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◎ 総括質疑

○坂口博美議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、議案第７号「平成18年度決算

の認定について」に対する総括質疑でありま

す。

それでは、ただいまから総括質疑に入りま

す。

総括質疑についての取り扱いは、お手元に配

付の総括質疑時間割のとおり取り運びます。

〔巻末参照〕

質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、36番黒木覚市議員。

○黒木覚市議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の黒木覚市でございます。

冒頭に、去る22日、宮崎県の県政に大きな御

尽力と多大な御功績を残していただきました、

元衆議院議員江藤隆美先生が御逝去されまし

た。ここに、県議会自由民主党を代表し、御冥

福をお祈りしたいと思います。

議案第７号「平成18年度決算の認定につい

て」に対して、自由民主党を代表して総括質疑

を行います。

さて、昨年度を振り返りますと、県政におい

ては、安藤前知事の官製談合事件による逮捕と

いう事態に至り、知事選挙を勝ち抜いて東国原

現知事が誕生した年度であります。一方、国に

おいては、「戦後レジームからの脱却」「美し

い国」を標榜した安倍前総理が誕生し、小泉政

権の維持を訴えたものの、本年度行われた参議

院選挙で惨敗し、現在は福田内閣となっており

ます。いわば、県政及び国政においても、昨年

度は激動と変革の年であったのではないかと感

じております。

また、地方分権の流れが加速する中で、これ

からの地方自治体は、国への依存から脱却して

いく努力を重ねていくことはもとより、その地

域の人々が真に必要とするサービスを、しっか

りとした理念と自己責任のもとに選択し、決定

する地域経営への取り組みが求められておりま

す。

そのような中、平成18年度当初予算の基本的

な考え方について、前知事は、「国、地方を通

じて厳しさを増す財政状況の中で、限られた人

材や財源を活用し、より効率的で質の高いサー

ビスを実現する行政への転換、さらに、新たな

時代における県の役割を踏まえた改革を推進し

ていく必要がある」と言われております。現知

事においては、御自分が組んだ予算ではありま

せんが、行政は継続性であります。今回の質疑

に当たりましては、予算編成時に目指された方

向に基づいて予算がきちんと執行され、その結

果、行政上プラスになったのかマイナスになっ

たのか、県民の意向に沿って福祉の増進に役

立ったのかどうかという観点から、各分野にわ

たり通告に従い質疑をさせていただきます。

まず初めに、平成18年度決算の総括について

であります。

平成18年度の一般会計決算は、歳入が6,004億

円余、歳出が5,944億円余となり、前年度と比較

して、歳入が247億円余の減、歳出が251億円余

の減となっております。率で言うと、歳入が前

年度に比べ４％の減、歳出が4.1％の減、平成11

年度から８年連続で減少しております。一方、

翌年度への繰り越すべき財源を差し引いた実質

収支では19億2,560万円余となり、前年度と同程

度の黒字が確保されました。しかし、単年度収

支を見ると9,482万円余の赤字であります。

平成19年11月27日(火)
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内訳については、歳入において、県税収入

が、企業業績が堅調に推移したことにより法人

事業税等がふえ、3.7％のプラスとなったもの

の、三位一体改革の影響による地方交付税等の

減額により、依存財源の多い本県にとっては大

変厳しい状況になったところであります。歳出

については、款別に見ますと、土木費、農林水

産業費は、財政改革推進計画に基づく公共事業

の削減等により、それぞれ6.5％の減、10.9％の

減となっております。また、民生費及び衛生費

は、障害者自立支援法の施行に伴い、精神保健

福祉事業が衛生費から民生費に移行になったこ

となどにより、民生費は前年度比4.3％増、衛生

費は前年度比13.9％減となっております。

なお、県債発行額は828億9,100万円余と、前

年度に比べ47億3,400万円余の減と３年連続減少

となっておりますが、これまでの数次にわたる

経済対策や災害復旧対策、特例地方債の発行等

により9,173億9,800万円余と、今後の公債費負

担が本県財政にとって大きな圧迫原因となるこ

とが懸念されておるところであります。

また、監査委員からの指摘にもありましたと

おり、県の多くの機関で物品の購入事務等に係

る不適正な事務処理が行われていました。この

ようなことは、理由のいかんを問わずあっては

ならないことであります。今後、公金に対する

職員の意識改革及び内部チェック体制の強化等

に一丸となって取り組むとともに、財務規則な

どの定めに沿った正しい事務処理に努めること

により、県民の批判を二度と招くことのないよ

うに強く望むものであります。

地方財政を取り巻く環境は一層厳しさを増す

ことが予想される中、平成18年度の決算状況に

ついてどのように受けとめているのか、知事に

所見をお伺いいたします。

次に、財政改革の成果についてであります。

本県の財政は、県税等の自主財源比率が低い

などの構造的な課題を抱えており、先ほども申

しましたが、県債残高の累増、その償還の大き

な負担など極めて厳しい状況であります。さら

に、三位一体の改革による地方交付税等の大幅

な削減、今後の社会保障関係費の増加等によ

り、財政のかじ取りがますます難しいものと

なってきております。そのような中、平成18年

度においては、第１次と申しますか、財政改革

推進計画における最終年度であったわけであり

ます。一方、平成19年度以降もまた、新たな財

政改革推進計画に基づき、さらなる義務的経費

の圧縮や投資的経費の縮減・重点化に取り組ん

でおられるところでありますが、平成18年度に

おける財政改革の具体的な成果について、知事

にお尋ねをいたします。

また、短期的には財政再建団体への転落の回

避、中期的には財政の健全性が確保されること

が重要であります。今後の財政運営についてど

のようにかじ取りをされるのか、あわせて知事

にお伺いをいたします。

以上、壇上からの質疑とさせていただき、後

は自席から質疑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。

まずは、決算の総括についてであります。本

県財政は、自主財源の占める割合が低く、財政

基盤が脆弱な上に、地方交付税等の削減や社会

保障関係費の増大等により、大変厳しい財政運

営を強いられました。このため平成18年度の財

政運営に当たりましては、財政改革推進計画に

基づき、義務的経費の圧縮や投資的経費の縮減

・重点化、指定管理者制度の導入等を初め、行



- 12 -

平成19年11月27日(火)

財政改革の徹底を図りますとともに、重点施策

の推進方針を踏まえた施策・事業の重点化に積

極的に取り組んだところであります。また、予

算の執行に当たりましても、本県の財政状況に

ついて職員一人一人が十分認識し、年度を通じ

て計画的、効率的な執行に努めるとともに、県

税収入を初めとする自主財源の積極的な確保

や、徹底した経費節減を図ったところでありま

す。このような取り組みの結果、平成18年度

は、全体としては厳しい財政状況に対応した堅

実な財政運営を図ることができたものと考えて

おります。

なお、不適正な事務処理に関しましては、再

発防止策を着実に推進し、県政に対する信頼の

一日も早い回復を図ってまいりたいと存じま

す。

続きまして、財政改革の成果についてであり

ます。平成18年度は、財政改革推進計画の最終

年度であることから、義務的経費の圧縮や投資

的経費の縮減・重点化、事業の徹底した見直し

や財源確保対策など、財政健全化に向けた取り

組みをさらに積極的に推進したところでありま

す。具体的には、一般会計に係る職員数で263名

削減したほか、予算編成に当たり、投資的経費

の縮減・重点化により180億円、事務事業や県単

補助金の見直しにより約100億円の削減効果が

あったものと考えております。しかしながら、

三位一体の改革等により、本県最大の歳入財源

である地方交付税等が大幅に削減されており、

また、社会保障関係費や公債費の増等により、

今後も多額の収支不足が見込まれるところであ

ります。このため、第２期の財政改革推進計画

に基づき、収支不足の圧縮と、将来にわたって

健全性が確保される財政構造への転換に向け、

財政改革を着実に推進していくことが最重要課

題と考えております。〔降壇〕

○黒木覚市議員 後は自席からさせていただき

ますが、財政構造の弾力性を判断するための指

標である経常収支比率、いわゆる人件費、扶助

費、公債費等の経常的に支出される経費、県税

や地方交付税などの一般財源がどの程度使われ

るかをあらわすものであります。経常収支比率

が低いほど、経常的な支出以外の政策的な経費

に充てることのできる財源が多くなり、弾力的

な財政運営ができるわけであります。一般的に

は、この比率が80％を超えると弾力性を失いつ

つあると言われております。本県においては平

成元年度は69.1％でありましたが、平成９年度

には80％を超え徐々に増加し、平成17年度

は91.1％となり、平成18年度は１ポイント増加

の92.1％となっております。一方、地方公共団

体の財政力を示す指数である財政力指数は0.289

と、平成17年度と比較して若干の増加、起債制

限比率は10.6％、公債費負担比率は22.8％と若

干低くなっております。財政力が類似している

他県と比較して本県の財政はどういう状況なの

か、知事にお伺いをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） お答えします。

本県と同じように財政力指数が0.3未満という

財政力の弱い他の９県の平均と比較しますと、

財政構造の硬直度をあらわす経常収支比率は、

平均95.1％に対し本県は92.1％で、ややよい状

況であります。しかしながら、柔軟性を失いつ

つあるとされる80％をはるかに上回っており、

悪化しているところであります。また、公営企

業の元利償還金に対する繰出金等を含めた実質

的な公債費負担の状況をあらわす実質公債費比

率は、平均14.6％に対し本県は11.8％と、現時

点ではよい状況ですが、今後、公債費の増が見

込まれていることから、十分留意していく必要
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があると考えております。いずれにしまして

も、財政力が脆弱な県との比較であり、今後の

社会保障費や公債費負担の増大、地方交付税の

削減の動きなど、本県財政を取り巻く厳しい情

勢を考えますと、引き続き、あらゆる分野にお

いて財政改革に取り組み、将来にわたり持続的

に健全性が確保される財政構造への転換を目指

すことが不可欠であると考えております。

○黒木覚市議員 次に、県税収入の状況につい

てであります。

地方分権を推進するために行われた三位一体

改革により、今年度から全国規模で３兆円の税

源移譲が行われております。地方にできること

は地方に、すなわち、国からの補助金ではな

く、みずからの財源はみずから賦課徴収し、住

民に身近な自治体が、その地域の人々が必要と

する多様な行政サービスを、自己決定と自己責

任の原則のもとに行うことが重要であり、県に

とっては県税収入は、地方分権を進める意味か

ら極めて重要な財源であります。

さて、県税収入の決算状況を見ますと885

億7,200万円余と、前年度と比べ31億2,800万円

余の増収となり、前年度に引き続き３年連続で

良好な成果を上げております。一方、不納欠損

は、市町村が賦課徴収する個人県民税を含め２

億8,300万円余と、前年度と比較して１億900万

円余り減少しておりますが、収入未済額は前年

度より300万円余ふえ、依然として21億9,400万

円余の収入未済額となっております。県民負担

の公平性といった観点からも、収入未済額の圧

縮が大きな課題であります。また、県税収入未

済額の約半分を占める個人県民税については、

三位一体改革により税源移譲が進み、増収が見

込まれるため、より一層、市町村と連携を密に

して効果的な徴収対策を講じる必要がありま

す。収入未済額の圧縮に対する平成18年度の取

り組みと今後の対策について、総務部長にお伺

いいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 県税の収入未済額

についてであります。収入未済額の圧縮につき

ましては、負担の公平性と財源確保の観点から

重要な課題と認識をいたしております。特に収

入未済額の約８割を占めます個人県民税と自動

車税を重点税目として、未済額の圧縮に取り組

んだところでございます。

まず、個人県民税につきましては、賦課徴収

権が市町村に委任をされているため、県では市

町村と緊密な連携を図りまして、共同徴収や徴

収実務研修などの従来の取り組みに加えまし

て、平成18年度から新たな取り組みとして、個

人住民税の滞納案件を県が引き継ぎを受け滞納

処分等を行う、直接徴収も行ったところでござ

います。また、自動車税につきましては、コン

ビニ収納を実施し納期内納付の促進を図りまし

たほか、九州では初めてとなります、タイヤ

ロック装置を活用した効果的な自動車の差し押

さえや、全国から参加を募ることができるイン

ターネットによる差し押さえ財産の公売を行う

など、対策の強化を図ってきたところでござい

ます。

今後の対策といたしましては、税源移譲によ

り増収が見込まれる個人県民税の徴収対策とし

まして、今年度、新たに税務職員の併任人事交

流制度を創設し、県税職員の市町村への派遣な

ど、市町村と一体となった徴収対策を実施して

いるところでございます。また、自動車税で

は、全国で初めてとなりますクレジットカード

による納税を実現させ、納期内納付の向上に努

めるほか、滞納整理のさらなる徹底など、収入

未済額の圧縮対策に取り組んでいるところでご
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ざいます。

○黒木覚市議員 次に、指定管理者制度の導入

の総括についてであります。

民間活力等の積極的な活用ということで、平

成18年４月から、62の公の施設について指定管

理者制度を導入され、うち48施設について新た

な民間業者等を指定されました。言うまでもな

く指定管理者制度は、公の施設について民間の

ノウハウなどを活用することにより、多様化す

る住民ニーズに効果的、効率的に対応し、これ

まで以上に住民サービスの向上や経費の節減を

図ることを目的として導入する制度でありま

す。指定管理者制度への移行目的の一つである

具体的な財政負担の軽減額と、指定管理者制度

の導入による効果が最大限に発揮できたのか否

かの総括について、総務部長にお伺いをいたし

ます。

○総務部長（渡辺義人君） 指定管理者制度の

導入効果についてでございます。指定管理者制

度の導入に当たりましては、本県ではすべて公

募を行いまして、導入による効果が最大限に発

揮できるのかどうか等の観点から、指定管理者

の選定を行ったところでございます。その成果

といたしまして、例えば、施設の開館日の拡大

や利用時間の延長、利用料金の引き下げ、ある

いは自主企画イベントの充実など、利用者の利

便性やサービスの向上が図られるとともに、県

の財政負担につきましても、年間で約４億円の

縮減が図られたところでございます。以上であ

ります。

○黒木覚市議員 次に、政策評価についてであ

ります。

県では平成15年度から、成果を重視した政策

の推進を図るため、施策・事業の成果や必要性

等について評価を行っており、平成18年度は189

の施策について評価を実施されております。政

策評価では、前知事が策定した「元気みやざき

創造計画」における施策体系の主な施策を評価

しておりますが、189施策のうち「順調」及び

「概ね順調」が148施策と、全体の78.3％を占め

ております。一方、「一部に努力を要するも

の」が41施策あり、見てみますと、「医療人材

の養成・確保」や「陸・海・空の輸送機能の強

化」など、どれも難しい県政の課題ではないか

と存じます。この評価結果をどのように県政に

生かしていくかが問題であります。平成18年度

の施策評価の結果が、今後の施策や事業の構築

にどのように反映されるのか、総合政策本部長

にお伺いをいたします。

○総合政策本部長（村社秀継君） 政策評価に

ついてでございます。平成18年度の施策の評価

は、「元気みやざき創造計画」に掲げました189

の施策について、数値目標の達成状況等を踏ま

え、評価を行ったところでございます。この評

価におきましては、各施策の課題と今後の展開

方向を明らかにすることによりまして、効率

的、効果的な施策の推進に生かすこととしてお

り、新たな総合計画の重点施策であります「新

みやざき創造戦略」の推進に資するとともに、

新規事業の構築など、今後の予算編成にも反映

させていくことといたしております。以上であ

ります。

○黒木覚市議員 平成19年度から事業仕分け委

員会なるものが設置されております。県が実施

している事務事業の198事業について、その必要

性や実施主体のあり方を抜本的に検討され、先

般、委員長から知事に対し最終提言が報告をさ

れました。この事業仕分け委員会と政策評価の

違いは何なのか。また、どのような役割分担で

施策や事業構築をしていくのか、総合政策本部
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長にお伺いいたします。

○総合政策本部長（村社秀継君） 政策評価と

事業仕分けの違いについてでございます。県政

の推進に当たっては、施策の成果を検証すると

ともに、施策を具現化するための手段でござい

ます事業を見直していくことが重要でございま

す。まず、政策評価につきましては、毎年度、

数値目標の達成状況に基づく施策の成果を検証

し、検証結果を次年度の新たな施策・事業の構

築や重点的な取り組みに反映させることにより

まして、総合計画の適正な進捗管理を図ること

を目的とするものでございます。一方、事業仕

分けにつきましては、社会経済情勢の変化等を

踏まえ、官民の役割分担を見直す必要性から、

県が実施している事業について、必要性や実施

主体のあり方を、外部の意見も取り入れながら

検証するものでございます。政策評価と事業仕

分けは、このような役割分担のもとで政策実現

に向け、それぞれの視点から取り組んでいるも

のでございまして、相互の連携を十分とりなが

ら、施策や事業の構築を図っていくことといた

しております。

○黒木覚市議員 次に、「元気みやざき県民運

動」についてであります。

「健康立県」「環境立県」「安全で安心して

暮らせる社会」の実現を図る目的で、県民との

協働による取り組みの中心的なものとして、元

気みやざき県民運動を約1,000万円かけて実施さ

れたところであります。今年度の予算では、こ

の元気みやざき県民運動は事業化しておられま

せんが、平成18年度における具体的な事業の成

果と、なぜ今年度事業化しておられないのか

を、あわせて総合政策本部長にお伺いをいたし

ます。

○総合政策本部長（村社秀継君） 元気みやざ

き県民運動についてでございます。平成18年度

におきまして、県民運動の周知を図るととも

に、取り組みの活性化に向けて、テレビコマー

シャルや「県広報みやざき」などを通して、サ

ポーターの募集や情報提供を行ってきたところ

でございます。県民運動の成果としましては、

お話にありましたように、３つのテーマであり

ます「健康づくり」「環境保全」「地域みまも

り」への取り組みに対する県民の意識が高ま

り、サポーターの登録者数が１万3,000人を超え

るなど、一定の成果が得られたものと考えてお

ります。

なお、この県民運動は、新たな総合計画を策

定することとしたことに伴いまして、サポー

ターを中心とした展開から、県の関係部局にお

ける具体的な施策に沿った運動等に移行させる

こととし、平成18年度末をもって、事業として

は終了したところでございます。

○黒木覚市議員 次に、「宮崎に来んね、住ま

んね、お誘い事業」等の移住対策についてであ

ります。

2007年の今年から大量定年を迎える団塊の世

代を初めとする都市住民の地方への回帰志向が

高まっているとともに、過疎化、高齢化に悩む

本県においても、都市住民との交流を通じた地

域活性化への期待が寄せられております。ま

た、今回策定された県の総合計画「新みやざき

創造計画」においても、移住促進については重

点施策として位置づけられております。そこ

で、団塊の世代を地域に取り込み、地域の活性

化につなげていくため、これらの都市住民を本

県に誘導し、まずは短期滞在、そして二地域居

住を経て長期滞在へとステップアップしてもら

う取り組みを推進する「宮崎に来んね、住まん

ね、お誘い事業」等の移住対策について、その
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成果と今後の取り組みについて、地域生活部長

にお尋ねをいたします。

○地域生活部長（丸山文民君） 移住対策につ

いてであります。県では昨年、平成18年７月、

市町村やグリーン・ツーリズム関係団体、旅行

業者等約130名を対象にしたシンポジウムを開催

し、市町村等における交流居住に向けた環境づ

くりを推進したところであります。また、同じ

く昨年10月には、宮崎ふるさと暮らし情報サイ

トを県のホームページ内に開設し、各市町村に

おける生活環境や体験プログラム等の受け入れ

環境に関する情報を発信しております。さら

に、この情報サイトの開設に合わせまして、県

及び全市町村に相談窓口を設置し、移住希望者

等からのさまざまな問い合わせにワンストップ

で対応しております。これらの取り組みの結

果、平成18年度は、６カ月間で１万1,000件を超

える情報サイトへのアクセス、180件の相談、そ

して５世帯の移住が実現したところでありま

す。今後とも、市町村等と十分連携を図りなが

ら、情報発信力の強化や受け入れ体制の整備等

に取り組み、県の総合計画における「おもてな

し日本一移住促進」戦略を積極的に推進してま

いりたいと考えております。

○黒木覚市議員 次に、犯罪のない安全で安心

なまちづくりについてであります。

災害に強い県土づくりや犯罪のない社会づく

りを初め、安全・安心な県民生活の確保は最重

要課題であります。県では平成17年度に、「宮

崎県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」

を制定されております。条例の趣旨にもありま

すが、安全に安心して暮らせる地域社会を再構

築するためには、警察の活動に加え、私たち一

人一人が「みずからの安全はみずから守る」と

いう強い意識を持って、地域の安全を守るため

の自主的な活動に積極的に取り組むとともに、

地域の連帯感を高めるさまざまな活動の活性化

に努めていく必要があります。昨年度取り組ま

れた、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関

する施策の具体的な成果について、地域生活部

長にお伺いをいたします。

○地域生活部長（丸山文民君） 県におきまし

ては、自治会連合会やＰＴＡなど86団体で構成

する県民会議を推進母体といたしまして、犯罪

の起こりにくい地域コミュニティーの構築を図

るため、各種事業を展開しております。平成18

年度におきましては、その活動方針を「子ども

の見守り運動」と定め、具体的には、自治会や

子ども見守り隊など県が26団体を指定しまし

て、パトロールの実施や地域安全マップ作成な

どの支援を行ったのを初め、安全で安心なまち

づくりリーダーを育成する講習会や、保育園な

どの防犯訓練に対してアドバイザーの派遣を実

施しました。また、こうした取り組みを広く県

民に情報提供するため、情報紙を年４回発行し

活動事例集を作成するなど、安全・安心の機運

を県内全域に醸成したところであります。この

結果、平成18年度は、自主防犯団体数が目標値

の２倍となる約200団体となり、地域安全マップ

の作成件数も目標値を大幅に上回る約150件を記

録するなど、地域安全活動の取り組みが県内各

地で順調に広がっているものと考えておりま

す。

また、昨年度は、ＪＡ共済連宮崎から56台も

の青色回転灯装備車両、いわゆる青パトを御寄

贈いただき、県内では185台の青パトが活躍する

など、県民の自主防犯活動に大きく寄与したも

のと考えております。

○黒木覚市議員 次に、県立看護大学について

であります。
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平成９年４月に開学した県立看護大学は、保

健・医療ニーズの多様化、高度化等の中で、看

護分野における質の高い人材を育成するため設

置され、10年目となりました。薄井学長のも

と、本県の看護教育・研究及び研修の中核機関

として、保健・医療・福祉の向上に大きく寄与

しております。しかしながら、県立看護大学の

卒業生の就職状況を見ますと、学部卒業生の約

半数が県外に就職しているようであり、過去の

決算特別委員会におきましても、そのような状

況を踏まえ、「県立看護大学については、より

一層、地域医療に貢献できる看護師の育成確保

と資質向上が図られるよう、大学の役割につい

て十分検討すること」という審査報告がなされ

ました。現在の看護師不足の折、県立看護大学

を設置したのは、まさに人材育成の点からも先

見の明がありましたが、運営費等で約10億円の

経費を支出しております。平成18年度の県内、

県外への就職状況及び今後の大学運営について

どのように考えるか、福祉保健部長にお伺いを

いたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県立看護大学

における平成18年度の卒業生の就職状況は、県

内が約４割、県外が６割となっております。平

成９年の開学以来、入学生の県内・県外出身者

の割合、卒業生の県内・県外就職者の割合は、

いずれをとりましても、年によって若干の変動

はありますものの、県内、県外がおおむね５対

５で推移してきております。県におきまして

は、入学生の県内出身枠を設けるとともに、県

内出身者に対する入学金の減額を実施するな

ど、県内出身の入学生の確保を通じまして、県

内就職の促進に努めてきたところであります。

県内就職の促進は、大学運営の基本であります

「地元に密着し、地元に貢献する大学」を目指

す上で大変重要であると認識しており、今後と

も創意工夫に努め、入学生の県内出身者の割合

を高めるとともに、県内関係、特に採用する病

院等の関係機関の御協力をいただきながら、県

内就職の促進に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○黒木覚市議員 次に、子育て対策についてで

