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平 成 2 0 年 ２ 月 2 9 日 ( 金 曜 日 )
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◎ 代表質問

○坂口博美議長 ただいまの出席議員44名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に続いて代表質問であり

ます。

ただいまから代表質問に入ります。まず、公

明党宮崎県議団、41番長友安弘議員。

○長友安弘議員〔登壇〕（拍手） それでは、

公明党を代表し、通告に従い代表質問を行いま

す。積極的な答弁を期待いたします。

まず初めに、知事の政治姿勢についてお伺い

をいたします。初めに、少し長くなりますが、

公明党の政治姿勢について引用させていただき

ます。

我が党の太田代表は、激動の世界、加速度的

なグローバル化の中、世界の中の日本、国際社

会の中での日本が、いかにかじ取りをしていく

か、まさに正念場を迎えていると訴え、「民の

欲するところ、天必ず之に従う」という故事を

引き、公明党として、あくまで「生活に直

結」、そして「政治に実現」を掲げ、今こそ庶

民や中小企業、地域で困っている人の側に立っ

た政治を貫いていきたいとの決意を述べており

ます。これからの政治の方向性について、また

「安心・安全の勢いのある国づくり」を目指す

べきとし、そのためには景気・経済の力強さ、

勢いが大事であり、決して沈み行く国にしては

ならないと言っております。我が国を取り巻く

閉塞感を打破し、日本を元気に、とりわけ家計

を元気にする施策に、今こそ力を入れるべきで

あり、ともかくＧＤＰを引き上げ、給与所得

を2010年までに過去最高の水準に上げるべきと

指摘しております。そのＧＤＰを上げるには、

資本力、技術力、労働力の３つの要素をいかに

効率よく活用し、引き上げていくかが大事であ

り、技術力については、我が国の持つ強みを生

かしたイノベーションを中心とした成長力の抜

本強化、労働力に関しては、雇用の拡大を訴え

ております。また現在、６番目に抑えられてい

る労働分配率をもっと高め、世帯所得をふや

し、陰りの見えた外需にかわり内需を喚起し、

景気を引き上げることが肝要とも述べておりま

す。

翻って、地方は今、世界の大競争や国の構造

改革の荒波を受け、考えられないような財源不

足に陥り、格差が一段と広まっております。急

速に進行する高齢・人口減少社会の到来を初

め、激動する社会変化の中で、県政をどのよう

に導き、県民の生活、福祉をいかに守るか、ま

さに正念場であります。社会基盤の整備を初

め、諸産業の振興、雇用の確保、医療・福祉の

充実、そして安心・安全な暮らしの担保と、県

民の切実な願いは日増しに強くなっておりま

す。本県の現状を見ますと、前年まで上昇傾向

を見せていた税収は落ち込み、県民１人当たり

の所得も全国で44位に下がったことが報道さ

れ、大変な状況でございます。本県にとって最

も重要なことは、県民総生産をいかに上げるか

でありますが、就任２年目を迎えられた知事の

県政運営の所信についてお尋ねをいたします。

次に、20年度予算についてでありますけれど

も、知事にお伺いいたします。

知事にとって初めての通年予算となる20年度

予算が編成されましたが、大変な財源不足の

中、「新みやざき創造戦略」について知事は、

中山間地域・植栽未済地対策、子育て・医療対

策、建設産業対策を、特に重点的に推進する施

策として取り組むとされております。いずれを

平成20年２月29日(金)
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とりましても、県民の切実な願いのこもった時

宜にかなった施策であると、成果を期待するも

のであります。

そこで、中山間地域・植栽未済地対策につい

てでありますが、今、農業と商工業をつなぐ農

商工連携の試みに注目が集まっております。中

山間地の地域資源を、消費者側の視点に立ち、

農業サイドに立って商工と連携し、町の特産品

として売れるものに変えていく。つまり、農業

を商工業とマッチングさせながら、一つ一つ手

づくりで支援し、地域を元気にしていく試みで

あります。今国会に、地域活性化の切り札とし

て農商工連携促進法案が提出され、予算が組ま

れておりますが、中山間地域対策の一つとし

て、積極的に取り組むべきではないかと思いま

す。知事の所見を伺います。

次に、子育て・医療対策についてでありま

す。今議会に、子育て支援策として、乳幼児医

療費の拡充策が提案されました。私どもは、か

ねてから一貫した次世代育成支援対策の充実に

取り組んでまいりました。不妊治療の保険適用

から妊産婦健診の助成拡大、出産一時金の拡

充、未就学児までの乳幼児医療費の無償化、児

童手当の対象年齢の引き上げ、義務教育の教科

書の無償化、高等学校・専門学校・大学・大学

院に至っては奨学金の拡充等々、未来社会の一

切を担う次世代の子供の育成こそ肝要と、全力

を挙げて取り組んでまいりました。その結果、

例えば奨学金は、有利子奨学金の枠まで入れま

すと、希望する全員に貸与できる状況となり、

貸与額も学生生活がきちんとできるように拡充

されました。さらに、女性が安心して出産がで

き子育てができるよう、働き方を含め子育て環

境の整備など、対策の一層の充実に取り組んで

おります。県は今回、３歳から小学校に上がる

までの幼児の通院費を１レセプト800円と定めま

した。長年求め続けてきた乳幼児医療費の支援

の拡充が、やっとの思いで実現いたしました。

しかし、３歳児までの通院費・入院費と、６歳

児までの入院費が今まで１レセプト350円であっ

たことに比べると、今回の設定は少し高いので

はないかと思います。かつて、乳幼児医療費の

現物給付化のとき、10数万名もの署名が驚くほ

ど短期間で集まり、当時の知事に陳情し、支援

策が実現いたしました。これが県民の切実な思

いであります。今回の800円は高過ぎると思いま

すが、もう少し下げることはできなかったの

か、これは知事にお尋ねいたします。

次に、建設産業対策についてお尋ねをいたし

ます。建設業の現状は、落札したにもかかわら

ず倒産する会社が出たり、官報を見ますと、廃

業や一部廃業を行う会社が多く見られます。ま

た、建築確認申請に大変な時間がかかり、経営

が非常に厳しい状況に追い込まれている現状も

ございます。建設業の方々から実情を聞いてみ

ますと、資金繰りが大変苦しくて、経営を維持

するのにとても苦労しているという話を聞きま

す。また、予定価格の設定が厳しいため、落札

しても利益がほとんど出なかったり、時には赤

字が出るといった声を数多く聞きます。まさに

早急な対策が望まれます。知事の認識のとお

り、建設産業は災害時の緊急対応はもとより、

地域経済や雇用を支える重要な役割を果たして

おります。迅速かつきめ細かな対策が求められ

ますが、入札制度改革の評価とあわせ建設産業

対策について、知事にお尋ねをいたします。

次に、原油高騰対策について、知事にお尋ね

いたします。

ガソリンを初め燃油価格の高騰で、流通業

界、農林水産業、商工業、果ては消費者物価ま

平成20年２月29日(金)
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で高騰し、その影響は県民生活を直撃しており

ます。我が党は昨年末、原油高騰対策をまと

め、政府挙げての取り組みを求めてきました。

現在、国においては、中小・小規模企業者の既

往債務返済の緩和、セーフティネット保証や貸

し付け、高速道路料金の引き下げ、福祉灯油ほ

か90項目にわたる対応策が開始されておりま

す。しかしながら、生活弱者を初め、一般ユー

ザーへの対応策はまだまだ不十分であります。

負担軽減に向け、さらなる原油高騰対策が求め

られますが、県の取り組みについてお尋ねをい

たします。

次に、防災対策について、県土整備部長にお

尋ねをいたします。

木造家屋の耐震対策についてであります。平

成12年の鳥取県西部地震では、全壊した家屋

が435戸、半壊家屋が3,101戸、負傷者は182人に

上りました。その後も我が国は、安芸灘、宮城

県北部、北海道十勝、新潟県中越、そして福岡

県西方沖地震と、死者・負傷者を初め、家屋の

全壊や半壊が多数発生する大地震に幾度となく

見舞われ、大変な被害をこうむっております。

中でも永遠に忘れることができないのは、平成

７年に起きた阪神・淡路大震災であります。

約11万棟の住宅が全壊し、6,000人もの方々が亡

くなられました。悲惨きわまる大災害でありま

した。このような災害に対しては、未然に可能

な限りの防災対策を打っておかなければなりま

せん。原因の一つは耐震性の乏しさでありまし

た。昭和56年以前の建築基準で建てられた家屋

や老朽化した家屋が多かったことが、大きな問

題となりました。このことを受け、木造住宅耐

震診断促進事業が実施されることになりました

が、耐震診断並びに耐震化の実行が求められま

す。同事業の本県の現状はどのようになってい

るのか、また今後の取り組みについてお尋ねを

いたします。

次に、後期高齢者医療保険制度の負担軽減に

関して、福祉保健部長にお尋ねをいたします。

我が国では、あと20年もたてば65歳以上の人

口は3,000万人を超えると言われ、実に４人に１

人が65歳以上の高齢者になります。それに要す

る医療費は現在の２倍、介護関連費用は３倍、

年金の支出はピークに達し、膨張する社会保障

費を賄うだけの資金をどう用意するのか、国に

とっても地方にとっても最大の課題でありま

す。税の福祉目的化の論議、健康づくり対策、

子育て支援策の充実、年金支給年齢の繰り下げ

並びに支給額の減額、さらに明年度からは後期

高齢者医療保険制度の開始と、すべての施策が

高齢・人口減少社会への対応へと向けられ、負

担の増大を招いております。世代間の負担の公

平を図らねばなりませんが、生活弱者の高齢者

に負担が重くのしかかる制度であってはならな

いと思います。後期高齢者医療保険制度は、後

期高齢者にとって大変負担の大きい制度です。

それゆえに我が党は、まず半年間、新たに保険

料を支払わねばならない人の負担をゼロとし、

次の半年間は保険額の１割に抑える、さらに次

の年度以降は改めて検討することを主張し、現

在そのような措置がとられております。いよい

よスタートする後期高齢者医療保険制度、本県

の場合、どのような保険制度になったのか、県

も大変な負担をしておると思いますけれども、

保険料を初め内容についてお示しいただきたい

と思います。

次に、介護従事者の待遇改善について、福祉

保健部長にお尋ねをいたします。

介護人材の確保についてでありますが、国レ

ベルでは、さらに高齢化が進む今後の10年間

平成20年２月29日(金)
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で、新たに40万人から60万人の介護マンパワー

が必要になると試算されております。本県は全

国に先行し高齢化が進んでおりますが、今後ま

すます高齢化は進むことになり、さらなる介護

マンパワーが必要になると思います。しかしな

がら、明年度より介護福祉士養成の助成制度が

打ち切られるとのことでありますけれども、本

県はそれほどマンパワーが充実しているのか。

まず、本県の現状と将来予測、また打ち切る理

由についてお尋ねをいたします。

次に、介護現場からの声でありますが、介護

従事者は長時間、重労働にもかかわらず給与が

低過ぎる、特に介護を生涯の仕事にしたいと思

う若者にとっては、生活設計が立たず、やむな

く離職する例が発生しております。介護マンパ

ワーが不足すれば、進行する高齢化社会にとっ

て懸念すべきことであります。どこに原因があ

るのか、本県の現状等についてもお示しいただ

き、今後の待遇改善についてどう取り組んでい

かれるのか、県の考えを伺いたいと思います。

次に、救急医療について、福祉保健部長にお

尋ねをいたします。

本県の救急医療体制は、産科の救急体制が全

国的に評価を受けておりますが、小児救急医療

体制については十分とは言えない状況にありま

す。昨今の報道によりますと、救急車は出動し

ているのに搬送受け入れ先がなく、たらい回し

にされ、死に至るケースが起こっております。

また、産科では、飛び込み出産というハイリス

クの緊急出産を余儀なくされ、大変懸念が広

がっております。医師不足、看護師不足が救急

医療の存続に深刻な影響を及ぼしております

が、県民が安心できる救急医療体制の構築が強

く求められます。

そこでお尋ねをいたしますが、救急車の受け

入れに際し、診察の可否や空床の有無、手術準

備の有無等をリアルタイムで知らせる救急受け

入れ表示システムの整備が必要と思いますが、

本県の取り組み状況についてお尋ねいたしま

す。

また、県内はもとより、近隣の都道府県との

連携が必要となりますが、その連携体制は確保

されているのか伺います。

次に、たらい回しを防ぐために、拠点施設に

センター等を設け、指導医を常駐させ、迅速な

救急処置、搬送が行えるような体制はとれない

のか、お尋ねをいたします。

もう一点、医師や医療スタッフ不足の解消が

最も重要でありますが、出産や子育て、介護な

どで医療の現場を離れた女性医師や助産師や看

護師などが多数おられると聞きます。これらの

方々の活用が必要と思います。出産や育児で職

場を離れなくていい、また、一たん離れても、

再び研修を受け職場に復帰できるシステムづく

りなど、環境整備をする必要があると思いま

す。国において主導すべき施策でありましょう

が、県レベルでもできることがあると思います

ので、県の取り組みについてお尋ねをいたしま

す。

次に、薬害肝炎対策について、知事にお尋ね

をいたします。

肝炎ウイルスに汚染された血液製剤の使用に

より薬害Ｃ型肝炎にかかられた皆様は、病気を

抱えた本人たちみずからが動くことによって初

めて訴訟で和解にこぎつけ、解決への道をかち

取られました。どれほどつらかったことか、こ

の闘いには深く敬意を表したいと思います。政

府の当初の和解案が原告団に拒否されて初め

て、一律救済の道が開かれるという劇的な解決

でありました。原告団の中には、生まれると同
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時に薬害肝炎をこうむり、成人を迎えた今日ま

で不安や苦痛にさいなまれ、失意の人生を送っ

てこられた方もあったと伺っております。ま

た、患者の大半が女性であられたことも、この

問題の重大さを物語っております。原告団の悲

痛な思いは、「私たちは今、頂上に登ることが

できました。しかし、多くの肝炎患者さんはま

だ頂上に達していません。一般患者の方の対策

にも力を入れていただきたい」との訴えに、如

実にあらわれております。原告団以外の薬害肝

炎の方はまだ多数おられます。また、一般肝炎

の方は、全国的には200万人とも言われます。今

後の対策が急がれます。県においても、できる

限りの支援策が望まれますが、相談窓口業務を

初め治療に至るまで、今後の県の肝炎に対する

取り組みについてお尋ねをいたします。

次に、雇用拡大対策について、知事並びに商

工観光労働部長にお尋ねいたします。

本県に活力をもたらす施策の中で何よりも大

事な施策は、雇用の拡大であります。人口減少

社会の懸念の一つに、労働力不足が指摘されて

いますが、若年者や高齢者、女性の雇用に対す

る施策の充実が重要であり、急がれます。特に

若者は、未来の活力のすべての源泉であり、若

年者雇用対策は極めて重要です。若者が正規雇

用され、生活設計が立てられることが、県の活

力を維持する重要なポイントとなります。

そこで、年長フリーターやニートの把握、支

援が大事でありますが、「地域若者サポートス

テーション」等の一層の整備充実が必要です。

若年者雇用に対する取り組みについて、知事に

お尋ねをいたします。

次に、高齢者雇用については、いよいよ団塊

の世代が退職期を迎えます。すぐれた技能や経

験を有し、まだまだ活力のある方もおられま

す。定年延長、継続雇用が普及しつつあります

が、さらなる取り組みが必要であります。国に

おいては、労働者の募集、採用時の年齢制限禁

止の義務化の動きもありますが、本県の高齢者

雇用対策についてお尋ねをいたします。

次に、女性の雇用について伺います。仕事と

家庭が両立できるサポート体制の構築が求めら

れます。また、再雇用の促進、結婚・出産に

よって退職をしなくて済む企業内保育所の整備

等の子育て支援策も必要です。女性の雇用につ

いての今後の県の取り組みについて、知事にお

伺いをいたします。

最後に、日雇い派遣等の派遣労働について伺

います。国では、労働者保護の観点から、情報

公開の拡大、対象業種、範囲などの規制のあり

方も含め、派遣労働について抜本的な見直しに

踏み込むべきという動きがありますが、本県の

派遣労働の状況についてお尋ねをいたします。

次に、中小企業支援について、商工観光労働

部長並びに県土整備部長にお尋ねをいたしま

す。

本県経済の活性化を図るためには、骨格であ

る中小企業の活性化が不可欠であります。この

たび、長年の課題であった事業承継税制の抜本

拡充を含めた制度的な枠組みがようやく実現

し、このことは関係者に大変喜ばれておりま

す。大事なことは、この制度の周知徹底、また

手続等のバックアップでございますけれども、

県はこの問題にどう取り組んでいかれるのか、

お伺いをいたします。

次に、昨今の経済事情や入札制度改革等によ

り、下請事業者へのしわ寄せは大変厳しいもの

になっております。大企業や元請企業による下

請事業者への特段の配慮が求められます。建設

業法、下請代金法の厳格な運用など、下請適正
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取引のためのガイドラインの徹底が求められま

