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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。

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、37番中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） ことし１年

の象徴の漢字、知事は「縣」を選ばれました。

県の意味と地方、田舎の意味があるということ

で、地方の時代にふさわしい漢字ということで

あります。私も縣の中の縣、宮崎県諸県地方に

住む者であります。特にまた、一番西の外れの

西諸県郡地方に住んでいる者でありますから、

私の思いも知事と一緒であります。日本の社会

のすべてで、相変わらず東京への一極集中が続

いております。そのために、宮崎県と東京都の

格差は一段と拡大しました。これはけしからん

と宮崎県民はみんな思っております。その宮崎

県内も、宮崎市への一極集中が今日までずっと

続いております。私は、この状態はおかしい、

地方あっての宮崎市、また東京都と、かたくな

に言い続けてきました。これからもこの主張は

変えません。なぜなら、本当の日本人が育つ日

本の原風景が、日本人の心のふるさとが、えび

の市を初めとする宮崎県の各地方にあるからで

あります。その思いを込めて、ただいまより一

般質問をいたします。

毎日、県庁見学者がたくさん朝、昼、夜と来

ておりますけれども、それが知事の人気の証明

でもあるわけであります。知事の人気の理由、

私は９月議会で私なりに分析をいたしました。

それは、完全なる民間人であるということがそ

の大きな理由であるというふうに決定づけてい

るわけでありますが、今回、知事が就任して初

めてのすべての予算を編成されます。けさも大

阪のことで載っておりましたが、県民は知事

に、前例のない型破りの改革を望んでおるわけ

であります。そういう意味で、完全なる民間人

としての発想で、その予算編成に取り組んでい

く必要がある、そのようにお願い申したいわけ

であります。そのことが知事のマニフェストの

実現にもつながる、このように思っているとこ

ろでございます。それで、来年度予算編成に当

たっての知事の基本的な考え方、思いも含めて

お願いしたい。それと、本年度まで６年間ずっ

と、当初予算はマイナスでありました。今回の

質問でも何回か出ましたが、まだ予算の規模の

発表はありませんけれども、マイナスかプラス

かぐらいはここで公表していただきたい。

そのことをまずは質問いたしまして、後は自

席からいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

来年度予算編成についてでありますが、本県

の財政状況はさらに厳しさを増しており、多額

の収支不足を圧縮し、持続可能な財政構造へ転

換していくために、まずは財政改革に着実に取

り組んでいくことが最重要課題と考えておりま

す。一方で、県が抱える政策課題に的確に対応

していくため、私のマニフェストを踏まえて策

定した「新みやざき創造戦略」に基づく重要施

策については、積極的に展開していく必要があ

ると考えており、特に平成20年度については、

中山間地域・植栽未済地対策、子育て・医療対

策、建設産業対策を重点的に推進すべき施策と

したところであります。平成20年度当初予算
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は、私にとって初めての本格的な予算編成とな

るわけですが、財政改革を着実に推進し、財源

の捻出に努めながら、選択と集中の理念のも

と、優先度の高い施策や事業には積極的に取り

組み、マニフェストの実現を目指してまいりた

いと考えております。なお、20年度当初予算に

ついては、詳しくは検討がつかないということ

でございます。〔降壇〕

○中野一則議員 予算規模等まだ詳しくは聞い

ていないと答弁されるところが民間人らしから

ぬ答弁であると。官に押されないような予算編

成を私はお願いしたい。そのことで前例のない

ような型破りの県政運営ができる、改革ができ

ると思っておりますから、ひとつ努力をしてほ

しい。特に、財政当局からは、財政の健全化な

り、県債発行の抑制なり、マイナスシーリング

でとか、いろいろ要求も来ておりますから、そ

ういうことに押されないような予算をぜひ知事

自身でつくってほしい。もう一度、その取り組

みの姿勢をお披瀝願いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 重複しますけれど

も、20年度予算については見通しがつかないわ

けでございますが、私の重要施策というものを

重点的に踏まえて予算編成したいと考えており

ます。

○中野一則議員 ぜひ知事の思いが通じる予算

になるように、私もそのように願っているとこ

ろでございます。予算編成とか政策決定には、

何といっても県民の生の声を反映してほしいと

思います。サイレントマジョリティー、声なき

大多数を念頭に置くのが政治家あるいは行政マ

ンだとよく聞きますが、要は生の声をいかにし

て知事がきちんと反映できるかということだと

思います。県庁見学者、毎日多いわけですし、

いろいろと聞いてみますと、知事に対しては表

敬訪問も多いと聞いております。私、調べさせ

ていただきましたが、その表敬訪問の割には直

接陳情の件数が意外と少ない。４月から11月ま

で55件、これは月平均にしますと、月７件だけ

の陳情であります。陳情だけが生の声ではあり

ませんけれども、そういうことで、知事への生

の声が本当にきちんと入っているのかなという

心配もするわけですが、その辺は大丈夫なの

か、生の声が反映されるかを知事にお尋ねいた

します。

○知事（東国原英夫君） 陳情が少ないという

ことは、それだけ不満・不平が少ないというこ

とではないでしょうか。それを踏まえてお答え

します。私は、知事就任以来、市町村や各種団

体等から、提案・要望を数多く受けておりま

す。その内容は、社会基盤整備に関するものや

福祉・医療の環境整備に関するものなど、種々

さまざまであります。要望等をお受けする際に

は、いずれの内容も県民の方々の切実な声であ

りますが、本県の財政状況では、すべての要望

等におこたえすることは到底できる状況にはな

く、そのたびに心が痛む思いをしております。

私としては、今後とも、徹底した行財政改革や

諸産業の振興等により歳入増を図り、また、地

方交付税等の充実強化を国に対して要望するな

ど、可能な限り県民の皆様の声に対応できる予

算の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。なお、各部局で対応いたしました要望等に

つきましては、現在、その都度、私への報告が

なされているところでございます。生の声は伝

わっております。

○中野一則議員 いろいろと部長等から生の声

が届いているということですから、安心しまし

たが、ぜひその生の声を、県民の声を反映され

た予算になるように、よろしくお願いしたいと
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思います。

次に、決算についてでありますが、18年度の

一般会計は２年連続の不認定となるようであり

ますけれども、私はこの決算については不思議

に感じているわけです。ことしも19億円余の実

質収支額、つまり19億円の黒字決算であった、

こういう内容であるわけですけれども、実は、

平成９年から今回18年まで過去10年間、ずっ

と19億円から20億円余の毎年似通った数字の黒

字計上がされているわけです。19億円余が実に

７回、そして20億円そこそこが３回でありま

す。これは出納整理期間というのが２カ月間あ

りますから、その中に調整されたのではと言い

たくもなるわけであります。なぜなら、決算は

黒字でも毎年数百億円ずつの県債残高がずっと

積み重なっていくわけであります。それから、

平成16年度の県のバランスシートを見ました

が、166億円、平成17年度が352億円、県の正味

資産が減っている。もちろん行政と一般企業で

は会計の手法が違うわけでありますけれども、

生の声、生の状態ではないんじゃないかなと思

うわけであります。こういう状態を知事はどの

ように思われるか、感想をお聞きしたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 実質収支は、歳入決

算額から歳出決算額を差し引いたいわゆる形式

収支から、事業の繰り越し等に伴い翌年度へ繰

り越すべき財源を控除したものでございます。

本県におきましては、歳入歳出それぞれについ

て、当初予算や補正予算の各段階で可能な限り

正確な把握に努めるとともに、実質収支が赤字

に陥ることのないよう留意しながら、堅実な財

政運営に心がけているところであります。こう

したことから、近年では、ほぼ20億円程度の黒

字を確保できているものと考えております。

○中野一則議員 平成19年度の決算は、100％知

事が執行されるわけでありますが、実質収支額

が過去の繰り返しにならないよう、19億円何が

し、20億円そこそこの繰り返しにならないよう

に、現実、実態を反映した金額、ひとつ御指導

を含めた決算になるよう要望しておきたいと思

います。

次に、出先機関の再編についてであります

が、農林振興局と農業改良普及センターなどを

統合、あるいは３年後には高岡、串間、高鍋の

土木事務所が廃止されるという方向づけがされ

ております。この背景には、市町村合併の進展

あるいは道路交通網の整備、ＩＴ化の進展、行

政改革の推進などがあるわけでありますけれど

も、出先機関の再編は、県民に等しいサービス

の提供、地域間格差の是正、中央から離れたと

ころへの配慮、こういう原点に返って再編を行

うべきだと思っております。特に、宮崎市や延

岡、都城の拠点都市から離れたところ、１時間

以上かかるところ、言うなれば西臼杵地方とか

椎葉、諸塚とか西米良、串間、そしてえびの、

こういうところに配慮した出先機関のあり方

を、もう一度再検討してほしいなと思っている

わけであります。全国に高等裁判所が８カ所あ

りますよね。支部というのはわずか６つしかな

いわけでありますが、福岡高等裁判所の支部が

宮崎にあるわけですけれども、鹿児島や大分あ

るいは長崎にはありません。これはなぜかとい

うと、裁判というのは公平でなければならんわ

けですから、よく言われる「陸の孤島」宮崎

県、鹿児島よりも遠い宮崎県で公平な裁判がで

きるようにということで、裁判もそういう一番

中央から遠いところに配慮されて、この高等裁

判所の支部というのはできているわけです。そ

れと同じような考え方で、県庁がある宮崎から
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離れた、さっき言ったようなところに、再編の

ときに重きを置いて取り組むべきだと思ってお

ります。知事の御所見をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 県といたしまして

は、極めて厳しい財政状況の中で、行財政改革

大綱2007に基づきまして、徹底した事務事業の

見直しや投資的経費の縮減・重点化はもちろん

のこと、職員数の削減や、より簡素で効率的な

組織体制の整備など、さまざまな改革への取り

組みを行っていくことといたしております。こ

のような中、先般、お示しさせていただきまし

た出先機関の再編案におきましては、簡素効率

化に加え、現場に必要なマンパワーの確保、部

門内の関係機関相互の一層の連携強化等を図る

観点から、総務、福祉、商工、農政、県土整備

など、ほとんどの部門の組織体制を見直すこと

としております。この中には、統廃合を伴うも

のもありますが、新たな組織がしっかりと業務

を引き継ぎ、所管区域全体において業務を的確

かつ着実に遂行することで、引き続き県民サー

ビスの維持確保を図ってまいりたいと考えてお

ります。

○中野一則議員 次に、知事マニフェストの実

現がどうかということで、２点ほどお伺いいた

したいと思います。

まず、観光振興についてであります。観光動

向調査によりますと、県外からの観光客数

は、10年連続減少、平成８年が574万人でした

が、これが平成18年441万人になっております。

これを年間５％増加させるというのが知事のマ

ニフェストであるわけですが、最近、新聞にも

ちょっと載っておりましたけれども、年間５％

増のマニフェストの実現は可能なのかを知事に

お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、いろんな講演

会とか発表の場で、マニフェストの中で一つ間

違ったのは、年間５％の観光客の増加というこ

とで、４年間で５％の４を省いてしまいまし

て、年間５％としてマニフェストに発表させて

いただいて、完全に私のミスであったというこ

とは方々で言わせてもらっているんですけど、

それを前提にして話をさせていただきます。間

違いだったということを皆さんに言っているわ

けじゃなくて、間違いを訂正しなかったので、

あれを実行するのが私のマニフェストだという

ことを御理解いただきたいと思います。その観

光客の誘致なんですけれども、宮崎の経済活性

化のためには、観光の再生が不可欠であるとは

考えております。マニフェストでも、観光振興

を最も重要な課題の一つとして位置づけて、宮

崎のＰＲに全力で取り組んでいるところでござ

います。その結果、全国的に宮崎の知名度が高

まりまして、新しい観光スポットとなった県庁

には、御案内のように４月以降で25万人を超え

る方々にお越しいただいておりますし、主要ホ

テル・旅館の宿泊者数も増加しておると聞いて

おります。また、宮崎市以外の地域におきまし

ても、日南市や高千穂町などの―えびのは

入っていないんですけれども―主要観光施設

について、ことしの状況をお聞きしましたとこ

ろ、前年に比べて１割から２割ぐらい増加して

いるということを聞いております。

○中野一則議員 毎年５％、これは計算します

と121万人を超えるわけですね。実際は、任期中

５％というのが本心だったということでありま

す。そうすると、これはわずか22万人ですが、

私はこれでもいいと思うんですよね。これは間

違いなく達成されるわけですね。

○知事（東国原英夫君） まだ本年度の数字が

出ていませんので正確な数字はわからないので
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すが、私の予想ですけれども、恐らくは、本年

度で全体的に５％ぐらいは上昇したんじゃない

かと感じております。

○中野一則議員 ぜひこの数字では達成するよ

うに、いま一度の御努力をお願いいたします。

それと、先ほども知事が言われました、県庁

は大変にぎわっておりますし、25万人を突破し

たという話です。確かに宮崎市内のホテル・旅

館の利用者は、ことしの１月から７月で3.4％増

加しているという数字が出ているわけでありま

す。今後、景気も少しずつ回復するだろうし、

知事の御努力でソウル線も増便、台北線の開設

等も図られる。また、残念ながら鹿児島県を通

る線でありますけれども、九州新幹線も平成23

年４月には開通するわけですから、観光客の増

加というものは大いに期待できると思っており

ます。そういう中で、先ほど、えびのは入って

おりませんということでありましたが、高千穂

等少しずつふえてはいるんです。宮崎周辺から

離れた地域、日南海岸の南部とか西臼杵、東臼

杵の山地あるいは霧島周辺、このあたりの観光

客をいかにしてふやすかというのが大きな課題

だと思います。その辺の取り組みを部長にお伺

いいたします。商工観光労働部長。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県内全域

で観光客をふやすということでございますけれ

ども、まず知事のマニフェストを達成するため

には、観光客の皆さんに何度でも来てみたいと

言われる、そういった魅力ある観光地づくりが

非常に大事であるというふうに思っておりま

す。そして、宮崎市以外ということであります

けれども、県内各地にすばらしい地域資源がた

くさんありますので、県におきましては、市町

村と連携しながら、これらの資源を磨き上げて

いくということに努めていきたいと思います。

あわせまして、観光キャンペーンの実施とか積

極的な情報発信などにより、さらなる観光客の

誘致と県内周遊の促進に努めていきたいと考え

ております。

○中野一則議員 やはり、観光客をそこに滞在

させる、宿泊させるということが一番大きな課

題だと思うんですよね。先ほど知事も言われま

したし、私も事前に調査しましたが、ホテル・

旅館の利用者数、これは宮崎市の20社だけを観

光・リゾート課が調査しているわけですね。で

きたら、さっき言った県南・県西あるいは県

北、こういうところも調査して、先月はどう

だった、今月はどうなると、その辺のデータを

調べるべきだと思うんですよね。中央は黙って

いても人が来るわけですから、そういう周辺の

ことをどうするかというのが行政だと思いま

す。その辺の調査をされる気があるのかないの

かを、商工観光労働部長に再度お尋ねいたしま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ホテルの

宿泊者数の調査でありますけれども、日本銀行

の宮崎事務所が、やはり宿泊者の数を調査して

いるんですが、これは宮崎県内のホテルを対象

にいたしております。その数で見ましても、約

５％ぐらいふえているというような状況が、10

月までには出ておるようであります。あと、県

でどういった調査をするかについては、検討さ

せていただきたいと考えております。

○中野一則議員 他の調査に頼らずに、宮崎市

は調べるわけですから、県が率先して、今言っ

たところは調査するように、ぜひ取り組んでい

ただきたいと思います。

次に、企業誘致についてでありますが、まず

商工観光労働部長、ことしの企業誘致件数と雇

用予定者数は現在幾らになっているでしょう
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か。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 企業誘致

の状況でございますが、今年度、これまでに13

社を誘致しまして、その最終雇用予定者数は771

人となっております。

○中野一則議員 知事のマニフェストは、企業

誘致100社、雇用１万人ということでありました

が、知事、このマニフェストの実現は可能でご

ざいましょうか。

○知事（東国原英夫君） 可能になるように一

生懸命努力していくということです。

○中野一則議員 商工観光労働部長にお尋ねし

ますが、ことしの企業の倒産件数とその従業員

数、そのうちの建設業者の数字がわかれば、そ

の数字もお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 今年度の

４月から11月までの数になりますけれども、件

数といたしましては全体で72件でございます

が、そのうち建設業は39件となっております。

改めて申し上げますけれども、倒産件数全体

で72件でありまして、それに伴う離職者数が950

人、建設業が39件の512人となっております。

○中野一則議員 倒産件数はわかりました。そ

のうち建設業者が大変ウエートを占めているわ

けでありますが、県土整備部長、建設業者の廃

業者件数と従業員の数というのは把握しておら

れないでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 手元に今、た

だいまの詳細な数字がございませんので、後ほ

ど御報告させていただきます。

○中野一則議員 後で答弁してください。その

数もいろいろと新聞等に載っておりますから、

かなりの数字に上っているんだろうと思いま

す。県内の有効求人倍率が10月で0.65でありま

した。これは平成18年が0.70ですから、景気が

回復したという中では減っている傾向にあるわ

けですし、また、県内には0.50以下が随所にあ

ります。県内は雇用の状況が大変厳しいわけで

すが、企業誘致とか雇用を考えた場合に、この

数字しか雇用状況を示す数値はないわけですか

ら、知事のマニフェストの中にも、県のいろん

な雇用の目標の中にも、この有効求人倍率を上

げるという目標を追加すべきだ、このように思

います。このことがどうかということと、雇用

対策の予算あるいは政策を充実すべきだと思い

ますが、知事はどのようなお考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 議員がおっしゃる誘

致企業の数と倒産件数を単純に比較するという

のは危険じゃないかと私は思っています。県内

には、誘致企業だけではなく、起業される方も

いらっしゃるんですね。それで、倒産して転職

される方もある。転職も一つの雇用数でござい

ますから、そういったことで短絡的に有効求人

倍率が下がる、上がるといったことに結論づけ

るのは、ちょっといかがなものかと思っており

ます。いずれにしろ、御質問にあったように、

有効求人倍率を上げるというのは我々の責務だ

と思っていますので、企業誘致並びに地場産業

の強化・拡充に努め、よりよい雇用の拡大に努

めてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 そういう誘致企業と地場産業

の何とかとか、いろいろあるわけですから、雇

用ということを考えた場合に、有効求人倍率と

いう数値をいかにして上げるかということを政

策に取り入れるべきだ、それをまた目標の中に

も取り入れるべきだということを申し上げまし

た。ぜひ検討していただきたいと思います。

それから、企業誘致を成功させるためには、

誘致の条件、いわゆる土地とか水とか道路とか

電気、こういうインフラの整備が大変重要だと
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思うんです。土地、水、道路というのは、行政

