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午前 10時０分開議

出 席 議 員（43名）
5番 松 田 勝 則 （愛みやざき）

6番 図 師 博 規 （ 同 ）

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 中 村 幸 一 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 髙 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 西 村 賢 （愛みやざき）

18番 武 井 俊 輔 （ 同 ）

19番 横 田 照 夫 （自由民主党）

20番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

21番 押 川 修一郎 （ 同 ）

22番 外 山 衛 （ 同 ）

23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 水 間 篤 典 （自由民主党県民の会）

31番 濵 砂 守 （ 同 ）

32番 中 野 廣 明 （自由民主党）

33番 星 原 透 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

36番 中 野 一 則 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 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 徳 重 忠 夫 （自由民主党県民の会）

46番 坂 口 博 美 （自 民 党 鳳 凰 の 会）

47番 蓬 原 正 三 （自由民主党）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

50番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

51番 米 良 政 美 （自由民主党）

52番 外 山 三 博 （ 同 ）

53番 福 田 作 弥 （ 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 高 山 幹 男

総 務 部 長 山 下 健 次

福 祉 保 健 部 長 高 橋 博

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

農 政 水 産 部 長 伊 藤 孝 利

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 髙 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 鶴 見 雅 男

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 太 田 英 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 濵 砂 公 一

事 務 局 次 長 岡 田 英 治

総 務 課 長 渡 邉 靖 之

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 日 髙 正 憲

議 事 課 長 補 佐 福 嶋 清 美

議 事 担 当 主 幹 日 髙 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 議案第17号から第27号まで追加上程

○中村幸一議長 ただいまの出席議員43名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は代表質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第17号から第27

号までの各号議案の送付を受けましたので、こ

れらを日程に追加し議題とすることに御異議あ

りませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

○中村幸一議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ただいま提

案いたしました議案第17号から第27号について

御説明申し上げます。

まず、議案第17号は、公安委員会委員田代知

代氏が平成21年10月31日をもって任期満了とな

りますので、その後任委員として佐藤勇夫氏を

任命いたしたく、警察法第39条第１項の規定に

より、県議会の同意を求めるというものであり

ます。

次に、議案第18号は、人事委員会委員黒木奉

武氏が平成21年10月24日をもって任期満了とな

りますので、その後任委員として同じく黒木奉

武氏を選任いたしたく、地方公務員法第９条の

２第２項の規定により、県議会の同意を求める

ものであります。

また、議案第19号から議案第27号は、公害審

査会委員渡邊紘光氏ほか８名の委員が平成21

年10月31日をもって任期満了となりますので、

その後任委員として渡邊紘光氏ほか８名を任命

いたしたく、公害紛争処理法第16条第１項の規

定により、県議会の同意を求めるというもので

あります。よろしく御審議のほどお願い申し上

げます。以上です。〔降壇〕

○中村幸一議長 知事の説明は終わりました。

◎ 代表質問

○中村幸一議長 それでは、ただいまから代表

質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおりに取り運びます。〔巻

末参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、自由民主党、野辺修光議員。

○野辺修光議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。きょうは、私の地元からたくさんの

皆さん方、また、宮崎の同級生あたりも応援に

駆けつけていただいております。大変ありがた

く思いながら、自由民主党を代表して質問をし

てまいりたいと思います。

去る８月30日に行われました衆議院議員総選

挙において、我が自由民主党は、解散前の300議

席を181議席も失う歴史的敗北を喫し、平成５年

の細川連立政権以来、野に下ることになりまし

た。今回、国民の負託を受けた民主党には、そ

の期待にこたえるべく、国民に示した政策を着

実に実行に移してもらい、疲弊した地方が活性

化できるよう頑張ってもらいたいと思います。

さて、「不確実性の時代」とは、３年前亡く

なられた米国の代表的な経済学者、ジョン・ケ

ネス・ガルブレイスの有名な著書であります

が、このたび、民主党政権が現実のものとな

り、時代はまさに不確実性が高まってきている

状況にあると思っております。一方で、米国の

平成21年９月15日（火）
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サブプライムローン問題に端を発する世界的な

金融危機により、我が国は、バブル崩壊後の大

不況を上回る深刻な経済状況に陥っておりま

す。景気指標の一部に持ち直しの兆しが見えて

きているようでありますが、７月の完全失業率

が過去最悪の5.7％を記録するなど、依然として

雇用情勢は厳しいものがあります。さらに、秋

から年末にかけて、完全失業率が一段と悪化

し、５％台後半まで上昇すると予測している民

間エコノミストもあり、日本経済は全く予断を

許さない状況にあります。本県においても、経

済や雇用を取り巻く環境は大変厳しいものがあ

ると認識いたしております。また、解決すべき

喫緊の課題も山積しており、いかに不確実な時

代であろうと、県政は確実に推進していかなけ

ればならないと考えております。時代は大きな

転換期を迎えております。このような中にあっ

て、本県の今後進むべき道をしっかりと見据

え、新たな時代に対応していかなきゃならない

と感じております。

それでは、通告に従い質問いたします。

まず、知事の政治姿勢について３点伺いま

す。

初めに、民主党政権に対する考え方について

であります。さきの総選挙の勝利で、民主党政

権が誕生することになりましたが、そのことで

今後、国や地方を取り巻く環境が大きく変わっ

てくる可能性があると考えております。今後、

民主党のマニフェストを基本に政策が進められ

ていきますと、本県においても、農業や福祉、

教育など幅広い分野でさまざまな影響が出てく

ることが予想されます。今のところ、まだ具体

的な政策がしっかりと見えてきていない段階で

ありますが、民主党政権に対する期待と不安に

ついて、知事にお伺いいたします。

２点目は、政策評価についてであります。先

日、県の重点施策「新みやざき創造戦略」の達

成度について、外部評価委員会による評価結果

が報告されました。56の重点項目について、創

造戦略の工程表と照らしながら、ＡからＣの３

段階で進捗状況や成果の評価が行われたわけで

ありますが、その中の40項目は、工程表どおり

に進んでいるとして最高のＡ評価をされなが

ら、その成果を見ると、「順調に成果が上がっ

ている」とするＡ評価は24項目、全体の43％程

度しかないという結果であります。また、「十

分な成果が上がっていない」とするＣ評価の項

目もありました。新みやざき創造戦略は、知事

のマニフェストに基づいてつくられております

ので、ある意味で知事のマニフェストの評価で

もあると思うのでありますが、この評価結果を

どう受けとめ、今後どのように成果を上げてい

かれるのか、知事にお伺いいたします。

次に、国政転出問題でありますが、このこと

につきましては、提案理由説明の冒頭に知事か

ら県民に対して陳謝がありましたので、質問を

取り下げたいと思います。

次に、平成21年度９月補正予算についてであ

ります。

米国発の世界的な金融危機は深刻度を増し、

戦後最大の世界同時不況の中で、我が国の経済

も輸出産業を中心に急激な収縮に直面し、金融

環境も大変厳しい局面を迎えました。これに対

して、麻生政権は、昨年度２度にわたる補正予

算と今年度当初予算で景気対策を打ち、さら

に、今年度早々に追加経済対策として、補正予

算で新たな財政措置をとられたところでありま

す。この追加経済対策は、景気の底割れ防止、

雇用・社会保障・子育て支援、未来への成長強

化などに目的が置かれ、各県においても、さき
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の６月議会でそれぞれ補正予算が組まれ、本県

でも183億円の補正予算が計上されたところであ

ります。６月補正予算183億円については、制度

の内容や、国から本県への配分額等が明らかに

なっているもの、事業の緊急性が高いものを措

置したとの説明が６月議会で知事からありまし

たが、その後、制度の内容等が明確になったも

のが、今回449億円という大規模な補正予算とし

て計上されてきたものと理解いたしておりま

す。

ここで、６月補正予算の他県の状況を見てみ

ますと、例えば、隣の熊本県では801億円、大分

県では241億円、鹿児島県では651億円と、各県

とも軒並みかなり大規模な予算編成をしており

ます。もちろん他県との単純な比較はできない

わけでありますが、それにしても余りにも金額

が違い過ぎるのではないでしょうか。６月補正

と９月補正では３カ月の差が生じるわけであ

り、緊急性を要する景気・雇用対策としては、

本県の動きはのんびりし過ぎ、危機感が足りな

いと言われても仕方ががないのではないかと思

います。知事は、常日ごろ、行政対応のスピー

ド感の重要性を訴えられておりますが、今回の

補正予算の対応についてどのように考えておら

れるのか伺います。また、９月補正予算編成の

基本的な考え方について、あわせて知事にお伺

いします。

次に、平成22年度の当初予算編成についてで

あります。

三位一体の改革による地方交付税の大幅な削

減や社会保障関係費の増加などにより、本県の

財政状況は大変厳しくなっております。このよ

うな中、県においては、平成19年３月に新たな

財政改革推進計画を策定し、平成19年度から平

成22年度までの４年間に、一般財源ベースで600

～700億円の収支不足の圧縮に向けた取り組みが

なされております。拡大傾向にある収支不足の

圧縮や、基金取り崩しに頼らない持続性のある

財政構造への転換が喫緊の課題であることは言

うまでもありません。一方で、本県を取り巻く

環境は依然として厳しいものがあります。少子

高齢化対策を初め、高速道路の整備促進、農林

水産業の振興、企業誘致の促進、過疎化対策な

ど、本県が抱えるさまざまな課題に対しては、

財政が厳しい中にあっても的確に対応していか

なければならないと考えております。知事が４

年１期を一つの区切りとされるのであれば、平

成22年度予算は、東国原県政最後の当初予算編

成になる可能性があります。予算編成方針の策

定前ではありますが、これらのことを踏まえ

て、平成22年度の当初予算編成にどのように取

り組んでいくのか、知事の基本的な考え方につ

いて伺います。

次に、地方分権について２点お伺いします。

まずは、地方分権改革についてであります。

平成19年度にスタートした第２期地方分権改革

は、仕上げの年である最終年度を迎えておりま

す。しかしながら、地方分権改革推進委員会の

第３次勧告提出はこの秋以降の見込みであり、

それを受けて､地方分権改革推進計画の策定、年

度内の新分権一括法案の国会提出というスケ

ジュールは、政権交代もあって困難な状況に

陥っているものと考えます。一方で、政権与党

となりました民主党は、「中央集権から地域主

権へ」を政権構想の柱の一つに掲げ、国と地方

の協議の場の法制化、地方が自由に使える一括

交付金などの交付、国の出先機関の原則禁止、

直轄事業負担金の廃止などを進めていくとして

おります。新政権の具体的な動きはまだ見えて

おりませんので、これらの見通しは全く不透明



- 15 -

平成21年９月15日（火）

でありますが、民主党のマニフェストを基本に

地方分権改革が進められていくとした場合、知

事の目指す地方分権のあり方と合致するのかど

うか、また、今後どのような姿勢で地方分権改

革に取り組んでいかれるつもりか、知事にお尋

ねします。

次に、国土形成計画についてであります。今

年８月、全国を８地方ブロックに分け、地方ブ

ロックごとに、今後おおむね10年間の地域づく

りの基本方針となる国土形成計画の広域地方計

画が策定されました。国土形成計画は、昭和37

年から５次にわたって策定された全国総合開発

計画、いわゆる全総にかわる計画であり、地方

の自発的な取り組みを尊重するため、全国計画

とは別に広域地方計画を定めることになったの

が特徴であります。九州圏広域地方計画は、地

理的にも近いアジアとの交流を基本コンセプト

としながら、自動車などの地場産業の育成や食

料の輸出拠点としての整備、韓国と一体となっ

た観光圏の形成など、具体的な方針を提示して

おります。九州圏広域地方計画は、今後の九州

のあり方を示す指標となるものでありますが、

道州制が幅広く議論される中にあって、この計

画の内容をどのように評価されるのか、また、

計画の中に本県の強みや特色はどのように反映

されているのか、知事にお伺いします。

次に、運輸行政について２点伺います。

まずは、航空交通対策についてであります。

８月11日、本県と台湾を結ぶエバー航空の定期

路線が９月末で運休するとの突然の報告があ

り、私どもは大変驚かされたところでありま

す。同じくこの秋には、本県と長崎を結ぶ定期

航空路線が廃止されることが既に決まっており

ますが、いずれも搭乗率の低さが休止や廃止の

原因とされております。全日空や日本航空につ

いても、不採算路線の見直しを行っていると聞

いております。本県と福岡を結ぶ定期路線の昼

間や休日の便は、いつ搭乗しても乗客が少な

く、いずれ見直しの対象になってくるのではな

いかと危惧をいたしております。本県の航空路

線について、韓国との定期路線も含めてです

が、減便や廃止の危険性はないのか、また、国

内線、国際線ともに搭乗率の維持あるいはアッ

プのための対策を講じるべきではないかと思い

ますが、県民政策部長にお伺いいたします。

次に、物流対策についてであります。都市か

ら遠く、交通インフラもおくれている本県に

とって、物流の効率化は容易に解決できない懸

案事項となっておりますが、最近になって、産

業界の物流問題懇話会や県の物流対策推進本部

などで活発に議論が行われております。トラッ

ク輸送からのモーダルシフトを推進していくこ

とが、物流の効率化を図る上で重要になってい

ると考えますが、モーダルシフトにはさまざま

な課題があると聞いております。これらの課題

に対する解決のアプローチはいろいろあると思

いますが、県は何を課題としてとらえ、それに

対してどのような取り組みを行っているのか、

県民政策部長にお伺いします。

次に、福祉・介護サービスにおける人材確保

についてであります。

近年の福祉・介護サービス施設においては、

介護職員を募集してもなかなか人は集まらず、

集まっても長続きをしないようであります。こ

れには、介護は、希望が持てない、結婚ができ

ない、給料が安い仕事だと認識されていること

がその理由にあるとも聞いております。昨年

度、県内には８校、介護福祉士の養成校があり

ましたが、入学者の減少などにより、今年４月

から２校が募集を取りやめております。少子高
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齢化の進行から、介護需要が今後ますます増加

する一方で、介護職員の人材確保が困難になっ

てくるのではないかと懸念しているところであ

り、県議会自由民主党においても、昨年の９

月、知事に対して、福祉・介護サービスにおけ

る人材確保についての申し入れを行っておりま

す。国においては、昨年５月に成立した「介護

従事者等の人材確保のための法律」に基づき、

賃金を初めとする処遇の見直しを始めておりま

すが、県においても、安定的な人材確保を図る

ための取り組みが必要ではないかと思います。

福祉保健部長のお考えをお伺いいたします。

次に、医師確保対策についてであります。

今年４月に発生した、日向市など７つの病院

が救急搬送患者の受け入れを断り、門川町の男

性が死亡するという問題は、根底に医師不足が

あるとされております。平成16年の新医師臨床

研修制度の導入を契機に、本県においても、大

学医局からの派遣医師の引き揚げや勤務医の離

職などが目につくようになっており、特に僻地

医療や小児科、救急医療などにおいて深刻な事

態が生じております。このため、県において

は、医師を県職員として採用し、僻地への公立

病院などに派遣する「医師派遣システム」や、

将来､僻地などへの勤務を希望する医学生に修学

資金を貸与する「医師修学資金貸与制度」な

ど、独自の施策を展開し、医師の養成や確保に

取り組んでいるところであります。

このような中、宮崎大学医学部において、本

県の地域医療を担う医師を養成するため、「地

域医療学講座」を来年度から新たに開設すると

のことで、将来的には、この講座から地域の中

核医療機関への医師派遣なども行いたいとして

おり、その効果には、市町村や医師会など幅広

く期待が集まっているところであります。国に

おいても、地域の医師不足を初めとする地域医

療対策を推進するため、今年度の補正予算で地

域医療再生臨時特例交付金を設けております

が、この交付金をも活用しながら、県として、

宮崎大学の講座を積極的に支援していくべきと

思いますが、知事の考えを伺います。

次に、新型インフルエンザ対策であります。

今年４月、メキシコで発生した新型インフル

エンザは、世界各地で感染が広まり、我が国で

は５月９日に、また本県においては６月18日

に、初の感染者が確認されております。その後

も新たな感染者が断続的に確認され、県では、

今後の流行に備え、昨日付で担当課に感染症対

策監を設置するなど、組織体制の強化を図られ

たところであります。この新型インフルエンザ

は弱毒性であり、特定の疾患を有する場合を除

き、重篤化する可能性は低いとされておりまし

たが、８月15日に国内で初めての死者が確認さ

れて以来、既に13名の方が亡くなられており、

今後は、急激な感染拡大や毒性の強いウイルス

への変異などが危惧されるところであります。

さらに、そのワクチンが、当初見込んでいた数

量の確保が難しく、年内に準備できるのは1,300

万～1,700万人分程度しかないと言われており、

県民の不安が一層高まっております。新型イン

フルエンザは既に流行期に入り、今後、秋口に

向けて大流行の兆しを見せておりますが、不足

しているワクチンをどのように確保するのか、

また、学校や職場などにおける集団感染防止

や、来月開催される全国スポレク祭など多くの

人出が予想されるイベントにおける感染防止対

策はどのようになっているのか、福祉保健部長

に伺います。

次に、森林・環境政策について２点伺いま

す。
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初めに、木材産業の振興についてでありま

す。本県は、18年連続して杉生産量日本一を誇

る森林資源の宝庫であり、国産杉材の供給基地

として、その地位を築いてきたところでありま

す。しかしながら、平成19年に改正された建築

基準法や、近年の景気低迷の影響などにより、

新規の住宅着工件数が全国的にも低迷している

こともあって、木材の平均価格は、今年７月で

１立方メートル当たり8,100円と大幅に落ち込ん

でおります。昭和54年の３万5,500円をピーク

に、木材価格は断続的に下落しており、このま

ま低迷状態が続くようであれば、林業経営はい

ずれ立ち行かなくなるおそれがあると懸念して

おります。木材価格が低迷する中、林業経営で

経済的に困窮することのないようにすべきと思

いますが、今後の取り組みについて環境森林部

長にお伺いします。

次に、森林環境税についてであります。本県

の森林環境税は、森林の持つ公益的な機能が将

来にわたって失われることがないよう、県と県

民が一緒になって取り組む森林環境を守る施策

を推進するため、平成18年４月に導入されたと

ころであります。森林環境税は、徴収した税金

を森林環境基金として積み立て、一般財源とは

経理を区分し、県民による森林づくり活動や企
も り

業による森林づくりの支援、森林環境教育、広
も り

葉樹の造林、流木流出防止対策など、さまざま

な事業の推進に役立てられております。

しかしながら、平成18年度に3,500万円であっ

た基金の残高は、平成19年度に7,200万円、平

成20年度には8,500万円と年々増加してきてお

り、今年度は１億円を超える見込みとなってお

ります。これは、税収額と比べて、事業で活用

される経費が少ないことが原因ではないかと思

われますが、そうなると、税収額の規模が適当

なのかどうかということを検討しなければなら

ないと考えます。森林環境税は、施行後５年を

目途に見直しを検討することになっております

ので、遅くとも来年度は本格的な見直し作業に

着手されるものと思われます。現在の基金残高

は適正規模なのかどうか、また、基金を活用し

て実施している事業の成果についての検証は行

われているのか、さらには、今後の森林環境税

についての考え方を環境森林部長に伺います。

次に、地球温暖化対策についてであります。

国際的な専門家でつくる地球温暖化に関する

政府間機構（ＩＰＣＣ）の最新の評価報告書

は、「地球温暖化によって、海面上昇や異常気

象、穀物生産量の低下、野生生物の絶滅危機な

ど、人類と生物の生存基盤が脅かされるおそれ

が生じる」と指摘しており、産業革命前からの

世界の平均気温の上昇を２度程度に抑える必要

があるとしております。そのために、2050年度

までに、全世界で温室効果ガスを少なくとも現

状から半減、先進国においては80％以上の削減

が必要としており、このことは、今年７月に開

催されたイタリア・ラクイラサミットにおいて

も、主要先進国で支持されたところでありま

す。我が国においては、今年６月、麻生首相

が、「2020年に2005年と比較して15％温室効果

ガスを削減する」と発表し、また、８月は、サ

ミットの成果を受けて、2050年までに80％削減

するためのビジョンを発表しております。この

目標達成のためには、温室効果ガスの一つであ

る二酸化炭素の排出量が少ない産業・生活シス

テムを目指す低炭素社会をいかに構築していく

かが大切と思われますが、低炭素社会づくり

は、国と地方公共団体、事業者、国民などの適

切な役割分担と公平な負担のもとに進められる

べきであり、県においても、国の施策に準じた
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取り組みが求められていると考えます。県の総

