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◎ 一般質問

○星原 透副議長 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、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。まず、黒

木覚市議員。

○黒木覚市議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。一般質問も、代表質問から

続きまして、きょうは最終日であります。皆さ

ん、知事を初めお疲れでありましょうが、しば

らくの間おつき合いを願いたいと思います。

先ほど小沢党首の記者会見があっておりまし

た。あれを見ておりまして、ああ、やっぱり天

につばを吐けば自分にかかるかなと、そういう

感じを今受けまして、これは自民党も民主党も

ちょっとおもしろくなってきたのかなという感

じを受けたところでございます。

先週末、土曜日には、知事は農業大学校の卒

業式に行って激励をしていただいておりまし

た。また、日曜日には、美郷町のマラソン大会

あるいは植樹祭、これにも参加をしていただい

て、本当に御苦労さまでした。また、今週の日

曜日、３月８日には、日向ひょっとこマラソン

にもハーフの部で走っていただけると。大変ハ

ード。体を十分大事にして、走っていただきた

いと思います。今回の日向ひょっとこマラソン

大会は、1,400人以上が走られるそうでございま

す。一緒に知事が走っていただけるということ

は、大会が非常に盛り上がると関係者も喜んで

おりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、質問に入らせていただきます。ま

ず、観光問題について、知事にちょっとお尋ね

をしておきます。

国民の支持率は非常に低い麻生総理でありま

すけれども、本年度の国の予算も３月で可決さ

れる見通しであります。高速道路の料金、土

曜、日曜、祭日が一律1,000円と。これはＥＴＣ

を使った乗用車ということになろうかと思いま

すが、国会に提出もされているようでありま

す。早ければ５月の連休に間に合うのではない

かというふうにも伺っております。そうなりま

すと、宮崎の観光、非常にチャンスだというふ

うに思うわけです。たくさんの人たちが南九州

に向けて入ってくると考えますが、知事は、こ

の制度を活用して観光客誘致に取り組む必要が

あるのではないかと思いますが、知事の所見を

伺っておきたいというふうに思います。

警察本部長に壇上からひとつお聞きをいたし

ておきます。宮崎に着任されて、もう１年６カ

月を過ぎたところであります。県内隅々回られ

て、宮崎をよく知っていただいたというふうに

思っております。そのことについて感想があれ

ば、少しお聞かせを願いたいと思います。

県内の交通安全施設の要望は大変多いと伺っ

ております。信号機の設置要望は県内400カ所を

超えているというふうに伺っております。信号

機の設置箇所は、昨年までは30カ所未満であり

ましたが、今年は41カ所と、大幅にふやしてい

ただいたところでございます。しかし、すべて

の要望が満たせるには、まだ年月、時間もかか

るかなというふうに思います。信号機１カ所は

大体700万円前後かかるというふうに聞いており

ます。信号機にはいろいろ種類があるわけであ

りますが、安価な点滅式信号機は100万円前後で

できるというふうにも聞いております。こう

いった安い信号機でも、必要なところはあるだ

ろうというふうに感じているわけであります。
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もちろん、狭い路地だとかいろいろ検討してい

ただいて、できるだけ皆さんの要望にこたえる

ような、スピード感を持ってやれるようなとこ

ろは、ぜひ早く設置をしていただきたいという

ふうに思いますが、本部長の御意見を伺いたい

と思います。

もう一点、ことしは、日向警察署もいよいよ

建設の設計計画が出てきたところでございま

す。日向警察署は築53年たっております。もう

耐震強化も終わっておりましたが、幸いにして

建設計画を出していただきまして、平成24年度

までには完成するようでもありますので、非常

にありがたいというふうに思っております。ま

だ県内には、かなり老朽化した警察署もあるわ

けであります。40年以上たっておる警察署はど

ういうところがあるのか、尋ねておきたいとい

うふうに思います。

以上、壇上からの質問を終わりまして、後は

自席から質問させていただきます。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

高速道路の料金値下げに対応した観光客誘致

についてであります。高速道路料金が一律1,000

円となった場合、長距離の利用や旅行回数がふ

えることが予想されます。特に本県の場合、平

成19年の観光動向調査によりますと、県外観光

客の64.1％が自家用車を利用されておりますの

で、高速道路の料金値下げに対応した取り組み

を行うことは、非常に重要であると考えており

ます。このため、高速道路を利用して本県を訪

れる方々への特典等を盛り込んだ観光キャンペ

ーンを、宿泊施設や観光施設等と共同で実施す

ることを検討するなど、高速道路の料金値下げ

を契機とした県外観光客の誘致に努めてまいり

たいと考えております。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 まず１

点目は、宮崎県の印象についてでございます。

ほぼ１年半がたちました。私の印象であります

が、全体として、大変すばらしい県民性に支え

られ、また、地域の温かいコミュニティーに支

えられながら、良好な治安が保たれているとい

う印象を持っております。この地で勤務をさせ

ていただいていることに喜びを感じますととも

に、さらなる治安の向上のため、本職の立場か

ら努力をしなければならないと感じておりま

す。引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。

２点目でございますが、一灯点滅式信号機を

早期に設置することはできないかということに

ついてでございます。信号機には、その用途に

応じて幾つかの種類がございます。例えば、幾

つかのパターンを時間帯により選択することに

よって運用しているプログラム多段式信号機、

主たる道路を基本的に青としつつ、従たる道路

の車を感知したときのみそちら側を青とする、

いわゆる半感応式信号機、皆さんよく御案内の

押しボタン式信号機、御質問で触れられました

一灯点滅式等でございます。御質問にありまし

た一灯点滅式信号機は、御指摘のとおり、確か

に費用面ではかなり安く設置することは可能で

あります。しかしながら、その機能という面

で、いわゆる赤・青・黄色の三灯式信号機のよ

うに、一方が通過する場合に他方を一定の時間

とめてしまうという交通整理の機能はございま

せん。そこで、本県警察では、一灯点滅式信号

機を設置する場合は、あくまで、道路の幅員が

狭く三灯式信号機に必要な数の柱が立てられな

い場所など、設置箇所を限定して整備するとい

う方針で運用しているところでございます。信
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号機の設置に当たっては、県民の皆様からの具

体的な要望を踏まえつつ、事故の発生状況、当

該箇所の交通量、歩行者の状況などを総合的に

判断して、設置箇所の交通環境に最も適した機

種を計画的に設置する所存でありますので、御

理解のほど、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

次の築後40年以上経過した警察署についてで

ございます。今年度末で40年以上経過すること

となる警察署は、日向警察署を初め都城警察

署、日南警察署、えびの警察署など、13警察署

中８警察署でありまして、全体に古い建物が多

くなっているという現状にございます。以上で

ございます。〔降壇〕

○黒木覚市議員 先ほど壇上から申し上げまし

たように、知事、高速道料金が引き下げになっ

た場合、例えば、金曜日に、夜でもいいんです

が、乗って、土曜日のうちにおりればいいわけ

ですね。それから、日曜日に乗って月曜日に料

金所を出ればいい。そうなりますと、かなり遠

いところからも1,000円で行き来ができる、往復

で2,000円でできるということになりますよね。

そうなりますと、この南九州にも、そういった

観光客の皆さん方が、土曜、日曜、祭日はかな

り流れ込んでくるんじゃないかなという期待を

しているわけです。ただ、そこで心配をするの

が、カーフェリーなんです。今、宮崎から大阪

に出ておりますね。これが非常に影響を受ける

だろうというふうに思うんです。2,000円で往復

ができる。もちろん燃料代は別ですけれども、

安価で大阪まで行き来ができるようになります

と、これは乗用車でありますけれども、トラッ

クは別といたしまして、非常にカーフェリー等

に大きな影響が出てくる。これはカーフェリー

は全国的にあるわけですから、宮崎カーフェリ

ーも大きな影響を受けるんじゃないかなと心配

をしております。それで、知事にお願いです

が、これは全国的に起こることであります。カ

ーフェリーの支援策、こういうものをひとつこ

こでお願いしておかないと、一方ではいい面も

あるけれども、そういう被害を受ける面もあり

ますので、ぜひ支援策を国のほうに陳情してい

ただきますようにお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、今

回の高速道路料金の引き下げにつきましては、

カーフェリー利用者が高速道路に流れることに

より、本県の宮崎―大阪航路を含む長距離フェ

リーに大きな影響を与えるとの懸念が、全国の

船会社から示されておりまして、国土交通省に

おいては、さまざまな観点から検討が行われて

いるところであります。県といたしましても、

国において具体的な支援策を講じるなど、適切

な対応をいただくことが必要だと考えておりま

して、現在、鹿児島、大分の隣県とも協議しな

がら、要望に向けた準備を整えているところで

ございます。

○黒木覚市議員 国のほうにもそういう支援策

を、よろしくお願いしておきます。

次に、昨年６月には宮崎―台北線が就航いた

しました。私も先般、台湾の県議会のほうにい

ろいろお尋ねをいたしました。いろんなよき勉

強をさせていただきました。やっぱり台湾側か

ら見ると、日本の中でも九州が一番身近に感じ

られるというようなことも承ってまいりまし

た。ただ、せっかく就航したエバー航空の搭乗

率が非常に低いなという感じがしたんです。私

どもが乗って行くときにも50％前後でしたで

しょうか。帰りの便、これは朝の便なんです。

こちらから行くときは、10時過ぎていますから
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意外と乗りやすいけれども、帰りの便が、朝４

時に起きて７時の便ということになります。そ

うしますと、やっぱり乗りにくいなと、時間的

に非常に厳しいなという声が多い。そういう面

で、搭乗率がちょっと低いのかもしれませんけ

れども。でも、それを変更することはなかなか

難しいというふうにお聞きいたしました。で

は、それでどうやって搭乗率を上げるように対

応するのか。知事に、搭乗率アップについて何

かありましたらお伺いをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 台北線の搭乗率向上

を図るためには、宮崎、台湾双方での利用促進

に取り組むことが重要であると考えておりま

す。このため、台湾からの誘客につきまして

は、修学旅行の誘致とか旅行会社への広告支援

を実施するとともに、本県の知名度の向上を図

るために、台湾のテレビ番組での宮崎のＰＲな

ど、一層の情報発信に努めていきたいと考えて

おります。また、本県からの送客につきまして

は、官民一体となって組織している宮崎空港振

興協議会を通して、引き続き、県内企業・団体

への働きかけやメディア等を活用したＰＲを行

うとともに、民間団体やスポーツ少年団等の交

流拡大に取り組んでいきたいと考えておりま

す。

○黒木覚市議員 時間が過ぎますので、次に移

ります。農業問題に移っていきたいと思いま

す。

農業の問題の中でも、肥料の高騰についてで

あります。御承知のとおり、資源の少ない我が

国では、肥料原料のほとんどを海外に依存して

おります。例えば、窒素肥料の原料である尿素

は中国やマレーシア、燐酸肥料の原料となりま

す燐鉱石は中国やヨルダン、カリ原料の塩化カ

リはカナダやロシア等から、その多くを輸入し

ているわけであります。肥料の原料及び肥料の

輸入価格は、供給が限られていることなどか

ら、近年、急激に上昇しております。幸い、原

油価格が９月以降、下落に転じ、最近はガソリ

ン等の価格は落ちついてきているものの、高騰

した肥料価格は下がる気配がございません。そ

こで、肥料の高騰に対する現状の認識、その対

応について、農政水産部長にお尋ねをしたいと

思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 肥料は安定し

た作物生産に必要不可欠でありますことから、

その価格の高騰は農家経営に大きな影響を及ぼ

すものと認識しております。このため県といた

しましては、肥料高騰による農家負担の軽減を

図るため、国の「燃油・肥料高騰緊急対策事

業」を市町村や関係団体と連携を図りながら推

進しているところでありまして、現在、国に対

する助成金の申請作業を進めているところでご

ざいます。まだ額は確定いたしておりません

が、助成額につきましては約10億円程度が見込

まれているところでございます。さらに、普及

部門を中心として、土壌診断やリアルタイムの

栄養診断に基づく効率的な施肥等についても、

積極的に指導しているところであります。今後

とも、生産者の行うコスト低減への取り組みを

支援しながら、農家経営の安定に努めてまいり

たいと存じます。以上です。

○黒木覚市議員 知事、「農業生産資材の価格

の推移」というのを配付させていただいており

ます。一番上の肥料の表には平成19年から20年

について表示しておりますが、19年４月を100に

しますと、窒素、燐酸、カリ、これは単品であ

りますけれども、化成肥料、水稲等に使う分

が、20年７月には170％上がっています。異常で

すよ、これだけ上がるのは。やがて早期水稲の
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植えつけ時期です。これを使う時期になってき

たんですね。下がらないまま使わなきゃなら

ぬ。これは全国的にそういうひどい状況なんで

す。米は下がるわ、資材は上がるわ、農家は大

変です。その下の野菜、果樹に使う化成肥料、

これは約150％前後上がっておるんです。５割で

す。これも、下の資材のところにビニールがあ

りますが、キュウリのハウス施設も160％ぐらい

上がっております。ということは、さっき言い

ましたように、施設園芸はダブルパンチだった

んです。だけど、原油が下がって、この分は助

かりました。でも、資材がそういうふうに高

い、肥料が高い。農家は、本当に一人一人は弱

い立場です。農家は弱い立場。だから、農業協

同組合という組合をつくっている。農業協同組

合が農家を守らなきゃならない。だけど、今、

農家が農協を守っておる。こんなばかな話はな

い。だから農家が厳しいんです。だから、私た

ちは農家の弱い立場をどうやって助けていく

か。これは知事、今の全国版で肥料の値下げ、

安価をどうやっていくか。安定供給はできてい

くと思うんです。これは各国持っているんです

から、それは保証しますが、これをどうやって

知事が全国的に値下げをさせるか。昨年の原油

高、一番高いときはガソリンが180円になりまし

たよね。150円、160円、180円までなりました。

だけど、今はもう100円前後まで落ちているじゃ

ないですか。それは、世界各国、国民、すべて

がガソリンに対していろいろ注文をつけまし

た。非買、使わないような運動もしました。

やっぱりそういうことが功を奏したんです。で

は肥料も、みんなでやらないと下がらないんで

す。みんなでやれば下がるんです。各国とも出

し惜しんでいるんです。持っているんです。だ

から、やっぱり宮崎県は農業県ですから、宮崎

発でやりましょうよ。知事がそういうことをぜ

ひ、関係機関あるいは国に対して声を大にして

叫んでいただく、それが大事だと思いますの

で、知事、そのことについて一言お願いしま

す。

○知事（東国原英夫君） 世界的な人口増加と

か発展途上国の食生活の高度化、さらにはトウ

モロコシ等のバイオ燃料への転換などから、穀

物生産が拡大し、肥料価格が上昇しているもの

と考えております。このため県内では、議員御

指摘のように、家畜排せつ物等のバイオマス資

源を有機質肥料として活用するとともに、化成

肥料としての高度利用も進められているところ

であります。しかしながら、資源の少ない我が

国は、化成肥料の原料のほとんどを海外に依存

しておりますので、その安定供給は全国共通の

課題であります。このようなことから、海外か

らの原料の安定確保はもちろんのこと、国内に

おける肥料資源の循環利用など、コスト低減に

向けた取り組みについて、本県の事例等も紹介

しながら、さまざまな機会を通じて、国に要請

してまいりたいと考えております。

○黒木覚市議員 ぜひ、少しでも肥料の価格等

が下がるように、知事のほうから声を大にして

お願いをしていただきたいと思います。

家畜排せつ物等につきましては、河野安幸議

員のほうから申し上げましたので、この件につ

いては削除したいと思います。

ＪＡ改革について少し申し上げたいと思いま

す。先ほど申し上げましたとおり、肥料、農薬

の問題を初め、高齢化や担い手不足、農畜産物

価格の低迷など、農業者の置かれた環境は大変

厳しい状況にあります。この農業者の多くは、

ＪＡの組合員として営農活動を行っている方々

であります。農業者を取り巻くさまざまな課題
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は、すなわちＪＡにとりましても大きな課題で

あると考えております。しかしながら、最近の

ＪＡは、ＪＡに対する農業者の声を聞きます

と、残念なことに、いろいろな声が聞こえてま

いります。肥料、農薬につきましても、その多

くはＪＡから購入しているものと思いますが、

「生産資材の価格は高い。もっと下げられない

のか」「ＪＡはもっと経営努力すべきである」

「ＪＡは農業者の目線に立った活動を行うべき

である」などなど、ＪＡだけでは解決できない

ような問題や、農業経営者の厳しい現状に対し

ます不満も含め、ちょっと気の毒なような感じ

もするぐらいに、ＪＡに対する声は一段と厳し

さを増しているように思います。

ＪＡグループでは、全国的な展開として経済

事業改革などに着手し、物流コストの削減や弾

力的な価格設定などの改革に取り組んでおられ

ます。私としては、ＪＡの取り組みを評価して

いる者の一人でもありますが、もっと、より安

く肥料、農薬を供給できないものか、農業生産

性向上のための営農指導などについて、もっと

生産者の立場に立った充実強化が図れないもの

なのかといったＪＡ改革の取り組みに対するさ

まざまな思いが、本県農業の振興や地域経済の

活性化を図る上からも、期待とともに深まって

まいります。こういったＪＡの経済事業を初め

とした改革へのさまざまな取り組みに対しまし

て、どのように認識されているのか、農政水産

部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県農業を取

り巻く環境が大変厳しい中にあって、ＪＡの果

たす役割は、引き続き重要なものがあると認識

しております。今般の原油価格等の高騰におき

ましては、宮崎県経済連による15億円規模の緊

急対策を初め、各ＪＡでのコスト低減支援対策

や県と一体となった巡回指導など、さまざまな

取り組みをいただいているところであります。

一方で、社会情勢が大きく変化する中で、ＪＡ

系統におきましても、農業者ニーズに的確にこ

たえるためのさらなる改革が強く求められてお

ります。そのような認識のもと、ＪＡ宮崎グル

ープでは、県大会におきまして、経済事業改革

として、１つには、組合員に最大のメリットを

提供するための合理的・効率的な事業体制の再

構築、２つには、販売・購買事業と有機的に連

携した営農指導体制の充実強化などを掲げ、現

在、実践しているところであります。県といた

しましては、今後とも、意見交換などＪＡ系統

と十分連携を図りながら、本県農業振興に努め

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。

○黒木覚市議員 ＪＡに対してはいろいろ申し

上げたいこともありますけれども、私も以前、

理事をしておりました。内部もよくわかってお

りますので、これぐらいにしておきたいという

ふうに思います。

それでは次に、細島港湾について知事にお尋

ねをしておきます。

扇のかなめというふうに言われてきました細

島港であります。企業進出や高速道路の整備が

だんだんと進み、東九州も平成25年には完成を

するということでありますから、もっともっと

細島港というものが重要になってくるかなと。

将来の細島港のあるべき姿をどのように知事は

考えているか、お伺いをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 細島港は、九州の扇

のかなめとして、太平洋沿岸の主要な港湾を初

め、東南アジア諸国とも連携しやすいなど、地

理的に有利な条件を備えておりますことから、

海上交通の拠点として重要な役割を果たしてき
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ております。また、近年、複数の企業進出の動