あります。

平成17年の国勢調査によりますと、年少人

口、いわゆるゼロ歳から14歳が約17万人であ

り、前回の国勢調査が行われた平成12年と比較

すると約１万8,000人の減少となっております。

また、本県における合計特殊出生率は、全国平

均に比べると高いものの、平成17年は1.48と戦

後最低を記録しております。急速に少子化が進

行している現状であります。このような中、県

では、平成17年３月に策定した次世代育成支援

宮崎県行動計画に基づき、県民の積極的参加に

よる子育て支援のための新たな仕組みづくりを

進めておられます。近年の少子化の進行を初

め、核家族化、家庭等の子育て機能の低下、さ

らにはライフスタイルや子供に対する意識の変

化等に伴い、子育て支援の充実は最も重要な課

題となっております。安心して子供を生み、育

てることができる社会づくりを、より一層推進

していくことが必要でありますが、平成18年度

における子育て対策事業の取り組み状況と成果

について、福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 子育て支援対

策につきましては、次世代育成支援宮崎県行動

計画に基づき、乳幼児医療費助成事業や放課後

児童クラブの拡充を初め、各般の施策を全庁挙

げて推進しております。特に18年度からは、県

民全体で子育て家庭を支え合う社会づくりを進
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めるため、その機運づくりと仕組みづくりに取

り組んだところであります。具体的には、昨年

８月から、子育て家庭に割引や特典などさまざ

まなサービスを提供すること等を内容とする

「みんなで子育て応援運動」に取り組み、本

年10月末現在で、592の事業所、店舗等に参加、

御協力をいただくなど、子育て家庭を応援する

機運づくりが進んだところであります。また、

「みんなで子育て」地域づくり推進事業を県内

３市町で実施し、地域のＮＰＯや子育て支援グ

ループの連携が進むなど、地域における子育て

支援の仕組みづくりに一定の成果があったと考

えております。

○黒木覚市議員 次に、森林環境税を活用した

森林づくり事業についてであります。

県では、県土の保全、水源の涵養等、県民が

享受している森林の有する公益的な機能の重要

性にかんがみ、平成18年４月に、県民参加によ

る森林づくりなどを進める「宮崎県水と緑の森

林づくり条例」を施行しました。さらに、県及

び県民等が協働して取り組む森林環境の保全に

関する施策の費用に充てるため、あわせて森林

環境税が導入され、約２億2,000万円の税収入と

なっております。今後、森林の管理は、森林所

有者だけでなく、森林からの恩恵を受けている

県民一人一人が力を合わせて森林を守っていく

ということが大変重要であります。現在、県内

には約2,000ヘクタールの植栽未済地が存在する

と言われており、水資源の涵養や山地災害防止

など、森林の有する公益的機能の低下が懸念さ

れております。そこで、森林環境税を活用した

「水を貯え、災害に強い森林づくり事業」の具

体的な内容と実績について、環境森林部長にお

伺いをいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 水を貯え、災

害に強い森林づくり事業につきましては、森林

環境税を活用しまして、公益保全上重要な森林

を対象に、森林所有者と伐採制限などの協定を

締結いたしまして、県が森林所有者にかわって

造林や間伐を行うとともに、毎年度、流域ごと

に保安林の指定を促進するものであります。実

績といたしましては、荒廃した林地への広葉樹

の造林を８市町村の13ヘクタール、適切に管理

がされていない森林を針葉樹と広葉樹が入りま

じった森林へ誘導するための間伐を18市町村

の322ヘクタール、竹が侵入している人工林の整

備を８市町の19ヘクタール、合計で21市町村、

面積で354ヘクタールの森林整備を実施し、県土

の保全などに努めたところであります。また、

耳川流域におきまして、森林所有者に対して保

安林制度の普及啓発のための説明会を14回開催

いたしまして、今後５年間に約800ヘクタールを

保安林に指定することになったところでありま

す。以上でございます。

○黒木覚市議員 次に、循環型社会づくりにつ

いてであります。

平成17年４月から産業廃棄物税が導入されて

おり、その税収をもとに、産業廃棄物の排出抑

制、リサイクルの促進及び適正処理の推進を図

ることなど、循環型社会の形成に向けて施策が

実施されているところであります。特に廃棄物

の適正処理については、不法投棄による環境の

悪化を考えると、大変重要なことであります。

そこで、昨年度実施された「廃棄物適正処理推

進ネットワーク強化事業」における取り組み状

況と成果について、環境森林部長にお伺いをい

たします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 平成18年度に

おきましては、廃棄物監視員を２名増員いたし

まして、県内の７保健所に15名を配置し、産業
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廃棄物の排出事業者や処理業者への立入検査・

指導のほか、廃棄物の不法投棄を防止するため

の監視パトロールを行っております。この結

果、平成18年度における産業廃棄物の処理業者

への立入検査等の件数は9,285件で、前年度と比

較しまして1,285件、約16％増加をいたしており

ます。また、不法投棄などの悪質な事例につき

ましては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」に基づきまして、改善命令８件、措置命令

１件、許可取り消し１件の行政処分を行ってお

ります。さらに、不法投棄の早期発見、拡大防

止を図るため、新たにＪＡ宮崎中央会など民間

の９団体と協定を締結いたしまして、情報提供

に関する全県的な情報ネットワーク体制を強化

したところであります。以上であります。

○黒木覚市議員 次に、企業誘致促進について

であります。

本県の雇用情勢は、緩やかな改善が見られる

ものの、全国に比べますと依然として厳しい状

況であります。このため、商工業、農林水産業

などの諸産業の振興はもとより、企業誘致や新

たな産業の創出に積極的に取り組み、雇用の確

保を図ることが重要であります。特に企業誘致

については、即効性のある雇用対策であり、今

年度から企業立地促進補助金も最高限度額50億

円に増額されたところであります。企業が進出

する際の決定要因としては、高速道路の整備状

況や空港からの所要時間などインフラの整備の

ほか、用地や人材の確保、工業用水や電力の供

給量などを総合的に判断して決定されると言わ

れております。そこで、平成18年度における企

業立地促進補助金の交付状況及び企業誘致の件

数、最終雇用予定者について、商工観光労働部

長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 企業立地

促進補助金につきましては、平成18年度までに

操業を開始し、補助金申請のあった23社に対し

まして総額12億6,940万9,000円を交付したとこ

ろであります。また、平成18年度に立地調印を

行いました企業は、例えば人工腎臓用中空糸膜

製造の旭化成クラレメディカル、人工透析用カ

テーテル製造の東郷メディキット、大型コール

センターのトランスコスモス シー・アール・エ

ム宮崎など16社で、最終雇用予定者数は1,028人

となっております。

○黒木覚市議員 昨年度の実績からいけば、知

事のマニフェストである「４年間で企業誘致100

社、雇用人数１万人」はなかなか厳しい状況で

はないかと考えます。今年の新語・流行語大賞

の候補にもノミネートされている「宮崎のセー

ルスマン」として東奔西走され、テレビ出演も

数多く、宮崎で見られない東京の番組にも出て

おられるとのことであります。また、先日発表

された今年のヒット商品ランキングの第６位に

「宮崎」が入っており、「地鶏やマンゴー、県

庁ツアーなど、宮崎旋風が日本じゅうを吹き荒

れた」とありました。宮崎の知名度も大いに全

国的に認知されたところであります。今後は、

知事の行動力、ＰＲ力を、地元の経済振興・創

出の大きい企業誘致に向けてほしいものであり

ます。テレビ出演もよいが、これからは企業訪

問等にその行動力を向けていく時期ではないか

と考えます。今後の大型企業誘致の展開につい

て、知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 企業誘致に当たりま

しては、私みずからが積極的に誘致活動にかか

わる必要があると考えております。このため、

知事就任直後の平成18年度の２社を初め、これ

まで13社の企業を訪問したところであります。

また、これまでに企業立地セミナーを東京、名
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古屋、福岡の３カ所で行ったり、企業主催や新

聞社主催の講演会やごあいさつ等の場をかりま

して、企業誘致のプレゼンを行っているところ

でございます。今後とも１件でも多くの企業誘

致ができますよう、積極的にトップセールスに

取り組んでまいりたいと考えております。以上

です。

○黒木覚市議員 次に、新事業・新産業の創出

についてであります。

地元の中小企業が元気でなければ、雇用の確

保もできないのであります。そのようなことか

ら県では、地場企業の経営基盤を強化して、県

内産業の振興を図るため、新商品の開発や新た

な事業分野への進出など意欲ある取り組みを

行っている県内企業に対し、技術支援や研究開

発費の助成、低利融資による金融の支援などを

行っておられます。さらに、県産業支援財団が

核となって、産学官の連携を強化し、本県の基

幹産業である農業と工業、医療等が連携して開

発した新しい技術の事業化の研究も進められて

おります。そのような新事業が生まれやすい環

境の整備や、すぐれた新技術の企業への技術移

転に取り組んでいる新事業創出環境整備補助事

業における平成18年度の取り組み状況と成果に

ついて、商工観光労働部長にお尋ねをいたしま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 新事業創

出環境整備補助事業は、宮崎県産業支援財団を

通じまして、県内中小企業等の新商品開発や販

路拡大、さらには産業連携によるビジネスチャ

ンスの創出を図ることを目的といたしておりま

す。平成18年度の実績といたしましては、総合

相談窓口としまして、同財団内に６人のコー

ディネーターを配置し、1,001件の相談に対応い

たしております。また、ＩＴシステムの構築や

ＩＳＯの取得支援など、企業の抱えるより専門

的な課題の解決を図るために、21の企業に専門

家を派遣しておりまして、新商品・新サービス

の開発や、建設業などからの新分野進出につな

がっております。そのほか、新商品の発表の場

を提供するベンチャープラザ宮崎や、農業法人

と異業種企業とのマッチング会を通じまして企

業同士が連携する機会を提供するなど、新たな

事業の創出に努めたところでございます。

○黒木覚市議員 次に、若年者・障がい者への

就労支援についてであります。

国の発表によりますと、今年９月の全国の完

全失業率は4.0％となっており、昨年と比較する

と回復傾向であります。しかしながら、本県の

雇用情勢を見ますと、本県の有効求人倍率

は0.66倍と、全国の1.05倍と比較し、依然とし

て厳しい状況が続いております。特に、若年者

を取り巻く雇用環境は、高い失業率や離職率、

フリーター問題など厳しい状況にあります。ま

た、昨年の障がい者の雇用率を見ますと1.90％

となっており、全国平均の1.52％や法定雇用

率1.80％を若干上回っていますが、平成11年

の2.02％をピークとして、障がい者雇用率は低

下しております。このようなことから、就職活

動に悩める若年者や就職が困難な障がい者を初

め一般求職者など、さまざまな雇用ニーズに対

応するためのきめ細かな就労支援を促進してい

くことは、非常に大切な取り組みであります。

そこで、平成18年度に実施された若年者・障が

い者等就労支援強化事業の実施状況と、就労支

援の促進にどのような成果を上げているのか、

商工観光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 若年者・

障がい者等就労支援強化事業は、本県独自の就

職支援策としまして、主に、就職活動に悩む若
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年者や就職が困難な障がい者の就労の支援を目

的として実施したものであります。若年者を対

象とした事業としましては、これまでの県内就

職説明会やヤングＪＯＢサポートみやざきの運

営に加えまして、新たに、仕事情報発信サイト

「ＷＯＲＫ ＮＥＴ みやざき」を開設し、雇用

のミスマッチの解消や定着促進等に努めており

ます。

次に、障がい者を対象とした事業としまして

は、障がい者雇用コーディネーター設置事業に

加えまして、在宅での就業を促進する障がい者

在宅就業サポートセンター支援事業を実施する

など、障がい特性を踏まえた多様な就労支援に

努めたところであります。これらの結果、ヤン

グＪＯＢサポートみやざきでは、延べ2,281人の

利用があり、162人の就職決定に結びつきました

ほか、障がい者雇用コーディネーターを通じた

障がい者の就職決定者数が220人となるなどの実

績となっております。

○黒木覚市議員 次に、新みやざきブランド推

進対策についてであります。

本県の基幹産業である農業については、ＷＴ

Ｏ、ＦＴＡなどに象徴される、国内外の産地間

競争の激化、担い手の減少や高齢化等の構造的

な課題に加え、本県でも発生した鳥インフルエ

ンザや全国的に問題となっている食品の偽装表

示など「食」の信頼を揺るがす事件の発生、原

油価格の高騰など、さまざまな課題に直面して

おります。そのような中、本県は全国に先駆け

平成15年に、食の安全・安心の確保を目指した

食料供給県宮崎の取り組みや基本姿勢を「情熱

みざき産地とりくみ宣言」として公表し、安全

・安心な宮崎県農産物の取り組みを行っている

ところであります。そこで、平成18年度に実施

した本県農産物のブランド推進対策事業の成果

について、農政水産部長にお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） ブランド推進

対策事業の成果についてであります。平成18年

度は、花卉で初めてとなります「みやざきオリ

ジナルスイートピー」、それから「みやざきへ

べす」など５商品、10産地を商品ブランドに追

加いたしまして、消費者の求める商品づくりを

進めてまいりました。また、安全・安心な農産

物を供給できる産地体制の強化を図るため、分

析農薬の種類を新たに60種類追加いたしまし

て290種類に拡大するなど、全国トップの「宮崎

方式」と呼ばれる残留農薬検査体制の充実を

図ってまいりました。さらに、全国のテレビＣ

Ｍ放映などによる情報発信や、大消費地の量販

店等においての知事のトップセールスなど、消

費地における安定的な取引の推進や取引先との

パートナーシップの強化に取り組んでまいりま

した。これらの取り組みによりまして、本県農

産物の認知度の向上が図られますとともに、

「みやざき」の名前で支持されることによる商

品ブランドの付加価値の向上が図られておりま

す。以上でございます。

○黒木覚市議員 次に、担い手育成総合支援事

業についてであります。

2005年の農林業センサスによりますと、本県

の基幹的農業従事者、いわゆる16歳以上の農業

従事者において65歳以上の占める割合は51.5

％、60歳以上で見ると63.4％にもなります。ま

さに国内屈指の食料供給県である本県の農業振

興には、意欲があり、経営管理能力のすぐれた

担い手の育成確保が極めて重要であります。一

方、国においても、食料・農業・農村基本計画

を策定し、担い手を中心とした農業構造改革の

推進や高付加価値型の農業生産など、各地域の
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創意工夫に満ちた攻めの取り組みに対する積極

的な支援を行っております。そこで、平成18年

度に実施した担い手育成総合支援事業の成果に

ついて、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 担い手育成総

合支援事業の成果についてであります。本事業

におきましては、まず１つに、本県農業の核と

なります認定農業者を育成するため、経営改善

計画の策定指導、さらには経営相談活動等を実

施いたしております。２つ目といたしまして

は、農業経営の法人化を目指す農業者等に対す

る法人化研修会等を開催いたしております。ま

た３つ目といたしまして、集落全体で農業に取

り組む集落営農を進めるための集落リーダー等

を対象にした研修会や集落座談会等を開催する

ことなどによりまして、意欲ある担い手の育成

確保に努めてまいったところでございます。そ

の結果、18年度末現在で、認定農業者8,354経営

体、農業法人525法人、集落営農51組織など、平

成18年度の目標を達成しているところでありま

す。以上です。

○黒木覚市議員 次に、みやざき地頭鶏ブラン

ド対策事業についてであります。

本県の畜産については、言うまでもなく、本

県農業の先導役を担っており、平成17年の農業

産出額3,206億円のうち畜産は1,823億円で、全

体の56.9％を占めております。そのような中、

去る10月中旬に開催された「和牛のオリンピッ

ク」と呼ばれる全国和牛能力共進会で、９部門

中７部門で首席を獲得しました。特に種牛、肉

牛については、最高賞の内閣総理大臣賞を独占

し、「和牛日本一の宮崎県」をまさに名実とも

に知らしめました。関係者の皆さんの取り組み

に対し、心から敬意を表します。

ただ、残念なのは、知事のイラストつきの誤

表示という問題が生じたことであります。私も

養鶏をしておりましたので、地鶏についてはわ

かっているつもりでありますし、譲れない部分

でもあります。地鶏の誤表示というのは、ふん

まんやる方ないものであります。宮崎地鶏は、

東国原知事のトップセールスもあって、今年、

全国区の人気になりましたが、それが今、通信

販売サイトから次々に消えつつあるとのことで

もあります。知事のイラストつきの誤表示に

よって、本県産の地鶏に対する評価が下がって

いるのではないかと心配されます。食味性のよ

さから取引量も年々増加し、全国区となったみ

やざき地頭鶏の火を消すわけにはいきません。

今まさに、生産量の拡大や普及活動の強化が求

められておりますが、平成18年度のみやざき地

頭鶏ブランド対策事業の取り組み状況と成果に

ついて、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） みやざき地頭

鶏ブランド対策事業についてでございます。こ

の事業は、食味性のよさから市場でも人気が出

ておりますみやざき地頭鶏の生産拡大や販売体

制の強化を図り、本県のブランド品として確立

するための事業であります。平成18年度につき

ましては、生産拡大を図りますために、美郷町

に20万羽の素ひな供給センターを整備しまし

て、小林市、日南と合わせまして年間50万羽の

素ひなの供給体制が整ったところであります。

また、みやざき地頭鶏普及促進協議会を中心

に、生産農場の指導やＰＲ活動等の販売体制の

強化を図りまして、平成19年３月には商品ブラ

ンド認証制度の商品認証を受けておるところで

ございます。以上でございます。

○黒木覚市議員 次に、おさかな消費拡大と流

通対策についてであります。

本県の水産業は、長引く魚価の低迷に加え、
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燃油高騰等により非常に厳しい経営状況が続い

ております。このような状況を改善するために

は、良質な宮崎水産物のブランド化を推進する

ことにより、漁業者の品質のよい水産物づくり

や高付加価値で販売する取り組みが必要であり

ます。県内外の消費者等に対する本県のブラン

ドや水産物のＰＲ及び流通対策について、平

成18年度の取り組み状況と事業の成果につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 水産物のブラ

ンド化の取り組み状況と成果についてでありま

す。平成18年度は、淡水魚として初めてとなり

ます「五ヶ瀬やまめ」のブランド認証に向け、

調査検討を進めたところでございます。また、

ブランド品を初め本県水産物の販売を促進する

ため、県内の漁協直販店等におけるＰＲ活動や

「初ガツオフェア」の開催、県外では「シー

フードショー」や「宮崎フェア」への参加等を

行いました。さらに、新鮮な水産物を消費者に

届けるために、養殖マサバの鮮度保持マニュア

ルを作成いたしまして、生産者及び流通関係者

への周知を図ったところであります。これらの

取り組みによりまして、認証品目の付加価値の

向上や販売先の増加が見られるとともに、漁業

者等による消費者への直接販売が伸びるなど、

成果が出てきておるところでございます。以上

でございます。

○黒木覚市議員 次に、平成18年度の道路整備

への取り組みと成果についてであります。

平成18年度は、宮崎県財政改革推進計画の最

終年度に当たり、前年度から引き続き投資的経

費の縮減に取り組まれてきました。計画では、

補助公共事業と直轄事業負担金を合わせた額に

ついては対前年比10％の削減、県単公共事業に

つきましては対前年比30％の削減となってお

り、平成18年度の道路事業費について見ます

と、前年度に比べて、補助及び県単公共事業と

合わせて、金額で約53億円の減、率にしまして

マイナス11％という厳しい結果となっておりま

す。一方、本県では、道路交通への依存度が極

めて高いにもかかわらず、高速道路の供用率

が40％、国県道の改良率が約64％と、ともに九

州最下位であり、当然、全国でも下位のほうで

あります。地域を活性化し、安全で安心して暮

らせる社会を実現するためには、体系的な道路

交通網の整備が不可欠であります。平成18年度

予算編成方針の中で、「幹線道路である国道や

県民生活に密着した県道などの重点的かつ効果

的な整備に取り組みます」と言われておりま

す。そこで、平成18年度、道路の整備にどのよ

うに取り組み、またどのような成果があったの

か、県土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 本県の道路整

備につきましては、災害時の孤立化解消、救急

医療施設へのアクセス向上等、生命線道路の整

備や都市部における渋滞緩和のための環状道路

の整備、東九州自動車道等の事業進捗にあわせ

たインターチェンジへのアクセス道路の整備な

どを重点項目といたしまして、効率的、効果的

な整備に努めてきたところでございます。平

成18年度の具体的な成果といたしましては、延

岡市の国道388号無鹿バイパスや椎葉村の国

道265号下椎葉拡幅など、国道で３路線８カ所、

日南市の日南志布志線大窪工区や高鍋美々津線

の鬼ヶ久保工区など、県道で10路線11工区を完

成供用し、部分供用を含めまして国県道合わせ

て約23キロメートルを供用したところでござい

ます。今後とも、厳しい財政状況ではございま

すが、計画的な用地取得やコスト縮減を行い、

選択と集中に努め、道路整備に対します県民の
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皆様方の要望にこたえていきたいと考えており

ます。

○黒木覚市議員 さきの９月議会において、県

議会として「道路特定財源の確保と高速自動車

国道等の整備促進に関する意見書」を国に提出

いたしました。道路特定財源については、暫定

税率を延長し、受益者負担という当該制度の本

来の趣旨に基づき、全額を道路整備費に充当す

るとともに、国から地方への配分割合を高くす

るなど、地方における道路整備財源の充実を図

ることを要望しました。仮に暫定税率の適用を

しない場合、本県における減収額はどれぐらい

になるのか、県土整備部長にお伺いをいたしま

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 道路特定財源

諸税につきましては、平成19年度の県の税収152

億円をベースとして試算いたしますと、約69億

円の減収が見込まれるところでございます。

○黒木覚市議員 約69億円も減収になるという

ことでありますが、ただでさえおくれている高

速道路の供用率及び国道の改良率が一層低くな

るのは目に見えております。道路特定財源の一

般財源化反対と暫定税率適用の延期を強く国に

求めるべきであります。知事に対し、道路特定

財源に関する基本的な考え方及び今後の取り組

みについてお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 道路特定財源につき

ましては、来年度の税制改正に向けまして、一

般財源化や一部廃止などの議論が行われており

ますが、公共交通機関の利便性が低く、自動車

に頼らざるを得ない中で、道路整備水準が低い

現状をどげんかせんといかん本県にとっては、

暫定税率の延長や道路特定財源をすべて道路整

備に充当することが必要であると考えておりま

す。そのために我々ができることは、地方の声

や実情を中央にアピールしていくことであり、

これまでも、県内外の各種大会を通して道路整

備促進に向けた機運を盛り上げるとともに、国

や関係機関・団体などに対し、強力に要望活動

を行ってまいりました。今後も引き続き、地方

の道路整備財源の充実強化が図られるよう、あ

らゆる機会を通して、県民総力戦で取り組んで

いきたいと考えております。

○坂口博美議長 議題の範囲内で、よろしく。

○黒木覚市議員 次に、東九州自動車道の整備

についてであります。

経済交流を支える基盤整備、特に高速道路

は、産業の振興や地域の活性化に大きく寄与す

るところであります。そもそも高規格道路網に

ついては、昭和62年に閣議決定された四全総に

おいて、21世紀に向けた多極分散型国土形成の

ため、交流ネットワーク構想の必要性から、主

要拠点間の連絡強化を目標とし、１万4,000キロ

メートルで形成することとされております。本

県では、九州縦貫自動車道が91キロメートル、

東九州自動車道が187キロメートル、九州横断自

動車道延岡線が51キロメートルの３路線、約329

キロメートルが対象であります。既に21世紀に

なったわけでありますが、いまだ東九州自動車

道及び九州横断自動車道延岡線は開通しており

ません。主要拠点間の連絡強化という観点から

見ても、県庁所在地の宮崎市から隣県の大分県

の県庁所在地である大分市まで４時間半もかか

る状況であります。一方、鹿児島県では、平

成23年には九州新幹線が全線開通する予定であ

り、開通後は鹿児島中央駅から新大阪駅までは

約４時間前後で着くとのことであります。まさ

に交通の格差であります。国においては、真に

必要な道路整備を計画的に進めるため、12月中

旬には、今後の具体的な道路整備の姿を示した
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「中期的な計画」を作成することとされており

