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平 成 2 0 年 ３ 月 ３ 日 ( 月 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（45名）
3番 川 添 博 （無所属の会）
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9番 黒 木 正 一 （ 同 ）

10番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）
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20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 原 正 三 （ 同 ）

32番 濵 砂 守 （ 同 ）

33番 水 間 篤 典 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）
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45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 井 本 英 雄 （ 同 ）

47番 星 原 透 （ 同 ）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 中 村 幸 一 （ 同 ）
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財 政 課 長 和 田 雅 晴
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◎ 一般質問

○坂口博美議長 ただいまの出席議員45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。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、14番髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕(拍手) 一般質問の

トップバッターを務めさせていただきます。

きょうは３月３日、ひな祭りであります。そ

して耳の日でもあります。ちなみにあしたは３

月４日、ミシンの日、サッシの日だそうです。

耳の日らしく、どうぞ私の質問に耳を傾けてい

ただきたいとお願いします。

早速、まず知事の政治姿勢についてお尋ねを

してまいります。

知事におかれましては、しがらみのない政治

を標榜され、この１年ひたむきに、そして一生

懸命県政運営をされてきたと思います。その知

事の政治姿勢が県民の共感を呼び、93％を超え

る高い支持率を生んでいると思います。しかし

ながら、最近の知事の言動を見ますと、宮崎１

区選出衆議院議員の後援会に出席されてのラブ

コール発言、道路特定財源問題では、政権与党

にすり寄っているとの批評が一部のメディアで

なされています。知事の政治姿勢、初心にぶれ

はないのでしょうか。しがらみのない県政運営

は貫かれているのか、お伺いをします。

次に、来年10月17日から４日間開催される

第22回全国スポーツ・レクリエーション祭につ

いてお伺いします。

全国レベルの大会はめったに開催されるもの

ではありません。大会の規模、参加者の年齢

層、さらにはどのような経済波及効果が期待で

きるのか、教育長に伺います。

後は質問者席から質問します。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

政治姿勢についてであります。私は、知事選

において、「しがらみのない県政の実現によ

り、宮崎を生まれ変わらせる」ということを県

民の皆様に強く訴えかけ、御支持をいただき、

知事に就任させていただきました。以来、私の

発言や行動というのは、すべては宮崎県の発展

のために、県民の皆様の幸せのため、その一点

に根差すものであり、「しがらみのない県政」

という私の初心には、一点の揺るぎもないもの

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。

全国スポーツ・レクリエーション祭の概要に

ついてであります。本祭典は、陸上競技や壮年

サッカーなどの一般的な種目のほか、グラウン

ドゴルフやソフトバレーボール、フォークダン

スなどの多様な種目を対象としまして、スポー

ツ・レクリエーションを楽しむことを目的に、

毎年開催されております全国規模の祭典であり

ます。本県では、平成21年10月に、県内８市８

町で24種目を開催することといたしておりま

す。４日間ではございますが、基本的には、年

齢性別を問わず参加できる種目別大会のほか、

シンポジウムや物産展なども予定をいたしてお

り、県内外から１日当たり約３万人の参加を見

込んでおります。本祭典の開催に当たりまして

平成20年３月３日(月)
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は、子供から高齢者まで、県民のスポーツ・レ

クリエーション参加へのきっかけづくりはもと

より、地域の活性化や本県の観光、県産品のＰ

Ｒなど、幅広い分野でその効果が高められるよ

う、今後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〕

○髙橋 透議員 ありがとうございます。まず

は、知事に政治姿勢を続けて質問していきます

が、先週27日に、朝放映された民放番組をたま

たま見ていましたら、知事の道路特定財源に対

する政治姿勢、さまざまに批評がされていまし

た。知事に対して「ミスター道路」とか、「知

事は地方分権を標榜されているのに、道路に関

しては守旧派だ」というふうなことをコメント

されていたわけですが、このことに対して知

事、どのように感想をお持ちでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 幹線主要道路という

のは、国の責任のもとにやっていただかなけれ

ばいけないと。地方分権で、野党さんたちが

おっしゃっているように、地方に自由裁量権の

あるお金を上げますから、地方の首長さんの裁

量で決めてくださいというのは、非常に地域間

で高規格道路に対しての格差ができるんじゃな

いかと懸念しております。ですから、地方分権

という方針は変わらないんですけれども、道路

に関しては、国が責任を持ってやっていただき

たいと考えております。

○髙橋 透議員 この道路に関してはまた後ほ

ど触れさせていただきますが、せんだって私、

宮崎市内で飲食店に行きましたら、先ほども言

いましたけれども、知事の最近の行動に疑問が

あるというふうにおっしゃっていました。知事

には真ん中にいてほしい、だから一票を投じた

んだよということを、私におっしゃったんです

ね。たまたま今、知事は私から見て左端に座っ

ていらっしゃいますけれども、知事の政治姿

勢、今どのあたりになるんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 私は真ん中でござい

ますけれども……。

○髙橋 透議員 県民の方は、今まで宮崎県も

いろんなことがあって、知事に期待をしており

ます。ぜひ政治姿勢を貫いていただきたいと

思っております。

道路の関係で質問をさせていただきますが、

道路特定財源については、国、地方、賛否両論

あると思うのです。けさも新聞で、賛成か反対

かのパーセンテージが出ていました。細々申し

上げませんが、暫定税率廃止になれば、地方の

道路がまたおくれる。高速道路、また延びると

いうようなことが言われています。私は、今回

の暫定税率の問題、本当に道路が必要であるの

であれば、本則税率になぜ盛り込まれないのか

ということが不思議なんです。しかも、暫定

を10年というのはちょっと無理があるというふ

うに、道路特定財源を推進する方々も言ってい

らっしゃいますから、非常に疑問であります。

そしてまた、もう一つ不思議なのは、これま

で建設されてきた高速道路などの優先順位。特

に東九州自動車道がここまでおくれてきたとい

うことを、まず検証されるべきだというふうに

思っているんです。例えば、本州と四国を結ぶ

橋が３本かかっていますよね、いわゆる本四架

橋。平成11年５月に、総事業費が２兆8,700億円

で開通しております。そして、神奈川県川崎市

から東京湾を横断して千葉県木更津市へ至る高

速道路、これも平成10年、約１兆4,409億円を費

やして開通しているんですね。なぜ東九州自動

車道よりこの本四架橋とか東京湾のアクアライ

ンが優先されたのでしょうか。非常にこれは疑

問なんです。知事も、優先順位の決め方が不透
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明だとおっしゃっていましたが、いま一度、知

事の見解をお聞かせください。

○東国原英夫君 その優先順位につきまして

は、国幹会議も含めて、国・政府が決めてこら

れたと認識しておりますが、私が道路特定財源

を支持させていただいている理由は、御案内の

ように、政府にも、国交省にも、今後、その優

先順位の決め方、算定基準のあり方等、あるい

はむだを徹底的になくすということを、きちん

と国民に見える形でお示し願いたいということ

は、常日ごろから要望させていただいていると

ころでございます。

○髙橋 透議員 知事のおっしゃることはわか

るんですけれども、特にびっくりするのが東京

湾アクアライン、途中に「海ほたる」という人

工島をつくってトンネルと橋で15.1キロです

か、これを割ってみると１メートル１億円です

ね。100メートルで100億円、串間市の20年度の

一般会計予算は、たしか100億円に満たないと思

うんです。それぐらいのお金が費やされている

わけで、ちなみに調べてみたんです。西都―門

川間の59キロ、総事業費は1,910億円です。割っ

てみたら１メートル当たり323万円なんです。こ

ういう格差といいますか比較をして、何で東九

州自動車道がこんなにおくれたのかというとこ

ろを疑問に思ったところであります。

次に、道路特定財源の将来像についてお尋ね

をしていくわけですが、いろいろと一般財源化

が言われますが、私は、一足飛びに一般財源化

というのはちゅうちょするところなんです。と

いいますのも、知事もおっしゃいますが、真に

必要な高速道路、立ちおくれている公共交通の

整備がなされないおそれがあるということもあ

りますから、一足飛びの一般財源化はいかがな

ものかというのもあります。ただ、このまま10

年間、59兆円もかけて道路をつくり続けていい

のかというのは、いま一度立ちどまって考える

時期ではないかということを、私は申し上げた

いのでございます。特に今度の道路特定財源問

題をきっかけにしていろいろ言われておりま

す。税や財政の本質にかかわる問題ですから、

表面上のことではなくて、社会資本整備のあり

方、さらには抜本改革ですから、所得税とか法

人税、あるいは消費税にかかわってくるかもし

れません。その辺をひっくるめた税制の抜本改

正に及ぶものと考えております。そしてまた、

国も地方も財政は厳しいわけですが、医療とか

介護、あるいは少子化対策とか、いろんな需要

があります。そういう意味では、早い時期での

一般財源化が将来的に必要となってくると思い

ますが、知事の見解を求めます。

○東国原英夫君 一般財源化されたときの地方

への配分の方法というのが、いま一つ不透明で

あるということ。特定財源、特別会計から一般

財源化されて一般会計に入っても、これは国交

省から財務省への資源の単なる移源であって、

そこにまた不透明さというのはつきまとうので

はないかということ。道路特定財源というの

は、御案内のように、受益者負担という税の根

本原則があるということ。あるいは、道路特定

財源に関しては54年間払い続けてきた、あるい

は都市部より地方のほうが１世帯当たり多く

払っておりますので、それを払い続けてきた。

そして、ここで中止とかいうことになるといか

がなものかなといった、もろもろの要因がござ

いまして、道路特定財源の一般財源化というの

をちょっと疑問視しているところでございま

す。

○髙橋 透議員 知事がおっしゃっている意味

はわからんでもないんですが、私がもっと切り
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返していっていただきたいなというのは、ここ

までおくれたのだから、今回の道路特定財源の

問題、まずは地方の道路の建設道筋がしっかり

と明確にされる、それを担保にとってプッシュ

されたほうがいいというふうに、私は思うんで

すよね。私は、人がよ過ぎるなというふうに思

うんですよ。ぜひもっと、ここまで我慢させら

れたところをしっかり言った上で、今回の道路

特定財源、対応していただきたいなというふう

に思っています。

財源問題もいろいろとありますが、私は不公

平税制の関係もぜひ言わせていただきたいので

す。99年に定率減税がありました。恒久的減税

というふうにされたんですけれども、所得税が

最高20％、住民税が15％、しかし、06年で廃止

になりましたよね。ただこのときに、法人税の

税率と所得税の最高税率はもとに戻さなかった

んですよ。社民党は、この税率をもとに戻すこ

とによって30億円を超える財源が確保できるよ

ということを言っているんです。この辺にも手

をつけていただくような今回の道路特定財源、

そういう議論にしていただきたいということを

申し上げたいのであります。

皆さんに議場配付をさせてもらっている資料

がありますけれども、東九州自動車道、この裏

のほう、「税収激減の影響」というところで、

暫定税率が期限切れになると、赤い文字で「東

九州自動車道及び九州横断自動車道延岡線の全

線供用の見通しが全く立たず」ということで説

明書きがしてあります。先週、民主党の権藤議

員も質問されましたけれども、東九州自動車道

というのは、暫定税率が延長廃止になってもで

きるんですよね。これを県土整備部長にお尋ね

します。

○県土整備部長（野口宏一君） 東九州自動車

道につきましては、幾つかの方式で建設が進め

られておりまして、一つに新直轄方式というも

のがございます。これは、国土交通省が整備を

進めているものでございまして、国の道路特定

財源と地方負担金を財源としているところで、

これにつきましては、道路特定財源が関係して

まいるものでございます。

次に、もう一つは有料道路方式で、先ほどの

御質問の中にもありましたけれども、門川―西

都間につきましては、高速道路株式会社が整備

を進めておりまして、借入金を財源としている

ところでございます。そういうことで、この有

料道路方式の本線整備の区間につきましては、

暫定税率廃止の直接的な影響はないわけでござ

いますけれども、各インターチェンジへのアク

セス道路につきましては、道路特定財源で整備

されているということで、開通に当たって影響

があるものと考えております。以上でございま

す。

○髙橋 透議員 インターチェンジはいいんで

すよ。本体の高速道路ができるかどうかなんで

すよね。私は、「暫定税率が廃止になったら、

高速道路はまたできないんでしょう。また20年

もおくれるんですね」と直接言われました。こ

の文書は間違っていませんよ、確かに。全線供

用―つながらないということで、見通しが立

たないということはわかるんですよ。ただ、

ぱっとこれを見たときに、あ、また高速道路お

くれるんですねということになってしまうんで

すよ。そのことについてはどういう見解をお持

ちですか。野口部長、よろしくお願いします。

○県土整備部長（野口宏一君） 先ほど、各イ

ンターチェンジのアクセス道路は、道路特定財

源で整備されていると申し上げましたけれど

も、もう少し具体的に申し上げますれば、一般
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道路からインターチェンジにございます料金所

までの間は、高速道路のお金ではなくて、一般

道路のお金として整備されることになります。

したがいまして、道路特定財源を使いまして整

備されるものでございますので、それができな

いとなると出入りができなくなる、開通しても

効用がなくなるということから、影響があると

申し上げている次第でございます。

○髙橋 透議員 常任委員会でも何かいろいろ

と議論があったというふうに聞いているんです

よね。一部の意見というのが、道路がもう十分

に整備されているとか、道路整備は無駄な公共

事業だというのは、都会の一部の人というふう

に書かれているわけですけれども、しかし、こ

の問題は、少なく見積もっても、やっぱり賛否

両論あると思うんですよ。そういうところが、

新聞でもコメントされていますよ。「違った意

味にとられるのは反省しないといけない」とい

うことで、道路建設課がコメントしているんで

すけれども。コストの問題とか優先順位のつけ

方に、私は疑義を申しているわけで、県民多数

は、私を含めて高速道路を早くつくってほし

い、これは一緒なんですよ。ただ、暫定税率と

かその年数、一般財源化のいろんな議論があっ

ていいと思うんですよ。私は、公正公平な条件

のもとに、いろんな議論があってしかるべきだ

ということを申し上げておきたいと思います。

時間がありませんので次に移ります。知事

は、廃止になったら118億円の財源、いわゆる歳

入がなくなって、いろんな予算組み替えしなく

ちゃいけないということをおっしゃいました。

では、三位一体改革によって、３年で350億円減

額されましたね。これは大変なお金ですよ。交

付税というのは、道路予算だけじゃなくて、い

ろんな生活関連予算に関係してきますから、

こっちのほうがもっと大変なんです。何で県民

集会を、道路特定財源の暫定税率廃止反対と同

じような取り組みをなされないのでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 御案内のように、地

方交付税交付金の削減というのは、本県にとっ

ては死活問題でございますから、これまでも県

内の六団体で構成する宮崎県自治体代表者会議

等において、地方交付税の税源保障機能の充実

強化の決議を行うなど、全国知事会とも連携し

ながら、国に強く要望してきているところでご

ざいます。

○髙橋 透議員 だから、私が申し上げたいの

は―それは首長とか地方議会の議長とか、肩

書きのついた偉い人たちが集まる集会はそれで

いいんですよ。ただ、末端の県民の人たちが問

題意識を持てる集会をやってほしいという意味

なんですよね。この前、県民集会をやられたで

しょう、暫定税率廃止の延長で。それぐらいの

意気込みで、どうですか、大淀川の河川敷あた

りに１万人ぐらい集めて……。私たちも集めま

す。今後そういう取り組みをやって、交付税の

総額の堅持、あるいはもとに戻せというような

運動をすべきだなというふうに私は思っており

ます。全国版の知事ですから、そのことを宮崎

でやれば、それがまた全国に広まっていって、

永田町を動かすということになると思いますか

ら、ぜひお願いをしたいと思います。道路問題

は、この辺でおしまいにしたいと思います。

次に、全国スポーツ・レクリエーション祭の

関係で教育長にお尋ねしますが、県内各地で開

催されるということで、日南市は男女混合綱引

きだそうです。北郷町でカローリング―これ

はカーリングを床の上でする競技らしいですが

―が開催されますが、３万人を超える参加者

らしいですから、受け入れ態勢あるいは準備の
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状況はどうなっているのか、教育長に答弁を求

めます。

○教育長（高山耕吉君） 全国スポーツ・レク

リエーション祭のこれまでの取り組み状況等に

ついてでありますが、昨年の７月に県準備委員

会を設置いたしまして、民間の協力もいただき

ながら、全庁挙げて準備を進めているところで

ございます。これまで、祭典基本計画の策定

や、スローガンやマスコットデザインの選定な

どを行いますとともに、ポスターを作成いたし

まして、県内外のＰＲ等に努めてきたところで

ございます。来年度は、県及び開催地市町に実

行委員会を設置し、県としましては、今後、各

市町村が主体的に取り組むことができますよ

う、積極的に支援を行いますとともに、関係団

体との連携をさらに強めながら、県民ボランテ

ィア等の募集も行い、知事を先頭に、県民挙げ

て準備体制の強化に努めてまいりたいと考えて

おります。以上です。

○髙橋 透議員 この大会については、例年開

催されているような色合いじゃいかんと思うん

ですよ。やっぱり、宮崎県としての特色を出す

べきだというふうに私は思っています。年齢層

もいろいろ幅広くて、経済波及効果もかなり期

待できるというふうに、私も今、教育長の説明

を聞いて思ったところであります。宮崎を売り

込む絶好の機会でありまして、過去にない特徴

を出すことが求められていると思います。開催

される意義、あるいは知事のこの大会に対する

意気込み、ぜひお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 全国スポーツ・レク

リエーション祭というのは、幅広い年齢層の方

々の参加を得まして、４日間にわたって開催さ

れる国内最大規模の生涯スポーツの祭典であり

ます。このような祭典を本県で開催できますこ

とは、スポーツ・レクリエーション活動の普及

はもとより、県民の健康づくりや生きがいづく

りにも大きく寄与するものであると考えており

ます。また、「スポーツランドみやざき」を推

進する本県の、全国に誇れる施設や温暖な気候

など、すぐれたスポーツ環境を全国にアピール

するとともに、観光資源とか特産品のＰＲによ

り、地域の活性化にも大きな効果が期待できる

と考えております。今後さらに、市町村や関係

団体との連携を強化して、万全の準備を図ると

ともに、「おもてなし日本一の宮崎」の心で、

本県の魅力を全国に発信していきたいと考えて

おります。

○髙橋 透議員 答弁にちょっと元気がないよ

うですが、ぜひ知事を先頭に、この大会を成功

させるために、これまでにない、来てよかった

というような最高の大会になるように、要望し

たいと思います。

次に移りたいと思います。子育て支援につい

てお尋ねをしていきます。

まず、私を初め議会でも幾度となく要望をし

てまいりましたが、乳幼児医療費の入院外の就

学前までの助成拡大が予算に盛り込まれまし

た。厳しい予算の中で優先順位をつけられた知

事の御英断に敬意を表するものでありますが、

もう一つ、この少子化対策で目玉があると私は

思っております。それは、ひとり親家庭医療費

助成事業であります。この事業は、とりわけ父

子家庭から要望が強かった事業でございます。

母子家庭には、御存じのように、児童扶養手当

があって、母子医療もあります。父子家庭にも

児童扶養手当とか医療費助成をという声が、同

じように強かったわけでありますが、今回、医

療費助成の実現をいただきました。本当に父子

家庭の方々は喜んでいらっしゃいます。この事
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業を予算化されるに当たっては、原課の職員を

初め御苦労があったと推察するところでありま

す。感謝申し上げます。そこで、この事業内容

でありますけれども、入院は現物給付、そして

入院外は償還払いになっています。私が思う

に、重複受診などのリスクを考慮されてのこと

なのでしょうか。福祉保健部長にお尋ねいたし

ます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 父子家庭を今

回新たに加えたわけでございますが、おっしゃ

るように、それと同時に、入院については、従

来の償還払いから現物給付に変更して、ひとり

親家庭への支援の充実を図ったところでありま

す。今回の現物給付化につきましては、特に入

院の場合に、一時的に多くの医療費を支払わな

ければならないということで、そのことについ

て配慮したところでございます。入院外につき

ましては、対象となる件数も多くて、県や市町

村の財政に与える影響も懸念されることから、

慎重に対処する必要があると考えております。

○髙橋 透議員 やっぱり子供さんをお持ちの

親御さんを考えると、いろんな手続に手間暇と

られて仕事を休んでとか出てくるんですね。市

町村財政とか県財政もわからんでもないのです

が、子供の重複受診というのは、あんまりあり

得ないと思うんですよ。そういう意味では、子

供の分だけでも入院外の現物給付にならないの

か。どうですか、部長。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 今申し上げた

ように、財政的な影響も大きいということであ

りますが、子供でありますけれども、特に病気

にかかりやすい、お医者さんにかかりやすい小

学校入学前までの子供については、今回拡充い

たします乳幼児医療費助成事業で、現物給付の

対象とすることもできるわけでございます。

○髙橋 透議員 いろいろと子供を持つ親が働

きやすい環境をつくれるように、今後、努力、

検討を重ねていただきたいと思っております。

次に移ります。放課後子どもプラン推進事業

についてお尋ねをするわけであります。この事

業は、厚生労働省の放課後児童クラブと違っ

て、共働き家庭でなくてもいいということと、

すべての子供を対象にした文部科学省の補助事

業でありますが、19年度から実施されておりま

す。それぞれ教育と福祉が連携をするというこ

と、そして、すべての小学校区で放課後の子供

の安全で健やかな活動場所を確保するという基

本的な考え方が述べられています。そこで、市

町村でどのような連携が図られて、子供の居場

所が確保されてきたのか、事業の成果、あるい

は課題等があると思います。それぞれ教育長、

福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 放課後子ども

プランは、おっしゃるように、文科省の事業と

厚労省の放課後児童クラブを連携してやろうと

いうことでやっておるわけでございますが、放

課後児童クラブについて申し上げますと、現

在、22市町、197カ所で実施されておりまして、

登録児童数は約6,400名となっております。この

事業によりまして、保護者の仕事と子育ての両

立が容易になるとともに、子供たちにとりまし

ても、放課後の安全・安心な居場所が確保で

き、スポーツ・文化活動や地域住民との交流な

どを通して、児童の健全育成につながっている

と考えております。しかしながら、地域によっ

ては、まだ児童クラブの数が足りない状況であ

りますので、子育て支援対策のより一層の推進

を図る観点から、今後とも、児童クラブの設置

について市町村に働きかけてまいりたいと考え

ております。
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○教育長（高山耕吉君） 放課後子どもプラン