す。県の下請業者保護対策についてお尋ねをい

たします。

次に、中小企業や小規模事業者の経営支援を

積極的に行う体制の強化が必要と思いますが、

県としてどのように取り組んでいかれるのか、

お伺いをいたします。

また、中小企業に対する金融支援、いわゆる

マル経融資制度や急な資金ニーズに対応する予

約保障制度、売り掛け債権の早期現金化支援な

ど、国では支援策の強化が進められております

が、県の金融支援に対する取り組みについてお

尋ねをいたします。

最後に、中小企業・小規模事業者支援制度の

周知に当たっては、制度の説明から手続の方法

に至るまでわかりやすくまとめた、利便性にす

ぐれた支援ハンドブック等の作成や活用がぜひ

とも必要と思います。県はこの問題についてど

う取り組んでいかれるのか、お尋ねをいたしま

す。

次に、道路特定財源の問題について、知事に

お尋ねをいたします。

「道路特定財源の暫定税率を廃止せよ」との

論議がありますが、異常に高騰したガソリンの

値下げ、それはユーザーがひとしく望むところ

であります。しかしながら、知事の言われるご

とく、本県にとって、幹線道路を初め国県道等

の生活道路の整備は、企業誘致を初め農林水産

業、商工観光業等地場産業の振興、さらには医

療、福祉、教育、文化に至るまで、道路はなく

てはならぬ社会基盤のかなめであります。まさ

に「命の道路」であります。生きていく基盤の

整備は、何としても早急に実現してもらわなく

てはなりません。したがって、税の目的外使用

や無駄な事業への投資はもってのほかでありま

すが、中期道路整備計画の緊急性・必要性を精

査し、使途について公平性・透明性が確保され

るよう、まず国に強く働きかけることが必要と

思います。地方の整備の必要性を見直す段階に

なれば、税制自体の改革、あるいは一般財源化

等、新たな論議を行うべきと思います。現時点

で、暫定税率の廃止や道路特定財源の見直しが

どれほど県民生活に混乱をもたらすか、県民に

納得していただくことが肝要と思います。道路

特定財源問題に取り組む知事の見解を求めま

す。

最後に、教育問題について、知事並びに教育

長にお尋ねをいたします。

本県は、知育、徳育、体育のバランスのとれ

た人間教育を掲げ、「宮崎ならではの教育」に

懸命に取り組んでおられます。「教育の荒廃が

日本の没落の要因の一つではないか」と指摘す

る識者もありますが、知識偏重の教育が、考え

る力や活用する力、読み取る力の養成を妨げ、

課題を生じたとの調査があります。世界の子供

との比較において、学力面においても、もはや

我が国が秀でている状況にはないのが現実であ

ります。知事の思いは、教育なら宮崎、宮崎に

任せればすばらしい教育が受けられるという宮

崎の教育を構築されたいのではないかと推察い

たしますが、みずから考え、学ぶ意欲を持ち、

好奇心、探究心、向上心を引き出す、質の高い

授業が県下に展開されることが重要だと思いま

す。このことがまさに、生徒の「真の学力」が

向上することになるのではないでしょうか。

そこで、年々学力を伸ばしているある中学校

では、学校を支える「地域本部」というものが

設置され、父母やＯＢ、地域の大人たち、大学

生と、多彩なスタッフがそれを支え、教師が授

業に集中し、子供たちに向き合う時間を生み出
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している事例が報告されております。本県で

も、既に同様の取り組みが行われている地域が

あります。このような体制づくりを一層進める

べきではないでしょうか。今後の取り組みにつ

いてお尋ねをいたします。

次に、徳育についてでありますが、教室の中

で教科書を読むだけの徳育で終わらせてはなら

ないと思います。これまで進められてきた職業

体験やボランティア、自然体験、文化芸術体

験、環境学習等々、さまざまな体験活動を通

し、子供たちは仕事の大事さ、働く父親への尊

敬、食への感謝、高齢者・障がい者への偏見の

排除等、ルールや礼儀等、人間として最も大切

なことを心に焼きつけてきたようであります。

このような時間の確保こそ大事ではないでしょ

うか。今、「ゆとり教育」を見直し、授業時間

をふやす取り組みが進められていますが、今後

の本県の徳育の取り組みについてお尋ねをいた

します。

もう一つ大事なことは、「負けない」教育、

「強い人間をつくる」教育をやっていただきた

いということであります。決して平等を否定

し、競争意識をあおるものではありません。識

者の言葉に「決して順風満帆な人生ばかりはな

い」というのがあります。世の中の傾向はます

ます競争が強まり、格差も生じてまいります。

だからこそ、負けない精神、強靭な魂をはぐく

む教育が大事になるのではないでしょうか。宮

崎の人は、他者への思いやり、優しさは生来

持っている気がいたします。しかし、波乱の人

生を生き抜くには、「負けない」という強さが

必要であります。教育に関する知事の所見をお

伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

産業振興策等についてであります。私は宮崎

再生のかなめとして、経済・交流の拡大による

産業振興を、「新みやざき創造計画」における

施策の大きな柱の一つに位置づけさせていただ

きました。また、平成20年度当初予算案につき

ましても、「宮崎再生推進予算」として、基幹

産業である第１次産業はもとより、第２次、第

３次産業も含めた幅広い産業について、さらに

充実・発展させるための各種事業を盛り込んだ

ところでございます。特に、全国的に見て製造

業のウエートが低い本県にとりましては、工業

振興、とりわけ企業誘致を進めることが、経済

効果・雇用効果の点で重要であると考えており

ます。このため今年度は、企業立地促進補助金

の上限額を九州最高となる50億円に増額したと

ころでありますが、来年度はさらに、「企業立

地推進局」を新設するほか、「企業誘致専門

員」を新たに設置して誘致体制を強化すること

としており、私も企業訪問や企業立地セミナー

など、これまで以上に前面に立って、本県をＰ

Ｒしてまいりたいと考えております。今後と

も、このような企業誘致の取り組みを柱としつ

つ、農林水産業や商工業など諸産業の振興、あ

るいは経済・交流活動の基盤である交通網の整

備等についても着実に進めることにより、ま

た、さまざまな場面で県民の皆様の御協力もい

ただきながら、本県の浮揚に全力で取り組んで

まいりたいと考えております。

続きまして、中山間地域の振興における農商

工連携についてであります。中山間地域の活性

化には、基幹産業である農業の付加価値を高め

ていくことが重要であると考えております。現

在、本県には、中山間地域で86の加工グループ
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が組織され、地域農産物の加工に取り組んでお

りますが、消費者ニーズの的確な把握や先進的

な加工技術の習得、あるいは多様な販売チャン

ネルの確保など、安定的に売れる商品づくりが

課題となっております。このため県といたしま

しては、生産者団体や食品加工業者、販売業者

等が有機的に結びつき、魅力ある商品開発や販

路開拓等を行う食料産業クラスターの取り組み

を支援しており、新たな商品開発等により、元

気の出てきている地域も見られているところで

ございます。また、20年度からは、このような

農商工連携の効果を踏まえ、県単独の新規事業

として本議会にお願いしております「地域農産

物加工推進モデル事業」を創設し、産地や食品

製造関係者の創意工夫による商品開発や加工の

取り組みを促進するなど、より地域に密着した

取り組みに対し支援してまいる考えでありま

す。今後とも、これらの事業や国の支援策も活

用しながら、地域における農商工連携の取り組

みを加速させることで、地域農産物を生かした

活力ある中山間地域づくりを進めてまいりたい

と考えております。

続きまして、乳幼児医療費助成についてであ

ります。この事業の拡充につきましては、子育

て家庭の保護者を初め、市町村や関係団体から

の御期待も強く、私自身も、次代を担う子供の

健やかな成長と、保護者の負担軽減を図るた

め、ぜひとも実現したいと考えてまいりまし

た。このため、入院外の助成対象年齢を、これ

までの３歳未満から小学校入学前までに拡充す

ることといたしました。拡充部分の自己負担

額800円につきましては、保護者が本来負担すべ

き医療費の平均額が１件当たり約1,600円と見込

まれることから、この２分の１を御負担いただ

くものでございます。拡充した部分の費用だけ

でも、通年１億9,000万円の費用がかかり、これ

をオール350円、所得制限なしとした場合、県費

として約３億円が必要となり、県の財政状況が

厳しい中、対象年齢を小学校入学前まで拡充す

るためには、自己負担の800円というのはやむを

得ないと判断したものでございます。御理解い

ただければと思っております。

続きまして、入札制度改革についてでありま

す。県におきましては、昨年３月に「入札・契

約制度改革に関する実施方針」を策定し、より

公正・透明で競争性の高い入札・契約制度を確

立するために、抜本的な改革に取り組んでいる

ところであります。また、並行して改革の検証

も随時行い、昨年10月には、建設産業の健全な

発展を図り、良質な社会資本整備を進める観点

から、最低制限価格の引き上げも行ったところ

であります。しかしながら、建設投資が大幅に

減少し、増加が見込めない状況にあっては、技

術と経営にすぐれた業者が伸びていける環境づ

くりが不可欠でありますので、今後、価格に加

えて技術力等を評価する総合評価落札方式をさ

らに拡充してまいりたいと考えております。

続きまして、建設産業対策についてでありま

す。県発注工事につきましては、現場や施工の

条件を十分に把握した上で、安全管理費用を含

め、工事に必要となる経費を予定価格として設

定しており、また、工事代金の４割を支払う前

払い金制度や出来高払いのほか、融資の担保と

して工事代金の債権譲渡や金融機関の代理受領

を認めるなど、建設業者の資金確保に配慮して

いるところでございます。さらに、平成20年度

の重点施策である建設産業対策におきまして

は、経営相談や新分野進出セミナーを引き続き

実施するほか、新分野での事業定着をより一層

促進するため、初期経費に対する補助限度額
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を50万円から100万円と大幅に引き上げるととも

に、新たに融資枠20億円の「建設産業等支援貸

付」を創設し、1,250万円を限度に資金の融資を

行うなど、建設業者等の経営基盤強化や新分野

進出を支援してまいります。このほか、地域企

業育成型の総合評価落札方式を導入し、技術力

や地域貢献度の高い地元の業者が受注しやすい

環境を整備することにより、地域の建設産業を

育成してまいりたいと考えております。

続きまして、原油高騰対策についてでありま

す。最近の原油価格の高騰に対応した総合的な

対策を推進するため、昨年末に全庁的な連絡会

議を設置し、現状や対策についての情報交換を

行うとともに、当面の緊急対策として、中小企

業者や農家を支援するための融資制度の創設・

拡充や相談窓口の設置などを行ってきたところ

であります。原油価格は今後も高水準で推移す

ることが見込まれることから、国の緊急対策等

も踏まえながら、引き続き対応してまいりたい

と考えております。

続きまして、肝炎対策についてであります。

本年１月に厚生労働省が、血液製剤が納入され

たとされる医療機関を公表したことに伴い、薬

害肝炎などに関する相談が保健所などの相談窓

口に多数寄せられております。このため保健所

では、相談者への適切な対応を行うとともに、

感染を心配される方への無料の肝炎検査を速や

かに実施し、感染がわかった方には、医療機関

を紹介するなどの支援を行っているところでご

ざいます。また、新年度から、新規事業の「肝

炎治療費助成事業」などにより、薬害肝炎以外

の肝炎も含めたすべての肝炎患者にインター

フェロン治療費の助成を行い、患者の経済的負

担を軽減するとともに、早期発見・早期治療の

ための肝炎ウイルス無料検査を推進することと

しております。さらに、関係機関による肝炎診

療協議会を設置し、感染者及び患者への医療提

供体制の充実強化を図ってまいりたいと考えて

おります。

続きまして、若年者雇用についてでありま

す。若年者の雇用情勢につきましては、全体と

してフリーター数は減少しておりますものの、

依然として25歳以上の年長フリーターが多く、

正規雇用への転換が大きな課題となっておりま

す。このため国におきましては、20年度から新

たに、年長フリーターの支援に重点を置いた取

り組みが始められる予定であり、県におきまし

ても、企業誘致による雇用創出等に努めるとと

もに、「ヤングＪＯＢサポートみやざき」を中

心に、就職活動の各段階に応じた一層の支援を

行ってまいりたいと考えております。また、ニ

ート等の若者の自立を支援する「地域若者サポ

ートステーション」につきましても、国の公募

に合わせて広く広報を行い、当事業にふさわし

い法人を国へ推薦してまいりたいと考えており

ます。今後とも、宮崎労働局など関係機関・団

体等と緊密な連携を図りながら、若年者の雇用

促進に積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

続きまして、女性の社会参画、雇用について

の取り組みについてであります。少子高齢化の

進行など社会経済情勢が急速に変化している中

で、女性が生き生きとして、さまざまな分野で

活躍できるような環境づくりを進めていくこと

は、大変重要であると認識しております。この

ため県におきましては、労働施策アドバイザー

の派遣による働きやすい職場づくりの支援を

行っているほか、仕事と家庭の両立応援宣言企

業の募集・登録等を実施することにより、企業

の自主的な取り組みを促しております。さら
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に、女性のさまざまな分野への参画を促進する

ため、男女共同参画センターを中心に、女性の

再就職や起業、社会貢献活動などに関する情報

の提供や相談事業等を実施しております。ま

た、国におきましては、主に子育て中の女性を

対象とした職業紹介等の就職支援や、事業所内

託児施設に対する助成等を行っておりますの

で、今後とも、国や関係機関と連携しながら、

女性の社会参画、雇用促進に関する施策の一層

の推進に努めてまいりたいと考えております。

続きまして、道路特定財源についてでありま

す。公共交通機関の利便性が低く、自動車に頼

らざるを得ない本県にとって、高速道路を初め

道路整備が著しく立ちおくれていることが、県

民生活のさまざまな面で大きな支障を来してお

ります。道路は、生活、産業、観光、救急医

療、災害対策等につながる命の道であり、緊急

かつ計画的に整備を進めていく必要がありま

す。そのためには、安定的かつ継続的な道路整

備財源を確保することが大変重要であります。

仮に暫定税率が廃止されると、平成20年度では

約118億円の歳入減となり、このような状況にな

れば、高速道路の全線供用の見通しが立たず、

国県道の改良が困難になるばかりでなく、渋滞

解消や歩道設置による安全性の確保も困難とな

ります。さらには、既存の道路の維持補修や、

橋梁など老朽化する道路構造物への対応ができ

なくなるなど、危機的な状況になると考えてお

ります。したがいまして、結果的に、道路予算

以外の予算を道路のために充当せざるを得なく

なり、福祉、医療など他の分野にも多大な影響

を及ぼし、地域間格差が広がるのではないかと

危惧しております。このようなことから、安全

で安心な県民生活の確保や地域経済の発展を図

るために、暫定税率を維持し、道路整備財源を

確保する必要があると考えております。

続きまして、「人生を勝ち抜く気概を持った

子どもの育成」についてであります。私は、非

常に競争の厳しい実社会で長く生きてまいりま

した。その中でさまざまな体験をし、それから

学んだことの一つ一つが、今の私が生きていく

上で大切な財産となっております。変化の激し

いこれからの時代を生きていく子供たちにも、

思いがけないさまざまな問題が待ち受けている

ことは、想像にかたくありません。このため、

どのような環境にあっても、本県の子供たちが

「強靭な魂・気概」を持って負けないで生き抜

いていける力、言いかえれば「総合的な人間

力」をはぐくんでいくことが極めて大切である

と考えております。そこで、本県の子供たち

が、知・徳・体の調和のとれたたくましい宮崎

人として、将来、県内外で活躍できるよう、

「新みやざき創造戦略」の中に「郷土の宝『宮

崎人』づくり」を位置づけ、豊かな人間性や新

たな時代を切り開いていく気概を持った人づく

りに取り組んでいるところであります。私はマ

ニフェストにも、「全ての大人は、全ての子ど

もの教師たれ」と掲げさせていただいておりま

すが、県民の皆様にも、ぜひ県民総力戦で、本

県の子供たちが夢や希望を持って生き生きと

育っていくよう、御支援をよろしくお願いいた

したいと思います。私も、さまざまな困難に負

けないで頑張っていきたいと思っております。

〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、後期高齢者医療制度の概要及び県の

バックアップについてであります。後期高齢者

医療制度は、後期高齢者医療広域連合が運営主

体となり、現行の老人医療制度と同様、原則75
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歳以上の高齢者に対して、保険医療機関の窓口

