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◎ 総括質疑

○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、議案第24号から第28号までに

対する総括質疑であります。

それでは、ただいまから総括質疑に入りま

す。

総括質疑についての取り扱いは、お手元に配

付の総括質疑時間割のとおり取り運びます。

〔巻末参照〕

質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、宮原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の宮原義久でございま

す。

総括質疑に入ります前に、一言申し上げま

す。今回発生しました口蹄疫により、児湯郡を

中心に29万頭に及ぶ家畜を殺処分することとな

り、さらには、宮崎和牛の基礎となる種雄牛

も、５頭を残してすべて失うこととなりまし

た。種雄牛の造成には相当な時間と巨額の経費

が必要となります。また、畜産農家の再生・復

興にも多くの時間と経費を要することになりま

す。わずか４カ月で、宮崎県経済が想像できな

いほど大きなダメージを受けてしまいました。

このような中、関係者はもとより、県内外の多

くの皆さんの心温まる手助けを受け、終息を迎

えることができましたことに感謝を申し上げま

すとともに、再生・復興に向けての義援金に御

協力いただきました多くの皆様にも、この場を

かりてお礼を申し上げます。

早期の終息を迎えるために29万頭もの家畜が

犠牲になっております。その多くの家畜の死が

無駄にならないように、二度と発生させないと

いう意気込みを持ち、県民一丸となって再生・

復興に向けて頑張っていかなければならないと

考えております。

本日は総括質疑ということで、昨年度の決算

について質疑をさせていただくわけですが、多

くの皆さんは知事の出処進退のほうにより高い

関心を持たれているのではないかと思います。

これまでの知事の発言や一部報道の内容から推

察すると、次期知事選挙には出馬しない方向で

本日表明をされるようであります。多くの県民

の皆様から、宮崎の再生・復興のために再出馬

を望む声が多数あるわけでありますが、不出馬

の決意はかたいようであります。全国の皆さん

から、「宮崎県の位置がわかった」「宮城県と

間違えられなくなった」「トップセールスで宮

崎の農産物のすばらしさがわかった」など、東

国原知事の存在と実績は高く評価をしたいと思

います。今後は、都知事だの国政だのといろい

ろな報道がありますが、宮崎県の口蹄疫からの

再生・復興に向けては、立場がどうあろうとお

力添えをいただきますようお願いを申し上げま

す。

さて、平成21年度当初予算は、リーマンブラ

ザーズの経営破綻をきっかけとする金融危機に

より、世界経済が100年に一度と言われる同時不

況に陥っているさなかにおいて編成がなされた

ものであります。この予算につきまして、知事

は、厳しい財政状況の中、財政規律の保持に努

めながら、「雇用創出・就業支援対策」「中山

間地域対策」「子育て・医療対策」「環境エネ

ルギー対策」の４つを重点施策と位置づけ、未

来へ確かな礎を築くため、「未来へつむぐ 新

みやざき展開予算」として編成をしたとされて

おります。予算編成時の方針に基づいて、予算

平成22年９月29日(水)
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がどのように執行され、その結果、当初目的と

した成果がしっかりと上げられたのかという観

点から、各分野にわたって通告に従い質疑をさ

せていただきます。

まず初めに、平成21年度の財政運営について

お伺いをいたします。

平成21年度の一般会計決算は、歳入が6,134億

円余、歳出が6,062億円余となり、前年度と比較

して歳入、歳出とも350億円余の増となっており

ます。翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた

実質収支では20億2,887万円余となり黒字が確保

されましたが、単年度収支については３億4,538

万円余の赤字となり、前年度より２億3,589万円

余悪化しております。

内訳を見てみますと、歳入につきましては、

自主財源である県税収入の大幅な落ち込み、依

存財源である地方交付税の減少と、臨時財政対

策債を含めた県債の大幅な増加が特徴的であり

ます。歳出については、地域医療再生基金の造

成や新型インフルエンザ対策などにより衛生費

が67.4％の大幅増に、また、介護職員の処遇改

善や介護基盤の整備のための基金造成などによ

り民生費が22.5％増となりましたが、災害復旧

費が被災箇所の減少などにより76.4％の大幅減

となっております。県債発行額は890億7,897万

円余と、前年度に比べ213億807万円余の増と、

６年ぶりに増加に転じましたが、これは、先ほ

ど申し上げた臨時財政対策債が大幅に増加した

ことが影響しております。このため、平成19年

度、20年度と減少しておりました県債残高

は9,226億2,242万円と、前年度に比べ1.3％増加

しましたが、臨時財政対策債を除いた県債残高

は前年度より284億円余減少しており、行財政改

革の努力の跡をうかがうことができます。

しかしながら、財政指標を見てみますと、財

政構造の硬直度を示す経常収支比率が94.0％

と、昨年度より若干好転はしたものの依然とし

て高く、公債費負担比率も23.1％と、危険ライ

ンとされる20％を超える状況が続いておりま

す。このように大変厳しい財政状況の中での県

政運営であったわけでありますが、平成21年度

を振り返り、この決算状況について、知事はど

のように受けとめ、どう総括しているのかお伺

いをいたします。

以上で壇上からの質疑を終わり、後は自席か

ら質疑をさせていただきます。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

決算の総括についてであります。本県の財政

は、自主財源の占める割合が低く、財政基盤が

脆弱な上に、地方交付税等の減少や社会保障関

係費の増大等により、引き続き大変厳しい財政

運営を強いられております。このため平成21年

度の財政運営に当たりましては、宮崎県行財政

改革大綱2007の財政改革プログラムに基づきま

して、義務的経費の圧縮や投資的経費の縮減・

重点化、事務事業の見直しのさらなる強化など

行財政改革の徹底を図る一方、選択と集中の理

念のもと、新みやざき創造戦略等に基づく重点

施策の推進に取り組むとともに、長引く不況に

より低迷する本県経済対策につきましては、国

の経済危機対策に対応した補正予算を直ちに措

置するなど、スピード感を持って取り組んだと

ころであります。

また、予算の執行に当たりましても、本県の

財政状況について職員一人一人が十分認識し、

年度を通じて計画的・効率的な執行を図るとと

もに、県税収入を初めとする自主財源の積極的

な確保や徹底した経費節減に努めたところであ

平成22年９月29日(水)
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ります。このような取り組みの結果、平成21年

度は、全体としては、厳しい財政状況に対応し

た堅実かつ着実な財政運営を図ることができた

ものと考えております。以上です。〔降壇〕

○宮原義久議員 ありがとうございます。

次に、県税収入についてお伺いいたします。

県税収入の決算状況を見てみますと87 2

億6,275万円余と、前年度に比べ136億4,076万円

余の大幅な減収となり、前年度に比べて13.5％

のマイナスとなっております。これは、基幹税

目である法人事業税の一部が国税である地方法

人特別税となったことや、景気低迷による法人

の収益減の影響によるものであります。昨今の

経済状況の悪化で、税金を納めたくても納めら

れない方もふえているようでありますが、本県

における県税の不納欠損額と収入未済額がどれ

くらいあるのか、総務部長にお伺いをいたしま

す。

○総務部長（稲用博美君） 平成21年度の県税

収入におきます不納欠損額につきましては１

億9,506万円余となっており、前年度に比べ

て1,056万円余、5.1％の減となっております。

県税の不納欠損につきましては、差し押さえ等

の滞納処分をする財産がない場合や、滞納者が

死亡したり法人が倒産するなど、明らかに徴収

することができなかった場合に限り、地方税法

に基づき厳格に実施をしております。収入未済

額につきましては27億6,834万円余となってお

り、前年度に比べ１億6,000万円余、6.1％の増

となっております。これは、税源移譲により調

定、収入額とも大幅に増加しました個人県民税

について、滞納繰越分の収入未済額が２億8,300

万円余増加したことによるものであります。

○宮原義久議員 収入未済額が、答弁にありま

したように１億6,000万円増の27億6,834万円余

とのことでありましたが、随分増加しておりま

す。大多数の善良な納税者との公平性の観点か

らもきちんと対処していただきたいと思います

が、収入未済額の圧縮に向けてどのような取り

組みを行ったのか、総務部長にお伺いをいたし

ます。

○総務部長（稲用博美君） 県税の収入未済額

の圧縮につきましては、租税負担の公平性ある

いは収入確保の観点から重要な課題であるとい

うふうに認識しております。このため、電話催

告や自宅等を訪問しての徴収、夜間における納

税窓口の開設などに加えまして、自動車のタイ

ヤロックやインターネット公売といった手法に

積極的に取り組むなど、滞納整理の早期着手や

滞納処分の的確な実施に努めてきたところであ

ります。このような地道な取り組みの結果、自

動車税など県が直接賦課徴収する税目につきま

しては、前年度に比べ6,500万円余の圧縮が図ら

れたところであります。また、収入未済額全体

の７割を超えております個人県民税につきまし

ては、県が市町村にかわりまして滞納処分を行

う直接徴収や、税務職員の併任人事交流を行う

など、市町村と一体となった徴収対策に取り組

んでいるところであります。今後とも、滞納整

理の早期着手や滞納処分の的確な実施に努める

とともに、市町村との連携をより一層密にして

収入未済額の圧縮に努めてまいりたいと考えて

おります。

○宮原義久議員 それでは次に、県では、県税

滞納者のうち特に悪質なケースについては、預

金、給与、不動産などの差し押さえを従来より

実施しておられます。平成18年度からインター

ネットを活用して公売する取り組みも行ってお

られますが、このインターネット公売について

どの程度の実績があったのか、総務部長にお伺

平成22年９月29日(水)
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いをいたします。

○総務部長（稲用博美君） 平成21年度におき

ましてはインターネット公売を５回実施しまし

て、自動車５件、電化製品などの動産40件、不

動産１件の計46件を出品し、このうち自動車５

件、動産28件の33件が総額46万9,694円で落札さ

れたところであります。これらの落札者の９割

は県外居住者となっておりまして、見込みまし

た額に対しまして平均して1.7倍程度の額で落札

されております。インターネット公売は、広い

周知効果を持ち、より高値での換価が期待でき

ますことから、今後とも積極的に活用してまい

りたいというふうに考えております。

○宮原義久議員 それでは次に、中山間地域対

策についてお伺いをいたします。

本年３月、過疎地域自立促進特別措置法、い

わゆる過疎法を６年間延長する改正案が国会で

成立し、４月１日から施行されておりますが、

過疎債の対象に、道路や下水道といった公共事

業以外に医師確保などのソフト事業が盛り込ま

れ、多くの中山間地域を抱える本県にとっては

大変ありがたい法改正となったところでありま

す。改めて申し上げるまでもなく、中山間地域

は、人口の減少や高齢化の進行等により、地域

によっては維持・存続が危ぶまれる集落も見受

けられるなど、その対策は喫緊の課題となって

おります。このため県では、平成21年度の重点

施策の一つに中山間地域対策を位置づけ、集落

の活性化、日常生活の維持・充実、産業の振興

など総合的に施策の推進を図ってこられたとこ

ろであります。中山間地域の活性化のためにボ

ランティア活動を行う「中山間盛り上げ隊派遣

事業」や、都市部に居住している方の視点を活

用して地域資源の再発見や地域の情報の発信を

行う「宮崎魅力再発見 出会い・ふれあい交流事

業」などさまざまな施策を積極的に展開されて

おりますが、昨年度実施した中山間地域対策施

策全体の成果について、県民政策部長にお伺い

をいたします。

○県民政策部長（山下健次君） 平成21年度の

中山間地域対策につきましては、知事を本部長

といたします中山間地域対策推進本部におきま

して対策の方向性を、先ほど議員も御指摘の３

点に整理をいたしまして部局連携して取り組ん

だところでございます。

まず、このうち集落の活性化につきまして

は、いきいき集落応援事業あるいは中山間盛り

上げ隊派遣事業、こういったもので住民の自主

的な活動による活力の向上、あるいは都市部住

民との交流等が図られたものと考えておりま

す。

また、日常生活の維持・充実という点では、

コミュニティバスなどによる地域住民の交通手

段の確保等を図りましたほか、僻地医療機関に

対する医師派遣などにより、中山間地域の医療

の確保に努めたところでございます。

最後、産業の振興につきましては、農林業の

生産基盤の整備や経営体質強化の取り組みなど

によりまして、地域に適した生産振興や担い手

の育成確保を図りますとともに、中山間地域雇

用創出支援事業等によりまして、地域資源を活

用した新たな産業や雇用の創出を図ったところ

でございます。

○宮原義久議員 次に、モーダルシフトの推進

についてお伺いをいたします。

東九州自動車道の整備も着々と進み、県内の

交通ネットワークもようやく他県のように円滑

になりつつあり、企業活動に欠かすことのでき

ないトラック輸送の利便性が高まっておりま

す。しかしながら、大都市から遠隔地にある本
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県においては、大都市近郊の農産品との厳しい

価格競争への対応や、昭和ソーラーフロンティ

アなどの企業誘致による産業振興を図っていく

ためにも、効率的な物流体制を構築し、輸送コ

ストや輸送時間のハンディをできるだけ縮小す

る必要があると考えます。また、近年の世界的

な景気低迷は、県内企業の経営を著しく圧迫し

ており、企業も物流コスト削減に向けたさまざ

まな取り組みを行っております。このような

中、県では、陸上トラック輸送から、大量輸送

が可能なカーフェリー等の海上輸送やＪＲ貨物

輸送に切りかえるモーダルシフト貨物へ補助を

行う宮崎県物流効率化支援事業を、昨年度新規

事業として実施しておりますが、その補助実績

と成果について、県民政策部長にお伺いをいた

します。

○県民政策部長（山下健次君） 平成21年度の

補助実績でございますが、申請に基づきまし

て、23件、2,157万1,000円の交付決定を行った

ところでありますけれども、景気低迷の影響な

どによりまして、当初予定しておりました貨物

量を下回った事業者が多かったことから、最終

の確定額は、16件、1,220万8,000円となったと

ころでございます。この事業の実施によりまし

て、トラック輸送から海上または鉄道輸送への

いわゆるモーダルシフト、あるいは県外港から

県内港利用への移行が一定程度図られまして、

本県物流の効率化に寄与することができたので

はないかと考えております。

○宮原義久議員 それでは次に、移住対策につ

いてお伺いをいたします。

知事のマニフェストの中で最も順調に数値目

標を達成されたのが、本県への100世帯移住であ

りました。就任直後からのトップセールスなど

の成果もあり、就任わずか２年でその目標を達

成されております。その後、知事は、さらに100

世帯ほど上乗せをする気持ちで移住政策に取り

組みたいとして、移住セミナーの開催など、

「宮崎に来んね、住まんね、呼びかけ強化事

業」を実施されているところであります。しか

しながら、県が設けております移住情報ホーム

ページのアクセス件数を見てみますと、平成19

年度には３万5,000件以上あったアクセス件数

が、昨年度は１万8,000件程度にまで減少してお

ります。本県への移住志向が急速にトーンダウ

ンしているようにも感じられます。そこで県民

政策部長にお伺いしますが、昨年度開催した移

住セミナーや相談会への参加者がどれくらい

あったのか、実際に本県へ移住されてきた世帯

数の実績とあわせてお聞かせいただきたいと思

います。

○県民政策部長（山下健次君） 「宮崎に来ん

ね、住まんね、呼びかけ強化事業」でございま

すけれども、これは移住セミナーと相談会をあ

わせて開催をしてきているところでございま

す。21年度は東京、大阪、名古屋の３会場で開

催しておりまして、移住セミナーの参加者数

は、平成20年度と比べますと約１割減の624人と

なっておりますけれども、相談会における相談

件数、こちらのほうは約1.5倍、271件というこ

とでございます。また、21年度における本県へ

の移住実績ですが、42世帯となっておりまし

て、19年度が41世帯、20年度が60世帯というこ

とでございますので、３カ年度では143世帯の移

住が実現しているところでございます。

○宮原義久議員 それでは次に、医師不足対策

についてお伺いをさせていただきます。

平成16年度から始まった臨床研修制度によ

り、研修医みずからが研修施設である病院を選

べるようになり、若い医師が都市部の病院での
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勤務を希望する傾向が強くなっております。こ

のため、これまで大学の附属病院に勤務してい

た研修医が都市部の病院へ移ってしまい、地方

の医師不足に拍車をかけておるのが現状であり

ます。本県は人口10万人当たりの医師数が229.0

人で、全国平均の224.5人を上回ってはいるもの

の、全国的な傾向と同様で、宮崎など都市部に

集中している現状があります。私の地元である

小林市の小林市立病院は、西諸地域の中核を担

う医療施設であるにもかかわらず、内科医が１

人だけの体制となっております。内科の入院患

者や救急患者を受け入れられない非常事態が続

いているところであります。このような中、県

でも懸命に医師確保に奔走されていることは理

解いたしておりますが、部長マニフェストの成

果報告にありますとおり、昨年度は、医師派遣

システムによる新たな医師の確保及び派遣の実

績がゼロという結果になってしまいました。医

師確保ができなかった理由と今後の取り組みに

ついて、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 医師確保につ

きましては、医師を県職員として僻地に派遣す

る医師派遣システムにより、平成19年度に１

名、平成20年度に１名採用したところです。平

成21年度につきましても、「みやざき地域医療

応援団」の登録医師や自治医科大学卒業医師へ

の働きかけを行いましたが、本人の将来設計や

家族の問題等もあり、残念ながら採用までには

至らなかったところであります。また、市町村

と連携した病院説明会の開催等の取り組みで

は、常勤１名、非常勤１名の合わせて２名の医

師を確保することができ、現在、僻地公立病院

に勤務いただいております。

医師の確保は、安心・安全な県民生活を確保

する上で重要な課題でありますので、引き続

き、関係市町村と連携した活動のほか、医師派

遣システムや医師修学資金貸与制度の活用、さ

らには宮崎大学の地域医療学講座への支援な

ど、総合的に取り組むことによりその確保に努

めてまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 それでは次に、児童虐待防止

対策についてお伺いをいたします。

ことし７月、大阪市のマンションで幼児２人

が放置され死亡するという痛ましい事件が発生

をいたしました。逮捕された母親は、幼い子供

２人を自宅に残したまま満足な食事も与えず、

長期の外泊を繰り返すという、私たちには全く

理解できない行動をとっており、驚きよりも怒

りを覚えるような事件でありました。こうした

育児放棄を含む児童虐待の相談件数は、近年増

加傾向にあるようでありますが、本県における

昨年度の相談件数と、その後どのような対応を

とられたのか、福祉保健部長にお伺いをいたし

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 昨年度、県内

３カ所の児童相談所に寄せられた児童虐待の相

談対応件数は365件であり、全国同様、過去最多

となっております。その後の主な対応につきま

しては、虐待の程度から、親子分離等が必要と

判断し施設への入所措置を行ったものが64件、

在宅での支援が可能と判断し通所による継続的

なカウンセリング等を行ったものが91件、親に

対する育児のアドバイス等で対応できたもの

が204件となっております。

○宮原義久議員 大阪の事件のようなケースを

防ぐために、児童虐待防止法が改正され、虐待

のおそれのある家庭に児童相談所が強制的に立

入調査を行うことができるようになっておりま

すが、現場での対応の難しさもあって、全国的

にも実施事例は数件しかないと聞いているとこ
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ろであります。本県において立入調査を実施し

た事例があるのか、その実施の判断とあわせ

て、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県におきま

しては昨年度、児童虐待防止法に基づいて児童

相談所が強制立入調査を行った事例はありませ

ん。実施の判断につきましては、通告より原

則48時間以内に子供の安全が直接確認できない

場合、立入調査を行うこととしております。

○宮原義久議員 それでは次に、警察本部長に

お尋ねをいたしますが、児童虐待をしたとして

保護者などが検挙された件数がどれくらいある

のかお答えください。

また、児童虐待の早期発見と被害児童の早期

保護は、児童の生命・身体の保護という観点か

ら、警察の対応も大変重要であると思います

が、児童虐待に対する対策としてどのような取

り組みをされたのか、あわせて警察本部長にお

伺いをいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 児童虐待の検挙

件数でございますけれども、昨年中、全国で

は335件、356人を検挙しております。本県にお

きましては、７件、７人を検挙しております

が、いずれもこれは、統計をとり始めました平

成11年以降では最多となっております。本県で

の検挙の態様でございますけれども、昨年の７

月に延岡市で発生いたしました乳児に対する傷

害致死事件など身体的虐待が５件、強制わいせ

つ事件など性的虐待が２件となっております。

なお、本年はこれまでに、昨年と同数の７件、

７人を検挙しているところであります。

警察の取り組みでありますが、児童相談所な

ど関係機関と緊密な連携を図りまして、児童の

安全が疑われるような事案の情報を入手いたし

ました場合は、警察官が直接その安全を確認す

るとともに、事件性が認められるものにつきま

しては迅速・的確な捜査を行うようにしている

ところであります。

○宮原義久議員 次に、生活保護世帯の状況に

ついてお伺いいたします。

平成21年の平均完全失業率は、前年より1.1ポ

イント上昇の5.1％で、過去最大の上昇幅を記録

しました。また、平成21年の平均有効求人倍率

も0.47倍で、前年より0.41ポイント低下し、年

平均では過去最低の倍率となるなど、長引く景

気低迷が厳しい雇用環境に拍車をかけておりま

す。このような中、全国的に生活保護受給世帯

が急増しているとのことでありますが、本県の

ように雇用の受け皿が少ない地域ではかなり深

刻な状況になっているようであります。また、

一部報道によりますと、生活保護世帯を支援す

る職員、いわゆるケースワーカーが受給世帯の

急増に追いつかず、１人当たりの負担が急増し

ているとのことであります。本県において昨年

度の生活保護受給世帯や受給者がどれくらい増

加したのか。また、急増する生活保護世帯に対

してケースワーカーが十分なケアができている

のかどうか、福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成22年３月

における県全体の生活保護受給世帯数は１

万1,525世帯、受給者数は１万5,408人となって

おります。これを平成21年３月と比較します

と、世帯数で1,146世帯、11.0％、受給者数

で1,668人、12.1％のそれぞれ増加となっており

ます。このため、福祉事務所によっては新規申

請の増加に伴う処理に追われ、生活保護世帯へ

の対応が十分できていない状況が見受けられる

ところであります。今後とも各福祉事務所に対

しまして、ケースワーカー等必要な人員を確保
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し、生活保護を適正に実施するよう指導・助言

に努めてまいります。

○宮原義久議員 次に、近年、生活保護の不正

受給もふえていると聞いておりますが、昨年

度、本県においてどれくらいの不正受給があっ

たのか。今後の不正受給防止対策を含めて、福

祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 昨年度の生活

保護に係る不正受給件数は179件となっており、

内容としましては、就労収入の無申告や過少申

告などであります。各福祉事務所におきまして

は、生活保護世帯に対して収入申告義務の周知

徹底を図るとともに、収入状況の実態を的確に

把握するための関係先調査を実施するなど、不

正受給の防止に努めているところであります。

県としましては引き続き各福祉事務所に対し、

こうした対策を徹底するよう指導・助言に努め

てまいります。

○宮原義久議員 次に、介護職員処遇改善交付

金についてお伺いをいたします。

介護職員については、厳しい労働環境なども

あって、全国的に離職率が高く、人材の確保が

厳しくなってきております。このような中、介

護職員の賃金改善などを目的とする介護職員処

遇改善等臨時特例基金が昨年度の補正予算で設

置されました。介護職員の給与を月平均１

万5,000円引き上げる交付金を介護サービス事業

者に交付する事業が行われております。この交

付金の申請率が、実は本県は全国で最も低く、

３月末時点で72％と、全国平均の82％を10ポイ

ントも下回っております。事業所の事情なども

あって低い申請率になっているようであります

が、こうした申請率の状況を踏まえ、この交付

金事業の成果をどのように考えているのか、福

祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県では、この

事業の問題点や効果を把握し、今後の取り組み

の参考とするため、交付金対象となる県内の

約1,100事業所に対し、本年４月にアンケート調

査を実施したところです。その結果、交付金を

申請しない理由として、「他の職種との公平性

の点から困難」「交付金終了後の取り扱いが不

透明」といったことが上げられておりました。

一方、申請を行った事業所では、その効果とし

て、「介護職員の意欲向上」「職員間の賃金格

差の是正」「介護サービスの質の向上につな

がった」などの回答があり、一定の成果があっ

たものと考えているところであります。

○宮原義久議員 それでは次に、地球温暖化対

策についてお伺いをいたします。

県では、地球温暖化対策や循環型の社会づく

りに向けた社会システムの構築を目的に、事業

者と消費者、行政などが連携して、レジ袋を削

減するための取り組みについて、昨年度、関係

者などと協議を行ってこられたところでありま

す。当初の予定では、ことし６月からスーパー

などでのレジ袋無料配布を中止し、有料化を図

る方向で調整が進められてきましたが、景気低

迷の影響などを受けて、参加を予定していた大

手事業者が有料化を断念したことから、足並み

が乱れ、有料化が見送りになったと聞いており

ます。一方、青森県では、ことし１月25日から

レジ袋の有料化が開始されております。経済状

況が悪いのは全国どこの地域も同じだと思いま

すが、本県ではできなかったことが現実として

できております。本県におけるレジ袋有料化見

送りについて、県はどのような調整を行ってき

たのか、環境森林部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） レジ袋の無料

配布中止につきましては、昨年４月に、事業
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者、消費者、行政等で構成いたします「宮崎県

レジ袋ゼロ作戦推進協議会」を設立いたしまし

て、協議会や事業者会においてその実施に向け

て検討してまいったところでございます。この

取り組みに当たりましては、消費者にその意義

を十分理解していただくとともに多くの事業者

の参加が重要であるため、県におきましては、

県民への周知啓発や参加事業者の募集、事業者

との個別協議を行ってきたところであります。

しかしながら、ことし５月末の協議会におきま

して、昨年秋からスーパーマーケットの売り上

げが急激に減少するなど経営環境が悪化してい

る中におきましては、一部の事業者だけでレジ

袋の無料配布中止に踏み切ることは困難であ

り、「当面見送る」との結論が出されたところ

であります。レジ袋の削減につきましては、消

費者がみずから取り組むことのできる地球温暖

化対策の一つでありますことから、県といたし

ましては、事業者や消費者等との連携を一層図

りながら継続して取り組むことが重要であると

考えております。

○宮原義久議員 次に、県産材の需要拡大につ

いてお伺いをいたします。

全国の平成21年の新築住宅着工件数は約78

万8,000戸で、前年度に比べてマイナス27.9％

と、２年ぶりに減少に転じたところでありま

す。また、本県においても木造住宅を含む新築

住宅の着工件数が減少しておりますが、こうし

た住宅着工件数の低迷が木材価格の動向にも影

響を及ぼしております。昨年１年間における１

立方メートル当たりの木材の平均価格は8,900円

で過去最低となり、昨年６月には7,700円まで下

落したところであります。平成元年には約２万

円あった価格が、平成16年には１万円を割り込

み、下落傾向に歯どめがかからない状況であり

ます。このままでは林業経営が早晩立ち行かな

くなるのは明らかであります。その対策にもは

や一刻の猶予もない状況だと考えております

が、県産材の需要拡大について、昨年度、木造

住宅建設に関して県はどのような取り組みを行

い、その成果はどうだったのか、環境森林部長

にお伺いをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 木造住宅建設

を通じました県産材の需要拡大につきまして

は、「宮崎スギ高品質材の家づくり促進事業」

などによりまして、木材業界と住宅業界が連携

して外材を県産材へ転換するモデル的な取り組

みなどを支援したところでございます。特に昨

年度は住宅着工が大きく落ち込んだことから、

「「みやざきスギ」の家づくり促進緊急対策事

業」によりまして、県産材をたっぷり使った木

造住宅づくりや、大黒柱１本を含む杉の柱81本

をプレゼントする取り組みも実施したところで

ございます。また、木材利用の意義や木造建築

のよさを広く県民に理解してもらうため、木の

ある暮らし創出推進事業等によりまして、木と

触れ合うイベントによる普及啓発や、展示効果

の高い木造施設への支援などに努めておるとこ

ろでございます。これらの取り組みによりまし

て、全国の住宅着工戸数が大きく減少する中

で、本県の木造住宅につきましては小幅な減少

となったところでございます。また、全国の木

材需要量につきましても大きく減少しておりま

すけれども、本県におきましては、住宅の部材

となる製材用丸太の生産量を中心に増加してい

るところでございます。

○宮原義久議員 次に、県産品の販路拡大につ

いてお伺いをいたします。

東国原知事の就任以降、県庁ツアーの観光客

をうまく取り込み、物産館の売り上げが大幅に
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伸びていることは御案内のとおりであります。