きが見られることや、高速道路網の整備が進む

ことに伴い、物流環境が大きく変化することが

予想されます。さらに、地球環境問題の深刻化

に伴い、海上輸送の果たす役割は今後とも大き

くなると考えております。このようなことか

ら、来年度より、港湾計画の見直しに向けて基

礎調査を実施することとしておりますので、そ

の中で、県内外の企業や団体等から幅広く意見

を伺いながら、細島港の課題や果たすべき役

割、機能等について十分検討してまいりたいと

考えております。

○黒木覚市議員 今、細島地区の工業地帯４区

に、旭化成ケミカルズの新工場が建設中であり

ます。それぞれ誘致企業が細島に来る思い、こ

れはいろんな思いがあるだろうと思うんです

ね。誘致企業はどういう感じで来ているのか。

旭化成ケミカルズの細島港進出について、商工

観光労働部長、何か聞かれておりますか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 誘致企業

の考えということでありますけれども、道路、

港湾などの交通インフラといいますのは、企業

の労働力の確保とか物流コスト等に大きくかか

わるものでありますので、工場が進出する際の

重要な要素となっております。昨年、日向市に

進出しました旭化成ケミカルズ株式会社も、細

島港に海外航路があることが、進出を決定した

理由の一つであったとお聞きいたしておりま

す。また、既に県内に立地しております複数の

誘致企業におかれましても、今後の事業拡大・

効率化を図る上で、細島港における外貿・内貿

の航路新設や増便など、利便性の向上に期待を

されているというふうにお聞きしております。

○黒木覚市議員 細島港港湾の船舶の大型化と

いうのが全国的に進んでおりますよね。大分の

大分港あるいは佐伯港、鹿児島県の志布志港

は、ほとんど水深14メーター以上あるわけです

ね。14メーターということは、５万トン以上の

貨物船、船が着岸できる。13メーターの場合は

４万トン台までしか行かない。やっぱり浅いと

危ない。そういうことで大分港、佐伯港、志布

志港に負けている。物流の面で、大型化という

のはこれから世界的な流れだそうでございます

が、ハブ港まではならなくても、14メータ

ー、15メーターないと大型船に対応できない。

そういうことから、細島港が13メーターという

のは、あくまで現在そういう計画ですけど、将

来に向かって、５年先、10年先、20年先、そう

いうものには、もっともっと14メーターとか15

メーターとか計画をするべきじゃないか。知

事、その辺はどうでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 現在の細島港港湾計

画は、平成９年に策定したものであります。近

年、旭化成ケミカルズハイポア工場や中国木材

など、港を活用する複数の企業進出の動きが見

られることや、東九州自動車道の整備がさらに

進むことなどから、物流環境が大きく変化する

ものと考えております。このようなことから、

県内外の企業ニーズなどを把握するために、

「細島港港湾計画見直し基礎調査事業」を来年

度の新規事業としてお願いしているところであ

ります。この調査を踏まえて、岸壁などの港湾

施設の計画についても十分検討してまいりたい

と考えております。

○黒木覚市議員 高速道路については、横断道

延岡線につきましては、先般、高千穂から日之

影バイパスを非常に私どもも要望して、１日の

宮日新聞にも出ましたので、知事、これはしっ

かり要望しておきますが、国のほうに要望して

いただきたいというふうに思います。
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あと、東九州自動車道における補償金目的の

植栽というものがまだ残っているわけですね。

かなり自主撤去をしていただいております。あ

とどれくらい残って、どういう問題が残ってお

るのか。これは県土整備部長にお尋ねしておき

ます。

○県土整備部長（山田康夫君） 補償金目的植

栽行為に対する取り組み状況でございます。当

初、全体で56カ所あったものが、平成20年２月

に初めての行政代執行を行うなど積極的に取り

組んだ結果、自主撤去がかなり進んでおりまし

て、現在では８カ所にまで減少してきておりま

す。ことし１月には、西日本高速道路株式会社

から、日向―都農間を１年前倒しで供用すると

いうことが表明されたこともありますので、県

としましては、本行為に対し、関係機関と連携

を図りながら、引き続き毅然とした態度で臨み

まして、供用開始が一日でも早まるよう、これ

まで以上に全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。

○黒木覚市議員 県土整備部長にもう一点お尋

ねをします。現在進められている東九州自動車

道の設計速度―離合箇所については、きのう

田口議員のほうからも出ましたのでわかりまし

たが―今、宮崎―西都間は70キロで規制して

いますね。これは対面交通だからだろうという

ふうに思いますけれども、暫定２車線ですね。

今、西都から延岡間、蒲江間はどういう設計速

度になっておるんでしょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） 高速道路の設

計速度でございますが、東九州自動車道、それ

から国道10号延岡道路、延岡南道路及び国道218

号北方延岡道路の設計速度につきましては、時

速100キロまたは80キロとなっております。以上

でございます。

○黒木覚市議員 警察本部長のほうにあと少し

お尋ねをいたします。国道218号バイパス北方延

岡道路でございます。延岡―北方間は、専用道

路ということで、かなり時間が短くなりまし

た。しかし、延岡から60キロでずっと走ってお

りますと、途中50キロになるんですね。50キロ

区間が大体2.7～2.8キロあるのかなと。それか

らおりていくんですけれども、あのきれいな道

路が何で50キロなのかなと。いろんな意見を聞

くんですよ。この前も何か集まりをしていると

き、そういう話がありまして、やっぱり聞いて

おかないかんなということになったわけでござ

います。旧道というか前の218号、下の道です

ね。これはかなり曲がりくねっています。だけ

ど60キロですよ。50キロ規制はなくて、あそこ

でも60キロで走ってもらえます。あのきれいな

道路を50キロ制限で2.7～2.8キロもずっと行き

ますと、車が後ろから来まして、ちょっと気の

せいている人でしょうか、クラクションを鳴ら

すんですよ。早く行けと言わんばかりにクラク

ションを鳴らすと。そういう面でも、何か違和

感を皆が持っているということなんですね。あ

のきれいな道路が何で50キロなのか、できまし

たら、本部長、お聞きしておきたいと思いま

す。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

申し上げるまでもありませんが、交通規制の

目的は、交通の安全・円滑を図り交通事故を防

止することでございます。速度規制の最高速度

を決定するに当たりましては、車線数やトンネ

ルなどの道路の構造を踏まえた設計速度、交通

量などの交通現況、安全施設の整備状況、さら

に交通事故の発生状況等の諸要素を総合的に勘

案の上、区間を指定して決定する、こういうス
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タンスで臨んでおります。

ところで、お尋ねのありました時速50キロメ

ートルの規制区間でございますが、私どもで承

知しておりますのは、当初予定の用地取得が必

ずしも順調に進まなかったため、当初計画をし

ていた道路線形の変更を余儀なくされたと。そ

こで、これはどちらかというと道路構造の世界

でありますが、設計速度、すなわち設計という

観点から、平均的なドライバーが安全に走行で

きる速度を50キロメートルで整備せざるを得な

かったという経緯がございました。このような

ことから、結論的に同区間の最高速度を時速50

キロメートルとしているということでございま

すが、今後、仮に道路線形の改善がなされると

いうことであれば、当然、現行の50キロ規制に

ついては再検討したいというふうに考えており

ます。以上であります。

○黒木覚市議員 本部長もここは恐らく通った

だろうと思うんですけれども、できましたら部

分的に―私は通ってみるにはあんまり感じな

かったんですけれども、一部、そういった用地

買収が進んでいない部分があって、少し道路が

変形しているということだろうと思うんです。

それは一部だろうと思いますし、走ってみて、

やっぱり2.7キロは長いですよ。これは県土整備

部長、できましたら、早く道路を直してもらわ

なきゃいけませんけれども、聞くと何か一部だ

そうです。せっかくの自動車専用道路ですか

ら、やっぱり60キロなら60キロで走れると。少

しでも速くなった、近くなったというのが道路

の目的ですから、どうもそれがその部分でなし

ていないなという感じがしていますので、ぜひ

早く改良をお願いしたいというふうに思いま

す。

もう一点、東九州自動車道門川―日向間が平

成22年度に開通予定をされておりますが、これ

につながります延岡南道路、これも東九州自動

車道につながる道路です。今は60キロの規制を

しておりますね。先ほどお聞きしましても、80

キロ、100キロの速度が出せる道路だというふう

に伺っております。それに合わせて、この南道

路が同じように70キロとかに規制が変わってい

くのか、お尋ねをしたいと思います。本部長。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

御質問にありましたけれども、現在、延岡南

道路と国道10号延岡道路の最高速度は60キロメ

ートルでございます。お尋ねの門川―日向間の

開通の際には、当然速度規制の緩和という点も

検討すべき事柄でありまして、仮に緩和すると

いうことであるならば、前提として、事故防止

の観点から、事前に道路管理者において、簡易

中央分離施設、中央のセパレートをするため、

ラバーポールやコンクリート縁石をつくるもの

でありますが、こうしたものの設置を行うこと

が必要となります。また、私ども警察におきま

して、荒天時等に臨時の規制が行えるようにす

るための可変標識を設置する必要がございま

す。今後、私どもといたしましては、速度規制

の緩和ということも十分に念頭に置きながら、

道路管理者と協議検討を進めてまいりたいと考

えております。以上であります。

○黒木覚市議員 もう時間がなくなりましたの

で、１点、本部長に要望だけしておきたいと思

います。日向―門川間に広域農道が３年前に開

通しました。日向の起点は、ちょうど327号の塩

見のところなんですが、ここから門川の388号の

間が、ドライブコースといいますか、非常に走

りやすくていい道路になりました。そのおかげ

で、今度は危険も伴うようになりました。途中
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集落がありまして、その集落の周辺では事故が

何回かあっている。というのは、この路線はス

ピードが非常に出るし、見通しのちょっと悪い

ところもございます。ぜひこのあたりを調査し

ていただいて、交差点の信号機等もつけていた

だきますように要望して、終わります。ありが

とうございました。（拍手）

○星原 透副議長 次は、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） 傍聴者の皆

さん、よろしくお願い申し上げたいと思いま

す。確定申告の時期がやってまいりました。私

も自宅で電子申告を済ませました。私は、農

業、ハウス園芸でキュウリをつくっております

が、今ありましたように、重油の高騰、資材、

肥料の高騰はありましたけれども、辛うじてプ

ラスになりまして、わずかですけれども納税も

できる状況にあります。青色申告をしておりま

すけれども、ＪＡ都城の非常に親切丁寧な指導

がありまして、スムーズに青色申告もつくって

いるという状況にあります。担い手である父、

母、そしてＪＡ都城胡瓜部会の皆さんに感謝を

申し上げながら、申告をしたところでありま

す。

それでは、質問に入っていきたいと思いま

す。

ＷＢＣ宮崎キャンプが行われました。合計24

万1,000人を超える動員数だったというふうにお

聞きしています。すごい爆発だなと、今の言い

方にすると、ブレークしたんだなというふうに

考えています。ここまで人気になろうとは、だ

れも予想していなかったのではないかなと考え

ています。当初予定のなかった交流戦とかイベ

ントが立て続けにありまして、対応された県観

光振興課初め関係者の皆さん、本当に御苦労

だったろうと思います。心から感謝の気持ちを

あらわしたいと思っています。さて、期間中、

宮崎市内のホテルは満杯、都城までお泊まりい

ただいた方もたくさんおられたようでありま

す。タクシーや飲食店も、大変この特需で助

かったという報道がなされております。この特

需、かなりの経済効果があったんじゃないのか

なと考えています。このＷＢＣ宮崎キャンプの

経済効果を知事はどのように考えていらっしゃ

るのか、所見をお聞きしたいと思います。

企業立地促進補助金というのがあります。こ

れは、どの自治体も予算化をされているはずで

あります。産業振興、雇用の創出が、その目的

であるだろうと思います。派遣切りで有名にな

りました大分県のキヤノンの関連会社、大分キ

ヤノン、そして大分キヤノンマテリアル、この

２社で、昨年末から1,200名を超える従業員が解

雇されました。大分キヤノングループ２社は、

大分県から30億5,000万円、大分市から20億円の

補助金を、合計50億5,000万円、「雇用機会の拡

大」という名目でもらっております。さらに大

分県は、企業立地基盤整備補助金という名前

で27億2,000万円を、工場のある杵築市、そして

土地開発公社に補助しております。合計77

億7,000万円。ほかの報道では、78億を超えてい

るという報道もありました。キヤノンはまた、

日田市とも立地協定を結んでおり、ことし６月

には新工場が着工するようであります。大分県

がこれに合わせるかのように、大規模投資促進

補助金の限度額を10億円から30億円に引き上げ

る計画があるようであります。

大分県は、ソニー、ダイハツ九州、東芝、

サッポロビールなど、有力企業を次から次へと

誘致に成功しております。大分県の法人二税の

合計も、ここ５年間で242億から390億と増加し

てきました。ただ、雇用効果はどうなんでしょ
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うか。大分県企業立地担当課の調べでは、昨

年11月時点で、大分キヤノンでは労働者の47

％、大分キヤノンマテリアルでは約44％が、請

負や派遣労働者だったそうです。要綱で「雇用

機会の拡大」を目的とした補助制度を受けた大

企業が不安定雇用を生み出したとも受け取れま

す。高額の補助金を支出した企業誘致の結果、

地方に何が残ったのか。税収や雇用、地場産業

の育成など均衡のとれた発展が可能なのか。今

回明らかになった大分県の事例は多くのことを

考えさせられます。大分県に限ったことではあ

りません。全国の自治体が、企業立地に生き残

りをかけて、多額の補助金を出して誘致合戦を

繰り広げている現状があります。多額の補助金

に頼る企業誘致、雇用の確保にどれくらい効果

があるのか。立地企業の経営にプラスするだけ

の税金投入になってはいないのか。知事の認識

を伺います。

以上で壇上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。

ＷＢＣ日本代表宮崎合宿の経済効果について

であります。今回の合宿は、イチロー選手など

のメジャーリーガーを初め、日本プロ野球の

トップ選手が多数参加されたことから、県内外

から約24万人ものお客様が宮崎にお越しいただ

きました。その経済効果やＰＲ効果につきまし

ては、現在、算定を行っているところでありま

すが、宮崎市内の宿泊施設を中心に、平日も含

めて満室となったと伺っていることや、連日、

各種メディアを通じて「スポーツランドみやざ

き」の名前が全国に発信されたことなどから、

この合宿は、厳しい景気の状況の中、本県経済

に大きな効果をもたらしたものではないかと考

えております。

次に、企業誘致についてであります。企業誘

致は、雇用の創出を初め、税収の増、地場企業

との取引拡大による地域経済の活性化などに大

きな効果をもたらすものと認識しております。

このため各県においても、本県と同様に、雇用

創出や産業集積など地域振興の観点から、それ

ぞれの独自の支援策を設けて積極的に誘致活動

を展開されているところでございます。企業誘

致に関する補助金につきましては、企業が進出

先を検討する際に、土地価格、交通条件、人材

確保等々と並んで、初期投資を抑える上で重要

視する要素の一つになっておりまして、自治体

間の誘致競争が激しい中では、本県への立地促

進を図る上からも必要な施策だと考えておりま

す。厳しい経済情勢ではありますが、太陽電池

を初めとする新エネルギー関連など、依然とし

て企業の投資意欲の高い業種のほか、医療機器

や食品関連など、比較的景気動向の影響が少な

い業種も見受けられますので、今後とも、この

ような企業あるいは業種を念頭に置きながら、

全力を挙げて企業誘致に取り組んでまいりたい

と考えております。

なお、労働者派遣制度に係る問題につきまし

ては、引き続き、全国知事会等を通じまして、

国に対し、法的な整備等の充実、必要な取り組

みを進めるよう要望してまいりたいと考えてお

ります。以上です。〔降壇〕

○満行潤一議員 丁寧な答弁をいただきまし

た。大分県の実態については、今お話ししたと

おりなんですけれども、78億円ぐらいキヤノン

の関連会社に出しているということで、大分県

に聞いたんです。「本当にこんなにたくさん出

しているんですか」と言ったら、「その週刊誌

の記事のとおりです」というふうに担当課が
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おっしゃるので、すごいなと思ったところで

