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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 ）
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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 萩 原 耕 三 （ 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 押 川 修一郎 （ 同 ）
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51番 米 良 政 美 （ 同 ）

52番 外 山 三 博 （自由民主党）

53番 福 田 作 弥 （ 同 ）
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代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄
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事 務 局 長 濵 砂 公 一
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議 事 課 長 補 佐 福 嶋 清 美
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議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 一般質問

○中村幸一議長 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、長

友安弘議員。

○長友安弘議員〔登壇〕（拍手） 通告に従い

まして一般質問を行います。

冒頭に、お手元に配付の資料をごらんいただ

きたいと思います。宮崎県の栄枯盛衰の基礎と

なる人口ピラミッドの推移を示した資料であり

ます。上のほうは、戦後間もない昭和25年、そ

して５年前の平成17年、下段のほうは平成17年

と25年後の平成47年の本県の将来推計を比較し

た資料であります。これを見ると、実にさまざ

まなことが去来をしてまいります。

手をこまねいておれば、図のとおり、人口減

少は進行し、殊に生産年齢人口、平成17年比

で22万7,000人減るということになります。年少

人口も、平成17年の16万人から９万人台に推移

しますから、７万4,000人ぐらい減るということ

になります。また、そういうことによりまし

て、県勢の活力低下は大変懸念をされるところ

でございます。また、75歳以上の人口の増大も

大きな課題となりますが、これも平成17年比に

しまして８万9,000人、約９万人ふえると、こう

いう状況になります。総人口は、ピーク時の117

万県民から91万人という推計になりますの

で、26万人の人口減少ということになりますけ

れども、これは本県から、現在の日向市、小林

市、えびの市、日南市、串間市、それに西都市

プラス三股町の人口がなくなった数に匹敵をい

たします。この人口減少の歯どめというのは至

難なことでありましょうけれども、できる限り

の施策を打たねばならないというふうに思いま

す。

そのためには、国や地方のあり方を変える、

あるいは出生率を上げる、そして何よりも人口

の流出を防ぐことが必要になるのではないかと

思います。これからは、特に若者、子供に光を

当てることが大事であります。出生率を高めて

もらうには、若者に結婚してもらわねばなりま

せん。そして、出産や子育てに希望や喜びを持

ってもらわねばなりません。しかし、その前に

若者の雇用の場を確保し、就業支援を行うこと

が肝要であります。だからこそインフラを整備

し、諸産業の振興を図り、若者が宮崎にとどま

る環境を確立することが最も重要な課題になる

のであります。喫緊の課題から中長期的な課題

まで、県政の課題は山積をしております。幼児

や青少年が輝き、若者や壮年が輝き、そして女

性やお年寄りが輝き、障がい者の方々が輝き、

だれもが安心して頑張れるような、そんな宮崎

を目指す県民総力戦を、今こそ全力で展開しな

くてはならないのではないかと思います。厳し

い社会経済情勢の中、県は今、20年後をにらん

だ新たな総合長期計画の策定に入られました。

各部、各局、未来を見据えた新たな計画の策定

が行われることと思いますが、本県ならではの

特異性を大いに生かし、光り輝く宮崎を創出さ

れる計画に全力を注いでいただきたい。県民の

英知を結集してつくってもらいたい、こういう

ふうに思います。

前置きが長くなりましたけれども、本日は、

人口ピラミッドを参照しつつ、本県の現状、課

題、展望をにらみ、基本的な事項について、知

事並びに関係部長、教育長、警察本部長にお尋
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ねをさせていただきます。

初めに、財政問題についてお尋ねいたしま

す。

今後の社会情勢、また20年後までの本県人口

の構成の推移を考えますと、本県財政はかなり

の変化を余儀なくされると思います。そこで、

知事にお尋ねいたします。

少子・高齢、人口減少社会をにらんで、税収

等の財源の推移をどのように予測し、どのよう

に財政運営の見通しを立てて対策を行っていか

れるのか、お尋ねをいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

将来にわたる財政運営についてであります。

我が国は、今後、本格的な少子高齢化、人口減

少社会を迎えようとしており、20年後には、本

県の人口は100万人を割り込み、65歳以上の割合

は３人に１人以上に増加するものと推計されて

おります。今後の20年間の展望につきまして

は、産業構造や就業構造の変化のほか、地方分

権の進展、道州制の検討による行政の姿など、

本県を取り巻く社会経済情勢の見通しを定める

ことは非常に困難でありますので、概括的に申

し上げますと、税を負担できる労働力人口の減

少、生産活動や県民所得の減少に伴い、県税収

入が減少する一方で、進行する高齢化等に対応

する老人医療や介護保険など、社会保障関係費

の増加は避けられないものであり、また、年々

減少の一途をたどっている基金残高の状況を踏

まえますと、極めて厳しい財政運営とならざる

を得ないものと見込まれます。

こうした状況のもと、将来にわたり活力を維

持し、安心して暮らせる地域社会の構築を進め

るため、国に対し、収支不足の抜本的解決のた

めの国・地方を通じた歳入の確保を初め、地方

税財政制度の充実・強化などついて強く求める

とともに、県としましては、行財政改革に引き

続き努めながら、施策の推進と財政規律のバラ

ンスを図り、財政の健全性が確保される財政運

営に努力していく必要があると考えておりま

す。〔降壇〕

○長友安弘議員 総務部長にお尋ねいたしま

す。22年度予算で、民生費が初めて土木費を上

回りましたけれども、今後の推移はどうなって

いくと考えておられるのか、お尋ねいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） 平成22年度の当初

予算におきまして民生費は、御指摘のとおり、

社会保障関係費の増加のほかに、介護職員処遇

改善等臨時特例基金事業あるいは介護基盤緊急

整備等臨時特例基金事業など、国の補正予算に

よる臨時的交付金をもとにした基金を活用した

事業の増加によりまして、前年度比9.6％と伸び

ております。一方で、国における公共事業費の

大幅削減等の影響によりまして、土木費は前年

度比5.5％の減少となっております。こういうこ

とから、当初予算で初めて、民生費が土木費を

上回ったものでございますけれども、民生費に

ついては、今後とも、社会保障関係費の自然増

が見込まれるとともに、臨時的な基金が計画的

に事業化をされる一方で、土木費については、

新政権の基本方針を踏まえますと、今後とも、

公共事業の増加は難しいことから、民生費の額

が土木費を上回っていくものと考えておりま

す。

○長友安弘議員 総務部長に伺います。公債費

が大変膨らんでおります。基金も底をついてま

いりました。財政の硬直化はますます進行いた

平成22年３月２日(火)
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します。臨時財政対策債の措置はあるとはい

え、今後、膨らんだ県債の返済をどのように進

めていかれるのか。また、臨時財政対策債は間

違いなく保証されるのか、お尋ねをいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） 県債残高につきま

しては、これまでの経済対策の実施、あるいは

臨時財政対策債の発行増等により、年々増加を

してきておりますが、財政改革プログラムに基

づき、投資的経費の縮減・重点化を図り、新規

発行の抑制に努めてきておりますことから、平

成22年度末の残高見込み9,410億円のうち、臨時

財政対策債を除く残高は6,696億円で、その規模

は年々減少してきているところでございます。

また、県債につきましては、発行を抑制するほ

かに、償還財源に交付税措置のある地方債の活

用にも努めてきておるところから、今後とも、

このような取り組みを進めてまいりたいと存じ

ます。なお、臨時財政対策債につきましては、

元利償還金相当額を後年度、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

をされております。制度的な配慮がなされてお

りますので、国に対し、その確実な措置を求め

てまいりたいと存じます。

○長友安弘議員 よろしくお願い申し上げたい

と思います。

総務部長にもう一点伺います。自主財源の確

保、これは非常に大事でありますけれども、今

後、どのように図っていかれるつもりか、お尋

ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 自主財源の確保に

つきましては、本県では、平成17年度に産業廃

棄物税、平成18年度には森林環境税を導入いた

しまして、それぞれの目的に沿った施策の推進

に充てているところでございます。また、使用

料及び手数料につきましては、受益者負担の適

正化の観点から、徴収コスト等も含めて、毎年

度見直しを行ってきているところでございま

す。しかしながら、厳しい経済情勢の影響を受

けて県税収入が減少する中で、一方では、今後

も社会保障費や公債費等の増加が見込まれ、財

源不足は拡大していくものと考えられます。今

後、県民生活に必要な行政施策を安定的に推進

していくためには、歳入の確保策について、

国、地方を通じた抜本的な改革が必要であると

考えられますので、全国知事会等を通じて、国

と地方の税財源のあり方についての見直しを強

く求めてまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 きょうはちょっと質問が多い

ので、淡々と聞いてまいりますが、簡単明瞭に

お答えいただきたいと思います。

次に、新たな県総合長期計画が策定されます

けれども、知事並びに県民政策部長にお尋ねい

たします。

初めに、知事にお尋ねいたします。20年後を

にらんだ新たな総合長期計画の策定に当たって

は、県民の顔や懐ぐあい、生活の実態に即した

計画、こういうものが必要だと思いますけれど

も、知事の見解を伺います。

○知事（東国原英夫君） 県の総合計画は、御

質問にもありましたように、県民の皆様の生活

実態やニーズを踏まえるとともに、本県の長期

的な課題や将来の可能性を十分に検討した上

で、今後、本県が目指すべき姿をお示しするこ

とがその役割であると考えております。このた

め、現在策定を進めております次期総合計画で

は、20年後の本県の将来像を描いた上で、その

実現に向けた施策の方向性を示すこととしてお

りますが、今後、予想される少子高齢化の進行

や人口の減少、世界的な資源・環境問題の深刻
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化、さらには、経済のグローバル化の進展など

の影響を考えますと、従来のような右肩上がり

の拡大を前提とした社会システムからの転換は

避けられないものと考えております。すなわ

ち、人口減少時代に対応しながら、本県の豊か

な資源やポテンシャルを生かして、地域の暮ら

しや産業をいかに充実させていくか、新たな価

値観に基づく県づくりを検討していかなければ

なりません。いずれにいたしましても、地域別

会議や意識調査等、県民の方々の実情や意向を

十分に伺いながら、県民共有の指針として策定

してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 県民政策部長に伺います。地

域がみずから決め実行する社会へと向かうよう

でありますけれども、この計画策定に当たりま

しては、市町村と緊密な連携を図り、無駄のな

い整合性のとれた計画にする必要があると思い

ます。どのように取り組んでいかれるのか、お

尋ねいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 市町村との連

携ということでありますけれども、本県が将来

にわたって活力を維持していくためには、県だ

けではなく、市町村あるいは県民の皆様一人一

人が連携し、役割を分担して、将来の地域や産

業づくりの主体となって取り組んでいくことが

必要と考えています。特に市町村とは、行政部

門のパートナーとして緊密な連携が必要であり

ますので、計画策定に当たりましては、積極的

に意見交換を行いながら、各地域が持っている

長期的な課題や特性、今後の可能性等につい

て、一緒に議論、検討していくことといたして

おります。

既に昨年11月から12月にかけまして、地域別

に１回目の意見交換を行ったところであります

けれども、引き続き、将来像や施策の方向性の

検討など、計画策定の段階に応じて、首長さん

を初めとする市町村の職員の方々との十分な意

見交換を重ねてまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 もう一点、県民政策部長にお

尋ねいたします。県民総力戦が重要でありま

す。地域別県民会議が開かれ、地域の意見を聴

取されました。しかし、この際、さらに県民の

英知を結集し、計画に反映すべきではないかと

思います。パブリックコメント等には付されま

すけれども、その前段階として、幅広く県民の

声が反映できるような手法は考えておられない

のか、お尋ねいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 新たな総合計

画の策定に当たりましては、県民の皆様のお考

え、率直な御意見を計画に反映させるために、

県内を８つのブロックに分けまして、地域別の

県民会議を設置して、１回目を去る11月から12

月にかけて実施したところであります。その中

では、さまざまな年齢とか性別、専門分野の方

々の参加を得まして、地域の実情を踏まえた有

意義な議論、貴重な意見をいただいたところで

ございます。また、１月には計画策定に関し、

本県の将来像や必要な施策についての県民意識

調査を実施いたしまして、現在、その分析を行

っております。さらに今後、県内経済界や大

学、各界の若い方々との意見交換などについて

も検討しているところでありまして、多様な方

々の参画のもとで、県民総力戦で計画を策定し

ていきたいと考えております。

○長友安弘議員 本当に未来に即した計画がで

きるようにお願いしたいと思います。

次に、少子高齢化対策について伺います。

初めに、知事にお伺いいたします。次期の次

世代育成支援行動計画が今議会に提案をされま

したけれども、前計画との相違点、また、力を
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注がれた点は何か、お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 次期の次世代育成支

援宮崎県行動計画につきましては、子供や子育

て家庭を取り巻く環境や、県民の皆様からの御

意見等を踏まえ、策定したところであります。

前期計画との主な相違点・特徴でありますが、

基本理念として、子育て家庭を支えるという視

点に加え、子供の利益が尊重されることが重要

でありますことから、「子どもと子育てをみん

なで支え、安心と喜びが広がるみやざきづく

り」を掲げております。また、子供から青年期

に至るまで切れ目のない支援を行うため、青少

年の健全育成に関する施策についても、一体的

に盛り込んでおります。さらに、進捗の成果を

検証し、県民にもわかりやすくアピールするた

め、合計特殊出生率の具体的な目標値を初めて

設定することとし、現在の1.60から、平成26年

度には1.70を目指すこととしたところでありま

す。今後とも、私を本部長とする子育て応援本

部を中心に、計画の着実な推進を図り、「安心

して子どもを生み、育てられる社会づくり」を

実現してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 できれば、特殊出生率2.07が

達成できるような、計画になるといいなと思う

のですけれども、1.70ということでありますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

福祉保健部長に伺います。計画策定に当たり

まして、大学生を初め、若い世代からさまざま

な意見が寄せられました。その中に、急用時の

一時的な預かりの場の確保が大事だと。また、

安全・安心な遊び場の確保、それから非行、い

じめ、こういうものに対する不安、さらに地域

子育て支援センターの活用の促進、これをもっ

とやってもらいたいというような声がありまし

たけれども、計画の中にはどう反映されたの

か、お尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） お尋ねの意見

につきましては、それぞれ計画に反映させてい

ただいております。まず、急用時の一時的な子

供の預かりの場を確保することについては、保

育所等における多様な保育サービスの充実や、

住民同士の扶助組織であるファミリーサポート

センターの設置促進などに取り組むこととして

おります。次に、安心・安全な遊び場を確保す

ることについては、児童館の活動内容の充実

や、公園における防犯対策の推進などに努める

こととしております。また、非行やいじめに対

する不安に対しては、青少年の非行防止活動の

推進や、学校における児童生徒の健全育成など

に努めることとし、地域子育て支援センターの

活用促進については、子育て家庭に対する情報

提供やセンターの活動内容の充実に取り組むこ

ととしております。

○長友安弘議員 福祉保健部長にお伺いいたし

ます。近年、生涯未婚率がアップしてきている

ことが懸念されます。データによりますと、平

成２年と17年の比較でありますけれども、男性

は全国が5.57であるのに対して15.96になってき

ていると。本県の場合も、平成２年は4.06だっ

たのが14.44ということで４倍ぐらいになってき

ております。女性につきましても、本県の場

合、4.40が6.92と、女性はちょっとその上がり

方が少ないようでありますけれども、今後、こ

の生涯未婚率の上昇を見越した対策が望まれま

すけれども、計画の中ではどのように取り組ん

でおられるのか、お尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） この計画は、

「安心して子供を生み、育てられる社会づく

り」を目指しており、計画を総合的に推進する

ことが、「結婚して子供を生み、育てたい」と
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の気持ちをはぐくみ、生涯未婚率を減らすこと

にもつながっていくものと考えております。具

体的な施策としましては、結婚を社会全体で応

援する機運づくりを初め、地域における子育て

支援の推進や、仕事と家庭の両立を支援するた

めの職場環境づくり、さらには、次代の親の育

成などに取り組むこととしております。

○長友安弘議員 福祉保健部長に伺います。先

日、無縁社会の実態が報道されました。代表質

問でもございましたけれども、無縁となられた

方々の生活の様子、特に無縁死と言われるよう

な孤独死の問題、大変考えさせられました。今

後、これがふえていくということが懸念をされ

ますけれども、これを防ぐための取り組みと今

後の対策についてお尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県におきま

しても、高齢化の進行などにより、ひとり暮ら

しの高齢者等が増加しており、地域から孤立

し、だれからもみとられることなく亡くなられ

る方が増加することが懸念されます。そのよう

な状況の中、県においては、ともに支え助け合

う地域福祉推進事業などにより、住民の見守り

活動などの取り組みを支援するとともに、関係

機関で構成する宮崎県高齢者孤独死防止対策連

絡会議を開催し、対応策の検討や連携強化を図

っているところであります。また、市町村にお

きましても、ひとり暮らしの高齢者世帯などに

対し、民生委員による訪問活動に加え、配食サ

ービスや見守りネットの構築などを通じた安否

確認などが行われております。今後とも、市町

村と連携しながら、住民のきずなや支え合いを

強化する地域の取り組みを支援することで、孤

独死される方を一人でも減らすことができるよ

う努めてまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 福祉保健部長にお尋ねいたし

ます。今後ますます増大する社会保障費は、本

県財政にとりましても、さまざまな影響を及ぼ

すことが予測されます。今後、どのように予測

され対策を打っていかれるのか、お尋ねいたし

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 高齢化の進行

等に伴い、社会保障費は年々増大し、平成20年

度の医療費と介護給付費を合わせた県費負担額

は300億円を上回る規模となるなど、さらなる高

齢化の進行が予想される中、今後とも負担の増

加は避けられない見通しとなっております。社

会保障費に係る地方負担については、国の制度

設計に大きく左右されるものではありますが、

県としましても、県民の健康づくりや介護予防

を一層推進し、医療費等の抑制に取り組む必要

があると考えております。このため、若年期か

らの生活習慣病の予防の徹底や、「いきいきは

つらつ介護予防」プログラムの普及促進などに

より、健康寿命の延伸を図ってまいりたいと考

えております。

○長友安弘議員 もう一点、福祉保健部長に伺

います。今後20年、医療福祉関連産業の需要

は、間違いなく伸びていくということで、その

業界は心配ないという事業者の生の声を聞きま

した。現在、県北・県境地域への医療関連産業

の集積の動きがあるようでありますけれども、

本県の産業振興にとっても大変重要と思われま

す。全力を挙げ実現を図るべきでありますけれ

ども、県の取り組みについて伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県北地域

から大分市以南にかけての東九州地域につきま

しては、旭化成クラレメディカルあるいは東郷

メディキッド、川澄化学工業など、血液や血管

に関する医療技術を基盤とした医療機器メーカ

ーが多数立地しておりまして、日本最大、世界
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でも有数の集積地となっております。このた