県庁横のみやざき物産館だけを見てみまして

も、平成18年度には１億4,000万円だった売り上

げが、平成21年度には８億9,000万円にまで増加

しております。東京の新宿みやざき館ＫＯＮＮ

Ｅや大阪支部を含めますと、平成18年度に５

億5,000万円だった売り上げが13億7,000万円に

まで伸びております。このような状況を踏ま

え、県物産貿易振興センターの運営について、

かつては多額の補助金が助成されておりました

が、知事の方針により昨年度から打ち切られる

こととなりました。口蹄疫の発生を受け、平

成22年度の売り上げは８月22日現在で、４月末

にオープンした福岡の天神みやざき館ＫＯＮＮ

Ｅの分を含めましても、前年度比24.4％の減と

なっております。口蹄疫の影響や、恐らく知事

が宮崎を去られることになりますので、そうし

たことによる反動などもあって物産館の売り上

げが今後も厳しくなることが想定されます。そ

こでお尋ねいたしますが、昨年度末時点の県物

産貿易振興センターの繰越金はどれくらいある

のか、商工観光労働部長にお伺いをいたしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 繰越金で

ございますが、平成21年度末で約３億2,400万円

となっております。

○宮原義久議員 ただいま答弁ありましたよう

に、繰越金が３億2,400万円とのことでありまし

たが、今後売り上げが減少してくれば、この繰

越金も当然目減りしていくことになります。県

から補助金がない状態で、このまま安定的な運

営を図っていくことができる見通しがあるの

か、商工観光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 現在、物

産貿易振興センターは、知事就任以降、各アン

テナショップの売り上げの大幅な伸び等により

まして収益が上がり、その経営状況は非常に順

調でございます。しかしながら、ことしあたり

からその売り上げが伸び悩んでおりまして、ま

た今般の口蹄疫の影響などによりまして、特に

みやざき物産館の売り上げが減少している状況

にございます。したがいまして、今後、セン

ターの持続的な経営安定を図るためには、県産

品のブランド力の向上はもとより、大都市に向

けての販売促進キャンペーンの推進、あるいは

アンテナショップの多店舗展開、外販・外商機

能の強化等に積極的に取り組みまして、自主財

源である販売手数料の確保を図っていく必要が

あると考えております。また、経費の徹底した

見直しや事業の選択と集中によりまして、一層

の経営効率化に努める必要があると考えており

ます。県といたしましては、県産品の販路開

拓、需要拡大によって地場産業の発展に寄与す

るというセンターの公益的な役割に十分配慮し

ながら、センターの安定経営に向けてしっかり

と連携・協調してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○宮原義久議員 次に、県信用保証協会による

保証についてお伺いをいたします。

平成21年の本県経済を振り返ってみますと、

前年９月のリーマンショックによる世界的な景

気悪化の影響を受けて急速に落ち込み、生産、

消費、雇用すべての面において県内経済がさら

に悪化した年でありました。その後、後半に

入ってから生産活動に持ち直しの動きが見られ

ましたが、消費者動向や雇用情勢は厳しい局面

が続き、これらの影響を受け、本県の中小企業

経営を取り巻く環境は厳しさを増しているとこ

ろであります。このような中、中小企業の円滑

な資金調達を図るため、県の信用保証協会の役
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割が大変大きくなっているわけでありますが、

昨年度の宮崎県中小企業融資制度に係る保証承

諾の件数、金額、業種について、商工観光労働

部長にお伺いをいたします。

また、近年、代位弁済もふえているようであ

りますが、その件数と金額、保証協会に対する

県の損失補償額についてもあわせてお伺いをい

たします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） まず、昨

年度の保証承諾実績でありますが、4,511件

の411億6,600万円余であります。これを業種別

に見ますと、建設業が1,553件の139億6,400万円

余、小売業が737件の58億7,000万円余、卸売業

が471件の58億1,200万円余などとなっておりま

す。

次に、代位弁済でございますが、264件の17

億9,600万円余となっております。また、信用保

証協会に対する県の損失補償額につきまして

は8,800万円余となっております。

○宮原義久議員 今御答弁いただきました損失

補償に関しまして、平成21年２月議会で「宮崎

県中小企業者等向け融資に係る損失補償に関す

る条例」が策定をされました。これは、県の保

証協会において代位弁済をした際の損失の一部

を県が補償した場合に発生する求償権につい

て、知事が求償権放棄を承認することができる

というものであります。昨年度の実績の中で知

事が求償権を放棄したものがどの程度あったの

か、商工観光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 信用保証

協会の求償権の放棄に係る知事の承認でござい

ますが、これまで信用保証協会から対象となる

申請がなかったことから、実績もありません。

○宮原義久議員 この条例の議論の中では、

「中小企業を破綻に追い込まないようにするた

めには必要な条例であるが、求償権の放棄は県

民の財産の放棄であり、承認を実行するに当

たっては慎重な運用をお願いしたい」との要望

がそのときありました。昨年度の実績はないと

の答弁でありましたが、今後申請があった際に

は慎重な議論と判断をお願いしたいと思いま

す。

次に、農商工連携についてお伺いをいたしま

す。

農山村には、その地域の特色ある農産物、美

しい景観など、長い歴史の中で培ってきた貴重

な資源がたくさんありますが、こうした資源を

有効に活用するため、農業生産者と商工業者が

それぞれの技術やノウハウを持ち寄り、新しい

商品やサービスの開発、販売に取り組む農商工

連携が全国的に活発化しつつあります。本県に

おきましても既に多様な取り組みが始まってお

りますが、農商工連携の取り組みが地域経済の

成長を牽引するまでには至っておりません。し

かしながら今後、農商工連携によって農業生産

者の意欲が喚起され、地域の活力回復のきっか

けとなり、あわせて農業生産法人などによる地

域の雇用の創出や、地域の農産物等を活用した

付加価値の高い商品づくりの促進などに大きな

期待を寄せられているものであります。農商工

連携について昨年度取り組んだ内容と成果につ

いて、関係部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 商工観光

労働部におきましては、21年度は、県と関係団

体で構成します農商工連携推進ネットワーク会

議におきまして、県内の取り組み状況や国、県

施策の情報交換等を行うとともに、シンポジウ

ムの開催、パンフレットの作成・配布などによ

りまして事業の普及啓発に努めたところでござ

います。また、県産業支援財団に造成しました
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農商工連携応援ファンドによりまして、新商品

開発や販路開拓など14事業に3,055万円余の助成

を行ったほか、国の支援を受けられる事業計画

として認定されたものが２件となっておりま

す。今後とも、農政水産部を初め関係部局や産

業界と連携しながら農商工連携の取り組みを支

援していきたいと考えております。

○農政水産部長（髙島俊一君） 農政水産部に

おける昨年度の取り組みといたしましては、新

たに「連携推進室」を設置いたしますととも

に、農業振興公社を農業法人等と商工業者の具

体的な連携をコーディネートする拠点として位

置づけまして、農商工連携に取り組む農業法人

や企業等に対し多様な支援を行ってきたところ

でございます。具体的には、農業振興公社と連

携して「宮崎発・大地を活かす農商工連携ビジ

ネスモデル創出事業」により、ＩＴ企業と地元

農業法人とが連携して行う大規模園芸施設の整

備に対する支援を行うほか、「みやざき発・業

務用農産物生産拡大事業」により、食品産業の

ニーズに対応して、加工・業務用農産物の生産

拡大に取り組む18の農業法人等の活動を支援い

たしまして、その結果、107ヘクタールの生産が

拡大されるなどの成果が上がったところでござ

います。

○宮原義久議員 次に、耕作放棄地対策につい

てお伺いをいたします。

耕作放棄地の増加は、地域の景観を損なうだ

けでなく、有害鳥獣の隠れ場所にもなるなど近

隣の農作物への被害をもたらし、ひいてはその

地域全体の活力にも悪影響を及ぼすことから、

その解消は喫緊の課題となっております。県が

平成21年に実施した実態調査によると、県全体

で2,555ヘクタールの耕作放棄地が確認され、こ

のうち1,151ヘクタールが「再生利用を図るべき

農地」とされております。こうした状況を踏ま

え、平成20年度からみやざきフロンティア農地

再生事業を推進し、この年には76ヘクタール、

昨年度は79ヘクタールの耕作放棄地の解消が図

られました。しかしながら、この事業による２

年間での解消実績では、耕作放棄地の完全な解

消には不十分ではないかと考えます。耕作放棄

地は毎年発生していると考えますが、今後の耕

作放棄地の完全な解消に向けた見通しと、耕作

放棄地を発生させないための取り組みについ

て、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 耕作放棄地の

解消につきましては、農用地区域内に存在し、

今後農地として活用すべきものについて再生整

備を進めているところでございまして、平成20

年度から21年度にかけましては、国、県の事業

の活用のほか、農家の自主的な取り組みによ

り277ヘクタールの解消が図られたところでござ

います。しかしながら、新たに219ヘクタールの

発生が見られたところであり、今後とも、再生

整備とあわせて担い手への利用権設定等を図っ

ていくことが必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、改正農地法に基づ

き毎年行うこととされております農地の利用状

況調査や、農業委員会への農地相続の届け出が

適正に行われ担い手への農地集積が図られるよ

う、市町村や関係機関・団体と十分連携してま

いりたいと考えております。

○宮原義久議員 それでは次に、環境保全型農

業についてお伺いをいたします。

国土や環境の保全など、食料供給機能以外で

農業や農村の持つ役割を高めることや食料自給

率を高めることなどを目的に、平成11年に制定

された食料・農業・農村基本法には、我が国の

農業の持続的な発展を図るため、農業の自然循
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環機能の維持増進が不可欠であると規定されて

おります。食の安全・安心に関する県民の意識

が高まる中、有機農業に対する消費者ニーズが

高まってきておりますが、一方で、化学肥料や

農薬などへの過度な依存による環境の悪化も指

摘されており、環境と調和のとれた持続的な農

業生産が立ち行かなくなる事態も生じてきてい

るようであります。

ことし４月に国が発表した調査によると、農

業者の環境保全型農業の取り組みに対する意識

は、大変関心が高いようであります。また、都

道府県知事が認定するエコファーマーも近年は

増加傾向にあり、ことし３月時点で全国で20万

件近くが認定されております。全国的に環境保

全型農業の推進が図られておりますが、県では

昨年度どのような取り組みをされたのか、その

成果とあわせて農政水産部長にお伺いをいたし

ます。

○農政水産部長（髙島俊一君） 県では、環境

保全型農業を進めるため、微生物農薬や天敵の

導入など化学農薬使用の低減に向けた研究開発

や、土壌診断等に基づく効率的な肥培管理の推

進、また、エコ農業モデル産地育成事業等によ

る環境保全型農業を実践するエコファーマーに

対する支援などを行ってまいりました。このよ

うな取り組みにより、エコファーマーについて

は現在3,000名程度で推移をしておりまして、堆

肥を利用した土づくりや化学肥料、化学農薬の

積極的な低減、さらには微生物農薬による本県

独自の防除技術の普及など、環境保全型農業の

取り組みが着実に定着しつつあると考えており

ます。

○宮原義久議員 次に、水産振興対策について

お伺いをいたします。

平成21年漁業生産統計によると、本県の昨年

の漁業生産は水揚げ量９万8,000トンで、前年に

比べて1.2％の減、金額は324億1,000万円で、前

年と比べて11.3％減と、過去10年間で最低水準

となっております。また、平均魚価も329円と、

前年と比べて37円低下しておるのが現状であり

ます。御案内のとおり、漁業は農業と異なり、

産業の特性が狩猟であるため、その生産性を追

求していくことには限界があります。一方、魚

の値段は市場での競りや入札で決められ、生産

コストが反映されることはありません。近年の

原油価格の高騰などで漁業経営が危機的な状況

を迎える中、安定した経営を図っていくために

は魚価対策が重要であると言われております。

新たな販路開拓や新商品の開発、ブランド化な

どを行うことによって漁協や漁業経営者の販売

力を強化して、魚価の向上、漁業所得の安定的

な確保を図っていく必要があると思っておりま

す。県では昨年度、「魚価確保のための新しい

流通づくり推進事業」を新規事業として実施さ

れましたが、事業の内容と成果について、農政

水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 「魚価確保の

ための新しい流通づくり推進事業」につきまし

ては、漁協や漁連が主体となって行う新たな販

売方法等の検討・実証に係る支援を行い、漁家

所得の向上を目指すものであります。具体的に

は、単価の低かった小型アジについて、ニーズ

が強く、より単価の高いマグロはえ縄用の生き

えとして出荷する取り組みのほか、これまで消

費地の市場に出荷していた養殖カンパチについ

て、新たに直接取引のルートを開拓することに

よる流通コストの低減や、主に県外に出荷され

ていたカツオについて、県内における新たな市

場開拓に努めるなど、漁協や漁連の新たな取り

組みを支援いたしました。これらの取り組みを
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通じて漁協や漁連の新たな販売方法等の確立が

促進され、ひいては漁家所得の向上が図られた

ものと考えております。

○宮原義久議員 次に、建設産業対策について

お伺いをいたします。

本県の建設産業は、県土の保全や生活環境の

基盤づくりなど社会資本整備の担い手であり、

また県内の就業者数の１割を占めるなど、基幹

産業として地域経済の安定・発展に大きな役割

を果たしております。しかしながら、近年の公

共事業の大幅な減少や、入札・契約制度改革な

どによる競争の激化、長引く景気の低迷などの

影響を受けて、建設産業は極めて厳しい経営環

境に直面をしております。知事は平成21年２月

議会の提案理由説明の中で、「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、技術と経営のすぐれた建設業者

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や

かな支援を行う」と言われております。そこで

県土整備部長にお尋ねしますが、昨年度実施し

た建設産業育成総合対策事業、これは当初予算

額約１億8,300万円の事業でありますが、この事

業にどのように取り組み、どのような成果が

あったのかお伺いをいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県におきまし

ては、大変厳しい経営環境にある建設産業に対

し、その健全な発展を図るため、建設産業対策

を重点施策に位置づけ、総合的な対策を講じて

きたところであります。具体的には、県内９カ

所に設置した経営相談窓口において88件の経営

相談を受けたほか、県内３カ所で新分野進出セ

ミナーを開催いたしました。また、建設業に軸

足を置きながら新分野への進出を目指す29業者

に対して補助を行うとともに、建設業者等の資

金調達を支援するため、県建設事業協同組合等

が行う融資事業の原資として１億1,800万円の無

利子貸し付けを行い、組合から事業者に対し275

件の低利融資が行われたところであります。こ

のような取り組みにより建設業者における経営

基盤強化のための環境整備などが図られたもの

と考えております。

○宮原義久議員 次に、公共工事の品質確保に

ついてお伺いをいたします。

入札・契約制度改革による一般競争入札の拡

大は、事業者のコストの削減努力を促す契機と

なりましたが、このことは品質確保や品質向上

の努力と一体として実施されなければ、公共工

事の品質低下に結びつく側面を有していること

は当然のことであります。公共工事品質確保強

化事業は、公共工事の実施に当たって、適切な

施工体制のもとで行われることが重要であり、

施工体制監視チームによる施工体制の重点点検

を実施することで、手抜き工事や下請業者への

過度なしわ寄せなどを防ぎ、公共工事の品質確

保を図っていこうとするものであります。昨年

度の全体工事件数のうち、どの程度重点点検が

実施されたのか、県土整備部長にお伺いをいた

します。

また、監視チームによる品質確保に取り組ま

れておりますが、どのような具体的な成果が

あったのか、あわせてお聞かせいただきたいと

思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 施工体制監視

チームによる点検の実績につきましては、平

成21年度に施工中であった3,065件の工事のう

ち475件について、主任技術者の常駐状況や下請
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契約の締結内容、元請業者の下請に対する関与

などについて点検を実施いたしました。その結

果、幾つかの工事で、施工体制台帳が備えつけ

られていなかったり、下請業者との工程会議が

開催されていないなど、一部不十分な点が確認

され、その都度、発注機関を通じて是正指導を

行ったところであります。また、指摘事項改善

の徹底を図るために、平成21年度下半期から

は、同一工事について複数回の点検を実施した

ところであります。この監視チームの点検を通

じて、手抜き工事や下請業者への過度なしわ寄

せを防止するとともに、発注者と受注者双方の

施工体制の確保に関する意識の向上が図られ、

公共工事の品質確保につながったものと考えて

おります。

○宮原義久議員 それでは次に、学力向上対策

についてお伺いをいたします。

平成19年度に始まった全国学力・学習状況調

査は、昨年度で３回目の実施となりました。ち

なみに、この年までは全員参加の方式で行われ

ております。本県の状況は、中学校では、国

語、数学ともに全国平均を上回りましたが、小

学校の国語と算数の「活用に関する問題」につ

いては全国平均を下回っておりました。また、

県内の教育事務所ごとの結果では、宮崎市を中

心とした宮崎地域と一部の郡部で正答率に大き

な差があらわれるなど課題も見つかっておりま

す。過去３回の調査結果を踏まえ、本県の児童

生徒の学力の状況をどのように分析されている

のか、教育長にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 過去３回の全国学力

・学習状況調査におきまして、本県の状況を国

語と算数・数学の平均正答率の合計で見ます

と、小学校では、平成19年度に全国平均を若干

上回りましたが、20年度と21年度は全国平均を

若干下回っております。中学校では、過去３回

いずれも全国平均を上回っております。このよ

うに、本県の学力の全体的な状況といたしまし

ては、小学校、中学校ともにほぼ全国平均であ

り、おおむね良好であるととらえております

が、学習して身につけた知識や技能をもとに、

みずから考え、判断し、表現しながら課題を解

決するといった「活用する力」につきまして

は、課題があるととらえております。なお、今

年度は抽出調査での実施でありましたが、傾向

としてはこれまでと同様でありました。以上で

す。

○宮原義久議員 ただいま答弁をされた分析の

状況から見て、本県における小中学校の学力向

上についてどのような取り組みがなされたの

か、教育長にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 過去３回の全国学力

・学習状況調査の結果を踏まえまして、その改

善を図るために、各学校におきましては改善計

画書を作成し実態の分析を十分に行うととも

に、特に平成21年度からは、「活用する力」を

向上させていくことを重点として、指導方法の

工夫・改善等に積極的に取り組みながら、学校

全体で学力向上対策を推進しているところであ

ります。県教育委員会におきましては、本県独

自の学力調査の結果とあわせて分析することに

よりまして地域の課題を明らかにし、それらの

改善を図るため、各教育事務所におきまして教

員の指導力を高める授業研究会に取り組んでき

ております。また、算数・数学におきまして学

習内容の確実な定着を図るために、単元ごとの

評価問題をインターネットで配信するウエブ学

習単元評価システムを構築し、今年１月から運

用を開始し、県内すべての小中学校での活用を

目標として、現在、順次取り組みを進めている
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ところであります。さらに、今年４月からは

「学力・授業力向上担当」という部署を教育委

員会の中に設置いたしまして、本県における学

力向上・授業力向上対策に重点的に取り組むこ

ととしたところであります。

○宮原義久議員 次に、生徒の薬物乱用防止対

策についてお伺いをいたします。

近年、有名芸能人による薬物乱用事件が相次

ぎ、メディアでも連日取り上げられるなど大き

な社会的問題となっております。本県でも昨

年、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た事件を初め、幾つかの

薬物事犯が大きく報道されました。検挙者数

も89人と、前年に比べて10人増加をしておりま

す。全国的な薬物事件の発生を受けて、県教育

委員会では昨年の７月から８月にかけて、県立

学校の生徒約5,300人を対象に「大麻等薬物に関

するアンケート調査」を実施しておられます。

その調査結果はかなり衝撃的なものでありまし

た。「薬物の使用について誘われたことがあ

る」と答えた方が38人、「薬物を使用している

生徒の噂を聞いたことがある」45人、「薬物を

使用している人を見かけたことがある」23人、

「友人などから薬物使用を誘われたら断れず使

用する」39人、いずれも全体的な割合としては

低いのですが、調査の対象生徒が各学校の各学

年１クラスのみということを考えますと、この

人数は氷山の一角にすぎないということになり

ますが、このアンケート調査を踏まえてどのよ

うな対策をとられたのか、教育長にお伺いをい

たします。

○教育長（渡辺義人君） 「大麻等薬物に関す

るアンケート」の調査結果を受けまして、県教

育委員会といたしましては、公立中学校及び県

立学校に対しまして９月に調査結果のまとめを

送付しますとともに、薬物乱用防止教室等を実

施することや、全校集会等の機会をとらえて、

繰り返し繰り返し、生徒に対する指導を行うこ

となどについて通知したところであります。ま

た、国や県の関係機関と「薬物乱用は「ダメ。

ゼッタイ。」」という薬物乱用防止共同アピー

ルを行い、これを内容とするチラシを学校や保

護者等に配布し啓発しますとともに、本年３月

には宮崎県の広報として共同アピールを新聞に

掲載し、「忍び寄る大麻やシンナーなどの薬物

から青少年を守ろう」との呼びかけを県民に向

けて行ったところであります。

○宮原義久議員 先ほど申し上げましたとお

り、薬物使用を実際に誘われたり現場を見たり

している生徒が現実にいるわけでありますか

ら、こうしたケースについて学校現場ではどの

ような対応をとられたのか、教育長にお伺いを

いたします。

○教育長（渡辺義人君） 今回のアンケート調

査は無記名で実施をいたしましたが、薬物使用

を誘われたり使用している人を見かけたりした

生徒が在籍する各学校におきましては、アン

ケート結果を踏まえまして、警察と連携しなが

ら薬物乱用防止教室を実施したり、臨時の全校

集会で、絶対に誘いに乗らないという指導の徹

底を図ったところであります。また、ホーム

ルーム活動や保健体育科の授業におきまして、

薬物乱用防止ＤＶＤを活用した指導を行ったり

するなど、身近なところでも起こり得るという

危機感を持って対応したところであります。

○宮原義久議員 次に、スポーツの振興につい

てお伺いいたします。

宮崎国体の記念事業として昭和56年に始まっ

た宮崎女子ロードレース大会は、年明け最初の

女子の長距離公認レースとして、国内の一流選
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手が集まり、これまで本県スポーツの振興に大

きな役割を果たしてきましたが、ことし１

月、30回目の節目を迎えたところでその歴史に

幕をおろしました。歴代の優勝選手を振り返っ

てみますと、ロサンゼルスオリンピックマラソ

ン代表の増田明美さんを初め、アトランタオリ

ンピック１万メートル代表の川上優子さんや千

葉真子さん、アテネオリンピック金メダリスト

の野口みずきさんなどそうそうたる顔ぶれであ

ります。

女子の長距離大会の増加で有力選手の確保が

困難になったことや、不況による資金難などが

この大会が廃止になった理由でありますが、本

県スポーツの底上げを図ってきた大きな大会だ

けに、なくなってしまうことは大変残念であり

ます。30年にも及んだ宮崎女子ロードレース大

会をどのように総括し、その遺産を今後どのよ

うに活用していくのか、教育長にお伺いをいた

します。

○教育長（渡辺義人君） 宮崎女子ロードレー

ス大会は、宮崎国体の記念事業として昭和56年

にスタートし、その後30年にわたり新春恒例の

大会として、地元の報道３社を初め関係機関と

の連携により、今年１月まで開催してまいりま

した。その間に、お話がありましたように多く

の選手がこの大会をステップにしてオリンピッ

クや世界選手権などで活躍するなど、我が国の

陸上女子長距離界のレベルアップに貢献すると

ともに、県民に感動を与え、全国に「スポーツ

ランドみやざき」を発信してまいりました。

このような中、全国各地で女子の長距離レー

スが開催されるようになり、本大会の競技レベ

ルの維持や有力選手の招致が難しくなるなど、

大会に対する期待に十分こたえることができな

くなってまいりましたことや、国体開催記念事

業としての意義や女子長距離選手育成など、所

期の目的は十分達成することができたため、

第30回という節目をもって大会を終えることに

いたしたところであります。

今後につきましては、引き続き、スポーツを

通して県民に感動と元気を与えるために、30年

間培ってまいりました報道各社等との緊密な連

携や運営のノウハウを継承して、県外から一流

のスポーツチームを招聘し本県チームとの招待

試合などを行う「宮崎チャレンジマッチ」を開

催することにしたところであります。

○宮原義久議員 次に、企業局の平成21年度決

算についてお伺いをいたします。

平成21年度の公営企業会計決算では、電気事

業については５億6,300万円余の黒字となり、前

年度より１億8,500万円減少しましたが、昭和50

年度以降35年連続の黒字を達成しております。

また、工業用水道事業も7,300万円余、地域振興

事業も530万円余の黒字となっております。ま

た、平成21年度末の電気事業の企業債残高は68

億9,900万円余で、前年度より６億7,600万円減

少しております。工業用水道事業の有利子負債

残高も１億1,800万円余と、前年度より約4,500

万円の減、無利子負債残高も31億円余と、前年

度より5,100万円の減少となっております。着実

に削減が行われており、大変健全な財政運営に

努められていると思いますが、平成21年度の決

算状況についてどのように受けとめ、どのよう

に総括しているのか、企業局長にお伺いをいた

します。

○企業局長（濵砂公一君） 平成21年度は、ダ

ムの存在する地点の降雨量が昭和37年度以降最

低となりますなど厳しい状況もございましたけ

れども、基幹の電気事業及び工業用水道事業に

つきましては、経費節減や計画的な設備投資な
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ど効率的な運営に努めますとともに、地域振興