での原則１割負担で適切な医療の給付を行うも

のであり、その財源は、公費で５割、各医療保

険者からの支援金で４割、そして高齢者一人一

人からの保険料で１割を負担することになって

おります。なお、この保険料につきましては、

所得に応じて、７割、５割、２割の軽減措置が

あり、本年４月の制度開始時の被保険者約15

万2,000人のうち、約６割の方々が軽減対象と

なっており、１人当たりの保険料については、

広域連合の試算によれば、平均で年額５万3,676

円となっております。県としましては、制度の

適正・円滑な運営が図られますよう、所要の財

政支援を行うとともに、運営主体である広域連

合並びに保険料徴収など窓口事務を担う市町村

に対して、引き続き一層の支援を行ってまいり

ます。

次に、介護従事者についてのお尋ねでござい

ます。

まず、介護人材の現状でありますが、国の統

計調査によりますと、本県におきましては、約

１万2,000名の方が在宅や施設で介護に従事され

ており、現在のところ、都市部に比べて介護人

材が逼迫するような状況にはないと考えており

ます。次に、将来予測でありますが、国の推計

に準じて試算いたしますと、平成17年を基準と

して平成26年までの９年間で、新たに約3,000名

から4,000名の介護従事者が必要になると見込ま

れるところであります。次に、介護福祉士の修

学資金貸付事業についてでありますが、本県に

おきましては、介護福祉士が国家資格として制

度化されて間もない平成５年度から、その養成

・増加を図ることを目的に、修学資金の貸し付

けを行ってきたところであります。本県の介護

福祉士の数は、事業開始時の298名から平成19年

度には7,658名に、また最近では、毎年約700名

から800名の介護福祉士が新たに登録されるな

ど、大幅に増加してきたところであります。こ

のような中で、修学資金の貸与者は累計で203名

と介護福祉士全体の2.7％と低いこと、また、育

英資金や母子寡婦福祉資金など、他の修学資金

の貸付事業の利用も可能であるという状況もあ

りまして、これらのことを総合的に勘案し、本

事業を廃止することとしたものであります。

次に、介護従事者の離職の現状とその原因等

についてであります。まず、本県における介護

従事者の離職の現状についてでありますが、平

成18年度介護労働実態調査によりますと、過去

１年間の離職率は約20％で、全国平均とほぼ同

じ状況にあります。次に、離職の原因といたし

ましては、他の産業と同じように、結婚や出産

等の個人や家庭の事情や、賃金、労働時間など

の待遇に対する不満、職場内の人間関係などが

主なものとして挙げられております。質の高い

介護サービスが提供されるためには、介護従事

者が安定的に確保されることが必要であること

から、現在、国において、介護従事者の処遇向

上を図るための検討がなされており、介護報酬

の水準が課題の一つとして挙げられているとこ

ろであります。県といたしましては、その検討

の推移を見守りますとともに、あわせて県民の

介護ニーズに十分こたえられるよう、今後と

も、介護従事者の資質向上のための研修の充実

や、安定的な確保のための就業支援等に努めて

まいりたいと考えております。

次に、救急医療についての一連のお尋ねであ

ります。

まず、救急医療受け入れ表示システムについ

てであります。本県では、救急患者の受け入れ

情報システムとして、「ひむか救急ネット」に
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より、各救急告示施設から１日に２回、空き

ベッドの情報や手術の可否などの情報が消防機

関等に提供されています。しかし、病院の受け

入れ可能性をリアルタイムで反映できないこと

や、搬送先となる医療機関の数が限られている

こと等もあって、最終的には、各医療機関の医

師に直接、受け入れ可能性を確認する形で、搬

送先が決定されている状況であります。救急医

療体制の充実には、医師と救急隊員はもとよ

り、医療機関相互の連携が重要でありますの

で、関係機関と十分協議の上、最近の通信手段

の発達等も勘案しながら、各地域の実情に合っ

た情報共有体制や受け入れ体制の確保に努めて

まいりたいと考えております。

次に、隣県との連携体制についてでありま

す。県境の市町村におきましては、重篤の救急

患者を２次救急医療施設等に搬送する必要があ

る場合、医師や消防隊員の相互連携のもと、時

間的にも早い隣県の医療機関への搬送が行われ

ております。また、熊本・大分両県とは、「三

県防災消防ヘリコプター相互応援協定」を結

び、保有ヘリコプターが定期検査等のために出

動できない場合や重大事案が発生した場合に、

相互に応援出動をするなど、連携体制の構築を

図っております。限られた医療資源の中で、県

民が安心できる医療体制の充実を図るため、今

後とも、隣県の医療機関や消防機関との連携体

制の構築・強化に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、救急患者の受け入れ調整を行う医師の

配置についてであります。本県での救急車によ

る医療機関への患者搬送件数は、毎年３万件程

度となっておりますが、そのうち９割程度は最

初に要請した医療機関で受け入れております。

また、本県の場合、搬送可能な医療機関がある

程度特定されていることもあり、直接、受け入

れ医療機関の医師と救急隊員との間で受け入れ

調整が行われております。御提案のあったよう

な医師の配置につきましては、今後、国、他県

の動向等も勘案しながら、研究課題とさせてい

ただきます。

最後に、女性医療従事者の就労環境について

であります。女性医療従事者が継続して就労で

きる環境の整備充実を図るため、県では現在、

県内６カ所の病院内保育所について運営費の支

援を行っているところであります。また、一た

ん退職した者への再就業の支援対策としまして

は、女性医師の場合、県内では未就労の医師

が12名と少ないため、現時点では特段の支援は

ございませんが、助産師や看護師等に対しまし

ては、看護協会や県立看護大学の協力を得なが

ら、実習を含めた実践的な再就業支援のための

研修を実施しております。女性医師を初め、医

療関係の業務に従事する女性の数は今後ますま

す増加し、社会的ニーズも高まってくると思わ

れますことから、引き続き、女性が働きやすい

勤務環境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、高年齢者雇用対策についてでありま

す。平成18年４月から、高年齢者の雇用促進を

図るため、定年の引き上げ等が義務化されたと

ころでありますが、昨年６月現在で、県内の従

業員数51人以上の企業のうち、95.2％が法に

沿った対応を実施しており、全国平均を上回っ

ております。また、県におきましては、シルバ

ー人材センターの一層の活性化を図るため

に、20年度は新たに、子育てや介護支援等にシ

ニア労働者を活用するための事業を実施するこ
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とといたしております。今後とも、各種事業の

周知に努めますとともに、国や関係機関・団体

等と緊密な連携を図りながら、高年齢者の雇用

促進に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、派遣労働についてであります。宮崎労

働局によりますと、平成18年度の県内の派遣事

業所数は170事業所、派遣労働者数は7,551人と

なっております。派遣労働につきましては、制

度創設から20年以上が経過し、事業所数、派遣

労働者数ともに年々増加する中で、違法派遣な

どのさまざまな問題が生じており、制度の見直

しが求められております。このような状況を踏

まえまして、現在、国の労働政策審議会におき

まして、派遣労働者の保護や制度のあり方等に

関する議論がなされておりますので、これらの

動向を見守ってまいりたいと考えております。

また、県といたしましては、機会あるごとに企

業や事業主団体に対しまして、正社員としての

採用について配慮いただくようお願いするな

ど、安定した雇用の確保に努めてまいりたいと

考えております。

次に、事業承継税制などに対する県の取り組

みについてであります。中小企業経営者の高齢

化が進展する中、中小企業の円滑な事業承継が

課題となっております。現在、国におきまして

は、中小企業に対する相続税の軽減措置や民法

上の遺留分に対する特例措置などを盛り込みま

した「中小企業における経営の承継の円滑化に

関する法律」の審議がなされているところであ

ります。また、中小企業からの事業承継に関す

る具体的な相談に対し、ワンストップで対応で

きる事業承継支援センターを、各県の商工会議

所などに設置する方向で、あわせて検討がなさ

れております。本県経済を支える中小企業の円

滑な事業承継は、県としましても大変重要であ

ると考えておりますので、国や関係機関と連携

しながら、このような制度や支援センターの活

用が十分図られるよう努めてまいりたいと考え

ております。

次に、下請事業者の保護対策についてであり

ます。製造業やサービス業におきましては、下

請事業者に対する支払い遅延や一方的な単価引

き下げなどの不当な取引が発生した場合、「下

請代金支払遅延等防止法」に基づきまして、公

正取引委員会が警告や勧告を行っております。

また、県におきましても、下請事業者の利益保

護を図るため、県産業支援財団に相談窓口を設

置しておりまして、必要であれば、弁護士によ

る無料相談も実施しております。国におきまし

ては、平成20年度から新たに、仮称「下請適正

取引推進センター」の設置を予定しております

ので、国とも連携を図りながら、県内下請事業

者の保護に、より一層努めてまいりたいと考え

ております。

次に、中小企業者への経営支援に対する取り

組みについてであります。本県商工業者の大半

を占める中小企業者は、本県経済の安定的な成

長と雇用の確保において、重要な役割を担って

おります。しかしながら、その多くは信用力や

情報力などの経営資源が十分でないため、幅広

い支援が求められております。このため県で

は、金融機関と協調した金融支援や、商工会議

所などを通じた巡回指導や経営相談、さらには

産業支援財団による新商品開発等の支援や各種

の情報提供など、さまざまな経営支援策を講じ

ているところであります。今後とも、商工団体

や市町村、関係機関とも連携を図りながら、支

援体制の強化に積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。
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次に、中小企業に対する金融支援についてで

あります。中小企業にとりましては、資金調達

の円滑化を図ることが極めて重要な課題であり

ますので、これまで県の融資制度の拡充に努め

てきたところでありますが、今回さらに、中小

企業が利用しやすく、金融機関も融資しやすい

制度となるよう、平成７年度以来となる抜本的

な見直しを行うことといたしております。具体

的には、現在21の貸し付けがありますが、これ

に新たに創設します「建設産業等支援貸付」を

あわせて再編し、13の貸し付けに統合しますと

ともに、融資利率については、期間が短くなる

ほど低く設定することとしております。一方、

国におきましても、政府系金融機関の融資制度

や信用補完制度の拡充など、さまざまな支援策

の検討がなされております。今後、県といたし

ましては、県内金融機関はもとより、政府系金

融機関や信用保証協会との連携を強化しなが

ら、県内中小企業の資金調達の円滑化に、より

一層取り組んでまいりたいと考えております。

最後に、中小企業者等の支援制度の周知につ

いてであります。中小企業者等の支援を進める

に当たりましては、さまざまな支援制度につい

て広く周知を図ることが重要でございます。こ

のため県におきましては、各種の支援施策につ

いて、個別にパンフレットやリーフレットを作

成するなど、情報提供に努めております。ま

た、利用者の視点に立って、総合的に支援制度

を紹介する「商工観光労働部主要施策案内」を

作成しまして、市町村や商工団体等に配布しま

すとともに、県のホームページに掲載して、周

知を図っているところであります。今後とも、

中小企業者等へ、より適切な情報提供が行える

よう、さらに工夫をしてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

木造住宅の耐震診断についてでございます。

木造住宅の耐震診断に取り組む市町村を支援す

るため、平成17年度に「木造住宅耐震診断促進

事業」を創設し、これまでに20の市と町で279戸

について支援をしてきたところでございます。

また、耐震診断は、すべての市町村で取り組ま

れることも重要でございますので、事業を実施

していない市町村への働きかけを行ってまいり

ました結果、平成20年度におきましては、県内

すべての市町村で実施されることとなりまし

た。今後とも、市町村と連携を図りながら、木

造住宅の耐震診断の促進に取り組んでまいりた

いと考えております。

次に、建設産業における下請業者保護対策に

ついてであります。建設業法では、不当に低い

請負代金の禁止や適正な下請代金の支払い等に

ついて規定されているところでありますが、県

発注工事に関しましては、「宮崎県建設工事元

請・下請関係適正化等指導要綱」において、原

価に満たない金額を請負代金とする下請契約を

締結しないこと、元請人が県から請負代金の支

払いを受けたときには、１カ月以内に下請契約

に係る請負代金を支払うこと等を定めまして、

下請業者の保護に努めているところでございま

す。特に、契約額1,000万円以上の工事につきま

しては、下請業者名や下請への代金支払い状況

等を記載した詳細な報告書の提出を義務づけて

おります。また、毎年県内８カ所で研修会を開

催し、建設業者に対しまして、建設業法や指導

要綱の周知を図っているほか、各土木事務所等

に建設業者相談窓口を設け、下請トラブル等の

相談に応じております。さらに、平成20年度に

は、下請トラブルや法令違反などの情報を収集
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する「建設業者ホットライン」も設置すること

としております。県といたしましては、下請業

者と元請業者との適正な関係が確保されますよ

う、今後とも、さらに適切な指導に努めてまい

りたいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

学校を支える体制づくりについてでありま

す。子供の健やかな成長には、学校、家庭、地

域が一体となりまして、子育ての目標を共有

し、それぞれの役割や責任をしっかりと果たし

ながら、相互に連携を図っていくことが極めて

重要であります。このため県教育委員会では、

平成18年度から県内７地域におきまして「地域

教育システム」の構築に取り組み、学校、ＰＴ

Ａ等の教育関係や老人クラブ、商工会などの各

組織、地域住民等を幅広く巻き込みながら、登

下校時の安全確保や学校の環境整備、校外学習

での支援など、地域による学校支援体制の整備

を図っているところであります。今後は、平

成20年度から国が実施を予定いたしております

「学校支援地域本部事業」等の活用も図りなが

ら、県民との協働による「地域ぐるみの教育環

境づくり」を、全県的に推進してまいりたいと

考えております。

次に、徳育についての取り組みについてであ

ります。子供たちに、さまざまな体験活動を通

しまして社会性や豊かな人間性等をはぐくむこ

とは、極めて大事なことであると考えておりま

す。このため各学校では、家庭や地域との連携

を図りながら、自然体験や福祉体験、奉仕活動

等といった特色ある活動を実施するなど、学校

の教育活動全体を通しまして、道徳教育の充実

に努めているところであります。今回の学習指

導要領改訂案におきましても、体験活動を活用

しながら、子供の発達段階に応じまして道徳教

育を充実し、豊かな心の育成を図ることになっ

ておりますので、県教育委員会といたしまして

も、各般の施策を活用し、今後とも、学校にお

けるさまざまな体験活動を積極的に支援してま

いりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○長友安弘議員 多少時間があります。この

後、我が党の新見議員にも関連質問をしていた

だきますが、時間の範囲でお許しをいただきた

いと思います。

要望を申し上げておきますが、事業承継税

制、すぐすぐ事業を引き継ぐということも少な

いと思うんですけれども、本県の中小・小規模

事業所数というのは、４万2,000事業所あるそう

でございます。中小企業だけとりますと１

万2,000事業所あるそうですけれども、そろそろ

引き継ぎ等が順次行われていくと思います。し

たがいまして、その承継事務等を本当にスムー

ズにいかせるためには、センター等を早く商工

会議所につくっていただきまして、これがきち

んと運用されていくようにお願いしたいという

ふうに思います。

それから、若者対策ですけど、「地域若者サ

ポートステーション」、これは20年度予算では

全国で77カ所ぐらいまでふやしたいという計画

になっております。そうしますと、本県でも１

カ所ぐらいあってしかるべきで、いろいろ努力

されているということでございますけれども、

さらに努力していただいて、何とかそのような

ステーションが誕生していくように、お力添え

をいただきたいというふうに思います。

それから、中小企業のいろんな事業等をわか

りやすく、そして、どこに行ったらどんな支援
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策があるんだということがわかるためには、本