推進事業についての市町村での連携でございま

すが、この事業は、厚労省の放課後児童健全育

成事業と、文科省の放課後子ども教室推進事業

の２つの事業を連携して行うこととなっており

ます。実施市町村におきましては、両事業関係

者や行政、学校、地域住民等で構成される運営

委員会を設置いたしまして、安全管理や人材確

保の方策等について協議を重ねながら、事業の

充実を図っているところであります。また、小

学校区ごとにコーディネーターを配置いたしま

して、両事業の連携についての調整を行うな

ど、放課後対策事業の総合的な推進を図ってい

るところであります。

成果でありますが、本事業は本年度から始

まったばかりの事業でございます。各市町村に

おきましては、教育行政と福祉行政が連携いた

しまして、総合的な放課後対策への体制づくり

が進みつつあり、地域住民が積極的にこの事業

へ参加をいたしておりまして、地域ぐるみで子

供を育てるという機運が醸成されつつありま

す。また、保護者からは、「子供たちが生き生

きとした表情になって、居場所ができてよかっ

た」、また、「学年が違う友達ができた」、さ

らには、「言葉遣いや社会的ルールが身につい

た」などの声が聞かれまして、子供の安全で健

やかな活動の機会の拡大だけでなく、規範意識

の向上など幅広い成果が見られつつあります。

課題といたしましては、現時点では地域住民の

協力が不可欠でございまして、ボランティア等

の人材の確保とか養成が必要ではないかと考え

ております。以上でございます。

○髙橋 透議員 一部の都市部はそうでもない

と思うのですが、そうでないところは児童数が

どんどん減っています。もちろん過疎も拍車を

かけていますが、教室がかなりあいているわけ

ですね。そういう空き教室―いろいろと定義

があるらしいですけれども―余裕教室等の活

用はどう図られているのか、お尋ねいたしま

す。

○教育長（高山耕吉君） 学校施設の活用でご

ざいますけれども、放課後子ども教室では約６

割、放課後児童クラブでは約４割が、学校の余

裕教室や図書室、体育館等の学校施設を利用い

たしております。その中で宿題や読み聞かせ、

スポーツ、集団での遊びなどの諸活動が行われ

ている状況でございます。また、学校施設以外

では、住民の参加しやすさや施設の充実度など

の実情から、公民館や保育所、児童館等の施設

を活用しながら、同様の活動が行われている状

況であります。

○髙橋 透議員 教育と福祉の連携ということ

で、スタートして日が浅いから、まだいろいろ

と出てきませんでした。ただ、放課後児童クラ

ブは歴史があるわけで、いろいろと問題が率直

に出るのかなと思っておりましたけれども、

今、教育長が答弁されました放課後児童クラブ

の場合には、学校の余裕教室はまだ４割という

ことですね。４割にとどまっている理由という

のは何かあるんでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 放課後児童ク

ラブの場合は、地元の保育所を使うところも結

構多うございまして、先ほど申し上げた197のう

ち75は保育所を使ってやっているという状況で

あります。学校の空き教室を使うのが４割にと

どまっている理由というのは特にないと思いま

すが、そういった以前からのいきさつで、そう

いう状況になっているのだろうと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 福祉保健部長の答弁では、４
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割の理由は特にないということですが、おっ

しゃりにくいのかもしれません。教育委員会に

対してですね。私が聞くところによりますと、

いろいろと学校に福祉サイドでお願いに行きま

すと、なかなか貸してくださらないらしいんで

すよ。学校側としては、いろいろ管理がござい

ます。安全問題があります。そこで、だれが責

任を持つのかというところで議論になるらしい

んですよね。連携ということで今度スタートし

ているわけですから、その辺の垣根をしっかり

とっていただいて―児童クラブ、22市町と

おっしゃいましたよね。ですから、まだ設置の

ない自治体があるわけですから、そこのところ

をしっかり連携をとってやっていただきたいな

と思っています。大体、放課後児童クラブとい

うのは、子供の安全な居場所を確保すること

に、まずその目的があるわけでありますけれど

も、教育委員会の放課後子ども教室推進事業、

これは学習とかスポーツ、あるいは遊びといっ

た、幅広く対応できる事業ではないかと、私な

りに理解をするわけであります。したがいまし

て、将来は児童クラブというのは発展的に解消

されてもいいと私は思うんですよ。小学校に入

学した後は、教育委員会サイドで、放課後のい

ろんな子供の居場所、安全を含めて、提携じゃ

なく―教育長がどういう見解を持たれるかわ

かりませんが、東京の杉並区の和田中学校とい

うのが、学校を学習塾に開放してやられまし

て、ちょっと物議を醸しておりますけれども。

例えば、東京なんかの塾がいっぱいあるところ

で何でという疑問が起こりましたよね。私もそ

う思います。私の住んでいる酒谷なんて塾がな

いんですよね。こういうところにこういう発想

があるのは、私なるほどと思うんですが、もし

学校が塾を活用するということになったら、宮

崎県教育委員会としてはどうコメントされます

か。

○教育長（高山耕吉君） 大変難しい問題でご

ざいますけれども、今の御質問につきまして

は、今後十分、研究検討を進めてまいりたいと

考えております。

○髙橋 透議員 私は、塾は余り肯定をするほ

うじゃないんで、積極的に推進するつもりはあ

りませんが、ただ、塾というふうに限らずに、

学力向上、いわゆる放課後の過ごし方として、

遊びもしたい、スポーツもしたい、いろんな子

供がいるわけですから、学力向上対策としての

放課後の過ごし方を、今までの児童クラブを活

用しながらやるのも一つの案だと思うんです

よ。それには、やっぱり教育委員会がしっかり

主導権を握ってやっていただくことが、うまく

連携していくのかなということを申し上げて、

この問題は終わりにしたいと思います。

次に、少子化対策の一つの柱でもあります医

療問題、特に小児医療についてお尋ねをしてい

くわけです。今、策定中の医療計画を見てみま

すと、小児医療は、現在は県北、県央、県西、

県南の４医療圏にまたがっておりますが、この

計画では、県北、県央、県西の３医療圏に再編

されることとなっております。つまり、県南の

子供が小児医療で入院治療が必要な場合は、宮

崎市とか都城市へ行くことになります。なぜ２

次医療圏における小児医療が３医療圏に再編さ

れるのか、福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県の小児医

療につきましては、小児科医の絶対数の不足等

により大変厳しい状況になっておりまして、勤

務医の就労環境の改善あるいは若手医師の育成

確保が不可欠となっております。こうした限ら

れた医療資源の中で、夜間の小児救急など県民
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が安心できる小児医療提供体制を構築するため

には、従来の医療圏を超えた広域での体制を整

備せざるを得ない状況となっております。この

ため、地域の医療機関や小児科医の状況等も勘

案しながら、大学や県医師会、市町村の代表者

などで組織する県地域医療対策協議会で協議検

討を行い、３つのこども医療圏を設定したとこ

ろであります。今後、各圏域の主要な医療機関

について、拠点病院としての機能充実を図り、

小児救急医療の充実を目指してまいりたいと考

えております。

○髙橋 透議員 現在は、県立日南病院におい

て、県南の方々、小児医療における入院が可能

なわけでありますが、４月からどうなるので

しょうか。病院局長、お答えください。

○病院局長（植木英範君） 医師の確保につき

ましての御質問ですが、４月以降も、現在いる

小児科の医師２名が勤務をいたします。それ

で、今後のことについての不安があるのだろう

というふうに考えますが、医師確保につきまし

ては、私どもは従来から鋭意努力をしていると

ころでありますけれども、日南の小児科医につ

きましては、実はつい先日も九州管内の関係の

大学医局に、私と病院長とで医師派遣の要請に

伺ったところであります。今後とも、精いっぱ

い取り組んでまいる所存でございます。

○髙橋 透議員 当面なのか、１年後はどうな

るかわからないというような、今の答弁を聞い

ていて、ちょっと不安に思うところであります

が、医師の絶対数が少ない、限られているとい

うこともあって、いろいろと苦労されているこ

とはわかります。ぜひ努力いただいて、１年後

も引き続き入院ができるように、よろしくお願

いしたいと思います。

次に、特定健診についてお尋ねしていきたい

と思います。今年４月から、40歳から74歳の成

人を対象に特定健康診査が始まります。特定健

康診査導入の目的は、予防重視による医療費削

減にあります。この目的を達成するため、受診

率を向上させ、メタボリックシンドロームと判

定された方にしっかりと保健指導を行うことと

なっています。しかし、これまで行われてきま

した、本県における基本健診の受診率は、こと

しの２月１日現在で38.9％となっています。国

が定めた目標値、24年度に70％、市町村国保

は65％ですが、非常に厳しい、ハードルの高い

ものと思われます。福祉保健部長の見解を求め

ます。

○福祉保健部長（宮本 尊君）現在、市町村国

保では、平成20年度から24年度までの５年間の

受診率等を段階的に引き上げていき、最終的に

目標値をクリアすべく、特定健康診査等実施計

画の策定や具体的な健診実施体制の整備に、鋭

意取り組んでいるところであります。おっしゃ

るとおり、大変高い目標ではありますが、県と

しましては、県民の健康維持のために、24年度

における目標値が達成できるよう、市町村に対

し必要な指導助言を行ってまいりたいと考えて

おります。

○髙橋 透議員 議場配付資料を見ていただき

たいと思うのですが、老人保健事業の基本健康

診査、一番下が県の平均で38.9％、先ほど申し

たとおりであります。県内非常にばらつきがあ

るんですよね。市町村名は言わなくても、5.9％

という受診率の町もあるんですよね。市に至っ

ては9.5％、こういうところが一気に65とかの目

標値になるかというのは、24年度が目標だとは

言っても、非常に厳しいと思うんです。そし

て、問題なのは―問題というか心配するの

は、腹囲、腹の回りで男は85センチ以上です
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か、女性の場合は90センチ以上ということで、

保健指導の対象としておりますが、自己判断を

される方がいらっしゃると思うんですよ。例え

ば私、自分で言うのはあれですが、一見スマー

トに見えるらしいんですが、実は私、68キロぐ

らいあるんですよ。最近太っちゃって70キロ近

くあります。総コレステロールが少し高いんで

す。ですから、中身を調べてみないとわからな

いという方は結構いらっしゃるんですよね。そ

ういう自己判断で受診をしない。私は問題意識

を持っていますから受診しますよ。そういう方

々の指導とかいろいろあると思うんです。受診

率を向上させるためにどのように取り組むの

か、もう一度、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 特定健康診査

の受診率の向上についてでありますけれども、

生活習慣病を未然に防止できるように、県民の

方々が「自分の健康は自分で守る」という健康

管理についての意識を強く持っていただくこと

が、非常に重要であると考えております。この

ために、住民が進んで健診を受けられるよう、

テレビ、新聞等を通じた広報・ＰＲや、市町村

による地区別の事前説明会等により、制度の周

知に努めているところであります。また、市町

村では、巡回型の地域別集団健診や個別医療機

関健診、さらには休日における健診など、従来

の基本健診以上に受診しやすくなるように、き

め細かな対応を計画しているところであり、

県、市町村、関係機関等が一体となって、受診

率の向上に努めてまいりたいと存じます。

○髙橋 透議員 今回の特定健診の関係で問題

なのは、もう一つ、保険者へのペナルティーが

ありますよね。いわゆる健診の受診率、あるい

は保健指導の実施率とか、メタボリックの減少

率によって、後期高齢者医療制度への支援金の

加算・減額の対象となるということでございま

す。もともと受診率の低い国保ですから、先ほ

ど言いましたハードルの高い目標値に達成しな

きゃペナルティーを受けるわけですよね。もと

もと厳しい国保財政をますます悪化させるん

じゃないでしょうかね。そういうところを懸念

しますが、福祉保健部長、その辺の見解はいか

がでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県としては、

国保財政の安定的な運営を図るためにも、すべ

ての市町村が目標値を達成して、後期高齢者支

援金の加算措置を受けることのないように、引

き続き県民への普及啓発など、必要な支援を

行ってまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 団塊の世代がやめていきます

から、国保に加入しますよ。非正規社員はふえ

ますから、また国保がふえます。分母は大きく

なりますよね。だから、この受診率を上げるた

めの環境は非常に悪いと思いますから、心して

かかっていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。

次に、食の安全・安心についてお尋ねしてい

きます。私は、学校給食の食材についてお尋ね

をしていくわけですが、給食の地産地消の割合

は、先週の質問でありました。６割が地産地消

のようですが、あとの４割はどうなっているの

でしょうか。教育長、お答えください。

○教育長（高山耕吉君） カロリーベースで６

割が本県でやっていますけれども、あとの４割

につきましては、国内と国外に分かれておりま

す。国内が１割、国外が３割というふうになっ

ております。以上です。

○髙橋 透議員 本県の学校給食は、中国から

の冷凍食品、加工食品は入ってないということ

で安堵したわけでありますけれども、ただ、よ
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く調査してみますと、国外からの冷凍野菜と

か、結構入っているみたいですよね。国内でと

れない野菜とか、その時期にないものを学校給

食に使っているようです。そして、けさの新聞

にも出ていました。給食センターほど冷凍食品

を使っている割合が高いという記事であります

が、例えば、国内でつくる加工食品について

も、中身の原材料は輸入物というのがあります

よね。そういう検査とか安全というのはどのよ

うに担保されるんでしょうか。どのように検査

されているんでしょうか、教育長。

○教育長（高山耕吉君） 食材についてでござ

いますが、一般家庭で利用されている食材同

様、輸入時の検疫や輸入業者の自主検査に加え

まして、都道府県等によりサンプリング検査が

実施されているところであります。県教育委員

会といたしましては、市町村教育委員会に対し

まして、引き続き、食材納入時や調理作業中の

点検、洗浄、さらには、給食前の検食を徹底い

たしますなど、安全性に万全を期すように周知

を図っておるところでございます。

○髙橋 透議員 加工食品もいろいろあると言

いました。中身が、原材料が輸入物とか、そう

いう残留農薬等のチェックというのは可能なの

でしょうか。福祉保健部長、専門的見地からぜ

ひ答弁ください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 加工食品に使

われる輸入原材料についてのチェックというこ

とかと思いますが、これにつきましては、まず

国の検疫所におきましてサンプリング検査や、

輸入業者への検査命令等により、違反食品の排

除に努めております。また、検疫を通過して国

内で流通しているものにつきましては、都道府

県等がサンプリング検査を行い、安全性を確認

しております。さらに、国内の冷凍食品等の製

造施設におきましても、自主検査等により、原

材料の安全確保に努めているところでございま

す。

○髙橋 透議員 時間が余りありませんが、検

疫所が国内に31カ所あって、300人ぐらいで検査

しているらしいですね。しかも１割らしいです

ね。過去に残留農薬の実績がないところはフ

リーパスと、そんな実態なんですよ。だから、

いかに危険かということがわかるわけで、この

ことはしっかり訴えていかないかんなと私は

思っています。そして、学校給食の始まり、こ

れは何といっても自校方式で顔の見える手づく

りが始まりだったと思うんですよね。今は、食

べ物は多様化していますし、今では半数が大量

調理によるセンター方式です。安全と安心が担

保されていた自校方式の給食は、今どんどん姿

を消しつつあるんですよね。学校給食にも効率

とか安上がりが導入されてきたからだと思って

おります。もう一遍ここを見直して、自校方式

の重要性、改めて教育委員会にも検討していた

だきたいと思います。時間がなくなりました。

最後に、私、道路予算のことで締めくくりた

いと思うんです。1,000万円というのは端数にな

るということで、この前、鳥取県の前知事片山

さんが新聞で書いていらっしゃいましたが、本

四架橋とか東京湾アクアラインの何兆円という

数字からすると端数になるんじゃないかなと思

いますが、1,000万という金額は大金です。教育

現場では大きなお金です。例えば、ここに1,000

万円あれば、特別支援教育でコーディネーター

が雇えますよね。あるいは、スクールバスの拡

充ができます。あるいは、学校図書館の司書が

雇えます。放課後児童クラブがまず設置できま

す。あるいは、空き交番に人が置けますよ

ね。1,000万積み上げたら、乳幼児医療費の助
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成、ひょっとしたら、国が小学生まで引き上げ

るかもしれません。そういうお金なんです。

今、道路、ガソリンが非常に大きな話題となっ

ていますが、一方で肝心なことが忘れられてい

る、そういう思いがあります。喫緊の課題であ

ります医療や介護の問題、少子化対策など、置

き去りにされているような気がしてなりませ

ん。県南の小児医療がどうなるのか、不安で心

配であります。決して私は必要な道路建設を否

定しているわけではありません。もっと大切な

こと、もっと大事な大きな議論を巻き起こして

いただくようお願い申し上げまして、質問を終

わります。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 次は、35番萩原耕三議員。

○萩原耕三議員〔登壇〕（拍手） 質問に入り

ます前に、知事就任以来、14カ月目に入るわけ

ですが、最近は「ミスター道路」こと「どげん

かせんといかん」が全国の流行語大賞を受けた

りいたしております。知事をよいしょするわけ

じゃありませんが、アメリカンドリームという

ことがありますけれども、知事を拝見しており

ますと、ジャパンドリームだなというふうに感

じます。けさ、自宅から車で高速に乗ってきて

おる最中でしたけれども、ラジオで、現職の知

事なのに、近々、２時間ドラマがあるそうであ

ります。宮崎県では４月１日ごろ放映というこ

とですが、現職知事をテレビドラマ化するとい

うのは、異例中の異例であります。それだけ全

国にアピールする力を持っているというふうに

思っております。

今回の知事の提案理由の説明要旨をずっと拝

見しておりますと、今までの首長さんたちの提

案理由説明とすると、ちょっとニュアンスが違

います。小泉さんのワンフレーズではありませ

んけれども、何回か読み返してみましたら、８

つぐらいフレーズがありました。例えば、「ピ

ンチをチャンスに変える」という発想、「無か

ら有を生む」という視点、「ブームから定番

へ」をモットーに、「地方あっての都市」「都

市あっての地方」という「共生」の考え方、一

過性から高どまりへ、「地方をどげんかせんと

いかん」と地方から大きな声を、本県がオン

リーワンの存在感のある自治体へ、そして「県

民目線による見直し・県民総力戦による実行」

というふうに、非常に県民の皆さんにわかりや

すい提案理由の説明要旨であります。全体的に

３回ぐらい読んだのですが、感じますのは、言

わんとするところは、県民総力戦のモチベー

ションを上げるための提案理由説明のような気

がいたしております。それにしましても、この

文書は原稿はだれがつくったかわかりません

が、相当知事が手を加えてつくられた提案理由

説明要旨だなというふうに考えております。

まず、知事及び総務部長、商工観光労働部

長、県土整備部長、教育長に、この壇上から答

弁いただきたいので、まず５人の方々に御質問

いたします。

知事には２問ですが、まず、先週から始まっ

ております代表質問等で道路特定財源の話が出

ております。これは読んで字のごとくでありま

して、道路特定の財源ですから、知事がおっ

しゃることは、何も右に寄ったわけでもない、

左に寄ったものでもない、宮崎県のことを思え

ば、真ん中に立って、いろいろと全国に発信し

ているわけであります。ただテレビですから、

知事がいろんなところでお話しされたことは、

ワンポイントだけをピックアップするものです

から、何か延岡だけが道路が悪いような感じが

しますけれども、議会等では、県南の日南から

串間、志布志へ抜ける道路、それから都城志布
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志の高規格道路、こういうところもいろいろお

話しされております。これは後へ譲るとしまし

て、この特定財源の歳入はどの程度あるのかを

まず伺いたいと思っております。

２番目に、知事の提案理由の説明において、

事業仕分け委員会を初め、県民フォーラムや県

民ブレーン座談会などの機会を通じていただい

た県民の皆様からの意見や評価等を参考にしな

がら、すべての事業を見直し、予算編成をやっ

たと。去年知事が就任してから、議会でおおよ

そ100人前後の議員の皆さん方が、いろんな提案

をしたり、要望したり、あるいはそれぞれの委

員会で、いろんなことを当局と議論を闘わせて

きたわけであります。それらも全部含めて予算

編成されたと思いますが、知事はその辺をどの

ようにとらえて予算編成されたのか、お伺いい

たします。

次に、総務部長にお尋ねします。三位一体の

改革における本県の影響額、平成20年度、本年

度の当初予算の歳入状況について、総務部長に

お伺いします。

３番目に、商工観光労働部長にお尋ねします

が、産学官連携による共同研究の支援の方法、

あるいは成果についても、お尋ねいたします。

県土整備部長にお尋ねしますが、今よく県土

整備部が言っております、総合評価落札方式に

おける地域社会の貢献度の評価について、お尋

ねをいたします。

それから教育長に、私は古い人間ですから申

すわけではありませんけれども、学校の教育と

いうのは、教育の原点は、やっぱり読み書きそ

ろばんだと思っております。その証拠と言って

はなんですが、今、アメリカや欧州で、研究ス

タッフのほとんどの人材が―いろいろなとこ

ろから出ているのでしょうけれども―一番

トップはインドであり、マレーシアだそうであ

ります。インド、マレーシアというのは―イ

ンドなどもそろばん初めいわゆる掛け算九九と

いいますけれども、インドなんかの場合は２け

たのそういうのも暗記して覚えているそうであ

ります。インドとマレーシアは非常に理数に強

い人材を輩出されておりまして、今、世界の

トップグループにおると言われております。そ

ういう意味で、先般、テレビや新聞等でも出ま

したけれども、子供たちにそろばんの時間をた

くさんとると非常に集中力が高まる。集中力が

高まるから、ほかの教科にも、あるいはスポー

ツにも非常に大きな影響が出てきている。同時

に、そろばんをやっておりますと、だれだれ君

よりも早く手を挙げよう、そういう競争意識の

醸成にも非常に役立っているということであり

ます。そろばん教育の現状と効果について見解

を伺います。

後は自席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

当初予算のうち、道路特定財源を歳入財源と

するものについてであります。平成20年度当初

予算において、道路特定財源が歳入財源となっ

ているものは、県税では自動車取得税及び軽油

引取税、地方譲与税では地方道路譲与税及び石

油ガス譲与税、それと地方道路交付金でありま

す。これら県税等のうち、暫定税率等を原資と

するものは、県税が約60億200万円、地方譲与税

が約４億1,400万円、地方道路交付金が約53

億8,400万円となっており、合計で約118億円と

なっております。

続きまして、当初予算編成に当たっての県議

会や各地域からの意見についてであります。平

成20年度の当初予算の編成に当たっての基本的
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な考え方の一つとして、県民目線による見直し