す。そうしたら、本県はどうなっているのか、

そういう疑問がわくわけです。本県と大分県の

企業立地の補助金など、この支援策、スキーム

というのは大きく変わるのか。本県の補助金制

度で大分キヤノン２社の補助金を当てはめれば

どのぐらい出るのか。担当部長、お願いしま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 本県と大

分県の企業立地に対する助成の関係でございま

すけれども、両県の立地企業に対する支援策に

つきましては、いずれも企業の設備投資額や直

接雇用する従業員の数に応じた補助金となって

おりまして、基本的にはほぼ同じような考え方

に基づいておりますが、補助率や補助限度額な

ど、要件や算定方法などに違いがございます。

大分キヤノン２社に対しまして本県の補助制度

を当てはめた場合の補助金が幾らになるかとの

ことでありますけれども、設備投資額や新規雇

用者数の実績などが確認できませんので、試算

をすることは難しいところでございます。

○満行潤一議員 なかなか難しいとおっしゃる

と、部長、最初の答弁の中では、大分と宮崎の

立地補助金は制度上ほぼ変わらないということ

なので、そうすると78億円、大分県と大分市が

出しておるわけですね。やっぱり宮崎もそのぐ

らいになるのかなと言うしかないわけですね。

これは、後ほど話しますけど、常任委員会でぜ

ひ皆さん精査をしてほしいなと。本県の立地企

業の補助金はどういう仕組みなのか、正社員が

何人で、設備投資が何ぼで、最高50億円よとい

うシミュレーションしていただければありがた

いなと思っています。ちょっとここでは難しい

ということがわかりました。

次に行きます。それでは、本県の平成20年度

の企業立地促進補助金の交付状況、それによる

雇用創出の実数は幾らになっているんでしょう

か。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 平成20年

度における企業立地促進補助金の支払い見込み

額は約７億3,000万円を予定しております。この

うち本日までに、立地企業12社に対して約１

億4,000万円の補助を行っておりますが、その内

訳としましては、企業が行った設備等の投資額

約８億5,000万円に対するものが約8,200万円、

新規雇用者192名に対するものが、雇用者割とし

て約5,800万円となっております。

○満行潤一議員 小さいのはわかりません

が、50億円という宮崎県の枠は、ちょっと見え

てこないなという気がします。

本県でも、いわゆる派遣切り、雇用どめとい

う実態があると。昨年10月から本年３月まで

に、失業見込みを含めて1,900人を超えると、き

のう部長の答弁があったところなんですけれど

も、1,900人を超える失業者数は、九州内では、

大分、福岡に次いで３番目に多いと報道されて

います。その原因は何だと認識されているで

しょうか。部長、お願いします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 九州で３

番目に多い、その原因はということでございま

すけれども、いわゆる雇いどめ等の数値につい

ては、厚生労働省が各県労働局で把握されたも

のを集計しまして、定期的に公表しているもの

であります。ただ、調査の対象の地域でありま

すとか事業所の数、選定方法などは各県の労働

局の判断によるとされておりまして、必ずしも

統一された基準で実施されているわけではない

ということでございますので、各県を比較して

分析することはなかなか難しいと思っておりま

す。
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○満行潤一議員 国、厚生労働省がやってい

る、基準がばらばらだからという、何かちょっ

といただけない答えだと思いますけど。一つ

は、土木関係も多いんでしょうし、孫請企業と

呼ばれる小規模の企業立地が多いのが原因では

ないのかなと。経済状況に左右されない、雇用

創出につながる企業を立地していかなきゃなら

ない。企業立地促進補助金も、これは上限50億

円、ぜひ正規雇用の創出に効果がある制度にな

るよう運用いただきたいなと。ぜひまた委員会

のほうでも御議論いただきたいなと思っており

ます。

次に、新年度予算についてお伺いをします。

知事の４つの重点施策、環境エネルギー対策

というのがあります。本県をソーラーフロン

ティアとして太陽光発電の拠点にしたいと。そ

の中の３つ、メガソーラーの誘致、住宅用太陽

光発電システムの普及、太陽電池産業の集積と

いうふうになっておりますが、メガソーラーの

誘致というのは、私からすると非常に経済効果

が薄いんじゃないのかなと。こんな大きなシス

テムを構築するためには、施工工事は大手の企

業しかできない。地元にはほとんど金が落ちな

いと思いますし、ある計画の中では県有地にパ

ネルを並べるとかやっていますが、どう考えて

も生産性が上がらないんじゃないのかと。もっ

と屋根に、建物の上に上げるんだったらどうな

のかなと思います。

メガソーラー、今はやりの言葉になっている

んですけれども、そのナンバー１という話がき

のうもありました。それでいくと、大阪府の堺

市臨海部に、シャープと関西電力でメガソーラ

ー発電と、これは計画は合計28メガワットです

ね。宮崎は１メガワット以上を誘致しようとい

うことですから、これは１つだけで28メガです

からナンバー１にもなれない。それよりは、２

番目に掲げてある住宅用太陽光発電システムの

普及、これは一定程度の評価ができるなと。町

の工務店とか電気設備屋さんでもこれは十分や

れますので、仕事が県内の中で落ちるというこ

とで、今まで私も、一般住宅用に普及ができな

いか、助成制度をというふうに申し上げていた

立場からすると、これはぜひやっていただきた

いなという思いはあります。それに関連してな

のだろうと思いますが、今回、新規事業で、企

業局と農政水産部で新エネルギー関連の事業が

あります。まず、企業局の新エネルギー導入事

業、これはマイクロ水力発電設備800万円、太陽

光発電設備3,000万円。この事業概要と収支バラ

ンスの見込みについて、企業局長、お願いいた

します。

○企業局長（日髙幸平君） 企業局新エネルギ

ー導入事業でございますが、この事業は、環境

・エネルギー対策の一つといたしまして、新エ

ネルギーのマイクロ水力発電と太陽光発電の導

入に取り組むというものでございます。まず、

マイクロ水力発電でありますが、これは、延岡

市にございます祝子ダムの維持流量を利用いた

しまして出力35キロワット程度の設備を設置す

るもので、21年度はそのための実施設計を行う

ものでございます。22年度に本体の設置を予定

いたしております。また、太陽光発電につきま

しては、日向市にございます工業用水道施設の

配水池に、出力30キロワットの設備を設置する

ものでございます。このほか、企業局庁舎ロビ

ーに、これらの発電状況の表示装置を設置する

ものでございます。

予算額は総額で4,000万円でございますが、こ

のうちマイクロ水力発電の設計費が800万円で、

太陽光発電につきましては、設置費で3,000万円



- 299 -

平成21年３月４日(水)

でございます。収支見通しでございますが、国

の補助金を除きました初期投資額の回収年数で

申し上げますと、太陽光発電が23年程度と見込

まれます。また、マイクロ水力発電につきまし

ては、来年度、設計してみないと具体的な工事

費がわかりませんが、これまでの例を参考にい

たしまして、工事費を大体6,000万円というふう

に想定して試算いたしますと、設計費を含めま

して、約17年程度で初期投資額を回収できるの

ではないかというふうに思っております。以上

でございます。

○満行潤一議員 次に、農業用水の自然エネル

ギー利活用促進事業というのがことし上がって

います。農業用水を利用したマイクロ水力発電

の課題等の検討を行う事業ということですね。

これは事業概要と、設置を予定している検討委

員会があるようですけれども、メンバー構成は

いかようになるのか、お尋ねします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） まず、事業概

要でございますけれども、本事業は、農業用水

の自然エネルギーとしての利活用を促進するた

め、検討委員会の助言を受けながら、マイクロ

水力発電のタイプ別の課題の検討や技術的手引

等を作成しまして、農業用水路の管理者である

土地改良区等への情報提供や普及啓発を行うも

のでございます。予算額は790万円でございま

す。

次に、検討委員会のメンバーでございます

が、メンバー構成につきましては、幅広い角度

から意見や助言を受けられるように、大学や民

間企業、学識経験者、企業局、県土地改良事業

団体連合会を初めといたします農業関係団体を

中心に選考することを現在考えております。以

上です。

○満行潤一議員 このような小水力発電は、環

境への負荷の軽減はもちろんのこと、土地改良

施設の維持管理の負担軽減にも非常に役立つん

じゃないのかなと期待をしているわけです。山

下博三議員が一生懸命やっていただいているわ

けなんですけど、土地改良区の収益が上がると

いうことは、申し上げたように、用水路と排水

路の維持管理とか、そういうものに非常にプラ

スになると。そういう意味では、ぜひこれは進

めてほしいなと。調査が終わって、もし立地可

能なところが出たら、ぜひそこは開発をしてい

ただく、マイクロ水力発電を設置いただきたい

なと思っています。メンバーをいろんな団体か

らそろえていらっしゃるようですけれども、今

ありました企業局というところは、プロの集

団、技術屋がいっぱいおりますので、ぜひその

ノウハウを使っていただいて、全庁挙げてこの

マイクロ水力発電に取り組んでいただきたい

と、要望を申し上げておきたいと思います。

次に、消防広域化計画についてお尋ねをいた

します。太田議員の代表質問に対する部長答弁

で、「関係者で本部を１か３にするかで一致を

見ていない。しばらく時間がかかる」とありま

した。なぜ頑固に宮崎市がここまで反対してい

るのか。担当部長の認識をお伺いします。

○総務部長（山下健次君） 消防の広域化につ

きましては、昨年３月に推進計画を策定したと

ころでございますけれども、現段階では、議員

御指摘のように、広域化の組み合わせについて

意見の一致を見ていないところでございます。

この件につきまして宮崎市からは、「現状で

は、全体として具体的なメリットが見えない。

検証をしてもらいたい」、こういった意見が上

がっております。県におきましては、現在、消

防本部等の関係機関と、広域化の具体的メリッ

トあるいは組み合わせの有効性、課題等につき
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まして意見交換をしているところでございま

す。また、宮崎市におきましても、プロジェク

トチームが設置されて検討がなされていると聞

いておるところでございます。この問題につき

ましては、今後とも、市町村あるいは消防本部

等関係機関と十分に協議を重ねてまいりたいと

考えております。

○満行潤一議員 一つには、私、前の質問でし

ましたけど、重複の設備投資をやめられるとい

うメリットもあると。でも、延岡に高規格のは

しご車とかがあって、日向に置かなければ重複

投資にならないという意味だろうと思うんです

けれども、実際火災が起こったときに、延岡か

ら日向にはしご車を運ぶ間には、もう消えちゃ

うんですよね。だから、地域の特性というの

は、やっぱりあるんだろうと思うんですよ。延

岡、都城市も最初は反対でしたけど、賛成に

回ったんですね。なぜか。その理由は、「県が

そこまでおっしゃれば」というスタンスだと、

私はそういうふうに理解をしていますし、特に

これは投げやりの結論かなという気がしてなら

ないんです。市町村の固有業務と言いながら、

県の強力なリードでまとめたごみ広域化計画、

本当にこれにうり二つじゃないのかなと。エコ

クリーンプラザ問題でも、責任の所在が本当に

あいまいになってしまっている。これは大きな

警鐘を鳴らしていると思います。市町村や消防

の現場で「できない」と言っている中で強引に

広域化を進めると、後々、禍根を残すことにな

ると、私は本当に不安でたまりません。知事の

見解をお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 消防の広域化につき

ましては、消防組織法により、県が自主的な市

町村の消防の広域化を推進する必要があると認

める場合には、広域化推進計画を策定すること

とされております。このため、本県におきまし

ても、関係市町村長や各消防長等を委員とする

検討会や、その下部組織である作業部会におい

て、消防の現状、広域化の必要性や効果、組み

合わせ等について協議の上、昨年の３月に推進

計画を策定したところであります。現在、広域

化の組み合わせについて議論を進めているとこ

ろですが、いずれにしましても、消防業務は市

町村の自治事務でありまして、消防の広域化は

自主的に行われることが基本であります。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ありますので、県といた

しましては、今後とも、市町村や消防本部等関

係機関と十分に協議しながら取り組んでまいり

たいと考えております。

○満行潤一議員 本当にこれは市町村の固有業

務、自主的な判断で広域化を進めるべきと、

今、知事おっしゃいましたけれども、それはご

みも一緒ですね。一般廃棄物も市町村の自治事

務です。消防も市町村の固有業務、自治事務と

いうふうに明確にされています。それを一生懸

命今、各自治体で広域化を既にしているわけで

す。それをまた30万という枠で再広域化しよう

ということですね。これは、今のエコクリーン

プラザのことを見ていると、結局は、「市町村

の自治事務ですから市町村で判断してくださ

い」と言って、それは当然そうなんでしょうけ

れども、市町村からすると、県が一生懸命この

計画をつくってやろうと言っているのに、結

局、「自治事務だから市町村の判断よ」と後々

言われても、これまた困るなと。そこのところ

は、市町村の納得のいく広域化計画にしない

と、また本当に大変なことになるだろうと思う

んです。

我が会派の鳥飼顧問に、総務省消防庁消防・
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救急課の推進専門官、担当官と、消防の広域化

の現状について意見交換をしていただきまし

た。「国が示す30万人を単位とする消防の広域

化は、大都市と地方都市で、人口密度などさま

ざまな条件が違うので、一律に統一するのは、

その機能が十分に発揮できないんじゃないか」

「地理的条件、そして消防力の整備指針とか全

く満たしていない。職員数は57.6％の充足率で

す。これで消防の広域化をしても消防体制の強

化につながらないのではないか」、そういうよ

うに鳥飼議員が申し上げたんですが、担当官

は、「消防本部の規模が大きいほど対応能力が

強化され、消防力等の観点から、30万人以上が

望ましい」、そういう指針を説明され、「ただ

し、各市町村の管轄面積の広い・狭いなど、地

域の実情に対する十分な考慮が必要だ」と、地

域の実情に合わせることも認めているとの説明

もいただいたところです。ぜひ、知事が今おっ

しゃったように、関係自治体と十分な協議をし

て進めていただくよう要望しておきたいと思い

ます。

次に、行政防災無線についてお伺いをいたし

ます。非常災害時における災害情報の収集・伝

達手段の確保を目的として、防災用無線システ

ムが国、県、市町村で構築されています。今

後、日本の防災無線は、有事や大規模災害に備

え、防災無線のデジタル化を推進し、全国瞬時

警報システムとして整備されることになる、そ

ういう計画があります。今回、新規事業で、新

総合防災情報ネットワーク事業というのが提案

されています。この事業の概要についてお尋ね

いたします。

○総務部長（山下健次君） 総合防災情報ネッ

トワークは、県庁と出先機関や市町村等を防災

行政無線網で結びまして、通常は電話、ファク

シミリ、各種のデータ伝送に利用され、災害時

には、情報収集あるいは伝達を行う重要なシス

テムでございます。ただ、無線機器等の老朽化

あるいは周波数の移行、それからデジタル化に

対応する必要がありますことから、全面的に再

構築するための基本設計を、平成21年度予算で

お願いしているところでございます。この事業

では、現行システムの問題点等の確認を行いま

すとともに、これからのニーズに合致したシス

テム全体の基本機能や全体ネットワークの構成

などを検討することとしております。

○満行潤一議員 デジタル化に伴う変更という

ことですよね。今の本県の総合情報システムと

いうのは、68億円かかって整備をされて、耐用

年数は10数年、本当にたくさんのお金がかかっ

て動いているんですが、今回はデジタル化です

から、もっと出費がかさむわけですね。この

前、久しぶりに鰐塚山に登ってみたんですけれ

ども、いっぱいアンテナの鉄塔が建っていま

す。各省庁は、自前の無線ネットワークを全国

に張りめぐらされているわけです。入ったらだ

めよと、そうされているわけですが、防衛省と

か警察庁はもちろん、内閣府、国土交通省、気

象庁、海上保安庁、消防庁、ＮＨＫやＮＴＴ、

これは全部、防災無線システムをそれぞれ持っ

ています。これを有効利用できないのかなとい

う気がするんです。また、これは前回68億円で

すので、私は、今回100億は軽く超えてしまうシ

ステムになってしまうんじゃないのかなと。こ

ういう国の縦割り、県、市町村、それを取っ

払ったらどうなのかなと思うんです。

今、市町村にも行政無線があります。でも、

消防無線もあるんです。これは周波数帯は一緒

ですけど、方式が違うので交信できません。だ

から、消防署には行政無線機をまた別に置かな
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いといけない。県を越えたら、もう隣の県では

使えない。国の立派な施設があるのに、それも

使えない。この設備、せめてアンテナ鉄塔とか

を共有できないのか。もっと言うなら、全部方

式を一緒にしたら、もっと無線機とか格安にな

るだろうと思いますし、システム開発も非常に

楽に、安価になるんじゃないかなと思うんで

す。国と地方の設備の重複を避ける施策をぜひ

国に要望すべきじゃないかと思うんですけれど

も、知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 無線設備につきまし

ては、電波の公平かつ能率的な利用を確保する

ため、電波法で、無線局の目的や用途等によ

り、利用できる周波数や通信の相手方、通信方

法等が細かく決められておりまして、各機関が

それぞれ独立した無線網を構築しているところ

であります。しかしながら、無線局舎やアンテ

ナ鉄塔等の施設につきましては、現在でも一

部、県の施設を市町村が利用しているところで

あり、今後、新総合防災情報ネットワークの構

築に当たりましては、国などの施設の共用の可

能性等についても協議してまいりたいと考えて

おります。防災行政無線の整備につきまして

は、多額の経費が必要になることから、できる

だけ効率的な整備方策を探り、経費削減に努め

てまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 ぜひそうしていただきたいと

思います。

電波行政というのは、私も無線をやっている

んですけど、非常に保守的な官庁だというイメ

ージがあるわけですよね。これは免許制度です

ので、無線局の開局は５年間の免許しかありま

せん。次の免許更新のときには周波数帯を変え

てください、周波数の形式を変えてください、

そういうことを平気で戦後60年間、電波行政は

やられています。今回、デジタル化にしなさ

い。これは国策で、そういうふうにテレビも、

あらゆる電波はデジタル化に無理やり移行をさ

せられる。その経費は自治体なり企業で見なさ

い、そういうやり方なんです。市町村で今、防

災行政無線があるんですけれども、そのデジタ

ル化の整備状況というのはいかようになってい

るのか。きのう、えびの市は、このデジタル化

に予算を新規でつけるというふうに報道されて

いましたけれども、その整備状況。あと同報系

の防災行政無線というのがありますね、スピー

カーとか拡声器をつける。そのデジタル化の県

内の整備状況をお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 市町村の防災行政

無線は、御指摘のように、屋外の拡声器あるい

は家庭内の戸別受信機を用いる同報系無線と、

携帯型無線機等を使用する移動系無線で構成さ

れておるところでございます。これらの無線に

つきましては、総務省におきまして、無線設備

の耐用年数を考慮した上で、できるだけ早期に

デジタル方式に移行するよう、市町村に働きか

けがなされているところでございます。本県に

おきまして、現在、同報系無線が24市町村、移

動系無線が29市町村で整備されておりますが、

このうちデジタル化されているのは、同報系無

線が串間市、門川町、御指摘のえびの市も新年

度予算でということでございますが、さらに、

西都市、美郷町は現在、整備工事が行われてい

るところでございます。同報系無線の未整備市

町村はもちろんのことでございますけれども、

整備済み市町村においても、地域的に見ると整

備の終わっていない地区があるということでご

ざいますので、今後とも、各市町村と協議を行

い、デジタル化を含めた促進を図ってまいりた

いと考えております。



- 303 -

平成21年３月４日(水)

○満行潤一議員 次に行きます。議会棟大規模

改修事業が今回予算化されていますが、毎日新

聞に、避難先となる学校は耐震化は進んでいな

いのに、税金で県の議会棟だけ先にというふう

に書かれてしまいました。これは、耐震化だけ

じゃなくて、古い建物で３年計画で整備すると

いうことは、我々は理解するんですが、新聞に

そう書かれていることもないことはないですけ

ど……。県立学校は確かに進んでおります。し

かし、財源の乏しい市町村立学校の耐震化は、

まだおくれているように思うんです。現在の耐

震診断率、耐震化率を、教育委員会、教えてい

ただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 市町村立小中学校に

おける平成20年４月１日現在の耐震診断率

は97.8％となっております。同じく、耐震化率

は71.4％であり、これは全国で第10位、九州で

は第１位の進捗率であります。以上です。

○満行潤一議員 議会でも何回も言うことも

あってかなり進んでいるなと。ただ、これは毎

日新聞に書いてありましたけれども、避難所で

ある学校校舎、体育館等は、ぜひ全国トップを

引き続き走っていただきたいなと。中国の四川

大地震で学校がかなり倒壊したことを考える

と、ぜひ急いでほしいなと要望をしておきたい

と思います。

もう一つ、都城警察署の新庁舎計画なんです

けど、先ほどありましたように、日向警察署の

新庁舎建設整備事業が上がっています。24年度

完成を目指すと。非常にうらやましい限りで

す。県民の期待と信頼にこたえる機能、相談室

とか射撃場などをつける。災害に強い警察署、

県民に優しい警察署、バリアフリーや多目的ト

イレ。敷地面積7,000平米、今の都城警察署

が3,300平米ぐらいでしょうから、倍以上に敷地

面積も広がる。管轄人口は都城が何倍とあるわ

けですが、都城警察署の改築計画の進捗状況を

お尋ねしたいなと。これは平成12年６月にも要

望して、何回か要望しているんですが、なかな

か具体的な計画が聞こえてこないんですけど、

ぜひ進めてほしいなと思っておるところです。

本部長、よろしくお願いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） 去年も御質問い

ただきまして、ありがとうございました。

都城警察署につきましては、平成９年、10年

に行いました耐震診断結果に基づきまして耐震

の補強を行って、防災活動の拠点としての機能

が果たせるよう、必要な措置を一応とらせてい

ただいております。また、狭隘化への対応とし

て、昭和55年度、そして平成13年度には増築を

行い、警察署の機能として必要な事務室等を一

応確保している状況にございます。県警察とい

たしましては、県下にあります13警察署の建て

かえの考え方として、治安基盤としての機能、

防災活動拠点としての機能を十分発揮できる施

設整備を目指し、厳しい財政状況下ではござい

ますが、耐震補強の効果なく早期の建てかえが

望ましいとされている警察署など、機能低下の

著しい警察署から順次整備していくという方針

で臨んでおりまして、確かに都城警察署は、日

向署に次いで２番目に古い警察署であるのは事

実であり、老朽化が相当進んでいますけれど

も、厳しい財政状況下の優先順位というものを

念頭に置きながら整備方針を立てておりますの

で、どうぞ御理解をお願いしたいと思います。

○満行潤一議員 毎年、本部長に言っても申し

わけないので、財政的状況があるというふうに

もおっしゃいます。ぜひ総務部長、財政課長、

都城もよろしくお願い申し上げたいと思いま

す。
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地域医療対策についてお尋ねを申し上げま

す。

「県立宮崎病院精神医療センター」は、「こ

ころの医療センター」から名称変更になりまし

た。この名称変更の理由をまずお尋ねいたしま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） 精神医療センタ