当にわかりやすいハンドブック―今、若い世

代は、ホームページでいろいろとそういう事業

というのが見られると思うんですけれども、か

なり高齢の世代というか、我々の世代というの

は、どちらかというと、こういうハンドブック

みたいなものがあって、即座に、どこに行った

らどう中小企業を支援していただけるかという

ことがわかることが大事になろうかと思います

ので、何とかこのハンドブックというのを、わ

かりやすい利便性の高いものをつくっていただ

きたいなという気がします。お話を聞きます

と、実際のところ600部ぐらいは、すばらしいハ

ンドブックができているんだそうですけれど

も、先ほど言いましたように、事業所数は４

万2,000でございます。これはなかなか足りない

だろうと思いますので、ひとつまた考えていた

だきたいなと思います。

次に、燃油高騰対策ですけれども、この前、

国のほうでは補正予算が通ったと思いますが、

金額としては570億ぐらいが計上されているわけ

ですね。それが本県にどれぐらい回ってくるか

というのはわかりませんけれども、漁業関連の

額としましても、102億円ぐらいついているわけ

です。漁業も本当に大変な状況だと。原油価格

の高騰とは違いますが、道路特定財源に対して

も、漁船で油をたいているんだけれども、余り

港に還元していないんじゃないかという話も出

ているぐらいでございます。これは漁業の深刻

さというのもございますので、こういう対策と

いうのは積極的に取り組んでいただきたいなと

いうふうに思います。

耐震診断ですけれども、実は、56年以前の建

築基準法で建てられたのは、本県には12万戸程

度あるということでございます。ただ、各自、

建てかえられますでしょうから、あえて診断す

る必要はないのかもしれません。それにして

も、県としても４万戸ぐらいはやりたいという

お話でございますが、現実的には県、市町村が

絡みますので、先ほどの数値のような279戸とい

うことで、これはなかなか進んでおりません。

しかしながら、日向灘地震とか東南海地震とか

いろいろ考えれば、万全を期すことが大事だろ

うというふうに思います。４万5,000円かかるそ

うですが、そのうちの３万円を国が半分、そし

て県と市町村が残りを半分ずつという制度のよ

うでございます。自己負担は１万5,000円という

ことでございますから、もう少しこういう事業

も進んでいくように啓発をお願いしたい、この

ように思います。

あと２～３分、ちょっといただきますが、農

商工連携、中山間地対策で、知事にお尋ねをし

たわけでありますが、今国会には法案が提出を

されます。そして、経産省サイドで100億円、農

水省サイドで100億円という予算が考えられてお

ります。そうしますと、本県でも２億円相当ぐ

らいの事業というのは引っ張ってこれるんじゃ

ないかと思いますので、できればそういうもの

を活用していただいて、農商工業、また県内の

そういう事業者がうまくマッチングしていくよ

うに御尽力をお願いしたいなというふうに思い

ます。

最後に、ＧＤＰの話をちょっとさせていただ

きますけれども、本県のＧＤＰは３兆5,000億

円、１次産業、農林水産業2,000億円、２次産業

が8,000億円、３次産業が２兆7,000億円という

ことで、圧倒的に３次産業が多いわけでありま

す。しかしながら、大分県とか熊本県のそうい

う状況を見てみますと、本県は農業で2,000億の

ＧＤＰを上げるのに、その割合が5.2％になって
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いるわけです。本県のＧＤＰの5.2％ですね。と

ころが、大分は、地形等の関係とかいろんな歴

史的なこともあるでしょうし、2.3％。そのかわ

り、２次産業のＧＤＰが本県は21％であるのに

対して大分県は30％。したがいまして、こうい

う差が、やはり県民所得、１人当たりの所得に

次第に格差を生じているのではないか。全国の

中でも東と西、西の中でも北部九州と南という

ことで格差が広がっている。これは知事のお話

でございましたけれども、産業構造の転換をい

かにしていくかということですが、これは専門

家に聞きますと、実に難しいというお話でござ

います。しかしながら、本県の一大特徴である

農林水産業、知事のおかげで大変売れるように

なりました。全国にも知られるようになりまし

た。しかし、さらに付加価値をつけていく必要

があると思いますし、いかに２次産業に少しで

もシフトしていくか、そこが企業誘致とか新産

業の創出とか地場産業の振興ということになろ

うかと思いますけれども、これは本当に力を入

れていただきたいなと思います。もし知事のそ

ういう思いとか夢がありましたら、お話を伺い

たいと思いますけれども、なければ結構でござ

います。

○知事（東国原英夫君） ですから、私はマニ

フェストにもお示しさせていただいたとおり、

企業誘致100社、雇用の１万人―その企業誘致

というのは、県外の優秀な、特に製造業を中心

に新エネルギーとか、そういった新分野の企業

の方たちに来ていただいて、県内から出ていく

高校生や大学生の若い労働者たち―半分ぐら

いが県外に出ていきますので―それは雇用

が、魅力ある企業が少ないということでござい

まして、地場の産業の強化・育成も含めて、そ

ういった製造業、第２次産業といったものに力

を入れていきたいと考えております。

○長友安弘議員 県民総力戦という言葉がござ

いますので、私どもも本当に微力でありますけ

れども、知事のそういう思いを受けて頑張って

いくということをお誓い申し上げまして、私の

質問は終わります。

続いて、関連質問に移らせていただきます。

○坂口博美議長 関連質問を求める発言があり

ますので、これを許します。

なお、発言時間は、主質問者の持ち時間の範

囲内となりますので、よろしくお願いいたしま

す。

それでは、28番新見昌安議員。

○新見昌安議員 何点か関連して質問をしたい

と思います。

知事は、平成20年度重点施策の一つに、子育

て・医療対策を掲げておられます。安心して子

供を生み、育てられる社会づくりを推進すると

あります。大変重要な視点でありますが、私は

子育てのスタートでもある妊娠から出産に至る

までのことに限定して伺いたいと思います。

安全な妊娠・出産に欠かせない妊婦健診を一

度も受けることなく、生まれそうになってから

病院に駆け込む、いわゆる飛び込み出産が全国

的にふえているというふうに言われておりま

す。妊婦健診を受けない背景には、経済的な理

由、また仕事が忙しい、そういったものがある

と言われておりますけれども、妊婦健診を受け

ないことは赤ちゃんを死に追いやるようなもの

だという指摘もある中で、受診の重要性をしっ

かり訴えることも重要じゃないかと思います。

また、母体や胎児の状態がわからない妊婦の受

け入れは非常にリスクが高くて、病院側から受

け入れを拒否される要因の一つともなっており

ます。受け入れてくれたとしても、そこの産科
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医にとって、妊婦や胎児の状態を何も知らない

ままで出産に立ち会うときの身体的・精神的な

ストレスは、通常の何倍にもなっているんじゃ

ないかと思います。医師の負担を軽減するため

にも、妊婦健診の促進を図ることが重要じゃな

いかと思います。

しかしながら、御存じのように、この妊婦健

診は保険適用外であります。１回の健診に要す

る費用が数千円から１万数千円ほど。14回程度

の健診が望ましいと言われている中で、若い夫

婦にとってはかなりの負担となってくるのでは

ないかと思います。公明党は、このような経済

的な負担を軽減するために、妊婦健診に対する

公費負担の拡大を一貫して主張してきたところ

であります。近くは、平成13年の小児医療提

言、平成15年に初めて策定したマニフェスト、

そして平成18年の少子社会トータルプラン、こ

ういったもので取り上げて、粘り強く推進を

図ってきたところでありますが、今年度、厚生

労働省は、妊婦健診助成を含む少子化対策に充

てる地方交付税の配分額を、18年度の330億円か

ら700億円に倍増しております。そして、最低５

回分の妊婦健診費用を公費で負担するようにと

いうことで、自治体に要請しているところであ

ります。

これを受けて、全国的に２回程度であった公

費負担回数をふやす自治体も出てきておりまし

て、他県では一気に妊婦健診を14回、産婦健診

を１回、合計15回までふやした市もあるよう

で、また、本県においても今年度、日南市ほか

７町村で５回までふやしてきております。２回

にとどまっている残りの22市町村においても、

妊婦健診の公費負担回数の拡充が図られること

を強く望むところであります。

ただ、同一県内で公費負担の回数にばらつき

が出てくるのはいかがなものか。妊婦健診の実

施主体はあくまでも市町村でありますし、財政

事情もいろいろある中で、その取り組みに温度

差が出てくるということも当然考えられるわけ

ですが、県として一定のレベルを維持すること

も必要じゃないかと思います。そこでまず、こ

れまで公費負担回数の拡充を市町村にどのよう

に訴えてきたのか、また、拡充への動きは見え

てきているのか、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 妊婦健診につ

きましては、御指摘のありましたように、平

成19年度から５回とするよう国のほうから通知

が出ておるわけですが、現在、８市町村におい

て、５回の公費負担が導入されておるところで

あります。県としましては、全市町村を集めて

の会議、あるいは管轄保健所での担当者会議等

において、妊婦健診の公費負担の回数を増加さ

せるよう要請するとともに、市町村からの個別

の相談に応じておるところであります。その結

果、残りの市町村でも、平成20年度からの公費

負担の拡充に向けて、現在検討されていると聞

いております。以上です。

○新見昌安議員 先ほど述べたように、妊婦健

診の公費負担の拡充にどう取り組むかというの

は市町村の問題でありますけれども、妊婦健診

を受けることの重要性については、県としても

しっかり県民に訴えていただきたいと思いま

す。

日本医科大の多摩永山病院というところがあ

るんですが、ここで過去10年間の飛び込み出産

を分析したところ、死産と生後１週間未満の新

生児の死亡を合わせた周産期死亡は、全国平均

の約15倍あったそうであります。また、体重

が1,000グラム未満の赤ちゃん、超低出生体重児

と言うそうでありますが、そのような赤ちゃん
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も全国平均の20倍以上であったというふうに聞

いております。また昨年、マスコミでも大きく

取り上げられました、妊婦が病院に受け入れを

断られ続けて死産するという問題が発生した奈

良県の県立医大で緊急調査を行った結果、飛び

込み出産した妊婦、新生児ともに異常が多く

て、妊婦の胎盤早期剥離は通常の10倍、呼吸障

害など治療が必要な新生児は通常の20倍に上っ

たということであります。生まれたばかりのと

うとい命を脅かさないためにも、妊婦健診は

しっかり受けなければならないし、受けさせな

ければならないというふうに思います。県とし

ては、受診の重要性を県民に対してどのように

訴えてきたのか、また、これからどうやって訴

えていくのか、同じく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） 安全にお産を

するためには、母体や胎児の健康状態を把握す

る妊婦健診が極めて重要であります。そのた

め、市町村においては、母子健康手帳交付時に

妊婦健診の重要性を説明するとともに、保健師

等による戸別訪問、母親学級、広報等を通し

て、受診を勧めているところであります。県と

しましては、新聞、県政情報番組、それから、

いわゆるタウン誌等を通じて、妊婦健診の重要

性の周知に努めているところでございます。

○新見昌安議員 ともかく、あらゆる機会をと

らえて、妊婦健診を受けるように訴えていただ

きたいと思います。公費負担につきましては、

県本部所属の33名の市会議員、町会議員と連携

をとりながら、その回数の拡充に向けてしっか

りと取り組んでいきたいと思います。

次に、防災対策について伺います。

「地震、雷、火事、おやじ」という言葉があ

ります。４番目は異議ありとか権威失墜という

声もありますが、１番目については先ほどあり

ました。私は３番目の火事について伺いたいと

思います。

総務省の消防庁が昨年６月に発表した「平

成18年における火災の状況」という資料があり

ますが、これによりますと、建物火災における

死者1,550人のうち、住宅火災における死者

は1,403人、放火自殺者などを除くと1,187人、

建物火災の死者に占める住宅火災での死者の割

合は90.5％となっているようであります。ま

た、この1,187人のうち、58％の688人が65歳以

上の高齢者となっております。さらに、住宅火

災における死者の発生状況を経過別に見てみる

と、逃げおくれによるものが759人で64％、その

次が着衣着火の68名5.7％ですから、逃げおくれ

がほかの理由を圧倒しております。これらから

想像するに、火災が発生したことに気づかず、

気づいたとしても体が俊敏に動かずに逃げおく

れて亡くなった高齢の方々がたくさんいらっ

しゃるのではないかと、本当に胸が痛くなりま

す。

住宅火災で亡くなられる方を減らすために

は、発生に一分一秒でも早く気がつくことが極

めて重要であります。そこで、住宅火災による

死者数の急増に対応するために、すべての住宅

に住宅用の火災警報器の設置・維持を義務づけ

る改正消防法が、平成18年６月１日に施行され

ております。新築住宅については、この日から

適用となっておりますが、既存の住宅について

は、平成23年６月１日までの市町村条例で定め

る日まで設置が猶予されてはおります。しかし

ながら、住宅火災による死者数を減らすために

も、できるだけ早い時期に設置するのが望まし

い。論をまたないところじゃないかと思いま

す。そこでまずは、本県における住宅用火災警
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報器の設置の現状はどうなっているか、総務部

長にお伺いをいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 今、議員からお話

がありましたように、新築住宅につきまして

は、平成18年６月１日から設置が義務づけら

れ、既存の住宅につきましては、遅くとも平

成23年６月１日までに、この住宅用の火災警報

器というのを設置しなければならないというこ

とになっております。そこで、県内の設置状況

でありますけれども、現時点では把握ができて

おりません。それで、来年度に総務省の統計局

が実施いたします「住宅・土地統計調査」の中

におきまして、住宅用火災警報器の設置に関す

る項目が追加されておりますので、この統計に

より、一定程度把握できるものと考えておりま

す。以上であります。

○新見昌安議員 設置状況については、現時点

ではわからないということでありますが、それ

では、これまで設置の推進に向けどのように取

り組んできたのか、また、これからどのように

取り組んでいかれるのか伺います。

○総務部長（渡辺義人君） 住宅用火災警報器

の設置につきましては、一義的には消防に関す

る責任を有する市町村ということになりますけ

れども、当該市町村の普及のほかに、県におき

ましてもこれまで、新聞、テレビ、それから県

のホームページ等によりまして、広報啓発を

行ってきたところでございます。今後とも、こ

れらの広報啓発を積極的に進めますとともに、

市町村や消防本部と連携をいたしまして、しっ

かりと普及促進に努めてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。

○新見昌安議員 よろしくお願いします。

ところで、悪い意味で、「機を見るに敏なや

から」は、いつの時代にもいるものでございま

す。消防法が改正され、設置が義務化されたこ

とをうまく利用した悪質な業者、また、詐欺ま

がいの商売をする業者が必ず出てきます。高齢

者宅を訪問して、法外な値段で売りつけたりす

ることも心配されるところであります。今日ま

でに悪質な訪問販売に対する苦情や相談はどれ

ぐらいあったか。あったとすれば、その内容は

どんなものであったか。また、実害はあったか

どうか。また、被害の未然防止にどのように取

り組んでいくのか。以上、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） 住宅用火災警

報器に係る悪質な訪問販売でありますけれど

も、県の消費生活センターに寄せられた苦情・

相談の件数は平成18年度以降７件であります。

相談内容といたしましては、「訪問販売で、住

宅用の火災警報器の設置が義務化されたと聞い

たが、本当か」あるいは、「実際に契約をした

が、高額なので解約したい」といったものであ

ります。その中で、通常の販売価格よりも高い

値段で購入したと思われるものが２件ございま

して、これにつきましては、警察への届け出を

助言したところであります。消費生活センター

に相談があった場合には、クーリングオフの手

続方法など必要な助言・指導を行っているとこ

ろであります。また一方では、被害の未然防止

という観点から、「一日消費者スクール」を初

めとする各種の講座や県の広報紙などを通しま

して、悪質訪問販売についての情報提供など、

広く啓発を行っているところであります。今後

とも、関係機関と十分連携をとりながら、被害

の未然防止に努めていきたいと考えておりま

す。以上であります。

○新見昌安議員 「悪質な訪問販売業者の跳梁

は絶対に許さない」という決意で、これからも
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しっかり取り組んでいただきたいと思います。