び、宮崎県と大分県の産学官が連携しまして、

東九州地域の医療産業集積の特徴を生かした構

想を策定することとして、去る２月15日に、東

九州地域医療産業拠点構想研究会を立ち上げた

ところでございます。今後は、この構想研究会

により、血液や血管に関する医療を中心に、研

究開発、人材育成、医療拠点整備、地場企業参

入などの論点で検討を行いまして、本年秋をめ

どに構想を策定し、その推進を図ってまいりた

いと考えております。以上でございます。

○長友安弘議員 次に、ソーラーフロンティア

構想について、知事にお伺いをいたします。本

県の特性を生かしたソーラーフロンティア構想

の成功というのは、本県産業の振興にとって極

めて重要であります。私どもが心配するのは

―心配するというか、一番期待するのは、県

のＧＤＰの押し上げ効果、あるいはまた雇用の

創出効果、こういうものがどうなるのかという

のを一番期待するわけでありますけれども、知

事としてはどのように見込んで進めていかれる

のか、お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） ソーラーフロンティ

ア構想は、本県の恵まれた日照条件を生かし、

新たな地域づくり、産業づくりを進めるための

基本理念や施策の方向性を定めたものでありま

す。この分野においては、現在、国や産業界に

おいて活発な動きが出てきており、そのような

動きとも連動し、この構想や今後の取り組みの

拡大に大いに期待をしているところでありま

す。現時点での経済効果といたしましては、例

えば、住宅用太陽光発電の普及拡大の取り組み

におきましては、住宅用システムの設置工事に

伴い、雇用の維持や創出につながっているもの

と思います。また、来年に稼働予定の昭和シェ

ルソーラー第３工場につきましては、約1,000億

円の投資が行われますほか、約800人の雇用が見

込まれております。構想全体としての経済効果

等について目標設定はしておりませんが、太陽

光を初めとする新エネルギーの分野につきまし

ては、産業として、今後とも拡大していくもの

と予想されます。県といたしましても、地域づ

くりや産業づくりに資するよう努めますととも

に、今後、構想に基づく取り組みの全体像がお

おむね確定する段階で、経済効果や雇用創出効

果等についても集約してまいりたいと考えてお

ります。

○長友安弘議員 経済の規模拡大というのはや

っぱり大事だと思いますので、それぞれの施策

に取り組まれるときに、本当にどれぐらいのと

ころまで持っていきたいというような目標を持

っていただいて、頑張っていただくとありがた

いというふうに思います。

次に、環境森林部長に伺います。本県の豊か

な森林資源を循環することによりまして、山村

における雇用の確保と創出を図っていくことが

肝要でありますけれども、木材産業というのは

非常に厳しい状況にあります。しかしながら、

資源と循環型産業という観点からその振興は大

事になろうかと思いますので、どのように図っ

ていかれるのか、お尋ねいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 本県の森林・

林業は、人工林の資源が全国に先駆けて充実し

ており、またその森林の持っています公益的機

能のさらなる発揮も言われている中で、中山間

地域の新たな雇用を創出する産業として非常に

期待をされておるところでございます。また、

人口の減少や高齢化の一層の進行が予測されて

おりますが、そういう中におきまして、林業を

息の長い循環型産業として育成し、雇用を創出
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するためには、効率的で安定的な林業経営の基

盤づくりや、県産材の安定供給と利用に必要な

体制の整備を図ることが大変重要であると考え

ております。国におきましても、今後10年間

で、我が国の木材自給率を50％以上に倍増させ

ることとした森林・林業再生プランを策定しま

して、雇用の拡大も図ることとしております。

このプランを先駆的に実践し、今後の施策に反

映させるための森林・林業再生プラン実践事業

といたしまして、全国の５つのモデル地区の一

つに本県が今回選定されましたので、関係団体

と一体となり、木材の安定供給と雇用の拡大を

図る新たなシステムを構築してまいりたいと考

えております。今後とも、このような事業を活

用しながら、森林資源の循環利用を図りまし

て、中山間地域の雇用の創出に努めてまいりた

いと考えております。

○長友安弘議員 住宅着工戸数の伸びというの

が一番でしょうけれども、100万戸ぐらいで推移

しておったのが80万戸を割ったということでご

ざいますので、何とか早く景気が回復して、新

規住宅が着工できるように、そのように進んで

もらいたいというふうに思います。

次に、東アジア戦略に関しまして、知事並び

に関係部長にお尋ねいたします。初めに、知事

に、産業構造の転換について伺います。九州各

県では、近年、輸送関連部門の生産出荷額と申

しますか、こういうものが伸びましたけれど

も、産業構造の転換が図られたと思います。本

県の景気・雇用を初め、ＧＤＰを押し上げるた

めには、どうしても産業構造の転換が必要では

ないかと思いますけれども、また同時に、先ほ

ど申し上げましたが、目標を定めて、それぞれ

の産業の振興を図っていくということが重要で

はないかと思います。知事はどのように考えて

おられるのか、お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 少子高齢化、人口減

少が進んでいく中で、社会の活力を維持してい

くためには、若年層の人口流出をいかに抑制し

ていくかが重要であり、そのためには安定した

雇用の確保が必要になってきます。その一方

で、グローバル化により、国際的なレベルでの

地域間競争が激化していきますことから、南九

州あるいは九州全体として産業をとらえて、本

県の有する資源や特性を最大限に生かすという

視点から、産業振興を図っていくことが重要で

あります。このような観点から、本県産業の将

来を考えますと、基幹産業である農林水産業を

ベースに、東アジアも視野に入れた食料供給基

地を目指すこと、あるいは豊かな自然環境を生

かした新エネルギー関連産業の発展、さらには

東九州地域における医療関連産業の集積を生か

した新たな展開など、本県産業が発展していく

要素は十分にあると考えております。私といた

しましては、このような本県のポテンシャルを

引き出しながら、長期的あるいは広域的な視点

を持って、宮崎らしい個性ある産業づくりを目

指してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 商工観光労働部長に伺いま

す。20年後を見通した総合長期計画の策定の中

で、東アジアへの県産品販路拡大というのが大

変重要な柱になると思います。県はどのように

考え取り組んでいかれるのか、お尋ねいたしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 国連の推

計では、中国など東アジア10カ国の2030年の人

口は、21億3,700万人と推計しておりまして、現

在より約２億1,000万人増加すると予想されてお

ります。また、急速な経済成長を続ける中、な

かんずく中国は、年内にも国内総生産が日本を
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抜いて世界２位に浮上し、20年後には圧倒的な

経済大国になっているのではないかと考えてお

ります。このような状況を踏まえますと、本県

におきましても、中国を初めとする東アジアの

経済成長を念頭に置いた発展シナリオを描いて

いく必要があると考えております。現在、県で

は、東アジアへの県産品の輸出促進を図るた

め、東アジア販路拡大戦略に基づき、香港、台

湾での物産フェアの開催など、各般の取り組み

を行っているところでございますが、今後は、

先ほど申し上げました東アジアの人口増や経済

発展を踏まえ、長期的な視点に立ちながら、一

層の取り組み強化を図らなければならないと考

えております。そのような意味から、ことし新

たにシンガポールで開催する物産フェア、ある

いは来年度事業で考えております、中国上海市

のスーパーで予定している常設棚設置など

は、20年後を見据えた取り組みの第一歩である

と考えております。以上でございます。

○長友安弘議員 商工観光労働部長に伺いま

す。今後、本県の振興にとりまして、東アジア

の台頭というのは、今おっしゃられたように大

変大きな要因になろうかと思います。その東ア

ジア戦略を進めるに当たりましては、相手国の

さまざまな情報、あるいはまたその国のさまざ

まな法律、それから、そういう取引のノウハウ

にたけた人材の確保とか登用、そして相手方の

信頼できる人脈の確保、そういうものが肝要に

なろうかと思いますけれども、本県はどのよう

な対応をされているのか、お尋ねいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 海外取引

は、国内取引と異なりまして、相手国の法律に

よる規制、検疫、通関といった貿易独特の手続

あるいは商慣習など、専門的な知識・ノウハウ

が必要でございます。そのため県では、昨年４

月から、東アジアの事情に精通した専門家に輸

出コーディネーターを委嘱しまして、県内企業

・団体の販路開拓の支援を行っているところで

ございます。さらに、来年度からは、商業支援

課に中国人の国際交流員を配置しまして、各種

事業の円滑な実施を図っていくこととしており

ます。また、台湾や香港、韓国などさまざまな

国・地域から、キーパーソンとなる卸小売業者

を本県に招聘しまして、商談はもとより、産地

や企業の加工場等の紹介を行いまして、信頼関

係の構築に努めているところでございます。さ

らに、上海県人会など、東アジア各国の県人会

との緊密な交流などを通じまして、ネットワー

クづくりに努めているところでございます。今

後とも、こうした幅広い人材、人脈の活用によ

りまして、県産品の東アジアへの販路拡大に積

極的に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。

○長友安弘議員 情報戦が非常に大事だろうと

思いますので、そのあたりの強化をよろしくお

願いしたいと思います。

もう一点、商工観光労働部長に伺います。県

内企業の輸出を支援することが必要になってく

るわけでありますけれども、ソフトとしての輸

出環境の整備あるいは支援体制の充実、これが

求められるわけであります。県としてどのよう

に取り組んでいかれるのか、お尋ねいたしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県では、

物産貿易振興センターに日本貿易振興機構―

通称ジェトロと言われますが―の情報デスク

を設置するとともに、輸出促進相談員を配置し

て、県内企業に対する支援体制を整えていると

ころでございます。また、このジェトロなど関

係機関と協力しながら、相手国の消費動向や市
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場実態に関するセミナーを開催しまして、県内

企業に対し、最新の貿易情報の提供を行うとと

もに、貿易実務講座を開催しているところでご

ざいます。さらに、来年度からは、香港におけ

る新しい食品栄養成分表示制度に対応する県内

企業に対しまして、財政支援を行うこととして

おります。今後とも、本県産品の東アジアへの

一層の販路拡大、定番・定着化を図るため、引

き続き、本県企業の輸出環境の整備や、さまざ

まな支援に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。

○長友安弘議員 県民政策部長に伺います。東

アジア戦略に関連しまして、地域資源を有効に

活用し、地域を活性化するには、すぐれた技術

力を持つ国内外の人材を招聘し、地域の特色あ

る産業の振興を図ることも手段の一つと思いま

すけれども、県の取り組みについてお尋ねいた

します。

○県民政策部長（高山幹男君） 本県産業の生

産力の維持向上とか競争力の強化を図っていき

ますためには、御質問にありましたように、外

部のすぐれた人材の技術や知識、経験などを活

用していくことが有効な手段であると、私ども

は認識をいたしております。このため、県にお

きましては、平成13年から、県木材利用技術セ

ンターの所長として、木材加工の専門家を外部

から招聘し、県産材の有効利用策の研究開発を

行っておりますほか、先般公表いたしました、

世界的な光学メーカーとの太陽熱利用の共同研

究など、県外を含む多様な企業等との連携も積

極的に進めているところであります。また、宮

崎大学におきましては、本年度から、バイオマ

ス資源の利用など４つの重点研究分野におい

て、国内外から10名の若手研究者を採用し、中

核的クラスターを形成することとされておりま

して、今後、産学官の共同研究の加速や、その

研究成果の県内産業への波及が期待されるとこ

ろであります。このような形で、外部人材の招

聘や大学・企業との緊密な連携を図りまして、

本県産業の振興に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○長友安弘議員 次に、農業の振興策につい

て、知事並びに農政水産部長に伺います。

初めに、知事に伺います。諸産業の振興は本

県の宿願でありますけれども、本県の得意分野

である農業に力を入れるのが早道だと、そうい

う識者の声がございます。県は、本県農業の振

興に今後どのように取り組んでいかれるのか、

お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 世界の食糧需給は逼

迫基調で推移すると見込まれる中、私たちの

「くらしといのち」を支える農業こそ、今世紀

の成長産業であり、オンリーワンの県土づくり

を進める上で重要な産業であると、私は確信し

ておりまして、本県農業の持続的発展による地

域経済の活性化と雇用の創出を実現すること

が、私の務めであると考えております。農業

は、自然条件に大きく左右され、経営的にも不

安定な面もありますが、最近では、全国を代表

する大規模農業法人による先進的経営の多角

化、外食産業や一般企業の農業参入や産地加工

場等の設置、農業分野での新たな商品・技術の

開発など農商工連携の進展などの取り組みが活

発化しておりまして、農業に対する付加価値向

上や雇用創出等への期待が一段と高まってきて

いるところであります。現在、農業は大変厳し

い状況に直面しておりますが、これらの追い風

のある今だからこそ、農業分野の枠組みを超え

た多様な人・技術・資本等との連携をはぐくみ

ながら、新たな戦略を持って、「新３Ｋ」すな
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わち、「稼げる・かっこいい・感動を与える」

ことのできる「魅力あるみやざきの農業」を築

いてまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 農政水産部長に伺います。今

後、この雇用を生む農業の振興や、農業を核と

した産業創出等が望まれます。どのように進め

ていかれるのか、お尋ねします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 最近の雇用情

勢の悪化等を背景にしまして、農業法人等への

就農希望者、あるいは建設業等からの農業参入

が増加しており、県内で約6,000名を雇用してお

ります587の農業法人への雇用創出に対する期待

が一段と高まっているところであります。ま

た、農業を核に、食品製造業や流通業を初め、

多様な産業分野との連携をはぐくみ、新たな経

済波及効果や雇用を創出する、農商工連携の動

きが活発となっております。このため、現在、

県といたしましては、従来の素材供給型中心の

生産構造からの転換を図るべく、経営規模の拡

大や経営の多角化等による雇用型農業経営の確

立や食料関連産業の創出を初め、多様な連携に

よる宮崎独自のビジネスモデルの構築等の取り

組みに対し、積極的に支援しているところであ

ります。今後とも、安定的な所得と安心して従

事できる「元気な農業」を目指しながら、本県

農業・農村が雇用の受け皿となり、地域活性化

の牽引役となるよう努めてまいりたいと存じま

す。

○長友安弘議員 ちょっと時間が迫ってまいり

ましたので、少し飛ばしてやりますけれども、

よろしいでしょうか。農政水産部長にお伺いを

いたしますが、「農業残って農村滅ぶ」という

ことでは、これは大変な問題になるわけであり

まして、新たな農業を展開していくときに、高

齢農業者あるいは規模の小さい農家についてど

う対応していかれるのか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県は、施設

園芸と畜産を中心に全国を代表する農業県とし

て発展してまいりましたけれども、水田農業や

肉用牛繁殖経営を中心に、高齢農業者、規模の

小さい農業者の方々の生産力に支えられた部分

が多くございます。今後とも、本県農業生産の

維持発展を図るためには、新たな担い手の確保

や法人経営体の育成はもとより、これら高齢農

業者等の方々に、その経験に基づく知識と技術

を生かしながら、できるだけ長く農業に従事し

ていただくための地域営農システムの確立が大

変重要であると考えております。このため、県

といたしましては、今後とも、農作業の受託組

織、あるいは集落営農組織等の育成のほか、耕

種部門における育苗とか選別作業等の共同化、

畜産部門における家畜の飼養管理等を補完しま

すヘルパー組織とか集団管理施設の整備などを

通じ、農作業の分業・協業化を促進しまして、

多様な担い手に支えられた「元気なみやざき農

業」を展開してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 次に、産業の振興にとりまし

て大事なインフラ整備について、県土整備部長

並びに福祉保健部長にお尋ねいたします。

まず１点目は、県土整備部長に伺いますけれ

ども、諸産業の振興あるいは地域の活性化のた

めには、陸・海・空の一層のインフラ整備が急

がれます。そのような中、県内１時間構想とい

うのがございましたけれども、この達成に向

け、今後どう取り組んでいかれるのか、お尋ね

いたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 本県では、県

内の拠点都市間などをおおむね１時間で結ぼう

とする県内１時間構想に基づきまして、骨格と

なる高速道路を初めとする道路網の整備を進め
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ているところであります。しかしながら、東九

州自動車道などが整備途上にありますことか

ら、宮崎市と延岡市などの拠点都市間を結ぶ計

画が達成率50％、また国県道が十分に整備され

ている状況にございませんことから、拠点都市

と隣接地域の中心都市を結ぶ計画の達成率

が87.5％であるなど、まだまだ道半ばであると

認識をいたしております。平成22年度政府予算

案における公共事業予算、大変厳しいものがあ

りますことから、これまで以上に選択と集中を

図りながら、早期に整備効果を発現してまいり

たいと考えております。

○長友安弘議員 県内１時間構想、高速道路の

整備とともに完了してくると思いますけれど

も、あわせまして、圏域内、これは30分間では

絶対にめぐれるというようなところの整備も、

今後またお願いをしておきたいというふうに思

います。次に、「コンクリートから人へ」とい

うことでありますけれども、命の道路の整備

は、本当に何としても大事でございます。今後

の計画と見通しについて、再度伺っておきたい

と思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 本県におきま

しては、安全で安心して暮らせる県土づくりを

目指して、地域の孤立化解消や救急医療施設に

つながる生命線道路として、中山間地域におけ

る国県道の改良を初め、緊急輸送道路の整備に

重点的に取り組んでおります。また、災害時の

交通確保を図るための橋梁の耐震化や落石対策

などにつきましても、計画的に整備を進めてい

るところでありますが、例えば、緊急輸送道路

の整備率につきましては、平成14年度77％であ

ったものを、平成35年度には90％に引き上げる

目標としております中、現在82％にとどまって

いるなど、今後とも、着実に整備を進めていか

なければならない状況であります。また、現在

見直しを進めております宮崎県中長期道路整備

計画における県民アンケートなどにおきまして

も、安全な暮らしを支えるための生命線道路の

整備を求める県民の皆様の多くの声が寄せられ

ておりますことから、計画の見直しに反映させ

てまいりますとともに、今後とも、「命の道」

である道路整備を計画的・効率的に進めてまい

りたいと考えております。

○長友安弘議員 投資的経費の縮減というのは

大変懸念をされるわけでありますけれども、こ

れからそういう予算の厳しい中で、道路とかト

ンネルとか橋梁等のメンテナンスは大変重要に

なってくるというふうに思います。本県のメン

テナンス計画は万全になされているのかどう

か、お尋ねいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 道路や橋梁な

どの社会資本につきましては、今後、老朽化が

進行し、厳しい財政状況の中で、適切な維持管

理、更新に支障を来すことが懸念されますこと

から、施設の長寿命化とコストの縮減及び平準

化を図っていくことは極めて重要な課題である

と認識いたしております。このため、まず橋梁

については、これらの課題を解決するための効

率的な管理手法である、いわゆるアセットマネ

ジメントの導入に向けて、現在検討を進めてい

るところであります。さらに、その他の道路施

設につきましても、同様の手法や県民との協働

などを取り入れながら、きめ細かで計画的な維

持管理に努めてまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 次に、今後30年以内に勃発す

ると予測される日向灘地震の高い確率が懸念さ

れますけれども、これについてお尋ねしたいと

思います。チリ地震、大変な被害が出ておりま

すけれども、想定によりますと、日向灘地震、
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震度６という想定をしたときに、津波は５メー

トル、死者が大体1,500人ぐらい出るんじゃない

か、倒壊家屋は２万7,800棟ぐらいになるんじゃ

ないか、死亡原因の８割は圧死だと、こういう

ふうに言われております。本当に、住宅の耐震

化とか家具の固定、あるいは少しでも早く逃げ

てもらうための全国瞬時警報システムの設置等

が大事になってくるわけであります。阪神・淡

路大震災の教訓というのは、震災時には消防車

も救急車も来てくれない、来ないというのが大

きな教訓として残ったわけでございます。それ

ゆえに建物の耐震化が急がれますけれども、特

に民間の木造住宅の耐震化についてはどうなっ

ているのか、対策は万全になされているのか、

お尋ねいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 木造住宅の耐

震化を進めるためには、耐震性を的確に把握す

るための耐震診断の実施が重要と考えておりま

す。このため、平成17年度から、耐震診断に取

り組む市町村を支援する木造住宅耐震診断促進

事業を実施しておりまして、これまでに21市町

の374戸について支援したところであります。ま

た、平成20年度からは、新たに耐震診断の相談

や、耐震改修について適切な助言を行うアドバ

イザー派遣事業を実施しておりまして、これま

で４市町で47件の利用がなされております。県

といたしましては、こうした事業により、耐震

化の促進に取り組んでいるところであります

が、建物全体の耐震改修だけでなく、高齢者等

の方々の生活の主要部分となる寝室等の一部の

改修で対応することも、減災対策として有効と

いうふうに考えております。今後とも、耐震診

断事業並びにアドバイザー派遣事業を活用し

て、居住者等の状況に応じた耐震改修を促進す

るため、市町村と連携を図りながら取り組んで

まいりたいと考えております。

○長友安弘議員 最低限でも命を守る、そうい

う対策には重点的に取り組んでいただきたいと

いうふうに思います。

これもインフラでしょうか、福祉保健部長に

お尋ねをいたします。ドクターヘリが導入され

ますけれども、その就航につきましては―飛

んでいっておりるわけでありますけれども―

安全かつ迅速な連携のできるヘリの離発着場所

の確保が急がれます。このことについてはどう

いうふうに考えておられるのか、お尋ねいたし

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） ドクターヘリ

の離発着につきましては、県の防災救急航空セ

ンターにおいて、防災ヘリコプター用として474

カ所について調査がなされており、これらを参

考にしながら検討をしていくことになると考え

ております。ドクターヘリの運航開始は、早く

て平成23年度末となっておりますが、今後、運

航開始までに、離発着の安全性、病院からの距

離、道路アクセス等の状況を踏まえながら、運

航主体の宮崎大学を中心に、関係機関で協議し

ていくことになると考えております。

○長友安弘議員 続いて人材育成について、知

事並びに教育長、県民政策部長にお尋ねをいた

します。

初めに、知事に伺います。今後、東アジア戦

略を初め、観光産業等の諸産業の振興、また労

働力の移入、こういうものが進むことに備え

て、語学というものがますます重要になってく

ると思います。英語はもとより、中国語、ハン

グル語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、イ

ンド語と、今から語学の力がポイントになって

くるんじゃないかと思いますけれども、語学力

対策の重要性について、知事はどのように考え
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ておられるのか、お尋ねいたします。