事業におきましては、指定管理者制度も２期目

に移行し、一層のサービスの向上等に取り組み

ました結果、３つの事業とも純利益を確保でき

たところでございます。このような中で、引き

続き、森林整備や環境関連事業等の財源といた

しまして、一般会計に６億円の貸し付けを行い

ますとともに、水源涵養林を育成する緑のダム

造成事業などにも取り組みました。さらに、地

域特性を生かした新エネルギー分野への新たな

取り組みといたしまして、県の施策との連携を

図りながら、太陽光発電設備の設置やマイクロ

水力発電の事業着手を行ったところでございま

す。このようなことから、平成21年度は、おお

むね順調な経営を確保しながら、県財政や地域

への貢献など公営企業として県民福祉の向上に

寄与できたものと考えております。

○宮原義久議員 次に、医療費の滞納問題につ

いてお伺いをいたします。

平成21年度の県立病院事業は11億2,800万円余

の赤字で、収益、費用ともに減少し、前年度に

比べて約２億5,900万円も悪化したところであり

ます。この決算の状況については、今議会のこ

れまでの質問の中でいろいろと議論されており

ますので、きょうはこの部分には触れません

が、これだけ景気の状況が悪くなってまいりま

すと、税金の滞納者が増加すると同様に、県立

病院においても患者さんの治療費の未払いが増

加しているのではないかと懸念をしておりま

す。昨年度、県立病院でどれくらいの治療費の

未払いがあったのか、病院局長にお伺いをいた

します。

○病院局長（甲斐景早文君） 平成21年度新た

に発生した個人負担分の未収金は、件数が842

件、金額が2,900万円余となっておりまして、過

年度分を含めた年度末での件数及び残高

は、3,843件の１億7,100万円余となっておりま

す。

○宮原義久議員 ただいま答弁がありましたよ

うに、昨年度の治療費の未払いが2,900万円、過

年度分を含めた残高が１億7,100万円ということ

でしたが、これは大変大きな額となっておりま

す。未払いの発生防止と回収についてどのよう

な取り組みをなされてきたのか、病院局長にお

伺いをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立病院におき

ましては現在、各病院に未収金徴収員各２名を

配置いたしまして、督促状の送付や自宅訪問等

による徴収活動を行っております。また、各病

院におきましては、医事課と医療連携科、看護

部等関係部署が連携をいたしまして、患者さん

に生活保護や医療費助成制度等の事前説明を行

うなど、新規の発生を未然に防止できるよう努

力しております。その結果、平成７年度以降

年々増加しておりました個人未収金残高は、20

年度からわずかながら減少に転じ、21年度も２

期連続で前年度を下回ったところであります。

未収金を減らすことは、患者負担の公平性の観

点はもとより、収益確保の観点からも大変重要

であると認識しておりますので、今後とも発生

予防と回収に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 通告しておりました質疑も最

後となりますが、チャイルドシートの普及啓発

についてお伺いをいたします。

警察庁と日本自動車連盟が毎年実施しており

ます「チャイルドシート使用状況全国調査」に

よると、６歳未満の乳幼児が義務づけられてい

る車のチャイルドシートの県内使用率が、こと

しは39.0％となっておりましたが、これは全国
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平均の56.8％を大きく下回っており、全国ワー

スト３位の数字であります。過去３年の本県の

チャイルドシート使用率を見てみますと、平

成20年が36.0％、平成21年が39.5％となってお

ります。使用率が４割を切る深刻な状況が続い

ております。これは県民に対する普及啓発活動

が十分なされていないことの証左ではないで

しょうか。昨年、チャイルドシートの普及啓発

についてどのような取り組みをされたのか。今

後の対策も含めて、警察本部長にお伺いをいた

します。

○警察本部長（鶴見雅男君） チャイルドシー

トの使用につきましては平成12年４月１日から

義務化をされておりますが、おっしゃるとお

り、本県におきましてはその使用率が低迷をし

ている現状にございまして、使用率の向上に努

めているところであります。昨年の取り組みと

いたしましては、幼稚園や保育所を訪問いたし

まして保護者に対する講習会の開催、それから

大型店舗におけるキャンペーン等を実施しまし

て普及啓発に努めてまいりました。そのほか交

通指導取り締まりも強化をしておりまして、昨

年中は、チャイルドシートの使用義務違反によ

りまして1,517件を検挙したところであります。

またあわせまして、各地区の交通安全協会と連

携をいたしましてチャイルドシートの貸し出し

を継続しているところであります。特に本年

は、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業を活用

いたしまして、チャイルドシート使用及びシー

トベルト着用普及指導員を民間に委託しており

ます。普及啓発活動を一層強化しているところ

であります。あわせまして、交通指導取り締ま

りも強化して使用率の向上に努めてまいりたい

と考えております。

○宮原義久議員 それぞれありがとうございま

した。

ことし口蹄疫が発生して、昨年がいかに幸せ

な年だったのかなというのを感じたところであ

ります。昨年は昨年で大変厳しい時代だったな

というふうに思っておりますが、ことしはより

厳しい年になったなと考えると、一寸先がわか

らない状況であると思います。知事の出処進退

も全く想像はできないんですが、先ほど言いま

したように、多分新しい道を選択されるだろう

と思いますが、どの道を選ばれても一生懸命頑

張っていただきたいというふうに思っておりま

す。

大変時間をたくさん残しましたが、通告して

おりました部分がすべて終了しましたので、こ

れで終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○中村幸一議長 以上で、午前の質疑は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時27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、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 日向市選

出、新みやざきの西村賢です。質疑を前に、先

日、高速道路の大会が延岡市で開催されまし

た。知事初め県議会からも多くの方々が出席さ

れ、地元の人たちと一緒になって大きな声を上

げて国へと訴えていこうという決意を込めて、

声明を出しました。その際、ビデオレターが放

映されましたが、その中に、現在、口蹄疫被害

から立ち直ろうと、復興しようと頑張る児湯郡

の方の姿もありました。その中から、商店街の
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復興や口蹄疫からの復興にも高速道路の整備は

非常に必要であると私は感じました。東九州

道、九州中央道、その早期完成は県民の悲願で

あります。また、細島港の重点港湾化も決ま

り、今後、九州の物流が大きく変わるときでも

あります。本県にとって、やっとほかの地域と

競争できるハード整備が整いつつあります。本

県にとって、このような大きな転機にあり、私

としては、県議会議員としてこのことに、この

機会に携われることに非常に大きな喜びを感じ

ております。

私のような若輩者が言うことでもありません

が、政治は未来のためにあります。そして、子

供たちのためにあります。しっかりと次の世代

に引き継いでいくためにも、一年一年の総括と

いうものは非常に重要だと考えます。その思い

を胸に、新みやざきを代表しまして総括質疑に

臨みます。よろしくお願いいたします。

まず、平成21年度決算の総括について伺いま

す。

平成21年度の予算編成に当たっては、厳しい

社会経済情勢のもとにあっても、県民に温かい

サービスを提供するとともに、未来への確かな

礎を築くため、財政改革を推進しつつ、重要施

策に積極的に取り組む「未来へつむぐ 新みや

ざき展開予算」として編成されました。事務事

業の見直しやゼロ予算施策の推進などを行いな

がら、収支不足の圧縮やアイデアを活用するこ

とで県全体でこの事業の達成をなし遂げてこら

れたと思います。

さて、21年度の歳出予算の特徴として、民生

費は前年度比22.5％、衛生費は前年度比67.4％

と、大幅な増となっております。国からの臨時

的な交付金をもとに基金造成されたことが一つ

の大きな要因であるかもしれませんが、少子高

齢化による社会保障費の増大などが大きく影響

しているものと思います。ただ、県の予算額と

決算額の大幅な乖離は、そもそも県の予算編成

自体に限界があることも物語っております。平

成21年度は８月末に国政選挙も行われ、結果、

政権交代もありました。選挙前は国民の不満に

こたえようとする予算措置、そして政権交代後

は大きく政策の転換が図られたことも要因にあ

るかもしれません。平成21年度の決算を総括

し、知事が望むべくして、意図してこのような

決算となったのか、国の政策転換等による影響

が大きかったのか、知事の所感を伺いたいと思

います。

以下、質問者席より通告に従い質疑を行いま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

決算に関する私の所感についてであります。

議員御指摘のとおり、平成21年度決算は、民生

費、衛生費ともに大幅な増加となっておるとこ

ろであります。これは、平成21年４月10日に国

の会議で決定された経済危機対策や、平成21

年12月８日に閣議決定された「明日の安心と成

長のための緊急経済対策」に対応し、介護職員

処遇改善等臨時特例基金や地域医療再生基金等

の造成を行ったことや、後期高齢者医療費県費

負担の増、新型インフルエンザ対策等の重点化

を行ったこと等によるものであります。また、

今回造成しました基金につきましては、有効活

用を図るために、基金に係る期間の延長や制度

の改善等について国に要望するとともに、基金

残額を国に返還することのないよう適切な執行

に努めているところであります。以上です。

〔降壇〕

○西村 賢議員 知事は今、やんわりと言われ
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ましたけれども、やはり総選挙前後には、いわ

ゆるばらまきというものがあったと思います。

ふだんから本県も、さまざまな予算要望を国に

対して行っておりますが、当然その要望すべて

が受け入れられることはありません。今回の基

金におきましても、地方にとっては一時的な財

源の補てんになるために非常に助かる面もある

と思います。しかし、その後の国の財政問題を

考えると、県民も喜んでばかりはいられません

し、必ずしもすべてが使い勝手のよいものばか

りでもありません。選挙前後はばらまきを行

い、選挙が遠のくとまた冷や飯を食わされるよ

うなことがあってはなりません。だからといっ

て、知事に早く国へ行って変えてくれと、この

場で言っているわけではありませんが、先ほど

の答弁を踏まえまして、知事に再度伺います。

国のばらまきにより平成21年度に多くの基金造

成に至ったことは、地域主権の観点からどう考

えるのか、お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 基金の造成につきま

しては、その財源のほとんどが国からの交付金

でありますので、その使途は国の基準等により

限定されておるところであります。当該地方公

共団体の実情や裁量によりまして、主体的かつ

弾力的な取り組みを行うためには、こういった

国からの、いわゆるひもつきの交付金でなく、

地方税財源の確保・充実を図っていくことが重

要であると考えております。

○西村 賢議員 次に、県有財産の売却状況に

ついて伺います。平成21年度の歳入の概要を見

ますと、不況などの影響も重なり、県税収入の

減となっております。県内の景気悪化も長期に

わたっており、厳しい状態が続いております。

例えば、民間企業などでは、売り上げが減少し

赤字が増大すると、不採算部門の売却や遊休地

の売却など、とりあえず不要な資産を処分して

負担を軽くし、しのぐ手段もあります。県行政

がそのあたりの判断をどう考えているのかわか

りませんが、21年度の県有財産の売却状況を総

務部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 県有財産でありま

す土地、建物の平成21年度の売却実績は、教育

委員会や警察本部の分も含めまして、一般会計

で25件、１億9,300万円余であります。なお、20

年度は19件、１億7,200万円余、19年度は27件、

５億9,400万円余となっております。厳しい財政

状況を踏まえまして、歳入確保を図る観点か

ら、将来活用する計画のない県有財産につきま

しては、積極的に売却等を進めてまいりたいと

考えております。

○西村 賢議員 次に、ふるさと納税について

伺います。平成20年よりふるさと納税制度が始

まりました。ふるさと納税とは、個人が任意の

地方自治体に寄附することができ、税制上の優

遇措置が受けられることですが、故郷や好きな

自治体に寄附できることもあって、愛郷心や地

域のブランド力などが自治体の収入につながる

ということで、当初、非常に注目をされまし

た。全国にはプレミアム商品をつけたりなど

し、1,000万円を超える寄附を受けたところもあ

りますが、平成21年度、２年目のふるさと納税

の状況はどうだったのか、お伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 県の平成21年度の

受け入れ件数及び金額は、15件の398万8,500円

となっております。市町村分の受け入れ件数、

金額は、595件、3,658万8,461円となっており、

合計しますと、610件の4,057万6,961円でありま

す。

○西村 賢議員 ここは質疑ですけれども、余

り言えませんけれども、ことしは口蹄疫被害等
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で非常に寄附金も多かったと思います。今後、

逆に県民に広める上で、国民に広める上でも、

ぜひこの機会を活用していただきたいと思いま

す。

次に移ります。鳥獣被害対策について伺いま

す。

農村部にとって深刻な被害になっているばか

りか、中山間地においては集落の存続そのもの

も脅かすまでになっております。シカ、猿、イ

ノシシなど被害を及ぼす動物たちも、生活の場

を失っていることもあり、気の毒な一面もあり

ますが、命がけでえさを探すために、なかなか

捕獲が難しいところもあります。中山間地を多

く抱える本県では、都市部の住民も自分たちの

こととして考え、県民総力戦で鳥獣被害対策に

協力するべきと考えますが、平成21年度の鳥獣

被害による本県の農産物の被害額、及び野生猿

被害防止総合対策事業のモデル事業の成果につ

いて伺います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 本県における

シカ、イノシシ、猿などの野生鳥獣による農林

作物の被害額につきましては、平成21年度の市

町村報告によりますと、２億9,000万円余となっ

ており、年々被害額が増加する傾向にありま

す。農政水産部では、野生猿被害防止総合対策

事業により地域ぐるみの総合的な被害防止対策

に取り組んでおり、特に猿の被害が多発してい

る５市町において８つのモデル地区を設置し、

専門家による研修会や集落診断の実施や、隠れ

家となる耕作放棄地等の解消、また接近警報シ

ステムを活用した追い払い体制の整備や、広域

的な侵入防止さくの設置などに取り組んだとこ

ろでございます。その結果、このような取り組

みを行ったモデル地区においては、地域住民の

意識が高まるとともに協力体制が強まり、野生

猿等による被害が減少したとの報告を受けてい

るところでございます。

○西村 賢議員 続いて、環境森林部長に伺い

ますが、鳥獣被害対策に係る捕獲の取り組み状

況、駆除の件数や参加人員、そして実績につい

て伺います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 有害鳥獣の捕

獲につきましては、県内全市町村に有害鳥獣捕

獲班が設置されておりまして、平成21年度は県

全体で213班、班員2,552名が活動しているとこ

ろでございます。また、猿の被害が深刻化して

おります17市町村におきましては、有害鳥獣捕

獲班とは別に、野生猿特別捕獲班53班で班員686

名が捕獲活動を行ったところでございます。こ

れらによりまして昨年度に捕獲されました主な

有害鳥獣は、シカが2,066頭、イノシシが1,932

頭、猿が1,022頭となっております。

なお、生息数が急速にふえておりますシカに

つきましては、平成21年度に策定しました保護

管理計画に基づいて１万2,500頭の特別捕獲を実

施した結果、狩猟や有害捕獲と合わせまして、

例年の２倍以上に当たります２万176頭のシカを

捕獲したところでございます。

○西村 賢議員 非常に効果が上がっていると

のことで、期待したいと思います。

今度は逆に、真逆なんですけれども、野生鳥

獣の保護対策について環境森林部長に伺いま

す。

今回、21年度の施策を見直すに当たりまし

て、キジ・コシジロヤマドリの保護増殖対策と

いう事業があります。御存じ、県の鳥でもある

コシジロヤマドリですが、なかなか見る機会は

ありません。特に、県南の鳥ですから、県北の

人はほとんど見ることはありませんが、これは

また動物園にもおりません。私も実物を今まで
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見たことがありません。新潟県のトキなどは、

保護されている映像をよくニュースで見ること

がありますが、自然保護のシンボルとしてもト

キというものはイメージが定着しており、自然

との共生という国民の意識を高めてくれている

ものと思います。本県のコシジロヤマドリも準

絶滅危惧種に指定されているとのことでありま

すが、平成21年度の保護状況はどうなっている

のか、伺います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） コシジロヤマ

ドリにつきましては、昭和39年に置県80周年を

記念いたしまして、本県を代表する県の鳥とし

て指定されておりまして、平成21年度末の生息

数は、県南部を中心に約１万1,000羽と推定され

ております。昭和54年度の生息調査では約１

万9,000羽であったものが、20年後の平成11年度

には、生息環境の悪化等によりまして、約１

万5,000羽と減少したために、平成12年度からコ

シジロヤマドリの保護増殖に取り組んでいると

ころでございます。具体的には、野生の卵から

ふ化、成長させた親鳥による人工増殖に努めて

きておりますが、昨年度に人工増殖した10羽を

含めまして、平成21年度末現在で27羽を確保し

ているところでございます。

○西村 賢議員 今後、ぜひ県の鳥として、動

物園などで見ることができるようにも努めてほ

しいと思います。

次に、農業所得向上について、農政水産部長

にお伺いいたします。

本県経済にとって、基幹産業である農業が占

める割合が大きいことはわかっておりました

が、ことしの口蹄疫被害でさらに十分に身にし

みてわかりました。農業振興のためにはさまざ

まな課題がありますが、後継者問題もその一つ

であります。このためにも、農家の所得向上は

重要なかぎとなりますが、農家の所得向上のた

めには、農産物の生産、流通、販売など、それ

ぞれの現場に課題があると思います。ブランド

価値により最終的な売り値が上がることも農業

収入をふやすために重要でありますが、本県の

農産物のブランド戦略の部分についてお伺いし

ます。

○農政水産部長（髙島俊一君） 平成21年度の

ブランド対策につきましては、特長ある商品づ

くり、信頼される産地づくり、安定的な取引づ

くりを取り組みの３本柱に掲げ、環境や健康に

着目した新たな視点からの商品開発や、残留農

薬検査体制の充実強化、さらには国内外での

フェアやトップセールスの実施など、総合的な

取り組みを推進してきたところでございます。

これらの取り組みの結果、県産品の認知度及び

購入率が向上し、取引先との結びつきの強化が

図られるとともに、販売単価についても、商品

ブランドとして販売されたものは１割から２割

程度高目で取引されるなど、農家所得の安定向

上につながっていると考えております。

○西村 賢議員 続いて、知事に平成21年を思

い出していただきたいと思います。これらの事

業も知事の非常に得意とする分野でありまし

た。大きく活躍されたと思います。お疲れさま

でした。平成21年、知事の行ったトップセール

ス21カ所、みやざきフェア４カ所、その手ごた

えや知事の所感を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私は知事就任以来、

宮崎のセールスマンとして、あらゆる機会を利

用して、全国各地の量販店等や各種メディアを

通してトップセールスを実施してまいりまし

た。大変ありがたいことに、フェアの会場等に

は毎回多くの消費者の皆様にお集まりいただい

ておりまして、本県農林水産物への注目度、認
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知度は着実に向上しているものと考えておりま

す。また、流通販売関係や消費者の皆様との交

流等を通じて、本県農林水産物のポテンシャル

の高さも強く実感しておりまして、外食チェー

ン店やコンビニエンスストア等、新たな取引や

商談が進展するなどの成果も見られているとこ

ろであります。今後は、これらの成果を一過性

のものに終わらせることなく、中長期的視野に

立ち、より一層の販路拡大や定番・定着化を図

るため、多様なＰＲの手法を効果的に活用しな

がら、関係機関・団体はもとより、県民総力戦

での情報発信の充実強化に努めてまいりたいと

考えております。

○西村 賢議員 ぜひ、知事におかれまして

は、いろんなフィールドからの宮崎への応援、

農産物への応援をよろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、新規就農者確保について伺います。

農業の担い手対策ですが、農業後継者といい

ましても、近年は、代々続く農家だけではな

く、異業種からの参入や、全くの素人からの就

農、農業法人への就職など、多様な就農の方法

があります。本県も、農業後継者や担い手の対

策に、担い手育成総合対策事業、産地を担うニ

ューファーマー確保・育成事業など、さまざま

な施策を実施しておりますが、それらの成果を

農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 県では、多様

な担い手の育成確保のため、市町村やＪＡ等の

関係団体と連携して、認定農業者の育成や法人

化を推進するとともに、他産業からの参入や農

業法人の新規雇用に対する支援などに努めてき

たところでございます。また、就農相談会の開

催や普及センター等による就農後の巡回指導な

ど、新規就農者の確保や早期の経営安定に向け

た総合的な支援を行っております。その結果、

平成21年度におきましては、認定農業者が9,068

経営体、農業法人が598法人、新規就農者が389

人など、目標値を上回るペースで順調に確保が

進んでいるところでございます。

○西村 賢議員 次に、水産業の魚価対策につ

いて伺おうと思っておりましたが、先ほど宮原

議員のほうから質疑がありましたので、割愛い

たしまして、その次に用意しておりました水産

業の担い手対策について、農政水産部長にお伺

いしたいと思います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 水産業・漁村

の多様な担い手づくり総合対策事業におきまし

ては、漁業就業者の減少と高齢化への対策とし

て、就業希望者に対する就業相談や漁業体験研

修のほか、新規就業者の指導を行う漁業士の育

成等を実施し、新規就業者の確保及び定着の促

進等を図ったところでございます。これらの取

り組みにより、昨年は前年を10名上回る38名が

漁業に就業したところでございます。

○西村 賢議員 38名ということでしたけれど

も、これからも、高齢化が非常に速く進んでお

りますので、ぜひ担い手対策の一層の充実をお

願いしたいと思います。

続いて、宮崎県産品の販路拡大の成果につい

て伺います。

先ほどの農産品の質疑に関連するところでは

ありますが、将来に向けての本県の投資とも言

える県産品の国外向け販路拡大の核となる東ア

ジア戦略について伺いたいと思います。中国と

の関係も非常に気になりますが、もはや経済に

おいて日中関係は切るに切れない状態でもあり

ます。平成21年度、みやざき県産品東アジア販

路拡大戦略推進事業の成果について商工観光労

働部長にお伺いいたします。
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○商工観光労働部長（渡邊亮一君） みやざき

県産品東アジア販路拡大戦略推進事業でござい

ますが、この事業におきましては、台湾、香

港、シンガポールで「みやざきフェア」の開催

や海外の流通関係者との商談会を実施したとこ

ろであります。具体的な成果でありますが、台

湾、香港におきましては、カンショや漬物等が

定番化するなど、宮崎県産品に対する認知度も

向上しております。また、シンガポールでは新

たにドレッシングが継続取引となるなど、一定

の成果があったところでございます。さらに、

香港や上海における商談会では、鶏の加工品や

お茶などの農産物等で取引が成立したところで

ございます。

○西村 賢議員 次に、高齢者の労働力活用に

つきまして、お伺いいたします。

これも商工観光労働部長にお伺いしますが、

高齢者の労働力活用につきまして、先日、各地

で敬老会が行われまして、私も幾つか出席させ

ていただきました。本県も100歳を超える高齢者

が567名と、元気なお年寄りがふえていることは

非常に喜ばしいことでありますが、このままい

けば、ことしの夏、ニュースを騒がせました120

歳や150歳の戸籍上長寿が実現していくことも夢

ではないと思っております。本県の高齢化率も

全国と比較して高い水準にあるものの、元気な

高齢者はたくさんいます。今後の少子高齢化時

代にあって、高齢者のシニアパワーの活用は本

県にとっても財産になると思われますが、シニ

アパワーの活用として真っ先に浮かぶのがシル

バー人材センターであります。高齢者がふえて

いく中、重要度が今後も増していくと思われま

すが、県のシルバー人材センター支援事業の成

果について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） シルバー

人材センター支援事業は、県シルバー人材セン

ター連合会の運営費等に対しまして支援を行っ

ておりますが、これによりましてシルバー人材

センターの活性化が図られておりまして、平

成21年度における県内のシルバー人材センター

の運営状況は、会員数6,468人、受注件数５

万3,000件余、契約金額30億7,000万円余となっ

たところでございます。

○西村 賢議員 さらに、高齢者の活用につき

まして、福祉保健部長にお伺いいたします。高

齢者の社会参加に取り組むＮＰＯに事業委託を

するシニアパワー新みやざき創造推進事業で

は、どのような県民との協働が行われたのか、

その成果を伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） シニアパワー

新みやざき創造推進事業は、高齢者の新たな社

会参加の仕組みづくり、場づくりに取り組むＮ

ＰＯ等を広く公募し、協働・連携していくこと

により、新たな社会参加のモデルを構築し、そ

の活動の推進を図るものであります。昨年度

は、電気や環境などの専門知識を持つ高齢者が

コーディネーターとなり、小学生などを対象と

したソーラーカー製作や、太陽光発電を利用し

た生活体験を行う事業など、３つの事業を実施

したところであり、高齢者の社会参加や社会貢

献の促進が図られたものと考えております。

○西村 賢議員 この事業も、聞いてみます

と、非常に奥が深くていい事業であったと私は

思いました。ぜひ、これらの事業をもとにしま

して、次の新たな事業へ、そしてまた事業の拡

大へとつないでいくようにお願いしたいと思い

ます。

次に、障がい者職業訓練、就職支援の状況に

ついて伺います。

先日、ある身体障がい者の方とお話しする機
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会がありました。「働くことが生きがいにつな

がる。しかし、就職先が見つからない。ハロー

ワークに行くのも苦労が多い」と話しておりま

した。また、そのお子さんも障がい者であるた

めに、自分の子供に仕事があるのか不安でたま

らないと話しておりました。実際、本県の有効

求人倍率を見ますと、健常者でも就職が厳しい

状況にあります。しかしながら、この問題は長

期的に解決していかねばなりません。障がい者

の就職あっせんも、実際はハローワークを通じ

てしか方法はないと伺っておりますが、本県

は、障害者就業・生活支援センターを設置し、

障がい者の就業支援に取り組んでおりますが、

その支援の状況はどうなっているのか、お伺い

します。

○福祉保健部長（高橋 博君） 障がい者の就

労支援につきましては、就労に必要な訓練を行

う障害福祉サービス事業所の充実のほか、障が

い者が身近な地域で就業の相談ができ、必要な

支援が受けられる体制の整備等に努めていると

ころであります。とりわけ、障がい者の身近な

総合相談窓口である障害者就業・生活支援セン

ターにつきましては、平成21年度に新たに２カ

所設置した結果、７つの障がい保健福祉圏域の

うち、５つの圏域で設置を終えたところであり

ます。また、同センターでの平成21年度実績

は、相談に対する指導助言が１万5,719件、関係

機関との連絡調整が3,565件、就職後の職場定着

支援が1,936件となっております。

○西村 賢議員 続きまして、発達障がい者の

就労支援についても伺います。近年、知的障が

いのない発達障がいが社会に広く認知されるよ

うになりました。発達障がいは、障がいが他人

にわかりにくいこともあり、一般社会に出て症

状に気づくことも多々あります。その対策も近

年、重要となってきておりますが、21年度の本

県の発達障がい者就労支援モデル事業の成果に

ついてお伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 発達障がい者

就労支援モデル事業につきましては、発達障が

い者の支援に実績を有する知的障害者総合福祉

施設「向陽の里」をモデル事業所として、発達

障害者支援センターや宮崎障害者職業センター

等と連携を図りながら、障がい者一人一人の

ニーズに応じた支援計画の作成や就労に向けた

実際の訓練を実施いたしました。今後、このモ

デル事業を通じて得られたさまざまな技術や支

援手法について検証等を行いながら、発達障が

い者に対する就労支援方法の確立を図っていく

こととしております。

○西村 賢議員 次に、子育て支援施策の成果

について伺ってまいります。

まず、子育て支援の中でも、平成21年度の予

算編成方針でも重点施策の一つである子育て・

医療対策、その中で、本県の人口当たりの医師

総数は全国平均を超えている状況にあります

が、県内での地域偏在や小児科医などの特定診

療科の医師不足が大きな課題となっていること

から、引き続き、小児科医を初め、さらなる医

師確保対策に努めるとありました。確かに、本

県の医師不足、医師偏在は、重要課題となって

おりますが、小児科医などの特定診療科の不足

も指摘されております。全国的な問題でもあり

ますが、本県の小児科専門医育成確保事業の成

果について福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 小児科専門医

育成確保事業は、県内で小児科の専門研修を受

ける医師に研修資金を貸与するとともに、症例

研究会を実施することにより、小児科医の育成

確保を図るものであります。平成21年度は、10
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名の医師に研修資金を貸与するとともに、貸与