ます。県及び県議会としても、経済交流の根幹

となる東九州自動車道や九州横断自動車道延岡

線の高速道路を初め、災害時の孤立化防止や都

市部での渋滞緩和など、県民生活に不可欠な道

路整備が「中期的な計画」の中に盛り込まれる

よう要望していかなければなりません。

まずは東九州自動車道についてであります

が、早期の開通には、まず用地取得が大前提で

あります。補償を目的とした植栽行為という不

届きな問題もありますが、一刻の猶予もありま

せん。平成18年度における東九州自動車道用地

対策事業について、その成果と今後の取り組み

について、県土整備部長にお伺いをいたしま

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 県におきまし

ては、東九州自動車道の早期完成を図るため、

西日本高速道路株式会社から有料道路区間の門

川―西都間、国土交通省から新直轄区間の大分

県境―北川間及び清武―日南間について、用地

事務の委託を受けているところでございます。

有料道路区間の平成18年度末までの用地取得進

捗率は、門川―日向間が95％、日向―都農間が

５％、都農―西都間が97％となっており、平

成22年度から26年度までの開通目標に向け、順

調に用地が取得されたところであります。新直

轄区間の用地取得進捗率は、同じく平成18年度

末までに、大分県境―北川間が１％、清武―北

郷間が43％、北郷―日南間が10％となっており

ます。

なお、新直轄区間につきましては、用地取得

の進捗に伴いまして、本年３月に北郷―日南間

におきまして、また、６月には大分県境―北川

間におきまして相次いで着工式が行われるな

ど、全区間で工事が行われることとなりまし

た。門川―西都間の懸案である補償金目的の植

栽行為箇所につきましては、昨日、西日本高速

道路株式会社から、高鍋―西都間における２カ

所につきまして行政代執行請求を受理したとこ

ろでございますが、今後とも自主撤去を呼びか

けるとともに、応じない場合には土地収用法に

よる手続を進めるなど、全区間で用地取得の促

進を図り、１日でも、１年でも早い開通に向

け、重点的に取り組んでまいりたいと存じてお

ります。

○黒木覚市議員 次に、県立高等学校通学区域

弾力化推進事業についてであります。

来年度から普通科の通学区域の廃止が予定さ

れております。通学区域の撤廃により、生徒た

ちがこれまで以上に、それぞれの個性や能力、

適性に合った高校を適切に選択でき、魅力ある

学校づくりが進むとされております。しかしな

がら、希望する学校に生徒が集中し、人気校と

そうでない高校との格差が広がっていくのでは

ないかと危惧しております。また、新聞報道に

よりますと、中学校の現場では「進学指導の方

向性が見えない」とか、保護者からも「生徒が

都市部に集中し、学校統廃合や地域衰退につな

がる」と、不安が訴えられております。生徒や

保護者のニーズを踏まえた県立普通科高校の通

学区域の撤廃については、導入に当たっての課

題について調査研究を行うということでありま

した。平成18年度事業である県立高等学校通学

区域弾力化推進事業の取り組み状況と成果につ

いて、教育長にお伺いいたします。

○教育長（高山耕吉君） 通学区域弾力化推進

事業につきましては、学校関係者やＰＴＡ代表

者等から成ります協力者会議におきまして、制

度導入に伴う課題への対応等について協議をい

ただいたところでございます。これらも踏ま
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え、新聞による広報や、全中学生、保護者等に

向けたリーフレットの作成・配付、入学志願手

続の改善、さらには各高校の特色ある学校づく

りの支援などを行ってきたところでございま

す。このような取り組みを通しまして、普通科

の通学区域撤廃の円滑な導入に向けまして、積

極的に取り組んでまいりたいというふうに考え

ております。

○黒木覚市議員 次に、県立学校耐震対策につ

いてであります。

学校施設は、児童生徒が安全で安心して過ご

せることが絶対条件であり、緊急の災害時には

応急避難所としての役割も担っております。安

全の確保が最重要課題であります。県立学校の

耐震化につきまして、平成22年度までの耐震診

断実施計画を全面的に前倒しし、平成18年度の

１年間でほぼすべての校舎の診断を実施すると

ともに、耐震補強が必要な建物について優先的

に補強工事を行うこととするということであり

ました。そこで、平成18年度事業である県立学

校耐震対策事業の成果及び耐震補強工事の進捗

状況について、教育長にお伺いをいたします。

○教育長（高山耕吉君） 平成18年度の県立学

校の耐震対策事業の成果でございますけれど

も、耐震診断を232棟、耐震補強工事を８棟実施

いたしました。これによりまして耐震診断はす

べて終了し、本年４月現在の耐震化率は80.1％

となっております。以上でございます。

○黒木覚市議員 次に、交番機能強化事業につ

いてであります。

最近の本県の治安情勢については、刑法犯認

知件数で見ますと、平成14年の１万8,000件を

ピークに徐々に減少しつつあります。しかしな

がら、昨年も１万件を超えており、県内でも殺

人、強盗などの凶悪事件が相次いで発生し、治

安に対する県民の不安もまだ解消されていると

は言えません。交番・駐在所は、地域住民の暮

らしの安全を守る生活安全センターであり、パ

トロールをする警察官の姿は、地域住民に安心

感を抱かせるなど、重要な役割を担っておりま

す。治安回復には交番機能の強化が必要であり

ます。そこで、昨年度実施された交番機能強化

事業の成果について、警察本部長にお尋ねをい

たします。

○警察本部長（相浦勇二君） 交番機能強化事

業の成果についてでありますが、県警察では、

街頭犯罪抑止のための交番機能強化事業におい

て、昨年度、交番相談員を９名増員し、11警察

署、38交番に合計で42名の相談員を配置したと

ころでございます。その活動実績につきまし

て、平成17年と平成18年を比較いたしますと、

警察官にかわって取り扱った地理教示、拾得処

理などの取扱件数が合計で9,000件以上増加して

おりまして、18年度増員分の効果のあらわれで

あると考えております。その結果、交番に勤務

する警察官の街頭活動が強化をされ、交番相談

員が配置されました警察署における交番勤務の

警察官の刑法犯検挙率が増加傾向を示すなど、

街頭犯罪に対する交番機能が高まったところで

あり、今後もこれを持続させていきたいと考え

ております。以上であります。

○黒木覚市議員 時間が少しありますので、最

後に、子育て支援対策について質疑します。先

ほど、福祉保健部長から答弁をいただきました

が、再度、知事にお伺いをいたします。

少子化の進行は、国や社会の存続にかかわる

重要な問題であり、地域の実情に合った子育て

支援に取り組む必要があります。県においては

今年７月に、知事を本部長とする「宮崎県子育

て応援本部」を立ち上げるなど、全庁的な体制
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で子育て支援に取り組まれております。また、

来年度予算の重点施策の一つに「子育て支援」

を掲げており、知事の熱い思いが感じられま

す。少子化対策の推進についてどのように考え

ているか、知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 議員のお話にもあり

ましたように、本県におきましても、少子化の

進行は深刻な状況にあります。私といたしまし

ても、今後の県づくりを進める上で、少子化対

策は大変重要な課題であると認識しておりま

す。このため、本年６月に策定いたしました

「新みやざき創造計画」におきましても、子育

て支援体制の充実を特に重点的に推進すべき戦

略の一つに位置づけたところであります。新し

い宮崎を創造していく上で、これから結婚し、

子育てを担う若い世代が、安心して子供を生

み、育てられる県づくりが欠かせません。これ

を県民総力戦で進めることが重要と考えており

ます。私も子育て応援本部長として、先頭に

立って、市町村や企業、地域の皆さんに働きか

けながら、子育て応援の県づくりに精いっぱい

取り組んでいきたいと考えております。

○黒木覚市議員 以上で総括質疑を終わります

が、後は分科会のほうでよろしくお願いしま

す。終わります。（拍手）

○坂口博美議長 以上で午前の質疑は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午前11時34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、29番満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） それでは、

通告に従い総括質疑を行います。

平成18年を振り返ってみますと、国内外、大

きな出来事がありました。本当に激動の一年

だったと思います。世界的には、北朝鮮が地下

核実験、そしてイランは核開発、ゆゆしき事態

に陥っております。米軍のイラク侵攻も長期化

し、あの第二次世界大戦以上の長期化、そうい

うことになってしまいました。安倍政権が誕生

をしました。短命な政権でありましたけれど

も、教育基本法、そして防衛省の昇格、私たち

からすると、とんでもない内閣だったなと考え

ているところであります。官製談合事件が、福

島、和歌山、そして本県で発生をしました。防

衛施設庁の技術審議官も逮捕されたわけであり

ます。いろいろありました。宮崎はやっぱり変

わらないかん。そういう意味では、52代の知事

として東国原知事が登場しました。これが本県

では一番大きな話題だったかなという気がして

おります。

それでは、本題に入らせていただきたいと思

います。今回、議案第７号「平成18年度決算の

認定について」、知事より議案の送付を受けま

した。これは、平成18年度宮崎県歳入歳出決算

を地方自治法第233条第３項の規定に基づき、知

事は、「監査委員の審査に付した決算を監査委

員の意見を付けて次の通常予算を議する会議ま

でに議会の認定に付さなければならない」もの

であります。

一般会計歳入歳出決算の結果は、歳入6,004

億1,527万円余、歳出5,944億7,208万円余となっ

ております。翌年度への繰越事業に充当する財

源を差し引きますと、実質収支で19億2,560

万9,000円となっております。開会日の提案説明

で、知事は、「第１期の財政改革推進計画の最

終年度である平成18年度の財政運営について
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は、財政の健全性を維持するため、義務的経費

の圧縮や投資的経費の縮減・重点化、指定管理

者制度の導入等を初め、行財政改革の徹底を図

り、重点施策の推進方針を踏まえた施策・事業

の重点化、効率化に努めたが、本県の財政構造

は、県税収入等の自主財源比率が低いなど財政

基盤が脆弱な上に、地方交付税等の大幅な削減

や今後の社会保障関係費の増加などにより、一

段と厳しさを増した。今後、財政改革プログラ

ムに基づき、将来にわたって健全性が確保され

る財政構造への転換に向けた取り組みを着実に

推進し、地方分権時代にふさわしい新しい宮崎

づくりに取り組んでいきたい」と抱負を述べら

れております。

職員一丸となって歳出の抑制に努められてお

ります。地方交付税の削減や社会保障関係費の

自然増等、地方財政を取り巻く環境は一層厳し

さを増し、財政の健全性を維持するとして、義

務的経費の圧縮や投資的経費の縮減・重点化の

徹底が図られ、こうした努力が功を奏し、財政

調整等のための財政調整積立金等４つの基金の

平成18年度末の残高は690億円余と、前年度末に

比べ６億円余の減少にとどまったほか、県債発

行額も抑制されるなど、財政健全化の観点から

は一定の成果も上げています。ここで知事に、

改めて18年度決算の総括をお伺いします。

今回、県機関において預け等の不適正な会計

処理が明らかになりました。調査結果によれ

ば、平成14年度以降、約３億7,000万円に上る多

額の預けや書きかえ等が行われていたことが判

明しました。また、これらのうちには、公費負

担すべきでないものの購入など、不適正な支出

と言わざるを得ないものも含まれています。官

製談合事件に引き続く今回の不祥事は、県民の

県政に対する信頼を大きく損なうことになりま

した。こうした不祥事を二度と起こさないため

には、再発防止策の新たな構築が、執行部はも

ちろん、県議会にとっても何より重要でありま

す。しかし、提案説明では、18年度も引き続き

行われていた預け等の不適正な会計処理につい

ての言及はありませんでした。なぜ不適正な会

計処理が多くの職場で行われていたのか、その

根本となる原因をいま一度しっかり精査すべき

であります。このことを受けて、こうした不祥

事を二度と起こさないように、再発防止策の新

たな構築を行うことが何より重要であります。

なぜ不適正な事務処理が行われたのか、その原

因は何だったとお考えなのか、知事に伺いま

す。

平成18年度宮崎県歳入歳出決算審査意見書に

ついてであります。監査委員より知事に提出さ

れた意見書によれば、一般会計、特別会計合わ

せて14会計を審査対象とされ、審査意見では、

不適正な事務処理について、今年度新たに項目

を起こし、「この問題は、監査委員としても、

監査に対する信頼を確保するため、内部チェッ

ク体制が有効に機能しているかなどの監査の強

化、監査指摘事項等の実効性を確保するための

方策を検討するなど、これまで以上に厳正な監

査の実施に努める」とされております。代表監

査委員に、改めて18年度決算の総括をお伺いし

ます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

決算の総括についてであります。平成18年度

の財政運営は、財政改革推進計画に基づき、財

政健全化に向けた各種取り組みを積極的に推進

するとともに、重点施策の推進方針を踏まえた

施策・事業の重点化に取り組みました。また、

予算の執行に当たりましては、年度を通じて計
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画的・効率的な執行に努めるとともに、県税収

入を初めとする自主財源の積極的な確保や徹底

した経費節減を図ったところであります。この

ような取り組みの結果、平成18年度は、全体と

しては厳しい財政状況に対応した堅実な財政運

営を図ることができたものと考えております。

なお、入札談合事件や不適正な事務処理につき

ましては、県政への信頼を大きく失墜させたも

のであり、県議会並びに県民の皆様に深くおわ

び申し上げるとともに、県政に対する信頼の一

日も早い回復に向け、入札・契約制度改革や再

発防止策の推進に取り組んでまいりたいと考え

ております。

続きまして、不適正な事務処理発生の原因と

今後の対策についてであります。今回の不適正

な事務処理が行われた原因には、職員の公金意

識やコンプライアンス意識が希薄であったこ

と、物品の調達・管理システムが十分に機能し

ていなかったこと、そして予算の執行管理が適

正に行われていなかったことなどが挙げられる

と考えております。このため、これらの原因を

十分に認識し、外部調査委員会の御提言を踏ま

えながら、再発防止策を策定したところでござ

います。主なものについて申し上げますと、ま

ず、職員の意識改革については、全庁的なコン

プライアンス推進組織の整備や、職員研修の充

実強化等に取り組むこととしております。ま

た、物品調達システムについては、各地域の物

品調達事務を一元的に処理する体制を整備する

こと等を考えており、予算の執行管理について

は、緊急の必要がある場合に備え、連絡調整課

に一定額を調整事務費として配分するプールシ

ステムの導入等を行うこととしております。こ

れらの再発防止策を着実に遂行することで、県

民の皆様からの信頼を一日も早く回復できるよ

う努めてまいりたいと考えております。以上で

す。〔降壇〕

○代表監査委員（城倉恒雄君）〔登壇〕 お答

えいたします。

18年度決算審査についてであります。県の多

くの所属で不適正な事務処理が行われましたこ

とにつきましては、監査委員として非常に重く

受けとめております。このため、平成18年度決

算審査に当たりましては、まず、不適正な事務

処理が判明した所属については、早期にその手

法の解明と事実確認を行うために、定期監査の

前倒しや補充監査を実施したところでありま

す。次に、すべての所属長に対して、その責任

を明確にするため、物品等にかかわる予算の執

行状況や購入手続、検査・検収の体制などを確

認するチェクシートの提出を求めたところでご

ざいます。さらにまた、不適正な事務処理の再

発を抑止するため、監査結果の公表の範囲を拡

大するなど、これまで以上に慎重な審査に取り

組んだところでございます。以上です。〔降

壇〕

○満行潤一議員 １つ、代表監査委員にお尋ね

したいんですが、18年度決算審査意見書の５

ページの終わりから６ページにかけて、「指定

管理者の管理運営に対する指導等について」と

いうことで、「指定管理者がその施設に係る補

修工事において不適正な契約手続をしているも

のがあった」と。具体的にこれは契約書を交わ

さなくて工事を行っていた、そういうふうにと

らえていいわけでしょうか。具体的にここだけ

書いてあるのでちょっと疑問に思ったんですけ

れども、お願いします。

○代表監査委員（城倉恒雄君） これは、宮崎

市内の県営住宅を宅建協会に委託しているもの

でございますけれども、ここが生目台西の団地
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の防水工事をしたわけでございますが、その際

に、随意契約でやった部分が、本来であったな

らば一般競争入札にかけるべきものではないか

というふうに思うんですけれども、あえてそれ

を随意契約に持ち込むために予定価格を250万円

以下に抑えてあったということで、こういう指

摘をしたものでございます。

○満行潤一議員 よくわかりました。知事に再

質問させていただきたいと思うんですけど、１

つまた、知事の本が出ていました。「ニッポン

を繁盛させる方法」、これは島田紳助氏との対

談集ということで、686円、非常にリーズナブル

で、ぜひ皆さんも読んでほしいと思うんです

が、この裏表紙に過激なことが書いてあって

―読みます。「このままでは日本は沈没す

る。しかし、立ち直る希望はまだある。景気回

復などしていない。憲法９条は改正すべき。格

差社会はしょうがない。いま地方がすべきこ

と。自民党が変われば日本は変わる」、こうい

う裏表紙になっていて、非常に大胆な中身に

なっているわけですね。その中に社民党の下り

がありまして、そこをちょっと読ませていただ

きますけれども、「７月頃に、僕の支持率が90

何％だとかいう報道がされたんです。ちょうど

その頃、参議院選の間際でしたから、県庁にも

いろいろな方が会いに来られました。一番びっ

くりしたのは、社民党党首の福島みずほさんで

した。福島さんは「憲法９条はそのまんま」と

書いた掛け軸を携えて来られて、「知事、面白

いでしょう？」とかおっしゃるんですよ。そし

て、「知事、掛け軸を持って写真を撮りましょ

う」と。その写真を何にお使いになったか知り

ませんけど―そんな彼女も宮崎県出身です。

そこまで僕は協力したのに、県議会では社民党

がものすごく突き上げてくる」というふうに

なっているわけですね。これは認識の違いなん

だと思うんですけど、私は別に突き上げている

つもりは全くなくて、お互いに手を引っ張って

いこうというふうにしているので、そういうこ

とを踏まえて質問をさせていただきたいんです

けれども。

総括の中で、知事、特に不適正な事務処理が

行われた原因についてお尋ねしましたけど、職

員の公金意識、コンプライアンス意識の欠如、

予算執行管理の適正化が行われていなかった、

そういう答弁だったんですけれども、本当にそ

れだけなのかなという気がしているところなん

です。法令遵守、これは公務員である県庁職員

は率先垂範して法を遵守しています。これは疑

いのない事実だろうと思います。しかし、今回

明らかになった不適正な事務処理は、当然、法

令違反ですが、他県同様に暗黙の了解のもとに

行われていたんじゃないかと私は考えます。な

ぜこういうことになったのか。時の経済対策と

無関係ではないだろうと思います。

私が県議会に初登壇したのが1999年（平成11

年）ですけれども、この年、15カ月予算と呼ば

れる国の予算編成が行われておりました。当初

予算の国会提出から成立まで時間差が生ずるか

ら、年度初めの公共事業の落ち込みがある。そ

れを防ぐために、早目に成立・執行できる前年

度の第２次補正予算を活用して前倒しで予算を

計上する、こういうやり方を15カ月予算といっ

たようです。この補正予算は次年度に繰り越す

ために、この繰り越した分も翌年度分として計

上することから、時の宮沢蔵相が象徴的にこう

呼んだというふうになっています。

つまり、バブル経済が崩壊後、世論に押され

て、公共投資等の拡大、減税等の経済対策を平

成４年度から始めます。それから平成14年度ま
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で、11年間この経済対策を行うわけですけれど

も、総事業費145兆円です。国の一般会計予算２

年分に匹敵するぐらい大きな事業を行うことに

なるわけですけれども、このうち公共投資の拡

大が90兆円、これとは別に地方は、国の求めに

応じて約25兆円を負担して、国・地方で事業を

行っています。25兆円の１％が宮崎県の予算と

いうふうに仮定すると約2,500億円、その事業費

の５％から７％は事務費というのが機械的につ

いてきます。そうすると、中には人件費も入っ

ているんでしょうけれども、おおよそ150億円。

これを11年間で公共事業費の補正に次ぐ補正で

やっている。当然、通常ベースの事業費もあり

ます。事務費もあります。それプラス11年間で

大体150億円ぐらいの事務費がまた現場に来てい

ると、これを執行しているということですね。

時の国はどう言っているかというと、各省庁

は、補助金は使い切ってください、返さないで

くださいというふうに言われているわけです

ね。こうした背景があって残金をプールする、

そういったことが始まったんじゃないのかなと

私は考えています。

一方では、国の要請に基づいて大幅な県債発

行を余儀なくされるわけですね。無理やり、県

も事業をつくってやってください、後から金を

くれるから起債しなさいというふうに言われて

いるわけです。本県の県債残額、6,000億から

あっという間に9,000億に膨れ上がるわけです。

一方で、財政当局は財政健全化の策として、物

件費の一律カット、マイナスシーリングかけて

一律５％カットですよというふうに物件費を抑

えたり、そういうやり方をするわけですね。そ

うすると、もともと事務費のない事業課、部署

は仕事ができなくなる。それで、豊かな事務費

のあるところから融通をし合う、そういうこと

があって、こういう背景があるのかなと考えて

いるわけです。

ですから、そのころは予算を使い切るという

ことが必要だった、それが仕事だったんじゃな

いのかなと。今になれば不正だというわけです

けれども、当時の担当者だけを責めるわけにい

かん。そういう時代背景があるんじゃないかな

という気がします。確かに一部には不適正な予

算執行もありますけれども、大部分は県民の

サービス向上のために執行されている。そうい

う時代背景があることも原因の一つだというふ

うに知事、認識いただけないかなと思います

が、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、そ

ういった構造的な問題ですね、単年度主義、あ

るいは繰り越しの予算執行伺等の煩雑さ等のこ

とが背景にはあったと思います。そして御指摘

の歴史的な、国からの補助金等々の予算を使い

切るというのが美徳であるというような風潮も

あったのではないかと思います。これはあくま

でも予想でございますが。そういったものにも

う終止符を打つ時代ではないかと思っておりま

したので、私は、この県に不適正な事務処理は

ありませんかということを問いただした次第で

ございます。

○満行潤一議員 先ほど知事の答えの中で、外

部の意見等を取り入れて再発防止に努めたいと

いうふうにおっしゃっているんですけれども、

今まで外部の意見とか聞かずに内部だけで執行

していたかというと、たしかそうじゃないわけ

ですね。監査委員制度というのは、内部監査か

ら、その枠から出切れないというふうによく指

摘される方もおられますけれども、今は包括外

部監査というのができていまして、長いこと公

認会計士のプロ集団に委託しているわけです
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ね。それでもこの不適正な事務処理というのは

