
９月19日（水）
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平 成 1 9 年 ９ 月 1 9 日 ( 水 曜 日 )

午前 10時０分開議
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12番 坂 口 博 美 （ 同 ）
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14番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）
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19番 中 野 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）
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28番 新 見 昌 安 （ 同 ）
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30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 原 正 三 （ 同 ）

32番 濵 砂 守 （ 同 ）

33番 水 間 篤 典 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）
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45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 井 本 英 雄 （ 同 ）

47番 星 原 透 （ 同 ）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）
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50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 中 村 幸 一 （ 同 ）
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◎ 一般質問

○中村幸一副議長 ただいまの出席議員44名に

なりました。定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。質問の通

告がありますので、順次発言を許します。ま

ず、19番中野 明議員。

○中野 明議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。早速入りたいと思います。今、国会

は、小藩群雄割拠して国とり合戦の最中であり

ます。アフリカのハイエナは群れをなさないと

生きていけない。小さい体で獲物をとるために

は、群れをなして襲わないと生きられないとい

うことであります。今、国とり合戦中、政治

家、果たして、群れ、グループなるもの、一体

何ぞやと、そんな気がいたします。

そういう中で、今、日本は人口減少社会、少

子高齢化、年金問題、医師不足等々、大変大き

な問題を抱えておるわけであります。今よく言

われております「団塊の世代」という言葉は、

昭和51年に堺屋太一さんが発行した本の名前で

あります。ということは、31年前から現在のよ

うな問題は予想されていたことであります。ま

してやこの医師不足問題、議会でも問題になっ

ております。これは昭和45年に、10万人に対し

て150人の医師を確保するという予定で増員され

ました。その後、10万人に対して150人は満たさ

れたということで、平成16年まで削減が続い

た。そして、今、医師不足が出てきているとい

うことであります。このようなことは、私は、

国会議員、官僚の怠慢の結果が今日の大きな社

会問題に発展していると思っております。ま

た、企業も同じであります。５年先を見誤った

企業は競争から脱落する。大変厳しい現実であ

ります。企業も行政もトップの力量、決断力、

先見性によって繁栄か没落の結果を招くわけで

あります。要は、行政も先々を見きわめ、いか

に早く行動を起こすかが非常に重要ではないか

ということを申し上げたいわけであります。そ

こで、知事、きょうは部長としっかり議論をい

たしますので、知事は県民の目線に立って、あ

るいは知事として裁判官になったつもりでしっ

かり聞いていただいて、最後に御意見、判決を

いただきたいと、そういうふうに思っておりま

す。

まず、第１の質問であります。知事は２月の

議会で、いろいろ前後はありますが、地方は国

の出先機関とか下請会社ではいけないというよ

うなことを発言されていますが、現在もその考

え方にお変わりはないか、お尋ねいたします。

それから、２問目であります。県土整備部長

にお尋ねいたします。都市計画法、私は、これ

は本当にみんなからライフワークでやってくれ

と言われているぐらい、この都市計画法、調整

区域は問題視しております。調整区域の目的、

趣旨についてお伺いをいたします。

また、通告いたしておりました一般競争入札

等につきましては、既に代表質問とかいろいろ

出ております。そういうことで要望にいたしま

すけれども、知事は最低価格の見直しを行うと

いうことをおっしゃっております。私は、これ

は事務的には１カ月もあれば十分にできると

思っております。後は知事がいつやるか、その

決断、判断だけだろうと思っております。年度

末にいろいろ問題が起きないよう、早急に見直

しを実施していただくよう強く要望をいたして

おきます。

平成19年９月19日(水)
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それから次、農政水産部長であります。今、

農業関係、統計数値を見ますと、本当に元気の

出る数値はありません。私の記憶では、農業の

産出額、最高で約3,700億、直近で3,200億まで

落ちております。この3,200億のうち50億は牛が

引き上げた数字であります。それから施設園

芸、これは横ばいであります。ただし、果たし

て後継者が何人いるのか、10人のうち何人いる

のか、私が回る範囲では２～３人おるかなと、

そんな状況であります。そしてまた、国は昭和

の大改革ということで、大規模農家政策が始

まっております。４反以上―私は、こんなこ

とでは宮崎県の農業はやっていけない、ただた

だ国の言うとおりやっていけば衰退をたどるの

みだと、そういうふうに思っておるわけであり

ます。今、元気がいいのは和牛関係でありま

す。

それで、お手元に資料をお配りしておりま

す。３枚目を見ていただきたいんですけれど

も、宮崎県の年齢別就業人口を割り出しており

ます。これを見ますと、平成２年から17年、か

なりの数で減っております。そして、高齢化が

進んでおるという状況であります。特に10代の

人が農業をやろうということで農業に行ったけ

ど、農業じゃ飯は食えんということで、20代に

なってきますとまた減っております。20代、30

代もそうであります。本当に国土を守るという

意味からも、この農業問題、しっかり宮崎方式

で取り組むべきじゃなかろうかと思うわけであ

ります。

それから、次のページ、いろいろ牛の関係の

表をつくっております。まず、繁殖牛飼養頭数

と農家数、これを見ましても、10年間で、牛を

養っている農家数も減っております。かなり

減っておりまして、大体３頭から４頭―10頭

以下で大体７割ぐらいを占めている、そういう

状況であります。いわゆる複合農業かなと思っ

ております。それから、和牛肥育飼養頭数と農

家数でありますけれども、これも１頭から４

頭、５頭から９頭というところが非常に多い。

今、宮崎の畜産は、かなりこういう小規模農家

の方の頑張りである程度持続できているんじゃ

なかろうかと思います。それから、年齢別農家

数を見ましても、これも大体数字が減っており

ます。特に、どんどん高齢化が進んでいるとい

うことであります。年齢別肉用牛を見ますと、

ここだけはいい数字が出ております。50代の皆

さんが頑張って頭数がふえているということで

あります。要は、今の畜産業は、かなり小規模

事業者の方のおかげで、宮崎県の27万頭体制が

確立、維持できているということであります。

しかも、そういう人たちもかなり年をとってお

られるということであります。そこで、農政水

産部長に質問であります。今後の畜産振興につ

いて、そして５年、10年先に現在のような飼養

頭数が維持できるのか、また具体的な飼養頭数

維持計画があるのか、お尋ねいたします。

以上、壇上からの質問であります。〔降壇〕

（拍手）

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 おはようご

ざいます。お答えいたします。

国と地方の関係についてであります。私は、

就任直後の２月議会におきまして、国と地方と

いうのは対等でなければならないと、地方は国

の出先機関とか下請会社ではいけないと考えて

いると申し上げました。あれから半年たちまし

たが、地方自治の実務に携わり、国への要望活

動や全国知事会で議論などをしていく中で、地

方の持つ財源や権限は限られたものであること

を痛感し、改めてその意を強くしているところ
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であります。

そもそも地方分権の本旨とは、国と地方公共

団体の関係を上下主従から対等協力の関係に転

換し、地方公共団体がみずからの判断と責任に

基づき行政を行うシステムを実現することであ

ると考えております。現在、第２期地方分権改

革が進められておりますが、地方のことは地方

で決める、そういう真の分権型社会の構築が必

要であると考えております。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 今後

の肉用牛振興についてであります。平成19年２

月１日現在の本県の肉用牛飼養頭数は27万7,800

頭と、昨年より6,900頭増加しており、中でも子

取り用の雌牛は4,100頭増と、全国一の増加と

なっております。しかしながら、高齢化や後継

者不足による農家戸数の減少が進み、本県肉用

牛の維持増頭を図る上では、高齢者対策及び担

い手の確保による生産基盤の強化が緊急かつ重

要な課題であります。このため、県におきまし

ては、高齢者対策として、粗飼料の供給を行う

コントラクター組織や肉用牛ヘルパー組合の充

実を図るとともに、高齢者の労働力の負担軽減

を目的とするキャトルセンターなど、共同利用

施設を活用した生産支援体制の整備を進めてお

ります。また、担い手対策として、牛舎のリー

ス事業などの施設整備や優良雌牛の導入助成な

どにより、地域の核となる農家の育成を図って

いるところであります。今後とも、国の各種事

業を積極的に活用しつつ、関係機関が一丸と

なって肉用牛飼養頭数の維持を図ってまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 都市

計画法並びに市街化調整区域の目的、趣旨につ

いてでございます。

初めに、都市計画法の基本理念についてでご

ざいますけれども、都市計画は、農林漁業との

健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生

活及び機能的な都市活動を確保すべきこと、並

びに、このためには、適正な制限のもとに土地

の合理的な利用が図られるべきこととされてお

ります。この基本理念のもと、限られた土地を

有効に配分し、住宅や産業用地、緑地などを適

正に配置することにより、都市の健全な発展と

秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発

展と公共の福祉の増進に寄与することを目的と

しております。

また、都市計画区域については、無秩序な市

街化を防止し、計画的な市街化を図るため、必

要があるときは、市街化区域と市街化調整区域

との区分、いわゆる線引きを定めることができ

るとされております。このうち、市街化調整区

域とは、無秩序な市街化を抑制すべき区域でご

ざいます。以上でございます。〔降壇〕

○中野 明議員 それでは、農政水産部長に再

質問をいたします。今回質問するのに、「農業

制度資金のご案内」、こういうパンフレットで

すけれども、見ました。本当に中小企業者が見

たらよだれが出るぐらいの充実した制度になっ

ております。そのような中で、就農支援資金貸

し付け状況、これは新しく始める人ですね。こ

れを見ますと、17年度で大体４人、約8,000万円

となっております。残念ながら、これで何頭ふ

えるかという数字は聞けませんでしたけれど

も、18年度はゼロということであります。そう

いうことを考えますと、どうも今、県の対応は

レストランのメニューと一緒で、こういう制度

がありますよと、皆さんよかったらどんどん

使って頑張ってやりませんか、支援しますよと

いうスタンスなんですね。それではなかなか新

規参入とかいうのは難しいんじゃないかなと思
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います。そこで、質問でありますけれども、今

後の肉用牛振興策として、繁殖や子牛保育育成

を計画的に進めるために、団地の建設等に取り

組むべきではないかと思いますけれども、お考

えをお聞かせください。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 団地の建設に

ついてであります。肉用牛の振興につきまして

は、長期計画におきまして、飼養頭数を平成21

年度までに28万6,000頭、さらに平成26年度まで

には30万6,000頭に増頭する計画を策定いたして

おります。具体的対策といたしましては、畜産

担い手育成総合整備事業により、西諸地区では

平成17年度から、そして北諸地区では平成19年

度から、それぞれ４年間で計36戸の肉用牛の団

地の整備を進めております。さらに、来年度か

らは、児湯地域におきまして整備を計画してい

るところであり、地域の核となる若い担い手を

育成していくこととしております。また、高齢

者対策の一環として、農業団体におきまして

は、肉用牛生産団地や肉用牛繁殖センターなど

の整備が計画されております。県といたしまし

ても、このような計画を関係機関と連携しまし

て、積極的に支援してまいりたいと考えており

ます。以上であります。

○中野 明議員 新規参入、なかなか個人でや

るのは大変なようであります。経費増大とか農

振解除、ここでも土地の問題が出ます。いろん

な公害対策とかありますから、特に建設業なん

かが最適じゃないかなと。子牛ですと大体30

万4, 0 0 0円が価格保証でありますから、30

万4,000円で収支計画、投資計画ができるわけで

すから、ぜひ積極的に頑張っていただきたいと

思います。

それでは、県土整備部長にお尋ねいたしま

す。都市計画に関して、基礎調査をおおむね５

年ごとに実施するということになっておりま

す。平成13年度、19年度の予算額、それから民

間委託か、競争か、随契か、もし競争であれば

落札率等についてお尋ねいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） お尋ねにお答

えいたします。

都市計画基礎調査は、都市計画法第６条第１

項の規定によりまして、おおむね５年ごとに行

うこととされている調査でございます。これ

は、都市計画区域について、人口規模、産業分

類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利

用などの現況及び将来の見通しについて調査を

行うものでございまして、調査結果は、都市計

画区域マスタープランの見直しですとか、まち

づくり三法改正への対応、線引きや都市計画道

路見直しの基礎資料となるものでございます。

予算額でございますけれども、平成13年度が

１億5,500万円、平成19年度が8,000万円となっ

ております。あと、発注方式でございますけれ

ども、いずれも指名競争入札によりコンサルタ

ントへ発注しているところでございます。あ

と、落札率というような御質問がございまし

て、平成19年度基礎調査、先ほど言いましたよ

うに、指名方式で業務のほうを発注してござい

ますけれども、64.4％ということでございま

す。

○中野 明議員 私も、基礎調査票、ぱらぱ

らっと見ました。その中で、調査項目等は国勢

調査あるいは県庁内で把握できるような数字が

大半なんですね。その調査項目はどうなってい

るか、お尋ねいたします。県庁内で把握できな

いようなものがあるかどうかを含めてお尋ねい

たします。

○県土整備部長（野口宏一君） お答えいたし

ます。
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調査項目のうち、人口規模でございますとか

産業分類別の就業人口の規模等につきまして

は、議員がおっしゃるように国勢調査などによ

り把握できる項目ということでございます。し

かしながら、土地利用でございますとか建築物

の状況等につきましては、都市計画基礎調査以

外で代用できる調査資料というものがございま

せん。このため、これらの調査につきまして

は、都市計画基礎調査におきまして調査を実施

しなければ得られない情報となっております。

また、将来の見通しや都市計画上の課題を得る

ため、これらの土地利用や建築物の状況等の結

果とともに、人口規模及び産業分類別の就業人

口の規模や、その他のさまざまな資料を総合的

に分析するということを行っております。

○中野 明議員 今の答弁の中で、人口規模と

か産業就業人口はとれるということでありま

す。私に言わせてもらうと、市街地の面積、そ

れから建物、農地転用等々はすべて県に申請す

るか、許可制なんです。ですから、県土整備部

の建築住宅課あるいは農政、そういうところに

数字があるわけです。そういう数字を毎年整理

してプロットしていくとかしていけば、6,000

万、こんな大金を使わずして出てくる。中身は

大したことない。そういう数字を並べて、私な

んかでもできるような―分厚いですよ。そん

なものじゃない。ぜひ総務部長、こういうとこ

ろもしっかり査定をしていただきたいと思って

おります。

次に、国富町における土地利用―未利用地

ですね―この資料の１番目、こういうところ

が未利用地としてどうしようもない、手がつけ

られないという状況であります。こんなに草ぼ

うぼうになって、一番左の例、このブロックの

向こうは調整区域、手前は市街地、こういう差

がある。今後どんどんふえていく。未利用地に

ついてはどういう調査結果になっているのか、

お尋ねいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） お答えいたし

ます。

都市計画基礎調査におきましては、主に市街

化区域内における都市的土地利用の現況やその

変化を確認することとしております。こういう

ことを主眼としていますことから、議員がおっ

しゃる耕作放棄地などの未利用地の変化に関す

る数値的なものは把握してございません。な

お、国富町では、昭和45年に線引きが行われて

以降、市街化区域の面積といたしましては、

約280ヘクタールから316ヘクタールに拡大して

おります。また、市街化区域内の農地につきま

しては、前回調査時点、平成12年度でございま

すけれども、それまでに約86ヘクタールから37

ヘクタールに縮小いたしておりまして、宅地等

に転換されているところでございます。

○中野 明議員 市街地のことは何も言う気持

ちはないんです。要は調整区域、国富町も昭

和45年、農業人口が6,000人あったんです。それ

から、平成17年は約2,500人、40％になってい

る。それだけ減ってこういう未利用地がたくさ

んできる。こういう未利用地については都市計

画は関係ありませんよ。都市計画は、都会に人

間を集めて集中して理想的な都市をつくります

よということであります。

それから、この調査の結果、都市計画の課

題、私も見ましたけれども、大した課題は何も

書いてない。具体的に何が課題として出てきて

いるか、お尋ねいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 都市計画の課

題は、おのおのの都市でさまざまな課題がある

と考えております。平成13年度に実施いたしま



- 225 -

平成19年９月19日(水)

した宮崎広域都市計画区域に関する調査により

ますと、土地区画整理事業などにより、都市基

盤が整備された市街地の有効活用を図ることで

ございますとか、市街地外縁部の集落における

居住環境の整備向上を図ることなどの土地利用

に関する課題のほか、市街地の整備でございま

すとか交通体系の整備、その他の都市施設の整

備など、さまざまな課題が上げられているとこ

ろでございます。

○中野 明議員 いろいろはっきり言葉ではわ

かりません。この中で、当たり前のことが書い

てある。「宮崎市以外は調整区域内の人口が減

少し、市街化区域、都市計画区域外に人口が増

加する傾向がある」。当たり前の話です。調整

区域は建てられんのだから、ふえるはずがな

い。こんな分析なんか、6,000万か何かいっぱい

出していますけど、大したことじゃないなと私

は思っているんです。

時間がありませんので、次に移ります。市街

化調整区域面積比率という、全国を比較したも

のがあります。市街化調整区域面積比率とはど

ういうことを意味するのか、お尋ねいたしま

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 市街化調整区

域面積比率でございますけれども、これは、県

内の都市計画区域全域の面積に対しまして、市

街化調整区域面積の比率をあらわしたものでご

ざいます。分母が県内の都市計画区域全域の面

積、分子が市街化調整区域の面積ということに

なるわけでございます。この比率が意味するも

のは、市街化区域の周辺部において、無秩序な

開発の可能性があるため開発を抑制している区

域が、非線引き都市を含む都市計画区域全体に

対してどの程度の割合になっているかをあらわ

したものでございます。なお、都市計画区域及

び市街化調整区域につきましては、その都市の

人口規模でございますとか、都市の広がりなど

に応じて区域を指定するものでございますか

ら、まちの成り立ちですとか、あるいは地形な

ど、都市の特性によって、その比率というもの

は異なってまいります。

○中野 明議員 これは都市計画課の、部長の

論理でありまして、全国的に見ますと、昭和62

年は宮崎は８番目に高かったんです。１番目が

奈良県、大体わかりますね。奈良県が高い。そ

して、平成17年、40％、17番目になりました。

下がった理由は後で言いますけど、九州管内を

見ても調整区域比率が一番高いんです。鹿児島

なんか11％、佐賀が19％、一番貧乏県が規制し

て、ここはだめですよ、使っちゃだめですよ

と。今、未利用地がどんどん出てきている。そ

れが都市計画かと。中山間部は今そうなってい

るわけで、土地が死んでいるということで、ぜ

ひここら辺もしっかりまた考えていただきた

い。全国でそんなに高い理由は何もないと思う

んであります。

次に、昭和63年４月、都城広域都市計画区域

の線引きが、調整区域が外されました。県会議

員は、「都城は、よかったわ」という話でし

た。これはどういう理由で線引きが外されたの

か、お尋ねいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 都城広域都市

計画区域の線引きの廃止でございますけれど

も、昭和45年11月に線引きを行いまして、昭

和63年に線引きの廃止を行っています。その当

時、都城広域都市計画区域につきましては、都

市計画区域内の人口に対します人口集中地区、

いわゆるＤＩＤと呼ばれているところでござい

ますけれども、その人口の割合が、全国平均

で67％に対しまして、都城広域都市計画区域で
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は37％となっておりました。また、同時期、宮

崎広域都市計画区域では60％、日向延岡新産業

都市計画区域では70％という数字でございまし

て、これに比べても都城都市計画区域内の人口

に対する人口集中地区の人口というものは低い

ものでございます。そういうことから、周辺部

に対する開発圧力も余り大きくない状況にござ

いました。また、いわゆる青地農地が市街地周

辺の相当部分を取り巻くように分布しているた

め、郊外部においては無秩序な開発行為が大規

模に発生する状況には至らないものと判断いた

しました。以上のような理由から、線引きを廃

止したものでございます。

○中野 明議員 いろいろそれなりの立派な理

由が立ちます。要は、これは政治力なんです。

政治力で外したところなんです。それしかない

と、そう思っております。国富は政治力がない

から、まだどうしようもありません。

次に、この写真を見ていただきたい。２枚目

です。これを見ていただきますと、本当に農地

整備してきれいになっております。真ん中に赤

丸をつけております。これは建設業だったんで

すけど、一応転業しようということでコンビニ

エンスストアをやろうということであったが、

許可にならなかった。どういう理由でならな

かったのか、お尋ねいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 市街化調整区

域内のコンビニエンスストアにつきましては、

既存集落内に居住される方々の日常生活に必要

となる物品の販売等の店舗として審査すること

になります。建築するためには３つの基準がご

ざいまして、１つが、立地場所が既存の集落内

等であること、２つ目が、建築物の店舗部分の

面積が原則として150平米以内であること、３つ

目が、敷地の面積がおおむね500平米以内である

こと、このいずれの基準にも該当する必要がご

ざいます。お尋ねの案件につきましては、これ

らの基準すべてに該当しなかったことから、建

築することは困難である旨を回答したものでご

ざいます。

○中野 明議員 再度確認しますけれども、そ

の面積、これは絶対間違いないですね。50平米

以下とかその数値だったらできておったという

ことで間違いないですね。再度確認をいたしま

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 御相談があっ

たときの基準でございますけれども、店舗部分

の面積は原則として150平米以内、敷地の面積は

おおむね500平米以内でございます。なお、その

後、基準の改正がございまして、平成16年３月

から適用されたものでございますけれども、建

築物の床面積は200平米以内、敷地の面積はいろ

いろ条件がございますけれども、その条件をク

リアできれば1,000平米を限度として認めること

ができるようになったものでございます。

○中野 明議員 今ごろ小売店、こういう集落

を相手に小売店したって成り立たないんです。

するところがない。そんな法律なんです。小さ

い集落を相手に商売してもいいですと。する人

はだれもいません。そういう中で、おもしろい

のは、物品販売、それから休憩所は調整区域で

してもいいということになっていますね。休憩

所は何かというとドライブイン。休憩所は何の

ためかというと、運転者のための飯を食うとこ

ろと休憩するところということなんです。これ

なんか見ますと、市内の松林のこっちのほうに

新別府通りとかいろいろ通りがある。みんな調

整区域でありますけれども、みんなそういうの

がレストラン、ファミリーレストラン、みんな

できているんです。何でできているかという
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と、近くまで集落が来ているから連担性がある

からと、どんどん出てくるわけです。国富町の

ようなところは、こんなところじゃ連担性がな

いということで、別に新しい田んぼを開発する

わけじゃない、それでもできない。こんなばか

な法律なんです。ぜひそこら辺をしっかり今後

考えて、何とかもうちょっとにぎわわせるため

には、調整区域を外すよりしようがないんで

す。

それからもう一つ、今ここの写真にあるよう

に、農家集落、空き家がいっぱい出てきます。

一般の人が空き家を取得して住むことができる

のか、お尋ねいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 市街化調整区

域内で、一般の人が空き家を取得して住むこと

ができますのは、市街化調整区域に指定される

以前、いわゆる線引き前に建築されている空き

家や、線引き前から宅地であった土地に建設さ

れている空き家でございます。また、それ以外

の空き家を取得する場合につきましては、その

空き家のある集落内に10年以上居住している必

要がございます。

○中野 明議員 再度お尋ねしますけど、昭

和45年に建てた立派な家がある。急に突然死さ

れたりとかいろいろあります。そういう空き家

は今後全然そのままに、手つかずになるんです

かね。該当者が、10年以上そこに住んでいる人

がいない限りは、その家はどうしようもないと

いうことになるわけですか。

○県土整備部長（野口宏一君） その集落に10

年以上居住している方がその空き家を取得する

ことは可能でございます。

○中野 明議員 10年以上住んでいる人がいな

かったら、その家は手つかずということになる

わけですね。

○県土整備部長（野口宏一君） 取得する以外

にも、借家として借りるという方法もございま

す。その場合には制限ございません。

○中野 明議員 私は取得を言っているわけで

す。そういう場合は取得できませんねと聞いて

いるんです。

○県土整備部長（野口宏一君） 農家の方がそ

こを買うとか、あるいは先ほど申しましたよう

に、10年以上その地域に居住しているという条

件が整いますれば可能でございます。

○中野 明議員 時間がない。ちゃんと的確に

答えてください。私は一般の人を言っている。

農家の人が住めることはわかっているんです。

ということは、そういう立派な家があっても未

来永劫に空き家になって、朽ち果てるのを見と

かなしようがないというようなことになるんで

す、こういうばかな法律はですね。

今、県のほうで、50年、100年先を見込んだ、

景観形成法に基づいてそういう方針をつくろう

というのがあるわけですね。それを見ますと、

とにかくびっくりするような話ばかりです。こ

の中には、私が言いたいことがみんな書いてあ

る。例えば耕作放棄地や開発に対する田園風景

の創出がなされる。過疎化、高齢化に対して継

続、営みの困難さとか、そういうのを前提に50

年先、100年先の絵をかこうというのが、この景

観法のやつですね。そういう中でどうなってい

るかというと、課題として県土整備部が取り上

げているわけです。例えば優良農地の確保と耕

作放棄地対策の充実、遊休農地の有効利用はど

うなるかというようなことであります。適正に

土地利用をコントロールせんといかんと。それ

でお尋ねしますけど、遊休農地、今、私が例に

とっているのが遊休農地ですね。こういうとこ

ろの有効利用をどうするか。課題としてとらえ
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ているけど、今後どうするのか。50年先、100年