○中村幸一議長 執行部の皆さんにお願いしま

すが、回答は簡潔にお願いします。時間が押し

ていますから、よろしくお願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 昨日、髙橋議員のほ

うから、自分の発言について、外来語とか片仮

名語が多いと指摘を受けたばかりなので、ちょ

っと答弁に苦しむところなんですが、文化や経

済がグローバル化する現在では、国際社会にお

いて求められる語学力は、英語にとどまらず、

さまざまな国の言語も含め重要であると考えて

おります。私も以前、仕事で世界の30カ国以上

に行かせていただきましたが、世界には実にさ

まざまな人種や民族の方がいらっしゃいまし

て、それぞれ多様な言語や文化、価値観を持っ

ておられました。そして、グローバル化という

のは、単に言語の共通化、価値の均一化ではな

く、それぞれの個性を認め合うことから始まる

との思いを強くいたしたところであります。今

後、本県が、海外と経済交流の拡大を進め、東

アジアを含む他国とよりよい関係を築いていく

ためには、県内においてさまざまな国の言語を

学ぶ機運が高まることが重要であると考えてお

ります。

○長友安弘議員 心配をかけておりますが、時

間内に終われるだろうと思います。

教育長に伺います。学校教育においては、国

際理解の立場から、外国語に接する機会を設け

ることがなされていると思いますけれども、内

容をさらに工夫しまして、充実する試み、そう

いうものはできないのか、お尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） これからの国際社会

を生きる視野の広い子供たちを育てるために、

小さいうちから外国の文化や言語に触れる機会

を与えていくことは、大切なことであると考え

ております。現在、小学校３・４年生におきま

しては、主に総合的な学習の時間の中で、国際

理解という視点から、外国の人々との交流を図

ったり、外国語に触れたりする活動を行ってお

ります。また、５年生・６年生におきまして

は、新設されました外国語活動の中で、さまざ

まな国の文化や言語に対する理解を深めさせる

学習に取り組んでおります。今後、小学校にお

ける国際理解教育や外国語活動をさらに充実さ

せていくためには、既に幾つかの市町村におい

て取り組まれている、宮崎を訪問した外国の子

供たちとの交流や、姉妹校としての交流などを

取り入れながら、さまざまな国の文化や言語に

触れさせる活動などを工夫することが大切であ

り、そのことが、子供たちにとって生きた学習

の場になると思っております。

○長友安弘議員 県民政策部長に伺います。宮

崎県の高等教育にとって悔やまれることは何で

あったか。これは過去において、法学部、経済

学部がなかったことだと識者は指摘しておられ

ます。このことにより、多くの有為な若者が県

外に流出し、本県産業、経済の振興に少なから

ず支障を来してきたと思えてなりません。本県

の将来を展望するときに、県内の高等教育環境

の一層の充実が望まれますけれども、どのよう

に考えておられるのか、お尋ねいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） ただいまござ

いましたように、現在、本県出身者の県内大学

への進学率は20％前後で推移をいたしておりま

す。このような状況で、さらに少子化が進みま

すと、県内大学等の経営そのものにも影響する

ことが懸念されるところでありまして、各大学

等が、個性や特色のあるプログラム等を通じて

魅力の向上を図って、県内大学への進学意欲を

高めていくことが必要だと思っております。そ
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のような中で、県内の大学、短大等の高等教育

機関におきましては、平成16年に「高等教育コ

ンソーシアム宮崎」を設立し、単位互換等の相

互協力や地域産業との連携を密にすることなど

により、高等教育全体の機能向上を図る取り組

みが行われております。県におきましては、こ

ういった取り組みに対して、毎年助成を行って

いるところでありますけれども、今後とも、イ

ンターンシップ事業への協力などを通じ、高等

教育環境の魅力アップを図れるよう支援を行っ

ていきたいと思っております。

○長友安弘議員 最後に、警察本部長に伺いま

す。ますます進行する高齢化社会におきまして

は、高齢者を巻き込むさまざまなトラブル、犯

罪、こういうものが懸念をされます。交通安全

対策とともに、犯罪の抑止、防犯対策が望まれ

ますが、警察本部としては、どのような予測を

持ち、対策を講じていかれるのか、お尋ねいた

します。

○警察本部長（鶴見雅男君） 今後の高齢化の

進展に伴いまして、高齢者の被害が増加すると

いうことも考えられるところであります。そこ

で、高齢化社会に向けた防犯対策でありますけ

れども、例えば、振り込め詐欺やリフォーム詐

欺等の高齢者が被害に遭いやすい犯罪の実態に

応じた、きめ細やかな情報を提供するなど、よ

り一層、効果的な犯罪抑止対策を推進すること

によりまして、犯罪の起きにくい環境づくりに

取り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。それから、地域警察官等による、ひとり

暮らしの高齢者宅への訪問活動、これを強化す

ることはもとよりでありますけれども、日常、

高齢者の方々と接する機会の多い医療・介護・

福祉関係者等の方々との幅広いネットワークを

構築することを検討いたしまして、社会全体で

高齢者の安全を守っていくという形で、各種防

犯対策を推進していかなければならないという

ふうに考えております。

○長友安弘議員 逆に今度は高齢者、犯罪者の

高齢化問題というのも心配されるわけでありま

すけれども、このことについては、また別の機

会にお尋ねさせていただきたいと思います。以

上で私の質問を終わります。（拍手）

○中村幸一議長 次は、外山衛議員。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。初めに、知事の政治姿勢について３

点お伺いします。

まず１点目は、民主党を中心とした連立政権

と県政運営についてであります。昨年夏の衆議

院議員選挙後に、民主党を中心とした連立政権

が誕生いたしましたが、この半年間の鳩山政権

の動向を見ていますと、マニフェストの実践、

普天間基地問題、連立政権のひずみ、党内の二

重権力構造などの多くの問題が露呈し、迷走に

次ぐ迷走で政権交代の熱気も冷め、この国がど

こに向かっているのか、心配をしているのは私

だけではないと思っております。また、外国の

メディアから「血流停止した亡霊」と報道され

るなど、残念な思いであり、危機感を禁じ得ま

せん。そこで、知事にお伺いしますが、これま

での連立政権の政治のありようを、都道府県の

一首長としてどう評価されているのかをお尋ね

いたします。また、国の施策が地方自治体の行

政運営に多大な影響を及ぼすことは言うまでも

ありませんが、そこで、県政運営に支障となっ

ているようなことはないのか。もしあるとすれ

ば、その対応策をどう考えておられるのかもお

伺いいたします。

２点目は、道州制と地域主権について若干伺

います。まず、道州制の議論に触れたいと思い
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ます。現在も、道州制については、制度として

の組み立て方やそこに至る道筋など、さまざま

な議論がなされていますが、この国の統治形態

の変更には、法律の整備や、慎重の上にも慎重

を重ねた国民の議論が必要であり、国民の意思

が十分に反映されなければなりません。道州制

については、単なる都道府県の合併にとどまる

ようなものであってはならないと思います。そ

こで、知事は、この国の形をどうすることが宮

崎県のためになると考え、その考えのもとに、

道州制の問題にどうかかわっていくつもりなの

かをお伺いいたします。

次に、地域主権についてでありますが、民間

の総合研究所が発行している「地域主権型道州

制・国民への報告書」のタイトルにあるよう

に、道州制議論とともに、「地域主権」という

言葉が頻繁に使われるようになってまいりまし

た。現政権においても、日本が明治以来続けて

きた政治と行政のシステムを転換する歴史的な

第一歩にするとして、２つの大きな政策の柱を

掲げ、その一つが、「内容の伴った地域主権」

であります。そもそも国、都道府県、市町村の

形態をとる政治と行政のシステムの中で、安易

に使われつつある「地域主権」という言葉に、

違和感を覚えずにはいられません。国の権限や

財源を精査し、地方へ大胆な移譲を進めること

は、一部の権限を移譲するものであり、主権は

あくまでも国に存在するものと考えます。そこ

で、知事は、この地域主権の政策をどのように

受けとめられているのかをお伺いします。

３点目は、来年度に策定を予定されている総

合計画についてお伺いします。総合計画につい

ては、本県の20年後の将来像を描いた上で、分

野別施策における10年間の施策の方向性を示す

として、既に地域別県民会議を開催され、地域

課題と対応の方向性について検討を進められて

いるようでありますが、新年早々に新聞で報じ

られましたように、人口の減少や高齢化がさら

に進み、自治体としての機能や運営に大きな影

響を及ぼすことは必至であります。このような

中で、長期計画にどのような夢や方向性を描こ

うとされているのか、策定途中でありますが、

今の時点での知事の思いをお聞かせいただきた

いと思います。

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。

私は、現政権の掲げる地域主権への取り組み

に期待しているところであり、また、さまざま

な改革や政策にも意欲的に取り組んでおられる

ことは評価させていただいております。しかし

ながら、本県を含め地方は疲弊し、大変厳しい

状況にありますので、現政権に対しましては、

本県そして地方の発展のために、地域の厳しい

実態・実情を踏まえた意見・要望など、引き続

き申し上げるべきことは申し上げてまいりたい

と考えております。また、行政刷新会議による

事業仕分け、新たな陳情システムの導入、「コ

ンクリートから人」への理念のもとでの平成22

年度の予算編成などが矢継ぎ早に打ち出され、

実行されました。こうした一連の動きでは、イ

ンフラ整備がおくれている本県にとって、公共

事業費の大幅削減に伴う影響が懸念されるほ

か、子ども手当の実質的な地方負担など、課題

が残る部分もございます。いずれにいたしまし

ても、現政権におかれましては、地域主権や国

民目線での政策運営を、しっかり進めていただ

きたいと考えておるところであります。

次に、道州制についてであります。私は、こ
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の国のありようとして、地域や住民が主役とな

る分権型システムへの大きな転換が必要だと考

えております。そのためには、国と地方の役割

分担を明確にし、地方への権限移譲を大胆に進

める必要があり、基本的には、国は、外交、防

衛、危機管理など主に国家の存立、あるいは国

家戦略に係るものに徹し、地方は、住民生活や

地域づくりに直接かかわる分野について、幅広

く役割を担うべきだと考えております。道州制

は、その受け皿となる行政権、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であ

り、地方分権の一つの姿になり得るものと考え

ておりますが、まずは、権限・財源を移譲する

地方分権改革を確実に推進していくことが肝要

かと思っております。また、道州制は、国のあ

り方そのものを抜本的に変えるものであり、主

権者たる国民の間での十分な議論が必要ですの

で、私といたしましても、積極的に議論にかか

わっていきたいと考えておるところでありま

す。なお、現政権が言われる地域主権につきま

しては、国民主権や主権国家との関係での議論

もございますが、政府の地域主権戦略会議で示

された改革の工程表を見ましても、政策の内容

は、我々が考える地方分権と同様でありますの

で、私といたしましては、現政権が地方分権改

革に対する意気込みを示す言葉として使われて

いるものと受けとめておるところであります。

次に、新たな総合計画についてであります。

本県は、今後、本格的な少子・高齢、人口減少

社会を迎えようとしており、地域活力や生産力

の低下と、これに伴う厳しい財政状況、さらに

はグローバル化の進展に伴う国際競争の激化な

ど、将来に向けて対応すべき課題は非常に大き

いと認識しているところであります。私は、こ

うした中にあっても、本県が、将来にわたって

個性と活力に満ちた「光り輝く宮崎」として、

人々が住み、働き、育ち、支え合いながら、自

立・持続していく地域であってほしいと考えて

おります。そのために、定住人口の維持や増

加、安定的な雇用につながる産業の振興、安全

で安心な暮らしの確保など、将来の地域の課題

について、既存の制度の枠にとらわれない、地

方独自の発想や方法をもって解決していく必要

があります。このため、新たな総合計画におい

ては、拡大を前提としない新たな価値観の創

造、グローバル時代の国際社会において存在感

ある宮崎、九州の確立、すぐれた人材の育成に

よる地域や産業の発展、住民が積極的に参画し

て自主的に運営される地域の姿など、長期的な

視点に立って、本県の目指すべき姿をとらえ、

将来像を描いていきたいと考えております。

〔降壇〕

○外山 衛議員 ありがとうございました。地

域主権につきましては、おっしゃるとおりだと

思いますけれども、私の考えでは、やれば、あ

えて地域主権と言わないで地方分権と言っても

よかった気がします。これは個人の見解ですか

らね。よく意味はわかりますけれども、やはり

主権というのは国家にあるわけですから、非常

に国民あるいは県民が勘違いするようなことに

なりかねないと思っておりますので……。十分

理解できました。

次に、水産業振興について伺います。

近年の漁業経営は、燃油や資材価格の高騰に

よる経営コストの増加や、景気後退による魚価

の低迷など、極めて厳しい状況が続いておりま

す。こうした中、カツオ一本釣り漁業者約400名

が、去る２月２日、国内外の大型まき網漁船に

よる大量漁獲からカツオ資源を守らねばと決起

集会を開催し、宮崎市内をデモ行進するという
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行動を起こされました。これはまさに、漁業の

置かれた厳しい現状を切実に訴えるものであり

ます。また、２月22日の宮日新聞に、「枯渇回

避へ規制必要」と題した外浦鰹船船主組合長の

河野さんへのインタビュー記事が載っておりま

した。これは、「カツオ資源の激減は大型まき

網漁船が原因であり、自分たちも自主規制をす

るから、きちんと交渉に応じてもらいたい」旨

の訴えであります。そこで、まずは国内の大型

まき網漁業と一本釣り漁業とのすみ分け、ルー

ルづくりが必要と考えるわけでありますが、県

としては、今後どのように対応していかれるの

かを、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県のカツオ

一本釣り漁業と国内の大型まき網漁業につきま

しては、東北沖合の同じ漁場において、カツオ

を漁獲しております。こういったことから、両

者の協調によりまして、資源を持続的に利用し

ていく体制を構築していくことが大変重要であ

ると考えております。このため、先般、知事か

ら農林水産副大臣に対しまして、国内まき網漁

業と一本釣り漁業の共存に向けた業界間の調整

等について申し入れを行ったところでありま

す。国におきましては、このような本県からの

働きかけ等も踏まえ、関係者によるカツオ資源

の永続的な利用に係る対応策を検討するための

カツオ資源問題検討会を近々のうちにも開催す

るというふうに伺っておりまして、本県からも

関係者が参加し、本県の実情を訴えるといった

こと等をしておるところであります。県といた

しましては、今後とも、カツオ一本釣り漁業が

安定的に継続できるように、業界間の調整とか

資源の持続的な利用の確保に向けまして、引き

続き、国に働きかけてまいりたいと考えており

ます。

○外山 衛議員 本県漁業の主体はカツオ一本

釣りでございますから、国への強い申し入れを

願います。

引き続きまして、さきの押川議員への答弁の

中で、「新たな対策として、燃油価格の動向や

国の対策などを踏まえて検討する」とのことで

ありましたが、国におきましては、近々、燃油

に係るセーフティーネットの仕組みが創設され

るようであります。このことについて、今後、

県として、漁業経営の安定に向けてどのように

取り組んでいかれるのかを、農政水産部長にお

伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御質問にござ

いましたように、国におきましては、平成22年

度から、国と漁業者の拠出により基金を造成し

まして、燃油価格が一定基準を上回った場合に

補てん金を交付する、恒久的なセーフティーネ

ットを新たに創設することといたしておりま

す。燃油価格は、中長期的には依然として上昇

基調にあると言われておりますので、その影響

を緩和するこの新たな対策につきましては、漁

業経営の安定に寄与するものと期待をしている

ところであります。今後とも、県といたしまし

ては、これら国の新たな対策とか、漁業緊急保

証対策資金等の活用も含めまして、関係機関・

団体とも十分連携しながら、操業方法の改善、

あるいはグループ化によるコストの削減、漁獲

物の付加価値向上の推進、さらにはみやざきブ

ランドの確立や産地の販売力強化などにより、

収益の確保に努め、漁業経営の安定に積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 さらにもう一点ですけれど

も、燃油対策について、一昨年、燃油高騰の折

に、日南市並びに南郷町におきまして、漁業の

燃料に対して、１リットル当たり１円を助成す
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る措置が講じられました。このような、いわゆ

る真水の支援、直接的な支援を、県は考えるつ

もりはあるのかないのか、農政水産部長にお伺

いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 今後の対策な

り支援についてでございますけれども、燃油価

格の動向あるいは漁業経営の状況、さらには国

の新たな対策あたりも踏まえながら、必要な措

置につきまして検討する必要があるものと考え

ております。以上であります。

○外山 衛議員 状況に応じて適切な対応・措

置をお願いしたいと思います。なお、この件に

つきましては、知事におかれましても、十分に

現状の認識をされていると思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

引き続きまして、林業・木材業の振興につい

てお伺いします。

過日、森林・林業活性化促進議員連盟、緒嶋

会長以下役員と椎葉椎葉村長、黒木西米良村

長、成崎諸塚村長、飯干五ケ瀬町長、内倉高千

穂町長、津隈日之影町長と、林業関係を主に意

見交換を行いました。山の窮状から担い手問

題、その他さまざまな意見を交わしたわけであ

りますけれども、最終的には材価が安い、ここ

が改善されないことには話にならない、材価が

上がらないことには、山の再生、発展は望めな

いとの結論でございました。そこで、木材価格

の低迷に対する県の取り組み状況と今後の対策

について、環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 林業経営を維

持していくためには、木材価格が一定の水準で

推移していくことが必要でありますが、一昨年

の秋口以降、全国的に景気が低迷する中で、木

材価格は、昨年６月には１立方メートル当た

り7,000円台まで落ち込む、非常に厳しい状況と

なったところでございます。このような状況に

対応するため、県では、素材の生産から加工・

流通に至るコストを削減する事業に取り組むと

ともに、昨年６月の補正予算によりまして、原

木市場のストック機能を生かして、価格の安定

化を進める取り組みを緊急に実施したところで

あります。現在、木材価格が１万円台まで持ち

直してきておりますが、経営意欲を回復する水

準までには至っておりません。このため、本議

会に新規事業としてお願いしております「原木

新供給システム構築モデル事業」により、木質

バイオマス等の新たな大口需要先と原木市場が

取り組む価格や量などを定めた協定取引を促進

いたしまして、木材価格の底上げを図ってまい

りたいと考えております。今後とも、県内外に

おける県産材の需要拡大や利用間伐の促進等、

木材価格の安定につながる取り組みをさらに進

め、所得の確保に努めてまいりたいと思いま

す。

○外山 衛議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

続きまして、県産材、いわゆる杉材を今、中

国あるいは韓国へ輸出し、市場拡大の試みがあ

るようでございます。これには、理解を示すと

同時に期待をいたします。ただ、昨年、上海・

韓国へ行った際、私の知り得た情報によります

と、現地での木材の需要拡大は困難であるかも

しれません。そこで、国内・県内の需要増を図

るべきと考えます。その一つの対策として、県

産材利用木造住宅特別融資制度などは非常に有

効であろうかと考えます。兵庫県においては、

預託型、つまり金融機関に無利子で預託をし、

それを原資として低利のローンを組むもの。徳

島県では、貸付型、金融機関が貸し出す金額

の30分の１を県が低利で金融機関に貸し付け、
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その貸付資金の一部に充当するもの。新潟県で