や県民総力戦による実行を掲げておりますが、

これは、県議会はもとよりでありますが、市町

村や各地域、団体等の方々からの要望・陳情を

初め、県民の意見、評価等を参考にしながら、

すべての事業について県民目線で見直し、事業

を再構築しようとしたものでございます。この

ようなさまざまな御意見等も参考にさせていた

だきながら、20年度当初予算の編成では、一般

財源ベースで76億円の事務事業の見直しを図っ

たところであります。これまでも申し上げてお

りますとおりに、宮崎をよくしたい、県民の皆

様のために尽くしたいという思いや方向性は、

県議会の皆様方と同じであると考えております

ので、皆様方と真剣に、また率直に議論させて

いただきながら、その御意見等も十分踏まえ、

また県民の皆様からの御意見等にも真摯に耳を

傾け、今後の宮崎県づくりのための取り組み

を、県民総力戦で実施してまいりたいと考えて

おります。〔降壇〕

○総務部長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えい

たします。

三位一体の改革の本県への影響額と平成20年

度当初予算における歳入の状況についてであり

ます。まず、三位一体の改革につきましては、

平成16年度から18年度までの３年間で、国庫補

助負担金が約279億円の削減となる一方で、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たところでありま

す。また、この税源移譲に伴う財政力の格差に

つきましては、本来、地方交付税で調整される

ことになっておりますが、地方交付税総額がこ

の間、約５兆1,000億円削減されたことによりま

して、本県においては、地方交付税が約348億円

削減されたところであります。この結果、両者

を合わせた447億円の減額分に、この間の県税の

増収約95億円を加えましても、全体として約352

億円のマイナスとなり、大変厳しい状況になっ

たわけでございます。

次に、平成20年度当初予算の歳入の状況につ

きましては、平成19年度の地方財政対策によ

り、歳入が約95億円の減額となっていることに

加えまして、20年度の税収等が49億円も減額と

なるなど、非常に厳しい状況となったところで

あります。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。

産学官共同研究に対する支援についてであり

ます。産学官共同研究は、県内企業が大学や県

立試験研究機関のすぐれた研究成果などを活用

しまして、付加価値の高い新製品の開発につな

げていく取り組みであり、産業振興を図る上で

大変重要であります。このため、県におきまし

ては、バイオやＩＴなどの分野で共同研究を支

援しますとともに、例えば、飫肥杉からとれる

精油で防虫剤を開発する取り組みなど、国の事

業を活用した大型プロジェクトを支援している

ところであります。産学官共同研究の成果とい

たしましては、工業技術センターが開発いたし

ましたＳＰＧ技術により、電子機器用ハンダ製

造工場の誘致が実現しております。また、県内

外の企業や大学が参加する「地域結集型共同研

究事業」におきましては、36件の特許を出願し

ており、今回御提案しております「食と健康・

バイオメディカル産業創造プロジェクト」にお

きまして、これまでの研究成果を事業化につな

げていきたいと考えております。今後とも、県

産業支援財団など関係機関と十分に連携しなが

ら、新産業の創出に向けて、産学官共同研究を

積極的に推進してまいりたいと考えておりま
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す。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

総合評価落札方式についてでございます。地

域の建設業者は、災害応急対策に大変重要な役

割を果たしていると認識しておりまして、県民

の安全や安心を確保するには、地域に優秀な建

設業者が継続的に存在することが必要不可欠で

あると考えております。このため、総合評価落

札方式の評価におきましては、企業の地域社会

貢献として、地域内における営業所等の有無、

災害時の地域貢献や地域でのボランティア活動

などを評価項目に設定しておりますが、これら

に加え、大規模災害時の協定を締結しておりま

す建設関連団体加盟の企業には加点をしている

ところでございます。総合評価落札方式は、公

共工事の品質確保の促進や地域の建設業者の育

成につながってまいりますので、今後、適用件

数の大幅な拡大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〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

そろばん教育の現状と効果についてでありま

す。現在、すべての小学校で３年生の算数の時

間に、そろばんによる数のあらわし方の理解

や、そろばんを用いた簡単な足し算、引き算が

できるよう指導をいたしております。今回示さ

れました新学習指導要領案では、３年生に加え

まして、４年生でも学習することとなっており

ます。また、商業高校などでは、珠算部として

活動している学校もございます。そろばんは、

古くから我が国で用いられてきた、計算のため

の便利な道具でありまして、そろばんの学習に

は、そろばんによる計算の仕組みや十進法の位

取りの仕組みを理解するだけでなく、計算のお

もしろさを味わわせたり、集中力を培ったりす

ることができるという効果もあると考えており

ます。以上です。〔降壇〕

○萩原耕三議員 さっき総務部長が三位一体改

革の本県への影響額、あるいは道路財源等につ

いて―いろいろ資料をいただいたんですが、

平成18年度のベースで、道路予算が全体で714億

円ぐらいかかっております。714億円のうちの借

入金の返済が267億円、だから、全体の道路予算

のうち40％弱。維持修繕費が64億円ですから、

どうしても最低限必要なお金が714億円のう

ち331億円、相当の額であります。道路の直轄負

担が63億円、道路建設費が320億円。道路建設費

というのは、国県道並びに市町村道の補助等も

含まれますから、仮にこの道路特定財源がなく

なった場合は、道路だけの問題ではない。結

局、財源がなくなってしまうと、新たに道路を

つくろうとか何かというと、自主財源がないと

国の国庫補助がつかない。ましてや、教育とか

福祉の分野まで食いつぶしてでもやらなきゃな

らない。いわゆる俗に言う格差がますます広

がってしまうわけであります。先般、井本議員

が自民党の代表質問でもお話しされました。長

年、いつか宮崎県にも道路が来るだろうと思っ

てお金を払っておった。頼母子講ではありませ

んけれども。10人でやったけれども、８人まで

は道路つくってくれたけど、９人、10人はもう

なしよじゃ、お話にならぬわけであります。だ

から、その辺のところも、ただ道路特定財源が

なくなると、道路をちょっと辛抱すればいい

じゃないかという論議じゃないと私は思いま

す。あらゆる予算に影響が来る。その面をひと

つ、もうちょっと強調して、知事はいろんなテ

レビに出ていますから、そういう意味で、ます

ます地域間格差が広がるということを訴えてい
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ただきたいと思っております。

そこで、知事は、今回の予算編成に当たって

３つの重点項目を挙げております。この３つの

重点施策への知事の―少ない予算ですけれど

も―思い入れを聞かせていただきたいと存じ

ます。

○知事（東国原英夫君） 就任以来、宮崎県内

をずっとくまなく回ってきまして、県民の皆様

の大切な声をちょうだいしたところでございま

す。その中で、本県は中山間地域、森林部が多

い県でございますので、中山間地域の問題とい

うのは非常に深刻な問題かなととらえました。

国土を守るというか県土を守る、中山間地域、

農村地域、この森林地帯を守るというのが、環

境の問題も含めて非常に重要なことだと思って

おります。山を育てるというのは、50年後、100

年後を見据えた非常に長期のビジョンで考えな

ければいけないことですので、私は、これを第

１番目に持ってくることにしました。次は、未

来をはぐくむ、未来を育てる、未来を支える人

材というか、子供たちのことですね。子供を生

み育てていく環境というものを充実させていく

ことが、ひいては国力を維持することにつなが

るんじゃないかと思っております。そういった

面でも子育て、あるいは子供を生み育てていく

という、この周りの環境を充実させることが第

２番目かなとは、私は思いました。３番目に、

官製談合を踏まえて、入札契約改革をさせてい

ただいたので、それに対する地元の建設業界、

土木業界の方たちが非常に疲弊しているという

現状があります。御案内のとおり、地元の建設

業、土木業の方たちというのは、災害時あるい

は農村地域の雇用の受け皿にもなっております

ので、重要な産業だとは認識しております。こ

ういう方たちをどうやってフォローアップして

いくのかということが、３番目に私の―これ

だけではないんですけれども、ほかに重要な施

策がたくさんありますが、特に重要施策とし

て、この３つを挙げさせていただいたところで

ございます。

○萩原耕三議員 私は、公の果たす役割とは何

なのだろうか、こうかねがね思っております。

公がやらなきゃいけないのは道路、学校、小中

学校、義務教育ですね。それから、医療・福祉

あるいは年金、許認可、あるいは市町村の役所

等においては、印鑑証明、戸籍抄本、そういう

個人情報にかかわる問題、憲法12条から14条を

見てみますと、国民は皆ひとしく扱われなけれ

ばいけないのです。国民ということは、地域も

ひとしく、そういう土壌にまで持っていくのが

公の務めだと思っております。それでは道路と

いうのは何か。先日も知事が、だれかの代表質

問にお答えされておったようですが、やっぱり

人間が生活する上で、人類始まってから道路と

いうのはずっと一番、人間の体でいえば動脈で

すよね。動脈であり静脈だと思うんです。物だ

け運ぶんじゃないんです。物も金も人も文化も

運べば、医療も教育もあらゆる面のつなぎの完

全な動脈であります。例えば、教育とか医療の

分野でしたら、民間でもそれなりにやれば採算

が合うよという部分は、私立とか、私学もあり

ますね。あるいは、医療だったらドクターが病

院をつくったりします。それに、県立病院の黒

字化もいろいろうたわれておりますけれども、

やっぱり県民の命を預かるというところでは、

利益の追求も大事だけれども、県として県民を

守るという意味で、そういうところも重点に置

かなきゃならない。私は、それが公の果たす役

割だと思っております。知事が、道路に対し

て、公の果たす役割とはどういうふうな観点を
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持っていらっしゃるのか、伺いたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） 人類とか社会の発展

というのは、何に大きく支えられてきたかとい

うと、これは移動だと私は思います。人、物、

金、物流だと思います。一つはそれを下支えし

たのが道路でありまして、人類の生活の基盤と

なるものであると考えております。道路なくし

ては人々の営みということ、あるいは活性化・

活発化というものはなかったのではないかと

思っております。そのようなことから、道路と

いうのは、国民が生活を支える上でひとしくそ

の恩恵を享受でき得るもの、あるいは享受する

ことが大原則であると考えております。採算性

とか費用対効果だけではなく、さまざまな整備

効果とか地域生活の実態に基づく状況にも配慮

して、国や地方公共団体が責任を持って整備す

るもの、環境を整えるものだと考えておりま

す。

○萩原耕三議員 「不易と流行」という言葉を

皆さん御存じと思いますけれども、変えていい

ものと変えてならないものというのはあると、

私は思うのですね。人類が生きていく上で公の

果たす役割というのは何もかにも、ここ数年見

ておりますと、すべてとは言いませんけれど

も、費用対効果、費用対効果ばかり言う。それ

は確かに財政が厳しいから、それも言わなきゃ

いけないだろうけれども、公の果たす役割とい

うのはその観点よりももっと大事なことがある

と思っております。そういう意味で、知事が今

度予算を編成するに当たって、頭の中でそうい

う不易と流行ということも考えたのかどうか、

知事のお考えを伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 議員のおっしゃるの

は、恐らく公という概念が官という意味だとい

うようなとらえ方をし、お答えさせていただき

ます。私は、公という概念も時代とともに変

わってきていると思うのですが、最近は、新し

い公に対する考え方というのが台頭しておりま

すけれども、恐らく議員のおっしゃるのは、こ

の不易ということで、不断の、昔から不変の公

の概念ということだと思います。それに視点を

合わせて答えさせていただきますれば、人々

が、住民が―県民、国民も含めて―安心し

て暮らせる、幸せを実感できる地域社会を実現

していくということ、その責務、公の福祉とい

う言い方をしますけれども、県民福祉の向上と

いうものが、公が果たす役割であり、不易であ

るということだと思っております。その中で流

れていくもの、流行していくもの、変わってい

くものと公、不変のものというものは、やはり

意識をして、公が果たす概念とか役割とか、そ

ういったものには十分私なりに留意をしている

つもりでおります。

○萩原耕三議員 ぜひそういう気持ちを十分持

ちながら、今後また知事の職を務めていただき

たいと思います。

ちょっと今度はワンランクレベルを落として

といいますか……。道路の問題で、よく県北の

話になるのですが、先ほど私申し上げましたよ

うに、ちょっと我田引水じゃありませんが、都

城志布志の高規格道路についてお尋ねしてみた

いと存じます。宮崎県は畜産の基地と言われて

おります。牛、豚、鶏のえさ、配合飼料という

のは、95～96％以上、外国に原料を依存してお

ります。その飼料工場の一番大きな基地は、門

司と志布志港であります。その両方から、ほと

んどの飼料が各畜産農家に配られております。

都城志布志は、高規格道路は今、鹿児島のほう

は相当進んでおりますが、これが完成します
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と、25分か30分で都城のインターチェンジに着

きます。この車が大きいんですよ。12トン、20

トンの大型車なんです。これが通常の今の県道

だとか市町村道を走ると、交通事故も心配なも

のですから、夜中に移動いたしております。そ

の人たちに伺いますと、早くこの道路が完成す

ると―志布志港は皆さん御存じのとおり、石

油の備蓄から何からすべて、国の重要港湾で、

いわゆるＣＩＱも全部そろっております。そう

いう意味で、ぜひこの道路も急いでいただきた

いと思いますが、整備の必要性について知事に

お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 都城志布志道路とい

うのは、都城インターチェンジと志布志港とを

直結することで、高速道路と一体となって、地

域間の連携とか交流を強化する役割を担う地域

高規格道路であり、重要な路線であると認識し

ております。本道路の開通によりまして、交通

拠点の連絡が強化され、また南九州の物流効率

化や都城北諸圏域を中心とした地域の自立と活

力の強化が進むとともに、都城市内の渋滞緩和

が図られると思っております。このため、県と

いたしましては、国や鹿児島県と連携しなが

ら、早期完成を目指して整備に取り組んでいる

ところでございます。東九州自動車道につきま

しては、九州横断自動車道延岡線とともに、九

州における循環型高速交通ネットワークを形成

する重要な路線であり、地域の活性化はもとよ

り、救急医療や災害時の緊急輸送道路として重

要な役割を担っております。東九州自動車道の

日南―志布志間につきましては、道路整備の中

期計画素案の中で、整備の必要性等が示されて

おります。県といたしましては、道路特定財源

の暫定税率を維持し、一日でも早く整備に着手

できるように、全力で取り組んでまいりたいと

思っております。

○萩原耕三議員 名前が都城と出てくると、地

域のことを言っているように聞こえたらまずい

のですけれども、これは宮崎県の畜産には非常

に大きな影響を持つ道路でありますので、ひと

つ十分配慮していただきたいと存じます。

次に、知事にお尋ねしますが、本年度は各部

局長に「部局マニフェスト」を提出させたよう

であります。その評価と検証はどうなっている

のか。そして同時に、新年度は部局長にまたマ

ニフェストを提出させるのか、その辺はどう考

えていらっしゃるのかお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 各部局長に目標を設

定させる「部局マニフェスト」は、「新みやざ

き創造計画」に基づく施策・事業を着実に推進

し、県民総力戦による新しい宮崎県づくりを進

めていくため、各部門を統括する部局長がマネ

ジメント意識を強く持って組織運営に取り組む

ことを目的としております。本年度のマニフェ

ストにつきましては、各部局長がそれぞれ目標

達成に向けて責任を持って進行管理に努めてい

るところであり、年度末にその達成状況の検証

を行い、その後、私に提出されることとなって

おります。この取り組みによりまして、部局全

体で目標を共有して職務に励むことにより、組

織としての力が高められるとともに、成果重視

の行政運営にも寄与することと考えておりま

す。新年度におきましても、引き続きこの取り

組みを実施してまいりますが、新年度は、県民

起点の政策立案等を図るための「県民政策部」

の新設など、部の再編を行うこととしておりま

すので、各部局長には、所管部局の担うべき使

命をきちんと押さえてもらった上で、私にマニ

フェストを提出していただくことになっており

ます。
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○萩原耕三議員 次に、県土整備部長にお尋ね

します。先ほど総合評価のほうをお尋ねいたし

ましたが、総合評価落札方式の加算点における

地域社会貢献度の配点割合はどのようになるの

か。また、今後高めるつもりがあるかどうかお

尋ねします。

○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、工事内容の規模や難

易度によりまして、標準型、簡易型、簡易のⅡ

型、特別簡易型等幾つかに区分をさせていただ

いております。これらの型式の加算点における

地域社会貢献度の配点割合は、標準型と簡易型

がおおむね10％、簡易のⅡ型が20％、特別簡易

型が30％となっております。一般的な道路工事

ですとか河川工事を対象といたします簡易のⅡ

型、あるいは特別簡易型につきましては、その

配点割合を大きくしているところでございま

す。なお、今年度の検証結果や関係団体からの

意見も踏まえまして、地域社会貢献度の配点を

引き上げる方向で、現在検討を行っているとこ

ろでございます。

○萩原耕三議員 それと、ことし前半からずっ

と話題になっております予定価格の公表のあり

方、これも部のほうで相当議論されておると思

いますが、私が考えるのは、予定価格が前もっ

て出るから、いわゆる積算ソフトなどというの

が出回って、非常に低率でやった。あるいは、

最低制限価格を上げたけれども、それに集中し

てくる。結局は、この予定価格というのをいろ

いろ委員会でもやりましたけれども、積算能力

のない方々も非常に多いから、前もって予定価

格を発表しておるという趣旨の考え方のようで

す。そうであれば、これを、例えば2,000万以上

とか3,000万以上の工事については予定価格を発

表しない。Ｃ・Ｄクラスの受注するような仕

事、2,000万か1,000万かわかりませんが、そこ

には予定価格を発表する、そういう方法もあろ

うかと思いますが、予定価格のあり方について

お尋ねいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 現在、予定価

格につきましては、本県を初め29の都道府県

が、事前漏えいや入札不調による工期のおくれ

等を防止する観点から事前公表としております

が、事前公表を行うことにより、入札参加業者

の見積もり努力を損なわせるという御意見もご

ざいます。本県におきましては、建設投資の大

幅な減少や一般競争入札の拡大等による落札率

の急激な低下等も踏まえまして、昨年10月に、

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、最低制限価格の引き

上げを行ったところであります。予定価格の公

表時期につきましては、これら入札・契約制度

改革の全般の検証、さらに情報漏えい防止の徹

底等を図った上で、その必要性について十分な

検討を行っていきたいと考えております。

○萩原耕三議員 秘密漏えいがないように徹底

してやるといっても、人間、私を含めて何度も

過ちを犯すものですよ。ですから、その辺を考

えて、やっぱり予定価格の発表については早目

に対応していただきたいなと。といいますの

は、伺いますと、ある積算ソフトは180万前後す

るそうです。これが、特ＡとかＡクラス、Ｂの

上のほう、積算ソフトを購入して、今いろいろ

とやっているそうであります。ぜひその辺も考

えていただきたいと思います。

それから続けて、最低制限価格の引き上げの

根拠と、最低制限価格の決定はだれがしている

のか、ひとつまとめて御答弁いただきたいと思

います。
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○県土整備部長（野口宏一君） 最低制限価格

の引き上げについてでございますけれども、こ

の検討に当たりましては、落札率の状況等も踏

まえ、昨年の７月、施工業者を対象にしてコス

ト調査を実施いたしました。その結果、落札率

が低い工事ほど赤字の割合が高くなり、さらに

工事成績の低い工事の割合も高くなる傾向にあ

ることから、工事の品質確保ですとか、健全か

つ継続的な企業経営に支障が生じることが懸念

されたわけであります。このことから、昨年10

月に最低制限価格を引き上げさせていただきま

した。

また、最低制限価格はだれが設定しているの

かという御質問でございますけれども、設計金

額が8,000万円以上の工事につきましては、本庁

の事業担当課長が、また設計金額が8,000万円未

満の工事につきましては、出先機関の長が、工

事に最低限必要と考えられる建設資材や労務

費、諸経費等を個別工事ごとに積算して設定し

ているところでございます。

○萩原耕三議員 私が言うまでもなく、部長は

よく御存じだと思いますが、建設関連産業とい

うのは受注産業なんですよね。いろいろ調べて

みますと、宮崎県の建設関連産業は、６・４で

６割が公、４割が民間の仕事を請け負っている

そうです。ところが、これが土木になると、圧

倒的に官の受注なんです。ほかの産業と違って

―ほかの産業は、何か品物をつくったりし

て、それを宣伝して回って商売する、商いをす

ればいいんですけれども―建設産業は、受注

して初めて、今度は技術という、品物ができ上

がらないと評価されないという、非常に難しい

産業であります。その辺も十分考えてやってい

ただきたいと思います。そのせいなのか、国の

事業費が減ったせいかわかりませんが、建設業

関係の協会の脱退者が非常にふえているという

ことであります。その実態は把握されていらっ

しゃいますか。

○県土整備部長（野口宏一君） 建設業者です

とか建設資材業者の団体で構成されております

宮崎県建設産業団体連合会の主要構成団体であ

る宮崎県建設業協会の会員数は、平成18年４月

の794社から、平成20年２月の708社と約11％減

少しているところでございます。また、その他

の団体におきましても、会員数は減少傾向にあ

ると聞いております。

○萩原耕三議員 それは全体のパイが減ってき

たわけですから、やむを得ないと言えばやむを

得ないけれども、もうちょっとソフトランディ

ングできるような方法を考えていかなきゃいけ

ないのじゃないかなと考えます。ところで部

長、建設業の今後の廃業、倒産あるいは失業者

がどの程度になるか、どの程度を見込んでい

らっしゃるかお尋ねします。

○県土整備部長（野口宏一君） 平成19年でご

ざいますけれども、建設業者の倒産件数は55件

でございまして、平成18年の２倍強となってお

ります。また、それらの企業に常用雇用されて

おりました従業者数は620人となっております。

また、建設業の廃業届の提出数は、平成19年度

は２月末までに105件となっておりますが、一

方、新規の許可は、それを上回ります126件と

なっております。建設投資の伸び悩みや一般競

争入札拡大による競争性の高まりを考えます

と、今後も建設業界の再編等が進むことが想定

されますが、業者数につきましては、基本的に

は公共投資や民間投資の増減などの需要と供給

の関係や、企業みずからの経営判断等により決

まるものでありますから、あらかじめ廃業数等

を予測することは困難と考えております。
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○萩原耕三議員 今の状態でしたら、建設関連