先を考えて、今の法律の中じゃ手もつけられな

い、売りもできない、買いもできない、こうい

うところを見てどういうふうな考え方か、部長

にお尋ねいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 景観形成基本

方針では、方針１の「意識と人を育てる」から

方針５の「特性を生かし、活性化につなげる」

まで５つの方針を定めてございます。農村地域

などにつきましては、方針３で「生活の営み・

文化を守り、育てる」として、美しい農村景観

等の保全創出に取り組むこととしております。

この中では、持続的な生産活動の展開、適正な

土地利用コントロール、地域の風土に合った景

観の保全・形成などを掲げておりまして、議員

がおっしゃいましたように、優良農地の確保で

ございますとか、遊休農地の有効利用等に取り

組むこととしております。このような取り組み

は、基本方針にも示しておりますように、担い

手の不足でございますとか、生産活動の衰退で

ございますとか、自然環境の悪化など、さまざ

まな課題というものが関連しております。そう

いうことから、総合的な対応が必要でございま

すので、地元の事情に詳しい市町村を中心とし

て、県庁内の関係各課とも連携を図りながら取

り組んでまいりたいと思っております。

○中野 明議員 現状分析は私も同じなんで

す。しかし、要は、こういう土地は今の調整区

域、都市計画法の中では―部長は今、市町村

の方と検討していくということを言われまし

た。検討すれば方法が出てくるんですか、今の

法律の中で。

○県土整備部長（野口宏一君） 未利用地の土

地の利用にもいろいろな方法があると思ってお

ります。例えば市街化調整区域を外して、都市

基盤整備をしないで住宅化をするという形にな

りますと、環境的に余りよくない市街地が形成

されて、行政需要的にも、後追い的に道路とか

下水道といった公共施設を整備していかなくて

はいけないというような需要が発生してきま

す。そういう面では、いろいろな側面を検討し

て、計画的に未利用地をできるだけ有効活用で

きるような手法を、地元の発想も生かしなが

ら、県としてもそれを関係各課と一緒になって

応援していきたいと思っております。

○中野 明議員 今、インフラ整備の問題が出

てきました。今、私がここに示しているところ

は水道も入っているんです。近くまで道路が来

ておる。それから、この下には終末処理場があ

るんです。今、部長が言っているのは、一定の

区域、面積があれば市街化にできるんです。私

が言っているのはこういう個人的な、１反、２

反とか、３反とか、そういう土地を言っている

んです。今、部長が言っているのは法律の範囲

内で、私も知っていますよ、そのくらいは。だ

から、こういう法にかからない未利用地を今後

どうしていくのか、そこを聞いているわけで

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 土地利用につ

きましても、個別の土地土地で考えていくんで

はなくて、やはりある程度の広さを持った土地

でその土地の使い方ということを考えていきま

せんと、都市としてあるいは地域として、都市

環境、田園環境というものを育成することがで

きないと思っております。そういう観点で、個

別の土地に対してもいろいろ御要望があること

は存じておりますけれども、いろいろ総合的あ

るいは相対的な考え方をしていきたいと思って

おります。

○中野 明議員 今、私がとりあえず例にとっ
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ているのは、お手元にあるこの資料です。これ

見てください。ここは昔、45年前は立派な田ん

ぼ、畑で通ったんです。こういうところは圃場

整備も入らん。これは南傾斜のいいところなん

です。40何人の人がみんな売りたいと印鑑を押

して町にも出している。今、部長が言っている

ことと全然ここは関係ない。逆に、草ぼうぼう

になっているほうが、よっぽど景観的にも逆に

なってくると思う。だから私は、部長が言って

いるのは法的にはわかるけれども、最終的には

こういうところはどうする考えだと、部長とし

ては言えなければ、よく言う個人的でもいいで

すよ。

○県土整備部長（野口宏一君） 土地利用とい

うものは、さまざまな人々の営みでございます

とか、あるいはなりわいというものの結果とし

て、あるいはその方法、手段として形成される

ものであると思っています。いきなり土地利用

をこうするんだというところの発想から始まる

のではなくて、その地域の産業経済でございま

すとか、生活の仕方をどうしていくのかという

ことからスタートしていかないと、土地利用と

いうものもどうしようという議論が始まってこ

ないかと思ってございます。そういう意味で、

地元がどうしていきたいのかというような意向

を十分に酌み取って、関係する市町村とも協議

をしながら、好ましい活用のあり方について、

市町村と話を進めていきたいと思っておりま

す。

○中野 明議員 私は、部長と反対意見なんで

す。こういうところが未利用地で残る、また集

落が新しい投資等が参入されずに空き家になっ

てしまう、集落は消えてしまう、そういうこと

を言っているわけです。こういうところは幾ら

聞いても、部長は都市計画法の範囲の中しか答

えていない。それじゃ、今後、人間が何人集

まって、市町村も集まって話せば、部長、こう

いう未利用地の解決方法は何とか出てくるんで

すか。

○県土整備部長（野口宏一君） 地域の実情に

詳しい市町村と協議して、解決法が出てくるよ

う努めてまいりたいと思っております。

○中野 明議員 努めてまいるじゃ困るんで

す。具体的にどういうような動きをするか、そ

こまでお願いします。

○県土整備部長（野口宏一君） 最適なやり方

について検討させていただきます。

○中野 明議員 いつごろから検討を始めて、

大体入りますか、それは。

○県土整備部長（野口宏一君） できるだけ早

急にと思っておりますけれども、その辺は地元

としっかり協議をさせていただきたいと思って

います。

○中野 明議員 地元地元、逃げ方としては地

元がすぐ出てくるんです。町に言えば県がだめ

だと言う。県に言えば５年ごとに見直しと。

ずっとそんな形で来ているんです。部長、こう

いう土地を将来―本当に地元の人は困ってい

るんです。後でまた言いますけれども。もう

ちょっと真剣に、いや、本当ですよ、これは

ずっと残るわけですよ、今の法律がある以上

は。それでいいんですか。

○県土整備部長（野口宏一君） 未利用地は、

地域のためにしっかりとした土地利用を図られ

るよう、我々としても十分努力していきたいと

思っております。

○中野 明議員 今、法律で図れんから、私は

それを議論しているんです。そんなことはわ

かっている、わざわざ聞かんでも。今後、法律

も含めて、調整区域取っ払ってもいいわけで
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しょう。どういう考えですか、そこは。

○県土整備部長（野口宏一君） 調整区域を取

り外すこと、線引きを外すことも法律的には可

能だと思いますけれども、そこにはやはり、先

ほど申し上げましたように、いろいろな弊害も

出てくるかと思っております。その辺を十分考

慮する必要があると思っております。

○中野 明議員 いろいろ、いろんなところま

だたくさんあります、この絵の中でもね。うち

の調整区域は、高岡との山の境が調整区域なん

です。ここら辺の田んぼを見ても、昔は農地と

して立派に利用したけど、今ほとんどなくなっ

ているんです。こういう未利用地を都市計画担

当としてはどう思っているのか。くどいようだ

けれども、今の法律があれではどうしようもな

いんです。

最後に、都市計画法の最終決定者はだれにな

りますか、部長。

○県土整備部長（野口宏一君） 都市計画区域

の変更でございますとか、線引きの廃止に関す

る都市計画の決定につきましては、国の関係機

関の同意を得まして、県知事が行うこととなっ

ております。

○中野 明議員 だから、この地方分権にはま

やかしがあるんです。知事に権限をおろした、

おろしたと言いながら、途中で協議とかそうい

うのが入ってきている。もとはしっかり持って

おるわけです。本当にふざけている、今の言い

方は。しっかり地方分権も含めて、知事、最終

決定者は一応知事なんです。しかし、国の同意

がないとどうしようもない。しかし、これは政

治力で都城のあれだけの広い土地を取っ払って

おるわけです。要は知事の姿勢、考え方だと思

うんですけど、知事の考え方をぜひ前向きで

―本当にこのままでは、一番いいところが調

整区域でとってあるんです。ぜひ知事の前向き

の考え方を―よく聞かれるんだけど、「知事

はあんげ出ちょって大丈夫じゃろか」「いや、

大丈夫よ。予算が決まれば部長がみんなすっ

ちゃかい」と。だから、知事はしっかり部長に

宿題を与えればいいんですから、事務的には知

事がする必要はない。しっかりした考え方で部

長に指示をおろしてもらえば済むわけでありま

すから、知事の考え方をお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 冒頭で中野議員か

ら、今回の部長と中野議員の議論を裁判官とし

て見てほしいということでございました。どち

らが被告でどちらが原告かわからないんですけ

れども、両方の言い分に正当性、妥当性、ある

いは非妥当性、非正当性があると考えていま

す。裁判というのは大体そんなものなんですけ

れども、都市計画、土地利用に関しましても、

問題が山積しているなというような率直な感想

でございます。都市計画につきましては、区域

全体の土地の利用を総合的、一体的に勘案しな

ければいけないと考えております。そこには当

然一定のルールとか制限というのがあるべきも

のだと思います。余り無秩序な開発、乱開発な

ども、都城の例を挙げられましたけれども、都

城は青地農地が周辺にあったということで、そ

こに人が住めないということで空洞化は起きな

いであろうというような予測のもとに線引きを

外したというようなことがございます。しかし

ながら、それによって実際は空洞化も起きてい

る現状もございます。例えば国富町の御指摘で

すけれども、国富町の市街化を外した場合に、

国富町の中心的な集落が空洞化をする可能性も

ある、あるいは宮崎に一番近い側に住宅が集中

するというようなことも考えられます。そう

いったいろんなことを考えて、線引きというの
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は考えていかなきゃいけないと。

都市景観もありましたけれども、自然景観と

いうのも非常に重要な県の財産かなと、あるい

はその地方地方、町々の財産かなと思っていま

すので、その辺は十分考慮した上で、景観づく

りにも配慮した上で、総合的に考えていかな

きゃいけないと思います。いずれにしろ、人口

減少・高齢化社会でございます。御案内のよう

に、これは避けることのできない時代です。こ

の時代にまた経済措置をしていかなきゃいけな

い、限られた土地を有効利用していかなきゃい

けないということでございます。だんだん人口

あるいはそういったものが狭められている中

で、土地の有効利用とか、土地の利用できるパ

イを広げていくというのも、これはちょっとど

うなのかなということも考えられますので、総

合的に勘案して、今後検討していきたいと考え

ております。

○中野 明議員 裁判官も大分行政マンになら

れたなと、そんな感じであります。知事、私が

限定して指しているこの部分、ここなんかは

今、農業後継者もいない。景観上も問題があ

る。無料でも借り手がいない。売却して老後の

生活費に充てたいけれども、充てられない。売

却して借金の返済もしたい。子供の屋敷にもし

たい。逆に、集落が消えますよ。国有地化して

いるような感じですね。中国と同じような土地

の感覚です。税金は納めんといかんということ

ですね。知事は、いろいろ立場として都市計画

法に基づいた、どっちかというとそっちに傾い

た意見だったかなと思います。今、例えば、端

的にここら辺の問題、法的には問題があります

けれども、現実問題としてここら辺もずっと今

のままじゃほったらかし、今、部長とやりまし

たけど。例えば、知事、今、私が１枚目でやっ

たところに限定して言った場合、周りはずっと

住宅が来ているんです。運動公園になるわけで

もなし、草ぼうぼうになって、本当にみんな

困っている。こういうところを私は言っている

わけで。調整区域を外すとなると大変ですが…

…。

最後に、もうちょっと地域に立脚した、こう

いう土地を持っている人の立場に立った知事の

考え方は聞けないものか、再度お尋ねいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、こ

ういう問題は非常に深刻な問題だとは認識して

おります。それだからといって、市街化調整区

域を外したからといって、これが即解決するか

というのも、またどうなのかという感じはして

おります。いずれにしろ、住民の皆様が快適に

暮らせるような、安心して暮らせるようなまち

づくりに努めてまいりたいと思いますので、今

後これは改めて検討させていただきたいと思っ

ております。

○中野 明議員 ぜひ検討―検討というとぼ

やけてくるんですけれども、一生懸命検討して

いただくことをお願い申し上げまして、質問を

終わります。（拍手）

○中村幸一副議長 次は、７番河野安幸議員。

○河野安幸議員〔登壇〕（拍手） 宮崎郡選出

の河野でございます。１郡１町１人区でありま

して、４月の選挙におきまして、清武町から県

議会に参画をさせていただきました。初めての

一般質問でございます。我田引水があろうかと

思っておりますが、心広くお許しをいただきた

いと存じます。

それでは、初めてでございますから、一括方

式で質問をさせていただきたいと思います。地

元からも傍聴がお見えになっておるようでござ
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いますから、よろしくお願いをいたしたいと思

います。

それでは、通告に従って質問をしてまいりた

いと思います。

宮崎県の農業の将来像について、知事はどの

ようにお考えになっておられるか、お伺いをい

たしたいと思います。

御案内のとおり、宮崎県は農業が基幹産業で

あります。農業の形態も土地利用型の農業、施

設型の農業、そして畜産農業と大きく３つに分

けられると思っております。土地利用型の農業

は天候に左右され、決して安定した農業ではあ

りません。施設型農業につきましては、ほぼ安

定はいたしておりますものの、農薬等の規制に

より大変苦労されておるようでございます。畜

産農業につきましては、唯一の畜産県でありま

すから、今のところ一番安定していると思われ

ます。

そこで、環境に優しい農業を心がけ、消費者

へより安全・安心な農産物を提供するため、農

薬散布を減らすため、天敵などを利用した病害

虫防除への取り組みについて御提案をしてまい

りたいと思います。天敵農法の実用化に向けた

支援事業を積極的に実施はできないか。宮崎県

から全国へ向けて、食の安全と環境に優しい農

業への取り組みをアピールすることもできると

思っております。知事も、宮崎県の基幹産業で

ある農業を、今こそ宮崎県から全国へ向けて、

食の安全、環境に優しい農業のあり方をみずか

ら発信していくことが重要であると言われてお

ります。今、食の安全を脅かすような記事が、

連日のようにマスコミ等で報道されておりま

す。自己の利益と生産性を最優先して、消費者

を無視した行為に怒りを感じておるところでご

ざいます。しかし一方では、まじめにこつこつ

と、どのようにしたら安全で安心して食べられ

る農産物をつくれるか、このことに必死になっ

て取り組んでいる農家の方もおられることを忘

れてはなりません。

近代農業は、化学合成農薬の進歩により農業

生産性に大きな効果をもたらしました。その一

方、化学農薬などによる環境汚染や環境ホルモ

ン作用による生物存続への影響、さらに人への

安全性が強く問われております。これらの問題

を解決するには、これまでの合成農薬にかわっ

て、自然の生態系に優しい生物的防除法を取り

入れ、新たな農法を構築していくことが必要で

あると考えます。これまでの合成農薬に取って

かわり得る新たな天敵を利用した病害虫防除を

開発、実用化する、このことが今まさに農業県

である宮崎に求められていると思っておるとこ

ろでございます。

天敵農法とは、御承知のとおり、野菜、果樹

等の栽培で発生する害虫を食べて生きている昆

虫や微生物を利用して、害虫を防除する農法で

あります。１つに、過剰な化学農薬の散布を減

らすことができ、かつまた防除効果があるこ

と。２つ目には、皆殺しの殺虫剤とは違い、対

象となる害虫のみを減らし、生態系への影響が

低いこと。３つには、従来の薬剤よりも省力的

で農作業従事者への安全性が図られること。こ

のように天敵の活用は、安全で安心して食べら

れる食物をつくる、環境に優しい農業を実現す

るものであります。また、農地が住宅地や学校

等の公共施設に近接しているような地理条件で

あっても、周辺の住民や児童への健康被害を回

避できる。そして、河川の汚染防止にもなるな

ど、農地の有効利用のためにも効果があると考

えております。

しかし一方、この農法のネックとなっている
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のが、コスト面では通常の農薬散布に比べ多少

多目の経費を要することが農法自体の課題と

なっております。また、天敵の利用は効果の発

現が遅いこと、そして天敵は農薬に弱く、他の

害虫が発生したときの対策、いわゆる天敵と併

用可能な農薬の選択などが難しいなどがありま

す。農家の負担の解消、学問的な研究、そして

実用化など、これから天敵農法にはまだ解決し

なければならない問題が山積いたしておりま

す。

しかしながら、これからの社会は、食の安

全、環境の保全がより一層追求されてくること

は確実であります。全国的に農産物に識別番号

をつけ、生産者や使用農薬などの記録を消費者

に公表する仕組みがつくられようといたしてお

ります。全国の小売店で、あるいはインター

ネット等で生産履歴の開示が進められていま

す。生産履歴の開示の流れは、ますます産地間

競争を加速させ、生産者の生き残りをかけた戦

いが激しくなってくると思われます。このこと

は、農業県である宮崎の将来を大きく左右する

ものであると考えているところで、知事の県政

のモットーである安全・安心、まさにこのこと

であろうと思っております。宮崎の農産物は安

全・安心して食べられますと自信を持って発信

するこの政策の一つとして、天敵農法の普及、

実用化は重要であると考えます。そのために

は、農家の皆さんが、これらの安心・安全を産

学官一体となって実践できる環境を整えること

が重要であると考えております。

本県の農業の新たな振興策としてお伺いをい

たします。天敵農法の実用化に向けた支援事業

を推進することは考えていないのか、農政水産

部長にお伺いをいたします。２番目に、天敵農

法の実用化のため、宮崎大学を中心にした産学

官による研究の状況、中身について農政水産部

長にお伺いをいたします。３番目に、天敵農法

の発信基地になることについて、知事のお考え

をお聞かせいただきたいと思います。

次に、本県の総合交通・流通対策についてお

尋ねをいたしたいと思います。

本県は、大都市、大消費地に遠く、その地理

的条件から、久しく陸の孤島と呼ばれた時期が

ありました。歴史をひもとけば、大正年間の日

豊本線の開通、戦後には国道10号線の整備改

良、ローカル空港としては全国的にも早い就航

であった旅客機のジェット化、昭和40年代には

農産物の大消費地、京浜方面向けのコールド

チェーンシステムの試みを経てのカーフェリー

の就航、加えて高速道路・九州縦貫自動車道宮

崎線の開通と、並々ならぬ先人の努力が実りま

して、本県の交通体系は着実に現在の姿へ形を

整えてきたところであります。言うまでもな

く、陸・海・空の交通体系の整備は、本県発展

の生命線と言っても決して過言ではなく、県経

済及び県民生活に直結する重要問題の一つであ

ると思われます。鉄道、道路、バス、航空機、

海上輸送などの総合交通体系の整備は、本県の

置かれた地理的条件の克服であり、人や物が県

境を越え、交流し、発展する源であると思われ

ます。

しかしながら、本県の交通体系の現状は、高

速道路一つ見ても、北九州から宮崎を経由し鹿

児島に至る東九州軸は、福岡から長崎を含め、

熊本を経由し鹿児島に至る西九州軸に比較し、

立ちおくれが著しいものであります。いまだそ

の供用率は40％台にすぎません。鉄道・日豊線

についても、大分県境に課題があり、その解決

には多大な投資が必要であると報告されており

ます。また、航空機につきましては、旅客のニ
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ーズは、東京、大阪などの幹線ではほぼ満たし

ておると思われますけれども、東京便の３社乗

り入れの結果、航空機の機材が小型化し、航空

貨物に不都合が生じ、現在、花卉の出荷は鹿児

島空港を利用しているのが実態であります。さ

らに、海上輸送におきましては、平成17年４月

時点では、カーフェリーが関西、京浜に４航

路、ローロー船が３航路就航いたしておりまし

たが、その後の燃油高、また慢性的な宮崎への

帰り荷の不足による赤字体質もあって、相次い

で運航休止に追い込まれ、現在ではカーフェリ

ーは大阪航路１便を残すのみとなっており、最

大の消費地、首都圏への出航はゼロという現状

であります。農産物の安定・大量輸送を考えま

すと、本県物流の最大の危機とも言える状況を

迎えていると思います。

こうした多くの課題、問題点が、まだまだ本

県の交通体系には存在いたしておりますが、今

後の交通体系を検討するとき見逃してはならな

いのが、幹線貨物輸送の一つの道であります鉄

道であります。鉄道貨物輸送は、輸送実績とし

て年々減少傾向でありますけれども、長所とし

ては、鉄道はＣＯ２の排出量がトラックの８分の

１であること、また輸送コストも500キロメート

ルを超えると有利性が生じることなど、化石燃

料の有限性を考えると、長期的にシフトを検討

し、貨物ターミナルの整備などを考慮していく

時期にあると考えております。

そこで、知事にお尋ねいたしますが、本県の

交通体系に対する状況についての御認識と今後

の整備のあり方、戦略をお聞かせいただきたい

と存じます。

また、農政水産部長には、カーフェリーの相

次ぐ撤退による農産物輸送への影響及びその対

策についてお伺いをいたしたいと存じます。

次に、269号線加納バイパスの進捗状況につい

てお伺いいたします。

国道269号線は、清武町はもとより、県西南地

区を結ぶ幹線道路であり、また現在、急ピッチ

で建設が進んでいる東九州自動車道へのアクセ

ス道路としても、さらに重要性が高まっており

ます。しかしながら、宮崎市中心部へ近づくほ

ど、特に清武町、田野町方面からの朝夕のラッ

シュ時など、生活通勤圏の拡大もあり、慢性的

な交通渋滞が発生し、産業経済、生活面におい

ても支障を来しております。このような現状を

かんがみ、平成７年度から国道269号線のバイパ

ス事業が取り組まれ、総延長6,130メートルのう

ち、天満バイパスが平成18年３月27日に開通し

たところであります。また、平成11年度から延

長3,000メートルの加納バイパスが着工されてお

りますが、平成20年あるいは平成20年度内に完

成するらしいとか、また用地買収がおくれてお

り、さらにおくれるらしいなど情報が交錯して

おります。確認の意味で、加納バイパスはいつ

完成予定なのか、お尋ねをいたしたいと思いま

す。

また、同地域のＰＴＡ関係者から、バイパス

開通後は通学道路の通過交通量がかなり多くな

り、児童の登下校中に事故などが発生するので

はという不安があるようでございます。そこ

で、歩道橋の設置を望む声がかなりあります。

県にいろいろ要望しますと、信号機の設置など

もそうでありますが、事故などの発生率の高さ

や通行車両の急増などが設置条件であり、予算

措置を伴いますので、総合的に判断しますとい

うのが決まり文句であります。歩道橋設置につ

いてもやはり同じような答えなのか、お伺いい

たします。

また、国道269号線加納バイパス開通後の通過
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交通の流れはどのように変化していくのか、通

行量の調査を定期的に実施されておるようでご

ざいますが、それをもとに現時点でのお考えを

お聞かせください。

次に、宮崎県まちづくり基本方針骨子案につ

いてお伺いいたします。

改正まちづくり三法の11月施行にあわせて、

県もまちづくり基本方針の骨子案を明らかにさ

れたところであります。大型集客施設について

は、宮崎、都城、延岡など７市の中心部以外の

開発は事実上認めない方針のようですが、準都

市計画区域への指定を進め、中心市街地に隣接

する地域についても、都市計画の変更手続を経

た上で県の同意が得られれば、立地ができる余

地も残されております。判断基準として、各自

治体の土地利用計画の整合性、交通の環境など

の影響も挙げているようですが、このような余

地を残すことが、本当に大型集客施設などの郊

外立地の抑制につながるのか、今後、専門委員

会や広く県民から意見を募るなどして、来年度

前半に策定されるようでありますが、絵にかい

たもちにならないように、しっかりした基準を

示していただきたいと思います。また、宮崎市

古城地区と清武町加納地区との行政境は、加納

バイパスが開通することにより、流通・娯楽施

設並びに住宅団地開発などから見ても大変興味

のある、魅力的な地域であるようでございます

ので、自治体、県民、開発業者からも、なるほ

どと言われるような基準が求められると思って

おります。６月21日に７人から成る専門委員会

が設置されたようですが、現在どのような議論

がなされているのか、お答えください。

次に、清武町船引特殊農地保全整備事業につ

いてお伺いをいたします。

この事業は、当初計画で平成５年から平成９

年にかけて、面積81ヘクタール、圃場面積は69

ヘクタールであり、予算は26億1,900万円で着工

されたものであります。しかし、平成８年に計

画変更がなされ、最終年度を平成14年度に延期

されたのであります。さらにまた、平成14年に

は再度、計画変更がなされ、17年度までとされ

たのであります。その原因は、過剰な遺跡の発

掘調査だと言われております。これは、農家、

地権者を犠牲にしたものであり、一部では農産

物の作付、生産もできず、サラリーマンが給料

をもらえないのと一緒だと、同じだというよう

な不満の声も出た時期もありました。地元土地

改良区と調査員との激しいトラブルがあったこ

とは事実であります。さらに、今回の工期変更

により平成５年から平成19年度に変更され、当

初の計画を10年間も延期され、着工から15年も

かかるわけでございます。このような例が全国

にあるのでしょうか。余りにも教育委員会、文

化財調査の越権ではないかと、土地改良区、地

権者は言っております。その点について農政水

産部長、教育長にお伺いをいたします。

次に、葉たばこの被害対策についてお伺いを

いたします。

宮崎県の葉たばこの生産状況を見てみます

と、今年度、平成19年作で耕作者数1,056名、耕

作面積は2,021ヘクタールであります。本県は面

積にしては日本一であります。だが、販売代金

としては、今年も台風災害をこうむっておるの

で、昨年に引き続き日本一は難しいところでも

ございます。土地利用型の農業としては、ＪＴ

の契約栽培であり、所得率も46％であり、また

稲作の休耕促進作物でもありまして、葉たばこ

は安定した換金率の高い魅力的な作物でありま

す。しかしながら、４年連続の集中豪雨、日照

不足、さらに相次ぐ台風の襲来により収量減に
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なり、この異常気象には耕作者も難儀されてお