は、純粋お願い型、県が金融機関にお願いをし

て回り、県内の一部の金融機関に低利融資制度

をつくってもらったもの。ほかの県においても

取り組みがあろうかと思いますけれども、３県

を例といたしました。需要の喚起につながるも

のと思いますが、県土整備部長に見解を伺いま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 県におきまし

ては、県産材を使用して戸建て木造住宅を建設

する県民に対して、融資残高の年利0.5％に相当

する額を５年間補助しようという「いきいき三

世代 木造住宅建設促進事業」、これを平成９

年度に創設しまして、所要の改善を経て、17年

度まで実施したところでございます。この制度

を活用して、238件の利用があったわけでござい

ますが、金利水準の低下や民間住宅ローンの充

実等を背景として、利用者が減少してきたこと

から廃止したところでありまして、改めて同様

の助成を行うことは難しいものというふうに考

えております。しかしながら、木造住宅は、本

県の気候・風土に適しているほか、低炭素社会

の実現に寄与するものでありますことから、県

産材の利用促進につながるよう、従来から行っ

ております県民を対象にした住宅の無料相談

や、ホームページによる情報提供、技術者向け

のセミナーの開催などに、今後とも関係部局と

連携して、積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

○外山 衛議員 現在、他県が実施をしている

制度でありますので、効果があるとなれば、再

開も視野に入れていただきたいと要望しておき

たいと思います。

林業の担い手対策の件であります。農林水産

業の不振や建設業の受注減など、地域経済は極

めて疲弊しております。特に、中山間地域にお

いては、農林業と建設業の兼業により生計を立

てている人も多く、縦割りの対策では十分と言

えません。このため、県民の生活体系に応じた

横断的な振興策を講じることが必要だと思いま

す。そこで、農林水産業従事者を嘱託職員など

として雇用し、農閑期に山の荒廃対策に当たっ

てもらうなどの施策はできないか、環境森林部

長にお伺いします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 林業につきま

しては、中山間地域の雇用を支える主要な産業

でありますので、間伐などの森林整備を促進

し、雇用の確保を図っていくことは大変重要と

考えております。このため、今年度、県の委託

事業として、県下８つの森林組合に27名の間伐

推進員を雇用し、間伐の促進を図るとともに、

県有林の整備や作業道等の維持管理に、新たに

約230名の森林作業員を雇用したところでござい

ます。また、林業と建設業の連携による事業を

創設しまして、中山間地域を中心に11地区で、

災害に強い道づくりと建設業の林業への参入促

進を図っておるところでございます。さらに、

来年度の新規事業といたしまして、建設業等の

離職者を対象に、作業道開設のための専門技術

者を新たに８名養成し、森林組合など林業事業

体への就業を促進する事業をお願いしていると

ころでございます。今後とも、間伐などの森林

整備に積極的に取り組みまして、中山間地域の

雇用の確保に努めてまいりたいと思います。

○外山 衛議員 次に移ります。農道整備事業

についてであります。

私の地元南那珂では、本年度、串間市今町か

ら日南市北郷町曽和田まで、全長43キロメート

ルの沿海南部広域農道が、約30年の歳月をかけ

て全線が完成し、現在、供用が開始されており
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ます。この広域農道の完成により、本地域の農

産物輸送の条件は大きく改善され、今後、南那

珂地域の農業振興に大いに寄与できるものと期

待しております。都市と農村の地域間格差が拡

大している中にあって、都市と農村が一体とな

って均衡ある発展をしていくためには、農道の

整備が必要不可欠であると思うのであります。

ところが、昨年11月に、政府の行政刷新会議ワ

ーキンググループの事業仕分けの中で、農道整

備事業は、農道の歴史的意義は終わったとし

て、廃止の方針が打ち出されたのであります。

また、県議会におきましても、環境農林水産常

任委員会として、清武町の施工中の橋梁の工事

現場に足を運び、地元農家の方々の意見をお聞

きするなどした上で、宮崎県議会として、「農

道整備の継続的な実施と予算確保に関する意見

書」を取りまとめて、12月に、国会を初め関係

機関あて提出をしたところであります。そこ

で、農道事業については、その後、どのような

措置が講じられたのか。また、農道整備を今後

どのように対応していかれるおつもりなのか

を、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 昨年度、事業

仕分けにより、廃止とされた農道整備事業につ

きましては、新たに創設された農山漁村地域整

備交付金の中で対応できるように措置はされた

ところでございますけれども、農業農村整備事

業予算の大幅な削減を踏まえた場合、十分な予

算の確保が懸念されるところであります。現

在、県におきましては、14路線を対象に整備促

進に努めているところでございますけれども、

農道の整備は、申すまでもなく大型の機械導入

による農作業の効率化、あるいは農産物輸送の

合理化に大きく寄与しておりますし、特に中山

間地域では、重要な生活道路としての役割も担

っております。このため、県といたしまして

は、今後とも、国に対して予算の本県への重点

配分を強く要望するとともに、内閣府で所管し

ております道整備交付金あたりの活用について

も検討を行っているところでございまして、実

施地区の早期完了に向けて最大限の努力をして

まいりたいと考えております。

○外山 衛議員 国の理解が得られるように、

御尽力をお願いしたいと思います。

続きまして、東九州自動車道北郷―日南間に

ついては、かなり厳しい予算措置が予想されま

す。もちろん志布志までの開通も視野に入れて

でありますが、今後、九州における宮崎県の立

ち位置、また観光面からも道路の整備は大変重

要と思われます。福岡から鹿児島などは新幹線

までも開通というのに、この地域間格差は看過

できるものではないと考えますが、県としてで

きること、また取り組みを県土整備部長に伺い

ます。

○県土整備部長（山田康夫君） 東九州自動車

道を初めとする県内高速道路の整備促進につき

ましては、県政の最重要課題として幾度となく

要望を行うなど、積極的に取り組んできたとこ

ろでございます。このたび、国土交通省から示

された平成22年度予算のいわゆる仮配分では、

東九州自動車道につきましては、北郷―日南間

が前年度を大きく下回っており、非常に厳しい

状況にあると認識をしております。また、いま

だ基本計画区間のままで整備着手のめどが立っ

ていない日南―串間―志布志間につきまして

は、現在、国土交通省が、日南から南に続く一

部区間において、環境アセスメントの手続に向

けた調査に着手しているところであります。し

かしながら、国において、高速道路の整備の過

程に関し、現行の国幹会議を廃止し、新たな仕
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組みを構築すること、また、平成22年度におい

て、原則新規事業は行わないとされた方針が、

今後どのようになっていくのかなど、大変不透

明な状況にございます。県としましては、整備

の進捗が今以上におくれることのないよう、必

要となる予算の確保、特に整備のおくれた地方

への重点配分を、さらには整備の道筋さえ見え

ていない区間については、国の動向に注視しな

がら、早期に整備着手していただけるよう、政

府を初め関係機関に対して、県議会や地元経済

界等とも連携しながら、県民一丸となって引き

続き強く訴えてまいりたいと存じます。

○外山 衛議員 もう一点です。国道220号線に

ついてであります。地元からもたび重なる要望

活動の結果、国の方針が廃止、復活、廃止と、

地域住民の感情を逆なでするような変わりよう

でありますが、このことについても、県として

の対応、取り組みを県土整備部長にお伺いいた

します。

○県土整備部長（山田康夫君） 国道220号の青

島―日南改良事業につきましては、昨年３月末

の事業凍結以降、県議会を初め沿線自治体及び

住民の皆様方と一体となり、幾度となく国や関

係機関に要望してまいりました。この結果、事

業化に向けた詳細な調査が行われることとなり

まして、来年度の新規事業として予算要求され

るものと期待をしておりましたところ、昨年11

月、国土交通省より示されました「平成22年度

の直轄事業の事業計画」に予算計上がなされて

いなかったことから、再度、国土交通大臣に対

して、知事を先頭に早期整備について強く訴え

てまいったところであります。ところが、この

２月に、国土交通省から示された平成22年度予

算、いわゆる仮配分におきましても予算計上が

なされておりませんで、このことは、沿線住民

の皆様方の思いからしても極めて残念なことで

あると考えております。国道220号は、沿線住民

の生活や救急医療を支える……（「頑張れ」と

呼ぶ者あり）まさに命の道でありますことか

ら、今後ともあらゆる機会をとらえて、防災対

策の必要性と早期整備について、沿線自治体及

び住民の皆様方と一体となって、国や関係機関

に対し、強く訴えてまいりたいと存じます。

〔「頑張れ」と呼ぶ者あり・拍手〕

○外山 衛議員 ありがとうございました。ま

さに部長のお気持ちは十分伝わっております。

道路整備につきましては、県北の整備もあわせ

て、私どもも一体となって声を上げていきたい

と思っております。

続きまして、観光産業の動向調査関連でござ

います。私の地元、日南の飫肥にも言えること

でありますが、今回、高千穂を例にとって申し

上げます。来町者が130万人から150万人にふえ

たとのことでありまして、喜ばしいことではあ

ります。マスコミ等は、ただ数字だけしか報道

しないわけでありまして、来町者の総数は確か

にふえてはおるんですが、地元の旅館経営者ら

に伺いますと、一部は潤っておるんだけれど

も、全体的な盛り上がりには欠けると。そこ

で、地元への経済波及効果をどのように分析・

認識をされているか、商工観光労働部長にお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 高千穂町

は、神話や伝説にちなんだ神社、施設等が数多

く点在していること等もありまして、国内の旅

行動向が低迷する中にあって、町の統計によれ

ば、観光客数、観光消費額、いずれも順調に推

移しておりまして、今や県内でもトップクラス

の入り込みを誇っております。しかしながら、

観光客数の伸びほど宿泊客数が伸びていない、



- 268 -

平成22年３月２日(火)

高千穂峡や天岩戸神社等の主要な観光スポット

は訪れるが、街の中に足を運んで食事をしたり

買い物をする観光客は少ないといった問題があ

ります。このようなことから、県としまして

は、現在、高千穂町について、観光地総点検を

実施しているところでございます。今後の基本

的な課題としましては、いかに観光客の滞在時

間・日数をふやし、その経済効果を高めていく

かであると考えております。以上でございま

す。

○外山 衛議員 それに対しまして、今後、ど

のような対策、取り組みを講じられるか、商工

観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今お答え

しました基本的な課題であります、高千穂町で

の滞在時間・日数をふやし、経済効果を高めて

いくためには、周遊のためのマップや案内表

示、あるいは地元ならではの「食」、あるいは

気のきいた「おもてなし」など、さまざまな面

で対策を考える必要があると考えております。

このため、町側では、現在、収入対策としまし

て、県の「元気、感動みやざき観光地づくり事

業」、これらを活用しまして、街歩きマップの

作成、あるいは町なかへの誘導サインの設置、

それから、町なか案内人の育成等を行っている

ところでございまして、今後もその充実を図っ

ていく必要があると考えております。また、こ

としの４月には、食の魅力の発信拠点として、

街の中心部に地元高千穂牛を提供するレストラ

ン、あるいは農産物直売所、観光案内機能を持

った施設「高千穂がまだせ市場」がオープン予

定でございまして、今後、集客・滞在ポイント

となっていくものと考えております。さらにま

た、高千穂町への入り込みを周辺地域にも拡大

させるなど、広域的な視点から観光振興を図る

必要もございます。このため県としましては、

日之影町の森林セラピーや五ケ瀬町の農家民泊

などと連携、さらには旧高千穂鉄道沿線施設を

活用した体験メニューの発掘など、周辺地域を

含めた魅力アップに、地元と一緒になって取り

組んでいるところでございます。以上でござい

ます。

○外山 衛議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、都井岬観光ホテルの閉館についてであ

ります。土曜日の新聞を見て、突然このニュー

スを知り、大変驚きました。決して好調な営業

でないとは思っておりましたが、急にこのよう

なことになるとは考えておりませんでした。都

井岬の観光は、近年厳しい状況が続いておりま

したが、太平洋を一望する草原に野生馬が遊ぶ

あの雄大な景観は、どこにもないすばらしいも

ので、本県を代表する観光地として、ぜひとも

再生を図りたいと念願していたところに、都井

岬に存在する唯一の大型宿泊施設がこのような

ことになり、南那珂地域の県議会議員として残

念でなりません。また、この閉館は、県南地域

の観光振興はもとより、雇用など、県南経済に

も影響が生じると心配をしているところであり

ます。そこでお伺いしますが、都井岬観光ホテ

ルの宿泊者の状況はどうであったのか、従業員

は何名か、ホテルの今後の見通し、県として何

らかの対応をされるのか、現時点でわかる範囲

で結構でありますので、お示しいただきたいと

思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 都井岬観

光ホテルにつきましては、98室250名の収容能力

を持つ、都井岬唯一の大型宿泊施設でありまし

て、その閉館は、議員御指摘のとおり、本県を

代表する観光地である都井岬、ひいては日南海
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岸全体の魅力にもかかわるものでありまして、

大変残念に思っているところでございます。宿

泊者の状況につきましては、公表されていない

ところでございますが、最近は、減少傾向にあ

ったと伺っております。また、従業員につきま

しては、28名で、うち正社員が21名でございま

す。今後のホテル再開の見通しでございます

が、現在、情報収集中でございまして、明確に

申し上げられることはございません。県としま

しては、このホテルは都井岬の観光振興に大き

な役割を果たしてきた大変重要な施設でありま

すので、早急に、地元串間市や観光協会、地元

地域づくり団体等と、それぞれの立場でどうい

うことができるのか、十分協議してまいりたい

と考えております。以上でございます。

○外山 衛議員 大変だと思いますけれども、

官民一体となって、あらゆる可能性を探っても

らいたいと思います。

続きまして、教育関係について３点お伺いし

ます。

時代は厳しくとも、長い目で見れば、次代を

担う子供たちをどう育てていくかということ

が、地域や県全体の維持発展のために必要不可

欠なことと思います。私は常々、「人間力」、

生きる力ということを申し上げております。子

供たち一人一人の人間力をどうはぐくみ、厳し

い環境下にある今、次代を担う人材として育て

ていくか、教育長の所感を伺います。

○教育長（渡辺義人君） 長引く景気の低迷や

少子高齢化の進行による労働力人口の低下等か

ら、今、日本全体が先行き不透明な将来に対し

て不安を感じている状況にあります。このよう

な状況にあるからこそ、活力と存在感のある宮

崎としてあり続けるためには、子供たちが、柔

軟な発想と行動力、そして努力を惜しまない心

を身につけるとともに、人とのかかわりの中

で、思いやりの心や規範意識等、人として必要

な力、いわゆる「人間力」を育成することが重

要なかぎであると考えております。県教育委員

会といたしましては、「のびよ！宮崎の子ども

たち」をスローガンに、「明日の宮崎を担う子

供たちを育む戦略プロジェクト」に取り組んで

おりますが、今後とも、学校、家庭、地域のき

ずなを基盤とし、宮崎の子供たちが、さまざま

な人や出来事との出会いの中で人間力をはぐく

むことができるように、県民総ぐるみの教育を

推進し、活力ある宮崎を支える人づくりを実践

してまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 昨今の経済情勢、雇用情勢を

見ておりますと、子供たちには小さいころから

生活力を身につけさせることが必要と思いま

す。そこで、農林水産業や商工業に触れる産業

教育や、人との良好なコミュニケーションを図

れる教育などを強化するべきと考えますが、教

育長のお考えをお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 生きる力をはぐくむ

ために、小中学校の早い段階から体験活動に取

り組ませたり、人と人とのかかわりを豊かにす

るコミュニケーション能力をはぐくんだりする

ことは、非常に大切なことであると考えており

ます。現在、小中学校におきましては、望まし

い勤労観・職業観を育成するために、米づくり

や植林、地びき網漁や企業見学などさまざまな

体験活動や、事業所などにおける職場体験学習

などに取り組んでおります。また、社会性やコ

ミュニケーション能力をはぐくむために、道徳

の時間を中心としながら、学校の教育活動全体

を通して、あいさつや礼儀などの基本的な生活

習慣を身につけさせたり、他人の立場を尊重し

ながら、互いに支え合う態度の育成に取り組ん
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だりしているところであります。県教育委員会

といたしましては、今後とも、さまざまな体験

活動等を通して、難しい時代にあっても困難を

乗り越えていく、たくましい子供たちをはぐく

んでいきたいと考えております。

○外山 衛議員 もう一点でございます。昭

和22年の旧教育基本法制定以来、我が国の教育

制度は60年以上の歴史を誇ります。長い歴史の

中では、伝統が形成され、そして、それはよい

意味でも悪い意味でも固定化されるものが生じ

ます。渡辺教育長は、長く財政畑を中心に歩ん

でこられましたが、昨年度、全く畑違いの教育

委員会のトップになられました。そこで、内部

にいては見えないことも、ある意味、第三者的

な視点でもって教育委員会を見ることができる

のではと考えます。そこで、渡辺カラーといい

ますか、宮崎モデルみたいなものを、教育委員

会に、教育の現場へ打ち出してもらいたいと思

うのであります。期待を込めて、教育長のお考

えを伺います。

○教育長（渡辺義人君） 時間がございますの

で、若干長目にお答えしたいと思います。

ただいま議員から御紹介いただきましたよう

に、行政職の職員として、私は財政その他の一

般行政分野に長年携わっておりましたが、図ら

ずも一昨年の４月に教育長を拝命いたしまし

て、やがて２年を迎えようとしているところで

あります。この間、朱に交わって赤くなりなが

ら、また門前の小僧として習わぬ経を読みなが

ら、日々修業の身で誠心誠意、教育の諸問題の

解決に当たってきたところであります。残念な

がら、私は教壇経験はございませんが、教育畑

あるいは行政畑という出身のいかんにかかわら

ず、教育に何が必要とされているのか、そして

何をなさなければならないのかということを常

に視点として心がけてきたつもりであります

し、またそういうことが大切ではないかと考え

ておるところであります。このような視点で、

私なりにこれまで、例えば特別支援学校高等部

の設置に向けた取り組み、あるいはネットいじ

め対策での目安箱サイトの開設、そして企業の

力を教育の現場に活用できないかという取り組

みなど、県の教育委員会の教育委員の皆様の提

言・意見、そして教育委員会事務局職員、学校

現場の意見等を踏まえ、またそれに私の行政経

験、感覚を重ねながら、施策・事業の推進や構

築に当たってきたところであります。

そのような中で、最近感銘を受けましたの

が、この１月に延岡市で開催されました食育講

演会でありました。講師は、香川県の綾上中学

校の校長である竹下和男さんでありました。こ

の方が、親が一切手を出さない、子供だけでつ

くる「弁当の日」を、食育基本法ができ上がる

既に４年前、平成13年、９年前から提唱され実

践をされてきた方でございます。「弁当の日」

の取り組みを始めたきっかけは、「たくさんの

人たちの大変な努力で学校給食ができ上がって

いることをしみじみと感じた反面、給食の時間

に子供たちが食べるのが楽しくてしようがない

というのが感じられなかった。そこで、食べる

ということは、こんなにもありがたいことであ

る、こんなにも楽しいことである、こんなにも

感謝したいことであるということを子供たちに

気づかせたい、そういう思いから取り組んだ」

ということであります。今や全国で、ことしじ

ゅうには800校行くであろうと言われております

が、実践校がそれぐらいの数になる見込みであ

りまして、この「弁当の日」の実践を通じて、

子供が変わり、家庭が変わり、そして地域まで

もが変わりつつあるというふうな状況にあるよ
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うであります。