合計画「新みやざき創造計画」では、「地球温

暖化防止に貢献する社会づくり」を施策の基本

方針に掲げ、温室効果ガスの排出量削減に向け

た取り組みの推進や、太陽光発電などの新エネ

ルギーの導入促進、二酸化炭素の吸収源の森林
も り

づくりを推進していくこととしております。そ

こで、本県の二酸化炭素排出量の現状について

環境森林部長に伺います。また、低炭素社会づ

くりに向けて今後、県はどのように取り組んで

いくのか、あわせてお尋ねいたします。

次に、経済・雇用対策補正予算の効果につい

てであります。

世界的な景気後退に伴い、本県の経済・雇用

情勢が厳しい局面を迎えたことなどから、県に

おいては、今年１月に約64億円、２月に約211億

円の補正予算が相次いで計上され、本県経済の

早期回復に向けた取り組みを推進されておりま

す。しかしながら、県の経済・雇用緊急対策が

スタートしてから半年以上が経過しております

が、県内の景気動向は依然として厳しい状態が

続いており、なかなかその成果が見えてこない

のではないかと思っております。財務省が７月

に発表した「宮崎県内経済情勢報告」では、今

年４月から６月期の経済情勢について、個人消

費や生産活動の一部は持ち直しの兆しがあると

して、全体としても「厳しい状況が続いている

ものの、一部に持ち直しの動きが見られる」と

の報告になっておりますが、雇用情勢は引き続

き悪化しているとされております。また、日本

銀行宮崎支店が先週発表した「宮崎県金融経済

概況」におきましても、個人消費は弱い動き

で、生産は持ち直しつつあるものの、雇用環境

は極めて厳しい状況にあるとして、全体でも

「宮崎県の景気は、一部に下げ止まりの動きが

みられるものの、引き続き厳しい状況にある」

との報告になっております。特に雇用について

は、７月の有効求人倍率が0.40倍と、前月比よ

り0.01ポイント後退し、新規求人者も前年同月

比で5.5％マイナスになるなど、依然として低い

水準にあり、当面は厳しい雇用環境が続くので

はないかと思われます。これら最近の景気動向

を踏まえ、昨年末からの経済・雇用対策補正予

算の効果をどのように評価されているのか、ま

た、今後さらに追加対策が必要ではないのか、

知事にお伺いいたします。

次に、農業の振興について３点伺います。

初めに、農業の戸別所得補償制度と日米ＦＴ

Ａ農業交渉についてであります。民主党政権が

取り組もうとしている農業の戸別所得補償制度

は、米などの主要農産物を生産する販売農家を

対象に、販売価格と生産費の差額を基本に所得

補償を行おうとするもので、来年度に調査と制

度設計、23年度から本格的導入とのことであり

ます。この戸別補償とセットで考えなければな

らないのが、日米ＦＴＡ農業交渉であります。

当初、民主党マニフェストでは、「協定締結」

となっておりましたが、農業団体からの激しい

反発を受け、「交渉を促進する」との表現に変

更されました。しかしながら、民主党が目指し

ているのは、所得補償制度の導入を前提とした

農産物輸入自由化であり、小沢一郎代議士も、

「農家には戸別所得補償制度の導入を提案して

おり、食料自給体制の確立と自由貿易は何も矛

盾しない」と言われております。これについ

て、自民党の中川秀直代議士が、「民主党の農

業戸別所得補償は総額１兆円。これを175万販売

農家で割ると57万円。１戸当たり60万円支援で

農業貿易を自由化するというのが民主党農政で

ある。私には、この60万円は『貿易自由化に伴
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う農業手切れ金』にしか思えない。１戸当た

り60万円の戸別所得補償の民主党農政で若者は

日本農業に夢を持つことはできるだろうか」。

この２つの問題を実にわかりやすく論じておら

れるわけでありますが、私もこの考え方に全く

同感であり、農業戸別補償制度と日米ＦＴＡ締

結が日本農業を崩壊させてしまうおそれがある

と、危惧をいたしております。農業を基幹産業

とする本県にとって、これから大変大きな問題

であると思います。農業戸別所得補償制度と日

米ＦＴＡ締結が本県農業に与える影響と今後の

対応策について、知事にお伺いします。

２点目は、和牛精液盗難事件についてであり

ます。県の畜産試験場で起きた宮崎牛の凍結精

液盗難事件は、本県の畜産関係者に大きな衝撃

を与えるものでありました。また、事件の容疑

者として逮捕された人物が畜産試験場の元研修

生であったことについても、驚きを隠し切れな

いものであります。盗難が発覚した当時の精液

の管理体制が余りにもずさんであったことは、

既に周知の事実であります。本県は日本を代表

する畜産県でありますので、このような事件が

相次ぐようでは、長い年月をかけて築き上げて

きた信頼とブランドが根底から崩れ去ってしま

うのは間違いありません。事件の再発防止に向

けてどのような対策を講じられているのか、農

政水産部長にお尋ねします。

３点目は、原油価格等高騰対策についてであ

ります。昨年は、原油価格の高騰や肥料・飼料

などの価格高騰が、県内の産業や県民生活に多

大な影響を及ぼし、特に本県の農業において

は、コストを幾ら削減しても追いつかないほど

の影響が生じるなど、危機的な状況を迎えまし

た。このような状況を踏まえ、県議会自由民主

党も、知事に対して、緊急の対策を講じるよう

申し入れを行い、県においても迅速な対応をと

られたところであります。しかしながら、燃料

や原材料の価格の動向は常に不安定であり、農

業経営がこの価格の上下に振り回されるのは、

良質な農産物を安定的に生産していく上で好ま

しいことではないと考えます。燃油価格等が鎮

静化した今こそ、昨年のことを教訓として、長

期的な視点に立って、価格の高騰に影響されな

いような取り組みを行うべきだと思いますが、

農政水産部長の考えをお聞かせください。

次に、建設産業対策についてであります。

建設産業は、建設投資の大幅な減少や一般競

争入札の拡大による競争性の高まりに加え、景

気の急速な悪化により、極めて厳しい経営環境

に直面いたしております。このような中、平

成21年度の予算編成について、今年の２月議会

で知事は、「建設産業対策としては、建設投資

の大幅な減少等に加え、景気後退の長期化及び

深刻化が懸念されることから、引き続き、技術

と経営にすぐれた建設業者が伸びていける環境

づくりを進めるとともに、大変厳しい経営環境

にある建設産業を初めとする中小企業者の資金

調達を円滑にし、経営基盤強化や新分野進出な

ど、ニーズに応じたきめ細かな支援を行ってい

く」と言われました。また、平成20年度から重

点施策としても建設産業対策は位置づけられて

おります。しかしながら、建設業の中には、他

の業種へ転換したくても、技術面や資金面など

からうまくいかないことが多数あります。そこ

で、まず、平成19年度からの施策を受けて、建

設産業からどれぐらい新しい分野に進出された

のか、どのような成功事例があるのか、県土整

備部長にお伺いします。

なお、融資関係の施策などいろいろと事業化

はされておりますが、なかなか異業種転換は厳
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しい状況にあるのではないかと思います。ここ

数年にわたる公共事業の削減、また、入札制度

改革の関係で競争性が非常に高まり、倒産が多

くなっている状況でありますが、特に中山間地

域では、地域の雇用の受け皿という側面が強い

と思っております。

ところで、７月に景気・雇用対策特別委員会

の調査で、高千穂町で、西臼杵郡雇用拡大協議

会の皆さんを初め、商工会会長、高千穂地区建

設業協会会長などと意見交換を行いました。そ

の中で、「農林業が基幹産業ではあるが、ほと

んどが兼業農家で、公共事業に依存して成り

立ってきた。農業では食べていけない。その

上、平成19年度からの急激な入札改革によっ

て、新たな産業に移行する準備もできず苦しん

でいる」という意見がありました。また、「高

千穂地区を中山間地域のモデル特区として認定

し、規制緩和をしたらどうか。例えば建設業で

いえば、モデル地区として３年間は指名競争入

札に戻すという特区にし、その３年間で業者の

半分は他業種に転換しなさいといった準備期間

を設けたらどうか」といったような具体的な提

案がありました。

このような意見を踏まえ、例えば、特定の地

域を重点区域として公共事業費をふやしたり、

入札制度改革の枠を緩和し、指名競争入札に戻

すことなどを検討することはできないのか、知

事に伺います。また、今後の建設産業対策をど

のように展開していかれるのか、あわせて知事

に伺います。

次に、土砂災害防止対策についてでありま

す。

今年７月、山口県や福岡県などを襲った中国

・九州北部豪雨では、とうとい人命が奪われる

など、各地に甚大な被害を及ぼしました。特に

山口県の防府市では、特別養護老人ホームに土

石流が押し寄せ、７人の方が亡くなられました

が、災害時に援護が必要な施設がこのような災

害に巻き込まれることは大変痛ましいことであ

ります。報道によりますと、この施設がある一

帯は、昨年３月に、山口県が土砂災害防止法に

基づき土砂災害警戒区域に指定しており、防府

市では、地元住民に対し、緊急時の避難方法な

どを知らせる必要があったにもかかわらず、警

戒区域を示したハザードマップは、財政難など

を理由に作成されていなかったということであ

ります。財政難がとうとい人命を奪うというこ

とは、大変やるせない思いであります。県内に

おいても、このような土砂災害防止法に基づく

土砂災害警戒区域に指定された箇所はどれぐら

いあるのか。また、その中で養護老人ホームや

病院など災害時要援護者施設はどれぐらいあ

り、その対策はどのように行っているのか。さ

らには、土砂災害警戒区域に指定されながら、

ハザードマップを作成していない県内の市町村

があるのか、県土整備部長に伺います。

また、山口県の災害を受け、本県で同じよう

な災害が発生することがないよう、防災対策に

どのように取り組んでいかれるのか、総務部長

に伺います。

次に、東九州自動車道についてであります。

県民の長年の悲願であります東九州自動車道

については、日向―都農間の供用予定年度が平

成25年度に１年前倒しされることが示され、ま

た、蒲江―北浦間や国道10号延岡道路、北川―

延岡間の平成24年度供用開始が示されるなど、

各区間の工事が順調に進められております。順

調に整備が進む県北方面から県南に目を移して

みますと、清武―北郷―日南間は、用地買収や

トンネル工事などは行われていますが、供用予
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定年度はまだ明らかになっておりません。さら

に、日南―志布志間については、平成３年12月

に基本計画に決定されたものの、その後置き去

りの状況であり、いまだに見通しさえつかない

状況であります。このような中、九州地方整備

局から、環境アセスメントの手続に向けた環境

調査に着手するというような話が出ておりま

す。知事は、地方分権の重要性を繰り返し訴え

られておりますが、県内も中央集中ではなく、

地域分散型の県政を行うべきであると思いま

す。早急に整備計画路線の格上げに向けた行動

を起こすべきであると考えますが、今後の取り

組みについて知事にお伺いします。

次に、企業局の取り組みについて２点伺いま

す。

初めに、企業局経営ビジョンについてであり

ます。企業局においては、地方公営企業を取り

巻く環境が大きく変化する中、永続的に経済性

を発揮しながら、県民福祉の向上を目指すた

め、事業のあり方を絶えず見直していくことが

必要として、平成17年度から今年度までを計画

期間とする経営ビジョンを策定し、長期的な視

点に立った経営を行っております。現在、企業

局の経営はおおむね安定していると思っており

ますが、社会経済情勢は急速に変化しておりま

す。ビジョンには、企業局の目指す姿や今年度

までに取り組む戦略などが各事業ごとに示して

ありますが、このビジョンの成果と、現在策定

中である新ビジョンの方向性について、企業局

長にお伺いします。

２点目は、災害防止対策についてでありま

す。約１カ月前の８月11日、駿河湾でマグニ

チュード6.5、静岡県で最大震度６弱を記録する

地震が発生し、気象庁は、初の東海地震観測情

報を発表しました。政府の地震調査委員会が７

月に公表した新しい地震動予測地図によります

と、今後30年以内に震度６以上の揺れに見舞わ

れる可能性が、宮崎市で46％と極めて高い確率

になっていることが判明しました。企業局で

は、電気事業や工業用水道事業など、県民や地

域に密着した事業を展開されておりますので、

一たび大きな災害が発生すると、県民生活に与

える影響も甚大なものになると予測されます。

現在、企業局が運営している12の発電所を見て

みますと、平成になってからつくられた３カ所

の発電所以外は、すべて昭和20年代から40年代

に設置されており、また、工業用水道施設も昭

和30年代の完成と、多くの施設が老朽化してい

ることがうかがえます。老朽化施設の耐震性な

どを心配するわけでありますが、発電所や工業

用水道施設の耐震対策はどのようになっている

のか、また、水車発電機や水圧鉄管などの整備

についての老朽化対策は十分なのか、企業局長

にお尋ねします。

次に、県立病院事業についてであります。

病院局では、県立病院を取り巻く環境の変化

に的確に対応しながら、本県医療の確保・向上

を図るため、県立病院の改革に取り組んでいる

ところであります。改革の第一歩として、平

成18年度から地方公営企業法が全部適用され、

その長所を生かしながら経営改善が進められて

おりますが、将来にわたる経営形態について

は、平成23年度を目途に検討を進め、最終的に

は、１つ、地方公営企業法全部適用の継続、２

つ目に地方独立行政法人化、３つ目に公設民営

化、４つ目に民間移譲のいずれかを選択するこ

とになっております。将来の経営のあり方を検

討するため、県立病院経営形態検討委員会が今

年７月に設置され、各県立病院ごとに設けられ

た分科会においては、活発な意見交換が行われ
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ているようであります。県立病院は、県民の健

康に責任を持つ知事が、議会の議決によって開

設したものでありますので、個人経営病院はも

ちろん、医療法人の病院や大学病院などと根本

的に違っており、そのあり方は、県民の判断に

よって決定されるものであると考えておりま

す。これまで既に検討委員会や分科会は何度か

開催されているようでありますが、どういった

議論がなされているのか、会議の内容が余り明

らかになっておりません。私は、この問題は幅

広く多くの県民の間で議論がなされるべきもの

であると考えます。これまでの検討委員会や分

科会においてどのような意見が交わされている

のか、病院局長にお伺いします。

また、これら会議の内容について、その都度

公表するなどして県民に情報を提供していくこ

とが重要だと思いますが、あわせて病院局長の

考えをお伺いいたします。

次に、教職員の人材育成についてでありま

す。

近年の少子化の進行を初め、子供や学校、教

職員を取り巻く環境の変化などを受けて、平

成19年３月に「教職員人材育成プラン」が策定

されたところであります。子供たちに高いレベ

ルの教育サービスを提供していくためには、す

ぐれた人材の確保や教職員の一人一人の資質の

向上が求められるのは当然のことで、そうした

意味から、人材育成プランを着実に推進してい

くことが重要であると考えております。

人材育成プランの中では、すぐれた人材を確

保するために、実績のある臨時的任用講師の採

用や、大学推薦枠、再チャレンジ推薦枠の導入

など、教員採用選考のあり方や方法について見

直しを検討することになっているほか、外部か

らの管理職の任用、社会人枠採用の拡大などを

進めることになっておりますが、これらの取り

組み状況について現在どのようになっているの

か、教育長にお伺いします。

また、本県においては、教員の指導力向上を

図ることを目的に、スーパーティーチャー制度

を始められておりますが、本年度の委嘱者が15

名と少なく、また、県北部の学校に配置されて

いないといった課題も見受けられます。人材プ

ランには、スーパーティーチャーを職として位

置づける必要なども検討していくとあります

が、今後どれぐらいの人数を委嘱されるのか、

そして、この制度を最終的にはどのようなもの

にしていきたいと考えておられるのか、あわせ

て教育長に伺います。

次に、景気悪化の教育への影響についてであ

ります。

昨年度、県内の県立高校の授業料を滞納した

生徒数が26名と、過去最多の人数に上り、世界

的な景気悪化が、経済的に不安定な環境にある

家庭に影響を及ぼしていることがうかがえま

す。一方で、今年３月、他県ではありますが、

授業料を滞納している生徒から卒業証書を回収

したり、滞納している授業料を納付しない場合

は卒業証書を渡さないといった通告を保護者に

行った県立学校があったと聞いております。ま

た、本県の一部私立高校においても同じような

対応があったと記憶しております。不況が長引

けば、家庭の経済的な理由から、高校を中途退

学したり、また、進路選択の段階で自分の希望

する進路を断念する生徒がふえてくるのではな

いかと危惧しております。景気の先行きは依然

として不透明でありますが、このことで子供た

ちの将来の夢を摘んでしまってはいけないと考

えます。そのためにも、各学校において早目早

目の対応をとっていくことが重要だと思います
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が、教育長の考えをお聞かせください。

最後に、治安対策等であります。

まず、治安対策についてであります。この

夏、覚せい剤や合成麻薬を使用したとして、有

名芸能人が相次いで検挙される事件が世間を騒

がせたのは、記憶に新しいところであります。

本県においても、今年３月、宮崎市内のサーフ

ショップ店長などが大麻取締法違反で検挙され

る事件が起きており、若者の間に蔓延する薬物

汚染を懸念しているところであります。また、

４月には、宮崎市青島の県道で２名が死傷する

ひき逃げ事件が発生したほか、５月には、観光

客でにぎわう県庁本館の知事室前廊下で男がガ

ソリンをまき散らすというショッキングな事件

も起き、さらに先月、延岡市では、母親による

虐待で乳児が死亡する事件も発生しておりま

す。このように、私たちのすぐ身近なところで

大きな事件、痛ましい事件が相次いでおり、今

後一層、安全・安心なまちづくりに向けて取り

組みが求められているところであります。警察

本部では、このたびの人事異動により、７月17

日付で鶴見本部長が新たに着任されておられま

すが、本県の治安情勢に対する認識と今後の治

安対策の基本的な考え方についてお伺いをいた

します。

次に、交通死亡事故防止対策についてであり

ます。

本県の昨年１年間の交通事故死者数は48名

と、昭和32年以降最少となり、前年からの減少

率も全国でトップになるなど、大変輝かしい成

果を上げたところであります。ところが、今年

に入ると、１月から６月までの死者数が36名、

昨年同期比で15名増と急増し、増加率も全国１

位という不名誉な結果を招いております。本県

で発生する交通事故の原因で最も多いのが、わ

き見などによる事故で、事故全体の70％以上を

占めており、全国平均の62.5％を大きく上回っ

ております。このことは、運転に集中していれ

ば防ぐことができた事故も多かったということ

になるわけであります。交通死亡事故は、県民

の日常生活に極めて身近な深刻な問題であると

思いますが、その防止対策について警察本部長

にお伺いいたしまして、壇上からの質問を終わ

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。

民主党政権についてであります。さきの総選

挙の結果は、多くの国民が、現在の暮らしに対

する不満や将来への不安から、変化を期待した

ものであったと思います。政権与党になられま

した民主党におかれましては、国民の皆様と約

束したマニフェストを着実に実行していただく

とともに、私たち国民は、その実現をしっかり

と検証していく必要があるのではないかと考え

ております。地方の疲弊は待ったなしの状況に

あります。道路など社会基盤整備に要する財源

の確保など懸念もありますが、地方の実情に十

分配慮をいただきながら、地方分権を初めとす

る各種政策にスピード感を持って取り組んでい

ただきたいと考えております。

次に、政策評価の結果についてであります。

総合計画に掲げた新みやざき創造戦略の着実な

推進を図るため、毎年度、政策評価を行ってお

りますが、より県民の皆様にわかりやすい評価

を行うという観点から、今年度は、進捗評価に

加え、新たに成果評価を実施したところであり

ます。この中で、進捗については、おおむね順

調との評価をいただきましたが、成果について

は、今後努力を要するとされるものが過半数を

占めるなど、世界的な景気後退による外的な影
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響が大きかったとはいえ、全体として、やはり