期間が終了した７名の医師に県内の小児医療機

関で勤務いただいております。また、専門研修

の魅力アップと研修医の資質向上を図るため、

県内の小児医療機関が参加する症例研究会を12

回実施いたしました。

○西村 賢議員 続きまして、同じく小児科医

に対するものですが、救急医療利用適正化推進

事業におきまして、小児救急医療電話相談事業

というものがあります。その報告書によります

と、21年度の相談実績が1,555件とありました。

この電話相談の内訳はどうだったのか、後にク

レームや問題になったケースはないのか、お伺

いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 電話相談時に

行った助言としては、しばらく様子を見て何か

あれば受診を勧めたものが約４割の716件、昼間

にかかりつけ医受診を勧めたものが441件、医療

機関受診を勧めたものが266件、119番通報を勧

めたものが３件などとなっております。また、

後にクレームや問題となったケースはございま

せん。

○西村 賢議員 成果を聞きますと、割と軽微

なものが多かったと。それは逆に、電話相談事

業というものが非常に重要であることも裏返し

ております。ぜひ、この相談事業もうまく活用

されて、また医師不足対策にもつなげていきま

すようにお願い申し上げます。

次に、社会全体で子育てを応援する機運づく

りについて、その進捗状況を伺いたいと思いま

す。まず、率先して手本を示すべく、県の状況

を伺いたいと思いますが、平成21年度、県庁や

学校現場での育児休暇などの取得状況と、結婚

・出産を理由とする退職者の状況はどうであっ

たのか、総務部長、そして教育長に伺います。

○総務部長（稲用博美君） 平成21年度の知事

部局におきます出産休暇取得者数38名、育児休

業の取得者数57名となっておりまして、把握し

ている範囲では、２名の職員が結婚や出産を理

由に退職しております。最近の育児休業等の取

得状況は、女性職員につきましては、対象者の

ほぼ全員が取得しておりますが、男性職員につ

いては、まだまだ取得率が低い状況にありま

す。このため、本年４月から第２期の次世代育

成支援対策特定事業主行動計画をスタートさせ

まして、育児休業等の取得率の向上などに取り

組んでおりまして、今後とも、職員のワークラ

イフバランスの推進に努めてまいりたいと考え

ております。

○教育長（渡辺義人君） 学校現場におきまし

ては、出産される方全員が産前産後休暇を取得

し、その後、育児休業も取得している状況にあ

ります。平成21年度の県立学校における数字を

申し上げますと、産前産後休暇の取得者数につ

きましては52名であり、育児休業の取得者数に

つきましては、前年度以前からの取得者も含め

て101名であります。また、結婚・出産を理由と

する退職者の状況は、同じく平成21年度におけ

る県立学校の状況を申し上げますと、把握して

おります限りでは、結婚を理由として退職され

た方が１名おられます。

○西村 賢議員 社会全体で子育て応援をする

といっても、さまざまな事柄が考えられます。

働きながら子育てできる職場づくり、男性の育

児参加、安心して子供連れで外出を楽しめるま

ちづくり、また地域の保育施設や預かり施設の

整備など、非常に多岐にわたります。県も、複

数の事業で社会全体で子育てを応援する機運づ

くりに向けた施策を実行しておりますが、その

成果について福祉保健部長にお伺いします。
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○福祉保健部長（高橋 博君） 少子化が急速

に進む中、安心して子供を生み、育てられる社

会づくりを進めるためには、社会全体で子育て

を応援する機運づくりが重要でありますので、

県民の皆様の積極的な参加による共助、協働の

取り組みに対して支援を行っているところであ

ります。平成21年度におきましては、子育て家

庭への割引サービス等を行う民間企業を募集す

る「みんなで子育て応援運動」を推進したほ

か、子育て支援活動などに積極的に取り組んで

いる10団体に対して顕彰を行うとともに、地域

においてモデル的な子育て支援活動を行ってい

るＮＰＯ等の５団体に対して助成を行ったとこ

ろであります。このような取り組みの結果、

「みんなで子育て応援運動」への参加企業の登

録件数が、平成21年度は510件増加し1,612件と

なるなど、子育てを社会全体で応援する機運づ

くりが徐々に図られつつあるものと考えており

ます。

○西村 賢議員 次に、少年非行防止対策につ

いて伺います。

先日、24日でありますが、新聞等で出まし

た。宮崎県内で集団強姦事件で７名の少年を県

警が逮捕したとの記事がありました。少年たち

の年齢は16歳から19歳とのことでした。また、

この同時期、７月にも、沖縄県では少年らに強

姦された女子中学生が自殺するというショッキ

ングな事件もありました。非常に遺憾に思いま

すし、近年の少年犯罪の低年齢化、また凶暴化

には、本当に想像を絶するものがあります。当

然、少年犯罪や非行防止は、警察機関のみなら

ず、教育現場や家庭、その一体となった取り組

みが必要だと思いますが、先日、教育現場で働

く友人からこんな話を聞きました。子供たちは

既に自分たちが守られることを知っている。怒

られても堂々と悪態をつく者も多いとありまし

た。このような少年心理といいますか、子供の

心理をちょっと大人も甘やかしているのかもし

れません。軽微な少年非行のうちに早く立ち直

らせることも大事かと思います。まず、警察本

部長に平成21年における少年の非行防止対策に

ついてお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察におきます

主な少年の非行防止活動でございますけれど

も、まず街頭補導、非行防止教室等の開催、さ

らに少年相談の受理のほか、スクールサポー

ターによる学校訪問、パトロール活動、そう

いったことを行っているところであります。ま

た、万引きや乗り物盗といった初発型非行の防

止対策といたしまして、万引き防止モデル店、

それから自転車・オートバイ盗難防止モデル

校、こういったものを指定するなどしまして、

関係機関・団体とも連携を強化しているところ

であります。その結果、平成21年中の県内の少

年非行につきましては、刑法犯少年の検挙が前

年比約６％の減で724人となっております。これ

は５年連続の減少ということでございます。そ

れから、喫煙とか深夜徘回等の不良行為少年の

補導につきましては、街頭犯罪抑止対策を強化

しておりますし、少年人口の減少等もあって、

前年比約44％の減、4,683人と、これも４年連続

減少しているという状況でございます。

○西村 賢議員 数字の上では、当然、警察機

関また教育機関の努力もあって非常に減ってい

るということですが、ぜひ今後も努力を続けて

いただきたいと思います。

次に、教育現場での非行防止について伺いま

す。教育委員会の、問題を抱える子ども等の自

立支援事業、自己指導能力育成充実事業等の事

業の成果はどうなのか、教育長にお伺いいたし
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ます。

○教育長（渡辺義人君） 問題を抱える子ども

等の自立支援事業におきましては、教職経験者

など７名の自立支援指導員を教育事務所に配置

し、警察等の関係機関と連携しながら、非行を

含め問題行動などの生徒指導上の課題につい

て、未然防止や早期発見・早期対応に努めたと

ころであります。また、自己指導能力育成充実

事業におきましては、スクールカウンセラー

を70校の中学校に、スクールアシスタントを50

校の中学校に配置しますとともに、教育事務所

に７名のスクールソーシャルワーカーを配置し

て、さまざまな問題を抱える児童生徒へのカウ

ンセリングや学校の指導体制への支援を行って

まいりました。これらの事業によりまして、い

じめの認知率や、不登校、暴力行為の発生率

は、全国でも低い水準を維持することができて

おります。また、学校からは、迅速に関係機関

と連携を図ることができるようになった、ある

いは専門性を生かした助言等により問題行動へ

の対応が適切にできるようになったなどの成果

が報告されております。

○西村 賢議員 以上で用意した質疑は終わり

ますが、質疑の数も多かったもので早口でやり

ましたところ、時間が余りましたので、最後に

一言だけ知事に申し上げたいと思います。

21年度のさまざまな総括を今される中で、知

事自身がやり残したこと、思いどおりにいかな

かったこと、また知事の任期を振り返りながら

思われたこと、今たくさん頭の中にあると思い

ます。この場では質問することができませんの

で、私の思いだけを申し述べさせていただきま

すが、これまでの経験や思い、当然悔しい思

い、うれしい思いもあったでしょうが、その思

いも含めて、この後の本議場での知事の発言に

注目しております。ぜひ、知事の思いのたけを

言っていただきたいと思います。

以上で私の質疑を終わります。（拍手）

○中村幸一議長 次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） それでは、

総括質疑を行います。

昨年８月30日の衆議院議員選挙によって歴史

的な政権交代がなされました。前政権時代に

は、未曾有の経済危機に対処して、国の経済危

機対策や緊急経済対策が相次いで打ち出され、

定額給付金なるものも支給されたことは記憶に

新しいところであります。ところが、その後、

新政権において事業仕分けなるものが行われ、

国の年間予算が２つに分かれ変更されたかのよ

うな、方向性の異なる特異な年間予算ではな

かったのかと思います。政権交代が本県の平

成21年度決算において影響した部分はあるので

はないかと思いますが、知事の見解及び感想を

伺います。

以下の質疑は質問者席にて行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

政権交代の影響についてであります。議員御

指摘のとおり、昨年の政権交代の前後におい

て、それぞれの政権下で補正予算等が措置され

た結果、多くの国庫支出金が交付され、本県の

平成21年度決算では対前年度比で約273億円、率

にして28％の大幅な増となったところでありま

す。国庫支出金につきましては、その使途は国

の基準等により限定されておりまして、当該地

方公共団体の実績や裁量により主体的かつ弾力

的な取り組みを行うためには、こういった国か

らの、いわゆるひもつきの補助金等ではなく、

地方税財源の確保・充実を図っていくことが重
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要であると考えております。以上です。〔降

壇〕

○太田清海議員 次に、よく知事は、統治シス

テムの変更、そういったメッセージを国民に

送っておられます。私も、国の形を変えない

と、どうもこの国はだめになるのではないかと

いうことを常々思っておりました。知事はそう

いうメッセージを持論として持っておられるわ

けですけれども、今回の21年度の決算を見た場

合に、そういう統治システムの関係の問題があ

ると見られているところ、そういった問題点が

あらわれているのか、そういったところをお伺

いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 私は、地方が自己決

定・自己責任のもとで主体的に地域経営を行う

分権型のシステムの構築が不可欠であろうかと

考えておるところであります。しかしながら、

現実には、国による地方への義務づけ・枠づ

け、ひもつき補助金など、さまざまな国の関与

や画一的な基準とともに、税財源の確保が十分

でないという財政上の制約によって、地域の自

主性や創意工夫が十分に発揮できていない状況

だと思っております。本県の平成21年度決算を

見ましても、県税など地方公共団体がみずから

確保し得る自主財源の比率は35.4％でありまし

て、全国平均の60～70％を大きく下回っており

ます。投資的経費に占める国庫補助事業の割合

は49.1％、約半分となっているところでありま

す。分権型システムの構築のためには地方税財

源の確保が何よりも重要であることから、私

は、偏在性のない地方税体系を構築するととも

に、地方交付税の財源調整及び財源保障機能を

強化すること、さらにひもつき補助金の一括交

付金化等により実質的に地方の自主財源比率を

高め、地方の自立性を確保していく必要がある

と考えておるところであります。

○太田清海議員 そういったところはまた今後

一般質問等で聞けたらなと思っておりますが、

私のほうは、決算でありますので、このくらい

にしておきます。

実は、実質公債費比率、将来負担比率につい

てでありますが、監査委員の意見書によります

と、宮崎県の場合は特に指摘するべき事項はな

いというふうに指摘されております。私も通告

した段階で、宮崎県を全国的に見た場合、どう

いう位置にこういった比率が置かれているのか

というのは興味がありまして、通告したわけで

すが、どうも、けさの新聞にそれが載るのでは

ないかという情報もあったものですから、注目

しておりましたが、県内の市町村の状況だけが

報告されております。そういう意味では、もう

一回聞きたいと思いますが、本県の置かれた位

置は、そういった比率の関係ですが、どのあた

りにあるのか、そしてどういうふうに思われる

か、そのあたりをお聞きしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 県債に係る元利償還

金等県負担分の標準財政規模に対する割合であ

りますところの実質公債費比率につきまして

は、本県は14.5％でありまして、健全なほうか

ら全47都道府県の中では24番目、九州・沖縄８

県の中では４番目となっております。また、将

来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対

する割合であるところの将来負担比率につきま

しては、本県は185.4％でありまして、健全なほ

うから全国では７番目、九州・沖縄では３番目

となっております。これらの財政指標につきま

しては、現時点では本県の全国順位は中位から

上位に位置しているものの、健全な財政運営の

観点から、今後の指数の推移に十分留意しなが

ら対応していく必要があるものと考えておりま
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す。

○太田清海議員 わかりました。そういったと

ころも今後の判断の材料になろうかと思いま

す。

次に、総務部長にお聞きしたいと思います。

産業廃棄物税についてであります。

産業廃棄物税というのは、特別徴収義務者が

税金を預かったものを県に納めればいいという

税であるわけですが、いわゆる最終処分業者が

納めることになりますが、収入未済額に2,200万

円余の未収が発生しております。特別徴収であ

れば預かったものをただ県に納めるだけという

ことなんですが、こういう未済額が起こった理

由は何かということをお聞きしたいと思いま

す。

○総務部長（稲用博美君） 平成21年度におき

ます産業廃棄物税収入未済額は、今お話があり

ました2,245万8,000円余というふうになってお

りますが、これは、特別徴収義務者に対する調

査を行い、税額の増額更正を行いました結果、

年度内に納税が行われなかったもの、倒産によ

り徴収が困難になったものであります。前者に

つきましては、現在、不動産の差し押さえ等を

行い、租税債権の確保に努めますとともに、提

出されました納税計画の履行につきまして指導

しているところであります。また、後者につき

ましては、破産管財人からの配当が終了したと

ころであります。

○太田清海議員 わかりました。ある程度、法

的な整理がなされておるということですから、

そういう執行がなされているということで理解

いたします。産業廃棄物税に係る特別徴収義務

者、そういった事業所は何事業所あるのか、お

伺いいたしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 平成21年度末現在

の産業廃棄物税の特別徴収義務者は87事業所で

ありまして、その内訳は、最終処分場が47事業

所、焼却施設が40事業所であります。

○太田清海議員 特別徴収義務者が税を預かっ

て、倒産という残念なことがあって払えなく

なったというのも、実は考えれば不自然なこと

ではあろうかと思うんです、そういうのをいた

だいておるわけですから。そういったことが今

後起こらないように、特別徴収義務者に対し

て21年度、どのような指導、調査をされておる

のか、総務部長に再度お伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 産業廃棄物税の適

正な申告納入を図るために、特別徴収義務者に

対しましては、年に４回の申告納入に際しまし

て、定められた期日までに正しく記載された申

告書を提出するとともに税の納入を行うよう、

文書による指導をいたしております。また、お

おむね３年に１回の割合で特別徴収義務者に対

して、産業廃棄物の搬入量等が記録された帳簿

類と産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェスト

との突合など実地に調査を行い、適正な申告納

入の確保を図っているところであります。

○太田清海議員 わかりました。

それでは、産業廃棄物の搬入の実態について

環境森林部長にお聞きしたいと思います。今、

マニフェストという話が出てきましたが、これ

は政党のマニフェストとは違って、消費税導入

のときによく議論されましたが、産業廃棄物、

そういったものの管理票というふうに理解して

おりますけれども、そういったマニフェストと

搬入実態の現場での検証はどのようにされてい

るのか、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 産業廃棄物管

理票、いわゆるマニフェストにつきましては、

処理される廃棄物の種類とか量、処分方法等が
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記載されておりまして、排出事業者と処理業者

が廃棄物が適正に処理されたことを書面により

相互に確認する重要なものでございます。この

ため県では、排出事業者や処理業者に対する立

入検査におきまして、マニフェストの保管状況

を確認するとともに、実際に処分場に廃棄物が

搬入される際、マニフェストの記載内容と搬入

された廃棄物の種類、量等に相違がないかを抜

き打ちで検査をしたりしているところでござい

ます。

○太田清海議員 わかりました。

続きまして、母子寡婦福祉資金について福祉

保健部長にお尋ねいたします。

母子寡婦福祉資金については、収入未済額が

前年と比較して99万円ほど減となっております

から、そういった努力をされておるというよう

な評価をしておりますが、この福祉資金の効果

と課題についてお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 母子寡婦福祉

資金は、母子家庭等の自立支援や扶養する児童

の福祉を増進するため、生活資金や修学資金等

を貸し付けるものであり、母子家庭等の経済的

支援策として重要な役割を担っております。し

かしながら、母子家庭等は生活基盤の脆弱な世

帯が多く、経済情勢の悪化により未収金が増加

する傾向にあります。このため、電話や訪問等

による個々のケースに応じた償還指導を行う中

で、償還された資金が次の貸付原資になるとい

う、この制度の趣旨を十分説明するなどして、

借り主の償還意識の向上にも努めているところ

であります。

○太田清海議員 これについては、返すことで

次の方がまた借りれるという意味では、そうい

うモラルをお互い理解し合いながら、一生懸命

運用されていくことが望ましいだろうと思いま

す。特に、母子自立支援員という方々が面接を

して、貸し出しを決定していくわけですが、

「だめですよ」と言うことも心理的にかなりつ

らいだろうと思うし、相手方の人格なり、そう

いったものも把握していかないかんという意味

では、かなり自立支援員の人たちの業務という

ものも、全人格的な、そういったものがないと

なかなか大変だろうと思いますし、そういうノ

ウハウも蓄積されていくべきものだろうと思い

ます。ぜひ、そういったところの資質の向上に

も努めていただきたいと思っております。

次に、病院局長にお伺いをいたします。病院

事業会計についてであります。

報告書等を読ませてもらいますと、21年度の

外来・入院患者数がともに減少しておるという

ことであります。これについて病院局としては

どのような評価をされておりますか。

○病院局長（甲斐景早文君） 御指摘のとお

り、延べ入院患者数、延べ外来患者数ともに前

年度と比較して減少しておりますが、これは、

いわゆるコンビニ受診の自粛や地域の医療機関

との連携・役割分担が進んだことにより全体的

に患者数が減少したことに加え、一部診療科の

休診等が影響していると考えております。21年

度決算見込みでは、患者数の減に伴い収益は下

がりましたが、これは一時的なものと考えてお

り、県民の皆さんや地域の医療機関の御理解、

御協力により、県立病院が本来のあるべき姿に

向かいつつあり、非常に心強く思っているとこ

ろであります。また、こうした取り組みによ

り、県立病院の医師が真に高度医療等の必要な

患者さんへの対応に専念できるようになること

で、収益確保等にもつながるものと考えており

ます。

○太田清海議員 私たちも、コンビニ受診はな
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くしましょうというふうに、いろんな機会に市

民の方、県民の方々に訴えてきました。そうい

う意味では、外来が減ったということは私はよ

かったんではないかと理解しております。公立

病院の場合は、ほかの県の公立病院の先生方の

話を聞くと、やっぱり自分の技術を高めていく

いう意味も含めて、高度医療に従事することで

モチベーションがどんどん高まっていくといい

ますか、そういうものがあるというふうに聞い

ておりますので、今後、計画的な問題として、

病院の先生方が不足しておるというのがあるわ

けですが、長期的に見て、こういったところを

改善していけば理想的な形ができ上がるのでは

ないかというふうに思っております。

ただ、もう一度病院局長にお尋ねいたします

が、これまで公立病院、県病院の収支赤字が続

いております。11億円余の純欠損であるという

ことが21年度報告されておりますけれども、私

たち県民から見た場合、うまくいくのだろうか

という不安があるわけですけれども、経営上何

か支障が生じるのではないかという不安がある

わけですが、そのあたりのことについてお尋ね

したいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 本県の病院事業

におきましては、３つの病院の全面改築に伴う

減価償却費のウエートが大きく、このことが単

年度収支の赤字要因の一つとなっているところ

であります。しかしながら、減価償却費は、他

の費用のように外部への現金支払いを要するも

のではなく、内部留保資金として次の投資の際

の自己資金となるものであります。この減価償

却費を除いた償却前収支は、平成17年度までは

赤字でありましたが、病院局を設置した18年度

に黒字に転じまして、21年度も15億7,700万円余

の黒字と、４年連続で黒字を確保できておりま

す。また、事業運営や改築、医療器械購入のた

めの資金繰りも円滑に行っておりますので、経

営上支障が生じる状況にはないとふうに考えて

おります。

○太田清海議員 わかりました。21年度も、そ

ういう意味でいえば15億の黒字であるというわ

けですが、ちょっと県民にとってはわかりづら

い会計処理でもありますけれども、そういった

ところも、楽観は許さないと思いますけれど

も、ぜひＰＲなり、もしくは職員、そして医師

のやる気といいますか、そういったところにつ

なげていっていただきたいというふうに思って

おります。

次に、総務部長にお伺いいたします。不納欠

損についてであります。

極端にことしは、意見書等を読ませていただ

きましたが、46.1％の増となっております。県

税の不納欠損自体は減っておるわけですが、ふ

えた理由についてお伺いしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 不納欠損につきま

しては、平成21年度は総額３億900万円余の処理

を行ったところでありまして、前年度と比較し

まして、9,700万円余増加しております。これ

は、平成19年度に自己破産しました第三セク

ター宮崎ウッドテクノ株式会社への破産法に基

づきます免責許可が決定したことに伴い、同社

に対する補助事業の返還額１億467万円余を処理

したことによるものでございます。

○太田清海議員 わかりました。

次に、使用料及び手数料についてお伺いいた

します。

意見書の中では、使用料・手数料が極端に伸

びております。その理由としては、証紙収入の

増というふうになっております。証紙収入の増

でこれほどまで伸びるのかなということを感じ
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たわけですが、総務部長、内容はどういうこと

でしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 証紙収入は、県が

直接収納いたします他の使用料・手数料と異な

りまして、知事の指定します証紙売りさばき人

に売り渡した時点で県の歳入となるものであり

ます。決算額は29億5,200万円余でありまして、

前年度と比較しまして、２億9,900万円余増加し

ております。具体的に、証紙により徴収します

使用料・手数料の証紙消し込み実績を見てみま

すと、警察手数料の運転免許更新手数料や講習

手数料が前年度を大きく上回っております。こ

れは、平成21年度が５年ごとに来ます運転免許

証更新のピークに当たったことによるものでご

ざいます。

○太田清海議員 ５年ごとにその周期が来ると

いうふうに理解いたしますが、なかなかちょっ

と難しい。なべて言っているんではないかなと

思って、５年ごとにということで、そういう制

度になっているわけですね。一応理解をしてお

きます。

次に、寄附金についてであります。

寄附金については21年度減となっておりま

す。先ほど西村議員のほうでも質疑がありまし

た。20年度からふるさと納税の話が出ましたけ

れども、寄附金が減となった内容について総務

部長、お伺いしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 寄附金の決算額は

１億6,500万円余で、前年度と比較して400万円

余減少しております。これは、ふるさと宮崎応

援寄附金、いわゆるふるさと納税の減によるも

のでありまして、平成21年度のふるさと納税の

実績は、制度創設年度でありました20年度と比

較しますと、件数で21件減の15件、金額で479

万8,000円減の398万9,000円となっております。

○太田清海議員 ふるさと納税については、22

年度については口蹄疫の関係で各県からそう

いったふるさとを思う心があらわれたというこ

とで、そういう点では評価しておきたいと思い

ます。

次に、不用額についてであります。

不用額のトータルが21年度、19億円増加をし

ております。19億円の不用額の増加というの

は、一般的に予算編成上、ある程度計画を立て

て予算を組むわけですから、こんな19億円の増

ということについては不自然に感じるというこ

とでありますが、なぜ増となったのか、その理

由を総務部長にお伺いしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 不用額増の要因

は、新型インフルエンザの感染拡大を防止する

ため緊急的に措置しました対策事業の執行残等

によりまして、衛生費が約10億円増加したほ

か、直轄事業負担金の積算内訳におきまして、

国の庁舎営繕費や国家公務員の退職手当等が地

方負担から除外されたことに伴うものなどでご

ざいます。新型インフルエンザ関連事業につき

ましては、緊急な事態に対応するために通年で

予算を確保する必要があったため、また直轄事

業負担金につきましては、年度末に金額の通知

がなされたために、２月議会での補正減ができ

ずに決算での不要となったものであります。

なお、これら不用額等のうち、一般財源分に

つきましては、決算剰余金として本年度の歳入

予算に計上し、財源として有効に活用すること

としております。

○太田清海議員 わかりました。新型インフル

エンザ等への対応で、命を守るという意味で

は、ある程度予算を確保しておかないかんとい

うことだろうと思います。理解いたしました。

続いて、主要施策の成果について８点ほどお
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伺いをしたいと思います。

県民政策部長にお尋ねいたします。地方バス

路線等運行維持対策事業について、決算額が昨

年度と比べて減額になっておりますけれども、

この理由についてお伺いしたいと思います。

○県民政策部長（山下健次君） 県では広域行

政という観点から、単一市町村内廃止路線代替

バス等への支援について見直しを行う一方で、

コミュニティバスなど、過疎化、高齢化といっ

た地域の実情に応じた公共交通システムを導入

する市町村を支援するために、地域バス再編支

援事業を実施してきたところでございます。こ

れに伴いまして、単一市町村内廃止路線代替バ

ス等への補助が平成20年度までで終了いたしま

したことから、平成21年度の決算額が前年度比

で減額となったものでございます。

○太田清海議員 コミュニティバス等に移行し

ていったりとか、本当にきめ細かな対応を公共

交通ということで守っていくべきだろうと思い

ますが、国からの新たなコミュニティバス導入

に係る新しいガイドラインが示されておりま

す。そこには、今までの既存のバス路線との関

係を分断したような問題とか、安全面は考慮さ

れていない面、そういったところを反省の上に

立って新しいガイドラインが示されたと思って

おりますが、そういったことの現場市町村への

周知徹底をどうされているのか、県民政策部長

にお伺いいたします。

○県民政策部長（山下健次君） コミュニティ

バスの導入に関するガイドラインにつきまして

は、国において周知、指導が行われておるとこ

ろでございますが、県におきましても、国から

の協力依頼を受けまして、このガイドラインに

ついて市町村に文書で周知を図ったところでご

ざいます。今後も、国と協力しながら、市町村

に対してはガイドラインの内容を踏まえた助言

を行うなど、コミュニティバスの円滑な導入な

どを支援してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 バスといいますと、やっぱり

県民の命にかかわる部分もありますので、ぜひ

そういったところの徹底を、どういう形が望ま

しいのかという視点で新ガイドラインの徹底等

を図っていただきたいと思います。

次に、総務部長にお尋ねいたします。救急救

命士の問題でありますが、救命振興財団におけ

る救急救命士の養成について、本県における実

績と、どのような効果をもたらしているのか、

また救急救命士を派遣している消防署本部では

養成に当たってどのような問題を抱えているの

かということについて、総務部長にお尋ねいた

します。

○総務部長（稲用博美君） 平成21年度におき

ましては、９名の消防職員を救命振興財団に派

遣し、いずれも救急救命士の資格を取得してお

ります。各消防本部においては、救急救命士が

多く養成されることによりまして、弾力的な組

織運営や救急業務体制の強化が図られていると

ころであります。一方で、各消防本部とも人員

体制に余裕がない中で職員を派遣することにな

るために、内部でさまざまな工夫をしながら、

一人でも多くの救急救命士を養成できるように

努力しているところであります。

○太田清海議員 ９名、そういった方が育った

ということであります。今後とも、充実を図っ

ていただきたいと思いますが、その人たちを研

修に出す各消防署本部では、１名の減というの

は非常に痛いものもあります。ぜひ、そういっ

たところのきめ細かな対応等を県としても考え

ていただきたいと思っております。

次に、消防の非常備化町村に対する常備化の
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推進に関する補助金の内容、及び常備化に向け