られるようでございます。そしてまた、会社で

ございますが、ＪＴ側から農薬の規制が厳し

く、生理的斑点病、そしてまた疫病の大発生に

より、過去最悪の収量減と品質低下につながっ

たと思っております。総販売代金の推移を見ま

すと、平成４年から平成14年度までは宮崎県

で150億円以上あったわけですが、特に平成４年

度は164億4,400万円でありました。だが、18年

度、昨年作は76億6,800万円と約半分でありま

す。今年作においても、13億円の被害金額が見

込まれておるようでございます。今、耕作者

も、平成15年から続く気象被害に精神的、経済

的なダメージははかり知れないものがあると思

います。再生産意欲の低下、さらに生活費並び

に再生産資金の不足は厳しいものがあります。

農業としての葉たばこ生産をしっかり支援、応

援することは、耕作者を励ますことにもなると

思っております。

そこで、農政水産部長にお伺いいたします

が、１番として、宮崎県としての葉たばこ農業

の今後の位置づけはどのように考えておられる

のか、２番目に、葉たばこ農家への支援、応援

はできないものか、お考えをお聞かせくださ

い。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、天敵農法についてでございますが、地

球規模での環境問題や食の安全性の確保が大き

な課題となる中、環境を重視した農業に転換し

ていくことは大変重要なことと認識しておりま

す。このため、施設園芸の盛んな本県では、環

境への負荷軽減とともに、農産物の安全・安心

の確保につながる天敵等を利用した総合防除技

術の研究開発や現地での実証にいち早く取り組

み、全国的にも高いレベルの技術を確立してい

るところでございます。今後、一層、環境に優

しい農業を推進する観点からも、新たな天敵や

適用品目の拡大等を進め、安全・安心な本県の

農産物づくりの取り組みを、全国の消費者に発

信してまいりたいと考えております。

続きまして、物流に係る交通体系に関する御

質問でございますが、大都市圏から遠く離れた

本県において、農産物を初めとする県産品の競

争力向上や企業誘致の促進のためには、低コス

トで利便性の高い輸送手段を確保することが大

変重要であると考えております。このため、原

油高騰などにより航路の休止が相次いでいる海

上輸送網の充実や、エネルギー効率の高い鉄道

輸送の拡充が大きな課題になっていると認識し

ております。県といたしましては、今後とも、

建設中であります東九州自動車道を初めとする

道路網の整備を着実に進めますとともに、海上

及び鉄道輸送の維持充実に向けて、利用促進の

ための取り組みや関係企業に対する働きかけ

を、積極的に行ってまいりたいと考えておりま

す。以上です。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、天敵農法の支援事業についてでありま

す。本県では、施設ピーマンや施設ナスの産地

において、天敵類の利用が進んでおりますが、

今後は、天敵の種類や利用できる作物をふやし

まして、生産現場における面的な取り組みの拡

大を図る必要があります。このため、県といた

しましては、県単事業等で天敵等の先進的な防

除技術を導入する生産者集団に対し支援を行う

とともに、農業試験場や普及センターにおい
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て、効果的な利用技術の確立と生産現場への普

及指導を行っているところであります。今後と

も、天敵等を活用しました総合的な防除技術に

ついて、より一層の推進を図ってまいりたいと

存じます。

次に、天敵農法についての産学官の研究の状

況についてであります。県におきましては、地

域の実態に即した効果的、効率的な天敵利用技

術の実用化を目指し、平成19年度から、宮崎大

学や天敵の製造企業と連携して、総合的な防除

技術の確立と技術普及の取り組みをスタートい

たしました。この取り組みにより、平成21年度

までの３カ年で、ピーマン、キュウリ、ナス等

の産地を対象に、宮崎大学が、天敵利用技術の

向上、低コスト化等の研究を行うことにしてい

ます。また、普及センター等においては、現地

の実用化や面的拡大が図られ得る総合的な技術

体系を構築し、普及を図ることとしておりま

す。県といたしましては、今後とも産学官の連

携により、地域の実態に合った、生産者が取り

組みやすい天敵等の利用技術の確立と普及に努

めてまいりたいと考えております。

次に、カーフェリーの撤退による農産物輸送

への影響及びその対策についてであります。御

指摘のとおり、カーフェリーの京浜・貝塚航路

の相次ぐ休止や原油高騰の影響により、輸送運

賃が上昇する中で、大分―横須賀航路が平成19

年９月４日から休止となるなど、農産物輸送を

取り巻く状況は大変厳しいものと認識しており

ます。このことから、県といたしましては、輸

送コストの低減や効率化を目指した合理的な物

流体制の構築を進めるため、農業団体に対し、

県域での一元分荷販売・一元配車体制を実施す

るための園芸情報システムの整備等を支援し、

本年２月から稼働しているところであります。

さらに本年度から、みやざき青果物新輸送ルー

ト実証事業により、京浜向けの新たな輸送ルー

トとして、ＪＲコンテナやローロー船等による

青果物の輸送試験を行うことにしており、休止

した京浜航路等の代替輸送の開拓を進めてまい

ります。

次に、葉たばこ農業の位置づけについてであ

ります。本県の葉たばこは、土地利用型の基幹

作物として大変重要な地位を占めており、また

全量契約栽培で作付前に価格が決定されること

から、農家にとっては、経営の計画が立てやす

い作物であると認識しております。さらに、日

本たばこ産業株式会社からは、国産葉たばこの

安定供給が求められており、葉たばこ生産に適

した本県に対する期待は大きいものがあること

から、今後とも、本県農業の振興を図る上で欠

かすことのできない作物として推進していく考

えであります。

次に、葉たばこ農家への支援についてであり

ます。県におきましては、葉たばこ農家の支援

を図るため、県単独補助事業により、担い手の

経営規模の拡大や、省力・安定生産に必要な機

械の導入等を推進するとともに、国庫補助事業

を活用した共同乾燥施設の整備を進め、意欲を

持って葉たばこ経営に取り組む農家を引き続き

支援してまいります。また、台風等の被災農家

に対しましては、経営再建や施設の復旧のため

に必要な資金に対する利子補給を行うことによ

り、農家の負担軽減を図っているところであり

ます。いずれにいたしましても、県といたしま

しては、葉たばこ農家の経営安定が図られるよ

う、県たばこ耕作組合と連携しながら、経営改

善指導も含めた総合的な支援を行ってまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕
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○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

国道269号線加納バイパスの進捗状況と完成見

通しについてであります。加納バイパスにつき

ましては、平成11年度に事業着手し、清武町池

田台団地内の１キロメートル区間は既に供用し

ているところであり、昨年度末時点で、用地取

得は約95％となっております。本年度は、切り

土や盛り土などの道路改良工事を鋭意進めます

とともに、共有地の用地取得などに取り組んで

いるところでございます。本年度末には、一部

２車線とはなりますが、全線供用を図っていき

たいと考えております。

次に、同じく歩道橋の設置についてでござい

ます。本バイパス事業の中で、現国道269号とバ

イパスが交差いたします加納交差点の、安全で

円滑な交通を確保するための改良工事を実施す

ることとしております。これにより、通学路の

安全性も十分確保されることから、歩道橋設置

については計画いたしておりません。

次に、同じくバイパス完成後の交通量の見込

みについてでございます。本バイパスが４車線

で供用されますと、１日当たりの交通量は約２

万台と推計しているところでございます。加納

地区の現国道269号の渋滞緩和に大きく寄与する

ものと考えております。

次に、まちづくり基本方針についてでござい

ます。近年、市街地が郊外に拡大・拡散し、中

心市街地が衰退していることなどから、少子高

齢社会に向けて、まちのコンパクト化と中心市

街地のにぎわい回復を図ることを目的として、

昨年、いわゆるまちづくり三法の改正が行われ

ております。このため、県では、都市計画審議

会に土地利用専門委員会を設置し、市町村の意

見を聞きながら、法改正の趣旨を踏まえ、まち

づくりのあり方についての基本方針を策定する

こととし、先般、その骨子案を公表したところ

でございます。この中で、床面積が１万平方メ

ートルを超える大規模集客施設につきまして

は、中心市街地の商業系の地域に立地を誘導

し、それ以外の郊外部については立地を抑制す

ることとしております。なお、大規模集客施設

の立地を抑制する区域において、市や町が立地

を可能にする都市計画制度もございますが、こ

れを決定する場合には県の同意が必要となって

おり、県は基本方針に基づき適否を判断するこ

ととなりますので、郊外立地に対する抑制効果

があるものと考えております。

最後に、土地利用専門委員会での市街化調整

区域の大規模開発に関する議論についてであり

ます。市街化調整区域における大規模開発につ

きましては、今回の都市計画法の改正によりま

して、市や町が地区計画を定めるなどの都市計

画決定の手続を行わなければ、認められないこ

とになります。なお、市や町がこのような都市

計画の手続を行う場合は、先ほども申し上げま

したように、県の同意を得ることが必要となっ

ております。土地利用専門委員会では、市街地

の拡大を抑制し、コンパクトなまちづくりを目

的とする法改正の趣旨を踏まえ、市街化調整区

域における大規模開発などによる市街地の無秩

序な拡散を抑制することを前提として、土地利

用のあり方や地区計画に対する県の同意基準な

どについて、現在、議論を行っているところで

ございます。以上でございます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

清武町船引地区における埋蔵文化財調査につ

いてであります。清武町船引地区における農業

関連事業に伴います文化財調査につきまして
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は、平成５年度から県教育委員会が工事前の確

認調査を行いまして、事業の進展にできるだけ

影響が出ないよう、地元清武町農政当局を初め

とする関係各機関と調整を行い、平成７年度以

降は清武町教育委員会が主体となって発掘調査

を行ってきたところであります。

当該地区におきましては、複数の文化層が立

体的に積み重なっていますことから、調査の過

程で数多くの遺跡が発見され、中でも約１万年

前の層では、20万点を超える遺物など全国でも

有数の出土量を見るに至りました。これらの出

土物につきましては、国の基準によりまして、

すべて記録保存することとされておりますこと

から、当初の予測を超える作業時間を要したも

のであります。この間、県教育委員会といたし

ましては、調査が円滑に進むよう、関係各機関

との調整や指導などを続けてきたところであり

ますが、今後とも、調査を担当する清武町教育

委員会と十分な協議を行いながら、状況に応じ

て、引き続き必要な指導助言等を行ってまいり

たいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

〔登壇〕 先ほ○農政水産部長（後藤仁俊君）

ど答弁を一部漏らしました。船引農免農道の件

でございます。私ども特殊農地保全事業におい

て、この事業を実施しているところでございま

すが、できるだけ早急にこの事業完了を目指し

たいというふうに考えております。〔降壇〕

時間がありますので、自席か○河野安幸議員

ら再度質問させていただきます。

知事にお伺いをいたしたいと思います。知事

は宮崎県鉄道整備推進期成同盟会の会長であり

ますが、その立場でＪＲ貨物の充実、将来的に

貨物ターミナルの整備など考慮していく時期に

あると思いますが、お考えはいかがでしょう

か。

お答えいたします。○知事（東国原英夫君）

鉄道は人の輸送も含めまして、基幹的な輸送

機関の一つであり、期成同盟会の会長として、

その維持充実に積極的に取り組んでいかなけれ

ばならないと考えております。本県のＪＲ貨物

につきましては、現在、積み荷が少ないことも

あって、一般貨物の列車発着駅は延岡駅のみと

なっている状況にあります。会社側としまして

も、コンテナ基地の整備は、用地の確保や機材

の整備、施設の維持などに多大な費用を要し、

現在の利用状況では困難とのことであります。

このため、県といたしましては、荷主等に対し

て利用促進を働きかけるとともに、引き続きＪ

Ｒ貨物に対して、輸送力拡充を要望してまいり

たいと考えております。

農政水産部長にお伺いをいた○河野安幸議員

したいと思いますが、この天敵農法は宮崎県が

発祥の地であります。これを悪い言葉で言え

ば、高知県が横取りをしたというような形に

なっておるようでございますが、高知県ではい

ち早くそれを取り入れまして、現在では天敵農

産物として、小売店で飛ぶような人気を得てお

るようでございます。高知県では、天敵農法な

どの環境保全型農業に対しまして5,000万円程度

の予算を組んでいるようでございますが、宮崎

県には考えられないのか、天敵農法の指導体

制、いわゆる普及指導をどうなされておるか、

お尋ねをいたしたいと思います。

お答えいたし○農政水産部長（後藤仁俊君）

ます。

まず、天敵農法についての予算等でございま

す。本県では、天敵利用技術など環境保全型農

業を推進する予算として約1,900万円を計上いた

しております。今後とも、農業者の意向や全国
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的な動向を的確に把握しながら、適切に対応、

推進してまいりたいと存じます。

天敵農法の指導体制についてでありますが、

天敵類の利用技術の指導については、営農支援

課に専門の広域普及指導員を設置しまして、全

普及センターと連携しながら、生産現場への指

導を行っております。また、普及指導員に対し

ては、研修会や調査研究活動を実施することに

よりまして、それぞれの技術向上を図っており

ます。今後とも、こういった取り組みによりま

して、生産者の高度なニーズに対しまして適切

に対応してまいりたいというふうに考えており

ます。以上でございます。

これは農政水産部長だと思っ○河野安幸議員

ておりますが、宮崎カーフェリー株式会社の例

をとってみますと、燃料費は、いわゆる重油が

１キロリットル当たり平成10年には１万5,250円

であったものが、平成18年には４万9,763円と約

３倍の値上がりであります。一航路当たり600万

円以上の燃費がかかると言われております。そ

こで、関西航路にも、「南王丸」にはトラック

協会に１台につき１万円の助成を出しているよ

うでございますが、この宮崎カーフェリーには

該当しないのか、お伺いをいたしたいと思いま

す。

お話にござい○地域生活部長（丸山文民君）

ましたように、関東航路「南王丸」ですけれど

も、ことしの新規予算で640万円ほど予算をいた

だいておりますので、それによりまして、１回

１台当たり１万円を関東航路、いわゆる細島か

ら上りだけ、これに助成をして利用促進を図る

こととしております。ですので、関西航路の大

阪―宮崎カーフェリーにつきましては、今のと

ころ助成は考えていないところであります。以

上です。

再度、農政水産部長にお伺い○河野安幸議員

いたしますが、船引地区保全整備事業の中に、

竪穴式住居跡地が発掘されたのであります。そ

れで、船引農免道路が今、中止になっておるよ

うなところでございますが、いつごろ供用開始

になるのか、そしてまた一部は路線変更も出る

と言われておりますが、どのようになるのか、

お答えいただきたいと思います。

お答えをいた○農政水産部長（後藤仁俊君）

します。

昨年度末から本年度にかけて実施いたしまし

た埋蔵文化財調査におきまして、当農免道路の

路線内に、縄文時代草創期の竪穴式住居跡が発

掘されたところであります。このため、農免農

道の中心線を一部移動する必要が生じたことか

ら、現在、測量設計等を行っているところであ

りまして、平成21年度の完成を目途に、鋭意努

力いたしておるところであります。以上であり

ます。

もう一点お伺いをしたいと思○河野安幸議員

いますが、大淀川右岸地区の維持管理に係る賦

課金はどのようにして決められたのか。かいつ

まんで申し上げますと、10アール当たり、普通

畑が4,500円、水田が3,500円、果樹園が4,500

円、施設園芸ハウスが8,500円、お茶園が9,500

円となっていますが、特にお茶につきまして

は、ただ防霜のみでありまして、霜が降るとき

だけ使うわけでございますが、１年に１回か２

回程度しか利用しないというわけでございま

す。なぜお茶の場合が9,500円なのか、その算定

法は何を基準にされたのか、お答えいただきた

いと思います。

お答えいたし○農政水産部長（後藤仁俊君）

ます。

大淀川右岸地区の水利用に係る賦課金は、必
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要な施設の維持管理費を算定いたしまして、土

地改良区の総代会において決定されておりま

す。その際、地目別や作物別による賦課基準に

つきましては、想定される水の使用量や先行す

る他の土地改良区の事例等を参考に決定された

と伺っております。

最後に、県土整備部長に要望○河野安幸議員

だけと思いますが、答弁要りません。先ほど

の269号線加納バイパスに通ずる合流点でござい

ますけれども、そこに横断橋を欲しいというよ

うなＰＴＡの要望がございました。それはでき

ないという答弁をいただきましたが、ちょうど

あそこは加納小学校の真ん前になるわけなんで

す。それで、信号待ちをする子供が集団で両側

におるわけなんですが、非常に危険性がありま

す。そこを何とかお考えいただきまして、歩道

橋の設置をお願いしたいと思います。歩道橋が

ないのは清武町だけです。ひとつよろしく、要

望だけしておきたいと思います。

以上で一般質問を終わります。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○中村幸一副議長

ます。

午後は１時再開をいたします。

休憩いたします。

午前11時42分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○坂口博美議長

ます。

次は、40番権藤梅義議員。

〔登壇〕（拍手） 通告に従っ○権藤梅義議員

て質問を進めますが、まず、本県観光の振興に

ついて知事に伺います。

知事は、１月に行われた選挙のマニフェスト

の中で、５％の観光客増を打ち出しました。こ

れが年率かどうかは若干の議論もありました

が、６月議会では、これらの目標に向けて政策

と予算を肉づけしてスタートを切りました。私

は、政策をマニフェストに掲げたり、その達成

目標や数値を追いかけることも大事であります

が、それ以上に大切なのは、実績を上げるこ

と、物事を前進させること、つまり実践するこ

とがいかに困難であり大事かを痛感しておりま

す。その意味で、知名度やユニークな手法でマ

スコミにのり、いち早く本県を全国に認識さ

せ、県庁や県の物産館、そして知事公舎まで観

光スポットに組み入れ、実績を上げておられる

ことは大いに評価するところであります。そこ

でまず、知事就任から半年余りの間、本県の観

光面の滑り出しをどのように自己評価しておら

れるか伺います。

次に、８月末に国交省が打ち出した観光立国

推進計画と本県の観光立県についてでありま

す。この計画は、外国人観光客や団塊世代を主

に対象とした広域観光圏と地域観光圏の形成

を、地方主導で目指していくことを強調してお

ります。特に今回の国交省のねらいは、複数の

都道府県にわたる歴史や街道といったテーマ性

のある観光ルートを１週間程度で周遊する広域

観光圏と、地方都市に３日間程度滞在する地域

観光圏を形成することを期待しております。そ

して、そのための組織体をその地域の協議会が

担い、その支援を国が行うというものでありま

す。また、国はこれに先立ち、外国人旅行対策

として2003年からビジット・ジャパン・キャン

ペーンを展開し、対2003年比、2004年が17.8％

増、2005年と2006年がそれぞれ９％台の高い伸

び率を示し、順調な成果を上げています。これ

らをさらに強固なものとするためにも、今回の

政策を充実させることが求められています。そ
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こで、今回の国の後押しする計画にこたえるこ

とは、本県の観光産業と、隣県と力を合わせて

従来から求め続けてきた北九州ルートや南九州

観光ルートを構築していくことになると考えま

すが、知事のお考えを伺います。

次に、ハード面の整備として、2011年４月以

降は九州新幹線が鹿児島市まで延び、福岡県ま

での距離は大いに短縮され、３大都市圏に直結

することになります。そして、2011年の九州新

幹線の全線開通を前に、熊本市のシンクタンク

「地域流通経済研究所」が大阪、広島両県に住

む男女700人にアンケートしたところ、九州７県

を訪れたいと考えている人は９割を超えたとい

います。また、上位は鹿児島県、宮崎県、長崎

県との結果が出ています。そこで知事に伺いま

すが、新幹線の鹿児島市完全乗り入れ後の観光

面の予測をどのようにしておられるかお尋ねし

ます。

以後の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

就任後の観光面の自己評価についてでありま

す。観光産業は、宿泊・観光施設だけではな

く、農林水産、運輸など幅広い産業に波及効果

があることから、まさに観光の再生は宮崎の再

生につながるものと考えております。このた

め、知事就任以来、マニフェストで約束させて

いただいたとおり、あらゆる機会をとらえて全

力で宮崎のＰＲに努めてきたところでありまし

て、その結果、全国的に宮崎の知名度がかなり

高まってきたものと考えております。また、日

本銀行宮崎事務所の調査結果を見ましても、県

内の主なホテル・旅館の宿泊客数や観光施設の

入場者数が増加するなど、一定の手ごたえを感

じているところであります。引き続き、宮崎の

魅力を全国に向け積極的に発信してまいります

とともに、訪れた方々に満足して帰ってもらえ

るよう、県民総力戦で「おもてなし日本一の宮

崎」づくりに、より一層取り組んでまいりたい

と考えております。

続きまして、隣県とも協力した広域観光圏な

どの形成についてでありますが、外国人の観光

客数の増加や、団塊世代の大量退職を背景とし

た近年の観光ニーズの変化に対応するために

は、市町村はもとより、都道府県の枠を超えた

広域的な取り組みが極めて重要であると考えて

おります。このため本県では、九州観光推進機

構や、鹿児島県、熊本県との３県で構成する南

九州広域観光ルート連絡協議会におきまして、

各県と連携した広域モデルルートの開発のほ

か、マスメディア等を活用した大規模な誘致宣

伝など、国内外からの観光客誘致に積極的に取

り組んでいるところであります。また、県内で

は、北霧島や日向・入郷地区などにおいて、市

町村の枠を超えた広域的な観光振興の取り組み

が行われておりますが、県としましても、団塊

世代を主なターゲットといたしまして、県内各

地の地域資源を活用した、長期滞在型の観光を

促進するための事業等を実施することといたし

ております。今後とも、広域的な連携を深める

ことにより本県の魅力を高め、観光客や滞在日

数の増加につなげていきたいと考えておりま

す。

続きまして、新幹線利用客の本県への誘客に

ついてであります。九州新幹線は、現在、一部

開通の状況ではありますが、その利用客は、開

業以来３年で既に1,000万人を突破しており、平

成23年に全線開通いたしますと、さらに大幅な

利用増が見込まれることから、その利用客をい
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かに本県に呼び込むかが極めて重要な課題と認

識しております。このため県といたしまして

は、引き続きＪＲ九州に対し、九州新幹線への

アクセス充実を働きかけてまいりますととも

に、鹿児島県や熊本県と連携を図りながら、九

州新幹線を活用した広域観光ルートの開発や、

旅行会社等へのＰＲに積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。〔降壇〕

引き続き、観光振興について○権藤梅義議員

伺います。本県においては、毎年７月末に日豊

本線の鉄道整備促進期成同盟会の総会が開かれ

ておりますが、知事はこの会長になっており、

就任以来初めて会長職をこなされました。申し

上げるまでもなく日豊本線の高速化は、単線の

ままであり、遅々として進んでおりません。隣

県の大分県は、佐伯市までの複線化とフリーゲ

ージトレイン導入が可能な施設整備が着々と行

われていると聞いております。今、道州制が華

やかに論議され、「九州はひとつ」と言い、循

環型の経済や交流が行われなければならないこ

とに異論を唱える人はおりません。しかし、大

分―鹿児島間、つまり東回りの宮崎区間だけが

空白になっております。これを観光面だけで論

じることは無理があると思いますが、もう少し

何とかならないのかと願うのは、大分県南部と

鹿児島県北部、そして宮崎県の県民でありま

す。そして、そのイニシアチブはやはり本県に

あると思います。私は、年に何回か九州知事会

等で陳情や申し合わせをするだけでは、九州知

事会のメンバーでさえ痛痒を感じていないので

はないかと言いたいのであります。本気で空白

区間の高速化を提言し、他県の知事の心を動か

し、協力を得るように努めるためには、まず調

査結果と概算の見通しを数値として示せるよ

う、本県が中心となった今、行動を起こすべき

ではないか。そのデータを持つことは、本県の

県民への説明責任の範囲としても大切ではない

かと考えますが、知事のお考えを伺います。

日豊本線の高速化整○知事（東国原英夫君）

備につきましては、国が、小倉―宮崎間にフリ

ーゲージトレインを導入した場合の調査を実施

しており、在来線の最高速度を時速130キロにす

るための整備などに520億円、新幹線を小倉駅か

ら日豊本線に乗り入れるための接続部分の建設

に560億円、合わせて1,080億円が必要になると

の結果が出ております。また、宮崎―鹿児島間

については、鹿児島県と合同で、在来線を改良

した場合の高速化について調査を行い、14分短

縮するのに52億円かかるとの結果を得ておりま

す。日豊本線の高速化整備には幾つかの方法が

ありますが、どの方法をとるにしましても、調

査の結果、莫大な費用を要することが判明して

おり、特にフリーゲージトレインについては、

まだ技術開発中であり、導入の際の財源スキー

ムが決められていない状況にあります。いずれ

にいたしましても、まずは県民の皆様に鉄道を

利用していただき、ＪＲ九州の投資意欲を喚起

することが重要であり、あわせて、国に対し

て、地元自治体やＪＲ九州の負担軽減措置の拡

充を要望してまいりたいと考えております。

知事、この問題はもう少し議○権藤梅義議員

論を積み重ねるというか、幅を狭めていく必要

があると私は思います。私は、在来線の改造の

ように、一般的な高速化を聞いているのではな

くて、例えば日豊線を高速化する場合、フリー

ゲージ方式しかないのではないかというふうに

考えておるわけであります。今、知事の御説明

がありましたように、国の調査結果では、新幹

線の小倉駅の乗り入れの接続部分だけで560億

円。では、560億円かけて時速130キロが実現で
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きるか そうなればその後の520億円、今話に―