が取り組み、対応するべきものですが、電気に

ついては、九電にお願いするよりほかにありま

せん。実は、電力供給量とか供給のための設備

が、宮崎県は余り充実していないのじゃないか

なという事例が発生しております。フリッカー

現象といって、ちかちかする現象だそうです

が、こういう現象もあって、思うように誘致企

業が設備増設できないという現状があります。

福岡に行かれる機会も多いわけですので、ぜひ

九電等に、電力供給を宮崎県に増強するよう、

陳情をお願いしたいと思います。知事、どうで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 私は、これまで企業

誘致セミナー等々で、あるいは宮崎県に立地し

てくださった企業等にお話を聞きますと、宮崎

県は非常に水とか電気、労働力が充実している

ということをお伺いします。交通的なインフ

ラ、物流的なインフラがちょっと問題だという

ことは伺っておりますが、おおむね水、電気、

労働力に関しては充実しているということは

伺っております。いずれにしろ、地方に進出を

検討している企業におきましては、道路や港湾

などの整備状況や労働力の確保、あるいは電力

や工業用水の供給体制、自治体の支援体制な

ど、さまざまな観点から検討して立地を決定し

ていただいていると思っております。県といた

しましては、市町村や関係機関・団体とも連携

・協力して、引き続き、これら立地環境の充実

強化に努めてまいりたいと考えておりますし、

御指摘の九電に対しても要望・陳情を行ってま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 ぜひお願いいたしたいと思い

ます。

次に、地方分権改革の進展という観点から、

２～３質問をいたします。

まず、道州制でありますが、福田総理が誕生

されてから、余り地方分権改革とか道州制の話

を聞きません。報道がないのかもしれません。

知事は、全国知事会あるいは九州地方知事会に

出席されて、道州制についてもいろいろと議論

されていると思うんですけれども、大体この道

州制というのはどの辺まで検討されているんで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 道州制につきまして

は、現在、国や全国知事会、九州地方知事会等

さまざまな機関で、道州と国の役割分担を初め

とした制度の基本的な枠組みについて検討を

行っている段階であります。道州制の導入は、

我が国統治機構全体の改革であり、国と地方の

役割分担の見直し、地方が真に自立できる行財

政システムの確立など、検討すべき課題が数多

く残っております。また、国民生活に大きな影

響を与えることになりますことから、国民的な

議論の深まりが必要でありますが、道州制が国

民生活にどのような変化をもたらすかについて

十分理解されているとは言いがたい状況にあ

り、このような状況を踏まえますと、具体的に

いつごろ導入されるかを見通すことは困難であ

ります。県としましては、道州制への移行が本

県にとってプラスとなるよう、何よりも住民に

とってどのようなメリットがあるのかに力点を

置きながら、その道州制の真にあるべき姿等に

ついて検討するとともに、全国知事会や九州地

方知事会などにおいて議論を深めてまいりたい

と考えております。

○中野一則議員 いろいろと説明されました。

知事としての道州制に対するスタンスはどうな

んでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 今の中央集権の国家



- 243 -

平成19年12月13日(木)

体制のシステムが限界値に来ているかなという

感想は抱いております。では、その次にどうい

うシステムになるか、国家機能、国家統治のシ

ステムがどういったものかというのは、今、模

索、検討する段階に来ていると考えておりま

す。

○中野一則議員 私も、地方分権の推進のため

に、道州制の実現というのは大変必要だという

思いでおります。ぜひ具体的な取り組みが進む

ようにお願いしておきたいと思います。

次に、市町村の合併でありますが、合併で行

財政の基盤を強化し、住民サービスの向上、効

率的な行財政の運営を図るということで、44市

町村が今、宮崎県では30市町村になりました。

それで、今の新法の中で―これは平成22年の

３月まででありますが―いろいろな取り組み

をされておりますし、けさの新聞には、昨日、

宮崎市議会が法定合併協議会の設置を決めたと

載っておりましたけれども、この新法の中での

合併の実現可能性というのは、具体的には幾つ

の市町村になるのかを、地域生活部長にお尋ね

いたします。

○地域生活部長（丸山文民君） 市町村合併で

ありますけれども、今、御質問にありましたよ

うに、従来44市町村が現在30市町村に合併が進

んでいるところであります。今後、何組の合併

ができるかという御質問でありますけれども、

県内におきましては、現在、日南市、北郷町及

び南郷町による合併協議会が既に始まっており

ます。それから、今お話にありましたように、

宮崎市と清武町の合併も、宮崎市におきまして

は、昨日、法定合併協議会の設置が議決されま

して、清武町においてもそういう動きがあると

ころであります。それからまた、県西のほうで

すけれども、高原町と野尻町、小林市、この１

市２町におきまして、住民説明会等が野尻町、

高原町で既に終了しております。現在、大きな

動きはその３地区でありますけれども、県とし

ては、去る10月に行いましたように高鍋町での

合併シンポジウム、あるいは前の日曜日です

か、小林でありました同じような集会に出かけ

まして、合併の必要性等を今後も強く訴えかけ

ていくつもりであります。以上であります。

○中野一則議員 合併旧法での合併パターンが

８～18でした。ということは、一番合併が進ん

だときに、８つの市か町になるというパターン

もあったわけですね。合併新法がそのパターン

を幾つにしているのかわかりませんが、道州制

等を見越した場合に、かなりの合併をせざるを

得ないということになると思うんです。私は以

前、総務省に行ったときに、総務省のお役人か

ら、将来は全国を300の市町村にするということ

を言われました。道州制になればそうなるんだ

ろうなと思っております。そういう意味から、

将来を見据えた基礎的自治体である県内の市町

村のあり方というものを、もっと大胆という

か、逆に言えば具体的に早く示しておくことも

いいのじゃないかなと思っております。知事は

どのようにお思いでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 市町村合併は、地域

の住民の方たちが自主的・主体的に判断される

べきものでありますが、合併新法の期限まで残

り２年余りとなっていることを踏まえて、県と

いたしましても、各地域で合併に向けた一層の

取り組みがなされるよう、引き続き、説明会の

開催等による合併機運の醸成に努めるととも

に、市町村に対して積極的に働きかけを行って

まいりたいと考えております。いずれにいたし

ましても、地方分権の進展や少子高齢化の進

行、さらに今後議論が本格化すると思われる道
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州制を見据えますと、これからの市町村には、

より多様化・高度化する住民のニーズに的確に

対応し、必要かつ十分な行政サービスを提供で

きる自治体であることが求められると考えてお

ります。

○中野一則議員 続いて、市町村への権限移譲

について質問いたします。住民サービスあるい

は利便性の向上、事務処理の迅速化等を図るた

めに、市町村への権限移譲が進んでいるわけで

すが、総務部長、現在の取り組み状況、特に各

市の権限移譲の状況というものはどうなってい

るんでしょうか。

○総務部長（渡辺義人君） 市町村への権限移

譲につきましては、平成18年３月に策定いたし

ました権限移譲推進方針に基づきまして推進し

ているところであります。具体的には、平成19

年４月時点では、住民の利便性の向上や事務処

理の迅速化等が図られると考えられる約1,800の

事務を移譲対象として市町村に示し、その中か

ら移譲を希望する事務を主体的に選択していた

だくメニュー方式として進めておりまして、こ

のうち既に692の事務が移譲済みとなっていると

ころであります。なお、今議会におきまして、

さらなる移譲に向けて、事務処理特例条例の改

正に係る議案を提案させていただいております

けれども、今後とも、権限移譲を積極的に進め

てまいりたいと思っております。

それから、特に市の動きということでありま

すけれども、市町村別の権限移譲事務数で申し

上げますと、一番権限移譲が進んでいる都城市

でありますが、平成22年４月１日の予定で申し

上げますと、都城市に対して531の事務が移譲予

定。これまでの分も含めて531ということになり

ます。それから次に、宮崎市が381、日南市

が342。そういったことで、当然のことながら、

市に対する権限移譲が多いという状況でござい

ます。

○中野一則議員 同じ県民ですから―市にお

いてもかなりばらつきがあるようでありますが

―住民サービス、利便性ということを考えれ

ば、県は今回も議案を提案されておるわけです

けれども、もっと力強く指導して取り組むべき

だ、このように思います。ぜひ要望しておきま

す。

次に、農業政策について質問いたします。ま

ず、品目横断的経営安定対策でありますが、こ

れは今回、議会でいろんな人が質問されまし

た。これは何といっても、宮崎県に余りマッチ

しない大型農業、あるいは耕種型で単作地帯の

北海道ないしは東北地方の政策であると。この

ことは、我々環境農林水産常任委員会でことし

の８月に北海道に行きまして、ここでも北海道

庁の職員の発言からも確認ができたわけです。

これじゃいかんということで、全国各地から農

業団体を中心に見直しの要求が上がっておりま

すが、やはり宮崎県は、宮崎県として、宮崎県

型ということで、対象品目の拡大等も含めて、

この際、国に対して要望すべきだ、行政として

要望すべきだと思いますが、農政水産部長、い

かがでしょうか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 御指摘の品目

横断的経営安定対策につきましては、米、麦、

大豆などを一定規模以上経営する認定農業者や

集落営農組織が対象となっておりますけれど

も、農地が少ない場合の特例措置等もございま

して、また、小規模農家につきましては、集落

営農に参加することで経営安定が図られること

から、加入を推進してきたところでございま

す。この対策につきましては、本年度、国では

現場の意見を聴取しており、この中で対象品目
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の拡大等について要望したところでございま

す。県といたしましては、国の検討状況を見き

わめながら、関係団体と連携して、引き続き見

直しを要望していくとともに、本県の特徴でご

ざいます畜産、野菜、果樹の品目別経営安定対

策の加入拡大を進めてまいりたいと考えており

ます。

○中野一則議員 次に、米の生産調整について

お尋ねします。ことしの宮崎の早期水稲は、作

況指数が43、規格外米が69％ということで、記

録的な大不作だったわけです。しかし、全国的

に見ますと、作況指数99という平年並みであり

ました。ところが、それなのに米価は大暴落を

いたしております。理由は過剰作付、いわゆる

生産調整を守らない都道府県がかなりふえたと

いうことであります。その状況は平成16年から

どんどん続いておりますし、特にことしから行

政は情報提供だけということになりましたか

ら、なおさら加速すると思っております。既

に20年度の作付が国からおろされているわけで

すけれども、その中で、過剰作付に対してはペ

ナルティーが科されました。宮崎県にそれが

あったのかなかったのか、あるいはあったとす

れば、各市町村ごとに過剰作付というのがある

のか、あるところへペナルティーを科せられる

のかどうかということを、まずお尋ねいたしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 国が12月５日

に発表しました平成20年産米の都道府県別需要

量の算定結果を見ますと、本県については過剰

作付はございませんので、ペナルティーによる

需要量の削減はなされておりません。

○中野一則議員 ないということは、市町村に

もないということだろうと思いますが、指導の

ほうは、需要量の情報提供だけじゃなくて、

もっと強力にしてもらわないと、宮崎県は守

る、守っているから他県にも力強く文句を言え

るということになりますから、今後の御指導を

よろしくお願いいたします。

次に、圃場整備でありますが、水田、おかげ

さまでえびのを含めた西諸県は、かなりの整備

率であります。えびのは実施中が今３地区あり

ますが、これが完成しますと、整備率31.9％と

いうことになります。ところが、せっかく整備

された圃場、旧態依然とした農業形態でありま

す。やはり、新しい水田の高度利用というのが

必要だというふうに思います。新しい農業を展

開してこそ、その土地が有効利用されるわけで

すから、その辺の御指導をどのようにされるの

か、えびのを含めた西諸地区の水田農業、どん

な方向づけをされているのか、担当部長にお尋

ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 需要に見合っ

た米生産を進めるとともに、転作・裏作などの

水田の高度利用を図ることは、農家の所得の向

上と経営安定につながるものと考えておりま

す。したがいまして、国の産地づくり交付金等

を活用して、水田における地域振興作物の導入

・定着を進めているところでございます。西諸

地区におきましても、産地づくり交付金を活用

して、地域の特色を生かした園芸作物等の導入

を図り、水田の高度利用や生産性の向上がさら

に促進されるよう、関係機関・団体一体となっ

て推進してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 今、県北は高速道路をもっと

何とかせないかんと一生懸命取り組んでおられ

ますが、幸いにえびのはいち早く開通いたしま

した。おかげさまで、えびのから福岡市まで２

時間半、あるいは北九州市まで３時間で行ける

わけです。ということは、大消費地がそこにあ
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るわけですから、そこをターゲットにした農業

というものを展開すべきだろうと思います。そ

ういう意味合いで野菜とか、そういうことを含

めた農業を御指導いただくように要望しておき

たいと思います。

ところで、西諸県の畑かん事業は大分進んで

おります。国の事業、１期が平成25年度、２期

が平成26年度、ところが、県の事業は31年度と

いうことであります。これは国に合わせるべき

であろうと思いますが、もっと前倒しにできな

いものかお聞きいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 県営の関連事

業を前倒しにという御質問でございます。関連

事業は、国の基幹水利施設等が完成しました後

に実施されることになりますので、そういった

観点からは、国の事業が完了した後、つまり平

成26年度以降になりますけれども、そういう中

でいろいろな予算、地元の意向、そういったも

のを踏まえながら、進捗・推進に努めてまいり

たいと考えております。

○中野一則議員 ぜひ一年でも早く畑地かんが

いができるようにお願いしたいと思います。西

諸全体では4,150ヘクタールがその受益面積であ

りますから、そこが新しく展開されると、すば

らしい西諸地方の農業が展開される、こう思っ

ております。特に、えびのは今まで稲作中心の

農業でしたから、この畑地の基盤整備事業に、

農家の理解を得るのはなかなか厳しいものがあ

るんじゃないかなと思っております。その理解

を深めるためにも、畑地かんがいモデル圃場の

設置をえびのにもお願いしたい。既に、小林、

高原、野尻にはあるわけですから、一年でも早

くこの事業の取り組みをお願いしたいと思いま

すが、農政水産部長のお考えをお願いいたしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 畑かん地域に

おきまして、収益性の高い農業経営を実現する

ためには、水利用の効果が高く、地域の特性を

生かせる野菜の積極的な導入拡大が重要である

というふうに考えております。このため、実証

モデル圃場を設置しながら、新品目導入や収量

増加、品質向上等の実証を行い、効率的な営農

体系を構築するとともに、契約栽培等の推進に

より、収益性の高い野菜農家の育成を図ってま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 ぜひこのモデル圃場事業をえ

びのに一年でも早くつくっていただくように、

再度、要望しておきたいと思います。

次に、国県道の整備であります。きのうも質

問が出ましたけれども、国道221号都城―人吉間

でありますが、この道路は交通量が大変多く

て、特に夜も大型、中型の貨物車が大変行き来

いたしております。その分だけ、歩行者の安全

という面が大変心配されているわけですが、え

びの市内のこの道路で、数年、全く改良が進ん

でおりません。大河平、杉水流、原田、坂元、

大明司の区内において、両方歩道がないとこ

ろ、片側しかないところがあるわけですが、歩

道整備というのは計画的・継続的にすべきだと

思いますが、県土整備部長、どうでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 歩道整備につ

きましては、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、歩行者や交通量の多い通

学路を中心に、緊急性や地元の要望などを総合

的に判断して整備を進めているところでござい

ます。ただいま議員から、何カ所か具体的な場

所の例示がございましたけれども、国道221号の

えびの市区間の歩道につきましては、ほぼ片側
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の設置が終了しているところでございますが、

地元えびの市から要望の強い大明司地区につき

ましては、歩道の連続性を確保する観点から、

早期の事業着手を検討したいと考えておりま

す。また、大平地区におきましては、路肩が３
おおでら

メートルと広いことから、路肩の有効利用を

図った歩道整備が可能な区間でございますの

で、整備手法について地元調整が必要だと考え

られますが、今後、県全体の整備状況を勘案し

ながら検討してまいりたいと考えております。

また、隣の小林市の西ノ原交差点からえびの市

の茶屋平までの交差点の区間につきましては、
ちゃんひら

車での走行上の見通しが悪いことから、歩道の

設置とあわせて、道路走行環境の改善を必要と

いたします。県全体の整備状況を勘案しなが

ら、今後検討してまいりたいと存じておりま

す。

○中野一則議員 ぜひそういう取り組みをよろ

しくお願いいたします。

次に、県道でありますけれども、毎回質問し

て恐縮でありますが、県道404号石阿弥陀五日市

線―昨日も質問がありました―この中の杉

水流地区は、平成９年に供用開始と同時に要望

が毎年来ているわけですが、質問するたびに、

「整備の必要性は認識するが、早期の着手は困

難」という答弁の繰り返しであります。10年待

ちましたが、あと何年待てばいいのかお尋ねい

たします。

○県土整備部長（野口宏一君） 五日市地区の

既に供用されている区間の道路整備につきまし

ては、今、議員からお話ございましたように、

毎年御要望をいただいているということで、整

備の必要性は認識しているところでございま

す。他の事業箇所の進捗状況等を勘案いたしま

すと、当面の早期の着手は困難ではないかと考

えておりますけれども、現下の県の厳しい財政

状況、あるいは国におきましても、道路特定財

源の一般財源化や暫定税率の延長ができないと

いうような議論もされておりますので、全体の

予算確保にしっかり努めていきたいと考えてお

ります。

○中野一則議員 この路線については、鍋倉地

区もあります。これは大変危険な箇所でもあり

ますから、早期の整備を要望しておきたいと思

います。

それから、県道30号えびの高原小田線です

が、この中の白鳥地区の一部と栗下地区の一部

が未改良のまま10年以上放置されております。

私も２年前にもこの質問をしました。その後の

取り組み状況はどうなっているんでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 今、議員が御

指摘のように２カ所におきまして、権利者が特

定できないなどの問題により、用地取得が進展

していない箇所がございます。このため、県と

いたしましては、用地問題の解決に向け、引き

続き関係者、関係機関と協議を進めるととも

に、この問題が解決しました後には、当区間の

整備を図ってまいりたいと考えております。

○中野一則議員 県道53号京町小林線ですが、

中浦地区の現道での改良を再三再四要望してき

ました。本年度の予算に、道路、橋梁の調査と

いうことで県単事業がありましたが、この調査

結果あるいは現道での改良の見通しはどうで

しょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 過去に中浦橋

の橋梁の検討をさせていただきました。この中

浦橋を含めまして、国道268号までの間につきま

しては、京町の中心市街地を通るということ、

またＪＲ吉都線とも交差しているということ

で、まちづくりの観点から、都市計画道路も含
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めた地区全体の道路網のあり方について検討す