ーにつきましては、これまで、富養園及び宮崎

病院のスタッフ等と、開設に向けた協議を重ね

てまいりました。こうした協議の中で、「ここ

ろの医療センター」という名称は、心療内科の

患者さんなど軽症の患者さんも対象とするよう

な印象を与えるため、本来、センターが対象と

する重症患者さんなどの診療に支障を生ずる懸

念があるという意見が出されたところでありま

す。こうした意見や全国の状況、関係者の意見

等を総合的に考慮しまして、名称を「精神医療

センター」としたところでございます。

○満行潤一議員 思春期外来というのが目玉

だったと思うんですよね。子供たちが行きやす

い、保護者も連れていきやすい。精神医療セン

ターというのは、やっぱり子供たちの思春期に

は非常に抵抗のある名称じゃないのかなと思う

んです。思春期外来というのが非常に期待をさ

れているわけなんですけど、これは医療機関か

らの紹介だけなんでしょうか。そこをお尋ねし

たいと思うんです。思春期というのは、急性期

のみで終わらず、引き続き、このセンターで診

るべきではないだろうかと思うんです。地元に

返すと言われているけど、地元では思春期は診

てくれないというか、診れないという現状があ

るだろうと思います。局長、よろしくお願いし

ます。

○病院局長（甲斐景早文君） この精神医療セ

ンターは、民間医療機関では対応困難な精神医

療に取り組むことによりまして、中核病院とし

ての役割を果たすことにいたしております。児

童思春期治療につきましても、この考え方に基

づきまして、医療機関や児童相談所などの関係

機関からの紹介を受けて診療を行うことにして

おりますが、県内においては、児童思春期治療

を専門に行う医療機関が少ないことから、紹介

のない場合でも適切に対応してまいりたいとい

うふうに考えております。

○満行潤一議員 ぜひ、期待を背負っておりま

すので、対応をよろしくお願いしたいと思いま

す。

もう一つの目玉、これは救急外来ですよね。

この充実が今まで非常に求められてきていま

す。今の状況は、精神科救急患者は本当にたら

い回しの状況にあるだろうと思うんです。措置

入院とか隔離を必要とする患者、その家族や保

健所、救急隊、警察なども、その対応に本当に

困っている現状にあります。精神医療は政策医

療、当然採算性は低いわけですけれども、精神

科救急のさらなる対応をぜひお願いを申し上げ

たい。これこそ採算を度外視して、県が担わな

ければならない分野だろうと思います。

次に、私学助成についてお尋ねをしたいと思

います。県内で障がいのある生徒を受け入れて

いる私立高校が９校あるようです。受け入れ生

徒数に応じて私学助成を増額している。これは

新聞報道にありました。ある学校から実情をお

聞きする機会がありました。その学校は、６～

７人に複数の担任制を置いている。非常に経営

も厳しいと。特色あるコースなので、もっと手

厚く支援をしたいが、現状では限界がある。し

かし、療育手帳がなくて特別支援学校に行け

ず、普通校にも行けない生徒が多数いるのも現

状です。入学希望者も多い。この学校では、年
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間30人ぐらい問い合わせがある。また、家庭環

境とか経済的に恵まれない家庭が多いけれど

も、授業料免除もできない状況にあるというこ

とで、もっと私学助成の増額はできないのか、

担当部長にお尋ねをしたいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 県におきまし

ては、保護者の経済的負担の軽減や学校経営の

健全性確保を目的に私学助成を行っているとこ

ろであります。私立高等学校が障がいのある生

徒を受け入れるコースを設置する場合など、特

色ある教育に要する経費につきましても、この

助成の対象としているところであります。ま

た、障がいのある生徒に対する教育環境の整備

は、教育の機会均等の観点からも大変重要であ

ることから、今年度から、障がいのある生徒を

受け入れている私立高等学校に対しましては、

その取り組みを評価いたしまして、助成金配分

の増額を行うこととしたところであります。以

上であります。

○満行潤一議員 ぜひ、もっと実態に即応した

増額というのをお願いしたいと思っています。

新型インフルエンザ対策についてお尋ねした

いと思います。リーフレットをお配りしており

ますが、「宮崎県新型インフルエンザ対応行動

計画（対応指針第４版）」というのが出ており

ます。この推進体制の中に、「行政機関の責

務」「県民の協力」というのが明記されている

わけですけれども、計画だけではどうにもなら

ないと。発生したら流行はとめられません。発

生し流行する時期にパニックを抑える、そのこ

としかないだろうと思います。そのためには、

正しい知識の普及というのが大変重要だろうと

思っています。県民向け啓発の状況について、

担当部長、お願いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 新型インフル

エンザ対策としましては、すべての県民があら

かじめ新型インフルエンザについての正しい知

識を持ち、どのような準備と対策が必要かを理

解し、これを実行していくことが極めて重要だ

と認識しております。県におきましては、新型

インフルエンザに関する情報や対策について、

ホームページに掲載するとともに、各世帯に配

布する県広報誌を通じて啓発を進めておりま

す。また、県民向けの新型インフルエンザ対応

ハンドブックを作成したところであります。さ

らに、各保健所におきましても、医療従事者や

行政関係者及び一般県民等を対象とした講習会

を平成20年度は170回開催し、新型インフルエン

ザに関する知識の普及に努めております。今後

も、新聞、テレビ等による情報提供や各保健所

における講習会などを通して、新型インフルエ

ンザ予防対策の普及啓発を図ることとしており

ます。

○満行潤一議員 この行動指針には「県民の協

力」というのが書いてあるわけなんですけれど

も、その周知がどうなっているのかなと。今

おっしゃったハンドブックの配布状況はどう

なっているんでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 新型インフル

エンザ対応ハンドブックにつきましては、今回

２万部作成しまして、主に市町村、保健所、県

政相談室等に配布したところであります。保健

所におきましては、このハンドブック等を活用

した新型インフルエンザ対策の研修会なども

行っております。現在、５万部を追加増刷中で

あり、さらに多くの県民の皆様に情報提供して

まいりたいと考えております。

○満行潤一議員 今２万部で、増刷５万部です

ね。目標は７万部ということですね。県内の世

帯は46万世帯ぐらいあるわけですね。この中
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に、本当に抜粋して県民が行わなければならな

い内容が書いてあるわけですが、それでは、と

てもじゃないですが周知徹底というのはできな

いなと思うんですね。中身も、もうちょっと時

間があれば詳しくお聞きしたいんですけれど

も、なかなかできていないですよね。２ページ

に「咳エチケットを心がけましょう」とか「使

用後のティッシュはすぐフタ付きのゴミ箱に捨

てましょう」と書いてありますけど、これは、

知事室にも部長室にもふたつきのごみ箱がある

のかなと、甚だ疑問でもあります。その３ペー

ジに「手を洗いましょう」と。手の洗い方を

知っている人は医療従事者しかいません。学校

では習いません。私の会派にも手を洗わずに御

飯を食べる人もおりますから、それを考える

と、これはかなり周知徹底が必要だな、知識を

変えないかんなと思うんですね。備蓄品リスト

も、乾めんとかインスタントラーメンとかミネ

ラルウオーターとか、若い人は各家庭にあるで

しょうけど、年寄りは全くないですね。保存食

という家庭も多いと思いますので、このために

は、やっぱり周知徹底が非常に大事じゃないの

かなと思います。新型インフルエンザの流行

は、早かれ遅かれ必ず発生します。いつ発生す

るか予測ができない。このことを多くの国民は

知らないだろうと思います。無用な混乱、パ

ニックを抑える対策が急がれます。さらなる啓

発を心からお願い申し上げまして、私の一般質

問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○星原 透副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時39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、長友安弘議員。

○長友安弘議員〔登壇〕（拍手） それでは、

通告に従い、順次質問を行います。

県内の中小企業の方々と意見を交換する機会

がありましたが、「100年に一度の経済危機」と

いう言葉を軽々しく使わないでほしいという厳

しい２つの意見をいただきました。一つは、我

が国が300万人以上のとうとい命を失った太平洋

戦争と終戦直後の悲惨さ、あの苦しみは絶対に

忘れてはいけない。もう一つは、今回の経済不

況の厳しさというものが本当にわかっていない

のではないかというものでありました。

昨年12月の経済指標は軒並み落ち込み、輸出

額に至っては35.0％減の4.8兆円と、過去最大幅

の減少となりました。予想を上回る悪化であ

り、日本経済は、輸出の大幅減に始まり、生産

の縮減、雇用の悪化、個人消費の縮減、そして

さらなる生産縮減へと、負のスパイラルに陥

り、まさに未曾有の非常時と言われます。県内

の有効求人倍率も下がり、雇いどめ等は1,908人

になったということであります。実際には、

もっといると言われております。だからこそ、

今まさにやらなければならないことは、政局で

はなく、財政、金融など、あらゆる経済政策を

総動員し、急速な景気悪化にブレーキをかけね

ばならないということであります。そのために

国は、第１次補正予算、第２次補正予算、そし

て09年度予算、さらに税制改正と、総額75兆円

にも上る過去最大の総合経済対策を打ち出しま

した。速やかな事業の展開が望まれます。それ

でもなお、経済不況はさらに深刻化するとの懸

念から、100兆円規模のさらなる財政出動が取り
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ざたされる事態であります。

このような状況下で最も大事な施策は何か。

それは、生活者への支援、雇用の確保、中小企

業支援、地域の活性化であります。同時に大切

なことは、不況対策に追われるばかりではな

く、ピンチをチャンスに変え、次への発展を期

す新たな挑戦であり、いわゆる日本版グリーン

・ニューディールと言われる、太陽と緑を活用

した第二の産業革命への取り組みだと言われま

す。まさに、本県の特性そのものを生かすチャ

ンスであります。今議会、山積する諸課題に果

敢に取り組まれる知事の新年度予算が提案され

ましたが、以上のことを質問の背景として、何

点かお尋ねをさせていただきます。

まず初めに、お手元に提示させていただいた

総額75兆円の経済対策の資料をごらんいただき

たいと思います。何が何でも定額給付金をやり

玉に上げたいようでありますが、生活支援策一

つをとってみても、そこに書いてありますよう

に、高齢者の医療負担の軽減、あるいは医師不

足・救急医療対策、介護人材の確保、妊婦健診

の無料化、子育て応援手当の支給、住宅用太陽

光発電への補助金支給、住宅減税の拡充等、さ

まざま盛り込まれており、早急な法案の成立が

望まれます。これら国の施策をもとに、県も、

医師不足対策、介護人材確保対策、宮崎県安心

こども基金の創設や、宮崎県妊婦健康診査支援

基金等を創設するなど、さまざまな生活者への

支援策を打ち出されております。生活者の立場

に立った施策の一日も早い遂行を切望します。

そこでまず、生活支援、景気浮揚策としての

定額給付金について、知事及び総務部長にお尋

ねをいたします。

「出たらもらう」という人の数は９割以上と

言われます。宮崎県の市町村に給付金として措

置されるお金は180億円、そのうち宮崎市は58億

円余であります。大変な額のお金です。これを

ぜひとも地域の景気浮揚に結びつけたいもので

あります。長崎県の佐世保市では、佐世保市民

に還元された給付金が福岡県の天神に消えてし

まったのでは、地元の景気浮揚につながらな

い、そこで、プレミアムつきの地域商品券を市

で発行しようということになりました。しかし

ながら、国の見解でそれはできないというの

で、市内の商工団体等で発行し、何としても地

元の景気浮揚に使ってもらおうということに

なったようであります。本県でもさまざまな動

きがあると思いますけれども、各市町村の動向

をどう把握しておられるのか、総務部長にお尋

ねいたします。

また、昨年の11月議会、知事は私の定額給付

金に対する質問で、「定額給付金が有効に活用

されるよう、機会をとらえ、できれば県産品の

購入などの消費を呼びかけてまいりたい」と答

弁をしておられます。どのような方策を考えて

おられるのか、知事にお尋ねいたします。

次に、雇用の確保について商工観光労働部長

にお尋ねをいたします。

雇用を取り巻く情勢は日々悪化しておりま

す。３月の年度末を迎え、雇いどめ等が心配さ

れます。何はともあれ雇用の維持を図らなけれ

ばなりません。雇用調整助成金制度が拡充され

ましたが、この活用が大事であります。本県の

実情はどうなっているのか、また、制度の周知

徹底についていかに取り組んでおられるのか、

お尋ねをいたします。

次に、雇用の創出についてお尋ねをいたしま

す。有効求人倍率は、年度末を迎え、さらに落

ち込むことが懸念されます。県は、宮崎県緊急

雇用創出事業臨時特例基金及び宮崎県ふるさと
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雇用再生特別基金を創設されましたけれども、

どういう事業に活用されるのか。また、委託事

業が多くなろうかと思いますけれども、一人で

も多くの雇用が確保されることが肝要でありま

す。要件はどうなっているのか、どれほどの雇

用を見込んでおられるのか、お尋ねいたしま

す。また、施策の周知が大事であります。求職

者への周知はどのように図られるのか、お尋ね

をいたします。

次に、中小企業対策について知事に伺いま

す。

今回の経済不況により、非正規雇用の方々を

初め、先ほど申し上げましたけれども、本県で

は1,908名の方々が職を失われました。ここで本

県の企業数の実に99.9％に上る中小企業を支え

なかったら、さらに大変なことになるのではな

いかと思われます。最後は消費者金融等に走

り、多重債務に陥り、不幸なことが起こるので

はないか。だからこそ、最初に見ていただいた

資料にありましたが、国は、中小企業の資金繰

りを支援するために30兆円枠の緊急保証融資制

度、セーフティネット貸付を設け、さらに金融

機関への10兆円の資本注入を予算に盛り込んで

いるのであります。今回の経済不況に対する危

機感のあらわれであります。その対策が十分に

中小企業に届くことが求められます。そこでお

尋ねしますけれども、信用保証協会における本

県の直近の緊急保証融資の実績はどうなってい

るのか、その実績は九州各県と比較しどのよう

な状況になっているのか、結果を見てどのよう

な感想を持たれたのか、お尋ねをいたします。

いよいよ年度末です。本県の中小企業の資金繰

りの実態をどのように掌握されているのか、本

県産業を支える中小企業の支援は果たしてこの

実績で事足りるのか、お尋ねをいたします。

次に、地域活性化について知事にお尋ねいた

します。

都市と地域、また地域間の格差は広がるばか

りというのが実態ではないでしょうか。今回の

経済危機に際し、国は、地域活性化交付金、雇

用創出のための交付税増額、高速道路料金の大

幅引き下げ、緊急防災・災害復旧対策、学校耐

震化等、総額４兆7,000億円余の地域活性化対策

を講じました。既に本県の１月補正にも、公共

工事を初めとして経済・雇用緊急対策が打たれ

たことは、御案内のとおりであります。さらに

今回、20年度予算の２月補正の追加として、宮

崎県安心こども基金、宮崎県障害者自立支援対

策臨時特例基金等が創設・拡充され、27億円の

宮崎県地域活性化・生活対策基金が設けられま

す。今後、この基金の使途が大事になります

が、地域の活性化に大いに資するようお願いを

したいと思います。後ほども述べますけれど

も、法や施策のはざまに置かれた市街化調整区

域の活性化の問題、また深刻度を増す鳥獣害対

策、耕作放棄地の解消、県管理河川の除草と堆

積土砂のしゅんせつ、地域発の新技術の支援策

の充実等、県民の行政への要望は多々ありま

す。これらを解消するとともに、雇用を創出

し、次の成長へつながる積極的な活用をお願い

したいと思いますが、宮崎県地域活性化・生活

対策基金を今後どのように活用していかれるの

か、知事にお尋ねをいたします。

次に、環境エネルギー問題について伺いま

す。

低炭素社会の構築は第二の産業革命と言わ

れ、21世紀の重要な成長分野と目されます。世

界の各国は、経済危機の打開策として環境エネ

ルギー分野へ巨額の集中投資を行う、いわゆる

グリーン・ニューディールの実施に向け、かじ
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を切り始めました。低炭素社会のインフラ整備

に大規模な投資を行い、雇用を創出し、金融危

機、エネルギー不足、温暖化からの克服を図る

考えのようであります。本県においても知事

は、新年度予算を「未来へつむぐ 新みやざき

展開予算」として４つの柱を掲げられ、その１

つに、環境エネルギー対策を据えられました。

ソーラーフロンティア構想等の展開を図られよ

うとしておりますが、大変時宜を得た施策と期

待をいたします。「太陽と緑」に象徴される本

県の特性を大いに生かすチャンス到来と思いま

す。そこで伺いますが、製造、発電、活用の三

拍子そろった太陽光発電の拠点づくりを目指す

ため、まず、住宅用太陽光発電の普及率日本一

を目指すということでありますが、普及促進に

どのように取り組んでいかれるのか、詳細につ

いて知事にお尋ねをいたします。また、導入を

しやすくするため、融資制度を設けられました

が、果たしてそれで事足りるのか、いっそ補助

制度にしたほうが効果が大きかったのではない

かと思いますが、どのように検討されたのかを

お尋ねいたします。さらに、この事業による雇

用創出効果はどの程度見込まれているのか伺い

ます。

次に、国は、太陽光発電の普及啓発や雇用の

創出、また環境教育の上から、公立学校への太

陽光発電システムの導入を進める方針のようで

ありますが、普及率日本一を目指す本県こそ、

率先して取り組むべき事業だと思います。県の

対応について教育長にお伺いいたします。

次に、本県農業の重要な位置を占める施設園

芸への太陽光発電の活用について伺います。昨

年の燃油高騰問題は、まさに死活問題となりま

した。10アール当たり年間100万円前後の油代が

かかりますが、これに太陽光発電を導入する取

り組みはなさらないのか、農政水産部長にお尋

ねをいたします。

もう一点伺います。我が国の自動車産業は大

打撃をこうむりました。しかし、自動車の需要

は今後も続くと思われます。低燃費車、ハイブ

リッドカー、電気自動車等エコカーの普及が今

後大いに見込まれます。また、次世代電池など

自動車メーカーの開発してきた技術力は大きな

可能性を持っていると言われます。このような

企業の誘致こそ重要と思いますが、今後の企業

誘致の取り組みについて、商工観光労働部長に

お尋ねをいたします。

次に、農政問題について、知事並びに農政水

産部長にお尋ねをいたします。

今回の農地改革プランは、農地転用規制を厳

格化し、違反転用に対する罰則を強化するほ

か、同区域への編入促進を進めるものとなって

います。また、農地の有効利用を図るため、

「所有」を基本としたこれまでの農地制度を

「利用」へと改め、農業を再構築することを目

指すようであります。確かに、農地を保全し、

多様な農業参入を促進し、自給率をアップし、

経営として成り立つ農業を構築するには有効な

手だての一つでありましょう。

しかし、忘れてならないのは、市街化調整区

域を初めとした農村の格差の問題です。何度も

申し上げてきましたが、宮崎市近郊の例をとっ

てみますと、線引きにより市街化区域に編入さ

れた方々の土地は高騰し、周辺部でも１平米６

万円ぐらいします。したがって、10アールだ

と5,400万円、田んぼ３反もあれば１億6,400万

円の価格となります。相続税や譲渡税は大き

い。しかし、このような金額というのは、年金

１カ月20万円と換算しても、10アール売れば14

～15年は十分賄えます。一方、市街化調整区域
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の場合、最高の田んぼでも10アール200万円前