厳しい結果であったと考えております。私のマ

ニフェストをベースにした新みやざき創造戦略

に対する評価でありますので、この評価結果を

真摯に受けとめ、努力を要するとされた項目に

ついては、その要因等の分析を行った上で、来

年度に向けた事業の検討に活用するなど、今

後、十分な成果が得られるよう取り組んでまい

りたいと考えております。

続きまして、補正予算の対応等についてであ

ります。県におきましては、今年度になって国

が策定した経済危機対策を踏まえるとともに、

それまでの経済・雇用緊急対策の次のステップ

につながる新たな対策として、去る６月４日、

「経済・雇用対策―未来への礎づくり―」をま

とめたところであります。６月補正予算におき

ましては、国からの種々の交付金のうち、制度

の内容、本県への配分額等が明らかなものや、

実施事業の緊急性が高いものについて措置した

ものであり、その後も国の情報収集に努めたと

ころであります。そして、今回の９月補正予算

案におきましては、国による制度設計が進み、

対象となる事業や本県への配分額が明確になっ

た交付金等を正確に把握・確認した上で、経済

・雇用対策に資する事業について、必要性、緊

急性の観点から検討を行い、適切な予算措置を

行ったものであります。

続きまして、平成22年度の当初予算編成につ

いてであります。少子高齢・過疎化の進行や世

界的な経済危機の影響に加え、依然として厳し

い財政状況など、本県を取り巻く情勢は極めて

厳しい状況が続いているところであります。こ

うした状況を踏まえますと、まずは行財政改革

大綱2007の財政改革プログラムに基づき、将来

にわたって健全性が確保される財政構造への転

換に向けた取り組みを、引き続き着実に推進す

る必要があると考えております。その一方で、

経済や雇用の回復など緊急的な課題に対応する

とともに、本格的な人口減少社会の到来など将

来的な課題への対応として、新みやざき創造計

画に基づく新しい宮崎づくりのための重要施策

を積極的に展開していく必要があると考えてお

ります。したがいまして、平成22年度当初予算

につきましては、財政改革の着実な推進による

徹底した財源の捻出に努めながら、選択と集中

の理念のもと、県が抱える諸課題に的確に対応

した優先度の高い施策や事業に積極的に取り組

み、私のマニフェストの総仕上げを目指してま

いりたいと考えております。

続きまして、地方分権についてであります。

民主党のマニフェストには、「地域主権国家へ

の転換」「地方自主財源の大幅拡充」「国と地

方の協議の場の法制化」などが掲げられてお

り、これらを確実に実行いただくことを期待し

ているところであります。一方で、マニフェス

トに掲げられた一括交付金の具体的な制度設計

が不透明なことや、ガソリン税等の暫定税率廃

止に伴う地方税財源への影響などの懸念もござ

います。このようなことから、私といたしまし

ては、地方にメリットのある、真に実効性のあ

る地方分権改革が実現されるよう、全国知事会

などあらゆる機会を通じて、これまで以上に強

い働きかけを行っていきたいと考えているとこ

ろであります。

なお、県におきましては、新政権の発足に伴

い、今後本格化する地方分権改革の動きに適切

に対処していくために、去る９月１日に、私を

トップとする「地方分権・道州制等に関する研

究会」を、庁内横断的な組織として設置したと

ころであります。この研究会では、財政基盤が
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脆弱でインフラ整備もおくれている本県が、国

から県、県から市町村への分権をどう進めてい

くべきか、また必要な税財源をどう確保してい

くかなどについて、具体的な詰めを行っていき

たいと考えております。

続きまして、九州圏広域地方計画についてで

あります。少子高齢化や経済のグローバル化が

進展する中、複雑化・広域化する行政ニーズに

対応していく観点から、道州制の論議等が行わ

れておりますが、九州圏広域地方計画について

も、そのような広域的な観点から、九州の一体

的・自立的な発展を図ることを目的として策定

されたものであります。この計画は、「東アジ

アとともに発展し、活力と魅力あふれる国際フ

ロンティア九州」を基本目標に掲げ、国と地方

が協働して策定したものであり、その推進につ

いても連携して取り組んでいくこととされてお

り、これまでにない新しいスタイルの計画であ

ります。計画の中では、東九州の振興の重要性

が明記されるとともに、本県の最重要課題であ

る東九州自動車道や九州横断自動車道延岡線な

ど、社会基盤の整備促進が盛り込まれたところ

であります。また、フードアイランドや、観光

アイランド、さらには大規模ソーラーシステム

の設置等を含む低炭素社会・エネルギー先進圏

の形成等、本県の強みや特色を生かした施策の

方向性も示されているところであり、今後の着

実な推進に期待しているところであります。

続きまして、医師確保対策についてでありま

す。医師不足への対応は、安全・安心な県民生

活を確保する上で喫緊の課題であり、このため

県では、さまざまな独自の取り組みを行ってい

るところであります。このような中、宮崎大学

で計画されている地域医療学講座は、本県の地

域医療を担う総合医の養成を目的に、研究や教

育を実施するとともに、出産・育児等で離職し

た女性医師の復職支援等を行うというものであ

ります。また、将来的には、この講座で養成し

た医師を地域の中核病院等に派遣することもで

きると伺っております。県といたしましては、

本県における新たな医師の養成・確保策として

期待できるものと考えておりますので、地域医

療再生臨時特例交付金の交付を受けるために、

現在、策定を進めている地域医療再生計画の中

で検討しているところであります。

続きまして、経済・雇用対策についてであり

ます。我が国経済は、輸出や生産など一部に持

ち直しの動きがあるものの、完全失業率が過去

最悪となるなど、雇用情勢は極めて厳しい状況

となっております。このような中、本県におき

ましては、昨年末に経済・雇用緊急対策を取り

まとめ、公共事業や金融支援、雇用創出などの

緊急対策に取り組んできたところであります。

また、本年６月には、県内経済の回復と成長に

向けた新たな経済・雇用対策を策定し、175億円

余の補正予算を措置したところであり、世界的

な不況の中、これらの対策によって、県内企業

の経営や雇用を下支えする一定の効果はあった

のではないかと考えております。しかしなが

ら、御指摘のとおり、県内経済は厳しい状況が

続いており、今議会におきましても、補正予算

をお願いしているところでありますが、今後と

も、関連事業の速やかな執行に努めますととも

に、その効果と県内の経済状況等を注視しなが

ら、追加対策等も含め、適切に対応してまいり

たいと考えております。

続きまして、農業者戸別所得補償や日米ＦＴ

Ａ締結による本県農業への影響等についてであ

ります。民主党のマニフェストによりますと、

まず、「所得補償制度では、米、麦、大豆など
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の主要農産物や畜産物を生産する販売農家に対

し、全国一律の単価に基づく生産費と販売価格

との差額を補償する」とされております。一

方、本県の基幹品目である野菜や果樹について

は、土地利用型作物と異なり、恒常的に生産費

が販売価格を上回る状態ではないとの判断か

ら、所得補償の対象とされておりません。この

所得補償制度につきましては、2011年度の実施

に向けて今後、制度設計等がなされる予定であ

り、詳細はわかりませんが、米は、東北・北陸

の大産地に比べて零細規模であり、かつ、麦・

大豆の作付面積も少ないこと、野菜・果樹も、

昨今の重油や各種資材の価格高騰の影響等で、

経営は大変厳しい状況にあることなどから、本

県農業者にとりましても、生産意欲の向上や将

来的な経営展望が描ける制度となるよう、国に

対し強く働きかけてまいりたいと考えておりま

す。

次に、日米ＦＴＡ交渉に関しましては、経済

のグローバル化が進む中で、日本の対外的・経

済的発展や世界との協調・協力も重要でありま

すが、農業分野の対応については、我が国は今

や世界最大の農畜産物の純輸入国であり、仮に

競合する農畜産物がさらに市場開放されれば、

本県のみならず、我が国の農業全体に致命的な

影響等を及ぼすことから、農業者の将来的な不

安等を払拭する観点からも、守るべきものは守

るという断固たる厳しい姿勢で臨んでいただき

たいと考えております。

続きまして、中山間地域振興等についてであ

ります。中山間地域の振興につきましては、本

県の大きな課題の一つと考えており、昨年度に

引き続き今年度も、県の重要施策として短期的

・中期的施策を総合的に展開し、中山間地域の

活力再生を図ることにしております。御質問に

ありました公共事業につきましては、現下の厳

しい雇用・経済情勢も勘案して、国の経済危機

対策補正予算を活用するなど、公共事業予算の

確保に努め、中山間地域の道路等の社会基盤整

備に積極的に取り組んでいるところでありま

す。また、指名競争入札につきましては、本県

では、談合事件により失われた県民の県政に対

する信頼回復を図るために、一般競争入札に移

行してきたところであり、入札参加者数が限定

されることによる競争性の問題や、業者選定に

恣意性の余地が残りますことから、今後とも、

一般競争入札の枠組みの中で、技術力や地域貢

献度が高く地域に根差した建設業者が受注しや

すい環境の整備に、引き続き取り組んでまいり

たいと考えております。

続きまして、今後の建設産業対策についてで

あります。建設産業は、中山間地域を初め、本

県の地域の経済と雇用を担う重要な産業の一つ

でありますことから、建設産業対策を県の重点

施策に位置づけ、建設業に軸足を置きながら新

分野進出を図る建設業者に対する助成や、セミ

ナーの開催、さらには経営相談窓口の設置、金

融支援などの各種の支援を行っているところで

あります。また、公共事業につきましては、予

算の確保と切れ目のない早期の発注に努めると

ともに、入札制度につきましても、建設工事に

おける最低制限価格の引き上げを実施したほ

か、地域企業育成型を初めとする総合評価落札

方式の拡充などの経済・雇用緊急対策を講じた

ところであります。建設産業は、極めて厳しい

経営環境に直面しておりますので、県といたし

ましては、今後とも、建設産業の実情に応じた

きめ細やかな支援に努めるとともに、入札制度

についても制度の検証と見直しを行い、よりよ

い制度の構築を図ってまいりたいと考えており
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ます。

続きまして、東九州自動車道についての今後

の取り組み等についてであります。日南―串間

―志布志間につきましては、いまだ基本計画区

間のままで整備着手のめどが立っていないこと

から、一刻も早く進めていただくよう、国土交

通省に強く要望したところ、九州地方整備局長

から、日南から南に続く一部区間について、環

境アセスメントの手続に向けた環境調査に着手

するとの方針を示していただいたところであり

ます。このことは、当該区間の整備に向け大き

く前進したものと受けとめ、大変ありがたく

思っているところであります。県といたしまし

ては、国による環境調査の早期実施を求めてい

くとともに、早期に整備計画の格上げや事業化

が行われるよう、県議会を初め県民の皆様の御

協力、御支援もいただきながら、関係機関への

要望活動など、積極的に行ってまいりたいと存

じます。以上です。〔降壇〕

○県民政策部長（高山幹男君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、宮崎空港の航空路線についてでありま

す。現在、世界的な景気低迷や新型インフルエ

ンザなどの影響で、航空会社を取り巻く経営環

境は大変厳しい状況にありますが、今のとこ

ろ、御指摘の２つの路線以外につきましては、

一時的な増便や減便はあるものの、運休や廃止

という話は聞いておりません。航空路線は、地

域経済の活性化や東アジアとの交流拡大を図っ

ていくための重要な基盤となるものであります

ので、県といたしましては、航空会社と連携し

たキャンペーンを実施するなど、利用の促進に

取り組んでいるところであります。今後とも、

県民の利用を促進しますとともに、観光部局と

も連携しまして、県外や海外からの観光客の誘

客を進めることによりまして、搭乗率の向上と

路線の維持充実に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、モーダルシフトについてであります。

本県産業の振興を図る上で、物流の効率化は大

変重要であり、低コスト、大量輸送が可能な海

上輸送やＪＲ貨物へのモーダルシフトの推進が

必要であると考えております。一方、農林水産

業や製造業など、それぞれの産品、製品により

まして、求められる輸送手段やルートはさまざ

までありまして、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もあると考えており

ます。このため、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まして、産業界な

どとも連携しながら、物流の実態把握や対応策

の検討に部局横断的に取り組んでおります。具

体的な事業としましては、今年度から、陸上ト

ラック輸送から県内発着の海上・鉄道輸送にシ

フトした貨物に助成を行います物流効率化支援

事業を実施するなど、モーダルシフトを推進す

る取り組みを行っているところであります。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。

防災対策への取り組みについてであります。

本県ではこれまで、宮崎県防災の日を中心とい

たしまして、地震や風水害を想定した県総合防

災訓練の実施、マスメディアを活用した県民へ

の啓発、自主防災組織の育成や防災士の養成な

ど、自助・共助・公助の充実に努めているとこ

ろであります。今回の山口県の豪雨災害では、

市町村長が行う避難勧告・指示の的確な発令

や、災害時要援護者施設の警戒避難体制が課題

として改めて認識をされたところであります。
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このことから、県では早速、市町村防災担当課

長会議を開催いたしまして、避難勧告・指示の

発令に係る判断基準の作成の徹底や、土砂災害

を初めとした災害時の情報伝達・避難体制の整

備などについて、適切に対応するよう強く要請

をしたところであります。さらに、今後、県土

整備部と合同で市町村に赴きまして対策協議を

行う予定としておりますので、その中で、地域

の実情に応じた個別具体的な助言に努めまし

て、防災対策の一層の充実に努めてまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、介護人材の確保についてであります。

介護人材につきましては、職務の困難性や厳し

い労働条件などの理由により、全国的に離職率

が高く、人材の確保が厳しくなってきている状

況にあります。本県におきましては、現在のと

ころ、都市部に比べますと逼迫する状況にはご

ざいませんが、今後、高齢化が進行する中、人

材の確保が困難になることが懸念されるところ

であります。今般、国の経済危機対策におい

て、介護職員の賃金の引き上げや、介護職への

進路選択を促進する事業等が盛り込まれている

ところであり、県といたしましては、従来から

実施している福祉人材センターにおける就業支

援とあわせて、これらの国の予算を活用した事

業にも積極的に取り組むことにより、介護人材

の安定的な確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、新型インフルエンザワクチンの確保に

ついてであります。新型インフルエンザワクチ

ンにつきましては、10月末から約1,800万人分の

供給が順次開始されると聞いております。今

回、国内で製造されるワクチンの数には限りが

ありますことから、重症化が心配される方や医

療従事者に対し優先的に接種を行うこととさ

れ、現在、国において、具体的な方針の検討が

行われているところであります。また、海外で

製造されたワクチンの輸入についても、現在検

討がなされているところであります。県といた

しましては、国における優先接種の方針が固ま

り次第、直ちに対象者の数を把握し、必要とさ

れるワクチンが確保できるよう国に強く要請し

てまいりたいと考えております。

次に、学校や職場、イベントにおける集団感

染防止対策についてであります。まず、学校や

職場などの集団内での感染防止対策といたしま

しては、集団感染の早期探知、早期対応が重要

であることから、インフルエンザ患者を診療し

た医師等からの通報に基づき、保健所が直ちに

必要な指導などを行っているところでありま

す。また、万一集団感染が発生した場合は、臨

時休業等の要請基準に基づき、学級閉鎖等の措

置を行っていただくこととしております。次

に、多くの人出が予想されますイベントにつき

ましては、基本的には主催者みずからが、まず

は開催の必要性を判断していただき、開催する

場合は、発熱、せきなどの症状がある方を参加

させないなど、個別の感染防止対策を行ってい

ただく必要があると考えております。なお、主

催者からの感染防止対策の相談に対しまして

は、積極的に対応してまいることとしておりま

す。いずれにしましても、感染拡大を防止する

ためには、まずは県民の皆様一人一人が、手洗

い、うがい、咳エチケットの励行に努めていた

だくことが最も重要であると考えております。

以上であります。〔降壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。
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まず、林業経営に対する今後の取り組みにつ

いてでございます。木材価格の長期低迷により

まして、森林所有者の林業経営意欲が低下し、

安定的な林業経営の確保が懸念されている中に

おきまして、林業生産コストの低減を図り、森

林所有者の収益の確保や負担の軽減を図ること

が重要となっております。このため県では、間

伐等の施業の集約化、林道や作業道の整備、高

性能林業機械を活用した作業システムの導入な

ど、森林整備におけるコスト縮減を図るととも

に、山村における重要な収入源でありますシイ

タケなど、特用林産物を取り入れた複合経営に

よる安定的な収入の確保対策にも取り組んでい

るところでございます。今後は、これらの対策

に加え、林業と木材産業との連携をさらに強化

し、木材の生産・流通・加工を通した全体のコ

スト削減を進めるとともに、県産材の需要拡大

を図ることによりまして、森林所有者の効率的

かつ安定的な林業経営の確立に努めてまいりた

いと考えております。

次に、森林環境税についてであります。森林

環境税基金につきましては、森林環境税を導入

いたしました平成18年度から21年度末までに、

累計の積立額が約10億3,000万円、事業実施額が

約９億2,000万円でありまして、差し引き約１

億1,000万円の基金残高を見込んでおります。基

金残高の使途につきましては、基金事業で植栽

いたしました広葉樹の下刈りに充てる予定であ

りますが、下刈りは通常、植栽後６年間行う必

要がありますことから、平成18年度から22年度

までの課税期間中に植栽いたします広葉樹のう

ち、23年度以降の下刈りに要します額を計画的

に基金に確保しているところでございます。

次に、基金事業につきましては、公募による

県民代表等で構成されました宮崎県森林環境税

活用検討委員会におきまして、事業の選定及び

成果の検証を毎年度行っているところでござい

ます。委員会では、これまでの取り組みにつき

まして、森林づくりボランティア活動への参加

が年々増加するなど、税の目的であります県民

参加による森林づくりへの理解促進が図られつ

つあるとの評価を得ているところであります。

森林環境税は、今年度で導入後４年目を迎えま

すが、今後につきましては、公益的機能の発揮

が求められます森林の整備状況や、意見交換会

での県民の意向を踏まえながら検討してまいり

たいと考えております。

次に、地球温暖化対策についてであります。

平成18年３月に策定いたしました宮崎県環境基

本総合計画では、平成22年度の二酸化炭素排出

量を、基準年の平成２年度と比較して10％削減

するという目標を掲げておりますが、現時点の

最も新しい数値であります平成18年度の排出量

は３％減となっております。県ではこれまで、

この計画に基づき、県民一人一人の二酸化炭素

削減のための実践活動の促進や、太陽光、バイ

オマスなどの新エネルギーの導入促進、県民参

加の森林づくりなどを総合的に推進することに
も り

よりまして、二酸化炭素の排出量の抑制や吸収

源対策に取り組んできたところでございます。

この計画は平成22年度までとなっていることな

どから、今後、国の施策等を踏まえながら、低

炭素社会づくりに向けて新たな計画を策定しま

して、本県の豊かな森林資源など地域の特性や

創意工夫を生かした計画的でより効果的な対策

に、県民、事業者、行政が一体となって取り組

んでまいります。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（伊藤孝利君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、畜産試験場で起きました凍結精液盗難
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事件の再発防止策についてでございます。畜産

試験場では、今回の盗難事件の発生を受けまし

て、それまで分散していました凍結精液の保管

場所を１カ所に集めて集中管理しますととも

に、侵入防止さくの設置や二重施錠の実施、パ

スワードを利用した警備システムの導入などの

再発防止策に直ちに取り組んだところでありま

す。また、凍結精液の在庫管理を強化しますと

ともに、職員に対する危機管理意識の徹底に努

めているところであります。今回の事件につき

ましては、畜産関係者を初め、県民の皆様方に

多大な御心配と御迷惑をおかけしたところでご

ざいます。改めておわびを申し上げますととも

に、二度とこのようなことが生じないよう、再

発防止の徹底を図ってまいりたいと考えており

ます。

次に、燃油や原材料価格の動向に影響を受け

ない農業経営の取り組みについてでございま

す。燃油や原材料、配合飼料等の価格高騰は、

今のところやや落ちついてはいるものの、予断

を許さない状況にあることから、引き続き、燃

油の使用量を削減します省エネ対策等に取り組

み、輸入資源に依存した生産構造を改革してい

くことが重要と考えております。このため、園

芸品目につきましては、省エネ設備等の導入支

援に加えまして、新規事業「目指せ「所得アッ

プ」経営・技術サポート作戦」により、各地域

に課題解決のためのモデル集団を設置しまし

て、農業改良普及センターとＪＡ等が連携し

て、省エネ対策の普及に向けたきめ細かな支援

を行うこととしております。また、畜産部門で

は、生産性の向上に向けた取り組みを支援しま

すとともに、飼料自給率の向上や、食品残渣等

を利用したエコフィード等の活用によります低

コスト化を推進しているところであります。今

後とも、これらの取り組みによりまして、関係

機関・団体と連携しながら農家所得の向上を図

り、経営の安定に努めてまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

建設業の新分野進出の実績等についてであり

ます。県では、建設業に軸足を置きながら新分

野への進出を図る建設業者に対しまして、必要

な経費の一部を助成する建設業経営基盤強化事

業を実施しております。その実績といたしまし

ては、平成19年度11件、20年度は32件、21年度

は現時点で18件となっておりまして、農業や小

売業、サービス業などへの進出を図る延べ61の

建設業者に支援を行ったところであります。こ

れらの企業の多くは、新たな分野への取り組み

をスタートさせたばかりでありますが、例え

ば、パンの製造・販売及びレストラン事業を展

開しまして、大型ショッピングセンターに２号

店を出店した企業や、農業生産法人を設立しま

して、ピーマン、パプリカを県外へ出荷する企

業など、現時点において、新事業の経営が軌道

に乗りつつある事例も見られるところでござい

ます。企業の新分野への進出に当たりまして

は、専門知識の把握はもとより、企業が持つ経

営資源の内容や規模に応じた事業運営など、さ

まざまな対応が求められますので、引き続き、

県産業支援財団などの支援機関との連携を図り

ながら、支援に努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、土砂災害防止対策についてでありま

す。県内には１万1,826カ所の土砂災害危険箇所

があり、その中に災害時要援護者施設が238施設

あります。このうち、お尋ねの土砂災害警戒区

域につきましては、過去に災害を受けた箇所や
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要援護者施設がある箇所などを優先的に調査を