る必要があると考えております。このため、県

におきましては、昨年度から、学識者、地元住

民、えびの市、県を委員とする道路懇談会を設

立し、検討を進めております。また、本年度か

らは、えびの市が京町のまちづくりを議論する

ため、京町まちづくり懇談会を設立したところ

でありまして、中浦地区の道路整備につきまし

ては、これらの会の意見を踏まえて検討してま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 県道403号えびの高原京町線で

すが、ここの岡元東工区については、自衛隊の

施設整備事業で本年度から取り組まれておりま

す。地元への説明会があったようであります

が、地元の了解は得られたのか、改めてまた地

元からの要望はなかったかをお尋ねいたしま

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 県道えびの高

原京町線、県道403号でございますけれども、自

衛隊の演習訓練等の際に、部隊の重車両等が霧

島演習場に至る経路として使用されております

が、道路幅が狭いため、一般車両の通行に支障

を来している状況でございます。このため、県

といたしましては、本年度より防衛省の補助事

業を活用し、ただいま議員のお話にございまし

た岡元東工区として道路改良事業に着手し、９

月に地元に対しまして事業説明を行ったところ

でございます。現在、まだ地元の理解は得られ

ておりません。地元では、道路に歩道をつけて

いただきたいというような要望が上がっている

ところでございます。これにつきましては、現

在のところ、この県道において、歩行者、自転

車の交通量が非常に少ないこと、並行する市道

が通学路となっていることから、歩道の設置に

ついては予定していないところでございます。

今後、えびの市の協力も得ながら、地元の理解

を得ていきたいと考えております。

○中野一則議員 この区間は、もともと桜並木

の大変美しいところでありますし―小学校の

話がありましたが―近くに小学校もありま

す。歩道は必要な箇所だと私は認識いたしてお

ります。防衛省の予算が足りなければ、県道で

すから県の予算を追加して、歩道をつけた改良

がされるように強く御要望を申し上げまして、

質問のすべてを終わります。（拍手）

○県土整備部長（野口宏一君） 先ほど、中野

議員から御質問がございましてお答えできませ

んでした建設業の廃業の状況ですけれども、今

年度、平成19年度11月末までの数は88件でござ

います。また、倒産した企業に従事していた者

は、同じく11月末までで568人となっておりま

す。以上でございます。

○中村幸一副議長 次は、21番十屋幸平議員。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） きょうは、

傍聴の方もたくさんおいでいただいておりまし

て、一生懸命質問させていただきたいと思って

おります。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いいたし

ます。

東国原知事が「宮崎をどげんかせんといか

ん」という強い意志と行動力で知事に就任され

て、間もなく１年を迎えようとしています。先

日の議会で、寝る間を惜しんで全身全霊で公

務、政務に取り組んできたと言われておりま

す。そして、宮崎を大きく変貌させた功績は評

価したいと思っております。また、「どげんか

せんといかん」の方言が流行語大賞を受賞され

たことに、お祝いを申し上げたいと思います。

反面、官製談合や裏金問題の発覚などで、県民

の県政への信頼を大きく失墜いたしました。県
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民は、一陽来復を願って、東国原知事に大きな

期待を寄せておられます。そこで、知事にお伺

いをいたします。毎日忙しい中で約１年間、知

事の職責を担われての感想はどのようにお持ち

でしょうか。

次に、特別支援教育の計画策定と進捗状況に

ついてお伺いします。

平成19年度版教育長マニフェストを読ませて

いただきました。その中で、平成20年度から、

高千穂高校に延岡南養護学校の高等部の分校が

開校される予定であります。また、きょうは、

タイミングよく延岡南養護学校のスクールバス

が運行される記念日でもあります。保護者の負

担の軽減に大きく役立つものと思っておりま

す。県教委としてのこれまで数年にわたる県内

の障がいのある子供たちへの積極的な施策の取

り組みに、改めて感謝したいと思っておりま

す。さらに、「障がいのある子どもの教育の推

進」の取り組みについて、平成20年度をめどに

特別支援学校の整備計画を策定するとありま

す。そこで、宮崎県特別支援学校総合整備計画

について、計画策定の内容と進捗状況はどう

なっているのか、教育長にお伺いをいたしま

す。

以上、壇上からの質問を終わり、再質問は自

席からさせていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

顧みますと、官製談合事件後、高病原性鳥イ

ンフルエンザが相次ぎ発生するという大変厳し

い状況の中で県政運営がスタートし、見るもの

聞くものが新しいものばかりの未経験の世界

で、全身全霊を傾け、必死の思いで取り組んで

きた月日であったように思います。具体的な取

り組みとしては、入札・契約制度改革を初めと

する県政改革の推進や、本県の将来を描く総合

計画の策定等に努めるとともに、本県を県内外

に積極的にＰＲしてまいりました。おかげをも

ちまして、いろいろな県産品が人気を呼び、県

庁舎には県内外から連日大勢の方が来訪され、

加えて「どげんかせんといかん」という本県の

方言が流行語大賞を受賞するなど、県産品の売

り上げや観光客の増加、宮崎の知名度の向上に

ついては、一定の成果を上げることができたと

考えております。しかしながら、建設産業を初

め厳しい状況下にある諸産業の活性化や雇用の

促進、高速道路など交通網の整備、さらには医

療、福祉や教育といった暮らしの充実など、ま

だまだ解決していかなければならない課題が山

積しております。また、今の宮崎ブームが未来

永劫続くわけではございません。今後とも、議

会の皆様を初め、県民の皆様の御理解と御支援

をいただきながら、県民総力戦で宮崎の高次安

定に努め、「ブームから定番へ」をモットー

に、新しい宮崎の実現に向けて、初心を忘れ

ず、精いっぱい努力してまいりたいと考えてお

ります。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

宮崎県特別支援学校総合整備計画の策定に当

たりましては、学識経験者、障がい者団体代

表、保護者代表など21名から成ります策定委員

会を設置いたしまして、今後の特別支援学校の

あり方について、広く意見を聴取しているとこ

ろでございます。現在、今年度予定しておりま

す７回の策定委員会のうち、６回の協議を終え

たところであります。今後は、最終報告を今年

度中にまとめていただきまして、来年度早い時

期に整備計画を策定したいと考えております。

県教育委員会といたしましては、計画策定の中
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で、障がいのある子供たちの将来の自立と社会

参加を図ることにより、毎日の生活が豊かで充

実したものとなるよう、これからの特別支援学

校のあり方を検討してまいりたいと考えており

ます。以上でございます。〔降壇〕

○十屋幸平議員 知事に、先ほど壇上で、「一

陽来復を願って」という言葉を使わせていただ

きました。これは簡単に言いますと、悪いこと

が続いた後にようやくよい方向に向かうという

ことでございます。県民はそれを願っておりま

す。ですから、昨日からの裏金の問題に関する

答弁で、一応のけりをつけるということでござ

いますので、しっかりと県政のかじを取ってい

ただきたいと思っております。これは本当に要

望として受けとめていただきたいと思います。

それを踏まえて、平成17・18年度の決算の２

年連続の不認定、これは知事以下幹部職員の皆

さん、職員の皆さん、いろいろと責任をとられ

て処分も受けられております。片や、政治的な

問題とか道義的な責任の問題が残るかと思いま

すが、知事の率直な考えをお聞かせいただきた

いと思います。

○知事（東国原英夫君） 昨年度は官製談合事

件が発生し、また、今年度は不適正な事務処理

が判明するという、県政史上例のない事態に陥

り、県政の信用を大きく失墜いたしましたこと

を、県議会並びに県民の皆様に改めて深くおわ

び申し上げたいと思います。また、この結果、

平成17年度決算が不認定となり、18年度決算も

普通会計決算特別委員会で不認定とされました

ことは、大変不名誉で恥ずべきことであり、知

事としてまことに申しわけなく、大きな責任を

感じている次第でございます。今後は、入札・

契約制度改革や不適正な事務処理の再発防止に

職員が一体となって取り組み、県政に対する信

頼の一日も早い回復に努めてまいりたいと考え

ております。

○十屋幸平議員 次に、来年度の予算編成方針

についてお伺いしたいのですけれども、いろい

ろと質問が出てきましたので、私は知事が言わ

れる20年度の重点施策の３項目についてお聞き

したいのですけれども……。実際、事業化して

予算措置をきちんとしていくのかどうか、厳し

い財政状況の中で、そのあたりをどういうふう

にされるのか、その１点をお伺いしたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 来年度予算編成につ

きましては、厳しい本県の財政状況を踏まえま

すと、まずは行財政改革大綱2007の財政改革プ

ログラムに基づき、持続可能な財政構造への転

換に向けた取り組みを着実に推進することが最

重要課題だと考えております。一方で、本県が

抱える諸課題に的確に対応するため、20年度に

おきましては、地域活力の低下等に対応する

「中山間地域・植栽未済地対策」、少子化や医

師不足等に対応する「子育て・医療対策」、建

設投資の大幅な減少等により厳しい経営環境に

ある「建設産業対策」、その３つを特に重点的

に取り組む施策としたところでございます。し

たがいまして、私にとって初めての本格的な予

算編成となる20年度当初予算につきましては、

財政改革を着実に推進するとともに、選択と集

中の理念のもと、３つの重点施策を初め、優先

度の高い施策や事業に積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

○十屋幸平議員 優先度の高い、プライオリ

ティーの高いところに積極的に取り組むという

ことは、とりもなおさず財政の裏づけがなけれ

ばできませんので、それは予算措置するという

ふうに理解したいと思います。
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そこで、３番目の建設産業に関するところで

―知事、きのうからずっと聞かれていて耳に

たこでしょうけれども―この３項目の重点施

策は、解決の糸口が目に見える形で県民に示し

ていきたい、そして今おっしゃったように重点

的にしたい、取り組みたいと。建設産業に対し

ては、予算措置をするということは公共投資を

するということとイコールだと思うところと、

執行部が考えていらっしゃるソフト事業を中心

に、経営、金融とか、そういう面の異業種転換

とか、そういうことをされるんだと私は思うん

です。しかし、きのうもありましたように、我

々自民党県議団としても、知事に対する要望書

として、前にありました生活関連枠とか防災に

対する予算枠という意味で別枠を設けていただ

きたいということを出しておりますよね。それ

に対する知事の見解を再度ここでお伺いしたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 本県の財政状況を考

えますと、その生活関連枠というのは非常に厳

しいかなということでございます。建設産業の

対策というのは、おっしゃったようにソフトの

部分、あるいは異業種に転職する場合、あるい

は相談窓口といったものの重点施策という意味

を含んでおります。

○十屋幸平議員 ですから、後ほど中小企業の

振興策にも触れますが、中小企業の中にも建設

産業はあるわけですね。そういうことからし

て、知事は先ほど中野議員の質問に対する答弁

の中で、企業誘致において一番社会インフラで

問題になっているのが交通網だと。いわゆる道

路ですよね。これは高速道路だけではなくて、

主要幹線道路、地域高規格道路、いろいろある

と思うんですが、その整備をすることも産業の

活性化につながる、とりもなおさず建設産業の

支援にもつながるというふうな考え方はできな

いでしょうか。知事にお伺いしたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） おっしゃるとおり、

交通インフラの問題というのは、産業、観光あ

るいは救急医療あるいは災害時等々で、命のラ

イフラインと私は言わせてもらっています。そ

のために建設促進大会を開いたり、あるいは国

にも強く要望をしております。おっしゃるよう

に、道路特定財源と暫定税率の延長・維持がな

されなければ、この宮崎県あるいは地方の道路

というのは整備が不可能ということでございま

すので、この確保については、今後とも国に強

く要望してまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 きょう来るときに車の中で、

地方交付税の額、財務省が15兆円、総務省が16

兆2,000億円、そして１兆2,000億円の差が出る

と。そして、この前から言われております法人

二税3,000億円が回ってきたとしても、宮崎県に

どれほどのものが来るのかなというふうに心配

いたしております。そこで、知事に別な角度で

お尋ねしたいのですが、知事はブログも書かれ

ておりまして、講演会等でも100億円欲しいとよ

く言われるんですね。我々も伺っておりまし

て、どういう意味なのかなというふうに、

ちょっと理解できないところもありますので

―理解というか、わからないところがありま

すので―その意味を知事にお伺いしたいと思

います。

○知事（東国原英夫君） 本県の平成19年度６

月補正後の予算額は5,648億円余でありますが、

義務的経費などのように法令等により支出を義

務づけられている経費や、既定事業の実施のた

めの経費が大半であり、新規事業等の財源は一

般財源ベースでわずか18億円程度でございま
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す。私が申し上げている100億円というのは一つ

の例示ではありますが、知事就任以来、さまざ

まな方から地域の実情等をお伺いし、もう少し

財源があれば皆様の要望にこたえることができ

るのにと感じたことを、率直に申し上げた感想

でございます。また、100億円の財源が捻出でき

ないぐらい地方財政は追い込まれて疲弊してい

ることを訴えたい気持ちでもありました。この

ためにも、地方交付税を初めとした一般財源の

確保が何よりも重要かと考えています。去る11

月22日に、県内地方六団体の代表によります宮

崎県自治体代表者会議を開催しまして、地方交

付税の復元及び税財源の拡充強化を求める決議

を行いましたが、今後も全国知事会や九州地方

知事会等を通じて、国に強く要望してまいりた

いと考えております。

○十屋幸平議員 まさに地方交付税について

は、私も全く知事と同じでありまして、ぜひい

ろんな場で頑張っていただきたいと思います。

知事が言われる100億円には足りないかもしれま

せんが、一つ提案させていただきたいと思いま

す。県もいろんな意味で小さなお金をずっと積

み上げて、何千億というお金になるんですけれ

ども……。総務部長にお伺いしたいのですが、

宮崎県庁で使っている一般封筒と特殊封筒とい

うのがございますね。例えば一般封筒、これが

年間どの程度使用されているか、総務部長にお

伺いいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 県で使用している

封筒につきましては、一般封筒と、今お話のあ

りましたように専用の封筒の２種類ございま

す。御質問の一般封筒につきましては、本庁で

平成18年度に購入した数―これは県庁の本庁

各課で共通して使用するという意味でありま

す。そういった意味での一般的な封筒でありま

すが、約54万8,000枚でございます。

○十屋幸平議員 54万8,000枚、これは印刷する

ときに単価契約とかを結ばれてやるんですが、

単価契約が5.8円ということで、これを掛け算し

ますと、６円としたときに320～330万円になる

と思うんですね。私はきのう、たまたま家に帰

りましたら、この封筒が届いておりました。こ

れが県が使っている封筒だと思います。以前の

ものに比べますと、本当に簡素に質素になった

と私も思っております。ですから、ここに各企

業の広告を入れてはどうかと。広告収入をいた

だいて封筒代を捻出するとか財源を確保する、

または財源を節約するという意味での提案をさ

せていただきたいと思いますが、知事、どうで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 広告収入というの