後、年金１年分あるかないかです。都市も農村

も生活費や教育費は全く同等にかかります。市

街化調整区域の人は、田畑を手放して子供を学

校にやってきました。しかし、田畑を手放せば

終わりです。市街化調整区域のあちこちでさま

ざまな形で切り売りされ、実に悲しい状況で

す。線引き一つで生じた格差、それに行政はど

れだけ手を施してきたのか、大いに疑問であり

ます。

今回の農地改革プランは、先ほど述べた特徴

に加え、農地所有者に農地利用の責務を明確に

する、小作地所有制限の廃止、農地の長期賃借

の創設などを図ろうとしております。決して無

為に非専業農家や高齢者から土地を手放させた

りするようなものであってはならないと思いま

す。また、既存集落を残し守るというのであれ

ば、市街化調整区域の活性化対策を並行して

打っていただきたい。市街化区域にはさまざま

な事業が入ります。中山間地域にもデカップリ

ングを初めとした諸施策が注がれます。抜本的

に国内農業の再構築を図るというのであれば、

市街化調整区域の現実の農家の実態をもっとつ

ぶさに知っていただき、課題を見据え、対策を

講じていただきたい。

そこで、２点お尋ねするわけでありますが、

初めに、農地改革プランに基づく本県農業は今

後どのように変化をしていくのか、農政水産部

長にお尋ねいたします。

次に、線引き問題を初めとした格差問題の解

消に本県としてどう取り組んでいかれるのか、

知事にお尋ねをいたします。

次に、物流問題について、知事並びに副知事

にお尋ねいたします。

県経済の発展にとって、本県の物流問題は最

重要の課題であります。物流改革について、昨

年11月、旭化成延岡支社長、県経済連会長、副

知事の対談が行われ、さまざまな課題が浮き彫

りとなりました。また、問題解決に向けて大事

な提言も行われました。県も７月、知事を本部

長とする物流対策推進本部を立ち上げ、物流と

いう本県の重要政策課題に全庁挙げて取り組ん

でいくことも紹介されました。以下、対談を踏

まえ、物流問題について何点かお尋ねいたしま

す。

まず、対談では、物流のキーワードは、連

携、集約、戦略の３つと副知事は述べておられ

ます。そして、物流についての県全体のシンク

タンクは県であり、県が宮崎県株式会社の総資

産をいかにふやすかという視点に立って、物流

は行政主導で行うべしとの指摘がなされており

ますが、初めに、物流対策推進本部長であられ

る知事に、物流改革に臨むスタンスについてお

尋ねをいたします。

次に、連携についてでありますが、農商工と

県の連携に加え、輸送業者との連携協力が重要

となる点が指摘されました。今後、いかなる組

織、いかなる内容、いかなる密度をもってこれ

らの業者との連携を深め、改革を推進していか

れるのか、副知事にお尋ねをいたします。

次に、県が戦略を示すことこそ重要との指摘

がありましたが、この点についてはどのように

進めていかれるのか、知事にお尋ねいたしま

す。

最後に、エコクリーンプラザみやざき問題に

ついて、知事並びに環境森林部長にお尋ねをい

たします。

外部調査委員会の調査結果によりますと、一

連の問題の責任の所在については、公社、県、

市、事業者それぞれに責任があったと考えられ
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ます。私は、公社の重要案件を決する理事会が

果たして十分に機能したのか、理事会としての

責任はなかったのか、この点も疑問でなりませ

ん。といいますのも、350億円もの血税が投入さ

れ、今またさらに20数億円もの血税が投入され

ようとしております。公社の重要案件を審議す

る立場にあるのが理事会であるからでありま

す。公社、県、それぞれ当時の責任者を告訴、

告発しようとしておられますが、民事、刑事、

いずれかはわかりませんが、むしろ公害防止協

定を踏みにじられた地域住民や、納税者である

県民、市民こそ提訴すべき事案のように思えて

なりません。ともかく一日も早く施設の修復を

行い、地域住民の安全性を確保し、信頼の回復

と公害防止協定の遵守に努めてもらいたいと思

います。また、責任の所在を明らかにし、県

民、市民の納得のいく解決を図っていただきた

いと思います。

そこで、確認のため伺いますが、まず初め

に、責任の所在、費用の分担問題の解決につい

て、県は告発をするとのことですが、今後どの

ように取り組んでいかれるのか。裁判をするな

ら、事に当たって弁護士と十分に相談をすべき

と思いますが、どうなっているのか。知事にお

尋ねをいたします。

次に、公社では、事業の実施に当たり、重要

な文書の作成・保管が適切ではなく、手続等が

不明確であったとされておりますが、この点に

ついて法的に問題はないのか、知事にお尋ねい

たします。

次に、浸出水調整池の修理について、くい基

礎工法で行うということでありますけれども、

この方法でまことに大丈夫なのか。再び壊れ、

また県民、市民に大きな負担を課す事態にはな

らないのか。環境森林部長にお尋ねをいたしま

す。

次に、県は、15億の基金を用意し、苦渋の決

断でこのような施設を受け入れた周辺地域の環

境整備に力を注いでいただきました。しかしな

がら、既に供用が開始され３年が過ぎました

が、当時の地域住民の要望にこたえていないと

の不満の声も聞かれます。信頼が大事でありま

す。当時の要望等を再チェックし、約束を果た

すべきは果たしていただきたいと思います。今

後の取り組みについて、環境森林部長にお尋ね

をいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

定額給付金が有効に活用されるための方策に

ついてであります。定額給付金は、住民への生

活支援と地域の経済対策を目的としておりまし

て、この地域の経済対策という観点からは、住

民の皆様に、給付されたお金を早い時期に地元

で使っていただくことが望ましいかと考えてお

ります。そのための方策といたしましては、例

えば、地域限定の商品券の発行や、給付時期に

合わせた商店街などのセールやイベントなど

が、地域の活性化につながるものとして考えら

れるところであります。今後、県内において

も、新たにそういうような取り組みを行う地域

もあると聞いておりますので、これらの取り組

みが地域商業やサービス業の振興につながるよ

う、情報提供や助言を行ってまいりたいと考え

ております。

続きまして、緊急保証制度の実績についてで

あります。この制度は、本県中小企業の資金繰

りに大変役立つ制度であるため、制度発足以前

から、金融機関への協力要請や、利用促進のた
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めの広報などに努めてきたところであります。

その後の利用状況を見ますと、制度発足直後か

ら積極的な利用があった九州の他県に対し、本

県の利用が少なかったことから、年末の資金繰

りを支援するため、昨年12月に私が、政府系金

融機関や県銀行協会、信用保証協会を直接訪問

して、緊急保証制度の活用推進について協力要

請を行ったところであります。この結果、12月

中旬以降から利用が急増し、現在に至るまで高

い水準で利用されておるところであります。特

に２月は、これまでで最も多い79億4,000万円と

なり、累計では220億7,000万円の保証承諾と

なったところでありますが、九州の他県と比較

しますと、利用は低い状況にあります。このた

め、今後とも制度が有効に活用されるよう、よ

り一層、制度の周知や関係機関への協力要請に

努めてまいりたいと考えております。

次に、中小企業の資金繰りの実態等について

であります。昨年12月に県商工会連合会が実施

した景況調査によりますと、10月から12月の中

小企業の資金繰りＤＩはマイナス39.3ポイント

と、大変厳しい状況にありますが、本年１月か

ら３月はさらに悪化すると予想されており、中

小企業の資金繰りは一段と厳しさを増していく

のではないかと心配いたしておるところでござ

います。このため県では、国の緊急保証制度と

連動したセーフティネット貸付の融資枠を、急

遽１月補正で150億円まで拡大するとともに、来

年度予算では、セーフティネット貸付と、これ

を補完する経済変動・災害対策貸付、両貸付を

合わせ250億円の緊急経済対策資金を確保するこ

ととしたところであります。また、中小企業の

負担軽減を図るため、セーフティネット貸付の

保証料を、現行の年0.55％から、九州では最も

低い年0.45％とするなど、保証料の軽減措置を

行うこととしたところであります。今後とも、

企業活動に不可欠な金融の円滑化を図るため、

資金需要の動向を踏まえながら的確に対応する

など、中小企業の資金繰り支援に万全を期して

まいりたいと考えております。

宮崎県地域活性化・生活対策基金の活用につ

いてであります。今般の国の第２次補正予算に

より、地域活性化・生活対策臨時交付金が交付

され、その一部は、制度上、各地方自治体にお

いて基金を造成することができるものとされて

おりまして、これを受けて本県でも、平成21年

度の執行が可能となるよう、今議会に、基金の

造成に係る条例案及び補正予算案を提案させて

いただいているところであります。その具体的

な活用については、今後検討することといたし

ておりますが、国の臨時交付金の趣旨に合致

し、産業の振興など本県における地域の活性化

に資する事業の財源に充てることとしておりま

す。

続きまして、住宅用太陽光発電システムの普

及促進の取り組みについてであります。私は、

本県を太陽光発電の拠点にしたいとの思いか

ら、今後の施策展開を、みやざきソーラーフロ

ンティア構想として整理し、その柱の一つに、

住宅用太陽光発電システムの普及促進を位置づ

けたところであります。具体的には、国の補助

制度を補完するための融資制度の創設など、住

宅用システムの設置に対する支援を行いますと

ともに、県によるグリーン電力証書の購入や、

民間団体等との協働による地域や学校での普及

啓発の取り組みについても強化を図ることとい

たしております。今後とも、このような幅広い

施策の効果的な展開に努めることにより、普及

率全国１位という目標の達成につなげてまいり

たいと考えております。
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住宅用太陽光発電システムへの支援について

であります。住宅用システムへの支援につきま

しては、国が今年度、補助制度を３年ぶりに復

活させたことを踏まえつつ、厳しい財政状況も

考慮しながら、県の支援のあり方についてさま

ざまな観点から検討を行いました結果、国の補

助制度を補完するものとして今回の融資制度の

創設に至ったところであります。なお、今回の

融資制度の実施による雇用創出効果をお示しす

ることは困難でありますが、発電システムの設

置工事の多くは地元の中小企業が担っていると

考えられることから、設置工事の増加に伴う経

済効果や雇用効果があると考えております。

次に、市街化調整区域における線引き等を初

めとしたさまざまな問題の解消についてであり

ます。市街化調整区域は、無秩序な市街化を防

止し、農林漁業や周辺の自然環境と調和した、

計画的な市街化を図るために定めているところ

でありますが、お尋ねのような課題があること

は認識いたしております。お話の件につきまし

ては、地元市町村の意向等も十分勘案するとと

もに、農業振興を初め幅広い視点からとらえる

必要がありますので、庁内各部局間で緊密に連

携し、総合的かつ計画的な県土の利用が図られ

るよう努めてまいりたいと考えております。

続きまして、物流対策についてであります。

大消費地から遠隔地にある本県において、物流

の効率化は、農産物の競争力向上や企業立地の

促進など、県内産業の活性化を図る上で大変重

要な課題であります。しかしながら、農林水産

業や製造業など、それぞれの産品、製品によっ

て、求められる輸送手段やルートはさまざまで

あり、またそれを輸送する船舶や鉄道は、採算

に見合う貨物量が確保されなければ運営できな

いという問題があります。このため、産業界と

行政が共通の課題認識に立ち、しっかりした連

携と役割分担のもとで、海上輸送や鉄道輸送へ

の貨物集約や物流インフラの整備などによる効

率的な物流体制の構築を進めていく必要がある

と考えております。このようなことから、県に

おきましては、昨年７月に物流対策推進本部を

設置し、部局横断的な取り組みを強化するとと

もに、これまで以上に産業界との連携を強めて

いくこととしたところであります。

続きまして、物流の戦略についてでありま

す。県ではこれまで、物流対策推進本部におい

て、産業界との意見交換の結果なども踏まえな

がら、本県の物流対策をどのように進めていく

べきか検討を行ってまいりました。その結果、

トラック輸送への依存度が高いという本県物流

の状況を踏まえ、今後の物流戦略として、低コ

スト、大量輸送が可能な海上輸送や鉄道輸送へ

の転換、いわゆるモーダルシフトを産業界との

役割分担のもとで進めていかなければならない

と考えたところであります。このため県で

は、21年度の新規事業として、陸上トラック輸

送から県内発着の海上・鉄道輸送にシフトする

貨物に助成を行う「物流効率化支援事業」等を

実施し、産業界が行う大量輸送機関への貨物集

約の取り組みを誘導、支援したいと考えており

ます。また、このようなソフト対策とあわせ

て、道路、港湾等の物流インフラにつきまして

も、厳しい財政状況の中ではありますが、産業

界のニーズを十分把握するとともに、東九州自

動車道の整備進捗など物流を取り巻く状況の変

化も踏まえながら、所要の整備を進めてまいり

たいと考えております。

続きまして、エコクリーンプラザに関するお

尋ねであります。まず、告発についてでありま

す。県といたしましては、関係市町村長や地元
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住民の方々から、「徹底的に真相究明を図り、

法的に責任の所在を明らかにすべき」との意見

が強く出されていることを踏まえ、弁護士とも

相談し、２月16日の関係市町村長会議の場にお

きまして、刑事告発する考えを表明したところ

であります。今後、詳細な内容について弁護士

と詰めていくとともに、県警本部とも協議しな

がら、告発に向けた手続を進めてまいりたいと

考えております。なお、環境整備公社におきま

しても、損害賠償請求や告訴を行う予定と聞い

ております。

次に、公社の文書に関する問題であります。

公社におきましては、文書の決裁や保存に関す

る規定があり、当然ながら、これに沿った事務

処理がなされるべきであり、仮に意図的に文書

が破棄されているとすれば、法律に抵触する可

能性もあります。ただし、この場合は、私用文

書等毀棄罪や器物損壊罪として親告罪とされて

いることから、当事者である公社の告訴が必要

になると思われますので、法的な対応について

は、公社において適切に検討されるものと考え

ております。以上です。〔降壇〕

○副知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいた

します。

物流対策における産業界との連携についてで

あります。物流対策を進めるためには、産業界

と行政がそれぞれの役割を踏まえながら、連携

した取り組みを行う必要があります。このため

県では、現在、県工業会やＪＡ宮崎経済連を主

体に設置されております宮崎県物流問題懇話会

等に参加し、産業界との情報交換を重ねるとと

もに、本県の貨物の流れの実態把握などにおい

て、協力した取り組みを行っているところであ

ります。また、県の物流対策推進本部としまし

ても、荷主の代表として県工業会、ＪＡ宮崎経

済連を、また、運送事業者の代表として県ト

ラック協会、宮崎カーフェリー、ＪＲ貨物の方

々をお招きして意見交換を行うとともに、その

ほかの荷主や運送事業者の個別訪問も行い、貨

物の集約の可能性等についてヒアリング調査を

行ったところであります。県といたしまして

は、今後とも産業界との連携を強化するととも

に、事業者間の業種を超えた連携を促進するた

めの協議の場づくりや支援策の検討を行ってま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

定額給付金をめぐる市町村の動向についてで

あります。定額給付金につきましては、全国の

市町村で、地元で消費してもらうための取り組

みが進んでおります。本県でも、現時点で把握

しているところでは、都城市など４市４町で、

市町村と地元商工団体が連携して定額給付金の

給付時期と歩調を合わせて、いわゆる「プレミ

アムつきの地域商品券」を発売する予定である

と伺っているところでございます。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。

エコクリーンプラザみやざきの浸出水調整池

の補強工事についてであります。工法につきま

しては、コンクリート工学や地盤工学等の専門

家から成る外部調査委員会におきまして、浸出

水調整池の破損状況や地盤の状況の調査結果を

踏まえ、安全性の確保を最優先に慎重に検討を

進めていただいたところであります。その結

果、くい基礎補強工法が最も適切であると判断

され、宮崎県で想定される日向灘沖地震の大規

模地震に対しても十分に安全性が確保された工
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法として、提案されたところであります。今月

よりいよいよ工事が始まりますが、県といたし

ましても、この工事が円滑に進められますよ

う、支援体制を充実するなど積極的に支援して

まいる所存であります。

次に、施設周辺の環境整備についてでありま

す。このことにつきましては、各地元対策協議

会ごとに細目協定書を締結しまして、事業主体

となる県、市町、公社において各種事業に取り

組むとともに、毎年度、各協議会に対しまして

進捗状況の説明などを行っているところであり

ます。しかしながら、お話にありましたよう

に、地元住民の皆様方との信頼関係を確立する

ことが大変重要でありますので、これまで以上

に、進捗状況の確認や地元への説明に留意いた

しまして、誠意を持って対応してまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、雇用調整助成金についてであります。

中小企業緊急雇用安定助成金を含めた雇用調整

助成金の本県における活用状況でありますが、

宮崎労働局によりますと、助成金の支給の前提

となる休業等実施計画の届け出は、ここ数年あ

りませんでしたが、昨年12月及び本年１月に46

事業所から届け出がなされており、対象者数

は6,086人となっております。また、助成金制度

につきましては、ホームページによる広報を行

うほか、宮崎労働局等と共同で、事業主団体に

助成金の積極的な活用について要請を行うとと

もに、事業主を対象とする説明会を実施するな

ど、関係機関とも連携しながら、周知に努めて

いるところであります。

次に、基金事業の活用及び事業の実施要件に

ついてであります。緊急雇用創出基金事業は、

短期の雇用・就業機会を提供することを目的と

しておりまして、事業の実施要件は、全体事業

費に占める人件費の割合が７割以上、新たに雇

用する労働者に占める失業者の割合がおおむね

４分の３以上、雇用・就業期間は、原則として

６カ月未満となっております。また、ふるさと

雇用基金事業は、継続的な雇用機会の創出を図

ることを目的としておりまして、事業の実施要

件は、全体事業費のうち、失業者に向けられる

人件費の割合が２分の１以上、雇用期間は原則

として１年以上とし、23年度まで更新すること

ができるなどとなっております。このようなこ

とから、それぞれの基金の趣旨を最も生かした

雇用創出効果の高い事業を実施してまいりたい

と考えております。

次に、雇用の見込みについてであります。雇

用の見込みにつきましては、22年度及び23年度

に実施する事業も考慮する必要がありますし、

市町村事業については、21年度実施事業を含め

て現在ヒアリングを行っているところでもあり

ますので、現時点では把握できておりません。

なお、国の設定基準を用いて試算しますと、今

後３年間で、通年ベースの雇用として、ふるさ

と雇用基金事業で約2,500人、緊急雇用創出基金

事業で約1,000人の雇用を生み出せるものと考え

ております。

次に、基金事業の求職者への周知についてで

あります。今回の２つの基金事業は、厳しい雇

用情勢の中で、できるだけ多くの方に雇用の機

会を提供することを目的としております。この

ため、市町村や労働局、各ハローワークと十分

な連携をとりながら、求職者だけではなく、幅

広く県民の皆様への周知に努めてまいりたいと

考えております。

次に、エコカー等の関連企業誘致についてで
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あります。地球環境問題への関心の高まりや、