指摘ができなかった。それはやっぱり限界なの

かなと思うんですけれども、そのことについて

知事はいかがなんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） これまで外部監査も

しっかりした監査あるいは調査をしていただい

たと思っておりますが、やはりこういった預け

とか書きかえというのは、内部から出てこなけ

れば、なかなか日の目を見ることはないと思っ

ています。ですから私は、自主的にこういうこ

とは出していただきたいということを要望した

わけでございます。以上です。

○満行潤一議員 大変残念なことになったわけ

ですけれども、しかし、大部分の県庁マンは本

当に一生懸命仕事をし、立派な決算をつくろう

とされて、今日まで来ている。私も今回、総括

質疑をしようかどうしようか悩んだんですけれ

ども、一生懸命現場で頑張っている職員のこと

を考えると、やっぱりこれはしっかりと言うこ

とは言っていかないかんなと思っています。問

題は、今後どうするか、再発防止だと思うんで

すね。その中で忘れてほしくないのは、知事、

トップですから、職員が仕事がしやすい環境整

備に努めていただく。それをぜひ重ねてお願い

を申し上げたいと思います。もう二度とこうい

うことは行われないだろうと思っております。

今後とも、議会もしっかり襟を正すところは正

してやっていきたいと考えています。

以上で、私の総括質疑を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

○坂口博美議長 次は、17番図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 11月５日か

ら７日にかけて、我々愛みやざきは、三重県松

阪市へ政務調査に行ってまいりました。その政

務調査の折、山の中の小さな生産者の方とお話

しすることができました。そこで、「私も牛を

飼っているから江藤先生には世話になりまし

た。帰ったらよろしくお伝えください」という

ことを頼まれて帰ってきて、それを江藤先生に

伝えようと思っていたところが、きのうの訃報

でした。改めて江藤隆美先生の偉大な功績と、

またその足跡を実感しております。心から江藤

先生の御冥福をお祈り申し上げます。

それでは、通告しておりました「平成18年度

決算の認定について」に対し、愛みやざきを代

表して総括質疑を行います。１期１年目からこ

のような大役を仰せつかり、この機会を与えて

くれた会派のメンバー、そして、ここまで支え

てくれたたくさんの方々に心から感謝を申し上

げます。ありがとうございます。

それでは、通告した内容について伺うもので

すが、質疑を行ったほかの会派と重複するとこ

ろは一部割愛させていただくことを御了承くだ

さい。

まず初めに、知事にお伺いいたします。今

回18年度決算について、前年度対比等の解説は

さきに述べられておりますので、省略いたしま

す。この決算について、全所属292部署の19.2％

に当たる56部署から申告のあった不適正な事務

処理に関する費用３億6,705万7,030円、この金

額も含まれている決算になっています。この事

態には深刻かつ複雑な気持ちでいっぱいです。

この不適正な事務処理により捻出された費用が

含まれる決算内容に対し、知事はどのような所

見を持たれているのか。知事は昨年の12月まで

民間人であられました。その感覚で推しはかる

とするならば、今回の決算が果たしてどのよう

に映っていらっしゃるのか、率直なお気持ち、

知事のお言葉でお聞かせいただきたいと思って

おります。
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次に、２番目に予定しておりました収入未済

額の状況と圧縮について、並びに14番目に予定

しておりました、みやざきブランド宣言定着化

事業及びみやざきブランド輸出促進事業につい

ては、黒木覚市議員にすっかり持っていかれま

した。せっかく準備しておったんですが、残念

です。重複いたしますので、ここは割愛させて

いただきます。ただ、我々愛みやざきと同じ視

点を持つ先輩議員がいていただけるというの

は、非常に心強く思ったところです。

特に、先日、我々愛みやざきは中国上海市に

行ってまいりました。これから県産品を売り込

むため、海外を視野に入れたブランド化の必要

性に確信を持って帰ってきたところでありま

す。この上海視察等につきましては、別の機会

で政策提言等させていただきたいと思っており

ます。

以上、後の質疑につきましては、自席より一

問一答式にてお伺いをいたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

不適正な事務処理が行われていたことにつき

ましては、県議会並びに県民の皆様に心からお

わび申し上げますとともに、二度とこうした不

祥事が起きないよう、組織を挙げて再発防止策

の着実な実施に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

決算全体としましては、財政状況が厳しい中

において、財政改革推進計画に基づく取り組み

を着実に推進するとともに、重点施策の推進方

針を踏まえた施策・事業の重点化に取り組んだ

ところでございます。厳しい財政状況に対応し

た堅実な財政運営を図ることができたものと考

えております。以上です。〔降壇〕

○図師博規議員 淡々とした御答弁でありまし

たが、今の答弁内容を念頭に置き、不適正な事

務処理につきましては、後ほどまた質疑をさせ

ていただきます。

それでは、続きまして、目的税の使途及び成

果について関係部長にお伺いいたします。ここ

では、狩猟税、自動車取得税、軽油引取税、産

業廃棄物税、森林環境税について伺うものです

が、特にそれぞれの税の支出額が大きいものを

抜粋して説明いただき、その事業の内容と目的

税としての役割がどの程度果たされているのか

をお伺いいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 私のほうから、自

動車取得税と軽油引取税についてお答えをさせ

ていただきます。両税の平成18年度の税収につ

きましては、まず、自動車取得税が約32億円、

軽油引取税が約115億円、合計約147億円となっ

ております。このうち市町村への交付金等を除

く約116億円が県の事業の財源となっておりま

す。これら２税の使途につきましては、道路に

関する費用に充てることが法律で義務づけられ

ており、平成18年度の道路事業費に充当し、国

県道等の整備促進を図ったところでございま

す。以上であります。

○環境森林部長（髙柳憲一君） まず、狩猟税

についてであります。平成18年度の狩猟税の税

収は約8,100万円でありまして、鳥獣の保護及び

狩猟に関する経費に充てるため、狩猟者登録を

受ける者から徴収したものであります。主な使

途といたしましては、鳥獣保護区隣接地などで

野生鳥獣からの被害を防止するため、電気さく

等への助成を行いまして、852カ所で延長約369

キロメートルを設置したところであります。ま

た、有害鳥獣捕獲班、212班への捕獲活動に助成

を行いまして、シカ1,261頭、イノシシ948頭な
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どを捕獲したところであります。さらに、県内

各地に鳥獣保護員69名を配置し、鳥獣保護区の

監視あるいは狩猟取り締まりを実施いたしてお

ります。これらの取り組みによりまして、農林

作物等への被害の防止と鳥獣の適切な保護管

理、狩猟の適正化が図られたものと考えており

ます。

次に、産業廃棄物税についてであります。平

成18年度の産業廃棄物税の税収は約２億6,000万

円で、環境森林部を初め、商工観光労働部の環

境リサイクル技術開発支援や教育委員会の環境

教育推進など、14の事業に約１億4,000万円を充

当いたしました。主な事業といたしましては、

廃棄物監視員15名を配置し、廃棄物処理施設へ

の約8,000件の立入検査や、約1,300件の不法投

棄監視パトロールを実施いたしました。また、

廃棄物の適正処理等につきましては、排出事業

者や処理業者に対し11回の講習会を行うととも

に、新聞、テレビ、パンフレットによる県民へ

の啓発を実施いたしました。さらに、産業廃棄

物税の課税の適正化を図るため、産業廃棄物処

理業者が、廃棄物の重量を測定するために設置

いたしますトラックスケールに対し、14件の補

助を行いました。こうした事業によりまして、

産業廃棄物の排出抑制、再生利用の促進、その

他適正な処理の推進を図ったところでありま

す。

次に、森林環境税についてであります。平

成18年度の森林環境税の税収は約２億2,000万円

であり、県及び県民等が取り組む森林環境の保

全に関する施策の費用に充てたところでありま

す。主な使途といたしましては、29のボラン

ティア団体等が行います植樹活動に必要な苗木

約３万1,000本を提供し、約42ヘクタールの森林

づくり活動が行われました。また、公益上重要

な森林を対象に、広葉樹の造林を８市町村で13

ヘクタール、適切に管理がされていない森林を

針葉樹と広葉樹が入りまじった森林へ誘導する

ための間伐を、18市町村で322ヘクタール実施し

たところであります。これらの取り組みにより

まして、災害の防止など公益的機能の高い森林

の整備が進みますとともに、県民参加による森

林づくり活動の拡大につながったものと考えて

おります。以上でございます。

○図師博規議員 特に今、御説明いただいた目

的税の中でも、狩猟税につきましては、その徴

収方法が今年度から変わるという御説明も聞い

ております。有害鳥獣から中山間地域の農作物

を守るためにも、さらなる効果的・効率的な事

業展開を期待いたします。

続きまして、三位一体の改革に伴う本県財政

への影響について、総務部長にお伺いいたしま

す。国は地方分権を盾に、今年度から所得税を

県民税として徴収する税源移譲を実施していま

すが、本県のように税源が小さく税収が限られ

る自治体には、不足する部分について交付税措

置する旨の説明がされています。それでは実

際、平成16年度から18年度までの税源移行期間

には、地方交付税及び国庫支出金がどのように

推移し、また、所得譲与税や税源移譲特例交付

金等がどの程度減額部分に補てんされて今の財

源となっているのか、このあたりの御説明をお

願いします。

○総務部長（渡辺義人君） 三位一体の改革の

本県財政への影響額ということで申し上げさせ

ていただきます。平成18年度までの３年間の三

位一体の改革では、約４兆7,000億円の国庫補助

負担金改革が行われるとともに、廃止・縮減さ

れる国庫補助負担金に関しまして、引き続き地

方が実施する必要があるものについて、約３兆
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円の税源移譲が実施をされたところでありま

す。これに伴い、本県財政では、３年間で国庫

補助負担金が約279億円の削減となる一方、それ

に対する税源移譲による増収は約180億円にとど

まり、差し引きで99億円のマイナスとなってお

ります。このマイナスにつきましては、本来、

地方交付税により調整されることになっており

ますが、その地方交付税自体の総額がこの３年

間で約５兆1,000億円削減されておりますため

に、本県の地方交付税は約348億円の減額という

ことになっております。この結果、税制改正等

による県税の増が約95億円ございますけれど

も、この額を加えましても、トータルとして申

し上げますと、約352億円のマイナスということ

になっております。以上であります。

○図師博規議員 今の御説明では、補てんされ

るどころか、350億を超える減額、減収になって

いるという御説明でした。このことは、知事が

掲げられる財政再建施策である第２期財政改革

推進計画にも大きな狂いが生じてくるものと思

われますが、知事はこの事態をどう認識し、国

にはどう働きかけていくお考えがあるのか、お

聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 本県では、平成18年

度までの３年間にわたり、第１期の財政改革推

進計画に取り組んできましたが、本県最大の歳

入財源である地方交付税が、３年間で約348億円

も削減されたことにより、本県財政はさらに厳

しい状況になりました。本県のみならず、地方

財政が大変な窮地に陥っているのは、三位一体

の改革の名のもとに、一方的に地方交付税が大

幅に減額されたことが何よりも大きな原因と

なっており、地方交付税総額の復元等につい

て、国に強く訴えていく必要があると考えてお

ります。このため、去る11月22日、県議会議

長、市長会長など、県内の地方六団体の代表者

による「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

化を求める決議等を行ったところであり、九州

知事会、全国知事会とも連携しながら、国に対

し、強く要望してまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○図師博規議員 知事の国への働きかけには大

いに期待するとともに、我々も協同し、活動し

ていきたいと思っております。

続きまして、起債についてお伺いいたしま

す。平成18年度末で一般会計9,173億9,865

万7,000円の県債高となっておりますが、18年度

の事業区分別内訳と対前年比、さらに起債のう

ち、今御説明がありましたが、交付税措置され

る性質のものを除した理論上の実質県債残高

を、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 平成18年度末の県

債残高は、9,174億円でございますが、このう

ち、補助公共事業等に充当されます一般公共事

業債が3,673億円で約４割であります。次に、単

独事業に充当される一般単独事業債が2,898億円

で、パーセントで申し上げますと約32％でござ

います。それから、地方交付税の代替財源であ

ります臨時財政対策債が1,515億円で約17％と

なっております。また、残高は、平成17年度末

の9,063億円と比較いたしまして約1.2％の増と

なっております。なお、平成18年度末の9,174億

円の残高のうち、約６割弱、5,100億円程度が交

付税措置されると見込んでおりまして、これを

除きますと、実質的には4,000億円強が県の負担

になるものと考えております。

○図師博規議員 今の御説明を聞く限り、理論

的には約６割が交付税措置されるということに

はなっておるようですが、先ほどもお聞きした
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とおり、国から税源移譲後の交付税措置に対し

ては非情なるまでの削減がされております。

よって、今後とも起債時に交付税措置を約束さ

れた額については、国へ堅持していただくよう

に強く強く申し入れていく必要があるかと思い

ます。

続きまして、いわゆる公共三部の公共事業の

発注状況について、代表し県土整備部長にお伺

いいたします。

公共三部にお聞きしたいのは、一般競争入札

及び指名競争入札、そして随意契約の件数、さ

らに、平均落札額、最高落札額、最低落札額、

これは率でお答えいただきたいんですが、特

に、最高・最低落札率について、それに至った

理由、その最高、最低の額に至った理由につい

ても御説明ください。

○県土整備部長（野口宏一君） 発注件数につ

きまして、県土整備部、農政水産部及び環境森

林部の合計でお答えさせていただきます。建設

工事につきましては、一般競争入札が103件、指

名競争入札が2,274件、随意契約が938件の合

計3,315件となっております。次に、業務委託に

つきましては、指名競争入札が1,664件、随意契

約が1,205件の合計2,869件となっております。

次に、建設工事等の平均落札率、最高落札

率、最低落札率でございます。建設工事の平均

落札率につきましては、一般競争入札が82.4

％、指名競争入札が93.5％、合計で91.1％と

なっております。また、業務委託の平均落札率

は、指名競争入札のみになりますが、93.0％と

なっております。次に、建設工事の最高落札率

でございますが、指名競争入札における99.9％

となっております。最低落札率は、一般競争入

札のうち、最低制限価格を設定しない設計・施

工一括発注方式での48.3％となっております。

業務委託に関しましては、最高落札率は100％、

最低落札率は42.4％となっております。なお、

落札率は競争入札の結果でございまして、工事

場所や工事の内容等により異なるものと思って

おります。

○図師博規議員 それでは、今御説明いただい

た契約内容、契約率等についてお伺いします

が、事業契約後に工事費、委託費が増額及び減

額になっているものの件数とその割合、また、

なぜ増減額せざるを得なかったのか、そのあた

りの御説明をお願いします。

○県土整備部長（野口宏一君） まず、工事に

ついてでございますけれども、全体で3,315件の

うち、増額変更が1,858件で、全体の56.1％に当

たります。減額変更が484件で、全体の14.6％と

なっております。主な変更理由といたしまして

は、工事の実施過程におきまして、現地の形状

や地質、湧水等の状態が、設計図書に示しまし

た施工条件と一致しないため、施工数量や工法

等に変更が生じたことによるものであります。

次に、業務委託についてでございますが、全

体で2,869件のうち、増額変更が838件で率で申

しますと29.2％、減額変更が288件で率で申しま

すと10.0％となっております。主な変更理由と

いたしましては、例えばボーリング調査におき

まして、地盤が当初の想定と異なり、地質ごと

の数量等に変更が生じたことや、用地測量にお

きましては、当初予定しておりました面積と実

測による面積との間に増減が生じたことなどに

よるものでございます。

○図師博規議員 今の御説明、特に注意すべき

は工事についての内容です。契約後に減額変更

率が約15％あるというのはまだしも、全発注数

の50％以上が増額の工事費変更をされていると

いうことですが、これはいかがなものかと思わ
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れます。果たして競争入札制度が正常に機能し

ているのか、もしくは積算技術の向上が必要で

はないかと思われますが、県土整備部長の御意

見をお聞かせください。

○県土整備部長（野口宏一君） 先ほど答弁い

たしましたように、増減変更件数の割合は全体

の約56％となっておりますが、増額いたしまし

た合計金額は当初契約額の約４％となっており

ます。工事請負契約約款におきまして、当初明

示した施工条件と現場条件とが異なる場合は、

発注者と受注者が協議いたしまして、必要があ

ると認められる場合には設計変更を行うことと

しております。今後とも、当初設計の段階にお

きまして、現場条件等を正確に反映させるよう

努めますとともに、契約後の設計変更につきま

しても、適切に対応してまいりたいと考えてお

ります。

○図師博規議員 それでは、次に移ります。基

金運用についてお伺いいたします。関係部長並

びに教育長にお伺いしたいと思います。

ここでは、平成18年度において、基金原資が

全くかほとんど増減なかった５つの基金につい

てお伺いをいたします。１つは土地開発基金、

また美術品等取得基金、環境保全基金、国民健

康保険広域化等支援基金、県営林基金の５つで

す。基金を積み立てるには運用目的があり、特

に土地開発基金と美術品等取得基金につきまし

ては、監査委員からの基金運用状況審査意見書

の中にも、「基金の必要性あるいは基金規模の

妥当性及び基金のあり方について検討を要す

る」旨の意見が付されています。その目的と活

用内容と実績についてお伺いいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 私のほうからは、

土地開発基金についてお答えをさせていただき

ます。この基金は、公用もしくは公共用に供す

る土地をあらかじめ取得することにより、事業

の円滑な執行を図るために設けられているもの

であります。これまで、この基金を活用いたし

まして、庁舎等の外来駐車場や、学校、警察施

設用地などの先行取得を行ってきたところであ

りますが、近年は箱物整備凍結など厳しい財政

事情もありまして、当基金の利用はなされてい

ないところでございます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 国民健康保険

広域化等支援基金についてであります。この基

金は、国民健康保険事業の運営の広域化及び財

政の安定化を図ることを目的として、国民健康

法の規定に基づき、平成14年度に創設されたも

のであります。事業の内容としましては、国民

健康保険事業の運営の広域化や市町村合併に際

し、保険税の平準化を支援するための保険財政

広域化支援事業と、市町村の行う国民健康保険

事業において、財政赤字が見込まれる場合の赤

字を一時的に補てんするための保険財政自立支

援事業の２つから成っておりまして、いずれの

事業も、市町村に対して必要な資金を無利子で

貸し付けることとしております。なお、基金が

創設されましてから平成18年度までの利用実績

はございません。

○環境森林部長（髙柳憲一君） まず、環境保

全基金についてであります。環境保全基金は、

平成元年度に、地域住民等に対する地域の環境

保全に関する知識の普及や実践活動への支援な

どを行うことを目的として創設したものであり

まして、平成18年度末の現在高は４億円となっ

ております。この基金につきましては、基金本

体の取り崩しは行わず、運用して得た利子収入

を活用しているものでありまして、平成18年度

は333万8,000円の利子収入があり、地球温暖化

防止や循環型社会づくりに関する啓発事業や、
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ラジオを通じた環境情報の提供などに活用した

ところであります。

次に、県営林基金についてであります。県営

林基金は、県営林の管理運営に必要な経費を、

伐採収入などで賄えない場合に備えて昭和39年

度に設置したものでありまして、平成18年度末

の現在高は1,188万4,000円となっております。

平成18年度につきましては、森林整備費を伐採

収入で賄えたことから、取り崩しは行っており

ませんが、この基金は、県営林の安定的な経営

のために必要なものというふうに考えておりま

す。以上でございます。

○教育長（高山耕吉君） 美術品等取得基金に

ついてでございます。この基金は、美術品等の

取得を円滑かつ効率的に行うために設けられて

おりまして、これまで約1,800点の作品購入にお

いて計画的に運用をしてまいりました。最近の

厳しい財政状況を考慮いたしまして、現在購入

を控えているところでございます。以上でござ

います。

○図師博規議員 財政難の折ですので、条例改

正を含めて、この基金の運用もしくは取り崩し

等も視野に入れる必要があるかと思われます。

続きまして、社会福祉を支える人づくりにつ

いて、福祉保健部長にお伺いいたします。

本県は、全国を上回る速さで高齢化が進展し

ていることは周知のとおりです。平成18年には

高齢化率24.1％であったものが、近い将来30％

を超えると言われております。一方、その介護

を支える人材については、県内に介護福祉士養

成学校が８校あり、年次的に専門職を養成して

いるものの、どの学校も定員を大きく下回って

いる現状もあります。また、資格を取得して就

職しても、低賃金や過酷な労働条件に耐え切れ

ず、介護福祉士の定着率は非常に低いものに

なっています。条件のよい都市部への介護力流

出を防ぐためにも効果的と思われる、この介護

福祉士等修学資金貸付事業の実態とその成果に

ついてお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 介護福祉士等

修学資金貸与事業についてであります。この資

金は、質の高い福祉人材の養成確保を図るため

に、介護福祉士及び社会福祉士の養成施設に在

学しており、資格の取得を目指す学生に対し

て、月額３万6,000円を最大２年間貸し付ける事

業であります。平成18年度には、前年度からの

継続21名と新規19名の合わせて40名に1,728万円

の修学資金の貸し付けを行ったところであり、

平成５年度の事業開始からの累計では237名に貸

し付けを行っております。県内の介護福祉士に

ついては、事業開始前の平成４年度の298名から

平成18年度には7,658名に、また社会福祉士は６

名から516名と、大幅に増加しているところであ

り、この事業は本県の福祉の専門人材の養成確

保に一定の成果を上げたものと考えておりま

す。以上です。

○図師博規議員 資格を取られて就職をされる

方々がイコールではない。資格を取られている

方はたくさんいらっしゃるんですが、現場につ

かれない、もしくは、つかれてもすぐ退職され

る方もたくさんいらっしゃいますので、やはり

ある一定の介護力の確保のためにも、この事業

は非常に有効かと思われます。

通告しておりました項目、多岐にわたってお

るんですが、限られておる時間の中では全部消

化できそうにありません。幾つか省略いたしま

して、続きまして、いじめの実態についてお伺

いいたします。

文部科学省は今月15日に、2006年度いじめに

関する全国調査結果を発表いたしております。
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文科省は今回いじめの認定基準を変更したこと

から、前年度に比較し、約６倍の12万5,000件の

いじめを認定しています。本県については、前

年度比約14倍の664件の報告がされています。こ

こでは、その認定基準が変更になった主なもの

の説明を含め、いじめ増加の原因や内訳、及び

そのいじめに対してとられた対策を、教育長に

お伺いいたします。

○教育長（高山耕吉君） いじめについてであ

りますが、平成18年度の文部科学省の調査につ

きましては、従前のいじめの定義から、「一方

的に」とか「継続的に」などといった要件が削

除されたこともあり、この結果、本県の認知件

数は、小学校で294件、中学校で236件、県立学

校が134件と、前年度に比べまして増加をいたし

ている状況でございます。このうち、「冷やか

しやからかい」「仲間外れや集団による無視」

が全体の約７割を占めている状況でございま

す。学校におきましては、「いじめ・不登校対

策委員会」を設置いたしまして、定期的に状況

を把握するとともに、悩み調査や教育相談等を

実施するなど、きめ細かな対応をとっていると

ころでございます。また、県教育委員会といた

しましても、スクールカウンセラー等の学校へ

の配置や、子供専用の相談電話をＮＰＯ法人に

委託するなど、教育相談体制の充実を図るとと

もに、教職員の研修を行いまして、いじめの早

期発見・早期対応ができるよう取り組んでいる

ところでございます。以上でございます。

○図師博規議員 今の御報告にさらにつけ加え

て、文科省の報告によりますと、全国的には、

電子メールやインターネットの掲示板等を使っ

たいじめも5,000件近く報告がありました。これ

が今年度初めて報告された内容ですが、本県も

そのようなインターネット等を利用したいじめ

の実態があればお聞かせください。

○教育長（高山耕吉君） 平成18年度、本県に

おきましては、公立学校全体で28件認知をされ

ております。また、いじめの内容といたしまし

ては、嫌がらせや誹謗中傷するメールなどでご

ざいます。以上でございます。

○図師博規議員 近代的ないじめとでもいいま

しょうか、このようないじめに対しても、やは

り効果的な対策を講じる必要があるかと思われ

ます。

それでは、続きまして、総括質疑当初に申し

上げました不適正な事務処理についてお伺いし

ていきたいと思います。

知事は、就任あいさつの中で裏金について触

れられ、解明のため終始一貫その姿勢を貫かれ

てきました。そして、知事の「うみを出し切

る」という発言に勇気ある一職員が呼応し、県

政の事情調査が始まりました。県民は、誠実な

全容解明を望み、我々も県民に納得してもらえ

る結果を出すために、６月、９月の定例議会を

通して追及をしてまいりました。そして、こ

の11月議会をもって、知事のおっしゃる「うみ

を出し切る」ということをなし遂げ、新しい県

政、県民から信頼される県政にしなければなら

ないと切に思っております。まず伺いたいの

は、この不適正な事務処理が発生し温床化した

理由と、他県で次々に裏金問題が発覚していた

中、知事の呼びかけまで事態解明の動きが全く

なかった原因は何なのか、知事の御見解をお伺

いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） まず、不適正な事務

処理が発生し温床化した理由についてでありま

すが、職員の意識について、「業務上必要なも

のを購入するのだから許されるのではないか」

とか、「予算は使い切るもの」といった公金に
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対する誤った認識や、前例を安易に踏襲する職