は、県のホームページのバナー広告とか県立芸

術劇場のネーミングライツといった新しい広告

の導入に取り組んでいるわけでございます。御

指摘の封筒というのは、その封筒の値段と新し

く印刷する値段―印刷代が高くなると思うん

ですが―その費用対効果といったものを勘案

し、他府県の取り組み等々も勘案して、ちょっ

と勉強させていただきたいと思います。

○十屋幸平議員 熊本では既に取り組んでいる

ところもありまして、少しではありますけど収

益を上げていっていると。これは収益を上げる

のが目的ではなくて、出すほうを抑えるという

ことで、印刷にかかった分だけ広告代をいろん

なところからいただいて、その分で封筒を印刷

すればいいではないかという考え方もございま

す。ですから、また一度勉強していただき、検

討していただきたいというふうに思います。こ

れは終わりたいと思います。

次に、産業の振興についてお伺いしたいと思
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います。

11月の倒産件数が14件あった、そして建設業

が多かったということは御案内のとおりであり

ます。有効求人倍率も全国では1.02、本県で

は0.65倍と、非常に厳しい状況が続いておりま

して、本県の経済は生産活動全体が弱い動きだ

というふうに言われております。このように、

都市と地方の格差は大きな隔たりがありまし

て、本当に我々も含めて、景気回復の実感がつ

かめていないのは県民等しいところじゃないか

なと思います。そして、知事の言われる「どげ

んかせんといかん」というのは、地方の悲鳴だ

と私は思うんですね。これは宮崎の方言だけで

はなくて、地方と都市の格差であって、悲鳴の

一つだと思っております。そこで、県内企業

の99.9％が中小企業である宮崎においては、地

元の中小企業の経営安定と活力の回復を図るこ

とが、経済の活性化と地域づくりに大いに役立

つものと考えております。宮崎ならではの個性

を目指して、大企業にはまねのできない技術と

か機動性を生かして地元中小企業の振興を図る

ことが、本県経済の発展と県民生活の向上につ

ながると思っております。そこで、中小企業振

興基本条例を制定すべきだと考えております

が、商工観光労働部長に見解をお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県内企業

の大部分を占める中小企業といいますのは、本

県経済の発展でありますとか雇用の確保に大き

な役割を果たしておりますので、その振興を図

ることは大変重要であるというふうに認識いた

しております。このため、県におきましては、

低利融資による金融支援を初め、新商品・新技

術の開発、取引拡大や商店街活性化のための支

援など、中小企業の振興に積極的に取り組んで

いるところでございます。御提案のありました

中小企業振興基本条例につきましては、既に他

県で制定されているものもございますので、そ

の状況等を今調査しているところであります

が、今後、その条例制定の効果等について、さ

らに研究を深めてまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 微妙なニュアンスで、調査、

そして研究する。調査しているけど研究する。

検討にはまだ至っていないのかなと思っており

ます。

そこでお伺いしますが、18年度と19年度の中

小企業振興策のために使った、当初予算に計上

された額は幾らになるのか、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 中小企業

関係の予算ということでございますけれども、

商工観光労働部の予算のうち、商工関係の４つ

の課の当初予算額でありますが、一般会計と特

別会計を合わせまして、18年度は425億1,263万

円余、平成19年度は、６月補正後になりますけ

れども、403億4,593万円余でありまして、その

大部分が中小企業の振興に関連するものでござ

います。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。それ

を踏まえて再度質問しますが、平成18年度決算

の主要施策の成果の評価ですけれども、それに

関するものが「順調」「概ね順調」と評価され

ております。しかしながら、これが本当に中小

企業振興に直接的に役に立ったのかというと、

私はちょっと疑問を持っております。先日の議

会でもありましたが、中小企業が元気になると

いうことは、県税の伸びとか県民所得がふえる

ことだというふうに思うんですね。政策評価

は、あくまで県がつくった政策に対する評価で
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あって、中小企業が元気になったということと

直結しているのかどうかというのが見えてこな

いというふうに思っております。そういう意味

でも、先ほどの条例の制定というのは、県が中

小企業に対して、これほどしっかり頑張ろうと

しているんだという公の立場で、中小企業の皆

さん、そして県民の皆さんを励ましたりする意

味を持って制定してはどうかという御提案であ

りましたので、再度、商工観光労働部長にお伺

いをいたしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 先ほども

お答えいたしましたけれども、現在、他県の条

例の内容等について部内で勉強を進めていると

ころでありますが、今後さらに、条例制定の効

果等について研究を重ねてまいりたいと考えて

おります。

○十屋幸平議員 次に、工業統計調査の活用で

すけれども、県内の有効求人倍率、先ほども申

しました0.65倍、延岡、日向が約0.4倍で推移し

ています。この分析と対策について、商工観光

労働部長にお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ハローワ

ーク延岡、日向管内におきましては、18年度ま

では有効求人倍率が低いながらも上昇傾向で推

移していたのでありますけれども、19年度に入

りましてからは、建設業の大型倒産等もあり、

離職者が増加するとともに求人が減少するな

ど、大変厳しい情勢となっております。このた

め、地域雇用開発促進法に基づき、新たな雇用

機会の開発や職業能力開発の促進等を内容とす

る県北地域雇用開発計画を10月に策定いたしま

して、事業主に対する支援の強化を図っておる

ところでございます。また、11月には、県や宮

崎労働局など関係機関による県北地域雇用対策

連絡会議を設置いたしまして、雇用対策の総合

的な連絡調整及び新たな雇用の創出に向けた施

策の検討を行っているところでございます。

○十屋幸平議員 次に、ことしの３月に高校を

卒業された生徒さんの就職決定状況ですけれど

も、県内が58％、県外が42％。こういう人材が

県外へ流出するということは、産業の振興にお

いても大きなマイナスだと考えます。この点

で、地場企業の活性化を図らなければならない

と思っておりますが、商工観光労働部長の見解

をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県民の働

く場を確保するためには、雇用創出効果の高い

企業誘致とあわせまして、本県産業の基盤を担

う地場企業の振興を図ることが大変重要である

というふうに認識いたしております。このた

め、県におきましては、これまでも工業技術セ

ンター等による技術指導でありますとか、もの

づくりの現場を支える人材の育成に努めるとと

もに、取引あっせん等による受注機会の拡大あ

るいは金融支援などを通じ、中小企業の経営基

盤の強化を図っております。加えまして、産学

官連携によります新商品・新技術の研究開発や

専門家派遣による県産品の開発強化、あわせま

して北部九州で展開されております自動車関連

産業への参入・取引拡大に向けた取り組みな

ど、次代を担う企業の育成に努めているところ

でございます。今後とも、関係機関との連携を

一層強化しながら、地場企業の育成支援策を積

極的に展開してまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 次に移りたいと思います。議

会配付資料、お手元に配られていると思いま

す。宮崎県の製造品出荷額等の順位は、１位が

食料品、２位が電子、３位が化学となっていま

す。また、県内の地域ごとの業種別製造出荷額

等構成比では、西都児湯地域、西諸県地域、都
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城北諸県地域が食料品の比率が高くなっており

ます。そして、電子は宮崎東諸県地域、化学は

県北地域が高くなっております。こういうふう

に地域特性がはっきりとあらわれておりまし

て、大きな企業がその地域の経済を牽引してい

るのではないかということがおわかりいただけ

ると思います。つまり、そういう企業のある中

で、そういう力強い部分をさらに強化していく

ことが、産業の振興に結びつくのではないかと

思っております。商工観光労働部長の見解をお

伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県内の各

地域の産業構造の特性につきましては、議員も

おっしゃいましたように、誘致企業であります

とか大企業の立地が大変大きな影響を与えてお

ります。このため、県におきましては、これら

の企業と地場の中小企業との取引拡大を目指し

た取り組みへの支援などに力を入れているとこ

ろであります。また、本県の豊かな農林水産資

源を生かしまして、産学官連携によります研究

開発を積極的に推進しており、例えば県央部に

おける地域結集型共同研究事業や県北部の都市

エリア産学官連携促進事業など、バイオ分野で

の大型研究プロジェクトを展開いたしておりま

す。さらに、地域資源を活用した商品開発の支

援など、国において新たに始められた事業も積

極的に活用しながら、地域の特性、強みを生か

した効果的な地場産業の振興策を進めてまいり

たいと考えております。

○十屋幸平議員 ３枚目をちょっと見ていただ

きたいのですが、製造品出荷額等約１兆3,000

億、全国で44位と、かなりまだ低うございます

ので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

その頑張るためにも、18年の工業統計調査の結

果をどのように分析して今後の施策に生かして

いくか、今後の取り組みについて商工観光労働

部長にお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 18年の工

業統計の結果によりますと、全国的な傾向でも

ありますけれども、事業所数が減少する一方

で、１事業所当たりの従業者数は増加する傾向

にございます。しかしながら、製造品出荷額

等、付加価値額は、18年は若干増加しておりま

すものの、全国と比べると低い水準でございま

すので、企業誘致の推進はもとより、地場企業

の新分野への進出、あるいは技術高度化を支援

するなど、今後とも本県工業の振興に積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 それでは、次に移りたいと思

います。中国木材の関係についてお尋ねをした

いと思います。

新みやざき創造戦略の中でも、「大口需要者

の国産材への回帰現象に対応するため、県産材

を安定的に供給する体制整備をモデル的に構築

し、大口需要者へ販路拡大するとともに、山元

の収益の向上を図る」と明記されています。こ

れまで県として、中国木材と何回ぐらい―あ

いさつもあったでしょうし、会合もあったで

しょう―会われたのか、そしてどのような話

をされたのか、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 本年１月末の

県に対する中国木材株式会社の日向市進出計画

の概要説明の後、これまで県と会社は12回の会

合等を持っております。この中で、会社から

は、日向市進出の計画概要や会社の概要、ある

いは説明会開催に向けた地元業界との協議状況

などについて説明をいただいているところであ

ります。また、県からは、原木調達等の具体的

な計画を、地元業界に対しまして早期に説明す
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るよう要請しているところであります。

○十屋幸平議員 ちょっと角度をまた変えま

す。今月、副知事は―広島県呉市出身という

ことで、中国木材も呉ですよね―社長とお会

いになられたということですが、それが表敬訪

問だったのか、具体的内容があったのか、どの

ような話をされたのか、お伺いしたいと思いま

す。

○副知事（河野俊嗣君） ただいま御指摘のよ

うに、12月５日に中国木材の堀川社長の訪問を

受けてお会いしたところであります。堀川社長

としては、私が呉出身ということを聞かれて、

あいさつに行ってみようかということだったと

思います。私といたしましても、出身地にこの

ような企業があるということを実は認識してお

りませんで、改めてそのような企業があったん

だというような話を申し上げたんですが……。

この日向市進出に関しましては、社長から、急

がず地元とじっくり話し合っていくということ

でございますとか、物流コストを削減するとい

う観点からは港というものが非常に重要なんだ

というようなお話を伺ったところでございま

す。

○十屋幸平議員 副知事もお会いになって、す

ばらしい企業ということでございますし、地元

との協議をじっくりしたいという話をされたと

いうことでございます。

次に、我々が議会とかでいろんな説明を受け

ますが、先ほど部長が12回会って概要とかの説

明を受けたと言うんですけれども、これは宮崎

県の林業・木材産業の活性化の好機だと思うん

です。ですから、先ほど事業計画の資料提出を

求めているということでございましたが、県と

して、もう少し積極的に、地元との調整役にな

るべきではないかなと思ったりもしているので

すが、環境森林部長、そのあたりの見解をお伺

いしたいと思います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 中国木材の進

出につきましては、安定的な木材需要や新たな

雇用が生まれるなど、林業・木材産業の活性化

につながるものと期待いたしております。進出

計画に対する賛否両論がある中で、９月には

「耳川流域の林業・木材産業の健全な発展を考

える会議」が、地元の森林所有者や製材業者な

どで設置されたところであります。この会議の

テーマの一つとして、中国木材の進出問題も取

り上げられており、議論が始まっておりますこ

とから、県もこの会議に参加して、本県林業の

発展に向けて適切な助言などを行っているとこ

ろであります。一方、会社としましても、地元

業界と十分話し合いをして、理解を求めていき

たいという意向でありますので、県としまして

は、地元業界と会社が共存共栄できる着地点を

探る中で、状況に応じて適切に対応してまいり

たいと考えております。また、会社に対しまし

ては、早期に具体的な事業計画等の資料を作成

の上、業界に対して説明を行うとともに、あわ

せて県にも説明をいただくように求めておると

ころでございます。

○十屋幸平議員 この前のいろんな説明とか話

を聞いたときよりも一歩進んだような、今の御

答弁でございましたので、よりしっかりとやっ

ていただきたいと思います。

北部広域行政事務組合からの要望とか、南郷

区の皆さん904名の署名をつけた日向市への要望

とかが出されております。そして、山のほうは

じりじりと待っているんですね。材価も現実に

厳しくなってきているようでありますので、企

業の経営ではありますけれども、本当に県も市

も両方手を携えてやってほしいと思うんです。
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企業誘致・立地、どちらにしても、環境森林部

長、商工観光労働部長も当然そうなってきます

と関係しますので、積極的な調整とかも含めて

どういうふうなお考えか、見解を求めたいと思

います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 中国木材

の進出におきましては、先ほど環境森林部長が

共存共栄とかいう表現を使いましたけれども、

まず同社と地元業界で十分に話し合っていただ

く必要がございます。また、そのための協議の

場も既に始まっているということでございま

す。商工観光労働部といたしましては、環境森

林部と情報を共有しながら、両者間の話し合い

の推移を見守ってまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 今、両部長といろいろ議論さ

せていただきましたが、それについて知事の御

見解があればお願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 中国木材の進出につ

きましては、私といたしましては、新たな雇用

の創出とか安定的な木材需要が生まれるなど、

地域経済の活性化につながるものと考えており

ます。現段階では、会社がみずから、まず地元

業界と十分話し合いをし、理解を求めていきた

いと言っておられます。また、地元におきまし

ても、森林所有者や製材業者等による協議の場

が設置され、議論が始まったと聞いております

ので、この議論の内容等々を積極的に見守って

いきたいと思っております。

○十屋幸平議員 微妙な―積極的に見守ると

いうのが、表現としてはどっちに判断していい

のかなと。積極的に見守る―非常に難しい判

断ですが、知事に期待しておきたいと思いま

す。

中国木材に関して、先ほど副知事のほうから

もありました港の話を１点だけさせていただき

たいと思います。細島港自体は、入港する総ト

ン数が平成元年は1,100万トンあったものが、平

成元年を境に平成17年、400万トン台まで減少し

ております。コンテナの取扱数も年間２万2,000

個台で推移しておりまして、志布志とか大分と

か伊万里とか、そういう着実に伸ばしている港

と差がついてきております。そういう港の伸び

てきた主な要因としては、コンテナ取り扱いへ

の補助とか船荷証券への助成など、そういうイ

ンセンティブを図っております。宮崎県として

は、この状況をどうとらえているのか、また、

このような制度の導入に取り組む考えはない

か、県土整備部長にお願いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 細島港は、本

県の国際コンテナ貨物の拠点港でございまし

て、これまでも利用促進に向けて、日向市とか

関係団体等と連携した積極的なポートセールス

を実施するとともに、港湾利用者の負担軽減の

ためにガントリークレーンなどの使用料減免を

行っております。その結果、ことしの11月から

釜山への航路が１便ふえ、コンテナ航路が週７

便になるなど、利便性の向上が図られたところ

でございまして、今後ともコンテナ取扱量の増

加に向け、より一層ポートセールスを強化して

まいりたいと考えております。コンテナ取り扱

いへの助成につきましては、他県の実施状況と

か関係団体等の意見も聞きながら、その必要性

について研究してまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 この件につきましては、また

別な機会に議論したいと思います。

社会インフラの整備について御質問させてい

ただきます。

この道路整備は、先ほども県道、国道いろい
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ろ議論がありまして、宮崎県は全国と比べて国

道で44位、県道で37位、国県道で38位、九州で

最下位と。県道の中でも、地域の産業経済の基

盤を結ぶ主要地方道と言われるもの48路線、こ

の改良率が73.3％、そして一方、日常生活に直

結して利用されている一般県道147路線の改良率

が46.7％と、これまた最悪なんです。このよう

な道路状況の中で、自動車保有台数、運転免許

取得率は九州で一番であります。一番道路を

使って道路特定財源に貢献している宮崎県民の

道路が一番悪いとは、本当に皮肉なことです。

知事もこの点、十分御理解いただいていると思

うんです。そこで、県内１時間構想があると思

うんですけれども、その具現化と進捗状況、ど

の程度進捗しているのか。

そしてまた、県内各地域から出ている国県道

路整備の要望箇所数は幾つあるのか、県土整備

部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 県におきまし

ては、県内１時間構想の早期実現に向け、高速

道路を初め県内道路網の整備に鋭意取り組んで

いるところでございます。特に、構想の骨格を

なす高速道路の整備促進が重要課題でございま

して、東九州自動車道門川―西都間について

は、平成22年度から26年度までの順次開通予定

であることが西日本高速道路株式会社から示さ

れ、宮崎市から延岡市間の拠点都市間１時間ア

クセスの達成にめどが立ったところでございま

す。さらに、隣接市町村間の１時間アクセス率

という指標で御説明いたしますと、現状が87.5

％になっておりますが、平成26年度には93.3％

へと改善を見込んでおります。また、第３次救

急医療施設への60分カバー人口の割合は、現状

では83％でございますけれども、26年度には91

％へと改善を見込んでおります。これらによ

り、生活圏、経済圏の拡大によります利便性の

向上や産業活動の活性化の促進に大きく寄与す

るものと考えております。県といたしまして

は、今後とも、高速道路はもちろんのこと、そ

れを補完いたします国道、そして生活を支える

県道の整備促進に全力で取り組んでまいりたい

と考えております。

次に、県内各地から出されている国県道の整

備要望の箇所はどのくらいあるのかという御質

問でございます。現在、事業化に至っていなく

て、いろいろ御要望いただいている箇所数でご

ざいますけれども、今年度、各地域から出され

ております御要望につきましては、国道で19カ

所、県道で94カ所となっております。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。それ

こそ１時間構想でまだまだあと７年かかります

ので、100％になるのはなかなか難しいのでしょ

うけれども、できるだけ早く整備をお願いした

いと思います。今、要望箇所が合計すると113カ

所あります。これほど道路整備がおくれた理由

と今後の取り組みについて、再度、県土整備部

長にお伺いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 本県は、人口

が全国の約１％でありますが、県土は２％と広

大な面積を持っており、その約８割を山間部が

占めております。また、大淀川とか五ヶ瀬川で

ございますとか、大きな河川によりまして地域

が分断されており、全国的に見ましても厳しい

地形条件にあるなど、さまざまな要因が重なり

まして、道路整備がおくれたものと考えており

ます。国県道の整備につきましては、東九州自

動車道へのアクセス道路、地域高規格道路、都

市部及びその周辺部での渋滞対策のための道

路、災害時の孤立化解消を図り救急医療施設へ

つながる生命線道路などを重点項目といたしま
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して、整備を進めているところでございます。