昨年の燃油の高騰などにより、ハイブリッドカ

ーや電気自動車などのエコカーと呼ばれる低燃

費・低公害車、またこれに関連して、車に搭載

できる２次電池や燃料電池などの次世代電池へ

の社会的関心が高まっております。このような

状況の中、自動車メーカーにおきましては、世

界的な景気悪化の中でも、ハイブリッドカーや

電気自動車の販売強化の動きや、これにあわせ

て、自動車メーカー及び関連企業等において次

世代電池の開発のスピードが速まっておりま

す。本県といたしましては、このような業界の

動きを受け、昨年８月に配置しました企業誘致

コーディネーターや県外事務所と連携して、関

連企業の情報収集や企業訪問を行ってきている

ところでありますが、今後とも引き続き、企業

や業界の情報収集を積極的に行いまして、戦略

的な企業誘致活動を展開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〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、ハウス園芸に太陽光発電を導入する取

り組みについてでございます。環境に優しい農

業への取り組みが強く求められる中で、中長期

的な観点から、これまでの化石燃料に依存した

生産体制からの転換が重要であると考えており

ます。現在、代替エネルギーといたしまして

は、県内で実証取り組み中の木質や畜ふんバイ

オマスのほか、地熱、太陽熱、太陽光発電等が

考えられます。御質問の施設園芸部門での加温

用としての太陽光発電の活用につきましては、

使用時期が冬場に、そして使用時間が夜間に限

られることなどにより、現時点では実用化には

至っておりません。したがいまして、今後は、

蓄電システム等の技術開発の動向も踏まえなが

ら、農業部門への導入の可能性につきまして研

究してまいりたいと考えております。

次に、農地改革プランに基づく本県農業の変

化についてでございます。国の農地改革プラン

は、農業生産・経営の基礎的な資源である農地

を確保し、その有効活用を図ることにより、食

料供給力を強化することを目的として、抜本的

に農地制度を見直すものであります。この見直

しにおいては、農地転用規制の厳格化や耕作放

棄地対策の強化等により農地の確保を図る一方

で、農業生産法人以外の一般の法人に貸借によ

る農業参入を認めるとともに、農地の所有者か

ら委任を受け、面的にまとめて農地を貸し付け

る面的集積組織を全市町村に整備することとさ

れております。このような農地改革プランの実

施により、今後、さらに大規模農業法人の育成

や集落営農の組織化が促進されまして、高齢農

業者や小規模農家等が参画できる地域農業へと

変化していくものと考えております。県といた

しましては、この改革を担い手育成のための支

援策として十分に活用し、限りある農業資源で

ある農地の確保、有効利用を図ることで、本県

農業の振興を図ってまいる所存であります。以

上であります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

公立学校への太陽光発電導入へ向けての取り

組みについてであります。本県の公立学校にお

ける太陽光発電につきましては、国の補助事業

であるエコスクールパイロット・モデル事業の

認定基準であります出力10キロワット以上の設

備について申し上げますと、本年２月末時点

で、市町村立の小中学校におきましては８校、

県立学校におきましては２校で導入していると

ころであります。現在、校庭の芝生化や内装の
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木質化など環境に配慮した学校施設の整備や、

それらの環境教育への活用が図られているとこ

ろでありますが、太陽光発電につきましても、

国のモデル事業の活用など学校における望まし

い導入のあり方を見きわめながら、取り組みを

進めてまいりたいと存じます。以上でありま

す。〔降壇〕

○長友安弘議員 時間がなくなりましたけれど

も、時間の許す限りお尋ねをしていきます。

まず、給付金の件でありますけれども、宮崎

県には事務費として250万円ぐらいしか来ていな

いという話でありますけれども、福岡県は、地

域振興を図るために１億5,000万円ぐらいの予算

を計上しまして、各市町村がプレミアムつき商

品券等を発行する場合に、その印刷費に係る事

務経費等を支援することを決めたんです。とに

かくバックアップしていこうとやっておりま

す。本県も何らかそういうバックアップをすべ

きではないかと思いますけれども、もう一度知

事にお伺いをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 商品券事業は、自分

の店や加盟店に対して、消費者が継続的に利用

していただくよう、大型量販店など多くの企

業、団体等で発行されております。本県におき

ましても既に23の市町村において、商工会等が

独自の工夫をしながら地域限定の商品券を発行

し、地域の活性化につなげておるところでござ

います。このため、新たに商品券を発行しよう

とする商工会等に対しましては、他団体等の先

進事例の情報提供や助言をすることで支援して

まいりたいと考えております。

○長友安弘議員 予算は全くつかないというこ

とでありますけれども、できる限りの応援をし

ていただきたいと思います。

次に、セーフティネット貸付について知事に

再質問いたしますけれども、実績は220億円ぐら

いになった、こういう旨の答弁がありました。

しかし、お手元のもう一枚の資料を見ていただ

きますと、これは２月26日までの累計で、先ほ

どのお答えよりかちょっと低いんですけれど

も、実績の低さというのは、九州では一番悪い

んです。全国的に言っても、鳥取県に次いで下

から２番目なんです。20兆円の保証枠といいま

すと、本来ならば、本県も2,000億円ぐらいの枠

はあるはずなんです。そのことと同時に、その

ページの資料を見てもらいますと、本県の中小

企業者の数は４万1,473社、そのうち小規模企業

が３万6,787社あります。先ほど申し上げました

が、中小企業構成比99.9％、そこに働いている

人の数は22万5,581人であります。うち常用雇用

者が18万4,320人、さらに小規模企業の常用雇用

者になりますと５万9,242人というこで、これ

は、各県のデータと比べてみますと、いかに本

県の中小企業者が雇用を支え頑張っているかと

いうことが見えてくる数値なんです。しかしな

がら、融資の件数、融資額とも建設業者の方々

が35％程度を占めております。建設業者の厳し

さがわかります。それと同時に、残り少ない枠

に卸売・小売業を初め製造・サービス業、運送

業等がしのぎを削るわけです。保証協会、ある

いはそれ以前に銀行の窓口等ではねられている

という実態もよく調べないといけないわけで

す。調査をしていただきたい。できれば借金を

しないほうがいいわけです。しかしながら、今

は大変な危機でありますので、今のような状況

で本県を支えている中小企業、産業は守れるの

かというのが私は心配であるわけです。危機感

を持ってもう一歩の取り組みをお願いできない

のか。これは知事にお尋ねをいたします。

○知事（東国原英夫君） 全国の緊急保証制度
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の利用状況というのは、２月25日現在で、20兆

円の枠に対し６兆8,599億円であり、十分な保証

枠が確保されておると考えております。このた

め、この保証制度が十分活用されるよう、資金

需要等の動向を見ながら適切に対応してまいり

たいと考えております。

○長友安弘議員 私は、中小企業が安泰ならば

いいわけですけれども、ひょっとして、銀行等

にも借りられないような状況で消費者金融等に

手を出している。そっちの事態のほうが大き

かったりすると大変なものですから、これはよ

くよく見きわめながら進めていただきたいなと

いう気がいたします。

それから次に、農政水産部長にお尋ねいたし

ますけれども、ソーラーフロンティア構想。本

県のハウス園芸農家戸数は6,465戸、総面積は１

万8,030ヘクタールとなっております。これらの

ハウスで主要な園芸作物生産に使用される燃油

は、年間約10万キロリットルと言われておりま

す。ちなみに、二酸化炭素排出量は27万1,000ト

ンということで想像がつきませんけれども、こ

のコスト削減の究極というのは、やっぱり太陽

光、太陽熱の活用しかないと思われます。太陽

熱を利用したハウス園芸に関するモデル事業も

ＮＥＤＯの事業として行われておりますし、太

陽光発電の場合には、今のところは、それを売

電しないとしようがないわけです。売電をして

夜間に電力を買うということで、まだ技術的に

は大変だという答えが先ほどありましたけれど

も、これこそ、二酸化炭素も出さないし、本当

に無限にあるエネルギーじゃないかと思います

ので、ぜひともこれは、まずモデル事業等を大

いに導入し、支援を行っていただきたい。支援

を行う研究の分野を広げていただきたい。ま

た、広げておくべきだと思いますけれども、農

政水産部長の見解をお尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 昨年６月に設

置いたしました農水産業温暖化研究センターに

おきましては、影響緩和対策等の研究開発の一

環として、民間企業から公募のあった、地熱を

利用したヒートポンプによる温室暖房の技術開

発プロジェクトに現在取り組んでおります。地

熱利用を初め、太陽光や太陽熱などの自然エネ

ルギーの活用は、ＣＯ２削減等による環境に優し

い農業を推進する上で大変重要だと考えており

ます。最近、民間企業等においても農業分野で

の技術の応用、開発の検討の関心が高まってお

りますので、今後、本県の特性を生かした産学

官連携による研究テーマとして、太陽光等につ

いても検討してまいりたいと存じます。以上で

す。

○長友安弘議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

物流について県土整備部長にお尋ねいたしま

す。本県には３つの重要港湾があります。しか

しながら、代表質問では、細島港の整備と志布

志道路の整備が同時に競われたということがあ

りました。選択と集中が大事だという指摘がご

ざいます。競争に打ち勝つ港湾の特化の問題が

指摘されておりますけれども、今後の重要港湾

の整備方針について、県土整備部長にお尋ねし

ます。

○県土整備部長（山田康夫君） 本県の重要港

湾につきましては、県北には、九州の扇のかな

めとして本県外国貿易の拠点港となる細島港

を、県央には、宮崎の海の玄関口として南九州

の物流拠点港となる宮崎港を、また県南には、

県南地域の物流拠点港として油津港を、それぞ

れ位置づけまして整備を図ってきたところであ

ります。これらの港は、それぞれの背後圏にお
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いて企業立地や雇用創出に寄与するなど、産業

や経済を支える重要な役割も果たしてきており

ます。これからの港湾整備のあり方につきまし

ては、このような各港湾の特徴を生かすととも

に、地球環境問題を背景とするモーダルシフト

の進展や、九州各県と結ぶ高速交通網の形成に

伴う、隣県も含めた広域的な物流環境の変化も

視野に入れまして、今後検討してまいりたいと

存じます。

○長友安弘議員 ぜひとも、港湾の整備という

ものが物流の発展につながるようにお願いして

おきたいと思います。

同じく物流問題で、国道10号線についてであ

ります。東九州自動車道がようやくめどが立っ

てまいりました。大分県とか、私は香川県にも

行きましたけれども、そこの道路整備というの

を見ると、本当に驚くべき感があるわけでござ

います。したがいまして、そういう高速道路の

整備とあわせて、国道10号線の４車線化も非常

に重要なことじゃないかと思いますけれども、

今後の国の動向とか県の方針につきまして、４

車線化についての見解をお尋ねしたいと思いま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 物流の効率化

を図るためには、物流拠点と効率的、効果的に

連絡をします幹線道路網を形成することが重要

であると考えております。このようなことか

ら、東九州自動車道などの高速道路や国道10号

など直轄国道の整備促進を国に働きかけてきた

ところであります。国道10号につきましては、

交通混雑の解消、交通安全の確保などの観点か

ら、現在、門川町加草―日向市平岩間、新富町

日置―宮崎市佐土原町下田島間の４車線化な

ど、整備効果の高いところから順次改築が進め

られております。一方、現在、国会で審議中の

来年度予算におきましては、直轄事業費につい

ては前年度比マイナス12％と、大変厳しい内容

となっておりますが、県といたしましては、今

後とも、直轄事業も含めました道路予算の確保

や事業中区間の早期完成を国に強く働きかけて

まいりたいと存じます。

○長友安弘議員 よろしくお願いします。

最後になりますけれども、エコクリーンプラ

ザみやざき問題について、環境森林部長にお尋

ねいたします。環境省の回答によりますと、法

第15条の16に基づく知事の委任事務、「公社が

行う建設、改良、維持管理の適正な運営の確保

をしなくてはならない」。また、法第８条、

第15条の規定に基づく市長の権限としまして

は、「構造及び維持管理に関する指導監督をや

らなければならない」。少し違いはありますけ

れども、工事が不備であった点、あるいは構造

の破損していた点、そしてまた維持管理が本当

に適正に行われていなかった。こういう点等に

おいて両者とも責任は免れないと思いますけれ

ども、この回答をどう解釈されるのか、お尋ね

いたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 廃棄物処理法

上は、県は、廃棄物処理センターの指定を受け

た公社に対する監督責任があるものと考えてお

ります。ただ、今回の環境省からの回答文書で

は、この監督責任につきまして具体的な内容ま

で明示されておりませんので、今後、他県の状

況調査や法律の専門家との協議等を行いまし

て、さらなる検討を行っていきたいと考えてお

ります。なお、宮崎市につきましては、廃棄物

処理法の規定に基づく施設の設置許可権者とし

ての指導監督責任があるものと考えておりま

す。

○長友安弘議員 時間が参りましたので、以上
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で質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○坂口博美議長 次は、井本英雄議員。

○井本英雄議員〔登壇〕（拍手） いよいよ最

後になりました。お疲れでしょうけれども、し

ばし、おつき合いをお願いいたします。

最初に、世界金融危機の今後についてお聞き

したいと思います。

私は何年も、それこそ10年ぐらい前から、規

制緩和はいかん、構造改革はいかん、グローバ

ルスタンダードはだめだと、ずっと言ってまい

りました。この新自由主義経済がついにデッド

ロックに陥ってしまいました。私は、これをか

ねてから予測していたわけではありません。た

だ、経済が主人で人間が家来のような、こうい

う考え方はおかしいとずっと思っておりまし

た。やっぱり見たこっちゃない、そういう思い

であります。本当に新自由主義経済によって失

われたものは大きいものがあります。特に人と

人とのつながりをばらばらにしてしまいまし

た。これは日本人が最も大切にしていたもので

あります。

では、世界金融危機の今後は一体どうなるの

か。ルネサンスから産業革命、そして植民地主

義、そしてまた新自由主義と流れてきた西洋の

覇権主義が、今や来るところまで来たのではな

いか、そういう思いであります。そして今、歴

史的な大転換点を迎えているのではないかと私

は思うのであります。新しいパラダイムが生ま

れるときが来ているのではないでしょうか。パ

ラダイムというのは、社会的、思想的な枠組

み、そういう意味らしいですけれども―パラ

ダイムが来ているんじゃないかというふうに

思っております。それは、物を中心とした西洋

の覇権主義から、心を中心とした東洋の共生・

共栄の思想が取ってかわるべきときが来ている

のではないかということであります。そして、

日本こそ、その中心的役割を果たさなければな

らぬときではないかと思っているのでありま

す。

皆さん、御存じでありましょうか。英国ＢＢ

Ｃとアメリカのメリーランド大学との、世界33

カ国４万人を対象とした共同調査、世界に最も

よい影響を与える国、それはどこか。それで実

は日本が３年連続トップであります。日本も捨

てたものじゃないんです。それからもう一つ、

歴史家トインビーやハンチントンは、「日本文

明は世界八大文明の中の一つである」と言って

おります。かつて地球上には―何千年前、何

万年前でしょうね―何百という文化文明が

あった。それが歴史とともに集約されて、今、

八大文明になっている。韓国もベトナムもカン

ボジアも中国文明の一つであります。あのアメ

リカ文明でさえもヨーロッパ文明の一つ。とこ

ろが、日本はこんな小さいんだけれども、一文

明、一大文明だと。私が言っているんじゃな

い、ハンチントンやトインビーが言っている。

そのぐらい日本の文明はオリジナルなんです。

重要なんです。私が言っているんじゃないんで

す。我々日本人は、日本の歴史、伝統に対して

誇りを持たなきゃならぬ、私はそう思います。

そして、リーダーシップを今こそ発揮しなきゃ

ならぬと思うのであります。それで、知事にお

伺いしたいと思います。「政治家は先見性を持

たなきゃならぬ」と、いつも言われております

が、知事の先見性を問いたい。よろしくお願い

いたします。

では今、この日本において国民は何を一体望

んでいるんだろうか。別に私はアンケートを

とったわけじゃありません。しかし今、日本の
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国民が一番望んでいるのは「安定」じゃない

か。安定した生活を望んでおるんじゃないか。

このごろ江戸時代が見直されております。今あ

る日本の文化のほとんどは、江戸時代に完成さ

れたものであります。文化が完成するというこ

とは、心に余裕があるということであります。

江戸時代の人が、では経済的に余裕があったの

かということであります。この小さな島国であ

ります。しかも鎖国状態、自給自足でありま

す。決して経済的に豊かではありませんでし

た。しかし、心には余裕があった。なぜか。そ

れは安定していたからなんです。貧しくとも安

定している、これが心の余裕を生むのでありま

す。庶民は決してぜいたくな生活を望んでいる

んじゃない。それ以上に安定した生活を望んで

いると私は思うのであります。今の状態で

は、10年先どうなるのか、我々の老後は一体ど

うなるのか、さっぱりわからん。そういう見通

しが立てられるということが大切なことではな

いかと思っておるのであります。そのために

は、北欧などがとっている福祉主義社会を目指

すべきではないか。社会主義社会とも言います

けれども、福祉を中心とした社会。国民負担率

が70％。しかし、ゆりかごから墓場まで国家が

面倒を見る。そして日本は、成長期はもう過ぎ

た。日本自体の青年時代は過ぎた。既に中年期

に入っている。安定期に入っている。そういう

意味からしても、福祉主義の社会を目指すべき

ではないか。すなわち、小さな政府から大きな

政府への転換であります。知事のお考えをお聞

かせ願いたいと思います。

次に、自殺の原因と対策についてでありま

す。

宮崎県の行動計画を見ますと、よくできてお

りまして、私はこれはやめようかと思ったんで

すが、少し自分自身考えるところがありまし

て、やってみようと思いました。自殺する人た

ちは極度に孤独な状態に陥っておりまして、精

神的に自分がよって立つところがなくなってし

まう、それがゆえに最後は自殺してしまうので

あります。ですから、人と人との交わりの少な

い大都会でこそ自殺率は高いんじゃないかと、

私は常々思っておりましたら、何のことはな

い、この宮崎県が全国第２位というと、何でだ

ろうと。人情の機微はあるし、自然は豊かだ

し、どうしてだろうと思ったのであります。

実は、私はこんな顔をしておりますが、若い

とき、高校時代から、人間は何のために生きて

いるのかということを悩んで苦しんで、いつも

真っ暗な顔をして、自殺一歩手前じゃないけ

ど、うつ病のような状態になって、見るもの聞

くものすべてが灰色という状況がありました。

いろんな哲学の本を読んだり、あるいは宗教の

ところに訪ねていったり、いろいろやりました

が、結局、２年間、世界60カ国をずっと旅して

歩いて、やっと吹っ切れたというところなんで

すね。地球の大きさが大体このくらいだなとい

うのがわかったということと、日本がだめなら

ほかのところもあるじゃないか、ほかの生き方

もあるじゃないかという、チャランポランとい

うか、ある意味ではたくましいというか、そう

いう感覚をかち取ることができたというのが大

きな原因じゃないかと私は思っております。

ですから、私は、若いときには二度と戻りた

くない。みんな青春時代とか言うけど、私は青

春時代はもういいと。そういう個人的な経験で

ありますが、私の経験からすると、自殺する人

というのは、世の中をはかなむというか、自殺

願望がＤＮＡとしてあるんじゃないのか。それ

が、あるときたまたま、破産とか倒産とかでス
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イッチが入ってということじゃないか。これは

