報道では、国

務長官の要職につくことになりました。また日

本外交は大変なことになるなと、私は思ってお

ります。

オバマ氏は黒人の大統領であり、我々日本人

に対してどのような考えを持っているのか定か

ではありませんが、このように歴代民主党の大

統領は、日本に非常に厳しく残虐な行為を行っ

てきました。特にトルーマン大統領は、ソ連に

対して優位に立つ目的も含めて、ウラン型原爆

を広島に、プルトニウム型原爆を長崎に投下し

て、日本人で人体実験をしたのであります。東

京大空襲、５月の25日でありますが、一晩で10

万人もの非戦闘員を爆撃して殺りくした。これ

は今、日本人が本当にだれも声を出して言わな

い。過ぎたことは水に流す、こんな日本人では

いけないと思います。これは明らかに国際法違

反であります。本当に情けない日本人と言わざ

るを得ません。今、隣で「田母神さん」と言う

人がありましたが……。しかし、また、中国と

も頭越しに国交正常化を図るかもわかりません

よ。

また私は、中国も本当に信用ならない国であ

る、このように思っております。自国が不安定

になると、南京大虐殺等日本の戦時中の行動を

批判するキャンペーンを起こして、誇大宣伝し

て日本に敵意を向けさせる。このことについて

ちょっと触れますが、当時、南京の人口が25万

人であったと言われています。それなのに30万

人もの人を虐殺した。まことにプロパガンダで

あります。日本のマスコミの一部にもこれを後

押しする風潮があります。南京の人口が25万で

あれば、まだ全部殺りくしても足らなかったん

です、30万人であれば。調べてみると、１カ月

後には南京の人口は25万に戻っていた。このよ

うなことがあります。本当に笑止千万、さすが

ほら吹き、誇張好きの白髪三千丈、ほら吹きの

でっち上げの国である、私はこのように思うわ

けであります。

そして韓国の竹島の問題、北朝鮮拉致問題、

核問題、日本を取り巻く環境を、国民が真摯に

見詰め直さなければならない時期が今、来てい

るのではないかと、私は思うわけであります。

憲法も改正して、ちゃんとしなければならな

い。北朝鮮が核を持っただけで、アメリカと対

等の外交交渉を行っている。アメリカの核の傘

で、日本は守られはしない。アメリカは日本を

守らない。本当に今、このような財政状況やそ

ういうことを考えると、今、アメリカとの関係

を本当に真摯な態度で見詰め直し、新しい日本
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をつくっていかなければいけないと私は思うの