場の組織風土があったことや、管理職の立場に

ある職員の認識不足などの問題があったことが

挙げられます。また、物品について、納品等の

検査等が適切に行われていないことや、特に出

先機関においては、要求から発注・検査・管理

まで物品管理事務の全体が同一の所属内で行わ

れていることなど、チェック体制にも問題が

あったと考えられます。さらに、本課から出先

機関への予算の令達が年度後半に偏る傾向や、

正規の物品購入や予算の流用に関する手続に時

間を要することを理由に、安易に預け等を行っ

ていたという、予算の執行管理面の問題もあっ

たものと考えております。

次に、私の呼びかけまで事態解明の動きがな

されなかったことについてですが、旅費や食糧

費の厳格な執行管理により、いわゆる裏金の発

生が考えにくい状況にあったことや、管理監督

の職にある者が、預けや書きかえが行われてい

ることをほとんど把握しておらず、裏金につい

ての意識が希薄な状況であったことが大きな原

因であったと考えられます。

○図師博規議員 御就任前のこのような事態で

あったにもかかわらず、みずからその調査を指

揮され、また、みずからの給料の減額の措置を

行った知事の行動は潔いと評価されると思いま

す。また、職員に対しても、停職２名を含む499

名を11月６日付で処分されたことは、一日でも

早く県政信頼回復を図りたいという知事のお気

持ちのあらわれだったものと思っております。

そこで伺います。今回の不適正な事務処理に

より捻出された３億6,705万7,030円のうち、県

の損害と想定される金額を県は7,611万3,670円

と設定しています。この額を、特別職を含む現

役職員と退職者及び取引業者からの返還金で充

当していくようですが、自主返還が基本となっ

ております。既に返還対象者には返還依頼文書

が送付されたとも聞きますが、返還期限は12

月14日、つまり、もう１カ月もありません。も

しこの返還期限までに返還金が損害想定額に達

しなかった場合にはどのような取り組みをされ

るお考えか、総務部長にお伺いします。

○総務部長（渡辺義人君） 県では、現在、退

職者も含めました対象職員に対して返還依頼文

を送付いたしまして、12月中旬を納付期限とし

て返還作業を進めている最中であります。もし

仮に、納付期限を過ぎても損害総定額を充足し

ていない場合にはどうかということであります

けれども、私どもとしましては、引き続き対象

者に対し、返還への協力を粘り強くお願いして

まいりたいと考えております。

○図師博規議員 言及したいのはやまやまです

が、次に行きます。

今回、預けにより、当該部署ならず、他部署

の物品購入の費用に流用する、いわゆる肩がわ

りや預けの配分も数多く見られております。裏

金を支出したほうの部署は処分の対象となって

いるようですが、肩がわりや預けの配分を要求

した部署、受け入れた部署についてはどのよう

な取り扱いになっているのでしょうか。総務部

長、御説明をお願いします。

○総務部長（渡辺義人君） 肩がわりや預けの

配分を受けた部署の職員への処分についてとい

うことであります。まず、肩がわりにつきまし

ては、今回、南那珂農林振興局の預けや書きか

えから５つの所属に対して行われていたところ

でありますが、肩がわりを受けた所属の職員

は、預け等から行われていたことを認識してい

なかったというのが実情でありまして、処分の

対象とまではしなかったところであります。一
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方、預けの配分につきましては、配分を受けた

部署には、当該部署の預けとして報告をさせて

おりまして、預けの一環として配分を行った部

署と同様に、処分の対象といたしております。

以上であります。

○図師博規議員 今の御答弁では、肩がわりを

行ったほうの部署は処分の対象となり、その肩

がわりの支出を求めたほうの部署はその処分の

対象ではないという説明でした。肩がわりとは

知らず、たまたま備品担当であった若い職員が

今回、返還対象者として処分されていることも

あります。しかし、その部署の上司は返還対象

になっていないというような、処分にバランス

を欠いておる部分があると私には見受けられる

んですが、このあたり、知事の御見解、いかが

でしょうか。

○知事（東国原英夫君） 今回の肩がわりとい

うのは、預けの部分から肩がわりされた５カ所

でございます。預けであったということを受け

手側は知らなかった、認識していなかったとい

うことで、処分の対象外とさせていただいたと

ころでございます。

○図師博規議員 次に行きます。監査のあり方

についてお伺いいたします。

現在の監査事務局の体制と監査能力向上への

取り組み状況について御説明ください。

○代表監査委員（城倉恒雄君） まず、監査事

務局の体制は、本年４月１日現在で、局長以

下19名の２課で５班体制となっております。ま

た、職員の経験年数は、複数回の勤務を含めま

して平均2.4年となっており、一番長い職員は５

年目となっております。

次に、監査能力の向上についてでございます

けれども、自治大学校の監査専門課程や会計検

査院の主催する講習会など、監査業務に関する

各種研修会に職員を積極的に参加させ、監査能

力の向上を図っております。また、公認会計士

や技術士を活用した監査アドバイザーによる専

門的な研修を行っているところでございます。

○図師博規議員 その監査体制をもってして

も、今回の不適正な事務処理は見抜けなかった

ということなんですが……。知事が「裏金はあ

りませんか」と問いかけられたことが、裏金発

覚に関する初めての投げかけのように受けとめ

られておりますが、平成18年９月議会におきま

して、民主党議員が、岐阜県や北海道、福岡

県、秋田県の裏金づくりの例を挙げ、本県に同

様な裏金がないかの質問をされています。ま

た、11月の総括質疑でも、社民党議員が静岡県

の例を挙げ、我が県にも裏金がないかという追

及をされております。つまり、このような不適

正な事務処理問題に取り組むきっかけは、知事

の発言より前にもあったわけですね。このよう

な発言に、なぜそのとき迅速に対応できなかっ

たのか、御見解をお聞かせください。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 私どもといた

しましても、他県の状況も踏まえまして、現行

監査制度のもとで精いっぱい監査を実施してき

たつもりでございます。しかしながら、結果と

して監査機能を十分発揮できなかったことを反

省しておりまして、今後は、各所属での内部

チェック機能が有効に機能しているかの監査と

か、対象所属や対象事項を重点化した監査に取

り組んでまいりたいというふうに思っておりま

す。

○図師博規議員 では、最後に知事にお伺いい

たします。昨年度の県政トップの官製談合事

件、そしてことしに入っての裏金発覚と、決算

審査に今から入るわけでありますが、入る前か

ら、認定をするには非常に難しい状況がありま
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す。一方、地方自治法第233条には、議会が決算

の認定をしなくとも、知事を含む執行側は政治

的・道義的責任を負うことになるだけで、決算

の効力には一切影響がないともなっておりま

す。これらのことは、知事、どのように認識を

持たれておりますか、御見解をお聞かせくださ

い。

○知事（東国原英夫君） 平成18年度は、全体

としましては、厳しい財政状況に対応した堅実

な財政運営を図ることができたものと考えてお

ります。官製談合や不適正な事務処理が行われ

ていたことにつきましては、県議会並びに県民

の皆様に心からおわびを申し上げたいと思いま

すとともに、二度とこうした不祥事が起きない

よう、組織を挙げて再発防止策の着実な実施に

取り組んでまいりたいと考えております。

○図師博規議員 以上をもちまして、愛みやざ

きを代表しての総括質疑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）

○坂口博美議長 次は、41番長友安弘議員。

○長友安弘議員〔登壇〕（拍手） それでは、

公明党県議団を代表し、通告に従い平成18年度

決算に関し、総括質疑を行ってまいります。

平成18年度は、自主財源比率が低く、財政基

盤の脆弱な本県にとりましては、予算規模を縮

小せざるを得なかったという予算編成は、やむ

なきことであったと思います。しかしながら、

県民からは、これらの改革の痛みに対しまし

て、悲鳴にも似た声が数多く寄せられました。

そのようなさなかでありますけれども、県発注

工事に伴う談合事件の摘発が行われ、県民から

は大変な怒りの声が発せられました。また、今

年発覚したとはいえ、過去の預け等の不適正な

事務処理、すなわち裏金問題により、県政に対

する信頼は大きく失墜をいたしました。今回の

この総括質疑は、失われた信頼を一日も早く回

復し、真に公平・公正・透明な県政運営が実現

されるよう、監査の問題点を県民の前に明らか

にし、その改善が図られるよう、順次お尋ねを

してまいりたいと思います。県政の課題は山積

をしております。そのことに対する県の取り組

み、重点施策の成果等についても質疑を行って

まいります。県当局の明快な答弁をお願いいた

します。

初めに、平成18年度一般会計歳出決算につい

て、知事にお尋ねをいたします。

一般会計歳出決算性質別分類の状況を見てみ

ますと、義務的経費が圧縮される中にあって、

人件費のみ21億円余の増加となっております。

この主な要因は退職手当と思われますが、今後

団塊の世代の退職が続きますので、この傾向は

数年続くと思われます。これに対し、県は、行

政改革大綱によりまして大幅な人員削減を図ろ

うとしておりますけれども、18年度の内訳と今

後の人件費の動向について、お尋ねをいたしま

す。

次に、投資的経費は174億円余の大幅減となっ

ておりますが、県民生活への影響は大変大きな

ものがあったと思われます。予算編成に当た

り、県はその影響をどのように想定され、決算

後の結果についてどう分析しておられるのか、

お尋ねをいたします。

次に、知事は就任に当たり、「宮崎をどげん

かせんといかん」と訴えられましたが、その要

因の一つに多額の県債残高があったと思いま

す。財政規模を対前年251億円圧縮した18年度の

決算の結果でありますけれども、県債残高

は9,366億円と過去最高となりました。県債発行

額は前年より46億円余減の831億円余に踏みとど

まりましたが、公債費が889億円余で、ほぼ借金
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を返した分だけ新たに借金をする状況でありま

す。18年度の県債残高の結果も踏まえ、今後ど

のように県債を減らしていかれるのか、知事に

お尋ねをいたします。

次に、不適正な事務処理、預けについて、代

表監査委員並びに知事にお尋ねをいたします。

実に74所属において、長年にわたり３億円を

超える不適正な事務処理が行われていたこと

は、理由のいかんを問わず、あってはならない

ことであります。過去の監査において適正に処

理したものとして提出された書類の一部が不適

正であったことは、財務会計に対する県民の信

頼を根底から損ねるものであります。県政の信

頼回復に全力で取り組まねばならないと思いま

す。そこで、代表監査委員にお尋ねをいたしま

すが、このように常態化していたとも思われる

不適正な事務処理をなぜ発見できなかったの

か、どこに盲点があったのか、お尋ねをいたし

ます。また、二度とこのようなことが行われな

いためには、監査の立場からどのような点につ

いて取り組めばよいのか、お尋ねをいたしま

す。

次に、知事にお尋ねをいたしますが、知事は

今回の問題を受け、全庁調査、結果の公表、再

発防止策の策定、職員等の責任等、信頼回復に

向け全力で取り組まれました。そこで知事に、

原因等については先ほどお話がありましたの

で、改めてお尋ねいたしますけれども、この根

本要因というのは、地方財政法を初め、法や条

例に基づく財務会計処理に関する基本的なあり

方が県職員に徹底されていないのではないか、

このように感じます。つまり、そういうものに

関する研修等の充実をどう図られておるのか、

こういう点について知事にお尋ねをしたいと思

います。

次に、この際、県政への信頼を回復するため

には、ささいな問題でも、県政の一層の公平・

公正・透明性を高め、ガラス張りの県政運営を

県民に公開することが肝要と思います。した

がって、監査意見書に指摘された留意・改善す

べき事務処理、また予算の適正かつ効率的な執

行の指摘事項について、代表監査委員にお尋ね

をいたします。

まず、留意・改善すべき事務処理についてで

あります。収入事務、支出事務、契約事務、物

品及び財産管理、その他補助団体、出資団体に

ついての指摘がありましたが、その具体的な事

例と問題点についてお尋ねをいたします。

次に、予算の適正かつ効率的執行についてで

あります。同じく、一般随意契約、管理業務委

託、補助金交付団体、指定管理者、工事契約の

変更、特別会計の資金活用について具体的な指

摘がありましたけれども、その点についても、

具体的な事例と問題点についてお尋ねをいたし

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〕 まず、人件

費についてであります。本県では、行政改革大

綱2006及び第１期の財政改革推進計画に基づ

き、職員数の削減や特別職の給料等の減額、給

与構造改革の推進等に取り組んでまいりまし

た。平成18年度の人件費につきましては、17年

度と比べ21億円余の増となっておりますが、こ

れは主として定年退職者の増等により、退職手

当が18億円余増加したためであります。今後に

つきましては、新しい大綱2007に基づき、引き

続き職員数の削減等を進めてまいりますが、退

職手当は当面多い状況が続くものと見込んでお

ります。
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続きまして、投資的経費の減についてであり

ます。平成18年度の投資的経費は、財政改革推

進計画に基づく縮減・重点化等により、17年度

に比べ174億円余の減となっております。三位一

体の改革による地方交付税の大幅な減や、社会

保障費、公債費の増大など、本県の財政状況は

厳しさを増していることから、今後も財政改革

に取り組んでいくことが不可欠でありますが、

地域の経済・雇用情勢にも十分配慮してまいり

たいと考えております。このため、公共事業の

シーリングを、第１期の県単公共事業対前年度

比30％減などから、第２期の財政改革推進計画

では原則５％減とし、東九州自動車道の整備や

公共施設の県単維持管理経費は所要額とするな

ど、地域経済への影響等にも配慮したところで

ございます。

続きまして、県債の削減策であります。県債

は、自主財源の乏しい本県にとって、社会資本

の整備を進めるために必要な財源であり、ま

た、世代間の負担の公平性を図る上でも重要な

役割を果たしているものであります。しかしな

がら、数次にわたる経済対策の実施や、財源不

足対策としての特例的な地方債の発行等によ

り、県債残高が累増しており、今後の公債費負

担が本県の財政運営を大きく圧迫することが懸

念されます。このため、財政改革推進計画に基

づく投資的経費の縮減・重点化等により、県債

発行額の抑制を図っているところであり、県債

残高は、平成18年度末の9,174億円をピークとし

て減少に転じる見込みであります。今後も、第

２期の財政改革推進計画の着実な推進により、

世代間の負担の公平性や当面の公債費負担の軽

減等も考慮しながら、可能な限り県債発行額の

抑制を図ってまいりたいと考えております。

続きまして、不適正な事務処理に関してであ

ります。今回の不適正な事務処理が行われた原

因には、職員に公金意識やコンプライアンス意

識が希薄であったこと、物品の調達・管理シス

テムが十分に機能していなかったこと、そし

て、予算の執行管理が適正に行われていなかっ

たことなどが挙げられると考えております。こ

のため、これらの原因を十分に認識し、外部調

査委員会の御提言を踏まえながら、再発防止策

を策定したところであります。具体的な内容と

しては、職員の意識改革、物品調達システムや

予算の執行管理の見直し等を掲げております

が、やはり職員の意識改革が何より重要である

と思われますので、職員全体として真摯に受け

とめ、気持ちを新たにして、再発の防止はもち

ろん、宮崎の発展のために改めて邁進してまい

りたいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○代表監査委員（城倉恒雄君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、預けの常態化がなぜ監査でわからな

かったかということについてでございますが、

毎年度実施しております定期監査におきまして

は、予算執行伺から決裁、検査・検収、請求・

支払い等の流れや処理方法について、証拠書類

は適正なのか、整合性がとれているか等の観点

から監査を行っているところであります。しか

し、監査の対象は、歳入歳出事務及び契約、物

品管理事務など多岐にわたっており、監査資料

が膨大であることや、また、監査日程等の関係

上、すべてを精査することは困難でありますの

で、抽出により監査を行っているのが現状でご

ざいます。その結果、書類の上で財務規則等に

のっとった事務処理がなされておりましたの

で、預け等の不正を発見することは大変難しい

面がありました。



- 45 -

平成19年11月27日(火)

このような状況ではありますが、今回の事態

を深刻に受けとめまして、より一層厳格な監査

執行の必要性を痛感しておりますので、例えば

対象所属や対象事項の重点化、さらには不適正

事務抑止のための監査結果の公表範囲の拡大な

ど、監査手法等を工夫することによって、監査

効果を高めてまいりたいというふうに考えてお

ります。

次に、監査において指摘した具体的な事例に

ついてであります。まず、収入事務についてで

ありますが、北・西諸県福祉事務所におきまし

て、現金で収納した生活保護返還金を、収納

後、速やかに指定金融機関等に払い込まなけれ

ばならないのにもかかわらず、数日間、事務所

の金庫に保管していたものでした。

次に、支出事務についてでありますが、日南

保健所におきまして、旅費が他の団体から別途

に支給されているのにもかかわらず、調整がさ

れないまま、県費による旅費も支給されていた

ため、過払いとなっていたものでございまし

た。

次に、契約事務についてでありますが、南那

珂農林振興局におきまして、複写機の年間契約

の締結に際しまして、予算執行予定額が100万円

以上になると見込まれるにもかかわらず、予定

価格調書が作成されていなかったものでござい

ました。

次に、物品及び財産管理についてであります

が、日向土木事務所におきまして、郵便切手の

保有量が年間の必要枚数を大きく上回っていた

にもかかわらず、また新たに買い増していたも

のでありました。

次に、補助団体についてでありますが、延岡

地区森林組合におきまして、県単補助事業の実

績を証明する書類が添付されていなかったもの

でございました。

次に、一者随意契約についてでありますが、

宮崎土木事務所の沿道修景工事において、随意

契約の理由が明確でないものがありました。

次に、庁舎等の管理業務委託についてであり

ますが、延岡保健所の空調設備保守点検業務委

託において、見積参加業者が長期間同じで、競

争性の確保が実質的に行われていない事例が

あったということでございました。

次に、補助金交付団体への指導の強化につい

てでありますが、宮崎県漁業協同組合連合会に

おいて、平成17年度新操業形態実証化支援事業

補助金の一部が、対象事業以外のために使用さ

れていたものでありました。

次に、指定管理者の管理運営についてであり

ますが、県営住宅を管理している宮崎県宅地建

物取引業協会グループが、宮崎市生目台西団地

の屋根防水工事の発注において、不適正な契約

手続を行っていたものでございました。

次に、工事契約の変更についてであります

が、宮崎土木事務所の住吉海岸工事において、

当該年度に必要な数量を上回るブロック製作を

するために設計変更を行っていたものでござい

ました。

最後に、特別会計についてでありますけれど

も、平成18年度の小規模企業者等設備導入資金

特別会計では、総収入済額27億円余に対して、

支出した額は10億円余にとどまり、17億円余

が19年度に繰り越されております。このように

多額の繰越金の発生が常態化していることか

ら、資金の効果的活用について検討を求めたと

ころであります。以上であります。〔降壇〕

○長友安弘議員 知事に１点お伺いをします。

不適正な事務処理問題が起こりまして、いろい

ろ対策をとっていただいたわけでありますけれ
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ども、先ほど壇上でも申し上げましたが、やは

り法や条例に基づく財務会計処理に関する基本

的な知識というものが県庁全職員にきちんとあ

るのかどうかということが大事だろうというこ

とでお話をしました。したがいまして、そのよ

うな研修等が必要になろうかと思うんですけれ

ども、コンプライアンスを守っていただく上か

らも、その辺は非常に大事になるかと思います

が、今後どのような考えで、法とか条例に基づ

く財務会計処理の仕方を職員等に徹底されてい

くのかについてお尋ねいたしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 先ほども再発防止策

で答弁させていただいたとおり、外部調査委員

会の御提言を踏まえながら、今後対策を練って

いかなきゃいけないと思っております。御指摘

の財務会計処理に対する研修等も含めまして、

今後検討させていただきたいと思います。

○長友安弘議員 職員にとりましても、また県

民にとりましても、やはり予算が正しく使われ

るということは非常に大事でありますので、ひ

とつよろしくお願いをしたいと思います。

次に、代表監査委員のほうからいろいろと具

体例を出していただきましたけれども、この指

摘された事項をなくしていかない限り、毎年同

じような指摘事項が起こるわけでありまして、

その改善につきまして、関係各部のほうでどの

ように改善をされたのかについて伺ってまいり

たいと思います。

まず、収入事務あるいは支出事務の具体例が

ございましたけれども、これについてどのよう

に対策をとられたのか、福祉保健部長にお尋ね

をしたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） まず、収入事

務についてであります。生活保護費返還金の指

定金融機関等への払い込みの遅延につきまして

は、徴収者と会計員、出納員との連携が不十分

であったために生じたことから、相互の連携を

より緊密にすることにより、チェック体制の強

化を図らせたところでございます。

次に、支出事務についてであります。旅費の

過払いにつきましては、旅費調整がなされな

かったことが原因であるため、旅費が別の機関

から支給される出張者に対して、旅行命令書の

備考の欄に「旅費別途支給」を記載するよう徹

底させたところであります。以上です。

○長友安弘議員 同じく、留意・改善すべき事

務処理についてでありますけれども、契約事務

につきましては農政水産部、それから物品及び

財産管理につきましては県土整備部、補助団体

の件につきましては環境森林部の具体例が示さ

れました。それぞれ順次、その対策について答

弁をお願いしたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 南那珂農林振

興局における契約事務についてでございます。

南那珂農林振興局におきましては、複写サービ

ス料が月額で定められておりまして、その額

が100万円未満であることから、予定価格調書を

省略できるものと誤って認識していたものでご

ざいます。当該所属におきましては、指摘を踏

まえ、今後は適正な契約手続を行うことといた

しました。また、部内の各所属に対しまして、

財務規則等に基づいた事務処理について指導を

行ったところであります。

○県土整備部長（野口宏一君） 物品及び財産

管理についてでございます。関係出先機関に対

しまして、郵便切手の在庫管理を徹底するよう

指導するとともに、今後、料金別納郵便の活用

も検討してまいりたいと考えております。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 補助団体につ

いてということで、延岡地区森林組合に対する
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指摘でございますが、これは平成17年度の県単

独の補助事業であります長期施業受託推進事業

におきまして、森林組合の職員が作業に従事し

たことを証明する書類が添付されていなかった

ものでございます。今回の指摘を受けまして、

森林組合に対しまして当該書類の添付を指導

し、整備させたところでございます。補助事業

の実施に係る証拠書類の整備について、今後徹

底して指導してまいりたいというふうに考えて

おります。

○長友安弘議員 次に、予算の適正かつ効率的

執行についてでありますけれども、一者随意契

約問題、この対策をどのようにされたか、県土

整備部長にお尋ねをいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 対象となった

契約につきましては、国道220号のデパート前交

差点から県総合運動公園入り口までの区間の沿

道修景管理業務を委託したものであります。国

道220号は本県を代表する観光道路でありますこ

とから、この区間の沿道修景業務について、長

年にわたる経験と顕著な実績があり、イベント

等にも臨機に対応できる財団法人宮崎県公園協

会と契約したものであります。今後は、より競

争性、透明性に配慮した業務の委託を行ってい

きたいと考えております。

○長友安弘議員 同じく管理業務委託について

でありますけれども、これは福祉保健部長のほ

うに、その対策についてお尋ねいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 空調設備管理

業務委託における競争性の確保の件につきまし

ては、競争性が十分発揮されるような業者選定

方法等について、今後、十分に検討してまいり

たいと考えております。

○長友安弘議員 補助金団体の件についてであ

りますけれども、目的外使用ということで指摘

がございました。農政水産部長に、その改善策

についてお尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 宮崎県漁業協

同組合連合会への補助金に関する指摘について

でございます。平成17年度に実施いたしました

新操業形態実証化支援事業の補助金２億5,053万

円のうち、補助対象以外に使用された補助

金6,215万9,326円の返還及び加算金として761

万564円の納入を、本年の６月に、事業主体であ

ります宮崎県漁業協同組合連合会に求めまし

て、いずれも速やかに納入されたところでござ

います。また、同連合会に対しましては、今後

このようなことがないように、事業実施に当

たっては規則の遵守等を徹底するよう指導した

ところでございまして、現在、内部チェック体

制強化に向けた取り組みが進められているとこ

ろであります。また、県といたしましても、補

助金の支出に当たりましては、法令等に照ら

し、一層厳格な審査を行ってまいりたいと考え

ております。

○長友安弘議員 次に、指定管理者の管理運営

並びに工事契約の変更について、この具体例に

対する改善策を県土整備部長に答弁をお願いし

ます。

○県土整備部長（野口宏一君） まず初めに、

指定管理者の管理運営についてでございます。

対象となりましたのは、県営住宅の指定管理者

が行った補修工事についてでありますが、今回

の指摘を受けまして、県といたしましては、指

定管理者から報告を求めるとともに、立入調査

を実施いたしました。その結果、一棟の工事を

複数の工区に分割するなどの例が見られたこと

から、直ちに改善の指導を行ったところであり

ます。これを受けて、指定管理者におきまして

は、新たに業務に精通した専任の職員を配置
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し、適正な契約手続に関する研修を実施するな