そこでお答えでありますが、学習指導要領に

は「「弁当の日」を実施すべし」とは、どこに

も書いてございません。しかし、現場の鋭い問

題意識のもとに、何をなすべきかをとらえ、学

習指導要領のねらいである「生きる力」、議員

の言葉で言えば「人間力」ということになりま

すけれども、この人間力を見事に体現した発想

と取り組みであると思っております。独断を承

知で申し上げれば、ともすれば、学習指導要領

や、これまでの指導方法といった枠や形にとら

われ過ぎる嫌いがなきにしもあらずの教育界で

ありますので、私はこのような発想はよい意味

での警鐘ではないかと受けとめております。教

育に携わる者の喜びは、子供たちの輝くひとみ

とはじける笑顔であると思います。今の、議員

の御質問は、私自身というよりは、県教育委員

会、市町村教育委員会、そして学校現場の教師

に対するメッセージ、そして応援歌として受け

とめさせていただきまして、今後の励みとさせ

ていただきます。以上であります。（拍手）

○外山 衛議員 ありがとうございました。で

は、最後になりますけれども、これは実は知事

には細かく通告しておりませんでしたが、押川

議員の代表質問の中にございましたので、ここ

であえて聞かせていただきます。３点ございま

す。

１つは、夫婦別姓の件でございます。家族・

家庭崩壊が問題となっている今、また、きずな

というものが失われつつある現代において、こ

のことはまさにそれを増長させるものと私は考

えます。今、夫婦別姓にするべき必然性がある

のかどうかも含めまして、知事のこのことにつ

いての見解をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 夫婦別姓の問題とい

うのは、賛否両論あるわけでございますが、賛

成の立場から言うと、自由の尊重、個の尊重、

夫婦の権利関係の主張、そういったものがあろ

うかと思います。自由権の確保といったもの、

反対の意見としては、議員御指摘のように、家

族のきずなとか、夫婦の一体感だとか、子供に

対する悪影響といったものが指摘されておりま

す。でも、夫婦が同じ姓であっても、夫婦が一

体感をなくしている方たちもいらっしゃいます

し、きずなが希薄な方もいらっしゃいますの

で、種々さまざまだと考えております。この問

題は国の根幹というか、婚姻制度、戸籍制度等

にかかわる非常に重要な問題であると思います

ので、今後とも、国民的な議論を喚起する上で

も、慎重な議論をしていくべきだと私は考えて

おります。

○外山 衛議員 もう一点でございます。外国

人参政権の問題であります。民主党に個人的に

は恨みはないんですけれども、ちょっと例を挙

げます。民主党のある国会議員から、あるテレ

ビ番組において、「参政権を与えるといって

も、それは地方議会に限ることですから、国会

にかかわることではありませんから」と、そう

いった理解しがたい無責任な、浅はかとも言え

る軽過ぎる発言があったんですが、このことも

含めまして、知事の外国人参政権の問題につい

てのお考えを、ぜひお聞かせいただければと思

います。知事にお願いします。

○知事（東国原英夫君） 移住外国人の、ある

いは特別移住外国人の方の参政権の問題という

のは、先ほどの婚姻制度と同じような性質で、

国の根幹にかかわる、国の制度の根幹にかかわ

る重要な問題だと認識しております。国益、地

域益にかかわる重要な問題ですので、引き続き

国民的な議論が必要だと思いますが、少子高齢
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化の中で人口減の中で、移住・帰化政策をどう

するか、あるいは法的解釈・憲法解釈をどうす

るか。基本的には平成７年の最高裁判決を尊重

する立場でありますが、そういったことも広く

勘案して、多元的・広角的な議論が、そしてま

た慎重な議論がなされるべき地方議会におきま

しては、10数件、都道府県の議会が、恐らく反

対の意見書を出されていると思います。県民の

代表である議会のそういった行動にも、これか

らも注視していきたいと考えております。

○外山 衛議員 お立場上、そういったお答え

しか今できないと思いますので……。

最後にもう一点だけ。これもテレビでの話題

でありますが、なぜ１番である必要があるの

か、２番でもいいのではないんだろうかといっ

た考え方が報道をにぎわせましたが、このこと

についての知事の率直な感想を伺いたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 仕分け人の蓮舫議員

の発言だったと記憶しておりますが、問題提起

としては、興味深い、おもしろい発言だったと

思います。あのことによって、科学技術、スー

パーコンピューターの問題でありましたが、そ

れが世界一である必要があるかどうかという国

民的な議論になったということは、非常に資す

る発言だったと思います。ただ、彼女らしいと

いうか、日系的な視点ではないなという感じは

しておりました。コンピューター等の性質上、

世界一であることと先端であることと、そうで

ないことというのは雲泥の差があると私は認識

しておりますので、その後の政府の判断により

まして、全廃ということは、９割ぐらい予算が

認められたと思うのですね。それは多くの知

見、良識をかんがみて、政府が正しい判断をさ

れたと思っております。今後とも、科学技術、

そういったものに対する予算というものは、こ

の国が成長していくために必要不可欠なものだ

と考えておりますので、ぜひ適切な対応を政府

には求めていきたいと考えております。

○外山 衛議員 以上で一般質問を終わりま

す。（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。

午前11時58分休憩

午後１時０分開議

○萩原耕三副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） たくさん傍

聴に来ていただきました。きょうは、遠路鹿児

島からも来ていただいております。心から感謝

を申し上げまして、早速質問に入らせていただ

きます。

私は、「心豊かに暮らそうよ」という言葉を

キャッチフレーズにしております。選挙に出よ

うと決めたときに、後援会で何かキャッチフレ

ーズをつくろうやということになりまして、い

ろいろ考えました。そこで、「「心豊かに暮ら

そうよ」ではどうでしょうか」と言いました

ら、「何かそら、もっとらしいとはねえとか」

と言われました。で、また考え直したんですけ

れども、どうしてもその言葉が頭から離れなく

て、そのことを言いましたら、「ま、いいか。

おまえらしくていいかもしれん」と言っていた

だきまして、「心豊かに暮らそうよ」が、私の

キャッチフレーズになったのです。私の議員と

してのすべての行動は、「心豊かに暮らすため

にはどうすればいいのか」が基本になっており
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ます。そこでお伺いしますが、東国原知事は、

心豊かに暮らすとはどういうことだとお思いで

しょうか。まずそのことをお聞きいたしまし

て、後は自席からの質問とさせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

心豊かに暮らすということは、日々充実した

幸せな暮らしを送るということだと思います

が、何をもって幸せを感じるかは、人によって

さまざまであります。私自身について申し上げ

ますと、夢や希望を持つこと、そして目標に向

かって努力する自分自身を信じられること、あ

るいは、人と人とのつながりの中で、周りから

必要な存在として認められることなどが幸せの

一つのあり方であると考えております。

また、私は、県政の目的である県民福祉の向

上とは、経済的、物質的な面だけでなく、暮ら

しに対する満足度など、これを｢県民の総幸福

量｣と表現することもありますが、これらを増大

させることにより、県民一人一人が幸せを実感

できる社会を築き上げていくことが肝要かと思

っております。そのような意味で本県には、地

域のつながりや人情味あふれる県民性、あるい

は豊かな自然環境や温暖な気候風土など、人が

心豊かに暮らす条件が数多く残されております

ので、今ある環境を大切にしながら、人や地域

が助け合い、希望を持って暮らせる宮崎づくり

を目指していきたいと考えておるところであり

ます。〔降壇〕

○横田照夫議員 私とほとんど同じような考え

で、ほっとしております。心豊かに暮らすため

の要素は幾つもあると思います。人間関係と周

囲の環境もその一つだと考えますので、その関

連で質問をいたします。

まず、三世代同居についてです。前回もこの

ことを質問しましたが、その後、委員会県外調

査で、全国学力調査でトップレベルの福井県に

行ってきました。福井県は共稼ぎ率が全国一

で、子供たちが学校から帰ったときに両親がい

ない場合が多いんだそうです。でも、三世代同

居率が全国２位と高く、両親がいないことを祖

父母がカバーしておられるようです。家庭の教

育力では、低下したと考える割合が、全国で

は70％ぐらいあるのに対して、福井県では30％

にも満たないそうです。家庭みんなで支え合う

子育て環境が整っていると言えます。改めて三

世代同居の有効性を強く感じました。

石井記念友愛社理事長・児嶋草次郎先生の講

演を聞く機会がありました。高崎山などの猿の

社会では、老若男女、障がいを持った猿もみん

な一緒に生活をしております。まさにノーマラ

イゼーションです。でも、人間社会は縦割りが

どんどん進んでしまいました。今、私たちは、

昔の大家族の時代を取り戻すべきだと言われま

した。でも、現実的に大家族を取り戻すことは

難しいので、社会の中に大家族の要素を取り入

れるべきとも言われました。大人が近所の子供

をしかれなくなったのも、大家族で鍛えられる

機会が少なくなったからではないでしょうか。

子供の教育やしつけ、高齢者の世話など、家庭

の中で吸収できるよう、三世代同居への政策的

誘導をするべきと思いますし、それができない

ところは、地域社会の中でそれができるような

体制強化を進めるべきだと思います。まず、教

育長、福井県の家庭の教育力はそれほど低下し

ていないと考えられているようですが、教育長

は家庭教育についてどう思われているんでしょ

うか、お聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 本県におきまして
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は、福井県と同様の調査結果はございません

が、「家庭の教育力が低下している」と回答し

た保護者の割合が低いということについては、

確かに望ましいことであると考えております。

子供にとって家庭は心のよりどころであり、子

供たちの健やかな成長の源は、まずは家庭教育

にあると考えております。夫婦や親子、祖父母

などの家族のきずなに支えられ、子供たちは自

分らしく素直に伸び伸びと育っていくと考えて

おります。また、航海に出て傷ついても、帰っ

てこれる母港がまさしく家庭であると、私はと

らえております。そういう意味から私は、教育

長就任以来、マニフェストの作成に当たりまし

て、「きずな」という言葉に思いを込めたとこ

ろであります。一方で、核家族化、少子化など

の進展に伴い、「宮崎県県民意識調査」により

ますと、子育てに不安や負担を感じている方の

割合が増加していることなどから、社会全体で

家庭教育を支援していくことが必要であると考

えております。午前中の外山議員の質問に対し

て、「弁当の日」の紹介を申し上げましたが、

まさしくこのような取り組みが今から必要であ

る、このように考えております。以上です。

○横田照夫議員 ありがとうございます。

次に、知事は、地域社会全体に大家族の要素

を取り入れるべきといったことについてどのよ

うに思われているのか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 大家族といいます

と、親・子・孫の三世代が一つ屋根の下で暮ら

すと。ただ、親・子・孫三世代といっても、そ

れぞれ１人ずつでしたら３人だけですので、こ

れを大家族と言えるのか。昨今のイメージだ

と、兄弟姉妹が多い、10数名に至るというよう

な大家族というのをイメージするわけでござい

ますが、いずれにしろ、親・子・孫の三代とい

うような、大人数というような漠然としたイメ

ージを持っております。その中で、祖父母が元

気で生き生きと暮らして、現役世代が仕事と子

育てを明るく楽しくやる、子供は多くの大人や

兄弟姉妹に囲まれながら、その人間関係の中で

豊かな人間性や社会性をはぐくんでいくといっ

た構図かと思っております。

しかし、現実には、核家族化の進行や単身世

帯、高齢者世帯の増加により、人と人とのつな

がりは希薄化していると言わざるを得ないかと

思っております。今後、我が国は本格的な人口

減少社会を迎えようとしておりますが、このよ

うな中にあっては、御指摘にありましたよう

に、大家族的な要素を地域全体のシステムに取

り入れる視点が重要になってくると、私も考え

ているところであります。このため、高齢者の

積極的な社会参加や、お互いの助け合いによる

子育て支援、地域の教育力の向上など、地域コ

ミュニティーの機能強化という観点から、どの

ような取り組みを強めるべきかということを検

討していかなければならないと考えておりま

す。

○横田照夫議員 次に、水の浄化について質問

します。かぐや姫の歌で有名になった神田川

は、どぶ川の代名詞になっていたような川です

けれども、今はアユの生息が確認できるほどき

れいな川になったそうです。長らくサケの姿を

見ることができなかった川に、再びサケが遡上

するようになったところもあるそうです。無関

心でいては、川は放置され、汚水が流され、や

がては私たちに負の遺産をもたらします。一度

傷を負った川でも、人々が愛のまなざしを向け

ることによって、再びきれいな川に生まれ変わ

るんです。前定例会の押川議員の質問に、「生

活排水処理率の平成22年度末の中間目標に対し
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ては、おおむね計画どおり進んでいる」との答

弁がありました。そこでお尋ねしますが、この

中で単独処理浄化槽の数はどれくらいあるんで

しょうか。川の汚染は、し尿によるものだけで

はなく、台所やふろなどのいわゆる生活雑排水

によるものも大きいと言われております。単独

処理浄化槽を合併処理浄化槽へ転換させること

が非常に大事と考えますが、環境森林部長、い

かがでしょうか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 平成20年度末

の県内の単独処理浄化槽の設置基数は約９

万1,000基でございまして、浄化槽全体の約６割

を占めております。生活雑排水をあわせて処理

する合併処理浄化槽につきましては、設置費用

の４割を国、県、市町村で補助する制度があ

り、毎年500基程度の単独処理浄化槽が合併処理

浄化槽へ転換されておるところでございます。

しかし、単独処理浄化槽の設置者にとりまして

は、既にトイレが水洗化されており、日常生活

に余り支障を感じないなどの理由で、転換がな

かなか進んでいない状況となっております。県

といたしましては、今後とも、設置者の負担の

少ない市町村設置型浄化槽の普及や、国の新た

な制度を市町村へ情報提供するなど、合併処理

浄化槽への転換に努めてまいりたいと考えてお

ります。

なお、３月８日からスタートいたします住宅

エコポイント制度では、住宅リフォームで得ら

れたポイントを浄化槽工事にも利用できるよう

になったところでございます。

○横田照夫議員 浄化槽を設置しても、適正な

保守点検や法定検査の確実な受検がなされない

と、川の浄化にはつながりません。今、私の周

りでは、公共下水道の工事が急ピッチで進めら

れています。私には、実に46万円強の負担金が

来ました。本管につなげる工事代を含めると100

万円を超えるかもしれません。ちょっと腰が引

けてしまいましたが、その必要性を理解できる

から承諾をしました。もう既に合併処理浄化槽

を設置済みの人も、公共下水道につなぐことを

承諾しています。みんな渋々ながらも行政のす

る方向に従っているんです。単独処理浄化槽を

転換するメリットが感じられないから合併処理

浄化槽への転換がなかなか進まないとか、保守

点検と法定検査の区別がわかりにくいために11

条検査の受検率が上がらないと言われておりま

すが、行政指導のやり方でかなり進むのではな

いかと考えます。県民にしっかりと理解をして

もらえるよう努力していただきたいと、強く思

いますが、法定検査を含めた適正な維持管理に

ついてどのように指導していかれるのか、環境

森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 河川を浄化す

るためには、浄化槽の保守点検や清掃が適正に

行われ、また、浄化槽の機能が十分発揮されて

いるかをチェックする年１回の法定検査が非常

に重要であります。県では、条例に基づく浄化

槽設置者講習会によりまして、適正な維持管理

の啓発を行うとともに、51人槽以上の浄化槽の

設置者に対しましては、文書により指導を行っ

ているところでございます。また、来年度につ

きましては、現在、今年度事業としてやってお

ります浄化槽の設置、あるいは維持管理状況の

実地調査を行っているわけでございますけれど

も、その結果をもとに、保守点検や清掃の適正

な実施や法定検査の受検につきまして、文書あ

るいは電話等により個別に指導を行うこととし

ております。今後とも、浄化槽の維持管理の適

正化と法定検査の確実な実施に向けまして指

導、啓発を行い、河川の浄化に努めてまいりた
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いと考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。今

回、心豊かに暮らすための要素について、２つ

だけお尋ねをしました。でも、このほかにもた

くさんの要素があると思いますので、また折に

触れ取り上げていきたいと考えております。県

民所得は低くても、心豊かに暮らせる郷土づく

りに、みんなで頑張っていこうではありません

か。

次に、農業問題について幾つか質問します。

まず、農業用電力についてです。一昨年の燃

油高騰以来、コチョウランとかバラ、マンゴー

などを中心に、ヒートポンプがかなり普及して

きました。ヒートポンプの価格は当初よりかな

り安くなって、初期費用も少なくなりました。

現在、重油価格は下げどまりしている状態です

が、重油価格が50円を切るくらいでもヒートポ

ンプのほうが有利だと言われます。特に、高温

暖房品目は有利になるし、除湿もできるのでピ

ーマンの灰色カビ病の予防ができますし、マン

ゴーの色もよくなるらしいです。今後、さらに

ヒートポンプが普及していく可能性が高いと思

われます。

しかし、資材などのコストは上がり、売り値

は下がる状態の今、電気代は大きな重荷になっ

ています。ＪＡ契約の重油は、支払いを２～３

カ月くらい待ってくれますけれども、電気は待

ったなしでとめられてしまいます。そこで相談

ですが、かんがい用水にだけ認められている農

事用電力は、かなり安い電気料金で設定されて

いるそうです。また、深夜料金も安く設定され

ていますが、時間帯が22時から８時までだそう

です。ハウスで使うヒートポンプの電気料も、

農事用電力扱いにならないものでしょうか。も

しくは、深夜料金の時間設定を、18時から９時

くらいまでに拡大できないものでしょうか。捨

てることの多い深夜電力を農家が多く使い出せ

ば、九州電力にも大きなメリットが出てくるの

ではないかと考えます。ハウス園芸が盛んな九

州各県で連携をして、新しい農業用電気料金制

度について九州電力に要望できないものか、農

政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農業用のヒー

トポンプにつきましては、近年の重油価格の高

騰あるいは環境意識の高まりなどから、御質問

にございましたように、ピーマン、マンゴー、

コチョウラン、バラ等で急速に普及が進んでお

り、現在、県内では約230戸の農家で800台の導

入がなされております。また、当初の導入目的

でございました冬場の暖房用としての使用に加

え、コチョウラン等では夏場の冷房に、マンゴ

ーでは除湿にも使えるといったことで、省エネ

ルギー、環境負荷軽減に加え品質向上の効果も

期待されるところであります。

このような中で、御質問にございましたよう

に、農業者の方々からは利用コストの削減への

意見が上がっておりまして、今後の普及のため

には電気料金の低減が重要な課題になっている

と思っております。このため県といたしまして

は、電力会社と打ち合わせを行い、既存の料金

メニューの中で最も低コスト化が可能である、

季節別・時間帯別の低圧電力の使用を推進して

いるところであります。電気料金につきまして

は、利用者の公平性の面から個別の要望にこた

えることは厳しいと、九電のほうから言われて

おりますけれども、今後とも農業団体や他県と

も連携しながら、生産コストの低減はもとよ

り、環境に優しい脱石油型農業への転換を進め

る観点からも、電力会社と粘り強く協議してま

いりたいと考えております。
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○横田照夫議員 私も農業団体のほうにお願い

をしたいと考えておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。

次に、農業用水路の維持管理についてお尋ね

をします。私は、平成17年９月議会でも、この

質問をしました。高齢化や担い手不足の中で、

社会共通の資本である農業用水路を将来的に維

持管理するために、公的関与が不可欠になって

くるといった内容の質問でした。でも、残念な

がら、そのときよりもさらに深刻な状況になり

つつあります。これまで農業用水路は、受益者

である農家が共同作業で守っていました。しか

し、いよいよ高齢化と担い手不足が進み、農家

だけでの維持管理は限界に近づいてきました。

私は先日、その作業に出ましたが、80歳前後の

高齢者がやっとのことで作業をしておられまし

た。これまで、反別が多かろうが少なかろう

が、結いの精神で、共同作業で水路を守ってき

ました。それは、水が流れなくなったら農業そ

のものができなくなることを、みんな知ってい

るからです。だから、老骨にむち打って出てき

てくれているんです。本当に頭が下がります。

でも、もう限界に近づいています。

国は、平成19年度から、農地・水・環境保全

向上対策事業に取り組み、地域全体で農業環境

を守っていくための事業を推進してきていま

す。非常にありがたいことではあります。で

も、もう一歩踏み込んで、農業用水路に限定し

て関与してもらえないかと考えます。建設業に

委託するなどして維持管理をしてもらうことは

できないものなんでしょうか。集落営農などの

ように少ない担い手に地域農業全体を任せるの

なら、なおのこと、公的に水路を守らないと、

農業そのものを守れなくなるときが必ず来ると

考えますが、農政水産部長、いかがでしょう

か。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農業用水路の

管理、新富あたりは田んどと言っていますけれ

ども、日曜日、私も田んどに出てまいりまし

た。お話にございましたように、本県におきま

しては、19年度から農地・水・環境保全向上対

策事業等を活用して、集落機能の向上や地域ぐ

るみでの農業用水路の維持管理を行うなどの体

制強化に努めているところであります。この事

業では、水路やため池等の大規模な土砂撤去な

どにつきましては、建設業者等に委託できると

いったことになっておりますけれども、小規模

な用水路等の維持管理につきましては、地域住

民がみずから行うといったことを基本といたし

ております。御指摘にございましたように、今

後、農村地域の高齢化や担い手の減少により、

農業用水路等の維持管理がますます困難になる

ことが懸念されますことから、県といたしまし

ては、この事業の継続とともに、事業の内容に

つきましても、地域の実情が十分反映された制

度となりますように、国に対して強く働きかけ

てまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 知事もいつも、地方の疲弊を

国に伝えるのが自分の役割だというふうに言わ

れております。また、黒木正一議員は、中山間

地の暮らしの窮状を切々と説明されます。本当

に胸が打たれるような思いです。これは、そこ

に住んでいる者でないと、なかなか伝えられな

いことだと考えます。私も、現場にいる人間と

して、農業現場の実情を県行政に訴えるのが自

分の役割だと思っています。農政水産部長は先

日、田んどに出られたということですので、十

分御理解いただいていると思います。食料自給

率を上げるために、また景観や保水など多面的

機能を守るためにも農業を守っていかなければ
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いけないという考えを持っているのなら、今後