であります。

日本の国の地図を、我々はこうして見ていま

すが、これを90度回してみると、ロシアがあり

北朝鮮があり中国があります。日本は太平洋に

出ていくのに邪魔になって仕方がない。だか

ら、本当に日本の置かれた立場を、位置を考え

なくちゃいけないというふうに思います。これ

もまた知事に意見を聞くつもりでしたが、これ

に知事が答えて、また言葉狩りに遭ったら、あ

なたが国政に出ていくときに大変なことになる

と思いますので、国政に行かれたときの参考に

していただきたいと思うのであります。

次は、ホームドクター制度についてでありま

す。

９月１日でしたが、たまたま私はこの日に

限って家におりました。ちょうど３日前に出張

から帰ってきたところでありましたが、うたた

寝をしておりましたら、家内が「早く寝なさい

よ」と言って寝室に行きました。12時15分ごろ

でしたが、目が覚めて寝室に行こうとしたら、

家内が「苦しい」ということで出てきて、かち

合いました。「救急車を呼ぼう」と言ったとこ

ろ、救急車を呼ばないで、かかりつけの病院に

連れていってくれということでした。車を用意

して連れていきました。かかりつけの医者が、

これはいかんということで、気管挿入、いわゆ

る気管チューブ挿入というんですが、それをし

ていただいて―酸素濃度が60％に落ちてい

て、いわゆる心不全、そして看護師も１人しか

いなかったものですから、急いで酸素吸入し

て90％に上がったので、医師会病院に救急車で

連れていった、こういう状況がございました。

何を言いたいかというと、きょう、太田清海議

員も言っていましたが、かかりつけ医制度をつ

くらないと、本当に命を失うことになるという

ふうに思ったわけであります。県立病院、宮崎

大学医学部附属病院等々に、風邪でも何でもい

いから行くわけです。かかりつけ医がないか

ら、こういうことになっているわけですので、

ぜひともかかりつけ医制度について、何か宮崎

県民がそういったことが全部できないか。そう

いうようなことを知事と福祉保健部長にお伺い

をいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） かかりつけ医

を持つことは、日ごろからの治療や健康管理は

もとより、いざというときに適切に判断しても

らえるなど、県民自身の安心感につながるとと

もに、医療機関の機能分担を図り、お話にあり

ましたように、医療の効率化に資する観点から

も非常に重要であると考えております。このた

め、県ではこれまでも、県医師会等と連携し、

かかりつけ医の必要性について、さまざまな機

会を通じて啓発を行ってきたところでありま

す。県民がかかりつけ医を持つことは大変重要

でありますので、今後とも引き続き、啓発に努

めてまいりたいと考えております。

○知事（東国原英夫君） 議員御自身の御体験

を拝聴しまして、私も、かかりつけ医の重要性

というものを改めて認識した次第でございま

す。今、福祉保健部長が申し上げましたとお

り、引き続き、県民にかかりつけ医の重要性と

いったものを啓発する、そういった運動を積極

的に展開してまいりたいと考えております。

○中村幸一議員 今、高齢者医療が問題になっ

ていますけれども、いわゆる高齢者の方々もそ

うですが、心臓が苦しいというと心臓の薬をも

らい、のどが痛いといったらのどの薬をもら

い、腰が痛いといったら腰の薬をもらう。それ

で病院をはしごして回り、20種類37錠もの薬を
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処方されたというデータがあるそうです。これ

を飲んでいたら体が全部壊れてしまうんです。

年間2,000億円から5,000億円も捨てる薬がある

というふうに試算がされております。5,000億円

といったら、宮崎県の一般会計予算に匹敵する

額ですから、これはやはり、今、福祉保健部長

が答えたように、この啓発運動を一生懸命やっ

ていただきたい、このように思います。

モンスターペアレントについてお尋ねいたし

ます。

家内が40日間入院して―きょうは元気で来

ているようですが―４人部屋になったときに

見舞いに行きました。そうしたら、若い女性が

同じ部屋に来ました。その人は私の後輩の娘さ

んなんです。その方が４年前に、いわゆるモン

スターペアレントに遭ったんですね。注意をす

るために軽く出席簿で頭をやったらしい。そう

したら、その親が学校に来て、１人だけを集中

的にいじめるんですね。それも２回、３回あっ

たらしい。そのとき校長、教頭はだれも立ち会

わなかったと言っているんです。こういうばか

なことをやっている。その娘さんはノイローゼ

になって、とうとう学校をやめた。そして入退

院を繰り返している、こういう状況にある。押

川議員がこの前言ったんですが、「モンスター

ペアレントというのは宮崎県ではないそうです

よ」、こういう話をしましたけれども、あるん

です、実際そういうことが。それを皆さん方が

知らないだけなんです。本当にかわいそうなの

は―この前、日曜日にお父さんに電話しまし

た。「どうですか。元気になられましたか」

「いや、だめなんです。４年間地獄です。４年

間、本当に自殺未遂も何回もしました。こんな

苦しいことはありません。もっと学校が、教育

委員会が正しく接しておいてくれれば、こんな

にならなかったのに」、こうおっしゃったんで

す。「中村さんが、モンスターペアレントにつ

いてお話しされることも承知しています。うち

の娘のことを取り上げられるんだろうな。二度

とこういうことが起こらないように、ちゃんと

ルールづくりをしてやってください」というふ

うに、切々と電話で訴えられました。そのこと

について、まず教育長と教育委員長にお伺いし

たいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 学校への苦情や相談

の内容はさまざまでありますが、その多くは、

子育ての悩みや、我が子への深い思いからなさ

れるものであり、学校は、そのような悩みや思

いに対してよく耳を傾けるとともに、日ごろか

ら保護者とのコミュニケーションを大切にし、

互いに協力できる関係を保っていく必要があり

ます。しかしながら、今、中村議員のほうから

御紹介がありましたような、私も聞いておって

非常に胸が詰まる思いで聞かせていただきまし

たけれども、そのような保護者からの理不尽な

要求に対しましては、毅然とした対応をとるこ

とが必要であり、特に問題の解決に当たりまし

ては、御所見にありましたように、個々の教師

に問題を抱え込ませることがないように、学校

として組織的に対応することが最も肝要なこと

と考えております。県教育委員会といたしまし

ては、教師が本来の仕事である子供の教育に全

力を注いでいけるように、学校だけでは解決が

困難な場合には、関係機関等とも連携しなが

ら、的確な支援を行ってまいりたいと考えてお

ります。以上です。

○教育委員長（大重都志春君） お答えしま

す。

私も、長い教職生活の中で、要望や要求の強

い一部の保護者と出会ったことがございます。
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そのような強い訴えに対して、教師自身が悩ん