進めまして、現在、1,130カ所の指定を終えてお

ります。その中にある要援護者施設は72施設で

あります。その防災対策につきましては、ハー

ド対策とともに、ソフト対策として、情報伝達

の充実や、市町村が主体となった警戒避難体制

の整備を促進しております。また、土砂災害ハ

ザードマップにつきましては、県がこのマップ

の基盤となる図面を提供するなど、市町村に対

する支援を行っておりまして、現在までに２自

治体で作成されているところであります。今後

とも引き続き、ハザードマップ未作成の市町村

に対しましては、早期に作成するよう働きかけ

てまいることとしております。土砂災害防止に

おきましては、警戒避難体制を整備することが

非常に重要でありますので、先ほど総務部長か

ら答弁がありましたとおり、今後とも、市町村

を初め、関係機関と連携して取り組んでまいり

たいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○企業局長（日髙幸平君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、企業局経営ビジョンの現在までの主な

成果についてでございます。現在の経営ビジョ

ンは、健全経営の推進と地域貢献の充実を基本

的な考え方といたしまして、平成17年度に策定

をいたしたものでありますが、電気事業につき

ましては、これまで改良修繕工事の計画的な執

行や、組織の再編など経営の効率化を進め、経

営基盤の強化を図ったところでございます。ま

た、地域貢献の一環といたしまして、企業局地

域振興貸付金や「新みやざき創造」支援事業に

よりまして、一般会計に対して今年度までに総

額21億円の貸し付けを実施いたしますほか、ダ

ム上流域の未植栽地に植林を行う緑のダム造成

事業を実施しているところでございます。さら

に、今年度、太陽光発電やマイクロ水力発電な

ど、新エネルギーの導入にも取り組んでいると

ころでございます。

次に、工業用水道事業につきましては、施設

の耐震工事の計画的な実施など、設備の適切な

維持管理に努めて安定供給を図りますととも

に、平成20年度には未達水量料金の引き下げを

行いまして、ユーザーへのサービス向上を図っ

たところでございます。また、現在、新たな企

業の立地により給水量の拡大も図られつつある

ところでございます。このほか、地域振興事業

につきましては、一ツ瀬川ゴルフ場の効率的な

運営に努めますとともに、平成18年度から指定

管理者制度を導入いたしまして、経営の改善を

図ったところでございます。このように、経営

ビジョンに基づく取り組みは、おおむね順調に

推移しているところでございます。

次に、新ビジョンの方向性についてでござい

ます。地方公営企業は、健全経営のもとに、社

会経済情勢の変化に的確に対応し、企業として

の経済性を発揮いたしますとともに、県民福祉

の向上に貢献していくことが、何よりも重要で

ございます。企業局を取り巻く情勢を見ます

と、行財政改革の推進や電力自由化の進展等厳

しい状況にございますが、一方では、エネルギ

ー分野において、地球温暖化防止の観点から低

炭素社会への転換が求められておりまして、水

力発電を含む自然エネルギーや新エネルギーの

重要性が高まってきております。

企業局といたしましては、このような時代の

変化に的確に対応しながら、これまで以上に健

全経営の維持に努め、地方公営企業の本来の目

的でございます県民福祉の向上を図っていくた

めに、地域貢献に積極的に取り組んでまいりま
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すとともに、新エネルギーの導入につきまして

も、小水力や太陽光発電などに取り組んでいく

必要があると考えております。これらのことを

踏まえまして、現在、具体的な経営戦略や事業

計画につきまして検討しているところでござい

ます。

次に、発電所や工業用水道施設の地震対策に

ついてでございます。発電所の水圧鉄管などの

水路工作物につきましては、既に国の耐震基準

を満たしておりまして、耐震性は確保されてお

ります。また、昭和56年の法改正以前に建てら

れました耐震補強の必要な建物本体につきまし

ては、現行の耐震基準に基づきまして、綾第一

発電所ほか２カ所について、平成20年度までに

工事を実施し、その対策を完了したところでご

ざいます。

工業用水道施設につきましては、平成８年度

から12年度までに実施をいたしました改築事業

によりまして、送配水管を新設いたしましたほ

か、配水池や浄水場につきましても、昨年度か

ら耐震補強工事を行っておりまして、平成23年

度に完了する予定でございます。

次に、水車発電機や水圧鉄管などの老朽化対

策についてでございます。企業局の設備につき

ましては、電気事業法に基づいて定めました企

業局保安規程によりまして、定期的に巡視・点

検を行っております。水車発電機につきまして

は、この規程に基づきまして、おおむね10年ご

とに分解点検を実施しておりまして、部品の取

りかえや補修を行っており、また、水圧鉄管に

つきましては、８年ごとに管厚測定や塗装を実

施しております。また、必要なものにつきまし

ては全面的な更新を行うなど、老朽化対策には

万全を期しております。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。

まず、県立病院経営形態検討委員会や分科会

での意見の概要についてであります。検討委員

会につきましては、７月の設立の際に、分科会

委員を含む全体会を開催いたしまして、まず、

委員会設置の趣旨や県立病院の概要、４つの経

営形態の特徴等について説明を行いますととも

に、今後の検討スケジュールや進め方等につい

て議論いただいたところであります。それぞれ

の県立病院の状況を個別に検討するために設置

いたしました３つの分科会につきましては、こ

れまでに２ないし３回開催されまして、各圏域

の医療事情や、県立病院の果たす役割、経営面

の課題等についての議論が行われたところであ

ります。また、この中で、「地域医療の中核的

存在である現在の県立病院の医療資源を維持し

ていくことが重要である」との御意見や、「経

営健全化のためには、まず医師確保を図るべき

ではないか」等の意見が出されております。

次に、県民への情報提供についてでありま

す。検討委員会及び分科会の協議内容につきま

しては、全体会での取り決めによりまして、会

議終了後にその都度、当日の会議内容の要点等

について、代表者から公表しているところであ

ります。病院局といたしましても、検討委員会

や分科会の状況等を節目ごとに、ホームページ

等を通じまして県民の皆様にお知らせしたいと

考えております。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。

まず、人材育成プランの取り組み状況につい

てであります。県教育委員会では、平成19年３

月、今後10年間にわたって教職員の人材育成を

推進していくための指針となる「教職員人材育
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成プラン」を策定し、「優れた人材の確保」や

「能力開発のための研修システム」等の６つの

柱に即した具体的な取り組みを進めているとこ

ろであります。例えば、幅広く経験豊富な人材

を確保するため、平成19年度に実施した教員採

用選考試験から、受験者の年齢制限を41歳未満

に緩和するとともに、過去５年間のうち24月以

上、本県において臨時的任用講師等の経験があ

る受験者は、１次試験において教職教養試験を

免除しております。また、社会人の採用につき

ましては、一部の採用区分において、民間企業

等で正規職員として継続５年以上の勤務経験を

有する者を対象に、特別選考試験を実施してお

ります。なお、大学推薦枠や再チャレンジ採用

枠の導入、企業等の外部からの管理職任用につ

きましては、引き続き検討を行うこととしてお

ります。

次に、スーパーティーチャー制度についてで

あります。この制度につきましては、他の教師

の模範となるようなすぐれた教育実践を行って

いる教師が、授業公開等を通して教師の指導力

と資質の向上を図ろうというもので、平成18年

度から試行してまいりました。今年度は、これ

まで３年間の試行期間の成果を踏まえ、小学校

６名、中学校４名、県立学校５名の計15名をス

ーパーティーチャーに委嘱し、本格実施とした

ところであります。スーパーティーチャー15名

のうち14名につきましては、本年４月より新た

な職として設置いたしました指導教諭に任用し

ているところであります。この指導教諭の処遇

につきましては、給料表において、教諭よりも

さらに高い級を新たに設け、これを適用してい

るところであります。今後の委嘱につきまして

は、地域のバランスや学校種及び教科・領域等

を考慮し、スーパーティーチャーにふさわしい

教師を積極的に委嘱してまいりたいと考えてお

ります。

最後に、県立高校における授業料滞納等、景

気悪化の影響への対応についてであります。経

済的な理由から修学が困難な生徒に対する支援

策といたしましては、１つには、県立高校にお

ける授業料免除、２つには、県育英資金による

県立及び私立高校生等への奨学金の貸与の事業

を行っているところであります。両制度とも、

生徒及び保護者に対して周知徹底を図ってお

り、それぞれほぼ１割の生徒が利用していると

ころであります。また、経済情勢の悪化等に伴

い、保護者の家計が急変した場合には、県育英

資金の緊急採用制度により、年度途中において

も随時に貸し付けを決定し、迅速な救済を行っ

ているところであります。さらに、現在の厳し

い経済情勢に応ずる救済措置として、国の補正

予算を活用し、高校生等への奨学金の貸与枠の

拡大等を内容とする「高等学校等生徒修学支援

基金事業」を今議会に提案申し上げて、御審議

をお願いしているところであります。以上であ

ります。〔降壇〕

○警察本部長（鶴見雅男君）〔登壇〕 お答え

いたします。

まず、本県の治安情勢についてであります。

本県警察では、平成15年から街頭犯罪等抑止総

合対策を推進してまいりました。その結果、刑

法犯認知件数は、平成14年の約１万7,700件をピ

ークに減少傾向にありまして、昨年は１万1,100

件で、平成14年と比較して約6,600件減少してお

ります。また、本年８月末現在の刑法犯認知件

数は約6,500件で、昨年同期と比較いたしまして

約900件減少しております。犯罪の増加傾向に一

定の歯どめをかけることができたものと考えて

おります。しかしながら、コンビニ強盗や振り
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込め詐欺等の悪質な事件も発生しており、県下

の治安情勢はなお予断を許さない状況にあるも

のと認識しております。

そこで、今後の治安対策の基本的な考え方に

ついてでありますが、私は、県民目線で仕事を

進めることが警察活動の原点であり、それに

よって、県民の皆様の安全・安心を確保するこ

とが重要であると考えております。その上で、

警察といたしましては、強盗や振り込め詐欺等

の悪質な事件の未然防止はもとより、自転車盗

や万引き等の県民に身近な犯罪対策を引き続き

推進いたしますとともに、県や市町村等の関係

機関や防犯ボランティア団体と連携をいたしま

して、犯罪のないまちづくりを進め、日本一安

全で安心な宮崎県を目指して取り組んでまいり

たいと考えております。

次に、交通死亡事故防止対策についてであり

ます。県内の交通死亡事故につきましては、昨

日現在、47件で、49人の方が亡くなられており

ます。前年対比で申しますと、発生件数、死者

数ともに23件、23人の増加となっており、大変

厳しい情勢であります。死亡事故の特徴を見ま

すと、事故の形態におきまして、車両単独ある

いは対向車線へのはみ出しによる衝突事故な

ど、運転者の一方的な過失によるものが多く、

この形態での死者が24人で、これは前年対比プ

ラス12人になっております。また、その原因を

見てみますと、わき見、考え事などのぼんやり

運転によるものが大半であります。警察といた

しましては、運転者が緊張感を保ち、前をしっ

かり見て運転に集中していれば、これらの死亡

事故の大部分は防止できるものと考えておりま

す。死亡事故の防止につきましては、現下の情

勢を厳しく受けとめ、これまで実施してまいり

ました高齢者対策を重点とする諸対策のさらな

る推進、昨日から開始されました新たな県民運

動である「てげてげ運転追放運動」の積極展

開、飲酒運転を初め、交通事故に直結する違反

取り締まりの強化及び関係機関・団体との連携

強化等、総合的かつ効果的な対策を前向きに推

進してまいる所存であります。以上でありま

す。〔降壇〕

○野辺修光議員 再質問の前に、ちょっと急い

だために、水産業の振興について飛ばしてしま

いました。

本県では、カツオ・マグロ漁業やまき網漁

業、養殖業などを中心に多様な漁業が営まれて

おります。県内外に良質な水産物を提供する産

業として、将来にわたって健全な発展を図る必

要があると考えております。しかし、最近の状

況を見てみますと、水産資源の減少や価格の低

迷に加え、燃料や資材価格の高騰、さらには世

界的な景気低迷の影響を受けて、漁業活動を維

持していくことが非常に困難になっておりま

す。このような中で、国の今年度補正予算にお

いて、漁業者への資金繰り対策として、保証引

き受けが総額1,200億円という、これまでにない

規模で緊急保証支援が行われることになりまし

たが、困窮する漁業者が、この支援策をうまく

活用して経営の見直しができるよう、県として

も何らかの緊急対策を講じるべきであるかと思

いますが、農政水産部長、お願いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 今回の国の保

証支援についてでございますけれども、資金繰

りに困っておられる漁業者への資金融通を円滑

にしますために、実質的に国が融資額のほぼ全

額を保証するといったものでございまして、本

年度に限り実施されるものでございます。県と

いたしましても、厳しい漁業経営の現状等を踏

まえ、早急に経営の改善を支援する観点から、
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国の保証支援の対象者に対しまして、県の利子

補給により、総額40億円の低利融資を行います

漁業緊急保証対策資金利子補給金を、本議会に

お願いしておるところでございます。今後と

も、現場の要望にこたえる支援策を講じること

によりまして、燃油や資材の高騰、水産物価格

の低迷などの影響を最小限に抑え、漁業経営の

安定化を図ってまいりたいと考えております。

○野辺修光議員 済みません、これからが再質

でありますが、まず、知事に伺ってみたいと思

います。先ほど、国政転出問題は壇上からは削

除しましたが、これに関して１点だけお聞きし

ます。知事は、国政転出問題が発生したとき

に、どちらかといえば自民党寄りの姿勢をとら

れたと思います。しかし、このことは私ども自

民党にとって決してプラスではなかった。マイ

ナスではなかったかなと思っておりますが、民

主党からはそう映ったと思っております。民主

党が圧勝して、あす、政権がスタートするわけ

でありますが、知事も当時懸念されて、もし負

けたら補助金等で仕返しがされるかもしれんな

というようなことを言われたわけであります

が、知事のあの姿勢に対して、今回の政権がス

タートした場合に、何がしかの宮崎県に対する

ペナルティーが科せられる心配はないか、この

点についてはどう考えていらっしゃるか、お聞

かせ願いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） さきの総選挙で自民

党寄りの姿勢という御指摘がありましたが、私

としては、政権与党であった自民党さんに、自

己変革をしていただきたい、変わっていただき

たいと、そういう提案でございました。その一

連の行動というのは、宮崎のため、地方のた

め、あるいは地方分権・地域主権をかち取ると

いう、一連の私の政治理念に基づくものであっ

たことを御理解いただければと思います。これ

も全国知事会との歩調を合わせた行動でもあっ

たわけでございますが、さらに全国知事会とし

ては、特定政党の支持はしないという態度でし

たので、私はそれに歩調を合わせたということ

でございます。また、国政は、国全体の発展あ

るいはすべての国民の福祉の向上のためになさ

れるものだと、私は理解しております。民主党

さんは、またそれらの理念を特に重要視されて

いますので、選挙時のスタンスいかんで特定の

地域に影響がもたらされるということはあり得

ないと考えております。

○野辺修光議員 そうであれば幸いでありま

す。今議会の最大の焦点は、何といいまして

も、今から審議していくこの449億円の予算が可

決成立しても、果たしてこれが予定どおり執行

できるかということではないかと思います。民

主党政権はあした誕生するわけでありますが、

追加経済対策として可決成立しておる46基金の

うち、本県に関する11基金が執行停止され、回

収される可能性があるということであります。

このことは、民主党のマニフェストに示されて

おる中央集権から地域主権へ移行するという公

約からすると、逆行するんじゃないか、逆行す

る暴挙であり、地方自治体を混乱させ、ひん

しゅくを買うということに結果的になるのでは

ないかと、私は考えております。まさかそのよ

うなことはないと思うのでありますが、直面す

る課題でありますので、このことについて何点

か具体的にお尋ねしてみたいと思います。

まず、この予算の執行停止あるいは回収に関

する情報収集、これはどのような方法で情報収

集され、また、現在どのような情報をつかんで

いらっしゃるのか。これは総務省出身の副知事

に伺ったほうがいいと思いますので、お願いい
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たします。

○副知事（河野俊嗣君） ただいま御指摘の報

道を通じた執行停止等の状況につきましては、

東京事務所を初め各部局に対しまして、各省庁

を初めとしてさまざまな情報収集をするように

という指示を出しておるところでございます

が、現時点では、まだ新内閣の発足前でありま

して、政府としての正式な決定がなされておら

ず、具体的また明確な指示が出されていない状

況でございまして、各省庁においてもそのよう

な情報は持っていない段階でございます。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。

○野辺修光議員 情報収集はできていないとい

うことだと思うわけであります。

次に、今回の補正予算の財源の中で、国から

の内示によって予算計上したもの、そしてま

た、交付決定があって予算計上したもの、それ

ぞれ幾らか、総務部長に伺います。

○総務部長（山下健次君） ９月補正予算の歳

入総額449億4,000万円のうち、141億3,000万円

が基金積み立てに係る交付金でございますけれ

ども、このうち、内示段階にありますのが83

億7,000万円、交付決定を受けているものが57

億6,000万円でございます。

○野辺修光議員 内示段階の予算計上が83億円

余、交付決定したものの予算計上が57億円余と

いうことですね。内示段階で計上したもののほ

うが多いということであります。

次に、交付決定があったものは凍結や回収は

困難と考えるわけでありますけれども、内示段

階で予算計上されたものは凍結や回収がされや

すいと考えていいのか、それとも、どちらも一

緒と考えていいのか、いま一度、総務部長にお

尋ねします。

○総務部長（山下健次君） 新政権による正式

な決定が行われておりませんので、凍結または

回収がどういった形で行われるか、詳細はわか

りませんけれども、交付決定と内示ということ

で、補助金等の交付に関する現在の制度から申

し上げますと、交付決定は、受領者側、つまり

補助金を受ける側に交付の請求権が生じます。

さらに、補助金を交付する側には交付の債務を

発生させる行政行為と一般的には解されており

まして、内示につきましては、その前段階にお

ける事実上の準備行為というふうに考えられて

いるところでございます。したがいまして、仮

に法的効果を持つ行政行為か否かを基準といた

しまして、凍結または回収が行われるというこ

とになれば、その取り扱いにはやはり違いが出

てくるのではないかと考えております。

○野辺修光議員 ということは、やはり、内示

段階で予算計上したものは、交付決定があって

予算計上したものより凍結・回収されやすい

と、そう理解したいと思います。確認のためで

ありますが、今回の予算案は10月２日に採決さ

れることになっておりますが、採決以前が凍結

・回収されやすく、可決成立後は凍結・回収に

応じないということはできないのか、その点は

いかがでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 一般的な制度論と

して申し上げますけれども、予算案が可決成立

した場合には、その執行権者は、その責任にお

きまして、成立した予算に基づいて収入、支出

を実行する、いわゆる予算の執行を開始すると

いうことになります。しかしながら、先ほど申

し上げましたように、国の補助金等の受け入れ

についての法的な効果は、あくまで国の交付決

定により生ずるものと解されますことから、予

算成立前か後かということが、凍結または回収
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について違いを生ずるということにはならない