た具体的な動きが見られるのか、そういったと

ころを総務部長、お尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 県では、消防を常

備化していない町村の常備化に向けました取り

組みに対しまして、100万円を限度に補助を行っ

ているところでありまして、平成21年度は、す

べての非常備町村がこの補助を受けまして、常

備化計画の策定や先進地調査等を行ったところ

であります。こうした中で、西臼杵３町におき

ましては、消防常備化に係る協議組織を設置し

まして、西臼杵郡における消防のあり方や常備

化の方式等について検討を行ったところであり

ます。また、美郷町におきましても、日向市と

の間で消防事務委託に係る協議を開始したとこ

ろであります。

○太田清海議員 宮崎県では７町村が常備化さ

れていないという状況であります。ぜひ、そう

いった動きを積極的につくっていただきたいと

いうふうに思います。

それから、福祉保健部長にお尋ねいたしま

す。高齢者の入所施設スプリンクラー整備補助

事業の内容と効果について伺いたいと思いま

す。特に、高齢者の方々の命にかかわるいろん

な悲惨な事件も起きておりますので、本県での

取り組み、効果についてお尋ねしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 高齢者入所施

設スプリンクラー整備補助事業は、消防法の改

正によりスプリンクラーの設置が義務づけられ

た既存の小規模の高齢者入所施設を対象とし

て、スプリンクラー整備費用の一部を補助する

もので、昨年度、９施設に補助を行ったところ

であります。これらの施設においてスプリンク

ラーが早期に整備されたことにより、入所して

おられる高齢者の安全確保が図られたものと考

えております。

○太田清海議員 わかりました。よろしくお願

いいたします。

次に、あと３点ほどありますが、福祉保健部

長に再度お尋ねいたします。青少年自然の家の

利用についてであります。これは以前からも言

われておりましたが、民間のホテル関係の事業

者との間で競合するという問題があります。青

少年自然の家の利用目的を逸脱すると、そうい

う問題が出てきます。自然に触れてという視点

での、いろんな少年を育てるという意味では、

青少年自然の家の利用目的があるわけですが、

その利用目的の徹底をどう図っておられるの

か、福祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 青少年自然の

家につきましては、自然体験活動、スポーツ活

動、交流活動や集団宿泊生活を通じ、青少年の

豊かな情操や社会性を養うことによって、心身

ともに調和のとれた青少年の育成を図ることを

目的として設置しております。県としまして

は、この設置の趣旨に即した適切な利用を図る

ため、各施設への実地調査等により利用状況を

把握するとともに、指定管理者と県で開催する

運営連絡会議等を通じ、利用目的を徹底するよ

うに指導を行っております。さらに、施設の運

営については、地域の皆様の御理解をいただく

ことが重要でありますので、地元自治体の関係

部局との意見・情報交換も実施しているところ

であります。

○太田清海議員 わかりました。こういったと

ころはグレーゾーンといいますか、そういった

部分もあろうかと思いますが、地域の活性化と

いう意味で、そういった業界の人たちも必死に

頑張っておられます。ひとつ、いい意味での利
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用目的の徹底を図っていただきたいと思いま

す。

それから次に、環境森林部長にお尋ねをいた

します。太陽光発電システム等導入支援事業で

あります。これはいろんな新聞報道等でもお伺

いしておりますが、非常に人気のあるといいま

すか、ヒットした事業であると思います。とこ

ろが、よく見てみますと、年間予算が１億5,600

万円余の中で決算が１億3,000万円ということ

で、2,000万円ほど使い残しがあるわけですね。

非常にもったいない、そういう気がいたしま

す。非常に人気があって、締め切りまでに早く

使ってあげないかんという状況があったと思う

んですが、こういった執行残が発生した理由に

ついてお伺いしたいと思います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） この事業につ

きましては、21年度の実績は、今、議員おっ

しゃいました1,357件で総額１億3,147万1,000円

の補助を行ったところでございまして、新エネ

ルギーの利用促進などが図られまして、二酸化

炭素の削減に寄与したものと考えているわけで

ございますが、執行残につきましては、太陽光

パネルの需要が非常に多くありまして、結果、

品薄になりまして、各家庭、あるいは業者のほ

うが調達がおくれるなどしまして、一たん申請

されておったものを取り下げがなされた、そう

いうこと等によるものでございます。

○太田清海議員 品薄という状況、うれしい悲

鳴かもしれませんが、そういう状況があったと

いうことでありますが、私もある県民の方から

相談を受けたことがあります。交付決定の通知

まで受けたんだけれども、その後、補助の計画

中止の承認、及び補助金を認めないという通知

をもらった人の書類をいただいておりますが、

よく聞いてみますと、年度末であったというこ

とで、こういう状況が補助事業の場合起こりや

すいわけですね。ですから、ぜひ業者の方々に

も早目早目に取り組んでほしいと。年度末完工

日といいますか、事業が終わるのは年度をまた

がってはいけませんよということ等の周知徹底

を図っていただきたいと思います。いい制度で

すから、今後も大いにその辺をＰＲしながら

やっていただきたいと思います。

最後に、教育長のほうにお尋ねいたします。

ネットいじめ対策推進事業の内容と効果につい

てお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） この事業は、コンピ

ュータや携帯電話によるネット上のいじめなど

の諸問題の解決と情報モラルの向上を目的にす

るもので、情報収集、相談窓口としての目安箱

サイトの設置や、県内30校のサイバーパトロー

ル実践協力校の指定、教師や保護者等を対象と

した研修会、講習会の実施などの取り組みを

行っております。このうち目安箱サイトにつき

ましては、平成21年度に2,434件のアクセスがあ

りまして、そのうち問題サイトの通報や誹謗中

傷の書き込みの削除依頼など、具体的な投稿

が37件あったところであります。その中には、

個人の性格などを誹謗中傷する内容が掲示板に

実名で書き込まれているとの通報や、ブログの

中に勝手に自分の名前や個人情報が書き込まれ

ているなどの投稿がありました。このような事

例に対しましては、市町村教育委員会や学校に

直ちに情報提供と削除依頼をし、ネット上のい

じめ被害の拡大を未然に防ぐなど、一定の成果

が見られたものと考えております。

○太田清海議員 わかりました。いじめという

のは非常に悲しいことであります。みんなが無

事平穏に手を握り合って生きていける、そうい

う社会にしていかなきゃならんと思いますが、
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プライバシーの問題もありますけれども、こう

いったネットいじめ等の具体的な事例につい

て、ある程度出されるところは匿名でも、こう

いう悲惨な状況なんですよということは知らし

めるところは知らしめていただいて、やっぱり

こんなことはしちゃいけないという、そういっ

たことをつくっていくことも必要ではないかと

思います。私が取り組む場合は、パンフレット

を配ったりとか、詩集を配ったりとかしますけ

れども、こういった事例についても、本当にや

めようねという思いになるようなものをまた検

討していただくといいかなと思っております。

以上で私の総括質疑を終わりたいと思いま

す。ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 ここで休憩いたします。

午後２時26分休憩

午後２時49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、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎

県議団を代表し、平成21年度決算について総括

質疑を行います。

初めに、知事にお伺いをいたします。平成21

年度当初予算は、１、財政改革の着実な実行、

２、「新みやざき創造戦略」等に基づく重点施

策の推進、３、役割分担等を踏まえた見直し・

県民総力戦による実行という３つの基本方針の

もと、「未来へつむぐ 新みやざき展開予算」

として編成されております。経済情勢が依然と

して厳しい中にあっても、県民には温かいサー

ビスを提供する、そして未来への確かな礎を築

くため、重点施策に積極的に取り組むとありま

した。１年を経て、果たしてその目的は果たさ

れたかどうか、未来への礎が築かれたかどう

か。平成21年度主要施策の成果に関する報告書

などを見る限り、厳しい財政状況の中で努力さ

れた様子が十分うかがえますが、平成21年度決

算について、どのように総括しておられるのか

伺いたいと思います。

次に、総務部長に２点伺う予定でありまし

た。うち１点目は、不納欠損に関してでありま

したが、先ほどの太田清海議員の質疑と重複し

ますので、割愛いたします。収入未済、特に県

税の収入未済に関して伺いたいと思います。

「款別決算の状況」によりますと、21年度の収

入未済額は27億6,800万円余で、その主なもの

は、個人県民税21億1,000万円余となったようで

あります。県税の収入率の向上については、従

前から鋭意取り組んでおられることは理解して

いるところであります。しかしながら、近年の

厳しい経済状況を反映してか、前年度の収入未

済額と比較すると、１億6,000万円余、率にし

て6.1％の増となっております。県税は貴重な自

主財源であるとともに、公平性を保つ観点から

も、圧縮への取り組みが重要でありますが、ど

のように取り組んでこられたのか伺います。

次に、県土整備部長に伺います。「款別決算

の状況」の第８款「使用料及び手数料」を見て

みると、その収入未済額は2,278万円余で、その

主なものは、公営住宅使用料1,900万円余となっ

たようであります。しかしながら、前年度の収

入未済額と比較すると、362万円余、率にし

て13.7％の減となっております。ここから、公

営住宅、県営住宅の家賃の徴収に努力されたこ

とがうかがえるところでありますが、どのよう

に圧縮に努めてこられたのか伺いたいと思いま

す。

以上で壇上からの質疑を終わります。後は自
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席からの質疑といたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

決算の総括についてであります。本県の財政

は、自主財源の占める割合が低く、財政基盤が

脆弱な上に、地方交付税等の減少や社会保障関

係費の増大等により、引き続き、大変厳しい財

政運営を強いられているところであります。こ

のため、平成21年度の財政運営に当たりまして

は、「宮崎県行財政改革大綱2007」の財政改革

プログラムに基づき、義務的経費の圧縮や投資

的経費の縮減・重点化、事務事業の見直しのさ

らなる強化など、行財政改革の徹底を図ったと

ころであります。また、選択と集中の理念のも

と、「新みやざき創造戦略」等に基づく重点施

策の推進に取り組むとともに、長引く不況によ

り低迷する本県経済対策につきましては、国の

経済危機対策に対応した補正予算を直ちに措置

するなど、スピード感を持って取り組んでまい

りました。さらに、予算の執行に当たりまして

も、本県の財政状況について職員一人一人が十

分認識し、年度を通じて計画的・効率的な執行

を図るとともに、県税収入を初めとする自主財

源の積極的な確保や徹底した経費節減に努めた

ところであります。このような取り組みの結

果、平成21年度は、全体としては厳しい財政状

況に対応した堅実かつ着実な財政運営を図るこ

とができたものと考えております。以上です。

〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

県税の収入未済額についてであります。収入

未済額は、前年度に比べ１億6,000万円余、6.1

％の増となっております。これは、税源移譲の

影響を受けました個人県民税の滞納繰越分の収

入未済額が２億8,300万円余増加したことによる

ものであります。県税の収入未済額の圧縮につ

きましては、租税負担の公平性や収入確保の観

点から、重要な課題であると認識しており、従

来からの徴収対策に加え、自動車のタイヤロッ

クやインターネット公売などの手法の活用に積

極的に取り組むなど、滞納整理の早期着手や滞

納処分の的確な実施に努めてきたところであり

ます。また、収入未済額全体の７割を超えてい

る個人県民税につきましては、県の直接徴収や

税務職員の併任人事交流を行うなど、市町村と

一体となった徴収対策に取り組んだところであ

ります。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（児玉宏紀君）〔登壇〕 お答

えいたします。

県営住宅の収入未済額圧縮の取り組みについ

てであります。21年度におきましては、収入未

済額の圧縮を図るために、入居者の立場に立っ

たきめ細かな納入指導を年間を通じて行ったと

ころでありまして、特に滞納の初期段階からの

納入督促の徹底や、悪質滞納者に対する法的措

置の強化などの対策を強力に推進したところで

あります。これらの取り組みに加えまして、指

定管理者も含めた粘り強い督促などの取り組み

により、前年度に比べて減少したものでありま

す。以上であります。〔降壇〕

○新見昌安議員 それぞれ答弁をいただき、あ

りがとうございました。

県におかれては、非常に厳しい財政状況のも

と、もろもろの政策課題に対応するために、

「新みやざき創造戦略」等に基づく施策の中か

ら、平成21年度の重点施策として４つの対策を

講じてこられております。ここからは、それぞ

れの対策の中に盛り込まれております事業につ

いて伺っていきたいと思います。
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まず、雇用創出・就業支援対策に関しては、

３つの事業について伺いたいと思います。

１つ目は、先ほどの西村議員の質疑とも重複

する部分もございますが、障害者就業・生活支

援センター事業についてです。同センターは、

障がい者の雇用を促進するために有効であるの

みならず、障がい者が居住する地域において生

活面を含めて支援する機関であり、その存在が

障がいのある方々にとって心のよりどころにな

るのではないかと考えます。充実強化が重要で

ありますけれども、まずは、障害者就業・生活

支援センターの設置状況とその成果について、

福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 障害者就業・

生活支援センターにつきましては、平成21年度

に新たに都城北諸県圏域及び日向入郷圏域に設

置し、７つの障がい保健福祉圏域のうち、５つ

の圏域への設置を終えたところであります。ま

た、同センターの平成21年度の成果としまして

は、相談に対する指導助言が１万5,719件、関係

機関との連絡調整が3,565件、就職後の職場定着

支援が1,936件となっております。

○新見昌安議員 障がいのある方々にとって

は、センターの存在とともに、求人の開拓とか

職場への定着支援などを支援してくれる人、す

なわち障がい者雇用コーディネーターも極めて

心強い存在になってくれます。障がい者雇用

コーディネーターの人数とその活動状況及び成

果について、同じく福祉保健部長に伺いたいと

思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成21年度の

障がい者雇用コーディネーターにつきまして

は、障害者就業・生活支援センターが未設置の

西都児湯圏域及び日南串間圏域に１名ずつ、ま

た、特に支援対象者の多い宮崎東諸県圏域に２

名を置き、合計４名が活動を行ったところであ

ります。次に、その活動状況及び成果でありま

すが、ハローワーク等の関係機関と連携して、

障がい者の雇用の促進と職場定着等を図ったと

ころであり、企業等への求人開拓が776件、就職

後の職場定着指導が268件などとなっておりま

す。

○新見昌安議員 ２つ目は、林業・建設産業連

携による災害に強い山の道づくりモデル事業に

ついてであります。この事業は、災害に強く、

かつ低コストの作業道の整備に資するための新

規のモデル事業でありますけれども、そのため

に、市町村、森林組合、建設産業で組織する森

林づくり協議会を設立するということになって

いるようであります。この協議会の設置状況

と、具体的にどのようなモデルを構築したの

か、環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） このモデル事

業の実施に当たりましては、林業と建設業が連

携して既設作業道の機能強化を図るために、比

較的林内路網の整備が進んでおります諸塚村な

ど11市町村におきまして、市町村、それから森

林組合、建設産業で組織いたします森林づくり

協議会を設置いたしまして取り組んだところで

ございます。具体的には、市町村による協議会

の運営のもと、森林組合が地元森林所有者との

調整を図るとともに、森林組合の支障木の伐採

技術や建設産業のコンクリート構造物等の施工

技術など、それぞれの特性を生かしながら、災

害に強い作業道の整備に努めたところでござい

ます。

○新見昌安議員 主要施策の成果に関する報告

書によれば、作業道等の整備状況、平成20年度

は８万1,150メートルだったようですけれど

も、21年度は13万2,972メートルとなっておりま

平成22年９月29日(水)



- 432 -

す。ほかの要因があるかもしれませんけれど

も、この事業の成果の一つかなとも思っており

ます。改めて、この事業の成果をどのように認

識しているのか、同じく環境森林部長に伺いま

す。

○環境森林部長（吉瀬和明君） この事業の実

施によりまして、34路線、約5,000メーターの作

業道の機能強化が図られたわけでございます

が、そのことによりまして、山地災害の防止、

それから作業道の長期利用によります低コスト

林業の推進に寄与したものと考えております。

それから、林業・建設業の協働が促進されたこ

とによりまして、建設産業の林業参入への条件

整備が進んだものと考えております。

○新見昌安議員 ３つ目になりますが、農業大

学校を核とした農業・農村を支える人づくり総

合事業についてです。この事業の中に、みやざ

き農業実践塾に関する取り組みがあります。こ

の塾は、農業以外から就農を希望する者が円滑

に就農できるようにすることを目的としまし

て、平成12年から実施されているようでありま

す。従来は、９月から10月にかけての日曜日に

都合７日間の体験コースと、１年あるいは６カ

月の実践コースに加え、３日から５日間程度の

入門コースがあったようですけれども、21年度

にコースの組みかえを実施されているようであ

ります。その理由、そして組みかえ後のコース

ごとの成果について、農政水産部長に伺いたい

と思います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 近年、農業研

修に対するニーズにつきましては、「働きなが

ら農業の基礎を学びたい」、また「より深く経

営を学びたい」など、多様化してきておりま

す。これらに対応するため、みやざき農業実践

塾では、昨年度、従来の入門、体験、実践の各

コースを組みかえ、インターネットを活用した

通信制の農業研修を行う基礎体験コースと、消

費者に直接販売する実習などを通して、栽培技

術だけでなく農業経営までを含めて実践的に学

ぶ経営実践コースの２つのコースを設置したと

ころでございます。昨年度につきましては、基

礎体験コースで、５名がインターネットを活用

して農業の基礎を学習するとともに、経営実践

コースでは、20名が施設野菜などの栽培技術や

経営を学び、うち17名が現在、就農または就農

に向けた準備を行っているところでございま

す。

○新見昌安議員 次の重点施策に移ります。中

山間地域対策についてですが、２つ伺いたいと

思います。

１つ目は、「中山間盛り上げ隊」派遣事業に

ついてであります。この事業では、高齢化の進

展あるいは人口減少等によって、中山間地域の

人々が単独で行うことが困難となった活動を支

援するために、ボランティア活動に従事してく

れる人材をあらかじめ登録した「中山間盛り上

げ隊」を組織するというふうになっておりま

す。派遣のやり方は３つ、すなわち短期派遣、

中長期派遣、そして県職員派遣というもののよ

うであります。まずは、「中山間盛り上げ隊」

派遣事業の実施状況はどうだったか、また、実

施に当たって見えてきた課題等について、県民

政策部長に伺いたいと思います。

○県民政策部長（山下健次君） この「中山間

盛り上げ隊」、３つの形態でございますけれど

も、21年度におきましては、短期派遣に245名の

隊員登録がありまして、５つの市町村からの依

頼を受けまして、合計33回、延べ133名を派遣し

たところでございます。また、中長期派遣につ

きましては、３名の隊員登録、そして２町村か
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らの派遣依頼があったわけですけれども、これ

は双方の意向が合わなかったことから、実績と

してはございませんでした。また、県職員派遣

につきましては、西米良村、諸塚村、日之影町

に、おのおの１名を派遣したところでございま

す。この派遣事業の課題でございますが、派遣

依頼を行う市町村や登録隊員が地域的に偏って

いることから、県内全域に事業を拡大していく

必要があるということが１つ、それと中長期派

遣につきましては、隊員の登録あるいは派遣の

依頼があっても、結果的に条件が合わず、派遣

が実現しなかったことから、幅広く登録者ある

いは受け入れ市町村を確保していくことが課題

であると考えております。

○新見昌安議員 今、答弁にもありましたよう

に、この中長期派遣、これは市町村からの期待

もかなり大きいものがあるかもしれませんけれ

ども、やはりなかなか折り合いをつけるのが難

しいのではないかと従来から感じていたところ

でありました。

２つ目は、一村一祭アピール事業に関して３

点伺いたいと思います。１点目は、このアピー

ル事業を実施する前提となる祭り・イベントに

ついてであります。県においては、平成21年度

からこの事業を実施するために、平成20年度末

に合併前の44市町村の一押しの祭り・イベント

を選定されております。これは県のホームペー

ジにも掲載されておりますけれども、それぞれ

の市町村が自信を持って推薦したことがうかが

える内容のものであります。まずは、この44の

祭り・イベントをどのようにアピールし、その

成果はどうだったのか、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） 平成21年

度は、各祭りやイベントを広く紹介するホーム

ページあるいは統一ロゴマークなどを作成する

とともに、県のＰＲ誌で特集するなど、そのア

ピールに積極的に努めたところでございます。

また、あわせて、祭りの盛り上げなどを図る地

元の主体的な取り組みにつきまして支援したと

ころであります。これらの取り組みによりまし

て、祭りやイベントの魅力アップが図られ、地

域外との交流が盛んになり、また、地域自体が

誇りを持ってこれらの祭り等を積極的にアピー

ルする機運の醸成が図られたものと考えており

ます。

○新見昌安議員 ２点目ですけれども、この祭

り・イベントと同じく、アピール事業を構成す

るものとして、宮崎観光遺産というものがあり

ます。これは、「一般公募及び市町村推薦によ

り発掘した地域資源の中から新たな集客効果を

得られる高いポテンシャルを備えた観光資源を

選定する」とありますけれども、これについて

はどのようなものが選定されたのか、あわせ

て、選定されたそれらの宮崎観光遺産をどのよ

うにアピールし、その成果はどうだったのか、

同じく商工観光労働部長に伺いたいと思いま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 宮崎観光

遺産は、阿波岐原のみそぎ池や記紀の道、霧島

周辺神社群、それから旭化成の工業遺産群な

ど、10件を選定しているところでございます。

平成21年度は、先ほど答弁しました祭り・イベ

ントと同じように、宮崎観光遺産についても、

さまざまな機会を利用してアピールに努めたと

ころでございます。また、あわせて、この観光

遺産をハード・ソフト面で磨く地元の取り組み

についても支援したところでございます。その

成果としましては、宮崎観光遺産の選定を契機

としまして、例えばチキン南蛮につきまして
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は、大手外食チェーンと連携した全国キャン

ペーンを実施したほか、延岡市の市民団体がチ

キン南蛮発祥の地宣言を行うなどの取り組みが

始められたところでございます。また、高鍋大

師につきましても、地元自治体や商工会等が連

携してのキャラクターグッズの作成や案内ガイ

ドの養成などが始まっております。さらに、御

崎神社については、案内標柱や周辺の遊歩道が

整備されるなど、観光資源としての活用や磨き

上げ、観光客の利便性向上などの取り組みが地

元で始められているところでございます。

○新見昌安議員 ３点目、最後になりますけれ

ども、このアピール事業は、中山間地域対策と

いうところに位置づけられております。中山間

地域の活性化にどのような効果があったのか、

同じく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） 一村一祭

として選定している44件のうち、28件が中山間

地域のものでございまして、また、宮崎観光遺

産として選定している10件のうち、６件が中山

間地域のものとなっております。一村一祭や宮

崎観光遺産の選定を契機として、地元の主体的

な取り組みが促進され、祭りや地域資源を観光

資源として活用するための取り組みが始められ

ております。地域外との交流等を通じまして、

中山間地域の活性化に一定の効果があったもの

と考えております。

○新見昌安議員 次の重点施策に移ります。子

育て・医療対策でありますけれども、これにつ

いては、３つの事業について、それぞれ関係部

長に伺っていきたいと思います。

１つ目は、子育て応援のみやざきづくり事業

についてであります。この事業は、社会全体で

子育てを応援する機運を醸成することを目的と

して、平成21年度の新規事業に盛り込まれたも

のですけれども、この事業を構成している三本

柱の一つ、子育て応援人材バンク構築事業、こ

れについて伺っていきたいと思います。まず、

子育て応援人材バンクの登録者募集、これはど

のように行われたのか、福祉保健部長に伺いま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 子育て応援人

材バンクは、地域の子育て支援活動に意欲があ

り、保育、保健等の専門的立場から助言等がで

きる個人、団体を登録しているものでありま

す。登録者の募集につきましては、県庁ホーム

ページで広く周知を図るとともに、市町村や県

保育連盟、県医師会等の関係団体に対して協力

要請を行い、登録の呼びかけを実施したところ

であります。

○新見昌安議員 主要施策の成果に関する報告

書を見てみますと、この事業の登録者数は、個

人で126人、団体が２団体となっているようであ

ります。この数字をどのように評価しておられ

るのか、同じく福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 子育て応援人

材バンクは、現在、個人として、子育て経験の

豊富な方や保育士、看護師などの126名の方々に

登録をいただき、また、県小児科医会と県栄養

士会にも協力していただいております。登録い

ただいた方々は、地域子育て支援センター等に

おいて、ボランティアとして幅広い分野で活動

されており、地域における子育て支援体制や相

談機能の充実が図られつつあるものと考えてお

ります。

○新見昌安議員 この事業の成否は、子育てに

すぐれた技能等を有する人材をどれだけバンク

に登録してあるか、これも大変重要ですけれど

も、人数の多寡のみならず、どのような支援活

動を提供できるかにあるのではないかと思って

平成22年９月29日(水)



- 435 -

おります。人材バンクを活用しての支援活動、

どのようなものがあったのか、同じく福祉保健

部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 人材バンクの

登録者には、市町村からの依頼に基づき、児童

館や地域子育て支援センター等において、育児

相談や子育てに関する保健・医療等の講習会で

の講師、さらにはイベント開催時の託児スタッ

フなどとして活動していただいているところで

あります。

○新見昌安議員 ２つ目に入ります。地域の絆

で子育て支援事業についてであります。この事

業も、継続的・自立的な子育て支援の仕組みづ

くりを促進するとともに、子育てや結婚を応援

している市町村やＮＰＯなどの子育て支援団体

の先駆的な取り組みを支援する事業というふう

になっております。ただ、この支援実績を見て

みますと、平成20年度では12団体だったのが、

平成21年度は５団体と減少しているようであり

ます。この理由について、福祉保健部長に伺い

たいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 地域の絆で子

育て支援事業につきましては、地域における子

育て支援の仕組みづくりを促進するため、ＮＰ

Ｏ等の民間団体が実施する県内での子育て支援

活動のモデルとなるような先駆的な取り組みを

支援するものとして実施したところでありま

す。平成21年度は、11団体から申請がありまし

たが、そのうち６団体につきましては、事業内

容が採択基準を満たさなかったことから、５団

体に助成したものであります。

○新見昌安議員 ３つ目に入ります。救急医療

利用適正化推進事業についてであります。この

事業は、いわゆるコンビニ受診などと呼ばれる

不要不急の受診による救急医療現場の疲弊を防

ぐために、まずは県民の皆さんに救急医療に関

しての正しい知識を持ってもらい、理解を深め

てもらうための新規事業というふうになってい

るようであります。ここで取り組んだ事業とし

てＰＲ強化事業がありますけれども、それぞれ

の取り組み内容とその成果について、福祉保健

部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） ＰＲ強化事業

につきましては、啓発のための３つの事業を実

施したところであります。まず、休日・夜間の

安易な時間外受診の自粛徹底について、知事が

直接県民に対して訴えるテレビＣＭを制作し、

本年の２月から３月にかけて計134回放映いたし

ました。また、医師を県内各地の幼稚園等に派

遣し、保護者等を対象に小児救急医療の基礎知

識や医療機関の受診方法等について講演を行う

訪問救急教室を30回開催いたしました。さら

に、地域医療の問題を住民がみずからの問題と

して考え、自主的な行動を促すきっかけとする

ため、ＮＰＯ法人や住民団体等５つの団体が実

施する住民アンケート調査や意見交換会、啓発

用冊子の作成等に対し支援を行いました。これ

らの事業を実施することにより、県民が救急医

療についての正確な知識や理解を深めるととも

に、適正受診に努めるなど、意識改革が図られ

たものと考えております。

○新見昌安議員 この事業に盛り込まれている

もう１つの柱が、小児救急医療電話相談事業、

すなわち＃8000でありますけれども、これにつ

いては、その成果について、同じく福祉保健部

長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 小児救急医療

電話相談事業は、小児救急患者の保護者等から

の相談に対し、看護師等がその症状を聴取し、

適切な助言を行うとともに、必要に応じて医療
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機関を紹介するものであります。21年度は、土