だり自信を失ったりする姿を目の当たりにした

ことがございます。そのような経験から、困難

な事例に学校が組織的に対応していくことや、

日ごろから教師と保護者が適切な人間関係をつ

くっておくことが大切であると考えます。子供

を中心にという思いは、現役時代も現在も変わ

りません。教育委員の一人として、学校で懸命

に頑張っている教師が、本来の仕事である子供

の教育に全力を傾けられるよう、職務を全うし

たいと考えております。

○中村幸一議員 大重先生は、小学校、中学校

の校長をされておられましたね。本当に、親の

意識がこういう意識にいつから変わったのか、

ずっと目の当たりにされたと思います。そのこ

とが一つ。

ＰＴＡのあり方にも問題があるんじゃないか

と思いますが、そのことはどのようにお感じな

のかお聞かせください。

○教育委員長（大重都志春君） ＰＴＡと先生

の関係、あるいは学校とＰＴＡの関係でござい

ますが、学校の中では、ＰＴＡ活動は大変重要

な、子供たちの側面的な協力をしていただく場

でございます。学校の校長のみならず、学校の

職員とＰＴＡの役員の方々との関係、あるいは

学校の職員全体とＰＴＡ全体との関係、これは

いろんな総会等がございますので、そういった

場でコミュニケーションをたくさん持って信頼

関係をつくると申しますか、そのような態度を

確実にふやしていくということが大変大事では

なかろうかと考えております。

○中村幸一議員 いろいろありがとうございま

した。もっと聞きたいことがあるんですが、時

間がありませんので、先に進みたいと思いま

す。

今回の議会では、知事に対して「１期４年全

うするのか」というのが、何人もの話に出まし

た。私も前にそのようなことを言ったことがあ

りました。そのときには、副知事をつくって働

きやすいようにしなさいというような話もしま

した。ずっと知事の話を聞いていまして、やは

り、言葉は悪いですが、心ここにあらずという

か、心ここにあるんでしょうけれども、将来を

見据えた上では、やはり国のほうに行って宮崎

県をよくしたいという気持ちが知事にはありあ

りと見えると私は思います。チャンスというの

はなかなかめぐってきません。４年待ってチャ

ンスがあるわけではありませんので、この際、

チャンスが来たら、県民の皆さんに、「国政に

行って私が総理大臣になるまで宮崎県を支えて

ください。ちゃんと宮崎県をよくします」とい

うことをお話しされて、国政に行かれればいい

と思います。そのとき私が知事を―引き受け

られませんね。だれか引き受けるように努力し

ますので、チャンスが来たら―もうここまで

答弁されていいと思います―行かれても。そ

のときは、ちゃんと県民の皆さんに記者会見し

て、そして頑張りますという気持ちでやられた

らいいんじゃないかなというふうに思います。

あなたはそこまで行けるような人相もしており

ますので、期待を持ちながら知事を見守ってい

きたいと思います。頑張ってください。

以上で質問を終わります。（拍手）

○坂口博美議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第33号から第35号まで採決

○坂口博美議長 ここで、さきに提案のありま

した収用委員会委員及び同委員会予備委員の任

命の同意についての議案第33号から第35号まで
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の各号議案を一括議題といたします。

お諮りをいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ございませんか。

〔「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。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第33号から第35号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第９号まで、第11号から

第32号まで、第36号及び第37号並びに

請願委員会付託

○坂口博美議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第９号まで、第11号から第32号ま

で、第36号及び第37号の各号議案について、質

疑の通告はありません。

当該議案及び新規請願は、お手元に配付の付

託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付託を

いたします。

明日からの日程をお知らせいたします。

明日11日から16日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、12月17日午前10時開会、常任

委員長及び普通会計決算特別委員長の審査結果

報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時46分散会

平成20年12月10日(水)