のではないかと考えております。

○野辺修光議員 ということは、可決成立した

ということは問題でなくて、やはり、先ほどの

内示段階の予算計上のほうが凍結・回収されや

すい危険性があるということになると思いま

す。それで、次に進みますが、今回の補正予算

が可決成立した後に凍結・回収がなされた場合

に、これにかわる代替財源、担保できる財源が

あるのか、それともまた、減額補正しかないの

か、この点はいかがでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 国の経済危機対策

におきましては、極めて厳しい地方財政の現状

を踏まえまして、対策事業の追加に伴う地方負

担を軽減すると。そして、積極的な事業実施を

促進するために、地方公共団体への配慮として

種々の交付金が創設をされたところでございま

す。県におきましても、厳しい財政状況の中に

ありまして、経済・雇用対策に資する事業につ

いて、その交付金の活用を前提として補正予算

での措置を行ったところでございます。したが

いまして、本県の厳しい財政状況をかんがみま

すと、仮に、凍結また回収により財源としての

交付金が減額されることとなれば、みずからの

財源により補てんすることは大変厳しいと。し

たがいまして、交付金の収入額に応じて、必要

な事業を絞った上で、減額の補正予算を検討せ

ざるを得ないというふうに考えております。

○野辺修光議員 やはり減額補正しかないとい

うことでありますので、そのようなことになっ

たら大変だと思うんです。そこで、今まで経験

したことのないようなケースだと思いますが、

総務省出身の副知事、こういう場合にはどのよ

うな手だてが最も有効だとお考えでしょうか。

○副知事（河野俊嗣君） 新政権の発足前でま

だ詳細な情報が不足している状況ではございま

すが、いずれにいたしましても、この厳しい経

済状況を踏まえた経済・雇用対策ということ

で、国の交付金を前提として、地方公共団体が

押しなべてさまざまな対策を講じる、そういう

重要な事業だと考えております。すべての団体

にとりまして大変大きな影響があるということ

でございますので、全国知事会等と連携をいた

しまして、国に対して、地方の実情を踏まえた

対応をとられるよう強く要望してまいりたいと

考えております。

○野辺修光議員 これからがやはり東国原知事

の力の見せどころだと思うんですが、今後、国

などに対してどのような対応をなされていかれ

るんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 現時点で、凍結また

は回収に関する詳細がわかりませんので、具体

的な対応については何とも申し上げられない状

況であります。いずれにしても、非常に厳しい

経済・雇用情勢にかんがみ、また、地方が混乱

しないよう慎重に対応されるべきであると考え

ますので、国と地方の協議につきましては、さ

きの９月９日、地方六団体から民主党に対して

要請が行われ、国と地方の協議の場も早期に持

たれると聞いておりますので、私といたしまし

ては、そのような場や、あらゆる場、あるいは

全国知事会での積極的な発言を通じて、地方の

立場を強く新政権に訴えてまいりたいと考えて

おります。

○野辺修光議員 ぜひ頑張っていただきたいと

思います。

最後に、もし予算の執行停止があった場合、

知事は、訴訟も視野に入ってくるとコメントさ

れたわけでありますが、どの法律のどの条文の

もとに考えておられるのか。法的根拠があれば
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お聞かせいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 予算の執行停止に関

しましては、マスコミの取材に対する私の発言

は、仮に執行停止が行われれば、本県を初め地

方公共団体に大きな混乱が生じるものと懸念さ

れるため、適切ではないという気持ちから、強

い抗議として表現したものでありまして、いた

ずらに法的な手段に打って出るという趣旨では

ありませんので、御理解をいただければと思っ

ております。なお、私が法的措置として申し上

げましたのは、例えば「補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律」の第25条にありま

す補助金等の交付決定の取り消し、返還命令な

ど、各省庁の長の処分に対する「不服の申出」

の規定を根拠として想定したものであります。

いずれにしましても、地方における経済・雇用

対策に支障を来すことがないよう、まずは国と

地方の協議の場や全国知事会を通じて、地方の

立場を強く訴えてまいりたいという考えでおり

ます。

○野辺修光議員 知事、大分トーンが落ちたよ

うな気がするんですが、推移によってはそうい

う強硬な姿勢も必要になってくるんじゃないか

と思っております。

次に進ませていただきます。時間がありませ

んが、もうちょっと我慢していただいて、医師

確保の問題でありますが、実は、私ども自民党

三役と県の医師会の三役と懇談の機会があった

のでありますが、その中で先生方が言われるの

は、こういうことを言っていいのかわかりませ

んが、女医さんが非常に進出されてきた。そこ

で、家庭に入られる人が多いために一つは医師

不足があるんですよねというような話があった

わけであります。これは実際そうだと思いま

す。そこで、女医さんたちは、現場から家庭に

５年ぐらい入られるとなかなか復帰ができない

ということであります。その方たちを復帰させ

るために、地域医療学講座で研修を受ければ復

帰できるんだということでありますので、これ

は非常にいい制度だと思います。地域医療再生

臨時交付金は、県だけしか受け入れることがで

きません。県に基金として積み立てて、これを

活用するということでありますので、知事から

も前向きな答弁をいただきましたが、ぜひこれ

は積極的に医師不足解消のために取り組んでい

ただきたい、このようにお願いをしておきたい

と思うのであります。

東九州自動車道の問題であります。日南―志

布志間でありますが、その前に、ガソリンの暫

定税率あるいは高速道路通行料金の撤廃という

ことで、果たしてこの建設促進ができるかなと

いうことも心配するわけであります。このこと

については、午後、中野議員のほうから質問が

ありますので省きますが、知事に１点お尋ねし

たいのであります。志布志港のことは、実は11

月議会に同じような質問をしたのであります

が、九州唯一の中核港湾であります志布志港を

拠点とする物流対策を明確にすることが、私

は、東九州自動車道日南―志布志間の建設促進

につながると思うのでありますが、知事の考え

をお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 現在、県内産業界か

ら、物流の効率化を進めるため、本県初の国内

・国際航路の増便等による海上輸送の利便性向

上を強く求められているところであります。そ

のためには、可能な限り県内港湾に貨物を集約

する必要があると考えております。しかしなが

ら、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、御質問のありまし
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た志布志港につきましても、南九州全体の物流

という視点から、県内港湾との役割分担のもと

で活用されていくべきものだと考えておりま

す。

○野辺修光議員 私が聞いておりますのは、や

はり宮崎県内の港湾のことも大事ですが、私

は11月に言ったんですが、その後、古川代議士

がまさしく同じことを言われまして、都城志布

志線、そして清武から以南、これは直轄方式で

やれば無料になりますから、いろんな農産物や

宮崎県の産物を志布志港に集めて中国・上海等

に輸出したいという構想であります。そういう

方向で宮崎県の物流も、油津港も宮崎港も大事

なんですが、そういう構想を出していただくこ

とによって、この日南―志布志間が非常に大事

だ、交通量もふえるんだということを打ち出し

てもらわんと、日南―志布志間は一部現道を使

うということでありますが、どうしてもこれは

承服できないわけであります。そういうことを

知事、前は県民政策部長に聞いたと思うのであ

りますが、明確な答弁が返ってきておりません

でしたので、ぜひひとつ前向きに取り組んでい

ただきたいと思っております。

それから、国道448号線、これは壇上から聞き

ませんでしたが、このことについても、恋ヶ浦

トンネル、それから名谷トンネルも12月には完

成します。これは知事初め県当局の御努力に感

謝しているわけでありますが、それ以北の、名

谷から市木にかけて長大トンネルを抜いてもら

わんと、地すべりが起こっているんです。これ

は串間からも先般、陳情書も出ましたので、ぜ

ひ前向きに取り組んでいただきたいと思います

が、今こういう時代でありますので、即どうこ

うということではありませんけれども、県土整

備部長、調査ぐらいはぜひやっていただきたい

ということをお願いしておきたいと思います。

最後に、時間もありませんので、知事にお願

いしておきたいのでありますが、知事は、地方

分権改革について、全国の知事のトップに立っ

て取り組んでこられたわけでありますので、今

回、予算の執行停止あるいは回収等がないよう

に、全国の知事のトップに立って取り組みをお

願いしたいと思うのであります。場合によって

は、知事が言われておりますように、訴訟も視

野に入れてやるというぐらいの気持ちで、ぜひ

ともこれは阻止してもらわんと、宮崎県の景気

・雇用に大きな影響があります。そのことは県

議会自由民主党も知事の姿勢を支持してまいり

ますので、ぜひ前向きに頑張っていただくよう

お願いいたしまして、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）

○中村幸一議長 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。

午後０時５分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、自由民主党、中野廣明議員。

○中野廣明議員〔登壇〕（拍手） 今回は代表

質問であります。代表質問の定義はないようで

ありますので、従来の方法で質問をいたしま

す。

最初に、今回の衆議院議員選挙、私はもう腹

が立って立ってたまらん。一言愚痴を言わせて

いただきたいと思っております。今回の衆議院

選挙は民主党の圧勝でありました。見事な自民

党の負けっぷりでありました。私の心境は、さ

もありなんという心境であります。そしてまた

平成21年９月15日（火）
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腹が立ったのは、選挙が終わった後にも、大敗

を喫した今でも、ある自民党の幹部、「宏池会

は自民党の保守本流の元祖だ」と、こんなこと

を今ごろまだ言っておるんです。こんなことを

考えると、まだまだ自民党だめだなと、民主党

さんにしばらく頑張ってもらわんといかんな

と、本当にこれは真実の私の心であります。

しかし、権力者の一挙手一投足は国民がしっ

かり見ているということを、つくづくこの１年

間で感じたわけであります。いつの世も、会

社、行政あらゆるところで、やはり「改革」と

いう文字を失ったら進歩はない、発展はないと

いう気がいたします。日々改革であります。改

革するには、最初は半分は敵だと思わないとで

きないわけであります。そういうことで、時の

権力者の一言一句は本当に重みがあるなと、み

んなが見ているということであります。

それで、質問に入りますけれども、知事の一

言について質問をいたします。まず、知事の政

治姿勢であります。何も済んだことをぶり返す

つもりはないんですけれども、どうも私の頭の

中から離れない、ただそれだけであります。こ

こでしっかり再度、知事に質問をいたします。

前の国政選挙のときに、日南のどこかわかり

ませんが、こういうことを発言されておりま

す。「国政に行くなというなら行かない、その

場合は１年半の任期はプラーっとさせてもらい

ます」、いわゆる「プラーっと」発言でありま

す。それについて知事は、全員協議会の発言の

中でこういう趣旨で言われております。「私の

女性の支持者が、知事さんは毎晩毎晩夜遅くま

で働きづくめで大変でしょうということで、時

には１週間に１回はプラーっとせんと体がもて

んちゃないの」とか、そんな趣旨の発言をされ

ました。こう聞いたんですけれども、何が真意

なのか私にはわからずにまだ頭にこびりついて

おる。やっぱり「プラーっと」発言は、私に

とってもですけれども、知事の発言としてはか

なり重いなと思っておりますので、再度、何が

真意なのか、しっかり真意のほどをお聞かせく

ださい。

次に、たまたま日経ビジネスを見ていまし

た。目につかなければよかったんですけれど

も、目につきました。８月24日のビジネスの記

事文で、いろいろと知事はこれに言及されてお

ります。例えば、「私の理想は、自民党が知事

会の要望をすべて反映した上で立候補し、総理

総裁になることでした。知事では限界があると

感じたのは、就任して１年経過したころです。

国の政令、省令などによる縛りが強過ぎると感

じた」、こういうふうに言っておられるわけで

す。そこで質問でありますけれども、私の知

識、考えでは、限界を感じたということは、頑

張って頑張って死ぬぐらい頑張ったけれども、

これ以上できんかった、そんなときに「限界を

感じた」という言葉が出るんじゃないかなと思

うんですけれども、知事は、何をどのように取

り組んで知事としての限界を感じたのか、お尋

ねをいたします。

次に、地方分権・道州制についてでありま

す。

これも８月24日の日経ビジネスの記事文であ

ります。私も道州制大賛成であります。ここだ

けは知事と一緒の考えであります。中央集権型

の日本の将来は変わらない、私もそう思ってお

ります。ここでまた知事の言葉を引用するわけ

ですけれども、「国政への出馬の真意は地方分

権にあります。全国知事会の要望をすべてマニ

フェストに反映させること、自民党の総裁候補

にすること。自民党からは、「検討したが、す
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べてはのめない」との回答で出馬は断念した。

武士に二言はないのです。要求が通らないので

あれば、知事の立場から分権を進めていきま

す」、そしてまた、「宮崎県は財政基盤が脆弱

で、財源の63～64％を国に依存している。宮崎

を立て直すためにも国の仕組みを根本的に変え

なければならない。そして責任ある立場から地

方に財源を確保しなければならない。分権には

総裁のいすが必要だ。私が自民党から出馬を検

討したのは、政権与党に正面から踏み込んで

いって、その奥に控える省庁を解体するためで

した。政権交代して霞が関の外堀を埋めるとい

うのではなく、今ここにある与党と霞が関の政

治システムに切り込んでいきたかった」、そう

いうふうに述べておられます。すごい文章だな

と、「言うは易く行うは難し」、そんな気がし

たわけでもあります。

そこで知事、質問であります。権限移譲、財

源移譲は、私は当たり前の話だと思うんです。

知事の分権論を聞いていますと、いつもこの権

限移譲と財源移譲ばかりでありますが、知事の

地方分権・道州制の構想はどのような構想なの

か。

２つ目、「財源の63～64％を国に依存してい

る。宮崎を立て直すためにも国の仕組みを根本

的に変えなければならない」と記事文にありま

す。具体的にはどのようなことかお尋ねいたし

ます。

「省庁の解体」とか「与党」とか「霞が関の

政治システムに切り込む」とは、具体的にどの

ようなことか質問をいたします。

後は質問者席のほうからやります。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

御指摘の発言の真意でございます。全員協議

会でも申し上げましたとおり、私はこれまで一

心不乱に県政に取り組んでまいりましたが、県

民の方からあのとき、少しは休みをとって体を

いたわるようアドバイスをいただきましたこと

から、その県民の方の表現をそのまま使わせて

いただいたものであります。決して県政や知事

職を軽視したものではございませんし、県政に

邁進するという気持ちは今でも変わっておりま

せん。しかしながら、私の言葉足らずで、ある

いは表現の稚拙さによりまして、県民の皆様、

そして県議会の皆様に誤解を与えまして多大な

御迷惑、御心配をおかけしたことを、大変申し

わけなく思っておるところであります。

次に、知事としての権限等についてでありま

す。私は就任以来、「国と地方は対等でなけれ

ばならない」と申し上げてきましたが、現実に

は、地方の財源や権限は非常に限られておりま

して、地方がみずからの意思と力でそれぞれの

特性に応じた地域づくりを進めるという姿とほ

ど遠い状況にあります。例えば、県民や市町村

長と意見交換しますと、地域の道路や公共施設

の整備等を要望されることが多々ありますが、

財源が乏しく、十分には要望にこたえることが

できないのが実情であります。また、権限の問

題では、例えば福祉施設の設置について、入所

者１人当たりの床面積から廊下の幅に至るま

で、国が一律の設置基準を設定しているなど、

地域の実情に合った自由な発想に基づく施策展

開が難しい状況であります。「知事としての限

界を感じた」という発言は、そうした税財源や

権限の移譲が進んでいない税財源・権限の移譲

について、これまでの知事の発言が国に影響力

が必ずしも大きくないという現状をとらえての

ものでありまして、地方分権改革を着実に進め
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る必要があるとの思いから、これまでさまざま

な行動をとらせていただいたものであります。

次に、地方分権についてであります。地方分

権の本質は、地方がみずからの意思と力でそれ

ぞれの特性に応じた地域づくりを進めることに

あり、住民に身近な行政サービスは、住民の手

の届くところで意思決定され、住民目線で実施

されるべきだと考えております。そのために

は、まずは、地方分権改革推進委員会が勧告で

示している約4,000項目の義務づけ・枠づけの見

直しや、国の出先機関の廃止・統合による二重

行政の排除などを着実に実施する必要があり、

あわせて必要となる税財源を確保することも不

可欠であります。義務づけ・枠づけの見直しや

権限・税財源の移譲を進めることは、霞が関で

複雑に絡み合った網の目を一本一本ほどいてい

くような作業になると思いますが、政治による

強いリーダーシップをもって着実に実行されて

いかなければならないものと考えております。

なお、道州制については、かねてから申し上

げさせていただいているとおり、行政権、立法

権、財政権を兼ね備えた地方政府の確立を目指

すものと考えておりますが、まずは権限・税財

源を地方に移譲する地方分権改革を確実に推進

していくことが必要だと考えております。

次に、地方財源の確保についてであります。

真の地方分権を実現するためには、国と地方の

役割分担を明確にするとともに、支出に見合う

自主財源が確保できる税財政構造に改め、地方

が自立的に運営できる基盤をつくり上げること

が必要だと考えております。そのためには、国

からの税源移譲を進め、地方税財源の充実を図

ることが必要であり、具体的には、全国知事会

として主張しているとおり、まずは国と地方の

税源配分を現在の６対４から５対５にする必要

があると考えております。また、地方交付税に

ついては、その復元・増額を行った上で、最終

的には地方交付税が地方の自主財源であること

を明確化するために、地方共有税として特別会

計に直接繰り入れを行うような方式に改めるこ

とが必要であり、さらには、地方消費税の充実

等により、財源のパイそのものを大きくする必

要があると考えております。

続きまして、地方分権改革がこれまで進んで

こなかった大きな理由の一つとして、内閣総理

大臣の諮問機関でありますところの地方分権改

革推進委員会の勧告に対しても抵抗を示す、各

省庁の姿勢等にあると考えております。大胆な

地方分権改革を進めるには、国民目線、住民目

線での政策を断行するという理念のもとで、政

治の強いリーダーシップをもって、それらに立

ち向かっていくことが必要だと考えておりま

す。議員御指摘の発言は、私自身がその役割を

担う立場になれればという思いからのものであ

ります。以上です。〔降壇〕

○中野廣明議員 やはり知事の一言というの

は、リップサービスとかジョークとか、そんな

ことでは済まないこともありますので、ぜひ慎

重にお願いいたします。

それから、道州制でありますけれども、道州

制については、地方分権改革推進委員会、経団

連の最終提言までされております。民主党マニ

フェストでは、道州制についてはよくわかりま

せん。今後は道州制推進派の人たちが大同団結

することが大事かなと思っております。ぜひ頑

張っていただきたいと思っております。

その記事文の最後にこんなことが書いてあり

ました。「そして必ず捲土重来を果たしたい、

私はそう決意しています」というふうに書いて

ありました。捲土重来、これは、「敗れた者が
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一たん引き下がって勢いをつけ、意気込んで来