日・祝日・年末年始の計123日間、19時から23時

まで実施したところ、全体で1,555件、１日平均

で12.6件の相談がありました。また、利用者の

利便性向上のため、昨年12月から、短縮ダイヤ

ルの＃8000による携帯電話からの受け付けも開

始したところであります。この電話相談によ

り、保護者等の不安の解消を図るとともに、翌

日以降の受診を勧めた件数が約６割あり、小児

救急医療機関への不要不急の受診を抑制するこ

とができたものと考えております。

○新見昌安議員 携帯電話しか持たない子育て

真っ最中の若い夫婦もたくさんいる中で、携帯

電話から＃8000が以前は使えなかった。これに

ついては、本当に私も要望しておりましたけれ

ども、携帯電話からの＃8000、昨年度、実現し

ていただいたことについては評価したいと思い

ます。

重点施策の最後になりますけれども、環境エ

ネルギー対策に関して伺っていきたいと思いま

す。

１つ目は、住宅用太陽光発電システム融資制

度についてであります。環境に優しい新エネル

ギーの普及促進を図る、これは地球温暖化対策

の一つとして重要であります。21年度は、家庭

レベルにおける太陽光エネルギーの普及拡大へ

の取り組みが大きく進展した年であったと言え

るのではないかと思っております。Ｊ―ＰＥＣ

の補助金を活用した太陽光発電システムの導入

は、先ほどもありましたけれども、21年度、大

変な反響を呼んでおります。今年度、22年度の

申請に関しても、８月27日には当初予算の上限

額に達したというふうに聞いております。この

Ｊ―ＰＥＣの補助金と並行して、本県において

は、昨年度、融資制度も創設されたところであ

りますけれども、まずは、この融資制度の実績

とその評価について、環境森林部長に伺いたい

と思います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） この融資制度

の21年度における融資実績につきましては、110

件、２億2,823万円なっております。再生可能エ

ネルギーに対します県民の関心が高まっている

ところでございまして、システム導入に当た

り、資金調達の面から、これを支援することが

できたものと考えております。

○新見昌安議員 この融資制度の融資期間です

けれども、10年以内となっております。以前、

「利率が少々高くなってもいいから、期間をも

う少し長くしてもらえると、もっと利用しやす

い制度になるんだが」という声も県民から伺っ

たことがあります。融資期間を10年に設定した

理由は何か、同じく環境森林部長に伺いたいと

思います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 融資期間につ

きましては、制度設計に当たり金融機関と協議

する中で、いわゆるメーカーによる保証期間や

リフォームによるほかの融資制度などを参考に

いたしまして、10年間が適当であるという結論

に達したものでございます。

○新見昌安議員 わかりました。

２つ目ですけれども、木質バイオマス利活用

システム構築事業について伺いたいと思いま

す。太陽光エネルギーと同じく、本県において

豊富なのが木質バイオマス資源であります。こ

の事業では特に、林地残材の利活用を図るシス

テムを構築するとともに、木質バイオマス活用

を図るための指針を策定することが掲げてあり

ます。まず、この木質バイオマス活用普及指針

については、どのような体制で策定し、どのよ

うに周知を図っていったのか、環境森林部長に
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伺いたいと思います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） この指針の策

定に当たりましては、木質バイオマスの年間発

生量や将来予測などの調査分析を実施するとと

もに、企画・提案方式で募集いたしました民間

業者に委託いたしまして、今後の施設導入に向

けた意向調査やコスト分析等を行ったところで

ございます。このような結果を踏まえまして、

この指針では、公共施設や民間施設でのエネル

ギー源としての利用を促進するために、木質ボ

イラーなどの施設導入に向けての手順やその留

意点などを具体的に示したところでございま

す。また、この指針を市町村、関係団体等へ配

付するとともに、説明会の開催や新聞などマス

コミへの情報提供など、周知に努めたところで

ございます。

○新見昌安議員 この事業では、実証モデル事

業も実施するとあります。その成果とあわせ、

木質バイオマス利用に向けてどのような課題が

見えてきたのか、同じく環境森林部長に伺いた

いと思います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 実証モデル事

業につきましては、耳川流域の市町村、森林組

合による協議会を設立いたしまして、今後の木

質バイオマスの安定供給に向けての低コストな

収集・運搬方法等について検討を行ったところ

でございます。その結果、伐採時に林地残材を

林道沿いに集積いたしまして、高性能林業機械

で積み込み、大型トラックで運搬することによ

り、従来の半分程度にコストが低減されること

が確認されたところでございます。しかしなが

ら、ペレット工場など需要者ニーズに対応し、

木質バイオマスの利活用をより一層促進してい

くためには、さらなるコストの引き下げや安定

供給体制を整備するとともに、川上と川下が安

定的な価格で取引されるようなシステムを構築

することが必要であると認識しております。

○新見昌安議員 ３つ目になります。農業用水

の自然エネルギー利活用促進事業についてであ

ります。太陽光、木質バイオマスとくれば、次

は水になるわけですけれども、この事業には、

農業用水という自然エネルギーを活用するマイ

クロ水力発電を整備していくために、導入に向

けて取り組む中で見えてくる課題等を検討する

委員会を設置するということなどがうたってあ

ります。まずは、（仮称）農業用水の自然エネ

ルギー利活用検討委員会の設置に向けてどのよ

うに取り組まれたのか、また、その中でどのよ

うな検討がなされたのか、農政水産部長に伺い

たいと思います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 小水力発電に

つきましては、農業用水といった地域の未利用

エネルギーの有効活用につながるとともに、農

家みずからがポンプ等の農業用施設の電力とし

て利用することにより、農家負担の軽減にも資

するものであると考えております。このため県

では、農業用水を活用したマイクロ水力発電の

導入に向けた検討を行うことを目的とし、幅広

い見地からの意見や助言をいただくため、大学

や発電会社など技術的知見を有する学識経験者

や農業水利施設を管理している団体などを委員

とする「宮崎県小水力発電推進協議会」を本年

１月に設置したところでございます。昨年度

は、本協議会を２回開催し、全国の取り組み事

例や関係団体が県内７カ所で行った調査結果に

基づき、導入に向けた課題等について検討を

行ったところでございます。

○新見昌安議員 マイクロ水力発電、これを導

入するためには、地形的に条件に合っている

か、施設の配置はどうか、法律に基づいた手続
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に問題はないか等々、多くの課題を検討しなけ

ればならないというふうになっているようであ

ります。導入に向け検討した中でどのような課

題が見えてきたのか、同じく農政水産部長に伺

いたいと思います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 農業用水をマ

イクロ水力発電に利用する際には、発電施設の

建設や維持管理に要する経費に対して、農家負

担の軽減や売電による収入が採算のとれる規模

であるかどうかが重要な課題となります。ま

た、河川から取水を行っている場合には、河川

法に基づく水利権の取得が必要であることや、

発電の規模に応じて、電気事業法に基づき技術

者の配置等が求められるなど、関係法律に基づ

き諸手続を行う必要がございます。したがいま

して、マイクロ水力発電の導入に当たっては、

これらのことを総合的に勘案しながら取り組ん

でいく必要があると考えております。

○新見昌安議員 総括質疑の最後に、ゼロ予算

施策について伺いたいと思います。

有能な県庁職員が知恵を絞り、工夫を凝らし

ながら、県民サービスの向上を図る施策を推進

する、それもお金をかけずに、これも極めて大

事な取り組みじゃないかと思います。平成21年

度には、各課から提案された11の事業が実施さ

れておりますけれども、これについて２つほど

伺いたいと思います。１つは、わがまちの日本

一、世界一データ発信についてであります。こ

れについては、県のホームページに掲載されて

はいるところですけれども、直近の市町村合併

の直前の28市町村ごとに県北、県南に分けて、

細かい字でまとめてあるようであります。この

データ発信事業、当初想定した目的と発信方法

について、県民政策部長に伺いたいと思いま

す。

○県民政策部長（山下健次君） この「わがま

ち自慢」は、県民の皆様に、それぞれの市町村

における全国に誇れるいわば「ふるさとの宝」

を知っていただくことによりまして、地域住民

の方々の自信や誇りにつながり、地域が元気と

なる一助になるとともに、県内外にＰＲするこ

とを目的としたものでございますが、Ａ３判の

パンフレット形式にまとめまして、5,000部を作

成して、昨年の12月、県内の市町村を初めとし

て、すべての学校、県の機関、その他、各県の

宮崎県人会あるいは九州各県など県外にも配布

して、ＰＲを行ったところでございます。ま

た、御指摘のように、県ホームページにも掲載

をしているところでございます。

○新見昌安議員 ２つ目が、県営住宅管理シス

テムの市町村との共同利用についてであります

けれども、この具体的な内容と成果がどうだっ

たか、県土整備部長に伺いたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県営住宅管理

システムの市町村との共同利用につきまして

は、市町村営住宅の管理コストの負担軽減にも

つながることから実施したものであります。こ

の成果といたしましては、県と同一の指定管理

者の導入を予定していた延岡市において、平

成21年４月から共同利用がなされ、管理の効率

化や住民サービスの向上が図られたところであ

ります。

○新見昌安議員 それぞれ答弁をいただき、あ

りがとうございました。以上で私の総括質疑を

終わります。（拍手）

○中村幸一議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。平成21年度決算

についての総括質疑を行います。

今回の決算の結果は、一般会計において、歳
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入で6,134億5,000万円余、歳出で6,062億5,000

万円余、実質収支で20億円余の黒字となってい

ます。しかし、政府が後年度措置するとする臨

時財政対策債の増加で、県債発行額は前年より

大幅にふえ、県債残高は9,226億2,200万円余と

膨大な額に達し、国の責任を問いつつも、厳し

い財政運営が迫られています。また、社会経済

状況も、県民の暮らしにとって安心できるもの

ではありません。こうした状況を背景に、県

は、県民の暮らし全体に責任を負う地方自治体

としての役割、責任がより一層求められること

になっています。21年度決算をしっかり総括し

て、新年度予算に生かしていかなければならな

いと思います。

まず、財政運営について伺います。

歳入ですが、地方交付税はさらに減らされて

います。その分を後年度で措置するという臨時

財政対策債が大幅にふやされ、それに伴い県債

発行額が累増しています。21年度の臨財債の額

と、当年度にどれほど交付税措置されている

か、また、これまでの臨財債の額と臨財債に対

する交付税措置状況をお伺いし、後は質問者席

から質疑を行います。（拍手）〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

臨時財政対策債についてであります。平成21

年度の臨時財政対策債の発行額は、474億1,977

万6,000円であります。交付税措置につきまして

は、過去発行した臨時財政対策債の平成21年度

における元利償還金相当額102億5,688万9,000円

が基準財政需要額に算入されております。これ

までの臨時財政対策債の発行額につきまして

は、平成13年度が117億円、以下、14年度243億

円、15年度424億円、16年度307億円、17年度237

億円、18年度213億円、19年度193億円、20年

度235億円、21年度が474億円となっており、平

成21年度末の残高は2,233億円となっておりま

す。また、これまでの臨時財政対策債に係る元

利償還金につきましては、毎年度その全額が交

付税算定の基礎となる基準財政需要額に算入さ

れ、交付税措置されているところであります。

以上です。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 臨財債の交付税措置につい

ては、政府のほうにも、しっかりとその措置が

されるように、その都度、申し入れをしていく

必要があるというふうに思っています。

次に、県税収入について伺います。自主財源

の柱である県税収入が大幅に落ち込んでいま

す。あわせて、個人県民税の未済が大幅にふえ

ています。その要因をどのように分析し認識さ

れておられるか、その対応についても伺いたい

と思います。

○総務部長（稲用博美君） 平成21年度の県税

収入額は、前年度に比べ1 3 6億 4 , 0 0 0万円

余、13.5％の減となっております。これは、景

気の低迷による企業収益の悪化から、法人県民

税及び法人事業税の法人２税が大幅な減収と

なったことなどに加え、法人事業税の一部が国

税である地方法人特別税となった影響によるも

のであります。次に、個人県民税の収入未済額

は、前年度に比べ２億2,500万円余増加しており

ますが、滞納繰越分の収入未済額が２億8,300万

円余増加したことによるものであります。個人

県民税の収入未済額の圧縮につきましては、直

接徴収や併任人事交流など、市町村と一体と

なった徴収対策に取り組んだところであります

が、今後とも、市町村との連携をより密にし

て、収入未済額の圧縮に努めてまいりたいと考

えております。

○前屋敷恵美議員 県民税の未済の増加は、や
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はり昨今の厳しい経済状況を反映しての結果だ

というふうに思っています。税の公平性は当然

ですけれども、個別の事情を十分に把握し、勘

案して、それぞれの対応が必要かというふうに

思っておりますので、その辺を指摘しておきた

いというふうに思います。

次に、歳出について伺います。21年度の不用

額が48億5,000万円余と、前年度を大幅に上回る

額となっています。特に不用額の多い民生費、

衛生費について、その内容、理由を伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 民生費の不用

額につきましては、介護基盤緊急整備等臨時特

例基金事業について、施設整備や改修等の事業

の一部が翌年度の実施に変更されたこと、生活

保護扶助費について、被保護世帯の必要額が見

込みを下回ったこと等によるものであります。

また、衛生費の不用額につきましては、新型イ

ンフルエンザ対策でのワクチン接種に対する補

助事業について、接種希望者が見込みを下回っ

たこと、難病患者を対象とした特定疾患医療費

について、受給者数や治療費が見込みを下回っ

たこと等によるものであります。

○前屋敷恵美議員 それぞれ理由がありますけ

れども、多額の不用額は、その分、予算を十分

に活用するという点では、的確な予算化が必要

だと思います。そして、その分を県民施策の必

要なところに回すという、この基本的な立場に

立った運営を求めたいというふうに思います。

次に、監査意見書での指摘事項について伺い

ます。

工事等の変更契約についての指摘や財務会計

事務についての指摘がなされております。どの

ような内容かお聞かせいただきたいと思いま

す。

○代表監査委員（城倉恒雄君） まず、契約の

変更理由に妥当性を欠くことだというふうに思

いますけれども、この事例につきましては、西

都土木事務所がバイパス工事に関連しまして農

業用水路を整備したわけですけれども、設計段

階で地元との協議が不十分であったために、工

事の段階で契約変更を余儀なくされた事例でご

ざいます。さらにもう１つ、財務会計の事務の

関連でございますけれども、定期監査の指摘で

は今回115件ほどやっておりますけれども、その

主な内容を申し上げますと、１つには、調定事

務がおくれているなど収入事務が適当でないも

のが33件、それから２つ目は、補助金の交付決

定事務がおくれているなど支出事務が適当でな

かったものが27件、３つ目は、契約書の作成が

大幅におくれているなど契約事務の適当でない

ものが24件ございました。以上です。

○前屋敷恵美議員 例年こうした指摘がなされ

ているわけですけれども、どのように今後対応

していくのか、その方向も示していただきたい

と思います。

○会計管理者（加藤裕彦君） 財務会計につい

てです。会計管理局といたしましては、これま

で財務会計事務研修や実地指導検査等の充実を

図り、職員の事務能力の向上に取り組んできた

ところでありますが、監査委員の指摘を踏ま

え、今後、指導等の強化を図るなど、より一

層、公正で適正な財務会計事務の確保に努めて

まいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、その方向での改善を

図っていただきたいと思います。

次に、各種施策・事業について伺います。

まず、福祉関連で、県民の暮らしと健康を守

るという点で、市町村国保における各自治体の

国保税の滞納状況、滞納世帯に発行される短期

保険証や資格証明書の発行状況、また無保険証
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世帯、いわゆるとめ置きの状況を伺いたいと思

います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成21年６月

１日現在で、滞納世帯数は４万8,398世帯、この

うち短期被保険者証を交付されている世帯数が

１万6,188世帯、資格証明書を交付されている世

帯数が3,173世帯であります。また、被保険者

証、短期被保険者証、資格証明書のいずれも

持っていない、いわゆる未交付世帯について、

市町村への聞き取りを行ったところ、現時点で

は、20市町村、6,328世帯となっております。な

お、未交付世帯につきましては、それぞれの事

情に応じた適切な対応が図られるよう、市町村

への助言等を行っているところであります。

○前屋敷恵美議員 保険証がないという状況

は、病院にすぐにかかれないということを示し

ていると、そういった点では、県民の健康その

ものが守れない状況であるというふうに私は考

えます。ですから、まずは保険証を渡して、受

診をする、治療をするということを前提に、そ

の後、親身な個別の対応が必要かと思いますの

で、そういう方向での国保、市町村に指導・援

助していただきたいというふうに思います。

次に、特別養護老人ホームの待機者の状況、

そして解消の取り組みについて伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 特別養護老人

ホームの待機者数は、平成21年４月時点で3,150

人となっております。また、待機者解消の取り

組みとしましては、在宅サービスの利用促進と

あわせて、認知症高齢者グループホームなどの

施設整備や特別養護老人ホーム併設のショート

ステイ床の定床化を進めているところでありま

す。

○前屋敷恵美議員 高齢者の安心できる老後を

確保するというのは、やはり行政の大きな役割

ですので、充実を図っていくように努めていた

だきたいというふうに思います。

次に、自殺対策について伺います。毎年300名

を大幅に上回る自殺者が出るという深刻な事態

が続いていますが、自殺防止策、どのように取

り組んだのか、その取り組みについて伺いま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県では、自

殺対策といたしまして、自殺などに関する正し

い知識の普及啓発や人材養成などに取り組んで

おります。昨年度は、国の地域自殺対策緊急強

化交付金をもとに造成した基金を活用して、テ

レビやラジオでのＣＭ放送、フォーラムやパネ

ル展などを開催し、県民への普及啓発に努めた

ところです。また、医師や精神保健福祉士など

の医療・福祉の専門職、民生委員など、地域で

のキーパーソンを対象とした研修会を開催し、

人材の養成を図ったところであります。さら

に、自殺対策を進める上では、地域での取り組

みが重要でありますので、保健所を中心とした

ネットワークづくりのほか、市町村や民間団体

が自主的に行う事業に対して支援を行ったとこ

ろであります。

○前屋敷恵美議員 みずから命を絶つことの深

刻さを十分に受けとめて、きめ細かな対応を求

めたいというふうに思います。

次に、雇用対策について伺います。平成21年

度における企業倒産の状況について、その倒産

件数、係る事業所の従業員数について伺いま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 民間調査

会社によりますと、平成21年度の負債額1,000万

以上の倒産件数は74件となっております。ま

た、倒産企業の従業員数は681人となっておりま

す。
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○前屋敷恵美議員 次に、緊急雇用創出事業臨

時特例基金事業、この事業を活用して、雇用が

どの程度創出されたのか伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 平成21年

度における緊急雇用創出事業臨時特例基金事業

による雇用創出数は、県、市町村を合わせ

て1,348人、また、ふるさと雇用再生特別基金事

業では443人となっておりまして、２つの基金事

業で計1,791人の雇用を創出したところでござい

ます。

○前屋敷恵美議員 こういった基金を使っての

雇用の創出とか、また、誘致企業で当年度22社

で1,511人の最終的な雇用が予定されているとい

う報告もありますけれども、一方、企業倒産で

御報告いただきましたように、新たに失業者が

生まれるということをどう食いとめるかという

ことも県の大きな行政の役割ですので、そのと

ころをあわせて、雇用対策、失業対策に当たっ

ていただきたいというふうに思います。

次に、教育関連で伺います。少人数指導推進

モデル事業について、その内容と成果について

伺います。

○教育長（渡辺義人君） 少人数指導推進モデ

ル事業は、小学３年生から６年生におきまし

て、児童の学習の習熟の程度に応じ、学習集団

を少人数に分けて指導するなど、きめ細かな教

育を実現することにより、基礎学力の向上を目

指すものであります。指導教科といたしまして

は、習熟の程度に差が生じやすい国語、算数、

理科を中心に、各学校の実態に応じて取り組ん

でおります。成果につきましては、本事業に取

り組んでいる学校からは、少人数指導により、

「一人一人の学習に応じたきめ細かな指導がで

きるようになった」あるいは「学習の仕方を身

につけさせることができるようになった」など

の評価があり、子供たちの基礎学力の向上につ

ながっていると考えております。

○前屋敷恵美議員 このモデル事業の効果・成

果が示されたというふうに思いますが、ぜひ、

この経過を踏まえて、今後、全学年での少人数

学級の実施に広げていただきたいというふうに

思います。

次に、特別会計について伺います。

沿岸漁業改善資金特別会計について、今年度

も多額の不用額が出ておりますが、その要因や

活用改善がどの程度図られてきたのか伺いたい

と思います。

○農政水産部長（髙島俊一君） 沿岸漁業改善

資金特別会計の不用額につきましては、魚価の

低迷や燃油価格の高騰など、厳しい漁業情勢を

反映し、資金需要が低迷していることがその要

因であると考えております。県といたしまして

は、今後とも、融資条件の緩和など、運用の改

善を進め、本資金の有効活用を図ってまいりた

いと考えております。

○前屋敷恵美議員 あわせて、母子寡婦福祉資

金特別会計についても不用額が多額ですが、借

り手の意向に沿った適切な貸し付けとなってい

るのか伺いたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 母子寡婦福祉

資金につきましては、県福祉こどもセンター等

に配置された母子自立支援員が窓口となって、

申請者に借り入れの目的等について十分な面談

や調査を行い、無理のない償還計画などを助言

することで、適切な貸し付けを行っておりま

す。また、利用促進を図るため、新聞による広

報や教育委員会との連携による中高生向けチラ

シの配布など、あらゆる機会を通じて制度の周

知に力を入れているところであります。

○前屋敷恵美議員 今、厳しい経済状況のもと
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で、県民の暮らしや経営も厳しい状況にありま

す。こうした県民をサポートする貸付事業です

から、十分活用の効果が上げられるように改善

を図っていただきたいというふうに思います。

次に、県立病院事業会計について伺います。

平成21年度決算で、単年度の純損失が11

億2,800万円余、累積欠損額が269億9,200万円余

と、大変厳しい数字が示されておりますが、こ

のことをどのように分析しておられるか。ま

た、公立病院としての役割を果たしつつ改善を

図ることが求められていますが、今後の考え方

についてもあわせて伺いたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 平成21年度は、

前年度の延岡病院に続き、宮崎・日南両病院も

診療報酬の包括請求方式であるＤＰＣに移行す

るなど、収益確保に努める一方、徹底した費用

削減に取り組みました。しかしながら、全国的

な医師不足の影響を受け、一部の診療科が休診

となったことなどから収益が大きく落ち込み、

前年度よりも赤字幅が広がる結果となったとこ

ろであります。このため、今後、これまでの取

り組みを一層徹底しますとともに、最重要課題

である医師の確保に努め、民間医療機関からの

紹介等による重篤患者の受け入れを進めること

によって収益の向上を図り、経営改善に努めて

まいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 宮崎の県立病院の存在とい

うのは、高度医療を担う地域医療の中核とし

て、重要な役割、使命を負っているというふう

に思います。一方、採算性から見れば、大きな

リスクも伴うわけです。しかし、そこが公立病

院たるゆえんでもあります。医師の確保など困

難がありますけれども、今後の努力を期待した

いというふうに思います。

最後になりますが、限られた時間内での質疑

でしたので、大変早口になりました。さらに深

めさせていただきたいと思いますが、今回の決

算を通して、行政運営や財政運営について、そ

のあり方、また厳しい経済状況の中での県民の

暮らしの状況など、その実態が浮き彫りになっ

たと思います。改めて、県民の暮らしや福祉の

向上に責任を負う地方自治体としての役割が大

きく問われることになると思います。知事は、

この平成21年度決算をどのように総括しておら

れるかお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 本県の財政は、自主

財源の占める割合が低く、財政基盤が脆弱な上

に、地方交付税等の減少や社会保障関係費の増

大等によりまして、引き続き、大変厳しい財政

運営を強いられました。このため、平成21年度

の財政運営に当たりましては、宮崎県行財政改

革大綱2007の財政改革プログラムに基づきまし

て、義務的経費の圧縮や投資的経費の縮減・重

点化、事務事業の見直しのさらなる強化など、

徹底した行財政改革に取り組んでまいりまし

た。また、選択と集中の理念のもと、「新みや

ざき創造戦略」等に基づく重点施策の推進に取

り組むとともに、長引く不況により低迷する本

県経済対策につきましては、国の経済危機対策

に対応した補正予算を直ちに措置するなど、ス

ピード感を持って取り組んでまいったところで

あります。さらに、予算の執行に当たりまして

も、本県の財政状況について、職員一人一人が

十分認識し、年度を通じて計画的・効率的な執

行を図るとともに、県税収入を初めとする自主

財源の積極的な確保や徹底した経費節減に努め

たところであります。このような取り組みの結

果、平成21年度は、全体としては厳しい財政状

況に対応した、堅実かつ着実な財政運営を図る

ことができたものと考えております。
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○前屋敷恵美議員 経費の節減などに努められ

た、そういう答弁でありましたけれども、やは

り県職員の方々の人件費の削減など、この問題

をそのまま見過ごすことはできないという状況

も、私は一方ではあるというふうに思いま

す。21年度決算をしっかり踏まえて、県民の暮

らし、福祉に責任を負うとする地方自治体の本

旨を全うするべき施策の推進を、新年度予算に

しっかりと生かしていただきたい、このことを

強く申し上げて、総括質疑を終わります。（拍

手）

○中村幸一議長 次は、武井俊輔議員。

○武井俊輔議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、武井俊輔でございます。愛みやざきを代表

して総括質疑をさせていただきます。あと４名

というところでお疲れのところ、よろしくお願

いいたします。

あと東国原知事の出処進退まで１時間余りで

あろうかと思います。ちょうど思い起こします

と、４年前の今ごろぐらいでしたでしょうか、

東京の三軒茶屋のファミレスで、県知事になる

と強い覚悟をおっしゃっていたのをちょっと思

い出しまして、私はとめたんですけれども、知

事は道を貫かれて、それから４年なんなんがた

ちました。今回もマイウェイをぜひ貫かれ、宮

崎のため、日本のために御活躍いただけること

を心からお祈りをいたしております。

では、早速総括質疑に移ります。執行部の皆

様、答弁は簡潔によろしくお願い申し上げま

す。宮原議員などから生活保護などございまし

たので、重複したものは割愛をしながら、総括

質疑を行ってまいります。

まず、歳入について、知事にお伺いいたしま

す。

平成21年度において、決算書等を見ますと、

不動産売り払いなど、積極的に県として取り組

まれておるようでございますが、県として、特

に昨年度、21年度、新規に取り組んだ歳入確保

策などがあればお伺いをいたします。

以下は質問者席で行います。ありがとうござ

いました。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

歳入確保についてであります。本県の脆弱な

財政基盤を改善していくため、県税や使用料・

手数料、財産収入等の自主財源の割合を引き上

げていくとともに、地方交付税等の依存財源に

ついても、所要額の確保に取り組むことが大変

重要であると考えております。特に自主財源に

つきましては、県税の課税・徴収の両面からの

税収確保の取り組みを一層推進するとともに、

使用料・手数料について、公平性や受益者負担

等の観点から、全般にわたる徹底した見直しを

行い、さらには、未利用財産のうち今後とも利

用見込みのないものについて、売り払いや貸し

付けを行うなど、積極的な歳入確保に取り組ん

だところであります。以上です。〔降壇〕

○武井俊輔議員 続きまして、先ほど知事から

もありました県有財産の売却等についてお伺い

いたします。総務部長に伺いますが、具体的に

どのように取り組まれたか。また、県職員宿舎

並びに共済住宅の貸付料、いわゆる家賃ですけ

れども、これらの適正化にどのように臨まれた

か伺います。

○総務部長（稲用博美君） 将来活用する計画

のない県有財産につきましては、積極的に売却

等を進めており、平成21年度は、一般会計で25

件、１億9,300万円余の売却実績でございまし

た。職員宿舎の貸付料についてでありますが、

これは宮崎県職員宿舎貸付料算定基準により算
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定しております。21年度は３年ごとに行ってい