あくまでも私の経験だから、そうじゃないのか

という気がしておるわけですが、そうじゃない

ということもあると思います。ただ、うつ病に

なりやすい性格というのは、きちょうめん、生

まじめ、仕事熱心な人だと言われております。

まさしく私であります。自殺の多い県の上位を

見ますと、秋田とか青森とか、東北の県が入っ

ております。いかにも生まじめな県であります

が、宮崎県人もまたそうなのかもしれません。

そこで質問でありますが、宮崎県における自殺

の特徴的なことは何なのか、お聞かせ願いたい

と思います。

次に、自殺予防のためには、社会に対する働

きかけと個人に対する働きかけの両側面からの

対策が必要だそうでありますが、宮崎県独自の

対策があればお聞かせ願いたいと思います。福

祉保健部長にお聞きいたします。

それから、私の経験からしますと、チャラン

ポランというとちょっと語弊がありますけれど

も、こんな生き方しかないと決めつけるのでは

なくて、もっとほかにも生き方があるんだよ

と、そういう生き方を小さいころから教育とし

てやる必要があるんじゃないのかなと思うので

ありますが、教育長の御見解をお聞かせくださ

い。

次に、バリューエンジニアリングについてで

あります。

バリューエンジニアリングについては、皆さ

んお聞きになった方も多いのではないかと思い

ます。私は昨年、８月に速読術という講座に出

まして、そのときに読書仲間から、「「ワンラ

ンク上の問題解決の技術」という本があるが、

それを読んでみなさい、いい本だから」と薦め

られましたが、それの中身が実はバリューエン

ジニアリングだったわけであります。これは、

土木建設におけるコスト削減の技術というふう

に、皆さん大体理解しているかもしれません

が、実はそうではないんですね。バリューエン

ジニアリングが生まれたいきさつというのは、

アメリカのゼネラル・エレクトリック社で、ア

スベストが古くなっておりまして、これを交換

する必要があった。ところが、アスベストを幾

ら探しても見つからん。だれかが、「アスベス

トは何のために必要なんですか」と聞いたとき

に、バリューエンジニアリングを開発したマイ

ルズ氏は、「そうだ、自分たちが探しているの

は、アスベストではなくて、燃えない材料であ

ればいいんだ」と。つまり、物そのものからア

プローチするのではなくて、物の機能からアプ

ローチする、そういう方法を思いついた。それ

がバリューエンジニアリングの始まりでありま

した。そういうことでありますから、バリュー

エンジニアリングというのは、単に土木建設に

おけるコスト削減のための技術ではなくて、あ

りとあらゆる問題を解決することができる技術

だそうであります。このバリューエンジニアリ

ングを利用すれば、我々の選挙対策もできる、

また今の延岡病院の問題解決もできる、そうい

う方法だそうであります。ＩＥ、ＱＣに続く20

世紀における三大管理技術と言われているそう

であります。知事はバリューエンジニアリング

についてどのようにお考えか、お聞かせ願いた

いと思います。

次に、我が国では1997年に、「公共工事コス

ト縮減対策に関する行動指針」が閣議決定さ

れ、バリューエンジニアリングを全国で促進す

ることとなっております。全国で導入している

県はまだ少ないのでありますが、我が宮崎県で

は既に導入しております。県土整備部が導入し
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ているわけであります。そこで、過去、実績と

して何件の工事が対象となったのか、また、ど

のくらいコスト削減をすることができたのか、

お聞かせ願いたいと思います。

次に、バリューエンジニアリングのワーク

ショップというと、大体５日間ほどかかるそう

でありますが、我が県では２日間の講習をやっ

ております。そして、バリューエンジニアリン

グリーダーを養成しております。先日、清武の

建設技術センターで行われたばかりであります

が、私も最初の総論の部分だけ聞かせていただ

きました。そこで質問ですが、実績として、過

去何人のバリューエンジニアリングリーダーが

県庁に育っておられるのか、お聞かせ願いたい

と思います。また、年２回というのは少々少な

い気がしますが、ふやすつもりはないのか、お

伺いいたします。

また、隣県の大分県では大変進んでおりまし

て、バリューエンジニアリングスペシャリスト

を昨年１人輩出したそうであります。これは全

国でもまだまだ珍しいそうであります。我が宮

崎県でもスペシャリストを養成するつもりはな

いのか。以上、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

次に、流通対策・逆転の発想についてであり

ます。

この話は、私は一度この本議会でもしたこと

があります。そして、この前は、旭化成の水永

県工業会会長を招いて我が自民党の勉強会をし

たときに、この話を披瀝いたしました。そのと

き水永会長から、「目からうろこですね」と褒

め言葉をいただいたものですから、逆転の発想

を推奨される知事だったら、この話はわかるん

じゃないのかと思いまして、もう一度ここで披

瀝させていただきたいと思います。

宮崎は東京や大阪から非常に遠い距離にあり

ます。したがって、物を持って行くのに、また

持って帰るのに時間がかかるし、コストもかか

る。物流対策は、昔から宮崎にとって大きな課

題であります。そこで、あるとき、こんな話を

お聞きしました。中国では、ネギなど野菜を日

本に輸出するときに、泥のついたまま船に積み

込むそうであります。そして、日本に着くまで

にその泥をきれいに洗って製品化して、港に着

いたら、それをそのまま市場に持って行く。そ

ういうことをやっている。今でもやっているか

どうかわかりませんが、やっていたそうであり

ます。これは日本までかかる時間を利用してい

るわけであります。

私は、これをヒントに、宮崎から東京、大阪

までにかかる時間を何か利用できないものかな

と考えた次第であります。視察に行ったとき

に、たしか秋田かどこかだったと思うんです

が、ある協同組合が有機野菜を農家から仕入れ

まして、それを調理用にざくざく切り、そして

真空パックにするんです。切ってしまうもので

すから、曲がっているものや虫が食っているな

んていうのも、とってしまえば全部使えるわけ

です。それを契約したホテルとか学校に届け

る、こういうことをやっているわけです。この

２つを１つにしたらどうだろうか、こう考えた

わけです。我が宮崎県が誇る無農薬・有機野菜

を泥のついたまま船に持ち込む。そして、東京

あるいは大阪に着くまでにそれをざくざく調理

用に切って、そして真空パックする。港に着い

たら、そのまま、契約したホテルや学校に届け

る。そうすれば持って行く時間を有効に使うこ

とができる。そして、何人か雇用できる。ま

た、農家も安定した収入を得ることができる。

しかも、今はやりの安全・安心を優先する時代
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の風潮にもマッチしている。では、帰りの便は

どうするか。空便ではもったいない。すると、

丸山議員がアイデアを出しました。東京や大阪

では残り物が多い。これを処理するのに困って

いる。それを宮崎に持って帰る間に乾燥させて

家畜の飼料にしたらどうか、そういうアイデア

であります。こうなれば完璧でありまして、農

商工連携であります。弱点を長所に変える、こ

れこそが逆転の発想であります。私のアイデア

に別にこだわることはないんですが、輸送時間

がかかる、これを逆手にとる、これが逆転の発

想。これでなければ、幾ら高速道路が走って

も、何時間も短縮できるわけがない。このかか

る時間を何とか利用する、それを考えてみたら

どうか。知事のお考えをお聞かせください。

それから、県立延岡病院についてでありま

す。

県立延岡病院については、いろいろ質問がな

されました。もう一度、問題を整理してみたい

と思います。小泉さんが構造改革によって医療

費削減をやった。そして、医師の数は限定され

た。加えて、臨床研修制度によって、今まで大

学の医局が研修医をあっち行けこっち行けと割

り振っていたものを、自由にした。こういうこ

とをやってしまったものですから、医者獲得の

自由競争になってしまった。そうすると、条件

のいいところがみんな持って行く。結局、大都

会のほうに医者が流れてしまった。弱肉強食の

生存競争に負けそうなのが、実は延岡の県立病

院であります。

問題点をもう一度整理してみますと、１次医

療は、そもそも市町村が面倒を見なければなり

ません。ところが、救急だけをとっても、延岡

病院には宮崎病院の約２倍の１次医療の患者が

来ております。これがお医者さんたちを疲労こ

んぱいさせて、もう延岡病院に行くのは嫌だ、

あそこへ行きたくないという原因になっており

ます。では、なぜこんなに延岡病院だけ１次医

療の患者が多いのかといえば、延岡市が運営す

る夜間急病センターが、金曜日を除いて夜７時

半から夜11時までしか開いていない。ですか

ら、みんな県病院にやってくるわけでありま

す。それが大きな原因だということはわかるの

であります。では、宮崎も都城も１次医療の夜

間急病センターが夜７時から翌朝の７時まで365

日やっているのに、延岡だけはそれがなぜでき

ないのか。日南でさえも７月からやると―失

礼しました―日南もやると言っております。

それなのになぜ延岡はできないのかということ

であります。

先日、我々は延岡医師会の先生たちと意見交

換会を持ちました。そこでわかったことは、延

岡医師会も目いっぱい努力しているということ

でありました。逆さに振っても鼻血も出ない、

そのぐらい頑張っている。都城と延岡の医者の

数は、10万人に対する比率としてはほとんど差

がありません。では、なぜ都城にできて延岡に

できないのか。それはどうも延岡のロケーショ

ンに問題がありそうであります。医者に余裕の

ある宮崎から都城に応援に行くのに、１時間

ちょっとで行けます。ところが、延岡まで行く

と、片道２時間は優にかかります。往復に４時

間、これがネックになっているのではないかと

私は思います。それならそれで何とか工夫を凝

らすべきであります。例えば、お医者さんをヘ

リコプターで送り迎えするとか、お医者さんが

ベッドに寝たまま送り迎えするとか、それは一

つのアイデアですよ。何か考えないかん。さっ

きのバリューエンジニアリングでやれば、いい

アイデアが出るかもしれません。延岡市は１次
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医療に対する拠出金を都城市の３分の１しか出

していないようであります。やはりある程度、

物を出すところは延岡市も出してもらわないか

んというところでありますが、そのあたりをも

う一度検討していただけないかと思うのであり

ます。病院局長、よろしくお願いいたします。

以上、演壇で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。

「知事の先見性はどうですか」と問われて

も、どうお答えしていいのか答えに窮するとこ

ろであります。先見性、そして福祉主義社会に

ついての私の思いの一端を述べさせていただき

たいと思います。私は、ＷＢＣ日本代表の今回

の戦い方とチーム構成に、これからの日本の進

むべき道のヒントが示されているのではないか

と考えております。日本人というのは、決して

体は大きくありません。パワーも欧米人にはか

ないません。しかし、俊敏な動きや小わざのう

まさに象徴される技術力、統率のとれた組織

力、チームのために自己を犠牲にできる精神、

創意工夫、発想力、忍耐力など、他国にまさる

特徴、武器があります。そのような長所を生か

して、決して派手ではないが着実に勝ちをおさ

めていくのが、これからの日本の行き方だと思

うのであります。国際社会との闘いの舞台が、

スポーツであれ経済であれ、同じであると考え

ております。日本人特有の勤勉さや規律正し

さ、礼節を重んじ和をとうとぶ精神など、これ

らの日本人ならではの個性や持ち味を、私たち

は決して軽んじてはいけませんし、欧米にあこ

がれることも、こびることも決して必要ありま

せん。こうした日本人の精神のありようこそ

が、これからの激動の時代にあって、私たちの

支えになるものだと信じております。

今週に入りまして日米ともに株価が大幅に下

落するなど、世界的な金融危機が今も懸念され

る状況であります。私は、今後とも、世界各国

が協調して、国際経済・金融システムの維持・

安定化に向けた努力がなされるものと考えてお

りますし、過去の歴史を見れば、景気というも

のは、数年のうちには必ず回復するものだと

思っております。ただ、こうした中で、ここの

ところの行き過ぎたアメリカ型の市場原理主

義、強欲資本主義による経済金融危機の状況を

見ておりますと、市場での自由な競争は担保さ

れなければなりませんが、セーフティネットが

機能し、富の再配分システムや再チャレンジが

可能な社会システムが整備された、新たな日本

型の社会経済体制を構築していく必要があるの

ではないかと感じているところであります。ま

た、勤勉さと規律正しさ、礼節を重んじ和をと

うとぶ精神、側隠の情など、日本ならではのよ

さを生かした社会づくり、ものづくり立国を目

指すべきだと考えます。経済成長の方向性とい

うものは変わらないと思いますが、世界に類を

見ない少子高齢・人口減少社会が到来する中

で、高福祉高負担の社会を目指すのか、あるい

は日本型の中福祉中負担の社会を目指すのかと

いった社会のあり方について、もっと議論がな

されなければならないと感じているところであ

ります。

続きまして、ＶＥについてであります。Ｖ

Ｅ、つまりバリューエンジニアリングとは、製

品やサービスの価値を、それが果たすべき機能

とそのためのコストとの関係で把握し、システ

ム化された手順によって、価値の向上を図るも

のと承知いたしております。行政運営に当たり

ましては、最小の経費で最大の効果が上げられ
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るよう努める必要があり、そういった視点から

も、現在導入している設計ＶＥについて、他の

業務にも活用できないかどうかも含めて、その

成果を検証してまいりたいと考えておるところ

でございます。

続きまして、物流の効率化のための新たな発

想による取り組みについてであります。大消費

地から遠隔地にある本県は、輸送に時間やコス

トがかかり、不利な条件にあることは十分認識

しております。御質問にありました、輸送時間

を利用して農産物の加工等を行い、付加価値を

つけるといった取り組みにつきましては、船舶

等輸送手段の構造改良や、衛生面やコストの問

題等、解決すべき課題が数多くあると思ってお

ります。しかしながら、不利な条件を克服し、

物流の効率化を図っていくことは、本県にとっ

て大変重要な課題でありますので、関係機関・

団体と十分協議し、マイナス面をプラスに変え

る逆転の発想で知恵を出し合い、本県農産物に

とって理想的な物流体制が確立できるよう検討

してまいりたいと考えております。以上です。

〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、本県の自殺死亡率が高い原因について

であります。本県の自殺の特徴的な原因を特定

するということは難しいものがありますが、一

般的には、健康問題、経済問題、家庭問題など

が挙げられております。また、本県が平成17年

度に実施した、「こころの健康アンケート調

査」によりますと、例えば、助けを求めること

への恥ずかしさを強く感じる人ほど自殺願望が

強いという結果が出ているところであり、そう

いうことも関係しているのではないかと思って

おります。県としましては、ことし２月に官民

一体となって自殺対策行動計画を策定し、「自

殺は、その多くが防ぐことができる社会的な問

題である」という基本認識のもと、情報提供や

普及啓発の推進、人材の育成、相談窓口の充実

など、積極的に取り組むこととしたところであ

ります。

次に、今後の自殺対策への取り組みについて

であります。自殺は、人間関係や病気などさま

ざまな悩みが原因で心理的に追い詰められ、自

殺以外の選択肢が考えられない状態に陥ってし

まったり、地域社会や家庭・職場とのつながり

の喪失や希薄さから、孤立感や絶望感にとらわ

れてしまった結果であると言われております。

また、自殺に追い込まれる過程では、不眠や原

因不明の体調不良などの「自殺のサイン」を発

しているとも言われております。このため、家

族、同僚などの周囲の人々がこのサインに気づ

き、適切な支援ができるようにすることが重要

であり、県民一人一人が命の大切さを認識し、

自殺に対する正しい理解を深め、互いに心を通

わせるような地域づくりを目指して取り組んで

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、設計ＶＥについてであります。公共事

業における設計ＶＥは、事業の実施に当たり、

コスト縮減等の効果が最も高いとされる計画、

設計の段階におきまして、各分野の専門家等か

ら成る検討チームを組織します。そして、設計

の改善、見直しを行うものでありまして、本県

では平成18年度から取り組んできたところであ

ります。これまでに３カ所で実施しておりまし

て、このうち延岡市の愛宕通線橋梁工事の岡富

橋につきましては、仮設計画の見直し等によ
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り、概算設計額で約３億円のコスト縮減が見込

まれております。また、今年度は、えびの市の

国道447号真幸バイパスにおいて実施していると

ころであります。

次に、設計ＶＥの研修会とＶＥリーダーにつ

いてであります。設計ＶＥの職員研修につきま

しては、平成16年度から、県及び市町村の技術

職員を対象として、概要を理解するための研修

会と実践演習を中心とした研修会を毎年開催し

ておりまして、県職員のＶＥリーダーは現在20

人となっております。設計ＶＥに関する手法

は、公共事業の執行に当たりまして全国的にも

活用されておりますことから、今後とも、研修

を通して職員の技術力の向上とＶＥの浸透に努

めてまいりたいと考えております。

最後に、ＶＥスペシャリストについてであり

ます。設計ＶＥは、公共事業におけるコスト縮

減を図るための有効な手法の一つであると考え

ております。このＶＥに関する資格といたしま

しては、リーダーとして必要な基礎知識を有す

るＶＥリーダーや、活動の責任者となり得る、

御指摘のＶＥスペシャリスト等があります。県

土整備部といたしましては、建設技術センター

での研修や、設計ＶＥの実施による職場研修を

通して、ＶＥ活動に必要な知識や技術の浸透を

図り、ＶＥスペシャリストの養成を促進してま

いりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

延岡の地理的不利を克服するための検討であ

ろうかというふうに存じますが、宮崎大学の医

局を中心に考えますと、延岡は遠隔地であるこ

とから不利な条件となっておりますことは、私

も認識いたしておるところであります。県立延

岡病院の場合は、ただいまの議員の御指摘にあ

りますように、車の移動ですと片道２時間、往

復にしますと４時間以上かかっておりますが、

こういう移動にかかる時間の短縮化、あるいは

応援医師の身体的負担等を考えまして、交通手

段については、ＪＲ特急の利用を基本に、緊急

の場合は駅までのアクセスにタクシー利用の提

供を認めるなど、きめ細かな対応を開始したと

ころであります。２次・３次医療を担う県立延

岡病院及び初期救急医療を担う延岡市夜間急病

センターへの応援医師の確保につきましては、

まずそれぞれの設置主体において取り組むこと

はもとよりでありますが、地元市町村等ととも

に、不利な条件を克服するための知恵を出し合

い、工夫を図り、派遣医局へ県北の地域医療確

保のための理解を求めていく必要があるものと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

命の大切さや生きるたくましさというふうに

とらえて、お答えをさせていただきます。子供

たちに命の大切さを理解させるためには、幼い

ころから、例えば動植物の飼育・栽培や乳幼児

との触れ合い、スポーツなどさまざまな体験活

動を通して、自分や他人の命を尊重する心や、

たくましい心をはぐくむことが大切であると考

えております。各学校におきましては、このよ

うな体験活動に取り組みますとともに、道徳の

時間はもとより、各教科や総合的な学習の時間

等において多様な考え方に触れさせることに

よって、子供たちがおおらかな気持ちで一人一

人のペースを保ちながら学ぶことができるよう

な教育を行い、また努めているところでありま

す。今後とも、子供たちが、世界の中でただ一

人のかけがえのない存在としての自分の生き方
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を見詰め、また自分自身を楽しみ、決して自分