財政状況が大変厳しい中ではございますが、今

後とも、引き続き計画的な用地取得やコスト縮

減を図りながら、効率的・効果的な道路整備に

努めてまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 同じ宮崎に住んでいて、困っ

ているところとか便利になったところ、いろい

ろとあると思うんですが、財政的にも、平成７

年度、８年度は、約800億円と796億円を道路橋

梁費として使っております。平成19年度は395億

円、約半分ですね。財政状況をいろいろ考える

と、しようがないと一言で片づくのかもしれま

せんけれども、この一般県道の46％の改良率を

どうするのか。生活道路です。そういうところ

を、先ほど知事、生活関連枠ということで申し

上げたのですが、そういう意味もあるというこ

とを御理解いただきたいと思うんです。そうい

うところの改良率をどういうふうに上げていく

のか、県土整備部長にお伺いしたいと思いま

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 本県におきま

しては、現在、広範囲な交流・連携を支援し、

より多くの県民の皆様にとって利便性の高い県

内道路網の骨格となります国道や主要地方道の

重点整備に取り組んでいる状況でございます。

さらに、一般県道につきましても、急カーブや

離合困難箇所の局部的な整備や、歩行者、自動

車の多い通学路の歩道整備など、県民の生活に

密着した箇所について、緊急度の高いところか

ら順次整備を進めている状況でございます。今

後とも、体系的な道路交通網の整備を計画的に

進めていきたいと考えております。

○十屋幸平議員 緊急度・必要度の高いとこ

ろ、いわゆる選択と集中、プライオリティー、

ＢバイＣ、いろいろな言葉が出てきますが、国

の言葉じゃないんですけれども、「真に必要な

道路」、本当に必要な道路とは宮崎では何なの

か、宮崎ではどのように考え、何を基準とする

のか、再度、県土整備部長にお願いしたいと思

います。

○県土整備部長（野口宏一君） 本県におきま

しては、地域間格差の拡大、人口減少・高齢社

会の到来など、経済社会情勢が大きく変化する

中、地域間の競争力、成長力の確保ですとか地

域の活性化のために、必要な道路整備を計画的

に進めることが重要であると考えております。

このような中、本県での真に必要な道路整備と

いたしましては、広域的な交流・連携を促進す

る高速道路の早期整備を初めといたしまして、

インターチェンジへのアクセス道路及び地域高

規格道路の整備、災害時の孤立化解消を図り、

救急医療施設へつながる生命線道路の整備、都

市圏の渋滞対策のための道路整備、買い物、通

勤、通学、通院など日常生活に密着した道路整

備、さらに橋梁など道路構造物の維持修繕など

による既存ストックの有効活用が重要であると

考えております。本県の真に必要な道路につき

ましては、県民の皆様の御意見を十分踏まえな

がら、着実に整備を進めてまいりたいと考えて

おります。

○十屋幸平議員 日向のことをちょっと要望し

たいと思うんですが、県道高鍋美々津線、これ

は災害のときに10号線の迂回路として大変重要

な県道だと思います。それで、県道高鍋美々津

線の整備について、県土整備部長にお伺いした

いと思います。

○県土整備部長（野口宏一君） 県道高鍋美々

津線でございますけれども、国道10号のバイパ

ス的機能も有していることから、現在、川南町

の通山工区、都農町の岩山工区で整備を進める
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とともに、都農町―日向市間につきましては、

日向市と連携しながら、整備着手に向けまして

道路整備計画のルート等について調査を進めて

いる状況でございます。残る国道10号西側の区

間につきましては、現在のところ整備計画はご

ざいませんけれども、他の事業中箇所の進捗等

を勘案しながら検討してまいりたいと考えてお

ります。

○十屋幸平議員 いろんな道路で113カ所もあれ

ばなかなか難しいと思うんですが、ぜひお願い

したいと思います。

それから、先ほども言いましたが、財政が厳

しい中で約半分になったと。それで、橋梁、ト

ンネル等の維持補修についてお伺いしますが、

先日、日向市では東郷橋が一部崩落しまして、

今、通行どめになっております。アメリカでも

同様に橋が壊れて犠牲者が出たりしております

が、決して他人事ではないと思うんです。そこ

で、県内に橋が約2,000本あると言われておりま

すけれども、その対策として、国のほうから長

寿命化修繕計画策定事業が出されております

が、これについて県はどのように取り組むの

か、そしてまた、トンネルとかのり面、そうい

うことも含めて御答弁をお願いしたいと思いま

す。県土整備部長にお願いします。

○県土整備部長（野口宏一君） 長寿命化修繕

計画策定事業は、従来の対症療法的な修繕から

予防保全的な施設管理へと転換し、修繕、かけ

かえに係る費用の最小化・平準化を図りつつ、

橋梁の安全性・信頼性を確保することを目的と

するものでございまして、今年度から国庫補助

事業として創設されたものでございます。本事

業の対象となる橋長15メートル以上の県管理の

橋梁は934橋ございまして、今後、耐用年数を超

える橋梁が増加することから、近い将来、多額

のかけかえ費用が必要となってまいる状況にご

ざいます。こうしたことから、県といたしまし

ては、平成16、17年度に調査した点検データを

もとに、橋梁ごとに長寿命化修繕計画を今年度

から３カ年かけて策定することとしておりま

す。今後は、この計画に基づき、点検、補修等

を実施してまいります。また、15メートル未満

の橋梁ですとかトンネル、のり面などにつきま

しても、今後、同様の手法により検討してまい

りたいと考えております。

○十屋幸平議員 ですから、今言われたとお

り、非常に財政が厳しい中で、社会資本のス

トックを、よく言われるアセットマネジメント

（資金管理運用）をちゃんとしないと、金がな

い中でこれをやっていかなきゃいけない時代が

来るわけですね。ですから、しっかりと計画を

立てていただいて、それに合わせて―我々も

地区住民から、県道を整備してくれとか、あれ

をしてくれとか、いろんなことを言われますの

で―そのあたりをしっかりとやっていただき

たいと思っております。

次に、特別支援教育についてお伺いしたいと

思います。先ほど壇上で申しましたように、教

育長には、これまでもいろんなことをやってい

ただきました。しかし、まだまだ要望も多数あ

ると思います。特に、高等部の未整備は私の今

期の大きなテーマでありますので、一生懸命取

り組みたいと思っております。県内には宮崎

南、日向、児湯、小林地区、こういう養護学校

の保護者から高等部の設置要望が上がっている

んです。今後の取り組みについて、教育長の見

解を求めたいと思います。

○教育長（高山耕吉君） 高等部の設置につき

ましては、これまで全県的・総合的な視野に立

ちまして、計画的に整備を進めてきたところで
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ございます。今後につきましては、現在策定を

進めております宮崎県特別支援学校総合整備計

画の中で、十分検討してまいりたいと考えてお

ります。

○十屋幸平議員 本当に十分検討すると言われ

ます。先ほど壇上からの質問のときに、７回の

計画で６回策定委員会を開かれて、今年度末に

その答申を出されて、来年度中に計画を策定す

ると。ということは、平成20年度に計画をつく

るということだと思うんですね。そうすると、

今、要望を出されている保護者の方々は待ち切

れない、活動をずっと何年も何年もやってきて

まだ計画か、そういう強い要望があると思うん

ですね。それで、中間報告を読ませていただい

たら、こういう文言がありました。高等部設置

についてですけれども、「地域就学の観点か

ら、すべての高等部未設置校で高等学校等の余

裕教室等を有効活用した高等部設置について検

討すべきである」と。結果、最終報告が出るん

ですが、現在こういう要望が出ている地区に高

等部を―中間報告ではありますけれども、

「検討すべきである」という文言をとらえて

―つくると、つくりなさいというふうに私は

読めるんですよ。勝手に読んではおりますけれ

ども……。そのあたりをつくるというふうに理

解していいのか、教育長に再度お願いしたいと

思います。

○教育長（高山耕吉君） 要望の出ております

４地区の高等部の設置についてでありますけれ

ども、ただいまお答えいたしましたとおり、宮

崎県特別支援学校総合整備計画を策定中でござ

いますので、今後、十分検討してまいりたいと

考えております。御理解いただきたいと思って

います。

○十屋幸平議員 知事も私も同席したことがあ

りますが、先週ですか、児湯養護の方も要望さ

れたと思うんですけれども、障がい児を持たれ

る保護者の方々は、高等部設置をなぜこれだけ

要望するかということなんですね。これはあく

までも、学校に行って、最終的には、障がいを

持っている子供たちが学校を卒業した後に、そ

の地域で働きながら、その地域で暮らしたいと

いうことの一つの方法なんですよ。ですから、

こういうところをしっかりと受けとめていただ

いて―これは当然財政的なものが出てくるか

と思います―そういうところをちゃんと、教

育委員会のほうも20年度―私にすれば20年度

じゃなくてもっと早く―の早い時期にそうい

う計画をつくって、計画のもとにどんどん進め

てほしいという思いがあります。それには、

はっきり申し上げまして、計画をつくっても財

政的な措置がなければ、知事の決断がなければ

できません。ですから、そういうことを踏まえ

て、障がいを持っている子供たちがその地域の

中でしっかりと生活できるということを踏まえ

て、知事にも教育長にも強く要望して終わりた

いと思います。（拍手）

○中村幸一副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時57分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、８番山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） ６月議会に

続きます２回目の登壇であります。きょうは、

私のふるさと中郷からたくさんの方においでい

ただきました。中郷は、知事の出身地でありま

平成19年12月13日(木)
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す―お生まれは末吉町なんですが―その隣

でありまして、きょうは、知事も一方ならぬ親

しみを持って御出会をいただいております。市

議会時代から何回か、こういう壇上に立たせて

いただきましたが、私の家族、後援会の皆さん

方に来ていただきましたのは初めてでありま

す。

それでは、通告に従いまして、農政問題、環

境問題と新エネルギー対策、一般廃棄物最終処

分場跡地問題の３点について、知事、企業局

長、所管部長にお伺いしてまいります。

質問に入ります前に、先月22日にお亡くなり

になりました江藤隆美元衆議院議員に、心から

哀悼の意を表したいと存じます。10月６日、２

年に一度の宮崎県の畜産共進会が児湯家畜市場

にて盛大に行われました。私は、ちょうど江藤

隆美元衆議院議員の隣の席におりまして、長い

時間、話をする機会があり、畜産に対する思

い、また酪農の置かれている厳しい状況等、実

に熟知されておりまして、私にも励ましをいた

だいたところでありました。まだまだ御指導い

ただきたいことがたくさんあっただけに、まこ

とに残念でなりません。心より御冥福をお祈り

いたします。

さて、宮崎牛が日本一。５年に一度の和牛オ

リンピックと称される第９回全国和牛能力共進

会が、去る10月11日から14日まで鳥取県で行わ

れ、本県の28頭の出場を含む38道府県から494頭

の和牛が参加し、それぞれ競われました。そし

て、本県代表が９部門中７部門で首席を獲得

し、また首席の中から特にすぐれた種牛と肉牛

に贈られる最高賞の内閣総理大臣賞を独占し、

さらに新設の出品対策技術表彰においても首席

に輝き、文字どおり日本一の栄冠をかち取りま

した。この快挙は、子牛繁殖から肥育まで、生

産農家が緑豊かな宮崎の大地で丹精込めて育て

た情熱のあかしであります。また、日本有数の

和牛生産地であります本県が世界に誇る、宮崎

牛ブランドの実力の高さを証明するものであり

まして、畜産関係者のみならず、県民115万人の

大きな喜びと自信になるものであります。そこ

で、知事に、今回の和牛能力共進会における結

果をどのように評価されているのか、お伺いを

いたします。

次に、環境問題と新エネルギー対策について

お伺いをいたします。

まず、環境問題でありますが、中でも、緊急

の課題とされております地球温暖化対策につい

てであります。昨今、熱帯地方のスコールも、

想像を絶するほどの集中豪雨の情報や、日本で

は夏の気温が40度を超えることも珍しくなくな

りました。北海道では毎年、水稲の冷害で悩ま

されておりましたが、今では日本一うまいとさ

れる米地帯になっているなど、昔では到底考え

られない現象が起こるようになりました。本県

でも、防災営農で取り組んだ早期水稲が、７月

上旬の台風上陸により多大な被害を受けたばか

りであります。

地球温暖化対策といたしましては、平成９

年12月に開催されました地球温暖化防止京都会

議におきまして、環境問題に先進的なヨーロッ

パの国々のリードで京都議定書が締結され、平

成16年のロシアの参加で55カ国を超えたことに

より、平成17年２月16日に発効し、国際的にも

その対策が急務とされております。議定書で

は、日本は平成20年から24年の５年間で、この

期間におけるＣＯ２等の温室効果ガスの年平均排

出量を、基準年の1990年比で６％削減すること

になっております。しかしながら、我が国で

は、環境省の発表によりますと、平成17年度
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は1990年比プラス7.7％ということで、ドイツの

マイナス18.4％に見られますように、押しなべ

てマイナスを達成しているヨーロッパの国々と

取り組みに差が見られます。国は平成10年に、

京都議定書の削減目標を達成するために地球温

暖化対策大綱を定め、国の責任と同時に、地方

にも一定の役割を期待しております。公共の交

通機関の利用や節電・節水、マイバッグ持参な

ど、既に取り組んでいらっしゃることと思いま

すが、さらに全県的に新たな発想の県民運動的

な取り組みを行うべき時期にあるのではないで

しょうか。この点につきまして、知事の見解を

求めます。

次に、新エネルギー対策についてお伺いいた

します。地球温暖化対策の有効な取り組みの一

つとして、自然エネルギーの活用があります。

国が進めております新エネルギーの定義に当て

はまるものでありますが、その中でも本県は、

水資源を活用した水力発電、森林資源・農業資

源を活用したバイオマス発電、快晴日数が全国

トップクラスという恵まれた日照条件を生かし

た太陽光発電など、大変有望な分野がありま

す。県におかれましては、国の「新エネルギー

利用等の促進に関する特別措置法」の施行を受

けまして、平成16年に「宮崎県新エネルギービ

ジョン」を策定され、以後、県レベルでの新エ

ネルギー導入の促進を推進されているところで

あります。これは、化石燃料の有限性、地球温

暖化対策からも大切な施策であると同時に、石

油価格の高騰を見ますときに、コスト意識のみ

での判断が排除されるべき情勢の変化と相まっ

て、積極的な展開が期待されるところでありま

す。そこで、地域生活部長にお伺いいたしま

す。「宮崎県新エネルギービジョン」策定後の

県の新エネルギー導入に対する取り組み状況と

今後の展開について、お伺いをいたします。

次に、一般廃棄物最終処分場跡地問題につい

て、環境森林部長にお伺いをいたします。

日本は、戦後の復興期から飛躍的な発展を遂

げてまいりました。戦後、食糧難の時代から飽

食の時代へ、消費は美徳と言われ使い捨ての時

代となりまして、今や、世界に肩を並べる経済

発展を遂げてまいりました。その一方で、昭

和40年代から多量のごみが発生するようになっ

てまいりました。当時、不用なものが不法投棄

された結果、社会問題となり、その対策とし

て、各行政の取り組みの一つに、一般廃棄物最

終処分場としての埋め立てが始まりました。こ

の処分場に埋め立てられた廃棄物は、ガラス、

陶器類、金属類、瓦れき及びプラスチック類な

ど不燃物主体でありますが、有害ガス、地下水

の汚染、ダイオキシン等の有害物質の発生等が

懸念され、法改正により、遮水工等の整備がな

されていない施設は使えなくなってまいりまし

た。これらの処分場は適正な改善をしないと廃

止できないとのことで、大変大きな問題となっ

ております。このような問題を抱えている行政

が、全国及び本県で何カ所ほどあるのか、お伺

いをいたします。

以上、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〕 お答えする

前に、御認識をいただきたいと思いますが、

私、生まれも育ちも都城でございまして、末吉

というのは今、両親が住んでいるところでござ

います。御認識いただければと思います。

お答えいたします。

第９回全国和牛能力共進会の評価についてで

ございますが、本県の出品牛は、９部門のうち

７部門で農林水産大臣賞を受賞し、さらに、種



- 264 -

平成19年12月13日(木)

牛、肉牛の両部門において内閣総理大臣賞を独

占するなど、日本一の栄誉に輝いたところであ

ります。また、出品牛28頭すべてが優等３席以

内に入賞しており、改めて本県和牛の質の高さ

と層の厚さを全国に発信できたと感じておりま

す。これは、「太り易く、飼い易く、肉質の良

い宮崎牛」という改良方針に沿って、肉用牛農

家や畜産関係団体が長年にわたり取り組んでき

た成果が高く評価されたものと考えておりま

す。今回受賞されました肉用牛農家を初め、畜

産関係者のたゆまない努力に対して、心から敬

意を表する次第でございます。

続きまして、地球温暖化対策についてであり

ます。地球温暖化は、人類や生態系に影響を及

ぼす大変重要な問題であり、本県においても積

極的にその対策に取り組んでいかなければなら

ないと考えております。このため県では、「新

みやざき創造計画」におきまして、地球温暖化

防止に貢献する社会づくりを推進していくこと

にしております。

具体的には、平成18年３月に策定した「宮崎

県環境基本総合計画」に基づき、県民一人一人

による二酸化炭素削減のための実践活動の促進

や、二酸化炭素の吸収源となる健全で多様な森

林づくりを推進いたします。さらに、本県の自

然特性を生かした太陽光エネルギー、バイオマ

スエネルギーなどの新エネルギーの導入促進な

ど、地球温暖化対策を総合的に展開していくこ

ととしております。今後とも、地球温暖化防止

に向けて、県民、団体、事業者、行政が一体と

なって、まさに県民総力戦で臨んでいきたいと

思っております。〔降壇〕

○地域生活部長（丸山文民君）〔登壇〕 新エ

ネルギー導入に対する取り組み状況についてで

あります。新エネルギーにつきましては、環境

へ与える負荷が小さいという特性を有するとと

もに、そのほとんどが地産地消型であり、国際

情勢の変動や災害等の影響を受けにくいことか

ら、エネルギーの安定供給の確保に、地域レベ

ルで貢献できるという特性があります。このよ

うなことを踏まえ、県では、平成16年３月に策

定した「宮崎県新エネルギービジョン」に基づ

きまして、本県の恵まれた日照条件を利用した

太陽光発電や、全国有数の畜産県、林業県であ

ることを生かしたバイオマス発電など、宮崎な

らではの新エネルギーの導入促進に取り組んで

おります。

具体的には、県有施設への太陽光発電の率先

導入や、一般県民を対象としたセミナー等の開

催による普及啓発、民間におけるバイオマス発

電への取り組み支援などを行っているところで

あります。今後とも、県といたしましては、県

民、事業者、市町村等と連携しながら、本県の

地域特性や資源を生かした新エネルギーの導入

促進に、積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。以上です。〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