る算定基準の見直しの年でありましたので、物

価の動向あるいは民間との格差も念頭に置きな

がら、駐車場を含めまして平均で約３％の増額

を行ったところであります。

○武井俊輔議員 続きまして、広報の決算につ

いて、県民政策部長にお伺いをいたします。

広報活動費が１億9,781万円余ということでご

ざいますが、広報誌の発行、放送内容等につい

てはいろいろと説明もあるんですが、この県政

番組の実際の効果についてということで、県政

テレビ番組の視聴率、ラジオの聴取率、並びに

ホームページのアクセス件数及びそれらの向上

のための取り組みについてお伺いをいたしま

す。

○県民政策部長（山下健次君） 21年度の県政

番組の視聴率・聴取率でございますが、テレビ

でＭＲＴが4.3％、ＵＭＫが7.4％、ラジオはＭ

ＲＴ4.9％、ＦＭ宮崎が2.4％となっておりま

す。この視聴率等につきましては、番組内容の

充実を図るとともに、県ホームページあるいは

ポスター、各局独自で作成した番組ＣＭなどＰ

Ｒに取り組みまして、おおむね前年度を上回っ

たところであります。また、県ホームページの

アクセス件数でありますが、月平均約242万件と

なっておりまして、ほぼ前年並みとなっており

ます。アクセス件数の向上につきましては、適

時・的確な情報更新に努めることはもとよりで

すが、新聞広告あるいは県政テレビ番組等にお

いて、ホームページの周知を図りますととも

に、新たに「動画ニュースみやざき」の配信な

どにより、掲載内容の充実に取り組んだところ

でございます。

○武井俊輔議員 引き続いての向上の取り組み

をお願いしたいと思います。

続きまして、県立芸術劇場大規模改修事業に

ついてお伺いをいたします。

この改修の経費、１億3,122万円余ということ

でございますが、22年度にもこれとは別に5,000

万以上の繰り出しが起こっております。19年度

以降の繰り越し分も含めたこの大規模改修にか

かった総額は幾らであるのか。また、改修費が

非常に高額でありますけれども、これらの改修

費の経費節減の努力はどのようになされたの

か、あわせて伺います。

○県民政策部長（山下健次君） 県立芸術劇場

は平成５年に開館しまして、相当の年数が経過

しまして、修繕、更新などを必要とする設備が

増加してきましたことから、19年度から改修を

行っておりまして、21年度事業費は、22年度へ

の繰り越し5,762万3,000円を含めまして１

億8,884万6,000円でございまして、この３年間

の総額は３億7,669万9,000円となっておりま

す。また、改修に当たりましては、安全性にか

かわる箇所を優先的に実施するとともに、設備

の特殊性などから発注先が限定されるものを除

きまして一般競争入札を行うことによって、経

費の圧縮に努めてきたところでございます。

○武井俊輔議員 続きまして、福祉保健部長に

お伺いをいたします。社会福祉事業団自立化交

付金８億円についてお伺いをいたします。

この事業は、21年度で５年計画の最終年度と

なったものであります。したがいまして、県は

合わせて40億円をこの事業に投下してきたこと

になるわけですが、その効果、すなわちこれに

より、社会福祉事業団の自立化のめどは立った

のか、また、今後これ以上の県の負担というの

は生じないのか、あわせてお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県では、自立

化交付金を平成17年度から21年度にかけて毎年
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度８億円ずつ交付するとともに、平成18年４月

には、県立社会福祉施設10施設を無償で譲渡す

るなど、経営の自立化を支援してきたところで

あります。この間、事業団においても、職員数

の削減や組織体制、給与制度の見直し等を行っ

た結果、収入に対する人件費の割合が平成16年

度の72.9％から21年度には52.9％となるなど、

大幅に経営が改善されております。これらを一

体として実施してきたことにより、平成22年度

以降、県からの財政支援に依存しない自立した

経営が可能な体制の整備が図られたところであ

ります。

○武井俊輔議員 次に移ります。クリーニング

試験等を行っています生活衛生監視試験費、こ

れについて、再び福祉保健部長にお伺いをいた

します。

予算額が352万円余なんですけれども、決算額

が200万にも満たないということで、半分以上の

未済となっておりますけれども、大きく減少し

た理由についてお聞かせください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 生活衛生監視

試験費は、生活衛生営業施設の監視指導や入浴

施設の水質検査等を行うもので、年間を通じた

計画的な監視指導に加え、レジオネラ菌の検出

等、突発的な事案に備え、必要な予算を確保し

ていたものでありますが、現地調査や検査を要

する事例が少なかったことなどから、予算に不

用が生じたものであります。

○武井俊輔議員 続きまして、エコクリーンプ

ラザみやざき改修について、環境森林部長にお

伺いをいたします。

21年度、浸出水調整池の破損問題で大変大き

く取り上げられて以降の補修が始まっておりま

したが、この21年度におけるエコクリーンプラ

ザみやざきの浸出水調整池補強工事に関する費

用について、県の貸付額とその理由、及び当該

年度の工事の進捗状況についてお伺いをいたし

ます。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 県が貸し付け

ております金額につきましては、浸出水調整池

の補強工事に要します費用、13億6,000万円のう

ち、その半分に当たります６億8,000万円でござ

います。この費用負担につきましては、県及び

県央地区関係の11市町村間で協議を重ねた結

果、一日も早く全面的に施設の機能を回復さ

せ、地元住民の方々の安全・安心の確保を図る

ために、速やかに補強工事に着手することを最

優先に考え、当面、県と市町村で折半して貸し

付けることとしたものでございます。また、補

強工事の進捗状況につきましては、現在でござ

いますが、８月末で60.6％となっております。

○武井俊輔議員 続きまして、宮崎フリーウェ

イ工業団地について、商工観光労働部長にお伺

いをいたします。

まず、２点お伺いをいたします。宮崎フリー

ウェイ工業団地の企業誘致補助金13億3,626億円

余についてお伺いをいたします。この金額は、

大きく分けますと、貸し付けと管理費補助とい

うふうに分かれていますが、無利子貸し付けと

管理費補助の金額の内訳、また、この管理費と

いうものの内容についてお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 内訳につ

きましては、単年度無利子貸付金の13億3,186

万4,000円と、土地開発公社が実施する団地の巡

視や草刈りなどの管理費補助439万9,000円がそ

の内訳でございます。

○武井俊輔議員 これなんですけれども、無利

子貸し付けについてなんですが、結局、予算を

組んで、３月31日に一たん県に返納させて、要

は公社としては、公社は今度解散しますけれど
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も、１日だけ銀行に借りさせて、また４月１日

に新年度予算で県が予算を入れて、それをまた

土地開発公社は銀行に返すというような形を

とっているわけなんですが、すなわち結果とし

て、県の予算というのは、無利子貸し付けとい

う名目のもとに、ずっと塩漬け状態に事実上

なっているというような状況であったんだろう

と思います。これは民間であれば、本当に粉飾

と言われてもしようがないのかなと思うんです

が、すなわち、結局こういうことになってし

まったというのも、これはひとえに販売不振が

続いてきたからと、こういう予算を組まなきゃ

いけなかったのは、販売不振が原因であるとい

うことで理解してよろしいんでしょうか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 土地分譲

が進めば、約13億円の貸付金は縮小したものと

考えております。

○武井俊輔議員 わかりました。そういう状況

にもまたなっていたということでございます。

理解しました。

次に移ります。立地企業フォローアップ対策

強化事業についてお伺いをいたします。

これは、施策の成果としては、訪問企業が364

件ありましたとか、いろいろと成果は聞くんで

すが、いろいろと実際に立地企業の方に伺いま

すと、要は未誘致のときは非常に熱意があった

けれども、いざ実際に来てしまうと、要望につ

いての対応もなかなかうまく進まないというよ

うな不満の声も聞くんです。ですから、訪問し

た数ではなくて、実際に誘致先の要望実現が

あって初めてこの政策というのは意味をなすも

のだと考えますが、実際にそういった要望実現

にはどのように向かい合って取り組まれたのか

お伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 企業から

寄せられました人材の育成確保あるいは取引先

の拡大などの要望、相談に対しましては、地元

市町村や関係機関と連携して、その解決に取り

組んでおります。具体的には、ふるさと宮崎人

材バンクからの人材の紹介あるいは県内外で実

施しているふるさと就職説明会への参加、こう

いうものを促す、あるいはまた、県などで実施

しております技術の高度化や経営者育成等に関

する各種研修会等の案内をしているところでご

ざいます。加えまして、産業支援財団のコー

ディネーターによる新商品開発、販路拡大等へ

の相談窓口等もあっせんしたところでございま

す。

○武井俊輔議員 次の一村一祭は、ちょっと重

複しましたので、飛ばさせていただきます。

続きまして、農政水産部長に魅力あるみやざ

きの果樹産地育成事業についてお伺いをいたし

ます。

これは2,299万円余の予算がついているわけで

すが、この中で、ポストマンゴー、マンゴーの

次のものの育成、産地化を図ったということが

政策評価として挙がっておりますが、具体的に

は、どのような作物について、どのような取り

組みをされたのかお伺いをいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 昨年度の魅力

あるみやざきの果樹産地育成事業におけるポス

トマンゴーの取り組みにつきましては、完熟マ

ンゴーに次ぐ新たな亜熱帯果樹の導入を目的

に、中国に職員を派遣して、現地の亜熱帯果樹

の調査を実施いたしました。この結果、これま

でのタイや台湾等における調査とあわせ、ライ

チとインドナツメが最も有望であると判断し、

本年度は、亜熱帯作物支場や生産者による栽培

試験に着手したところであります。今後は、栽

培試験結果の分析や果実の市場性等の調査を行
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いながら、ライチとインドナツメを新たな亜熱

帯特産果樹として育成してまいりたいと考えて

おります。

○武井俊輔議員 わかりました。建設業のやつ

は、ちょっと重複しましたので、飛ばします。

続きまして、知事にお伺いをいたします。

入札改革は、東国原県政のまさに目玉政策の

一つであったと言えますが、21年度において、

その結果、この改革を行った結果、どの程度の

金額が執行残として浮いてきたのか。そしてま

た、それに伴い、例えば工事がどの程度増加に

なったとか、進捗率のアップがあったとか、そ

のあたりの変化があったのかお伺いをいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 公共三部におきまし

ては、平成21年度に、予定価格ベースで616億円

の工事を発注しております。平成18年度と平

成21年度の落札率の差は4.9％でありますので、

この差に相当する金額は30億円という計算にな

ります。また、入札の結果、予算に残額が生じ

た場合は、道路、河川等、必要な社会資本整備

に再投資しているところであります。以上で

す。

○武井俊輔議員 わかりました。

最後になります。全国スポーツ・レクリエー

ション祭、スポレクみやざきについて、教育長

にお伺いをいたします。

この開催事業、３億6,121万円余でございまし

たが、この中には当然国からの補助金等もあっ

たかと思いますが、県の実質的なスポレク祭に

ついての負担額は幾らであったのか。また、こ

の開催の成果並びに経済効果をどの程度であっ

たと認識されているかお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 平成21年度の全国ス

ポーツ・レクリエーション祭の開催経費３

億6,100万円のうち、国庫補助金額は１億3,815

万円で、県費負担額は２億2,306万5,000円と

なっております。開催の成果としましては、本

県が推進しております「スポーツランドみやざ

き」の魅力を全国に発信するとともに、県民の

皆様には、スポーツを一層身近に感じていただ

き、だれでも気軽にスポーツに親しむことがで

きる「スポーツの生活化」への契機になったも

のと考えており、地域のシンボルスポーツとし

て定着しつつある種目も出てきております。な

お、経済波及効果は、約22億3,000万円と算出し

ております。

○武井俊輔議員 それぞれ御答弁ありがとうご

ざいました。以上で終わります。（拍手）

○中村幸一議長 次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） 平成21年度

決算に対する総括質疑を行います。

初めに、臨時財政対策債、いわゆる臨財債に

ついてお尋ねいたします。

さて、本来、臨財債は、当年度のみの臨時的

措置として平成13年度に導入されたものであり

ますが、現在に至るまで延長され続けてきてお

ります。さらにまた、臨財債は、国の予算不足

を補完するため、地方交付税の交付額を減ら

し、その穴埋め分として、地方公共団体みずか

らに地方債を発行させる形式ともなっておりま

す。そして、その償還財源については、後年度

の地方交付税で措置するとされており、実質的

には地方交付税の代替財源と言えるものでもあ

ります。まず、総務部長に、臨財債に関して、

これが県債発行額に占める割合はどうなってい

るのか。そしてまた、後年度普通交付税で措置

するとされている元利償還金については、今後

何カ年で国から交付される予定となっているの

か、平成21年度発行分についてあわせてお伺い
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をいたします。

次に、農林水産業の振興についてでありま

す。

まず、林業についてであります。本県の飫肥

杉には、アラカワやガリンあるいはトサグロな

ど18の品種があり、成長に富むもの、あるいは

弾力性にすぐれる品種などと、それぞれが異

なった特性を持っております。申すまでもな

く、このような特性は、伐採期までの期間や材

価など、経済性に直結するものであります。そ

のような観点から、平成21年度の林業技術セン

ターにおける杉品種に係る試験研究の取り組み

について、環境森林部長にお尋ねいたします。

次に、水産業についてでありますが、平成22

年９月27日現在の県内３トン以上漁船の船齢を

見ると、15年未満186隻、15年以上25年未満429

隻、25年以上838隻となっており、船齢15年以上

が全体の87％を超す状況にあります。ところ

で、漁船の更新建造については、15年が一つの

目安と、これは経営的にでありますけれども、

一つの見方としてあります。申し上げましたよ

うな状況の中、平成21年度の漁業近代化資金貸

し付けに対する利子補給承認実績は、16件、３

億4,888万円にとどまっております。本資金貸し

付けについて、申請時点での却下案件はなかっ

たのか、農政水産部長にお尋ねいたします。

さらに、漁業近代化資金の利子補給承認実績

でありますが、平成20年度が26件、昨年度が16

件と大きく減少しております。承認実績が少な

かった理由についてもあわせて伺っておきま

す。

次に、各種統計調査の実施についてでありま

す。

平成21年度一般会計決算の（項）統計調査費

で1,188万7,317円の不用額を生じております

が、その理由について、県民政策部長にお尋ね

いたします。

次に、監査委員より提出された宮崎県歳入歳

出決算審査意見書に関し、２点、代表監査委員

に伺います。

まず、１点目であります。審査意見の中の

「財政運営について」の意見の中に、「持続的

に健全性が確保される財政構造への転換に向け

た取り組みを行うことが望まれる」とあります

が、具体的には、どのような問題意識に立って

要望されたものか。

２点目であります。「予算の執行について」

の中で、「随意契約について」として「２者あ

るいは３者による見積もり合わせを行うなどの

取り組みが進められていることが認められた」

とありますが、逆に、合理的な理由がないのに

１者随契を行っていたものがあったのか、そう

であれば、その件数と内容をお示しください。

次に、会計別決算の状況に関してでありま

す。農業改良資金特別会計の収入未済額１億671

万7,717円について、収入未済の内容と回収見込

みを農政水産部長に、また、林業改善資金特別

会計の収入未済額1,496万715円の収入未済の内

容と回収見込みを環境森林部長にそれぞれお尋

ねし、壇上からの質疑を終わります。（拍手）

〔降壇〕

○県民政策部長（山下健次君）〔登壇〕 お答

えいたします。

統計調査費の不用額の理由についてでありま

す。統計調査費の不用額1,188万円余のうち、国

の統計調査を実施いたします委託統計費が1,089

万円余となっておりまして、９割以上を占めて

おるところであります。この中で、本年の２月

に実施いたしました農林業センサスに係る市町

村交付金が最も多く、691万円余となっておりま
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す。この交付金は、前回の調査に基づいた調査

対象数等により決定しておりましたが、各市町

村が２月以降、実際に調査をした結果、調査対

象数が前回よりも5,000程度、約13％強減少した

ことに伴いまして、調査員報酬などが相当額不

用となったものであります。以上であります。

〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

臨時財政対策債についてであります。平成21

年度の臨時財政対策債の発行額は、474億1,977

万6,000円であります。また、県債発行額に占め

る割合は、約53％であります。

次に、交付税措置であります。平成21年度に

発行した臨時財政対策債の元利償還金につきま

しては、交付税の算定上、30年で償還するもの

として基準財政需要額に算入されており、平

成51年度までの30年間、措置される予定であり

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。

まず、杉の品種に関する研究についてでござ

います。林業技術センターにおきましては、平

成20年３月に「スギ品種特性表」を作成してお

りまして、林家等への普及指導に活用している

ところでございます。また、平成21年度から、

国の林木育種センター九州育種場と共同して、

成長がよいか、幹が真っすぐであるかという点

とか、強度、木材の色等につきまして、よりす

ぐれた杉品種の候補を選ぶ研究に着手しており

まして、まず、県有林内の杉試験地で、昭和58

年に植栽した214個体の中から、６個体を選抜し

たところでございます。今後は、この選抜した

ものを含めた優良候補木から苗木を採取し、県

内数カ所の試験地に植栽して、成長や材質等に

ついて経過を調査していくことにしておりま

す。

次に、林業改善資金特別会計であります。林

業改善資金の収入未済の内容につきましては、

平成14年度以前に県が直接貸し付けた案件であ

りまして、林業事業体が新たに林業機械を導入

するための資金などでありますが、平成21年度

につきましては、鋭意回収に努めた結果、収入

未済額が前年度より減少したところでございま

す。また、今後の回収見込みにつきましては、

各農林振興局と森林組合等が連携いたしまし

て、保証人を交えて、個々の実情に応じた償還

指導を行っているところであり、収入未済額の

圧縮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〕

○農政水産部長（髙島俊一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、漁業近代化資金の借り入れ申請につい

てであります。漁業近代化資金は、漁業協同組

合が貸し付け決定し、利子補給の承認申請が

あった漁船建造資金等の融資に対し、県が利子

補給を行うものでありまして、昨年度、県にお

いて、利子補給の承認申請を却下した事例はご

ざいません。

次に、漁業近代化資金の承認実績についてで

ございます。漁業近代化資金の承認実績が少な

かった主な理由といたしましては、平成20年に

おける燃油価格の高騰による経費増大など、先

行きの不透明感が高まったことにより、漁船建

造やエンジンの更新といった新たな設備投資へ

の意欲が減退したことが考えられます。

最後に、農業改良資金特別会計についてであ

ります。収入未済の内容につきましては、平

成14年度以前に県が直接貸し付けた案件のもの

であり、例えば青年農業者が新たに経営を開始
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する際の資金などであります。また、回収見込

みにつきましては、現在、各農林振興局と農協

等が連携して、借り受け者に対する営農指導や

保証人を交えた個々の実情に応じた償還指導を

行っているところであり、収入未済額の圧縮に

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〕

○代表監査委員（城倉恒雄君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、財政運営に関する審査意見についてで

あります。平成21年度普通会計の決算は、国が

示している健全化判断比率、資金不足比率から

見ても、おおむね適正な水準にあると考えてお

ります。しかし、自主財源比率が低いこと、公

債費等の義務的経費や社会保障関係費が増大し

ていること、財政調整積立金などが減少してい

ることなど、今後の健全な財政運営にとって不

安な要因が少なくありません。したがいまし

て、宮崎県行財政改革大綱2007の計画的かつ着

実な推進を望んでいるところであります。

次に、１者随契についてであります。随意契

約においても競争性を確保するために、２者以

上の見積もり合わせを実施するよう指導してき

たところであります。監査における指摘件数

は、19年度が９件、20年度が１件で、21年度も

１件ありましたが、その内容につきましては、

福岡事務所の企業調査の委託事業において、見

積書をとることなく随意契約を行っていたもの

であります。以上です。〔降壇〕

○坂口博美議員 総務部長にお尋ねしますけれ

ども、前屋敷議員の質疑に対して、平成21年度

の交付税の償還に係る算定が102億5,000万余り

というお答えでありました。これは、基準財政

需要額の中の算定額がそうなるということで解

釈して、ということを前提に質疑したいんです

けれども、計算上はそうなると思うんですね。

それでは、その年に的確にそれだけのものが、

元利償還の財源として実額が交付されたことに

なるのか、そういう計算になるのかということ

について、そうじゃないんじゃないかと思うん

ですけれども、再度お尋ねをいたします。

○総務部長（稲用博美君） 臨時財政対策債の

元利償還金につきましては、議員お尋ねのとお

り、実額ではなくて理論計算されたものが交付

税措置されることとなります。

○坂口博美議員 もうちょっと詳しく答えてく

ださい。

○総務部長（稲用博美君） 元利償還金に係り

ます交付税措置につきましては、実際に金融機

関に支払う元利償還金総額ではなく、各年度別

に加重平均により算出しました全国統一の単位

費用、これに団体ごとの発行可能額を乗じて算

定する理論償還費、これが交付税算定の基礎と

なります基準財政需要額に算入されることにな

ります。

○坂口博美議員 理論償還費、だから加重利率

ということになると思うんですけれども、そう

なりますと、平成21年度、本県が発行した宮銀

引き受け利率、これは年利2.248％ですよね。

今、説明にあった加重平均利率、全国平均利

率、これは1.39％、ですから、利率の差がま

ず0.858％そこで生じているということですね。

で、約474億2,000万円ですから、その差額、金

利計算をやると、年間で約４億余りの差損が出

ていると、金利負担で、ということになると思

うんです。計算上だけでですよ。１年で４億

円、しかも474億円、21年度発行分だけでです

ね。30年ぐらいかけて払っていくんだというお

答えでもありました。だから、これはかなりな

数字になる懸念があるんじゃないかなと思いま
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す。

それからもう一つ、じゃ基準財政需要額をま

ず決めて交付税が交付されてくるわけなんです

けれども、このときに、費用単価とか測定単価

で積み上げてきたものを調整をやりますよね。

だから、本来なら標準的な財政運営、行政運営

をやっていくのにこれだけかかるぞといったも

のを調整してしまう。その調整値というのが減

額0.000899302なんです。だから、１マイナスこ

れをやって、本県の2,474億という21年の基準額

に掛け合わせると、そこでまた２億2,000円余り

の差損が出てくるわけですね。しかも、すべて

にその調整値を掛けるわけですから、こういっ

た義務的なものとか約束したものまで圧縮され

る勘定になる。だから、僕はこれは個人的に

は、国から地方はだまされていると思っている

んですよね。それで、こういう心配を抱えた中

で、恐らく知事もいろんなことを考えられてい

るんじゃないかなと思うんですけれども、これ

は副知事もしっかり聞いておいていただきたい

んですが、こういう状況なんですよ。これが何

十年も続いたときに、この臨財債は、これがま

してや地方固有の財源とする中でやってくれよ

なんて言われたときは、たちどころに行き詰

まってしまう。これについて、知事はどういう

考え方を持っておられるか。そしてまた、知事

から見て、本当に約束したもの、元利償還が

しっかり交付されているとお考えになっておる

のかどうかお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 先ほど、総務部長が

お答えしたとおりなんですが、臨時財政対策債

の元利償還金相当額につきましては、後年度、

地方交付税算定の基礎となる基準財政需要額に

算入することが地方財政法に明記されているん

ですね。これは財政法なんですよ。法律は理論

上なんですね。議員がおっしゃるように、現実

のことを伺われると、ここには多少の差額とい

うのは当然出てくると思います。でも、我々行

政の立場から申しますと、この法律が至上なん

ですね。ですから、こういうお答えをしなきゃ

いけないというのは非常に残念でございます。

○坂口博美議員 ありがとうございます。

時間がないものですから、統計調査について

なんですけれども、不用額について説明があり

ました。しかしながら、同じようなことをやっ

て、10年前、５年前の農林業センサス、このと

きも不用額はゼロなんですよね。何で今回に

限ってこれが生じたか、これは甚だ疑問なんで

すけれども、交付額決定の精度を高めるため

に、こういった調査というのはやられないんで

すか。

○県民政策部長（山下健次君） 実際のやり方

なんですけれども、実際に調査に取り組むこと

となる市町村に対しまして、あらかじめ調査区

の設定あるいは調査員の数を調査しております

けれども、今回の調査目的の一つであります調

査対象の数までは回答を求めていないといいま

すか、それ自体が調査でございますので、した

がいまして、交付金の算定に当たっては、こう

いった事前の結果を踏まえた上で実施しており

まして、前回の調査結果の調査対象数を基本と

して決定しているというところで、こういった

食い違いが生じているものでございます。

○坂口博美議員 それでやってきて、ずっとゼ

ロ、ゼロ、ゼロだったのが、21年度だけぽっこ

んと出ちゃったわけですよね。だから、それ

じゃ説得力がないと思うんですけれども、時間

がないものだから、何か答えられますか。

○県民政策部長（山下健次君） 前回、前々回

の調査の会計処理の問題で、科目間での経費流
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用を認めておりました。前回、前々回ですね。

したがって、不用額は発生していなかったんで

すけれども、今回の調査、国の指導によって、

従来の弾力的な取り扱いを改めまして、より厳

格に予算執行を行ったということで、不用額が

このように生じたということでございます。

○坂口博美議員 それを聞いたら僕でもわかる

んですよ。

次に、農政水産部長ですけれども、家伝法絡

みです。12条の３項で、まず農家はちゃんと管

理基準を守りなさいよ、守らなきゃいけません

よ、その第４項で、今度は知事はそれを守って

いないときはちゃんと勧告することができます

よとあります。ここらがしっかりしていなかっ

たから、今度の感染の拡大につながったんじゃ

ないかという指摘もたくさんあるんですけれど

も、21年度にこういった家伝法の12条の４項に

基づく勧告というのはどれぐらいなされている

のか。

○農政水産部長（髙島俊一君） 飼養衛生管理

基準につきましては、農家みずからがその趣旨

を理解し、遵守することが重要であり、県とい

たしましては、まずは必要な指導を行うことと

いたしております。このため、御質疑にありま

した改善勧告の実績はございませんが、家畜保

健衛生所の職員が農場へ立ち入りした際に、踏

み込み消毒槽の不備など、衛生管理に改善が必

要なものにつきましては、随時、指導を行って

いるところでございます。

○坂口博美議員 県の事務要領では、指導して

聞かないときに勧告しなさいとなっている。指

導をやったと言われる。指導をやった後にそれ

を確認されているのかどうかというと、甚だ疑

問です。勧告の必要性が全くなかったと、それ

ほど徹底されていたのか、あるいは勧告の必要

性を判断するだけのフォローがなされていな

かったのか、甚だ疑問なんですけれども、時間

が来たからお答えは実践に任せますが、どうも

納得がいかないということで、もし答えられる

なら答えてください。以上で質疑を終わりま

す。

○農政水産部長（髙島俊一君） 議員から今お

話がありましたとおり、フォローが十分できて

おったという認識ではございません。まだまだ

足りないと私ども思っております。そのため、

今度、毎月20日を県内一斉消毒の日とかいう形

で、こういう場面を利用して、特にこういう基

本的な事項をしっかりと指導していきたいと、

そのように考えております。

○中村幸一議長 次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 通告してお

りました項目につきまして、順次質疑させてい

ただきます。

まず、平成21年度決算につきましては、総論

的な質疑は既に出されておりますので、私、冒

頭より、各論的な質疑から入らせていただきま

す。

まず、母子保健対策についてであります。昨

年度、県は不妊専門相談センターを設置し、心

のケアや治療に伴う処置などについて情報提供

を行うとともに、不妊治療に対する助成事業や

新生児へのマススクリーニング検査を実施し、

先天性代謝異常の早期発見に取り組むなど、母

子保健環境改善に成果を上げておられます。一

方、本県の人工死産率が高いという課題にも改

善を図るため、平成17～18年度に人工死産に関

する調査を行い、平成19年度から関係者への研

修や中高生への健康教育、パンフレット等を作

成され、その改善に取り組まれています。その

ような取り組みが昨年度までどのような成果を
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上げているのか、ここは福祉保健部長にお伺い