産業の団体が非常に危惧されております。団体

として運営できるかどうか。これまでは、こう

いう団体の皆さんは、災害や口蹄疫、鳥インフ

ルエンザなどの対策に非常に協力をしてきまし

た。もちろんお願いするときには、建設業界あ

るいは板金協会だとか、それぞれの団体の長に

言えば、ぱっと手配もしてくれたし、やってお

ります。最近、協会に人が集まらない。結局、

入っても何のプラスにもならないという意向の

脱会者が、相当ふえていくんじゃないかなと

思っております。私は、組織が弱体化すると、

いろんな災害等があったときに―今、いろい

ろ契約を結んでおりますね―協力関係などを

締結しておりますが、それが絵そらごとになっ

てしまうんじゃないかなと。団体のこれからの

育成について、部長の見解を伺います。

○県土整備部長（野口宏一君） 建設産業団体

は、それぞれの設立趣旨に基づきまして、構成

する会員総意のもと運営されておりますけれど

も、県では、これらの団体等と「災害時におけ

る応急対策業務等に関する基本協定」等を締結

しており、災害等が発生しました際には、被害

情報の収集ですとか、公共施設等の機能確保の

ための緊急復旧作業等をお願いすることとなっ

ております。この協定に基づき、災害の発生が

予想されるときには待機をお願いするほか、一

たん被災すると、夜間であっても作業に当たっ

てもらうなど、建設業の方々には格段の御協力

をいただいているところでございます。このた

め県では、災害時の応急作業受託者でございま

すとか、道路パトロール受託業者について、そ

の貢献に配意し、入札参加資格審査において加

点を行っているほか、平成20年度に拡充を予定

しております総合評価方式においても、このよ

うな地域貢献を積極的に評価する方向で検討し

ております。このように、個別の企業の地域貢

献を積極的に評価していくことに加えまして、

技術と経営にすぐれた建設業者が伸びていける

環境づくりを進めていくことが、ひいては建設

産業団体等の育成にもつながっていくものと考

えております。

○萩原耕三議員 これは難しい問題で、細かい

ことは委員会でやろうと思うのですけれども…

…。地域貢献度というのは、どういう採点をす

るかというと、私、全部書類を見ましたけれど

もね。例えば、私が建設会社をしておるとしま

す。自分の家の前の川が大はんらんしたと。各

市町村が真っ先に把握しておりますから、市の

ほうから建設業界に連絡が行きます。「まこと

に済みません。夜中だけれども、ひとつ従業員

の皆さん出していただいて、何とか災害をとめ

てもらえませんか」と。そうすると、その協会

の協会長は、川の災害のところに一番近い建設

会社はどこかと。そうしたら―丸山議員に例

えます―丸山建設だと。丸山建設の社長をた

たき起こせと起こして、「あんたのところに従

業員が40人おるか。とにかく大至急応援してく

れんか」と。言うならば命がけの災害復旧だそ

うであります。そうすると、それから今度は何

十分かして、今度はＢという建設会社が応援に

来た。30分ぐらいして。Ｃという建設会社は、

ほとんど災害工事の終わったところでやってき

た。しかし、３社とも地域貢献度はあるわけで

すよ。その評価をどういうふうにして持ってい

くのか。

と同時に、今までは川に一番近い―先ほど

丸山議員のことを丸山建設と言いましたが、あ

そこを一生懸命やったのは丸山建設だから、あ

そこを中心にして工事をしてもらおうじゃない
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かということで、協会でバランスをとりなが

ら、ついでだけれども、上のほうも、もうから

ん仕事もあるけれども、あの仕事もしてくれん

かと。いわゆる今で言う不落です。談合という

のは物、金をやるから談合になるんですよ。み

んなが共存共栄するのは談合じゃないんです。

値段をいろいろ調整するのは談合だけれども、

お互いが共存共栄するのは談合じゃないんで

す。それを勘違いしちょりゃせんかと私は思っ

ております。そういう建設業者の本当の生の声

は、「どっちみち一生懸命しても、最終的には

入札で地域貢献度も大きなウエートを占めない

のだから、もうあんまり協力せんがましよ」と

いうような風潮が非常に多いということです。

その辺のことを、部長、どうお考えですか。

○県土整備部長（野口宏一君） 総合評価方式

につきましては、来年度より件数を拡充してい

きますとともに、現在、評価項目について検討

中でございます。今、議員からお話がございま

した地域の貢献度につきましても、適切に評価

できるよう、検討を行わせていただきたいと

思っております。

○萩原耕三議員 時間がありませんから次に行

きます。商工観光労働部長、今回の建設産業の

金融支援貸付制度の上限が1,250万円でございま

す。私が非常に心配しておるのは、これが絵に

かいたもちにならなきゃいいがなということで

す。例えばどういうことかといいますと、私ど

も自民党の建設部会が横須賀市、あそこは一般

競争入札に一番最初に入ったところです。あそ

この協会の会長・副会長の話を聞きますと、金

融機関に、重機を買いたい、土地も買いたい、

どうしても3,000万要ると申し込んだ。もちろん

申し込むんですから、事業計画をつくらなきゃ

いけない。事業計画をつくるということは、売

り上げが何ぼで返済は毎月このぐらいずつです

よというのが事業計画です。ところが、銀行に

行ったら、「社長、この売り上げは確実に取れ

るんですか」「いや、それは入札してみなきゃ

わからないんですよね」「それでは返済計画

が100％用をなさないんじゃないですか」という

ことで、金融機関はお金を貸してくれなかった

というわけです。まだ横須賀の場合は、６・４

から７・３で民間が多いんです。横浜市だとか

東京とか大都会がありますから。だけど宮崎県

は、先ほど言いましたように逆転なんですよ

ね。ですから、そうなると、保証協会、金融機

関に1,250万円いっぱいいっぱい借りようという

ことで事業計画をつくる、売り上げを上げる。

しかし、金融機関から、「そんなに売り上げは

大丈夫なんですか」と聞かれたら、「いや、競

争入札ですからやってみなきゃわからんのです

よね」と。そうしたら、貸すほうは、「それは

保証協会に上げてみましょう」と。保証協会に

上げると、保証協会は「金融機関がオーケーと

言えばいいんですけどね」と。金融機関と保証

協会がキャッチボールする危険性があるんで

す。その辺はどういうふうな細かい気配りをす

るのか、商工観光労働部長にお尋ねします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 厳しい経

営環境にあります建設産業等につきましては、

単なる金融だけの対応ではなくて、その前提と

なります経営改善計画策定など、中長期的な観

点からの支援が必要となります。それで、昨年

度から建設産業等経営支援事業等を行っておる

わけでございます。今回新たに設けます建設産

業等支援貸付は、建設産業等経営支援事業に基

づいて設置されました経営支援チームによる専

門的な助言などを受けていることを前提に、金

融支援をするわけであります。この金融の制度
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自体が、一つは貸付利率の設定に当たって、ま

ず金融機関の所定の金利としていること。それ

から、信用保証協会の保証に対しましては、県

が損失補償すること。そういったことで、関係

機関が適切な責務を負いながら融資や保証をす

るということにしておりますので、そういった

形で融資が運営できるものというふうに考えて

おります。

○萩原耕三議員 部長、建設業の皆さんに経営

指導とかいろいろされるのは、大体、商工会議

所か商工会なんですよ。ところが、商工会議所

に入っているところもあれば入っていないとこ

ろもあるんです。建設業ですから、商店じゃあ

りませんから。そういうところもありますか

ら、経営指導を受けていることを前提にとか、

そういうのには私は非常に違和感を感じるんで

す。実際、幾つか事例がありますけれども、銀

行は「保証協会がオーケーと言えば出せるんで

すけどね」、保証協会に行けば、「銀行の窓口

がオーケーすれば出せるんですけどね」と、

キャッチボールするんですよ。今私が言ったよ

うに、ずばり言ってくれればいいんですよ。と

ころが、ずばり言わないんです。何となく受け

取る感じで、それじゃ、銀行の支店長なり担当

者をもう一回説得に行こうと。行くと、もやも

やもやとして、結局結論は、保証協会がうんと

言えば貸してくれるんか、保証協会に行くとま

た同じようなことになる。そういうことになる

危険性がありますので、これは十分に配慮して

運用していただきたい。そのために金利も上

がっておりますけれども、結局これの融資期間

及び据置期間はどの程度設定されているか、お

尋ねいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 融資期間

は７年以内、そのうち１年以内を据置期間とい

たしております。

○萩原耕三議員 ぜひ、絵にかいたもちになら

ないように、ひとつ全力でもって、建設関連産

業の皆さんが本当に困って借り入れに行ったと

きに対応できるようにしていただきたいと存じ

ます。

次に、教育長にお尋ねいたします。いつもし

つこいみたいで……。「知・徳・体じゃないん

じゃないですか。徳が先じゃありませんか。高

鍋の中学校は徳育が先で、徳育・知育・体育と

書いてありますよ」と、萩原が言ったから、そ

れじゃ変えるかというようなものじゃないで

しょうけれども。なぜそう言うかといいます

と、私はこの前、自民党の勉強会でも、警察の

ほうで―今の殺人事件の40％は身内だそうで

す。家族、親族にかかわる殺人事件が40％だそ

うであります。知育・徳育・体育と知を優先す

る、どうしてもそれは―この前も教育長とい

ろいろ話していたら、三位一体なんですよ―

三位一体の言葉がはやるんですが―というこ

とですけれども、順番というのはどうしても目

に入ってくるんですね。ですから、知育がどう

しても優先する。私は、徳というのは、よく一

般論として何か戦前の道徳教育のイメージが強

い。私はそうじゃないと思うのですね。「西の

バイブル・東の論語」と言われますけれども、

日本では武士道精神、新渡戸稲造という方が書

いた武士道精神で、ルーズベルト大統領は非常

に感銘深く感じたという、日本の武士道精神は

いいということなんですが……。そういうとこ

ろ、結局、知・徳・体で言えば徳になるところ

ですけれども……。教育長は今度、任期いっぱ

いのようですが、随契されるかわかりませんけ

れども、その辺の考え方をお聞かせいただきた

いなと思っております。
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○教育長（高山耕吉君） 徳を優先する教育に

ついてでありますが、どのような時代にありま

しても、子供たちに人間としてのあり方を考え

させる徳の教育をしっかりと行うことは、極め

て大切なことであると考えております。このた

め現在、学校におきましては、子供たちに、ボ

ランティア活動や自然体験活動、さらには職場

体験活動など、人格を磨く機会を設けながら、

自分を見詰め直させるとともに、思いやりの心

や道理を重んじる心、社会規範や礼儀を重んじ

る心、善悪を見きわめる心など、鋭意その醸成

に努めているところであります。これからも、

議員からお話のありました徳育も非常に大事で

ございますので、徳育も、また体育も知育も、

それぞれを大切にはぐくみながら、調和のとれ

た健やかな子供たちの育成に、全力を挙げて取

り組んでまいりたいと考えております。

○萩原耕三議員 なかなか難しい話なんですよ

ね。ただ、私が思いますのは、この徳育という

のを、教育長は、前回質問のときには心のノー

トの話もされました。心のノートというのは、

徳育の中の一環だと思います。私は、知がもち

ろん大事だということはわかっていますよ。だ

けれども、知を伸ばすために徳の勉強をする

と。心のノート、ずっと低学年からありました

けれども、心の持ちよう一つなんですよね。だ

から、そういう宮崎県―昔から、人を育てる

のは百年の大計と言いますけれども、宮崎県人

はすばらしいよ、宮崎県人を採用すると実にす

ばらしいよというようなことをするには、百年

ぐらいの大計でやっていかなきゃいけないん

じゃないかなと。心のノートだとか、おざなり

でやって―かくいう私も、欠陥だらけの男で

すよ、生身の人間ですから。だけれども、私は

それをこういうところで言うことで、少しでも

自分を磨こうと、自分に負荷しているわけです

よ。そうじゃないかと思うのですよね。ですか

ら私は、そういう意味で、心のノートを含め

て、もう少し１万何千人の先生たちにそういう

教育をするというのはなかなか―今、高校と

か大学でそういう教育をされているかどうかわ

かりませんけれども、教師になった時点で、そ

ういう指導も必要じゃないかなと思っておりま

す。教育長、ぼつぼつ引退の時期になるらしい

んですが、徳育という部分を、後に続く先生方

に、学校の若い先生たちにどうして伝えていく

か、その辺もし考え方があったら、お聞かせい

ただきたいと思います。

○教育長（高山耕吉君） 先ほどもお話をしま

したとおり、徳育は大変重要なものでございま

す。今回、学習指導要領も改訂されまして、道

徳教育の充実ということになっておりますの

で、そういったことも含めまして、しっかりと

学習指導要領の周知徹底等も図りながら、徳育

の大切さを伝えてまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○萩原耕三議員 いろいろ申し上げましたけれ

ども、徳のない者が徳の話をするのはいかがな

ものかと思うのですよ。だけれども、私、今66

歳です。私のおやじがいつも言っていましたけ

れども、「学びの道遠く奥深し 己の師学びの

友なり」、学ぶ心があれば、遊ぶ中でも学ぶこ

とはたくさんある。それはいろんな所産もある

でしょう。学ぶ相手の人格から学ぶこともたく

さんあるでしょう。私のおやじがいつも口ぐせ

でした、「学びの道遠く奥深し 己の師学びの

友なり」。ぜひ徳を重用できるような教育のほ

うに向けていただければありがたいと思ってお

ります。以上で私の質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）
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○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、ここで休憩をいたします。

午前11時51分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、24番宮原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） それでは、

一般質問をさせていただきます。宮原義久でご

ざいます。ただいま、議長より発言の許可をい

ただきました。今回、代表質問、一般質問を通

して、ちょっと部長さんたちが元気がないのか

なというのを感じておりますので、食事の後で

眠いかとは思いますが、元気を出していただき

たいと思いますので、よろしくお願いをしたい

と思います。

これまでの代表質問や午前中の一般質問とも

重複する点も多いかとは思いますが、私なりに

質問をさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。

それでは、通告に従い質問をさせていただき

ます。まず初めに、知事の政治姿勢について質

問をさせていただきます。

現在、知事が、宮崎県のＰＲ、または地方の

声を中央に届けるとして、地方の代表者として

全国的にも脚光を浴び、その中心として活動い

ただいておりますことには、感謝するものであ

ります。以前は、宮崎県と宮城県とを多くの国

民が勘違いすることもあったわけですが、知事

のＰＲ効果によりまして、現在は、宮城県より

も宮崎県のほうが有名になっているのではない

かと思います。また、知事は、地方分権改革を

テーマに掲げた超党派の「せんたく議員連合」

も立ち上げられ、その中心的役割も担っておら

れます。宮崎県のように、高速道路網を初めと

する各種インフラ整備のおくれや高齢化問題、

医療問題など、一県では解決できないものが多

いわけでありまして、そうしたさまざまな問題

解決のためにも、知事の活動が実を結ぶことを

望むものであります。

そこでまず、毎週末になりますと、宮崎県の

ＰＲや各種公務として上京されております。週

末にはほとんど宮崎県内にいらっしゃらない状

況のようにも感じます。知事の行動は全国民の

注目の的となっており、今や内閣総理大臣より

も有名になっていると言ってもおかしくない状

況であります。知事のこれまでの発言の中で、

「ふるさと宮崎のために骨を埋める覚悟」とい

うことを何回も聞かされました。ただ、首長の

任期を制限する動きもありますので、３期12年

ということになりそうな感じもしますが、多く

の県民から、「知事は中央政界に行きたいので

はないか」との声を聞きます。「宮崎のために

骨を埋める」と言っている知事でありますか

ら、早々に中央政界への転身は考えておられな

いとは思いますが、知事にお伺いをし、後は自

席で質問をさせていただきます。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えしま

す。

御希望の趣旨に合うかどうかわかりません

が、地方の活性化というのは、地方と国が力を

合わせて、車の両輪となってやっていかなけれ

ばならないと認識しております。私が知事を志

した理由といたしましては、地方の立場で尽力

したいという気持ちからでございました。今後

とも、「地方の活性化」という知事を志した初

心を忘れず、与えられた任期の一日一日を、県
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民の皆様との約束を果たすために誠心誠意尽力

してまいりたいと考えております。〔降壇〕

○宮原義久議員 ありがとうございます。十分

わかるわけなんですが、心配を―たくさんの

県民の方から、「今の人気のあるうちに中央に

行かれたほうがいいんじゃないか」とか、いろ

んな話も聞くものですから、とりあえずこの質

問をさせていただいたところであります。せっ

かくここまで宮崎を引っ張っていただいている

ことには感謝もいたしますし、途中で知事がい

なくなるほうが、今の宮崎県には大きなマイナ

スになるのかなと思いますので、中心になって

引っ張っていただきたいなと思って質問させて

いただいたところであります。よろしくお願い

したいと思います。

それでは次に、引き続き知事の政治姿勢とい

う点で質問させていただきます。ことしの正月

番組等で、「ことしはテレビへの出演を多少は

控えさせていただき、仕事に専念したい」とい

う発言もされておりましたが、現在、多少控え

ておられる状況なのでしょうか。ＰＲのために

は、さらに積極的に出演されることも宮崎の売

り込みになるわけでありますが、今後のテレビ

出演についての知事の考えをお聞かせいただき

たいと思います。

○知事（東国原英夫君） メディアを通じて全

国にＰＲするとか、地方の声を中央あるいは全

国に届けていくというのは、非常に重要なツー

ルかなと思うんですけれども……。テレビの露

出をちょっと控えさせていただこうというよう

な気持ちでもおったんですが、やはり県内の隅

々まで声をお聞きしますと、「一部の産品はＰ

Ｒされたが、まだうちの産品はＰＲされていな

い」とか、「一部の観光地はにぎわっている

が、まだ県内全域に至っていない」、あるいは

「地方の窮状というのを、もっともっとメディ

アを通じて全国に訴えていただきたい、中央に

訴えていただきたい」という声が相変わらず多

いですね。反面、「テレビに出過ぎではない

か。内政はどうしているのか」とか、「県民に

目線は向いているのか」とかいうような御批判

もあるんですけれども。そういったものを総合

的に勘案して、今後、宮崎がどうあるべきか、

どういうふうな発展を遂げていくか、このブー

ムを定着・定番化するためにどうしなきゃいけ

ないかというのを自分の中で十分整理して、熟

慮して、また今後対処していきたいと考えてお

ります。

○宮原義久議員 知事の気持ちは、十分わかり

ました。テレビ出演が宮崎のために効果的であ

れば、それはどんどんやっていただくのは構わ

ないことだと思います。ただ、知事が心配され

ていますように、内政の面については、やはり

副知事もいらっしゃるわけでありますし、それ

ぞれの持ち場に担当部長がいらっしゃるわけで

すから、また、そのあたりの連携をとっていた

だくことでいいのかなとは思っております。引

き続き、宮崎ＰＲのためには頑張っていただき

たいなと思っております。

次に、職員との連携という点について、知事

にお伺いをしてみたいと思います。私は、本県

の職員の姿は、宮崎県発展のために日夜一生懸

命努力をされていると感じてはおります。大変

厳しい難関をくぐってきた優秀な方々がそろっ

ておられるというふうにも思っております。そ

の職員の方々と知事の意見交換の場として職員

とのランチミーティングを実施されていると、

よく議会の答弁をされておりますが、知事就任

１年がたちますが、これまで何回くらい開催さ

れたものなのか。また、その中には発展的な意
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見も多くあったと思いますが、今の県政運営上

ヒントになったものがあるか、知事にお聞かせ

願いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） ランチミーティング

というのは、職員の方々との意思疎通、コミュ

ニケーションを重要視するという意味で行った

会ということなんですけれども、今年度中は11

回実施しております。職員の方々の仕事場の雰

囲気とか環境を見るのと、ざっくばらんな仕事

に対する考え方というのをお伺いするのに非常

に役立ったと思います。例えば、県産品のブラ

ンドづくりの御苦労話とか、災害時の対応と

か、民間企業との折衝といいますか、あるいは

医師確保の御苦労といったものを直接話を聞く

ことができて、非常に参考になっております。

今後とも、こういったものを繰り返し、職員と

の意思疎通を図ってまいりたいと思っておりま

す。

○宮原義久議員 何人くらいで何回と、11回と

いうことであったようであります。時間として

は、ランチミーティングですから当然昼間にと

いうことになりますが、多分、そんなに長い時

間はとれないだろうと思っておりますけど、別

に飯を一緒に食べないと話ができないというこ

ともないでしょうから、いろんな機会を通じ

て、そういうミーティングの時間をたくさん

とっていただければありがたいなと思っており

ます。ただ、大事なことは、知事に対して職員

の皆さんが何でも発言できるかというところは

心配しております。知事に対して機嫌を取る、

耳ざわりのいいことだけを発言される、ただの

ミーティングになっては何もならないというふ

うに思っておりますので、そのあたりは知事が

一番最初の突破口で、「何でも言ってくれ」と

いうぐらいの形から入っていただきたいなと

思っております。要望にかえておきますので、

よろしくお願いしたいと思います。

次に、知事のトップセールスについてお伺い

をさせていただきます。知事自身が体を張っ

て、農産物の売り込み、観光のＰＲ、企業誘致

等の展開と頑張っていただいております。知事

御自身が行動されることは高く評価するもので

ありますが、県の行政組織からすれば、担当部

署を動かして仕事をさせるのも知事の仕事とい

うふうに思っております。例えば宮崎県の農産

物のＰＲであれば、知事と農政水産部長を初め

担当部署がセットで売り込みを展開し、農政水

産部長を宮崎県の農産物の顔として知事が数回

紹介をすることで、知事の分身として、農産物

売り込み担当としての役目が果たせるのではな

いでしょうか。農政水産部長は大変いい顔をし

ておりますから、すぐ「宮崎県の」というふう

になると思っているところであります。今の知

事の人気だけに頼っている各種セールスの方法

だけでは、今後はまずいのかなとも考えており

ます。そこで農政水産部長には、農産物のＰＲ

等を実施される場合には、部長を初め担当職員

と知事は十分な連携をとられての行動となって

いるのか、お聞かせください。

商工観光労働部長には、観光ＰＲ、企業誘致

活動においては、部長を初め担当職員と知事は

十分な連携をとっての行動となっておるのか、

お伺いをさせていただきます。よろしくお願い

します。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 観光客と

か企業の誘致につきましては、日ごろから職員

が県外事務所等と連携しましたセールス・ＰＲ

活動を実施しておるんですけれども、情報発信

力のある知事みずから宮崎の魅力を訴えますこ

とは、大変効果的であります。もちろん、これ
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を実施するときには、私ども県職員と一緒に連