ありました追加投資の何分の１かで小倉―佐伯

間はできる可能性が高い。しかし、この520億円

についても、宮崎の分が入っているのかと言わ

れると、恐らく入っていないんじゃないかと言

わざるを得ない。そういうことでございまし

て、本県としてどうするのか。例えば、宮崎―

都城―鹿児島の複線化なのか、フリーゲージ化

なのか。佐伯―延岡―宮崎、あるいは熊本―宮

崎ということも考えられると思います。現状の

― ―まま、期成同盟会で 言葉が悪いですが

空念仏を唱えるだけかということになります。

有名な東国原知事の時代に、この問題提起とそ

れに必要な情報を共有して、県民とともに方向

性を探るべきではないか、こう私は申し上げて

おるわけでございまして、本日ただいま、これ

以上議論は深まりませんので先に進みますけれ

ども、そういう意のあるところを御理解いただ

いて、今後力を入れていただきたいと思いま

す。

次に、自殺防止の取り組みについて質問しま

す。一部、新見議員の問題と重複する部分があ

りますが、お許しを願います。

警察庁による自殺者の現状は、2006年が３

万2,155人で、９年連続３万人の大台を超えてお

り、国は昨年６月、自殺対策基本法を成立さ

せ、ことし６月に自殺総合対策大綱を決定

し、2005年に全国で10万人当たり24.2人だった

自殺死亡率を、2016年に19.4人まで引き下げる

目標を設定しております。本県は1996年から11

年間、ワースト３位から７位の間を推移してお

りまして、2006年の自殺者は361人、人口10万人

当たりの自殺死亡率は31.5人で、ワースト５で

あります。また、本県においても、新法のもと

自殺対策協議会が立ち上げられ、この１年間、

活動を展開されております。そして８月７日に

は、知事に対策協議会から提言書も出されてお

ります。さらに、本県を含む全国で20都道府県

において、特別に「モデル自治体」の指定が８

月末になされております。このことは、決して

本県の対策が先進的だということではなく、む

しろ今後、力を入れるべき県として選ばれたと

言っても過言ではないと思います。そこで、知

事は本県の実情をどのように受けとめ、さらに

は自殺対策協議会の提言を実現するために、主

にどのような対策をすべきと考えているのか。

また、福祉保健部長は、対応すべき提言の概

要について簡潔に御説明をお願いします。

お答えいたします。○知事（東国原英夫君）

本県では、平成18年に361名の方が自殺 自―

死行為 で亡くなっておられ、まことにゆゆ―

しき状況であり、防止対策は喫緊の課題である

と認識しております。今回、国の地域自殺対策

推進事業のモデル自治体の選定は、現在、西諸

県地域で行っている、うつ病に関する普及啓発

の取り組みがある程度評価されたもので、今

後、この事業を全県的に実施してまいりたいと

考えております。

また、今回、県自殺対策協議会から、御指摘

のように８月７日に検討結果を提言書として提

出いただきましたが、その中で、自殺の原因に

つきましては、うつ病や経済問題等原因が多岐

にわたっていることが示されておりますので、

直ちに庁内連絡会を立ち上げるとともに、医師

等の専門家を含め、市町村、民間ボランティア

団体とも連携を図りながら、総合的な施策を構

築していく必要があると認識しております。さ

らに県といたしましては、専門部署の必要性も

含め、自殺対策が効果的に実施できるように検

討してまいりたいと考えております。
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自殺防止対策○福祉保健部長（宮本 尊君）

についての提言書の概要とその対応についてで

あります。これからの自殺対策として、提言書

では３つの柱が掲げられております。１つ目

が、自殺に関する県民の理解促進と普及啓発で

あります。２つ目が、相談支援体制の構築であ

り、悩みを気軽に相談できる窓口の整備や、相

談に応じることができる人材の育成、さらに、

一般内科医師と精神科医師との連携の必要性等

であります。３つ目が、うつ病対策でありま

す。自殺を図った人の多くがうつ病にかかって

いる状況があり、うつ病の早期発見・早期治療

が重要という内容であります。今後、県としま

しては、提言書の内容を踏まえ、市町村や県出

先機関を対象に、提言書の説明会の実施や、広

く県民に自殺防止のためのパンフレットの作成

・配布を行うなど、自殺防止への普及啓発を

図ってまいります。また、市町村が実施する健

康診断に「うつスクリーニング」の項目を加え

るなど、うつ病の早期発見・早期治療につなが

る予防対策等を実施するとともに、地域の保健

師や看護師及び民生委員、ＮＰＯ法人等に対す

る研修会の開催など、１人でも自殺者が減るよ

うに努めてまいりたいと考えております。以上

です。

また、これに関連しまして、○権藤梅義議員

社会経済生産性本部は９月６日に、地方自治体

の職員にアンケートした結果を報告しておりま

す。本県が調査対象として４月の調査に応じた

かどうかはわかりませんが、全国の回答率

は38.8％となっております。調査結果は、

「47.7％の地方自治体で、うつ病など心の病を

抱える職員が増加傾向にある」とする結果をま

とめています。また、規模の大きな自治体ほど

休職者の割合が高かった、例えば3,000人以上と

いうところでは78.6％増となっております。さ

らに、働く環境面からの問いに対して、「住民

の行政を見る目が厳しくなっている」97.6％、

「１人当たりの仕事量がかなりふえてい

る」94.6％などとなっています。今回発表され

た地方自治体の調査結果を、総務部長はどのよ

うに受けとめ、今後の対策に役立てるつもりな

のか伺います。

お答えいたしま○総務部長（渡辺義人君）

す。

近年、行政ニーズが増大いたしまして複雑多

様化する一方で、職員には効率的な業務執行と

行政サービスの一層の向上が求められていると

ころでございます。このような中で、職員がさ

まざまなストレスを抱える機会がふえているも

のと想定をされ、御紹介の調査結果はそのこと

を裏づけるものではないかというふうに考えて

おります。今後さらに、心の病が増加すること

も懸念をされますことから、これまで以上に職

員の健康管理が重要になってくるというふうに

認識をいたしております。このため、職員のメ

ンタルヘルス対策として、管理職員等への研修

を実施いたしますとともに、保健師、専門医、

臨床心理士による相談体制を確保するなど、心

の病の早期発見・早期対応に努めているところ

であります。今後とも、職員が心身ともに健康

で生き生きと業務に従事できますように、積極

的にメンタルヘルス対策に取り組んでまいりた

い、このように考えております。

駆け足ですが、次に進みま○権藤梅義議員

す。裏金問題です。

今回の裏金、つまり不適正な会計処理、預

け、書きかえ、肩がわりの調査は、内部調査を

検証する形で外部調査委員会が設置され、結果

として３億7,454万円の不正経理があったことが
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明らかになっております。私どもは当初、預け

の原因は、単年度主義から派生した残金の翌年

度への便宜的調整と理解しておりましたが、今

回の西臼杵支庁の実態や、高崎食肉衛生検査

所、南那珂農林振興局など大口の５つの機関等

においては、あいた口がふさがらない実態であ

ります。ましてや予算管理や会計諸原則はなき

に等しい惨状であります。時間的問題もありま

して、これをもとに戻すことは不可能でありま

す。せめて決算では、ある程度あるべき姿に戻

した報告を求めたいものと考えます。これらの

決算対応について、総務部長のお考えを伺いま

す。

いま一つは、個人流用はなかったとの認識で

ありますが、それは本来、みずから予算管理を

すべき部署が、その記録を持たずに業者任せで

運用されていたのでありますから、その実態そ

のものが疑惑を招くものであります。業者の台

帳であれ何であれ、今となっては支払いと物品

納入の検証と残高の実態確認を行わない限り、

流用の有無は判断できないと思います。業者名

は匿名であっても仕方ないとして、外部調査委

員会の記録として検証がなされていると理解し

てよいか伺います。

また、今回の苦い経験を踏まえて、今後の決

算や予算管理上、再発防止と予防のあり方を県

職員にどのように徹底させていくつもりか、総

務部長に伺います。

今回の不適正な事○総務部長（渡辺義人君）

務処理に関しまして３点のお尋ねでございまし

た。

まず、決算に関してであります。地方公共団

体の出納につきましては、地方自治法の規定に

よりまして、翌年度の５月31日をもって閉鎖さ

れ、この日以降は、収入支出はもとよりであり

ますが、概算払いや前金払いの戻入のほか、

誤って払った金品の戻し入れや、誤って受け入

れた金品の払い戻し等も一切行うことができな

いというふうにされております。したがいまし

て、出納閉鎖後に誤りや不適切な処理等が発見

されても、当該決算は動かしがたいものである

というふうにされておりますので、御理解を賜

りたいと存じます。

なお、備品台帳につきましては、関係所属に

対しまして、遅くとも10月の初旬までには登録

が完了するように指導をいたしたところでござ

います。

次に、２点目でございます。私的流用等々に

関して、外部調査委員会の検証というお話でご

ざいましたが、今回の全庁調査に当たりまして

は、県内の入札参加資格登録業者である1,709の

事業者すべてに対しまして、預け等の調査を行

い、所属からの報告だけではなく、取引事業者

側からのチェックも行ったところでございま

す。その上で、預け等の該当があった事業者に

は、所属だけではなく、本庁の連絡調整課等の

職員が出向いて、県の会計書類と取引事業者の

帳簿や納品書等の証拠書類との突き合わせなど

により、残高の確認や実際の使途等のチェック

を実施いたしております。この結果、廃業によ

り確認ができない１社を除きまして、すべての

取引事業者から残高や使途についての確認がと

れているところでございます。また、備品につ

きましても、２品目を除きましてすべて現物の

確認ができているところでございます。これら

の調査状況の詳細は外部調査委員会に報告し、

その上で、預け等が多額に上る所属等につきま

しては、外部調査委員会による現地調査やヒア

リングも実施をしていただくなど、厳正な検証

が行われたところでございます。
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それから、３点目であります。今回の経験を

踏まえてということで、再発防止策の職員への

徹底ということでありますが、今回の全庁調査

結果報告書では、物品調達システムや予算執行

システムの見直しなど、可能な限り具体的な再

発防止策を盛り込んだところでありまして、今

後、十分な検証を行いながら、実効ある改善を

実施してまいりたいと考えておりますが、何よ

りも重要なのが職員の意識改革というふうに認

識をいたしております。このため、今回の再発

防止策では「職員の意識改革」を、重要な柱の

一つというよりは最筆頭と申し上げたほうが適

切かと存じますが、そのように位置づけをいた

しまして、職員の公金意識の確立等に向けた各

種研修の充実を図りますとともに、全庁的なコ

ンプライアンス推進体制を整備することなどに

よりまして、組織風土の刷新に取り組み、再発

防止を力強く進めてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。

次に、新分野進出と入札制度○権藤梅義議員

改革について伺います。

マスコミ等の論調は、そのほとんどが、県の

入札制度改革、つまり落札率の低下が原因で建

設業者の廃業が急増しているような表現であり

ますが、果たしてそうなんでしょうか。私はむ

しろ、平成９年、10年の半分以下になった、国

を初め県、市町村の公共工事の急激な減少が、

各企業を直撃しているからではないかと考えま

す。県の場合、低落札競争を推進する運用が、

この半年、余り急速に行われ、これを加速させ

ていることは事実だと思います。県下の市町村

が、入札制度の改革を県ほどはっきり打ち出さ

ず見守っている形のあること、これは単に自分

たちの自治体に官製談合が発生しなかったから

ということではなくて、建設業の厳しい実態を

見きわめているからではないかというふうに考

えますが、知事の判断をお尋ねします。

県におきましては、○知事（東国原英夫君）

昨年末の談合事件を踏まえ、一日も早い県民の

県政への信頼を回復させるため、県議会や民間

有識者の意見や提言、多くの県民の皆様からの

パブリックコメント等を踏まえ、３月に「入札

・契約制度改革に関する実施方針」を策定し、

マニフェストにお示しさせていただいたとお

り、公正透明で競争性の高い入札・契約制度の

確立に向けた改革に取り組んでいるところでご

ざいます。今後とも、改革の着実な推進と検証

を行いながら、さらなる改善を図ることとして

おり、最低制限価格につきましては引き上げる

方向で検討しているところであります。さら

に、厳しい経営環境にある建設業者のニーズに

応じた、きめ細かな支援に努めてまいりたいと

思っております。

知事はまた、選挙の入札制度○権藤梅義議員

改革の政策談義の中で、落札率の低下によっ

て75億円から80億円程度の財源が捻出される旨

の主張をされてきておりますが、この点、現在

も変わっていないのか、その認識をお伺いした

いと思います。

落札率の低下分につ○知事（東国原英夫君）

きましては、基本的にその分を再投資に振り分

けるということでございます。いわば少ない予

算で従来以上の社会資本整備が可能になると考

えております。

また、知事は別の機会に、本○権藤梅義議員

県の建設業の登録が多いのではないかとの発言

をたびたびしておられますが、知事が公式の場

でそのような発言をされていることは、何らか

の自信といいますか論拠があるものと思いま

す。どの程度多いと感じておられるのか、その
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理由、さらには理想の姿をお示し願いたい。そ

の目標に移行するのにどれくらいの時間や期間

をかけるべきと考えておられるか伺います。

本県における建設投○知事（東国原英夫君）

資は、平成５年度の8,384億円をピークに、平

成18年度には4,565億円と約45％も減少している

一方、建設業者数は８％程度の減少にとどまっ

ており、今後も当面、建設投資の増加は期待で

きないことから、業界の再編が進むことが想定

されるところであります。経営者はそれぞれ、

このような経営環境などを踏まえ、経営の合理

化や新分野進出、合併・協業化などの対応のほ

か、最終的にはリストラ、廃業まで視野に入れ

た経営判断を行うこととなると考えられますの

で、建設業者数が今後どの程度になるか、期間

等を含めて想定することは困難であると考えて

おります。ちなみに、本県は1,000人当たりの建

設業者数は全国８番目に多いということです。

九州各県はそれぞれ32位から42位、お隣の鹿児

島県は42位ということで非常に少ないという数

値は出ております。

しかしながら、建設産業は、社会資本の整備

を通して県民の生活を支えるとともに、災害時

の緊急対応や雇用の受け皿として大きな役割を

担っておりますことから、県といたしまして

は、今後とも、技術と経営にすぐれた企業が伸

びていける環境づくりを促進するとともに、今

回、補正予算でお願いしております建設産業支

援対策事業等を通じまして、厳しい経営環境下

にある建設業者の支援に努めてまいりたいと考

えております。

次に、改めて総合評価落札方○権藤梅義議員

式を採用すべき必要性とその条件を伺いたいと

思います。７月28日のマスコミ報道によれば、

昨年度に同方式を採用した工事のうち、16社が

入札に参加した宮崎市内の県道工事（予定価

格9,030万円）では、最も低い入札価格を約100

万円上回った業者が、技術評価で逆転して落札

している例もあるというふうに指摘をしており

ます。逆転するような技術力に差のあるところ

が一緒に入札メンバーに入れること自体、私は

問題ではないかと思います。基本的には、一般

競争入札であれば、最低価格を企業存続の最低

コストに近づけていけば、余り余分な条件を設

けないほうがいいのではないかと考えます。技

術力の評価というけれども、その客観性や公平

性は、ほかの企業が納得できるものが準備され

ているのか、次々と疑問がわきます。工事の品

質保証のために行うのであれば、最低価格の妥

当性と、工事中の抜き打ち検査や事後検査を充

実するなど、別のチェック項目をふやすべきで

はないかと考えますが、県土整備部長にお考え

を伺います。

総合評価落札○県土整備部長（野口宏一君）

方式は、価格と技術力など価格以外の要素を総

合的に評価し落札者を決定する方式で、工事の

品質確保を図るものでございます。価格以外の

要素につきましては、企業の技術力に加えまし

て、配置予定技術者の能力や地域社会貢献度な

どを評価項目としているため、建設業者の育成

や技術力の向上につながることが期待されてお

ります。また、評価に際しましては、中立かつ

公正な審査・評価を行うため、発注機関外の学

識経験者などで構成される「宮崎県総合評価技

術委員会」を設置し意見を聞くとともに、結果

につきましては、評価項目を含め公表させてい

ただいているところでございます。現在、総合

評価落札方式は試行中でございますので、その

結果を検証しつつ、さまざまなタイプの評価方

式の採用でございますとか、事務手続の簡素化
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を進めながら、さらに拡大してまいりたいと考

えております。

この６月議会で、新年度予算○権藤梅義議員

に基づく入札結果として、日向市の県工事を同

じ業者が３件も同時に受注したことにつきまし

て、疑問の声が起こりました。これは、１社で

も多く公共事業を受注させ、地元業者を育成す

る見地からすれば、システム上何らかの欠陥が

あるのではないかと言われても仕方がありませ

ん。この点の解消方法はどのように今議論され

ているのか、県土整備部長にお尋ねをいたしま

す。

地域の建設業○県土整備部長（野口宏一君）

者育成の観点から、県発注の公共工事につきま

しては、原則として県内建設業者に発注すると

ともに、工事の規模や種類などを勘案いたしま

して、地域要件を設定させていただいておりま

す。なお、一般競争入札における同一業者の受

注につきましては、分割発注工事におきまして

て、受注制限を実施しなければ工事の品質確保

及び適正な施工に支障を来す場合に制限するこ

とにさせていただいております。さらに、公共

工事の適正な施工の確保のため、複数の工事を

同時期に落札した業者等につきましては、必要

に応じて重点監督等を実施するとともに、技術

者の配置や下請業者への発注状況等の検査を強

化しているところでございます。

駆け足で恐縮でありますが、○権藤梅義議員

次に教育長に伺います。

この７月13日、台風４号が近づく中で、指導

力のすぐれた教師を任命するスーパーティー

チャー制度のもとで、新たに11名の教諭に委嘱

状を交付しておられます。この制度は、昨年度

試行導入した６人と合わせて17名となり、今

後、県内教育現場の指導力の底上げを図ること

が期待されております。また、この９月７日に

は、若手教師の授業力向上を図ろうと、宮崎授

業力リーダー養成塾を開講しておられます。こ

れは、県内の公立小中学校から応募した25人の

教職員が２年間勉強し、指導力や専門性の向上

を図るものであります。そこで教育長に伺いま

すが、本県の教育行政の中で取り組んでいる人

材育成の全体像と重点施策をお尋ねします。

教職員の人材育成に○教育長（高山耕吉君）

ついてであります。知・徳・体の調和のとれた

健やかな子供を育成するためには、教職員の人

材育成を図ることは大変重要であると考えてお

ります。このため県教育委員会では、ことしの

３月に、今後10年間にわたる指針といたしまし

て策定をいたしました教職員人材育成プランに

基づきまして、「優れた人材の確保」や「能力

開発のための研修システム」等の６つの柱に即

しました68の具体的な取り組みを進めていくこ

とといたしております。これによりまして、子

供に対する愛情と教育に対する情熱を持ち、授

業力などの高い専門性、幅広い社会性、マネジ

メント力を有する教職員を育成することといた

しております。本年度は、すぐれた人材の確保

の観点から、採用年齢の引き上げなど教職員採

用選考試験の工夫改善を行いますとともに、授

業力向上の観点からは、スーパーティーチャー

制度の充実や授業力リーダー養成の設置を初

め、研修体系の見直しなどに取り組んでいると

ころでございます。今後とも、本プランに基づ

きまして、市町村教育委員会、学校、大学はも

とより、家庭や地域とも連携を十分に図りなが

ら、教職員の人材育成に努めてまいりたいと考

えております。以上でございます。

同じく教育長に伺いますが、○権藤梅義議員

公教育再生の第一歩として、教育再生会議は
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「社会総がかりで教育再生を」と鳴り物入りで

目標を打ち出しております。１月に第１次報

告、６月に第２次報告をそれぞれ提出しており

ます。60年ぶりに改正をされた教育基本法を踏

まえて、新時代を切り開くとの意気込みであり

ます。教育再生会議の議論は、学校の現場から

見ると先行し過ぎていたり、実行に移すまでに

もっと議論を積み重ねる必要があるのではない

かということも考えられます。しかし、本県教

育が目指す方向は、かなりの部分で共通するこ

とも多いというふうに思います。ゆとり教育の

見直しと学力向上等については、議論が分かれ

ているところでありますけれども、１次、２次

の教育再生会議の議論と本県教育の目指すべき

方向について、教育長のお考えを伺います。

教育再生会議の議論○教育長（高山耕吉君）

と本県教育の目指すべき方向についてでござい

ますが、教育再生会議では、学力向上のために

ゆとり教育を見直して、その具体策としまし

て、授業時数の増加や魅力ある授業づくり等の

提言がなされております。文部科学省におきま

しては、現在、教育再生会議の提言等を受けま

して、教育課程の基準となります新しい学習指

導要領の検討が行われているところでございま

す。県教育委員会といたしましては、国の動向

を見据えながら、学力向上はもとより、一貫教

育や命を大切にする教育など、知・徳・体の調

和のとれた教育を今後とも積極的に推進いたし

まして、社会の中で力強く生き抜いていく人間

力を身につけた子供の育成に、全力で取り組ん

でまいりたいと考えております。以上です。

また、再生会議は、第１次報○権藤梅義議員

告に当たりまして、次のように述べています。

「公教育再生への第一歩として、義務教育を中

心に初等教育に関する基礎学力、規範意識など

を当面の課題として焦点を絞り、学校はもとよ

り、教育委員会、家庭、地域社会、企業などが

密接に連携しながら、文部科学省を初め政府も

一体となって、社会総がかりで取り組む方策に

ついて提言をしたい」というふうに述べており

ます。これは別の意味で、知事が時々使われる

「県民総力戦」に当たるものかなと勝手に解釈

しておりますが、現下の教育体制は社会総がか

り体制として十分なものなのか。また、理想の

体制に近づけるためには、教育現場から家庭、

地域社会、企業などに対するアプローチや情報

発信がもっと行われることが必要ではないかと

考えます。

従来から我々の間では、「学校５日制や学力

テスト問題等で、教育現場だけで解決しようと

する。ともすると逆に情報を発信しない独自体

質が教育界にはあるのではないか」という批判

があったところであります。教育委員会を初め

本県教育界のオープンな体制について、教育長

は現状をどのように認識し、社会総がかり体制

を構築していくということをどのように考えて

おられるか伺います。

社会総がかり体制に○教育長（高山耕吉君）

ついてであります。心身ともに健やかな子供を

育成するためには、学校、家庭、地域が一体と

なりまして、社会全体で教育に取り組むことが

大変重要であることから、県民の皆様に、教育

の現状と施策につきまして広く理解を深めてい

ただくことが必要であると考えております。こ

のため、平成17年度に「明日の宮崎を担う子ど

もたちを育む戦略プロジェクト」を策定いたし

まして、諸施策の総合的・一体的推進を図りま

して、機会あるごとに県民の皆様に積極的な情

報を発信しますとともに、その声に真摯に耳を

傾けているところでございます。
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具体的には、学校評議員や学校評価の制度を

導入いたしますとともに、各種協議会等におき

まして民間委員等を登用し、御意見等を施策や

学校運営に反映させているところでございま

す。また、ハートフルメッセージ、いわゆる

「学校の声」の設置等によりまして、多くの方

々から御提言いただきまして、即応できる体制

づくりにも努めているところでございます。今

後とも、戦略プロジェクトの積極的な推進を図

りながら、地域ぐるみで子供を育てる教育環境

づくりに全力で取り組んでまいりたいと考えて

おります。以上でございます。

ありがとうございました。○権藤梅義議員

次に、県病院の決算について、病院局長に伺

います。

民間の有識者でつくる県立病院事業評価委員

会が８月21日に県庁で開かれまして、県病院局

は県立４病院の2006年度の決算見込み額を明ら

かにしておりますが、その内容は、４病院合計

で17億1,200万円の赤字であり、昨年８月にまと

めた中期経営計画よりも赤字幅が６億2,100万円

圧縮され、2005年度実績よりも赤字額が13

億8,700万円減少するという内容であります。特

に宮崎病院においては、６億2,100万円 たま―

たま同じ数字になっておりますが の赤字予―

測のところが、この１年間で6,700万円の黒字に

転換しているようであります。病院局長に、４

病院の経営状況と、６億円の赤字削減が可能と

なった分析結果を御説明いただきたいと思いま

す。

県立病院の経営状○病院局長（植木英範君）

況についてのお尋ねでございます。お話にあり

ましたとおり、平成18年度の県立病院事業全体

の単年度収支は、17億1,100万円余の赤字ではあ

りましたけれども、前年度比では13億8,700万円

余の改善となっております。その内訳は、宮崎

病院が6,600万円余の黒字であり、これは平成９

年度以来の９年ぶりのことでございました。そ

の他の３病院は、延岡病院が７億4,000万円余、
※

日南病院が７億3,5 0 0万円余、富養園が３

億3,800万円余のそれぞれ赤字となっておりま

す。全体として見れば、宮崎病院の大幅な経営

改善と、延岡病院を除く２つの病院の着実な経

費削減が、全体の収支改善に大きく寄与した形

となっております。

これらの改善要因といたしましては、収入面

からは、７対１看護体制の導入や高度医療の実

施による診療報酬のアップ等があり、一方、費

用削減の面からは、現業部門の委託化、医薬品

等の共同購入の実施等の取り組みによるものと

考えております。特に７対１看護体制の導入に

係る収益増は、年度途中の病棟再編を財源とす

る人的資源の再配分をスピーディーに行えた結

果でありました。このことも含め、18年度の病

院事業の経営改善は、病院局職員全体として経

営改革への強い熱意のあらわれであり、その結

果であると考えております。以上でございま

す。

お答え、ありがとうございま○権藤梅義議員

した。

業務の評価は数字だけでは理解しがたい点も

ございます。そこで、大阪市立大学の大学院に

派遣され自治体病院の経営問題を専門に研究さ

れた、県庁職員で坂口さんという方、滋賀県庁

に1991年に入庁されて、現在は議会事務局に勤

務しておられる方のレポート、「自治体病院経

営問題の論点整理」の一部を参考にしてみたい

と思います。

「自治体病院の使命・設置目的はさまざまで

ある。現在では、経済性から民間病院が手を出

※ 253ページに訂正発言あり

平成19年９月19日（水）
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しにくい結核、感染症、精神病などの「政策医