いたします。

後の質疑は自席にて行います。（拍手）〔降

壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

人工死産対策の成果についてであります。県

におきましては、人工死産に至った方へのアン

ケート調査結果を参考に作成しました手引やパ

ンフレットを活用し、産科医療機関の協力を得

て、母親学級などにおける避妊指導の強化を

図ってまいりました。その結果、本県の人工死

産率は、平成18年は28.9、平成19年は23.2と、

全国ワースト１位でしたが、平成20年は20.1、

平成21年は21.9と、減少傾向になっているとこ

ろであります。以上であります。〔降壇〕

○図師博規議員 人工死産率は、今の答弁にも

ありますように、調査に基づく対策により改善

傾向にあるようですが、まだまだ高い水準であ

ることには変わりありません。引き続きの事業

展開を求めるものです。

それでは次に、人工死産とは対極にあると

言ってもいい妊娠12週以降の流産や子宮内胎児

死亡などの死産、そして産後４週までの新生児

死の昨年度までの推移がとれておれば説明いた

だきたいと思います。福祉保健部長。

○福祉保健部長（高橋 博君） 流産や子宮内

胎児死亡による死産数は、妊娠満12週以降の自

然死産数として把握しておりますが、平成19年

は131件、平成20年は113件、平成21年は121件と

なっております。また、生後４週未満の乳児の

死亡である新生児死亡数は、平成19年は14件、

平成20年は16件、平成21年は９件となっており

ます。なお、自然死産率及び新生児死亡率で見

ますと、いずれも全国平均とほぼ同様の状況に

あります。

○図師博規議員 県内の周産期医療の充実によ

り、全国平均的なところを推移しておるようで

すが、ここ３年間だけでも、400名ものつらい経

験をされたお母さん方がいらっしゃるというこ

とになります。また、そのお母さん方は、突然

の別れにより、心にも大きな傷を負うこととな

り、また、御家族を含む周囲の期待にこたえら

れなかったということの自責の念から、精神の

バランスを崩される方も少なくはありません。

そして、その苦境を乗り越えて、再び子供を生

み育ててもらうために、今、民間では、同じ経

験を持つ方々の自助グループ、例えば「天使マ

マの会」という、そういう自助グループの方々

が活動を展開されています。昨年度、それらの

団体とどのような連携を県としてとられてきた

のか、福祉保健部長にもう一度お伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 死産を体験さ

れた方々の心身への影響は大きいことから、心

のケアにも配慮した支援が必要と考えておりま

す。このため、県におきましては、これまで死

産を体験された方々の自助グループが作成され

たパンフレットや冊子を、産科医療機関などを

通して、必要とされる方々に配付するととも

に、県主催のシンポジウムで体験談を紹介して

いただいたり、保健所の母子保健担当者との意

見交換会を実施したところでございます。

○図師博規議員 引き続きの連携を求めます。

では、次に参ります。次は、精神医療セン

ターの運営状況についてであります。

センターは、平成21年４月に、民間医療機関

では対応困難な重度の患者の急性期治療及び救

急患者などの治療を行うとともに、神経症的障

がい、また発達障がいなどを抱える児童思春期

の患者に対応するために開設されました。今ま
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で民間では受け入れが困難なため、たらい回し

状態であった急性増悪状態患者の最後のとりで

となるセンターの開設に、民間医療機関は大き

な期待を寄せています。そこで、昨年１年度間

に、民間病院との連携などにより、何件の入院

の受け入れ、もしくは外来受診につながった

ケースがあったのか、病院局長にお伺いしま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立宮崎病院の

精神医療センターでございますが、21年度の実

患者数が、民間病院からの紹介等を含めまし

て、入院で266名、外来で1,032名となっており

ます。

○図師博規議員 受け入れの実数はわかりまし

た。それでは、成人病床が32床、児童思春期病

床が10床あるわけなんですけれども、昨年度の

ベッドの稼働率、利用率を、再度、病院局長に

お伺いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 病床利用率でご

ざいますが、成人病床で74.2％、児童思春期病

床で19.9％、病棟全体で申しますと、61.3％と

なっております。

○図師博規議員 全体の稼働率が61.3％、児童

病床は19.9％ということですね。成人病床の稼

働率はまだしも、児童思春期病床の稼働率が何

でこんなに低迷しているのか、その原因はどこ

にあると思われますか、病院局長。

○病院局長（甲斐景早文君） 精神医療セン

ターは、御指摘のとおり、児童思春期部門に限

らず、民間医療機関等で対応困難な精神医療に

取り組む全県レベルの中核病院として、重要な

役割を担っているわけでございますけれども、

この児童思春期疾患については、医療・保健・

福祉・教育の関係機関との連携協力を図りなが

ら、治療を進めていくことが必要であります。

こういうことで、精神医療センターそのものが

平成21年４月にオープンしたばかりでございま

して、民間医療機関等との役割分担の周知徹底

が十分図られていない面もありまして、児童思

春期病床の病床利用率に影響しているものと認

識いたしております。今後とも、民間医療機関

等と連携しながら、高度で良質な医療を効果

的、安定的に提供できるように取り組んでまい

りたいと考えております。

○図師博規議員 開設して１年以上もたつの

に、民間に周知ができていないというのはどう

いうことですか。センター機能の周知や情報提

供は、オープン前にやっておかなきゃいけない

ことだと思います。対応が遅いと言わざるを得

ません。そして、学習障がいや発達障がいによ

り、医療的介入が必要な児童生徒は少なくない

ですよ。さらに、センターでは、成人病床が満

床などの理由で、やむなく児童思春期病床に成

人を受け入れている状況もあり、急性増悪状態

の成人と穏やかな療養環境を必要とする児童を

同じフロアで治療していくことは、大変リスク

があります。今後、そのような環境改善を図っ

ていただき、センターの機能充実と特に児童病

床の利用については、部局横断的な連携を図

り、開設当初の目的を果たすよう努めていただ

きたい。

次に、障がい者の自立と社会参加促進につい

て伺います。

国は、精神保健福祉の改革ビジョンの中で、

地域の受け入れ体制がないがゆえに入院を余儀

なくされている、いわゆる精神障がい者の社会

的入院、その改善を図るために目標を掲げまし

た。その内容を本県に置きかえてみますと、現

在6,2 2 5床ある精神科病床を平成26年まで

に4,376床まで削減しなきゃいけない、つまり、
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あと1,849床減らさなければなりません。その病

床削減に伴い、地域での居住するためのグルー

プホームの整備や就労支援のための拠点整備は

急務です。そこで、昨年度中に精神障がい者も

利用できる自立支援のためのサービスがどれほ

ど整備されたのかを福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県では、精神

障がい者の皆さんが住みなれた地域で安心して

生活するための受け皿づくりとして、精神障が

いに対する理解促進を図る研修会の開催や通院

可能な方への個別支援のほか、居住の場の確保

や就労に向けた支援などに取り組んだところで

あります。まず、研修会につきましては、県精

神保健福祉士会等への委託などにより、地域住

民や医療・保健・福祉関係者等を対象に、県

内10地域で合計28回開催したところでありま

す。また、個別支援につきましては、宮崎県北

部、宮崎県東諸県及び日南・串間の３つの障が

い保健福祉圏域に設置されている５つの地域移

行支援事業所の運営を支援するなどの取り組み

を行ったところであります。さらに、居住の場

の確保として、グループホームなど10施設の新

設・改修に対して助成したほか、就労に向けた

支援等を行う障害福祉サービス事業所の整備促

進に努めたところであります。

○図師博規議員 取り組みの積極的内容は理解

できたところであります。紹介までに、アメリ

カの取り組みで、1963年になるんですが、大統

領教書によって脱入院化という政策を打ち出さ

れて、そこで精神病者をどんどん地域に出した

んですけれども、受け皿がない、受け入れがな

いがゆえに、結果、ホームレスが増加してしま

い、大きな社会問題になりました。宮崎、いや

日本全体の話なんですが、そのような状況とな

らないような体制整備を今後着実に進めていた

だきたいと思います。

次に、戦略的マーケティング推進についてで

あります。

みやざき県産品東アジア販路拡大戦略推進状

況につきましては、昨年、台湾、香港、シンガ

ポールで「みやざきフェア」の開催を行い、海

外の卸・小売業者を招聘し、海外商談会などを

開催されたようです。その実績につきまして

は、西村議員の質疑と重複いたしますので、答

弁を求めるものではありませんが、今後、みや

ざきブランドを東アジア展開していくに当たり

まして、特に中国では、ササニシキや松坂牛、

そして青森といった県名までも先に商標登録を

されてしまい、そこで進出が阻まれたという話

も記憶に新しいところです。本県がそのような

同じ轍を踏まないような対応も含めつつ、今後

の展開を図っていただきたい。

それでは最後に、指定管理者制度の運用状況

についてお伺いいたします。

県立青島亜熱帯植物園管理運営は、現在、宮

崎県総合運動公園とセットで指定管理されてい

るようです。ここでは、青島亜熱帯植物園の昨

年度の利用実績を県土整備部長にお伺いいたし

ます。

○中村幸一議長 総括質疑の途中であります

が、本日の会議時間は、議事の都合により、あ

らかじめこれを延長いたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 青島亜熱帯植

物園につきましては、総合運動公園と近接し、

一体的な管理が可能であることや、ノウハウを

共有できることなどから、両公園を一括して指

定管理者に管理委託しております。植物園大温

室の21年度の利用者は、イベント等の開催によ

り、１万9,304人と指定管理者制度導入前に比べ
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て約２倍に増加しており、導入の効果が得られ

ているものと考えております。

○図師博規議員 指定管理者の導入により利用

者は倍増しておるということで、その効果は確

かに認めるところであります。しかし、同じく

指定管理者制度により管理されています南郷の

総合農業試験場亜熱帯作物支場トロピカルガー

デンでも同様の亜熱帯植物が保護され、観賞で

きる施設となっております。青島亜熱帯植物園

の役割とも非常に重複する部分が多くあり、ま

た、青島のほうは非常に老朽化も進んでいると

いうところもありますので、青島地区の総合開

発も視野に入れ、亜熱帯植物園の役割を見直す

時期でもあるのかと思われることを申し述べま

して、私の総括質疑を終わらせていただきま

す。（拍手）

○中村幸一議長 次は、岩下斌彦議員。

○岩下斌彦議員〔登壇〕（拍手） 去る７月の

串間市選挙区の補選で当選させていただきまし

た、つくしの会の岩下斌彦でございます。

さて、今般の口蹄疫につきましては、畜産業

を初め県内のあらゆる産業に多大な被害をもた

らし、経済的な損失はもとより、県民生活にも

大きなダメージを受けました。被害を受けられ

ました県民の皆様に、心からお見舞いを申し上

げますとともに、県民の一人として、いち早い

復興を願うところであります。

それでは、通告に従い質疑に入らせていただ

きます。平成21年度の本県の予算は、「未来へ

つむぐ 新みやざき展開予算」として編成さ

れ、さまざまな取り組みがなされたところでご

ざいますが、その幾つかの取り組みについて、

実績などをお伺いしたいと思います。

まず、教育関係についてお伺いいたします。

私は、平成６年から８年間、串間市の教育長

を経験させていただきました。その間、教育行

政の取り組みとして、宮崎県教育委員会の御指

導も仰ぎながら、串間市の教育的課題解決に努

力をしてまいりました。これまでの取り組みの

一つとして、各学校の校長先生を初めとする教

職員の方々の協力を得ながら、学力向上の推進

のための調査研究を進めてまいりました。その

実践例として、保護者と教師が一堂に会し、保

護者の願い、教師の思いを互いに発表し合う学

力向上研究発表大会を市内３地区に分けて毎年

開催し、実りのある成果を上げることができま

した。教師による指導方法の工夫改善、市内小

中学校全校による朝の10分間読書の推進、中学

校での空き時間教師によるＴＴ授業等でありま

す。これらの取り組みは広く知られることによ

り、九州管内では鹿児島県、熊本県、佐賀県か

ら教育関係者、また遠くは高知県から視察に来

られるようになり、特に高知県からは、県教育

委員会の全指導主事を招聘した研修会に、当時

の指導主事とＰＴＡ会長が講師として招かれた

こともありました。これまでの地域での教育に

携わった経験から、子供への教育は、学校、家

庭、地域社会の三者が一体となって取り組んで

いかなければならないと感じたところでありま

す。

さて、最近は、少子化等の影響もあり、地域

社会での子供同士の異年齢間でのつながりや、

大人と子供のかかわり、人間関係が希薄になっ

てきております。また、子供を取り巻く事件・

事故も多く、安心して子供を育てる環境整備が

重要になってきております。そこで、教育長に

お伺いいたします。放課後子ども教室推進事業

は、地域社会全体で子供を育てる取り組みの一

つとして、大変重要な施策であると考えます

が、21年度の取り組み状況と成果についてお伺
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いをいたします。

以上、壇上からの質疑は終わりまして、残り

の質疑は自席から行います。（拍手）〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

放課後子ども教室推進事業についてでありま

す。放課後子ども教室につきましては、地域の

方々の協力のもとに、学習活動やさまざまな体

験活動、交流活動等を行っており、平成21年度

は、16市町村で81教室が開設され、3,351人の子

供たちが利用したところであります。また、教

室の運営について連絡調整を行うコーディネー

ター等の指導者を対象に、子供への接し方に関

する講話や体験活動の充実を図るための演習な

どの研修会を実施し、資質の向上に努めたとこ

ろであります。本事業を実施したことによりま

して、保護者や指導者からは、「居場所ができ

て、子供たちが生き生きとした表情になりよ

かった」「大人との触れ合いにより、言葉遣い

や社会的ルールが身についた」といった声を多

くいただいており、子供たちの安全で安心な活

動の機会が広がるとともに、規範意識の向上な

ど幅広い成果が見られております。なお、平

成21年度の決算額は、4,466万3,000円となって

おります。以上であります。〔降壇〕

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。

次に、地域いきいき読書活動推進事業につい

てお伺いをいたします。私の教育行政に携わっ

た経験の中で、各方面の教育関係者から特に関

心を持たれたのは、朝の10分間読書ではなかっ

たかと思います。授業が始まるまでの時間に好

きな本を読むことにより、生徒に落ち着きが見

られ、授業へのスムーズな移行が図られまし

た。他の管内から串間に転入された先生から

は、朝、鳥の声が聞こえる学校だということ

で、感動された話も聞いたことがあります。さ

らに、朝の10分間読書に取り組んだことによ

り、文章表現力が増し、いじめ、非行、万引き

が大幅に減少したという効果がありました。こ

のように、学校における読書活動は、私自身の

経験の中でも大変重要なものであると認識して

おりますが、地域における読書活動推進策とし

て、21年度における本事業の取り組み内容と成

果について、教育長にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、朝の10分間読

書運動について、先駆的な取り組みをしていた

だきまして、この場をかりてお礼を申し上げた

いと思います。ありがとうございます。地域い

きいき読書活動推進事業でありますが、この事

業につきましては、読書に関心のある保護者や

読み聞かせグループなどの方々を対象にいたし

まして、子供の健やかな成長と県民の読書活動

の推進を図ることを目的として、平成19年度か

ら21年度にかけて実施したものであります。平

成21年度は、読書の重要性を啓発する講話や子

供の発達段階に合わせた本の選び方、また、読

み聞かせの方法等に関する講座を23回開催いた

しまして、延べ1,993名の方々が受講されており

ます。これらの取り組みによりまして、読み聞

かせを行っている方々の資質の向上が図られま

すとともに、例えば、読み聞かせグループが講

座で学んだことを小学校で読書活動に生かした

り、受講された方から技術を学んだ中学生が小

学校で読み聞かせを行うなど、読書活動の広が

りが見られたところであります。以上です。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。

次に、私立学校振興費補助についてお伺いを

いたします。県内の高校生は約３万5,000人、そ

のうち、高校生の３割の約１万人が私立高校に

在籍しているようでございます。宮崎県で私立
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学校の果たしている役割には、非常に大きなも

のがあると考えます。私立学校振興費補助金

は、保護者の経済的負担の軽減や私立学校にお

ける教育環境の充実を図るため、各私立学校に

交付されるものでありますが、県内の各幼稚園

及び小・中・高等学校にはどのような方法で補

助金が配分されたのか、配分方法について、県

民政策部長並びに福祉保健部長にお伺いをいた

します。

○県民政策部長（山下健次君） 私立学校振興

費補助金につきまして、平成21年度は、小学校

１校、中学校が９校、高等学校14校に対しまし

て、総額37億5,553万円を交付したところであり

ます。このうち、小学校につきましては、県内

に１校でございますので、小学校分全額の1,343

万3,000円、さらに中学校については、総額５

億658万5,000円を交付しましたけれども、そ

の50％を教職員数、30％を生徒数、残り20％を

学級数や定員遵守状況に基づき配分したところ

であります。高等学校につきましては、総額32

億3,551万2,000円を交付しておりますが、その

うち、30億7,533万7,000円につきましては、そ

の45％を教職員数、15％を生徒数、残りの40％

を文化・スポーツの実績、大学進学率、こう

いった特色教育や保護者負担の軽減状況、定員

遵守状況などの客観的な基準に基づいて配分し

たところであります。また、残りの１億6,017

万5,000円につきましては、生徒減少対策特別枠

といたしまして、生徒減少数などに基づき配分

したところでございます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成21年度の

私立学校振興費補助金につきましては、私立幼

稚園に対して、総額15億8,061万5,000円を交付

したところであります。各幼稚園への配分に当

たっては、総額の70％につきましては、外形的

基準に基づき、教職員数割として45％、園児数

割として15％、法人や園への均等割として10％

を配分し、残りの30％につきましては、保護者

負担の軽減状況や定員遵守状況等の政策的基準

に基づき配分したところであります。

○岩下斌彦議員 今、私立学校におきまして

も、生徒数の減少等もかなり影響しておりま

す。各私学の皆様方、一生懸命、子供の教育の

ために携わっております。どうぞ今後ともよろ

しくお願い申し上げたいと思います。

次に、観光振興策についてお伺いをいたしま

す。

県におかれましては、観光振興策として、さ

まざまな施策に取り組んでおられますが、この

中で、平成21年度の新規事業であります「創造

・再生！新みやざき観光地づくり事業」につい

てお伺いをいたします。本事業は、各市町村が

実施する観光地づくりプランの策定や同プラン

に基づく事業に対し補助金を交付するものであ

りますが、市町村においては、どのような取り

組みがなされたのか、その取り組み実績を商工

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） 平成21年

度は、串間市都井地区、えびの市真幸地区、高

原町狭野地区、日之影町全域の４つの地域を選

定しまして、各市町が実施するハード・ソフト

事業に対しまして、総額約960万円の補助を行っ

たところでございます。各市町の具体的な取り

組みとしましては、日之影町の日之影温泉駅で

の足湯の設置、串間市の観光協会ホームページ

のリニューアル、それから高原町の観光ガイド

ブックの作成などがあります。

○岩下斌彦議員 どうもありがとうございまし

た。厳しい財政状況の中、多岐にわたる行政課

題に取り組んでいくのは大変なことだと考えま
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す。私も県議会議員の一人として、今後の県勢

の発展に少しでも寄与できますよう努力してま

いる所存でございます。執行部におかれまして

は、今後とも、県民の暮らしを第一に考えた各

種の施策を展開していただきますようお願い申

し上げまして、総括質疑を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で総括質疑は終わりまし

た。

◎ 議員発議案送付の通知

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、議会運営委員長より議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成22年９月29日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 議会運営委員長 横田 照夫

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します

記

議員発議案第12号

決算特別委員会の設置について

◎ 議員発議案第12号上程、採決

○中村幸一議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第12号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第２項及び

第３項の規定により、説明、質疑及び委員会の

付託を省略して直ちに審議することに御異議あ

りませんか。

〔「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。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

本案は、原案のとおり可決することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、議員発議案第12号は、原案のとおり可決さ

れました。

◎ 議案第24号から第28号まで

決算特別委員会付託

○中村幸一議長 次に、議案の委員会付託につ

いてお諮りいたします。

議案第24号から第28号までの各号議案につい

ては、ただいま設置が決定しました決算特別委

員会に付託することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○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。

ここで、決算特別委員会の正副委員長互選等

のため、暫時休憩いたします。

午後５時10分休憩

午後５時25分開議

◎ 議長の報告（決算特別委員会正副委員長

互選結果）

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

決算特別委員会の正副委員長互選の結果を報

告いたします。

その氏名を事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕
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決算特別委員会 委 員 長 蓬原 正三

副委員長 押川修一郎

○中村幸一議長 以上で報告は終わりました。

◎ 知事発言

○中村幸一議長 ここで、知事から発言の申し

出がありますので、これを許します。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 大変お待た

せいたしました。本会議、総括質疑の非常に重

要な時間をいただきまして、私に発言の機会を

与えていただいた議長初め県議会の皆様に、心

から感謝を申し上げたいと思っております。ま

た、ここまで私の出処進退について、口蹄疫

等々の問題がありまして、この時期になってし

まったことを、県民の皆様、そしてまた議会の

皆様、職員の皆様に、おわびを申し上げたいと

思っておるところであります。また、今回本会

議で、一般質問、代表質問等で大変たくさんの

方々に出処進退について質問をされたんです

が、何せ慎重に熟慮に熟慮を重ねているという

ことで、自分の中でも決めかねておったもので

すから、明快な、明確な答弁をできなかったこ

とをおわび申し上げたいと思っております。

８月27日に口蹄疫が終息しまして、それから

約１カ月間、自分の中で熟慮、思慮、思惟を重

ねてきました。沈思黙考を重ねた結果、結論に

至りました。結果から申し上げますと、２期目

の知事選には出馬をさせていただかない、出馬

をしないという結論に至りました。出馬に対し

て期待をしていただいた方々に対しては、本当

に申しわけないと思っております。本当にどう

も済みません。また、一部出馬するなと、やめ

ろと言うような方も、そういう御意見もありま

した。そういった方々に対しては、期待に沿え

たかなと思っているところであります。

理由について説明をさせていただきます。本

県の今抱える行政課題というのは山積しており

ます。最重要課題というのは、とりもなおさ

ず、御案内のとおり、口蹄疫からの再生・復興

だと理解しています。ですけれども、行政の立

場から申し上げますと、それと同じぐらいの行

政課題が山積しております。少子・高齢、人口

減少の問題、あるいは景気・経済、雇用の問

題、あるいは中山間地域の問題、福祉、医師不

足、医療の問題、あるいは物流、インフラの問

題、環境の問題、産業振興の問題等々、本当に

この行政課題というのは山積しております。こ

れらに私はこの４年間、４年弱でございます

が、一生懸命、本当に真摯に、真剣に取り組ん

でまいりました。しかし、その場その場で、ど

うも県知事としての限界を感じてきたところで

あります。その中で一番私が考えることが、や

はりこの国のシステムというのは、ずっと言っ

てきたことなんですけれども、統治システム、

この国のあり方、仕組み、それはこれでいいの

かというのが私のずっと自問自答しておった問

題でありまして、このままじゃいかんだろう

と、この統治システム、国のあり方、そういっ

たものを大きく根本的に、根源的に変えなけれ

ば、この地方の疲弊といいますか、この国の閉

塞感というのは是正できないんではないかと

ずっと考えておるところであります。

地方分権、地域主権と申し上げますのは、一

言で言ったら、霞が関、官僚、官僚が悪いとは

私は言いません、官僚制度あるいは日本のシス

テムに問題があるんだと、それを変えなきゃい

けないと私は思っております。そうなります

と、やはりこの霞が関との対立ということが、

そういう局面が多々出てくるかなと思っておる
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んですね。そういったときに、私はこの宮崎県

の県知事として国と対立することは、県のため

にならない。それは、口蹄疫の今回の問題で、

私、県の、県民の皆様の代表として、権益ある

いは住民の意思というものを持って国といろい

ろ協議をしてきたんですが、やはりぶつかる部

分もあった、対立せざるを得ない部分もあった

んですが、そのたびに私は非力感を感じてい

た。ましてや、一部議員、鳥飼議員、今回の本

会議、あるいは中村議長あたりが、メディアを

通じて、農水大臣と、国と対立しておったら、

県のためにはならんというような御指導をいた

だきまして、そのとき私はちょっと愕然としま

して、これから国家システムを変えなきゃいけ

ない自分が国と対立しているのが県のためにな

らない、僕は県によかれと思って、県の疲弊

を、あるいは疲弊する地方を改善しようと思っ

てやったことが結果的には地方のためにならな

いということが、非常に自分の中でじくじたる

思いというか悔しい思い、どっちをじゃ選ぶか

というと、５年後、10年後、20年後を考えたと

きに、この国のあり方、仕組み、システムを変

えることが、ひいては、中長期で見た場合は、

宮崎県のためになるんじゃないかと思ってお

る、そして今回のこの結論に達したわけであり

ます。

私、人として、人間として、東国原英夫とし

て、宮崎県で、都城なんですけれども、生まれ

て育ちました。ですから、私は宮崎県をふるさ

とだと思っていますし、ここなくして私の歴史

は語れないと思います。また、政治家として

も、宮崎県の県民の皆様に生み育てていただい

た。特に、県議会あるいは県職員の方たちには

育てていただいたと思っております。時には温

かい御指導もありましたが、厳しい叱咤激励も

あったり、特に鍛えられたなと思うのは、個人

名を出して申しわけないんですが、鳥飼議員と

坂口議員でございます。非常に鍛えられたなと

思っております。言ってみたら、行政経験も政

治経験もなかった素人、タレント上がりの私

が、ここまで皆さんに支えられたということ

は、本当に、言ったら、議員の皆さん、職員の

皆さんは、私の師匠と言わせてもらっても過言

ではないと私は思っております。ですから、今

回、私が今後どのような人生を、あるいはス

テージをイメージして活動・行動しようが、ぜ

ひ自分の弟子が、県民にとっては私は子供みた

いなものですから、県民の皆様が育てた子供が

旅立つんだと、このふるさとのために旅立つん

だということ、あるいはどこかステージを変え

て活動するんだ、それはどこかわかりませんけ

れども、そういった温かい目で、まなざしで見

ていただけると、また応援していただけるとあ

りがたいなと思っておるところであります。

いろんな意見を賜りました。「２期目に出

て、途中で国政なりどこなり転身すればよかが

ね」というような意見も多数いただきました。

しかしでも、ちょっとそれは私としては不本意

である。というのが、去年６月、７月に国政転

身の騒動がありまして、県議会の皆さん、そし

てまた県民の皆さんに本当に、あるいは県職員

の皆さんに、相当迷惑をかけてしまった。これ

はトラウマに自分の中でなってて、もし２期目

に出るとしたら、途中で転身というのはあり得

ない、完走するんだと。でも、先ほど言った理

由によりまして、それもできないということ

で、今回、不出馬、出馬をしないという結論に

至ったわけであります。先ほど言ったように、

私は宮崎県の出身であり、ふるさとだと、母な

る大地だと私は思っていますので、今後どこで
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どういう活動をしようが、私は宮崎県の最大限

の応援団、応援団長であるというのを自負させ

ていただいておるところでありますので、その

ように行動していきたいと考えておりますの

で、皆さん、どうか温かい御理解をいただけれ

ばと思う次第であります。

ほかに細々とした理由はあるんですが、一番

大きな理由、時間の都合もありますので、皆さ

んにお伝えしたいと思っております。３年数カ

月、全力で突っ走ってきました。ちょっと心身

とも限界に来ている部分もありまして、もう

ちょっと残ったエネルギーを、今後、残された

３カ月余りの県政に全身全霊を傾注して、今後

のバトンを渡せるような県政、県勢の発展・推

進にまた尽力していきたいと思っておりますの

で、残りの時間、また御指導と御鞭撻、温かい

叱咤激励等、また支援、御協力を賜りますこと

を、ここに心からお願い申し上げまして、ま

た、この貴重な時間を私の発言のために割いて

いただきまして、重ねて御礼を申し上げまし

て、私からの今回の出処進退の御説明と県議会

並びに県民の皆様への報告とさせていただきま

す。ありがとうございました。以上です。（拍

手）〔降壇〕

○中村幸一議長 あすからの日程をお知らせし

ます。

あす30日からの10月11日までは、決算特別委

員会及び議事整理等のため、本会議を休会いた

します。

次の本会議は、12日午前10時開会、決算特別

委員長の審査結果報告から採決まででありま

す。

本日はこれで散会いたします。

午後５時37分散会
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