携をとりながらやっておるわけですが、そう

いった意味で、さまざまな機会を通してトップ

セールスを実施していきたいと思っておりま

す。

また、知事のセールスの効果をより高めるた

めには、そのフォローが大変大事でございます

ので、関係各課におきまして、旅行会社とか企

業を訪問して緊密な連携を保つなど、その後の

事業展開につなげておるという状況でございま

す。そういった意味で、今後とも知事を先頭に

いたしまして職員一丸となって、積極的な誘致

活動に努めてまいりたいと考えております。

○農政水産部長（後藤仁俊君） お褒めいただ

きまして、ありがとうございました。

農産物のトップセールス等についてでござい

ますけれども、「選んで買うなら宮崎産」と

いった消費者の信頼獲得に向けまして、関係団

体と連携しながら、県内外の量販店において、

これまでも実施してまいりました。知事のトッ

プセールスを実施するに当たりましては、職員

との連携の面におきまして、関係課や県外事務

所といったところが、企画段階から関係者との

綿密な打ち合わせを行っております。また、当

日はトップセールスのサポートを行ったり―

これはもちろんでございますが―市場や量販

店関係者との取引拡大に向けた意見交換や、生

産者と一体となった試食販売活動を行うなど、

知事を初めそれぞれが役割分担をしまして、県

産農産物のＰＲ活動を展開しているところでご

ざいます。今後とも、これまでの成果が一過性

のものにならないよう、「ブームから定番へ」

を合い言葉に、知事の情報発信力と関係職員や

関係農業団体等の活動とを連動させながら、

トップセールスを展開してまいりたいと考えて

おります。

○宮原義久議員 それぞれありがとうございま

した。

現在の状況を見ると、知事の人気にあやかっ

たような形での、知事だけに頼った状況が何と

なく見えてしまうものですから、やはり各種Ｐ

Ｒやセールスにおいては、担当職員とともにと

いうような姿勢をまた知事自身が持っていかれ

ることも大事かなというふうにも思います。ま

た、やっておられるんでしょうけれども、職員

のやる気の醸成へとつなげるためには、やはり

知事自身が、職員とともに宮崎県を変えますよ

という状況を言っていただくことのほうが大事

なのかなと私は思っているものですから、よろ

しくお願いしたいと思います。オーケストラで

言えば知事は指揮者であります。幾ら立派な指

揮者であっても、各楽器の演奏者が息が合わな

ければ何にもなりませんし、知事と職員が息の

合った連携をとることが、宮崎県の揺るぎない

発展につながるというふうに思っておりますか

ら、よろしくお願いしたいと思います。

次に、他県の知事との連携についてという点

で質問をさせていただきます。東九州道の整備

についても、また隣県の大分県、鹿児島県との

連携は重要と考えます。知事の人気から、隣県

の知事も、県民から、「宮崎の知事はあれだけ

頑張っているのに。東国原知事を見習え」と言

われているというような話も聞かせていただき

ました。宮崎弁で「しょのみ（嫉妬）」という

言葉があります。いじめでも、目立つことでい

じめられたりするものであります。その状況を

超えるのが、今の東国原知事になるのではない

かなと思っておりますが、現在、隣県の知事と

の連携をどのようにとられておるのか、お聞か

せ願いたいと思います。
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○知事（東国原英夫君） 近年、モータリゼー

ションとか道路交通網の発達によって、人々の

暮らしというのは、生活圏も経済圏も非常に広

域になっていることは事実でございます。この

広域地方行政問題というのが、非常に近隣同士

の問題になっております。そういった意味で

は、近隣あるいは九州圏内の連携というのは不

可欠ではないかなと思っておるんです。鹿児島

県知事とは、去年対談させていただきまして、

お互いの人的交流とか観光交流といったものに

ついて、今後の連携を約束させていただいた。

大分県知事の広瀬さんとは、東九州自動車道に

おいて、全国知事会の道路特定財源確保緊急対

策本部の、広瀬さんが本部長で私が副本部長と

いうことで連携をとらせていただいて、熊本県

知事さんとは東九州自動車道の延岡横断道の連

携なども図っておるところでございます。今

後、こういった広域的な取り組みが非常に重要

かと考えていますので、今後ますます連携を密

にして、広域行政に向き合っていきたいと思っ

ております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。今

後、道州制という方向になってきたときに、宮

崎県が埋没しないようにするためには、知事が

リーダーシップを発揮していただいて連携をと

るということが大事かなと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

次に、市町村合併について質問をさせていた

だきたいと思います。

新合併特例法期限である2010年３月31日まで

約２年となりました。前回の一般質問で、合併

新法の期限内で合併する場合のタイムリミット

をお伺いさせていただきました。「合併方式か

ら各種事務事業の調整、条例規則の改正や電算

システムの統合、また市町村議会、県議会の議

決、総務大臣の告示等の法的手続まで、おおむ

ね約２年を要する」という答弁でありました。

合併新法内での合併を目指す場合、ちょうどそ

の時期となります。県はこれまで、合併推進の

ために市町村合併推進構想の説明会や出前講座

の開催、市町村長との協議や市町村議会議員の

方々との意見交換、県主催のシンポジウムと、

県民の合併に対する機運の醸成を図られたよう

であります。県の姿勢は、合併に際しての優遇

措置がすべてではなく、住民の意思で今後のそ

れぞれの地域のあり方を考え、その結果として

合併があると言われておりますが、優遇措置が

何もなくなってからの合併は、住民に対する

サービスの低下につながると考えます。期限切

れまで２年となっておりますが、県はどのよう

な姿勢で取り組むつもりか、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） 市町村合併に

ついてであります。御質問にありましたよう

に、合併新法の期限が平成22年３月31日までと

なっております。その期限まで残り２年となっ

た現在、日南市、北郷町及び南郷町の１市２

町、並びに宮崎市と清武町においても合併協議

会が設置されまして、合併新法期限内の合併を

目標とした協議が進んでいるところでありま

す。また、小林市、高原町及び野尻町の１市２

町におきましても、合併協議会の設置に向けた

話し合いが進められているところであります。

県といたしましては、これらの市町に対しまし

て、必要な支援を行うとともに、その他の地域

につきましては、合併新法の期限を踏まえます

と、残された時間は限られておりますので、早

期に合併に向けた取り組みが行われますよう、

粘り強く働きかけてまいりたいと考えておりま

す。
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○宮原義久議員 ありがとうございました。

県の考えとしては粘り強く働きかけていきた

いということで、御答弁をいただきました。お

隣の鹿児島県が、離島を除いてほぼ合併にこぎ

つけている状況があるようであります。粘り強

くという話でありましたが、あくまで住民の意

思に基づくということで、県のスタンスは現在

も変わっていないということでよろしいでしょ

うか、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） 合併に対する

県のスタンスだと思いますけれども、市町村合

併は、地域の将来や住民の生活に大きな影響を

及ぼす事柄でありまして、まさに地域のあり方

そのものにかかわる重要な問題と認識しており

ます。このため市町村合併においては、住民一

人一人が、地域の置かれている現状や今後のま

ちづくりについて十分に検討され、地域の将来

像を描くことが必要であると考えております。

県といたしましては、従来から自主的、主体的

な市町村合併を推進しているところでありまし

て、今後とも、同じような方針で取り組んでま

いりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

この２～３カ月の間に合併協議が実際なされ

ないところは、事実上、合併新法内での合併に

こぎつけられないということになります。期限

切れまで２年ということで、市町村合併の推進

に関して、国のほうから県に対して、何かそう

いったような指導的なものはないのか、地域生

活部長にお伺いします。

○地域生活部長（丸山文民君） 合併につきま

しては、国においては従前から、市町村の自主

的な合併を推進することとされております。合

併新法期限が迫った現時点におきましても、そ

の方針に沿って市町村合併が進められていると

ころであります。

○宮原義久議員 わかりました。

次に、現在までに合併して新しい自治体とし

てスタートした地域の中でも、合併しないほう

がよかったという話も聞きます。現に、合併さ

れた地域の予算規模が、合併以前のそれぞれの

自治体が編成していた予算規模からして大きく

減少しております。合併の効果がどの時点にお

いて評価されるのか難しい問題であるというこ

とは承知しておりますが、県として、現時点で

の合併されたところの検証はどのようにされて

いるのか、地域生活部長にお伺いいたします。

○地域生活部長（丸山文民君） 合併の検証で

ありますけれども、県内でこれまで６つの地域

で市町村合併が行われましたが、これら合併し

た市町におかれましては、事務の効率化や福祉

サービス部門の充実を図るとともに、合併特例

債、あるいは市町村合併支援交付金などの国や

県の支援策を活用しながら、新しいまちづくり

への取り組みを始められたところであります。

しかしながら、合併した市町はいずれも合併後

間もないことから、その効果を実感できるまで

にはある程度の期間を要する状況にありまし

て、住民の皆様の中にはさまざまな御意見もあ

ると伺っております。このため県といたしまし

ては、地域住民の方々の声にも耳を傾けなが

ら、市町村合併の推進や、これからのまちづく

りの支援に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 ありがとうございます。地域

住民の方々の声にも耳を傾けながらということ

でありますから、耳を傾けているということ

で、傾けているだけになりますので、やはり、

合併したところと合併しないところ―当然、

合併されていないところは合併したところの話
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を聞かれるというふうに思いますので、やはり

踏み込んで、今のそういった状況を聞いていく

のも、担当部としてはやってほしいなと考えた

ところであります。よろしくお願いします。

合併をどうしてもしないという自治体を強制

的に合併させなさいと言うつもりはありません

が、合併旧法の中には合併特例債というアメの

部分がありました。しかし、合併新法にはその

部分がありません。県内はいろんな形はあった

としても、合併が成立していれば合併特例債の

活用ができたわけであります。今後、どこの自

治体も財政状況が厳しさを増していきます。合

併特例債の活用もなかなか厳しいとも聞きます

が、活用できる権限を持つところと持っていな

いところには大きな差ができてくるのではない

かと私は考えております。そうしたことも踏ま

えて、各種優遇措置のある合併新法の期限であ

る残り２年のこの時期の取り組みは重要と考え

ますので、県としても、「あのときに」という

ような悔いを残さないような対応を望むもので

あります。

さらに、財政破綻した北海道夕張市は、市町

村合併からではありませんが、財政破綻後の職

員の給与も大きく下がり、退職者が続出してお

ります。人口の流出が進んでいるようであり、

合併により各自治体の借入金も大きくなってお

ります。職員は、給与が低下することで他地区

へと移動した方も多いと聞きますが、移動でき

ない人は、苦しい生活をしている方々が中心と

なっていると思われます。そうした状況で、税

収は伸びない、さらに各種負担や使用料は上昇

するということになります。合併の優遇措置が

すべてではありませんが、十分な調査検討は今

後も進めながら頑張っていただきたいと思って

いるところであります。よろしくお願いしま

す。

次に、企業誘致問題についてお伺いします。

知事のマニフェストでも特に重要視されてい

るのが、４年間で誘致企業100社、雇用創出１万

人であります。今回提案の平成20年度当初予算

にも、新規事業として企業誘致専門員設置事業

を立ち上げられて、５名の企業誘致専門員を確

保し、1,600社程度の訪問活動をして誘致活動を

推進する計画となっておるようであります。昨

年、知事が先頭に立ち、都市圏を中心に企業誘

致に向けたセールス活動を展開されておりま

す。まず、昨年、企業立地セミナーを３回開催

されております。10月３日には名古屋市におい

て70社で100名の参加、10月31日には東京で

約110社、約200名の参加、11月12日には福岡市

で約110社で約150名の参加となっております。

本県への招致セミナーも、県庁において２回開

催され、38名の参加、さらには、来県された企

業等の会議への参加や、企業訪問にも積極的に

取り組んでいただきました。参加者の反響も大

変よかったと聞いておりますが、その後の参加

企業の本県への進出に向けた動きなどはどのよ

うになっているのか、商工観光労働部長にお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 企業立地

セミナーに参加した企業のその後の取り組みと

いうことについてでありますけれども、実際、

企業立地セミナーに参加された企業のうち、本

県に既に立地が決定した成功例も出ております

し、引き続き接触を続けている企業も複数ござ

います。今後とも、そういった意味で知事の

トップセールスというのは、県の意欲というの

をアピールするのに非常に大きい効果がござい

ますので、これからも知事を先頭に積極的に取

り組みまして、１件でも多くの企業立地が図れ
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るよう努めてまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 せっかくたくさんの会場にた

くさんの企業の方がお越しいただいております

から、高速道の整備がおくれているとかそう

いったものもいろいろあるということはわかっ

ておりますが、必ずしもそれだけにということ

ではないと思いますので、十分に今後、誘致活

動には力を入れていただきたいと思っておりま

す。

次も商工観光労働部長にお伺いしますが、九

州内の企業誘致の状況は、北部九州（福岡、大

分、熊本、佐賀県）が大きく伸びており、宮崎

県、鹿児島県が厳しい状況となっております。

お隣大分県は精密機器大手の進出などで非常に

元気がよく、昨年12月の有効求人倍率は1.07倍

となっております。本県は0.62倍で、大分県と

隣接する延岡地区の12月の有効求人倍率は0.52

倍となっておるようであります。東九州道も、

大分までの開通となると、現状でも10数年先と

なりますし、働く場所がないことから、職を求

めて県内の労働力の流出が起きているのではな

いかと考えておりますが、商工観光労働部長は

現状をどのように分析しておられますか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 労働力の

流出が起きているのではないかという御質問で

あります。この労働力の流出につきましては、

統計資料が限られておりますため、全体的な把

握というのは困難でありますけれども、19年３

月に高校を卒業し就職した生徒の約４割が県外

に就職しておりまして、地域別に申しますと、

愛知、東京、大阪、福岡の順に多くなっており

ます。このため県におきましては、企業誘致や

地場産業の振興等による雇用創出等に努めてお

るわけでございますけれども、それとあわせま

して、県内就職の促進でありますとか、ＵＩ

ターン対策にも取り組んでいるところでありま

す。今後さらに、市町村や関係機関・団体等と

の連携を強化しながら、県内で働くことを希望

する者が県内で就職できるように、努力してま

いりたいと考えております。

○宮原義久議員 平成19年３月の時点で高校を

卒業し就職した生徒の４割が県外ということで

すから、やはり働く場所がないということにな

りますので、全部を引きとめるということはな

かなかなんでしょうが、やはり企業誘致がいか

に大事かということになりますので、知事を先

頭に頑張っていただきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。

次に、建設産業問題についての質問をさせて

いただきたいと思います。先ほど午前中の質問

で、萩原議員からも質問がありましたので、重

なる部分も多いかと思いますが、質問させてい

ただきますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

昨年は、本県にとって、大きな災害もなく、

いい年となりましたが、公共事業は７年連続の

減少となっており、建設業界においては大変厳

しい年となりました。落札率が大幅に低下し、

例年の３倍の企業が倒産へと追い込まれたよう

であります。県としては、県内の建設業は適正

数よりも多いというように見られており、この

状況は仕方ないことであると見ておられるよう

でありますが、平成20年度重点施策として建設

産業対策を挙げておられます。知事の提案理由

説明でも、「社会資本整備の担い手である建設

産業は、災害時の緊急対応など大きな役割を果

たすとともに、中山間地域等における地域経済

の雇用を支える産業の一つであり、技術と経営

にすぐれた建設業者が伸び続ける環境づくりな

ど、建設産業の健全な発展を図るために総合的

平成20年３月３日(月)



- 211 -

な対策を講じる」とされているようであります

が、建設業界の方々のお話をお伺いしてみます

と、「優秀と言われる業者は、採算のとれない

ような仕事には手を出さない。資金繰りの厳し

い業者は、採算面で厳しくても、その場を乗り

切るために受注に向けて努力をする状況があ

る」と聞かされます。そうしたことを繰り返す

ことにより、いずれ経営の厳しい業者が業界か

ら消え、業者数が減少すると考えておられると

思いますが、そのようなやり方でいいのでしょ

うか。優秀な業者の育成をどのように進めよう

と考えておられるのか、お聞かせ願いたいと思

います。県土整備部長、よろしくお願いしま

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 社会資本の整

備や建設産業の発展のためには、技術と経営に

すぐれた業者の果たす役割が重要だと考えてお

りますので、経営事項審査や入札における参加

資格要件、また総合評価落札方式において適切

な評価を行っているところでございます。さら

に、県発注の公共工事におきましては、工事検

査の際に経験豊富な工事検査専門員による技術

指導を行うとともに、財団法人宮崎県建設技術

推進機構を通じまして、新任技術者を対象とし

た研修を初め各種専門技術研修など、建設業者

の技術力向上と健全な育成に努めているところ

であります。今後とも、建設業者への適切な指

導に努めるとともに、技術力にすぐれた企業の

育成を図ってまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 建設産業が中山間地等の雇用

を支える産業の一つと言われるのであれば、入

札により赤字でも受注するという業者と、適正

な価格で受注して雇用者の生活の確保を考える

企業のどちらが優秀な企業と言えるのでしょう

か。会社の延命を図るために身を切ってでも安

く受注する業者は、税金の有効な活用という点

からすれば優秀となります。雇用者の生活と安

定した働く場所の確保という点から考えれば、

利益を追求する業者のほうが優秀と言えるので

はないでしょうか。先ほど萩原議員も言われま

したが、建設業は、みずから仕事をつくり出す

ことのできない受注産業であります。いつ仕事

が受注できるかわからない中でも、技術者を確

保しておかなければなりません。仕事があると

きだけ技術者を雇用できるシステムとなってい

ないことを考えれば、現在の落札率での受注金

額では、会社の維持等は厳しいと考えますし、

今の方式では優秀な業者の育成にはつながらな

いというふうに考えております。このようなこ

とから、税金の有効活用、中山間地等の雇用の

確保などを総合的に見て、最低制限価格の再検

討が必要と考えますが、県土整備部長、いかが

でしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 最低制限価格

につきましては、「入札・契約制度に関する実

施方針」に基づきまして、施工業者を対象にコ

スト調査を実施した上で、工事の品質確保や健

全かつ継続的な企業経営を考慮し、昨年10月に

引き上げたところであります。したがいまし

て、当面はその検証を行ってまいりたいと考え

ております。

○宮原義久議員 十分な検証をしていただきた

いというふうにお願いをしたいと思います。

一般競争入札のシステムや最低制限価格の設

定の状況が、九州各県ひとしく同じ状況であれ

ば問題はないというふうに考えるんですが、基

準が別々であれば、厳しい競争の結果、県内業

者の経営状況は大変悪化しておりますし、倒産

はふえております。仮に道州制が導入された場

合、本県の業者は他県の業者との競争に勝て
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ず、県外業者の草刈り場となるおそれがあり、

災害時の対応のおくれ等も今後考えられると思

います。このため、今のうちに、県内各地の優

秀な建設業者を育成確保しておく必要もあると

いうふうに思いますが、この点については、県

土整備部長、どのようにお考えでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 建設産業は、

社会資本の整備を通して県民の生活を支えると

ともに、災害時の緊急対応や地域の雇用に大き

な役割を担っております。このため、入札・契

約制度改革に当たっては、地域における建設産

業の役割を考慮いたしまして、県発注工事につ

いては原則県内業者に発注するとともに、入札

参加資格として地域要件を設定しているところ

でございます。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

づくりが不可欠と考えておりますので、価格と

技術力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いたしまして、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。

○宮原義久議員 先ほども、この総合評価方式

という言葉が出てきたんですが、その点数のつ

け方といったものも、今度は点数をもらいたい

がために一生懸命ボランティア活動をやってい

かなければならないということになりますか

ら、まず仕事を受注する前にボランティアを頑

張れと。ボランティアを頑張っていた後に会社

が倒れたという話では、話にもならないという

ふうに思いますので、十分そのあたりも検討し

ていただいて、改革を進めていただきたいと

思っておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。

次に、建設業の新分野進出についてお伺いさ

せていただきます。公共事業の減少や一般競争

入札の適用拡大に伴い、建設産業を取り巻く経

営環境が大きく変化しているとして、事業の転

換や経営の多角化を促し、建設産業の健全化を

図ることを目的として、新分野での事業定着支

援として施設整備・施設設置経費、新分野での

技術習得研修経費などで、新事業創設に係る経

費の一部の助成経費を９月補正で計上していた

だきました。その後の各地区での研修会で

は1,300社の参加があったようであり、21社が新

分野への進出に手を挙げたと聞きましたが、そ

の21社のすべてに県は支援をされたのかお聞か

せください。

さらに、今回の当初予算では、30社に対して

１社100万円が限度となっているようであります

が、支援金は多いにこしたことはないと思いま

すが、50万円から100万円になった根拠を、県土

整備部長にお聞かせ願いたいと思います。

○県土整備部長（野口宏一君） この事業につ

きましては、社団法人宮崎県建設業協会を通し

て県内建設業者の新分野進出に要する初期経費

を助成するものでございまして、21社から補助

金の申請があったところでございます。先月末

に、建設業経営支援アドバイザー等で構成いた

します交付決定審査委員会を開催し、事業計画

や補助効果等を審査し、11社に総額488万円の補

助交付決定を行ったところであります。残る10

社につきましては、事業内容の一部修正や見直

し等を行った上で、平成20年度に改めて申請を

行う予定であると伺っておるところでございま
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す。

また、20年度の当初予算で50万円から100万円

となった根拠を伺いたいということでございま

すが、経営革新のさまざまな取り組みの中で、

新分野進出については、現状を打破していく上

で特に効果的であることから、経営相談も多く

寄せられるなど、建設業者の取り組みの機運も

高まっておるところでございます。このような

ことから、平成20年度におきましては、新分野

の進出をなお一層支援するため、限度額を現在

の２倍に引き上げるとともに、助成件数も大幅

にふやすこととしたところでございます。な

お、本年度に助成を受けた建設業者につきまし

ては、次年度以降新たな投資を行う際には、追

加の助成を受けられることとしております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

厳しい状況ですから新分野にということにな

りますが、新分野に進出する不安、そして資金

面の不安などさまざまな不安があって新分野を

希望される業者でありますから、今後、大きく

新分野に移行する業者がふえるというふうに考

えます。昨年の９月の補正で、10社に対して21

社であったようであります。当初予算で30社分

の予算というものは確保されているようであり

ますが、厳しいという状況があっての新分野進

出となりますので、30社ではなくて、ここが不

足した場合、30社以上のこういった要望があっ

た場合、補正をしてでも支援をしていただかな

くては困るんです。知事、そういう点におきま

しては、補正をしてでもその対応はやるという

ようなつもりでおられるのか、お聞かせを願い

たいと思います。

○知事（東国原英夫君） ケース・バイ・ケー

スによると思うんですが、この事業、ぜひ対応

していきたいと思いますけれども、申請の状況

を見て、また予算状況などもかんがみながら、

対応を検討していきたいと思います。

○宮原義久議員 済みません、突然知事に振り

ましたので……。ちゃんと聞いていただいてい

るのかなというのも一つありまして、別にわざ

とやったわけじゃないんですが……。こういっ

た厳しい状況というのを議論させていただいて

おりますし、そういった部分については十分な

配慮をしていただいて、やらなければならない

ところはやってほしい。業界が倒れるかどうか

というところでありますから、十分な配慮をお

願いしたいと思っております。

確かに、建設業を取り巻く環境について、今

さまざまな質問をさせていただきましたが、平

成18年度の平均落札率は、鹿児島県が95.6％

で、九州では最高となっております。本県がそ

のときで91.1％であります。平成19年12月末の

本県の状況は81％となり、10.1％下がったわけ

であります。最低制限価格の引き上げ後の状況

は84.8％となっているようであります。91.1％

と比較しても6.3％という状況であります。落札

率を公表されている九州の他県の状況で、福岡

県が2.5％下がっているようであります。佐賀県

が3.3％下がっているようであります。さらに

は、本県の昨年倒産件数も2.4倍の55件というこ

とでありますし、廃業・失効の状況も、平成18

年４月１日と平成19年４月１日現在の比較をし

ても九州で最高となっております。こうした改

革はしていかなければなりませんが、十分な調

査をして、改革はやっていただきたいと思いま

す。厳しい建設業界であります。融資制度もつ

くっていただいておりますが、融資を受けられ

ても、その返済はしなければなりません。その

返済の原資は、受注した工事代金の利益をもっ

て充てられるわけでありますから、今後の落札
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率の状況では、それも大変厳しいと言わざるを