ること」ということであります。これを知事に

なぞらえますと、今回は総理大臣をねらって失

敗したけれども、再度挑戦する、そんな意味か

なと私はとったわけです。やっぱり大志を抱い

て頑張ったほうがいいのかなと思いますので、

頑張ってください。

次に、今回、民主党のマニフェストが出まし

た。この中身については、はっきりしない未確

定の部分が多いわけですけれども、かなり各県

影響があるかなと思っております。直接最後ま

ではわかりませんけれども、わかる範囲で、想

定される範囲で、関係部長お答え願いたいと思

います。

まず、１つ目が子ども手当、これはゼロ歳か

ら中学生まで１人当たり２万6,000円、年額31

万2,000円支給するというものであります。本県

の総支給額はどれぐらいになるのか。

２つ目が、公立高校実質無料化による本県の

支給額と、私立高校生年額12万円の本県の支給

額はどうなるのかお尋ねいたします。

３つ目が、配偶者控除の見直しによる合計金

額、これは収入増額になる予定であります。

そしてまた次が、オーナー課税の廃止、これ

は本県にとっては減収になります。

５つ目が、中小企業法人税を18％から11％に

引き下げる。これは本県の減収分はどうなるの

か。

６つ目が、軽油引取税、自動車取得税の暫定

税率廃止による本県の減収分はどうなるのか。

７つ目、公的年金控除の最低保証額を140万円

に戻す。老年者控除50万円を復活する。県税収

入への影響はどうなるのか。

８つ目が、国直轄事業の地方負担金の廃止に

よる高速道路建設への影響はどうなるのか。

９つ目が、高速道路の無料化。本県高速道路

建設の進捗に影響はないのか。

最後になりますけれども、後期高齢者医療制

度の廃止に伴う県の負担についてお伺いをいた

します。関係部長でお答えください。

○県民政策部長（高山幹男君） まず、私立高

校生に対する助成についてお答えいたします

が、県内の私立高校生約１万人おりますけれど

も、これに対しまして１人当たり12万円が支給

されると仮定いたしますと、支給見込み額は

約12億円というふうになります。その手続につ

きましては、今後、具体的な実施に向けての検

討が行われる中で示されるものと考えておりま

す。

○教育長（渡辺義人君） 県立高校生の場合の

支給見込み額でありますが、平成21年度の生徒

数及び授業料を前提に試算いたしますと、約29

億円になるものと考えております。手続につき

ましては、今後、この制度が創設されることに

なった時点で示されるものと考えております。

以上です。

○総務部長（山下健次君） 建制順にお答えを

したいと思います。

私のほうには５問ほどあったかと思います

が、まず、配偶者控除等の廃止による県税への

影響ということでございますけれども、配偶者

控除、扶養控除につきましては、一般的な場合

には、所得税（国税）控除対象者１人につきそ

れぞれ38万円、住民税（地方税）では、同じく

それぞれ33万円を所得から控除する仕組みに基

本的になっております。これを民主党マニフェ

ストでは、国税である所得税に対して、配偶者

控除及び扶養控除の廃止を行うものとしており

まして、地方税である住民税については見直し

の対象とはしないとされておりますことから、
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この部分については県税への影響はないものと

考えております。

次に、１人オーナー会社の問題でございます

が、１人オーナー会社というのは、出資総額

の90％以上が親族等の出資で占められておりま

して、常時経営に従事する役員の半数以上がそ

の親族等によって占められている同族会社をい

うものとされております。現在、この会社の代

表者の給与のうち、所得税の算定の際に給与所

得控除として控除される部分につきましては、

所得税と法人税で二重に控除することとなるこ

とから、法人税の算定におきましては損金への

算入を認めないという措置が設けられていると

ころでございます。この措置が廃止をされます

と、当然、法人の課税所得が減少いたしますこ

とから法人事業税が、また、法人税額が減少い

たしますことから法人県民税が、いずれも県税

としては減収になるということが考えられま

す。具体的な影響額につきましては、算出の基

礎が国税の資料でございますので、試算するこ

とはちょっと難しゅうございます。

次に、中小企業向け法人税率の引き下げのこ

とでございますが、国税でございます法人税に

ついて、資本金１億円以下の中小企業のほかに

公益法人等につきましては、中小企業者等の税

率の特例といたしまして、先ほど御質問にござ

いましたように、現在、22％から18％に引き下

げられた税率が適用されているところでござい

ますが、同じく民主党のマニフェストにござい

ますように、この税率をさらに11％に引き下げ

るということになりますと、法人税額をもとに

税額を算出しております法人県民税が、やはり

減収になるものと考えております。これも、影

響額につきましては国税資料がもととなってお

りますので、試算については難しゅうございま

す。

次に、軽油引取税及び自動車取得税につきま

しては、税率の特例措置、いわゆる暫定税率が

設けられておりまして、軽油引取税は本則の税

率が１リットル当たり15円ということでござい

ますが、これに対して17.1円を上乗せして合

計32.1円ということになっております。また、

自動車取得税につきましては、自家用普通自動

車について、本則の税率が３％に対して２％を

上乗せして５％というふうになっているところ

でございます。これを、平成20年度決算見込み

額をもとに暫定税率を廃止するということで影

響額を試算いたしますと、軽油引取税では約49

億円、自動車取得税では約７億円それぞれ減収

になるものと試算されるところでございます。

それから、公的年金等控除制度と老年者控除

の問題でございますが、公的年金等控除制度

は、65歳以上の方が受け取られます公的年金の

所得に対して設けられた控除限度額の下限、い

わゆる最低保障額につきまして、民主党のマニ

フェストでは、現行120万円であるものを、平

成16年度税制改正前の140万円に戻すというもの

でございます。また、老年者控除につきまして

は、納税者本人が65歳以上で所得金額が1,000万

円以下の場合に、同じく平成16年度の税制改正

で廃止されました、所得税課税の際に50万円を

所得から控除する制度を復活させるということ

が、マニフェストでうたわれているところでご

ざいます。仮にこの公的年金等控除制度及び老

年者控除の見直しが、地方税である住民税にも

適用されるということになりますと、当然、県

税収入は減収になるというふうに考えられま

す。これも、具体的な影響額につきましては、

算定のもとになります制度対象者ごとの資料

が、これは市町村の資料に基づきますので、試
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算は困難でございます。以上です。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、子ども

手当についてでありますが、ことしの４月現在

でゼロ歳から中学３年生までの本県の児童生徒

数は約16万3,000人となっておりますので、これ

で試算しますと、本県での総支給額は509億円程

度と見込まれます。

次に、後期高齢者医療制度についてでありま

すが、この制度は、原則75歳以上の高齢者に対

して、窓口での原則１割負担で医療の給付を行

うものであります。窓口負担を除いた分の財源

は、公費で５割、各医療保険者から４割、そし

て高齢者の保険料で１割を、それぞれ負担する

仕組みになっております。このうち公費５割に

ついては、国、県、市町村が４対１対１の割合

で負担をしておりますが、今後の高齢者医療制

度が明らかでない現段階では、県の負担がどの

ようになるのか不明であります。以上でありま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、国直轄

事業の地方負担金が廃止された場合の高速道路

建設への影響についてでございます。国直轄事

業の地方負担金の廃止に見合う国の予算が確保

されない場合には、高速道路を含めた直轄事業

全体の事業量が減ることが想定されます。ひい

ては高速道路の建設におくれが生じることが危

惧されるところでございます。県としまして

は、このようなことにならないよう、直轄の総

事業量の確保、そのための国費の確保ととも

に、今後とも、県内高速道路の必要性を強く訴

えながら、その早期整備を要望してまいりたい

と存じます。

次に、高速道路の無料化という政策による本

県の高速道路建設への影響ということでござい

ます。民主党のマニフェストでは、高速道路の

原則無料化を掲げ、その所要額として1.3兆円が

明記されておりますが、その具体的な内容はま

だ不明確でありまして、特に本県の東九州自動

車道門川―西都間のような、現在、建設が進め

られている区間についての今後の取り扱いにつ

いては、全く示されておりません。今までどお

り進められるのか、これも危惧しているところ

でございます。県としましては、今後の動向を

注視しながら、必要な機関に対して、県内高速

道路の建設が着実に進められるように強く要望

してまいりたいと思います。

○中野廣明議員 どうもいろいろありがとうご

ざいました。このマニフェストで見ますと、

減ったりふえたりするわけであります。最終的

にはどうなるかわかりませんけれども、とりあ

えず、施工するまでにはかなり時間がかかるの

かなという気がいたします。

２つだけ言わせてもらいますけれども、子ど

も手当であります。私は、少子化対策は、日本

はヨーロッパなんかに比較すると30年ぐらいお

くれていると思っているんです。少子化が進ん

でプラスになるところはどこもないんじゃない

か。今、日本も人口減に入りました。少子化に

なりますと、ますます国益も減っていくという

ことで、大変な痛みを感じる問題であります。

公平な立場で、自民党とどっちがいいかという

と、やっぱり民主党の子ども手当のほうがいい

のかなと。自民党は２年間とか書いてありまし

たから、子どもはこっちのほうがいいのかなと

思いますので、とにかく少子化対策、頑張って

もらいたいなと思っております。

それからもう一つ、高速道路の無料化であり

ますけれども、無料化そのものはいいか悪いか

いろいろ判断があると思うんです。今、高速道

路会社の現況はどうなっているかといいます
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と、高速道路は今、民営化になりました。この

ときの借金が約40兆円あるわけです。これは再

建団体に持っていっておりますから、40兆円あ

るわけです。問題はこれをだれが払うかという

ことです。今、高速道路会社では年間大体２

兆6,000億ぐらい入っているそうであります。そ

の２兆円で40兆円の借金を返すんだ、そういう

手だてになっております。あと6,000万で維持

（メンテナンス）等をやっていく、そういう記

事を東京都副知事、作家の猪瀬さんがしっかり

書いておりました。無料化はいいんですけれど

も、この40兆円を今後だれが払うのかというこ

とをしっかり検証しなければならないと思って

おります。

次に、予算編成についてであります。

今議会に約449億円の補正予算が提出されてい

るが、このうち基金への積立金は幾らか。ま

た、民主党マニフェストでは、予算の凍結、税

収の減など不確定要素があると思うが、本県の

補正予算の執行並びに平成22年度当初予算編成

の取り組みはどうなっているのか、総務部長に

お尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） ９月補正予算の歳

出総額のうち、国の交付金をもとに基金へ積み

立てるものといたしましては、森林整備加速化

・森林再生基金41億円、介護職員処遇改善等臨

時特例基金29億6,000万円、こういったものを合

わせまして合計141億3,000万円でございます。

次に、２点目の補正予算の執行、22年度当初

予算編成の取り組みということでございます

が、経済・雇用情勢は依然として厳しい状況が

続いておりまして、当面の景気対策につきまし

ては、国、地方が連携をいたしまして迅速かつ

効果的に対応すべきであるというふうに考えて

おります。また、先ほどお話にもございました

ように、本格的な人口減少社会への対策、ある

いは地方の活性化など、将来的な課題につきま

しても、平成22年度当初予算での対応が必要で

ございまして、予算の早期編成を含めて、国と

地方がその役割分担のもとに実効性のある施策

を推進していくべきであると考えております。

現時点では、民主党のマニフェストに盛り込ま

れました各種施策の対応の詳細がわかりません

し、また、新政権の発足前にありまして正式な

決定もないということから、何とも申し上げら

れないところでございますが、いずれにいたし

ましても、予算の凍結、あるいは税制の見直

し、さらには新年度の予算編成等につきまして

は、影響が極めて大きいことから、地方の行財

政運営に混乱を生じさせないよう、強く要望し

てまいりますとともに、情報を的確に把握しな

がら、本県予算の着実な編成・執行に努めてま

いりたいと考えております。

○中野廣明議員 通常でありますと、もうそろ

そろ、課長同士の新規事業のヒアリングぐらい

かなと思います。部長、今ちょっと答えがあり

ましたけれども、今後、本当に例年どおりの予

算編成手順で行くのかなと心配しております。

できる範囲でやられると思いますけれども、簡

単に、めど、感想はどうですか。

○総務部長（山下健次君） 先ほど申し上げま

したように、なかなかめどがつかない。税制、

それから凍結、あるいは国の新しい制度、そう

いったものがどういうふうに動いていくか見通

しのつかない時点ではございますが、県といた

しましては、通常ペースで予算を組んでいく作

業と同時に、新しい情報を逐次把握していきな

がら、それに対する対応を行っていくというこ

とになろうかと思います。段階的に１段、２段

ということも可能性としてはあり得るかという
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ふうに考えております。

○中野廣明議員 今、本当に景気浮揚等大変重

要な時期でありますから、慎重じゃなくて大

ざっぱでいいから、いいほうに予算組みして新

年度予算を出してもらいたいと思います。

次に、本県の経済状況について質問いたしま

す。

日本の景気指数も底を抜け出し上昇に転じた

と言われているが、７月の全国消費者物価指数

は前年同月比2.2％の低下、これは過去最大のマ

イナス幅になっております。幅広い商品の価格

が下がっています。消費者にとってはプラスで

ありますが、一方、企業の採算が悪化し、景気

を悪くするリスクもはらんでいるとも言われて

おります。デフレ懸念もされております。デフ

レになりますと、日本経済全体の収縮を招くお

それがあると思います。今、宮崎も、いろんな

数字を見ますと本当に厳しい。知事、厳しいで

す。数値を見ると大変であります。

そこで、商工観光労働部長にお尋ねいたしま

す。現在の企業の倒産状況、保証協会の代位弁

済状況、セーフティネット緊急融資制度利用状

況、有効求人倍率等はどうなっているかお尋ね

いたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） まず、県

内企業の倒産状況についてでございますけれど

も、民間調査会社によりますと、負債額1,000万

円以上の倒産件数、過去３年間の数字を申し上

げますが、平成18年度が84件、19年度が101

件、20年度が７件増の108件となっております。

次に、信用保証協会の代位弁済額につきまして

は、これも３年間申し上げますが、18年度が21

億1,000万円、19年度が34億7,500万円、20年度

が約10億円増の45億3,800万円となっておりま

す。また、緊急保証制度の保証承諾額につきま

しては、制度が創設された昨年10月末からこと

しの８月末までに、3,887件、487億1,194万円と

なっております。次に、政府系金融機関のセー

フティネット貸付でございますけれども、昨

年10月末からことし７月末までに、2,0 6 6

件、252億2,400万円となっております。最後

に、県内の有効求人倍率につきましては、年度

平均で、19年度が0.65倍、20年度が0.51倍、直

近の状況であることし７月で0.40倍となってお

ります。以上でございます。

○中野廣明議員 いろいろ数字を聞きましたけ

れども、緊急保証の承諾実績―１カ月ぐらい

私の資料とずれておるかもわかりませんが、件

数で言いますと3,524件であります。これは全国

で３番目に低い数字なんです。ワースト３。九

州で２番目に低い数字であります。それから金

額で言いますと448億5,900万、全国で２番目に

貸付額が低い、そして九州で一番低い、そう

なっております。それからセーフティネットの

実績で見ますと、件数は大体全国中ぐらいであ

りますけれども、金額で言いますと273億、全国

で７番目に低くて、九州で２番目に低い、そう

いう数字になります。それから緊急融資とセー

フティネットの合計で言いますと、件数で言い

ますと、全国８番目に低くて、九州で２番目に

低い。金額で言いますと721億8,200万、全国で

３番目に低いんです。そして九州で一番低い。

有効求人倍率も去年あたりは大体１でした。東

京なんか４とかありました。今、本当に働きた

くても働く場所がない、そういう状況になって

おります。有効求人倍率、全国でワースト６位

でありますけれども、九州で３番目という状況

であります。そういう本当に今厳しい状況にあ

る。これは当事者になればまだまだ厳しいわけ

であります。何で宮崎はこうなるのかなと、い
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ろいろ考えるわけですけれども、なかなか答え

が出ません。

次の質問に行きます。企業誘致も私は大変重

要なことだと思っているんです。宮崎の底上げ

には、やっぱり企業誘致が一番早道だと思って

おります。しかし、今となれば、雇用を守るに

は既存の企業の倒産防止が重要じゃないかなと

思うんです。自動車産業等が大分小さくなりま

した。本当に誘致企業も大変であります。ちま

たでは銀行の貸し渋り、貸しはがしの話もあり

ます。新聞によりますと、金融庁が貸し渋りの

検査に入ったという記事もありました。緊急保

証制度の利用、貸し付けの条件変更への対応な

ど、保証協会の果たす役割が大変重要だと私は

思っているわけです。県としては信用保証協会

に対してどのような指導をしているのか、お尋

ねいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 信用保証

協会に対しましては、日ごろから、中小企業の

立場に立ちまして資金繰り支援を行うよう要請

しているところでございますが、景気の回復が

おくれる中、今後、企業の資金繰りがさらに厳

しくなることも懸念されると思っておりまし

て、８月上旬に信用保証協会と意見交換を行

い、引き続き緊急保証制度の利用促進を図ると

ともに、経営状況の厳しい中小企業に対しまし

て、融資期間を延長して月々の返済額を減少さ

せるなど柔軟な対応を要請しているところでご

ざいます。

○中野廣明議員 今、銀行とか保証協会等も、

数が多くなると、決算書を見ながらそれをコン

ピューターにかけてＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、債務超過

企業とか事務的に扱われるんです。こういうと

きはしっかり経営者を見ながら、助けられるも

のは１年でも２年でも延命させて、そこからま

たいい再建の方法が出てくるんじゃないかなと

思いますので、部長、ぜひしっかり指導してい

ただきたいと思います。

次に、国の雇用対策。倒産防止といえば、

今、雇用助成金とか職業訓練とか融資制度であ

りますけれども、製造業の99％が中小企業であ

ります。今は企業を何とか延命させることが、

働く場所の確保としては大変大事じゃないかな

と思っておるわけです。何ぼ職業訓練をしたっ

て、働く場所がなけりゃどうしようもないんで

す。今、経済状況の激変により、中小企業は借

り入れをしても返済できない状況にあります。

今、企業を延命させることが私は大切だと思う

わけであります。中小企業の倒産防止に役立つ

施策を部長の頭で考えていただきたいと思いま

すけれども、商工観光労働部長に質問いたしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 中小企業

の倒産防止につきましては、雇用の確保という

観点からも極めて重要な課題と認識していると

ころでございます。このため、厳しい経営環境

にある中小企業の資金繰りを支援するため、国

の緊急保証制度と連動しました県のセーフティ

ネット貸付につきまして、融資枠の拡大、ある

いは信用保証料の軽減を図るなど、積極的に現

在取り組んでいるところでございます。また、

商工会などに専門家による経営支援チームを設

置しまして、資金調達が困難になった中小企業

に対しまして経営改善計画の策定を支援するな

ど、金融面、経営面から総合的に現在支援を

行っているところでございます。今後の対応に

つきましては、これらの支援策がしっかりと中

小企業に行き届くように、さらに制度の周知徹

底に努めますとともに、改めて金融機関や信用

保証協会に対しまして、既存貸付の一本化ある
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いは融資期間の延長など、緊急保証制度を活用

した積極的な対応について要請していきたいと

考えております。また、県内の中小企業者など

からは、県の融資制度の改善・充実を求める要

望もいただいております。国の動向も踏まえま

して、より実効性のある制度として中小企業に

十分活用いただけるよう、制度の充実にも取り

組んでまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○中野廣明議員 今、中小企業が一番求めるの

は、やはり売上高が減少しておるということで

す。そして利益も少なくなる。だから、幾ら融

資制度をつくっても、借りても払えないという

のが現状であります。やはりここで今、一番中

小企業が求めているのは、「1,000万の売り上げ

が500万になった。500万になったら、50万借金

払っていたのが20万なら払えます」、そういう

必要性が多いんです。部長、ぜひこういう制度

をしっかり頑張っていただきたいと思います。

こんなのを条件変更というんですけれども、問

題は、条件変更しますと、次、銀行が金を貸さ

んのです。何でかなと思ったら、条件変更した

企業は、銀行としては、そこに金を貸すという

のは貸し倒れとして積み立てないといけないん

です。ですから、条件変更して企業はうまいぐ

あいにいきだした。それでまた運転資金が借り

たいといっても、なかなか借りられないという

のが現状でありますから、ぜひこういうところ

を―今、本当に誘致企業は大変であります。

それと同時に、今の企業、倒産しなくて済むと

ころがまだまだあるわけですから、金融面での

指導をしっかりやってほしいと思います。

次に、国の雇用対策の一環として、本県でも

ふるさと雇用再生特別基金が63億3,000万円、こ

れはことしの３月現在であります。緊急雇用創

出事業臨時特例基金がことしの６月現在で63

億7,000万円となっております。そこで、これら

の基金の事業の実施方法、今年度を含めた今後

の事業計画についてどうなっているか。そし

て、基金だから残しておったらまた返せという

ことになりますので、とにかくこういう時期で

ありますから、前倒しで使うべきじゃないかと

思っております。部長に質問いたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） まず、ふ

るさと雇用再生特別基金事業についてでござい

ますけれども、今年度は、今回の９月補正予算

後で16億7,159万8,000円、雇用創出数で403人、

平成23年度までの３年間で約1,900人の雇用創出

を見込んでいるところでございます。

それから、緊急雇用創出事業臨時特例基金事

業につきましては、今年度は今回の９月補正予

算後で13億7,149万7,000円でございまして、雇

用創出数は1,235人、平成23年度までの３年間で

約5,100人の雇用創出を見込んでいるところでご

ざいます。また、事業の執行につきましては、

現下の厳しい雇用情勢の中、早急な対応が求め

られていると考えておりますので、庁内各部局

及び市町村と連携しまして、早期の執行に努め

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。

○中野廣明議員 この事業の中身を見ますと、

本当に非効率な事業であります。本当に執行す

るほうは大変だろうと思いますけれども、せっ

かく金があるわけですから、頑張って使っても

らいたいと思います。

次に、一般競争入札について質問をいたしま

す。

まず、知事、いろんな数字を並べますけれど

も、ぜひ聞いておってもらいたいと思います。

建設業者の失業保険喪失者、平成18年度が5,678
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人、平成19年度が7,251人、20年度が5,989人で