自身を追い込まないように、命の大切さや生き

抜く力を育てる教育を推進することが大切では

ないかと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○井本英雄議員 ありがとうございました。

先に進みたいと思います。道路をつくるため

に土地を買収するときに、その用地が相続ある

いは共有地ということで、関係人がそれこそた

くさんおって、いつまでも進まんという状況が

あります。公共用地の取得に当たっては、何と

か簡単な手続で済まされないのか、国に法改正

を要求すべきではないかと思うのであります

が、県土整備部長、お聞かせ願いたいと思いま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 公共用地の任

意取得に当たりまして、関係人が多数いる場合

の権利取得に要する手続につきましては、今の

ところ特例措置が認められていないことから、

通常と同様の取り扱いとなっているところであ

ります。したがいまして、このような問題を初

め、用地取得の隘路となっている問題につきま

しては、各ブロックごとに県や市町村等で組織

しております用地対策連絡会の全国協議会とい

うのがございます。これを通じまして、従来か

ら国等に制度の改善要望を行っているところで

あります。今後とも、公共用地の取得に関して

制度の改善が必要と思われる事項につきまして

は、引き続き、国等に対して改善要望を行って

まいりたいと考えております。

○井本英雄議員 何とぞひとつよろしくお願い

します。我々議員も、よかったら意見書も提出

したいと思っておりますので、もし応援が欲し

いときは言っていただきたいと思います。

次の質問に入りますが、下鹿川・上鹿川地区

が「いきいき集落」に認定されました。ところ

が、上鹿川は行きどまりになっております。本

来、県道があるんですが、名ばかりで、そこは

行くことができない道になっておりまして、上

祝子も行きどまり、上鹿川も行きどまり、上祝

子と上鹿川をつなげばどちらも助かる。何とか

その方法を考えてもらえんかということでお願

いしているわけですが、林道の整備でも結構で

すので、環境森林部長、お願いいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） この地域は大

部分が国有林でありますが、一部民有林もあり

ますので、県といたしましては、国有林を管理

する森林管理署に対し林道等の整備について要

望していきますとともに、延岡市とも補助事業

を活用した作業道の整備について引き続き協議

してまいりたいというふうに考えております。

○井本英雄議員 よろしくお願いします。

少し時間がありますので、ロボット産業まで

入りたいと思います。これは、私は前にも一回

やったことでありますし、知事は今、太陽光発

電に一生懸命でありますから、水をかけるのも

あれかなとは思ったんでありますが、ひとつ考

えるだけ考えていただけたらなと思っておりま

す。というのも、太陽光発電は元を取るのは恐

らく大変なんです。今の電池では20何年かかる

と、さっき言ったでしょう。20何年のうちには

太陽電池も壊れてしまう。実際、我々も視察に

行って、「これはとても物になりませんわ」と

いう話を聞いたものですから、ロボット産業に

ついて一言、言わせていただきます。

まず、ロボット産業を育成してはどうかとい

う提案であります。理由１、世界のロボット

の70～80％を日本製が占めている。理由２、日

本が生き残れるのは製造業である。理由３、日

本が得意とするすり合わせの技術こそ、ロボッ
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ト産業に生かせる。理由４、自動車産業と同じ

くすそ野が広い。理由５、今後、利用が見込ま

れる分野として、医療・福祉、農林業という宮

崎が必要とする分野であること。理由６、宮崎

の99％が中小企業であり、ロボット産業には、

むしろこれが長所であること。理由７、2025年

には８兆円の産業の規模が見込まれること。理

由８、九州では福岡が進んでおり、道州制をに

らんで、ともに手を組めること。以上、商工観

光労働部長のお考えをお聞かせください。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ロボット

産業の振興につきまして、メリットといいます

か、いろいろお話しいただいたわけですけれど

も、ロボットにつきましては、介護とか警備、

災害復旧活動等、将来さまざまな分野での活用

が期待されており、今後の市場規模の拡大が予

想されておりますことから、九州経済産業局に

おいても、昨年３月に策定した九州新経済活性

化プランにおきまして、ロボット産業は地域に

とって重要な産業となる可能性を秘めていると

いうふうに示されております。

一方、本県におきましては、宮崎大学におい

て、本年２月に、介護分野などにおけるロボッ

トを研究するためのロボットプロジェクトが発

足しましたほか、県工業会ではここ３カ年、テ

クノフェアでロボットセミナーを開催するな

ど、ロボットの新たな活用に対する関心が高

まっております。ロボット産業の新たな展開に

は、高度な技術とか徹底した品質管理が求めら

れるなど、実用化に向けたハードルは非常に高

いものがありますので、九州新経済活性化プラ

ンに基づく施策の動向等にも留意しながら、本

県での展開の可能性を研究してまいりたいと

思っております。

○井本英雄議員 どうもありがとうございま

す。

最後にもう一度、要望を申し上げたいと思い

ますが、県病院の件であります。県当局に言え

ば延岡市のほうが、延岡市のほうに行けば県が

と言って、それで迷惑をこうむるのは実は県民

でありまして、我々は何とかこれをいい形に

持っていきたいと思っておるところでありま

す。もし我々県議会議員の出番があれば、どう

ぞ気軽に使ってもらえたらと思っております。

以上、要望を申し上げまして、私の質問のす

べてを終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○坂口博美議長 以上で一般質問はすべて終了

いたしました。

◎ 議案に対する質疑

○坂口博美議長 ここで、今回提案されました

議案に対する質疑の通告がありますので、これ

を許可します。

なお、質疑についての発言時間は１人10分以

内といたします。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。最後の最後にな

りましたが、提出されました議案についての質

疑を行います。知事並びに関係部長、教育長、

警察本部長にそれぞれ御答弁をいただきたいと

思います。

まず、議案第１号「平成21年度宮崎県一般会

計予算」についてです。

21年度の一般会計の予算規模は、20年度予算

に比べ0.6％増の5,625億3,800万円、県債発行額

は32％増の905億1,600万円余、県債残高は1.5％

増の9,229億円に達し、公債費は5.4％増の930

億1,600万円余と、財政状況は依然として厳しい

状況にあります。そこでまず、歳入について伺
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いますが、重要な自主財源である県税収入が、

前年度に比べ87億2,000万円の大幅な減収になっ

ています。税制度が変わったことなどもありま

すが、その要因、県財政に与える影響などを含

め、知事にその認識をお伺いしたいと思いま

す。

また、地方特例交付金が、減収補てん特例交

付金の減により１億7,800万円の減収になってい

ますが、その理由をお聞かせください。

次に、臨時財政対策債についてですが、474

億2,100万円と、前年度比102％増の239億4,800

万円も増額されています。臨時財政対策債は、

地方交付税の代替財源として県が借金をするも

ので、後年度に交付税措置されることになって

います。しかし、地方交付税は前年度比9.2％減

の170億2,800万円も減らされています。このよ

うに地方交付税は毎年減額される状況で、果た

してどの程度これまで措置されてきているのか

伺いたいと思います。

次に、主な事業について伺います。新規事業

の広域拠点工業団地整備促進事業に32億円が計

上されています。この事業内容、効果について

お聞かせください。また、この事業を活用する

自治体の見通しについても伺いたいと思いま

す。

次に、職業訓練校費の委託訓練に関する経費

のうち、総合雇用対策事業費が6,000万円余増額

されています。その事業内容と効果についてお

聞かせください。

次に、新規事業のストップ温暖化レジ袋ゼロ

作戦事業について、その事業内容をお聞かせい

ただきたいと思います。二酸化炭素排出量削減

は重要な取り組みです。私自身もマイバッグの

提唱者であります。その運動を広げるに当たっ

て、住民や企業との合意をどのように図ってい

くのかも、あわせてお聞かせいただきたいと思

います。

次に、議案第22号「使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例」について、提案され

ております使用料・手数料改定の内容につい

て、項目、改定理由及び増収見込み額などをお

聞かせください。

次に、議案第23号「都市公園条例の一部を改

正する条例」については、電柱等の占用使用料

の引き下げですが、その減額見込みについてお

聞かせください。

次に、議案第24号及び第25号については、教

育関係及び警察関係の使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例です。その内容につい

て、それぞれ改正の理由及び増収の見込み額な

ど、対象人数もあわせてお聞かせいただきたい

と思います。

次に、議案第63号「平成20年度宮崎県一般会

計補正予算（第５号）」について、地域活性化

・生活対策臨時交付金91億円について、その運

用、使途について御説明ください。

また、地域活性化・生活対策基金積立金27億

円について、その事業計画についてお聞かせく

ださい。

次に、宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例基金

積立金19億7,000万円及び宮崎県ふるさと雇用再

生特別基金積立金63億3,000万円について、どの

ように基金の運営、活用をしていくのか伺いま

す。

最後に、議案第72号「平成21年度宮崎県一般

会計補正予算（第１号）」について、緊急雇用

創出事業臨時特例基金事業費３億7,085万5,000

円、及びふるさと雇用再生特別基金事業費13

億2,287万7,000円について、事業を行う市町村

への補助に係る具体的な要綱と市町村の活用計



- 331 -

平成21年３月４日(水)

画状況についてお聞かせいただきたいと思いま

す。

以上で壇上からの質疑を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、県税収入についてであります。県税収

入については、税制改正による影響、地方財政

計画、県内の経済動向等を総合的に検討した結

果、景気後退による企業収益の悪化が見込まれ

ることや、地方法人特別税の創設により、平

成21年度の県税収入を874億8,000万円、対前年

度9.1％の減と見込んだものであります。これら

により本県の自主財源比率は、平成20年度

の38.6％から平成21年度は37.0％に低下したと

ころであり、結果的に依存財源に頼る財政運営

とならざるを得ないものと考えております。

続きまして、地方特例交付金についてであり

ます。平成21年度は、国の減収補てん見込み額

が594億円の減となりましたことから、各都道府

県の減収見込み額に応じて配分される本県への

減収補てん特例交付金につきましても減少とな

るものと見込んでおります。

臨時財政対策債についてであります。臨時財

政対策債の元利償還金相当額につきましては、

地方団体の財政運営に支障が生じることのない

よう、その全額を後年度、地方交付税の基準財

政需要額に算入することが地方財政法に明記さ

れております。臨時財政対策債は、平成13年度

に創設され、本県では19年度までに1,734億円を

発行しておりますが、これまで、毎年度の償還

元金及び利子相当額について、地方交付税の基

準財政需要額において措置されておるところで

あります。以上です。〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 地域

活性化・生活対策基金についてであります。こ

の基金は、産業の振興など本県における地域の

活性化に資する事業の財源に充てることを目的

としておりますが、具体的には今後検討するこ

とといたしております。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。

まず、使用料・手数料についてであります。

使用料及び手数料の改正につきましては、毎年

度、財政改革プログラムに基づきまして、受益

者負担の適正化の観点から、徴収コスト等も含

めて徹底した見直しを行っているところであ

り、平成21年度は、16項目の見直しを行った結

果、160万円余の増収の予定でございます。平

成21年度の改正の主なものといたしましては、

九州各県の徴収状況を踏まえた犬引き取り手数

料の新設、国の標準額の改定に伴う狩猟免許申

請手数料等の改定、工業技術センター等で使用

する機器類の購入等による使用料の改定などで

あります。

次に、地域活性化・生活対策臨時交付金の使

途についてであります。地域活性化・生活対策

臨時交付金は、国の定めによりまして、地域活

性化に資する事業のうち、平成20年10月31日以

降に実施した県単独事業及び国の２次補正に係

る国庫補助事業の県負担分に充当することとさ

れております。このため本県では、１月補正予

算で措置いたしました事業を中心に、それらの

財源への充当分として64億円を考えているとこ

ろであります。また、交付金の３割を上限とし

て基金を造成いたしまして、平成21年度に実施

する事業の財源とすることが可能とされており

ますので、宮崎県地域活性化・生活対策基金27

億円を造成することとしたところであります。
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以上であります。〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 お答

えします。

ストップ温暖化レジ袋ゼロ作戦事業について

であります。県内では、年間約３億4,000万枚の

レジ袋が使用されており、このレジ袋を製造、

廃棄する際に排出される二酸化炭素は約２万ト

ンとなっております。この事業は、レジ袋の有

料化により使用を抑制し、二酸化炭素の排出量

を削減するものであります。事業を進めるに当

たっては、スーパーや消費者団体、県、市町村

等で構成する協議会においてレジ袋の有料化を

検討し、合意を得ることといたしております。

また、有料化により軽減されるスーパーのレジ

袋購入費用等の一部を活用しまして、「企業の

森林づくり事業」への参画を促すことといたし
も り

ております。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、広域拠点工業団地整備促進事業につい

てであります。この事業は、20ヘクタール以上

の大規模な工業団地の整備を行う広域市町村等

に対し、県が一定の支援を行うものでありまし

て、効果といたしましては、県内で大規模な工

業団地が不足している地域において早期の団地

整備が図られ、それに伴う工場誘致が可能にな

り、雇用の促進につながるものというふうに

思っております。具体的な予算でありますけれ

ども、工業用水施設等の整備や地質調査等に対

する補助金２億円と、用地買収費や造成工事費

等に係る資金に対する貸付金30億円の合計32億

円を予算として計上いたしております。市町村

の中には、既に大型工業団地の建設構想を持っ

ているところもありますので、今後、これらの

市町村を初め、新たに建設したいと考える市町

村の意向等を踏まえながら事業を進めていきた

いと考えております。

次に、委託訓練に係る総合雇用対策事業につ

いてであります。この事業は、ハローワークで

職業訓練の受講指示を受けた離職者等を対象

に、民間教育訓練機関に委託して訓練を実施す

るものであります。訓練内容といたしまして

は、パソコン、ＩＴ関係の訓練や、介護福祉士

の養成訓練を予定しております。これらの訓練

を通じまして、就職に有利な資格取得など新た

な知識や技能が身につくことにより、早期の再

就職につながるものと考えております。

次に、２つの基金積立金の活用についてであ

ります。まず、宮崎県緊急雇用創出事業臨時特

例基金積立金は、短期の雇用・就業機会を提供

する緊急雇用創出基金事業を実施するために積

み立てるものであります。また、宮崎県ふるさ

と雇用再生特別基金積立金は、継続的な雇用機

会の創出を図るふるさと雇用基金事業を実施す

るために積み立てるものであります。このた

め、それぞれの基金の趣旨を最も生かした雇用

創出効果の高い事業を、県民の皆さんからの幅

広い提案を含めて実施してまいりたいと考えて

おります。

次に、基金事業費における市町村への補助に

ついてであります。今回の２つの基金事業につ

きましては、国から具体的な事業の実施要件が

示されており、それを踏まえて市町村補助事業

の要綱・要領の策定を行っているところであり

ます。また、市町村事業につきましては、県の

全額補助事業として実施することとしておりま

すが、具体的な計画につきましては、現在、ヒ

アリングを行っているところでありますので、

速やかに取りまとめ、公表したいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕
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○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

都市公園条例の改正に伴います電柱等の占用

料の減収見込み額についてでありますが、約17

万円を見込んでおります。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。

議案第24号「教育関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例」についてでありま

す。今回の改正は、平成21年４月から教員免許

更新制が導入されることに伴い、教員免許状の

有効期間の更新や延長等の事務が新たに発生し

ますので、その手数料として「教育職員免許状

更新等手数料」を新設するものであります。そ

の手数料収入につきましては384万2,000円を見

込んでおります。なお、対象件数については、

更新等で1,100件、延長等で125件をそれぞれ見

込んでおります。以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 「警察

関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す

る条例」の改正理由についてでございますが、

基本的に、国の政令であります「道路交通法施

行令」、そして地方自治法第228条第１項の規定

に基づき制定されております「地方公共団体の

手数料の標準に関する政令」の改正を受けて、

高齢者の運転免許更新に係る手数料、運転代行

業の認定審査に係る手数料について改定をする

というものであります。

具体的に申し上げますと、高齢者の運転免許

更新に係る手数料につきましては、道交法の一

部改正による認知機能検査導入に伴いまして、

改めて諸費用を直近の経済情勢等を踏まえて国

において積算した結果、手数料の標準額が下が

ることとなりました。これにより、75歳以上の

高齢者の方々につきましては認知機能検査手数

料が付加されるわけでありますが、手数料総額

で、現行の6,150円より150円安い6,000円に、そ

してまた、認知機能検査を要しない70歳以上75

歳未満の方につきましては、現行の6,150円

が5,800円となります。

また、運転代行業の認定審査手数料につきま

しては、政令に定める標準額が、代行業の申請

者のうち、審査事務に人手がかかる法人の割合

が低下したことによる人件費単価の低下等によ

り、現行の１万6,000円から１万3,000円に減額

となりました。このような標準額の減額を受け

まして、条例に定める手数料を改定するもので

あります。

その他、認知機能検査導入により、この検査

に従事する者、具体的には、自動車教習所の職

員に対する講習のための手数料などを新設する

ことといたしております。

今般の改正による歳入面への影響であります

が、あくまで見込みでございますが、高齢者の

運転免許更新に係る手数料の減額により、現行

手数料に比べ約470万円の歳入減となります。ま

た、運転代行業の認定審査手数料の減額によ

り、現行手数料に比べ約８万円の歳入減となり

ます。その他、自動車教習所職員を対象とする

認知機能検査員講習手数料等の新設等により

約37万円の歳入増が見込めます。全部合わせま

すと、約440万円の歳入減の見込みであります。

以上であります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれ御答弁ありがとう

ございました。後は、またさらに深めさせてい

ただきたいと思います。（拍手）

○坂口博美議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で質疑は終了いたしました。
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◎ 議案第１号から第72号まで及び請願２件

委員会付託

○坂口博美議長 それでは、今回提案されまし

た議案第１号から第72号までの各号議案、請願

第17号及び第18号は、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いたしま

す。

◎ 請願１件特別委員会付託

○坂口博美議長 ここでお諮りいたします。

請願第16号は、議員定数・選挙区調査特別委

員会に付託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 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

次の本会議は、３月９日午前10時開会、平

成20年度補正予算関係議案についての常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれにて散会いたします。

午後３時７分散会