ぜひ、農業用水路への関与を組み入れていただ

きたいと考えます。ほかのところに何ぼお金を

つぎ込んでも、水路が機能しなかったら、農業

そのものがつぶれてしまいます。ぜひ御一考い

ただきたいというふうに思います。

次に、行政の継続性について質問をします。

畜産担い手育成総合整備事業という事業があり

ます。５カ年事業です。霧島南部、西都・児

湯、宮崎中央の３カ所で推進中です。宮崎中央

は平成21年度から事業が始まり、畜産団地など

をつくる予定で、平成23年11月完成に向けて、

土地の購入や牛の導入を進めてきているところ

です。しかし、昨年９月の農政局ヒアリングで

の平成22年度予算要求額は、県全体の事業費が

４億1,700万円、うち国費が２億1,800万円でし

たが、12月末に、当初計画国費２億1,800万円

を7,000万円に減額するとの内報が届きました。

当初計画事業の３分の１しか実施できない状況

です。これは、現政権になって、農業の公共事

業予算が３分の１に減らされたことによるもの

と思われますが、政権がかわって方針が変更に

なることは理解できるとしても、行政には継続

性が重要であると考えます。国民にとっては、

自民党でも民主党でもいいんです。ただ、国と

交わした約束を守ってほしいと思っているんだ

というふうに考えます。農家やＪＡは、既に事

業計画に沿って土地を購入したり牛を導入した

りしています。投資をしてきているのに、途中

で変えられてはたまりません。県民に対する詐

欺行為にも等しいと考えます。県執行部には何

の失点もありませんが、継続中の事業には何ら

かの方法で最後までの措置を講ずるべきと考え

ます。農政水産部長、いかがでしょうか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 畜産関係の公

共事業でございます畜産担い手育成総合整備事

業につきましては、平成22年度に霧島南部地

区、西都・児湯地区、宮崎中央地区の３地区で

事業実施を予定しておりますけれども、御質問

にございましたように、国の概算決定によりま

すと、予算が大幅に削減されてございまして、

計画どおり事業実施することが大変厳しい状況

となっております。この事業は、配合飼料価格

が高どまりをする中で、飼料基盤に立脚した本

県畜産の振興を図る上で大変重要な事業でござ

いますので、県といたしましては、事業実施地

区については、できるだけ早期に事業目的が達

成できますよう、畜産の重要性、飼料基盤整備

の必要性など本県の実情を訴えながら、予算の

確保について強く国に働きかけてまいりたいと

思います。

○横田照夫議員 ぜひぜひ、よろしくお願いい

たします。

次に、地域医療についてお尋ねをします。

来年度の事業として地域医療再生基金事業の

８つの事業が提案されています。宮崎大学医学

部附属病院を救命救急センター化して、それを

前提にドクターヘリを導入するとのことです

が、議会としても何回も要求してきたことなの

で、大変ありがたく考えております。

先日、美郷町の高校生が新型インフルエンザ

で亡くなりました。そのときも、もしドクター

ヘリがあればなと、本当につくづく思いまし

た。そこでお尋ねしますが、このドクターヘリ

がカバーできる範囲はどれぐらいなんでしょう

か。運用はどのようになるんでしょうか。期待

も大きいと思いますので、でき得る限りの運用

の仕方を考えていただきたいと考えますが、福

祉保健部長お願いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） ドクターヘリ
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の航続可能時間は約２時間で、飛行可能距離は

約400キロメートルと言われておりますので、宮

崎大学医学部附属病院からの出動に関して、県

内全域をカバーできるものと考えております。

また、ドクターヘリの一般的な運用方法として

は、救急現場出動と転院搬送の２つがございま

す。救急現場出動は、救急現場の消防機関から

要請を受け、医師と看護師を乗せて救急現場に

なるべく近いヘリの離発着可能地点まで飛び、

その場で救急車で運ばれてきた患者に応急措置

を施し、受け入れ医療機関に患者を搬送するも

のでありまして、一方の転院搬送は、病院の要

請を受け、入院患者をほかの病院等に搬送する

ものであります。なお、宮崎大学医学部附属病

院のドクターヘリの具体的な運用方法に関しま

しては、今後、大学が医師会、消防機関等の関

係機関の協力を得て運航マニュアルを整備して

いく中で検討していくことになっております。

○横田照夫議員 次に、本県の地域医療を担う

医師の養成・確保を目的とした新しい取り組み

として、宮崎大学医学部の地域医療学講座の設

置・運営を支援するとのことですが、新聞報道

によりますと、この講座は総合医の育成を目指

すとありました。また、地域医療再生計画の計

画期間の最終年度である平成25年度までには、

毎年度４人以上の医師を地域の中核医療機関等

に派遣できる体制を構築することを目標とする

とありました。そのような理解で間違いないで

しょうか、福祉保健部長お願いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 宮崎大学医学

部の地域医療学講座は、幅広い診療能力を有す

る、いわゆる総合医の育成を目的の一つとして

おります。また、平成25年度までに、地域の中

核医療機関等に毎年度４名以上の医師の派遣が

できる体制の構築を目標としておりますので、

御理解のとおりだと考えております。

○横田照夫議員 医療技術が高度化して診療科

が細分化してきたことに伴い、その細分化され

た特定診療科で、高い診療能力を有する専門医

が数多く育成されてきました。確かに、こうし

た専門医のおかげで、昔であれば助からなかっ

た病気でも助かるようになってきたということ

は言えるかもしれません。しかし、その一方

で、一人で、一定の能力を有しながら幅広い診

療科の患者をカバーできる総合医が不足をして

います。やはり、かかりつけ医としての総合医

と、より高次の医療機関で専門的な医療を担う

専門医が、地域にバランスよく配置されるのが

理想と考えます。そのような意味で、地域医療

学講座は、将来、本県でかかりつけ医としての

役割を担う総合医を育成する場として期待され

ますが、そういう理解でいいのか。また、数年

以内には地域の中核医療機関等への医師の派遣

がされる想定ということですが、具体的にはど

のような医療機関が想定されているのか、福祉

保健部長、お願いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 宮崎大学から

は、地域医療学講座で育成を目指す総合医は、

疾病を幅広く総合的に診ることができる医師だ

けではなく、いわゆる専門医としての能力を持

ちながら、その周辺領域の診療科に関する診療

能力を持つ医師も想定されているなど、少し幅

広い考え方を持っていると聞いております。い

ずれにしましても、専門医よりも幅広い診療能

力を有する医師の育成ということであり、御指

摘のありましたように、将来は、かかりつけ医

としても、地域の医療現場で活躍することが期

待されるものであります。

また、地域の医療機関への医師派遣について

でありますが、派遣のタイミングとしては、総
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合医として育成された後だけではなく、育成の

過程においても、臨床能力を身につける目的で

医療機関に派遣されることもあると伺っており

ます。このようなことから、派遣先も幅広く想

定されており、大学が、医師のキャリアや能

力、受け入れ医療機関の状況等に応じて個々に

判断されるものと考えております。

○横田照夫議員 先日、国境の島である与那国

島に行く機会がありました。島の地域医療を一

人で担う総合医が主人公のテレビドラマ｢Ｄｒ.

コトー」の舞台になった島です。大学の医学部

には「Ｄｒ.コトー」にあこがれて入学をしてき

た学生も多いんじゃないでしょうか。しかし、

大学で医局に入って勉強するうちに、全員専門

医志向になって卒業していきます。総合医とい

う選択肢がほとんどありません。そういった意

味で、今回、宮大医学部に総合医を育成する地

域医療学講座が設置されるということは、本当

にありがたいですし、大きな期待をしたいと思

います。この寄附講座が高く評価されて、たく

さんの総合医が輩出されることを望みたいと考

えております。

次に、予算の使い方ですが、人の一生は、予

防を含めての保健から医療、そして福祉へと流

れていきます。そこでまず、医療の前段階の予

防を含む保健についてですが、胃の中にピロリ

菌という菌がいるそうです。高齢者は８～９割

感染しているありふれた菌ですが、たった１週

間薬を飲むだけで除菌できるんだそうです。除

菌できれば、ほぼ一生効果が続き、胃や十二指

腸潰瘍の出血が８～９割も減少するそうです。

そして、消化器内科医の緊急診療の大半はこの

出血性胃潰瘍なんだそうです。また、日本人の

死因で４番目に高いのが肺炎ですが、肺炎球菌

ワクチンを１回打てば５～10年間有効で、肺炎

になる確率は激減するそうです。ある自治体

は10年前に公費助成制度をつくりました。これ

で肺炎が激減し、自治体の医療費も半分になっ

たそうです。その後、全国の自治体に公費助成

制度が広まりましたが、残念ながら宮崎県内に

はありません。生活習慣病も同じです。透析に

なる患者の半分以上は糖尿病からの腎不全だそ

うです。串間市民病院で４月から人工透析が休

診になるというニュースを聞きましたが、透析

医不足という表面的な問題よりも、生活習慣を

県民レベルで見詰め直すことが大事なのです。

長野県は元来、塩分の高い食事で脳卒中が多

く、寿命も短い県でしたが、地域医療発展のお

かげで県民全体の生活習慣が改善し、今や国内

に誇る長寿県になったそうです。このように、

ピロリ除菌に公費助成を出す、肺炎球菌ワクチ

ンに公費助成を出す、生活習慣病予防にお金を

出すなどで、医療費の大幅削減につなげること

ができるということです。

次に、医療の後段階の福祉ですけれども、地

域の小規模病院は医療期を終えた患者でいっぱ

いです。多くの場合は、福祉施設の不足から退

院ができない、また家族の介護力不足で家に帰

れないという状態です。急性期を過ぎた患者を

漫然と診ることは、専門医の大きなストレスだ

そうです。こういうところで、病院のベッドや

医師の労働力が無駄に使われています。つま

り、入りたいときにすぐに入れる安心感を与え

るために福祉施設にお金をかける、自宅で必死

に介護している家族に何らかの援助をし、在宅

医療にお金をかけて病院の負担を減らす、こう

いうことで医療負担は大きく減らすことができ

るということです。つまり、医師不足などの表

面的な事象への対策だけでなく、医療の前段階

と後段階にお金をかけることで、医療が抱える
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諸問題は大きく改善できるということなんです

けれども、福祉保健部長、今の話をどう思われ

ますか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 医療をめぐる

諸問題の解決のためには、議員御指摘のよう

に、予防を重視した取り組みや、保健・福祉と

の連携強化により、医療分野への過度の負担を

軽減していくことが重要であると考えておりま

す。このため県におきましては、「健康みやざ

き行動計画21」に基づく健康づくりの推進や、

生活習慣病対策を目的とした健診・保健指導体

制の整備、さらには「いきいきはつらつ介護予

防プログラム」の普及啓発などの予防活動を積

極的に推進しております。また、療養患者の受

け皿となる福祉・介護サービス基盤の整備充実

に努めますとともに、医療機関や市町村と連携

しながら、在宅医療や地域ケアの支援に取り組

んでいるところであります。今後とも、予防活

動の一層の充実や、保健・医療・福祉の連携に

より、生活の質の向上とともに、医療の効率的

な提供を図ってまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 ワクチンの接種は市町村の所

管だとお聞きしました。それぞれの市町村も財

政が非常に厳しく、ワクチン接種の公費助成は

難しいと考えているようです。でも、ワクチン

接種など医療の前段階にお金をかけることで、

医療費や医療現場の負担を大きく減らすことが

できるのであれば、どこかで決断をしてほしい

と考えます。今議会に、｢高齢者に肺炎球菌ワク

チンの接種をすすめる為の方策を求める請願

書」が提出されました。まさに県民も、このこ

とを願っているんです。県と市町村でいろんな

協議をする機会があると思いますが、来年度以

降の課題として、この請願書にありますよう

に、ワクチンの接種を進めるための方策をぜひ

講じていただきたいと考えますが、福祉保健部

長、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 肺炎球菌ワク

チンは、肺炎球菌による肺炎の予防に効果があ

り、医療費及び医療現場の負担の軽減につなが

ると言われております。ワクチン接種を進める

ためには、接種費用の軽減や接種勧奨が可能と

なるよう、予防接種法に基づく定期接種へ位置

づけることが必要であることから、今後、機会

あるごとに、定期接種化へ向け国に要望してま

いりたいと考えております。また、県民やワク

チン接種の実施主体である市町村に対しまして

は、肺炎球菌ワクチンに関する適切な情報提供

を行ってまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 医療の問題は、総合的に考え

て、医療費や医療現場の改善につなげていきた

いというふうに考えておりますので、知事も含

めてよろしくお願いいたします。

次に、山林政策についてお尋ねします。

近年、鳥獣被害は深刻さを増しており、平

成22年度の重点事項として多くの鳥獣被害対策

事業が上がっておりますが、これは被害の現状

から考えると、当然の措置ではないかと考えて

おります。被害増加の一因として、シカや猿が

ふえ過ぎたためとよく言われておりますが、私

は、奥山の人工林の手入れが行き届かず、森林

の中に光が入らないようになり、えさとなる実

のなる木などの草木がなくなってしまったため

にシカや猿が生きていけなくなり、やむを得ず

人家近くにおりてきたことも大きな要因ではな

いかと考えております。最近になって鳥獣被害

が顕著になってきたことが、その裏づけではな

いでしょうか。田畑に耕作放棄地がたくさんあ

るように、人工林にも放置されたものがたくさ

んあるのではないでしょうか。
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さて、先日、小林市において、企業局が主催

する「緑のダム造成事業記念植樹祭」が行われ

ました。私も参加させていただきましたが、ヤ

マグリ、イチイガシ、ヤマモモなどの広葉樹が

植栽され、大変有意義なイベントでした。そこ

でまず、企業局長に、緑のダム造成事業の目的

と、広葉樹を植栽している理由をお尋ねしま

す。

○企業局長（日髙幸平君） 緑のダム造成事業

の目的でございますが、近年、伐採後の未植栽

地など荒廃林地がふえておりまして、山の保水

能力の低下により、水力発電を営む企業局にお

きましても、水資源の効率的な運用が大きな課

題になっておるところでございます。緑のダム

造成事業は、こうした荒廃した山を購入いたし

まして、水源涵養機能の高い森林として整備を

し、安定的な電力の供給に資することを目的と

して実施しているものでございます。20年間

で1,000ヘクタールを購入して、植林、下刈り、

除間伐などを行い管理をしていくことにいたし

ておりますが、これまで170ヘクタールを購入し

て植林等も行っているところでございます。植

林に当たりましては、成長が早い針葉樹に加

え、成長が遅いものの、林地の保全や水源涵養

機能が高いと言われております広葉樹をまぜ

た、つまり針広混交林の整備を進めておるとこ

ろでございます。ただ、山によって環境が異な

りますので、先般、小林市で実施をいたしまし

たような、山頂付近においては、山地保全の観

点から広葉樹を植林したところでございます

が、その際に、野鳥や動物が自然に戻れる環境

づくりにもつながるものでございますので、イ

チイガシ、クヌギ、ヤマグリ、ヤマモモ、カキ

といったような実のなる木を植樹したところで

ございます。以上でございます。

○横田照夫議員 県内の山を見てみると、山の

ちょっぺんまで杉が植えてあります。何であん

なところまでと思ってしまいますが、今になっ

てみると、拡大造林は少し行き過ぎだったかな

と考えてしまいます。人工林は、手入れを怠り

放置したままにしておくと、光が入らなくな

り、下に草や木も生えませんし、保水能力がな

くなり、雨が降ったときに一気に水が流れ出し

てしまい、災害の多発にもつながりかねませ

ん。もちろん、そのような森林にはシカや猿の

えさもありませんので、けものもすめるはずが

ありません。そういう意味でも、放置人工林を

自然林に戻す必要性があるのではないでしょう

か。熊森協会という民間団体は、山を鳥獣がす

めるようにするために、都市部の一般市民のボ

ランティアを活用して、巻き枯らし間伐を行っ

ているそうです。このようなことを考え合わせ

ると、鳥獣被害を防止するためには、被害対策

とあわせてシカや猿などの生息しやすい自然が

豊かな森林づくりを進めていくべきだと考えま

すが、環境森林部長いかがでしょうか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 近年、中山間

地域を中心に鳥獣被害が深刻さを増しておりま

して、これに対応するためには、シカや猿の捕

獲強化などに取り組むとともに、人工林の手入

れ、広葉樹の植栽等を進めまして、野生鳥獣の

すみやすい環境をつくっていくことも重要であ

ると考えております。このため、森林所有者の

負担を軽減する定額補助事業や、奥山の間伐に

対し新たに助成を行うことで間伐を推進しまし

て、森林内に日光を取り入れ、下層植生を豊か

にしていくことに努めてまいります。また、森

林環境税を活用しまして、水源地等の上流にあ

る長期間放置された森林を対象に、ボランティ

アや企業参加も含め、広葉樹の植栽等も行って
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いるところでございます。これらの取り組みを

通じまして、今後とも健全で多様な森林づくり

に努め、鳥獣害対策に総合的に取り組んでまい

りたいと考えております。

○横田照夫議員 先ほど地域医療の質問の中で

言いましたように、病気になった人を診ること

にお金をつぎ込むことも大事ですけれども、病

気にならないような方策にお金をつぎ込むこと

はもっと大事だと思います。同じように、有害

鳥獣を捕獲することも必要ですけれども、出て

こない方策を考えることはもっと大事なんじゃ

ないでしょうか。人と鳥獣がしっかりとすみ分

けができるように取り組んでいかなければいけ

ないと考えております。

これは全然言っていなかったんですけれど

も、知事、もしよかったら、今のことに対して

何かコメントをいただけないでしょうか。

○知事（東国原英夫君） それは、心豊かに暮

らす社会ということにつながるものだと思いま

す。治療より予防、そういったものは主流でご

ざいますので、長野県等々の先進的な取り組み

も参考にさせていただきながら、鳥獣被害等々

も、今回、新規事業も立ち上げておりまして、

地域ぐるみで、えさ場をなくすといった鳥獣対

策等々も試行錯誤しながら検討させていただい

ておりますので、またこれに御協力、御意見等

を賜ればと思っております。

○横田照夫議員 ありがとうございました。ぜ

ひよろしくお願いいたします。

最後に、内水面振興センターについてお伺い

します。

内水面振興センターは、大淀川と一ツ瀬川で

のウナギ稚魚の採捕や、河川漁場の秩序を守る

ことにより、県内養鰻業者へのウナギ稚魚の安

定供給を図っておられます。その意義や必要性

は大いに認めるところではありますが、最も忙

しい採捕時期は３～４カ月であり、それ以外は

それほど忙しいとは思えません。県ＯＢなどが

理事長や専務理事など、年間を通しての常勤と

して勤めておられますが、常勤である必要があ

るんでしょうか。県職員が兼務する非常勤役員

でもいいのではないかと考えますが、農政水産

部長、いかがでしょうか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 内水面振興セ

ンターでございますけれども、当センターは、

お話にございましたように、内水面における漁

業及び養殖業の振興を図るため、ウナギ稚魚の

採捕供給事業を初め、密漁監視などの河川利用

秩序維持のための事業とか、稚魚放流などの水

産動植物の保護培養事業を行うなど、１年を通

じて内水面の振興に関する事業を実施しておる

ところであります。このように振興センター

は、責任ある組織として行政機関や団体等との

調整など幅広い業務を実施する必要があること

から、対外的な交渉や内部管理を行う常勤の理

事長や専務理事を置いておるところでありま

す。

しかしながら、振興センターは現在、正味財

産の赤字を抱えており、経費の削減とか収入の

安定化に努めていくことが課題となっておりま

すので、県といたしましては、今後とも、理事

等のあり方や組織の効率化も含め、経営の改善

について適切な指導を行ってまいりたいと考え

ております。

○横田照夫議員 内水面振興センターは、県の

出資も２分の１を超えていますし、今年度も県

から約8,800万円の補助金や委託料が支払われて

います。また、暴力団排除などで公権力も必要

ということで、県警からの派遣も含めて県が密

接に関係を有しています。財団法人だから県が
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口出しできないというようなことはないはずで