あります。そしてことしの４月から７月まで

が2,724人、去年の４月から７月までが3,056人

で、わずかですが、ことしは332人減っておりま

す。それから倒産件数、いつも新聞等に出るの

は1,000万円以上です。19年度が101件中、建設

業が52件、20年度が108件中57件であります。そ

れから21年度の４月から７月を見ますと、トー

タルで37件ですけれども、建設業は21件入って

おります。20年度は４月から７月が35件中21

件、ことしも４月から７月の段階では去年と同

じ倒産件数ということになっております。それ

から、建設業だけの倒産件数と言っていますけ

れども、これは保証協会の代位弁済を受けた分

であります。18年度が316件中、建設業が80

件、19年度が484件の173件、20年度が587件

の238件であります。ことしの分を見ますと８月

までが90件、20年度が95件、代位弁済は５件ふ

えておりますけれども、金額は減っている。と

にかく、私は思うんですけれども、こういう数

字は本当にとまらない。ここで議論しているの

は、ただ紙を読んで簡単なようにありますけれ

ども、当事者になると大変だなと私は思うんで

す。私も家が倒産した経験がありますからよく

わかりますけれども、知事、これは本当に大変

です。

そこで、知事に質問いたします。倒産はとま

らない、倒産は二文字、従業員の家族もおりま

す。毎年5,000～6,000人の人たちが失業保険を

受給している。失業保険を喪失した人たちの後

は今のところわかりません。この大きな原因

は、やはり急激な公共工事の発注方法の変更に

もあると思っております。ますます公共工事は

減少傾向になります。このままだと、まだまだ

倒産は続くのかなと思います。不況と入札改

革、本県はダブルパンチを受けているのかなと

思うんですが、このような状況を知事としてど

ういうふうに感じておられるか、質問をいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 入札・契約制度改革

につきましては、平成19年度から抜本的な改革

に取り組んできたところであります。より公

正、透明で競争性の高い制度の構築が図られて

きたものと考えております。しかしながら、建

設投資の大幅な減少や一般競争入札の拡大によ

りまして、競争性の高まりに加え、景気の急速

な悪化により、建設産業が極めて厳しい経営環

境に直面していることは、十分認識しておる次

第でございます。このため今年度は、地域の経

済、雇用を担う建設産業を支援するための緊急

的な対策として、入札・契約制度については、

最低制限価格の引き上げや、混合入札の柔軟な

対応による受注機会の確保、地域企業育成型総

合評価落札方式の対象範囲の拡充など、さまざ

まな取り組みを実施しているところでありま

す。また、公共事業予算につきましては、６月

の増額補正に加え、今議会におきましても、河

川事業や地方道路交付金事業など公共事業全体

で124億円余の追加補正案を提出させていただい

ているところであります。県としましては、技

術と経営にすぐれた業者が伸びていける環境づ

くりが必要と考えておりまして、今後とも、幅

広く意見を伺いながら、制度の検証と必要な見

直しを行うとともに、建設業者の実情に応じ

た、きめ細やかな支援にも努めてまいりたいと

考えております。

○中野廣明議員 業者にしてみれば、きめ細か

な指導は必要ないんです。私は今思いますと、

今、土木のほうで試行とかいろんなことをやっ

ていますけれども、倒産なんかの数値は全然変
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わらないということなんです。試行とかやって

いるうちに倒産している。当初に戻りますと、

私は準備をしっかりしてやるべきだったんじゃ

ないかなと。最初からそう言っていますけれど

も。試行試行とか言っておる間に企業はつぶれ

ているんだということを、知事、しっかり念頭

に置いていただきたいなと思っております。

それから、県土整備部長に質問をいたしま

す。最低制限価格の引き上げや地域企業育成型

総合評価落札方式の対象範囲の拡大など、建設

業者への対策を進めているというが、一般競争

入札導入による弊害の改善が全然数値としてあ

らわれていません。一般競争は野辺議員のほう

でされましたので、私のほうは、一般競争入札

の地域要件をもう少し小さくする、例えば土木

事務所管内等に戻したら、まだまだよくなるん

じゃないかと思いますけれども、県土整備部長

の御見解をお伺いします。

○県土整備部長（山田康夫君） 一般競争入札

の実施に当たりましては、原則、県内建設業者

に発注しますとともに、工事の規模や種類、事

業量等を勘案して地域要件を設定しておりま

す。この地域要件につきましては、県の公共事

業費が大幅に減少している中で、その範囲を狭

めてしまいますと、地域によっては、応札可能

な工事が著しく減少してしまうことも考えられ

ます。このようなことから、ことしの１月から

始めております地域企業育成型を初めとした総

合評価落札方式の検証と見直しなど、県議会を

初め幅広く御意見を伺いながら、地域に根差

し、技術力や地域貢献度の高い業者が受注しや

すい環境整備を、スピード感を持って今後とも

検討してまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 スピード感というのは、例え

ば１年とか２年とかあるわけですけれども、何

ぼ早くても２年スピードを持ってもだめなんで

す。これは大体どれぐらいの期間を言っておる

んですか。

○県土整備部長（山田康夫君） 現在、総合評

価につきましては試行を続けておりまして、い

つまでにというのが、現時点ではなかなかはっ

きり申し上げられませんけれども、これまでも

必要な見直しは、平成19年の４月から制度改革

に取り組んでおります。例えば最低制限価格の

引き上げを19年の10月に行っておりますけれど

も、そういったこととか、ことしの４月に再引

き上げを行ったとか、年度途中であっても、必

要な見直しは迅速に対応してまいりたいという

ふうに考えております。

○中野廣明議員 そもそも総合評価落札方式を

使うことは、私はかなり厳しいんじゃないかと

思うんです。もともと総合評価落札方式は技術

提案型なんです。国が大きな工事をするのに、

環境とかいろんな面を考慮して、業者から提案

して、お互いに技術の話し合いをしながら、単

価が安くならないかとか、これはそういう方式

なんです。部長は、いつも「必要に応じてやっ

ている」と。私が言うのは、試行している間に

数字は全然落ちないじゃないかということなん

です。何ぼスピード感と言ったって、42.195キ

ロ走るのに、２日走って一生懸命スピード感で

走っても、これは１年も２年もたてばどうしよ

うもない。今、そういう試行とかやっておる間

に倒産しているんです。そのスピード感という

のを知事はどんなふうに解釈されますか。

○知事（東国原英夫君） 今、県土整備部長か

らも答弁があったように、できるだけ現場の意

見を聞きながら、その時代の社会のスピードに

応じた対応というのが必要じゃないかと思いま

す。ですから、ことしの４月から見直しも行わ
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れていますので、４月からやったものを―今

８月ですけれども―最低１年ぐらいは様子を

見るというのが普通の常識的な範囲ではないか

なとは思っております。

○中野廣明議員 やはり机の上で考えるのと現

場で考えるのは大分差がある。１年も考えてお

る間に何件倒産するかということです。とにか

くスピード感ということでありますけれども、

よその県は不況対策として一定の期間いろんな

政策を出しておるんです。例えば熊本ですと、

これは９月まで来ていますけれども、一般競争

入札を対象に9,000まで―限定的ですけれども

―するとか、九州でも２県ぐらいそういうこ

とをやっております。部長、本当に机の上と現

実は違うんです。働く場所がなくなっておるん

です。ＦＨＰも倒産したときにみんな県外に

行ってしまっておる。スピード感とか試行とか

言っておる間に、宮崎の働き手はみんな県外に

行ってしまいます。真剣に考えていただきたい

と思います。

次に、農業問題に入ります。

日本の農業は衰退していると私は思っており

ます。日本の農業政策は今、実態を見れば失敗

であったと思っております。部長は久々に農業

出身の部長であります。何もかも知り尽くして

いるかと思いますけれども、この際、国なんか

に気を使わんでいい、言いたいことをしっかり

言っていただきたいと思います。

まず、農業就業人口の減少でありますけれど

も、全国的に見ますと、昭和40年1,151万人であ

りました。平成17年が335万人、70％の減。宮崎

でいいますと、昭和40年が21万7,000人から、17

年が６万6,000人、これは約69％減であります。

このような実態の中の日本の食料自給率は39％

で、主要先進国の中で最低であります。政権マ

ニフェストでは50％、100％に上げると言ってお

りますけれども、本当にまじめな話かなと、私

は甚だ疑問であります。そこで、部長にお尋ね

いたします。今回の耕作放棄地調査の結果、全

国、宮崎ではどのようになっているのか。ま

た、耕作放棄地解消のための支援策はどうなっ

ているのかお尋ねいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 平成20年度に

実施しました耕作放棄地全体調査におきまして

は、全国で23万1, 0 0 0ヘクタール、本県で

は2,907ヘクタールの耕作放棄地が確認されてお

ります。このうち、農振農用地区域内に所在し

再生利用を図るべきとされた耕作放棄地は、全

国で７万6,000ヘクタール、本県で1,209ヘクタ

ールとなっております。県としましては、これ

らの結果を踏まえ、国の経済危機対策の臨時交

付金を活用しまして３億円余の予算を確保し、

耕作放棄地の利用調整や再生整備、さらには営

農再開に必要なハウス、農業用機械の導入など

総合的な支援に取り組んでいるところでありま

す。

○中野廣明議員 「復元不可能な農地」という

言葉が今回出てきました。集落の中、周辺地域

とか、調整区域の範囲を積極的に農振地域を外

せば、家も建てられるし、地域の活性化にもつ

ながる、大きな景気浮揚策になると思っている

んです。思い切って復元不可能な農地は農振の

地域から外すべきだと思うんですけれども、部

長の御意見をお聞かせください。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御質問にござ

いましたように、農地として復元しても継続し

て利用することができないと見込まれるなどの

耕作放棄地につきましては、農業委員会、市町

村等におきまして、周辺の状況なり、農業生産

基盤の計画の有無あたりの確認を行った上で、
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「非農地」として判定されることになります。

非農地として判定された土地につきましては、

市町村によりまして農振農用地区域から除外さ

れることになります。したがいまして、御質問

の耕作放棄地の取り扱いにつきましては、地域

活性化の観点からも、農業委員会あるいは市町

村の意向を十分踏まえまして、有効に活用され

ますように適切に対応してまいりたいと考えて

おります。

○中野廣明議員 私はいつも土地にこだわるん

ですけれども、国もそうです。ますます土地の

規制を強めようとしておる。これだけ農地離

れ、農業離れしている中で、土地だけは山でも

確保しようと、そんな考えであります。私は、

まだまだ宮崎は土地を有効利用すれば、いろん

なところに人が住めるし、活性化につながると

思っております。それで、また国もこんなばか

なアンケートをしております。「高齢化等によ

る労働力不足」が約50％、「生産性が低い」

「農地の受け手がない」「土地条件が悪い」、

こんなのアンケート調査する必要もない、わか

り切った話です。こんなのを国はのうのうとし

てやっておる。そういうことで、私はあえて聞

きますが、耕作放棄地の発生には根本的な要因

があるはずだと思うんです。もうわかっておる

んですけれども、再度、部長に聞きます。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農業を取り巻

く経営環境といいますのは、零細規模の農家が

非常に多い、なかなか農地の面的な集積が図り

にくいといったことがございますし、さらに

は、収量・品質が気象変動とか災害あたりの影

響を受けやすくてなかなか安定しない。さらに

は、価格面で経済情勢とか輸入農産物の動向、

影響を受けやすいといったことから、個人とか

産地の努力では解決できないような不安定な要

素を抱えておると思っています。結果的に、農

業所得の向上が図りにくいといった構造になっ

ているんじゃないかというふうに思っておりま

す。こういったことから、県としましては、何

といいましても、農業所得の向上に向けまし

て、ブランド産地の拡大、あるいは担い手への

利用集積、さらには産地改革の強化といった視

点での取り組みをさらに強化してまいりたいと

思いますし、さらには農畜産物の価格安定制

度、あるいは農業共済あたりの農家経営に対す

るセーフティネット対策の充実を図っていくこ

とが、今後は重要ではないかというふうに考え

ております。

○中野廣明議員 今、農政水産部の国の補助事

業を見ましたら140ぐらいあるんです。そんなの

をずっとやってきても農業は下り坂なんです。

部長、しっかり現場を見ながら実態に合った施

策を展開しないと、全く無駄なことじゃないか

と思います。

もう一回聞きますけれども、本県の野菜価格

安定制度の現状はどうなっているか。今度の民

主党のマニフェストでは、所得補償ではハウス

園芸は除外されているんです。ハウス園芸につ

いては別途検討というようなことになっており

ます。まだ中身がわかりませんけれども。国富

町を見ますと、専業農家は大体ハウス園芸が多

いんです。たばこ、お茶、牛、米もありますけ

れども、ここら辺、しっかり価格安定制度を県

でやるべきだと思います。意見をお聞かせくだ

さい。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御質問の野菜

の価格安定制度でございますけれども、野菜価

格が保証基準額を下回った場合に、その差額の

一定割合を生産者に対しまして補給金として交

付する制度でありまして、過去５年間の年平均
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の交付額を見ますと、約９億4,000万円程度が交

付されております。しかしながら、現行の保証

基準額は市場の９カ年平均の販売価格をもとに

設定されているといったことから、重油価格の

高騰など急激な生産費の増大による所得の減少

等には十分対応できていないような状況にござ

います。こういったことから県といたしまして

は、国に対しまして、地域の実情を十分考慮

し、所得に視点を置いた持続的な生産が可能な

制度の見直し・拡充につきまして提案・要望を

行っているところであります。

○中野廣明議員 価格保証対策、とにかくずっ

と９年ぐらい価格保証の金額も変わらんような

状況でありますから、部長、答弁はそういうふ

うになりますけれども、実態を見ながらしっか

り頑張ってもらわんと、これから後継者なんか

本当にできません。ぜひ頑張っていただきたい

と思います。

次に、毎度のことでありますけれども、土地

の有効利用について質問いたします。

知事も、わざわざ国富の調整区域を視察いた

だいたとのことであります。感想をお聞かせく

ださい。

○知事（東国原英夫君） ことしの３月11日に

視察を行わせていただきました。国富町の市街

化調整区域にある耕作放棄地の状況を確認し

て、改めて、さまざまな課題があるんだなと痛

感いたしました。耕作放棄地の増大などは、全

国的な課題でもありますことから、地域の活性

化を図る上で、土地利用に関する規制の緩和や

見直しについて、今後検討していく必要がある

ものと考えております。また国においても、人

口減少・少子高齢社会の本格的な到来や農業を

めぐる環境の変化などを踏まえ、平成25年度を

めどに、都市計画法を抜本的に見直す予定であ

ると伺っておりますので、その推移を見守りつ

つ、本県といたしましても、都市と農村地域と

の共生など、まちづくりのあり方について、今

後も十分に議論を重ねてまいりたいと考えてお

ります。

○中野廣明議員 どうもありがとうございまし

た。どこを見られたのか、私はわかりませんけ

れども、知事、この見直しの権限は知事にある

んです。これには国はうまいことやっていま

す。ただし条件つきです。知事が勝手にやれん

ように、権限は移譲したとか言っていますけれ

ども、国に合議とか協議をしなさい、権限を知

事におろしたのは大概そういうふうになってい

ます。ぜひ今後とも国にだまされんように、

しっかり議論してもらいたいと思います。

次に、県土整備部長にお尋ねいたします。今

回、都市計画基礎調査の概要、調査目的、実施

金額はどうなっているのか。宮崎広域都市計画

において調整区域内の耕作放棄地の状況はどう

なっているのかお尋ねいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 都市計画基礎

調査でございます。都市計画法の規定に基づき

まして、おおむね５年ごとに行うこととされて

おります。平成19年度及び20年度の２カ年で実

施をしておりまして、都市計画区域内の人口、

産業分類別の就業人口、市街地の面積、土地利

用別の面積などの現況調査と将来の人口予測を

行ったところであります。この調査結果は、県

や市町村が定めます都市計画のマスタープラン

や土地利用など、都市計画の策定・見直しの基

礎資料となるものであります。実施金額でござ

います。平成19年度が5,364万9,000円、平成20

年度が3,990万円の合計9,354万9,000円となって

おります。その半分を関係市町村が負担いただ

いております。また、宮崎広域都市計画区域に
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おける市街化調整区域内の耕作放棄地につきま

しては、今回の調査で新たに分布図の作成を

行ったものでありますが、その結果によります

と、耕作放棄地につきましては、点在して分布

している状況が見受けられたところでありま

す。

○中野廣明議員 次に、そもそも都市計画基礎

調査は都市計画マスタープラン作成のための基

礎調査であります。調整区域は開発を抑制する

ための区域でもあります。現在つくられている

マスタープランの中では、調整区域内の耕作放

棄地、調査の中には「土地の有効利用」という

項目が入っているんです。そういう観点から、

このマスタープランではどういう位置づけでど

ういう中身になっているのか、お尋ねいたしま

す。とりあえず国富町だけでいいです。

○県土整備部長（山田康夫君） 現在のマスタ

ープランにつきましては、平成16年の５月に策

定をしておりますけれども、宮崎広域都市計画

区域マスタープランの中におきましては、議員

御指摘のとおり、市街化調整区域における土地

利用の方針におきまして、「優良農地との調和

を図り、各種農業基盤の整備が行われている優

良な農地の保全に努める」などについて記載を

しておりますが、耕作放棄地としての記述は特

になされていないところでございます。

○中野廣明議員 優良農地はまだ何とか農業者

がおってやっておるんです。私が言いたいの

は、優良農地以外で、今後農地にも使われない

ような耕作放棄地、遊休地、こういうのをどう

するんだと言っておるわけです。次のマスター

プランに、わざわざ5,000万とか、市町村も迷惑

な話ですよ。２分の１金出したり、国富町のた

めには何にもなっておらんような基礎調査を

やったりとか。今後マスタープランをつくると

きには─そういうふうに「土地の有効利用」

という目的が書いてあるんです。有効利用とい

うのは、有効に使われていないところを有効に

使わないと意味がないんです。今、有効に使わ

れておるところばかり調査しておる。今度、マ

スタープランにそういうのを入れ込む気はあり

ますか、ありませんか。

○県土整備部長（山田康夫君） 議員御指摘の

とおり、耕作放棄地、いわゆる未利用地につき

ましては大きな課題というふうに認識をいたし

ておりますので、それを踏まえた上で、今後の

都市計画区域マスタープランの見直しに当たり

ましては、田園地域との共存・共生を目指した

まちづくりを進める観点から、市町村あるいは

関係部局との連携を図りながら十分検討してま

いりたいと考えております。

○中野廣明議員 部長、その答弁を聞いておる

と、課の職員がつくった答弁そのものです。都

市計画の職員は都市計画法しか頭にないんです

から。こんなのは部長がしっかり―田園都市

と調和のとれた、国富町はそんなところじゃな

い、田園都市なんて言えるものじゃない。私が

言っているのはそんなきれいな話じゃない。

次、しっかりここはやってください。私はこれ

にかけておるわけじゃありませんけれども。そ

ういうことで一応終わります。

次に、教育問題に移ります。

私、最近、「教育とは何ぞや」というような

ことをふっと考えるんです。高校までサイン、

コサイン、タンジェント、いろんなことを習っ

たけれども、今この年になって算数で使うのは

足し算、掛け算、割り算、引き算です。４つあ

れば助かっておる。英語なんかも、極端に言う

と、外国に「ハウ・ドゥー・ユー・ドゥー」な

んて覚えて行ったら、向こうに行ったら「ナイ
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ス・トゥ・ミーツ・ユー」とか「ウエルカム、