ところで、住宅用の火災警報器の設置が義務

づけられた住宅というのは、一戸建て住宅はも

ちろんですが、マンション・アパートなどの集

合住宅、また店舗併用住宅の住居部分も含まれ

ます。県営住宅もその範疇に入っております。

県営住宅における住宅用火災警報器の設置状況

と今後の設置計画について、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） 県営住宅につ

いての御質問でございますけれども、６階建て

以上の高層住宅につきましては、従来から設置

が必要とされておりました。また、消防法が改

正されました平成16年６月以降に建設に着手し

た住宅から設置を進めさせていただいておりま

して、これまでに1,170戸に設置したところでご

ざいます。残りの既存の県営住宅約7,900戸につ

きましては、まだ設置が完了していないという

状況にございまして、平成20年度から22年度ま

での３年間で、計画的に設置を進めてまいりた

いと考えております。

○新見昌安議員 最後になりますが、住宅用火

災警報器は、火災により発生する煙や熱を自動

的に感知し、住宅内にいる人に対して、警報ブ

ザーや音声によって知らせる機器が一般的であ

ります。音によるものであります。聴覚に障が

いのある方や高齢化で耳が不自由になられた方

が県営住宅に入居されている場合、どのように

配慮していくのか、同じく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） 聴覚に障がい

がある方などの場合には、光や振動などを用い

ました警報装置が有効であると考えておりま

す。したがいまして、今後、機種の選定に際し

ましては、これらの点やコスト面も考慮し、消

防及び福祉担当部局とも連携しながら、検討を

進めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 光や振動による特殊な警報装

置であっても、音による一般的な警報機同様

に、入居者に負担をかけることなく設置してく

れるというふうに受け取りました。ありがとう

ございます。

以上で私の関連質問を終わります。

○長友安弘議員 以上で代表質問を終わりま

す。（拍手）

○坂口博美議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時28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、民主党宮崎県議団、40番権藤梅義議

員。

○権藤梅義議員〔登壇〕（拍手） 冒頭に申し

上げます。東国原知事におかれましては、民主

党本部の道路特定財源に関する討論会に、全国

知事会の麻生会長ともども東京まで出張いただ

き、ありがとうございました。予算関連業務や

議会開会前に、それでなくても多忙な日程を割

いていただいたことに、心から感謝申し上げま

す。

それでは、通告に従って質問に入ります。

まずは、道路特定財源に関する質問でありま

す。

今回の討論では、政府案に対して民主党案

は、暫定税率廃止の問題、一般財源化の問題、

道路整備の決定システムの問題等がある中で、

明確な対立軸や対案を端的に示すことが容易で
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なく、そのことが議論を難しくしたり、すれ違

いに終わらせたこともあったと思います。

暫定税率の廃止については、当初は、「上乗

せ分のリッター25円がゼロになる」との民主党

のガソリン値下げ隊の行動を、国民世論が鮮明

な形で受け入れ、道路の財源論に終始しまし

た。民主党案では、地方の税収減は、国の直轄

事業の負担金約9,000億円を廃止して、これに充

てると説明しております。しかし、私たちが最

も心配する東九州自動車道は、あるいは九州横

断自動車道延岡線は、民主党が責任を持ってつ

くる、真に必要な道路に認定されるのか―私

は認定されると信じておりますが―今のとこ

ろ明文化できておりません。一方、無駄な道路

と建設コストの無駄をなくすことは、当然精査

されなければなりません。そして、政府の59兆

円の道路中期計画の内容と、10年間徴収し続け

る現行制度による59兆円の内容とは、積み上げ

方式になっていないがために整合性はなく、ま

だ閣議決定もされていないものであります。

そのような中で、一時混乱しかけた国会であ

りますが、現在、「つなぎ法案」を衆参両院議

長のあっせんで受け入れ、正常化したわけです

から、国会審議のあり方も、当然あっせんに即

したものになっていくと考えられます。あっせ

ん内容は、「徹底審議の後、年度内に一定の結

論を得ること」「税法について各党間で合意が

得られたものは立法府で修正する」となってお

り、修正協議を認めたものとの解釈が成立しま

す。

また、一般財源化については、「弾力性のあ

る地方重視の使い方の方向性は正しい」と、麻

生会長は一定の評価をされ、東国原知事は、

「地方への配分方法や結果が不明で賛成できな

い」と述べたと報じられています。

また、３点目は、道路整備の決定システムの

公平性や透明化の必要性は議論されたが、今後

求めていく道路決定システム等については議論

が進まなかったとも聞きます。

要約すると、以上の状況だったと思います

が、知事は討論を終えて、また本県での衆議院

の公聴会を終えて、今後の方向と問題点をどの

ように認識されたか伺います。

この問題は質問者席からの質問を予定してお

りますので、次に進みます。

次は、２年目の知事の政治姿勢を伺います。

１月23日で知事就任２年目となることから、

マスコミ各社は特集を組み、知事のこの１年の

活躍を評価し、２年目の課題を探っています。

また、知事自身も、宮崎県ブームや知事人気を

定番・定着化させなければならないとの認識の

もと、スピード感のある行動や県民目線での政

策づくりに取り組んでいただくことを、私ども

も期待するところであります。

そこで、今後の姿勢を幾つかお尋ねします。

第１に、現在、地方は税源移譲など権限や財源

の自由を国に求めないといけない。全国知事会

などを通じて、国へ政策提言や意見を述べるこ

とを期待している人も多いようです。そこで、

政治面での中央への発言強化とリーダー的な指

導力や調整役を期待する声があります。第２

に、トップセールスについての基本姿勢と今後

の取り組み等について伺います。第３に、県職

員の意識改革については、知事自身がどのよう

なことや政策を考えているか。「聞く前に知

れ」という格言もありますが、やはり知事のや

りたいこと、職員への信頼、そのための対話と

いったものが必要かと思います。第４に、知事

の考え方を率直に表明するツールとしてのブロ

グは尊重されていいが、論者や報道への攻撃的
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発言は節度があってしかるべきとの意見もあり

ます。以上、４点について知事に伺います。

東国原県政にとって初の通年予算となる2008

年度当初予算案の一般会計は5,590億円余で、７

年連続減の大変厳しいものとなっております。

今回の予算編成で収支不足は中期財政見通しよ

り増加し、財政調整基金の枯渇が心配されてお

りますが、その主たる原因と次年度以降の見通

しを知事に伺います。

また、歳入面で県税収入が前年度比４％減と

減少幅が大きく、不安材料となっていますが、

減収予測をいま一度御説明願うと同時に、ほか

にも不安材料があるのか伺います。

歳出面では、公債費、扶助費の増加が大きい

負担となっていますが、人件費支出の減少18億

円余に助けられる形となっています。昨年は逆

に、退職者増等が圧迫要因でありました。そこ

で、人員や給与ベース、退職者等の面から見た

増減理由を御説明願います。

次に移ります。政府の地域活性化統合本部

は、昨年11月末に「地方再生戦略」を決定し、

山村振興や集落維持が困難な限界集落対策等に

真剣に取り組むことを宣言しています。我が国

では、1970年に過疎法が施行され、幾度かの見

直しや継続が行われて、35年間で76兆円の事業

が続行されてきました。しかし、1999年からの

７年間を見るだけでも、191の集落が消えてきた

と言われています。本県においても、映画にま

でなった西都市の寒川を初め、昨年末の県の調

査でも、県平均の高齢化率30％以上の集落が800

集落、全体の65％もあり、高齢化進展の実態が

明らかになっています。そして、農作業や冠婚

葬祭など集落機能が維持困難な集落が93集落も

あり、我々県議会も、数次にわたり特別委員会

を設置して調整や議論を重ねてきましたが、現

実には、「過疎は過疎を呼ぶ」と言われるよう

に、時間を経るごとに深刻化する今日でありま

す。先般の特別委員会には知事も出席され、対

策室の設置等、前向きの方針が示され、期待も

大きいのでありますが、これまで県でも２兆円

以上の過疎対策事業が行われ、それなりの効果

があったと思いますが、疑問視する声も聞こえ

ます。そこで、知事の現状認識と新年度の取り

組み等を伺います。

次は、植栽未済地をなくす問題です。

木材価格の下落に端を発し、コストバランス

から発生し始めた植栽未済地ですが、今や植林

や下刈り等の労力を持たない世帯が多く、これ

はまた、田畑では耕作放棄地となっています。

今回、県の新規事業に計上されている植栽未済

地造林緊急特別対策事業１億6,100万円では、最

高の補助事業―45万円のコストを国、県で35

万円補助する等―でありますが、後継者がな

く、将来の意欲を失った世帯では、この事業に

さえ食指が動かない例もあります。一方、これ

らは地域雇用の創出になりますが、同じ集落に

それだけの労働力がなければ、他の地域から派

遣することにもなります。11月末の西米良村の

黒木村長と宮大農学部山本准教授の対談でも、

これらの問題の難解さが推測できます。黒木村

長は、地方自治体だけで対応できない部分は国

や県の支援を求めておられますし、山本准教授

も、「年金と農業の収入で最低限の生活を送る

保障を考えるとともに、特徴ある地場産業の振

興や他産業との連携を進める支援策も必要」と

述べておられます。植栽未済地対策について、

市町村や森林組合との連携も含めて、計画と見

通しを環境森林部長に伺います。

次に、少子化対策について伺います。

総務省が昨年の「こどもの日」にちなんで発
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表した推計人口は、昨年４月１日時点で、15歳

未満の子供の数が前年より―延岡市が１つ消

えるほどの―14万人も少ない1,738万人となっ

ています。子供の人口は26年連続の減少で、統

計上確認できる1920年以降の最低記録を更新し

たと言えます。一方、一定時点でとらえる合計

特殊出生率が、2006年は６年ぶりに1.32と、対

前年比0.06の上昇であったことが明らかになっ

ていますが、解説では、「明るいニュースだ

が、出生率の上昇傾向が今後も続くのかどう

か。むしろ、多少上がっても少子化や人口減少

の流れはとまらないのでは」との厚生労働省幹

部の発言も紹介されていますし、要は、子供を

産む年齢層の女性人口が減り続けていることが

主因との指摘にもうなずけます。

本県の新年度での少子化対策は、こども医療

圏プロジェクト推進事業や、子育て支援乳幼児

医療費助成事業、地域の絆で子育て支援事業、

みやざき新たな出会い応援事業等の新規事業が

盛り込まれ、意欲はうかがえますが、これまで

の国や市町村事業との関連も十分に吟味しての

少子化対策であろうと考えます。モデル事業は

別として、予算面でも大きな精力を注ごうとし

ている、こども医療圏プロジェクト推進事業と

乳幼児医療費助成事業について、その意義と期

待される効果を知事に伺います。

次は、企業誘致と雇用拡大について伺いま

す。

九州経済調査協会は、この２月16日に、「地

域浮沈の分水嶺―拡大する地域格差と九州経

済」と題する2008年版九州経済白書を発表して

います。この中で白書は、「企業の設備投資が

北部九州に集中し、域内でも格差が拡大してい

る」と指摘しています。投資が集中する福岡、

佐賀、大分、熊本の４県と他県では、有効求人

倍率に明確な格差が出ており、長崎、鹿児島、

宮崎の３県から、昨年、域内他県に流出した人

口は1970年代以降で最多となり、九州域内の格

差が大きくなっています。また、2002年以降の

景気拡大の中で、九州でも輸出や設備投資が牽

引する形で経済が成長したが、一方で、非正規

社員の増加などで賃金水準を抑制し、個人消費

は伸び悩んでいると言われております。内容

は、今後の５年間を「九州の浮沈を決する分水

嶺」と位置づけ、20年周期で増減すると言われ

る工場の新規立地がピークを迎える2010年まで

に、どれだけの工場誘致等基礎産業を育成でき

るかがかぎになると指摘しています。そこで質

問しますが、知事のマニフェスト、企業誘致100

社、１万人雇用構想を、いよいよ新年度から推

進していくことになりますが、前述の白書の指

摘の2010年を境目とする厳しい条件設定や見方

もあります。本県としては、余り結果を急ぐべ

きではないとの意見もある一方で、何としてで

も、知事を先頭に一丸となって企業誘致と雇用

拡大に前進していかなければならないと思うの

であります。知事の新年度にかける決意を伺い

ます。

次は、観光振興について伺います。

昨年11月13日の西日本新聞で、「九州観光を

台湾へ売り込め！」との見出しの記事が紹介さ

れています。これは、11月12日に台北市のホテ

ルで、台湾観光協会と九州観光推進機構の間で

「観光交流と友好提携に関する協定書」が調印

されております。この中で田中会長は、「日台

の新航空協定で宮崎―台北間の定期便開設が認

められ、台湾からの九州観光は、よりバラエ

ティーに富んだ日程が組めるようになる。関係

機関が協力して受け入れ体制を強化したい」

と、あいさつされました。その後、台湾の旅行
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会社などを対象に、九州観光の説明会や商談会

を開催し、温泉やテーマパークなどの九州観光

の魅力をＰＲしたと言われています。宮崎―台

北間の定期便開設に伴う本県としての準備はど

のように行っているか、伺います。また、レン

タカー周遊のコース等に、本県を通過するルー

トが入っていないようですが、宮崎に入る仕組

みを本県としてどのように考えているのか、商

工観光労働部長に伺います。

本県の官製談合事件から昨年末で約１年、そ

して、ことし１月末で新知事誕生から丸１年が

経過しましたが、何といっても一番の改革は、

入札制度の改革であります。これまで１億円以

上の工事で実施していた一般競争入札を、昨年

４月から4,000万円以上に拡大し、さらに10月か

らは1,000万円以上になり、本年１月から250万

円以上に広げられ、ほぼすべての工事が一般競

争入札となりました。また、昨年７月には、業

者同士が事前に顔を合わせられないよう、電子

入札を３カ月繰り上げて導入しています。改革

の一つの区切りを迎えたと言ってもよいのであ

りますが、今日までの経過とこの間の反省、今

後に残された改善点を知事はどのように認識し

ているのか、伺います。

次は、知事のイラスト管理の問題でありま

す。

知事は今月18日の記者会見で、イラスト管理

について、当面は現状のまま使用できるように

する方針を示し、一方で、秘書広報課に19日か

ら、悪質な使用例については通報を受け付ける

窓口を設置するということであります。現在ま

での問題提起を踏まえて、一歩前進したかと思

うのでありますが、現状、約500社と言われるイ

ラスト使用者に直接、情報発信ができるシステ

ムができないのか、疑問であります。それは、

県が関与するのではなく、民間や商店街等で

やっているように、使用者みずからの代表を選

んで運営委員会を立ち上げて、県や知事が直接

関係しない形でも管理できると思うのでありま

すが、今回の意見の中にはそのような提言は

あったのか、また現在の県の窓口は置きながら

併用することは問題があるのか、総合政策本部

長に伺います。

これに関連して、県選管によると、「公職選

挙法上、選挙前に候補者をイメージさせる図画

の配布は事前運動の禁止に抵触する」との意見

があります。これは、候補者が次の選挙に立つ

意思を表明したときと解釈されているようです

が、直前まで表明しなかったときは、通常の場

合いつからと解釈されるのか。その際、イラス

トの新たな分は中止できるとしても、既に店頭

に並べてある商品等の扱いはどうなるのか、選

挙管理委員長に伺います。

次に、県内で唯一、骨髄の採取を行っていた

県立宮崎病院が、血液内科医の転出により骨髄

採取を取りやめざるを得なくなったと聞きま

す。九州・山口の各県では、骨髄採取できる医

療機関は福岡県で８カ所あるほか、長崎、大

分、鹿児島は２カ所あり、他県では１カ所ずつ

確保されています。全国でも骨髄の採取ができ

ない都道府県は、岐阜県と本県のみだという状

態です。県病院によると、骨髄採取に当たって

いた２人の血液内科医のうち採取歴10数年の医

師が、昨年８月に東京都の病院に転出した。そ

の後任の医師は経験が浅く、残った１人も採取

歴３年で、トラブル対応が困難として採取を取

りやめているということであります。骨髄採取

の実情は、ドナーから短時間に約１リットルの

骨髄をとるため、血圧や肝臓機能の低下、アレ

ルギー反応などに対応する必要があると言われ
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ています。財団が全国でドナー登録者に提供を