得ません。建設業界の現状も十分調査していた

だいた上での改革にしていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

次に、農業問題について質問をさせていただ

きますが、ちょっと厳しいかなと思っておりま

すが、原油高騰対策の問題で質問させていただ

こうと思っておりました。大変厳しい状況であ

りますので、本県の農業の今後に大きく影響し

てくる問題であろうと思っておりますから、こ

の点については十分な―もう答弁要りません

ので―対策を打っていただきたいと思ってお

ります。

そして、耕作放棄地とか、粗飼料ぐらいを

―宮崎の和牛が日本一になったんですから、

配合飼料は無理としても、粗飼料の100％宮崎産

というのも一つの売り込むもとになるのかなと

思っておりますから、そういった政策もきっち

りと検証して、またやっていただきたいと思っ

ております。

そのほか、教育問題を３点ほど取り上げさせ

ていただく予定にしておりましたが、余計なこ

とをしゃべり過ぎたようで入り切りませんでし

た。この点については、また教育委員会なりと

それぞれ話をさせていただいてやっていきたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

以上で終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○中村幸一副議長 次は、３番川添博議員。

○川添 博議員〔登壇〕（拍手） 無所属の会

の川添博でございます。名誉と歴史のある言論

の府・宮崎県議会において一般質問の機会を与

えていただきまして、先輩議員や同僚議員、ま

た県民の皆様に対しまして大変感謝申し上げま

す。新人議員らしく、県民の声を代弁して率直

に質問ができればと考えております。どうぞ皆

様、温かく見守ってくださいますようお願い申

し上げます。

さて、平成７年に成立した地方分権推進法を

思い出してみますと、その冒頭にこう書かれて

おります。「地方分権の推進は、（中略）国及

び地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、

地方公共団体の自主性及び自立性を高め、個性

豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ること

を基本として行われるものとする」と、実に13

年前のことであります。しかし、その後、13年

間で地方の現状はどう変わったのでしょうか。

税源の偏在や三位一体改革に伴う交付税の削減

などで地方財政は窮乏し、その結果、地方の自

立性を阻害し、閉塞感に包まれた社会になろう

としております。戦後、私たちは高度成長によ

り未曾有の豊かさを享受いたしました。一方、

成長と改革の影の部分で、地方から都市への人

口流出により、限界集落などの地方の過疎化の

現象を生み出してしまったのです。30年前から

問題は顕在化していたのであります。また、昭

和36年の農業基本法の制定に始まり、その後の

農業政策により効率化やグローバル化を急ぎ過

ぎたために、その後の担い手不足や自給率低下

の問題を招いてしまいました。この間、国家財

政は800兆円まで借金を増加させ、実質的に財政

破綻の状況とも言われております。今後、場当

たり的な政策では、根本的な解決はできないで

しょう。豊かさや成長の光と影の両方を包含す

るために、国政や県政を含めて、政治そのもの

の枠組みや仕組みを根底から大きく変えていく

とともに、行政サービスの理念そのものを考え

直していく時期に来ていると思います。そう

いった趣旨を含めまして、通告に従いまして質
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問に入らせていただきます。

最初の質問は、知事のマニフェストの実施状

況であります。特に、知事のマニフェストと新

みやざき創造計画や行財政改革大綱2007との関

係であります。

知事が就任されて、はや１年２カ月を迎えよ

うとしていますが、ここで改めて、知事の原点

であるマニフェストについて質問をさせていた

だきたいと思います。知事のマニフェストは、

当然、知事に就任される前に作成されたもので

あるわけですが、実際に知事に就任した後、新

みやざき創造計画や行財政改革大綱2007におい

て、県の行財政が置かれている厳しい現実を目

の当たりにして、御苦労も多かったのではない

かと思います。平成20年度当初予算の編成に当

たり、政権公約であるマニフェストを反映させ

るために苦労した点や自己評価などをお伺いい

たします。

次に、これに関連して、財政再建策について

お尋ねをいたします。今議会に上程されている

平成20年度当初予算は、行革大綱の計画に比べ

てみると、県債残高や基金残高などに差が生じ

ております。計画ができて１年もたっておりま

せん。どうしてこのような差が生じているので

しょうか、総務部長にお伺いをいたします。

これ以降の質問については、質問者席にて行

わせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

当初予算の編成に当たっての感想でありま

す。平成20年度の当初予算編成は、私にとって

初の通年予算という本格的な予算編成でありま

したので、私のマニフェスト達成に向けて、中

山間地域・植栽未済地対策等の３つの重点施策

を中心に、積極的に取り組むことといたしまし

た。しかしながら、19年度地方財政対策の影響

などにより収支不足額が拡大するなど、大変苦

しい予算編成を強いられたところでございま

す。このような大変厳しい財政状況でありまし

たが、さらなる事務事業の見直し等を進めるな

ど財源捻出に努めることにより、３つの重点施

策を含め、本県が直面する喫緊の課題に対応し

た優先度及び重要性の高い事業については、

しっかりと措置することができたと考えており

ます。以上です。〔降壇〕

○総務部長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えい

たします。

県債残高及び基金残高の財政改革推進計画と

の差についてであります。まず、県債残高につ

きましては、平成20年度に地方交付税の特別枠

として地方再生対策費が創設されたことにより

臨時財政対策債が増加していることや、平成17

年台風14号災害に係る災害復旧事業等につきま

して、18年度に繰り越しとなったものが多

く、18年度末の残高が計画策定時点に比べて増

加したことなどが要因であると考えておりま

す。

なお、財政改革推進計画では、18年度から20

年度までの２年間に、県債残高を約95億円削減

する計画でありましたが、20年度当初予算編成

時点の見込みでは、約104億円の削減となってお

りますので、ほぼ見込みどおり推進できている

のではないかと考えております。

また、基金残高についてでありますが、財政

改革推進計画では、平成20年度の２月補正後に

おきまして389億円を見込んでおりますが、19年

度の地方財政対策により約95億円、それから20

年度の税収等の影響により約49億円見込み額を

下回ったことなどにより、20年度当初予算編成
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時点では基金残高が213億円となっておりまし

て、年度途中の経費節約等の見込み額85億円を

加えても298億円ということでありまして、計画

で見込んでおります389億円に対し91億円不足し

ている状況でございます。いずれにいたしまし

ても、本県財政は歳入減の影響等によりますま

す厳しい状況にありますために、これまで以上

に財政改革を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〕

○川添 博議員 ありがとうございました。

それでは、知事のマニフェストについて、引

き続き質問させていただきます。先日の代表質

問で知事は、「マニフェストについては２年を

経過した時点で検証したい」と言われたところ

ですが、私は、有権者との約束であるマニフェ

ストが、そもそも新みやざき創造計画や行革大

綱などにきちんと反映されているのかという観

点から、質問をさせていただきます。

先ほどの御答弁でも知事は、「初心を忘れ

ず、県民との約束を果たすために一日一日を頑

張る」とおっしゃいました。しかし、昨年、新

みやざき創造計画策定時に、民間テレビ局開設

や、知事のポケットマネーでお笑い芸人を育成

する項目等４項目が計画には反映されていない

と公表をされましたが、果たしてそれ以外には

ないと言えるのでしょうか。例えば、移住促進

モデルタウンの整備についてであります。その

まんまマニフェストの８ページの移住促進の項

目です。「都市部の退職者が宮崎での生活を実

感できる移住促進モデルタウンの整備」と書か

れております。覚えていらっしゃると思いま

す。マニフェストを読んで、県外から移住され

る方を受け入れる住宅団地等の造成といった

ハード整備などをされるのかと私は考えまし

た。実際、そのような期待感を持っている県民

の方もいらっしゃるのではないでしょうか。そ

こでまず、平成20年度予算の移住促進の県の取

り組みについて、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） 移住促進の取

り組みにつきましては、受け入れ機運の醸成や

県の情報サイト等による情報発信、市町村の取

り組み支援等を行っているところであります

が、来年度は、新規事業の「宮崎に来んね、住

まんね、呼びかけ強化事業」におきまして、情

報発信力をさらに高めるとともに、移住促進の

取り組みに積極的な市町村への支援や推進体制

整備などを、なお一層強化していきたいと考え

ております。具体的には、首都圏等でのシンポ

ジウムやセミナーの開催によるＰＲ強化、ガイ

ドブックの作成や旅行等情報誌を活用した情報

発信強化、モデル市町村における「お試し滞

在」等の取り組みに対する支援、官民共同の全

国的な推進組織であります「移住・交流推進機

構」への参画などであります。今後とも、市町

村等と十分連携を図りながら、「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。

○川添 博議員 要するに、積極的な取り組み

を行う市町村を支援するといったソフト事業を

行うということですね。マニフェストにある

「移住促進モデルタウンの整備」という文言

は、新みやざき創造計画では「移住促進モデル

市町村への支援」という言葉に変わっていま

す。また、20年度当初予算でも、市町村支援中

心のソフト事業しか組まれていないわけであり

ます。創造計画に、マニフェストにある「移住

促進モデルタウンの整備」の趣旨が反映されて

いないのではないでしょうか。知事に見解をお

伺いいたします。
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○知事（東国原英夫君） 移住促進に係る取り

組みというのは、あくまでも受け入れ主体であ

る市町村が重要なポイントになるんじゃないか

なと考えております。そのために、県としまし

ては、ホームページ等で情報発信や相談窓口の

設置をするとともに、「お試し滞在」等に取り

組んでいる積極的な市町村をモデル市町村とし

て支援するという形をとらせていただいており

ます。お尋ねの総合計画への反映なんですが、

モデル的な取り組みの推進を重点施策として新

みやざき創造戦略に盛り込んだところでありま

す。

○川添 博議員 当初のタウンの整備という言

葉が、創造計画及び創造戦略に反映されていな

いということで、趣旨が少し失われているので

はないかという印象を受ける県民の方も多いの

ではないかと考えたところでございます。

続きまして、マニフェストの11ページでは、

財政改革において350億円の歳出見直しを行い、

うち200億円については新規事業へ振りかえ、ま

た150億円については将来の歳入減、歳出増に備

えて基金等へ充当すると書かれています。知事

はこの記述も覚えていらっしゃると思います

が、これが行革大綱にどのように反映されてい

るのか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 第２期財政改革推進

計画では、職員数の削減等による人件費の見直

しとか、投資的経費の縮減・重点化、事務事業

の見直し等により、平成21年度には、平成18年

度と比較して、350億円の歳出見直しと合わせ

て、150億円を上回る182億円の収支不足の圧縮

のための取り組みを達成する見込みを立ててお

ります。

○川添 博議員 将来に備えて基金を充当する

計画になっているわけですから、私は、そう

いった意味で、収支不足を圧縮した上で基金に

上積みされるのかというようなイメージを持っ

ておりました。現実には、平成20年度当初予算

では、基金が計画以上に大きく取り崩されて、

本県の財政状況はさらに悪化しているわけで

す。最初に知事のマニフェストを読んで、150億

円基金充当の記述を見て、何とすばらしいアグ

レッシブな改革なんだろうと、私、正直感じた

ところでありました。しかし、ふたをあけてみ

ると、行革大綱では、充当どころか収支不足は

現状維持のままで、基金を取り崩していく計画

になっております。これで本当にマニフェスト

の趣旨が計画に反映されていると言えるので

しょうか。要するに、計画自体にマニフェスト

に基づいた知事の本気度が反映されていないの

ではないかと考えたところであります。

知事はよく、「マニフェストは県民の皆様と

の約束である」とおっしゃるわけですが、その

約束は、創造計画や行革大綱、予算などへ誠実

に反映することによって、具体的に実現される

ものです。マニフェストから創造計画などにど

のように反映されているのか、県民には少しわ

かりにくいものになっております。まして、趣

旨を変えて反映させた項目や、趣旨が変わって

いなくても、他の施策に統合されて言葉が消え

てしまった項目などについて、誠意を持ってき

ちんと説明することが必要なのではないでしょ

うか。それができなければ、公約違反のそしり

も免れないのではないかと思います。政治家・

東国原英夫として説明責任を果たすべく、ペー

パーベースで県民にわかりやすく公表するお考

えはないのか、知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 私がマニフェストに

掲げさせていただいた項目については、新みや

ざき創造計画とか行財政改革大綱2007に反映さ
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せたところでございます。それぞれの政策課題

に関しまして、これまでの経緯とか県の取り組

み状況を踏まえて、現実的な対応といたしまし

て、より効率的・効果的な手法を選択した結

果、マニフェストの文言どおりには計画や大綱

に盛り込むことができなかった項目もあること

は事実でございます。

○川添 博議員 一度、整合性など整理をし

て、ぜひ公表していただきたいと存じます。

また、私は、有権者との約束であるマニフェ

ストは、基本的に下方修正はできないのではな

いかと考えます。知事は、企業誘致100社につい

て、「相手がある話で、企業は５年から10年の

長期計画で設備投資をしており、それぐらいの

時間を要する」旨の発言をされましたが、それ

では、当初４年間の100社目標設定はどういう根

拠でされたのかと考えます。あくまで４年間の

中で努力すべきですし、また、１年ごとの状況

や見通しを県民にディスクローズしていく義務

があると考えます。

私がなぜマニフェストと計画との関係を質問

したかと申しますと、知事就任前の一民間人で

あったころに、県政について大きな夢を描き、

熱い思いで書いたこのマニフェストと、県政を

変えるんだという政治家としての初心や原点を

忘れないでいただきたいということを申し上げ

たかったのです。現実の県行政や財政構造の壁

は確かに厳しいわけですが、そういう制約の中

でがんじがらめになってしまって、マニフェス

トを書いたころのあの夢はもうかなえられそう

もないなと思われているところがあるのではな

いでしょうか。かつて全国で改革派知事として

さっそうとあらわれた方々も、２期、３期され

て、終わってみれば地域の窮状は何も変わって

いないという評価が多いのも事実です。私はそ

ういうことを危惧しております。厳しい現実に

妥協し、知事職になれ切ってしまうのではな

く、当初の外から見た県庁の視点や、最初のこ

ろ、まだ行政にふなれであったころの行政への

違和感のようなものを維持していくことが、実

は大事なのではないでしょうか。ぜひ一度、誠

意を持って、マニフェストの一つ一つの項目に

ついて、創造計画や行革大綱との整合性を整理

していただき、公表していただきたいと思いま

す。それがマニフェストで夢を見た多くの有権

者への誠意を示すことであり、初心に立ち返る

ことであると思います。また加えて、各数値目

標等については、スピード感を持って集計し、

早期に公表していただく努力をお願い申し上げ

ます。しっかりと受けとめていただきたいと存

じます。

次に、財政再建についてお伺いいたします。

先ほど壇上から総務部長に御答弁いただきまし

たが、行革大綱がスタートしてまだ１年も経過

していないのに、県債残高や基金残高見通しで

は、早速、計画とそごを来している状況であり

ます。本議会においてもまた、日ごろ県民から

数々の要望が並んでいます。また、知事御自身

も、やりたいことがたくさんあるわけですが、

真に必要な施策を打つためには財源が必要で

す。まず財政をしっかりと立て直していくこと

が急務であり、最優先の政治課題であると、私

は考えます。平成20年度当初予算段階での基金

残高の見込みは213億円です。執行段階で節約に

努め、年度末には数十億円の戻りがあるとのこ

とですが、計画との大きなぶれは生じておりま

す。本県経済の先行きは、原油高騰、建設産業

の不振などからますます厳しさを増すものと考

えます。加えて、大規模な企業立地が進んで本

県の税収が大きく伸びるといった特殊要因も、
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今のところ見当たりません。したがって、今の

ペースで行けば、次期21年度か22年度には基金

が枯渇いたします。歳入歳出ともに抜本的な健

全化の取り組みが早急に求められると考えます

が、どのような財政健全化への道筋を考えてお

られるのか、知事の所見をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 基金が枯渇して予算

編成が困難となることがないように、諸産業の

振興等による税源涵養に努めるとともに、重点

的な滞納縮減策などの徴税対策や、使用料・手

数料の見直しを行うなど歳入確保に取り組むほ

か、第２期の財政改革推進計画に基づく歳出改

革を着実に推進してまいりたいと考えておりま

す。

また、本県財政が厳しい状況に陥った大きな

要因の一つに、三位一体の改革による地方交付

税交付金の大幅な削減ということがあります。

この削減の―午前中の質疑応答にもありまし

たように、この確保といったものには、国に対

しても強く要望してまいりたいと考えておりま

す。

○川添 博議員 今回の予算編成と大綱の計画

との差を踏まえると、一つに、自主財源である

県税収入の見通しが甘かったのではないかと思

います。税収のシミュレーションをしっかりと

行う必要があると思いますが、いかがでしょう

か。

また、仮に基金が枯渇した場合、大幅な事業

見直しや起債を張ることを余儀なくされると思

います。借り入れ依存の財政になれば、県債は

いずれ１兆円の大台に乗り、借り入れ負担の中

で悪循環となってまいります。今の時点でその

ことを真剣に議論する必要があると思います。

仮にいよいよ基金枯渇の場合に、知事、実際ど

のような対応をされるのかお伺いをいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 第２期の財政改革推

進計画を策定する前提となる財政の中期見通し

においては、本県予算における一般財源総額の

増減を横ばいで試算しておりますが、これは

「骨太の方針2006」で、地方の安定的な財政運

営に必要となる一般財源の総額を確保すること

とされていたことによるものであります。しか

しながら、現実には、平成19年度の地方財政対

策や20年度の税収等の減の影響によりまして、

歳入が財政の中期見通しを下回って、収支不足

額が拡大したところであります。このため、平

成20年度の当初予算の編成に当たっては、県議

会や事業仕分け委員会などの御意見も踏まえま

して、事務事業の見直しを図るなどにより、収

支不足額を約100億円圧縮したところでございま

す。今後とも、基金の枯渇により予算編成が困

難にならないように、財政健全化に向けた取り

組みを一層推進してまいる所存でおります。

○川添 博議員 歳出面においては、今後、公

債費や社会保障費が年々増加する見込みであり

ます。一方で、本県の県税収入は景気動向に左

右されやすく、大変脆弱であります。今後の財

政運営は一層厳しさが増すことは、だれの目に

も明らかであります。現状の対策では、税収減

の状況から基金の枯渇は時間の問題であると、

私は思います。私は決して財政慎重論者でも縮

小均衡論者でもございませんが、まずは財政を

立て直した上で、計画的な積極財政へ打って出

るべきだと思います。財源がないことには、真

に必要な施策も打てません。「財政再建こそ夢

の実現」を合い言葉に、４月以降少しでも早

く、次の平成21年度予算編成に向けて、財政健

全化への抜本的な対策が講じられることを願い

ます。
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では、少し話を変えまして……。歳入対策に

ついては、代表質問においてもユニークなアイ

デアが出ましたが、私も幾つか御提案してみた

いと思います。少しとっぴなことを申し上げま

すが、最初からマイナス面だけを考えるのでは

何も変わりません。今のこの危機的な行財政シ

ステムに求められるのは、前例にとらわれない

発想だと思いますので、積極的な御答弁をお願

いいたします。企業広告収入による歳入確保で

あります。現在、企業広告においては、ネーミ

ングライツやホームページにおけるバナー広告

などが行われております。来訪者の多い県庁本

館内に企業広告を募集してはいかがでしょう

か、総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 県庁本館内への企

業広告の募集につきましては、歳入確保のため

の一つの手法であると考えられます。ただ、そ

の実施に関しましては、県庁本館は、県民が利

用することを本来の目的にしております公の施

設とは異なりまして、県が行政事務の執行上、

直接使用する公用財産に位置づけられますの

で、行政の中立性というところに特に注意を払

う必要があると考えております。それから、宮

崎県の県庁本館は、御案内のとおり非常に歴史

的なイメージが強いといいましょうか、非常に

重厚な建物で由緒ある建物でありますので、そ

れらの影響、それから費用対効果、そういった

ところを十分に考えて、慎重な見きわめが必要

であろうと考えております。以上であります。

○川添 博議員 少し消極的な答弁で大変残念

ですが……。収入とは直接関係ありませんが、

せっかく県外とかの来訪者が多いわけですか

ら、本県の観光ポスターでも掲示してはいかが

かなと思います。あわせて御検討をお願いして

おきます。

それでは、次の提案として、広報紙である

「広報みやざき」の中に企業広告を募集すると

いうのはいかがでしょうか。総合政策本部長に

お伺いいたします。

○総合政策本部長（村社秀継君） 「広報みや

ざき」へ企業広告を載せられないかということ

でございますけれども、「広報みやざき」は、

発行回数とかページ数に限りがありますので、

掲載する情報を取捨選択しながら、県民の皆様

にわかりやすく、読んでいただける広報紙づく

りを心がけているところでございます。御質問

の企業広告の導入につきましては、掲載できる

情報が制約されることに加えまして、他県等の

例を見てみますと、広告企業の固定化、あるい

は紙面制作のコストが広告収入を上回るといっ

たような問題等もございます。したがいまし

て、企業広告につきましては、「広報みやざ

き」のあり方も含め、慎重に検討する必要があ

るというふうに考えております。

○川添 博議員 わかりました。

それでは、教育長、多くの人が集まる県立美

術館や県立図書館での企業広告を募集してはい

かがでしょうか。

○教育長（高山耕吉君） 県立美術館と県立図

書館における企業広告の募集についてでありま

すが、これらの施設は、社会教育のためだけの

施設ではなくて、広く県民に利用されるという

こともあります。また、児童生徒の教育活動の

場としましても高い公共性を有しているため、

今後、慎重に研究をしてまいりたいと考えてお

ります。

○川添 博議員 続いては、病院局長にお尋ね

いたします。県立病院については、厳しい経営

状況にございます。赤字圧縮策に全力で取り組

む必要があると思います。そこでまず、延岡病
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院や日南病院の黒字化の見通しや増収策につい