ど、体制の強化が図られたところでございま

す。

次に、工事契約の変更についてでございま

す。対象となりました工事は、消波ブロックの

製作・据えつけを一体的に行うものであります

が、気象条件の悪化等により、一部のブロック

据えつけが工期内に完了できなかったものであ

ります。これらについては、今年度の工事に使

用し、事業の進捗を図ることとしております。

○長友安弘議員 予算の適正かつ効率的執行に

ついての最後でありますけれども、商工観光労

働部長に、特別会計における改善策についてお

尋ねをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 対象とな

りますのは、小規模企業者等設備導入資金特別

会計でありますが、これは国の制度事業であり

ます小規模企業者等設備導入資金貸付などを実

施するために設置したものであります。近年、

資金の需要の低迷によりまして、新規貸付額が

償還額を下回ったために、多額の繰り越しが発

生しております。このため、平成15年度と16年

度に、国及び県一般会計に合計５億7,000万円余

を返還したところでありますが、いまだ17億円

余が繰り越しとなっております。今後、資金需

要の見込みや国の施策の動向等を見きわめなが

ら、資金の効果的な活用について検討していき

たいと考えております。

○長友安弘議員 今、るるお尋ねをしたわけで

ありますけれども、非常に基本的な、あるいは

ささいなものもあろうかと思いますが、中に

は、やはりもっともっと細かく精査していかな

くてはいけないものもあろうというふうに思い

ます。いずれにしろ、大事な県民の税金でござ

います。したがいまして、これが本当に公平公

正に、そして適正に、また効率的に活用され

る、そういう方向に改善がなされていきますよ

うに、ひとつお願いをしまして、次の質疑に移

らせていただきます。決算委員会で厳しく審査

をしていただきたいというふうに思います。

次に、重点施策の成果についてでございます

けれども、初めに、がん対策事業についてであ

ります。福祉保健部長にお尋ねいたしますけれ

ども、御案内のとおり、我が国の死因のトップ

は、がんとなっております。また、実に３人に

１人はがんで亡くなっております。がん対策の

かなめというのは、定期検診の受診率を向上さ

せ、早期発見と適正な治療を行うことと言われ

ております。また、患者や家族の負担を軽減

し、痛みを少しでも和らげる医療の推進が求め

られるわけであります。本県においては、高度

で質の高いがん医療を提供するために、全県レ

ベルでのがんの診療拠点として中央がんセン

ターが県立宮崎病院に整備をされました。同時

に、地域がん診療連携拠点病院整備事業が行わ

れましたけれども、この点につきまして、その

成果等についてお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） がん診療連携

拠点病院についてであります。がん診療連携拠

点病院は、全国どこでも質の高いがん医療が受

けられる体制の整備に向けて、地域のがん診療

の拠点として国が指定をしております。本県で

は、県立宮崎病院、県立日南病院、県立延岡病

院及び国立病院機構都城病院の４病院が、地域

がん診療連携拠点病院の指定を受けているとこ

ろであります。18年度は、各拠点病院におい

て、院内がん登録、研修会、普及啓発事業を行

いました。また、各病院内に設置されたがん相

談支援センターにおいて、患者、家族からの相

談に対応しております。今後とも、がん診療連
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携拠点病院の充実を図ってまいりたいと考えて

おります。

○長友安弘議員 今、県民の安心・安全な生活

の確保についてお尋ねをしているわけでありま

すけれども、もう一点、福祉保健部長にお尋ね

をいたします。救急・災害医療体制の整備につ

いてでありますけれども、地域における医療格

差の問題は深刻でございます。医師不足、特に

産科医や小児科医の不足、そしてまた、救急医

療体制の後退は県民にとって深刻であります。

夜間や休日などの緊急時の医療の確保はもとよ

り、災害時の医療の確保は重要となります。18

年度は豪雨や台風による災害が発生し、亡くな

られた方や重軽傷の方が数多く出ました。本県

はさらに今後、南海・東南海地震あるいは日向

灘地震の発生も懸念されます。また、高齢者や

難病患者の方々を初め、災害弱者の方々への対

策が急務となってまいります。緊急時や災害発

生時において適切な医療サービスが受けられる

緊急・災害医療体制の確保が求められますが、

この事業の成果等についてお尋ねをいたしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 救急・災害医

療体制の充実についてであります。県では、救

急医療施設の運営費等の支援や県立病院の救急

機能の充実を図るなど、初期から三次までの救

急医療体制の整備充実に取り組んでいるところ

であります。その結果、産科については、本県

独自の医療体制が整備され、全国的にも高く評

価されているところでありますが、小児科につ

いては、医師不足などのために、なお不十分な

状況にございます。また、災害医療について

は、災害医療従事者研修会の開催や災害用備蓄

品の購入等に取り組んだほか、災害派遣医療

チーム、いわゆるＤＭＡＴの養成を図るなど、

災害医療体制の充実に努めたところでありま

す。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、今後とも救急・災害医療体

制の整備充実に努めてまいりたいと考えており

ます。以上です。

○長友安弘議員 次に、県土整備部長にお尋ね

をいたします。災害対策についてであります。

平成17年度に認可をされました河川激甚災害対

策特別緊急事業についてでありますけれども、

激甚な浸水被害を受けた大淀川水系並びに五ヶ

瀬川水系の一日も早い事業の推進が望まれま

す。事業の達成状況についてお尋ねいたしま

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 大淀川や五ヶ

瀬川の河川激甚災害対策特別緊急事業につきま

しては、国と県で河川敷の掘削や堤防のかさ上

げなどの整備を進めているところであり、平

成18年度末までの進捗状況は、大淀川が約30

％、五ヶ瀬川は約40％となっております。

○長友安弘議員 台風のシーズンは終わりまし

たけれども、いつまたこのような事態が起こる

かもわかりませんので、できる限り進捗させて

いただきたい、こういうふうに思います。

次に、これは福祉保健部長、農政水産部長に

かかわると思いますけれども、食の安全管理に

ついてお尋ねをいたします。本年は、非常にた

くさんの食品偽装の問題が表面化してまいりま

した。ミートホープ社の問題、それから白い恋

人の問題、赤福の問題、そして本県におけるウ

ナギの問題、果ては老舗「吉兆」の食品に至る

まで、食品の表示に関する国民の信頼は大きく

失われました。そしてまた、食の安全に関する

生活者の感覚、私どもの感覚というのは、いや

が上にも鋭敏になっております。ともかく一日

も早い問題解決、改善が望まれます。生活者の
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健康や命を守ることが第一に優先されるべきこ

とであり、食への信頼こそが最も重要でござい

ます。農業を基幹産業とする本県においては、

安心・安全な製品の提供の確保が命でありま

す。安全・安心な食の生産・流通・消費システ

ムづくりに関する事業の成果等について、お尋

ねをしたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県の農産物

に関する食の安全管理等についてでございま

す。本県では、平成16年に、副知事を会長とし

ます「宮崎県食の安全・安心対策会議」を設置

いたしまして、庁内関係各部局の連携により、

生産から流通、消費に至る一貫した食の安全・

安心確保対策を総合的に推進しているところで

ございます。生産段階では、農業者等に対しま

して、生産履歴の記帳など適正な生産工程を管

理する体制の整備を進めるとともに、科学的な

データに基づく安全性を確保するため、「宮崎

方式」と呼ばれる残留農薬検査体制の強化に努

めてまいりました。また、流通・消費段階で

は、県による小売店等の個別巡回調査の実施

や、県民からの電話相談窓口として「食品表

示110番」の設置、さらには、一般消費者である

「食品表示ウオッチャー」によるモニタリング

など、食品の品質表示適正化のための調査、監

視、指導に取り組んできたところでございま

す。今後とも、食の安全・安心対策会議を中心

に、消費者が安心できる食の安全管理のさらな

る推進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。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 食品衛生対策

の現状についてであります。本県では、毎年

度、「宮崎県食品衛生監視指導計画」を策定

し、食中毒予防の啓発推進や食品取り扱い施設

への重点的な監視指導、及び店頭での食品を収

去しまして検査する収去検査等を実施いたしま

して、食品の安全確保に努めているところであ

ります。特に昨年度は、ポジティブリスト制度

が導入されましたので、検査対象となる農薬数

の増加に的確に対応するために、衛生環境研究

所に高度な精密検査機器を導入し、検査体制の

充実強化を図ったところであります。今後と

も、監視指導や食品の検査を強化しながら、さ

らなる食の安全確保に努めてまいりたいと考え

ております。以上です。

○長友安弘議員 時間がなくなりましたので、

１点だけお許しをいただきたいと思いますが、

地域生活部長にお尋ねをいたしたいと思いま

す。効率的な物流体制の整備についてでござい

ますが、先日、首都高速道路並びに阪神高速道

路だったと思いますけれども、料金改定問題が

報道されました。それによりますと、遠距離に

なるほど費用負担が高くなるという報道があり

ましたけれども、大変な憤りを覚えました。本

県は現在、川崎航路を初めとしてカーフェリー

航路を失い、また、九州管内においても交通網

の東西格差が一段と拡大し、加えて燃油高騰に

よるコスト高で、流通は大変深刻な事態になっ

ております。一体何を考えているのかと、許せ

ない気持ちでいっぱいでございます。ちょっと

宣伝になりますけれども、私ども公明党県議団

は、３週間ほど前、打ちそろって国土交通大臣

に直訴に参りました。地域間格差を解消し、東

九州自動車道あるいは九州横断自動車道の一日

も早い完成実現を初め、総合交通網の整備、財

源の確保等について訴えてまいりました。ま

た、３日前、坂口元厚生労働大臣を総合推進本

部長とする地域活性化推進本部に来県してもら

い、西都・児湯地域と西諸県地域を対象に、地

域活性化について各界の皆様と率直、忌憚のな
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い活発な意見交換をさせていただきました。道

路の問題、財源の問題、燃油高騰の問題、農商

工連携の問題等、貴重な意見が数多く出まし

て、何としても地域の浮揚を図らねばならない

という地域の切実な思いが、大変伝わってまい

りました。そこで、本県産業の振興にとって

今、最も懸念される効率的な物流体制の整

備、18年度の事業でありますけれども、いかほ

どの成果を上げたのか、お尋ねをいたしたいと

思います。

○地域生活部長（丸山文民君） 物流体制の整

備についてのお尋ねでありますけれども、特に

海上航路につきまして答弁をさせていただきた

いと思います。海上輸送につきましては、平

成17年６月に京浜航路が休止をし、またその代

替航路として開設された大阪貝塚航路も休止を

しており、関東向け航路の整備が大きな課題と

なっているところであります。このため、県に

おきましては、関係事業者等への働きかけを行

い、昨年、平成18年８月に定期貨物船「南王

丸」の細島寄港が開始をされ、さらにことし１

月には寄港が週２回に増便されるとともに、東

京直行便となり、所要時間の短縮が図られたと

ころであります。県におきましては、この南王

丸のさらなる利便性向上を図るため、運航会社

に対する増便等の働きかけを行うとともに、南

王丸を利用した農産物輸送の実証実験を行うな

どの取り組みを実施しているところでありま

す。以上であります。

○長友安弘議員 以上で総括質疑を終わりま

す。（拍手）

○坂口博美議長 ここで暫時休憩をいたしま

す。

午後２時53分休憩

午後３時10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、39番井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） ちょっと

風邪を引いておりまして、お見苦しいところが

あるかもわかりませんが、よろしくお願いをい

たします。

平成18年度決算の認定に対し、民主党県議団

を代表し総括質疑を行います。知事、各関係部

長、会計管理者、教育長、代表監査委員に答弁

を求めます。

昨年度は、官製談合事件による知事の逮捕、

裏金問題等々、県民の県政への不信を招いた１

年でした。二度とこのようなことが起こらない

よう、透明性を持って公正・公平な県政の運営

が図られなければなりません。

まず、財政運営についてお伺いいたします。

官製談合事件によって突然の知事選となりま

した。したがって、東国原知事にとっては全期

間が直接の執行者ではなかったものの、行政の

継続性を踏まえた立場で、この１年間の成果を

どのように総括されているか、お伺いをいたし

ます。

平成18年度は、第１期財政改革推進計画の最

終年度として、事務事業の見直しなど行政の効

率化を図られ、計画の成否が今後の財政運営に

も大きく影響を与える職員の削減目標も、職員

のメンタルヘルス、職場での意欲等を考慮しつ

つ取り組まれたことと思います。行財政改革の

進捗状況と、この計画の職員への浸透について

お伺いをいたします。

県税収入につきましては、現場で収納事務に

当たられる県税担当職員の皆さんの努力に感謝

いたします。今回の法人二税の収入増加の背景
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と自動車税コンビニ収納の成果について、お伺

いいたします。

過去の決算審査においても、一者随意契約に

ついては分科会において問題視されてきまし

た。公正性、透明性、競争性が求められる今

日、どのような理由であれ、一者随意契約の妥

当性はないと言わざるを得ません。今回、10

月18日付の監査報告書で県土整備部と病院局

が、11月８日に農政水産部が注意または要望を

受けています。監査報告書で指摘を受けた農政

水産部と県土整備部における一者随意契約の内

容と理由について、お伺いをいたします。

次に、不適正な事務処理についてお伺いいた

します。

毎年の監査においても実態がつかめなかった

不適正な事務処理は、慣例化、一般化していた

と言えます。財務規則や諸規定等の定めに沿っ

た事務処理について、担当者の研修などは行わ

れていたのか、お伺いをいたします。

次に、消防行政についてお伺いいたします。

県民の身体、生命・財産を守る観点から、消

防体制の充実は大切です。消防本部体制によっ

ては、装備、人材の確保において懸念される状

況もあり、設置主体である市町村の改革姿勢と

認識は重要であり、また県の役割も問われると

ころです。消防の広域化における県の役割と現

状についてお伺いをいたします。

次に、男女共同参画社会づくりについてお伺

いをいたします。

内閣府の男女共同参画の取り組みに関する調

査によりますと、宮崎県は地方自治体の管理職

に占める比率が全国ワースト２位となっていま

す。ここで比率を述べてみましても大変むなし

いので、省きます。再三指摘させていただいて

います、管理職に占める女性の比率が低いこと

への認識についてお伺いをいたします。

また、なぜこのように女性の登用が進まない

のか、分析と問題点をお聞かせください。

男女共同参画センターは、指定管理者制度の

効果と言えるのか、実施講座の出席者が格段に

ふえましたが、理由についてお伺いをいたしま

す。

次に、県政の課題の一つである、過疎地域等

の活性化についてお伺いをいたします。

過疎地域対策については、宮崎県過疎地域自

立促進計画に沿って、各部における事業の進捗

について管理が行われています。各部の政策的

効果が上がるように管理はなされなければなり

ませんが、各部との連携はどのように取り組ま

れているのか、お伺いをいたします。

次に、地方バス路線等の運行維持についてお

伺いをいたします。

毎回、予算、決算の報告の折に全く工夫が見

られず、また、予算的効果と政策的広がりがな

いことを残念に思っています。これまでも、こ

の事業の審査をする委員会に所属しました折に

は、不十分であっても繰り返し意見を述べてま

いりました。地方バス路線の確保が重要である

ことは、いささかも異論がありません。ただ、

予算、決算４億円がバス事業者等への支援のみ

が目立ち、利便性、地域的・予算的効果が上

がっているのか疑問があります。過疎地域が置

かれている現状を考えたとき、いかなる資源で

も、交流人口の増加に活用する発想と、地域磨

き上げの視点からどう生かしていくのかを考え

るべきではないでしょうか。繰り返しになりま

すが、地方バスの運行は重要です。だからこ

そ、どのようなバスでどのようなルートを走る

のかが大事なのです。予算を十分に活用し、さ

きに述べました視点からの運行を考えていくこ
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とも大事と思いますが、現状についてお伺いい

たします。

次に、生活習慣病及び寝たきり予防に向けた

取り組みの推進についてお伺いいたします。

地域医療の特別委員会での調査等でも感じる

のですが、基本的には治療より予防が大事と言

えます。県民の皆さんが生活習慣病にならない

ために、寝たきりにならないために、どう事前

の対応を図るかが大切と言えます。まずは基本

健康診査が十分に浸透することが必要ですが、

残念ながら受診率は低下しています。また、女

性の各種がん予防検診の受診率も伸び悩んでい

る状況です。現状と問題点をお伺いいたしま

す。

次に、商店街の振興についてお伺いいたしま

す。

その地域の町の顔は、やはり商店街と言えま

す。決定的な解決策が見出せないまま、各地域

の空き店舗率は上がっているのが現状です。各

委員会の県内調査の折に、必ず商店街をぶらり

と歩かせていただくのですが、以前のイメージ

を完全に変えるほど顔が見えない状況になって

いるところもあります。各市町村の商店街の育

成・支援の現状と、まちづくり三法を踏まえた

まちづくりの現状について、お伺いをいたしま

す。

次に、学力の向上を図る教育の充実について

お伺いをいたします。

子供たちの未来を見通せば、学力偏重には違

和感があるものの、必要な学力をマスターする

ことは、次へのチャレンジやステップを考えて

も必要と言えます。しかし今、学力も地域格

差、経済格差にさらされて議論される実態と

なっていることは、御存じのとおりです。宮崎

県の子供が置かれた条件の中で、最高の学力を

マスターできたらと考えます。過疎地域を抱え

ていることも含めて、教育環境の最大の工夫と

教師陣の熱意に期待をいたします。地域環境と

教師の指導力に支えられている、小中連携・中

高連携推進事業の現状とその効果についてお伺

いをいたします。

また、受験を控えた子供たちを巻き込んで混

乱しました必履修科目の未履修問題について

は、どのような再発防止策の現状となっている

かお伺いをいたします。

次に、監査の実態についてお伺いをいたしま

す。

監査委員の方から、特別会計における資金の

効果的活用に対する指摘を毎年されています

が、その内容はどういうものかお聞かせくださ

い。

また、裏金、不適正な事務処理につきまして

も、通常の監査で発見できない内容のものであ

るかお伺いをいたします。

以上で壇上からの質疑を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

財政運営の総括についてであります。本県財

政は、自主財源の占める割合が低く財政基盤が

脆弱な上に、地方交付税等の削減や社会保障関

係費の増大等により、大変厳しい財政運営を強

いられました。このため、平成18年度の財政運

営に当たりましては、第１期の財政改革推進計

画に基づき、義務的経費の圧縮や投資的経費の

縮減・重点化等を図るとともに、重点施策の推

進方針を踏まえた施策・事業の重点化に積極的

に取り組んできたところであります。また、予

算の執行に当たりましても、年度を通じて計画

的、効率的な執行に努めるとともに、自主財源
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の積極的な確保や徹底した経費節減を図ったと

ころであります。このような取り組みの結果、

平成18年度は、全体としては厳しい財政状況に

対応した堅実な財政運営を図ることができたも

のと考えております。

続きまして、行財政改革の進捗状況等につい

てであります。平成18年度における行財政改革

につきましては、行政改革大綱2006に基づき、

適正な定員管理や公社等改革、指定管理者制度

の導入等を進めますとともに、第１期の財政改

革推進計画の最終年度に当たることから、財政

健全化に向けた取り組みをさらに積極的に推進

したところであります。具体的には、総職員数

の273人純減や公社等６法人の統廃合等を行った

ほか、予算編成に当たり、投資的経費の縮減・

重点化により約180億円、事務事業や県単補助金

の見直しにより約100億円の削減効果があったも

のと考えております。また、行財政改革を着実

に推進するためには、職員一人一人が本県の厳

しい財政状況や改革内容等を十分認識すること

が重要であります。このため、本庁、出先機関

を問わず、財政の現状や行財政改革に関する庁

内説明会を実施し、職員への周知徹底を図った

ところであります。

続きまして、本庁の管理職に占める女性職員

の比率についてであります。平成19年４月１日

現在の知事部局の本庁における課長級以上の職

員のうち、女性職員の占める割合は1.5％であ

り、平成10年度との比較では0.7ポイント増加し

ておりますものの、依然として低い状況にある

と認識しております。女性職員の登用は時代の

流れであり、その能力を引き出して活用するこ

とが重要でありますので、今後とも意欲と能力

の高い女性職員の育成と登用に努めてまいりた

いと考えております。

続きまして、女性職員の登用についての分析

と問題点についてであります。知事部局の課長

級以上の管理職に占める女性職員の比率が低い

ことについては、昇任適齢期である50歳以上の

職員のうち女性職員の割合が12.8％と低く、さ

らにその半数近くが庶務業務の経験が中心の事

務職であるという現状によるものであります。

平成19年４月１日現在の本庁、出先機関を合わ

せた課長級以上の女性職員の比率が1.8％である

のに対し、課長補佐級では6.4％、係長ポストで

は15.4％を女性職員が占めており、今後、管理

職に占める女性職員の比率は確実に増加してい

くものと見込んでおります。職員の配置や登用

については、男女を問わず、本人の能力や適

性、意欲に応じて適材適所、公平公正に行うこ

とが基本でありますが、女性職員の能力の活用

はますます重要な課題となると思われますの

で、今後とも、育成に向けた管理職の意識啓発

や民間企業等への派遣研修等により、女性の人

材育成を図りつつ登用を促進してまいる必要が

あると考えております。

続きまして、過疎地域等の活性化についての

取り組み等についてであります。過疎地域対策

については、昭和45年の過疎地域対策緊急措置

法の施行以来、国、市町村と連携しながら、産

業の振興、交通通信体系の整備、生活環境の整

備など、全庁を挙げて総合的な対策に取り組ん

できたところであります。これらの事業につき

ましては、毎年度、宮崎県過疎地域自立促進計

画に基づき、事業の進行管理を行うとともに、

関係市町村と県で組織する過疎地域振興協議会

等を随時開催し、過疎地域の現状や今後の対策

に関する情報交換等を行い、新たな施策立案に

生かしているところでございます。また、市町

村等による個性と魅力ある地域づくりの取り組
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みを支援する「元気のいい地域づくり総合支援

事業」により、西米良村の小川作小屋村づくり

や日之影町の森林セラピー基地づくりなど、住

民主体の地域づくりによる過疎地域等の活性化

を支援してきたところでございます。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○総務部長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、法人二税の収入増加の背景についてで