打診したのは、2006年に２万件あったが、移植

が実現したのは949件。約3,000人が時間など都

合がつかないと断られています。このままだ

と、登録はふえても、提供者は減るのではない

かと危惧します。財団は、骨髄移植にはドナー

が提供しやすい環境を整えるべきで、各地域に

採取拠点が必要だと訴えています。そこで伺い

ますが、本県における年度ごとのドナー登録者

の提供状況と、今後の医師確保の見通しと対応

を、福祉保健部長並びに病院局長に伺います。

次に、都道府県がん診療連携拠点病院の指定

についてであります。

昨年夏に、「がん対策推進基本計画」が閣議

決定され、我が国におけるがん対策の推進が図

られることとなったところでありますが、本県

では、都道府県がん診療連携拠点病院は未指定

でありました。このような中、今年１月17日に

開催された第４回がん診療連携拠点病院の指定

に関する検討会の承認を経て、２月８日付で宮

崎大学医学部附属病院が都道府県がん診療連携

拠点病院の指定を受け、また、本県ほか11県が

指定を受けたと聞いております。がん拠点病院

は、年間の手術件数が4,000件を超える拠点病院

もあれば、120件から140件程度の手術回数の病

院もあり、そのレベルの格差は大きいと言われ

ておりますが、何とか本県も、がん対策のスタ

ート台に立った感があります。

がん対策を進める上でさまざまな課題があり

ますが、中でもがん登録は、がん対策の計画立

案や評価を行う上で重要であると考えます。優

良県の例としては、特に福井県があり、医師会

の働きかけがあって、1980年代後半に体制整備

ができ、がん患者を診る可能性がある70病院と

約450の診療所のすべてが県に患者情報を提供で

きるシステムを確立しています。１月の調査で

は、病院の半分以上が登録に協力する自治体

は、千葉、大阪、佐賀など10府県にとどまって

いると言われ、登録率について80％以上と回答

したのは、福井、大阪等７府県と言われていま

す。欧米では登録率が95％と言われますが、全

国では40～80％台とばらつきがあるようです。

そこで、総合的ながん対策を行うために、がん

診療連携拠点病院の今後の役割と課題につい

て、福祉保健部長に伺います。

次に進みます。県は昨年11月19日に、自殺防

止に取り組む県自殺対策推進本部を立ち上げま

した。県内の自殺者は、2006年が361人で交通事

故者の約４倍、この数値は人口10万人当た

り31.5人と、全国５番目に高い数値を示してい

ます。また、西諸地区に次いで都城市も９団体

が対策協議会を立ち上げるなど、活動が見えて

きました。そこで、これまで積み上げてきた自

殺防止の取り組み経過と、2008年度に計画され

ている事業の内容等を、福祉保健部長に伺いま

す。

次に、最低賃金、通称最賃の引き上げを図る

最低賃金法改正案が、昨年11月28日に参議院本

会議で可決・成立しております。成立を受け、

舛添厚生労働大臣は、「ワーキングプアの解消

に向け、一つの手段となる。有効に使いたい」

と胸を張っております。改正の目玉は、働いて

も生活保護以下の収入しか得られない「ワーキ

ングプア（働く貧困層）」をなくすなど、労働

政策上から都道府県ごとに毎年度改定されてい

ます。厚労省の試算では、2005年ベースで、東

京、神奈川など11都道府県で逆転現象があり、

今回も新年度以降、逆転の解消に向けた作業が

求められます。特に今回の場合、格差問題が社

会問題化したこと等もあって、政府は昨年の春
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から、労使代表を集めた円卓会議を創設し、渋

る使用者代表を官邸が説得する形で、最賃の中

長期的な引き上げを目指してきました。実際に

今年度の改定は、政府の後押しで例年の約３倍

の平均時給14円アップが実現しましたが、既に

和歌山県の経済団体連合が地元の労働局長に異

例の異議申し立てをするなど、地方を中心に経

済界の反発が強いと言われてきました。そこ

で、本県の最終的な改定額と経営側の受け入れ

状況、さらには、今回同時に改正のあった労働

契約法の改定等の影響で、労働環境は改善され

つつあると判断してよいか、商工観光労働部長

に伺います。

次に、農業分野の活性化策について伺いま

す。

新年度予算の農業分野の活性化策は、特に大

きなものが見当たらない気がするのであります

が、知事就任１周年の特集を見ると、やはり全

県的には農業を元気にしてほしいという期待の

声があふれていると思います。１つには、トッ

プセールス。昨年は、マンゴー、地鶏、宮崎牛

は脚光を浴びましたが、ことしの方向性を知事

にお尋ねしたいと思います。２つには、2006年

の農業出荷額は3,210億円で、全国５位となった

わけでありますが、個々の農家を見ると、きゅ

うきゅうとして、豊かな農家が少ないと思いま

す。消費地から遠く、価格の変動等もあり、や

むを得ない面もありますが、少なくとも生活に

は困らない、後継者の絶えない農林漁業を目指

す方策を高めていきたいものであります。３つ

には、長期的視野に立った物流体制の確立が望

まれますし、４つには、適地適作と言われる、

その地域に合った作物の量産定着が必要かと考

えます。以上、問題点の指摘にとどめますが、

今後の本県農業に期待するもの、さらには知事

の今後の農業にかける重点施策を伺います。

次に、教育長に伺います。今月15日には、文

科省は小中学校の学習指導要領の改訂案を公表

し、授業時間を30年ぶりに増加させることを公

表しました。数年で破綻したゆとり教育と批判

され、いわゆる「ゆとり教育」の原点が問われ

るとともに、学力向上の方向に大きくかじが切

られつつあります。

一方、昨年は４月に、43年ぶりに全国一斉学

力テストが復活し、10月末にその結果が文科省

から公表されました。本県は大変立派な成績で

あったと聞いておりますが、平均点の都道府県

順位などが注目を集めましたけれども、テスト

の結果自体については、「応用力に問題があ

る」といった程度の報道でありました。また、

ごく最近の指摘として、学力テストの結果はか

なり評価されたが、大学受験の結果から見る

と、大きな問題があるのではないかとの指摘が

なされております。これより先、12月に公表さ

れた経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）による2006

年生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ）の社会の

反応はもっと大きいものがあったと思われま

す。前回、2003年ＰＩＳＡの結果と比較する

と、数学的な応用力が６位から10位へ、科学的

な応用力が２位から６位へ、読解力が14位か

ら15位へと、すべての分野で日本の子供の順位

が下がったことを、マスコミは大きく取り上げ

ました。

そのような中で発表された今回の授業内容の

改訂案の発表でありますが、小学校の2011年

度、中学校の2012年度の完全実施方針のもと

に、2009年度から算数・数学や理科の一部や道

徳などの先行実施が打ち出されております。ま

た、県内の小学校でも、2011年度の英語必修化

に向けた動きとして、英語学習をふやすなどの
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対応も具体化していると聞きます。先進国に先

駆けて、自分で課題を見つけ、みずから学び、

みずから行動し、問題を解消するという「生き

る力」の育成がなぜ実現できなかったのかと、

疑問が投げかけられています。今、教育界とし

ては「質の教育」、つまり、ゆとり教育や総合

学習などの時間が後退して、知識や技能重視の

「量の教育」へと進むことに残念な気もいたし

ます。そこで、教育長にお尋ねしますが、前述

のような環境を踏まえて新年度から推進すると

思われる教育現場に対して、どのように指導さ

れようとしているのか伺います。

次は、いじめ対策であります。

2006年度に全国の国公私立の小・中・高が認

知したいじめの件数は計12万4,898件だったこと

が、昨年11月に文部科学省の問題行動調査の結

果として発表されました。一昨年、いじめ自殺

が相次ぎ、被害者の気持ちを重視する形に、い

じめの定義を拡大したことと、国立、私立の学

校も調査対象に加えたため、前年度２万143件

の6.2倍にふえたということであります。本県に

おいても、県教育委員会が470の公立小・中・高

校を対象に調査し、2005年度に確認されたいじ

めの件数は49件でしたが、2006年度は13.5倍

の664件だったことが明らかにされています。定

義が、一方的、継続的などの条件を削除したこ

とによるものとの県教育委員会の説明でありま

す。

認知された件数の多寡だけで議論するわけで

はありませんが、1994年に愛知県西尾市の大河

内清輝君（当時13歳）の自殺が社会に注目され

ると、文科省は解釈を拡大。2003年の中教審答

申に象徴される「５年間でいじめ半減」との数

減らし主義の弊害が指摘されております。文科

省の幹部が、「実態把握は大事だが、一たん数

字を出せば、それを減らすことが目的化し、い

じめ隠しにつながる」と、踏み込んだ発言をし

ています。また、小・中・高校生の2005年度の

全国の自殺者103人から、2006年度には171人と

増加しております。長野県で長男・優作君（当

時13歳）を1997年に自殺で失った前島章良氏

（53歳）は、現在、県教育委員会のこどもの権

利支援幹の職にあり、「国が一律に成果を求め

るような施策は、この問題にそぐわない。加害

者と向き合い、なぜいじめるのか、どうしてい

けないのかを徹底的に考えさせる現場の努力で

壁を越えていくしかない」と述べておられ、

きょうもいじめ対策の最前線に立っているとレ

ポートされています。

そこで、教育長は本県のいじめの実態をどの

ように把握し、現場の先生方と対策を立てて取

り組んでいるか伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

道路特定財源に関する今後の方向と問題点に

ついてであります。本県は道路の整備が著しく

立ちおくれており、産業、観光、救急医療、災

害対策等のためにも、計画的に道路整備を推進

する必要があります。このため現段階では、暫

定税率を延長し、安定的かつ継続的な財源を確

保することが、現実的で、かつ確実な方法であ

ると考えております。また、一般財源化につき

ましては、自動車ユーザー、地方に負担が重い

という税の不公平や、道路整備の進んでいる地

域との教育、福祉などの新たな地域間格差の懸

念、地方への配分など制度が見えない点を考え

ると、現状では認められるものではないと考え

ております。なお、道路整備に当たっては、そ
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の優先順位や財源の配分など、公平・透明な基

準づくりが必要であると考えております。

続きまして、中央への発言強化等についてで

ありますが、真の地方自治を確立していくため

には、地方がみずからのしっかりとした考えを

持って、国と対等の立場で意見を交わしていく

ことが大変重要であると考えております。この

ため私は、「ふるさと納税制度」や地方交付税

の算定における「地方再生対策費」の創設な

ど、都市と地方の格差の是正、さらには、今回

の道路特定財源制度をめぐる問題に関し、いわ

ば地方の代表という形で、さまざまな場面で意

見を述べさせていただいたところでございま

す。私は、今後とも地方分権改革を初め、地方

の活性化等に関連する諸問題について、全国知

事会などにおいて、各県の知事さんと活発に議

論をするとともに、国等に対して積極的に意見

を述べ、また政策提言をしてまいりたいと考え

ております。

続きまして、トップセールスについての基本

姿勢と今後の取り組みについてであります。私

自身が県産品の販路拡大や企業誘致、観光誘致

等の先頭に立って取り組む、いわゆるトップセ

ールスは、県の熱意なり、姿勢なりを相手方に

直接インパクトをもって伝えることができるな

ど大変効果的であることから、知事としての重

要な役割であると認識しております。このよう

なことから、知事就任以来、県内外で開催され

る物産展やイベント、企業誘致セミナーなどに

できる限り足を運ぶとともに、テレビ出演等の

際にも宮崎の特産品や観光地のＰＲを行うな

ど、さまざまな機会を活用してセールス活動を

行ってまいりました。この１年で、県産品の売

り上げや観光客の増加につながるなど、一定の

成果を上げることに寄与できたのではないかと

考えております。今後とも、県内の農林水産、

観光、経済など、さまざまな分野の関係者の皆

さんとも十分連携を図るとともに、来年度、新

たに設置する「みやざきアピール課」を中心

に、トップセールスを含め、宮崎をより効率的

・効果的にＰＲしてまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、職員の意識改革についてであり

ます。国、地方ともに厳しさを増す財政状況や

地域間競争の激化の中で、宮崎県がオンリーワ

ンの存在感のある自治体となるためには、これ

までにない切り口で宮崎を見詰め直し、本県の

本来の魅力や可能性を引き出す県づくりが重要

であると考えております。このためには、私と

職員が目指すべき目標を共有し、同じ方向を向

いて力を合わせるとともに、私が、「無から有

を生む」という視点で始めた県庁ツアーのよう

に、職員一人一人が、前例にとらわれない柔軟

な発想で、スピード感を持って果敢に挑戦して

いく意識改革が必要であります。このような考

えから、職員と直接語らい、私の思いを伝える

「ランチミーティング」や、部局長に目標を設

定させる「部局マニフェスト」を実施するとと

もに、職員の政策提案やアイデアを掘り起こす

「職員提案制度」など、さまざまな取り組みを

進めているところであります。今後とも、こう

した取り組みをさらに充実しながら、職員と一

丸となって、新しい宮崎の創造に向けた取り組

みを推し進めてまいりたいと考えております。

続きまして、私のブログについてでありま

す。私は、私の考えやスケジュール、私的な事

柄などを、ブログという手段を用いて日記風に

つづっております。自分の言葉でざっくばらん

に書きあらわすことで、読まれる方々に県政や

知事というもの、さらには政治一般について関

平成20年２月29日(金)



- 163 -

心を持っていただけたらと思っております。ブ

ログの中では、私が報道等で見聞きした意見に

対して、私なりの意見を掲載することがありま

すが、これについては、私は、インターネット

を通して健全な意見交換を行っているという認

識でおります。

続きまして、基金が減少している理由につい

てであります。財政改革推進計画策定時の中期

見通しでは、平成20年度当初予算編成時におい

て264億円の収支不足額を見込んでおりました

が、平成19年度の地方財政対策の影響や、平

成20年度の県税及び地方消費税が減となったこ

となどにより、収支不足額は386億円まで拡大い

たしました。このため、さらなる事務事業見直

し等により、最終的な収支不足額を286億円まで

圧縮したところでありますが、財源調整のため

の基金残高は、平成19年度末での見込み額497億

円から20年度末には213億円と、大きく減少する

見込みとなっております。今後の見通しにつき

ましては、地方法人特別譲与税の創設により、

地域間の税収の偏在が一定程度是正されること

により、多少の歳入の増加も期待できるもの

の、三位一体の改革等により大きく減額となっ

た地方交付税の削減額には遠く及ばないため、

引き続き厳しい財政状況が続くことが見込まれ

ることから、今後とも財政改革を着実に推進し

てまいります。

続きまして、歳入の状況についてでありま

す。県税収入については、平成20年度当初予算

では962億円と、対前年度比約40億円、4.0％の

減となっており、また地方消費税清算金は約206

億円と、対前年度比約９億円､4.2％の減となっ

ております。これは、企業からの聞き取りなど

により、企業収益の減少や消費の後退などが見

込まれたため、法人二税を約16億円の減、地方

消費税を約11億円の減、軽油引取税を約７億円

の減などと見込んだものであります。また、本

県の最大の歳入財源であります地方交付税につ

きましても、基本方針2006に沿って引き続き抑

制される見込みでありますことから、その確保

については予断を許さないものと考えておりま

す。

続きまして、人件費の状況についてでありま

す。人件費につきましては、平成20年度当初予

算で1,623億円余と、対前年度比約18億円、1.1

％の減となっております。この約18億円の内訳

につきましては、行財政改革大綱2007に基づく

一般職の職員数193人の削減や、給与構造改革に

よる給与の見直し等を行い、一般職の給与の平

均額が約682万2,000円と、対前年度比4,000円の

減となりました結果、職員給与が約14億円の減

となり、また退職者数の減に伴う退職手当の減

が約４億円となっております。

続きまして、中山間地域についてでありま

す。これまで中山間地域の振興につきまして

は、交通基盤や生活環境の整備、産業の振興等

を初め国土保全の観点から、中山間地域の多面

的機能を維持させるという政策などにも取り組

んできたところであります。しかしながら、依

然として人口減少に歯どめがかからず、最近で

は、維持存続が危ぶまれる集落、いわゆる限界

集落が見受けられるなど、中山間地域は大変深

刻な状況にあるものと認識いたしており、その

対策の難しさを痛感しております。中山間地域

の衰退は、本県全体の衰退につながるものであ

り、その活力再生を図ることが喫緊の課題であ

るととらえ、中山間地域の振興や植栽未済地の

解消を平成20年度重点施策の筆頭に掲げるとと

もに、新たに「中山間・地域対策室」を設置

し、住民や市町村などとも十分に連携を図りな
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がら、その実態を踏まえた短期的、中長期的施