てお伺いいたします。

また、その上で歳入確保策として、例えば待

合室の長いすの背中に企業広告を募集するなど

の収入確保の取り組みを行ってはどうかと思い

ますが、いかがでしょうか。

○病院局長（植木英範君） 県立病院の経営状

況についてでございます。県民の皆様に信頼さ

れる医療を持続的に提供していくためには、経

営の健全化を図ることが極めて重要でありま

す。このため、平成18年８月に定めました中期

経営計画では、最終年度である平成22年度に

は、すべての県立病院の単年度黒字化を目標と

して掲げたところでございます。御質問にあり

ました延岡病院と日南病院につきましては、今

年度も赤字の見通しではありますが、計画の年

度目標に近い改善を見込んでおり、若干の曲折

はあるものの、これまでのところ、計画目標を

おおむね達成しているところでございます。こ

のまま着実な目標達成を目指してまいりたいと

思いますが、御存じのような医師不足など病院

事業を取り巻く環境は、今後さらに厳しさが増

すことと予想されますので、より一層の経営努

力が必要であると考えております。したがいま

して、今後とも、共同購入など費用の節減に一

層努めますとともに、急性期医療に重点を置い

た診療の提供や、新たな施設基準の取得などの

診療機能の充実による収益の確保を図り、各病

院とも目標が達成できるよう努めてまいりたい

と存じます。

次に、企業広告の募集についてであります

が、県立病院事業は、中期経営計画の達成に向

けて、収益確保のための取り組みを一層強化し

ていく必要があると考えております。御提案の

ありました待合室の長いすへの企業広告を初

め、これまで取り組んでいない新たな収益向上

対策につきましては、安全・安心な医療を安定

して提供するという県立病院の使命を基本に、

幅広く研究してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○川添 博議員 前向きの御答弁と承りまし

た。22年度にはすべての県立病院で黒字化され

る計画とのことですので、期待をいたしており

ます。

さて、今、私は企業広告の募集による歳入確

保対策について質問してきたわけであります

が、実際の答弁は、それぞれの担当部局長から

行われました。この厳しい財政状況の中、歳入

確保対策一つとっても、それぞれの所管課でば

らばらに企画・検討しているのが現状なので

す。そこで、知事に御提案ですが、例えば、企

業広告などの歳入確保対策を一元的に企画・検

討し、収入をシミュレーションするようなセク

ションを設置してはいかがでしょうか、知事に

お伺いします。

○知事（東国原英夫君） 今の質問に、的確に

各部が答えますように、収入シミュレーション

は各部で行っているわけです。ですから、これ

を横断的にというのはどうなのかな、本当に必

要なのかなという感じはします。ただ、広告収

入のシミュレーションというのは、本当に客観

的な視点でできるわけです。新たなセクション

を設けるというのは、他府県等の状況も見なが

ら考えていきたいと思いますけれども……。

それより、私は、自分の体とかに広告をつけ

てテレビ出演するとかいうことを一時考えたん

です。そうしたら、民間企業を広告できないと

いうことです。多社であれば、数が多ければ大

丈夫なんじゃないか、あるいはその収入を県に

納めると、これはまた寄附行為になるわけで
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す。そういったところの法整備というのを考え

るセクションなどというのも必要かなとは思っ

ております。

○川添 博議員 寄附で申し上げますと、東京

の日比谷公園や石神井公園のベンチでは、都民

の寄附でベンチが設置されておりまして、その

プレートには寄附された方のメッセージという

ことで、「結婚20周年記念」とか「子供の成長

に感謝して」とかのメッセージを入れて、あわ

せて寄附者の名前を入れて設置されていると。

ベンチとかシート等の補修とか入れかえ時期に

そういった募集をして、例えば県の文化公園と

か、県庁の前のベンチとかもよろしいのではな

いかと思います。そうやってメッセージが入っ

たベンチに、県民もまた愛着もわいてくるので

はないかと。いずれにしても、前例にとらわれ

ない発想、新しい取り組みで、そういった歳入

確保対策に取り組んでいただきたいと思いま

す。

次は、歳出削減の観点から、事務の一元化に

よる人員体制の見直しについてであります。人

件費削減のために、組織や行政経営の効率化を

根本から見直していく必要があると思います。

現在、総務事務センターや、来年度より新総務

事務所にて物品管理費の一元管理や給与・旅費

計算事務が集約化、効率化されますが、各課や

出先機関の、例えば調査報告業務などの共通の

事務や定例業務をさらに集約させて、人員削減

につなげていくことは検討できないでしょう

か。総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 厳しさを増す財政

状況に対応して、総人件費の削減を図るため

に、県といたしましては、行財政改革大綱2007

におきまして、平成23年度までに―17年度と

の比較になりますが―1,000名の職員を純減す

る計画を立て、現在、着々と実行しているとこ

ろでございます。そういう中で、これを着実に

実行していきますためには、仕事そのものの進

め方ですとか事務事業の徹底した見直し、さら

には組織の簡素効率化などに取り組む必要があ

ると考えております。そういう視点で本年度は

―議員の御質問の趣旨にも合致するかと思い

ますけれども―総務事務センターを設置いた

しまして、本庁における旅費、給与等の支払い

業務関係の集中化を図ったところであり、ま

た、今議会におきましては、さらに来年度に向

け出先機関への拡大を進めますとともに、本

庁、出先機関にわたる組織の再編の御審議をお

願いしているところでございます。いずれにい

たしましても、今後とも新たな行政需要ですと

か、県民サービスの確保にも十分に配慮しなが

ら、ただいまの御提言の趣旨も十分踏まえまし

て、適正な定員管理に努めていきたい、このよ

うに考えております。以上であります。

○川添 博議員 例えば、収入未済額の圧縮に

ついても、現在の縦割りの組織の中で行われて

いる未収金の回収業務を、全庁的な回収チー

ム、回収機構などを設置するなどして、一元管

理して回収強化を図っていく必要があると思い

ます。知事はマニフェストの５ページの中で、

専担チームをつくって、こういった諸施策につ

いて民間人も登用していきたいと書いておられ

ました。ぜひ、こういった収入確保対策チーム

や収入未済対策チーム、また組織や行政事務効

率化チームには、民間マインドを投入して、早

急に成果を上げていただきたいと存じます。

さて、これまで話してまいりました、この本

県の厳しい財政状況については、どのように県

民への広報や説明が行われているのでしょう

か。総務部長にお伺いをいたします。

平成20年３月３日(月)



- 223 -

○総務部長（渡辺義人君） 本県の財政状況に

つきましては、年２回発行しております「宮崎

県の財政」で詳しく説明をいたしておりますほ

か、県庁のホームページにも「財政情報」とい

う項目を設け、予算・決算の状況や財政改革の

取り組み内容等につきましてタイムリーにお知

らせをしているところであります。また、県内

の各家庭に配布いたしております「広報みやざ

き」においても、新年度の予算編成等の際に特

集を組みまして、できるだけわかりやすい情報

の提供に努めているところであります。このほ

か、テレビや新聞等のマスコミを活用した情報

発信を行いますとともに、職員が出向きまして

県民の方々に県政の動き等を説明する出前講座

でも、本県の財政状況や財政改革の取り組みに

ついて説明をさせていただいているところであ

ります。以上であります。

○川添 博議員 財政の危機的な状況が県民に

わかりにくくなっている気がいたします。例え

ば、この収支不足を埋めるにはどれぐらいの事

務事業の削減が必要になるのか。また、公共事

業を半分に減らしても、その大半は補助金や起

債が占めており、真水部分の減少はおよそ１割

程度しかないとか、県債のうち、臨時財政対策

債などの交付税措置されている部分以外の措置

されていない県債の割合とその金利負担の推移

とか、その仕組みや推移をわかりやすく広報紙

やメディアなどで公表しガラス張りにして、危

機的な状況にあることについて県民と情報を共

有していくことが大事だと思います。なぜな

ら、財政危機は県民の問題でもあるからです。

県民や議会と一緒に問題を共有し、解決策を模

索していくことが必要であると考えます。よろ

しくお願い申し上げます。

それでは次に、環境問題についてお伺いをい

たします。

環境問題は、気象変動などから農業への影響

も懸念されているところでございます。本県の

二酸化炭素排出量の各部門ごとの排出状況はど

のようになっているのでしょうか、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） 本県の二酸化

炭素の削減計画などを定めました「宮崎県環境

基本総合計画」では、平成22年度の排出量を、

基準年の平成２年度と比較しまして10％削減す

るという目標を掲げておりますが、平成16年度

は３％増加いたしております。これを部門ごと

に見てみますと、排出量の約半分を占めます工

場などの産業部門では３％削減いたしておりま

すが、家庭部門では11％、事務所や商業施設な

どの業務部門では57％、自動車などの運輸部門

では28％と、それぞれ増加いたしております。

○川添 博議員 家庭や事業所などで、減少す

るどころか逆に増加をしているということです

ね。では、本県の具体的な対策や事業はどのよ

うなものがあるのでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県では、二酸

化炭素削減に向けまして、県民、事業者、団

体、行政などで構成された環境みやざき推進協

議会と連携いたしまして、ノーマイカーデーや

クールビズ、二酸化炭素削減のための研修会な

どを実施しているところであります。また、県

が委嘱しております105名の「地球温暖化防止活

動推進員」が、家庭でできる身近な温暖化対策

を地域に広めていく活動を推進しております。

さらに、平成20年度から、全国の先進的な取り

組みや省エネルギー技術を紹介するセミナーを

開催し、事業所等における省エネルギーを進め

るとともに、エコバッグの活用によるレジ袋の

削減など、より実践的な取り組みを推進するこ
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とといたしております。

○川添 博議員 県民や事業者等へ普及啓発を

なされているということでございますが、なか

なか成果が出ていない状況にあります。どう

いった取り組みをすればよいか、取り組み方法

やそれによって削減されるＣＯ2の量などの数値

をわかりやすく県民や事業者に示すことで、取

り組みを広げていくことが必要ではないかと考

えますが、いかがでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 今お話にあり

ましたように、県民や事業者に積極的に取り組

んでいただくためには、わかりやすい指標を示

すことが重要であります。そこで、一般家庭に

おいて、冷房や暖房の温度を１度弱目に設定す

ることで、１世帯当たり年間約30キログラムの

二酸化炭素が削減されることや、事業所での省

エネルギー設備の導入などによる削減効果を、

地域で開催されるイベントや講演会、ホーム

ページなどで紹介し、普及啓発に努めていると

ころであります。今後とも、県民、事業者、団

体、行政などが一体となって、地球温暖化対策

に取り組んでまいりたいと考えております。

○川添 博議員 他県では、ＩＳＯ14001のコス

ト削減等を考慮して、県で独自の環境マネジメ

ントシステムを導入している例もあると聞いて

おります。環境問題は、テレビのコマーシャル

にもありますが、今や「知っている」から「し

ている」の段階に入ってきております。また、

市町村レベルでは、ホームページの中に「環境

家計簿」をつけて、ポイント加算などにより優

遇措置をとっているところもあると聞いており

ます。各家庭や事業者に、個別の具体的な行動

指針やプログラムをしっかりと伝達し、効果を

上げていくことが必要かと思います。積極的な

取り組みをお願いいたします。

次に、農業問題についてであります。

本県の農業振興の重要性については、説明を

要しないものであります。農産物の品目ごとの

産出額の増減状況はいかがでしょうか、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） 本県の品目別

の農業産出額でございます。本県の平成18年度

の農業産出額は、全国５位の3,211億円となって

おりまして、前年に比べまして５億円増加いた

しております。平成18年の農業産出額の前年か

らの増減を部門別に見ますと、耕種部門が10

億9,500万円の減少、それから畜産部門が20

億2,100万円の増加となっております。主な品目

等を見てみますと、増加しているものといたし

まして、野菜がピーマンやキュウリを中心に43

億4,100万円、肉用牛が39億200万円の増加と

なっております。一方、減少しているものとし

ましては、米が12億8,000万円、工芸作物のたば

こで42億4,500万円の減少となっております。以

上です。

○川添 博議員 畜産については順調に推移し

ているようですが、品目によっては厳しい状況

にあります。今後どう推移していくか県として

も注視し、農家への普及指導に生かしていただ

きたいと存じます。

農家の所得は低迷しており、何らかの対策が

必要ですが、今後、小規模農家に対して、どの

ようなもうかる農業を支援、指導していかれる

のか、お伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県では、多

様な担い手が、地域の特色を生かした複合経営

を中心に、生産性の高い農業経営を展開してお

ります。このため県では、経営規模の大小にか

かわらず、経営管理能力のすぐれた意欲ある担

い手が、消費者ニーズに即した安全・安心で高
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品質な農産物を安定的に生産するなど、将来に

わたって農業経営が展開できる農業構造の構築

が重要と考えております。このようなことか

ら、県といたしましては、地域農業改良普及セ

ンターを中心に、農家から経営体へステップ

アップを図るために、経営管理指導や経営診断

を実施するとともに、栽培技術指導による収量

・品質の向上、さらには経営規模拡大や施設化

など経営の充実、こういったことに向けた支援

を行い、小規模農家についても、経営として成

り立つ農業経営が展開できるよう、支援してま

いりたいと存じております。以上です。

○川添 博議員 ぜひ、もうかる農業について

指導、支援していただき、積極的に取り組んで

いただきたいと思います。

さて、次は切り口を変えまして、農家に対す

る育児支援であります。若い夫婦２人で経営し

ているような小規模農家においては、育児に関

する負担は特に大きく、公務員や企業のような

育児休暇も当然ありません。奥さんは、母親、

そして働き手としての役割の両立を求められる

など、大変な苦労があるものと考えます。そこ

で、このような小規模農家に対して、育児に関

する何らかの支援や援助の施策について検討で

きないか、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） 女性農業者は

農業経営の大切なパートナーでありますことか

ら、安心して子供を生み、育てる環境づくりを

進めることは、大変重要であると認識しており

ます。現在、農業改良普及センターや農業委員

会を中心に「家族経営協定」の締結を推進して

おります。この中で、農業経営目標の設定や、

農作業・家事などの役割分担、出産・育児にお

ける育児休暇などについて、家族内で話し合い

をし、取り決めを行っております。今後とも、

「家族経営協定」の普及をさらに推進しますと

ともに、小規模農家も参加した、集落全体での

農作業の効率化や支援体制づくりに向けた話し

合い活動に対しまして、支援を行ってまいりた

いと存じます。以上です。

○川添 博議員 農家に対する育児支援は、ひ

いては少子化対策にもつながるものと考えま

す。これからの農業を担う若い世代の方たちに

もっと希望を持たせるような、具体的な支援策

を講じていただくようお願いをいたします。

最後に、中小零細企業の支援策についてお伺

いいたします。

まずは、原油高騰対策についてであります

が、原油の高騰により厳しい経営を余儀なくさ

れている県内中小零細企業に対して、どのよう

な金融支援策があるのかお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 最近の急

激な原油価格の高騰は、中小企業者に深刻な影

響を与えております。このため、県の融資制度

において最も低利な貸し付けであります緊急経

営対策貸付によりまして金融支援を行ってまい

りましたけれども、本年１月からは、石油関連

経費が５％以上占めている中小企業者も対象と

するよう、要件の大幅な拡大を行ったところで

あります。今後とも、原油高騰を初めさまざま

な経済変動により影響を受けている中小企業者

に対しまして、的確な金融支援に努めてまいり

たいと考えております。

○川添 博議員 わかりました。

次に、今、全国的な傾向でもございますが、

中小零細企業は、収益性が低下し、借入金が増

加しております。この非常に厳しい経営環境に

ある中小零細企業に対して、商工会議所などは

どのような経営支援や指導を行っていらっしゃ

るでしょうか。
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○商工観光労働部長（高山幹男君） 中小企業

への経営支援についてということであります。

商工会議所や商工会は、地域に密着した総合的

な経済団体としまして、日ごろから地域の商工

業者に対し、金融や税務、労務などの相談、あ

るいは研修会とか講習会の開催、各種の情報提

供などさまざまな経営支援を行っております。

さらに、コンサルタントなどの専門家や関係団

体と連携しながら、新商品の開発でありますと

か販路開拓など高度・専門化する経営課題に

も、商工業者の方々とともに取り組んでいると

ころでございます。県としましては、これから

も、商工会議所などの経営支援機能が強化され

るよう努めてまいりたいと考えております。

○川添 博議員 商工会に入っていない企業も

含めまして、余り浸透していないような感じが

いたします。ぜひ、これらの制度や支援につい

て積極的なＰＲも行っていただき、取り組んで

いただくようお願いをいたします。

現在、保証協会の融資残高を見ますと、金融

安定化資金の落ち込みを控除して考えると、ほ

ぼ残高は横ばい程度に推移しております。しか

し、中小企業の件数は減少しているわけです。

この８年間で４万8,000件から４万2,000件、

約6,000件減少しています。ということは、１企

業当たりの借入金が増加しているということで

あります。借入金増加要因としては、前向きな

資金ももちろんあると思いますが、全般的には

収益力が低下していることにあると思います。

この１年の知事人気や宮崎のＰＲにより、確か

に一部に光が差してきている部分はあると思い

ますが、直近の景気判断では、全般的には逆に

悪化しているとする調査も上がってきておりま

す。

先ほど農業問題の質問もいたしました。次年

度より部局横断的な施策を展開予定とのことで

すが、まさに、農業産出額3,200億円は県内ＧＤ

Ｐ３兆円の４％程度にしかすぎません。しか

し、農業を含めて１次産業と２次産業や３次産

業は、農産物の付加価値化などと密接に連携し

合っております。すなわち、２次産業や３次産

業を担う中小零細企業が元気にならないと、農

業の再生もありません。どうか、そういった視

点を取り入れていただいた指導や支援をお願い

申し上げます。

いろいろと御答弁いただき、ありがとうござ

いました。県民の中の大多数である中小零細企

業の方たちや、長年にわたり宮崎の農業を担っ

てきた小規模農家の方たちなどが、今、現実に

宮崎の、本県の経済を支えています。知事のマ

ニフェストには多くは触れられておりません

が、そういった人たちに光を当てていくことが

本当の政治だと思いますし、本物の県民総力戦

であると思います。真に必要な最善の政策を実

行していくためには、財源が必要であります。

そのためには、すべてに優先して財政健全化を

４年間で本気で仕上げることが、知事の当面の

最も緊急にして重要な政治課題であると考えま

す。特に事業の見直しについては、目標値を設

定した徹底的な見直しと、県庁組織の行政経営

そのものの抜本的な見直しが、かぎになってく

ると思います。知事のマニフェストを書かれて

いたころの初心を思い出して、前例にとらわれ

ない大胆な発想による改革に御期待を申し上げ

ます。諸提案を御検討していただくことを期待

するとともに、私も微力ながら、執行部の皆さ

んと積極的に議論をしながら県勢発展に貢献で

きるよう、努力してまいりたいということを申

し上げて、すべての質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）
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○中村幸一副議長 ここで、暫時休憩いたしま

す。

午後２時41分休憩

午後２時55分開議

○中村幸一副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、７番河野安幸議員。

○河野安幸議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の河野安幸でございます。議長のお許しをいた

だきましたので、一般質問を行います。

本日の最後になりました。お疲れのことと思

いますが、しばらくの間おつき合い願いたいと

思います。なおまた、髙橋議員もおっしゃいま

したが、きょうは３月３日、おひなさまの日で

もございまして、平和の日でもございます。穏

やかに流していきたいと思いますから、ひとつ

よろしくお願いを申し上げたいと存じます。宮

原議員と重複するところが相当あるようでござ

いますけれども、準備をいたしておりますか

ら、そのままやらせていただきたいと思いま

す。

それでは、知事の政治姿勢についてお伺いを

いたしたいと思います。

知事就任２年目を迎えられた本年、マスコミ

や政治評論家、学者の皆さんなどから、「いよ

いよ正念場」とよく言われております。知事自

身も、マニフェストなどを見ながら、県民の声

に耳を傾けながら県政を進めていかれることと

思っております。この１年、振り返ってみます

と、さっそうと、生まれ故郷のこの宮崎のため

に、流行語大賞にもなりました「どげんかせん

といかん」と、志を高く立候補され、保守王国

と言われる政権政党の推薦候補を超え、また無

党派層の多くの支持を得られ―聞くところに

よりますと、今まで選挙に行ったことのない若

い人たちまでが投票されたとお聞きをいたして

おります。開票が始まるとすぐ当選確実が報道

されました。見事な勝利であったと思います。

私自身、県議会議員初挑戦でありましたが、知

事選の前では、かすんで見えなかったような気

がいたします。

就任以来、本県を知名度ナンバー１にされた

功績はまことに見事と思います。世間では、

「テレビに出過ぎだ」「パフォーマンスが過ぎ

る」などと言う人たちもおりますが、私の選挙

区で発生した鳥インフルエンザを逆手にとり、

地鶏、マンゴーは全国区になり、また県庁が観

光スポットになるなど、さすがテレビ・芸能界

を熟知されていたからこそ、見事というほかあ

りません。私の地元清武町でも、「パパイアの

売り込みを知事に頼んだら」という声もありま

す。さすが宮崎のトップセールスマンと、自他

ともに認められるゆえんであります。芸能界に

おられるときよりも、知事になられて注目度が

倍増し、多忙な日々を宮崎県のために尽力され

ていることを県民はよく知っております。ここ

まで「見事」という言葉を３度使いましたが、

ここでお尋ねをいたしたいと思います。

知事は、政党の垣根を越え県民総力戦で推し

進めていくということで、どの政党にも属さな

い無所属でしたが、自民党の私が言うのもなん

でございますが、ここに来てなぜ自民党支持に

心変わりされたのか。知事支持者の中には、こ

の自民党支持に不満のある方もおられると思っ

ておりますが、やっぱり自民党でなければだめ

だと思われた、何か具体的な出来事があったの

ではありませんか。「衆議院のある個人を支持

するものではない」と。私は詭弁に聞こえるの

ですが、「男心と秋の空」ということわざもあ
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りますけれども、その心情をぜひお聞かせいた