一般廃棄物の不適正最終処分場の箇所数につ

いてであります。不適正最終処分場は、その埋

立地からの浸出水による河川や地下水などへの

汚染を防止するための設備が整備されていない

処分場でありますが、平成10年３月の旧厚生省

の公表によりますと、全国では、最終処分

場1,901施設のうち538施設、本県では、37施設

のうち28施設となっております。以上でありま

す。〔降壇〕

○山下博三議員 それぞれ答弁ありがとうござ

いました。

知事に、またお伺いしたいと思いますが、12
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月４日、今回の和牛能力共進会の宮崎牛日本一

達成記念パーティーがありました。私も出会さ

せていただいたんですが、そのときの知事のあ

いさつの中で、皆様の長年の御苦労に感謝しな

がら、せっかく宮崎の農産物をＰＲしているん

だが、いわゆる偽装事件、ウナギがあったり、

地鶏が出ましたり、そのことに対しての残念無

念という思いだっただろうと思うんですが、知

事は言葉を詰まらせられました。本当に涙を出

さんばかりの知事の姿というのを、私はそのと

きに初めて拝見させていただきました。きの

う、清水寺で行われました揮毫で、ことしの日

本を象徴する言葉、これがくしくも偽装事件の

「偽」、にせという言葉を貫主が書かれまし

た。まさしくこういうことが象徴された１年で

あったなという思いで、きのうもテレビのニュ

ースを見せていただいたんです。そのときに、

農家は食の安全・安心に努力し、それを知事が

トップになって売っていただこう、これを我々

も原点に返り努力していかないといかんなとい

う思いになったところであります。

全国共進会で宮崎の日本一が決まりましたと

きに、知事はマスコミの取材の中で、「今回お

墨つきがついて売りやすくなった」と、ダブル

受賞を歓迎され、さらに、「松阪・神戸・米沢

・佐賀牛との対決図式で売ると、ブランド力が

上がるのではないか。メディアで企画できたら

おもしろい」と話しておられます。このことは

広く県民が願っておるところでありますが、年

末年始に向けて、知事のＰＲのお考えがあれば

お示しいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 今回の宮崎牛の内閣

総理大臣賞受賞というのは、私も個人的に大変

うれしく思いました。そして、誇りに思いまし

た。皆さんに感謝申し上げたいと思います。宮

崎牛は名実ともに日本一であるというブランド

を確立するために、今後とも精力的にテレビ・

ラジオ、新聞、雑誌等を含めてメディアで一生

懸命ＰＲしていきたいと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。この

前のお祝いの席上では、年始に審査員で出られ

る番組で、牛の面をかぶるか、鶏の面をかぶる

か、そういう形で出たいということも言ってお

られましたし、皆さん本当に期待をされており

ますから、ぜひ頑張っていただくとありがたい

と思っております。

農政水産部長にお伺いをしたいと思います

が、今回いかに全国共進会の成績が優秀であっ

たか、このことについてちょっと触れてみたい

と思うんですが、実は調べてみましたら、10年

前の全国共進会が―５年に一回行われますか

ら―平成９年、岩手県で行われております。

このときは、隣の鹿児島、宮崎がそれぞれ３部

門で首席をとっておるんです。そして、５年

前、この全国共進会、岐阜県で平成14年に行わ

れているんですが、このときに鹿児島県は６部

門で首席をとっています。宮崎は首席は１頭も

いなかったんです。それから、この５年間、農

家、各団体、ＪＡを初め、本当に努力をされて

まいりました。この前、和牛農家の人と一緒に

なりましたら、全国共進会の予選会が平成19年

８月７日に行われております。そのときのブッ

クをお預かりしたんですが、すべては日本一の

ためなり、こういうふうに書いたブックがある

んです。やはり農家、そういう人たちが本当に

このことを目標にしてチャレンジしたのが、今

回の結果でありました。５年後、長崎県で開催

されます。次に向けての宮崎牛の産地づくり、

ブランド化、さらにどう取り組まれるのか、お

伺いをしたいと思います。次回は、鹿児島、そ
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してほかの県から追われる立場になるだろうと

思っています。「勝ってかぶとの緒を締めよ」

という言葉がありますが、このことを踏まえて

部長の答弁をお願いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 今回の共進会

において日本一に輝きましたことにつきまして

は、その間の生産者の皆様の御努力、畜産関係

団体の御尽力等が大きく実を結んだものである

と、その重みを重く受けとめております。この

ため、５年後に長崎県で開催されます次回の全

国共進会に向けまして、来年３月には、知事を

名誉会長とする推進協議会を設置いたしまし

て、本格的に出品対策に取り組むことといたし

ております。今回の全国共進会での成果を十分

に生かしながら、今後とも関係機関一丸となり

まして、優秀な雌牛の保留対策や、生産基盤の

強化による良質な宮崎牛の生産を推進しまし

て、今回を上回る成績を目指してまいりたいと

考えております。以上です。

○山下博三議員 ぜひ５年後もこれ以上の成績

がとれますように、御努力をよろしくお願いし

たいと思います。

同じく、農政水産部長にお伺いいたします

が、今回、家畜改良事業団、登録協会等の努力

がありまして、一つは、「安平」という育種

価、この種雄牛づくりに成功をおさめたのが今

回の結果であったな、そういう思いでありま

す。また、県内の素牛市場におきましては、

「安平」が全国的に大変な知名度があり、肉質

もいいということで、今回、畜産関係は、収益

が20億ほど伸びているんです。これも大きな要

因であったな、そういう思いであります。もう

「安平」の精液もなくなりまして、また後、ど

ういう種雄牛づくりを進めていくか、これがま

た５年後の全国共進会の大きなきっかけになる

だろうと思うんです。これを超える育種価とい

うのを考えなければならないと思っております

が、取り組みについてお伺いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） １頭の種雄牛

を造成するには、約６年かかる計画的な取り組

みが必要でございます。このため県では、県内

の繁殖雌牛10万頭から、能力の極めてすぐれ

た350頭を選抜しまして、種雄牛造成を行ってい

るところでございます。このような取り組みを

通じ、今お話がございました「安平」の後継牛

としましては、今回の共進会で本県の遺伝資源

の優秀さを証明した「福之国」や「日向国」を

初め、新たに、肉質・肉量ともに全国トップレ

ベルの「忠富士」や「勝平正」など、次代を担

う種雄牛を作出しております。今後とも、宮崎

牛のブランド確立のため、ＤＮＡ選抜など新技

術を活用しながら、優秀種雄牛の造成に努めて

まいりたいと思います。

○山下博三議員 増頭対策について、また同じ

ように伺っていきます。本県の肉用牛飼養農家

年齢構成というのが､60歳代が28.5％、70歳代

が34.0％、合計62.5％の人たちが60歳以上であ

るんです。この人たちが今、和牛を守り、生産

基盤を守っていただいているのが現状でありま

す。戸数が約9,600戸でありますから、これを考

えていただくと、60歳以下の人たちは37.5％し

かいらっしゃらないということですから、この

増頭対策をどう進めていくのか、お伺いしたい

と思うんです。私も数字を見ましてびっくりし

たんですが、１戸当たりの飼養規模を調べてみ

ましたら、１頭から９頭までの方が72.5％、

約7,000戸おられます。そして、９頭から19頭

が14.9％、約1,400戸。20頭以下というのが87.4

％を占めているんです。そして、この人たちは

専業じゃなくて、やはりお米をつくったり、芋
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をつくったり、野菜をつくったりしている、い

わゆる兼業農家の人たちが和牛生産にいそしん

でいただいている、この状況だろうと思いま

す。本当に専業で飯を食っていこうとすれ

ば、30頭以上の規模に持っていかないと、和牛

の今の生産は守れない。これは高齢化を抱えて

いるわけですから。そして、今、30頭以上の人

たちがどれほどおられるかというと、約５

％、400戸ほどしかおられません。そして、牛と

いうのは更新が３年ぐらいかかっていきますか

ら、非常に生産というのが、コストが長年かか

る。それで生産規模拡大というのは非常に難し

い点があるんですが、本県の和牛生産基盤を守

るため、具体的な対策があればお伺いしたいと

思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 平成19年２月

１日現在、本県の繁殖雌牛は10万2,900頭と、昨

年よりも4,100頭増加しており、増頭数は日本一

となっております。一方、ただいま御指摘もご

ざいましたように、農家戸数の減少が進む中

で、担い手の確保による生産基盤の強化及び高

齢者対策が重要な課題となっております。この

ため、県におきましては、簡易牛舎などの施設

整備や優良繁殖雌牛の導入助成などにより、地

域の核となる担い手の育成を図っております。

また、高齢者対策として、粗飼料の供給を行い

ますコントラクター組織や、労力の負担軽減を

図るためのヘルパー組合の充実、さらにはキャ

トルセンターの整備など、増頭に向けた地域で

の取り組みを支援しております。今後とも、国

の各種事業を積極的に活用しつつ、関係機関・

団体一体となって肉用牛増頭を図ってまいりた

いと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございました。

次に、ＢＳＥの全頭検査に関することについ

て質問させていただきます。今まではずっと20

カ月齢以下・以上、国の補助のもとにＢＳＥ検

査をやっておりましたが、今回、来年の７月で

国がこの補助を打ち切るという方針が出まし

た。実は北海道では、いち早くこのことが議会

で検討されまして、11月30日に生後20カ月齢以

下は独自に検査をやっていく、そのことが報道

されました。本県は大の畜産基地でありますか

ら、そのことの対応を、本県として来年７月以

降どう取り組まれるのか、お伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ＢＳＥに対す

る安全確保につきましては、危険性の高い脳・

脊髄などの特定危険部位の除去、ワイヤーを

使って脳・脊髄を破壊するピッシングの廃止、

ＢＳＥスクリーニング検査が重要であるとされ

ております。本県では、これらのすべてを実施

しており、本県産牛肉の安全確保に万全を尽く

しているところであります。ＢＳＥの全頭検査

につきましては、お話のように、国において

は、来年７月末で20カ月齢以下の検査について

の国庫補助を廃止することとされております。

しかしながら、畜産県であります本県としまし

ては、全国の状況等を踏まえながら、引き続

き、消費者の安心が確保されるまで、ＢＳＥの

全頭検査を実施してまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 よろしくお願いいたします。

続きまして、知事にお伺いしたいと思いま

す。今、御存じのとおり、配合飼料、原油の高

騰等で畜産農家も大変な状況にあるんです。特

に鶏、豚、牛、すべて穀物を食わせていますか

ら、世界に、外国に穀物を頼っている中で、

今、宮崎県の畜産が危機的状況に陥っているん

です。安定基金というのがありまして、今まで
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は、えさが上がってきますと―我々も基金を

掛けていたんですが―国がその基金発動の中

で手だてをしてまいりました。来年、恐らく基

金が枯渇するであろうということを大変畜産農

家が心配されておるんです。配合飼料も１

万4,000～１万5,000円ほど上がってきているん

です。基金発動が１万円ぐらいありまして、農

家負担は4,000円ぐらいで済んでいるんですが、

何とかことしいっぱい対応はできるだろうと思

うんです。そのことでいろいろ聞いてみました

ら、全国の知事会、九州知事会の中でもこのテ

ーマが議題となっておるようでありますが、こ

のことを踏まえまして、ぜひ宮崎の畜産を守る

ために、知事が知事会の中で率先して、国に対

して安定基金の新たな取り組みについて要望し

ていっていただきたい、そういう思いがありま

す。その決意をお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 本県では、年間約180

万トンと、全国で３位の配合飼料の利用があり

ます。今回の価格上昇分を全額農家が負担する

ことになりますと、約200億円ぐらいの生産コス

トの上昇につながり、畜産農家はもとより、関

連産業や消費者にも大きな影響を与えると認識

しております。このため、関係機関一体となり

まして、飼料作物の増産体制の整備や、焼酎か

す等の未利用資源の飼料化を図るなど、自給飼

料の確保に取り組んでいるところでございま

す。今後とも、御指摘のとおり、自給飼料確保

対策を推進するとともに、知事会を初め、あら

ゆる機会を通じて、配合飼料価格安定制度や関

連施策の一層の充実を、引き続き国へも要望し

てまいりたいと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。この

前、11月30日にいただいた資料なんですが、宮

崎県の農業産出額が今までは６位であったんで

すが、これが５位に上がってきたと。これは畜

産が頑張っているから、５億ほど上がって愛知

県を抜いて５位に上がってきております。3,211

億円ということで、本当にすばらしい農家の努

力があるな、そういう思いで感謝いたしており

ますから、ぜひともそのことも国に向かって要

望していただきますようにお願い申し上げたい

と存じます。

続きまして、環境問題関係に入ってまいりま

すが、企業局長にお伺いをいたします。

企業局では、風力を初め中小河川での小規模

発電など、企業局の将来事業として調査・研究

を過去に進められたと伺っておりますが、県内

での事業化の可能性についてどのようにお考え

か、お伺いいたします。

○企業局長（日髙幸平君） 企業局における新

エネルギーへの取り組みでございます。企業局

といたしましては、これまでいろいろな事業化

の可能性調査を行ってきたところでございま

す。風力発電につきましては、県内全域を対象

にいたしまして、風況調査を実施してきたとこ

ろでございますが、なかなか風況の条件のよい

ところがなく、比較的良好なところは交通不便

な山岳部ということで、建設コストが高くなる

といった採算性での問題がございます。また、

水力発電につきましては、条件のいいところは

既に開発をいたしているようなこともありまし

て、開発地点が奥地化し、かつ小規模化してい

るという状況でございます。

このように、現段階においては、採算性の面

で事業化が厳しい状況にございますが、企業局

といたしましても、新エネルギーへの取り組み

は非常に重要なことというふうに考えておりま

すので、今後とも開発可能性について調査を続

けてまいりたいと考えております。
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なお、農業用水などを利用した、出力がおお

むね100キロワット程度の小水力発電につきまし

ては、地域の水資源を有効に利用した、施設経

費の負担軽減を図るという観点から、例えば都

城市の関之尾などの県内の有望な地点の調査を

行い、市町村あるいは土地改良区へ開発や技術

の提案を行っておるところでございます。以上

でございます。

○山下博三議員 ありがとうございます。時間

がありませんので、かいつまんで申し上げてい

きたいと思うんですが、私は、今回の環境問

題、新エネルギーについて、各担当部署とのヒ

アリングをしてまいりました。私は、温暖化と

いう中で、この宮崎の自然エネルギーが大変有

望である、そのことについて何とか有効利用が

できないか、そのことも議論をいたしてまいり

ました。宮崎県内の消費電力量が90万4,800キロ

ワットアワー、そして宮崎県が水力で賄ってお

る電力量―九州電力、宮崎県企業局が持って

いる発電所、これが県内39カ所ありまして、発

電量が21万6,400キロワットアワーでありますか

ら、宮崎県が消費する電力の水力での賄いは24

％、計算してみましたら24％が水力の電力源で

あるという数字を、私も勉強させていただきま

した。このことに対しまして、企業局もいろい

ろ検討されておりますから、本県の資源を有効

利用できるように、ますますの御努力をお願い

したいと思います。また前回、６月議会におき

まして、ＮＥＤＯに関する予算を我々も可決し

ましたが、９月、ＮＥＤＯにおいて不採択に

なったと。このこともあるようでありますが、

また今後、大きな課題として、自然エネルギー

については御尽力をよろしくお願いしたいと思

います。

続きまして、地域生活部長に１点だけお伺い

したいと思うんですが、実は私も今回、栃木県

の那須野ヶ原土地改良区連合を視察に行ってま

いりました。ここは一歩も二歩も自然エネルギ

ーという分野が進んでおりまして、その中で

今、太陽光から、電気分解を行い水素をエネル

ギーとして取り出しまして、自動車などの燃料

にするという構想が検討されて、もう実験プラ

ントがスタートしているんです。この件につい

て、本県における研究の余地がないのかどう

か、その辺の見解についてお伺いをいたしま

す。

○地域生活部長（丸山文民君） 水素エネルギ

ーの活用についてのお話だと思います。水素エ

ネルギーは、地球温暖化の原因となります二酸

化炭素を排出しないクリーンなエネルギーとし

て、また石油代替エネルギーとして、その活用

に関し、現在、国や民間事業者等によりまし

て、実用化に向けた実証実験等が行われている

ところであります。県におきましては、太陽光

発電等の新エネルギーの導入を推進していると

ころでありますが、お尋ねの水素エネルギーを

活用したシステムにつきましては、技術開発の

動向や国の施策等さまざまな状況を見ながら、

今後研究してまいりたいと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございました。参

考のために申し上げておきたいと思うんです

が、九州電力は2009年―再来年ですが―九

州管内の消費電力1,000億キロワットアワーとい

う数字を出しております。私は、この内容、実

態を調べてみましたら、電力源、本当にこれほ

ど化石燃料が使われているということにびっく

りしたんですが、原子力が37％、石炭が29％、

ガスが17％、石油８％、水力はわずか７％、地

熱で２％。９％しか自然エネルギーというのは

使われていないんです。この数字を見まして、
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そのことにびっくりしたんです。実は、このこ