療」、高度専門医療、小児医療などの「不採算

医療」、あるいは僻地医療などの「地域に不足

する一般医療の確保」などにシフトしつつあ

る」と述べています。

そして自治体病院をめぐる議論を整理する

と、第１は、行政から自治体病院への繰入金で

あるが、もともと自治体病院は政策医療や不採

算医療を担うものであって、このコストは地域

の医療政策である。また、有能な医師の確保や

最新の医療機器の購入のためにも投資は必要で

あり、そのしわ寄せが現場に行くことが多い。

第２は、自治体病院と住民の争点である。住民

は、患者として必要なサービスを受けられなく

なるリスクや、医療事故の増加に不安を感じて

おり、病院に対する要求レベルが高くなる。一

方病院は、医師、現場のマンパワー不足に悩

む。今や自治体病院は住民の要求に十分こたえ

ることができなくなりつつあるのではないか。

第３は、行政と住民の立場の差にある。行政

は、地域医療を確保していくためには、医療資

源を集中し、病院機能の統廃合を進めていかな

ければならないと考える。しかし、住民は病院

の縮小・廃止を嫌がり理解を得られない、など

であります。

このように計数に表現しにくい病院改革であ

りますが、本年６月に成立した「地方財政健全

化法」では、2008年度決算から、病院などの公

営事業を含めた連結決算で、自治体財政の監視

と再建を促す方向と言われております。努力の

最中に失礼でありますが、平成22年に日南病院

や延岡病院の黒字化の可能性を掲げておられま

す。大変厳しいものがあると思います。それぞ

れの改革のポイントを、重ねてお伺いいたしま

す。

また、昨年作成した中期経営計画で、2010年

度の黒字化6,800万円を目指していたわけであり

ますが、今決算での宮崎病院の予想以上の早期

黒字化の実現によりまして、今後の見通しが改

善されると考えていいのかどうか伺いたいと思

います。

日南病院、それか○病院局長（植木英範君）

ら延岡病院の経営改善のポイントについてであ

ります。２つの病院に共通して言えることであ

りますが、計画どおりに経営改善を図るために

は、さらなる収益構造の改善が必要でありま

す。このため、高齢化の進展に伴い必要性が増

しております脳疾患、心疾患への対応強化を中

心に、医師の増員・確保に努めてまいりたいと

いうふうに考えております。また、これまで以

上に地域の医療機関との連携を強化し、急性期

病院としての機能を高めますとともに、効率的

なベッドコントロールに努めていく必要がある

ものと考えております。特に日南病院につきま

しては、高度医療ニーズへの的確な対応を図る

ことが、診療収入の増加につながるものと考え

ております。一方、費用の面におきましても、

両病院に共通して言えることでありますが、さ

らなる業務委託の推進による人件費の削減に努

めるほか、医薬品等の共同購入の推進などによ

る材料費の節減に努めるなど、きめ細かにさま

ざまな取り組みを実施していく必要があると考

えております。両病院につきましては、今後と

も収支両面において、スピーディーであると同

時に細心な経営判断が求められるものと考えて

おります。

引き続きまして、今後の経営改善の見通しに

ついてでございます。病院事業全体の平成18年

度決算見通しでは、初年度の目標値を上回る改

善を図ることができたところであり、少なくと
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も計画スタートの年度としては、おおむね順調

に計画が推進できているものと考えておりま

す。このまま着実な計画目標の達成を目指して

おりますけれども、医療制度改革など病院事業

を取り巻く環境は、今後さらに厳しさを増すこ

とが予想されておりますので、目標達成に向け

てのより一層の経営努力が必要であると考えて

おります。したがいまして、引き続き、収益と

費用の両面から、きめ細かな取り組みを実施す

ることにより、各病院とも目標が達成できます

よう努めてまいりたいと存じます。

ここで、一つおわびと訂正を申し上げたいと

思いますが、先ほど３病院の状況を申し上げま

したが、延岡病院の赤字は７億400万円余でござ

いました。失礼申し上げました。以上でござい

ます。

次は、マンゴーのブランド確○権藤梅義議員

立と今後の生産体制等について、知事並びに農

政水産部長に伺います。

東国原知事は、５月10日に大田市場で競りに

加わり、宮崎マンゴーは希少品となり、特産品

としてブランド化しつつあった「太陽のタマ

ゴ」に拍車がかかりました。価格面でも夕張メ

ロンを脅かす勢いでありましたが、今後の出荷

量や価格が気になるところであります。そこ

で、現在の本県のマンゴーの生産と出荷、ある

いは消費面での問題をどのように認識されてい

るか、知事に伺います。

また、当面、現状の９つのＪＡで「太陽のタ

マゴ」を生産していますが、現在の生産出荷量

をどのように中期展望しているか。生産農家の

課題と展望、さらには消費者の声をどのように

聞いているか、農政水産部長に伺います。

宮崎完熟マンゴーの○知事（東国原英夫君）

生産・出荷・消費面での問題点についてであり

ますが、私は以前から宮崎完熟マンゴーには強

い関心を持っておりました。また、知事就任後

に生産現場を見学させていただきまして、農家

の方々の地道な努力の結晶が「太陽のタマゴ」

であるということを、この目で見せていただき

まして、宮崎一押しの商品であると確信いたし

ました。もちろん味も非常においしいものでご

ざいました。この農家の方々の努力に報いたい

と思いまして、トップセールスなどでＰＲに努

めてまいったところでございます。従来から品

薄感というのはありましたが、ことしはさらに

需要が拡大して供給が追いつかない状況が発生

したため、結果的には昨年より高い値段になり

まして、購入を差し控えられた消費者も見受け

られ、まことに申しわけないという思いでいっ

ぱいであります。このような状況を解消するた

めにも、今後は面積の増加による生産拡大を

図って、需要に見合った供給に努めていきたい

と考えております。

完熟マンゴー○農政水産部長（後藤仁俊君）

の展望と生産農家の課題等についてでございま

す。完熟マンゴーの生産につきましては、県の

長期計画で、平成18年ベースで栽培面積56ヘク

タール、700トンの生産を行っておりますが、平

成26年度には70ヘクタール、1,250トンの生産に

拡大したいと考えております。しかしながら、

技術不足による生産性の低い農家が存在するな

ど課題も抱えております。このため県といたし

ましては、平成21年度までに栽培マニュアルを

確立しまして、生産技術の高位平準化を図るこ

とで「太陽のタマゴ」の割合を高め、収量の安

定化に努めてまいります。また、消費者から

は、品質や価格面でいろんな声が多いことか

ら、これまで以上に徹底した選果・選別を行う

とともに、安定的な供給に努めることでニーズ
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にこたえていきたいと考えております。以上で

ございます。

これに関連しまして、お隣の○権藤梅義議員

鹿児島県の南日本新聞は、その社説で、「ブラ

ンド力をつけ宮崎に並ぶ産地に」とのタイトル

で、宮崎、沖縄の両県に並ぶ産地に育ってほし

いと檄を飛ばしています。そして、その言葉の

裏には、追いつき追い越せのかけ声が見え隠れ

します。鹿児島県の場合、2005年の栽培面積

は38ヘクタールで、生産量は259トンにふえ、と

もに全国第３位で、この10年間で面積が2.7倍、

出荷量が8.6倍となっています。また、加温栽培

が本格化した1990年代以降特に力を入れ、2001

年にマンゴーを重点振興品目とし、2006年度の

県果樹農業振興計画では、2015年度の栽培面積

と生産量を、2004年に比較し194％（２倍）

に、280％（３倍）にそれぞれ設定しておりま

す。また、栽培技術面でも、炭酸ガス発生機を

使っての増収技術を研究し、指宿地区での現地

試験では10アール当たり２割程度収量を伸ばす

など、実用化が進んでいるようであります。本

県は、国内では質の面では最高のマンゴー生産

県として先行しておりますが、油断大敵であり

ます。今後も、栽培技術の革新や情報の発信に

努める必要があると思われますが、知事に、簡

潔にその決意と姿勢をお示しいただきたいと思

います。

御案内のように、本○知事（東国原英夫君）

県のマンゴーは、生産量こそ沖縄に続きまして

２位でございますが、東京都の中央卸売市場で

の取扱量とか単価というのは、ともに１位でご

ざいます。品質というものは、私は、保証でき

るもの、太鼓判を押せるものだと考えておりま

す。御指摘のように、本県の県民性かどうかわ

かりませんが、ともすると油断するとか、のん

びり構えてしまうということで、他府県の追随

を許してしまうというようなことが過去にもあ

りました。そういったことで、産地間競争に負

けない品質・収量を確保するために、普及セン

ターや関係機関一体となって技術向上に取り組

んでいるところでありますが、私自身もトップ

セールスの手を緩めずこのＰＲに努め、ナンバ

ー１であるという品質、日本に冠たる「太陽の

タマゴ」、宮崎県のマンゴーの地位を今後とも

堅持していきたいと考えておりますので、御理

解いただきたいと思います。

時間がなくなったようです○権藤梅義議員

が、厚生労働省が９月７日に、2007年度の地域

別最低賃金の引き上げ幅を時給で７～20円にす

ることを発表しております。この結果、最低賃

金の全国加重平均は前年度比14円増の時給687円

となり、時給で示す現行方式となった2002年以

降最大の引き上げ幅となりました。また、本県

の場合には８円引き上げられて619円となる見通

しであります。これは、経済の底上げを目指す

政府あるいは労働者側、あるいは経営の厳しい

使用者側、こういったものが対立をして、最後

には公益委員が一部の反対を押し切って、例年

のほぼ３倍の最高の引き上げ幅とすることを決

定したものであります。そこで、この問題の所

管であります商工観光労働部長に、最低賃金、

あるいは周辺の労働環境の実情、あるいは商工

観光労働部の果たす役割、こういったこと等に

ついてお伺いをいたします。

最低賃金○商工観光労働部長（高山幹男君）

の今回の引き上げ等を含めた労働環境の状況と

いうことでありますけれども、御質問にありま

したように、最低賃金、それ以外の有効求人倍

率を見ますと、本県の労働環境というのは厳し

い状況にございます。このような中で、県とい
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たしましては、円滑な労使関係のもとで、働く

人々が意欲にあふれ、能力を存分に発揮すると

ともに、安心して働くことができるよう労働環

境の整備を進めることが必要であるというふう

に考えております。このため、労働相談の実施

でありますとか、企業への労働施策アドバイザ

ーの派遣などによりまして、労務管理に関する

指導助言や、働きやすい職場づくりの啓発・推

進に努めているところでございます。また、平

成18年度からは、仕事と家庭の両立ができるよ

うな職場づくりの具体的な取り組みを宣言しま

す「仕事と家庭の両立応援宣言」企業の募集・

登録も実施しているところであります。今後と

も、労働条件に関しての指導監督官庁でありま

す宮崎労働局や関係機関と連携を図りながら、

労働環境の整備が図られますよう取り組んでま

いりたいと考えております。

時間の調整がうまくいきませ○権藤梅義議員

んで、９番の住宅の耐震は割愛をさせていただ

きます。

最後に、木花の総合運動公園にあります水泳

プールに管理棟がなくて、公式大会が実施でき

ない問題、この問題についての現在の検討状況

を教育長に伺います。

総合運動公園の水泳○教育長（高山耕吉君）

場における、いわゆるプールハウスの設置につ

きましては、全国・九州大会規模の競泳種目の

公式大会がコンピューターによる運営となって

おりますことなどから、今後、県総合運動公園

を所管しております県土整備部、関係部局など

と具体的な検討を進めてまいりたいというふう

に考えております。以上でございます。

もう１年間経過しております○権藤梅義議員

ので、早急に対応していただくよう要望いたし

まして、質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。（拍手）

次は、41番長友安弘議員。○坂口博美議長

〔登壇〕（拍手） 通告に従い○長友安弘議員

一般質問を行います。

我が国は今、かつて経験したことのない高齢

化・人口減少社会の到来、また、世界経済・環

境問題のグローバル化、ボーダーレス化、そし

て国、地方合わせた900兆円以上にも上る債務返

済等、大変厳しい社会情勢の荒波にさらされて

おります。このときに当たり、国は、持続可能

な社会の構築を目指して、経済成長戦略を基本

に例外なき構造改革の断行という国策のもと、

世界との大競争に打ち勝とうとしております。

そして、地方はこのような中で、真の地方分権

と自立に向けて、全力で生き残りを図らねばな

らない時期を迎えております。

しかしながら、都市と地方の格差は、今や重

大な問題となってきております。地方は、いざ

なぎ景気を超える都市部の景気回復の恩恵を受

けることなく、改革の陰のあおりをもろに受

け、企業倒産の増大、雇用状況の劣悪化、医師

不足問題を初めとした医療・福祉施策の後退と

も思える負担感に覆われ、生活実感は日ごとに

厳しさを増しております。40代の男性は、給与

丸ごと銀行口座を押さえられ、たちまち生活が

できなくなった。また、ある離婚している女性

は、一生懸命、わずかな給料で働きながら児童

扶養手当の切りかえに行ったら、突然、適用除

外ということで打ち切られて目の前が真っ暗に

なったなど、生活現場には実に厳しい状況が発

生しております。本日は、このようなことも生

活現場で起こっているということを知事に認識

していただきながら、何点か質問させていただ

きます。

初めに、県税について知事にお尋ねをいたし
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ます。

本県の県税収入は、ここ数年、増加の傾向に

あり、殊に平成19年度の税収見込みは1,000億円

を超え、県政史上過去最高となるようでありま

す。貴重な自主財源となる県税の増加は、財政

の健全化にとって何よりの朗報であります。し

かしながら、有効求人倍率を見てもわかるとお

り、都市と地方の格差は歴然としており、個々

人の生活実感はまことに厳しく、富の配分は地

方の私たちの生活現場には反映されておりませ

ん。そこでお尋ねいたしますが、景況の厳しさ

の一つの指標でもある県税未収金の状況、並び

に不納欠損額について、現状をお知らせくださ

い。また、貴重な県税を確保するためには、税

の徴収業務の遂行が大事でありますが、未済額

圧縮のための取り組みとその実績についてお尋

ねをいたします。

次に、税の収納率を高めるため、近年、コン

ビニ納入やカード納入等納税者の利便性を勘案

した納税の方法が導入されましたが、特にカー

ド納入に関し、実績と導入効果についてどのよ

うに評価しておられるのか、お尋ねをいたしま

す。

次に、医療問題について知事にお伺いをいた

します。

毎年１兆円を超す医療費の伸びを懸念し、国

は医療費抑制をメーンとする医療制度改革を断

行しようとしております。しかし、医療の現場

では医師不足が深刻になり、特に地方から医師

が去っていく、赤字を抱えた病院が閉鎖される

など、まさに医療崩壊と言われる現象が始まっ

ていると言われております。国は、卒後臨床研

修医制度による医師の偏在がその要因と言って

おりますが、諸外国の状況と比較すると、いか

に日本の医療が医療関係者の努力の上に成り

立っているかが明白になってまいります。ちな

みに、我が国の医師数は、世界192カ国中63位、

ＯＥＣＤ30カ国中においては27位であり、12万

人足りない、こういうふうに言われておりま

す。また、若い医師の勤務時間は36時間の連続

勤務、週60時間から80時間、中には90時間とい

う超過勤務が行われており、医療費のＧＤＰ比

は、アメリカの15％、ＯＥＣＤの平均9.3％に比

べ我が国は８％と、ＯＥＣＤ30カ国中21位の状

況であります。こういう状況の中で、世界一の

長寿国、世界トップレベルの医療水準を維持す

る日本の医療事情を調査した、かのヒラリー・

クリントン女史は、「日本の医療は聖職さなが

らの自己犠牲」と絶賛したというエピソードが

有名であります。しかし今日、超過勤務による

医療事故の懸念を初め、ハイリスクの医療事情

の増加等の厳しさから、医師が自殺をしたり、

あるいは病院から立ち去っていく「立ち去り型

サボタージュ」現象が、医療現場では大きな問

題となっております。

このような中、療養病床の廃止、後期高齢者

医療制度の創設、特定健康診査と特定保健指導

の実施、地域医療提供体制の整備等さまざまな

医療制度改革が行われようとしております。医

療制度改革については後ほど質問いたしますけ

れども、まず知事に、平成23年度に廃止される

介護療養病床にかわる受け皿の整備についてど

のように取り組んでいかれるのか、お尋ねをい

たします。

次に、難病対策について知事にお尋ねをいた

します。

知事は過日、宮崎県難病団体連絡協議会の皆

様と会われ、要望を受けられました。その際、

長年待ち望んでいた「宮崎県難病支援センタ

ー」が、国や県の支援によりようやく開設の運
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びとなり、念願のさまざまな事業がやっと展開

できるようになった、そういう旨の喜びが伝え

られたと思います。難病団体の方々は本当に大

変な思いをされながら、対策の充実を望み、今

日まで粘り強く頑張ってこられました。本当に

長い道のりでありました。難病支援センターの

設立は、これらの皆様にとって新たな出発点と

なりました。しかしながら、難病対策について

は、特定疾患治療研究事業の対象疾患の見直し

を初め、医療や福祉の後退がもろに影を落とし

始めているとの思いがしてなりません。難病団

体連合会からは10項目、さらに各疾病ごとの団

体から切実な要望が出されたと思います。何と

しても、この厳しい現実に立ち向かう難病の方

々に支援の手を厚くしていかなければならない

と思います。知事として難病対策にどのような

姿勢で取り組んでいかれるのか、お尋ねをいた

します。

次に、建設産業に係る雇用労働問題につい

て、知事にお尋ねをいたします。

ここ数年にわたる公共事業費の削減、また、

入札制度改革による落札率の低下や受注機会の

不確実性により、建設業者は倒産や廃業を余儀

なくされ、建設産業労働者は離職や失業をされ

る割合が大変多くなっております。公共事業費

は、最盛期に比べ45％、また50％とも言われま

すけれども、削減されております。先月、ある

集いで我が耳を疑ったのは、建設産業労働者の

１万人が既に失業したと。このままでいくと２

万人くらいになるのではないかという話が持ち

上がっておりました。2005年のデータでありま

すが、本県の労働力人口は59万3,000人、そのう

ち就業者は55万2, 7 3 8人、完全失業者は３

万6,115人、完全失業率が6.3％、産業別就業者

の建設業就労者は５万9,000人となっておりま

す。この数からすると、先ほどの１万人、２万

人というのはちょっと大きい気もしますけれど

も、公共事業費の削減額から見れば、この数の

話も全く根拠のない話ではなく、完全失業率等

から考えても、数千人という数は考えられるの

ではないかと思います。本県の建設業者の事業

所数は6,596社、建設業者の倒産、廃業について

は厳密に調査する必要があるのではないかと思

いますが、実態について、どうなっているかお

尋ねをいたします。

また、県はその対策として、今年度予算に建

設産業等経営支援事業費1,365万円と建設産業支

援対策事業809万円の２事業を盛り込まれまし

た。経営の継続、廃業、異業種転換等、県下10

カ所の窓口で個別相談に乗る。また、農業や福

祉の進出に向けた施設整備費や研究費に１社当

たり50万円を補助し、10社に適用する等の事業

でありますけれども、果たして十分な支援策と

なり得るのか、公共工事削減に伴う激変をどう

緩和されるのか、異業種転換の成否等あわせて

お伺いをいたします。

次に、農業問題について、本県の農業を今後

どのような形で振興していかれるつもりか、知

事に御所見を伺います。

2005年のデータでありますが、本県農業の概

要は、耕地面積７万200ヘクタール、耕地率98

％、作付延べ面積７万6,900ヘクタール、耕地利

用率は109.5％（全国３位）、農家人口は13

万455人、うち農業就業人口は６万6,245人、販

売農家数３万5,245戸となっております。また、

それによる農業の産出額は3,206億円（全国６

位）、うち耕種1,346億円、畜産が1,823億円

これは全国３位でありますけれども そ― ―

して、農家１戸当たりの生産農業所得は187

万9,000円となっております。農業産出額に占め
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る割合というのは、米農家、野菜農家、そして

畜産農家、その他となっております。また、食

料の自給率はカロリーベースで60％、これらが

本県農業のデータの一部であります。このデー

タを見ますと、全国的に見ると決して広くない

耕地面積を懸命に耕し、特に畜産に力を入れ、

全国の食料基地を自負してやまない、農業を一

生懸命推進している姿が浮かび上がってまいり

ます。

しかしながら、全国を支える本県の農業が、

自由化や高齢化のために大変厳しい状況に置か

れつつあります。昨今、国の農業施策である補

助金制度あるいは農地制度という、我が国の農

業制度の根幹にかかわる制度が改革を余儀なく

され、認定農業者、農業法人、集落営農、それ

から企業の参入等、農業の担い手の姿が大幅に

変わろうとしております。あわせて農地制度の

改革であります。このときに当たり、知事は本

県農業をどのように位置づけ、どのような形で

振興していこうと考えておられるのか、お尋ね

をいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

まず、県税収入未済額の状況等についてであ

ります。平成18年度決算における県税収入未済

額につきましては21億9,400万円余、不納欠損額

につきましては２億8,300万円余となる見込みで

あります。なお、徴収率は、前年度より0.2ポイ

ント上昇して97.3％、全国24位、九州では３位

となる見込みであります。収入未済額圧縮のた

めの取り組みとしましては、従来からの預金、

給与、不動産等の差し押さえに加え、平成18年

度から新たに取り組みました動産等のインター

ネット公売を初め、タイヤロック活用を前提と

した自動車の差し押さえ実施など、滞納処分の

強化を図ったところであります。インターネッ

ト公売につきましては、４回実施し、差し押さ

えた絵画、装飾品など動産44件、自動車４台の

計48物件が落札され、これらの物件は見積価格

の約3.7倍に当たる390万円余で売却したところ

であります。また、タイヤロック活用を前提と

した自動車の差し押さえに関しましては、２月

から３月にかけまして全県税事務所で取り組

み、差し押さえ予告段階での納税等も含め、滞

納者478人、税額にして約1,890万円の滞納整理

を行ったところでございます。

続きまして、自動車税のクレジットカード収

納についてであります。インターネットによる

クレジットカード収納を導入しました結果、事

業終了日であります８月末までの収納実績

は6,996件、税額にしまして約２億8,000万円と

なったところであります。導入効果につきまし

ては、５月末の納期内納付率が67％と、昨年度

に比べ1.2ポイント上昇する一方、利用者にとり

ましても、約76％の方が金融機関の営業時間外

に利用をされており、そのうち約３割の方が分

割払い等を選択しているなど、多様なライフス

タイルに応じた納付状況が認められました。こ

のようなことから、クレジットカード収納の導

入につきましては、納税者の利便性向上が図ら

れますとともに、自動車税における納期内納付

率の向上や収納促進に寄与したものと考えてお

ります。

続きまして、介護療養病床の廃止に伴う受け

皿の整備についてであります。23年度末で廃止

される介護療養病床の受け皿としては、転換を

行う各医療機関の状況を踏まえ、地域の高齢化

の状況や要介護者の介護度などを勘案し、訪問
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看護などの在宅サービスや老人保健施設などの

施設サービスを初め、必要な介護サービスの整

備充実を図っていくこととしております。また

一方で、整備計画を策定する際には、住民が支

払う介護保険料の上昇、さらには介護保険財政

への影響などを十分に考慮する必要があり、現

在、地元市町村と、今後の整備のあり方につい

て個別に協議を重ねているところでございま

す。今後とも、地域の実情やニーズを十分踏ま

え、受け皿の整備の方向性について検討を進め

てまいりたいと考えております。

続きまして、難病への取り組みについてであ

ります。先月、宮崎県難病団体連絡協議会の皆

様から、災害時の難病患者緊急避難体制の充実

等36項目の陳情をお受けいたしました。難病団

体の皆様から生の声をお聞きし、難病を持つ患

者や御家族の皆様の精神的、経済的な御苦労を

改めて認識したところでございます。県といた

しましては、今後とも難病団体の皆様の御要望

を伺いながら、患者の皆様が安心して療養でき

るよう、支援に努めてまいりたいと考えており

ます。

続きまして、建設業の倒産と失業についてで

あります。本年度８月末までに1,000万円以上の

負債を抱えて倒産した会社数は26社でございま

す。その常用従業員数は372人であります。ま

た、建設業からの離職者につきましては、宮崎

労働局によりますと、本年度７月末までに転職

や自己都合を含めて3,842人となっております。

続きまして、建設業に対する支援対策につい

てであります。公共事業費の大幅な減少に加

え、入札・契約制度改革の実施により競争性が

高まった結果、落札率も急激に低下するなど大

変厳しい環境下にあり、企業経営者にとりまし

ても、合併・協業化や経営の多角化等高度の経

営判断が求められております。このような状況

の中で、県ではこれまで、建設産業活性化プラ

ンに基づき種々の支援策を講じてきたところで

ありますが、去る６月に実施した新分野進出に

関するアンケート調査では、課題として、「資

金不足」「新分野におけるノウハウ不足」など

が挙げられたところであります。このため、今

回新たに、今後の建設業経営に悩んでいる業者

を対象に、県内11地区において講習会を開催す

るとともに、商工会議所等を総合的な相談窓口

として、税理士や中小企業診断士等で構成する

経営支援チームにより、経営方針決定に係る助

言等を行っていくことといたしました。また、

さきのアンケート調査では、回答のあった676社

中67社が新分野に進出したと回答しております

が、県といたしましては、新分野における定着

を一層促進するための助成金制度も今回新たに

設けたところであり、これまでの施策とあわせ

て、厳しい経営環境にある建設業者のニーズに

応じたきめ細かな支援に努めてまいりたいと考

えております。

続きまして、本県農業の振興についてであり

ます。本県ではこれまで、温暖な気候や豊かな

自然を最大限に活用した農業の振興に努めた結

果、平成17年の農業産出額が3,206億円となって

おりまして、全国第６位の食料供給県となって

おります。また、県内において農業就業者は全

就業人口の12.0％を占め、さらに食品加工や流

通等の幅広い産業と関連しておりまして、農業

はまさに、すそ野の広い本県の基幹産業であり

ます。しかしながら、農業を取り巻く情勢は、

国内外の産地間競争の激化や高齢化、担い手の

減少といった構造的な課題に加え、鳥インフル

エンザの発生など食の安全性をめぐる課題に直

面しております。これらの課題に的確に対応す
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るためには、私は、本県が持つ個性や魅力を磨