だきたいと思います。

それから、県民総力戦、この言葉の使い方を

問題にするものではありませんが、知事が言わ

れるこの県民総力戦とは、県民の意識改革、お

互いに知恵を出しながら頑張っていきましょう

と、私自身は広く解釈をいたしておるところで

ございます。さて、この県民総力戦、県民が確

かに変わったと感じられた手ごたえがありまし

たか。知事自身も、これが県民総力戦だと位置

づけられ、アクションを起こされたことで、県

民がどのように考え、それがどのようになれ

ば、これが県民総力戦の理想とするところだ、

究極の目標だと思われますか、理想論を伺って

おきたいと思います。

知事は今、時の人、旬の人であります。マス

コミの調査によりますと、県民の知事への支持

率が93％という報道がありました。まさに驚異

的な支持率であります。福田総理にこの支持率

の高さの要因を伝授されたらという気持ちもい

たします。しかし、ブームはいずれ去ります。

このことは、知事の言葉から察するに十分承知

されていることと思います。そこで、正念場と

位置づけられました、御自身のマニフェストを

検証し、県民にお示しになるでしょうか。本年

度の予算編成に対しまして満足できた政策とで

きなかった政策を、それぞれ東国原流にて答弁

を願いたいと思います。

また、県民総力戦があれば推進できたのでは

ないかという発想が、あるいはまた政策はあり

ませんでしたか。今後推し進めていきたいと思

われるソフト事業がありましたら、お答えくだ

さい。私自身、声なき声に耳を傾けることが政

治の原点だと思っておりますので、あれば伺っ

ておきたいと思います。

次に、地域雇用の拡大、地域産業の振興、そ

して財政基盤の強化を図るために、市町村が行

う企業誘致及び工業振興支援策に対する財政措

置についてお伺いいたします。

県内の市町村は、地域振興の一つとして企業

誘致を掲げ、地域間競争に打ち勝つため、進出

企業に対し種々の誘致施策をとっているところ

であります。この多くの施策は、固定資産税の

減免であるとか雇用拡大に伴う奨励金などであ

り、その財源は、すべて自治体の一般財源であ

ります。平成19年６月に施行された企業立地促

進法によれば、基本計画が経済産業省に承認さ

れ、また、その企業が県知事に対し企業立地計

画または事業高度化計画の承認を申請した場

合、自治体が固定資産税の減免などの奨励措置

を行ったときの75％が地方交付税として措置さ

れるわけでございます。しかしながら、この基

本計画が承認される前に立地した企業につきま

しては、当該法律の適用はされず、既に立地し

ている企業が施設や製造機械の増設を行った場

合の奨励措置に対する補助金等については、財

源措置が受けられません。地域雇用の拡大、地

域産業の振興、そして財政基盤の強化を図るた

めに、その突破口として企業誘致を推進しよう

とする自治体にとって、まさにその入り口のと

ころで大きな難問を負わされた格好になり、結

果といたしまして、企業への支援は二の足を踏

むことになるわけでございます。知事がマニ

フェストに掲げていらっしゃいます100社の企業

誘致は、ぜひとも必要な施策と思いますが、既

に県内に立地している企業がさらなる事業の拡

大を図ることについても、そして県域内にとめ

おくための施策の展開を図ることも、また重要

なことだと考えております。このため、市町村

はこれまで各種の奨励措置を行っているわけで
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すから、県としても、地域振興を図る面からも

市町村の努力に対して支援すべきであろうと思

います。この点について、商工観光労働部長に

お伺いいたしたいと思います。

この財政支援につきましては、頑張る地方応

援プログラムや特殊財政事情調査により、特別

地方交付税措置がなされているとは思います

が、特別交付税の算定過程などについては公表

されておりません。各市町村が行った企業誘致

や工業振興施策に係る経費がどの程度考慮され

ているのかわからず、それほど期待できるもの

ではないと思うわけでございます。企業が立地

いたしますと、当然ながら法人税の歳入はあり

ますが、それを上回る行政需要が生じてまいり

ます。地域雇用の拡大、地域産業の振興、そし

て財政基盤の強化を図るために、市町村が独自

で行った固定資産の減免などの企業誘致、施設

に係る財政支援につきましては、地方交付税の

取り扱いはどうなっているのか、地域生活部長

に伺いたいと思います。

次に、合併問題についてお尋ねをいたしま

す。

平成12年、地方分権一括法が制定されました

が、それは市町村合併と三位一体の改革であっ

たと思われます。全国において市町村合併が強

力に推進された結果、平成11年３月末に3,232

あった市町村が、平成18年３月末では1,821と、

推進前の約半数にまで減少し、本年11月に

は1,785市町村となる予定となっております。本

県におきましても、宮崎市と近隣３町との合

併、東臼杵郡内の美郷町の誕生を初め６地域で

合併が行われ、44あった市町村数は30となり、

現在でもさらに県央・県西・県南地域におい

て、合併に関する議論、協議が行われていると

ころであります。合併特例法のもとでの議論の

過程では、さまざまなメリット・デメリット論

が展開されているところであります。スケール

メリットを生かし、事務事業の効率化、財政基

盤の強化が図れる合併特例債を活用した社会資

本の整備が促進されるといったメリットはあり

ますが、「役所への距離が遠くなる」「周辺部

が寂れ、地域文化が失われるのではないか」

「きめ細かなサービスが受けられなくなるので

はないか」といった不安も挙げられておるよう

でございます。合併を選択し、合併に携わった

者にとって、住民から「合併しても何もよくな

らない」と言われるほどつらいものはないので

はないでしょうか。

ちょうど平成17年の２月だったと思います。

私が宮崎県町村議長会の会長のときでありまし

た。京都におきまして、全国市町村合併シンポ

ジウムが開催されました。そのとき長野県泰阜
やすおか

村の松島村長さんがパネルディスカッションの
むら

パネラーとして立たれ、その発言は私の耳に今

でもこびりついております。それはどういうこ

とかといいますと、「小泉さんは合併、合併と

言われますけれども、何にもわかっておられま

せん。自然環境を守れ、水を守れ、棚田を守れ

と言われますけれども、自然環境の美しいとこ

ろは不便なところであり、水のきれいなところ

は貧しいところであります。若者は利便性を求

めて都会に出ていく。残った者で山を守り、川

を守っている。若者は都会で働いて都会に税金

を納め、定年になると村に帰ってくる。帰って

きたら何を求めますか、介護を求めます。村か

ら役場がなくなったら、その村は死んでしまい

ます。村長をなくし、村会議員を減らすことし

か考えておられません。全国の70％は山村であ

ります。東京のみが日本ではありません。山村

に住んでいても、日本人には変わりありませ
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ん。山村は国が支援すべきである」と、涙なが

らに話されたことを、今でも思い出すところで

ございます。

そこで、第１点としてお伺いをいたします。

他県では、合併市町村の協力を得て、県が合併

に関する具体的な検証を行い、これを住民にわ

かりやすい形で公表している例も見受けられま

すが、県内で市町村合併が行われてから約２年

を経過した現在、本県としては、これらのメ

リット、デメリットを含め、合併前と合併後の

市町村の状況について、何らかの具体的な検証

をされているのか、あるいは、今後検証を行わ

れる考えがあるのかどうかについて伺いたいと

思います。また、その結果について広く公表

し、現在あるいは今後の合併論議に反映させて

いくことをお考えかどうか、地域生活部長にお

伺いいたします。

第２点といたしまして、今後の市町村合併に

関する取り組み、そして市町村の将来像につい

て、知事にお伺いいたします。市町村合併はそ

れぞれの町村が主体的に判断するものであると

いうのが、県としての基本的なスタンスであろ

うと理解をいたしております。知事は常々、県

民総力戦という表現を使われておりますが、県

民が安心して暮らせる安全な県土、県民が真に

豊かさを感じることのできる県づくりのために

は、県、市町村が互いに対等な立場で連携し、

一体となった取り組みを進めていくことが不可

欠であろうと思います。知事は、そうしたパー

トナーとしての市町村に、どのような姿、どの

ようなものをお望みになるでしょうか。「市町

村合併は目的ではなく、あくまでもよりよい自

治体を目指すための手段にすぎない」と言われ

ております。知事としては、市町村合併をどの

ようにとらえ、今後どのように進めていこうと

お考えなのか、お伺いをいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

なぜ自民党支持に心変わりしたのかという問

いでございます。私は知事就任以来、「すべて

は宮崎のために」という一念で、あくまで県民

党として行動しております。道路特定財源問題

につきましては、与野党の考え方を十分考慮、

検証いたしまして、本県のためを考え、苦渋の

選択で、条件つきで政権与党の考え方を、今の

ところ支持させていただいておるところでござ

います。

続きまして、県民総力戦についてでありま

す。私は、新しい宮崎を実現するためには、地

域力、住民力を高めることが必要であり、その

ためには、県民の皆様一人一人が意識改革をし

て、それぞれの得意分野や持ち味を生かして、

自発的にさまざまな取り組みを行っていただく

ことが肝要であると考えております。具体的な

動きとしましては、昨年、私と意見交換を行っ

たＮＰＯの方々が、県民総力戦の趣旨に賛同し

てくださり、まちづくりをテーマとしたフォー

ラムを自分たちの手で開催されました。また、

先日は、「みやざき観光・文化検定」が開催さ

れたところですが、このような取り組みも、県

民総力戦による「おもてなし日本一観光推進」

につながるものではないかと考えております。

私に直接、「自分も県民総力戦で何かやりた

い」と聞いてこられる方々も日々ふえてきてお

りまして、県民総力戦が徐々に浸透し、県民の

意識が変わりつつあるという手ごたえを感じて

いるところでございます。

続きまして、当初予算の編成についてであり
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ます。平成20年度当初予算編成は、私にとって

初の通年予算という本格的な予算編成でありま

したので、私のマニフェスト達成に向け、中山

間地域・植栽未済地対策等の３つの重点施策を

中心に積極的に取り組むこととさせていただい

ております。具体的には、中山間地域・植栽未

済地対策としては、きらり輝く中山間地域農業

活性化プロジェクト事業、植栽未済地解消、抑

制対策事業、子育て・医療対策としては、子育

て支援乳幼児医療費助成事業、そして小児科専

門医育成確保事業、建設産業対策として、建設

産業育成総合対策事業などに取り組むほか、そ

の他の分野におきましても、「自殺ゼロ」プロ

ジェクト推進事業などにも新たに積極的に取り

組むことといたしております。当初予算の編成

に当たりましては、平成19年度地方財政対策の

影響などにより収支不足額が拡大し、大変苦し

い予算編成を強いられたところでありますが、

３つの重点施策を中心に、本県が直面する喫緊

の課題に対応した、優先度や重要性の高い事業

につきましては、しっかりと措置することがで

きたのではないかと考えております。

続きまして、県民総力戦で推し進めたい政策

についてであります。私の夢は、この宮崎を、

「宮崎で生まれてよかった」「訪れてよかっ

た」「住んでよかった」と思える県にしたいと

考えております。このためには、安心して子供

を生み、育てられる環境、さらには、本県を訪

れた方々が満足できる環境を整える必要があ

り、これらは、みんなが手を取り合って同じ方

向にベクトルを向けないと達成できないものと

考えております。このようなことから、子育て

家庭を応援する趣旨の宣言や、子育て家庭を対

象としたサービスの取り組みなどを募集する

「みんなで子育て応援運動」を展開していると

ころであり、県民総力戦で子育てを応援してい

きたいと考えております。また、おもてなし研

修の実施や観光ボランティアの資質向上等を通

して観光振興や移住促進を図ることにより、県

民総力戦によるおもてなし日本一を目指してま

いりたいと考えております。

続きまして、市町村合併についてでありま

す。県と市町村は、住民福祉の向上という共通

の政策目標を実現していく上において、対等で

重要なパートナーであり、それぞれの役割を踏

まえながら、連携して施策を展開していくこと

が肝要であると考えております。このような中

で、市町村が、今後さらに多様化、高度化する

住民ニーズに的確に対応していくためには、一

層の行政体制の整備、確立が不可欠であり、市

町村合併はそのための有効な方策であると考え

ております。市町村合併は、これからの市町村

の望ましい姿を見据えながら、市町村と住民の

皆様とが一体となって取り組んでいただくこと

が何よりも重要であると考えておりますが、県

といたしましても、合併新法の期限まで残り２

年となっておりますので、合併に向けた一層の

取り組みがなされますよう、引き続き市町村に

対して、積極的に働きかけを行ってまいりたい

と考えております。〔降壇〕

○地域生活部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えします。

企業誘致に伴う地方交付税の取り扱いについ

てであります。企業誘致に取り組む市町村に対

しましては、従来から、過疎地域などの特定地

域において、一定の要件を満たす施設の新設等

を行った事業者に対し市町村が固定資産税減免

を行った場合には、その減収額の75％が、普通

交付税により補てんされることとなっておりま

す。また昨年、企業立地促進法が施行されたこ
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とに伴い、この法律に基づく企業立地につきま

しても、同様の普通交付税の減収補てん措置が

設けられたところであります。さらに、特別交

付税についても、企業立地に伴う固定資産税の

増収分の５％について、当該市町村において、

企業誘致に関連して必要となる財政需要とし

て、新たに措置することとなったところであり

ます。

次に、市町村合併についてであります。合併

した市町におきましては、合併特例債や市町村

合併支援交付金などの国や県の支援策を活用し

ながら、10年、20年という長い時間をかけて、

地域の一体性の確保や均衡ある発展に取り組ん

でおられるところであります。これらの市町に

おかれては、特に福祉サービス部門の充実強化

や、道路、下水道といった社会基盤の整備な

ど、一定の成果を上げられていると伺っており

ますが、このような取り組みはいずれも緒につ

いたばかりであり、「合併効果がなかなか見え

てこない」といった声もあるようであります。

県といたしましては、こうした地域の方々の意

見も含め、合併後の状況の把握に一層努めます

とともに、今後の市町村合併の推進やまちづく

りへの支援に、積極的に生かしてまいりたいと

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。

企業誘致に関する市町村への支援についてで

あります。企業が立地いたしますと、進出した

地域の活性化や雇用の拡大につながりますこと

から、市町村と連携して、積極的に企業誘致を

進めているところであります。しかしながら、

企業誘致における自治体間の競争は全国的に激

化しておりますので、各県、各市町村がそれぞ

れ独自に、企業に対する優遇制度を設けるなど

の取り組みを行っております。このような中、

県といたしましては、厳しい財政状況ではあり

ますが、本年度、補助金の最高限度額を九州最

高額となる50億円に引き上げるなど、制度の充

実を図ったところであります。今後とも、県と

市町村が力を合わせまして、１件でも多くの企

業立地が図れるよう努めてまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○河野安幸議員 それでは、自席から行わせて

いただきます。

国道269号大久保工区安全施設について、県土

整備部長にお伺いいたします。事業計画を見て

みますと、自転車道、歩道の新設に３億円を見

込まれているようであります。地元としては大

変喜んでいるところであります。しかし、既に

改良が終わったと言われております工区で―

大久保駐在所の近くでありますが―一部歩道

ができていない箇所があります。ここは大久保

小学校の入り口であります。隣には大久保学習

児童館があります。子供が集団でバスを待つと

ころでもありますが、この場所については、地

権者とも話をしておりますが、同意しないとは

言っておりません。ここを大久保工区に取り込

み、改良はできないものかお伺いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 国道269号の大

久保工区の歩道でございますけれども、平成18

年度から事業に着手し、現在、地元説明会を終

えまして、用地調査を実施しているところでご

ざいます。議員から御質問のありました箇所に

つきましては、交通量の多い通学路であること

や、周辺との連続性を考慮いたしますと、歩道

整備の必要性を認識しているところであり、平

成20年度から、大久保工区の一部といたしまし

て整備する予定としております。今後、清武町

とも連携を図りまして、事業進捗に努めてまい
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りたいと考えております。

○河野安幸議員 次に、高岡郡司分線の改良に

ついて、県土整備部長にお伺いいたします。今

年度は、船引集落内を着々と改良工事を進めて

いただいておるところでございます。平成20年

の７月にはほぼ完成の予定となっておるようで

あり、清武町も地区民も大変喜んでおります。

しかし、黒北から宮崎市の最終処分場たらの木

台の下の工区でございますが―枇杷首という
び わ くび

ところでございます―一部未改良になってお

り、そのままになっております。地元も不思議

に思っておりますが、何の理由で改良ができな

いのかお伺いをいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 県道高岡郡司

分線の枇杷首地区でございますけれども、現状

で道路線形が悪く、交通安全確保の観点から整

備が必要であると考えております。しかし、当

区間の一部が字図が混乱しておりまして、現段

階では用地取得が困難な状況にございます。こ

のため、字図整理など用地問題の解決に向けま

して、関係者、関係機関と協議を進めてまいり

たいと考えております。

○河野安幸議員 知事にお伺いいたしたいと思

います。予算的に見ましても、国に金がないの

で、補助金や交付金をカットしてきているわけ

です。三位一体の改革で、税源移譲と言われて

おりますが、市町村から言わせると、「何でこ

んなに市町村民税がふえたのか」といった苦情

が相当あるようでございます。これではますま

す地域格差が広がり、地方は疲れ果てます。

今、ガソリン国会と言われ、暫定税率を廃止

し、道路特定財源を一般財源化すべきだという

議論が起こっておりますが、真に必要な道路の

建設とは何でしょうか。四国と本州には３本の

橋がかかっております。三木橋、大平橋、後藤

田橋と呼んでいる人もおります。私は、国の道

路建設に対する考え方は、「利用者が少なく採

算ベースに合わないから、真に必要な道路では

ない」と言っているような気がしてなりませ

ん。宮崎県は、高速道路の利用者は少ないし、

利用者が少なければ料金体系も高く設定され、

通行料金体系が高くなれば利用者も少なくな

り、まさに悪循環そのものだと思います。国の

理論では、高速道路建設の対象外となるのでは

ないでしょうか。しかし、その理論で切り捨て

られてよいのでしょうか。高速道路は、「陸の

孤島」と呼ばれる宮崎の産業の発展に大きく寄

与し、真に必要不可欠な道路であります。宮崎

県の道路建設がなぜこれまでおくれたのか、理

由がわかりませんが、知事は、何が原因だと思

われますか、お答え願いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） まず、宮崎県の人口

というのは全国の１％で、県土面積というのは

全国２％あるんです。ということは、やっぱり

県土面積が広いのかなということで、あと８割

は山間地域なので、地形的な厳しい条件があっ

た、川も多いし、山間地域が多いという、そう

いったことでおくれたのではないかとは思って

おります。しかし、東九州自動車道あるいは九

州横断自動車道延岡線は、非常に県民にとって

命の道路だと認識しております。たとえこの東

九州自動車道が東国原自動車道と言われるよう

なことがあっても、私は、東九州自動車道のた

めには命を張って、一日も早い供用を目指して

いきたいと考えております。

○河野安幸議員 地域生活部長にお伺いいたし

たいと思います。私の出身町の当該施策に対す

る一般財源の持ち出しは、18年度の実績で申し

上げますと、工場等設置奨励金が約5,000万円、

これを含めた特殊財政事情調査で計上した一般
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財源の額が３億3,500万円に対しまして、特別交

付税額は１億1,800万円であります。特別交付税

額の算定法はどうなっているのか、地域生活部

長に伺いたいと思います。

○地域生活部長（丸山文民君） 特別交付税の

算定の方法ですけれども、特別交付税につきま

しては、普通交付税では捕捉されなかった特別

の財政需要や災害等への対応がある場合などに

措置されるものであります。算定の方法は総務

省令に定められておりまして、具体的には、災

害や合併関連経費のほか、過疎地域振興対策や

中山間地域対策に要する経費など、市町村の個

別の事情を踏まえまして算定を行っているとこ

ろであります。しかしながら、総額が限られて

おりまして、各市町村の財政需要の全額に対し

て措置することはできない状況にあります。御

理解を賜りたいと思います。

○河野安幸議員 商工観光労働部長にお伺いい

たしたいと思います。昨年でしたか、宮崎県地

域産業活性化協議会がつくられたようでござい

ますが、これはいつつくられたのか。そして、

その委員の方々はどういった方々か、どのよう

な審議をされているのか、お伺いいたしたいと

思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 宮崎県地

域産業活性化協議会についての御質問でありま

すが、これにつきましては昨年の10月10日に設

立したものでございまして、その構成員のメン

バーは、県とすべての市町村、それから大学、

高専、商工団体、工業界等、全体で42の団体で

構成いたしております。ここにおきましては、

企業立地促進法に基づく企業立地の支援を受け

るために、その前段として、地域の基本計画を

つくって国の承認を得ないといけませんので、

その基本計画の策定について審議いただいてき

たというものでございます。

○中村幸一副議長 メンバーはどういう人たち

か……。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 協議会の

メンバーは、県とすべての市町村、それと大

学、高専、商工団体、これは３つございます

が、それから工業界、産業支援財団、県のソフ

トウエアセンターのすべての42団体になってお

ります。

○河野安幸議員 再度、商工観光労働部長に伺

いたいと思います。このたび清武町に立地いた

しますシェルソーラーでございますが、それに

対する県の補助金はどうなっているのか、お伺

いいたしておきたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 昭和シェ

ルソーラー株式会社に対する補助金ということ

でございます。去年の11月７日に立地調印を

行っておりますが、このときの計画によります

と、設備投資が150億円、150人を新たに採用と

いう計画であります。このとおり計画が実行さ

れました場合、約６億4,500万円の補助金の額と

なると思いますけれども、これが、具体的に企

業が立地され、常用雇用者150人採用されたとき

に交付されるという形になろうと思います。

○河野安幸議員 まだ時間がございますけれど

も、いろいろすべて前向きの御回答をいただき

ました。これで私の質問を終わりたいと思いま

す。（拍手）

○中村幸一副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時33分散会

平成20年３月３日(月)