とを踏まえて、いろいろ質問もつくっておった

んですが、もう時間がありませんので、今後、

私も新エネルギー問題についてはいろいろ検討

してまいりたい、そのように思っておりますか

ら、よろしくお願い申し上げます。

次に、商工観光労働部長にお伺いをいたしま

す。森林資源活用型の例で、門川町に誘致企業

として進出いたしました株式会社「フォレスト

エナジー門川」、木質ペレット製造企業につい

てお伺いをいたします。

本県の間伐材を初め経済価値の少ない木材、

木くずの活用という観点から、大いに期待をい

たしておりますが、原料の調達、製品の活用と

いう２つの側面からお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ただいま

御質問の企業の原料ということでありますが、

まず、原料につきましては、県北部地域の林業

関係者等と連携し、杉、ヒノキの樹皮や、通常

活用されない間伐材、流木などの未利用資源を

調達する予定と伺っております。また、製品に

つきましては、民間企業の発電用ボイラーの燃

料として予定しておりますほか、中小工場、農

業用ハウスのボイラー用燃料としての活用も検

討されているというふうに伺っております。

○山下博三議員 第１期として来年が１万ト

ン、第２期として再来年が１万8,000トンの生産

が計画されております。宮崎県のハウス農家の

人たちが、大変な原油高騰の中で苦しんでおら

れます。ゆうべも電話がありました。ハウスミ

カンを栽培されている人たちが、今から温度を

加えて、早く実をつけさせ、ミカンを栽培され

るんですが、今から火を入れないといけないん

ですけれども、この原油高騰の中ではとても採

算に合わない、そのことで取りやめるという人

たちがたくさん出ているという話が、ゆうべ来

ました。そして、ピーマン農家、キュウリ農

家、そういう人たちが、来年これだけの燃料高

騰の中では―ピーマンも、過去日本一を誇っ

たピーマンの生産地でもあり、キュウリも大変

な数の人たちがつくっておられます。その人た

ちがもうつくれない、それぐらいきわまった中

で今、相談がたくさん来ておるんですが、門川

で出るこの木質ペレットを非常に期待されてい

るんです。これを何とか応用できないかという

ことで、今、相談があるんですが、そのことに

対する費用対効果、そして今持っている機械の

更新が必要なのか、それとも附属部品で充当で

きるのか、このことについてお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 木質ペレット

加温機の問題点とコストの比較についてであり

ます。農業用の木質ペレット加温機は、木くず

等の木材をペレット状に固めたものを燃料とし

て使用する機械であり、重油価格高騰、地球温

暖化問題がある中で、非常に期待されておりま

す。この加温機の問題点といたしましては、ま

ず、燃焼バーナーや熱交換器など専用のシステ

ムが開発され、重油加温機の更新が必要である

ことがございます。また、本体価格が、開発段

階で量産されていないこともございまして、重

油加温機の約３倍程度の高い価格になっており

ます。また、重油とのコスト比較につきまして

は、現状の重油価格から熱量換算すると、木質

ペレットがキログラム当たり20円台で供給され

れば、実用的なエネルギー源になるものと考え

ております。県といたしましては、昨年度のキ

ュウリ、本年度のピーマンの実証試験結果も踏

まえ、有望な新エネルギーの一つとして、木質

ペレット加温機の実用化について検討を進めて
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まいりたいと考えております。

○山下博三議員 知事、これは予告していな

かったんですが、本当に園芸農家は今、深刻な

んです。船舶もそうでしょうけれども、重油も

４～５日前に80円だったのが、86円まで一挙に

６円上がるんです。１円のことでみんな苦労し

ているのに、一挙に６円上がってきたというこ

とで、エネルギーの問題はさらに深刻さを増し

ておりますが、農業県である宮崎県としてのそ

のことの思いを、知事の意見を賜りたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 原油価格の高騰とい

うのは、農業だけじゃなくてすべての産業に、

石油製品も含めて、すべてに影響を与えている

と思います。特に、本県は農林水産業が基幹産

業でございますから、そういった意味では、温

室等々の施設園芸等には多大なる影響を与えて

いると思います。今後この動向をどう受けてい

くか、国にどう要望していくかというのは、十

分検討させていただきまして、しかるべき対処

をとっていきたいと思っております。

○山下博三議員 ありがとうございます。よろ

しくお願いいたします。

もう時間がなくなりました。最後に、一般廃

棄物最終処分場跡地問題なんですが、私も、い

ろいろ県のほうとも調べてみましたが、都城は

特異な条件があるんです。というのは、市街地

から1.5キロしか離れていない。そして、近くに

医師会病院がありまして、私は市議会時代に、

７年後に養生期間が済めば開発ができるという

ような話を聞いていたんです。それは総合運動

公園でしか使えなかったんですが、そのこと

が、県のほうでだめだと、国の法律の新しい改

定のもとにだめだったということで、大変都城

市は苦慮しているんです。そのことに対しまし

て、私も県当局とヒアリングをしたら、だめで

すと、そのことしか返ってこないんです。これ

をもう一回掘り起こして、下のほうに遮断工を

つくって埋め戻しをしますといいですよという

ことなんですが、これをやりますと50億以上の

予算が要る。とても一市町でできることではな

い。この財政支援までひっくるめて、県の見解

をお願いしたいと思います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 今、議員が

おっしゃられたところは、都城市の大岩田最終

処分場かと思いますが、これは、先ほど申し上

げましたように、平成10年３月に旧厚生省から

公表されました、県内にある28の不適正最終処

分場の一つでございます。この処分場は、平

成11年３月に埋め立てを終了して以来、設置者

である都城市が水質検査などを続けており、今

後ともこのような管理が必要な最終処分場であ

ります。今、特殊な事情があるというお話でご

ざいましたが、市町村の設置する一般廃棄物最

終処分場の適正化に要する費用につきまして

は、設置者である市町村が負担すべきものであ

りますので、県がその費用を負担するというの

は困難であるというふうに考えております。以

上でございます。

○山下博三議員 もう時間が来てしまいまし

た。質問が飛んだところや、いろいろありまし

て、執行部の皆さん方には迷惑をかけたと思う

んですが、それぞれ提案しました質問事項につ

きましては、今後、私も研究課題として、いろ

いろまた勉強していきたいと思っておりますか

ら、御指導方よろしくお願い申し上げまして、

一般質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○坂口博美議長 次は、52番福田作弥議員。

○福田作弥議員〔登壇〕（拍手） まず最初
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に、知事の政治姿勢についてお尋ねいたしま

す。

絶対的な権限を持った知事初め執行部が、議

会から監視されることを期待するなど、通常で

は考えにくいのであります。しかし、本県の場

合、官製談合事件という県政の不祥事の後、就

任された東国原知事は、あえてそれを議会に求

められました。

さて、私は先般、都道府県議会議員研究交流

大会で議会の監視機能の強化について勉強する

機会を得ました。第29次地方制度調査会専門小

委員会委員長の関西学院大学の林教授がコー

ディネーターとして意見開陳され、その取り組

み事例として、三重県の県議会議長、鹿児島県

の県議会議長、お二人から発表がありました。

特に三重県については、かなり先進的な取り組

みがなされているので、議会の監視機能の強化

は何がきっかけであったのか、また知事・執行

部との関係はどうであったのか、質疑応答の中

で一番最初にお聞きいたしました。きっかけ

は、本県にも起こりました裏金問題でありま

す。監視機能の強化については、知事・執行部

としては何か疑われているようで、内心穏やか

でないと思うのでありますが、その点について

は、当時の北川知事が県議会の出身であり、そ

の必要性を十分に認識され、協力的であったこ

と、裏金問題が発覚した直後ということでもあ

り、県民世論の後押しも大きく、思い切って監

視機能の強化を伴った議会改革への取り組みが

始められたとのことであります。

今後、本県において二度と不祥事を起こさな

いためには、知事も議会も、県民の目線に立つ

改革の方向に向かわざるを得ないと考えます。

先発の三重県議会を見ますと、県政の課題につ

いて、学識経験を有する者で構成する調査機関

の設置や、専門的な知識経験を有する者を任期

を定めて議会事務局職員として採用することな

ど、知事部局の理解なしでは到底できない、監

視機能強化のための事務局体制が着々と整備さ

れているようであります。そこで、北川元三重

県知事を師と仰がれる東国原知事は、この先進

事例をどのようにお考えか、また本県で同様の

取り組みをする場合は御理解をいただけるもの

かどうか、あわせてお尋ねをいたします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、後は

質問者席からいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

県議会が監視機能を果たすための体制づくり

ということでございます。県政のあらゆる分野

におきまして、県民本位の公正で効率的な政策

推進が求められている中、県民の代表である県

議会の役割は大変重要であると認識しておりま

す。このため、県議会との交流人事につきまし

ては、県議会の御意見をお聞きしながら、適材

適所の人事配置に心がけているところでありま

す。財政状況が厳しい中で、職員数の削減等に

も取り組んでいるところですが、今後とも、知

事として対応できるものには適切に対応してま

いりたいと考えております。以上です。〔降

壇〕

○福田作弥議員 12月２日、日向学院のドン・

ボスコ記念館におきまして、知事のマニフェス

トの概要説明、パネルディスカッションがある

ことを新聞で見ましたので、のぞいてみまし

た。知事人気、依然衰えずで、中学生から高齢

者まで、700～800人ぐらいでしたでしょうか、

来場者があったと思います。その内容は、県議

会やマスコミ等でお話しになっている内容でご

ざいました。唯一印象に残ったことは、私ども
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の県議会が大きく変わりつつあり、特に一問一

答の質問方式の導入、政務調査費の透明化、海

外視察の取りやめなどなど、そして議会中、居

眠りをする議員がいなくなったことを挙げられ

たのであります。今の状況からしますと、県庁

も県議会も、さらに県民の意識も変化し、まさ

に県民総力戦で県政の改革ができると自信のほ

どを示されました。

当日は、マニフェストの生みの親であります

元三重県知事の北川教授も参加されておりまし

て、マニフェスト選挙を基軸として地方政治が

大きく変わることを熱く説かれ、東国原知事の

誕生の原動力はマニフェスト選挙であったと断

言までされました。一方、私ども地方議会には

現状のままでは存在価値もないとまで言われ、

議会の末席を汚す者として、じくじたる思いで

ありました。

そこで、今回の決算について御所見を求めた

いと思います。私どもの決算分科会では今回、

問題の預け、裏金に対する調査確認で一番重要

な資金の流れ、すなわち公金を離れた後の受け

手側の預金通帳の提示を求めたのであります

が、諸般の事情により実現しませんでした。書

類上は完備された支出伺に基づいて、相手側の

口座に振り込まれ、この時点で公金を離れるわ

けでありますが、この後の過程で預け、裏金の

コントロールがされたと考えられるのでありま

すが、残念ながら、この肝心な調査ができな

かったのであります。そこで、全容を確認でき

る立場の知事は、この件に関してどのように認

識されたのか、また今回の決算審査に対する執

行部の受検姿勢は十分であったのかどうか、あ

わせてお尋ねをいたしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） お答えする前に、御

指摘の、議会で居眠りをする人がいなくなった

というのは、少々言い過ぎでございました。お

わび申し上げます。

今回の調査に当たりましては、該当所属のみ

ならず、各部局の連絡調整課や庁内調査委員会

の作業チームが出向いて、取引業者の帳簿や納

品書等の証拠書類の徹底した調査や事情聴取を

行いました。その内容は外部調査委員に詳細に

報告し、専門的な立場からの厳格な指導、助

言、検証を受けるなど、二重三重のチェック体

制で行っており、私としても、できる限りの調

査は行ったものと考えております。その上で、

今回の決算審査においても、調査で把握した内

容については、各部局とも可能な限り詳細に御

説明申し上げたと考えておりますが、納得のい

く説明が得られなかったという御指摘があった

ことは真摯に受けとめたいと思います。今後、

不適正な事務処理が二度と起きないよう、再発

防止に全力を尽くしてまいりたいと考えており

ます。

○福田作弥議員 知事のほうから率直にお話を

されましたので、あえてこの問題については

―もう一つ、この決算の不認定に対すること

でお聞きをしておきたいと思います。県民の声

やマスコミの論調では、今回、何回もこの議会

で出ておりますが―十分でない裏金の調査、

あるいはペナルティーがないため、形式的な手

続、儀式にすぎないのではないか、こういう疑

問の声が寄せられております。知事は今回、裏

金の問題に精力的に取り組まれ、うみを出し切

るような決意で臨まれていると思います。そこ

で、法律上、決算の不認定に対する行政当局へ

の制裁はないのでありますが、道義的責任論だ

けで終始するようでは、今後の防止対策はなか

なか難しいと考えるのであります。今、知事

は、全国でも脚光を浴びている、改革意欲に燃
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えた方であります。ぜひ決算の不認定の場合の

ペナルティー等の制度を法制化するよう―自

分を罰する法律をつくることになりますが―

求められる考えはないか、お尋ねをしておきた

いと思います。

○知事（東国原英夫君） 決算が不認定とされ

た場合でも、それによって、既に執行された支

出の効力が法律上影響を受けるものではないと

解されておりますが、地方公共団体の長の政治

的、道義的責任は残るものと考えております。

決算につきましては、議会の議決結果とあわせ

て、国に報告するとともに県民に公表すること

となっており、県議会の皆様を初め県民の方々

からいただく御批判、御意見等を真摯に受けと

めながら、今後対処してまいりたいと考えてお

ります。

○福田作弥議員 それでは、次に移ります。

大消費地への物流体制の整備についてであり

ます。

私は、昭和54年の初当選以来、ずっとこの問

題を本会議で提言、質問をいたしてまいりまし

た。最近では年を追うごとに、この問題が強化

どころか弱体化の一途をたどっておりまして、

大変心配いたしております。責任は、県当局は

もちろん私ども議会にもあると、関係される皆

さん方に申しわけなく思っておるわけでありま

す。

本県の農畜産物などの大消費地への輸送はト

ラック、カーフェリー、鉄道の３本立てで行わ

れておりました。昭和50年代には既に輸送の円

滑化を欠く状態になっております。昭和54年12

月の県議会で、当時の松形知事が、あるいは農

水省から出向されておりました白井農政水産部

長でしたか、その件を率直に認められておりま

して、京浜等の大消費地への農畜産物専用船開

発構想に着手したことを本会議場で明らかにさ

れました。その内容を紹介しますと、「チャー

ター船によるテスト輸送の実施、専用船の規

模、あるいは荷役施設等のあるべき姿について

の研究を日通総研に委託して調査を実施し、庁

内に専用船開発研究委員会を組織し、さらに調

査研究を続けて、安定かつ効率的な輸送手段と

して、農畜産物専用船の開発を進めてまいりた

い」となっております。その後は、余り進展し

ていないんです。

特に今、反省するに、国のバラ色の施策に振

り回されまして、新幹線の誘致運動、それ以前

には一生懸命やっていた日豊線の複線化の運動

は、いつの間にか立ち消えになりまして、実は

県議会の議会棟の入り口には促進期成同盟会の

看板もあったんですが、それもいつの間にかな

くなっておりました。海上交通では、官民挙げ

てテクノスーパーライナーの誘致合戦に参画し

たんです。バブルの崩壊で、これも撃沈しまし

た。高速道路の建設のみが今残っておるんです

が、高速道路を除き、いずれも徒労に終わった

のであります。私は、東国原県政の誕生を機

に、もう一回、県政の最重要事項として、この

物流の再構築をやってみたいと考えておるので

あります。よく関係者から、「県当局は最初の

入り口まではあおり立てが上手だが、後はしり

切れトンボで終わり、民間はたび重なる大会参

加あるいは陳情で経費負担を強いられ被害者

だ」と、恨みにもとれる苦言を聞かされるので

あります。

そこでお尋ねでありますが、八方ふさがりの

大消費地への物流対策として、環境面からも、

鉄道貨物、ＪＲコンテナを再検討する価値があ

ると考えますが、知事の所見を求めます。第２

点、中期的な観点から、巨費1,400億円が投じら
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れております宮崎港の有効利用の面で、物流コ

ストが最も安く、大量輸送できる海上輸送の再

構築をすべきだと思うのでありますが、どのよ

うにお考えか。第３点、その場合、フェリーは

貨物に特化したローロー船とし、運航コストを

大幅に引き下げなければならないと考えます。

また、野菜等の生鮮を主力貨物とした場合、デ

イリー運航が必要であります。その場合、新規

に貨物の運航会社を探さなくてはなりません。

もう一つ、第４点であります。大消費地、東京

市場を考えた場合、以前使用していた川崎港よ

りももっと利便性の高い有明埠頭等を利用でき

る航路設定をする必要があると思うのでありま

すが、あわせて御所見をお尋ねする次第であり

ます。

○知事（東国原英夫君） まず、ＪＲ貨物につ

いてであります。県央地域からのＪＲ貨物輸送

につきましては、佐土原駅での貨物取扱量の減

少から、平成10年に貨物列車の発着が廃止さ

れ、現在は、佐土原駅のコンテナ基地から延岡

駅へのトラック代行輸送で対応されておりま

す。ＪＲ貨物としては、現在の県内の利用状況

では、多額の投資を必要とする新たなコンテナ

基地の整備は難しいとの認識を持っておりま

す。しかしながら、鉄道貨物輸送は、低コス

ト、大量輸送が可能で、二酸化炭素排出量も少

なく、海上輸送と同様に、今後の物流効率化を

図る上で大変重要な輸送手段であると認識して

おります。このため、県といたしましては、県

内の産業界の皆様方の御意見も伺いながら、Ｊ

Ｒ貨物に対しまして、輸送力の維持・充実を要

望してまいりたいと考えております。

続きまして、船便の御質問でございましたけ

れども、県におきましては、京浜航路の休止直

後から、関東向け航路の再開に向けて複数の大

手船会社への働きかけを行いましたが、カー

フェリーでの航路開設に対する船会社の反応

は、採算がとれないとの理由から極めて厳しい

ものがありました。このため、油津港に就航し

ていたローロー船「南王丸」に対し、県央や県

北地域の貨物輸送を担えるよう、細島港寄港の

働きかけを行い、ことし１月から週２便の寄港

が開始されたところであります。しかしなが

ら、この「南王丸」は便数が少ないことなどか

ら、農産物を初めとした毎日出荷される県産品

の輸送には、なかなか対応が困難な状況でござ

います。県としましては、「南王丸」の早期の

増便等を図るため、利用促進事業の実施や農産

物輸送の実証試験を実施しているところであ

り、こうした取り組みを進めますとともに、私

のトップセールスも含め、運航会社である川崎

近海汽船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。

最後の川崎港についてでございますが、重複

しますけれども、荷物の増加等々が著しい伸び

を示していないゆえに、今後また改めて勉強さ

せていただきたいと考えております。

○福田作弥議員 前回の質問への答弁の域を出

ていないわけであります。今回は、私は通告の

詳しい内容を提出したつもりでございます。実

は、宮崎県の物流効率化に対しましては、平

成13年、日本財団の助成を受けられまして、宮

崎県下の物流効率化に対応した拠点整備構想と

いう調査研究書、大きいやつが出ています。内

容は、全部、海上輸送によるものが想定されて

おりまして、北海道の苫小牧と東京間の海上輸

送が参考にされているようであります。よく考

えてみますと、日本の中で、食料基地で海上輸

送にどうしても頼らざるを得ないのは、北海道

と南九州しかないそうでありまして、そういう
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面では、この10年間、テクノスーパーライナー