き上げ、国内外に発信していく攻めの姿勢が重

要であると考えております。このため、新みや

ざき創造計画において「みやざきブランド」の

総合プロモーションに取り組み、農産物の品質

向上やＰＲの推進、さらには全国トップクラス

にある残留農薬検査体制等の充実による食の安

全・安心の確保に努めてまいります。

ちなみに、先日、押川議員への答弁の中で、

ことしの早期米の味について発言しました。そ

の中に、「県に寄せられる意見の中に「まず

い」という意見があった」と私は申し上げまし

たが、後の髙橋議員の質問の中に「知事が「ま

ずい」と言った」とありました。これは、私が

「まずい」と言ったのではなく、「まずい」と

いう意見が寄せられてきたということでござい

まして、誤解のないように確認をお願いしたい

と思います。ちなみに私は、宮崎県米は大変お

いしいと認識しておる次第でございます。

今後とも、農業生産を支える、意欲があって

経営管理能力のすぐれた担い手の育成確保や、

低コストで安全・安心な農産物の生産体制の確

立、さらには災害に強い生産構造の構築などを

通じて、農業の振興に努めてまいりたいと考え

ております。以上です。〔降壇〕

それでは、再質問を行います○長友安弘議員

けれども、まず知事にお伺いをいたしたいと思

います。介護療養病床2,000床の廃止に伴う受け

皿の整備の方向性については、答弁をいただき

ましたけれども、療養病床の見直しについて

は、医療療養病床3,000床の縮減も行われようと

しております。現行の医療法からいきますと、

医療区分１という患者の方は赤字になってしま

うということで、今、病院のほうでは医療区分

２とか３の患者を多く受け入れるような方向に

シフトをしておるということでございます。そ

の医療療養病床、今後お医者さんたちがどうい

う選択をされるのか、この縮減がどうなるの

か。

一方、こういうところから出ていきますと、

特別養護老人ホームの待機者が3,500名いると言

われる中で、県民の関心というのは、療養病床

の廃止あるいは縮減が果たしてどれくらいにな

り、また受け皿はどういうところにどんなふう

に用意されているのか、こういうところにござ

います。したがいまして、具体的に聞きたいと

思いますので、概数で構いませんから、わかり

やすく説明していただきたいと思います。

御案内のように、本○知事（東国原英夫君）

県は介護療養病床が約2,000、あるいは医療療養

病床が3,000ございます。平成23年度までに介護

療養病床は全廃ということでございます。医療

療養病床が縮減されると、介護保険料が非常に

高くなるというような問題もございます。代替

となる介護サービスといたしましては、老人保

健施設とか特養老人ホーム等々のサービスを整

備しなければいけないと考えております。国の

診療報酬や介護施設の施設基準等が示されてお

りません。そのような事情から、ほとんどの医

療機関は計画を立てられない状況にあり、具体

的な転換の計画はいまだ策定する段階に至って

おらないという認識をしております。県といた

しましては、それら医療機関の意向を第一に、

医師を配置する老人保健施設や長期の療養が可

能な特別養護老人ホーム、また認知症に対応し

たグループホームなどへの転換を中心に、引き

続き各医療機関、地元市町村と協議を重ねて、

要介護者等への適切なサービスの提供が継続さ

れるように努力してまいりたいと考えておりま

す。
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とにかく県民が安心するよう○長友安弘議員

に、医療難民とか介護難民とか言われる人が出

ないように、ひとつよろしくお願いしたいとい

うふうに思います。

次に、医療制度改革について、何点か福祉保

健部長にお尋ねをいたします。

初めに、2008年度から実施予定の後期高齢者

医療保険制度についてお尋ねをいたします。都

道府県ごとにつくる新しい保険者組織「宮崎県

後期高齢者医療広域連合」が保険を運営すると

いうことでありますが、どのような内容になる

のか、県民の皆様は大変心配をしておられま

す。保険料とか給付内容とか費用負担等、概要

と準備状況についてお尋ねいたします。

お答えいたし○福祉保健部長（宮本 尊君）

ます。

後期高齢者医療制度は、現在の老人医療制度

と同じように、75歳以上の高齢者に対して窓口

での原則１割負担で医療の給付を行うものであ

ります。一方、制度の運営に当たりましては、

窓口での１割負担を除く部分について、公費で

５割、各医療保険者からの支援金で４割、そし

て高齢者の保険料で１割を負担するということ

になっております。この保険料につきまして

は、国の基準に従いまして広域連合が条例で定

めることとなっておりまして、原則として県内

均一の保険料となります。

次に、その準備状況でありますが、広域連合

におきまして、現在、関係機関とを結ぶシステ

ムの構築や保険料などを定める条例の制定など

に取り組んでいるところであります。なお、こ

の制度におきましては、各市町村が保険証の交

付や保険料の徴収などの窓口事務を担っており

ますことから、県といたしましては、来年４月

からの円滑な制度開始に向けて、広域連合及び

市町村に対しまして、必要な助言及び支援を

行っているところであります。以上です。

次に、特定健康診査及び特定○長友安弘議員

保健指導についてお尋ねいたします。40歳以上

を対象に実施されるようでありますけれども、

対象者はおよそ54万人と予想されます。また、

その効果が上がらなければならないと思います

けれども、どのように実施していかれるのかお

尋ねいたします。

特定健康診査○福祉保健部長（宮本 尊君）

及び特定保健指導につきましては、今般の医療

制度改革の柱の一つである医療費適正化を図る

観点から、生活習慣病予防の徹底を進めるため

に、40歳から74歳までを対象として、平成20年

度から、すべての医療保険者に実施が義務づけ

られております。この中では、国から受診率の

目標値も示されていることから、現在、保険者

である市町村等は、その準備に取り組んでいる

ところであります。各医療保険者は、平成20年

度から24年度までの５カ年間の特定健康診査の

実施率等の目標値を定めた特定健診等実施計画

を策定しなければならないこととされているた

めに、来年度からの実施に向けて、健診体制の

整備等に取り組んでいるところであります。現

在の老人保健法に基づき市町村が実施している

基本健康診査の受診率が、平成17年度では県平

均で40.9％であります。今後の特定健康診査等

においては、国の示した平成24年度末の参酌標

準では、市町村国保では65％とされておりま

す。健診事業が保険者の義務とされておりまし

て、県といたしましては、65％という数値目標

の段階的な達成を促進してまいりたいと考えて

おります。

目標値を今お答えになりまし○長友安弘議員

たけれども、特定健診、特定保健指導対象者
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は、40歳代が14万3,000人、50歳代が18万6,000

人、60歳代が14万1,000人、そして74歳までが７

万人ということで、トータルで54万人になるわ

けであります。これだけの数をやっていくとい

うことになれば、５年間でありますけれども、

施設にしろスタッフにしろ、さまざまな準備が

要ろうかと思います。場合によっては、指導な

んかについてはマンパワーの養成等も必要に

なってくると思いますけれども、この施策がき

ちんと担保できる仕組みについて、いま一度わ

かりやすく説明していただきたいと思います。

今、市町村の○福祉保健部長（宮本 尊君）

国保を取り上げて申し上げましたが、現在の基

本健康診断が40.9％ということでして、平成24

年度までにこれを65％までに上げるということ

でございまして、今、議員が読み上げられまし

た40歳から74歳の人口約54万人のうちの約半分

が市町村国保の対象者になっております。そう

いうことで、41％から65％まで引き上げるとい

うのは、一気にはできませんけれども、スタッ

フの確保、あるいは被保険者の啓発、そういっ

たことを通じて、５年間でこれを引き上げてい

こうということで考えております。

メタボリックシンドローム、○長友安弘議員

宮崎県のそういうものを解消するために、ぜひ

ともしっかり運営できるようにお願いしたいと

思います。

次に、地域医療提供体制の確保についてであ

りますけれども、県民が最も心配をしているの

は、産科、小児科、それから救急医療提供体制

の確立ではないかと思います。これらの医療が

安心して受けられる体制がまず整うこと、そし

てあとは、できる限り地域の医療連携を中心に

しながら、「かかりつけ医」をしっかり位置づ

けて、他の医療施設とか介護施設とのバランス

を図る。最終的には、高齢者の方々が、在宅で

のみとりとか、住みなれた地域でのみとり、こ

ういうものが可能になるように体制が組まれて

いけばいいのかなと思います。本県の医療計画

を策定していく中で、特に産科、小児科、救急

医療体制の充実を図るべきと考えますけれど

も、福祉保健部長の考えをお尋ねいたします。

医療体制の充○福祉保健部長（宮本 尊君）

実についてであります。新しい医療計画では、

がんとか脳卒中等の４疾病及び周産期医療や救

急医療などの５事業ごとに、医療機関相互の機

能分担や連携体制の構築を図ることを目指し

て、現在、医師会等の関係機関と協議を重ねて

いるところであります。このうち産科医療につ

きましては、既に県内を４圏域に再編し、開業

医と中核病院との連携により、周産期死亡率が

低下するなど一定の成果を上げているところで

すが、さらなる充実に向けた取り組みを行って

まいりたいと考えております。

また、小児科及び救急医療につきましては、

特に小児の救急医療が課題になっておりますこ

とから、新たに「こども医療圏」を設定し、現

在、関係者によるプロジェクトチームで具体的

な充実方策を検討しているところであります。

今後とも、県民の方々が安心して必要な医療サ

ービスを受けられるよう、医療提供体制の充実

に努めてまいりたいと考えております。

周産期医療につきましては、○長友安弘議員

奈良県で起こったようなことが起こらないよう

にですね。宮崎の周産期医療は全国的にも大変

評価を受けているところでありますけれども、

あと問題は小児救急医療だろうと思いますの

で、このあたりにしっかり力を入れていただき

たいと思います。

次に、医療提供体制の改編につきまして、都
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道府県には、患者や家族等の苦情や相談、問題

への迅速な対応や医療機関への情報提供を行う

ための第三者機関としての役割を担う「医療安

全支援センター」の設置が義務づけられまし

た。しかし、宮崎県では既に平成15年にこの設

置をされ機能していると、こういうふうに聞い

ておりますが、県民が医療サービスを安心して

受けるためには大変重要な機関でございます。

県民への一層の周知と体制の充実を図るべきと

考えますけれども、福祉保健部長にお尋ねいた

します。

医療安全支援○福祉保健部長（宮本 尊君）

センターについてであります。医療安全支援セ

ンターにつきましては、平成15年８月から16年

の５月にかけまして、本庁の医療薬務課及び宮

崎市保健所を含めた９保健所に設置をしており

まして、県民の方々からの医療に関する苦情や

相談に当たっているところであります。県庁ホ

ームページ等で同センターの周知を行っており

まして、平成17年度は県全体で676件、18年度

は620件の相談を受け付けております。さらに、

相談能力の向上のため、職員を各種研修会に参

加させるなど、体制の強化を図っているところ

であります。医療の安全と信頼を高めるために

も、当センターの役割は今後ますます重要に

なってまいりますので、引き続き、県民の方々

への一層の周知に努めてまいりたいと考えてお

ります。以上です。

１日約２件の割合で相談が○長友安弘議員

あっているようであります。できるだけ相談は

ないほうがいいわけでありますけれども、県民

にとってはどこに相談したらいいんだろうかと

いうこともありますので、ぜひともそういう相

談があるときには的確に対応していただきたい

というふうに思います。

次に、医師不足が深刻でありますけれども、

対策についてお尋ねいたします。医師の養成に

は時間が大変かかります。そこで、医師の負担

の軽減のためにも、秘書業務等、業務の補助を

行う事務職員や、専門看護師の養成を図るべき

ではないかという医師の意見もございます。特

に、宮崎県には誇るべき県立看護大学というの

がございます。そのようなスタッフの養成を看

護大学等で先駆けてやるべきではないかと思い

ますけれども、お尋ねいたします。

医師の負担軽○福祉保健部長（宮本 尊君）

減についてであります。本県におきましては、

医師の養成確保のために修学資金貸与制度を創

設して、現在、14名の医学生に修学資金を貸与

しているところですが、これらの医学生が第一

線の医療機関で活躍するまでには、いましばら

く時間を要します。また、これまでの医師確保

の取り組みに加えまして、今年度は新たに、関

係市町村と医師確保対策推進協議会を設立し

て、即戦力になる医師の確保に着手したところ

でありますが、全国的な医師不足の状況等か

ら、その解消は厳しい状況にございます。この

ような中で、国におきまして、勤務医の負担軽

減を図るために、開業医の夜間診療や往診に係

る報酬の引き上げ、あるいは医師の事務的業務

を代行する職員の確保に対し、診療報酬上の措

置を行うなどの検討が行われていると聞いてお

ります。県としても、これらの動きが勤務医の

負担軽減や医師不足の解消につながるよう、関

心を持って見守ってまいりたいと考えておりま

す。

また、看護大学における専門看護師等の養成

についてでありますが、専門看護師とか認定看

護師は、特定の看護分野において質の高い看護

を提供できる知識と技術を有しておる者であり
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ますけれども、医師の負担軽減のためにどのよ

うな業務を法に触れることなく行えるのか等に

ついて、全国レベルでの検討が必要と考えてお

ります。また、専門看護師や認定看護師の養成

は、日本看護協会の認定を受けた教育機関で行

われておりまして、現在の県立看護大学での養

成は現時点では困難であると考えております。

県立看護大での専門看護師等○長友安弘議員

の養成はどうかという話でありましたけれど

も、これはまたいろんな医師会等の流れの中で

そういう動きが出るようでありましたときに

は、よろしくお願いをしたいと思います。

福祉保健部長へ質問が集中して、まことに申

しわけないんですけれども、次は福祉のほうで

ちょっとお尋ねしていきます。難病支援につい

ては、先ほど知事から御答弁をいただきました

けれども、難病にかかっておられる皆様という

のは、本当に連日、はかり知れない心労があろ

うかと思います。難病支援センターにおける相

談を初め、支援センターの業務、これは本当に

今大事なところであります。したがいまして、

その一層の充実がどれほど心強い支えになる

か、さらなる支援というのが必要だと思います

けれども、考え方についてお尋ねいたします。

難病相談・支○福祉保健部長（宮本 尊君）

援センターについてであります。難病相談・支

援センターにつきましては、宮崎県難病団体連

絡協議会の御協力によりまして、平成17年９月

のオープン以来現在まで、難病患者の医療や就

労など1,277件と、多くの相談が寄せられている

ところであります。また、地域に出向いての難

病相談会や就労支援のためのシンポジウムを開

催するなど、患者支援に取り組んでいるところ

であります。さらに、今年８月からは、難病の

種類を限定せずに、だれでも参加できる交流会

を月に１度開催し、患者同士の交流や情報交換

を深める場を提供しております。今後とも、難

病相談・支援センターと保健所等関係機関との

連携を強化し、業務のさらなる充実に努めてま

いりたいと考えております。

次に、少し具体例を交えなが○長友安弘議員

らお尋ねしてみたいと思います。重症難病患者

の在宅療養支援等の取り組みについて、これは

具体例ですけれども、ちょっとお尋ねします。

本県在住の若い御夫婦に待望の赤ちゃんが生

まれました。しかしながら、しばらくして、何

だか様子がおかしい、肺の機能状態がよくない

ということで、この御夫婦は病名や治療法を求

めて、少しでも納得のいく病院をと探し歩きま

した。落ちついたところは鹿児島大学の医学部

病院、そして今は鹿児島市の医師会病院に入院

をし、脊髄性筋萎縮症の疑い、こういうことで

人工呼吸器をつけて入院治療を行っているとこ

ろでございます。日ごとに成長を見せる我が子

に対しまして、母親は全力を振り絞って付き添

い看護をしているという状況でございます。し

かしながら、鹿児島県にとりましては、次の患

者も待っている、こういうような状況で転院の

要請が上がっております。また、この御夫婦も

宮崎県と鹿児島県に分かれての長い二重生活

で、経済的にも精神的にもストレスがたまり、

「宮崎の医療機関で受け入れてもらいたい。で

きれば在宅療養支援という方向に向けて医療を

施してもらいたい」と、県の医療機関を必死に

探して回られました。しかしながら、さまざま

な事情で実現をしておりません。何としても県

民の命を守ってもらいたい、それが県の行政の

務めだと思いますが、取り組みについてお尋ね

いたします。

重症難病患者○福祉保健部長（宮本 尊君）
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の在宅療養支援についてであります。重症難病

患者が在宅で安心して療養できるよう、拠点病

院であります国立病院機構宮崎東病院と10の基

幹協力病院による「重症難病医療ネットワー

ク」を構築いたしまして、その拠点病院に難病

コーディネーター１名を配置し、患者と関係機

関との調整を図りながら、緊急時における入院

施設の確保等を行っているところであります。

一般的に申し上げましてそういう状況ですが、

個別具体的なことにつきましては、それぞれい

ろんなケースがありまして、なかなかうまくい

かない場合もございます。それから、保健所に

おきましては、重症難病患者の療養上の相談に

こたえるために、在宅療養計画の策定や保健師

・看護師による患者訪問を行っております。今

後とも、市町村や関係機関と連携して、在宅で

安心して療養できるように支援に努めてまいり

たいと考えております。以上です。

そういう受け入れ体制という○長友安弘議員

か方向性というのは、今答弁があったわけであ

りますけれども、現実的に、何らかの意見の違

いとか、さまざまな事情でトラブっておるん

じゃないかと思います。実際、私もその赤ちゃ

んに会いましたけれども、本当に呼吸器をつけ

ながら、我が親に一生懸命こたえようとしてい

る、そういう状況等もありますので、何とか本

県での医療が受けられるように、実現するよう

に御尽力をお願いしたいと思います。

次に、介護施設への車による高齢者の送迎に

ついて。これもちょっとした事例でありますけ

れども、昨年の秋に介護施設利用者を送る車が

事故を起こしまして、老婦人が亡くなるという

痛ましい事故がありました。この事故は、運転

手のちょっとしたミスにより、車が堤防下に転

げ落ちまして、残念にも車に乗っていた老婦人

が亡くなられたと、こういうことであります。

家族の方の話によりますと、この御婦人は、病

気がようやく回復いたしまして、今からリハビ

リ治療を受けて元気になろうというやさきで

あっただけに、被害に遭われた家族の方々にと

りましては、大変残念なことになったわけでご

ざいます。また、事故を起こされた方にとりま

しても、大変つらい出来事となってしまいまし

た。高齢社会に入りまして、特別養護老人ホー

ムを初め、介護事業所の送迎の機会というのは

今後ますます多くなると思われます。送迎中の

交通事故が懸念をされるわけであります。事故

に遭われた御家族の方々からの強い要望もござ

いますが、二度とこのような残念な事故が起こ

らないためにも、送迎者について、きちんと資

格を有する職員の配置とか、そのほかの対策等

を施す必要があるのではないかと思いますけれ

ども、どのように考えておられるのかお尋ねい

たします。

介護保険事業○福祉保健部長（宮本 尊君）

所における送迎中の交通事故についてでありま

す。介護サービスにおける送迎は、主に通所系

のサービス事業所において実施されておりま

す。県では、これらの事業所に対しまして、定

期的な実地指導や研修会など、機会あるごとに

交通安全の取り組みへの指導を行い、あるいは

傷害保険への加入の指導等を行っているところ

であります。また、実際事故が発生した場合に

は、当該事業所に対して、事故の再発防止と、

被害者及びその御家族への誠意ある対応を行う

よう指導しますとともに、各事業所に対して、

事故防止の注意喚起を行っております。県とい

たしましては、今後とも高齢者が安心して介護

サービスを利用できますよう、事業所に対し

て、交通安全対策への取り組みはもとより、利
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用者の全般的な安全対策の徹底を指導してまい

りたいと考えております。

運転手に特別な資格を求める○長友安弘議員

というのはなかなか難しいことかもしれません

けれども、機会あるごとにそういう事故が起こ

らないように指導をお願いしたいというふうに

思います。

次に、精神保健福祉士についてでございま

す。我が国は精神障がい者に対する対策がおく

れているというのは、御案内のとおりでありま

す。ところで現在、国は、社会的入院から地域

へと、こういう方針のもとに、新たに精神障が

い者の退院を個別に援助する地域移行推進員や

地域体制整備コーディネーターを各都道府県に

配置し、またグループホーム等を一層整備し

て、地域の受け皿づくりを支援するという施策

に乗り出しております。その予算とか事業内容

について伺います。

そのためには、ソーシャルワーカーの役割も

果たしております、国家資格を持った精神保健

福祉士というのが、宮崎にも大分いらっしゃる

わけでありますけれども、この役割が大変大き

くなると思います。このマンパワーが必要にな

ろうかと思います。本県内の精神保健福祉士の

現状と活用方策についてお伺いいたします。

精神障がい者○福祉保健部長（宮本 尊君）

の退院支援についてでありますが、国において

は、お話にありましたように、来年度から「精

神障害者地域移行支援特別対策事業」を実施す

ると聞いております。また、グループホームの

整備につきましては、本年度より、本県の予算

としまして、障害者自立支援対策臨時特例基金

を活用した特別対策事業の中で、グループホー

ムの整備に関して約１億円、あるいはグループ

ホームの借り上げに伴う礼金、敷金の初度経費

として約800万円を予算計上しておるところであ

ります。今後は、本年３月に策定いたしました

「宮崎県障害福祉計画」に基づきまして、退院

可能な精神障がい者の地域移行を計画的に進め

るために、今申し上げましたような事業を活用

しながら、受け皿の整備を進めてまいりたいと

考えております。

また、精神保健福祉士についてであります

が、本県の精神保健福祉士は、19年の８月末現

在で、国家資格取得者が409名であり、そのうち

の約４割の166名の方が、関連の精神科病院やグ

ループホームなどの社会復帰施設等に勤務して

おります。精神保健福祉士は、精神障がい者の

ソーシャルワーカーとして、障がい者の社会復

帰や日常生活、社会生活での幅広い相談・助言

・指導を行っておりまして、その果たす役割は

極めて重要と認識しております。そのため、宮

崎県障害者施策推進協議会の委員として県精神

保健福祉士会会長に就任していただいて、現場

の実情を踏まえた精神保健福祉の推進について

貴重な御意見をいただいております。さらに、

国において、退院促進を支援する新たな事業も

実施される予定でありますので、今後とも精神

保健福祉士会と連携しながら、精神保健福祉士

の活用に努めてまいりたいと存じます。

在住の精神保健福祉士の200数○長友安弘議員

十名、約６割がまだ宙に浮いているような状況

でございます。本当にこの方々の力が活用でき

るように、ぜひとも施策の充実を図っていただ

きたいと思います。

もう時間がなくなりました。農業問題につき

ましては、先ほど知事に決意を伺いましたの

で、割愛をさせていただきます。

最後に、県土整備部長にお尋ねをいたします

が、災害復旧対策についてであります。さきの
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台風４号、５号では、県北地域の家屋の倒壊、