策を総合的に展開してまいりたいと考えており

ます。

続きまして、こども医療圏プロジェクト推進

事業及び乳幼児医療費助成事業についてであり

ます。私は、平成20年度当初予算の編成に当た

り、「子育て・医療対策」を重点施策の一つと

して掲げ、各種施策の拡充を図ったところであ

ります。まず、こども医療圏プロジェクト推進

事業についてですが、安心して子供を生み育て

るためには、小児救急を初めとする小児医療体

制の確保を図ることが不可欠であります。この

ため本事業では、県内を新たに３つのこども医

療圏に再編し、各圏域において拠点となる医療

機関の機能充実を図るとともに、絶対数が不足

している小児科医の確保を図るため、即戦力と

なる専門研修医への研修資金の貸与等を行うこ

ととしております。

次に、乳幼児医療費助成事業についてです

が、財政状況が厳しい中ではありますが、子育

て支援を強力に進めるためにも、この事業の拡

充はぜひとも実現したいと考え、入院外の助成

対象年齢を、これまでの３歳未満から小学校入

学前までに拡大することとしたものでありま

す。これにより、子育て家庭の負担軽減が図ら

れるとともに、宮崎の次代を担う子供たちが健

やかに育つことのできる環境づくりが図られる

ものと考えております。

続きまして、企業誘致に対する私の決意につ

いてであります。私は、本年を、宮崎再生に向

けた正念場の年と位置づけており、中でも、産

業の振興や雇用の確保を図る上で即効性の高い

企業誘致につきましては、これまで以上に重点

的に取り組んでいきたいと考えております。こ

のため、新たに「企業立地推進局」を設置し、

推進体制の強化を図るとともに、企業での豊富

な経験を有する「企業誘致専門員」を東京や名

古屋等に配置し、誘致活動の一層の充実に努め

ることとしております。さらに、私が先頭に

立った誘致活動に引き続き積極的に取り組み、

一件でも多くの企業立地を実現してまいりたい

と考えております。

続きまして、入札制度改革についてでありま

す。本県では、私のマニフェストに基づき、県

議会や民間有識者及び県民の方々の御意見や御

提言も踏まえ、昨年３月に「入札・契約制度改

革に関する実施方針」を策定し、より公正・透

明で競争性の高い入札・契約制度を確立するた

めに、一般競争入札の拡大など抜本的な改革

に、着実に取り組んでいるところであります。

また、並行して改革の検証も随時行い、昨年10

月には、建設産業の健全な発展を図り、良質な

社会資本の整備を進める観点から、最低制限価

格の見直しも行ったところであります。しかし

ながら、建設投資が大幅に減少し、増加が見込

めない状況にあっては、技術と経営にすぐれた

業者が伸びていける環境づくりが不可欠である

と考えており、今後、価格と技術提案等を評価

する総合評価落札方式をさらに拡充することが

必要であると考えております。具体的には、18

年度から試行しております総合評価落札方式に

ついて、評価項目の見直しを行い、対象事業を

大幅にふやすとともに、新たに地域企業育成型

を導入し、地域に根差し、技術力や地域貢献度

の高い業者が受注しやすい環境を整備してまい

りたいと考えております。今後とも、関係団体

等を含め、幅広く意見を伺いながら、よりよい

入札・契約制度の構築に向けて取り組んでまい

ります。

続きまして、本県農業の活性化についてであ
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ります。本県の基幹産業である農業は、地域経

済への波及効果が大きく、南那珂地域のスイー

トピーや、西都地域から始まった完熟マンゴー

など、地域の特色を生かしながら、活力を持っ

て展開することが本県の活性化につながるもの

と確信しております。また、私が就任以来トッ

プセールスしてきた品目以外にも、全国展開で

きる可能性を秘めた品目を有しており、ことし

は、完熟キンカンやズッキーニを初めとする特

徴ある品目のＰＲに力を入れていきたいと考え

ております。このように、本県農業には、本県

経済の牽引役として発展することを期待してお

りまして、そのためには、多様な担い手が、消

費者ニーズに即した安全・安心な農産物を安定

的に生産し、効率的に供給することが重要であ

ります。このため県では、新年度予算において

も、農業分野の活性化策を重要な施策と位置づ

け、「担い手づくり」として、耕作放棄地の解

消を通じた農業法人の育成や他産業からの農業

参入の支援、「産地づくり」として、山間地域

農業の活性化や地球温暖化、飼料価格高騰な

ど、新たな課題への対応、さらには、寒暖の差

を生かした花卉や茶を初めとする特徴ある品目

の産地化、本県農産物の安全・安心の確立に重

点的に取り組むこととしております。これらの

取り組みを通して、本県の基幹産業である農業

のさらなる振興に努めてまいりたいと考えてお

ります。〔降壇〕

○総合政策本部長（村社秀継君）〔登壇〕 お

答えいたします。

知事イラストに関する意見募集の結果につい

てであります。いただいた御意見の中には、議

員の御質問にもありましたように、イラスト使

用企業が自主的な運営組織を設置し、イラスト

を管理してはどうかといった御意見もございま

した。知事イラストにつきましては、いろいろ

取り扱いが想定されましたけれども、県が何ら

かの形でイラストを管理することは根本的な問

題があることから、選択しないとしたところで

あります。御質問の件につきましては、イラス

ト使用企業の皆様において判断されるべきもの

というふうに考えております。県としまして

は、法令違反や不適切なイラストの使われ方の

情報を入手した場合、抗議などの措置を的確に

行っていくため、連絡窓口を設置したところで

ありまして、県ホームページなど各種の広報媒

体を通じて、その周知に努めているところであ

ります。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、本県における骨髄提供状況についてで

あります。本県におけるドナー登録活動は、み

やざき骨髄バンク推進連絡会議などの御協力も

あり、昨年10月に本県の目標2,525人を達成した

ところであります。また、全国においても、本

年１月に目標の30万人を達成いたしました。こ

うした中で、県内のドナー登録者による過去３

年間の骨髄提供状況は、平成16年度４件、17年

度９件、18年度５件でございました。

次に、がん診療連携拠点病院についてであり

ます。本県のがん診療連携拠点病院について

は、従来の４つの地域がん診療連携拠点病院に

加えて、今回新たに、宮崎大学医学部附属病院

が２月８日付で都道府県がん診療連携拠点病院

として指定されたところでございます。がん診

療連携拠点病院は、専門的ながん医療の提供

や、院内がん登録の実施、地域の医療機関との

連携及び医療従事者に対する研修、相談支援セ

ンターにおける患者等の支援など、地域のがん

診療の連携の拠点としての役割を担っておりま
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す。このような中、本県においては、がん対策

の評価などに不可欠ながん登録の推進や、がん

患者が安心して在宅療養できる緩和ケア体制の

整備、また県民に対するがん情報発信の充実な

どが求められております。今後は、現在策定中

の宮崎県がん対策推進計画に沿って、がん診療

連携拠点病院を中心とした総合的ながん対策を

推進してまいりたいと考えております。

最後に、自殺対策についてであります。自殺

対策につきましては、平成18年度に、県内の医

療、労働などの専門家から成る自殺対策協議会

を設置するとともに、自殺死亡率の高い西諸県

地域において、市町村や地域団体等と連携しな

がら、住民向け講演会等の普及啓発活動や、健

康診断にうつ病の調査項目を取り入れるなど、

早期発見・早期治療につながる予防対策を実施

してきているところであります。また、今年度

は、９月の自殺予防週間に合わせ、自殺に関す

るシンポジウムや自死遺族パネル展を開催する

など、自殺防止に関する普及啓発を行うととも

に、民間団体が行う自殺相談専用電話の24時間

体制構築に向けた支援を行ってきたところであ

ります。自殺対策については、身近な地域で適

時適切な支援を行うとともに、自殺についての

正しい理解の浸透や、相談窓口の整備等を実施

することが緊急な課題であると認識しておりま

す。このため昨年11月、庁内に知事を本部長と

する「自殺対策推進本部」を立ち上げたところ

であり、来年度につきましては、自殺対策に関

連する市町村、民間を含めたすべての関係機関

と連携しながら、自殺防止のための行動計画の

策定や普及啓発、自殺未遂者や遺族に対する支

援等に積極的に取り組み、自殺者数の減少を図

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

植栽未済地対策についてであります。植栽未

済地対策につきましては、既存の植栽未済地の

解消と、新たな発生の抑制を柱として進めるこ

ととしております。まず、解消につきまして

は、１つ目に、市町村のあっせんにより林業公

社が森林所有者から施業を受託し、有利な国の

補助事業を活用して行う再造林、２つ目に、森

林環境税を活用した広葉樹の造林、３つ目に、

分収林制度を活用した再造林、４つ目に、造林

に適していない森林の天然林への誘導などの対

策によりまして、３年間でゼロにすることを目

指しております。次に、新たな発生の抑制につ

きましては、現行の森林整備事業の補助率のか

さ上げを行い、森林所有者の負担軽減を図っ

て、伐採後の速やかな再造林を推進することと

しております。また、植栽未済地対策は、適正

な伐採や植栽に対する指導の強化が欠かせない

ことから、市町村や森林組合など、関係者が一

体となって推進してまいりたいと考えておりま

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、宮崎―台北間の定期便開設に伴う取り

組みについてであります。本年６月から宮崎―

台北間に定期便が就航することになりますの

で、台湾からの誘客対策につきましては、従来

からのチャーター便を活用した団体周遊型観光

に加え、個人の観光客をターゲットとした取り

組みを進める必要があると考えております。こ

のため、県といたしましては、これまでもゴル

フやスキーなど、宮崎ならではの魅力を生かし

た観光プランの提案や、エージェントセールス

等を積極的に行っているところでありますが、
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来年度はさらに、旅行会社と連携した重点キャ

ンペーンなども実施することとしております。

また、本県は南九州で唯一、台湾との定期路線

を有することとなりますので、南九州各県や九

州観光推進機構とも連携を図りながら、キーパ

ーソン招聘や周遊ルートの開発等を行っており

まして、来月には旅行商品説明会を宮崎におい

て開催するなど、一層の誘客に取り組むことと

いたしております。さらに、レンタカーを活用

した周遊につきましては、台湾からの観光客ニ

ーズを踏まえながら、旅行会社等への働きかけ

を行ってまいりたいと考えております。

次に、最低賃金についてでありますが、本県

の地域別最低賃金額は、昨年10月に611円か

ら619円に引き上げられております。また、最低

賃金の経営側の個々の企業の受け入れ状況につ

きましては、現在、県内の各労働基準監督署に

おいて、履行確保のための監督指導を実施中で

あると聞いております。

最後に、労働契約法の制定等による労働環境

改善への影響についてであります。昨年の通常

国会におきまして、労働契約法案を初め、パー

トタイム労働法や最低賃金法の改正法案など、

労働関係の６つの重要法案が提出され、労働基

準法の改正法案を除くすべてが可決・成立いた

しております。これらの法律は、いずれも労働

条件の改善等を目的とするものでありますの

で、これらの法律が施行されることによりまし

て、労働環境の改善が図られるものと期待をい

たしております。以上であります。〔降壇〕

○病院局長（植木英範君）〔登壇〕 お答えい

たします。

県立病院における骨髄採取に関するお尋ねで

ございます。本県の県立病院におきましては、

県立宮崎病院が非血縁者間の骨髄採取認定施設

となっておりまして、採取実績は、平成18年度

が７件、平成19年度が２件となっております。

しかしながら、先ほど御指摘のありましたとお

り、専門医の転出により平成19年12月以降、骨

髄採取が困難な状態となりましたために、全力

を挙げて専門医の確保に努めてまいりましたと

ころ、幸いこの４月から、１名の専門医を確保

できる見通しが立ったところでございます。今

後は、この専門医が赴任した後、骨髄採取に関

して、現在の医療スタッフとの技術的な協議を

行いますとともに、ほかの外来・入院の患者さ

んとの調整なども踏まえました上で、骨髄採取

の実施体制の整備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。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

学習指導要領の改訂についてであります。新

しい学習指導要領案では、基礎的・基本的な知

識・技能の確実な定着とこれらを活用する力、

豊かな人間性や、健康・体力など生きる力の育

成が基本理念として継承されております。県教

育委員会といたしましては、このような新しい

学習指導要領の趣旨の周知のために説明会を開

催するとともに、小学校の外国語活動など新し

い学習内容に関する研修会の実施や、移行のた

めの手だてをまとめた指導資料の作成等を行い

まして、市町村教育委員会と連携をしながら、

教師一人一人に十分な理解が得られますよう、

各学校に対して積極的に指導を行ってまいりま

す。

次に、いじめについでであります。本県で

は、平成18年度におきまして、公立学校で664件

のいじめが認知をされていますが、いじめは、

どの学校にも、どのクラスにも、どの子供にも

起こり得るものであり、そういった危機意識を
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持って対応することが極めて大切であると認識

をいたしております。各学校におきましては、

悩み調査や教育相談等を実施しているほか、生

活ノート等の日記や子供同士の会話などでの小

さなサインを見逃さずに、いじめの早期発見・

早期対応に努めるとともに、医師や助産師等を

講師として招きまして、命の大切さを考えさせ

る講演会を開催いたしております。県教育委員

会といたしましては、スクールカウンセラー等

を学校へ配置し、教育相談体制の充実を図ると

ともに、教職員のカウンセリングの技術に係る

研修を実施するなど、積極的な対応を図ってま

いりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○選挙管理委員長（若友慶二君）〔登壇〕 お

答えいたします。

知事のイラストの関連についてであります

が、公職選挙法で禁止されている、いわゆる事

前運動に当たるかどうかにつきましては、時期

だけでなく、その行為をだれが行ったのか、ま

た、その意図、内容、場所、数量など各般の状

況を総合的に見て判断されることになります。

その場合、純粋な商行為を意図して行われるイ

ラストの使用につきましては、公職選挙法の規

制の対象外になっております。なお、イラスト

の使用が商行為に名をかりて、売名等を意図し

て行われると認められた場合には、時期のいか

んを問わず、公職選挙法に抵触することになる

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○権藤梅義議員 最後の選管の話は、余り私も

理解ができなくて、与件が多くてあれでした

が、予定しておりましたように、時間の範囲内

で質問を続けさせていただきます。まず、道路

特定財源の問題であります。

私どもは、２月12日に宮崎市内で、党の事務

局長の尾立参議院議員を招きまして、この問題

の勉強会を開いております。私どもの主張がす

べて正しいとは思っておりませんが、国民世論

は、１月の共同通信の調査では72.2％と、暫定

税率延長には反対の世論が大勢を占めていまし

た。衆参両院議長の「つなぎ法案」のあっせん

調整後も、57.1％が反対を表明しています。こ

れは、もちろん地域差のあることは十分承知し

ております。また、日経新聞の調査データもあ

りますが、これも暫定税率反対が50％以上で、

一番高い項目であります。こちらのほうが共同

通信より数値が低く出ておりますので、さらに

関連づけていきますと、支持政党別では、自民

党支持層が43％、民主党支持層で58％が反対を

しております。逆に、「このまま上乗せを続

け、道路整備に使う」という意見は、自民支持

層で16％、民主党支持層で４％となっていま

す。また、一般財源化については、自民支持層

の58.2％、民主支持層の60.1％が賛成し、反対

は、自民支持層の34.4％、民主支持層の37.2％

となっております。これは共同通信で、日経の

ほうが調査データが少ないということで共同通

信としております。そして、過去の国会審議で

は、この議論は１週間程度で衆議院を通過して

いましたが、民主党が参議院で過半数を占めた

ことで、この議論に歯どめがかかって、国民の

ガソリン税引き下げに期待する声が高まってい

ると報じているマスコミもあります。そこで、

これらの暫定税率や一般財源化に対する世論

を、知事はどのように判断されているか伺いま

す。

○知事（東国原英夫君） 世論調査でございま

すが、共同通信という会社にどれぐらいの信憑

性があるのか、真実性があるのか、信用度があ
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るのか、それはよくわかりませんが、共同通信