あります。平成18年度の法人二税の収入につき

ましては、約266億800万円となり、その内訳

は、法人県民税が47億1,200万円余、法人事業税

が218億9,500万円余となっております。平成17

年度の法人二税の収入と比較しますと約23

億2,900万円の増収となりますが、これは、卸売

・小売業、運輸・通信業、サービス業などの企

業業績が堅調に推移したことによるものと考え

ております。

次に、コンビニ収納の成果についてでありま

す。平成18年度のコンビニ収納につきまして

は、８月31日まで実施したところであります

が、件数にいたしまして７万7,826件、金額にし

て約29億円の収納があり、約20％の利用状況と

なっております。一方、自動車税全体の納期内

納付率は65.8％となり、前年度と比較いたしま

して0.7ポイント向上しているところでありま

す。これを各収納機関別の利用状況で見ます

と、金融機関等が前年度に比べ１ポイント減少

したのに対し、コンビニ収納は1.7ポイント増加

しており、コンビニ収納は納期内納付の向上に

も寄与したものと考えております。今後とも、

納期内納付の一層の促進に努めてまいりたいと

考えております。

最後に、市町村消防の広域化についてであり

ます。近年、災害や事故の形態が大規模化、多

様化しており、人口減少や高齢化の進展と相

まって、地域における防災力の低下が懸念され

ております。このような中で市町村消防は、こ

れらの変化に的確に対応し、今後とも住民の生

命・財産を守り、地域の安全・安心を確保して

いくことが求められております。このため国に

おきましては、平成18年度に消防組織法の改正

を行いまして、行財政上のさまざまなスケール

メリットが期待できる市町村消防の広域化を推

進することとしております。本県におきまして

も、消防を取り巻く環境は厳しさを増すものと

考えられまして、各市町村の現況や将来の見通

しを踏まえた「宮崎県市町村消防広域化推進計

画」を今年度中に策定し、市町村消防の広域化

を積極的に進めてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○地域生活部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えします。

男女共同参画センター実施講座についてであ

ります。男女共同参画センターにつきまして

は、平成18年度から指定管理者制度を導入し、

開館日や開館時間の拡充など利便性の向上とと

もに、県民のニーズに対応した講座や研修会の

開催など、効果的な事業の展開を図ってきたと

ころであります。その結果、講座につきまして

も受講者が大きく増加をしておりますが、これ

は、男女共同参画の普及啓発を全県的に推進す

るため、都城市、日南市及び高鍋町など市町村

に出向いて開催する講座を積極的に行ったこ

と、また、若い世代に対する啓発を図るため、

高校生や教職員を対象に、ドメスティックバイ

オレンスをテーマとした講座を新たに行ったこ

と等の理由によるものであります。

次に、バス対策についてであります。県で

は、地方バス路線等運行維持対策といたしまし
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て、広域的、幹線的なバス路線や廃止路線代替

バス等の運行に対する補助などを行い、県民の

日常生活に必要な交通手段の維持・確保に努め

ているところであります。しかしながら、バス

事業者による不採算路線の廃止や県及び市町村

の財政負担を考えますと、今後は、より低コス

トで、地域の実情に応じ、将来にわたって安定

的に運行できる新たな交通システムの構築が必

要と考えております。このため平成18年度、新

たに県単独の事業である「地域バス再編支援事

業」を創設し、地域住民の参加も得ながら、利

用しやすいコミュニティバスの導入を図る市町

村への支援に取り組んだところであります。そ

の結果、19年４月から三股町が、10月からは

五ヶ瀬町が、新たにコミュニティバスの運行を

開始されたところであります。以上でありま

す。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 基本

健康診査及び女性のがん予防についてでありま

す。県民の健康づくりにとって、疾病の早期発

見・早期治療、そして疾病の予防のために、定

期的な健康診断が重要だと考えております。そ

のような中、市町村が実施する基本健康診査の

受診率は、平成18年度35.9％で、前年度と比較

して5.0％低下しております。また、女性のがん

予防につきましては、平成17年度の乳がん検診

の受診率が14.5％、子宮がん検診の受診率

が21.5％となっております。基本健診及びがん

検診ともに受診率が伸び悩んでいる状況であり

ますので、今後とも、乳がんの早期発見・早期

治療の啓発のために実施しておりますピンクリ

ボン運動を推進するとともに、市町村と連携し

た受診率の向上対策に取り組んでまいりたいと

考えております。以上でございます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、商店街の育成・支援の現状についてで

あります。県では、便利でにぎわいのある商店

街づくりを支援するため、空き店舗対策を初め

とする市町村や商店街などの取り組みを支援し

ているところであります。主な取り組みといた

しましては、空き店舗を活用した高齢者交流施

設の運営や、商店街におけるイルミネーショ

ン、モニュメントの整備などに助成をいたして

おります。また、個々の商店に対しましても、

経営指導員による経営支援や、専門家を派遣し

まして商品展示等の指導を行うなど、ハード、

ソフト両面から商店街の活性化に向けた支援を

行ったところであります。

次に、まちづくり三法を踏まえたまちづくり

の現状についてであります。まちづくり三法で

は、行政、地域住民、関係団体などが密接に連

携し、市町村を中心として、地域が主体的にま

ちづくりに取り組むことが求められておりま

す。平成18年度におきましては、宮崎市が、ま

ちづくりのコンセンサス形成のため、中心市街

地活性化協議会を設立し、国から中心市街地活

性化基本計画の認定を受けております。県で

は、このような取り組みに対しまして、庁内連

絡会議を設置して助言を行いますとともに、中

心市街地商業活性化基金事業などによりまし

て、基本計画に基づくさまざまな事業に対して

助成するなどの支援を行ったところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

農政水産部における一者随意契約についてで

あります。平成18年度におきましては、社団法

人宮崎県農業振興公社と、工事件数９件、約３

億8,990万円を随意契約しております。その工事
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内容としましては、農地の造成と区画整理であ

ります。公社と随意契約を行う理由につきまし

ては、現況地形の状況によっては、これまでの

公社の技術能力を生かすことが効率的、効果的

であること、公社が農地保有合理化事業等で土

地利用調整等を行い、その後の工事も一体的に

実施することが効率的、効果的であること、継

続地区での仕上げ工事の場合には、当該地区で

の事業経験から、土質条件、多数の受益者の意

向などを熟知した者による工事施工が効率的、

効果的であることなどの、それぞれの地区の状

況を踏まえまして、公社と随意契約を行ってお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 県土

整備部における一者随意契約についてでありま

す。これは、国道220号のデパート前交差点から

県総合運動公園入り口までの区間の沿道修景管

理業務を、宮崎県公園協会に約6,800万円で委託

したものであります。国道220号は本県を代表す

る観光道路でありますことから、この区間の沿

道修景業務について、長年にわたる経験と顕著

な実績があり、イベント等にも臨機に対応でき

る、財団法人宮崎県公園協会と契約したもので

あります。〔降壇〕

○会計管理者（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答

えいたします。

職員に対する財務会計事務研修についてであ

ります。会計機関としては、執行機関の会計事

務が公正かつ適正に執行されるよう、従来か

ら、出先機関の出納員や会計員を対象として、

財務会計事務研修を計画的に実施してきたとこ

ろであります。平成18年度には見直しを行い、

本庁及び出先機関の全職員を対象として実施す

ることとしたところでありまして、毎年、会計

事務に従事している職員の約半数に相当する500

名前後の職員が受講しているところでありま

す。特に本年度は、不適正な事務処理問題が発

生したことを重く受けとめまして、直ちに追加

研修を実施した結果、昨年度と比較して倍増

の1,000名を超える受講があったところでありま

す。さらに本年度、初めての試みとして、11月

前半に県内８地区に出向いて、各出先の会計機

関の責任者である出納員を集め、職務の重要性

を再認識させるとともに、公正かつ適正な会計

事務処理を行うための意見交換を行ったところ

であります。このほか、毎年、予算を執行する

出先機関に対する実地指導検査や支出証拠書類

検査を実施する中で、会計事務に対する個別指

導を実施してきたところであります。特に本年

度の実地指導検査においては、不適正な事務処

理が行われていたすべての出先機関を含めて実

施しているところであり、また、物品取扱業者

に対し、抽出ではありますが、現地確認調査を

行うこととしたところであります。以上であり

ます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、小中連携推進事業についてでありま

す。この事業は、基礎学力、基礎体力、基本的

な生活習慣等の確実な定着を目指し、小学校105

校、中学校44校の推進拠点校が連携いたしまし

て、系統性、一貫性のある学習指導や生徒指導

を行うものであり、平成17年度から取り組んで

いるものであります。平成18年度は、小中学校

教員の授業交流や小中合同授業研究会の開催等

によりまして、学習内容の定着状況の把握や授

業改善の一層の推進に努めるとともに、教科や

課題別に小中合同の研究組織を設置するなど、

推進体制の充実を図ったところであります。こ

れらの取り組みによりまして、小学校から中学
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校への円滑な移行が行われ、義務教育９年間の

中で学力向上が図られているものと考えており

ます。

次に、中・高連携推進モデル事業についてで

あります。この事業は、中・高間の系統性、一

貫性のある指導を行いますために、県内３地域

の普通科高校と近隣の中学校をモデル校に指定

いたしまして、連携と接続のあり方について実

践的な研究を行い、その成果を県内に普及する

ための事業でございます。各モデル地域におき

ましては、交流授業や教科研究会等を実施する

ことで、連携の必要性の認識が深まり、指導方

法の改善や中・高をつなぐ教材の開発など、中

・高の連携による学力向上等に向けた取り組み

が推進されております。

最後に、未履修問題の再発防止についてであ

ります。このことにつきましては、学習指導要

領にのっとった教育課程の運用や授業が円滑に

行われるよう、年度初めの校長会、教頭会、教

務主任会等で改めて周知徹底を図っているとこ

ろであります。また、各学校に提出させまし

た、履修すべき教科・科目等を示した教育課程

表を点検するとともに、その実施状況を学校訪

問時に確認するなど、点検の一層の充実を図っ

ているところであります。さらに、各学校では

校長が、実際の授業や定期テスト問題、使用教

材等の点検を行いまして、その結果を９月と３

月に県教育委員会へ報告させることといたして

おります。以上でございます。〔降壇〕

○代表監査委員（城倉恒雄君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、特別会計の決算審査についてでありま

す。平成18年度、13ある特別会計の中で、例え

ば小規模企業者等設備導入資金では、総収入済

額27億円余に対し、支出した額は10億円余にと

どまり、収入済額の63％が19年度に繰り越され

ております。同様に、沿岸漁業改善資金におい

ては77％が、林業改善資金においては69％が、

母子寡婦福祉資金においては71％が翌年度に繰

り越されております。このように多額の繰越金

の発生が恒常化している特別会計については、

制度の周知徹底や見直しに努めるなど、資金の

効果的活用について検討を求めたところであり

ます。

次に、不適正な事務処理についてのお尋ねで

ございます。監査は、事業が完了したものにつ

いて、証拠書類がそろっているか、整合性がと

れているかなどの観点から行っているところで

ありまして、現行の監査制度のもとでは、事務

処理の一連の手続に不備がなければ、通常の監

査では不適正な事務処理を発見することは困難

でございます。しかしながら、今般判明しまし

た不適正な事務処理の事態を深刻に受けとめ、

より一層厳正な監査の執行や、監査機能を高め

る工夫の必要性を痛感しております。したがい

まして、今後は、各所属の内部チェック機能が

有効に機能しているかの監査、及び対象所属、

対象事項等を重点化した監査などに努め、監査

に対する信頼の確保に取り組んでまいります。

以上です。〔降壇〕

○井上紀代子議員 再質疑をさせていただきま

す。今、代表監査委員からもありましたとお

り、不適正な事務処理というのはなかなか見つ

けることができない、そういう状況になってい

るという点では大変残念に思っています。先ほ

どもありましたが、県の損害想定額、それから

職員がこの返還にずっと取り組んでいくわけで

すけれども、12月14日が最終というふうになっ

ておりますが、この金額についての公表という

のはその時点でされるんでしょうか、それを総



- 59 -

平成19年11月27日(火)

務部長にお尋ねしたいと思います。

○総務部長（渡辺義人君） まだ十分そのあた

りは詰めておりませんけれども、最終的には

トータル額としては公表したいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 県民にとってみても、ぜひ

明らかにするべきところについては明らかにさ

れたほうがいいというふうに思いますので、よ

ろしくお願いしておきたいと思います。

決算審査をしておりますと、いつも、とても

むなしい気分になるんですけれども、自治体は

大体が予算主義で、決算についてある意味では

すごく淡泊であるという点で残念に思います。

決算審査の折、私どもも分科会において多くの

指摘というのをさせていただくわけですけれど

も、それが具体的に変えられたという認識をな

かなか持てないという点では、分科会での私ど

もの指摘についてももう少ししっかりと受けと

めていただけたらというふうに思っています。

今回、監査委員から特別会計の効果的な活用

に関する指摘というのを受けています。これ

は、昨年も同様にこの特別会計の問題について

指摘をされているわけです。ただ、小規模企業

者等設備導入資金につきましては、近年実績が

低迷しているということも含めて、事業の廃止

をした場合にどうなるかというと、繰越金の半

分を国に返還しなければならないとか、非常に

悩ましい問題もくっついています。ただ、制度

が現実と合っていないのではないかと思われる

点が幾つもあるわけです。知事は、このような

特別会計の現状について見直しを行っていくお

考えがあるのかどうか、そこを伺っておきたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 監査委員から指摘の

ありました特別会計につきましては、関係機関

とも連携しながら、制度の周知に努め、資金の

効果的な活用を図るとともに、制度の見直し等

も含めて、今後検討してまいりたいと考えてお

ります。

○井上紀代子議員 先ほど非常に淡泊な答弁を

いただきました、地方バス路線の運行維持のこ

となんですけれども、毎年大体４億円使ってい

るわけです。各市町村においてどういうバスを

走らせていくかということは―今、再編支援

をしているというふうに言われますが、これは

たかだか130万円程度の予算なんですね。実際は

この４億円の総体というのは、バス事業者のほ

うにお金が行くような丸投げ的な内容になって

いるのではないかと、私は非常に残念に思って

います。いわゆる過疎地域の対策は、交流人口

をふやしていくだとか、地域の皆さんの中で、

もっともっと地域の中でこのバスが走っている

と楽しいと思えるような、そういう予算の使い

方をしっかりとされていくということが大変重

要なのではないかというふうに思っています。

予算は立ててあって、その金額をただ使えばい

いということでは、予算的効果というのが本当

に出てこないのではないかというふうに思いま

す。そういう意味では、きょう、過疎地域の問

題について質疑させていただきましたが、各部

が同じような事業というのをたくさん持ってい

るわけです。ただ問題は、そこをコーディネー

トするところがいない、各部各部に任されてい

るというところに大変な問題があるのではない

かと指摘をさせていただきたいというふうに

思っています。

やっぱり、県民みんなからいただいた税金が

どう使われるかということが大変重要なわけ

で、決算の折にはそのことがきちんと皆さんの

中に認識されないといけないというふうに思っ
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ています。この不適正な事務処理の何が問題で

あるかと言われると、資金の管理全体を、だれ

も責任を持って管理した人がいないんです。よ

そのところで丸投げされたところで、どこかに

お金が宙に浮いたような状態になっていたわけ

です。これは公金なんです。公金が丸投げされ

た形でどこかで浮いたような状態になる。だれ

もその資金を管理した状況になっていないとい

う点では、私どもは深く反省をしなければなら

ないのではないでしょうか。ただ、もう一方で

言いますと、それを監査するところ、指摘をで

きるところがないというところにも大変な問題

があると思うんです。ですから、公金を扱う側

の、それこそ私どもの思いというか、公金を使

う側の気持ち、それからコンプライアンスが

しっかりとしていなければいけないということ

になっていくというふうに思います。

今回、議長からも強い要請もありまして、分

科会ですごく長い時間審議させていただくこと

になりました。私どもも一生懸命、十分な審議

をするわけですけれども、それを執行部がしっ

かりと受けとめていただくということが、両輪

としてのお互いのあり方ではないかというふう

に思っています。「県議会は何もチェック機能

を果たしてこなかった」という御批判を多くい

ただきました。申し開きになるような感じもい

たしますが、でも、私はそのことに対しては、

本当に県民の皆さんに改めて申し上げたいぐら

い、分科会等を含めて熱心な議論をさせていた

だいている、そういう思いがいたします。常に

両方で公平・公正な資金の使われ方をチェック

することが大変大事なのではないかというふう

に思います。

以上で私の質疑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）

○坂口博美議長 次は、13番前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。

平成18年度決算に関しての総括質疑を行いま

す。知事並びに関係部長、教育長にお答えをい

ただきたいと思います。

時間もありませんので、早速入らせていただ

きます。まず、財政運営についてです。

今回の決算の結果、一般会計において、歳

入6,004億1,527万6,000円、歳出5,944億7,208

万3,000円で、実質収支で19億2,560万9,000円の

黒字が確保されたとしています。しかし、単年

度収支では9,482万7,000円の赤字となっていま

す。その財政内容を見ますと、年度内の県債発

行額は、前年度よりも減少したものの82 8

億9,163万円余、年度末の県債残高は過去最高

の9,173億円余の膨大な額に達し、年間予算をは

るかに上回る深刻な状況です。公債費は、前年

度比で4.3％減少したものの883億800万円余に及

んでいます。近年の国の経済対策による県債の

増発で残高は累増し、公債費も一層の負担と

なっています。さらに、国の三位一体改革によ

る地方交付税の削減です。こうした財政危機、

借金財政をどのように総括し、地方自治体の本

旨を踏まえた打開策をどう図っていくのか、知

事の御見解を伺いたいと思います。

また、この間に、裏金問題、官製談合事件と

いう許されない税金の使い方も起きました。こ

の点についても総括をいただきたいと思いま

す。

後は質問者席から質疑をさせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

本県財政に対する所見であります。三位一体
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の改革等により、本県最大の収入財源である地

方交付税等が大幅に削減され、また、社会保障

関係費や公債費の増等により、今後も多額の収

支不足が見込まれるなど、本県財政はさらに厳

しさを増しているところであります。このた

め、第２期の財政改革推進計画に基づき、義務

的経費の圧縮や投資的経費の縮減・重点化、事

業の徹底した見直し、財源確保対策などに取り

組み、収支不足の圧縮と、将来にわたって健全

性が確保される財政構造への転換を目指してい

くことが必要であると考えております。

続きまして、財政運営についてであります。

平成18年度は、財政健全化に向けた各種取り組

みを推進するとともに、施策・事業の重点化に

取り組み、全体としては厳しい財政状況に対応

した堅実な財政運営を図ることができたものと

考えております。

なお、入札談合事件や不適正な事務処理につ

きましては、県政への信頼を大きく失墜させた

ものであり、県議会並びに県民の皆様に深くお

わびを申し上げるとともに、県政に対する信頼

の一日も早い回復に向け、入札・契約制度改革

や再発防止策の推進に取り組んでまいりたいと

考えております。以上でございます。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 次に、歳入について伺いた

いと思います。まず、不動産取得税について、

２億761万円余の収入未済、1,846万円余の不納

欠損があります。また、軽油取引税についても

１億4,492万円余の収入未済があります。それぞ

れの理由と対策をお聞かせください。

○総務部長（渡辺義人君） お答えいたしま

す。

不動産取得税と軽油引取税の収入未済等につ

いてであります。まず、不動産取得税における

収入未済の理由といたしましては、法律に基づ

き納税が猶予されているものや分割納付をして

いるもの、また、納税する資力がないものなど

であります。軽油引取税の収入未済につきまし

ては、その大半は、法律で認められた納税の猶

予制度により、本来18年度収入となるべきもの

が19年度収入となったものであります。

次に、両税目の不納欠損の理由であります

が、法人の倒産や所在不明、滞納処分できる財

産が見当たらないことなどによるものでありま

す。これらの対策といたしましては、早期の滞

納処分の着手等に努めているところでございま

す。

○前屋敷恵美議員 では次、歳出に関して。繰

越明許費も多額に及んでおり、予算化をしても

年度内に事業が消化できないという状態があり

ます。また一方、不用額も23億3,500万円余と多

額になっています。その中で民生費の５億3,300

万円余、衛生費の１億1,700万円余、教育費の１

億5,600万円余、また災害復旧費の５億3,400万

円余については、林業災害復旧費及び港湾災害

復旧費について、その理由をお聞かせいただき

たいと思います。

また、災害復旧については、その復旧の状況

もお答えいただきたいと思います。それぞれの

関係部長にお願いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 民生費及び衛

生費の不用額の主な理由についてであります。

まず、民生費の不用額につきましては、障害者

自立支援法の円滑な実施を図るために、全額国

庫により造成される「障害者自立支援対策臨時

特例基金」について、国からの交付額が見込み

を下回ったこと、障がい者に対する自立支援医

療費や子育て支援乳幼児医療費助成事業につい

て、患者数が見込みを下回ったこと等によるも

のであります。次に、衛生費の不用額は、特定
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疾患医療費の患者数が見込みを下回ったこと等

によるものであります。以上です。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 林業災害復旧

費の不用額についてであります。この主な理由

は、林道施設災害復旧につきまして、平成18年

災害の国の交付額が減額されたことによるもの

であります。以上であります。

○県土整備部長（野口宏一君） 港湾災害復旧

事業費の不用額の理由につきましては、災害査

定決定後の関係機関との協議の結果、工法変更

により減額となったものであります。港湾への

堆積土砂の排除という当初の目的は達成してお

ります。

○教育長（高山耕吉君） 教育費の不用額につ

いてでありますが、その主なものは、学校職員

の給料、職員手当等の人件費でございます。以

上でございます。

○前屋敷恵美議員 では、次の各種施策・事業

についてお伺いをいたします。

まず最初は、指定管理者制度の導入について

です。営利を目的とする特定の民間企業に公共

の施設の維持管理をゆだねたわけですが、どの

施設に導入が図られたのか。また、公正な運営

と県民サービスが提供されているのか、指定管

理者に対する県のチェック体制が必要ですが、

機能しているのか伺いたいと思います。

また、その施設で働く労働者の労働条件や身

分保障が確立をされているのか、その辺も伺い

たいと思います。

○総務部長（渡辺義人君） 指定管理者の導入

状況等についてであります。指定管理者制度に

つきましては、平成18年度から、県立芸術劇場

や県営住宅など62の施設に導入したところであ

ります。また、これらの制度導入施設につきま

しては、指定管理者に対する定期的な業務報告

の義務づけや実地調査等を行うことにより、協

定書等に基づく業務が確実になされているの

か、施設の安全管理が適切か、住民の平等な利

用が図られているか、人員配置は適正かなどに

ついてチェックをし、施設の適正な管理運営の

確保に努めたところであります。

なお、指定管理者がかわった場合として申し

上げさせていただきますと、働いている職員の

雇用をどうするかということは、まずは使用者

である指定管理者が対応すべき問題と考えられ

ます。前回の指定管理者の選定時には、応募者

から現在の職員を雇用したい旨の提案があった

施設もあり、県としても情報提供等に努めた結

果、新しい管理者に雇用された例もあると聞い

ております。なお、労働関係法令等の遵守につ

いては、適切に指導しているところでございま

す。

○前屋敷恵美議員 十分なチェック機能を働か

せていただきたいというふうに思います。ただ

一つ、私どものところにいろいろ声が届くんで

すが、身近な問題で県営住宅の管理について、

「電話や直接の対応が非常に悪い。もとの制度

に戻してほしい」というような声も直接聞いて

いるところです。サービス向上が図られること

も導入の大きな要因だったわけですから、こう

いうところもしっかりとチェック機能を働かせ

ていただきたいというふうに指摘をしたいと思

います。

次に、市町村合併についてお伺いをいたしま

す。これまで44あった自治体が、現在30自治体

に統合されました。合併後の自治体では、合併

特例債を活用しての新たな施設建設に批判が出

されていたり、国保税が高い水準に引き上げら

れてしまったという問題や、役場から一段と遠

くなった遠隔地住民のサービスの低下、また、
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役場を中心としたにぎわいがすっかりなくなっ