浸水、そして道路の決壊、農地の流失、それか

ら漁業施設の破壊等大変な被害が発生いたしま

した。被災された皆様には心からお見舞いを申

し上げたいと思います。

今議会でも、災害時安心基金の活用、生活支

援等をめぐり大変熱い議論が展開をされまし

た。しかしながら、住民の命と生活を守るため

に、一日も早く住民に安心していただける災害

復旧対策をしていただくことが肝要だろうと思

います。要望しておきたいと思います。

ところで、これほどの大被害ではないんです

けれども、私の住んでいる地域におきまして

も、先日も質問がありましたが、避難指示の出

た「だら池」の漏水問題、それから急傾斜危険

箇所の崩壊、そして農用地の埋没等災害が出て

おります。復旧が急がれるのでありますけれど

も、特に急傾斜の危険箇所が崩落し、人家の庭

に土砂が堆積したままになっているわけです。

そしてまたこの問題というのは、一歩間違え

ば、人家が直接土砂に覆われたならば、人命す

ら失われたという危険性もあります。この箇所

の災害復旧対策について、県土整備部長にお尋

ねいたします。

急傾斜地危険○県土整備部長（野口宏一君）

箇所で発生したがけ崩れの災害復旧対策につい

てのお尋ねでございます。原則として土地の所

有者等が復旧を行うべきものでありますけれど

も、技術的、経済的に困難でございまして一定

の要件に該当する場合には、再度災害防止の観

点から、県または市町村が対策事業を行うこと

となります。具体的に申し上げますと、がけ地

の崩壊等が発生した箇所で、人家５戸以上に被

害を及ぼすおそれがある場合には、県が事業主

体となりまして「災害関連緊急急傾斜地崩壊対

策事業」を実施させていただいております。ま

た、人家２戸以上５戸未満に被害を及ぼすおそ

れがある場合には、市町村が事業主体となりま

して「災害関連地域防災がけ崩れ対策事業」を

実施させていただいておりますけれども、この

事業につきましては、激甚災害の指定が必要に

なってまいります。

あと２問ありますが、質問の○長友安弘議員

時間の範囲内でお許しをいただきたいと思いま

す。

防災対策について、県土整備部長にお尋ねい

たします。木城町のことでございますけれど

も、雇用1,000名に近い、本県の雇用・産業にと

りまして非常に大事な工場がございます。平

成17年台風14号の水害のときにはもう少しで浸

水と、こういう状況でありました。浸水すると

いうことになりますと大変な被害が出ますの

で、工場移転も余儀なくされると。この企業が

他県にでも行ってしまえば、企業誘致に全力を

挙げている本県にとって非常にこれは打撃と

なってまいります。県下全域の工業団地の防災

対策の点検が必要になるのではないかとも思い

ます。まず、この木城町の件につき、小丸川の

堤防整備など防災対策を講ずるべきと思います

けれども、県土整備部長にお尋ねいたします。

お尋ねの箇所○県土整備部長（野口宏一君）

でございますけれども、国が現在管理しており

ます区間でございます。国からは、現在の河川

整備計画の中では堤防整備の位置づけはなされ

ていないと伺っております。一方で、平成17年

の台風14号では、議員から今お話がありました

ように、工場敷地近くまで河川の水が迫る状況

であったことは承知しております。このような

中、国において、長期的な河川の整備目標を策

定すべく、過去の洪水や被害状況などについて
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調査や検討が進められ、今年度内に小丸川水系

河川整備基本方針が策定されると伺っておりま

す。

なお、具体的な整備の内容につきましては、

関係機関、学識経験者並びに関係住民の意見を

踏まえつつ、その後策定される河川整備計画の

中で位置づけられることになっております。県

といたしましては、河川整備基本方針などの策

定において作業が円滑に進むよう、国や木城町

などとの調整に努めてまいりたいと考えており

ます。

よろしくお願いしたいと思い○長友安弘議員

ます。

最後になります。ローカルな問題であります

けれども、歩道整備について、同じく木城町で

ございます。小丸川をまたぐ県道木城高鍋線の

高城橋の歩道整備について、県土整備部長にお

尋ねいたします。この歩道の整備状況というの

は、高城橋の片側に狭い歩道がついておりま

す。しかし、この歩道は川を挟んで町の両側を

つなぐ重要な歩道でありまして、自動車の交通

量の多さから、通勤通学時や、車いすあるいは

自転車等の車両が通るとき、特に傘を差して通

る雨天時なんかは狭くて危険な状態になると。

地域の住民は、この歩道の拡張、あるいは両側

につけてくれということを要望されておりま

す。この橋の両岸は街路事業により両側に広い

歩道を持っておりまして、その片側が突然橋の

ところで途切れることになりますと、道路を横

断しないと歩道にも行けない状況でございま

す。大変危険でございます。また、景観上も非

常に不自然さが残っております。整備すべきと

思いますけれども、県土整備部長にお尋ねいた

します。

歩道整備につ○県土整備部長（野口宏一君）

きましては、いろいろ皆様から御要望を伺って

いるところでございます。安全で安心な道路空

間を確保するとともに、高齢者や通学児童な

ど、いわゆる交通弱者対策からも重要な課題で

あると認識しております。そのため、自動車や

歩行者の交通量を勘案しながら、緊急度の高い

ところから整備を進めさせていただいておりま

す。御質問の高城橋の状況についても、認識十

分させていただいております。歩道整備につき

ましては、現在、片側に歩道が整備されており

ますので、早急な対応は困難であると考えてお

りますけれども、県全体の整備状況などを勘案

しながら、今後検討してまいりたいと考えてお

ります。

ぜひとも前向きに検討をお願○長友安弘議員

いしたい。こういうことをお願いしまして、質

問のすべてを終わります。ありがとうございま

した。（拍手）

ここで暫時休憩をいたしま○坂口博美議長

す。

午後３時３分休憩

午後３時15分開議

休憩前に引き続き会議を開き○坂口博美議長

ます。

次は、６番西村賢議員。

〔登壇〕（拍手） 日向市選○西村 賢議員

出、愛みやざきの西村賢です。初めての一般質

問になり非常に緊張しておりますが、先輩方の

温かい目に見守られながら、きょうは頑張って

まいります。ぜひ、知事初め執行部の前向きの

答弁をいただきますようお願い申し上げます。

また、ことしの夏は非常に暑く、全国的に熱

中症の被害が相次ぎました。先日、日向市内で

も熱中症が原因と思われる事故がありました。
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現場での救命活動には最善を尽くしたとのこと

ですが、残念ながら命を救うことはできません

でした。故人の御冥福をお祈りいたします。そ

して、今後、犠牲者が出ないように、教育機関

の方々にさらなる再発防止策をお願いいたしま

す。

それでは、代表質問、一般質問と重複する部

分をなるべく避けて、通告に従い質問させてい

ただきます。

まず、日向市の代表であるとともに同世代の

代表として質問させていただきます。朝日新聞

が、現在の25歳から35歳の世代を「ロストジェ

ネレーション（さまよえる世代）」と称し、こ

の世代にスポットを当てた特集を組んでまいり

ました。ちょうど私もその世代に当たります

が、第２次ベビーブームのため受験戦争も厳し

く、また社会に出るころはちょうど就職難、い

わゆる就職氷河期に当たりました。そのため社

会情勢的には非常に不遇な一面もあります。そ

のためか、フリーターの増加、ニートの発生、

そして派遣や契約社員の増加、またワーキング

プアと呼ばれる低所得労働層の増加など、本

来、子づくり・子育て世代でありながら、未婚

率も高くなり、貯蓄なども少なく、少子高齢化

の原因となっております。私も人ごとではあり

ません。我が宮崎県も同様であり、高校卒業後

に就職や進学で他県に出た者が帰郷しない、ま

たできない例が多々あります。逆に、職を求め

て30代、40代になっても県外へ仕事に出る者も

少なくありません。この子づくり・子育て世代

の定住化推進に対する知事及び執行部の考えを

伺ってまいります。

まず、知事にお尋ねしますが、知事はこのロ

ストジェネレーションという言葉を御存じでし

たでしょうか。また、安倍政権下におきまして

は、この世代に焦点を当てた再チャレンジ政策

を打ち出しました。知事は、このロストジェネ

レーションに対し、何か特別な策はお持ちで

しょうか。

私は、将来の宮崎を背負う若年層を県内にい

ち早く定住化させることが、安心して仕事をし

てもらい、子育てをしてもらうために必要だと

考えております。地域の自治会に加入したり、

また消防団活動に参加したりと、地域のコミュ

ニティーを守るためにはそれが必要でありま

す。先日、知事は「近所づき合いが大事だ」と

おっしゃいましたが、まさしくそのとおりだと

思います。行政的には将来の税収増や少子高齢

化対策につながると考えております。このよう

な背景も踏まえ、県も、次世代育成支援宮崎県

行動計画、また宮崎県住生活基本計画などに

も、子育てに優しい環境づくりとして、「子育

て世代向けの良質な住宅の確保」の支援を目標

として掲げられているわけです。県土整備部長

にお尋ねします。このように目標を立てられて

いますが、その支援の内容についてお尋ねしま

す。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

全体的な質問として、子づくり・子育て、少

子化対策。子づくりに対しても、私も何らかの

支援をさせていただきたいと思っているんです

が 諸事情により今は控えさせていただいて―

おります。

ロストジェネレーションについてでありま

す。この言葉については、私も存じ上げており

ました。ここで定義づけられている若年者層の

厳しい就労環境につきましては、全国的に大き
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な社会問題となっております。国の再チャレン

ジ支援総合プランにおきましても、若年者の就

労支援の重要性が示されているところでござい

ます。また、この若年者の就労問題につきまし

ては、私自身、県政の重要課題の一つであると

認識しており、先般策定しました新みやざき創

造計画において「働く場づくり・ものづくり振

興」として、産業技術専門校における職業訓練

や、ヤングＪＯＢサポートみやざきによる就労

支援の強化等を重点施策に位置づけたところで

ございます。今後も、このような就労支援はも

とより、企業誘致や諸産業の振興による雇用の

創出、女性の社会参画支援、農林水産業の担い

手対策等を推進していくことにより、若年層の

働く場の確保に全力で取り組んでまいりたいと

考えております。以上です。〔降壇〕

〔登壇〕 子育○県土整備部長（野口宏一君）

て世帯の住宅確保の支援についてお答えいたし

ます。本年３月に、住生活の安定の確保と向上

を促進するための新たな計画として策定しまし

た「宮崎県住生活基本計画」におきまして、少

子高齢化社会に対応した住宅の普及促進を図る

ために、「子育て世帯のゆとりある住宅確保の

支援」を掲げております。支援の内容といたし

ましては、中堅所得者向けの特定優良賃貸住宅

の供給の促進、住宅金融支援機構が行っており

ます優良住宅取得支援制度等の利用の促進、さ

らには、小学校就学前の子供のいる世帯の県営

住宅への優先入居の実施、住宅を求める方々へ

の情報の提供等を行うこととしております。以

上でございます。〔降壇〕

引き続き質問させていただき○西村 賢議員

ますが、実際に私が地元の金融機関で教えてい

ただきました、昨年４月からの近々のデータで

すが、住宅購入ローンに申し込みをして実際に

ローンが通った方の平均が、平均年齢37.8歳、

平均申込額2,021万円、この方々の平均年収

が531万円でした。平均値であるために一概には

言えませんが、ローンの申し込みパンフレット

を見ますと、年収300万円以上が対象となってお

りますが、実際には非常に高いハードルとなっ

ております。平成16年の消費実態調査によりま

すと、１世帯当たりの平均所得が、全国平均588

万円に対し、宮崎県の平均は495万円です。こう

考えますと、宮崎県の平均収入では、なかなか

自分の家を持つことが難しいのが実情です。実

際に宮崎県住生活基本計画にも書いています

が、持ち家率の減少がこのように報告されてお

ります。例えば、25歳から29歳までの持ち家率

が昭和58年28.1％あったものが、平成15年で

は9.4％と、この25年間、四半世紀で約３分の１

と大きく減少しております。ほかの世代でも持

ち家率は非常に減少しております。知事にお尋

ねしますが、知事はこのような県民の家計とい

うか、住生活の実態を御存じだったでしょう

か。

御指摘にありました○知事（東国原英夫君）

ように、１世帯の年間収入は、全国と比較して

も低位にあることは存じ上げておりました。県

民の家計というのは非常に厳しいと、そういう

認識でございます。宮崎県の１世帯当たりの年

収は495万円ということで、持ち家率の話です

が、25～29歳代の方たちが昭和58年から平成15

年にかけて激減しているということでございま

す。それは晩婚化等々も原因なんでしょうが、

持ち家に対する執着というか希望というものが

希薄化したことも理由の一つではないかと考え

ております。以上です。

ありがとうございます。確か○西村 賢議員

に知事がおっしゃるとおりに、持ち家率の減少
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の理由にはそのような背景もあるかと思いま

す。ただ、若い夫婦が、家を持ちたくても、す

ぐさま建てることは難しいという現状もありま

す。

その中で、私は三世代同居というのも一つの

手段だと考えております。三世代同居にはさま

ざまなメリットもありまして、例えば自宅でお

年寄りを介護する、それでできる限りのみとり

を行う。また、赤ちゃんをすぐによそに預ける

ようなゼロ歳児保育ではなくて、家族みんなで

育児をすることができれば、女性も安心して社

会進出できますし、また、増大する社会保障費

を低減させることができるのではないかという

ことを考えております。これは逆に、昔の古き

よき家族のあり方に戻るようなイメージを持っ

ております。

しかし、現実問題として、宮崎県は三世代同

居世帯が6.9％と全国38番目であり、かなり核家

族化が進んだ状態にもあります。今、増築・新

築など施さなくては三世代同居が難しい一面も

あります。その中で、山間部や過疎の自治体に

おいては、建築費用の一部を出したり、また数

年間定住すれば返さなくていいというような補

助金を出している例がありますが、これを例え

ば県が導入して、住宅ローンの一部金利負担と

か補助金などを考えてみてはどうかと思ってお

ります。県全体で行えば大きな波及効果がある

と思います。知事にお尋ねしますが、三世代住

居推進に関して、知事の御見解をお願いしま

す。

三世代同居について○知事（東国原英夫君）

でありますが、御案内のようにその率は6.9％、

全国38位、ちなみに１位は山形県だと伺ってお

ります。東北地方がなべて三世代住居とかそう

いったものの率は高いというような傾向にある

と思います。雪に閉ざされたり、そういった自

然環境もあるのではないかなと思っておりま

す。

本県の敷地を活用した近居とか隣居、近くに

住むとか隣に住むとかいうようなパターンの住

居方式が考えられると思うんですけれども、同

居したくても住宅が狭いため住めないとか、あ

るいは別居したいんだけれどもしようがなく住

んでいるとかいう方たち、いろんな方がいらっ

しゃると思いますが、今後そういう理由等も的

確に把握した上で、他の自治体の取り組みなど

も参考にしながら、県としてどのような支援、

助成等ができるか今後考えてまいりたいと思い

ます。

そういった中で、知事が公約○西村 賢議員

として100世帯の移住を考えておりまして、非常

にそれも魅力なんですけれども、実際、県に定

住してもらうには、Ｉターン、Ｊターン対策よ

りも、本県出身者を引き戻すＵターンのほう

が、より可能性が高いのではないかと思ってお

ります。これは担当部長であります地域生活部

長にお伺いいたします。いかがでしょうか。

県出身者のＵ○地域生活部長（丸山文民君）

ターンについてのお尋ねであります。本県への

移住や二地域居住の促進につきましては、団塊

の世代を初めといたしまして、あらゆる世代の

都市住民等を対象に、情報発信や相談窓口での

対応等に積極的に取り組んでいるところであり

ます。御質問のとおり、県外にお住まいの本県

出身者や本県にゆかりのある方々は、宮崎暮ら

しの意向のある方が多いと思われます。従来か

ら、東京や大阪等での県人会の場におきまし

て、ふるさと暮らしの呼びかけを行ってきたと

ころであります。今後とも、県出身者を初めと

した多くの方々に、自然環境に恵まれた本県の
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特性を強くアピールいたしまして、移住等の促

進を図ってまいりたいと考えております。以上

であります。

ぜひ、少子化対策の絶対条件○西村 賢議員

として、若者の定住化ということも念頭に置い

て進めていただくことを期待しますし、また、

少子化問題は各部局力を合わせて県庁総力戦で

取り組んでいただきたく、お願い申し上げま

す。

続けて質問させていただきます。知事の政治

姿勢についてであります。私もみずからの政治

活動のツールとしましてブログを活用しており

ますが、知事のブログを目標に毎日頑張ってお

ります。ブログの文章は、議会発言や記者会見

よりも本音に近い言葉と考え、またそれがブロ

グの魅力となっているわけですが……。その知

事のブログ、８月７日付では、知事は、「全て

の陳情・要望に応えるために、一般会計に少な

くとも100億円欲しい。そうすれば、多くの施策

が可能になる」と書かれています。このことは

先日の代表質問の際にも、知事は少し触れてお

られましたが、ブログを読んだ県民にとっては

非常に希望がわき、またぜひその中身が知りた

いところであります。県のトップリーダーとし

て、それだけの財源があれば特に何から着手し

たいと考えますか、知事にお尋ねします。

ブログに関しまして○知事（東国原英夫君）

は、就任から自分の中では非常に窮屈感があり

まして、就任する前は本音を自由闊達に書いて

おったんですが、それ以後は皆さんの注目度が

増すたびに、発言の責任、そういったものをひ

しひしと感じて、最近は考えたことの３割も書

いていないぐらいでございます。しかし、ブロ

グで書くのは、一般の県民の皆様に私の思いを

ざっくばらんに伝えるという意味で書かせてい

ただいておる次第でございます。

その中で、御指摘のように、普通地方公共団

体、47都道府県、公平公正に一律に100億円ずつ

配分されたら、いかにこの脆弱な宮崎県、本県

が楽になるかということは書かせていただきま

した。それは、御案内のように、この数年で地

方交付税交付金が本県だけでも300億円減らされ

ております。補助金をカットされ、税源移譲さ

れても、地方交付税交付金をカットされれば何

もならないということでございますから、ばら

まきと言われようが、我々は、自由裁量権のあ

る100億円ぐらいがあったら、福祉・医療施設、

あるいは県道、トンネル、社会資本整備、ある

いは農村地域、中山間地域の未植栽地等の補充

等に使えると思っておる次第でございます。優

先順位は別にして、今言いましたけれども、農

山村を守るなり、子育て支援、そして医療・福

祉施設の充実、あるいは建築・土木業者に対す

る支援、助成等ができるのではないかと そ―

れだけではないんですけれども、そういったこ

とができるんじゃないかなと考えております。

しかし、実際には限られた財○西村 賢議員

政の中で毎年予算編成をしなければならない状

況にありますが、100億円と言わずとも、国の財

政支援が望めない中で、県独自で今以上の税収

増、また収入を上げる具体策を考えておられま

すでしょうか。知事、お願いします。

一概に税収を上げる○知事（東国原英夫君）

といっても、税収が上がったら、その分、地方

交付税が減らされたり、そういうような施策も

あるわけでございます。私は、「税収をふや

す。歳出削減もするが、歳入もふやす」という

ことはマニフェストでも言わせてもらっている

ところでございます。「稼ぐ県庁」なんていう

のを象徴的な言葉としてやらせてもらっており
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ます。県庁の見学者あるいは観光客が、４月の

パネルを設置してから８月いっぱいでもう14万

人を超過したということでございます。稼ぐ県

庁の割には、14万人に対して何もしなかったの

かと、100円ずつ見学料を取れば何らかの収入に

なったんじゃないかというような御指摘もござ

いましたが、今となっては遅かったという感じ

でございますが。そういった意味でも、県庁カ

フェあるいは物産館、あるいはＫＯＮＮＥ等の

売り上げ等に、ＰＲを含めて側面的な支援をさ

せていただいているわけでございます。県とし

ましても、県庁ホームページのバナー広告やサ

ンマリンスタジアム宮崎へのフェンス広告の導

入、あるいは県立芸術劇場のネーミングライツ

等々の歳入増を図る取り組みをしておるわけで

ございますが、そういったものはすぐに効果が

あらわれるものではないので、こういったもの

には地道な取り組みが必要だと考えておりま

す。

今の知事の発言を踏まえまし○西村 賢議員

て、私自身もどうにか知事の思いにこたえたい

と思い、県民の一人としていろいろ策を考えて

みました。ここで提案したいことは、県有財産

の有効活用であります。県の資金や予算をかけ

ずに、県の資産、県の事業価値を証券化し、金

融市場等から民間の資金を導入してはどうかと

考えます。県の資産価値が高いものに、例えば

東京市ヶ谷にある県東京ビルなどは都心の一等

地にあります。それでは総務部長にお尋ねしま

すが、県東京ビルの資産価値は今どのぐらいあ

るのでしょうか。また、年間の維持費も教えて

ください。

東京ビルについて○総務部長（渡辺義人君）

でありますが、初めに、資産価値につきまして

は、不動産鑑定評価等による実勢価格の評価は

いたしておりませんけれども、土地につきまし

ては、平成19年の国土交通省の地価公示価格を

もとに試算をいたしますと、12億9,800万円余の

評価額となります。また、建物につきまして

は、建築費をもとにいたしまして定率法による

減価償却を行いますと、現在の残存価額は１

億2,900万円余りとなります。

次に、補修費でありますけれども、耐震補強

工事については既に終了いたしておりますが、

内装や設備等の修繕費として、おおむね年間200

万円から300万円程度が必要となっております。

次に、年間の維持費でございますが、平成19

年度予算をベースに申し上げますと、学生寮の

指定管理者に971万円余、東京ビルの管理委託費

として2,207万円余、合わせまして年間で3,178

万円余ということになっておりますが、別途、

職員宿舎等に係る収入がございますので、この

収入分として年間で1,050万円余を見込んでおり

ます。したがいまして、実質ベースでは、これ

を差し引きまして2,127万円余が県費の実質的な

年間維持管理費ということになります。

私たちの会派で５月に東京ビ○西村 賢議員

ルへ視察に伺いました。その際に学生寮やフロ

ンティアオフィス等を見ましたけれども、市ヶ

谷駅から徒歩５分ぐらいのところにありなが

ら、非常に建物自体が老朽化しておりまして、

また、職員寮も学生寮も非常に古くなっており

ました。正直、ここはもったいないなというふ

うに感じたんですが、実際は建てかえるにも多

額の費用がかかるわけです。例えばこの東京ビ

ルであれば、より近代的なものに建てかえて、

余剰スペースを企業等に貸すなり、マンション

などの複合ビルにするなりすれば収益は増すん

じゃないかなと思っております。もちろんこれ

は土地の有効利用ができるからこそのアイデア
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なんですが。

また、ほかの事業を見ますと、特に企業局の

発電事業などは、今後も事業価値としてすごく

高いものであると思います。特に収益性の高い

事業、また有益性の高い事業であれば、事業証

券化などの資金調達が行えると考えます。企業

局長にお尋ねしますが、現在、発電事業のみの

収益はどのぐらいあるでしょうか。

電気事業における○企業局長（日髙幸平君）

収益でございますが、電気事業における事業収

益が、平成18年度の場合でございますけれど

も、電力料収入などによりまして51億1,100万円

余ということになっております。この事業収益

から、発電などにかかります費用42億5,400万円

余を差し引きますと、純利益が８億5,600万円余

ということになっております。この純利益につ

きましては、一般会計への貸し付けをいたして

おりますので、その財源といたしまして３億

円、それから緑のダム造成事業がございますの

で、これに２億円、残りの３億5,600万円を借入

金の返済財源という形で積み立てをする予定と

いたしておるところでございます。以上でござ

います。

すばらしい業績だと思いま○西村 賢議員

す。先日の代表質問でも、知事が売却を踏みと

どまったということも非常に理解できます。事

業証券化というのは、将来の事業見通しに対し

まして民間から投資をいただくわけですが、こ

の発電事業に至っては、数百億円単位の、いわ

ゆる前借りも可能だと思います。その調達資金

で借金清算もできると思いますし、今後進む電

力自由化などのリスクにも対応できると考えま

す。また将来、仮にこの事業を売却となった場

合でも、証券化の手法を使うことによって、よ

り高い価値を残したままの売却も可能でありま

す。この有益性は、東京ビルの建てかえどころ

の比ではなく、非常に高いものだと考えます。

ここで、このように、将来の事業性をもとに

市場から資金を調達する事例が民間企業でも多

く見られるわけですが、例えばソフトバンク社

は、携帯電話事業に参入する際に、社会的イン

フラとなっている携帯電話事業を証券化するこ

とによって買収資金を調達したと聞いておりま

す。また、光ファイバー事業を展開するＵＣＯ

Ｍ社は光ファイバーネットワーク事業を証券化

し、また、観光有料道路である熱海ビーチライ

ンは、有料道路から生まれる将来の収益を証券

化したと聞いております。いわゆる社会的イン

フラの事業証券化ということについての例とし

て挙げることができるわけであります。県民へ

のサービス継続のために、県の財産を売却する

のではなくて、保有したまま資産・事業価値を

高めていく。自治体にとっては、将来にわたり

高い収益性とリスク低減とが図られます。先ほ

どの知事の、陳情・要望にこたえるため100億円

欲しいという要望にこたえられると思います。

知事にお尋ねしますが、この資産及び事業の証

券化に対して、知事のお考えを聞かせてくださ

い。

この資産・事業の証○知事（東国原英夫君）

券化も、結局は県にとって県債の一種になるわ

けでございますが、資金調達の手法としては、

そもそも活用できる場合が、収益が出る事業に

限られることや、かなり低利で資金調達してい

る現状と比べて、コスト面で有利なのかどうか

等々の課題が考えられるところでございます。

いずれにしましても、資金調達手法については

近年さまざまな手法が考えられますから、今

後、それも含めて研究してまいりたいと考えて

おります。
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今、知事の答弁の中で、考え○西村 賢議員

てまいりますということの、検討する部署であ

るとか、検討の時期というようなイメージはあ

りますでしょうか。

イメージはありませ○知事（東国原英夫君）

ん。

それは、今思いついたという○西村 賢議員

ことでしょうか。今、研究していこうかなと考

えたということでしょうか。

研究する対象になる○知事（東国原英夫君）

なと思ったわけで、研究してみないと、それか

ら検討段階に移るということは明言はできない

ということです。

ぜひ研究はこれからでもして○西村 賢議員

いただきまして、これ以外にも県民からいろん

なアイデアをお寄せいただいていると思います

が、ぜひ具体的なアイデアをどんどん募集し

て、本当に県民総力戦で臨んでいただきたいと

思います。

それでは、また続けて質問させていただきま

すが、治安対策についてであります。特にここ

では、最近の報道等で、凶暴化が進み、また悲

惨な事故が後を絶たないＤＶ（ドメスティック

バイオレンス）、またストーカー対策について

お尋ねします。

今、テレビのニュース等でも、凶悪犯罪の

きっかけの一つにストーカー行為が発端である

ものも少なくありません。先月は東京都国分寺

市で、警察官が一般人女性を射殺するという忌

まわしい事件もありました。ストーカー対策と

しては、平成11年10月の桶川事件の教訓を生か

して、翌年よりストーカー規制法が施行されて

おります。まず警察本部長にお尋ねしますが、

今、県内のストーカー犯罪の現状と対策はどう

なっておりますか。

お答えいたしま○警察本部長（相浦勇二君）

す。

ストーカー行為は、一方的に恋愛あるいは好

意の感情を満たす目的で、あるいはそれが満た

されなかったことに対する怨恨の感情を満たす

目的で、特定の者や、その者と一定の関係を有

する者に対しまして、つきまとい、待ち伏せ、

無言電話等を行うものでありまして、相手方に

対して強い不安を覚えさせる極めて卑劣な行為

でございまして、お尋ねの中にもありましたと

おり、その行為がエスカレートすると、結果的

には大変凶悪な犯罪に発展するおそれの高いも

のと認識をしております。この種の事案に対し

ては、徹底した取り締まりの必要がありまし

て、平成12年の「ストーカー行為等の規制等に

関する法律」の施行以前におきましても、こう

した行為に付随して発生します脅迫、名誉毀損

等を積極的に刑事事件としてとらえ検挙してき

ました。その後、この法律が施行されたことに

伴いまして、この法律に定めます警告あるいは

禁止命令、直罰規定、これらを活用するなどし

て、早い段階からこうした行為をやめさせ、被

害の拡大防止を図っているところでございま

す。

ちなみに、本年８月末現在で、当県警察に寄

せられましたストーカーに関する相談を見ます

と145件でございます。ここ数年、少ない年

で100件前後、多い年で約150～180件で推移をし

てきておりましたので、８月末、１年の３分の

２の段階で145件という数は、相談件数としては

ことしは非常に多いなという実感を持っており

ます。ただ、こうした増加の背景になる事柄や

理由につきましては、現段階でははっきりした

ことはわかっておりません。ただ、いずれにい

たしましても、この種の相談が多く寄せられる
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ということは、当県警察に対する期待のあらわ