す。県民が納得できるくらいの組織の見直しを

するべきです。組織をスリム化しても、その機

能や役割を落とすことなく活動していくことは

できるはずです。今議会で、県と公社等への関

係の見直しへの県議会の関与を明文化した「宮

崎県の出資法人等への関与事項を定める条例」

が提出され、成立する見込みです。その中でも

しっかりと協議されることと考えますが、県と

しても積極的な取り組みをしていただけること

を期待して、私のすべての質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

○萩原耕三副議長 次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） 昨年12月14

日、政府において、鳩山総理を議長とする地域

主権戦略会議の初会合が開催をされました。そ

の中で、補助金の一括交付金化や国の出先機関

のあり方、さらには国による義務付け・枠付け

の見直しなどについて、その工程が、いわゆる

原口プランとして示されました。まずは、これ

ら地域主権に関することから順次伺ってまいり

ます。

さて、戦後65年が経過する今日、地方におけ

る戦後は、敗戦によりすべてが無となった中、

いつかは平和で豊かな暮らしが実現できるとの

思いで、将来に夢をはせ、額に汗して田畑を耕

し都市へと食料を送り続け、さらには、まさに

身を切る思いで、育てた子弟を都市部の人材と

して送り出し続けた。そうやって国の発展を支

え続けてきたのが地方の戦後であります。しか

しながら、この間、多くの地方は疲弊に疲弊を

重ね、今やその疲弊たるや限界に至り、もはや

このままでは地方は立ち行かぬところに来てい

る、これが地方の偽らざる今日の状況であろう

かと存じます。このようなことを思うとき、新

政権により設置された地域主権戦略会議の場に

おいては、その協議の中では、まず何より地域

間格差解消への道筋をつける、このことが何に

も増して急がれるべきであると信じておりま

す。

ところで、私は、中央集権から地域主権への

転換とは、言いかえるなら、「みんなで渡れば

怖くない」的国の発展を期す政治から、「地域

が個性を伸ばし切磋琢磨する」的国の発展を期

す政治への転換とも言えようかと考えます。し

たがいまして、今後さらに激化が予測される地

域間競争の中、この会議のありよう次第では、

一層のこと地域間における格差は広がり、本県

がなおのこと劣悪至極へと導かれる懸念を否定

できない、もろ刃の改革ともなろうかと思慮い

たします。

現在、この地域間格差を是正し、標準的な行

政サービスの平等化を確保するための手段とし

ては、それを裏打ちすべき税源、財源の面にお

いて格差を解消し調整するための機能として、

地方交付税法に基づいて基準財政需要額を国が

保障することとされております。そのような中

での当該会議の設置でありますが、原口プラン

では、義務付け・枠付けの見直しや権限移譲、

あるいは出先機関の見直しなど、規制・法制関

連については幾つか工程を示したものの、予算

関連で我々が最も注目すべき地方税財源の充実

・確保については、工程は全く示されておりま

せん。しかも、その中での補助金の一括交付金

化については、平成22年度夏までに基本的な考

え方をまとめ、年度末までには法案を成立させ

て、翌年度より施行に入るともしております。

私は、この原口プランについては、これが工程

どおりに進めば、確かに地方の財源支出に際し

ての自由度は高まるものの、地方の財政力改善
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や地域間格差の是正に寄与するか否かについて

は全く判断が困難、否、むしろ懸念材料である

とすら考えております。知事は、いわゆる原口

プランについてどう評価しておられるのか、お

伺いをいたします。

また、地域主権戦略会議には、自治体代表と

して大阪府知事、埼玉県知事、北九州市長が参

加することとなっておりますが、いずれも財政

力指数が高く人口も多い都市部の自治体の首長

であることから、本県のように、財政基盤が脆

弱で人口も少なく、地域主権や都市部との格差

解消を心から願っている本当の地方の声を十分

に反映した議論が行われるのか、いささか心配

でありますが、知事はどのように宮崎の声を戦

略会議にお届けになるおつもりか、あわせてお

尋ねいたします。

さて、国の来年度予算を見ると、地方交付税

は総額で、本年度に比べ1.1兆円程度の増となっ

ております。これについては、地方六団体とし

てもその拡充を強く求めてきたところでもあ

り、何がしかの評価はいたさねばなるまいと考

えております。ところで知事は、地方財政に関

し、「分権を進め、地方消費税や交付税や地方

共有税といったものを拡充しないと、地方の財

政は破綻してしまう」との所見を議会において

も述べられております。硬直著しい今時の地方

財政を見るとき、地域にとってより効率的な行

政を行い、真の豊かさを求めてゆくためには、

地方みずからが本来の趣意に基づいての支出が

可能な一般財源充実の必要性は当然でありま

す。しかしながら、国において保障すべき地方

の歳入分ですら、その一部を、後年度交付税の

代替財源である臨財債、つまり地方債に依存せ

ざるを得ない国家財政の現状を思うとき、果た

して地方財政の規模をこれから先も拡大してい

くことは可能だろうかとの疑問、あるいは仮に

拡大したとしても地域間格差の是正にはつなが

らないのではないかとの懸念も大きなものがあ

るのでありますが、知事のお考えをお聞かせく

ださい。

なお、知事の言われる地方共有税について

は、その課税対象、さらには徴収や分配など具

体的にはどうイメージされているのか、あわせ

てお聞かせください。

ところで、地方交付税に関しては、法によ

り、地方団体がひとしくその行うべき事務を遂

行することができるように国が交付する税であ

ると定められております。さらにまた国会で

も、衆参両院の本会議において、交付税原資と

なっている国税の一定割合については、その帰

属は地方固有の財源であることの確認も幾度か

なされております。そのようなことから、国が

地方自治体へ交付すべき財源の算定について

は、各自治体が標準的な行政を行うに要する経

費、すなわち基準財政需要額から基準財政収入

額を減じた不足分をもって決定されておりま

す。そしてその際、国税に占める地方帰属分だ

けでは不足する財源については、これを国の責

任において地方の基準財政需要額を保障するこ

とを課してもおります。したがいまして、シス

テム的には、どの自治体においても、そこに住

む人たちは格差なき標準的な行政サービスのも

とでの生活が保障されていると言えようかと存

じます。しかしながら私には、それなのになぜ

宮崎の道路はこうも整備がおくれてきたのか、

あるいは、宮崎の農家はこれだけ優秀でこんな

に頑張っているのに、それがなぜこうも報われ

ていないのかなどと、大きな疑問が残るのであ

ります。そのような意味において、知事は、今

の交付税制度は、地方が標準的な行政サービス
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を確保するために必要な財源の配分機能を果た

しているとお思いかどうか、見解をお伺いいた

します。

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〕 地域主権戦

略会議についてであります。鳩山総理を議長と

する地域主権戦略会議において原口総務大臣が

示された工程表、いわゆる原口プランにつきま

しては、全国知事会として主張してきた、国と

地方の協議の場の法制化を初め、義務付け・枠

付けの見直し、補助金の一括交付金化、国の出

先機関改革などについて大まかなスケジュール

が示されており、一定の評価ができるのではな

いかと考えております。しかしながら、最も重

要な課題である、地方税財源の充実あるいは確

保や権限移譲などについては、まだ内容が不明

確であり、さらに踏み込んだ改革の具体策と詳

細なスケジュールを早急に示すべきだと考えて

おります。地域主権戦略会議のメンバーには財

政力の脆弱な自治体の代表も入れるべきだと、

私は考えておりますが、今後の地方分権改革の

推進においては、本県のように財政力が弱く、

インフラ整備もおくれた地域に対する適切な配

慮がなされるよう、全国知事会のプロジェクト

チームなどを通じて強く働きかけてまいりたい

と考えております。

続きまして、地方財政の規模についてであり

ます。地方交付税は、地方公共団体間の財源の

不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定

の行政サービスを提供できるよう財源を保障す

るという機能を有する、地方の固有財源であり

ます。平成16年度以降の三位一体の改革により

地方交付税の総額が抑制された結果、こうした

財源調整機能及び財源保障機能は縮小しており

ましたが、平成22年度の地方財政対策におい

て、地方交付税の総額及び臨時財政対策債を含

む実質的な地方交付税の総額が前年度よりも増

額して確保されたことは、これまで地方が訴え

続けてきた三位一体の改革による削減額の復元

・増額に向けて一定の配慮があったものと受け

とめております。

このように、臨時財政対策債は、交付税原資

の不足により地方の財政運営に支障を生じさせ

ないよう措置される、まさに地方交付税の代替

財源であり、その機能を補完するものであると

認識しております。ただし、臨時財政対策債へ

の過度な依存は、地方財政全体としては将来的

な財政負担の増加につながりますので、元利償

還金相当額に係る確実な措置はもとより、法定

率の見直しなどにより、地方の固有の財源であ

る地方交付税の総額を安定的に確保するなど、

抜本的な対策として地方税財源の充実確保を強

く訴えてまいりたいと考えております。また、

地域間格差の是正につきましては、地方交付税

の基準となる基準財政需要額の算定方法等を十

分検証の上、国に対し、必要な改善等について

要望してまいりたいと考えております。

次に、地方共有税についてであります。私が

申し上げている地方共有税というのは、全国知

事会が主張しているとおりではありますが、現

在の地方交付税の原資となっている国税５税の

法定率を引き上げることによって財源の拡充を

図った上で、地方の自主財源であることを明確

にするために、特別会計に直接繰り入れる方式

に改めるものであります。さらに、これらにあ

わせて財源調整機能の強化も図る必要がありま

すが、その具体的な調整方法、言いかえれば地

方への配分方法については、本県のように財政

基盤が脆弱な県に不利なものとならないよう、



- 287 -

平成22年３月２日(火)

適切な調整の仕組みを講じることを、全国知事

会を通じ、あるいは直接政府に働きかけていか

なければならないと考えております。

続きまして、地方交付税の機能についてであ

ります。地方交付税は、我が国の地方財政調整

制度として、地方公共団体間における財政力の

格差を解消するため、その過不足を調整し、均

衡化を図る財政調整機能を有しておりますが、

交付額は、基準財政需要額、基準財政収入額と

いう基準を設定し、その財源不足額を公平に補

てんするよう設計されております。この地方交

付税の算定におきましては、地方公共団体がひ

としく行うべき経費について標準的な水準が用

いられておりますが、これにより、おのおのの

財政力の差にかかわらず、行政サービスの質・

量の均一化が図られ、地方行政の計画的運営が

保障されているものであります。なお、普通交

付税で把握されない固有の財政需要につきまし

ては、基準財政収入額の算定で除かれる留保財

源や特別交付税による措置がなされているとこ

ろであります。以上です。〔降壇〕

○坂口博美議員 ここで、農政水産部長に一問

尋ねたいんですけれども、19年度の農業センサ

スが一番新しい数字なんですが、基幹的な農業

従事者の１年間の労働時間は、本県が2,620時

間、これは全国平均の1.4倍になるんです。順位

がどの統計にもないんですけれども、恐らく全

国一働いているんじゃないかなと思います。そ

れと、１人当たりの産出額が592万4,000円、こ

れは全国の1.54倍で第２位です。１ヘクタール

当たりの産出額が467万1,000円、第１位で全国

の2.5倍なんです。一方、入りのほうを見ると、

基幹的な従事者１年間１人当たりというのが218

万円で、これは全国より３万6,000円高い、全国

は213万4,000円です年間。中よりちょっと、ま

しかなというぐらいなんです。これだけ技術も

優秀で、一生懸命働いて、効率よい生産をやっ

て、なぜ所得がこう悪いのかということを、農

政水産部長はどう分析しておられるのか。これ

にどう対応してこられているのか、お伺いをい

たします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御質問にござ

いました、本県の農業専従者１人当たりの農業

所得が全国平均と余り差がないと。その主な要

因についてでございますけれども、本県は、大

消費地から遠く輸送コストが割高であるといっ

た点、あるいは台風等の自然災害の影響を受け

やすいこと。さらには、施設園芸や畜産では施

設、機械等の投資額が高く、さらに重油、配合

飼料などの購入資材のコストが年々上昇してい

ることなどの、いわゆる高コストな生産構造に

なっているといったことに加えまして、販売農

家１戸当たりの農業専従者数が全国平均の1.6倍

となっておるといったことなどがその要因であ

ると考えております。したがいまして、他県に

比べ農外所得に依存する割合が低い本県におき

ましては、基幹産業として他産業への経済波及

効果も大きい農業分野での収益性向上を図ると

いったことが、何よりも重要不可欠であると考

えております。

具体的な取り組みといたしましては、本県独

自の新品種の育成・改良や収量・品質の向上に

つながる栽培・飼養管理技術の開発・普及、そ

れから物流拠点の集約化や海上輸送等による物

流コストの低減と鮮度保持対策の強化、さらに

は、安全・安心を基本とした付加価値向上につ

ながるみやざきブランドの推進など、本県農業

の競争力強化と農業者の所得向上につながる各

種の取り組みを通じ、食料供給県としての地位

の向上に努めているところであります。
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○坂口博美議員 そのとおりだと思うんです。

いろんなハンディがある。結論としては、とに

かく価値のあるものをつくって、その中に占め

る流通コストだのそういったものの割合を下げ

ていかざるを得ない、そこにしか活路がないと

いうことで、行政としても、そういったハンデ

ィを克服すべく、技術の指導、品種の開発な

ど、今言われたようなさまざまな取り組みをや

っておられるわけでありますが、その一つに、

技術を開発して農家に移転をして普及してい

く。普及員というのがその役を担っているんで

すけれども、これが三位一体改革前、平成15

年、本県の普及員は183名おりました。終わっ

た18年現在161名なんです。これは連動しないけ

れども、例えば農業の基準財政需要額を算定す

る一つのルールがあるんです。そこで、農家１

戸当たりに費用が何ぼなんだよというのがまず

種火としてあって、それがさまざまな測定単位

で補正というか修正され、最後に補正係数を掛

けて膨れ上がっていくんですけれども、標準的

な団体の標準的な行政に要する普及員というの

は159名なんです。それは農家が６万戸ですか

ら、本県よりもっと多いところで―これは連

動しないんですよ、補正されるから。でも、大

体そういうぐあいに絞り込まれてしまっている

んです。だから163名今持っておられる。

農家では、専技時代のことを物すごく懐かし

んでいます。これだけ技術だとかいろんなもの

が厳しくなったりすれば、普及員の指導と技術

移転開発が絶対必要だ。昔はよく来てくれたけ

れども、今はなかなか。来たにしても専門外が

来るとかですね。県としても、そこのところは

一番わかっていると思うんです。どれだけ功を

なしてきたか。所得の順位というのは、平成の

初めぐらいは後半の真ん中ぐらいだったでしょ

う。それが前半に入ってきたということでです

ね。やりたくてもやれないんじゃないかなとい

うことで、基準財政需要額がすごく気になるん

です。それで、平成20年度決算されていますか

ら、普通交付税に係る基準財政需要額と普通会

計に係る決算ベースでの一般財源の持ち出しの

総額と農業経費、土木経費は幾らか、総務部長

にそれぞれお答えをお願いします。

○総務部長（山下健次君） 平成20年度普通交

付税の算定基礎となった基準財政需要額は

約2,695億円でありまして、平成20年度地方財政

状況調査、いわゆる決算統計における歳出の財

源内訳のうち一般財源の額は約3,680億円でござ

います。また、基準財政需要額の個別算定経費

のうち、農業行政費、林野行政費及び水産行政

費の合計額が約142億円、土木費が243億円であ

ります。決算統計における歳出の財源内訳のう

ち一般財源の額は、農林水産業費が214億円、土

木費が206億円であります。

なお、基準財政需要額には、お答えしました

個別の算定経費の項目のほかに、複数の費目に

関係する包括算定経費の項目がございますの

で、それぞれの特定の行政分野を明確にした算

出については、若干困難な点がございます。

○坂口博美議員 需要額と一財持ち出しの関係

でいうと、包括算定経費が上積みされているの

で、費目とそことはぴっしゃりと分けられな

い。ただ包括算定経費というのは、平成19年度

決算を見ると257億円なんです。だから割合にし

て１割前後なんです。それを案分していった

ら、まず平成20年ですけれども、2,695億円の中

で大体250億円程度になるのかな。そうなると、

費目分のトータルというのは2,430～2,440億円

ぐらいになりますから、案分ですけれども、農

林水産費の包括を分母に応じて配分して平均で
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割ったときに160億円ぐらいになる。それからし

ますと、50～60億円ぐらい上積みしてやらざる

を得ないということですね。

ここで、知事、副知事にお聞きいただきたい

んですけれども、宮崎県の農政というものは２

つの大きな役割を持っていると思うんです。一

つには国民の食料安全保障、これに責任を持っ

て食料を確保するという役割です。もう一つ

は、当然ながら農家の生活を守るという役割、

この２つがあると思うんです。そういった中

で、食料確保となると、国はカロリーベースで

食料自給率50％をまず目指すということをやっ

ております。では、各県が自分の県のカロリー

をどの程度自給しているかということなんです

けれども、今、全国は御案内のように40％で

す。東京が１％、大阪が２％、神奈川が３％、

本県は56％です。ちょっと不思議に思われると

思うんですけれども、消費しているカロリー

の56％しか本県は生産をしていない。では宮崎

県は食料の輸入県なのかというと、実態はそう

じゃない。かなり県外に出荷をして、農業立県

という立場でもあります。では、一体どういう

ことなんだということになるんですけれども、

例えば、本県は畜産が盛んです。和牛牛肉１キ

ログラムつくるのに13キログラムの配合飼料。

これをカロリー換算すると、13キログラムの配

合飼料というのは２万6,000キロカロリーなんで

す。これが牛肉１キログラムになったとき

は2,800キロカロリーでしかない、歩どまりが11

％なんです。豚、７キログラム食べさせてカロ

リーが１万9,600キロカロリー、肉が2,300キロ

カロリー、12％。鶏、４キログラム食べさせて

１万2,000キロカロリー、これが1,600キロカロ

リー、13％。カロリーと実際つくっておるもの

というのは連動していないということです。

では、食料となったとき、東京の人、大阪の

人というのは、配合飼料13キログラム、７キロ

グラム食べてカロリーを確保するかというと、

そうじゃない。牛肉、豚肉、野菜を食べながら

カロリーというものは確保して命をつないでい

っているわけです。また、いっぱい安い野菜が

あったって、それが薬漬けだったら、だれもそ

んなもの食料とは言わないです。それが今、我

が国の食の実態であります。安全で、うまく

て、栄養管理もされていて、鮮度だって、たく

さんの負荷を求めます。そうなると、50％のカ

ロリーを確保するということは、単純にそのも

ののカロリー換算ではだめだと思うんです。で

は何かというと、やっぱりみんながつけてくれ

た価格です。そこに含まれている食材としての

価値、生産額だと思うんです。では、宮崎県で

消費する食料代と生産する産出額はどうかとい

うと、生産額での自給率というのは、宮崎は全

国一で246％、全国平均66％、東京３％、大阪６

％、神奈川13％なんです。

ここに国家の責任として食料の安全保障の一

つで農業をやらせるんだとなれば、そこに対し

ての農家の貢献、あるいは宮崎県行政の貢献と

いうものもこの基準額に算定をされなきゃなら

ないと思うんです。包括的だ、個性だ、いろい

ろ言われましたけれども、農家が国の自給力と

いうものを国家存立のための保障の一つとして

責任持ってやる、そこにこれだけの貢献をして

いるという視点から、基準財政需要額算定の中

にはそれが入っていくべきだと思うんですけれ

ども、こういったことに対して、まず知事はど

うお考えになるか。今の交付税制度等、今の実

態に合っているかどうかという視点からですけ

れども、お答えをいただきたいと存じます。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘の、農業
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が資する役割ということで農業生産者の生活、