で放置をされておりましたから、私は、もう一

回、海上輸送の問題について取り組みをお願い

したいと思います。要望でございます。

それから、ＪＲのコンテナ基地であります

が、これも以前の答弁の域を出ていないわけで

あります。実は、これはいろいろ問題があるん

です。日豊線の宮崎高架をやる段階で、本格的

なコンテナ基地を芳士地区に―住吉と蓮ヶ池

の隣接地でありますが―つくる計画がなされ

ておった。その後、ＪＲの民営化によりまして

頓挫し、申しわけ程度に、先ほど出ました佐土

原駅、あれは日豊線と廃止された妻線の分岐点

でございましたが、そこにコンテナ基地が置か

れた。しかし、市街地に置くわけですから、い

ろんな苦情が出まして、あるいはまだ日豊線

と10号線の立体交差ができておりませんでした

から、あかずの踏切が誕生しまして、延岡に移

転せざるを得なかった。もちろん、そういう環

境下でありましたから、荷物もふえませんでし

た。しかし、京浜航路がなくなり、またその代

替の京浜航路でございました大分県の大在港―

横須賀航路もなくなりましたから、もう頼るの

がＪＲしかないんです、お金を余りかけなく

て。もちろんＪＲは言っていますよ、「投資余

力はありません。皆さん方がおやりになるん

だったら協力しましょう」と。私も調べまし

た。そこで、県当局もお金がないないという、

きょうはこのないない尽くしの本県議会でござ

いますが、私もわかっています、それは。

そこで、本当にＪＲ貨物を必要とする県内の

実需者―貨物の発生者の企業や団体を束ねて

建設資金等を調達し、民活方式も考えられま

す。それでもやろうかという方がいらっしゃる

んですから、ぜひ束ね役をやって、コンテナの

中央部での設置をお願いしたい。宮崎県の荷物

の７割が中央部で発生しますから、今の延岡で

は横持ちに２時間とか３時間かかりますから、

利便性に欠けるんです。ぜひその取り組みをお

願いしておきたいと思います。これは、引き続

き知事でございますね。

○坂口博美議長 質問ですね。

○知事（東国原英夫君） 答えは重複すると思

いますが、新たなコンテナ基地の整備には、Ｊ

Ｒ貨物の意向や建設費の問題のほか、線路等を

所有するＪＲ九州との調整や用地の確保、投資

に見合う利用が見込めるかなど、大きな課題が

あると考えます。しかし、産業界が整備の意向

を持っておられるということであれば、詳しく

お話を聞かせていただいて、対応しなければな

らないと考えております。

○福田作弥議員 ありがとうございました。

続きまして、宮崎港における石油荷役の合理

化についてお尋ねをいたしたいと思います。

私は、石油基地については、それこそ昭和54

年からずっとやってまいりましたが、平成16年

に宮崎港に大きな石油基地が誕生しまして、

今、宮崎県の使用量の３分の１、40万キロリッ

トルを扱う施設として高度利用されているよう

であります。石油価格が高騰する中で、本県の

営農用の重油やガソリン等の安定供給に一定の

役割を果たしていると思われます。非常に喜ば

しい限りであります。

そこで、石油荷役であります。今、知事もご

らんいただいておりますが、この荷役作業が新

しい港にもかかわらず、不思議なことに手作業

になっているんです。ホース等を人力でつない

でおる。ほかの港では、ほとんどローディング

アームという―テレビ等でよくインド洋での

洋上給油が出ますが、洋上給油の写真を思い浮
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かべてもらえればいいかと思います―あの自

動化システムであります。ぜひ宮崎港において

もこの自動化システムをお願いしたい。公共岸

壁でありますから、固定式は問題だということ

を前回言われましたが、幸い、移動式のような

施設がほかの県で稼働しているようであります

から―これも今、お手元に写真として配付を

いたしております―ぜひ宮崎港の石油荷役の

合理化のために、このローディングアームの設

置をお願いしたいのであります。県土整備部長

の所見を求めます。

○県土整備部長（野口宏一君） 全国の状況等

を調査させていただきました。移動式ローディ

ングアームが設置されている岸壁のほとんど

は、民間が所有する専用岸壁でありましたが、

秋田県では、他の利用上支障がないということ

で、民間事業者が港湾管理者の許可を受けて、

公共岸壁で移動式ローディングアームを使用し

ている例がございます。公共岸壁に固定式施設

を設置することにつきましては、特定の事業者

がエプロン上を長期的に占用することになりま

す。許可は困難ではありますが、移動式施設に

つきましては、安全性が確認でき、かつ他の船

舶の荷役に支障を及ぼすような設備を設けない

こと等の条件が満たされれば、可能ではないか

と考えております。

○福田作弥議員 ありがとうございました。県

としては、財政出動を伴わない決定であります

から、ぜひ実現をしてほしいと思います。

続きまして、農林水産物等の海外輸出の取り

組みをお願いしたいと思います。

我が国は貿易立国でありますから、輸出と言

えば、自動車を初め工業製品の数々を即座に思

い浮かべるんです。農畜産物の輸出などという

ことは、本県は農業県でもありますし、考えた

こともなかったのであります。特に輸出という

言葉は、農業ではアレルギーさえあるわけでご

ざいまして、話題も余りありませんでした。し

かしながら、最近、国のほうで農家の士気を鼓

舞するため、攻めの農政と申しまして、農林水

産物の輸出の旗振り役を始めたのであります。

農林水産省が2007年１月から９月までの輸出

実績を発表しておりますが、3,061億円、たばこ

とアルコールと真珠は除いてあります。前年同

期に比べて19％ふえているようであります。農

林水産物の輸出が伸びた理由は、リンゴやナシ

などの果物が台湾や香港などで人気を博してお

ると。また、アジア地域の経済発展が非常に著

しくて、鉢物や盆栽、植木の輸出もできるよう

になった、こういうことであります。政府

は、2013年に１兆円規模の輸出を目標に掲げて

おりますが、大変順調な滑り出しという自画自

賛をしているようであります。

本県においても過去、牛肉、漬物、いろんな

農産物があったと思いますが、ロサンゼルス、

シンガポール、香港、上海等に試験的に輸出を

されております。この輸出の取り組みでありま

すが、全く輸出に関係ない皆さん方がおやりに

なるわけでありますから、そう簡単に貿易実務

はできないのです。私は、その貿易実務を何と

か簡素化できないものかと考えまして、今の県

の外郭であります―ジェトロの関係もござい

ますが―貿易振興会を活用してほしいな、こ

のように考えているところでありますが、お尋

ねをいたしたいと思います。これは商工観光労

働部のほうでしょうか。お願い申し上げます。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ただいま

のは、社団法人宮崎県産業貿易振興協会のこと

だと思いますけれども、これは、本県産業の国

際化とか貿易振興を図るために設置された県内
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で唯一の公益団体でございまして、海外経済情

報の収集・提供や、各種のセミナー、貿易相談

会、商談会などを通じ、県内企業の海外取引に

関する側面的な支援というものを行っておりま

す。協会が、貿易の手続を一括して代行するよ

うな、いわば商社的な役割を担うというような

ことの御提案だと思うんですけれども、これ

は、例えば受注・契約交渉、船舶等の輸送の手

配、通関、決済、金融などの面で公益団体とし

ての制約がありますこと、それから、より専門

的なノウハウが必要なこと、事務局の体制な

ど、さまざまな課題があり、難しい部分がある

んじゃないかと考えております。

○福田作弥議員 予想した答弁でありますが、

そこを組織の再編をし、民間の資金や人材を投

入して、業務の拡大充実を図る、そういうよう

な工夫がこれからの行政の仕事には必要ではな

いかと考える次第であります。いかがでござい

ましょうか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ただいま

申し上げましたけれども、貿易をやる場合の県

内企業のニーズでありますとか、事業採算性、

専門的な知識を持った職員を新たに採用しなけ

ればいけない、確保しなければいけないという

ことがございますので、今の時点では非常に難

しいんじゃないかと考えております。

○福田作弥議員 次に進みたいと思います。

国道10号住吉―佐土原間のバイパスについて

であります。

５年前に、ちょうど12月９日になりますが、

同じような質問をいたしております。大体宮崎

市中央部は、南のほうはほとんど、天満橋ある

いは加納バイパス等の順調な工事で交通渋滞が

かなり解消されてまいりましたが、北部のほう

がまだ渋滞がひどいようでございまして、宮崎

北バイパスの延伸をぜひお願いしたいという地

元当局や市行政の要望が強いようであります。

この前も、県土整備部長のほうに市あるいは地

元から要望があったようでございます。当初こ

の問題が出ましてもう６年ぐらい経過している

んですが、現況をお尋ねしてみたいと思いま

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 国道10号の住

吉道路でございますが、この道路につきまして

は、県道の宮崎西環状線と一体となって、宮崎

広域都市圏の渋滞緩和を図る重要な道路と認識

しております。このため、国土交通省におきま

して、平成15年度から16年度にかけて、道路計

画の段階から住民の意見を聞きますパブリック

インボルブメント、いわゆるＰＩ手法を導入

し、地元住民等への説明会やアンケートが実施

されてきたという状況にございます。県といた

しましては、国道10号の佐土原バイパスから北

バイパス間においては、朝夕の交通渋滞が著し

いこと、また騒音などによります沿道の生活環

境への影響も懸念されることから、国道10号住

吉道路の早期整備について、国に対して要望し

てきたところでございます。

○福田作弥議員 国の直轄事業でありますか

ら、議会の合間を縫って、外山三博議員、横田

照夫議員、私、３人で福岡の整備局に要望に参

りました。いろんなことを聞きました。今、県

土整備部長がおっしゃったとおり、前向きには

考えておる、しかし、道路は何といっても地元

の協力体制が大事だ、その中には県も市も入る

んだよということをしっかりと言われました。

特に私がその時点でお聞きして大事だなと思っ

たことは、地元の受け入れ体制は、かなりしっ

かりしていると思いますが、県と市、特に５キ

ロを超す４車線は、路線が決定しますと環境ア
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セスが必要だということを聞きました。この辺

の代行等もやるような腹構えが欲しいというお

話でございましたから、ぜひ県のほうとしても

考えていただきたい。最後に考えたことは、地

元の受け入れ体制も万全、これは県も市も、そ

して道路が通過する地域、あとは、県当局の国

への強力な働きかけがあれば、早期着工の可能

性が十分あると考えましたが、どうでしょう

か。

○県土整備部長（野口宏一君） 県といたしま

しては、国土交通省、そして地元の宮崎市と十

分連携をとり、早期事業化、事業着手につきま

して、引き続き努力していきたいと思っており

ます。

○福田作弥議員 次に移りたいと思います。

環境配慮型の食と農についてお尋ねしたいと

思います。

食べ物がＣＯ２の排出源―一瞬何のことかと

思うのでありますが、よく考えますと、我が国

は世界じゅうから食料を買いあさっている。輸

入ですね。それには、船の燃料や、その後、陸

揚げした後の生鮮食料品の製造、冷蔵・冷凍コ

ンテナ、ショーケース、家庭の消費での冷凍冷

蔵庫と、切れ間なく続くコールドチェーンの流

通システムは莫大なエネルギーを消費している

と指摘をされるのであります。なるほどと思わ

ざるを得ません。

一方、農業の現場でも、加温によるハウスを

宮崎は一生懸命やっていますし、莫大な燃料を

使っています。また、穀類の乾燥、トラクタ

ー、農作業も大量の化石燃料を使うんです。家

庭のＣＯ２の排出量が13.2％。そこで、本県とし

てこれからの課題は、やはり農業県であります

から、環境配慮型の農業と食を考え、実践する

ことが必要だと思います。そこで、農の分野は

農政水産部長に、また食という視点では学校給

食を担当されます教育長に、どのように考え実

践されるのか、お聞きをしたいと思います。

○教育長（高山耕吉君） 学校給食における食

材につきましては何点かございまして、安心・

安全で良質であること、また安定供給ができる

こと、さらには、保護者の負担とならないよう

安価であることなどを基本といたしまして、地

場産物の活用も十分考慮しながら確保に努めて

いただくよう、市町村教育委員会に対しまして

お願いし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、地場産物を活用した地

産地消給食の日や学校給食献立コンクール等を

実施いたしまして、子供たちに喜んで食べても

らえるような魅力ある献立づくりの支援を行う

ことで、食べ残しをなくすなど、環境負荷の軽

減に努めているところでございます。環境問題

につきましては、大変重要なことであり、今

後、社会のあらゆる分野におきまして考慮して

いく必要があろうかと考えております。以上で

ございます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農業におきま

しても、環境と調和した農業というのは非常に

大きなテーマでございます。したがいまして、

今後、環境に調和した農業を進めていく、これ

を現在、長期計画の大きなテーマの一つに持っ

ておりまして、その方針にのっとって今後、農

業を展開していきたいと思います。具体的に

は、ＣＯ２の関係でありますれば、ハウス等に係

る重油等を使います大きなＣＯ２発生の部分につ

いて、いろいろな取り組みを進めなければなら

ないと思っております。したがいまして、私ど

もは現在、木質ペレットの加温機等の検証もい

たしておりまして、こういった観点から、環境

に優しい農業を進めることを目指してまいりた
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いというふうに思います。

○福田作弥議員 今、農政水産部長は、本県の

代表的なハウス園芸の燃料のＣＯ２対策で、木質

ペレット代替をお話しになりました。先ほど山

下議員もお話しになっていましたが、今、12万

キロリットルぐらいを本県では使っておると。

農業関連の本県の排出量の3.2ぐらいとお聞きし

ました。大変な量ですね。それを考えますと、

木質ペレットは非常に大事な代替燃料と考える

んですが、どうも規模を聞きますと、門川規模

の工場が11ぐらい要るということでありますか

ら、可能かなと考えているんですが、どれぐら

い代替できるものでありましょうか。

○坂口博美議長 今のは企業の数ですか。環境

森林部長―農政水産部長ですか。

○福田作弥議員 木質ペレット代替をお話しに

なりましたから、それで本県で使用されている

ハウス燃料をカウントした場合、門川につくる

工場が11要るんですよと。しかし、それはとて

も無理ですから、どれぐらいが代替として可能

なのかということをお聞きしたいんです。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 木質ペレット

ということで、今、門川のお話が出ましたが、

本県では、年間約91万トンの木質バイオマス資

源が発生していると推計いたしております。そ

の有効活用を図る、これは大変重要なことであ

るというふうに考えております。このうち約３

割が利用されておりまして、特に製材工場など

で発生する端材やおがくず等は、製紙用チップ

あるいは畜産用の敷料―敷きわらの代用品と

して使っております―さらには、木材乾燥用

の熱源などとして利用が進んでおります。残り

の利用されていない約７割は、林内、山林内に

残された間伐材等でございますので、資源量と

しては十分ございますが、その利用に当たりま

しては、収集あるいは運搬のコスト面などでの

課題があるというふうに考えております。以上

でございます。

○福田作弥議員 行政が試験研究、開発をやり

ますと、大いに期待するんですね。現実は、ペ

レットの製造あるいは石油価格が安定期に入っ

た場合のコストを比較した場合、その優位性が

ずっと保てるかどうか、その辺まで検討しない

と、機械まで入れかえるんですから、大変なこ

とになると考えるわけでありますが、そのあた

りを念頭に置いて農政水産部長、試験研究はさ

れておるんでしょうね。

○農政水産部長（後藤仁俊君） そういったこ

とを想定しながら、試験研究としては実証試験

を含めて進めております。ちなみに、ハウス暖

房用の木質系燃料につきましては、やはりエネ

ルギー密度が高く、発熱量が安定して、燃焼効

率が最も高いことが求められると思っておりま

す。また、ハウスがいろいろ点在している本県

の状況下では、貯留、それから供給、輸送、こ

ういった取り扱いが容易であることが望まし

く、現時点では、性能面においては木質ペレッ

トが最も有望であるというふうに考えておりま

す。

○福田作弥議員 最後に、特別委員会で、県南

調査でございましたが、南那珂のあの自己完結

型の集成材工場を見せてもらいました。乾燥や

自家発電をされておりまして、非常に効率的な

運営でございました。そこで感じたのでありま

すが、ペレットは、加工にある一定のコストが

かかるんです。でありますから、その事前の段

階で、南那珂の工場はボイラー燃料として使用

されておりました。これは有効だなと思ったん

です。貯留タンク等の問題やボイラーの問題等

もありますが、やはりできるだけ安い、ローコ
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ストの木質燃料を確保するためには、もう一段

の工夫が要求されると考えておりますので、今

の木質ペレットにこだわることなく、さらにロ

ーコストの木質系燃料の開発をお願いしたいと

思います。以上でございます。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

明日は午前10時開会、本日に引き続き一般質

問であります。

きょうは、これにて散会いたします。

午後２時35分散会