てしまったというようなさまざまな声、不利益

が今報じられているところです。県は、合併市

町の状況をどのように把握し、それらの市や町

が自治体本来の役割を果たしていくための支援

を行ってきたのか伺いたいと思います。

○地域生活部長（丸山文民君） 市町村合併に

ついての質疑であります。合併した市町におか

れましては、組織機構の効率化などによる行財

政基盤の充実強化を図りながら、合併に際して

策定した市町村建設計画などに基づきまして、

合併特例債や市町村合併支援交付金の活用によ

り、地域の速やかな一体性の確立と均衡ある発

展に取り組まれているところであります。合併

の効果は、今後あらわれてくるものと考えてお

るところであります。

県におきましては、これらの市町における地

域をつなぐ道路網や上下水道の整備のほか、電

算システムの統合や防災無線の整備などを財政

的に支援するとともに、地域自治区や合併特例

区など、地域住民の意向が合併後の行政の運営

に十分反映されるような地域づくりに対する助

言を行ってきたところであります。以上です。

○前屋敷恵美議員 合併をしたけれども、これ

では結果的にやらなかったほうがよかったなど

ということになっては、本当に住民は浮かばれ

ないというふうに思いますし、その点での県の

支援、そしてまた、自立を決定した自治体に対

する支援もあわせて、県の立場として進めてい

ただきたいというふうに思います。

次に、福祉関係について伺います。今、高い

国保税が払えず滞納世帯がふえていることが問

題になっていますが、18年度、各自治体におけ

る滞納の状況、及びその制裁措置とも言える短

期保険証や資格証明証の発行状況を伺いたいと

思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 国民健康保険

税の滞納状況等についてであります。平成18年

度の国民健康保険税の現年度滞納率は、県平均

で7.4％となっております。また、国民健康保険

加入世帯のうち、短期保険証を１万4,772世帯

に、資格証明証を3,496世帯に、それぞれ発行し

ております。以上です。

○前屋敷恵美議員 今、数の御答弁をいただき

ましたけれども、県民の暮らし、そして健康、

命を守る上からも、国保税の滞納についての解

消、また、人道的にも許されない保険証の事実

上の取り上げ、この解消は必要だというふうに

思っています。県のこれまでの取り組みについ

て伺いたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 滞納解消に向

けた取り組みとしましては、市町村では、納税

者の生計状況や納付状況に配慮し、分割納付の

相談や休日・夜間における納付窓口の開設、戸

別訪問、さらには滞納処分等を行っておりま

す。県としましては、各種会議や研修会、事務

監査等において、市町村に対し、滞納対策に必

要な助言等を行っているところであります。以

上です。

○前屋敷恵美議員 保険証がない暮らしがどの

ように不安なものであるかというところは、県

がしっかりと押さえて支援をしていかなければ

ならないところです。この保険証の取り上げに

ついては、今後の課題としても重要な問題だと

いうふうに思いますので、その辺も今後の予算

にも行政にも生かしていただきたい、その点で

の総括をしっかりと行っていただきたいという

ふうに思います。

次に、産業や経済の振興、雇用に関して、宮

崎フリーウェイ工業団地における企業誘致の現
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状、誘致件数や雇用人数についてお聞かせくだ

さい。

○商工観光労働部長（高山幹男君） フリー

ウェイ工業団地には、昨年５月から操業を開始

しました食品加工業者が１社立地しておりまし

て、その最終雇用予定者数は48人と見込まれて

おります。

○前屋敷恵美議員 あわせて、企業立地促進補

助で12億6,940万円が23企業に投じられていると

いうことですが、この事業で新規の雇用にどう

つながったのか、正規雇用か非正規雇用だった

のか、その現状も伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 18年度に

企業立地促進補助金を交付しました23社につき

ましては、新規雇用予定者数が最終的には2,823

人と見込まれております。また、雇用の態様で

ありますけれども、平成18年12月に実施しまし

た誘致企業に対するアンケートの結果によりま

すと、社員に占める正規社員の割合は約65％と

なっております。

○前屋敷恵美議員 次に、融資対策で、信用保

証協会の保証承諾状況、この件数と金額をお聞

かせください。

また、中小企業融資制度貸付金事業で309億円

ございますが、この制度利用の件数、そしてま

た、どういう業種の企業がこの制度を活用して

いるのかというところもお聞きしたいと思いま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 平成18年

度の信用保証協会の保証承諾件数6,698件、保証

承諾金額は635億2,000万円となっております。

前年度と比較しまして、件数で485件、率にし

て7.8％の増加、金額では117億5,000万円、率に

して22.7％の増加となっております。また、業

種別に見ますと、建設業に対するものが201億円

で全体の約32％、小売業が104億円で約16％、以

下サービス業となっております。

○前屋敷恵美議員 地域経済の活性化、また雇

用の拡大・振興という点で、誘致企業の取り組

みも非常に大事だというふうに思います。一方

では18年度の地元中小企業の振興について、県

もさまざまな施策を行ってきたと思いますが、

地域企業が活力を持つことが大変重要だと思い

ますので、これまで取り組んできたさまざまな

事業の効果についてお聞きしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 18年度の

中小企業振興のための主な取り組みといたしま

しては、県産業支援財団の取引あっせんや研究

開発などの支援を行いましたほか、工業技術セ

ンターや食品開発センターの技術指導を進めま

して、中小企業の新規取引の成立、あるいは新

商品開発、技術力向上につながっているところ

であります。また、商業者に対しましても、街

路灯の整備や空き店舗活用事業など、８件の商

店街活性化のための事業に支援を行っておりま

す。さらに、中小企業融資制度貸付金により

約304億円の新たな融資を行うなど、数多くの幅

広い支援策が、中小企業者のさまざまな取り組

みに活用されているものというふうに考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 地域経済をしっかり支えて

いく点では、誘致企業とあわせて、一方で地元

企業に対する支援を同時進行で進めていただき

たいというふうに思います。

最後になりますが、農業施策についてお伺い

をいたします。担い手育成対策事業の成果につ

いて伺いたいと思いますが、現在の県内の農家

戸数、そして就農人口の推移を、ここ数年で示

していただきたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） まず、農家戸
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数の推移について申し上げます。農林業センサ

スによりますと、農家戸数は、平成７年で６

万1,866戸に対しまして平成17年で５万735戸、

それから農業就業人口でございますけれども、

平成７年が８万6,210人に対しまして平成17年が

６万6,245人と減少いたしております。その中で

担い手対策ということでございますけれども、

平成18年度は、担い手育成総合対策事業により

まして、家族単位が主となっている認定農業者

の育成、それから農業経営の安定のための法人

化、さらには小規模農家や高齢農家も参加でき

る集落営農の組織化等を推進いたしまして、平

成18年度末現在では、認定農業者8,354経営体、

農業法人525法人、集落営農51組織など、地域の

核となる多様な担い手を育成確保しているとこ

ろでございます。

○前屋敷恵美議員 農家戸数や就農人口は、確

実に低下をしていることが数字ではっきりして

いるんですが、こういった中で農家の後継者不

足を補うという点で、今、国の施策ともあわせ

て規模拡大や法人化等に重点を置いた施策に転

換をしてきている、こういう状況だと思いま

す。しかし、本当に担い手を育てるという点で

は、家族農業を支える視点の施策も非常に重要

だというふうに考えているところです。こう

いった点もしっかり総括をしていただいて、食

料供給県である宮崎の農家自体が元気が出るよ

うな―高齢化とともに難しい課題もあります

けれども、そういう点で農家をしっかりと支え

ていくという施策につなげていただきたいと思

うところです。

時間も参りましたけれども、厳しい財政状況

の中で今、県民は税金のあり方に高い関心を

持っております。公明性、公正性が非常に求め

られているところですので、今後、財政運営を

健全にしていくためにも、私どもも力を尽くし

たいと思いますし、今度の決算は、今後、委員

会での質疑に移していきたいと思います。あり

がとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 次は、３番川添博議員。

○川添 博議員〔登壇〕（拍手） いよいよ最

後になりました。無所属の会の川添博でござい

ます。

平成18年度決算の認定議案に対しまして、総

括質疑をさせていただきます。

まず、質疑に先立ち、先日急逝された江藤隆

美元衆議院議員に対して、一言申し述べます。

江藤先生は、かつて本県議会にも県議会議員と

して在籍され、その後、国務大臣を歴任して活

躍されるなど、約40年以上にわたる政治活動に

より、宮崎県の発展に大きく貢献されました。

ここに、心より哀悼の意を表したいと存じま

す。

それでは、通告に従い質疑に入らせていただ

きます。若干重複いたしますが、お許しくださ

い。

本県の平成18年度は、御承知のように、もと

もと自主財源の低い脆弱な財政基盤の上に、国

の三位一体改革の影響等により一般財源の３割

を占める地方交付税が減少するなど、より厳し

い財政運営を強いられた年でありました。宮崎

県経済は依然として低迷から脱し切れておら

ず、県民の暮らしぶりは閉塞感に包まれており

ます。そのような中に東国原県政が誕生したこ

とから、県民の県政改革への期待は高まりまし

た。今回の決算は、まさにその第一歩となる決

算であると言えます。私は、そういった県民の

視点から、18年度決算認定のための政策評価や

歳入歳出等の取り組みや成果について、総括的

な質疑を行ってまいります。



- 66 -

平成19年11月27日(火)

まず初めに、財政改革の成果に関してであり

ます。平成18年度決算においては、歳入歳出と

も前年を下回る中、県債残高や人件費は増加を

しています。18年度における財政改革の取り組

みと成果について、総務部長にお伺いをいたし

ます。

次に、中小企業の振興に関しまして、商工観

光労働部長に、18年度における中小企業振興の

ための取り組みと成果についてお伺いをいたし

ます。

また、18年度における小規模企業者等設備導

入資金特別会計の収入未済額への取り組みと成

果について、お尋ねをいたします。

同じく、商工観光労働部長に、18年度におけ

る県制度融資の利用状況についてお伺いをいた

します。

次に、農産物の販路拡大に関しまして、農政

水産部長に、18年度における「みやざきブラン

ド輸出促進事業」の取り組み状況と成果につい

てお伺いをいたします。

さらに、災害復旧事業に関しまして、県土整

備部長に、17年度に発生した災害の18年度の復

旧の状況についてお尋ねをいたします。

最後に教育長に、18年度における小中学校の

不登校やいじめの実態と、学校及び県教育委員

会の取り組みについて、お伺いをいたします。

以上で壇上からの質疑を終わります。後は質

問者席から行います。ありがとうございまし

た。（拍手）〔降壇〕

○総務部長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えを

いたします。

平成18年度につきましては、財政改革推進計

画の最終年度でありますことから、義務的経費

の圧縮や投資的経費の縮減・重点化、事業の徹

底した見直し、財源確保対策など、財政健全化

に向けた取り組みをさらに積極的に推進したと

ころでございます。具体的には、一般会計に係

る職員数で263名を削減したほか、予算編成に当

たりまして、投資的経費の縮減・重点化により

約180億円、事務事業や県単補助金の廃止・縮小

等により約100億円の削減効果があったものと考

えております。しかしながら、地方交付税等の

大幅な削減や社会保障関係費、公債費の増等に

より、今後も多額の収支不足が見込まれており

ますので、第２期の財政改革推進計画を着実に

推進していくことが必要であると考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、中小製造業振興のための取り組みと成

果についてであります。平成18年度の主な取り

組みといたしましては、まず、企業の取引拡大

を支援するため、県産業支援財団を通じて441件

の取引あっせんを行い、50件の新規取引につな

がっております。また、新商品の研究開発や販

路拡大を支援するため、同財団に６人のコー

ディネーターを配置しまして、1,001件の相談に

対応したところでございます。さらに、技術力

向上や研究開発を支援するため、工業技術セン

ター及び食品開発センターにおいて、2,608件の

技術相談や863件の依頼試験に対応いたしまし

た。このほか、研究開発費の助成や低利融資に

よる金融支援など、中小製造業者のさまざまな

取り組みを支援したところであります。

次に、小規模企業者等設備導入資金特別会計

についてであります。平成18年度末における小

規模企業者等設備導入資金特別会計の収入未済

額につきましては、これまで抵当権の実行や連

帯保証人等に対する強制執行等により回収いた

しました残りが、20件の２億9,116万7,000円と
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なっております。平成18年度は、直接訪問いた

しましたり、電話や文書督促等により回収に努

めたところでありますが、主たる債務者や連帯

保証人の高齢化が進み、回収額は558万5,000円

にとどまっております。

最後に、県制度融資の利用状況についてであ

ります。18年度の県制度の新規融資額は304

億5,901万円で、このうち保証付融資は303

億6,068万円となっておりまして、県制度の99.7

％を占めております。県制度の新規融資額は、

前年度に比較しまして、額で87億6,870万円、率

にしまして40.4％の増加になっております。貸

付別では、経営安定貸付が41億3,760万円、緊急

経営対策貸付が14億7,840万円、産業立地貸付

が10億8,350万円増加しておりまして、この３つ

の貸付で約67億円増加をいたしております。業

種別では、建設業、サービス業、卸売業、小売

業などの利用が伸びておりまして、この４業種

で新規融資額の約７割を占めております。以上

であります。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 みや

ざきブランド輸出促進事業についてでございま

す。本事業では、東アジアを対象に農業団体の

行う本県農水産物輸出の取り組みを支援するた

め、台湾・マレーシアにおける海外市場調査

や、香港・シンガポールにおける農産物フェア

などを実施いたしました。また、「みやざき農

水産物海外輸出促進協議会」を中心として、輸

出促進に向けた体制の整備や輸出情報の共有化

に取り組んだところであります。その結果、香

港やシンガポールなどの高級量販店において、

カンショや完熟キンカンなど、本県農産物の継

続的な取引が行われまして、平成18年度の本県

の輸出量は、前年度の140％となるなど、7.8ト

ンという数量に伸びているところでございま

す。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 17年

発生災害に係る事業の進捗状況についてでござ

います。

まず、公共土木施設災害の復旧についてであ

ります。県が管理いたします道路や河川な

ど1,195カ所が被災しましたが、平成18年度末時

点で1,172カ所の復旧が完了し、残る箇所につい

ても本年度中にすべて完了する見込みでござい

ます。

次に、河川激甚災害対策特別緊急事業につい

てでございます。これにつきましては、平成21

年度の完成を目指しておりますが、平成18年度

末までの進捗状況は、大淀川が約30％、五ヶ瀬

川は約40％となっております。

次に、砂防関係でございます。宮崎市田野町

の別府田野川を初め37カ所において、災害関連
び ゅ う た の が わ

緊急砂防事業を実施しております。平成18年度

末時点で29カ所が完成し、残る８カ所について

も本年10月末で完成したところでございます。

美郷町島戸地区を初め４カ所について、砂防激

甚災害対策特別緊急事業を進めているところで

ございます。平成20年度の完成を目指しており

ますが、18年度末までの進捗状況は30％となっ

ております。

最後に、河川の堆積土砂につきましては、家

屋の浸水被害のおそれがある箇所など、緊急性

の高い箇所から除去を行ってきたところであ

り、平成18年度末までに約150万立方メートルの

除去を実施したところであります。県といたし

ましては、被災箇所の早期完成を目指し事業進

捗を図るとともに、河川の堆積土砂についても

引き続き除去に努めてまいりたいと存じます。

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
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します。

平成18年度における不登校等の実態について

であります。不登校につきましては、小学校

が108名、中学校が768名、いじめの認知件数に

つきましては、小学校が294件、中学校が236件

となっております。各学校におきましては、

「いじめ不登校対策委員会」を設置いたしまし

て、定期的に状況を把握するとともに、児童生

徒・保護者を対象としました「命の大切さを考

える講演会」を開催しているほか、「悩み調

査」の実施などによりまして、早期発見・早期

対応に努めているところであります。また、県

教育委員会といたしましては、教職員のカウン

セリングの技術に係る研修を実施いたしますと

ともに、スクールカウンセラー等の学校への配

置や、子供専用の相談電話をＮＰＯ法人に委託

するなど、教育相談体制の充実を図っておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○川添 博議員 御答弁ありがとうございま

す。

さて、ここからは政策評価についてお伺いを

いたします。

まず、環境森林部長に、「森林・林業・木材

産業を支える担い手の確保・育成」の施策評価

を「概ね順調」とした根拠について、お伺いを

いたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 評価の判断材

料の一つとなります林業就業者数につきまして

は、林業採算性の悪化など林業を取り巻く厳し

い状況から減少傾向にあり、目標値を下回って

おります。しかしながら、新規の林業就業者数

につきましては、「宮崎県担い手対策基金」を

活用した就労環境づくりや、「緑の雇用担い手

対策事業」による林業就業希望者に対する研修

などにより、87名の目標に対しまして、それを

上回る160名の新規就業者を確保したところであ

ります。また、指標であらわすことが困難であ

りますが、林業後継者で組織する林業研究グ

ループの学習活動等への支援、また、林業に必

要な免許や資格取得の研修などによる意欲ある

担い手の育成が図られるなど、一定の成果も得

られたことから、これらを総合的に判断して、

「概ね順調」と評価したところであります。以

上であります。

○川添 博議員 政策評価の重要性につきまし

ては、改めて申すまでもありません。私は、18

年度決算認定に当たり、その評価の妥当性につ

いて少し検討したいと思います。まず、18年度

の政策評価では、189の施策について評価が実施

され、148の施策、約80％を「順調」もしくは

「ほぼ順調」とされています。どういう判断基

準で評価を実施されたのか、総合政策本部長に

お伺いをいたします。

○総合政策本部長（村社秀継君） 政策評価に

ついてでございます。政策評価の評価基準につ

きましては、数値目標の達成状況に加えまし

て、例えば人材の育成だとか意識の醸成など、

数値化するのが困難な成果も判断材料とし、総

合的な評価を行ったところでございます。な

お、評価の結果につきましては、効率的、効果

的な施策の推進に生かすこととしておりまし

て、新たな総合計画の重点施策でもあります

「新みやざき創造戦略」の推進に資するととも

に、新規事業の構築など、今後の予算編成にも

反映させていくことといたしております。

○川添 博議員 先ほどの環境森林部長の御答

弁によりますと、新規林業就業者数が目標を上

回っており、総合的な判断で「概ね順調」とい

うことでございますが、実際には林業就業者数

はここ３カ年で1,000人減少しております。外部

平成19年11月27日(火)
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的な要因も多々あるとは思いますが、この目標

値の年間87人増加という目標自体が、今後の林

業担い手問題の課題解決のために資するかどう

か疑問でございます。私ならば、これから努力

をしようの「Ｃ」をつけて、もっと厳しい現状

認識を持ち、進捗状況や施策の再検討を行いま

す。人材育成など数値化できない部分で多大な

成果があった場合は、評価に値する具体例を明

示し、数値につながっていく理由を説明するこ

とも必要かと思います。

また、もう一つの例として、18年度の県内中

小企業の状況については、保証協会の制度融資

の利用等が順調に行われているようです。一

方、18年度工業統計調査によると、製造業にお

いては、製造品出荷額や付加価値額、また従業

員数ともやや上向いている傾向にはあるもの

の、事業者数については減少をしております。

依然として、いずれも九州７県で最下位であり

ます。一部の業種の増加はあるものの、全体の

底上げには至っていないと思います。中小企業

振興のほとんどの項目で「概ね順調」とされて

いますが、実際に県内中小企業に景況感は感じ

られません。

私は、政策評価のすべてがおかしいとは申し

ません。今回御答弁いただいた、県土整備部の

過年度に及ぶ災害復旧や、教育委員会の深刻な

いじめの問題等については、努力を要する

「Ｃ」評価となっており、厳しい現状認識で妥

当と考えます。18年度決算認定に当たって、こ

のような厳しい県政の実情を勘案したときに、

県民の満足度と県庁の満足度に乖離があるので

はないかと考えます。その理由は、施策の評価

が政策課題の根本的な解決に至っておらず、評

価と実態が一致しないものが見受けられるから

でございます。そこで、簡単なことではないか

と思いますが、政策課題の計画的で根本的な解

決のために、評価シートを改善する余地はない

のか、総合政策本部長にお伺いをいたします。

○総合政策本部長（村社秀継君） 施策の評価

でございますけれども、評価に当たりまして

は、まず、各施策の担当部局が、数値目標ある

いは具体的な成果に基づき評価を行いますとと

もに、さらに総合政策本部で全庁的な視点から

確認を行い、必要に応じて担当部局と協議・調

整するなど、できるだけ客観的な評価となるよ

う努めているところでございます。しかしなが

ら、政策評価はまだ十分完成された仕組みとは

言えませんので、今後とも、見直しや改善を加

えてまいりたいと考えておるところでございま

す。

○川添 博議員 政策評価は、県民の血税が

しっかりと諸課題の解決のために有効に使われ

たのか、また、我々県民がしっかりと県政を見

詰めていくためにも、大変意味のあることと思

います。目標値設定をもっと実態に即したもの

に改めることや、外部からの評価を取り入れる

など、政策評価の抜本的な改善を要望いたしま

す。

最後に、収入未済額の圧縮の取り組みでござ

います。

18年度一般会計の収入未済額は前年度比ほぼ

横ばいで、圧縮が図られておりません。県税及

び県税以外の主なものについて、収入未済額、

不納欠損額の改善の取り組みを総務部長にお伺

いいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 平成18年度の収入

未済額は28億6,535万円余、不納欠損額は２

億8,702万円余となっております。

次に、改善策でありますが、まず、県税につ

きましては、収入未済額の約５割を占めます個

平成19年11月27日(火)
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人住民税について、賦課徴収権が委任されてお

ります市町村を支援するため、滞納整理実務研

修等に加えまして、新たに県による直接徴収に

取り組んだところでございます。また、収入未

済額の約３割を占めます自動車税につきまして

は、新たにインターネット公売やタイヤロック

による一斉差し押さえ等の対策を実施したとこ

ろでございます。

県税以外の主なものとして申し上げますと、

公営住宅使用料につきましては、滞納整理強化

月間を設定し、組織的に納付指導に取り組んで

おりますほか、悪質な滞納者に対しては明け渡

し訴訟等の法的措置を講じているところでござ

います。また、児童保護費負担金につきまして

申し上げますと、未収金徴収強化月間を設定

し、保護者への重点的な納入指導や夜間の徴収

等に取り組んでいるところでございます。さら

に、本年10月からは債権管理事務嘱託員２名を

配置し、債権回収体制を充実させたところでご

ざいます。

なお、収入未済のうち、債権の消滅時効の完

成や破産法による免責の場合等は、不納欠損金

として整理することになりますので、時効の中

断等必要な対策をとりながら、適正な債権の確

保に努めてまいりたいと考えております。

○川添 博議員 この28億円余の収入未済額に

ついては、厳しい財政環境や、県民の公平な税

負担という見地から、積極的に圧縮していく必

要があります。私は、今までの縦割りの管理で

はなく、総務部による一括管理といいますか、

回収促進専担チームを設置するなどして、収入

未済額の圧縮目標額を決めて、基本計画に明確

に定め、より迅速で効率的な収入未済額の圧縮

方法へ発想を転換すべきときではないかと考え

ます。今後、管理の手法について御検討をお願

いしておきます。

最後になりますが、県民から見て、昨年度は

しっかりと県政運営ができたのか、すなわち適

正に歳入の処理が行われ、また効果的な施策が

実効を上げたのかを明確にすることが必要であ

ります。政策評価を含めて18年度決算をしっか

りと検証し、また深く精査することが、今後の

事業仕分けや財政改革にもつながっていくもの

と思います。今後とも県民のために新しい視点

で、実効性の上がる先進的な県政運営をお願い

申し上げて、以上、簡単ですが、私の質疑を終

わります。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で総括質疑は終わりまし

た。

◎ 議員発議案送付の通知

○坂口博美議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会より議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読いたさせます。

〔事務局長朗読〕

平成19年11月27日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 議会運営委員長 濵砂 守

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

普通会計決算特別委員会の設置について

◎ 議員発議案第１号上程、採決

○坂口博美議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号を議題といたします。

お諮りいたします。
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本案については、会議規則第39条第２項及び

第３項の規定により、説明、質疑及び委員会の

付託を省略して直ちに審議することに御異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

本案は原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、議員発議案第１号は原案のとおり可決され

ました。

◎ 議案第７号普通会計決算特別委員会付託

○坂口博美議長 次に、議案の委員会付託につ

いてお諮りいたします。

今回提案されました議案のうち、議案第７号

「平成18年度決算の認定について」は、ただい

ま設置が決定しました普通会計決算特別委員会

に付託することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

あすからの日程をお知らせします。

明日28日から12月９日までは、普通会計決算

特別委員会及び議案調査等のため、本会議を休

会いたします。

次の本会議は、12月10日午前10時開会、一般

質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時40分散会