食料安全保障という御意見がありましたが、私

はそれに、昨今では国土保全、環境問題といっ

たものに大変資すると思っておるところであり

ます。そしてまた、カロリーベースの計算です

が、議員御指摘のように、私もこのカロリー計

算の方法、算定基準というのは非常に時代にそ

ぐわないものになってきているんじゃないかな

と考えております。というのは、野菜や果実等

々はカロリーベースに算定しづらいというこ

と、そして、えさ等々が非常に高いということ

であります。そういったことを含めて、生産額

ベースで農業問題は語らなければいけないんじ

ゃないかということを考えております。

そしてまた、それと基準財政需要額との関係

でございますが、自主財源が乏しく財政基盤の

脆弱な本県にとりましては、厳しい社会経済情

勢の中、地域の活力を高める行財政運営のため

には、地方交付税を初め地方税財源の充実・確

保は大変重要なことと認識しておりますので、

地方交付税制度の趣旨を踏まえつつ、基準財政

需要額の充実、また変更と申しますか、先ほど

申しましたような視点に立った十分な分析・検

討を行い、本県としての独自の意見を国へ申し

出てまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 今度は副知事にお伺いしたい

んですけれども、先ほどの壇上質問、それから

今の知事の答弁、壇上での質問に対しての答

弁、これらにかかるんですけれども、平成22年

度の実質的な交付税の総額が増加されたという

のは、三位一体改革に対しての一定の配慮があ

ったのではないかというトーンと、交付税の面

では地方に配慮をしてくれだしたよというよう

なトーンでの一連のお答えかなと思います。僕

はそうは思わないんです。三位一体改革の地方

が受けた大きな痛みの一つというのは、４

兆7,000億円の補助金・交付金事業を地方に権限

移譲しましたよ、それと同時に３兆円規模の国

税から地方税への、いわゆる法人税から住民で

すけれども、歳入も確保させてあげますよとい

う作業があのときなされたですね。

では、それをやったならば、4.7兆円が基準財

政需要額に上積みをされていないとおかしいで

すよね。今まで国がやっていた仕事を地方がや

りなさい、というんだから、そのコストの節約

部分は別として、数字の移動だけでですけれど

も、4.7兆円。平成15年の基準財政需要額総額

は37.1兆円です。18年、最終年度の需用額36兆

円、どこにも4.7兆円上積みされていないどころ

か、需要額が1 . 1兆円減額されているんで

す。4.7兆円の仕事を送って、３兆円地方は金が

ふえたじゃないか、１兆7,000億円じゃないかと

いうようなことを、ちょっと勘違いを起こしが

ちなんですけれども、先ほどの知事の答弁のよ

うに、まず、地方がこれだけの仕事をやるのに

はこれだけの金がかかりますよという需要額が

決められる。一生懸命金集めて何ぼ足りません

よ。足りないものは国が責任持ちますよという

ことでしょう。だから、３兆円国から地方に回

ったら、収入額が３兆円圧縮されて増額されて

いるんです。だから国が交付する金は３兆円減

っているんです。仕事だけを譲ったわけです。

そのほかに5.1兆円まだやっているんです。臨財

債と交付税を、三方一両損なんてうまい言葉で

ですね。これは置いておきます。やたらややこ

しくなるからですね。

そうやって見ると、15年度が37兆1,000億

円、18年度が36兆円、21年度が35兆3,000億円で

す。そして、4.6と言われるけれども、実質、交

付税の話では１兆円は特交でしょうから、３
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兆6,000億円ぐらい上積みされた。そうなると、

知事が言われるように、これが地方への配慮な

らば、35兆3,000億円に３兆6,000億円の基準財

政需要額が今後上積みされて決定されるならい

いですよ。ここで国がやるのは何かといった

ら、さっき言いました、まず標準団体での―

だから単位費用ですね。単位費用で必ず仕掛け

をやってきます。帳じり合わせを。今回約束し

た金で基準財政需要額を組んで、そしてまたや

ろうとしたら、減収分ですから、地方の景気の

落ち込みによってこれだけ減収したであろうと

いう１兆1,000億円と、それから２兆5,000億円

だったですか、これを我々が払ってあげるよと

恩着せがましいことを言っただけで、それは国

の責任で補てんしなきゃならない金なんです。

だから配慮でも何でもない。ここにだまされた

らだめだと僕は思うんです。違っていたら、副

知事ちょっと説明していただきたいんですけれ

ども、どうですか。

○副知事（河野俊嗣君） 地方財政に関する、

たくさんの技術的な論点、今提示をいただいた

わけでございますが、その中で三位一体につい

ての理解でございます。4.7兆円の補助金の改

革、それから税源移譲の３兆円の額、その差額

を交付税で埋めるべきではないかという御指摘

があったわけでございますが、まず、交付税と

いうのは、そういった差額を穴埋めするための

ものではありませんで、財政力格差なり財政調

整のためのシステムであるというのが原則であ

りますし、三位一体の補助金改革に対応する額

は税収であります。当時、国、地方を通じた厳

しい財政改革、行革が求められている中で、補

助金についても見直そう、無駄はないだろう

か、もっともっと圧縮すべきだという考え方が

ありまして、交付税についてもさんざん地方で

無駄があるではないかと―非常に不本意な思

いですが、そういうような厳しい攻撃にさらさ

れていた中で、補助金改革に見合う額としては

税収でありまして4.7兆円、さらにその中で見直

すべきは見直して、それに見合う額は税収とし

て移転をされたというような整理になっており

ますので、4.7兆円と３兆円の間を埋める額とし

て、交付税がそこで機能すべきものだったとい

うことではないと理解しております。

交付税は、いずれにしても各団体の財政力格

差を調整するべきものであります。ただ、当時

交付税が、先ほど申し上げましたように国、地

方を通じた行革の中で大変厳しい攻撃にさらさ

れて、三位一体の税と補助金のやりとりの議論

を除いても、交付税自身が圧縮を図らざるを得

なかったという部分がありまして、その中で財

政力を調整する機能というものが弱まってきた

という御指摘があるかと思います。そういった

機能を、今回、一定の配慮をしていただく中

で、交付税の調整機能というのが一定程度回復

できたのではないか、そういうふうな整理で考

えておるところでございます。

○坂口博美議員 それはやっぱり認識が違うと

思うんです。４兆7,000億円幾ら節約できたかわ

かんないですよ。あのとき総務省は、大体８割

ぐらいまでには圧縮できるんではないかという

ことは言っていたんです。仕事をやって、ただ

でできるわけないんです。新しい法律もできた

ら、必ず基準財政需要額の単位費用の中に入っ

てこなきゃおかしいんです、事務がふえている

わけだから。４兆7,000億円が３兆円になったと

しましょう。それは３兆円かかるなら基準財政

需要額で積み上げて、税源は基準財政収入額で

上積みされた分は引くわけです、国は。ただで

仕事できるわけじゃないんです。そこを、総務
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省の立場じゃなくて宮崎の立場で、ひとつ頭を

一回さらにして考えていただきたい。仕事を譲

った、金を譲った、そこで仕事と金が量が一緒

なら３兆円でもいいでしょう。しかしながら、

今、金を譲ったんだから、３兆円は、収入があ

んたふえたから返しなさいという論法ですよ。

今後の財政の健全化が大変だというのは、もう

一方のほうで５兆1,000億円、臨財債と交付税あ

げて、それはまた別なテーブルでやられたこと

なんです。だから、このことについては、つら

いけれども言わないです。ただ、我々からすれ

ば、４兆7,000億円を移譲されて、しかも、その

中には義務的に限りなく近いようなものが多か

ったです。だから８割になるわけもないんで

す。

それが証拠に、恐らく37兆1,000億円のと

き、15年のときの交付税というのは22兆6,000億

円ぐらいあったんです。一体が終わったとき

は17兆9,000億円です。副知事が言われるのがあ

れば、そのまま移行しなきゃおかしいです。そ

こでどんと減っているじゃないですか。東京に

いる息子が、毎月10万要るのに、３万アルバイ

トする、だから７万送ってあげるよと言った

ら、ことしは臨時的に入ったから５万しか要ら

んかった。親は５万で足りるなと言うのと一緒

です。よそのおじちゃんから２万もらった、２

万引くよと言ったら、そのおじちゃんは２万方

うちで食料食うんだといったら、その金はどこ

から出ますか。そういう理屈ですよ。だから宮

崎の立場に立ってやっていただきたいと思うん

です。

時間が随分―また失敗しそうなんですけれ

ども。そこで、これは要望しておきます。ぜひ

宮崎の立場で、実態と理論―で僕は制度の問

題を話しているんです。精神論じゃないんで

す。制度の問題、原理原則を話しているんで

す。違います、知事。ではもう一回、知事、答

えてください、頭をひねっているんだったら。

そういうことも踏まえて、例えば、知事は、

今度の一括交付金プロジェクト、それから社会

資本、知事会のですね。ここで今説明いただく

と、どうも特会組んで、そこに共有税として入

れて、原資を、全国で分けようという話です

ね。そのときに宮崎に有利になるルールをつく

らなきゃだめなんだと、大まかにはそういう話

だったと思うんです。では、補助金とか交付

金、特に補助金なんですけれども、例えば、宮

崎の道路がおくれていたら、おくれて今からや

るところに箇所づけとして国から支出される性

格ですよね。できたところには行かないですよ

ね。だから、おくれているところのための金で

す。特に、今後はそれが幾つに分化されていく

のかわからんけれども、社会保障関係みたいな

金とか教育みたいな金とか、社会資本の整備み

たいなものと幾つかに分類されるんでしょうけ

れども、交付金、補助金。

その中で、そういったものを総括してなんで

すけれども、これは19年度の決算です。１人当

たりどれぐらい国から都道府県民が補助金をい

ただいているか、使っているかというと、宮崎

県は１人当たり７万2,607円です。全国平均が４

万430円、だから平均より８割もたくさん補助金

使って、それでもおくれているんですよ。これ

を一たんどんぶりの中にぼんと入れて全国で分

けようというルールで８割以上も持ってこれる

かどうか、知事会の総意としてそれが戦略会議

に届くかどうかです。僕は個人の争いだと思い

ます。今回、損しちゃいかん、おくれてきたと

いう立場の人間をたくさん集めて、数で知事会

の中でやっていくことだと思うんです。全国知
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事会で集めてそれをプールする。僕はこれじゃ

物すごくここに危険性をはらんでいると思うん

ですけれども、知事ぜひ―副知事もなんです

けれども、とにかくオールジャパンは考えなく

てもいい、宮崎のためにいかに有利にやるか、

こういう腹づもりでこの戦略会議には臨んでい

ただきたい。総論で国と地方がやり合って、各

論に入ったら地方と地方のけんかが始まりま

す。そのときにいかにすれば勝つか、少なくと

もこれ以上傷を負わないかということは、ぜひ

慎重に考えていただきたい。それをやっていた

だきたい。知事ならやれると思うんです。それ

だけのアピール力、発信力を持っておられま

す。その決意をまずここで一度お聞かせくださ

い。

○知事（東国原英夫君） 前政権がお示しされ

ています一括交付金は、マニフェストにもお示

しされているんですが、私の個人的な印象なん

ですが、内容とかイメージというのが具体化し

ていないような印象を受けます。制度設計等は

これからなんだと、とりあえずは、一括交付金

というのは、今まで縛ってきた補助金、政策誘

導等に使われた補助金を全部一括して、自由裁

量権が地方にあるような自由な枠にしようとい

う総括的な、概括的なイメージでしかないと、

今の現状はそうだと思います。これをどういう

ふうな制度設計をしていくのかというのが、今

後、我々プロジェクトチームあるいは全国知事

会に課せられた、あるいは地方六団体に課せら

れた使命かなと思っております。

一括交付金と言われても、社会保障とか公債

費なんかはがちがちなもので、これは総括して

自由に使ってくださいと。これは非現実的なも

のですから、どっちにしても投資的経費が中心

にならざるを得ない。パイを同じくして、さあ

自由に、鉄道に使ってください、港湾に使って

ください、河川に使ってください、国道に使っ

てください。これは一括交付金ということにな

り得るのかなと私も思うんです。ですから、そ

こはちょっと気をつけて、戦略会議の一括交付

金のＰＴとしては具体的な案も出させてもらっ

ていますので、第２交付金化というような指摘

もあったんですが、やはり、おくれている地

方、税財力が脆弱な地方―宮崎だけじゃない

んですけれども、そういった地方に配慮される

ような制度設計を、これからも進言していかな

きゃいけないと思っております。

○坂口博美議員 ぜひそこらはしっかり、宮崎

県のためにいろいろ戦略的に動いていただきた

いということです。

時間がありませんから県土整備部長に簡単に

尋ねますけれども、一般競争入札に移行して２

年経過されたわけです。そこで、一般競争入札

をやってみてのメリットが何だったのか、デメ

リットは何だったのか、どういうことを検証さ

れているか、お答えをいただきたいと存じま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 一般競争入札

につきましては、透明性、競争性が高く、また

入札参加資格を満たせば応札できますことか

ら、公共事業費が減少する中にあっても、応札

者にとりましては入札参加機会がふえたという

メリットがございます。その一方で、競争性の

高まりから、最低制限価格付近での応札が多く

発生しておりまして、企業の健全経営には厳し

いという面もあるものと考えております。ま

た、一般競争入札拡大前の平成18年度と20年度

を比較しますと、事業量が減少する中で、入札

参加者に占める受注できなかった者の割合が増

加する一方で、複数の工事を受注した者の割合



- 294 -

平成22年３月２日(火)

がふえるといった状況も見られたところであり

ます。県といたしましては、これら一般競争入

札における課題などを踏まえ、総合評価落札方

式において、本県独自の地域企業育成型を創設

・拡充するとともに、入札参加者の受注状況を

評価対象とするなどの見直しを行ってきたとこ

ろであり、また、予定価格の事後公表の実施や

最低制限価格の見直しなどのさまざまな改善を

行いながら、技術や経営にすぐれ地域貢献度の

高い企業が受注しやすい環境整備を進めている

ところであります。

○坂口博美議員 それから、一般競争入札移行

を機に総合評価落札方式というのを横並びで導

入し試行されています。この方式についても、

検証した結果での課題が何だったのかというの

と、これは試行、試行で変更されていますか

ら、それにどう対応されてきているのかという

ことをお答えいただきたいと存じます。

○県土整備部長（山田康夫君） 総合評価落札

方式につきましては、全国的に一般競争入札の

拡大が進む中で、平成17年４月に｢公共工事の品

質確保の促進に関する法律」、いわゆる品確法

が施行されまして、国において公共工事におけ

る品質確保の具体的な方策の一つとしてその活

用が示されたものであります。本県におきまし

ては、その方針に基づき、平成18年度から試行

しているところでございます。総合評価落札方

式は、工事の品質確保を図る観点から、価格と

技術力など価格以外の要素を総合的に評価し落

札者を決定する方式であり、地域の建設業者の

役割を適切に評価するとともに、技術力向上の

意欲を高め、地元の建設業者の育成にもつなが

るものと考えております。

試行結果を検証いたしますと、工事の成績評

価点や発注事務所管内企業の受注率に関して、

価格競争のみの入札による工事と比較して高い

数字となっております。一方、過度な技術提

案、いわゆるオーバースペックへの対応や、試

行件数の拡大に伴う発注者、応札者双方の事務

量の増大などの課題も見られたところでありま

す。オーバースペックへの対応につきまして

は、昨年８月に具体的な事例を入札公告に明示

し、その排除を図るとともに、発注者、応札者

双方の事務量の増大につきましては、技術申請

書の審査確認書を発行するなど、制度の見直し

を行ったところであります。

総合評価落札方式につきましては、工事の品

質確保を図り、地域の建設業者の育成や技術力

向上にもつながる制度でありますので、今後と

も、試行結果を検証いたしますとともに、幅広

く意見を伺いながら、小規模工事を対象に創設

した地域企業育成型の適用範囲の拡大について

も検討するなど、必要な見直しを行い、よりよ

い制度の構築に努めてまいりたいと存じます。

○坂口博美議員 さっきの質問の答弁と今のを

あわせますと、一般競争入札に移行したと。こ

れに移行したのは、透明性を確保するんです

よ、競争性ですよ、公正性ですよ、だからやる

んですよとやったところが、競争性が出てき

た。だから、競争性をなくすために受注調整を

やった。あるいは、受注できないように排除調

整まで加えた。何だったんだろう、透明性。今

度は総合評価をいろんなルールで―きのうま

でこの評価でやってくれればうちがチャンピオ

ンだったのに、ルールが変わったからうちは負

けた。透明性、公正性とは何だろう。業界と議

会と執行部、この３者でいろんな知恵を出し合

ってやっている。肝心なのは納税者感情だと思

うんです。利用者感情。おまけに最低制限価格

は、そんなにやって、品質確保の促進に関する
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法律ができた中で、品質まで心配になってき

た。だからまずは５％ぐらい上げてみよう。何

も合理性がなくなってしまったんです。

では指名競争入札かというと、まだ説明不

足。指名競争入札即談合。しかしながら、考え

てみてください。談合というのは、仲間がどれ

だけいて顔ぶれがわかって、１年間に順番待て

ば必ず来るパイがあって初めて成り立つもので

す。だれが仲間なのか、何人いるのか、パイは

おれに来るのかわからないときには成り立たな

い。成り立たなければ競争性は適正な競争性。

しかも品確法は、その工事ごとに事前に参加す

る業者の審査をやりなさいとなっているのを、

事務量がふえてまだ事後審査になっている。

こうなったときに、知事、任期はあと１年で

すよね。これを本当に検証して、もう一つ、第

三者、一番大切な方、社会資本を買ってくれる

お客さん、納税者、ユーザーの納税感情に照ら

し合わせる。購入感情に照らし合わせる。そし

て、最もすぐれたものは何か、地方自治法に照

らし合わせる。入り口は一般競争入札で入っ

て、３つの中で何が一番有利かを検証して、指

名だったら指名をやる。こういったことについ

ても、もう１年間かけて検証していかないと、

次はまたマニフェストが来るんです。どうも僕

は、今の一般から抜け切らない、そしていろん

な知恵を出しても正解がないというのは、まず

マニフェストという枠の中で、これでぎりぎり

に固められてしまっているんじゃないかなと思

うんです。

部長もこの２年間は、大変な一番きつい時期

だったと思うんです。試行をいろんなことをや

られて、検証をやられて分析もやられた。よう

やく後が組み立てられるところまで、一番県民

のためにいい公契約は何なのかというもの、い

ろんなことを検証されて、材料はあります。そ

こでもう一回、しっかり今後１年かけて、最終

的な目標に向かった入札契約。これも業界のた

め、行政のため。議会のお願いじゃなくて、三

方が一両ずつ得をする入札契約、これをやっぱ

り今後１年かけて検討していく必要がある。変

えるべきは思い切って変えて、県民の皆さんに

説明をしっかりやれば、喜んでいただけるもの

については変えるべきだということを要望いた

します。

部長は２年間大変だったと思います。僕も言

いたいことを言い続けたけれども、お願いを申

し上げて、僕の一般質問を終わります。（拍

手）

○萩原耕三副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

明日の本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時42分散会