ウエルカム」なんです。高校のときに文法を一

生懸命暗記―これは何だったのかなと思うわ

けです。昔の人はよく言ったなと、「読み書き

そろばん」、本当に私はいい言葉だなと思うん

です。これだけあれば、後は本人の将来の考え

方で、頑張った分野で頑張れば、しっかり世の

中は通じるのかな。小学校なんかを思い出す

と、勉強した思い出はないんです。末席させら

れたり、運動場を走らされたり、ドジョウすく

いに行ったりとか、そんないい思い出ばっかり

なんです。教育とは何ぞや、そんなことをよく

最近考えます。

そういうことで、質問に入りますけれども、

今年度の全国学力調査における宮崎県の結果に

ついてどのように評価されているのか、教育委

員長にお尋ねいたします。

○教育委員長（大重都志春君） 全国学力・学

習状況調査における本県の子供たちの学力の状

況につきましては、小学校の知識に関する問題

は全国平均を上回っているものの、活用に関す

る問題に課題が見られ、引き続き改善に努めて

いく必要があると考えております。中学校で

は、知識及び活用に関する問題とも全国平均を

上回っておりまして、おおむね良好であるとと

らえております。また、子供たちの学習習慣や

生活習慣等の状況につきましても、「家で学校

の宿題をしている」「学校で好きな授業があ

る」「学校の決まりを守っている」「近所の人

に会ったときにあいさつをする」など、多くの

項目で全国に比べ望ましい傾向にあり、すばら

しい子供たちが育っていると思います。これも

ひとえに、先ほど議員がおっしゃったとおり、

本県の子供たちが将来に夢や希望を抱きながら

日々の授業を大切にしていること、先生方が子

供たちを大切にしながらわかる授業に向けて頑

張っていること、そして、家庭や地域に子供た

ちを育てていこうという温かい雰囲気があるこ

と、こういうようなものが今回の結果につな

がっているものと考えております。以上です。

○中野廣明議員 この学力調査の結果について

は、大阪の橋下知事は、調査結果を公表するし

ないとかでもめた結果、結果的には一部を公表

した。また、鳥取県議会では情報公開条例改正

案を可決したということであります。市町村別

・学校別成績を開示したということでありま

す。本県では、今回の調査結果をどのように活

用し学力向上につなげるのか、お尋ねいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査の結果活用につきましては、各学校におき

まして、調査結果をもとにしながら、例えば、

漢字の読み書きに個人差があることや、記述式

の問題の正答率が低いなどの課題解決を図りま

すために、改善計画書を作成いたしまして、指

導体制や授業等の工夫・改善を図りますととも

に、一人一人の実態に応じたきめ細かな指導に

努めております。また、県教育委員会におきま

しても同様に、それぞれの教育事務所単位で学

力調査の結果を分析し、明らかになった課題を

解決するために、指導力のある教員による模範

授業や研究協議等を行い、教員の指導力の向上

を図っております。今後とも、市町村教育委員

会と連携しながら、国が行っております調査と

ともに、本県独自の学力調査の結果もあわせて

活用し、指導方法の改善や子供たちの基本的な

学習習慣や生活習慣のさらなる定着に努め、学

力向上につなげていきたいと考えております。

以上です。

○中野廣明議員 活用の仕方はいろいろあろう
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かと思います。私はどうすればいいかというと

ころまでは考えておりませんけれども。ここ

ずっと成績表を見ていくと、担任の先生、教え

方が悪いかどうかとか―極端なことですよ。

そこら辺まで行き着くのかなと。公表するかし

ないかは別ですけれども。私も経験があるんで

すが、教え方の悪い先生では成績が悪くなる。

好かん先生も出てくる。いい意味で、教え方が

うまいか下手かが先生の一番の見るべきところ

だと思うんです。とにかく子供たちが平等に学

べるように使っていただきたいなと思っており

ます。

それから、話は今度はどんと違いますけれど

も、学校の推薦入学制度、これが最初できたと

きは、我々の恩師の後藤教育長のときだったん

です。スポーツがしたい人はスポーツで学校に

行けばいいのか、いいなと思っていたんですけ

れども、最近疑問がわいてきたんです。それで

お尋ねしますけれども、学校の推薦入学制度の

所期の目的、推薦入学の手順はどのようになっ

ているのか、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 推薦入学制度の目的

でありますが、入学者選抜において、一般入試

の学力検査でははかることのできない生徒一人

一人の、中学校３カ年間にわたるさまざまな活

動の成果や興味・関心、意欲や個性などについ

て、あらゆる角度から生徒の適性や能力を評価

することなどを目的として実施しているもので

あります。推薦入学の手順でありますが、中学

校では、推薦を希望した生徒に対し、高等学校

が示す推薦要件に基づいて校内推薦委員会で選

考し、推薦者を決定いたしております。高等学

校では、中学校から提出された調査書、学校推

薦書、自己推薦書等の書類と、推薦入学者選抜

検査で実施する面接、小論文等の結果を厳正に

審査し、それらを総合的に判定して選抜いたし

ているところであります。以上です。

○中野廣明議員 次に、推薦入学は全国で実施

されております。ですから、いいことがあるん

だろうと思うんですけれども、私は、普通科へ

の推薦入学は本来の目的に合致するのかなと甚

だ疑問に思っているわけです。ただ、工業系、

音楽系に行きたい。普通科は大体みんな進学す

るために行くわけですから、そういうことを考

えますと、普通科の推薦入学、見直しの方向も

あるんじゃないか。これは突然の話ですから、

私は普通科は推薦入学なんかなくてもいいん

じゃないか、そう思っているんですけれども、

教育長の考えをお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 推薦入学制度につき

ましては、普通科高等学校におきましても、目

的意識や意欲・個性など、生徒のよさを総合的

に評価することができることから、相応の役割

を果たしてきているものと考えております。毎

年、入試後に実施いたしております高等学校へ

の入学者選抜に関する調査におきましても、推

薦入試で入学した生徒が、高い目的意識や意欲

を持ち、学業はもとより生徒会活動や部活動な

どで学校の中心となって活躍しているとの報告

も、普通科高等学校から寄せられております。

県教育委員会といたしましては、学校等からの

意見も踏まえながら、今後とも、推薦入試を含

め、入学者選抜制度がよりよいものとなります

ように努めてまいりたいと考えております。以

上です。

○中野廣明議員 教育長の答弁は美し過ぎて再

質する余地はないようにあるんですけれども、

実態を考えると、高校、例えば宮崎市で言うと

今、進学校４つあるんですか。では教育長、４

つの進学校の特色は何ですか。そんなのはある
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のかなと思うんです。今の子供たち、親たち

は、進学率のいいところに最終は行かせたいと

いうのが本音じゃないかなと思うんです。全国

でやっていますから廃止というのは無理にして

も、今、先生たちも忙しい忙しいと言っておる

わけですから、なるだけそういう無駄なところ

は省いて、しっかり教育に専念できるように頑

張ってもらいたいと思います。

もう一つ、私、前回オリンピックを見ており

ました。そうしたら、日本のスケートの女王、

金メダルをもらいました。そのときインタビュ

ーを聞いておったんです。そうしたら、こんな

話し言葉でした。「私のお母さん、お父さんか

らいただいた」云々なんです。私はこれでがっ

くりしたんです。世界の女王たるものが、いい

年して「私のお父さん」。敬語の使い方という

のがやっぱり必要だなと思ったわけです。こん

な敬語を私は小学校ぐらいに習ったような気が

するんですけれども、敬語の教育というのは今

どうなっているのか、教育長にお尋ねいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 学校における敬語の

指導についてでありますが、現在、小学校段階

では、５・６年生の国語科の授業におきまし

て、敬語の種類や役割を学びますとともに、話

す相手を先生にしたり、学級の友達にしたりし

て、相手に応じた話し方ができるように指導い

たしております。また、中学校の２・３年生の

国語科の授業では、身の回りのさまざまな敬語

の表現を集め、場面や相手に応じて敬語を適切

に使い分けができるように指導いたしておりま

す。日常的な指導におきましては、国語科での

学習を生かしながら、教職員や学校に訪れる方

々へ適切な言葉遣いができるようにするととも

に、職場体験学習や社会見学なども実施してお

りますけれども、学校を離れて学習する場合の

言葉遣いにつきましても、事前に指導している

ところであります。あえて申し上げるまでもあ

りませんけれども、敬語は、社会生活の中で人

と人とがコミュニケーションを円滑に行い、確

かな人間関係を築くために大切な働きを持つも

のでありますので、学校での指導はもとより、

家庭や地域の中で、大人が正しい敬語を使う姿

を示していくことも重要であると考えておりま

す。以上です。

○中野廣明議員 時々会社に電話しますと、事

務員の人が、「うちの社長は今いらっしゃいま

せん」とか言うんです。こんなことを聞くと、

その会社のありようが大体わかるかなと思いま

す。だから、「知事」と言っても、これは敬語

が入っておるわけです。「知事さん」と「さ

ん」をつける。「議長」と言っても何もおかし

くない。そういう部分もありますから、敬語と

いうのは社会に出たら大事だなと思いますの

で、ぜひ頑張って教えてください。

それからもう一つ、最近、「井の中の蛙」と

か「人のふり見て我がふり直せ」「実るほど頭

を垂れる稲穂かな」、こういうことわざとか、

よく先人たちは言ったものだなと私は思ってい

るんです。やっぱり人生の教訓として信を得て

いると思うんですけれども、私もこんなのをど

こで覚えたかわからんのです。今、学校ではこ

ういうのは教えんのですか、教育長。

○教育長（渡辺義人君） ことわざ等の指導に

ついてということでとらえさせていただきます

けれども、ことわざや人生の教訓に関しまして

は、国語科の授業におきまして、小学校では、

例えば「石橋を叩いて渡る」「千里の道も一歩

より」などといったことわざの指導を通して、

生活の知恵や教え、戒めに触れる機会がありま
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す。中学校では、例えば「故きを温ねて新しき

を知る」あるいは「百聞は一見に如かず」など

といった故事成語の指導を通して、中国の古典

をもとに、生き方や考え方に触れる機会があり

ます。また道徳の時間におきましても、ことわ

ざや故事成語などを使って、子供の心に響くよ

うに指導が行われているところであります。さ

らに学校では、議員もよくごらんになろうかと

思いますけれども、子供たちの目に触れる場所

に、ことわざや格言、名言などを掲示している

ところもございます。先日、私は県北のある県

立高等学校を訪問いたしましたが、進路指導室

の前に次のような、標語というんでしょうか名

言が掲げてございました。言いますと、「越え

なければならない 坂がある 越えなければ見

えない 風景がある」、こういうものでござい

ました。新しい学習指導要領におきましても、

伝統や文化に関する教育の充実が求められてい

るところでありますので、今後とも、心の糧と

なる先人の生き方や伝統、文化に関する学習を

通して、児童生徒の生きる力の育成に努めてま

いりたいと考えております。以上です。

○中野廣明議員 社会人になると学校で習わん

ようないろんな面がありますから、幅広く教

育、頑張ってもらいたいと思います。

次に、政策評価、部長マニフェストについて

質問をいたします。

知事は、知事のマニフェストの中で、「宮崎

の意識改革、既存の概念を打ち壊す 県民の皆

様と総力を挙げて戦うためには、まずは模範と

なる県庁の意識が変わっていかなければなりま

せん」、そういうふうに書かれております。私

は、この政策評価を見て何かようわからんごと

なったんですけれども、私は人の行動というの

は手段と目的がしっかりあると思うんです。予

算を組む、事業を実行する、これはみんな手段

なんです。今、県庁で予算をつけてやっている

ことは手段、その先に目的とか成果があるわけ

です。この政策評価を見てみますと、例えば、

企業であれば、営業マンが東京に10回行った、

そして成果は２つしかなかったということを、

この政策評価で評価しますと、東京に行くのは

計画的に10回行ったからマルだ、だけど成果は

２だから、括弧して成果はバツだと。簡単に言

えばそういう成果評価なんです。高山部長は私

の家の近くに住んでおるものですから余り言え

んのですけれども、そういうマニフェストに

なっているんです。そういうことでまず聞きま

すけれども、政策評価に関する一連の事務の流

れはどうなっているかお尋ねいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 政策評価に関

する一連の流れでございますけれども、新みや

ざき創造戦略は３つの大きな戦略があり、その

下に16の枝戦略があります。今回の政策評価に

つきましては、その下にあります56の重点項目

と、その項目ごとに具体的な取り組みを示し

た122の取り組み事項を対象に行っております。

評価に当たりましては、まず担当部局におきま

して、122の取り組み事項の進捗状況とその成果

についてＡ、Ｂ、Ｃによる３段階の自己評価を

行っております。その上で、外部委員による評

価委員会を開催いたしまして、その１つ上の段

階であります56の重点項目の進捗状況とその成

果について３段階の評価を行っていただいた、

そういう流れでございます。これらの内部評価

と外部評価の内容をもとにしまして戦略評価シ

ートを作成して、政策評価の結果として取りま

とめたものでございます。

○中野廣明議員 これも事業ごとに、事業した

担当が評価して上げるということです。そし
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て、それを部でまとめて評価委員に渡す。私が

もらった小さい厚いやつ、あれで評価するとい

うのは、評価する人も大変だろうと思うんで

す。いわゆる言葉、文言で評価するわけですか

ら、極端な言い方をするとどげでもなる。最初

は、計画的に事業を遂行したかどうかを評価す

るとかなっておったですね。私は、企業感覚で

言うと、ここを幾らやってもしようがないなと

思うんです。もうちょっと目的のところをやら

ないとだめだ。私は、本当はこんなのは県議会

の仕事じゃないかなと思うんです。「うちは３

月の予算の数字だけチェックしますけれども、

中身は別なところで評価します」ということ

じゃないかなと思うんです。私は、これは企業

の人たちが見たら頭をひねるんじゃないかなと

思います。今後、この評価のあり方を改善すべ

きじゃないかと思いますけれども、部長どうで

すか。

○県民政策部長（高山幹男君） ただいま御指

摘にありましたように、成果を評価する、非常

にこれは大事なことであります。そういうこと

もありまして、政策評価につきましては、昨年

度は、工程表どおり実行できたかを評価する、

いわゆる進捗評価のみを行っておったんですけ

れども、より県民の方にわかりやすい評価を行

うという観点から、今年度は、進捗評価に加

え、県民生活へ及ぼした効果等を評価する成果

評価を新たに実施したところであります。その

評価のあり方につきましては、評価委員会の中

でも、また内部評価におきましても、「より大

くくりな政策を対象として評価するべきではな

いか」「成果をはかるためには客観的指標が必

要ではないか」等の意見が出されたところであ

りますし、先ほど御指摘にあったとおりでござ

います。県民の目線に立った、よりわかりやす

く、より意義のある評価を行っていくことは重

要であると認識しておりますので、引き続き、

成果評価のあり方につきましては検討してまい

りたいというふうに思っております。

○中野廣明議員 県民にわかりやすくというこ

とよりか、まず評価、何をすべきかということ

をしっかり考えるべきじゃないかと思っており

ます。

次に、部長のマニフェストであります。私も

これを見たら、何これと、部長と課長の事業執

行状況のマル・バツ評価じゃないかと思ったん

です。部長マニフェストは本来の目的にかなっ

ているのか、そこら辺のところを総務部長、代

表して。

○総務部長（山下健次君） 「部長（部局）マ

ニフェスト」と正確には申し上げますけれど

も、これは部局長一人一人が、当年度の職務遂

行に当たりましての基本姿勢、それに重点的に

取り組むべき職務目標を、部下職員や県民の皆

様にお示しをするというものでございます。こ

の職務目標の設定の際には、部局長と各部局職

員との協議を経た上で、年度初めに知事と各部

局長が意見交換を行いまして、目標の重点化・

明確化を図りますとともに、できる限り高い目

標を設定するように、特に知事からの要請も

あって努めているところでございます。県とい

たしましては、各部門を統括する部局長がマネ

ジメント意識を強く持って組織運営に取り組み

ますとともに、部局全体で目標を共有して職務

に励むことによりまして、組織の力が上がると

いうことが図られるのではないかと考えており

ます。

○中野廣明議員 いろいろ言い方はありますけ

れども、私としては、これは事業の遂行状況の

部長、課長の本来のやるべき姿かな、そんな印
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象でありました。一層よくなるように意識改革

をしながらやってほしいと思います。

次に行きます。国富町のＦＨＰ、残念ながら

店じまいをいたしました。本当に大規模な施設

でありましたけれども、おかげで今回、昭和

シェルソーラーの立地ということになりまし

た。本当に久々のいい話でありました。そこ

で、この立地により、今後、波及効果はどのよ

うなことが期待できるかお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今回の昭

和シェルソーラー株式会社の第３工場の生産規

模は、一般住宅用に換算しまして約30万戸分に

相当する年産900メガワットの計画でございまし

て、宮崎市田野町の第１工場及び清武町の第２

工場を大きく上回る世界最大規模の太陽電池工

場となると聞いております。今回の進出により

まして、約1,000億の直接的な投資や約800人の

雇用創出に加えまして、関連産業の本県への立

地や地元企業との取引拡大のほか、大量の製造

品出荷等によりまして、本県の物流体系の大幅

な改善にもつながるなど、本県経済の拡大・活

性化に大きく寄与するものと期待しているとこ

ろでございます。県といたしましては、今後と

も、工場の立地が円滑に進みますよう、地元国

富町はもとより関係機関とも連携を図りなが

ら、できる限り支援をしてまいりたいと考えて

おります。以上でございます。

○中野廣明議員 今、この昭和シェル、日本一

の規模ということでありますから、いつまでも

日本一の規模を守れるように、行政一体となっ

て頑張ってほしいと思います。いろいろ雑誌等

で見ると、今いろんな企業が大々的に土地を買

いあさっているとか、そんな報道がされており

ます。これからの誘致企業はこういう分野が主

になるのかな。自動車産業も大変であります。

いろんな業種を含めて、知事初め先頭に立って

誘致活動を励んでいただきたいと思います。

最後になりますけれども、私、この間、久々

に宮崎から鹿児島に電車に乗って行きました。

そして、トイレに行ったんです。トイレに行っ

たら、トイレだけは古い形ですけれども洋式に

なっていました。用を足しておったら、とにか

く揺れるんです。横揺れ。左手でこっちを見な

がらしていますと、用を足すのにどっちもして

おると、揺れるとちゃんとできんのです。私は

びっくりしたんです。電車が悪いのか線路が悪

いのか、今どきこんな電車が走っておるのか

と。線路が悪いのかもわかりません。この間、

出張に行っておって、大分から急に帰ってきた

んです。そして、弁当ぐらいあるだろうと思っ

たら、宮崎まで弁当を売っていなかった。それ

はいいとして、日豊本線─これから鹿児島

は、新幹線は通るわ、ひょっとしたらまた国際

便が来るかもわからん。本当に宮崎は頑張らん

と、今どきあんな列車じゃ、新幹線で来た人が

あんな列車に乗ったら、極端に何十年か前に

返った気分になるんじゃないかなと思うんです

けれども、日豊本線の今後の計画等々はどう

なっているか、県民政策部長にお尋ねいたしま

す。

○県民政策部長（高山幹男君） 日豊本線の整

備についてでありますけれども、日豊本線の高

速化整備につきましては、特に大分、鹿児島両

県との県境区間に多額の費用を要することなど

から、昨今の厳しい国、地方の財政状況、ある

いはＪＲ九州の経営実態の中で、具体化の見通

しが立っていないという状況でございます。た

だ、日豊本線は、東九州を縦貫する唯一の幹線

鉄道といたしまして、本県産業の振興とか地域

の活性化はもちろんでありますけれども、九州
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が一体となった発展を図る上でも大変重要な交

通基盤でありますので、今後とも、国とかＪＲ

九州に対しまして、高速化の必要性を強く訴え

てまいりますとともに、国に対しまして、鉄道

整備の支援制度の拡充を要望していきたいとい

うふうに思っております。また、型式が古く、

利用者からの不満の声も多い特急車両につきま

しては、2011年春の九州新幹線鹿児島ルートの

全線開通に合わせまして、ＪＲ九州で特急車両

の再編を検討されていると聞いておりますの

で、利用促進を図るためにも、引き続き、快適

な車両の導入をＪＲ九州に強く働きかけてまい

りたいというふうに思っております。

○中野廣明議員 以上で終わりますけれども、

一言だけお願い申し上げます。いろいろ今の時

期、戦後63年か64年、大きな日本の変革期であ

ります。政権も変わりました。本当に今、世の

中は変わろうとしております。行政も実態に即

した仕事をしないと、なかなか成果は上がらん

のではないかなと思っております。そういう面

で、知事を先頭によその県に負けないように頑

張っていただきますことをお願い申し上げまし

て、終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○中村幸一議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれにて散会いたします。

午後２時48分散会