の取材姿勢について、私はいささかの疑問を

持っているところでございます。共同通信の調

査では、暫定税率の延長について、反対が１月

の中旬には72％、２月の中旬には57.1％と、15

ポイントほど減っておりますね。逆に、賛成

が10ポイントほどふえております。３月に至っ

ては、直近のデータはどうなのかというのが、

ちょっとわからないところでございます。ま

た、共同通信の世論調査は全国の調査ですね。

世代間とか、職業間とか、車のユーザーである

とかないとかということは、緻密な調査データ

は出ておりません。

全国というよりも、我々は宮崎県ですから、

宮崎のアンケート調査というのを―客観的に

分析しろということでございますので―ＭＲ

Ｔが２月１日に調査結果を出しておりますね。

県内では、ＵＭＫは30人対象、地元宮日新聞は

出しておりません。ＭＲＴのアンケートも、ニ

ュース番組の中で、ＭＲＴを視聴されている

方、つまり見ていらっしゃる方の中から、電話

やファクスあるいはメール等で調査をしたとい

うことでございます。メディアというのはすべ

て真実を報道するかどうか、私も甚だ疑問なの

でございます。これまで私も個人的には、あり

もしないこと、あるいは信憑性の低いことを、

さも事実のように書かれた過去もございます。

権藤議員がそういう経験がおありになるか、民

主党さんがどうかわかりませんけれども、そう

いった事実も前提にしながら分析させていただ

きます。ＭＲＴのアンケートは、百歩譲って、

これが公正、公明正大に行われたとして、地域

別の割合を見ますと―県央、県西、県北、県

南と分かれておりますが―「ガソリン値下げ

に賛成である」というのは、県央と県西で「ガ

ソリン値下げのほうが、どちらかというと道路

整備より賛成である」と。逆に、「ガソリン値

下げよりも道路を整備してほしい」は、県北、

県南は上回っております。この調査結果を見て

も、県内では地域によって意見が分かれている

ということが読み取れるんじゃないかと思って

おります。

私も、ガソリンが下がって、かつ道路が安定

的に維持・確保できれば、あるいは整備できれ

ば、それにこしたことはないと思っておるんで

すが、そういうウルトラＣは、ちょっと現状で

は難しいんじゃないかと。暫定税率が廃止され

ますと、御案内のように118億円減収が見込ま

れ、予算編成上も、県民生活の福祉の向上に対

しても、非常に支障を来すことになるんじゃな

いかということが予想されます。もちろん私

は、国交省算定のＢバイＣに対して、全面的に

支持させていただいているわけではございませ

ん。これまでの34年間の道路整備の客観的な算

定基準、あるいは道路をつくる優先順位、必要

度、重要度の度合いというのも非常に疑問視さ

れている部分もありますが、今回は道路特定財

源の法案を３月いっぱいに通していただいて、

その後に政府・与党、野党で十分な修正あるい

は協議をしていただきたいというのを、客観的

に国交省にも申し上げているところでございま

す。以上です。

○権藤梅義議員 私は、知事は世論調査の結果

というものをもっと重く受けとめるべきではな

いかという意見を持っておりますし、今持った

ところであります。先ほど述べた数値の中には

―これはもちろん全国でありますが―中期

道路計画の矛盾とか、これまでのたび重なる無

駄遣いとか、さらには２年延長が５年になり、

さらに今回は何で10年なのかということがある
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んじゃないかというふうにも思います。一部言

われましたが、最近の原油の値上がりや景気の

陰り、こういうものが、下げてもらいたいとい

うことにつながっているのかなと、私も思いま

す。ただ、最近は福田総理でさえ、毎年毎年見

直す気持ちでやらなければいけないというふう

に言っておられるわけであります。知事職とい

うのは、失礼ながら、115万県民の大統領的な存

在であります。さらにまた、知事が今日までの

人気や政治力を持って力をつけてこられた背景

には、世論の支えがあったというふうに私は考

えております。したがって、もっと世論調査の

結果を分析すること等、客観的な立場で議論を

重ねることが、賛成している県民の期待にこた

えることになるのではないか、そういうふうに

思っております。もちろん、私も東九州道と横

断道延岡線の実現ということは望むわけであり

ますが、当初予想しておったより多く答えてい

ただいたから、今のことで御意見、あるいは

もっと重く見るべきじゃないかという点につい

て、何か感じられる点があれば御発言いただけ

ればと思います。

○知事（東国原英夫君） ですから、私は、世

論の調査結果を軽視しているということではな

いのです。このＭＲＴさんの地元の調査が緻密

ではないということを申し上げている。もう

ちょっと職業別、年齢別、あるいは自動車ユー

ザーか、そうではないのかといったこと等々も

含めて調査はなされるべきではないかというの

が一つです。そして、百歩譲って、これを分析

するとして、先ほど言った地域、県央・県西と

県北・県南は真っ二つに分かれているというよ

うな調査結果が読み取れるということは申し上

げました。世論を、宮崎県の県民の皆様の御意

見を決して軽視しているということではござい

ません。宮崎県にとって何がベストなのか、何

がいいのかということを―先ほども申し上げ

ましたように、ガソリンを下げて道路をつくっ

ていただくことが、宮崎県にとっては最大、理

想的なことなんです。それがなかなか現実的で

はないので、ここのところは暫定税率は維持し

ていただいて、道路特定財源の一般財源化とい

うのも、もうちょっと時間をかけて、国レベル

で議論をしていただきたいということを要求し

ているわけです。民主党さんでも県北の市議会

の方たちは、道路特定財源維持ということを賛

成されておりますね。そういったことに対して

客観的な分析はどうなんでしょうか。

○権藤梅義議員 私は、２つの道路ができるこ

とについて、民主党案でできるというふうに信

じておるということなんです。

次に、私は２月20日に宮崎市で行われた衆議

院の地方公聴会に出席をいたしました。出席さ

れた３人の方が主に道路特定財源について述べ

られました。延岡市長と商工会議所会頭は、県

北経済の振興と高速道路の必要性を強調されま

した。いま一人の熊本県のトラック協会の会長

は、九州の運送業の実態を語られた後に、「前

代未聞の厳しい経営環境の中で、与野党は百か

ゼロかではなく、歩み寄った議論をしてほし

い。５円でも10円でも下げられる分は値下げし

てもらい、九州横断道延岡線もちゃんとつくっ

てほしい」、こういう発言をされました。私

も、当初の一かゼロかということじゃなくて、

議長裁定後には歩み寄りか修正をお互いに出し

合うのかなという期待も、一部持っておりま

す。

それから、暫定税率に関して延岡市の男性が

投稿されておりますが、「暫定税率を廃止する

と、道路をつくる財源がなくなって、道路がつ
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くれなくなるように聞こえてならない。本体の

税率は残るのだから、重要道路を特定して道路

行政を行えば、十分道路はつくれるのではない

か。そのほか、物価その他で税率を引き下げて

ほしい」というものであります。先ほど、引き

下げについては触れられましたので、質問とし

ては起こしません。

それから、これに関連して―知事はもちろ

ん御存じだと思いますが―清武から大分県境

までの127キロのうち、高速道路建設の手法は、

料金収入を前提とした有料道路方式（清武ジャ

ンクションから門川までの86キロ）、それか

ら、自動車専用道路から格上げするもの（延岡

南道路から北川インターチェンジまでの24キ

ロ）、それから、新直轄（北川インターチェン

ジから大分県境までの17キロ）、こういう３つ

の方法でやろうとしております。有料道路方式

というのは、基本的には全国プールで、財源を

特定財源には求めていない、そういう解釈をい

たしますと、暫定税率がないと全く道路ができ

ないというのじゃなくて、127キロのうち86キロ

はこういったものでつくるので、できるのでは

ないかと考えております。もちろん全線開通の

ために、今の政府案でいきますと、特定財源か

ら財源を新直轄とかそういうところに持ってく

る、こういうことであります。非常に誇大して

暫定税率の議論がされておるような気がするも

のですから、その点について、知事はそういう

ふうに理解しておられるのだろうとは思います

が、改めて特定の25円の分との関係でどういう

―要するに、清武町から門川までは料金収入

でプールしていく、そういう財源だというふう

に考えておりますが、そういう表現がほとんど

使われていないんじゃないか、そういう気がす

るんですが、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 確かに東九州自動車

道の門川―西都間におきましては、ＮＥＸＣＯ

さんの借入金によって建設が予定されておりま

す。ですので、本線整備には暫定税率は直接関

係ないと思いますけれども、各インターチェン

ジのアクセスとか周りの道路というのは、道路

特定財源で整備されておるものですから、総合

的に考えたときに、道路特定財源の一般財源化

は非常に厳しいというような表現を使わせてい

ただくしかない。以上です。

○権藤梅義議員 それから、20日の公聴会の席

で、予算委員の側から、県北と熊本の道路は現

状でも相当に改善された旨の逆の意見を、投書

があったというようなことで紹介されました。

九州横断道延岡線の必要性について、「本当に

必要でしょうか」というような意見が出されま

した。私は、ちょっとぎくっとするというか、

だれがそういうことを言うのかなという気もい

たしました。こういった点でも、やはり道路整

備のビジョンづくりをする必要があると考えて

おるのであります。現状では、そういうビジョ

ンづくりのルールというのが、国幹会議とかあ

りますが、なかなか明確に運用されていないん

じゃないかと思います。特に九州横断道延岡線

について、現在行われておる世論形成といいま

すか、そういったこと等で十分なのだろうかと

思うんですが、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 延岡線の必要度の世

論形成と申されても、その横断道路に対する世

論調査というのは、今のところメディアから出

てきておりません。ですので、沿線上の自治体

の方々、住民の方々、それは、総決起大会とか

そういった数々の会におきまして、住民の声は

延岡線が必要だということになっていると、私

は認識しております。
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○権藤梅義議員 なかなか議論がかみ合わない

ところでありますが、昨日、民主党が発表し

た、参議院段階での修正協議を含めた「道路政

策大綱」というものがありますが、これには、

特定財源廃止の法案、暫定税率期限切れ法案、

地方の財源確保のための法案が提出されること

になったようであります。一昨日からの議論

で、この場でその中身を審議したり、いろいろ

議論するのは、国政のことを持ち込むなという

ような意見もありますが、私も、責任論からし

てもなじまないというふうに思います。私ども

としては、参議院での協議を見守りたいという

ことしか言えないわけでありますが、東九州自

動車道も九州横断道延岡線も建設すべきと、私

どもは考えておるわけであります。今後の課題

としては、道路建設のための国幹会議のあり方

や道路建設の責任の明確化を国に求めるところ

であります。そういった意見を付しまして、本

席での道路特定財源の議論には、これで終止符

を打たせていただきます。

一部答弁もいただきましたが、県内建設業者

の苦境は、ダブルパンチという言葉以上のもの

があるわけであります。県土整備部長にお伺い

しますが、昨日からありましたけれども、一

部、逆転現象といいますか、指名があったけれ

ども、総合評価方式でいくと逆転するといった

ことがあるわけであります。そしてまた、その

件数が非常に多いわけでありますが、私どもと

しては、素人目にはそれでうまくいくのかなと

いう心配があります。この制度の欠点も、

ちょっと時間がかかり過ぎるとかいったことが

ありますが、この制度を運用していく以外には

ないのだろうと。この問題を解決していくため

には、総合評価方式を導入する以外にないのだ

ろうと思いますけれども、この問題のマイナス

点や、今後工夫していく点、そういったこと等

についてお答えをいただきたいと思います。

○県土整備部長（野口宏一君） 総合評価落札

方式についてのお尋ねでございますけれども、

この方式におきましては、価格以外の要素でご

ざいます企業の技術力や地域社会貢献度、配置

予定技術者の能力などを評価することから、公

平で客観的な評価が重要になってくると考えて

おります。そのため、入札公告時におきまして

は、評価項目や評価基準というものを公表する

ようにしております。そしてまた、発注機関

で、皆さんからいただきました御提案等の評価

を行い、部内職員で構成される総合評価検討部

会及び技術審査会において審議し、さらに、第

三者の学識経験者で構成される宮崎県総合評価

技術委員会の意見を聞くなど、複数段階での評

価を行って、できるだけ客観性を高めていると

ころでございます。また、その際は、公正性を

確保するため、企業名を伏せて評価を行うとと

もに、落札者決定後に各業者の入札価格や技術

評価点などの公表を行っているところでござい

ます。

次に、運用面でございますけれども、短期間

に評価が可能な特別簡易型の適用範囲の拡大と

か、落札候補者のみの入札参加資格を審査する

事後審査の導入によりまして、できるだけ手続

期間を短縮していこうということを、これから

行っていきたいと思っております。今後とも、

公平公正で客観性の高い評価を行うとともに、

事務手続の簡素化を初め、適正な運用に努めて

まいりたいと考えております。以上でございま

す。

○権藤梅義議員 続いて、県土整備部長に伺い

ますが、都城等では、くじ引きの件数が、こう

いったことで乗り移り過程で多くて困るという

平成20年２月29日(金)



- 173 -

意見もあるようであります。また、受注した企

業が倒産して工事が施工できない、また契約し

たけれども、またできない、こういうこともあ

るようであります。こういった予防措置、ある

いは契約の破棄の実態を伺いたいと思います。

○県土整備部長（野口宏一君） １点目でござ

いますけれども、落札者となる同価格の入札者

が複数ある場合、地方自治法施行令に基づき、

くじにより落札者を決定するということが定め

られておりまして、県土整備部においては、19

年度１月までに、建設工事で28件、建設関連業

務委託で21件発生しているところでございま

す。原因といたしましては、建設投資額の大幅

な減少や一般競争入札の拡大に伴い競争が激化

したことによりまして、最低制限価格と同額、

またはそれに近い価格でのくじが増加している

と考えております。今後は、技術と経営にすぐ

れた業者が伸びていける環境づくりを進める観

点から、先ほど申し上げましたけれども、価格

だけではなく技術提案等もあわせて評価し、落

札者を決定いたします総合評価落札方式を大幅

に拡充していきたいと考えております。

２点目の契約解除の状況でございます。県土

整備部の公共工事におきまして、相手方の債務

不履行により契約を解除した件数でございます

けれども、平成18年度は計９件で、うち倒産を

理由とするものが７件、平成19年度は計26件

で、うち倒産を理由とするものは25件となって

おります。ただいまの数字は２月26日現在のも

のでございます。県におきましては、工事代金

の４割を支払う前払い制度や出来高払いのほ

か、融資の担保として工事代金の債権譲渡や金

融機関への代理受領を認めるなど、建設業者の

資金確保に配慮しているところでございます。

しかしながら、やむを得ず工事途中に倒産に

至った場合には、供用開始時期がおくれるな

ど、県民の皆さんへのサービスの低下につなが

りますことから、日ごろから、受注業者の信用

情報の把握に努めているほか、現場管理を徹底

しているところでございます。また、倒産に

至った場合でございますけれども、速やかな契

約解除と再発注を行いまして、工期のおくれが

少しでも少なくなるよう努めてまいりたいと考

えております。以上でございます。

○権藤梅義議員 予定しておりました質問が十

分できませんでしたが、時間が参りましたの

で、これで終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○坂口博美議長 以上で代表質問は終わりまし

た。

次の本会議は、３月３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２時28分散会
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