れでもありますので、しっかりと対応する必要

があるなというふうに考えております。

相談に基づくことしの措置状況は、同じく本

年の８月末現在で15件の警告を実施しておりま

す。また、ストーカー規制法違反で１件、刑法

犯で６件の検挙をいたしております。警察とし

ましては、今後とも積極的に対応して被害拡大

を防止するとともに、関係機関との連携を強化

して、被害者に対する援助措置等の支援を図っ

ていく所存であります。以上です。

ことしは、今伺うと相談件数○西村 賢議員

はかなり多くなっているということです。わか

ればですが、これが傷害事件に発展したという

事例は、ことしはあるんでしょうか。

先ほども御説明○警察本部長（相浦勇二君）

申し上げましたけれども、件数が多い理由はよ

くわからないんですが、ただ、15件の警告とい

うのは例年に比べると数が多うございます。し

たがって、相談の数なりに内容的にもそれなり

に悪いものがまじっているというふうに考えて

いただいて差し支えございません。以上です。

宮崎県も、ニュースなどを見○西村 賢議員

ても、他県とは別次元というものではなくて、

非常に身に迫る危険があるわけですが、実際、

ストーカー事件の被害者の低年齢化というもの

も非常に気になるところです。特に中高生など

が夏休み等被害に遭遇するケースなども考えら

れたわけですが、特にインターネット、携帯電

話、そういうものを介して出会い系サイトなど

でストーカー犯罪に巻き込まれるということも

考えられますが、今、教育現場ではどのような

対策がなされておりますか、教育長にお伺いし

ます。

教育現場での対応で○教育長（高山耕吉君）

ございますけれども、学校におきましては、情

報に関する教科等の学習や、警察などから専門

家を招きまして開催いたします非行防止教室等

で、インターネット利用の危険な側面や犯罪被

害の事例を紹介し、被害防止のための具体的な

指導を行っております。また、県教育委員会と

いたしましては、校長会や生徒指導主事会等に

おきまして、出会い系サイトにアクセスをさせ

ないように繰り返し注意喚起をするなど、指導

の徹底を図っているところでございます。これ

からも、家庭や関係機関との連携を深めなが

ら、携帯電話やインターネット利用にかかわる

トラブルや犯罪から子供たちを守る取り組み

を、積極的に推進してまいりたいと考えており

ます。以上でございます。

こういったインターネットや○西村 賢議員

携帯電話が犯罪につながった場合、教育長のと

ころにはそのような情報は入ってくるんでしょ

うか、教育長にお伺いします。

当然、情報は入って○教育長（高山耕吉君）

まいります。以上です。

今、これだけストーカーの被○西村 賢議員

害件数が多いということでありましたが、本年

度の状況はいかがでしょうか、教育長お尋ねし

ます。

今年度はまだ入って○教育長（高山耕吉君）
※

おりませんけれども、昨年度につきましては、

出会い系サイトで３件の事件等が発生をいたし

ております。以上でございます。

また、家庭内での配偶者への○西村 賢議員

暴力、通称ではＤＶ、ドメスティックバイオレ

ンスとも言われておりますが、ただいま深刻な

問題となっております。平成13年に「配偶者暴

力防止法」が誕生していますが、ＤＶにより離

婚した元夫婦が、その後ストーカー被害に遭遇

※ 279ページに訂正発言あり

平成19年９月19日（水）
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することもあり、これらの犯罪には共通点が多

く見られます。特にＤＶや児童虐待、また介護

者暴力などは、家庭内の犯罪であって、非常に

発見されにくいと思いますが、被害者支援には

今後どのような対策を考えておられますか。福

祉保健部長に、現状と被害者救済に対してお伺

いいたします。

ＤＶ被害者の○福祉保健部長（宮本 尊君）

現状及び県の取り組み状況であります。女性相

談所において平成18年度に受け付けた配偶者か

らの暴力、いわゆるＤＶ相談の件数は702件と

なっておりまして、ＤＶ防止法が施行された平

成14年度と比較すると約２倍に増加しておりま

す。相談の内容としては、身体的な暴力だけで

なく、脅迫など心身に多大な影響を及ぼすさま

ざまな相談があり、配偶者からの暴力から逃れ

るために一時保護を求めるＤＶ被害者も増加し

ております。こうしたＤＶ被害の未然防止と被

害者の保護を図るため、女性相談所の相談員が

被害者の抱えるさまざまな相談に応じ、適切な

助言や情報提供を行っております。また、緊急

に保護を必要とする場合には、本人及び同伴す

る家族 子供ですが の一時保護を行うと― ―

ともに、心理的なケアが必要な場合にはカウン

セリングを実施するなど、状況に応じきめ細や

かに対応しております。さらに、警察、市町

村、民間団体等で構成する「ＤＶ被害者保護支

援ネットワーク会議」を開催し、関係機関との

情報交換、連携強化に努めているところであり

ます。以上です。

今、一時保護を求めるＤＶ被○西村 賢議員

害者がふえているという話をいただきましたけ

れども、実際、保護を求める件数というのは、

今どのような感じでしょうか。

平成18年度○福祉保健部長（宮本 尊君）

で、一時保護所にＤＶの関係で一時保護を求め

た方が、実人員で81名ということであります。

総数が148名で、うちＤＶ被害者が113名という

ことで、76％がＤＶ被害者ということでござい

ます。

実際、ＤＶもしかりですけれ○西村 賢議員

ども、家庭内で起こったことはなかなか他人に

相談しづらいということもあると思います。特

にそういう声が上がっている中で、十分に配慮

を続けていただきたいと思います。

警察本部長にお尋ねします。今申し上げたと

おり、ＤＶ犯罪等は非常に発見されにくいとは

思いますが、取り締まりの状況というのはいか

がでしょうか。

お答えいたしま○警察本部長（相浦勇二君）

す。

配偶者からの暴力事案の取り締まりというお

尋ねでございますけれども、この種事案は、犯

罪となる行為も含む重大な人権侵害事犯である

というふうに認識をしております。警察では、

警察本部、各警察署に「警察安全相談室」とい

うものを設けて各種相談に応じております。こ

の窓口を通して事案の相談を受け付けておりま

して、具体的には、再被害を防止するための指

導助言、あるいは傷害、暴行等の事件が立件可

能ならば刑事事件としての検挙を行うなど、諸

措置を行っているところでございます。

本年８月末現在で、これも同様相談件数でご

ざいますけれども、配偶者からの暴力というこ

とで149件の相談を受けております。昨年の同期

比８件のプラスということで、昨年との比較で

いくと昨年並みでございますが、一昨年と比較

をいたしますと、もう既にこの段階で一昨年の

年間分を超えております。ですから、そこそこ

ふえてきているのかなという感じで受けとめて
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おります。なお、相談案件で被害者とされるの

は、例年ほとんどが女性でございますけれど

も、ことしはすべて女性が被害者という相談で

ございます。

取り締まりございますけれども、これらの相

談を受けまして、刑事事件で９件、そして配偶

者からの暴力の防止法、ＤＶ法で、御案内のと

おり裁判所から保護命令が出せるようになって

おりますけれども、その保護命令に違反した場

合の罰則規定がございますが、この保護命令違

反で２件を検挙しております。また、加害者に

対して直接の指導警告ということで、19件の措

置を実施しております。

警察としましては、お尋ねにありましたとお

り非常に潜在化しやすいという特殊性がござい

ますので、相談を行いやすい環境づくりにさら

に努めるなどして早期の把握に努めて、被害者

の安全確保を最優先としながら取り締まりを徹

底してまいりたいと思っております。

また、先ほど知事部局の部長からお話があり

ましたけれども、保護という観点でありますと

か、被害者の自立支援という観点も大変重要で

ございますので、関係機関と緊密な連携を図り

ながら対応してまいりたいと考えております。

以上です。

また、最近では、デートＤＶ○西村 賢議員

と呼ばれる、特に親密な若者間の暴力も非常に

問題化され始めています。将来、ＤＶ等で暴力

を振るう側に立たないためにも、人権尊重など

の、いわゆる教育での予防というものが必要だ

と考えておりますが、今、デートＤＶにしかり

人権尊重という意味で学校教育の現場では―

どのような教育が行われているでしょうか、教

育長にお尋ねします。

ＤＶ防止への取り組○教育長（高山耕吉君）

みについてであります。ＤＶは、交際相手など

お互い尊重し合うべきパートナーに対して向け

られます、身体や心への肉体的あるいは精神的

な暴力でありまして、人権尊重の観点からも決

して許すことができないものだと考えておりま

す。県教育委員会におきましては、男女平等の

意識を確立するために、幼稚園、保育所から高

校まで、すべての学校、園におきまして、男女

がともに相手を正しく理解し、思いやりを持っ

た人間関係をつくり上げるための教育が推進さ

れるよう指導に努めているところであります。

また、中学校や高校におきましては、関係機関

やＮＰＯ等民間団体との連携によりまして、Ｄ

Ｖ予防について学ぶ機会を設けている学校もご

ざいます。

今後とも、インターネット、携帯電話による

人権侵害等、常に新たな時代の課題に対応した

人権教育を推進する中で、関係機関等との連携

や、家庭における保護者等の主体的な活動を促

すことによりまして、幼児・児童生徒の段階か

ら人権感覚を育成し、ＤＶの予防を図ってまい

りたいというふうに考えております。以上でご

ざいます。

今の教育長の答弁のように、○西村 賢議員

ＮＰＯ団体でありますとか民間の団体も非常に

この問題には真剣に取り組んでおります。実際

まだ法整備から６年しかたっていなくて、非常

に法整備と実情のずれがあるという話も聞いて

おりますが、ぜひ今後とも協力して、こういう

被害者が出ないような対策を望んでおります。

また、警察本部長の報告のとおりですが、県

内のストーカー被害、ＤＶ被害の受理件数や措

置件数など、ことしに入り昨年を大きく上回る

結果も出ております。今後もこの増加が続け

ば、県内でも重大犯罪につながりかねないと懸
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念いたします。そのことに対して県も積極的に

啓発等すべきだと思いますが、知事のこの数字

を聞いた上での見解はいかがでしょうか。

大変数字的には多い○知事（東国原英夫君）

ものだと認識しております。配偶者等からの暴

力やストーカー行為などは、女性が被害者とな

るケースがほとんどでございます。女性の人権

を著しく侵害するものであります。このため本

県では、被害の未然防止の取り組みとしまし

て、啓発リーフレットの配布や県男女共同参画

センター主催の高校生や大学生を対象にしたＤ

Ｖ防止のための講座・セミナーなどを行ってお

ります。また、毎年11月12日から25日までの２

週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間

として、新聞、ラジオを活用し、あるいは啓発

ポスターの配付、パネル展の開催など、暴力を

許さない社会意識を醸成するための啓発運動に

重点的に取り組んでいる次第でございます。県

といたしましても、今後とも国や市町村と連携

を図りながら、効果的な啓発活動に努めてまい

りたいと考えております。

ここで、教育長から答弁の訂○坂口博美議長

正の申し出がありますので、これを許します。

先ほど犯罪発生の状○教育長（高山耕吉君）

況の答弁で、「今年度は報告を受けていません

けれども、昨年度は３件あった」という答弁を

しましたけれども、正しくは、「ストーカー犯

罪は今年度はまだ報告を受けておりません。た

だし、出会い系サイトに係る性被害につきまし

ては、19年４月以降３件の報告を受けている」

ということでございます。訂正をいたします。

私、存じていなかったもの○西村 賢議員

で、今の知事の答弁に対してお伺いしますが、

暴力をなくす運動という２週間の啓発期間があ

ると聞きました。これはいつから始まっていた

ものなんでしょうか。

どなたが答弁されますか。こ○坂口博美議長

こでわかりますか。地域生活部長。

資料がござい○地域生活部長（丸山文民君）

ませんので、調べてから答弁させていただきた

いと思います。

これで後の質問は続けられま○坂口博美議長

すね。では、後ほどなるだけ早目に。

今の話ですと、11月の12日か○西村 賢議員

ら２週間をそのような運動の期間として充てて

いたわけですが、実際、私もその運動自体があ

ることも存じ上げませんでした。この程度のと

言ったら失礼ですが、なかなか啓発活動として

は効果がないんじゃないかなと感じますが、こ

の啓発活動につきましては、知事がＣＭをつく

られるとか、県政番組の中で取り上げてこの週

間をクローズアップしていくというお考えはな

いでしょうか、知事にお尋ねします。

一応、新聞、ラジオ○知事（東国原英夫君）

を活用した広報とか啓発ポスター、パネル展の

開催 このパネル展というのは、実を言うと―

県立図書館でやっているわけです。県立図書館

でパネル展をやって、効果がどれぐらい見込め

るかという疑義もあると思いますけれども、今

後そういったものを改善しながら、広く県民の

皆様の周知を得られるような策を講じたいと考

えております。

また、身近に起こり得る凶悪○西村 賢議員

犯罪に対しまして、今後、より身近な地域の治

安を守ることが重要な課題となってまいりま

す。特に交番や警察署への依存性が増すと思い

ます。この際に伺っておきますが、現在のとこ

ろ、私の地元日向市の日向警察署が国内で最も

建てかえていない警察署だと聞いております。

最も古い警察署と言えるかもしれません。現
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在、建設予定地は既にあると聞いております

が、警察本部長にお尋ねします。日向警察署の

建てかえはいつぐらいになりそうですか。

お答えいたしま○警察本部長（相浦勇二君）

す。

警察署は 交番、駐在所も同様でございま―

すけれども、安全で安心して暮らせる社会を実

現していくための重要な治安基盤施設でありま

して、特にその機能を十分に発揮するために

は、災害が発生した場合にあっては、防災活動

の拠点となり得る堅牢な施設でもあるべきであ

るというふうに考えております。お尋ねのあり

ました日向警察署の庁舎につきましては、築

後51年と半世紀以上が経過をしておりまして、

経年による老朽化、狭隘化が進んでおります。

また、耐震診断の結果を見ましても、耐震補強

の効果は期待できず、早急な建てかえが望まし

いとされているところであります。そのような

ことで、本年度、日向警察署の建設用地とし

て、日向市鶴町の旧宮崎交通日向バスセンター

跡地、そして隣接している民間アパートの土地

を取得したところでございます。

日向警察署の早期の建てかえは、県警察に

とって重要課題であると認識をしております。

認識をしておりますが、大変厳しい財政状況の

中で、庁舎の建設というのは県財政に相当の負

担を伴うものであるということでございますの

で、今後とも財政当局と十分な協議を進めると

いうことで、この課題に取り組んでまいりたい

と、このように考えております。以上です。

今のお話にびっくりしたんで○西村 賢議員

すが、仮に日向で地震が起こった場合、警察署

が先につぶれてしまう可能性もあるんですが、

非常にそれは防災の拠点としても恐ろしいこと

であります。

これにつきまして、知事にもお伺いします

が、知事、どうにか早く日向に対して手厚いと

いいますか、知事のお考えを聞かせてくださ

い。

築51年ということで○知事（東国原英夫君）

すね。ちなみに県庁は75年たっているんですけ

れども。本当に老朽化等が進んでいると、私も

外観を見せていただきまして、古いなという印

象は持っております。早急な建てかえが望まし

いと思いますけれども、先ほど警察本部長から

もありましたように、財政的に非常に 迫した

状態でございますので、今後とも財政当局と十

分な協議を進めてまいりまして、対応していき

たいと考えております。

県庁は、古いがゆえに観光地○西村 賢議員

になりましたけれども、日向警察署は古いから

といって観光客が来るとは思えませんので、ぜ

ひ、日向で働く警察官の職務の向上も含めまし

て、警察署が新しくなることを望む市民の立場

からもお願い申し上げます。

続けて質問させていただきます。午前の河野

安幸議員と少々重複しますが、本県の物流につ

いてであります。本県の物流についてですが、

先ほどの河野県議への回答でも、なかなかすっ

きりとした前向きの回答がなく、今回はぜひと

もいい回答を欲しいと思っております。

まず、重複しますが、原油の高騰のあおりで

ガソリンを初め燃油価格が非常に上昇してお

り、物流業者に限らず、公共交通機関の少ない

県民にとっては家計に重くのしかかり、非常に

厳しい状況となっております。知事のトップセ

ールスの効果もあり、県内農産物は非常に人気

も上がっているように感じますが、日本の食料

供給基地として、本県は消費地に供給していか

ねばなりません。物流を担う運送業の環境は年
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々厳しくなっておりますが、関東、関西の大消

費地まで遠いために、海運等を利用し、陸運業

者もできる限りコスト軽減を図ってまいりまし

た。しかし、海運業も原油高騰を受けて厳しい

状況があります。昨年、マリンエキスプレス社

の倒産では、宮崎・細島―川崎航路の廃止も決

まり、また輸送体制には大打撃を与えました。

そのために、やむを得ず大分―横須賀間のシャ

トルハイウェイラインを利用せざるを得ない状

況にありましたが、今月の３日、そのシャトル

ハイウェイラインも自己破産し、航路を休止い

たしました。そのために、この問題は速やかに

対策を講じなければなりません。まず、地域生

活部長にお尋ねします。何かこれは早急な対策

がありますでしょうか。また、他のフェリー会

社への働きかけは、現在どうなのかをお尋ねし

ます。

海上航路につ○地域生活部長（丸山文民君）

いてであります。お話にございましたように、

本県では、京浜航路、それから大阪の貝塚航路

が休止をしております。さらに、今お話がござ

いましたけれども、その京浜航路の代替となっ

ておりました大分―横須賀航路が休止をしてお

りまして、本県の物流を取り巻く状況は厳しさ

を増していると認識をいたしております。

県では、京浜航路の休止直後から、特に関東

向けの航路再開につきまして、複数の大手の会

社へ働きかけを行ってきました。しかし、カー

フェリーの航路開設に対する船会社の反応は、

採算がとれないという理由から、極めて厳しい

ものでございました。このため、油津発の定期

貨物船であります「南王丸」の細島寄港の働き

かけを行いまして、ことし１月から週２便の寄

港が開始され、県北地域から関東方面に県産品

の輸送ができることになったところでありま

す。しかしながら、この南王丸は便数やダイヤ

の利便性に課題がありまして、運航会社に対し

て増便等の働きかけを行うとともに、利用促進

のための助成事業や農産物輸送の実証実験を実

施しまして、できるだけ早期に本格的な関東航

路の再開につなげてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。

「南王丸」はローロー船です○西村 賢議員

よね。ローロー船の助成制度は、確かに一部の

業者には効果があるかもしれませんが、県内の

運送業のほとんどは有人での運送であり、実態

に伴っていないという話もよく耳にします。そ

のような背景から、トラック運転者はどうして

も長距離陸路を走らざるを得ない状況にありま

すが、長距離運送が非常に過酷な勤務であるこ

とは容易に想像できます。残念ながら、大型ト

ラックによる高速道路での大事故は後を絶ちま

せんし、それだけでなく、長距離を走ることで

輸送コストもかかることになります。商工観光

労働部長にお尋ねしますが、これらの有人での

運送に対しまして、県は何らかの手助けはでき

ないでしょうか。

有人運送○商工観光労働部長（高山幹男君）

へ何か手助けはできないかということでありま

すけれども、運送事業につきましては、基本的

には荷主と事業者との話し合いの中で適正な運

賃体系となることが望ましいというふうに考え

ております。そのため県におきましては、宮崎

県トラック協会が実施します荷主懇談会や物流

セミナーの開催を支援するなど、運送業界の現

状について、荷主を初め県民の皆様の理解を求

めているところであります。

また、質問にもございましたように、トラッ

ク運転手の総労働時間の短縮でありますとか過

労運転防止など、適正な労務管理に向けた講習

平成19年９月19日(水)
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会の開催でありますとか、トラックの輸送情報

システムの整備など、効率的な貨物輸送に対す

る支援などを行っているところでありますが、

直接的な支援につきましては、難しいと考えて

おります。

難しいとは思いますが、ぜひ○西村 賢議員

いろんな策をこれからも講じていただきたいと

思います。特に農産物などの輸送コスト低減

は、非常に消費地への安定供給につながります

ので、ぜひお願いしたいところであります。

特に今、知事のおかげで宮崎県の農産品が非

常に国内で人気があります。例えばマンゴーに

しても、実際売値が昨年の２倍になったり３倍

になったという話はよく聞きますし、地頭鶏に

しても非常に人気がある状態であります。その

農産物を高く売って、その一部を輸送代金に還

元できる等そのような手法も考えますが、宮崎

の農産品のブランド化も非常に進んでいると思

います。もっと農産品を高く売る策はないで

しょうか。これには農家も喜ぶと思いますが、

農政水産部長にお尋ねします。

農産物の販売○農政水産部長（後藤仁俊君）

対策についてであります。農産物の有利販売

は、農業者の所得の向上に不可欠でありまし

て、そのためには、やはり生産段階での品質向

上と信頼される産地づくりが重要であります。

県といたしましては、農業団体と一体となりま

して、一定の基準を満たしました農産物を、現

在、「みやざきブランド商品」として認証し

て、安定的な取引づくりに努めております。ま

た、最近の農産物の消費動向は、家庭主体か

ら、外食、中食、加工等による割合が増加して

おりまして、購入先も小売店から大型量販店に

移行するなど、大きく状況が変化いたしており

ます。こうした状況に対しまして、県単事業等

によりまして加工業者や大型量販店等との契約

取引を推進いたしまして、価格変動の大きい青

果物を安定した価格で販売できる体制づくりを

進めております。これらの取り組みによりまし

て、平成18年度に農業団体が取り扱った青果物

のうち、加工用まで含めた契約取引率は30％ま

で伸びてきたところであります。今後とも、本

県農産物が安定的に取引され農産物の価格向上

につながるよう、関係機関・団体と協力しまし

て契約取引の拡大を推進してまいりたいと考え

ます。以上です。

また、物流対策は、県内に企○西村 賢議員

業誘致を行うにしても非常に必要だと思ってお

ります。私の地元の話になって申しわけないん

ですが、細島地域も非常に今、企業誘致に力を

入れております。多種多様な企業に来ていただ

きたいと思っておりますが、そのためには物流

が必要不可欠です。その玄関口となる細島港の

有効活用と、それに伴う港湾整備もお願いした

いところでありますが、特に県土整備部長にお

尋ねします。港湾予算などの公共事業予算が厳

しい中で、細島港の整備のために必要な予算の

確保は、今いかがでしょうか。

細島港の整備○県土整備部長（野口宏一君）

についてでございます。細島港につきまして

は、県北の物流拠点港といたしまして整備を進

めております。今後の高速道路等の整備に伴

い、大都市でございますとか東アジアとの物流

拠点として、ますます重要性が高まるものと考

えております。現在、船舶の入出港時の安全確

保や荷役作業の効率化を図るため、国の直轄事

業によりまして南沖防波堤を、また県事業によ

りまして北沖防波堤をそれぞれ整備していると

ころでございます。県といたしましては、国や

市とも十分連携を図りながら、必要な予算の確

平成19年９月19日(水)
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保に努めまして、計画的な事業の進捗を図って

まいりたいと考えております。

○西村 賢議員 全国への安定供給のために

も、ぜひ早急な港湾の整備をよろしくお願いし

ます。特に今、物流は、この業界にも担い手が

いません。非常に厳しい業界でもあります。ぜ

ひ知事には、そのような厳しい業界のほうにも

目を向けていただくようにお願いします。

以上で質問を終わります。（拍手）

○地域生活部長（丸山文民君） 先ほど議員の

ほうからの、ＤＶ等に関して、女性に対する暴

力をなくす運動がいつから始まったかという質

問でありますけれども、平成13年度から始まっ

ております。これは国が制定をして、それに対

して県等で行っているものであります。以上で

あります。

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続いて一般質問であります。

本日はこれにて散会いたします。

午後４時24分散会

平成19年９月19日(水)


